
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【保護者向けリーフレット「安心して入学を迎えるために」より】 

 

平成３１年２月 

横浜市こども青少年局 横浜市教育委員会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児期に身に付けた力（「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」）を引

き出し伸ばしていくことで、子どもたちは、自信をもって学校生活をスタ

ートさせ、主体的に学びに向かう力を育むことができます。 

安心して学校生活を始められる工夫 園の先生も参加するなかよしタイム 

好奇心や興味が学びの原動力 

主体的・対話的な学びが生まれる

わくわくタイム・ぐんぐんタイム 

 

子どもの育ちと学びを語る 

スタートカリキュラムが充実すると 

◆子どもたちは安心して学校生活を始められます。 

◆主体的に学びに向かう力が育まれます。 

◆保護者の不安の解消に役立ちます。 

◆教職員のマネジメント力が向上します。 

スタートカリキュラム実践ガイド目次 

  １ スタートカリキュラムを知ろう 

  ２ スタートカリキュラムの見通しをもとう 

  ３ スタートカリキュラムをつくろう 

  ４ スタートカリキュラム Q＆A 

  ５ スタートカリキュラムを振り返ろう 
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なかよし

タイム 

わくわく

タイム 

ぐんぐん

タイム 

 

 

 

 
１ スタートカリキュラムとは 

 幼児期に遊びを通して育まれた力を生かして、教科等の学習に円滑に接続するた

めの小学校入学当初のカリキュラムのことです。実施に当たっては、生活科を中心

として合科的・関連的な指導を行うことや、弾力的な時間設定を行うことなどが学

習指導要領総則に規定されています。 

横浜市では平成 23 年度に策定し 29 年度に改訂した『横浜版接続期カリキュラム』により、各校

でスタートカリキュラムの取組が進んでいます。 

 

２ スタートカリキュラムのねらい 

 『横浜版接続期カリキュラム 平成 29 年度版』では、スタートカリキュラムのねらいとして次の

３つを掲げ、ねらいを達成するために３つの時間帯を設定しています。 

◇ねらい 

◇時間帯（枠組） 

 
３ スタートカリキュラムの実施時期 

 学習指導要領では入学当初のカリキュラムとされていますが、横浜市では、入学当初から夏休み

前頃までとしています。これは、環境変化の大きい時期を長い目で捉えて、子どもの育ちと学びを

支えていくという趣旨であり、なかよしタイムを７月までやり続けるということではありません。  
多くの推進地区では、４月の１週目、２週目となかよしタイムの時間を徐々に減らしていき、連

休前には通常の時間割で実施しています。 
一方で、わくわくタイム、ぐんぐんタイムは４月５月と続き、合科的・関連的な指導を積極的に

取り入れることで、教科等の学習に円滑に接続させています。 

（１）安心して学校生活をスタートし、集団の中で自己発揮できるようにします。 

（２）学級の一員としての自覚をもって、協同的に活動することができるようにします。 

（３）幼児期に身に付けた力を発揮して、各教科等の学習に円滑に移行し、主体的に学ぶことが 

できるようにします。 

 一人ひとりが安心感をもち、担任や友達に慣れ、新しい人間関係を築いていく時間です。

自分の居場所を学級の中に見いだし、徐々に集団の一員としての所属意識をもち、学校生

活の基盤である学級で、安心して自己発揮できるように工夫していきます。 

 幼児期に身に付けた力を発揮し、主体的な学びをつくっていく時間です。生活科を中心

として、様々な教科等と合科・関連を図り、教科学習に円滑に移行していくための時間と

して位置付けています。幼児期における遊びを通した総合的な学びを生かし、子どもの思

いや願いに沿った学習や、具体的な活動や体験をきっかけにして各教科等につなげる学習

を大切にすることで、主体的に学ぶ意欲を高めます。 

 わくわくタイムやなかよしタイム、日常の生活の中で子どもが示した興味や関心をきっ

かけに、教科等の学習へ徐々に移行し、教科等特有の学び方や見方・考え方を身に付けて

いく時間です。 

１ スタートカリキュラムを知ろう 
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４月第１週 ４月第２週 ４月第３週 ４月第４週 ５月以降

朝の時間 なかよしタイム

３校時

４校時

５校時

なかよしタイム

ぐんぐんタイム

わくわくタイム

わくわくタイム

ぐんぐんタイム

わくわくタイム
わくわくタイム

ぐんぐんタイム
ぐんぐんタイム

なかよしタイム

ぐんぐんタイム

わくわくタイム

なかよしタイム
なかよしタイム

１校時

２校時

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

４ 合科的・関連的な指導 

合科的・関連的な指導については『発達や学びをつなぐスタートカリキュラム』（文部科学省 

国立教育政策研究所教育課程研究センター平成30年４月）に具体的な考え方が記載されています。 

合科の例として、学校探検に行くために、図工でのワッペン作りで「生活を楽しくしたり伝え

合ったりするものの用途などを考えながら、思いのままに表す」の指導をすることなどが考えら

れます。 

関連的な指導の例として、生活科で春の季節を感じたり花を育てたりする学習が、音楽科での

音楽づくりで、「発想を生かした表現や、思いに合った表現をするために、設定した条件に基づい

て、即興的に音を選んだりつなげたりして表現する技能」を高めることにつながることや、国語

で身に付けた資質・能力「相手に伝わるように、行動したことや経験したことに基づいて、話す

事柄の順序を考えること」が、学校探検での自分の経験や気付きを伝えるときに発揮されるよう

関連を意識して指導することなどが考えられます。 

合科・関連させた教科を徐々に分化し、教科等学習へ移行 
 

なかよしタイムは

連休明けや夏休み

明けなど、生活リズ

ムが変わる時期に

繰り返し行うこと

で、子どもの気持ち

を安定させること

ができます。 

Ｐ．３ 



 

 

 

スタートカリキュラム実施までの主な流れ 

            ▼ 

１ 自校のスタートカリキュラムの状況を知ろう  

            ▼ 

２ 就学する園の子どもたちの様子を知ろう    

▼ 

３ スタートカリキュラムの実施計画を立てよう  

▼ 

４ 実施計画を全職員で共通理解しよう      

                   ▼ 

                   ▼ 

５ スタートカリキュラムを実施しよう      

▼ 

▼ 

６ 振り返りをしよう              

▼ 

3 月以前 

１ 自校のスタートカリキュラムの状況を知ろう 

・今年度（昨年度）の実施状況を把握し、成果と課題を明らかにしましょう。 

・幼保小連携推進地区の振り返り資料が参考になります。（P.９～P.１３） 

・なかよしタイムを中心に実施している学校は、生活科を中心とした合科的・関連的な指導を取

り入れたわくわくタイムを充実させ、教科等の学習にスムーズに移行できるようなスタートカ

リキュラムを工夫しましょう。 

２ 就学する園の子どもたちの様子を知ろう 

・園の先生と顔の見える関係をつくり、子どもの育ちと学びの様子を引き継ぎましょう。 

・特に、支援や配慮の必要な子どもについては「子どものよさを伸ばす」という視点で丁寧に引 

 継ぎを行い、支援をつないだり学校としてできる限りの受入態勢を整えたりしましょう。 

・保護者から事前の相談があれば丁寧に対応し、信頼関係を入学前から築いていきましょう。 

・児童支援専任教諭を中心に園を事前訪問し、入学予定の子どもたちと一緒に遊んだり、園での

生活を体験させてもらったりする学校もあります。 

・園から送られてくる要録は、大切な引継ぎ資料です。しっかり目を通しましょう。 

３ スタートカリキュラムの実施計画を立てよう 

・実施期間  

４月の１週目、２週目となかよしタイムを徐々に減らし、連休前には通常の時間割で実施する

学校が多いようです。一方で、わくわくタイム、ぐんぐんタイムでは 4 月から６月頃までかけ

て「学校探検」「春となかよし」など生活科の単元を中心として、合科的・関連的な指導を積極

的に取り入れることで、教科等の学習に円滑に接続させています。 

２ スタートカリキュラムの見通しをもとう 

～3 月 

５月～ 

４月～ 
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・実施体制 

  学年だけでなく、児童支援専任教諭、養護教諭、専科教諭、管理職、地域、ボランティア等 

も含めて、入学当初の一定期間１年生に集中して関わることで、子どもの安心感が増します。 

・実施計画  

  学級の年間指導計画（学級暦）を見通して、生活科を中心として合科的・関連的な指導が図れ

る教科等をピックアップします。 

 ・週案のひな型のダウンロードは横浜市こども青少年局保育・教育人材課 

「スタートカリキュラムサポートページ」へ。 

４ 実施計画を全職員で共通理解しよう 

・職員会議等で、次年度の実施計画の概要を伝え、入学当初の実施体制等について共通理解を図

ります。 

 

4 月～ 

５ スタートカリキュラムを実施しよう 

・週案で計画を立て、なかよしタイム、わくわくタイム、ぐんぐんタイムのねらいを実現できる

ようにします。 

・年度当初は毎日学年研究会でその日の振り返りをし、明日以降の見通しをもちましょう。 

・子どもの実態にあわせて計画を柔軟に変更させましょう。 

・配慮を必要とする子どもの指導や支援について、共通理解しましょう。 

 

5 月以降 

６ 振り返りをしよう                       

・スタートカリキュラムが終了したら早めに今年度の振り返りをし、次年度に生かしましょう。 

 

 

 

１「横浜版接続期カリキュラム 平成 29 年度版 育ちと学びをつなぐ」 

横浜市こども青少年局 横浜市教育委員会       平成 30 年３月発行 各校に配付済 

横浜市立学校の方は YCAN（保育・教育人材課）からダウンロードできます 

２「横浜市幼保小連携推進地区報告」 

  各年度の成果報告書は、横浜市こども青少年局保育・教育人材課のホームページに掲載 

３「横浜市立学校カリキュラム・マネジメント要領」総則、各教科等編 

  横浜市教育委員会                  平成 30 年 8 月発行 

４「発達や学びをつなぐ スタートカリキュラム」スタートカリキュラム導入・実践の手引き 

  文部科学省 国立教育政策研究所教育課程研究センター 平成 30 年４月発行 

５「スタートカリキュラムスタートブック」         平成 27 年 1 月発行 各校に配付済 

  文部科学省 国立教育政策研究所 

 

 ４、５の資料のダウンロードは QR コードから 

 

 

スタートカリキュラムを実施する際に参考となる資料 
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学校としてスタートカリキュラムを作成し引き継いでいくことで、初めて 1 年生を担任する先生 

も子どもたち同様に、安心して 4 月を迎えることができます。作成例ですので、内容は各校で工夫

してください。様式データは保育・教育人材課ホームページに掲載しています。 

 

１ スタートカリキュラムの目標 

  学校教育目標や学年目標等をふまえて設定します。（『横浜版接続期カリキュラム』 P.45 参照） 

 

２ 近隣の園の状況と実態 

  何園から就学するのか、近隣の園の状況、幼保小連携の現状などを記入します。 

 

３ 実施計画 

（１）実施期間 

（２）実施体制（担任、学年、児童支援専任教諭、養護教諭、専科教諭、管理職、地域、ボランテ

ィア等の関わり） 

 

４ 指導計画 時期と内容  ※単元の構成と配列 合科・関連 

４月 ５月

学校行事

児童会活動

入学式
対面式

運動会

なかよし なかまづくり　読み聞かせ

国語

なんていおうかな

どんなおはなしかな

どうぞよろしく

おはなししよう

算数 なかまづくりとかず なんばんめ　　いくつといくつ

音楽

うたでなかよしになろう

てとてであいさつ

さんぽ　なまえあそび

じゃんけんぽん

図工 はるがいっぱい しぜんとなかよし（すなば）

体育

からだほぐし

かけっこ

ゆうぐであそぼう

道徳
あんぜんなせいかつ

みんなでつかうもの

特活
学校の一日

はじめての給食 クラスの目標を決めよう

生活科

げんきにそだて 内容（７）（８）

がっこうだいすきわくわくたんけんたい
内容（１）（８）

しぜんとなかよし～はるのあそびたい～ 内容（４）（５）（６）（８）

 

※４月の指導計画は週案として表します。 

 

５ スタートカリキュラム編成の留意点 

（１）幼児期の育ちと学びを生かします 

   幼児期に身に付けた力を把握し、教科等の学びでその力を発揮できるようにします。そのた

めには、近隣の園を訪問し、園でのカリキュラムや生活の流れ、指導の実際を知りカリキュ

ラム編成の参考にします。また、近隣の園の保育者等と合同研究会をもち、「幼児期の終わ

りまでに育ってほしい姿」を共有したり、アプローチカリキュラムとスタートカリキュラム

とのつながりを考えたりします。職員同士が信頼関係をつくり、互いの子ども観を共有しな

がら、連続性・一貫性をもったカリキュラムを編成します。 

 

３ スタートカリキュラムをつくろう 

 

Ｐ．６ 



 

（２）生活科を中心とした合科的・関連的な指導を工夫します（わくわくタイム～ぐんぐんタイム） 

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえ、生活科を中心として他教科等と合科的・

関連的な指導を行ったり、子どもの生活とつながる学習活動を取り入れたりして、教科等の学

習に徐々に移行していきます。 

 

（３）生活に即した学びを構成します 

この時期の子どもは、生活が丸ごと学習環境になります。生活の中から生まれる興味・関心

や思い・願いをきっかけにすることで、子どもたちは主体的に活動を展開していきます。教師

が一方的に選び与える活動ではなく、子どもたちのつぶやきや興味・関心から活動を立ち上げ

ることが大切です。 

 

（４）弾力的に時間割を設定します 

   入学当初の子どもの発達特性に配慮し、15 分程度の短い活動を設定したり、子どもが自らの

思いや願いに基づいてじっくりと活動するために 60 分～90 分の時間を確保したりするなど、

弾力的に運用します。時間割に子どもを合わせるのではなく、子どもの実態に合わせて時間割

を柔軟に組み替えていきます。 

   また、幼児期の生活リズムや一日の過ごし方にも配慮します。例えば、朝の会から１時間目  

を連続した時間として設定し、幼児期に親しんできた手遊びや歌、リズムに乗って体を動かす

ことや絵本の読み聞かせなどを行うことは、小学校生活への段差を低くし、安心して楽しい気

持ちで一日をスタートすることにつながります。 

※週案作成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※週案の様式データは保育・教育人材課ホームページに掲載しています。 

 

 

 

な な な な

な な な な

な な な 音

国 国 国 音

音 音 音 国

生 生 生 生

行 生 生 生 生

行 生 体 生 生

行 学 体 国 生

学 学 体 図 生

学 学 国 図 国

学 学 国 図 国

４
校
時

   　なかよしいっぱい
・学校には、たくさんの頼
れる人や友達がいること
が分かる。
・明日の見通しをもつ。

     帰りのしたく
   　　安全にかえろう
・下校の準備をする。
・安全な下校について話し
合う。
・下校班で自己紹介ゲー
ムをする。

３
校
時

入学式
・入学した喜びと学校生活
への期待をもつ。

　 　学校のはてな
・持ってきた荷物を整理し
ながら、分からないことや
不思議に思うことを出し合
い、解決する。

２
校
時

１
校
時

　 なかよしタイム
(好きな遊びをして過ごす)
朝の会
・挨拶　・健康観察
・今日の予定
なかよく遊ぼう
・遊び歌に親しもう
・どんなお話かな
・声を合わせて歌おう
・挨拶ゲーム

（※１年生が知っている歌
や、絵本、遊びなどを中心
に選び、心をほぐす）

　朝の時間

　朝の会

第１日目 第２日目 第３日目

　なかよしタイム
朝の会
（※健康観察など、毎日
必ず行うことはパターン化
する）
なかよく遊ぼう
・遊び歌に親しもう
・どんなお話かな
・声を合わせて歌おう
・音遊びをしよう
・握手ゲーム

　　 春の遊びたい
外で遊ぼう
・やりたいことを選んで遊
ぶ。（遊具遊び・砂遊び・
鬼遊び等）

なんていおうかな
・遊んだことや、見付けた
ものについて話す。

　　 春の遊びたい
春を探そう
・校庭の春を探して遊ぶ。

なんていおうかな
・遊んだことや、見付けた
ものについて話す。

春がいっぱい
・見付けた春や遊んだこと
を、パスを使って絵に描
く。

　　 春の遊びたい
春を探そう
・春を探して遊ぶ。
・学校で飼育している動物
とふれあう。
カードにかこう
・遊んだことや、見付けた
ものについて、カードにか
く。（「鉛筆つまんで」
「足はぺったん」）

なんていおうかな

第５日目

    　　なかよしタイム　　（朝の支度が終わったら、好きな遊びをして過ごす）

第４日目

　なかよしタイム
朝の会
なかよく遊ぼう
・遊び歌に親しもう
・声を合わせて歌おう
・音遊びをしよう
・わらべうたに親しもう
・どんなお話かな
（※「春」を題材にした話
や、生き物とのふれあい
につながるような話を選
ぶ）

　なかよしタイム
朝の会
なかよく遊ぼう
・遊び歌に親しもう
・声を合わせて歌おう
・音遊びをしよう
・友達づくりゲーム
・どんなお話かな
（※春探しにつながるよ
う、「春」を題材にした話を
選ぶ）
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スタートカリキュラムの時間数の取り方がよくわからないのですが 

 なかよしタイムは、教科等のねらいを達成できる内容であれば国語、音楽、特活などで取ること 

もできます。その際、弾力的な時間運用を行い 15分単位で実施していくこともできます。また、1 

年生は年間の授業時数が34週で計画されていることから無理のない範囲で余剰の時間を充てること 

も可能です。 

 わくわくタイムは、生活科や各教科等に適切に時間数を割り振っていきます。 

 

なかよしタイムに時間を割くと教科の時間が足りなくなってしまうのですが 

なかよしタイムは、登校後の時間・朝の会・休み時間等も幅広く活用することで、そのねらいを 

達成できるようにします。また、ぐんぐんタイムの国語や算数の時間の導入に、なかよしタイムで

慣れ親しんでいる遊びや絵本の読み聞かせなどを取り込むことで、教科の目標となかよしタイムの

ねらいを同時に達成していくことができます。 

 

スタートカリキュラムを子どもの実態に合った内容にしていくにはどうしたらよいでしょうか 

まずは、近隣園を訪問し、保育者に話を聞くなどして、園のカリキュラムや生活の流れ、指導の実際

を知り、スタートカリキュラムに生かしていくことが大切です。保育者から絵本の読み聞かせや手遊

びの仕方を学んだり、園で流行している遊びを取り入れたりする学校も増えています。 

 

職員の共通理解を図り、誰にでもできるようにするためにはどうしたらよいでしょうか 

 学校としてスタートカリキュラムを作成し、入学当初の職員の関わりや、実施期間、方針等を明

確にしておくことが大切です。また、職員会議等で周知し、全職員で１年生を迎える意識をもちま

しょう。 

 スタートカリキュラムの作成例は P.６～P.７に示してあります。 

 

スタートカリキュラム実施時の人の配置はどうしたらよいでしょうか 

 学年だけでなく、児童支援専任、養護教諭、専科教員、管理職、ボランティア等も含めて、入学 

当初の一定期間１年生に集中して関わることで、子どもの安心が増します。 

 多面的に子どもを見ることで、配慮や支援の必要な子どもたちの実態が把握しやすくなり、その

後の指導や支援につなげることができます。 

 

子どもたちは早く教科書を使った勉強をしたいと思っているのですが 

子どもたちは、計算や音読、書字などの学習に憧れをもっています。家庭や園などで、すでに文 

字の読み書き等を習っている子どもも少なくありません。一方で、小学校に入学して初めて文字の

読み書き等に出合う子どももいることから、実態を見ながらバランスよく学習を進めていきます。

なかよしタイムの活動に文字や数字など、学習につながる要素を取り入れることも有効です。 

 

 

 

４ スタートカリキュラム Q＆A 
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平成 30 年度に市立小学校に実施した「幼保小連携実態調査」によれば、スタートカリキュラム

を実施した結果、次のような成果が見られたと回答した学校が多くありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度幼保小連携推進地区事業に取り組んだ 36 地区の報告からも同様の結果が得られ 

ています。報告には具体事例が多数記載されていますので抜粋して紹介します。 

成果１ 「子どもの安心」 

 入学直後に、次のような活動や環境設定をすることで、安心して学校生活を始められます。 

園での経験を生かす 

・園で行っていた手

遊び歌などを行うこ

とで、安心して楽し

く友達とふれ合って

いた。人数を変えて行うことで、いろいろな友

達とふれ合う機会が増え、活動をきっかけに友

達が増えて喜ぶ子どもの姿が見られた。 

・早い段階で、協同の遊びや活動に取り組むこ

とで、秩序ある学級集団を形成し、集団の一員

としての自覚をもつことができた。 

グループ机 

・生活班でグループ机  

にして互いに顔が見

えるようにすること

で、初めて会う子とも

自然と話をするよう

になり関わりが広がった。不安そうな顔を見せ

ていた児童が、まずグループの友達と仲良くな

り、人間関係を築いていくのに役立った。 

・子どもが新しい人間関係を築き、安心して学校生活をスタートできた 

・クラスや学年の雰囲気が落ち着いた 

・学習に対する興味関心が高まり、主体的に取り組もうとする姿が見られた 

・教員による子ども理解が進み、個に応じた支援ができるようになった 

・保護者の安心につながった 

５ スタートカリキュラムを振り返ろう 
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ルーティン化・見える化 

・なかよしタイムで 

は、①朝の支度・自由

遊び（お絵かき・ぬり

絵等）②あいさつ③ダ

ンス④健康観察・今日 

の予定⑤うた・ゲーム

⑥読み聞かせ などルーティン化することで生

活のリズムができ、安心して過ごせるように心

がけた。「朝の支度」や「今日の予定」を黒板に

絵カードや時計の模型で示すことで「いつ」「何

を」するのか児童が見通しをもって取り組める

ようになった。 

朝の自由タイムの設定（登校後～朝の会） 

・登校してから一人ひとりのペースで学習の準

備ができ、ゆとりをもって朝の支度をすること

ができた。 

・自分で遊びを選択し

たり、何もしないでの

んびり過ごしたりする

ことで、知らない友達

と自然な関わりがもて

るようになった。 

・ゆったりした時間を取ることで、おしゃべり

をしながら粘土で遊んだり登校班の人と関わ

ったりすることができた。 

主体的な活動を保証 

・なかよしタイム

で、子どもたちの思

いからみんなで遊

びを選択していく

ようにしたところ、

生き生きと活動す

る姿があった。 

・朝の自由タイムにカプラコーナーを追加した。

子どもが遊びを自己決定し、自由に遊ぶ中で、

自然と友達との会話が広がったり、共同して遊

びをつくったりする姿が見られた。なかよしタ

イムの遊びでは、できる限り、子どもたちの思

いからみんなで遊ぶ遊びを決定していくように

したところ、生き生きと活動する姿があった。 

学年全体で活動 

・クラスが分かれてしまった幼稚園・保育園の

友達や、登下校の班が同じ友達と顔を合わせ、

安心して活動することができた。 

・登校してから朝の会が始まるまでの時間、ク

ラス関係なく遊ぶことで、リラックスした雰囲

気で一日をスタートさせることができた。 

 

成果２ 「保護者の安心」 

 入学前からスタートカリキュラムのねらいや活動、期間等を保護者に伝えておくと、保護者の 

不安の軽減に役立ちます。入学のしおりでスタートカリキュラムの内容を紹介している学校もあり

ます。 

学校からの発信 

・入学説明会や入学前保護者面談において、ス

タートカリキュラム（特になかよしタイム）の

ねらいや活動を聞いた保護者は「入学後の不安

が減った」と言っている。 

・スタートカリキュラムの内容を教師が保護者

に説明することで、保護者の安心につながっ

た。また、学年共通のカリキュラムで実施して

いることも保護者の安心につながっている。 

子どもの姿から 

・子ども達がなかよ

しタイムで多くの友

達と関わり、ゲーム

や歌、読み聞かせ等

の活動をしてきたこ

とで、学校生活を楽しく送っている様子が保護

者にも伝わり、家庭訪問や懇談会等で、「安心し

た」という声をいただいた。 
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成果３ 「子ども理解と職員連携の促進」 

 学年全体の活動に多くの教職員が関わることで、多面的に子どもを見取り、適切に支援すること

ができるようになります。また外部人材との連携も促進されます。 

・他のクラスの子どもたちのことも知ることができ、学年の中で役

割を分けて指導をすることがしやすくなった。また、お互いの指導

の仕方（話し方、声のかけ方など）を見合い、どのように声をかけ

ていくのか、どの点について重点的に指導していくのかなどを共有

することができた。 

・学年で教室近くのホールに集まって活動した。人間関係を築くの

が難しいと感じている子どもも、活動する中で同じ園の友達とふれ合って安心し、少しずつ新し

い友達とも関わっていこうとしていた。 

・スタートカリキュラムを難しいと感じる教師が多かったが、学年で学び合いながら進めること

ができた。 

・専科の先生の協力もあり、多くの教師が関わり、個に応じた対応をすることもできた。 

・４月から５月にかけては毎日朝と放課後、一日の流れや指導の在り方を確認することで、クラ

ス間で相違が出ないようにし、担任が迷うことなく安心して指導ができるようにした。 

・校内協力体制で、２週間級外の教員１名が入り、ゆとりをもって子どもに接することができた。 

・今年度から、保護者や地域の方にボランティアとして朝の時間に関わってもらった。担任だけ

ではなく、専任や専科、ボランティアといった大人が身近にいることで子どもたちは安心して一

日をスタートすることができた。 

・全職員がねらいを理解し、育てる力を共有し取り組むことで、子どもが学校に慣れ、自己実現

を図るまでの時間が短くなったという手応えを感じている。そして、職員は、なかよしタイムに

おけるその子のよさを今まで以上に見付けようとしている。自己発揮を支えることにつながって

いる。 

 

成果４ 「園との連携の促進」 

 園の先生と連携をとることで、子どもの育ちと学びをつなげることができるようになります。 

園の先生が授業に入る 

・今年度、園の先生 

に来校していただ

き、読み聞かせをし

ていただいた。子ど

もたちは、楽しい手

遊び歌や読み聞かせにより、ほっとする時間

を過ごすことができた。１年担任も、園の手

法を学ぶ機会にもなり、スタート期の子ども

たちへの対応等のヒントとすることができ

た。園の先生とも連携して取り組んでいるこ

とで、保護者の安心感にもつながっていると

感じている。 

入学前の園訪問と情報共有 

・入学前の園訪問

（主に児童支援専    

任）の情報を生か  

して丁寧な声かけ

や支援ができた。 

・各幼稚園から送られる「スタートカリキュラム

作成用資料」に、就学前の経験また生活技能が詳

しく記載されているため、スタートカリキュラム

の作成及び運営にとても有効であった。 

・入学前の手遊びや遊び、会話の仕方について園

から学び、実際に生かしていくことができた。 
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成果５ 「主体的に学びに向かう力を育む」 

生活科を中心としたスタートカリキュラムで、子どもの思いや願いから出発した問題解決的な単

元づくりを工夫することで、様々な教科等との合科・関連の必然性が生まれ、主体的に学ぶことへ

の意欲が高まり、教科学習に円滑に移行することができます。 

子どもの興味や関心から出発 

・校歌に出てくる場所や生き物を学校探検ツアーにつなげた。そのた

め。生き生きと活動していた。 

・絵本の読み聞かせから春見つけにつなげたり、いろいろな先生との

出会いから、学校探検につなげたりしたため、主体的に取り組む姿が

見られた。 

・学校探検をしたり、学校の身の回りの自然に触れ合ったりすることで、子ども達の興味・関心

を引き出し、次の活動の意欲を引き出すことができた。 

・子どもたちの興味関心をもとに、生活科を中心に他の教科との関連を図りながら授業を組み立

てた。例えば、1 回目の学校探検から、もう少し詳しく知りたいことを話し合い、学校探検パー

ト２を行った。探検を終えた後は、その都度振り返りをしたり、子どもが自覚的に学びを捉えら

れるように教師が声をかけたりすることで、子どもたちの学びを深めることができた。 

問題解決的な活動を設定 

・自分で行きたいところ、見たいところをじっくり見られるよう、

学校探検の時間を多く取った。その中で、職員室への入り方や、先

生への質問の仕方を学び、実際に活用する経験をした。また、棟や

教室の名前や役割などいろいろな知識を得ることができた。分から

ないことは先生に聞いたり、友達と相談したりして、自分たちで解

決することを経験できた。満足感を味わえたように思う。 

・子どもたちの思いから、「学校探検」「ぐんぐんそだて」などの活動を進めていった。自分のや

ってみたいことが実現できるということで主体的に学びに向かう姿が見られた。生活科だけでは

なく、国語や道徳、算数などとも関連付けて学習できたので、子どもたちの思いが途切れること

なく、友達と協同して活動したり、熱心に観察したりしていた。 

・子どもたち一人ひとりが「やりたい」という思いをもって取り組むことができていて、「学校

が楽しい」「学習することが楽しい」との思いにつながっている。また、続けていく中で自ら学

習課題をもち、学習計画を立てる様子が見られるようになってきた。 

・問題が発生したときには担任が全て教えるのではなく、子どもたちでどうしたらよいかを考え

られるようにした。どんなに小さくても、できたことや成長したことは大いに褒め、それをクラ

ス全体で共有できるようにした。その成果は、子どもたちが失敗したときに大きく表れたと感じ

る。入学当初は、分からないときに全て担任のもとへ来ていた子どもたちが、少しずつ友達に聞

いて解決したり、まず自分で挑戦しようとしたりする姿が見られるようになった。また、失敗に

合わせて掲示物や声かけを変化させ、安心感とやる気をもって活動できるようにした。困ったこ

とがあっても、友達や先生が助けてくれるという安心感によって、活発な授業や活動ができるよ

うになったのではないかと考えられる。 

生活科の学びと他教科等の学びをつなげる（合科・関連） 

・生活科の学校探検をきっかけに、国語の「なんていおうかな」で場面に応じた挨拶を学んだ後

に実際に活用したり、国語の「どうぞよろしく」で自己紹介の名刺を書いて渡したりするなど、

子どもの必要感から教科の関連を図ったことで、主体的な姿が見られ、生きて働く学びとなった。 
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・国語「なんていおうかな」「どうぞよろしく」などでの学びで日

常の場面での不安を解決することができ、生活科の活動でも生か

すことができた。 

・生活科を中心に、合科・関連が図れそうな教科を予め把握した

りカリキュラムを組んだりすることで、子どもの必要感や興味・

関心に応じた学習を展開することができた。 

・４月は、「学校のみんなとなかよくなろう」というめあてをもって、学校探検をした。ペアで自 

由に探検することで、教室に戻ってきたときに様々な発見や出会いを話す時間をつくることがで

きた。話す以外にも絵や文章で表すことで友達や先生に伝えることを楽しんでいた。「仲よくな

る」ことをめあてに、国語で挨拶や質問の言葉を学習したり、気になる給食室の先生との出会い

をきっかけに、特別活動で給食について栄養教諭に話を聞いたりと合科関連を図って指導を行い、

主体的な学びを引き出すことができた。 

・『横浜版接続期カリキュラム 育ちと学びをつなぐ』の冊子にある事例からいくつか取り上げ、

実践した。子どもたちが強い興味･関心をもって学習に入ることができるので、学んでいる姿が

本当に楽しそうで、取り入れてみて良かったと思う。 

上級生や学校内外の大人（職員）と積極的に関わる 

・生活科で行っていた名刺交換は、休み時間の活動へと発展し、校内

のあちこちで、一年生が職員や上級生と関わる姿が見られるようにな

った。多くの人と名刺交換したいという願いの実現に向けて、解決し

なければならない問題に子どもが自然に取り組んでいた。 

・梅の実を幼稚園や保育園にあげるために技術員さんにとってもらい関わりが深まった。 

・学校探検を中心に上級生との交流、学校を支えてくれている人々との出会いが生まれ、興味・

関心が広がった。 

 

課題１ 「幼児教育理解 園との連携の促進」 

・初めて１年生を担任する教員は、スタートカリキュラムの具体的な進め方が分からないことが多

い。園のアプローチカリキュラムをさらによく知る必要がある。 

・近隣の園を参観したり、保育者に話を聞いたりして、園でのカリキュラムや生活の流れ、指導の

実際を知り、カリキュラム作成の参考していくことが重要。 

・園の環境や子どもたちの園での生活の様子を参観したり、園の先生の話を聞いたりして、スター

トカリキュラムを子どもに合ったものに修正していくことが大切である。 

・この時期の子どもの発達特性に応じた指導法をもっと学ぶことが大切である。幼稚園や保育園を

参観したり、保育者から手遊びの仕方を学んだりして入学後に生かすことができる。入学後、子

どもたちが安心して学校生活を送れるように、積極的に園と交流することが重要である。 

課題２ 「職員の共通理解 誰にでもできるスタートカリキュラム」 

・具体的、計画的なスタートカリキュラムがあった方が、毎年同じ方向での指導がしやすいと実感

している。そして、作成したカリキュラムを全職員で共有することが課題である。 

・スタートカリキュラムを見直し改善していくにあたり、担任だけでは難しい内容も多く、学校全

体で検討していく必要がある。 

・誰もが実施できる方法を考える必要がある。そのためには、「カリキュラム・マネジメント要領」

や「スタートカリキュラム実践ガイド」、「接続期カリキュラム」の活用をさらに進めたい。 
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《参考資料》すぐに使える遊びの引き出し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

手あわせあそび 
1､ 柳の下には 

2､ お寺の和尚さん 

3､ おちゃらかほい 

4､ さよならあんころもち 

5､ くまさんくまさん 

6､ アルプス一万尺 

7､ 線路は続くよどこまでも 

8､ みかんの花咲く丘 

 

手あそび 

9､ ごま団子 

 10､１，２の３ 

11､ピクニック 

12､きゃべつの中から 

13､あたまかたひざぽん 

14､ワニの家族 

15､ 

16､やさいのうた 

17､大工のきつつきさん 

18､なしもも 

 

言葉あそび 

19､ひとつどんぐり 

20､ブラウンさんとブラックさん 

 

集団遊び 

21､手と手と手と 

22､○○に行こう 

23､洗濯物ゴシゴシ 

24､じゃんけん列車 

25､一羽のからすが 

 

 

詩､絵本､本 
あっちゃんあがつく 

ことばあそびうた 

 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 

 エルマーのぼうけん 

おしいれのぼうけん 

 ロボットカミィ 

 もりのへなそうる 

 あらしのよるにシリーズ 

じごくのそうべえシリーズ 

11 ぴきのねこシリーズ 

 そらまめくんシリーズ 

  おばけの出るこわいおはなし 

１､柳の下には  わらべうた 

柳の下には     お化けが   う う 

お化けの後から   桶屋さんが  おけおけ 

桶屋さんの後から  お巡りさんが えっへん ぷ 

お巡りさんの後から いたずら坊主が じゃんけんぽん 

 

2､お寺の和尚さん  わらべうた 
お寺の和尚さんが   かぼちゃの種を蒔きました  

芽が出で 膨らんで  花が咲いたら 枯れちゃって 

忍法使って 空飛んで 東京タワーにぶつかって 

ぐるりとまわして じゃんけんぽん 

 

6､アルプス一万尺  アメリカ民謡 

アルプス一万尺 小槍の上で アルペン踊りを 

さあ踊りましょう ランラララ ララララ ランラララ 

ラララ ランラララ ララララ ラララララ 

 

 

手あわせあそび、手あそび、言葉遊び、集団遊び、歌、絵本、本 など 

3､おちゃらかほい  わらべうた 

せっせっせーのよいよいよい 

おちゃらか おちゃらか おちゃらか ほい 

おちゃらかかったよ（まけたよ、あいこで） 

おちゃらか ほい 

 

 

 

7､線路は続くよどこまでも  アメリカ民謡 

線路は続くよどこまでも 野を越え山越え谷越えて 

はるかな町まで僕達の 楽しい旅の夢 繋いでる 

 

 

 

8､ちゃちゃつぼちゃつぼ    わらべうた 
  ちゃちゃつぼ ちゃつぼ ちゃつぼにゃふたがない 
 そことってふたにしろ 

 

 

 

4､さよならあんころもち  わらべうた 
さよなら あんころもち また きなこ 

 

 
5､くまさんくまさん   わらべうた 

くまさんくまさん まわれみぎ 

くまさんくまさん 両手をついて 

くまさんくまさん 片足あげて 

くまさんくまさん さようなら 

わらべうた・手あわせあそび 



手遊び 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1４､八百屋さん   

 

やおやのおみせにならんだ 

  しなものみてごらん 

  よくみてごらん かんがえてごらん 

  あったら ふたつてをたたこ 

  とまと あるある 

  きゅうり あるある 

  きゃべつ あるある 

  にんじん あるある 

  うちゅうじん（ばつの動き） 

 

＊八百屋さん以外にも、魚屋さん、パン屋さんなど 

 色々なお店屋さんでやると楽しいです。 

13､あたまかたひざぽん  曲 イギリス民謡 
あたま かた ひざ ぽん 

ひざ ぽん ひざ ぽん 

あたま かた ひざ ぽん 

目 耳 鼻 口 ※順番をかえて遊べる。 

1２､きゃべつの中から  不明 詞/曲 

きゃべつの中から 青虫出たよ ニョキニョキ 

お父さん青虫 

きゃべつの中から 青虫出たよ ニョキニョキ 

お母さん青虫 

きゃべつの中から 青虫出たよ ニョキニョキ  

お兄さん青虫 

きゃべつの中から 青虫出たよ ニョキニョキ  

お姉さん青虫 

きゃべつの中から 青虫出たよ ニョキニョキ  

赤ちゃん青虫 

きゃべつの中から 青虫出たよ ニョキニョキ 

ニョキニョキニョキ 蝶々になりました 

※両手でキャベツを作る。 

 

 

16､やさいのうた 不明 詞/曲 
トマトは  トントントン 

キャベツは キャッキャッキャッ 

きゅうりは キュッキュッキュ 

だいこんは コンコンコン 

ピーマンは ピッピッピ 

かぼちゃは チャッチャッチャ 

にんじんは ニンニンニン 

はくさいは くさいくさいくさい 

9､ごま団子   
ごま団子ごま団子    １つと４つでごま団子   

２つと３つでごま団子 ３つと２つでごま団子   

４つと１つでごま団子 ５つと５つでごま饅(10) 

11､ピクニック   不明 詩/曲 
１と５で たこやき食べて 

2 と５で やきそば たべて 

３と５で ケーキをたべて 

４と５で カレーライスたべて 

５と５で おにぎり作ってピクニック おー！ 

 

 

  

 

   

  

 

   

     

   

   

   

  

 
 

  

10、１，２の３ 

１.２の３ ２の４の５ ３.１.２の４の２の４の５ 

１５、かみなりどんがやってきた  作曲 鈴木翼   
             作詞 熊木たかひと 
かみなりどんがやってきた 
どんどこどん どんどこどん 
かくさないと とられるぞ どんどこどんどん  
          
① かくすのは あたま！ （セーフ！ イエス！） 

②       あたま！おしり！ 

③       あたま！おしり！ひざ！ 

④       あたま！おしり！ひざ！ひじ！ 

⑤     あたま！おしり！ひざ！ひじ！くち！ 

 
＊リーダーが「セーフ！」と言ったら、子どもたちは 
「イエス！」とガッツポーズをする。 
次々と隠す場所が増えていくのが面白い手遊びです。 
         
 
 
   
              

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

集団遊び 

22､猛獣狩りに行こう  曲 アメリカのあそびうた 
どんどこ どんどこ どんどこどん   

どんどこ どんどこ どんどこどん 

猛獣狩りに行こうよ 猛獣狩りに行こうよ 

猛獣なんて怖くない 猛獣なんて怖くない  

だって鉄砲持ってるもん  

だって鉄砲持ってるもん 

槍だって持ってるもん 槍だって持ってるもん 

友達だっているもん 友達だっているもん 

あ！あ！あ！「・・・」（・・・の数で集まり座る）   

２３、洗濯物ゴシゴシ   二本松はじめ 詞/曲 

 洗濯物ゴシゴシ洗おうよ。洗濯物ゴシゴシ洗おう
よ。パンツに靴下、パジャマもいれて。 

洗濯物ゴシゴシ洗おうよ。 （リーダー合図） 

① ３人一組になります。洗濯機役の二人は両手をつ
なぎ洗濯物役の一人が中に入ります。 

② 歌いながら洗濯機役の人は洗濯物役の人を揺さ
ぶります。 

③ リーダーの「洗濯物飛んでけ！」の合図で洗濯物
役の人は他の洗濯機に移動して繰り返します。 

※リーダーが「洗濯機こわれた！」と合図したら３
人はバラバラになって新しい３人組を作ります。 
 
 

20､ブラウンさんとブラックさん  藤田浩子 
ある日ブラウンさんは、ブラックさんに会いたくなり

ました。戸を開けて外に出ると、戸を閉めて出かけて

行きました。丘を下り、丘を登り、丘を下り、丘を登

りブラックさんの家に着きました。「トントン」返事

がありません。「トントン」お留守のようです。 

しかたがない今日は、帰りましょう。丘を下り、丘を

登り、丘を下り、丘を登り自分の家に着くと戸を閉め

て寝ました。（続く） 

25､一羽のからすが 

24､じゃんけん列車  曲 アメリカ民謡 

 ゴー ゴー ゴー ゴー じゃんけん列車 

 ゴー ゴー ゴー ゴー じゃんけん列車 

 ゴー ゴー ゴー ゴー じゃんけん列車  

今度の相手は君だ じゃんけんポン 
 

19､ひとつどんぐり   
ひとつどんぐり 人の顔 

ふたつどんぐり ふぐの顔 

みっつどんぐり みかん顔 

よっつどんぐり 横の顔 

いつつどんぐり 芋の顔 

むっつどんぐり 虫の顔 

ななつどんぐり 茄子の顔 

やっつどんぐり 山の顔 

ここのつどんぐり 小僧顔 

とうでとっても とんま顔 

17,大工のきつつきさん  オーストリア民謡 

緑の森かげに響く歌は 大工のきつつきさん 

精出す音 ホルディヤ 

ホルディヒヒヤ ホルディクック 

ホルディヒヒヤ ホルディクック 

ホルディヒヒヤ ホルディクック 

ホルディヒヒヤ ホー 
※森の中で大工のきつつきさんが家を建てていると、 

 「サッ」と影が横切りました。 

※その影があんまり早かったのできつつきさんは、 

「ハッ」と驚きました。 

※きつつきさんがよく見るとその影は、牛の花子さんで

した。きつつきさんは、「ホッ」としました。 

18、なしもも   

 なしなしなしなし もももも もももも 

 りんごりんごりんごりんご 

パイナップル パイナップル 

…ひとつずつ食べていく…（食べた所は歌わない） 

言葉あそび 

2１,手と手と手と  二本松はじめ 詞/曲 
春だ 春だ 春だ 仲間の春だ 

春だ 春だ 春だ 仲間の春だ 

手と 手と 手と 手と 

手と手と手と手と 手と手と手と手と 

手と手と手と手と 手と手と手と手と 

仲間がいっぱい 

夏だ 夏だ 夏だ キャンプへ行こう 

夏だ 夏だ 夏だ キャンプへ行こう 

肩 肩 肩 肩 

肩,肩,肩,肩 肩,肩,肩,肩 肩,肩,肩,肩 肩,肩,肩,肩  

 仲間がいっぱい 

※季節や体の部分を変えて、遊べる。 
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