
１．研究テーマ

子どもの育ちを引き継ぐ幼・保・小の連携のあり方

２．テーマ設定の理由

（１）学校教育目標から
本校では、人間尊重を基調とした個性豊かな人間性を培うとともに、社会の変化に主体

的に対応できる判断力と知性を持った、心身ともにたくましい子どもを育成するために、
学校教育目標を「自ら学び、心豊かでたくましく、生き生きと活動する子どもの育成」と
設定している。そして、下記のように子ども像を具現化し、その育成をめざしている。

かしこい子 （知) やさしい子 （徳） たくましい子 （体）

考えて、 すすんであいさつ、 外遊びと運動で、
発表できる藤原っ子 心あたたか藤原っ子 元気いっぱい藤原っ子

このような子どもを育てるためには、各学年の子どもに基礎・基本となる学習内容や技

能、学び方をきちんと身につけさせる取組を行うとともに、人とのかかわりの中で、自他

のよさを認めながら、自ら学び、自ら考えようとする力の育成が必要である。

そして、子ども一人ひとりが個々の願いやめあてを明確にし、主体的に活動する姿、活

動を通しながら自分自身や友だちのよさに気づき、一緒に活動している友だちを思いやる

気持ちをさらに広げ、自分らしさを表現していこうとすることを実感させていきたい。こ

の研究は、本校教育目標を実現するものであると考え、本テーマを設定している。

（２）教育界の動向から

「学級集団になかなかなじめない、授

業中じっと座っていられない。人の話を

黙って聞けない。指示が通りにくい。順

番が待てない。集団行動ができない。」な

ど、小学校への新入学児童が学校生活の

リズムに適応できない状態が継続する状

態（小１プロブレム）が全国的に増加し

ている。

そこで、幼稚園・保育園・小学校では、

幼保・小間の「段差」を理解し、子ども

たちの連続的な発達などを考慮しながら、

子どもたちの小学校教育への円滑な接続

がはかるようにするために幼保小連携が

全国的にすすられるようになった。

保育士・教職員が、連携・協力して課

題解決に向けて活動していく中で、乳幼



時期から小学校期の子育てとのつながりや子どもの育ちについて、また、それぞれの立場

で付けるべき力や学びの連続性について相互理解を深め、共有化することで、一人ひとり

をより大切にした互いの保育・教育活動に生かすことができる

（３）子どもの実態から

「コミュニケーションを上手にとれ

ない子ども」が増加する傾向が全国的

にあり、それは藤原小でも例外ではな

い。大人とのかかわりは持とうとする

が、異年齢の園児・児童はもとより、

同学年の子どもたちと上手にかかわれ

ない子どもが多く見られる。

日常の子どもの様子をよく見てみる

と、かかわりたい、仲良くしたいと考

えている子どもが多い。ただ、そのた

めの適切な方法を知らないために、う

まくかかわることができず、トラブル

になってしまうことも少なくない。も

し自分がされたらどうかと、人の気持

ちを考えることが苦手であったり、そ

れとは反対に、自分の本当の気持ちを

表現できず、人の言いなりになって自

分を抑えてしまい、人間関係にストレ

スを感じてしまったりする子どもが多

くいるようである。

そこで、小学校を軸として、幼・保・小の連携をより強くはかり、長いスパンで子ども

たちの成長を見ていく（＝子どもと育ちを引き継ぐ）中で、よりよい人間関係を構築する

スキルを身につけさせる必要があると考える。

３．研究の方向性

（１）進め方

学校生活や園生活の基盤をなしているのは、集団生活であり、その「望ましい集団」を

支える根本となるのは「豊かな人間関係」の構築であることを指導する側がしっかり理解

する必要がある考える。

集団の中で個が育つ、個を育てていくということを重視していくことで、個も集団も豊

かに成長していくであろう。また、子ども一人ひとりの学力・体力・知力の向上にも結び

ついていくのではないかとも考えている。

そのためには、指導するプログラムを組むことが大事である。それを通じて職員同士が

顔を合わせ、交流することによって、様々な話を気軽にすることができることが、子ども

たちの理解につながっていくだろう。



また、年齢に応じた子ど

もたちの理解から、子ども

たちが新しい環境にスムー

ズになじめるような支援の

あり方を探ろうとも考えて

いる。人間関係づくりとい

う観点から、園児・児童の

みならず、異学年・地域社

会などという多方面にわた

る交流活動も計画していき

たい。このような交流を通

して、園児や児童にあこがれが生まれ、育ちあいが見られることをねらう。

そのため、交流活動を深め、遊びなどを通して総合的に学ぶ幼児教育を、教科等の学習

を中心とした小学校教育に生かすことができるようなアプローチカリキュラムやスタート

カリキュラムを作成・実施する。

（２）その利点

就学前児童は、小学校児童に対してあこがれの気持ちを抱き、小学校生活への期待や意

欲を持って入学を迎えることができるだろう。自分が小学生になるという自覚が子どもを

大きく成長させる原動力となる。また、小学校児童は、幼児へのいたわりや思いやりの心

を育むとともに、相手の立場を考えて行動する態度を身につけることができだろう。

そして、就学前児童の保護者は、入学前に１年生の授業参観などを通して、学習はもち

ろん給食や遊び時間の小学生の生活や活動の様子を実際に見ることによって、学校の行事

や取組を事前に知ることが

でき、入学後の学校生活に

対する不安を解消するのに

役立つだろう。

また、学校は、就学前児

童と保護者に対するこれら

の取組を通して、学校教育

に対する理解を得るととも

に、入学に備えての家庭教

育を見直す機会になるであ

ろう。同時に子どもの実態

を把握し、親の思いや願い

を知ることによって、入学

後の指導に生かしていくこ

とができると考える。



４．研究仮説

幼保小の連携を年間を通して実施し、三者の間でめざす子ども像を共有化し、それを実

現するために必要なプログラムを策定すれば、円滑な接続をはかることができるだろう

５．研究の主な視点

①アプローチカリキュラム・スタートカリキュラムの策定

②教育内容の創造（言語活動）

③指導方法の改善 つながる

④子ども同士の交流 つなげる

⑤指導者同士の学びあい

⑥保護者・地域との連携

⑦人権教育

６．研究の主な内容

①「子どもがつながる」教育内容の充実

②「教職員と保育士がつながる」相互理解の推進

③「保護者・地域とつながる」開かれた教育の推進

④「育ちがつながる」カリキュラムの開発

７．研究組織

幼保小連絡会議 （校長・教頭・幼稚園主任・保育園園長・教務・研究）

運営指導委員会 （上記に研究者及び指導主事）

小学校内研究委員会 幼稚園内研究委員会 保育園内研究委員会

（校長・教頭・教務・研究）

職員研修会議 学年部連絡会議

低学年部・中学年部・高学年部



８．研修計画

研修・会議 内 容

４ 各研究委員会 ・スタートカリキュラムの共通理解
研修会議 ・幼保小連携の必要性及び交流のあり方

５ 学年部連絡会議 ・交流計画の策定
幼保小連絡会議 ・年間交流計画の見通しをたてる
研修会議 ・年間行事の確認

６ 「むしとり」 ・合同行事に向けての打ち合わせ
実行委員会 ・日程と内容の確認

（幼・保・小低・研究）

運動会連絡会 ・運動会に向けての打ち合わせ
（研究・体育） ・保護者や地域の意見の検討

７ 研修会議（講演） ・就学前教育内容とその引き継ぎ
研修会議 ・連携合同行事の成果と課題
保育参観研修 ・子どもの様子の交流

８ 幼保小合同研修会 ・計画の実施状況の確認と課題
子どもの育ちの引き継ぎとは

９ 「みずあそび」 ・合同行事に向けての打ち合わせ
実行委員会 ・日程と内容の確認

（幼・保・小低・研究）

１０ 園内運動会連絡会 ・園内運動会に向けての打ち合わせ
（幼・５年・研究） ・保護者や地域の意見の検討

１１ 運営指導委員会 ・講演（幼保小連携について）

１２ 「冬の小さな発表会」 ・合同行事に向けての打ち合わせ
実行委員会 ・日程と内容の確認

・保護者や地域の意見の検討

１ 保幼小連絡会議 ・来年度の研究について
・スタートカリキュラムの再検討

２ 入学説明会 ・体験入学について
・連携事業の保護者向け説明

３ 研修会議 ・来年度の研究内容と体制について



９．交流計画

幼保小連携交流計画

藤原幼稚園（14 名） 藤原小学校（28 名） 藤原保育園（12 名）

４
スタートカリキュラム

遠足・縦割り班（５・６年）

５ 幼保小連携学習

交通安全教室（１・２年と幼稚園） 保育参観（職員交流）

合同「むしとりあそび」 １・２年生との出会い

６ 学校公開日

運動会（幼稚園３競技、保育園２競技 内かけっこは合同 ）
５・６年生によるお世話

７
保育参観（職員交流） 保育参観（職員交流）

工作教室 （卒園生参加）

８ お泊まり保育 （卒園生参加）

合同研修会

９
合同「みずあそび」 １・２年生との交流

１０ 園内運動会（10/20）５年参加 保育園運動会

奉仕団 （４年）

１１
保育参観 （職員交流）

遠足

演技団 （３年）

１２
冬の小さな発表会 幼・小合同 学校公開

１ 幼保小連絡会議

２ 入学説明会

もうすぐ１年生 （５年生）

３ カリキュラムの見直し



１０．指導計画

藤原小１年生 年間指導計画

開始期（４月～７月） 継承期（９～ 10 月） 完成期（１～３月）

○小学校に慣れる ○小学校での動きや ○小学生としての自
ねらい ・まねをする 流れがわかる 覚を持つ

・意欲を持つ ・自信を深める ・協力することの大
・楽しむ 切さを知る

話を聞く ○先生の話を聞く ○目で聞く○きちん ○しっかり聞く
とした姿勢で聞く

○友だちの思いに気づ ○共感できる ○適切なコメントをする

く ○自分の思いをこと ○相手がわかるよう
○大きな声であいさつ ばにする に話す

をする ○ことばあそび ○ことばあそび
ねらいに ○読み聞かせ
つながる
活動・交 自分でし ○学習用具を準備する ○借りる場合の約束 ○必要なものは、前
流 ようとす をきちんとする 日までに準備する

る ○使ったものは元あっ ○あとかたづけがき ○掃除がきちんとで
たところに戻す ちんとできる きる

○協力しようとする
○身支度をする ○休み時間などでき ○授業に遅れない

ちんと身支度が整う

決まりを ○チャイムの合図で行 ○時間を見て行動す ○お互いに声を掛け
守る 動する る あいう

○必要なとき以外は、 ○他の人の邪魔にな ○先生に許可を得て
席を立ち回らない らないようにする から、離席する

○廊下を走らない ○挙手をして、発表 ○発表のときは、「～
する さん」「です・ま

す」を使う

○信頼関係を築く ○基本的な生活習慣 ○成長の様子を伝え
家庭 ○できないところなどは、家で について再確認す る
との連携 もしてもらうようにする る

○よくできるところは、どんな ○１０・７・１運動 ○課題についてアド
ところができるか知らせる の徹底をはかる バイスする

○笑顔で学校に来る ○友だちと元気よさ ○協力してやり遂げ
期待する く 遊ぶ る
姿 ○あいさつができる ○ことばで表現しよ ○今日あったことを

うと努力する きちんと伝えるこ
とができる

○手本となることをまねさせる ○イメージできるよ ○できるだけ混じら
ポイント うに説明する せる

○できるまで徹底する ○パターンを定める ○みんなで喜ぶ
○実態を把握する



１１．連携事業

①特別の支援を必要とする子どもについて情報交換

②幼・保と小学校の情報交換

③保育見学（参観）・学校見学（参観）

④定期的な連絡会・情報交換・合同研修会

⑤経営案・行事予定・学校（園だより）の交換

⑥運動会・遠足・発表会などの行事交流

⑦クラブ・委員会、自然体験活動、ボランティア活動による交流

⑧地域の伝統行事等を通した交流

⑨教科・総合的な学習・特別活動による交流

⑩県人教橋本氏・専門講師等による講演会

１２．藤原小スタートカリキュラム


