
実施日：平成３０年２月１９日（月）　参加者：９名　　主催：群馬県、結婚・子育てサポーター

新小学１年生のシンマイ保護者＆センパイ保護者 座談会レポート

《 準　備　編 》

・説明会での情報が足りないため、分からない

ことをどこに聞けばいいのかが分からない

・事前準備するものは、基本的にリストにあ

るものだが、準備していくうちに細かい疑

問が出てくる！例：筆箱は片面開き？両面

開き？鉛筆は丸？六角？三角？体操着の洗

い替えって必要？ハンカチのサイズや形は

どんなのがいいの？…など

・さんすうセットの名付けは大量で細かい！

（おはじきにも 1個 1個名前を書く）

・ランドセルの取り間違い防止のために背中

の部分に大きくフルネームを書かなければ

いけないことを知ってショック！ 

・仕事を続けられるのか不安（県外出身で自

分の親が近くにいない…）

・同じ保育園に同じ小学校に行く子がいたの

で、上に小学生の子どもがいる親から情報

を得られたことが安心感につながった→い

ないと情報源がないため、不安なまま…

・在園中に交通ルール教室や近所の小学校に

体験入学できたので、学校の様子がイメー

ジできたようだ

・ほめながら小学生になる自覚を促す

・最後の保育参観で同じ学校に行く子の親同

士で情報交換する機会を設けてくれたので

とても助かった→もっとこういう機会が増

えればイイ！

・名付けはシールだと剥がれてしまうので、

油性マジックで書くかスタンプがおすすめ

《 登 下 校 編 》

・登下校が心配！登校班があってもなくても

…→慣れた頃に気が緩みがち。普段から親

が注意を促そう

・事前の通学路情報がないのでイメージが湧

かない

・荷物が多く苦行のよう（ランドセルが重い。

その他の学用品、体育着、水筒…）

・「安心の家」ステッカーのある場所を教え、

確認しておく

・登校班の事前説明があり、班長さんや近所

の様子もその時に初めて分かったので助

かった

・体育着を入れるナップサックをランドセル

の上に背負う練習をする学校もある

《 学 校 生 活 編 》

・在園中も朝の身支度がバタバタなのに、小

学校はもっと早い時間の出発で大丈夫だろ

うか？

・授業中、集中して座っていられないのでは

ないか？

・言葉づかいが悪くならないか？

・小 1プロブレム

・保育園では毎日元気に遊んでいれば良かっ

たが、学校ではちゃんと座ってなさい！宿

題しなさい！としなければいけないことだ

らけ…

・子どもにルールを守らせなきゃ、宿題やら

せなきゃ、忘れ物をしないように、好き嫌

い、食べるの遅い、学校行きたくない…親

の焦りとプレッシャー大！でもすぐにはで

きないのが当たり前。長い目でみてあげて。

そのうち自覚とリズムができるようにな

る。保育園の時を思い出して！保育園の時

もそうだったよね…

・その日の持ち物などが書いてあるので、お

たよりを細かく読む！忘れ物がないよう、

自己管理が必要→集金のための小銭を常に

用意しておく、トイレットペーパーやラッ

プの芯を急に持っていかねばならないので、

事前に集めておく→ラップの芯は「３０セ

ンチ」など指定があることも

・アサガオの鉢は親が取りに行く（枯らして

はいけないプレッシャー！）→花を赤・青

など色別にジップロックに入れて冷凍して

おき、９月に持っていく

・雑巾の出現率が高い（Ａｍａｚｏｎを利用す

ることも！）

・時期になると、工作で使うどんぐりや松

ぼっくりが公園から消える…（取り尽くさ

れる）

《 宿　題　編 》

・音読の宿題が毎日ある。１週間～１０日く

らい毎日同じ箇所を聞かされることも。食

事の準備をしながら音読の宿題をみること

もあるが、子どもはママに向き合って欲し

がる

・宿題が多い。漢字、計算ドリル、プリント

丸つけ直し（ハネ、はらい）、時計の読み

方など。宿題の量は「クラス」や「学校」

によってバラつきがある

・５分～１０分なので、できれば向き合いた

い→宿題の出現によって向き合う回数が増

える（家庭で補講を成立させるには子ども

のつまづきポイントを親が把握することが

重要）

・宿題の見方はママのタイプで変えるとよい

（向き合って教える方法／隣に並んで一緒

にする方法／パパに任せる方法）

・集中力は学年 ×１０分（１年生は１０分、

２年生は２０分…）

《 学校システム編 》

・そもそも、小学校の諸々の情報はどこで入

手したらいいの？

・ＨＰの内容をもっと充実させて欲しい

・年間行事予定表は入学式の日に配布→４月

中に授業参観（年４回程度）、５月に家庭

訪問…と親が関係するイベントがすぐにあ

るため、仕事の予定（シフト）との調整が

難しい

・ＨＰは学校によって掲載内容がまちまちで

不足がちだが、前年度の年間予定表が載っ

ている場合は参考にするとよい

・旗振りの頻度は学校による（１～２ヶ月に

1回、１学期に１回）

・入学式に大量のおたよりがあり、記入して

提出する書類も多いので、覚悟が必要

・親が主体的に関わる行事が多い→例：旗振

り、パトロール

・ハトポ（ＩＣカード２００円／月）で登下

校の時間が分かる

・連絡網はなく、メールで登録する

《 家での生活編 》

・とにかく時間に追われる

・在園中から２０分で食べられるように練習

・行動や気持ちを切り上げられる習慣をつけ

るとよい

・「毎日やることボード」を作り、用意する

もの、やらなければいけないことを見える

化して管理→朝のバタバタや忘れ物を防

ぎ、ガミガミや不機嫌を減らす

今春新小学１年生になるお子さんを持つ保護者を対象にした座談会を実施しました。
初めてお子さんが小学校に入学するにあたり、不安を抱えているシンマイ保護者同士でモヤモヤを
共有し、情報交換しました。また、去年同じ立場だったセンパイ保護者の体験談を聞くことで、対
処法を知ることもできました。
ここに座談会のレポートを公開し、同じ立場の保護者の方々や来春 1 年生の保護者の方々の参考に
していただければと思います。
なお、記載した内容は参加者個人の意見や経験によるものであり、学校や地域によって実情は異な
ることをご承知おきください。
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※　　　：モヤモヤ… ※　　　：なるほど～！



新小学１年生のシンマイ保護者＆センパイ保護者 座談会レポート

《 学童・習い事編 》

・学童に入れるのが大変→説明会の前にフラ

イングで申込みがスタートしていた！先着

順の申込みだったため、既に締め切ってい

て入れなかった！→市のＨＰに各学童の連

絡先が掲載されているので、早めに自分で

問い合わせておくべき（学校は関知してい

ない）

・保育園で水泳教室に連れてってくれる。小

学校に入ったら続けさせてあげられるか？

・学校から離れた場所にある学童の場合、１

人で行くのが心配

・学童の建物や庭が狭い場合は、遊び足りな

い場合もある

・事故、事件の不安

・1 年生は学童に入りやすい（高学年になる

と１年生優先に）

・学童に入れる期間は１～３年まで、１～６

年までなど様々→入ると学校に慣れやすい

傾向があるが、その分トラブルも多いかも

・学童は基本的に見守りだけ。場所の提供と

いうスタンス

・宿題させる場所ではないが「宿題やるよー」

と仕切ってくれる子がいる場合もある

・学童で英語や習字も習うことができる→送

迎やコストも省けてありがたい

・高学年の子…英語学童という手段もある（高

額５～６万円／月）

・仕事を辞めるほどではない。折り合いをつ

ける

・越境申請しているママもいる

《 長期休暇編 》

・学童に入れている場合は、お弁当作りが大

変

・学童に預けていない人は飽きさせないよう

にするのが大変→毎日の課題を親が日記に

書いて、それをやらせる方法が良い

《 お 友 だ ち 編 》

・子どもがうまくやっていけるか不安

・友達とのトラブル→連絡帳でやりとり（当

事者同士ではせず、先生を経由させるのが

良い）

《 先生との関わり編 》

・先生との情報交換は、基本的に連絡帳とお

たよりのみ

・子どもからの情報しかないのでＰＴＡなど

で先生との関係性を作っておくのも有効

《 親同士の関わり編 》

・昔から居た人、新参者との差別がある地域

も…

・保育園とは少し違って、小学校ではいろい

ろな家庭がある。「考え方」「教育方針」が

違うなと感じることは保育園より多い→話

が合わない場合もあるが、それなりに付き

合っていくしかない

・ママたちの井戸端会議では先生の悪口も…

◆ＬＩＮＥ問題◆

・ママたちのグループＬＩＮＥが憂鬱

・最初から「やっていません」と入らないの

も手

・発言する人が限られていたり、様子をうか

がう独特の空気があり気を使う

・子どもを通じて仲間づくりができる。子ど

も同士が仲良くなると親同士もつながる

・学校では親同士の関わりはあまりなく、育

成会や地域とのつながりの方が大きくなる

・育成会、子供会が必須で、お祭りなどの行

事、地区の運動会にいくといろんな方がい

る

・就学時検診の時は保護者の知り合いをつく

るチャンス

《 地域との関わり編 》

・出身地でない場所に住んでいるため、自治

会とのつながりが薄く、情報が少なく、近

所の様子が分からない

・同じマンションに同い年の子がいたのを雪

かきの時に知り、日頃から親が地域とつな

がることの大切さを感じた

・地域とのつながりは子どもを通じて広が

る。子どものために広げる

・育成会は１、２年生のうちは保護者同伴の

ため、忙しい保育園ママは加入が無理だが、

３年生以降に入る人が多いそう

→入っていないと登校班に入れてもらえな

い地域もある！

→入らなくてもＯＫだが、入るメリットも

大きい

・日常的な防犯など、親（家庭）だけではカ

バーできないところを地域の人に担っても

らう

《 番　外　編》

・インフルエンザなど、学級閉鎖のお知らせ、

荒天（台風や雪など）による登校時間変

更のお知らせが急に来るので、その場合

は学童に預けられない→預け先はどうす

る？？

・小学生の子を保育園（幼稚園）の子がい

る場合、上の子（小学生）がインフルエ

ンザに罹ると下の子（保育園・幼稚園）

は園に行ってはいけない→外出ができな

い。ぐったりした上の子の看病と、元気

な下の子の相手でママはクタクタ…

・低学年の子だけ家で留守番させると、虐

待（ネグレクト）に当たることも

・転勤を見越して駅の近くに引っ越す家庭

もある

《 提　案　編 》

・就学前検診や学校説明会の時に、同じ地区

別で親同士が交流できる機会があるといい

《 参加者の感想 》

【シンマイ保護者】

・情報が少ないと不安なことも、座談会で交

流できたことで情報が得られ、不安解消に

つながった

・親が主体的に動いて情報を集めることが大

切だと知った。参加してよかった

【センパイ保護者】

・３人目にしてやっと気持ち的なゆとりがで

きてきたので、初めての時はなおさら大変

だと思うが、今日の「あるある」を思い出

してもらえると嬉しい

ー２－

実施日：平成３０年２月１９日（月）　参加者：９名　　主催：群馬県、結婚・子育てサポーター

※　　　：モヤモヤ… ※　　　：なるほど～！


