笠岡市立北川保育所

５歳児

○様々な活動を通して，進んで物事に取り組む楽しさや達成感を味わう。
○共通の目標に向かって，みんなで活動する中で，友達の良さに気づき，友達と一緒に遊ぶこと
を楽しむ。
○様々な運動遊びを通して，健やかな心と体を育む。

保育目標

養

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。

年間区分

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）

○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。

○友達と共通の目的をもって活動し，達
成感や充実感を味わう。

ねらい

○年長児としての意欲と自覚をもち，
主体的に活動する。
○社会生活に必要な基本的な生活習慣
が身につく。
○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。

○経験したこと，イメージしたことな
どを様々な方法で表現する。
○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。

○自分が大きくなったことを感じ，身近
な人への感謝の気持ちを深める。
○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。
○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。

・生活の仕方が分かり，当番活動など
自分の役割りを積極的に行う。
・友達と一緒に身体を十分に動かして
遊ぶことを楽しむ。

・自分の体に関心をもち，健康な生活 ・体を十分に動かしながらいろいろな
を 送 る た め に必 要 な リズ ム を 整 え
運動遊びに進んで取り組む。
る。
・自分なりの目標をもち，競い合った
・友達と一緒にいろいろな遊びに取り
り 挑 戦 し た りし て 最 後ま で 取 り 組
組み，身体を動かす楽しさを味わう。
む。
・遊びを通し意見や感情の行き違いな ・みんなで協力し，一つの目標に向か
どを経験し，相手の気持ち，考えを
って，頑張る大切さや素晴らしさを
分かろうとする。
知る。
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年間保育計画

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

・保育者や友達との関わりを楽しみな
がら，戸外で伸び伸び遊ぶ。
・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。
・保育者や友達の話をよく聞いて，内
容を理解したり，自分の気持ちを伝
えようとしたりする。
・いろいろな分野の絵本に親しむ。
・身近な素材を選び，かいたりつくっ
たりする。
・友達と一緒に歌ったり，身体表現を
したりすることを楽しむ。
☆子どもと一緒に生活の場を作ること
を大切にし，その過程で年長組にな
った実感が持てるようにする。
○年長組になった喜びと不安などを十
分受け止めながら，一人一人を褒め
たり，励ましたりしていく。
○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・入所式・春の遠足・家庭訪問
北川小学校保育所合同運動会・
参観日・健康診断

○ 様々な 活動を通 して運 動機能を 高
め，喜んで活発に遊ぶ。

・夏野菜に興味を示し，収穫すること
で食への関心や意欲を高める。
・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。

・収穫したり，自然に触れて遊んだり
する中で，四季の変化に目を向ける。
・自分たちの遊びに必要な遊具や用具
の準備をする。

・自分の経験や思い，考えを言葉で話
し，伝えていく。

・相手の話を聞いたり，質問したりし
ながら友達との会話を楽しむ。
・本などから，想像することや言葉の
面白さに気付く。

・水・砂・泥など様々な素材に触れて
遊びを展開する。
・友達と一緒に歌を歌ったり，様々な
楽器を使ってリズム遊びをしたりす
る。
☆天気の状態や子どもたちの興味，関
心に応じて，戸外，室内での遊びが
行えるようにしていく。
○一人一人の健康状況に十分に留意し
て，汗の始末や水分補給などの声掛
けをする。
○遊びの中で基本的な動きや技能が十
分経験出来るようにする。また子ど
ものトラブルに十分付き合い，自分
で気持ちの切り替えが出来るように
援助する。

・友達とイメージを共有しながら，様々
な素材を使って遊び場や遊びに必要
なものを一緒に作ることを楽しむ。

歯みがき指導・水遊び，プール遊び・
七夕まつり・プレイナイト・参観日
カレーパーティ

・絵本や物語に親しみ，想像力を豊か
にする。
☆様々な運動遊具に興味をもち，しっ
かりと体を使って遊ぶことを楽しめ
るように遊具や用具の用意をする。
○ 一人一 人の頑張 りやア イデアを 認
め，分かるように伝えることで，友
だちの良さに気付いたり，認めあっ
たりできるようにする。
○身近な自然の変化に興味や関心が高
まるように，子どもの発見や感動に
共感する。
運動会・秋のバス遠足・ハロウィン

月例行事・・・外国語活動，誕生会，身体計測，交通指導・避難訓練

・病気の予防に関心を持ち，手洗いや ・健康に過ごすための習慣や生活のリ
うがいをして健康な生活習慣を身に
ズムを身に付け，見通しをもって生
つける。
活する。
・戸外でしっかり体を動かし，いろい ・寒さに負けず身体を動かし，色々な
ろな遊びに取り組む。
運動遊びに取り組む。
・友達と共通の目的をもって，協力し ・集団生活の中で，自己主張をしたり，
ながら遊びや活動をする。
相 手 の 意 見 を 取 り 入れた り し な が
ら，協力し合う。
・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。
・身近な自然の美しさを感じ，自然物 ・自分たちの生活の場をみんなで協力
を使って様々な遊びを楽しむ。
し合って，使いやすく整えたり，飾
・文字や数量などに興味や関心をもち，
ったりする。
遊びに取り入れようとする。
・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。
・見る，聞く，感じる，考えるなどの ・文字に興味を持もち，言葉遊びや文
経験を自分なりに言葉で十分表現す
字を書く楽しさを知る。
る。
・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。
・感じたことや想像したことを自由な ・友達とイメージを共有し，経験した
方法で様々に表現して楽しむ。
こと，感じたこと，考えたことを様々
・曲の雰囲気を感じ取り，友達と気持
な表現方法で楽しむ。
ちを合わせて歌を歌ったり，楽器を
演奏したりする。
☆自分たち で目標に 向 かって考えた ☆修了までの日々を異年齢児と交流を
り，工夫したりして進めていけるよ
もったり，友達と遊んだりしながら，
うな環境を作っていく。
ゆったりと楽しく過ごせるようにす
○子どもの イメージ を 大切にしなが
る。
ら，自分たちで取り組んだ実感や充 ○生活に見通しをもち，自分で考え主
実感が味わえるようにする。
体的に行動する姿を褒め認める。
〇自分の気持ちをコントロールしたり ○保育所生活を振り返り，仲間といる
友達と考えを出し合って活動をする
事の楽しさ，クラスのつながり，ま
姿を認めたり褒めたりする。
とまりをみんなが感じられるように
する。
やきいもパーティ・七五三宮参り
職場訪問（公民館，郵便局）
発表会・クリスマス会

初詣・参観日・豆まき・店やごっこ
雛祭り・親子会食・お別れ会
お別れ遠足（古代の丘スポーツ公園）
終了式

