
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。 

第１章 総則 第２ 教育課程の編成 ４ 学校段階等間の接続 

（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。 

（中略）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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

１ 幼保小連携による教育 

  幼稚園教育要領（平成 20年 10月）において，小学校との連携については，「幼稚園教

育と小学校教育との円滑な接続のため，連携を図るようにすること」とあったが，平成

29年３月に改訂された新しい幼稚園教育要領には，以下に示されているように「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」ことが求められている。 

 

 

 

 
   
  また，小学校学習指導要領（平成 29年３月告示）にも，幼稚園教育との接続について

次のように示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）小学校教育との円滑な接続を図るために 

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，

これまでも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してきた。 

平成 29年３月の幼稚園教育要領等の改訂において，総則や小学校学習指導要領の総

則，そして低学年の全ての各教科，特別活動の中に，「幼児期の終わりまでに育ってほ

しい姿を踏まえた指導の工夫を行う」ことが示され，幼児期の育ちや学びを意識した

指導が，より一層求められている。幼児期と児童期の教育では，内容や進め方が大き

学校段階等間の接続 

平成 29 年３月に改訂の学習指導要領等を踏まえ，幼児期の教育と小学校教育，中学校

教育及びその後の教育との円滑な接続の重要性が示された。今回の改訂において，学校教

育を通じて「育みたい資質・能力」が明確化されたことにより，今後は各教科等を学ぶ意

義と各教科等の横断の視点，学校段階間連携・接続の視点を踏まえて，教育課程を編成す

る取組が必要となり，前の学校段階での教育が次の段階で生かされるよう，学びの連続性

を確保することが重要になった。 

第３章 学校経営改革の推進 

 



く異なる。入学当初は，幼児期の生活に近い活動と児童期の学び方を織り交ぜながら，

幼児期の豊かな学びと育ちを踏まえて，児童が主体的に自己発揮できるようにする場

面を意図的につくることが大切である。 

（２）幼保小連携・接続の実践例（研究開発指定地域における円滑な接続の取組） 

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，

県内五つの地域を指定し，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。その取組を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「幼幼保保小小接接続続カカリリキキュュララムム実実践践事事例例集集」」ももごご活活用用くくだだささいい。。  
hhttttpp::////wwwwww..pprreeff..hhiirroosshhiimmaa..llgg..jjpp//ssiittee//kkyyoouuiikkuu
//yyoouujjii--0044--rreennkkeeii..hhttmmll  

◆生活科を中心とした合科的・関連的な指導 

入学当初の児童の思いの実現
に向け，子供の思考が連続する
１日の流れと各教科等の指導の
効果の両方を意識し，大単元を
構成する。このような活動の中
で，子供が主体的に自らもって
いる力を発揮できる。 

●他教科等の内容を合わせて指導する…合科的な指導 
●他教科で，生活科と関連する内容を取り扱う…関連的な指導 

◆安心して生活することで 
自分の力を発揮できる学習環境の工夫 

①顔が見えることで安心 
 幼稚園・保育所では，５～６人程度の子供達が向き
合うグループ形式の机を配置する。これまで小学校で
は，スクール形式（教室の前面に向ける）の机の配置
にすることが一般だが，入学当初はグループ机で，お
互いの顔が見え，困った時に友達に話しかけやすい環
境にする。そのことは，子供達の安心感につながる。 

 
 
 
 
 
 
 
②見通しをもつことで安心 
 幼稚園・保育所では，言葉だけでなく，実物を見せ
たり，絵や写真で示したりするなどの援助によって，
子供に伝わりやすいよう工夫する。小学校でも，スケ
ジュールの分かる掲示を工夫することで，活動等の見
通しをもつことができ，子供達は自信をもって主体的
に活動することができるようになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③気持ちを落ち着かせる場所があることで安心 
 幼稚園・保育所では，空き保育室を利用して，「絵本
コーナー」や，すごろくなどのゲームを楽しめる「ゲ
ームコーナー」を作り，一人又は少人数でゆっくり過
ごせる場所を作る。小学校でも，図書室に円卓を置き，
リラックスして絵本に親しめる場を設けたり，教室以
外にリラックスできる時間や場所を作ったりすること
で，緊張を和らげ，気持ちの切り替えができるように
する。 
 
 
 
 
 

小学校 幼稚園 

小学校 幼稚園 

幼稚園 小学校 

◆弾力的な時間割の設定を行うなどの工夫 
①教職員で話合い 

②幼児期の生活に近い
楽しい活動（登校後） 
登校してきたら，まず

は教室で朝の支度。それ
が終わった児童から，
「ゆうちゃんルーム」に
移動していき，ブロッ
ク，ドミノ，あやとり，
折り紙，ぬり絵，お絵か
き，絵本，文字パズル等
の「自由遊び」をたっぷ
り楽しむ。 ③幼児期の生活に近い

楽しい活動（朝の会） 
「朝の会」の中では，

「お楽しみ」の時間を設
け，歌やゲーム，グルー
プでの相談ゲームなど
を取り入れる。最初の 2
週間くらいは，朝の 1
時間目に当て，ゆっくり
とスタートする。 

小学校に入学した子
供達は，新しい先生，新
しい友達，新しい環境，
新しい生活リズムにワ
クワク，ドキドキしてい
る。たくさんの新しいこ
とに出会い不安になる
時期を，子供達が楽しく
安心して過ごせるよう
に，まずは，段差の少な
い，ゆるやかなスタート
にしようと話し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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。  

    

 

 

 

 

○ 小方中学校区小中一貫教育の事例 

【資質・能力を系統的に育む取組】          「資質・能力」系統表  

大竹市立小方小・中学校では，育成を目指す資質・能力 

を「思考力」，「主体性」，「自らへの自信」と設定し，９年 

間の学びのゴールとなる中学３年生の姿を小中の教職員が 

共有するとともに，発達段階を踏まえ，各学年で目指す児 

童生徒の姿を整理した系統表を作成し，系統的に資質・能 

力の育成に取り組んでいる。また，小中合同の研究組織で 

ある教科委員会，総合的な学習の時間委員会，学習集団づ 

くり委員会において共通理解を図りながら，授業改善，学 

力向上，協働的な活動の充実等を進めている。系統的，組 

織的に教育活動の充実・改善を図ることで，自己有用感の 

向上や望ましい人間関係づくりに取り組んでいる。 

◆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  

 

○ 中学校区教育研究会 

○ 小中合同の校内研修会（授業研究） 

○ 小中合同の運動会，学園祭 

○ 小中学習交流デー，交流給食，応援掃除 



【連携型中高一貫教育校の主な取組例】（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 小・中・高の連携による教育 

  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，学力向上の取組に生かしている。 

○  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 29年度） 

・ 23大学等から提供された公開授業・公開講座のうち，２の公開授業，89の公

開講座を，延べ 796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 29年度） 

  ・  「平成 29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もち，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を活用した連携 

 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。 

例えば，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全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。 

送り出す側 受け入れる側 

幼稚園・ 

保育所等 
小学校 

小学校 中学校 

中学校 高等学校 

自立・社会参加 
サ
ポ
ー
ト
フ
ァ
イ
ル 

個
別
の
教
育
支
援
計
画
・
個
別
の
指
導
計
画 


