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日本生活体験学習学会誌　第9号　31－39（2009）

古　賀　倫　嗣

Problems　of　the　Educational　Cooporation　between

Nursery　School　e　Kindergarten　and　Primary　School

Koga　Noritugu

要旨　1990年代後半、少子化の急激な進展は幼児教育を大きく変えることになった。1998年、「幼稚園教育要

領」、1999年、「保育所保育指針」が相次いで改訂され、「養護と教育が一体となって、豊かな人間性を持った

子どもを育成する」が基本方針となった。それを明確化したのが、2001年に文部科学省が公表した「幼児教育

振興プログラム」である。さらに、2◎05年には中央教育審議会「子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた今後

の幼児教育の在り方について」が答申され、今後の幼児教育の取組の2つの方向性として、嫁庭・地域社会・

幼稚園等施設の三者による総合的な幼児教育の推進」「幼児の生活の連続性及び発達や学びの連続性を踏まえた

幼児教育の充実」がうたわれた。

　熊本県では、2003年、就学前教育の振興をはかる「肥後っ子かがやきプラン」が策定され、「子どものたく

ましく心豊かな育ちを促す幼稚園・保育所等の教育・保育環境の創造」が「基本的方向の1」として提案され、

全県的に推進されている。2008年、公立・私立幼稚園、保育所、小学校を対象に実施された「幼・保・小連携」

の現状調査に基づき、その課題を明らかにする。

キーワード　幼保々連携、連携カリキュラム、幼児教育、子育て支援、肥後っ子かがやきプラン

1．「少子化」政策と幼児教育

　子どもたちの発達に関わる問題事象の要因として、

基本的生活習慣や生活技能が物質的「豊かさ」のなか

で乏しくなっており、さらには知識は豊富であっても

自主性、自立性、社会性、耐性など、さまざまな心の

能力が年齢相応には発達していないことが指摘されて

いる。また、テレビやビデオ、携帯電話、インターネ

ットなど、子どもを取り囲む情報環境は、子どもの生

活世界のバーチャル化（仮想現実化）をいっそう深刻

にし、生命や心の危機をもたらしているといっても過

言ではない。この結果、発達段階に適切に対応する態

度、技能や認識の獲得がますます困難になり、その結

果、日常的なごくありふれた生活体験活動や生活体験：

機会の提供、さらにはこうした生活体験学習プログラ

ムの開発や環境整備が急がれている。このような現代

的な課題は、幼児期、学童期、思春期など、子どもの

どの発達段階でも、共通の問題として現れている。

　1990年代、急速に進行する少子化トレンドを背景に、

家庭・地域環境の変化にともなう新たな幼児教育のニ

ーズに対応して、国の教育・保育政策は大きく変質す

ることになった。幼児期の子ども政策は、「幼稚園」と

いう教育の場に関わる政策と、「保育所」という養護の
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場に関わる政策の「二元的な縦割り」で進められてき

たことが日本の特徴であったが、1989年目98年の「幼

稚園教育要領」改訂、1990年、99年の「保育所保育指

針」改訂という、この15年間の経緯のなかで教育・保

育内容の接合がはかられることになった。

　　「幼稚園教育要領」は、1948年に「保育要領」とし

て刊行され、その後56年、64年の改訂を経たあとは、

89年まで25年間改訂が行われないままにおかれた。89

年に告示された教育要領は、「領域」を子どもの発達を

見るときの窓ロと位置づけ、従来の6領域から郵書」、

「人間関係」、環境」、「言葉j、「表現」の5領域に再

編した。樋当な環境を与えて心身の発達を助長するこ

とを目的とする」幼稚園教育の目標にそった、教育政

策転換といえよう。

　これに対し、保育政策はより複雑なかたちで進んだ。

1970年代、急増する労働力市場に応えるため女性の雇

用労働力化は著しく進行した。その進行は、そのまま

保育ニーズの急増を結果し、運動論的には「ポストの

数だけの保育所」開設が求められた。1989年の「1．57

ショック」は、日本が「少子・高齢社会1という新た

な社会段階に到達した象徴的な事件であったが、国（厚

生行政）はF高齢化」という一面でしか問題を把握で

きなかった。すなわち「少子化」政策なき「高齢化j

政策、「高齢者保健福祉推進10勝馬戦略（ゴールドプ

ラン）」の提起である。とはいえ、保育政策の充実を求

める声のなかで、1990年「保育所保育指針」は改訂さ

れ、環境による保育」が基本として明示された。この

結果、前述した「幼稚園教育要領」との共通性を強く

持たされることになった。

　1994年、初めて「少子化」政策として「今後の子育

て支援施策の基本的方向について（「エンゼルプラン」）

が文部・厚生・労働・建設の4大臣合意で公表された。

「エンゼルプラン」は、その3つのねらいとして、「社

会全体による子育て支援の気運を醸成し、企業・職場、

地域社会の子育て支援の取り組みを推進すること」、

「今後1◎年間における子育て支援施策の基本的方向

と重点施策を定め、その総合的・計画的推進を図るこ

と」、「地方公共団体における計画的な子育て支援施策

の推進を図ることなど、地域の特性に応じた施策の推

進のための基盤整備を図ること」とうたつた。

　さらに、95年発表された「緊急保育対策等5か年事

業」は99年までの整備目標を数値で設定することによ

り、保育所はその機能を「子育て支援センター」に向

け大きく転換することになった。「保育に欠ける児童福

祉施設」から保育サービスの普遍化、一般化がいっそ

う進んだのである。1999年の「保育所保育指針」の改

訂は、従来通り「養護と教育が一体となって、豊かな

人間性を持った子どもを育成するところに保育所にお

ける保育の特性がある」とうたいながらも、「子どもを

取り巻く環境の変化に対応して、保育所には地域にお

ける子育て支援のために、乳幼児などの保育に関する

相談に応じ、助言するなどの社会的役割も必要となっ

てきている」と、「少子・高齢社会」に対応した新たな

役割、すなわち「働く母親のための子育て支援施策」

を提示した。このことは、1996年置保育所を所管する

厚生省ではなく、労働力創出政策を担う労働省が創設

した「ファミリー・サポートセンター事業（仕事と育

児両立支援特別援助事業）」に如実に現れている。

　このような実体としての「一華一元化」の大きな流

れは、2002年の「少子化対策プラスワン1を契機に「次

世代育成支援」という言葉に置き換えられることにな

り、翌03年には、次世代育成支援対策推進法が制定さ

れた。すなわち、「社会連帯による子どもと子育て家庭

の育成・自立支援」を基本理念として、新たなド次世

代育成支援システム」の構築をはかるとされている。

f5つの基本的方向」として、「普遍化・多様化」、「総

合化・効率化」、「家庭と地域の『子育て力』」、「出生か

ら青少年まで年齢に応じたきめ細かな施策」、「専門性

の確保」が提起されており、「保育所」と「幼稚園との

連携」についても、「いわゆる骨太2003でその設置を

検討することとされた総合施設については、今度、子

どもの幸せを第一に考え、保育所と幼稚園それぞれの

役割と機能の発揮を基本としつつ、共用施設や合同保

育の実施状況も評価しながら、その具体的な姿につい

て検討が進められるべき。」とうたつた。「認定子ども

園」の創設である。

2．「生きる力」と幼・保・小連携

　こうした保育政策と幼稚園教育政策との「一元化」

は、すぐさま幼児教育（就学前教育）と小学校との連

携に関わる課題を新たに生み出すことになった。

　1998年、中央教育審議会が公表した「幼児期からの
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心の教育の在り方について（答申）」は、「第4章　心

を育てる場として学校（幼稚園・保育所）を見直そうj

を設け、幼稚園・保育所で道徳性の芽生えを培おう、

体験活動を積極的に取り入れよう、幼児の自然体験プ

ログラムを提供しよう、幼稚園・保育所による子育て

支援を進めよう、幼稚園・保育所の教育・保育と小学

校教育との連携を工夫しよう、の5項目を提示した。

「体験活動が強調されるとともに、「小学校教育との

連携」が実質的には初めて論及され、これにより教育

行政の側からの「保育・養護」政策へのアプローチが

始まったのである。

　これに対し、厚生行政からは、1999年、「保育所保

育指針」が改訂され、「養護と教育が一体となって、豊

かな人間性を持った子どもを育成する」とうたつた。

「保育所保育指針」は、「保育の目標」について、「子

どもは豊かに伸びていく可能性をそのうちに秘めてい

る。その子どもが、現在を最もよく生き、望ましい未

来をつくり出す力の基礎を培うことが保育の目標であ

る」とうたい、6つの事項の1つとして、「様々な体験

を通して、豊かな感性を育て、創造性の芽生えを培う

こと」を掲げている。また、「保育の方法」についても、

「子どもが自発的、意欲的に関われるような環境の構

成と、そこにおける子どもの主体的な活動を大切にし、

乳幼児期にふさわしい体験が得られるように遊びを通

して総合的に保育を行うこと」に留意することを求め

ている。さらに、「子どもの生活のリズムを大切にし、

自己活動を重視しながら、生活の流れを安定し、かつ、

調和のとれたものにすること」に注意を喚起している。

　2001年には、幼児教育の振興をうたう中央教育審議

会報告「少子化と教育について」を踏まえ、文部科学

省が「幼児教育振興プログラム」を策定した。その基

本的考え方は、「幼稚園教育」を中心とするものの、施

策の展開をはかる「視点」として、次の4項目を提起

している。

　ア　幼稚園教育の展開に当たっては、集団生活を通

　　じて、幼児一人一人の発達に応じ、主体的な活動

　　としての遊びを通して総合的な指導を行い、r生き

　　る力』の基礎や小学校以降の学校教育全体の生活

　　及び学習の基盤を培うという基本に立って、教育

　　活動及び教育環境の充実を図る。

　イ　幼稚園の基本を生かす中で幼稚園運営の弾力化

　　を図り、地域の幼児教育のセンターとしての子育

　　て支援機能を活用して、『親と子の育ちの捌とし

　　ての幼稚園の役割や機能を充実する。

　ウ　幼稚園教育と小学校教育との問で円滑な移行や

　　接続を図る観点に立って、幼稚園と小学校の連携

　　を推進する。

　工幼稚園と保育所は、各々の目的と役割を有する

　　とともに、双方とも小学校就学前の幼児を対象と

　　していること等を踏まえつつ、両施設の連携を一

　　層推進する。

　これにより、「幼・保・小連携」すなわち、幼児教育

と小学校教育の「連携」が政策的課題として位置づけ

られたのである。2001年3月に初等中等教育局長名で

通知された文書は、都道府県等に「幼児教育の振興に

関する政策プログラム」の策定を要望するとともに、

「各市町村においては、域内の私立幼稚園等に対する

連絡窓ロを明確にするよう配意すること」と論及、私

立幼稚園との行政上の「接点」のない市町村に取り組

みの整備を改めて求めた。

　2005年、中央教育審i議会は、「子どもの最善の利益

のために幼児教育を考える」という副題をもつ「子ど

もを取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の

在り方について（答申）」を公表した。答申は、「今後

の幼児教育の取組の2つの方向性」として「家庭・地

域社会・幼稚園等施設の三者による総合的な幼児教育

の推進j、「幼児の生活の連続性及び発達や学びの連続

性を踏まえた幼児教育の充実］を提起した。なかでも、

後者については、「幼稚園等施設での生活と家庭・地域

社会における生活の連続性の確保」、「就園前（家庭・

地域社会での生活）、幼稚園等施設の教育を通した学び、

小学校以上の学習への連続的なつながり」を指摘、ま

さに幼児の発達における「生活の連続性及び発達や学

びの連続性」の重要性を明らかにしたのである。

　これを受け、「7つの重点施策」の1つに「発達や学

びの連続性を踏まえた幼児教育の充実」を掲げ、「小学

校教育との連携・接続の強化・改善」の下に「教育内

容における接続の改善j、「人事交流等の推進、奨励」、

「『一轍連携推進校』の奨励、幼小一貫教育の検討」の

3項目が具体的な施策として提起されている。

　1996年、中央教育審議会が公表した「21世紀を展望

した我が国の教育の在り方について（答申）」は、教育
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政策の基本理念として「生きる力」の育成を提起、「我々

はこれからの子供たちに必要となるのは、いかに社会

が変化しようとも、自分で課題を見つけ、自ら学び、

自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりょく問題を

解決する資質や能力であり、また、自らを律しつつ、

他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心

など、豊かな人間性であると考えた。たくましく生き

るための健康や体力が不可欠であることは言うまでも

ない。我々は、こうした資質や能力を、変化の激しい

これからの社会を〔生きる力〕と称することとし、こ

れらをバランスよくはぐくんでいくことが重要である

と考えた。」とうたつた。

　幼児教育が「生きる力」の基礎を担うことはいうま

でもない。「生きる力」のはぐくみのプロセスにおいて

保・幼・小の連携がどのように組み立てられるべきか、

市町村にはどのような役割が求めれているか、その現

状と課題を熊本県の事例から検証することにしよう。

3．熊本県における就学前教育振興の取り組み

　熊本県では、「幼児教育の振興に関する政策プログラ

ム」の策定のため、2002年度から熊本県就学前教育振

興対策協議会を拡充、f熊本県就学前教育振興計画（肥

後っ子かがやきプラン）」の策定に向けた、具体的な作

業を開始した。策定にあたっては、熊本県の乳幼児の

状況の的確な把握が必要であった。そのため、197園

の保育所、幼稚園を対象としたアンケート調査のほか、

熊本県少子高齢社会における家庭教育及び行政支援の

あり方に関する調査研究委員会が2001年に実：施した

「くまもとすこやか子育てアンケート調査」の結果が

利用された。なお、熊本県では「幼児教育」という言

葉を使わず「就学前教育」を用いている。

　保育所、幼稚園を対象としたアンケート調査では、

3～5歳児の生活課題として「睡眠時間10時間未満」

という子どもが20％を超えており、「午後10時以降就

寝」は30％となっていることが示されている。また、

朝食は6％の子どもが食べずに登園し、排便について

も、20％が排便をすませないままに登園している。遊

びの現状では、遊び場は「室内」が87．7％と一番高く、

「公園や広場」35．1％、「友だちの家」29．3％という結

果である。遊びの内容も「テレビ・ビデオ」が50．4％

と最も多い。子どもの生活リズムの根幹を作り上げる

のは「睡眠1「食事」「排便」「遊び」の四要素であるが、

　「朝から写そう」「朝食抜き」「便秘気味」「自発的に遊

べない」といった問題事象は、園長アンケート調査で

はどの年齢の幼児でも共通して指摘されており、「アレ

ルギー」や「噛みつき・引っかく」子どもの増加もみ

られる。こうしたことから、計画策定においては、幼

児の発達課題として、「自己中心的な園児」や「人とコ

ミュニケーションがとれない園児」という「対人関係」

に関わる問題事項、「衝動的で自制心のない園児」や「約

束やルールを守れない園児」という「規範意識」に関

わる問題事項が重視されることになった。

　ここで、幼稚園・保育所の現状をみておこう。策定

前の2002年現在では、幼稚園数は国公立48、私立115

の合計163園、幼児数18，382人、教員数1，175人である。

これに対し、保育所数：は公立220、私立382の合計602

園、乳幼児数：46，807人、保育士数6，648人である。全国

的には、幼稚園・保育所ともほぼ同数という現状に対

し、熊本県では素数で3．7倍、乳幼児数では2．5倍と、

保育所が著しく多い。また、2000年の国勢調査から6

歳未満児の幼稚園・保育所への就園・通所の現状をみ

ると、全国平均の45．6％に対し熊本県は56．7％と、11

ポイントも高いことが特徴である。なかでも、保育所

の利用が高く、全国の26．0％に対し熊本県42．0％と16

ポイント高い。年齢別の利用率をみると、保育所の通

所は0歳8．2％、1歳30．4％、2歳44．2％、3歳54。0％、

4歳56。3％、5歳563％、幼稚園の就園は3歳11．7％、

4歳33。1％、5歳4◎．6％という現状である。

　このように、幼・保・小連携の推進にあたって、教

育機関と幼児教育の両面で、それぞれ小学校と保育所

とのジョイント機能を期待される幼稚園が市町村によ

っては設置されていないこと、幼児教育の上で保育所

の役割が非常に大きいことは、連携を進める上では厳

しい条件になっている。全国的には「幼・小連携」を

軸に「保」を巻き込む形で推進されている事例が多い

が、熊本県では「幼・保・小連携」、あるいは「保・小

連携」での推進が求められることになった。

　熊本県就学前教育振興計画は、2003年度から2010年

度の8年間を計画期間として、2003年3月に策定され

た。計画は、「生涯にわたる人間形成の基礎が培われる

乳幼児期に『食べる　寝る　遊ぶ』という基本的な生

活のなかで、『愛情豊：かで思慮深い大人の保護・世話な
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どの活動』を通して子どもたちにもたらされる生理

的・精神的欲求の充足により、子どもが安心、安定し

ながらr生きる力』の土台となる『「生きる力」の基礎』、

r現在を最もよく生き、望ましい未来をつくり出す力

の基礎を培うことが大切です。この土台があっては

じめて、子どもたちは未来を切り拓く『生きる力』を

獲得できるのです。」と訴えた。家庭・地域の教育力の

活性化とともに、「子どものたくましく心豊かな育ちを

促す幼稚園・保育所等の教育・保育環境の創造」を「基

本方向1」とし、「未来にかがやく子どもたち」に、基

本的な信頼関係に支えられた「たくましく心豊かな育

ち」を保障すること、それが私たち、大人の最も重大

な責任と提案している。「3つの基本方向」と施策の方

向性は、次の通りである。

1．子どものたくましく心豊かな育ちを促す幼稚園・

　保育所等の教育・保育環境の創造

　①　幼稚園教育要領・保育所保育指針を踏まえた幼

　　稚園・保育所の教育・保育環境及び教育・保育活

　　動の充実

　②　公立・私立幼稚園問及び幼稚園と保育所との連

　　携の推進

　③　移行や接続を円滑にするための幼稚園・保育所

　　と小学校との連携の推進

　④　開かれた幼稚園・保育所づくり

III．子どもの育ちの原点となる心安らぐ楽しい家庭環

　境の醸成

　①　行政による家庭の教育力向上支援・子育て支援

　　の充実

　②　幼稚園・保育所における子育て支援活動の充実

③保護者間での交流機会の充実

皿．子どものいのち・未来を支える地域社会環境づく

　りの推進

①子どもが健やかに育つ環境づくり

②　地域社会における子育て支援の推進

　なかでも、これまでみてきたように、「移行や接続を

円滑にするための幼稚園・保育所と小学校との連携の

推進」が、熊本県の重要な政策課題である。推進計画

は、「子どもたちがこれからどう学んでいくのか、どう

生きるのかという子どもの成長・発達の連続性や一貫

性に目を向けた教育・保育、小学校教育と連携した教

育・保育が必要です。このことが小学校教育への円滑

な移行・接続を可能にします。それは小学校教育を先

取りすることではありません。幼稚園や保育所がこの

時期にふさわしい教育・保育を行い、「『生きる力』の

基磯を身に付けさせることが、何事にも自信を持っ

て主体的に取り組む子どもを育み、小学校教育以降の

教育との接続を確かにするものです。」と、その必要性

を明らかにし、「＝滑らかな接続」に向けた幼・保・小連

携の重要性を訴えた。その現状と課題については、節

をあらためて論じることにしよう。

4．r幼・保・小連携」の現状と課題

　幼保小連携の推進にあたっては、「幼稚園と保育所と

の連携の課題」と「幼稚園・保育所と小学校との連携

の課題」の相互に重なりあう、2つの問題が存在する。

　まず、幼・保連携の課題としては、①制度的に異な

る幼稚園・保育所に対する社会的ニーズの同質化、

②「幼稚園教育要領」と「保育所保育指針」の教育内

容の整合性、③幼稚園教員と保育士の連携・協力、

④子ども及び保護者間の交流、⑤施設の共用の弾力化

があげられる。また、幼・保・小連携の課題としては、

①子どもの育ちをつなぐ条件整備、②教育・保育内容

の相互理解、③教育・保育方法の相互理解、④「小学

校低学年」のカリキュラム上の位置づけ、⑤保護者へ

の説明責任などが考えられる。特に重要な論点が、「接

続」と「段差」をどう理解するか、教員と保育士の「総

合性」と「専門性」の相互理解、「遊びを通した環境構

成jの共通理解である。このため、教育・保育関係者、

市町村担当者の研修、達成段階の客観的な評価システ

ムが不可欠である。

　2007年度、振興計画の進行管理を行うために設置さ

れている「かがやけ！肥後っ子」会議は、2010年度の

計画終了を見通して目標達成をはかるため「未来にか

がやく肥後っ子をはぐくむために（提言）」をとりまと

めた。計画の「基本方向1」に対応した、教育・保育

環境に関わる「提言1」では、市町村、幼稚園・保育

所等における体系的な研修の実施と「幼・保、小・中

連携ステップ」による取り組みの検証が提案された。

2008年5月に実施された取り組みの進捗状況調査の

結果から、その現状と課題を明らかにしよう。なお、
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比較のため、2007年5月に行われた調査結果を（）

で示した。

　市町村対象の調査結果では、進捗率（「できている」

と「おおむねできている」の合計値）の低い項目とし

て、「研修の企画運営にあたる指導者を育成している」

14．6％（20．8％）、「幼稚園・保育所におけるティーム

保育の導入（より効果的な実践のための指導）等」

18．8％（25．0％）、「幼稚園・保育所へ指導的立場の者

を派遣している」20．8％（16．7％）などがあがってい

る。「近隣市町村の幼稚園・保育所との合同研修を実施

している」は37．5％（31。3％〉、「幼稚園・保育所関係

者による連絡協議会を設置している」は48。9％

（37．5％）となっている。「市町村独自で研修の場を設

けている」は前年度47．9％から54．2％になるなど、堅

実な向上傾向のなかで、「研修指導者の育成」について

はかえって低下しており、課題を残した。

　F幼・保、小・中連携ステップ」による取り組みの

評価についてみてみよう、表1には、公立幼稚園（39

園）、私立幼稚園（91園）、保育所（550園）を対象と

した調査結果を示した。表2は、小学校（421校）の

結果である。

　幼児教育機関・施設の結果をみると、すべての項目

で私立幼稚園の数値が最低となっていることがわかる。

子どもの交流を行う「ステップ2」は71．4％にとどま

るが、教員・保育士の交流を行う「ステップ3」が52．79。（、

計画的実践の条件整備を進める「ステップ5jのうち

「教育課程への位置づけ」が29．7％など、私立幼稚園

の進捗率は保育所の値を10ポイントも下回る結果で

ある。これに対し、公立幼稚園では全体として取り組

み状況は良好で、おおむね小学校と同じ数値を示して

いる。特に、子ども像の明確化を行う「ステップ8」

が69．2％、連携カリキュラムを作成する「ステップ9」

が48．7％と高く、地域で取り組む「ステップ10」は

35．9％と、小学校の2倍という結果である。保育所は

中間値でほぼ推移しており、「ステップ5」の結果に表

れているように、連携推進上の厳しい課題に対し取り

組みの成果がうかがわれる。

表1　「連携ステップ」の進捗状況（幼児教育）

ステップ 連　　　携　　　内　　　容 公立幼稚園 私立幼稚園

ステップ1a
幼稚園・保育所、小学校の教員・保育士が入学前に子
ﾇもの実態を交換し合う。

100．0％ 95．6％ 94．9％

ステップ1b
幼稚園・保育所、小・中学校が教育・保育目標、経営
ﾄ、行事、お便り等を交換し合う。 7L8％ 473％ 47．3％

ステップ2 子ども間の交流を行う。 100．0％ 71．4％ 83．1％

ステップ3
幼稚園・保育所、小・中学校の教員・保育士が相互に
ｳ育・保育を参観し合い、事後に意見を交換し合う。

79．5％ 52．7％ 62．5％

ステップ4
参観を通した学びから、指導・援助方法を工夫改善す
驕B

71．8％ 48．4％ 49．5％

各校・所（園）に①連i携担当者を位置付け、 ① 94．9％ 47．3％ 59．5％

ステップ5 2幼・保、小、中連携の全体計画、③生固
指導計画を作成し、連携・交流を教育課程

② 692％ 40．7％ 47ユ％

に位置付けるなど、計画的に実践する。 ③ 69．2％ 29．7％ 39．1％

ステップ6
子ども問交流におけるティーム体制を明確にして取り
gむ。

56．4％ 17．6％ 21ユ％

市町村 56．4％ 253％ 36．9％

ステップ7
連携推進のための組織（連絡協議会等）を
?驕B 中学校区 66．7％ 34ユ％ 36．9％

小学校区 41．0％ 38．5％ 42．7％

ステップ8
上記会議を中心に実態を調査し、地域ではぐくむ子ど
熨怩�ｾ確にする。

69．2％ 37．4％ 39．5％

ステップ9
目指す子ども像をはぐくむ連携カリキュラムを作成す
驕B

48．7％ 34．1％ 34．4％

ステップ1◎ 子ども像の育成を目指して連携カリキュラムに沿っ
ﾄ、地域で取り組む。

35．9驚 ・23．1％ 27．3％



　　　　　　　　　　幼・保・小連携の現状と課題

　　　　　表2　「連携ステップ」の進捗状況（小学校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■できている臼できていない

幼稚園・保育所、小学校の教員・保育士が入学前に子ども

の実態を交換し合う。（新入児があった学校）

幼稚園・保育所、小・申学校が教育・保育鎖標、経営案、行事、

お便り等を交換し合う。

　　　　　　　　ステップ2　子ども間の交流を行う。

幼稚園・保育所、小・申学校の教員・保育士が相互に教育・

保育を参観し合い、事後に意見を交換し合う。

参観を通した学びから、指導・援助方法を工夫改善する。

　　　　　　　　　　　　　連携担当者を位置付け

　　　　　ステップ5　　　　連携の全体計画を作成

　　　　　　　　　　　　交流の年問指導計画作成

。．o　o／．
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ステップla

ステップlb

ステップ3

ステップ4

ステップ6　子ども問交流におけるティーム体制を明確にして取り組む。

　　　　　　　　　　　　市町村で連携推進のための組織を作る。

　　　ステップ7　　　中学校区で連携推進のための組織を作る。

　　　　　　　　　　　小学校区で連携推進のための組織を作る。

　　　　　上記会議を中心に実態を調査し、地域ではぐくむ子ども像
ステップ8
　　　　　を明確にする。

ステップ9　目指す子ども像をはぐくむ連携カリキxxラムを作成する。

　　　　　子ども像の育成を目捲して連携カリキxeラムに沿って、地
ステップ10
　　　　　域で取り組む。

i・1　3．o％

峯◎％

O．7　e／e

o％　20％　40％　60％　so　rse．　I　oo　rso

　これを小学校の結果でみると、「ステップ1」から「ス

テップ3」までは順調に推移しているが、指導・援助

方法の工夫改善を行う「ステップ4］が77．3％の進捗

率にとどまる。「ステップ5」では、漣携担当者の位

置づけGはできているが、「連携・交流の指導計画づく

り」が低い。しかし、もっと大きな問題は「ステップ

6」を境に、進捗率が50％を切る状況になることであ

る。推進体制づくりを示す「ステップ7」では、市町

村と中学校区に比べ「小学校区」では28．3％と大きく

落ち込む。子ども像の明確化を行う「ステップ8」は

48．9％、連携カリキュラムを作成する「ステップ9」

は43．9％となっているが、地域での取り組みを示す到

達目標、「ステップ10」は189％ときわめて低い結果と

なっている。

　こうした進捗結果からは、幼・保・小連携の課題と

して指摘した、条件整備、内容・方法の相互理解につ

いてはまだまだ課題が残るものの、その達成に向けて

教員と保育士の連携が少しずつ進展していると評価で
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きよう。そうしたなか、克服されるべき重要な課題は、

めざすべき子ども像の共有化に基づくカリキュラムの

作成とその実践である。それを支える市町村の推進体

制づくり（基盤整備）が不可欠なことはいうまでもな

い。2004年度から2年間、文部科学省の研究指定を受

けた熊本県芦北町立佐敷小学校は、幼保小連携推進シ

ステム「『つながり合う』喜び支援体制」と連続したカ

リキュラム「佐敷システムによるカリキュラム」の作

成を行った（研究構想図参照）。2年目には、芦北町の

全小学校区にわたって、連i携・交流事業を教育課程に

位置づけ、計画的に実践するための「芦北っ子遊びカ

リキュラム」が作成され、基本的生活習慣のはぐくみ

（食育、実践30力条、あいさつ）、豊かな心のはぐく

み（読書指導、読み聞かせ）、人とかかわる力のはぐく

み（おに遊び、運動遊び）など具体的な連携実践が積

み重ねられている。「子どもの最善の利益のために」、

「遊び」「学び」「育ち」の三者をどうつなげていくか、

それが幼・保・小連携の重要課題である。子どもを取

り巻く環境や地域・家庭の教育力の実態を的確に把握

し、「生活の連続性及び発達や学びの連続性」を基本的

視点に置いた連携カリキュラム開発の必要性がいっそ

う高まっている。
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町の教育目標熊本県義務教

迚ﾛの方向

A学前教育の

[実

①社会環境の変革に十分対応できる生きる力を持った児童生徒

@の育成
A確かな学力を持ち、心身共にたくましい児童生徒の育成

B学校・家庭・地域社会の積極的な連携による開かれた学校・

@園づくりの推進

　社会的要請

Eいじめ

E不登校

E小一プロブレム

社会教育課の
綷

教育目標 保育目標

芦北町の実態

E話の聞き方

E言葉遣い

Eあいさつ

E返事　・遊び
佐敷小学校 佐敷幼稚園 淳光育児園 芦北保育園

自ら考え、豊

ｩな心と、た
ｭましい心身
�揩ﾁた児童
ﾌ育成。

心豊かで創造
ｫに富み、心
g共に健康で
ｶきる力を持
ﾂ園児を育て
驕B

丈夫でたくま
ｵい子ども、

Nとでも遊べ
骼vいやりの
?骼qども、

f直で心の豊
ｩな子ども、

ｩ分で考えて
s動する子ど
烽ﾌ育成。

自然に親しみ

ﾈがら、元気
ﾉ素直に誰か
轤煦､される
qどもの育成。

現　状

①あいさつが習慣化できていない児童がいる。

A学習に集中できない児童がいる。

B友だちと仲良く遊べない児童がいる。

3っの視点

①人と関わる力の育成　②基本的生活習慣の確立　③豊かな心の育成

佐敷システムによるカリキュラム作成

①人と関わる力はぐくみカリキュラム②基本的生活習慣はぐくみカリキュラム③豊かな心はぐくみカリキュラム

小学校 連携方法

　
　
　
連
携
内
容
■

幼稚園・保育園

学習作

@の徹
あいさ

ﾂの徹
体力向 豊かな心 健康な身体①授業・保育交流　i①生活習慣

A授業・保育参観　i②読み聞かせ
B行事の共有化　　i③道徳性
C情報交換　　　　i④食育・社会教育施設・
@　　　　　　　　1　障害のある子どもとの　　　　　　　　　妻　　　　　　　　　　交流

嚢

目指す子ども

あいさつができ、よく学び、人にかかわれる芦北っ子

芦北町のテーマ

子どものにれまでの育ち」と「今の育ち］　「これからの育ち」をつなぐ教育・保育環境の創造

　　　　　サブテーマ「つながり合う喜び、子どもの成長、親のあり方を求めて」

図　芦北町立佐敷小学校区の連携事業構想


