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　入学してきた子どもたちは，期待と緊張が入り混じった表情をしているが，今まで過ごしてきた
幼稚園や保育所との環境の違いを乗り越え，しだいに小学校生活に慣れていく。しかし，中には担
任などから「気になる子ども」として映る子どももいる。いわゆる「小１プロブレム」の実態はど
のようなものか，さらにその対応としてのスタートカリキュラムはどうあるべきか，郡山市の実態
から考察した。
【キーワード】小１プロブレム　　気になる子ども　　震災後の子ども　　子育て支援

スタートカリキュラムについて考える

齋　藤　和　代*

Ⅰ．はじめに

　郡山市のほとんどの小学校は様々な幼稚園や保育所
から児童が入学してくる。場合によっては，学級の中
で同じ幼稚園や保育所から来たのは自分一人という児
童もいる。今まで慣れ親しんできた所で自分の能力を
発揮できていた子どもも，小学校入学後すぐには同じ
ようにすることは難しい。このことを考えると，小学
校１年生の学級集団は，新しい人間関係が始まる，大
きな緊張を強いられる集団といえる。
　緊張感の出し方は一人一人違う。黙って秘めてしま
う子どももいれば様々な場面で前へ進めずに引っか
かってしまい，学級担任から「気になる子ども」と思
われてしまう子どももいる。
　そのような子どもたちの躓きを解消し，よりスムー
ズに小学校生活のスタートを切ることができるように
と，スタートカリキュラムということが話題に上るよ
うになり，郡山市でも26年度から各学校でスタートカ
リキュラムを作成し，実施することになった。今まで
は，主に学級担任が感覚的に新入学児の中に「学校に
親しめない子」がいるということを感じるだけであっ
たが，郡山市全体では，どんな実態なのだろうか，そ
して，郡山市の子どもたちの実態に合わせたスタート
カリキュラムとは，どんなものが望ましいのだろうか
と考え，25年度に郡山市小学校長会で調査をした。
　さらに26年度，市から提示された市版のスタートカ
リキュラムをもとに，各学校で教育課程の中に組み入
れられ，実際に動き出したスタートカリキュラムの内
容や子どもたちの実態についても続けて調査した。
　本報告では，上記２つの調査結果を踏まえ，小１プ
ロブレムの対応策としてのスタートカリキュラムにつ
いて，その在り方の検討を深めていきたい。

Ⅱ．25年度の郡山市校長会調査から

１　調査対象及び方法
　郡山市の全公立小学校長を対象とし，新入学児童の
実態等についてメールでアンケート調査を実施した。
回答者は58名，回収率は100.0％であった。（入学児童
０名の学校は，設問によっては無回答）
２　調査方法の目的及び内容
　新入学児童が学校生活に慣れるために，各学校の取
り組みや児童の実態を把握し具体的な対応への方策を
明らかにすることをねらう。そのために，入学後の子
どもたちと，それを受け入れる小学校の実態を調査し
成果と課題を検討する。具体的には，次のような調査
項目を設定した。
　①　自校の接続期（１年生のスタート）の課題　
　　○　新入学児童は，４月以降学校生活に円滑にス
　　　タートできたか（１校３項目まで選択）
　　　・　どのようなことで困って指導にあたったか
　　　・　円滑にスタートできた要因は何か
　②　先行経験について　
　　○　新入学児童について，入学までに最低どのよ
　　　うなことができていれば良いか
　　○　小学校になってからでも遅くないものは　　
　③　新入学児への対応について
　　○　スタートカリキュラム（または，新入学児へ
　　　の対応）を作成し，実施しているか
　　　・　どのような内容か。
　　　・　実施する上で，問題となることは何か
　④　福島県が独自に抱える課題について
　　○　震災後の新入学児の様子の変化
　　○　スタートカリキュラムの中に，どのような支
　　　援を盛り込むべきか　　
３　実態調査結果から
　①　自校の接続期の課題について　
　図１のように，市全体を見てみると半数強の学校で
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何らかの小１プロブレムと思われるようなことへの取
り組みがあったことがうかがえる。

　「どんなことで困ったか」という質問では，落ち着
いて話を聞かない，教室を飛び出す，不登校など，緊
張を強いられる新しい環境に由来すると思われること
がらが，多く挙げられている。（図２）

　「その他」の項目を具体的に記述してもらったが，
事例をまとめてみると，特別支援関係での幼稚園・保
育所からの情報不足，子育てについて悩みを抱えてい
る保護者の姿などが見えてくる。（表１）

　これに対応するためには，気になる子どもや発達障
害の疑いの子どもの早期発見（幼保小の連携），子育
て等に関する保護者への支援，「きちんと席について
話を1単位時間聞く」という従来型の授業観やカリキュ
ラム観を視点を変えて見直すこと，スタートカリキュ
ラム作成や見直し・改善などが必要だと思われる。

　円滑にスタートできた要因を見ると，「担任の努力」
「保護者との連携」と，１学年担任の努力によるとこ
ろが多い現状が感じられる。（図３）
　確かに，ベテランの低学年担任は接続期の子どもや
保護者との対応に慣れている。しかし中には表１でも
わかるように，担任一人だけでは難しい対応を求めら
れることも考えられる。
　それを考えると，スクールカウンセラー（SC）や
生徒指導主事なども加えた組織的な指導をすること，
スタートカリキュラムについて全職員で研修すること
などが大事だと思われる。

②　先行経験について
　学校生活についての基本的なことが多くなっている

（図４）。しかし「席について，前を向いて」というこ
とは幼児教育の文化の中ではあまりなく（最近の幼稚
園の中で，意図的に小学校的な環境を作っている所も
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図１　円滑にスタートできたか
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表１ 「どんなことで困ったか」に関する具体的内容 
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あるが）スタートカリキュラムの中で，始めのうちに
幼稚園・保育所的な環境から，少しずつ慣れさせる必
要があるだろう。

　入学してからでも遅くないと挙げられた項目を見
て，市内の幼稚園の先生方は，少し意外に思ったよう
である（図５）。幼稚園児を持つ保護者の中には，幼
稚園での保育の中に小学校教育の前倒しを望む方が多
くいる。さらには「幼稚園では何も教えてくれない」
と言う方までいる。しかし幼児期に大事なことは，幼
稚園教育要領及び保育所保育指針のどちらにも謳われ
ているように，生きる力の基礎となる内容として，⑴
健康，⑵人間関係，⑶環境，⑷言葉，⑸表現の５領域
であると考える。
　就学前の幼児教育の場では，この5領域のことが発
達段階に合わせて習得できるように遊びの中で様々な
環境を設定し，適時援助をしている。このことを，幼
稚園や保育所等では，もっと自信を持って小学校や保
護者に発信する必要があると思う。
　小学校教育と幼児教育の文化の違いについては，相
互にこれからも理解を深めることが今後も大事だと考
える。

　③　スタートカリキュラムの実際について
　スタートカリキュラムを作成し，実施しているかと

いう問いに対する結果では，はっきりとしたものが整
備してある割合は多くなかったが（図６），目の前の
様々な子どもたちの実態に合わせて，各学校がそれぞ
れ工夫していることがうかがえる。（表２）

　具体的には最初の１週間～１カ月程度の，学校生活
に配慮するためのカリキュラムの工夫，他学年との交
流，担任一人だけでは大変なためそれに対するサポー
ト，などが挙げられていた。
　実施上の問題点も挙げてもらった。（表３）
　小学校生活を円滑にスタートさせるために，現時点
では１年生指導のエキスパートのような先生の力量に
頼っている現状が見られる。人材の配置も大事なこと
だとは思うが，組織として新入学児を見守っていくた
めに，下記の点がポイントになってくると思われる。
・　全職員での共通理解
・　幼稚園・保育所とのさらなる連携　
・　実施→反省→改善→計画といったPDCAサイクル   
　が機能するカリキュラムの作成

図４　入学までにできてほしい
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図５　入学してからでも遅くない
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図６　スタートカリキュラム的な具体的工夫
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表２　スタートカリキュラム的な具体的工夫 
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　④　福島県が独自に抱える課題について
　最後に，震災後に入学してきた子どもたちに震災以
前との違いがあるかどうか質問してみた。（図７）
　予想通り，屋外活動に消極的であったことが原因と
思われる様々な問題が挙げられた。
　運動不足の問題，自然との関わり不足から発生する
問題，行動範囲が狭くなったことから発生した問題
等々。
　その他として挙げられたものには，次のようなもの
があった。
・　学習や基本的な生活習慣（規範意識の低下を含む）

の定着度合いの二極化がこれを機にさらに進んでい
る。

・　テストの数値だけでなく，歩行や走り方，転倒時
の対応，障害の状況等に変化を感じる。

・　子ども達が放射線をできるだけ浴びないように保
護者や教師も臆病になっている。

・　自分の思いを伝えたり友達と関わったりするのが
苦手な子が増えてきた（幼い）と感じるが，震災の
影響とは限らないかもしれない。

・　ボール運動は盛んだが遊びがない
　
　震災当時，幼稚園や保育所の先生方は，屋外に子ど
もたちを出せないことで非常に苦悩した。「それでも
保育の質は落とさない」という言葉が保育者から良く
聞かれた。外がだめなら体育館を借りる，運動量が少
ないのであれば保育室でできる運動をたくさん取り入
れる等々。
　除染等で環境も元に戻りつつあり，保護者の屋外活

動に対する理解も得られるようになってきたため，子
どもたちの屋外での遊びも以前のように戻ってきてい
る。それでも，この調査からは何年かの屋外活動制限
の間に失ったものを感じる。例えば砂遊びである。以
前だと発達段階によって遊びの内容に違いが見られ
た。３歳児の場合は一人で遊んで満足するが，４歳児，
５歳児となるにしたがって，友だちと関わりあって遊
ぶようになる。作る物も大きくダイナミックになって
いく。当然使う道具も増える。人間関係も豊かになっ
ていく。それが，最近は，あまり遊びの質が変わらな
いように見える。それどころか「汚れるからいやだ」

「ママに怒られるからやらない」という子も見られる。
さらに，肥満傾向の児童などは震災以前からそういっ
た傾向が見られていたものが加速されたという見方も
できる。

　そのようなことに対応するために，今後スタートカ
リキュラムにどのようなことを盛り込むべきをか尋ね
たところ，図８のような結果となった。

　今後は，各学校で目の前の子どもの実態に合わせて
指導を工夫していく必要がある。また，「臆病になっ
ている」という保護者の心に寄り添いながらも，きち
んと説明をしたうえで積極的に屋外活動や自然とのふ
れあいも体験させていきたい。

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

表 3　スタートカリキュラム実施上の問題点
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図８　スタートカリキュラムに盛り込むべきことは
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Ⅲ．26年度の郡山市校長会調査から

　前述した25年度の調査の成果として，以下の点が見
いだされた。

①　市全体の小学校で，実際のところどのような入
学期のトラブルが起こっているのか，それにどう
対処しているのか，実態が見えてきた。

　　学校規模や学区内の環境等で状況が大きく異な
ることが分かった。また，時代の流れと共に，保
護者の価値観も子どもの実態も変わっていく中
で，目の前の子どもたちに合わせた対応の必要性
を感じた。

②　スタートカリキュラム作成は，全国的にも行わ
れているが，地域によってスタンスに温度差が感
じられる。福島県の場合，昨年の結果を見ると，
震災後ではやはり子どもたちの様子に違いがある
ということを感じている学校がほとんどで，他の
都道府県などで作成しているスタートカリキュラ
ムは，参考にはなっても本県や本市の実情に合わ
せたものを作成し，進めていかなければならない
ことを改めて感じた。

　今後の課題として，
①　小学校生活を円滑にスタートさせるために，現

時点では１年生指導のエキスパートのような先生
の力量に頼っている現状が見られる。人材の配置
も大事なことだとは思うが，組織として新入学児
を見守っていくために，スタートカリキュラムを
周知し，実行してみて改善を図っていく必要があ
る。

②　集まった各事例から垣間見えることは，子ども
をどう育てて良いかわからず困っている保護者の
現状である。幼稚園や保育所等では「子育て支援」
という言葉が言われて久しく保護者に対して様々
な支援の工夫をしているように思う。小学校でも
そのような取り組みが必要なのではないか。

③　置かれた環境や子どもたちの実態は違っている
ことを考える必要がある。やはり目の前にいる子
どもたちをよく見取り，それに合ったものにして
いく必要がある。特に，震災後に本市の子どもた
ちの置かれた現状を考え，計画を立て・実践し・
評価し・改善すると言ったPDCAサイクルが機能
するものにすることが大事である。

　そこで今年度は各学校で取り組み始めたスタートカ
リキュラムの現状と，子どもたちの実態，改善点など
を調査・分析し，来年度以降学校に入学してくる子ど
もたちがより良い学校生活を送ることができるように
するための資料を収集し，分析したいと考えた。

１　調査対象及び方法
　25年度同様，郡山市の全公立小学校長を対象とし新
入学児童の実態等についてメールでアンケート調査を
実施した。回答者は58名，回収率は100.0％であった。

（入学児童が無かった学校は，設問によって無回答）
２　調査の内容
　具体的には，次のような調査項目を設定した。
　①　新入児のスタートの課題について　
　　○　新入学児童は，４月以降学校生活に円滑にス
　　　タートできたか
　　　・　どのようなことで困って指導にあたったか
　　　・　円滑にスタートできた要因を，どのように
　　　　分析するか
　②　スタートカリキュラムについて　
　　○　どのような内容を盛り込んだか
　　○　どんな内容が新入学児童に有効だったか
　③　内容の充実に向けて
　　○　スタートカリキュラムの内容を充実させるた
　　　めには，今後どのようなことが大事か
３　実態調査結果から
　①　自校の１年生のスタートについて　
　　図９のように，今年度も半数程度の学校で何らか

の小１プロブレムと思われるようなことへの取り組
みを行っていたことがうかがえる。割合的には今年
度の方が「はい」の割合が減り，円滑にスタートで
きなかった方が増えてはいる。しかしスタートカリ
キュラムを市全体で取り組むようになり，各学校で
意識化されてきているとも考えられる。
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図９　円滑にスタートできたか

図10　どんなことでこまったか
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　どんなことで困ったのか，という質問についても図
10のように昨年度と同じような傾向はあった。しかし，
さらに細かく25年度と比べてみると，「学力の差」や「教
室から飛び出す」の項目が少し減っていて，スタート
カリキュラムが意識されたことにより「きちんと席に
ついて話を１単位時間話を聞かなければならない」と
いう従来型の授業やカリキュラムの見直し及び改善が
図られたことによる効果が表れているのではないかと
思われる。
　さらに基礎的な体力を挙げた学校は今年度はたまた
ま無く，小学校と同様に幼稚園や保育所等で積極的に
体力向上に取り組んでいることが伺われる。
　「落ち着いて話を聞くことができない」という項目
は相変わらず多く，その原因については，児童ごとに
取り巻く環境を良く見取ることが必要だと思われると
ともに，その児童に合った支援の方法や学校全体での
スタートカリキュラム上での工夫も必要だと思われる。
　その他としてたくさんのことが具体的に挙げられて
いる。内容は昨年度に引き続き「障害を持っているが
普通学級に在籍している」といった特別支援関係のこ
とや，母子分離不安などによる不登校，新しい環境に
対する不適応，登下校での事故，など様々なケースが
あった。
　気になる子ども，発達障害の疑いの子どもに関する
問題では，幼保小の連携により，早期に発見し，家庭
と連絡を取り合うことにより，きちんとした支援がな
され，学校生活に慣れるケースもある。就学時検診後
に気づくようでは対応に苦慮することもある。
　できれば，他県や三春町で実施しているように，５
歳児検診が実施されれば早期に子どもの健康の様子を
把握することができると思う。３歳までの健診では，
集団行動における問題点は明らかにされにくいが，ほ
とんどの５歳児は保育所，幼稚園で集団生活を受けて
いるため，それまで明らかにならなかった軽度の発達
上の問題，社会性の発達における問題が明らかになる。
就学前にそれらの児童を発見し就学後の不適応を少な
くするための支援を行うのが５歳児健診の目的である。
　幼・保未経験者が気になることを回答した学校が複
数校あった。幼稚園教育要領や保育所保育指針の中に
は，それぞれ冒頭で「幼児期における教育は，生涯に
わたる人格形成の基礎を培う重要なもの」「子どもが
生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に，
その生活時間の大半を過ごす場」と記載されている。
小学校入学とともに急に幼児期は終了するものではな
いので，入学前までの経験の少なさを，小学校で少し
ずつフォローしていく指導が必要と思われる。

　円滑にスタートできた要因には，図11のグラフが示
す通り昨年度とは違い，各学校手探りではあるものの，
スタートカリキュラムを導入したことを多く挙げてい

る。カリキュラム作成を通して，１年生の担任だけが
悩むのではなく，共通理解をしたり，協力体制をとる
ことができたりしていることが良かったと思われる。
保護者との連携も多く挙げられている。今後，スター
トカリキュラムの中に保護者との連携の在り方も盛り
込むようにしていきたい。
　その他の項目に，たて割り活動の活用や入学前から
校長・養護教諭・低学年担任が保護者と関わり，入学
後に個別の対応をしたという報告もあり，今後の参考
にしていきたい。

　②　スタートカリキュラムについて
　　25年度は，約３割の小学校でスタートカリキュラ

ムを教育課程の中に組み入れていた。26年度は，全
小学校で教育課程の中に組み入れることとなった。
具体的にはどのようなものであるか調査した。
　市教委から示されている学習形態の工夫や環境設
定等を，多くの学校で取り入れ，自校化しているよ
うである。図12のように，特にわくわくタイム（子
どもの興味・関心に基づく生活科中心の活動）は，
従来の生活科をもとに他教科とも関連させながら実
施するため，取り組みやすかったようである。また，
子どもが新しい環境でも過ごしやすいように，机の
配置を工夫したり，見通しが持てるように見やすい
表示を工夫したりといったことも積極的に行われて
いるようである。さらに，幼稚園を参観すると明ら
かに小学校と違う「かわいいトイレ」や「かわいい
保育室」とのギャップを埋めるため，明るい雰囲気
を作ることも行われているようである。
　なかよしタイム（歌や手遊び，ゲームの時間）や
ぐんぐんタイム（教科学習への移行を意識した活動）
も多くの学校で取り入れているようである。
　なかよしタイムは図13のように，実際に一番有効
だったと思う項目の第１位になっている。やはり，
初めのうちは，自由に手遊びをしたりゲームを楽し
んだりという幼稚園や保育所的な時間的環境を設定
することが円滑な接続につながるようである。

　　その他として回答いただいたものは，多彩であっ
た。畳などでの環境づくり，各教科の中に生活訓練
を取り入れる，保育所との連携，ソーシャルスキル

図11　円滑にスタートできたのは
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を身に付けるためにグループエンカウンターの導
入，朝の時間の活用，表示の工夫等々。

　その中で多かったのが他学年との関わりであった。
「どんな内容が有効だったか」を問う図13の回答でも，
「その他」の中に多く挙げられた。小規模校が多かっ
たが，大規模校でも，例えば６年生による朝の手伝い
や２年生との生活科等での交流活動など，異学年交流
を意図的に取り入れて効果があったという回答があっ
たことは今後注目すべき点だろう。
　上級生にとっては，１年生のお世話をすることによ
り，誰かの役に立っているという自己有用感を持つこ
とにつながり，１年生にとっては，わからないことを
助けてもらうだけでなく，いずれはそんな上級生にな
りたいとあこがれの気持ちを持つことができるという
効果が期待できる。
　ただし，ここで注意することは幼稚園や保育所で，
ほんの数週間前まで年長児として何でもできる存在と
して過ごしてきたことである。入学と同時に，何もで
きない子ども扱いをするのは失礼（？）なことかもし
れない。できることは自主的にさせて自信を持たせ，
できないことやわからないことをサポートするよう
な，目の前にいる１年生の実態に合った環境づくりや
適切な支援を考えるべきであろう。
　昨年度，今後の課題の一つとして，保護者への支援
があった。それをスタートカリキュラムの中へ組み込
み，有効だったという回答も見られた。具体的な組み
入れ方などの情報をいただき，今後各学校のスタート
カリキュラム改善につなげるようにしていきたい。

　③　内容の充実に向けて
　　内容を充実させるためには，今後どのようなこと

が大事だと思うかということについて，より子ども
の立場に立った回答が多いようである。

　昨年１月に幼稚園の保護者会に参加する機会を得
た。その中での園長先生の話が心に残っている。「年
長さんの３学期からは，保育室の外で園児の皆さんを
迎えることはしません。なぜなら，小学校ではそうい
うことはしないからです。１年生になった子が，登校
してみたら，教室には誰もいなくて，寂しくなって学
校に行けなくなったという話があります。そうならな
いためにも，３学期から，お迎えはしないことにしま
す」というものであった。ショッキングな発言だった。
　幼稚園と小学校は文化が違うと言われる。しかしお
互いの文化を理解し，取り入れられるところは取り入
れていきたい。朝，担任に限らず登校してきた児童に
居合わせた職員があいさつをしたり，１年教室を明る
い雰囲気にしたりしておくことあたりから，実践でき
そうである。

Ⅳ．成果と課題
　２年間の調査を実施してみて，各学校の現状を見る
ことができ，効果があった事例なども収集でき，今後
の改善へのヒントを得ることができた。
　本調査を実施する中で「本校ではスタートカリキュ
ラムといえるようなものではないと思う」「指導計画
に位置づけてある程度でも良いのか」といった問い合
わせもいただいた。
　しかし立派なスタートカリキュラムを作成すること
が目的ではなく，入学してくる児童が，いかに充実し
た小学校生活を送ることができるようになるかが最終
的な目的である。目の前につまずき感がある子どもが
いたら，どうにかしてより良い毎日が送れるようにな
るか手立てを考え，指導の計画を立てることがスター
トカリキュラムである。さらに来年度に向けて今年度
の反省を生かし，より良い教育課程を編成していくか
が重要である。
　２年間の調査の成果をまとめると下記の通りである。
１　スタートカリキュラムの設定により，小学校入学

とともに１時間，席について授業を受けなければな
らないという従来の概念から，時間的にも，学習形
態的にも，学習環境的にも柔軟に対応することがで
きるようになり，円滑に小学校生活に慣れる児童が
見られた。

２　昨年度までは１年担任の力量に頼って新入学児及
びその保護者への対応をしていた現状が多くあっ
た。スタートカリキュラムが周知されたことにより，
少しずつ組織として新入学児を見守っていく体制が
整ってきている様子が見られる。

３　スタートカリキュラムの中に，たて割り活動を組
み入れることにより，より幅の広い人間関係が形成
され，それぞれの学年で自己存在感を持ったり，自
己有用感を感じたりする機会にすることができる。

　今後の課題として，

図13　どんな内容が有効だったか

図12　スタートカリキュラムの内容
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１　今後も，幼稚園や保育所の保育参観などを通し，
幼児の発達段階を見取ること，保育者の学習環境づ
くりや子どもへの援助の仕方などを，多くの小学校
の先生方が研修をする必要がある。

２　円滑にスタートできなかった理由の中にあった，
特別支援関係の問題については，幼保との連携の他
にも５歳児検診の実施が役に立つのではないかと思
う。検診の実施について，はたらきかけていければ
と思う。

３　新入学児の実態は，地域でも学校別でも様々であ
る。また，震災やその後の原子力災害の影響は，程
度の差はあっても考慮していかなければならない点
である。

　　今年度の実施を生かし，各学校でさらに来年度，
あたたかく子どもたちを迎えることができるような
ものになるように改善していきたい。

４　スタートカリキュラムとともに，アプローチカリ
キュラム作成・実施という流れがある。その試行的
な実践を保育所や幼稚園で参観させていただいた
が，きちんと席について黒板を見させて，長い間ひ
らがなの学習をさせるなど，ともすると小学校教育
の前倒し的な実践になりがちだと感じた。

　　このようなことが続けば，遊びの中で子ども同士
の関わりの持つ教育的意味に保育者の注意が向けら
れず，対人間関係能力が培われにくくなるのではな
いかと思われる。また，子どもが大人から指示ばか
り受け，子どもの自主性の発揮が「いたずら」や「失
敗」として扱われることが多くなり，自己の自発的
な能力発揮についての罪悪感をもたらし，積極的に
関わろうとする意欲や好奇心が育たなくなるのでは
ないかという危惧を感じる。

　　アプローチカリキュラムは，幼児期の学びを小学
校教育につなげるもので，小学校のカリキュラムを
先取りするものではない，ということを，小学校サ
イドからも発信していく必要を強く感じている。

５　昨年度の結果から，入学する子どもたちもさるこ
とながら保護者も子育てについて悩みを抱えていた
り，学校との距離の取り方等で戸惑っていたりする
ことが明らかになった。
　幼稚園や保育所では，保護者に対する「子育て支
援」ということがとても重要視されているが，小学
校という文化の中では，あまり取り上げられていな
い。保護者もそのあたりで戸惑っていることが伺え
る。
　今年度の調査を見ると，円滑なスタートができた
理由の第１番目に保護者との連携が挙げられてい
る。スタートカリキュラムとともに，新入児の保護
者へのサポートの在り方は今後も工夫する必要があ
る。

引用・参考文献
齋藤和代　教育と医学４月号「幼稚園と小学校の連携によ

る小１プロブレムの対応」慶應義塾大学出版会　2014年
平成26年度郡山市版スタートカリキュラム
　http://www.edu.city.koriyama.fukushima.jp/kyokence/

img/スタートカリキュラム.pdf


