彦根市立高宮幼稚園
た

のしんで遊ぶ子

か

んがえて行動する子

み

のまわりのことができる子

なにごとも

高宮幼稚園の特色
○高宮幼稚園のある高宮町は、中仙道が通り、かつて交通の要衝地として、また高宮
布の集産地、多賀大社の門前町として発展してきました。 数々の歴史と文化に彩られ、
古きよき時代の風情を今に残す町です。小さな町ですが神社仏閣が多く、地域のあちこ
ちに言い伝えや昔話にまつわる各所旧跡がたくさんあります。
○本園の周辺は田んぼや畑、犬上川など、四季折々の自然に触れることができる場が
たくさんあります。 本園は地域の方々に温かく支えられ、保・幼・小の連携も盛んに行っ
ており、自然や人とのかかわりを大切にした保育を進めています。

や

りぬく子

思わずしてみたくなる遊
びの環境を整え、じっく
りと「もの・ひと・こと」に
関わる姿を大切にする
ことで、遊びの楽しさを
十分に味わいます。

園庭の遊具に繰り返し挑戦！
四肢を使って存分に遊びます。

心を揺さぶる体験を通
して、活動する意欲、
自分で考える力、友達
と伝え合う力が育って
いきます。

家庭、地域、小学校の人や施設、自然と触れ合うことを通して、様々な豊かな体験をします。

高宮幼稚園経営管理全体計画（構想）
教育目標
✤教育基本法
✤幼稚園教育要領
✤学校教育の指針
✤県幼児教育推進の指針
✤教育行政方針
○自ら学び、自ら考える
力を育む教育の充実
○よりよく生きる人とし
ての「根っこ」の育成
○確かな学力を向上させ
る「根っこ」の育成
○家庭・地域に信頼され
る幼稚園の「根っこ」
の育成
○確かな指導のための教
職員の資質向上

・素直で明るい
・核家族が多い
・多様な人とのかかわ
りが少ない
・生活体験や自然との
かかわり等が不足し
ている

楽しく活動し遊びきる子の育成
≪めざす子どもの姿≫
【たのしんで遊ぶ子】
○心を動かし、存分に遊び込む子
【かんがえて行動する子】
○自分で考え行動できる子
○自分の思いを表現し、人の話を聞ける子
【みのまわりのことができる子】
○自分のことは自分でできる子
【なにごともやりぬく子】
○あきらめずに最後までがんばり乗りこえ
ようとする子

・教育熱心である
・地域ぐるみで行われ
る活動や行事が多く
協力的である
・近隣地域は昔からの
街並みが残る宿場町
である。周辺地域は
宅地開発が進んでい
る

本園教育推進の基本

人格形成の根っこを育てる幼児教育の充実と園経営の創意工夫
丈夫な体

豊かな心

・安全な環境づくり

・心を動かす感動体験

・運動できる環境づくり

・絵本等に親しむ

心を動かし
遊び込む体験

・体験できる環境づくり
・豊かな自然環境
基本的生活習慣

一園一約束
あいさつをしよう

人とかかわる力

・望ましい生活リズム

・話を聴く場づくり

・約束を守る環境づくり

・ふれあいが広がる場づくり

３歳児の指導の重点

４歳児の指導の重点

５歳児の指導の重点

園での生活の仕方がわか

身近な環境や友達に関心を

友達と、思いを伝え合った

り、先生や友達と一緒に過

もち、安心して自己を発揮し

り一緒に遊びを進めたりして

ごす楽しさを味わう。

ながらのびのびと園生活を楽

いく中で、支えあって生活す

しむ。

る楽しさや充実感を味わう。

本年度の教育の重点
○遊びの中で多様な経験を重ね、好奇心や思考力の芽生えを培い、充実感や満足感を味
わえる環境構成の改善に努める。
○一人一人の育ちの姿をとらえ、温かいまなざしで個々に応じた援助をする。

１

基本的な生活習慣・態度の育成

(1) 幼児一人一人の発達に応じたきめ細かい指導に努める。
保育者との信頼関係を基盤としながら、幼児一人一人が生活に必要な習慣や態度が身に付くよう、発達や場
面に応じた適切な指導に努める。
(2) 一園一約束の推進
「あいさつをしよう」を合言葉に、人と人とのつながりを大切にする。
「ゆびきりげんまんの日」を設定して、
生活習慣の確立や、マナーの習得等をめざす。また、相手を尊重する気持ちが育つように努める。

２

豊かな心を育み、創造的な思考の芽生えの醸成

(1) 豊かな生活体験をさせる。
家庭とは違う集団生活ならではの様々な直接的、具体的な体験を充実する。
(2) 環境の構成や援助を工夫する。
幼児が身近な環境に親しみ、ふれ合うことをとおして様々な事象に心を動かす感動体験をする。
また、幼児の発達する姿に見通しをもち、適切な環境の構成と体験内容の工夫に努めるとともに自分なりに
考えていくことが身につく課程を大切にした援助に努める。

３

豊かな人間性と社会性を育む教育の充実

(1) 温かい人間関係をつくる。
豊かな感性を育み、遊びや生活の中での様々な感情体験を大切に、人権尊重の芽生えを培う。
(2) 人権教育の充実に努める。
幼児教育は人権教育であることを土台とし保育者の人権感覚を研き、幼児への適切な指導力の向上に努める。
(3) 道徳性の芽生えを培う。
家庭・地域と連携して、基本的な生活習慣を形成するとともに、生活や遊びの中で、他者の存在に気づき、
相手を尊重する気持ちや「してよいこと、悪いこと」を判断する力など、幼児期の道徳性の芽生えを培う。

４

安心・安全で、地域から信頼される幼稚園づくりの推進

(1) 特別支援教育の理解促進に努める。
支援を要する幼児の理解に努め、適切な支援のあり方について、関係機関との連携を密にする。
(2) 地域に開かれた幼稚園をめざす。
「親と子の育ちの場」となる地域に開かれた子育て支援の充実に努める。
地域の自然や文化、人材等の積極的な活用に努め、多様な体験を積み重ねる。
(3) 安全・安心な幼稚園環境をつくる。
園内外の施設・設備の安全管理に努めるとともに、保育者の危機管理意識の向上と保護者や地域との協力・
連携に努める。
(4) 保･幼･小･中･高の連携に努める。
お互いの文化を尊重し、発達特性を理解し育ちの連続性を大切にした、保･幼･小･中･高の連携推進に努める。

５

教職員研修の充実
協力的体制を大切にしながら、園の組織的な教育力の向上に努める。
一人一人のよさを伸ばし、個性を尊重しながら指導力を高め合うとともに、教員としての使命と責任を自覚
し、自らの資質を高める研修の充実を図る。

高宮幼稚園園内研究・研修
＜研究主題＞

「人とかかわる力を育む」
～思いっきり遊び込む姿を通して～

＜主題設定の理由＞
近年、子どもを取り巻く社会環境はＩＴ化やグローバル化が進み、生活は便利になっているが、
少子化、核家族化、地域とのつながりの減少から、保護者は子育ての不安を抱えている。また、家
庭での子どもの遊びは、ＴＶやビデオ視聴、ゲームなどが多く、直接体験を通して人と触れ合って
遊ぶ経験が少ないのが現状である。
幼児期は生涯にわたる人格形成の根幹が培われる重要な時期であり、幼児期の生活や遊びで培っ
た力や学びが、小学校以降の学びへと連続している。幼稚園における遊びを中心とした生活の中で、
子どもが存分に頭や心や体を動かし、直接的・具体的な体験を積み重ねていけるような環境の工夫
が求められる。
本園の周辺には、田畑や犬上川等、四季折々の豊かな自然に触れられる場や、神社、寺、史跡等
が多くあり、歴史と文化の町である。旧高宮町の方々と、新興住宅の方々が一緒になって地域ぐる
みで開催される行事が多い。また、保護者や地域の方々は園教育にも大変協力的である。その中で
も、子育てや教育における価値観の多様化、戸外遊びの減少、人間関係の希薄さ等からか、子ども
達には主体性やコミュニケーション能力の欠如等課題を感じることもある。
このような実態から、子ども自身が自ら考え、試したり工夫したりして行動する力、話を聴いた
り伝えたりする力、相手の立場や気持ちが分かる力を身につけることが必要であると考えた。これ
らの育ちを目指すためには、子ども自らが周りの人・もの・ことにかかわり、様々な感覚を味わい
ながら思いっきり遊び込むことが大切である。
子どもが自ら主体的に動き存分に遊び込む姿の中には、見たり触れたりする、考える、工夫する、
繰り返す、相手の話を聞く、思いに気付く、共感する、葛藤する、乗り越える、協力するなど様々
な姿が出てくる。中でも、
“葛藤する”
“やりぬく”姿 これらは予測不能とされる未来社会を生き
る力として特に必要とされている。
「人とかかわる力」の育ちを研究の中心にすえ、保育者として
どのように援助や環境構成をしていけばいいのか探り、研究成果を発信していきたい。

＜研究の内容と方法＞
Ａ．研究保育と日々の保育実践事例(ドキュメンテーション)から研究を深める。
Ｂ．考察・分析については以下の①②③の方法で行う。
①人とかかわる力を育てるために、ア イ ウ３つの力の育ちが必要であると考えた。この３つ
の力から子どもの発達の過程を捉え、分析・考察する。
ア
自分で考え試したり工夫したりして行動できる力（主体性）
イ
話を聞いたり伝えたりする力（コミュニケーション能力）
ウ
相手の立場や気持ちを考えかかわる力（思いやり）
②子どもの育ちを支える保育者の援助と環境構成についてそれぞれ５の視点から探る。
《保育者の援助》
①共感 ②受け止める ③見守る ④方向付け ⑤振り返り
《環境構成》
①安心 ②興味関心 ③試行錯誤 ④葛藤 ⑤目的意識
③幼児期の終わりまでに育てたい１０の姿に照らし合わせて研究保育や実践記録を振り返るとと
もに、昨年度の研究で作成した発達の分析表の検証・評価を行う。

高 宮 幼 稚 園 沿 革
大正 ７年～昭和２年
昭和 ３年
昭和 ３年～昭和２２年３月
昭和３４年５月～昭和３４年１0 月
昭和３１年 ４月
昭和４０年 ４月
昭和４０年 ４月
昭和４３年 ４月
昭和４７年 ６月
昭和４９年 １月
昭和５０年１０月
昭和５２年 ９月
昭和５９年１０月
昭和６０年 ４月
昭和６１年１０月
平成 ３年１０月
平成１０年 ４月
平成１１年 ２月
平成１１年 ４月
平成１１年１１月
平成１２年 ２月
平成１２年 ３月
平成１２年１１月
平成１３年 ２月
平成１３年 ３月
平成１４年 ４月
平成１５年 ４月
平成１６年 ８月
平成１７年 ３月
平成１８年 ３月
平成１８年１０月
平成１９年 ２月
平成１９年 ４月
平成１９年 ６月
平成２０年 ２月
平成２１年 ２月
平成２６年 ４月
平成２７年 ４月
平成２８年 ４月
平成２９年 ２月
平成２９年１１月

高宮裁縫女学校
高宮実科女学校
高宮高等女学校
彦根市立南中学校高宮校舎

高宮町立高宮幼稚園
一年保育(５歳児)８０人２組編成
彦根市立高宮幼稚園専任園長となる
彦根市立南中学校高宮校舎あとへ移転
４歳児２学級、５歳児２学級とする
園歌披露発表会
県指定幼稚園教育課程研究発表会
創立２０年記念式典挙行
職員室拡張
園舎全面改築起工式
園舎改築により新園舎へ移転
昭和６０，６１年度文部省研究協力・市指定研究発表
市指定研究発表
市指定研究を受ける
全国教育美術展・地区学校賞受賞、お話しの絵絵画展・学校賞
駐輪場増築
市指定研究（ウオークラリー）保育公開
全国教育美術展・文部大臣賞受賞・地区学校賞受賞
市指定研究・紙上発表、世界児童画展・地区学校賞受賞
改築１５周年記念式典 大望の像カプセル開放
お話しの絵絵画展・学校賞受賞
滋賀県教育美術展・平面学校賞
平成１４・１５年度文部科学省指定調査研究を受ける
平成１５年１０月 平成１４・１５年度文部科学省指定調査研究発表
リズム室後部壁面改修
リズム室南側フェンスに避難口設置
創立５０周年記念誌発行
園舎増築（１保育室）工事（至３月）
平成１８年度県指定幼小連携推進事業（高宮小･めぐみ保・高宮幼）発表
３年保育３歳児１学級設置 ４歳児２学級、５歳児２学級となる。
高宮町 財団法人「進徳社」解散に伴い８０万円の寄贈を受け、木製遊具２
基設置
滋賀県教育美術展学校賞受賞
お話しの絵絵画展・学校賞受賞
高宮町の方より、戸外遊具（星型登はん棒、移動式雲梯）の寄贈を受ける
創立６０周年記念事業開催
平成２８・２９年度 市教委 教育課程指定園
全国教育美術展 学校賞受賞
平成２８・２９年度 市教委 教育課程指定発表

