
５歳児  保育指導案１ 

                                    平成29年10月13日（金） 

１ 主題 「友達と思いや気持ちを伝え合いながら、お店ごっこを楽しもう」 

 

２ 目指す子どもの姿に対する幼児の姿 

きりん組は明るく元気いっぱいな子が多く、クラスの雰囲気は楽しくにぎやかである。１学期から

友達に声をかけて一緒に遊ぶことを楽しむ様子が見られ、思いを通わせて砂遊びをしたり、色水作り

や泥だんご作りに夢中になったりする姿が見られた。作って遊ぶことが好きな子が多く、室内では作

ったアクセサリーやおもちゃを作って４歳児や３歳児のお客さんに買ってもらったり、輪投げやボウ

リングコーナーを作って遊んでもらったりして、お店ごっこを楽しんできた。その中で遊びの振り返

りの時間を多くもち、友達と様々なアイデアを出し合って遊ぶ経験をしてきている。 

話合いでは、作った物やできたことを紹介することで遊びのイメージを共有したり、困ったことを

みんなで考えたりすることを大切にしている。振り返りを行うことで、「明日は、～をしよう！」「～

の遊びをしたいから、家から段ボールもってきたよ」等、遊びをつなげたり、意欲をもって登園した

りする姿がある。話合いの中でどんどん発言できる子と、全体の中では発言しにくい子がいるが、一

人ひとりの思いや考えが遊びに生かされ、さらに遊びが楽しみになるように進めている。 

９月末に運動会を経験し、共通の目標に向かって一生懸命取り組むことや友達と力を合わせること

の大切さを感じた子ども達は、友達とのつながりがさらに深まり、誘い合って好きな遊びを楽しむ姿

が見られている。また、運動会で取り組んだリレーを繰り返して楽しんだり、縄跳びや固定遊具など

の運動遊びに意欲的に取り組んだりする姿も見られるようになってきている。また、クラスとしての

まとまりが見られるようになり、隣のクラスのしている活動や遊びを意識し、刺激を受けながら様々

な活動や遊びに取り組む様子も見られている。 

一方で、登園時や活動の切り替わり時に気持ちが崩れたり、不安になったりして教師の関わりを求

める子もいる。友達のしている遊びに入りにくかったり、自分の思いをうまく相手に伝えられなかっ

たりする様子も見られ、教師が気持ちを受け止めつつ友達との関わりをもつことができるよう支援を

続けている。 

 

３ 活動によせて 

１学期から４歳児と３歳児のお客さんに来てもらい、お店ごっこを楽しんだことから、２学期も自

分たちの好きなお店を作って遊んでいる。夏休みの経験を生かし、アイスクリーム、マカロン、キャ

ンディーなどのスイーツ屋さんやたこ焼き屋さん、コンビニエンスストア、映画館を作った。１学期

は商品を各々が自由に製作し、それらを売るスタイルであったが、「何味がいいですか？」「イチゴ味

もありますよ」等、お客さんの好みを尋ねたり、やりとりを楽しんだりする等、サービス対応が必要

なお店へと発展した。また、１学期の学びを生かす姿が見られる。 

たこ焼き屋さんでは、より本物らしく美味しそうにしたいという思いをもち、ソース・マヨネーズ・

鰹節・青海苔などを作り、たこ焼きを作る過程を見せる店へと発展した。さらに、机と椅子を用意し

て食べられるコーナーを作り、お客さんが楽しむことができるよう工夫している。 

コンビニエンスストアは、どの店舗も同じようなレイアウトであったり、商品が売ったりしている

ため、友達と共通のイメージや目的をもちやすい。ジュース・パン・おにぎり・お弁当などの商品を

作る際は、互いの考えを言葉で伝え合い、目的をもって制作する姿がある。１学期のお店ごっこの経

験を生かし、棚の脚は牛乳パックを重ねて同じ高さにすることで安定を図ったり、より本物に近い商

品を制作するために、様々な素材を用い工夫したりする姿も見られている。 

映画館で映画を見る経験をした子も多く、「映画館作ろう！」と盛り上がった。暗くしたいという思

いがあったので、保育室の隅に教師と一緒に段ボールで壁や屋根を作った。映画館の壁の一部である

保育室のドアの下部は磨りガラスで、廊下からの光が入ることで、影が映ることを発見し、影絵のよ

うに遊び始めた。段ボールを様々な形に切り、影の映り方を楽しみ、友達とストーリーを考え、イメ

ージを膨らませている。 

 

４ 教師の願い 

友達と一緒にイメージや目的を共有し、アイデアを言葉で伝え合うことで遊びが盛り上がり、主体

的に進めていく様子が見られている。しかし、たくさんのコーナーを転々として一つのことにじっく

りかかわらず、友達や教師に任せっきりになる子も見られる。 

いろいろなお店ごっこを進める中でそれぞれに自分のしたい遊びを見つけ、友達のしていることに

刺激を受けながら共通のイメージをもって遊んでほしい。その中で友達と思いを伝え合ったり考えを

出し合ったりして、一緒に遊びを進めていくことの楽しさを感じてほしいと願っている。 

これらのことから、全体での遊びの振り返りを充実させるとともに、子どもの思いに寄り添いなが

ら、友達と思いを伝え合いながら遊びを進めることができるよう支援していきたいと考えている。 

遊びの振り返りの話合いでは、それぞれの遊びのコーナーがどのようになっているのかを知り、共

通理解を図りながらクラスみんなで楽しむ雰囲気を大切にしていきたい。また、友達の工夫した点を

認めたり、困っていることなどを一緒に考えたりして共有し、遊びの続きに期待をもつことができる

ようにしたいと考えている。 

 



 

ねらい 
・友達と思いや考えを出し合いながら、共通の目的に向かって一緒に遊びを進めていく  

楽しさを味わう。       
・いろいろな素材に触れながら、自分のイメージした物や遊びに必要な物を作る楽しさ

を味わう。       
       

内容 
・自分の思いを話したり、友達の考えを取り入れたりしながら、協力

して遊びを進める。     
・いろいろな素材からイメージに合う物を選んだり、作り方を工夫し

たりして、遊びに必要な物を作る。   
   

評価の観点 
・子ども達が主体的に遊びを進めていくことができる環境構成や教師の

援助ができていたか。     
・友達とイメージを共有できるような援助や働きかけができていたか。 
・イメージを膨らませて遊ぶことができるような環境構成ができていた

か。 

時刻 生活の流れ 教師の援助 ・予想される子どもの活動     ○環境構成      ＊教師の援助 

8:30 
 
 
 
 
 
9:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:10 
 
 
 
 
10:40 
 
 
 
 
11:20 
 
 
 
11:50 
 
 
 
 
 
13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00 

登園する。 
 
挨拶をする。  
 
所持品の始末をする。 
 
体操をする。 
ジョギングをする。 
 
好きな遊びをする。 
 お店ごっこ 
 Ａ スイーツ屋さん 
 Ｂ 映画館屋さん 
 Ｃ コンビニ屋さん 
 Ｄ たこ焼き屋さん 
 
片付けをする。 
 
排泄・手洗い・うがいをする。 
お茶を飲む。 
 
朝の集まりをする。 
 ・歌を歌う。 
 ・日付、出席を確認する。 
 ・遊びについての話合いをする。 
 
排泄・手洗い・うがいをする。 
 
給食準備をする。 
 
給食を食べる。 
 
片付け・歯磨きをする。 
 
好きな遊びをする。 
 
掃除をする。 
 
降園準備をする。 
 
帰りの集まりをする。 
 ・絵本を見る。 
 ・今日の遊びの話をする。 
 ・明日の話をする。 
 
降園する。 

＊一人ひとりに笑顔で挨拶をして迎
え、安心して一日がスタートできる
ようにする。 

 
＊所持品の始末は自分でする様子を見

守り、出し忘れがないか、確認する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊手洗い・うがいは丁寧にできるよう

に声をかけたり、教師も隣で一緒に
したりして促していく。 
  

＊出席を確認し、欠席の友達を心配し
たり、思いやったりできるようにす
る。 

＊遊びの振り返りの時間をもち、でき
た物や工夫したことを紹介したり、
困っていることをみんなで考えたり
して、共通理解を図っていく。 
  

   
＊教師も一緒に給食を食べながら楽し

い雰囲気を作っていく。また、苦手
な物でも食べてみようとする姿を認
め、励ましていく。   

   
   
   
   
＊降園準備はできるだけ自分でできる

ように見守り、必要に応じて声をか
け、できるように促していく。 
  

＊一日の振り返りの時間をもち、「楽し
かった」「明日は○○したい」という

気持ちに共感し、次の遊びに繋がる
ようにする。   

 
 

 

 

 

 

 

今日の活動の展開 

 
・コンビニに必要な物を作る。 
・店員になり、お客さんとのやりとりをする。 
○遊びに必要な材料や用具（空き箱、カップ、毛糸、画用紙、

牛乳パック、段ボールなど） を準備しておく。 
＊友達とイメージを伝え合ったり、共有したりして遊ぶ姿を

見守り、必要に応じてアイディアを出したり、教師も手伝
ったりする。 

＊遊びの中で思いがぶつかったりすれ違ったりするときは、
一人ひとりの思いを受け止め、必要に応じて友達の思いに
気付くことができるように働きかけていく。 

 
・アイス屋さん、マカロン屋さん、キャンディ屋さんに必要な物を作る。 
・店員になり、お客さんとやりとりをする。 
○お店に必要な材料や用具を分類・整理し、使いやすいように子どもと

一緒に準備していく。 
＊お店の人になりきってお客さんとやりとりする様子を見守り、必要に

応じて言葉を補ったり、アドバイスしたりする。 
＊いろいろな材料や用具を使うため、場が乱れたときは子どもと一緒に

片付けるなど、使いやすいように再設定していく。 
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Ｃ コンビニ屋さん 

 
・たこ焼き屋さんに必要な物を作る。 
・店員になり、お客さんとやりとりをする。 
○お店に必要な材料や用具を分類・整理し、使いやすいよう

に、子どもと一緒に準備していく。 
＊お店の人になりきってお客さんとやりとりする様子を見守

り、必要に応じて言葉を補ったり、アドバイスしたりする。
＊机や椅子の配置を子どもと一緒に考え、お客さんの様子を

時々確認できるように言葉をかけていく。 

Ｄ たこ焼き屋さん 

Ａ スイーツ屋さん 

 
・映画館に必要な物を作る。 
・ストーリーや話を考える。 
○遊びに必要な材料や用具（懐中電灯、画用紙、段ボールなど）を準備

しておく。 
＊友達とイメージを伝え合ったり、共有したりして遊ぶ姿を見守り、必

要に応じてアイディアを出したり、教師も手伝ったりする。 
＊遊びの中で思いがぶつかったりすれ違ったりするときは、一人ひとり

の思いを受け止め、必要に応じて友達の思いに気付くことができるよ

うに働きかけていく。 

Ｂ 映画館屋さん 

（全体を通して行う援助） 
＊自分のしたい遊びが見つけられない子には、思いに寄り添いながら教

師と一緒に遊びを探したり、友達の遊びの様子を伝えたりして誘いか

けていく。 
＊思いや考えの違いからトラブルになったときは、教師が仲立ちとな

り、互いの思いを十分に受け止め、相手の思いに気付くことができる

ように伝えていく。 
＊片付けの際は遊んだ満足感や明日への期待がもてるような言葉をか

け、作ったものを大事に残したり、片付けたりできるようにしていく。 
＊遊びについての話合いでは子ども達のいろいろなアイディアや思い

を聞き、みんなで共有できるように書き留めたり、まとめたりしてク

ラス全体で遊びを楽しむ雰囲気を大切にしていく。 

（個別配慮） 
Ａ児：一日の流れや活動の時間などの見通しをもつことで安心して過ごせるので、必要に応じて教師が個別に関わり、確認できる時間を作

っていく。また遊びや生活の中で教師を求めることがあるため、教師との会話やスキンシップを図りながら、友達のしていることを

伝え、安心して活動できるように関わっていく。 
Ｂ児：友達と関わる中で、自分の思いが通らないと怒ってその場から離れることがある。気持ちが落ち着くように教師が関わり、本児の思

いを受け止め、安心して戻ることができるように関わっていく。また、教師が仲立ちとなって本児のしていることを周りの友達に伝

えたり、友達のしていることを伝えたりして、友達との関わりをもつことができるようにしていく。 



５歳児  保育指導案２ 

                                    平成29年10月６日（金） 

１ 主題 「にんじゃごっこをして遊ぼう」 

 

２ 目指す子どもの姿に対する幼児の姿 

学級全体の雰囲気として穏やかな子どもが多く、困っている友達がいると優しく声をかけ、助けて

あげようとする姿が多く見られる。一方で、自信をもって自分の思いを言葉にして伝える力の弱さが

あり、遊びや活動を通して様々な気付きや発見をしているが、十分に共有できずにいる姿があった。

また、特定の子どもが思いを押し通そうとする様子が見られ、自分の思いがあっても友達に遠慮して、

十分に思いを伝えられない子がいることがうかがえた。 

４月から、シリーズ絵本「わんぱくだん」の読み聞かせをきっかけに遊びや活動につなげている。

９月の運動会に向け、『わんぱくだんのにんじゃごっこ』の読み聞かせをした。子どもたちは“忍者

はかっこいい”というイメージをもち、運動会の取組では、「今日も忍者の修行を頑張る！」「かっこ

いい忍者になりたい！」と憧れの気持ちを抱きながら、積極的に取り組む姿が多く見られた。生活の

場面でも「忍者みたいに早く用意を終わらせた！」と忍者になった気分で身の回りのことに進んで取

り組もうとする姿があった。 

また、他者に自分の思いが伝わったり受け入れられたりする喜びを味わい、思いを表出する経験を

積み重ねていくことができるように、運動会の取組の中で、みんなで相談したり振り返りをしたりす

る機会を多くもった。「今日は～をがんばった」「もっとこうした方がいいと思った」など、思いや考

えを言葉にして伝えようとする姿が多くみられるようになり、子どもたちの中で“知らせたい”“伝

えたい”気持ちが高まりつつあることがうかがえた。 

 

３ 活動によせて 

運動会の個人競技で使う手裏剣を一斉活動で作ったことがきっかけで、「もう一個手裏剣作ってみ

る！」等、友達同士で教え合ったりする姿があった。また、手裏剣を投げて楽しむ中で、「ゲームボ

ックスを 3個積んでみよう！」「穴に入ったら～点やで」と、ルールを自分達で作り出し、遊びへつ

なげている姿があった。１学期から続いている遊びの中にも『にんじゃ弁当』と名付けたメニューが

増えたり、“長い剣”“太い剣”“元気が出る虹色の剣”を制作したりと、忍者をきっかけに様々な遊

びへ発展しつつある。 

さらに、少人数で遊びを考えたり、作り出したりすることで、「ぼくはこうしたい」という具体的

な思いをもつ子もでてきた。子ども同士の思いがぶつかる場面が見られるようになってきたが、自分

と相手の思いの違いに気付くことができるよい機会であると捉え、日々の子どもの葛藤を大事にしな

がら互いの思いを伝え合えるような環境を設定したり、思いをつなげる声かけをしたりしながら、遊

びを進めているところである。 

『忍者』という普段の生活とはかけ離れた世界観ではあるが、子どもたちにとって自由な発想が生

まれやすい活動であると考える。それぞれのイメージする忍者から“こんなのがあったらおもしろそ

う”と思いを膨らませ、自由に表現することを楽しんでほしいと願っている。思いや考え、表現の方

法など、同じ遊びをしていてもそれぞれに違いがある。その違いがおもしろい、それぞれによさがあ

るということを保育者自身が大切にし、様々な発想を認める言葉かけをしていくことで、互いを認め

合い、受け入れられる雰囲気づくりをしていきたい。また、自信がなく、失敗や間違うことを恐れて

行動することに躊躇する姿も多いので、一人ひとりの思いに寄り添い、誰もが安心して、イメージを

広げる楽しさ、形にしていくおもしろさを存分に味わえるよう関わっていきたい。 

 

４ 教師の願い 

少人数での遊びは、互いの思いや様子が伝わりやすいと考える。イメージや思いの違いからぶつか

り合うことも予想されるが、子どもたちの育ちの大きなチャンスと捉え、友達同士で話し合う様子を

見守ったり、必要に応じて仲立ちしたりしながら、些細なことでも伝え合い、協力できる関係づくり

をしていきたい。一人ひとりのイメージを言葉で伝え合うことで、“こんな遊びにしていきたい”“こ

んな風にしたらどうかな？”等、新たな気づきや学びが得られると考える。共通の目的に向けてみん

なで相談や協力をすることで、一緒に遊びを創り出していく喜びを感じられるように支えていきたい。 

また、事前、事後の話合いや振り返りの場をもつことが、子ども自身が自分の考えや行動を整理し、

遊びのイメージや目的を明確にしながら次の遊びにつなげることができると考える。そのため、話す

内容や何をねらいとするかを保育者自身が意識し、話す場のもち方や方法を工夫していきたい。発表

に対して思ったことや感じたこと、知りたいことなどを交流し合えるよう、保育者も遊びの仲間とな

って話合いに参加しながら、思いや考えが出しやすい雰囲気づくりを心掛けていく。   

さらに、一人ひとりが“～したい”という思いをもって、やりたい遊びに向かうことができるよう

にしたい。そのために、子どもが今どんなことに興味をもっているのか、頑張っているのかを丁寧に

見取り、必要な素材や道具、場を整えていくことを心がけたい。また、保育者も共に仲間となって遊

び、楽しむことで、子どもの思いやイメージをより身近で感じられるように努めたい。 

そのために、画用紙や広告、空き箱やカップなど、身近な素材を準備しておくことで、子どもたち

が自分なりにイメージを広げ、思いの実現へ向けて試行錯誤し、工夫して遊びに取り入れられるよう

にしたい。また、大きめの段ボールなど、扱いにくい素材も用意することで、抵抗感が遊びの工夫の

幅を広げ、友達と協力して遊びに使おうとするきっかけになることを期待している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

本時の 

ねらい 

○自分の思いや考えを友達に伝えたり、相手の思いを聞いたりして、一緒に

遊びを進めることを楽しむ。 
 

評価の観点 

・自分のしたい遊びを楽しむ中で、思いや考えを友達に伝えようとする姿が見られたか。また、友達の思いに気付き、一緒に
遊びを進めようと考える姿が見られたか。 

・一人ひとりが安心して自分のしたい遊びを楽しんだり、イメージを広げ表現したりできるような材料の準備や環境構成がで
きていたか。また、それぞれの思いや考えを受け止め、互いに思いを言葉にし、伝えられるような援助があったか。 

 予想される幼児の活動および保育者の援助 ・予想される幼児の活動     △環境構成      ※保育者の援助 
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11:30 

 

 

 

 

12:15 

 

12:45 

 

13:45 

 

 

14:00 

 

16:30 

 

 

 

19:00 

○順次登園する（長時間保育）。 

○登園する。 

・保育者や友達と挨拶を交わす。  ・持ち物の始末をする。 

・当番活動（お休み調べ）をする。 ・栽培物の水やりをする。 

※一人ひとりを笑顔で迎え、気持ちよく一日がスタートできるようにする。

※荷物の始末をする姿を認め、自信や意欲につなげる。 

○戸外で好きな遊びをする（竹馬、固定遊具、縄跳び、鬼ごっこ等）。 

○体操・マラソンをする。 

※保育者も率先して体を動かして楽しい雰囲気づくりをし、体を動かす心地

よさを味わえるようにする。 

※継続して運動遊びに取り組む時間を確保する。 

○手洗い、うがいをし、水分補給をする。  

○朝の会をする。 ○歌を歌う。 ○挨拶をする。 

○今日の活動について話を聞く。 

※休みの友達に思いを寄せたり、クラス全員が揃ったことを喜んだりできる

ような温かい雰囲気づくりをしていく。 

※子どもたちが一日の流れがわかり、見通しや期待をもって過ごせるように

する。 

○絵本を見る。 

○太鼓をする。 

○絵本を借りる。 

○給食の準備をする。 

○給食を食べる。 

※楽しい雰囲気の中で食事ができるようにする。 

※食事の時のマナーを意識できるよう言葉をかける。 

※食後の挨拶の時間を知らせ、時間の見通しをもって食べられるようにする。

○歯磨きをする。  ○食後の挨拶をする。 

○片付けをする。  ○掃除をする。 

◎「にんじゃごっこをして遊ぼう」（右記参照） 

○排泄を済ませ、手洗い、うがいをする。 

○降園準備をする（短時部）。 

○帰りの会をする。 

※一日の振り返りをしたり、明日への期待がもてるように話をしたりする。

○降園する（短時部）。 

○おやつを食べる。○帰りの支度をする。○好きな遊びをする。（長時部）

○随時降園する。 

○戸外や保育室で好きな遊びをする（長時間保育）。 

※保護者に子どもの様子を伝えたり、家庭での様子を聞いたりして、共通理

解をする中で同じ思いで子どもに関わっていけるようにする。 

○降園完了（延長保育）。 

 

 

 

 

＜忍者になって遊ぼう＞ 
・頭巾や服など、身に着けるものを作る。 
・手裏剣や剣、遊びに必要なものを作る。 
△遊びの様子を見ながら、子どものイメージ

の実現に必要な素材を用意しておく。 
※“こんな忍者になりたい！”という子ども

のイメージを大切にしながら、実現できる

よう一緒に考えたり、アイデアを出したり

していく。 
※なりきって遊ぶ楽しさに共感し、”こんな

ものがあったらおもしろそう”と次につな

がるようなイメージをもてるような関わ

りをする。 

＜忍者迷路を作ろう＞ 
・段ボールをつなげて迷路を作る。 
・迷路の中に入って遊ぶ。 
△大小様々な大きさの段ボールを用意しておくことで、自

分達で組み合わせを考えたり、イメージを広げて遊びを

進めたりしていけるようにする。 
※どのようにつないでいくかを子ども同士で相談したり

協力したりする姿を見守る。 
※「どうやってつなげていく？」「この道おもしろいね」

と投げかけたり、認めたりすることで、子どもの思いや

言葉を引き出せるようにする。また、様々なアイデアに

ふれ、イメージが形になっていくおもしろさを共有し、

友達と一緒に遊びを進めることを楽しめるようにする。

(環境図) 

〈全体を通しての配慮〉 

△自分達でしたい遊びを選び、遊びの環境を準備できるよう、道具や用具を

取り出しやすい所に置いておく。 

△子ども同士で考えて遊びの場を設定できるよう、安全面に配慮し、見守り

ながら、互いの遊びの様子や声が伝わる距離感を保育者の中で意識をして

おく。 

※保育者自身が忍者になって遊ぶことを率先して楽しみ、“忍者”の世界観

の中で、一人ひとりが作ったり、なりきったりして、思いを表現する楽し

さを味わえるようにしていく。 

※思いや考えの違いでぶつかり合う姿もあるが、子ども同士で思いを伝え合

ったり、協力したりする姿を見守りながら、必要に応じて仲立ちし、安心

して思いを表現できるようにする。また、しっかりと自分の思いを伝えき

れるよう丁寧に関わっていく。 

※活動前に今日はどんな遊びをしたいと考えているのかを聞いておくこと

で、子どもが目的をもったり、活動を広げたりできるようにしていく。ま

た、振り返りの時間には、気付きや発見、遊びを通して感じたことや考え

たことなど、話をしやすい雰囲気づくりをする。 
 

＜忍者の家を作ろう＞ 
・忍者の家を作ったり、友達と一緒に入ったりして遊ぶ。 
・段ボールに色を塗ったり、飾りをつけたりする。 
△数人が入れる空間を作ることで、友達の存在を近くに感じ

られるようにする。また、囲われた空間の中で、安心して

互いのイメージが伝え合えるようにしていく。 
※思いや考えを言葉にして伝え合えるよう支えながら、自分

の思いが受け入れられた喜びが味わえるようにする。また、

友達と思いが違った時には、遠慮せずに気持ちを伝え合え

るよう、必要に応じて「○○くんはどうしたいの？」と思

いを引き出し、互いの思いを大切にしながら話し合えるよ

うかかわっていく。 
※“こうしたい”という思いをもって遊びをすすめる姿を見

守ったり、認めたりし、思いの実現を支えることで、満足

感や自信につながるようにする。 

＜手裏剣的当てをしよう＞ 
・的をねらって手裏剣を投げる。 ・距離や高さを変えて遊ぶ。 
△ゲームボックスや巧技台を用意しておき、“こうしたらおもしろそう”と

いう思いや考えが試せるようにする。 
※自分達でルールをつくったり、遊びを工夫したりする姿を認めていく。

また、保育者も仲間となって遊びを楽しむ中で、アイデアを提供したり、

イメージを引き出したりすることで、“次はこうしてみよう”とさらに遊

びが発展していくようにかかわっていく。 
※子どもの遊びを見守り、必要に応じて遊びのルールを確認したり仲立ち

したりし、みんなが楽しく遊べる方法を考えていけるようにする。 

ろうか 

 

 

 

 

保育室

ピアノ

ロッカー

＜くじ引きやさんをしよう＞ 
・友達とやりとりをして遊ぶ。 
・賞品を考えたり、作ったりす

る。 
※アイデアを出し合い、ルール

を共有し、友達と一緒に遊び

を進めることを楽しめるよ

うにする。 
※保育者もお客さんとなって

遊びに加わって楽しみなが

ら言葉を交わし、子ども達が

やりとりを楽しめるように

していく。 

ロ
ッ
カ
ー

ロッカー 

忍者の家

手裏剣

的当て
くじびき 

やさん 

製作棚

忍者迷路

今日の活動の展開 
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