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令和元年度（2019年度） 「保・幼・小の日」実施報告書について 

 

本市では、平成 26年度（2014年度）から、小学校区ごとに実施する「保・幼・小連

携の日」の試行実施をスタートし、平成 29年度（2017年度）には市内の全小学校区へ

と実施を広げてまいりました。この「保・幼・小連携の日」の取組は、保・幼・小教職

員の交流を促し、子どもの発達を見通した保育観・指導観についての共通理解を深め、

支援・指導の充実を図ること、及び教職員が相互に園児・児童の情報を共有することで、

円滑な就学を支援することを目的としています。 

令和元年度（2019年度）においても、様々なチームで創意工夫ある取組を行っていた

だき、その内容や成果について御報告をいただきました。お忙しい中での各校、各園で

の取組に感謝申しあげると共に、実施チームが作成された実施報告書を取りまとめ、御

報告いたします。 

令和２年度（2020年度）より、全面実施となる小学校学習指導要領総則にもあるとお

り、幼児期の教育を通して育まれた資質・能力を踏まえて教育活動を実施するとされ、

スタートカリキュラムをデザインするためにも、今後ますます「保・幼・小連携の日」

のような取組が重要になってきます。 

先に配布いたしました「八王子市保・幼・小連携の推進に関するガイドライン」や「あ

んしん！はちおうじっ子保・幼・小連携カリキュラム（八王子モデル）」も、本報告書

と併せて今後の御参考としていただけましたら幸甚に存じます。 

今後とも、八王子市の子どもたちの健やかな育ちのため、関係者の皆様のお力添えを

よろしくお願い申しあげます。 
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令和元年度（2019年度）「保・幼・小連携」実施地区一覧　（実施報告より）

１回目 2回目

【1】 第３ 第一小 7月30日 8月26日 静教保育園 本町幼稚園 ―

8月28日

10月2日

7月25日 子安保育園 よろず保育園

2月20日 まや保育園 桑都保育園

船森保育園 聖公会八王子幼稚園

かしわ幼稚園 八王子エンゼルホーム

【5】 第１ 第五小 2月21日 千人保育園 ―

【6】 第３
いずみの森小中
（第六小）

1月26日 藤井保育園 ―

【7】 第３ 第七小 6月15日 なかよし幼稚園 ―

【8】 第２ 第八小 8月23日 石川保育園 石川学童

【9】 第２ 第九小 7月29日 8月26日 なかの幼稚園 中野保育園 第九小学童

富士見台保育園

愛光大和田保育園

【11】 第２ 中野北小 8月26日 津久田保育園 中野学童

【12】 第２ 清水小 8月29日 なかの幼稚園 甲ノ原保育園 清水小学童

【13】 第２ 大和田小 8月5日 愛光大和田保育園 愛光大和田保育園アネックス 大和田小学童

【14】 第２ 小宮小 8月20日 ひなた保育園 ―

【15】 第２ 高倉小 １学期 敬愛高倉保育園 南原台保育園 ―

【16】 第２ 宇津木台小 10月21日 わらべ保育園 わらべうつき台保育園 ―

2月10日

3月2日

セントベル幼稚園 長房西保育園

いなりもり保育園 長房南保育園

高尾幼稚園

敬愛クレヨン保育園

白百合幼稚園

長房西保育園

【21】 第１ 船田小 5月8日
7月31日
2月21日

長房西保育園 長房南保育園 長房中央保育園 ―

【22】 第１ 館小中 7月22日 館ヶ丘保育園 まごころ保育園 館ヶ丘学童

【23】 第１ 山田小 8月27日
11月20日
2月6日

めじろ保育園 光明第五保育園 ―

【24】 第１ 椚田小 7月30日 9月9日
聖徳学園八王子
中央幼稚園

白百合椚田保育園 椚田小学童

【25】 第１ 緑が丘小 1月21日
2月13日
3月4日

白百合寺田保育園
寺田第一学童
寺田第二学童

【26】 第５ 元八王子小 8月28日 元八王子保育園 元八王子小学童

【27】 第５ 元八王子東小 12月19日 八王子隣保館保育園 元八王子東小学童

【28】 第５ 上壱分方小 8月27日 諏訪保育園 松枝保育園 桑の実幼稚園 上壱分方学童

【29】 第５ 城山小 5月下旬 10月下旬 城山保育園 元八王子幼稚園 城山小学童

【30】 第５ 弐分方小 8月27日 さつき保育園 ―

【31】 第５ 横川小 2月10日 横川幼稚園 横川保育園 横川小学童

【32】 第５ 恩方第一小 7月22日 恩方保育園 恩方西学童

【32】 第５ 恩方第二小 7月22日 恩方保育園 恩方西学童

【33】 第５ 元木小 8月26日 元木保育園 恩方東学童

連携先
学童保育所等

【3】 第３ 第三小 6月20日 八王子幼稚園 寺町学童

No. ブロック別 学　校　名

「保・幼・小連携の日」
（意見交換会の日程） 「保・幼・小連携の日」の連携先

保育園・幼稚園・認定こども園等

【2】

【10】 第２ 第十小 8月28日 9月9日 省我保育園 なかの幼稚園 第十小学童

【4】 第３ 第四小 8月27日
ココファンナーサリー

八王子北館

11月下旬 敬愛保育園

【18】 第１ 横山第二小 5月31日 長房中央保育園
横山学童

横山第二学童

敬愛シンフォニー保育園 散田小学童

【20】 第１ 長房小 8月26日 長房南保育園 長房中央保育園 長房学童

【19】 第１ 散田小 8月

八木町学童

【17】 第１ 横山第一小 2月9日 八王子ひまわり保育園 たてまち幼稚園
横山第一学童

子ども家庭支援センター館
こどものうち八栄寮

第３ 第二小 7月3日 光明第一保育園

―



１回目 2回目

連携先
学童保育所等

No. ブロック別 学　校　名

「保・幼・小連携の日」
（意見交換会の日程） 「保・幼・小連携の日」の連携先

保育園・幼稚園・認定こども園等

【34】 第５ 川口小 6月初旬
8月下旬
2月中旬

共励第二保育園 ―

【35】 第５ 陶鎔小 5月 8月6日 光明第三保育園 つくみ学童

【34】 第５ 上川口小 6月初旬
8月下旬
2月中旬

共励第二保育園 ―

【36】 第５ 美山小 1月28日 美山保育園 美山学童

【37】 第５ 楢原小 8月1日 光明第三保育園 なかの幼稚園 楢原小学童

【38】 第５ 松枝小 一学期 二学期 からまつ保育園 松枝保育園 からまつ学童

【39】 第２ 加住小中 6月26日 光明第七保育園 ―

【40】 第３ 由井第一小 6月21日 8月22日 北野保育園 北野ひなた保育園 敬愛きたの保育園 北野学童

【41】 第３ 由井第二小 8月28日 由井さゆり保育園 由井かたくら学童

【42】 第３ 由井第三小 6月13日 光明第五保育園 由井学童

【43】 第３ 長沼小 8月26日 長沼幼稚園 打越保育園 ―

【44】 第３ 片倉台小 4月25日 サンライズ幼稚園 片倉台学童

【45】 第３ 高嶺小 10月30日 なみのり保育園 高嶺小学童

みなみ野保育園

さゆりの丘保育園

【47】 第３ みなみ野君田小 6月7日 7月29日 みなみ野保育園 さゆりの丘保育園 みなみ野君田小学童

【48】 第３ 七国小 7月25日 東京ゆりかご幼稚園 みなみ野敬愛保育園 みなみ野さゆり保育園 七国小学童

【49】 第１ 浅川小 8月26日 高尾保育園 みころも幼稚園 ―

【50】 第１ 東浅川小
1学期
2学期

浅川保育園 高尾幼稚園 東浅川学童

【51】 第４ 由木中央小 8月24日 8月25日 由木保育園 由木学童

【52】 第４ 由木東小 9月10日 帝京大学幼稚園 ―

【53】 第４ 由木西小 1月30日 敬愛フレンド保育園 ―

【54】 第４ 鹿島小 8月28日 10月12日 大塚保育園 ―

【55】 第４ 松が谷小 8月28日 めぐみ第一保育園 武蔵野幼稚園 松が谷児童館

【56】 第４ 中山小 5月10日 なみのり保育園 中山学童

【57】 第４ 柏木小 7月29日 由木あすなろ保育園 南大沢学童

【58】 第４ 南大沢小 8月27日 南大沢保育園 麻生学園南多摩幼稚園 ―

【59】 第４ 宮上小 8月26日 多摩なかよし幼稚園 誠美保育園 宮上学童

【60】 第４ 秋葉台小
1学期

夏季休業中
2学期
3学期

真理学園幼稚園 わらべ里山保育園 秋葉台第２学童

【61】 第４ 別所小 8月26日 やまと第一保育園 ―

【62】 第４ 愛宕小 11月18日 敬愛フレンド保育園 あたご学童

【63】 第４ 松木小 5月21日 2月18日 このみ保育園 まつぎ学童

【64】 第４ 下柚木小
5月25日
8月26日

11月15日
2月21日

なみのり第二保育園 下柚木学童

【65】 第４ 上柚木小 8月28日 柚木武蔵野幼稚園 光明第八保育園 ―

【66】 第４ 長池小 8月26日 1月24日 せいがの森こども園 上柚木学童

【67】 第４ 鑓水小 7月23日 6月下旬～7月上旬 めぐみ第二保育園 光明第八保育園 若葉の丘保育園 鑓水第一学童

八王子みなみ野雲母保育園 西片倉雲母保育園
みなみ野第一学童
みなみ野第二学童

【46】 第３ みなみ野小中 6月6日 8月27日



【1】第３ 

令和２年 ２月２５日 

   静教保育園 園長 今吉 里佳 

本町幼稚園 園長 中島 浩枝 

 第一小学校 校長 小池愼一郎 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・保育参観や授業参観等を通して教職員相互の交流を深め、乳幼児期にはぐくまれてきた心情・意

欲・生活行動などを、小学校生活においても十分に発揮させ、楽しく充実した学校生活を送れるよ

うにする。 

・情報交換等を密に行い、保育園や幼稚園に通っている子供たちが、小学校入学後も楽しく学校生

活が過ごせるようにする。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

 

 

夏季休業中 

夏季休業中 

（7/30、

8/26） 

①第一小学校の教員が保育に参加（また

は参観）し、保育士の指導を知ると共に

園児の様子をつかむ。 

②土曜公開日に参加し、幼稚園の指導方

法を学ぶと共に園児の様子をつかむ。 

③意見交換会を行い、保育園での指導方

針を理解すると共に小学校での生活の特

徴を知る。 

①②来春に入学予定の園児の

様子や特徴をつかむことがで

きた。 

③保育園と小学校との生活の

違いを知り、お互いの指導に

生かす考えがもつことができ

た。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

 

☑ 夏季休業中 

・意見交換会を行い、来年度に入学

する園児や入学した児童の情報交

換を行う。 

来春に入学予定の園児の様子

や特徴をつかむことができ

た。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

☑ ３学期 

□ １・２学期 

□ 

運動会 

学校公開、セーフティ教室 

道徳授業地区公開講座 

音楽会 

１年生とのふれあい交流会 

各行事に参加することで、小学校での

学習の様子や４月に入学した児童の様

子をつかむことができた。 

1年生との交流により、園児に入学への

期待と安心を高めることができた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑園の保護者会で小学校入学に向けた説明をする。 

□ 

 

☑１・２学期 

□ 

保育園の保護者会で入学の説

明を行う。（保育園でインフル

エンザが流行のため、資料提供

のみ行った。） 

お子様の入学に向けた準備や心構

え等を説明することができた。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

第一小学校 副校長 南條 吉男 

 

静教保育園 園長 今吉 里佳 

本町幼稚園 園長 中島 浩枝 

本町幼稚園や静教保育園以外の小規模な園へも今年度は足を運び、園児の様子をみたり、担任との意見交換を

行ったりと、入学前の情報共有はできた。次年度は、本町幼稚園・静教保育園の職員と本校の教員が一同に会

して交流ができるような場を設けていきたい。 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 



【2】第３ 

令和２年２月２０日 

   光明第一保育園園長 須崎 智佳子 

  八王子市立第二小学校校長 土 屋  栄 二 

       八木町学童保育所長 佐 藤 恭 司 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

保・幼・小教職員の交流を通して、子供の発達を見通した保育観、指導観についての共通理解を深め、小学校

入学へのスムーズな移行を図る。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

 

７月 ３日 

10 月２日 

8 月 28 日 

 教員が保育園を訪れ、園児

に読み聞かせを行った後に教

員と保育士で情報交換をし

た。保育士が小学校の授業に

Ｔ２として参画をした。 

 小学校教員の園児

理解、保育士の児童理

解が深まった。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

☑研究授業参観 

 

☑ 3 学期 

☑毎学期 

保育士が小学校の研究授

業を毎学期計３回参観し

た。年長園児に関する情報

交換を行った。学童職員と

担任が必要に応じて情報交

換を行った。 

 小学校教員の園児

理解、保育士の児童理

解が深まった。学童職

員、教員が児童の実態

を共有することがで

きた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

☑ 1・2 学期 

☑ 全学期 

□ 

園児が小学校運動会・展

覧会を参観した。また、二

小まつりに参加した。 

現年長園児と、新 2 年

（なかよし遊び）、新 6 年

（小学校紹介・読み聞か

せ）児童が、それぞれ交流

を行った。 

 小学校教員の園児

理解、保育士の児童理

解が深まった。児童に

ホスピタリティの精

神が、また、園児に小

学校に期待する気持

ちが育まれた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑保・幼の保護者会への参加 

☑保育園行事への参加 

 

☑ １学期 

☑ 2･3 学期 

 校長が光明第一保育園・   

の保護者会に参加し、公立小学

校について周知をした。光明第

一保育園の運動会、卒業式に校

長が参加するとともに、来賓挨

拶を行った。 

 未就学児の保護者

に対しても、保・幼・

小連携の趣旨が伝わ

った。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

小学校   役職 氏名   副校長 橋本哲也 

学童保育所 役職 氏名  所長  佐藤恭司 

保育園等 役職 氏名 園長 須崎智佳子 

幼稚園等 役職 氏名 

第二小学校の校庭が光明第一保育園の二次避難場所となっている。改築時、二小跡地の活用で検討が必要で

あると考える。 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年 ２月２５日 

 

子安保育園   園長名  小 笠 和 代 

第三小学校   校長名  清 水 俊 幸 

               寺町学童保育所 施設長  吉 原 賢 一 

                    

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

（１）保育士、教員交流を通して、互いの保育・指導観、幼児・児童観等についての相互理解を深める。 

（２）幼児・児童の異年齢交流を通して、幼児への思いやりや児童へのあこがれをはぐくみ、保育園と小

学校の円滑なつながりを促進する。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

□ 

 

6 月 20 日 

7 月 25 日 

2 月 20 日 

保育士、園長が小学校

１年生の授業を、ま

た、１年生担任、校長

が保育園を訪問し、年

長児、１年児童の様子

を参観した。 

小学校の大きな集団で

の生活の様子、入学予

定の園児の様子を観察

し、互いに情報を共有

することができた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑ １学期 

□ 

小学校において、近隣保

育園や幼稚園、学童を含

めた教職員による合同

懇談会を実施した。 

話の聞き方等、保･幼･

小の教育の方向性が基

本的に一致しているこ

とを確認できた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

□ ３学期 

□ ３学期 

□ 

保育士、園長が小学校１

年生の授業を参観し、児

童の個や集団での指導

について、1 年担任、校

長と意見交換する。 

大きな集団での園児の

生活の様子から、保育・

教育の違いについて意

見交換及び認識するこ

とができた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑道徳授業地区公開講座・講演会 

□ 

 

□３学期 

□ 

保育園･幼稚園･学童の

教職員が参加し児童の

状況確認と道徳授業で

の講演会に参加した。 

児童の成長を確認する

とともに、声掛け等を含

めた児童の心の育成へ

の取組を共有できた。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

第三小学校１年担当 畠中 智子 042-623-4211 

学童保育所 施設長 吉原 賢一 042-628-5345 

まや保育園 副園長 滝澤 秀明 042-625-6224 

子安保育園  園長 小笠 和代 042-622-3343 

桑都保育園  園長 石井  淳 042-626-2114 

八王子幼稚園 園長 松木  進 042-623-6441 

昨年度までの取組を通して、小学校入学時の課題である「話の聞き方」や「身辺自立に関すること」に

ついて保育園・幼稚園もその課題を保育の中で意識していることを共有できた。そこで、令和２年度も本

年度の成果を基に保・幼・小の保育・教育の方向性が基本的に一致していけるように協議を深めていきた

い。また、保護者に対して子育てについて大切なことも引き続き啓発していきたい。 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年 ３月 ６日 

船森保育園  園長名 松宮 千鶴子 

ココファン・ナ－サリ－八王子北館  園長名 太田 幸 

かしわ幼稚園  園長名 高梨 喜美子 

聖公会八王子幼稚園  園長名 大森 弥生  

                        八王子エンゼルホーム   園長名 滝島 麻記子 

八王子市立第四小学校 校長名 井上 正彦      

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・園児が小学校に入学してからも、安心して学校生活が送れるように、近隣保育園・幼稚園と連携を

図り、職員同士が情報交換する。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

   

 

☑相互参観、相互職場体験 

  学校公開日の授業参観 

  保育園・幼稚園の保育参加 

 

８月下旬 

(８月 27 日 

14:00～） 

 

６月２０日 

６月２３日 

２５日 

２６日 

・６月２２日学校公開

の日の授業を保育園幼

稚園の先生が参観す

る。 

・６月２５、２７、２

８日の三日間、小学校

の先生が保育園や幼稚

園の保育の様子を参観

する。 

・お互いに授業の様子

や保育参観をすること

により、子供たちの過

ごし方や指導の仕方に

ついて違いが発見でき

た。また入学後の指導

の仕方をもっと保育園

や幼稚園に寄り添った

ものにする必要がある

ことを実感できた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

 

 

□１学期 

保育参観後 

□夏季休業日 

□３学期 

・７月の交流会の際

に、四小の教員と、各

五園の先生で目指す児

童像の共有を行う。ま

た、子供たちの特性や

課題なども交えなが

ら、指導の仕方につい

て情報交換をする。 

・1 月２１日には、５

つの幼稚園・保育園の

園長先生・主任の先生

と児童の様子や指導の

在り方について情報交

換をする。 

・「入学までのしつ

け」について保育園幼

稚園の先生に共有す

る。 

・新 1 年生と現 1 年生

の交流会の日程調整、

新入生の情報聞き取り

・先生方と情報交換

し、幼稚園や保育園の

子供たちができること

や課題としていること

を知ることができた。

また、保・幼・小共通

で、子供たちにどんな

力を身に付けさせたい

か考えることができ

た。 

・小学校の新入生保護者

説明会で提示する「入学

までのしつけ」につい

て、園でどこまで達成し

ているか知ることがで

きた。また、各園は何名

クラスを何名の担任で

見ているか聞き、小学校

での新入学児のサポー

ト体制についてもう一

度考えることができた。 
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の日程調整などを行

う。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

 

□２月下旬 

□全学期 

・聖公会幼稚園の園児

４名 

かしわ幼稚園 68 名 

舩森保育園 38 名 

エンゼルホーム６名 

ココファンナーサリー

９名が 

 現 1 年生と交流会を

もつ。 

※新型コロナウイルス

感染予防のため、中止 

 

・1 年生は、交流会で学

校生活を紹介すること

を目標に、発表の練習を

することを通して、進級

する心構えができた。 

 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

第四小学校  副校長 矢澤 英輝  

第四小学校  教諭  戸田 菜月 

上記 各園長 

 

・長期休業中の意見交換会は、低学年だけでなく様々な学年の先生と一緒に園の先生方と交流できるため、長い

目で見た育てたい児童像について考えることができた。 

・特別に支援が必要な児童が増え、小学校低学年の初期の指導をもっと幼稚園・保育園に歩み寄ってものにする

必要を感じた。 

・小学校が主体になって５つの園と連携を進めているが、各園が協力的で運営しやすい。 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年１月３０日 

   千人保育園長 遠藤由実子 

  第五小学校長 徳永和弘 

      学童保育所施設長 館野浩美・佐藤さやか 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

 

１ ねらい 

○幼児教育から義務教育９年間を通し、各発達段階に応じた達成感、自立性、規範意識、人間関係形成能

力を育成し、子供たちが健やかな身体や自己肯定感・自己決定力を育み、未来への希望に満ちた豊かな人

間性を身に付けさせる。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

２月 21 日 

 月  日 

 月  日 

〇異業種との意見交換会

を行った。 

保育園と小学校との教

育課程を比較し、保育

園と小学校での教育活

動を互いに理解を深め

ることができた。 

② 教職員の交流 

□子どもに関する情報交換 

□ 

 

２月 21 日 

 

〇入学に向けてスムーズ

な移行ができるよう、園

児の様子について聞き取

りを丁寧に行った。 

〇情報提供により、ク

ラス編成に活用でき

た。 

③ 園児・児童の交流 

□交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

11 月 26 日 

 

〇異年齢交流会を行っ

た。 

〇１年生は、小学生とし

ての自覚が園児とかか

わることによって、さら

に深まった。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

小学校   役職 副校長 氏名 土田正吾 

学童保育所 役職 所長 氏名 館野浩美・佐藤さやか 

保育園等 役職 園長 氏名 遠藤由実子 

幼稚園等 役職 氏名 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年３月７日 

 

   藤井保育園 園長 榊原 直哉 

子安保育園 園長 小笠 和代 

  第六小学校 校長 石代 俊則 

       

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

○保育士と教職員が参観や意見交換等の交流を通して相互理解をし、保育観・指導観についての共通理解のも

と、指導・支援の充実を図る。 

○教職員が相互に園児・児童の情報を共有することで保育園から小学校への円滑な就学を目指す。 

○児童・園児の交流体験や行事への参加を通し、就学に対するあこがれや下学年への思いやりの気持ちを育

む。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

1 月 26 日 

 月  日 

 月  日 

・小学校 1 年担任と年長

担当者で入学時に必要と

される具体的な事柄を話

し合い、双方の理解を深

める。保育園の実態を確

認する。 

保・小教員による意見

交換を実施することに

より、教職員同士が相

互理解し、就学時の様

子を把握することがで

きた。 

② 教職員の交流 

□子どもに関する情報交換 

□ 

 

□  学期 

□ 

 

 

 

 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

☑ ３学期 

□  学期 

□ 

・2 月 21 日年長児と 1 年

生児童が交流。1 年生教

室や学習を紹介。その後

校内を案内した。 

 

・園児及び 1 年生児童に

新年度への期待をもた

せることができた。教員

同士が児童の様子を把

握できた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

第六小学校 副校長 松井 尚美 藤井保育園 園長 榊原 直哉 

子安保育園 園長 小笠 和代 

 

新型コロナウィルス感染防止による臨時休校措置によって、3 月実施予定の 5 年生と藤井保育園年長児の交流

ができなかった。 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年３月１２日 

   なかよし幼稚園 

園 長 志田原 節子 

  八王子市立第七小学校 

校  長 児 島 信 郎 

 

令和２年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

保・幼・小の連携で円滑な指導を進め、学校経営の一助とする。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

 

6 月 15 日 

 

 

・なかよし幼稚園の参観

を行い、園児や保育の様

子を見せていただいた。 

・なかよし幼稚園の保育

について伺い、園児・保

護者の様子についてお聞

きすることができた。 

 

・園児の園での様子が

よく分かった。意見交

換では、幼稚園、小学

校での課題や保護者の

情報等をお聞きするこ

とができ、必要な支援

について検討すること

ができた。 

② 教職員の交流 

☑運動会の公開・参観 

 

 

 

 

☑子どもに関する情報交換 

 

5 月 25 日 

 

 

 

 

3 学期 

 

・小学校の教員や係児童

がどのように動いている

かを見ていただくことが

できた。 

 

・入学する園児の長所や

必要な支援について情報

をいただいた。 

 

・係児童の成長を見てい

ただくことができた。教

員の動きや企画立案に

について見ていただく

ことができた。 

・学級分けや担任、ｻﾎﾟｰ

ﾀｰ等の支援について計

画することができた。 

③ 園児・児童の交流 

□交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

2 月 25 日 

 

 

・1 年生との交流で、国

語の線なぞり、算数の 3

までの数、生活科の昔遊

びを一緒に楽しむ、イン

タビュー、プレゼントを

渡す、見送りを行った。 

 

 

・1 年生は、年長者とし

ての自覚がもて、学年が

一つ上がることへの自

覚が高まった。計画・実

施の力が付いた。 

 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑運動会の公開・参観 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 25 日 

 

 

 

 

 

 

 

・園長先生や先生方を来

賓席にお招きし、児童の

演技の様子を見ていただ

く中で感想等をいただい

た。 

 

 

 

・児童の成長を見ていた

だくことができた。 

・現在の小学校の指導の

実際を見ていただくこ

とができ、ご感想をいた

だくことができた。 
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☑学校公開、学校説明会の参観 5 月  

12・13 日 

9 月 12 日 

1 月 23 日 

・園の保護者が、校舎の雰

囲気や授業での児童の様

子を見てくださってい

る。 

 

・就学する学校の授業を

見ていただくことは、本

校の指導の実態を見て

いただくこととなる。ア

ンケートにも書いてく

ださることがあり、学校

評価として受け取り、改

善につなげている。 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

小学校   主幹教諭  白井 襄 

台町第 1・2 学童保育所 所長  霜越 まゆみ 

八王子ふたば保育園 園長 氏名 

なかよし幼稚園 園長 志田原 節子 

 

 

・第七小学校は学区域が広く、多くの保育園・幼稚園とのかかわりがある。近隣の園とは連携を行っている

が、関係園の多くとかかわることが難しい現状がある。実際に学校を見ていただく、児童と交流していただく

ことの成果は大きいが、授業日数・時間が厳しくなっている中、限定された園との連携となってしまうことは

致し方がないところである。 

・今回のような関係園等との協議会があることで、小学校がどのような指導を行っているかを知っていただ

く意味は大きい。時期や会場等、各機関が多忙の中で調整は難しいところではあるが、情報交換を行う意味は

深いと感じている。 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年 １月３０日 

   石川園園長 松田 裕美子 

  第八小学校校長 有賀 康美 

      石川学童保育所施設長 小室 智恵 

                    

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・近隣の石川保育園と石川学童保育所、第八小学校の連携を一層深めるため、子供たちや教職員の交流を行い、

発達障害に応じた指導についての共通理解を深め、系統的な支援・指導の充実を図る。 

・教職員が相互に情報を共有し、円滑な就学を支援し、小 1 ギャップの解消を図る。 

 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

8 月 23 日 

 月  日 

 月  日 

8 月 30 日（金）に実施。 

第八小学校の職員が石川

保育園を訪問し、児童・

園児の情報交換をした。 

・児童・園児の情報を

交換したり、教育方針

等を共有したりするこ

とにより、系統的・継

続的な指導を行うこと

ができる。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

□ 3 学期 

□ 

3 月 13 日実施予定。 

教職員間で就学児に関す

る情報を交換する。 

 

・就学児の年度末の状

況を情報交換すること

で、万全の受け入れ態

勢を整えることにつな

げる。 

 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

2・ 3 学期 

□ 2 学期 

□ 

11 月 7 日（木）に実施。 

石川保育園に 1 年児童が

行き、小動物とともに交

流を図った。 

2 月 27 日（木）の交流会

は、コロナウイルス感染

症予防のため未実施。 

 

・現 1 年児童と小動物と

の触れ合いを通して異

学年交流することで、互

いに知り合い、小 1 ギャ

ップの解消につなげた。 

 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑運動会での交流 

 

□1 学期 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

第八小学校  副校長 横田 篤子 

石川学童保育所 所長 小室 智恵 

石川保育園等 主任 小関 翔太 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年 1月 28日 

中野保育園 園長名 吉村 里美 

なかの幼稚園 園長名 高橋 恵子 

 第九小学校  校 長 宇都宮 晃 

                     学童保育所 施設長 鈴木 友子 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・職員間交流を通して相互理解を深める。 

・幼児の小学校生活への接続を円滑にする。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

□ 

 

７月２９日 

８月２６日 

 

・なかの幼稚園での保育

参観 

・第九小学校教員となか

の幼稚園の先生による

意見交換会 

・幼稚園での園児の様

子、指導の様子を見る

ことができた。 

・配慮を要する幼児の

情報共有ができた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑中休み 

□ 

・配慮を要する幼児や入

学後の児童について情報

交換。 

 

・入学後の体制を整え

られた。 

 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

☑３学期 

□  学期 

□ 

・１年生と年長児に学校

を紹介し、共に遊ぶ。 

年長児は小学校の環境

を知ることができ、１年

生は表現力や年下の世

話をする力が付いた。 

 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

保育園 中野保育園   

園長 吉村 里美 

幼稚園 なかの幼稚園  

園長 高橋 恵子 

小学校 第九小学校  

教諭 堀本 宏美 

学童保育所 九小学童保育所 

施設長 鈴木 友子 

 

・なかの幼稚園、中野保育園さんとの交流日が同日だと有り難かった。 

・園児のその後の支援の様子も共有できると、なお良い。 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年３月１２日 

 富士見台保育園     園長  坂口 貴恵 

省我保育園       園長  牛山 篤子 

愛光大和田保育園    園長  落合 典子 

なかの幼稚園      園長  高橋 詩子 

  八王子市立第十小学校  校長  西村  実 

      第十小学校学童保育所  施設長 鈴木 秀治 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・保育園での遊びを通した学びを知り、小学校での学びを知ることで、教育活動の共通点や相違点を相互に理

解する。 

・職員間の交流と指導を参観する機会を設け、連携を通じた協力体制を築く。 

・園児・児童とその保護者と連携して教職員が関わる機会を設定し、保育園と学校・学童保育所で円滑に教育

活動が展開できるよう、相互に支援する体制を構築する。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観 

 

9 月 9 日 

8 月 28 日 

 

・保育参観､保育活動参

加 

・情報交流と質疑 

・意見交換 

互いの園児・児童の様

子をつかむことがで

き、互いの取組を参考

にすることができた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

 

9 月 9 日 

・小学校授業参観 

・情報交換と質疑 

・意見交換 

卒園時から入学時の接

続をより円滑にするた

めの具体的な情報共有

をすることができた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

 

□3 学期 

□3 学期 

・年長児の小学校訪問 

・園児と 1 年生との交流 
学校の様子を事前に知

ることができ、４園との

充実した交流が行えた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑新１年生保護者会の参加 

☑年長児クラス懇談会の参加 

 

□3 学期 

□3 学期 

・小学校長による新１年

生保護者への講演（中

止） 

園の教職員に新 1年保護

者会に参加してもらう

ことで、保護者への情報

支援をしてもらうこと

ができた。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

八王子市立第十小学校   校長 西村  実 

第十小学校学童保育所  施設長 鈴木 秀治 

富士見台保育園      園長 坂口 貴恵 

省我保育園       園長  牛山 篤子 

愛光大和田保育園    園長  落合 典子 

なかの幼稚園      園長  高橋 詩子 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年２月２７日 

 

   八王子市立津久田保育園長 佐藤  巌 

  八王子市立中野北小学校長 佐藤  洋 

      なかの学童保育所施設長 吉原 真琴 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・保育参観・授業体験等を通して、保育園の様子や園児一人一人の特性の把握に努めるとともに、小学校

生活に円滑に移行できるようする。 

・情報交換を通して、在園児・卒園児の成長を確認するほか、課題を確認し各校（園・施設）での取り組

みを確認する。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

□ 

 

８月 26 日 

８月 26 日 

 月  日 

・保育園施設の見学。 

・保育園の概要及び保育 

についての説明 

・園児、児童、保護者に

ついての情報交換 

入学準備に向けて、園

児に対し保育園で様々

な取り組みがなされて

いることがわかった。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

□ ３学期 

□ 

 

・入学児童について家庭

環境も含めた情報交換 

 

・入学後の指導に生かし

ていける。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

□ ３学期 

□ ２学期 

□ 

 

・学校施設探検 

・学校生活紹介 

・交流レク 

 

入学前の園児に説明を

することで、1 年生が先

輩としての意識をもて

るようになった。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

八王子市立中野北小学校 副校長 三木 直史 

なかの学童保育所 施設長 吉原 真琴 

八王子市立津久田保育園 園長 佐藤  巌 

 

 
 

年間を通して、子供の交流は設定されているが、教職員の意見交換の場が少ないと感じた。来年度は、１

学期に幼稚園、保育園の先生を授業参観に招き、意見や情報を交換できるようにしていきたいと考える。 

また、スタートカリキュラムについても、連携を通して考えていければと思っている。 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年２月２６日 

 甲ノ原保育園 園 長 茂木 栄 

なかの幼稚園 理事長 中村 健 

清水小学童保育所 所 長 斎藤 聖子 

清水小学校 校 長 町田 浩一 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

 

保育園、幼稚園、小学校の教員による相互参観や意見交換の機会及び、園児・児童の交流の機会を設定するこ

とで、子どもの成長の連続性や幼稚園教育と小学校教育の効果的な接続について理解を深める。 

 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

８月 29 日 

 月  日 

 月  日 

・幼稚園教育の実際の活

動を小学校教員が参観 

・幼稚園、小学校教員に

よる情報交換、意見交

換 

・小学校との相違点が

明確になった。 

・幼稚園からと小学校

からの願いが直接伝

わった。 

② 教職員の交流 

□子どもに関する情報交換 

□ 

 

□３学期 

□ 

・次年度に入学してくる

園児の聞き取り、情報

交換 

 

・クラス編成やこれから

の活動をしてく中で、

要録だけでは読み取

れない部分まで情報

を得ることができた。 

③ 園児・児童の交流 

□交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

□ ３学期 

□  学期 

□ 

・幼稚園児、保育園児に

よる小学校施設見学 

・幼稚園、保育園児と小

学校 1 年生の交流活動 

 

・幼稚園児、保育園児は、

来年に向けて少しは

不安が減った。 

・1 年生はここでお兄さ

ん、お姉さんとしての

自覚がもてるように

なった。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

清水小学校   役職 氏名 新田 いずみ 

清水小学童保育所 役職 氏名 斎藤 聖子 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年 １月 １３日 

 

   愛光大和田保育園長 落合 典子 

  大和田小学校長 中込 順子 

       

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・児童と触れ合うことでかかわりが広がり、小学校生活に親しみを持つ。 

・園児と関わることで、児童が思いやりの心をもてるようにする。 

・園児、児童の実態や教育内容、指導方法を知り、互いの理解を深めることによって「円滑な接続」に向

けた指導方法などの改善ができるようにする。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

８月 ５日 

 月  日 

 月  日 

・大和田小学校の教員が

保育園に出向いて、保育

の様子を参観した。ま

た、保育士と話し合い、

今後の連携について方針

を考えた。 

 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑ 3 学期 

□ 

  

 

③ 園児・児童の交流 

□交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

□ 3 学期 

☑ 2 学期 

□ 

・園児が学芸会に参観

し、1 年生の演技を見学

した。 

 

 

 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑学校説明会 

□ 

 

☑1 学期 

□ 

・保護者の学校説明会へ

の参加 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

大和田小学校   教諭 氏名 中村 葉月 愛光大和田保育園 副園長 氏名 井上 梓 

 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年２月２８日 

 

 ひなた保育園長 井上 京子 

  小宮小学校長 安藤 臣一 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 
１ ねらい 

互いの指導及び保育内容や方法、園児・児童の生活・学習の状況について理解を深め、日頃の支援・指導の

充実を図る。 

 情報共有をすることで、保育園・幼稚園から小学校へ進学する児童の就学が円滑に行われるようにし、小 1

プロブレムの軽減を図る。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑保育参観、 

 

８月 20 日 

 

午前中に保育園の施設や

保育の様子を参観した。 

午後は、管理職と低学年

の教員を中心に顔合わせ

をした。 

保育園での生活の様子

や施設について知るこ

とができ、参考になっ

た。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

 

 

８月 20 日 

 

1 年生の現在の様子や新

1 年生の様子について情

報交換をした。 

 

それぞれの児童・園児

の様子や、お互いの指

導について共通理解を

図ることができた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

 

 

３学期 

 

 

小宮小学校で 1 年生が生

活科の授業の一貫とし

て、交流を計画し、実施

する。 

5 年生が保育園に行き、

ゲームや散歩などを一緒

に行う。 

年長児は、小学校生活の

体験ができ、1 年生は、

上級生としてのふるま

いを経験することがで

きた。 

5 年生は、キャリア教育

の一環として職場体験

ができた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

・保育園の夕涼み会への参観 

 

 

7 月 

 

 

管理職が保育園の諸行事

を参観した。 

 

 

来年度入ってくる保育

園児の様子が把握でき

た。 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

小宮小学校 主任教諭 品田 いずみ 

 

ひなた保育園 副園長 井上 雅之 

 
 

教職員同士の意見交換については、多くの教職員が参加できるよう早めに、予定をたて、周知していきた

い。 
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令和２年１月１６日 

   敬愛高倉保育園 園長 塚本 千鶴 

南原台保育園 園長 真田 幸子 

  八王子市立高倉小学校 校長 大宝院 清孝 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

  

保育園・幼稚園から小学校への接続が円滑に行われるようにするため、情報提供の充実や教育内容

の連携を図り、園・学校の相互理解を深める。 

 

 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

□ １学期 

 

４月上旬 

・小学校での 1学期の

学習内容と年度当初の

授業や活動の進め方を

伝えるとともに、児童

の様子や保護者との連

携などについて情報を

共有する。 

 

・情報交換を密に行う

ことにより、小 1 プロ

ブレムということもな

く小学校での生活がス

ムーズに切れた。 

② 教職員の交流 

□子どもに関する情報交換 

 

 

 

□職員研修 

 ①初任者の課題別研修 

 

 

 

 

②子育てに関する講演会 

 

□ ３学期 

 

２月ごろより 

 

 

□夏季休業中 

 

 

 

 

□ ３学期 

 

 １月２５日 

 

 

 

・園児の園での活動の

様子、保護者と園児と

の関係性など、これま

での保育や育ち、家庭

との連携などの情報を

共有する。 

 

 

・教員が保育園実習を

行った。異校種間の研

修を行う。継続し、行

っていきたい。 

 

 

 

 

・道徳授業地区公開講

座において、「これから

の子供たちへの性教

育」をテーマに講師よ

りお話を頂く。近隣の

保育園教諭にも案内を

だし参加してもらう。・

教員が保育園実習を行

・児童の小 1 プロブレ

ムの解消に役立つ。小

学校ではクラス分けや

指導の参考になる。 

 

 

 

 

・互いの職務、職責に

ついての理解が深まっ

た。０歳から就学まで

の子供の成長が分か

り、新入学する子供達

への指導などに役立て

る。 

 

 

・優れた示唆をもつ講

師を招聘し、研修を行

った。地域住民、保護

者なども多く参加し、

子育てに関する知識や

手立てが深まり、子供

を取り巻く環境が共通

の認識になった。多く

の温かい気持ちで、地
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った。異校種間の研修

を行う 

 

域の子供を育てていき

たい。 

 

③ 園児・児童の交流 

□交流会（異年齢交流） 

 

 

□学校・授業、行事等の参観・体

験 

□ 

 

□ ２学期 

 

 

□ ２学期 

 

１１月 

 

□ 

 

・運動会での未就学児の

競争 

 

 

・音楽会の見学 

・学校体験 

 

・運動会では、雨天でプ

ログラムの入れ替え等

を行ったため、今年度は

協議参加はなかった。 

・小学校の生活を体験で

きた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敬愛高倉保育園  園長 塚本千鶴 

 ☎ 645-6057/FAX 645-6025 

 

南原台保育園  園長 真田幸子 

☎ 646-7843/FAX 646-7846 

 

八王子市立高倉小学校 副校長 土井 玲子 

☎ 646-8182  FAX 646-3040 

E-Mail: d351701@city.hachioji.tokyo.jp  

 特になし 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 

mailto:d351701@city.hachioji.tokyo.jp
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令和 ２年 ３月 １３日 

わらべ保育園長 櫻澤 武秀 

わらべうつきだい保育園長 高木 朋和 

  宇津木台小学校長 加 藤 栄 

久保山第１学童保育所長 平原 隆志 

      久保山第３学童保育所長 倉持 清美 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

○ 園児が小学校での活動を体験し、小学校生活に対する期待や親しみをもてるようにする。 

○ 教職員同士の交流を通して互いの教育活動について理解を深め、指導の改善に生かしていく。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

10 月 21 日 

 月  日 

 月  日 

 本園出身である今年度

入学児童の様子を伝える

とともに、成長を確かめ

合った。 

 １年生の児童理解が

深まった。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑3 学期 

□ 

 次年度入学予定園児に

ついての情報を聞き取っ

た。 

 

 入学児童の実態把握

と第１年時の学級編制 

の貴重な資料を得られ

た。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

☑３学期 

☑３学期 

□ 

 「なかより交流会」と

して年長児を招待して交

流会を行った。 

 また、年長児による

１・２年の授業参観を 

行った。 

 交流を通し、新１年生

のお世話をすることへ

の意欲が高まった。 

 ４月に新１年生を迎

える上級生としての自

覚が高まった。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

宇津木台小学校    副校長 岩﨑 健治 

久保山第１学童保育所 所長  平原 隆志 

久保山第３学童保育所 所長  倉持 清美 

わらべ保育園      園長 櫻澤 武秀 

わらべうつきだい保育園 園長 高木 朋和  

 

 入手できる情報が限られているため、入学後に予想外の実態が分かることが珍しくない。園との交流機

会や内容をさらに充実させたい。 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年 ２月 ２５日 

   八王子ひまわり保育園長 野上 浩達 

たてまち幼稚園長 橋澤泰治郎 

  八王子市立横山第一小学校長 緒方 礼子 

      横山第一学童保育所施設長 山口 展明 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・保育園・幼稚園、小学校、（中学校）が連携を通して、“縦の連続性”を高めることにより、子どもたちへの

滑らかな接続を図り、より適切な指導の在り方を探る。 

・学童保育所、子ども家庭支援センター（館・みなみ野等）の関連機関との“縦の連携”を密にし、親子等へ

の支援を充実させていく。 

・館・椚田地区の広がりも視野に入れ、地区内０歳から１５歳までの子ども・保護者支援の“ねっと・ワーク”

を構築する。 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

☑小学校の授業参観・行事見学等 

☑各園の行事見学 

3 月 2 日 

2 月 10 日 

2 月 9 日 

5 月 16 日 

10月 10日 

横山第一小学校で本年度取

り組んでいるスタートカリ

キュラムについての紹介。 

新入学児童の様子報告。 

保・幼・小の取り組み報

告。 

本年度小学校の取り組みに

ついての理解を深めること

ができた。 

現状を伝え、１年を通して

の見通しを立てることがで

きた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

 

□ 毎学期 

幼稚園・保育園の先生か

ら得た情報を、夕会や部

会にて報告し共有。 

職員全員で情報を共有

することで、気になる

点に対して迅速に対応

することができた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

 

□ ３学期 

□ ２学期 

体育館で全体会を行った

後、各一年生教室にて、

交流会を実施。 

自分たちの入学時の気持ちを

思い出し、年長児の目線になっ

て交流会を行った。その結果、

年長児から入学するのが楽し

みなったと感想を得た。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑学童保育所と学校情報交流等 

☑児童養護施設と学校の連携等 

☑子ども家庭支援センターとの連携 

 

□随時 

□随時 

□随時 

学童保育所、こどものう

ち八栄寮との職員と小学

校担任との日常的な情報

共有。子ども家庭支援セ

ンターと共同した緊急対

応。 

情報共有を通して、児童の実態

を把握して理解を深め、対応の

方向性を確認した。 

児童虐待や不適切な子育てに

対して、未然防止・迅速な対応

をすることができた。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

横山第一小学校   校長  緒方 礼子 

           副校長  井出 寿雄 

横山第一学童保育所 施設長  山口 展明 

八王子ひまわり保育園 園長 野上 浩達 

たてまち幼稚園    園長 橋澤泰治郎 

児童養護施設 こどものうち八栄  主任 内藤 勇希 

子ども支援センター 館   係長 佐藤 てるみ 

交流会より前に年長児の情報を聞き取ることができると、交流会の際に小学校の先生が実際の様子を見る

ことができるので良いのではないかと考えました。 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年３月１２日 

いなりもり保育園園長 

セント・ベル幼稚園園長 

長房中央保育園園長 

長房南保育園園長 

長房西保育園園長 

横山学童保育所所長 

横山第二小学校校長 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・小学校と保育園・幼稚園が相互に理解を深め、子供たちの生きる力を育んでいく。 

・保育園や幼稚園から小学校への接続を滑らかにし、児童がスムーズな学校生活を送れるようにするため

の情報交換を行う。 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必

須） 

□相互参観、相互職場体験 

 

５月 31 日 

  

 

○保育園・幼稚園の保育

士、学童保育所の職員に

よる小学校の授業参観 

○小学校教員（１・２年担

任）との懇談会 

○授業参観を通して、進級後の

気になる児童(1・2 年生）の

状況を把握し、今後の指導に

活かせる情報交換をすること

ができた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑ 夏季休業中 

７月 22 日 

○保育園・幼稚園の保育

士、学童保育所の職員と

小学校教員（全員）によ

る懇談会 

○入学までに雑巾を絞れるよう

にすること等、具体的な行動

目標について情報交換をする

ことができた。 

○支援を必要とする子の情報を

共有する大切さについて確認

することができた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・

体験 

 

☑ ３学期 

２月 26 日 

〇幼稚園の年長児と１年生

との交流会を小学校で実

施 

 

〇１年生は年長児と交流するこ

とで２年生になる自覚を深め、

年長児は小学校に対する期待

をもつことができた。 

④ その他（保護者・地域との交流）    

 

３ その他報告事項（実施して気付きのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

横山第二小学校  副校長  半田 大樹 

横山学童保育所  所 長  小林 晴実 

長房中央保育園  園 長    杉本 浩恵 

長房西保育園    園 長  大塚 英生 

いなりもり保育園   園 長  林  清子 

長房南保育園     園 長  土方 邦子 

セント・ベル幼稚園  副園長  野口 美季 

 

〇７月の懇談会は、事前の周知を早めに行ったので、全園からの参加者があった。それぞれの校種における具体

的な行動目標や必要な支援などの情報を交換し合い、有意義な意見交換会となった。 

〇今年度はコロナウィルス感性拡大防止の対応のため、６つの幼稚園・保育園と交流を行う予定が、１つの幼稚

園のみの交流会（全員がマスクを着用）となった。 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年１月２０日 

敬愛保育園       園長 

敬愛シンフォニー保育園 園長 

高尾幼稚園       園長 

                     散田小学校長      校長 

                     散田学童保育所    施設長 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・保・幼・小教職員の交流を通して、子供の発達を見通した保育観・指導観について 

の共通理解を深め、支援・指導の充実を図る。 

・教職員が相互に園児・児童の情報を共有することで、円滑な就学を支援する。 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

11 月下旬 

通年 

8 月 

・交流会実施のため教職

員同士の意見交換(1 月) 

・保幼職員の学校公開、

道徳授業地区公開講座へ

の参加 

・職場体験（８月） 

・連携を密にし、実態に応じた

交流会を実施ことが、円滑な就

学につながることを確認した。 

・職場体験では小学校教員が児

童の関りを振り返るよい機会と

なった。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

1,3 学期 

 

・新入生についての保育

園・幼稚園・小学校学童保

育所の連絡会（4 月、1 月） 

・配慮や支援の必要な児童への

対応について情報を共有し、当

該児童については就学後組織的

に対応することができた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

 

2,3 学期 

2,3 学期 

・高尾幼稚園年長と２年

生との交流会（11・1 月） 

・敬愛保育園年長と１年生

の交流会（11 月） 

・児童が園児に「学校を体験させ

る」活動に発展した。児童は年長

者としての振る舞いを学び、園児

は学校生活の一端を理解する絶

好の機会となった。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑学童祭り 

☑運動会 

 

2 学期 

2 学期 

・学童祭り、敬愛保育園運

動会への教職員の参加（10

月） 

・散田小学校運動会への幼

稚園・保育園児・保護者・

職員の参加（5 月） 

・連携だけでなく、地域として子

供たちの成長を見守っていく機

会として定着しつつある。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

散田小学校 副校長 島田 学  教諭 中山 元太 

学童保育所 主任指導員 高田 由記子 

敬愛保育園 園長 伊藤 ジュン 

敬愛シンフォニー保育園 園長 福岡 祐子 

高尾幼稚園 教務主任 長坂 愛弓 

〇取組の性質上、窓口となる低学年担当の教員が連携の中心となっている。高学年担当・専科教員の参画意

識を高めていくことが必要である。 

〇連携している機関が一堂に会して協議をする場が必要と感じるが、勤務時間内の実施となると日程調整

が極めて困難である。 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年 ２月１２日 

  八王子市立長房小学校長 平賀 克明 

      長房学童保育所長 山名 剛士 

白百合幼稚園長 草場 秀親 

（長房中央保育園・西保育園・南保育園） 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

○保・幼・小連携の日を実施することにより、教職員間の交流を図り、子供の発達についての共通

理解を深め、支援・指導の充実を図る。 

○教職員が園児や児童の情報を共有することにより、円滑な就学へとつなげる。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

８月２６日 

白百合幼稚園と教職員交

流・意見交換会 

幼稚園の園児たちの屈

託のない笑顔を見るこ

とができ、保護者対応

等の実情を理解し合う

こともできた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

８月２６日 

子どもに関する情報交換

を意見交換会にて実施 

子供たちが、大きな問

題もなく、健全に過ご

していることを確認で

きた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

２月１２日 

長房中央保育園・西保育

園・南保育園の園児を長

房小に招待して「ミニ子

ども祭り」を開催。 

園児が小学校への期待

をよりもつことができ

る交流となった。聞き取

り直後の交流で、園児の

様子を確認できた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

八王子市立長房小学校  副校長 松澤 学 

長房学童保育所     所長  山名 剛士 

長房中央保育園     園長  杉本 浩恵 

長房西保育園     園長  大塚 英生 

長房南保育園     園長   土方 邦子 

白百合幼稚園     園長  草場 秀親 

 

２月に行った園児と児童の交流で、保育園児が上履きで廊下を歩いた際、かなり滑るという声が保育士

さんから聞かれた。ワックスはかけているが、いわゆるＰタイルは小さい子供にとって歩きにくいこと

が分かった。 

今後、滑りにくいワックスを検討することも考えていきたい。 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年 １月２８日 

八王子市立長房中央保育園 園長 杉本 浩恵 

八王子市立長房南保育園  園長 土方 邦子 

八王子市立長房西保育園  園長 大塚 英生 

八王子市立船田小学校   校長 平田 英一郎 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

①就学前の児童の実態を知り、児童の発達段階に応じた接し方を体験することにより、児童理解を深める。 

②学区域の保育園での保育体験を通して、地域の児童の実態をより理解する。 

③保育園の職員との交流を通して、連携を深め、小１ギャップの解消を図る。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

 月  日 

 月  日 

 月  日 

5/28小学校授業参観・懇談会

実施 

7/31保育体験・懇談会実施 

2/21小学校授業参観実施予定 

毎年実施していることで実施

がスムーズになってきた。地

域の児童の実態がより把握で

き相互の連携が深まった。 

② 教職員の交流 

□子どもに関する情報交換 

□ 

 

□  学期 

□ 

○5月授業参観・情報交換 

○7月保育参観・園児との交

流・保育体験・懇談会 

○2月子どもに関する情報交

換（実施予定） 

年度当初、夏休み、年度末の

時期に話し合うことで、児童

に関する情報交換が密にな

り、教職員相互の理解も進ん

できた。 

③ 園児・児童の交流 

□交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

□  学期 

□  学期 

□ 

年長児：１年生に案内され、

教室でのランドセル体験や

体育館での遊び体験を行っ

た。 

１年生：保育園を訪問、手作

りのおもちゃで交流（1/28） 

小 1 ギャップの解消を図るた

めの活動だが、年長児は小学

校に親しみを持ち、不安感の

解消につながっている。 

手作りおもちゃの交流は園か

ら好評を得た。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

特になし 特になし 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

船田小学校 主任教諭 山本 小百合  

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年 ２月２７日 

   まごころ保育園長 長田 栄作 

館ヶ丘保育園長 板野 祐子 

  八王子市立館小学校長 市川 順康 

      館ヶ丘学童保育所施設長 井上 真由美 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・保育園、幼稚園、小学校、学童保育所とのつながりをより親密にし、子供の支援、指導を交流し、

園や学校の教育活動に活かすようにする。 

 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

□ 

 

7 月 22 日 

 

会場：館が丘保育園 

・各保育園、学童保育

所、 

児童館、小学校の教職員

が集まり、情報交換。 

・保育園見学。 

・昨年度より会場を変

えて、保育園見学を含

めた交流会を実施して

いる。各保育園の見学

により、相互の理解が

より深まっている。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

 ３学期 

 

入学児童における、情報

交換を行う。 

配慮を要する児童の情報

交換と関わり方等保育見

学をする。 

 

年々配慮を要する子供

が増えている。ギャッ

プを減らし円滑な学校

生活を過ごすために生

かすことができてい

る。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

 ３学期 

 ２学期 

 

運動会、地域合同防災訓

練、館小まつりの見学と

参加。 

1 年生の園児との交流会

の招待（新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感

染症感染防止のため中

止）。 

学校や地域の様子、また

災害時等訓練にも参加

し園にとっても有意義

であった。（小学生とのふれ

あいにより入学に向けての心

構えにする予定であったがや

むなく中止となった。） 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑学校説明会 

□ 

 

 １学期 

 

次年度入学に向けて 

・学校の経営方針 

・教育課程・学校行事等 

の説明を行う。 

次年度の小学校入学に

向けて、保護者に学校の

様子を理解していただ

くことができた。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

八王子市立館小学校 主幹教諭 吉木 三保子  

館ヶ丘学童保育所   所長  井上 真由美 

まごころ保育園等 保育主任 田中 朝恵 

館ヶ丘保育園   保育主任 安室 悦子  

 

①の「保・幼・小連携の日」については、毎回参加している教職員にとっては同じことの繰り返しとならないよ

う、工夫が必要である。今年度、会場を変えて保育園で実施したところ、園の特色がみられた。次年度も会場を

工夫し、実りある一日としたい。令和 2 年度は、児童館を会場とする予定である。 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年１月２４日 

   めじろ保育園長 柊澤 章次 

光明第五保育園長 石原亜希子 

  八王子市立山田小学校長 山村 晃一 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

○ 園児が小学校入学に際して不適応を起こさず、小学校での学習や生活を円滑に行えるように、就学前教育  

 と小学校教育の滑らかで確実な接続を図る。 

○ 教員同士が教育内容や指導法の違いを超えて、互いの教育の理解を図り、幼保小の一貫した教育を目指

す。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

8 月 27 日 

11 月 20 日 

2 月 6 日 

・小学校低学年における

授業の参観と授業後の協

議会の実施。 

・児童の適応状況に対す

る情報交換。 

・発達段階に応じた指

導の様子について有意

義な交流ができた。 

・在園中の様子を入学

後の指導に生かすこと

ができた。 

② 教職員の交流 

□子どもに関する情報交換 

□ 

 

□  学期 

□ 

 

 

 

 

③ 園児・児童の交流 

☐交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

□ 学期 

☑ 3 学期 

□ 

・第 1・2 学年生活科の

体験学習「冬まつり」へ

の園児の参加と児童との

交流。 

 

・小学校の学習の様子を

見てもらうことで小学

校入学への不安を取り

除き、期待をもたせるこ

とができた。 

 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

八王子市立山田小学校 副校長 井戸 しのぶ 

 

めじろ保育園  副園長 柊澤 ひろみ 

光明第五保育園 主 任 山田 幸子 

 
 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年３月１３日 

  聖徳学園八王子中央幼稚園 園長  川並 妙子 

白百合椚田保育園 園長  和田 松男 

NPO くぬぎだ（椚田小学童保育所）理事長 羽田 文雄 

八王子市立椚田小学校 校長  高橋 伸吉 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

○ 保・幼・小等教職員の交流を通して、子供の発達を見通した保育観・指導観について共通理 

解を深め、支援・指導の充実を図る。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

□ 

７月 30 日 

９月 ９日 

 

・小学校、幼稚園職員が、保育園

を来園し、指導見学とその後の協

議（７月） 

・保育園・幼稚園職員が小学校来

校、授業参観とその後の協議（９

月） 

・保・幼での指導内容の共通点と

相違点を「保・幼・小」職員が共

通認識したことで、小学校への円

滑な就学に向けて留意点を確認す

ることができた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

☑公開日・行事の相互参観 

 

３学期 

１～３学期 

・幼稚園、保育園職員による運動

会の参観（１学期実施） 

・保育園・学童職員による小学校

音楽会の参観（２学期実施） 

・小学校就学前の園児の状況の聴

き取り（３学期実施） 

・職員間の連携の際、円滑に話が

できる関係の構築が進んだ。 

・小学校就学後の児童の状況を保

幼の職員が直接参観したことで、

職員間の心的距離が近づき、連携

の推進となった。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

３学期 

１学期 

 

・園児が小学校へ来校し、授業等

見学と体験及び体験の様子を学童

職員が参観（３学期実施） 

・園児の小学校へ就学への期待感

が高まるとともに、不安感の軽減

になり、円滑な就学となるような

雰囲気の醸成に役立った。また、

現１年生が２年生に進級する自覚

を促すとともに、新１年生へのお

世話の意識が高まった。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

八王子市立椚田小学校 
担当者 副校長 船引 洋伸 
電話 665-3475 FAX 667-5412 メール ｄ353201@city.hachioji.tokyo.jp.  
椚田小学童保育所 
担当者 主任指導員 細川 統子 
電話 666－9649  

聖徳学園八王子中央幼稚園 
担当者 園長補佐 中川 奈津子 
電話 664-0972 FAX 664-0995 メール hachina@seitoku.ac.jp  
白百合椚田保育園 
担当者 主任 加藤 明美 
電話 666-7535 FAX 673-7534 メール kunugida@aiwakai.net  

 

・これまでの連携から、保育園、幼稚園、小学校間で連絡を取り合いやすい雰囲気が醸成されつつあ
る。 
・保育園の参観を行ったことで、保育園、幼稚園、小学校での指導の違い、特に生活や園児の体験活動

に関わる指導の違いについて確認することができ、有意義であった。 
・職員と直接交流できたことで、子供についてお互いに直接相談できる雰囲気の醸成に寄与できた。 

・さらに連携を深めるため、管理職間だけでなく、実務を行う職員間の連携機運のさらなる醸成が課題である。 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和 ２年 ３月１０日 

   緑が丘小学校長 髙橋 洋 

  白百合寺田保育園長 木村 智恵子 

      寺田第一学童保育所施設長 古澤 美由樹 

寺田第二学童保育所施設長 石川 みつる 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

○保・幼・小の子供たちと教職員の交流を通して、教職員が相互に園児・児童の情報を共有し、円滑

な就学のために連携を図る。保育観・指導観について共通理解を深め、支援・指導の充実を図る。 

○学童保育所と連携し、児童、保護者への指導及び支援の充実を図る。 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

 

 

3 月 4 日 

前後に複数回 

1 月 21 日 

2 月 13 日 

・校長と現１年学年主任が、白百

合寺田保育園に出向き、小学校１

年生の教育活動や学校での様子に

ついて話し、意見交流した。 

・新入生保護者説明会に保育園の

先生と学童の職員に来ていただ

き、入学当初の学用品や学校から

のお願いについて、保護者と一緒

に聞いていただいた。 

・相互の情報交換と共通理

解が図ることができ、有意

義であった。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

 

 

3 月 3 日 

 

・白百合寺田保育園に出向き、

入学予定の児童について情報

を提供していただいた。 

・臨時休業の措置により、例年

より少し早い時期での実施と

なった。新一年生のクラス編

成の参考になり、欠かせない。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体

験 

1 月 16 日 

1 月 22 日 

1 月 29 日 

・副校長による校内案内 

・1 年生とゲームや昔遊びで交

流。図書ボランティアによる読

み聞かせ。 

・園児にとっては、小学校への

安心感と期待を抱くきっかけ

たなった。 

・１年生にとっては、２年生に

進級した時の、意識付けとな

った。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑てらだこどもまつり 

☑図書ボランティアによる読み聞

かせ 

 

1 月 25 日 

1 月 29 日 

・学童主催のもと体育館等で実

施。PTA の応援多数あった。 

・園児来校の際に大型絵本の読み

聞かせを実施した。 

・保護者と地域の協力が大変

ありがたく、そうした協力の

もと学校内で交流の場が開か

れることに、価値がある。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

緑が丘小学校    副校長 筒井 泰行 

寺田第一学童保育所 施設長 古澤 美由樹 

白百合寺田保育園  園長  木村 智恵子 

寺田第二学童保育所 施設長 石川 みつる 

 

・次年度さらに効果を上げるために、保育園で行われている、年長児童の保護者を対象とした茶話会など

での交流の場を設定する。保護者が、小学校のことで聞きたいことを気軽に聞ける場があることで、安心

感や信頼感につながると考える。 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年 ３月２日 

   元八王子保育園園長 日巻 春美 

  元八王子小学校長 長田 猛  

      元八王子学童保育所施設長 伊藤 雄  

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

子供の発達を見通した保育観・指導観について、教職員や児童の交流活動を通じて、相互理解を深め、共通の

認識をもって支援・指導の充実を図る。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

 

 

8 月 28 日

（土） 

 

・教職員全員、元八王子保

育園での保育の様子を見学

した。 

・１年生担任と管理職は、

入学予定者（年長）の様子

や、小学校生活へのスムー

ズな移行のために必要なこ

とについて情報交換を行っ

た。 

・保育の様子の見学を通

し、入学当初の児童の実態

について教職員全員の共通

理解を図ることができた。 

・情報交換を通して、入学

当初に配慮するべきことに

ついて確認することができ

た。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

☑保育園・学童職員による学校参観 

 

2 学期 

・元八王子保育園教職員

が、学校公開日の１年生の

授業の様子を見学した。 

・保育園職員が１年生の授

業の見学をし児童の実態を

把握することで、年長児が

安心して卒園・入学できる

ような環境づくりにつなげ

ることができた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

 

 

2 学期 

3 学期 

・元八王子保育園年長児

が、音楽会を見学した。 

・元八王子保育園年長児と

１年生とのふれあいの会を

実施した。 

・行事やふれあいの会を通

して、保育園年長児が、入学

後の活動について見通しを

もつことができた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑サタデースクール行事参加 

 

 

年間 

(学童 1～3 年) 

・元八王子保育園児が、サ

タデースクールの行事に参

加した。 

・サタデースクールの行事

への参加、小学生との交流

を通し、保育園年長児が入

学への意欲をもつことがで

きた。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

元八王子小学校   主任教諭  山﨑 裕子 

元八王子学童保育所 施設長   伊藤 雄 

元八王子保育園 副園長  志村 喜美 

 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和 ２年 ２月３０日 

   園長 瀬沼靖子 

  小学校長 髙瀬智子 

      学童保育所施設長 岩舘奈保子 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・保育園、小学校、学童の教職員の交流を促し、子供の発達を見通した保育観・指導観について共通理解を深

め、支援・指導の充実を図ること、及び教職員が園児・児童の情報を共有することで、円滑な就学を支援する

ことを目指す。 

 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

■相互参観、相互職場体験 

□ 

 

12月 19日 

 月  日 

 月  日 

・保育園、小学校、学童

の基本方針、具体的な取

組について確認 

・卒園児の近況報告 

・園内見学 

・教員同士の意見交流

で、入学する上で必要

なことを討議すること

ができた。 

② 教職員の交流 

■子どもに関する情報交換 

☑校長訪問 

 

☑３学期 

☑2月20日 

・配慮を要する児童の聞

き取り 

・校長と栄養士が訪問し、

給食・参観を行った。 

・クラス編成、学校サ

ポーター配置などの参

考となった。 

・今後の課題の確認がで

きた。 

③ 園児・児童の交流 

■交流会（異年齢交流） 

■学校・授業、行事等の参観・体験 

 

 

☑３学期 

☑ 1,2 学期 

・運動会、東小フェスタへ

の参加 

・フレンドパークへの参

加 

・５年生と園児の交流会

（遊び、お世話） 

・園児と交流を通して、

相手のことを考えた行

動をとることで、思いや

りの気持ちをもつこと

ができた。 

 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

小学校   役職 氏名 副校長 池戸 龍一 

学童保育所 役職 氏名 所長 岩舘奈保子 

保育園等 役職 氏名 園長 瀬沼 靖子 

幼稚園等 役職 氏名 

 

 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年１月３１日 

   諏訪保育園園長      島本 一男 

松枝保育園園長      高柳  桜 

桑の実幼稚園園長     渡邊喜代子 

      上壱分方学童保育所施設長 近間 博之 

  上壱分方小学校長     小栁 政憲 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・子供の情報を共有し、子供の理解を深める。 

・乳幼児期の保育、教育を見学し、その理解を深め、職員同士の連携を図る。 

・保護者への支援について共に考える。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

□教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

 

8 月 27 日 

・小学校、幼稚園の教職員が保

育園を参観、園の生活の理解を

深めるとともに園児・児童等に

関する情報交換を行う。 

・就学前の指導経緯と入学後

の成長を知り、小学校、学童

保育所、保育園、幼稚園でそ

れぞれの指導改善に役立っ

た。 

② 教職員の交流 

□子どもに関する情報交換 

 

□1 学期 

□3 学期 

【1学期】就学した園児の情報交

換。就学支援シートを提出した

児童の園での様子や支援の方法

等の情報交換。 

【3学期】卒園児の様子、支援シ

ートを提出した園児に関する情

報交換。 

・児童理解が深まり、要配慮児

童の支援を円滑に実施できた。 

・入学前の園児の様子につい

て把握できたことで、学級編成

や支援する人材配置等、学校全

体の受け入れ態勢を整えるこ

とができた。 

③ 園児・児童の交流 

□交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

 

□2 学期 

□3 学期 

【2学期】音楽会見学 

      

【3学期】学校見学 

新 2 年生と交流活動 

・園児が学校へ複数回訪問す

るで、学校の雰囲気に慣れ、入

学後の学校生活にスムーズに

適応できた児童が多かった。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□保護者会（諏訪・松枝 9 月 

        桑の実 6 月） 

 

□9 月 

□6 月 

保護者会で小学校校長、副校長、

学童保育所所長が小学校や学童

保育所について概要を説明し、

保護者に対して小学校での生活

等への理解を深める 

・新 1年生保護者に対する説明

が実施できたことにより不安

を確実に軽減させることがで

きた。入学前に必要な準備を伝

えることができた。 

 

３ その他報告事項 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

上壱分方小学校   副校長 阿部 憲一 

上壱分方学童保育所 施設長  金澤 摩衣子 

諏訪保育園  保育士 水島 謙 

松枝保育園  副主任 細井 淳 

桑の実幼稚園 園 長 渡邊 喜代子 

年度当初、副校長による桑の実幼稚園の参観を計画していたが、上壱分方小学校の校内事情により実施でき

なかった。次年度以降、実施することを計画中である。 
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令和２年２月２５日 

   城山保育園 元八王子幼稚園 園長 

  城山小学校長 

      城山学童保育所施設長 

                    

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・保育園、幼稚園、小学校の連携を強化することで、子供たちの円滑な接続を図り、より適切な指導の在り方

を探る。 

・保育士、教職員が相互に子供たちの情報を共有することで、子供たちの生活・学習の状況について理解を深

め、日頃の指導・支援の充実を図る。 

・園児、児童の直接交流を行うことで、小学校入学に向けて期待をもち、意欲的に取り組めるようにする。 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

□ 

 

５月 中旬 

10 月下旬 

・今年度の計画 

・小学校及び保育園、幼

稚園への訪問、観察 

園児や１年生の様子に

ついて交流し、交流会

について打ち合わせを

することができた。 

園児の観察ができた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑ １学期 

□ 

 

・園児の実態と学校生活

の様子について意見交換 

一部の教職員ではある

が、意見交換ができ

た。 

 

 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

２・３学期 

２・３学期 

☑ 

 

・一年生による交流会 

・五年生による交流会 

園児と５年生と交流を

深めることができた。園

児は小学校の生活を体

験することができた。５

年生は６年生への自覚

を高めることができた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

城山小学校 副校長  堀合 葉子 

城山学童保育所    小島 祐輔 

城山保育園 園長  宮崎 豊彦  

元八王子幼稚園 園長  宮崎 やす  

 

 

・教職員の交流については、来年度は夏季休業中に企画し、より多くの教職員が参加できるようにしてい

きたい。そして、情報交流もより深く行えるように企画していく。 

・１年生や５年生との交流はとてもいい内容なので、今後も継続をしていく。 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和 ２年 １月 ２９日 

  さつき保育園 園長  斎藤 和巳 

  弐分方小学校 校長  小川 賀世子 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・保幼少の発達段階に応じた指導体制について理解し、職員同士の連携をより一層深める。 

・就学にあたっての子供の情報を共有し、子供の理解へとつなげる。 

・保護者への支援体制について、保幼少で共に考えていく。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

□ 

 

8 月 27 日 

8 月 27 日 

 月  日 

・弐分方小職員による保

育園参観及び保育士体験 

・職員同士の意見交換、

情報共有 

給食指導や学習体制、

教育活動の連携につい

て協議した。それぞれ

が取り組んでいる活動

の円滑な引継を確認し

た。 

② 教職員の交流 

□子どもに関する情報交換 

□ 

 

□  学期 

□ 

 

 

 

 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

☑小学校プール体験（園児） 

 

☑ 3 学期 

☑ 2 学期 

☑ 1 学期 

・コンディション不良の

為、プール体験は中止。 

・保育園との交流会（ひ

らがな、音楽、学校案内

など） 

 

・運動会、学芸会に多く

の園児が参観した。学校

行事の雰囲気を味わい、

小学校のイメージにふ

れる良い機会となった。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

  

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

弐分方小学校  教諭 水野 いづみ さつき保育園  副園長 斎藤 玲子 

 

 

 

 

 ・情報共有の大切さでは学童保育所との連携も必要である。次年度は学童保育との連携も考えていく。 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年３月１６日 

 

   横川幼稚園長 中村  進 

横川保育園長 宮崎 千秋 

  横川小学校長 加藤 方浩 

      横川学童保育所施設長 柳瀬 友子 

                    

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

近隣の横川幼稚園・横川保育園や、校舎内にある学童保育所と連携し、園児・児童の情報を共有

することによって、円滑に児童への指導が進むようにする。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

２月 10 日 

 月  日 

 月  日 

・入学までに身に付けて

おきたい生活指導に関す

る情報を共有した。 

・呼ばれたら返事をす

る、立ったまま靴を履

きかえる等、事前指導

に生かすことができ

た。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑ ３学期 

□ 

・新１年生の子供の状況

の聞き取りを行った。 

 

・課題のある児童に関

する情報が入り、クラ

ス編成に役立った。 

 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

☑ ３学期 

□  学期 

□ 

・２月１０日、２月１７

日に１年と交流し、いっ

しょに歌を歌ったり校舎

を案内したりした。 

・年長児も小学校のイメ

ージがわき、１年もお兄

さんお姉さんとして迎

えようとする意欲を高

めることができた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

横川小学校 副校長  氏名 沓澤 広明 

横川学童保育所 所長 氏名 柳瀬 友子 

横川保育園 園長 氏名 宮崎千秋 

横川幼稚園 園長 氏名 中村 進 

 

 

 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年３月１３日 

 

   恩方保育園 園長 田中 美香 

  恩方第一小学校長 石原 一彦 

恩方第二小学校長 半田あつ子 

      恩方西学童保育所施設長 長田ルリ子 

                    

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

保育士や小学校教員、学童職員が参観や意見交換により、お互いの指導の狙いや方法、子どもたちの生活、学

習の環境、保護者の様子について情報交換し、相互理解を深める 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

7 月 22 日 

 月  日 

 月  日 

８月２３日に日程を変更

して実施。午前中は、恩

方保育園の保育参観と給

食参観、午後は、恩方第

一小学校で情報交換。 

保育園への参観では、

子供たちの姿、先生の

関わり方等、園の様子

が、情報交換ではそれ

ぞれの違いが分かっ

た。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

□ 1 学期 

□ 

小学校２校、保育園、学童

保育所の職員のそれぞれ

が含まれるようにしたグ

ループでの情報交換。 

保育園と小学校の両者

でも、目指す児童像や

めあてを確認し合うこ

とができた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

□ 3 学期 

□ 3 学期 

□ 

恩方第二小学校１・２年

生による恩方保育園への

訪問交流や、恩方第一小

学校での交流給食を行っ

た。 

 

普段接する機会の少な

い異年齢の集団での交

流の機会となった。交流

の持ち方についは、負担

が少なくなるように工

夫していきたい。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

恩方第一小学校  副校長  鶴岡 武臣 

恩方第二小学校  副校長  佐藤 勇輝 

恩方保育園    園長  田中 美香 

恩方西学童保育所 施設長 長田 ルリ子 

 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和 2年 2月 6日 

   元木保育園長 中林 秀人 

  元木小学校長 田邉 佳伸 

      恩方東学童保育所施設長 高野 通代 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

教職員が意見交換などの交流を実施し、互いの指導及び保育内容や方法、児童の生活・学習の状況について

理解を深め、日頃の支援・指導の充実を図る。また、教職員が相互に園児・児童の情報を共有することで、保

育園・幼稚園から小学校へ進学する児童の就学が円滑に行われるようにする。 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

 

 

8 月 26 日 

 

小学校児童・学童保育

所児童、および保育園児

の情報交換、各所属職員

同士の意見交換を行い、

相互理解を深めた。 

「保・幼・小連携の日」はも

ちろん、互いに子どもの様子

を見合う機会をもつ。また、

令和 2 年度に１年生になる児

童について、小学校職員が保

育園・幼稚園職員と情報を共

有する場を設ける。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

☑学校公開・保育公開における授業

参観等 

 

☑３学期 

☑３学期 

互いに指導している

姿を参観しあう。 

 子供の姿・動きを具体的

に観察することができ、教

職員の交流において、中身

のある情報交換ができる。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

 

 

☑３学期 

☑２学期 

 

 ２月に保育園児と１

年生の交流活動を行う

もの。遊びの種類ごと

の班に分かれて、活動

する。 

 ２学期の文化的行事

の参観をする。 

 

保育園児は１年後の自分

たちの姿を具体的に想像で

きる。小学生側は、保育園

児のお世話等を積極的に行

うことができる。 

 小学校の児童の作品の素

晴らしさを味わうことがで

きる。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑クリーン活動・けやき祭 

 

☑２学期 

任意参加で左記の行

事に参加する。 

 

地域の一員としての自覚

を育てることにつながる。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

小学校   役職 氏名 副校長 野田勝彦 

学童保育所 役職 氏名 施設長 高野通代 

保育園等 役職 氏名 園長  中林秀人 

幼稚園等 役職 氏名 

 

保幼小連携の日には、各管理職だけでなく、低学年担当や年長担当の担任が参加することが望ましいと考

えます。それが可能となるように、保幼小連携の日開催通知文にその旨を明記するとともに、各施設の公

開日において各施設長（園長・校長）が会った際にも口頭により確認し合う。普段から顔の見える関係、

気さくに話しができる関係を構築しておくことが大切である。 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年２月２８日 

   共励第二子ども園  園 長 長田 豊司 

川口小学校 小学校長 高木  宏 

   上川口小学校 小学校長 島田 金男 

                    

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

教職員間の参観や意見交流などを通し、お互いの教育方針や方法を学び、相互理解を深める。 

こども園から小学校の教育活動が円滑に移行されることを目指すため、保育園と小学校のより良い連携の構築

を図る。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

□ 

６月初旬 

８月下旬 

２月中旬 

教職員の意見交換・学校

公開参加、及び施設見学 

 

共励第二こども園の保育

展参加 

子ども園の具体的なカ

リキュラムを知ること

ができた。 

 

子ども園の教育活動を

観察できた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

☑ ３学期 

□ 

就学に向けての引き継ぎ 

 

 

園児の実態を把握でき

た。 

③ 園児・児童の交流 

□交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

☑ 1 学期 

☑ 2 学期 

□ 

小学校の運動会に参加 

小学校作品展に参加 

こども園運動会に参加 

園児の入学への安心感

を与えることができた。 

 

園児の入学への動機付

けや在校児童のやる気

が出た。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

こども園のお祭り 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

川口小学校   教諭     水野桂子 

上川口小学校 主任養護教諭 花木恵美 

上川口小学校 教諭     水村倖基 

共励第二こども園 園長 長田豊司 

時間的な制約があり、限られた中で教師間の課題に沿った話し合いの設定は厳しいが、職員間の交流の

中でそれぞれの施設の状況などを踏まえた意見交換などがより密にできることを目標とする。 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年１月３１日 

光明第三保育園 園長 高瀬 祐三子 

陶鎔小学校  校長   飯澤 公夫 

つくみ学童保育所 施設長 山本 直子 

                                               

           令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 
１ ねらい 

○保・幼・小それぞれの役割と意義を理解し、保育・教育への思いを共有する。 

○保・幼・小の情報交換を密にし、接続を円滑にする。 

○保・幼・小が連携して保護者・家庭との関わりをもち、地域が一体となった保育・教育をめざす。 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

①  保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

 

5月 

8月 6日 

 

○学童職員と教員の情

報交換 

○保育園の保育方針、特

色ある活動について 

○保育の参観 

○保育士・小学校教員学

童職員の懇談 

 

・保育園の特色ある活

動について、小学校と

の接続について考える

ことができた。 

・互いに参考となる手

立てを共有することが

できた。 

②  教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

 

３学期 

 

各学期1回 

〇八王子市幼保小子育

て連絡会議 

〇就学児童の情報共有 

・就学時の連携、情報共

有のあり方について、

再度確認した。 

③  園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体

験 

 

３学期 

 

〇就学予定児童と来校

し、１年生と交流 

 

・幼児の入学、児童の進

級への心構えの一助と

なった。 

 

④  その他（保護者・地域との交流） 

□ 

9月 21日 ○道徳授業地区公開講

座・授業参観 

○全体協議会 

・いじめの実態と防止 

・小学校の道徳授業に

ついて理解を深めた。 

・いじめを防止する取

り組みについて、それ

ぞれの発達段階に応じ

た手立てを考える機会

となった。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

陶鎔小学校 副校長 日高 玲子 

つくみ第 1 第 2 学童保育所 所長  山本 直子 

光明第三保育園 園長 高瀬 祐三子 

 

 

（当日までの運営について） 

・副校長、園長において実施内容に関する打合せ ・教務主幹、園担当主任における日程調整  

・保育園における参観の計画と準備  ・小学校において取組の趣旨の周知、参加者の掌握等  

・副校長（主幹教諭）、園担当主任において役割分担等最終打ち合わせ 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 



【36】第５ 

令和２年３月１３日 

   美山保育園 園長 梅野光博 

  八王子市立美山小学校長 松田寿大 

      美山学童保育所施設長 池田美和 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

小学校就学前の園児の様子について情報の共有化を図るとともに、進学する小学校との連携を密に

することで、発達段階に応じた円滑な小学校生活への橋渡しを行うことができるようにする。また、

保護者や地域に対して、教育現場についての更なる理解と協力を得られるようにする。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

 

１月 28 日 

・児童と園児の交流 

・意見交換 

・降雪のため、保育園

児が来校できなかった

です。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ １・３ 

学期 

・美山小学校入学予定園

児について情報交換 

・美山学童利用児童の 

情報交換 

・来年度入学児につい

て年長の担任と入学担

当で情報共有ができま

した。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

 

□ ３学期 

□ ３学期 

・保幼小連携の日 

 小学校の紹介（４年） 

 伝承遊びを教える（１・

２年）。 

・保育園での交流（５年） 

・新型コロナウイルスの

対応のため、実施できな

かった。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

美山小学校  主幹教諭 氏名 星芝 卓郎 

美山学童保育所 所長  氏名 池田 美和 
美山保育園  園長  氏名 梅野 光博 

 

 

・次年度の担当への引継ぎを確実に行うことが大切だと感じました。 

・年度当初に担当を決定しておく必要もあると思います。担当同士で年度当初に連絡し合うとスムーズに

連携できると思いました。 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 



【37】第２ 

令和２年 2月１４日 

光明第三保育園長 高瀬祐美子 

 なかの幼稚園長 中村 健 

      楢原小学校長 原市 裕 

学童保育所施設長 清水 希代美 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施報告書 

１ ねらい 

保育園幼稚園児は、入学に対しての不安を解消し、小学校生活に希望をもてるようにする。1年生

は、１年間の学校生活を振り返ったり，来年度入学予定児と交流したりすることで，自分や友達の

成長と，それを支えてくれた人々の存在に気付き，２年生に向けて自信をもって生活できるように

する。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

８月 １日 

 月  日 

 月  日 

光明第３保育園に訪問

し、保育園の先生方と意

見交流をした。 

小学校と保育園との連

携を確認することがで

きた。 

② 教職員の交流 

□子どもに関する情報交換 

□ 

 

□  学期 

□ 

 

 

 

 

③ 園児・児童の交流 

□交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

□  学期 

□ ３学期 

□ 

 

1 年生の授業を参観した

り、1 年生と一緒に遊んだ

りした。 

 

小学校の生活に触れ、入

学に希望を持つことが

できた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

楢原小学校   副校長 中村 理明 

学童保育所 所長 清水 希代美 

光明第三保育園 園長  高瀬祐美子 

なかの幼稚園 園長 中村 健 

 

 

 例年、幼稚園と保育園と二つの園が見学に来ていたが、今年は新型コロナウイルスの為、保育園しか、

見学に来ることができなかった。毎年、インフルエンザも流行する時期なので、日程設定を考える必要も

ある。 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 



【38】第２ 

令和２年１月１６日 

 

八王子市立松枝小学校長 佐 藤  浩 

   

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

１年生と交流することにより、年長さんに小学校に入学することに期待をもたせる。 

保育園・学童と連携を図り、児童・園児の様子を共有し指導に生かし小１ギャップの解消を図る。 

 支援が必要な園児の様子を知る機会とする。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

一学期 

二学期 

 月  日 

 月  日 

保育園や学童と園児・児

童の様子について交流し

た。行事になるべく参加

するよう話し合いを行っ

た。学校公開で一年生の

様子を参観してもらっ

た。 

はしや鉛筆の持ち方話

の聞き方など共通理解

を図ることができた。

また、配慮を要する児

童について知ることが

できた。幼稚園からの

成長の様子を知っても

らえた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

二学期 

三学期 

□ 

入学する園児について情

報交換を行った。特に、

配慮をようする園児の様

子を見学し、支援の方法

を事前に検討した。 

就学時検診でしっかり

と対応し、クラス分け

の参考になった。 

 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

二学期 

□  学期 

□  学期 

□ 

12 月 18 日にからまつ保

育園と一年生が体育館で

交流会を実施した。 

 

１年生も年長園児も楽

しく活動し、早く入学し

たいという希望をもた

せることができた。 

 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑学校運営協議会 

□ 

各学期一回 

□ 

□ 

学校運営協議会でも幼稚

園・学童保育所と情報を

共有することができた。 

 

学区の児童・園児の様子

を知ることができ保護

者にも学校運営協議会

だよりで発信すること

ができた。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

松枝小学校   役職 副校長 石川真一 

からまつ学童保育所 役職 所長  浅岡多佳子 

からまつ保育園 役職 園長  坂本真弓 

松枝保育園 役職  園長  

 

・配慮が必要な園児について保育園から参観してほしいと要望があり、職員が実態を知ることができた。 

・就学時検診前にも、情報提供していただいたので気を付けて面接することができた。 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 



【39】第３ 

令和 ２年 ３月１０日 

 

   光明第七保育園長 森  恵 

  八王子市立加住小学校長 清水 和彦 

                 

令和 元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・地域にある保育園との交流を通して、思いやりの気持ちで人と接することができるようにする。 

・園児の言動の特徴や保育士の働きかけの様子を観察し、相手の立場に立って考えたり、自分の行動を

決めたりできるようにする。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

6 月 26 日 

 月  日 

 月  日 

加住小学校主催校内研究

会に参加。特別支援につ

いて外部講師を招いて研

修を行う。 

卒園生を例に協議を行

うことで、具体的なイ

メージを共有しながら

実りある研修を行うこ

とができた。 

② 教職員の交流 

□子どもに関する情報交換 

□ 

 

□ 3 学期 

□ 

新入学園児についての情

報交換。 

 

入学前に子供の様子が

分かってよかった。 

 

③ 園児・児童の交流 

□交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

□     （体育祭） 

 

□ 3 学期 

□ 1 学期 

□ 

5 年生児童が保育園に行

って、一緒に遊ぶ。 

園児が小学校に来て 5 年

生児童が案内し、校内見

学する。 

来年度入学したとき朝

の時間等にお世話をす

る現 5年生との交流を行

う。 

 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

八王子市立加住小学校 副校長 氏名 鍛治田 泰男 

 

光明第七保育園 園長 氏名 森  恵 

 

 

 

 

新入園児の情報交換は、他の幼稚園とも実施している。 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 



【40】第３ 

令和 ２年 ３月 １日 

北野保育園長     中田 直美 

敬愛きたの保育園長  山田 寿恵 

北野ひなた保育園長  井上 雅弘 

  由井第一小学校長   竹内 浩子 

      北野学童保育所施設長 武井 智子 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

遊びを通して学ぶ幼児期の教育活動から、教科学習が中心の小学校以降の教育活動への円滑な移行を目指し、

保育園と小学校が連携を強化し、双方の質の向上を図る。そのため、①保育士と教員が、それぞれの園・学校

の参観や意見交換会等を通して、互いの教育の在り方を理解する。②園児と児童の交流を通して、共に学び合

い、高め合う。小学校の教員と園児の保護者との交流を通して、保護者の不安を解消するとともに小学校生活

への理解を深め、小学校への滑らかな接続を促す。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

□ 

 

6 月 21 日 

8 月 22 日 

 

 

・小学校公開参観 

・保育園参観 

 

・保育園時と現在の様

子の情報交換ができ

た。 

・保育の状況について

相互理解することがで

きた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

☑ 1 学期 

11 月 15 日 

・協議会 

・見学 

・保護者説明会参加 

 

・同上 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

☑ 3 学期 

☑ 全学期 

□ 

 

・学校案内 

・避難訓練 

・行事の案内 

 

・園児は小学校に進む、

という意欲をもてた。 

・あらゆる機会に小学校

を訪問できるという可

能性が高まった。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

小学校   副校長 氏名 小田 正弥 

学童保育所 施設長 氏名 武井 智子 

保育園等 園長 氏名 中田 直美 山田 寿恵 

井上 雅弘  

 

 

 

  

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 



【41】第３ 

令和２年１２月２５日 

   由井さゆり保育園長 

  由井第二小学校長 

     特定非営利活動法人ワーカーズコープ所長 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

幼稚園、保育園、小学校が相互理解を図りながら、一貫性のある保育・教育を行うことにより、幼児期から

児童期への円滑な成長をめざす。 

 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

８月２８日 

 月  日 

 月  日 

 

意見交流を通して教職員

の相互理解を深める。 

 

子どもの発達の連続性

について再認識し教育

内容について見直しが

できた。 

② 教職員の交流 

□子どもに関する情報交換 

□ 

 

□ ２学期 

□ 

幼児教育から小学校教育

への円滑な接続を図ると

いう観点から情報交換を

する。 

 

 

 

③ 園児・児童の交流 

□交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

□ ２学期 

□ ３学期 

□ 

 

小学校展覧会の参観   

 

保育園の友達と遊ぶ会 

 

 

小学校へ入学すること

の喜びと期待を高める

ことができた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

由井第二小学校  役職 主幹  小山 幸代 

由井第二小学童保育所 役職 副所長 谷口 雪乃  

由井さゆり保育園  主任 竹内 良美 

 

 

 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 



【42】第３ 

令和２年３月１６日 

   光明第五保育園 石原 亜希子 

由井第三小学校 河村 真奈美 

 由井学童保育所施設長 近藤   独 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

（１）保・幼・小・学童保育所の連携を一層充実させることにより、縦の関係性を高める。迅速かつ正確 

な情報の共有化、発達段階の理解を図る。 

（２）子供たち一人一人にとって、より適切な指導の在り方を共有することにより、スタートカリキュラ 

ムのＰＤＣＡサイクル化を図り、就学前後の円滑な接続を目指す。 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

６月 13 日 

・１・２年児童の授業参

観 

・教職員同士の協議会、

交流会 

・卒園後の様子をみ

て、成長していること

を実感した。小学校に

向けての指導について

情報を共有することが

できた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑ １学期 

６月 13 日 

・園と小学校、および園

同志の交換会 

・他の園の取り組みを

知れて、困っているこ

とを情報交換できた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

☑ ２学期 

11 月 28 日 

（予定） 

・生活科お店屋さんごっ

この店員とお客さんとし

て、１年児童と保育園児

の交流。 

・園児が小学校の様子

を肌で感じることがで

きた。 

・自分より小さな子へ

の接し方を体験した。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

  

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

由井第三小学校 主任教諭 永井崇之 

由井学童保育所 施設長 近藤 独 

光明第五保育園 園長 石原亜希子 

         主任 五十子佑美 

 

みなみ野保育園、みなみ野敬愛保育園 

みなみ野さゆり保育園、たてまち幼稚園 

敬愛きたの保育園、北野ひなた保育園 

光明第一保育園、さゆりの丘保育園 

由井さゆり保育園 

 

 小学校と保育園、幼稚園が連携することで、卒園生の情報を共有したり、児童の指導経過を詳しく知っ

たりすることができた。小学校入学に向けての指導は、園によって特色があり、園同士が情報交換するこ

とができた。保護者対応や、児童の情報共有の点で保育園と学童保育所の連携の重要性をより一層感じた。 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年３月１８日 

 

学校法人東京音楽学院長沼幼稚園   園長  玉生 水恵 

  社会福祉法人打越保育園   園長  光宗 政治 

八王子市立長沼小学校   校長  瀧村 博昭 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・保育園、幼稚園、学校が連携し、互いに保育や授業を見合い、情報交換することで、保育園と幼稚園は見通

しをもった保育を実践し、学校は就学後の児童への指導の改善を図る。 

・保育園、幼稚園、学校の教職員の交流を通して、互いの違いやよさを認識し、相互理解を深める。 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

 

 

 

8 月 26 日 

 

・園の参観と教職員の意

見交換は、８月２６日に

今年度は、長沼幼稚園で

実施。 

 

・幼稚園の教育方針・

設備を見学でき、就学

前の教育の一端に触れ

た。 

・教員間の交流で現代

の子供の課題を共通理

解できた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

 

 

☑ 3 学期 

 

・小学校１年担任が、３

月に幼稚園・保育園に出

向き、子供に関して情報

交換。（３月１８日他） 

 

・来年度入学予定の園

児の情報を幼稚園・保

育園に出向き、聞き取

り、円滑な入学につな

げる。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

 

 

☑ 3 学期 

☑ 3 学期 

 

・２月に幼稚・保育園児

（年長）が、それぞれ小

学校を訪れ、遊びや体験

などの交流会を行う計画

があった。 

・新型コロナウイルス感

染症の関係で、やむを得

ず今年度は、中止とせざ

るを得なかった。 

 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑小学校運動会での交流 

☑小学校授業参観 

 

5 月 25 日 

6 月 22 日 

・小学校の参観は、６月２

２日に実施。 

・小学校運動会の保・幼・

小連携プログラム『ぼく

らの八王子』で、園児・児

童・保護者・地域の方々全

員が踊って交流した。 

・未就学児参加の競技を

行うことで、来年度、小

学校に入学する園児へ

の抵抗をいく分、和らげ

る一助となった。 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

長沼小学校 教務主幹 氏名 新津 幸二郎 

 

打越保育園 園長   氏名 光宗  政治 

長沼幼稚園 教務主任 氏名 松日楽 啓子 

 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う計画変更であったが、インフルエンザ流行の時期を

考えると計画の日程をもう一度検討することもありうる。 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年３月１２日 

 

   サンライズ幼稚園園長 市川 正芳 

  片倉台小学校長 山元 敬子 

      学童保育所施設長 岩﨑 剛 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・幼稚園と小学校との円滑な接続を図るために、子供たちが交流する機会を位置づけるとともに、教職員がお

互いの教育活動の様子を参観したり情報交換したりしながら、子どもの発達を見通した保育観・指導観につい

ての共通理解を深め、支援・指導の充実を図る。 

・学童との連携を密にするために情報交換を図り、親子等への支援を充実させる。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

4 月 25 日 

 月  日 

 月  日 

・小学校の授業参観 

・児童の成長の様子につ

いての情報交換。 

・年間予定の確認 

 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑ ３学期 

□ 

・３月５日にサンライズ

幼稚園の教員と学童、１

年生の担任が次年度に向

け、情報交換を行う。 

 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

☑ ３学期 

□ 2 学期 

□ 

・２月１７日にｻﾝﾗｲｽﾞ幼

稚園の年長が片倉台小学

校を訪問し１年生と交流 

・ゲームや遊び、出し物等

で交流 

 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑ 

□ 

 

☑２学期 

□ 

・11 月３０日に学童祭り

を開き、学校の教職員も

多数参加 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

小学校   役職 氏名 副校長 大森 雅之 

学童保育所 役職 氏名 所 長 岩﨑 剛 

保育園等 役職 氏名 

幼稚園等 役職 氏名 主任 西 奈保子 

 

 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和  ２年 ３月 １２日 

 

   なみのり保育園 園長 

  高嶺小学校 校長 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

保育園・幼稚園・小学校との円滑な接続のために、「教職員同士の相互理解」により、カリキュラム等の共通

点や相違点を確認する。保育園、小学校の教員が、参観や意見交換により、お互いの指導のねらいや方法、子

供たちの生活・学習の環境について相互理解を深める。 

 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

10月 30日 

月 日 

月 日 

・各校・園の教職員の自

己紹介 

・保育園の保育内容の紹

介 

・質疑応答 

・保育園内見学 

・保育園の方針や保育

内容について理解を深

めることができた。 

・就学前の指導の在り

方について共通理解す

ることができた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑ 3 学期 

□ 

・3 月上旬、本校へ入学予

定の園児について、聞き

取りを実施。 

園児一人ひとりの配慮

事項等の情報を得るこ

とで、円滑な接続に向け

体制を整えることがで

きた。 

③ 園児・児童の交流 

□交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

□  学期 

□  学期 

□ 

 

 

 

 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

小学校   役職 氏名 副校長 笛木 毅 

学童保育所 役職 氏名 

保育園等 役職 氏名 園長 石井 廣治 

幼稚園等 役職 氏名 

・保育園の職員方々に小学校に来ていただき、児童の様子を、見ていただく機会も設けたいが、保育園と

いう特性上難しい。 

・今年度は、保育園長に小学校にお越しいただき、それぞれの立場から円滑な連携について、話し合うこ

とができた。 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年 1月３１日 

   みなみ野保育園長  和田 輝美 

さゆりの丘保育園長 塚本 一慶 

  みなみ野雲母保育園長 蜂谷 富士美 

西片倉雲母保育園長 榎田 隆子 

みなみ野小学校長 白石 貴志 

      みなみ野学童保育所第一施設長 金杉今日子 

    みなみ野学童保育所第一施設長 加藤 祥子 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

〇学区内保育園、小学校での教育活動を参観し、情報交換することで、それぞれの園、学校の教育活動の実態

を共有化指導ご理解を深める。 

〇スタートカリキュラムを共有化することにより、幼稚園・保育園から小学校への円滑な入学期の指導を行え

るようにする。 

〇各教育施設の職員が直接話し合うことにより、児童と園児の交流活動充実への一助とする。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

□ 

 

６月 ６日

８月 27 日 

 月  日 

1 年生入学当初までに身

に着けておいてほしいこ

とや保育園で大事にして

いることなど、意見交

換。2 回目は保育園訪

問。 

それぞれの円のようす

がわかり、円滑な進学

を支援するために、「ス

タートカリキュラム」

の必要性を感じた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑３学期 

□ 

小学校教員が幼稚園・保

育園を回り、年長児の聞

き取りを行う。 

 

アレルギー対応、身体

の情報などを共有する

ことができた。 

 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

☑ ３学期 

□  学期 

□ 

4 つの保育園の年長児と 

1 年生の交流。1 年生が年

長児に学校の生活を説明

する。 

園児にとっては、入学 s

に際しての不安感が、軽

減され、1 年生にとって

は、2 年生進学への意欲

がわいた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

 

□ 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

みなみ野小学校 主任教諭 那須 京子 
みなみ野保育園 園長 和田 輝美 
さゆりの丘保育園 園長 塚本 一慶 
みなみ野雲母保育園 園長 蜂谷 富士美 

みなみ野学童保育所第一施設長 金杉今日子 
みなみ野学童保育所第二施設長 加藤 祥子 
 西片倉雲母保育園 園長 榎田 隆子 

 

各保育園で規模も異なれば、在園児数もことなり、それぞれの特色がある保育を行っていることがわかり、

そのバックボーンをもった園児たちが入学してくることを小学校教職員は実感した。アレルギー対応につ

いて、園児の実態や保護者の考え、園として行ってきた実績を詳細に記録し、小学校での指導に生かして

いく。 
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令和２年３月１２日 

   みなみ野保育園 園長 和田 輝美 

さゆりの丘保育園 園長 塚本 一慶 

  みなみ野君田小学校 校長 伊藤 祐子 

      学童保育所施設長 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

保育所、幼稚園と小学校との円滑な接続のため、教職員相互が参観や意見交換を通して、お互いの

指導のねらいや方法、子どもたちの生活・学習環境について相互理解を深める。 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換

（必須） 

 

 

☑相互参観、相互職場体験 

□ 

 

６月 ７日 

 

 

 

７月 29 日 

 月  日 

・保育園の教員が
小学校を訪問し、
１年生の授業や給
食時の様子を観察
する。５月に観察
した際と比較し、
成長の様子を共有
する。 
・小学校の教員が
保育園を訪問し、
園の雰囲気や子供
の様子を観察す
る。その後、教員
同士の情報交換を
する。 

・入学後の１年生の様子を知った
り、子供の成長を感じたりしても
らうことができた。 
保育園と小学校で共通する生活習
慣や園独自の習慣を知ることがで
きた。 
・保育園での生活の様子を知るこ
とができた。保育園の雰囲気の違
いを感じることが 
できた。時計の見方などの生活習
慣の確立や陶器の食器を用いたり
トレーをもって自分の給食を運ん
だり、給食当番制を導入したり
と、小学校入学に向けて取り組ん
でいるものがたくさんあった。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交

換 

 

☑ ３学期 

□ 

・来年度に入学す

る園児の様子の聞

き取り。 

・入学予定児童の園での様子を聞

き取り、来年度の学級編成や指導

に役立てていく。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参

観・体験 

 

☑ ３学期 

☑ ２学期 

□ 

・保育園年長児と

小学校１年生の交

流会を行う。校内

の案内、一緒にゲ

ーム遊び、プレゼ

ント渡しをする。 

・児童と園児が仲良く交流するこ

とができた。児童は２年生に進級

するにあたっての自覚をもつよい

きっかけとなった。 

④ その他（保護者・地域との

交流） 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

みなみ野君田小学校  教諭  藤田 貴伸 みなみ野保育園    園長  和田 輝美 

さゆりの丘保育園   園長  塚本 一慶 

みなみ野さゆり保育園 園長  戸田 恵利子 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年１月３１日 

みなみの敬愛保育園園長 高橋 伸哉 

東京ゆりかご幼稚園園長 内野 彰裕 

みなみ野さゆり保育園園長 戸田 恵利子 

八王子市立七国小学校校長 鈴木 淳 

七国小学校学童保育所施設長 田代 玲美 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・新１年生の情報交換や入学後の児童の様子を報告し、相互理解を深める。 

・異年齢交流を通し、相互の関係性を築く機会とする。 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日 

教職員同士の意見交換 

園児・児童の情報共有 

 

７月２５日 

みなみ野さゆり保育園

２名、みなみの敬愛保

育園２名、ゆりかご幼

稚園２名、七国学童１

名、七国小学校担任３

名にて互いの教育方針

や子供の実態等意見交

換を行った。  

・保・幼・小それぞれ

の子供の実態を共有

することができた。 

・教職員が顔を合わせ

たことで、今後何かあ

った際、相談できる関

係を築くことができ

た。 

・「ようこそまつり」の

日程を決めることが

できた。 

② 園児・児童の交流 

交流会（異年齢交流） 

学校案内 

 

 

３学期 

２月１７日 

・近隣の保育園、幼稚

園と七国小学校１年生

との交流「七国小へよ

うこそ祭り」 

 

・児童の「園児に優し

く接しよう」とする自

覚が育った。 

・児童に優しくしても

らった園児は入学へ

の安心感に繋がった。 

 

３ その他報告事項（実施して気付きのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

八王子市立七国小学校 教諭 石川 ひろみ 

七国小学校学童保育所施設長 田代 玲美 

みなみの敬愛保育園園長 高橋 伸哉 

みなみ野さゆり保育園園長 戸田 恵利子 

東京ゆりかご幼稚園園長 内野 彰裕 

 

・保育園や幼稚園での対応の仕方を聞いて、今後の保護者や子供への対応の仕方が分かった。 

・支援シートの重要性を確認することができた。 

・今年度、連携の日の日程調整に時間がかかったので、次年度以降も夏の話し合いで予定を立てるとよい。 

・連携を強化するために小学校教員の保育園や幼稚園への訪問、保育士の他の幼稚園、保育園の参加、保育士

の小学校の授業参観等も検討したほうがよい。 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年 ２月 ５日 

   高尾 保育園  園長名  佐藤 妃奈子 

   みころも幼稚園  園長名 曽木 百合子 

      浅川 小学校  校長名  清水 弘美 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

保幼小連携事業を具現化し、子供の発達を見通した指導観についての共通理解を深める。 

高尾保育園と浅川小学校の保育士･教職員が交流し、子供への気付きを共通認識する。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑保育園における職場体験 

□相互参観、相互職場体験 

 

８月 26 日 

 月  日 

 月  日 

9:00～             

小学校の新採教員が１日実

習を行う。 

・集会・プール活動 

・外遊び・給食 

13：00～ 

意見交換会 

・経験の浅い新採教員が５

歳児と関わることで、幼児

期の発達段階について理解

ですることができた。 

・保育士の支援の実際につ

いて、体験的に理解するこ

とができた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

 

☑ ３学期 

２月上旬 

新入学児童の状況等を１・２

年教員が各園で聞き取り 

児童の実態を基にクラス分

けや指導方法等を事前に検

討し対応できた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

□ １学期 

☑ ２学期 

☑ ３学期 

運動会の見学に園児が来校。

３学期には年長児が１年生

と交流し、学校に慣れ親しん

だ。５年生は各園にて体験活

動を行った。さらに、みころ

も幼稚園の園児を学校に招

いて学校案内を行った。 

園児は学校生活への理解が

深まり、学校生活への期待

感が膨らんだ。５年生児童

は最高学年への、１年生は

２年生への進級の意識が高

まった。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

浅川 小学校  校長名  清水 弘美  

 

高尾 保育園  園長名  佐藤 妃奈子 

みころも幼稚園 園長   曽木 百合子 

 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和 2年 3月 11日 

 

浅川保育園園長 

東浅川小学校長 

学童保育所施設長 

高尾幼稚園園長 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・小学校と保育園の教職員の連携を通して子供たちの生活・学習環境についての相互理解を深める。 

・参観や意見交流を通して保育園から学校への移行を滑らかにし小１プロブレムの解消を図る。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

1 学期 

2 学期 

・行事の際に来校いた

だき、職員同士で情報

交換を行う。 

・行事を通した児童の

成長を見ていただくこ

とで、児童のより具体

的な情報交換ができ

た。 

 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

□３学期 

□ 

・情報交換（引き継

ぎ） 

 各保育園・幼稚園と

新入生情報の共有化を

図る。 

・新入生に関する児

童、特に配慮が必要な

児童に関する情報の共

有化が図られた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

□ ２学期 

□ ３学期 

□ 

・運動会・学校公開・

音楽会・保育園職員

が、東浅川小学校の行

事や授業参観を行う。 

・園児招待授業 1年生

と交流会 

・行事を通して、小学校

生活の一端を職員にも

園児にも見ていただく

ことは、小学校生活への

期待を持たせる良い機

会となった。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

小学校   役職 氏名 副校長 堀 俊司 

学童保育所 役職 氏名 所長 熊谷 華枝 

保育園等 役職 氏名 保育士 久保 美春 

幼稚園等 役職 氏名 小山 布由奈 

 
 

 全職員で保幼小連携の取り組みを実施していくことが課題となる。長期休業中に分散して保育参加等

の活動を行うことが実態に合っている。 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和 ２年 3月 13日 

  由木保育園長 

  由木中央小学校長 

      由木学童保育所施設長 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 
 

１ ねらい 

・保育園と小学校の交流を通して、子供の発達を見通した保育と指導についての共通理解を深め、支

援指導の充実を図る。 

・教職員が相互に園児、児童の情報を共有することで、円滑な就学を支援する。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

 

８月 24 日 

８月 25 日 

２日間で 13 名ずつ、保

育園へ参観に行った。個

別活動の様子や、給食の

様子等見学した。最終日

には、情報交換会をし

た。 

保育者の指示の出し方、

分かりやすい話の仕方、

かけ方等、低学年とつな

がるスタートカリキュ

ラムの学びとなった。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

☑クラス編成に関わる情報交換 

低学年担任、養護教諭による聞き取り 

 

２月下旬 

３学期 

 

保護者との距離が近い保

育園から、保護者対応に

関する話を聞いた。 

 

入学予定児童の様子を聞

きと取った。 

クラス編制の参考にす

ることができ、小学校

へのスムーズな接続に

つながった。 

 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

年長児と一年生の交流会 

年中児と高学年の交流会 

 

 

 

 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

年長児による運動会見学 

年長児による展覧会見学 

年長児による学校見学 

 

 ２，３学期 

 ３学期 

 

 

 

 

 

５月 20 日 

11 月 20 日 

2 月 15 日 

一年生の学習発表（詩の

暗唱）を見学。 

音楽委員会の児童（5，6

年）と園児が委員会時に

一緒に合奏での交流。 

 

 

 

年長児が、１、２年生の

表現ダンスの練習風景を

見学した。 

児童鑑賞日に展覧会の作

品を見学した。 

年長児が校舎内を歩き、

授業の様子を見学した

り、色々な教室を見て回

った。 

１年児童の姿を見るこ

とで、小学生への憧れ

と期待をもつことがで

きた。１年児童は、年

下の保育園児に見ても

らうことで、頑張ろう

という意欲につながっ

た。 

長時間の鑑賞は難しい

ため、３０分程度の鑑

賞とし、交流を深め

た。 

 

入学前に場所を見てお

くことで、緊張をほぐ

し安心を得ることがで

きた。 
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④ その他（保護者・地域との交流） 

学童保育所との情報交換 

年間を通じて 学校運営委員会で情報交

換を行う。 

お互いの活動内容の理

解につながった。 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

八王子市立由木中央小学校 主任教諭 日吉 恵子 

学童保育所         所 長 井上 康 

由木保育園 年長担任 小野 佐知子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は、小学校の教員が保育園へ行き、園での生活や個別の活動、内容を知ることができた。保育園

からも小学校の授業を参観してもらい、相互に実施することで、より効果の高い取組になると考える。 

また、学童保育所所長が学校運営協議会委員であることで、日頃より密接な情報交換をすることが可能

となる。 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和 ２年 ３月 ９日 

 

   帝京大学附属幼稚園長 河内 いずみ 

  由木東小学校長  松本 雅江 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

小学校と幼稚園間で教職員同士、子供同士で交流をすることで、幼稚園から小学校への円滑な接続を図る。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

９月 10 日 

 月  日 

 月  日 

意見交換・質疑応答をし

た。 

園児の様子を参観した。 

幼稚園と小学校間での

差があることが分かっ

た。その差を少しでも

小さくするよう、お互

いの教育活動に活かす

アイデアを得られた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

☑ ３学期 

□ 

来年度入学してくる園児

や学校の様子について意

見交換した。 

 

来年度に向けて準備す

ることについて検討す

ることができた。 

 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

☑ ３学期 

□ 学期 

□ 

園児たちを迎え入れ、歌

を歌ったり、プレゼント

を渡したり、ゲームをし

たりした。 

園児たちは、学校での楽

しい行事を知り、期待感

をもった。児童たちは、

進級の期待感をもち、自

身の成長を感じた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

由木東小学校   教諭 川浦 菜穂美 帝京大学附属幼稚園 主任教諭 吉野 歩 

 
 
 
 
 

〇幼稚園の訪問に対して、全体的に時間を短くして、５時間授業で特別時程にしたらどうだろうか。 

→授業時数の確保をしながら、園児の様子を参観・懇談ができるように時間設定をする。 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和 2年 1月 31日 

敬愛フレンド保育園長 内藤 里美 

  由木西小学校長 那須 郁夫 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

 

児童や園児の体験活動や、教職員の交流を通して、保・幼・小の園児や児童への理解を深め、小１年へのスム

ーズな接続をめざす 

 

 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

１月 30 日 

 月  日 

 月  日 

年長から小１へスムーズ

に接続するための共通理

解と協議。 

お互いの理解が深まっ

た。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑ ３学期 

□ 

学校の教育課程や保育園

での生活習慣作りについ

ての情報交換 

互いの指導方針を理解

しより良い交流を探る

ことができた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

☑ １学期 

☑ １学期 

□ 

 

たけのこ掘り 

梅の実とり 

 

体験活動と、児童・園児

の交流ができた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

由木西小学校副校長   谷合 洋子 

保幼小連携担当  松野 一也・安里 一裕 

敬愛フレンド保育園総務主事  田中 毅一 

 

 

令和 2年度の教職員の交流の方法について、情報を交換しながらよりよい連携を図っていくことを確認し

た。 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 



【54】第４ 

令和２年 ２月１８日 

大塚保育園長 高尾 順子 

 八王子市立鹿島小学校長 源田 佐知子 

                    

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

保育園・小学校の職員が相互に教育活動を参観・意見交流をすることで、それぞれの保育・指導内

容や園児・児童の実態について理解を深め、日常の支援・指導に生かす。また、学校施設見学や児

童との交流を通して、園児が小学校へ円滑に進学できるようにする。合同避難訓練を実施すること

によって、安全に対する意識を高め、協力体制を築く。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

８月 28 日 

10 月 12 日 

 月  日 

○小学校教員の保育参観 

・グループでの情報交換 

○聖徳学園八王子中央幼

稚園教員の小学校参観

（台風のため実施でき

なかった） 

・保育園の指導方針や実践

を知ることができ、1 年生

の入学時の対応に生かすこ

とができる。 

・学校の様子知り、きまり

や授業の進め方を園の実践

に生かすことができた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

☑学校行事の参観 

 

□ ３学期 

1～3 学期 

○情報交換 

・入学予定の園児 

 ・卒園児 

○行事の参観は随時 

・情報交換をすることで、

児童の様子や家庭環境を共

有することができた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

12 月 16 日 

12 月 9 日 

2 月 17 日 

○1 年生の準備したお店

に園児を招待し、交流 

○合同避難訓練に参加 

〇学校体験 

・1 年生の目的意識が芽生

え、お店の準備の意欲が向

上した。直接交流で、親しく

なることができた。 

・避難訓練、団体行動を園

の実践に取り入れた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

 

□ 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

鹿島小学校 副校長 三橋 信之 大塚保育園 園長 高尾 順子 

 
 
 

・保育園や幼稚園で身に付けたことを、入学時に生かすことができる。スタートカリキュラムの実践を目指し

た計画を立てていく必要がある。 

・団体行動・きまりの徹底、生活サイクルの見直しなどを検討していくと、入学に向けての準備について意見

をもらった。 

・日程や活動の内容の調整を図るために、担当者を複数置く必要がある。また、調整のための時間（話し合う）

を設定することが難しかった。電話での簡単なやり取りすませてしまうこともあった。 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 



【55】第４ 

令和 ２年 １月 ３１日 

 

   園武蔵野幼稚園 園長 原田 小夜子 

めぐみ第一保育園 園長 牛尾 徳一 

松が谷小学校 校長 辻  泰成 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・教職員が相互に園児・児童の情報を共有することで、日頃の支援・指導の充実を図るとともに、保育

園・幼稚園から小学校へ進学する児童の就学が円滑に行われるようにする。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

８月２８日 

 月  日 

 月  日 

  

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑ ３学期 

□ 

 

 

 

 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

☑ ３学期 

☑ ３学期 

□ 

 

 

 

 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

小学校 教諭  高橋 亜紀 

学童保育所 所長  近間 博之 

めぐみ第一保育園 主任  渡邊 歩 

武蔵野幼稚園  主任  羽田 久美子 

 

 

 

今年度の意見交換会には、学童保育所の所長も参加してくれた。それにより配慮が必要な児童の情報共有

がこれまで以上にできた。また、情報交換や交流を通して、特別支援が必要な園児のことが早い段階で分

かるので、今後も交流を進めていきたい。 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 



【56】第４ 

令和 2年 ３月 １３日 

なみのり保育園園長 石井 廣治 

中山小学校校長 春田 道宏 

中山学童保育所代表 久保 実澄 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・教職員が相互に園児・児童の情報を共有することで、円滑な就学を支援する。 

・園児と児童が交流をすることによって、安心して小学校に入学できるようにする。 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

５月 10 日 

 月  日 

 月  日 

・中山小学校の教職員と

なみのり保育園の保

育士、学童の代表とで

懇談会をする。 

・保育園での園児の様

子や学校での児童の様

子を話したり、職員の

配置や保育園の方針な

どを聞いたりして、交

流することができた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑ ３学期 

□ 

・管理職と１年生担任

が保育園を訪問して、

園児の様子を観察した

り、保育士の話を聞い

たりする。 

 

・なみのり保育園から

中山小へ入学予定の児

童の様子を伝えたり、

連携について意見交換

をしたりできた。 

 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

☑ ３学期 

☑ ２学期 

□ 

・1，2 年生児童による生

活科「おもちゃらんど」

に保育園年長児を招待し

た。校内の案内やおもち

ゃ作りをして園児に楽し

んでもらった。 

 

・もうすぐ一つ学年が上

がることを、念頭に置い

て、児童に取り組ませる

活動として、十分に成果

を得た。1，2 年生は、自

信あふれる笑顔で、園児

を案内したり、園児と一

緒におもちゃづくりを

楽しめた。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

中山小学校副校長 勝俣 佳子 

電話：042-635-0551 FAX:042-637-3491 

メール：nkyme@hachioji-school.ed.jp 

中山学童保育所 代表 久保 実澄 

電話：042-635-4051 FAX:042-635-4051 

なみのり保育園 橋本 真希 

電話：042-676-0603 FAX:042-676-2832 

 

 

 

 

・直接、保育園での園児の様子や学校での児童の様子を話したりできたことが、よかった。 

・見通しをもった一日の流れ、適切な人数配置、持ち物の徹底、遊ばせることや話を聞くときなど保育園

で、様々なことに取り組んでいることが分かった。 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 



【57】第４ 

令和２年３月２日 

由木あすなろ保育園長 藤原 直子 

柏木小学校長 秋吉 達也 

南大沢学童保育所長 本橋 大輔 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

①子供たちが、小学校入学に際して不適応を起こさず、小学校での学習や生活を円滑に行えるよう、就 
学前教育と小学校教育のなめらかで確実な接続を図る。 

②教員どうしが、教育内容や指導法の違いを超えて、互いの教育の理解を図り、保幼小の一貫した教育を

目指す。 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

7 月 29 日 

月  日 

 月  日 

・グループに分かれ、

保育園・小学校の様子

や実態、卒園生の様子

などをいろいろと意見

交換した。 

・互いの実務内容や児

童の様子、在園時の様

子などを知る良い機会

であり、とても有意義

な時間だった。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

 

 

☑１学期 

☑３学期 

・卒園生や在園児、在校

生の様子の情報交換を行

った。 

・来年度入学予定の園

児の様子や家庭環境、

成育歴等を学校側が事

前に把握することがで

きた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

 

 

☑３学期 

☑毎学期 

□ 

・年長児童が小学校を

訪問し、1年生児童から

昔遊びを教えてもらっ

た。 

・毎学期の大きな行事の

見学をした。 

・３学期に毎週一回、図書

室利用をした。 

・1年生が、昔遊びを保

育園児に教えることで

直接交流を図り、次年

度の入学後の交流に生

かしていく。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑交流会（地域の方と保育士） 

☑学童所との情報交換 

 

☑隔月程度 

☑隔月 

・小学校の地域の部屋で、

子育て広場を開催し、園

の保育士が、母親に育児

の助言をしたり、母親同

士の仲間つくりを応援し

たりしている。 

・学童保育所長との情報

交換を行った。 

・母親同士のネットワー

ク作りや保育士等への

相談事業が軌道に乗っ

てきた。 

・保育所と情報を交換す

ることで、学校外での児

童の様子を確認するこ

とができた。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

柏木小学校  副校長 田口  修 

南大沢学童保育所 所長 本橋 大輔 

由木あすなろ保育園  園長 藤原 直子 

 

長期休業中に保育園の業務を参観したり、保育園の方が授業を参観したりする機会を来年度は取り入れてい

けるとよい。 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 



【58】第４ 

令和２年２月１３日 

   南多摩幼稚園園長 竹内 雅代子 

南大沢保育園園長 鳥海  理恵 

  八王子市立南大沢小学校長 吉田  忠司 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・小学校の行事を中心に、幼稚園、保育園の園児と交流することで、子どもの発達を見通した指導官について

共通理解を深め、支援・指導の充実を図る。  

・小学校の行事での交流を通して、卒園後の学校に対する印象を高め、進学への期待感をもたせる。 

・園児に学校や行事ことを教えることで、思いやりの気持ちを育てる。 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

8 月 27 日 

 月  日 

２園、１小の教員が集ま

り、今年度の活動の詳細

を決めるとともに、卒園

児について情報交換を行

った。 

互いの児童理解と共に入

学までの指導についての共

通理解ができた。また、今

後の交流に付いて、具体的

な意見交換を行い実施に向

けての計画をたてることが

できた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑ 3 学期 

□ 

連携園に加え、近隣小学

校と保育園、学童も含

め、新入学予定児童につ

いての情報交換を行っ

た。 

 

連携園を中心に、新

入学予定児童について

の情報交換を行った。

来年度の教育活動に活

かしていきたい。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

☑ ２学期 

☑ ３学期 

□ 

子ども祭りへの参加 

（２学期） 

５年生による保育体験 

（２～３学期） 

年長児の学校見学 

（３学期） 

子ども祭りへの参加は行

事等の都合で中止となっ

た。５年生による保育体験

及び、１年・５年と年長児と

の交流会を実施した。互い

の交流を通して入学・進級

に向けての希望やめあてを

もつことができた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑ 

□ 

 

☑1.2 学期 

□ 

小学校の畑を利用した野

菜作り体験 

 

畑の様子を観察し、互いの野菜

や花の生長の様子を見ること

ができた。チューリップを各教

室に飾ることができた。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

小学校   主任教諭 中村 みどり 

 

保育園  主任保育士 岡本 奈々江 

幼稚園   主任教諭  大竹 亜紀 

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、南大沢保育園と５年生の交流会が中止となった。実施し

た際は園児・児童の健康・安全を配慮し、児童はマスクを着用した。 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 



【59】第４ 

令和２年３月２日 

 

   多摩なかよし幼稚園 園長 金平 純三 

誠美保育園 園長 折井 誠司 

  宮上小学校 校長 伊藤 慎敬 

      宮上学童保育所 所長 金子 明子 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

就学直後、集団での学校生活になかなか馴染むことができず、教室や学年集団に入れない児童が年々増加して

いる。本校では、この小１プロブレムがここ数年増加傾向にあり、喫緊の課題となっている。そこで、近隣の

幼稚園・保育園・学童保育所と連携を深めるため、「保幼小連携の日」を設定し、教職員の交流を行うととも

に、相互に教育現場を参観し共通理解を図る。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

8 月 26 日 

○それぞれの業務内容や

取組の紹介 

○今後の連携の具体的な

方策の検討 

 

交流を通して、互いの

取り組みも分かり、理

解が深まった。また、

具体的な来年度の方策

も検討できた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

２月４日 

 

〇次年度入学者の様子の

聞き取りを行い、具体的

な方策を考える。 

 

より詳しく聞き取るこ

とができ、具体的な方

策を考えることができ

た。 

 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

２月７日 

２月２７日 

〇１年生とは学校探検、

５年生では、ビデオを用

いた学校紹介を行った。 

 

〇１年生はより具体的に案内

ができた。５年生はコロナウイ

ルス対応のため急遽ビデオで

の紹介に切り替えたが、様子を

伝えることができた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑合同避難訓練(引き渡し訓練) 

□ 

 

8 月 27 日 

○合同避難訓練をし、保

護者の動き方を確認 

 

実際に行うことで、どの

ように活動できるかを

検討でき、今後のより良

い方法を確認できた。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

宮上小学校   主幹  横倉 圭 

宮上学童保育所 所長  金子 明子 

誠美保育園     主任  鈴木 潤子 

多摩なかよし幼稚園 主任  田代 由香 

 今年度は、より計画的に実施したことで次年度への課題も見えてきた。より連携を深めていけるように、

様々な機関と密に連絡を取り合うとともに、全教職員が様々な場面で交流できるようにしていくことが必

要であると考えた。次年度へ引き継いでいきたい。 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年 ３月２５日 

   真理学園幼稚園長 友松 浩志 

わらべ里山保育園 林 菜緒子 

  秋葉台小学校長 藤塚 康子 

      秋葉台第２学童保育所施設長 金澤 摩衣子 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

教職員が相互に園児・児童の情報を共有することで、保育園・幼稚園から小学校へ進学する児童の就学

が円滑に行われるようにする。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

☑合同特別支援研修 

①１学期 

②夏季休業中 

③２学期 

④３学期 

①小学校参観・意見交換 

②保育参観および体験 

③合同特別支援研修 

④園児・児童の交流 

園児と小学生に実態

を、お互いに参観し、

連携を図った。また、

その後の連携日程をた

てることができた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑1,2 学期 

□ 

主に、１年生が入学して

からの学校生活の様子を

中心にお互いに情報交換

した。 

「配慮を要する児童」

について情報交換する

ことで、児童理解が深

まった。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

☑3 学期 

□  学期 

□ 

１年生が自分の得意分野

を園児の前で披露した。

その後、自分たちの教室

などの学校探検を実施し

交流した。 

 

４月から、年長児は新 1

年生に、１年生は 2 年生

に進級する心構えの一

助となった。入学してく

る年長児の実態を把握

することができた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

秋葉台小学校 主任教諭  酒井 ルミ 

秋葉台学童保育所 所長  金澤 摩衣子 

わらべ里山保育園 主任 長谷川 

真理学園幼稚園  副園長 三矢 

 

 

 

 

〇保育参観だけでなく、教員同士の意見交換を通して、それぞれの接続をスムーズに図るための方策を考

えることができた。今後も。接続を意識した話し合いを大切にしていきたい。 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年  １月 ２９日 

 

 やまと第一保育園長 花村 泰子 

  八王子市立別所小学校長 記野 邦彦 

 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・ やまと第一保育園と別所小学校の保育士と教職員の意見交流を通して、相互理解を深める。 

 ・ 園児と児童の情報を共有することで、保育園から小学校へ進学する児童の就学が円滑に行われ 

るようにする。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

 

 

 

8 月 26 日 

 

 

やまと第一保育園におい

て、別所小学校の教員

と、意見交流会。別所小

学校のやまと第一保育園

卒園児の情報交換。 

保育園での園児の様

子、先生の指導の様子

を見ることができた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

 

 

11 月 8 日 

 

音楽会のお知らせを配布

し教員が鑑賞し、情報交

換。 

 

保育園での園児の様

子、先生の指導の様子

を見ることができた。 

 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

 

 

2 月 18 日 

 

 

 

 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

八王子市立別所小学校    

教諭 氏名 高木 綾子 

 

やまと第一保育園 

主任 氏名 鈴木 純平 

 
 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年３月３日 

   敬愛フレンド保育園長 内藤 里美 

  八王子市立愛宕小学校長 井上 竜太 

      愛宕学童保育所施設長 神山  歩 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・授業参観や教職員の意見交換を通して、幼児・児童の実態や教育内容、指導方法を知り、互いの理解を深め

ることにより「円滑な接続」に向けた指導方法等の改善を行う。 

・子供の発達段階に応じ、子供の学びの連続性について共通認識をもち、それぞれの施設が果たすべき役割を

再認識する。 

・園児は小学校生活への期待を高めることができ、小学生は園児との交流体験を通して、自分自身の成長を感

じ思いやりの心が育つ。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

□ 

 

11 月 18 日 

 月  日 

 月  日 

低学年を中心とした授
業参観を行い、指導法
や児童への対応の仕方
などを意見交換する。 

全学級の授業公開を行った

後、分科会に分かれて意見交

換をした。具体的な情報交換

がなされ、入学前後の子供や

保護者への対応に役立てるこ

とができた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑ ３学期 

□ 

新年度入学の児童を中
心に卒園生も含め児童
の情報を交換し、学校
での指導の助けとす
る。 

入学対策委員会を中心に、

個々の情報や園での配慮の仕

方などを確実に引き継いだ。

これをもとに、学級編成を行

ったり、配慮を要する子供へ

の支援体制を整えたり、スム

ースな小学校入学の準備を整

えることができた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体

験 

□ 

 

☑ ２学期 

☑ １・２・

３学期 

□ 

５年生が保育園での職
場体験を通じて、働く
ことの大切さに気付
き、将来に向けて考え
るきっかけとする。 
運動会での未就学児競
技への参加を呼び掛
け、保育園からも参加
してもらう。 
５歳児を招待し、５年
生と一緒に遊ぶことで
小学校入学に向けて期
待をもつ。 
５歳児と５年生とで学
校探検を行い、小学校
入学への不安を解消す
る。 

５年生は、働くことの大切さ

に気付くとともに、苦労する

ことや人のためになることな

どにも意識を向ける機会とな

った。 

園児は、５年生と遊ぶ中で、

小学校に対する不安を解消し

たり、入学への期待を膨らま

せたりすることができた。 

尚、２月２６日に予定してい

た交流会は、新型コロナウィ

ルスへの対応により中止し

た。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 
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３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

八王子市立愛宕小学校 主幹教諭 瀧口真由美 

愛宕学童保育所  副主任指導員 神山 歩 

敬愛フレンド保育園 主任保育士 石井 亜矢子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年３月１２日 

  このみ保育園 園長 石坂  芳 

  松木小学校 校長 福岡 大作 

      まつぎ学童保育所 施設長 松田 裕子 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

 教職員が、相互に意見・情報交換することで、学校の指導内容及び園の保育内容、園児・児童の生活や学習

の様子について理解を深め、日頃の支援・指導に生かし充実を図る。また、そのことにより保育園・幼稚園か

ら小学校への円滑な就学を図る。 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

□ 

 

5月 21日 

2 月 18 日 

 

5 月に松木小職員がこの

み保育園を訪問。2 月に

このみ保育園の職員が松

木小を訪問。児童の様子

を参観し、その後意見交

換。 

保育や授業を見合うこ

とにより、保・幼から

小への円滑な移行のた

めの指導や配慮を確認

することができた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑1 学期 

☑3 学期 

5 月はこのみ保育園から

松木小に入学した児童を

中心に情報交換。2 月は

松木小に入学予定の園児

について情報交換。 

 

園の職員は、保育の成

果の確認ができた。ま

た、保幼から小への円

滑な就学のために必要

な指導や準備について

共通理解することがで

きた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

☑3 学期 

☑3 学期 

年長児が 1 年生と一緒に

校内探検、工作（けん玉

作り）、転がしドッチボ

ールを通して、交流を図

った。 

園児は小学校生活に期

待と希望をもち、児童は

進級することへの自覚

をもった。新年度から 1，

2 年生が連携していく上

で有効であった。 

④ 児童・職員の交流 

☑施設の参観・体験 

 

☑2 学期 

□ 

2 年生が生活科の町探検

でこのみ保育園とまつぎ

学童保育所を訪れ、施設

や仕事についての話を聞

いた。 

 

児童はこれらの場所が

地域の中の大切な場所

であることを実感し、発

表した。園では大きくな

った卒園児にあい、多く

の質問を受けることで

自分たちの役割を再認

識できた。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

松木小学校   主任教諭 澤木 知香 

まつぎ学童保育所 施設長 松田 裕子 

このみ保育園 園長 石坂 芳 

 

小学校で行われる秋以降の大きな行事に園児が参観できると、より小学校のことを知る場面が増えるの

ではないかと考えられる。 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年 ３月３日 

   なみのり第二保育園長 石井 はつ子 

  八王子市立下柚木小学校長 外所  弘章 

      下柚木学童保育所施設長 富 田 晴 江 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

○ 保育園、小学校、学童保育所の連携を通して、園児・児童の実態と教育の在り方を把握するこ

とによって保育観・教育観の相互理解を進め、３機関の協力・協働による園児・児童の健全な育成

を図る。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

□相互参観、相互職場体験 

☑運動会、作品展での交流 

５月 25 日 

８月 26 日 

11月 15日 

２月 21 日 

 

・行事参観と交流 

・学校運営協議会、教職員

情報交換会における各

教育機関での指導方法

の共有 

保・幼・小連携の日を 4 日間

設定し、児童と園児の交流や

教職員同士の交流を通し相互

理解が深まった。１０月のな

みのり第二保育園の運動会を

雨天時に本校体育館で実施す

るなど、共助の体制が構築さ

れてきた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

 

□ １学期 

□ ２学期 

☑ ３学期 

・入学式への列席 

・就学前の情報交換 

・入学入所後の情報交換 

・次年度就学予定園児の

情報交換 

入学式・入園式をはじめ儀式

的行事への参列を実施した。

来年度入学予定園児に係る情

報交換も綿密に行い、保・幼

から小への円滑な接続を図る

ことができた。 

③ 園児・児童の交流 

☑交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

 

☑ １学期 

☑ ２学期 

☑ ３学期 

 

・運動会参観（5/25） 

・作品展参観(11/15) 

・学校体験（２月下旬） 

(保育園児と１年生と

の交流) 

5月実施の運動会にはなみのり

第二保育園の年長園児が参観

に訪れ、小学校の雰囲気を伝え

ることができた。学校体験では

1 年生との交流で楽しく過ご

し、小学校での生活に期待感を

もたせることができた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑大学校運営協議会 

 

☑各学期 

１回 

・家庭、校外での生活の仕

方等についての意見交

換 

拡大学校運営協議会において

児童や園児の生活の様子等に

ついて情報交換を行い、園児・

児童理解につながった。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

下柚木小学校   副校長 山中 朗 

下柚木学童保育所 主 任 富田 晴江 

なみのり第二保育園 園 長 石井 はつ子 

 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和元年（2019年）９月４日 

  光明第八幼稚園 園長 太田 都 

柚木武蔵野幼稚園 園長 原田 小夜子 

  八王子市立上柚木小学校 校長 町田 千恵美 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

・地域の保（光明第八保育園）幼（柚木武蔵野幼稚園）小（上柚木小学校）教職員の交流を促し、子供の発達

を見通した保育観・指導観について共通理解を深め、支援・指導の充実を図る。 

・教職員が相互に園児、児童の情報を共有することで、円滑な就学を支援する。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

□ 

 

８月２８日 

８月２８日 

 月  日 

・幼稚園内の施設を見学

した。 

・グループごとにテーマ

「円滑な就学移行・接続

に向けて」に沿って話し

合った。 

・配慮を要する子供へ

の教室環境の工夫が学

べた。 

・就学支援シートでの

引継ぎが役立った。小

学校で活かせているこ

とが共有できた。 

② 教職員の交流 

□子どもに関する情報交換 

□ 

 

□  学期 

□ 

 

 

 

 

③ 園児・児童の交流 

□交流会（異年齢交流） 

□学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

□  学期 

□  学期 

□ 

 

 

 

 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

上柚木小学校 副校長 山久保 正治 

 

光明第八保育園 早川 葉子 

柚木武蔵野幼稚園 副園長 小林 千鶴 

早期からの、特性把握や保護者との連携があると、幼小が連携して指導計画を考えられ、指導の連続性が

保てる。保護者の理解を得るのが難しい家庭も増えているという課題もある。だからこそ、地域の保幼小

の連携が必要であることが再認識できた。保育園では異年齢集団の生活活動をしていたり、幼稚園では特

性に寄り添った環境設備や指導システムを導入したりしている各所の工夫点が共有された。小学校でも、

意識して取り組める点である。 

 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和 ２年 ３月１３日 

せいがの森こども園長  筒井 正人 

  八王子市立長池小学校長 髙田  浩 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

教職員が意見交換などの交流を実施することで、互いの指導及び保育内容や方法、園児・児童の生活・学習の

状況について理解を深め、日頃の支援・指導の充実を図る。 

教職員が相互に園児・児童の情報を共有することで、保育園・幼稚園から小学校へ進学する児童の就学が円滑

に行われるようにする。 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

□ 

 

８月 26 日 

１月 24 日 

 月  日 

①せいがの森こども園園

長によるこども園概要と

保育内容についての講演 

②せいがの森こども園の

保育見学と施設見学 

③せいがの森こども園職

員の授業参観及びながい

けギャラリー参観 

せいがの森こども園の

保育内容について理解

を深めることができ

た。 

これまでのせいがの森

こども園と長池小学校

の連携の流れを再確認

することができた。 

② 教職員の交流 

☑子どもに関する情報交換 

□ 

 

☑ 3 学期 

□ 

①来年度就学予定児につ

いての情報交換 

就学予定児の状況や課

題等の情報を共有する

ことができた。 

③ 園児・児童の交流 

□交流会（異年齢交流） 

☑学校・授業、行事等の参観・体験 

□ 

 

□  学期 

☑ 3 学期 

□ 

①せいがの森こども園年

長児と長池小１年生児童

による朝の会やランドセ

ルの準備、一緒に遊ぶ等

の体験及び参観による交

流 

（今年度も交流の計画

があったが、臨時休校対

応になってしまったた

め実施できなかった。） 

④ その他（保護者・地域との交流） 

□ 

 

□ 

  

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

八王子市立長池小学校 副校長 内田 克美 

電話 ０４２－６７７－５１２０ 

せいがの森こども園 副園長 筒井 正人 

電話 ０４２-６７０-７１６７ 

 

・今年度もこども園の保育や施設を実際に見学させていただいた。保育園で就学前にどのような教育を受

けてきているのか、小学校に入学するにあたって身に付けておきたい資質や能力について、理解を深める

ことができた。 

・職員同士が互いに活動の様子を見合う機会を設定し、連携を深めたい。また、来年度は学童保育所との

連携もすすめていきたい。 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 
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令和２年３月３日 

めぐみ第二保育園  園長  牛尾  浩 

光明第八保育園  園 長  太 田  都 

若葉の丘保育園  園長   小野寺 清和 

  鑓水小学校  校長  石倉 富男 

   鑓水第一学童保育所  施設長 酒井 康生 

 

令和元年度「保・幼・小連携」実施計画書兼報告書 

１ ねらい 

 

小学校：保小の連携を通して、身近な社会や人とのかかわり、自立への力を身に付けさせる。 

保育園：小学校に親しみや期待をもち、スムーズな就学につなげる。 

 

 

２ 連携する主な内容（教職員同士の意見交換会を１回以上設定する） 

実施計画 報告 

内容 実施時期 具体的な実施内容 成果 

① 保・幼・小連携の日（必須） 

☑教職員同士の意見交換（必須） 

☑相互参観、相互職場体験 

 

 

７月 23 日 

６月下旬

～７月上旬 

・6/24～7/12まで保育園の先生

方に学校の授業を参観していた

だいた。 

・それをもとに意見交換会で

は、「気持ちの切り替え方」に

ついて 6分科会に分かれて意見

交流を行い、全体会で情報を共

有した。 

・小学校の様子を知ってとて

も参考になった。 

・「気持ちの切り替え方」につ

いて、保育園や学校での具体

的な取り組み方を知ることが

でき、今後に生かせるとの声

が多かった。また、学校の現

状を知り、就学がスムーズに

行えるように日頃の保育に生

かしていきたいとの声もあっ

た。 

② 教職員の交流 

☑保小連携担当者打ち合わせ 

 

 

 １学期 

 

〈７月２３日意見交換会

後 担当打ち合わせ〉 
担当が１学期に行った交流内容

の振り返りや今後の活動につい

て話し合いを進めた。 

・会場校が司会をする形式

から、輪番制で司会をする

ように変更した。保育園の

手遊びを児童も楽しみなが

ら行っていた。 

・大道芸鑑賞では交流に至

っていないため、園児と小

学生がペアになってマット

席までつれていき鑑賞をす

ることになった。 

 

③ 園児・児童の交流 

☑大道芸（年４回） 

☑交流会（年４回） 

 

 

１，３学期 

１，３学期 

 

大道芸鑑賞 

１学期２回、３学期２回 

※交流活動も上記同様 

交流活動 

２年 １回目紙工作 

   ２回目昔遊び 

１年 １回目紙工作 

   ２回目中止 
（新型コロナウィルスにより） 

 

 

大道芸鑑賞 
会を始める前に、各園、小学校

の担当司会者が手遊びを行っ

てから活動をした。ただ手遊び

をするだけでは交流にならな

いので、ペアでできるじゃんけ

ん遊びなどを行った。鑑賞して

終了という形ではなく、短い時

間ではあるが交流することが

できた。 

交流活動 
・初回の交流だったため、園児

も児童も緊張した様子が見ら

れたが、授業終了前には互いに

打ち解け、園児はまた来たいと

いう思いをもち、児童は年長者

としての自覚が芽生え、優しく

接する姿勢が多くみられた。 
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・児童が司会をする活動を通

して、小学校の先輩としての手

本を示す場となった。また児童

にとっても自信をつける機会

となった。 

・園児を招待することをめあ

てに活動を進めることで、児童

が主体的に活動することがで

きるた。 

④ その他（保護者・地域との交流） 

☑大道芸鑑賞 

 

 

１，３学期 

 

大道芸鑑賞 

１学期２回、３学期２回 

※交流活動も上記同様 

 

参観する保護者の出入りを

管理し、セキュリティーを

万全にする必要性がある。 

 

３ その他報告事項（実施して気づきのあった課題や改善策等をご記入ください。） 

 

 

 

４ 連携を推進するための実務担当者 

※1か所以上の保育園等または幼稚園等または認定こども園を含めて連携する。 

鑓水小学校 教諭  朽木 裕子 佐藤 亜未 

学童保育所 施設長 酒井 康生 

めぐみ第二保育園 主任  本橋 美佐子 

光明第八保育園  主任  早川 葉子 

若葉の丘保育園  主任  小田桐 靖子 

 

※上記枠内の文言は、必要に応じて加除修正してください。 



 

 

八王子市「保・幼・小連携の日」実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、子どもの円滑な就学を支援するために市内の保育園、幼稚園、小学校

等の教職員が交流する活動「保・幼・小連携の日」の実施に関して必要な事項を定める。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(１)保・幼・小 市内の認可保育所、認証保育所、幼稚園、認定こども園及び幼稚園類似の

教育施設並びに市立の小学校及び学童保育所をいう。 

(２)教職員 保・幼・小において、子どもの指導に当たる職員（管理職を含む）をいう。 

 

（実施内容） 

第３条 「保・幼・小連携の日」は、子どもの発達を見通した保育観・指導観について教職

員が共通理解を深め、支援・指導の充実を図ること及び教職員が相互に園児・児童の情報

を共有することで、子どもの円滑な就学を支援することを目的に、保・幼・小が連携して

特定の日を設け、その日を中心に教職員が相互に交流し、意見交換を行うものとする。 

２ 「保・幼・小連携の日」をさらに推進するにあたって、次の各号に掲げる事項を実施す

るよう努めるものとする。 

(１)教職員による相互参観 

(２)教職員による相互職場体験 

(３)園児・児童の交流 

(４)保護者・地域との交流 

 

（実施方法） 

第４条 「保・幼・小連携の日」は、保・幼・小が小学校区ごとに連携して実施するものと

する。 

２ 「保・幼・小連携の日」は、保・幼・小が児童館、子ども家庭支援センター、特別支援

学校又は障害児療育機関等の子育て支援施設とも連携して実施することができるものと

する。 

３ 「保・幼・小連携の日」の実施に際しては、「『保・幼・小連携』実施計画書兼報告書（様

式第１号。以下「報告書」という。）」を作成することにより、小学校区ごとで行う事項を

明らかにし、教職員の共通理解を図るものとする。 

４ 前項における報告書は、計画策定時と実施完了時に必要事項を記入し、次条に定める庶

務を処理する機関に提出するものとする。 

５ 「保・幼・小連携の日」は、毎年５月から１０月までの間に実施するよう努めるものと

する。 

 

（庶務） 

第５条 「保・幼・小連携の日」実施に当たっての庶務は、教育委員会事務局との連携のも

と、子ども家庭部子どものしあわせ課において処理する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 



 

 

 

 

 

 

１．目 的                                 

保・幼・小連携は、小学校との円滑な接続のために、「教職員同士の相互理解」によりカリ

キュラム等の共通点や相違点を確認することが重要です。 

本市で平成 26 年度から実施している「保・幼・小連携の日」は、保育士や幼稚園・小学

校の教員が、参観や意見交換により、お互いの指導のねらいや方法、子どもたちの生活・学

習の環境について相互理解を深めることを目的としています。平成 29 年度より、市内全小

学校で実施しています。 

 

２．相互理解を深める観点                                    

 参観や体験の後に、次の観点を参考にしながら、具体的に意見交換を行ってください。 

 

（１） 共通点や相違点（例） 

① 保育・教育のねらい 

保育所保育指針・幼稚園教育要領では、「生きる力の基礎」が培われる時期とされ、小学

校学習指導要領総則では、「生きる力をはぐくむ」が目的となっています。 

② 指導方法 

保育は遊びを通して、園生活全体の中で総合的に指導が行われます。小学校では、授業

が学習活動の中心となっています。 

③ 領域と教科 

保育所保育指針・幼稚園教育要領では、子どもの育ちを５つの領域（「健康」「人間関係」

「環境」「言葉」「表現」）でとらえています。一方、小学校は各教科ごとに、学習内容や

時間数も定められています。 

④ 時間・環境 

保育園・幼稚園では、緩やかな区切りの中ですが、小学校では、授業時間が決められて

います。また小学校では、一人ひとりの机といすが学習環境となります。 

 

（２）子どもの成長の見通しをもった連携のあり方 

 子どもを取り巻く変化に対応し、子ども自身の生きる力を伸ばすために、保・幼・

小連携の必要性が高まっています。連携から広がる可能性や「小学校までに身につけ

ておく力」を意識しながら、連携のあり方について意見交換願います。 

 

３．記録のお願い                                  

 連携の日の取組を、まだ取り組んでいない保育園・幼稚園・認定こども園・学童保育所等

に発信し、広めていく予定です。ついては、実施報告書を提出していただきますので、確実

に記録が取れるように、チーム内で係を決めて行うなど、準備をお願いします。 

 

     意見交換の内容や、具体的な相互理解の取組内容の記録。 

実施報告書の元となる記録を取っておいてください。 

   

 

   

作成：子ども家庭部子どものしあわせ課（八王子市保・幼・小子育て連絡協議会事務局） 



 

 

 

 

 

 
これまで「保・幼・小連携の日」の概要については、『「保・幼・小連携の日」のポイント』としてお

知らせしていました。今後より良い連携を行うために、これまでにいただいていました報告書

からの意見交換例や、国の根拠法令等の資料を抜粋いたしましたので、今後の参考となれば幸

いです。 

 

１ 連携の日の内容について                                             

（１）各要領、指針等に記載されている主な項目 

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手掛かりに、幼児期から児童期への発達の流

れの理解にあたっての共有や意見交換 

 

・スタートカリキュラム作成にあたっての意見交換 

 

（２）具体的な意見交換例 

・わかりやすい話の仕方、言葉かけについて 

    何かを伝える時に、なるべく「あれ」「これ」など抽象的な言葉を用いない、ゆっくり口の

動きがわかるような話し方をしている等 

 

・やりたい気持ちを引き出す工夫について 

    活動の前に絵を用いてイメージをつくっている、興味のあるキャラクター等を用いて見

本を見せている等 

 

・答えを探すのではなく創る工夫について 

    劇では予め用意した内容ではなく、園児や生徒が決めた内容で行っている等 

 

・集中できる工夫について 

    話をしている先生の周りには、なるべく気が散らないように掲示物を少なくしている等 

 

   ・時間の意識を引き出す工夫について 

    時計のアラーム機能の活用、写真等を用いて先の見通しを持たせる等 

 

   ・気持ちの切り替える工夫について 

    声の強弱によるメリハリをつけている、予め「●分に終わり」等予告している、話を聞く時

間を設ける等 

 

・見てわかる工夫（教材、本、ユニバーサルデザインを含む活用している写真・絵）について 

    持ち物を置く場所に絵や写真を掲示している、見慣れているトイレマークを使用している、

廊下に矢印を付けている等 

 

・あいさつの取組みについて 

    初めは登園や登校後等、場面を決めて挨拶を促す、どの職員でも同じ言葉かけを用いる、

紙芝居等で伝える等 

 



 

 

・身体の使い方について（園での自由遊び、小学校での体育） 

    ボールを投げる練習の前に、紙鉄砲などでフォームの意識を持たせている等 

 

・園や小学校に安心して過ごせる工夫について（保護者についても含む） 

    入園・入学前に在園児や在校生との交流、プールや校庭等の開放、休んだ時の連絡帳等

の活用法、日常の散歩コースを登下校のコースに合わせる、１年生はトイレまで近い教室

にしている 

    （保護者）入学前に、園での保護者会で小学校の先生より簡単な質疑応答等 

 

・友達や先生に伝える工夫について 

    お買い物やさんごっこ等、伝える活動や遊びを通して経験を積み重ねる、○○等 

 

・手遊びや歌（音楽）、身体を使った遊びの紹介について 

    流行の歌やダンスを取り入れている、どこでもできる簡単な手遊び等 

 

・自然災害や不測の事態への対応について 

    遊びや活動の中で毎月練習している、避難までの手順を冊子にしている等 

 

・入学説明会や園の保護者会での説明内容について 

    スタートカリキュラムの説明、園や小学校との連携の様子等 

 

   ・ブロック会議での全体会から、さらに細かい内容について 

    他園や小学校とのグループディスカッションでの内容の情報提供、個別対応ができない

場合の工夫等 

 

・入学直後やその後の子どもの様子について 

    4月当初の様子と６月頃の様子の違いや課題の報告等 

 

・就学支援シートや保育要録・教育要録を基に個別の意見交換について 

    全体の意見交換後、クラスの担任ごとに就学支援シートや保育要録等を基に情報交換等 

 

   ・子ども同士の交流内容について 

    小学校での行事鑑賞の際に、見るだけではなく感想やはじめの言葉など伝える機会を設

ける、園のたけのこ掘り体験の際に、一緒に行う等 

 

（３）意見交換の形式例 

   ・各テーマに分かれて分科会、その後全体会 

   ・全体で設定したテーマについて意見交換 

 

※ 上記例は、あくまでも一例です。地域やお子さんの状況によってテーマや課題等が異なる

ため、上記内容で行わなければならないものではありません。 

 

 

 

 



 

 

２ 留意事項について                                                 

（１）記録について 

※ 連携の日についての計画書兼報告書の作成や、当日の記録、日程調整、会場設定、司

会進行、テーマ、見学園の選定、等については、係を決めて行う等、チームで決めて行

ってください（複数園等と連携している場合は、園単位で順番を決めて作成する等）。 

※ 計画書兼報告書を提出する際には、連携している園等に確認の上、提出をお願いいた 

します。 

※ 計画書兼報告書の提出は、これまでどおり小学校からの提出に変更はありません。 

 

（２）複数園等との連携について 

限られた時間の中で、全ての連携園、あるいは近隣園の見学に行くことは難しい旨のお

話もあるため、例えば今年度はＡ園、次年度はＢ園、等と順番に見学する方法も考えられま

す。園側が複数の小学校と連携されている場合であっても、見学日を同日にする方法も考

えられます。 

また、職員同士の意見交換についても、園ごとに行うのではなく、複数園と同時に行う

方法も考えられます。複数園との連携における長所としては、下記のような点が挙げられ

ます。 

・園の違いを知ることができる。 

・他園の見学や意見交換等を行うことで、園同士の保育の質の向上や共通理解等が図 

れる。 

・スタートカリキュラムの作成に必要な、入学後の参考となる歌や遊び等のプログラムを、

より多く知ることができる。 

上記については、あくまでも一例であり、地域によっての課題や内容等も異なるため、

実態に合わせて行ってください。 

なお、本市では全園が「保・幼・小連携の日」に参加し、実施することを進めています。 

また、「保・幼・小連携の日」としての連携以外にも、顔の見える関係の中で、気兼ねない

教職員同士の交流もぜひ行ってください。 

 

３ 国の根拠法令・資料等について                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

小学校学習指導要領総則 

第３章 教育課程の編成及び実施  第２節 教育課程の編成 

４ 学校段階等間の接続 

(1) 幼児期の教育との接続及び低学年における教育全体の充実 

 

小学校学習指導要領生活編 

第 4 章指導計画の作成と内容の取扱い  1 指導計画作成上の配慮事項 

小学校入学当初に大切にしたいこと 

スタートカリキュラムの編成 

 

第 5章 指導計画の作成と学習指導   第 2節 生活科における年間指導計画の作成 

4 幼児期の教育や中学年以降の学習との関わりを見通すこと 

5 学校内外の教育資源の活用を図ること 

 

保育所保育指針 

第２章 保育の内容 

４ 保育の実施に関して留意すべき事項 （２）小学校との連携 

 

幼稚園教育要領 

第１章 総則 

第３ 教育課程の役割と編成等 ５ 小学校教育との接続に当たっての留意事項 

 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領 

第１章 総則 

第２ 教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画等 

(5) 小学校教育との接続に当たっての留意事項 

 

４．市の資料について                                                

昨年度、全園、全小学校、関係施設に配布しています。こちらも参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

令和元年度（2019年度） 「保・幼・小連携の日」実施報告書 

 
八王子市保・幼・小子育て連絡協議会 

（事務局：子ども家庭部子どものしあわせ課） 

 

〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 

電話：042-620-7391   FAX：042-627-7776 

E-mail：b470100@city.hachioji.tokyo.jp 


