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幼稚園における学校関係者評価委員の研修プログラム資料集（Ｈ２２．３）東京学芸大学
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保育所や幼稚園等と小学校における連携事例集（文部科学省・厚生労働省Ｈ２１．３）

保小の連携事例集―なめらかに育ちをつなぐ保育の工夫―（社会福祉法人日本保育協会Ｈ２２．３）

幼稚園教育と小学校教育との円滑な接続を図るための教育課程の在り方に関する調査研究研究報告     
―平成２０・２１年度指定―（国立教育政策研究所教育課程研究センターＨ２２．７）

幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について（報告）（調査協力者会議Ｈ２２．１１．１１）

幼小連携幼児教育総合支援事業報告書（大分県教育委員会Ｈ１８．３）
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※写真協力学校・園・・豊後高田市立真玉小学校，別府市立上人小学校，臼杵市立福良ヶ丘小学校，

佐伯市立渡町台小学校，豊後大野市立三重第一小学校，九重町立飯田小学校及び各小学校の関係

幼稚園・保育所（園），大分大学教育福祉科学部附属小学校・幼稚園
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関係機関一覧
（Ｈ２３．２現在）

県関係部署名 関係窓口 業務内容

大分県福祉保健部 こども子育て支援課 097-506-2707 保育所関係

認定こども園関係

大分県生活環境部 私学振興・青少年課  097-506-3073 私立幼稚園関係

義務教育課          097-506-5533 幼稚園教育関係

義務教育関係

特別支援教育課      097-506-5537 特別支援教育関係

大分県教育委員会

人権・同和教育課  097-506-5554 人権教育関係

                                    

市町村名 公立幼稚園・小学校窓口 保育所（園）窓口 備 考
大分市 教育指導課 097-537-5648小

教育企画課  097-537-5789幼
子育て支援課  097-537-5794  

別府市 学校教育課 0977-21-1574 児童家庭課    0977-21-1427
中津市 学校教育課 0979-22-4941 子育て支援課  0979-22-1129  
日田市 学校教育課 0973-22-1001 こども未来室  0973-22-8317  

佐伯市 学校教育課 0972-22-4670 子育て支援課  0972-22-3972  
臼杵市 教育総務課 0972-63-1111 福祉課        0972-63-1111  
津久見市 学校教育課  0972-82-9526 福祉事務所    0972-82-9519  
竹田市 学校教育課  0974-63-4816 福祉事務所    0974-63-4811  
豊後高田市 学校教育課  0978-53-5112 福祉事務所    0978-22-3100  
杵築市 学校教育課  0977-75-2411 福祉課        0977-75-2408  
宇佐市 学校教育課  0978-32-1111 子育て支援課  0978-32-2616  
豊後大野市 学校教育課  0974-22-1001 生活支援課    0974-22-3083  
由布市 学校教育課  0977-84-3111 子育て支援課  0977-84-3111  
国東市 学校教育課  0978-73-0066 福祉対策課    0978-72-5164  
姫島村 学校教育課  0978-87-2540 姫島村保健所  0978-87-2049  
日出町 学校教育課  0977-73-3157 福祉対策課    0977-73-3121  
九重町 教育振興課  0973-76-3812 教育振興課    0973-76-3828  
玖珠町 学校教育課  0973-72-7150 福祉保健課    0973-72-1115  

教育団体・連合会名 事務局 備 考
大分県小学校教育研究会

生活科・総合的な学習部会

大分県小学校教育研究会生活科・総合的な学習部会

事務局（大分大学教育福祉科学部附属小学校生活科研究部）

               097-543-6732
大分県国公立幼稚園会 大分県国公立幼稚園会事務局        

（大分県国公立幼稚園会の会長の勤務園）

年度毎

に変更

大分県私立幼稚園連合会 大分県私立幼稚園連合会事務局   097-536-3709  

大分県保育連合会 大分県保育連合会事務局         097-551-5513 

社団法人大分県人権教育

研究協議会

社団法人大分県人権教育研究協議会事務局

（大分県教育会館内）      097-556-1012
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編集関係者一覧

＜策定協力者会議委員＞                ※五十音順
赤星正與志 大分県小学校長会会長（大分市立西の台小学校長）
麻生 美明 大分県国公立幼稚園会会長（大分市立戸次小学校長）
石塚 哲朗 大分県福祉保健部こども子育て支援課長
入江 善親 別府市立上人小学校長
江良 愛子 別府大学短期大学部教授
大司  毅 佐伯市立渡町台小学校長
河野 恭介 大分県生活環境部私学振興・青少年課長
木元 孝功 大分県教育庁大分教育事務所指導課次長兼指導課長
佐藤 成己 大分県保育連合会会長（宮田保育園園長）
佐藤 義美 豊後大野市立三重第一小学校長
志賀 哲哉 九重町立飯田小学校長
雫石 弘文 大分県教育庁義務教育課長
髙橋 俊二 大分県教育庁特別支援教育課長
田本 邦彦 大分県小学校教育研究会生活科総合的な学習部会会長（姫島村立姫島小学校長）
土居 孝信 大分県私立幼稚園連合会会長（双葉が丘幼稚園園長）
平井 妙子 社団法人大分県人権教育研究協議会会長（別府市立南立石小学校長）
矢野 省三 豊後高田市立真玉小学校長
吉賀 京子 臼杵市立福良ケ丘小学校長

＜作業部会委員＞              ※五十音順
麻生 良太 大分大学教育福祉科学部附属教育実践総合センター講師
安東 知子 大在保育園副園長
内野真奈美 どんぐり幼稚園園長
衛藤  浩 豊後大野市教育委員会学校教育課指導主事
衛藤 玲子 豊後大野市立三重第一小学校教諭
大本 良子 大分県教育庁特別支援教育課指導主事
小畑  隆 大分県福祉保健部こども子育て支援課副主幹
加藤 茂幸 大分県生活環境部私学振興・青少年課主査
川野  剛 佐伯市教育委員会学校教育課指導主事
岸岡多喜子 豊後高田市立真玉小学校教諭
佐藤 慶子 別府大学短期大学部准教授
佐藤成一郞 別府市教育委員会学校教育課指導主事
志賀貴代美 別府市立上人小学校教諭
白川  弥 佐伯市立渡町台小学校教諭
竹内 妙子 九重町立飯田小学校教諭
田中  修 大分県小学校教育研究会生活科総合的な学習部会事務局長（大分大学教育福祉科学部附属小学校教諭）
友松 直和 九重町教育委員会教育振興課グループリーダー
永田 忠道 大分大学教育福祉科学部准教授
松下 省吾 社団法人大分県人権教育研究協議会事務局員（大分県教育庁人権同和教育課主査）
松丸 真治 豊後高田市教育委員会学校教育課指導主事
山本 英幸 臼杵市教育委員会教育総務課指導主事
吉髙 理枝 臼杵市立福良ケ丘小学校教諭

※事務局においては次の者が編集にあたった。

小池 一彦 大分県教育庁義務教育課参事
福田 秀樹 大分県教育庁義務教育課義務教育指導班指導主事兼主幹
米持 武彦 大分県教育庁義務教育課義務教育指導班指導主事
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11月1日はおおいた教育の日

古紙配合率100％再生紙

環境にやさしい、再生紙を印刷用紙として使用しています。




