
 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。 

幼保小の連携を進めるための提案 
下の４つの提案は特に順序性を示しているわけ

ではなく，地域の子供や教育現場の実態に応じ
て，できるところから取り組んでいくことを期待し
て設定したものである。 

１ 参観しましょう 

２ 理解しましょう 

３ 交流しましょう 

４ 続けましょう 

「幼稚園・保育所・小学校の連携」 
広島県幼児教育調査研究事業調査研究実行委員会（平成
22年３月）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 幼保小連携による教育 

  幼稚園教育要領には小学校との連携について次のように示されている。 

 

 

  

（１）連携を進めるために 

 幼稚園・保育所・認定こども園（以下「園・所」という）では，計画的に環境を構

成し，遊びを中心とした生活を通して体験を重ね，一人一人に応じた総合的な指導・

保育を行っている。一方，小学校では，時間割に基づき，各教科等の内容を教科書な

どの教材を用いて学習している。このように，「園・所」と小学校では，子供の生活や

教育方法が異なっており，幼児期の教育に携わる教員・保育士等も小学校教育に携わ

る教員もお互いの取組の実際に触れた場合，戸

惑いを感じることが多い。そのため，両者が共

に，子供の発達を長期的な視点で捉え，子供の

発達や学びの連続性を確保するために，互いの

教育内容，指導方法の違いや共通点について理

解を深めることが大切である。例えば，保育参

観や授業参観を行ったり，合同の研究会や意見

交換，幼児と児童の交流などの活動を実施した

りすることが考えられる。日常的な関わりから

スタートしたり，これまで連携していた内容を

深めたりして，継続性のある連携を行うことが

大切である。 

（２）幼保小連携・接続の実践例（研究開発指定地域における日常的な交流・連携の取組） 

   本県では，平成 27年度より２年間「幼保小接続カリキュラム研究開発事業」として，

県内５つの地域を指定し，幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続に向けたカリキュ

ラムの研究開発に取り組んできた。その地域の１つに「安芸高田市立甲立小学校区」

があり，安芸高田市立甲立小学校と安芸高田市立甲立保育所は，研究テーマを「人と

関わり主体的に学ぶ子供の育成」とし，「聴く・話す・気付く」を接続の視点に，距離

が近いという立地条件を活かし，日常的な交流，連携等を行っている。 

   幼児と児童の交流が行事等での単発的なものとなり，日程の打合せだけの連携となら

ないように，交流会を年間計画に位置付け，交流会前後には，連携会を実施し，計画

校種間の連携 

第３章 学校経営改革の推進 

 

各地域において，それぞれの学校段階の役割に応じた取組に加え，校種間の連携も活発

に行われるようになってきている。幼稚園教育要領等及び学習指導要領においても，幼児

児童生徒の発達の特性や各校種の教育内容を相互に理解し，より連続性のある魅力ある教

育活動を展開することが求められている。とりわけ，学力の定着・向上及び生徒指導の充

実に向けては，校種間の連携を図り，幼児期から小・中・高等学校等までを見通した教育

課題を検討したり，幼児児童生徒の交流や教職員の研修を行ったりするなどの具体的な取

組が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 



的に取り組んでいる。これにより，幼児と児童にとって意義のある交流会となるよう，

意見を出し合える関係づくりができている。 

平成 28年度に，３回実施された「なかよし交流会」の取組について，３回目の事例

を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   上記のようなサイクルを繰り返し，子供の姿や育ちの状況に基づき，カリキュラムの検

証や改善を図っていくことが重要である。 

 なかよし交流会「あきとともだちになろう～なかよし交流会をひらこう～」 

 

これまでの交流を通して，年長児を意識

して，関われるようになってきましたか

ら，この活動では，年長児の気持ちを考

えながら，自分の思いも表現できること

をねらいたいです。 

小学生のお兄さんやお姉さんと一緒に

活動する中でも，ルールや言われるこ

とをよく聞いて，友達と行動できるこ

とをねらいたいです。 

幼児と児童の関わりを大切にしつつ，活動を通して見られる子供の姿
から，育ちや学びの「つながり」を見取る。 

交流会当日 

年長児を意識しながら，上手に説明した

り，声をかけて励ましたりしながら，楽

しく遊んでいるな。1 年生同士も，よく

協力ができているね。 

年長児も，説明に聞き入って，ルール

も守って行動できているね。小学生の

人にも積極的に関われているし，自分

も表現できているね。 

今回の「なかよし交流会③」で，子供た

ちは，年長児との関わりがさらに深まっ

ていたし，何よりも，お兄さんやお姉さ

んとして，自信を付けたように思えた

よ。年長児を意識したことで，「頼られ

る存在」を実感できたね。 

日頃からの交流によって，子供たちに

とって，小学校は，「過ごしやすい」

「安心できる」環境として，より実感

が湧き，この人間関係の構築により，

小学校への入学が，一層楽しみになっ

たことでしょうね。 

意見交換したことを踏まえ，「この期に育ってほしい幼児の姿」及び
「この期に育ってほしい児童の姿」の見直しや活動の内容，ねらい等
の改善を行う。 

カリキュラムの
改善 

「この期に育ってほしい幼児の姿」及び「この期に目指す児童の姿」，
活動の内容や相互のねらいを共有する。 

交流会前の 

連携会 

活動を通して見られた「実際の子供の姿」に照らし合わせて，活動の
内容やねらい，「育ってほしい姿」等について互いの意見や情報を十
分に交換する。 

交流会後の 

連携会 

う～ん，難しいな～。 

お兄ちゃん，どうしたら，

上手に釣れるの？ 

難しかったら，竿を少し

短く持ってごらん。 

その調子，頑張って！ 

（もう少し糸も，短くし

てあげた方がいいかな。） 

やった！釣れたよ！ 

上手でしょ？ 

これ，何ていう魚なの？ 

おっ，上手に釣れたね。 

今，とってあげるからね。 

おっ，これは，（銀杏の葉

で作った）ひらめだよ。 

【この期に育ってほしい児童の姿】 
1年生 Ⅱ期（11月） 
「担任外の先生やたくさんの友達との関わり
を通して，相手の思いや願いに気付き，相手の
ことを考えながら自分の思いを表現し，意欲的
に活動や学習に取り組む。」 

【この期に育ってほしい幼児の姿】 
５歳児 Ⅱ期（11月） 
「遊び，生活の中で，目的やルールを話し合い，
お互いの気持ちに気付きながら，遊びを進め
る。」 



２ 小中連携による教育  

（１）小中連携の必要性  

   中学校では，小学校に比べ学習内容が高度化し，授業の理 

解度が低下したり，思春期に入ることによって不登校や暴力 

行為などの問題行動が増加したりする場合が多い。生徒が順 

調に中学校生活を始めることができるように，小学校と中学校の連携を図ることが極

めて重要である。 

（２）小中連携による教育の進め方 

   各学校や地域の実態を踏まえ，段階的に連携を推進していくことが大切である。特

に教師間の連携は小中連携の充実に不可欠である。  

   また，本県において，平成 29 年度から義務教育学校を設置し，小中連携教育を推進

する市がみられる。  

    

 

 

 

 

○ 仁方中学校区 小中一貫教育の事例 

【異年齢交流行事の取組】  

呉市立仁方中学校区では，小中学校で統一した 

授業規律の徹底を図り，小中学校での足並みをそ 

ろえた学習環境づくりに取り組むとともに，「環 

境づくり部会」，「授業づくり部会」を編成し，学 

力向上，体力づくり，授業改善等に取り組んでい 

る。中でも，小中合同の異年齢交流行事を各校の 

年間計画に位置付け，計画的，継続的に取り組み 

ながら，内容の精選，改善を図ることで，自己有 

用感の向上や，中１ギャップの解消に成果を上げ 

ている。 

◆その他の取組◆ 

 

 

 

 
 

３ 中高連携による教育 

  中学校と高等学校の教員が協力して授業を行っている地域では，中学校，高等学校そ

れぞれの教員が異なった学校段階の学習内容を把握できるだけでなく，指導方法，指導

技術の改善に向けた意見交換を行うこともでき，授業の質の向上につながっている。 

  また，進路指導の視点から，中学生の高等学校生活に対する目的意識を高めることを

ねらいとして，例えば，「基礎的な学力の習得」「学習への意欲」「挨拶等の礼儀」「基本

的な生活習慣」等，高等学校への進学に当たり身に付けておいて欲しい資質や能力につ

いて，高等学校教員等が中学生に対して講義を行うなどの効果的な連携も進められている。 

授業参観や情報交換会
の開催等を通して，児童生
徒の実態把握や指導の在
り方等について理解する。 

ステップ１  
相互理解の段階  

ステップ２  
相互交流の段階  

ステップ３  
相互連携の段階  

段
階
的
な
連
携
の
例 

合同の研修会や，合同行
事の開催，地域への学校公
開等により，積極的に交流
する。  

他校種の教師により専
門性を生かした指導を行
ったり，他校種及び地域が
連携した組織的な生徒指
導体制を確立したりする。 

図１ 日常的な幼小連携  

 

○ 小中一貫教育研究会 

○ 小中合同授業，乗り入れ授業 

○ 小中合同あいさつ運動（毎月１回） 

○ 中学校部活体験 



【連携型中高一貫教育校の主な取組例】（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 小・中・高等の連携による教育 

  現在県内では，各校種相互の連携をさらに発展させ，小・中・高の 12 年間，更に

就学前を含めた連携に取り組んでいる地域も見られる。  

  各地域で，地域において目指す子供像を掲げ，組織的・系統的に取り組んでいく

ことが大切である。  

連携型中高一貫教育校 設置年度 

北広島町立芸北中学校・県立加計高等学校芸北分校 
平成 13 年度 

尾道市立御調中学校・県立御調高等学校 

東広島市立豊栄中学校・県立賀茂北高等学校 平成 17 年度 

神石高原町立神石高原中学校・神石高原町立三和中学校 

県立油木高等学校 
平成 26 年度 

安芸太田町立加計中学校・安芸太田町立筒賀中学校・ 

安芸太田町立戸河内中学校・県立加計高等学校 
平成 28 年度 

 

 

 

中・高の交流授業の実践例と成果の主なもの 
 
 
 
 
 

 
【主な成果】 
○  高校での学習場面において，中学校教員が要点を絞り効果的に中学校時の学習内容を指
導することができる。 

○  交流授業を通じて中・高教員が双方の学習内容や生徒の実態を的確に把握すること
で，授業改善に生かすことができる。 

○ 交流授業をとおして，高校生としてのロールモデルを中学生に見せることができる。 

 中学校と高等学校の円滑な接続を図るため，中学３年生と高校１年生を中心に，
中・高教員の相互乗り入れによる単独授業又はティームティーチングを展開。ま
た，中学校において，高等学校の生徒が中学校の生徒に対し，学習内容を教えた
り，紹介したりするなどロールモデルを提示。  

中・高合同の教員研修の実践例と成果の主なもの 
 
 
 

【主な成果】 
○  中・高教員の教科ごとの研究会等を通じて，「つなぎ教材」や６年間を見通し
た学習指導案を作成し，学力向上の取組に活かしている。 

○  中・高教員の連携が地元の小学校を含む地域が一体となった教員研修などの取
組に進展している。 

 中・高教員合同の「教科部会」等を設置し，研修，情報交換，授業研究等を実施。  

中・高合同の学校行事等の実践例と成果の主なもの 
 
 
 

【主な成果】 
○  中・高生徒が合同で行う行事において，高校生に中学生の模範であるべきとい
う意識が働き，自らの役割に対する責任感と積極性の高揚がみられる。 

○  部活動において６年間を通じた選手育成ができる。 

 中・高合同で学校行事，生徒会活動，部活動などを実施。  



５ 高大連携による教育 

（１） 高大連携の意義 

 

 

 

 

 

 

 

（２）高大連携の取組 

  ア 公開授業・公開講座 

（ア）形態  

・ 公開授業：大学生が学ぶ正規の授業科目の一部を高校生にも公開する。 

・ 公開講座：高校生を対象とした特別の講座を開講する。 

（イ）受講状況（平成 28年度） 

・ 24大学等から提供された授業・講座のうち，７の授業，94の講座を，延べ 

625人の県立高等学校生徒が受講した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 出張講義 

    （ア）形態 

   ・ 大学の教員が高等学校において講義を行う。 

    （イ）出張講義の例（平成 28年度） 

  ・  「平成 28年度 中高大連携講座『大学で何を学ぶか』」（一般社団法人 教育ネ

ットワーク中国主催 広島県公立高等学校長協会三次支部校長会等後援）では，

高等学校が大学から講師を招聘し，高校生や中学３年生が講義を受講した。 

（３）今後の方向性 

   今後，主体的な進路選択や学習意欲の向上・質の高い教育の機会の享受となるよう

高等学校と大学が教育内容について連携を深めるとともに，高等学校における事前・

事後の指導の充実が求められている。 

①  高校生の学問への興味・関心を高めるとともに，進学するに当たっての目的意識

を明確化させ，主体的な進路選択に役立たせることができる。 

②  特定の分野について高い能力と強い意欲を持ち，高等学校の水準を超えたより高

度な内容を学習することを希望する生徒の優れた資質・能力を最大限に伸長させる

ことができる。 
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６ 特別支援教育における連携 

（１）個別の教育支援計画の作成と活用 

 障害のある幼児児童生徒については，学校だけでなく，家庭及び地域や医療，福祉，保

健，労働等の様々な機関が協力し，長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後までを通じて

適切な指導と必要な支援を行う必要がある。そのために，学校は個別の教育支援計画を作

成し，学校や家庭，関係機関における支援に生かしていくことが大切である。 

例えば，就学前に幼稚部又は幼稚園や保育所，福祉等の関係機関で作成された個別の支

援計画を就学先の学校が引き継いで個別の教育支援計画を作成し，一貫性のある支援を行

うことが大切である。また，進路先に在学中の支援の状況を伝えていく際に，個別の教育

支援計画を活用して関係者間で生徒の実態や支援内容について共通理解を図るなど，学校

や関係機関における適切な指導や必要な支援に生かすことが大切である。 

（２）障害のある人を支援するためのサポートファイル 

  障害のある人たちのライフステージを通じた一貫した支援の推進を図ることができるよ

う，障害のある人を支援するためのサポートファイルが県内すべての市町において配付さ

れ，啓発が図られている。このサポートファイルは保護者が子供に関する情報を記録し，

必要に応じて関係機関に必要箇所を提示することとなっている。 

学校は，保護者から提示されたサポートファイルの情報を活用して，個別の教育支援計

画を作成し，関係機関と連携して支援をすることが大切である。 

（３）特別支援学校のセンター的機能 

特別支援学校は，幼稚園，小学校，中学校及び高等学校等の要請により，障害のある幼

児児童生徒又は当該幼児児童生徒の教育を担当する教師等に対して必要な助言又は援助を

行うなど，各学校の教師の専門性や施設・設備を生かした地域における特別支援教育のセ

ンターとしての役割を果たすよう努める必要がある。その際，学校として組織的に取り組

むことができるよう校内体制を整備するとともに，他の特別支援学校や地域の保育所又は

幼稚園，小学校，中学校及び高等学校等との連携を図ることが必要である。 

幼稚園，小学校，中学校及び高等学校等は，在籍する障害のある幼児児童生徒に対して，

特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ，個別の教育支援計画や個別の指導計画を作

成することなどにより，個々の児童生徒等の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の

工夫を計画的，組織的に行うように努めることが大切である。 

（４）交流及び共同学習の推進 

  交流及び共同学習には，障害のある子供と障害のない子供が一緒に活動に参加すること

で，相互の触れ合いを通じて豊かな人間性を育むことを目的とする交流の側面と，教科等

のねらいの達成を目的とする共同学習の側面の二つの側面がある。交流及び共同学習の実

施においては，この二つの側面は分かちがたいものとして捉えることが重要である。 

交流及び共同学習の実施に当たっては，特別支援学校と小・中学校等がそれぞれの学校

の教育課程に位置付けるとともに，双方の学校同士が十分に連携を図り，指導計画に基づ

く内容や方法を事前に検討し，各学校や障害のある幼児児童生徒の実態に応じた様々な配

慮を行うなどして，計画的，組織的に継続した活動を実施することが必要である。 

 


