彦根市立金城幼稚園

幼稚園の玄関には教育目標の
看板があります。子ども達をは
じめ保護者や地域の方々にも
親しまれています。

４月参観日に５歳児
親子が製作した
ジャンボこいのぼり♪

彦根市立金城幼稚園
彦根市大藪町２５４５ TEL 0749 (24) 2322 (FAX27-6270)
◎施設面積 ９２５㎡ グランド面積２，１５６㎡＞
◎定員１５５名（５歳児７０名４歳児３５名３歳児５０名＞
◎職員数１５名（園長・主任・教諭５名・講師８名）
【教育方針】 「つよい・やさしい・金城っ子」「よく見・よく聞き・よく動く子」
幼児一人一人の発達を捉え、基本的な生活習慣や豊かな心と体、人と関わる
力、道徳性の芽生えを育み知性と感性のバランスのとれた心豊かな子どもの
育成をめざす。
【園の特色】 昭和５４年４月に創立。今年は４０周年の記念の年です。子どもた
ちがのびのび思いっきり走り回って遊べる園庭、どんぐりの森、おさかな広場、
花の散歩道、藤棚の砂場、クローバーが群生し四季折々の草花や木々が花を
咲かせます。保護者の方につくっていただいた築山は子ども達の遊びの基地と
なっています。園舎周辺は田んぼや公園、琵琶湖に近く豊かな自然が広がって
います。地域の多様な人々や金城小学校との交流も大切にしています。

金城幼稚園・生活や遊びの様子
保育室や園庭で先生や友達とのびのび元気いっぱいに遊ぶ金城っ子
帰りの会で絵本指導

色々な材料で製作遊び

リズム遊び楽しいね♪
毎月「約束まーもろっ」の安全指導

毎日、うんていにチャレンジ♪

砂場遊び大好き！

庄堺公園へ春の遠足

ソラマメの収穫

地域のおじさんとサツマイモの苗植え

金城幼稚園経営管理全体計画（構想）

めざす幼児像

拠所
◇教育基本法
◇幼稚園教育要
◇市教育行政方針
◇彦根市乳幼児教育・
保育指針共通カリキュラム

つよい

園児の実態
・家族の愛情を受け、大切に育て
られ素直な子どもが多い。
・体を動かして遊ぶことが好きな
子どもが多い。
・多様な人とのかかわりや、生活
体験、自然とのかかわりを楽し
める子どもが多い。

やさしい 金城っ子
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幼児一人一人の発達の特性を踏まえ基本的な生活習慣や豊かな
心と健やかな体、人とかかわる力、道徳性の芽生えを育み、知
性と感性のバランスのとれた心豊かな子どもの育成をめざす。

地域の実態
・保護者、地域は、教育熱心で協
力的である。
・健やか金城の会、自治会等の組
織を中核にして、教育機関との
連携が強い。
・園周辺には、琵琶湖・芹川・公
園・水田等があり、自然環境に
恵まれている。

教育の柱
○道徳、人権教育を踏まえ
た教育
○特別支援を重視した教育
○保・幼・小連携を大切に
小学校教育との円滑な接続
○体験活動の重視、健康・
運動に関する指導の充実
○地域に開かれた教育
☆確かな指導のために保育
者は資質向上に努める
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家庭・地域とともに取り組む根っこの教育
＜約束の三原則・・・
３歳児
・安心して、先生や友達と
一緒に園生活を楽しむよう
になる。

あいさつ・はなしをきく・かたづける＞
５歳児

４歳児
・自分の思いを出しながら、
先生や友達と遊ぶことを楽し
むようになる。

・友達と互いの思いを出し合い、
共通の目的を持って遊ぶ楽しさ
を味わうようになる。

きんじょう学区の子どもを愛し、一人一人の子どもを大切にする保育者
じ ん権感覚を磨き、温かさのある保育者
よ う小連携・園の環境を生かす保育等、資質向上を目指し積極的に学び専門性と人間力を高める保育者
う れしさいっぱい 笑顔いっぱいの金城幼稚園を目指し、チームワークで取り組む保育
【 一園一約束
自分からあいさつしよう 】

環境問題や人権問題、経済問題など、複雑に絡んだ現代社会の問題を解決する資質や能力を育成するととも
に、問題の解決や探求活動に主体的に取り組む態度を育てる。
【具体的な取り組み】ぴかぴかデー・飼育栽培活動・
約束守ろうの日・地域の場や施設、人材の活用・地域の多様な人や保・幼・小・中の交流など

金城幼稚園・園内研究

＜平成３０年・３１年彦根市教育委員会：教育課程研究指定＞

１． 研究主題

生き生きと自己表出して遊びを創り出す子どもをめざして
～幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえて～

２． 主題設定の理由
近年の社会状況はグローバル化・IT化し、生活は便利になってきているが、それに伴って、
子ども達の実体験や自然体験が不足している実態がある。また、核家族化や少子化、地域との
つながりが減少したこと等、特に就園前の家庭では様々な人とかかわる体験や思う存分遊びこ
める環境が少ないと考えられる。
今年度より、新教育要領が施行され、日々の遊びを通しての総合的な指導の中で幼児教育の
資質・能力３つの柱が示された。
「知識及び技能の基礎（豊かな体験を通して感じたり気付いたり、
分かったりできるようになったりする）」「思考力、判断力、表現力等の基礎（気付いたことやで
きるようになったことなどを使い、考えたり、試したり、工夫したり表現したりする）」「学びに向

かう力、人間性等（心情、意欲、態度が育つ中でよりよい生活を営もうとする）」この３つは相互
につながりあって育て、改めて５領域（健康、人間関係、環境、言葉、表現）のねらいと内容
を踏まえながら、幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿を捉え、幼児教育から小学校教
育へと接続していくことが重要となってくる。
本園では、「よく見・よく聞き・よく動く子」「自分が好き・友達を好きになる子・遊びを
創り出す子」を大切に『つよい、やさしい、金城っ子、生きる力を育み、知性と感性のバラン
スのとれた心豊かなこどもの育成』をめざすために、「生き生きと自己表出して遊びを創り出
す子どもをめざして～幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえて～」を研究の中心とした。
保育者との信頼関係を基盤に、友達と安心安定して遊ぶ集団生活の中で思いっきり遊びこめ
るようになるために、子どもの主体的な遊びを重要な学びと位置づけ、発達に応じて生き生き
と自己表出して、遊びを創り出していける環境を整えていきたい。また、園内外の豊かな自然
環境や小学校交流、地域人材に着目し、様々な年齢の人とのつながりを大切にしながら、本園
ならではの特色をいかし、教育目標に向かって、幼児期にふさわしい豊かな体験を積み重ねて
子ども達を育てていきたいと考える。
３、研究の内容と方法
①生き生きと自己表出して遊びを創り出す子どもを育てるために、教育課程の編成と指導計
画の見直しをする。５領域のねらいと内容、幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿
の視点に照らし合わせて具体的な姿を考察する。
②日々の保育、研究保育での記録やカメラ、ビデオを活用し、生き生きと自己表出して遊び
を創り出す姿から、環境構成や保育者の援助の在り方について探る。
③地域の自然や人とのふれあい体験・小学校交流・園庭の自然の活動マップ等、年間計画の
再考をする。

金城幼稚園の沿革
創立

昭和５４年４月１１日

昭和５４年

４月１１日～ ・竣工並びに開園
１２月
・２保育室増築工事
昭和５５年 ３月
・園章、園歌、園旗を制定披露
７月～ ８月 ・築山を奉仕作業にて造成
昭和５８年 ８月
・小花壇を５箇所に設置
平成 ２年 ２月
・飼育小屋の設置（父母と教師の会より寄贈）
平成 ４年 ９月
・平成３・４年度に彦根市教育委員会研究指定を受け「幼稚園教育課
程研究発表会」を開催
平成 ６年 ８月
・下水設備、市下水道へ切り換え工事
平成 ８年 ８月
・園舎テラス前に雨除けひさしの取り付け
平成 ９年 ７月～３月
・職員室拡張工事および園舎２保育室増築工事
平成１０年 ４月～３月
・創立２０周年記念事業を実地（記念運動会・記念誌発行など）
平成１１年 ９月～３月
・園舎東側にゲートの設置
平成１２年 ８月
・職員室、保健室に空調設備の設置
平成１３年 ２月
・園舎南側に教材園を２箇所造成
平成１４年 ８月
・非常通報設備の設置
２月５日
・平成１２年・１３年度に彦根市教育委員会研究指定を受け「幼稚園
教育課程研究発表会」を開催
平成１４年 ８月
・非常通報設備設置改善工事の完了
平成１５年 ９月
・創立２５周年記念運動会の実施
１０月
・平成１４・１５年度に「文部科学省委託事業・市教育委員会指定『幼
稚園における道徳性を培う活動の充実に関する調査研究』を発表
平成１７年 １月
・お話を絵にするコンクールで学校賞を受賞
２月
・滋賀県教育美術展で学校賞を受賞
１０月
・幼小連携推進事業の県教委指定研究を受ける。
１１月から
平成１８年 ３月まで
・職員室拡張工事および園舎１保育室増築工事
平成１９年 ８月
・第５５回日本ＰＴＡ全国大会滋賀大会において園児がアトラクショ
ンに出演
平成２０年 ７月
・新園舎トイレ工事および門扉の改修工事
１１月
・創立３０周年記念式典の実地
平成２１年 １月
・お話を絵にするコンクールで学校賞を受賞
２月
・世界児童画展で都道府県賞を受賞
平成２２年１１月２４日
・平成２２年度「滋賀県教育委員会研究指定『学びの芽生え育み事業』
を受け公開保育および研究発表会」を開催
平成２３年 ７月 ４日～ ・４歳児、こあら組園舎屋根防水工事
平成２４年 １月２１日
・お話を絵にするコンクールで学校賞を受賞
７月
・耐震補強工事
平成２５年 ７月・８月
・職員トイレ工事および本園舎屋根工事、テラスの全面張り替え工事
平成２５年 ８月
・全国国公立幼稚園教育研究協議会滋賀大会オープニングに園児が出演
１１月
・自治体消防６５周年記念表彰優良幼年消防クラブとして表彰される。
平成２６年１０月
・保育室とリズム室に網戸設置
平成２７年 ７月
・保育室前テラスの屋根ひさしの拡張（４歳児：水道の前）
平成２９年 ７月
・保育室前テラスの屋根ひさしの拡張（４歳児：こあら保育室前）
平成３０年 ４月
・平成３０年・３１年度彦根市教育委員会教育課程研究指定を受ける

