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要 旨 昨今，学びや発達の連続性の視点から，幼小移行期の子どもの姿や教育課程の改革  

に関する議論が盛んである。しかしながら，幼稚園や、ら小学校へ上がっていく子どもの様  

子を追跡した実証研窄は少ないのが現状である。本研究では，幼稚園教諭による1年生の授  

業参観を行い，対象児の学習や生活の状況について評価してもらうことで就学前後の比較を  

行った。対象児の選定にあたっては，就学に当たって気になるところがあった子どもを幼稚  

園教諭に抽出してもらった。結果，全体的な傾向として幼稚園教諭が「気になる」と捉えた  

子どもの小学校教育への適応には良好な経過が見出された。対象とした小学校では30人学級  

を導入していることにより，「教師の目が適切に届く」だけでなく，「級友にも余裕が生まれ  

ている」という学級環境があり，「気になる」子どもの落ち着きや適応に影響している可能  

性が示唆された。  

キーワード 幼小移行期の子ども 幼小技続 ことば環境「ちょっと気になる」子ども  

少人数学級  

育の充実という，幼児教育における2つの基本  

的な方向性が示された。後者の連続性に関して  

は，園生活における発達や学びの連続性を確保  

することと同時に，小学校教育への円滑な接続  

を視野に入れた連続性を含意している。   

佐藤（2006）によれば，この幼小接続に関す  

る代表的事例はイギリスのブラウデン・リポー  

ト（1967年）であり，子ども中心主義の原理に  

基づいた積極的な教育改革であったという。し  

問題  

（1）幼小接続をめぐる社会的状況   

昨今の一連の教育改革の中で，2005年1月に  

提出された答申「子どもを取り巻く環境の変化  

を踏まえた今後の幼児教育の在り方について」  

（中央教育審議会幼児教育部会）において，（1）  

家庭・地域社会・幼稚園等施設の三者による総  

合的な幼児教育の推進，（2）幼児の生活の連  

続性及び発達や学びの連続性を踏まえた幼児教  
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の変化がある。   

岡本（1985）は幼児期までに育つ生活文脈に  

即した言語を「一次的ことば」，学童期になっ  

て要求され，育ってくる時空間を隔てた不特定  

多数に向けられる言語を「二次的ことば」と呼  

んだ。就学前の子どもの言語生活は，比較的少  

数の親密な他者を想定し，具体的状況が与えら  

れ，相互的な会話をベースに成り立っている。  

しかし，小学校での言語生活は，ことばによっ  

てことばを説明し，誰でも分かる一般的な語彙  

や話法が要求される。外形的には教師の問いか  

けに答えていても，それは会話とは異なり，相  

互的というよりは自己設計したことばを一方向  

的に投げる形式となっている。それは，構造的  

ら；は正に書きことばであるため，日常的な会話  

ではかなり複雑な言語表現をこなす低学年児童  

の授業中の発言は，大変稚拙なものになってし  

まうのである。入学間もない児童は，このよう  

にことば環境の激変に出会っているのである。  

そして，ことば環境の激変は，そのまま子ども  

を取り巻く人間関係や生活行動にも大きな影響  

を与えることになる。教師という信頼対象によ  

る，具体的でタイミングの良い援助や有形無形  

の配慮が得られにくい環境に入った子どもは，  

正に不特定多数に向けられた教師の二次的こと  

ばを頼りに行動しなければならない。このこと  

は，大人の想像以上に1年生には‘‘しんどい”  

作業である。   

1年生にとって，真の段差（ギャップ）は，  

物理的な環境や授業という形態ではなく，個よ  

りも集団をクローズアップする小学校教育のこ  

とば環境であるかもしれない。岡本（1995）∧は，  

子どもが二次的ことばの使用に慣れ，使いこな  

すことができるようになるのは，中学年以降で  

あると述べる。つまり，低学年児童にとって，  

自己表現の道具として最も信頼できるのは未だ  

一次的ことばの世界なのである。そうだとすれ  

ば，教師は入学間もない1年生に対して一次的  

ことば環境一具体的生活文脚こ即した相互的な  

話しことばのやりとり－を十分に保障する必要  

があるだろう。そのためには，従来の40入学級  

ではなく，30人以下の少人数学級にするなど，  

かしながら，日本で幼小接続が議論の姐上にの  

ぼったのは，小中学校の「学級崩壊」や「／ト1  

プロブレム」といった問題への対処としての文  

脈であった（佐藤，前掲）。その意味で，昨今  

の幼小接続という課題は，小学校教育から幼児  

教育・保育に対して出された要求であったとい  

えるが，現実には幼児教育・保育の内容や方法  

が「／ト1プロブレム」の原因であるというデー  

タは存在しない。むしろ，ベネッセ次世代育成  

研究所（2007）の調査にみるように，全幼稚園  

児の8剥が在籍する私立幼稚園は，教師主導の  

「設定保育」を中心にしている園が多く（公立  

幼稚園3．7％に対して私立幼稚園30．9％），「自由  

保育」が問題であるというのは根拠のない言説  

である。そうした根拠のない「上から下へ」の  

要求ではなく，まさに発達しつつある子どもの  

視点に立った教育改革が待たれる。   

同様に，「学力低下」や「規範意識■道徳性  

の低下」という言説に見られるように，日本の  

教育改革は常に問題への対処という消極的な側  

面を有している。幼小接続に関しては，就学前  

教育の二元化（幼稚園と保育所）など日本独自  

の制度的課題があるにしても，教育という未来  

志向の営みが，問題への対処という後ろ向きの  

姿勢によって改革されていくのは本意ではな  

い。今後，未来志向的な教育改革を目指すにあ  

たり，幼小接続の問題もひとりの子どもがどの  

ような幼稚園（保育所）生活を送り，どのよう  

な願いをもって小学校に入学していくのかとい  

う「下から上へ」の視点が重要になってくるだ  

ろう。  

（2）移行期の子どもと教師の役割   

発達していく子どもの視点から，つまり帝方  

視的に幼稚園から小学校への移行を考えたと  

き，子どもにとって入学前後で大きく変わるこ  

とは何だろうか。親の送迎のない登下校，教科  

書を用いた授業，細かく区切られた時間割，最  

高学年から最低学年への役割変化，宿題，和式  

トイレでの用便など，マクロ・ミクロに様々な  

段差が存在する。その中で，特に子どもの心理  

面で配慮が必要なものとして，「ことば環境」  
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小学校での授業等を参観する前後で同一の評価  

シートにチェックしてもらった（参観前は，在  

固当時の様子を振り返り．参観後は，実際に授  

業等を参観することで得た印象をもとに，シー  

トに記入）。この評価はあくまで幼稚園教諭の  

印象評定に基づくものである。参観場面は，生  

活科の授業及びそれに続く中休み時間であっ  

た。  

（3）評価シートの内容と評価方法  

①チェック項目：「教師の話をよく聞いている」  

「授業に集中している」「学級に馴染んでいる」  

「級友との関係がうまくいっている」「自分を出  

せている」「授業の課題に取り組めている」「教  

師との関係がうまくいっている」「学校生括を  

楽しんでいる」「授業中私語をしている（逆転  

項目）」「休み時間に友だちと遊んでいる」  

②評価方法：「よくあてはまる」「あてはまる」「あ  

まりあてはまらない」「あてはまらない」の4  

件法。参観後のシートには，「不明」を加えた  

（項目を判断するための場面を観察できなかっ  

た場合にチェック）。  

③自由記述：参観前／後の各シートには，それ  

ぞれ以下の自由記述欄を設けた。  

【参観前】「入学前の対象児にはどのような印  

象をお持ちでしたか。また，就学後め学習や人  

間関係等においてどのような課題があるとお考  

えでしたか。」  

【参観後】「今回の参観では仁対象児の様子に  

ついてどのような感想をお持ちになりました  

か。」  

（4）就学前の対象児の様子（幼稚園教諭によ  

る。名前は仮名。）  

マモル（男児）：自分を出すことがなかなかで  

きにくい。ボーつとしていることが多く，忘れ  

物も多い。他児に援助してもらいながら，どう  

にかついていくといった様子。幼稚園でも配慮  

が必要な面が多かった。  

アヤ（女児）：口達者で自己主張が強い。しっ  

かり自分を出せる反面，相手を傷つけるような  

言動が目立ち，仲間関係が広がりにくい。  

教師の細かな援助が可能な学級環境の整備が求  

められる。  

（3）本研究の目的   

そこで本研究では，第一学年に少人数学級  

（30入学級）を導入した小学校に入学した児童  

について，‘児童が在園していた幼稚園の教諭に  

皐る授業参観と評定により，小学校生活への適  

応状況を検討することを目的とする。一人ひと  

りに目が届きやすい少人数学級であれば，移行  

J 期の子どもの適応状況は，就学前に予想されて  
いた状態像よりも良いことが予感される。対象  

児は，就学に際して幼稚園教諭として「気にな  

るところがある」とされた児童を抽出する。な  

お，本研究で用いる「気になる」という表現は，  

必ずしも軽度発達障梼等を含意するものではな  

い。あくまで，子どもたちを小学校に送り出す  

幼稚園教諭の観点からの，一般的な意味におい  

てである。その意味では，全く「気になる」と  

ころがないという子どももいないかもしれな  

い。本調査では，調査の便宜のために数名の子  

どもを選んでもらったにすぎない。  

研究1 2006年度   

ここでは，2006年度に国立大学附属A／ト学校  

に入学した1年生児童を対象に，就学前に所属  

していた国立大学附属A幼稚園の教諭による授  

業参観を行い，児童の学校・学級適応の状況に  

関する評価を行った。なお，A幼稚園は2年保  

育である。  

方法  

（1）調査時期   

2006年10月～11月。  

（2）手続き  

①A幼稚園の教諭に依頼し，入学前の段階で入  

学後の適応等で気になるところがあると思われ  

た児童4名（男女各2名）を抽出してもらった。  

対象児の抽出は，昨年度（平成17年度）に年長  

児を担任した教諭を中心に行なわれた。  

②A幼稚園の3名の教諭（1名は養護教諭）に，  
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アヤ：グループ作業では，相手のことを気遣わ  

ない態度が見られ，級友から嫌がられている様  

子が見受けられた。ただ，級友はアヤの性格を  

分かった上で応対している様子もあった。学習  

面では，自分の思いにこだわるあまり，担任の  

話に集中できない様子も見られたが，当初予想  

したより私語は少なく，担任の先生の指導が行  

き届いている印象を持った。  

モモコ：級友とのコミュニケーションも良く取  

れ，授業中も積極的に挙手するなど，生き生き  

1 した姿が見られた。教師の手伝いも率先して行  

い，入学当初泣きながら登校した様子はもうな  

い。  

タイキ：予想したよりよく学校生活に適応して  

おり，積極的に挙手したり，面白いアイデアを  

出して遊ぶ姿がみられた。ただし，遊ぶのが好  

きなタイキのため，生活科以外の授業ではどう  

か？  

（2）印象評定で参観前／後で変化が見られた  

項目   

次に，評価シートの10項目のうち，各児にお  

いて参観の前後で変化がみられたものについて  

まとめた。なお，十分な観察が可能であった  

2005年度年長組担任の評価のみ対象にした。   

以下のTablelにおいて，「評価の変化」欄  

の数値は1＝「あてはまらない」，2＝「あま  

モモコ（女児）：しっかり着で，状況判断がよ  

くできる。反面，敏感すぎて精神的に疲れてし  

まったり，プライドの高さから失敗にひどく落  

ち込むことがある。なお，就学後1ケ月ほど泣  

きながら登校する状況が見られた。  

タイキ（男児）：ユニークな発想でよく遊び，  

好奇心旺盛である。反面，夢中になると周りが  

見えなくなり，自分の考えに固執することがあ  

る。教師の指示や集団行動に課題があると考え  

られた。  

結果と考察  

（1）就学後の対象児の様子   

ここでは，評価シートの自由記述欄をもと  

に，3名の教諭による参観彼の印象を集約し  

た。なお，2005年度年長児組担任の教諭以外の  

2名の教諭については，幼稚園業務の都合によ  

り十分な観察は行えていない。  

マモル：机の中の物が机からはみ出していた  

り，授業に集中できていないような印象をもっ  

た。また，女児3人との4人グループだったた  

めか，グループ作業で他児から孤立している様  

子が見受けられた。ただ，30人学級ということ  

もあって，担任から細かい援助・配慮を得てい  

る様子で，それによって何とか授業についてい  

けているという印象を持った。担任との関係は  

うまくいっている様子。  

Tablel 対象児の印象評定の変化  

対象児   変化項目   評価の変化   肇化の方向   

マモル  「教師との関係がうまくいっている≒」   23   UP   

アヤ  「授業中私語をしセいる」（逆転項目）   4→3   UP   

「自分を出せている」   3⊥4   UP  
モモコ  

「教師との関係がうまくいっている」   4→3   DOWN   

「教師の話をよく聞いている」   3→4   UP  

「授業に集中している」   3→4   UP  

「学級に馴染んでいる」   3→4   UP  

タイキ  2→3   UP  

「授業の課題に取り組めている」   3→4   UP  

「教師との関係がうまくいっている」   2→3   UP  

「学校生括を楽しんでいる」   2→3   UP   
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（3）評価シートの内容と評価方法   

評価シートの内容と評価方法については，研  

究1と同様である。各対象児における評価者の  

割り当てについては，幼稚園業務に支障のない  

範囲で参観できる教諭にお願いした。ただし，  

ユウタ（後述）については，4名の教諭に国語  

か体育いずれかの授業を必ず参観してもらっ  

た。各対象児の評価者数は次のとおりである  

（名前は仮名）。トモアキ＝2名，サトシ＝2  

名，ユウタ＝4名，ミサト＝1名，アカネ＝1  

名。  

（4）就学前の対象児の様子と幼稚園教諭の願  

し＼  

トモアキ（男児）：友だちと遊ぶことの大好き  

な子どもであり，物事に意欲的に取り組む姿勢  

が見られた。一方で，勝ちたい，やりたいとい  

う思いが募りすぎて，ルールを守れなかった  

り，「口より先に手が出る」というところがあっ  

た。生活習慣はあまり整っていなかった。新し  

いことに対して尻込みするような一面もある。  

幼稚園教諭は，本児が友だちとぶつかったとき  

など，自分をうまく抑えながら関わっていって  

ほしいという願いを持っていた。  

サトシ（男児）：「気は優しくて力持ち」。でも，  

優しすぎるのか，気が弱いのか，友だちに嫌な  

ことをされても「イヤ」と言わずに許してしま  

う。それがストレスになっている。例えば，他  

児にお弁当の中身を取られても，困った顔はす  

るが拒否したり抗議したりすることはできな  

かった。幼稚園教諭は，本児がしっかり自分を  

出し，嫌なことは「イヤ」と言えるようになる  

ことを願っていた。  

ユウタ（男児）：人懐っこく，素直で，友だち  

と遊ぶのも大好きな子どもである。しかし，口  

頭での説明はなかなか入らず，いつも周囲の様  

子を見て動いていた。自分で判断して決めると  

いうことはなかなか難しいが，やり方が分かる  

と熱心に取り組み，工夫し，堂々と表現したり  

する。伸の良い友だちを通して学んでいた。幼  

稚園教諭は，本児について，一斉学習について  

いけるか，からかわれたりしないか，などを心  

りあてはまらない」，3＝「あてはまる」，4＝  

「よくあてはまる」を意味する。また，“→”の  

意味は「参観前→参観後」を意味する。   

Tablelから，参観前／後の変化において評  

価が下がったものはモモコの1項目においての  

みであり，変化が見られた他の10項目はすべて  

上昇方向の変化であることがわかる。この傾向  

は特にタイキにおいて顕著であるが，タイキの  

就学前の特徴から，参観した生活科がタイキに  

おいては力を発揮しやすい場面であった可能性  

があろう。  

研究2 2007年度   

2006年度に引き続き，2007年度にも同様の調  

査を行なった。2006年皮と異なる点は，4名の  

幼稚園教諭に参観と評価をお願いしたこと，対  

象児1名は言語や認知面に困難さをもち，特別  

な支援を要する児童である点である。  

方法  

（1）調査時期  

2007年10月～11月。  

（2）手続き  

①対象児の抽出は，2006年度に年長組を担任し  

た教諭に依頼した。入学前の段階で，入学後の  

適応等で気になるとヱろがある子ども5名（男  

児3名，女児2名）を抽出してもらった。  

②A幼稚園の4名の教諭に，小学校での授業等  

を参観する前と後で同一の評価シートにチェッ  

クしてもらった（参観前は，在園当時の様子を  

振り返り，シートに記入。参観後は，実際に授  

業等を参観することで得た印象をもとに，シー  

トに記入）。参観場面は，生活，国語，算数と  

いった教室内での授業を主としたが，特別な支  

援を要すると思われるユウタ（後述）について  

は，形態の異なる授業として体育についても参  

観してもらった。  

③後日，評価シートを参照しながら，筆者が教  

諭らに各対象児の印象等について口頭で聞き取  

りを行い，情報を補足した。  
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つ1つ丁寧な指導をしてほしい。」  

②サトシ（参観教科：3限目の生活）  

W教諭「変わらずまじめに取り組み，できなく  

ても自分でなんとかしようとする・・・が，で  

きず，その時間が長いので見ていてもどかし  

い。同じ班の子が手助けしたり，また．何度し  

てもどうしてもできない時は，自分から仲の良  

い子（？）に手助けを求めるなどの様子はあっ  

た。十分とは言えないが，彼なりに彼のペース  

で友だちにかかわり，周囲の友達も応えている  

様子である。」  

Z教諭「制作活動にじっくり取り組めていた。  

分からない時，友人や教師に開かずに1＜で  

考えていた。クラス内で発表する場面は見られ  

ず，自ら挙手して意見を言う様子も見られな  

かった。もう少し，自分を出していってほし  

い。」  

③ユウタ（参観教科：4限目の国語および2限  

目の体育）  

W教諭「意欲的に参加していた。周囲の状況を  

見て，自分から動いていた。周囲の友達も状況  

に応じて手助けしたり，声をかけたりしてい  

た。彼の性格の良さ，課題などを理解し，さり  

げなく支え，彼も受け入れていた。先生も彼の  

様子を見てかかわる時間や場があってよかっ  

た。」（国語）  

×教諭「体育の授業で，グループ毎に動く場面  

が多かったので，グループの女児が何かと面倒  

をみてくれたりして混乱なく動いていた。教師  

の指示を理解して動いているのではなく，周り  

を見て女児について動いていくことが多かっ  

た。他の教科では困る場面が多いのではと思っ  

た。」（体育）  

Y教諭「今回の授業内容（国語）が車という，  

対象児の関心の高いものであったからか，よく  

集中して，先生の話を聞けていた。周りをよく  

見て動いているが，挙手して当てられても，答  

えられない場面が多く，また発表した後，とて  

もソワソワした様子だった。先生や友だちが意  

見を引き出してくれるなど，よく助けてもらっ  

ていた。」（国語）  

Z教諭「周りの友人の動きを見たり，友人に助  

配し，本児の良さを理解してくれる級友に恵ま  

れ，本児が友だちを通して学んでいけること，  

また担任の適切な支援が得られる環境を願って  

いた。  

ミサト（女児）：明るく，思いやりがあり，真  

面目な性格の持ち主。生活習慣もしっかりとし  

ていて，課題も意欲的にこなす。反面，手のか  

からない分，自分から困ったこと，悲しかった  

ことなどを伝えてこないところがあり，辛い気  

持ちや経験をため込んでいるようなこともあっ  

た。年中の時，登園を渋る時期もあった（入学  

後，教室で（突然？）泣き出すということもあっ  

た）。幼椎園教諭は，本児が自分の辛い気持ち  

も出し，それを受け止めてもらいながら，本児  

らしさが発揮できることを願っていた。  

アカネ（女児）：地味だが，物事に少しずつ取  

り組んでいく子ども。生活習慣はしっかり／とし  

ている。遊びや活動において，やや受け身なと  

ころがあり，自分から何かを提案したり，展開  

していったりということはあまりなかった。幼  

稚園教諭は，本児がしっかりと自分を出してい  

けることを願っていた。  

結果と考察  

（1）就学後の対象児の様子   

ここでは，4名の教諭（W，Ⅹ，Y，Z）に  

よる参観彼の自由記述をみていく（以下「」内  

は原文ママ）。  

①トモアキ（参観教科：3限目の算数および4  

限目の生活）  

W教諭’「学習の態勢（机上や服の片づけ，姿  

勢）がなかなかできないでいたが，先生が声を  

かけたり，隣の子がずっと手助けしていた。学  

習も意欲的で，挙手したり，近くの友だちと伝  

え合ったりしていた。先生もよくかかわり，周  

囲の友だちとも自然に手助けされたり（生活習  

慣），考えを言い合ったりしていた。」  

Z教諭「算数の終わりの時間だったせいか，姿  

勢がくずれていた。級友ともうまくいっている  

ようだった。先生や仲間との関係がうまくいく  

ことで，安定した，落ちついた学校生活が送れ  

ると思う。授業中に限らず，態度や生活面で1  
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した時間帯の影響が大きく出ていると思われる   

（特にアカネ）。このような調査では，最低2名   

の評価者が2つ以上の質的に異なる状況（日に   

ちを変える，体育と算数というように形態の異   

なる授業を選ぶなど）を参観し，評価する必要   

があろう。  

（3）ユウタの学級・学校適応の状況  

今回の5名の内，幼椎固教諭の中で特に就学   

後の支援を必要としていると考えられたのはユ   

ウタである。しかしながら，’上述の自由記述お   

よびTable2のユウタの評価を見ると，担任と   

級友のサポートを得ながらユウタなりに充実し   

た学校生活を送っている様子がうかがえる。そ   

こで，ユウタについて，参観前に予想された状   

態の評価と参観後の評価でどのような違いが   

あるか検討する。まとめたものがTable3であ   

る。Table3は，ユウタの授業参観を行った4   

名の幼稚園教諭の参観前と参観後の評定値を   

示したものである。正の数値は参観前の予想よ   

り参観後の評価が高いことを示し，負の数値は   

参観前の予想より参観後の評価が低いことを表   

す。0は参観前後の評価が一敦していることを   

示す。なお，「計」欄は，項目ごとに4名の教   

諭の評定値を加減して算出した値である。  

参観後の評価  

けてもらったりして，指示が分からず困ってい  

る様子は見られなかったよ教室内で行う授業で  

あったら，また違った様子がみれたのかも？」  

（体育）  

④ミサト（参観教科：3限目の算数および4限  

目の生活）  

Y教諭「挙手した際，先生が『あ，00（ミサ  

トの本名）さん，まだ今日発表していなかった  

ね』など，声をかけており，先生がよく気にか  

けている雰囲気。恥ずかしがらず，大きな声で  

発表できており，また集中して先生の話を聞け  

ていた。友だちとの関係は，今回の参観ではあ  

まり見られなかった。」  

⑤アカネ（参観教科：3限目の算数および4限  

目の生活）  

Y教諭「4限目ということもあったせいか，あ  

ま．り授業に集中できていなかった。姿勢が定ま  

らず，グネグネしたり，周りをキョロキョロ見  

たり，横の子と私語をしたり・‥。片づけや  

身の周りの整理は早かった。」  

（2）参観後の評定値   

参観後の評価シートをもとに，Table2とし  

てまとめた。上述のようにノ，ミサトとアカネ  

においては，教諭1名による評定であり，参観  

Table2  

項目  トモアキ  サトシ  ユウタ  ミサト  アカネ  

1（教師の話をよく聞いている）  

2（授業に集中している）  

3（学級に馴染んでいる）  

2．5  2．3  

2．5  2．3  

2．0  2．3  

2．0  2．0  

1．0  2．0  

2．0  1．8  

2．0  2．3  

2．0  2．0  

3．0  2．8  

0
 

訓
3
・
不
不
2
・
0
 
3
・
0
 
3
・
0
 
3
・
0
 
3
・
0
 
 

不
不
不
1
・
0
不
2
・
0
 
 

4（級友との関係がうまくいっている）   2．0  

5（自分を出せている）  2．0  

6（授業の課題に取り組めている）  2．0  

7（教師との関係がうまくいっている）   2．0  

8（学校生括を楽しんでいる）  2．0  

9（授業中私語をしている）逆転項目  1．0  

10（休み時間に友達と進んでいる）  2．0  

1．0  

不  不  不  不  

Note．評定値は「あてはまらない」を0，「あまりあてはまらない」を1，「あてはまる」を2，「よく  
あてはまる」を3とカウントした。項目9は逆転項目のため，「よくあてはまる」が0となる。表中の  
数億は，複数の教諭による評定値の平均。ただし，ミサト及びアカネについては，教諭1名のみが評  
価したため，その教諭の評定値をそのまま掲載している。“不”は参観した教諭全てが評価シートの「不  

明」欄に回答したことを意味する。  
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Table3 ユウタに関する参観前後の評価差  

項目  W教諭  Ⅹ教諭  Y教諭  Z教諭  

1（教師の話をよく聞いている）  

2（授業に集中している）  

3（学級に馴染んでいる）  

＋1  不  ＋2  

＋1  ＋1  ＋3  

0  ＋1  －1  

4（級友との関係がうまくいっている）  0  

5（自分を出せている）  －1  

6（授業の課題に取り組めている）  －1  

7（教師との関係がうまくいっている）  －1  

8（学校生括を楽しんでいる）  －1  

9（授業中私語をLしている）逆転項目  0  

10（休み時間に友達と遊んでいる）  不  

不
 
不
 
可
 
0
 
 

0  0   

＋1  ＋1  

＋1  ＋1   

0  

0  

＋1  0  ＋1  

不  不  不  

Note．「計」欄は各項目に関する4名の教諭の評価差を加減した合計である。ただし，不については計  

算に含まない。  

もの学級・学校適応の度合や仕方は異なるが，  

幼稚園教諭からみて概ね予想よりも適応状態が  

良いという印象が得られた。これについて，す  

ぐに30入学級の効果へと言い及ぶことはできな  

いが，幼稚園教諭からの聴き取りから，児童に  

対する小学校教諭の丁寧な対応に関するコメン  

トが繰り返し出された事実は，学級規模の適正  

化による効果を示唆するものと思われる。   

幼稚園教諭にとってより「気になる子ども」  

であった研究1のマモルとアヤにおいては，就  

学後にも予想された課題を抱えていることが指  

摘された。しかし，評価シートの自由記述欄に  

は「担任の先生の補助のおかげでなんとか授業  

についていっている」（マモル），「私語は思っ  

たより少なく担任の先生の指導の成果だと思っ  

た」（アヤ）という記載が見られ，一人一人を  

丁寧に見ることの可能な30人学級だからこその  

成果が指摘されていた。また，アヤに関する記  

載で「周囲の友だちは彼女の性格を分かった上  

で関わったりする様子が見受けられた」という  

ものがあったが，これも各児童が丁寧に配慮さ  

れることによって精神的な余裕が生まれ，それ  

によってアヤのような少々“扱いにくい”級友  

に対して対応することができているのではない  

かと推察される。   

また，教師は授業の流れの中で．当該の子ど  

もの様子をトレースしやすくなる。例えば，ミ  

「計」欄を見ると，合計5項目（1，2，5，6，  

9）において参観彼の評価が良くなっている。  

一方，3項目（3，7，8）においてはマイナス  

の評価になっている。ここから，概ね幼稚園教  

諭にとって，就学前の状況から予想されたより  

も，実際に観察されたユウタの状況が良いと判  

断される傾向にあることが分かる。項目の中身  

を見ると，プラスに評価された項目は「授業へ  

の取り組み」に関するものが中心であるのに対  

し，マイナスに評価されたものは「人間関係」  

に関連するものであった。今回の参観からは，  

“気になる”要素の一つであった「授業への取  

り組み」については比較的良好別犬況が見て取  

れたが，「人間関係」については課題をもって  

いることがうかがえた。ただし，参観が授業場  

面のみであったことから，人間関係や学校生活  

の全般的な充実度について十分な評価を行なえ  

なかった面もある。  

鷹合考察  

（1）「気になる子ども」と少人数学級   

限定的な調査ではあったが，就学前の子ども  

たちの育ちを知る幼稚園教諭によるデータが得  

られたことは大きい。今回は特に，就学に当  

たって気になるところのある子どもを抽出し，  

その子どもたちについての擬似的な縦断研究の  

スタイルをとった。その結果，それぞれの子ど  
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Figurel「気になる子」だけでなく，「気にならない子」への配慮や援助が学級全体のまとまりを  

つくる  

サトの例に見たように，「自分を出しにくい」  

子どもの場合，授業の進行の中で，どのタイミ  

ングでその子を活かそうか，他の子どもたちに  

も配祝しながら考慮することができるだろう。  

（2）学級システム   

以上から，適正規模の学級（毛利（2007）の  

まとめによれば20人台前半）は，「気になる子  

ども」において正の効果を及ぼすことが示唆さ  

れる。しかし，一方で考えるべきは，気になる  

子どもの背後に隠れた，“ふつうの”子どもた  

ちへの配慮であるかもしれない。／ト1プロブレ  

ムにおいても，実態としては一部の「気になる  

子ども」の存在と，その子どもにかかりきりに  

なってしまい，本来あるべき配慮や援助が不足  

しがちな担任に対する他児の欲求不満とがあい  

まって，学級全体の荒れになるというシステム  

的な変化が推測されるのである。   

加藤・大久保（2004）によれば，学校の荒れ  

は特定の「問題生徒」に原因があるというより  

も，むしろシステム的な問題として理解した方  

が妥当である。「問題生徒」ノがいる場合，どう  

しても教師はそちらに特別の配慮をすることに  

なり，いきおい生徒指導が「一般生徒」（問題  

を起こさない生徒）と違うものとなる。つまり，  

同じ「生徒」であるにも関わらず，教師の対応  

がダブルスタンダード化してしまうのである。  

これによって，一般生徒の教師不信が蔓延し，  

それが更なる学校の荒れを生むというシステマ  

チックな現象が起こる。したがって，学校の荒  

れを防ぐためには，「問題生徒」への対応ばか  

りでなく，「一般生徒」への配慮を同時に考え  

る必要がある。   

加藤・大久保の研究は中学生を対象としたも  

のだが，上記の指摘は幼小移行期の子どもへの  

対応においても示唆的である。「気になる子ど  

も」が学級にいる場合，その子どもには特別の  

配慮が必要になるため，従来の学級規模では他  

の児童が本来享受すべき教師の援助を受けにく  

くなることが推測される。もし，学級規模が縮  

小され，より適正になれば，教師は「気になる  

子ども」へ対応しつつ，他児への配慮もある程  

度満たすことができるだろう。そのことが，＜  

教師一気になる子ども＞＜教師一他児＞という  

関係だけでなく，＜気になる子ども一他児＞の  

関係をも円滑化できるかもしれない（Figure  

l）。   

今回の参観記録にも，昨年と同様に，周囲の  

子どもたちが「気になる子ども」を援助してい  

る様子が記述されていた。もちろん，お節介や  

過保護・過干渉の援助というものも出てくるだ  

ろう。この点は，子どもたち同士の支え合いに  

関する教師の配慮が必要であろうし，あるいは  

それ以上に教師自身が「気になる子どもにどの  

ような援助をしているかを，周囲の子どもたち  

はよく見て，意識的・無意識的に取り込んでい  
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まえるために，くるくる回るやつ‥・」。教  

師はそれを代弁し，他児に伝える。教師「みん  

な，こういうのなんていう？」，他児ら「サイ  

レン！」。教師が「おうてる？（合ってる？）」  

ときくと，ユウタは小さくうなずいた。   

ユウタはここで何を感じただろうか。自分の  

意見が受け入れられたことの喜びもあるだろ  

う。「ああ，そう，サイレンだった」という気  

づきもあっただろう。しかし，同時に一抹の悔  

▲ しさが彼の表情に見て取れた。「サイレンって  

言いたかったんだけど，言えなかった‥・」。  

これは結果論だが，ユウタにとっては，「あ，  

あれなんだっけ，先生も忘れちゃった‥・」（教  

師），「先生サイレンでしょ！？」（他児），「あ，  

そうそう，ユウタくんおうてる？」（教師）と  

いう展開ならどうだっただろうか。教師が，ユ  

ウタの分からなさを半分背負ってくれることの  

意味は，自己意識の育ってきた1年生にとって  

大きなものではないかと思う。そして，このよ  

うな教師の“ズッコケ”が，子どもたちの間に  

一次的ことば環境を創りだし，教室に相互的な  

会話が生まれる。   

ユウタは，今後様々な場面で，「友だち」の  

もつ両価性と向き合わざるをえないだろう。自  

分を支えてくれるという意味と，自分より“優  

れている”という意味においてである。これは，  

ある意味ではどの子どもにも共通する「友だち」  

の両価性だが，ユウタにとってはより大きな意  

味をもつかもしれない。彼は充実した幼椎園生  

活の中で確実に世界を拡げ，小学校教育の中で  

対自的な意識と他者理解を深めてきている。そ  

の発達は，小学校1年生の1年間で，彼に新たな  

世界を与えると共に，ある種の“痛み”を伴っ  

て現れてきているように見えた。  

（4）今後の課題   

本研究では，1年生について過去と現在の  

「比較の目」をもつ幼稚園教諭による評価を用  

いた擬似的な縦断研究を行なった。しかし，幼  

稚園時代の子どもの様子については幼稚園教諭  

の回想に負っているため，当時の子どもの状況  

（客観的な意味でも，教師の主観的な次元でも）  

くものだろう。他者をよく観察し，そこから学  

び得るというプロセスと，それを今度は別の他  

者に対して用いてみるというプロセスは，自分  

たちの基本的な学校生活が保障され，個々の子  

どもたちが教師からしっかりと「見てもらって  

いる」という安心感から生まれると考えられる。  

（3）ユウタの発達と“痛み”   

今回，筆者はユウタの国語の授業を参観し  

た。その中で気づいた点について触れておきた  

い。筆者は幼稚園の年少時から時々ユウタの様  

子をみてきた。ユウタは言語のみでは指示を理  

解することが難しいが，人懐こく，周囲の友だ  

ちをよく観察し，まねようとする強い意欲を  

もっている。ユウタのような子どもにとって，  

幼小移行期に生じることば環境の激変がもつ意  

味は非常に大きい。ユウタが言語・認知面の処  

理に困難を抱えている点については，今後も個  

別に支援を要するところであろう。しかし，小  

学校の中に自分の生活を作っていくためには，  

教師による一次的ことば環境の提供が重要な鍵  

を握ると思われる。   

このようなユウタにとってもうひとつ重要な  

のは，「友だち」という資源であろう。彼にとっ  

て，学習にせよ生活にせよ遊びにせよ，すべて  

は友だちを通して吸収され，充実してきた。そ  

うした学び方は，彼が幼稚園教育を通して，幼  

稚園教諭の支えを待つつ自ら手に入れた信頼で  

きる方法なのである。小学校教育においても，  

ユウタは他者媒介的な学びの方法を積極的に活  

用しようとしているように見えた。   

しかしながら，幼稚園までとは少し違う姿も  

見られた。それは，ユウタの自己意識の変化に  

関わっていると思われた。参観中，彼は幾度と  

なく挙手をした。しかし，時にそれはためらい  

がちで，胸の前で肘を90度曲げた自信のない挙  

手であった。教師の問いかけと，周りの他児の  

反応を見て，何とか全体に合わせようと一所懸  

命に手を挙げる姿があった。教師が「パトカー  

が役目を果たすにはどういう工夫があるか？」  

と問う。いざ教師に当てられるや，消え入り  

そうな声で教師の耳元に囁く。「悪い人をつか  
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¢  

をどこまで反映しているかは不明である。ま  

た，幼稚園と同一敷地内にある国立大学附属小  

学校を対象としたので，就学後も幼稚園教諭が  

対象児を見たり関わったり，あるいは小学校の  

担任から対象児の様子を聞いたりしていた。そ  

のため，参観前と参観後の評価が純粋に行えた  

わけではなく，参観前評価にすでに対象児の就  

学彼の状況に関する知識が影響していた可能性  

は否定できない。   

幼小移行期の子どもの姿を把握するには，幼  

稚園在園暗からの研究者による参与観察と幼稚  

園教諭による評価を行うなど，長期の追跡的研  

究が必要であろう。このような実証研究は未だ  

少数の例があるのみである（菊池，2008など）  

が，その積み重ねは，幼小接続の問題を「ノJ、1  

プロブレム」への対処に終わらせないために必  

要不可欠であり，子どもたちにとって連続性の  

ある教育課程を編成するための貴重な資料とな  

るだろう。  

注  

1）本研究では，「移行」と「接続」を次のように区   

別して使用する。「移行」は，子どもがある環境か   

ら別の環境に参入していく過程を指し，「接続」は   

教育制度，とりわけ教育課程を中心とする教育内   

容や教育方法，教師の指導・援助等子どもの教育   

環境を円滑につなぐ事柄を総称するときに用いる。  
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