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令和３年度 近江八幡市教育研究所 調査研究報告 

幼児期の学びを小学校へつなぐための有効な手立て 

～活用できる接続期カリキュラムの作成を目指して～ 

 

近江八幡市教育研究所 研究員 大﨑 有香 

 

Ⅰ 主題設定の理由 

今回の小学校学習指導要領や幼稚園教育要領等の改訂では、示された「幼児期の終わ 

りまでに育ってほしい姿」を基に、幼児教育施設と小学校の教員が５歳児修了時の姿を 

共有化することで、幼小の滑らかな接続が期待されている。特に、小学校学習指導要領 

には、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた指導を工夫することにより、 

幼稚園教育要領等に基づく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 

動を実践し、児童が主体的に自己を発揮しながら学びに向かうことが可能となるように 

すること。」とある。滋賀県の教育委員会では、幼児教育と小学校教育の滑らかな接続 

を目指して、「学びに向かう力推進事業」を実施し、指定校園での研究を進められてい 

るところである。 

本市では、「生きる力」育みプラン（令和３年度 改訂予定）において、確かな学力 

を育む「子どもの学ぶ力」の向上を目指して、３つの資質・能力（知識・技能、思考 

力・判断力・表現力等、学びに向かう力・人間性等）を育てるために校種間の円滑な接

続を目標に挙げている。まず、本市の実態として、民間の保育園やこども園が増加し、

１つの小学校に多くの幼児教育施設から新入生が入学してくることが挙げられる。その

ため、入学直後の児童は、環境が大きく変わるだけでなく、まわりの友だちを知らない

などの不安を抱えている。また、小学校現場においては、既存の幼小接続に関する資料

が上手に活用できていないところがあり、１年生の担任は毎年変わるため、毎年の取組

に差ができている。そして、「小学校学習指導要領解説 生活編」には、「入学当初

は、幼児期の生活に近い活動と児童期の学び方を織り交ぜながら、幼児期の豊かな学び

と育ちを踏まえて、児童が主体的に自己を発揮できるようにする場面を意図的につくる

ことが求められる。それがスタートカリキュラムであり、幼児期の教育と小学校教育を

円滑に接続する重要な役割を担っている。」と示されている。これらのことから、幼児

期の学びを生かし、主体的に自己を発揮しながら、いきいきと学びに向かう子どもを育

むために、接続期のカリキュラムの作成が必要であり、それが毎年継続して活用してい

ける具体的なカリキュラムであることが求められている。 

 

 

Ⅱ 研究の目標 

主体的に自己を発揮し、いきいきと学びに向かう子どもを育むことを目標とし、幼児 

教育施設（幼稚園・保育所・こども園）と小学校の学びを滑らかにつなぐための有効な

手立てを探り、各校園所の実態に合わせた接続期のカリキュラムの作成を目指す。 
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Ⅲ 研究の仮説 

幼児教育施設（幼稚園・保育所・こども園）と小学校において、実態に合わせた接続 

期のカリキュラムを作成し実践することによって、学びが滑らかにつながり、主体的に 

自己を発揮し、いきいきと学びに向かう子どもを育むことができると考える。 

 

Ⅳ 研究の基本的な考え方 

 

幼児教育施設  日々の活動から、遊びを通して、いろんなことを学んでいる。 

↓      

  ↓接 

  ↓続 

  ↓期 

  ↓ 

小 学 校   幼児期に学んできたことを生かす。（学びをつなぐ。） 

             安心して小学校生活のスタートを切り、 

主体的に自己を発揮し、いきいきと学びに向かう子どもを育む。 

 

（図１）幼小接続のイメージ図 

 

１．「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手がかりに 

   幼稚園教育要領等の改訂で示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（１０の  

姿）」は、５領域（※１）や資質・能力の三つの柱（※２）を踏まえながら、５歳児後 

半ごろまでに育ってほしい子どもの具体的な姿を表したものである。子どもの自発的な

活動としての遊びを中心とした幼児教育を通じて「１０の姿」が育っていき、更に小学

校入学以降も育ち続けていくものである。つまり、この姿は、５歳児後半にいきなり出

現するものではなく、入園の頃から積み重ねられてきた様々な体験が、幼児期の終わり

ごろに実り出したということになる。さらに、今回の改訂では、幼稚園、保育所、幼保

連携型認定こども園の整合性を図ることが示されている。どの園を卒園しても、幼児期

にふさわしい学びと育ちが見られるように、３園種の区別なく、幼児教育の質そのもの

を上げる素地が整えられたと言える。 

   幼児期に遊びを通して学んできたことを、小学校へつないでいくために、保育者と 

小学校の教師が「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手がかりとし、子どもの 

育ちや学びを共有していくことが重要であると考えられる。 

 

※１ 子どもの育ちを５つの側面からとらえたもので、「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」

の領域がある。 

※２ 生きる力の基礎を育むために必要となる、「知識及び技能の基礎」「思考力、判断力、表現力の 

基礎」「学びに向かう力、人間性等」の３つを指す。 
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（表１）幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（幼稚園教育要領より引用） 

（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。 
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（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。 

 

 

２．自分自身の経験から 

私自身、「幼小接続」を研究することになったものの、初めのうちは課題意識をもて 

ずにいた。実際に、私は小学校の教員として、昨年度は１年生の担任をしていたが、 

接続を意識しながら授業を考えるということはできていなかった。しかしながら、子 

どもたちは、時間とともに学校生活に慣れ、学習にも当たり前のように取り組むよう 

になり、そういうものかなと思いながら過ごしていた。それなら、「何のために接続期 

カリキュラムを作成するのか？」「なぜ、接続期カリキュラムを作ることが求められて 

いるのか？」そのことについて、考えてみた。 

まず、接続期カリキュラムを作成すると、保育者や教師が互いに意識するようにな 

る。すると、保育や授業が変わってくる。そして、その結果、子どもの力をより伸ば

すことにつながる。カリキュラムを作ることが目的なのではなく、カリキュラムを作

ることで、目の前の子どもたちの力をより伸ばしていく、それが大切だということが

分かった。そこで、子どもの力をより伸ばしていくカリキュラムにするためには、ど

んなことができるのかということを中心に研究を進めていくことにした。 
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Ⅴ 研究方法 

１．市内小学校を訪問し、入学直後の 1年生の様子を観察し、実態を把握する。 

２．幼児教育施設を訪問し、幼児教育を理解する。 

３．成果と課題をまとめながら、「幼小接続カリキュラム」を具現化していくための方法 

を考えていく。 

 

 

Ⅵ 本年度の取組 

１．入学直後の１年生の様子を観察し、実態を把握する。 

入学式の翌日から、市内の小学校を訪問し、入学直後の１年生の様子を観察した。朝 

の会では、少し緊張した表情で担任の先生を見つめ、健康観察では、名前を呼ばれて 

恥ずかしそうに返事をする子や大きな声で張り切って返事をする子など様々だった。１

時間目が始まり、多くの小学校で、学校生活のルールを考えたり、校内探検に出かける

中で、トイレや手洗い場の使い方などを学んだりしていた。児童は、「早くお勉強した

い」「早く字を書きたい」と、教科書をペラペラとめくってみたり、筆箱の中身を友だ

ちと見せ合ったりと、教科書や筆箱を使った学習を楽しみにしている様子だった。２時

間目、３時間目と進んでいくうちに、「おなかすいた」「疲れた」と少しずつ疲れが見え

てくるようになった。座ったままの姿勢を長時間保持するのは、子どもたちには、かな

りしんどいようだ。中には、イスに座っておられず、離席する子や寝そべる子もいた。

やはり、園での生活から小学校生活への環境の変化は、児童にとって大きな変化だとい

うことを実感した。 

その中で、児童が安心して小学校生活を送るために、担任の先生を中心とした教師 

側の工夫がたくさんあった。以下、写真とともに紹介する。 

まず、登校後、教室に入った時に、何をしたらよいか見て分かる工夫があった。ま 

だ慣れない環境に、不安な気持ちを抱え登校してくる子どもたち。教室に入った後、 

担任の先生が笑顔で「おはよう」と声をかけ、黒板や電子黒板を見ると、何をしたら 

よいかが分かる。それだけで、安心して朝のスタートを切ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 （図２） 朝の用意を図で示した黒板 （図３） 朝の用意を文字と図で示した電子黒板 
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他にも、掲示物の工夫はたくさんあり、まだ文字を学習していない児童が分かるように

挿絵が添えてあったり、子どもたちがもらって嬉しい花丸をいろんな場面で取り入れた

り、学んだ経過が分かるような学習掲示物が貼ってあったりと、安心できる教室環境が多

く見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

また、担任の先生の言葉がけを聞いていると、「こんな時は、どうしたらいいと思 

う？」「幼稚園や保育園ではどうだった？」「昨日言ったこと覚えてる？」など、“？で

終わるような言葉がけ”がたくさんあった。入学当初は、小学校や学級でのルールや説

明を聞くことが多くなるが、そんな時に、児童のこれまでの経験を生かしたり、思考を

促したりするような言葉をかけることで、「それなら知ってるよ！」「幼稚園でもやって

たよ！」と児童がいきいきとしていたように感じた。話を聞いているだけだと長く感じ

る時間も、主体的に自己を発揮できるような場面があると、楽しく、時間がたつのが早

く感じるようだった。 

これらの工夫の中にも、はじめから計画されていたこと、実態に合わせて無意識に 

されていたことがあると思うが、幼児期に育まれてきた力を、これから始まる小学校 

生活で発揮していくためには、まずは安心して学校生活のスタートを切ることが大切 

なのではないかと考える。 

 

２．幼児教育施設の具体的な子どもの姿を通して、幼児教育を理解する。 

幼小接続を考えるにあたって、お互いのことを知っておく必要があるが、小学校教 

（図４） 1日の流れが見て分かる掲示板 

（図５）見て分かる引き出しの使い方や帰りの用意の手順 

（図６） ひらがなの学習経過が見て分かる掲示物 （図７） その日にできたことが見て分かる掲示物 
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諭である私は、幼児教育については何も知らない状態だった。まずは、「幼児教育を知 

りたい！」という思いから、今年度は、金田小学校区にある金田幼稚園・金田東保育園・

ありす保育園の３園へ訪問させていただき、５歳児を中心に、子どもたちの生活や遊び

の様子を観察することから始めた。また、保育研究会や園内研究会に参加し、保育者の

みなさんから、子どもの学びや育ちの見取り方を学んだ。そして、幼児教育施設で学ん

だことを通信にまとめ、同じ校区の小学校の先生方に配布した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

通信の中から、幼児期の子どもたちが遊びを通して豊かに学んでいる様子をいくつ 

か紹介する。 

ボウルに泡だて器、おろし器

にじょうごなど、いろんな道具

を並べて、一見キッチンで料理

をしているかのような遊びは、

石鹸を使った泡遊びだ。（図９）

の右に写っている子は、初めの

うちは、シャバシャバの泡水を

作っていたのだが、ある日先生

が作った濃密な泡を見て、「私

も生クリームみたいな泡を作

りたい！」と思い、試行錯誤を 

（図８） 実際に配布した通信「キラッと輝く金田っ子通信」 

（図９） 園庭で泡あそびを楽しむ幼児 
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しながら遊んでいた。ある日、「あんな、お水はお玉に４つだけでいいねん。多かった 

らあかん。」と言っていた。ボウルの中を見てみると、先生が作ったような濃密な泡が 

できていた。遊びの中で、やりたい！という願いをもち、試行錯誤を繰り返すうちに、 

濃密な泡を作るためには水は少なめがいいということに気付いたという事例である。 

 

こちらの子どもたちは、初めはカプラ（木

のおもちゃ）を積み上げてタワーを作って

いくという遊びを楽しんでいた。手が滑っ

て、中に一つのカプラが落ちたことから違

う遊びへと発展していく。中にカプラが落

ちたけど、手を伸ばしても取れないし、当た

ったらタワーが崩れてしまう。すると、子ど

もたちは、スズランテープで作った長いひ

もを持ってきて、ひもの先にテープをつけ

始めた。「これで取れるかな？」「うーん、難

しいなぁ。」などと言いながら、中に落ちた

カプラをテープにくっつけて吊り上げよう

としている。さらに、テープでは粘着力が弱

いと考えた１人の子が、「ガムテープやった

らどうかな？」と言いながら、ガムテープで  

試してみる。そのうち、コツをつかんでくると楽しくなり、カプラを中に落としては、 

吊り上げるという遊びを楽しんでいた。友だちと一緒に共通の目的をもち、今までの経 

験を生かしたり、思いついたことをやってみたりして、遊びを発展させていった事例で 

ある。 

このように、子どもたちは遊びの中で、自分の思いや願いの実現に向けて、思考力 

を働かせているということが分かった。子どもたちがいきいきと遊びに向かう姿、そし

て、遊びから学んでいることの豊かさを知り、このことを小学校の先生に伝えていきた

いと思うようになった。そして、幼児期に培った力を小学校でも発揮させてあげたい、

さらに力を伸ばしていきたいと考えている。 

 

Ⅶ 考察 

１．幼児教育から学んだこと 

＜具体的な子どもの姿から＞ 

  ・子どもたちは、いきいきと遊びに向かっている。 

  →自分がやりたい！と思ったことや興味をもったことに関して、自ら主体的に関わっ 

（図１０） 保育室でカプラを楽しむ幼児 
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ていく姿は、この先子どもたちが予測困難な時代を生き抜いていくために必要な 

様々な変化に積極的に向き合っていく力につながるのではないか。 

  ・集団生活や遊びの中で、豊かに先生や友だちと関わり合っている。 

  →トラブルであっても、自分の思いを言葉で伝え合うための大切な経験となり、この 

経験が、学校教育に求められている他者と協働して課題を解決していく力の根っ 

こになるのではないか。 

 

 ＜保育者の関わりから＞ 

  ・安心できる環境の中で、一人一人の育ちや学びを大切にしている。 

  ・子どもたちが遊びの中で感じる必要感や困り感を大切にしている。 

  ・遊びの中には、保育者の思いや願いが込められていて、意図的に環境を構成した 

り、子どもたちへの援助の仕方を考えたりしている。 

  →小学校の教員が、保育に関わる先生方が大切にしていることを意識すれば、子ど 

もへの関わり方や授業が変わってくるのではないか。 

   

２．成果と今後に向けて 

＜成果＞ 

幼児教育施設への訪問を通して、具体的な子どもたちの様子から、遊びを通して学 

んでいる姿を見取ることができた。また、研究会に参加し、保育者が大切にしているこ

とを聞くことで、子どもの学びや育ちの理解を深めることもできた。そして、私自身が

学んだことを、通信で発行することで、幼児期の子どもの具体的な姿やエピソードを同

じ小学校区の保育者と教員で共有することができた。それだけでなく、幼児教育施設へ

の訪問を通して、保育に関わるたくさんの先生方と出会えたことで、新しい考え方を知

り、視野を広げるきっかけとなった。働く場所や校種が違っても、本市の子どもたちに

幸せになってほしいという願いをもって働いているのだということを実感した。子ども

の成長が縦につながっているということを実感できる、とても貴重な経験となった。 

 

＜今後に向けて＞ 

まずは、子どもの力をより伸ばしていくための、接続期カリキュラムを具現化してい

くにあたって、どういう形がよいのかを模索していきたい。そして、目に見える学びだ

けでなく、目に見えない学び（個々の育ちや心情面）も伝えられるようなカリキュラム

を考えていきたい。また、情報を発信し、現場の保育者と教員が交流できるような機会

を設定することで、同じ小学校区の保育者と教員がお互いを理解し、それぞれが意識を

して保育や授業を考えていけるような取組にしていきたい。 
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