
  平成２２年９月１６日 保護者の皆様 幼保小連携 プロジェクト事務局  ９月に入っても残暑厳しい毎日が続いていますが，保護者の皆様にはおかわりなくお過ごしのこととご推察いたします。平素より各幼稚園・保育所・小学校の活動にご支援・ご協力をいただいておりますことを心よりお礼申し上げます。 さて，昨年度より，中庄幼稚園・外浦保育所・西浦保育所・大浜保育所・因北小学校は，広島県の幼児教育調査研究事業の指定を受け，幼稚園・保育所から小学校への滑らかな接続のための連携教育について，交流活動など，実践を進めてきました。今年度の連携教育のねらいは，聞く力，伝えあう力，表現力の育成と基本的生活習慣の育成（特にあいさつ・はきものそろえ）となっています。子どもたちは，小学校の入学を境に園や所での遊びを通した総合的な指導から教科等を中心とした学習をすることになり，様々な段差が見られます。幼児教育及び小学校低学年の教育には，特に保護者の理解と協力が重要であると思います。因北地域の子どもの育ちを共に考えていきましょう！ 今年度も各保育所・幼稚園・小学校でプロジェクト会議をもち，引き続き取組を進めています。１学期には幼稚園・保育所・小学校で保護者の皆様に共通のアンケートを実施しました。ご協力ありがとうございました。                                    

0% 50% 100%幼稚園保育所小１小２ 自分からおはようが言えますとてもあてはまるあまりあてはまらない
 

0% 50% 100%幼稚園保育所小１小２ はいと返事ができる とてもあてはまるあまりあてはまらない
 

0% 50% 100%幼稚園保育所小１小２ 使ったものを片づけるとてもあてはまるあまりあてはまらない
 

0% 50% 100%幼稚園保育所小１小２はきものは自分からそろえる とてもあてはまるあまりあてはまらない
 

因北地域因北地域因北地域因北地域（（（（５５５５月月月月））））    基本的生活習慣定着基本的生活習慣定着基本的生活習慣定着基本的生活習慣定着アンケートアンケートアンケートアンケート結結結結果果果果    

0% 50% 100%幼稚園保育所小１小２自分なりの言葉で話す とてもあてはまるあまりあてはまらない
 

0% 50% 100%幼稚園保育所小１小２絵本を喜んで見る・聞く とてもあてはまるあまりあてはまらない
 

0% 50% 100%幼稚園保育所小１小２決まった時間に寝る・起きる とてもあてはまるあまりあてはまらない
 

0% 50% 100%幼稚園保育所小１小２朝ごはんは食べます とてもあてはまるあまりあてはまらない
 

幼 保 小 連 携 

～ か け は し～ 

因北つくしっ子だより№１ 

促されないと出来ない子もいますので引き続き声かけをしていきます。 つい保護者がしてしまう など定着へのむずかしさがありますね。家庭でも出来る工夫を考えてみて下さい。 園・所での毎日の読み聞かせ，家庭での毎日の読み聞かせ，これからもしていきたいものです。 
 早寝・早起き・朝ごはんは子どもの学びの土台です。保護者の協力が最大です。 
 

資料１ 



      
 

 

 活動内容   ○会場に入って挨拶挨拶挨拶挨拶をするをするをするをする。。。。 ○班ごとに小学生と一緒に座る。 ○出会出会出会出会いのいのいのいのレクレクレクレクをするをするをするをする。。。。  ・なべなべそこぬけ  ・ダンス  ・七夕の歌   ○七夕七夕七夕七夕のののの話話話話をををを聞聞聞聞くくくく。。。。由来由来由来由来についてについてについてについて話話話話すすすす。。。。 ○今日の活動を聞聞聞聞くくくく ○グループで飾りをつくる。 ○短冊や飾りを笹につける。 ○今日の活動について振り返る。  ・楽しかったことについて発表発表発表発表するするするする。。。。 ○あいさつをするあいさつをするあいさつをするあいさつをする。 ・グループの子とあく手をしてお別れする。 
 

 

   
 

 

 

 

 

            

交流活動交流活動交流活動交流活動～～～～七夕飾七夕飾七夕飾七夕飾りをりをりをりを作作作作ろうろうろうろう！～！～！～！～    （幼児） 大浜保育所（５歳児）９名 外浦保育所（５歳児）13 名 西浦保育所（5 歳児）２０名  中庄幼稚園（５歳児）30 名 （児童） ２年生 ６８名 

②②②②    家庭家庭家庭家庭でででで有効的有効的有効的有効的にににに取組取組取組取組をしていけるようにをしていけるようにをしていけるようにをしていけるように，，，，生活振生活振生活振生活振りりりり返返返返りりりり表表表表でででで取組取組取組取組をををを進進進進めるめるめるめる    保護者の声より  ・今週は全部できたね。ありがとう！ ・毎日ずっと続けていると自分から「くつそろえたよ」「何かお手伝いすることない？」と気を配ってくれました。 ・言われなくても自分から進んでできるようになってきています。 ・初めて会う人にもあいさつ出来るといいな。 ・○を付ける時の笑顔がかわいいです。（＾－＾） ・朝起きたら「おはよう」が言えたらいいのになぁ。「ただいま」はバッチリです。 ・はきものは小さい頃の方がよくそろえていたので，またできるようになってほしい。 基本的生活習慣は初めが肝心。難しいけど，やれば誰にでも出来るもの。継続が大切！習慣化してしまえば，生きる力につながります！ 

七夕の飾りを作ろう。 
いっしょにあそんでなかよくなろう １００％勇気を 踊ったよ！ 

①①①① 子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの身近身近身近身近にいるにいるにいるにいる大人大人大人大人がががが手本手本手本手本をををを示示示示すすすす。。。。    すてきな言葉をたくさんいただきました！ 子どもさんにしっかりと伝えてください。 
 

取組方法取組方法取組方法取組方法    

２年生が飾りの由来について調べたことを教えてくれたよ！ 

始めは不安だった子もすっかり打ち解け笑顔が見られたよ！ 



  平成２２年１０月１４日 保護者の皆様 幼保小連携 プロジェクト事務局 
                                      
 

  コスモスの花が秋風に揺れる季節となりました。今年は猛暑で大変でしたが，子どもたちが元気に過ごすことができ保護者の皆様のご協力に感謝いたします。これからは秋の自然を満喫して，遊びを充実させる時期になりました。様々な出会いの中で心豊かな子どもたちにと願っています。  保護者の皆様には，振り返り表等の取組に協力ありがとうございます！ 何事にも継続は力です。小さな時から身につけておくと，子どもたちの安心感にもつながります。よろしくお願いします。  食べる！遊ぶ！読む！ 子どもたちの生活リズムを整えましょう！ 広島県教育委員会では，食べる！遊ぶ！読む！キャンペーンとして，しっかり遊んで，きちんと   食べて，じっくり読むことの大切さに取り組んでいます。 生活習慣は，子どもたちの学力や体力に大きく影響します。今一度，子どもの生活について考え ていただけたらうれしいです。生活習慣定着に向け，引き続き取組を進めていただき，また出来て いない所は，出来る所から，はじめましょう！  休日休日休日休日はははは親子親子親子親子でででで一緒一緒一緒一緒にににに外遊外遊外遊外遊びびびび！！！！                                                        毎日朝食毎日朝食毎日朝食毎日朝食をををを欠欠欠欠かさずにかさずにかさずにかさずに！！！！    じっくりじっくりじっくりじっくり読読読読めばめばめばめば心心心心がががが豊豊豊豊かにかにかにかに！！！！     これまでの取組を確かめるためにも，広島県教育委員会指導第一課からのアンケートを配布しますので，ご協力よろしくお願いします。〆切りは１０月１８日とさせていただきます。              

幼 保 小 連 携 

～ か け は し～ 

因北つくしっ子だより№２ 

おのみち「心の元気ウィーク」  因北小学校（体育館）において，１１月５日（金）９：４５から，地元のお話ボランティア「ひこうき雲」の方による読み聞かせ会があります。ひこうき雲の方は毎月，小学校や中学校へ読み聞かせの活動に取り組まれています。「心の元気ウィーク」の時には，毎年，エプロンシアター・紙芝居・ストーリーテーリングなど趣向を凝らして子どもたちのために，読み聞かせをして下さっています。保護者の皆様も時間がありましたら，学校へ行こう週間にもあたりますので，一緒に心豊かな時間を過ごしましょう！ 



  平成２２年１１月２６日 保護者の皆様 幼保小連携 プロジェクト事務局                                         朝晩はすっかり冷えるようになりました。これからは，手洗いうがい等に気を付け，風邪予防をしていきましょう！  先日１１月１２日（金）には，中庄幼稚園において因北小学校２学年・幼稚園・大浜保育所・外浦保育所の５歳児の交流の様子を地域の方や教育関係者の方に見ていただきました。小学校へつながる活動として，５歳児は２年生のお兄ちゃん・お姉ちゃんにおもちゃの作り方を教えてもらったり，２年生は幼稚園や保育所に分かるように作り方を教えたりしていました。交流を通して２年生への親しみやあこがれをもった園児の姿やいろいろ教えてあげながら，自分なりに考え工夫する２年生の姿がありました。 ★交流のねらい★  ◎◎◎◎    あいさつあいさつあいさつあいさつ・・・・返事返事返事返事・・・・くつそろえのくつそろえのくつそろえのくつそろえの実践実践実践実践のののの場場場場とするとするとするとする。。。。    ☆幼保のねらい☆  ・思ったこと，考えたことを言葉で表現したり，分からないことを尋ねたりする。 ・小学生と一緒に作ったり，遊んだりしりことで小学生に親しみや憧れをもつ。 ・２年生と交流する中でイメージを豊かにし，様々な表現を楽しむ。 ☆小学校のねらい☆  ・自分の役割を自覚し，幼稚園児や保育所の園児に声をかけながら，活動を楽し            み，自分の成長を感じることができる。 ・おもちゃの作り方遊び方を幼稚園児や保育所の児童にわかりやすく伝え，一緒 に楽しむ。            小学生はペアになった園児に招待状を送り， 幼稚園・保育所の園児はお礼の手紙を書いたりして， 交流を通して心のかかわりも出来ています。    １２月３日には，１年生と幼稚園・西浦保育所５歳児の交流が因北小学校であります。 年間を通して，交流をすることで，お互いにいろいろな力が培われます。そして小学校へのなめらかなつながりができるとうれしいことです！  因北地域生活習慣定着アンケート２回目のご協力ありがとうございます。 

幼 保 小 連 携 

～ か け は し～ 

因北つくしっ子だより№３ 

それぞれの遊びグループで交流 招待状をもらった２年生と作ったよ できたおもちゃで遊びました！ 
２年生から招待状が届いたよ！ なんて書いてあるのかな？ 



  平成２２年１２月１５日 保護者の皆様 幼保小連携 プロジェクト事務局                                         いよいよ師走となりました！１２月というだけで，なんだか気持ちもそわそわ慌ただしく感じますね。１学期・２学期と子どもたちの保育所・幼稚園・小学校での生活，そして家庭での生活はどうだったでしょうか？生きる力の根本として，基本的生活習慣を効果的に身につけるためにはどうしたら良いかと，幼保小連携プロジェクト会議で話し合い，「生活振り返り表」の取組に，ご協力していただいています。お忙しい中ご協力をいただき誠にありがとうございました。 １１月には，因北地域生活習慣定着アンケート２回目のご協力をいただきました。重ねてお礼申し上げます。  アンケートの結果をお知らせします。 （5 月）                     （11 月）   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

幼 保 小 連 携 

～ か け は し～ 

因北つくしっ子だより№４ 

はいと返事ができる
0% 50% 100%幼稚園保育所小１小２ とてもあてはまるあまりあてはまらない使ったものを片づける
0% 50% 100%幼稚園保育所小１小２ とてもあてはまるあまりあてはまらない

0% 50% 100%幼稚園保育所小１小２
自分からおはようが言えますとてもあてはまるあまりあてはまらない

0% 50% 100%幼稚園保育所小１小２
使ったものを片づけるとてもあてはまるあまりあてはまらない

0% 50% 100%幼稚園保育所小１小２
はいと返事ができる とてもあてはまるあまりあてはまらない

0% 50% 100%幼稚園保育所小１小２
自分からおはようが言えますとてもあてはまるあまりあてはまらない



 

 

 

 

 

 

             ほとんどの項目で，少しですが，伸びています。 ☆挨拶・返事は前回と同様におおむね出来ています。習慣化していることで身についているようですが，場によっては促されないとできない時があるようです。家庭でも｢あいさつの輪｣等を意識して引き続き取組を進めて下さいね。 
 

「あいさつの輪」                    家庭でも地域でもつづけていけるといいですね！ 

                    ああああ・・・・・・・・・・・・・・・・あかるくあかるくあかるくあかるく    

いいいい・・・・・・・・・・・・・・・・いつでもどこでもいつでもどこでもいつでもどこでもいつでもどこでも    

ささささ・・・・・・・・・・・・・・・・さわやかにさわやかにさわやかにさわやかに    

つつつつ・・・・・・・・・・・・・・・・つづけていこうよつづけていこうよつづけていこうよつづけていこうよ！！！！        あいさつあいさつあいさつあいさつのののの輪輪輪輪    

 ☆片付けやはきもの揃えについてなどの整頓はまだできていない傾向があります。保育所・幼稚園学校では指導の中で友だちの刺激を受けたり，一緒に協力して片付けたりすることがあり意識的に行うことができるが，家庭では，個人活動になり，結果として保護者がしてしまうなど定着への難しさもあります。しかし，一つのことを継続してやりきらせていくことで，自立の道が広がっていくのだと思います。やりきることは，しんどいことかもしれませんが「どんな大人になってほしいか」の一歩があいさつとはきもの揃えなのです。家庭とともに子どもたちの将来をみすえて育てていきたいと思います。  ☆お願い☆    ★振り返り表をつけてみて，効果があったことなどがあれば，お知らせください。 ★片づけやくつ揃えなど定着の工夫や成功例などありましたら，お知らせください！ ★１２月振り返り表に，書く欄がありますので，出来るだけ具体的に記入くださいね。 冬やすみは生活が乱れがちですが，生活リズムを崩さないように元気に過ごしましょう！ 良いお年を！   

0% 50% 100%幼稚園保育所小１小２
はきものは自分からそろえる とてもあてはまるあまりあてはまらない0% 50% 100%幼稚園保育所小１小２

はきものは自分からそろえる とてもあてはまるあまりあてはまらない

0% 50% 100%幼稚園保育所小１小２
朝ごはんは食べます とてもあてはまるあまりあてはまらない 0% 50% 100%幼稚園保育所小１小２朝ごはんは食べます とてもあてはまるあまりあてはまらない



  平成２３年３月７日 保護者の皆様 幼保小連携 プロジェクト事務局                                       
  今年度は，因北地域の幼稚園・保育所・小学校の連携を進めるために，幼保小連携～かけはし～ 『因北つくしっこだより』で，因北地域の基本的生活習慣定着等の取組や交流授業の様子をお知らせしてきました。数々のアンケートでは，保護者の皆様のご協力により，因北地域の成果・課題等実態把握ができ，取組につなげていくことが出来ました。また，因北地域共通の振り返り表でも，各家庭で取組んでいただき，感想をよせていただいたことは，保育士・教職員にとって励みにもなりました。ご協力本当にありがとうございました。 昨年度から２年目となる幼保小連携のためのプロジェクト会議では、教諭・保育士がひざを交え、因北地域の子ども達の育ちを同じ視点で見ることができました。また、そこからそれぞれの発達段階に応じた適切な指導、及び滑らかな接続のあり方について話し合うことができました。この成果は、体験入学の子ども達の姿にも現れていたように思います。入学後の子どもの育ちに引きついでいこうと考えております。今一度「継続は力」を意識して，生きる力の素地を育んで行きます！ 今後も共に がんばりましょう！      因北小学校の体験入学（就学前交流会）・新１年生保護者説明会も終わり，あとはそれぞれの保育所・幼稚園での修了式そして４月には入学式を待つばかりとなりました。因北小学校入学にむけ，幼稚園・保育所・小学校では入学のスタートがスムーズにきれるように話し合っています。家庭でもいろいろと準備が大変でしょうが，子どもたちが期待をふくらまして入学・進級できるように，これからもご協力よろしくお願いします。  ＜プロジェクト会議・担任者会議＞報告～会議内容から～ 幼児期（特に幼児期の終わり）から児童期にかけての教育において大切な「「「「三三三三つのつのつのつの自立自立自立自立」」」」 「「「「学学学学びのびのびのびの自立自立自立自立」」」」・・・興味・関心をもち自ら進んで活動する。人の話をよく聞き考え表現する。 「「「「生活上生活上生活上生活上のののの自立自立自立自立」」」」・・生活上必要な習慣や技能を身につけ，自らより良い生活を創り出していく。 「「「「精神的精神的精神的精神的なななな自立自立自立自立」」」」・・自分の良さや可能性に気付き意欲・自信をもち，自分自身の在り方に夢や 希望をもち，前向きに生活すること。 そしてそしてそしてそして「「「「三三三三つのつのつのつの自立自立自立自立」」」」のののの育成育成育成育成がががが児童期児童期児童期児童期へのへのへのへの「「「「学力学力学力学力のののの三三三三つのつのつのつの要素要素要素要素」」」」へとつながっていくへとつながっていくへとつながっていくへとつながっていく    ※※※※「「「「学力学力学力学力のののの三三三三つのつのつのつの要素要素要素要素」」」」とはとはとはとは「「「「知識知識知識知識・・・・技能技能技能技能」「」「」「」「思考力思考力思考力思考力・・・・判断力判断力判断力判断力・・・・表現力等表現力等表現力等表現力等」「」「」「」「主体的主体的主体的主体的にににに学習学習学習学習にににに取組取組取組取組むむむむ態度態度態度態度」」」」ですですですです。。。。生涯生涯生涯生涯にわたるにわたるにわたるにわたる学習基盤学習基盤学習基盤学習基盤のののの形成形成形成形成でありでありでありであり，，，，学学学学びのびのびのびの基礎力基礎力基礎力基礎力のののの育成育成育成育成となりますとなりますとなりますとなります。。。。                        

幼 保 小 連 携 

～ か け は し～ 

因北つくしっ子だより№５ 



幼幼幼幼・・・・保保保保・・・・小小小小のののの連携連携連携連携にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる調査調査調査調査のののの（（（（５５５５月月月月・・・・１１１１１１１１月月月月・・・・３３３３月分月分月分月分））））ののののアンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果をおをおをおをお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします。。。。        ①� 身の回りのことは自分でする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・肯定的８６・９３・９３％ ②車に気を付けて道路をわたる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５・８９・８９％ ③自分の使ったおもちゃなどを片づける。・・・・・・・・・・・・・・・・・７０・７１・８２％ ④家族や周りの人に自分から「おはよう」や「ありがとう」が言える。・・・・８７・８７・８９％ ⑤約束やきまりを守る。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８・７７・８４％ ⑥ゴミは決められたところへすてる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８７・８９・８８％ ⑦よいことや悪いことに気付き，考えながら行動する。・・・・・・・・・・・７３・７４・８３％ ⑧自分の思い通りにならなくてもがまんする。・・・・・・・・・・・・・・・６３・７２・７５％ ⑨幼稚園・保育所・学校でのことを聞いたら，自分なりの言葉で話す。・・・・９３・９３・９１％ ⑩いろいろな活動に興味・関心をもって取組む。・・・・・・・・・・・・・・８７・８６・９０％  因北校区のアンケートでも，お知らせしていましたように，やはり⑧「がまんする」が出来ていないようです。１回目２回目と比較をすると③「片づける」⑦「よいことや悪いことに気付き，考えながら行動する」の項目に改善が見られました。これも，保護者の方のご協力によるものだと思います。引き続き，生活習慣と規範意識の確立にむけて取組を進めて行きましょう！  

入学を期待して作った子ども（５歳児）の俳句 

かんじとか いろんなもじを おぼえたい 

 しょうがっこう どんなしゅくだい あるのかな 

  せんせいの おはなしきいて おべんきょう 

   きゅうしょくで おいしいおかず たのしみだ 

    いちねんせい どんなべんきょう するのかな 

   

１年生が運動会でしたリズムを見たよ！算数と国語の授業も体験したよ！校舎探検もしたよ！すごく楽しかったよ！ 
プレゼントをもらい，帰りは１年生に見送られニコニコ笑顔でさよならしました。 

小学校への期待がもてるような楽しい体験入学の１日でした。 ２月８日（火） 就学前交流会 因北小学校にて 


