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令和４年度 近江八幡市教育研究所 調査研究報告 

 

幼児期からの育ちや学びを生かし、 

          主体的に学習に向かう子どもの育成 
―教職員同士がつながり、幼小接続の意識を高める活動を通して― 

 

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 

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職員が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の第１章総

則では、「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

を実施し、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、指定校園での研究や県内での公開研修会を

開催し、カリキュラムの検討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）において「たくましく生き抜く力」の育成を目指して、３つ

の資質・能力（知識・技能、思考力・判断力・表現力、学びに向かう力・人間性等）を育

むために、「育ちと学びをつなげる校種間のなめらかな接続の推進」を目標に挙げてい

る。また、今年度は「令和４年度 近江八幡市教育行政基本方針」において、重点取組内

容の1つとして「なめらかな接続の推進（就学前施設と小学校、小学校と中学校）」が掲

げられている。 

 昨年度の研究においては、「幼児期の学びを小学校へつなぐための有効な手立て」を探

るため、小学校教諭である私自身が、幼児期の子どもたちが学んでいることを、幼児教育

施設への訪問を通して理解することに努めてきた。訪問を重ねるうちに、子どもたちの生

活や遊びの中に、多様な学びがあることが分かってきた。また、幼児教育施設の先生方と

話す機会が増え、日々の保育に対する思いや考えを聞くことができた。子どもたちへの関

わり方から学ぶことも多かった。具体的な幼児期の子どもの姿が見られたこと、また幼児

教育施設の先生方と関わりをもつことができたことは、幼児期からの育ちや学びを小学校

へつないでいくために、“小学校の教師が幼小接続の意識をもつ”という点で大変有効な

手立てであることを実感した。 

 これらのことから、小学校に入学した児童が、幼児期からの育ちや学びを生かしながら

主体的に学習に向かうことができるようになるためには、幼児教育施設と小学校の教職員

が共に、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた保育や授業の工夫をすることが

必要不可欠である。そのため、今年度は、同じ学区にある小学校と幼児教育施設の教職員

が、お互いのことを知ることで、幼小接続への意識を高め、保育や授業を改善していくこ

とを重点目標に研究を進めたい。教職員同士のつながりができることが、協同して接続期

のカリキュラムを作成していくための足がかりとなることを目指したい。 
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Ⅱ．研究の目標 

幼児期からの育ちや学びを生かし、主体的に学習に向かう子どもを育むことを目標と 

し、幼児教育施設と小学校の教職員がお互いのことを知ることで、幼小接続への意識を高

め、保育や授業を改善していくことを目指す。 

 

Ⅲ．研究の仮説 

幼児教育施設と小学校の教職員がお互いのことを知り、幼小接続への意識を高めること 

が、保育や授業を改善していくことにつながり、その結果、幼児期からの育ちや学びを生 

かし、主体的に学習に向かう子どもを育むことができると考える。 

 

Ⅳ．目指す子どもの姿 

 まず、主題の「幼児期からの育ちや学びを生かし、主体的に学習に向かう子どもの育成」 

とは、具体的にどのような姿なのかを理解した上で、研究を進めていきたいと考えた。 

 

（１）幼児期からの育ちや学びとは 

   幼児期からの育ちや学びについては、小学校学習指導要領解説 生活編において、次 

のように書かれている。 

 

第４章 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画作成上の配慮事項 

幼児期に終わってほしい姿との関連 

 今回の改訂では、幼稚園教育要領等に示す「幼児期に終わってほしい姿」との関連を 

考慮することが求められている。幼児期の教育においては、幼児の自発的な活動として

の遊びを中心とした生活を通して、一人一人に応じた総合的な指導を行っている。幼児

期の遊びは、学びそのものであり、遊びを通して達成感や満足感を味わったり、葛藤や

つまずきなどの体験をしたりすることを通して様々なことを学んでいる。こうした日々

の遊びや生活の中で資質・能力が育まれている幼児の具体的な姿をまとめたものが、「幼

児期の終わりまでに育ってほしい姿」である。小学校においては、こうした具体的な育

ちの姿を踏まえて、教育課程をつないでいくことが重要である。 

 

上記のように、資質・能力が育まれている幼児の具体的な姿をまとめたものが「幼児

期の終わりまでに育ってほしい姿」である。幼児期からの育ちや学びは、遊びや生活の

中で育まれた資質・能力のことであると考えられ、この「幼児期の終わりまでに育って

ほしい姿」が重要な手がかりになることが分かる。 

 

（２）幼児期の終わりまでに育ってほしい姿とは 

 次に、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」についてである。これは、幼児期にふ

さわしい遊びや生活を積み重ねることにより、幼児教育施設において育みたい資質・能

力が育まれている幼児の具体的な姿を次頁の１０項目で示したものである。 
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（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
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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。 

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） 

 

これらの姿について、幼稚園教育要領では、次のように書かれている。 

 

第１章 総則 

第３ 教育課程の役割と編成等 

５ 小学校教育との接続に当たっての留意事項 

 

（２）幼稚園教育において育まれた資質・能力を踏まえ、小学校教育が円滑に行われるよ 

う、小学校の教師との意見交換や合同の研究の機会などを設け、「幼児期の終わりま 

でに育ってほしい姿」を共有するなど連携を図り、幼稚園教育と小学校教育との円滑 

な接続を図るよう努めるものとする。 

 

このように、幼児期の育ちや学びとは、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」に 

具体的に表され、小学校の教師には、これらの力を生かせる授業を考えていくことが求 

められている。 

 

（３）主体的に学習に向かう子どもとは 

最後に、主体的に学習に向かう子どもとは、どのような姿を目指しているのかを具体 

的に考える。小学校学習指導要領解説 生活編において、次のように解説されている。 
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第４章 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画作成上の配慮事項 

 

小学校入学当初に大切にしたいこと 

今回の改訂においては、小学校入学当初に求められることとして、幼児期における遊び 

を通した総合的な学びから他教科等における学習に円滑に移行し、主体的に自己を発揮し

ながら、より自覚的な学びに向かうことが可能となるようにすることが新たに示された。

（中略）主体的に自己を発揮するとは、小学校へ入学した児童が、上に述べたような、幼

児期における遊びを通した総合的な学びを生かし、小学校という新たな環境の中で、進ん

で自分らしさを表出し、自分のもっている力を働かせることである。また、より自覚的な

学びに向かうとは、学ぶということについての意識があり、集中する時間とそうでない時

間の区別が付き、自分の課題の解決に向けて、計画的に学んでいくことである。（中略） 

小学校入学当初において、児童が主体的に自己を発揮しながら、より自覚的な学びに向

かうことが可能となるようにするためには、何より幼児期の学びと育ちに対する理解を前

提として、児童が安心して学校生活に慣れ、自らの力を発揮しながら主体的な学習者とし 

て育っていく過程を創り出すことが重要である。 

 

上記のように、主体的に学習に向かうとは、入学当初から新たな環境の中であっても、 

・進んで自分らしさを表出する 

・自分のもっている力を働かせる 

・学ぶということについての意識がある 

・集中する時間とそうでない時間の区別がつく 

・課題の解決に向けて、計画的に学んでいく 

などの姿が見られることだと考え、こうした姿を目指して教育課程を創っていく必要があ

ることが分かった。 

  今後、主題に迫っていくためには、幼児教育施設と小学校の教職員が「幼児期の終わり

までに育ってほしい姿」を手がかりに、その姿が発揮されている具体的な子どもの姿を見

ること、それらの姿を踏まえた保育や授業を行っていけるように教育課程を考えていくこ

とが大切だと考える。 

 

Ⅴ 研究方法 

（１）幼児期の経験を生かした生活科のカリキュラム作成について 

研究校園と一緒に、どのような方法で生活科のカリキュラムを検討・作成すれば、教 

師の幼小接続への意識を高め、保育や授業を改善していくことにつながるのかを検証 

する。 

（２）合同研修会のあり方 

   市の就学前教育協議会において、ドキュメンテーションを活用した合同研修会の提案 

をした。各学区の研修会に参加し、どのような合同研修会を開催することが、教職員
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表２ A 小学校１０の姿から３つに焦点化しためざす子どもの姿 

同士のつながりを構築し、教職員の幼小接続への意識を高めることにつながるのかを

検証する。 

 

Ⅵ 本年度の取組 

（１）幼児期の経験を生かした生活科のカリキュラム作成について 

  ①Aこども園と A小学校の事例 

A学区では、対象を１年生とし、カリキュラムを 

作成するための組織を立ち上げた。生活科部会は、 

A小学校の１年生担任、２年生担任、Aこども園の 

昨年度５歳児担任と今年度５歳児担任というメン 

バーで構成した。生活科部会では、「めざす子ども 

の姿」の設定、カリキュラム作成、授業実践後の振 

り返り、これらの３つのことについて話し合いを行ってきた。 

 「めざす子どもの姿」については、児童の実態や昨年５歳児だった時の様子などを 

出し合いながら、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の中から、特に大切にした 

い力として３つに焦点化した。以下の表に書かれている通りである。 

協同性 
共通の目的の実現に向けて、工夫したり、協

力したりしてやり遂げようとする姿 

道徳性・規範意識の芽生え 
自分の気持ちを調整し、友達と折り合いを付

けながら、活動しようとする姿 

言葉による伝え合い 
自分の思いや考えを言葉で伝え合い、自信を

もって活動しようとする姿 

 

次に、幼児期の経験を生かし、生活科の学習目標の達成と「めざす子どもの姿」に 

せまるためのカリキュラム（単元計画）を作成した。カリキュラムには、こども園で 

の経験や、それを踏まえて「めざす子どもの姿」に向けての手立てなどを具体的に記 

した。１学期「なつが やって きた」のカリキュラムの中から、その一部を紹介す 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 生活科部会の様子 

図２ A 小学校 

「なつがやってきた」 

単元構想図 
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このカリキュラムをもとに授業実践を行った。学習の導入では、幼児期の経験を引 

き出すような写真を見せることで、児童から「あ、やったやった！」「それ楽しかった

よね。またやりたい！」という声が上がり、次の学習活動に主体的に取り組むための

きっかけとなった。幼児期の経験は、１年生の児童にとって自信をもって話せること

であるということが分かった。「なつみつけ」や「みずあそび」の学習活動では、教師

が「めざす子どもの姿」を意識していることで、児童に対して認める声かけが増え、

そのことが児童が試行錯誤する姿や協同して活動する姿につながり、学習活動がさら

に深まった。教師が、学級の児童が幼児期に経験をしたことを知っていること、また、

それを生かそうと意識することで授業が変わり、児童のよりよい成長につながったと

考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

図３ A 小学校「なつがやってきた」単元の指導計画 

図４ 幼児期の経験を生かした導入の様子 図５ ５歳児を招待してお店屋さんをしている様子 
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表３ B 小学校 １０の姿から３つに焦点化しためざす子どもの姿 

単元後の振り返りでは、「めざす子どもの姿」について、学習の中でどんな児童の姿 

が見られたのか、そのためにどんな手立てが有効だったのかということを話し合った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話し合いの中では、教師が、児童が発揮している力に着目することで、一人一人の 

成長に気付きやすく、認める声かけが増え、児童がいきいきと学習に向かう場面が増

えたという意見が出た。生活科のカリキュラムを協同して作成することは、授業に向

かう教師の意識が変わり、その結果、学びに向かう児童の姿の変容にもつながってい

たと考えられる。 

 

  ②B小学校の事例 

B小学校では、対象が２年生だったので、担任と昨年度の担任（１年生の時）とで 

集まり、１年生での経験を生かしたカリキュラムの作成を試みた。B小学校でも、は 

じめに「めざす子どもの姿」の設定から行った。児童の実態から、以下の３つに焦 

点を当てることになった。 

自立心 
自分の力で考えたり工夫したりして、最後ま

でやり遂げる努力をする姿 

協同性 
友達と関わる中で、共通の目的の実現に向け

て、協力して活動する姿 

思考力の芽生え 
活動の中で、試行錯誤したり、新しい考えを

生み出し、挑戦しようとしたりする姿 

 

 

当たり前のことだが、A 小学校と B 小学校では、設定された「めざす子どもの姿」

協同性 

・夏や秋の動植物を友だちと一緒に探す活動を通して、友だちと積極的に関わっていた。 

・限られた道具や材料を、友だちに譲ったり我慢したりしながら、グループの友達と協力して、水あ 

そびやおもちゃ作りを楽しんだ。 

道徳性・規範意識の芽生え 

・活動前には、みんなが楽しく活動するためのルールや約束を決め、それらを守りながら活動して

いた。 

・グループ活動の中で意見が対立した時には、自分の気持ちを調整しながら、自分たちで解決

できることが増えてきた。 

言葉による伝え合い 

・発見したことや思ったことを、自分なりの表現方法でワークシートに書き、みんなの前で発表し、自

分の思いを言葉で伝えることができた。 

・活動の前に、みんなで話し合う時間をもつことで、主体的な活動へとつなげることができた。 
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図７ 導入で校長先生から届いたビデオレター 

を見ている２年生児童 

図８ あきまつりで５歳児を招待した時の様子 

図６ B 小学校 「うごく うごく わたしのおもちゃ」幼児期や１年生での育ちや学びをつなぐ取組として 

が異なることから、学校または学級の児童の実態を話し合い、目の前の児童に合った

「めざす子どもの姿」を設定することの大切さが分かった。 

その後、２学期の「うごく うごく わたしのおもちゃ」のカリキュラムを作成し

た。カリキュラムには、幼児期や１年生での育ちや学びをつなぐ取組として、教師が

意識する学習活動を以下の通り２点設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カリキュラムをもとに、授業実践を行った。途中、児童の実態から「めざす子ども

の姿に向かっているか」とカリキュラムの見直しをしたり、教師の意識の再構築をし

たりしながら学習活動を進めていった。すると、児童の姿に明らかな変容が見られ始

めた。はじめのうちは、何をするにも自信がもてず、失敗を恐れながら活動している

姿が多く見られていた。それが後半になると、「次はこうしてみよう」「〇〇してみた

いんだけど」というふうに、主体的に学習に取り組み、自分たちで新しいことに挑戦

しようとする姿が見られるようになった。教師が、「めざす子どもの姿」を意識し、学

習活動の途中で「もう少しこうした方がいいかな」と軌道修正ができたことがよかっ

たのではないかと思う。 
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単元後の振り返りでは、「めざす子どもの姿」について、学習の中でどんな児童の姿 

が見られたのか、そのためにどんな手立てが有効だったのかということを話し合った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話し合いの中で、活動の中で児童の姿が変わってきたことは、教師が「めざす子ど

も姿」を意識し、育みたい力がはっきりしていたからではないかという話が出た。だ

から、「このままでは、よくないな」「こうしてみよう」と軌道修正をすることができ

たのではないか。単元のゴールを見据えた単元全体を見通せるカリキュラムと、「めざ

す子どもの姿」が明確になっていることの大切さをひしひしと感じた。 

 

（２）小学校区における合同研修会のあり方 

お互いのことを知る取組として、幼児教育施設と小学校の教職員が合同で行う合同

研修会のあり方を研究した。合同研修会の内容について、年度初めの就学前教育協議

会でドキュメンテーションづくりを提案した。ドキュメンテーションは、写真１枚で

学び合うことができる気軽さと短時間で実施可能だということ。研修で学んだことが

可視化できるので、後から振り返ったり参加できなかった人に見てもらったりするこ

とができるということ。また、身近な子どもの姿を基に話し合うことで、参加者には

実感を伴った具体的な理解が得られるということ。近年コロナの影響で、同じ学区で

あっても、子ども同士の交流や先生同士の交流ができていないという学区が多く、先

生方が取り組みやすいと思える内容を提案した。各学区で開催された合同研修会の取

組の中から、３つの事例を紹介する。 

自立心 

・「こうしないといけない」という枠があると、それ通りに出来ないことが“失敗”だと感じてしまうので、自

分の力で考えたり工夫したりする力が発揮しにくい。 

・同じ活動を繰り返すことで自信をもち、自分で考えたり工夫したりしながら、やり遂げようとする姿が見

られた。 

協同性 

・同じグループの友達と、相談したり協力したりして、おもちゃを作ったり、お店屋さんの準備をしたり

する姿が見られた。 

・グループの中で一人一人が力を発揮できるグループ構成や学年の発達段階に見合った人数設定

が必要であると感じた。 

思考力の芽生え 

・おもちゃを作る過程で、ガムテープとセロハンテープなど、同じ用途の物を比べながら適切な材

料を選んでいた。 

・活動時間にゆとりがあったことで、何度も試行錯誤して１つのおもちゃをこだわって作ったり、新し

いおもちゃを作ることに挑戦したりすることができた。 
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図９ ドキュメンテーション作成中の様子 

図１０ 完成したドキュメンテーションを 

グループごとに発表している様子 

図１１ 制作遊びの動画を見ている様子 

図１２ 完成したドキュメンテーション 

①C学区の事例 

C学区では、５歳児がチョウの飼育をしている様子

が分かる写真を用いてドキュメンテーションを作成

した。幼小の教職員が混ざったグループに分かれ、写

真から子どものつぶやきを想像したり、幼児期の終

わりまでに育ってほしい姿につながる子どもの姿を

見取ったりしながら、付箋に書いて交流した。チョウ

の飼育の経験は、小学校の学習でどのように生かせ

るかについて生活科や理科の教科書を参考に考える

機会になった。参加者の感想からは、「一緒に子ども

の姿からの思いや気付きを考えるという場が何より

よかった」「就学前で養ってきた“わくわく”からス

タートできるよう単元計画が立てられたら、もっと

楽しく学び、力もつくだろうと思う」などの意見が

あった。この研修会を通して、自分自身の保育や授

業を見直すきっかけになったのではないかと思う。 

 

②D学区の事例 

D学区では、５歳児の制作遊びの動画を見て、ドキュメンテーションを作成した。 

写真だと一人一人の子どものつぶやきや保育室

の雰囲気などは伝わらないが、動画だと子どもが

発した言葉や、子どもと先生のやり取りの様子な

ども分かり、実際の遊びの場面が想像しやすかっ

た。動画視聴の後、発見した子どもの姿を付箋に

書いて交流した。小学校の先生から、「見つけた子

どもの姿が、幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿のどこに当てはまるか分からない」という意見

があった。その場におられた園長先生が「幼児期

の終わりまでに育ってほしい姿にこだわりすぎる

必要はなく、単純に子どもの姿から思ったことを

交流できるとよいと思っています」と助言してく

ださった。幼児が遊んでいる姿から、子どもの思

いや考えを想像し、どんな力を発揮しているかを

見つけることは、小学校の教師には想像しにくく、   

難しいことだということが再認識できた。合同研修会を継続していくためには、幼児
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図１３ ドキュメンテーション作成中の様子 

図１４ 完成したドキュメンテーションを 

交流している場面 

図１５ 今年度の取組から分かったことを図式化したもの 

教育施設と小学校、どちらの先生にも取り組みやすい内容である必要性を感じた。 

 

③E学区の事例 

E 学区では、午前中の公開保育の後、午後から研修会を開催した。５歳児の間で流

行している「どろだんご」遊びの事例から、遊びの

中の学びを見つけ、この力を小学校で生かすために

は何が大切かということについてグループごとに

話し合った。ここでは、「この子どもの姿って、幼

児期の終わりまでに育ってほしい姿のここにも当

てはまるし、そっちにも当てはまるね」という気付

きがあり、それぞれの力が重なり合って現れること

もあるということが分かった。「この主体的な姿

が、何で小学校に行ったらなくなってしまうんだ

ろう」「こういう活動をすれば、いいかもしれない」

など、育ちや学びをつないでいくために、具体的な

方策を考えることもできた。話し合いが盛り上が

る場面もあり、参加した先生が「やってよかった」

「楽しかった」と思えるような研修会にすること

も大切なことだと感じた。 

 

Ⅶ 考察 

（１）今年度の取組から 

今年度は、「生活科のカリキュラム作成について」と「合同研修会のあり方」の２つ

の取組を通して、研究主題にせまってきた。２つの取組ともに共通していることは、

「幼児教育施設と小学校の教職員が一緒に」ということである。一緒に活動する中で、

知っているようで知らないお互いのことを少しでも知るきっかけ作りができた。また、

会議や研修会の場で話す機会が

あったことで、顔見知りになり、

気軽に挨拶をしたり連絡を取り

合うことができたりするなど、お

互いの距離が近くなったとも考

えられる。気軽に話せる人間関係

の構築は、今後の幼小接続に向け

て、土台となる部分であるので大

切にしたい。 

また、研修会に参加した先生

が、少しでも学びのつながりを意
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識するようになれば、保育や授業が変わってくる。そのことが、子どもたちが今まで

発揮できていなかった力を発揮したり、新たな自分の成長に気付くことができたり、

よりよい成長につながっていくのではないかと思う。一人一人の教職員が学びのつな

がりを意識して保育や授業を創っていくこと、それが子どもの成長につながるという

サイクルを、今後も大切にしていきたい。 

 

（２）今後に向けて 

今年度は、同じ学区にある幼児教育施設と小学校との関わりを重視してきた。とこ

ろが、学区によって取組の程度にばらつきが見られた。理由としては、１つの幼児教

育施設と１つの小学校から構成されている学区もあれば、複数の幼児教育施設と複数

の小学校から構成されている学区もあるので、取り組みやすさの程度に差があるとい

うことが考えられる。また、民間の幼児教育施設も増えていることから、様々な施設

類型の子どもたちが１つの小学校に入学してくるということも念頭に置いておかなけ

ればならない。一様に幼小接続の取組を進めていくことは難しいが、市内で様々な取

組事例を報告し合う場を設けたり、学区に捉われずに研修を受けられるようになった

りすることが、それぞれの先生が意識することにつながり、幼小接続の取組が浸透し

ていくことにつながるのではないかと思う。 

また、１度始めた取組を継続させていくために、実際に幼児教育施設や小学校で働

く教職員が「やってみよう」と効果や手応えが実感できるようなカリキュラム作成や

合同研修会のあり方をさらに追求していきたいと思う。 
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