平成29年度

乳幼児教育ビジョン推進事業

乳幼児教育フォーラム
小さい規模からでも始めてみたいと思っ
た。
・市全体で公私問わず、保、幼が同じ方
向性を持って、研修を進められていること
が素晴らしい。子どもにとってとてもよいこ
と。 保幼小の小学校区単位での交流は
単なる活動の交流でなく、互恵性のあるも
ので、教員同士の学びとなっていて、自園
の交流とは全く違うと感じた。
・ドキュメンテーション、環境構成の工夫、
学ぶことがたくさんありすぎた。自園では、
ドキュメンテーションを始めたばかりだが、
まず、1歩、頑張りたい。保幼小連携、事
例作成から始められた事に驚いた。小・中
の先生も巻き込んで、子ども達の姿に目
を向けることは素晴らしいと思った。「015
カリキュラム」を作られる柔軟性も見習い
たいと思う。
・公開保育後の研究会の持ち方（グルー
プワーク）を工夫していきたい。 保護者へ
の発信の仕方について参考になった。
環境の工夫がなされていて、子ども達が
主体的に遊んでいる様子がよく分かった。
園の環境構成を見直し、保育環境を工夫
していきたいと思う。
【行政・大学関係者】
・接続カリキュラムが必要だと思いながら
も、どうやって作っていけばよいか、どうい
う場で（自治体、現場？）作っていくべき
か、迷っているところ。舞鶴では連携活動
をすべての地域で実践されていて、指導
案作りなど、保幼小の話し合いの場がある
ことがお互いを知ることになり、カリキュラ
ムにも活かせていけると感じた。
・ドキュメンテーション研修の在り方や効果
を知り、本市でも取り入れていけるとよいと
感じた。また、自治体がすべきことを示し
ていただいたことを、検討していきたいと思
う。
・具体のある幼小連携、015カリキュラム
について大変参考になった。ドキュメン
テーションのあり方や見方、活用の仕方に
ついて、理解を深めることもできた。
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アンケート
報告会では、実際に公開保育・授業をし
ていただいた園・校の先生方からの報告
や公開後の変化や効果などについても具
体的に伝えていただき、講師の先生方か
らの指導・助言を直接聞くことで、参加者
の皆さんの理解がより深まったように感じ
ます。
市外参加者の皆さんからは、市全体で乳
幼児教育の質向上に取り組んでいること
や、研修の方法（公開保育・グループワー
ク等）や効果を知ることができ、参考にした
い。といったご意見や、市全体で保幼小
連携に取り組んでいる方法や保幼小接続
カリキュラムについても評価をいただきまし
た。

平成 29 年度

公開園・校指導案
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担任

伊田

恵

（０歳児）

（０歳児）

ふれ合いあそび

いことを身振りや簡単な ・模倣がみられる際にはそ
言葉で伝えようとする

同士をつなぎ合わせたり の場へとつなげていける
する

・マジックテープ

の姿を受け止め、視線を合

平成29年度

・すべり台
をひっくり返したり、お 意しておき、友だちのおも や身振り手振りで表

育士や友だちに伝えたり

ったり下りたりする
物

・「こっちだよ～」と子ど
しみや目標をもって行動

乳幼児教育ビジョン推進事業

の位置に向かおうとする

だよ」の言葉を聞いてそ

・「あっちだよ」「こっち できるようにする

り下りたりする

・ハイハイをして登った もの目を見て声をかけ、楽

走って登り下りをする

ているか

保育士が一人つくように ながら身体を動かし
牛乳パックの乗り ・一人または、友だちと する

運動用具

する

たり、指差しや言葉で保 し、言葉にして返していく か
うとする
・落ちたりなどの危険がな ・不安定な場所でも、

を見つけると、追いかけ 等虫の動きを一緒に観察 極的に関わっている
もちゃを欲しがり、取ろ ていく

する

・ウッドデッキにいる虫 ・「動いたね」「飛んだね」 ・虫との出会いに積

が待てるようにする

ども達と歌い、楽しく順番

・順番待ちの数えうたを子 ているか

言葉で気持ちを伝えられ

取りしようとする

・友だちの遊んでいるお るように話し、仲立ちをし

めたりして確かめようと てって言おうね」などと、 か

・野を超え山超えの ・斜面や階段を慎重に登 いように、運動用具の側に 足腰を自分で調整し

運動あそび

・ぶらぶら橋
・おもちゃの入ったカゴ ・同じおもちゃを多めに用 ・自分の欲求を言葉

・生き物を見る

・トンネル
うとする

もちゃを口に入れたりな ちゃを欲しがる時は「かし 現しようとしている

一緒に身体を動かし

・ブランコ
転がしたり、穴に入れよ

具（特にぶらんこ）を横 見守る

・友だちが使っている遊 ・危険がないように遊びを ・保育士や友だちと

ウッドデッキ
・ボールをレールにのせ

りを楽しめるようにする

った絵本を用意しやりと

んで」とアピールをする
そうとし、容器の中がい
っぱいになるまで通す

・絵本を持ってきて「よ ・子どもの興味や関心にあ
・穴に向かってひもを通

に歌おうとする
遊んでいるか

付けたりはがしたりする
・穴通し
・ボール転がし

・歌を歌うと喜び、一緒 わせ「いいね」と伝える
・手先や眼力を使い

・マジックテープを貼り

ようにする

・したいこと、してほし をかけ受け止める
にかけたり、Ｓ字フック もにとって充実した遊び
・Ｓ字フック

ひとつひとつ丁寧に言葉

る
・Ｓ字フックを段ボール になって遊んだりと、子ど ようとしているか
・洗たくばさみ

て、スキンシップを求め ・子どもの要求を理解し、 いるか

たり、ひざに座ったりし し、スキンシップをはかる 持ち、笑顔で遊んで
の服に挟んで取り付ける
び

し合ったり、保育士も一緒 ばし、感触を確かめ

・保育士にだっこを求め ・1 対１の関わりを大切に ・保育士に安心感を
手先を使ったあそ カードや段ボール、自分 った肯定的な感情を共感 るおもちゃに手を伸

を作る

ておく

・洗たくばさみを動物の ・
「楽しい」
「できた」とい ・自分から興味のあ

ども達が遊び出せる環境

取れる場所に置い

ようにする

言葉を聞いて、乗り物を ら、色々な動きを楽しめる
ておく等の仕掛けをし、子

たちが自由に手に って遊ぶ

動かす

よ」
「バックオーライ」の たちが乗り物に乗りなが
・段ボールのしきりを持 ・段ボールにＳ字フックや

く

・段ボールを子ども ってきて一人の空間を作 洗たくばさみなどをつけ

ぼうとしているか。

・保育士の「前にすすむ 転の掛け声をかけ、子ども
の都度棚に片付ける

したりする

したり、タイミングよく運

足を使い乗ったまま移動 一緒に「ブーン」と声を出 りと使っているか

・乗り物にまたがったり、 ・バイクにみたて子どもと ・足のうらをしっか

もちゃを置いてお 味のある所へ行く

評価の観点

・いろいろな素材に触れることの経験をつんでほしい。

＜内容選択の理由＞
・ひとりひとりが落ち着いた空間の中で、指先を使ったあそびを楽しんでほしい。
・友だちやまわりの環境から様々な刺激をうけ、
「やってみたい」という気持ちになってほしい。

○２歳児の真似をして粘土をこねたり、ちぎったりする。

○斜面や階段を登ったり下りたりする。
○保育士や友達と歌を聴き、それに合わせて手足を動かそうとする。絵本を保育士のもとへ持っ
てきたり、自分で見たりする。

○袋にごちそうをつめて保育室を探索する。包丁を用いて野菜を切ったり、机に並べてあるごち
そうを食べる真似をしたり、一緒に座った子と顔を見合わせたりして遊ぶ。

＜内容＞
○棚からお気に入りのおもちゃを出してきて遊ぶ。

○様々な素材に触れる中で、形の変化や感触を味わう。

年齢に合わせたお ばい・はいはい・歩行)興 落ちているおもちゃは、そ ゃや場所を見つけ遊

保育者のねらいと援助

9:00

予想される子どもの姿

環境構成

・棚に子どもたちの ・保育室内を移動し(ずり ・安全に遊べるように床に ・興味のあるおもち

時間

入園当初と比べ歩き方も安定してきたことから、７月より、野越え山越えの運動用具を保育室
に設定している。毎日遊んでいることによって、斜面や階段などの不安定な場所でも、少しず
つ慎重にはい上がったり、姿勢を変えて移動するなど、足腰を自分で調整する力もついてきた。

やりとりをするようになった。
○運動用具で遊ぶ中で、斜面や階段などを登ったり下りたりして遊ぶ。

それぞれお気に入りの遊びを楽しんでいる。横に机とイスを設定したことによって、そこに座
って作ったごはんを食べたり、
「どうぞ！」
「あーと！」と隣や対面にいる友達に声をかけたり、

キッチンにあるものや袋をカゴに入れ置いていると、自分からお気に入りのものを取り出し、
遊ぶ姿がある。袋を持って「バイバイ」と買い物に出かけたり、包丁を使い料理をしたりと、

感じた時は「見て！」とアピールをする姿がある。段ボールで出来た仕切りを持ってきて、一
人の空間を作ろうとする姿も見られる。
○身近な生活用具を用いて、見立てあそびを楽しんでいる。

○自分から棚にあるおもちゃを取り出し、遊びを楽しんでいる。
一人一人お気に入りのおもちゃがあり、くりかえし遊んだり、
「できた」と自分の中で満足感を

＜遊びの特徴＞

○「指差し」や「物の受け渡し」など、物を介して他者とやりとりをしようとする。

ようになる。
○大人に何か要求したい時に、喃語を発して注意をひこうとする。

○友だちが遊んでいる様子に目を留めて近づき、同じ行動をしようとする。
（１歳児）
○運動機能が徐々に発達し、興味を持った人や物を目標に、自分で移動して近づくことができる

○「□□ちゃんの！」と友だちからおもちゃを取り上げようとする等、自分の名前や自分の所有
物（と思っている物）をはっきりと示そうとする。

○問いかけに対して「うん」
「いや」と言葉で答えたり、首を振ったりする。

○全身を使ったあそびや、一人あそびを楽しむ。

＜ねらい＞
○保育士と十分に関わり、安心感をもって生活する。

んだり、歌を聴くと表情が笑顔に変わったり、近くにいる友だちと手をつないで遊びはじめる
姿がある。
○２歳児クラスが遊んでいる姿に興味をもち、輪の中に入ろうとする。
１歳児の月齢が高い子どもたちは、２歳児クラスの遊びに興味をもち、２歳児がいる保育室や
園庭などに行きたがる姿がある。砂場に自分から出かけていき、スコップで砂をほったり、容
器に砂を入れて遊んだりしている。粘土あそびも最近のお気に入りで、２歳児のマネをして、
こねたり、ちぎったりと形の変化を楽しんでいる。

お気に入りの絵本を「よんで」と持ってきたり、手を差出し、好きな手あそび・ふれ合いあそ
びを、身振り手振りを使いリクエストする。その中で絵本に出てくる登場人物になりきって遊

０歳児のまだ歩行ができない子も、まわりからの刺激をうけ、ハイハイで登ったり下りたりし
ようとする姿がある。
○絵本を見たり、保育士や友達とお気に入りのふれ合いあそびを楽しんでいる。

子どもを主体とした保育

＜発達の特徴＞
○一語文や、指差しや身振りなどを一緒に用いて、自分の思いや欲求を伝えようとする。

〇マグを使用し、保育士の援助を介して食事をしている子もいる。

○こぼしながらも手づかみや、スプーンを使い自分で食べようとする。
○コップを両手でもち、お茶を飲もうとする。
○オムツ交換の際、つかまり立ちをし、自分から履こうと足を動かす。

＜生活の特徴＞
○着脱では、できない部分を援助されながら、自分でしようとする。
○服がぬれると、自分で着替えを出してくる。
○スプーンを使って食事をし、こぼすことも少なくなる。
○タイミングが合うと、トイレで排尿できる。
（１歳児）
○上着から、自分で頭を出そうとする。

【子どもの姿】

平成 29 年 9 月 12 日（火）９：００～１１：００
八雲保育園 ０・１歳児 つくし組 （男児５名 女児７名）
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女児５名）担任

奥村

真由子

9:00

時間

予想される子どもの姿

〇砂あそび（園庭）

カゴに入れ、すぐ手 ぶ
ながら受け入れていく

ことを喜び、自分からトイ て援助する

共感したりする

ばしたりして形の
など、モデルを見せなが ていたか
持ちを引き出していく

る

止めながら言葉で代弁す

平成29年度

りとりを楽しんで
を真似て遊ぶ

ごっこあそびの中での言 ・身近な大人の真

乳幼児教育ビジョン推進事業

する

ものを整え、遊びやすい
・遊びに満足した子から戸 環境をつくる

よう棚や道具を配置 レジ打ちをしたりする

イメージがしやすい り、お店屋さん役になり、 ・バラバラになっている

家庭やお店屋さんの やレジ袋に商品を入れた ようにする

るか

カゴ、商品、レジ袋、 ・お客さん役になり、カゴ 葉のやりとりを楽しめる 似をして遊んでい

・お店屋さん

・身近な大人の言葉や行動 ・保育士が仲立ちをし、 いたか

コップ、フライ返し、 と食事をする
おたま等

こそびや言葉のや
イパン、鍋、お皿、 ・机に料理を並べ、友だち がらイメージを共有する

にひたり、一緒に遊びな することで、ごっ

・赤ちゃんのお世話をした ・ごっこあそびの雰囲気 ・保育士が仲立ち

なる

・粘土や道具の取り合いに ・お互いの気持ちを受け

出来た物を並べる

・パン屋さんのコーナーに ら、子どものやりたい気

育士に見せる

・出来た物を嬉しそうに保 ・手の動かし方や作り方 変化に興味を持っ

変化を楽しむ

たり、伸ばしたりと、形の る姿を認め、ほめたり、 り、丸めたり、伸

・感触を味わったり、丸め ・一人ひとり作ろうとす ・感触を味わった

キッチン、机、フラ り、寝かしつけたりする

・ままごと

〇ごっこあそび

定する

れるよう机の上に設 びはじめる

手に取り、はじめら ・好きなコーナーへ行き遊

遊びたい子がすぐに レに行ったりする

包丁、机

する

する姿を認める

がり下りしたりし

かすことを楽しむ

ち、それらを使い身体を動 あれば援助する

遊んでいるか

・身近な遊具に興味を持 ・様子を見ながら必要で て、全身を使って

りする

たり走ったり、跳び下りた ながら、自分でやろうと り斜面や階段を上

・バランスの悪い道を歩い ・危なくないよう見守り ・走ったり跳んだ

する

っと見たり、真似をしたり りやすいよう言葉がけを

ようにする

加し、雰囲気を壊さない

いる遊びに興味を持ち、ジ 気持ちを認め、遊びに入

そびをはじめる

行き料理を作り、ごっこあ 一緒にごっこあそびに参

士に促されトイレに行っ トイレに誘いパンツに履

〇運動あそび

れる様に設定する

・小麦粉粘土、型、 たり、パンツに履き替える き替えるよう個々に応じ

緒にする

しながら、朝の支度を一

たり、言葉がけをしたり

（パン屋さん）

を保育士と一緒にする

に取り遊びはじめら ・道具を三角屋根に持って ・様子を見守りながら、

っているか

に興味をもち関わ
お皿、型、等
う子どもの様子を見守り

返し形が出来ることを喜 し、丁寧に答えていく

・スコップ、バケツ、 ・型に砂をつめ、ひっくり ・子どもの気持ちに共感 ・身近にある素材
のペースで入室できるよ

・入室した子から朝の支度 ・様子を見ながら手伝っ

入室してくる

・個々のペースで保育室に ・笑顔で挨拶をし、個々

・大きい子（幼児）がして ・見守りながらやりたい

絵本
コーナー

お店屋
さん

・支度がすんだ子から保育 ・支度がすんだ子から、

すべり台

〇小麦粉粘土

ままごと

パンや
さん

外に行く用意をする

9:45
調を読み取る

・遊んでいたおもちゃを

・カバンかけ、等

外へ出かけはじめる

子どもと一緒に片付け、

評価の観点
から、子どもの様子や体

保育士の援助と配慮

・カゴ

・登園する

守っていきたい。

・外の環境は何にも勝る素材である。それに触れ体験を積み重ねてほしい。
・毎日の運動あそびの経験はこの時期欠くことの出来ない活動であり、その中での個々の成長を見

・登園時の表情や声など

・帳面シール

環境構成

○身体を動かし遊ぶ
野を越え山越えなどバランスの悪い道を歩いたり、走ったり、高い所から跳びおりたりなど基本

られる。

気づき、何度も試している。又、型に砂をつめ、ひっくり返しうまく形が出来ないと、納得いく
まで繰り返すなど、自分の働きかけにより、対象が変化していく様子に興味を持ち関わる姿が見

水の入ったバケツに砂を入れると沈んで見えなくなったり、水の色が変わったりしていくことに

○砂や水と関わって遊ぶ

姿も増えてきている。

ちしたり、ままごとコーナーではお母さん役になり料理を作ったり、赤ちゃんのお世話をしたり
と、身近な大人の行動を真似して遊ぶ姿が見られる。又、その中で言葉でのやりとりを再現する

○ごっこあそび
お店屋さんコーナーでは、お客さん役になり商品をかごや袋に入れたり、店員さんになりレジ打

感触を味わうだけでなく、手のひらに乗せクルクル手を動かし丸を作ったり、机の上で手を前後
に動かして伸ばしたり、クッキーの型で型をとったりと、指先や手のひらの動きや力加減を調
節しながら形を作ることを楽しんでいる。

〈遊びの特徴〉
○小麦粉粘土

〈内容選択の理由〉
・模倣することが大好きな時期であるため、生活再現の場としてのコーナーを準備している。その
中で思う存分真似ややりとりを楽しんでいる。

○運動あそびを楽しむ。

〈内容〉
○小麦粉粘土を楽しむ。
○ごっこあそびを楽しむ。
○砂あそびを楽しむ。

○自由に身体を動かすことを楽しむ。

○砂に触れ、その感触や変化を楽しむ。

〈ねらい〉
○保育士が仲立ちをし、ごっこあそびの中で言葉のやりとりを楽しむ。又、身近な大人の言葉や行
動を模倣したり思い浮かべたりしごっこあそびを楽しむ。

的な運動機能が伸び、自分の身体を思うように動かすことが出来るようになってきた。そのこと
により、運動の幅も広がり、様々な姿勢を取りながら身体を使ったあそびを喜ぶ姿が見られる。

子どもを主体とした保育

を喜ぶ。

〈発達の特徴〉
○朝の仕度や給食後の片付けなど「これは？」と保育士に尋ねながら、自分の身の回りのことを自
分でしようとする意欲が高まっている。保育士が手伝おうとしたり、他の子がやろうしたりする
と「○○がする」「自分で！！」と強く自己主張する。
○友達のしている事に興味を持つようになり、友だちがカゴを持ちお買い物ごっこをしたり、赤ち
ゃんの人形のお世話をしたりしていると、同じことをしたいという気持ちから、おもちゃの取り
合いになりトラブルになる。
○「先生、絵本よんで」
「運動会（ダンス）したい」と自分のしてほしい事や思いを伝えたり、
「家
でな、虫おったんや」「お祭りで花火見た」など、身の回りの出来事を保育士に言葉で伝える事

〈生活の特徴〉
○保育士に誘われ、トイレで排泄をする。トレーニングパンツに興味を持ち、履くことを喜ぶ。
○身の回りのことを、自分でしようとする姿が多くなる。
○食事を自分で食べようとする姿が多くなる半面、他の子の様子に気をとられ、途中で手を止めた
り、遊びながら食べたりする。

【子どもの姿】

平成２９年９月１２日(火) ９：００～１１：００
八雲保育園 ２歳児 つくし組 １３名 （男児 ８名

平成29年度
公開園・校指導案
公開園 【八雲保育園】
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女児 8 名）担任
岸田

紀子

岡野

桂子

9:00

時間

評価の観点

・自分のペースで準備する様 ・物を丁寧に扱

・タオルを出す

の声をかける

るか

整頓されてい

等あれば必要に応じて促し ・棚の中が整理

平成29年度

気付かせ子どもと一緒に風 るか
・自分の使っていた物を を体で感じる

○片付けをする

現しているか

て｣と言葉で表

りたい」｢教え

・風車のふきながしの様子に ・風を感じてい

を行う

対しては個々に応じた支援

・完成を目標としている子に

た飛行機を高い所から飛 守る

・年長児に折ってもらっ ・折ってみようとする姿を見

遊ぶ姿を見守る

やわらかい紙

ばす

しているか

自分なりに試

の真似をして

・年長、年中児の中に入って ・自分から「や

する

近づいてくる

ってみようという気分で

・年長児の様子を見てや

○飛行機を折って飛ばす

がら真似をしようとする

・年上の子の様子を見な

作って遊ぶ

○自然物を使い、色水を

がら真似をしようとする

・年上の子の様子を見な は保育士が寄り添い仲立ち ・年長、年中児

固い紙

紙質のちがう紙

・作品を飾る机

・道具を洗う水

(カップ)

・色水に入れる水

具一式

の遊びの中に
・きっかけを必要とする子に 入っているか

クリームを作り泥と組み 遊ぶ姿を見守る。

○石けんと水を泡立てて ・年長、年中児の中に入って ・年長、年中児

とりを楽しんだりする

色水あそびに必要な道 合せたりしている

・作品を飾る机

(バケツ)

・道具を洗う水

(カップ)

勧めたり、友だちとやり あそびの楽しさを伝える

・石けんに入れる水

・保育士も一緒に遊び、イメ
・作った料理を保育士に ージを共有しながら、ごっこ

たりしながら遊ぶ
一式

泡あそびに必要な道具

場所に道具を置く

やすい場所や決まった 出し土を入れてかき混ぜ しみを広げていく

すい様に子どもが取り ・自分の使いたい道具を 緒に遊ぼうかー」等個々の楽 させているか

るよう「何して遊ぶ？」「一 わ い 形 を 変 化

○泥を使ったままごとあ ・元気に遊びに向かっていけ ・泥の感触を味

好きな遊びをする

り挨拶を行う

・帳面にシールを貼る

子を見守りながらやり残し っているか

られる様、保育士が見本とな ているか

・挨拶する気持ち良さを感じ ・笑顔で挨拶し

保育者の援助と配慮

・棚に荷物を入れる

○登園する

予想される幼児の姿

・したい遊びがはじめや そびをする

子ども時間

出迎える

・保育室前で

環境構成

泡のクリーム、色水ジュース、泥だんごなどを使い食べ物屋さんごっこをする。
食べる人、作る人と役割を分担しているが、3 歳児は作り役が多い。型ぬき
を使ったたこ焼きづくりでは、自然物を野菜やタコに見たててトッピングし、
せんまいどおしでたこ焼きをひっくり返す事を楽しんでいる。

を楽しんだり、チョコクリームや抹茶クリームを作ったりして楽しんでいる。
大きい子に泡を分けてもらい、お店屋さんごっこのケーキ作りにも参加している。
○お店屋さんごっこ

量、泡だての力強さのバランスがとれていない為、毎回出来上がりにばらつきが
ある。しかし、混ぜる事が楽しく、石けん泡に葉を入れたり、土を入れ色の変化

○泡あそび
ボールに石けんをけずったものと水を入れ泡だて器で混ぜる。水加減と石けんの

水と土の分量の加減によりカサカサだんごやベチャベチャだんごになることに
気付いている。遊びの体験を重ねていくうちに、白い泥は固い、黒い泥はや
わらかいと、感触の違いもわかり、一日おいただんごは固くなり、つぶしたら白粉になるなど、
発見していた。固くなっただんごを竹のとゆで転がし、砂だんごとの固さの違いを試している。

○泥あそび
手の中でコロコロところがし、だんごが作れるようになってきた子もある。

になる。濃くあざやかな色水が出来上がる度に「○○ジュース出来た」とまわり
の友だちや保育士に伝え、コップに移しかえ、ジュース屋さんの品物に加えている。

花がらや葉をすりばちとすりこぎでつぶし、色出しをする。以前はたくさんの量
を作ることに喜びを感じ、水の量もあふれる程そそぎ入れていたが、大きい子
の姿に目が向くようになり計量カップからコントロールしながら水を加えるよう

〈遊びの特徴〉
○色あそび

⒑:30

・舞台ごっこ一式

・お医者さんごっこ一式

指先おもちゃ

タイム

年少児リラックス

ツ

・自ら進んで手伝う姿をほめ ・片付けを楽し

士も一緒に行う

言葉がけをする

止めながら、明日につながる

での遊びに切り替えたりし

る

守る

で遊んでいるのか把握し見

だり、舞台ごっこを始め ・子ども達がそれぞれにどこ

・室内のおもちゃで遊ん

遊びに参加する子もいる

し、年長、年中児の集団

・遊戯室の雰囲気をさっ ながら過ごす

ラックスして過ごす

きな場所で遊んだり、リ 外あそびを延長したり、室内

まで続けたり、室内の好 子を見て、臨機応変に対応し

・外での遊びを満足いく ・その日の子どもの遊びの様

○リラックスタイム

び続ける子もいる

・出来上がった物で、遊 ・もっとしたい気持ちを受け

する

友だちと一緒に洗おうと しく感じられるように保育 るか

・汚れたものを保育士や ると共に片付けることが楽 ん で 行 っ て い

・汚れた道具洗い用バケ 元の場所に戻す

〈ねらい〉
○自然物にふれ、手を加えることにより変化していく面白さや物の感触を味わう。
○好きな遊びや興味ある遊びを通して友だちや大きい子と一緒に遊ぶ楽しさを共有する。
〈内容〉
○泥を使ったままごとあそびを楽しむ。
○石けんを泡立ててクリームを作り、泥と組み合わせたりして遊ぶ。
○自然物を使って色水を作って遊ぶ。
○飛行機を折ったり、飛ばしたりする。
○ごっこあそびを楽しむ。
〈内容選択の理由〉
・夏に泥、土、砂、水で感触あそびを十分に楽しんできた。本時の遊びはその延長線上にあり、泥
の感触あそびから形を変化させ、ごっこあそびをするまでに至った経過がある。
・年長、年中児の遊びをモデルに、したい遊びや関わりの深い相手をきっかけに仲間に加わり、遊
んでみようとする姿がみられる。その中でやり方を教えてもらったり、自分で試したりする姿を
みとりたい。

んでいる。又、大きい子の姿を見て同じ作品を作ろうと素材を探してきたり、保育士に○○がほ
しいと伝えたり、年長児や保育士に手伝ってもらいながら作品作りを楽しんでいる。

そばでは、大きい子の仕事ぶりを見て、真似をしようともしている。
○砂あそび・とゆでのだんごころがし
型ぬきが形よく出来るまで何度もやっている。
山を作ってトンネルを掘ったり、道を作って水を流し入れたり、それぞれ
のペースで楽しんでいる。
とゆの坂道にだんごを転がし転がっていく様子や、途中でくずれていく様子を見
て、繰り返しチャレンジしている。泥だんご他、葉っぱや石ころなど、球状のものを探してきて、
転がしたり流したりして遊んでいる。
○舞台あそびごっこ
「この曲かけて」とリクエストし、音楽に合わせて自由に表現しながら動き、
キャラクターになりきる。又、マイクを持ち、カラオケのように熱唱し舞台
にあがっている。
○お医者さんごっこ・ままごと
白衣を着て「どこがえらいですか？」とドクターになりきり、病人役の子を
ベットに寝かせて手当てをする。カルテを書くふりをしたり、診察券を手渡
しながら病院への呼び込みをする。注射は相手の反応をみながら対応をかえ、
やさしい言葉をかけ、強めに何本も注射をして重病であることを表現して遊
んでいる。包帯巻きも両手で指先をコントロールしながらゆっくりと巻き付けている。なかなか
難しい作業のようだが懸命に取り組んでいる。
人形を抱っこして母と子の設定で病院に訪れる姿も多い。
○製作あそび
アイロンビーズをペットボトルのフタに入れ、別のペットボトルでふたをして
音の鳴るおもちゃを作る。
箱やペットボトルをハサミで切る等、いろんな素材を使って切り刻むことを楽し

子どもを主体とした保育

くケンカも見られる。その一方で、
「○○ちゃんみたいにしたい」と友だちを意識し、同じ物を持
ち「一緒にあそぼ」と声をかけ遊ぶ姿がある。

遊びに加わったりする姿も見られる。
○製作あそびに興味をもち、ハサミ等道具を使ったり細かいビーズ等を扱ったりできるようになり、
形あるものを作りたい意欲が出て来た。
○大きい子にまじって遊ぶ子もいるが、同年齢同士の平行あそびをしている子は、物の共有が難し

〈発達の特徴〉
○子ども時間には自分の好きな遊びを見つけて、楽しめるようになってきた。
○クラスの中だけでなく、他のクラスへ行き大きい子の遊びに興味を持ち、そばで様子を見たり、

付く姿がふえてきた。
○排泄は定期的に声かけはするが、自分のタイミングでトイレに行けるようになってきた。

〈生活の特徴〉
○1 日の生活の流れの見通しを持ち、
「今、何時？」
「ご飯の時間や」
「おやつ？」と時計を意識し気

【子どもの姿】

平成 29 年 9 月 12 日（火）9:00～11:00
八雲保育園 3 歳児 たんぽぽ組 17 名（男児 9 名

平成29年度
公開園・校指導案
公開園 【八雲保育園】

乳幼児教育ビジョン推進事業
報告書
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澤田

梓

9:００

時間

保育者の援助・配慮

評価の観点

る事を意識する
入れるように各コー
整えておく

てみようとする

素 敵 なと ころ を周 り

談したり、年長の見本

ら 周 りの 子ど もへ 相 共有できているか
○石けんと水を泡立 を促したり、子ども同

遊ぶ

たりして、友だちと ど に は話 を聞 きな が の場所が子どもで

・石けんや水の量を

平成29年度

に、その思いに共感す

協 力 して いる とこ ろ
えるようにする

乳幼児教育ビジョン推進事業

するため材料や水の 伝え友だちと関わり、

・イメージする色に ・自分の思いや考えを

け集める

るためのものを見つ んばる姿を認める

ら、保育士も進んで整 ・草花など色水を作 な ど 目的 に向 かい が

子どもに知らせなが りつける

の上にある場合には、 ・自然物を使って飾 し て いる 所や 友達 と

色水にするため、工夫

必要な道具はいる分 ・子どもが表現したい

・草花など自然物や る

遊ぶ

ーキなどに見立てて さ を 感じ られ るよ う

させ、コーヒーやケ お も しろ さや 不思 議 しているか

し、形や状態を変化 け ん や土 が変 化す る を発してやりとり

・土と水の量を加減 ・水加減によって、石 ・子ども同士が言葉

に近づけようとする する姿を認める

・必要以上のものが机 だけ自分で集める

場所を準備しておく

子どもが遊びやすい イメージのクリーム 工夫したり、試したり んでいるか

所と作る場所を分け、 で色をつけたりして るものに近づける為、 自然物に触れて遊

・作ったものを飾る場 調節したり、自然物 ・子どもがイメージす ・道具等を操作し、

う整えておく

自分で行いやすいよ たりして遊ぶ

集めから片付けまで たり、泥と組み合せ する

・子どもが道具や材料 ててクリームを作っ 士 の 関わ りを 大切 に

整理する

ように材料や道具は つけたりそれを使っ ・子どもが困った時な ・作りたいものやそ

・子どもが使いやすい ・作ったものを身に の子どもに伝える

る

んで使えるようにす れて同じものを作っ 夫 し てい ると ころ や いるか

ージに合うものを選 ・年長の作る物に憧 ージを探りながら、工 わり合って遊んで

ておき、子どもがイメ ぶ

・色々な素材を用意し ○おしゃれ工房で遊
・作りたいもののイメ ・周りの子どもと関

の も てる 言葉 をか け か
もから好きな遊びに
ナーの遊びの環境は

に、今日の遊びに期待 見つけられている

○好きな遊びをする ・昨日のふり返りを元 ・自ら進んで遊びを

○登園する

子どもの姿

仕度を済ませた子ど

子ども時間

環境構成

りやすい土の硬さにするために水を少しずつ加えて調節する。水でぬれた手で撫でると表面が滑

○泥あそび
粘土質の土に水を加えて感触を楽しむ。またケーキの型をバケツや鍋などの道具でとる。形が作

り、ペンで書いたりビニールテープで飾り付けるなどしてアレンジしてイメ
ージに近づけようとしている。
作った物でごっこ遊びをしたり、友だちと同じテーマの物を作り、イメージを
共有させて遊ぶ姿がある。

○色々な素材を使ってイメージした物を作り、それを使って遊ぶ。
色画用紙や空箱などを用いてカメラやスマホ、剣などを作る。ハサミで切りレンズの穴を開けた

○石けんを用いてクリームを作り、それをレストランのメニューに組み合わせる。
固形石けんをおろし金で削り、水を合わせて作りたいイメージのクリームを作る。分量を少しず
つ調節し、手首のスナップをきかせ泡立て角の立つクリームを完成させてい
る。それを友達と分け合い色づけしたり、水を加えてクリームの状態を調節し
たりして、ケーキやたこ焼きなどに利用している。作りたい物のイメージを子
ども同士が共有しているため、クリームの分け合いも言葉でやりとりができ、
スムーズである。出来上がった物はお店屋さんでふるまう。

⒑:45

⒑:30

よ り よい もの にし よ ・目的に向かい子ど

く飛ぶのか、子どもと

付いたりする

るか
たりして綺麗にしよ
うとする

ことに気付いてい
り、ぞうきんでふい れるようにする

・机の上を片付けた に 遊 びの 中で 片付 け をもち片付けする

にする

しむ

の子どもに伝える

体を動かすことを楽 を具体的にほめ、周り

・友だちと一緒に身 ・子どもの身体の動き

プなどをする

か

る

びをふり返る

ちづけをする

し、遊びや行いに値打

ージを膨らませて遊 た と ころ を伝 えた り

たりし、遊びのイメ で 子 ども の素 敵だ っ

いたり、意見を伝え たり、今日の遊びの中 いるか

うに、円になって集め ・友だちの話しを聞 発 表 する 機会 を作 っ 話しに耳を傾けて

全員の顔が見えるよ ○ふり返りをする。 ・子ども自身の言葉で ・保育士や友だちの

とを知らせる

トミックが始まるこ スキップやギャロッ よ り 感じ られ るよ う 識して動いている

から音楽を流してリ ・音楽に合わせて、 るなどして、リズムを ・友だちや周りを意

・時間になると遊戯室 ○集団あそびをする ・かけ声や手拍子をと

用意する

やスポンジをそばに って洗って片付ける 伝え、子どもが意欲的 しようという思い

れや洗い用のバケツ 具をスポンジ等を使 で、気持ちがいい事を ・遊びの場を綺麗に

出来るように、道具入 ・使わなくなった道 物 を して くれ たこ と をしているか

・整理されたり、洗い ・遊びの中で片付け

になるようにする

付 き 工夫 のき っか け

折ったり風向きに気 な ど 様々 な要 素に 気

をつくるため丁寧に り方、風向き、投げ方

・遊びながら片付けが 〇片付けをする

にする

が選んで作れるよう ・よく飛ぶ紙飛行機 一緒に考え，紙質や折

の紙を用意し、子ども り飛ばしたりする

・様々な紙質や大きさ ○紙飛行機を折った ・どんな紙飛行機がよ

る

に し た言 葉か けを す

も の つな がり を大 切

ュース作りを楽しむ と共に、子どもと子ど るか

・友だちと一緒にジ う と する 姿を 認め る もなりの工夫があ

量を調節する

・曲にのせて身体を動かすことが好きである。音やリズムに合わせて身体で動かしたり、感じたり
する経験をしてほしい。

<内容選択の理由>
・夏あそびの中で自然に十分に関わり、その特性を知ったことで作りたい物へ活用する事を楽しん
でいる。中でも興味が高かったコーヒー、ケーキ、ジュース、紙飛行機とテーマをしぼり、イメ
ージするものに合わせて自然物や材料を用いて作る、工夫する、新たな発見をする姿を見とりた
いと思う。
・年長児の作る物へ憧れの気持ちを抱き、真似ながら同じように作ってみようとしている。そこで
友だちと関わりながら遊んだり作った物で遊ぶ楽しさを感じてほしい。

＜内容＞
〇おしゃれ工房で遊ぶ。
〇石けんと水を泡立ててクリームを作ったり、泥と組み合わせたりして遊ぶ。
〇自然物を使い、色水を作って遊ぶ。
〇紙飛行機を作って遊ぶ。
〇集団あそびをする。

〇リズムに合わせて身体を動かすことを楽しむ。

〇自然物に興味をもち、遊びのなかで使おうとする。

<ねらい>
〇気の合う友だちと一緒に、言葉で作りたい物のイメージを伝え合ったりアイディアを出し合った
りして遊ぶことを楽しむ。

らかになる等水と土の分量を加減をしようとする姿がある。

子どもを主体とした保育

<遊びの特徴>
○花殻や草を用いて色水のジュース作りを楽しむ。
必要な分の材料を選び、水の量を手元で調節しながらイメージしたジュースに
しようとジュースを作る。材料の種類によってや石けんや炭酸ソーダ、レモ
ン汁を入れることで色が変化することも楽しんでいる。大切なジュースは名前
を付けて残し時間の経過での色の変化を見たり、お店屋さんのお客さんにふるまったりしている。

日なた日陰等その状況により生態や特徴を推察する子もいる。
○友だちとのかかわりが深まり、一緒に遊んだり同じ目的で遊んだりする姿が増える中で自分の気
持ちを表現できずにこらえたり、意見が通らずあそびから離れたりすることがある。
○遊びや生活の中で困ったことがある時、どうしたらいいかを考えたり、子どもからアイディアが
出てきたりする。またそれを言葉で受けとり、共有できることが増えてきた。

<発達の特徴>
○自然物に興味をもち、図鑑で調べてみようとしたり、実際に触れてみようとしたりする。天候や

○年長児が製作する姿等に憧れて同じようにしたいと、見て真似ようとする。
○乳児クラスの子どもに対してお世話したい、笑わせたい、喜ばせたいという気持ちがあり自ら関
わろうとする。しかし、その思いは相手の気持ちを汲まず一方的な時がある。

<生活の特徴>
○一日の生活の流れを見通し、手洗い、排泄、着替え等自ら行おうとする。

【子どもの姿】

平成 29 年 9 月 12 日（火）9:00～11:00
八雲保育園 ４歳児 すみれ組 （男児５名 女児５名） 担任

平成29年度
公開園・校指導案
公開園 【八雲保育園】
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迫田

顕子

〈内容〉

○身近にある物を組合わせて、イメージした物を作ったり、
作った物で遊んだりする。
・３名の女児がおそろいのバックを作り、持ち歩いて遊ん

・保育室前で

9:00

⒑:30

うと工夫している

れに合うストローの長さ、 ているか
美味しそうに見せる為の工
夫や、もてなす為の心遣い

るようにする

付かせる

飛ばしたりして遊ぶ
を見比べられるよ 機の飛び方を見比べる
う色々な向きに飾
る。又、素材によ
る回り方の違いを

・同じ遊びをしている友達 ・名前を呼び合っ
と仲間であるという嬉しさ たり笑顔で顔を見
を感じられるように、一緒 合わせたり話をし
に取り組んでいる様子を見 たりしているか
守り、楽しそうな様子を言 ・一緒に製作する
葉にしたり、楽しい気持ち 友だち同士言葉を
交わし合っている

日)
りを基に、展開を
予想し、準備を行
う。

身を整えておく

室などに移動し、更に遊び 夫しているか

・リズムに合わせて身体 ・子ども達の見本となるこ ・リズムに合わせ
を動かしたり、向きを変 とを意識しながら身体を動 て身体を動かして

ける為に言葉を交
わし合い工夫して
いるか

り、作った物を使って遊
ぶ
平成29年度

らせる

る

りで発しているか

考えを言葉や身ぶ

対し自らの体験や
する
ージに向け追求する

子ども達へ返していく

認し合えるように り返り交流し合う
を意識しながら共通のイメ

せているか
・互いの表情が確 ・子ども時間の遊びをふ ・遊びの姿を値打ちづけし、 ・保育士の言葉に
客さんを想定し本物らしさ

・形や色、飾りについてお

・相手と息を合わ
ふり返りをする

向きを変えている
か

所を見とり、伝える

・昨日より良くなっている ・タイミング良く

を作りデコレーションす 仲立ちする

・子ども達のイメージを引

しながら楽しむ
・泥でケーキやコーヒー き出しそこに近づけるよう

組み合せたりして遊ぶ

て子どもと共に湿 クリームを作ったり泥と けんや泥の変化を楽しむ

いるか

いるか
集団あそびをする

・イメージに近づ
・作った物を身につけた

えたり顔を見合わせたり かす

しを持ち行動して
か

・次の活動に見通
育士に伝えている
を製作する

扱う

・子ども達の作品を大切に か

定着させる

けようとしている

付ける

場所を一定にし、 所に戻す

識できるよう置き ちと使ったものを元の場 とを意識しながら丁寧に片 しておく物とを分

ながら、イメージした物 守る

・泥を必要に応じ ○石けんと水を泡立てて ・保育士も一緒になって石

うにする

くでふり返れるよ ・友だちに声をかけ合い を発展させられるように見 ・自分の要求を保

をおしゃれすごろ 発想で製作する

・これまでの遊び ○おしゃれ工房にて自由 ・たんぽぽ組の舞台や遊戯 ・遊びの場所を工

片付けの場所が意 ・一緒に遊んでいた友だ ・子ども達の見本となるこ ・片付ける物を残

葉を発しているか
する
し、製作キャビネットの中 ・工夫して製作し
ているか

いて工夫したり言
色々な素材を利用
・可そ性の高い素材を準備 か

に共感したりする

感じられるよう
片付けをする

させ、今日の風について気 を感じそれを言葉

方や飛ばし方につ

る
○紙飛行機を折ったり、
・風車は風の向き ・風車の回り方と紙飛行 ・風車の回り方に目を向け ・風の強さや向き

・紙飛行機の折り

ついて実行した事を評価す
について聞いたりする ( 前 ているか
う、前日のふり返

にしているか

などについて考えさせ考え
好きな遊びをする

い遊びを尋ねたり必要な物 所へ向かったりし

・子どもペースで
存分に遊べるよ

・今日したい事を意識して ・必要な物を用意

頓されているか

夫の幅を広げられ
せたりし最後まで見届ける

膨らますと共に工 にするために工夫する

・出来た色水につ
丁寧に出来るよう確かめさ ・棚の中が整理整

する様子を認め励ます

備し、イメージを ・とっておきのジュース ・グラスに対しての量やそ いて言葉で表現し
・持ち物の始末を忘れずに ているか

様々なグラスを準 スを作る
となり挨拶を行う
・タオルを出す

・物を丁寧に扱っ

・大きさや形など ・思い思いの色のジュー ・目的の色に向かって努力 か

準備出来るよう見守る

すい水さしを置く

作って遊ぶ

・水の調整がしや ○自然物を使い、色水を ・必要な自然物を自ら考え ・目的の色を作ろ
じられる様、保育士が見本 いるか

評価の視点
・挨拶する気持ち良さを感 ・笑顔で挨拶して

保育者の援助と配慮

・帳面にシールを貼る

・棚に荷物を入れる

登園する

予想される幼児の姿

・個々の遊びと同様、集団での活動も相手と合わせたり、競い合ったりしながら改めて自分自身
を感じ、共に生活する周りの友だちを感じる場である。その中で力を出し切って遊ぶ事で、共
に高め合える仲間である事を意識してほしいと願い、集団あそびを内容とする。

を見とりたいと思う。
その為に、子ども達の興味関心から続いている遊びを内容とする。

・毎日のふり返りを通して、子ども達は明日に向かって誰と遊ぶのか、何をして遊ぶのかをイメ
ージして登園している。その遊びの中で工夫したり、思いを伝え合ったり、協力したりする姿

〈内容選択の理由〉

○集団あそびをする。

○紙飛行機を折ったり、飛ばしたりして遊ぶ。

○石けん水を泡立ててクリームを作ったり泥と組合わせたりして遊ぶ。
○自然物を使い色水を作って遊ぶ。

遊びに向かえるようにした したり遊びたい場

出迎える

環境構成

時間

何と何を混ぜるとどうなるか、日にちが経つとどうなるか、等にも気付
き一定の法則を持っていることにも気付いている。

理な注文をし、やりとりを楽しむ姿も見られる。
・色水あそびでは、完成の色を見通して作ったり、試す為の素材を持参したり、

○戸外にて環境に働きかけて遊ぶ
・泥・水・石けん・花・葉などを使い、ジュースやケーキ、たこ焼き等を作ったり、それを使っ
てごっごあそびをしたりする。そこに出来てないような、ビールやノンアルコールビール等無

付き万華鏡に利用したり、ペットボトル片に色づけし、レンジで加熱したり、色合いや光への
興味にも広がりがみられる。又、フタからも様々なイメージの広がりが見られる。

風車作りにも挑戦していた。そうした活動の中で、ペットボトルの光の反射に気

・
「浮かぶと沈むの探検隊」でペットボトルに親しみ、水に浮かべる。水を吹
く，水中メガネ等と利用の仕方が変化していった。又、由良川小学校との
中間休み交流にて、５年生の部屋でペットボトルの風車を見つけたことで

おしゃれ小物を中心とした作品作りが続いている。アク
セサリーやめがね、バック、ぞうり等身につける物を作ったり、バックの中身を充実させたり
しながら遊びに使用し楽しんでいる。

○おしゃれ工房にて自由発想で製作する。

○友だちと一緒に身体を動かしながら、力を出し切って遊ぶ楽しさを味わう。

〈遊びの特徴〉

子どもを主体とした保育

でいた事をきっかけに「おしゃれ工房」という名称がつき、

○自然生物や自然現象に関心をもち、その美しさや特徴を感じながら遊びに取り入れる。

〈ねらい〉
○友だちと共通の目的をもって遊ぶ中で工夫したり、思いを伝えたりする楽しさを感じ、協力し
て活動を進めていく。

○４・５歳児合同で集団あそびをする。
・リズムに合わせ、全身を使って身体を動かしながら、二人で合わせたり、ブリッジの高さやシ
ャチホコの柔らかさを競ったりしている。

○遊戯室で遊ぶ
・暗い部屋の暗さや、ライトを使っての遊びを楽しんでいる。
・大型積木でサーキットを作ったり、コマ回し場を作ったり、お客さんを招待したり、自分達で
作った物で遊びを広げている。

・小山の基地あそびでは、丸テーブルを土にうめ込み電車をイメージしている。
・風車の回り具合を見ては、風の吹き方を感じている。又、その風を利用し、
紙飛行機を作っては飛ばし、折り方や飛ばし方を工夫している。

いたりしながら遊びに使用する。
○ふり返りの話を念頭におきながら、子ども時間の中、何をして遊ぶのか考えたり、言葉に表し
たりしながら行動している。
○おそろいの物を作ったり、同じ目的に向かって力を合わせたり、小さい子に教えてあげたり、
相手の気持ちや立場を理解した上での関係作りが見られる。

〈発達の特徴〉
○色々な素材を利用し、小さな飾り等の細かな細工を施して製作を行い、身に付けたり、持ち歩

姿があり、年長児としての自覚と誇りを感じている様子がうかがえる。

〈生活の特徴〉
○基本的な生活習慣が身につき、家庭から遊びに必要な物を持参したり、前日持ち帰った作品を
再び持って来たり、見通しや期待を持ち、行動している。
○時計を見て「もうそろそろ」という感覚を身につけ、生活の区切りを意識して、遊びの時間配
分を考えている様子が見られる。
○片付けや準備等、保育士の手伝いを進んでしようとしたり、「きょうだい」を気遣ったりする

【子どもの姿】

平成２９年９月１２日（火）９：００～１１：００
八雲保育園 ５歳児 さくら組（男児１３名 女児９名） 担任

平成29年度
公開園・校指導案
公開園 【八雲保育園】
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報告書
71

72

荒木由理子

村越千尋 南部祐希

交換をすることで心地よ
く。
はこうとする。

体を動かすことを
楽しんでいるか。

似ながら曲に合わせて走っ
たり、ゆっくり歩いたりす

様子を見守りながら声を
する。

に誘ったりする。

い場所、決まった

平成29年度

としたり自己主張
しながら遊べてい

乳幼児教育ビジョン推進事業

おく。

んだり「どうぞ」
「ありがと なり「ちょうだい」
「どう ・保育士と一緒にや

・椅子を用意して ・食べる真似などをして遊 ・保育士が遊びの見本と るか。

る。


にする

しがったり取ろう
間を楽しめるよう トンして寝かしつけたりす 

立て遊びの中に入り込め ・友達と同じ物を欲
作りままごとの空 ・人形をおんぶしたりトン るように関わる。

切りでコーナーを ルにいれ混ぜたりする。

・ダンボールの仕 ち、包丁で切ったり、ボー と声をかけ子ども達が見 遊んでいるか

○ままごと遊び

を置いておく。

か。

行って遊んでいる

・気に入った玩具を手に持 ・
「何作ってるの？」など ・食べ物に見立てて

が遊ぶ姿を見せたり遊び

子どもが取りやす
場所に玩具や遊具

れるように友達や保育者

めやすいように、 び始める。

・したい遊びを始 ・好きなコーナーへ行き遊 ・したい遊びが見つけら ・遊びたいところへ

る。

・歌を歌ったり踊ったりす かけたり手をつないだり

さつ）をする。

・おはようさん（朝のあい ・参加しにくい子は側で

る。

せて声を出したり、

ことを意識しながら体を ・曲やリズムに合わ
・友達や保育者の動きを真 動かす。

おく。
○体を動かす

・子ども達の見本となる

やつの準備をして べることを楽しむ。

れるように関わる。

・楽しい雰囲気の中食べ

大切にし見守っていく。

・オムツやズボンを自分で ・“自分で”という思いを

ってみようとする。

・トイレへ行って便器に座 く な る こ と を 伝 え て い

る。

分かり替えてもらおうとす ね」と声をかけ、オムツ るか。

・オムツ交換をすることが な？」「きれいししよう いう意欲が見られ

ランチルームにお ・友達と一緒におやつを食

○おやつ

を返してくる。
・「おしっこ出ているか ・自分でやりたいと

・ ト レ イ ン カ ー ス ロ ー  
プ

振り向いたり反応

・絵本

保育者の声かけに

に誘ったりする。

おく。

・ブロック

が遊ぶ姿を見せたり遊び ・名前を呼ばれたり

ーの遊びを整えて ・ままごと

評価の観点

れるように友達や保育者

保育者のねらいと援助

れるよう各コーナ 好きなコーナーで遊ぶ

予想される子どもの姿

・したい遊びがみつけら

環境構成

・好きな遊びに入 ・登園する。

10：00 ○朝のお集まり

9：45

9：30

時間

ら走らせて遊んでいる。
〇園庭遊び
・ジャングルジムに登りたい、竹馬に乗ってみたい、のぼり棒したい等、幼児が遊んでい
る姿に興味を持ち、見よう見まねでやってみようとする。

広い場所を走りまわったり、スキー場の斜面を上り下りしたりする。
また、ダンボールのトンネルをくぐったり、少しの段差でもジャンプをするなど体をつか
った遊びを繰り返して楽しんでいる。
○ブロック遊び
長くブロックをつなぐ事を楽しみ、タイヤをつけて車に見立て「ブッブー」と言いなが

〇絵本
好きな絵本を持ってきて、保育士の膝に座って一緒に見ることを楽しむ。
知っている動物などが出てくると「ワンワン」「ニャーニャー」と言ったり、また指差し
をして保育士に答えてもらうことを楽しんでいる。
〇運動遊び

＜遊びの特徴＞
〇ごっこ遊び
ボールやおなべに食べ物をいれて混ぜたり、「おいしい」と言って食べる真似をしたりす
る。人形をおんぶしたり、布団をかけて寝かせたり、日常において経験したことをごっこ
遊びの中で、再現し見立て遊びを楽しんでいる。

〇保育者や友達の行動や遊びを見て、同じことをしようとする。



・保育士のひざに座ってス ・1 対 1 の関わりを大切 ・保育士に安心感を

とりを楽しむ。

する。

りとりを楽しめるように

にあった絵本を用意しや

保し子どもの興味や関心

ゆったりできる場所を確

おりる。

る。

り出したりする

・机を用意する。

して形ができることを喜

ン

したりごっこ遊びをする。

を机に並べ、食べる真似を

スコップ、スプー ・砂をいれたお皿やカップ

カップ、型、お皿、 ぶ。

を用意する。

・必要に応じて水 ・型に砂をつめひっくり返

・カップなどに砂を入れた 

と具体的に伝えていく。

葉にし「○○だね」など

・子どもたちの行動を言

○砂遊び

ルになる。

具の取り合いになりトラブ 番が待てるようにする。

・自分の思いを通そうと玩 ・歌をうたい、楽しく順

を動かすことを楽しむ。

か。

びを楽しんでいる

・土を触って感触遊

三輪車・車等を見つけ、体 受け止め、思いを代弁す んでいるか。

たり、欲しがったり
○固定遊具

を見守る。

・好きな遊具（ブランコ・ ・一人ひとりの気持ちを する姿を見せて遊

りする。

保育者のいる所まで走った ・危険がないように遊び ことに興味をもっ

・友達が遊んでいる

を 動 か し 楽 し さ を 味 わ しんでいるか。

り歩いたり、ジャンプして ながら保育者も一緒に体 を動かすことを楽

戸外遊び

ープのトンネル

いるか。

・積み木の一本橋をゆっく ・危険がないよう見守り ・友達や保育者と体

とアピールをする。

絵本を持ってきて「読んで」 る。

・シャラシャラテ ・マットの山に登ったり、 う。

・ 積み木

・ マット

○ 運動遊び

場所を確保する。

ゆったりとできる キンシップを求める。また にし、スキンシップを図 持ち笑顔で遊んで

○絵本

ン、スプーン

おなべ、フライパ ら、友達や保育士とのやり する。

おんぶ紐、お皿、 や身振り手振りで伝えなが やりとりを楽しむように

ロン、人形、布団、 そうさまでした」など言葉 に、簡単な言葉を添えて とを喜んでいるか。

・キッチン、エプ う」「いただきます」「ごち ぞ」など、身振りととも りとりを楽しむこ

＜内容選択の理由＞
○一人一人が安心して過ごせる空間の中で好きな遊びを見つけてほしい
○見立て遊び、ごっこ遊びを通して友達や保育者との関わりの楽しさを感じてほしい
○体を動かす心地よさ、楽しさを味わうことで自ら活動することの喜びを味わい、活発に
遊んでほしい

〇体を動かして遊ぶことを楽しむ
○ごっこ遊びを楽しむ
○砂遊びを楽しむ

＜内容＞

＜ねらい＞
○子どもの思いを受け止め安心して過ごせるようにする
〇のびのびと体を動かし、好きな遊びを友達や保育者と一緒に楽しむ
〇遊びを通して友達や保育者との関わりを楽しむ

保育者に援助してもらってやってみたり、
「できた」の満足感を味わい「もう一回する」
と繰り返したりする（２歳児）。
・ 水と土を混ぜて、泥の感触を楽しむ。
カップに砂を入れたり出したりを繰り返し遊ぶ。幼児が泥だんごを作っている姿を
見て、土をギュッギュッと握ったりして自分で作ろうとする。

子どもを主体とした保育

○友達の持っている物を欲しがる一方、持っているものを友達に渡したくないなどで、喧嘩
になる。

〇生活や遊びの中で、「自分で」「いや」「〇〇したい」と強く自己主張する。
〇自分のしたいこと、してほしいことを言葉や、指さし、身振りなどで伝える。
〇友達への興味関心が高まり、同じ遊びをしようとする。

＜発達の特徴＞

また、オムツに出たことを知らせたりおむつを指さしたりして伝える。

〇トイレに誘いタイミングが合うと、トイレで排尿できる。

＜生活の特徴＞
〇手づかみやスプーンを使って、好きなものを意欲的に食べている。苦手な物もあるが、保
育士に励まされたり、友達が食べている様子をみて食べてみようとする。
〇着脱は保育者に援助されながら“自分で”してみようとする。

平成 29 年 10 月 12 日(木) 9：30～11：00
永福保育園 1.2 歳児 （男児 3 名、女児 6 名） 担任
【子どもの姿】

平成29年度
公開園・校指導案
公開園 【永福保育園】
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担任

荒木由理子

村越千尋 南部祐希

環境構成

予想される子どもの姿

を楽しんだりする。

で好きな遊びを
ればイメージ通りに作 ・使いたい道具が
育者と一緒に考えて解 いったり、自分な

10：00

ど）や用具の用 する。役になりきって友
達 とやり 取りし なが ら

応を見ようとし
ったり置いたり に 試行錯 誤しな がら 作 ・子ども達が顔を合わ たりしているか。

か したり 追いか けた り
する。

について話をしたりで う と 言 葉 で 表 現

平成29年度

きるようにする。

おく。

自 分で遊 びを見 つけ て るようにする。
は保育者が付き
添う。

○体を動かす

・園舎外へ出る際 遊びだす。
・十分に体を動か ・リズムや音程などピア ・子どもの動きを具体 ・ 笑 顔 で 走 っ た

ムで水筒のお茶を飲む。

くように残して で いたこ との続 きな ど ことで季節が感じられ
用意しておく。

に水筒、椅子など を 済ませ てラン チル ー

・黙々と遊びに没

か。

って遊んでいる

・友達と関わりあ

いるか。

・遊びを提案して

か。

したりしている

・前日の遊びが続 ・好きな遊びや前日遊ん ・自然物を取り入れる 頭しているか。

べるように見守る。

休憩できるよう ・排泄、手洗い、うがい

9：45 ・ランチルームで ・片づけをする。

○戸外での遊び

け 役の子 が他の 子を 脅

と は別の 物に見 立て て が提供した季節の話題 こ と 等 を 伝 え よ
しているか。

と想像して楽しむ。お化

作 ろうと してい たも の を楽しんだり、保育者 分 の 知 っ て い る
それで遊びだす。

や 鬼のイ メージ を友 達

ぐそばに飾り台 遊ぶ。思わぬ形になり、 時間。同じ話題で会話 ・思ったことや自
を置く。

生活を再現する。おばけ

できるようにす る。作ったもので友達と せてゆったりと過ごす

意。

で使ったものな ・階段下で家族ごっこを

保 育者と 一緒に 体を 動 に気をつけて安全に遊 行 動 し た り 発 言
せたり、相手の反

のが出てくる。イメージ どに共感する。

り返ししている
せるような曲を ・音楽に合わせて友達や ぶ場合は力加減や衝突 ・役になりきって

ールテープをきったり、 るように声をかける。
を引く。

・楽しく体を動か 障害物を越えたりする。 ・乳児と同じ場所で遊 か。

ける。

見立てたライン し、友達と競争する。ゴ 分に体を動かして遊べ ・遊びを楽しみ繰
るような場や機会を設

なくても繰り返し試せ んでいるか。

いるか。

・床にトラックに 育 者の合 図でス ター ト ながらも一人一人が十

用意。

・作ったものを飾 し ている 形にな るよ う

に言葉がけをする。

びに期待が持てるよう を 聞 こ う と し て

・友達と一緒に走る。保 ・友達の動きを意識し

を話し合って決める。

・障害物（運動会 かす。
いておく。

・昨日の出来事や遊び ・保育者や発言し

ているか。

り入れようとし

育者の動きと取

わる。すぐに解決でき 用 し た り し て 遊

び

りしているか。
・進んで友達や保

・今日の遊びや過ごし方 を振り返り、今日の遊 て い る 友 達 の 話

拶）をする。

・おはようさん（朝の挨

具を整理して置 中 で次々 に作り たい も き、楽しんでいる姿な 達 や 保 育 者 に 見

バーベキューをする。

○ホールでの遊

○朝のお集まり

・様々な材料や道 ・「～がいる」と遊びの ・子どもの気付きや驚 ・作ったものを友

○製作遊び

ておく。

チ、巾着袋を置い ・食材を持って出かけて 決していけるように関 り に 工 夫 し て 代

うな物やハンカ で包む。

したりできるよ ・作ったものをハンカチ れるかなど、友達や保 あ る 時 に 探 し に

見立てたり再現 当を作る。

ェーンリング等 ・容器に食材を入れて弁 ・困ったことやどうす しているか。

器、スポンジ、チ めたり和えたりする。

プラスチック容 んできて台所に立ち、炒 伝えたり、一緒に遊び いるか。また選ん

・調理器具、食器、 ・使いたいおもちゃを選 アイデアを周りの子に を 見 つ け ら れ て

びに加わる中で面白い ・自ら進んで遊び

曲を弾く。

はお客さんになって遊
○ままごと

促されるような

の様子を見守る。時に

ら、様々な動きが

を大切にしながら遊び

整えておく。

などを変えなが などになりきって動く。

テンポやリズム 体を動かす。動物や怪獣 さを共感したりする。

せる場所と時間。 ノ の音を 聞いて 自由 に 的に褒めたり動く楽し り、体を動かした

ーナーの遊びは

評価の観点
・子ども同士の関わり

保育者のねらいと援助

しさを味わってほしい。
・運動会や園外保育など手作り弁当を食べる機会が多いので自然と遊びの中に浸透してきた。
作ってもらったことが嬉しくて、それを再現して遊ぶことを楽しんでいる。

＜内容選択の理由＞
・日頃からたくさん体を動かして遊んでいる中で、運動会の時に使った用具を再び遊びに取
り入れたところ、他クラスの取り組みもよく知っていてやってみようとしたり、用具を別の
使い方で遊んでみたりと更に子どもの動きや遊びが活発になった。のびのびと体を動かす楽

＜内容＞
〇戸外で自然物を取り入れたり自らそれに関わったりして遊ぶ。
○体を動かして遊ぶ。
○製作遊び
○ままごと

○自然物に興味を持ちそれを遊びに取り入れて遊ぶことを楽しむ。

＜ねらい＞
〇友達や保育者と思いを伝え合いながら、一緒に遊ぶ楽しさを味わう。
○友達と一緒に体を動かして遊ぶ楽しさを味わう。

れるように各コ 好きな遊びをする。

9：30 ・好きな遊びに入 ・登園する。

時間

を楽しむ姿も見られる。３歳児はハサミで切ることやマジックで絵を描いたりすること

それを保存しておくための冷蔵庫やデリバリー用の箱なども作った。自らの生活体験が
製作物に現れていて、自分のイメージとは異なる発想の作品に刺激を受けながらもそれ

いもののイメージに近づけようとしている。食べ物や料理を作ったことがきっかけで、

○ 製作遊び
空き箱やスポンジ、画用紙などをハサミで切ったりのりやテープでつけたりして作りた

けごっこ、家族ごっこ、ボール運びやボールつき、音楽に合わせて踊る、ミニバルーン、
積み木で乗り物作りなど、自分のしたい遊びを見つけて友達と一緒に遊ぶ。

運動会の続きで体を動かすことを楽しんでいる。かけっこや障害物をくぐること、お化

保育者に見せたり食べて欲しがったりする。
○ ホールでの遊び

ったり、それを包んで箸やフォークなどを添えたりしてセットしている。台所で料理を作
ったり、作ったものを皿に移したりする。どの子も作る役が好きで、出来上がったものを

ことを楽しんでいる。２段、３段と容器を積み上げて大人数で食べられるような弁当を作

〇ままごと
運動会や園外保育の手作り弁当をきっかけに、容器に食材を詰めて自分なりの弁当を作る

＜遊びの特徴＞

○製作活動に興味を持ち、廃材などを使って身近な食べ物や料理を作ることを楽しんでいる。
また、出来上がったものを友達と共有しながら遊びに発展させている。
○自分の思いを保育者や友達に言葉で伝えて自己主張するようになってきている。

〇周りで行われている遊びや、同級生のしている遊びの様子を見ながら、自分のしたい遊び
を見つけてその遊びを楽しめるようになってきた。（３歳児）

に積極的に挑戦し、繰り返し遊ぶ中で体の動かし方を身につけてそれを楽しんでいる。

形よくできるように何度もしてみる。
４、５歳児は目的をもって遊ぶ。ままごとで保育者に振る舞う料理を作ったり、砂山で
道やトンネルを作ったりする。そのために必要な道具を探したり、使い慣れた道具を自
分なりに駆使したりして自分のイメージに近づけている。一人でも固定遊具や竹馬など

らせる。その上級生のすることをじっと見たり疑問に思ったことを尋ねたりする。砂に
水を加えたり砂を追加したりして遊びの中で形の変化を繰り返し試している。型ぬきで

て追いかけっこや競争が始まる。「ここまでな」とゴールを決めて走り出したり、
「こっ
ちおいで」と相手を呼んだりして言葉で共有しながら同じ遊びを楽しもうとする。子ど
も同士での遊びが楽しくなってきている。虫を見つけた時には上級生を呼んで発見を知

が楽しくて繰り返し遊ぶ。
○ 戸外遊び
３歳児は体を動かすことが好きで、園庭でもスキー場でも戸外に出ると友達と誘い合っ

子どもを主体とした保育

＜発達の特徴＞

や一日の予定を確認する。

をしたりする。
○ 登園時に「今日は公文名？（で過ごす）城屋？」と保育者に尋ねて持ち物の始末の仕方

た。（３歳児）
○一日の生活の流れを見通し、排泄、手洗い、着替えなどを自ら行おうとする。（４，５歳
児）
○ 乳児と共に過ごす中で一緒に遊ぶことを楽しんだり、時には乳児同士のけんかの仲立ち

＜生活の特徴＞
〇自分のしたい遊びを見つけたり、身の回りの事を自分でしようとしたりする姿が増えてき

平成 29 年 10 月 12 日(木) 9：30～11：00
永福保育園 3.4.5 歳児（男児 3 名、女児 3 名）
【子どもの姿】

平成29年度
公開園・校指導案
公開園 【永福保育園】

乳幼児教育ビジョン推進事業
報告書
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ごっこ遊びが落ち
着いてできるよう

＜内容＞

＜内容選択の理由＞

９：３０

おはじまり
あいさつ
排泄

大切なだんごは取
り置き、続きからで
きるようにおいて
おく場所を用意す
る。

＊だんご作り
ふるった土にほどよ
く水を混ぜてだんご
状に丸め砂をかけ
る。

＊ケーキ作り
砂をふるったり水を
混ぜたりしてケーキ
を作る。
自然の物を使ってト
ッピングの工夫を楽
しむ。

山・砂場・水回りと 外で好きな場所を見
遊びによっておも つけて遊ぶ。
ちゃが取り出しや
すいようにしてお
く。

室内のおもちゃが
部屋いっぱいに散
らからないように
配置を考えたり声
を掛けたりする。

平成29年度

きるよう気持ちが
つながる言葉掛け
をする。

時間をかけ遊べて
いる姿を認める。
壊れてしまっても
又、再チャレンジで

子どもの工夫して
いるところを認め
子ども同士共有で
きるように声を掛
ける。

か。
だんごの形が綺
麗。固いよ。など
出来上がりの喜
びを言葉にした
り、大切に扱った

さら砂がふわふ
わ。水を入れたら
固まる。など触っ
た感触の違いを
言葉にしたりし
て楽しんでいる

用途に合わせて
道具を見つけて
いるか。
出来上がったケ
ーキにおいしそ
う。きれいだね。
など喜びの言葉
をやりとりして
いたり、嬉しそう
な表情をしてい
るか。

目的をもって好
きな場所を見つ
けているか。

遊びが発展している
・山に登ることで虫や木の実などの秋の発見をしたり、斜面登りや下り坂を体を使って楽しんでい
る。又、山に落ちていたものを砂遊びでの中で使って発展させている。

・運動会をきっかけに高いところからジャンプすることができるようになったことに満足感を得て
Ｓ字フックのスライダーとの組み合わせを楽しむ姿が続いている
・砂の感触の違いに興味を持ち、根気よく砂をふるってケーキの土台にしたり、ふりかけたりして

片づけ・排泄
降園準備

＊山登り
ロープから山登り
階段から山登り
木の実を拾う。
下り坂の坂道を楽し
む。
怖がっている友達を
助けながら登る。

１１：３０ 降園

になる。

りしているか。

しているか。

話したい・聞いて
欲しい気持ちを
誰もが話しやすい 持って発言して
雰囲気作りをする。 いるか。

の声をしっかり聞
き、共感する。

安全に気を付け
ているか。
声をかける。斜面が どんぐりやしい
怖い子どもには、子 の実を見つけた
ども同士で支えあ り、山の斜面を転
えるよう声をかけ ばないよう身体
をしっかり使っ
る。
怖くてもチャレン て粗大運動を楽
ジしている姿を認 しんでいるか。
秋の自然を発見
める。
自然の発見に目を した喜びを言葉
向けやすいよう声 で伝えあってい
を掛けたり、子ども るか。
安全に遊べるよう

るよう待つことを ごっこ遊びの世
心掛ける。必要に応 界の中で言葉の
じて助言する。
やりとりをした

ど各役に分かれてご
っこ遊びをする。

り役を演じたり
して遊びを共有

あった時にはそれ
ぞれの思いが話せ

達や教師に話し
ているか。

自分の思いを友

有しているか。

う言葉をかける。

思いの行き違いが

友達を認めたり
して楽しさを共

描いて表現する
ことを楽しんで
いるか。

ながら描いたり、
描いた物を教師
に伝えたりして

おしゃべりをし

ど言葉で伝えて
いるか。

楽しさや揉め事
が起こった時な

転がしたい思いが
遊びにつながるよ

道具を大切に扱え
るよう見守る。

に話を聞くように
する。

関わる。
Ｓ字フックの貸し
借りや順番が違う
などの子どもの訴
えがあったら正確

安全に気を付け
ているか。

役・ねこ役・お母さ
ん役・お父さん役な

＊ごっこ遊び・魔女

ふりかえり
１１：１５ 集まって話やす
い・聞きやすい隊形

汚れたら自分で着
替えができるよう
預かり着替えを子
どもが取り出しや
すい所にいれてお
く。

危険がないよう教
師の人的環境は必
要とする。
木の実を入れるカ
バンを用意してお
く。

置いておく。

取りやすい場所に

役になりきって遊
べるようグッズを

ておく。

コーナーを設置し

転がす的を設置す
る。

・フックスライダー
・ごっこ遊び
・山登り
・どんぐり遊び
・だんご作り ケーキ作り

ようにしておく。

＊どんぐりころがし
どんぐりまわし

る。

どんぐりは箱に入
れ取り出しやすい

＊自由に絵表現をす

で描きやすいよう
に段ボールを貼っ
ておく。

けたりして跳ぶ。

Ｓ字フックにはおも
ちゃやまつぼっくり
をぶら下げて滑る速
さの違いなどを楽し
む。
ジャンプは遠くへ跳
んだり、掛け声を掛

げる物を工夫し
て楽しんでいる
か。

評価の観点
フックにぶら下

保護者の援助配慮
危険がないよう見
守る。
一緒に掛け声をか
けたりしてジャン
プの粗大運動の勢
いづけをして楽し
さを感じられる様

子どもの姿
＊フックスライダー
Ｓ字フックをぶら下
げて滑らせてその後
ジャンプをして遊
ぶ。

子どもの背の高さ

・体を動かして遊ぶ心地よさや楽しさを感じる。
・秋の自然に触れ、発見したり、遊びに取り込んだりして楽しむ。

１０：４５

環境構成
危険のないようゲ
ームボックス・マッ
トを設置する。
Ｓ字フックを取り
やすい場所に置い
ておく。

＜ねらい＞
・何をして遊びたいのか、教師や子ども同士で会話をしながら見つけていく。

たり何度も繰り返し体を充分に動かして満足する姿がある。

＜遊びの特徴＞
・誰かが興味を持つと僕も私もと広がり活発に遊ぶ姿があるが、興味があちこちへと移っていく。
・運動会をきっかけに体を動かす遊びを好むようになりジャンプをしたり、山登りにチャレンジし

ラブルになることが増えた。

９：１５

時間

子どもを主体とした保育

・大きい子の遊びに興味を持ち「作って欲しいな」と伝えに行ったり「〇〇ください」と働きかけ
たりして遊びの世界を広げている姿がある。
・
「順番が違う」
「作ったのに潰しちゃった」という関わりの中での不快さを感じるようになり、ト

遊びの世界を子ども同士で共有して楽しめることもある。
・興味の幅が広く行動範囲がとても広い。

＜発達の特徴＞
・一人遊びや平行遊びをしている子もいるが、友達とのやりとりがだんだんと活発になってきて

・衣服の着脱で服を裏返したり、ボタンとめをしたり、お箸の正しい持ち方を目指せるようになっ
てきて、生活の中での所作が育ってきた。
・気持ちが安定して生活できるようになり朝の登園時から元気に身支度をすませ遊びだせる様子が
ある。

＜子どもの生活の特徴＞
・排泄の自立に時間がかかる様子であったが、トイレに行くことを拒まず生活の中に排泄すること
が、自然なこととして浸透してきた。

平成 29 年度 11 月 9 日（木曜日）
９：３０～１１：１５
3 才児 たんぽぽぐみ 園児数 男児 6 名 女児 13 名 計 19 名
担任 岩田 香緒理
支援加配 片山 美奈子

平成29年度
公開園・校指導案
公開園 【中舞幼稚園】

乳幼児教育ビジョン推進事業
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９：１５

時間

予想される幼児の姿

子ども達があそび
やすいようにコー
ナーを準備してお
く。
子どもたちが必要
に応じて廃材を取
りに行けるように
しておく。

ックなど
色々な廃材を用意
しておき、子どもた
ちがイメージに合
うものを選んで使
えるようにする。

平成29年度
乳幼児教育ビジョン推進事業

＊どんぐり転がしゲ

＊ブロックで遊ぶ
・ブロックをつなげ
て電車と線路にして
遊ぶ。
・筒状に組み立てた
ブロックの中にバラ
バラのブロックを入
れ、くじ引きにして
遊ぶ。

＊ままごとをして遊
ぶ。
・自分たちで配役を
決め、その役になり
きって遊ぶ。
・人形を赤ちゃんに
してお世話する。
・食事をしたり、出
かけたり、自分たち
で流れを決め会話を
楽しみながら遊ぶ。

＊廃材を使って品物
を作り、お店屋さん
ごっこをして遊ぶ。
・廃材を商品に見立
ててお店に並べたり
する。
・お店屋さんとお客
さんの役に分かれや
りとりを楽しむ。
・お店で買った物を
身につけたり、食べ
る真似をして楽し
む。

箱やトイレットペ 好きな遊びをする。
ーパーの芯・牛乳パ

環境構成

・周りの子ども
達とどの廃材を
使うか何をつく
るかなど会話を
しながら楽しん
でいるか。
・イメージした
物を作ったり、
やりとりを子ど
も同士でしてい
るか。
・して欲しいこ
とを教師に伝え
たりできるか。

評価の視点

・どのどんぐり
・どんぐりにも種類 を選んだかで上
があることに気が付 手く転がった

・自分の作りたい物
を工夫して作れるよ
う言葉掛けをする。
・友達の作ったもの
にも興味を持ち、思
いを伝え合いなが
ら、遊びが共有でき
るよう見守る。

・子ども達のイメー
ジが膨らむよう言葉
掛けをしながら見守
る。

・品物を作るのに子
ども達がイメージし
やすいように言葉掛
けをする。
・友達が作った物に
も興味が持てるよう
言葉がけをする。
・お店屋さんとお客
さんのイメージを膨
らませ、やりとりが
できるよう言葉掛け
をしながら一緒に楽
しむ。

保育者の援助と配慮

・泡を作ったり、花びらを使って色水を作ったりして遊ぶ。
・だんごづくりをする。
・体を使って山登りをする。

＜内容＞
・廃材を使って商品を作り、お店屋さんにして遊ぶ。

・色々な素材を使い、自分のイメージしたものを作って楽しむ。
・秋の自然に触れたり、自然物を使ったりして遊ぶ。

＜ねらい＞
・自分の思いを伝えたり、話を聞いたりしながら、友達と関わることを楽しむ。

が作ってあげる」と材料を持って作りにいく姿もでてきた。

・裏山で見つけたどんぐりを使い、どんな遊びができるかを教師と一緒に考え、転がして遊べるゲ
ームを廃材を使って作った。ゲームを作るためには自分の思いを伝えたり、友達の思いを聞いた
りしながら協力し合う様子があった。また小さいクラスの子たちが興味を示したので「自分たち

遊びを好む子もいる。

制作を楽しむ姿が増えてきた。各々に作った作品を使い友達同士で協力し、店を作り、やりとり
を楽しんだりして遊びを発展させられるようになってきている。
・他児の遊びには関心がなく参加しても同じように続かず、自分の好きな遊びにもどり個々での

になってきている。
・いろいろな素材を使い、イメージを膨らませたり、担任からのヒントをもらったりしながら

９：２０

片付けをする。
排泄を済ませ外へで
る。

＊泡あそびをする。
・水の量を調節した
りかき混ぜ方を工夫
したりして、自分の
好みの泡にする。
・花びらやすりつぶ
して作った色水を混
ぜたり、さら粉や赤
土をかけて変化を楽

＊山遊びをする。
・ロープを使って山
の斜面を登る。
・砂・さら粉・赤土・ ・友達が登るのを見
赤土のさら粉など 守ったり、応援した
いろんな砂や土が りする。
使えるようにして ・ロープが怖い子は
おく。さら粉が作れ 階段から登る。
るようふるいやカ ・山に登り・木の実
ップなどの道具を や葉っぱを拾う。
置いておく。

子どもが活動しや
すいように道具や
材料を準備してお
く。

片付ける場所がわ
かるよう箱に写真
を貼ったり入れる
物を書いたりして
おく。

ームをして遊ぶ。
・いろんな大きさの
どんぐりを転がして
遊ぶ。
・転がる速さや沢山
入れるとどうなるか
など感じながら遊
ぶ。
・壊れた道を直した
りしながら何度も繰
り返して遊ぶ。

・自分のイメージし
ている泡が作れるよ
う言葉がけをしなが
ら見守る。
・友達との違いに気
付けるよう声をかけ
たり、子ども達の気
付きを共有したりす
る。

・危険がないよう見
守る。
・意欲的に登れるよ
う言葉掛けをする。
・登れたことを認め
たり、苦手な子を励
ましたりする。
・自然物が見つけら
れるよう言葉掛けを
しながら、一緒に楽
しむ。

けるよう言葉掛けを
しながら、一緒に楽
しむ。
・転がる速さの違い
を感じられるよう言
葉掛けをしたり、子
ども達の気付きを共
有したりする。
・壊れたことに気が
付いたり直そうとす
る姿を認める。

・作りたいもの
を作り周りの子
ども達と関わっ
ているか。
・色の変化と砂
を混ぜ合わせ後
の変化に気付い
ているか。

どんぐりや葉っ
ぱの種類の違い
に気付いている
か。

しっかり体を使
って登れている
か。

か、また速さの
違いなどにも気
が付いている
か。
・自分の気付き
を教師や友達に
伝えることで共
有する姿が見ら
れるか。
・壊れたことに
気付き、自分た
ちで直そうとす
る姿が見られる
か。

作ってあげたり、初めて作る友達に作り方を教えてあげたりする姿もでてきたので、引き続き楽
しめるように見守っていきたい。
・年長組がだんごづくりをしているのを見て興味を持ち真似をして作り始める。どの土ですれば作
れるか。どれぐらい水を入れれば固まるか。試したり困った時には年長組に作り方を尋ねてみた
りして挑戦しているところ。土や土と水を混ぜた感触も感じながら楽しんで欲しい。
・山遊びができるようになりロープで斜面を登ったり山道を歩いたりすることで沢山体を動かすこ
とを経験して欲しい。

＜内容の選択＞
・家から廃材を持ってきたことで、自分のイメージしたものを作り始め、それを商品にして自分た
ちでお店屋さんを開いている。作るだけで終わりにならず、友達と相談して商品や看板を作った
り、お店屋さんとお客さんになりきり、やりとりを楽しんだりできるように見守っている。
・6 月頃より泡あそびを始める。初めはただ作るだけだったが友達の作る泡と自分の作る泡の違い
に気が付く。水の量やかき混ぜ方で泡のフワフワ感が違ったり、色水を混ぜ、いちごやぶどう味
の泡にしたり、さら粉や赤土をかけてチョコ味にしたりして楽しみ始めた。また小さい子に泡を

子どもを主体とした保育

＜遊びの特徴＞
・遊ぶのは好きで自分の好きな遊びを見つけて楽しんでいる。興味を持った泡遊びは、1 学期より
続いており、少しずつ発展させたり、友達同士作り方を教え合いながら楽しむ姿が見られるよう

ころである。

＜発達の特徴＞
・各々の遊びから友達と一緒に遊ぶ姿が増えてきた。友達との関わりの中で自分の思いを強く通そ
うとする様子もまだまだありトラブルになってしまう。
・理解力や体の面で個人差が大きいが、教師の言葉がけやサポートを受けながら過ごしている。
・困っていることや、思っていることを自分なりの言葉で少しずつ伝えられるようになってきたと

年長組に対して憧れの思いで見る姿も見られはじめた。

【子どもの姿】
＜生活の特徴＞
・一日の流れを見通して自分のことは自分でしようとする。
・好奇心旺盛で遊びや行事にも楽しんで参加できるようになってきている。また行事では

平成 29 年度 11 月 9 日 （木曜日）
９：３０～１１：３０
4 才児 ばらぐみ（男児 5 名 女児 9 名 計 14 名）
担任 杉山 智代

平成29年度
公開園・校指導案
公開園 【中舞幼稚園】
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を提案したりする。
・繰り返し挑戦しよ
うとする姿を認め
る。
・土や水と混ぜた時
の感触などに意識が
持てるよう言葉がけ

・水の量を調節しな
がら固さを工夫す
る。
・丸めただんごにさ
ら粉をかけていく。
・壊れても何度も作
り直す。

っているか。

か。
・場所を確認し

平成29年度

・生き物にとても興味があり、虫を探して遊ぶ。

＜遊びの特徴＞
・体を動かすことが好きなので、友達同士声を掛け合って鬼ごっこやドッジボールをする。チーム
を決めるなど、自分達で進めようとする様子が見られる。
・その時に興味・関心をもったことを友達や教師に力を借りながら発展させようとする姿がみられ
るようになってきたところである。例えば、夏場は草花で作った色水を混ぜ合わせたり、他児の
遊びや教師からヒントをもらい、石鹸で作った泡を加えたり、氷らせたりして何日も続けて遊び
込んでいた。
・裏山に興味がでてきて思い思いに遊ぼうとする。
どんぐり拾い
基地作り
化石掘り
だんごづくり
・その場、その場で遊んで終わってしまうことが多い。
・おばけやしきへの取り組み
6 月頃から、男の子を中心におばけのでてくる「迷路」を描くのが流行りそれが「本物を作って
小さいぐみを驚かせたい」という思いに発展している。好きな廃材を使って、思い思いのおばけ
をイメージして作っている。

＜発達の特徴＞
・理解力や体の発達に多少の個人差はあるが友達をみながら自分もやってみようとする気持ちにな
れる様子。
・おしゃべりタイム（振り返り）を通して、少しずつ話し方や伝え方、聞く力をつけてきている。
・友達に興味があり、積極的に関わろうとする姿がみられるが、思いを通そうとしたり通らなかっ
たりで、ぶつかる様子もある。
・年長児として小さい人のお世話しようとする気持ちが生まれている。

【子どもの姿】
＜生活の特徴＞
・基本的生活習慣が自立しているので、身支度や食事・排泄などは見通しを持って自分達で行える
ようになってきている。
・各々に力があるが、小さい時から受け身なところがあり、指示を待ってしまう様子もある。

平成 29 年度 11 月 9 日（木曜日）
９：３０～１１：１５
5 才児 すみれぐみ
男児 8 名 女児 5 名 計 13 名
担任 山内 真紀子

・自分の使った物を し て い る 姿 を 認 め ながら片付けて

片付けたり手伝った づける。
りする。
・意欲的に片付けを

片付ける場所が分 ちらの役も楽しむ。
かるようわけてカ
ゴを用意しておく。 片付けをする。
・最後まで片付けが ・友達と協力し
・自分の使った物や できるよう言葉がけ て片付けをしよ
友達が使ったものを をしながら一緒に片 うとしている

逃げたりつかまえた
くて追いかけたりど

には理解できていな るように言葉がけを たい。また明日
い子もいる。
しながら見守る。
もやりたいなど
・つかまらないよう
次への期待を持

・ルールを理解して けるのも楽しみなが か。
鬼ごっこをする。中 ら、遊びが盛り上が ・もう一度やり

・上手く数が数えら 数えられるよう一緒 ・ルールを理解
れず、なかなか鬼が に数えたりする。
して遊びを楽し
決まらない。
・逃げるのも追いか もうとしている

たり、みんなで数が いるにか。

１１：３０

＜内容選択の理由＞
・10 月山が解禁になったことから、山で遊ぶことに興味を持ってきているので、まだまだ発展途
中であるが、のびやかに体を動かしながら友達と一緒に山で遊びこんでいけるように見守りたい。
・だんごづくりは 1 学期は園庭の砂で作っていた。園庭の砂で光るだんごを作るのは難しく教師に
頼ることが多いが、赤土のだんごはそれより簡単で自分で作れることを知っている。その違いを
楽しんだり、土選びや水加減など工夫することを楽しんで欲しい。
・おばけやしき作りは 6 月頃から始まっていて、ついに小さいぐみを招く段階にきている。各々が
本番を心待ちにしている様子を見守っていきたい。
・10 月、雨が続く中、ホールでの好きな遊びも各々みつけあった。ルールのある遊びなどを友達
と作り上げていく楽しさや難しさも沢山感じながら、元気に遊んで欲しい。

「基地」を作ってみようとする。
・リース作りをする。
・廃材を使っておばけや自分の好きなものを制作する。
・ホールでドッジボールやままごとをする。

＜ねらい＞
・友達や教師と自分の好きな遊びを満喫する。
・秋の戸外の気持ちよさを感じながら、山遊びを楽しむ。
・おばけやしきへの思いを膨らませながら制作を楽しむ。
・山あそび（基地作り・木の実拾い・だんご作りなど）を通じて友達と思いやイメージを共有した
り、協力しあったりすることを楽しむ。
＜内容＞
・山で・・・だんごづくりをする。
しいの実やどんぐりを拾って遊ぶ。

降園する。

思いやイメージを膨
らませたりする。

・自分が発表したり、
友達の発表を聞い
て、明日への遊びの

ると他の子の発表は
なかなか聞けない子
もいる。

る。
・自分の発表が終わ

・自分たちで友達を ないときには、どう 鬼決めをするの
誘いあい、ジャンケ すれば、決めること か自分の思いを
ン を し て 鬼 を 決 め ができるかを提案し 伝えようとして
る。

・友達や教師の話を
聞き共感する子がい

・自分達だけでも上 ・どんな鬼ごっ

思いを伝えられ
ているか。
・友達の話も聞
けているか。
・次への遊びへ
期待を持ってい
るか。

・自分の言葉で

いるか。
・自分の思いを
言葉で伝えられ
・どんな思いがあっ ているか。
て残しておきたいの
かを聞いてみる。

る。

自分の場所に座り、 排泄を済ませ保育室
話を聞く姿勢が作 へ
れるようにする。
＊振り返りをする。 ・子ども達の声を受
け止め、次への遊び
・自分がしていた遊 につながるよう声か
びや楽しかったこと けをする。
をみんなに伝えよう ・友達のしていた遊
と意欲的手を挙げて びにも関心が持てる
発表する。
ようにしていく。

く。

・鬼ごっこやこおり 手く鬼決めができる こをしたいの
おにをして遊ぶ。
か見守る。決められ か、どうやって

＊鬼ごっこ

・水の量を工夫
しているか。
・友達と比べた
り共有する姿が
みられるか。

・自分のイメー
ジするだんごを
作れるよう砂や
土を選べるか。

片付けるだけで終わ
ってしまう子もい
る。
・続きで残しておき
たい物は取り置きコ
ーナーに置いてお

子どもを主体とした保育

感触を楽しむ。

・使う土や固さの違 をする。
い、土と水を混ぜた

・どのようにすれば
上手く作れるかを一
緒に考えたり、年長
組に尋ねに行くこと

＊だんご作りをす
る。
・さら粉や赤土を使
ってだんごを作る。

しむ。

平成29年度
公開園・校指導案
公開園 【中舞幼稚園】
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１１：３０

１１：１５

降園する。

ム」
（ふりかえり）を
する。

「おしゃべりタイ

片付けて、入室する。
降園準備をする。

・自分たちで役を決
め、家を作ってまま
ごとを楽しむ。

・自分たちで声をか
けメンバーを集めて
ドッジボールや鬼ご
っこを始める。
・チームや鬼を自分
たちで決める。ジャ
ンケンや話し合いで
決めるが、納得でき
ず気分を損ねてしま
う子もいる。そのこ
とを教師に訴えに行
く。
・あたったら線の外
にでる。ジャンケン
で勝ったら復活でき
るなど、ルールを決
める。

をかける。

ていく。
各々の出来上がりを

ながら褒めたり励ま
したり気付いていけ
るよう言葉がけをし

以前置いておいたも
のを使う。
・友達の作った「も
と」や「さら砂」を
使う。

て楽しむ。
・途中経過を見守り

・ふるいを使ってさ
ら砂を作る。

り置けるような場
所を作っておく。

させてみたり、よい
加減で作れた子のや
り方を他児にも気付
けるよう発信する。
・教師も一緒に作っ

・各々、道具を手に

・これまで作ってき
た時のことを思い出

ていけるよう褒め、
認めていく。

・山へ登ったことで
達成感や自信がつけ

・布やビニール袋も 取り土を掘って「だ
自由に使えるよう んごのもと」を作っ
ていく。
にしておく。
・作った物を置いて ・これでいいのかと
おいたり、続きを取 何回か確認に来る。

意し自由に使える
ようにしておく。

【だんごづくり】
・山にふるいやカッ
プ・スコップなど用

達成感を味わう。

実など見つけて拾
う。
・登り切ったことで

・山の足場の悪さを
楽しんだり、木の形
を見て楽しむ。
・どんぐりやしいの

評価の観点

自分の言いたい
ことを嬉しそう
に話せている
か。

・呼ばれたら笑
顔で仲間に入っ
ているか。
・自分達で遊び
を進めていくこ
とを楽しんで笑
顔で遊んでいる
か。
・上手くいかな
い事にもどかし
そうにしている
か。
・どうして欲し
いか友達に伝え
ているか。

がりが楽しみだ
と言っている
か。

・黙々とさら砂
をかけて出来上

と共有できてい
るか。

か。
・自分の成功例
や失敗例を友達

ように友達と思
考錯誤している

・ちょうどよい
土の固さになる

めたりしながら
作っているか

・自分のリース
を友達に見せた
り、友達のを褒

遊びたいと言っ
ているか。

いているか。
・木の実の違い
に気付いている
か。
・山で遊んだこ
とに自信を持
ち、また明日も

・基地作りの意見や ・ロープを使っ
思いを聞き、共感し て登り切ったこ
たり、褒めたりする。 とを喜んでいる
また工夫したり、活 か
動を深められるよう ・基地作りでは、
声をかけていく。
自分の意見を友
・木の実の違いに気 達や教師に伝え
付けるよう声をかけ ているか。また
友達の思いを聞
る。

保育者の援助と配慮

ように子どもたち
が使ったままにし
ておく。

ーは続きができる

・これまでの積み重
ねを認めながら、で
きあがりを楽しみに

話しながら作っ
ているか。
・自分のだんご

ようと思えるよう声
をかける。

ジなどを嬉しそ
うに伝えている
か。

上手くいかないもど
・
「〇〇君がちゃんと かしさを共感しなが
決めてくれない」と ら、どうしたらいい
訴えてくる。
か考えられるよう声

る。

めるため、友達
に元気に声をか
けているか。

・メンバーを集

おばけのイメー

ことに没頭して
いるか。
・自分の作った
・おばけ作りだけで
なく自分の好きなも
のを作っている。

に配置など手伝う。

ジが実現できるよう
る。

せることができる
か、考えて作ってい

っているか。
・イメージが
次々湧いて作る

りに満足して作

・自分の思い通

かった」と感じ
ていても、また
しようと言って
いるか。

・
「上手くいかな

の出来上がりに
満足しているか

・友達や教師と

認め、また作ってみ

・
「〇〇おばけ」とイ できるように声をか
メージしている。
けていく。
・小さい組を怖がら ・子ども達のイメー

・好きな廃材を使っ
ておばけを作る。

【ドッジボール】 ・おばけやしきのコ
【ままごと】
ースも自分のアイデ
・ままごとのコーナ アを出して考えてい

【おにごっこ】

使えるようにして
おく。

・テープ・マジッ
ク・紙なども自由に

を部屋に持ち帰り飾
る。
・途中の物はビニー
ル袋に入れとってお
く。
【おばけ作り】
・だんごだけでなく
・廃材を種類ごとに 土でいろんな形を作
分けておいておく。 って遊ぶ。

・さら砂をかけてだ
んご作りを続ける。
これでいいのかと何
回か確認しに来る。
・友達同士見せ合い
ながら作っている。
・だんごを磨くとき
の布を自分の気に入
るものを選ぶ。
・出来上がったもの

子どもを主体とした保育

１０：５０

・基地を目指して山
に登る。
・基地を拠点として
山の中で遊んだり、

予想される幼児の姿

基地作りの続きをす
る。
・リース作りの続き
く。
・リース作りに必要 をする。
なボンドやリボン ・ロープを使ってた
を用意しておく。 くましく登って行
く。

環境
【山遊び】
・木の実を入れる容
器を置いておく。
・袋を置いておく。
・基地作りに使うた
め、木片・すだれ・
紐・など用意してお

時間
９：１５

平成29年度
公開園・校指導案
公開園 【中舞幼稚園】
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担任

女児

７ 名）

１１時 １５分

坪倉真紀 松﨑美優 藤原育子 井上絵里

３名

７ 日（ 木曜日） ９ 時 １５ 分 ～
はな組（男児

9:15

時間

よう十分気をつける。

平成29年度

♢保育士とのスキンシッ
伝える。
を触ったり引っ張った

乳幼児教育ビジョン推進事業

を触られたり引っ張ら

○自分が使っている物

りする。

いるか。
笑う。
で 丁 寧 に 置 き換 え て

ているか。
求めたり抱きついたり
似 で き る よ うな 玩 具

膝に座ったりする。

♢たくさん笑顔や声がで
士の所へ来て抱っこを
◎飲んだり食べたり真

を準備する。子どもが

プを喜んでいるか。
○遊びの区切りに保育

か。

○友達の使っている物

♢親しい人の顔が分かり
○あやしてもらうこと

保育士の顔を見て笑って
◎両者の行いたかった
○フーズをお皿に入れ

か。
らせようとする。

育士の顔をじっと見て

たり出したりしている

く応答的に関わる。
カバンも持って歩く。

こ と や 気 持 ちを 言 葉

♢フーズを皿や鍋に入れ

い を 受 け 止 めて 温 か
て歩く玩具を引き歩き
ボックス・カバン）

愛情をこめて関わる。 前 進 し よ う と し て い る
情、指差し、身振りで知

♢ずり這いやはいはいで
あ や し た り しな が ら

○自分の思いを声や表

たり出したりする。

り出したりしているか。

保 育 士 が 子 ども の 思
れて持ち歩く。引っ張っ
プ・フーズセット・ランチ

け止め、触れ合ったり

って歩く。

待っているか。

りされることを期待して

♢あやしたり、こそばした

喜んでいるか。

♢あやしてもらうことを

えようとしているか。

♢保育者の誘いかけに応

を喜んでいるか。

育士に読んでもらうこと

くったりしているか。保

分のペースでページをめ

♢絵本をじっと見たり自

を喜び期待して待ち保

♢玩具をカバンに入れた

り 行 動 な ど に対 し て
○カバンにフーズを入

◎子どもの片言や身振
スプーン・レンゲ・コッ

鍋・フライパン・皿・茶碗・ する。

かける。

◎甘えたい気持ちを受

る。

認しながら歩いたり倒
れても気にせず引っ張

方 に 置 い て 誘い か け

りながら倒れないか確
か。

せて笑顔で応え、でき
にフーズを入れて蓋を

たね、上手など言葉を

に、玩具を子どもの前

に引き歩いたり、振り返
を伝えようとしている

は し っ か り 目を 合 わ

し揺らして音をたてる。

で の 前 進 を 促す よ う

を倒れないように慎重
片言などで自分の気持ち

も の で き た の訴 え に
○鍋やランチボックス

を大切にする。

転ぶ。

べさせる真似をする。

１ 対 １ で 関 わる 時 間

○マットの山の下で寝

◎ずり這いやはいはい

そ ば し 遊 び など し て

て乗り越えて降りる。

◎いないいないばあ、こ

○引っ張って歩く玩具

さりげなく元に戻す。
える。

下りたり腹ばいになっ

引っ張って歩く玩具

な ど に 巻 き 付か な い

♢指差し・身振り・表情・

助けを求めているか。

使 っ て い な い玩 具 は
て保育士の顔を見て訴

○マットの山を登って

たり下りたりする。
戸板滑り台・マットの山

する

か に 見 守 っ たり 子 ど

♢困った時には保育士に

安 全 面 に 気 をつ け て
時にはア～と声を出し

ている時には直す。首

たり、保育士や友達に食

（保育士の顔を見る）

な ら で は の 姿と 捉 え
○うまく入れられない

○斜面の途中から登っ

＊体を使った遊びを用意

の 紐 が 絡 ま って 困 っ

子 を よ く 見 てい て 静

保育士に伝えているか。

た り せ ず に この 時 期
て自分で拍手をする。

る

使って食べる真似をし

♢最後にできたの訴えを

ま い た り し ても 叱 っ
にできたと保育士を見

する。
◎引っ張って歩く玩具

ら れ る よ う 少し 介 助

○斜面を歩いて下りた
り走って下りたりする。
○はいはいで斜面を登

か け 山 を 自 力で 越 え

たりする。

◎マットの上から誘い

て転倒を防ぐ。

に つ い て 支 えた り し

◎一人ひとりの遊ぶ様

度も繰り返しているか。

っ く り 返 し たり ば ら
○１つやってみるごと

う。

ある絵本・本棚・ベンチ

○段差を登ったり下り

て膝に座り読んでもら

お気に入りの繰り返しの

◎まだ歩行が安定しな

○保育士に読んでと言

い 子 も い る ので そ ば

様子をそっと見守る。

など言う。

うように本を差し出し

いる時には近くでその

を真似したり、ワンワン

＊絵本

見て楽しむ。一人で見て

○好きな場面でしぐさ

○スプーンやレンゲを

♢入れたり出したりを何

（キッチン・机・ベンチ・ ○コップで飲む真似を

＊ままごと遊び

か。
入れる・出す・ねじる。 ◎引っ張り出したりひ

する。

をつける。

確かめているか。

叩く・掴む・引っ張る・

べるようにする。

♢玩具を触って肌や口で

たり叩き合わせている

けたり叩き合わせたり

じる）

し な が ら 安 心し て 遊

ど 安 全 面 に は十 分 気

○両手に持って打ち付

む・握る・振る・叩く・ね

た り 言 葉 を かけ た り

わっているか。

○つまむ・握る・振る・

に入れて舐める。

し・つまむ・引っ張る・掴

ぞ れ の 遊 び を見 守 っ

手を伸ばして触ったり関

♢両手に持って打ちつけ

○玩具を手にとって口

意 す る 。（ ぽ っ と ん お と

携 を と り な がら そ れ

♢自分から様々な玩具に

と語りかけで見守る。 り這い）
◎クラスの保育士で連

◎玩具の誤飲や怪我な

すこともある。

＊手指を使った遊びを用

出す。かごをひっくり返

玩具を棚から引っ張り

玩具を置く

たい歩き・はいはい・ず

◎好きな絵本を一緒に

量を考えて準備する。
する姿を優しい笑顔

で絵本をめくり見る。
き・はいはい・ずり這い）

行っているか（歩行・つ

が取り出しやすいように

具を選び関わろうと

分類し、同じ種類・数

分 か り や す いよ う に

○ベンチに座って１人

れたりすると声を出し

行き（歩いて・つたい歩

評価の観点

選んで遊べるよう子ども

保育者の援助と配慮

た欲求を満たすことができるよう、この遊びを選択した。

が安心できる保育士のそばで好きな遊びを選んで、保育士との応答的なやりとりの中で、発達にあっ

な絵本を保育士と一緒に見たり自分でゆっくりと見ることも好きである。このような姿から、子ども

が安定してきた子が多く、はいはいの子どもたちも自分から広い部屋を動き回り活動的である。好き

ズを入れたり出したりする姿も見られ、食べたり飲んだりと身近な体験を模倣して遊んでいる。歩行

玩具を選んで手指を使って、出したり入れたりを繰り返している。おままごと遊びでも皿や鍋にフー

手指の操作の発達を促す為に、手指を使って遊べる玩具を手作りしたところ、自分からいろいろな

＜内容選択の理由＞

・絵本

・体を使った遊び（戸板滑り台・マットの山・引っ張って歩く玩具）

・おままごと

・手指を使った遊び（ぽっとん落とし・太鼓・マラカス・つまむ・ひっぱる・ねじる）

＜内容＞

ことを楽しむ

○いろいろな物を手にとって舐めて確かめたり、出したり入れたりを繰り返して遊ぶ

○安心できる保育士と一緒に好きな遊びを楽しむ

＜ねらい＞

○友達が楽しそうにしている姿を見て真似しようとする姿がでてきた。

しむ。保育士に読んでと言うように絵本を差し出し、膝に座って読んでもらう。

○好きな絵本を一人でゆっくりと見ながら指差して動物の名前を言ったり、しぐさを真似たりして楽

○お友達が使っている物を触りに行ったり、引っ張って取り自分が使おうとする。

○何でもカバンに入れて持ち歩く。

○鍋やランチボックスにフーズを入れて、蓋をしめて揺らし音を鳴らす。

○保育士や友達に食べさせようとする。

て怒る。

予想される幼児の姿

り、倒れても気にせず引っ張って歩く。
○スプーンやレンゲでフーズをすくったり混ぜたりして、食べたり飲んだりする真似をする。

＊子どもが自由に玩具を ○気になる玩具の所へ ◎ 子どもが自分から玩 ♢ 自分から行きたい所へ

環境構成

○自分のしたいこと、してほしいことを片言で伝えたり、身振りや指差しで伝えようとしている。

に来たりする。

○特定の保育士との関わりを求め、遊びの区切りに保育士の所へ来て抱きついて甘えたり玩具を見せ

○味がよく分かるようになり、今まで何でも食べていたが嫌いな食材もでてきた。

している姿を見て真似しようとする。

○動く物をしっかり目で追ったりすることができ、友達や保育士のことをよく見ている。楽しそうに

○少しの段差ならこけずに歩いたり走ったりする。

○歩行が安定し、自分で行きたい所へ移動する。

●１歳５か月～１歳８か月

感じている子もいる。

た食べ物を意欲的につまんだり、掴んだりして口へ運び食べる。手で触ったり握ったりして感触を

○自分からスプーンにのった食べ物をとりこんでごっくん・もぐもぐしたり、取り分け皿に取り分け

て喜ぶ。

○親しい人の顔がよく分かるようになり、担任には笑顔で笑いかけたり、あやしてもらうと声をだし

○つかまるところがあると、つかまり立ちをしたりつたい歩きをする。

○お座りをして、玩具を舐めたり前屈して前方にある玩具に手を伸ばす。

口に入れて舐めて確かめる。

○目当ての玩具に向かってはいはいで移動し、手に取り掴んだり握ったりし、

○腹ばいから手足を使って少し前進する。（ずり這い）

○腹ばいになって肘をついて、少しお腹が浮いた体勢や体をねじって左右に動く。

●７か月～１歳４か月

＜発達の特徴＞

○引っ張って歩く玩具を倒れないように慎重に歩いたり、振り返って倒れないか確認しながら歩いた

○戸板すべり台やマットの山を自分の力で登ったり下りたりする。

て取りだそうとする。

○入れる穴に合わせて集中して入れようとしたり、入れた物を容器の蓋をとってひっくり返したりし

○たくさん入れたあと出して・・・と、入れたり出したりを繰り返している。

○これまでは中身を出すだけだったのが自分で入れて出す遊びに変わってきた。

●１歳５か月～１歳８か月

○頭に布をかけられると自分でとり笑う。

興味のある玩具に手を伸ばして口に入れて舐めて確かめる。

○ずり這い・はいはい・つかまり立ち・つたい歩き・歩行（数歩）で、自分で行きたい所へ移動して

○鏡に映る自分に向かって笑いかけたり叩いたりして喜ぶ。

○玩具を両手で持ち、舐めたり噛んだりしゃぶったりして素材の感触を感じている。

○玩具を掴んだり振ったり叩き合わせたりする。

○棚の中や箱の中の玩具を引っ張り出したりひっくり返したりする。

○１対１であやしてもらうことを喜び、期待して待ったり、じっと保育士の顔を見つめ笑う。

●７か月～１歳４か月

＜遊びの特徴＞

子どもを主体とした保育

しようとしたり身をまかせる子もいる。

○保育士の言葉かけに、自分も手足を動かして衣服の着脱に参加

していないことがある。

○おむつ交換時には自分で足を開いたり、お尻を持ち上げたりする。交換中に寝返りをうってじっと

○離乳食の段階に応じて（ごっくん・もぐもぐ・かみかみ）保育士に介助されながら食事をしている。

○手づかみやスプーンを使って意欲的に食べようとしている。

○保育士に助けられながらコップで飲んだり、自分でコップを持って飲む。

○保育士がエプロンをつけて身支度を始めると、自ら手洗い場へ行き手を洗おうとする姿が見られる。

○食事の時間を喜び、自らすすんで椅子に座ろうとする姿が見られる。

も必要。月齢の大きい子は１回寝になり、まとまってぐっすり眠れるようになってきた。

○眠たい、お腹がすいたなどの生理的欲求を訴えて泣いたりする。月齢の小さい子は午前寝

＜子どもの生活の特徴＞

【子どもの姿】

０ 歳児

平成 ２９ 年 １２ 月

平成29年度
公開園・校指導案
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楽しさを感じている姿が見られる。

めて満足している姿もあり、月齢によって様々な楽しみ方が見られる。

フーズを持っていることを楽しむ姿もある。

「ブーブー」と見つけた物を知らせようと身振りや言葉で伝えたりするように

身を動かして遊ぶ楽しさを感じてほしいと考えている。

ー積み木をつなげて設置すると、保育室からよく見えるバスに見立て、保育士の歌に

９：１５

時間

いるか。

りできるような場所を げたりする。

・お弁当箱にフーズ りがとう」などの言 したり、保育士の口元に
・テーブル、椅子

・電子レンジ、冷蔵庫、 を入れ振って遊んで 葉をかけ、再現して 持って行き食べさそう

現しようとしているか。

「ブッブー」と言っ すい言葉をかけたり
たり、耳に当て電話 する。
に見立てたりする。

・列車
・カラー積み木
・絵本

せ、
「どうぞ」と渡し なく援助する。
・おんぶ紐
に取りじっくり見てい
るか。
◇保育士に指差しや言
葉で知っていることを

本を持ってきたり、 に座って読むなど落
保育士と一緒に見な ち着いた雰囲気の中
がら「わんわん」と で見られるようにす
指差したりする。

◇保育士と一緒に遊ぶ

巾、おんぶ紐を持っ 葉や動作を模倣してい

◇人形のオムツを替え

めるようにする。

り下りたりする。
・鉄棒、マット

平成29年度

合いになる。

・遊具の場所の取り

りする。

感したりする。

たり、跳んで叩いた けたり、楽しさに共

・風船に手を伸ばし 動かしながら誘いか

遊べる環境にする。

落としなど指先を使 している姿を見守

遊んでいるか。

る。
たりする。

＊ゆっくり落ち着いて ○パズル、ポットン ◎繰り返ししようと

〈ほし２〉

せる真似をしたりす
たり、足を上にあげ 遊べるようにする。
◎保育士も共に体を

たり、飲み物を飲ま
いでくぐる。

・鉄棒にぶら下がっ 代弁しながら安全に

・人形に布団をかけ

言う。

ぶ・だっこして」と

に持って行き、
「おん

気持ちを受け止め、

・風船・スズランテープ ・トンネルを四つば 起きた際には互いの

◇集中して指先を使い

動かそうとしているか。

ばいや歩いて登った 動かして楽しむ姿を
・トンネル平均台

見守り、トラブルが

をもち、模倣したり体を

・マットの山を四つ ぶなど全身を様々に
・マットの山

真似をしているか。

・おんぶ紐を保育士 姿を言葉にする。
◇保育士や友達に興味

＊運動遊具を設定する。 ○運動遊びをする。

◎登る、下りる、跳

たり、ミルクを飲ませる

らうことを喜ぶ。
〈ほし１〉

再現したりしている

を保育士につけても どもが見立てたり、

るか。

・エプロンや三角巾 どと言葉をかけ、子
の言葉を一緒に楽し

飯あげてるの？」な

干したりする。
止め、絵や繰り返し

てつけてほしいことを

洗う真似をしたり、 ◎「ねんねやね」
「ご 行動や言葉で伝えてい
や言葉を丁寧に受け

な が ら 思 い に 応 え ロン、三角巾を持って来
・洗濯機に服を入れ、 る。

差し出す。

ぱ～い」とコップを の？」と言葉を添え ◇保育士のもとにエプ

・「ジュース」「かん てきた時は「つける るか。

したりする。

たり、食べる真似を ◎ エ プ ロ ン や 三 角 中で「かんぱ～い」と言

◎一人一人の身振り 伝えようとしているか。

る。

◇興味のある絵本を手

む。

・フーズをお皿にの 必要に応じてさりげ を楽しんでいるか。
に歌ったりして楽し

そうにしている時は 持ち歩いたりすること
りする。
・エプロン、三角巾
・人形、ベッド、布団

「ゴーゴー!」と一緒

ズを入れたり出した ◎物干しに干しにく 入れ振ったり鞄に集め
・洗濯機、物干し
受け止め返したり、

○読んでほしいと絵 ◎保育者のひざの上

遊ぶ。

◇お弁当箱にフーズを

遊ぶ楽しさを感じら としているか。
キッチンセット

・お皿、コップ、フーズ ・レンジの中にフー れるように関わる。
スや電車に見立てて もの身振りや言葉を

いる。

「ごちそうさま」
「あ って行き食べる真似を

○カラー積み木をバ 「もしもし」と子ど

◎「ブーブーやね」

る。
用意しておく。

いを身振りや言葉で表

ねたり、組み合わせ 遊んだり、再現しや
・ブロック

＊ままごと用の玩具を ○ままごと遊びをす ◎「いただきます 」 ◇スプーンを口元に持

◇見立て遊びの中で思

○ブロックを積み重 を受け止め、一緒に
設定しておく。

の言葉かけをする。

ね」、「入ったね」等

「ぽっとん言った

とができるように
所を見つけ、遊んで

かしたり、乗って遊んだ で走らせたり、つな る様子を見守り、そ
れぞれの見立て遊び

た感覚にも気付くこ

り、落ちた音や入っ
し、ボタンはめなど）

った遊びをする。
◇興味のある玩具や場

・指先を使った遊び

＊乗り物に見立てて動 ○列車をレールの上 ◎集中して遊んでい

保育者の援助と配慮

したり表現したりして保育士とのやりとりを楽しんでほしい。

○これらの遊びの中から自分で遊びたい場所や玩具を選び、楽しんでほしいと考えた。

（パズル、ポットン落と

予想される幼児の姿

の中で目と手を協応させ、指先を使った遊びを十分に楽しんでほしい。
○身近な人の仕草や行動をよく見て、模倣することを楽しむ姿が増えてきている。安心できる保育士のもとで、模倣

〈前室〉

環境構成

かす真似をしたりといろいろな乗り物に見立てて遊んでいる。

○手指の機能も発達してきてパズルやポットン落としなどに興味をもってしようとしているため、落ち着いた雰囲気

しむ姿が増えてきている。登る、下りる、跳ぶ、くぐるなど、様々な体の動かし方ができる運動遊具を設定し、全

ガタン」と言いながら走らせたりして自分なりのイメージをもって遊んでいる。カラ
合わせて「ゴーゴー」と言ったり、
「いってきま～す」と手を振ったり、ハンドルを動

○安定して歩行し、体のバランスもとれるようになってきて、様々な遊具に興味をもち、体を動かして遊ぶことを楽

て遊んでいる。牛乳パックでつくった列車は、積み上げてみたり、線路を「ガタン、

「ブーン（ひこうき）
」などと言ったり、ブロックを耳に当て「もしもし」と電話に見立

＜内容選択の理由＞

○ままごと遊びをする

○見立て遊び
ブロックを積み重ねたり、組み合わせたりする中で偶然にできた形から「ブーブー」

○手指を使った遊び（パズル、ポットン落とし、ボタンはめなど）をする

○運動遊びをする

○絵本を楽しむ

○ブロック、牛乳パックの列車で見立て遊びをする

＜遊びの特徴＞

きている。

○体のバランスも安定してきて手指を使った遊びを楽しもうとする姿が増えて

＜内容＞
○カラー積み木を乗り物に見立てて遊ぶ

く抵抗したり、友達が持っている玩具が欲しいと泣いたり叫んだりし、かみつ

○保育士と一緒に生活や遊びの中で経験したことを模倣したり見立てたりして遊ぶことを楽しむ。

きやひっかきなどのトラブルも見られる。

自分の思いが出てきて他の子に玩具を取られそうになると「○○の！」と激し

○友達に近付いたり、遊びを真似たりと友達への興味は高まっている。しかし、

＜ねらい＞
○保育士と一緒に体を動かすことを楽しむ。

止めてもらうことで安心して遊びに戻る姿もある。特定の保育士との関わりを
求める姿もあり、不安や甘えを受け止めてもらいスキンシップを喜んでいる。

なってきている。困ったことがあると、保育士の側に来て気持ちを訴え、受け

をしたりとやりとりを楽しむ姿も見られるようになってきている。お気に入りの食器や

「おんぶして」と要求を伝えたり、車を指さし
○保育士との愛着関係を基に、

た、電子レンジや洗濯機、冷蔵庫など身近なものを設定すると、ごっこ遊びが広がり、
ごちそうを食器にならべたり、
「どうぞ」と出したり、
「かんぱ～い」と友達と飲む真似

＜発達の特徴＞

日々の生活の中で経験しているおんぶや寝かしつけを人形で再現して楽しんでいる。ま

そうとすると「自分で！」と援助を嫌がり、自己主張する姿も見られる。

子どもを主体とした保育

○衣服の着脱は、保育士の助けを借りながらしようとしたり、保育士が手を貸

○ままごと遊び

くり返し楽しんでいる。また、きれいな色に魅力を感じてままごとのお皿やポットに集

とおかわりを要求したり、メニューの中の食材にも「きのこ！」
「これは？」
と興味を示したりする姿も見られるようになってきている。

ている。ポットン落としでは、目と手の協応でペットボトルの口に入れたり出したりを

食べさせてほしいと身振りで要求したりする姿がある。また「ちょうだい」

木のパズルは、型にはめるだけでなく見立てて動かしたり、ガラス窓の枠に立てたりし

○パズル、ポットン落とし、ボタンはめなど手指を使った遊び

○食事面では、手づかみやスプーンを使い自分で食べようとしたり、保育士に

座ることを真似たり、逆に座ることを嫌がったりしている。

○排泄では、保育士が誘うと便器に座って排尿したり、友達の姿を見て便器に

見られる。

歩行が安定することで、走る、跳ぶ、登る、などの全身を使った遊びをやってみようと
したり、できたことを喜んだり、保育士に手伝ってもらってやってみたり、体を動かす

たら口を拭く、午睡から起きたらトイレに行ってから保育室に行くなどの姿が

評価の観点

んわん」と確認しながら言葉を真似る姿もある。
○運動遊び

○毎日の繰り返しの中で、おやつや給食が運ばれてきたら手を洗う、給食を食べ

＜子どもの生活の特徴＞

【子どもの姿】

「わ
繰り返し楽しんだりしている。指差しをして保育士が「わんわんだね」と返すと、

いこん」等と知っていることを言葉で伝えたり、
「でておいで」とリズムのある言葉を

本を保育士や友達と取り囲んだりと興味をもって見ている。
「わんわん」
「うさぎ」
「だ

担任 國本由美子、三宅萌子、宮田恵子、水口弘美、久保純子、嵯峨根沙耶香

手に取った絵本を一人で見たり、保育士に読んでほしいと差し出したり、一冊の絵

10 名）

ほし２ 組（男児 ６ 名 女児

○絵本を見る

11 名）

11 時 15 分

ほし１ 組（男児 ７ 名 女児

日（ 木 曜日） 9 時 15 分～

１ 歳児

平成 29 年 12 月 7

平成29年度
公開園・校指導案
公開園 【うみべのもり保育所】
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9：15

時間

予想される幼児の姿

○ままごとコーナー、おうち

○自分のしたい遊びを探す

保育者の援助と配慮

◎自分の欲しい物が探しやすいよ

安心して遊べるようにする

に取ったりしているか

り、気に入ったものを手

◇必要なものを探した

ろうとしているか

者に勧めたりしているか
◎保育者自身が子どもとのやりと ◇料理や食材の名称が出

○お風呂ごっこ
○お風呂ごっこ

うに言葉を加えたりする

るか

いを感じ取り、他児にも伝わるよ べる真似をしたりしてい

と言葉で表現したりする

めるようにする

しようとしているか

○お店屋さん（寿司、パン）

る

・店側に立ち、客に言われたもの 子ども同士の会話に言葉を足した
○パン屋さん

平成29年度

ているか

ど、自分の思いを主張し

か
・
「～作りたい」と作り始めたり、 膨らむような言葉かけをしたりす

ね」など表現を認めたり、表現が

を壁にし、コーナーをつくる

を意識しながら選んだりする

◎子ども自身が選んで遊び始める

＊落ち着いた空間になるよう、隣 丸い形を選び目に見立てたり、形 る

に取り入れられるようにする

＊車のマグネットを用意し、遊び たりする

ていく様子を見て笑ったり驚い ら、
「△△なところがかっこいい

設置

き、気付きなどを表現し
たり、伝えたりしている

・マグネットを付けたり、手で落 共感する
＊マグネット、ホワイトボードの としたり、重さによりすべり落ち ◎子どもの思いを受け止めなが

〇マグネット

◎子どもの驚きや発見、気付きに ◇自分の思い、感情、驚
○マグネット

≪にじ２組保育室≫

する

然にやりとりが生まれるように して」と言う

する

を持ったまま離さないな

しか商品が取れないようにし、自 ・保育者の言葉を借り、相手に「貸 たり、同じものを一緒に探したり

＊片面にナイロンを貼り、店員側 ・友達の物が欲しくなる

っと」と言ったり、玩具

◎互いの思いに共感しながら、
「貸 ◇「かして」
「いや」
「も

出ているか

どの相手に向けた言葉が

うぞ」
「△△ください」な

して」と簡単な要求の言葉を伝え

袋に入れて渡そうとする

＊パン、トング、袋などを用意す を探したり、作ったりして、皿や りして、仲介役となる

けて言う

うに机を設置する

な言葉かけをしたり、必要な時は

しやすいようにカウンターのよ ・欲しいものを店にいる友達に向 ◎友だちの役割に気付かせるよう

の自由な表現を大切にする

「なにがいいですか」
「ど

◎食べる真似をしたり、肯定的な ◇「いらっしゃいませ」

ったり、水の掛け合いをしたりす どもと一緒に作ったりする

り、手で集めたりして頭からかぶ るよう、水の量を調節したり、子

び、動作や言葉でお風呂
に入っている様子を表現

をしたり水を掛け合ったりする
・水に見立てた素材を桶に入れた ◎一人一人が表現を十分に楽しめ

いることを再現する

などを用意し、客とのやりとりを て作る

る

か

◇友達と笑い合っている

倣したりしているか

で水かけたりしてお風呂でして で子どもと一緒に背中の洗いっこ ◇道具や素材、場所を選

・タオルで身体をこすったり、桶 ◎楽しい雰囲気になるよう、笑顔

＊棚にフェルトの素材、皿、帽子 ・自分の好きな具材を組み合わせ 言葉かけを行ったりして、子ども

○お寿司屋さん

プを用意しておく

せるよう、新聞紙やスズランテー 葉に言葉や行動で応えたりする

ているか
り、同じ表現を使うことで周りの ◇友達の姿をみたり、模
＊こどもの声に合わせて、水を足 ・友達の模倣をしたり、友達の言 子たちも模倣してやりとりを楽し

設置しておく

に手桶、洗面器、タオル、椅子を したり、
「あつつ！」
「冷たいお水」 者がモデルとなって反応を返した

＊子ども達が出し入れできる所 ・お風呂では、水を擬音語で表現 ◎子どもの表現に合わせて、保育 ◇繰り返しやりとりをし

と言って出入りする
トを設置し中に机を置く。

「いってきます」や「ただいま」 りを楽しむ中で、子どもの持つ思 たり、麺をすするなど食
＊普段から同じ場所・向きにテン ・

に持ち帰り食べるふりをする

・買った物や自分で作った物を家 ような言葉かけを行う

いたなぁ」など、相手を意識する

＊数が足りない時には、補充でき て、保育者や友達に勧める
るよう予備を用意しておく

見せたり、
「どうぞ」と他

「良い匂いがするね」
「お腹す
板、人形などを常時設置しておく ・食材の色や形から料理に見立 め、

◎子どもの姿を言葉にして受け止 ◇できたものを保育者に

円形プラスチック板（ロンディ）
、 容器で混ぜたり、好きなものを集 いないものは所定の位置に戻す
カット野菜、調味料、包丁、まな めたり、持ち歩いたりする

評価の観点
◎思いや要求を丁寧に受け止め、 ◇自ら玩具や他者に関わ

パン、お弁当、チェーン、５色の ・選んだものを組み合わせ、鍋や う、床に落ちているものや使って

＊お椀、皿、コップ、鍋、フライ ・容器や食材、調理道具を選ぶ

○ままごとコーナー

≪にじ１組保育室≫

環境構成

・コンサートごっこ
年上の子達のコンサートに興味を示し、遊戯室や部屋からその様子をよく見ている。流れてくる
音楽に身体を揺らしたり、年上の子や保育者の真似をして踊ろうとしたりする姿もある。部屋の中
のステージでも踊ったり歌ったり、ヒーローになりきったりして楽しんでいる。

○パズル、紐通し、ボタンはめ

姿や試行錯誤している姿を見守る

◇してほしいこと、困っ
自分の好きな場所で遊ぶ

児が使いたい場合は、予備の玩具 ようとしているか

め、必要な時は、自分で作ったと たところができた時に
しい所のみ手伝ったり、他児に教 保育者に視線を送ったり

◯お面作り

っている

ンを穴に入れることが出来ず、困 する

を選び、お面を作る

保育者が言葉にして十分認め、自 どの自分の思いを保育者
に満足する子どもがいる

てるようにする

り、表情、声、身につけ

◇なりたいものを身振

るか

好きなものになりきる

る子どもとやりとりを楽しむ

り、関わったりしている

○コンサートごっこ

と言ったり、引っ張ったりする

ーを覗きに行く

保育者も一緒になって他のコーナ

こ遊びを楽しんだりできるよう、

◎なりきっている中で、他のごっ

案する

作で主張しているか

物がうらやましく、
「ちょうだい」 持ちに十分共感し、作ることを提 ◇自分の思いを言葉や動

・お面など友達の身に付けている ◎友達の物を欲しがる子どもの気 か

やりとりをする

き、エサをあげたり、なでたりと、 ◎保育者がモデルとなり、表現す りと友達に興味をもった

たり、手を伸ばしてみた

くの友達にも意識できるようにす ◇友達や保育者の目を見
・他児のなりきっている姿に気付 る

うとしているか

感じたり、身体を動かそ

や衣裳部屋、幼児クラスの子ども

る

自分で作ったりする

・お店屋さんに行き、もらったり

ステージに上がったりする

見ているか

まることに関心をもって

言葉を足したり代弁したりする

ているか

葉や態度で伝えようとし

◎年上の子たちとのやりとりを見 ◇自分の思いや要求を言
・好きな曲は踊ったり、誘われて 守り、思いが伝わりにくい時は、

う、子ども達と一緒に遊戯室に出 見たり、体を揺らしたりする

となってやりとりが楽しめるよ ・遊戯室の椅子に座ってダンスを たちの様子を見に行く

びに来てくれたら、保育者が仲介 れると喜んで遊戯室に向かう

も十分に保障し、年上の子達が呼 ・幼児クラスの子が呼びに来てく ◎子どもの思いに合わせ、遊戯室 ◇他児の姿や遊戯室で始

かしたり、歌ったりする

思いに身体を動かしたり、好きな に合わせて、同じように身体を動
＊幼児クラスの子ども達の遊び 歌を歌ったりする

ようにしておく

＊作った衣装をいつでも取れる ・部屋のステージに上がり、思い ◎お客さんになり、子どもの表現 ◇模倣したり、リズムを

〇コンサートごっこ

≪遊戯室、部屋のステージ≫

るようにする。

洗濯ばさみにつけ、いつでも使え 声などを使ったりして、子どもの る意欲を言葉にして受け止め、近 か

＊お面や衣装は自分のマークの ・衣装を着けたり、身振り、表情、 ◎子どもの思いや表現しようとす る物などで表現している

◯なりきって遊ぶ

にする
○なりきって遊ぶ

った達成感や喜びを味わえるよう

いところは一緒に行い、自分で作
う、すぐに帯を付けお面にする

者に手伝ってもらおうとする

難しいときは、
「～して」と保育 がいい？」など思いを聞き、難し
＊他児や保育者に披露できるよ

素材・道具、多めに用意する。

＊子どもの自由な発想を保障し、 ・自分なりの思いを再現するのが ◎「大きい目？小さい目？」
「何色

2 つに分けて設置する

＊素材・道具を使いやすいように ・自分で作ったこと、作ったお面 分が作っている物により愛着が持 に動作や言葉で伝えてい

帯を設置しておく

ロハンテープ、お面台紙、お面の ・素材・道具の中から好きなもの ◎子ども一人一人の発想や工夫を て！」
「もっとしたい」な

◇「できて嬉しい」
「見

・ピースをはめることや紐やボタ えてもらえるよう仲立ちをしたり しているか

ようとする

・手元よく見て、形や穴を合わせ いう達成感が感じられるよう、難 「見て」と声をあげたり、

としたりする

見せたり、外してもう一度しよう ◎子どもの意欲や製作過程を認 ◇完成した時、難しかっ

＊クレパス、シール、自然物、セ ・お面の台紙を選ぶ

○お面作り

正面にして机を設置しておく

＊集中して取り組めるよう、壁を ・完成したものを友達や保育者に を出す

通しを設置しておく

＊２つのパズル、ボタンはめ、紐 ・好きなものを選び、机や棚など ◎完成を喜ぶ気持ちに共感し、他 たことを自分なりに伝え

〇パズル、紐通し、ボタンはめ

＜内容選択の理由＞
○ごっこ遊びでは、子どもたちが自分たちの生活・経験とつなげながら再現し、見立てたり保育者とやりとりする姿がある
ため、言葉や役割など、それぞれの表現を楽しんでほしいと考え、子ども達の生活に身近な店や道具を用意した。また、
店や家などで友達との距離が近くなるような環境の中で、友達や保育者のしていることや言葉に気付き、やりとりするこ
とを楽しんでほしいと考えている。
○遊び・生活の経験から、指先一本一本に力が入れられるようになってきている。自分の好きな遊びの中で、
「こうしたい」
と自分なりの思いを持って物を操作することで、楽しみながら指先の巧緻性を育んでほしいと考えている。
○遊戯室での幼児のコンサートごっこに興味をもって部屋から覗いたり、
２歳児だけで遊戯室に出る時にもステージに上が
り、歌ったり踊ったりする姿があった。その姿から、遊戯室の年上の子達によるコンサートごっこを見ることで、再現し
たり、自分達なりの表現をしてほしいと部屋にステージを設置した。部屋のステージで、遊びを楽しむ中で、遊戯室のコ
ンサートごっこにも参加したり、異年齢児の関わりを楽しんでほしいと考えている。

＜内容＞
○ままごとやお店屋さんごっこ（パン屋・寿司屋・お風呂屋）をする
○コンサートごっこをする
○お面などを作ったり、衣装を身につけたりして、なりき遊って遊ぶ
○マグネット、パズル、ボタンはめ、紐通しで遊ぶ

＜ねらい＞
○自分の好きな遊びや気に入った場所で、身近な人と関わる心地よさを感じる
○自分なりの経験や思いを持って、言葉・表情・動作・見立てなどで表現したり、
保育者や友達とやりとりしたりすることを楽しむ

〇指先を使った遊び（クレパスでの描画、シール貼り、ボタンはめ、紐通し）
つまむ、引っ張る、通す、貼るなどの指先使った遊びを自ら選び、集中して遊んでいる。
目と手の協応も育ってきており、目を描く際には、クレパスの先を注視して描く姿がある。
シール貼りでは、片手で台紙を折り、利き手でシールをつまもうとする。指先に力を入れること、
紐やボタンを穴に合わせることを試行錯誤する姿が見られ、穴に入った時には、その喜びを
「見てー！」と保育者に伝えたりしている。

〇マグネット、パズル遊び
丸、三角形、四角形、アーチ状のマグネットをホワイトボードに付け、楽しんでいる。同じ形を
並べたり、自分が作っものに「鬼」
「アンパンマン」と様々な意味づけをしたり、
「ライオン作っ
とる」
「家、大きくする」などと自分なりの思いをもって作ったりする姿が見られるようになって
きた。
パズルでは、ピースの形や場所を覚えてはめたり、空いている所にはめようと、ピースを回したり
動かしたりして集中して遊んでいる。

・なりきって遊ぶ為の製作遊び
夏、お面を付け、興味のあるおばけになりきることを経験したことで、それまでおばけに
関心がなかった子どもたちにも興味が広がり、思い思いの表現を楽しむ姿が見られた。その後、
おばけの他にも動物、ヒーローなど自分の好きなものになりきり、鳴き声や身振り手振りなど
で表現する姿が見られるようになってきた。一人が動物になりきると、その姿を真似して一緒に
散歩をしたり、エサをあげたり、追いかけたりと友達に関心を持ち関わって遊ぶ姿が見られるように
なってきている。
なりきる為のお面作りでは、クレパス、セロハンテープ、シール、自然物など、どの道具や素材でお面を作るかを自分
で決め、何度も作ることを楽しんでいる。顔のパーツに少しずつ気付いてきており、
「めめのぺったん(シール)つけたい！」
と保育者に伝えたり、クレパスで目や口を描いたりする姿も見られる。完成したお面に満足し、すぐに付けて遊びに使っ
ている。

子どもを主体とした保育

＜遊びの特徴＞
○ごっこ遊び
・ままごと、パン屋、寿司屋、お風呂ごっこ）
それぞれの素材、フーズを使って、自分なりに料理を再現し、出来た物を「ラーメン」
「お弁当」
「人参ご飯」などと見立てて保育者や友だちに勧める姿もよく見られる。月齢の高い子たちが
“お母さん”になったり、
「ここ、おうち」など数人で言い合ったりする姿を受け、家を設置した。
子どもたちが共通の場所を家として認識することで、作った食べ物を持ってきて食べたり、
「いっ
てきます」
「いってらっしゃい」の挨拶をしたりして１つの拠点として遊んでいる。
お店屋さんでは、経験したことを再現することで少しずつやりとりが多くなり、
「イクラください」
「２つください」
「ハイどーぞ」
「何がいいですか？」などのお客や店員を意識した言葉も出てきている。
お風呂ごっこでは、春から、大きな囲いや新聞プールをお風呂に見立てており、現在は、
段ボールの枠をお風呂に、スズランテープや新聞を水に見立てて遊んでいる。お風呂に入る
時には「じゃっぼーん」と音を声で表現したり、
「あつい！」
「冷たい」など温度を表す言葉を
誰かが言うと「あつつ！」と身体をばたつかせて表現したり、バケツで水を入れる真似をした
りして、繰り返し楽しんでいる。個々の姿では、体の洗い方や桶の使い方、お風呂に入っている
時の言葉などがよく再現されている。

＜発達の特徴＞
〇指一本一本に力を入れられるようになり、つまんだり、ねじったり、曲げたり、ちぎったり、引っ張ったりする遊びを繰
り返したり、試したりしている。手遊びなどでは、操作性の難しい“２”や“３”などを指で真似しようとする姿もある。
○自分の意志や要求を言葉や態度で相手に向けて示している。言葉にならず、泣いたり叩いたりすることもあるが、保育者
の言葉を借りて伝えようとしている。また保育者が仲立ちとなり、その反応を伝えたり代弁したりすることにより、言わ
れた方も自分の思いを行動や言葉で返そうとする姿も見られるようになってきた。
○並行遊びから、近くにいる友達の姿や言葉を受け、模倣したり、他者の見立てを受け入れたりする姿も増え、友達との関
わりも増えてきた。
○異年齢児との関わりでは、遊戯室や戸外など同じ場所で遊ぶことで、年上の友だちの様子や作った物などに関心をもって
見ている。

【子どもの姿】
＜子どもの生活の特徴＞
○食事面では、個人差はあるものの、スプーンを使いお皿に手を添えて、こぼさないように口に運ぼうとしている
○食事前や手が汚れた時には手を洗う、外に行く時は帽子や靴下を用意するなどの流れも、毎日の生活の中で身に付いてき
ている
○「おしっこ出る！」とトイレに自ら向かったり、パンツの中で出てしまうこともあるが「おしっこ出た」と保育者に伝え
たりしている。
○衣服が汚れたことに気付くと自分のロッカーに行き、引き出しから新しい服を探して選んでいる。
○ズボンの着脱は自分で意欲的に行う子が多く、衣服の裏表が分からない時は「こう？」と確認したり、上の服が脱げな
い時は「して」と保育者に助けを求めたりしている。

平成２９年１２月７日（水曜日） ９時１５分～１１時１５分
２歳児
にじ１、２組（男児 １９名
女児 ７名）
担任：山本真梨子、菅野まどか、水谷奈緒子、草野三佳、松岡美保子

平成29年度
公開園・校指導案
公開園 【うみべのもり保育所】
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ものをイメージし、難しいところは保育士に手伝ってもらいながら作っている。また、年長、年中児
が製作する姿を見たことから、ただ空き箱に玩具を入れるだけではないことに気付き、空き箱以外の

○自分の思いを言葉で言えるようになってきたが、相手に伝わらず、怒ったり泣いたりする姿もある。

達の真似をしたり、自分で作る楽しさを感じ、表現をする姿を見取りたいと思い内容とした。また、作ったものを飾ること
だけでなく、それらを使いごっこ遊びにつなげ楽しんでほしい。
○運動会後、消防車、救急車が出てくる親子競技の内容からお医者さんごっこへと展開してきている。ごっこ遊びを通して

持ち、それぞれの仕事の簡単な役割を知り、運動会では消防車、救急車に乗って火事を消したり
けが人を助ける競技を楽しんだことからお医者さんごっこへと展開し、自分が病院で体験した出来事
を再現したり、病院にあるものを保育士に伝え一緒に作ったりしながら友達と病院でのやりとり
を楽しんでいる。

９：１５

時間

予想される幼児の姿
◯戸外遊び

保育者の援助と配慮

せる

◇できたものを友達や保育者に見せ

○ラーメン屋さんごっこ

止め、一緒に年長児に伝えに行く

いるか
たいと思い、音楽に合わせて体を動かす

◎年長児のコンサートの様子を子どもと か

◇自分なりにからだを動かしている

に必要な物を子どもたちと取りに行った ◇年長、年中児の姿を見ているか
・衣装をつけたり、自分のしたい楽器を選 り、年長児に伝える

◇「いらっしゃいませ」
「大盛りにし
寄り添ったり仲立ちをしたりする

お客さんに聞きやりとりをしている

◇食べる真似をしたり「ごちそうさま
でした」
「おいしかったです」とラー

・ラーメン屋さんに必要なものに気付き、
友達や保育士と作る

がら作る

１０：５０

◎自らすすんで片付ける姿をほめ、片付け
をおこなう

る

◎もっと遊びたい気持ちを受け止めなが

けをやめてそのまま保育室に戻ろうとす となる

・できたもので遊び続けたり、途中で片付 ◎保育士も一緒に片付けをおこない、見本

うとする

・汚れたものを保育士や友達と一緒に洗お ることが楽しいと思えるような言葉かけ

分かりやすいように棚やカ ・自分の使っていたものを片付ける

する

◎「これ何に使うんかな？」
「お熱計って ているか

◯おはなしタイム

平成29年度

待につながるような言葉かけをする
◎集中して話が聞きにくい子にはそばに
ついて声をかける

・友達の話を聞く
◇患者役の子がどこの具合が悪いの
かを医者役、看護師役に伝え、やりと
りをしているか

カルテや診察券を使いながら看護師にな
りきる姿がある

ポリ袋、セロハンテープ、 ・
「これ作って」
「こうやってできるで」と ◎自分で作った達成感や喜びに共感する

＊広告紙、新聞紙、カラー ◯製作遊び
◇手伝ってほしいことや自分の思い

◎次にしたいことを問いかけ、明日への期 ◇友達の話に興味を示しているか
・作った物をみんなの前で紹介する

か

感する
てほしいことをみんなの前で話す
緒に遊ぶ中で知らせる

がっているか

だけになる子もいる

したり、一緒に患者さんの様子をうか

・今日の遊びの中で楽しかったこと、聞い ◎子どもの気付きや発見、感じたことに共 ◇自分の思いを伝えようとしている

伝えようとしているか

・医者だけでなく看護師の存在に気付き、

・医者役をしたい子が多く、道具を集める ください」とそれぞれの道具の使い方を一 ◇看護師役が医者役の子に道具を渡

すけど」と医者役と患者役になりきる

を使って患者さんを治療しようとし

◎お医者さんの仕事をサポートしながら ◇病院に行った経験を思い出し、道具
・
「どうしたんですか？」
「お腹が痛いんで 医者役と患者役の子どもをつなげる

・ベッドに寝転び患者になりきる

がう言葉が聞かれているか

をする
ルテ、診察券

りしながら子どもと一緒に遊ぶ

り、後ろで一緒にからだを動かしてい
付き、保育士や年長児に手伝ってもらいな しさ、表現する楽しさが感じられるように ◇やりたいことを保育士や年長児に

１０：４０ ＊片付ける場所が視覚的に ◯片付け
ゴに写真を貼っておく

いいところを言葉にして伝える

ら、次回も楽しみにできるような言葉かけ

いるか

と司会役の年長児に聞きに行く子もいる

・コンサートにでるため衣装が必要だと気 ◎保育士も一緒に踊り、からだを動かす楽 るか

の道具の準備、ベッド、カ うとする

◯お医者さんごっこ

もに食べたい物を伝えているか

士や友達、異年齢で遊びを楽しむ

メン屋さんに行った経験を再現して

◇メニューを見ながら店員役の子ど

してラーメン屋さんの遊びにはいり、保育 手伝う

・
「しおラーメンください」とお客さんと ◎子どもと相談しながら難しいところは か

さんにできたものをだす

＊白衣、聴診器や体温計等 ・医者になりきり、注射をしたり熱を計ろ ◎患者役になったり、お医者さんになった ◇医者役の子が患者役の様子をうか

〈保育室〉

ピング用の具材

ざる、ハンカチ、鍋、トッ ・できたものを食べる真似をしたり、お客 ◎他児とのやりとりができるようそばに ますか？」などラーメン屋さんとして

しむ

・
「○○踊りたい」
「うみ組の順番はいつ？」 一緒にお客さんとして見ながら、年長児の ◇お客さんとして椅子に座って見た

CDデッキ、長いす

どんぶり、お箸、スプーン、 ングをする子もいる

か？」とお客さんになったり、ラーメンを さんに必要な道具を使おうとしてい

て遊戯室へ行ったり、参加しようとする

びステージにあがる

る

行き来できるようにする

・衣装、楽器、マイク、CD、 ・お客さんとして参加する中で自分もやり ◎子どもとともに相談しながら衣装作り ◇笑顔で参加しているか

・机、イス、冷蔵庫、
、お皿、 ・メニューを見ながらより具体的にトッピ 作るなどして一緒にラーメン屋さんを楽 るか

の準備をしておく

＊ラーメン屋さんコーナー ・器に紐や具材を入れてラーメンに見立て ◎「ラーメンください」
「お水あります ◇日々の生活の経験からラーメン屋

〈遊戯室〉

＊保育室、遊戯室を自由に ・コンサートをリードする年長児の姿を見 ◎やりたいと思う子どもの気持ちを受け ◇自分のやりたい楽器、衣装を選べて
ているか

〈遊戯室〉

◯コンサートごっこ

・必要な道具や素材を選択し、使おうとす

にどれを飾るか相談をする

か
◎飾りたい気持ちに寄り添い、子どもと共 ◇できたものを人によろこんで見せ

づきや発見、感じたことに共感する

・できあがった物を飾り棚に飾ろうとする ◎保育者も一緒に遊びに入り、子どもの気 ◇できあがった時に笑顔がみられる

用意しているか

遊びに使おうとしているか
タンドの人になりきりやりとりを楽しむ

◎三輪車を車に見立て、ガソリンをいれた

とする子もいる
近な食べ物に見立てる

ぜたりして遊ぶ

道具を洗う水

置いておく

◇できたものを飾ろうとしたり他の

◎自分でできた達成感が味わえるように ているか
来あがった作品をみんなに見てもらおう

付けながら製作をする

◇できあがったものを見立てている
◎子どもの様子を見ながら個別に声をか か
・廃材をテープでつなげたり自然物を貼り け、正しい道具の使い方を伝える

て遊ぶ

・
「こんなん作ったから紹介したい」と出 難しいところは手伝う

るか

◇友達と同じ場で笑顔で関わってい

自然物、ビーズ、モール

切れ端、クレパス、廃材、 育士と作り方を確認しながら折り紙をし ペースを確保し、環境を整える

すずらんテープ、画用紙の チューリップやハート、時計など友達や保 ◎落ち着いた雰囲気の中で行えるようス を言葉にして伝えているか

・三輪車、作品を飾る棚、 ・道具を使って料理をし、できたものを身 い子どもの気持ちを受け止め、ガソリンス ◇必要な物、使いたい道具を選択し、

所、決まった場所に道具を ・好きな道具を選び、土や水を入れたり混 ◎危険のないように見守る

うに子どもが取りやすい場 り、友達と追いかけっこをしたりする

＊したい遊びがしやすいよ ・三輪車に乗りながら速く漕ごうとした ◎どの場所でどんな遊びができるか知ら ◇好きな遊びを選んでいるか

〈園庭〉

環境構成

「いらっしゃいませ」
「何がいいですか？」
「しおラーメンをください」とそれぞれの役になりきり

関連付けて部屋の外にコーナーを設置し、ラーメン屋さんごっこがはじまっている。

遊戯室の積み木遊びでラーメン屋さんをイメージする言葉が聞かれたことから、コンサートごっこと

それぞれの役になりきったり友達とやりとりする楽しさを感じてほしい。

に興味をもつ子が増え、様々な道具や素材の扱いに慣れ、それぞれが自分なりに工夫したり表現するようになってきた。友

消防自動車ジプタの歌が好きな子どもたちは、春から消防車、救急車、パトカーなどの車に興味を

・ラーメン屋さんごっこ

＜内容選択の理由＞
○プール前のかっぱ体操からかっぱに興味を持ち、運動会のお遊戯で使うためかっぱの衣装を作った。そのことから物作り

・お医者さんごっこ

評価の観点

○遊戯室のステージで楽器を演奏したり歌ったり踊ったり表現をしながら遊ぶ。

○ごっこ遊び

○好きな自然物や素材を使い、製作したり表現したり見立てたりして遊ぶ。

いていることを知り、松ぼっくりに枝やビーズをボンドで飾り、クリスマス製作を楽しんでいる。

○お医者さんごっこやラーメン屋さんごっこなどのごっこ遊びをする。

＜内容＞

つかうわ」と一枚の落ち葉からイメージをふくらませている。見立てた落ち葉や木の実に絵を描いたり、クリスマスが近づ

○身近な生活の中で見たことや経験したことを再現して楽しむ

く「これキャンディみたい」
「魚やで、これ口」と身近なものに見立てたり「これは海！お魚が泳ぐで」
「これはお誕生会で

園庭や散歩先で見つけた落ち葉を拾って画用紙に貼り「黄色い葉っぱあった」
「細い葉っぱや」と色や形に気付くだけでな

○秋の自然物を使った遊び

○好きな遊びを通して友達や年上の子の姿にあこがれ真似たり、関わったりしながら一緒に遊ぶ楽しさを感じる

＜ねらい＞
○自然物や様々な素材を選んで表現することを楽しむ

すことが好きな子どもたちである為、三輪車や鉄棒等も楽しんでいる。

声をかけ合うなど友達同士関わりながら遊んでいる。

り再現したり、自分たちで拾ってきた木の実などを取り入れながら料理を作っている。また体を動か

鍋などの調理器具を使い、家庭での生活やレストランなどのお店に行った経験をお店屋さんになりき

園庭では砂場の横の机でままごとを楽しんでいる。段ボールのついたての中に入り、フライパンや

○戸外遊び

を見て友達のアイディアを取り入れたり「○○ちゃん同じもんしよ」と同じものを作ろうとお互いに

子どもを主体とした保育

＜遊びの特徴＞

で自分の作りたいものに合う素材や使い方に気付いてきている。剣や鞄、マントなど自分で作りたい

○経験したことや生活を再現したり、見立てを楽しみながら保育者や友達と言葉のやりとりを楽しんでいる。

色々な道具を使ってイメージを表現することを楽しみ、遊びを展開している。友達の作っているもの

新聞紙や広告、カラーポリ袋やすずらんテープなどを用意している。それらの素材を使っていくなか

コンサートごっこに参加する子もいる。また、お客さんとしてもコンサートを楽しんでいる。

○同じ遊びを楽しむ中で、隣でしている友達の様子を見て自分の遊びに取り入れる姿もある。

見て、年長児に貸してもらって衣装を着たり、年長児に頼んで衣装を作ってもらい、それをつけて

が下手持ちに移行している。

○製作遊び

ごっこに興味を持つきっかけとなった。また、年長児が衣装をつけてコンサートをしている様子を

○食事は自分で好きな量のおかずを選び、自分で机まで運んでいる。スプーンが上手持ちの子も数人いるが、ほとんどの子

＜発達の特徴＞

とを楽しんでいたところ、年長児のコンサートごっこをお客さんとして見たことから、よりコンサート

○脱いだ衣服の始末はおろそかになりがちな子もいるが、自分で汚れに気付き自分で着脱しようとしている。

○友達を意識し、自分のしたい遊びを気の合う友達同士で誘い合って遊んでいる。

この曲をやりたい、この楽器で演奏したい、歌が歌いたい、ダンスがしたいとそれぞれにやりたいこ

○生活の流れが分かるようになり、身の回りのことを自分でしようとする姿が増えてきた。

・コンサートごっこ

の必要性に気付く子もおり、保育者と一緒に作り、遊びに取り入れている。

去年から楽しんでいたダンス、楽器遊びを楽しむ中でうみ組だけのコンサートごっこが始まった。

由里詩帆未 土井春佳 （支援）庄司三恵子 若狭一美子

保育者や友達と言葉でのやりとりを楽しんでいる。遊ぶ中で「鍋がいる」
「メニューもいる」と道具

＜子どもの生活の特徴＞

担任

うみ組（男児 １７名 女児 １３名）

【子どもの姿】

３歳児

平成２９年１２月７日（木曜日） ９時１５分～１１時１５分

平成29年度
公開園・校指導案
公開園 【うみべのもり保育所】
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９：１５

時間

けて、
意識できるようにす

おく

◇「○○するわ」
「こっち

評価の観点

認める
所の設置をする
物、レジ、お金、飲み物

るように関わる
て目的をもち買い物にむか

有する仲立ちをして遊び ◇気付いたことを友達や
を盛り上げていく

お店のやりとりを再現し楽
しみながら品物を購入する

る
ったりしようとする

の気付きや発見が遊びに

たりするなど、体験活動で

いました」と気持ちを伝え

客さんに「ありがとうござ

平成29年度

ように声を出したり踊っ

一緒にコンサートに参加す
る

いように整えておく
・ＣＤとデッキを取り出しや
すい場所に置いておく

◇笑顔で関わったり、同じ

り意識が向くようにする
・年長児から誘ってもらい
を子どもたちが選択しやす

たりして一緒に遊びを楽

か

子どもたちの興味が高ま 対しての言葉が聞かれる
に行く
部屋の衣装やアクセサリー

◇保育者や友だちに「こん

む姿がみられるか
・年長児のコンサートを見 ◎遊戯室での様子を知らせ、 なんした」などと、衣装に

の子どもにも伝える

ようとする姿を認め、
周囲 試行錯誤し繰り返し楽し

ける為に工夫し作ってみ ◇友だちと相談しながら、

◎イメージするものに近づ るか

・かわいい部屋、かっこいい

◯コンサートごっこ

れるようにする
りを楽しむ
テープ、ナイロンテープ、モ
ール

という気持ちにつなげら と思いを伝えたり一緒に
作ったりする姿がみられ

で自分たちでも作りたい を持ち、
「どうするん？」
しみながら友だちと衣装作
ビーズ、スパンコール、ガム

緒に作る機会を持つこと ◇友達や年長児と関わり
方を聞きに行ったりする
おく

素材：カラーポリ袋、レース、 ・自分たちなりの工夫を楽

り、
作品を見に行ったり一
同じように作ったり、作り

・年長児が作った物に憧れ ◎年長児の良い所を伝えた 活かされているか

◯衣装作り

が考えられるように関わ て伝えられているか
に気付き作ったり取りに行

◇レジの操作をしたり、お

すればよいか子どもたち の考えや行動を言葉にし
に足りない物や必要なもの

・お店をすすめていくうち ◎気付いたことを認めどう ◇「◯○したら？」と自分

保育者に伝えているか

どもたちのイメージを共 れるか

◎保育者も一緒に楽しみ子 メージさせる言葉が聞か
・今までの経験から店員と

う

らお互いの思いに気付け ○円になります」というよ
・自分の欲しいものを決め

うな、店員とお客さんをイ

う姿を見守り、
共有しなが ◇「いらっしゃいませ」
「○
役割分担しようとする

共有しながら品物を並べ、 ◎友達とイメージを伝え合 としているか

択して使えるように整えて

・自分たちで様々な素材を選

できるようにしていく
・お店のイメージを友達と

興味を持ち一緒にしよう

持ちながら一緒に準備が ◇友達がしていることに
ようとする
店のディスプレイ用の木材

知らせることで、
関わりを か
お椀、スプーン、コップ、お

道具：かご、なべ、おたま、 てそれに合わせた準備をし

・自分のやりたい役を決め ◎友達の様子を言葉にして すめていこうとしている

士で役割分担しながらす

らすすめようとする姿を の言葉が聞かれ子ども同
自分たちで相談しながら場
味噌、味噌汁の具、箸、飲み

子、看板、トング、おにぎり、 ・今までの遊びの経験から ◎子どもたちが相談しなが するからそっちして」など

る

に時計の文字盤に印をつ

しやすい場所に常時置いて

作ったもの：クッキー、お菓 ○お店やさん

店時間が意識できるよう

看板など作った物を取り出

保育者の援助と配慮
◎片付けの時間やお店の閉

予想される幼児の姿

・子どもたちが作った食材や

環境構成

○ごっこ遊び(コンサートごっこ)
年長児がするコンサートを何度も見ていて、
自分たちでもやってみたい気持ちが芽生えた。
選曲や内容を自分たちで決め、それぞれが動き、まとまることが難しい時もあるが、年長
児がすすめていく姿を真似て自分たちなりに形にしようとしている。かわいい部屋・かっ
こいい部屋で衣装を身につけたり化粧をしたりして、イメージを友達と共有しながら、年
長児から誘ってもらいコンサートにも参加し、憧れの気持ちを持ち楽しんでいる。

１０：４０

貼り付けてみようと、いろ

◇テープやボンドなどで

飾り付けを楽しむ
うに整えておく

付けをする
・重い物は友達に声をかけ
協力して片付けようとする

いように入っている道具や
材料の写真を貼っておく

る姿を認める

たことを伝えようとして

か

◇聞く人の顔を見ている

いるか

味を持って聞こうとして

◇友達や保育者の話を興

への期待を持っているか

ってみたい」など次の遊び

ージしやすいようにする
ったり新たな考えが出てき
たりする

提示し、
子どもたちがイメ ◇「こんなんしたい」
「や
て、自分もしてみたいと思

・友達や保育者の話を聞い ◎見本になるものがあれば いるか

葉がけをする

「～した」と経験し
かけ、
次に繋がるような言 した」
意欲的に発言する

さらに深まるように投げ ◇遊びの中で「どんな風に
ことをみんなに伝えようと

達としているか

気付いたこと、楽しかった

・自分がしていた遊びや、 ◎子どもたちの声に共感し、

○おはなしタイム

してしまう子もいる

の片付けが終わったら終了

・自分の遊んでいたところ

いにいく

わっていないところを手伝

けではなくまだ片付けが終

・自分が使っていたものだ

声をかけながら一緒に片
る

◎片付けを意欲的にしてい

が行えるように保育者も
囲の子にも知らせようとす
・片付ける場所が分かりやす

・片付けの時間に気付き周 ◎最後までしっかり片付け

○片付け

うな言葉のやりとりを友

員のやりとりが盛り上が ◇役になりきっているよ
やさんごっこを再現し遊ぶ

るようにする

びを知らせ、
お客さんと店 きているか
・友達と豆腐づくりやお店

常時置いておく

・子ども用のほうきを部屋に

保育者が仲立ちしていく
・作った物に自然物を使い

◎周囲の子どもたちにも遊 ◇友達と場所の共有がで

場の共有ができるように ているか
遊びを楽しむ
補充しておく

・友達と場所を決めて同じ ◎友達とやりとりしながら いろな方法を試そうとし

○戸外遊び

・砂場の玩具を使いやすいよ

・戸外に置いてある自然物を

する

りをする姿がみられるか

のか考えられるようにす を教えたり、言葉でやりと

長児や保育者と一緒にする
・作りたい意欲が高まるよう

る

びながらどうすればいい したらいいんやで」と工夫

するが、難しい時もあり年
うに置いておく
に作品を飾る棚などを設定

する姿を認め子どもが遊 に聞いたり、
「ここはこう

グルーガンで接着しようと
子どもたちが使いやすいよ

たりする姿を認める
・用途に合わせてボンドや ◎何度も繰り返し試そうと ◇「どうするん？」と友達

しんでいるか

しいの実）の自然物を分けて

だちと協力しながら作っ

まつぼっくり、ひのきの実、 し様々な素材を組み合わせ
枝、すいかの種、りんごの種、 作ろうとする

・木の実や種など（どんぐり、 ・作りたいものをイメージ ◎目的を持ち工夫したり友

◯製作遊び

＜内容選択の理由＞
○お店やさんごっこが好きな子どもたちであったので商店街で八百屋さんでのお買い物体験や、春の枝豆栽培から
続く大豆への興味からの豆腐作りに興味を持っていたことから、豆腐屋さんへ見学に行く機会をもった。実際に見
に行ったことから店員さんとお客さんとの言葉のやりとりの再現がみられたり、お金と物を交換したり、レジや看
板が必要であることに気付くなど、実際に体験したことで遊びがよりリアルになり内容が深まってきている。豆腐
屋さんに見学に行ったことと、味噌作りともつながり、お店もおみそしる屋さんになった。また、女の子達が率先
して、クッキー屋さんも同時にすすめている。継続して遊びを更に広げ豊かに表現してほしいと思いおみそしる屋
さんやクッキー屋さんごっこなどの遊びを楽しみ、友達と一緒にイメージを共有しながら工夫したり、考えたり、
すすめていく楽しさを感じてほしいと考えている。
○他のクラスの遊びに興味や関心、憧れの気持ちを抱き同じように真似をして遊ぶ姿が見られるので異年齢や友だ
ちとの関わりを通して一緒に遊んだり作ったもので遊びを展開していく楽しさを感じてほしいと考えている。

＜内容＞
○役割分担してお店屋さんごっこをする
○衣装作りをしたり、かわいい部屋・かっこいい部屋で衣装合わせをしたりする
○子どもたちで話し合い、遊戯室のステージでコンサートを行い遊ぶ
○自然物や廃材、様々な物を使い製作をして遊ぶ
○とっておきの物を作りままごとごっこなどをして遊ぶ

＜ねらい＞
○友達と一緒に役割を決めたり話し合いをしながら遊びをすすめていくことを楽しむ
○様々な素材を用いて、イメージするものを作ったり工夫したりすることを楽しむ

○戸外遊び
ままごとでは木の実や草、
葉っぱをすりつぶして作る色水を用いてごちそう作りをする。
友達と同じ目的を持ち作りたい物のイメージを共有しながら言葉でのやりとりも楽しん
でいる。出来たものでレストランごっこに展開させてふるまっている。
体を動かすことも好きな子どもたちであるため日々のサーキットが自信にもつながり意
欲的に挑戦している。

○製作遊び
年長児が作る姿を見に行ったり、年長児と一緒に作ったりすることで、自然物や造形素
材を使い作りたいものを作る姿が見られる。こんなものが作りたいという思いから、自
分で廃材コーナーや室内の製作棚から必要な物を持って来て楽しんでいる。素材によっ
ては、はさみで扱うのが難しく、保育者を頼り手伝ってもらってイメージしたものを作
ろうとしている。作った作品に思い入れがあり、工夫したところを伝えたい思いが出て
きている。それがきっかけで友達と作ったり教え合ったりする姿が見られる。

○衣装作り
自分たちで様々な素材の中から選択し、イメージを膨らませながら作っては着て、試行
錯誤を繰り返し衣装作りを楽しんでいる。
初めは体に巻きつけるだけの衣装であったが、
年長児と何度も一緒に作る経験をすることで手や足が出る場所を考えて切り、より衣装
らしいものへと変化した。友達の良いところを認め、同じように作り自分のイメージし
たものが作れると満足している姿が見られる。
カラ―ポリを切る際に切りづらかったり、
切る場所を間違ったりすることもまだまだ多いがそんな時は友達と相談したり年長児に
頼ったり手伝ってもらったりしながら解決している。

子どもを主体とした保育

＜遊びの特徴＞
○ごっこ遊び(クッキー屋さん、おみそしる屋さん)
春から栽培していた枝豆の成長に興味を持ち更に大豆に興味が広がった。大豆の本を見て
いた男児が豆腐の作り方を発信したことによって、味噌や豆腐などの加工品が作れること
にも興味が広がり、豆腐屋さんへ見学に行く機会を持った。自分たちも大豆で味噌を作り
たいという思いがあり、みそしる屋へと発展した。
また、粘土遊びが好きな子どもたちは型抜きなどでクッキーやお菓子を日頃から作ってい
た。そういった子どもの姿が見られたので、紙粘土を用意したところ、作ったクッキーで
クッキー屋さんがしたいという気持ちにつながった。
自分たちで役割分担をしながら展開していくことや、自分の思いだけを通すのではなく、友
達にも思いや考えがあることに気付き一緒に相談しながらお店やさんごっこをすすめている。
豆腐屋さんの見学や八百屋での買い物体験をしたことで、物とお金のやりとりも具体的にな
り、よりリアルなごっこ遊びになってきている。そこへ年長児や年少児も加わり、異年齢で
も遊びを楽しんでいる。

＜発達の特徴＞
○様々な素材を使用して、友だちとイメージを共有し試行錯誤しながら製作することを楽しんでいる。
○仲間意識が芽生え少人数でのグループで遊ぶことも増えてきた。その中で自分の思いを通そうとしたり、言い方
がきつくなりトラブルになることがある。相手の気持ちが分かり始め自分たちで解決しようとする。
○年長児への憧れの気持ちが強く、遊びにも興味を持ち同じようにやってみようとする。
○はさみを使用した製作や、チビブロックなども楽しんでいる。しかし個人差もあり苦手な子もあり、正しい持ち
方で使用することがまだ難しい。

【子どもの姿】
＜子どもの生活の特徴＞
○自分の話を聞いて欲しい思いが強く、人の話を聞くのが難しい時がある。
○日々の生活の中で意欲的に身の周りのことを自分でしようとしている。しかしまだ抜けていたり出来ないことも
あるので保育者を頼りにしてしまうこともある。友達のことを気にかけ手伝う場面もある。
○時計の文字盤の印を見て活動の節目を意識しながら、見通しを持って過ごしている。

平成 ２９ 年 １２ 月 ７ 日（木曜日）
９時１５分～１１時１５分
４ 歳児
そら
組（男児
１４ 名 女児
１４ 名）
担任 川渕彩奈
支援 奥田周子 平野佳恵

平成29年度
公開園・校指導案
公開園 【うみべのもり保育所】
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○製作遊び

来るのか意見を出し合いながらコンサートごっこを進めている。

そうした時にはその都度クラスで話し合い、どうすればより楽しいコンサートが出

いるステージの周りで走り回っている子がいたりと、困ってしまうこともあった。

し、何日も遊びが続く時もあればしばらく遊ばない時などもあり、子どもたちの他

評価の観点

○色水やせっけん遊び、それらを取り入れたおままごとごっこなどをして遊ぶ

屋、かっこいい部屋」というネーミングがついた。こうした子どもの思いを受け、

る場面にポイントを当てて見ていきたいと思い内容とした。

９：１５

時間

る 時 に は き っか け と
な る 言 葉 が けや 関 わ
りをする。

着せてみたり、一緒にお
化粧ごっこなどをして
遊ぶ

たちに片付け方や物の配
置は任せていく

・他のクラスの子の服作
りを手伝う
・完成した服に飾りを付
けていく

用意する
・型紙を用意する
・服の飾り付けに必要な素
材を自由に使えるよう用

し合う
・衣装を着る子や、その
ままの格好でコンサー

音響（マイク）をお願いさ
れたときにすぐに準備で
きるようにしておく

平成29年度

動物、クリスマスリース
などを作る

のコーナーを日々整え、減
ってきたものを補充した

り、子どもの遊びに合わせ ・友達と協力して 1 つの

・自然物を使い、飾りや

・自然物や廃材、道具など

選択や、組み合わせの工夫が

て い る 作 品 によ り 近
追求していく

◇相談し合いながら、共通の

付くよう一緒に考え、 見られるか

◇イメージに合わせた素材の

を分かち合う
ようになる

ンサートを進めているか

◇役割同士、声を掛け合いコ

談し合っているか

◇並び順や振り付けなどを相

◎子どもがイメージし

ち 一 緒 に 同 じ楽 し さ

○製作遊び

◎時にはステージに立
緒にコンサートをする

参加し、応援したり頑
に、他のクラスの子と一

する

相談し合って配置などを

目配せをし合って楽しさを共

たりする

有しているか

◇何度も繰り返し踊ったり、

だり、時には問いかけ
◎保育士もお客として

と協力しながら進めているか

達 同 士 の 意 見を 繋 い

張る姿を認める。

・ステージや客席を用意

ら子どもたちが自ら考え

◇コンサート前の準備を友達

るか

◇友達の考えに耳を傾けてい

◇自分の意見を言えているか

作り上げようとしているか

◇難しい時には協力し合って

ているか

材を選んだり、飾り付けをし

◇完成のイメージを持って素

錯誤が見られるか

色、飾りのこだわりなど試行

◇服を作るにあたって形や配

関わりをしているか

イトし、気持ちに寄り添った

たり、自分なりにコーディネ

アクセサリーがいいのか聞い

◎話し合いに加わり、友

出来た姿を認める

を見守り、自分たちで

◎話し合う子どもたち

を代弁し、仲立ちする

◎異年齢の子の気持ち

りをして共に楽しむ

◎必要なら一緒に服作

りの子にも発信する

を認め共感したり、周

こ だ わ り の ポイ ン ト

・何曲も披露するうち

さんとして呼びにいく

戻しておき、準備の段階か

決めていけるようにする

・他のクラスの子をお客

・遊戯室を何もない状態に

トをする

・役割を決めるために話

・子どもに遊戯室の電気や

○コンサートごっこ

を使って服作りをする

より広がるように雑誌を

意する

・服の素材を決め、型紙

・子どもたちのイメージが

◎根気よく頑張る姿や

や、遊びが停滞してい

・他のクラスの子に服を
りが持てるように子ども

○衣装作り

っ て し ま っ てい る 時

し合ったりして遊ぶ。
決めず色々な遊びに広が

◇異年齢の子にはどんな服や

取りとなっているか

り友達同士でお化粧を
・部屋の使い方やルールを

◎異年齢の関わりで困

見られるようなリアルなやり

◇会話や遊びが、日常生活で
・お化粧を保育士にした

１０：５０

１０：４０

って遊ぶ

して、興味を持てるように

の片づけをする

仕組みにしておく

合わせているか
◇友達とごっこ遊びの役割を

たり、アイディアを認
めたりしていく

工夫を凝らしているか
のやりとりをする

◇反対意見や共感などがある
か
や 発 見 を ピ ック ア ッ
・子ども同士で質問のや

する

りとりなど進める

したりする

１つとして保育士が意識

の考えを言ったり、共感

に 共 有 し た い出 来 事
・おはなしタイムの環境の

が出来ているか
に 沿 っ て ク ラス 全 体
たいか発表する
・友達の話を聞いて自分

うな問いかけをする

る き っ か け とな る よ

る機会や、遊びが広が

◎困った出来事を考え

プして進める

えているか

考えや提案など意見を言い合

◇保育士の問いかけに対し、

◇友達の話に関心を持つこと
にする

うとしているか
控えめに関わる
り、明日はどうしていき

◎ねらいや評価の観点

・今日の遊びを振り返

などを発表する
て進められる椅子の配置

う に 保 育 士 の言 動 は

で、発見や頑張ったこと

室内環境にしておく
・クラス全員が顔を見合っ

っているか
◇自分の言葉、表現で伝えよ

意 見 を 言 い 合え る よ

・それぞれの遊びの場面

・振り返りに集中しやすい

◎子ども同士が活発に

一緒に取り組む
がいる
○おはなしタイム

にそっと声かけをし、
や、ウロウロしている子

どを心がける

◎片付けのできない子
・片付けず遊び続ける子

ような素敵な部屋、廊下な

一緒に片づけをする
り、片付けようとする

◇子ども同士で話が盛り上が

感したり、さらに自分なりの
び に 入 り 会 話や 遊 び

◎子どもの見本となり

◇友達の作品に興味を持ち共
うに、時にはごっこ遊

遊んでいるか

決めて、その役になりきって

びや色水、泡作りをして組み
寄り添い、一緒に考え

◎より遊びが広がるよ

◇完成をイメージした素材選
◎子どものイメージに

・子どもが片付けたくなる

・他のクラスの見本とな

・それぞれの遊んだ場所

・片付けやすい物の配置や

○片付け

したり、一緒に作品を作

るようなディスプレイに
する

て遊ぶ
・異年齢でごっこ遊びを

きのケーキなどを作っ

おく
どもたちが真似したくな

・おままごとやとってお

確認したり、整えたりして
・とっておきを飾る棚を子

ちで準備をして遊ぶ

びなど、数が足りているか

○戸外遊び
・色水や泡遊びを自分た

・砂場の道具や色水、泡遊

ているか

自分なりの作品を作ろうとし
いく

したり、さらに工夫を加えて
に飾るか考える

なりに考えて関わっているか
もの意見を聞き、どこ
るように仲立ちする

着飾ったりする。
に持てるように整える

びを展開しているか

ところ、見守るところを自分

などを使い分ける

プ、ボンド、グルーガン

なるようにする
あ れ ば そ れ に近 づ け

アクセサリーをつけて
屋で遊ぶイメージを明確

衣装合わせの遊びを繋げ、遊

・完成した作品を飾りに

・素材に合わせてテー

に関心を持ったり、参考に
ジに耳を傾け、必要が

る服を選び、着てみたり
セサリー置きを用意し、部

◇異年齢の子に対し、手伝う
と認める

◇友達の作品を見て作ろうと

ったりする

ィスプレイし、友達の作品
◎子どもたちのイメー

・コンサートごっこに着

・服を壁にかけたり、アク

しているか
どを見とり、しっかり

イメージを持って作品作りを
し く 関 わ れ た場 面 な

◎他のクラスの子に優

◎完成した作品を子ど

方を教えたり、一緒に作

育所の色々なところにデ
かっこいい部屋
◇コンサートやごっこ遊びと

作品を作る
・他のクラスの子に作り

保育者の援助と配慮

て配置を変えたりする

予想される幼児の姿
○かわいい部屋、

・飾りを部屋や廊下など保

環境構成

児の作った大切な衣装が他のクラスに貸すと破けてしまったり、コンサートをして

考えるコンサートと年中児・年少児のしたいコンサートにはずれがあったり、年長

９：１５

り自己発揮できるよう日頃からの遊びを内容とした

齢での関わりも増えてきている。しかし、異年齢の関わりが増えていくと年長児の

に遊ぶ中での気遣いや言葉がけ、思いやりなど子ども同士で育ち合って欲しいという願いからよ

変化してきた。今では、お客さんだった他のクラスも一緒に楽しめるようになり、

○個々の遊びやクラスの遊びに限らず他のクラスの友達とどのように関わっているか、また、一緒

年長児がリードする場面があったり、お客として他のクラスを応援したりと、異年

取り組むようになったり、遊戯室の準備やお客さんを呼ぶようになったりと遊びも

が見られた。日に日に、踊る役やカーテン開けの役、司会など様々な役割を決めて

見られる。いつもの遊びの中で力を発揮し、遊びを工夫する場面や協力し合う場面、試行錯誤す

○日頃から子どもたちは遊びを選択し自由に遊んだり、遊びを共有し合ったり、深めていく様子が

上記で挙げた遊びと平行してコンサートごっこも、例年の年長組を真似て遊ぶ姿

＜内容選択の理由＞

クしたり、お化粧をする部屋にすると、遊びがまた 1 つ広がり、深めて行くことに
なった。

その部屋の環境を子どもと話し合いながら一緒に整え直し、服を着たり鏡でチェッ

○役割を話し合い、遊戯室のステージでコンサートを行い遊ぶ
○自然物や廃材、様々な物を使って飾り作りやクリスマスのリースやツリーなどの製作をする

○型紙を使用して服作りをしたり、服の飾り付けなどをして遊ぶ

サリーや服は 1 つの部屋に収納していたこともあり、子どもたちから「かわいい部

○かわいい部屋、かっこいい部屋で衣装合わせをしたり、お店屋さんごっこをする

教え合う姿が見られるようになっていった。子どもからは、
「服ってこうなっとんや
～」と仕組みを知り、興味を持つ機会となったようである。そうして出来たアクセ

＜内容＞

った。回数を重ねることでハサミや道具の操作性が上がってきた姿もあり、服の型
紙を持ってきた所、さらに服作りのバリエーションが増え友達同士で見せ合ったり、

イメージが広がるよう準備した。そうすることで、また、服作りが盛り上がってい

○素材や物の性質に気付いたり、それに合わせた道具の選択を行なったり、自分なりの方法を試し、
工夫することを楽しむ。

た。服作りからは男の子も興味を持ち参加するようになっていった。そこで遊びが
さらに広がるようにと保育士が雑誌や様々な本物の洋服を実際に持ってくることで

○友だちの個性や良い所を認めつつ、活発に遊びや話し合いを進めていくことで、お互いの気持ち
を理解し合ったり、共感し合ったりする喜びを味わう。

8 月中旬、ネックレス作りに夢中になった女の子の興味が服作りへと発展し、昨

○友達と協力し合い、試行錯誤を繰り返しながら遊びを展開していくことを楽しむ

年のやま組から教えてもらったカラーポリ袋で作る方法で服を作成するようになっ

○

＜遊びの特徴＞

＜ねらい＞

物を意識した姿が見られる。

下の子から憧れられる存在になってきている。

の体験がごっこ遊びにも活かされており、作る料理や友達との関わりにおいては本

○道具や素材の特徴を理解した上で製作など必要なものを選択するようになっている。
○最後までやり遂げる責任感や、達成感を味わうことでいっそう年長児としての自覚が芽生え、年

の遊びや興味によって「する・しない」があるようである。家庭での経験やお店で

子どもを主体とした保育

りと、友達に対する関心がより高まっている。

色水遊び、せっけん遊び、おままごとなどは 1 年を通して遊び親しんでいる。しか

○気付きや発見を伝えたり聞いたり、真似したり認め合ったり、友達と協力し合ったり教えあった

○戸外あそび

信に繋がっている。

年長児の作品を見に年少児や年中児が来てくれることで関わりも増え、年長児の自

どもいる。また、クリスマスに向けてリースやツリーを作りたい子も増えており、

自然物だけでなく様々な素材を組み合わせて、家作りをする子やギターを作る子な

ぱ、木の実などを使って動物や乗り物を作る子が増えていった。

○友達と共通の目的を持って遊ぶ姿や、話し合いにより遊びを深めていく姿がみられる。

＜発達の特徴＞

勢など姿勢保持が続かない子も数人いる。

○集中して話が聞けるようになってきているが、中には、おはなしタイムの聞く姿勢や、食事の姿

互いに助け合い、認め合いながら進めている。

○自分たちで出来ることは担任に頼らずに進めていこうとしている。子どもにより差はあるが、お

を持って生活している。

秋の自然物を使い製作遊びを存分に楽しむ中、
「おちばいちば」という絵本に出てく

支援

～

る馬を真似て作った子がいた。それをきっかけに、飾り作りだけでなく、枝や葉っ

長谷川士

１６名）

９時１５分
女児

○生活に必要な習慣や態度が身に付き、1 日の流れを理解し、お互いに声をかけ合いながら見通し

担任

１２名

７日（木曜日）

やま組（男児

＜子どもの生活の特徴＞

【子どもの姿】

５歳児

平成

平成29年度
公開園・校指導案
公開園 【うみべのもり保育所】
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・見たことがあるよ。持ってきてくれて

・見て、こんな物見つけたよ。
・すごい！いろんなものがある。これ、

５
分

平成29年度

たです。

・教えてあげて仲良くできたのがよかっ

・お兄ちゃん、お姉ちゃんとまた遊びた
いです。

・～を上手につけていました。

・一緒に作ってくれて嬉しかったです。

したりしている。

挙げて発言したりする。
分

褒めたり自分のおもちゃに生かそうと
・～さんの～のところがよかったです。

○年長児や友達のよいところを見つけ、
かったことやがんばったことなど手を

〇自分の作ったものを知らせる。

・一緒に持って行くよ。

けをしている。

○園児にも声かけをしながら一緒に片付

○自分が作ったものを発表したり、楽し

〇作ったものを見せている。

る。

○片付け方で分からないことを尋ねてい

・もう少し多くしたらいい音だよ。

いかな。

・この大きさの方がピッタリなんじゃな

・やってみたいな。

る。
・こっちの方がよくくっつくよ。

・すごーい！
・できるかな、少し難しい。

用具について自分の意見を伝えてい

○年長児や友達が作っている物の材料や

んだよね。

・オナモミは、毛糸や布にくっつき易い

いいよ。

・ドラムのバチには大きな堅い木の実が

び方を工夫する。

○自然物の特徴を生かしたおもちゃや遊

・これはどうやって作るの？

示し、真似して作ろうとしている。

○小学校の友達が作っている物に興味を

・～を作りたいな。

りしながら作ることを楽しむ。

○自分なりに考えたり、友達と相談した

がら作る。

○自然物の色や形、感触の違いを感じな

・楽しかったです。

６ ふり返りをする

５ ペアの交流

４ 後片付け

３ 工作遊び

  あきのたからものをつかって、おもちゃをつくろう。

10

め

と

ま

分

50

開

展

２ めあてと今日の活動の確認

・時間を覚えておかなくっちゃね。

・集めた宝物をどんどん使ってね。

ありがとう。

ち、作りたい物のイメージを広げる。

物のイメージを広げる。

つかいたいな。

児の持ってきてくれた物に興味を持

してきた物を目の前にして、作りたい

入

○自分たちの試作した物だけでなく、園

○1 年生が準備した物や自分たちが用意

導

１ 始めのあいさつ

1 年生

予想される幼児・児童の反応

で作ろうとしている。

士や 1 年生に聞き、自分

○分からないことは、保育

でいる。

○自分から活動を楽しん

ことを評価する。

○仲良く活動できたことや気付いた

できるようにする。

○幼稚園担任が司会をし、ふり返りが

切らせる。

○出たごみをすてるところまでやり

や用具を元の場所に戻す。

○周りの様子を見て、使わなかった物

る。

ら、制作の様子やかかわりを記録す

〇1 年生と 5 歳児の間を巡回しなが

心・意欲・態度）

様々な物で試している。

うとしている。

聞き、言い方を工夫しよ

○1 年生や友達の発言を

作 ろ う と し て い る 。（ 関

方法を見つけ出そうと、

○協力し合っておもちゃを

現）

を作っている。（思考・表

工夫しておもちゃや楽器

たり見立てたりしながら

ってみたい物を選び、試し

考え、選択して行動す
る。

○集めた自然物の中から、使

○自分で作りたいものを

1 年生

評価（評価の観点）
（評価方法）
5 歳児

分の思いが言い合えるように促す。 ○失敗する中で、1 番よい

○子どもたち同士が、困ったことや自

きるような声かけをする。

○1 年生が年長児を意識して活動で

見守る。

め、意欲を持って取り組めるように

○子どもの気付きや楽しさを受け止

く。

料と用具を準備し、環境を整えてお

○作れそうなおもちゃに合わせた材

が案内する、

ちゃが掲示してある場所へ 1 年生

○5 歳児が決めてきた作りたいおも

○活動時間と活動場所の確認をする。

1 年担任）

と見通しを持たせる。
（注意事項は、

○1 年生に進行をさせ、活動への意欲

合流する。
（園においては逆）

準備してきたものを持って園児が

○1 年生が準備をしているところに

指導上の留意点（環境構成・援助）

だり満足感を味わったりする。

〇 秋の自然物や身近な材料を使って、1 年生と一緒に工夫しながらおもちゃを作り、遊ぶことを楽しん

5 歳児

主な活動

る。
（5 歳児）

程

過

７ 本時の展開（小学校 生活科 ３・４／9）  A グループ ・C グループ

連携協力校・園での交流も今年度４回目になる。１回目は、
「なつだあそぼう」の学習を行い、一緒に

うにさせたい。

分たちで作りたいものを選んだり考えたりすることや、必要な材料を選んで作る面白さを実感できるよ

まった子どもたち同士とのつながりを大切にしたりしながら、活動できるように見守りたい。また、自

りしている。本時では、これまでのペアを大切にしながらも、個の思いを尊重したり、制作の場所に集

ため、1 年生が事前に試作したおもちゃの写真を園に送ったり、園でも事前に秋の宝物での遊びを行った

であるので、前もって自分の作りたいものを決め、ある程度の見通しをもって活動に臨めるようにする

たものを使うことで、活動に向かう意欲を高めることができると考えている。連携活動が月 1 回の交流

めた自然物や連携活動で一緒に集めた自然物など、どちらも一緒に遊ぶことを楽しみにしながら収集し

夫して作る楽しさを感じたりすることを主なねらいとしている。1 年生と５歳児がそれぞれに出かけて集

本単元では、身近な自然物や身の回りにあるものを使っておもちゃを作り、季節感を感じたり物を工

ぶ機会は、少なくなってきている。

域の名残が周辺地域に残っているものの、宅地が増えていることもあり、子どもたちが自然に触れて遊

て遊ぶことや友達と一緒に学習活動を行うことを楽しむことができるようになっている。校区は農村地

ら、学級が居場所となるには時間がかかったように感じられるが、２学期ともなると、友達と誘い合っ

本校の 1 年生は、市内各所の幼稚園、保育園から入学してきた園児が３学級に編成されていることか

５ 活動について

       1 年生 生活科 単元名「つくろう あそぼう」

４ 活動名 「あきのたからものであそぼう」

〇 友達や年長児と関わりながら、工夫して遊ぶ楽しさを味わったり自分や友達のよさに気付いたりす

作ることができるようにする。

〇 身近にある自然物から使ってみたいものを選び、試したり見立てたりして工夫しながらおもちゃを

（1 年生）

６ ねらい

生活に対する期待感が持てるように支援していきたい。

に気付いたりできるように支援していきたい。また、５歳児については、 年生との交流を通して、学校

1 年生として、連携活動を通して、人とのつながりの深まりを意識したり、適切に接しようとする自分

歳児に働きかけるだけでなく、5 歳児の得意なことを生かして楽しむようにもなってきている。

た動植物に向かう時も 1 年生が 5 歳児を気にかける姿が見られるようになり、ねらいに向けて自分から 5

草花や生き物を探して触れ合ったり、見つけたもので遊んだりする活動を楽しんだ。自分が興味を持っ

う」や３回目の「たのしいあきいっぱい」の学習では、近くの原っぱや河川敷に一緒に出かけ、季節の

自分がやりたいことが優先し、自分だけ楽しんでしまう児童も多く見られた。２回目の「むしをさがそ

手の気持ちを聞きながら行動したりすることで、少しずつ仲が深まるように感じられた。しかし、まだ

いに緊張した様子であったが、相手の分まで準備物を用意してきたり、やりたい遊びをどれにするか相

水遊びを行った。５歳児も一緒に水遊びを楽しめるように遊びの内容を考え、交流を図った。初めは互

子どもを主体とした保育

３ 場 所 中筋小学校体育館 中筋保育園遊戯室

２ 日 時 平成２９年１１月１３日（月） 第２・３校時 10:10～11：15

計 170 名

      C：中筋小学校 第 1 学年 3 組 29 名・  池内幼稚園  うめ組 5 歳児 34 名

      B：中筋小学校 第 1 学年 2 組 29 名・なかすじ保育園 きりん組 5 歳児 13 名

１ 対 象 A：中筋小学校 第１学年１組 30 名・  池内幼稚園 さくら組 5 歳児 35 名

   なかすじ保育園 ５歳児担任  菖蒲谷 亜由美  

５歳児担任  久保 佳子

                       池内幼稚園 ５歳児担任  松尾 絵里

１年３組担任 加藤 二葉

１年２組担任 平松 愛子

指導者 中筋小学校 １年１組担任 北村 彰子

保幼小連携活動指導案

平成29年度
公開園・校指導案
公開園 【保幼小連携活動】
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・落ち葉・木の実
・ビニール袋

・落ち葉・木の実
・接着剤

・見たことがあるよ。持ってきてくれて

・見て、こんな物見つけたよ。
・すごい！いろんなものがある。これ、

５
分

平成29年度

・お兄ちゃん、お姉ちゃんとまた遊びた

分

いです。

・一緒に作ってくれて嬉しかったです。

10

たです。

・教えてあげて仲良くできたのがよかっ

・～を上手につけていました。

・～さんの～のところがよかったです。

したりしている。

挙げて発言したりする。
め

・楽しかったです。

褒めたり自分のおもちゃに生かそうと

かったことやがんばったことなど手を

・一緒に持って行くよ。

けをしている。

○園児にも声かけをしながら一緒に片付

と

る。

○片付け方で分からないことを尋ねてい

・もう少し多くしたらいい音だよ。

いかな。

・この大きさの方がピッタリなんじゃな

・やってみたいな。

る。
・こっちの方がよくくっつくよ。

・すごーい！
・できるかな、少し難しい。

用具について自分の意見を伝えてい

○年長児や友達が作っている物の材料や

んだよね。

・オナモミは、毛糸や布にくっつき易い

いいよ。

・ドラムのバチには大きな堅い木の実が

び方を工夫する。

○自然物の特徴を生かしたおもちゃや遊

・これはどうやって作るの？

示し、真似して作ろうとしている。

○小学校の友達が作っている物に興味を

・～を作りたいな。

りしながら作ることを楽しむ。

○自分なりに考えたり、友達と相談した

がら作る。

○自然物の色や形、感触の違いを感じな

○年長児や友達のよいところを見つけ、

４ ふり返りをする

４ 後片付け

３ 工作遊び

  あきのたからものをつかって、おもちゃをつくろう。

○自分が作ったものを発表したり、楽し

ま

分

50

開

展

２ めあてと今日の活動の確認

ちゃが掲示してある場所へ 1 年生
・時間を覚えておかなくっちゃね。

おもちゃ試作品

心・意欲・態度）

ことを評価する。
（５歳児担任）

○仲良く活動できたことや気付いた

流する。

○一緒に活動してよかったことを交

切らせる。

○出たごみをすてるところまでやり

や用具を元の場所に戻す。

○周りの様子を見て、使わなかった物

うとする。

聞き、言い方を工夫しよ

○1 年生や友達の発言を

作 ろ う と し て い る 。（ 関
様々な物で試している。
の教師に声をかけるようにする。

〇木の実に穴を開けたい場合は、近く

○協力し合っておもちゃを

現）

を作っている。（思考・表

工夫しておもちゃや楽器

方法を見つけ出そうと、

で作ろうと努力する。

士や 1 年生に聞き、自分

○分からないことは、保育

でいる。

○自分から活動を楽しん

たり見立てたりしながら

ってみたい物を選び、試し
る。

○集めた自然物の中から、使
考え、選択して行動す

1 年生

○自分で作りたいものを

5 歳児

評価（評価の観点）
（評価方法）

・接着剤

・落ち葉・木の実

・あき箱

かざり試作品

分の思いが言い合えるように促す。 ○失敗する中で、1 番よい

○子どもたち同士が、困ったことや自

きるような声かけをする。

○1 年生が年長児を意識して活動で

見守る。

め、意欲を持って取り組めるように

○子どもの気付きや楽しさを受け止

く。
（前日準備）

料と用具を準備し、環境を整えてお

○作れそうなおもちゃに合わせた材

が案内する、

○5 歳児が決めてきた作りたいおも

（１年担任）

○活動時間と活動場所の確認をする。

流する。

してきたものを持って１年生が合

〇園児が集合しているところに、準備

指導上の留意点（環境構成・援助）

・接着剤

・ビニール袋

・落ち葉・木の実

・画用紙

へんしん試作品

・集めた宝物をどんどん使ってね。

ありがとう。

ち、作りたい物のイメージを広げる。

物のイメージを広げる。

つかいたいな。

児の持ってきてくれた物に興味を持

してきた物を目の前にして、作りたい

入

○自分たちの試作した物だけでなく、園

○1 年生が準備した物や自分たちが用意

導

１ 始めのあいさつ

1 年生

5 歳児

主な活動

・毛糸・折り紙

・落ち葉・木の実

・プラ容器・はこ

おりょうり試作品

程

過

・毛糸・折り紙

・落ち葉・木の実

・プラ容器・はこ

おりょうり試作品

予想される幼児・児童の反応

・画用紙

・あき箱

・接着剤

へんしん試作品

かざり試作品

７ 本時の展開（小学校 生活科 ３・４／9）  B グループ

 

 

 

 

 

あそびコーナー

C ３組・うめ組

・画用紙・空き箱
   ・画用紙・空き箱
          ・個人の準備物 はさみ   しゅうりコーナー
          ・始まりと終わり（振り返り）
・プラ容器
      ・プラ容器
          ・接着の道具など、使い方を    きり
        はグループ別で行う。
・落ち葉・木の実
      ・落ち葉・木の実
           理解させておく。
（1 年生）
・接着剤
      ・接着剤
          ・穴あけの約束
う な
コ ん
                  近くの先生にお願いする。
がっき試作品
ー で
がっき試作品
ナ も
・折り紙
・折り紙・空き缶
ー ざ
                ・ビデオを準備するとともに
・落ち葉・木の実
い
・落ち葉・木の実
                 児童の活動の様子をメモする。
り
・プラ容器
・プラ容器
ょ
（上記、１・3 組同様）
・接着剤
・接着剤

おもちゃ試作品

長机          

A 1 組・さくら組

めあて あきのたからものをつかっておもちゃをつくろう。

子どもを主体とした保育

 

 

ス
テ
ー
ジ
 

８ 環境の設定  体育館

平成29年度
公開園・校指導案
公開園 【保幼小連携活動】
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出
入
り
口

きりんぐみ

製作コーナー

テーブル

材料コーナー
・画用紙・新聞紙
・のり・はさみ・ボンド・テープなど

空き箱など

作
り
た
い
も
の
の
写
真

子どもを主体とした保育

あそびのコーナー

2組

秋の素材

あきのたからものをつかっておもちゃをつくろう

ステージ

めあて

なかすじ保育園 ゆうぎ室

平成29年度
公開園・校指導案
公開園 【保幼小連携活動】
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