
令和４年度 幼保小連携推進地区事業活動報告書（宮谷地区）

若草幼稚園 むつみ愛児園
浅間幼育園 キッズポケット木の葉保育園

宮谷小学校

テーマ
幼児期教育から小学校教育への円滑な接続のあり方を考える



研究内容

幼児期教育から小学校教育への
円滑な接続のあり方を考える

①子どもの理解
②カリキュラム
の工夫

③交流活動の充実

研究テーマ



①子どもの理解

保育園や幼稚園との情報交換
入学する子どもの保育園や幼稚園等

へ訪問したり、連絡をしたりして、子
どもたちの学びや日常の様子を理解す
るようにしている。

関係機関への連絡・訪問

入学前に心配や不安、わからないことが
あるときは、児童支援専任教諭や養護教諭
が、窓口になり、保護者の相談にのること
ができるような組織づくりをしている。

入学前に子どもたちの学びの履歴や
生活の様子を把握し、小学校生活の指
導や支援に生かせるようにしている。

要録の活用

保護者との面談

保護者の了解のもと、関係機関と連携
し、子どもたちに必要な支援を理解し小
学校生活の指導や支援に生かせるように
している。



（ア）スタートカリキュラムの実施（小学校）

＊ ・・・新しい先生や友達との関係を広げ

ていく時間

＊ …主体的な学びをつくっていくために生

活科を中心に他教科と関連させながら

教科学習に円滑につなげていく時間

＊ …なかよしタイムやわくわくタイムで興

味をもったことをもとに教科学習へ

徐々に移行し、教科等の見方や考え方

を身につけていく時間

手遊び、歌、本の
読み聞かせなどか
ら一日がスタート

学校探検などをして、
学校の生活のマナー
やきまりを確認でき

るように

数の学習や
ひらがな学習

②カリキュラムの工夫



４月１週目のカリキュラム

行事等

15分

７日目
4月12日(金)

入学式 朝会 給食開始

３日目
4月9日（火）

４日目
4月10日(水)

５日目
4月11日(木)

１日目
4月5日(金)

２日目
4月8日(月)

学
なかよしタイム
ランドセルのしまい方や道
具の出し入れの仕方などを
知り、自分でできるよう練
習をする。

音
なかよしタイム
歌・手遊びをしたり、読み
聞かせを聞いて、楽しむこ
とができるようにする。
校歌の紹介をする。

音
なかよしタイム
手遊びをしたり、校歌の練
習をする。
読み聞かせ聞き、楽しめる
ようにする。

行 図

2

体
なかよしタイム
廊下・階段の歩き方を確認
し、学校の中を探検する。

学

学 国 国 体 学

なかよしタイム
じゃんけん列車などのゲー
ムを通して、学年やクラス
の友達と触れ合う。（体育
館などの広いところの決ま
り）

学

学 国 国 体 学1

生

3

行
入学式
新入生が、小学生としての
自覚をもち、学校集団への
所属感をもつことが出奕る
ようにする。

道
わくわくタイム
自分の名前を呼ばれたとき
の返事の仕方を覚えたり、
教室に入るときの挨拶の仕
方や藩士の聞く姿勢につい
て知り、練習をする。

学

わくわくタイム
好きなものいっぱい書いて
楽しむ。

体 学 学 行 図

体 学

わくわくタイム
栄養教諭の話を聞いて、給
食のイメージをもてるよう
にする。１組から１５分ず
つ）

学
わくわくタイム
豊嶋先生に教えてもらった
ことをもとに、給食の準備
の練習をする。
・手の洗い方
・白衣の着方

行
登校班指導
交通のきまりを理解し、進
んで交通のきまりを守ろう
とする態度を養う。

図

学

4

行
入学式
新入生が、小学生としての
自覚をもち、学校集団への
所属感をもつことが出奕る
ようにする。

春さがし
学校の中で春を探し、観察
カードに書く。

行 道 学 体 国 生

行 道 学

わくわくタイム
トイレや水道・靴箱の使う
場所や使い方を確認し、練
習をする。
授業の始まりの挨拶や姿勢
を確認する。

体
わくわくタイム
体育着の着替え方を知り、
練習する。（校庭の使い方
のきまりや、遊具の使い方
を確認する。）

国
ぐんぐんタイム
授業の始まりの挨拶や姿勢
を確認する。
鉛筆をもって、自分の名前
を書く。
中休みの過ごし方を確認す
る。

生

体 国

ぐんぐんタイム
「なんて言おうかな」
発表の仕方、返事の仕方を
確認する。行 国 生 国

行

国
ぐんぐんタイム
えんぴつをもって、線をな
ぞる。
鉛筆の持ち方
線のなぞるスピードや力の
使い方。

生
わくわくタイム
給食室に探検に行き、給食
に興味をもてるようにす
る。今まで練習してきたこ
とをもとに、給食の準備、
配膳の仕方を確認する。

国

国 生 国

第１週

体
なかよしタイム
手遊びをしたり、校歌の練
習をする。一年生を迎える
会の練習をする。

なかよしタイム学
絵本の読み聞かせを聞き?

話を聞く姿勢？


色別

		スタートカリキュラム																										なかよしタイム												わくわくタイム												ぐんぐんタイム

																		横浜市立宮谷小学校 ヨコハマシリツ ミヤタニ ショウガッコウ										（特活・友達作りの時間・歌・読み聞かせ） トッカツ トモダチ ヅク ジカン ウタ ヨ キ												（生活科を中核とした時間） セイカツ カ チュウカク ジカン												（国語・算数等、各教科の内容を学ぶ時間） コクゴ サンスウ トウ カクキョウカ ナイヨウ マナ ジカン



										第１週 ダイ シュウ																														第２週 ダイ シュウ

						１日目
4月5日(金) ニチ メ ガツ カ キン						２日目
4月8日(月) ニチ メ ガツ カ ゲツ						３日目
4月9日（火） ニチ メ ガツ カ カ						４日目
4月10日(水) ニチ メ ガツ ニチ スイ						５日目
4月11日(木) ニチ メ ガツ ニチ モク						７日目
4月12日(金) ニチ メ ガツ ニチ キン						８日目
4月15日(月) ニチ メ ガツ ニチ ゲツ						９日目
4月16日（火） ニチ メ ガツ ニチ カ						10日目
4月17日(水) ニチ メ ガツ ニチ スイ						１１日目
4月18日(木) ニチ メ ガツ ニチ モク						１２日目
4月19日(金) ニチ メ ガツ ニチ キン



		行事等 ギョウジ トウ				入学式 ニュウガクシキ												朝会 チョウカイ						給食開始 キュウショク カイシ

		15分 フン																																学 ガク		なかよしタイム																児 ジ		1年生を迎える会 ネン セイ ムカ カイ										国 コク



		1								学 ガク		なかよしタイム
ランドセルのしまい方や道具の出し入れの仕方などを知り、自分でできるよう練習をする。
				音 オン		なかよしタイム
歌・手遊びをしたり、読み聞かせを聞いて、楽しむことができるようにする。
校歌の紹介をする。				音 オン		なかよしタイム
手遊びをしたり、校歌の練習をする。
読み聞かせ聞き、楽しめるようにする。 テアソ コウカ レンシュウ ヨ キ キ タノ				体 タイ		なかよしタイム
じゃんけん列車などのゲームを通して、学年やクラスの友達と触れ合う。（体育館などの広いところの決まり） レッシャ トオ ガクネン トモダチ フ ア タイイクカン ヒロ キ				学 ガク		なかよしタイム
手遊びをしたり、校歌の練習をする。一年生を迎える会の練習をする。 イチネンセイ ムカ カイ レンシュウ				音 オン		なかよしタイム
どんなうたがあるのかな
おはなしよんで
読み聞かせを聞いて楽しむ。				音 オン		なかよしタイム
歌・手遊び
おはなしよんで
読み聞かせを聞いて楽しむ。				児 ジ		一年生を迎える会
宮谷小学校の一員として仲良く学校生活を送っていこうとする意欲を高める。				音 オン		なかよしタイム
歌・手遊び
おはなしよんで
読み聞かせを聞いて楽しむ。				音 オン		なかよしタイム
歌・手遊び
おはなしよんで
読み聞かせを聞いて楽しむ。



										学 ガク						国 コク						国 コク						体 タイ						学 ガク						音 オン						音 オン						国 コク						音 オン						音 オン



										学 ガク						国 コク						国 コク						体 タイ						学 ガク						国 コク						国 コク						国 コク						国 コク						国 コク



		2								体 タイ		なかよしタイム
廊下・階段の歩き方を確認し、学校の中を探検する。
				学 ガク		わくわくタイム
栄養教諭の話を聞いて、給食のイメージをもてるようにする。１組から１５分ずつ）				学 ガク		わくわくタイム
豊嶋先生に教えてもらったことをもとに、給食の準備の練習をする。
・手の洗い方
・白衣の着方

 トヨシマ センセイ オシ キュウショク ジュンビ レンシュウ テ アラ カタ ハクイ キカタ				行 ギョウ		登校班指導
交通のきまりを理解し、進んで交通のきまりを守ろうとする態度を養う。 トウコウ ハン シドウ コウツウ リカイ スス コウツウ マモ タイド ヤシナ				図 ズ		わくわくタイム
好きなものいっぱい書いて楽しむ。 ス カ タノ				国 コク		ぐんぐんタイム
「どうぞよろしく」
ゲームなどを通して、友達の名前を覚える。
「いちねん」を書く練習 カ レンシュウ				学 ガク		なかよしタイム
１年生を迎える会の練習
並び方、言葉の言い方。				算 サン		ぐんぐんタイム
なかまづくりとかず
教科書P６・P７をみて、おはじきをおきながら数をくらべよう。
おはじきと数を比べながら考えることができる。				体 タイ		なかよしタイム
並び方、遊具の使い方・体ほぐし
おにあそび
約束を守って、体を動かすことを楽しむことができる。				行 ギョウ		避難訓練

																																																																		ぐんぐんタイム
「なかまづくりと　かず」
数量の大きさを表す「いち」「に」…の数詞と、「１」「２」…の数字が対応していることを知り、１～５個のものの数を数えることができる。

										体 タイ						学 ガク						学 ガク						行 ギョウ						図 ズ						国 コク						学 ガク						算 サン						体 タイ						算 サン



										体 タイ						学 ガク						学 ガク						行 ギョウ						図 ズ						国 コク						学 ガク						算 サン						体 タイ						算 サン



		3		行 ギョウ		入学式
新入生が、小学生としての自覚をもち、学校集団への所属感をもつことが出奕るようにする。 ニュウガクシキ シンニュウセイ ショウガクセイ ジカク ガッコウ シュウダン ショゾク カン デ エキ				道 ミチ		わくわくタイム
自分の名前を呼ばれたときの返事の仕方を覚えたり、教室に入るときの挨拶の仕方や藩士の聞く姿勢について知り、練習をする。				学 ガク		わくわくタイム
トイレや水道・靴箱の使う場所や使い方を確認し、練習をする。
授業の始まりの挨拶や姿勢を確認する。
				体 タイ		わくわくタイム
体育着の着替え方を知り、練習する。（校庭の使い方のきまりや、遊具の使い方を確認する。）				国 コク		ぐんぐんタイム
授業の始まりの挨拶や姿勢を確認する。
鉛筆をもって、自分の名前を書く。
中休みの過ごし方を確認する。 エンピツ ジブン ナマエ カ ナカヤス ス カタ カクニン				生 セイ		春さがし
学校の中で春を探し、観察カードに書く。 ハル ガッコウ ナカ ハル サガ カンサツ カ				算 サン		ぐんぐんタイム
「なかまづくりとかず」
教科書P４・P５をみながら大小をくらべよう。
どちらがおおきいか比べることができる。				算 サン		ぐんぐんタイム
「なかまづくりとかず」
教科書P４・P５をみながら大小をくらべよう。
どちらがおおきいか比べることができる。				体 タイ		なかよしタイム
並び方、遊具の使い方・体ほぐし
体育館で、体を使って動くことを楽しむことができる。 タイイクカン ツカ ウゴ				算 サン		ぐんぐんタイム
「なかまづくりと　かず」
１～５の数字の書き方を理解することができる。
書き方の練習
(ドリルも活用） スウジ カ カタ リカイ カ カタ レンシュウ カツヨウ				国 コク		ぐんぐんタイム
「どうぞよろしくのかい」
①なまえ、②あいさつ、③しらせたいこと、④あくしゅ



				行 ギョウ						道 ミチ						学 ガク						体 タイ						国 コク						生 セイ						算 サン						算 サン						体 タイ						算 サン						国 コク



				行 ギョウ						道 ミチ						学 ガク						体 タイ						国 コク						生 セイ						算 サン						算 サン						体 タイ						算 サン						国 コク



		4		行 ギョウ		入学式
新入生が、小学生としての自覚をもち、学校集団への所属感をもつことが出奕るようにする。 ニュウガクシキ シンニュウセイ ショウガクセイ ジカク ガッコウ シュウダン ショゾク カン デ エキ																国 コク		ぐんぐんタイム
えんぴつをもって、線をなぞる。
鉛筆の持ち方
線のなぞるスピードや力の使い方。 エンピツ モ カタ セン チカラ ツカ カタ				生 セイ		わくわくタイム
給食室に探検に行き、給食に興味をもてるようにする。今まで練習してきたことをもとに、給食の準備、配膳の仕方を確認する。
 キュウショクシツ タンケン イ キュウショク キョウミ				国 コク		ぐんぐんタイム
「なんて言おうかな」
発表の仕方、返事の仕方を確認する。 イ ハッピョウ シカタ ヘンジ シカタ カクニン				生 セイ		春さがし
学校の中で春を探し、観察カードに書く。 ハル ガッコウ ナカ ハル サガ カンサツ カ				音 オン		わくわくタイム
「うたでいっしょにあそぼう」ぞうさんのさんぽ　てとてで挨拶　校歌　今月の歌、貨物列車の歌をゲームを通して、覚え音楽の楽しさを学ぶ。 アイサツ コウ ウタ コンゲツ ウタ カモツ レッシャ				国 コク		ぐんぐんタイム
「どうぞよろしく」
ゲームなどを通して、友達の名前を覚える。
「いちねん」を書く練習 カ レンシュウ				国 コク		ぐんぐんタイム
ひらがな「え」「お」

「どうぞよろしく」
カードに自分の名前を丁寧に書き、名刺交換の準備をする。 メイシ コウカン ジュンビ				音 オン		わくわくタイム
ともだちといっしょになかよくうたいましょう。
「ひらいた　ひらいた」
みんなであそびながらたのしく歌うことができる。



				行 ギョウ																		国 コク						生 セイ						国 コク						生 セイ						音 オン						国 コク						国 コク						音 オン



				行 ギョウ																		国 コク						生 セイ						国 コク						生 セイ						音 オン						国 コク						国 コク						音 オン



		5																																																														図 ズ		わくわくタイム
「みてみて、いっぱいつくったよ」　　　　　　　　　　　　　　粘土の心地よい感触を味わいながら、丸めたり、伸ばしたりして、遊びながらできた形から表したいものを思いつき、つくり方を工夫する。



																																																																図 ズ



																																																																図 ズ







				第３週 ダイ シュウ

						１３日目
4月22日(月) ニチ メ ガツ ニチ ゲツ						１４日目
4月23日(火) ニチ メ ガツ ニチ カ						１５日目
4月24日(水) ニチ メ ガツ ニチ スイ						１６日目
4月25日(木) ニチ メ ガツ ニチ モク						１７日目
4月26日(金) ニチメ ガツ ニチ キン



		行事等 ギョウジ トウ										音楽朝会						本編成名簿配布						本編成スタート

		15分 フン																										国 コク		ぐんぐんタイム
えをみてはなそう



		1		国 コク		なかよしタイム
読み聞かせ
どんなおはなしかな
今月の歌				国 コク		なかよしタイム
読み聞かせ
どんなおはなしかな
今月の歌				国 コク		ぐんぐんタイム
「うたにあわせてあいうえお」
言葉のまとまりに気を付けて音読し、正しい筆順で書くことができる。				学 ガク		本編成の学級開き
・本編成になって、１年生として、さらに頑張っていこうとする気持ちをもてるようにする。
・引っ越しの片づけ				国 コク		ぐんぐんタイム
「えをみてはなそう」
絵を見ながら話型に合わせて尋ねたり、質問に答えたりすることができる。



				国 コク						国 コク						国 コク						学 ガク						国 コク



				音 オン						音 オン						国 コク						学 ガク						国 コク



		2		体 タイ		わくわくタイム
並び方、遊具の使い方・体ほぐし
おにあそび
約束を守って、体を動かすことを楽しむことができる。				学 ガク		わくわくタイム
２年生と集会
２年生となかよくなろう
なかまづくりの遊びを通して、集団での遊び方を知ったり、友達との仲を深めることができる。				算 サン		ぐんぐんタイム
「なかまづくりと　かず」
６～１０の数字の書き方を理解することができる。
書き方の練習
(ドリルも活用）				国 コク		ぐんぐんタイム
「えをみてはなそう」
絵を見ながら話型に合わせて尋ねたり、質問に答えたりすることができる。				算 サン		ぐんぐんタイム
数字の練習
「６」「７」「８」の数字の書き方を知る。



				体 タイ						学 ガク						算 サン						国 コク						算 サン



				体 タイ						学 ガク						算 サン						国 コク						算 サン



		3		国 コク		ぐんぐんタイム
「ひらがなの練習」
書き順の確認
言葉集め
練習				図 ズ		わくわくタイム
「みてみて、いっぱいつくったよ」　　　　　　　　　　　　　　粘土の心地よい感触を味わいながら、丸めたり、伸ばしたりして、遊びながらできた形から表したいものを思いつき、つくり方を工夫する。				体 カラダ		ぐんぐんタイム
「わくわくゆうぐランド」
校庭の遊具をつかって体を動かそう
ルールを守って、楽しく体を動かすことができる。				体 タイ		ぐんぐんタイム
「わくわくゆうぐランド」
校庭の遊具をつかって体を動かそう
ルールを守って、楽しく体を動かすことができる。				国 コク		ぐんぐんタイム
「ひらがなの練習」
書き順の確認
言葉集め
練習



				国 コク						図 ズ						体 カラダ						体 タイ						国 コク



				国 コク						図 ズ						体 カラダ						体 タイ						国 コク



		4		算 サン		ぐんぐんタイム
「なかまづくりと　かず」
数量の大きさを表す「いち」「に」…の数詞と、「１」「２」…の数字が対応していることを知り、１～５個のものの数を数えることができる。
				図 ズ		わくわくタイム
「みてみて、いっぱいつくったよ」　　　　　　　　　　　　　　粘土の心地よい感触を味わいながら、丸めたり、伸ばしたりして、遊びながらできた形から表したいものを思いつき、つくり方を工夫する。				学 マナ		なかよしタイム
新しいクラスを聞き、荷物を移動させる。				学 ガク		なかよしタイム
給食当番や掃除当番
・給食当番や掃除当番の表の見方を確認し、自分の仕事に責任をもって取り組めるようにする。				算 サン		ぐんぐんタイム
「なかまづくりとかず」
６～１０の数について具体物、半具体物、数図、数字、数詞を相互に関連づけることができる。



				算 サン						図 ズ						学 マナ						学 ガク						算 サン



				算 サン						図 ズ						学 マナ						学 ガク						算 サン



		5		国 コク		ぐんぐんタイム
鉛筆の持ち方の確認
書写ノートに名前を書く。
丁寧に線をなぞることができる。				算 サン		ぐんぐんタイム
「なかまづくりとかず」
数量の大きさを表す「ろく」「しち」..「じゅう」の数詞と「６」「７」..「１０」の数字が対応していることを知り、物の数を数える。										生 セイ		わくわくタイム
「校内の探検をしよう」
学校の中を探検して、校内にいる人や校内にある物に関心をもつことができる。				音 オン		わくわくタイム
ともだちといっしょになかよくうたいましょう。
「ひらいた　ひらいた」
みんなであそびながらたのしく歌うことができる。



				国 コク						算 サン												生 セイ						音 オン



				国 コク						算 サン												生 セイ						音 オン







Sheet1



						4月5日(金) ガツ カ キン						4月8日(月) ガツ カ ゲツ						4月9日（火） ガツ カ カ						4月10日(水) ガツ ニチ スイ						4月11日(木) ガツ ニチ モク						4月12日(金) ガツ ニチ キン						4月15日(月) ガツ ニチ ゲツ						4月16日（火） ガツ ニチ カ						4月17日(水) ガツ ニチ スイ						4月18日(木) ガツ ニチ モク						4月19日(金) ガツ ニチ キン



		行事予定 ギョウジ ヨテイ				入学式 ニュウガクシキ

		15分 フン																朝会 チョウカイ						給食開始 キュウショク カイシ										学 ガク		なかよしタイム																児 ジ		1年生を迎える会 ネン セイ ムカ カイ										国 コク



		1								学 ガク		なかよしタイム
ランドセルのしまい方や道具の出し入れの仕方などを知り、自分でできるよう練習をする。
				音 オン		なかよしタイム
歌・手遊びをしたり、読み聞かせを聞いて、楽しむことができるようにする。
校歌の紹介をする。				音 オン		なかよしタイム
手遊びをしたり、校歌の練習をする。
読み聞かせ聞き、楽しめるようにする。 テアソ コウカ レンシュウ ヨ キ キ タノ				体 タイ		なかよしタイム
じゃんけん列車などのゲームを通して、学年やクラスの友達と触れ合う。（体育館などの広いところの決まり） レッシャ トオ ガクネン トモダチ フ ア タイイクカン ヒロ キ				学 ガク		なかよしタイム
手遊びをしたり、校歌の練習をする。一年生を迎える会の練習をする。 イチネンセイ ムカ カイ レンシュウ				音 オン		・歌・手遊び
おはなしよんで
読み聞かせを聞いて楽しむ。				音 オン		・歌・手遊び
おはなしよんで
読み聞かせを聞いて楽しむ。				児 ジ		一年生を迎える会
宮谷小学校の一員として仲良く学校生活を送っていこうとする意欲を高める。				音 オン		・歌・手遊び
おはなしよんで
読み聞かせを聞いて楽しむ。				音 オン		・歌・手遊び
おはなしよんで
読み聞かせを聞いて楽しむ。



										学 ガク						国 コク						国 コク						体 タイ						学 ガク						音 オン						音 オン						国 コク						音 オン						音 オン



										学 ガク						国 コク						国 コク						体 タイ						学 ガク						国 コク						国 コク						国 コク						国 コク						国 コク



		2								体 タイ		なかよしタイム
廊下・階段の歩き方を確認し、学校の中を探検する。
				総 ソウ		わくわくタイム
栄養教諭の話を聞いて、給食のイメージをもてるようにする。１組から１５分ずつ）				総 ソウ		わくわくタイム
豊嶋先生に教えてもらったことをもとに、給食の準備の練習をする。
・手の洗い方
・白衣の着方

 トヨシマ センセイ オシ キュウショク ジュンビ レンシュウ テ アラ カタ ハクイ キカタ				行 ギョウ		登校班指導
交通のきまりを理解し、進んで交通のきまりを守ろうとする態度を養う。 トウコウ ハン シドウ コウツウ リカイ スス コウツウ マモ タイド ヤシナ				図 ズ		わくわくタイム
好きなものいっぱい書いて楽しむ。 ス カ タノ				国 コク		「どうぞよろしく」
ゲームなどを通して、友達の名前を覚える。
「いちねん」を書く練習 カ レンシュウ				学 ガク		１年生を迎える会の練習
並び方、言葉の言い方。				算 サン		なかまづくりとかず
教科書P６・P７をみて、おはじきをおきながら数をくらべよう。
おはじきと数を比べながら考えることができる。				体 タイ		並び方、遊具の使い方・体ほぐし
おにあそび
約束を守って、体を動かすことを楽しむことができる。				行 ギョウ		避難訓練
「なかまづくりと　かず」
数量の大きさを表す「いち」「に」…の数詞と、「１」「２」…の数字が対応していることを知り、１～５個のものの数を数えることができる。
 ヒナン クンレン



										体 タイ						総 ソウ						総 ソウ						行 ギョウ						図 ズ						国 コク						学 ガク						算 サン						体 タイ						算 サン



										体 タイ						総 ソウ						総 ソウ						行 ギョウ						図 ズ						国 コク						学 ガク						算 サン						体 タイ						算 サン



		3		行 ギョウ		入学式
新入生が、小学生としての自覚をもち、学校集団への所属感をもつことが出奕るようにする。 ニュウガクシキ シンニュウセイ ショウガクセイ ジカク ガッコウ シュウダン ショゾク カン デ エキ				道 ミチ		自分の名前を呼ばれたときの返事の仕方を覚えたり、教室に入るときの挨拶の仕方や藩士の聞く姿勢について知り、練習をする。				学 ガク		わくわくタイム
トイレや水道・靴箱の使う場所や使い方を確認し、練習をする。
授業の始まりの挨拶や姿勢を確認する。
				体 タイ		わくわくタイム
体育着の着替え方を知り、練習する。（校庭の使い方のきまりや、遊具の使い方を確認する。）				国 コク		ぐんぐんタイム
授業の始まりの挨拶や姿勢を確認する。
鉛筆をもって、自分の名前を書く。
中休みの過ごし方を確認する。 エンピツ ジブン ナマエ カ ナカヤス ス カタ カクニン				生 セイ		春さがし
学校の中で春を探し、観察カードに書く。 ハル ガッコウ ナカ ハル サガ カンサツ カ				算 サン		なかまづくりとかず
教科書P４・P５をみながら大小をくらべよう。
どちらがおおきいか比べることができる。				算 サン		なかまづくりとかず
教科書P４・P５をみながら大小をくらべよう。
どちらがおおきいか比べることができる。				体 タイ		並び方、遊具の使い方・体ほぐし
体育館で、体を使って動くことを楽しむことができる。 タイイクカン ツカ ウゴ				算 サン		「なかまづくりと　かず」
１～５の数字の書き方を理解することができる。
書き方の練習
(ドリルも活用） スウジ カ カタ リカイ カ カタ レンシュウ カツヨウ				国 コク		「どうぞよろしくのかい」
①なまえ、②あいさつ、③しらせたいこと、④あくしゅ



				行 ギョウ						道 ミチ						学 ガク						体 タイ						国 コク						生 セイ						算 サン						算 サン						体 タイ						算 サン						国 コク



				行 ギョウ						道 ミチ						学 ガク						体 タイ						国 コク						生 セイ						算 サン						算 サン						体 タイ						算 サン						国 コク



		4		行 ギョウ		入学式
新入生が、小学生としての自覚をもち、学校集団への所属感をもつことが出奕るようにする。 ニュウガクシキ シンニュウセイ ショウガクセイ ジカク ガッコウ シュウダン ショゾク カン デ エキ																国 コク		えんぴつをもって、線をなぞる。
鉛筆の持ち方
線のなぞるスピードや力の使い方。 エンピツ モ カタ セン チカラ ツカ カタ				生 セイ		わくわくタイム
給食室に探検に行き、給食に興味をもてるようにする。今まで練習してきたことをもとに、給食の準備、配膳の仕方を確認する。
 キュウショクシツ タンケン イ キュウショク キョウミ				国 コク		ぐんぐんタイム
「なんて言おうかな」
発表の仕方、返事の仕方を確認する。 イ ハッピョウ シカタ ヘンジ シカタ カクニン				生 セイ		春さがし
学校の中で春を探し、観察カードに書く。 ハル ガッコウ ナカ ハル サガ カンサツ カ				音 オン		「うたでいっしょにあそぼう」ぞうさんのさんぽ　てとてで挨拶　校歌　今月の歌、貨物列車の歌をゲームを通して、覚え音楽の楽しさを学ぶ。 アイサツ コウ ウタ コンゲツ ウタ カモツ レッシャ				国 コク		「どうぞよろしく」
ゲームなどを通して、友達の名前を覚える。
「いちねん」を書く練習 カ レンシュウ				国 コク		ひらがな「え」「お」

「どうぞよろしく」
カードに自分の名前を丁寧に書き、名刺交換の準備をする。 メイシ コウカン ジュンビ				音 オン		ともだちといっしょになかよくうたいましょう。
「ひらいた　ひらいた」
みんなであそびながらたのしく歌うことができる。



				行 ギョウ																		国 コク						生 セイ						国 コク						生 セイ						音 オン						国 コク						国 コク						音 オン



				行 ギョウ																		国 コク						生 セイ						国 コク						生 セイ						音 オン						国 コク						国 コク						音 オン







		5																																																														図 ズ		粘土の心地よい感触を味わいながら、丸めたり、伸ばしたりして、遊びながらできた形から表したいものを思いつき、つくり方を工夫する。



																																																																図 ズ



																																																																図 ズ





						4月22日(月) ガツ ニチ ゲツ						4月23日（火） ガツ ニチ カ						4月24日(水) ガツ ニチ スイ						4月25日(木) ガツ ニチ モク						4月26日(金) ガツ ニチ キン



		行事予定 ギョウジ ヨテイ																本編成名簿配布						本編成スタート

		15分 フン										音楽朝会																国 コク		えをみてはなそう



		1		国 コク		「なかよしタイム」
読み聞かせ
どんなおはなしかな
今月の歌				国 コク		「なかよしタイム」
読み聞かせ
どんなおはなしかな
今月の歌				国 コク		「うたにあわせてあいうえお」
言葉のまとまりに気を付けて音読し、正しい筆順で書くことができる。				学 ガク		本編成の学級開き
・本編成になって、１年生として、さらに頑張っていこうとする気持ちをもてるようにする。
・引っ越しの片づけ				国 コク		「えをみてはなそう」
絵を見ながら話型に合わせて尋ねたり、質問に答えたりすることができる。



				国 コク						国 コク						国 コク						学 ガク						国 コク



				音 オン						音 オン						国 コク						学 ガク						国 コク



		2		体 タイ		並び方、遊具の使い方・体ほぐし
おにあそび
約束を守って、体を動かすことを楽しむことができる。				学 ガク		２年生と集会
２年生となかよくなろう
なかまづくりの遊びを通して、集団での遊び方を知ったり、友達との仲を深めることができる。				算 サン		「なかまづくりと　かず」
６～１０の数字の書き方を理解することができる。
書き方の練習
(ドリルも活用）				国 コク		「えをみてはなそう」
絵を見ながら話型に合わせて尋ねたり、質問に答えたりすることができる。				算 サン		数字の練習
「６」「７」「８」の数字の書き方を知る。



				体 タイ						学 ガク						算 サン						国 コク						算 サン



				体 タイ						学 ガク						算 サン						国 コク						算 サン



		3		国 コク		「ひらがなの練習」
書き順の確認
言葉集め
練習				図 ズ		「みてみて、いっぱいつくったよ」　　　　　　　　　　　　　　粘土の心地よい感触を味わいながら、丸めたり、伸ばしたりして、遊びながらできた形から表したいものを思いつき、つくり方を工夫する。				体 カラダ		校庭の遊具をつかって体を動かそう
ルールを守って、楽しく体を動かすことができる。				体 タイ		校庭の遊具をつかって体を動かそう
ルールを守って、楽しく体を動かすことができる。				国 コク		「ひらがなの練習」
書き順の確認
言葉集め
練習



				国 コク						図 ズ						体 カラダ						体 タイ						国 コク



				国 コク						図 ズ						体 カラダ						体 タイ						国 コク



		4		算 サン		「なかまづくりと　かず」
数量の大きさを表す「いち」「に」…の数詞と、「１」「２」…の数字が対応していることを知り、１～５個のものの数を数えることができる。
				図 ズ		「みてみて、いっぱいつくったよ」　　　　　　　　　　　　　　粘土の心地よい感触を味わいながら、丸めたり、伸ばしたりして、遊びながらできた形から表したいものを思いつき、つくり方を工夫する。				学 マナ		新しいクラスを聞き、荷物を移動させる。				学 ガク		給食当番や掃除当番
・給食当番や掃除当番の表の見方を確認し、自分の仕事に責任をもって取り組めるようにする。				算 サン		「なかまづくりとかず」
６～１０の数について具体物、半具体物、数図、数字、数詞を相互に関連づけることができる。



				算 サン						図 ズ						学 マナ						学 ガク						算 サン



				算 サン						図 ズ						学 マナ						学 ガク						算 サン



				国 コク		「書写」				算 サン												国 コク		ひらがなの練習



		5		国 コク		鉛筆の持ち方の確認
書写ノートに名前を書く。
丁寧に線をなぞることができる。				算 サン		「なかまづくりとかず」
数量の大きさを表す「ろく」「しち」..「じゅう」の数詞と「６」「７」..「１０」の数字が対応していることを知り、物の数を数える。										生 セイ		「校内の探検をしよう」
学校の中を探検して、校内にいる人や校内にある物に関心をもつことができる。				音 オン		ともだちといっしょになかよくうたいましょう。
「ひらいた　ひらいた」
みんなであそびながらたのしく歌うことができる。



				国 コク						算 サン												生 セイ						音 オン



				国 コク						算 サン												生 セイ						音 オン









（イ）交流を取り入れた単元開発（小学校6年 総合
的な学習の時間）「段ボール遊具で虹パーク」

今年の宮谷タイムで
は・・・

「人と関わりたい」
「楽しめて誰かのために

なるもの」
「今後の力になるもの」

〇段ボールで工作し
たものを小さい子ど
もたちに楽しく遊ん
でもらいたい

〇リサイクルできる
ことを伝えたい



校内に虹パークを作ってみよう。
近くの園の子どもたちに遊んで
もらって虹パークづくりの参考
にしよう

まずは仲良くなろう

宮ケ谷公園でだるまさんが
ころんだをしたよ虹パークにご招待！

段ボール遊具で遊んで、喜んで
もらってよかったです

園の子たちは、とても親しみや
すく、かわいかったです

６年生と幼育園がかかわること
はこれまでなかったと思います。
よい経験になりました。



『好き』をじっくり『好き』をとことん！
～虫大好き！な子どもたちの成長～

キッズポケット木の葉保育園

戸外に散歩に行くと、虫
好きな子どもを中心に、
ダンゴムシやてんとう虫、
バッタや幼虫など虫を探
して楽しんでいます。

見つけたり、連れて帰ってきた
虫の名前や種類、世話の仕方を
図鑑で調べます。みんなで「こ
れかな」「似てるけど模様
ちょっと違う。」と話し合った
り相談します。世話の仕方がわ
かると、担任と「ちゃんとお世
話するから育てていい？」と交
渉します。

ダンゴムシの特性の左右順番
に曲がるということを図鑑で
知り、迷路を作ったり、足の
数を数えたり、おなかの赤
ちゃんを見つけたり、室内で
も夢中になって楽しんでいま
した。

（ウ）園の特徴ある活動



虫好きな子どもたちに、命の営みにしっかり向
き合ってもらいたいと思い、シルク博物館で蚕
の卵をいただいてきました。毎日の世話は桑の
葉探しから始まり、餌やり、フンや食べかすの
掃除と大忙しです。大きくなった蚕があっとい
う間に桑の葉っぱを食べつくしてしまうので、
桑の葉マップを作って他のクラスのお友だちに
も桑を探してもらうことにしました。繭は成虫
にしないことを知り涙する子どももいましたが、
大切な繭を大切に使おうと、自分たちで育てた
赤紫蘇やタデ藍で染色し、繭細工でストラップ
を作りました。

『好き』から→もっと知りたい→調べてみよう！→どうしたらいいだろう？→みんなで考えよう→やってみよう！



「こころも からだも じょうぶなこ」を目指して
むつみ愛児園

〇集団遊びのおにごっこ・ドッジボー
ル・じゃんけんゲームなど様々な遊び
を十分に体を動かし楽しむ。
・子どもと保育者がお互いに思いを伝
え合いルールを作るなど遊びを広げて
いき、みんなで話し合うことで自分の
思いだけでなく友だちの思いや考えに
も気づくことができるようになる。
・友だちと協力し、喜びを分かち合う
ことの良さを知る。
（健康な心と体・協同性）



〇昼食後などの落ち着いた時間に絵本や物語などに親しむ。
・絵本や物語などに親しみ、興味をもって聞き想像する楽しさを味わうことを通して、そ
の言葉のもつ意味の面白さを感じたり、その想像の世界を友だちと共有し言葉による表現
を楽しむ。
・相手の話の内容を注意して聞いてわかったり、自分の思いや考えなどを相手にわかるよ
うに話しするなどして、言葉を通して保育士や友だちと心を通わせる。

（言葉による伝え合い）



③交流活動の充実（小学校１年 生活科 小学校と園の交流）

秋集めに行った三ツ沢公園で、幼稚園の友達に会ったよ

「秋ってたのしい！」「秋っておもしろ
い！」を幼稚園や保育園の友達に伝え
たい！一緒に遊びたい！



幼稚園や保育園のお友達に 喜んでもらえる時間になるように・・
小学校に入学することが 楽しみになるように・・

何をするか、説明したほうがいいよね こうやって遊ぶんだよ

くぬぎのお人形はお土産だよ

一緒にやってみよう！

一緒に遊ぶと 秋が もっとたのしくなるね



成果と課題
〇 感染症対策に考慮しての取組であったが、これまでできていなかった児童と
園児の直接の交流が実現できたことは一番の成果であった。直接の交流が児童や
園児の成長への良い影響はもちろんのこと、実際の交流場面を職員が見て互いの
理解や交流の必要性などを改めて感じることができた。
〇 交流については指導者が意図的、計画的に進めていくことで、子どもたちの
思いを活用したり、気持ちを引き出していくことができ、自ら活動を作り出して
いく姿が期待できる。
〇 カリキュラムを工夫していく中で、それぞれ小学校と各園が特徴を生かして
取り組んでいることが理解できた。さらに理解を深めていく上では小学校と園の
職員間の交流を設定し、課題や工夫を共有し、さらなる改善に努めていく必要が
ある。しかし、実際には計画的に進めていくことができなかった。中心となる小
学校や園がリーダーシップをとって実現していくことが必要。
〇 情報交換や交流の必要性を改めて認識したが、学校や園の規模や交流する園
の数によっては交流を深めていく難しさがある。小学校を中心に多くの園との交
流が必要になる場合、交流の仕方、方法は工夫が必要。
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