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１．はじめに

沖縄県では，ほとんどの小学校に，併設・隣

接する公立幼稚園を有している。そして，沖縄で

は「5 歳児問題」と呼ばれるように，小学校に入

学する１年前（5 歳）になると家庭や保育所から

隣接の幼稚園に就園してきた経緯がある（神里， 
2000）。
沖縄県での保幼小接続の調査（赤嶺，2011）

では , 物理的環境の近さから連携のしやすさがあ

るにも関わらず， 幼小双方で起案し計画を練るよ

うな指導計画の作成は , 見られない事を明らかに

している。

また，県内では子ども子育て支援新制度の中、

認定こども園化が進み，地域の保育園をはじめ多

様な教育経験をもつ幼児が小学校に就学する機会

が増えてきている。

このように，他県にはない特徴を有する沖縄

では，小学校への就学に対して，どのような取組

みが行われ，どのような配慮や支援が必要なのだ

ろうか。本研究では，要領・指針が改訂された

2018 年時点における，沖縄県の行政，幼稚園・

認定こども園，保育所，そして小学校の立場から，

最新の取組みを整理および考察を通して，保幼小

接続の現状と課題を浮かび上がらせることを目的

とする。

２．沖縄県における保幼小接続の現状

１）沖縄県の保幼小接続の実態

沖縄県内における幼児教育施設の特徴として

は，幼稚園の中で約 85％が公立である。これは

戦後，米軍統治下に置かれる中，プレスクールと

して公立小学校に 5 歳児のみの公立幼稚園が位

置づけられた経緯がある。また，公立幼稚園の園

長は小学校の校長が兼務していることも、もう一

つの特徴である。そのため，公立幼稚園は確実に

小学校と連携体制が図れているが，公立幼稚園以

外の私立幼稚園や保育所（園）は，小学校との連

携が図りづらいといった現状がある。

平成 27 年度 (2015 年度 ) には，県内にも「幼

保連携型認定こども園」の設置が始まり，平成

28 年度（2016 年度）には，公立幼稚園から幼

保連携型認定こども園への移行が進みつつある

（2018 年度現在，37 園）。幼保連携型認定こども

園は，園長が専任となるため，公立幼稚園の場合
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と違って連携体制の在り方に課題が出ている。

平成 30 年（2018 年）6 月に県教育委員会が

実施した「沖縄県幼児教育実態調査」から，沖縄

県の保幼小接続の実態についてみていきたい。

まず県内にある 182 の公立幼稚園と 31 の私立

幼稚園を対象に「小学校との連携はとれています

か」という質問を実施した。その結果，公立では

100％，私立でも 80.6％の割合で連携がとれてい

ると回答した。連携がとれていないと回答したの

は，私立幼稚園 6 園のみであった。

理由としては，公立学校は幼稚園長と小学校長

が兼務されており，同じ敷地に併設，もしくは隣

接しているという立地条件の良さが考えられる。

次に，幼稚園・保育所・認定こども園の横のつ

ながりについてである。幼稚園に対して「保育所

や認定こども園と連携をとれていますか」という

質問に対して，公立幼稚園は連携有りが 84.2％
に対して，私立幼稚園は連携有りが 41.9％とい

う結果となった。

この結果から，私立幼稚園が近隣の保育所公立

幼稚園および認定こども園との連携のしにくさが

浮き彫りとなった。また，公立幼稚園でも連携先

が複数になると連携が図れなくなっていることが

示されている。

また，「連携に課題あり」，と答えた市町村は

14 市町村（41 市町村中）であった（Figure1 参

照）。さらに，小学校でのスタートカリキュラム

作成率は 62％，公立幼稚園での作成率は 93.5％
であり，幼稚園側の作成率の高さが明らかとなっ

た。ここでも，公立幼稚園側のアプローチカリキュ

ラムの作成率の方が小学校のスタートカリキュラ

ムよりも高い結果となった。ただし，公立小学校

の 62％が作成しているという点については，幼

小接続から小学校での好スタートに意識を向けて

いることの現れだと考えられる。

２）沖縄型幼児教育の促進

「沖縄型幼児教育」は，平成 24 年（2012 年）

に沖縄県教育委員会が打ち出したものである。目

的は，発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育と

小学校教育との円滑な接続であり，その目的を達

成するために，小学校と併設又は隣接している公

立幼稚園を「結節点」に，幼児教育施設同士の横

の連携，幼児教育施設と小学校の縦の連携の構築

を目指している（Figure2 参照）。

も園は，園長が専任となるため，公立幼稚園の

場合と違って連携体制の在り方に課題が出てい

る。  

Table１沖縄県内の幼児教育施設数（2018 年 6
月時点） 

平成 30 年（2018 年）6 月に県教育委員会が実

施した「沖縄県幼児教育実態調査」から，沖縄県

の保幼小接続の実態についてみていきたい。 
まず県内にある 182 の公立幼稚園と 31 の私立

幼稚園を対象に「小学校との連携はとれています

か」という質問を実施した。その結果，公立では

100％，私立でも 80.6％の割合で連携がとれてい

ると回答した。連携がとれていないと回答したの

は，私立幼稚園 6 園のみであった。 
理由としては，公立学校は幼稚園長と小学校長

が兼務されており，同じ敷地に併設，もしくは隣

接しているという立地条件の良さが考えられる。 
次に，幼稚園・保育所・認定こども園の横のつ

ながりについてである。幼稚園に対して「保育所

や認定こども園と連携をとれていますか」という

質問に対して，公立幼稚園は連携有りが 84.2％に

対して，私立幼稚園は連携有りが 41.9％という結

果となった。 
この結果から，私立幼稚園が近隣の保育所公

立幼稚園および認定こども園との連携のしにく

さが浮き彫りとなった。また，公立幼稚園でも

連携先が複数になると連携が図れなくなってい

ることが示されている。

Figure 1 連携の程度とスタート・アプローチカ

リキュラムの作成率

また，「連携に課題あり」，と答えた市町村は 14
市町村（41 市町村中）であった（Figure1 参照）。

さらに，小学校でのスタートカリキュラム作成率

は 62％，公立幼稚園での作成率は 93.5％であり，

幼稚園側の作成率の高さが明らかとなった。ここ

でも，公立幼稚園側のアプローチカリキュラムの

作成率の方が小学校のスタートカリキュラムよ

りも高い結果となった。ただし，公立小学校の

62％が作成しているという点については，幼小接

続から小学校での好スタートに意識を向けてい

ることの現れだと考えられる。 

２．沖縄型幼児教育の促進 

「沖縄型幼児教育」は，平成 25 年（2013 年）

に沖縄県教育委員会が打ち出したものである。

目的は，発達や学びの連続性を踏まえた幼児教

育と小学校教育との円滑な接続であり，その目

的を達成するために，小学校と併設又は隣接し

ている公立幼稚園を結節点に，幼児教育施設同

士の横の連携，幼児教育施設と小学校の縦の連

携の構築を目指している（Figure2 参照）。 

幼稚園 
公立 182 園 
私立 31 園 

幼保連携型 
認定こども園 

公立 19 園 
私立 51 園 

保育所（認可外含む） 1,038 園 

Table １沖縄県内の幼児教育施設数（2018 年 6
月時点）

Figure 1 連携の程度とスタート・アプローチ

カリキュラムの作成率（2018 年）
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「沖縄型幼児教育」の実現により，下記の 2 点

が期待されている。

（１）幼児の発達と学びの連続性を保障

（２）幼稚園等の教員・小学校教諭の資質向上

近年，「結節点」となっていた公立幼稚園が幼

保連携型認定こども園となることで，「沖縄型幼

児教育」の在り方が懸念されているが，全ての幼

児教育施設から小学校へ入学することを考える

と，連携体制の構築は引き続き必要である。

教育委員会としては，幼保連携型認定こども園

を所管する福祉部局との連携が今後は重要である

とともに，平成29年に告示された３法令改訂（定）

で示された３歳以上の幼児教育共通化に向けて，

学校教育を所管し専門性を有する教育委員会が積

極的に関与することが不可欠であると考える。

（安慶名）

３．保幼小接続における公立幼稚園・こど

も園の役割を考える

１）那覇市における保幼小接続の取組と課

題

那覇市においては，平成 20 年度（2008 年度）

から保幼小合同研修会を開催し，加えて翌 21 年

（2009 年）からは保幼小合同連絡会，各小学校

区での保幼小連絡会を毎年開催し現在に至ってい

る。

また，平成 23 年（2011 年）には「未来を拓き，

笑顔輝く なはの子ガイド～保育実践編～」を作

成，公私立を問わず那覇市内全ての教育・保育施

設に配布し，認可園・認可外保育施設には指導員

がグループ別に訪問し周知等が行われた。

接続の取組については，「どのように発達や学

びを円滑につないでいくか」という点で課題が

あると考える。また，私立幼稚園や保育所（園），

認可外保育施設も多く，それらの施設との連携お

よび，小学校との接続も同様の課題がある。

２）接続に係る取組の実際

これまで年度当初に小学校の職員会議におい

て，幼児期の教育や前年度の園児の育ちと課題に

ついての報告を行ってきた。それに加えてここ数

年は，①幼稚園・小学校間の保育及び授業参観，

②小学校１年担任と接続のカリキュラム作成，③

年度末に園児の育ちの引き継ぎや情報交換を行っ

ている。

年度当初の報告は，理解を得るよい機会である

が，①の参観については小学校の先生方の時間確

保が容易ではなく，じっくりと参観しその後の協

議をすることが難しい。また，参観の視点の提示

の方法も課題がある。②のカリキュラムの作成に

ついては，１年担任と幼稚園教諭で作成はしたも

のの，どのように活用しているか，また，近隣の

私立幼稚園・保育所（園）にも説明・配布したが，

その活用状況についてよくわからない等課題があ

る。③の引き継ぎや情報交換は，子どもの育ちを

つなぐ上で不可欠である。

このような取組みに対しては行政の役割が重

要性である。例えばスタートカリキュラムの作成・

活用方法や 10 の姿の捉え方などについて，行政

が提言し，幼児期の教育・保育施設と小学校が相

互理解し共に学び合う場を設けることで，接続が

より充実したものになると考えられる。

３）公立幼稚園・こども園の役割

これまでの実践の中で，沖縄型幼児教育が示す

公立幼稚園・こども園の「結節点」としての役割

は重要であると実感している。特に，幼児期の教

育から小学校教育へのカリキュラムの接続につい

ては，幼稚園教育要領等を基本として保育を実践

している公立だからこそ「つなぐ」内容を共有す

る役割があると考える。

近隣の私立幼稚園や保育所（園）は小学校との

連携に苦慮されているところも多い。そこで，私

立幼稚園や保育園の子どもたちを公立幼稚園に招

き小学校との交流も実施している。また，那覇市

Figure 2  沖縄型幼児教育のイメージ図
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では公開保育を実施しており，近隣の認定こども

園等にも含め声をかけながら学び合いの機会を設

けている。このように，幼・保・認定こども園，

どの施設でも，「環境を通した教育・保育」が基

本とされ，「遊びを通した総合的な指導」が保障

される教育・保育内容が実践できるよう，共に学

び合う場を提供する役割も重要と考える。　　　

今回の改訂で重要視されている幼児期の教育

から一貫した「三つの資質能力の育成」が，どの

施設でも「環境を通し」「遊びを通した総合的な

指導」で育まれていく実践が子どもの視点ででき

るよう，行政の支援を得ながら共に学び合う場が

どれだけ確保できるかが重要と考える。

（名渡山）

４．「小学生になる」ことを子どもはどう捉

えているのか

～モザイクアプローチを手掛かりにして～

１）沖縄県の保育園の現状と課題

第一に，保育園では，年長クラスになると幼

稚園へ転園するという認識があったため，今でも

保護者に対して 5 歳児保育の情報を提供する機

会を持たないと転園しようとする保護者がいる。

そのような保護者が就学に向けて安心できるよう

に，子どもの学びの姿を発信する取り組み（ラー

ニングストーリーやドキュメンテーション等）を

紹介したい。

第二に，保幼小連携に関する先行研究の多く

は，教師や保育者から見た議論が中心となってい

て，子どもの視点を中心とした分析が少ない。保

育園から小学校への接続について「子どもの声」

を中心とした視点から，5 歳児の子どもが小学校

という環境をどのように捉えているのかを読み取

る事が，保幼小接続において重要である事を提案

したい。

２）子どもの声を聴くための取り組み

移行期における 5 歳児の子どもの様々な声を

聴くためにモザイクアプローチを採用した。モザ

イクアプローチとは，子どもが自分の生きる世界

をどのように見ているか，生活や遊びの場をどの

ように捉えて意味づけているかという事を探るた

めに，「子どもの声」に耳を傾ける事に力点を置

き，子どもと共に研究を進めていく方法の一つで

ある（Clark ＆ Moss，2017）。そのため，モザ

イクアプローチは，子どものまなざしから子ども

の経験をとらえることによって，言語を介するこ

とが難しい空間や，非言語的な感覚の情報を提供

してくれると言われている（秋田，2016）。今回

の取り組みでは，上記のアプローチを参考に，子

どもが撮影した写真，保育者からのインタビュー，

子どもによる話し合い，親からのインタビューを

モザイク状に組み合わせることにより，子ども自

身の声を，より立体的に浮かび上がらせたいと考

えた。

３）取組みの結果と考察

「子どもの声」を聴くことを通して，見えてき

た結果と考察は大きく分けて三つある。

第一に，子どもが撮影した全ての枚数（226 枚）

のうち物的環境を撮影した枚数が合計 217 枚で

あり，特に小学生が作った製作物を通して「小学

生になったら作ってみたい」という期待の声が聴

かれた。また，小学校の環境をワクワク，楽しみ，

など情動的な意味づけをしていることがうかがえ

た。

第二に，相反する子どもの気持ち（不安と期待）

が見えてきた。そのような気持ちは，保護者のコ

メントからも見えてきた。つまり，子どもと保護

者にとって移行期は，小学生になることに対する

期待と不安との間で揺らぎ，新たな「小学生の自

分」というアイデンティティを作りあげようとし

ていると考えられる。

第三に，大人側の想定していた意図とは違っ

た認識の声も聴かれた。また，身近な経験を手が

かりに学校の環境を「みたてながら」，学校の文

化を意味づけていることが読み取れた。そのため，

子どもが小学生になることの一つの側面として，

小学校の環境を自分なりに身近な経験に引き寄せ

見立てながらも，教師の意図やモノの機能を取り

入れて「経験の再構成」をしていく過程があると

考えられる。

従って，「子どもの声」を聴く事を通して，子

どもが「小学生になる」変容過程の読み取りを丁

寧に行いながら，保幼小の連携やカリキュラムを

織りなしていく事が重要になってくるだろう。

（天願）
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５．多様な育ちを受け止め伸ばす生活科の

授業

１）本校が抱えるスタート時の難しさ

琉大附属小は 8 市町村の子どもが通う学校で

ある（半径 6 ｋｍを校区としているため）。その

ため，入学する子どもたちの出身園は毎年およそ 
50 園にも及ぶ（家庭保育もいる）。各園にはそれ

ぞれの方針やこだわりがあり，それによって子ど

もの育ちもバラエティに富む。個性豊かな面々に

教室はいつもにぎやかである。

しかし，その一方で子どもの戸惑いや不安は

大きい。同じ園出身の仲間はいたとしても数名に

限られていることに加え，出身園の違いから一人

一人が持つスキルも価値観も異なる。幼児教育か

ら小学校教育へという制度上の変化による物的・

人的環境の激変に加え，ともに過ごす仲間も異質。

幼い子どもが不安に思わないことの方が不自然で

ある。当然ながら「小 1 プロブレム」は，附属

小学校にとっても大きな課題となっている。

２）琉大附小のスタートカリキュラム

このような子どもたちの多様な育ちを丁寧に

受け止め，それぞれの良さを着実に伸ばしていけ

るような学校にしたい。そのような思いを学年で

共有しながら，生活科の学習を中心としたスター

トカリキュラムを構想した。生活科は，

「具体的な活動や体験を通して，身近な生活に

関わる見方・考え方を生かし，自立し生活を豊か

にしていくための資質・能力を次のとおり育成す

ること」（文部科学省 , 2017）を目標として掲げ

られており，週 3 時間年間 105 時間の学習時間

が設定されている。

附属小では，「安心プログラム」と「ばっちり

プログラム」という柱を立て，ゆったりとした学

習計画のなかで，就学する子どもたちを受け入れ

ている（Figure3 を参照）。

【安心プログラム】　

手遊びや読み聞かせなど幼児教育で親しんだ

活動を取り入れたり，どの子どももすぐにできる

容易な活動を取り入れたりしながら学習を進める

ことで，小学校での生活に子どもが安心して取り

組めるようにする。「できる」を実感できる活動。

【ばっちりプログラム】

小学校生活における特有の約束事，より大きな

集団の中で必要になるルール等について，具体的

な生活の中で必然性を感じながら学ぶことで，小

学校で円滑に自立して生活ができるようにする。

３）生活科学習の実際（１学期４・５月）

以上のようなスタートカリキュラムを意識し

て行った生活科の４・５月学習単元「がっこうた

んけん」についての 2018 年度の取組について紹

介したい。個性豊かな子どもたちに日々揺さぶら

れながら，何度も修正しながら進めた学習であっ

た。その学習における教師の配慮事項を列挙する。

当初から予定していたものはわずかであり，実践

過程で苦しみながら見出し取り入れていったもの

が大半である（全てが本校の方針ではないことを

断っておきたい）。

ゆったりとした学習計画

生活科「がっこうたんけん」の予定時数はおよ

そ 15 時間であるが，それを特に国語との関連で

合科的に学習を組み上げることで 25 時間程度増

やし，子どもの興味関心を大切にし，ゆったりと

すすめられるようにした（学びのカリキュラム・

マネジメント）。

子どもの興味関心を掴む・引き出す

子どもの様子から授業の切り口を掴み，子ども

が「これ知ってる！」「分かる！」と思いっきり

手を挙げられるような学習展開を心がける。また，

子どもがやりたくなったことを授業に柔軟に取り

入れていく（子どもの要望を意図的に配列してい

く教師の工夫）。

集中して話が聞ける場の設定

「集中して聞けない→何をしていいか分からな

い→注意される」という悪循環を起こさせないた

Figure 3　ゆったりとした学習計画（生活科を

中心に）
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め，入学当初は机とイスによる座学の学習スタイ

ルよりも，教師の周りに集まって話を聞く「車座」

の学習スタイルを優先的に取り入れく。

スモールステップで展開する。

これまでの勤務校では，学校探検は２年生に

よる学校案内を「体験する」ことが中心だったが , 
みんなで気づいたことを発表し合い，分からない

ことが出てくればもう一度行ってみる，もう一度

やってみる。このような試行錯誤が許されるゆと

りのある場の中で，子どもたちは対象に対する気

づきの質を高めていく。

人と接することを楽しむ

大勢の職員や子どもがいることも小学校の特

徴。関わりのなかった先生や上級生との出会いを

演出し，いろいろなことを教えてもらう中で人と

接する楽しさを味わわせる。

「できるようになった」を実感できる振返り

生活科の学習の質を高めるためには，学習の

振り返りによる「学びへの自覚」が不可欠である。

しかしこの年齢の子どもにとっては難しいこと。

そこで保護者にこれまでやってきたことを伝える

活動を仕組み，保護者から愛情に満ちた具体的な

評価をもらうことを通して，自己の学習の成果を

実感し自覚させていく。

ルールの実感，約束事などへのゆるやかな慣れ

子どもたちは校内において，きちんとあいさつ

し，お願いすることでいろいろなものを見せても

らったり教えてもらったりする。このような実体

験を振り返る中であいさつの大切さや用件をしっ

かり伝えること，静かに聞くことの大事さを実感

させる。45 分設定の時程など小学校生活のルー

ティンにも，活動を中心に展開する中でゆるやか

に慣れさせていく。

「学びの原体験」を大切にする

生活科の学習にゴール（予め決められた正解）

はない。単元学習が終わった後も子どもが自ら対

象へ関わり続けるよう，学びにおける主体性を大

事にする。学びとは自分たちの暮らしを豊かにす

るためにある。何度も何度も試行錯誤しながら，

自分にとってよりよい方法を見つけていく過程を

繰り返し楽しませ，実感させる。この体験が後の

学習の土台となっていく。

（米須）

６.まとめと今後の課題

以上，本研究では沖縄県の幼稚園・認定こども

園・保育園・小学校および行政の立場から，保幼

小接続の現状と課題を論じてきた。以下では，三

点の論点を示し今後の研究の方向性を提示してお

きたい。　

第一に，沖縄県の強みを活かした幼小接続の要

因についての検討である。小学校に併設されてい

る公立幼稚園の存在は，幼小接続の大きな強みと

考えられるだろう。しかしながら，併設・隣接し

ていることで，何がどのように情報共有され接続

がスムーズにいっているのかについては十分に検

証されているとはいいがたい。なお，県外の例で

あると，隣接や併設という物理的な距離と接続は

十分な因果関係があるとはいわれていない。情報

共有なのか，幼児・児童との交流なのか，教員同

士の情報共有なのか，沖縄県の公立幼稚園と公立

小学校の連携の内実を検討することが求められる

だろう。

また，本研究でも示されている通り，小学校に

は公立幼稚園以外の私立幼稚園，保育園から就学

するこどもたちも多い。このような園とのヨコの

連携や，多様な経験をもつ子どもたちを，小学校

側がどう受け入れるのかというのも重要な視点だ

と考えられる。

第二に，保育所・認定こども園と小学校との

接続についての論点である。今回の論稿で，沖縄

県では「公立幼稚園と公立小学校」の間では，「接

続に問題はない」という認識が強いことが見えて

きた。しかし，2018 年度末現在，沖縄県以外の

都道府県では，民営化の流れのなか，公立幼稚園

の認定こども園化が進められている。県内でも，

法人化された私立の認定こども園が増えてきてい

る。このような流れのなか，保育園や認定こども

園と小学校との接続のあり方を検討する必要があ

るだろう。

第三に，要録を含めた伝達ツールについての検

討である。現在，小学校への情報伝達の主要なツー

ルとして要領・指針の改訂に伴い，新しい児童要

録の作成について検討が進められている。若林ら

（2018）によると，就学前施設における障害のあ

る子どもへの配慮の情報が小学校へ引き継がれた

後，上手く活用されない理由を明らかにし，連携
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や情報の背景にある意図や理由の解釈の違いを共

有していく事が必要であると指摘している。

以上，3 点は，今後の沖縄の保育制度改革のな

かでも，重要な論点になると考えられる。すべて

の子どもたちが就学前教育で培ったことを生かし

て，小学校をスタートするためには，行政，幼稚

園・認定こども園，保育所，小学校の関係機関が

同じ方向性で連携していく必要がある。
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