
幼小接続に係る小学校の実態に関する研究の展望と学習状況

− NISE データベースの分析をとおして（１）−

　本研究の目的は、幼稚園・保育所・認定こども園などの就学前施設と小学校との連携・接続

に関する研究を概観すると共に、就学前施設から小学校へのスムーズな移行や幼小接続・連携

を阻んでいる要因を明らかにすることであった。小学校や中学校に在籍する児童の障害として、

知的障害が最も多く、次いで自閉症、ADHD の順であった。学習状況に関して、共起ネットワー

ク分析の結果、小学校においては、「小学校」を中心として、「児童」、「体育（科）」、「音楽科」、「図

画工作科」、「特別支援学級」と続くネットワークの連携と、「指導」、「教室」、「通級」と続くネッ

トワークが中心であった。中学校においては、「目標」、「継続」、「読み書き」、「集団」、「家庭科」

へと続くネットワークと、「目標」、「地域」、「生活」のネットワークが中心的であり、学校種によっ

て共起ネットワークが異なっていた．また、20 の複合語出現の頻度の高い上位 20 語の約 2/3
は小学校と中学校で重複していたが、現実に 1/3 の差異が存在することは、特別な配慮を必要

とする児童生徒にとっては、大きな学習上の課題となる可能性があることを示唆している。
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問題と目的

１．幼小接続とカリキュラム

　幼小接続については渡邊（2017）に詳しい。

それによれば、幼小接続研究は、国内では、①「小

1 プロブレム対策」・「教育の接続」、②幼児と

児童の個々の交流に関する研究、③接続期カリ

キュラムの作成や取り組み、④幼児教育実践の

中に小学校教育につながる芽生えを見付け、強

化し、小学校教育につなぐ実践、が行われてい

るという。海外では、就学レディネス、特に社

会的スキルが重要であること及び、適応を支援

する準備の必要性に関する研究、学習に関する

レディネスへの関心による学校化への危惧への

課題と対策、幼小接続に必要な条件などについ

て研究されている。

　文部科学省（2015）は、平成 26 年に全国の

市町村を対象として幼小接続の状況を明らかに

するために「幼児教育実態調査」を実施した。

その結果は以下のような内容である。幼小連携

の予定・計画については、図 1 に示されてい

るようにステップ 2 が約 60％と最も多く、ス

テップ 3、ステップ 0、ステップ 1、ステップ

4 と続く。平成 20 年度～ 23 年度から平成 24
年度～ 27 年度に、幼小接続期カリキュラムを

作成・改訂した自治体は、51 自治体から 96
自治体へと約 2 倍に増加し、アプローチカリ

キュラムとスタートカリキュラムを共に作成し
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ている自治体の割合が増加しているという。幼

小接続期を貫く柱立てをしたカリキュラムが作

成されている自治体の割合が増加した。柱立て

は 2 ～ 4 本の範囲で 3 本が 91.4％であり、学

びの基礎力や生きる力へつながる柱立てが多

かった。プローチカリキュラムやスタートカリ

キュラムについては、自治体が定めたものに従

いつつ、各校園の実態に基づいて作成している

学校や園が多かった。幼小連携や幼小間の交流

については、年長児と小学生との交流を年に 2
～ 3 回実施し、生活科の時間等を活用してい

る学校や園が多かった。その形態は、年長児が

小学校に行って小学生と一緒に活動する形が多

い。アプローチカリキュラムの開始は年長児の

2 学期から、スタートカリキュラムは入学後 2
週間～ 4 週間の間に、15 分程度のモジュール

で区切られ、遊びを取り入れた活動や生活科を

中心として、小学校に慣れるための活動から構

成されているケースが多かった。

2．アプローチカリキュラム・スタートカリキュ

ラム

　経験年数によってアプローチカリキュラム作

成の際に重視する内容が異なり、年長クラスの

経験年数が長いほど、小学１年を見据えた知識、

理解、スキルの獲得を促すと同時に、幼児一人

一人の関心や意欲、他者を尊重する態度も育て

ることに配慮していた（丹生、2017）。
　就学に向けたアプローチカリキュラムの具体

的内容として、「学校ごっこ」の実践を通して、

想像世界の「学校を遊ぶ」経験する研究がある

（岡花・津川・七木田、2016）。学校という文

化を遊ぶことを通して、学校での振る舞い（ハ

ビトゥス）「実践感覚」や、教師や学習への向

き合いかたを先生役の保育者を媒介にしながら

経験する間接的な経験は、「小学生としての自

分」を演じることをとおして、学校の世界へと

一歩あゆみを進めるきっかけになる（岡花・津

川・七木田、2016）。

図１　平成 24 年度と平成 26 年度の幼児教育実態調査（文部科学省、2015）

ステップ０：連携の予定・計画がまだない。

ステップ１：連携・接続に着手したいが、まだ

検討中である。

ステップ２：年数回の授業、行事、研究会など

の交流があるが、接続を見通した

教育課程の編成・実施されていな

い。

ステップ３：授業、行事、研究会などの交流が

充実し、接続を見通した教育課程

の編成・実施されている。

ステップ４：接続を見通して編成・実施された

教育課程について、実践結果を踏

まえ、更によりよいものとなるよう

検討されている。
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　スタートカリキュラムについて、文部科学省

は、「幼児期からの学びと育ちを生かす活動や

環境を意図的に設定することで、子どもは自信

や意欲をもって活動し、自己発揮できるように

なります。」とする（文部科学省、2017）。そ

のスタートカリキュラムには、児童が幼稚園や

保育所の生活で幼児期に体験してきた遊び的要

素と、これからの小学校生活の中心をなす教科

学習の要素の両方を組み合わせた活動、生活科

を核にした合科活動をスタートカリキュラムの

中に組み込み、教科のスタート学習を取り入れ

ることが必要であるという（木村、2010：和田、

2013；善野、2008）。その上で、「交流」、計

画的な目標設定に基づく「連携」、そして、ア

プローチカリキュラムとスタートカリキュラム

づくりによる「接続」が求められるようになる

（木村、2014）。
　スタートカリキュラムを「ねらい」とするた

めの就学前施設への周知事項として、地方公共

団体では、①一人ひとりの安心感と自己発揮、

②新しい学級や学校のルールを受け入れ、みん

なと楽しく過ごす、③学習への興味・関心をも

ち、意欲的に学習に取り組むことをあげている。

また、留意点として、①幼稚園・保育園での経

験や学び、保育者の指導を参考にする、②指導

方法として、生活に即した学びの構成を考える、

③合科的・関連的な指導の充実を図る、④授業

時数の適切な割り振りに配慮する、⑤学習環境

の工夫を考える、⑥幼稚園や保育園の先生と一

緒に作成したり、作成したものを見てもらった

りする、⑦職員全員の理解を図る、をあげてい

る（横浜市教育委員会、2012）。
　岡山県（2017）は「幼保小接続スタンダー

ドについて」を HP に、幼保小接続に向けて

の基本方針を発表している。たとえば、内容

は、基本方針として、①接続カリキュラムの準

備、②取組体制、③接続カリキュラムの随時検

証・改善、④検証を明確に示している（岡山県

HP、2017）。
　善野（2008）は、5 歳児後期から小学校入

学まで間の総合活動の中で、交流・を繰り返し

ながら入学後に教科のねらいに即して合科的カ

リキュラムに発展させていく方向を示してい

る。

　さらに、山口県教育庁義務教育課（2014）は、

①幼稚園、保育所等と連携、協力する、②学校

全体での取組とする、③合科的・関連的な指導

の充実を図る、④学習への興味・関心を大切に

する、⑤授業時間や学習環境を工夫する、⑥保

護者への適切な説明を行う、をあげている。

3．引継ぎ内容と支援

　小学校への引継ぎツールとしての就学スキル

チェックシートの作成に関すると課題分析を行

い、併せて、最近の理論的根拠や知見に基づく

支援や配慮のあり方が検討されている。就学ス

キルチェックシートによって５歳児の課題を確

認し、コンサルテーションを行う取組が、社会

的スキルの指導につながること、学習レディネ

スを把握することができること、さらに、コン

サルテーションで取り上げた指導実践は小学校

へのスムーズな移行支援となることを明らかに

された（今中、2011）。気になる園児の行動（コ

ミュニケーション、遊び、着席の状況など）に

関する具体的な対処方法等、支援や配慮を小学

校に引継いでほしいとの思いが強いことが明ら

かになっている。同様に、就学支援シートやサ

ポートファイルなどの「支援ツール」によっ

て「情報のつながり」を持たせ、幼稚園の訪問

や情報交換会、接続期カリキュラムなどの「支

援システム」によって「人のつながり」を持た

せることが、よりよい幼小連携へとつながる

可能性を指摘した研究も行われている（本杉、

2014）。
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　幼児教育と小学校教育の円滑な接続のために

は、①幼稚園や小学校の行事交流を糸口に、交

流内容・指導の共通理解を図り教育内容の充

実、②互いに年間計画に交流を位置付けるなど

の接続期カリキュラムの連携、③教員間の交流

をとおして、それぞれの教員の子ども観や指導

観、評価について相互理解、信頼関係の深化な

どが重要とする指摘もある（植松・廣岡・中村、

2008）。
　幼小連携カリキュラムの開発に関して、幼稚

園における「数量・形」と小学校での「算数」

の学びをつなげる研究（船越・白川・澤田・福

田・中塚・上埜・西川・穴田、2010）や、幼

小接続カリキュラムにおける５歳児の「教育課

程」と「指導計画」の内容を検討し、指導計画

には既に「学びに向かう力」が埋め込まれてお

り、それを意識し、系統立てることによってア

プローチカリキュラムが作成できる可能性を

明らかにした研究がある（横山・木村・竹内、

2013）
　また、「接続カリキュラム」作成の基本方針、

接続カリキュラム例など具体的なモデルを周知

している自治体も多い（東京都品川区、東京

都中央区、高知市、横浜市、東京都北区など）。

中央区教育委員会・中央区福祉保健部（2017）
は、幼児期の教育と小学校教育との接続をより

円滑にすることを目的とし、主に接続期の教育

方法について明らかにした「幼保小の接続期カ

リキュラム」を作成し、全区にそれを周知して

いる。

　幼小連携において目指されるものが幼児教育

から小学校教育への「円滑な接続」であり、ス

ムーズな移行・円滑な接続単なる「交流」にと

どまらず、カリキュラムをつなぐこと、「接続」

にまで踏み込み考える必要があるが、具体的方

策の提示は数少ない（横井・酒井、2005；横井、

2007）。

4．スムーズな移行・円滑な接続

　齊藤 (2017) は、幼小における教育課程の接

続に必要な方策について検討している。それ

によれば、幼小教員同士の共通理解・共通認

識、学びや経験のつながり、「接続期」の 3 つ

の視点から幼小における教育課程の接続に必要

な方策について、①幼小教員同士の共通理解・

共通認識の促進、すなわち、保育方法や指導方

法への共通理解や共通認識を促進することにつ

ながる取り組みは、教育に対する考え方や価値

観のみならず、幼小双方の組織のあり方や文化

を問い直す手がかりを得ることにもなり、②学

びや経験のつながりへの理解は幼稚園教育要領

の「領域」と小学校学習指導要領の各教科の記

述を比較し、そのつながりを検討し、学びの連

続性を確認することになり、③「接続期」の有

効性が発揮される。すなわち、幼小間に「接続

期」を設定することで、育てたい力が明確にな

り、それを土台として、「教育内容→分野・科

目の検討→単元・大単元の開発→指導法の検

討」のように、子どもの実態にあわせたボトム

アップの教育課程編成が実現する。意味のある

連携・接続にしていくためには、教員同士が異

校種に対する共通理解・共通認識をもつことや、

幼小間での学び・経験のつながりや子どもの発

達・実態を理解することの必要性がこれまでの

整理から示唆された（齊藤、2017）。したがっ

て、各自治体が策定した基本方針や支援方策に

従い、提示された「接続期」を中心とした教育

課程に則って、保育・教育に取り組むことが連

携や接続の真の意味するところではない。各自

治体から提示された教育課程を基本としながら

も、子ども同士の交流活動や合同授業等の実践

において、幼小双方の教員による保育環境・方

法や教育方法、たとえば、分野・科目、単元・

大単元、指導法などについて検討するプロセス

山崎晃／松井剛／濱田祥子
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を経ることによって新たな教育課程編成が実現

される。すなわち、幼小双方の教員が育てたい

子どもの姿を目指した教育課程を編成すること

を目標とすると共に、目の前の子どもの実態把

握から創りあげられるボトムアップの教育課程

を構成する必要がある（斎藤、2017;43-44)
　幼保小のスムーズな移行に関わる要因につい

て、移行期の前後の仲間関係が変わらないこと

が児童の不安を軽減しスムーズに学校生活に移

行させる可能性がある（白神・黒岩、2017）。
また、幼児教育と小学校教育と一貫した教育課

程に関して、学ぶ内容や学び方の違いが大きい

ことが移行期の不適応の原因となっていること

から幼少間の一貫した教育課程の編成の必要性

が、意識されにくいという指摘もある（網野・

増田・秋田・尾木・高辻・一前、2012）。
　幼小連携や接続がなぜうまくいかないかに関

する報告がある。幼稚園教育が小学校教育と

のつながり具体化することが難しいという地

方自治体の認識（市町村：52％）、幼稚園、小

学校が十分に理解・意識していない（市町村：

34％）、幼稚園又は小学校が、接続した教育課

程の編成に積極的ではない（市町村：23％）

こと（文部科学省　中央教育審査議会、2015）
（教育課程企画特別部会、2015）も現実の幼保

小連携を妨げている要因でもある。また、ほと

んどの地方公共団体で幼小接続の重要性を認

識しているが（都道府県では 100％、市町村で

は 99％）、実際には「接続関係を具体的にする

ことが難しい」（52％）や「幼小の教育の違い

について十分理解・意識していない」（34％）、

「接続した教育課程の編成に積極的ではない」

（23％）という認識や実態がある。

5．環境移行プロセスと支援計画

　子どもはどのようなプロセスで新しい環境へ

移行していくか、その接続プロセスは行きつ戻

りつするらせん形であり、幼小接続や幼小移行

について子どもたちにも分かりやすく伝えるた

めに、教師・保育者間の協働が必要であるとい

う主張がある（Ackesjo、2013）。また、教師

と保護者が子どもの発達や学校への期待につい

て、重要な情報を交換できるような包括的な接

続計画への参加の実態に関する研究（Nelson、
2004）、プリスクールでの経験による発達がそ

の後の幼稚園での課題を乗り越えることができ

ることを示唆した研究（Recchia & Bentley、
2013）等がある。

　幼児教育と初等教育との対等な連携の必要

性が提示されている（OECD、2006、2012、
2015）。幼小接続に関連して、入学前の子ども

の就学レディネスとその後の適応の指標である

学業成績、社会情動的スキルとの関連を検討し

た研究もある（門田、2011）。就学前教育で、

読み書きや数の学習などの学校化の急速な進行

や、幼児の発達を無視した早期教育が奨励さ

れていることも危惧されている（Lillejord ら、

2015）。幼児期の子どもと教師の関係の質は、

学校での問題行動を予測するという結果もある

ことから（Wildenger & McIntyre、2012）、
移行後の適応を支援するために幼稚園等でのア

プローチカリキュラムと小学校入学後のスター

トカリキュラムの重要性が指摘される。

　幼保小連携・接続については、小学校 1 年

生における授業不成立や小 1 プロブレムの問

題として脚光を浴びるようになってきた。就学

前施設においては遊びを中心とした教育・保育

が行われ、小学校への入学を境に時間に区切ら

れた教科を中心とする指導に移行する。そのよ

うな中で、子どもがいかにスムーズに移行でき

るか、体験するギャップをいかにうまく乗り切

り、小学校での生活に適応するかは重要な問題

である。アプローチカリキュラムやスタートカ

リキュラムは、定型発達の子どもだけに焦点を

幼小接続に係る小学校の実態に関する研究の展望と学習状況山崎晃／松井剛／濱田祥子



20

当てたものではない。また、平成 17 年の発達

障害者支援法の施行により障害児に対する支援

に取り組む必要が広く喚起されたが、障害のあ

る子ども達を対象とした就学前施設から小学校

への移行に関する研究はそれほど進んでいない

のが現状である。

　特別な支援を必要とする幼児の幼小接続期の

個別の指導計画や個別の教育支援計画、合理

的配慮、保育者や小学校教員の認識などに関

する一連の研究がある（文部科学省委託研究、

2012、2013、2015、2016、2017）。 就 学 移

行時における就学前施設から小学校への記録の

活用についての示唆的研究によれば、保育者と

小学校教諭に対するインタビュー調査の結果か

ら、幼保小連携・接続の意義として、①小学校

の人的環境に対するなじみによる安心感、②保

育者・小学校教諭の関係性構築、③保育者・小

学校教諭の保育・教育の省察と子ども理解の深

化の契機、④子どもの育ちのつながりに対する

意識、の 4 点が見出された。加えて、配慮を

要する子どもにとっての意義として、①関わり

や指導の一貫性、②集団の視点を含めた子ども

の姿の捉えがあるという（濱田・松井・八島・

山崎、2019）。
　また、幼小接続・連携に関する研究では、幼

小・家庭・地域との連携（小山、2009；善野、

2010；網野他、2011）、カリキュラム（一前・

秋田、2012；内海、2017）、就学レディネス（三

輪、2010；秋田・佐川、2011）に関する研究

等があり、とりわけ質的研究を中心として主に

幼児教育側の視点から行われてきた。

　しかし、障害児や気になる子どもが増加して

きており、どのように対応すればよいのか、幼

児教育段階から小学校教育にどのようにつなげ

ていけばよいかについて戸惑いが多いという現

場の教員・保育者の声に、応えることができる

支援モデルの構築が期待される。さらに、障害

のあることもの特性を捉え、戸惑いを解消でで

きない原因はどこにあるかなど、現場のニーズ

に応え、幼保小の実践の現場に還元できる研究

はほとんどみられない。

　以上のことを背景として、一連の研究をとお

して、就学前施設から小学校へのスムーズな移

行や幼小接続・連携を阻んでいる要因を明らか

にすることを目的とする。本研究では、その第

1 報として就学前施設、小学校、中学校におい

て、子どもたちがどのような指導を受けている

のか、実態を明らかにする。

方　法

1．分析対象

　独立行政法人国立特別支援総合研究所のイン

クルーシブ教育システム構築支援データベース

（インクル DB）：http://inclusive.nise. go.jp
の『『合理的配慮』実践事例データベース』に

平成 29 年 3 月 18 日時点で掲載されていた

251 事例（幼稚園：15 事例、小学校：175 事

例、中学校；45 事例、高等学校 16 事例）であっ

た。なお、特別支援学校の幼稚部、小学部、中

学部、高等部はそれぞれ、幼稚園、小学校、中

学校、高等学校として扱った。そのうち、幼稚

園と高等学校の事例は少数であったので、実際

に本研究の分析対象としたのは、小学生175名、

中学生 45 名、計 220 名であった。

　データベースの内容は、【Ⅰ】対象児童生徒

等の障害種、【Ⅱ】対象児童生徒等の障害の程

度（学校教育法施行令第 22 条の３）、【Ⅲ】対

象児童生徒等の在籍状況等、【Ⅴ】基礎的環境

整備の観基礎（基礎①ネットワークの形成・連

続性のある多様な学びの場の活用、基礎② 専
門性のある指導体制の確保、基礎③ 個別の教

育支援計画や個別の指導計画の作成等による指

導、基礎④ 教材の確保、基礎⑤ 施設・設備の

整備、基礎⑥ 専門性のある教員、支援員等の

人的配置、基礎⑦ 個に応じた指導や学びの場
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の設定等による特別な指導、基礎⑧ 交流及び

共同学習の推進点）、【Ⅵ】合理的配慮の観点（合

理① -1-1 学習上又は生活上の困難を改善・克

服するための配慮、合理① -1-2 学習内容の変

更・調整、合理① -2-1 情報・コミュニケーショ

ン及び教材の配慮、合理① -2-2 学習機会や体

験の確保、合理① -2-3 心理面・健康面の配慮、

合理② -1 専門性のある指導体制の整備、合理

② -2 幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の

理解啓発を図るための配慮、合理② -3 災害時

等の支援体制の整備、合理③ -1 校内環境のバ

リアフリー化、合理③ -2 発達、障害の状態及

び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配

慮、合理③ -3 災害時等への対応に必要な施設・

設備の配慮）であった。

　なお、本データベースに記載された内容を分

析し、その結果を公表することについては、独

立行政法人国立特別支援総合研究所の了解を得

た。

2．分析方法

　以下に、データベースの集計結果と分析結

果を示す。分析には KHCoder（Ver. 2.00f）
を使用した。分析に当たっては、事前に

KHCoder に同梱された茶筌を用いて複合語の

検出を行った結果、小学校と中学校のそれぞれ

において、出現数が 10 以上の語については強

制抽出する語に指定した。

結果と考察

1．対象児童生徒等の障害種

　幼児・児童・生徒障害の種類と人数（かっこ

内）は以下のとおりであった。ここで上げられ

る数には、学校教育法施行令第 22 条の３に被

害等の子どもの数も含まれている。重複障害の

場合は、障害を個別に数えた。視覚障害（19）、
聴覚障害（40）、 知的障害（135）、肢体不自由

（53）、病弱・身体虚弱（24）、言語障害（27）、

自閉症（123）、情緒障害（27）、LD：学習障

害（45）、ADHD：注意欠陥多性障害（61）の

であり、知的障害が最も多く、次いで自閉症、

ADHD の順に多かった。

2．対象児童生徒等の障害（学校教育法施行令

第 22 条の３）

　対象者 251 人中、学校教育法施行令第 22
条の 3 に規定する障害に該当した児童生徒は

102 人（40.6％）、非該当（無記入を含む）は

149 名（59.4％）であった。第 33 回 教育再生

実行会議 配布資料 1（2015）によれば、平成

26 年 5 月 1 日現在、通常の学級に在籍する学

校教育法施行令第 22 条の 3 に該当する者：約

2,400 人（うち通級 : 約 230 人）であるという。

また、義務教育段階の全児童生徒数は減少傾向

にある一方、特別支援教育の対象となる児童生

徒数は増加傾向にあり、特別支援学校に在籍す

る自閉症・情緒障害、病弱・身体虚弱、聴覚障

害、肢体不自由は約 6 万 9 千人（0.67％）、小

学校・中学校の特別支援学級に在籍する視覚障

害、知的視覚障害、肢体不自由、聴覚障害、病

弱・身体虚弱、知的障害、言語障害は約 18 万

7 千人（1.84％）、通常学級に在籍し通級によ

る指導を受けている視覚障害、肢体不自由、自

閉症、聴覚障害、病弱・身体虚弱、学習障害

（LD）、言語障害、情緒障害、注意欠陥多動性

障害（ADHD）約 8 万 4 千人（0.82％）、合わ

せて 34 万人（3.33％）であり、平成 16 年に

比べて 1.3 倍に上昇している。

　このような結果は、幼稚園や保育所などの保

育士、小学校教諭の実感とも重なるものであり、

様々なニーズを持った児童生徒に対する対応の

難しさにもつながっていると言えよう。
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3．ネットワークの形成・連続性のある多様な

学びの場の活用

　児童生徒の環境がどのように整備されている

かを、「ネットワークの形成・連続性のある多

様な学びの場の活用」に関する掲載内容につい

て、学校別に KHCoder による分析を行った。

すなわち、「小学校」または「中学校」に関連

した語のネットワークを分析することによっ

て、全体的に影響が大きい要素（媒介中心性）

を捉えた。小学校については、「小学校」の語

を中心として、一方は、児童、体育（科）、音

楽科、図画工作科、特別支援学級と続くネット

ワークが中心的な連携を成し、他方は、指導、

教室、通級と続くネットワークが中心的な連携

を成している（図 2 参照）。中学校については、

目標、継続、読み書き、集団、家庭科へのルー

トと、目標、平成、地域、生活の方向へのルー

トにネットワークが中心的ネットワークを形成

していた（図 3）。このように小学校と中学校

では共起ネットワークが明らかに異なってい

た。

　しかし、中学校のデータ数が少なく、信頼性

が低い可能性もあり、慎重な解釈が必要である。

そこで、複合語について学校別に、出現数 47
番目までの出現数の合計を母数として、それぞ

れの複合語の出現数を分子として出現率を算出

した。その結果、表２に示されているとおり、

20 の複合語のおよそ 2/3 は共通のものである

ことが分かった。このような結果は、小学校・

中学校と教育機関が異なっても学習状況に大差

はないことを示している。児童が小学校から中

学校に進学すると新しい教科が増え、学習する

教科内容にも違いがあるので、特別な配慮を必

要とする児童生徒については戸惑いや不安を生

じさせる原因になる可能性を示唆しているとも

考えられる。

　抽出語については、表 2 に示すように、共

起ネットワークに示された語のうち名詞の 7
割が、サ変名詞の9割が出現数10位以内に入っ

ていることが明らかになった。出現数上位 10
位の複合語の結果と同様に傾向を示すもので

あった。このように、共起ネットワークの結果

に示された小学校と中学校の差異については、

関連語や抽出語の分析結果においても確認され

た。

　さらに、特徴的なことはサ変名詞の「学習」、

表１　複合語の出現数

出現順位48番目までの出現数を母数として割合を算出

小学校 出現数（％） 中学校 出現数（％）

1 通常学級 144(9.4） 通常学級 26(8.2）

2 算数科 123(8.0） 共同学習 18(5.7）

3 国語科 106(6.9） 交流学級 17(5.4）

4 特別支援学級 94(6.1） 特別支援学級 17(5.4）

5 交流学級 79(5.2） 自立活動 15(4.7）

6 体育科 66(4.3） 国語科 15(4.7）

7 担任教員 60(3.9） 学習内容 11(3.5）
8 音楽科 59(3.9） 肢体不自由特別支援学級 11(3.5）
9 共同学習 57(3.7） 特別支援学校 9(2.8）

10 自立活動 50(3.3） 積極的 9(2.8）

11 図画工作科 47(3.1） 音楽科 8(2.5）

12 通級指導教室 44(2.9） 通級 8(2.5）

13 学習内容 42(2.7） 技術科 8(2.5）

14 学年相応 38(2.5） 書字 7(2.2）

15 生活単元学習 28(1.8） 体育科 7(2.2）

16 保護者 26(1.7） 困難さ 7(2.2）

17 知的障害特別支援学級 25(1.6） 総合的 7(2.2）

18 通級 23(1.5） 中学部 6(1.9）

19 特別支援学校 23(1.5） 支援員 6(1.9）

20 学級担任 22(1.4） 担任教員 6(1.9）

表２　抽出語の出現数

小学校 107 生徒 103 学習 81 学習 432
児童 96 教科 27 指導 49 授業 210
内容 84 教員 21 在籍 46 指導 134
課題 76 内容 21 授業 38 在籍 118
教室 73 学校 19 活動 29 理解 106
体育 68 数学 18 理解 24 交流 95
教科 62 自分 16 交流 19 活動 71
学校 55 中学 16 参加 14 支援 66
自分 52 小学校 14 支援 14 定着 65
漢字 51 漢字 13 計算 13 参加 41

名詞 サ変名詞
中学校小学校小学校 中学校
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図 3　中学校の関連語に関する共起ネットワーク（媒介中心性）スパニングツリー

図２　小学校の関連語に関する共起ネットワーク（媒介中心性）スパニングツリー
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『授業、指導、理解』については、児童数（小学校）

が生徒数（中学校）より大人数にもかかわらず、

中学校の出現数が多かった。学習の場において

は、強調さていることが推測される。したがっ

て、小学校と中学校の間にある学校システムの

違い、教科の違いや教科内容の難易度の違いな

ど、ネットワークの形成・連続性のある多様な

学びの場の活用について、十分に配慮して対応

する必要性が改めて示されたと言えよう。
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A review and study of research on the curriculums 

of elementary school and early childhood

Akira YAMAZAKI / Gota MATSUI / Shoko HAMADA

　The objects of this study were to overview the studies on the cooperation and connections 
between preschool institutions(kindergartens, day-care centers, certified child centers: 
nintei-kodomoen) and primary schools, and to clarify the factors preventing smooth shift 
from preschool institutions to primary schools, and also cooperation an　d connections 
of both educational Institutions. As for disabilities found among those in primary schools 
and junior high schools, intellectual disability came first followed autism and ADHD. As 
for educational circumstances, based on the analytical results of co-occurrence network, in 
primary schools, the cooperation of network connecting from “primary schools” to “pupils”, 
”physical education”, ”music”, ”drawing and crafts”, ”special support class” and also the 
network expanded to “guidance”, “class”, “attendance”. Among junior high schools, the 
following two main networks were found; those connecting to ”objects”, ”continuation”, 
”writing and reading”, ”group”, ”home economics”, and those reaching to “objects”, ”
regions”, ”lives”. The co-occurrence network differed according to school types. Though 
the two-thirds of highly ranked 20 words with high frequency of compound words were 
overlapped in primary schools and junior high schools. The rest of one-third differed in 
both institutions. This result shows the possibility of tasks in education for the pupils and 
students needing special support.
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