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本日の内容

はじめに 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
実践する

スタートカリキュラムを
マネジメントする

参考資料

11 ２２ 33

４４ ５５
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スタートカリキュラムをデザイン・実施・改善する

幼児期の教育 小学校教育連携・接続

スタートカリキュラム

幼児の発達や学びを
理解する

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
マネジメントする

・「幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿」

・幼児の発達や学びの姿を把握
・保育参観の実施
・アプローチカリキュラムの理解
・幼稚園、保育所、認定こども園
等との日常的な連携
・指導要録等を通じた情報交換

等

・単元の構成と配列
・生活科を中心とした合科的・関連
的な指導の工夫
・単元を配列し俯瞰する単元配列
表の作成
・週の計画と時間配分の工夫
・弾力的な時間割の設定
・週案の作成と周知
・全校体制での実施
・幼稚園教諭等によるスタートカリ
キュラムの参観
・幼児期に親しんできた遊びや活
動を取り入れる
・環境構成の工夫 等

期
待
す
る
児
童
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る

・スタートカリキュラムを編成、実施、
評価、改善するPDCAサイクルの確
立
・学校全体で共通理解し、協力体
制をつくる
（ゼロからのスタートではない）
・校内組織をつくる
・先行事例をカリてマネる
・前年度の記録を引き継ぐ
・子どもの姿・指導の在り方を
語り合う

等

安心・成長・自立
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① はじめに

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿
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はじめに

スタカリ３兄弟

前回改訂（解説に記述P.43～）

改訂前に発行（H27.1）
学校生活の流れ

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 等

6

はじめに

小学校学習指導要領 第１章 総則 第２教育課程の編成
４ 学校段階等間の接続

(1)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。
また，低学年における教育全体において，例えば生活科において

育成する自立し生活を豊かにしていくための資質・能力が，他教科
等の学習においても生かされるようにするなど，教科等間の関連を
積極的に図り，幼児期の教育及び中学年以降の教育との円滑な接続
が図られるよう工夫すること。特に，小学校入学当初においては，
幼児期において自発的な活動としての遊びを通して育まれてきたこ
とが，各教科等における学習に円滑に接続されるよう，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が総則に規定

解説総則編P.73～
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幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

健康な
心と体

自立心 協同性
道徳性・
規範意識の
芽生え

社会生活と
の関わり

思考力の
芽生え

自然との
関わり・
生命尊重

数量や図形，
標識や文字な
どへの関心・
感覚

言葉による
伝え合い

豊かな感性
と表現

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/057/siryo/attach/1373429.htm

共有する（幼保小）

方向目標 小学校から幼児教育の出口が見えやすくなった！
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健康な心と体 幼稚園生活の中で，充実感をもって自分のやりたいことに向かって心と体
を十分に働かせ，見通しをもって行動し，自ら健康で安全な生活をつくり出
すようになる。

自立心 身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で，しなければならな
いことを自覚し，自分の力で行うために考えたり，工夫したりしながら，諦
めずにやり遂げることで達成感を味わい，自信をもって行動するようになる。

協同性 友達と関わる中で，互いの思いや考えなどを共有し，共通の目的の実現に
向けて，考えたり，工夫したり，協力したりし，充実感をもってやり遂げるよ
うになる。

道徳性・規範
意識の芽生え

友達と様々な体験を重ねる中で，してよいことや悪いことが分かり，自分の
行動を振り返ったり，友達の気持ちに共感したりし，相手の立場に立って
行動するようになる。また，きまりを守る必要性が分かり，自分の気持ちを
調整し，友達と折り合いを付けながら，きまりをつくったり，守ったりするよう
になる。

社会生活との
関わり

家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに，地域の身近な人と触れ合
う中で，人との様々な関わり方に気付き，相手の気持ちを考えて関わり，
自分が役に立つ喜びを感じ，地域に親しみをもつようになる。また，幼稚園
内外の様々な環境に関わる中で，遊びや生活に必要な情報を取り入れ，
情報に基づき判断したり，情報を伝え合ったり，活用したりするなど，情報
を役立てながら活動するようになるとともに，公共の施設を大切に利用す
るなどして，社会とのつながりなどを意識するようになる。

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

幼稚園教育要領（H29.3.31）
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思考力の芽生え 身近な事象に積極的に関わる中で，物の性質や仕組みなどを感じ取ったり，気付
いたりし，考えたり，予想したり，工夫したりするなど，多様な関わりを楽しむように
なる。また，友達の様々な考えに触れる中で，自分と異なる考えがあることに気付
き，自ら判断したり，考え直したりするなど，新しい考えを生み出す喜びを味わいな
がら，自分の考えをよりよいものにするようになる。

自然との関わり・
生命尊重

自然に触れて感動する体験を通して，自然の変化などを感じ取り，好奇心や探究
心をもって考え言葉などで表現しながら，身近な事象への関心が高まるとともに，
自然への愛情や畏敬の念をもつようになる。また，身近な動植物に心を動かされ
る中で，生命の不思議さや尊さに気付き，身近な動植物への接し方を考え，命あ
るものとしていたわり，大切にする気持ちをもって関わるようになる。

数量や図形，標識
や文字などへの関
心・感覚

遊びや生活の中で，数量や図形，標識や文字などに親しむ体験を重ねたり，標識
や文字の役割に気付いたりし，自らの必要感に基づきこれらを活用し，興味や関
心，感覚をもつようになる。

言葉による
伝え合い

先生や友達と心を通わせる中で，絵本や物語などに親しみながら，豊かな言葉や
表現を身に付け，経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり，相手の話を注
意して聞いたりし，言葉による伝え合いを楽しむようになる。

豊かな感性と表現 心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で，様々な素材の特徴や表現の
仕方などに気付き，感じたことや考えたことを自分で表現したり，友達同士で表現
する過程を楽しんだりし，表現する喜びを味わい，意欲をもつようになる。

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

幼稚園教育要領（H29.3.31）
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「ゼロからのスタートではない！」

スタートカリキュラム

安心 成長 自立

幼保をベースに
広がっていく

幼
児
期

小
学
校



低学年教育の充実と生活科の位置付け
生活科・・低学年における教育全体の充実を図る上で重視！

教科等間のつながりと幼児期からの発達の段階に応じた縦のつながりとの結節点である！

総則 第２の４ 学校段階等間の接続
生活 第３の１の（４） 指導計画の作成と

内容の取扱い

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（１０の姿）

（１）健康な心と体
（２）自立心
（３）協同性
（４）道徳性、規範意識の芽生え
（５）社会生活との関わり

（６）思考力の芽生え
（７）自然との関わり、生命尊重
（８）数量や図形、標識や文字など
への関心
（９）言葉による伝え合い
（１０）豊かな感性と表現

中学年移行の教育への接続

幼 児 期 の 教 育
小 学 校 教 育

この手がかりを基に小学校へ
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
歩んでいくようになることが期
待される。

低学年の時期に思いや願いを存分に発
揮しながら、体験を通して学ぶことで、中
学年以降の学びを支える資質・能力を育
成していくことにつながる。

スタートカリキュラムの充実が
６年間を支える主体的な学びの

基盤を形成していくことにつなが
るという意識が大切

遊びや環境を通して学ぶ幼児期の教育 活動や体験を大切にしながら子どもの思いや願いに沿って進める生活科の学習活動や体験を大切にしながら子どもの思いや願いに沿って進める生活科の学習

環境
目的
方法
評価

アプローチ
カリキュラム スタート

カリキュラム

幼児期の教育と小学校教
育との円滑な接続を図るた
めの手がかり

３年以上

２年

１年

国語、算数、音楽、道徳、
図画工作、体育、特別活動 等

＜第１＞生活科の学習成果→他教科等の学習
＜第２＞生活科の学習←他教科等の学習成果
＜第３＞教科の目標の一部を合科的に扱う→指導の効果を高める

他教科等との関連
・関連的な指導
・合科的な指導

接続期
（汽水域）

生 活 科

「さけが大きくなるまで」（教育出版）
川を下ってきたさけの子どもたちは、１ヶ月
くらいの間、川の水と海の水がまじった川口
の近くで暮らしています。そのときに、８セン
チメートルぐらいの大きさになります。

共感性

生活科の学習の充実が第３学
年以降の社会科や理科などのよ
り系統的な学習や、各教科等の
「見方・考え方」を生かして探究
的に学ぶ総合的な学習の時間
に発展的につながっていくことを
意識することが大切
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佐
伯
市
立
鶴
岡
小
学
校

武
田
指
導
教
諭
作
成
資
料
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本日の内容

「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム」P.10～（文部科学省 国立教育政策研究所 平成30年３月）

P.10

②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デザインする基本的な考え方

・単元の構成と配列

・単元の構成例

・生活科を核とした合科的・関連的な
スタートカリキュラム

・週の計画と時間配分
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小学校低学年

スタートカリキュラム

幼児教育

幼児期の終わりまでに育ってほしい幼児の具体的な姿

健康な心と体 自立心 協同性 道徳性・規範意識の
芽生え

社会生活との関わり

思考力の芽生え
自然との関わり・
生命尊重

数量・図形、文字等
への関心・感覚

言葉による伝え合い 豊かな感性と表現

５
領
域

健康
人間
関係

環境 言葉 表現

国 語 特別活動

スタートカリキュラムの実施により、幼児期の学びからの円滑な接続が図られ、児童が安心して小学校生活をスタートすることができる。
また、幼児期からの学びを生かした指導が可能となり、児童が自信や意欲をもって活動し、よりよく成長していくことが期待される。

算 数 音 楽

生 活

体 育図画工作 道 徳

14

スタートカリキュラムをデザインする基本的な考え方

◆一人ひとりの児童の成長の姿から
デザインする

◆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

◆生活科を中心に合科的・関連的な
指導の充実を図る

◆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
「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム」P10 文部科学省



（１）幼児の発達や学びを理解する （２）期待する児童の姿を共有する

各学校のスタートカリキュラムをデザインする

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）

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

①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

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

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

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

実践に向けて具体化するために、
週案を作成する
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「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム」P11 文部科学省

幼児の発達や学びを
理解する

期待する児童の姿を
明らかにする

単元を構成する

（生活科中心）
（合科的・関連的な指導）

（単元配列表）

週案に位置付ける

（週の計画と時間配分）
（弾力的な時間割）

11 ２２

３３

（１）幼児の発達や学びを理解する
・「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

（２）期待する児童の姿を共有する
・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

（３）各学校のスタートカリキュラムをデザインする

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）

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

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

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

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

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

実践に向けて具体化するために、
週案を作成する

16
「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム」P11 文部科学省



17

（１）幼児の発達や学びを理解する

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

【幼児期】

【児童期】 スタートカリキュラム

【発揮】

18

【協同性】
・野菜の苗を準備して、子ども
同士で植えられるようにする

【思考力の芽生え】
・苗を植えるには、どのくらいの
穴が必要か考えたり工夫した
りする

の視点で協議する

環境構成の工夫

子どもが自ら進んで意欲的に遊んでいる姿

保育者の援助
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幼児期の終わり
までに育って
ほしい姿
（参観用） 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
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（２）期待する児童の姿を明らかにして共有する

児童の発達の特性
学習指導要領等で
目指す児童の姿

幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿

学校や地域の特性 児童の実態
保護者や地域の

願い

「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム」P13 文部科学省

期待する児童の姿

例）
・安心して自分を発揮できる子ども
・みんなと楽しみながら関わり、好奇心をもつ子ども
・思いをふくらませ、考えを広げ、学びに夢中になる子ども 等
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（３）各学校のスタートカリキュラムをデザインする

スタカリ

安心

自立

成長

なかよし

タイム

わくわく

タイム

ぐんぐん

タイム

安心感

新しい人間関係

歌や手遊び、簡単なゲーム等

教科等中心

発達の段階に考慮

当該教科等に固有なストーリーを展開

生活科中心

合科的・
関連的な指導

思いや願いの
実現に向かう
ストーリー

22

（３）各学校のスタートカリキュラムをデザインする

合
科
的
な
指
導

関
連
的
な
指
導

【関連A】
生活科の学習成果を他教科等
の学習に生かす

生活科を中心とした単元の学
習活動において、複数の教科
の目標や内容を組み合わせて
学習活動を展開することで、指
導の効果を高める

生活科

生活科

生活科

他教科

他教科等

他教科等

【関連Ｂ】

他教科等の学習成果を生活科
の学習に生かす
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単元の構成と配列（スタカリを俯瞰する単元配列表（例）） 「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム」P17 文部科学省

各教科等 第１週 第２週 第３週 第４週 第５週

国語

算数

生活

音楽

図画工作

体育

道徳

特別活動

あいうえおであそぼう

いちねん
せい

よろしくね
はるの
あさ

みつけたよ
ことばの
ひみつ

あめのひ
ともだちと
はなそう

なかまづくり
とかず

くらべよう １０までのかず なんばんめ
いくつと
いくつ

がっこうだいすき みんななかよし

おおきくなあれ

みんなでうたおう おんがくにあわせて

すきなもの
いろいろ

じぶんマーク
こんなこと
あったよ

ねんどで
あそぼう

すなやつちと
あそぼう

からだほぐし ゆうぐあそび おにあそび

げんきに
あいさつ

みんなで
つかうもの

ともだちと
なかよく

いきものと
なかよし

よろしくね たのしいきゅうしょく おしごとたのしいな

入学式 １年生を迎える会

24

単元の構成例 （高知県教育センター研修生資料より）

大単元「いちねんせいになったよ」（全52時間：４月～５月末）

【第１期】

「はじめまして」（２５時間）

【第２期】

「がっこうだいすき」（１６時間）

【第３期】

「みんななかよし」（１１時間）

みなさんよろしくねⅠ～Ⅲ

いっしょにあそぼうよⅠ・Ⅱ

おはなしだいすきⅠ・Ⅱ

がっこう はじめましてⅠ

きょうしつ がっきゅう
はじめましてⅠ～Ⅲ

がっこうのこと
もっとしりたいなⅠ～Ⅲ

きょうしつ がっきゅう
だいすきⅠ～Ⅳ

もっと あそぼうⅠ・Ⅱ

はると なかよくなろうⅠ・
Ⅱ

どうぶつらんどへ ようこそ
Ⅰ～Ⅳ

みんなであそぼう
なかよくなろうⅠ～Ⅲ

別冊資料参照

①小学校生活に慣れ、身近な人と関わりながら楽しく学校生活が送れるようにする。
②自分の見付けたことや感じたこと、思いや願いを表現する喜びや楽しさを感じ、意欲的
に活動や学習に取り組むことができるようにする。

生活科を中心とした合科的・関連的な指導 弾力的な時間割の運用 全校体制
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生活科を核とした合科的・関連的なスタートカリキュラム 「学校探検」を例に

生活科
「学校探検」
（１）学校と生活

【国語科】

分かったことや気付い
たことを言葉でまとめる

【国語科】
自分を紹介する名刺を
作る

【図画工作科】

先生や友達に伝えたい
ことを考え表現する

【道徳】

気持ちのよいあいさつ
をすることの大切さに
気付く

【特別活動】

教室や施設の場所や
使い方を知る

【体育科】

遊具の使い方や並び方
を知る

運動遊びや体つくり運
動を行う

【算数科】

学校の人や物を使った
数調べをする

【音楽科】

校歌を歌ったり，身近な
楽器を見たり触れたり
して親しむ

26

「学校探検」の小単元を構想する

生活科
「学校探検」
（１）学校と生活

⑴ 学校生活に関わる活動を通して，学校の施設の様子や学校生活を支えている人々や友達，通学路の様子やその安全を守っている人々などについて
考えることができ，学校での生活は様々な人や施設と関わっていることが分かり，楽しく安心して遊びや生活をしたり，安全な登下校をしたりしようとする。
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週の計画と時間配分 （４月第２週：「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム P.19」）

第６日 第７日 第８日 第９日 第10日

日 ４／○（月） ４／○（火） ４／○（水） ４／○（木） ４／○（金）

朝 「なかよくなろう」※ 「なかよくなろう」※ 「なかよくなろう」※ 「なかよくなろう」※ 「なかよくなろう」※

１ ・手遊び
・お話読んで
・お話聞いて
・歌って踊ろう

・手遊び
・お話読んで
・お話聞いて
・歌って踊ろう

・手遊び
・お話読んで
・お話聞いて
・歌って踊ろう

・手遊び
・お話読んで
・お話聞いて
・本がたくさん

・手遊び
・お話読んで
・お話聞いて
・本がたくさん

２ 「がっこうだいすき
みんななかよし」
・自己紹介をしよう
（国「よろしくね」2/3）

・学校のはてなや

「あいうえおであそぼ
う」・ひらがな
（国2/3）
「くらべよう」
・数を比べよう
（算数1/3）

「あいうえおであそぼ
う」・ひらがな
（国2/3）
「はるのあさ」
・リズムに合わせて読
もう（国1/3）

「がっこうだいすき
なかよしいっぱい」
・遊具で遊ぼう
（体「ゆうぐあそび」１）

「あいうえおであそ
ぼう」
・ひらがな（国2/3）
「はるのあさ」
・聞き合おう
（国1/3）

３ びっくりを見つけよう
（生活１と1/3）

「はるのがっこう
こんにちは」
（生活２）

「１０までの数」
・数えてみよう
（算１）

・見付けたものを数え
てみよう
（算「10までの数」１）

「10までの数」
・絵を見て数えよう
・数字を書こう
（算１）

４ 「あいうえおであそぼう」
・ひらがな（国2/3）
「なかよしだいさくせん」
・みんなでおいしく求職
を食べよう

「はるですよ」
・みんな生きている
（道１）

「はるのあさ」
・工夫して読もう
（国1/3）
「あいうえおであそぼ
う」
・ひらがな（国2/3）

「からだほぐし」
・二人、三人、みん
なであそぼう
（体１）

５ 「くらべよう」
・数を比べよう（算2/3）

「はるのがっこうこんに
ちは」
・春のTシャツをつくろう
（図「はるとなかよし」
１）

「はるのがっこうこんに
ちは」
・春のTシャツをつくろ
う
（図「はるとなかよし」
１）

「みんなでうたおう」
・わらべうたで遊ぼう
（音１）

ポイント２

ポイント３

ポイント１

ポイント４

28

週案作成の参考点（学習の類型）

スタートカリキュラムを構成する活動の類型

一人一人が安心感をもち、新しい人間関係
を築いていくことをねらいとした活動
（安心をつくる時間）

合科的・関連的な指導による生活科を中心
とした学習活動

教科等を中心とした学習活動

なかよしタイム

わくわくタイム

ぐんぐんタイム
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ポイント１

○朝の会から１時間目を連続した時間とする
○幼児期に親しんできた遊びや活動、交流する活動などを
位置付ける
○連続性（同じ学習内容）と発展性（内容を高める）を
意識する

ポイント２

○児童の思いや願いの実現に向けた主体的な学習がつな
がっていくように１週間の時間割を計画
○生活科を中心に、つながりのある他教科等のねらいを考え
ながら合科的・関連的な指導を行う
○ゆったりとした時間の中で進めていけるような工夫

ポイント３

○入学当初の児童の学習に対する期待感を生かす
○自覚的な学びにつなげるため、１週間の時間割に位置付ける
○学習意欲が連続するよう、他教科等の指導の際に生活科との関連を意識する
○入学当初の児童の発達の特性に配慮する
○１０～１５分程度の短い時間を活用した時間割構成や、具体的な活動の伴う学習活動を位置付ける

ポイント４

○入学当初の児童の発達の特性に配慮し、午後の時間は具体的な活動の伴う学習活動を位置付ける
○１日の終わりには、明日への期待感を高める活動を設定する

スタートカリキュラムとして大切にすること

30

１日の学校生活の実際

第６日 ４月●日（月）

時刻 類型 学習活動 ○予想される児童の姿★環境の構成●教師の働きかけ

8：10

8：30

１時間目

２時間目

３時間目

４時間目

○登校する
○ランドセルの片付け
○宿題や連絡帳を出す
○好きな遊びをする
○朝の会
○「なかよくなろう」
・手遊び
・お話読んで
・お話きいて
・歌って踊ろう

○「がっこうだいすきみんななかよし」
・友達同士で自己紹介
・先週ゲストとして出会った先生たち
を探して自己紹介し、質問する
・自己紹介のときの様子や見付けた
「はてな」「びっくり」を交流し合う

○「あいうえおであそぼう」
・学校探検でお話した校長先生の名
前の頭文字をきっかけにして言葉見
付けをする
・見付けた言葉を紹介し合う
・「い」を丁寧に書く

○登校してからの手順が分かり、自分で朝の支度ができる。
○新しい友達と歌を歌ったり、体を動かして一緒に遊んだりすることを
通して、新しい出会いを楽しむ。
●笑顔で迎え、登校したうれしさが感じられるようにする。まだ不安な
心もちで登校している児童がいることに配慮し、先週までの活動を
繰り返すことで安心感を高める。
★朝の支度などが自分でできるように、目で見て分かる表示をする。

★園で読んでいた絵本や、みんなで遊べる積み木、ブロック、粘土な
どを準備しておく。

●「先生や友達と過ごすのは楽しい」と感じられるように、教師も一緒
に歌ったり、笑顔を交わしたりして楽しい雰囲気をつくる。

○先生たちに名前カードを渡して自己紹介をし、聞きたいことを尋ねた
り、話をしたりする。
●担任以外にもたくさんの先生方が見守ってくれていることが実感で
きるように、校長先生・教頭先生・保健室の先生・用務員さんなどと
の関わりの場面をつくる。
★児童が校内外を自由に探検できるように、全教職員に協力を依頼
するとともに、児童とも学校探検のルールなどについて事前に確認
をしておく。

○「い」のつく言葉見付けをし、それを交流したり丁寧に書いたり、これ
からの学習で使ってみることを考えたりする。
●児童の「書いてみたい」「伝えたい」という思いがつながっていくように、
ひらがなの学習も学校探検などと関連付けるようにする。
★ひらがなの学習を楽しく見通しをもって学べるように、言葉見付けや
見付けた言葉の紹介、リズム遊びなど、発達の特性を踏まえて一連
の学習活動を設定する。

30
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本日の内容

「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム」P.24～（文部科学省 国立教育政策研究所 平成30年３月）

P.24

③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

・教科の学習活動

・安心して学校生活を送るための活動

・児童が安心して学べる環境構成

・幼稚園等との連携

32

生活科を中心とした学習活動

学びを豊かにするポイント

○思いや願いを生かした学習活動を構想する

○体験をきっかけにして、各教科等につなげる

○生活上必要な習慣や技能が
身に付くよう指導する

P.24



33

教科の学習活動

学習活動を構成するポイント

○体験活動を取り入れる

○安心して取り組むことができるようにする

○児童の実態や意識の流れを大切にする

○弾力的に運用する

○主体的に自己を発揮できるようにする
場面を意図的につくる

P.34

34

安心して学校生活を送るための活動

活動を構成するポイント

○一つ一つの遊びや活動の特性を踏まえる

○１時間の中での遊びや活動の構成を考える

○１週間の中での遊びや活動の連続性と発展性
を考える

P.50
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児童が安心して学べる環境構成

環境構成の視点

○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

児童が安心感をもち、
自分の力で学校生活を送ることが

できるようにする

P.53

36

幼稚園・保育所・認定こども園等との連携

幼稚園、保育所等との連携が大きな意味をもつ！！

★幼児と小学生の交流活動

★指導要録等を活用した新入学児童の情報共有

★保育・授業の相互参観

★合同研修会等の実施

★学びと育ちをつなぐカリキュラムの開発

★日常的な連携

★幼児教育施設派遣研修制度の活用 等

入学前の幼児の姿や入学後の成長の見通しを得る
双方が適切な接続期のカリキュラムを編成・展開
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本日の内容

「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム」P.60～（文部科学省 国立教育政策研究所 平成30年３月）

P.60

④スタートカリキュラムをマネジメントする

・スタートカリキュラムのマネジメント

・スタートカリキュラムの編成・実施に当たって

スタートカリキュラムのマネジメント

38
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スタートカリキュラムのマネジメント

校内組織を立ち上げて
準備する

全校で協力体制を組み、
スタートカリキュラムに

取り組む

子どもの姿、
指導の在り方を語り合う

時期を捉えて、
反省・検証・改善する

PD

C A

子どもの実態
園・学校の実態
保育の実態 等

40

スタートカリキュラムの編成・実施に当たって･･･

１ 毎年度つくりかえる（PDCA）

２ 学校全体で共通理解する

３ 日課表と単元計画を併用する

４ 教科への分かれ目をつくる
など

◇「ゼロからのスタートではない」こと
◇ 「何もできない」という見方をしない
◇６年生の「お世話」をやめる・縮める

「カリ」て「マネ」るでもOK！
先行事例を活用しましょう！

「組織」をつくって
「サイクル」を回す

◇「フルモデルチェンジ」より「マイナーチェンジ」
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⑤ 参考資料

42

接続期カリキュラム事例集等

http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/kyoiku/gakko/gakuryoku/yojishien/sodachimanabi.html

★育ちと学びをつなぐ -幼児教育 堺スタンダードカリキュラム- （堺市）

http://www.city.yao.osaka.jp/0000025422.html

★ 「接続期における教育・保育実践の手引き」 （八尾市）

https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/77/hoyoshorenkeitorikumi.html
★高知市における保・幼・小連携の取組 （高知市）

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a50900/tunagaruko/start.html

★つながる子どもの育ち・スタートカリキュラム （山口県）

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/jinzai/youhosyou/startcurriculum/20180406153428.html

★スタートカリキュラムサポートページ （横浜市）

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/ikeue/index.cfm/1,0,59,html

★横浜市立池上小学校スタートカリキュラム （横浜市）

http://www.pref.oita.jp/site/gakkokyoiku/2002579.html

★大分県教育庁義務教育課 スタートカリキュラムの実践事例 （大分県）



低学年教育で，教科等の関連を図ることが大切なのには，大きく二つの理由があります。

一つ目の理由が，低学年の時期は，そうした発達の特性にあるということです。子供が，国語科や算
数科の中で例えば言葉だけの世界あるいは数だけの世界に興味・関心を湧き立たせ，探究することが
できるようになるのは，２年生から３年生くらいにかけてなりたっていくのだと思います。各教科を学ぶた
めの構え，単純な言葉で言えば「国語脳」「算数脳」ができあがるのが，そのぐらいの時期でしょう。

その時期までは，生活科における体験的な学びや，そこで気づいたことなどを生かして，国語科や算
数科の学びをすることが大切です。低学年で，生活科との関連を図ることの重要性は，生活科ができる
以前から言われてきました。しかしこれまでは，そうは言っても国語科と算数科はやっぱり独立だよね，
という雰囲気も強かったのではないかと思います。

二つ目の理由は，学校で学ぶときには，理科は理科として，社会科は社会科として，学んでいるけれ
ども，現実世界の問題解決では，教科を超えて結び付きがあることです。そうであれば，低学年の時期
から，教科で学ぶことと，生活や他の場で学ぶことがつながっていることを実感する経験をしておいた
ほうがよいのではないでしょうか。

現実は，教科できちんと分かれているわけではありません。教科はあくまでも，現実を捉える道具な
んです。それを忘れて，「大学に入ってから現実見ましょうね」とか，「いろんな教科の間もやりましょう
ね」では，間に合わないんです。
そんなことは，30年前から分かっていました。だから生活科ができ，総合的な学習の時間ができたん
です。教科では切れない部分，あるいは教科をつながなきゃいけない部分を扱い，かつ学校で学ぶこと
を現実世界で考えることにつなぐのが，生活科や総合的な学習の時間なんです。

教科を大事にすることを否定しているわけではありません。今回の学習指導要領では，教科の中核
的な知識，概念をしっかり教えましょうと言っています。だけどそれが同時に，「その知識は問題解決の
ための，知的な道具なんだよ」という読み込みをしてほしいんです。そのために，低学年では教科等の
関連を積極的に図ってほしいと思います。

子供は，幼児期にさまざまな力を育んでいます。その力を生かし，さらに伸ばそうというのがスタートカ
リキュラムです。幼児期に近い環境を用意したり，弾力的に時間割を編成したりして，幼児期に育んだ
力を，小学校でも発揮できるような工夫が求められています。

43無藤 隆Facebookノートより

第１章総則第２の４「学校段階等間の接続」に関わって，生活科ではどのような改善を図ってい
く必要がありますか。

遊びや生活を通して総合的に学ぶ幼児期の教育課程と，各教科等の学習内
容を系統的に学ぶ等の児童期の教育課程は，内容や進め方が大きく異なりま
す。今回の改訂で，第１章総則第２の４に学校段階等間の接続が新たに示され
ましたが，第２の４の(1)に，「（前略）特に，小学校入学当初において，
（中略）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」が規定されたことに注目する必要が
あります。
この規定を受けて，生活科のみならず，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）にも，入学当初において，生
活科を中心とした合科的・関連的な指導などの工夫（スタートカリキュラム）を行
うことが明示されました。

各学校においては，幼稚園教育要領等に示す幼児期の終わ
りまでに育ってほしい姿との関連を考慮し，幼児期における遊
びを通した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なスタートカリキュラムの工夫が求めら
れています。

（参考）小学校学習指導要領解説（生活編）第４章１⑷ 44



45

スタートカリキュラムの位置付けと展開 （新学習指導要領）

スタートカリキュラムは，どのように位置付けられているのですか？

【第２章 各教科 第５節 生活】

(4) 他教科等との関連を積極的に図り，指導の効果を
高め，低学年における教育全体の充実を図り，中学
年以降の教育へ円滑に接続できるようにするととも
に，幼稚園教育要領等に示す幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿との関連を考慮すること。特に，小学校
入学当初においては，幼児期における遊びを通した総合
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。その際，生活科を中心と
した合科的・関連的な指導や，弾力的な時間割の設定を
行うなどの工夫をすること。

46

スタートカリキュラムの位置付けと展開 （新学習指導要領）

スタートカリキュラムは，どのように位置付けられているのですか？

【第２章 各教科 第１節 国語】

（７）低学年においては，第１章総則の第２の４の⑴
を踏まえ，他教科等との関連を積極的に図り，指
導の効果を高めるようにするとともに，幼稚園教
育要領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿との関連を考慮すること。特に，小学校入学
当初においては，生活科を中心とした合科的・関
連的な指導や，弾力的な時間割の設定を行うなど
の工夫をすること。

国語，音楽，算数，図画工作，体育，特活に同様の記載



スタートカリキュラムを編成するに当たり，期間についてはどのように考えるとよいですか。

スタートカリキュラムについては，小学校生活のスタートを
円滑に，そして豊かにするものであることを踏まえ，各学校に
おいて児童の成長の姿を診断・評価しながら，それらを生かし
て実施期間も含めて編成していくことが大切です。このため，
幼稚園・認定こども園・保育所への訪問や教職員との意見交換，
指導要録等を活用するなど，幼児期の学びと育ちの様子や指導
の在り方を把握することが重要です。
また，児童の実態に即して毎年見直しを行いながら改善し次

年度につなげていくことも重要です。保護者にスタートカリ
キュラムの意義やねらいとともに，主体的に学ぶ児童の様子を
伝えることで保護者の安心感や学校への信頼感を生み出したり，
スタートカリキュラムで学ぶ児童の姿を，幼稚園，認定こども
園，保育所の教職員に見てもらい，改善のための協議を行った
りすることで効果的に見直しを行うことができます。

（参考）小学校学習指導要領解説（生活編）第４章１⑷
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教科目標において，現行学習指導要領では「自立への基礎を養うこと」とされていたものが，
今回の改訂において「自立し生活を豊かにしていく」とされましたが，なぜでしょうか。

生活科は，創設以来，学習上の自立，生活上の自立，精神的
な自立という三つの自立への基礎を養うことを目指してきまし
たが，今回の改訂でも，この理念は引き継がれており，「自立
し生活を豊かにしていく」ことは，「自立への基礎を養う」こ
とと同様，生活科における究極的な児童の姿であると言えます。
「自立し生活を豊かにしていく」ことは，一人一人の児童が，
幼児期の教育で育まれたことを基礎にしながら，まだできない
ことやしたことがないことに自ら取り組み，自分でできること
が増えたり活動の範囲が広がったりして，生活科の学びを実生
活に生かし，よりよい生活を創造し，自分自身が成長していく
ことを示していると考えることができます。

（参考）小学校学習指導要領解説（生活編）第２章第１節 48



生活科の資質・能力が「～の基礎」とされているのはなぜでしょうか。

今回の改訂では，第１章総則第２の４の(1)において，「（前略）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。
また，低学年における教育全体において，例えば生活科において育成する自
立し生活を豊かにしていくための資質・能力が，他教科等の学習においても
生かされるようにするなど，教科等間の関連を積極的に図り，幼児期の教育
及び中学年以降の教育との円滑な接続が図られるよう工夫すること。（後
略）」と示されました。
一方，幼児期の教育においては，「知識及び技能の基礎」「思考力，判断

力，表現力等の基礎」「学びに向かう力，人間性等」の資質・能力を一体的
に育むよう努めるものとされています。つまり，生活科で育成を目指す資
質・能力の末尾に「の基礎」とあるのは，幼児期の学びの特性を踏まえたも
のであること，育成を目指す三つの資質・能力を截然と分けることができな
いことによるもので，このことは，生活科が教育課程において，幼児期の教
育と小学校教育とを円滑に接続するという機能をもつことを明示し，幼児期
の教育と小学校教育との接続の一層の強化が図られることを期待したものと
考えることができます。

（参考）小学校学習指導要領解説（生活編）第２章第１節，第４章１⑷，幼稚園教育
要領第２の１ 49

多様な学習活動として「見付ける，比べる，たとえる」に「試す，見通す，工夫する」が加えられ
たのはどうしてですか。

生活科では，児童が見る，聞く，触れる，作る，探す，育て
る，遊ぶなどの身体を通して直接働きかける体験の楽しさを味
わうことや，活動や体験したことを表現し，考えることができ
るようにすることを重視しています。児童は，何度も対象と関
わりながら，表現し考えることを繰り返し，気付きを自覚し確
かなものにしていきます。
気付きの質を高めるためには，気付いたことを基に考えるこ

とができるように，多様な学習活動を行うことが大切です。そ
こで，児童が自分自身や自分の生活について，「見付ける，比
べる，たとえる」など分析的に考えることに加えて，「試す，
見通す，工夫する」などを示すことで，気付きの質を高める学
習活動の一層の充実を求めています。

（参考）小学校学習指導要領解説（生活編）第４章２⑵
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第１章総則第２の４「学校段階等間の接続」に関わって，生活科ではどのような改善を図ってい
く必要がありますか。

遊びや生活を通して総合的に学ぶ幼児期の教育課程と，各教科等の学習内
容を系統的に学ぶ等の児童期の教育課程は，内容や進め方が大きく異なりま
す。今回の改訂で，第１章総則第２の４に学校段階等間の接続が新たに示され
ましたが，第２の４の(1)に，「（前略）特に，小学校入学当初において，
（中略）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」が規定されたことに注目する必要が
あります。
この規定を受けて，生活科のみならず，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）にも，入学当初において，生
活科を中心とした合科的・関連的な指導などの工夫（スタートカリキュラム）を行
うことが明示されました。

各学校においては，幼稚園教育要領等に示す幼児期の終わ
りまでに育ってほしい姿との関連を考慮し，幼児期における遊
びを通した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なスタートカリキュラムの工夫が求めら
れています。

（参考）小学校学習指導要領解説（生活編）第４章１⑷
51

スタートカリキュラムを編成するに当たり，期間についてはどのように考えるとよいですか。

スタートカリキュラムについては，小学校生活のスタートを
円滑に，そして豊かにするものであることを踏まえ，各学校に
おいて児童の成長の姿を診断・評価しながら，それらを生かし
て実施期間も含めて編成していくことが大切です。このため，
幼稚園・認定こども園・保育所への訪問や教職員との意見交換，
指導要録等を活用するなど，幼児期の学びと育ちの様子や指導
の在り方を把握することが重要です。
また，児童の実態に即して毎年見直しを行いながら改善し次

年度につなげていくことも重要です。保護者にスタートカリ
キュラムの意義やねらいとともに，主体的に学ぶ児童の様子を
伝えることで保護者の安心感や学校への信頼感を生み出したり，
スタートカリキュラムで学ぶ児童の姿を，幼稚園，認定こども
園，保育所の教職員に見てもらい，改善のための協議を行った
りすることで効果的に見直しを行うことができます。

（参考）小学校学習指導要領解説（生活編）第４章１⑷
52



生活科の指導において，合科的な指導と関連的な指導の違いについて，どのように考えたら
よいでしょうか。

合科的な指導とは，各教科のねらいをより効果的に実現する
ための指導方法の一つで，単元又は１コマの時間の中で，複数
の教科の目標や内容を組み合わせて，学習活動を展開するもの
です。また，関連的な指導とは，教科等別に指導するに当たっ
て，各教科等の指導内容の関連を検討し，指導の時期や指導の
方法などについて相互の関連を考慮して指導するものです。
このように，教科等横断的な視点で教育課程の編成，実施上

の工夫を行うことにより，生活科における学習活動が他教科等
での題材となったり，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
の効果が期待できると考えられます。

（参考）小学校学習指導要領解説（生活編）第４章１⑷
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