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はじめに 

 

 

平成２９年３月，保育所保育指針，幼稚園教育要領，幼保連携型認定こども園教育・保育要領，

及び小学校学習指導要領が告示されました。これまで以上に保育所（園），幼稚園，認定こども

園等の教育・保育施設と小学校の連携（以下，「保幼小連携」という）強化や，連続性と一貫性

をもった幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の重要性が示されています。 

そのような中，本市では，平成１７年度より保幼小連携推進の取組として，保幼小連携推進連

絡協議会の設置，保幼小連携研修会の実施，保幼小連携担当者の分掌への位置付け等を行ってき

ました。さらに，平成２８年度からの３ヵ年，文部科学省より「幼児教育の推進体制構築事業」

に係る研究委託を受け，本市の就学前教育の充実を図るとともに小学校への円滑な接続を図るた

め，「幼児教育の推進体制構築事業モデル小学校区」を指定し，学びの連続性のある保育・教育

活動の実践を積み重ねてきました。また，幼児教育推進員及び幼児教育アドバイザーによる保育

所（園），幼稚園，認定こども園，小学校の訪問を実施し，幼児教育の更なる質の充実及び幼児

教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に対する実践的な研究を進めてきました。 

そこで，保育所（園），幼稚園，認定こども園と小学校が求められている役割や目的を踏まえ，

発達と学びの連続性及び一貫性を確保した体系的な教育・保育を円滑に行うために「北九州市版

幼児教育と小学校教育の接続カリキュラム」を作成し,連携・交流のポイントをまとめました。 

本書では，幼児教育と小学校教育の円滑な接続が行われるように，５歳児１０月～小学校１年

生７月に着目し，①接続前期（５歳児１０月～１２月），②接続中期―１（５歳児 1 月～３月），

③接続中期―２（小学校１年生４月～５月初めの大型連休前），④接続後期（小学校１年生５月

初めの大型連休後～７月）の４期を接続期として設定し,８つの構成要素を組み込んだ接続カリ

キュラムの作成を試み，実践した２４の事例を掲載しています。 

このカリキュラムが,教職員の幼児教育と小学校教育の相互理解を進め,幼児期の教育と小学

校教育の円滑な接続と幼児教育及び小学校教育の充実に向けたカリキュラム・マネジメントの一

助として,積極的に活用されることを願っています。 
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北九州市教育委員会 

北九州市子ども家庭局 

 

 



新しい時代の教育と北九州市の歩み 

鳴門教育大学 教職大学院  

 教 授  木 下 光 二 

 

新しい局面  

 新しい学習指導要領等の改訂において幼児期から児童期はもとより，中学校や高等学校まで共通

する３つの資質・能力（知識・技能，思考力・判断力・表現力，学びに向かう力・人間性等）の育

成や教育課程の連続性などが求められています。その際，幼児期の遊びの中の学びを児童期の教科

等の学びにつなげることが鍵となりますが，遊びの中の学びを捉えることはそれほど簡単なことで

はありません。幼児期の遊びの中の学びを言語化し，明確化したり可視化したりして伝えることが

必要となります。今回の改訂で出された“幼児期の終わりまでに育ってほしい姿”は１つの手掛か

りとなり，北九州市が作成された本接続カリキュラムも有意味なものとなるでしょう。 

 

何をつなげれば？  

 幼児期から児童期に何をつなげればよいかを考えることがあります。つなげるのかつながるのか，

子どもの発達や成長を考える際，行きつ戻りつするものの，児童期につながらないものは何一つな

いと思います。幼小の間にあるとされる段差や壁，溝などは，これまでの組織やシステムがつくっ

てきたものなのでしょう。研修会や研究会の場で何をつなげればよいかを尋ねてみると，「心情」「自

主性」「思いやり」「人間関係」「個性」「協同性」「基本的な生活習慣」「コミュニケーション力」等，

様々な答えが返ってきます。いずれも大切なことばかりです。その際，私はいつも，「遊び込むこ

と」と答えるようにしています。いわゆる，対象に自ら働きかけ，試行錯誤をしながら夢中になっ

て遊ぶ，没頭して遊ぶ，時間を忘れて遊べる幼児は，児童期での教科の学習にも主体的に関わるこ

とができると思うのです。幼児期に砂場で夢中になって遊んだり，草花や虫に豊かに関わったりな

ど，遊びを多様に展開できる幼児は，児童期になって生活科や理科の学習にすっと移れるでしょう。

絵本や童話などが好きで物語や空想の世界で想像やイメージを広げたり，相手の気持ちに寄りそっ

て話したりできる幼児は，自然と国語の学習に入れるでしょう。また，積み木などのものを，分け

たり，並べたり，数えたり，比べたり，積み上げたりするのが得意な幼児や，数量や図形に興味を

示し，買い物ごっこや折り紙などで時間を忘れて遊べる幼児は，算数の学習に滑らかに移行できる

でしょう。 

 

連携から接続へ  

 つなげるためには，保幼小が共に歩み寄り同じ速さで歩くこと，いわゆる教師間の連携や子ども

間の交流活動，カリキュラムの連続が求められます。それはそのまま改訂のキーワードであるカリ

キュラム・マネジメントであり，両者の生き生きとした活動は，アクティブ・ラーニング（主体的・

対話的で深い学び）となります。それはこれまで北九州市が長年にわたって取り組まれてきた歩み

そのものだと思います。これまで，北九州市の幼児教育や連携教育に関わらせてもらい，私自身も

たくさんのことを学ばせてもらいました。北九州市がこれまで積み上げてこられたことを生かし，

新しい時代の新しい教育を創ってもらえたらと思います。 



新しい時代の教育と北九州市の歩み 

鳴門教育大学 教職大学院  

 教 授  木 下 光 二 

 

新しい局面  

 新しい学習指導要領等の改訂において幼児期から児童期はもとより，中学校や高等学校まで共通

する３つの資質・能力（知識・技能，思考力・判断力・表現力，学びに向かう力・人間性等）の育

成や教育課程の連続性などが求められています。その際，幼児期の遊びの中の学びを児童期の教科

等の学びにつなげることが鍵となりますが，遊びの中の学びを捉えることはそれほど簡単なことで

はありません。幼児期の遊びの中の学びを言語化し，明確化したり可視化したりして伝えることが

必要となります。今回の改訂で出された“幼児期の終わりまでに育ってほしい姿”は１つの手掛か

りとなり，北九州市が作成された本接続カリキュラムも有意味なものとなるでしょう。 

 

何をつなげれば？  

 幼児期から児童期に何をつなげればよいかを考えることがあります。つなげるのかつながるのか，

子どもの発達や成長を考える際，行きつ戻りつするものの，児童期につながらないものは何一つな

いと思います。幼小の間にあるとされる段差や壁，溝などは，これまでの組織やシステムがつくっ

てきたものなのでしょう。研修会や研究会の場で何をつなげればよいかを尋ねてみると，「心情」「自

主性」「思いやり」「人間関係」「個性」「協同性」「基本的な生活習慣」「コミュニケーション力」等，

様々な答えが返ってきます。いずれも大切なことばかりです。その際，私はいつも，「遊び込むこ

と」と答えるようにしています。いわゆる，対象に自ら働きかけ，試行錯誤をしながら夢中になっ

て遊ぶ，没頭して遊ぶ，時間を忘れて遊べる幼児は，児童期での教科の学習にも主体的に関わるこ

とができると思うのです。幼児期に砂場で夢中になって遊んだり，草花や虫に豊かに関わったりな

ど，遊びを多様に展開できる幼児は，児童期になって生活科や理科の学習にすっと移れるでしょう。

絵本や童話などが好きで物語や空想の世界で想像やイメージを広げたり，相手の気持ちに寄りそっ

て話したりできる幼児は，自然と国語の学習に入れるでしょう。また，積み木などのものを，分け

たり，並べたり，数えたり，比べたり，積み上げたりするのが得意な幼児や，数量や図形に興味を

示し，買い物ごっこや折り紙などで時間を忘れて遊べる幼児は，算数の学習に滑らかに移行できる

でしょう。 

 

連携から接続へ  

 つなげるためには，保幼小が共に歩み寄り同じ速さで歩くこと，いわゆる教師間の連携や子ども

間の交流活動，カリキュラムの連続が求められます。それはそのまま改訂のキーワードであるカリ

キュラム・マネジメントであり，両者の生き生きとした活動は，アクティブ・ラーニング（主体的・

対話的で深い学び）となります。それはこれまで北九州市が長年にわたって取り組まれてきた歩み

そのものだと思います。これまで，北九州市の幼児教育や連携教育に関わらせてもらい，私自身も

たくさんのことを学ばせてもらいました。北九州市がこれまで積み上げてこられたことを生かし，

新しい時代の新しい教育を創ってもらえたらと思います。 
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１ 育成を目指す「資質・能力」の明確化   

平成２９年３月，保育所保育指針が改定された。同時に，幼稚園教育要領，幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領，小学校学習指導要領，中学校学習指導要領等も改訂された。 

【資料１】のように，今回の改定・改訂では，生きる力の基礎を育むために，幼児期において

育みたい資質・能力として三つの柱を示し，それ以降の小学校，中学校，高等学校での教育へと

貫くものであることが明記された。（※表記について保幼小の順ではあるが，改訂に関しては小

学校等を含むので以下，「改訂（改定）」と表記する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料１ 育成すべき資質・能力の整理イメージ】 

（※幼児教育部会取りまとめ（案） 文部科学省 ホームページより引用） 

保育所（園）・幼稚園・幼保連携型認定こども園においては，生きる力の基礎を培い育むため

に，保育の目標や幼稚園教育の基本，幼保連携型認定こども園の教育及び保育の基本を踏まえ，

【資料２】に掲げる資質・能力を一体的に育むよう努めるものとすることも共通して示された。 

豊かな体験を通じて，感じたり，気付いたり，分かったり，できるようになったりする「知識

及び技能の基礎」 

気付いたことや，できるようになったことなどを使い，考えたり，試したり，工夫したり，表

現したりする「思考力，判断力，表現力等の基礎」 

心情，意欲，態度が育つ中で，よりよい生活を営もうとする「学びに向かう力，人間性等」 

【資料２ 育みたい資質・能力】 
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２ 幼児教育と小学校教育との円滑な接続の重視  

今回の改訂（改定）では，幼児教育と小学校教育の接続に当たって，保育所保育指針，幼稚園

教育要領，幼保連携型認定こども園教育・保育要領において，共通の留意事項が示されている。 

１ 保育所（園）・幼稚園・幼保連携型認定こども園においては，保育所保育・幼稚園教育・認

定こども園教育及び保育が，小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに配慮し幼

児期にふさわしい生活を通して（通じて），創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培

うようにする。 

 

 

２ 保育所保育・幼稚園教育・幼保連携型認定こども園の教育及び保育において育まれた資質・

能力を踏まえ，小学校教育が円滑に行われるよう，小学校教師との意見交換や合同の研究の機

会などを設け，「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手掛かりに子どもの姿を共有する

など，保育所保育・幼稚園教育・幼保連携型認定こども園の教育及び保育と小学校教育との円

滑な接続を図ることが大切である。 

【資料３ 幼児教育と小学校教育との円滑な接続に当たっての共通の留意事項】 

一方，小学校学習指導要領においても，接続に当たって次のように示されている。 

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。 

 

 

 

 

【資料４ 小学校学習指導要領で示された接続に当たっての留意事項】 

つまり，小学校においては，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，児童が主体的に自己を発揮しながら学びに向かい，幼児期の教育を通して育まれた

資質・能力を更に伸ばしていくことが求められている。 

☞【幼児期の教育を踏まえ，主体的に自己を発揮する学びの実現】 

☞【幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた指導の工夫】 

☞【小学校入学当初における「遊び」と「学習」の円滑な接続】 

☞【小学校以降の生活や学習の基盤】 

☞【創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培う】 

 

☞【幼児教育と小学校教育との円滑な接続】 

☞【「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の共有】 

☞【小学校教師との意見交換・合同研修会】 
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３ 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 

今回の改訂（改定）では，「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が共通して示された。 

※ 下資料は，幼稚園教育要領に基づいた表記である。「１ 健康な心と体」「５ 社会生活との関わり」については，（保育所／

幼保連携型認定こども園）のように，「９ 言葉による伝え合い」については，（保育士等/保育教諭等）のように保育所保育指

針，幼保連携型認定子ども園教育・保育要領の表記にそって読みかえる。 

１ 健康な心と体 

幼稚園（保育所／幼保連携型認定こども園における）の生活の中で，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。 

２ 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。 

３ 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。 

４ 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。 

５ 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（保育所／幼保連携型認定こども園）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。 

６ 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。 

７ 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。 
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８ 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。 

９ 言葉による伝え合い 

先生（保育士等／保育教諭等）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。 

10 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。 

【資料５ 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」】 

（※平成２９年３月：保育所保育指針，幼稚園教育要領，幼保連携型認定こども園教育・保育要領より引用） 

また，これらの「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」に関しては，次のように示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度の改訂（改定）で提示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手掛かりに，

小学校の教師と子どもの姿を共有することにより，保育所保育・幼稚園教育・幼保連携型認定こ

ども園の教育及び保育と小学校教育の円滑な接続を図ることが大切である。 

【指導上の留意点は…】 

○ 遊びの中で幼児（子ども／園児）が発達していく姿を，「幼児期の終わりまでに育っ

てほしい姿」を念頭に置いて捉え，一人一人の発達に必要な体験が得られるような状況

をつくったり必要な援助を行ったりするなど，指導を行う際に考慮するもの 

○ 到達すべき目標ではない 

○ 個別に取り出されて指導されるものではない 

○ 全ての幼児（子ども／園児）に同じように見られるものではない 

○ ５歳児（卒園を迎える年度の子ども）だけでなく，３歳児，４歳児（その前／それぞ

れ）の時期から，幼児（子ども／乳幼児）が発達していく方向を意識して，それぞれの

時期にふさわしい指導を積み重ねていくことに留意すること 

【いつ頃の姿か…】 

○ 幼児（子ども／園児）の幼稚園修了時（子どもの小学校就学時／園児の幼保連携型認

定こども園修了時）の具体的な姿 

○ ねらい及び内容に基づいて，幼児期（乳幼児期）にふさわしい遊びや生活を積み重ね

ることにより，育みたい資質・能力が育まれている幼児（子ども／園児）の具体的な姿。

特に５歳児の後半（卒園を迎える年度の後半）に見られるようになる姿 

○ 幼稚園の教師（保育所の保育士等／幼保連携型認定こども園の保育教諭等）が適切に

関わることで，特に幼稚園（保育所／幼保連携型認定こども園）の生活の中で見られる

ようになる幼児（子ども／園児）の姿 

○ ５歳児（卒園を迎える年度の子ども）に突然見られるようになるものではない 
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４ 本市の強みを生かした幼児教育の推進体制構築事業  

⑴  本市の現状と先進的・継続的な保幼小連携の取組 

本市には，【資料６】のように幼児教育施設が２６５施設，公立小学校が１３２校あり， 

『子育てしやすい街 日本一』を目指した取組を行っている。 

教育施設 数 関係課 法令（所管） 

公立保育所（含む指定管理）  ２６ 北九州市 

子ども家庭局 

保育課 
保育所保育指針（厚生労働省） 私立保育園 

（含む保育所型認定こども園１） 
１４０ 

私立幼稚園 

（含む幼稚園型認定こども園 12） 
 ９０ 北九州市 

子ども家庭局 

幼稚園・ 
こども園課 

幼稚園教育要領（文部科学省） 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領 
（内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

地方裁量型認定こども園   ３ 

幼保連携型認定こども園   ０ 

公立幼稚園   ６ 北九州市 

教育委員会 

指導部 

幼稚園教育要領（文部科学省） 

公立小学校 １３２ 小学校学習指導要領（文部科学省） 

【資料６ 本市の幼児教育施設及び公立小学校の数等】（※平成３０年５月１日現在） 

本市では，平成１７年度より関係課・関係諸施設による保幼小連携推進の取組を行ってき

た。具体的には，保幼小連携推進連絡協議会の設置，保幼小連携研修会の実施，保幼小連携

担当者の分掌への位置付け，北九州市保幼小連携プログラム「つながる」1 号～３号の発行

などに取り組んできた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保幼小連携推進連絡協議会の設置 

学識経験者，北九州市保育所連盟，北九州市立直営保育所所長会，北九州市私立幼稚園

連盟，北九州市立幼稚園園長会，北九州市立小学校校長会，保育課，幼稚園・こども園課，

指導第一課，教育センター，指導企画課の各代表からなる組織である。 

本市の保幼小連携推進の在り方，保幼小連携研修会の実施内容や方法についての成果や

課題，方向性などを共有している。 

保幼小連携研修会の実施 

保幼小連携推進連絡協議会が中心となり，年に１度，市内全ての保育所（園），幼稚園，

認定こども園，小学校の保幼小連携担当者と 

管理職が一同に介し，保幼小連携研修会を行 

ってきた。学識経験者の講話を聞いたり， 

各諸施設の保幼小連携担当者同士で情報交換 

や共有を行ったりしている。 

 

 
諸施設内組織での保幼小連携担当者の位置付け 

市内の保育所（園），幼稚園，認定こども園，小学校において、保幼小連携担当者を分掌

として位置付けている。施設内外の保幼小連携推進の中心的な役割を担う。 
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さらに，平成２８年度より文部科学省より「幼児教育の推進体制構築事業」に係る研究委

託を受け現在に至っている。 

 

⑵  文部科学省委託「幼児教育の推進体制構築事業」の概要 

 ① 趣旨 

○ 本市の就学前教育の充実を図るとともに小学校への円滑な接続を図るため，「幼児教育 

の推進体制構築事業モデル小学校区」を指定し，学びの連続性のある保育・教育活動の実

践を行うもの。 

○ 幼児教育推進員及び幼児教育アドバイザーによる保育所（園），幼稚園，認定こども園，

小学校の訪問を実施し，幼児教育の更なる質の充実および幼児教育と小学校教育の円滑な

接続を図るもの。 

  ② 特色及び組織図           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料７ 幼児教育の推進体制構築事業の組織図】 
③ 幼児教育推進員・幼児教育アドバイザーの業務 

幼児教育推進員は，モデル小学校区に定期的に訪問し，保育・授業参観，意見交換会を行

う。また，事業内容やモデル小学校区の実践を広報発信するため，ＨＰを作成する。 

幼児教育アドバイザーは，モデル小学校区以外の保育所（園），幼稚園，認定こども園，   

小学校の訪問要請に応じ，要請内容に応じた保育・授業参観・意見交換会・講話等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料８ 幼児教育推進員の業務】  【資料９ 幼児教育アドバイザーの業務】 

  

―特色― 
☆：モデル小学校区の設定 

（３小学校区，１２諸施設） 
 

☆：幼児教育支援室の設置 
（教育センター内） 
 

☆：幼児教育推進員（３名）の訪問 
（保育所(園)長・幼稚園長経験者） 
 

☆：幼児教育アドバイザー（６名） 
の訪問 

（現役の保育所(園)長・幼稚園長） 
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５ 接続カリキュラムの考え方  

北九州市版幼児教育と小学校教育の接続カリキュラムの作成に当たっては，次の構想の基に 

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料１０ 接続カリキュラム作成に当たっての構想図】 

 

⑴  本市の教育目標達成及び目指す子どもの姿 

本市の教育目標及び目指す子どもの姿を念頭に置き，幼児教育と小学校教育との円滑な接

続に向けての取組を行う。 

北九州市教育目標「思いやりの心をもつ，自立した子どもを育む」 

・ 自分の可能性を信じ，夢や希望をもつ子ども 

・ 自分の力でやり遂げ，自立する力をもつ子ども 

・ 思いやりの心をもち，行動できる子ども 

⑵  幼児教育の特質を踏まえる 

①  幼児期の教育における接続の留意事項 

平成２９年３月の保育所保育指針，幼稚園教育要領，幼保連携型認定こども園教育・保育

要領の改訂（改定）に示された小学校教育との接続に当たっての留意事項を踏まえる。 

 

 

 

○ 小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに配慮し，幼児期(乳幼児期)にふ

さわしい生活を通して，創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにする。 

【小学校以降の生活や学習の基盤～創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培う～】 

接続接続接続

幼児期の教育を踏まえ，主体的に自己を発揮する学びの実現

小学校以降の生活や学習の基盤
～創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培う～

北九州市教育目標 「思いやりの心をもつ，自立した子どもを育む」
自分の可能性を信じ，夢や希望をもつ子ども
自分の力でやり遂げ，自立する力をもつ子ども
思いやりの心をもち，行動できる子ども

幼児教育

５領域のねらいと内容

人間関係健 康

環 境 言 葉

表 現

小学校教育

育みたい資質・能力

知識及び技能の基礎

思考力，表現力，判断力等の基礎

学びに向かう力，人間性等

幼児期の
終わりまで
に育って
ほしい姿

幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿を踏
まえた指導の工夫

育成を目指す
資質・能力

小学校入学当初にお
ける「遊び」と「学習」の
円滑な接続

幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿

遊びや生活の中の
学びの充実

資質・能力の育成
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②  育みたい資質・能力 

平成２９年３月の保育所保育指針，幼稚園教育要領，幼保連携型認定こども園教育・保育

要領の改訂（改定）に示された幼児教育を行う施設として共有すべき事項として示された次

の事項を踏まえる。 

保育所 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 幼稚園教育要領 第２節 幼児教育において育みたい資質・能力及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」をベースに引用 

※ 保育所保育指針では，１（１）の表記が，ア（ア）のカナ表記である。また，生きる力の前に「生涯にわたる」が加わる。 

さらに「生きる力の基礎を培う」と表記している。 

 

③ 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 

今回の改訂（改定）で共通して示された，次の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

を踏まえる。（※保育所保育指針では，１，２の数表記ではなく，ア，イのカナ表記で示されている。 第１章 総則 ４（２）） 

１ 健康な心と体 ６ 思考力の芽生え 

２ 自立心 ７ 自然との関わり・生命尊重 

３ 協同性 ８ 数量や図形，標識や文字などへの関心・感覚 

４ 道徳性・規範意識の芽生え ９ 言葉による伝え合い 

５ 社会生活との関わり 10 豊かな感性と表現 

 

④ ねらい及び内容の考え方と領域の編成 

保育所保育指針及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領では，この時期の発達の特

徴を踏まえ，教育及び保育の「ねらい」及び「内容」について，心身の健康に関する領域

「健康」，人との関わりに関する領域「人間関係」，身近な環境との関わりに関する領域「環

境」，言葉の獲得に関する領域「言葉」及び感性と表現に関する領域「表現」としてまとめ，

示している。 

また幼稚園教育要領では，ねらいは幼稚園教育において育みたい資質・能力を幼児の生

活する姿から捉えたものであり，内容は，ねらいを達成するために指導する事項であると

示している。さらに各領域は，これらを幼児の発達の側面から※下線部分同じ。内容の取

扱いは，幼児の発達を踏まえた指導を行うに当たって留意すべき事項としている。 

今回の改訂（改定）によって，５つの領域における「ねらい」及び「内容」が統一され

た。５領域（健康，人間関係，環境，言葉，表現）のねらいと内容を踏まえてカリキュラ

ムを作成するようにした。次頁からの資料には，幼稚園教育要領第２章 ねらい及び内容

を基に引用したねらいと内容及び内容の取扱い（一部抜粋）を掲載している。 

１ 幼稚園（保育所／幼保連携型認定こども園）においては，（生涯にわたる）生きる力の

基礎を育む（培う）ため，幼稚園教育の基本（保育の目標／幼保連携型認定こども園の教

育及び保育）を踏まえ，次に掲げる資質・能力を一体的に育むよう努めるものとする。 

⑴ 豊かな体験を通じて，感じたり，気付いたり，分かったり，できるようになったりす

る「知識及び技能の基礎」 
⑵ 気付いたことや，できるようになったことなどを使い，考えたり，試したり，工夫し

たり，表現したりする「思考力，判断力，表現力等の基礎」 
⑶ 心情，意欲，態度が育つ中で，よりよい生活を営もうとする「学びに向かう力，人間

性等」 
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 健康 

〔健康な心と体を育て，自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。〕 

１ ねらい 

⑴ 明るく伸び伸びと行動し，充実感を味わう。 

⑵ 自分の体を十分に動かし，進んで運動しようとうする。 

⑶ 健康，安全な生活に必要な習慣や態度を身に付け，見通しをもって行動する。 

２ 内容 

⑴ 先生（保育士等／保育教諭等）や友達との触れ合い，安定感をもって行動する。 

⑵ いろいろな遊びの中で十分に体を動かす。 

⑶ 進んで戸外で遊ぶ。 

⑷ 様々な活動に親しみ，楽しんで取り組む。 

⑸ 先生（保育士等／保育教諭等）や友達と食べることを楽しみ，食べ物への興味や関心をもつ。 

⑹ 健康な生活のリズムを身に付ける。 

⑺ 身の回りを清潔にし，衣服の着脱，食事，排泄などの生活に必要な活動を自分でする。 

⑻ 幼稚園（保育所／幼保連携型認定こども園）における生活の仕方を知り，自分たちで生活の

場を整えながら見通しをもって行動する。 

⑼ 自分の健康に関心をもち，病気の予防などに必要な活動を進んで行う。 

⑽ 危険な場所，危険な遊び方，災害時などの行動の仕方が分かり，安全に気を付けて行動する。 

３ 内容の取扱い 

⑴ 十分に体を動かす気持ちよさを体験し，自ら体を動かそうとする意欲が育つようにすること。 など 

人間関係 

〔他の人々と親しみ，支え合って生活するために，自立心を育て，人と関わる力を養う。〕 

１ ねらい 

⑴ 幼稚園（保育所／幼保連携型認定こども園）の生活を楽しみ，自分の力で行動することの充

実感を味わう。 

⑵ 身近な人と親しみ，関わりを深め，工夫したり，協力したりして一緒に活動する楽しさを味

わい，愛情や信頼感をもつ。 

⑶ 社会生活における望ましい習慣や態度を身に付ける。 

２ 内容 

⑴ 先生（保育士等／保育教諭等）や友達と共に過ごすことの喜びを味わう。  

⑵ 自分で考え，自分で行動する。 

⑶ 自分でできることは自分でする。 

⑷ いろいろな遊びを楽しみながら物事をやり遂げようとする気持ちをもつ。 

⑸ 友達と積極的に関わりながら喜びや悲しみを共感し合う。 

⑹ 自分の思ったことを相手に伝え，相手の思っていることに気付く。 

⑺ 友達のよさに気付き，一緒に活動する楽しさを味わう。 

⑻ 友達と楽しく活動する中で，共通の目的を見いだし，工夫したり，協力したりなどする。 

⑼ よいことや悪いことがあることに気付き，考えながら行動する。 

⑽ 友達との関わりを深め，思いやりをもつ。 

⑾ 友達と楽しく生活する中できまりの大切さに気付き，守ろうとする。 
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⑿ 共同の遊具や用具を大切にし，皆で使う。 

⒀ 高齢者をはじめ地域の人々などの自分の生活に関係の深いいろいろな人に親しみをもつ。 

３ 内容の取扱い 

⑴ 多様な感情を体験し，試行錯誤しながら諦めずにやり遂げることの達成感や，前向きな見通

しをもって自分の力で行うことの充実感を味わうようことができるようにすること。 など 

環境 

〔周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わり，それらを生活に取り入れていこうとす

る力を養う。〕 

１ ねらい 

⑴ 身近な環境に親しみ，自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心をもつ。 

⑵ 身近な環境に自分から関わり，発見を楽しんだり，考えたりし，それを生活に取り入れよう

とする。 

⑶ 身近な事象を見たり，考えたり，扱ったりする中で，物の性質や数量，文字などに対する感

覚を豊かにする。 

２ 内容 

⑴ 自然に触れて生活し，その大きさ，美しさ，不思議さなどに気付く。  

⑵ 生活の中で，様々な物に触れ，その性質や仕組みに興味や関心をもつ。 

⑶ 季節により自然や人間の生活に変化のあることに気付く。 

⑷ 自然などの身近な事象に関心をもち，取り入れて遊ぶ。 

⑸ 身近な動植物に親しみをもって接し，生命の尊さに気付き，いたわったり，大切にしたりする。 

⑹ 日常生活の中で，我が国や地域社会における様々な文化や伝統に親しむ。 

⑺ 身近な物を大切にする。 

⑻ 身近な物や遊具に興味をもって関わり，自分なりに比べたり，関連付けたりしながら考えた

り，試したりして工夫して遊ぶ。 

⑼ 日常生活の中で数量や図形などに関心をもつ。 

⑽ 日常生活の中で簡単な標識や文字などに関心をもつ。 

⑾ 生活に関係の深い情報や施設などに興味や関心をもつ。 

⑿ 幼稚園（保育所／幼保連携型認定こども園）内外の行事において国旗に親しむ。 

３ 内容の取扱い 

⑴ 文化や伝統に親しむ際には，正月や節句など我が国の伝統的な行事，国歌，唱歌，わらべうたや我が国

の伝統的な遊びに親しんだり，異なる文化に触れる活動に親しんだりすることを通じて，社会とのつなが

りの意識や国際理解の意識の芽生えなどが養われるようにすること。など 

言葉 

〔経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で表現し，相手の話す言葉を聞こうとする

意欲や態度を育て，言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養う。〕 

１ ねらい 

⑴ 自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わう。 

⑵ 人の言葉や話などをよく聞き，自分の経験したことや考えたことを話し，伝え合う喜びを味わう。 

⑶ 日常生活に必要な言葉が分かるようになるとともに，絵本や物語などに親しみ，言葉に対す

る感覚を豊かにし，先生や友達と心を通わせる。 
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２ 内容 

⑴ 先生（保育士等／保育教諭等）や友達の言葉や話に興味や関心をもち，親しみをもって聞い

たり，話したりする。 

⑵ したり，見たり，聞いたり，感じたり，考えたりなどしたことを自分なりに言葉で表現する。 

⑶ したいこと，してほしいことを言葉で表現したり，分からないことを尋ねたりする。 

⑷ 人の話を注意して聞き，相手に分かるように話す。 

⑸ 生活の中で必要な言葉が分かり，使う。 

⑹ 親しみをもって日常の挨拶をする。 

⑺ 生活の中で言葉の楽しさや美しさに気付く。 

⑻ いろいろな体験を通じてイメージや言葉を豊かにする。 

⑼ 絵本や物語などに親しみ，興味をもって聞き，想像をする楽しさを味わう。 

⑽ 日常生活の中で，文字などで伝える楽しさを味わう。 

３ 内容の取扱い 

⑴ 生活の中で，言葉の響きやリズム，新しい言葉や表現などに触れ，これらを使う楽しさを味わ

えるようにすること。  など 

表現 

〔感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して，豊かな感性や表現する力を養

い，創造性を豊かにする。〕 

１ ねらい 

⑴ いろいろなものの美しさなどに対する豊かな感性をもつ。 

⑵ 感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽しむ。 

⑶ 生活の中でイメージを豊かにし，様々な表現を楽しむ。 

２ 内容 

 ⑴ 生活の中で様々な音，形，色，手触り，動きなどに気付いたり，感じたりするなどして楽しむ。  

⑵ 生活の中で美しいものや心を動かす出来事に触れ，イメージを豊かにする。  

⑶ 様々な出来事の中で，感動したことを伝え合う楽しさを味わう。 

⑷ 感じたこと，考えたことなどを音や動きなどで表現したり，自由にかいたり，つくったりなどする。 

⑸ いろいろな素材に親しみ，工夫して遊ぶ。 

⑹ 音楽に親しみ，歌を歌ったり，簡単なリズム楽器を使ったりなどする楽しさを味わう。 

⑺ かいたり，つくったりすることを楽しみ，遊びに使ったり，飾ったりなどする。 

⑻ 自分のイメージを動きや言葉などで表現したり，演じて遊んだりするなどの楽しさを味わう。 

３ 内容の取扱い 

⑴ 豊かな感性を養う際に，風の音や雨の音，身近にある草や花の形や色など自然の中にある音，

形，色などに気付くようにすること。  など 

【資料１１ ５領域のねらいと内容及び内容の取扱い】 

※ 表記の読みかえについて 

  １ 保育士等（保育所保育指針），先生（幼稚園教育要領），保育教諭等（幼保連携型認定こども園教育・保育要領）  

    【健康 内容⑴⑸，人間関係 内容⑴，言葉 内容⑴】 

２ 保育所（保育所保育指針），幼稚園（幼稚園教育要領），幼保連携型認定こども園（幼保連携型認定こども園教育・保育要領） 

【健康 内容⑻，人間関係 ねらい⑴，環境 内容⑿】 
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⑶ 小学校教育の特質を踏まえる 

① 小学校教育における接続の留意事項 

平成２９年３月の小学校学習指導要領に示された幼児教育と小学校教育の接続に当たっ

ての留意事項を踏まえる。 

   

 

 

 

② 育成を目指す資質・能力 

平成２９年３月の小学校学習指導要領の改訂に伴い，第３章教育課程の編成及び実施 第

１節「小学校教育の基本と教育課程の役割」に示された資質・能力の育成を踏まえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた指導の工夫 

平成２９年３月の小学校学習指導要領に示された幼児教育と小学校教育の接続に当たっ

ての留意事項を踏まえる。 

 

 

 

 

④ 小学校入学当初における「遊び」と「学習」の円滑な接続 

平成２９年３月の小学校学習指導要領に示された幼児教育と小学校教育の接続に当たっ

ての留意事項を踏まえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 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。 

 

○ 豊かな創造性を備え，持続可能な社会の担い手となることが期待される児童に，生きる

力を育むことを目指すに当たっては，学校教育全体並びに各教科，道徳科，外国語活動，

総合的な学習の時間及び特別活動の指導を通してどのような資質・能力の育成を目指すの

かを明らかにしながら，教育活動の充実を図るものとする。その際，児童の発達の段階や

特性等を踏まえつつ，次に掲げることが偏りなく実現できるようにするものとする。 

⑴ 知識及び技能が習得されるようにすること。 

⑵ 思考力，判断力，表現力等を育成すること。 

⑶ 学びに向かう力，人間性等を涵養すること。 

 

 

○ 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。 

○ 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。 
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 ⑷ 接続カリキュラム作成に当たって 

  ① 接続期の設定      

本市では，幼児教育と小学校 

教育の円滑な接続が行われる 

ように，５歳児１０月～小学校 

１年生７月に着目し，右の４期 

の接続期を設定した。 

       【資料１２ 本市が設定した接続期 ※ＧＷ…5 月初めの大型連休】 
 

  ② 接続カリキュラム作成における８つの構成要素 

    カリキュラムとは，教育の目的や目標を達成するために，内容を子どもの心身の発達に応

じ，実施時数との関連において総合的に組織した保育所（園），幼稚園，学校における教育

計画である。本市では，次の８つの構成要素を組み込んだ接続カリキュラムの作成を試みた。     

１ 対象（期）および実施予定（月） ５ ふさわしい体験 

２ 幼児・児童の発達の過程 ６ 内容（健康・人間関係・環境・言葉・表現） 

３ 各期に見られる特徴的な姿 ７ 指導上の留意点（主な関わり等） 

４ 育みたい資質・能力 ８ 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 

【資料１３ 接続カリキュラム作成における８つの構成要素】 

詳細は，Ｐ１４のＡ３版資料を参照していただきたい。 

 

③ スタートカリキュラムの作成 

小学校入学当初は，合科的・関連的な指導や１５分程度の弾力的な時間割の構成を行いな

がら，幼児期の遊びを通じて育まれた資質・能力が，各教科等における学習に円滑に接続で

きるようにすることが求められる。本市では，公立小学校に配信している「北九州スタンダ

ードカリキュラム 小学校 第１学年 生活科」を基に，入学後のカリキュラム（スタート

カリキュラム）を作成するようにしている。詳細は，Ｐ１５～１６を参照していただきたい。 

以下は，スタートカリキュラムの作成に当たっての参考資料である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 接続前期 ５歳児   １０月～１２月 

２ 接続中期－１ ５歳児    １月～ ３月 

３ 接続中期－２ 小学校１年生 ４月～ ＧＷ 

４ 接続後期 小学校１年生 ＧＷ～ ７月 

【資料１４  
文部科学省 国立教育政策研究所 
教育課程研究センター編著の資料】 

 

【資料１５  
北九州市教育委員会 
「教育イントラナビ」に掲載の資料】 
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幼児教育と小学校教育の接続カリキュラム 
期 接続前期              接続中期－１      接続中期－２ 接続後期 

月 １０月  １１月  １２月      １月   ２月   ３月 ４月 ～ ＧＷ ＧＷ ～ ７月 

幼
児
・
児
童
の

発
達
の
過
程 

 

 

友達との関わりの中で，共通の目的に向かって

考えを出し合って遊ぶ時期 

 

 

友達とともに過ごしてきた喜びや成長を感じ， 

主体的に園・所生活を進める時期 

 

 

教師や友達などと関わる中で進級した喜び

を感じ，意欲的に学校生活を送ろうとする時期 

 

 

学校生活に慣れ，安心し自信をもって自己発

揮しながら友達と楽しく過ごそうとする時期 

各
期
に
見
ら
れ
る
特
徴
的
な

姿
（
指
導
計
画
よ
り
抜
粋
） 

・仲間意識が深まり，友達の思いが受け止められるよ
うになる姿が見られる。 

・運動会や生活発表会など，共通の目的に向かって活
動する中で，友達と考えを出し合ったり協力したり
しながらやり遂げる楽しさを感じる姿が見られる。 

・文字や数字，標識や記号に興味や関心をもち，必要
感から使おうとする姿が見られる。 

・学級意識や仲間意識が高まり，学級の友達と見通 
しをもって活動する姿が見られる。 

・生活の中で起こった問題を自分たちで解決しよう 
としたり，友達と互いのよさを認め合ったりしな 
がら，関わりが深まっていく姿が見られる。 

・修了が近付いてきたことを自覚し，入学に期待が 
 高まる反面，不安をもつ姿も見られる。 

・小学生なった喜びと期待をもって意欲的に 
過ごす姿や不安をもつ姿も見られる。 

・「文字を書きたい。計算をしてみたい。」など， 
 学習に取り組みたいという意欲が見られる。 
・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が
行きつ戻りつしながら徐々に小学校生活に
慣れていく姿が見られる。 

・運動会の体験を機に，小学校生活に慣れ，自
己発揮しながら生活したり，学習に取り組ん
だりする姿が見られる。 

・自覚的な学びができるようになり，めあて意
識をもって学習に取り組む姿が見られる。 

・互いの思いや考えを伝え合ったり，協力し合
ったりしながら学習する姿が見られる。 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 
自分の体や健康に関心をもち，全身を使って伸び伸
びと活動したり，清潔にしたりしようとする。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 
本物らしさを求めて材料を選んだり，友達と工夫し
て表現したりして遊ぶ。 

【学びに向かう力，人間性等】 
仲間意識をもち競い合ったり，十分に自己発揮し達
成感を味わったりしながら遊んだり生活したりし
ようとする。 

【知識及び技能の基礎】 
できるようになったことや自分の成長が分かり， 
就学に向け，学級の友達と一緒に見通しをもって 
活動するようになる。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 
学級で考えを出し合ったり，力を合わせて問題を 
解決したりしながら，遊びを進める。 

【学びに向かう力，人間性等】 
 就学への憧れや期待感もち，学級の友達と共通の 
目的に向かって意欲的に生活しようとする。 

【知識及び技能の基礎】 
小学校の約束や集団生活マナー，交通規則な
どを理解し，安全に生活するようになる。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 
思いを表現したり，新しい知識を得たり，発 
見の楽しさを感じたりしながら学習する。 

【学びに向かう力，人間性等】 
・教師や友達や上級生などと関わる楽しさを感

じ安心感をもち学習等に取り組もうとする。 
・幼児期の経験を基にしながら，自分でできる

ことや新たなことに取り組もうとする。 

【知識及び技能の基礎】 
小学校生活に慣れ，必要な生活・学習習慣や
技能を身に付け，学習等をするようになる。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 
小学校生活を支えている人々や施設などと
自分との関わりが分かる。 

【学びに向かう力，人間性等】 
１年生になってできるようになったことが
増えたという喜びを味わい，自信をもって学
習等に取り組もうとする。 

 

ふ
さ
わ

し
い 

体
験 

    

内
容
（
健
康
・
人
間
関
係
・
環
境
・ 

言
葉
・
表
現
） 

・生活のリズムや食事などの大切さを知り，自分の 
体や健康に関心をもつ。【健康】         

・運動的な遊びの中で，自分のめあてをもち，根気強
く取り組む。【健康】 

・友達と考えを出し合って遊ぶ中で，気持ちを調整し
ながら遊ぶ。【人間関係】【言葉】 

・友達と共通の目的に向かって，遊び方を考えたり，
役割分担をしたりしながら協力して遊ぶ。 

【人間関係】【言葉】 
・経験したことやイメージしたことを工夫して表現す
る。【言葉】【表現】 

・自分たちで育てた栽培物を収穫し，調理して食べる
ことの喜びを味わう。【環境】【健康】 

・園内外の自然や動植物に関わりながら，季節の変化
や美しさに気付く。【環境】【表現】 

・遊びや生活に見通しをもって友達と一緒に取り組 
んだり，考えを出し合ったりする。【人間関係】【言葉】 

・自分のめあてに向かって諦めずに根気よく取り組 
む。【健康】 

・交流を通して，小学校に関心をもったり，入学に 
期待をもったりする。【人間関係】【環境】 

・文字や数量などに興味や関心をもち，遊びや生活 
の中で使う喜びを味わう。【言葉】【表現】 

・寒さに負けず，友達と誘い合って戸外で体を動か 
して遊ぶ。【健康】【人間関係】 

・修了に関わる活動を通して，自分の成長を感じた 
り，身近な人々への感謝の気持ちをもったりする。 
【健康】【人間関係】 

・冬から初春への自然現象や動植物の変化に気付き， 
関わりをもとうとする。【環境】 

  

モ
デ
ル
小
学
校
区
の
事
例 

    

主
な
関

わ
り
等 

チーム意識をもち競い合う楽しさを味わったり， 

一人一人が自分の力を発揮し満足感や達成感を味わ

ったり，自信をもったりするようにする 

できるようになったことや成長を認め，自信や  

意欲を高め，就学への期待感をもてるようにする 

 

安心感の中で自己発揮できるように，個々の

育ちに応じた関わりをしたり，幼児期に体験し

た活動を取り入れたりする 

学習や生活の様々な場面で幼児期に育った

力を発揮する中で，自分のよさに気付き，更に

伸ばすことができるような学習活動をする 

なかよし いっぱい 学校 だいすき みんなで つくったよ うれしいな もうすぐ １年生 

学級の中でつながりを深め，充実感を味わう 
体験 

共通の目的をもち，友達と一緒に実現する体験 

                    国語 

                    算数 

                    音楽 

                    生活 

                    体育 

                    道徳 

                    特別活動 

                    図工 

 

幼児期に経験した活動をしたり，幼児期の 
学びを発揮したりし，安心感をもつ体験 

活動や体験を取り入れた学習を通して，めあ 
てに向かって意欲的に学習に取り組む体験 

①おばけやしきに いらっしゃい 

②ドッジボールをしよう 

③御仏様をかいてみよう 

④どんなお弁当をつくろうかな 

⑤めっきらもっきら どおんどん 

⑥大すき ぼくらのさくらの木 

⑦こんどは，まけないぞ！ 

⑧こんどは，どの役をしようかな 

⑨ともだち，喜んでくれるかな 

⑩お店のしなものをつくったよ 

⑪たこ，たこ，あがれ！ 

⑫ぼく，わたしの とくいわざ 

⑬おにのおめんを つくったよ 

⑭心のおにって，どんないろ 

⑮ゆきだるま 夏にはとける 

⑯どんなお店に しようかな 

⑰みんなで卒園制作をつくろう 

⑱もうすぐ １年生 

⑲がっこうの せいかつ 

⑳はじめに 

㉑がっこう たんけん 

㉒なんばんめ 

㉓せわを しよう 

㉔なつを たのしもう 

「
幼
児
期
の
終
わ
り
ま
で
に
育
っ
て 

ほ
し
い
姿
」
が
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら

徐
々
に
小
学
校
生
活
や
学
習
へ
と 

つ
な
が
っ
て
い
く 

幼
児
期
の
終
わ
り
ま
で
に
育
っ
て
ほ
し
い
姿 
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②入学６日目～１０日目のカリキュラム（例） 

 

 

…安心をつくる時間    …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 

 ６日目 
月  日（ ） 

７日目 
月  日（ ） 

８日目 
月  日（ ） 

９日目 
月  日（ ） 

１０日目 
月  日（ ） 

学校 
生活 

  子ども読書の日 
給食開始 

 学習参観 
（土曜日授業） 

朝の 
活動 

・朝のしたく ・朝のあいさつ ・健康観察 
・朝自習（歌，読み聞かせなど） 

１ 
校 
時 

国語（0,5） 

「あさ」 

・絵を見て話し合う 
算数（0,5） 

「オリエンテーション」

・学習内容を知る。 

算数（0,5） 

「５までのかず」 

・５までの数を知る 
国語（0,5） 

「どんなおはなしかな」 

・挿絵を見て話し合う 

国語（1） 

【子ども読書の日】 

「おはなしをきこう」 

・お話をみんなで聞く 
 

音楽（1） 

「うたでなかよしになろう」 

・「ぞうさんのさんぽ」

を歌いながら体を動か

す 

算数（1） 

「５までのかず」 

・５までの数を順序よく

数える。 

２ 
校 
時 

生活（1） 

「がっこう だいすき」 

・みんなで学校を歩く 

生活（1） 

「がっこう だいすき」 

・校庭をみんなで歩く 

国語（1） 

【子ども読書の日】 

「おはなしについての

えをかこう」 

・お話を聞いて，感じた

ことを絵にかく 

国語（1） 

「あいうえおのれんしゅう」

・文字を指でなぞる 
 
 

生活（1） 

「がっこう だいすき」 

・友達と学校探検に行き

たいところを話し合う 

３ 
校 
時 

生活（0,5） 

「がっこう だいすき」 

・見付けたことを話し合う 
国語（0,5） 

「なんていおうかな」 

・話すことを考える 

体育（1） 

「固定施設を使った

運動遊び」 

・体ほぐしの運動をする

 

生活（1） 

「がっこう だいすき」 

・校庭で見付けたことを

話し合う 

図工（1） 

「すきなものいっぱい」

・好きなものをかく 
 

体育（1） 

「固定施設を使った運動遊び」

・体ほぐしの運動をする

４ 
校 
時 

国語（0,5） 

「なんていおうかな」 

・考えたことを話す 
算数（0,5） 

「オリエンテーション」

・学習の仕方を知る 

音楽（0,5） 

「うたでなかよしになろう」 

・リズムにのって歌う 

学級活動（0,5） 

「きゅうしょくのじゅんび」 

・準備の仕方を知る 

算数（0,5） 

「５つまでのかず」 

・５つまでの数を知る 

学級活動（0,5） 

「きゅうしょくのじゅんび」 

・自分の役割を確認し

準備する 

図工（0,5） 

「すきなものいっぱい」

・好きなものを紹介する 

学級活動（0,5） 

「きゅうしょくのじゅんび」 

・自分の役割を確認し

準備する 

 

給食 
昼休み 
掃除 

  給食 給食  

５ 
校 
時 

     

下校 
時間 １１時半ごろ １１時半ごろ １３時半ごろ １３時半ごろ １１時半ごろ 

【ポイント：給食のはじまりに向けて，どのような準備が必要か見通しがもてるようにする。】 

（持ってくるもの，給食当番について，衛生面についてなど） 

①入学１日目～５日目のカリキュラム（例） 

 

 

…安心をつくる時間    …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 

 １日目 
月  日（ ） 

２日目 
月  日（ ） 

３日目 
月  日（ ） 

４日目 
月  日（ ） 

５日目 
月  日（ ） 

学校 
生活 

入学式   心電図  

朝の 
活動 

 ・朝のしたく ・朝のあいさつ ・健康観察 
・朝自習（歌，読み聞かせなど） 

１ 
校 
時 

 生活（0,5） 

「すたあとぶっく」 

・連絡帳の出し方 
国語（0,5） 

「はじめに」 

・あいさつ，返事 

生活（0,5） 

「すたあとぶっく」 

・机の中の整理の仕方 
国語（0,5） 

「はじめに」 

・鉛筆の持ち方 

学校行事（１） 

「心電図」 

国語（0,5） 

「どうぞよろしく」 

・自己紹介の準備 
音楽（0,5） 

「うたでなかよしになろう」 

・知っている曲を歌う 

２ 
校 
時 

学校行事（１） 
「入学式」 

 
 
 
 
 
 
学級活動（１） 
「はじめまして」 

 

生活（0,5） 

「すたあとぶっく」 

・くつの置き方 
国語（0,5） 

「はじめに」 

・話の聞き方 

生活（0,5） 

「すたあとぶっく」 

・ランドセルの置き方 
国語（0,5） 

「はじめに」 

・字を書く姿勢 

図画工作（0,5） 

「すきなものいっぱい」 

・すきなものをかく 
国語（0,5） 

「どうぞよろしく」 

・自己紹介の準備 

国語（0,5） 

「あさ」 

・絵を見て話し合う 

生活（0,5） 

「すたあとぶっく」 

・自己紹介をする 

３ 
校 
時 

生活（0,5） 

「すたあとぶっく」 

・トイレの使い方 
生活（0,5） 

「すたあとぶっく」 

・帰りのしたく 

学級活動（0,5） 

「みんなで使う物のき

まり」 

生活（0,5） 

「すたあとぶっく」 

・帰りのしたく 

算数（0,5） 

「巻頭」 

・挿絵を見て話し合う 
生活（0,5） 

「すたあとぶっく」 

・帰りのしたく 

体育（0,5） 

「固定施設を使った運

動遊び」 

生活（0,5） 

「すたあとぶっく」 

・帰りのしたく 

４ 
校 
時 

 
 
 
 
 
 

    

給食 
昼休み 
掃除 

     

５ 
校 
時 

     

下校 
時間 １２時ごろ １１時半ごろ １１時半ごろ １１時半ごろ １１時半ごろ 

 

【ポイント：登校し，下校するまでに，何をすればよいか，具体的に見通しがもてるようにする。】 

（靴の置き方，連絡帳の出し方，整理整頓，トイレの使い方など） 

～スタートカリキュラム作成に当たっての５つのポイント～ 

１ 朝の活動から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，交流す

る活動などを位置付け，楽しい気持ちで１日がスタートするように時間割を計画する。 
２ 児童が安心して学校生活を楽しむことができるように，一定期間は同じ学習内容を繰り

返す連続性と，少しずつ内容が高まっていく発展性を意識する。 
３ 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。 
４ 入学当初の児童の発達の段階に配慮し，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，具体的な活動を伴う学習活動を位置付けたりする。 
５ 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。 
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④入学１６日目～２０日目のカリキュラム（例） 

 

 

…安心をつくる時間    …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 

 １６日目 
月  日（ ） 

１７日目 
月  日（ ） 

１８日目 
月  日（ ） 

１９日目 
月  日（ ） 

２０日目 
月  日（ ） 

学校 
生活 

運動会に向けて 
高学年に学ぶ掃除 

運動会に向けて 
高学年に学ぶ掃除 

運動会に向けて 
高学年に学ぶ掃除 

運動会に向けて 
高学年に学ぶ掃除 

運動会に向けて 
高学年に学ぶ掃除 

朝の 
活動 

・朝のしたく ・朝のあいさつ ・健康観察 
・朝自習（歌，読み聞かせなど） 

１ 
校 
時 

国語（1） 

「うたに あわせて 

あいうえお」 

・リズムを合わせて読む 

学校行事（1） 

「運動会に向けた全体

練習」 

・整列，ラジオ体操 

国語（1） 

「えをみて はなそう」 

・絵を見てわかることを

話す 

道徳（1） 

「かがやけ いのち」 

・教材名「うまれたての

いのち」 
・低Ｄ－１７ 
（生命の尊さ） 

学校行事（1） 

「運動会に向けた全体

練習」 

・開閉会式の練習 
・応援合戦の練習 

２ 
校 
時 

生活（1） 

「がっこう だいすき」 

・学校探検をする 

  音楽（1） 
「うたでなかよしになろう」 

・友達と楽しく「ひらい

たひらいた」を歌う 

生活（1） 

「がっこう だいすき」 

・学校探検をして見付け

たことを発表する 

国語（1） 

「かきとかぎ」 

・濁音に気を付けて読む 

生活（1） 

「がっこう だいすき」 

・学校にいる人に聞いて

みたいことを考える 
 
 

３ 
校 
時 

算数（1） 

「１０までの かず」 

・１ずつ増える１０まで

の数を知り，順序よく数

える 

  体育（1） 
「表現リズム遊び」 

・弾む，回る動き 
・スキップ 

国語（1） 

「えをみて はなそう」 

・問題を出し合う 
・質問して答える 

図画工作（1） 

「『じぶんマーク』で 

みんなともだち」 

・好きなものに手足を加える 

  体育（1） 
「表現リズム遊び」 

・弾む，回る動き 
・スキップ 
 
 

４ 
校 
時 

国語（1） 

「うたに あわせて 

あいうえお」 

・あいうえおの文字の練習 
 

国語（1） 

「ことばを つくろう」 

・「あいうえお」で始まる言

葉を集める 

算数（1） 

「１０までの かず」 

・６から１０までの数字

を書く 

図画工作（1） 

「『じぶんマーク』で 

みんなともだち」 

・手足を工夫して表現し，生き物

をかく 

国語（1） 

「あさの おひさま」 

・音の響きに気をつけて

読む。 
 
 

給食 
昼休み 
掃除 

給食 
昼休み 
高学年に学ぶ掃除 

給食 
昼休み 
高学年に学ぶ掃除 

給食 
昼休み 
高学年に学ぶ掃除 

給食 
昼休み 
高学年に学ぶ掃除 

給食 
昼休み 
高学年に学ぶ掃除 

５ 
校 
時 

  体育（1） 
「走の運動遊び」 

・かけっこ 
・走順の確認 

国語（1） 

「ことばを つくろう」 

・あいうえおの文字の練習 

  学級活動（1） 
「目指せ ピカレンジャー」 

・6年生から学んだ掃除

の仕方を伝え合う 

国語（1） 

「かきとかぎ」 

・濁音を含む替え歌を考

え，書く。 

  音楽（1） 
「うたでなかよしになろう」 

・拍の流れにのって，学

習した曲を歌う 
下校 
時間 １５時半ごろ １５時半ごろ １５時半ごろ １５時半ごろ １５時半ごろ 

【ポイント：大型連休明けの子どもが，落ち着いて学校生活を送ることができるようにする。】 

（話し方・聞き方，運動会に向けての取組，高学年に学ぶ掃除，休み時間の過ごし方など） 

③入学１１日目～１５日目のカリキュラム（例） 

 

 

…安心をつくる時間    …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 

 １１日目 
月  日（ ） 

１２日目 
月  日（ ） 

１３日目 
月  日（ ） 

１４日目 
月  日（ ） 

１５日目 
月  日（ ） 

学校 
生活 

歯科検診 
家庭訪問１日目 

発育測定・視力検査 
家庭訪問２日目 

交通安全教室 
家庭訪問３日目 

 
家庭訪問４日目 

歓迎集会 
歓迎遠足 

朝の 
活動 

・朝のしたく ・朝のあいさつ ・健康観察 
・朝自習（歌，読み聞かせなど） 

１ 
校 
時 

学校行事（1） 

「歯科検診」 

算数（1） 

「５までの かず」 

・５までの数の合成，

分解をする 

国語（1） 

「どうぞ よろしく」 

・自分の名前を書き，名

刺カードを作る 

道徳（1） 

「がっこうが たのしみだ」 

・教材名「たのしい がっこう」

低C－14 
（よりよい学校生活の充

実・集団生活の充実） 

児童会活動（1） 

「歓迎集会」 

２ 
校 
時 

生活（1） 

「がっこう だいすき」 

・学校探検をする 

  音楽（1） 
「うたでなかよしになろう」 

・「てとてであいさつ」

を歌いながら、友達とあ

いさつや握手をする 

学校行事（1） 

「交通安全教室」 

・交通ルール 

国語（1） 

「こえのおおきさ 

どうするの」 

・場面ごとの声の大きさ

について考える 
 

学校行事（1） 

「歓迎遠足」 

・６年生となかよし 

・しっかり歩く 

３ 
校 
時 

算数（1） 

「５までの かず」 

・５までの数字を書

く 

  体育（1） 
「走の運動遊び」 

・かけっこ 
 

  国語（1） 
「どうぞ よろしく」 

・友達とあいさつや対話

をする 

図画工作（1） 

「すきなもの，いっぱい」 

・材料を選び，自分の好

きなものをかく 
 
 

学校行事（1） 

「歓迎遠足」 

・みんなとなかよし 

・楽しく遊ぶ 

４ 
校 
時 

国語（1） 

「どうぞ よろしく」 

・ひらがな，自分の名前

を書く 

学校行事（1） 

「発育測定・視力検査」 

 

算数（1） 

「１０までの かず」 

・６から１０までの数を

知り，正しく数える 

図画工作（1） 

「すきなもの，いっぱい」 

・作品を見せ合い，よい

ところを発表する 
 
 

学校行事（1） 

「歓迎遠足」 

・みんなとなかよし 

・楽しく遊ぶ 

給食 
昼休み 
掃除 

給食後，下校 給食後，下校 給食後，下校 給食後，下校 弁当 

５ 
校 
時 

     

下校 
時間 １３時半ごろ １３時半ごろ １３時半ごろ １３時半ごろ １３時半ごろ 

 

【ポイント：学校行事を通して，集団の一員としての意識をもつことができるようにする。】 

（歯科検診，発育測定，視力検査，交通安全教室，歓迎集会，歓迎遠足） 
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モデル小学校区における 

実践事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

＜共通の目的をもち，友達と一緒に実現する体験を＞ 

 

 

 

 

 

 

 
 

チーム意識をもち競い合う楽しさを味わったり，一人一人が自分

の力を発揮し満足感や達成感を味わったり，自信をもったりするよ

うな援助や環境構成の工夫を 

接続前期（5 歳児１０月～１２月） 

 

友達との関わりの中で，共通の目的に向かって考えを出し合って 

遊ぶ時期 

みんなで つくったよ 
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事例１ 接続前期 おばけやしきに いらっしゃい  

１０月          保育所（園）・幼稚園 
 

 

 

事

例

を

通

し

て 

 

 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

身近な環境に主体的に関わり，考えたり工夫したりしながら，諦めずにやり遂げ

ることで満足感を味わい，自信をもって行動するようになる。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

同じ思いやイメージをもつ友達に経験したことや考えたことを自分の言葉で伝

え，遊びを進める。 

【学びに向かう力，人間性等】 

友達と一緒に思いや考えを伝え合いながら，楽しんで遊ぼうとする。 

内 
 

容 

・友達の思いや考えを聞いたり受け止めたりして遊びを進めていく。【人間関係】 
・遊びや生活の中で数量や図形などに関心をもつ。【環境】 

・自分の思いや考えを自分なりの言葉で表現する。【言葉】【表現】 
・経験したことを相手に分かるように伝えたり，行動で示したりする。【表現】 

 

ねらい  共通のめあてをもって，友達と考えを出し合って遊ぶ楽しさを味わう。  

活動の実際           

Ｃ：幼児の活動  

Ｔ：先生の言葉かけや関わり ★：援助する上での留意点 

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

この時期はハロウィンの広告や商品が身近にあるため，お化け，カボチャ，コウモリなどに  

興味をもち，話をしたり，絵に描いたり，お化けに変身したりすることを楽しんでいる。 

そこで，「皆，お化けになってみる？」と提案する。すると，「おばけ屋敷をつくりたい」とい

う声が上がり，話し合いをしたり必要な材料を集めたりしながら意欲的につくり始める。 

＜お化け屋敷をつくっていこう＞ 

Ｔ：段ボール箱ですよ。どんなふうにつくっていくかな。 

Ｃ：やった！僕たちはお化けの手が出るところをつくろう。 

Ｔ：ここは何ができるのかな。もしかして手が出るとか。  

Ｃ：ピンポーン。ここから手を出して，来た人をおどかすよ。 

Ｔ：すごい。びっくりするよね。 

Ｃ：僕がかくれて，人が来たらそうっと手を出すよ。 

Ｃ：でも，これに気付くかな。 

Ｃ：高くして赤いガムテープでつなぐと絶対見ると思う。 

Ｃ：いい考え。そうしよう。 

★：考えが具現化できるように，試行錯誤する時間を保障した 

り，材料の準備をしたり，思いに共感したりする。 

＜お化け屋敷の通り道をつくろう＞ 

Ｃ：私たちは通り道をつくるから段ボールをつないでいこう。 

Ｃ：ゴールまで長くしないとね。 

・友達と思いや考えを伝え合

い試行錯誤しながら，自分

たちのめあてを実現しよう

としている。【協同性】 

 

 

 

 

 

 

・段ボールの大きさ，長さ，

厚みなどの特徴を確かめな

がら材料を選び，強度が増

す貼り方などを考えつくっ

ている。【思考力の芽生え】 
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事例１ 接続前期 おばけやしきに いらっしゃい  

１０月          保育所（園）・幼稚園 
 

 

 

事

例

を

通

し

て 

 

 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

身近な環境に主体的に関わり，考えたり工夫したりしながら，諦めずにやり遂げ

ることで満足感を味わい，自信をもって行動するようになる。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

同じ思いやイメージをもつ友達に経験したことや考えたことを自分の言葉で伝

え，遊びを進める。 

【学びに向かう力，人間性等】 

友達と一緒に思いや考えを伝え合いながら，楽しんで遊ぼうとする。 

内 
 

容 

・友達の思いや考えを聞いたり受け止めたりして遊びを進めていく。【人間関係】 
・遊びや生活の中で数量や図形などに関心をもつ。【環境】 

・自分の思いや考えを自分なりの言葉で表現する。【言葉】【表現】 
・経験したことを相手に分かるように伝えたり，行動で示したりする。【表現】 

 

ねらい  共通のめあてをもって，友達と考えを出し合って遊ぶ楽しさを味わう。  

活動の実際           

Ｃ：幼児の活動  

Ｔ：先生の言葉かけや関わり ★：援助する上での留意点 

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

この時期はハロウィンの広告や商品が身近にあるため，お化け，カボチャ，コウモリなどに  

興味をもち，話をしたり，絵に描いたり，お化けに変身したりすることを楽しんでいる。 

そこで，「皆，お化けになってみる？」と提案する。すると，「おばけ屋敷をつくりたい」とい

う声が上がり，話し合いをしたり必要な材料を集めたりしながら意欲的につくり始める。 

＜お化け屋敷をつくっていこう＞ 

Ｔ：段ボール箱ですよ。どんなふうにつくっていくかな。 

Ｃ：やった！僕たちはお化けの手が出るところをつくろう。 

Ｔ：ここは何ができるのかな。もしかして手が出るとか。  

Ｃ：ピンポーン。ここから手を出して，来た人をおどかすよ。 

Ｔ：すごい。びっくりするよね。 

Ｃ：僕がかくれて，人が来たらそうっと手を出すよ。 

Ｃ：でも，これに気付くかな。 

Ｃ：高くして赤いガムテープでつなぐと絶対見ると思う。 

Ｃ：いい考え。そうしよう。 

★：考えが具現化できるように，試行錯誤する時間を保障した 

り，材料の準備をしたり，思いに共感したりする。 

＜お化け屋敷の通り道をつくろう＞ 

Ｃ：私たちは通り道をつくるから段ボールをつないでいこう。 

Ｃ：ゴールまで長くしないとね。 

・友達と思いや考えを伝え合

い試行錯誤しながら，自分

たちのめあてを実現しよう

としている。【協同性】 

 

 

 

 

 

 

・段ボールの大きさ，長さ，

厚みなどの特徴を確かめな

がら材料を選び，強度が増

す貼り方などを考えつくっ

ている。【思考力の芽生え】 
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Ｃ：お化けがかくれる所もつくろう。段ボールを立てないと。 

Ｃ：どうやって立てるの。箱のふたを床に貼っていこう。 

Ｃ：同じ段ボールをいっぱい持ってきてつなごう。 

Ｃ：いいね。オッケー！ 

Ｃ：Ａちゃん，ここ持って。段ボールが倒れないようにガムテー

プを貼るから。ギュッと押さえて。 

Ｃ：いいよ。うまくいくかな。 

Ｃ：できた。倒れないね。助かったありがとう。 

★：道が壊れないように考えてつくっては試している過程を他の

幼児にも知らせ，活動意欲を高める。 

＜ぶら下げお化けをつくろう＞ 

Ｃ：上にもお化けがいるとこわいよね。天井からぶら下げたらい

いよね。 

Ｃ：ぶら下げお化けよね。お化けの絵をかこう。   

Ｃ：僕はコウモリをつくるよ。だって暗い所にいるから。 

Ｃ：ハロウィンみたいにカボチャもぶら下げようか。 

Ｃ：たくさん下がっている方がいいから頑張ってつくろうね。 

★：豊かな発想でつくったお化けを他の幼児に紹介したり，表現 

したいイメージを認めたりして，アイデアを引き出すように 

する。 

＜入口が分かるようにしよう＞ 

Ｃ：お客さん（３・４歳児）に入口が分かるように看板を出そ 

うよ。 

Ｃ：いいね。何て書く？ 

Ｃ：「お化け屋敷」でいいよね。大きく書こうね。 

Ｃ：みんなで一枚ずつ書こうよ。Ｂ君，どれを書く？ 
Ｃ：「お」は書けないと思うけど，「し」なら書けるよ。 

★：これまでの経験から，看板があると３・４歳児が分かりやす

いということに気付き，自分ができることを生かして友達と

一緒に看板をつくろうとしている姿を認める。 

 

 

 

 

 

 

・自分がもっているお化けの

イメージを表現したり，友

達から刺激を受けて新たに

イメージしたお化けを表現

したりして楽しんでいる。 

【豊かな感性と表現】 

 

 

 

 

 

 

 

・３・４歳児が理解できるよ

うにアイデアを出したり，友

達と協力したりして看板を

つくり上げていく楽しさを

味わっている。【協同性】 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

考 
 

 
 

察 

〇実践のように，接続中期に「お化け屋敷をつくる」という共通のめあてをもち，友達

とアイデアを出し合ったり，試行錯誤しながら遊びの場をつくったりする楽しさを味

わうと，イメージが次第に共通化し，友達と一緒に実現する充実感を味わうことにつ

ながっていることが分かった。 
○身近な材料や用具を整えたり，遊びにじっくりと取り組める時間を保障したりする援

助をすると，自分の考えを友達に伝えたり共感し合ったりしながら，共通のめあてが

具体的になっていく体験を重ね，遊びが深まっていくことが分かった。 

●実践のような姿は，小学校生活において，教師や友達と協力して生活したり学び合っ

たりする姿などにつながっていく。 
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事例２ 接続前期 ドッジボールをしよう    

１１月          保育所（園）・幼稚園 

 

 

 

事

例

を

通

し

て 

 

 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

楽しんで体を動かしたり挑戦したりするようになる。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

同じ思いやイメージをもつ友達に経験したことや考えたことを自分の言葉で伝

え，遊びを進める。 

【学びに向かう力，人間性等】 

友達と一緒に思いや考えを伝え合いながら，楽しんで遊ぼうとする。 

内 
 

容 

・体を思い切り動かす気持ちよさを味わい，繰り返し取り組む。【健康】 

・友達の思いや考えを聞いたり受け止めたりして遊びを進めていく。【人間関係】 
・遊びや生活の中で数量や図形などに関心をもつ。【環境】 
・自分の思いや考えを自分なりの言葉で表現する。【言葉】 
・経験したことを相手に分かるように伝えたり，行動で示したりする。【表現】 

 

ねらい  ドッジボールを通して，ルールの大切さに気付き，ルールを守りながら友達と遊ぶ 

楽しさを味わう。  

遊びや活動の実際       

Ｃ：幼児の活動  

Ｔ：先生の言葉かけや関わり  ★：援助する上での留意点 

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

運動会の経験を通して，自ら様々な運動に挑戦したり，友達とリズム遊びやルールのある遊 

びを楽しんだりして，満足感や充実感を味わっている。そのような中，戸外で友達と誘い合っ

て自分たちなりのルールでドッジボールをする姿がよく見られるようになる。しかし，遊ぶた

びに，勝敗にこだわってルールを守れなかったり，トラブルになったりしている。 

＜楽しく遊ぶにはどうしたらいいのかな＞  

Ｔ：みんなでドッジボールをしよう。 

Ｃ：やった！チームに分かれよう。黄帽子の人はこっちだよ。 

Ｃ：何人ずつなの。並んでみて。人数が同じじゃないよ。 

Ｔ：グループの人数が違うみたいだね。どうしたらいい。 

Ｃ：黄帽子の方が２人多いよ。紫チームに１人行ったら。 

Ｃ：誰が行く？ジャンケンをする？ 

Ｃ：僕がいくよ。 

Ｃ：じゃＡ君は紫帽子に変えて。仲間になったね。 

★：チームの人数を同じにするアイデアを出したり，譲ったり

する姿を認め，自分たちで問題解決できるように促す。 

＜ルールを決めて遊ぼう＞（円形ドッジボール） 

Ｔ：今日はどんなルールで遊ぶことにする？  

Ｃ：ボールに当たったら円の外に出るよ。 

・これまでに遊んだドッジボ

ールの経験から，チームの

人数を同じにする必要性に

気付き，人数を数えたり２

列に並んで確かめたりして

いる。【数量や図形，標識や

文字などへの関心・感覚】 
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Ｃ：頭や顔に投げないようにしよう。 

Ｔ：じゃあ，この２つのルールでやってみよう。ゲーム開始！ 

Ｃ：Ｂちゃんいくよ。 

Ｃ：早くボールを投げて。当てられないよ。 

Ｃ：すぐにボールを取って来て。 

Ｃ：すぐに投げるとボールを当てることができるよ。 

Ｃ：上から投げるよ。   

Ｃ：足をねらって。 

★：友達の動きを見て，どうしたらボールが当たるかを考えて

発言したり励ましたりしている姿を認める。 

＜楽しいね，でも困ったね＞ 

Ｃ：Ｃ君，僕が先にボールをとったよ。 

Ｃ：違うよ。僕が先だよ。 

Ｃ：Ｃ君はさっきも投げたね。僕は１回も投げてないよ。 

Ｃ：けんかしないでジャンケンをしたら。 

Ｃ：Ｃ君はさっき投げたから，Ｄ君にボールを譲ったら？  

Ｃ：分かった。僕は投げたからいいよ。(ボールを譲る) 

Ｔ：Ｃさんはすごい。譲ってあげたね。Ｄさん，うれしいね。 

Ｃ：うん。Ｃ君，ありがとう。 

★：ボールの取り合いが起き，遊びを中断することになった。

すぐに仲裁に入らず，解決方法を提示した幼児や気持ちの

調整ができた幼児を認め，自分たちで解決できるように働

きかける。 

＜みんなで遊んで楽しかったね＞ 

Ｃ：黄帽子チームは６人で，紫帽子チームは５人だから，僕た

ちの勝ちだね。やった。 

Ｃ：黄帽子チームの勝ち。バンザーイ，バンザーイ。 

★：ルールを守りながらみんなで楽しく遊べたことを認め， 

満足感や充実感を味わえるようにする。 

・ドッジボールをして遊ぶ中

で，投げる，とる，走る，

かわすなどの動きを経験す

るとともに友達と一緒に遊

ぶ楽しさを味わっている。 

【健康な心と体】 

 

 

 

 

 

 

・相手に思いを伝えたり，周

りの幼児が互いの思いを聞

いて仲裁したりしている。

楽しく遊べるよう気持ちに

折り合いをつけたり，自分

たちで問題解決をしたりし

ている。【協同性】 

 

 

 

 

 

 

・残った幼児が並び，全員で

人数を数えて勝敗を確か

め，喜びを共有し満足感を

味わっている。 

【道徳性・規範意識の芽生え】 

考 
 

 

察 

〇実践のように，仲間意識をもちながら繰り返しドッジボールを楽しむことは，体験的

にルールの大切さに気付くとともに，問題が起きたときに思いを伝え合ったり，折り

合いを付けたりして問題解決していこうとする姿につながることが分かった。 
〇ドッジボールを通して，投げる，とる，走る，かわすなどの運動的な技能が身に付い

ていることが分かった。また，ボールをよく見て動いたり，先を見通して行動したり

する姿が見られるようになることが分かった。 
○ルールを守りながら競い合う楽しさを味わえる援助が大切であることが分かった。 
●実践のような姿は，小学校生活において，ルールを守って行動しようとしたり，気持

ちや行動を自律的に調整したりしていこうとする姿などにつながっていく。 
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事例３ 接続前期 御仏様をかいてみよう     

１１月          保育所（園）・幼稚園 

事 

例 

を 

通 

し 

て 

 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

疑問に思ったことを尋ねたり，繰り返し対象を見たりする中で，自分なりの  

イメージを広げ，のびのびと表現する楽しさを味わうようになる。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

同じ思いやイメージをもつ友達に経験したことや考えたことを自分の言葉で 

伝え，遊びを進める。 

【学びに向かう力，人間性等】 

友達との関わりの中で，互いの頑張りやよさに気付き，認めようとする。 

内 
 

容 

・住職のお話を最後まで落ち着いて聞き，日本の文化に触れる。【人間関係】 
・遊びや生活の中で数量や図形などに関心をもつ。【環境】 
・自分の思いや感じたことを自分なりの言葉で表現する。【言葉】【表現】 
・経験したことやイメージしたことを自分なりに工夫して表現する。【表現】 

 
ねらい  御仏様をよく見て，心に描いたことをのびのびと表現する。  

活動の実際           

Ｃ：幼児の活動  

Ｔ：先生の言葉かけや関わり ★：援助する上での留意点 

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

毎月，本堂で御仏様（阿弥陀仏像）にお参りしているので，正座をしたり，住職のお話を静か

に聞いたりすることができるようになっている。これまでは御仏様について詳しく知ったり，ゆ

っくりと見たりすることがなかった。御仏様のことをもっと知りたいという思いを受け止め，間

近で見たり，疑問に思ったことを質問したりする中で，自分が感じたままを絵にかく活動につな

ぐ。 

＜御仏様(阿弥陀仏像)について話を聞こう＞ 

Ｔ：今日は御仏様を皆さんの見えるところに出して，Ａ先生（住

職）にお話を聞きましょう。 

Ｃ：わあ，ピカピカだね。光っているよ。 

Ｔ：御仏様を見て，気付いたことを言ってごらん。 

Ｃ：なんで目をつぶっているのですか。 

Ｔ：つぶっているように見えてつぶっていません。半眼といい

ます。皆もにっこり笑うと眼が細くなりますね。御仏様は

いつでもみんなを見ています。 

Ｃ：耳が大きいのはなぜですか。 

Ｔ：耳が大きいのは，皆の声を聴くためです。口を見てくださ

い。人は不機嫌になると口元が下がり，ほほえむと口元が

上がります。御仏様は優しくほほえんでいますね。 

Ｃ：頭は。 

・近くで御仏様を見ることで，

自分たちと違うところや気 

付いたことを具体的に質問

している。 

【言葉による伝え合い】 

 

 

 

 

 

 

・住職の話を聞きながら，不思 

議に思ったり，納得したりし

ている。【思考力の芽生え】 
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事例３ 接続前期 御仏様をかいてみよう     

１１月          保育所（園）・幼稚園 

事 

例 

を 

通 

し 

て 

 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

疑問に思ったことを尋ねたり，繰り返し対象を見たりする中で，自分なりの  

イメージを広げ，のびのびと表現する楽しさを味わうようになる。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

同じ思いやイメージをもつ友達に経験したことや考えたことを自分の言葉で 

伝え，遊びを進める。 

【学びに向かう力，人間性等】 

友達との関わりの中で，互いの頑張りやよさに気付き，認めようとする。 

内 
 

容 

・住職のお話を最後まで落ち着いて聞き，日本の文化に触れる。【人間関係】 
・遊びや生活の中で数量や図形などに関心をもつ。【環境】 
・自分の思いや感じたことを自分なりの言葉で表現する。【言葉】【表現】 
・経験したことやイメージしたことを自分なりに工夫して表現する。【表現】 

 
ねらい  御仏様をよく見て，心に描いたことをのびのびと表現する。  

活動の実際           

Ｃ：幼児の活動  

Ｔ：先生の言葉かけや関わり ★：援助する上での留意点 

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

毎月，本堂で御仏様（阿弥陀仏像）にお参りしているので，正座をしたり，住職のお話を静か

に聞いたりすることができるようになっている。これまでは御仏様について詳しく知ったり，ゆ

っくりと見たりすることがなかった。御仏様のことをもっと知りたいという思いを受け止め，間

近で見たり，疑問に思ったことを質問したりする中で，自分が感じたままを絵にかく活動につな

ぐ。 

＜御仏様(阿弥陀仏像)について話を聞こう＞ 

Ｔ：今日は御仏様を皆さんの見えるところに出して，Ａ先生（住

職）にお話を聞きましょう。 

Ｃ：わあ，ピカピカだね。光っているよ。 

Ｔ：御仏様を見て，気付いたことを言ってごらん。 

Ｃ：なんで目をつぶっているのですか。 

Ｔ：つぶっているように見えてつぶっていません。半眼といい

ます。皆もにっこり笑うと眼が細くなりますね。御仏様は

いつでもみんなを見ています。 

Ｃ：耳が大きいのはなぜですか。 

Ｔ：耳が大きいのは，皆の声を聴くためです。口を見てくださ

い。人は不機嫌になると口元が下がり，ほほえむと口元が

上がります。御仏様は優しくほほえんでいますね。 

Ｃ：頭は。 

・近くで御仏様を見ることで，

自分たちと違うところや気 

付いたことを具体的に質問

している。 

【言葉による伝え合い】 

 

 

 

 

 

 

・住職の話を聞きながら，不思 

議に思ったり，納得したりし

ている。【思考力の芽生え】 

22 
 

Ｔ：頭のブツブツは髪の毛です。頭の形が盛り上がっているの

は知恵が一杯入っているからです。 

Ｃ：なぜ，着物を着ているのですか。 

Ｔ：着物は一枚しか着ていませんが，御仏様は寒さ知らずです。 

Ｃ：頭の周りの筋状のものは，何ですか。 

Ｔ：光を表しています。金色なのは，まぶしいくらい光り輝い

ているということです。 

★：幼児の疑問を受け止め，分かりやすい言葉で御仏様の特徴

を知らせ，興味を引き出すようにする。 

 

＜御仏様を見たり，描いたりしよう＞ 

Ｃ：（近くで御仏様を見て）本当にちょっと笑っているね。 

Ｃ：右手がＯＫしているね。どうしてなのかな。 

Ｃ：左手は違うよ。Ａ先生に聞いてみよう。 

Ｃ：どこから見ても僕を見ているみたい。すごいね。 

Ｔ：御仏様は皆さんの心の中にいます。あなたが思う御仏様を

かきましょう。 

Ｃ：わあ，僕，御仏様をかけるかな。 

Ｃ：自分の心にある御仏様だって。よし，かいてみよう。 

Ｃ：御仏様の眼って何でも見えるのだね。優しい眼だね。 

★：御仏様の絵をかきながら気付いたことや不思議に思ったこ

とを質問したり，よく見て丁寧にかいたりしている姿を認

めるようにする。 

 

＜描いた絵を見せよう＞ 

Ｃ：できた。Ａ先生に見せてこよう。Ａ先生見て。 

Ｔ：すごいなあ。優しい顔の御仏様だね。背中の雲や髪の毛な

どが丁寧にかかれているね。 

Ｃ：先生，ピカピカ光っているところもかいたよ。 

Ｔ：美しいね。ありがたい仏様だね。 

★：幼児の絵を見て，特徴をとらえたり丁寧にかいたりしてい

るところを褒め，満足感を味わえるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

・自分の心の中の御仏様を大 

切に思い，感じたことを思い

のままにかいている。また，

よく見ることでその特徴に

気付き，細かく丁寧にかいて

いる。 

【豊かな感性と表現】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・先生からかいた絵をほめら

れ，御仏様をかき上げた喜び

を感じ，充実感や満足感を味

わっている。【自立心】 

 

 

   

考 
 

 
 

察 
 

 
 

○実践のように，御仏様について疑問に感じたことや興味をもったことについて住職か

ら具体的に話を聞くことによって，幼児の心が動き，さらによく見ようという表現意

欲につながっていることが分かった。 
○御仏様のことを丁寧に説明したり，かいた絵のよさを具体的に認めたりすると，幼児

は特徴を捉えて細やかにかいたり，気付いたこと感じたことをのびのびと表現したり

する喜びを味わえることが分かった。 

●実践のような姿は，小学校の学習において，様々な表現の基礎となるだけでなく，  

感性を働かせ，表現することを楽しむ姿などにつながっていく。 
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事例４ 接続前期 どんなお弁当をつくろうかな   

１１月          保育所（園）・幼稚園 

 
 

 
 

 
 

事 

例 

を 

通 

し 

て 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

調理することによる食材の変化の不思議さに気付き，友達に伝え合い興味をもつよ

うになる。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

様々な経験を通して，食べることへの興味や関心をもち，命につながる食べ物を大

切にすることを知る。 

【学びに向かう力，人間性等】 

調理する楽しさや大変さを知り，つくってくれる人に感謝しようとする。 

内 
 

容 

・料理を味わいながら，体と食べ物の関係に関心をもつ。【健康】 
・友達と一緒に工夫し協力しながら、お弁当づくりをする。【人間関係】 
・物の数を数えたり，比べたり，順番を言ったりする。【環境】 
・考えたことや経験したことを友達や先生に話す。【言葉】 
・彩りなどを考えながら，自分なりに盛り付けを工夫し取り組む。【表現】 

                      

ねらい  調理する中で，食材の変化の不思議さに気付き，調理することへの意欲をもち，弁当 

    づくりを楽しむ。 

遊びや活動の実際       

Ｃ：幼児の活動       

Ｔ：先生の言葉かけや関り  ★：援助する上での留意点  

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

 毎日，給食の食材を実際に見て触る，匂いをかぐなどして食材の名前や特徴を知ることで，「食」

への関心をもつきっかけにしている。育てた野菜を切り，いためる活動では，調理する楽しさを味わ

っている。また，米づくりにも関心をもち，収穫までの経過を写真や絵本で調べる中で，自分たちで

炊いたお米でおにぎりをつくってみたいとの発言が聞かれる。つくりたいお弁当を絵にかいたり，粘

土でおにぎりやおかずをつくったり詰めたりする中で，さらに意欲が高まっている。 
＜上手にお米をとげるかな＞ 

Ｔ：はじめは，お米を洗うところからやってみましょう。 
  やさしくやってみてね。 
Ｃ：猫の手で混ぜるよ。  
Ｃ：１０回混ぜるね。１，２，３，…８，９，１０。オッケー！ 
Ｃ：水が白くなった！ 急いで水を流そう。 
Ｃ：あっ，お米が一緒に流れそう。        
Ｔ：大丈夫。ボールに手を添えてそうっと水を流してね。 
★：１，２，３と唱えながら，お米を洗っている様子を見守り，

水を流すときの要領などを状況に応じて知らせる。 

＜ピーマンとシメジを炒めてみよう＞ 

Ｔ：調味料のごま油を入れて，ピーマンとシメジを炒めるよ。  

・衛生に関する約束事を守り 

ながらお弁当づくりへの意

欲をもち，食材の下準備をす

る。【健康な心と体】 
 
 
 

 
 
 
・調理する過程での食材の様々

な変化に気付き，好奇心や探
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Ｃ：それって，ごま油？ 
Ｃ：ほんとだ。ごまの匂いがする。 
Ｃ：ピーマンを入れたら，シュワーッと音がしたよ。 
Ｃ：いい匂いがしてきたね。 
Ｃ：シメジがはしに刺さって，混ぜにくい。 
Ｃ：ピーマンが，ぐにゃぐにゃってなった。汁も出てきた。 
★：炒めていくうちに汁が出てしんなりしていく様子や野菜の

匂いがしてくることに気付いた発言を受け止め，他の幼児

にも知らせ，変化の様子に関心をもちながら調理できるよ

うにする。 

＜ご飯が炊けたよ，おにぎりをつくろう＞ 

Ｃ：煙が出たよ。熱そう。ほかほかご飯は，芋の匂いがする。 
Ｔ：この煙みたいなのは，「ゆげ」って言うよ。 
Ｃ：お茶碗にご飯を入れるよ。 
Ｃ：ご飯は，これくらいでいい。 
Ｃ：ありがとう。私，丸いおにぎりにしよう。  
Ｃ：僕は，四角のおにぎり。      
Ｃ：僕は三角にしよう。おにぎりは，いくつもつくっていい？  
Ｔ：自分が食べられるだけをつくってね。Ａさんは，三角おに

ぎりをつくるのが上手ね。 
Ｃ：三角おにぎりをつくるの，うちのお母さんも上手よ。 
＜どんなお弁当にしようかな＞ 

Ｔ：さあ，お弁当づくりを始めましょう。 
Ｃ：私，おにぎりは１個にする。 
Ｃ：３個食べられるから３個並べて，横にシメジを入れよう。 
Ｃ：私は２個。丸いから２つつなげてだるまみたいにするよ。 
Ｃ：おかずを入れたら，お弁当箱がいっぱいになって，おにぎ

りが１個しか入らなくなった。 
Ｃ：おにぎりは，お弁当箱のふたに置くといいよ。 
Ｃ：わかった。ブロッコリーはハンバーグの横に入れて。 
Ｃ：ブロッコリーを入れたら，なんか美味しそうになったね。 
★：一人一人の詰める様子を見守り，いろどりや配置の面白さ

を工夫している姿を認め，皆に紹介する。 

究心をもって感じたことを

素直に表現している。 
【豊かな感性と表現】 

 
 
 
 
 
 
・自分の適量を考えながら，大

きさや形などを考え，おにぎ

りをつくっている。 
【健康な心と体】 

 
 
 
 
 
 

 

・素材の特徴を生かしながら 

おいしそうに見える工夫を

して盛り付けをしている。 
【豊かな感性と表現】 

 

 

考 
 

察 

〇実践のように，「お弁当づくり」という活動をすることで，変化する食材の不思議さや

色，形，感触，匂いなどに，興味や関心をもつようになることが分かった。 
また，必要感から数えたり比べたりする姿につながることが分かった。 

●実践のような姿は，小学校生活において，食べ物や健康などへの興味や関心をもち，  

自ら健康な生活をつくりだそうとする姿などにつながっていく。また，生活や遊びの中

で，必要感から数えたり比べたりなどする経験を重ねることは，小学校の学習における

実感を伴った理解につながっていく。 
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Ｃ：それって，ごま油？ 
Ｃ：ほんとだ。ごまの匂いがする。 
Ｃ：ピーマンを入れたら，シュワーッと音がしたよ。 
Ｃ：いい匂いがしてきたね。 
Ｃ：シメジがはしに刺さって，混ぜにくい。 
Ｃ：ピーマンが，ぐにゃぐにゃってなった。汁も出てきた。 
★：炒めていくうちに汁が出てしんなりしていく様子や野菜の

匂いがしてくることに気付いた発言を受け止め，他の幼児

にも知らせ，変化の様子に関心をもちながら調理できるよ

うにする。 

＜ご飯が炊けたよ，おにぎりをつくろう＞ 

Ｃ：煙が出たよ。熱そう。ほかほかご飯は，芋の匂いがする。 
Ｔ：この煙みたいなのは，「ゆげ」って言うよ。 
Ｃ：お茶碗にご飯を入れるよ。 
Ｃ：ご飯は，これくらいでいい。 
Ｃ：ありがとう。私，丸いおにぎりにしよう。  
Ｃ：僕は，四角のおにぎり。      
Ｃ：僕は三角にしよう。おにぎりは，いくつもつくっていい？  
Ｔ：自分が食べられるだけをつくってね。Ａさんは，三角おに

ぎりをつくるのが上手ね。 
Ｃ：三角おにぎりをつくるの，うちのお母さんも上手よ。 
＜どんなお弁当にしようかな＞ 

Ｔ：さあ，お弁当づくりを始めましょう。 
Ｃ：私，おにぎりは１個にする。 
Ｃ：３個食べられるから３個並べて，横にシメジを入れよう。 
Ｃ：私は２個。丸いから２つつなげてだるまみたいにするよ。 
Ｃ：おかずを入れたら，お弁当箱がいっぱいになって，おにぎ

りが１個しか入らなくなった。 
Ｃ：おにぎりは，お弁当箱のふたに置くといいよ。 
Ｃ：わかった。ブロッコリーはハンバーグの横に入れて。 
Ｃ：ブロッコリーを入れたら，なんか美味しそうになったね。 
★：一人一人の詰める様子を見守り，いろどりや配置の面白さ

を工夫している姿を認め，皆に紹介する。 

究心をもって感じたことを

素直に表現している。 
【豊かな感性と表現】 

 
 
 
 
 
 
・自分の適量を考えながら，大

きさや形などを考え，おにぎ

りをつくっている。 
【健康な心と体】 

 
 
 
 
 
 

 

・素材の特徴を生かしながら 

おいしそうに見える工夫を

して盛り付けをしている。 
【豊かな感性と表現】 

 

 

考 
 

察 

〇実践のように，「お弁当づくり」という活動をすることで，変化する食材の不思議さや

色，形，感触，匂いなどに，興味や関心をもつようになることが分かった。 
また，必要感から数えたり比べたりする姿につながることが分かった。 

●実践のような姿は，小学校生活において，食べ物や健康などへの興味や関心をもち，  

自ら健康な生活をつくりだそうとする姿などにつながっていく。また，生活や遊びの中

で，必要感から数えたり比べたりなどする経験を重ねることは，小学校の学習における

実感を伴った理解につながっていく。 
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事例５ 接続前期 めっきらもっきら どおんどん  

１２月          保育所（園）・幼稚園 
 

 

 

 

事

例

を

通

し

て 

 

 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

多様な動きを経験する中で，体を動かす楽しさや挑戦する面白さを味わい，進ん

で運動しようとするようになる。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

同じ思いやイメージをもつ友達に経験したことや考えたことを自分の言葉で伝

え合い，遊びを進める。 

【学びに向かう力，人間性等】 

目的に向かって自己発揮し，達成感を味わいながら楽しんで遊ぼうとする。 

内 
 

容 

・運動的な遊びの中で，自分なりのめあてをもち，根気強く取り組む。【健康】 

・友達と考えを出し合って遊ぶ中で，自分の気持ちを調整しながら遊ぶ。 
【言葉】【人間関係】 

・友達と共通の目的に向かって，遊び方を考えたり，役割分担したりしながら協力

して遊ぶ。【人間関係】【言葉】 
・経験したことやイメージしたことを工夫して表現する。【表現】 

 

ねらい  自分なりのめあてをもって運動的な遊びに取り組み，自己発揮しながら達成感を味わ

う。  

遊びや活動の実際       

Ｃ：幼児の活動  

Ｔ：先生の言葉かけや関わり ★：援助する上での留意点 

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

運動会をきっかけにして，一人一人が様々な運動的な遊びに挑戦するようになり，鉄棒や跳び

箱への意欲が継続している。また，大好きな「めっきらもっきら どおんどん」の絵本を題材に

して運動会で競技をしたことに続いて，幼児から，生活発表会でも運動会とは違った運動的な遊

びに挑戦して披露したいという意見が出てきている。そこで，幼児たちと劇の中で何を披露する

のかを話し合い，それぞれがめあてをもって取り組めるようにする。 

＜ぼく・わたしは，跳び箱に挑戦しよう＞  

Ｃ：僕は跳び箱に挑戦するよ。 

Ｔ：Ａさん，跳べたね。すごいね。 

Ｃ：Ａ君，どこに手を着くといいのか教えて。  

Ｃ：真ん中よりもっと向こうだよ。届くかな。 

Ｃ：Ｂ君，大丈夫だよ。手をしっかり伸ばして。こわがったらス

ピードが落ちてしまうよ。勇気を出して。 

Ｃ：やった。跳べた。 

★：勇気を出して挑戦することで，跳べたときの達成感は大きな

自信につながっている。また，友達と教え合い励まし合うこ 

とで，挑戦する楽しさを味わっている。これらの姿を認め，

達成感や意欲をもてるようにする。 

・友達と教え合ったり励まし 

合ったりしながら，挑戦す

る楽しさを味わっている。 

【健康な心と体】 

【言葉の伝え合い】 
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事例５ 接続前期 めっきらもっきら どおんどん  

１２月          保育所（園）・幼稚園 
 

 

 

 

事

例

を

通

し

て 

 

 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

多様な動きを経験する中で，体を動かす楽しさや挑戦する面白さを味わい，進ん

で運動しようとするようになる。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

同じ思いやイメージをもつ友達に経験したことや考えたことを自分の言葉で伝

え合い，遊びを進める。 

【学びに向かう力，人間性等】 

目的に向かって自己発揮し，達成感を味わいながら楽しんで遊ぼうとする。 

内 
 

容 

・運動的な遊びの中で，自分なりのめあてをもち，根気強く取り組む。【健康】 

・友達と考えを出し合って遊ぶ中で，自分の気持ちを調整しながら遊ぶ。 
【言葉】【人間関係】 

・友達と共通の目的に向かって，遊び方を考えたり，役割分担したりしながら協力

して遊ぶ。【人間関係】【言葉】 
・経験したことやイメージしたことを工夫して表現する。【表現】 

 

ねらい  自分なりのめあてをもって運動的な遊びに取り組み，自己発揮しながら達成感を味わ

う。  

遊びや活動の実際       

Ｃ：幼児の活動  

Ｔ：先生の言葉かけや関わり ★：援助する上での留意点 

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

運動会をきっかけにして，一人一人が様々な運動的な遊びに挑戦するようになり，鉄棒や跳び

箱への意欲が継続している。また，大好きな「めっきらもっきら どおんどん」の絵本を題材に

して運動会で競技をしたことに続いて，幼児から，生活発表会でも運動会とは違った運動的な遊

びに挑戦して披露したいという意見が出てきている。そこで，幼児たちと劇の中で何を披露する

のかを話し合い，それぞれがめあてをもって取り組めるようにする。 

＜ぼく・わたしは，跳び箱に挑戦しよう＞  

Ｃ：僕は跳び箱に挑戦するよ。 

Ｔ：Ａさん，跳べたね。すごいね。 

Ｃ：Ａ君，どこに手を着くといいのか教えて。  

Ｃ：真ん中よりもっと向こうだよ。届くかな。 

Ｃ：Ｂ君，大丈夫だよ。手をしっかり伸ばして。こわがったらス

ピードが落ちてしまうよ。勇気を出して。 

Ｃ：やった。跳べた。 

★：勇気を出して挑戦することで，跳べたときの達成感は大きな

自信につながっている。また，友達と教え合い励まし合うこ 

とで，挑戦する楽しさを味わっている。これらの姿を認め，

達成感や意欲をもてるようにする。 

・友達と教え合ったり励まし 

合ったりしながら，挑戦す

る楽しさを味わっている。 

【健康な心と体】 

【言葉の伝え合い】 
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＜ぼく・わたしは，竹馬に挑戦しよう＞ 

Ｃ：今日は園長先生が見てくれるの？ 

Ｔ：そうよ。一人でできそうかな。 

Ｃ：見ていてね。マットの青い線まで行けるようになったよ。 

Ｔ：すごいね。園長先生はここから応援するね。 

Ｃ：スタートします。いち，に。いち，に。 

Ｔ：上手になったね。まっすぐ前を見てごらん。 

★：意欲的な姿を認めて自信をもてるようにするとともに，マッ

トに色の違うテープを貼ることで，自分なりにめあてをもっ

て取り組めるようにする。 

＜ぼく・わたしは，鉄棒に挑戦しよう＞ 

Ｃ：逆上がりに挑戦だ。できるかな。 

Ｔ：体を鉄棒に引き付けるようにやってごらん。 

Ｃ：先生，難しいね。勢いを付けないとだめみたい。 

Ｔ：友達が逆上がりをやっているのを見てごらん。 

Ｃ：（友達の様子を見る）頑張ってみる。 

  （友達の逆上がりをまねしながら，何度も挑戦していた。） 

★：友達とつなぐ声かけをし，意欲を引き出す。 
＜劇遊びも頑張ろう＞ 

Ｃ：僕は，もんもんびゃっこになるよ。前跳びと後ろ跳びはでき

るけど，あや跳びはまだできないよ。 

Ｃ：できたら皆に見せたらいいね。びっくりするよ。 

Ｃ：僕は，おたからまんちんだよ。逆上がりをするときに，   

かっこよくしたいけど。 

Ｃ：逆さまになったとき，足を伸ばしてから起き上がったら。 

Ｃ：（おたからまんちんになりきって，逆上がりをする）こんな

感じかな。 

Ｃ：いいね。Ｃ君，かっこいいよ。 

★：友達とイメージを共有しながら表現を工夫し，共通の目的に

向かっている姿を認め，励ます。 

・励まされ，見守られる安心

感の中で，意欲的に取り組

んでいる。【自立心】 

 

 

 

 

 

 

・生活発表会で披露したい運

動的な遊びに，繰り返し挑

戦している。【自立心】 

 

 

 

 

 

 

・生活発表会という共通の目

的に向かって，練習してき

たことをどう発揮しようか

とイメージを共有しながら

考えを出し合い，実現しよ

うとしている。【協同性】 

 

 

 

 

 

 

考 
 

 
 

察 

○実践のように，一つの絵本を題材にすることで，イメージを共有しながら意識を継続

させることができるということが分かった。また，運動会や生活発表会など学級全体

で共通の目的に向かって取り組む体験を重ねる中で，それぞれが自己発揮しながら，

友達と協力してやり遂げようとする姿につながることが分かった。 
○実践のように，絵本のイメージの実現に向けて運動的な遊びに繰り返し取り組む中で，

諦めずに何度も挑戦する姿や，できた喜びや達成感から次のめあてをもち，遊びを深

めていく姿につながることが分かった。 
●実践のような姿は，小学校生活や学習での課題を自分のこととして受け止めて意欲的

に取り組む姿や，協力して生活したり学び合ったりする姿につながっていく。 
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事例６ 接続前期  大すき ぼくらのさくらの木  
１２月          保育所（園）・幼稚園  

 

 

 

 

事

例

を

通

し

て 

 

 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

友達との関わりの中で十分に自己発揮し，最後までやり遂げた達成感や充実感を 

味わい，互いのよさや頑張りに気付くようになる。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

本物らしさを求めて材料を選んだり，友達と工夫して表現したりして遊ぶ。 

【学びに向かう力，人間性等】 

これまでの多様な経験を生かしながら，よりよい考えを生み出して遊びを進めよ 

うとする。 

内 
 

容 

・友達と考えを出し合って遊ぶ中で，気持ちを調整しながら遊ぶ。【人間関係】】 
・友達と共通の目的に向かって，遊びを考えたり，役割分担をしたりしながら協力

して遊ぶ。【人間関係】【言葉】 
・経験したことやイメージしたことを工夫して表現する。【言葉】【表現】 
・自分の思いや考えを自分なりの言葉で表現する。【言葉】 

ねらい  友達と考えを出し合いながら遊びを進めていく楽しさを味わい，友達とのつながり

を深めていく。  

遊びや活動の実際       

Ｃ：幼児の活動  

Ｔ：先生の言葉かけや関わり ★：援助する上での留意点 

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

園庭の桜が老木となり，安全管理上，伐採が決まる。幼児たちに話すと，入園時から身近に 

感じている桜の木に対して様々な思いをもっていることが伝わってくる。「桜がなくなることを

皆に知らせたい」という声が上がり，「生活発表会で発表しよう」という共通の目的となる。桜

の枝を集めたり，桜に関する絵本を見たりする中で，「季節ごとの桜の絵本を作って発表しよう」

という具体的なめあてとなり，グループに分かれて大型絵本づくりが始まる。 

＜四季の絵本をつくろう＞ 

春グループ 

Ｃ：絵本の表紙は桜の木にしようよ。 

Ｃ：いいね。公園でひろった桜の枝を使おうよ。 

Ｔ：そうね。桜の枝も喜ぶよね。わあ，どんな桜の木に会える

のかな。楽しみだね。 

Ｃ：春は花見をしたね。花びらがヒラヒラとふってきたよ。 

Ｃ：すごくきれいだったね。桜ご飯もつくって遊んだね。 

Ｃ：先生，私たちは春の桜だから花を一杯咲かせたい。 

Ｃ：そうしよう。まずは桜の枝で形をつくろうよ。 

★：春の桜の木にまつわるエピソードを思い出し，自由に発言

する姿を認める。友達と思いやアイデアを出し合いながら

絵本をつくっていけるような時間を保障する。 

・自分の経験したことや感じた

ことを相手に分かるように

話したり，友達の思いを聞い

たりして共感している。桜の

枝を使って木の形をつくり

ながらイメージを共有して

いる。【言葉による伝え合い】 
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秋グループ 

Ｔ：あら，Ａさん，Ｂさんどうしたの。話してごらん。 

Ｃ：Ａちゃんがここに枝を貼ったけど違うよ。僕が見たときは

こうだったよ。(枝を貼りかえようとする。) 

Ｃ：だって私が見たときはこうだったよ。はがさないで。 

Ｃ：けんかしないで，一人ずつ話したらいいと思うけど。 

Ｃ：どこが違うのか，聞いても分からないね。 

Ｃ：どうする。絵にかいて説明したら。 

Ｃ：（二人がかいた絵を見て）ここが違うってこと。 

Ｃ：もう一回，外の桜の木を見て確かめよう。 

Ｃ：いいよ。もう一回見てから決めよう。 

★：思いを相手に伝えるための伝え方を工夫し，折り合いをつ

けることができている。自分たちで問題解決しようとする

姿を認め，見守る。 

＜ぼくらの桜の木をつくろう＞ 

Ｃ：先生，生活発表会のときに，桜の木と一緒に出たいね。 

Ｔ：Ｃさんの気持ちも分かるよ。だって，外の桜の木のことを  

話すのだからね。どうしたらいいかな。 

Ｃ：大きい桜の木を皆でつくって飾ろうよ。 

Ｃ：それがいい。桜の木も喜ぶよ。本物みたいにつくろう。 

Ｃ：大きい枝に新聞を巻いていったら？ 

Ｃ：そうだね。新聞で巻いたら倒れないね。下の方を太くした

方がいいよね。 

Ｃ：茶色のポリ袋で巻いて，模様はビニルテープでいいね。 

Ｃ：桜の花もたくさん飾ろう。春の桜にしようね。 

★：それぞれが自己発揮し，皆で一つのものを完成させようと

する意欲が感じられるので，様々な材料や用具を幼児と一

緒に準備し，主体的に材料を選んで本物らしくつくってい

けるようにする。 

・生活発表会当日は，皆でつくった桜の木を中央に飾り，四季 

の桜の木を表現した４冊の大型絵本で，桜への感謝の気持ち 

 を伝えることができた。また「おもいでのアルバム～桜編」 

を歌で表現し，充実感や達成感を味わうことができた。 

・自分のイメージを伝えたり，

相手の思いを受け止めよう

とようとしたりしながら，幼

児同士で解決し，イメージを

共有している。 

【言葉による伝え合い】 

 

 

 

 

 

 

・桜の木を本物らしくつくろう

という共通の目的が生まれ，

学級全体でアイデアを出し

合い制作している。 

【協同性】 

 

 

 

 

 

 

・友達と共通の目的を達成し，

充実感や達成感を味わって

いる。【協同性】【自立心】 

 

考 
 

 
 

察 

○実践のように，共通の目的に向かって共感しながら友達と実現する体験は，互いの思い

やアイデアを出し合い，試行錯誤しながら遊びを進めていく楽しさや本物らしくでき上

がっていく喜びを味わい，友達と一緒に遊びをつくっていくおもしろさにつながること

が分かった。 

●実践のような姿は，小学校における学級での集団生活の中で，目的に向かって自分の力

を発揮しながら友達と協力し，様々な意見を交わす中で新しい考えを生み出しながら工

夫して取り組む姿などにつながっていく。 
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事例７ 接続前期  こんどは，まけないぞ！   

１２月          保育所（園）・幼稚園 

 
 

 
 

 

事 

例 

を 

通 

し 

て 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

ルールの必要性が分かり，意識して行動するようになる。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

友達の思いや考えの違いに気付き，互いのよさを認めながら遊びが楽しくなるよう

に工夫する。 

【学びに向かう力，人間性等】 

共通の目的に向かって遊ぶ中で，チームの友達と折り合いをつけながら遊びを進め

ようとする。 

内 
 

容 

・自分なりに挑戦し，友達と一緒に体を動かすことを楽しむ。【健康】 

・ルールを守ったりつくったりしながら友達と一緒に遊ぶ。【人間関係】 

・身近なものに関わる中で数，量，文字，記号などに関心をもつ。【環境】 

・友達の話を聞いたり，自分の思いや考えを伝えたりして会話を楽しむ。【言葉】 

                      

ねらい  遊びのルールを決めたり工夫したりして，友達と一緒に集団での遊びを楽しむ。 

遊びや活動の実際       

Ｃ：幼児の活動  

Ｔ：先生の言葉かけや関わり ★：援助する上での留意点 

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

鬼ごっこ，サッカー，カルタとりなどの遊びのルールを自分たちで決めたり，状況に応じて  

変えたりして遊ぶ姿が見られる。チームをつくって，競い合う様子も見られる。その中で，以前，

赤白オセロゲームで遊んだ経験から，「先生，赤白オセロをしよう」という声があがる。「みんな

で遊びたい」という声と相まって，２チームで行うこととなる。 

＜チームになろう＞ 

Ｃ：帽子の色で２チームに分かれるよ。 

Ｃ：緑と黄色。黄色は帽子をひっくり返すよ。 

Ｃ：分かった。ＡグループとＢグループは緑よね。     

Ｃ：ＣとＤグループは黄色ね。帽子を黄色にして。 

Ｃ：緑チームは白オセロを赤に返して，黄色チームは赤オセロ

を白に返そう。 

Ｃ：私は黄色チームだから，赤オセロを白に返したらいいね。 

Ｃ：チームの人数は，１０と１０で同じだね。 

Ｃ：返すのを間違えたら相手チームの点になるよ。 

Ｃ：気を付けよう。 

★：ルールやチームの人数，オセロの色などを皆で一緒に確認

しながら，クラスで共通理解する。 

＜１回戦，開始＞ 

Ｃ：よし。こっち。ここ，ここ返すよ。 

・皆で遊びに必要なルールや約

束を確認し合いながら，共通

の目的に向かって話し合っ

たり考えをまとめたりして

いる。 

【協同性】 
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Ｃ：いっぱい返すよ。 

Ｃ：あっ，タイマーが鳴ったよ。終わりよ。早く座って。 

Ｃ：今，タイマーが鳴ったのに，Ａちゃんが返した。  

Ｃ：今のだめよね。ずるい。もとに戻して。 

Ｃ：わかった。もとに戻すよ。 

★：ルールを守れなかったとき，負けて悔しいときなどの状況

に応じて話し合いをもち，自分達で解決できるようにする。 

＜赤白は何個になったかな＞ 

Ｃ：１，２，３，…。白４７。赤は２０やった。 

Ｃ：黄色の勝ち。やった！ 

Ｔ：今度はコマを並べて長さを比べてみよう。 

Ｃ：白の方が長くて赤は短い。 

Ｔ：白は長くて数は４７で多かったね。赤は短くて数は２０で

少なかったね。 

Ｔ：今度は重ねて高さを比べてみよう。どうかな。 

Ｃ：赤の方が低い。白の方は高い。悔しいなあ。 

Ｔ：赤は低くて，白は高いね。黄色チームが勝ったけど，次は 

どちらが勝つかわからないよ。 

★：勝敗を決めるという必然性の中で，コマを数える，集める，

数や長さや高さを比べるなど，様々な比べ方があることを

体験できるようにする。 

＜２回戦の前に作戦会議＞  

Ｃ：次こそは，負けないからね。スピードアップよ。 

Ｃ：一度にたくさん返すよ。いい，わかった。 

Ｃ：両手で返そう。 

Ｃ：私たちは赤色にするよ。間違えないようにしよう。 

★：チームで速く返すための方法やルールを確認している様子

を見守る。 

（２回戦を行う） 

Ｔ：白４２，赤２５。黄色チームが勝ったけど，緑チームの数

も増えたね。 

Ｃ：負けたけど，楽しかった。また,したいね。 

 

・より遊びを楽しくしたりする

ためにルールのあることが

分かり，折り合いを付ける。 

【道徳性・規範意識の芽生え】 

 

 

 

 

 

 

・長短，高低などに親しむ経験 

を重ね，必要感から数えたり

比べたりしている。【数量・

図形，文字等への関心・感覚】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・チームで力を合わせて競争す 

る楽しさや，やり遂げた満足

感を味わっている。【協同性】 

考 
 

察 

○実践のように，挑戦しようとする気持ちを受け止め，明確な目的をもてるようにした。

チームの勝利に向けて自分の力を出すことや，一人一人の力が集まるからこそ勝てるこ

とを実感し，チームで競い合う楽しさや，やり遂げた満足感を味わうことにつながるこ

とが分かった。 

●実践のような姿は，小学校生活や学習において，負けて悔しい思いをしながらも互い 

のよさや頑張りを認め気持ちに折り合いをつける姿や，次への意欲をもち挑戦する姿な

どにつながっていく。 
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事例８ 接続前期 こんどは，どの役をしようかな  

１２月          保育所（園）・幼稚園 

事 

例 

を 

通 

し 

て 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

友達のよさに気付いたり，認め合ったりし，協力してやり遂げるようになる。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

互いの思いやイメージを伝え合いながら，遊びを進める。 

【学びに向かう力，人間性等】 

友達と一緒に劇ごっこに取り組み，表現することを楽しもうとする。 

 

内 
 

容 

・集団生活での場の使い方等を考えながら準備したり片付けたりする。【健康】 

・目標に向かって，友達と協力してやり遂げる。【人間関係】 

・経験したことや想像したことを取り入れて遊ぶ。【環境】 

・思いや考えを分かるように話したり，相手の話を理解しようとしたりする。【言葉】 

・感じたこと，イメージしたことを言葉や体で表現する。【表現】 

 
 

ねらい  生活発表会で演じた劇を振り返り，役割を交替して劇遊びをすることを通して，友達

と一緒に共通の目的に向かって取り組む楽しさを味わう。  

遊びや活動の実際       

Ｃ：幼児の活動  

Ｔ：先生の言葉かけや関わり ★：援助する上での留意点 

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

生活発表会の練習を通して，皆で役についての思いやイメージを話し合った。出された考えや

アイデア，工夫を役づくりや小道具づくり，衣装づくりに生かしていった。生活発表会の経験を

通して，一人一人が自信をもって様々なことに挑戦する様子が見られた。生活発表会後，劇を振

り返ることで役のイメージや台詞が共有でき，友達と劇ごっこをする姿が見られるようになる。

「他の役をしてみたい」「他の先生に見てもらいたい」という声が聞かれるようになる。 

＜どの役をしようかな＞ 

Ｔ：役を交代して劇ごっこをするよ，どの役をしたいかな。 

Ｃ：今度は，ちゅうこさんの役がしたい。 

Ｃ：また，風の役がいいな。他の役，むずかしそう。 

Ｃ：お日様をしたから，次は雲にしよう。 

★：役を決めていく様子を見守り，戸惑っている子には助言す

る。 

＜僕・わたしも その役がしたい＞ 

Ｃ：Ａちゃんが，風の役がいいって。 

Ｃ：Ｂ君も，風の役がいいって。 

Ｔ：ＡさんとＢさんはしたい役が重なっているね。ＣさんとＤ

さんはまだ決まっていないね。お月様の役は誰がなるかな。 

Ｃ：じゃあ，僕がお月様役をするよ。 

Ｃ：Ｄ君，雲はどう？ネズミはどう？ 

・生活発表会での役のイメージ

を皆で共有しながら役決め

をしている。【自立心】 

 

 

 

 

 

 

・友達の困った様子に気付き，

進んで役を譲ったり，相談し

たりして，折り合いを付けよ

うとしている。 

【道徳性・規範意識の芽生え】 
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Ｃ：Ｅちゃんと一緒なら，ネズミの役をしたい。 

Ｃ：いいよ。一緒にしよう。 

Ｔ：全員の役が決まったね。 

★：一つの役に複数の希望者が重なったことを知らせ，幼児同

士の話合いへと導く。様子を見守り，状況に応じて担任が

コーディネートする。 

＜劇が始まるよ＞ 

Ｃ：お面をつけたら，ここに並ぶよ。この耳もつけて。    

Ｃ：Ｆちゃんはこっちだよ。ここに座って。 

Ｃ：ちゅうこさん役が１番に出るよ。  

Ｃ：２番目はちゅうこさんのお父さんとお母さんだよ。 

Ｃ：踊りの時は，こうやって手を挙げるといいよ。 

Ｃ：大きく手を振った方がよく見えるよ。 

Ｃ：ちゅうたろうは一番最後に，壁をかじって出てくるよ。壁

の後ろに隠れて。 

Ｔ：Ｋさんが教えてくれたから,もっと素敵になったね。 

★：お互いに確認し合いながら，役の衣装に着替えたり，出番

順に並んだりするなどの様子を見守る。 

＜楽しかったね また，したいね＞ 

Т：発表会の時と役を交替して劇をしたけど，どうだった。 

Ｃ：風がかっこよかった。    

Ｃ：ネズミがかわいかった。 

Ｃ：違う役もしてみたら，楽しかった。また，してみたい。 

Ｃ：今度はおばさんの役をしてみたい。 

Ｔ：皆とても素敵にできたね。今度は他のクラスの先生や友達

に見てもらおうね。  

★：満足した思いや，次回の劇ごっこに向けての意欲的な発言

をクラスで共有し，次につなげる。 

 

 

 

 

 

 

・劇ごっこがよりよいものにな

るように，互いの思いやイメ

ージを伝え合い，工夫して演

じている。 

【豊かな感性と表現】 

 

 

 

 

 

 

・共通の目的に向かってお互い

の思いや考えを出し合い，ク

ラス全体で楽しみながら劇

ごっこをしている。【協同性】 

 

 

 

 

考 
 

 
 

察 

○実践のように，互いの思いやイメージを伝え合い，共感できるような話し合いの場や時

間を十分にもつことは，友達に認められたり，友達のよさを感じたりしながら，皆で取

り組む楽しさを共感できる姿につながることが分かった。 

○実践のように，生活発表会での経験を踏まえた劇ごっこをすることは，「次は○○役を

やってみたい」「他のクラスの先生に見てもらいたい」などの意欲や見通しをもつ力な

どの育ちにつながったり，一つ一つの活動や経験が意味や価値あるものとして幼児自身

の中に積み重なり発揮されたりすることが分かった。 

●実践のような姿は，小学校の学習において，感性を働かせ，友達と一緒に表現する過程

や表現そのものを楽しむ姿などにつながっていく。 

●実践のような姿は，小学校の学習や生活において，お互いのよさに気付いたり，認め合

ったりしながら，協力して共通の目的に向かい，やり遂げることを楽しむ姿などにつな

がっていく。 
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＜学級の中でのつながりを深め，充実感を味わう体験を＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続中期－１（5 歳児１月～３月） 

   

友達とともに過ごしてきた喜びや成長を感じ，主体的に保育所（園）・

幼稚園生活を進める時期 

できるようになったことや成長を認め，自信や意欲を高め，

就学への期待感をもてるようにする援助や環境構成の工夫を 

うれしいな もうすぐ １年生 
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事例９ 接続中期―１ ともだち，喜んでくれるかな  

１月           保育所（園）・幼稚園 

事 

例 

を 

通 

し 

て 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

友達と共通の目的や見通しをもち，考えを出し合いながら遊びを進めるようにな

る。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

 自分の考えや思いを様々な方法で表現し，意欲的に活動を楽しむ。 
【学びに向かう力，人間性等】 

少し難しいことでも，あきらめずに取り組もうとする。 

 
 

内 
 

容 

・自分たちで生活の場を整えながら，見通しをもって生活する。【健康】 

・友達と役割分担をし，考えを出し合いながら協力して遊ぶ。【人間関係】 
・身近なものに関わる中で，文字や数量に関心をもつ。【環境】 
・生活に必要な文字や数量に関心をもち，遊びの中で使う喜びを味わう。【言葉】 
・経験したことや感じたことを言葉や絵で表現することを楽しむ。【表現】 

 

ねらい  文字や数字に関心をもち，積極的に遊びに取り入れ，郵便ごっこを楽しむ。 

遊びや活動の実際        

Ｃ：幼児の活動       

Ｔ：先生の言葉かけや関わり  ★：援助する上での留意点  

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

 お正月に年賀状をもらってうれしかった体験から，郵便ごっこへの意欲が高まっていった。特

に女児は友達同士で手紙のやり取りを楽しんでいる様子がある。郵便が届くまでの仕組みを先生

に尋ねたり絵本で調べたりする。仕組みを知ることで，自分達で手紙の仕分け，スタンプ押し，

配達などの仕事の役割分担を考えている。「相手が喜ぶような手紙を書こう」「もらってうれしい

手紙がいいね」など具体的に相手に伝えたい内容についても語り合っている。 
＜だれに書こうかな＞ 

Ｃ：お休みしていて会えない友達に手紙を書きたい。 
Ｃ：引っ越した友達になかなか会えないから書きたい。 
Ｃ：年賀状をもらってうれしかったから返事を書きたい。 
Ｃ：自分のことを教えてあげたいから手紙に書きたい。 
★：相手意識をもち，「書きたい」という意欲をとらえ，はがき

を提示する。 

＜郵便番号や住所はどこに書く＞ 

Ｔ：はがきには番号が書いてあったでしょう？郵便番号って言

うんだよね。手紙を出すときは，クラスの数字を書いて。

名前やクラス名も書くと，届け先がすぐに分かるね。 
Ｃ：名前は，ここの真ん中に書いていいよね。 
Ｃ：Ａちゃんの「え」はどう書くんだったかな。 
Ｃ：えんぴつの「え」よ。これこれ，これを見て書いたらいい

・文字には，人に思いを伝える

役割があることに気付き，手

紙を書きながら友達とのつな

がりを感じている。 
【数量や図形，標識や文字へ

の関心・感覚】 

 
 
 
 
 

・相手に分かるように言葉で伝

えたり，相手の話を聞いて理

解したりし，言葉による伝え
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よ。（５０音表の「え」を示す。） 
Ｃ：名前を書いたよ。Ｂちゃんに出すことにした。 
Ｃ：Ｂちゃんだけじゃ分からないよ。 
Ｃ：あっ，そうだった。すみれぐみで，００３。これでいいね。 
★：友達同士で文字を教えたり，５０音表で調べたり，姓名が

あることを知らせたりする様子を見守り，状況に応じて文

字の形や書き方を知らせ，より興味が深まるようにする。 

＜手紙の配達です＞ 

Ｃ：郵便ポストを見に行こう。たくさん入っているかな。 
Ｃ：手紙を配達袋に入れるよ。入れたら次，かわってね。 
Ｃ：スタンプを押したら，こっちの机に持ってきて。 
Ｃ：ひまわり組の手紙はここに置いておこう。 
Ｃ：Ｃちゃんは何組さんだっけ？ 
Ｃ：郵便番号を見たら分かるよ。 
Ｃ：そうだった。教えてくれてありがとう。 
Ｃ：分けたら，さくら組から配達に行くよ。２人組で行こう。 
Ｃ：手紙の配達に来ました。Ｄちゃんにお手紙です。 
Ｔ：ありがとう。ご苦労様。頑張ってね。 
★：仕分けや配達を楽しみ，張り切っている様子を見守りなが

ら，自分たちで進めていることを認めたり，状況に応じて

助言したりしていく。 

＜もらってうれしかった＞ 

Ｃ：手紙をもらってうれしかった。 
Ｃ：「ありがとう」って笑ってくれたから，うれしかった。 
Ｃ：うれしい言葉をたくさん書いてくれた。 
Ｃ：字が読めるようになったので手紙が来てうれしい。 
★：相手がうれしくなる言葉を考えて書いたり，文字が読める

ようになったりして，自分の成長を感じていることを共感

的に受け止めていく。クラス全体に具体的に知らせ，一人

一人が成長を感じられるようにする。 

合いを楽しんでいる。 
【言葉による伝え合い】 

 
 
 
 
 
・配達について考えたことを相

手に分かるように伝え，役割

分担して，幼児同士でやり遂

げている。【協同性】 
 

 

 

 

 

 

・園内の人と触れ合う中で自分

が役立つ喜びを感じている。

【社会生活とのかかわり】 

 

 

 

 

 
 
・少し難しいことでも自分の力

でやってみようとし，あきら

めずにやり遂げ，達成感を味

わっている。【自立心】 

考 
 

 

察 

○実践のように，郵便ごっこという共通の目的や見通しをもち，考えを出し合ったり役割

分担をしたりしながら協力する体験は，お互いのよさが分かり，楽しみながら遊びを進

められるようになることが分かった。 
○実践のように，遊びの中で必要性から文字や数字を読んだり書いたりすることは，文字

や数字への興味や関心が高まると共に，手紙をもらう相手の気持ちを思いながら，内容

を考えることができるようになることが分かった。 
●実践のような姿は，小学校の生活や学習において，友達と互いの思いや考えを伝え，受

け止めたり，認め合ったりしながら一緒に活動する姿や，自分の伝えたい目的や相手の

状況などに応じて言葉を選んで伝えようとする姿などにつながっていく。 
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事例１０ 接続中期―１ お店のしなものをつくったよ  

１月           保育所(園)・幼稚園 
 

 

 

事

例

を

通

し

て 

 

 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

自分たちの成長を感じ，入学への期待をもつようになる。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

学級やグループの友達と共通の目的や見通しをもち，考えを出し合いながら遊び

や生活を進める。 

【学びに向かう力，人間性等】 

少し難しいことでも諦めずに取り組もうとする。 

内 
 

容 

・遊びや生活に見通しをもって取り組んだり，考えを出し合ったりする。【人間関係】 
・自分のめあてに向かって，諦めずに根気よく取り組む。【表現】 
・文字や数量に関心をもち，生活や遊びの中で使う喜びを味わう。【言葉】 
・冬から春への自然の変化に気付いたり，季節感を味わったりする。【環境】 

 

ねらい  ３・４歳児との関わりを楽しみながら，お店の品物を丁寧につくり，出来上がりの

達成感を味わう。 

遊びや活動の実際       

Ｃ：幼児の活動  

Ｔ：先生の言葉かけや関わり ★：援助する上での留意点 

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って  

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

園全体でお店屋さんをつくって保護者を招待することとなる。年末の商店街の様子を見に行 

き買い物体験をしたり，お店の人が働く様子を見たりして興味をもつ。どんなお店がしたいか

話し合い，冬休みの間に材料集めをして，３学期が始まったら持ってくることになる。１月に

なって，３・４歳児を含めてしたいお店ごとのグループをつくり，それぞれのお店でつくる品

物を決める。５歳児がリーダシップをとり，縦割りグループで力を合わせてつくっていく。 

＜どんな果物をつくる？＞  

Ｔ：今日は，どの果物をつくりましょうか。 

Ｃ：お店には，いろいろな種類のリンゴがあったね。 

Ｃ：モモは箱に入っていたから（値段が）高いよね。 

Ｃ：モモがいいよ。並べて飾っていて美味しそうだったよ。 

★：つくりたい果物を尋ね，果物にまつわるエピソードを引

出し，つくる果物のイメージが具体化できるようにする。 

＜モモとブドウをつくろう＞ 

Ｔ：何を使って果物をつくりますか。 

Ｃ：新聞紙を丸めてつくったらいいよ。 

Ｔ：丸くできるかな。小さいお友達でもできるか心配だね。 

Ｃ：大丈夫，僕たちが仕上げをしてあげるから。 

Ｔ：新聞紙を丸めてつくりましょうね。丸めるときにどんな

ことに気を付けたらいいかな。 

・お店見学に行ったときに果物

屋さんで見た果物の特徴を

思い出しつつ，名前を言って

いる。 

・友達の発言にうなずいたり，

共感したりしながら，果物の

イメージを共有している。 

・３・４歳児に対して，自分た

ちが優しく手助けしようと

いう気持ちをもっている。 

【社会生活との関わり】 

・新聞紙を固く丸める方法を

３・４歳児も理解し，ギュッ

ギュッと歌いながら楽しく
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Ｃ：固くしないとすぐ膨れるよ。大き過ぎたら駄目だもの。 

Ｔ：よく気が付いたね。先生もしてみるよ。 

Ｃ：最後にギュギュッとしっかり握るといいね。 

Ｃ：ギュギュッよね。ブドウは小さいからつくりやすいね。 

Ｃ：ほら，膨れてきたね。もっとギュギュッてしなくちゃ。 

★：新聞紙を使って作った経験があるので，イメージの共有

ができている。擬音語を使うことで，固く握る方法を掴

み，リズミカルに楽しくつくれる雰囲気をつくる。 

 

＜今度は色を付けようね＞ 

Ｔ：ひまわりさん，果物の仕上げは大丈夫ですか。 

Ｃ：ギュギュってして，ちょうどよい大きさになっています。 

Ｔ：それでは色を付ける方法を考えてみましょう。 

Ｃ：絵の具で塗っても新聞の字が見えるよね。 

Ｃ：色紙で包んだらいいと思うけど。 

Ｃ：それだったら，小さいお友達もできるね。 

Ｃ：決まり。そうしよう。 

Ｃ：黄緑で包んでいるから，マスカットをつくっているね。

美味しそうだね。 

Ｃ：糊をそんなに付けたらベタベタになるよ。 

Ｃ：糊はよく伸ばしながら付けた方がいいよ。できるかな。 

★：色紙で包むことで本物らしくなっていく過程を見取って 

褒める。 

 

＜３・４歳児さんと一緒に＞ 

Ｃ：お姉ちゃんみたいにゆっくり丸めるといいよ。 

やってみて。上手だね。きれいなお花ができたね。 

Ｃ：止めるところができない。 

Ｃ：大丈夫。お姉ちゃんが今から止めるからよく見ていてね。 

Ｃ：糊を少し付けて，よく伸ばしてから止めるよ。 

Ｃ：おねえちゃん上手。私もしてみよう。 

★：優しく声をかける様子や，できているか確認しながら仕 

上げている様子を褒め，達成感を味わえるようにする。 

つくっている。 

【豊かな感性と表現】 

 

 

 

 

 

 

・自分の果物をつくりながら，

３・４歳児の世話もしてい

る。優しく声をかけたり，う

まくいかないときは手伝っ

たりして安心させている 

【自立心】 

・３・４歳児もできる方法を考

えている。 

【思考力の芽生え】 

 

 

 

 

  

 

 

・幼児なりに支える経験を積み

重ねて自信を深めている。 

【自立心】 

 

考 
 
 
 

察 

○実践のように，この時期に継続的に３・４歳児と関わる活動を行うと，５歳児が３・

４歳児に対して様々なアドバイスをしながら遊びを進め，育ってほしい姿につながっ

ていることが分かった。また，自分のできることを３・４歳児に優しく教えることで

自信を深め，達成感を味わっていることが分かった。 
●実践のような姿は，小学校生活において，相手の状況や気持ちを考えながらいろいろ

な人と関わることを楽しんだり，関心のあることについての情報に気付いて積極的に

取り入れたりする姿などにつながっていく。 
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事例１１ 接続中期―１ たこ，たこ，あがれ！   

     １月           保育所（園）・幼稚園 

事 

例 

を 

通 

し 

て 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

 友達と関わり，色々な友達の思いや考えなどを感じながら行動するようになる。 
【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

感じたこと，考えたこと，イメージしたことを様々な方法で自分なりに表現する。 
【学びに向かう力，人間性等】 

 あきらめずにやり遂げることで達成感や満足感を味わい，自信をもって行動しよう

とする。 

内 
 

容 

・寒さに負けず，友達と一緒に戸外で体を動かして遊ぶ。【健康】 

・友達と一緒に考えを出し合い，協力して遊びを進める。【人間関係】 

・物の性質や仕組みなどを感じたり気付いたりして物との関わりを楽しむ。【環境】 

・考えたこと，感動したことを先生や友達に話して会話を楽しむ。【言葉】 

・感じたこと，イメージしたことを工夫して表現する。【表現】 
 

ねらい  お正月遊びにはどんなものがあるか話し合い，凧づくりや凧揚げを楽しむ。 

遊びや活動の実際 

Ｃ：幼児の活動           

Ｔ：先生の言葉かけと関わり   ★：援助する上での留意点  

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

 お正月にした遊びの話から，カルタ・トランプ・凧揚げなど昔ながらの遊びの様子が子どもの

言葉で語られ，園でも羽根つきやコマ回しなどを体験することができた。その後，お店ごっこの

品物づくりを様々な用具を使って楽しんでいく中で，「凧をつくりたい」という発言が聞かれる。  

子どもたちは凧づくりに向けて，どんな凧があるのか絵本で調べたり，凧を持参したりして凧づ

くりに対しての興味が高まっている。 
＜凧づくりをしよう＞ 

Ｔ：調べてみると，いろいろな凧があることが分かりましたね。 
その中から，１番よく揚がりそうな六角形のビニール凧を

つくることにみんなで決めました。今から材料を配ります。 
Ｃ：好きな色の棒を取っていいよ。どの色の棒がいい？ 
Ｃ：ピンクにしよう。２本取るよ。 
Ｃ：ぼくは，青と緑がいい。１本ずつ違う色にしたよ。 
Ｃ：ビニールは広げて置いておこう。棒は短い方が上よね。   
Ｃ：（実際に六角形の長短の辺を比べて）こっちが短いから上よ。   
Ｃ：棒を２本，テープを使って，ビニールに貼るよ。 
Ｃ：はがれないようにしっかり貼ろう。 
★：作業の様子を見守り，難しい作業は状況に応じて手伝う。 

＜凧に絵をかこう＞ 

Ｃ：ビニールが動いて絵がかきにくいな。 

・様々な考えを思い巡らすなど

して，自分でしなければいけ

ないことを自覚し行ってい

る。【自立心】 
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Ｃ：手でしっかり押さえてかいたらいいよ。 
Ｃ：かいたけど，ちょっと見にくい。 
Ｃ：ペンの太い方でかいたらいいよ。しっかり塗って。 
Ｃ：僕はスパイダーマンをかくよ。スパイダーマンはよく飛ぶ

よ。赤い線をたくさんかいていこう。 
Ｃ：僕は，新幹線をかこう。のぞみ，こだま，さくら，たくさ 

んかくよ。 
Ｔ：絵をかいたら，凧糸としっぽを付けてみましょう。 
Ｃ：凧糸がはずれないようにしっかりビニールに付けよう。 
Ｃ：糸を端っこにつけるのむずかしい。もうちょっとこっちが

いいかな。 
Ｃ：引っ張る糸は，ぐるぐる巻いてもつれないようにしよう。 
Ｃ：糸を引っ張ったら高く揚がるかなあ。 
Ｃ：しっぽは２本付けよう。付ける所はここでいいかな。 
★：凧はバランスが重要になるが，友達と見比べたり，考えた

りしながら自分なりにつくろうとしている姿を見守った

り，手助けしたりしていく。 

＜凧揚げをしよう＞ 

Ｃ：風が強いね。飛ぶかな。 
Ｃ：そうっと凧を広げて。あぁ飛んでいく。 
Ｃ：糸をしっかり持っておかないと，飛んでいってしまうよ。 
Ｃ：分かった。糸を離さないようにして走ってみよう。 
Ｔ：みんな見て，Ａさんの凧が高く揚がってますよ。 
Ｃ：先生，凧が落ちて糸がぐちゃぐちゃになった。 
Ｃ：先生，テープが取れた。 
Ｔ：糸が取れたお友達は，テープがあるから自分でやり直して

みましょう。どうしたら取れないようになるか，友達のや

り方も見てみるといいですよ。 
★：振り返る時間をもち，風の強さ，凧が揚がる高さ，糸の手

繰り方など，気付いたことや感じたことを幼児が言葉で表

現できるようにする。 

 

・友達と互いに表現し合うこと

で，様々な表現の面白さに気

付き，かく過程を楽しんでい

る。【豊かな感性と表現】 
 
 
 
 
 
 
 
・自分のことは自分で行い，自

分なりに工夫して，あきらめ

ずに自分の力でやり遂げよ

うとしている。【自立心】 

 

 

 

 

 

 
 
・うまく凧が揚がるにはどうし

たらよいかを予想したり，確

かめたり，振り返ったりして

いる。【思考力の芽生え】 

考 
 

 

察 

○実践のように，凧づくりをして遊ぶ体験は，活動を楽しむ中で，自分のことは自分で

行い，自分でできないことは実現できるように工夫したり，先生や友達の助けを借り

たりして，自分でやり抜くようになる姿につながることが分かった。 
○実践のように，「うまくいかない」「やり直す」「気付く」「再度挑戦する」といった気

持ちを経験することは，目的に向かって諦めずにやり遂げる姿につながることが分か

った。 
●実践のような姿は，探究心をもち，主体的に問題を解決する態度や姿などへとつなが

っていく。 
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事例１２ 接続中期―１ ぼく，わたしの とくいわざ  

     １月          保育所（園）・幼稚園 

事 

例 

を 

通 

し 

て 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

様々な経験を積み重ね，自分の感情や意志を表現し合い，共感し合いながら，自分

のよさや特徴に気付き，自信をもって行動するようになる。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

友達の様々な考えに触れ，新しい思いや考えを生み出す。 

【学びに向かう力，人間性等】 

自分の力で最後まで取り組み，満足感や達成感を味わいながらやり遂げようとす

る。 

内 

容 

・次の状況を予測して，見通しをもって行動する。【健康】 

・身近な人に親しみと感謝の気持ちをもつ。【人間関係】 

・相手に分かるように話し，相手の話も聞いて理解しようとする。【言葉】 
・自分の得意なことを体の動きや言葉，音等で表現する。【表現】 

                     

ねらい  自分の得意技を表現することで，自分の成長の喜びを味わう。 

遊びや活動の実際        

Ｃ：幼児の活動  

Ｔ：先生の言葉かけや関わり  ★：援助する上での留意点 

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

友達と遊ぶ中で「Ａちゃん，折り紙を教えて」｢Ｂ君，剣玉はどうやったら入るの｣などの声が

聞かれる。友達の得意なことやよさが分かり始めている。また，「保育参観で，一番得意な技を

見てもらおう」と提案したことをきっかけに「１番の得意技は何か」「どんな場面を見てもらう

か」「見せる工夫はどうするか」などの声も聞かれる。話し合いを重ね，家庭にも協力を求める。

披露する技が決まるとお互いに技を見せ合い応援したり，励ましたり，技のやり方を相談したり

する姿やお互いのよさや頑張りを認め合う姿が見られる。保護者に披露する技をよりよいものに

したいと試行錯誤を繰り返している。 

＜先生，大丈夫だよ＞ 

★：用具を準備し，得意技を披露する順番に座るまで待つ。 

Ｃ：ここに椅子を並べて座るよ。ＡちゃんはＢちゃんの後だよ。     

Т：名前は○○です。○○○○をします。相手に分かるように

説明するよ。「最後は，終わります」と言うよ。 

Ｃ：ちょっと緊張するけど，先生，大丈夫だよ。 

＜やったね！ できた！＞ 

Ｃ：僕の名前はＡです。剣玉をします。 

Ｃ：（失敗すると）。今度は，きっとできるよ。 

Ｔ：落ち着いて，もう一回やってみて，あわてなくていいよ。 

Ｃ：入ったぁ。やったね。じょうず。 

★：周りの幼児に，真剣な様子で糸をまっすぐにし集中するの

・自分で用具の準備をし，出番

順に椅子を配置し座って待

っている。【健康な心と体】 

・失敗しても，何度も挑戦し，

できた喜びを味わっている。 

【自立心】 
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を見守るように促す。失敗するが何度か挑戦する様子を応

援しながら待ち，成功を共に喜べるように言葉かけする。 

Ｃ：私の名前はＢです。お洋服をたたみます。 

Ｃ：袖を下に持ってきて，もう一つの袖も下に持ってきます。 

  半分にし，たたみ終ったら，かごに入れます。終わります。 

Ｃ：上手にたためたね。 

★：担任は常に幼児から見える位置に座り，笑顔で見守り，安

心して技を披露できるようにする。 

Ｃ：僕の名前はＣです。赤ずきんの絵本を読みます。 

Ｔ：顔が見えるといいな。もう少し大きな声だと，皆によく聞

こえるよ。 

Ｃ：上手に読めているね。よく聞こえるよ。 

Ｔ：お話を聞いているお友達は，赤ずきんちゃんやオオカミさ

んになったつもりで聞いてみましょう。 

Ｃ：うまい。じょうずに読んでいたね。 

Ｃ：オオカミの声がこわかった。すごい。 

Ｃ：楽しかった。今度は，私も読んでみたい。 

★：緊張している様子が見られるときは，言葉をかけたり，傍

に行きスキシップをしたりし安心感がもてるようにする。 

＜今度はもっとうまくなりたい＞ 

Т：今日の得意技の披露はどうだったかな。 

Ｃ：恥ずかしかった。 

Ｃ：僕も，ドキドキした。    

Ｃ：緊張したけど，成功してうれしかった。 

Ｃ：応援してもらってうれしかった。 

Ｃ：ちょっと難しかったけど，できてよかった。 

Ｔ：友達から見てもらって，アドバイスももらえてよかったね。 

とても上手だったよ。 

Ｃ：今度はお家の人に見てもらいたい。 

Ｃ：今度は，もっと練習して，もっとうまくなりたい。  

Ｃ：今度は，縄跳びに挑戦したい。  

・見せ方を工夫しながら自信を

もって自分の得意技を披露

している。【自立心】 

 

 

 

 

 

 

・絵本の内容を相手に伝えよう

と，内容を確かめるように，

ゆっくり読んでいる。 

【言葉による伝え合い】 

 

 

 

 

 

 

 

・あきらめずに自分の力でやり

遂げ，満足感や達成感を味わ

い，自信をもっている。 

【自立心】 

 

考 
 

察 

○実践のように，得意技を披露する活動は，これまでの体験から「一番得意なことは何 

か」「挑戦してみたい」「上手になりたい」など，様々な思いを出す中で，自分の得意技

を考え，自分の成長を考えるきっかけになることが分かった。また，満足感や達成感を

味わい，自信をもって活動に取り組めるようになる姿につながることが分かった。 

○実践のように「失敗しても大丈夫」「やり直したらできる」「何度でもやり直していいよ」

など，よりよくするために取り組むことの大切さを伝えることは，幼児が安心して技を

磨き，何事にも挑戦しようとする姿につながることが分かった。 

●実践のように，自信をもって表現することは，教科等の学習だけではなく，小学校生活を意欲

的に進める基盤ともなっていく。 
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事例１３ 接続中期―１ おにのおめんを つくったよ  

1 月           保育所(園)・幼稚園 
 

 

 

事

例

を

通

し

て 

 

 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

自分たちの成長を感じ，入学への期待をもつようになる。 
【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

学級やグループの友達と共通の目的や見通しをもち，考えを出し合いながら遊び 

や生活を進める。 

【学びに向かう力，人間性等】 

少し難しいことでも諦めずに取り組み，達成感を味わおうとする。 

内 
 

容 

・遊びや生活に見通しをもって友達と一緒に取り組んだり，考えを出し合ったりす 
る。【人間関係】 

・自分のめあてに向かって，諦めずに根気よく取り組む。【表現】 

・文字や数量に関心をもち，生活や遊びの中で使う喜びを味わう。【言葉】 

・冬から春への自然の変化に気付いたり，季節感を味わったりする。【環境】 

 

ねらい  自分なりのめあてに向かって，試したり工夫したりしながらお面づくりに取り組み，

でき上がった達成感を味わう。 

遊びや活動の実際       

Ｃ：幼児の活動  

Ｔ：先生の言葉かけや関わり ★：援助する上での留意点 

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

寒い日が続き，バケツにできた氷に気付いたり戸外で遊ぶ時に風の冷たさを感じたりしてい

る。反面，チューリップの芽が伸びている様子や梅のつぼみを見て，季節の変化に気付き，春の

訪れに興味をもっている。節分の由来や立春について話をすると，鬼に興味を示す。豆まきへの

期待も膨らんでいる。 

＜「おなかのなかに おにがいる」の絵本をみよう＞  

Ｔ：（絵本を読み終わって）皆のお腹の中には鬼はいないかな。

「鬼をもらってくれる人はいませんか」って言っている

よ。 

Ｃ：僕のお腹にはいないよ。だけど鬼はいらない。 

Ｃ：私，泣き虫鬼がいるかもしれない。 

Ｔ：ごろちゃんみたいに「鬼は内」って言うへそ曲がり鬼は

いないかな。 

Ｃ：いないよ。皆約束を守るものね。 

★：鬼の面づくりへの意欲を引き出すために絵本の読み聞か

せを行い，幼児なりに自分を振り返ることができるよう

にする。 

＜お面の材料を選ぼう＞ 

Ｔ：豆まきをするときにお面を付けるから，いろいろな材料 

・絵本をきっかけに自分の中に 

鬼がいないかを振り返る中

で，自分の弱い部分を豆まき

のとき，体の外へ出したいと

いう思いが膨らんでいる。 

【道徳性・規範意識の芽生え】 

 

 

 

 

 

 

・自分のイメージした鬼をつく

るために，これまで使ってき
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  を使って鬼のお面をつくってみましょうか。  

Ｃ：やったあ。青鬼をつくろう。 

Ｃ：材料がたくさんあるね。目はどれでつくろうかな。 

Ｃ：ほんと。鬼の目は大きいからね。どれがいいかな。 

Ｃ：トイレットペーパーの芯はどう。 

Ｃ：いいね。大きい目でよく見えそう。それでいこう。 

Ｃ：ＯＫ。僕もそうしよう。 

Ｃ：毛糸を髪の毛にしようかな。 

Ｃ：いいわね。私はどれを使おうかな。 

★：様々な材料を準備し，幼児がイメージを実現するために 

必要な材料を選べるようにする。 

＜困ったなあ，うまく，くっつかないよ＞ 

Ｃ：髪の毛がうまくくっつかないよ。どうしてかな。 

Ｃ：のりじゃだめだよ。ボンドがいいよ。 

Ｃ：見て。ボンドで貼ったよ。でも，何回してもモールが   

すぐにはがれてしまうよ。 

Ｃ：僕のを持ってくるね。ほら見て，くっ付いてるよ。 

Ｃ：ほんと。どうやってくっつけたの。教えて。 

Ｃ：ボンドはすぐに乾かないから，貼ったらしばらく押さえ 

ておいた方がいいよ。  

Ｃ：分かった。やってみるね。教えてくれてありがとう。 

Ｃ：モールの幅の広い方がくっ付きやすいよ。 

★：自分で何度か試してもうまくいかないときに，友達に相

談して問題解決しようとしている。仕上がり具合いを褒

めるだけでなく，つくっている過程で見られる幼児の気

付きを褒めるようにする。 

＜いろいろな鬼がそろってきたよ＞ 

Ｃ：いろいろな鬼ができたね。豆まきが楽しみ。 

Ｃ：Ａ君の鬼のひげ，皆と違うね。面白い。 

Ｃ：Ｂちゃんの鬼の髪の毛は，三つ編みなのよ。 

★：作品を見合う中で幼児が気付いていることを褒める，満

足感や充実感が味わえるようにする。 

た様々な材料の中から，必要

な材料を選んでいる。また，

友達と一緒に材料を選んでい

る間に新たなイメージがわい

ている。【思考力の芽生え】 

   

 

 

 

 

 

・自分の困っていることを相手 

に相談したり，相手の思いを

受け止めて自分なりの考えを

伝えたりしている。 

【言葉による伝え合い】 

・諦めずに試行錯誤しながら挑

戦している。物の性質や仕組

みについて気付き，思いを巡

らし物を使いこなしている。 

【思考力の芽生え】 

 

 

 

 

 

 

・お互いの鬼のお面を見ること

で，工夫している点や面白い

点に気付き，互いに認め合い

達成感を味わっている。 

【自立心】 

 
 
 

考 
 
 
 

察 

○実践のように，生活の中で使ってきた材料や用具を準備することは，自分のイメージ

を実現するために必要な物を選択し，使いこなせる姿につながっていくことが分かっ

た。 
○実践のように，幼児が思いを巡らしながら制作する時間を保障することは，試行錯誤

しながらつくったり，うまくいかなかったときに友達に相談したり，友達の作品を見

たりして，自分たちで問題解決できる姿につながることが分かった。 
●実践のような姿は，表現の基礎となるだけでなく，自分の気持ちや考えを一番適切に

表現する方法を選ぶなど，小学校以降の学習全般の素地となる。 
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事例１４ 接続中期－１ 心のおにって，どんないろ  

１月           保育所（園）・幼稚園 

 
 

 

事 

例 

を 

通 

し 

て 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

 友達との関わりの中で互いの頑張りやよさに気付くとともに，自分の成長を感じる

ようになる。 
【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

グループの友達と共通の目的をもち，考えを出し合いながら表現をする。 
【学びに向かう力，人間性等】 

 生活を通して感じたことを自由にかき，最後までやり遂げようとする。 

 
 

内 
 

容 

・時間の流れや場の使い方を予測し，見通しをもって生活する。【健康】 

・友達への思いやりを深め，自分や友達のよさに気付き，自信をもつ。【人間関係】 
・身近な用具を大切に扱い，整理整頓する。【環境】 
・友達と共通の話題について自分の考えや思い，経験を言葉で伝え合う。【言葉】 
・考えやイメージを膨らませ，工夫し表現することを楽しむ。【表現】 

 

ねらい  自分の退治したい鬼の絵に自分なりのイメージをもって，色付けすることを楽しむ。 

活動の実際          

Ｃ：幼児の活動     

Ｔ：先生の言葉かけや関わり ★：援助する上での留意点  

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

 様々な行事に興味をもち，お正月に獅子舞が来たことや豆まきのときに鬼がやってくることに

話が進んだ。「鬼のお面をつくろう」という話から，「野菜の好き嫌い鬼がいる」「怒り鬼がいる」

など自分の心の中にいる鬼について話し始めた。「絵をかいてやっつけたらいい」「絵にして，貼

ったらいい」など色々な考えが聞かれた。どんな素材でかくかを幼児に問いかけ，今までかいた

経験から「ペンでかくなら下書きがいる」「濃くかいたら消えん」「薄くかいたらいい」などかく

ときの約束をクラス全員で確かめ，退治したい心の鬼の下絵を画面いっぱいにかいていく。 
＜自分が退治したい鬼は＞ 

Ｔ：泣き虫鬼や怒りんぼ鬼，いろんな鬼がかけたね。皆の鬼

を見てみようか。 
Ｃ：私は，好き嫌い鬼をやっつけたい。ピーマンも人参も  

食べられるようになりたいから。 
Ｃ：僕は怒りんぼ鬼。すぐにけんかするから。怒りんぼじゃ

なくなりたい。   
Ｃ：私は泣かないようになりたいから泣き虫鬼をかいたよ。 
Ｃ：片付けない鬼。いつもちらかしてしまうから。 
★：鬼の絵をかくにあたり，自分の中の弱さなどを自覚し，

克服しようとする姿がある。それぞれの鬼のイメージに

合う色付けができるように，お互いの思いのやりとりを 

・友達や先生との関わりの中で，

認められる体験を通して，自分

の感じたことや考えたことを素

直に表現している。 
【豊かな感性や表現】 
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見守り，より「～らしく」なる表現を引き出していく。 

＜色塗りの準備をしよう！＞ 

Ｔ：絵の具を配るよ。 
Ｃ：僕のグループは４人。    
Ｃ：あと２個，絵の具が足りない！ 
Ｃ：筆は皆，１本ずつあるね。        
Ｃ：筆洗いもいるよね。 
Ｃ：水を入れてくるよ。 
★：絵の具の使用にも慣れており，グループごとに絵の具や

筆洗いなどの準備を役割分担して進んで行っている様子

を見守る。 

＜この色だったら「らしく」なるかな＞ 

Ｃ：何色でも使っていい。いろんな色の鬼にしてみよう。 
Ｃ：僕は黒色に塗ったから，黒くなった。黒に青を混ぜてみ

たら，もっと黒い黒になったよ。 
Ｃ：食いしんぼ鬼は朝になってもお腹空いて，夜になっても

お腹が空くんだ。サンドイッチ，せんべい，おにぎりも

一緒にかいておこう。 
Ｃ：好き嫌い鬼があかんべえしているところ。きのこもピー

マンも嫌い。舌を赤く塗ろう。 
Ｃ：怒りんぼ鬼。目が三角。すぐに喧嘩するし，すぐ怒るか

ら顔は赤くしよう。 
Ｃ：泣き虫鬼は水色。泣くと，涙も水色よ。 
Ｃ：先生，３色混ぜてかいてみるね。 
Ｔ：どんな色になるかな。 
Ｃ：鬼は外にいるから虹もかこう。飛行機も飛んでる。 
Ｃ：家もかこう。これは僕のうちだよ。 
Ｃ：空をかいて，お月様とお日様もかいたよ。泣き虫鬼は夜

でも昼でも泣いているんだ。 
★：「退治したい」と思いながらも自分の鬼に愛着を感じなが

らかき進んでいく様子を見守る。自分なりのイメージを広

げて色付けを楽しんでいる気持ちを，共感的に受け止める。 

・作業に見通しをもち，準備など

を役割分担して行っている。 
【健康な心と体】 

 
 
 
 
 
 
・自分の思いやイメージをもち，

「～らしく」するために，混色

を試したり，背景を付け加えた

りして色使いを工夫しながらか

いている。【思考力の芽生え】 
 
 
 
 
 
 
・より鬼らしくなるようにイメー

ジを膨らませながら，位置関係

や空間関係などを意識し，かい

ている。【豊かな感性と表現】 
 
 
 
 
 
 
 

考 
 

察 

○実践のように，表現する過程において友達の発想や色使いの工夫など，その面白さに気

付き，自分の表現に取り入れ一層豊かな表現になるという経験は，表現することそのも

のを楽しむ姿につながることが分かった。 
○実践のように，思いや考えを伝え合うことは，自分のイメージをよりはっきりとつかめ

るようになり，自分の思いをのびのびと表現する姿につながることが分かった。 
●実践のような姿は，音楽や造形，身体等による表現の基礎となるだけでなく，自分の  

気持ちや考えを一番適切に表現する方法を選ぶなど，小学校以降の学習全般の素地に 

なる。 
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事例１５ 接続中期―１ ゆきだるま 夏にはとける 

２月          保育所（園）・幼稚園 

 
 

 

事 

例 

を 

通 

し 

て 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

 文字や数量に興味や関心をもち，遊びに必要な言葉や文字を理解し使うようにな

る。 
【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

友達の様々な考えに触れる中で，自分の思いや考えを整理したり考え直したりし

て，新しい思いや考えを生み出す喜びや楽しさを味わう。 
【学びに向かう力，人間性等】 

 共通の目的に向かって協力したり分担したりしながら達成しようとする。 

 
 

内 
 

容 

・遊びや生活の流れに見通しをもち，自分たちで取り組む。【健康】 
・共通の目的に向かって役割を分担したり協力したりし充実感を味わう。【人間関係】 

・必要感に基づいて読もうとしたり書こうとしたりする。【環境】 

・相手に分かるように話し，互いの思いや考えを伝え合おうとする。【言葉】 

・これまでの経験を生かして，友達と工夫して表現することを楽しむ。【表現】 

 

ねらい  カルタづくりを通して，自分なりの思いや考えを巡らせ工夫して表現しようとする。 

遊びや活動の実際       

Ｃ：幼児の活動 

Ｔ：先生の言葉かけや関わり ★：援助する上での留意点 

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

幼児たちはカルタとりで，読み手を交代したり取った札の数を競い合

ったりしながら繰り返し遊びを楽しんでいる。また，教師が作った俳句

絵本『たんぽぽぐみ』を見て，調子よい言葉のリズムや言葉と絵の関係

性に気付き面白がって自分でもリズミカルな言葉をつくり出すように

なっている。「たんぽぽぐみカルタ」をつくって，年中組に遊んでもらいたい気持ちも高まって

いる。遊ぶためには５０音の読み札と絵札が必要になる。自分一人ではできないが，学級の皆で

５０音を分担したらできるという幼児なりの見通しのもと，制作が始まる。 
＜ぼくは“ゆ”を書く！＞ 

Ｃ：僕，“ゆ”がいい！“雪だるま”の“ゆ”にする。 
★：カルタとりやしりとり等の遊びの経験を生かしながら，

文字と文字に関わる単語を思い付いている姿を認める。 

＜夏だったら絶対，雪はとけるよ＞ 

Ｃ：雪だるま…えーと，雪だるま… 
Ｃ：“ゆきだるま はるに とける”にしたら？ 
Ｃ：いいね。いいね。 
Ｃ：僕は，“ゆきだるま なつに とける”が，いいと思う。 
Ｃ：夏じゃなくても，雪はもう春になったらとけるよ。 

・「ゆ」→「ゆきだるま」と，言

葉と同時に絵を想像し，思いを

巡らしながら自分なりに判断

している。 
【思考力の芽生え】 
・友達の意見も聞いて考えなが

ら，「雪」に対する自分なりの

考えや捉え方を整理している。

自分が感じる自然の変化や不

思議さを相手に分かるように
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Ｃ：でも，春はまだ寒いときもあるよ。夏だったら絶対に雪

はとけるよ。 
＜「なつに とける」より「なつには とける」＞ 

Ｃ：僕も，夏だったら絶対，雪はとけると思う。だから，春

じゃなくて夏にする。 
Ｃ：（指を折りながら）「夏にとける，夏にとける」「夏にはと

ける，夏にはとける」。「夏にはとける」にしよう。 
Ｔ：「夏にとける」じゃなくて「夏にはとける」にしたのね。 
Ｃ：何回も言ってみたら何だか変で，夏に「は」って言って

みたら，調子がよかったから。 
Ｔ：先生も言ってみよう。（両方言ってみる） 

ほんとだね。「夏にはとける」の方が調子がいいね。 
★：友達の意見も受け入れながら自分が納得のいくまで考え

ようとする姿を捉え，価値付けする。 

＜“ランドセル”には これもかいておこう＞ 

Ｃ：私は“ら”だから“らんどせる きれいかな かいたい

な”ってした。紫のランドセルが欲しいな。でもランドセ

ルって，どうかいたらいいのかなあ。 
Ｃ：『がっこうかるた』の入れ物がランドセルの絵だったよ！ 
Ｃ：あっ，そうだったね！（と言って急いで取りに行く） 
Ｃ：教えてくれてありがとう。これを見て，かこう。 
Ｃ：学校は鉛筆も使うよ。私ね，筆箱も買ってもらった。 
Ｃ：筆箱と鉛筆と消しゴムもかこう。 
Ｃ：ノートもあるよ。ノートもかく？ 
Ｃ：私のお姉ちゃんは，国語とか算数とかの教科書も持って

いくよ。ランドセルの中には色々入っているよ。 
★：“ランドセル”という言葉から，学校生活のイメージを  

言葉で伝え合っている。ランドセルを通した幼児たちの

入学への期待感や喜びを教師も共有していく。 

Ｃ：皆の分ができ上ったらさくら組さんと一緒にしたいね。 
Ｃ：早くさくら組さん，呼びたいね。 

言葉などで表し伝えている。 
【言葉による伝え合い】 

・友達の様々な考えに触れる中

で，自分なりに判断したり考え

直したりなどして，新しい考え

を生み出す喜びを味わいなが

ら，よりよいものにしている。 
【思考力の芽生え】 

 
 
 
 
 
・友達同士の関わりが深まる中

で，相手の思いや考えなどを共

有し，協力する充実感を味わい

ながらやり遂げようとする。 
【協同性】 

 
 
 
 
・ランドセルという言葉から思い

を膨らませ様々な表現を楽し

み感じたり考えたりしている。 
【豊かな感性と表現】 
 
 
 
   
 

考 
 

察 

○実践のように，友達の様々な考えに触れる場があることで，自分の考えや思いを整理し

たり伝え合ったりし，思いが深まりカルタに表わそうとする姿が見られた。 
○実践のように，目的に向かってつくり上げる経験は，根気よさが身に付いたり，小学校

入学への期待感を共有しながら遊びを進めていったりする姿や，年長組としての自覚や

達成感，充実感を味わうことにつながっていくことが分かった。 
●実践のような姿は，小学校の学級での集団生活の中で，目的に向かって自分の力を発揮

しながら友達と協力し，様々な意見を交わす中で新しい考えを生み出しながら工夫して

取り組んだりするなど，協力して生活したり学び合ったりする姿につながっていく。 

 

完成後，４歳児と遊ぶ 
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事例１６ 接続中期－１ どんなお店に しようかな  

２月                保育所（園）・幼稚園 

事 

例 

を 

通 

し 

て 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

様々な体験の中から，お互いの気付き，発見を言葉にして伝えるようになる。 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

友達の様々な考えに触れ，自ら判断し考え直すなどし，新しい思いや考えを生み 

出す。 

【学びに向かう力，人間性等】 

友達と意見を出し合いながら，協力して遊びを進める楽しさを味わおうとする。 

内 
 

容 

・集団の生活や場の使い方などの状況を予測して準備し片付ける。【健康】 

・友達との関わりを通して，互いの思いや考えのよさに気付き，協力して遊ぶ。 

【人間関係】 

・遊びの中で数量，図形，文字に関心をもつ。【環境】 

・思いや考えを相手に分かるように話し相手の話も聞いて理解しようとする。【言葉】 

・共通のイメージをもち遊びに必要なものを工夫してつくることを楽しむ。【表現】 
                       

ねらい  お店をよりよくするために，友達と思いや考えを出し合い工夫しながら共通の目的に

向かって協力する。 

遊びや活動の実際        

Ｃ：幼児の活動  

Ｔ：先生の言葉かけや関わり ★：援助する上での留意点 

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

市場探検や魚の解体ショーを体験したことで，お店へのイメージが膨らみ，年長児が中心と 

なって行う園のお店ごっこへの意欲が高まる。これまでのお店ごっこの経験から，小学校の国語

の授業「ものの名まえ」見学で，お店の品物づくりを「カード」で行うことに驚きと新鮮さを感

じたようである。園に帰る途中で「絵カードをつくって，やってみたい」という発言が聞かれる。 

＜どんなお店があったかな＞ 

Ｔ：「僕たちも，カードにかいてお店をしたい。」って言ってた

ね。クラスでもやってみる。 

Ｃ：いいね。先生。してみたい。 

Ｔ：市場探検や園のお店ごっこで，どんなお店があった？ 

どんなふうに品物が並べられていたかな。 

Ｃ：おもちゃ屋。お花屋。八百屋。 

Ｃ：みかんは，かごに山盛り入っていたよ。  

Ｃ：魚屋は，魚をきれいに並べていたよ。 

＜どんなお店がしたい？＞ 

Ｔ：たくさんお店があったけど，どんなお店屋がしたい。 

Ｃ：ランドセル屋。ドレス屋。ケーキ屋。 

Ｃ：フルーツ屋。野菜屋。 

・生活経験から思い出したこと

や気付いたことを具体的に

分かりやすく伝えている。 

【言葉による伝え合い】 

・お店やさんごっこという目的

に向かい，友達と思いを共有

し協力してやり遂げようと

している。【協同性】 
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Ｔ：皆，よく考えたね。２８種類のお店屋が出たよ。 

＜お店を仲間分けしよう＞ 

Ｔ：たくさん出たお店を，同じ仲間に分けてみよう。ドレスは？    

Ｃ：人が着るから洋服屋に入るね。 

Ｃ：靴屋と靴下屋も人がはくから洋服屋。 

Ｃ：テレビ屋とパソコン屋は，電気屋になる。 

Ｃ：果物屋と野菜屋は一緒。野菜屋でも果物を売ってるからね。 

★：先生が｢いいね｣｢そうそう｣「先生もそう思った」「すごいね」

等，一人一人の思いや考えを認めることで，自分のよさを発

揮でき，活発な発言につながるようにする。 

＜友達と一緒に品物の絵カードをつくろう＞ 

★：幼児が経験したことのある材料や用具を準備し，自ら必要

な物を選び，活用できるようにする。 

Ｃ：絵や数字を書いて，絵本をつくろう。 

Ｃ：いいね！たくさんかいたら，綴じるよ。 

Ｃ：色んな味のケーキをかこう。 

Ｃ：私，イチゴケーキが好きだから，かくね。 

Ｃ：お店だから，お金もいるよ。 

Ｃ：私が丸い形の５円や１０円をつくるね。丸を切るのが上手

なＡちゃんが切って。      

Ｃ：分かった。じゃあ切るね。どんどん丸をかいて。 

Ｃ：お金をつくったら，僕を呼んで。お金を集める。 

Ｃ：今度は，なんでもカードやポイントカードをつくろう。 

Ｃ：カードは英語が書いてあるよね。 

★：売り買いの時に，お金も必要なことに気付き，話し合いで

役割分担を決めるなど，作業が進むにつれ，新しい役割や

アイデアが生まれる様子を見守り，必要に応じて助言，援

助する。 

＜続きは，後で＞ 

Ｃ：あっもうすぐ，長い針が５になるから片付けるよ。 

Ｔ：よく気付いたね。続きができるように片付けよう。 

Ｃ：分かった，次は，もっとたくさんの品物の絵をかいて，   

たくさん売るよ。 

・自分の考えを相手に伝え，相

手の意見も聞きながら話し

合う。【言葉による伝え合い】 

 

 

 

 

 

・個々のよさを発揮し工夫した

り，協力したりする楽しさや

充実感を味わっている。 

【協同性】 

 

 

 

 

 

 

・経験した素材や用具を使い，

友達と相談しながら，つくっ

ている。【豊かな感性と表現】 

 

 

 

・文字や数，量に関心をもち，

役割分担してお金などをつ

くっている。【数量や図形，

標識や文字等への関心感覚】 

 

 

 

 

 

考 
 

察 

○実践のように，互いの思いや考えを出し合う活動を行ったことは，お店屋のイメージが

より具体的になり，目的がはっきりするとともに，楽しさや充実感を味わいながら，お

店屋をよりよくしようと工夫したり協力したりする姿につながることが分かった。 

○実践のように，お店屋さんごっこの経験は，様々な考えに触れる中で自ら判断したり，

考え直したり，分担して作業したりする姿につながることが分かった。 

●実践のような姿は，小学校生活において教師や友達と協力して生活したり学び合ったり

する姿へとつながっていく。 
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事例１７ 接続中期－１ みんなで卒園制作をつくろう  

２月                 保育所（園）・幼稚園 

 
 

 
 

 
 

 

事 

例 

を 

通 

し 

て 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

互いの考えや思いを伝え合うことで，様々な表現の面白さに気付きかくことを楽し

むようになる。 
【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

友達と意見を出し合いながら，協力して遊びを進める楽しさを味わう。 

【学びに向かう力，人間性等】 

共通の目的をもって話し合い，皆の考えをまとめ役割分担をして協力し，卒園制作

に向けて力を発揮しやり遂げようとする。 

内 
 

容 

・集団の生活や場の使い方などの状況を予測して準備し片付ける。【健康】 

・目標に向かって自分の役割をもち，友達と協力してやり遂げる。【人間関係】 

・小学校に関心をもったり，入学への期待をもったりする。【環境】 

・思いや考えを相手に分かるように話し相手の話も聞いて理解しようとする。【言葉】 

・かき方について話し合い，工夫したり考え直したりしながら最後までやり遂げる。 
【表現】                                  

 

ねらい  卒園記念の壁面づくりという共通の目的をもち，話し合ったり，皆の考えをまとめた

り，役割分担をしたりしながら，クラス全体で制作することを楽しむ。 

遊びや活動の実際 

Ｃ：幼児の活動  

Ｔ：先生の言葉かけや関わり ★：援助する上での留意点        

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

卒園や入学することへの喜びや期待が高まってきた。お世話になった園に感謝の気持ちを伝え

るため卒園制作をしようと提案したことがきっかけになり，制作について話し合う。子どもたち

は皆で協力してつくり上げた生活発表会の劇が印象深かったようで，運動場の壁に絵をかこうと

いう意見が多く聞かれる。 
＜どんな絵にしようかな＞ 

Т：保育園の壁面に，皆で力を合わせて絵をかくことになった

よね。昨年の年長さんもつくったけど，皆はどんな絵にす

る。 
Ｃ：私たちは生活発表会でした「オズの魔法使い」をかくよ。  
Ｃ：私，ライオンの役をした。   
Ｃ：僕は魔法使いの役。 
Ｃ：私，ドロシー。   
Ｃ：いろいろな役の絵がかけるね。 
Ｔ：みんながかいた絵を集めて，一つの絵にするよ。 
Ｃ：どんな絵になるか楽しみ。   
★：どんな絵をかいたらよいかイメージできるように，生活発 

・自分の役を振り返り，何の絵

をかきたいかを確かめ合って

いる。【言葉による伝え合い】 
 

 
 
 
 
 
・経験したことや考えたことな

どを相手に分かるように言葉

で伝えている。 
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表会での様子を幼児と一緒に振り返り，皆で一つの壁面を

制作することを伝える。 
＜じょうず，じょうず＞ 

Ｃ：ドロシーは，ロボットとライオンと一緒にいたね。 
Ｃ：ロボットの帽子は三角だったよね。 
Ｃ：そう。三角よ。もうちょっと，とがっていたよ。 
Ｃ：靴の先もとがっていたよ。もうちょっと長かったかな。 
Ｃ：マントを，着ていたけど何色。 
Ｃ：茶色かな，いや赤だった。 
Ｃ：門番は青い服を着ているよ。これでいいかな。 
★：生活発表会での体験を幼児同士で言葉にして伝え合い，壁

面画の共通イメージにつながるように援助する。 

Ｃ：ロボットの絵を見せて。じょうず，じょうず。 
Т：何色で塗ろうかと迷っていた友達に教えたり，友達の絵を

見て「じょうず」と褒めたりしているね。 
Ｔ：門番や魔法使いの動きが分かるようにかいているね。 
Ｃ：魔法使いがライオンに命令しているところがよく分かる。 
Ｃ：門番が「入るな！」と，立っているところだね。 
＜みんなの絵を合わせてみよう＞ 

Ｔ：みんなそれぞれ絵がかけましたね。 
Ｃ：先生，皆の絵を合わせてみよう。 
Ｃ：どこに置いたらいいかな。 
Ｃ：ドロシーとロボットは，近くがいいね。 
Ｃ：僕は門番を描いたけど，お城がないよ。 
Ｃ：お城もかかないとだめだよ。 
★：必要感から出てきた意見を拾い上げ，共通の目的に向かっ

て話し合いが進むように援助する。 

Ｃ：道とか花とかかくと楽しいよね。 
＜卒園制作完成！＞ 

Ｃ：すごい。 
Ｃ：やったぁ。 

Ｃ：かっこいい。 

【言葉による伝え合い】 

 
 
 
 
 
 
・友達同士でお互いの絵の表現

のよいところを認め，自分も

工夫してかこうとしている。 
【豊かな感性と表現】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
・卒園制作という共通の目的の

実現に向けて，考えたことを

伝え合い，充実感をもってや

り遂げようとしている。 
【協同性】 

考 
 

察 

○実践のように，互いの思いや考えに気付き，相手の気持ちを理解しようとしたり，相手 
に分かるように伝えたりする姿や，友達と協力して完成させることの楽しさや充実感を 
味わったりすることにつながることが分かった。 

○実践のように，自分たちの遊びや生活を振り返りながら卒園記念制作を行うことは，卒 
園に対する思いを深めるとともに，身近な人への感謝の気持ちと入学への喜びや期待を 
高めることにもつながることが分かった。 

●実践のような姿は，小学校の学習において感性を働かせ，表現することを楽しむ姿など

につながっていく。 
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事例１８ 接続中期―１ もうすぐ 1 年生                      

３月                保育所（園）・幼稚園 

 
 

 

事 

例 

を 

通 

し 

て 

育
み
た
い
資
質
・
能
力 

【知識及び技能の基礎】 

一年生になる喜びや期待をもち，自分たちの成長を感じるようになる。 
【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

学級やグループの友達と共通の目的や見通しをもち，分担し合ったり，協力し合っ

たりして遊びや生活を進める。 

【学びに向かう力，人間性等】 

少し難しいことでも最後まであきらめずにやり遂げようとし，達成感を味わおうと

する。 

 

内 
 

容 

・自分たちの生活に必要な行動に見通しをもち，自主的に取り組む。【健康】 
・修了に関わる活動を通して，自分の成長を感じる。【人間関係】 

・人の話を注意して聞いたり，自分の気持ちや考えを言葉で伝えたりする。【言葉】 
・修了に関わる活動の中で友達と一緒に考えを出し合い工夫して表現する。【表現】 

 

ねらい  小学校への期待感や修了証書授与式までの見通しをもち，進んで行動し，充実感を味

わう。 

遊びや活動の実際       

Ｃ：幼児の活動  

Ｔ：先生の言葉かけや関わり  ★：援助する上での留意点 

幼児の姿から捉えられる 

幼児期の終わりまでに育って 

ほしい姿 

＜遊びや活動の経過＞ 

子どもたちは，１日の生活に見通しをもち，自分たちでしなければならないことを自覚し，友

達同士で誘い合って行うようになってきている。また，年長組の行動を見ている年下の幼児に「き

りんぐみさんって，かっこいい」「すごい」と言われることで，自分自身の成長に気付き，自信

をもって行動するようになってきている。自分たちの修了証書授与式まで，あと１０日となった

１日の活動である。 
＜園長先生，おはようございます＞ 

★：通用門での朝の出会いは，異年齢交流の場であり，年長児

の様子に刺激を受けて，異年齢の幼児同士が育ち合う場で

あることを踏まえた言葉かけをしていく。 

Ｃ：（Ａ兄）園長先生，おはようございます。（礼） 
Ｃ：（Ｂ弟）園長先生，おはようございます。（礼） 
Ｔ：おはようございます。Ｂちゃんは，お兄ちゃんと毎日一緒

に来れてよかったね。お兄ちゃんみたいに元気な気持ちの

よい挨拶ができるようになりました。Ａさんはお兄ちゃん

先生だったね。 
★：年下の幼児に思いやりをもって関わり自分が進んで挨拶す

ることで，挨拶の仕方や大切さ，気持ちよさが伝わるよう

に行動している姿を認め自身の成長に気付くようにする。 

・自分から気持ちのよい挨拶を

し，園生活の充実感や満足感

が年長児らしい行動となっ

て表れている。 
【健康な心と体】 

 

 

 

 

 

・自分の行動を通して年下の幼

児に気持ちのよい挨拶を伝

えている。 
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＜今日は 先にしてから 遊ぼう＞ 

Ｃ：ねえ，今日は先に掃除をしてから遊ぼう。 
Ｃ：今から？もう，皆来ているのかな。 
Ｃ：靴箱をみて，確かめてくるね。 

靴が全部あるよ。もう，皆来ているよ。 
Ｃ：じゃあ，靴箱掃除を先にしよう。 
Ｃ：いいよ。終わったら，昨日の続きをして遊ぼうね。 
★：係活動に必要な道具を取りに行き，場所を分担したり道具

を巧みに使ったりして，手早く掃除をしている。日々の活

動の積み重ねで自信をもって行う積極性を認めていく。 

＜みんなで 分かれて拭こう＞ 

Ｃ：床拭き掃除の時間になったよ。（それぞれ自分の雑巾を持ち

ぬらし，絞り，拭き始める） 
Ｃ：そこは，もう僕が拭いたよ。よし，もう終わりにしよう。 
Ｃ：でも，まだ拭いてないところがあるよ。 
Ｃ：どこどこ。 
Ｃ：横から見て。ほら，まだ白いところがあるでしょ。あそこ

らへんが拭いてないところだよ。 
Ｃ：じゃあ，白いところを皆で探して分かれて拭こう。 
Ｃ：うん。分かれて拭こう。その方が早いね。 
★：友達の気付きや提案を自分でも確かめたり，掃除のやり方

を共有したりしながら，隙間なく掃除をするために協力し

て進めようとしている姿を価値付けていく。 

＜緊張するけど 僕，頑張ろう＞ 

Ｔ：自分で決めた「今日，頑張ること」を，お隣の人に話して

みましょう。そして，頑張ってやってみましょうね。 
Ｃ：私は，「はい」の返事を大きな声でする。 
Ｃ：僕は，あわてて歩かない。ゆっくりかっこよく歩く。 
Ｃ：私は，聞くときは，お話をする人の目を見る。 
Ｃ：（年中児）年長組さん，なんか，かっこいいね。 
Ｃ：今日はうさぎ組さんが見に来ている。ドキドキするね。 
Ｃ：緊張するけど，頑張ろう。 
★：一人一人が「頑張ること」を考えて行おうとし，自分で   

やり抜いたときを捉えて認め励ますことで，自信をもった

行動につながるようにする。 

【道徳性・規範意識の芽生え】 

・自分たちの生活に必要な行動

に見通しをもち，自立的に取

り組んでいる。 
【健康な心と体】 
 

 

 

 

 

 
 
・学級の皆で目的を共有し，協 
力してやり遂げる充実感を

味わっている。 
【協同性】 
 

 
 
 
 
 
 
・自分の思いを伝えたり，共感

し合ったりしながら，自分た

ちの頑張りに気付き，緊張感

の中でも自信をもって行動

しようとしている。 
【自立心】 

考 
 

察 

○実践のように，異年齢の幼児を意識させ，修了という節目を様々な場面で感じ取らせる

ことで，年長児として頑張るという自覚と行動が生まれてくることが分かった。 
●実践のような姿は，小学校生活において，自分でできることは自分でしようと積極的に

取り組む姿や，生活や学習での課題を自分のこととして受け止めて意欲的に取り組む姿

など，日々の生活が楽しく充実することにつながっていく。 
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＜幼児期に経験した活動をしたり，幼児期の学びを 

発揮したりして，安心感をもつ体験を＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続中期－２（１年生４月～ＧＷ） 
   
 

教師や友達などと関わる中で進級した喜びを感じ，意欲的に学校生活を

送ろうとする時期 

安心の中で自己発揮できるように，一人一人の育ちに

応じた関わりをしたり，幼児期に体験した活動を取り入

れたりする工夫を 

なかよし いっぱい 
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事例１９ 接続中期―２ がっこうの せいかつ   

４月 生活科（学級活動等と関連）   小学校    
自立心が発揮されている姿を中心に  

【知識及び技能の基礎】 

幼児期に経験したことを発揮しながら，自分でできることは自分でするようになる。 

＜活動のねらい＞ 

気持ちのよい学校生活を送るためのルールやマナーを保育所（園）や幼稚園での経験と比べ，

幼児期に育った力を発揮すると楽しく安心して学校生活を送ることができるという見通しを 

もつことができるようにする。 

＜接続を踏まえた援助のポイント＞ 

幼児期に経験したことを発揮しながら，自分でできることは自分でしようとするような指導の

工夫をする。 

 主な学習活動 指導上の留意点 

１．保育所（園）や幼稚園でできるようにな

ったことを出し合う。 

 

２．靴の入れ方や持ち物の整理の仕方，掃除

の仕方等について保育所（園）や幼稚園と

同じところや違うところについて考える。 

 

 

３．実際に活動する。 

 

 

○ 幼児期における児童一人一人の実態を把握し

これまでの経験を出し合いながら，自信をもっ

て学校生活を送ることができるようにする。 

○ 教師が一方的に教えるのではなく，児童の発

言や行動を認め褒めることで自信をもたせ，学

級全体で共有する。 

○ 十分に時間を取って，かばん棚の整理や雑巾

がけをすることで，幼児期に育った力が発揮で

きるようにする。その際，楽しく安心して学校

生活を送ることができそうだという見通しをも

つことができるように支援する。 

実 践 事 例 

＜元気よく 挨拶できるよ＞ 

・入学式の校長先生の話の中で，呼びかけに返事をしたり，「ありがとうございます」と，お礼

を言ったりする姿が見られる。幼児期に身に付いた習慣から，大きな声で元気よく返事や挨拶

をすることができるようになっている。その態度をしっかり褒め，認めることで安心して学校

生活をスタートすることができる。 

・挨拶するときには，相手の顔を見て，大きな声で挨拶した後にお辞儀をするという技能を幼児

期に習得している児童もいる。このような児童の挨拶の仕方を取り上げ，全体で共有すること

で，気持ちのよい挨拶ができるようになる。 

・日々の健康観察や発問に対して元気よく答える姿を褒め，安心して学校生活を送ることができ

るようにする。また，幼児期に十分な経験をしていない場合は，個別に声をかけたり，気持ち

のよい挨拶や返事の仕方を教えたりすることで自信をもたせるようにする。そのためにも，担

任は，入学前の保幼小連絡会の資料や北九州市保育所児童保育要録，幼稚園幼児指導要録等を

基に，児童一人一人の実態を確実に把握する必要がある。 
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＜話の聞き方は，保育所（園），幼稚園等のときと一緒だね＞ 

・接続中期―１の３月は，卒園式や修了証書授与式に向け，特

に，話の聞き方や椅子の座り方等の技能を習得している。式

（約１時間程度）では，姿勢よく椅子に座り，相手の顔を見

て話を聞くことができるようになっている。また，卒園・修

了証書のもらい方や返事の仕方等，式に臨むための技能を習

得している。このような実態を踏まえた上で，小学校での教

師の関わりを考えていく必要がある。例えば，入学式において，姿勢よく座り，大きな声で挨

拶や返事ができる姿に対して，「長い時間（３０分間）よく，我慢できたね」ではなく，「座り

方や返事の仕方が立派だったね。保育所（園）や幼稚園で，式のときはどうすることが大切か，

ちゃんと分かってできていたからね。」と，幼児期に培った力を認めながら，これまでの環境

とは違う雰囲気の中でも自信をもって過ごせたことを褒め，学校生活が楽しみになるような声

かけや支援が必要になる。 

・特別な支援が必要な児童においては，入学式で不安になり，落ち着きがなくなったり，泣いた

りすることも予想される。その場合は「大丈夫だよ」と声をかけたり家庭で学校生活のよいイ

メージを話してもらったりすることで，安心して小学校生活をスタートするように支援するこ

とが大切になる。 

＜靴をそろえて靴箱に入れたり，自分のかばん棚を整理したりできるよ＞ 

・靴箱に靴をそろえて入れることや棚の整理は，幼児期にできる 

ようになっている。入学後，靴の入れ方やかばん棚の整理の仕 

 方を指導する際は，この力を基に児童にまず実践させることで 

 幼児期に育った力を確認することができる。その中で，「○○   

さんみたいに，かばんと道具を整理して棚に入れると，使いや 

すいね」「○○さんみたいに，揃えて入れると，気持ちいいね」 

などと褒め，全体で共有し，どの子も自信をもって取り組むこ 

とができるようにする。 

＜自分で手紙を折って，しまえるよ＞ 

・入学直後は特に配付物がたくさんある。担任は全員分の手紙を折り配付することが多い。  

しかし，児童は幼児期に遊びや生活を通して，「折る」という技能を経験し習得している。折

り紙遊びでは，角と角を合わせて折ること，折り目は指で何度もなぞること等を経験し，で

きるようになっている。また，配付物が，一人一人に行きわた

るように手紙を配り，自分の手紙を丁寧に二つ折りして通園か

ばんに入れる経験を積んでいる。そこで，小学校では「この手

紙を持って帰れるように，きれいに折れるかな」と問いかける

と，「できる，できる。保育所（園）や幼稚園でやっていたよ」

という児童もいるので，実際にさせてみて，全体に共有するこ

とが学校生活の自信へとつながる。 

＜考察＞ 

○幼児期に培った力の発揮を具体的に認め褒めることが大切になってくる。児童がこれまでと

は違う雰囲気の中で安心感や自己肯定感をもつことは，学校生活への自信につながっている。 
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事例２０ 接続中期－２  はじめに        

４月 生活科（国語等との関連）    小学校 

文字への関心・感覚が高まる姿を中心に  

【知識及び技能の基礎】 

いろいろな線や形を繰り返し書くことで、文字を書くときの正しい姿勢や鉛筆の持ち方を理解

しようとするようになる。 

＜活動のねらい＞ 

正しい姿勢や鉛筆の持ち方について関心をもたせ，これまでにくせになっている姿勢や鉛筆の

持ち方との違いに気付き，理解して取り組むことができるようにする。 

＜接続を踏まえた援助のポイント＞ 

文字を書くことについては，幼児教育諸施設の多様さから，児童の経験内容が大きく異なる現

実がある。お店ごっこや郵便ごっこなどの遊びの中で，必要感を伴って文字を書く経験をしてい

る児童は，文字を書くことは，自分の思いや考えを相手に伝えことができることに気付いている。   

しかし，基本となる「正しい姿勢」や「正しい鉛筆の持ち方」に関しては，入学前にすでに「自

分のくせ」となっている現実がある。 

児童の小学生になった喜びの気持ちを受け入れながら，新たな気持ちで「文字を書く」という

学習に期待感をもつことができるように，一人一人の実態をとらえ，学習の展開を工夫すること

が重要である。 

 主な学習活動 指導上の留意点 

１．教科書「書写」の「じをかくしせい」を

見る。 

 ・唱え歌をみんなで声に出して言う。 

「あしは ぺったん せなかは ぴん 

おなかとせなかに ぐう ひとつ 

  かみを おさえて さあ かこう」 

 

 

２．唱え歌に合わせて正しい姿勢をする。 

  自分で姿勢を確かめる。 

３．「えんぴつの もちかた」を見る。 

 ・教科書Ｐ４を見て，正しい鉛筆の持ち方

を知る。 

 ・自分の持ち方と比べる。 

 

４．先生と一緒に持ち方を練習する。 

 

５．いろいろな線を鉛筆でなぞる。 

○ 楽しく興味をもって唱えることができるよう

にする。ゲームのような感覚で調子よく覚え，こ

れから先，自分で「唱える」ことができるように

する。 

○ 唱え歌は入学前に，各幼児教育諸施設でも行わ

れていることもあるが「歌のようにできているか

な」と声をかけ，自分で確かめることはとても大

切であるということを，意識付けていく。 

○ できるところをしっかりと称賛し，自分の行動

につながるようにする。 

○ 鉛筆の持ち方については，すでにくせになって

いる児童も多いと思われる。否定するのではな

く，「小学生」「一年生」「教科書」など，入学し

た喜びの気持ちをポイントにして，新たな気持ち

でやってみようとする意欲を高める。 

○ 一人一人の状況を把握し，個別に指導助言して

いくようにする。 
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 実 践 事 例 

＜教科書「書写」を見る＞ 

Ｔ：入学式のとき，椅子に座っている皆さんを見て，先生はびっくりしたことがあります。それ

は，１年生，皆さんの姿勢がとてもよいということでした。「足はぺったん，背中はぴん」で，

お話ししている校長先生をしっかり見て聞いていましたね。「聞く」の姿勢がとても素晴らし

かったです。「聞く」ときの姿勢がよいので，簡単かもしれませんが，今日は「書写」という

教科書を見ながら「書く」ときの姿勢について「聞く」と同じくらいよい姿勢ができるか，

皆でやってみましょう。ぞうさんの絵が付いているのが「書写」の教科書です。 

Ｃ：「しゃしゃ」じゃなくで「しょしゃ」。国語の本みたいやね。 

（Ｃ：「書写」という教科書があることに関心をもつ。） 

＜声に出して唱え歌を言い，自分でやってみる＞ 

Ｃ：「あしはぺったん，せなかはぴん・・・」教科書の絵を 

指差しながら，皆で唱える。 

Ｃ：唱えながら，自分の姿勢を正してみる。 

Ｔ：やっぱり姿勢がとてもよいです。正しい姿勢になっているかなと思ったら，「足はぺったん・・・」 

と言ってみるといいですね。 

＜正しい鉛筆の持ち方を知り，やってみる＞ 

Ｔ：そのよい姿勢だったら，きれいな字が書け 

そうですね。「えんぴつのもちかた」の 

ところを見て，一緒にやってみましょう。 

Ｃ：難しい。できないなあ。 

Ｃ：先生，見てください。幼稚園のとき「お箸の持ち方と同じだよ。1 本増えるだけよ。」って先

生が教えてくれたよ。 

Ｔ：難しいときは「これでいいですか」って，先生に見せてね。間違ってもいいよね。練習した

らいいのだから，心配しないでやってみようね。今までと違うなって，自分で気が付くこと

はとてもすごいです。 

＜いろいろな線をなぞってみよう＞ 

Ｔ：姿勢もよくて，正しい鉛筆の持ち方で字 

を書くと，きれいな字が書けるようにな 

りますよ。 

Ｔ：「いろいろなせん」の紙で，ゆっくり，しっかりとなぞってみましょう。 

「足は」「ぺったん」「背中は」「ぴん」…と，ＴとＣで唱え合う。 

Ｃ：ギザギザ簡単！ 

Ｃ：全部，書きました。もう一枚，書いてもいいですか。 

（Ｔ：正しい姿勢や鉛筆の持ち方に気を付けて書いているか，個別に声 

をかけていくようにする。） 

＜考察＞ 

○幼児期で培った力を称賛しながら，正しい姿勢，鉛筆の正しい持ち方を知らせることで，やる

気をもって学習に臨むことができるように働きかけていくことが大切になってくる。 
○一人一人の状況の把握に努め個別に支援することが，安心して学習する気持ちにつながる。 
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事例２１ 接続中期―２ がっこう たんけん    

４月   生活科：がっこうだいすき     小学校 
思考力が発揮されている姿を中心に  

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

学校を探検する活動を通して，幼児期の経験と比較したり関連付けたりして，気付きや思いを

伝えようとする。 

＜活動のねらい＞ 

小学校の様子と保育所（園），幼稚園等との様子を比べる活動を通して，共通点や相違点に気付

くとともに，学校の施設や学校生活を支えている人のことが分かり，楽しく安心して遊びや生活

を送ろうとする思いをもつことができるようになる。 

＜接続を踏まえた援助のポイント＞ 

小学校の様子と，保育所（園）や幼稚園等との様子で，「似ているところ」と「違うところ」と

いう視点をもたせることで，比較，関連付けという思考が始まる。  

主な学習活動 指導上の留意点 

１． 前時の活動を振り返り，本時のめあて 

を確認する。 

 

 

２．もう一度，学校を探検する。 

 

 

 

３. 見付けたことや気付いたこと等を伝え

合う。 

４． 本時の学習を振り返り，次時へとつな

ぐ。 

 

 

 

 

○ 友達と一緒に，自分が興味をもった場所に探検

に行き，働いている人や上級生の様子を見たり話

を聞いたりする活動を通して，学校の施設の様子

に気付くことができるようにする。 

○ 保育所（園）や幼稚園等の様子との共通点と相

違点という視点をもたせることで，比較や関連付

けをしながら,気付いたことを発表できるように

する。 

実 践 事 例 

＜保育所（園），幼稚園等と同じ！ ちがう！＞ 

Ｔ：学校の中を探検してみて，どうでしたか。 

Ｃ：楽しかったです。この前よりもいっぱい見付けました。 

Ｃ：発表したいです。 

Т：学校探検をして，どんなことを見付けましたか。 

  保育所（園）や幼稚園と似ているところや違うところはあ 

りましたか。 

Ｃ：教室がたくさんありました。ええと，幼稚園よりたくさん 

ありました。 

Ｃ：３階にも教室がありました。幼稚園のとき，僕は２階のお部屋でした。小学校の教室の方が

大きいです。 

Ｔ：大きいっていうのは，「広い」ってことですか。 

めあて  学校探検をして，思ったことや気付いたことを伝え合おう。 
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Ｃ：はい。そうです。 

Ｃ：音楽室とか理科室とかあって，理科室には骸骨がありました。図書室はここです。（黒板の掲

示物を指差す） 

Ｃ：幼稚園にも，絵本が置いてあるところがありました。 

Ｃ：保育園にも本と本棚はあったけど，あんなにたくさんはなかったです。 

Ｔ：そうなんですね。保育園や幼稚園にも絵本コーナーがあったんですね。本棚や本の数が違う

というところに気が付いたのですね。 

Ｃ：先生たちの部屋がありました。幼稚園の先生たちの部屋より広かったです。 

Ｔ：先生たちの部屋は「職員室」といいますね。職員室に先生はいましたか。 

Ｃ：先生たちがいました。 

Ｃ：廊下や教室が幼稚園より広いです。みんなで歩いてもまだまだ広いです。 

Ｃ：保育園も廊下はあるけど，こんなに長くないです。小学校より短かったです。 

Ｃ：給食室で，たくさんの人が給食をつくっていました。 

Ｃ：保育園にも給食室があったけど，つくる人は３人しかいなかったです。 

Ｃ：さっき，たくさんいました。 

Ｔ：小学校の給食室では，学校皆の給食をつくっていますからね。つくる人は何人くらいいたで

しょうね。 

Ｃ：えっと，何人くらいだろう。もう一回，確かめに行きたいです。 

Ｃ：僕ももう一回探検に行きたいです。 

Ｃ：生活科室もおもしろそうでした。虫かごとか，けん玉とかがたくさんありました。 

Ｃ：カルタとかトランプとかけん玉とか幼稚園と同じものがありました。遊びたいです。 

 

＜もう一回，行きたいな 聞きたいな＞ 

Ｔ：なるほど。聞いてみたいことも，もう一回行きたいところもいっぱいあるようですね。 

保育所（園），幼稚園等と似ているところと違うところをたくさん見付けられましたね。 

次はどうしたいですか。 

Ｃ：私は，もう一回給食室に行って「何人でつくっているのですか」って聞きたいです。 

＜考察＞ 

○校舎内の探検で気を付けることを出し合う中で，保育所（園），幼稚園等と同じく，皆が気持ち

よく生活するための小学校のルールやマナーがあることに気付くような言葉かけをしていく。 

○「保育所（園），幼稚園等と似ているところ，違うところ」という視点をもたせることで，「比

較，関連付け」という思考が始まる。児童にとっては，考える手がかりとなる言葉である。 

例えば，「運動場は，保育所（園），幼稚園等よりも広い→だから，たくさん遊んでみたい」と

いう次の活動への思いをもち，安心して小学校生活を送ることにつながっている。 

また，「○○は，保育所（園），幼稚園等で，やったことがある→だからできる。安心だ」と自

分の経験と結び付け，小学校生活に自信と見通しをもつことにもつながっている。 

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を小学校教育に接続するためには，教師の意図的，意識

的な働きかけや言葉かけが大切になってくる。 
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＜活動や体験を取り入れた学習を通して，めあてに向かって 

意欲的に学習に取り組む体験を＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続後期 （１年生ＧＷ～７月） 

    

学校生活に慣れ，安心し自信をもって自己発揮しながら，友達と楽しく

過ごそうとする時期 

学習や生活の様々な場面で幼児期に育った力を発揮

する中で，自分のよさに気付き，さらに伸ばすことが 

できるような学習活動の工夫を 

学校 だいすき 
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事例２２ 接続後期  なんばんめ 

     ５月    算数科：なんばんめ     小学校 
思考力が発揮されている姿を中心に 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

「何番目」「何人」を動作化しながら繰り返し行うことによって，「何番目」と「何人」の順序数と

集合数の違いを体験的に考えることができるようになる。 

＜活動のねらい＞ 

「何番目，何人」ゲームを行い，順序数と集合数の違いを体験的に考えることができるようにする。 

＜接続を踏まえた援助のポイント＞ 

 幼児期の遊びや生活の中で，幼児たちは身近にある数字や文字に関心をもったり物を数えることを

楽しんだりしている。例えば，日々，自分のグループの人に手紙を配るために人数を数えたり，手洗

いやトイレの順番を待つときに「私が３番だった」など，順番を意識したりしている。特に５歳児の

後半になると鬼ごっこやリレー等を繰り返し楽しむ中で，チームの人数を確かめて調整したり，カル

タとりや双六遊び等で競い合いながら数を数えたりするなど，数量への興味や関心は深まり，感覚も

磨かれてきている。 

 こうした幼児期の数量への関心や感覚は，小学校の学習に関心をもって取り組み，日常生活の中で

も活用しようとする態度につながるものである。 

主な学習活動 指導上の留意点 

１． 前時の活動を振り返り，本時のめあてを 

確認する。 

 

 

 

 

２．順序数と集合数の違いを考える。 

 ・１グループ毎に前に出て，椅子に座る。 

 ・「何番目，何人」ゲームをする。 

 ・「前から」「後ろから」の言葉を使う。 

 ・誰が立てばよいか，考える。 

   前から○番目の人，立ちましょう。 

   後ろから○人，立ちましょう。 

   後ろから○番目人，立ちましょう。 

   前から○人，立ちましょう。 等 

 

 

３. 「ぬりましょう」をやってみる。 

〇 より具体的に考えることができるように椅子を並

べて座らせ，体験を通して理解していくようにする。 

 

 

 

 

〇 幼稚園や保育所（園）での経験を想起させ，児童 

 が順序数や集合数に対して，より具体的なイメージ

をもち，「わかる」「できる」という安心感や「やっ

てみたい」という意欲をもつことができるようにす

る。 

〇 「何番目の人，立ちましょう」と言った後，「どっ

ちから」と問うことにより，基点を決めることの大

切さに気付くようにする。 

〇 数え始めの位置や数えていく方向を決めて数で表

すように，動作化を繰り返し行い理解できるように

する。 

〇 絵に色をぬる活動を通して，順序数と集合数の違

いをとらえられるようにする。 

 

 

めあて  だれが立てばよいか 考えよう。 
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 実 践 事 例 

＜やったこと何回もあるよ＞ 

Ｔ：皆さんは，幼稚園やお当番さんをしたことがあるそうですね。先生から聞きましたよ。 

Ｃ：お当番のとき，お手紙を配ったり牛乳を配ったりしました。 

Ｃ：グループのお友達の数を数えて，「牛乳を○本，ください」ってもらいに行きました。 

Ｔ：自分のグループの友達が○人だから，牛乳は○本，って考えてもらいに行ったのですね。 

Ｃ：そうです。数えるの得意。 

＜どこから，数えるの＞ 

Ｔ：では，「数えて考える」ゲームをしましょう。 

Ｃ：やったあ。ゲーム，大好き。 

Ｔ：では，先生が用意したこの椅子に，Ⅰグループさん，出てきて座ってください。 

Ｃ：どこでもいいですか。 

Ｔ：前の人から順番に座ってください。 

Ｔ：では，ゲームを始めます。 

Ｔ：「４番目の人，立ちましょう」さあ，だれが立てばよいでしょう。 

Ｔ：皆さん，Ａさんが立ちましたが，どうですか。 

Ｃ：いいです。Ａさん，１，２，３，４，４番目だから。 

Ｔ：皆さん，Ａさんでいいですか。 

Ｃ：先生，こちらから数えたら，１，２，３，４ ４番目はＢさんです。 

Ｃ：本当だ。どっちからって決めてなかったから，Ｂさんも４番だ。 

Ｔ：「どっちからって決めてなかった」って，よいことに気が付きましたね。 

  何番目だけでは，どこから数えたらいいかわからないですね。じゃあ，どうしたらいいでしょう。 

Ｃ：「前から」とか，「後ろから」とか，最初にはっきり言うといいと思います。 

Ｔ：皆さんはどう思いますか。 

Ｃ：同じです。 

Ｔ：では，「前から４番目の人，立ちましょう」だれが立てばよいでしょう。 

Ｃ：Ａさんです。いいです。 

Ｔ：では，「Ⅰグループさん，前から６人，立ちましょう」 

さあ，Ⅰグループさんが考えていますよ。だれが立てばよいでしょう。 

Ｃ：６人，６人，６番目じゃない。 

Ｃ：６の人まで皆，立つよ。 

Ｔ：さあ，Ⅰグループさんが考えて６人立っています。どうでしょうか。 

Ｃ：いいです。何番目じゃないから，何人だから，６人でいいです。 

Ｔ：「何番目の人」というときと「何人」というときでは，違いがありますね。 

  ほかのグループでもやってみましょう。今度は「後ろから」もあるかもしれませんよ。 

Ｃ：難しくしてください。もっとやりたいです。 

＜考察＞ 

〇ゲーム化することで「保育所（園），幼稚園等でやったことがある」という安心感が生まれ，進んで

考えてみようとする気持ちを支えている。体験を通して基点を意識させ，「何番目」と「何人」の違

いを体験的に捉え，新たな思考の始まりとなっていくことが重要である。 
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事例２３ 接続後期  せわを しよう        

６月        生活科：きれいにさいてね   小学校 
植物に主体的に関わり思いや願いをもち続ける姿を中心に  

【学びに向かう力，人間性等】 

栽培活動を継続的に行うことを通して，命ある植物を大切に思い，成長への願いをもって主体的に 

関わるようになる。 
＜活動のねらい＞ 

 植物の変化成長を確かめたり喜んだりして親しみをもち，進んで世話をしようとする。 
＜接続を踏まえた援助のポイント＞ 

 幼児期の自然との関わりは，身近な自然と触れ合う体験を重ねながら育まれている。先生や友達と

一緒に園庭の愛らしい草花やウサギや小鳥などの飼育動物と触れ合い，不思議に出会ったり美しさに

感動したりしながら，親しみを感じている。５歳児の後半頃には，好奇心や探求心をもって自分から

関わっていくようになる。こうした幼児期の経験は，小学校の生活や学習において，自然の事物や現

象について関心をもち，その理解を確かなものにしていく基礎となるものである。 
主な学習活動 指導上の留意点 

１．自分の植木鉢を机の上に置き，自分の植

物の様子を確認する。 
２．本時のめあてを確認する。 
 
 
 
３．自分の植物をよく観察する。 
 ・葉を触ってみる。 
 ・葉の色や形をみる。 
 ・葉の枚数を数える。 
 ・伸び方をみる。 
 ・友達と比べてみる。 など 
 
４．自分の植物の成長を記録する。 
 ・観察カードに絵をかく。 
 ・観察して思ったことや，これから自分は

どんな世話をしようと思っているかを文

に書いて自分の植物に語りかける。 
 
５．友達同士で気付いたことを伝え合う。 
 ・成長の様子で気付いたことやうれしいこ

と，友達に見てほしいことなどを話す。 
 
 

〇 鉢を置いているテラスでの観察に加え，日頃の水 
やりだけでは気付きにくい細部の変化にも関心が向

くように，机の上で観察できるようにする。 
 
 
 
○ 教師も児童が自分の植物に付けた名前（あっくん

ひめちゃん，ねねちゃんなど）で様子を聞くように

していく。 
○ 児童が自分自身の手で世話をする過程での気付き

を取り上げたり成長の喜びに共感したりする。 
 
 
○ 成長への願いを絵や言葉で記録させていくことで 

自分の育てる植物に愛着をもたせる。 
 
 
 
 
○ これからの世話について，自分なりの考えをもち

主体的に関わっていけるようにする。 

めあて お花をよく見て，お話をしよう。 
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                   実 践 事 例 

＜お話しよう＞        

Ｔ：名前を付けた自分のお花をよく見てあげましょう。 
Ｔ：お友達と見合いこをしてもいいですね。 
Ｔ：不思議なことや困ったことなど，気付いたことを自分のお花に 

たくさん，お話してみましょう。 
Ｃ：なんか大きくなったね。 
Ｃ：のっぽになったけど，葉っぱが少ない。大丈夫かな。 
Ｃ：ここにも葉っぱみたいなものが出ているよ。 
Ｃ：ほんとだ。ここからも出てくるのかな。  
Ｃ：お水をやったら，葉っぱが「ありがとう」って言ったから，「どういたしまして」って言ったよ。  
＜見付けたよ・思いや願い＞（以下の   内は「見つけたよカード」に児童が書いた言葉） 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜世話をしよう＞ 

Ｔ：自分のお花に「ごめんね」って，謝っている声が聞こえましたよ。 
Ｃ：だって，お水をやるのを忘れていたから。枯れたら死んでしまうから。 
Ｃ：死んだらもうお花は咲かないよ。だから，毎日，お世話をした方がいい。 
Ｔ：水をやるお世話だけでいいですか。 
Ｃ：「ひめちゃん，元気ですか」って，聞いたりする。 
Ｔ：先生も「元気ですか」って言われたら，とてもうれしい気持ちになります。お花もきっと一緒だ

と思います。「お世話」は続けることが大切なので皆でやってみましょうね。 
＜考察＞ 

○児童は自分が育てている植物に名前を付け，語りかけ，世話を続けることで愛着が湧いている。世

話をしていく過程での児童の気付きを取り上げていくことで，不思議に思うことをいろいろな方法

で解決していこうとするための調べ学習の場につながっている。 
○記録（見つけたよカード）は重要で，その活用の工夫が児童に新たな主体的活動を誘発している。 

ねねちゃん，何で葉

っぱの周りに毛があ

るの。こないだの朝 

水やるの忘れてごめ

んね。 

あっくん，何で葉っ

ぱがチクチクして

いるの。（双葉はツ

ルツル，本葉には 

毛があるのに気付

いて） 

 

ひめちゃん，きれい

な花に咲いてね。ひ

めちゃん，何で葉っ

ぱの間から葉っぱが

出てきてるの。 

あさがおくん，何で

白いの。（斑入りの葉

っぱを見付けて） 
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事例２４ 接続後期 なつを たのしもう 

     ７月      生活科：なつだ あそぼう     小学校 

十二支公園での体験を振り返る姿を中心に 

【思考力，判断力，表現力等の基礎】 

身近な公園で色々な草花遊びをしたり生き物のいそうな場所を探したりして楽しみ，気付いたこと

を実態に合わせた振り返りカードに表したり，伝え合ったりして夏の草花や虫等の自然との関わりを

深めていくようになる。 

＜活動のねらい＞ 

いろいろな草花遊びをしたり，生き物のいそうな場所を探したりして，自然の中で草花や生き物と

遊ぶと楽しいことに気付くことができるようにする。 

＜接続を踏まえた援助のポイント＞ 

 幼児期の地域の自然との関わりは，園外保育活動として年間を通して行われている。桜満開，虫捕

り，紅葉ドングリ拾い等，自然の営みに沿うものや，雨や風，一面の雪等，天候によるものもある。

まさに「そのとき」を逃さず保育活動に取り入れていくことで，その美しさや不思議さに感動し，幼

児は身近な自然に親しみや関心をもつようになる。５歳児の後半頃には，自分から好奇心や探究心を

もって自然と関わり，思ったことや考えたことをその幼児なりの言葉や絵で素直に表現し，「もっと知

りたい，分かりたい」とさらに関心を高めていく。 

 こうした直接体験を通した感動は，小学校の生活や学習において，自然の事物や現象について関心

をもち，その理解を確かなものにしようと行動する力となる。また，感性を働かせ，表現することで

思いを伝えていくことを楽しむ姿につながる。 

主な学習活動 指導上の留意点 

１．十二支公園に行く。 

２．公園で遊ぶときの約束をする。 

３．十二支公園で草花や虫を探して遊ぶ。 

４．自分が見付けたものを先生や友達に知ら

せたり見せ合ったりする。 

５．学校に帰る。 

６．本時のめあてを確認する。 

 

 

 

 

７． 自分が見付けたことを発表する。 

 ・虫の名前や特徴などを話す。 

 ・見付けた草花での遊びや気付いたこと，

不思議に思ったことなどを話す。 

８．振り返りカードに自分が一番興味をもっ

たことを絵や言葉で表現する。 

〇 公園での遊びへの期待感を高めるとともに，安全

に関する事柄についても話し合うようにする。 

〇 夏の木々や道 

 端の草花の様子 

 に関心が向くよ 

 う働きかける。 

 

 

 

 

 

〇 学校内と違い，広い原っぱの十二支公園では夢中

になって遊んだことを，感じたままに表現できるよ

うに振り返りを工夫し，五感を通して見付けたこと

や感じたことを発表することができるようにしてい

く。 

めあて 十二支公園に行った 振り返りをしよう。 
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 実 践 事 例   
＜十二支公園＞ 

Ｔ：十二支公園って，面白い名前の公園に行きましたね。  

＜何が見付かったかな・何か気が付いたことがあるかな＞ 

Ｔ：先生が黒板に書いた言葉を一緒に読んでみましょう。 

Ｃ：「みみ」「め」「つかまえたもの」 

Ｔ：「みみ」は，音で聞いたもの，「め」は，見付けたもの，「つかま 

   えたもの」は，触ってみたものを，振り返りをして皆で伝え合い 

  ましょう。 

Ｃ：ウグイスの声が聞こえました。ホーホケキョって。  

Ｃ：虫の声が聞こえました。 

Ｃ：コオロギみたいな声だったけど， 

草の中を探したけどバッタしか見 

付からなかった。 

Ｃ：バッタはまだ，赤ちゃんだった。 

Ｔ：Ａさんは，今日が記念日になりま 

  した。怖くて触れなかったバッタ 

  を自分の手で持ちましたよ。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ｃ：赤トンボがいました。 

Ｃ：そんなに赤くなかったよ。 

Ｔ：じゃあ，トンボって書いておいて，あとで 

  図鑑で調べてみましょうね。 

Ｃ：トンボの色を比べてみたら分かるよね。  

Ｃ：丸いキノコも見付けました。小っちゃかったです。 

Ｃ：シロツメクサがいっぱいあったので，編んでみました。幼稚園のときより上手にきれいに編めた

ので嬉しかったです。 

Ｔ：難しいのに上手に編んでいましたね。十二支公園では，草花や虫をたくさん見付けることができ

ましたね。また，みんなで行きましょう。 

＜考察＞ 

○幼児期に身近な公園で遊んだ経験や，この時期の草花や虫に関わる話題などを投げかけることで，

一人一人の興味や関心を引き出し，主体的に取り組んでいけるようにしていくことが大切である。 

○自然との関わりは個々人で興味の在り様が異なるので，夢中になって遊ぶ姿を見取り，称賛したり

感動を共有したりしながら，その場で価値付けていくようにする。また，価値付けることで子ども

の思いや願いを引き出すことが，振り返りの場での自分なりの表現につながっている。 

きのこが 
３つあり 
ました 

大きなバッタと小さなバッタ
がいておもしろかったです 

シロツメクサで
きれいに編めた
のがとてもうれ
しかった 

実 践 事 例  

＜十二支公園＞

Ｔ：十二支公園って，面白い名前の公園に行きましたね。  

＜何が見付かったかな・何か気が付いたことがあるかな＞

Ｔ：先生が黒板に書いた言葉を一緒に読んでみましょう。

Ｃ：「みみ」「め」「つかまえたもの」

Ｔ：「みみ」は，音で聞いたもの，「め」は，見付けたもの，「つかま

  えたもの」は，触ってみたものを，振り返りをして皆で伝え合い

  ましょう。

Ｃ：ウグイスの声が聞こえました。ホーホケキョって。  

Ｃ：虫の声が聞こえました。

Ｃ：コオロギみたいな声だったけど，

草の中を探したけどバッタしか見

付からなかった。

Ｃ：バッタはまだ，赤ちゃんだった。

Ｔ：Ａさんは，今日が記念日になりま

  した。怖くて触れなかったバッタ

  を自分の手で持ちましたよ。

  

Ｃ：赤トンボがいました。

Ｃ：そんなに赤くなかったよ。

Ｔ：じゃあ，トンボって書いておいて，あとで

  図鑑で調べてみましょうね。

Ｃ：トンボの色を比べてみたら分かるよね。  

Ｃ：丸いキノコも見付けました。小っちゃかったです。

Ｃ：シロツメクサがいっぱいあったので，編んでみました。幼稚園のときより上手にきれいに編めた

ので嬉しかったです。

Ｔ：難しいのに上手に編んでいましたね。十二支公園では，草花や虫をたくさん見付けることができ

ましたね。また，みんなで行きましょう。

＜考察＞

○幼児期に身近な公園で遊んだ経験や，この時期の草花や虫に関わる話題などを投げかけることで，

一人一人の興味や関心を引き出し，主体的に取り組んでいけるようにしていくことが大切である。

○自然との関わりは個々人で興味の在り様が異なるので，夢中になって遊ぶ姿を見取り，称賛したり

感動を共有したりしながら，その場で価値付けていくようにする。また，価値付けることで子ども

の思いや願いを引き出すことが，振り返りの場での自分なりの表現につながっている。

きのこが
３つあり
ました

大きなバッタと小さなバッタ
がいておもしろかったです

シロツメクサで
きれいに編めた
のがとてもうれ
しかった
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スーパーバイザー 鳴門教育大学教職大学院 教授 木下 光二 

研究組織 モデル小学校区 

☆（社福・杉の実福祉会）高見の森保育園 

☆（学法・高見学園）高見幼稚園 

☆北九州市立八幡東幼稚園 ☆北九州市立高見小学校 

高

見 

小

学

校

区 

☆北九州市立天籟寺保育所 

☆（学法・鳥井学園） 
第二明泉寺幼稚園 ☆北九州市立大谷小学校 

大

谷 

小

学

校

区 

☆（社福・光法会）     光法保育園  

☆（社福・小倉社協）北方なかよし保育園 

☆（市/社福・保育事業協会） 北方保育所 

☆北九州市立小倉南幼稚園 ☆北九州市立北方小学校 

北

方

小

学

校

区 

(Ｈ29 年度)                

☆ 黒田 玲子（れんげ乳児保育園長）   

☆ 濵崎 正子（あおぞら保育所長）    

(Ｈ29・30 年度)  

☆ 西澤 満子（則松保育園長） 

☆ 髙原 惠子（徳力団地幼稚園長） 

☆ 北関 智佐（上津役幼稚園長） 

☆ 小島久須美（認定こども園東筑紫短期 

大学附属幼稚園園長代理） 

 (Ｈ30 年度)                

☆ 吉岡 優子（新栄はやとも保育園長）  

☆ 坂田 里美（永犬丸保育所長）     

連
携
組
織 

☆
保
幼
小
連
携
推
進
連
絡
協
議
会 

幼児教育アドバイザー 研究協力団体 

○ 北九州市保育所連盟 

○ 北九州市私立幼稚園連盟 

○ 北九州市立幼稚園園長会 

○ 北九州市立小学校校長会 

関 係 各 課 

○ 子ども家庭局 保育課 

○ 子ども家庭局 幼稚園こども園課 

○ 教育委員会  企画調整課 

○ 教育委員会  指導企画課 

○ 教育委員会  教育センター 

北九州市幼児教育推進体制構築事業 担当 

○ 子ども家庭局保育課 ☆保育所支援担当係長 原 貴代美 
○ 子ども家庭局幼稚園・こども園課 ☆幼稚園・こども園担当係長 江口 和孝   
○ 教育委員会 指導第一課 ☆指導主事 宮﨑 貴寛 ☆中浦 佳代（現：すがお小学校教頭） 
○ 教育委員会 教育センター☆指導主事 梶山 幹子 ☆新森 勝貴（現：松ヶ江北小学校長） 
○ 幼児教育推進員 ☆古賀 和子 ☆酒井 静子 ☆斉藤 智子 ☆和田 知子（Ｈ28 年度） 



 

おわりに 
 
 

 「北九州市版幼児教育と小学校教育の接続カリキュラム」の作成に当たり，「北九州市保幼小連

携推進連絡協議会」のもと，モデル事業や連携推進担当者の交流会，保幼小連携研修会の実施など

様々な取組を通して連携の強化充実を図ってきました。 

 その連携の中で，保育所（園），幼稚園，小学校，それぞれが長い歴史の中で培った保育･教育理

念や文化を互いに理解し合いながら，どうすれば子どもたちが小学校入学という環境の変化に戸惑

うことなく適応できるのかという議論を重ねてきました。今後，本事業が，保幼小の互いの課題を

確認するだけでなく，現在の保育所（園），幼稚園，認定こども園，小学校の教育的営みの抱えて

いる問題点や課題そのものを共有化していくきっかけとなることを願っています。 

 

 各施設において実践している保幼小の連携に，今回作成した接続カリキュラムや実践事例を取り

入れ日々の保育・教育活動に生かしていただくことが，幼児教育と小学校教育の円滑な接続，そし

てなにより子どもたちのよりよい育ちにつながれば幸いです。 

 

 最後になりましたが，本カリキュラムの作成に当たり，ご指導いただきました鳴門教育大学教職

大学院木下光二教授，北方小学校区・高見小学校区・大谷小学校区の３つのモデル小学校区の保育

所（園），幼稚園，小学校関係者をはじめ，作成に関わっていただいた多くの皆様に，深く感謝申

し上げます。 

 

 

 

 

 

平成３０年８月 

北九州市教育委員会    指導第一課長      髙橋  英樹 

北九州市子ども家庭局 幼稚園・こども園課長 井上  尚子 

北九州市子ども家庭局 保育所支援担当課長  高松 久美子 

 

※本冊子の写真については，承諾を得て掲載をしています。 
個人情報を含んでいますので，ホームページに掲載したり，複製をしたりすることがないように，

慎重な取扱いをお願いいたします。 
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