
幼稚園と保育所の双方の機能を併せもつ
認定こども園は、子どもの健やかな心と体
の成長を保障する様々な仕組みの充実が求
められます。認定こども園の具体的な取組
について幅広く理解をいただくとともに、
認定こども園が地域における就学前教育の
核となる役割を果たすことができるように
本課では支援をしており、公開保育研究協
議会の開催もその一環であります。
３回目を迎える今年度は、初めて県外か

らの参加者を迎えて開催しました。申込み
締切を過ぎても問い合わせの電話が多数あ
るなど、本県の就学前教育に対する関心の
高さを改めて感じました。

１日目 １０月８日(金)
○会 場：

・保育参観
美郷町立千畑幼稚園・千畑保育園

(千畑なかよし園)
・研究説明・研究協議・分科会
美郷町千畑交流 ・千畑幼稚園センター

○参加者： 約２７０名
（県内約１５０名、県外約１００名）

さわやかな秋晴れの下、思い思いの遊び
に向かう子どもたちの姿が園舎内外のいた
るところで見られました。午前中は０～５
歳児の保育と子育て支援の取組を参観しま
した。午後は全体会の後、６つのテーマで
分科会がもたれました。

〈研究説明〉

〈たくましい５歳児
の砂場遊び〉

平成２２年度秋田県認定こども園
公開保育研究協議会

２日目 １０月９日(土)
○会 場： 県庁第二庁舎大会議室
参加者： 約２２０名○

（県内約１５０名、県外約７０名）
○開会行事： 取組発表等

・かみこあに保育園
前園長 松岡のぶ子氏

・井川こどもセンター
園長( )井川町教育長 中山 英悦氏兼

○講 演：
「子どもの最善の利益を保障する

保育の在り方」
大妻女子大学教授 柴崎正行氏

取組紹介・講演共に、具体的な事例を含
めたお話が、参加者の保育や様々な取組に
向かう元気と勇気につながりました。

〈柴崎教授の講演〉

参加者の声
◇各年齢の一人一人の子ど
もたちへの愛情ある接し方に
感激した。 (岩手県）

◇一体的に運営されていることが自然で好印
象であった。 （三重県）

◇県、町をあげて子どもたちを育てる環境づく
りをしていることがすばらしい。教育委員会
のしっかりした土台があって親も保育者も安
心して子育てできると思った。 （山形県）

◇県が公立私立の区別なく保育内容の充実
支援に当たっていることがすばらしい。
（福島県）

◇先進的な取組、意識の高さに刺激を受け
た。 （東京都）

◇保育内容で秋田の地力を全国に発信できた
ことは、同じ幼児教育に携わっている者とし
て誇らしい。 （県内）

会場となりました千畑なかよし園の皆様
を始め、運営に御協力いただいた近隣園の
皆様、保育参観と全体会の会場の移動等に
御協力をいただいた美郷町に、お礼申し上
げます。
なお、今回の研究協議会の様子は「教育

あきた１１・１２月号」でも紹介の予定で
すので、併せて御覧ください。

ＮＯ．３１・３２合併号

秋田県教育庁幼保推進課

平成２２年１２月１５日発行



★研修報告★

就学前･小学校地区別合同研修会就学前･小学校地区別合同研修会

今年度も就学前教育と小学校の先生方が
膝を交えて研修を行いました。合同研修と
してすっかり定着してきました。

、それぞれに交流や連携が進みつつある今
、両者が意見を交換し合い共に考え合う場を

より一層大事にしていきたいものです。

北地区（７／２８ 北秋田市交流センター）
◇就学前 ８４人・小学校 ４７人◇

・講義Ⅰ＆Ⅱ ・実践発表
・グループ協議

（ ）南地区 ８／３ 湯沢雄勝広域交流センター
◇就学前 ９３人・小学校 ２０人◇

・シンポジウム ・講演
・グループ協議

中央地区（８／４ 総合教育センター）
◇就学前 ９３人・小学校 ２４人◇

・講義 ・実践発表
・話題提 ・グループ協議

〈所感より〉
◇本校の子どもたちは就学前に協同する経
験をたくさんしているということが改め
て分かりました。友だちの話を聞ける、
自分の考えを言える子どもたちなので、
自信をさらにもたせ、友だちのいいとこ
ろを見つけて学べる子どもにしていきた
いと思いました。

◇保育園の活動を参観したとき、ただ遊ん
でいるように私も思ったですが、今日の
お話で保育園でねらいっていることが分
かり、授業の際にも、保育園等で行って
きたことを取り入れながら徐々に溝を埋
めていきたいと思いました。

◇やはり、幼保と小学校では支援の体制や
身に付けさせようとするものが違うこと
がよく分かり
ました。
逆に知った

ことで、新入
生の姿が良く
分かった気が
します。

乳幼児（０～２歳児）保育研修会乳幼児（０～２歳児）保育研修会

今年度は北・中央・南の各地区で研修を
行いました。会場までの距離が近く、参加
しやすかったという声もよせられました。
また、講師の先生方の充実した講義によ

り得るものが大きい研修会でありました。

北会場（９／８（水）大館市中央公民館）
（ （ ） ）南会場 ９／15 水 美郷町南ふれあい館

「乳幼児の育ちと保育者の援助」
秋田子ども未来センター相談員

金田 昭三 氏
「乳幼児保育の意義について」

大館市市民部福祉課課長補佐
山本 多鶴子氏

（ （ ） ）中央会場 ９／22 水 総合教育センター
「乳幼児の育ちと保育者の援助」

港北幼稚園教諭 丹 由紀子氏
「乳幼児保育の意義について」

大館市市民部福祉課課長補佐
山本 多鶴子氏

〈所感より〉
◇絵や絵本、金田先生がや
ってくださった人形遊び
など、明日からの保育に
生かせること、この場に
来ていない保育者に伝え
ていきたい内容でした。
～保育は楽しくなければいけない～

改めて大切だと思いました。
◇大人にとっては困った行動に見えても、
子どもにとっては発達に必要な行動であ
ること、一人一人に応じ
たゆったりとした気持ち
で保育をすることの大切
さを再確認しました。

◇「保育とは、人が人を育
てる営み」とても心に残
る言葉でした。０～２歳
の大切な時期に関わる私
たちの仕事の重要性を感
じると共に、幸せも再確認できました。

◇毎日のようにやっている絵本の読み聞か
せですが、それが子どもにとってどのよ
うなものであるのかを再
確認することができまし
た。
また、隣の先生と実際

に読み合いをすること
で、絵本の絵がもつ登場人物の表情・心
情・ストーリーを感じ取ることができ、
子どもの目
線に近付く
ことができ
たような気

。がしました



、以前より皆様にお知らせしておりました
幼保推進課保育情報サイトが１１月１５日
にオープンしました。

このサイトは保育者の基礎的スキルアッ
、 、プを支援し 保育力の向上を図るとともに

秋田県の先進的取組を広く県内外に発信す
ることを目的としております。また情報を
発信するだけでなく、ＰＣや携帯電話から
の投稿が可能な、双方向型ＨＰとなってお
ります。

≪内 容≫
①保育実践の紹介(投稿欄)
②就学前教育施設
③教えて保育Ｑ＆Ａ(投稿欄)
④伝言板
⑤保育１・２・３
⑥幼保だより
⑦研修案内
⑧訪問案内
⑨関係リンク

①「保育実践の紹介」において、皆様の
幼稚園・保育所等における保育実践の様子
を動画・写真で紹介いたします。投稿をお

。 、待ちしております 方法についての詳細は
ＨＰで確認してください。また、本課職員
が訪問の際に撮影をさせていただくことも
あります。御協力ください。

また、③「教えて保育Ｑ＆Ａ」は、皆様
からの素朴な質問に対して、お答えするコ
ーナーです。研修や本課職員の訪問の際に
「 」こんなこと質問したらはずかしいかな？
などと聞きそびれてしまったようなことで
も結構です。携帯電話からも簡単に投稿可
能ですので、質問をお寄せください。

申し訳ありません。一部の案内
文書で を と記載しておlg .(エルジードット) co.
りました。正しいアドレスは次のとおりで
す。

http://common.pref.akita.lg.jp/youho/

訂正箇所

わか杉っ子元気に！ネット

インフルエンザやノロウィルス等の集団
感染が発生しております。予防策等の徹底
については各幼稚園・保育所等においても
周知されていることと思いますが、今一度
施設内における衛生管理や、家庭への呼び
かけ等をお願いいたします。

また、万一発生した場合には、一人目の
患者が確認された時点で公立幼稚園・保育
所等は市町村の所管課へ連絡願います。ま
た、私立幼稚園については幼保推進課へＦ

、ＡＸで報告することになっておりますので
緊急連絡体系を御確認願います。

なお、事故等の際にも同じ経路で連絡を
お願いいたします。

私立幼稚園
公立幼稚園
保育所等
市町村所管課

中
央 北・南教育事務所

幼保推進課

秋田県健康福祉部子育て支援課のＨＰ い「
っしょにねっと 」が１０月末にリニュー。
アルオープンしました。こちらは子育て中
の保護者の皆様向けのサイトですが、その
中に幼保推進課が間借りをしているコーナ
ーが「子育て・親育ちＷｅｂ講座」です。

「発育 「食育 「運動」のジャンルで子」 」
どもの年代を「胎児」～「思春期」の５つ
に分け、１５名の専門家執筆陣が５回の連
載でコラムを担当しています。どうぞこち
らも御覧ください。

アドレスは次のとおりです。

http://common.pref.akita.lg.jp/kosodate/

子育て・親育ちＷｅｂ講座

感染症対応について



平成２２年度
安全功労者内閣総理大臣表彰

仙北市立生保内幼稚園

生保内幼稚園では、教育目標「いきいき
」と 明るく たくましく＜あそぶ＞子ども

の下、安全に気を付ける子、命を大切にす
る子の育成を目指し、普段の遊びの中で安
全意識を芽生えさせる直接体験を重視した
保育を進めています。
特に、安全面では、火災・地震・不審者

侵入などを想定した毎月１回の避難訓練、
警察署などの協力を得ながら実施した交通
安全教室、保護者や職員とともに園内外を
点検した園児の危険箇所マップ作成などと
ともに地域のボランティア等の巡回指導に
よる園児の見守り活動など、家庭や地域と

の連携による
安全教室、安
全確保の推進
に多大な貢献
をしたという
ことが受賞の
功績として挙
げられていま
す。

平成２２年度
秋田県よい歯の

学校、保育所、幼稚園表彰

○最優秀賞 和 光保育園（横手市）
○優 秀 賞 船 岡保育園（大仙市）
○優 良 賞 大曲東保育園（大仙市）
○優 良 賞 刈和野保育園（大仙市）
最優秀賞及び優秀賞対象園については、第

１０回秋田県歯科保健大会において表彰を受
けました （１１／１４開催）。
「食べたら磨く」この習慣は、健康な体づ

くりには欠かせない基本的な生活習慣のうち
の一つです。
各園でも、普段の保育を通して、各年齢に

応じた歯磨きとのかかわりを続けてほしいも
のです。

おめでとうございます！

１月の研修
◇幼稚園・保育所５年経験者研修Ⅱ
1月 5日（水）
秋田県立総合プール会議室

◇幼稚園・保育所新規採用者研修Ⅷ
1月 6日(木)
秋田県立総合プール会議室

◇幼稚園・保育所10年経験者研修Ⅶ
1月11日(火)
秋田地方総合庁舎大会議室

◇認定こども園子育て支援ネットワーク
研修会 1月28日(金)
秋田県総合総合教育センター

第25回秋田県教育研究発表会
◇期日：平成23年2月9日(水)～10日(木)
◇会場：秋田県総合教育センター
◇内容：１日目(2/9)

・講演
（立命館大学教授 陰山英男氏）
・提言（センターより）
・分野別研究発表
2日目(2/10)
・センター研究発表
・分野別研究発表
・講演
（名城大学准教授 曽山和彦氏）

◇詳細： 秋田県総合教育センターＨＰ」「
トップページにあるアイコンをク
リックしてください。

◇申込：ＨＰを参照の上、各自でお願いし
ます。

認定こども園の仲間入り！
渟城幼稚園・ていじょう保育園

(能代市)

平成２２年１１月１日、秋田県で２１番
目の認定こども園が誕生しました （幼保。
連携型）
本園は、昨年度から「認定こども園等サ

ポート事業」を活用し、保育の質の向上を
目指しながら研修を重ね、認定に係る資料
の精査を進めてきたところです。
なお、現在配付中のリーフレット「認定

こ ど も 園 っ
てなあに？」
に は 、 認 定
の 日 付 の 関
係 上 掲 載 さ
れ て お り ま
せ ん の で 、
御 了 承 願 い
ます。

☆幼保だよりへの御意見・御感想等ありまし

たら、幼保推進課までお願いいたします。

TEL：018-860-5134 FAX：018-860-5850
E-mail：youho@pref.akita.lg.jp


