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コロナ禍で行きたい所にも行けない状況。
毎日お忙しい先生方に、今後落ち着いたら
行きたい所をお伺いしてみました!

先生方の行きたい所

①行きたい場所　②そこでしたいこと　③理由

木村 実紗希（ひよこ組）

渡邉 彩（りす）

辰己 章子（ばんび）

大島 眞規（乳児居残）

下見 佳代（乳児早朝）

財本 昂洋（きりん）

松田 幸子（りす）

杉本 由美恵（ばんび）

赤坂 舞（きりん）

中阪 紀子（きりん）

木澤 秋香子（きりん）

西原 操（きりん）

安井 絵美（りす）

田中 沙弥（ばんび）

仲井 史佳（ひよこ組） 東奥 佳予子（乳児早朝）

友澤 有沙（ひよこ組） 本間 芽衣（ひよこ組）

坂上 茜（赤1）

鎌苅 佳代（赤2）

奥村 葵（黄1）

平野 綾子（幼児早朝）

今西 芙優（青2）

山中 治郎（副園長）

出口 智子（青フリー）

伊吹 昌代（事務）

荒川 裕理（乳児フリー）

植田 登世子（赤2）

坪井 美咲（黄1）

中村 朱里（黄2）

上嶋 智子（青1）

米田 惠美子（園長） 津田 夏美（事務）

森田 博子（乳児居残）

塚原 風花（赤1）

中 千紗都（幼児早朝居残）

西田 茉由（黄2）

①屋久島
②山登り
③リフレッシュ

①沖縄
②イルカと泳ぐこと
③小さい頃からイルカと
泳ぐことが憧れだっ
たから

①ディズニーランド
②新しいエリアで遊びたい（美
女と野獣、ベイマックス）

③日常を忘れて夢の国を満喫し
て、ストレス発散できるから。

①あたたかい沖縄
②ゆっくりしたい。
③友達がいるので、寒い
のはダメなので。

①和歌山白浜
②海を見ながら温泉に入り
美味しいもの食べたい。

③海と温泉が大好きだから。

①東京
②観光
③行った事がないから。

①宮崎県
②参拝（青島神社）、観光
③学生の頃行ったこと
があり、もう一度ゆっ
くり訪れたい。

①ディズニーランド、
ディズニーシー

②乗り物に乗ったり写真を
撮ったりしたい。

③癒されたいから。

①フロリダディズニー
②ホテルパークを楽しむ。
③予約までしていてキャンセルに
なってしまったから、一度は行っ
てみたいです。

①台湾
②美味しいものを食べ歩きたい。
③昔一度行った事があって、とても
楽しかったので。何を食べてもお
いしかった。

①奄美大島
②釣りとダイビング
③海が綺麗だから。

①北海道
②美味しいものをたくさん食べたい。
③今まで行ったことがなく、テレビな
どで美味しいものがたくさんあると
聞くので、実際言って食べてみたい。

①南紀白浜
②温泉に入ったり、アドベンチャー
ワールドに行ったりしたい。

③パンダが大好きな息子から
のリクエストを実現したい。

①沖縄
②夏の天気の良い日に海に行く。
③温かい場所が好きなので沖縄に行き
たいです。

①北海道
②お魚、お寿司（海鮮）、ルタオのチーズケーキ
を食べた後ラベンダー畑に行って、ラベン
ダーの香りを体いっぱいに吸い込む。

③リフレッシュ

①北海道
②温泉に入ったり、アドベンチャーワールドに行ったりした
い、海の幸（毛ガニ、いくら）を食べたりして楽しみたい。

③若い頃、日本海周りの夜行列車に乗り、青森に着き、青函連絡船
に乗り、北海道旅行をしたことがあり、思い出をめぐりたい。

①東京
②ディズニーに行く
③たくさん遊んでストレス
発散する

①東京ディズニーランド
②アトラクションに沢山乗ったり写真
スポットで写真を撮ったりしたい。

③ディズニー、絶叫アトラクションが好
きだから。

①ディズニーランドとシー
②ディズニーを子どもと満喫し
たい！

③子どもも私もディズニーが大
好きで、新しくできたエリア
に行ってみたい！

①ハワイ、韓国、台湾
②のんびりしたり、買い物、食べ
歩き、観光

③ハワイ・韓国は好きだから。台
湾はまだ行ったことがなく、
よく勧められるから。

①長野県
②SORAテラスに行きたい。
③山の上にあるカフェで景色が
よいから。

①山梨県南アルプス北岳
②北岳の登山
③趣味が登山なので一度は登ってみたい山
です。日本第二位の標高でダイナミック
な展望を望みたいと思いました。

①北海道
②美味しいものをたくさん
食べたい。

③北海道ならではのグルメ
を味わいたいから。

①北海道
②大自然に触れる。美味
しいものを食べる。

③のんびりしたい。

①沖縄
②綺麗な海を見たい。
③今まで行ったことがない
から。

①箱根
②温泉に入りたい。箱根駅
伝ミュージアム見学。

③予約をしていたが、コロ
ナで行けなかったから。

①宮古島 
②昼間はマリンアクティビティ、
夜は泡盛を心いくまで呑む。

③どちらも大好きだからです。

①沖縄 
②スキューバダイビング
③旅行がしたい。海が大好
きです。

①沖縄 
②スキューバダイビング
③沖縄の綺麗な海を堪能したい。

①韓国 
②買い物
③Ｋ－ＰＯＰ、韓国が好きだから。
日本から近く行きやすいから。

①韓国か台湾 
②美味しいものを食べたい。
③ドラマや情報番組で見た食べ物を雰
囲気も含めて本場で味わってみたい。

①東京
②子や孫に会う。
③コロナ禍で移動でき
なかったから。

①北海道
②美味しいものをたくさん食
べる。オーロラを見る。

③物産展にはない、現地でしか
食べられないものを食べた
いから。オーロラは一生で一
度は見てみたいから。

①クロアチア
②ブレッド島の聖マリア教会
『願いの鐘』を鳴らしたい。
③鳴らすと願いが叶うという伝説を持ち、
3回鳴らすことができれば願いが叶う
と言い伝えられているので。

①北海道
②北海道ならではの食べ物（海鮮丼、チーズケー
キなど）を食べたり、景色を見たりしたい。

③一度も行ったことがないから。奈良ではあま
り見られない景色（雪、星空）を見てみたい。

①北海道
②観光名所、スポットを回りたい。
③前に一度行っていますが、回り切れて
いなかったので行っていない場所に
行きたいです。

①アメリカ
②何もかも忘れて遊びたい。
観光、ショッピング

③おしゃれな街だから。
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「育ちと学びをつなげる幼小接続」
保幼小連携事業ってなあに？

　平成30年に幼稚園教育要領が改訂されました。当時、保・幼・小を取り巻く背景として、小学校入学当初に環境の変化から戸惑う児童
や適応が難しい児童がみられるという「小1問題（小1プロブレム）」が話題になっていました。小学校に入学した子どもたちが「指示を
待ち、自分から動かない」「自分の思いが伝えられない」「すぐに転ぶ、体力がない」などの問題です。その課題に対して「幼児期の終わ
りまでに育ってほしい姿」を明確化することや、 小学校入学当初における生活科を中心とした「スタートカリキュラム」の充実といった
保幼小間の円滑な接続が大切であるとされました。
　生駒市教育委員会では、平成31年度から保幼小連携事業をスタートしました。公立保幼小のみを対象ではなく私立園とも連携して
「保・幼・小接続推進会議」を立ち上げ、それぞれの校区の子どもの実態に合わせた保幼小接続の取組みを実施しています。

H31年度改訂の幼稚園教育要領で「卒園までに育まれてほしい子どもの姿」を10個の具体的な視点から捉えて明確化したものです。
本園の「教育及び保育の内容に関する全体的な計画」や「各年齢の年間指導計画」にもこれらの項目を取り入れて計画しています。

【生駒市の保幼小接続プログラムのイメージ】

生活する力
関わる力
学ぶ力

幼・保・こども園
小学校入学前の11月頃から
（アプローチカリキュラム）

「育てたい姿」
「具体的な手立て」

幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿

小　学　校
小学校入学後の5月頃まで
（スタートカリキュラム）

「育てたい姿」
「具体的な手立て」

「人とのかかわりを
大切にし、自分で考え
行動できる生きる力を
持った子ども」

7か月間が円滑につながるように保・幼・小接続カリキュラムの作成　　　保幼小接続推進会議

【乳児から5歳児までの発達の姿】

【「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」とは？】

0歳児
運動機能が発達し

探索活動が活発になる。
喃語で自分の要求を

表現する。

4歳児
自己主張し友達と

ぶつかるなど葛藤体験を
通して友達の思いに

気付く。

1歳児
一人歩きができるように
なり行動範囲が広がる。

指先の機能も
発達してくる。

5歳児
友達との遊びの中で
共通のイメージを持ち、
試行錯誤しながら
遊びを進める。

2歳児
自我が育ち思い通りに
ならないとかんしゃくを

起こすなどの
主張が強くなる。

幼児期の終わり
知識や経験を活かし
創意工夫を重ね

意図的な遊びをする。

3歳児
やりたいことがいっぱい。
「これがいい」「もっとする」
など自分の気持ちを
出しながら遊ぶ。

小学校

主張が強くなる。 出しながら遊ぶ。発達してくる。表現する。

気付く。 遊びを進める。

1 健康な心と体 幼稚園生活の中で、充実感をもって自分のやりたいことに向かって心と体を十分に働かせ、見通し
をもって行動し、自ら健康で安全な生活をつくり出すようになる。

2 自立心 身近な環境に主体的に関わり様々 な活動を楽しむ中で、しなければならないことを自覚し、自分の
力で行うために考えたり、工夫したりしながら、諦めずにやり遂げることで達成感を味わい、自信を
もって行動するようになる。

3 協同性 友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に向けて、考えたり、工夫し
たり、協力したりし、充実感をもってやり遂げるようになる。

4   道徳性・規範意識の芽生え 友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことが分かり、自分の行動を振り返ったり 、友
達の気持ちに共感したりし、相手の立場に立って行動するようになる。また、きまりを守る必要性が
分かり、自分の気持ちを調整し、友達と折り合いを付けながら、きまりをつくったり、守ったりするよう
になる。

5   社会生活との関わり 家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに、地域の身近な人と触れ合う中で、人との様々な
関わり方に気付き、相手の気持ちを考えて関わり、自分が役に立つ喜びを感じ、地域に親しみをもつ
ようになる。また、幼稚園内外の様々な環境に関わる中で、遊びや生活に必要な情報を取り入れ、情
報に基づき判断したり、情報を伝え合ったり、活用したりするなど、情報を役立てながら活動するよ
うになるとともに、公共の施設を大切に利用するなどして、社会とのつながりなどを意識するように
なる。

6   思考力の芽生え 身近な事象に積極的に関わる中で、物の性質や仕組みなどを感じ取ったり、気付いたりし、考えたり、
予想したり、工夫したりするなど、多様な関わりを楽しむようになる。また、友達の様々な考えに触れ
る中で、自分と異なる考えがあることに気付き、自ら判断したり、考え直したりするなど、新しい考え
を生み出す喜びを味わいながら、自分の考えをよりよいものにするようになる。

7   自然との関わり・生命尊重 自然に触れて感動する体験を通して、自然の変化などを感じ取り、好奇心や探究心をもって考え言
葉などで表現しながら、身近な事象への関心が高まるとともに、自然への愛情や畏敬の念をもつよ
うになる。また、身近な動植物に心を動かされる中で、生命の不思議さや尊さに気付き、身近な動植
物への接し方を考え、命あるものとしていたわり、大切にする気持ちをもって関わるようになる。

8 数量や図形、標識や
文字などへの関心・感覚

遊びや生活の中で、数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を重ねたり、標識や文字の役割に気
付いたりし、自らの必要感に基づきこれらを活用し、興味や関心、感覚をもつようになる。

9 言葉による伝え合い 先生や友達と心を通わせる中で、絵本や物語などに親しみながら、豊かな言葉や表現を身に付け、
経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、言葉による伝え
合いを楽しむようになる。

10 豊かな感性と表現 心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で、様々な素材の特徴や表現の仕方などに気付き、
感じたことや考えたことを自分で表現したり、友達同士で表現する過程を楽しんだりし、表現する喜
びを味わい、意欲をもつようになる。
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◆ ◆ ◆  編 集 後 記  ◆ ◆ ◆
今年もコロナ禍で取材が出来ない等、企画制限も有り難しい一年と
なりました。皆様も厳しい一年を送られた事と思います。今回は旅行を
テーマに企画を考えてみましたので、先生達との会話の話題になれば
と思います。最後まで読んで頂き、有難う御座いました。　　　
　　　

　　赤 2組　藤原

コロナ禍のため様々な活動の制限がありましたが、特に休園期間は我が家だ
けでなく、皆様もどう過ごそうか悩まれたのではないでしょうか。いつも感染対
策をしながら、子供たちが楽しめるよう工夫して保育していただいていることに
改めて感謝の気持ちでいっぱいになりました。どうか来年度には、先生方がリ
フレッシュ旅行に行ける状況になってほしいなと思います。

赤2組　高見

作品展示週間 2021年11月25日～12月18日先生同士の連携連絡会
◎生駒市全体の保幼小接続推進会議「育ちと学びをつなげる幼小接続」
生駒市教育委員会主催で、年間 3～4 回市内の公私立幼稚園、保育園、こども園、小学校の先生方が集まって、育ちや指導の様子を情報
交換したり、カリキュラムや交流活動について話し合いをしたりしています。

◎生駒小学校校区の連携連絡会
生駒小学校の校区の幼稚園保育園こども園（いこまこども園、中保育園、生駒幼稚園、あいずいこま保育園）の代表者が集まって、交流活
動について話し合っています。また、カリキュラムについて生駒市の接続プログラムをもとに校区の特色も加えて生駒小学校にあったも
のを作っていくことを考えています。生駒小学校だよりを掲示しているのも保幼小接続事業の1つです。

◎進学する小学校との連絡会
入学前、2月頃に青組さんが進学する市内の小学校と連絡会を持ちます。具体的に一人ひとりのお子さんの様子を伝えます。市内の小学
校以外の時は電話等になる場合もあります。3月には公的な保育要録や健康診断等の書類も送ります。

子ども同士の交流
◎生駒小学校との交流11月8日（月）

　保幼小連携事業の一つとして、生駒小学校の校区の幼稚園保育園こども園の年長さんが、生駒小学校の1年生と交流する機会を持ち
ました。1年生は年長さんが入学するときは、１学年上の2年生になっていて、新入生を迎えて歓迎の言葉を言ったり、生活科の中で校内
を案内したり、一緒に遊んだりとても交流するお友だちです。
　2日に分かれて、いこまこども園、中保育園、生駒幼稚園、あいずいこま保育園が招かれました。体育館に1年生が生活科の中で作った
秋の自然を生かした手作りおもちゃ（どんぐりごま、どんぐりのマラカス、松ぼっくりのけん玉、さかな釣り、まと入れ）のコーナーがあり、
青組さんはグループになってそのコーナーを回って遊ばせてもらいました。とても楽しかったようです。小学校入学への期待も膨らみま
した。その他、就学時健康診断の日や入学説明会の際にも5年生と交流する小学校もあります。現5年生は、入学時には6年生として、入
学式の案内や呼びかけ、給食配膳や掃除のお世話をしてくれます。

【具体的に取り組んでいる内容】

ひよこ組

きりん組 あか組

き組 あお組

りす組 ばんび組
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