
資料 2-1

幼保小の連携について（学校教育課）

１．学習指導要領における位置付け

（１）小学校学習指導要領（総則）

学校段階等間の接続

（２）小学校学習指導要領（生活）

指導計画の作成と内容の取り扱い

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

じ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。

小学校入学当初においては、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。その際、生活科を中心

とした合科的・関連的な指導や、弾性的な時間割の設定などの工夫をすること。



 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 １ ２ ３ 

(1)必ず取り組

む内容 

・幼保小連携協

議会の開催 

・講師を招聘し

た幼保小合

同研修会の

開催 

・教育，保育内

容の相互参

観，相互理解

に関する取

組 

※回数，時期， 

規模等は，地 

域の実情に 

合わせて設 

定する。 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      

 

 

(1)に加えて取

り組むと，さら

に 幼 保 小 連

携・接続に効果

が上がる取組

例 

 

 

  

 

        

 

 

○県教育委員
会が主催す
る幼保小接
続に関する
研修（実施時
期は予定） 

 幼 保 小連

携 担 当教

員 研 修会

（～６月） 

・特別支援教
育に係る研修 
・教育センター
専門研修講座 
・「遊びの中の
５つの力の育
ち」を考える
研修会 

    教育センター

専門研修講座 

    

○事業連絡会       

 

   

 

   

○県教委への
提出物 

事業実施計画書 

事業実施経費計画書  

          
H31 事業実施報告書

（報告書別途添付） 

H31 事業実施経費

報告書 

H32事業実施計画書 

H32 事業実施経費

計画書 

【事業モデル】「育ちと学びをつなぐ」幼保小連携教育の推進事業 の流れ（例） 

ステップ３ 
授業，行事，研究会などの交流が充実し，接続を見通した教育課程の編成・実施が行われている。 

情報交換会 事業説明会：４月５日 

（講演，実践報告等） 

 

個別ヒアリング：９月 

 
必要に応じ協議会へ参加するなどの支援 

事業報告会：２月下旬 

（実践報告等） 

校長会や園・所長会で幼

保小連携のコマ（幼児教

育長期派遣生の話，接続

カリキュラム等） 

教頭研修，教務主

任研修で幼保小連

携のコマ 先進地視察 

教職員及び子供同士の日常的な交流（行事の参観も含む） 

子供同士の交

流（事前・事後

の協議） 

(2)地域の実情に応じて，(1)に加えて取組が可能な内容 

〔例〕・乳幼児期から小中（高等）学校までの 12（18）年間で育む資質・能力についての整理   ・接続カリキュラムについての研究 ・個別の支援計画の作成を支援するための仕組づくり  等 

入学説明会 

（体験入学） 

小学校教諭に 

よる保育体験 

公開研究会 

（小学校） 

研究協議参加 

公開研究会 

（園所等） 

研究協議参加 

平成 32年度 

 

・平成 31年の 

取組内容の 

見直し，拡充 

 

 

 

・幼保小合同研修 

会の充実 

 

 

 

・教育，保育内容 

の相互参観，相 

互理解に関す 

る取組の充実 

ステップ４へ 
接続を見通して編成・実

施された教育課程につ

いて，実施結果を踏ま

え，更により良いものと

なるよう検討が行われ

ている。 

メンバー

例：幼稚園・

保育所・認定

こども園等

代表，小学校

長代表，小学

校教諭代表

等  会長 

副会長 

幼保小接続カリキュラム研究開発事業の流れ 

幼保小連携協議会（第１回） 

 

・組織体制について 

・年間計画 

・情報交換 

・合同研修会に向けて 

幼保小連携協議会 

（第２回） 

 

・取組状況の確認 

・情報交換 

 

幼保小連携協議会（第３回） 

 

・今年度のまとめ 

・報告会に向けた準備 

・来年度に向けた準備 

 

合同の研修会 

 

 

 

教育，保育内容の相互参観 

 

 

 

教育，保育内容の相互
理解 

 

 

 

教育，保育内容の

相互理解 

 

 

 

保育参観 

（年長児） 

接続カリキュラム

の交流 

メンバー

例：年長ク

ラス担任，

１年生クラ

ス担任，幼

保小連携担

当教員 等 

子供同士の交流活動 

 

 

 

授業等での交流 

（事前，事後の協議） 

全 体 研 修 会

（講師招聘） 

子供同士の交

流（事前・事後

の協議） 

先進地視察 

授業参観・協議 

（小１年生） 

保育参観・協議 

（年長児） 



令和２年３月４日（水）
廿日市市教育委員会 
     指導主事 神野 日奈子
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○幼保小連携協議会組織図

１　推進体制について 2



○小学校区単位で連携（１７校に対して３８園）

１　推進体制について 3

例：廿日市小学校区

小学校　→　廿日市小学校　（１校）

園　所　 →　山陽女子短期大学付属幼稚園
　　　　　　　　廿日市聖母マリア幼稚園　　　　　（私立幼稚園２園）

　　　　　　　　 あい保育園住吉　　　　　　　　　　（私立保育園１園）

　　　　　　　　廿日市こども園　　　　　　　　　　　（認定こども園１園）

※１校４園で連携



２　連携協議会について

第１回　５月３１日（金）
　・事業説明
　・意見交流
　・今年度の計画

第２回　１０月９日（水）
　・接続カリキュラムについて
　・取組状況の確認

第３回　２月２５日（火）
　・今年度のまとめ
　・来年度の計画　

4

○連携協議会（年間３回）の開催

第１回廿日市市連携協議会

・幼保小連携接続の意義について確認し、連
携接続を推進していくための方向性や課題等
について協議を行った。

・園所、小学校それぞれの立場から率直に意
見を伝え合ったり、疑問に思っていることを質
問し合ったりして、大変有意義な時間となった。



３　合同研修会について 5

○幼保小合同研修会（令和元年８月５日）

講師：横浜市立池上小学校　校長　寳來　生志子

寳來　生志子校長による講演 小学校区ごとに情報交換

参加者の感想

・入学は、ゼロからのスタートではない。お互いに子供の学びを知ることが第１歩だと
思った。

・１年生に学校のルールを教えなければならないと思っていたが、「園ではどうだっ
た?」と問い、子供達に思考させることが大切だと感じた。
・小学校の先生方に、園での様子を知ってもらうことが大切だと感じた。今後、積極的
に交流していきたい。



４　特色ある取組について 6

幼児教育長期派遣研修生
廿日市市立廿日市小学校　教諭　伊藤　尚子

○幼児教育長期派遣研修生の活用

学校法人有朋学園　
かえで幼稚園にて
長期派遣研修

幼保小合同研修会 連携協議会

長期派遣研修での学びを還元

・園所の環境構成の工夫のすばらしさや緩やかだけど手応
えのある段差づくりについて伝える。

・スタートカリキュラムや週案について具体例を示しながら、
作成するときのポイントなどについて情報提供する。



５　成果 7

○運営体制
　・年度初めに、管理職（校長・教頭・園長等）を対象に、幼保小

　連携推進の意義について確認したことで、推進しやすい体制

　が整った。

　・小学校区ごとに連携する園を決めたことで、連携しやすくなった。

○人的交流
　・研修会の中で顔を合わせて協議したことで、連携する際の窓口

　が明らかとなり、以前より交流しやすくなった。

　・小学校区によっては、児童と園児の交流が月１回定期的に行

　われるようになったところもある。



５　成果 8

○保育・授業・子供の姿
　・保育参観を通して、環境構成の工夫を学んだ。環境構成には、

　指導者という人的環境も含まれており、過不足のない支援の

　在り方について学ぶことができた。

　・園児と児童の定期的な交流により、小学校入学に対する不

　安を解消することや期待感を膨らませることにつながった。

○カリキュラム
　・小学校区ごとの協議と長期派遣研修生によるスタートカリキュ

　ム例の情報提供により、全小学校においてスタートカリキュラム

　の作成が進んだ。



６　来年度以降に向けて 9

○課題となっていること
　・相互参観及び協議の意義を感じつつも、日程の調

　整や時間確保に苦慮している。

　・園児と児童の交流における移動手段の確保の難し

　さや授業の位置づけの整理に課題がある。

○来年度行いたいこと
　・引き続き、人的交流を大切にして取組を進めていく。

　・年度当初、スタートカリキュラム授業公開を行い、

　具体的な取組事例を示す。

　・作成したスタートカリキュラムの内容の充実に向け、

　実践しながら見直しを行っていく。



廿日市市立 廿日市小学校 スタートカリキュラム計画

令和２年２月 12 日作成

学校教育目標 めざす子ども像

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

育
っ
て
ほ
し
い
児
童
の
姿

主
な
学
習
活
動

大単元「がっこうだいすき」生活科を中心とした合科的・関連的な学習活動の充実

環
境
構
成
（
人
・
も
の
・
こ
と
等
）

園
・
所

と
の
連
携

【１学期】

・前年度に園所にスタートカリキュラムについての説明をし，接続への協力をお願いする。

・４月に園所の先生に来ていただき，児童の様子を参観してもらう。その際，読み聞かせや手遊びをしてもらい，児童が

園所と小学校のつながりを感じて安心できるようにする。

・園所と交流できそうな日時を相談し，児童と年長児が交流する機会をもつ。

・本校入学予定の園児を運動会に招待し，就学前児童によるかけっこに参加してもらう。

・幼保小連携の連絡会を開き，近隣の出身園の先生方に児童についての様子を参観していただいたり，児童についての交

流を行ったりする。

【２学期】

・園所と交流できそうな日時を相談し，児童と年長児が交流する機会をもつ。

・夏休みに小学校教員が園所訪問を行い，園所での子供達の過ごし方や園所で大切にさ

れていることについて知る機会をもつ。

【３学期】

・小学校教員が園所訪問を行い，園所での生活の様子や年長児の様子から実

態把握を行う。

・園所と交流できそうな日時を相談し，児童と年長児が交流する機会をもつ。

・入学説明会・一日体験時に５年生との交流を行う。

・本年度の振り返りを行い，来年度の計画を立てる。

組
織
と
の

連
携

・地域ボランティアにお願いしてにこにこタイムの見守りをしてもらう。

・読書ボランティアにお願いしてにこにこタイムに読み聞かせや見守りをしてもらう。

・地域ボランティアや保護者にお願いして登下校の見守りをしてもらう。

・にこにこタイム終了後も朝の読み聞かせ（読書ボランティア），授業のお手伝い・登

下校の見守り（地域ボランティア）を引き続きお願いする。

・朝の読み聞かせ（読書ボランティア），授業のお手伝い・登下校の見守り

（地域ボランティア）を引き続きお願いする。

家
庭

と
の

連
携

・入学説明会（前年度１月）で緩やかな接続の良さやどのような取組をする予定なのかを紹介し，安心感をもってもらう。

・入学当初の様子を学級通信等で紹介し，児童の頑張りや学校での取組を伝える。

・家庭との連携を図り，家庭でも児童を肯定的に見守り支えてもらうよう協力をお願いする。

・学年通信等で児童の様子や頑張りを伝え，家庭でもしっかり褒めてもらう。

・学級懇談会で４月からの児童の様子について伝え，学校の取組への理解を図る。

・子どもたちの成長を感じられるような活動を参観日に設定する。

・次年度入学予定児のための入学説明会で, 緩やかな接続の良さやどのよう

な取組をするのかを紹介し，安心感をもってもらう。

入 学 当 初 の 児 童 の 姿
○しっかり考える（思考力・表現力）

・遊びが楽しくなるように考えたり，作品づくりを通して表現し

たいものを自分なりに工夫して表したりしている。

○やりきる（主体性）

・小学校での生活や学習に興味をもち,期待感を持っている。
・園所では最高学年として積極的に活動に取り組んでいる。また，自分

のことは自分でやりきるよう繰り返し取り組んでいるが，慣れないこ

とについては保育者の援助がないと課題に気付けないことがある。

○思いやる（自己有用感）

・新しい友達との関係作りに不安を感じている。

・友達とかかわり合いながら楽しく遊んでいるが，自分の思いを

十分に表現できずトラブルになることがある。

期待する児童の姿
○しっかり考える（思考力・表現力）

・既有の知識やこれまでの経験を生かし

て新しい学習に取り組む。

・自分の考えを自分の言葉で表現する。

○やりきる（主体性）

・自らの思いや願いを明確にしながら，

意欲的に学習に取り組んでいる。

○思いやる（自己有用感）

・友達の良さを感じている。

・自分の思いや気持ちを言葉で伝えたり

相手の気持ちを理解したりしながら人

とのかかわりを楽しんでいる。

・児童が安心できる人的環境を整える。教

師は，児童の気持ちに寄り添った対応を

心がける（共感，笑顔）。教師同士の連

携を密にとり，児童の様子について情報

を共有して児童理解に努める。【人】

・複数体制で児童を見守り，児童が安心し

て過ごせるようにする。（地域ボランテ

ィアの方に協力依頼）【人】

・ 朝の会で友達や先生と交流する時間を

取り，新しい人間関係づくりのサポート

をする。【人】

・２年生・６年生との交流活動を通して，

頼りになる存在に気づかせる。【人】

１年生年間指導計画に基づく学習活動の実施

園所では自分たちで考えて遊びを
楽しくしたよ。

ともに学び ともに伸びる

園所ではいろいろなことをしてきたよ。
学校ではどんなことをするのかな？
早く知りたい，やってみたい！

友達たくさんできるかな？
友達と仲良くできるかな？

・朝，にこにこタイムを設定し，教室

や多目的室で，園所でやっていた遊

びができるようにして心の安定を

図る。そのための材料や道具を用意

する。【もの】

・教師と児童の距離を縮めるために児

童机の配置を工夫する。（グループ

机等）【もの】

・児童の動線を考えた教室配置や目の

高さを考えた掲示物コーナーにす

る。また，分かりやすく学びやすい

環境づくりをする。（視覚支援，ス

モールステップ，ＩＣＴ活用，肯定

的評価）【もの】

・生活科を中心とした学習を取り入

れ，児童の思いや願いから学習活動

を構成したり幼児期の生活経験を

きっかけに小学校での生活や教科

の学習が始まったりするようにす

る。そのために学びが生まれるよう

な環境を整える。【こと・もの】

・受容的な雰囲気作りにより，児童

が安心して表現できるようにす

る。また，友達と共に考える授業

形態を多く取り入れる。【こと】

・６年生の手伝いなく自分たちでで

きるように支援していく。【人】

・児童が学校生活に慣れ，支援が必

要ないと思われる物は取り除き，

徐々に個別の支援に変えていく。

【もの・こと】

・幼児期の生活経験を小学校生活に

生かせるように，係や当番活動の

やり方について話し合う。【こと】

・ペアでの学習活動を仕組み，友達

と関わりながら学ぶ機会をでき

るだけ確保する。【こと・人】

しっかり考える やりきる 思いやる

単元名「みんなで はてなを かいけつ」（21H）

生活 「がっこうのことがしりたいな」(2,2/3H) 算数「どきどきがっこう」(2H)

「みんなでつうがくをあるこう」(2H) 図工「すきなものいっぱい」(1H)

「みんなとなかよくなりたいな」(1/3H) 音楽「うたっておどってなかよくなろう」(1,1/3H)

国語 「さあはじめよう」(1,2/3H) 「よろしくね」(1H) 外国語「あいさつをしよう名前をたずねよう」(1H)

「ひととつながることば」(1/3H) 体育「固定施設を使った運動遊び」(1,1/3H)

「こえをとどけよう」(1H)「ほんがたくさん」(1H) 道徳「たのしいがっこう」(1H)

書写「たのしくかこう」(1/3H)

特活「持ち物の使い方」「学校の行き帰り」「給食の食べ方」(各 1H)

単元名「がっこうたんけん はじめるよ」（28H）

生活 「ともだちとがっこうをたんけんしよう」(3H) 算数 「かずとすうじ」(1H)

「がっこうにいるひととなかよくなろう」(4H) 図工 「ねんどとなかよし」(2H)

国語 「ひととつながることば」(2/3H) 「すきなものいっぱい」(1H)

「あいうえおのうた」(1,2/3H) 音楽「うたっておどってなかよくなろう」(2/3H)

「あいうえおのことばをあつめよう」(2H) 「はくをかんじとろう」(2H)

「あめですよ」(2/3H) 「ほんがたくさん」(1/3H) 体育 「固定施設を使った運動遊び」(2/3)

書写 「ひらがなのかきかた」(1,1/3H) 「体ほぐしの運動」(3H)

道徳「なにをしているのかな」「ありがとう ごめんなさい」(各 1H)

特活 「これからがんばること」「給食当番とそうじの仕方」(各 1H)

単元名「みんなに おしらせしよう」（9H）

生活 「がっこうでみつけたことをつたえよう」(3H)

国語 「みんなにはなそう」(4H)

道徳 「ありがとう」(1H)

図工 「クレヨンやパスとなかよし」(1H)

前にやったことを使ったらできそうだな。

私は〇〇ちゃんと少し違ってこう思うよ。

次はこれをやってみよう！

最後まであきらめずにがんばるよ。

○○ちゃんはこう思っているんだ

ね。ぼくはこんな気持ちだよ。

・新１年生の存在に気付き，自信や

進級への期待をもたせる。【人】

・入学からここまでの成長には多く

の人の支えがあったことに気付

かせる。【人】

・自分の成長を実感できる活動，機

会を設定する。【こと】


