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◇４歳児

◇５歳児

《「年齢別年間カリキュラム」・「月齢別・期別カリキュラム」の内容について 》
《年齢別カリキュラムの区分》
【０歳児】
○子どもの個としての成長を基本に考え，月齢によるカリキュラムとした。
【1歳児・２歳児・３歳児・４歳児・５歳児】
○個としての成長とともに集団の中での成長を考え，期ごとの学級での生活や活動を
基盤にしたカリキュラムとした。
《年間カリキュラムの内容》
〔教育・保育目標〕
・年間の活動及びそのための援助を通して育てたい子どもの姿
〔養 護〕
・「園児の生命の保持及び情緒の安定を図る」ことの視点から，育てたい子どもの姿
①生理的欲求や健康増進から
②情緒の安定の観点から
〔ねらい〕
・教育・保育目標を具現化したもので，その期を通して子どもに育みたい資質や能力
〔育てたい子どもの姿〕
・園での生活や活動を通して，３つの視点，５つの領域で育てたい子どもの姿
〔環境構成と援助の工夫〕
・それぞれの期のねらいにそって，育てたい子どもの姿に迫っていくために先生が行
う環境構成や援助の工夫
・具体的な生活の活動の場面を想定して子ども一人一人の行動を予測しながら、全体
や個別に対応するための援助の工夫
《月齢別・期別カリキュラムの内容》
〔発達の主な特徴〕
・その期の子どもの発達の主な特徴や予想される姿
〔ねらい〕
・教育・保育目標を具現化したもので，その期を通して子どもに育みたい資質や能力
※「年齢別年間カリキュラム」と同じ
〔この期に身に付けてほしいこと〕
・「年齢別年間カリキュラム」のこの期の「育てたい子どもの姿」を育んでいくため
に，子どもに身に付けてほしい具体的な事柄
〔環境構成と援助の工夫〕
・子どもに「この期に身に付けてほしいこと」を育んでいくために，先生が行う環境
に対する働きかけや子どもに対する援助，またそのための工夫
〔家庭との連携〕
・この期の子どもの発達の主な特徴をふまえて，ねらいに迫っていくために，保護者
や家庭と連携する上で大切にしていきたいことがら
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年 齢 別
年間カリキュラム

０歳児
教育・保育目標
年間区分

ねらい

育
て
た
い
子
ど
も
の
姿

笠岡市立幼保連携型認定こども園
○保健的で安全な環境のもとで個々の欲求が満たされ，快適に過ごす。
○先生との信頼関係をもとに安心して周囲と関わり，身近な人やものに関心をもつ。
Ⅰ期（６か月未満）

Ⅱ期（６か月から９か月）

養

年間カリキュラム
護

○生活リズムを安定させ，生理的欲求を満たして生命の維持と情緒の
安定を図る。

Ⅲ期（９か月から１歳３か月）

Ⅳ期（１歳３か月から２歳未満）

○家庭での生活と園での生活を常に連携し， ○一人一人の生活リズムや健康状態に合わせ
無理なく園生活に慣れるようにする。（養）
て，機嫌よく過ごせるようにする。（養）

○一人一人の発達に応じた全身運動を，十分に
経験できるようにする。（養）

○先生にしっかり気持ちを受け止めてもら ○様々な欲求（食べる・飲む・眠る・遊ぶ）
い，安心して過ごす。（教）
や甘えたい気持ちを十分に満たされ，安心
して過ごす。（教）

○共感的なコミュニケーションを取ってもら
い，発語の意欲をもつ。（教）

○安心できる環境の中で着脱や食事をするこ
とで，自分でしようとする気持ちを育てる。
（養）
○様々な遊びを通して手指の機能を伸ばす。
（養）
○様々な遊びを通して友達に関心をもつ。
（教）

・食事（授乳），睡眠，排泄などの欲求が満た ・いろいろな食材の味や舌触りに慣れ，喜ん ・離乳食に慣れ，手づかみや指つまみで食べよ ・手伝ってもらいながら，スプーンを使って
され，一人一人の生活リズムで心地よく過
で食べる。
うとする。
食べようとする。
ごす。
・お座りをしたり，腹ばいで前進したりする。 ・おまるに座ることに慣れる。
・先生の言葉掛けでトイレに行き，見守られ
健やかに伸び伸
・おむつを交換してもらい気持ちよく過ごす。 ・安心して一定時間眠れるようになる。
て排泄をする。
びと育つ
・はいはい，つかまり立ち,伝い歩き,歩行など ・着脱に興味をもち，手足を動かそうとする。
様々な動きや姿勢をとって遊ぶ。
・一人歩きが安定し，小走りをしたり,段差の
あるところを歩いたり，飛び降りたりしよ
うとする。
・喃語や指さしを受け止めてもらい，やり取り
身近な人と気持 ・身近な先生とのスキンシップや触れ合いの ・先生と触れ合い遊びを楽しむ。
心地よさを感じる。
・身近な先生に親しみを強くもち，同時に他
を楽しむ。
・先生の仲立ちにより，友達と関わって遊ぶ。
ちが通じ合う
の先生にも関心をもつ。

身近なものと関
わり感性が育つ

環境構成と
援助の工夫

・玩具などを手で触ったり，握ったり，口の ・いろいろな形，大きさ，重さ，感触のおも ・絵本の読み聞かせを喜ぶ。
中に入れたりして感触を楽しむ。
ちゃに触れて遊ぶ。
・先生の歌に合わせて手足や身体を動かして楽
・外気浴や日光浴を通して自然に触れ，心地 ・音の出る玩具を持って振ったり，たたいた
しむ。
よさを感じる。
り，音を出したりして楽しむ。

・指さしや片言（一語文）で自分の思いや要
求を伝えようとしたり，やり取りを楽しん
だりする。
・指先を使った細かい動きを楽しむ。
・先生がするしぐさ，遊びを真似て楽しむ。

☆一人一人の生活リズムに応じて，ゆったり ☆安心して過ごせるよう，安全で家庭的な環 ☆園児の好奇心や探索行動が満たされるよう
とした温かい雰囲気の中で過ごせるように
境を整える。特に活動範囲の広がりに伴い，
に,興味や発達に合わせた環境を整える。
する。
安全面や衛生面に留意し，活動しやすい環 ○自分で食べようとする気持ちを大切にしな
○個々の健康状態や家庭での生活について保
境を整える。
がら，見守ったり介助したりする。
護者と確認し合う。
○離乳食は，園児の状態に合わせて量や形状 ○喃語や片言，指さし等にしっかり応え，やり
○睡眠時に一人一人の安全確認を十分に行
を変えていく。
取りを楽しむことで言葉の発達につながる
い，窒息や乳幼児突然死症候群の予防に努 ○十分なスキンシップをしたり，気持ちや欲
ようにする。
める。
求をその都度受け止めたりしながら，安定
した気持ちで過ごせるようにする。

☆運動機能の発達を促すような遊びや環境を
用意する。
○一人一人の食事量や食べ方に合わせて介助
をし，自分で食べた満足感をもてるように
する。
○排泄は，一人一人の状態を把握しながら，
無理のないように誘っていく。
○園児の気持ちを言葉にして返したり，共感
したりしていくことで，言葉の獲得につな
げていく。

主な行事
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１歳児

笠岡市立幼保連携型認定こども園

年間カリキュラム

○先生との信頼関係のもと，安心して過ごす。

教育・保育目標

○一人一人の生理的欲求や自我の芽生えを大切にしながら,いろいろな甘えを

○簡単な身の回りのことを自分でしてみようとする気持ちをもつ。
○探索活動を通して，十分に聞く，見る，触れるなどの経験をし，人や周りのものへの関心をも

養

護

つ。

年間区分

○十分なスキンシップをとりながら,自分の気持ちを安心して表すことができ
るようにする。

Ⅰ期（4 月・5 月）

Ⅱ期（6 月・7 月・8 月）

○新しい環境に慣れ，機嫌よく過ご ○安心できる環境の中で過ごし，生
す。
活のリズムが安定する。

ねらい
○先生に見守られながら，好きな玩 ○先生や友達と一緒に，夏ならでは
具を見付けて遊ぶ。
の解放的な遊びを楽しむ。
・食事・排泄・睡眠など安定した生活 ・いろいろな食材に興味をもち，手づ
リズムの中で過ごす。
かみやスプーンを使って自分で食べ
ようとする。
健
康
・探索活動を楽しむ。
・水分補給や休息をとりながら，水遊
びや戸外遊びを十分に楽しむ。
・先生など身近な人に関わり，興味や ・一人遊びをしたり，先生や友達の真
育
親しみをもつ。
似を して遊ん だり する ことを楽 し
人間関係
て
む。
た
・身近なものに興味をもち，見たり触 ・先生や友達と一緒に，砂や水などの
い
れたりする。
感触を味わう。
環
境
子
・戸外で春の自然に触れて楽しむ。
・夏の自然に触れて楽しむ。
ど
・知っているものや欲しいものなどを ・身振りや簡単な言葉を使って，自分
も
の
指さしたり，声や動作で伝えようと
の気持ちを表そうとする。
したりする。
・先生の言葉や絵本に出てくる言葉を
姿
言
葉
・好きな絵本を読んでもらうことを喜
真似て楽しむ。
ぶ。
・先生と一緒に，わらべうたや手遊び， ・季節の歌や手遊び，わらべうたを真
リズム遊びを楽しむ。
似て楽しむ。
表
現
・なぐりがきを楽しむ。
☆安心して好きな遊びや探索活動がで ☆水遊びなどが十分楽しめるよう水温
きるよう，安全で家庭的な環境を整
などを確認し，安全な環境を整える。
える。
☆活動後はしっか りと水分補給や休
☆安全点検や衛生管理をして保育室や
息，睡眠をとり快適に過ごせるよう
園庭の安全を確認し，伸び伸びと遊
にする。
環境構成（☆）と
べるようにする。
○園児の体調や食欲に応じて量を調整
援助（〇）の工夫
○一人一人の生活リズムを把握し，無
し，無理なく食事ができるようにす
理なく新しい環境に慣れることがで
る。
きるようにする。
○一人一人の気持ちを受け止め，安心
○信頼関係を築くことができるよう,
して自己主張ができるようにする。
一人一人の気持ちを受容する。

主な行事

受け止め，情緒の安定を図る。

進級式・入園式・春の遠足・家庭訪問

プール遊び・七夕まつり

Ⅲ期（9 月・10 月）
○簡単な身の回りのことに興味をも
ち，先生と一緒にやってみようと
する。
○散歩や活動的な遊びを通して，全
身を動かすことを楽しむ。
・手伝ってもらいながら，着脱や食事
をする。
・走ったり，登ったり，くぐったりな
ど様々な身体の動きを楽しむ。
・先生に仲立ちしてもらいながら，友
達に関心をもったり関わって遊ぼう

Ⅳ期（11 月・12 月）

Ⅴ期（1 月・2 月・3 月）

○先生と一緒に,簡単な身の回りの ○先生に見守られながら,簡単な身
ことをしようとする。
の回りのことを自分なりにしよう
とする。
○先生の話し掛けや友達との関わり ○好きな遊びを通して,先生や気の
の中で,言葉を使うことを楽しむ。
合う友達とのやりとりを楽しむ。
・簡単な着脱や片付けなどを先生と一 ・簡単な衣服の着脱や片付け,持ち物の
緒にやってみようとする。
始末などを，先生に見守られながら
やってみようとする。
・寒さに負けず戸外に出て体を動かし
て遊ぶことを楽しむ。
・指先を使った遊びを楽しむ。
・友達と同じ遊びをしたり，手をつな ・好きな遊びを友達と楽しみ,一緒に過
いだりして,一緒に遊ぼうとする。
ごすことを喜ぶ。

としたりする。
・戸外遊びや散歩などを通して，身近
な秋の自然に触れて楽しむ。
・片言や二語文など自分なりの言葉を
使って，自分のしたいことやしてほ

・固定遊具やボールなどの遊具を使っ ・散歩に出掛けたり,冬の自然に触れた
た遊びを楽しむ。
・生活や遊びの中で，自分の気持ちを
簡単な言葉で伝える。

りして楽しむ。
・生活や遊びの中で，先生や友達と簡
単な言葉のやり取りを楽しむ。

しいことを先生に伝えようとする。 ・先生と一緒に興味のある絵本を見て，
簡単な繰り返しの言葉を楽しむ。
・先生と一緒に身近な素材を使ってか ・歌や言葉に合わせて,体を動かすこと ・かく,貼るなどを通して表現すること
くことを楽しむ。

や模倣遊びを楽しむ。

の楽しさを知る。

☆戸外で遊ぶ時間を確保し，自然に触

☆室内外の気温差に留意し,加湿，換気

☆ごっこ遊びや見立て遊びなど友達と

れたり体を十分に動かして遊んだり

を十分に行い，感染予防に努め,快適

のやりとりができるよう,環境を整

できるようにする。

に過ごせるようにする。

えていく。

☆体を動かして興味がある遊びを楽し
めるように，遊具や用具を用意する。
☆散歩に出掛けたり,自然の素材を使
った遊びを取り入れたりして秋の自
然に触れる機会をもつ。
○遊び の中で先生が仲立ちをしなが
ら，友達への関わり方を知らせてい

☆園児の手の届くところに必要な物を

○友達と一緒に楽しめるような遊びを

置くなど,自分で活動しやすい環境

用意し,仲立ちをしながら相手の気

を整える。

持ちや関わり方を知らせていく。

○自分でしようとする気持ちを大切に
し,できた時には大いに褒め,自信に

○できたことをたくさん褒め,自信や
意欲につなげていく。

つな がるよう な言 葉掛け などを す
る。

く。
運動会・秋の遠足
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生活発表会・クリスマス会

豆まき・ひな祭り・卒業式

２歳児

笠岡市立幼保連携型認定こども園

年間カリキュラム

○先生との安定した関わりの中で，身の回りのことが自分でできる喜びを感じる。

○保健的で安全な環境の中で,園児一人一人の生活リズムを把握し,心身ともに快適

教育・保育目標 ○模倣遊びやごっこ遊びを楽しみ,先生の仲立ちにより友達との関わりを広げる。

養

護

○先生や友達との関わりの中で言葉が豊かになり,言葉で伝えたり言葉でのやりとりを楽しんだりする。

年間区分

○自己主張や欲求を受け止めながら，園児が安心して過ごせるようにする。

Ⅰ期（4 月・5 月）

Ⅱ期（6 月・7 月・8 月）

Ⅲ期（9 月・10 月）

Ⅳ期（11 月・12 月）

Ⅴ期（1 月・2 月・3 月）

○新しい環境に慣れ，先生に不安や要求を受

○先生に見守られながら，簡単な身の回

○先生に見守られながら,簡単な身の回

○簡単な身の回りのことを自分からし

○自分でできるようになったことを喜び,

け止めてもらいながら安心して生活する。
○先生に見守られながら，自分の好きな遊び
を見付けて楽しむ。

ねらい

な生活を送ることができるようにする。

○散歩や戸外遊びを通して,身近な春の自然
に触れ,伸び伸びと遊ぶ。

りのことを自分でしようとする。
○先生や友達と一緒に,夏の遊びを十分
に楽しむ。

りのことを自分でする。
○先生や友達と一緒に，戸外で体を動か
して遊ぶことを楽しむ。

○生活に必要な言葉が少しずつ分かり,

○進んで戸外に出掛けて秋の自然に親

したいことやしてほしいことを言葉

しみ，見たり触れたりして遊ぶことを

で表現しようとする。

楽しむ。

ようとする。
○先生や友達と一緒に，ごっこ遊びや表
現遊び，言葉のやり取りを楽しむ。
○冬の訪れを感じながら，寒さに負けず
元気に遊ぶ。

簡単な身の回りのことを進んでする。
○先生や友達と一緒に,ごっこ遊びや簡単
な集団遊びなどを楽しむ。
○身近な自然を見たり触れたりすること
を楽しむ。
○異年齢との関わりを通して，進級への期
待をもつ。

・先生や友達と一緒に楽しい雰囲気の中で食
事をする。

健
康

・先生と触れ合って遊んだり,好きな遊具を
見付けて遊びを十分に楽しむ。

・しぐさや言葉で尿意や便意を伝えた

・友達と一緒に楽しい雰囲気の中で食事

り，促されてトイレに行こうとしたり

をし，苦手な物も少しずつ食べてみよ

する。

うとする。

・汗をかいたら手伝ってもらいながら着
替える。

育
て
た
い
子
ど
も
の
姿

・先生との安定した関わりの中で,安心して

人間
関係

過ごす。
・先生や友達と挨拶を交わしたり名前を呼ん
だり触れ合ったりし,親しみをもつ。
・自分の持ち物や,ロッカー,靴箱などに興味

環
境

をもつ。
・草花や虫を見たり触ったりして春の自然に
親しむ。
・好きな絵本を読んでもらうことを楽しむ。

環境構成（☆）
と援助（〇）の
工夫

主な行事

・衣服の着脱を自分でしたり,たたんで
片付けたりしようとする。
・手洗いやうがいを丁寧にする。

・体を動かして遊ぶことを楽しむ。

・戸外で伸び伸びと遊ぶことを楽しむ。

・先生に気持ちを受け止めてもらいなが

・友達と遊ぶ心地よさを知り，気の合う

・先生が仲立ちとなり,相手の気持ちに

ら，少しずつ友達と関わって遊ぼうと
し，同じ遊びを通して友達との関わり
を楽しむ。
・草花，小動物に触れたり探したりして
興味や関心をもつ。

友達と関わって遊ぼうとする。
・先生が仲立ちとなり，友達と遊ぶ中で
簡単な約束や順番があることを知る。
・散歩に出掛け，自然物を見たり触れた
りして楽しむ。

・先生や友達と一緒に，水，泥，砂の感

気付こうとする。
・先生や友達と一緒にイメージを共有し
ながら遊びを楽しむ。
・秋の自然物を使った遊びの中で,大き
さや形などの違いに興味や関心をも
つ。

触を楽しむ。
りする。
・したいことやしてほしいことを断片的
に言葉で表現する。

表
現

行こうとする。

べようとする。

・十分に眠り機嫌よく目覚める。

・手遊びや歌を,先生や友達と一緒に楽しむ。 ・絵本や紙芝居を楽しんで見たり聞いた

言
葉

・尿意や便意を知らせ自分からトイレに

・食事の量を加減してもらい,残さず食

・箸を使って喜んで食べようとする。
・布パンツで過ごし,自ら進んでトイレに
行くことができる。
・鼻水が出たら知らせたり,自分で拭いた
りする。
・先生が関わりながら,ルールのある遊び
を楽しむ。
・先生や異年齢の友達のすることに興味を
もち,真似をして喜ぶ。
・季節の行事に参加し,楽しんだり興味や
関心をもったりする。
・戸外遊びや散歩を通して,身近な冬の自
然に触れたり，春の訪れを感じたりする。

・遊びを通じて身の回りのいろいろなも
のの名前に興味をもつ。
・簡単な物語に興味をもって,喜んで聞
いたり繰り返しの言葉を楽しんだりする。
・身近な素材で,伸び伸びと絵をかいて

・親しみをもって,挨拶をしたり言葉の
やり取りをしたりする。

・生活や遊びの中で，友達や先生と会話を
楽しむ。

・生活や遊びに必要な言葉が分かり,自
分の思いをしぐさや言葉で伝える。

・先生や友達と一緒に,リズムに合わせて体

・身近な素材で,自由にかいて楽しむ。

を動かしたり歌ったりして楽しむ。
☆一人一人の甘えや欲求を受け止め安心し
て過ごせるようにし,園児との信頼関係を
つくっていく。
☆家庭や先生同士の連携を密にし,一人一人
の健康,発育状態を把握する。
☆靴箱やロッカーに印を付け,自分の持ち物
や場所が分かるようにする。
○園児が好きな遊びを見付けられるよう,必
要な物を準備したり,先生が一緒に遊びな
がら楽しい思いを共有したりする。

楽しむ。
☆個々の健康状態に気を配り,水分補給 ☆園児の発達段階に合わせて動きを予
や活動と休息のバランスに配慮する。
想し，安全に遊べる環境を準備をす
☆安全面や衛生面に配慮しながら，自然
る。
や身近な事物と十分触れ合えるよう ○自分でできるようになったことを褒
にする。
めて，自信がもてるようにする。
○園児が安心して排泄できるように，丁 ○自然に触れ,先生と一緒に見たり関わ
寧に対応する。
ったりできる場を整える。
○園児の言葉やしぐさを優しく受け止
め，自分の思いを伝えることが楽しい
と思えるように関わる。

ムに合わせて踊ったりする。
伸び伸びと表現することを楽しむ。
☆園児同士が関わりやすくなるように, ☆進級に期待感をもち，安心して進級でき
つもり遊びやごっこ遊びに先生も加
るように，3 歳児クラスと交流の場をも
わったり,園児のイメージに合った遊
つようにする。
具を用意したりする。
☆感染症が流行する季節なので予防に努
○園児のつぶやきや仕草などに共感し
め,温度,湿度,換気などに留意する。
ながら,表現する喜びが味わえるよう ○一人一人の発達を丁寧に捉え,必要に応
にする。
じた手助けをし,自分でしようとする気
○身の回りのことを自分でしようとす
持ちを育てる。
る気持ちを大切にし,ゆとりをもって
見守りながら意欲へとつなげていく。

進級式・入園式・春の遠足・家庭訪問

プール遊び・七夕まつり

生活発表会・クリスマス会

運動会・秋の遠足
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・音楽に親しみ,楽器を鳴らしたり,リズ

・身近な素材でかいたりつくったりして，

豆まき・ひな祭り・卒業式

３歳児
教育・保育
目標

笠岡市立幼保連携型認定こども園 年間カリキュラム
〇園生活の流れや生活の仕方が分かり，自分で身の回りのことをしようとする。
〇先生や友達に親しみをもち，友達と遊ぶことを楽しみながら，安心していろいろな遊びに取り組む。

年間区分

ねらい

健
康

育
て
た
い
子
ど
も
の
姿

人間
関係

環
境

言
葉

表
現

Ⅰ期（4 月・5 月）

Ⅲ期（9 月・10 月）

Ⅳ期（11 月・12 月）

Ⅴ期（1 月・2 月・3 月）

○新しい保育室や先生に親しみをもち，安
心して生活する。
○友達や先生と一緒に好きな遊びを見付
けて楽しむ。
○春の身近な自然に親しみ，興味・関心を
もちながら関って遊ぶ。

○園での生活の仕方が分かり，身の回りの

○生活リズムを取り戻しながら，身の回りのこと
を自分でしようとする。
○先生や友達と一緒に，同じ遊びをする楽しさ
を味わう。
○戸外で十分に体を動かして遊ぶことを楽し
む。
○秋の自然に触れながら遊ぶことを楽しむ。

○身の回りのことを自らしようとする。
○遊びの中でイメージを膨らませたり，表現し
たりして楽しむ。
○先生や友達と一緒に様々な遊びをする中
で，言葉のやり取りを楽しむ。
○秋から冬へと移り変わる自然に興味をもち，
触れて遊ぶ。

○身の回りのことを，自信をもって自らしよう
とする。
○戸外で体を動かして遊ぶ心地よさを味わ
う。
○冬ならではの自然現象に気付き，興味を
もつ。
○進級への期待をもって生活する。

・園生活の仕方を知り，少しずつ慣れる。
・身の回りの始末の仕方を再確認する。
・遊具や用具の，安全な遊び方を知る。
・園庭や固定遊具で遊ぶことを楽しむ。

・遊びに必要な身支度や始末を自分でしよ
うとする。
・戸外遊びや水遊びで十分に体を動かすこ
とを楽しむ。

・健康な生活リズムを身に付ける。
・戸外で体を動かして遊ぶ楽しさを味わう。
・友達や先生と一緒に安全に気を付けて生
活する。

・うがい・手洗いなどの健康管理の仕方を知
り先生や友達と一緒に行う。
・戸外で思いっきり体を動かして遊ぶ。

・持ち物の始末や身支度など必要な動き
を自分でする。
・寒さに負けず戸外で体を動かして遊び，
元気に過ごす。

・自分のクラスが分かり，担任や友達を知
り安心して過ごす。

・好きな遊びを楽しむ中で，友達のすること
を見たり真似したりしながら一緒に遊ぼう
とする。

・簡単なルールのある遊びやごっこ遊びを友
達と一緒に楽しむ。
・友達と遊ぶ中で自分の思いや気持ちを出
し，先生に支えられながら友達の思いを知る。

・先生や友達と関わりながら遊ぶことの楽
しさを感じる。
・生活や遊びのきまりや約束を守りながら，
友達と一緒に楽しんで遊ぶ。

・友達を誘って一緒に遊ぶことを楽しむ。
・成長したことを喜び，進級を楽しみにす
る。

・いろいろな遊具や用具があることを知り遊
ぶ。
･春の草花や虫を見たり触れたりして楽し
む。

･生き物や植物に興味をもち，先生が世話
をするのを見たり手伝ったりする。
・水や土などに触れながら，感触を味わえ
る遊びを十分に楽しむ。

・いろいろな運動遊具に触れて遊ぶことを楽
しむ。
・秋の自然に触れる中で，見たり触れたりし
ながら興味や関心をもつ。

・身近な物の色，形，大小などの違いに気
付く。
・集めた自然物を使っていろいろな遊びを楽
しむ。

・冬の自然に触れたり体で感じたりする中
で，驚いたり面白さを味わったりする。
・文字や数などに興味をもつ。

・日常の挨拶や返事など生活や遊びに必
要な簡単な言葉を使う。
・絵本を見たり，読んでもらったりするこ
とを楽しむ。
・先生や友達と歌を歌ったり手遊びをしたり
することを楽しむ。
・身近な素材に触れて楽しむ。

・自分の経験したことや思いを自分なりの
言葉で，先生や友達に伝えようとする。
・生活の中で必要な言葉が分かり，進んで
使う。
・身近な素材に触れながら，伸び伸びとか
いたりつくったりする。
・先生や友達と一緒に楽しんで歌を歌ったり
簡単なリズムに合わせて踊ったりする。

・自分の思ったことや見たこと聞いたことなど
を言葉で伝えようとする。

・友達との関わりの中で，言葉のやりとりを楽
しむ。

・自分の思いを言葉にしたり，相手の話を
聞こうとしたりする。

・いろいろな素材を使ってかいたりつくったり，
それを使って遊んだりする。
・音楽に合わせてダンスや体操をして体を動
かすことを喜ぶ。

・身近な素材で好きな物を作り，それを使って
見立てたりごっこ遊びを楽しんだりする。
・先生や友達と一緒に歌ったり簡単な楽器を
使ったりして遊ぶ。

・気の合う友達と一緒に，自分の思いを言
葉や動きで表現しながら遊ぶ。

☆自分の場所が分かるように靴箱やロッカ

☆水遊びが十分できるように場の設定や用

☆運動会を楽しみにし，やってみたいと思え

☆いろいろな表現あそびが楽しめるように，

☆暖房を入れる，換気する，寒さへの対

物の整理ができるようにする。
☆好きな遊びができるように，遊具や用具

（☆）と
援助（〇）の
工夫

の表示の仕方や配置などを整える。
○一人一人を温かく受け入れ，気持ちに寄
り添い安心して過ごせるようにする。
○先生と一緒に遊んだり興味がもてるよう
誘ったりして，好きな遊びが見付けられる

ことを自分でしようとする。
○先生や友達と一緒に，夏ならではの遊び
を十分に楽しむ。
○身近な夏の自然に親しむ。

具を工夫する。
☆適度な水分補給と休息を十分とれるよう
に配慮する。
○生活習慣など個人差に応じて関わり，自
分からしようとする気持ちを育てる。

必要な物や場を整える。

遊んでいる様子を見たりする機会をもつ。

☆自然物に触れたり遊びに使ったりできるよ

☆興味のある遊びを友達と一緒に楽しめるよ

うに，目に付きやすい場所に置いておく。

う場を整えたり，遊具や用具の数を調節し
たりする。

○トラブルの状況に応じて，見守ったり仲立
ちをしたりしながら，相手の思いに気付け

○見守ったり励ましたりしながら，その園児な

所にいる友達とつながりがもてるよう配

りにやり遂げたという気持ちがもてるように

慮する。

する。
○秋の虫のいる場所や秋の草花のある場所

○生活の仕方や必要なきまりを丁寧に伝え

るようにする。

うに留意する。
☆冬の自然現象や春の訪れに関心がも
てるように，戸外で過ごす時間を大切に
する。
○園児同士で一緒に遊べるような環境を
用意したり，先生も一緒に仲間に入っ

姿を認め，意欲的に取り組めるように励ま

たりしながら，必 要 に応 じて声 を掛 け

していく。

る。
○進級に向けて意欲的に生活できるよう

る。
プール遊び・七夕まつり

応など，安全で健康的な環境になるよ

○身の回りのことを自分から進んでしている

を把握し，園児と一緒に見たり触れたりす

ていく。
進級式・入園式・春の遠足・家庭訪問

るように運動会の話をしたり，4・5 歳児が

○興味のある遊びを楽しみ，次第に同じ場

ように関わる。

主な行事

〇保健的で安全な環境をつくり，快適に生活できるようにする。
〇一人一人の園児の欲求を受け止め，安心して生活できるようにする。
〇自分でしようとする気持ちを大切にしながら，基本的な生活習慣を身に付ける。

Ⅱ期（6 月・7 月・8 月）

ーなどに個人マークを付け，安心して持ち

環境構成

養 護

に，取り組みを認めたり生活習慣を見

運動会・秋の遠足
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生活発表会・クリスマス会

直したりする。
豆まき・ひな祭り・卒業式

４歳児

笠岡市立幼保連携型認定こども園

教育・保育目標
年間区分

ねらい

健

育
て
た
い
子
ど
も
の
姿

康

人間関係

環

言

表

境

葉

現

環境構成（☆）と
援助（〇）の工夫

主な行事

〇園生活に慣れ，日常生活に必要な習慣や態度を身に付ける。
〇先生や友達と関わりながら，一緒に活動する楽しさを味わう。
〇いろいろな遊びに興味をもち，進んで取り組む中で満足感を味わう。

養

年間カリキュラム
護

〇集団生活の中で，安全で健康な生活ができるように一人一人に応じた適切な
援助をする。
〇一人一人の園児の思いを受け止め，楽しい雰囲気の中で安心して過ごせるよ
うにする。

Ⅰ期（4 月・5 月）

Ⅱ期（6 月・7 月・8 月）

Ⅲ期（9 月・10 月）

Ⅳ期（11 月・12 月）

Ⅴ期（1 月・2 月・3 月）

○新しい生活の仕方を知り，できるこ
とは自分でしようとする。
○自分のしたい遊びを見付け，先生や
友達と一緒に遊ぶことを楽しむ。
○春の自然に関心をもち，動植物との
触れ合いを楽しむ。

○園生活の流れが分かり，自分から進
んで行動しようとする。
○好きな遊びをしながら，先生や友達
と触れ合って遊ぶ楽しさを味わう。
○いろいろな水遊びを通して水に親し
む。
○身近な夏の自然に触れ，親しみをもつ。
・夏野菜を世話したり収穫したりする
ことを通して，食への興味や関心を
もつ。
・汗の始末の仕方，休息や水分のとり
方などを知り，自分でしようとする。
・水遊びやプール遊びを通して水に親
しむ。

○戸外で体を十分動かして遊ぶ楽しさ
を味わう。
○気の合う友達と関わりながら遊ぶこ
とを楽しむ。
○身近な秋の自然に親しみ，興味や関
心をもつ。

○自分の思いを出しながら，友達と一
緒に遊ぶことを楽しむ。
○友達と一緒にいろいろな遊びする中
で，イメージや言葉を豊かにする。
○季節の変化を感じながら，身近な自
然と関わって遊ぶ楽しさを味わう。

○友達と思いや考 えを出し合いなが
ら，活動することを楽しむ。
○身近な冬の自然 現象に触れる中で
様々な事象に関心をもつ。
○年長組になる喜びや期待をもち，自
分なりのめあてをもって生活する。

・いろいろな運動遊びに興味や関心を
もち，自分なりにやってみようとす
る。
・生活のきまりや遊びのルールを守っ
て過ごす。

・簡単なルールのある遊びをしながら
友達と体を動かして遊ぶことを楽し
む。
・うがい・手洗い・衣服の調節などを
進んで行う。

・寒さに負けず，しっかり体を動かし
て遊ぶ。
・自分なりのめあてをもって繰り返し
取り組む。
・冬を健康に過ごすための生活の仕方
を知る。

・気の合う友達の動きや言葉に興味を
もち，友達との触れ合いを楽しむ。

・生活や遊びの中で，友達の思いや考
えに気付く。

・友達と共通の目的をもって遊ぶ。
・友達と一緒に遊具や用具を交替して
使ったり順番を待ったりする。

・春の自然や動植物に興味をもち，見
たり触れたりすることを楽しむ。
・野菜や花を植えたり，世話をしたり
する。

・水，砂，土などに触れて遊び，自分
な りに試 した り工夫し たり して 遊
ぶ。
・身近な動植物に親しみをもち，見た
り触れたりして興味をもつ。

・園内外の秋の自然に触れ，取り入れ
て遊ぶ。
・いろいろな運動遊具に関心をもち，
繰り返しやってみようとする。

・先生の話を聞いたり，自分の気持ち

・見たことや思ったことを先生や友達
に 自分な りの 言葉で話 すこ とを 喜
ぶ。
・自分の好きな絵本やお話に親しむ。

・友達と一緒に遊びながら自分の思っ
たことや考えたことを先生や友達に
伝える。

・自分の興味のある遊具や遊びを見付
けて遊ぶ。
・持ち物の始末や片付けの仕方などを
考え，自分でしようとする。
・園生活に必要な約束があることを知
り，守ろうとする。
・遊具の安全な使い方や遊び方を再確
認する。
・喜んで登園し，先生や友達と一緒に
過ごすことを楽しむ。

を伝えようとしたりする。
・絵本や紙芝居を見たり聞いたりする
ことを楽しむ。
・自分の好きなものを自由にかいたり， ・いろいろな素材や用具を使って遊ぶ。 ・いろいろな材料を使って遊びに必要
つくったりすることを楽しむ。
・友達と一緒に歌を歌ったり，曲に合
なものをつくる。
・友達と一緒に歌を歌ったり，手遊び
わせて体を動かしたりすることを楽
を楽しんだりする。
しむ。
☆遊具や用具の数を十分用意したり，
表示の仕方を工夫したりするなど自
分から遊びを始められるような環境
を整える。
☆身の回りの始末や片付け等をやって
みようという思いがもてるように，
手 順や場 所を分か りや すく表示 す
る。
〇一人一人の園児を温かく受け止め触
れ合う中で，安心して園生活が送れ
るよう丁寧に関わっていく。
○個人差に応じて，身の回りのことを
しようとする気持ちを支える。

☆水や砂・土などの感触を十分に味わ
い，解放感を楽しめるよう様々な素
材や道具を準備する。
☆一人 一人の園児の気持ちを把握 し
興味や関心に応じて環境を再構成す
る。
〇体を動かした後は，休息や水分の補
給の必要性を知らせ，時間を設けた
り促したりする。
○友達に思いが伝わらずにトラブルに
なった場合は，先生が互いの思いを
伝えて，仲立ちをしていく。

進級式・入園式・春の遠足・家庭訪問

プール遊び・七夕まつり

☆園児が興味をもって体を動かしたり
挑戦したりできるような用具を準備
し，場の設定を行っていく。
☆身近な自然を遊びに取り入れたり，
園外保育に出掛けたりするなど，園
内外の自然に触れる体験の場を多く
もつようにする。
○集団で遊ぶ楽しさや満足感が味わえ
るよう，園児の考えやルールを生か
して，遊びが展開できるようにする。
○自分の考えを言葉で伝えられるよう
に，また，受け止めてもらった喜び
が味わえるように橋渡しをした代弁
したりする。
運動会・秋の遠足
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・友達と考えを出し合って遊びを進め
ようとする。
・年長児と関わって遊ぶ中で，憧れの
気持ちや進級への期待をもつ。
・身近な自然物を使っていろいろな遊 ・いろいろな伝承遊びを楽しむ。
びを楽しみ，季節の変化を感じたり ・遊びを通して，文字や数量に関心を
美し さや 不思 議さに気 付いた りす
もつ。
る。
・雪や霜などの冬の自然に触れて遊ん
・遊びの中で数を数えたり，比べたり，
だり，木々の息吹などから季節の変
分けたり，集めたりして遊ぶ。
化を感じたりする。
・自分の思いや考えを友達に伝え，友 ・友達と互いに思いを伝え合って遊ぶ。
達の話も聞こうとする。
・絵本・紙芝居・視聴覚教材などを喜
んで見たり聞いたりする。
・イメージを膨らませながら，友達や
先生と一緒にいろいろな役になりき
って遊ぶ。
・歌ったり，踊ったり，楽器を扱った
りする中で，音楽に親しむ。

・遊びに必要なものを友達と一緒にか
いたり，つくったりする。

☆興味をもったことが様々な方法で表
現できるように，用具や材料を用意
しておく。
☆自然物に興味をもち，遊びに取り入
れられるように，身近に置いておく。
○様々な表現が楽しめるよう，一人一
人の思いやイメージを受け止め，共
感する。
○トラブルが生じた場合は，お互いの
気持ちを受け止めたり，一緒に考え
たりしながら相手の思いにも気付く
ことができるようにする。

☆伝承遊びを十分楽しめるように，い
ろいろな遊具や用具を用意する。
☆冬の自然の様子や春の訪れに気付く
ように，身近な自然に触れる機会を
意図的にもつ。
○自分の思いを伝えたり友達の思いに
気付いたり互いに共感したりできる
よう，場をとらえて援助していく。
○年長児へのあこがれの気持ちを大切
にし，様々な準備を通して，自信や
満足感が味わえるようにしていく。

生活発表会・クリスマス会

豆まき・ひな祭り・卒業式

５歳児

笠岡市立幼保連携型認定こども園

教育・保育目標

年間区分

ねらい

健

康

人間関係

育
て
た
い
子
ど
も
の
姿

環

言

表

境

葉

現

環境構成（☆）と
援助（〇）の工夫

主な行事

○友達と協力して考えたり表現したりしながら主体的に生活し，充実感や満足感を味わう。
○いろいろな人々に親しみ，支え合って生活するために自立心や人と関わる力を育てる。
○周囲の様々な環境に好奇心や探求心をもって関わり，それらを生活に取り入れていこうとする
力を養う。

養

年間カリキュラム

護

○健康や安全な生活について関心をもち必要な習慣や態度を身に付けることが
できるようにする。
○一人一人の成長を認め,心身ともに安定するとともに自信をもって生活が送
れるようにする。

Ⅰ期（4 月・5 月）

Ⅱ期（6 月・7 月・8 月）

Ⅲ期（9 月・10 月）

Ⅳ期（11 月・12 月）

Ⅴ期（1 月・2 月・3 月）

○年長になった喜びや自覚をもち，進
んで様々な活動に取り組む。
○春の自然や身近な動植物に興味や関
心をもって関わろうとする。

○友達と関わりながら一緒に遊びを進
めていく楽しさを味わう。
○身近な自然物や素材に興味をもち，
見たり触れたり試したりしながら遊
ぶ。

○自分なりのめあてをもって,やり遂げ
る喜びと充実感を味わう。
○戸外で友達と一緒に，様々な運動遊び
を通して体を動かして遊ぶことを楽
しむ。
○秋の自然に親しみ,遊びに取り入れて
楽しむ。

○友達と相談したり協力したりして,
共通の目的に向かって遊びを進めて
いく満足感を味わう。
○身近な自然の変化に興味や関心をも
ち,遊びに取り入れて遊ぶ。

○友達と共通の目的や見通しをもって,
自分たちで遊びや生活を進めていく
充実感を味わう。
○成長した喜びやお世話になった人へ
の感謝の気持ちをもち,就学への期待
と自信を高める。
○春を迎える自然の変化に気付き,その
不思議さなどを感じる。

・園生活に必要なきまりや生活習慣を
再確認し，健康で安全に過ごせるよ
うにする。
・友達と一緒に身体を十分に動かして
遊ぶことを楽しむ。
・遊びへの意欲をもち，友達と一緒に
活動することを喜ぶ。
・年長児になった喜びを感じ，異年齢
児の世話をしたり,一緒に遊んだり
する。
・身近な春の自然や動植物に興味や関
心をもって関わったり,遊びに取り
入れたりする。
・身近な生活の中にある文字や数や記
号などに興味や関心をもつ。
・身の回りの言葉に関心が高まり，喜
んで使う。
・自分の思いを進んで友達に話す。
・いろいろな分野の絵本に親しむ。

・友達と一緒にいろいろな遊びに取り ・体を十分に動かしながらいろいろな
組み，身体を動かす楽しさを味わう。
運動遊びに進んで取り組む。
・自分の身体や体調に関心をもち，健 ・自分なりの目標をもち，競い合った
康に必要な習慣を身に付ける。
り挑 戦したり して 最後 まで取り 組
む。
・友達と思いや考えを出し合いながら ・ルールや役割を話し合い,友達と協力
一緒に遊ぶ楽しさを味わう。
して遊びを進めていく楽しさを味わ
う。

・健康や病気予防に関心をもち,手洗
い,うがい,衣服の調節を行う。
・戸外でしっかり体を動かし,いろい
ろな遊びに取り組む。

・健康に過ごすための習慣や生活のリ
ズムを身に付け,見通しをもって生
活する。
・自分なりの目標に向かって進んで体
を動かし達成感や充実感を味わう。
・目的に向かって工夫したり，協力し
たりしながら遊びをつくり上げてい
く楽しさを味わう。
・成長を喜び，世話になった人への感
謝の気持ちや入学への期待をもつ。
・霜や氷など冬の自然現象や春の訪れ
に興味・関心をもち,見たり試したり
して遊ぶ。
・文字や数量，標識などに関心をもち,
取り入れて遊ぶことを楽しむ。
・相手の話を注意して聞いて理解した
り，考えたことを相手に分かるよう
に話したりする。

・身近な素材を選び，かいたりつくっ
たりする。
・先生や友達と歌を歌ったり，リズム
に合わせて体を動かしたりする。

・様々な素材を使ってその性質に気付 ・友達とイメージを共有しながら，様々
き，試したり工夫したりして表現す
な素材を使って遊び場や遊びに必要
る。
なものを一緒に作ることを楽しむ。
・友達と一緒に歌を歌ったり，様々な ・友達と一緒に，曲に合わせて歌ったり，
楽器を使ってリズム遊びをしたりす
リズミカルな動きを楽しんだりする。
る。
☆友達と一緒に遊びを進めることがで ☆様々な運動遊具に興味をもち，しっ
きるよう，時間を十分に確保したり
かりと体を使って遊ぶことを楽しめ
遊びの場を工夫したりする。
るように遊具や用具の用意をする。
○一人一人の健康状況に十分に留意し ○一人一人の頑張りや工夫を認め，自
て，汗の始末や水分補給などの声掛
信をもって活動できるようにする。
けをする。
○身近な自然の変化に興味や関心が高
○集団 遊びやグループ活動を多く も
まるように，園児の発見や感動に共
ち，自分の力を発揮できるよう援助
感する。
をする。

・いろいろな素材や用具を使い,遊びに
必要な物を友達と相談したり，協力し
たりしながら作る。
・曲の雰囲気を感じ取り，友達と気持
ちを合わせて歌を歌ったり，楽器を
演奏したりする。
☆イメージしたことが実現できるよう
に素材や用具を準備したり，時間や
場所を確保したりする。
○共通の目標に向かって取り組むこと
ができるように，励ましたり認めた
りする。
○自分の気持ちをコントロールしたり
友達と考えを出し合って活動をする
姿を認めたり褒めたりする。

・友達とイメージを共有し，感じたこ
とや想像したことなどを様々な表現
方法で楽しむ。

プール遊び・七夕まつり

生活発表会・クリスマス会

豆まき・ひな祭り・卒業式

☆園児の考えや提案を受け入れながら
環境構成を工夫する。
○年長組になった喜びと不安を捉え，
一人一人に丁寧に応じ援助する。
○年下の友達の世話や係活動などを通
して，自分が役に立つ喜びが感じら
れるようにする。

進級式・入園式・春の遠足・家庭訪問

・夏野菜や小動物などに興味をもって
世話をしたり観察したりする。
・量や素材，様々な事象に興味や関心
をもち,試したり工夫したりする。
・相手の話をよく聞いたり相手に分か
るように話したりする大切さに気付
く。
・言葉の意味を考えて使おうとする。

・友達と共通の目的をもって，協力し
ながら遊びや活動をする。
・友達と折り合いをつけながら遊びや
活動を進める。

・身近な秋の自然に興味や関心をもっ ・秋から冬へ向かう身近な自然の変化
て関わったり遊びに取り入れたり観
に気付いたり，素材や質などに関心
察したりする。
をもったりする。
・自分たちの遊びに必要な遊具や用具 ・文字や数量などに興味や関心をもち,
の準備をする。
遊びに取り入れようとする。
・相手の話を聞いたり，質問したりし ・順序だてて説明しようとしたり，話
ながら友達との会話を楽しむ。
の内容を聞いて理解しようとしたり
・絵本に親しみイメージを広げながら
する。
楽しむ。
・絵本や物語に興味をもち，友達と共
感し合ったり，いろいろな言葉遊び
や表現方法を楽しんだりする。

運動会・秋の遠足
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☆気の合った友達と遊ぶ楽しさを存分
に味わい，仲間意識を感じられるよ
うに，ゆったりとした時間がもてる
ようにする。
○生活に見通しをもち，自分で考え主
体的に行動する姿を褒め認める。
○就学への期待が高まっていくように
小学校を見学する機会を作ったり，
学校生活の話をしたりする。

年 齢 別
期別（月齢別）
カ リ キ ュ ラ ム

第１期

０歳児

Ⅰ期（ 6 ヶ月未満 ）

・あやすと笑い声を出したり，笑い返したりする。
・首がすわり，首を動かして追視することができるようになる。
・腹這いで少しの間頭を持ち上げる。
・寝返りをするようになる。
発達の主な特徴
子どもの姿

・手に触れた物を握る。
・手でつかんだものを何でも口に入れようとする。
・視覚，聴覚などの発達がめざましく，泣く，笑うなど表情の変化や身体の動き，喃
語などで自分の欲求を表現する。
・授乳，睡眠，遊びのリズムが徐々に身に付いてくる。
・眠っている時と目覚めている時がはっきりして，生活リズムが確立してくる。
・離乳食が始まり，ドロドロ状の物を食べる。
（初期食）
○家庭での生活と園での生活を常に連携し，無理なく園生活に慣れるようにする。

ねらい

○先生にしっかり気持ちを受け止めてもらい，安心して過ごす。
・安心して園で生活する。
・お腹いっぱいミルクを飲み，安心して眠り，心地よい生活リズムで過ごす。
こ
の

健やかに伸び伸び
と育つ

・ミルク以外の味覚や形状に慣れていく。
・おむつを交換してもらい，気持ちよさを感じる。

期

・気温や室温に応じて，衣服を着替えさせてもらうことで気持ちよさを感じる。

に

・立位で抱かれたり，腹這いで手足を十分動かして遊ぶ。

身

・信頼できる先生と目を合わせて，あやしてもらったり触れ合ったりすることで満足

に

して生活する。

付
け

身近な人と気持ち

・先生の言葉掛けに対して，喃語や表情で反応しようとする。

て

が通じ合う

・心地よい時は笑ったり，微笑んだりし，不快な時は泣いて自分の欲求を伝えようと
する。

ほ
し

・動く物を目で追ったり，聞こえた音に反応したり，手を伸ばして握ろうとしたりす

い
こ
と

身近なものと関わ
り感性が育つ

る。
・手に触れた物を見たり，なめたりして確認する。
・先生にいろいろな歌を歌ってもらったり，触れ合い遊びをしてもらったりして喜ぶ。
・外気浴を通して自然に触れる。
☆室内外の温度・湿度・換気に留意し，過ごしやすい環境を整える。
☆落ち着いた雰囲気の中で，一人一人の生活リズムに合わせた環境を整える。
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☆授乳コーナー，睡眠コーナーを設けるなどして，遊びや生活が保障できる安全な環
境を作る。
☆玩具は大きさ，形，色質など，発達状態に応じて選び，触ったりなめたりして感触
を楽しむため，安全で清潔なものを用意する。
☆体調や天候などを見て散歩に出掛けるなど，外気に触れる機会をできるだけ多くも
つ。
☆感染予防のため衛生面・環境面に配慮し，適切な対応を心掛ける。
○一人一人の園児の身体発達，健康状態，家庭での生活状況について知り，保護者と
環境構成（☆）と
援助（〇）の工夫

連携し共通理解を図りながら個々に応じた関わりをもつ。
○授乳やおむつ交換時などは，視線を合わせたり，ほほえみかけたり，語りかけたり
するなど，応答的な関わりをする。
○日頃の様子を十分に観察し，園児の体調の変化を見逃さないようにする。
○睡眠中は保育室から離れることなく，うつ伏せにしないよう体位変換し，睡眠状態
を観察・記録するなどして窒息死や乳幼児突然死症候群の予防をする。
○体調や便の様子を見ながら，無理なく離乳食を開始したり進めたりしていく。
○園児の心地よい体位で遊ばせながら，寝返りや，腹這いの機会をできるだけ多く作
るようにする。
○わらべ歌，触れ合い遊びなどでスキンシップを大切にし，先生との関係を深めるよ
うにする。
・家庭と密に連絡を取りながら園児の健康状態を把握し，安定した生活リズムで過ご
せるようにする。
・寝返りやハイハイの準備期であるので，動きやすい服装を準備してもらう。
・子どもの日頃の様子を細やかに共有し，成長の喜びを共に感じ合う。

家庭との連携

・親子の触れ合いが園児の心の安心，安定につながることを伝え，家庭でもスキンシ
ップを大切にしてもらう。
・離乳食で初めて口にする食材は家で試してもらい，アレルギーの有無を確認しなが
ら進める。
・保護者とコミュニケーションを取りながら育児不安を受け止めていく。
・乳幼児突然死症候群やゆさぶり症候群について正しい知識を知らせ，注意を促す。
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第２期

０歳児

Ⅱ期（ 6 ヶ月から 9 ヶ月 ）

・舌でつぶせる固さの離乳食を食べる。
・いろいろな味や舌触りに慣れ，もぐもぐして飲み込む。
（中期食・2 回食）
・仰向けからうつ伏せ，うつ伏せから仰向けになることができるようになる。
（寝返
りの完成）
・ハイハイをするようになる。
発達の主な特徴
子どもの姿

・お座りが安定し，座った状態で玩具を持って遊ぶ。
・物をつかみ持ち換えることができる。
・喃語を盛んに発する。
・身近な大人に自ら近づき，関わりを求める。
・特定な人(身近な人)との愛着が深まり，人見知りや後追いをする。
・警戒心・甘えなどの様々な感情が出てきて，嫌な時には強く泣き，身近な人に甘え
る。
〇一人一人の生活リズムや健康状態に合わせて，機嫌よく過ごせるようにする。

ねらい

〇様々な欲求（食べる・飲む・眠る・遊ぶ）や甘えたい気持ちが十分に満たされ，安

心して過ごす。
・寝返り・ハイハイ・お座りなどそれぞれの状態にあった活動を十分に楽しむ。

こ
の
期

健やかに伸び伸び
と育つ

・いろいろな食材や舌触りの物に慣れ，離乳食を喜んで食べる。
・先生に手や顔，身体を清潔にしてもらい，きれいになる心地よさを感じる。
・一人一人のリズムで，安心して眠る。

に
身

・信頼できる先生との触れ合いの中で満足して生活する。

に
付
け

身近な人と気持ち

・優しく声を掛けられながら，オムツを取り替えてもらい心地よさを感じる。

が通じ合う

・親しい人への愛着心が育ち，触れ合いを通して喃語を発することを楽しむ。

て

・いろいろな形，大きさ，感触の玩具に触れて遊ぶ。

ほ
し
い
こ

身近なものと関わ
り感性が育つ

・音の出る玩具を持って振ったり，たたいたり，音を出して楽しむ。
・簡単な歌や手遊び，わらべうたなどの触れ合い遊びを十分楽しむ。
・戸外へ散歩に行くことを楽しむ。

と

☆室内外の温度や湿度に留意し，園児の健康状態に合わせて衣服の調節をする。
☆思い切り身体を動かして遊べるよう，安全で活動しやすい環境を作る。
☆玩具への関心が広がり，自分から玩具に向かっていこうとする意欲的な行動が満た
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されるような環境を作っていく。
☆身体・衣服・身の回りにある物を，常に清潔な状態にしておく。
☆必要に応じて沐浴やシャワー，水分補給を行うようにする。
☆授乳や離乳は，一人一人の園児の健康状態や食欲に応じて行うとともに，咀嚼や嚥
下など個々の発達状態を適切に促すことができるように，調理員と連携を取りなが
環境構成（☆）と
援助（〇）の工夫

ら食品や調理形態などに十分配慮をしていく。
○一人一人の園児の心身の発育や発達の状態を的確に把握しておく。
○一人一人の園児の生理的欲求を十分に満たし，先生の愛情豊かな受容により気持ち
のよい生活ができるようにする。
○健康状態を把握するために，登園後と降園前に検温する。
○人見知り，甘え，不安など，抱っこやスキンシップを通して十分受け止め，安心で
きるようにする。
○優しく語りかけたり発語や喃語に応答したりして，発語の意欲を育てる。
・寝返りやずり這いなどの動きが活発になるとともに変化の多い時期なので，園児の
小さな変化も保護者に伝え，成長の喜びを共感し合うことができるようにする。
・離乳食を進める大切な時期なので，連絡を密にし無理のない内容で進めることがで
きるように，食品や調理形態などを具体的に話し合う。
・歯が生え始める時期なので，口の中を清潔にすることに心掛けてもらう。

家庭との連携

・家庭と密に連絡を取りながら，食欲，睡眠，排泄などの園児の心身の状態を共有す
る。
・人見知りは親子の愛着関係や信頼関係があるために生じるものであることを知らせ
る。
・園児の喜びに共感したり，思いを汲み取って言葉に換えたりすることの大切さを伝
えていく。
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第３期

０歳児

Ⅲ期（9 ヶ月から 1 歳 3 ヶ月）

・歯茎でつぶせる固さの物を食べることができ，手に持って食べたり，保育者の持つ
スプーンに手を添えたり，食べたい物を指さしたりする。
（後期食・3 回食）
・表情がはっきりしてきて，身近な人や欲しいものに興味を示し，自分から近づいて
いこうとする。
・自分の名前を呼ばれると振り向く。
発達の主な特徴
子どもの姿

・指さしや喃語で意思を伝えようとする意欲があらわれる。
・親指を使ってつかむようになる。
・膝と手の平をついて体を上げて四つん這いができるようになったり，膝を伸ばして
高這いをするようになったりする。
・様々な方法で盛んに移動運動をし，探索活動が増える。
・つかまり立ちや伝い歩きなど歩行への意欲が増し，活動が活発になる。
・戸外に出ることを喜び，自然物に興味を示す。
○一人一人の発達に応じた全身運動を，十分に経験できるようにする。

ねらい

○共感的なコミュニケーションを取ってもらい，発語の意欲をもつ。
こ

・ハイハイ・つかまり立ち・伝い歩きなど，様々な動きや姿勢をとって遊ぶ。

の

・食事の前後は，顔や手を拭いてもらったり衣服を着脱させてもらったりし，きれい

期

健やかに伸び伸び

に

と育つ

になった心地よさを感じる。
・
「もぐもぐごっくん」をしながら，おいしく食事をし，幼児食やコップに慣れる。
・つまむ・たたく・引っ張るなど，手や指を使って遊ぶ。

身
に

・生活や遊びの中で先生のすることに興味をもったり，模倣したりすることを楽しむ。

付
け

身近な人と気持ち

・喃語や片言を優しく受け止めてもらい，発語や先生とのやりとりを楽しむ。

て

が通じ合う

・自分以外の友達の存在に気付く。

ほ

・好きな玩具を見付け，音を鳴らしたり，動かしたりして遊ぶことを楽しむ。

し
い

身近なものと関わ

・歌や手遊びを喜び，手足や身体を動かしたり真似たりして遊ぶ。

こ

り感性が育つ

・散歩を喜び，戸外の自然を見たり触れたりして楽しむ。

と

・好きな絵本を繰り返し読んでもらうことを楽しむ。
☆誤飲や転倒，転落などの事故がないよう，安全な環境を整える。
☆指先の発達を促し，感触を楽しめるような手作り玩具を準備する。
☆保健的で安全な環境を作り，十分に身体を動かして遊べるようにする。
☆心地よさや楽しさが感じられるように，先生は声の掛け方や関わり方を考慮する。
○一人一人の園児の心身の発育や発達の状態を的確に把握する。
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○楽しい雰囲気の中で喜んで食事ができるようにし，家庭と連携をとりながら離乳食
環境構成（☆）と
援助（〇）の工夫

を進め，次第に幼児食に移行させる。
○園児の思いをくみ取り先生が言葉にして表現することで，それに刺激を受けて発語
を促し，話すことが楽しくなるようにする。
○探索活動を十分に味わえるように見守ったり，発達に応じた関わりを行ったりし
て，運動機能の発達を促す。
○一人一人の園児がどのような玩具に興味をもっているかを把握し，一緒に遊ぶこと
で信頼関係を深める。
○健康観察を適度に行い，体調の変化に丁寧に対応する。
○一人一人の排尿間隔を把握し，おむつが汚れたら優しく言葉を掛けながら取り替え
て，きれいになった心地よさを感じられるようにする。
・離乳食の進め方は食品調査票などを利用して家庭と連絡し合い，園と家庭との一貫
した取り組みにする。
・歯や口腔内を清潔に保つための具体的な方法を知らせ，習慣化できるように働きか

家庭との連携

ける。
・ハイハイからつかまり立ち・立つ・歩くなど目覚ましい発達をする時期なので，園
児の小さな変化もできるだけ保護者に伝え，成長の喜びを共感し合えるようにす
る。
・母体免疫が低下して，感染症にかかりやすくなるので健康状態の連絡を取り合う。
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第４期

０歳児

Ⅳ期（1 歳 3 ヶ月から 2 歳）

・歯茎や乳歯を使って噛んで食べる。
（幼児食）
・手づかみになることもあるが，スプーンやフォークを使ってこぼしながらも自分で
食べようとする。また，コップを両手で持って，自分で飲もうとする。
・友達への興味が芽生え，顔や体に触れたり，玩具の取り合いをしたりする。
・先生の仲立ちにより，友達と一緒に遊ぶことを喜ぶ。
発達の主な特徴
子どもの姿

・一語文を話し，言葉を発することを楽しむ。
・簡単な歌や音楽に合わせて，身体を揺すったり動作を真似たりする。
・はったり剥がしたりして遊んだり，なぐり描きしたりする。
・繰り返しの言葉や仕掛けがある絵本，ペープサートなどを喜んで見る。
・伝い歩きから独り歩きができるようになり，行動範囲や興味の幅が広がる。
・おむつをしている園児が多いが，先生に促されてトイレに行ったり，排泄した後に
仕草や簡単な言葉で出たことを知らせたりすることもある。
・午睡は一回になり，一定時間安定して眠れるようになる。
○安心できる環境の中で着脱や食事をすることで，自分でしようとする気持ちを育てる。

ねらい

○様々な遊びを通して手指の機能を伸ばす。

○様々な遊びを通して友達に関心をもつ。
・積む・つまむ・転がす・剥がす・たたくなど，手や指を使って遊ぶ。

こ
の
期

・上がる，下りる，跳ぶ，押す，引っ張るなどの運動を取り入れた遊びを楽しむ。
健やかに伸び伸び

・促されて布団に入り，一定時間睡眠や休息をとる。

と育つ

・おまるやトイレに興味をもち，先生に見守られて排泄しようとする。

に

・先生の優しい言葉掛けと援助で，衣服の着脱に興味や関心をもつようになる。

身
に

・身近な人と微笑みを交わすことを楽しむ。

付
け

身近な人と気持ち

て

が通じ合う

・先生との関わりの中で，話し掛けてもらうことや自分から言葉を発して共感しても
らうことを喜び，やりとりを楽しむ。
・友達に関心をもち，側で遊ぼうとする。

ほ
し
い
こ
と

・先生に見守られながら，好きな玩具や遊具に自分から関わり十分に遊ぶ。
身近なものと関わ

・先生と一緒に歌ったり簡単な手遊びをしたり，体を動かしたりして遊ぶ。

り感性が育つ

・いろいろな素材に触れて遊ぶ。
・散歩に出掛け，自然に触れて遊ぶ。
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・絵本を読んでもらい語感を味わったり，言葉の繰り返しを楽しんだりする。
☆十分に体を動かして遊べるように，安全な環境を整える。
☆個々の発達や発育状況に応じ，園児が興味をもてるような環境をつくる。
☆できるだけ戸外での活動を多くする。
☆園児が乳母車から降りて安全に遊べるような，散歩コースを調べておく。
☆担任以外の先生や異年齢児と交流ができる環境を用意する。
○歩行の発達に伴い行動範囲が広がり探索行動が活発になるので，安全面に十分注意
を払う。
環境構成（☆）と
援助（〇）の工夫

○友達への関心の高まりから，悪気がなくてもひっかき，かみつきにつながってしま
うこともあるので，仲介しながら園児の姿を見守る。
○自分でしようとしている時や何かに熱中している時は，温かく見守る。
○園児の発見や驚きを見逃さずに受け止め，好奇心や興味を満たし共感できるように
する。
○食欲や食事の好みに偏りが現れやすい時期なので，日常の心身の状態を把握し無理
なく個別に対応する。
○排泄はゆったりした気持ちで対応し，園児が自分から便器に座ってみようと思うよ
うな話し方や接し方をする。
・離乳食が完了し，幼児食へと移行できるように家庭と連携して進めていく。
・食欲や食事の好みに偏りが現れやすい時期なので，日常の家庭での食事の様子をで
きるだけ細かく把握できるようにする。また，園での食事の様子や変化について細
かく知らせるようにする。

家庭との連携

・友達とのトラブルが増える時期であるが，この時期の重要な発達の現れであること
を伝え，友達への関心の芽生えを大人の関わりにより安定したものにしていくよう
連携を図る。
・活動が活発になり，家庭でも誤飲などの事故が発生しないように，注意すべき点な
どを伝えていく。
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第５期

１歳児

Ⅰ期（４月・５月）

・手づかみやスプーンを使って自分で食べようとする。
・両手でコップを持って飲む。
・午睡は 1 日 1 回になる。
発達の
主な特徴

・伝い歩きしながら歩行が始まる。
・簡単なしぐさを真似して遊ぶ。
・小さいものを指でつまむ。
・絵本をめくって遊ぶ。
・思い通りにならないと，泣いて自分の要求を通そうとする。
○ 新しい環境に慣れ，機嫌よく過ごす。

ねらい

○ 先生に見守られながら，好きな玩具を見付けて楽しむ。
・手づかみやスプーンを使って食べようとする。
こ
の

・おむつを交換してもらい，心地よさを感じる。
健康

期

・先生に見守られて，一定時間眠る。
・ズボンや靴を脱いだりはいたりすることに興味をもつ。

に

・伝い歩きや歩行を十分にする。

身
人間

・生活や遊びを通して先生と共に過ごす心地よさを感じる。

関係

・先生の言葉掛けに身振りや表情で応えようとする。

に
付

・気になるものや場所を見付けて，探索を楽しむ。
け
環境

・玩具や絵本に興味をもち，遊んだり見てみようとしたりする。

て

・戸外遊びや散歩を通して砂や春の草花，虫に興味をもち，触れて楽しむ。
ほ

・好きな絵本を読んでもらったり，言葉のリズムを楽しんだりする。

し
言葉
い

・自分の気持ちや要求を受け入れてもらう心地よさを感じる。

こ
と

・知っているものや欲しいものなどを指さしや片言で伝えようとする。

・先生の歌や手遊び，わらべうたを喜び，真似たり体を動かしたりする。
表現

・太めのパスでなぐり描きをしたり，新聞紙をちぎったり，丸めたりして遊ぶ。
☆安全点検や衛生管理のチェックを通じて，保育室や園庭の安全を確認し，安心して遊べるよう
環境構成（☆）

にする。

と援助（〇）の

☆園児の五感を刺激出来るような，発達に合った玩具を用意する。

工夫

○一人一人の発達や生活リズムを把握し，無理なく新しい環境に慣れていけるようにする。
○信頼関係を築けるように一人一人の気持ちを受容する。
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行 事

進級式・入園式・春の遠足・家庭訪問
・家庭訪問や連絡帳，送迎時の対話で毎日の様子を伝え，信頼関係を築いていく。

家庭との

・保護者の不安な気持ちを受け止め，丁寧に関わるようにする。
連携

・衣服の調節や体調など，必要に応じてその都度，家庭と連絡し合う。
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第６期

１歳児

Ⅱ期（６月・７月・８月）

・園での生活リズムが徐々に身に付き，１日の生活の流れに沿って生活することができる。
・食事は，手づかみになることもあるが，こぼしながらもスプーンですくって食べる。
・排尿の間隔が長くなり，先生に誘われておまるやトイレで排尿することがある。
発達の
主な特徴

・しゃがむことができ，歩行も安定し行動範囲が広がる。
・簡単な持ち物の始末や衣服の着脱など，身の回りのことに興味や関心をもち，先生と一緒にし
ようとする。
・友達に興味を示し，名前を呼んだり真似をしたりする。
・自分の持ち物が少しずつ分かる。
○ 安心できる環境の中で過ごし，生活のリズムが安定する。

ねらい

○ 先生や友達と一緒に，夏ならではの解放的な遊びを楽しむ。
・先生に手伝ってもらいながら，手づかみやスプーンを使って自分で食べようとする。
・いろいろな食材に興味をもち，食べてみようとする。
こ

健康

の

・先生に見守られながら，おまるや便器に座ることに慣れる。
・シャワーや着替えをして，気持ちよく過ごす。

期

・先生に手伝ってもらいながら，自分で衣服や靴の着脱などをしようとする。

に
人間

・先生に見守られて，一人遊びを楽しむ。

関係

・先生や友達のしていることに関心をもち，真似たり一緒にやってみようとしたりする。

身
に

・先生と一緒に好きな玩具で遊ぶことを楽しむ。
付

・先生や友達と一緒にいろいろな水遊びをし，水・砂などの感触を楽しむ。
け

環境

・寒天や小麦粉粘土など様々な素材の感触を楽しむ。
て

・身近な自然に興味をもち，見たり触れたりしようとする。
ほ

・自分のしたいことやしてほしいことを，簡単な言葉やしぐさで伝えようとする。

し
言葉
い

・興味のある言葉や絵本に出てくる言葉を，真似したり繰り返したりして楽しむ。
・気に入った絵本を何度も見たり先生に読んでもらったりすることを楽しむ。

こ

・手遊びやわらべうたを一緒に楽しむ。

と
表現

・先生と一緒に歌を歌ったり簡単なリズムに合わせて体を動かしたりして楽しむ。
・絵具やパスなど身近な素材に触れてなぐりがきを楽しむ。

環境構成（☆）

☆必要に応じて水分補給をしたり休息をとったりして，健康に過ごせるようにする。

と援助（〇）の

☆水遊びを十分楽しめるように，水温の確認をしたり必要な用具や環境を整えたりする。

工夫

○先生が仲立ちとなり，友達と一緒に遊ぶ楽しさを知らせていく。
20

○絵本や紙芝居に触れる機会を多くもち，言葉に興味をもったり発語の意欲を引き出したりする
ようにしていく。
行 事

プール遊び・七夕まつり
・暑くなる時期なので，水分補給や休息，睡眠などの健康管理について知らせていく。

家庭との

・園児の健康状態について健康カードなどで把握し，安全に楽しく水遊びができるようにする。
連携

・連絡帳や送迎時等を利用して園での様子を伝え，安心感をもってもらうとともに理解を深め合う。
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第７期

１歳児

Ⅲ期（ ９月・１０月 ）

・スプーンを使って自分で食べる。
・トイレで排泄できたことが分かり，指差しや言葉で先生に知らせる。
・先生と一緒に手を洗ったり，自分でも洗おうとしたりする。
・簡単な衣服や靴などの着脱を自分でもしようとする。
発達の
主な特徴

・先生がしていることを真似たり，手伝いを喜んだりする。
・走る，跳ぶなど，それぞれの動きを積極的に楽しむようになる。
・友達への関心が芽生え，真似たり近くで遊んだりする。
・要求や気持ちを言葉で伝えることが多くなる。単語の数が増え，２語文が使えるようになる。
・
「これは」といろいろな物を指して聞きたがる。
・自己主張が強くなる。
○ 簡単な身の回りのことに興味をもち，先生と一緒にやってみようとする。

ねらい

○ 散歩や活動的な遊びを通して，全身を動かすことを楽しむ。
・先生と一緒に持ち物の始末や簡単な衣服の着脱をしてみようとする。
・先生と一緒に，歩く，走る，登る，くぐる，跳ぶ，ぶら下がるなど全身を使った遊びをする。

こ
の

健康

・水分補給や着替えなどを行い，気持ちよく過ごす。

期

・スプーンやフォークを使って自分から食べようとする。

に

・おまるやトイレで排尿後，知らせる。
・先生の仲立ちのもと友達と手をつないで歩く。

身
人間

・好きな遊びをしたり，並行遊びをしたりする。

に
関係

・先生に気持ちを受け止めてもらい，安心して自己主張をする。

付

・自然の変化に触れて探索活動を十分に楽しむ。

け
環境

・戸外遊びや散歩を通して，木の実や落ち葉，草花や虫など見たり拾ったり触れたりして遊ぶ。

て
ほ

・覚えた言葉や２語文を使って自分の思いを先生に伝えようとする。
言葉

し

・先生の言葉や絵本に出てくる言葉を真似して楽しむ。

い

・季節の歌や手遊び，わらべうたを楽しむ。

こ
と

・知っている部分を先生と一緒に歌おうとする。
表現

・先生の真似をしながら，音楽に合わせて体を動かすことを楽しむ。
・絵の具や粘土，シールなど，様々な素材を使って遊ぶ。
☆安全で活動しやすい環境の中で，自由に体を動かすことができるようにする。
☆散歩先は虫や木の実を見付けやすい場所や，安全に遊べる場所を選んでおく。
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環境構成（☆）

○園児の発見や驚きを受け止め，丁寧な言葉で応えていく。

と援助（〇）の

○自分からしようとする姿を大切にし，見守ったり一人一人に合った援助をしたりしていく。

工夫

○自我が強くなる時期なので，その時々の思いを受け止め，心の安定を図る。

行 事

運動会・秋の遠足
・夏の疲れが出やすい時期なので，体調について伝え合いながら生活リズムを整えていく。

家庭との
連携

・日々の様子を伝え合い，運動会を通して園児の成長を見てもらう。
・戸外遊びが多くなるので，運動のしやすい服，足に合った靴を用意してもらう。
・気温に合わせて調節しやすい服装を用意してもらう。
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第８期

１歳児

Ⅳ期（ １１月・１２月 ）

・好きな食べ物と嫌いな食べ物の嗜好がはっきりしてくる。
・おまるやトイレで排泄できる回数が増える。また，紙パンツに出た後に知らせる。
・簡単な衣服の着脱に興味をもち，自分でやってみようとする。
発達の
主な特徴

・手洗いをしようとしたり，鼻水が出たらティッシュで拭こうとしたりする。
・身の回りのことを自分でしようとするが「できない」と怒ったり，手伝うと「自分で」と主張
したりする。できたことを褒めてもらい嬉しそうにする。
・先生を交えて友達と遊べるようになってくる。その中で，自己主張が強くなる。
・要求や気持ちを２語文や３語文，動作で伝えようとする。
○先生と一緒に，簡単な身の回りのことをしようとする。

ねらい

○先生の話掛けや友達との関わりの中で，言葉を使うことを楽しむ。
・先生に見守られながら，持ち物の始末や自分で衣服の着脱をしようとする。
・手洗いや手を拭くことが習慣付く。
健康

・食器に手を添えてスプーンやフォークを持って食事をしようとしたり，苦手な物でも少しずつ

こ

食べてみようとしたりする。

の
期

人間

・先生に仲介されたり促されたりしながら，関わって遊ぶことを喜ぶ。

に

関係

・生活や遊びの中で，友達がしていることを見て同じことをしようとする。
・先生や友達と一緒に運動遊具を使って全身を動かす遊びを楽しもうとする。

身

・寒さを感じながらも戸外遊びや散歩に出掛け，地域の人に挨拶をしたり，自然の変化に気付い

に
環境

たりする。

付
け

・木の実や落ち葉を拾って見せようとしたり，自然物を使った遊びを楽しんだりする。

て

・簡単な歌や手遊び，絵本を通して言葉に関心をもつ。

ほ

・先生の仲立ちにより「貸して」
「ちょうだい」
「あーと（ありがとう）
」
「どうぞ」など自分の気
言葉

し

持ちを言葉や動作で伝えようとする。

い

・先生や友達の言葉を聞こうとする。

こ

・リズムに合わせて，先生のいろいろな動きを真似たり覚えたりして，喜んで体を動かす。

と

・先生や友達と一緒に，歌を歌ったり表現したりすることを喜ぶ。
表現

・なぐりがきに意味付けしたり，自分の要求したものをかいてもらって喜んだりする。
・なぐりがき，シール貼りなどで色や形に興味をもつ。
☆空調により室温・湿度の調節をしたり，空気の入れ替えをしたりする。
☆行動範囲が広がってくるので，危険のないように環境を整え，職員間で連携をとりながら安全
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環境構成
（☆）と
援助（〇）
の工夫

に遊べるようにする。
○身の回りのことを自分でしようとする気持ちを大切にし，さりげなく援助したり時間に余裕を
もって生活ができるようにしたりする。
○生活や遊びの中で簡単な言葉のやりとりができるように，言葉を添え仲立ちをする。
○友達に興味をもち，同じことをして遊びたい気持ちを温かく見守り，先生が仲立ちをしながら
関わって遊べるようにしていく。

行 事

生活発表会・クリスマス会
・気温の変化に留意し，園児の体調の変化を見逃さず，健康に過ごせるように伝え合う。また，
インフルエンザや感染性胃腸炎などの感染症予防を呼びかけていく。

家庭との

・寒さのため厚着にならないように，また着脱しやすく動きやすい服装をするようにお願いする。
連携

・友達との関わりが増えると同時にトラブルも増えてくるので，その都度園児の様子や先生の対
応を丁寧に伝え，理解を得るようにする。
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第９期

１歳児

Ⅴ期（ １月・２月・３月 ）

・一人で最後まで食べようとする。

・先生の言葉掛けで便器で排泄する。

・一人で着替えようとする。

・自分で靴を履こうとする。

・大小，長短，多少などが分かるようになる。
発達の

・気に入った友達と一緒に遊びたがる。
主な特徴

・足を交互に出して，階段を降りようとする。
・音楽に合わせて体を動かして遊ぶ。
・鉄棒にぶら下がる，ジャングルジムをよじ登るなど，腕を使って遊ぶ。
○ 先生に見守られながら，簡単な身の回りのことを自分なりにしようとする。
ねらい

○ 好きな遊びを通して，先生や気の合う友達とのやりとりを楽しむ。
・食事，排泄，衣服の着脱など，簡単な身の回りのことを進んでしようとする。

こ
の

健康

・スプーンを使っていろいろなものを進んで食べる。
・先生や友達と一緒に，体を十分に動かして遊ぶことを楽しむ。

期
に

人間

・先生や友達と手をつないで散歩に行く。

身

関係

・先生や友達と一緒に見立て遊びやつもり遊びを楽しむ。

に
付

・玩具を出して遊んだり，先生と一緒に片付けたりすることを楽しむ。
環境

・冬や早春の自然に触れ，水や氷の冷たさを感じたり早春の草花の様子に関心をもったりする。

け
て

・簡単な言葉のやりとりをし，会話の楽しさを味わう。
言葉

・自分の気持ちを簡単な言葉で伝えようとする。

ほ

・先生と一緒に絵本を見ながら簡単な言葉を繰り返したり，模倣したりして遊ぶ。

し

・先生と一緒に歌ったりリズムに合わせて体の動きを楽しんだりする。

い
こ

表現

・粘土を使ってちぎったり伸ばしたりするなど，指先を使う遊びを楽しむ。
・自分なりにかいたり貼ったりしながら，表現することを楽しむ。

と

☆インフルエンザなどの感染症予防のため，一人一人の体調を把握したり保育室の換気を適度に
行ったりする。
環境構成

☆友達や先生と一緒にごっこ遊びなどができるよう，コーナーを設置したり十分な玩具を用意し
（☆）

たりする。
援助（〇）

○着脱の援助をしながら，簡単な身の回りのことが自分でできる喜びや満足感を味わえるように
の工夫

する。
○苦手な物も，量を減らしたり励まされたりしながら，自分で食べようとする気持ちをもてるよ
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うにする。
○自分の要求や気持ちを言葉で表すようになるので，よく聞き，受け止め，分かってもらった安
心感を得られるように園児の発語や模倣に共感し，言葉の表出につなげていくようにする。
行 事

豆まき・ひなまつり・卒業式
・インフルエンザなどの流行しやすい感染症の情報や対処法などの手紙を配布し，体調に変化が
見られた時の連絡先を再確認しておく。

家庭との
連携

・自分でしようとしている園児の様子を伝え，成長を見守ることや待つことの大切さを知らせて
いく。
・進級に向けて，環境の変化を不安に思う保護者や園児の気持ちに寄り添いながら話を聞き，丁
寧に対応する。
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第１０期

２歳児

Ⅰ期（４月・５月）

・登園時，新しい環境に不安を感じたり緊張したりして泣いている園児もいるが，少しずつ慣れ
てきて先生の傍で安心して過ごせるようになる。
・先生と一緒に興味のある遊びを見付けて遊んだり，先生の傍で一人遊びをしたりして，少しず
つ遊べるようになる。
発達の
主な特徴

・こぼしながらもスプーンやフォークを使って自分で食べたり，先生に手助けをしてもらったり
しながら食事をする。
・先生や友達と手をつないで，園の周辺に出掛けることを喜ぶ。
・春の草花や虫に触れたり戸外で体を動かして遊んだりすることを喜ぶ。
・絵本や紙芝居などの簡単な繰り返しのある言葉を喜び楽しんでいる。
・リズムに合わせて体を動かしたり歌ったりして楽しんでいる。
○新しい環境に慣れ，先生に不安や要求を受け止めてもらいながら安心して生活する。

ねらい

○先生に見守られながら，自分の好きな遊びを見付けて楽しむ。

○散歩や戸外遊びを通して身近な春の自然に触れ，伸び伸びと遊ぶ。
こ

・先生に見守られながら，スプーンやフォークを使って自分で食べようとする。

の

・先生と一緒にトイレに行き，見守られて排泄しようとする。

期

健康

・ズボンや服などの着脱の仕方を知り，先生と一緒にやってみようとする。

に

・先生と一緒に生活したり遊んだりすることを楽しむ。

身

・春の自然に触れながら，戸外で元気に体を動かして遊ぶ。

に

人間

・先生が傍にいることで，安心して生活したり遊んだりする。

付

関係

・先生や友達と挨拶を交わしたり名前を呼んだりして親しむ。

け
て

・自分の持ち物や自分の場所が分かり，先生と一緒に始末しようとする。
環境

・草花や虫を見たり触ったりして，春の自然に親しむ。

ほ
し

・身近なものが載っている絵本を喜んで見る。
言葉

・遊びを通して，いろいろな言葉に触れたり楽しんだりする。

い
こ

・先生や友達と一緒に手遊びや触れ合い遊びを喜んでする。
表現

・砂や粘土に触れたり，見立て遊びをしたりして楽しむ。

と

☆保育室は明るく清潔に整え，親しみやすく楽しい雰囲気にする。
☆トイレは清潔に保ち，園児が安心して排泄できるような環境を整える。
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☆自分の持ち物の場所が分かるように，ロッカーや靴箱などに同じマークを貼っておく。
☆先生同士の連携を密にし，一人一人の園児の発達段階，生活リズム，性格を把握し，個々に応
環境構成

じた援助や対応をする。

（☆）と

☆園児の好きな遊びを知り，楽しく遊べるよう遊具や安全な環境を用意する。

援助（〇）

○園児の思いを汲み取り，共感したり応答したりする。

の工夫

○先生も一緒に遊びながら，園児が安心して楽しめるようにする。
○先生が積極的に戸外に出て，園児と一緒に草花や虫を見付けて楽しむようにする。
○自分で食べようとする気持ちを受け止め，少しずつ苦手なものが食べられるように手助けをし
たり頑張りを認めたりする。
○一人一人の排泄間隔に合わせてトイレに誘い，排泄できた時は十分褒めたり認めたりする。
○園児の好きな歌や手遊び，季節の歌などを遊びに取り入れていく。

行 事

進級式・入園式・春の遠足・家庭訪問
・新しい環境への不安や期待を受け止め，送迎時や連絡帳を通して園や家庭での様子を伝え合い，

家庭との
連携

保護者との信頼関係を築くようにする。
・環境の変化や疲れから体調を崩しやすくなるので，健康状態について連絡を取り合う。
・家庭での生活リズムを把握し，無理なく園生活を送ることができるようにする。
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第１１期

２歳児

Ⅱ期（６月・７月・８月）

・暑くなり食欲が落ちている園児がいる。
・トイレで排泄できるようになり，布パンツに移行する園児が増えている。
発達の
主な特徴

・着脱の機会が増え，自分からやってみようとする園児の姿が見られる。
・簡単な繰り返しやリズミカルな言葉の出てくる絵本を喜び，
「読んで」と繰り返し要求する。
・少しずつ言葉が増え，言葉のやりとりを通して先生や友達と関わる姿が見られる。
・先生と一緒に水遊びをすることで，怖がることなく安心して楽しむことができる。
○先生に見守られながらながら，簡単な身の回りのことを自分でしようとする。

○先生や友達と一緒に，夏の遊びを十分に楽しむ。
ねらい

○生活に必要な言葉が少しずつ分かり，したいことやしてほしいことを言葉で表現しようとす

る。
こ

・涼しい場所で楽しく食事をしたりおやつを食べたりする。

の

・促されてトイレに行ったり見守られて排泄したりする。

期

健康

・手伝ってもらいながら体を拭いたり衣服を着替えたりする。

に

・先生に甘えや欲求を受け止めてもらい，安心して生活したり遊んだりする。

身

・涼しい環境の中で先生に見守られながら気持ちよく眠る。

に

人間

・先生に自分の気持ちを受け止めてもらい安心して過ごす。

付

関係

・少しずつ友達に関心をもち，関わろうとする。

け
て

・水，砂，土などの感触を味わいながら，夏ならではの遊びを十分に楽しむ。
環境

・夏の虫，草花や栽培している野菜などを，見たり触れたりして興味や関心をもつ。

ほ
し

・自分のしたいことやしてほしいことを簡単な言葉や仕草で伝えようとする。
言葉

・絵本や紙芝居を読んでもらうことを楽しんだり，自分の好きな絵本を繰り返し見たりする。

い

・先生や友達と一緒に歌を歌ったり音楽に合わせて体を動かしたりして楽しむ。

こ
表現
と

・パスを使ってなぐりがきを楽しむ。
☆室内の温度や湿度に応じて換気や通気をし，気持ちよく過ごせるようにする。

環境構成

☆排泄の失敗時に素早く対応できるよう消毒用のバケツ，タオル，着替えなどを準備しておく。

（☆）と

○暑さや外遊びなどで疲れやすいので，一人一人の健康状態に留意しながら水分補給・休息・午

援助（〇）

睡などを十分に取り，ゆったりと過ごせるようにする。
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の工夫

○暑さで食欲が減退する園児もいるので，一人一人の食欲に応じて量を加減する。
○プール遊びや水遊びは職員間で連携して安全に遊べるようにする。
○園児が遊んでいる様子を温かく見守ったり，必要な時は先生が仲立ちをしたりする。
○先生も園児と一緒に体を動かして遊び，表現することの楽しさを共有する。
○濡れたり汚れたりすることを嫌がる園児には，先生が楽しんでいる姿を見せながら無理なく誘
うようにする。
○園児の話はゆっくりと受け止め，話したいという気持ちを育むようにする。

行 事

プール遊び・七夕まつり
・夏に多い皮膚の疾患や感染症などを知らせ，予防や早期発見につながるようにする。
・暑さのため疲れやすくなるので健康状態を細かく伝え合い，家庭でも十分休息がとれるように
留意してもらう。

家庭との
連携

・身の回りのことなどを自分でやりたいという気持ちを認めたり温かく見守ったりして，次への
意欲につながるよう家庭と協力する。
・水遊びやプール遊びなどで着脱の機会が増えるので，着脱しやすい服を準備し記名の確認をす
るように伝える。
・水遊びやプール遊びを行うための健康カード（プールカード）への記入を依頼する。
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第１２期

２歳児

Ⅲ期（９月・１０月）

・夏の疲れから体調を崩したり食欲が落ちたりして，生活が不規則になっている園児がいる。
・自分から尿意や便意を知らせ，タイミングが合うとトイレで排泄できる。
・友達とごっこ遊びを楽しむなど関わりが増えている反面，自己主張も強くなり友達とのぶつか
発達の

り合いも多くなる。
主な特徴

・かけっこやリズム遊びなど，クラスのみんなで体を動かして遊ぶことを楽しんでいる。
園児の姿

・経験したことやしてほしいことを，簡単な言葉で先生に伝えようとする。
・着脱の機会が増え，時間がかかっても自分から進んで着脱に取り組もうとする。
・自然の変化に触れながら，戸外遊びや園外保育を楽しんでいる。
○先生に見守られながら，簡単な身の回りのことを自分でする。

ねらい

○先生や友達と一緒に，戸外で体を動かして遊ぶことを楽しむ。

○進んで戸外に出掛けて秋の自然に親しみ，見たり触れたりして遊ぶことを楽しむ。
・苦手な物でも少しずつ自分で食べようとする。

こ

・自分から尿意や便意を知らせ，先生に見守られながらトイレで排泄しようとする。

の
健康
期

・先生や友達と一緒にリズムに合わせて体操をしたり，体を動かしたりすることを楽しむ。

に

・自分で衣服や靴の着脱をしようとする。

身

人間

・先生を仲立ちとして，友達と関わって遊ぶ楽しさを味わう。

に

関係

・生活や遊びの中で，順番や約束があることを知る。

付
け

・虫や草花などを見付けたり散歩に出掛けたりして，秋の自然に触れて遊ぶ。
環境

・拾ってきた自然物を使って遊ぶ。

て
ほ

・絵本の中の簡単な言葉を繰り返して楽しむ。
言葉

・見立て遊びやつもり遊びを通して，言葉のやりとりをする。

し

・いろいろな歌を歌ったり，リズムに合わせて伸び伸びと体を動かしたりして楽しむ。

い
こ

表現

・クレパスや絵の具などで，思いのままに表現する。
・のりやクレパスや絵の具など，いろいろな用具を使って塗ったりかいたりして遊ぶ。

と
環境構成

☆活発に体を動かすことに興味をもつ時期なので，走ったり，段差をまたいだりなど全身を使っ

（☆）と

て遊べるよう巧技台やマットなどの環境を整え，安全に注意しながら伸び伸びと楽しめるよう

援助（〇）

にする。

の工夫

☆トイレは清潔に保ち，園児が気持ちよく排泄できるような環境を整えておく。
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○自分でしようとする気持ちを大切にしながら，園児にゆとりをもって接したり見守ったりす
る。
○身の回りのことを自分でしようとする気持ちを大切にし，見守ったり一緒にしたりしながらや
り方を丁寧に知らせる。
○友達とトラブルになった時は一人一人の気持ちを受け止めた上で，先生が仲立ちとなり気持ち
を伝えていく。
○先生や友達と一緒に走ったり運動遊びをしたりする中で，全身を動かして遊ぶ心地よさを感
じられるようにする。
○排泄の失敗も大切な経験として叱らずに受け止めるとともに，成功した喜びに共感し自信へと
つなげる。
○落ち着いた雰囲気の中で好きな絵本を繰り返し読み，言葉のやり取りを楽しめるようにする。
○秋の自然に触れる中で先生が感動したことを伝えたり，園児の発見や驚きに共感したりする。
行 事

運動会・秋の遠足
・夏の疲れが出やすい時期なので，健康状態について家庭と密に連絡を取り合う。

家庭との

・運動しやすい服や足に合った靴を用意してもらい，戸外遊びを伸び伸びと楽しめるようにする。

連携

・自我の芽生えが園児の成長に大切であることを伝え，家庭と協力しながら，園児が自分でしよ
うとする気持ちを受け止めたり見守ったりする。
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第１３期

２歳児

Ⅳ期（１１月・１２月）

・いろいろな食べ物をよく食べるようになり，スプーンを上手に使ったり，箸を使ったりする園
児が増えている。
・布パンツで過ごしたり自分からトイレに行き排泄したりする園児が増えてきたが，気温が下が
り排泄の回数が増え，間に合わない姿も見られる。
・きれいに洗ったり拭いたりすることは難しいが，手洗いを自分でしようとする。
発達の

・厚手の服装になり，着脱が難しい時は先生に手伝ってもらいながら自分で着脱しようとする。
主な特徴

・先生に見守られながら，自分の好きな友達を誘ってごっこ遊びを楽しんでいる。
・自己主張する姿が強くなるが，先生の援助により気持ちを切り替えることができる。
・木の実や木の葉に興味をもち，喜んで見たり，触れたり，持ち帰ったりして楽しんでいる。
・先生や友達と一緒に季節の歌を歌ったり，リズムにのって体を動かしたりすることを楽しんで
いる。
○簡単な身の回りのことを自分からしようとする。

ねらい

○先生や友達と一緒に，ごっこ遊びや表現遊び，言葉のやり取りを楽しむ。

○冬の訪れを感じながら，寒さに負けず元気に遊ぶ。
・楽しい雰囲気の中で先生や友達と一緒に食事をしながら，無理なくマナーを身に付ける。
こ

・尿意や便意を感じ，先生に知らせてトイレで排泄する。

の
期

・先生に見守られて，うがい，手洗いを丁寧にする。
健康

・簡単な衣服を自分で着脱し，先生と一緒に脱いだ衣服をたたむ。

に

・天気のよい日は，先生や友達と戸外で体を十分動かして遊ぶ。

身

・先生に温かく受け止めてもらい，自分の気持ちを安心して表す。

に
付
け

人間

・簡単な約束を知り，順番を守ったり交代したりして先生や友達と一緒に遊ぶ。

関係

・友達や先生と関わりながらごっこ遊びを楽しむ。

て

・身近なものの色，形に興味や関心をもつ。

ほ
環境
し

・落ち葉や木の実などを集めたり，それらを使って遊んだりする。

い

・生活や遊びに必要な言葉を使って，思ったことを先生や友達に話す。

こ
と

言葉

・先生と一緒に絵本の登場人物になったつもりで，言葉のやり取りを楽しむ。
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・安全な，はさみの使い方を知る。
表現

・カスタネット・すず・タンバリンなどの楽器に興味をもち，音色を楽しむ。
☆室内の換気や温度調節を行い，快適に過ごせるようにする。
☆自分で身の回りの始末がしやすいように場を整えたり，時間にゆとりをもったりする。
☆遊びを楽しめるように素材や用具などを十分準備しておく。
○一人一人の健康状態を把握し，体調の変化に対応する。
○厚手の服装になるので，排泄や着脱などを園児が自分でやりにくいときは適切な援助をする。
環境構成

○手洗いやうがいの仕方については，個人差に応じて丁寧に援助していく。

（☆）と

○じっくりと話を聞いたり園児の驚きや発見に共感したりし，話すことの楽しさを味わうことが

援助（〇）
の工夫

できるようにする。
○気の合う友達と一緒に遊びを楽しめるような場を設け，先生も一緒に遊びを楽しんだり，仲立
ちをする中で言葉のやりとりが楽しめるようにする。
○先生も一緒に歌ったり体を動かしたりしながら表現する楽しさを園児と共有し，満足感や充実
感が味わえるようにする。
○絵本の登場人物になったつもりで繰り返し遊びを楽しむことで，イメージを膨らませ，言葉を
交わす楽しさを味わうことができるようにする。

行 事

生活発表会・クリスマス会
・インフルエンザや感染性胃腸炎（ノロウイルスなど）
・ＲＳウイルスなどの症状，予防につい
て情報提供する。また早期発見，早期治療のために，園児の健康状態についてこまめに連絡を

家庭との

取り合う。
連携

・園で頑張っている姿を伝え，家庭でも認めてもらえるように情報共有をする。
・必要以上に厚着にならないように伝え，伸び伸びと活動できるようにする。
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第１４期

２歳児

Ⅴ期（１月・２月・３月）

・箸を使って食事をする。
・鼻水が出たら先生に知らせたり，促されて拭いたりする。
・身の回りのことは，一人でできることが増えてくる。
発達の

・ズボンを下ろして便器に座ったり，男児は立ち便器での排泄がスムーズになったり，見守られ
主な特徴

ながら始末をしたりする姿が見られる。
・生活に必要な言葉がほぼ分かり，自分の意思や欲求を言葉で伝えることができる。
・友達と２～３人でごっこ遊びを楽しみ，遊びを通して友達との関わりが広がってくる。
・寒くても戸外で遊ぶことを喜ぶ。
○自分でできるようになったことを喜び、簡単な身の回りのことを進んでする。

○先生や友達と一緒に，ごっこ遊びや簡単な集団遊びなどを楽しむ。
ねらい

○身近な自然を見たり触れたりすることを楽しむ。

○異年齢との関わりを通して，進級への期待をもつ。
・食器や箸の持ち方に気を付けながら，食事をする。
こ
の

・鼻水が出たら自分で始末しようとする。
健康

・衣服の前後を知り，自分で着脱したりたたんだりする。

期

・排泄後，トイレットペーパーで始末しようとする。

に

・友達と一緒に戸外で十分体を動かして遊ぶ。

身
に
付

人間
関係

・ごっこ遊びや簡単なルールのある遊びを通して，友達と一緒に遊ぶ楽しさを味わう。
・異年齢児と関わりながら一緒に遊ぶ。

け

・冬の自然を感じながら，戸外で元気に遊ぶ。
て

環境

・戸外遊びや散歩を通して身近な自然の変化に気付いたり触れたりして，興味や関心をもつ。

ほ
し
い

・先生や友達に，経験したことを進んで話す。
言葉

こ

・したいことやしてほしいことを，言葉で表現する。

と
表現

・いろいろな用具を使って切ったり，貼ったり、かいたりして遊ぶ。
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・リズムにのって友達と一緒に好きな歌を歌ったり踊ったりして楽しむ。
☆気温の変化に応じて室温や換気に気を付け，安全で保健的な環境を整える。
☆寒暖差が激しい時期なので，体調を崩さないよう一人一人の健康状態を把握し，個々に合わせ
て対応する。
☆体を十分動かすことができる遊びや，安全に遊べる場所などの環境を用意する。
☆異年齢児と関わることで，進級に期待感をもてるようにしていく。
○排泄の後始末の仕方を再確認しながら，一人一人に応じて援助していく。
○着脱する姿を見守りながら褒めたりできないところを手伝ったりし，自分でできた喜びを感じ
環境構成

られるような援助をする。

（☆）と

○鼻水を拭いた後は，気持ちよさを感じられるような言葉掛けをする。

援助（〇）

○自分でしようとする気持ちを受け止め，見守ったり言葉を掛けたりなど必要な援助をする。

の工夫

○ゆったりとした雰囲気の中で，一人一人の成長を受け止めたり褒めたりすることで喜びや満足
感をもてるようにする。
○一人一人の園児の話をしっかり聞き，思いを受け止めることで，安心して言葉で表すことがで
きるようにする。
○いろいろな遊びを通して順番やルールを伝えたり，トラブルになった時には先生が仲立ちをし
たりしながら楽しく遊べるようにする。
○冬から春へ向かう自然事象は機会を捉えて遊びに取り入れたり，園児の発見や驚きに共感しな
がら他の園児にも伝えていく。

行 事

豆まき・ひな祭り会・卒業式
・健康状態について連絡を取り合い，感染症予防のため家庭でも手洗い・うがいの励行をお願い

家庭との
連携

する。
・一年間を振り返り，成長した姿を喜び合う。また一人一人の生活習慣の様子を話し合い，褒め
たり励ましたりしながら丁寧に関わっていくことを確認し合う。
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第１５期

３歳児

Ⅰ期（４月・５月）

・新しい環境に戸惑いを見せる園児もいるが，先生や友達と過ごすなかで少しずつ慣れていく。
・排泄の自立は個人差があり声を掛けてもらう必要がある園児や，自立できていない園児もいる。
・体を動かして遊ぶことを経験していく中で，体のバランスをとる・移動する動き・用具などを
発達の
主な特徴

使った動きなどが少しずつできるようになる。
・困り感が言葉で言えなかったり，思いが伝えられなかったりする中で，泣いたり，ぐずったり
することがある。
・園での生活を楽しみ，自分の好きな遊びを見付けて遊ぶ。
・身近な様々な物に興味をもち，触れたり試したりする。
○新しい保育室や先生に親しみをもち，安心して生活する。

ねらい

○友達や先生と一緒に好きな遊び見付けて楽しむ。

○春の身近な自然に親しみ，興味･関心をもちながら関わって遊ぶ。
・手洗い・うがい・排泄・食事・着脱などの生活の仕方を知り，少しずつ慣れる。
・先生に手伝ってもらいながら排泄や身の回りの始末をする。
こ

健康

・遊具や用具の，安全な使い方や約束を知る。

の

・園庭や固定遊具で伸び伸びと体を動かして遊ぶ。

期

・新しい生活に慣れていく中で，自分のクラスが分かり，先生に見守られながら安心して生活す

に
人間
身
関係
に

る。
・先生と遊んだり話をしたりして親しみをもつ。
・友達と一緒に過ごすことを楽しむ。

付

・自分のマークを覚え，持ち物を片付ける場所を知る。
け
環境

・年長児が野菜や花の種まきや苗植えする様子を見たり，成長を楽しみにしたりする。

て

・草花や虫を見たり，触れたりする中で春を感じる。
ほ

・登降園時の挨拶や好きな遊びの中で，簡単な会話などを先生と交わしていく。

し
い

・名前を呼ばれたら返事をする。
言葉

・自分のしてほしいこと，困ったこと分からないことを言葉やしぐさで伝えようとする。

こ

・楽しんで絵本や紙芝居を見たり聞いたりする。

と

・一緒に手遊びをしたり，歌を歌ったり，体を動かしたりして遊ぶ。
表現

・積木・ブロック・ままごとなどに興味をもち喜んで遊ぶ。
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・いろいろな素材に触れて，かいたり，つくったりして楽しむ。
☆自分の場所という安心感がもてるように，靴箱，ロッカーなどに個人マークを付け，持ち物の
整理ができるようにする。
☆安心して好きな遊びができるように遊具，用具の表示の仕方や配置などを整える。
☆落ち着いた雰囲気の中で，友達と一緒に楽しく絵本が見られるように，園児の興味に合った絵
本を用意する。
○登園時は園児を笑顔で迎え，優しく話し掛けるなどして，一人一人が安心できるようにする。
環境構成（☆）

○生活経験の違いや個人差を考慮しながら，気持ちに寄り添い安心して過ごせるようにする。
と援助（〇）

○活動の合間にトイレに行くよう声を掛けたり，必要な園児にはトイレに先生が付き添ったり，
の工夫

排泄・手洗いの仕方など知らせていく。
○遊具の使い方や約束を分かりやすく伝え，危険のないように見守っていく。
○虫や小動物に親しみがもてるように，先生も一緒に見たり触ったりする機会をもつ。
○先生に親しみがもてるように，生活や遊びの中で挨拶をしたり園児の名前を呼び掛けたりす
る。
行 事

進級式・入園式・家庭訪問・春の遠足
・園での様子や準備物などは，ホワイトボード，園だよりで分かりやすく伝え，信頼関係を築い
ていくことができるようにする。

家庭との
連 携

・新しい環境に慣れるまでの保護者の思いや戸惑いを受け止め，安心できるようにする。
・現在治療中の病気や食物アレルギーの有無，発育，発達状態を把握し，保護者と連絡を密にし
ていく。
・家庭訪問をおこない，
園児一人一人の家庭での様園児を知り保護者とのつながりを作っていく。
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第１６期

３歳児

Ⅱ期（６・７・８月）

・園での生活の仕方にも慣れ，落ち着いて過ごすようになる。身の回りのことを自分でしようと
する園児が増えてくるが，個別の声掛けや援助の必要な園児もいる。
・排泄面での個人差が大きい。排泄は，遊びに夢中になり失敗することもある。
・行動範囲が広がり，いろいろな遊びに取り組むようになる。友達と一緒に動いたり，同じ遊具
を持ったりすることを喜んでいる。
発達の
主な特徴

・気の合う友達との関わりが広がる中で，気持ちを言葉で十分に伝えられず，トラブルが起きる
ことがある。
・戸外に出て遊び，夏野菜などやダンゴムシ・カエル・カタツムリなどの小動物に目を向け，見
付けたり，捕まえたり，触れたりして遊ぶ。
・少しずつ水に慣れ，色水遊び・どろんこ遊び・水遊びなどを繰り返し，先生や友達と一緒に水
遊びを楽しめるようになってくる。
・水遊びやプール遊びを繰り返す中で，準備や後始末の手順が分かるようになる。
○園での生活の仕方が分かり，身の回りのことを自分でしようとする。

ねらい

○先生や友達と一緒に，夏ならではの遊びを十分に楽しむ。

○身近な夏の自然に親しむ。
・身の回りのことを先生と一緒にしたり，自分でしたりする。

こ
の

健康

・全身を使ってプール遊びや水遊びなどをして，解放感を味わう。

期
に
身
に

・友達の真似をするなどして，好きな遊びを一緒にする。
人間
関係

付

環境

・夏野菜の生長を観察したり，収穫したり，味わったりして興味をもつ。
・身近な生き物に興味や関心をもち，見付けたり触れたりする。

し

こ

付く。

・雨や水，砂，泥などに触れて遊び，感触を楽しむ。

ほ

い

・気の合う友達と関わりながら，先生に仲立ちをしてもらうことで，少しずつ友達の気持ちに気

・水遊びやプール遊びの約束やきまりを守って，友達と楽しく遊ぶ。

け
て

・夏の生活の仕方が分かり，自分でできることは自分でしようとする。

・先生や友達に自分の経験したことや思ったこと，してほしいことなどを言葉で伝えようとする。
言葉

・気の合う友達と遊ぶ中で，生活に必要な言葉（
「かして」
「いれて」など）があることに気付き，
覚えて使う。
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・絵本や図鑑などの内容を楽しみ，イメージをふくらませる。

と

・身近な素材や材料，用具を使って，切ったり貼ったりかいたりして楽しむ。
表現

・つくった物を使って遊んだり，飾ったりする。
・友達と一緒に歌ったり，リズムに合わせて踊ったりする。
☆水分，食事，休息が十分とれるように環境を整える。
☆室温，湿度，紫外線，気温などに十分留意し，適切な環境で過ごせるようにする。
☆色水，しゃぼん玉，水鉄砲など，夏ならではの遊びを楽しめるような場を設置する。
○身支度や後始末には，ゆったりとした時間をとり，手順や場所を分かりやすくし，日々の繰り
返しの中で身に付けられるようにする。

環境構成（☆）

○友達と遊びたい気持ちを受け止め，先生が仲立ちする中で，友達と同じ遊びをする楽しさが味
と援助（〇）

わえるようにする。
の工夫

○イメージを受け止めたり，園児が作った作品を認め，一緒に遊んだりして満足感が味わえるよ
うにする。
○園児と一緒に遊びを楽しむことで，自分の気持ちを出しやすいような雰囲気づくりを心掛け
る。
○水や砂などの感触を味わったり，試したりできる経験を多くもつようにする。
行事

プール遊び・七夕まつり
・気候の変化に伴い，体調が崩れやすくなるので，家庭と連携を取りながら，一人一人の体調を
把握する。

家庭との

・必要に応じて家庭と連絡を取り合いながら，食事や排泄などの基本的生活習慣を身に付けてい
連携

けるようにする。
・プールカードを必ず記入してもらい，健康状態を把握して，プール遊びや水遊びをする。
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第１７期

３歳児

Ⅲ期（ ９月・１０月）

・園生活を楽しみにし，自分の好きな遊びに夢中になる園児がいる反面，久しぶりの園生活に不
安な気持ちになっている園児もいる。
・身の回りのことを自分でしようとするが，先生の援助が必要な園児もいる。
・気の合う友達と誘い合いながら遊ぶ姿が見られるようになってきたが，遊びの中で，自分の考
発達の
主な特徴

えや思いを通そうとしてトラブルになることがある。
・先生や友達と一緒に簡単なルールのある遊びを楽しむ姿が見られる。順番や交代などの約束が
少しずつ理解できるようになっている。
・運動会に向けて，体操や踊りなど体を動かす活動を楽しむ園児がいたり，年中・年長児のして
いることに興味をもちやってみようとする園児もいたりする。
・秋の虫を捕まえたり自然物に触れたりして遊ぶ姿が見られる。
○生活リズムを取り戻しながら，身の回りのことを自分でしようとする。

○先生や友達と一緒に，同じ遊びをする楽しさを味わう。
ねらい

○戸外で十分に体を動かして遊ぶことを楽しむ。

○秋の自然に触れながら遊ぶことを楽しむ。
・排泄・着脱など簡単な身の回りのことを自分でしようとする。

こ
の

・活動の合間に水分補給をしたり汗をかいたら着替えたりすることを知る。
健康

期

・様々な遊具や用具に興味をもち，それらを使った運動遊びを楽しむ。

に

・リズムに合わせて体を動かしたりかけっこをしたりする中で，体を動かす心地よさを感じる。
・遊びに必要な簡単なルールを知り，先生や友達と一緒にいろいろな遊びを楽しむ。

身
人間

・行事や日常生活，遊びの中で異年齢の友達や地域の人との触れ合いを楽しむ。

に
関係

・自分の気持ちや考えを安心して表現し，先生に支えられながら友達の思いを知る。

付

・いろいろな運動遊具に興味をもち，先生や友達と一緒に触れたりやってみようとしたりする。

け
環境

・秋の自然に興味をもち，園外保育を楽しみ，見たり探したり集めたりして遊ぶ。

て
ほ

・自分で経験したことを，先生や友達に話したり，友達の話を聞こうとしたりする。
言葉

し

・いろいろな絵本や紙芝居などを楽しんで見たり聞いたりする。

い
こ

・音楽に親しみ，歌ったり体を動かしたりしたりして，先生や友達と一緒に表現して遊ぶことを
表現

楽しむ。
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・いろいろな素材を使ってかいたりつくったりすることを楽しみ，それを使って遊んだり飾った

と

りする。
☆園庭の整備と遊具の点検を行い，安全に運動遊びができるようにする。
☆暑さが残り，日差しが強い日もあるため，活動と休息のバランスに配慮し水分補給ができるよ
うな場を用意しておく。
☆園児が体を動かして遊びたくなるような軽快な音楽をかけたり，興味のある運動用具を置いた
りする。必要に応じてマットを敷いたり，動線やスペースを確保したりするなど，安全に配慮
する。
☆扱いやすい素材や道具を用意し，かいたり製作したりすることが楽しめる場を設定する。
環境構成

○園児が安心して生活できるよう一人一人の気持ちをしっかりと受け止めるとともに，生活の仕
（☆）と

方を思い出せるように丁寧に伝えていく。
援助（〇）の

○運動遊びや友達と一緒に活動することが楽しい，また遊びたいという気持ちになれるように言
工夫

葉掛けや活動内容を工夫する。
○簡単なルールのある遊びをすることで，合図や順番，交代などの約束を，園児が楽しみながら
覚えていけるようにする。
○自分の思いや困ったことなどを言葉や動きで表現できるよう，ゆっくりと話を聞いたり，代弁
したりして，丁寧に思いに寄り添うようにする。
○先生も一緒に遊びながら園児の思いやイメージを受け止め，遊びに必要な物を選んだり一緒に
つくったりするなどして，園児が楽しさを味わえるようにする。
行 事

運動会・秋の遠足
・基本的生活習慣や生活リズムの大切さをおたよりなどで知らせ，一人一人の体調やペースに応
じて，生活リズムを整えられるようにする。

家庭との

・運動量が多くなるので，家庭でも睡眠，休息，栄養を十分にとるようにして，体調に配慮して
連携

もらう。
・運動会に向けて頑張りを伝え，温かく受け止めてもらえるようにする。
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第１８期

３歳児

Ⅳ期（１１月・１２月 ）

・寒くなり上着を着てくる園児が増えたが，自分でボタン，ファスナーの開閉や，脱いだ後の始
末ができにくい園児もいる。
・身の回りの始末はだいたい自分でできるようになっているが，会話に夢中になったり，遊んで
いる友達が気になったりして時間がかかる園児もいる。
発達の

・友達のしている遊びに関心をもち，一緒に遊ぶ姿が見られる。一方で，遊びに入れないことや，
主な特徴

遊具の貸し借りで友達とトラブルになることもある。
・仲間意識が芽生え，友達のことを心配したり，受け入れたりする姿が見られる。
・散歩では，長距離も歩けるようになっている。また，木の実を拾ったり，虫を見付けたりして，
興味関心を深めている。
○身の回りのことを自らしようとする。

○遊びの中でイメージを膨らませたり，表現したりして楽しむ。
ねらい

○先生や友達と一緒に様々な遊びをする中で，言葉のやり取りを楽しむ。

○秋から冬へと移り変わる自然に興味をもち，触れて遊ぶ。
・防寒着の着脱の仕方や片付け方を知り，自分でやろうとする。

こ
の

健康

・風邪の予防のため，うがい手洗いを丁寧にする。
・戸外で，ボール遊び，縄跳び，マラソンなど体を動かして遊ぶ。

期

・先生や友達，異年齢児と関わって一緒に遊ぶことを楽しむ。

に
人間

・先生や友達と一緒に，簡単なルールのある遊びやごっこ遊びを楽しむ。

身
関係
に

・トラブルを経験しながら，少しずつ友達の気持ちに気付く。

付

・木の葉や木の実の色や形に興味をもち，遊びに取り入れる。

け

環境

・身近にある素材・遊具を，先生や友達と一緒に遊びに取り入れて楽しむ。

て

・みんなと一緒にいろいろ行事に喜んで参加する。

ほ

・困ったことやしてほいしことなどを，言葉やしぐさ，表情などで先生に伝えようとする。

し

・遊びや生活に必要な言葉を知り，友達や先生とのやりとりをしようとする。
言葉

い

・絵本などの内容からイメージを広げ，なりたいものになりきって遊ぶ中で，先生や友達との言

こ
と

葉のやりとりを楽しむ。
表現

・絵本の中の登場人物になって遊び，イメージしたことを自分なりに表現する。
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・友達と一緒に歌を歌ったり，踊ったり，楽器を鳴らしたりする。
・いろいろな素材や用具を使って，楽しんでつくったり，かいたり，飾ったりする。
☆気温の変化に応じて暖房器具を利用し，室温・湿度・換気に留意しながら，安全で快適な生活
ができるようにする。
☆遊びに必要な素材や素材を準備し，作って遊ぶことを楽しめるようにする。
☆自然物に触れる機会をもち，園児の発見や驚きに共感していく。また，集めた自然物を使って
遊んだり，飾ったりできるようにする。
☆親しんでいる曲やリズムの取りやすい曲をかけ，踊ったり簡単な楽器（すず，カスタネット，
環境構成

タンバリンなど）を鳴らして遊んだりできるよう用意しておく。
（☆）と

○身の回りのことを自分から進んでしている園児はしっかり褒め，意欲につなげる。また，気付
援助（〇）の

かない園児にはさりげない声掛けをし，自分から気付くよう促すなど，できるだけ自分ででき
工夫

たという満足感を得られるようにする。
○寒さに負けず体を動かして遊ぶ気持ちよさを感じられるように，戸外遊びに誘う。
○トラブルの際は，それぞれの思いを受け止め，先生が言葉を添えたり，代弁したりしながら，
相手の思いに気付くようにする。
○気付いたことや思ったことを伝える喜びが感じられるように，園児の気持ちを大切に受け止め
しっかりと耳を傾ける。
行 事

生活発表会・クリスマス会
・インフルエンザなどの感染症が流行し始める時期なので，家庭でも手洗い，うがいを習慣付け，
健康管理をお願いする。

家庭との

・薄着の習慣が身に付くよう，協力をお願いする。
連携

・発表会の取り組みやその中での園児の育ちを伝え，共に成長を喜び合えるようにする。
・年末を迎える準備や正月遊びを通して，園児との触れ合いの時間を大切にしてもらう。
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第１９期

３歳児

Ⅴ期（１月・２月・３月）

・自分の身の回りのことはほとんどできるようになったが，衣服の着脱や排便の始末が十分にで
きない園児もいる。
・ルールのある遊びやごっこ遊びなどを繰り返し楽しみ，継続して遊ぶ様子が見られる。
・友達と一緒に遊ぶ楽しさが分かり，気の合う友達を誘って遊ぶようになるが，物や順番を取り
発達の

合いなどで，トラブルが見られることもある。
主な特徴

・身近な自然に触れて遊ぶ中で，冬から春への季節の変化に気付く。
・語彙が増え，友達同士で話すことが多くなり，言葉のやりとりが続くようになる。
・友達とのつながりを感じながら，歌ったり，絵をかいたり，一緒に表現したりすることを楽し
む園児が見られる。
○身の回りのことを，自信をもって自分からしようとする。

○戸外で体を動かして遊ぶ心地よさを味わう。
ねらい

○冬ならではの自然現象に気付き，興味をもつ。

○進級への期待をもって生活する。
・一日の流れが分かり，自分で身の回りのことをしようとする。
こ

・風邪の予防について知り，手洗いうがいをする。

の
健康
期

・自分の体調不良や怪我をしたことを先生に伝える。
・マラソン，縄跳びなど体を動かすことを楽しみながら，体を温めたり，いろいろな運動遊びに

に

挑戦したりする。

身

・先生や友達とルールのある遊びを楽しんでする。
に

・遊具を貸し借りし，順番を待って使う。
付

人間

け

関係

・気の合う友達を誘って好きな遊びをする。
・友達が泣いたり，困ったりしていたら，優しく関わろうとする。
て

・様々な行事や遊びを通して，異年齢児と関わる。
ほ

・冬の自然に触れたり，春の訪れに気付いたりする。
し
環境

・正月遊び，伝承遊び，行事などに興味や関心をもつ。

い

・生活や遊びの中で，物の色や形，量，数などに興味をもつ。
こ
と

・生活や遊びの中で，自分の要求や思いを言葉で伝えようとする。
言葉

・いろいろな遊びの中で，遊びに必要な言葉を言ったり聞いたりする。
46

・絵本や紙芝居の面白さが分かり，見たり聞いたりする。
・用具や素材を使って，イメージした物をつくったり，つくったもので遊んだりする。
・音楽やリズムに合わせて，体を動かしたり，楽器を鳴らしたり，歌を歌ったりして遊ぶ。
表現

・友達とイメージを共有しながら，言葉のやりとりをしたり体で表現したりして，ごっこ遊びを
する。
☆室温，湿度に留意し，こまめに換気をして快適に過ごせるようにする。
☆異年齢児クラスの先生と連携を取りながら，一緒に行事に参加し，交流を深めていく。
☆冬の自然現象や春の訪れに関心がもてるように，戸外で過ごす時間を大切にする。
☆伝統や文化に関心がもてるように，お正月や節分，雛祭りなどに関する物を準備したり，飾っ
たりする。
環境構成
（☆）と

☆イメージをもってかいたりつくったりできるように材料を用意したり，季節や年齢に合った絵
本を用意しておく。

援助（〇）の

○進級することを楽しみに，一人一人を認め，意欲的な生活が送れるようにする。

工夫

○寒さの中でも体を動かす心地良さが感じられるように，先生も一緒に楽しんで遊ぶ。
○「友達と遊びたい」
「一緒にしたい」と言う気持ちを受け止め，友達とのつながりがより深ま
るように仲立ちをする。
○ごっこ遊びの中で，先生も仲間になって遊び，言葉のやりとりを一緒に楽しむようにする。
○年齢や園児の好みに合った曲を準備し，友達と一緒に歌ったり踊ったりする。
○園児のもっているイメージを受け止め，その園児なりの素朴な表現をありのまま認めていく。

行 事

豆まき・ひな祭り・卒業式
・感染症が流行しやすい時期なので，手洗いやうがいの励行などを呼びかけ，個々の健康面の連

家庭との

絡を取り合う。
連携

・保護者と園児の１年間の成長を振り返り，共に喜び合うことで進級への期待につなぐ。
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第２０期

４歳児

Ⅰ期（４月・５月）

・進級を喜び，先生と一緒にいろいろな活動に取り組んでみようとする姿が見られる。中には担
任や保育室などの環境が変わることで戸惑う園児もいる。
・基本的生活習慣は，個人差が見られる。先生と一緒に確認したり，友達の様子を見たりしなが
発達の
主な特徴

ら身に付けていく。
・気の合う友達と一緒に前年度によくしていた固定遊具や砂場，ごっこ遊びなどを楽しむ姿が見
られる。
・草花を遊びに取り入れたり，飼育物と触れ合ったり，虫取りを楽しんだりする姿が見られる。
・友達との関わりは増えるが，自分の気持ちをうまく表現できず，トラブルになることもある。
○新しい生活の仕方を知り，できることは自分でしようとする。

ねらい

○自分のしたい遊びを見付け，先生や友達と一緒に遊ぶことを楽しむ。

○春の自然に関心をもち，動植物との触れ合いを楽しむ。
・園生活の約束を思い出したり，持ち物の片付け方を確認したりしながら，自分でできることは，
こ
の

健康

期

身

人間

に

関係

付

・先生や友達に親しみをもったり，一緒に遊ぶことを楽しんだりする。
・気の合う友達と一緒に好きな遊びを楽しむ。
・友達がしていることを見て同じことをしたり，同じものを使って遊んだりする。
・身近な遊具や用具の扱い方を知り，使って遊ぶことを楽しむ。

け
環境
て

・園庭の草花や飼育物を見たり，触れたりして親しむ。
・夏野菜や花の苗を栽培し，興味をもって世話をしたり，生長を楽しみにしたりする。

ほ

・先生や友達に親しみをもって挨拶や返事をしようとする。

し
言葉

・先生の話を聞いたり，自分のしたいことや困ったことを伝えたりする。
・クラスの友達と一緒に絵本や紙芝居を見たり，聞いたりして楽しむ。

こ
と

・遊具の安全な使い方や遊び方を再確認する。
・自分の好きな遊びや場を見付け，先生や友達と一緒に体を動かして遊ぶ。

に

い

自分でしようとする。

表現

・先生や友達と一緒に歌ったり，体を動かしたりして楽しむ。
・身近な素材や用具を使って自分の好きなものをかいたり，つくったりする。
☆持ち物の片付けなどが自分でしやすいようにマークや名前をロッカーに分かりやすく付けて

環境構成
（☆）と
援助（〇）の
工夫

おく。保育室は明るい雰囲気にし，安心して過ごせるようなコーナーの配置を工夫する。
☆一人一人の園児がしたい遊びができるように，遊具や用具の数を十分に用意したり，表示を工
夫したりする。
☆園児が興味をもった虫や生き物などを調べられるように絵本や図鑑などを準備しておく。
○先生に親しみをもち，安心して過ごせるように温かい雰囲気づくりを心掛け，一人一人の園児
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に丁寧に関わるようにする。
○好きな遊びの場では，経験したことのある遊びを準備することで，安心して遊びを楽しむこと
ができるようにしていく。
○リズム遊びや簡単な集団遊びなどを積極的に取り入れ，友達や先生と楽しみながら関わりがも
てるようにしていく。
○自分の思いや考えを，自分なりに伝えようとする姿を十分に受け止める。自分の思いが言えな
い園児には，言葉の足りないところを先生が補いながら相手に思いを伝えられるようにする。
○春の自然や動植物との関わりがもてるように草花を使って遊んだり，ダンゴムシやカエルなど
の身近な生き物を先生や友達と一緒に捕まえたりする。
行 事

進級式・入園式・春の遠足・家庭訪問
○家庭訪問や降園時に園生活や幼児の様子を具体的に伝え，信頼関係を築いていく。

家庭との
連携

○治療中の病気や食物アレルギーの有無，発育や発達の状況等を的確に把握し，保護者との連携
を密にする。
○新しい環境から体調を崩すこともあるので，健康状態に配慮してもらう。
○家庭と園の緊急連絡方法を確認しておく。
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第２１期

４歳児

Ⅱ期（６月・７月・８月）

・友達と一緒に遊びたい気持ちが強くなり，友達を誘って一緒に遊び始めたり，友達と同じもの
を身に付けたり，動きを真似たりすることを楽しむ。しかし，その中で自分の思いを通そうと
したり，遊具の取り合いをしたりしてトラブルになったりする。
発達の
主な特徴

・水遊びへの関心が高まり，自分から進んで水に触れて遊んでいる姿が見られる。中には，水に
対して抵抗がある園児も見られる。
・身近な出来事や楽しかったこと，気付いたことなどを先生に伝えたり，友達に話し掛けたりす
るようになる。
・夏野菜や小動物などに興味をもち，先生に伝えたり，友達と教え合ったりする姿が見られる。
友達と一緒に世話をしたり，観察したりする姿が見られる。
○園生活の流れが分かり，自分から進んで行動しようとする。

○好きな遊びをしながら，先生や友達と触れ合って遊ぶ楽しさを味わう。
ねらい

○いろいろな水遊びを通して水に親しむ。

○身近な夏の自然に触れ，親しみをもつ。
・水遊びやプール遊びを通して水に親しみ，解放感を味わい伸び伸びと遊ぶ。
こ

健康

の

身

・手洗い，うがいや歯磨きなどを進んでしようとする。
・夏の生活の仕方を知り，汗を拭いたり，水分補給をしたり，休憩したりして健康に過ごす。

期
に

・水遊びやプール遊びの支度や着替えなど，自分のことは自分でしようとする。

人間
関係

に

・同じ場で遊んでいる友達の様子に興味をもって，関わって遊ぶ。
・自分とは違う思いをもつ友達がいることに気付く。
・友達と一緒に遊ぶ中で，きまりを守って遊ぼうとする。
・砂や水や土の感触を十分楽しみながら，試したり工夫したりして遊ぶ。
・虫や小動物に興味をもち，親しみをもって見たり、触れたりする。

付
環境
け

・夏野菜の生長の様子を見たり，水やりをしたりする。

て

・夏の自然現象や不思議さなどに興味や関心をもつ。

ほ

・
「いれて」
「かして」
「まって」
「いいよ」
「ありがとう」など生活や遊びに必要な言葉を使う。

し

・経験したことや自分の思っていることを先生や友達に話す。
言葉

い

・遊びの中で，自分の思いを伝えたり，友達の思いに気付いたりする。

こ

・身近なお話や絵本に親しむ。

と

・遊びに必要なものやイメージしたものをかいたりつくったりして遊ぶ。
表現

・みんなで一緒に歌ったり，リズム遊びをしたりする。
・音楽に合わせて，楽器を使ったり，踊ったりする。
☆砂や水に思う存分触れて遊べるよう，いろいろな水遊びの環境を用意し，その感触をしっかり
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味わうことができるようにする。また，裸足で安全に遊べるように環境を整えておく。
☆戸外ではテントやパラソル，木陰など日陰の下に遊びの場を設定するとともに，温度や湿度に
留意し，快適な環境を作る。
☆生き物に関心をもち，いつでも見たり世話をしたりできるように目に付きやすい場所で飼育す
環境構成
（☆）と
援助（〇）の
工夫

る。
☆同じものを持ったり，身に付けたりして，友達と同じ動きや遊びができるように，遊具や用具，
素材を身近に用意しておき，いつでも使えるようにしておく。
○プール遊びは，安全に留意し，自分の体が守れるよう繰り返し話をして，意識をもたせるよう
にする。また一人一人の状態を把握し，興味やめあてに応じて援助していく。
○友達と関わって遊ぶ楽しさや遊びの充実感が味わえるように，友達と関わりがもてるような言
葉を掛けたり，一人一人の工夫を認めたり，周りの園児に知らせたりする。
○いろいろな遊具や用具の使い方を知らせ，安全に使っているか見守るとともに，個別に手助け
が必要な時には援助する。
○小動物を身近に見たり触れたり世話したりする中で，園児の驚きや発見に共感するとともに，
優しく扱うことや命の大切さなどにも気付かせるようにする。
○遊びの中でお互いの思いを聞いたり，相手の思いを聞いて代弁したりすることで，相手の気持
ちに気付けるようにし，友達との関わり方が分かるようにする。
○季節の歌や園児の興味に合わせた曲などを用意し，園児と一緒に歌ったり，体を動かしたり，
楽器を鳴らしながら表現する楽しさを共有していく。

行 事

プール遊び・七夕まつり
・砂遊びや水遊びが盛んになるので，十分な着替えを用意してもらう。また暑さや疲れで熱中症

家庭との
連携

など体調を崩しやすいので，家庭でもしっかり睡眠や食事など体調管理に気を付けてもらう。
・水遊びやプール遊びについて説明し，必要な物の準備をしたり，治療の必要がある幼児は治し
たりするようお願いする。
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第２２期

４歳児

Ⅲ期（９月・１０月）

・夏の疲れから食欲が落ち，体調がよくない園児も見られる。
・年長児の真似をして，色々な運動に積極的に取り組もうとしたり，自分の遊びに取り入れたり
発達の
主な特徴

する姿が見られる。
・遊びの中でトラブルが生じた時は，自分の気持ちを相手に伝えることもできるが，自分の思い
をうまく表現できにくい園児もいる。
・身近な秋の自然の変化に興味をもち，落ち葉や木の実を集めたり，様々な表現遊びに取り入れ
て遊んだりする。
○戸外で体を十分動かして遊ぶ楽しさを味わう。

ねらい

○気の合う友達と関わりながら遊ぶことを楽しむ。

○身近な秋の自然に親しみ，興味や関心をもつ。
・戸外で体を十分に動かしたり，様々な道具や用具を使った運動遊びを楽しんだりする。

こ
の

健康

・簡単なルールを守り，友達と一緒に楽しんで遊ぶ。

期
に
身

・自分から身の回りを清潔にしたり，休息をとったり，水分補給をしたりする。

・気の合う友達と誘い合って，好きな遊びを楽しむ。
人間

・行事に参加し，異年齢の友達や，地域の人たちと触れ合う。

関係

に
付

・身近な自然の美しさや変化を感じ取り，秋の訪れに気付く。

け
て

環境

ほ

言葉

こ
と

・木の実や木の葉を集めたり，遊びに取り入れたりする。
・いろいろな運動遊具を使って，くり返し遊んでみようとする。

し
い

・虫捕りをしたり，飼育したりしながら生き物に関心をもつ。

表現

・友達に自分の思ったことや感じたことを伝えようとする。
・進んで絵本や物語に親しみ，興味をもって聞いたり，想像したりする。
・様々な素材を使い，遊びに必要なものを工夫して，かいたりつくったりする。
・友達と一緒にリズムに合わせて体を動かしたり，歌ったりする。
☆園庭の整備と遊具の点検を行い，安全に運動遊びができるようにする。

環境構成
（☆）と

☆運動遊びに自分から取り組めるようにボールなどの遊具を準備したり，場の確保をしたりする。
☆見付けた虫や草花を観察したり，世話ができるように図鑑・飼育ケースなどを準備したりする。
☆拾った木の実や木の葉を使って遊べるように材料を用意しておく。

援助（〇）の
工夫

☆園外保育を取り入れ，楽しみながら秋の自然に触れられるようにする。また，自然に触れて遊べる
場所や危険な場所の下見をしておく。
〇お茶を用意し，水分補給が十分にできるようにする。
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〇遊具や用具の正しい遊び方や使い方を再確認し，安全に使えるようにする。
〇思いがぶつかり合う時には，お互いの思いを汲み取りながら，相手の思いに気付ける言葉掛けをす
る。
〇先生も遊びに一緒に参加し，体をしっかり動かす遊びを楽しめるようにする。
〇草花や虫に触れ，園児が発見したり驚いたりしたことを大切に受け止め，共感する。
〇拾った木の実や種などを使って遊べるように材料を用意したり，遊び方を知らせたりする。
〇楽しんで歌ったり，リズムに合わせて体を動かしたりする楽しさが感じ取れるような遊びの場を提
案したり，雰囲気作りをしたりする。
行 事

運動会・秋の遠足
・夏の疲れが出やすく，活動量も多くなるため，十分な睡眠や休息が必要なことを伝える。また，

家庭との
連携

衣替えなど着替えの準備もお願いする。
・寒暖の差が大きくなるので，体調の変化に気を付けてもらう。
・運動会に向けて頑張りを伝え，温かく受け止めてもらえるようにする。
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第２３期

４歳児

Ⅳ期（11 月・12 月）

・遊びの幅が広がり，友達と楽しむ姿が多くなっている。自分の思いを伝え，互いの話を聞きな
がら遊んでいるが主張がぶつかり合ってトラブルになることもある。トラブルになった時，自
分の思いを最後まで伝えらず先生の援助を求める園児もいる。
発達の
主な特徴

・いろいろなことを自分なりに行おうとする意欲が高まり，遊びの持続時間が長くなる。
・用具や遊具に慣れ，それらを使ったり，自分なりに遊びを考えたり身近な材料で作ったりする
ことを喜ぶ。
・友達や年長児，先生のしている遊びなどに興味をもち，いろいろな遊びに積極的に関わろうと
する。
○自分の思いを出しながら，友達と一緒に遊ぶことを楽しむ。

ねらい

○友達と一緒にいろいろな遊びをする中で，イメージや言葉を豊かにする。

○季節の変化を感じながら，身近な自然と関わって遊ぶ楽しさを味わう。
・衣服の調節や手洗い，うがいの大切さを知り，気温差や活動・体調に応じた生活の仕方を身に
健康

・ルールのある遊びを通し，みんなで遊ぶ楽しさを味わう。

こ
の
期

付け，自分でしようとする。

人間
関係

・遊具や用具を大切にし，みんなで使ったり片付けたりして，友達と譲り合う気持ちをもつ。
・年長児の遊びに興味や関心をもち，遊びに取り入れる。

に

・友達との関わりの中で，相手の思いや考えに気付く。

身

・季節の変化に気付き，葉っぱの色の移り変わりや枯れ葉の感触などに興味，関心をもつ。

に

環境

・落ち葉やどんぐりなどの自然物を集めて，形や色，数，量などに興味や関心をもつ。

付

・栽培物に興味をもち，生長の様子を見たり，世話をしたりする。

け

・生活経験を遊びの中に取り入れ，言葉のやり取りを楽しむ。

て
ほ

言葉

・自分の思いを言葉で伝えたり，相手の話を聞いたりしながら遊ぶ。
・先生や友達の話を親しみをもって聞き，思ったことや感じたことを話す。

し

・絵本や物語などに親しみ，興味をもって見たり聞いたりして，イメージを膨らませる。

い

・ごっこ遊び等で友達と一緒に役になりきって遊ぶ。

こ

・いろいろな歌をみんなで歌ったり，リズムに合わせて体を動かしたり，楽器を鳴らしたりする

と

表現

ことを楽しむ。
・自分たちで遊びの場や遊びに必要なものを作ったりしながら，イメージを膨らませて遊ぶ。
・木の実や落ち葉などを素材にして，製作を楽しむ。
☆園児が互いの遊びに興味・関心をもち，関わり合えるように，コーナーの広さや場の設定に配
慮する。

環境構成

☆散歩で集めてきた自然物は種類別に分けて容器に入れたり，名前を付けたりして選んで使える
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（☆）と
援助（〇）の
工夫

ようにする。
☆様々な用具や素材を園児の目に触れる場所に置いたり，要求に応じて出したりして自分で扱え
るようにする。
☆栽培物は，生長に関心がもてるように，幼児の目の付きやすい場所に置く。
○友達関係の深まりや変化により，いろいろなトラブルが生じるが，育ちにつながるように，状
況をしっかり捉え，仲立ちとなり，自分の気持ちを伝え合ったり，友達の気持ちや考えに気付
いたりできるようにする。
○集団遊びの楽しさが味わえるよう，先生も一緒になって遊びに加わり，みんなで遊ぶ楽しさや
満足感を大切にし，繰り返し挑戦しようとする気持ちを受け止め，必要に応じて援助する。
○秋から冬に変わる自然の変化に触れる機会をもち，園児の発見や驚きに共感したり、周りの友
達に知らせたりしながら、興味や関心がもてるようにする。
○発表会に向けてクラスの友達と一緒に役割分担をしたり，なりきって遊んだりする楽しさが共
有し合えるようにする。
○一人一人の表現したい気持ちを受け止め，自分の力を十分に発揮できるように励ましたり，イ
メージが膨らむような言葉掛けをし，頑張りを認めながら達成感を味わったりすることができ
るようにする。
○季節の歌や園児の興味に合わせた曲などを用意し，一緒に歌ったり，体を動かしたり，楽器を
鳴らしたりしながら表現する楽しさを共有していく。

行 事

家庭との
連携

・生活発表会・クリスマス会
・発表会に向けての取り組みの中で頑張る姿を伝え，保護者と一緒に成長を喜ぶようにする。
・薄着・手洗い・うがいの励行・外遊びなど，健康な生活習慣が身に付けられるように，家庭に
も依頼する。
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第２４期

４歳児

Ⅴ期（１月・２月・３月）

・友達との関わりが深くなり，誘い合って遊びを進めていこうとする姿が見られる。また，遊び
の中で自分なりの思いや考えを伝えたり，友達の考えも受け入れたりするようになる。
・遊びに必要なルールを自分たちで考えながら遊ぶ姿が見られる。しかし，友達と考えが違って
発達の

受け入れられなかったり，決めたことを守ることができなかったりなどのトラブルもある。

主な特徴

・氷や霜，雪などの冬の自然現象に興味をもって関わったり，冬から春への季節の移り変わりに
気付いたりする。
・年長児のしている活動に入れてもらうことが増え，あこがれの気持ちが強くなったり，もうす
ぐ年長組になる期待感が膨らんだりする。
○友達と思いや考えを出し合いながら，活動することを楽しむ。

ねらい

○身近な冬の自然現象に触れる中で，様々な事象に関心をもつ。

○年長組になる喜びや期待をもち，自分なりのめあてをもって生活する。
・手洗い，うがい，衣服の調節などの生活行動の必要性を感じ，自分からしようとする。
こ

健康

・縄跳びやマラソンなど，自分なりのめあてをもって取り組む。

の
期
に

・寒さに負けず，戸外で思いきり体を動かして遊ぶ。

人間
関係

・友達と考えを出し合ったり，同じイメージや目的をもって遊びを進めたりする。
・年長児の姿を見たり一緒に遊んだりする中で，あこがれの気持ちをもつ。

身

・当番活動や係活動などを年長児から引き継ぐ中で，進級への期待や喜びを感じる。

に

・かるた，こま，すごろくなどの伝承遊びに関心をもち，喜んで取り組む。

付
環境

・遊びを通して数や文字に関心をもって遊ぶ。

け

・氷や霜柱，雪などの冬の自然に触れ，感動したり疑問をもったり試したりする。

て

・草花や木々の芽吹きの様子から，春の訪れを感じる。

ほ

・遊びや生活の中で，自分の気持ちを相手に伝えたり友達の思いも聞いて受け入れようとしたり

し

言葉

する。

い

・絵本や物語などに親しみ，興味をもって見たり聞いたりして，イメージを膨らませて遊ぶ。

こ

・遊びに必要なものをかいたりつくったりして，それを使って遊ぶ。

と

表現

・友達とお互いの表現を認め合い，真似をしたり一緒につくったりして遊ぶ。
・季節の歌や進級，お別れの歌など，友達と一緒に歌うことを楽しむ。
☆冬の健康管理に配慮し，室温・換気・湿度に十分留意して，快適な生活ができるようにする。
また，インフルエンザ，嘔吐下痢等の感染症が流行する時期なので，一人一人の健康状態を十
分把握し，早急に対応できるように保育室に消毒・処理用具を備えておく。
☆自分なりのめあてがもちやすくなるような活動の方法を工夫したり，カードなどを使って継続
して取り組んだりできるようにする。
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環境構成（☆） ☆年長児と関わりがもてる遊びの場や，係や当番活動の引継ぎの機会などを，計画的にもつよう
と援助（〇）
の工夫

にしていく。
○寒くても戸外でしっかり体を動かして遊ぶことを促し，
先生も一緒に遊びに参加することで意
欲的に取り組めるようにする。
○グループや学級全体で行う遊びを多く取り入れ，みんなで力を合わせて遊ぶ満足感を味わえる
ように，話し合う場や内容の工夫をする。
○友達とトラブルになった時に，互いの気持ちをしっかり伝え合えることができるように見守っ
たり先生が思いの橋渡しをしたりするようにし，友達の思いに気付いて行動できるように援助
する。
○年長児に憧れの気持ちをもてるような場面をしっかり捉え，一緒に活動することで自信や満足
感を得られるような援助を心掛け，進級への期待を高めていく。
○氷や霜柱，雪などの冬の自然現象や，木の芽吹きなどの春の訪れなど，機会を逃さず捉えて自
然の不思議さや美しさに気付くことができるようにする。

行 事

豆まき・ひな祭り・卒業式
・冬季の健康管理に十分気を付けて生活することを伝え，園・家庭ともに体調に変化がある場合

家庭との
連携

には早急に対応し，連絡を密にすることを確認する。
・学級通信や降園時の保護者との会話の中で，行事での取り組みや進級に向けての一人一人の頑
張りなどを伝え，一緒に成長を喜ぶようにする。
・年末を迎える準備や正月遊びを通して，園児との触れ合いの時間を大切にしてもらう。
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第２５期

５歳児

Ⅰ期（４月・５月）

・年長組になったことに期待や喜びを感じ，進んで新しい環境や担任と関わったり，張り切って
生活したりする。その反面，年長児としての気負いや緊張感が見られ，新しい生活に戸惑いを
見せる園児もいる。
・戸外で活動することを好み，今までの園生活で経験している遊びを先生や友達と一緒に楽しん
発達の

だり，喜んだりする姿が見られる。
主な特徴

・年長児としての自覚をもって，新入児や異年齢児に優しく声を掛けたり，世話をしたり，遊ん
だりする姿が見られる。
・先生や友達と一緒に草花や小動物を見付けたり集めたり世話をしたりして大切にしようとす
る。
〇年長になった喜びや自覚をもち,進んで様々な活動に取り組む。
ねらい

〇春の自然や身近な動植物に興味や関心をもって関わろうとする。
・保育室や担任など，新しい環境や生活の仕方に慣れ，自分から進んで身支度や持ち物の始末を
しようとする。
健康
こ

・戸外で友達と一緒に体を十分に動かして，今まで親しんでいた遊びをして遊ぶ。

の

・遊具や用具の正しい使い方を再確認し，安全に気を付けて遊ぶ。

期

・先生や友達に親しみをもって遊びを楽しむ中で，きまりやルールの大切さに気付き守ろうとす

に

人間

身

関係

る。
・新入児や異年齢児に優しく声を掛けたり，世話をしたり一緒に遊んだりする。

に

・自分の思いを先生や友達に伝えようとする。

付

・身近な小動物や春の草花に触れて遊ぶなど，親しみをもって関わり興味や関心をもつ。

け

環境

・生活や遊びの中で，文字や数や標識に興味をもつ。

て

・身近な遊具・用具に興味や関心をもち，進んで使ってみようとする。

ほ

・先生や友達に親しみをもって挨拶する。

し

言葉

・遊びの中で自分の思いを言葉で伝えようとする。

い

・絵本や童話，図鑑などいろいろな分野の本に親しむ。

こ

・先生や友達・異年齢児と触れ合いながら，知っている曲や簡単なリズムに合わせて体で表現す

と

る。
表現

・今まで親しんできた歌や，春の歌を先生や友達と一緒に歌う。
・身近な素材や用具を使って，自分のイメージをもちながら，かいたりつくったりしようとする。
☆新しい生活の場や遊具の使い方，生活の仕方などを園児と共に確認し，年長児としてきまりや
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約束を守って安全に行動できるように，場面を捉えて言葉を掛けていく。また，遊具の置き場
環境構成
（☆）と
援助（〇）の
工夫

所の表示や，片付けやすいように仕分けの表示をする。
☆一人一人が伸び伸びと安定した気持ちで過ごしたり，先生や友達と好きな遊びを十分に楽しん
だりできるように，今まで経験した遊びを引き続き楽しめる場やゆとりある時間を確保する。
○一人一人の気持ちに寄り添うように心掛け，遊んでいる姿や園児の思いを温かく受け止め，安
心感をもたせるようにする。
○園児同士が関わって遊ぶ中で，思いがうまく伝わらず，ぶつかり合いになった場合は，先生が
それぞれの園児の思いを聞いたり，汲み取ったりしながら仲立ちとなり，互いの気持ちのずれ
を無くしていく関わりをしていく。
○絵本や，図鑑などいろいろな分野の本を目に見える場所に出しておく。

行 事

進級式・入園式・春の遠足・家庭訪問
・送迎時や連絡ノート，掲示板などを利用し，一人一人の園児が年長組になって張り切っている

家庭との
連 携

姿を具体的に伝えたり，進級後の生活に不安を感じている保護者の気持ちを受け止めたりし，
保護者との信頼関係を築いていく。
・園児の健康について，治療中の病気や食物アレルギーの有無，発育や発達の状況等を的確に把
握し，必要に応じて保護者に確認をするなど連絡を密にしていく。
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第２６期

５歳児

Ⅱ期（６月・７月・８月）

・友達とイメージをつなげたり膨らませたりしながら友達と一緒に遊びを進めようとし，次の日
に遊びを継続していこうとするようになる。
・友達のしていることにも関心をもち，自分の遊びに取り入れようとする姿が見られ友達関係も
少し広がりが見られる。
・好奇心をもって身近な草花や砂や水などの自然物に触れて遊び，試したり工夫したり繰り返し
遊びながら性質・数・量の違いに気付く。
発達の

・水を使ってダイナミックに解放感を味わいながら遊ぶようになる。水に抵抗のある園児も回数
主な特徴

を重ねるごとに少しずつ挑戦してみようとする姿も見られるようになる。
・夏野菜の世話をしながら日々の変化に関心をもって見たり，自分なりの発見を先生や友達と伝
え合ったり収穫を楽しんだりする姿が見られる。
・友達と考えを出し合って遊ぼうとするが，遊びに対する思いが違ったりお互いの考えがうまく
伝わらなかったりしてトラブルになることもある。その中で，友達の思いや考えに気付くよう
になる。
○友達と関わりながら一緒に遊びを進めていく楽しさを味わう。
ねらい

○身近な自然物や素材に興味をもち，見たり触れたり試したりしながら遊ぶ。
・砂や土，水遊びの楽しさを感じながら，ダイナミックに体を動かして遊ぶ。
こ
の

・安全に気を付け，約束を守って水遊びを楽しむ。
健康

・汗の始末や衣服の調節など身の回りを清潔にすることや水分補給の大切さが分かり，進んでし

期

ようとする。

に
人間

・友達とアイディアを出し合いながらイメージをつないで一緒に遊びを進めていく。

関係

・友達のしていることに興味や関心をもち，自分なりに試したり挑戦しようとしたりする。

身
に

・夏野菜の生長(色や形・大きさの変化)や数量に興味や関心をもち，世話をしたり食べたりする。
付

・小動物や昆虫などの世話を通して成長や変化を楽しみ，命を大切にする気持ちをもつ。
け

環境

・夏の自然現象や自然物に触れ，発見を楽しんだり遊びに取り入れたりする。
て

・砂や土，水などの性質に気付き，試したり工夫したりする。
ほ

・絵本や図鑑などを通して，日常の中の疑問や関心を調べたり興味をもってみようとしたりする。

し
言葉
い

・友達の話を注意して聞こうとしたり自分の思いや考えを相手に伝えたりすることを楽しむ。

こ
と

・遊びや生活の中で，自分が気付いたことや不思議に思ったことなどを言葉で伝える。

・様々な素材や用具を使ってかいたりつくったりし，つくったものを使って遊ぶ。
表現

・音楽に合わせて踊ったり歌ったり，楽器を鳴らしたりすることを楽しむ。
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☆テントやパラソル，木陰など日陰の下に遊びの場を設定するとともに，温度や湿度に留意し快
適な環境を作る。
☆工夫したり試したりしてイメージが実現できるように，必要な素材や用具を用意したり一緒に
探したり，継続して遊べるような場や時間を設定したりする。
○園児と一緒に生活習慣の見直しについて話し合い，必要感をもって進んでできるようにする。
環境構成

○遊びの中でトラブルが起きた時には，園児一人一人の思いをしっかり受け止めながら，必要に
（☆）と

応じて先生が仲立ちとなり伝え方や言い方を知らせ，友達の思いに気付けるようにしていく。
援助（〇）の

○友達が試したり工夫したりして遊んでいることを紹介することで，それらが刺激となって友達
工夫

の遊びに挑戦してみたり，友達と関わって遊ぶ楽しさを感じたりできるようにする。
○夏の自然現象は機会を逃さず捉え，園児の驚きや疑問などに共感しながら自然の不思議さに興
味や関心がもてるようにする。
○プールで遊ぶ時には，一人一人の水慣れの状態を把握しながら，興味やめあてに応じて援助し
ていく。
行 事

プール遊び・七夕まつり
・水遊びの準備や感染症・健康診断での治療の有無を早めに知らせ，健康管理に留意してもらう。
・安全に水遊びができるように健康状態をカードなどで連絡を密にする。
・家庭でもプールの支度を自分でするように伝え，自分でしようとする意欲や態度を育てる大切

家庭との

さを伝える。
連携

・暑さで体調を崩しがちになるので，睡眠と栄養をしっかりとるなど健康面でのアドバイスをし
ていく。
・地域で行われている行事の情報を知らせ，夏ならではの体験が親子で楽しめるようにする。
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第２７期

５歳児

Ⅲ期（９月・１０月）

・仲間意識が高まり，友達を誘い合って遊んだり，同じ目的をもって遊びや生活を進めたり最後
まで頑張ったりしようとする。
・遊びの見通しがつくようになり，自分の遊びのイメージを実現するために必要な物を自分で探
発達の

したり，先生に要求したりするようになる。
主な特徴

・身近な文字や数への興味をもち，生活や遊びの中で取り入れたり数量の感覚を深めたりする。
・話を聞く態度が次第に身に付き，落ち着いて聞くことができるようになってくる。
・身近な自然現象や社会事象に関する興味をもったり知りたがったりする。
○自分なりのめあてをもって，やり遂げる喜びと充実感を味わう。

ねらい

○戸外で友達と一緒に，様々な運動遊びを通して体を動して遊ぶことを楽しむ。

○秋の自然に親しみ，遊びに取り入れて楽しむ。
・いろいろな運動に興味をもち，自分の力を発揮しながら，挑戦したり競い合ったりして最後ま
こ

で取り組む。
健康

の

・自分なりのめあてをもち，全身を動かして遊ぶ充実感を味わう。

期

・水分補給や衣服の調節・汗の始末などを自分でする。
・役割を分担したり力を合わせたりしながら，一緒に遊び係活動を進めることを楽しむ。

に
人間

・友達と一緒に遊ぶ中で，イメージを膨らませたり相談したりしながら，遊びを進めていく。

身
関係
に

・地域の行事や園外保育を通して，様々な人と触れ合う。

付

・自然物を使った遊びを通して，数量や形，図形，色の大きさや違いなどに気付き，興味や関心

け

環境

をもつ。
・遊びに必要な遊具を選んで，工夫して使う。

て
ほ

・驚きや発見を伝え合ったり，疑問に思ったことを言葉にしたりする。
言葉

し

・自分の思いや考えを相手に伝え，相手の思いを受け止めながら遊ぶ。

い

・友達といろいろな歌を歌ったり体を動かしたりしながら，曲の雰囲気やリズムの変化を楽しむ。

こ
と

・遊びに必要な物や場を友達と一緒に考え，工夫したり協力したりしてつくる。
表現

・自分のイメージを表現したり友達のイメージを受け止めたりなど，友達とアイディアを出し合
いながら経験したことを再現して遊ぶ。
☆園庭の整備と遊具の点検を行い，安全に運動遊びができるようにする。
☆興味や活動意欲の高まりを受け止めて，いろいろな運動に進んで挑戦できるように，動機づけ
や遊具の工夫をする。
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環境構成
（☆）と

☆運動会に向けての活動量を考慮し，ゆったりと遊びができる環境や休息がとれる時間や場をつ
くる。

援助（〇）の

○夏の生活リズムを立て直し，健康で安全な生活を送れるようにする。

工夫

○一人一人が自分のめあてに向かって繰り返し挑戦する姿を認めたり，できた充実感や満足感を
味わえることができるように声を掛けたり援助をしたりする。
○飼育物の世話を通して，命の尊さに気付いたりいたわりの気持ちをもったりできるようにす
る。
○経験したことや自分の考えなどをゆっくりと考え，自信をもって伝えることができるように，
時間の確保をしたり，友達の言葉を聞こうとする雰囲気を大切にしたりする。

行 事

運動会・秋の遠足
・運動会の取り組みの様子や目的などを丁寧に伝え，これまでの練習の過程を十分に認めてもら

家庭との
連携

えるようにする。
・運動量が多くなるので，家庭でも睡眠，休息，栄養を十分とるようにして，体調に配慮しても
らう。
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第２８期

５歳児

Ⅳ期（１１月・１２月）

・冬の生活習慣の仕方がわかり，うがい，手洗い，衣服の調節など自分からしようとする。
・遊びのルールを確認したり，自分たちで遊び方を考えたりしながら遊ぶようになる。友達同士
でトラブルになることがあるが，話し合って解決していこうとする姿が少しずつ見られ出す。
・生活発表会など共通の目的に向かってクラスで取り組んでいく中で，友達の良さや頑張りに気
付き認め合い，仲間意識が強くなる。自分の力を発揮して取り組む姿や，友達と協力して進め
発達の
主な特徴

ていこうとする姿が見られる。
・身近な自然の様子に目を向け，季節の変化を感じ，関心をもつ。自然物を取り入れ，自分のイ
メージを出しながら作ったり，友達のしていることに刺激を受け，自分なりに工夫して遊んだ
りする姿が見られる。
・絵本や物語の世界を楽しみ，友達とイメージしたことを伝え合い，共有しながら遊びを進めて
いこうとする。
・文字や数字などへの関心が高まり，生活や遊びに取り入れようとする。
○友達と相談したり協力したりして，共通の目的に向かって遊びを進めていく満足感を味わう。

ねらい

○身近な自然の変化に興味や関心をもち，遊びに取り入れて楽しむ。
・冬の健康な生活の仕方を知り，病気予防のうがい，手洗いを進んで行う。
こ

健康

・活動や気温の変化に応じて，衣服の調節をする。

の

・体を十分に動かし，様々な運動遊びを楽しむ。

期

・友達と協力したり役割分担したりしながら，共通の目的に向かって遊びを進めていく中で，仲

に

人間

身

関係

間意識を高める。
・友達と一緒に，自分の思いを伝えたり，認め合ったりしながら，遊びを進めていく。

に

・家族や身近な地域の人々の働く様子を知ったり，仕事についての話を聞いたりして関心をもつ。

付

・自然物の色や形，大きさ，数などに関心をもち，遊びに取り入れる。
・秋から冬への自然の変化に気付いたり，美しさや不思議さに感動したりする。

け
環境
て

・水栽培について図鑑や本で調べ，興味をもって世話をしたり観察をしたりする。

ほ

・冬の訪れを感じ，小動物の冬籠りなどに関心をもつ。

し

・友達に分かるように自分の思いを言葉で伝える。

い

言葉

こ

・絵本や物語に親しみ，内容を想像したり，言葉の面白さ美しさを楽しんだりする。
・劇遊びを通して，台詞を覚えたり友達とのやり取りを楽しんだりする。

と

・友達とイメージを共有し，いろいろな材料を使って必要な物を工夫してつくる。
表現

・友達と一緒に聴いたり，歌ったり，踊ったり，合奏したりして，音色やリズムの楽しさを味わ
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う。
・物語のイメージを広げ，登場人物になりきって演じることを楽しむ。
☆園児の要求に応じて遊びに必要な物を用意し，試したり工夫したりしながら友達と考え合う体
験を積み重ねられるようにする。
☆自然物を使って自分のイメージを出しながら遊びを楽しむことができるように，種類別に整理
して準備しておく。
○病気を予防するために必要な習慣を丁寧に伝え，自分から進んで行う姿を認めたり，身に付く
環境構成

よう励ましたりしていく。
（☆）と

○戸外で十分に体を動かして遊ぶ活動を計画的に取り入れる。
援助（〇）の

○友達同士の話し合いや問題解決の場面では，一人一人の思いを大切に受け止め，折り合いをつ
工夫

ける方法を一緒に考えていく。
○自然の変化や美しさへの気付きを，友達に伝え合う姿を見守ったり共感したりする。また，調
べたり話し合ったりできるよう図鑑や資料を用意し，好奇心や探究心が広がるようにしてい
く。
○園児の表現意欲を認め，イメージを広げながら楽しめるよう援助する。
行 事

生活発表会・クリスマス会
・感染症の予防や対策についてお便り等で知らせ，手洗い，うがいの薄着の習慣の大切さを話し

家庭との
連携

合ってもらうなど，冬の生活を健康に過ごせるように家庭での健康管理をお願いする。
・発表会に向けて園児の頑張っている姿を知らせ，家庭でも励ましたり認めたりしてもらい，自
信がもてるような関わりをお願いする。
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第２９期

５歳児

Ⅴ期（１月・２月・３月）

・戸外で活発に遊び，自分たちで遊びのルールを伝え合ったり相談したりして，遊びを進めるよ
うになる。
・友達同士で競い合う姿が見られたり，あきらめずに繰り返し挑戦したりする姿が見られる。
・生活や遊びに見通しをもち，友達と協力し，目標に向かって役割を果たそうとするようになる。
・自然事象に対して，感じたことや不思議に思ったことなどを友達と伝え合ったり，遊びに取り
発達の

入れたりする姿が見られる。
主な特徴

・経験したことや考えたことなどを伝えたり，相手の話の内容をよく聞いて理解したりする。
・楽しかったことや心に残ったことなどをみんなで伝えあいながら１年間を振り返り，絵や言葉
で表現しようとする。
・小学校の一日体験入学を経験し，見学したり先生の話を聞いたり，園児同士で話をしたりして，
就学への期待が膨らむようになる。
○友達と共通の目的や見通しをもって，自分たちで遊びや生活を進めていく充実感を味わう。

ねらい

○成長した喜びやお世話になった人への感謝の気持ちをもち，就学への期待と自信を高める。

○春を迎える自然の変化に気付き，その不思議さなどを感じる。
・健康や安全な生活に必要な習慣を身に付け，自信をもって生活する。
こ
の

・時間を意識しながら，一日の流れに見通しをもって生活を進める。
健康

・友達と積極的に戸外で体を動かし，ルールを守って運動遊びを十分に楽しむ。

期

・自分なりの目標に向かって繰り返し取り組み，達成感や充実感を味わう。

に

・目的に向かって工夫したり協力したりしながら，一緒に活動する楽しさを味わい，信頼感をも
身

つ。
に
人間

・友達のよさや頑張っている姿を互いに認め合い，相手を大切に思う気持ちをもつ。

関係

・異年齢児と積極的に関わり，親しみや思いやりをもって進んで世話をしたり一緒に遊んだりす

付
け

る。
て

・心身の成長を喜び，今までの体験や生活を振り返り，お世話になった人に感謝の気持ちをもつ。
ほ

・氷や霜，雪などの冬の自然事象に興味をもち，触れたり観察したり試したりして遊ぶ。

し

・日差しの暖かさや草木の芽吹きなど，季節の変化に気付き春の訪れを感じる。

い
環境
こ
と

・文字や数字，図形，量などに関心を深め，生活や遊びの中で取り入れて遊ぶことを楽しむ。
・伝統行事を通して，由来を知ったり関心を深めたりする。
・小学校の一日入学に参加したり交流したりする中で，就学への期待を高める。
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・経験したことや考えたことなどを相手にわかるように話したり，相手の話を注意して聞いて理
解したりする。
言葉

・絵本や物語に親しみ，興味をもって聞き，想像をする楽しさを味わう。
・身近にある文字や数字に興味をもち，読んだり書いたり使ったりする。
・身近な人たちへ，自分の言葉で感謝の気持ちを伝える。
・自分の思いや感じたこと，心に残っていることなどを文字や絵で表現する。
・卒業制作やお別れ会などに必要なものを，考えを出し合いながらイメージを膨らませ，友達と

表現

協力してつくる。
・歌詞の意味を知り，曲の雰囲気を感じ取り，友達と気持ちを合わせて歌う。
☆年中児に当番活動や係活動の仕方を教えたり伝えたりする場を設け，もうすぐ就学という自覚
や成長の喜びを感じることができるようにする。
☆園児の文字や数などの興味や関心にあった遊びができるように，素材や用具,，場の環境を整え
環境構成
（☆）と
援助（〇）の
工夫

ておく。
○健康で安全な生活に必要な生活習慣について園児と再確認し，大切なことを意識し，自信をも
って就学できるようにする。
○今までしてきた遊びを友達と十分に楽しんで仲間意識が感じられるようにし，ゆったりとした
時間がもてるようにする。
○園生活を振り返りながら一人一人の思いに共感していき，成長を喜び合い，お世話になった人
への感謝の気持ちがもてるようにする。

行 事

豆まき・ひな祭り・卒業式
・生活習慣が身に付いているか家庭と共に確かめ合い，就学を迎えられるようにする。

家庭との
連携

・参観日や行事，便りを通して園生活を振り返りながら，園児の成長の姿を具体的に知らせ，保
護者と共に園児たちの成長を喜び合い，親子共々安心して就学を迎えられるようにしていく。
・年末を迎える準備や正月を通して，園児との触れ合いの時間を大切にしてもらう。
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笠岡市就学前教育・保育カリキュラム策定委員会
部

会

０歳・１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

氏

名

委員

所 属

職 名

城見保育所
（外浦保育所）

所 長

城 戸 美代子

部会責任者

外浦保育所
（城見保育所）

所 長

片 岡 圭 子

策定委員会
副委員長

吉田保育所

主任保育士

神 田 典 子

新山保育所
（城見保育所）

保育士

黒 田 真由美

尾坂幼稚園

主任教諭

蓮 池 裕 子

新山保育所

所 長

山 下 美 香

部会責任者

神島保育所

所 長

料 治 聡 子

部会責任者

城見保育所

主任保育士

荒 川 真奈美

外浦保育所

保育士

延 明 佳 世

富岡幼稚園

主任教諭

松 原 久美子

吉田保育所

所 長

藤 川 佐世子

城見保育所

保育士

青 江 佐智江

神島保育所

保育士

新 居 三 英

今井幼稚園

教 諭

石 倉 咲 希

横江幼稚園

主任教諭

今 井 みゆき

尾坂幼稚園

園 長

永 原 悦 子

吉田保育所

保育士

栗 田 文 子

北川保育所

保育士

川 原 巳 規

笠岡幼稚園

主任教諭

原 田 悦 子

大井幼稚園

主任教諭

藤 川 三知代

北川保育所

所 長

細 川 映理子

部会責任者

富岡幼稚園

園 長

上 薗

策定委員会
委員長

富岡幼稚園
（吉田保育所）

保育士

濱 田 さやか

神島保育所

主任保育士

村 上 真理子

大島幼稚園
（金浦幼稚園）

主任教諭

山 河 珠 美

こども育成課
（大島幼稚園）

指導教諭

神 野 久美子

泉

備

考

部会責任者

部会責任者

＊（ ）の所属は平成30年度

【事務局】

笠岡市こども部こども育成課
笠岡市教育委員会教育部学校教育課
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