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資料 平成 27，28年度 幼保小接続カリキュラム研究開発事業    

研究テーマ「自分がやりたいことをみつけ、それに向かって本気で取り組もうとする子ども」  アプローチカリキュラム・スタートカリキュラム開発を通して   ～「かかわり」「やくそく」の視点から～ 

 

 

幼稚園・保育園からの 

円滑な接続を目指して 

 

 

 

 

 

 

スタートカリキュラムの取組 

    

ゲストタイム 

幼稚園の先生 

学校教職員による授業 

 

 

 

安心・自立への工夫 

・なかよし広場 

・靴箱・今日の予定・トイ

レ掲示 

 

 

 

子どもをつなぐ 組織をつなぐ カリキュラムでつなぐ 

 

 

☆教頭先生による出前授業 

  2 園の年長児対象に、楽しいリズム遊び・ボー

ル遊びなどの授業を実施しました。 

 
「教頭先生と一緒に小学

校のお勉強をしたよ。 

どきどきしたけど 

楽しかった！」 

☆小学校教諭による保育体験 

  本校教諭が実際に保育を体験。園児の育ちを知

り、保育者の子どもへの関わり方を学びました。1

年生のスタートカリキュラムに学校全体で取り組

むための準備でもあります。 

 

 
保育園の先生方は、子ども

自身で解決させようとして

いました。 

 

 

☆生活科「たのしいあきいっぱい」 

図画工作科「どんどんならべて」 
  園児と 1年生が一緒に秋見つけ。たくさん見付

けた素敵な秋の宝物を、みんなでならべてあそび

ます。 

 

 
「どんぐりあげる。はい

どうぞ。」 

「ありがとう。わたしも

あげる。どうぞ。」 

「ねぇねぇなにつくる？」 

「めいろがいいな」 

「いいね。そうしよう。」 

☆生活科「もうすぐ 2ねんせい」 
 入学を間近にした園児さんを招待して、1 年生が

「わくわくどきどきたいけんかい」を開きます。 

ランドセルを背負ったり、教科書を見せてもらったり

給食の様子を見たりします。 

 

 

「ランドセルにはこうや

って入れるんだよ。」 

「かんたんだね。」 

「教科書だよ。読んであげ

るね。」 

「ぼくも読めるかな。」 

☆ペア・グループで活動 

  1 年生と園児がペアをつくって活動することで

相手意識を高め、交流のねらいに迫ります。 

 

☆「やくそく」の共有 

  一緒に活動するときは、「やくそく」を設定し、

きまりを守ることを意識させました。幼小の教員

で、約束の伝え方を工夫しました。 

「ぼくね、小学校のこと教

えてあげたんだよ。」 

「おにいちゃんのお名前

なんだったけ。」 

 

 

約束は、寸劇で伝えまし

ょう。 

「ねぇ、私あっちに行きた

いな。」 

「うん。わかったよ。」 

「相談してね。」 

☆幼小合同の指導案検討・振り返り 

  交流授業前にお互いのめあてを確かめるために話

し合いを重ねました。授業後は子どもの様子を語り、

学びの足跡を共有しました。 

 

 

「時間になったら交代しま

しょう」 

「とことん遊ぶほうがいい

のでは」 

研究の柱① 研究の柱② 研究の柱③ 

☆多様な交流 

 ・2年生「生き物ランド」 

 ・5年生「読み聞かせ」 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇この期に育ってほしい幼児の姿 

○友達とのつながりを深め，思いを伝え合いながら遊びを進めていく。 

○自分なりにめあてを持って試したり挑戦したりする。 

◇経験させたい内容や大切にしたい育ちの視点 

○砂や土，泥の感触を楽しみ，友達と一緒に考えたり工夫したりして遊ぶ。 

○園生活の仕方や遊びについて確かめ合い，約束や決まりを守って遊ぶ。 

 

環境構成 

・砂場の遊具は種類分けし，使いやすいようにする。また，遊びの状況に合わせて必要な遊具を出していく。 

・砂場と泥だんご作りのコーナーの位置を近くに設定し，お互いの遊びに関心が持てるようにする。 

・砂場と泥だんごの水道は別の場所を使用し，泥だんご作りには，持ち運びできるペットボトルを用意する。 

・ペットボトルは大切に使用できるように表示をし，片付ける場所を決めておく。 

 

援助 

○簡単なふれあい遊びを取り

入れ，緊張をほぐし，これ

からの遊びに期待を持たせ

ていく。 

 

○約束や遊び方については，

幼稚園の教師と小学校の教

師がロールプレイを行うこ

とでモデルを示し，具体的

に知らせていく。 

 

○幼児と１年生が一緒に遊ん

でいる姿や教え合っている

姿を認める言葉かけをし，

遊びを広げていく。 

 

○自分で考え工夫している姿

を周りに知らせることで，

友達同士が刺激を受けなが

ら遊べるようにする。 

 

○困っている幼児には，どん

な遊びをするか一緒に考え

たり，１年生との関わりを

つなぐ言葉がけをしたり

し，遊びのイメージを持た

せていく。 

 

◇本活動と小学校の生活や学習とのつながり 

・友達と一緒に夢中になって遊ぶことで，工夫したり考えを出し合ったりする楽しさを味わう。 

・「やくそく」を守ることで，みんなと一緒に楽しく遊べることを経験する。 

 

◇成果と課題 

・園でしている砂場や泥だんご作りをして１年生と一緒に楽しく遊んだことで，１年生に親しみの気持ちが持てた。１年生と

仲良くなったことで，小学校へのイメージが少し持てるようになり，安心感につながった。 

・普段の生活と違うことで自分の気持ちを伝えられなくなり不安になる幼児の姿が見られた。いろいろな人にも自分の思いを

伝えられるよう経験を重ねていきたい。 

 

◇活動を通して見られた幼児の姿 

 ☆進級し、新しい環境にも慣れてきた６月，１年生が幼稚園に遊びに来て一緒に砂場や
泥だんご作りをして遊ぶことになった。５月に大休憩を利用して遊びに来ていた１年

生だったので，和やかな雰囲気で遊びがスタートした。幼児は遊び慣れた園庭で安心

して１年生と砂や泥や土の感触を楽しんで遊んでいた。 

 はじめの会（先生たちの寸劇を見て約束を知る） 

 

「どんな約束が

あったかな？」 

ペアの人と一

緒に遊ぶ。 

 

相談して決める。 

 

砂場遊び 

ここもつなげて

川にしたい。 

いいね！スコッ

プで掘る？ 

 
泥だんご作り 

 

ドロドロだ！ 

大きいの作ろう。 
泥だんご， 

上手だね。 

おわりの会 

（遊びのふり返りをする） 

だんご，山から転がしてみよう。 

おわりの会では，「約束が守

れたよ。」「ちょっと忘れた。」

と自分なりに振り返ったり，

楽しかったことや嬉しかっ

たことを伝え合ったりした。 

事例① ＜活動名：「すなやつちとなかよし」 実施時期：Ⅰ期 ６月 ＞ 事例 ① 幼 



  

 

 

 

 

 

         

       

     

 

 

◇この期に育ってほしい幼児の姿 

○戸外で体を十分に動かし，友達と一緒に遊びを進める楽しさを味わう。 

○自分の力を発揮する心地よさを味わう。 

◇経験させたい内容や大切にしたい育ちの視点 

○小学校の先生や友達と一緒に運動遊びを楽しむ。  

○話をよく聞き，約束を守って遊ぶ。 
 

 

環境構成 

・マットを用意し，静と動の場所を分ける。 

・小学校にある体育用具を使用する。 

・リレーのバトンは普段から使い慣れている幼稚園のリングバトンを使用する。 

援助 

○小学校にはたくさんの先生方

がいることを知らせ，親しみ

が持てるようにする。 

 

○教頭先生の話を聞いて行動で

きるように補助を行う。 

 

○幼児と同じ動きをしながら，

難しく感じている幼児には個

別に声をかける。 

 

○頑張っている姿を認めてい

き，意欲につなげる。 

◇本活動と小学校の生活や学習とのつながり 

・教師が話すことに興味をもって聞き，自分もやってみたいという意欲を持つ。 

・難しいことにも挑戦していき，やってみたらできたという達成感を味わう。 

 

◇成果と課題 

・小学校の体育館で教頭先生と運動遊びをしたことは幼児にとって，とても楽しく特別な出来事で教頭先生に親しみを持ち，

小学校を身近に感じるきっかけとなった。 

・運動会前にこの経験したことで，リレーや運動遊びにさらに意欲的に取り組もうとする姿につながった。教頭先生から教え

ていただいたことを今後の遊びに取り入れる保育の工夫に努めたい。 

 

 

◇活動を通してみられた幼児の姿 

 ☆教頭先生が事前に幼稚園に遊びに来てくださっていたので，小学校の体育館で教頭先生と一緒に遊ぶことをとても楽しみに
していた。速く走れる方法を教えてもらってリレーをすると「ぼく速くなった！」と自信を持って走る姿が見られた。 

「おはようございます」 

あっ！おはようございます…。 

 授業中の静かな学校に思わず小

さな声になっちゃった！ 

教頭先生と遊ぶ 

体育館って大きい。 

端っこまで走ったら疲

れちゃうね。 

おじいさんの杖みたい。 

教頭先生なんて言ったかな？ 

バレーボール知っている。 

お母さんがしていた。 

いつもよりちょっとだけ足を大きくして

走るんよね。 

教頭先生って面白

い！大好き！ 

幼稚園にはない体育

棒やバレーボールに

興味深々！ 

サッカーボールに似ているね。 

事例②  ＜活動名：「教頭先生がやってきた」  実施時期：Ⅲ期９月 ＞ 事例 ② 幼 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

○遊びや生活の中で，共通のめあてを持ち，工夫しながら遊びを進めていく。 

○自分達で考えたことを遊びの中で表現することを楽しむ。 

◇経験させたい内容や大切にしたい育ちの視点 

○自分の思いを伝えながら，友達や１年生と一緒に遊びを進める楽しさを味わう。 

○遊びのルールを友達と考え，守ろうとする。 

 

◇環境構成 
・どんぐりや落ち葉など，いろいろな秋の自然が楽しめる場所を設定する。 

・見付けた自然物を大切にできるように一人一枚ビニール袋を用意する。 

・構成遊びでは集めた物を入れる箱をグループで用意し，皆で共有できるようにする。事前に予備の自然物を用意しておく。 

・構成遊びの場所はあえて区切らず，遊びの流れによってはグループ同士がつなげて遊べるようにする。 

 

 

○幼児と１年生と一緒のグ

ループを作り，グループ毎

に番号や色分けをし，園児

が安心して活動できるよ

うにする。 

 

○「幼児と１年生が一緒に遊

ぶ」という約束を確認し，

一緒に自然物を見付けて

いく気持ちを持たせる。 

 

○お互いに見付けたものを

見せ合ったり気付いたこ

とを知らせ合ったりして

いる姿を認め，関わりが持

てるようにする。 

 

○自然物を使って並べたり

形見付けをしたりしなが

ら，１年生の考えを聞いた

り自分の考えを伝えたり

する機会を持つ。 

 

○自分の思いが伝えにくい

幼児には，教師が思いを汲

み取り，伝えていく方法を

一緒に考える。 

◇本活動と小学校の生活や学習とのつながり 
・１年生の単元「たのしいあきいっぱい」の中の，公園での秋の自然物探しと自然物を使っての構成遊びを一緒に経験する。 

・単元と遊びをつなげ，自然の美しさや不思議さを感じたり，色や形，大きさに関心を持ったりする。 

 

◇成果と課題 
・１年生と一緒に秋の自然で遊び，同じめあてを持ち，気が付いたことを互いに知らせ合うことで，遊びの広がりが見られた。

また，「あきみつけ」と「構成遊び」と流れを持たせたことで，どの遊びにも興味をもち主体的に遊ぶ姿へつながった。 

・遊びに夢中になると一人で遊ぶ幼児もおり，その思いを十分に味わわせることと１年生と一緒に遊ぶことのバランスをとる

必要性を感じた。 

 

 

 

◇活動を通して見られた幼児の姿 

 ☆久しぶりに会う１年生だったが，ふれあい遊びを始めにするとすぐに打ち解けて，遊

びをスタートすることができた。公園に着くと夢中になってきれいな色の落ち葉やど

んぐり拾いを楽しんだ。集めたものを持って小学校に行き，構成遊びをすると最後に

は他のグループと合体し，一つのつながった大きな迷路ができた。 

あきみつけ（公園） 

 

ならべて遊ぼう（小学校） 

 

 

きれいな葉っぱ見付けた！ 

一緒に手をつなごう。 

本当だ，きれいだね。 

どんぐり見付けた！ 

教科書で見て

みよう。 

あ！この形に

似ているよ。 

どの形に似て

る？これより大

きいね。 

みんなで迷路を作ろうよ。 
みんながくっついてひとつ

になっちゃった。すごい！ 
うん，いいよ。ど

れ使おうかな？

こっちに置くね。 

援助 

 

 

 

◇この期に育ってほしい幼児の姿 

 

 

◇後日のエピソード 
 ｢どんぐりとなかよし｣の後日，１年生から「秋フェスタ」の招待状が届いた。早速掲示すると，それを見ながら「みんなで

拾ったどんぐりを使うんだって！」と秋フェスタを心待ちにする様子であった。秋フェスタが終わりクラスに戻ると，Ａ児が

ニコニコしながら，掲示している秋フェスタの招待状にすずらんテープで飾りを付け始めた。満足した表情で大切そうに飾り

付けをする姿から楽しかった気持ちや小学校を身近に感じている気持ちが伝わってきた。 

  ＜活動名：「どんぐりとなかよし」  実施時期：Ⅳ期 11月＞ 事例 ③ 幼 



  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇この期に育ってほしい幼児の姿 

○遊びや生活の中で，共通のめあてを持ち，工夫しながら遊びを進めていく。 

○自分たちで考えたことを遊びの中で表現することを楽しむ。 

◇経験させたい内容や大切にしたい育ちの視点 

○自分の思いを伝えながら友達や１年生と一緒に遊びを進める楽しさを味わう。 

○遊びのルールを友達と考え，守ろうとする。 

 

◇環境構成 
・シールを貼るリストバンドを用意する。チームごとに色分けし，自分のチームを意識できるようにする。 

・子供達の目線や動線を考えて表示や各コーナーの設置場所を小学校の教師と共に考える。 

・手順は図を交えて示し，仕事のポイントはクイズにすることで，１年生と幼児が自分達で考えて相談できるようにする。 

 

◇本活動と小学校の生活や学習とのつながり 
・１年生の単元「自分でできるよ」を幼稚園の生活とつなげ一緒にすることで，自分のできることを一生懸命にすることや

難しいことに挑戦しようという気持ちを持つ。 

◇成果と課題 
・１年生と一緒に考えたり挑戦したりしながら授業に参加したことで，１年生になって勉強することを楽しみにする気持ちが

うまれた。 

・時間内に全てのコーナーを回れないチームもあり時間と内容の工夫が必要である。 

◇活動を通してみられた幼児の姿 

 ☆小学校での「お仕事ってどんなことするのかな？」と数日前から楽しみに，１年生

の姿を見ながらはりきっていろいろなお仕事体験をしていた。 

ここにやり方がかいてるよ！ 

上手にしぼって

るね！ 

どうやってするんかね？ 
幼稚園でもやってるよ！ 

ハンガーが入りにくい… 

持っててあげるよ！ 

ゆっくりしたらいいよ！ 

こうやって掃除機するんよ。 

ゴミすったよ！ 

きれいになった！ 

難しかったけど，１年生が上手

にできたねって言ってくれて嬉

しかった！ 

◇後日のエピソード 
クラスの大掃除の時に，自分の道具箱を整理すると，リストバンドが出てきた。それを，自ら腕に付けてうれしそうな表情

で，｢先生，ここも拭いていい？」「椅子も邪魔じゃけ外に出すよ！」と張り切って大掃除を行った。掃除の後，シールを出す

と，「え！シールあるん？どこに貼ろうか！」と喜び，「雑巾しぼるの上手って言ってもらったんよ！」「洗濯物干すの難しか

ったよね！」と，１年生と一緒にお仕事をしたことを思い出しながらシールを貼る姿が見られた。「お部屋がきれいになった

ね！」｢大掃除うまくできたね！｣と，満足そうな笑顔を見せた。 

 

   ＜活動名：「じぶんでできるよ」 実施時期：Ⅳ期 11月＞ 

援助 

○リストバンドを事前に配り，お

仕事体験への期待を膨らませて

いく。 

 

○小学校の先生の話を聞き，どん

な約束があるのか自分で考えら

れるようにする。 

 

○一年生の真似をしながら仕事を

体験する楽しさが味わえるよう

に見守る。困っている幼児には，

１年生の様子に気が付けるよう

な言葉がけを行う。 

 

○「お仕事ができた」という達成

感や，「もう一度やりたい」とい

う意欲が持てるように一生懸命

にしている姿を認めていく。 

 

○幼小の教師間で連携し，教師の

立ち位置を確認しながら，全体

を把握できるようにする。 

 

○振り返りの場面では自分の感じ

たことを自分の言葉で発表でき

るように幼児の思いに共感する

ことで「小学校は楽しい」とい

う気持ちが持てるようにする。 

事例 ④ 幼 



  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇この期に育ってほしい幼児の姿 

○共通の目的に向かって活動し，友達の良さに気付いたり，力を合わせる充実感を味わったりする。 

○小学生になる期待を持つ。 

◇経験させたい内容や大切にしたい育ちの視点 

○友達と共通の目的を持ち，実現に向けた力を発揮し，やり遂げる。 

○遊びを進めていくための決まりに気付き，決まりを守って自分たちで生活を進めていく。 

 

環境構成 

・画用紙や色紙，布ガムテープなど必要なものを自由に使えるように様々な材料を用意する。また，種類や大きさを分類し使

いやすいようにする。 

・作った物を試しながら遊びを進められるように，机の近くに人形舞台を用意する。 

・製作ワゴンや机などの配置は遊びの状況に応じて変え，遊びやすい場づくりを工夫していく。 

援助 

○一人一人が自分のやりたいこと

を見付け楽しんでいる姿を認め

ながら，３人で協力して話が進

むように互いの様子や考えに気

が付かせていく。 

 

○作った物で遊びたい気持ちを受

け止め，役になる楽しさに共感

していく。 

 

○ペープサート作りで難しい所は

友達同士で助け合えるように見

守り，必要に応じてアドバイス

をしていく。 

 

○他のグループの様子も知らせる

ことで，他の友達の様子に気が

付き刺激を与え受け合えるよう

にする。 

◇本活動と小学校の生活や学習とのつながり 

楽しく活動をする中で，共通の目的を持ち，工夫したり協力したりすることを楽しむ。 

 

◇成果と課題 

・個々にペープサート作りを楽しむ姿から，友達と考えを出し合ったり，友達の意見を聞き入れたり，友達の良いところを認

めたりして遊びを進め，チームで一緒に楽しむ姿に変っていった。 

・自分達で楽しみながら，お家の人や友達に見てもらうことを意識し自信を持って発表する姿へとつなげていく。 

◇活動を通してみられた幼児の姿 

 ☆日曜参観日の「ミニミニ発表会」に向けての取組。男子３人のチームは絵本の「へんしんトンネル」のペープサートする
ことに決めて作り始めた。３人がそれぞれに同じ絵のペープサートを作っている。作った物を友達の前で発表すると「違

うのもあったらいい！」とクラスの友達に言われ相談が始まった。 

どうするん？誰が替える？ 

ぼく嫌よ！ 

Ａくん変えてよ。 

これ，難しいよ。 

☆誰が違うものをするかもめていたので，

教師がたくさん作った物の中から決める

ことを提案すると，絵本を見ながら「こ

れもいいね！」「Ｂくんこれできそう

よ！」と話が盛り上がっていった。 

こうやって描けば

いいよ！ そうか！分かった！ 

☆互いの作っている物に興味を持ち，声をかけ合ったり，絵本にはない

オリジナルのものを考えたり，みんなで一緒に作ることを楽しむ姿が

見られるようになった。再び，みんなの前で発表する時には，３人が

違ったものを発表し，Ａ児が題名を言い，Ｂ児が２番目，Ｃ児が３番

目に発表するなど順番も決まっていた。３人は満足そうに何度も何度

も「へんしんトンネル」のペープサートを楽しんだ。 

ぼく，声が大きいから１番にするよ！ 

おれ，緊張するから３番がいい。 

ちょっとやってみよう！ 

＜活動名：「ミニミニ発表会たのしみだ！」実施時期：Ⅴ期２月＞ 事例 ⑤ 幼 



  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇この期に育ってほしい幼児の姿 

○共通の目的に向かって活動し，友達の良さに気付いたり，力を合わせ充実感を味わったりする。 

○小学生になる期待を持つ。 

◇経験させたい内容や大切にしたい育ちの視点 

○友達と共通の目的を持ち，実現に向けた力を発揮し，やり遂げる。 

○遊びを楽しむためのきまりに気付き，きまりを守って自分たちで生活を進めていく。 

 

環境構成 

・トイレや手洗い場など小学校の施設を使うことで，自分の力で使える安心感を持たせていく。 

・給食の準備の仕方を見たり，気になることを質問したりして給食への不安を減らせるように，１年生の隣で弁当を食べられ

るようにする。 

援助 

○幼稚園と小学校の違いに気

付いたり発見したりしたこ

とに共感する。 

 

○荷物の入ったランドセルを

背負わせてもらったり，教科

書の読み聞かせをしてもら

ったりした嬉しさや驚きを

受け止め，入学に期待を膨ら

ませていく。 

 

○気になることや分からない

ことは，１年生のすることを

見たり聞いたりして，関わり

が持てるように見守ってい

く。 

 

○食事の時間の中では，給食の

ことで不安なことや気にな

ることを質問できるように

投げかけていく。１年生と一

緒に楽しく食事ができるよ

うに，和やかな雰囲気づくり

に努める。 

◇本活動と小学校の生活や学習とのつながり 

・入学前の幼児が１年生の単元「もうすぐ２年生」を一緒に経験することで，小学校生活への不安を減らし，小学校生活を

具体的にイメージし，成長した自分を喜び，１年生になることへ自信を持つ。 

◇成果と課題 

・１年生と一緒に楽しみながら小学校の生活を体験したことで，小学校生活に関心を持ったり安心感を持ったりして，入学へ

の期待がさらに膨らんでいった。 

・いろいろな内容が盛りだくさんだったため，長時間の活動となった。移動や準備をスムーズに行えるように，工夫をする必

要がある。 

◇活動を通してみられた幼児の姿 

 ☆入学を前に１年生に学校に招待してもらい，一日小学校体験をすることになった。最初は緊張していたが，教科書を読んで
もらったりランドセルを背負って校舎を歩いたりさせてもらい，１年生になることを楽しみにする気持ちが大きくなってい

った。 

 
椅子に座っていいよ！ 幼稚園の椅子より大きいね！ 

ランドセル，背負っていいよ！

重いよ，歩ける？ 

わあ！本が入って重たいよ～！ 

教科書，読んであげるね！ 

絵本読むの上手！ 

先生より上手！ 

給食おいしそう！全部食べられなかったら

どうするん？ 

食べられない時は，先生に言ったらいいんよ。 
お弁当 

いいな！ 

＜活動名：「わくわくどきどきたいけんかい・給食弁当交流」 

実施時期：Ⅴ期２月＞ 
事例 ⑥ 幼 


