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幼小接続期カリキュラム

全国自治体調査の分析

掘越紀香（幼児教育研究センター）

●幼小接続に関する背景
2005年 国立教育政策研究所教育課程研究センター『幼児期から児童期への教育』

幼児期は小学校以降の生活や学習の基盤を作る「芽生えの時期」

2008年 「幼稚園教育要領｣｢保育所保育指針」改訂改定，｢小学校学習指導要領｣改訂

2010年 「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）」

教育の連続性・一貫性，教育の目標「学びの基礎力の育成」，

「学びの芽生えの時期」から「自覚的な学びの時期」への円滑な移行が重要

2014年 「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」策定

「連携を通じた質の向上を図る」

2014年 中央教育審議会「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」

審議事項「子供の発達の早期化をめぐる現象や指摘及び幼児教育の特性等を

踏まえ，幼児教育と小学校教育をより円滑に接続させていくためには，

どのような見直しが必要か」

2015年 国立教育政策研究所教育課程研究センター

「スタートカリキュラム スタートブック」

2015年 子ども・子育て支援新制度施行

2016年 中央教育審議会「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び

特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等

について」（答申）

→幼小接続の重視，幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

2017年 「幼稚園教育要領｣｢保育所保育指針｣｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領」

「小学校学習指導要領」の改訂・改定
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●先行研究：幼小接続期カリキュラム
国立附属幼小：鳴門教育大学（2004），お茶の水女子大学（2008），

上越教育大学（2012），神戸大学，奈良女子大学，香川大学 等

自治体調査：

東京学芸大学（2010）：小1プロブレム研究推進プロジェクト。

プログラム内容・カリキュラム8自治体の例示。スタートのみ含む。

一前・秋田（2012）：自治体の接続期カリキュラムの比較。

9自治体。アプローチのみ，スタートのみも含む。

松嵜・無藤（2013）：生活科と幼児教育のつながり。

品川区，横浜市，北区の3自治体のカリキュラム比較。 等

レビュー：岩立（2012），福本（2014） 等

●報告：「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）」（2010）
教育の連続性・一貫性，教育の目標「学びの基礎力の育成」，

「学びの芽生えの時期」から「自覚的な学びの時期」への円滑な移行

●保幼小連携と幼小接続，教職員の資質

定 義 酒井・横井（2011），掘越ら（2015）参照

幼保小連携：保育所，幼稚園，認定こども園，小学校において，子

供や教職員が交流し，協力して実践や研修や情報共有などを行うこと，
その関係づくり。

幼小接続：幼児期から児童期への発達と学びの連続性を保障するた

め，教育課程も含めた幼児教育と小学校教育との円滑な接続を目指すこ
と，その取組。

幼小接続に関して教職員に求められる資質 報告(2010)

① 幼児期と児童期の教育課程・指導方法等の違い，子どもの発達や学びの
現状等を正しく理解する力

② 幼児期の教育を担当する教職員は児童期の教育を見通す力，児童期の教
育を担当する教員は幼児期の教育を見通す力

③ ①②を踏まえ，今の教育活動を構成・実践する力

④ 他の教職員や保護者と連携・接続のために必要な関係を構築する力が求
められる。
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●幼保小連携・幼小接続の段階

ステップ０：連携の予定・計画がまだ無い

ステップ１：連携・接続に着手したいがまだ検討中。

ステップ２：年数回の授業，行事，研究会などの交流

接続を見通した教育課程の編成・実施は未実施。

ステップ３：授業，行事，研究会

などの交流の充実。接続を見通した

教育課程の編成・実施。

ステップ４：接続を見通して編成・

実施された教育課程を，実践結果

を踏まえ，更なる検討。

ステップ2が最も多い，

ステップ0・1：微減，

ステップ2：減，

ステップ3：増，

ステップ4：微増

ステップ０

9.6%（168）

ステップ１

7.8%（136）

ステップ２

59.6%

（1,038）

ステップ３

17.0%

（296）

ステップ４

4.5%（79）

平成26年度幼児教育実態調査

参考）平成24年度
幼児教育実態調査

○幼児教育で育みたい資質・能力として，「知識・技能の基礎」「思考力・判断力・
表現力等の基礎」「学びに向かう力，人間性等」の三つを，現行の幼稚園教育要領等
の５領域（「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」）を踏まえて，遊びを通
しての総合的な指導により一体的に育む。

●５歳児修了時までに育ってほしい具体的な姿（「健康な心と体」「自立心」「協同
性」「道徳性・規範意識の芽生え」「社会生活との関わり」「思考力の芽生え」「自
然との関わり・生命尊重」「数量・図形，文字等への関心・感覚」「言葉による伝え
合い」「豊かな感性と表現」）を明確にし，幼児教育の学びの成果が小学校と共有さ
れるよう工夫・改善を行う。

○自己制御や自尊心などのいわゆる非認知的能力の育成など，現代的な課題を踏まえ
た教育内容の見直しを図るとともに，預かり保育や子育ての支援を充実する。

●幼稚園教育要領の改訂内容を踏まえ，保育所保育指針及び幼保連携型認定こども園

教育・保育要領の改訂内容ついて整合性が図られるとともに，幼稚園と小学校の接
続と同様に，保育所及び幼保連携型認定こども園についても小学校との円滑な接続を
一層推進されることが望まれる。

○幼稚園のみならず，保育所，認定こども園を含めた全ての施設全体の質の向上を
図っていくことが必要となっている。

要領・指針の整合性，幼小接続の重視

施設全体の質の向上

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

●中央教育審議会「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の

学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」（答申） 平成28年12月21日

非認知的能力，社会に開かれた教育課程

幼児教育で育みたい資質・能力
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●小学校学習指導要領（平成２９年３月３１日公示）

第１章 総則

４学校段階等間の接続（新設）

教育課程の編成に当たっては，次の事項に配慮しながら，学校段階等間の
接続を図るものとする。

(1) 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。

また，低学年における教育全体において，例えば生活科において育成する
自立し生活を豊かにしていくための資質・能力が，他教科等の学習において
も生かされるようにするなど，教科等間の関連を積極的に図り，幼児期の教
育及び中学年以降の教育との円滑な接続が図られるよう工夫すること。特
に，小学校入学当初においては，幼児期において自発的な活動としての遊び
を通して育まれてきたことが，各教科等における学習に円滑に接続されるよ
う，生活科を中心に，合科的・関連的な指導や弾力的な時間割の設定など，
指導の工夫や指導計画の作成を行うこと。

●目的：全国自治体で作成されている幼小接続期カリキュラムについて，

その実態や傾向を把握し，適切に構成された接続期カリキュラムの特徴を
分析する。

●対象：都道府県または市区町村で作成した「保幼小接続に関する資

料」（指導資料，ガイドブック，事例集，パンフレットなど）のうち，接
続期カリキュラム（スタートカリキュラム，アプローチカリキュラム）に
関する資料。

平成20-23年度：51自治体，平成24-27年度：96自治体

●分析方法：文部科学省において，平成24，26，27年の幼稚園担当指

導主事・担当者会議の際に依頼して収集した自治体の提出資料（任意）の
うち，接続期カリキュラムに関する資料を抽出し，発行年度により平成
20-23年度分と平成24-27年度分に分けた。その後，各自治体ごとに，

カリキュラムの体裁，柱立て，アプローチ開始時期，スタート終了時期，
交流連携の位置づけ，関連事例の有無，交流指導案の有無，環境構成・教
材・援助・指導の工夫，家庭との連携，特別支援，カリキュラム作成者

の項目を分類して検討した。

●幼小接続期カリキュラム：全国自治体調査
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●接続期カリキュラム←発達と学びの連続性

スタートカリキュラム（小学校）

生活科を中心としたスタートカリキュラムの中で，合科的・関連
的な指導も含め，子供の生活の流れの中で，幼児期の終わりまで
に育った姿が発揮できるような工夫を行いながら，短時間学習な
ども含めた工夫を行うことにより，幼児期に総合的に育まれた
「見方・考え方」や資質・能力を，徐々に各教科等の特質に応じ
た学びにつなげていく時期のカリキュラム。

アプローチカリキュラム（保育所・幼稚園・認定こども園）

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を手がかりとしながら，幼
児の得意なところや更に伸ばしたいところを見極め，それらに応
じた関わりをしたり，より自立的・協同的な活動を促したりする
など，意図的・計画的な環境の構成に基づいた総合的な指導の中
で，バランスよく「見方・考え方」や資質・能力を育む時期のカ
リキュラム。

●結果 幼小接続期カリキュラムの全体と体裁

アプローチ

+スタート

74.5%

スタート

のみ

17.6%

アプローチのみ

7.8%

H20-23（51）

アプローチ+スタート
スタートのみ
アプローチのみ

アプローチ

+スタート

90.6%

スタートのみ

7.3%

アプローチのみ

2.1%

H24-27(96)

アプローチ+スタート
スタートのみ
アプローチのみ

→51自治体から96自治体へ約2倍に増加。

→アプローチ＋スタートが多く，増加（約9割）。
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●結果 アプローチカリキュラムの開始時期

4月

21.4%

9月

9.5%
10月

26.2%

12月

9.5%

1月

31.0%

その他・不明

2.4%

H20-23(42)

4月 9月 10月 12月 1月 その他・不明

4月

24.7%

9月

10.1%

10月

25.8%

11月

3.4%

12月

6.7%

1月

23.6%

2月

1.1%

その他・不明

4.5%

H24-27(89)

4月 9月 10月
11月 12月 1月
2月 その他・不明

→9･10月，1月頃が多い。
5歳児4月から長期的に位置付けるものもある。

●結果 スタートカリキュラムの終了時期

4月中

19.1%

5月

21.3%

6月

2.0%

7・8月

40.4%

1年終了

6.4%

不明

4.3%

入門期

6.0%

H20-23(47)

4月中 5月 6月
7・8月 1年終了 不明
入門期

4月1週

4.3%

4月中

9.6%

5月

26.6%

6月

8.5%

7・8月

35.1%

1年終了

9.6%

不明

3.2%

入門期

3.2%

H24-27(94)

4月1週 4月中 5月 6月

7・8月 1年終了 不明 入門期

→4･5月，7･8月の1学期間が多い。
1年の終わりまでを想定するものもある。
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●結果 カリキュラムの柱立て

柱立てあり

62.7%

柱立てなし

37.3%

H20-23（51）

柱立てあり 柱立てなし

柱立てあり

88.7%

柱立てなし

11.3%

H24-27(96)

柱立てあり 柱立てなし

→幼小を貫く柱立てをしたカリキュラムの増加。

下位項目で，より詳細な視点を設定。

●考察
●接続期カリキュラムの形態・内容

・アプローチカリキュラム＋スタートカリキュラムの増加。

→ 内容には幅がある：概要のみ，生活適応カリキュラムのみ

・交流連携計画の位置づけ，環境構成･教材等の工夫，援助･指導･支援，
家庭との連携等のカリキュラムへの位置づけ，事例･指導案の提示。

●カリキュラムでの柱立て

・約9割。２～４の柱立て（３が多い）。下位項目あり。
学びの基礎力，生きる力へつながるもの。
→ 幼小を貫く視点とならず，カリキュラムに生かせていないものも。

例：「生活上の自立｣｢精神的な自立｣｢学びの自立」3つの自立，知徳体，
「生活する力」「かかわる力」「学ぶ力」(類似の表現)品川･北･草加etc.

「生活する力」「かかわる力」「発見･考え･表現する力」港
「生活習慣･運動」「人とのかかわり」「学びの芽生え」東京・高知
「元気に生活する力」「つながる力」「考えてチャレンジする力」「大切にする力」八尾

その他の柱）「志向性」「かかわる力」「主体性」横浜
「学びに向かう力」／約束の芽・学びの芽 福井 etc.
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●接続期カリキュラムの柱(例)
●品川区：ジョイント期に育てたい力
生活する力：環境の変化に適応する力，身辺自立生活習慣に関する力

①保育室･教室環境 ②一日の生活時程
③身の回りの始末 ④食事･排泄

かかわる力：様々な人と関わり合いながら自己を発揮し，共に生活をつくりだす力

⑤規範意識 ⑥聞く・話す・伝え合う
⑦友達との関係づくり ⑧学級の一員としての担任との関係

学ぶ力 ：学習の基礎となる興味関心や学習意欲，能力などを育てていくための

環境構成や指導の工夫

⑨学びの芽生え ⑩運動・表現

●横浜市：接続期に重要な視点
主体性：子ども一人一人が対象に対し自らかかわり，遊びや学びを自らつくり

出そうとする

志向性：目的を持って遊びや活動，学習に向かったり，子ども自身が持つ願いを

実現しようとしたりする，自ら学ぶ力

かかわる力：対象と関係性を持つ力

→ スタートカリキュラム：なかよしタイム，わくわくタイム，ぐんぐんタイム

●考察：適切に構成された接続期カリキュラムの特徴

●目指す子供の姿，育てたい力が明確。強調したい視点が明確。

●柱立てやより詳細な視点がアプローチとスタートの両方に位置づく。

→つながり（接続）が見える。すり合わせがされている。

●カリキュラムに，交流連携計画，環境構成や授業の工夫(朝の楽
しい時間，モジュール設定等)，援助･支援や指導の工夫・配慮，家
庭との連携，特別支援(別冊を含む)が位置づく。

●実践事例・実践例が，柱立てに沿って考察され，事例の中で幼保
小のつながりを示す工夫がなされている。研修への活用も可能。

例）事例での幼小のつながりを示す欄の設定，

柱に沿って幼小の事例・単元のつながりを分かりやすく紹介
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●カリキュラム編成の手順 ←協議・研修

＊基礎的事項の理解：

・関係法令や要領・指針等の内容の共通理解

・互いの教育の共通点・相違点の認識と理解（10の姿，子供の姿）

・乳幼児期，幼児期から児童期への発達の共通理解

・園・学校や地域の実態，幼児・児童の発達の実情の把握

・社会の要請や保護者の願いの把握 →地域の子供を共に育てる

＊園・学校の教育目標に関する共通理解

＊幼児・児童の発達の過程の見通し（長期的な目標達成の予測）

＊具体的なねらいと内容の組織（具体的事例，10の姿を生かす視点）

＊カリキュラムの実施結果の評価と次の編成での改善

・評価の資料収集と検討・協議

・課題・問題点の検討（原因），改善に向けた工夫・提案（願い）

・改善案の作成と（試行）実施

●事例とカリキュラム：保育者・小学校教諭のとらえ
（高知県教育センター研究紀要,小松･尾中,2013）一部改変

●５歳児事例「いっぱい跳んだ」2012 年 12 月 5 日（水）
保育者はナツコやコハル達を誘って大縄を始めた。ユウコ達もやってきて「郵便屋さん」等を
楽しんでいた。「ゆうびんやさん♪ごくろうさん♪はがきが 10 まいおちました。ひろってあげ
ましょ♪いちまい，にまい，･･･じゅうまい，ありがとうさん」と歌いながら跳ぶ。ユウコやア
イコは引っかからずに何回跳べるか挑戦し，50 回前後跳ぶ。数える時は保育者と一緒にみんな
で数える。一人ずつ増えていく跳び方にも挑戦した。

記録者（小学校教諭）考察：動かないものを数える時はゆっくり自分のペースで数えられるが，縄跳び

では縄の動くペースで数えなければならない。数える動作に合わせて数えないといけないので，跳ぶリズムに合
わせる必要があり，動かないものを数えるより難しい。「郵便屋さん」は歌に合わせるので，歌うことがそのま
ま数えることになる。何回跳ぶか挑戦する時は跳ぶリズムに合わせて50 前後の数を数えることができていた。

実践者（保育者）考察：長縄や個人縄はこの時期に毎年繰り返される遊びである。子ども達は年長を見て

憧れ，色々な歌に合わせて跳べたり，連続で跳べる回数が増えたりすることが嬉しくてチャレンジしている。た
くさん跳べた友だちがいるとその回数に追いつけ追い越せと挑戦したり，友だちが跳ぶのを応援したり，友だち
が跳ぶ回数を数えながら「おしい！あと１回で 50 だったのに」と一緒にくやしがったりする。友だちと一緒に
チャレンジすることで，自分のめあてを達成できた時のうれしさも倍になり，遊びの楽しさにつながっていく。

●育っているもの＜確かな学力につながる基礎＞○学びの芽生え：動作を数える
○学びを支える基礎：協同性，挑戦

＜体力・健康につながる基礎＞○健康安全：用具を操作する
＜豊かな心につながる基礎＞ ○自尊感情：自分への自信，達成感

【小学校学習指導要領】
算数編第 1 学年内容 Ａ数と計算 （１）イ個数や順番を正しく数えたり表したりすること 。

ウ 数の大小や順番を考えることによって，数の系列を作ったり，数直線の上に表したりすること。
体育編 第 1 学年及び第 2 学年内容 Ａ体つくり運動 イ多様な動きをつくる運動遊びでは，体のバランスを

とったり移動をしたりするとともに，用具の操作などをすること。
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●まとめ
●目指す子供の姿，育てたい力の確認・見直し
・幼稚園教育要領等との関連

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」（10の姿）を意識して

「目指す子供の姿」「育てたい力」「大事にしたい点」の確認・見直し

・実践事例や交流事例の検討

5歳児だけでなく，1年生の具体的な姿や学びの提示。

●幼小接続期カリキュラムの編成・実践から改訂へ
・カリキュラムの実践，研修での実践発表，実践事例集等の発行

実践を通しての調整，実践事例の収集・評価を通しての改訂へ

→ カリキュラム・マネジメント

事例（10の姿 等）からカリキュラムへ反映

カリキュラムから実践へ具現化 → 協議・研修

・全国への発信によるカリキュラムや教職員の質向上
http://www.nier.go.jp/youji_kyouiku_kenkyuu_center/information.html


