
 

 

 

 ｢田上の１２か年教育｣ 

アプローチカリキュラム・スタートカリキュラムを知っていますか？ 
          田上町立竹の友幼児園長 有本 久美子 

 

 小１プロブレム（児童が小学校入学という急激な環

境の変化に戸惑い、大声で叫ぶ、立ち歩く、級友を攻

撃するなどの不適応状態に陥ること）等の問題を解消

するとともに、幼児期の教育の成果を小学校教育へと

よりよく生かしていくために注目されているのが、ア

プローチカリキュラムとスタートカリキュラム（接続

期カリキュラム）です。 

 スタートカリキュラムは、平成２０年の学習指導要

領改訂において、小学校第１学年入学当初のカリキュ

ラムの改善として示されました。 

 田上町では、｢田上の１２か年教育｣の一環として、

県内に先駆けてこのカリキュラム編成に着手し、実践

を重ねてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

幼児教育段階と小学校教育段階では、どのような段差があるのでしょうか。見えるようで見えない

段差について①～③に基づいて段差の｢見える化｣を図り、カリキュラム編成に生かしてきました。 

 ①保育士や教師、保護者へのアンケート ②体験入学後の園児の感想 ③保育士と教師の合同授業 

 ３年間の実践を通して、第１学年児童が先を見通して主体的に生活したり、人間関係が広がったり、

４５分の教科学習に集中し新たなことへ挑戦したりする姿が生まれています。さらに、上級生が新１

年生にかかわることにより、自己有用感が生まれ、学校中にわくわく感や躍動感が広がっています。 

 家庭でのアプローチ…アプローチカリキュラムでは、家庭との連携が重要です。５歳児の段階から

小学校の集団登校時刻に合わせて起床時刻を早める等、家庭での生活リズムを築きます。 

 なお、田上町の接続期カリキュラムの取組は、県幼保小合同研修会で発表。義務教育課の冊子の中

で５０ページを使って紹介され、県内全ての幼稚園・保育所・小学校・市町村教育委員会に配付され

ています。今年６月には、兵庫県で開催される日本生活科・総合的学習教育学会で発表します。 
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アプローチカリキュラムとスタートカリキュラム 

【幼児教育におけるアプローチカリキュラム】 

 小学校の学習や生活に滑らかに接続できるように、５歳児後

半において、協同的な学びやかかわり合い、助け合い、伝え合

いなどの活動を充実させたり、環境などを工夫したりした指導

計画…昼寝の中止、集団遊びや協同的な活動の重視、身支度や

後始末を手際よくする、数や時計の意識等 

【小学校教育におけるスタートカリキュラム】 

 小学校の学習や生活に滑らかに接続できるように、小学校入

学当初において学校生活への適応を図り、生活科の学習を中核

とするなど合科的・関連的な指導の工夫を取り入れた指導計画

…幼児期の生活に合わせた１限の集団遊び・活動、身支度や後

片付けの時間確保、時間割の組み合わせの工夫、上級生とのか

かわり等 （入学から約１か月程度の取組） 

  

 



 

  

昨年度から田上町ＰＴＡ連絡協議会が中心となり、田上いずみルーテル幼稚園、竹の友幼児園、小学

校と中学校に子どもがいる家庭で「ノーテレビ・ノーゲームデー」を３回実施しました。 

実施した家庭では、この取組の素晴しさを実感していることがアンケート結果から読み取ることがで

きました。今後も継続して実施し、家族の新しい生活スタイルを創り出し、子どもの成長に必要な時間

が無理なく生み出していけるなら、「田上の子どもは田上で育てる」という自信につながっていくと思います。 
 

１ 「ノーテレビ・ノーゲームデー」のよさの紹介  

【よさ１】「全員がノーテレビ・ノーゲームデーに取組んだ割合」から 

回数 1 回目（平 24.6 月実施） ２回目（平 24.10 月実施） ３回目（平 25.2 月実施） 平均 

％ ５１％ ５５％ ４３％ ４９.７％ 

時間帯は様々ですが、「家族全員の気持ちを一つ」にする貴重な機会をつくっています。 

 

【よさ２】「ノーテレビ・ノーゲームデーの時間をどのように過ごしましたか？」から 

回答順位 幼児園・幼稚園の上位ふたつ 小学校の上位ふたつ 中学校の上位ふたつ 

内 容 余暇とお楽しみ／団欒
だんらん

会話 団欒
だんらん

会話／勉強・読書 勉強／団欒
だんらん

会話 

 この結果を裏読みするなら、「テレビやゲームに費やす時間が奪っているもの」＝それが家族の会話であ

り、読書や勉強の時間だといえます。この取組の第一の目的は「自律した時間管理」です。 
 

【よさ３】自由記述から＝毎回共通したよさの記述 

○メディアからの音のないよさ。集中できる。／食事の時間は TV を消して今日あったことを話しな

がら食事をした。我慢ではなく楽しみながらできた。 

 ○テレビを見ないで勉強したら、いつもより集中することができた。 

○一緒に食事の後片付けをしながら何気ないその日の出来事や興味ある本など普段聞けない話をす

ることができてよかった。ＴＶの音が無いことで部屋の中が落ち着いてリラックスして話すことができた。 

 

 

 ○子どもがぐずるとＴＶやＤＶＤに頼ってしまうが、こんなときこそ、子どもとふれあい 

違う対応ができるようになった。（ルーテル幼稚園 保護者） 

 ○「ノーテレビ・ノーゲームデー」のよさ３つ。1)時間のゆとりの確保、 

2)家族で決めた約束を守る大切さ、3)家族の声が聞こえ集中力も上がる。（竹の友幼児園 保護者） 

 ○夕食時に TV を消して、作った料理について聞いてもらい、母として 

頑張り甲斐があります。（田上小 保護者） 

 ○夕食時に設定したので、お手伝いを進んでやってくれた。（羽生田小 保護者） 

○家族がみんな協力してくれてちゃんと１日中やり通すことができた。テスト勉強も 

しっかり取り組めたので感謝したい。（田上中 ３年生徒） 
  
２ ノーテレビ・ノーゲームデーが創り出す「生きる力」 

 「夕食時に TV を消して、作った料理について聞いてもらい、母として頑張り甲斐がある」という記

述を読み、このお母さんが今日の料理について喜々（きき）として話し、それをうなずきながら聞いてい

る家族の様子が目に浮かびます。自分の頑張りが話せる。聞いてくれる相手がいる。これほど嬉しいこ

とはありません。まさに「ノーテレビ・ノーゲームデー」は母の生きる力を生み出していると 

いえます。この取組は、団欒・会話の時間を生み出し、家族の今日一日の 

頑張り、喜び、ちょっと面白くなかったことなどをおしゃべりし、感謝を伝え、 

お互いの気持ちをさりげなくわかりあう。こんな素敵なコミュニケーション 

を創り出す取組です。こんな家族の団欒が繰り返されていく中に、子どもの、 

母の、家族の生きる力を創り出しているといえます。 

学校指導主事 田村 一二 

        

キラリと輝く記述を紹介します 



 

 

  
 田上小学校 
 
 目指す学校像『今日が楽しく、明日がまたれる学校』 

   

大きな歴史の節目となる140周年を迎えます。こ

れまでの先人の思いを新たにしながら、新しい伝統

を築く一歩を踏み出す年にあたります。子どもたち

意識高揚のためにも職員と地域が力を合わせ、創意

を結集した教育活動にしていきます。  
 

 １ 自ら学ぶ力や人間関係を築く力を養うため自己

肯定感を高めます。 

   ・一人一人の個性や成長を認め、励ます。 

   ・当番や係の仕事などの責任を果たす。 
 

 ２ 学力向上に向けて、全校体制で取組みます。 

   ・分かる、できる喜びが実感できる学習。 

・自己の考えを表現する力をつける。 
 

 ３ 地域に開かれ、地域に信頼され、共に地域の子

どもを育む意識を高めます。 

   ・認め励まし、保護者、地域と連携した活動を推

進する。 

 

        

平成 25 年度 各学校・園の取組 

                

 

 

羽生田小学校 
  

人のことを考え、すすんで行動する子 

 

羽生田小学校では今年、「人のことを考え、す

すんで行動する子」の育成を目指します。その

ために、＜学びの教育＞では、「問題意識をも 

ち、かかわり合いながら表現する子」を目標に、

友達とかかわり合う活動を工夫します。＜心の

教育＞では、「自分で考え、行動できる子」を

目標に、自分たちの取組や生活について振り返

る活動を工夫します。＜体の教育＞では、「自

分の体を知り、めあてをもって取り組む子」を

目標に、自分の伸びを実感 

できる活動の工夫と望まし 

い生活を送るために家庭と 

の連携に力を入れます。 

 

田上中学校 
 

田上魂あふれるあいさつの田上中 
 

 おかげさまで、生徒は勉強に生徒会活動に部活

に充実した毎日を過ごしています。今年は 

「日々、心新たに事に当たれ」 を合い言葉に田上

の１２か年教育の出口の３年間として、全ての事

に新鮮な気持ちで取り組むことで、新しい自分に

成長する生徒を育てます。 
 

 １ 「自己肯定感のある生徒」を目指します。 

・するべきことはきちんとさせて、さらに進

んで取り組ませ、認め励まし、各生徒の自

己肯定感を高めます。 

  ・学力を高めます。 

   ＊量と質の伴った家庭学習を習慣化します。 

   ＊「しっかり聞き、自分で考え、筋道をたて   

て文章にまとめ、相手にわかるように伝

える」力を高めます。 
           

 ２ 「目標の実現に努める生徒」を目指します。  
   

 ３ 部活動を通して生徒の人間的成長を図ります。 

 

今年度より羽生田小学校に

着任された 

原 秀
しゅう

栄
え

智
ち

 校長先生です。 

今年度園・学校で力を入れて取り組む
内容を紹介していただきます。 

「たけの子」に関するお問い合わせ･･･田上町教育委員会学校教育係 0256－57－6114 

竹の友幼児園 
 

「田上の１２か年教育」の礎を築く保育の充実 
協同して遊ぶ子どもの育成 

 保育士との基本的

信頼の基で、遊びを通

して友達の存在に気

付き、かかわり、「協

同する経験」を積み重 

ねていく保育を推進 

します。 

・集団生活の場で、自分とは異なる他者と出会い、 

 かかわり合い、向き合い、葛藤し、折り合いを付 

 け、協同する経験を重視。（遊びのルール作り） 

・伝えたいことを自分なりの言葉で表現する機会や 

 あいさつの重視をします。 

・｢心地よさ → 好きな遊び探し → 遊びに熱中 → 

協同的な遊び｣へと発展させる援助と環境構成

の工夫をします。 
 

◎小学校と連携した接続期カリキュラム実施と改善 



  

～保育環境・学校環境の改善に取り組みます～ 

平成 25年度教育予算について 
                   

 

        「たけの子」に関するお問い合わせ･･･田上町教育委員会学校教育係 0256－57－6114 

＜竹の友幼児園増築工事＞ 

 ・0 歳児、1 歳児の入園希望の高まりを受け、また、今後も継続的に入園希望が見込まれる

ことから 0 歳児、１歳児を保育するための「未満児室」を増築します。工事は６月頃~11

月上旬頃までを予定しており、関係する方々にはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、

何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。 
 

＜小学校女子トイレ改修工事＞ 

 ・平成 22 年度に続き、子どもたちが快適に学校のトイレを使えるように、従来の和式トイ

レを洋式トイレに改修します。今年度は各小学校女子トイレ 1 箇所ずつの改修です。 
 

＜空調（天井扇）設置工事＞ 

 ・尐しでも涼しい環境で学校生活を送れるように、小中学校の普通教室の天井に扇風機（各

部屋４基ずつ）を設置します。 
 

   

 ４０３号バイパス工事にあたり、文化財保護法に基づ

き試掘調査を行ったところ、図の斜線部分（田上町湯川字

行屋崎地内）で土器・遺構（昔の建築の残存物）などが見

つかりました。発掘された土器・遺構などを見ると７世

紀末～９世紀後半の時代のものと推定されます。 

試掘調査で遺構・遺跡などが発見された場合は「本発

掘調査」が必要となるため、5 月下旬頃～12 月中旬頃ま

でを目処に現場作業を予定しています。 

調査にあたり、近隣にお住まいの方々には大型 

車両の往来などでご迷惑をおかけいたしますが、 

何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。  

あわせて、町内の方で作業期間中の 6 月中旬～12 月中旬頃までの間、お手伝

いをしていただける方（30 名程度）を募集しています。 

詳しくは、業務受託業者（㈱ノガミ ℡025-280-6620 または 090-1034-2484 

担当：西山）までお問い合わせください。 

子育て講演会のご案内 

                   

 

あじさい塾主催で、『「教育のまち田上」～田上の１２か年教育～』というテーマで子育てに

関する講演会を開催します。 

１ 日 時  ６月９日（日） 午前 10 時～正午 

２ 会 場  原ヶ崎交流センター 

３ 講 師  丸山 敬（田上町教育長） 

４ その他  ・内履き持参でお願いします。 

       ・定員 １００名 （入場無料） 

★お問い合わせは・・・ あじさい塾 入倉 ５７－４３９６ まで 

たくさんの参加お

待ちしております 

行屋崎
ぎょうやざき

遺跡調査について 

                   

 

４０３号バイパス予定地 

＜ 位 置 図 ＞ 

農免道路 

信越本線 

調査箇所 

（3,740 ㎡） 

五社川 

コンビニ 

４０３号線 


