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【１】幼稚園の概要 

    １．名   称  静岡豊田幼稚園   

    ２．所 在 地  静岡市駿河区曲金２丁目５番２１号 

    ３．電 話 番 号  ０５４－２８３－２２５８  

          FAX  ０５４－２８５－４８５５  

    ４．設 置 者  学校法人 静岡豊田学園 

    ５．理 事 長  宮 下 ちづ子 

    ６．園   長  宮 下 友美惠 

７．沿革の概要 

昭和２５年 ２月２５日 私立豊田幼稚園として認可 

       ２５年 ３月２３日 第１期工事完成 

       ２５年 ４月 １日 開 園 園長 宮下豊子 

       ２９年 ７月 ８日 第２期園地拡張 

       ３１年 ９月２８日 第２期園舎工事完了 

       ３１年１２月２０日 学校法人立として許可を得る 

                 静岡豊田幼稚園と園名を変更 

                 理事長・園長 宮下豊子 

       ３４年１２月１３日 第３期園舎拡張 

       ３５年 ９月 ９日 第３期園舎増築完了 

        ３７年１０月    全国音楽教育研究大会にて研究演奏 

       ３９年 ５月３０日 第４期園地拡張 

       ４１年 ２月２６日 第４期園舎増築及び会議室移転 

       ４５年 ４月 １日 園長 宮下ちづ子就任 

       ４５年 ５月２８日 理事長 宮下豊子死去の為退職 

       ４５年 ６月 １日 理事長 宮下永治就任 

       ４７年 ５月２３日 第５期園舎増築 

       ４８年 ３月２０日 新園舎建築のため旧園舎移動   

４８年 ４月 １日 第６期園舎新築工事開始 

       ４８年 ８月３１日 新園舎完成落成式を行う 

       ５１年１０月２６日 全国施設協議会全国大会静岡大会において第４分科

会の会場園となる 

       ５３年 ３月２０日 第７期園舎増築の為旧園舎取壊す 

       ５３年 ４月 １日 遊戯室・保育室・職員室等園舎増築工事開始 

       ５３年 ８月２６日 遊戯室・保育室・職員室等増築工事完成、 

落成式を行う 

       ５４年１０月２４日 学校法人静岡豊田学園と改名 

       ５５年 １月１３日 創立３０周年記念式典を行う 

       ５６年 ２月１０日 理事長 宮下永治死去の為退職 

       ５６年 ３月２３日 理事長 宮下能弘 就任 

       ６１年 ６月 ５日 第３７回絵画製作・図画工作・美術 

教育研究大会静岡大会において公開保育を行う 
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       ６３年 ９月２０日 会議室等増築工事終了 

      平成 ３年 ７月２５日 第４０回全国幼稚園教育研究大会において提案発表

を行う 

６年 ２月１６日 平成４・５年度 文部省幼稚園教育課程研究指定校

として研究発表を行う 

８年 ２月１６日 平成７年度教育課程運営改善講座において公開保育 

を行う 

       １１年 ７月２１日 第４８回全国幼稚園教育研究大会徳島大会において

提案発表を行う 

       １２年 １月３０日 園地拡張 

           ２月 ５日 第１４回はごろも教育研究奨励賞学校賞を受賞 

           ２月２５日 創立５０周年記念式典を行う 

           ４月 １日 理事長 宮下ちづ子 

                 園長  宮下友美惠 就任 

１４年 ２月１３日 平成 12・13年度 静岡県私立幼稚園教育課程 

研究指定園として発表を行う 

           ９月 ２日 第 1次園舎耐震補強及び改修工事完了 

       １５年 ２月２０日 平成 13・14年度国立教育政策研究所 

教育課程研究指定校として、研究発表を行う 

       １６年 ５月２６日 平成 16年度静岡県中部地区新規採用教員研修会に 

おいて公開保育を行う 

       １７年 ４月 １日 平成 17年度全国的かつ総合的な学力調査の実施に 

係る研究指定校となる 

           ８月３１日 第２次園舎耐震補強及び改修工事完了 

       １８年 ６月１９日 第 6回はごろも教育研究助成賞を受賞 

       １９年 ２月２４日 「あしたへ」ＣＤ収録 

３月２６日 第 37回世界児童画展都道府県団体賞を受賞 

       ２０年 ４月    平成 20・21 年度 静岡県私立幼稚園教育課程研究指

定園となる 

       ２２年 ２月１３日 平成 20・21 年度 静岡県私立幼稚園教育課程研究指

定園として発表を行う 

       ２５年 １月１６日 平成 24 年度静岡県中部地区初任者教員研修会におい

て公開保育を行う 

       ２５年 ２月 ８日 第 27回はごろも教育研究奨励賞学校賞を受賞 

       ２６年 ２月２８日 第 73回全国教育美術展地区学校賞を受賞 

       ２６年 ９月２６日 全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 公開保育コー

ディネーター養成講座のための公開保育を行う 

       ２７年 ２月    オリジナル曲集 CD「たからもの」完成 

       ２７年 ３月 ７日 創立６５周年記念式典及び記念コンサートを行う 

       ２７年 ４月２９日 理事長 宮下ちづ子 瑞宝双光章受賞 

       ２８年 ７月２９日 平成 29年度 東海北陸地区私立幼稚園教育研究  

三重大会において話題提供を行う 
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              ２８年 ８月１９日 全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 

第７回幼児教育実践学会において口頭発表を行う 

       ２９年 ４月 １日 全日本私立幼稚園幼児教育研究機構から「公開保育を

活用した幼児教育の質向上システム(ECEQ)」を実施し

た「ECEQ認定園」として認められる 

３０年 １月２３日 平成 29年度静岡県中部地区初任者教員研修会におい 

て公開保育を行う 

       ３０年 ２月１５日 第 32回はごろも教育研究奨励賞学校賞を受賞 

       ３０年 ９月    園地ブロック塀改修工事完了 

      令和元年 ９月    全クラス空調設備設置完了 

        ２年 ２月１３日 創立 70周年記念式典及び記念コンサートを行う 

 

【２】本園教育の願いと教育目標 

・こんな幼稚園をめざして 

 幼児は自分の心と身体でいろいろな事を体験し、発見し、感動し、自分の中にため込み、

又、新しいものへと挑戦していく。幼児が自分の心を開き、安定した気持ちで自己発揮し、

充実した生活を展開できる場が幼稚園であると考える。一人一人の育ちを認め、幼児が自ら

やろうとする意欲と感動を大切にすることによって、内に秘めた豊かな感性をはぐくんでい

きたい。そして、幼児が自分の世界を広げていくと同時に、他者の存在に気付き、友達や教

師と共に生きる喜びを味わってほしい。その為には、豊かであたたかい環境の中で、教師が

幼児を一人の人間として尊び、幼児が自分らしく生活し、輝いていけるように、一人一人の

心を受けとめることが大切である。幼児と教師とが共に楽しい日々の生活を創りだしていけ

るような幼稚園を願っている。 

 

・教育目標 

  １ 幼児期の発達段階に即した教育環境を整え、子どもたちの自発的な活動をもとにし

て、生き生きとした意欲的な子どもを育てる。 

  ２ 楽しく豊かな生活経験を通して、個性に応じたそれぞれの能力の芽生えを伸ばし、

健康的で明るい子どもを育てる。 

  ３ 音楽教育を通して、豊かな心と創造性の芽生えを育てる。 

 

・こんな子をめざして 

 １ 明るく子どもらしい心を持った子 

・ いろいろなことに興味を持ち、自分から環境にかかわって夢中で遊ぶ子 

・ 自分の思いを態度や言葉で伝えることができる子 

・ まわりの人とかかわって生活する喜びが感じられる子 
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 ２ がんばる子 

・ 自分の目的を持って挑戦し、最後まで全力でやり遂げようとする子 

・ 自分のことは自分の力でやろうとする子 

・ 自分の考えで試したり、探ったり、工夫したりする子 

 ３ 思いやりのある子 

・ 物や自然を大切にする子 

・ まわりの人の思いに気づき、大切にする子 

・ 友だちの良さに気づき、認めることができる子 

・ 人に迷惑をかけない子 

 ４ 情操豊かな心をもった子 

・ 感動する心をもち、まわりの人と共感できる子 

・ 五感を働かせて、環境にかかわる子 

 

【３】地域及び幼稚園の実態 

・幼稚園を取り巻く環境 

     本園は静岡駅の東南３㎞程に位置し、園の前には軍神社というお宮 

の大きな境内があり、樹齢５００年という楠の木が茂り四季折々の姿 

を実に美しく装っている。この軍神社をはさんで公立小学校と本園が 

向かいあって建っており、教育的な環境にも恵まれている。 

     園の周辺は、昔はほとんどの家庭が農業に従事していたが、近年は 

住宅地として発展し、会社員が７割を占めており新旧住民が入り混じ 

っている所である。最近は、核家族が増える傾向が見られる。 

     教育及び地域活動には非常に熱心な地域であり、父母ともに幼稚園 

教育に対して協力的であり、期待も大きい。 

 

・園の実態 

 本園は昭和２５年に私立幼稚園として開園、昭和３１年に学校法人として認可さ

れた。少人数のクラス編成や多様な形態によるティーム保育の展開により、一人一

人の幼児に応じたきめ細かな保育を実践している。 

創立以来、徒歩通園を園の方針としており、家庭との連携を大切にしながら保育

を行っている。幼児が自ら環境にかかわって生活する中で味わった感動を、様々な

方法で表現していくことを大切にしている。園庭に四季折々の花や木を植えたり、

園の畑で作物を育てたりと、幼児が一年を通して様々な自然と触れあうことができ

るようにしている。 

毎年、園全体で取り組む研究のテーマを設定して園内研修を行っており、その研

究の成果を公開保育や研究発表会を通して発表するように努めている。 
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教職員の層も厚く、1年目の若い教員から３０年以上勤務の経験豊かな教員まで

多彩であり、幼児への愛情と常に学ぼうとする意欲は皆旺盛である。教師は幼児一

人一人の良さを認め、幼児が安定した気持ちで充実した幼稚園生活を送ることがで

きるよう『全教職員が心をひとつにして全園児を育てる』ことを心がけている。 

 

・学級編成と園児数  

 

 

 

 

 

 

 

 

・教職員組織 

 

    園長 １名  副園長 1名  主任 1名  教諭 14名   

 

事務長 １名  用務員 １名  預かり保育 1名 

 

 

 

 

 

  

学 級 数 

 

在園児数 

 

５歳児 

 

２ 

 

４５ 

 

４歳児 

 

３ 

 

５１ 

 

３歳児 

 

３ 

 

４３ 

 

満３歳児 

 

１ 

 

３ 

 

合計 

 

１０ 

 

１４２ 
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【4】令和元年度に実施した事業の概要 

 

その他の定期的事業 

・ 誕生会 (毎月、誕生月の子どもとその家族を招きお祝いした) 

・ 避難訓練 (年間 6回) 

・ 未就園児対象の子育て支援事業「子育て広場」を開催した(年間 8回) 

・ 未就園児対象の教室 プレイルーム、ぴよぴよルームを開催した 

●入園式 

●仲よしの会 

●父母の会 

●親子遠足 

●園児引き渡し訓練 

●じゃがいも掘り 

●カレーパーティー 

●ラベンダー狩り 

●七夕の集い 

(未就園児対象) 

●サッカースクール(年中) 

●保護者との個人面談 

●夕涼み会(年長) 

●空調設備設置工事 

●運動会 

●入園に関する説明会 

●交通教室 

●ありがとうの会 

●劇遊び参観会 

●子育てフェア参加 

●さつまいも掘り 

●やきいもパーティー 

●遠足 

●教育美術展に出品 

●世界児童画展に出品 

●５歳児夢の絵画展出品 

●「どこまでもすてき幼稚

園」作詞・作曲 

●もちつき大会 

●音楽発表会 

●クリスマス会 

●子ども美術の会作品展 

●たこあげ大会 

●歯みがき教室 

●豆まき 

●出会い・発見・創造展 

●創立７０周年記念式典・

記念コンサート 

●サッカースクール(年長) 

●一日入園 

●お別れ遠足 

●卒園児を送る会 

●卒園児とのお別れ会 

●卒園式 

●同窓会(1年・6年)  

●新入園児父母の会 
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特記すべき事項 

  

・全クラスに空調設備設置の工事を行い９月に完了 

・静岡豊田幼稚園 創立 70周年記念式典及び記念コンサートを音楽館 AOIで

開催 (令和 2年 2月 13日) 
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 記念冊子 「想いをかたちに…」を作成 

 

 

 

 

  

・創立 70周年を記念して作った曲  

「どこまでもすてきな幼稚園」を作詞・作曲 

 

どこまでもすてきな幼稚園 

 

作詞／令和元年度 年長児＆担任 

作曲／宮下友美惠 

 

1. 園庭の薔薇 きれいに咲いてる とてもいい香りがしてるよ 

花びら集め 色水つくろう 新しい色ができるかな 

大好き(大好き) 大好き(大好き)  

みんなの大好きな幼稚園 

一緒に遊ぼう 幸せな笑顔があふれる  

ずっと ずっと 

 

2. 一人一人を みんなが祝うよ 誕生会が 楽しみだね 

力合わせて がんばったあとの うれしい気持ち 忘れないよ 

大好き(大好き) 大好き(大好き)  

みんなの大好きな幼稚園 

一緒に遊ぼう 幸せな笑顔があふれる  

ずっと ずっと 

 

手をつないで歩きながら 声合わせて歌おう 

それはすてきな音楽 ぼくらの自慢さ 

大好き 大好き みんなの大好きな幼稚園 

一緒に遊ぼう 幸せな笑顔があふれる  

ずっと ずっと  ずっと ずっと 

ずっと ずっと 


