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第１章 幼保小の滑らかな接続を図る交流活動
第４節　交流活動を効果的にすすめるための配慮事項

 第４節 交流活動を効果的にすすめるための配慮事項 
 
１  教育委員会による指導や支援 
  幼保小連携において，幼稚園・保育所（園）・小学校それぞれの所管が異なる
ために，市町村教育委員会の支援は欠かせません。また，就学前施設の実情も，

接続の型（上巻Ｐ７０参照）も様々です。ここでは，本事業指定６地区（Ｈ２１・

２２）の教育委員会を中心とした取り組みの事例を紹介します。 
 
 
    
（１）幼保小連携のねらい   

就学前及び小学校低学年の教育において，町立飯田こども園と飯田小学校の 

教職員が相互理解を深め，学びの連続性を図るためにどのように連携していけ

ば良いかについて研究，実践した成果を町内のこども園，小学校，中学校に普

及し，教育や保育の内容をさらに充実させることを目的としています。 

（２）年間スケジュール（※一部省いています） 

４月 第1回連絡会 小1プロブレム対策推進事業の方針確認 

小学校（県教委，地教委，管理職，教職員） 

６月 第3回連絡会 第1回交流会の評価，課題の確認 

小学校（助言者，地教委，管理職，教職員） 

  １０月 保護者交流会への参加 

       小学校（地教委，管理職，教職員，こども園，小学校保護者） 

３月 第8回連絡会 研究のまとめ検討 

小学校（助言者，地教委，管理職，教職員） 

九重町幼保小連携推進協議会 

九重文化センター（助言者，こども園，小・中学校関係者等） 

（３）取組事例 

九重町幼保小（中）連携推進協議会の日程 

15:00～  開会行事 

１５：１０

～ 

１５：５０ 

実践発表 

  総  括「小１プロブレム対策に取り組んで」  飯田小学校長 

テーマ「幼保小の連携を通して見えてきたもの」 

                         飯田小学校・飯田こども園教諭 

１５：５０

～ 

１６：５０ 

質疑応答・情報交換タイム 

・実践発表に関する質疑応答  

・参加者からの現状報告（こども園，小・中学校の現状の報告）

説明・助言  

「小・中の接続の現状と課題」      教育事務所指導主事 

「幼・保・小を接続するカリキュラム編成と連携のポイント」 

 義務教育課指導主事  

 ～17:00 閉会行事 

単接型（公立こども園と公立小学校）のみの地区     九重町 



−��−

第１章 幼保小の滑らかな接続を図る交流活動
第４節　交流活動を効果的にすすめるための配慮事項

（１）幼保小連携のねらい 
２園１校の連絡会や交流活動等を通して，職員が相互理解の在り方や教育内

容の接続を図るカリキュラムを編成・実施し，幼児児童の生活と学び等の段差

解消の在り方等の研究をすすめ，小１プロブレムの発生を抑えるとともに就学

前後の幼児児童の不安を解消できることをねらっています。 
 
（２）年間スケジュール 

５月 第１回幼保小連携推進協議会 

６月 交流活動①「体験活動」

７月 交流活動②「七夕集会」 

８月 教職員研修（講師を招いて）

９月 交流活動③「運動会」

11 月 交流活動④「子どもフェスティバル」

１月 交流活動⑤「冬の遊び」

２月 交流活動⑥「豆まき集会」

新入児保護者連絡会

第２回幼保小連携推進協議会

3 月 交流活動⑦「まとめの会」

 
（３）取組事例（推進組織） 

（４）取組上の留意点 
実践上の課題を踏まえ，交流事業の計画及び研究内容の検討・作成を行い，

交流活動を円滑に行うようになってきています。反省で出された項目を次回へ

の配慮点とすることで，小１プロブレム解消に向けた配慮点を挙げていくこと

ができましたが，事前の共通理解や具体的な協議が一層求められています。 

複接型（公立幼稚園・私立保育所（園）と公立小学校）の地区 豊後高田市

幼保小連絡会・交流活動

真玉小学校 

《校内研究推進部》 

校長・教頭

研究主任・低学年

真玉幼稚園 

《園内研究推進部》 
幼稚園長・副園長(担当)

真玉保育園 

《園内研究推進部》 
保育園長・主任保育士

・幼保小連絡会の連携について 
・交流会の実施及び活動内容 

幼保小連絡会 計９回
・子どもの生活実態の 
共通理解 

・交流活動，研修会の 
計画 

・講師を招いて理論的 
な指導助言，講演 

・研究の報告，成果と課題 
・来年度の方向性

・研究の指導助言 
（①～⑦）
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（１）幼保小連携のねらい 
  単接型の隣接公立幼稚園と小学校との連携を強化するとともに，多接型の
私立幼稚園や公私立保育所（園）と小学校との連携体制を構築することをね

らっています。 
 

（２）年間スケジュール 
４月 各公立幼稚園・小学校へ幼保小連携の取組を提案（10・3 月に報告） 
５月 連携推進校・園 第１回幼保小連絡会 
６月 第１回市幼保小連携推進協議会 

連携推進校・園 第２・３回幼保小連絡会（授業・保育研究会） 
８月 連携推進校・園 第４回幼保小連絡会 

１１月 連携推進校・園 第５・６回幼保小連絡会（授業・保育研究会） 
  １月 連携推進校・園 第７回幼保小連絡会 
 ２月 第２回市幼保小連携推進協議会 
 
（３）取組事例 
 ○各小学校区における幼保小連携の取組 

①情報交換会を年間２回以上開催します。 

②保育・授業研究会を年間１回以上開催します。

③幼児児童交流活動を年間１回以上開催します。 

※ 「幼保小連携の取組」を提案することで，各学校と公立幼稚園との連携が推

進されています。私立幼稚園や保育所（園）に対して連絡をとる小学校も出

てきています。 

  ※ 公立保育所からの申し入れにより，小学校に対する公開保育が行われました。 

 

 ○市幼保小連携推進協議会 
  市教育委員会が主催し，市内全公立小学校，公私立幼稚園，公私立保育所（園）

が一堂に会し，幼稚園・保育所（園）から小学校への円滑な接続のための教育

的方策と，幼保小の連携を推進する上での課題について協議します。また，連

携推進校・園の実践報告や各小学校・幼稚園・保育所（園）での実践を報告し，

幼保小の連携に関する情報を交換します。 

※ 連携推進協議会の場で，小学校と私立幼稚園・保育所（園）とが情報交換 

をする様子が多く見られました。 

 

○連携推進校・園の幼保小連絡会 
  連携推進校・園と市教委が協力して，推進校・園における幼保小の連携を推

進するための情報交換会や授業・保育研究会等を開催します。 

単接型（公立幼稚園と公立小学校）と多接型（公立私立の幼稚園・保育所

（園）と公立私立の小学校）等の混在地区        別府市

幼保小連絡会
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（１）幼保小連携のねらい 

臼杵市には，多接型（旧臼杵市）と単接型（旧野津町）が混在しています。多

接型（旧臼杵市）では，対象園が多いため交流活動がしにくく，段差が一段と高

い状況にあります。教育委員会としては，まずこの多接型の課題を解決するため

に，幼保小の教職員が“知り合う”場をつくることから取り組んでいます。 

（２）年間スケジュール 

６月 情報連絡会① （幼保教員による１年生の授業参観と情報交換） 

7 月 情報連絡会② （テーマによる話し合い） 

１０月 臼杵市幼保小連携推進協議会 

２月 情報連絡会③ （テーマによる話し合い） 

（３）取組事例 

○情報連絡会 

   情報連絡会は，幼保小の教職員を対象に市教委が主催しています。多接型の幼

保小の教職員による情報連絡会の場合には，次の３段階で実施すると効果的です。

①知り合う段階：1年生の授業参観などをもち，子どもの様子を話題に知り合う。 

②交流する段階：テーマに基づき，園や学校の実態，実践について交流する。 

③実践する段階：滑らかな接続のために必要な事項を共通理解し各園で実践する。 

＜情報連絡会の例…授業参観から情報交換会へ＞ 

    ①授業参観         ②情報交換会 

 

 

 

 

 
１年生の話題から入れるため，知り合うきっかけができます。 

先生同士が知り合いになれば，連絡が取りやすくなり，子どもの様子の引継ぎ

や交流活動，職員による学校・園訪問など，連携の具体的な取組が促進されます。 

○臼杵市幼保小連携推進協議会 

市内の全幼保小の校長，園長，教諭，保育士に参 

  加を呼びかけ市教委主催で開催します。内容は，幼 

  保小連携についての実践報告や講演会，分散会など 

 です。「交流学習がしにくい多接型の小学校では，３ 

学期の物品販売では幼児が集まりやすく，計画的に 

交流ができる。」などの具体的な交流の手立てが出 

され，連携が推進されます。また，幼保小混合の分 

散会で実態や実践を交流し合うことで，市内全幼保 

小の連携を深めることができます。 

10 月：臼杵市幼保小連携推進協議会

幼保の代表者の発表も効果的です。

単接型（公立幼稚園と公立小学校）と多接型（公立私立の幼稚園・保育所

（園）と公立小学校）の混在地区      臼杵市 

情報連絡会のテーマ例 

・ ひらがな指導は？ 

・ 自分の名前は？ 

・ そうじや当番は？ 

・ 道具（はさみやのり）の指導は？ 

・ トイレは和式・洋式？ 

・ 教えたいきまりやつけたい力は？ 
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（１）幼保小連携のねらい 

　 　 推進地域の実践を市内に還元し，就学前施設と小学校との連携の必要性について 

研修を深めることにより，各小学校での小１プロブレム対策の充実に資するよう， 

全市的な視点から「幼・保・小連携推進協議会」を開催しています。 

（２）年間スケジュール 

    ６月  第１回豊後大野市幼・保・小連携推進協議会 

    ７月  第１回三重第一小学校区幼・保・小連絡会 

  １２月  第２回三重第一小学校区幼・保・小連絡会 

   ２月  第２回豊後大野市幼・保・小連携推進協議会 

       第３回三重第一小学校区幼・保・小連絡会 

（３）取組事例 

教育委員会としては，推進地域の取組について市内全域に対して還元するととも 

に，就学前施設と小学校の連携の必要性を共通理解できる場をつくることが役割で

あると考えます。したがって，豊後大野市では，年間２回の推進協議会を開催し，

１回目に，推進地域の取組の還元方策と学習の場の在り方について，推進校・園は

もとより，小学校長会，公立幼稚園会及び教育委員会で協議し，２回目の推進協議

会につなげています。 

    豊後大野市では，平成１８年度より幼・保の垣根を取り払い，「幼・保合同学習

会」並びに研究会の共同参加を実施しています。こうした市独自の取組を基盤に据

えて，小１プロブレム対策を推進しています。 

今後は，市内各地域での互恵性を踏まえた日常的な連携の深化が課題となります。 

 

市内各小学校・幼稚園・保育所（園） 

 

 

       

 

三重第一小学校・三重幼稚園      関係幼稚園 関係保育所（園） 

 

豊後大野市公立幼・保合同学習会  提案保育や研究会の共同参加 

豊後大野市教育委員会 

豊 後 大 野 市

幼・保・小連

携推進協議会

単接型（公立幼稚園・保育所（園）と公立小学校）と多接型（公立私立の

幼稚園・保育所（園）と公立小学校）の混在地区     豊後大野市 
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（１）幼保小連携のねらい 

佐伯市子ども特別支援ネットワークの構築により，特別な教育的支援を

要する子どもたちのための教育相談体制の整備及び情報収集を行うととも

に，個別支援･学校支援の展開･充実をめざします。 
また，佐伯市幼保小連携推進協議会の設定により，幼保小の教員等が相

互理解を深めるとともに，教育内容の接続を考慮しながら幼児児童の生活

や学びの段差を滑らかにすることをめざします。 
 

（２）年間スケジュール 

５月 第１回佐伯市子ども特別支援ネットワーク会議 

第１回佐伯市幼保小連携推進協議会 

８月 佐伯市教委・佐伯市幼保小連携推進協議会共催拡大連絡会（研修会） 

３月 第２回佐伯市子ども特別支援ネットワーク会議 

第２回佐伯市幼保小連携推進協議会 

 

（３）取組事例 

小１プロブレムの発生要因 

の１つに，発達障がいの子ど 

もたちへの不適切な対応が挙 

げられます。特別な教育的支 

援を必要とする児童には，入 

学と同時に様々な配慮が必要 

です。 

本市では，このことに起因 

する小１プロブレムの発生に 

ついても最小限にとどめるた 

め，＜教育＞＜保健＞＜福祉＞ 

の関係機関によるネットワークの構築に取組みました。右上の図は，平成１８年

度から実働している「佐伯市子ども特別支援ネットワーク」のイメージ図です。

これにより情報の共有が行われ，公立幼稚園はもちろん，私立幼稚園や保育所（園）

の園児から在宅幼児に至るまで，障がいの状態や療育状況について把握できるよ

うになりました。つまり，入学前から，人的措置を含めた小学校の受入れ体制を

整えることが可能になりました。 

また，本市では，佐伯市幼保小連携推進協議会との共催により，連携の在り方

等について考える拡大連絡会（研修会）を開催しています。管内の全幼稚園・保

育所（園）・小学校の教員を対象とし，幼保小の相互理解と連携に関する実践交

流の場として，一層の充実をめざしています。 

単接型（公立幼稚園・保育所（園）と公立小学校）・複接型（公立幼稚園・
保育所（園）と公立小学校）・多接型（公立私立幼稚園・保育所（園）と公
立小学校）の混在地区 佐伯市
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２ 安全指導・保健指導 

  幼保小の交流活動を効果的にすすめるためには，いずれかの学校・園は移動を伴い，

日頃生活しない場所での活動を行うとともに，他校園の子どもへも注意を払うように

なるために，安全及び保健は重要な事項です。一人ひとりの子どもに応じて安全及び

保健に留意するとともに，交流活動においての集団全体の安全の確保や保健の保持に

努めることが大切です。そのためには，以下に示す留意事項等を踏まえ，関係校園に

おいて幼保小交流活動の安全指導・保健指導のマニュアルを作成する必要があります。 

 

（１）子どもの健康についての留意事項 

① 健康状態と何らかの疾病が疑われる状態を把握する。 

② 交流活動当日の登校（園）時及び交流活動中の子どもの状態を観察する。 

③ 交流活動中に体調不良や傷害が発生した場合には，状態等に応じて保護者に連絡す

るとともに，養護教諭等と相談し適切な処置を行う。 

④ 事前に，感染症やその他の疾病（インフルエンザ，ノロウィルス等）について連携

を取り発生予防に努める。 

⑤ 疾病や傷害の事態に備え，職員が対応できるように保健室・医務室や救急用薬品・

材料等を準備する。 

 

（２）環境の衛生管理についての留意事項 

① 施設の環境を適切な状態に保持し，施設内外の設備や用具等の衛生管理に配慮す

る。 

② 施設内外の衛生管理ついて，子どもたちに指導を行う。 

③ 交流活動中の，手洗いやトイレ等の位置を確認し使用方法の事前指導を行う。 

 

（３）事故防止及び安全対策についての留意事項 

① 移動に当って，歩行による場合や園バスによる場合は，交通事故防止に配慮する。

② 交流活動中の，事故防止のための子どもの心身の状態等を踏まえつつ施設内外の

危険個所の点検に努める。 

③ 安全対策のために，職員の共通理解や体制作りを図り，子どもたちへの安全指導

を行う。 

④ 職員が，救急処置を熟知するよう努める。 
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（４）安全指導・保健指導の実施体制についての留意事項 

① 交流活動を実施するにあたって，幼保小の全職員が安全及び保健指導について，

共通理解を深め，適切な分担と協力の下に計画的に取り組む。 

② 幼保小の連携ガイドブックに沿った，安全及び保健に関することや，発達障がい

の子どもについての連絡事項を事前に提出して，記録と報告を必ず行う。

（資料１） 

③ 保護者へは，交流活動の方針や目的を周知しておく。 

④ 幼保小の交流活動において，それぞれの施設長が最終的な責任を有することを念

頭に置き，実施体制等の整備に努める。 

 

資料１ 幼保施設から小学校へ「交流活動での安全指導・保健指導の連絡事項」例 

交流活動施設名           小学校          保育園・幼稚園 

交流活動日時 平成  年  月  日（  ）  時  分～  時  分 

登校方法（移動方法）    徒歩   園バス  その他（            ） 

登校所要時間  

参加人数 園児 男子  名 女子  名 合計   名 保育士   名 

（保健指導に関する連絡事項） 

（安全指導に関する連絡事項） 

準備するもの  

 名長設施  当担           ㊞ 

 名長校  者当担校学小 ㊞ 

 

資料 2  緊急マニュアル作成上の留意点 

① 最悪のケースを想定する 

② 必要な対応，手順を明示する 

③ 関係機関等の連絡先を明示する 

④ 関係機関等から助言を得る 

⑤ 事件・事故発生時の緊急対応 

・冷静な対応

・園長のリーダーシップ

・正確な情報収集及び情報の共有化

・関係機関との連携 

・通信手段の確保 

・報道機関への対応 

・保護者，地域社会との連携 

・組織的な対応 

出典（『－ほいくしんりー緊急マニュアル作成上の留意点』（牧野桂一著）より）
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３ 道徳性・規範意識に関する指導
 幼児期の教育と小学校教育をつなぐ大事な視点の１つが｢人間関係｣です。教師との信
頼関係をはじめ，友だち同士で楽しく遊んだり学んだりできる関係は，日常生活を送る

上での基盤となります。交流活動において，異年齢でペアやトリオになって一緒に遊ん

だり活動したりすることは，親しみや憧れ，ときには葛藤を感じる機会になります。

（１）思いやりや自立する心が育つ活動になるために

 交流活動は，小学校や幼稚園，保育所（園），あるいは公園などで行われます。会場
となる側の子どもたちは，おもてなししたい気持ちが働き，張り切る姿も見られますの

で，会場や活動の準備は子どもたちと一緒に行うとよいでしょう。また，小学生には，

「教えてあげたい」気持ちをもつ子もいれば，一緒に遊ぶことを楽しみにする子もいま

す。教師や保育士は，どうしても小学生に多くを求めがちですが，交流活動を通して，

少しずつ相手の気持ちに添って思いやるようになる過程を大切にしましょう。

 小学校５，６年生が，幼稚園や保育所（園）の幼児と交流する場合，どうしても｢お世
話｣に徹しがちです。幼児にできることは任せるよう，アドバイスをすると良いでしょう。

可能であれば，保育士や幼稚園の教師に，子どもたちのようすを話してもらうと，イメ

ージが持ちやすくなります。｢どこに行く？｣｢何が作りたい？｣と，やりたいことを尋ね

て行動する姿のほかにも，幼児に振りまわされながら「○○ちゃん，待って」と頑張っ

てかかわる姿，ときには「それはできないよ」と優しく注意する姿などを認めていきた

いものです。

　また，小学校１年生は，入学当初あるいは1年間，６年生からお世話される機会が多
くあります。給食やそうじ，遠足などの行事では，６年生がそばで見守ってくれたり一

緒に活動してくれたり手をつないでくれたりすることで，安心して過ごすことができま

す。一方で，これまで幼稚園や保育所（園）の年長児として，自分でできていたことを

手伝ってもらうことに，違和感をもつ子もいるのではないでしょうか。

小学低学年で大事にしたいことの１つは，生活科の目標にもあるとおり，「自立への

基礎」を養うことです。自立には，「学習上の自立」「生活上の自立」「精神的な自立」

という３つの自立があります（小学校学習指導要領解説生活編Ｐ１３参照）。幼稚園や

保育所（園）の幼児と交流する活動を計画し実践することは，１年生にとって自立する

心がはぐくまれる良い機会となるでしょう。それは自信にもつながり，相手を思いやる

気持ちも生まれてくると考えられます。

 幼児にとっても，小学生との交流活動を通して，小学生や教師への親しみを感じるよ
うになり，小学校入学への不安より期待が大きくなることで，主体的に行動する自信が

持てるようになるでしょう。

（２）葛藤体験を活かすために

 交流活動では，緊張や人見知りで自分の思いを表せずに黙ってしまったり，自分の思
いが通じなかったり，相手の思いがわからなかったりして，困ったことやトラブルが起



−��−

第１章 幼保小の滑らかな接続を図る交流活動
第４節　交流活動を効果的にすすめるための配慮事項

きることもあるでしょう。しかし，幼児も小学生も，互いにどうしたらよいか一緒に解

決策を考えたり，泣いている子をなぐさめたり，怒っている事情を聞いたりすること自

体が，関係を深める貴重な体験になります。小学生がリーダーシップを取って仲裁しよ

うと奮闘し，解決へ導こうとする姿も見られます。また，個人的な事情がある場合は，

保育士・教師間で情報を共有するようにして，例えば｢○○ちゃん，この前足をけがした

から，今はしたくないんだと思うよ｣などと声をかけることも必要でしょう。

トラブルを子どもたちだけで解決することが難しい場合には，保育士や教師がかかわ

って，子どもたちに共感しながら話を聴きます。気持ちを落ち着けながら，事実関係を

時間に沿って確認していくと，ほとんどの場合，子どもたちはトラブルの原因や行った

ことの良し悪しが理解できるものです。また，子ども自身で気付くこともあるでしょう。

このように，教師や保育士が話をよく聴いて，共感したり，認めたり，ほめたりするこ

とで，子どもたちは自分の担任以外の保育士や教師にも信頼を抱くようになるのです。

園や小学校へ戻ってからも，楽しかったこと、嬉しかったことに加えて，困ったこと，

大変だったことについて，話し合う機会を設けることが大切です。困ったことについて

は，どうしたらよいかを考えてアイディアを出し合ったり，保育士・教師間で連携を取

ったりして，「もう一緒に遊びたくない」思いのままにならないように配慮しましょう。

（３）日常と異なる施設を利用するために

 自分の園や学校であれば，トイレの場所も手洗いの場所もすぐわかりますが，初めて
の交流先ではわからずに，トイレが間に合わないことも考えられます。また，便器が大

きすぎたり（小さすぎたり），洋式がなかったりして，抵抗のある子どももいるようで

す。連絡会や事前の打ち合わせで，活動場所の状況を確認し，事前に伝えたり，分かり

やすく表示したり，会場となる場所の子どもに案内してもらうとよいでしょう。

また，会場の園や学校ならではのルールがある場合（廊下の歩き方，遊具の使い方，

声の大きさetc.），交流活動の最初に伝えておくようにします。特に幼児にとっては，
新しい環境に慣れる機会となり，小学校への段差を小さくすることにつながるでしょう。 

（４）遊びのルールを聞いて理解するために

 交流活動では，初めての遊びや遊び方に出会うことがあります。その際，初めてのル
ールの説明を注意して聞くことが必要ですし，遊び始めてからもルールを確認したり教

え合ったりすることになります。同じ鬼ごっこやドッジボールでも，園や学校によって

少しずつルールが異なるので，招いた側の子どもたちには，ルールや説明の仕方を確認

しておき，全体の前で実際にやって見せると分かりやすいようです。場合によっては，

事前に各園や学校で，その遊びを少し取り入れておくとよいでしょう。

また，幼稚園や保育所（園）でも，自分たちで考えた遊びのルールを，他の友達に伝

えて一緒に遊ぶなどして，新しいルールの内容を理解したり，ルールを守って遊ぶ面白

さを感じたりする体験をたくさんしておくことも大切です。



−��−

第１章 幼保小の滑らかな接続を図る交流活動
第４節　交流活動を効果的にすすめるための配慮事項

４ 言葉の指導と援助
 交流活動において，例えば小学校の２年生と４歳児が交流する場合，最大４歳程度の
差があります。発達から考えると，大きな差となります。２年生と４歳児の担任では，

話しかける言葉の気を付け方も異なっていることでしょう。言葉は，コミュニケーショ

ンを図って人間関係を築く基本となるものです。身振り手振りや表情も大切なコミュニ

ケーションツールですが，ここでは，言葉を中心に考えてみましょう。

（１）相手の言葉や話しをよく聞き，理解するために

 初めて訪れた小学校で，保育所（園）や幼稚園の幼児は，大きな体育館などに集まり，
お迎えの言葉や日程，トイレの場所などの諸注意を聞きます。どの子どもも期待感や緊

張感が入り混じりながら話を聞いています。黒板やボードには，日程表やプログラムが，

言葉と絵と時計の針によって示されることで，活動の見通しが立ちます。

教師や保育士が話をする際は，話の内容と，実際行う活動，守るルール，必要な施設

の場所がつながっていることが大切です。また，小学校教師と保育士，幼稚園教師が協

力して話の内容を伝えることも求められます。ときには，保育士や幼稚園教師が分かり

やすく補足したり，小学生に配慮事項を伝えたりします。交流でよく利用するトイレに

は，幼児の目線でわかる位置に大きく｢トイレ｣と書いておきましょう。

（２）自分の気持ちを言葉で表現するために

 交流活動などで，心を動かされる体験をしたとき，それを親しい人に言葉で伝えたく
なるものです。したこと，見たこと，聞いたこと，感じたこと，考えたことなどを伝え

る機会を設けることは大切です。しかし，言葉に表すことが苦手な子や，たくさんの人

数の前で，発表することが難しい子もいます。

 そこで，教師や保育士は，交流活動での子どもたちのようすをよく観察し，子どもが
喜んでいる姿や嬉しそうな表情，困っている姿などから，子どもの｢伝えたい｣思いを捉

えるようにします。ときには，その思いを言葉で表現して伝えてもよいでしょう。そう

すれば，終わりの会などの場面で，みんなに伝えたり話し合ったりすることにつながり

ます。また，終わりの会では，ペアやトリオを組んだ子どもたちに感想を発表してもら

うのも良い方法です。自分の発表を聞いてもらう嬉しさとともに，一緒に遊んだ相手に

発表してもらう喜びを感じることができるためです。そのようなときは，自然と注意し

て耳を傾けています。

 
 当日の指導案・保育案について，保育士と教師は互いに共通理解するとともに，保育
士も教師も，幼児，小学生に分け隔てなくかかわり，言葉を交わしたり，聞いたりする

ことが大切です。小学校教師は，小学生に「～してあげなさい」と声をかけることが多

くなり，幼児への言葉かけには少し戸惑うこともあるようです。「すごいね」だけでな

く，具体的に何がすごいのか表現したり，受け止めたりするように心がけましょう。必

要に応じて，考えられる声かけを指導案に示しておいてもよいでしょう。

 例）遊びのコーナーで高得点だったら・・・｢～の名人だね！ 先生びっくりしたよ｣



−��−

第１章 幼保小の滑らかな接続を図る交流活動
第４節　交流活動を効果的にすすめるための配慮事項

   剣玉を長い間がんばっていたら・・・｢ずっと諦めずに挑戦していて，すごいな｣
   迷子になった子を案内したら・・・｢すぐ気付いて案内してくれて，助かったよ｣
   幼児と小学生が競争していたら・・・「どっちがはやいかな？ がんばれ！」

（３）分からないことをたずねることができるようにするために

 交流活動では，普段使い慣れている場所ではないため，道具の使い方が分からなかっ
たり，どのように行動したらよいか分からなかったりすることがあります。このような

場面では，自分が分からないことや知りたいことを，教師や交流相手の子どもに伝えて，

教えてもらうことが必要となります。

保育所（園）や幼稚園では，分からないときには自分から質問できるように，話題と

して取り上げておくことが大切です。小学生にも，自分が１年生のときを思い出すよう

に話し，どうしたらよいか考えさせるよいでしょう。また，気になる子どもについては，

保育士と教師間で連携を取り，交流活動の前から，ソーシャルスキルトレーニングの手

法を用いて，｢トイレに行く｣｢そばに自分の担任がいないときはお腹が痛いことを他の先

生に伝える｣など，分からないこと，困ったことを言葉やカードで伝える練習をしておく

ことも１つの方法でしょう。

（４）親しみのあるあいさつができるようにするために

 交流活動では，保育所（園）や幼稚園，小学校の先生をはじめ，幼児，児童，保護者
や地域の方々，広報の記者など，様々な人と出会い，あいさつすることになります。｢あ

いさつしましょう｣と全体に呼びかけることもありますが，保育士や教師は，積極的にあ

いさつの仕方を示したり，気軽に他の園や学校の子どもに言葉をかけたりして，あいさ

つをする心地よさを伝えていくことが大切です。

 
 また，交流活動を通して，相互に親しみを感じ，名前で呼び合えるような関係性が作
られていきます。そのためにも，名前がわかる名札を付けたり，自己紹介の機会を設け

たり，名前を覚えるためのゲームをしたりして，名前を呼びやすくする工夫が必要です。

保育士や教師も，子どもたちに話しかけるときには，名前で呼ぶように心がけましょう。

つい，交流活動の進行や内容に目を向けがちですが，気を付けてほしい点です。

（５）緊張感をほぐすために

 幼稚園や保育所（園）でよく行われる遊びの１つに，｢手遊び・指遊び｣があります。
手遊びや指遊びを通して，みんなと一緒に楽しい気持ちを共有することで，子どもたち

の気持ちが整い，自然と保育士や教師を注目するようになります。また，絵本の読み聞

かせも，子どもたちの大好きな時間です。興味関心や季節に合った絵本を選ぶと，最初

はザワザワしても，次第に静かになって，お話しの世界に入り込んでいくのです。

小学校でも，入学当初から手遊びや絵本の読み聞かせを取り入れることができます。

手遊びについては，子どもたちに親しみのあるものを保育士や幼稚園教師に教えてもら

うと良いでしょう。また，交流活動で，保育士や幼稚園の教師が前に立ち，手遊びを行

うのも良い考えです。幼児も小学生も緊張がほぐれ，一緒に楽しむことができます。
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５ 障がいのある幼児・児童への指導と配慮

ククララススのの中中ににいいるる 

ちちょょっっとと気気ににななるる子子どどももたたちち

 保育所（園）・幼稚園には、幅広い発達段階の子どもがいます。保護者の方からの相談を

受けることや、先生自身が支援の方法に悩むことも多いと思われます。

 クラスの中に、ちょっと気になる子どもたちがいませんか？ 

 先生が気になる子どもたちは、実は、子どもたち自身も困っている場合も多くあります。

できるだけ早く、子どもたちが困っている状態に気づき支援につなぐことが大切です。 

＜行動面でちょっと気になる子どもたち＞

一つのことに興味を示すと

集中しすぎて、次の行動に

移れない子 

興味が持続しないで、

次から次へと移ってし

まう子 子 

ファンタジーの世界

に入り込んでしまう

食べ出したら、適量で終わることが

 できない子 

 偏食や、食べ物にこだわりがある子
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＜対人関係面でちょっと気になる子どもたち＞

 友だちと、いつも

トラブルをおこして

しまう子 

活発に活動はするけれど

 順番を守ったり、ルール

 を守ることができない子

＜日常生活動作で、ちょっと気になる子どもたち＞

動きが、ぎこちなく

体操やリズムなどの

簡単な動作の模倣が

難しい子 

 

 片付けができなかったり、

 切ったり、貼ったりの工作など 

が極端に苦手な子 

＜言葉について、ちょっと気になる子どもたち＞

 うさぎのことを「うたぎ」

 チューリップのことを

 「チューイップ」などのように

 発音が不明瞭であたっり、構音

 要領を獲得したりしていない子



−��−

第１章 幼保小の滑らかな接続を図る交流活動
第４節　交流活動を効果的にすすめるための配慮事項

 

先生自身が、支援の方策を考えたり、学校・園内で話し合いをもつことは重要です。ま

た、第三者の意見を聞いて支援に活かしたり、連携を図ったりすることも重要なことです。

 

　県教育委員会では、各特別支援学校の先生方による巡回相談と県下を７地区における
専門家チームの相談会を実施しています。子どもたちの支援のために活用してください。

また、市町村教育委員会では、関係部局と連携し、「特別支援連携協議会」を設置に努

め、教育と福祉ネットワークの協働を図る取組をはじめています。 

　Ｑ１：「巡回相談って、何ですか？」

　Ａ１：「特別支援学校の巡回相談員が、幼稚園や保育所（園）に行き子どもたちの様子を    

　　　　みたうえで、先生方の相談を受け、支援に関する助言を行うものです。」

　Ｑ２：「どんなことを相談することができるのですか？」

　Ａ２：「指導計画作成に関する事項、教材・教具の活用や開発に関する事項、指導方法に関

　　　　する事項、指導形態に関する事項、評価に関する事項、個別の指導計画作成に関する

　　　　事項、個別の教育支援計画に関する事項、学校内における支援体制に関する事項、家

　　　　庭との連携に関する事項、心理検査に関する事項など様々です。」 

　Ｑ3：「どこに、どのように申し込むのですか？」

　Ａ3：「手続きについては図１に沿って行ってください。表１は、特別支援学校の連絡先

　　　　です。まず、お近くの特別支援学校にお電話ください。」

                                                                    ＜図１＞ 

巡回相談の手順について（特別支援学校への支援の申込み）

特別支援学校保育所、保育園、
幼稚園、小学校、
中学校

依頼

巡回相談

・保育所（園）、幼・小・中学校の
特別支援教育コーディネーター
（又は教員）と巡回相談員が、事前
に連絡を取り合い、相談日や内容等
を検討する。

市町村（教育委員会等）

報告

教育事務所 特別支援教育課

報告

巡回相談（認可保育所、市町村立の幼稚園、小・中学校）

＜巡回相談の手続きの例＞
① 特別支援学校へ電話連絡
② 相談日・内容等の相談
③ 依頼文送付
④ 巡回相談
⑤ 経過報告等

公立の園・学校は、
依頼文の写しを提
出する。
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学  校  名 

 
住  所 

 
電話番号

＜表１＞

 
 
ＦＡＸ番号 

 
盲学校 

 
大分市金池町3-1-75

 
 
097-532-2638

 
 
532-2636

 
 
聾学校 

 
大分市東大道2-5-12

 
 
097-543-2047

 
 
546-2111

 
 
別府支援学校

 
 
別府市鶴見4434  

 
0977-24-0108

 
 
524-0332

 
 
別府支援学校鶴見校

 
 
別府市鶴見4075-12

 
 
0977-21-1349

 
 
21-1359

 
 
別府支援学校石垣原校

 
 
別府市鶴見4050-293

 
 
0977-24-6060

 
 
24-6064

 
 
宇佐支援学校

 
 
宇佐市大字猿渡1137-19

 
 
0978-32-1780

 
 
32-0006

 
 
宇佐支援学校中津校

 
 
中津市大塚１番地 

 
0979-22-0550

 
 
22-0550

 
 
日出支援学校

 
 
速見郡日出町大神1618-1

 
0977-72-2305

 
 
72-4513

 
 
南石垣支援学校

 
 
別府市石垣西1-2-5  

 
0977-23-3453

 
 
23-0416

 
 
由布支援学校

 
 
由布市庄内町西長宝1796

 
 
097-582-0326

 
 
582-0291

 
 
新生支援学校

 
 
大分市大字玉沢980-1

 
 
097-541-0336

 
 
541-2598

 
 
大分支援学校

 
 
大分市大字志村763-1

 
 
097-527-2711

 
 
527-2759

 
 
臼杵支援学校

 
 
臼杵市大字井村911  

 
0972-62-3930

 
 
62-3089

 
 
佐伯支援学校

 
 
佐伯市大字木立839-1

 
 
0972-28-3144

 
 
28-3145

 
 
竹田支援学校

 
 
竹田市大字君ケ園1170

 
 
0974-63-0722

 
 
63-1082

 
 
日田支援学校

 
 
日田市大字西有田2941-1

 
 
0973-24-2000

 
 
24-2001

 
 
大分大学教育福祉科学

部附属特別支援学校
 

 
大分市王子新町1-1

 
 
097-543-8317

 
 
545-4726
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　Ｑ４：「専門家チームの相談会って何ですか？」  

　Ａ４：「専門家チーム相談会では、医師・臨床心理士・学識経験者・指導主事・特別支援

　　　　学校のコーディネーターなどにより、多面的な助言を受けることができます。専

　　　　門家チームの相談会は、図２に示す7地区で実施しています。」 

　Ｑ５：「相談会は、いつあるのですか？」  

　Ａ５：「各地区とも年間3回実施しています。日程については、各地区の事務局校が通知

　　　　しています。公立の幼・小・中学校には市町村教育委員会を通じての通知です。

　　　　認可保育所（園）の場合は、市町村の担当部局を通じての通知です。認可外保育

　　　　所（園）・私立幼稚園については、直接園（法人）に通知しています。」 

　Ｑ６：「どこに、どのように申し込むのですか？」  

　Ａ６：「通知に記している連絡先に、まずお電話ください。その後事前打ち合わせや関係

　　　　書類の送付を行っていただくことになります。」
＜図２＞

 

特別支援教育への転換に向けて

宇佐支援

日田支援

竹田支援

臼杵支援

佐伯支援

専門家チームの設置及び巡回相談担当校

県北地区
（中津、宇佐、豊後高田）

日田地区
（日田、玖珠、九重）

大分地区
（由布市）

竹田地区
（竹田、豊後大野）

佐伯地区
（佐伯）

臼津地区
（臼杵、津久見）

大分地区
（大分東部）

附属周辺地域
（大分川以西）
（久大線以北）
（大分道以東）

別府地区
（別府）

別府地区
（日出、杵築、姫島、国東）

日出支援

巡回相談担当校

大分県における専門家チーム及び巡回相談による支援体制

南石垣支援

大分地区（大分西部）
※附属周辺地域を除く

鶴見校

附属特別支援

宇佐支援

新生支援 大分支援

中津校

 Ｑ７：「市町村教育委員会にある、『特別支援連携協議会』って、何ですか？」  

 Ａ７：「障がいのある子どもや家族にとって、地域の中で、心豊かに生きていくためには

　　　　安心して過ごすことができる居場所が必要です。居場所をつくることも大切です         

　　　　し、さがすことそして必要な人に届けること

　　　　も大切です。市町村教育委員会の『特別支援連

　　　　携協議会は』関係部局が連携・協働し支援を進 

　　　　めるための礎づくりをする会です。
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また、乳幼児期から成人期に至るまでの一貫した支援のために

「相談支援ファイル」等の作成に取り組み始めています。（平成 
22年度現在６市）療育・保健・福祉・教育等の関係者が一人ひと

りの子どもに応じた支援ができるように取り組んでいます。」  

　Ｑ８：「保護者の方とお話をすると、身近な地域の療育等を利用しているようです。どの    

　　　　ような相談機関があるのしょうか？」 

　Ａ８：「市町村の母子保健担当課や、発達障がい者支援センターや、地域療育等支援事業所

　　　　等があります。表２には大分県発達障がい者支援センター、表３には地域療育等

　　　　支援事業所を掲載しています。その他の情報については、『障がい者福祉のしおり』

　　　　また、子育てに関するあらゆる不安や悩みについて専門の電話相談員が２４時間

　　　　３６５日相談に応じる『いつでも子育てほっとライン』もあります。電話番号は、

　　　　０9７－５４５－０１１０です。」

 
＜表２＞

名  称 住所・電話番号 内 容 
大分県発達障がい者支援センター 

「イコール」 
豊後大野市犬飼町大寒 

         2149－1  

         097-586-8080  

相談支援・発達支援・就労

支援・普及啓発及び研修を

行っています。      
 ＜表 3＞

名  称 住所・電話番号 管理地域等情報等 

大分療育センター 大分市大字国分567-3  

    097- 586-5252  
      大 分 市 

地域療育等支援センター 

「つばさ」 
大分市大字片島2996-3  

    097- 557-0114  
      大 分 市 

博愛こども成育医療センター 

博愛森のひろば 
大分市大字野田1111  

       097-586-0888  
      大 分 市 

療育センター「カノン♪」 大分市中尾６０３ 

       097-586-5577  
      大 分 市 

別府発達医療センター 別府市大字鶴見40７5-１  

        0977-22-4185  
別府市、杵築市、国東市

姫島村、日出町、由布市

Ｂｅｅすけっと 日田市水目町341-2  

        0973-23-7897  
日田市、九重町、玖珠町

佐伯圏域障がい者支援センター 

「ほっぷ」 
佐伯市大手町3-2-6  

        0972-23-1187  
佐 伯 市 

さぽーとセンター風車 臼杵市大字臼杵72-173  

        0972-63-5888  
臼杵市、津久見市 

サポートセンター「つばさ」 豊後大野市三重町赤峰 
1927番地の1バイパス通り 

    0974-22-0313  

豊後大野市、竹田市 

在宅支援センター「ポケット」

 
中津市三光森山823-2  

         0979-43-618  
 中津市、豊後高田市、 

 宇佐市 

　 　　　http://www.pref.oita.jp/site/syougai/siori.html を参考にしてください。
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６ 保護者との連携 

（１）社会の変化と子育ての現状 

県内の保健師や家庭児童相談員が，｢乳児家庭全戸訪問で，『エジンバラ産後うつ病問診票』

ＥＰＤＳなどのアンケートを行った結果，最近の傾向として，児童虐待のうちネグレクトが

増加しているようです。相談電話に，『虐待しそうになる・・』という声もありました。背景

には，自分一人で育児をしなければならないという精神的プレッシャーがあります。援助者

がいないのです。３歳児集団健診時に，孤立している保護者もいます。また，虐待を受けて

育ってきた保護者が，育児に悩む現実もあります。｣と，話してくださいました。経済活動や

社会の変化により以下の図のように子どもや保護者の有り様も変化しています。 

 

     

                                  

（２）背景を理解した保護者支援 

　経済的に厳しい家庭が増加し，虐待を受けている子，乳幼児期に必要な愛情や学び育ちが

障されなかった子，障がいのある子，集団になじめない子などさまざまな子どもや保護者の現 

実があります。子どもや保護者のさまざまな言動からその背景をさぐる必要があります。表面 

的に子どもや保護者を理解しようとすると，どうしても当事者の｢自己責任｣と感じてしまうか 

らです。 

　例えば，「子どもがよく遅刻してしまう」という事実に対して「保護者は何をしているのか」

という疑問を持ちがちです。「遅刻＝保護者の責任」と見てしまうからです。また，保護者に

対して「遅刻しないようにさせて下さい」と言うだけでは，問題はなかなか解決しないこと

があります。保護者の生活が厳しく，夜間も働かなければならない状況があり，朝，疲れて

寝過ごしてしまうということもあります。夜間保育や２４時間保育を受けざるを得ない家庭

もあります。そのように，もし保護者が努力してもどうにもできない状況があった場合，保

護者の自己責任のみを求め続けると，担任や職員に心を閉ざしてしまい，連携が難しくなる

こともあります。 

また，集団になじめない子の不適応行動の背景についても，障がいがあったり，それまで

の育ってきた環境に理由があったり，集団行動の体験が不足していたりなど，さまざまです。 

 

（３）保護者とともに 

子どもの姿から，その背景を探り具体的事実を受け止め，子ども理解のために役立ててい 

くことが重要です。また，「子どもや保護者が，最大限努力してどこまでやれるのか？」とい

経済活動や社会の変化 少子化・地域共同体意識の希薄化 

○子育てにおける親

の負担感，孤独感の

増大 

○児童虐待 

○育児放棄 

○生活リズムの不安定化 

○生活スタイルの乱れ   

○外遊び，集団遊びの減少

○夜型の生活 

○食生活の乱れ   

○幼児期における体験の

質・量が就学後の学力の

獲得に大きく影響 

○「育ち」「学び」の基礎   

 が確立できない     
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う視点をもつことも必要です。そうすることで，どこまでが自己責任であるかが明らかにな

ります。そして，関係機関と連携してよりよい解決策を考えていくことができます。幼保小

の交流活動での子どもの姿を通し，保護者や子どもの言動の背景を長いスパンで探っていく

ことで，具体的事実を発見し大切な支援の財産にしていくこともできます。幼保小それぞれ

の担当者がこのような共通理解をもつことで，効果的な交流活動が可能になると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，すべての保護者との信頼関係を築き連携していくためには，パートナーシップの形成が

重要です。そのために必要な事項として次のようなものがあると考えます。 

 ①傾聴 

  すべての保護者の思いを真剣に聴く。 

  尋問にならず，肯定的に受け入れる。 

 ②統制された情緒的関与 

  状況に反応せず，本人がどう思ったかを探る。 

  共感し過ぎず，状況に引きずり込まれない，共依存にならない。 

 ③非審判的な態度 

  保護者の思いに対して，批判しない。 

  肯定的に受け入れ，思いを受け止める。 

 ④気持ちに寄り添う 

  保護者の気持ちや気分を聴く（過去，現在）。 

  共感する。 

 ⑤問題（目標）の明確化と確認 

  保護者が問題（目標）としていることを確認する。 

  その問題（目標）にどう取り組んでいこうとしているかを聴く。 

  共に取り組んでいくという関係を形成する。 

 ⑥これまでのがんばりを価値づける（ひやかしにならない）。

  リフレイミング（視点や見方を変えて保護者のがんばりなどを価値づける）。

  「よく，相談してくれましたね。よく，話してくれましたね」。

  「これまで，子どもとよく向き合ってきましたね」など。 

 ⑦秘密の保持 

  どこまでを秘密にしていくかの確認（どこまでオープンにしていいのか？）。

＜すべての保護者との連携への道筋＞

①「言動の裏になにがあるのだろうか？」・・・・・・・・・・・・交流活動の意義，視点の共有 

 

②背景（家庭状況，体験・育ち，障がい等）をさぐる ・・・・・・・・・・・・・・背景の共有 

 

③「どこまでが，子どもや保護者の最大限の努力で解決できるだろうか？」・・具体的支援の共有 

 

④すべての保護者との連携（パートナーシップの形成）・・・・・・・・・・・・・・具体的実践 

子どもの言動
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＜コラム＞保育所（園）・幼稚園・小学校で何ができるのか考えてみましょう。

エピソード１ ＊＊２歳で２４時間保育園に入園したＡさんを中心にした園と学校の連携＊＊

 

保育園児のＡさんは，母親と二人で生活しています。母親は，仕事のことや個人的なこと，そし

て育児で悩むことの連続でした。身内のない母親にとって，園長は，唯一の相談相手でした。 

Ａさんは，夕方保育園に来て明け方家に帰るという生活でした。Ａさんにとっては，保育園は，自

分の家でした。母親にとっては，保育園は，祖父母の家のような存在になっていました。園長が母

親に言い続けたことは，Ａさんの生活リズムを大切にして欲しいということです。Ａさんは，性格

も明るく元気ですが，朝母親が起きられないことでＡさんの生活リズムが狂ってしまうこともあり

ました。特に，Ａさんの保育園での就寝時間は，夜９～10時でしたが，11～12時になることも

ありました。昼間眠てしまい，夜眠れないのでした。園長は，母親に昼間起きて，太陽の光を浴び

ることが，子どもの成長には大切なことや，子どもにとっての睡眠の大切さなどを話してきました。

Ａさんが 6歳になり，園長は就学に向けた取り組みをしたいと考えました。しかし，午後 4時か

ら預かるので，なかなか時間が確保できませんでした。それでもなんとか１時間，年齢も違う子ど

もたちのいる中で，一生懸命準備をしました。他にもＡさんと同じ学年の子どもたちもいましたが，

他の園へ行ってしまい，Ａさん一人になりました。小学校入学までに，できることはやろうと取り

組みました。それでも，Ａさんは同学年の子どもたちと，何人かで机を並べて座り学習する経験な

どがなかったので，心配でした。母親にも入学を機に仕事を変えたらどうかなど話しましたが，無

理でした。園長は，「今のＡさんや母親のことをわかってもらいたい」と思い，小学校の入学式にＡ

さん，母親と一緒に参加し，１年生の担任を訪ねました。園長は，自己紹介をした後Ａさんを保育

園で夕方から明け方まで預かっていたこと，Ａさんの言葉の力や母親の生活スタイルのこと，そし

て，他の子どもと比べて違うことがたくさんあること，それは，保育園の環境や保護者の仕事から

きていることを伝え，「よろしくお願いします」と言いました。 

小学校に入学して，Ａさんは，友だちの名前をなかなかおぼえられませんでした。「黄色い服の人」

などと言っていました。これは，保育園で同級生がいない環境の中で育ったことが背景にありまし

た。また，学校では「家に帰りたい」と言っていました。友だちともすぐにいい関係をつくれませ

んでした。「ぼく，いじめられちょん（ている）」と言うので詳しく話を聴くと，「もっと遊びたいの

に，チャイムが鳴ったらやめんといけん。時間がきたら教室に行かんといけん・・・」自分の思い

通りに過ごしてきた保育園の生活との違いを「いじめられちょん」と感じていたのでした。それで

も，担任は，母親の生活のことや遅くなっても必ず朝食をＡさんに食べさせてから登校させる母親

の思いなど，Ａさんに対する愛情の深さなどを感じ取り，Ａさんの言動の背景をつかみながら支援

していきました。 

Ａさんが２年生になったころ，母親は，自分でＡさんのことを担任に相談するようになりました。

これまでは，園長が担任に伝えていたことを，自分で伝えるようになったのです。また，園長は，

母親がＡさん一人を家に置いて外へ行かなかったことを褒めました。そこで園長は母親に，保育士

を夜，家庭に派遣することを提案しました。Ａさんが寝付くまで家庭で保育するのです。約１ヶ月

間，保育士の派遣をしました。Ａさんと保育士の関係もうまくいきました。母親も仕事へ出る前に，

おかずを準備するようになりました。Ａさんも夕方から家で快適に過ごすことができるようになり

ました。Ａさんもようやく家庭を実感できるようになったようです。
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エピソード３ ＊＊就学前教育を受けていない児童の支援について＊＊ 

 

社会の変化に伴って，経済的に厳しい家庭が増加しています。また，さまざまな理由から

児童虐待につながっているケースも多くなっています。大分県でも，市町村の相談窓口にお

ける児童虐待に関する相談件数は，２００８年９５５件，２００９年１０３０件と増加して

います。経済的理由などいろいろな事情から就学前教育を受けずに，直接小学校に入学して

くる子どもたちもいます。小学校までに，集団活動を経験したことがない子どもや必要な体

験を保障されなかった子どもにとっては，全てがはじめての体験になります。 

実際に，ある小学校では入学までにこのような子どもたちの情報が届かなかったため，「子

どもが教室から飛び出す」「席に着けない」「話が聴けない」などの「小１プロブレム」が起

こりました。結果として周りの子どもたちや保護者に，その子に対するマイナスイメージを

与えてしまうことにもなります。また，教職員が混乱する姿も見せてしまうことになります。

「誰のための，何のための連携なのか？」ということを原点にしていく必要があります。 

子どもや保護者のための連携であることを第１に考えると，子どもが誕生してから一番最

初に支援を行っている保健師，家庭児童相談員などとつながっていくことも必要です。幼稚

園・保育所（園）・小学校の担当者が，保健師，家庭児童相談員など，より広汎な人々と，子

どもや保護者についての情報交換を行い共有していくことから最良の支援は始まります。

エピソード２ 

＊＊食べ物アレルギー，日光アレルギー，アトピー性皮膚炎のあるＢさんの支援＊＊

幼保小連絡会を通して

小学校と幼稚園との交流で小学校の担当者は，Ｂさんのことを聞きました。Ｂさんは，給

食を食べることができませんでした。また，日光アレルギー，アトピー性皮膚炎もあること

も知り，病気のため耳にチューブを挿入していて注意がいることなど，たくさんの支援が必

要であることがわかりました。話を聴くだけでは，どう支援していけばいいのかとまどう状

態でした。保育士の話はもちろん聴いていましたが，それより直接保育の様子を見せていた

だくことがＢさんへの支援や理解には有効でした。 

また，入学前にＢさんの母親に来校していただき，栄養士，養護教諭，児童支援教員で給

食をどのような形でしていくのか話し合いました。また，学校でＢさんの様子が悪くなった

ときの緊急の処置方法や連絡方法についても話し合いました。 

入学後，担任一人では，何かあったとき他の子どもたちもいる中では，支援が難しいので

はないか，ということで児童支援教員が支援することになりました。主に給食時間，体育や

生活科で外に出るときには，Ｂさんに同行しています。 

時折，担任は，子どもたちの支援について幼稚園の先生と連携をしています。担任が不安

なとき気軽に相談できる関係は，本当に大切であると思います。担任一人でなく，学校内の

関係職員（栄養士，養護教諭，支援教員，学年部教諭）などと共に，就学前の幼稚園・保育

所（園）の担当者の支えが大きな力になることを実感しています。 




