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要　旨

　本論文では2017（平成29）年に改訂された幼稚園教育要領と小学校学習指導要領について、それぞれ

の主旨を踏まえ幼小接続に関する新旧比較を行うことで考察した。幼小双方を研究することで研究領域に

おける「幼小接続」を意図するものである。改訂幼稚園教育要領において「幼児期の終わりまでに育って

ほしい姿」（「10の姿」）が示されたが、これは幼児教育に限定されるものではなく、共通言語として機能し、

小学校側が幼児教育の理解を深め、幼児教育で育まれた資質・能力を小学校教育全般において念頭に置

くためのものであり、幼小接続の強化に寄与するものである。しかし、「10の姿」が幼児教育の到達目標

として認識されてしまう危惧や、その結果「10の姿」を準備するための幼児教育になってしまう危惧、「10

の姿」を年長児に特化したものとして理解されてしまう危惧がある。これらは幼小連携を揺るがしかねな

い重大な危惧である。

キーワード： 幼稚園教育要領、小学校学習指導要領、幼小連携、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（「10
の姿」）

はじめに

　我が国の初等教育の指針となる幼稚園教育要領、
小学校学習指導要領は約10年ごとに改訂を重ねて
きた。改訂においては、幼稚園教育、小学校教育共
に教育内容、学習内容のみを検討したわけではなく、
それぞれの時代背景、社会背景を踏まえ反映された
ものとなっている。これらを念頭に置きつつ、本論
文では2017（平成29）年に改訂された幼稚園教育

要領と、同年に改訂された小学校学習指導要領につ
いて考察する。
　これまで、約10年ごとに幼稚園教育要領、小学
校学習指導要領が改訂され、各々に研究されてき
た。特に、幼稚園と小学校の接続については、近年
小1プロブレムを背景として論じられてきた。それ
は小学校教育の前倒しや先取りということではなく、
幼稚園から小学校生活へのアプローチカリキュラム、
幼児期と児童期（小学校段階）をつなぐスタートカ
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リキュラムなど様々に展開されている。例えば先行
研究においても、幼小接続をふまえた教育活動の研
究１, ２、また幼小接続の教育課程研究３など多岐に及
んでいる。しかし、本論文の主題とする改訂幼稚園
教育要領と改訂小学校学習指導要領に関する研究
は、管見の限りなされていない。
　以上の幼稚園教育と小学校教育の動向において
幼稚園教育要領、小学校学習指導要領の双方にお
いて、幼小接続が取り扱われた。したがって、本論
文では両改訂を関連させて考察することで、幼小別
種別個の研究としてではなく研究領域における幼小
接続を意図した。本論文の考察の視点として、幼小
接続について幼稚園教育要領、小学校学習指導要
領、双方の内容の新旧比較を行う。

１．幼稚園教育要領改訂の主旨
　幼稚園教育は、1989（平成元）年の改訂に示さ
れたように「環境を通して行う教育」を基本として、
自発的な活動としての遊びを中心に、生活を通した
教育を行ってきた。一方で、幼児の生活体験の不足
による基本的な技能の未習熟や、これに伴う「小１
プロブレム」などの課題に直面し、幼小接続の一層
の充実が求められることとなった。また忍耐力、自
己制御、自尊心といった社会的情動スキル、いわゆ
る非認知能力の育成が重要視されてきた。これらを
踏まえ中央教育審議会（以下、中教審）において、
2014（平成26）年11月から約２年間議論を行い、
2016（平成28）年12月に「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
善及び必要な方策について（答申）」が取りまとめら
れた。答申の「第２部　各学校段階、各教科等にお
ける改訂の具体的な方向性」、「第１章　各学校段階
の教育課程の基本的な枠組みと、学校段階間の接続」
の中で幼児教育について次のように示された。

・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３つを、現行幼

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。
・また、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
要領の改訂内容に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４ 。

　まず、今回の改訂では「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』」として「知識・技能の基礎」、「思考力・
判断力・表現力の基礎」、「学びに向かう力、人間性等」
の３つを柱に据えて、これに応じた幼児教育、並び
に小学校教育との接続まで視野に入れている。そし
てこの３つの資質・能力をベースとして「幼児の終
わりまでに育ってほしい姿」、いわゆる「10の姿」を
提案した。この「10の姿」は、単体として認識する
ものではなく各領域に示されるねらいと相互に関連
させつつ、具体的な内容を組織するものである。さ
らに、その育成の実現に向けて、次の３つの側面か
らカリキュラム・マネジメントを提案した。

①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
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を念頭に置きながら、幼児の調和の取れた発達
を目指し、幼稚園等の教育目標等を踏まえた総
合的な視点で、その目標の達成のために必要な
具体的なねらいや内容を組織すること。

②教育内容の質の向上に向けて、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
課程を編成し、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。

③教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源
等を、家庭や地域の外部の資源も含めて活用し
ながら効果的に組み合わせること５。 

　カリキュラム・マネジメントは育みたい資質・能
力の実現に向け、子どもの姿、地域の実情に応じて
教育課程を編成、実施、評価していくことが重要と
なる。これに伴い、「幼児期にふさわしい評価の在り
方」として、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
を踏まえ、評価の在り方や方向性など改善が示され
た。また幼児教育における評価の特質である幼児一
人ひとりの可能性を評価する姿勢を踏襲しつつ、「幼
児期の終わりまでに育ってほしい姿」を一つの視点
として加えることが提案された。しかし、この評価
観点は、他の幼児との相対的評価の指標ではなく、
また達成度として評定によって捉えられるものでは
ないことを強調した６。具体的には、幼児の生活や
学びの記録、実践を写真、動画によって可視化した
ドキュメンテーションやポートフォリオを用いること
で、評価資料を蓄積し、幼児の状況を保護者と共有
するのである。
　以上のように、今回の改訂は、従来の幼稚園教育
を踏まえつつ「幼児期の教育における見方・考え方」
を一層重視したものである。それは、身近な環境に
主体的に関わり、その過程で試行錯誤しながら資質、
能力を身に付けていく、こうした幼児教育の見方、
考え方を整理し、子どもを育てる教育の仕方を明確
にしたのであった。７これを踏まえ、上述した３つの
資質・能力と「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
を基調とし、その成果を小学校以降の教育に繋げて

いくということが示された。実際の幼稚園教育を進
めていく際には、カリキュラム・マネジメントを充実
させることが重要であり、ねらい、目標をどのような
内容の活動に反映させるか、子どものどんな力を育
てるか、どのように環境構成するかなど求められる
保育者の援助を追求することが求められる。

２．幼小接続についての幼稚園教育要領の新旧比較
　以上の新幼稚園教育要領の主旨を踏まえたうえ
で、幼小接続に焦点を当てる。その際に旧幼稚園教
育要領との新旧比較を参照しつつ、新幼稚園教育要
領における幼小接続を検討する。
　まず新旧比較において、「小学校」という文言の
使用箇所が、旧教育要領では３カ所であったのに対
し、新教育要領では10カ所と３倍以上使用されてお
り、いかに「幼小接続」が重視されているか読み取
ることができる。次に構成を比較すると、まず新教
育要領では「前文」が付け加えられたことが指摘さ
れる。前文では、教育基本法の目的や目標を示すと
同時に、激しい社会変化の中での幼児教育やその核
となる教育課程、すなわち社会に開かれた教育課程
の実現に向け、家庭や地域の連携、小学校とのつな
がりを見通しながら共有されることを述べた。ここ
で着目すべきは、この前文は新小学校学習指導要領
にも付記されていることである。無論、それぞれの
前文で使用される文言の違いはあるものの、ほぼ同
様の内容を示している。すなわち、同じ学校教育と
して、教育基本法に触れつつ、教育内容や方法に差
異はあれども、その基本とすべき目標は同様である
ということである。これを幼小接続の視点から捉え
ると、幼稚園であれ、小学校であれ同じ方向性をもっ
て教育し、それが繋がっていくことを前文で確認し
ていると読み取ることができるだろう。
　次に、特筆すべきは「第３　教育課程の役割と編
成等」において「５　小学校教育との接続に当たっ
ての留意事項」として一つの項目に示されたことで
ある。そのなかで、「（１）幼稚園においては、幼稚
園教育が、小学校以降の生活や学習の基盤の育成
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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ものとする。（２）幼稚園教育
において育まれた資質・能力を踏まえ、小学校教育
が円滑に行われるよう、小学校の教師との意見交換
や合同の研究の機会などを設け、『幼児期の終わり
までに育ってほしい姿』を共有するなど連携を図り，
幼稚園教育と小学校教育との円滑な接続を図るよう
努めるものとする８」と示されている。内容について
は、従来の「幼小接続」に関わる事項を踏襲しつつ、

「幼小接続」における共通認識として、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」を共有することが提起され
た。
　その趣旨については上述した通りであるが、中教
審答申では「６．学校段階の接続　（幼児教育と小
学校教育の接続）」として、「幼児教育において、資
質・能力の三つの柱に沿って内容の見直しを図るこ
とや、『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』を位
置付けることを踏まえ、小学校において、生活科を
中心としたスタートカリキュラムを位置付け、幼児
期に総合的に育まれた資質・能力や子供たちの成長
を、各教科等の特質に応じた学びにつなげていく９」
と記された。さらに、「『高等学校を卒業する段階で
身に付けておくべき力は何か』という観点や、『義務
教育を終える段階で身に付けておくべき力は何か』
という観点を共有しながら10」各教科の教育活動に
繋げることも強調された。
　これらを踏まえ「幼児期の終わりまでに育ってほ
しい姿」は具体的な10項目の内容に細分化され、そ
れぞれ個別に教育、指導されるものではなく、幼児
の生活、遊び全体の中で育成されるものとした。ゆ
えに、幼稚園教育要領の第２章に示すねらい及び内
容に基づく活動全体を通して資質・能力が育まれて
いる幼児の幼稚園修了時の具体的な姿として、指導
に考慮するものと示された11。さらに、「幼児期の終
わりまでに育ってほしい姿」は幼稚園と小学校教員
が５歳児修了時の姿を共有化することで、幼稚園に

おける評価の手立てとなることも提案された12。無
論、「10の姿」を到達目標としたテストということで
はなく、また個々の姿を個別に指導するための材料
でもない。一つの評価視点として、読み解くことが
提案されたのである。
　以上のように、新幼稚園教育要領における「幼小
接続」は、従来の小１プロブレムなど具体的な課題
のみに対応した提案ではない。カリキュラム・マネ
ジメントや評価にも反映し、幼児教育の全体として
取り入れられるため、今次改訂の核といっても過言
ではない。幼児教育の基幹は、子どもの生活、発達、
遊びであり、自発的な遊びとしての学習を具体的な
姿に照らし合わせ、「10の姿」を幼小の共通言語と
して捉えることが重要である。また、「10の姿」を共
有することで、幼稚園だけでなく保育所の卒園児に
ついての共通理解を幼小ともにもつことも期待され
るところである。

３．小学校学習指導要領改訂の主旨
　文部科学省の「幼稚園教育要領、小・中学校学
習指導要領等の改訂のポイント13」（以下、「ポイント」）
によると、今次改訂のキーワードとして、「社会に開
かれた教育課程」、「主体的・対話的で深い学び」、

「各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立」
などが挙げられる。また、小学校教育に関わる「教
育内容についての主な改善事項」として「言語能力
の確実な育成」、「理数教育の充実」、「伝統や文化に
関する教育の充実」「道徳教育の充実」、「外国語教
育の充実」が挙げられ、「その他の重要事項」として、

「初等中等教育の一貫した学びの充実」などが挙げ
られている。
　前改訂における「ポイント14」と比較したところ、「教
育内容についての主な改善事項」としては「言語能
力の確実な育成」、「理数教育の充実」、「伝統や文化
に関する教育の充実」「道徳教育の充実」、「体験活
動の充実」、「外国語教育の充実」が挙げられ、「そ
の他の重要事項」という枠組みでも改善事項が提示
されている。すなわち、教育内容の改善の方向とし
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ては、前改訂も今次改訂も同様なのである。単に知
識の習得を目指す教育ではなく、言語活動や体験活
動を充実させること、現代的要請としての、理数、
道徳、外国語の領域を充実させることが近年の一貫
した方向性である。
　しかし、詳しく内容を見てみると、道徳教育につ
いては特別教科化、外国語教育については中学年
で「外国語活動」、高学年で「外国語科」の導入と
教科を改編するレベルの重大な改訂がなされたこと
がわかる。また、「言語活動の充実」に関しては「実
験レポートの作成、立場や根拠を明確にして討論す
ることの充実」や、「体験活動の充実」については「生
命の有限さや自然の大切さ、挑戦や他者との協働の
重要性を実感するための体験活動」などと、かなり
具体的な記述になっている15。 
　さて、本稿の中心テーマである幼小接続について
はこの「ポイント」に「その他重要事項」として示
されている。前改訂における「ポイント」では「幼
小連携を推進、幼稚園と家庭の連続性に配慮、預
かり保育や子育て支援を推進（幼稚園）」とだけ記
述されているが、今次改訂の「ポイント」では、「初
等中等教育の一貫した学びの充実」として、「小学
校入学当初における生活科を中心とした『スタート
カリキュラム』の充実（小：総則、各教科等）」、「幼
小、小中、中高といった学校段階間の円滑な接続や
教科等横断的な学習の重視（小中：総則、各教科等）」
の２点が示されている。すなわち、前改訂においては、
幼稚園側において、「幼小連携を推進、幼稚園と家
庭の連続性に配慮」する改訂が行われたが、今次
改訂では、小学校学習指導要領においても学校間の
接続が規定されるようになり、特に生活科を中心と
して「スタートカリキュラム」の重要性が明示され
ていること、幼小のみならず小中、中高の円滑な接
続が志向され巨視的な視点に立った小学校教育が目
指されていることがポイントといえる。幼小連携は
幼稚園が中心的に担うとされていた現状から、小学
校が主体的に幼稚園との接続を意識し、さらには中
等教育段階へと一貫した連携する視野をもって実践

することが求められているのであり、学校間連携が
これまでの改訂と比較しても今次改訂の特に重要な
ポイントであることが確認できる。

４．幼小接続についての小学校学習指導要領の新旧
比較

　本節では新旧の小学校学習指導要領（以下、指
導要領）における幼児教育に係る記述を比較する。
　まず、「第１章 総則」の「第２教育課程の編成」
において、４として「学校段階等間の接続」が明記
された。（１）が幼児教育段階、（２）が中等教育段
階との接続に関する記述である。これは、今次改訂
における新設項目であり、後述するように、指導要
領の各科目の記述において、「第１章総則の第２の４
の（１）を踏まえ」との文言が必ずみられることか
ら幼児教育との連関についての最重要項目といえる。
以下がその引用である。

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。
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　この記述の要点として、以下の２つのことが指摘
できる。
　第１に幼児教育において育まれた資質・能力を基
礎とすることの確認である。「幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿」、「幼児期の教育を通して育まれた
資質・能力」を基礎として小学校教育行うのであり、
決して白紙からのスタートでないことが明確に示さ
れている。
　第２に幼児期における生活や遊びから主体的に学
ぶという学び方の児童期への継続である。「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」が他教科や幼児期の教育及び中学
年以降の教育と円滑に接続されるようにとのことで
あるが、生活を通して学ぶことは、幼児教育におい
て最も大切にされてきたことといえよう。また、「自
発的な活動としての遊び」、「主体的に自己を発揮し
ながら」学ぶ幼児教育の特長を各教科における学び
につなげていく重要性が記述されている。幼児期に
おける遊びを含んだ生活から学ぶ姿が、小学校低学
年における生活科へと接続し、中学年以降の他教科
へとつながっていくことが明確に示されている。
　この学び方は、生活や遊びから主体的に学べる環
境構成をしたり誘導したりすることと表裏一体であ
る。幼児教育に比べると小学校教育は教師主導的学
習活動が多くなることは当然であるが、特に低学年
においてはその指導や指導計画において幼児教育の
教育方法を踏まえなければならないのである。
　この２つの要点の背景として指導要領において
は、以下のようなことを幼小間の接続課題として捉
えていることがわかる。
　第１については、これまで小学校教育において幼
児教育に育まれた資質・能力が十分に踏まえられて
いなかったという課題がある。幼児教育は「ひらが
なが読める、書ける」「足し算ができる」というよう
な明確な知識・技能の習得を目指していないため、
幼児教育においてどのような力が育まれているか分
かりにくいという指摘があった。今次改訂において、

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が示され

たことは小学校教師が幼児教育において目指してい
る資質・能力を知り、幼児教育者と接続を思考した
り、お互いの教育実践や子どもについて交流したり
する際のいわば共通言語が生まれたといえよう。小
学校教師が「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
について理解するために幼稚園教育要領を参照した
り幼稚園実践を知ろうとしたりするきっかけになると
いう意味でも、この共通言語は意義深い。
　また、指導計画を立てる際に、学校・学年・学級
など当該児童の姿を記述し、その姿に応じた計画を
立てることが小学校教育では一般的であるが、その
際、特に１学年の初期においては、「幼児期の終わ
りまでに育ってほしい姿」を念頭において子どもた
ちの姿をとらえることが可能になるとともに、接続に
おいて重要である。
　第２については、特に小学校生活科において目指
されてきた、子ども自身の身近な生活環境から学ぶ
という学び方と幼児教育との連関についての再確認
であるとともに、その学び方は中学年以降の基礎に
なることの強調であるといえよう。知識・技能から
資質・能力への能力観の転換16や非認知的能力への
注目17が近年なされているが、その基礎としての幼
児教育の再評価ともいえる。
　次に、指導要領の各教科における、幼児教育との
関わりに関する記述を比較する。今次改訂において、
国語・算数・生活・音楽・図画工作・体育・特別活
動における幼児教育との関わりに関する記述に改訂
がなされた。まず、国語についてみてみよう。新学
習指導要領第２章各教科の第１節国語の第３「指導
計画の作成と内容の取扱い」において以下に引用す
る記述がなされている。また、該当部分の旧学習指
導要領は以下のようになっている。

新

（７）低学年においては，第１章総則の第２の４の
（１）を踏まえ，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とともに，幼稚園
教育要領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほ

改訂幼稚園教育要領と改訂小学校学習指導要領における幼小接続
今井　康晴・後藤　正矢

− 176 −



しい姿との関連を考慮すること。特に，小学校入
学当初においては，生活科を中心とした合科的・
関連的な指導や，弾力的な時間割の設定を行うな
どの工夫をすること。

旧
（６）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。

　一見して分量の充実がわかるが、加筆された内容
は、前述の総則と同様のことであるといえる。すな
わち、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の考
慮と「生活科を中心とした」合科的、弾力的指導の
工夫についてである。同様に改訂されたのが、国語
の他に、音楽・図画工作である。旧学習指導要領に
おいて、音楽・図画工作については「幼稚園教育に
おける表現に関する内容」との関連を考慮すること
となっていた。なお、新学習指導要領において、算数・
体育・特別活動では、新設で同様の記述が加わって
いる。
　次に、幼小接続の最重要科目である生活における
新学習指導要領の記述は以下のようになっている。
ここでも新旧を並列して引用する。

新

（４）他教科等との関連を積極的に図り，指導の
効果を高め，低学年における教育全体の充実を図
り，中学年以降の教育へ円滑に接続できるように
するとともに，幼稚園教育要領等に示す幼児期の
終わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮する
こと。特に，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，弾力的な時間割

の設定を行うなどの工夫をすること。

旧

（３）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。

　生活科においても加筆された内容は前述の総則と
同様のことであるといえるが、国語等とは異なり、「中
学年以降の教育へ円滑に接続」や「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、合科的、弾力的指導に
おいては生活科を中心とすることが明記されている。
　また、従来、「国語科，音楽科，図画工作科など」
と示されていたが、今次改訂では「他教科等」とし
たこと、前述の通り、算数・体育・特別活動におい
て、新設で幼児教育との接続が明記されたことは重
要な改訂点である。従来、指導要領生活科において
国語・音楽・図工の３教科のみを特別に挙げていた
のは生活科と関わりが深いというよりは、幼児教育
において５領域に「言葉」「表現」という３教科と関
わりが深い領域があるからといえよう。幼児教育に
おける５領域は教科とは性格が異なり総合的に幼児
の活動に表れるものであり、例えば領域「言葉」と
国語科は一対一対応するものではない。生活科およ
び３教科のみに幼児教育との関連が記述されていた
旧指導要領は、５領域の総合的な性格を鑑みると不
適切であったといえる。今次改訂において小学校低
学年におけるすべての教科において幼児教育との関
連を考慮する旨が記述されたことは、教科を網羅し
たことに意義があるのみならず、幼児教育の領域の
考え方がよりよく小学校学習指導要領に反映された
といえるのである。
　
おわりに

　本論文では、改訂幼稚園教育要領・小学校学習

東京未来大学研究紀要  Vol.11　2017.12

− 177 −



指導要領の双方を「幼小接続」という視点で考察し
た。幼稚園教育要領では、「幼稚園教育において育
みたい資質・能力」を核として、カリキュラム・マ
ネジメントを明記するなどの改訂を行った。その内
容は小学校への学びを踏まえ、「幼児期の終わりま
でに育って欲しい姿」（「10の姿」）として示されてい
る。特筆すべきは、「10の姿」が幼児教育に限定し
たものではなく、小学校教育にも波及し影響を与え
ているという点である。「10の姿」を共通言語とする
ことで、幼児教育は「なんとなく遊んでいる」ので
はなく「ねらいがあって遊んでいる」のであるとい
う小学校側から理解の深化が期待できる。
　また、従前の小学校学習指導要領では、生活科を
中心に、国語、音楽、図工と限られた科目のみで接
続が示されており、領域「言葉」は国語科との個別
の接続となっていた。しかし、今次改訂ではすべて
の教科において接続が目指されることとなり、小学
校教育全般において「10の姿」を念頭に置き、幼児
教育で育った資質・能力を生かして小学校教育を進
めていくこととしている。領域「言葉」と国語科と
いう個別の接続である場合、小学校教育の国語の準
備教育が領域「言葉」であると認識されかねない。
小学校教育全般において「10の姿」を念頭に置くこ
とで、小学校からの要請による準備教育というトッ
プダウンの接続ではなく、幼児教育総体から小学校
教育総体へというボトムアップの接続の構築を見出
すことができるのである。
　最後に、幼小接続における今次改訂の課題や危
惧について指摘する。まず、新幼稚園教育要領の

「10の姿」が幼児教育の到達目標として認識されて
しまう危惧である。「10の姿」は共有すべき姿であり、
できる・できないに終始するものではく、小学校入
学時に必ず育っている姿、すなわち到達目標ではな
いことが重要である。小学校教師も「10の姿」は幼
児教育が目指し、子どもたちの中に育ち始めている
姿としてみることが重要であり、「10の姿」の上に積
み上げていくという発想で小学校教育実践をデザイ
ンすることはできない。しかし、一斉授業が大勢で

ある小学校の授業においてはこのような観方をして
しまうことが危惧される。小学校教育は「幼児期の
教育を通して育まれた資質・能力」を基礎として行
うのであり、白紙からのスタートではないことが今
次改訂において明確に示されたが、30人いれば30
人が同じ「10の姿の同色」ではないことは小学校教
師が意識しておかなければならないことであると同
時に、「10の姿」という幼小の共通言語の限界とし
て指摘できる。
　小学校側に「10の姿」が幼稚園のすべての子ど
もが同様に到達する姿であると認識されてしまうと、
結果的に「10の姿」を準備するための幼児教育になっ
てしまうことも危惧される。したがって個々の教師
が幼児教育と小学校教育を理解し、「10の姿」を到
達目標ではなく、就学後の子どもをみる視点である
こと前提に共有し実践していけるかが、今次改訂で
幼小接続が強まるかどうかの鍵であるといえる。
　また、「10の姿」は、小学校就学を控えた年長児
に特化したものとして理解されてしまう危惧がある。
中教審答申は年長児に限らず幼児教育全体で捉え
ていくものとしている。「10の姿」を年長児と小学校
１学年のみに関係があるものとして捉えるのではな
く、幼児期から大学までの連続性の中で捉え、幼児
教育をスタートとした生涯教育の全体像の中に位置
づけることが重要である。
　以上のことから、今次改訂によって、幼小の相互
理解や接続は強まっていくと考えられるものの実践
や運営においては、様々な課題が予想される。今次
改訂による幼小接続が実践や運営にどのように生か
されているかの実際を検討することは今後の課題と
したい。
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