
子どもの育ちと学びをつなぐ
スタートカリキュラムを

編成・実施・評価・改善しよう！！

つないでる？子どもの育ちと学び
～幼小の円滑な接続を目指して～

スタカリ

2019年５月
大分県教育庁義務教育課

ホームページの資料とともにご活用ください。
（大分県教育庁義務教育課：https://www.pref.oita.jp/soshiki/31810/）

今回改訂された学習指導要領においては、教科等や学校段階等を越えて育成を目指す資質・
能力を育成していくことが求められており、各学校にはその実現に向けたカリキュラム・マネ
ジメントに努めることとされています。小学校入学当初においては、第１章総則第２の４の
（１）学校段階等間の接続の中で「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた指導を工
夫することにより、幼稚園教育要領等に基づく幼児期の教育を通して育まれた資質・能力を踏
まえて教育活動を実施し、児童が主体的に自己を発揮しながら学びに向かうことが可能となる
ようにすること。（略）特に、小学校入学当初において、生活科を中心に、合科的・関連的な
指導や弾力的な時間割の設定など、指導の工夫や指導計画の作成を行うこと（スタートカリ
キュラムの編成・実施）」が規定されました。このことを受け、低学年の各教科等（国語科、
算数科、音楽科、図画工作科、体育科、特別活動）の学習指導要領にも同様の趣旨が明記され
ました。
幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続についての重要性が高まるとともに、各小学校にお

いては、入学した児童が幼児期の教育における遊びや生活を通した学びと育ちを基礎として、
主体的に自己を発揮しながら学びに向かうことが可能となるようにするためのスタートカリ
キュラムの充実が求められています。
本資料は、各小学校におけるスタートカリキュラムの充実に資するため、スタートカリキュ

ラム編成・実施・改善のポイントを以下の項目でまとめました。

Ⅰ スタートカリキュラムをデザインする

Ⅱ スタートカリキュラムを実践する

Ⅲ スタートカリキュラムをマネジメントする
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はじめに

遊びや生活を通して
総合的に学ぶ

幼児期の教育 小学校の教育

各教科等の学習内容を
系統的に学ぶ

スタートカリキュラム

両者の教育課程は、内容や進め方が大きく異なることもあり、幼児期の教育から小学校教
育への接続は、たやすいことではありません。
そこで、幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続を目的に、スタートカリキュラムが注

目されています。

スタートカリキュラムの変遷（今回改訂は第３ステージ！）

・今回の改訂により、学習指導要領上にスタートカリキュラムの考え方が明記されました。
（小学校学習指導要領第１章総則第２の４の（１））

・「学びを明確に意識して、学びに向かう力を育てよう」という点が、これまでのステージ
と明らかに違う点です。

・入学当初の児童が、主体的に自己を発揮しながら学びに向かうことができるようにするた
めには、幼児期の教育を通して育まれた資質・能力をさらに伸ばしていくことが欠かせま
せん。→「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を視点として、一人一人の子どもの育
ちを見取り、小学校での学びに生かしていくことが必要です。

・幼小を接続する教育課程の編成を意識するとともに、合科的・関連的な指導や時間割の柔
軟な設定により、「学びに向かう力」を実現するカリキュラムをデザインしましょう！

平成20年改訂 平成27年１月 平成30年３月

・小１プロブレムへの対応
・「学校生活への適応」
→様々な取組で試行錯誤

・改訂前に発行
・学校生活の流れを幼児期
での暮らしや生活を参考に
・安全・安心→幼児期の
活動を取り入れる

・今期改訂（学習指導要領、
解説、国研資料）
・「学びに向かう」→合科的・関
連的な指導・弾力的な時間
割の設定
・「学びの連続・発展」→幼児期
の終わりまでに育ってほしい姿



Ⅰ スタートカリキュラムをデザインする

学習指導要領で定められている小学校入学当初における指導の工夫や指導計画の作成を、各
学校や児童の実態に応じて、全ての教職員でデザインすることが大切です。基本的な考え方は、
以下の４つが考えられます。

ポイント 主な内容

一人ひとりの児童の成長の姿
からデザインする

◇個人差を考慮したきめ細かい指導
◇「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえるな
ど、幼児の発達や学びの様子を理解する

児童の発達の特性を踏まえて、
時間割や学習活動を工夫する

◇入学当初の児童の発達の特性やこの時期の学びの特徴を
踏まえて、10分から15分程度の短い時間を活用して時間
割を構成したり、具体的な活動の伴う学習活動を位置付
けたりする

◇児童の意欲の高まりを大切にして、自らの思いや願いの
実現に向けた活動をゆったりとした時間の中で進めてい
けるように活動時間を設定する

生活科を中心に合科的・関連
的な指導の充実を図る

◇自分との関わりを通して総合的に学ぶという、この時期
の児童の発達の特性を踏まえる

◇生活科を中心とした合科的・関連的な指導の充実を図る
ことが重要

◇児童の意識の流れに配慮したつながりのある学習活動を
進めるようにする

安心して自ら学びを広げてい
けるような学習環境を整える

◇児童が安心感をもち、自分の力で学校生活を送ることが
できるように学習環境を整えることが重要

◇児童の実態を踏まえること、人間関係が豊かに広がるこ
と、学習のきっかけが生まれることなどの視点で、児童
を取り巻く学習環境を見直す

小学校に入学してくる子どもたちは、幼児期において、さまざまな経験をしてきています。
遊びや生活を通じて育成された資質・能力を、小学校入学当初において安心して発揮できるよ
うに環境を整えることが大切です。ポイントは、教師が「子どもってすごい！」「ゼロからの
スタートではない！」という意識をもつことです。

幼児期の蓄積が
ゼロになるイメージ

幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿

子どものもつ力を信じて引き出す教師の姿勢が大切です。
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Ⅰ スタートカリキュラムをデザインする

スタートカリキュラムは、小学校入学当初の教育活動全体を対象としてデザインしていくこ
とが大切です。スタートカリキュラムをデザインする際には、次のような手順が考えられます。

○「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」を踏まえる

○幼児の発達や学びの姿を把握する

（１）幼児の発達や学びを理解する

○スタートカリキュラムで期待する
児童の姿を明らかにする
○実施期間を検討する

（２）期待する児童の姿を共有する

遊びを通しての総合的な学び
（幼児期）

より自覚的な学び（児童期）

（３）各学校のスタートカリキュラムをデザインする

①単元の構成と配列
期待する児童の姿に適合した単元を構成し配列する

幼児期の教育とのつながりや児童の発達の特性を踏まえ、主体的に自
己を発揮しながら、より自覚的な学びに向かうことが可能となるよう、
生活科を中心とした合科的・関連的な指導の工夫を行う

全ての単元を配列し、俯瞰することができる単元配列表を作成する

②週の計画と時間配分
単元計画に基づいた学習活動を週の計画として時間配分する

児童の発達の特性や学びの特徴を踏まえ、短い時間で時間割を構成した
り、ゆったりとした活動時間を位置付けるなど、弾力的な時間割の設定
の工夫を行う

実践に向けて具体化するために、週案を作成する

「入学当初の第１学年の週案をつくる」ことだけでは、スタートカリキュラム
をデザインしたとは言えません。
上記の（１）（２）（３）の①を丁寧に考えていくことが重要です。
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Ⅰ スタートカリキュラムをデザインする

（１）幼児の発達や学びを理解する
幼児期の教育を通してはぐくまれた資質・能力を踏まえて教育活動を実施することが大切で

す。「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」（10の姿）を踏まえ、子どもたちの具体的な育
ちの姿を手がかりに、児童の成長を把握しながらカリキュラム・デザインを行います。
実際の幼児の姿について共通理解を図り、小学校へ入学した児童が安心して学校生活を送る

とともに、自信をもって成長し、学習者として確かに歩んでいくことができるようにすること
が望まれます。そのために、例えば

・園への訪問
・教職員との意見交換
・幼稚園幼児指導要録等の活用

などを行い、幼児の発達や学びの様子、指導の在り方を把握することが重要です。

中津市立三保小学校では、幼児の育ちと学びの姿を把握するため、保育参観等の研修を位置
付け、全ての教職員で取り組んでいます。

園児の様子や
発話を丁寧に
観察して、
どのような姿が
みられたか記録

10の姿
（参観の視点）

幼稚園等と小学校の合同研修を行い、
子どもの姿を共通理解する取組です。
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Ⅰ スタートカリキュラムをデザインする

（２）期待する児童の姿を共有する
スタートカリキュラムは、児童の発達の特性や幼児期の発達を踏まえてデザインすることが

重要です。スタートカリキュラムを通して一人一人が確かに成長することを目指し、期待する
児童の姿を明らかにすることが不可欠です。

期待する児童の姿

【中津市立三保小学校の例】
・安心して自分を発揮できる子ども
・学級や学校のルールを受け入れ、みんなと楽しく過ごせる子ども
・学習への興味・関心を持ち、意欲的に学習に取り組む子ども

週あたりのねらい

期待する児童の姿については、
○小学校入学当初の教育課程全体を通して学校全体で育んでいくための
目標としての位置付け
○第1学年担任だけでなく、全教職員で検討するとともに共通理解を図る
○協力体制を組んで第1学年の児童を見守り育てる
○保護者にもスタートカリキュラムの意義や期待する児童の姿などを伝え、
安心感や信頼感を生み出すようにする
○近隣の園と共有する
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Ⅰ スタートカリキュラムをデザインする

（２）期待する児童の姿を共有する（保護者へ説明する）
秋田県仙北市立生保内小学校では、入学説明会においてスタートカリキュラムについての

説明を行っています。
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Ⅰ スタートカリキュラムをデザインする

（３）各学校のスタートカリキュラムをデザインする
スタートカリキュラムを実施する期間全体を見通して、例えば、

○はじめの頃には、特に児童の安心感を高めたり、初めて出会った先生や友達と関わったり
する学習活動を中心に行う

○以降は、より自覚的な学びに向かうことを意識した単元を位置付けるなど、単元の構成や
配列、指導の重点を考えることが重要です。

①単元の構成と配列
スタートカリキュラムをデザインする際には、幼児期の発達や遊びを通した総合的な学びが
小学校の学習や生活において発揮できるように、また、児童の思いや願いをきっかけとして始
まる学びが自然に教科等の学習につながっていくように、単元の構成と配列を行うことが大切
です。
単元の構成においては、体験活動を取り入れる、友達との関わりを重視する、児童の意識の

流れを大切にするなどが考えられます。
単元の配列においては、各教科等間のつながりを意識することが大切です。そのため、生活
科を中心とした合科的・関連的な指導の工夫が重要です。

単元配列表の作成へ
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Ⅰ スタートカリキュラムをデザインする

（３）各学校のスタートカリキュラムをデザインする
単元配列表の作成
合科的・関連的な指導の工夫を行う際には、学習指導要領で各教科等の目標や内容を確認し、

より効果的に展開できるように実施時期や指導方法を調整するなどの工夫が求められます。そ
のために、生活科と各教科等との単元の関連を明示した単元配列表を作成することが考えられ
ます。

単元配列表の例（→は関連的な指導、二重線は合科的な指導）

【単元配列表作成のポイント】
①単に学習材や活動を関連付けるだけでなく、各教科等でどのような資質・能力

を育成したいのかを意識する。
②児童の意識の流れを想定した上で、相互の関連について検討し位置付ける。
③合科的指導においては、関連した教科の目標が生活科の目標とともに実現され

ていくように意識する。

週の計画と時間配分（週案）の作成へ
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Ⅰ スタートカリキュラムをデザインする

（３）各学校のスタートカリキュラムをデザインする
生活科「学校探検」を核としてデザインした単元の例です。

「保幼小の連携教育のカリキュラム作成に関する研究」平成２３年度 高知県教育センター

合科的な学習 各教科・道徳・特活
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Ⅰ スタートカリキュラムをデザインする

（３）各学校のスタートカリキュラムをデザインする
②週の計画と時間配分
小学校入学当初においては、幼児期の発達や学びを土台とし、児童が興味・関心をもったこ

とを一人一人のペースで追究していけるような、ゆったりとした時間の流れの中で、少しずつ
小学校での学習や生活に慣れていくようにするための工夫が求められます。
ポイントとなるのは、「弾力的な時間割の設定」です。

弾力的な時間割の設定例

例）・登校してきたら朝の支度を済ませ、友達と誘い合って自由に遊べる
時間とする

・朝の会から1時間目を連続した時間とし、幼児期に親しんできた遊び
や活動を取り入れる

・友達と仲良く交流する活動を行う

・この時期の児童の発達の特性に配慮し、学びの特徴を踏まえて、
10分から15分程度の短い時間で時間割を構成する

・児童が自らの思いや願いの実現に向けた活動をゆったりとした時間
の中で進めていけるように学習活動を2時間続きで設定する

など

☆スタートカリキュラムを実施する期間の週案に位置付ける

☆計画的・組織的な取組として学校全体で共通理解を図りながら進める

☆週案の作成は、前項で述べた単元配列表を、実践に向けて具体化するためにも
必要

☆児童の成長の姿を評価しながら、それらを生かして週案を作成することはもと
より、見直しを加えながら改善していくというカリキュラム・マネジメントの
視点も必要
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Ⅰ スタートカリキュラムをデザインする

（３）各学校のスタートカリキュラムをデザインする
②週の計画と時間配分
中津市立三保小学校では、スタートカリキュラムの週案を作成するとともに、子どもの様子

や教師の指導、環境等についての気付きを書き加え、次年度の計画に生かしています。
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Ⅱ スタートカリキュラムを実践する

生活科を中心とした学習活動
入学当初においては、幼児期における遊びを通しての総合的な学びから他教科等における学

習に円滑に移行し、主体的に自己を発揮しながら、より自覚的な学びに向かうことが可能とな
るようにすることが求められています。思いや願いを生かして学習活動を展開する生活科とい
う総合的な学びの中で、他教科等の自覚的な学びを合科的・関連的に指導し、必要な資質・能
力を身に付けていくことが大切です。
そのために、生活科と他教科等との合科的・関連的な指導を行ったり、低学年の児童の生活

とつながる学習活動を取り入れたりして、教科等横断的な視点で教育課程の編成、実施上の工
夫を行うことが重要です。それにより、生活科における学習活動が他教科等での学習材となっ
たり、生活科で身に付けた資質・能力を他の教科等で発揮したり、他教科等で身に付けた資
質・能力が生活科において発揮されたりして確かに育成されるなど、一層の学習の効果が期待
できます。

学びを豊かにするポイント

〇子どもの思いや願いを生かした学習活動を構成する

〇体験をきっかけにして、各教科等につなげる

〇生活上必要な習慣や技能が身に付くように指導する

子どものつぶやきを大切にして、子どもの意識の流れに沿った学習活動の計画を
立てて実践することが大切です。

具体的な活動や体験を通して、見付けたり、遊んだり、不思議だなと感じたり、
やってみたいなと思ったりしたことが、「話したい」「伝えたい」という気持ちに
つながります。それは、例えば国語科における「話す・聞く」学習活動の動機付け
となり、学習材となります。

生活上必要な習慣や技能は、思いや願いを実現する過程において身に付いていく
ものであり、取り出して指導するものではありません。例えば、学校を探検する学
習活動では、学校の公共性に意識を向けることで、学校の施設はみんなのものであ
ること、学校にはみんなで気持ちよく生活するための決まりやマナーがあることな
どに気付くことができるように指導することなどが考えられます。
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Ⅱ スタートカリキュラムを実践する

佐伯市立鶴岡小学校の事例
スタートカリキュラムの終盤、子どもたちが学校探検を行ううちに、「外に行って、生き物

を捕まえたい！」という思いや願いをもちました。捕まえた生き物の中にカタツムリやダンゴ
ムシがいたことをきっかけに、生活科・音楽科・図画工作科・国語科の合科的・関連的な単元
を構想し実践しました。

中庭、運動場のたんけんから
「生き物がいたよ。つかまえたいな」→【生活】生き物を飼おう

→【音楽】かたつむり
「きれいな花があったよ」→ 【生活】花を育てよう

→ 【音楽】ひらいたひらいた
「春を見つけたよ」「砂場で遊びたいな」→【図工】しぜんとなかよし
「学校の行き帰りや家のまわりにも春がいっぱいだよ」

→【音楽】さんぽ
→【国語】くまさんとありさんのごあいさつ

【生活】通学路の安全を守ってくれる人→【道徳】がっこうまでのみち
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Ⅱ スタートカリキュラムを実践する

佐伯市立鶴岡小学校の事例
子どもたちの意識や思考の流れがつながり、各教科等を一体的に学ぶ様子がうかがえます。

その他の実践については、

「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム」（文部科学省、2018）pp.26～52に掲載されて
います。



16

Ⅱ スタートカリキュラムを実践する

佐伯市立鶴岡小学校・中津市立三保小学校の事例
鶴岡小学校・三保小学校では、子どもが安心して学べる環境を構成しています。小学校にお

いても、子どもが安心感をもち、自分の力で学校生活を送ることができるように、児童の実態
を踏まえること、人間関係が豊かに広がること、学習のきっかけが生まれることなどの視点で
学習環境を見直すことが大切です。

見通しをもつ

他学年の児童と関わりをもつ

学年の先生方の
写真と名前を掲示する

全ての教職員が
１年生に関わる

教室に低いテーブルを用意

その他の事例については、

「発達や学びをつなぐスタートカリキュラ
ム」（文部科学省、2018）pp.53～57に掲載
されています。
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Ⅲ スタートカリキュラムをマネジメントする

各学校においては、カリキュラム・マネジメントに努めることが求められています。
スタートカリキュラムについても、カリキュラム・マネジメントの３つの側面に基づいた取組
が求められます。

【カリキュラム・マネジメントの３つの側面】
①各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校教育目標を踏まえた教科等横断

的な視点で、その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。

②教育内容の質の向上に向けて、子供たちの姿や地域の現状等に関する調査や各
種データ等に基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連の
PDCA サイクルを確立すること。

③教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部の資源も含
めて活用しながら効果的に組み合わせること。

「スタートカリキュラムスタートブック（pp.14～15）」や「発達や学びをつなぐスタートカ
リキュラム（pp.60～69）」に、スタートカリキュラムにおけるカリキュラム・マネジメント
の事例が掲載されています。
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Ⅲ スタートカリキュラムをマネジメントする

（１）スタートカリキュラムの意義、
考え方、ねらいなどを全教職員で
共通理解し、保護者へ説明する
・前年度の記録を引き継ぐ
・入学説明会等で説明

（２）園への訪問や教職員との意見交
換、指導要録等から子どもの実態
をつかみ、指導に生かす
・保育参観、研修会 等

（１）全教職員で協力体制を組み、見
守り、育てる

（２）発達の特性を生かし、具体的な
活動や体験を取り入れた授業を工
夫する

（３）環境構成を工夫し、安心感をも
てるようにする

（４）学級だより、懇談会等で保護者
に伝える

（１）取組がねらいに沿っているか、
子どもの姿を通して日々評価する

（２）スタートカリキュラム作成委員
会（仮称）や職員会議等で、実施
状況を共有する
・管理職対象チェックポイント
等を使って評価する

（３）園の教職員や保護者に子どもの
様子を見てもらう

（１）改善点を次の指導に即座に
生かす

（２）週案等の資料をデータベース化
し共有する
・壁面の環境や活動の様子を
写真で保存

・アイテムや板書の記録

（３）次年度に向けて、スタートカリ
キュラムの改善を図る

スタートカリキュラムの
マネジメント
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