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2017 年 3 月に幼稚園教育要領が改訂され、小学校以降の学校教育へと円滑に繋がっていくために、学校種間の発達
や学びの接続性・連続性を考慮して幼稚園の在り方を規定していこうとしたことが特色である。本稿は、幼稚園教育
要領改訂前に行われた幼小接続・連携のプログラムや実践を考察することで、今後の幼小接続・連携を充実するため
のカリキュラムマネジメントを考察するが目的である。
幼小接続・連携のプログラム例として埼玉県草加市の「幼小接続期プログラム」を、実践例として千葉県Ｎ市立Ｏ
幼稚園の幼保小交流を取りあげ、カリキュラムマネジメントの課題を抽出した。
埼玉県草加市が打ち出した「幼小接続期プログラム」は幼児期終了前をアプローチカリキュラム、小学校入学から
1 学年 1 学期終了をスタートカリキュラムの時期として位置づける先導的な注目すべき取り組みがなされていた。し
かし千葉県Ｎ市立Ｏ幼稚園の幼保小交流では小学校での具体的な活動までを見通して実践する必要があることが判明
した。幼小接続・連携の質的充実に資するため、今後は幼小それぞれの全体計画をオープンにして合同研究会を行う
など意思の疎通を図ったカリキュラムマネジメントが望まれる。

はじめに
2017 年 3 月に幼稚園教育要領が改訂されたが、今次の改訂では幼稚園教育の在り方の骨格が見直
された。幼児期における教育施設の中心は幼稚園であるが、同時に保育所や幼保連携型認定こども
園があり、子どもたちはどの施設に通っても幼児期の教育を受けることができる仕組みを作ったこ
とと同時に、幼児教育がその後の小学校以降の学校教育へと繋がっていくため学校種間の発達や学
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びの連続性を考慮してその在り方を規定していこうとしたことが特色である（1）。
今までの幼児教育では遊びや生活の中で子どもたちは種々の力を培っていたが、それをさらに学
校種間の連続性に着目して、幼稚園においては第一点として豊かな体験を通じて感じる・気づく・
わかるようになる「知識及び技能の基礎」、第二点として知識及び技能の基礎を土台として、考え、
試し、工夫し、表現するようになる「思考力、判断力、表現力等の基礎」、第三点として心情、意
欲、態度が育つなかでよりよい生活を営もうとする「学びに向かう力、人間性等」という三つの柱
が示された。これらの柱は小学校以降の学校教育においても継承されており、小学校と中学校の学
習指導要領総則では、「知識及び技能が習得されるにすること」、「思考力、判断力、表現力等を
育成すること」、「学びに向かう力、人間性等を涵養すること」となっている。また幼稚園教育要
領、小中学校学習指導要領改訂におけるポイントとして、今までの教育実践の蓄積に基づく授業改
善の活性化が挙げられ、若手教員へそれらを継承させつつ授業改善を行っていくことが肝要とされ
た。さらに、教育実践の蓄積を活用したカリキュラムマネジメントをする必要性が併せて強調され
た。
本稿は、幼小接続・連携のプログラム例として埼玉県草加市の幼小接続期プログラムを、実践例
として千葉県Ｎ市立の幼稚園を取りあげ、幼小接続・連携のためのカリキュラムマネジメントの在
り方等を考察することを目的とする。
なお、本稿は「はじめに」「幼小接続・連携の重要性とカリキュラムマネジメント」「結語」を
佐藤が、「幼稚園における幼小連携指導計画の策定」「幼小連携の実践とその評価」を菱田が担当
した。

幼小接続・連携の重要性とカリキュラムマネジメント
１．幼小接続・連携の重要性の認識
幼稚園と小学校の「接続」とは、幼児教育と小学校教育とを円滑につなぐという意味で用いられ、
「連携」という場合は幼稚園と小学校双方のカリキュラムをつなぐことが最終的な目標である（2）と
する考え方がある。そのほか、「交流」や「連携」が保育・教育制度間での人との関わりを指して
いるのに対して「接続」は教育内容および教育制度の設計や変更といったシステムのあり方を指す
（3）

という考えもある。いずれにせよ、各学校種の独自性を保持しつつ、子どもたちの発達や教育の

連続性を担保することと考えてよい。
小学校・中学校の学習指導要領が示された 1 年後の 1948 年に、幼児の発達、生活指導や生活改善
を解説したうえ保育内容を示した「保育要領」が文部省より出された。幼稚園就学率が８パーセン
ト前後（4）であった当時において、一部の経済的余裕のある階層の子どもを念頭に置いた教養的な内
容であった（5）。なお、保育所については 1965 年に最初の「保育所保育指針」が通知され、認定こ
ども園については 2014 年に「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」が初めて告示されている。
そして幼稚園と小学校との接続に関しては 1998 年の「幼稚園教育要領」で示されて以降、「保育所
保育指針」と「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」でも明記されて現在に至る。
幼稚園と小学校との間における「連続性」が文言として初めて現れたのは 1971 年の中央教育審議
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会第一次答申「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的政策について」であると
され（6）、幼年期における集団施設教育のいろいろな可能性のひとつとして学校間の接続の改善が取
り上げられた。1997 年の中央教育審議会答申「時代の変化に対応した今後の幼稚園教育の在り方に
ついて－最終報告－」においては、幼児教育と小学校教育との連続性と一貫性を念頭に置いて構成
されるべきであることが提唱され、幼稚園は小学校以降の「基盤」として幼稚園から小学校への「接
続」を円滑にすることとともに、小学校からも幼稚園との接続について円滑にさせる努力を求めた。
1992 年度より小学校で実施された新学習指導要領において導入された生活科などを中心に小学校
低学年での合科的指導の推進を図り、幼稚園で行われている主体的な遊びを主軸とした総合的な指
導から小学校への一貫した教育を期待した。「幼児の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関
する調査研究協力者会議」は、2010 年に目標・教育課程・教育活動の観点から幼小接続の体系を考
察した「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）」をまとめた。
幼小接続のカリキュラム開発は国立大学附属学校や研究指定学校・園が行っているのみならず、
自治体や私立学校・園でも実践されており、自治体での取り組みでは子どもたちの学力や生活習慣
等の課題をそれぞれの地域の実情を反映したカリキュラムを実現しようとしている。スタートカリ
キュラムやアプローチカリキュラムの実践においては、教育への理解と環境整備が不可欠であり、
そのためスタートカリキュラムでは子ども理解・活動の充実・環境整備を行うことが（7）、アプロー
チカリキュラムでは 5 歳児保育の環境構成を充実させることで幼小間の円滑な移行が可能となる（8）
とした。ただ、幼児期と児童期とでは幼小接続期の意義や位置づけが異なるので、幼小接続の実態
と課題を多角的に把握した研究の進捗が望まれ、両者の違いと共通性を明らかにして、家庭・地域・
他施設等を考慮するとともに教員・保育者養成課程段階から意識を高めていくことが必要であると
指摘された（9）。
２．幼稚園のカリキュラムマネジメント
2017 年 3 月に公示された幼稚園教育要領では、各学校段階に共通の改善の方向性や幼小接続の推
進等を踏まえて以下の諸点の改善や充実を図ろうとしている（10）。
その１。幼稚園教育において育みたい資質・能力（「知識及び技能の基礎」・「思考力、判断力、
表現力等の基礎」、「学びに向かう力、人間性等」）を明確化した。
その２。五歳児修了時までに育ってほしい具体的な姿を「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
として明確化するとともに、小学校と共有することにより幼小接続を推進すること。
その３。幼児一人一人の良さや可能性を把握するなど幼児理解に基づいた評価を実施していくこ
と。
その４。障害のある幼児や海外から帰国した幼児等の幼稚園生活への適応など特別な配慮を必要
とする幼児への指導を充実すること。
今次の幼稚園教育要領、小中学習指導要領改訂に伴い各学校段階で強調されたのがカリキュラム
マネジメントである。今まで幼稚園教育要領は小中高校の学習指導要領とは別物という認識があっ
たため小学校以降の学習指導要領とは随分異なる構成となっていたが、今次の改訂では学校種間の
つながりを重視しており、その中で幼稚園においてもカリキュラムマネジメントに取り組むことが
明示された。幼稚園教育を全体としてどのように進めていくかを考える際に基本となるのが教育課
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程であり日々の指導計画であるが、それらに加えてどういう内容の活動をするのか、子どもの力と
して何を育てるか、子どもの姿を予想してどのような援助を考えていくかなどを包含したしたもの
をカリキュラムと呼称するが、今まで行ってきたカリキュラム運用をさらに園長のリーダシップの
下で幼稚園組織として意識的、自覚的に教育課程をより適切なものに改めていくことが求められて
いるのである（11）。
幼稚園では、教科書を主たる教材を使用せず環境を通して行う教育を基本としていること、家庭
との緊密度が他校種と比して高いこと、預かり保育等の教育課程外の活動が多くの幼稚園で実施さ
れていることに鑑み、カリキュラムマネジメントは極めて重要なものである。特に、以下の３点を
踏まえてカリキュラムマネジメントを捉えることが必要との指摘がある（12）。
第一点。各領域のねらいを相互に関連させ、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」や小学校
の学びを念頭に置きつつ、幼児の調和の取れた発達を目指し、幼稚園の教育目標を踏まえた総合的
な視点で当該目標達成のために必要とされる具体的なねらいや内容を組織すること。
第二点。教育内容の質の向上に資するため、幼児の姿や就学後の状況、家庭や地域の現状等に基
づき教育課程を編成・実施し、評価して改善を図る一連の PDCA サイクルを確立すること。
第三点。教育内容と教育活動に必要な人的・物的資源等を、家庭や地域からの資源も含めて活用
しながら効率的に組み合わせること。

幼稚園における幼小連携指導計画の策定
１．幼稚園における指導計画の特質
幼稚園の幼小連携指導計画の策定を考える前提として、幼稚園における指導計画の基本的性格を
確認する。幼児期の教育は、
「幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行うものであることを基本とす
る」とされている（13）。これは、小学校以降の学校教育において教科書のような主要な教材を使用す
るのとは異なり、幼稚園教育が物的・空間的・人的環境などの潜在的な園全体の環境を構成して行
うことを意味している。つまり、幼稚園教育は、幼児が幼稚園に存在する様々な環境に自ら意欲を
もって関わることでつくり出される活動の積み重ねによって、その目標を達成するのである。そこ
で幼稚園教諭は、幼児の主体的な活動が確保されるように調和のとれた組織的、発展的な指導計画
を作成し、幼児の姿や活動に即した柔軟な指導を行わなければならない（14）。ここに幼稚園における
指導計画の特質と必要性があるといえよう。
指導計画は、幼児の発達に即して、幼児一人ひとりが幼児期にふさわしい生活を展開し、必要な
体験を得られるように、
「具体的に作成する」ことと幼稚園教育要領に示されている（15）。これまで
にも指導計画は、長期的な見通しをもった年間指導計画や期間指導計画、月間指導計画などの長期
の指導計画と、これらとの関連を保ちながら具体的な幼児の生活に即した週案や日案などの短期の
指導計画が立案されてきた（16）。また、短期の指導計画には教育実習や園内研修などで計画する部分
指導計画（時案）もあり、これらは幼児一人ひとりの発達や生活リズム、クラスの実情を踏まえ（17）、
より具体的に立案される。
さらに新幼稚園教育要領では、各幼稚園における教育課程を中心としながらも、教育課程以外の
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活動や学校保健計画、学校安全計画などを関連させた全体的な計画を作成することが求められてい
る（18）。この全体的な計画を実現するために、指導計画を具体的にどのように立案し、環境を構成し
ていくのかを考え、実施・評価・改善していくカリキュラム・マネジメントの確立が求められてい
るのである（19）。幼稚園におけるカリキュラム・マネジメントの重要性は、①環境を通して行う教育
を基本としていること、②小学校以降の学校に比べて家庭との関係が緊密であること、③預かり保
育や子育て支援などの教育課程以外の活動が多くの幼稚園で実施されていることが理由としてあげ
られる（20）。
２．幼小接続期プログラムの試み －埼玉県草加市の事例を中心として－
近年の幼小連携・接続の状況を概観する。文部科学省の「平成 26 年度幼児教育実態調査」によると、
「小学校の児童と交流を行った幼稚園」は全体の 76.9％（公立 96.3％、私立 65.7％）、「小学校の教員と
の教員同士の交流を行った幼稚園」は全体の 72.1％（公立 90.9％、私立 61.2％）であった（21）。また、「平
成26 年度の教育課程編成にあたり、小学校と情報交換をするなどの連携をした幼稚園」は全体の 54.8％
（公立 69.9％、私立 46.3％）であった（22）。
園児と小学校児童との交流や幼小の教員同士の交流は、どちらも公立幼稚園で 90％に上り、全体でも
70％を超える。しかし、教育課程編成にあたって小学校との連携を図った幼稚園は全体の約 55％で、私
立幼稚園に至っては半数にも満たない。また、同調査の「市町村ごとの幼小接続の状況」において、「年
数回の授業、行事、研究会などの交流があるが、接続を見通した教育課程の編成・実施は行われていな
い」と回答した幼稚園が 59.6％であり（23）、「情報交換」に留まらず「接続を見通した教育課程の編成・実施」
となると約半数の園で行われていないことが分かる。授業や行事、研究会などにおける幼児児童、教師
同士の人的交流は 70％を超えるが、教育課程編成レベルでの接続は幼稚園全体の半数を下回り、カリ
キュラム・マネジメントの観点からみると課題があるといえよう。
このような状況の中で、「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（平成22 年）」を受
け（24）、全国の自治体においては、幼小接続のためのカリキュラムを策定する取り組みも進んできている
（25）

。その先導的な取り組みの一つである埼玉県草加市の事例をみてみたい。草加市は、埼玉県南東部

に位置する人口約 25 万人で東京に隣接する都市である（26）。同市は、2014 年度に実施した調査から「小
1 プロブレム」といわれる状況がみられると答えた教員が 21.0％に上ったとしている（27）。同年、「草加市幼
保小接続期モデルプログラム」を作成し、市内の幼稚園・保育所・小学校でモデル実施を行い、2015 年
「草加市幼保小接続期プログラム」を策定したのである（28）。
「草加市幼保小接続期プログラム」は、幼児期の教育から小学校教育への円滑な接続を図り、幼児期の
学びを小学校の学びにつなげるためのものである。そこで、「『自ら学び、心豊かに、たくましく生きる』草
加っ子」を「目指す 15 歳の姿」として掲げ、「自ら学び」3 項目・「心豊かに」9 項目、「たくましく」7 項目と「目
指す 15 歳の姿」の 3 つの柱の具体例を示したのである（29）。この 15 歳の姿に対応する形で「就学までに
身に付けたい力」として、「（自ら学び）自ら学ぶ力」・「（心豊かに）人とかかわる力」・「（たくましく）生活する
力」を掲げ、それぞれ 2 項目と具体例を明記したのである（30）。これらが、新幼稚園教育要領に示された
「幼稚園教育において育みたい資質・能力」及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」に相当するの
である。
また同プログラムは、接続期を 5 歳児 10 月から小学校 1 年生の 1 学期終了（7 月）までとし、幼児期終
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了前（10～3 月）をアプローチカリキュラム、小学校入学～1 年生の 1 学期終了（4～7 月）をスタートカリキ
ュラムの時期と位置づけ、各々のカリキュラム作成のポイントや事例などを示している（31）。さらに、アプロ
ーチカリキュラムについて、①小学校のカリキュラムの先取りをするのではなく、就学前の幼児期にふさ
わしいものにすること、②小学校という新しい環境に適応したり、環境の変化を乗り越えたりしていく基礎と
なる力が培われる経験を全児童にさせること、の重要性を述べている（32）。次にアプローチカリキュラムの
実際をみてみる。
資料１は、上記のアプローチカリキュラムの重要性を具体化するもので、幼児期の教育において小学校
の学びの基盤となる経験を明記したのである。
資料 2 は、幼児が資料 1 に挙げた経験をするためのアプローチカリキュラムの指導計画例である。「幼
児の姿」・「ねらい」・「経験させたい内容」・「環境の構成と援助」といった基本事項と共に、留意事項として
「1 日の時間の工夫」・「活動の工夫」・「人間関係についての配慮」・「家庭との連携」・「きまりへの適応と安
全への配慮」・「小学校生活に向けての配慮」を記載している。資料１・2 共に、同カリキュラムの時期を 3
か月ずつの前後半に分割して示しているため、期間指導計画の一種といえよう。
資料３は、学校間の段差を乗り越え「幼児期の教育と小学校教育のつながりのイメージ」を図式化した新
しいタイプの指導計画である。幼児期の 10～12 月に実施される「たくさんできたよ」という活動は、「秋の
自然を積極的に生活に取り入れ、生活を豊かにする」ねらいを達成するため、幼児が「植物の世話を通し
て成長や変化に気付き、生命の大切さに気付く」といった内容を実践していくものである。その際、「就学
までに身に付けたい力」のうち、「人とかかわる力」ではクラス全体で作る野菜を決めるといった話し合い
を通して「言葉で伝える力を身に付ける」、「生活する力」では野菜の世話をするために「生活を通してきま
りや約束したことを守る」、「自ら学ぶ力」では収穫したダイコンの数や長さに興味をもつことで「数や長さ
を比べる」ことを経験するのである。そして、「言葉で伝える力を身に付ける」ことが小学校の特別活動「か
かりをきめよう」へ、「生活を通してきまりや約束したことを守る」は道徳「自分のためにがんばろう（資料名
「はたらけせっせ」）へ、「数や長さを比べる」は算数の「あわせていくつ」及び「どちらがながい」へ繋がる
といった学びの連続性を示している。幼児教育で身に付けた力が、小学校で必ず役に立つであろうとい
った希望的観測ではなく、「就学前までに身に付ける力」を具体的な活動によって明確化し、小学校教育
の各教科のみならず他の領域の活動にどのように接続するのかを示した指導計画となっている。この指
導計画作成においては、幼稚園と小学校の教員が幼稚園修了時の園児の姿を共有化できるかが最も重
要なポイントとなろう。

幼小連携の実践とその評価
幼小連携の実践と評価の実際について、実習生 Y（Ｗ大学 3 年生・女子）の「幼稚園実習Ⅱ実習録」
を基に考察をしたい。W 大学の幼稚園教諭一種免許状養成課程では、幼稚園における実習がⅠ（2 年次
前期 2 週間）とⅡ（3 年次春休み 2 週間）に分割設定されている。「幼稚園実習Ⅱ」では、年長（5 歳児）ク
ラスが卒園を控えた 2 月に実施するため、実習中に幼小連携に関わる体験の機会が比較的多いのであ
る。
実習生 Y の実習先は、千葉県 N 市立 O 幼稚園で、実習期間が２０１７年 2 月 6 日～17 日であった。O
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幼稚園は、2 年保育で 4 歳児りんご組 31 名、5 歳児ほし組 29 名の幼児を 7 名の教員が保育している。
資料４が O 幼稚園の２０１７年 2 月の月間指導計画であり、14 日（火）に「幼保小交流」が組まれている。
当日は、O 幼稚園と近隣の保育所の 5 歳児が共に小学校と交流する幼保小連携のプログラムである。資
料５は、5 歳児ほし組の週案 2 月第 2～3 週である。この週案のねらいの 1 つが「就学に向けて、小学校
に関心をもったり、正しい生活習慣を意識したりする」であり、ねらいに基づき「幼保小交流」と共に「就学
に向けて」という内容が設定されている。資料６は、2 月の第 3 週週日案であり、14 日のねらいに「小学生
の生活に興味や期待をもつ」「教えてくれた一年生に感謝の気持ちをもち、親しみをもってかかわる」が
設定され、9 時20 分からの「幼保小交流」には「小学校につて教えてもらう」「椅子に座って文字を書く」「ラ
ンドセルや筆入れを見せてもらう」「学校を案内してもらう」といった活動を予定している。
資料７は、受け入れ小学校が作成した「平成 28 年度一緒に遊ぼう③」と題したプリントであり、当日の時
程と場所が記されている。資料６と７の活動内容を比較すると、幼稚園作成の資料６には「椅子に座って文
字を書く」活動が設定されているが、小学校作成の資料 7 には入っておらず、代わりに「むかしあそびを
する」活動が予定されている。幼稚園側は、資料５の「就学に向けて」の内容にもあるように、4 月からの学
習活動の一端を経験させたく、小学校側は児童幼児にグループ活動で昔遊びを楽しむ経験をさせたい
思惑が看取できる。O 幼稚園も、幼稚園修了時の幼児の姿を念頭に精力的にカリキュラム・マネジメントを
実施しているが、小学校における具体的な活動までを見通して行っているとは言い難く、幼小接続を見通
した教育課程の編成の難しさが浮き彫りとなった。行政や研究者も参加して草加市が作成した資料 3 のよ
うな接続をイメージした指導案を立案するため（33）、幼小各々の全体的な計画をオープンにして、意見交
換より一歩踏み込んだ合同研究会開催を含んだカリキュラム・マネジメントが必要なのではないだろうか。
また、評価にあっては小学校での終わりの会と幼稚園に戻ってきてからも、小学校へ行ったことの感想
を幼児に求めている。このように幼小連携では、幼小双方の教員から同じような質問をすることが多く、他
の幼児との比較や一定基準への達成度を捉えることになりがちであるが、O 幼稚園の教諭は幼児の感想
に対し「言えたことを褒め、頑張りをみとめる」指導をしていたことが、実習生 Y の実習録から推察できる。
幼児一人ひとりのよさや可能性などを把握し、教員の指導や活動の改善に生かしていくことが幼稚園教
育の評価には大切なことである。
資料１ 幼児期の教育において小学校の学びの基盤となる経験
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出典 『草加市幼保小接続期プログラム』18～19 頁。
資料 2 アプローチカリキュラムの指導計画例

出典 『草加市幼保小接続期プログラム』20～21 頁。
資料３ 幼児期の教育と小学校教育のつながりのイメージ

出典 『草加市幼保小接続期プログラム』22～23 頁。
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資料４ O 幼稚園平成 29 年 2 月 月間指導計画

- 289 -

茨城大学教育実践研究 36(2017)

資料５ O 幼稚園 ５歳児ほし組 週案 2 月第 2～3 週
先

・縄跳びやフラフープ、鉄棒、こま回しなど

ね ・就学に向けて、小学校に関心をもったり、正

週

に繰り返し取り組む姿が見られた。友達の

ら

しい生活習慣を意識したりする。

の

取り組む姿を見て、同じ技に挑戦しようとし

い

（以下略）

姿

たり、友達と協力したりしてめあてに向かっ
て取り組む幼児もいた。（以下略）

内

〈幼保小交流〉

容

・小学生と少人数のグループになり、小学校に関心がもてるような活動を設定する。
・招待状をもらったり、事前に内容を伝えたりし、交流に期待が持てるようにしていく。
〈就学に向けて〉
・基本的生活習慣を見直し、一つ一つ丁寧にできているか投げかけて意識できるようにする。
・椅子に座って話を聞く機会を意図的に設け、正しい姿勢を保つことや、最後までしっかり話を聞
くことができるよう、意識を高めていく。
（以下略）

※「O 幼稚園 ５歳児ほし組 週案 2 月第 2～3 週」から幼小連携に関する事項を抜粋し菱田が作成した。

資料６ O 幼稚園 2 月第 3 週 週日案
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資料７ 平成 28 年度一緒に遊ぼう③
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結語
2017 年 3 月の幼稚園教育要領・小中学校の学習指導要領が改訂され、2018 年度より幼稚園、2020
年度から小学校、2010 年度から中学校と新学習指導要領が実施される。強調されているポイントと
して学校種間の連携・接続の強化とカリキュラムマネジメントを挙げることができる。幼稚園と小
学校との間における「連続性」が文言として現れた 1970 年代以降、幼小連携の教育実践や研究の蓄
積がなされ、例えば生活科の創設やスタートカリキュラムといった幼小間の円滑な接続を行う様々
な実践がなされている。しかし、幼小接続・連携の実態は授業、行事や研究会等における幼児児童
や教員間での人的交流が主体であり、教育課程編成レベルでの接続・連携は幼稚園全体の半数未満
という現状でありカリキュラムマネジメントの観点からすると課題があると言わざるを得ない。
そのような中で、埼玉県草加市が 2015 年に策定した「草加市幼保小接続期プログラム」は、就学
までに身に付けたい力を掲げ接続期を 5 歳 10 月から小学校 1 年の 1 学期終了（7 月）までとし、幼
児期終了前（10 月～3 月）をアプローチカリキュラム、小学校入学から 1 学年 1 学期終了（4 月～7
月）をスタートカリキュラムの時期として位置づけるという先導的で注目すべき取り組みであり新
幼稚園教育要領に示された「幼稚園教育において育みたい資質・能力」及び「幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿」に相当する目的を設定したプログラムであると評価されてよい。
実践例として千葉県Ｎ市立Ｏ幼稚園の 2017 年 2 月における「幼保小交流」がある。Ｏ幼稚園園児
と近隣の保育所の 5 歳児とともに小学校と交流するプログラムで、そのねらいの一つに「就学に向
けて、小学校に関心をもったり、正しい生活習慣を意識したりする」を掲げ、就学に向けて「小学
校の生活に興味や期待をもつ」、「教えてくれた一年生に感謝の気持ちをもち親しみをもってかか
わる」を設定し、小学生に小学校を案内して貰うことや椅子に座って文字を書くなど、幼稚園から
小学校への円滑な移行を担保できるように配慮されている。しかし、Ｏ幼稚園は精力的に自園のカ
リキュラムマネジメントを行っているが小学校での具体的な活動までを見通して実践できていると
は言い難く、幼小接続・連携の質的充実に資するため、今後は幼小それぞれの全体計画をオープン
にして合同研究会を行うなど意思の疎通を図ったカリキュラムマネジメントが望まれる。
ただ幼稚園と小学校との接続・連携を充実したものとするには、地域性、校風や学校が持つ人的
物的資源の制約などに着目し、それらを考慮した有効なカリキュラムマネジメントの在り方を考察
していくことを今後の課題としたい。
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