青空認定こども園

Ⅰ期（4 月・5 月）

Ⅱ期（6 月・7 月・8 月）

Ⅲ期（9 月・10 月）

☆「ああ楽しかった」と感じる毎日を過ごす
こんなことやりたいな

◎

⇒

どうすればできるかな

Ⅴ期（1 月・2 月・3 月）

☆子どもが自ら考え，主体的に遊ぶ
やってみよう

⇒

楽しいなあ

⇒

次はこんなことをやってみよう

友達と一緒に遊ぶことを楽しみ，関わりを深める

○友達の遊びに興味を示し，一緒に遊
○友達や先生と関わりながら自分の
ぶ
好きな遊びをする
朝の遊び
・真似たり一緒に遊んだりして楽し
・自分のやりたいことを見つけて楽
む
しむ
色水遊び，砂場，キャンプごっ
ままごと，砂場，三輪車，虫探し，
こ，お化け屋敷ごっこ，製作等
固定遊具，製作等

○友達と相談し，考えを出し合いなが
ら遊ぶ

○友達を誘い合い，認め合いながら遊
ぶ

○今までに経験した遊びを総合的に
広げながら遊ぶ

・やりたい遊びを形にして楽しむ
ままごと，屋台ごっこ，乗り物ご
っこ，運動遊び，虫探し，製作等

・役割を交代しながら遊ぶ
ままごと，お店ごっこ，アイドル
ごっこ，ダンス広場，製作等

テーマパーク，街つくり

○戸外に出て遊び，体を動かす
・元気に思いっきり遊ぶ
鉄棒，かけっこ，おにごっこ等

○新しい遊びや運動に挑戦する
○友達と一緒に体を動かして遊ぶ
・運動用具の使い方を知る
・のびのびと体を動かして遊ぶ
⇒ 運動会への参加
ボール遊び，ぐるぐるじゃんけん， ・達成感や満足感を味わう
転がしドッジ，しっぽ取り等
なわとび，跳び箱，平均台，
玉入れ，つなひき，リレー等

○ルールのある遊びを楽しむ
・ルールの楽しさが分かり守って遊ぶ
なわとび，ドッジボール，
サッカー等

○自分たちでルールを考えながら遊
びを進める
・友達の思いを受け入れながら楽しく
遊ぶ
氷鬼，バナナ鬼，島鬼，
けいどろ等

○自分なりの形で思いを表現する
表現する

○自分の思いを表現し，伝える

○友達の思いを知り，一緒に遊ぶ

○イメージを出し合いながら遊ぶ

○イメージを共有しながら遊ぶ

・水遊びのおもちゃを作る
⇒ 砂，土，水でダイナミックに
遊ぶ
・絵具を使ってのびのびと絵を描く
・楽器を鳴らして楽しむ
・曲に合わせて体を動かして楽しむ

・遊びに必要なものを作る
⇒ 運動会で使う
・楽しかったこと，経験したことを絵
に描く
・みんなで心を合わせて楽器を演奏
する
・体操やフォークダンスをする

・イメージを膨らませて描く，作る
⇒ 劇遊びをする
・曲に合わせて楽器を鳴らしたり歌っ
たりすることを楽しむ。

・今までに経験したこと楽しかったこ
とを伝え合う
⇒ 文集作り
⇒ ペープサートでお話作り
⇒ こども園ごっこ

自分の思い・考えを伝える
遊びに発展させる ⇒
相談し，遊びを変化させる

具体的な活動・内容

⇒

Ⅳ期（11 月・12 月）

⇒

・いろいろな素材や用具を使って描
く，作る
・リズム遊びやバチ打ちをする
・歌ったり体操をしたりして楽しむ
・わらべうた遊びを楽しむ
先生や友達と二人組で遊ぶ

◎

小さい子と一緒に遊ぶ

集団での遊びを楽しむ
・地域伝統の天神祭りに思いを馳せ，
お祭りごっこを楽しむ
⇒ 経験したことを話し合い，
イメージを膨らませる
⇒ 遊びに必要なものを作る
⇒ 祖父母，友達と一緒に楽しむ

集団での遊びを楽しむ

遊びや生活の中で取り入れなが
ら遊ぶ
・昔ながらのお正月遊びを楽しむ
カルタ，凧揚げ，コマ回し
すごろく，羽根つき等
⇒ 祖父母，友達と一緒に遊ぶ

身近な自然に触れた遊びを楽しみ，興味や関心を深める。

○心地よさを感じ，動植物への興味を
もつ
園外散歩に出かける
・小動物を捕まえ，飼育観察する
どうやったら捕まえられるだ
ろう？
捕まえる道具を準備する
・草花で遊ぶ
ままごと，草笛，冠等

・干拓地を散策し，四季の移り変わ
りを楽しむ
菜の花畑やポピー畑を見る

○いろいろな気づきを楽しむ

○○が捕まえたい！
どんな道具が良いかな？
自分の道具を工夫して作る
図鑑で調べる
・草花を使って遊ぶ
色水遊び，ジュース屋さん等

ひまわりを見て絵に描く

○命があることを知り，大切に扱い， ○発見したこと，感動したことを他の
いたわりの気持ちをつ
遊びに取り入れる
どうやって育てるのだろう？
図鑑で調べる
世話をする
・木の実や草花を集め，染め物遊びを
する
ぶどう，パンジー，クサギ，
マリーゴールド等
・木の実や木の葉で遊ぶ
葉っぱのお風呂，松ぼっくりの
動物等

コスモスを摘んで押し花作り

冬はどうやって過ごすのだろ
う？
図鑑や絵本を見る
実際に探してみる
・染物の色の変化を楽しむ
どんぐり，くちなし，
ヨウシュヤマゴボウ等

○四季の移り変わりを知り，遊びの中
に取り入れる
春はまだかな？
いつ目覚めるのだろう？
探しに行ってみよう
・染めた糸を使って遊ぶ
・ポシェットやマフラーを編む
⇒ お店屋さんごっこ
⇒

お店屋さんごっこ

どんぐりごま，ネックレス等

・生け花の先生による「花育（生け花
体験）」をし，花を愛でる気持ちを
もつ

・雪，霜，氷などで遊ぶ
雪だるま，雪合戦，氷作り，
氷探し，霜柱を踏む，霜集め等

・お遍路道を歩く
お遍路スタンプラリーを作って
散策する

◎

初詣に行き，山頂の神社から神島
の風景を一望する

栽培を楽しみ，食べる楽しさや食への関心を深める。

○栽培やクッキングの楽しさを知る
野菜を植える ⇒ 育てる ⇒
観察する ⇒ 図鑑で調べる ⇒
収 穫 す る ⇒ 長 さ ･大 き さ ･色
⇒ 味わう

トマト，ナス，ピーマン，オクラ
きゅうり など
・ひまわりを育てる
絵を描き自分の植木鉢を作る

○成長に関心をもち，育て，収穫する
楽しさを味わう

○栽培を通して，発見や驚きを経験し
関心を深める

○食べる楽しさ，料理する楽しさを味
わいながら食への関心を深める

○栄養や食と体の関係に興味をもつ

いちごの苗，ジャガイモ，白菜
大根 ほうれん草 など
・収穫した野菜でスタンプ遊びをす
る
・ひまわりの種取りをする
種の数を数える
多い少ないを比べる
来年も育てよう
・芋の苗を植える

・自分の植木鉢でほうれん草を育てる

・収穫し，どんな料理を作りたいか話
し合う
⇒ ほうれん草クッキー等

・芋ほりをする
つるの長さを測ったり，葉の形
を調べたりする

・いろいろな料理にして楽しむ
どんな料理ができるか 話し合う
⇒ 焼き芋大会，干し芋，
スイートポテト等

・梅干し・梅ジュースを作る
⇒ 変化に気づき，興味をもつ
★ 夏野菜ピザ，カレーパーティー

・関連のある本を読んでもらう
・お米ができる季節を知る
★ お月見饅頭，おにぎり，パン

・食べ物と体の関係の本を読んでもら ・料理の本を見，季節の料理を知る
う
★ 年越えうどん，もちつき大会
・干し柿を作る
恵方巻
⇒ 違いや変化に気づく
★ クリスマスケーキの飾りつけ，
冬野菜で鍋パーティー

◎東中ブロックの連携
（保幼小中高連携目標）
○すこやかプラン
・名前を呼ばれたら返事をしよう
・生き物と関わり命を大切にしよう
・しっかり体を動かして遊ぼう
・使った後は片づけをしよう
・友達，家族，みんな仲良くしよう
○あいさつ運動
○笠岡工業テクノ工房

・きまりを守って生活しよう
・みんなで同じ目標に向かって取
り組もう

クッキング
・そら豆の皮むき，えんどうの筋取り
を体験する
★ かしわもち

地域との連携

・自分たちの地域を知る
・七面様付近の自然に触れる
焼き芋に必要な木切れを集める

◎神内小学校との連携
・合同運動会
・家庭訪問・参観日の日程を合わ
せる

・土曜開放事業（盆踊りの練習）
に参加
・プレイナイト１年生を招待

○天神荘交流
・体操，かけっこ，踊りを披露
・おじいちゃんおばあちゃんと触
れ合う
○神島地区民運動会

・七夕飾り
・うちわ作り
・歌，踊りを披露
○プレイナイトにキッズクラブ招待

・良い事・悪い事がわかるかな
・進んでお手伝いをしよう

・誰にでも大きな声で挨拶しよう
・友達と仲良く遊ぼう
・ありがとうの気持ち伝えよう

○東中・神内小と地域清掃
○職場体験受け入れ
・土曜開放事業(てくてくウォーク)
に参加
・オープンスクール見学
・就学時健康診断
・体操，かけっこ，踊り，鼓笛演
奏を披露
・ハロウィンの仮装で訪問
○天神祭りの準備の様子を見に行く
○お祭りごっこにキッズクラブ招待

・がんばりカードの日程を合わせる
（メディア）

・一日入学
・就学時連絡会

・クリスマス会招待
・発表会の踊りを披露
○公民館文化祭参加（鼓笛演奏・踊り） ○七面様神社に初詣に行く

