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小学校教員養成課程開設について
國文小學讀本

学祖 下田 歌子先生

本学 生活文化学科
主任教授 須賀 恭子

平成 23年度幼児保育専攻のカリキュラムに小学校教員免許取得課

程の導入の申請を行っていたが、平成 23年 1月 28日に文部科学省か

ら認可の通知が届いた。

23年度の小学校カリキュラムは、9科目から 10科目に増加する。

プラス 1科目は「英語科」であるという。新指導要領には 5・6年生の

授業に入る旨記されている。国際語コミュニケーションの向上を願っ

てのことであろう。

学祖下田歌子先生の著による「國文小學讀本」（一之巻上・下〜八之

巻）が思い出される。明治20年に印刷され文部省に教科書として申請

されたと聞く。たとえば、一之巻下には単語がひらがな・カタカナ・

英語で示され、挿絵には漢字が添えられているのである（次頁参照）。

仏語、独語、英語に長け、あの時代に欧米に 2年間も滞在された先生

だからこそ外国語の重要性に着眼されたことと思えば、その先見性に

は胸打たれるものがある。

126 ■小学校教員養成課程開設について 127



また、小学校教員は、子どもを育てるという母性の主体としての女性にとって最適な

仕事であり、女性が社会で男性と対等な社会的地位のなかで働くことのできる職業で

あって、女子大学の本学の生活文化学科幼児保育専攻課程に小学校教職課程を設置す

ることは、これまでの本学科の改革で保育士、幼稚園教諭の資格取得を図ってきた経緯

からして、極めて意義があることと言えるのである。それはまた、女子教育の先覚者下

田歌子を学祖に仰ぐ本学が、中等教育教員養成との連携のもとに初等教育の教員養成

に力を注ぐことは、本学の建学の精神に基づく伝統的、歴史的な事業と言えるのであっ

て、今日の社会的要請に応えることになると考えるのである。まさに、これらのことが、

このたび実践女子大学の生活文化学科に小学校教職課程を設置する理念と趣旨なので

ある。

さらに、本学が所在する東京都日野市では、日野市教育委員会や社団法人学術・文化・

産業ネットワーク多摩による学校ボランティアが行われており、本学学生はこれらのボ

ランティア活動に積極的に参加している。今後小学校教職課程が設置されれば、理論の

修得のみだけでなく、学校ボランティアを積極的に活用し、実際の現場体験を通じて多

くの学校現場での経験や子どもとの関わりを学ぶことが可能になる。これにより、教育

現場を身をもって肌で感じ、教職への適性を磨くことが可能となるであろう。

ちなみに、すでに文部科学省から認可を受け開設した幼稚園教員養成に関し、ここ 2

年間卒業生を送り出すなかで、関東甲信越を中心として公立の幼・保の園に、あわせて

13名と 12名の合格者を 2年続けて輩出し、就職させている。このことは、本専攻の定

員が45名の学生数からすれば、公立機関の合格率が30パーセントに迫る数となっている。

このような保育士や幼稚園教諭の養成を、後期初等教育の本格的な教育機関である小学

校にまで延長し、より質の高い教員を養成することは、本学科のみならず実践女子大学

の発展に資する施策として必要な事業なのであって、そこにまた小学校教職課程設置の

趣旨が存在すると言ってよいであろう。

そして、小学校教職課程の設置の妥当性をさらに述べれば、本学科や本学の卒業生の

なかにはすでに中等教育の教員資格を取得していて、加えて小学校教員の資格取得を目

指す学生が少なからずおり、卒業後に小学校教員資格取得のため明星大学、玉川大学、

聖徳大学などの通信教育部や他大学に学士入学や編入学をした学生が相当数あり、小学

校教員免許が取得できる大学院への進学者も出てきている。このような事例からも、本

学に小学校の教職課程を導入・開設することは妥当性があると考えられるのである。

1. 小学校教職課程の理念と特徴
（1）. 小学校教職課程設置の理念と趣旨

本学 生活文化学科 教授  乙訓  稔

本学は、学祖下田歌子先生が実践女学校並びに女子工芸学校を創立した 1899（明治

32）年以来、女子教育界において110年余りに亘る伝統を保持してきた。1995（平成7）

年、本学では当時の日本社会の生活や環境の急激な変化に対応して家政学部を生活科学

部に改称し、同時に生活文化学科を設置した。生活文化学科は家政学部の伝統を維持し

つつ、家政学部門の家庭生活、子育て、健康福祉、家庭経済などを中心とする教育課程

において15年余り時代のニーズに見合う役割を果たしてきた。

一方で、この間にも我が国は人口動態の変化が著しく、とりわけ 18歳人口の激減期

を契機に高等教育機関の改革や改組が進められてきたこともあり、2005（平成 17）年に

国の少子化対策に見合う改革として保育士養成の課程を開設し、2007（平成 19）年に

は保育士資格に加えて幼稚園教諭 1種免許資格が取得できる教育課程を設置した。これ

は、1908（明治41）年に開設されて1941（昭和16）年まで存続した付設幼稚園の精神と、

1944（昭和19）年4月に家政科（今日の学部に相当）のなかに設置されて1949（昭和24）

年 3月まで存続し、1951（昭和 26）年 3月に最後の卒業生を出した育児科の伝統を継承

するものである。

この度の小学校教職課程の設置は、このようなたゆみない改革努力の経過のもとで、

その延長として策定された。その基本的な理念は、戦前の実践女子専門学校や旧家政学

部時代からの中等教育教員と前述の幼稚園教諭の養成に加えて、小学校教員の養成課程

を設置することで初等・中等教育の一貫性を持たせ、実践女子大学における教員養成の

発展充実を期するところにある。とりわけ、生活科学部生活文化学科の幼児保育専攻に

小学校教諭免許取得課程を設置するのは、かねてから文教行政で問題とされている幼稚

園と保育園の連携、いわゆる幼・保一体化の課題に加えて、昨今の問題とされている幼

稚園と小学校の連携を考えてのことである。すなわち、小 1プロブレムに象徴される幼

稚園から小学校への円滑な移行と連携を射程に入れることが今日的課題であり、本学科

の幼児保育専攻課程における新たなる課題と考えてのことである。
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履修年次
到達目標

年次 時期

1年次

前期

教育に興味を持って学校教育全体を概観し、小学校教員
の基礎となる理論的基盤を形成するために、1年次前期
では、教育学 1、生涯発達心理学 a、教職論、教育課程
論の授業科目を配列する。

後期

教員の意義や役割を理解し、基礎となる理論的基盤をよ
り多角的かつ段階的に学習するために、1年次後期では、
教育学 2、生涯発達心理学 b、教育方法・技術、生徒・
進路指導論の授業科目を配列する。

2年次

前期

授業科目のシークエンスの基本原則は、基礎から応用へ、
総論から各論へという流れである。2年次前期では、生
涯発達心理学演習 a、音楽、図画工作、体育、子どもと
英語 aの授業科目を配列する。

後期

学んだ知識を発展応用させるために、2年次後期では、
幼児教育史、生涯発達心理学演習 b、教育心理学、初等
教科教育法（音楽）、初等教科教育法（図画工作）、初等
教科教育法（体育）、子どもと英語 bの授業科目を配列す
る。

3年次

前期

「教科に関する科目」における概念的理解を踏まえた上
で、「各教科の教育法」において実践的に応用できる力を
養うために、3年次前期では、子ども理解とカウンセリ
ング、国語、社会、算数、理科、生活、家庭の授業科目
を配列する。

後期

「教科に関する科目」と「各教科の教育法」を密接に関連
させるために、3年次後期では、道徳・特別活動の指導法、
初等教科教育法（国語）、初等教科教育法（社会）、初等
教科教育法（算数）、初等教科教育法（理科）、初等教科
教育法（生活）、初等教科教育法（家庭）の授業科目を配
列する。

4年次

前期

講義・演習で習得した、教師としての資質及び専門的教
科指導力を、実習へスムーズに接続できるよう、4年次
前期では、教育実習指導を行った上で、教育実習を行う
授業科目を配列する。

後期

多様化・深刻化する教育の諸問題に、理論と実践の融合
という視点から総合的にアプローチすることができる、
幅広い視野と深い専門性を備えた人材を育成することを
目指し、4年次後期では、教育実践演習（幼・小）の授業
科目を配列する。

（2）. 本学の小学校教職課程のねらいと特徴

本学 生活文化学科 教授  高垣 マユミ

前述の理念に基づく教員としての資質能力を確実に身につけさせるためには、何より

も大学自身の教職課程の充実に向けた、主体的な取り組みが重要である。平成18年7月「今

後の教員養成・免許制度の在り方について」（中央教育審議会答申）においては、今後の

教員養成・免許制度の在り方とその中で、当面改革すべき事項についての様々な改善の

方策が提言され、教職大学院制度の創設、教員免許更新制の導入等が実現したが、学校

現場の抱える課題に必ずしも十分に対応できていないことが指摘されている。こうした

指摘を受け、平成 23年 1月「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方

策について」（中央教育審議会経過報告）では、学校現場におけるいじめ・不登校等の生

徒指導上の諸課題への対応、特別支援教育の充実、外国人児童生徒への対応、ICT の活用、

学力の向上、家庭・地域との連携協力といった、学校現場の抱える様々な課題に対応す

ることができる教員としての実践的な指導力やコミュニケーション能力の必要性が指摘

されている。

本学科の小学校教職課程においては、これらの指摘を真摯に受け止め、学校現場が抱

える教育課題である、いじめ・不登校等の深刻な課題や、LD（学習障害）・ADHD（注

意欠陥 / 多動性障害）・高機能自閉症等の子どもへの適切な支援といった新たな課題に

対応し得る、カウンセリング・マインドのある教員を養成するために、心理学的専門性

を身につけた認定心理士の資格を取得できる道を開いている。さらに司書教諭の資格取

得の措置も講じ、今後も時代の要請に応えるべく養護教諭等の資格について取得するこ

とも計画に入れている。

本学科に開設された小学校教職課程は、具体的には次に示すとおり、教育を取り巻く

社会情勢の変化の中で、教育の諸課題に対応し得る専門性と、豊かな人間性・社会性を

備えた教員を養成するための理論と実践の融合を柱として、各学年の到達目標を立てた

カリキュラムを編成し、その教授法の充実に取り組むことを目標としている。
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2. 小学校教員養成課程の課題

埼玉学園大学 教授  生野 金三

（平成 23年度より本学科教授）

（1）. 現在の小学校教育の現場における諸問題と審議会答申の方針

教員に求められる資質能力、とりわけ実践的指導力の基礎の育成は、小学校教員養成

課程における最も重要な課題である。この実践的指導力の基礎の育成をめぐっては、こ

れまで審議会等においてしばしば提言されている。平成 9年教育職員養成審議会の答申

においては、変化の激しい時代にあって子どもたちに「生きる力」を育む観点より「⑴い

つの時代にも求められる資質能力」等が掲げられ、強調されている。ここでは、教科に

関する専門的知識、広く豊かな教養等を基盤にした教員としての実践的指導力の育成が

強調されている。これは、教員就職後の教育実践で必要な教材研究、教授法、評価、発

達段階を踏まえた子どもたちの理解に係る基礎的な知識や方法論については、原則とし

て養成段階で確実に修得すべきである1）という立場からである。このような背景に、答

申は大学の教職課程の教育内容について、国際化・情報化の進展やいじめ・登校拒否等

学校をめぐる課題への対応という社会的要請と教育内容の実態との乖離、学問分野の専

門性の過度の重視と教科指導をはじめとする教職の専門性の軽視、授業科目の名称に相

応しい包括的・体系的な教育の欠如等、不十分な教育内容、方法等を問題点として掲げ

ている。

こうしたことも起因となり、教育現場においては、例年実践的指導力不足の教員が数

百名にも達し、教員に求められる資質能力をめぐっての課題が浮き彫りになってきてい

る。加えて、次のことも教育現場における課題の一つである。それは、ベテラン教師よ

り若手教師への教育技術の継承が伝達されないまま、ベテラン教師が退職し、経験知の

浅い教員の組織となり、学校力の衰退も実践的指導力不足の教員の増加に拍車を掛けて

いるということである。

こうしたことに鑑み、教育職員養成審議会の答申は、今後特に教員に求められる資質

能力を掲げ、そしてその改善の方策として「（a）地球的視野に立って行動するための資

また、本学科の所属する実践女子大学の教職課程では、以下に示す通り、学外との連

携を組織的に行っている。具体的には、東京都日野市教育委員会及び日野市立の全 17

公立小学校と連携して、教職課程に関する必要な規程の立案、教育実習の組織、運営、

実施に関する基本方針の決定、その他重要な事項について審議を行っている。本学は、

実習をテーマに即した教育・研究の拠点として、連携協力校との密接な関係を維持しつ

つ、刻一刻と変化していく学校現場のニーズに対応する小学校教員の養成に努めている。

【委員会の組織図】
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もより明確にされてくる。

まず、前者の平成 17年の中央教育審議会の答申に掲げられている資質能力の様相を

見てみる。「教師に対する揺るぎない信頼を確立する」という立場から教員に求められる

資質能力について触れている。とりわけ、そこでは「あるべき教師像の明示」という項

のもとに優れた教師の条件として3つの要素を指摘する。それは、

① 教職に対する強い情熱

② 教育の専門家としての確かな力量

③ 総合的な人間力

等である。これらの内容を前述した教育職員養成審議会の答申に掲げられている内容と

の関わりより見てみると、それは前述の答申の内容を踏まえたものであることが分かる。

そのことは、優れた教師の条件の①と②の内容と答申の「教員の職務から必然的に求め

られる資質能力」の中の「職務に対する愛情、誇り、一体感」、「教科指導、生徒指導等

のための知識、技能及び態度」等とを対比するとき想像に難くない。優れた教師の条件

の①は「職務に対する愛情、誇り、一体感」の中の「教職に対する情熱、使命感、責任感」

を、そして優れた教師の条件の②は「教科指導、生徒指導等のための知識、技能及び態度」

の中の「教科指導や生徒指導等の力量、児童生徒理解力」をそれぞれ踏まえていること

が分かる。

以下に優れた教師の条件の①②③のそれぞれの様相を見てみる。

まず、①の「教職に対する強い情熱」をめぐっては、答申は、

教師の仕事に対する使命感や誇り、子どもに対する愛情や責任感等である 5）。

と指摘する。ここでは、「教職に対する強い情熱」という項のもとに使命感や誇り、教育

愛や責任感等の内容について強調している。「教職に対する強い情熱」という項は、教育

職員養成審議会の答申の「教員の職務から必然的に求められる資質能力」の「例 : 教職に

対する情熱」を踏襲し、そこに「強い」という文言を加えたものになっている。「強い情熱」、

つまり教育愛とは、学習者である児童に強い愛情を持ち、個々人に真摯に且つ適切に対

応して固有の価値を発見していくことが基盤となろう。そして、当然のこととしてそこ

には使命感や責任感も内包されている。結局、このようなことが教師に対する揺るぎな

い信頼を確立することに結び付くのであろう。教師には、学校における学習場面や生活

場面において、児童個々の固有の価値を発見し、その個性や能力を伸長し、そして生き

る力の基礎を培っていくことが求められる。

次いで、②の「教育の専門家としての確かな力量」をめぐって、答申は、

この力量は、具体的には、子ども理解力、児童・生徒指導力、集団指導の力、学

級づくりの力、学習指導・授業づくりの力、教材解釈の力などからなるものと言

える6）。

質能力を育てる。」「（b）変化の時代を生きる資質能力を育てる。」「（c）実践的指導力の基

礎を強固にする。」を指摘する。（a）をめぐっては、「21世紀を生きる子どもたちには日本

国民であるとともに『地球市民』であることが求められ、したがって、子どもたちの教

育に直接当たる教員にもそれに相応しい資質能力が不可欠である。このような資質能力

の基礎の育成を教員を志願する者に修得させる一つの方途として〈中略〉我が国社会全

体に関わるテーマのうちいくつかについて、ディスカッション等を中心に十分理解を深

めさせるとともに、それらの内容を発達段階に応じてどのように教えたらよいかについ

て教員を志願する者に自ら考えさせるような授業が、大学の教職課程において適切に工

夫される必要がある 2）。」とし、そして（b）をめぐっては、「大学は、教職課程の授業科

目において、教員を志願する者の課題解決能力の育成を図る観点から、事例研究、討議

学習等の方法を積極的に採用するなど、授業方法を適切に工夫する必要があるとする
3）。」とし、更に（c）をめぐっては、「教職課程の授業内容については、理論中心で実践と

の関連性が十分でないとの指摘がしばしばなされるが、授業方法についても、過度に講

義中心であるなど十分に工夫されているとはいえない。教職課程において、各大学・教

員は、より具体的・実践的で理解しやすく、教員を志願する者の興味を喚起する授業方

法を工夫する必要がある4）。」としている。

これらは、資質能力の基礎を教員を志願する者に修得させる一つの方途として掲げら

れている内容であるが、いずれも教職課程の教育内容に関わる主な問題点を踏まえ、そ

の上での内容を改善するための基本的な視点である。ここでは、大学の教職課程の授業

内容について、教育内容を発達段階に応じてどのように教授するかについて教員を志願

する者に自ら考えさせるような授業、また教員を志願する者の課題解決能力に重きを置

き、学び方が分かる効果的な教育方法を導入した授業となるように授業方法を工夫する

必要があるとしている。ここからは、教育課程におけるそれらの授業科目の内容や方法

の抜本的な充実を図ることが求められている。言ってみれば、大学では学問の内容論や

方法論を基に、将来実践の場で柔軟に活用できるだけの実践的指導力の基礎を構築する

ような授業内容や授業方法を適切に工夫する必要がある。

以上見てきた教育職員養成審議会の答申からも分かるように大学の教職課程において

は、将来の実践の場で柔軟に活用できるだけの資質能力、つまり単元観、題材観、教材

観、児童観、指導観等を基盤とした授業設計より授業実践に至る一連の実践的指導力の

基礎の育成についてはしっかりと体得させることを願っている。

教員に求められる資質能力の全体像は、教育職員養成審議会の答申において明確にさ

れたが、しかしその内容を細部に亘って見る時、観念的な面も認められる。教員に求め

られる資質能力をめぐっては、平成 17年の中央教育審議会の答申、平成 18年の中央教

育審議会の答申においてより明確にされている。そこからは、小学校教育現場での課題
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になった。

更に、平成18年の中央教育審議会の答申においては、前述した答申の内容を踏襲して、

教員に求められる資質能力の育成（とりわけ実践的指導力の育成）に当たっての具体的

方策が発表された。それは、「教員としての必要な資質能力の最終的な形成の確認」とい

う項において、

教員として最小限必要な資質能力の全体について、確実に身に付けさせるととも

に、その資質能力の全体を明示的に確認するため、教職課程の中に、新たな必修

科目（「教職実践演習（仮称）」）を設定することが適当である8）。

としている内容である。その教職実践演習は、平成 22年より新設科目として教職課程

の中に位置付けられた。その教職実践演習をめぐっては、

教員として求められる 4つの事項（①使命感や責任感、教育的愛情等に関する

事項②社会性や対人関係能力に関する事項③幼児児童生徒理解や学級経営等に

関する事項④教科・保育内容等の指導力に関する事項）を含めることが適当で

ある 9）。

としている。この教職実践演習の新設科目は、課程認定の大学において学生が身に付け

た資質能力が、教員として最小限必要な資質能力として有機的に統合され、形成された

か否かについて確認（教師像や到達目標等に鑑みて）するためのものである。

このような教員に求められる資質能力（実践的指導力）の育成に当たっては、大学の

教職課程、教育職員免許法施行規則の第6条の「第二欄」（教職の意義等に関する科目）、

「第三欄」（教育の基礎理論に関する科目）、「第四欄」（教育課程及び指導法に関する科

目と生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目）、「第五欄」（教育実習）等に掲

げられている科目においてその基礎を重点的に取り扱っていくことが重要である。「第

四欄」の指導法に関する科目においては言うまでもないが、「第五欄」の教育実習の科

目等において、学問の内容論や方法論を基盤に将来実践の場で柔軟に活用できる実践

的指導力の基礎を構築するような授業内容や授業方法を適切に工夫する必要があろ

う。

こうしたことを踏まえて、教職実践演習の授業において、答申は、

役割演技（ロールプレーイング）やグループ討議、事例研究、現地調査（フィール

ドワーク）、模擬授業等を取り入れることが適当である10）。

としている。教職実践演習において模擬授業を導入するとしているが、ここでは教材研

究、学習指導案・板書計画・発問計画・作業のプリント・教材等の作成等の授業設計よ

り授業実施に至る一連のことを受講者である学生に体験させることによって教員として

の実践的指導力の基盤の定着を願っているのである。

と指摘する。ここでは、「教育の専門家としての確かな力量」という項のもとに子ども理

解力、児童指導力、集団指導の力、学級づくりの力、学習指導・授業づくりの力、教材

解釈の力等の内容を強調している。「教育の専門家としての確かな力量」という項も①と

同様に教育職員養成審議会の答申の「教員の職務から必然的に求められる資質能力」の

「教科指導、生徒指導等のための知識、技能及び態度」を踏襲している。「教育の専門家

としての確かな力量」とは授業設計力や授業実践力のことである。授業設計力は、単元

や題材の研究、教材の研究、学習指導観等とその基盤となる力量と、それを踏まえた学

習過程の組織、学習指導案の作成、板書計画の作成、発問計画の作成等と授業の展開を

構想する力との二者に大別される。一方、授業実践力は、授業の具体的展開を如何に行

うかという導入展開力（学習の動機付けをする力、状況に応じて運営・組織する見識・

技能）、学習展開力（発展学習展開力、状況に応じて運営・組織する見識・技能）、話表

力（説明力、発言力、助言力）、板書力（見識・技能）等を内包している。

以上の授業設計力や授業実践力の様相を念頭に置いて、ここに掲げられている力量に

目を転じてみると、子ども理解力、授業づくりの力、教材解釈の力等は授業設計力に相

当し、そして児童・生徒指導力、集団指導の力、学習指導等は授業実践力に相当する。

このようなことから、授業設計力より授業実践力に至る一連の実践的指導力の基礎を体

得することが優れた教師の条件といえよう。教師は「授業で勝負する」と言及されるが、

常に児童の「生きる力」の育成を志向し、「確かな学力」を育成するよう、前述した授業

設計力や授業実践力等の力量を体得しておくことである。これらの力量は教員に求めら

れる資質能力の基盤となるものである。

この授業設計力より授業実践力に至る一連の実践的指導力、つまり教育の専門家とし

ての確かな力量の体得は、現在小学校の教育現場における喫緊の課題といえよう。

最後の③の「総合的な人間力｣をめぐって、答申は、

教師には、子どもたちの人間形成に関わる者として、豊かな人間性や社会性、常

識と教養、礼儀作法をはじめ対人関係能力、コミュニケーション能力など人格的

資質を備えていることが求められる7）。

と指摘する。ここでは、「総合的な人間力」という項のもとに豊かな人間性、対人関係能

力、コミュニケーション能力等の内容を強調している。「総合的な人間力」という項も教

育職員養成審議会の答申の「変化の時代を生きる社会に求められる資質能力」の「人間関

係に関わるもの」の「例 : 社会性、対人関係能力、コミュニケーション」を踏襲している。

児童の人間形成に当たっては、豊かな人間性や社会性、対人関係能力、コミュニケーショ

ン能力等は基盤となるものであり、そしてそれらを具備していることが求められる。

平成 17年の中央教育審議会の答申において、現在の小学校の現場における課題、つ

まり教員に求められる資質能力の全体像（とりわけ実践的指導力の具体的様相）が明確
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で、「国語」の科目の授業内容を考えていくことが重要である。

先に「教科に関する科目」で培われたことを基盤にして、「教職に関する科目」では、

現在の小学校教育の現場において求められている実践的指導力の基礎を構築していかな

ければならないとした。それに当たっては、まずは「第四欄」の「各教科の指導法、道徳

の指導法、特別活動の指導法」、「第五欄」（教育実習）等の科目において、模擬授業を導

入した授業、場面指導を導入した授業を行い、小学校における各教科の学習指導を行う

に当たっての基本的な考え方を基盤に、教材研究、学習指導案・板書計画・発問計画・

作業のプリント・教材等の作成等の授業設計より授業実施に至る一連のことを受講者に

しっかり体得させることである。

その際、模擬授業の逐語記録等を基に指導過程、指導法、教材観、児童観等を振り返

り、授業研究をしっかり行うことである。それが延いては実践的指導力の基礎の育成に

結び付くのである。逐語記録、つまり授業記録の重要性をめぐっては、教育職員養成審

議会の答申の「イ 教育実習の充実」の項において、教育実習の事前・事後指導の充実を

図るとし、事前指導をより効果的にするため、

教育実習の意義・心得、指導案作成、教材研究や教材の試行的作成などはもとよ

り、ビデオや授業実践記録を活用しての授業研究、〈中略〉模擬授業の実施などに

ついても、大学は適切に考慮すべきである11）。

とする。ここでは、教材研究や教材の試行的作成、授業実践記録の活用、模擬授業の実

施とあるように授業設計より授業実践に至る一連の実践的指導力の基礎の育成を志向し

ていることが分かる。そして、「授業実践記録の活用」を重要視している。次いで、事後

指導をめぐっては、

単なる反省会や体験レポートの作成にとどまらず、実習時の授業実践記録に基づ

き指導案や教材についての分析を加えたり、〈中略〉内容・方法を十分に工夫する

必要がある12）。

とする。ここでは、「実習時の授業実践記録に基づき指導案や教材についての分析を加

えたり」とあるように教育実習の授業について逐語記録等を基に指導過程、指導法、教

材観、児童観等を振り返り、授業研究をしっかり行うことを意図している。そして、実

践的指導力の基礎の育成を体得させることを願っている。

先に「教職に関する科目」、とりわけ「第四欄」の「各教科の指導法」等の科目において

は、現在の小学校教育の現場において求められている実践的指導力の基礎を構築してい

かなければならないとした。以下にそこで取り扱う内容について整理してみる。

「各教科の指導法」では、「教科教育の意義と目的」「教科教育の構造と内容」「教科の教

材研究と指導計画」「教科の評価」「教科の歴史（教科における学習指導要領の変遷）」「学

習指導要領（平成 20年改訂）」等と小学校における各教科の学習指導を行うに当たって

（2）. 本学科の小学校教員養成で目指すべき方向性

小学校の教育現場においては、女性教員の占める割合が高く、女性教員の活躍の場が

拡大し、女性管理職もとみに多くなってきている。こうした状況に鑑みるとき、本学科

においては、保育・福祉、教育、健康等に関わる幅広い教養、深い専門的知識と実践的

指導力を体系的に修得させ、教育界において貢献し、指導者として活躍する人材を養成

していくべきである。

それに当たっては、前述のごとく教職課程において将来実践の場で柔軟に活用できる

実践的指導力の基礎を構築するような授業内容や授業方法を適切に工夫することであ

る。「教職に関する科目」においては、実践的指導力の基盤となる力量を「第二欄」（教職

の意義等に関する科目）、「第三欄」（教育の基礎理論に関する科目）等において、そして

実践的指導力の具体的方途を「第四欄」（教育課程及び指導法に関する科目と生徒指導、

教育相談及び進路指導等に関する科目）、「第五欄」（教育実習）、「第六欄」（教職実践演習）

等においてそれぞれ育成するよう授業内容や授業方法の充実を図ることである。

その前提となるのが「国語」「社会」「算数」「理科」「生活」「音楽」「図画工作」「家庭」「体

育」等の「教科に関する科目」である。これらの科目は、いずれも「各教科の指導法」（教

育職員免許法施行規則の第 6条の「教職に関する科目」の「第四欄」の中の）の基盤とな

る内容である。教科内容に関する必要な知識・理解・技能等が各教科の指導法の際の教

材や題材の解釈に多大の影響を及ぼすことを念頭に置く時、これらの科目の内容の充実

が図られるような方向で授業内容や授業方法を適切に工夫することである。そして、「教

科に関する科目」の内容は、一般的・包括的なものでなければならないとされ、とりわ

け教科内容に関する基礎的・基本的な知識等を分析視点から受講者に体得させることで

ある。

例えば、「国語」の場合、「音声言語、文字言語、文章表現に関するものを含む国語学」

「国文学史に関するものを含む国文学」等を取り扱ったり、また「社会」の場合、「日本史、

外国史、地理学、法律学、政治学、社会学、経済学」等に関するものを取り扱ったりす

る。このように教科内容に関する事項（各論）を概説的に取り扱ったり、あるいは各論

の一部を概括的に取り扱ったりする。そして、小学校の「各教科の指導法」との関わり

を重視する際には、小学校の教科内容に関する基礎的・基本的なことを取り扱うのであ

る。つまり、小学校の学習指導を展開する上で、その基盤となる内容を取り扱うのであ

る。その際、小学校の学習指導要領（各教科）では、如何なる領域構成（内容構成）になっ

ているかを把握し、それを踏まえて取り扱う内容を検討していく。例えば、「国語」の場

合「A 話すこと・聞くこと」「B 書くこと」「C 読むこと」の三領域と「伝統的な言語文化

と国語の特質に関する事項」とによって構成されている。このようなことを踏まえた上
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今一つの「教育実習の事前・事後指導」をめぐっては、先に教育実習の事前指導にお

いて触れたが、

指導案作成、教材研究や教材の試行的作成などはもとより〈中略〉模擬授業の実

施などについても、大学は適切に考慮すべきである14）。

と指摘する。ここでも指導という観点から指導案の作成、教材研究、模擬授業の実施と

あるように授業設計より授業実践に至る一連の実践的指導力の基礎の育成を志向してい

ることが分かる。「総合演習」「教育実習の事前・事後指導」等においていずれも模擬授業

の導入を取り上げ強調している。そして、模擬授業の際、指導案の作成についても触れ

ている。このことは、「第四欄」の「各教科の指導法」の科目においてそれぞれの教科等

の学習指導案作成についても指導し、その基盤を体得させることを示唆していると言え

よう。

一方、後者の答申においては、平成 22年度より新設科目として教職課程の中に位置

付けられた教職実践演習の科目において強調している。前述のごとく教職実践演習の授

業方法をめぐって、答申は、

〈前略〉模擬授業等を取り入れることが適当である15）。

と指摘する。この教職実践演習における模擬授業は、教員として最小限必要な資質能力

の全体について、確実に身に付けさせるとともに、その資質能力の全体を明示的に確認

するため16）のものである。

以上見てきたことからも「教職に関する科目」の授業において模擬授業を導入するこ

との重要性が首肯できよう。

本学科の小学校教員養成においては、まず教職課程において実践的指導力等の基礎（基

盤となる考えも）を構築するような授業内容や授業方法を適切に工夫することであると

した。そして、そこで培った実践的指導力等を教員採用選考試験の場で柔軟に活用でき

るような対策を講じることである。その対策としては、まず、

集団討論の指導1. −テーマにしたがって構想を練り、個々の考えを発表する。その

後他者の意見と関連付けて討論する。個々の教育観、単元観、題材観、教材観、指導観、

児童観等を踏まえて、教育の方途を整理、討論する練習を行う。（4年次の5月から7月）

論作文の指導2. −論作文試験の概要、課題の傾向と対策、論作文の書き方等を踏ま

えて、個々の論文を執筆する。それを提出させ、随時添削（例 : 課題把握の部分の文

章の添削、具体例の部分の文章の添削）して、返却する。（2年次の9月から4年次の7月）

等を行う。しかし、問題となるのは、上記の 1と 2及び下記の 3以降について何時の時

間帯に行うかということである。当面は、受講者の空き時間の状況を斟酌し、それに叶

う方向で指導していく。その後は、「教職基礎演習Ⅰ , Ⅱ」等の科目を設け（教職に関す

の基本的な考え方、つまり各教科の指導法の基礎理論についてまず取り扱う。そして、

それを踏まえて授業を設計し「授業設計力」を育成する。

授業設計力−「教材価値把握力（教材解釈力）と学習内容の創出力」「学習者の実態把

握力」「学習指導案の作成力（単元観、題材観、学習過程、主な学習活動、教師の支援）」

「発問計画の作成力」「板書計画の作成力」「ワークシートの作成力」「教材や教具の作成力」

等が考えられる。

更に、それを基に模擬授業を試み、「授業実践力」を育成する。

授業実践力−「導入展開力（学習の動機付けをする力、状況に応じて運営・組織する

見識・技能−本時の目当てを明確に提示する力、本時の目当てを既習事項と関連付け

る力等）」「学習展開力（発展学習展開力、状況に応じて運営・組織する見識・技能−児

童の意見を明確にする力、児童の発言内容を理解し、評価する力、児童の発言に柔軟に

対処する力、児童の呟きを拾う力等）「話表力（説明力、発言力、助言力）」、「板書力（見識・

技能）」等が考えられる。

「教職に関する科目」の「第四欄」と「第五欄」の科目においては模擬授業を導入した授

業を行うことの重要性について触れたが、その模擬授業をめぐっては、これまでも審議

会等においてしばしば提言されている。以下にその様相を見てみる。平成 9年教育職員

養成審議会の答申、平成18年の中央教育審議会の答申においてそれぞれ強調されている。

前者の答申においては、「総合演習」「教育実習の事前・事後指導」等の科目においてそ

れぞれ強調している。「総合演習」（これは、「教職に関する科目」に位置付けず、各大学

の判断により、「教職に関する科目」に準ずる科目として引き続き開設することは可能。

平成20年11月12日、「教育職員免許法施行規則」の一部改正による。）の授業方法をめぐっ

て、答申は、

実施の見学・参加や調査等を取り入れるなどして教員を志願する者が現実の社会

の状況を適切に理解できるよう必要な工夫を凝らすことや、幼児・児童・生徒へ

の指導という観点から指導案や教材を試行的に作成したり模擬授業を実施するこ

となども、期待される13）。

と指摘する。ここでは、「総合演習」のあり様をめぐって、二者の立場から触れている。まず、

実地の見学・参加等の体験的学習を導入して、教師を志願する者の理解をより深めるよ

うな授業を組織することの重要性を指摘している。次いで、指導という観点から指導案

の作成、模擬授業の実施等とあることより、発達段階に応じていかに教えたらよいかに

ついて教員を志願する者に自ら思索させるような授業を組織することの重要性を指摘し

ている。とりわけ、後者においては、「発達段階に応じていかに教えたらよいか」という

ことより将来実践の場で柔軟に活用できる資質能力の育成を図る観点より実践的指導力

の基礎を強固にする授業方法の抜本的な改革を図ることを示唆しているといえよう。
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[ 注 ]

	 1）	 教育職員養成審議会の答申 平成9年7月28日
	 2）	 同上書
	 3）	 同上書
	 4）	 同上書
	 5）	 中央教育審議会の答申「新しい時代の義務教育を創造する」平成17年10月26日
	 6）	 同上書
	 7）	 同上書
	 8）	 中央教育審議会の答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」平成18年7月11日
	 9）	 同上書
	10）	 同上書
	11）	 教育職員養成審議会の答申前掲書
	12）	 同上書
	13）	 同上書
	14）	 同上書
	15）	 中央教育審議会の答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」 前掲書
	16）	 同上書

る科目として）、そこで指導していくことも考えられる。次いで、

観察参加実習の事後指導3. −参観し学習指導の逐語記録を基に題材観、教材観、発問・

板書・児童の発言に対する対処等の指導観について学ぶ。（1年次の7月から3年次の5月）

演習課題の指導4. −課題の範囲にしたがって個々でテキスト（例 : セサミノート）を

基に学習する。その後テストを行い、定着度を確認する。（〈一般教養〉〈小学校全科〉〈教

職教養〉それぞれ15回×3  1年次の7月から4年次の7月）

模擬試験5. −その内容は、「一般教養」「小学校全科」「教職教養」「論作文」等である。

模擬試験によって、個々の定着度を確認する。（ 2年次と 3年次の後半にそれぞれ 3回

行う。）

等を行う。1から 5の内容をより充実し、そして受講者の教科や教職に関する基礎的な

力量、実践的指導力等をより高めるためには夏季休暇の合宿、特別講師による講話（授

業時に）等を行うことも必要であろう。学校現場で学ぶ教育実習の時期を 3年次に設け

る必要がある。

（3）. 女性教員の能力を十分に発揮するための示唆

小学校の教育現場には、女性教員の占める割合が多く、そして女性が一人一人の個性

と能力を発揮できる場面も多く認められる。それは、男女参画共同社会であることも起

因している。前述のごとく小学校現場では女性教員の活躍の場が拡大し、女性管理職も

とみに多くなってきている。

そこで、女性教員が能力を十分に発揮するための方途について少し考えてみる。

まず、教職課程において学んだ教員に求められている資質能力、とりわけ実践的指導

力の内容を基盤に、現在の自分を客観的に把握することである。そして、自らの将来像

を持ち、将来必要な資質能力を可能な限り自覚することである。自分にとってその資質

能力を今後高めていく必要があるのか否かを思索することで、それが延いては研修意欲

にもつながっていくと考える。学校内外の研修会に積極的に参加することによって、得

意分野を持つ教員となり、その得意分野を発揮する機会も多くなると考えられる。小学

校教員の場合、得意分野を持つ教員が少ないと言及されているが、こうした意味からも

自分の資質能力を高めることは重要である。

次いで、安心して仕事と家庭の両立ができる環境であることを学ぶことである。学校

には、ベテラン教員や女性教員が仕事と家庭とを両立させながら、その資質能力をより

発揮できる環境が存在している。こうしたことを学びとることも重要である。
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b. 幼小連携導入の経緯
幼稚園と小学校の連携という考え方は幼稚園の成立当初から存在したが、今日の幼小

連携の流れに直接関係するものとしては、2001（平成 13）年 2月、文部科学省における

「幼児教育の振興に関する調査研究協力者会合」から出された「幼児教育の充実に向けて」

という報告が挙げられる。

この報告では、幼児教育を充実させる観点からいくつかの方針が提言されており、そ

のひとつに「幼稚園と小学校の連携の推進」が示された。その具体的な項目には、「教員間、

幼児・児童間、保護者間の交流の推進」と「幼稚園と小学校の教員免許の取得に関する

改善と併有機会の充実」の 2点が挙げられる。前者は、幼稚園と小学校の連携・交流の

機会を充実し、両者の共通理解を進める観点から、幼稚園・小学校における総合的な連

携方策の開発・推進を図ることを想定していた。また後者は、教員免許の取得に係る履

修科目の取扱いの一層の弾力化と、通信制、夜間の課程、科目等履修生制度の活用等を

含め、幼稚園と小学校の現職教員が相互の教員免許を取得する機会を充実するための環

境整備を図ることを想定していた。

この提言を基に、2001（平成13）年3月には、文部科学省から「幼児教育振興プログラム」

が提示され、同年から実施された。そこでは「教員間、幼児・児童間、保護者間の交流

の推進」が強調されたが、「幼稚園と小学校の教員免許の取得に関する改善と併有機会の

充実」の文言は無く、前者を充実させるという考え方が今日も継承されている。

「幼児教育振興プログラム」の期間は5年間であり、その間文部科学省の研究推進を受

けた学校で実践が行われた。期間終了時の2006（平成18）年10月には、新たに「幼児教

育振興アクションプログラム」が策定された。ここでは幼小連携の具体的な意図につい

て、「幼児教育と小学校教育との連携を推進するとともに、未就園児の円滑な幼稚園就

園を進めることにより、幼児の発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育の充実を図る」

と示されている。

具体的な方針としては、「国は、幼稚園において小学校以降の生活や学習の基盤を培

う指導（特に、5歳児を対象とした「協同的な学び」の実施等）を一層充実するため、幼

稚園教育要領の改訂を検討する」ことが示され、幼小連携を視野に入れた幼稚園教育要

領の改訂が明示されたのである。

c. 幼稚園教育要領における連携の文言
これにより、2008（平成 20）年 3月の幼稚園教育要領の改訂では、大きく 2点の幼小

連携に関する文言が示された。まず 1点目は、「第 3章 指導計画及び教育課程に係る教

育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項」の「第 1 指導計画の作成に当たって

の留意事項」「1 一般的な留意事項」⑼における文言である。そこでは「幼稚園においては、

3. 幼小連携教育の実際と問題点

明星大学 助教  廣嶋 龍太郎

（平成 25年度より本学科非常勤講師）

（1）. 現在の教育現場における幼小連携教育の諸問題

a. 幼小連携とは
近年、幼稚園教育と小学校教育の円滑な接続を図る幼小連携教育が注目されている。

幼稚園などで行われている幼児期の教育は、義務教育及びその後の教育の基礎を培う

ものであり、幼児期の発達の特性に照らして幼児の自発的な活動としての「遊び」を重

要な学習として位置づけている。これに基づき幼稚園では教育課程を編成し、教師が意

図的・計画的な指導を「環境を通して」行っている。

これに対して小学校以上の義務教育では、子どもの有する能力を伸ばしつつ社会にお

いて自立的に生きる基礎を培うとともに、国家及び社会の形成者として必要とされる基

本的な資質を養うという役割を果たしている。また、小学校では、時間割に基づき各教

科等の内容を年間や単元の指導計画の下で教科書などの教材を用いて指導している。こ

のような両者の相違から、近年では、入学したばかりの小学校 1年生が集団行動をとれ

ない、授業中に座っていられない、話を聞かないなどの、いわゆる「小 1プロブレム」

が報告されてきた。

遊びを中心とした幼稚園教育と、教科等の学習を中心とした小学校教育は、教育内容

や指導方法が異なっている。しかし、子どもの発達や学びは連続していることから、幼

稚園から義務教育段階への円滑な接続が望ましいと指摘されている。

幼小連携が注目される契機となったのが、幼稚園教育要領と小学校学習指導要領の改

訂である。2008（平成 20）年改訂では、いずれの要領にも幼小連携を図るための文言が

加えられている。そこで、本稿では幼小連携が提唱されるようになった経緯を踏まえ、

幼小連携の現状と課題について概観したい。
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は写しを作成し、これを小学校の校長に送付しなければならない」ことが定められたこ

ととも関係している。

d. 小学校学習指導要領における連携の文言
今次改訂では、小学校学習指導要領にも幼小連携の文言が加えられている。それを示

したのは、2008（平成 20）年 1月の中央教育審議会答申「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について」である。この答申で小学校

の学習指導要領の改訂方針が示された際、幼小連携に関しては「小学校低学年では、幼

児教育の成果を踏まえ、体験を重視しつつ、小学校生活への適応、基本的な生活習慣等

の確立、教科等の学習への円滑な移行などが重要であり、いわゆる小 1プロブレムが指

摘される中、各教科等の内容や指導における配慮のみならず、生活面での指導や家庭と

の十分な連携・協力が必要である」という文言が示された。これにより、小学校学習指

導要領にも幼小連携の文言が明示されることとなったのである。

小学校学習指導要領の「第 1章 総則」「第 4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき

事項」2の⑿には、「学校がその目的を達成するため、地域や学校の実態等に応じ、家庭

や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また、小学校間、

幼稚園や保育所、中学校及び特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障

害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習や高齢者などとの交流の機会を設けるこ

と」と示されている。

これは、小学校の教育目的を達成するために、学校間の連携を示唆した文言である。

今回の改訂によって、改めて幼稚園と小学校の連携が小学校学習指導要領の本文に明示

された。具体的には、「学校間の交流」と「幼児児童の交流及び共同学習の機会」を設け

ることが示されている。

小学校学習指導要領解説の総則編には、学校間の連携について、「例えば、同一市区町

村等の学校同士が学習指導や生徒指導のための連絡会を設けたり、合同の研究会や研修

会を開催したりすること」と示されている。また、その意義として「幼稚園の幼児の実

態や指導の在り方などについて理解を深めることは、それぞれの学校段階の役割の基本

を再確認すること」であって、「一貫性のある教育を相互に連携し協力し合って推進する

という新たな発想や取組が期待される」と説明されている。具体的には、近隣の幼稚園

と学校行事、クラブ活動、部活動、自然体験活動、ボランティア活動の合同実施、相互

訪問やコンピュータ・情報通信ネットワークなどを活用した交流などが例示されている。

なお、幼小連携は学校間の連携だが、就学前の幼児の多くは幼稚園と保育所のいずれ

かに通っている。そのため、本来的には、保育所を含めた保幼小連携を推進することが

望ましい。

幼稚園教育が、小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに配慮し、幼児期

にふさわしい生活を通して、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うように

すること」と示されている。

これは、1998（平成 10）年の前回改訂の文言を継続したものであり、幼稚園教育が小

学校以降の生活や学習の基盤であることを明示し、小学校教育との関係を明文化したも

のである。小学校教育の基本は「生きる力」の育成であるが、そのことについて幼稚園

教育要領解説は、「いかにして子どもの生きる力をはぐくむかを考えて」、「幼児期の発達

に応じて幼児の生きる力の基礎を育成する」ために、「幼児なりに好奇心や探究心をもち、

問題を見いだしたり、解決したりする力を育てること、豊かな感性を発揮したりする機

会を提供し、それを伸ばしていくこと」が大切であると示している。

また、「小学校への入学を念頭に、修了近い時期には、皆と一緒に教師の話を聞いたり、

行動したり、きまりを守ったりすることができるように指導を重ねていくこと」といっ

た、小学校生活に向けた指導も示されている。さらには、幼稚園教育と小学校教育の円

滑な接続のために必要な点として、「教育課程の編成や指導方法の工夫」「教師同士がお

互いの教育内容について相互に理解すること」「幼児と児童の交流」などが挙げられてい

る。

2点目は、同じく第 3章の「 2 特に留意する事項」⑸の文言である。そこでは「幼稚園

教育と小学校教育との円滑な接続のため、幼児と児童の交流の機会を設けたり、小学校

の教師との意見交換や合同の研究の機会を設けたりするなど、連携を図るようにするこ

と」と示されている。

これは、先ほどの第 3章 1の⑼の文言を前提とした上で、幼稚園教育と小学校教育の

円滑な接続を明示したものであり、連携の具体例を示すために今次改訂で新たに追加さ

れた文言である。「幼児と児童の交流の機会」「小学校の教師との意見交換や合同の研究

の機会」が具体例として挙げられている。幼稚園教育要領解説では、前者について「幼

児と児童が交流することによって、幼児は、児童に憧れの気持ちをもったり、小学校生

活に期待をよせたりすることができる」としており、後者については「意見交換、合同

の研究会や研修会、保育参観や授業参観、事例をもち寄り話し合うこと」を通じて、「幼

稚園教育と小学校教育はその指導方法の違いのみでなく、共通点について理解する」こ

とが大切であるとしている。

その上で、「幼稚園の教師は、小学校の生活や学習を見通した上で、幼稚園における

教育を行うことが大切」であり、そのためには「組織的、計画的な教師同士の交流の中で、

小学校教育について理解を深めるとともに、中学校、そしてその先の学校教育の中で幼

稚園が果たすべき役割について理解を深めることも必要」であると示している。これは、

学校教育法施行規則第 24条第 2項において、幼稚園の園長が「幼児の指導要録の抄本又
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また、小学校側では低学年の担任が幼稚園との交流を限定的に担当することが多く、

学年の異動によって連携の蓄積が途絶えることが、事例集における課題として指摘され

ている。今後は、教員組織を含めた学校全体での取り組みが期待される。

幼稚園教育要領の全面実施は2009（平成21）年度であり、小学校学習指導要領の全面

実施は 2011（平成 23）年度であるため、連携の事例はまだ蓄積の段階にあると言える。

双方の全面実施に伴って、今後は各教育現場での更なる実践の蓄積と共有が求められる。

（2）. 幼小連携を進めるためのカリキュラムや指導の内容への示唆

a. 小学校における幼小連携の指導
幼稚園と小学校は、ともに「教育課程」を編成することが定められた教育機関である。

しかし、両者の教育目的が異なるため、当然教育課程の内容も異なる。また、小学校学

習指導要領の全面実施は幼稚園教育要領と比べると 2年間の隔たりがある。そこで、こ

こでは小学校を中心に、幼小連携を進めるための教育内容の変更点について概観したい。

小学校は、心身の発達に応じた初等普通教育を行うことを目的とする教育機関であ

る。小学校の教育内容には国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、体育、家

庭から成る各教科、道徳、外国語活動、特別活動、総合的な学習の時間があり、それぞ

れ 45分単位の授業が行われる。一定の時間的制約のもとで机に向かって過ごすという

小学校の授業形態は、幼稚園の生活を通した総合的な教育とは大きく異なる。

小学校学習指導要領の今次改訂では、国語、生活、音楽、図画工作の各教科、道徳、

特別活動において、幼小連携に関する文言が示されている。そのため、ここではそれら

の文言を概観しよう。

b. 各教科における幼小連携の教育内容の活用
「第2章 各教科」の「第5節 生活」「第3 指導計画の作成と内容の取扱い」の1の⑶と2

の⑶に、幼小連携に関する文言が示されている。まず、1点目の 1の⑶では、指導計画

の作成に当たっては、「国語科、音楽科、図画工作科など他教科等との関連を積極的に

図り、指導の効果を高めるようにすること。特に、第 1学年入学当初においては、生活

科を中心とした合科的な指導を行うなどの工夫をすること」に配慮するよう示されてい

る。

2点目の2の⑶では、内容の取扱いについて、「具体的な活動や体験を行うに当たっては、

身近な幼児や高齢者、障害のある児童生徒などの多様な人々と触れ合うことができるよ

うにすること」に配慮するよう示されている。

これらの文言は、小学校生活科を中心とした合科的な指導を通じた幼小連携の教育内

e. 実際の連携事例
それでは、現在までにどのような連携事例が蓄積されているのだろうか。文部科学省

と厚生労働省による「保育所や幼稚園等と小学校における連携事例集」によると、「子ど

も同士の交流活動」「教職員の交流」「課程編成・指導方法の工夫」などが示されている。

「子ども同士の交流活動」では、小学校が中心となって交流を行う例（栃木県、山口県

など）や、互いの行事（運動会、発表会、展覧会等）に参加する例（愛知県など）が見られる。

主な年齢段階は幼稚園の年長児と小学校 1年生であるが、小学校の各学年で幼稚園との

かかわりを持つ例（熊谷市など）も見られる。これにより、幼児が小学校生活に親しみ

期待を寄せたり、自分の近い将来を見通すことができるようになる成果や、児童が幼児

に伝わるような言葉づかいやかかわりを工夫したり、思いやりの心を育んだり、自分の

成長に気付いたりするといった成果が報告されている。

「教職員の交流」では、多くの事例で幼稚園の保育と小学校の授業の相互参観、幼稚

園教諭と小学校教諭の合同研修会への参加、子ども同士の交流後の教師同士の交流会開

催などが見られる。これにより、幼児児童の実態、教育内容や指導方法について相互理

解を深めることで、円滑な接続に向けた指導方法等の改善ができるといった成果や、義

務教育修了までに子どもに育てる力という長期的な視点から、子どもの発達の段階に応

じてそれぞれの施設が果たすべき役割について再認識できるといった成果が報告されて

いる。

「課程編成・指導方法の工夫」では、幼稚園と小学校の教育課程を基にそれぞれの実

態に応じた課程編成や指導方法を工夫する例や、県や教育センターなどが各校園に実態

調査を行った結果を基に新しい課程の編成や指導方法の工夫を行う例が見られる。これ

により、教育課程の編成や指導方法を工夫し、幼児期の教育と小学校教育との段差を小

さくすることにより、子どもの生活の変化へのとまどいが減ることなどの成果が示され

ている。

f. 幼小連携における今後の課題
これまでも幼小連携は一部の先進的な地域や現場単位の交流で実践されてきたが、制

度的な裏付けは不十分なままであった。しかし、今次改訂によって双方の要領に具体的

な文言が示されたことで、今後は全国的に幼小連携の実施が期待されることになる。そ

の際に課題となるのが、地域差や学校差である。例えば、過去の事例の蓄積は、組織上

の体制が整った大学の附属小学校と附属幼稚園等が多い。これに対して公立小学校と幼

稚園との連携は単発に終わってしまう事例が散見される。その原因は、連携についての

環境が不十分で、日常的な交流が難しいことが挙げられる。上述の連携事例集において

も、地域の実情によって取り組み状況に差があることが課題として挙げられている。
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幼稚園と合同で行事を行うことによって、相互の交流を図ることなども考えることがで

きる。

以上は主に小学校低学年段階の教育内容であるが、このほかにも第 3学年以降の教育

活動においても幼小連携を行うことは可能である。特に、第 3学年から第 6学年で行わ

れる総合的な学習の時間については、教科横断的・総合的な特質を持つことから、学校

単位での幼小連携の一要素になることが可能であると考えられる。

d. 幼小連携の教育内容の活用
このような幼小連携の教育内容を理解するために、先述したような幼稚園と小学校の

合同研修や、教員間の交流会が行われている。さらに、一部の自治体では幼稚園と小学

校間の人材交流も行われている。例えば京都府では、1998（平成 10）年から幼稚園教諭

の受験者には小学校教員免許の所持を条件付けた上で、2006（平成 18）年から公立小学

校の教諭が公立幼稚園に、公立幼稚園の教諭が公立小学校にそれぞれ異動する取り組み

を行っている。このように幼小の教員が互いに人材交流を行うことで、幼稚園と小学校

の差異を認識し、その後の幼小連携に活用することができると考えられる。

加えて、幼児教育と義務教育の本質的な理解については、本来養成段階から計画的に

行われることが望ましいと考えられる。冒頭で述べたように、2001（平成 13）年に「幼

児教育の充実に向けて」が示された際に「幼稚園と小学校の教員免許の取得に関する改

善と併有機会の充実」が示されていたが、そこには「幼稚園と小学校の間の教員の人事

交流や相互理解を進める観点から、幼稚園と小学校の教員免許の併有の機会を拡大する

ことが効果的である」との文言が付されているのである。新しい要領の全面実施を迎え、

幼稚園教育と小学校教育の双方の知見を持った人材が求められる時期において、この文

言を再考する必要があるように考えられる。
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容を示している。すなわち、第 1学年入学当初において、小学校の生活や授業の形態に

とまどう児童に対して、円滑な接続を図った導入教育の役割が、生活科に求められてい

るのである。生活科はもともと、幼稚園と小学校低学年で教育内容の構成の仕方や指導

の方法に大きな差異が見られたことを問題視する立場から、両者の接続の在り方を検討

する意味で導入された教科である。今日では、幼稚園の総合的な指導から小学校への適

応を、生活科において図ることがいっそう求められていると言える。

さらには生活科がコアとなり、国語科、音楽科、図画工作科などの関連教科でも低学

年の児童の特性や傾向を考慮し、幼稚園との接続を図る内容が示されている。第2章「第

1節 国語」「第 6節 音楽」「第 7節 図画工作」には、それぞれの「第 3 指導計画の作成と

内容の取扱い」の中に、指導計画の作成の配慮事項として「低学年においては、生活科

などとの関連を積極的に図り、指導の効果を高めるようにすること。特に第 1学年にお

いては、幼稚園教育における言葉に関する内容などとの関連を考慮すること」という文

言が示されているのである。

生活科の学習は、教科の性格上、国語科、音楽科、図画工作科など他教科等との関連

が深く、その指導に当たっては、低学年教育全体を視野に入れて、他教科等と関連を図

りながら進めていくことが求められてきた。今回の改訂においては、「積極的に」という

文言が加えられ、これまで以上に他教科等との関連を図ることが期待されている。

小学校学習指導要領解説の生活編では、「例えば、4月の最初の単元では、学校を探検

する生活科の学習活動を中核として、国語科、音楽科、図画工作科などの内容を合科的

に扱い大きな単元を構成することが考えられる。こうした単元では、児童が自らの思い

や願いの実現に向けた活動を、ゆったりとした時間の中で進めていくことが可能となる。

大単元から徐々に各教科に分化していくスタートカリキュラムの編成なども効果的であ

る」と示している。

c. 教科以外の幼小連携の活用
他にも、「第3章 道徳」の第1学年及び第2学年の内容には、「幼い人や高齢者など身近

にいる人に温かい心で接し、親切にする」という文言が示され、「第6章 特別活動」の内

容の取扱いには、「学校行事については、学校や地域及び児童の実態に応じて、各種類

ごとに、行事及びその内容を重点化するとともに、行事間の関連や統合を図るなど精選

して実施すること。また、実施に当たっては、異年齢集団による交流、幼児、高齢者、

障害のある人々などとの触れ合い、自然体験や社会体験などの体験活動を充実するとと

もに、体験活動を通して気付いたことなどを振り返り、まとめたり、発表し合ったりす

るなどの活動を充実するよう工夫すること」との文言が示されている。これらは幼児と

の交流を道徳や特別活動においても可能にする文言である。特に学校行事については、
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