
令和３年８月１７日（火）～１０月１５日（金）

←スピーカーをクリックすると

音声が流れます。



ほめてのばす教育～子どもの良いところをタイ
ムリーにほめるように心がける。

音楽に力を入れた取組～青組（年長）で新しく
音楽の活動に取り組む。

教育水準の確保～コロナ禍においても最大限
の効果が得られる教育を追究する。



学 年 クラス（人数） クラス（人数） クラス（人数）

年少/赤組 ３クラス 大地クラス（１６） 大空クラス（１６） おひさまクラス（１６）

年中/緑組 ３クラス 大地クラス（１５） 大空クラス（１５） おひさまクラス（１５）

年長/青組 ２クラス 大地クラス（２４） 大空クラス（２６）

玄 関

緑 組・青 組
大地

赤 組
大地／大空 ／おひさま

緑 組・青 組
大空・おひさま

≪令和３年度 １・２学期≫



年 少 児 は…●生活(遊び)を満足させ、生活習慣をひとつずつ身に付けていく時間を

（赤 組） 大切にする

●学年の生活が主となり、年少のペースで安心して過ごせるようにする

【異年齢の友達との関わり】

◎１，２学期は好きな遊びや行事・活動を通して。

◎３学期は年中児と同じ部屋で生活。いろいろな人と触れ合い、親し

みを持ち、進級に向けて生活クラスの雰囲気に慣れる。

年中・年長児は… ●発達段階や遊びの経験に合わせた年齢別の活動に取り組む

（緑組・青組） ●年長児は３学期に学年で生活し、卒園と就学に向けて園生活の

振り返りと同年齢の子達との関わりを深める。

【異年齢の友達との関わり】

◎１，２学期は年長・年中児クラス。異年齢の友達との関わりの中で

生活や遊びに刺激を受け、経験を深めていく

◎3学期は年中・年少児の生活クラス。年少との関わりから年長に

なる期待につなげる。



好きな遊び

片付け・手洗い・排泄

集まり・出席確認

おやつ

帰る支度

絵本を見る・お話

降 園 （１１：３０）

９：４５頃 全園児登園
＊登園方法＊園バス（４コース）・自家用車

集まり・出席確認

好きな遊び・活動

片付け・手洗い・うがい・排泄

昼食＜お弁当＞

好きな遊び

片付け・手洗い・うがい・排泄

帰る支度

絵本を見る・お話

降 園（１４：００）



年少・赤組
おやつの時間

◎おやつを吟味している
①安心して食べられる原材料
②特定アレルギー品目に指定された素材を使っていない
③食品添加物を原則使わない （辻安全食品株式会社）

◎園の畑で収穫した野菜



◎幼児期の体を作る大切な時だからこそ、お子さんに安心して食べさせて
あげたい食材・調理法でお弁当作りを。
◎みんなで食べることの楽しさ・喜びを感じることのできる場に。
◎「おいしいね。」と食べ物や食べることへの関心につながる場に。
◎みんなと食べる時のマナー、食事の仕方に気づき、身に付ける場に。
◎外で緑の景色、日差しや風を感じながらお弁当を食べる楽しい場に。

外でシートを敷いてお弁当部 屋 で お 弁 当

昨年度から
パーテーションでお弁当



 幼少期は現実と空想の世界の区別がつきにくいからこそ
具体的で良質な直接体験の積み重ねを大切に。

 自然の中で五感（視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚）を使った
遊びを大切に。

 季節の移り変わりを遊びの中で感じていく。

 環境に子ども自身が関わり、自然物を使い工夫していく。

 自分で考え、行動して、友達と関わり遊ぶことを楽しむ。





面白い！楽しい！
気持ちいい！
（心情）

やってみよう！
（意欲・好奇心）

一緒にやろう！
貸して！いいよ！
まだダメ！順番だね
（人との関わり・

遊びのルールの気づき）

どうしたらいいかな？
試してみよう！
（探究心）



おひさまはらっぱに
行ってこよう！

バッタはいるかな．

桑の実が
なってるよ。

ダンゴムシをみつけたよ！

遊びの中で、子どもたちは情報交換。
好奇心が生まれ、「やってみたい！」と
思う遊びに向かう意欲に。

うさぎとの触れ合い

食べてくれた
（喜び）

かわいいね
（優しさ・
安心感）

草を取って
きたよ！

（思いやり）



《バーベキューごっこ》
枝や石、葉等探して
食べ物に見立てて。

草花を摘みます。
すり鉢で摺ります。

『ジュースはいかがですか』

摺った草花に水を足して色を
楽しみながら調合していきます！

花束作り
「おみやげに
しよう！」



雪どけ～温かい日差しと心地よい風～

春の匂い～フキノトウ～

赤組～何があるのかな？見て、触れて～

山の恵み
～山菜との出会い～



フキの傘～雨傘・日傘！？

トクサを使って
「ブレスレット、ステキでしょ」

川遊び～気持ちいい・生き物探し

雨の日の探険散歩

「エゾマイマイを
見つけたよ！」

桑の実
「いただきます」

ザリガニ発見！
「かわいいね。」



ツルのブランコ

山登り

葉っぱのじゅうたん

葉っぱにジャンプ



「雪と友達になろう！」
・全身を使って雪山を登り、滑る
・友達と一緒に滑る、遊ぶ楽しさ
・五感を使って雪で遊ぶ
・冬山での発見・驚き・共感



・仲間と一緒に！

・今までの積み重ねがスキー活動に!

・楽しさと達成感を！



ジャガイモ畑

花畑で花摘みじゃがいものたねいも植え

“全学年でじゃがいも”、その他“カボチャ・白カブ・きゅうり・すいか
シソ・インゲン・枝豆・さつまいも・ミニトマト・大根・玉ねぎ・人参”
など育てます。
土に触れ、成長に目を向け、収穫を楽しみます！

かぼちゃの収穫 白カブの収穫



≪料理～山菜・畑の野菜を使って～≫
・自分で育てたり、収穫したりして作ることで、食べることへの関心や意欲につなげる。
・みんなで食べる喜びを味わう。 ・山の恵みと収穫に感謝し、命を感じる。

◎ 年長は畑の野菜を使ってカレー作り・ヨモギ団子作りなど
◎ 年中は枝豆、ヨモギ蒸しパン、漬物作り、年少は漬物作りなど

ヨモギ団子

ヨモギ蒸しパン

漬物作り

サツマイモ～たき火
～



プールは６月に園庭に設置し、９月に解体します。

✽水と仲良し✽
プールで
人工芝で
園舎前で
砂場で



✿体を動かす心地よさ・楽しさを味わう
✿音楽に合わせて跳ぶ・走る・片足で立つ
止まる・しなやかに手足を動かす…など
普段しない動きをリズム遊びで経験
✿心を開放して伸び伸びと
✿やってみようという意欲、出来る喜び

≪うさぎ≫
同じ場所で軽やかに両足で跳ぶ

≪かめ≫
両手で両足を掴んで、持ち上げる
柔軟な体になることをめざして。



≪トンボ≫
走る→止まる→片足で立つ

❁トンボが空を跳ぶように元気に。
❁年少には難しいが、片足でバラン
ス
をとって立つ

≪時計≫
✿時計の振り子のように両手を動か
す
✿クルクルその場で回る
✿両手はまっすぐ横にして、両足を
つけて止まる
✿指先やつま先など少しずつ意識し
て。



『リトミック』～音楽に合わせて楽しく表現しよう～
◎リトミックを楽しもう！◎

ピアノ、声掛けで自分で考えて、判断して

自由な表現を楽しみます。

音楽を集中して聞く

↓

即座に反応（即時反応）

↓

自分の感じたことを表現

◎感性、リズム感が身に付く
◎脳に刺激を与える
◎コミュニケーション能力や
社会性が身に付く

◎運動能力が鍛えられる
◎想像力、表現力が身に付く
◎集中力が上がる チョウとお花の表現を楽しもう



◎遊びや生活の中で英語に触れ、関心を広げよう！
◎異文化・異言語に親しみをもとう！

（２０１９年１学期より）

【エル先生と英語で遊ぼう！】
・挨拶や虫の名前
・状況に合わせた言葉に触れる
・絵本の読み聞かせ
・手作りのカード
・ペープサート
・人形を使って手遊び
・歌など

《遊びの中で英語に触れ、
楽しみます》



クリスマス製作

・クレヨン・ハサミ・のり等道具で手先を使って
・道具の使い方や約束を知ろう

『表現』～制作・描画～

山の子まつり～おみこし作り～
年長・年中/クラスで相談して作ります

年長/七夕製作
染め物（自然物で）

年少/七夕製作
折り紙を使って



●クレヨン・絵具・ハサミ・のり等道具を使って●
●身近にある自然物や紙・折り紙等

いろいろな素材を取り入れて●

・工夫して作るおもしろさや楽しさ
・自分のイメージしたものを表現する楽しさ
・素材の特徴を知り、道具の使い方や約束を知る
・友達と一緒に作る楽しさ
・完成した喜び

『誕生カード作り』
◎各生活クラスで、友達の誕生日を
お祝いして心を込めて作ります。

◎学年の課題を持ちながら、個性豊かな
カードが完成します。



子どもに経験さ
せたいことは、
自然体験。

その時季に経験
してほしいこと
を優先して、遊
ぶ時間をたっぷ
りとることで行
事を吟味して

いく。

外の景色を見て、
自然物に触れて、
五感をつかった
経験の場を大切

にする。

円山動物園クリスマス
会



◎運動会に向けて、２学期が始まると運動
会ごっことして取り組んでいく。
○一人一人が自分の力を発揮しようとし、
体を動かすことの楽しさや達成感を味
わう。
〇チームのつながりが強まり、お互いを
分かり合うきっかけとなり認め合う。
〇友達と考えたり、力を合わせたりする
喜びを感じる。

場所は盤渓小学校グランド
時期は９月中頃
時間は８：５０登園（９：１０開会式）

１３時終了予定



『年少/遊戯』
年少はリズム遊び・踊り(曲に合
わせて)に取り組んでいきます。
いろいろな動物や生き物等になり
きって表現します。
音楽に合わせて体を動かす楽しさ
や心地よさを感じていきます。

『探検隊』（学年別）
一人一人の成長をみていただきます。
各学年の発達段階を考えた内容で、
いろいろな動き（登る、跳ぶ、走る、
くぐるなど）を取り入れます。
3年間の成長の様子も見えてきます。
『親子競技』（年少のみ）
親子で走って、ポーズをとって、触れ
合いを楽しむ競技です。

※他にも競技はあります。

『どんなことをするのかな』
『踊ったり、走ったりするんだね』
『運動会って楽しいんだね』

『1学期から運動遊びやリズムを取り
入れながら無理なく運動会ごっこをし
ていきます』



『おみこしワッショイ！』
チームでおみこしを作ります。
台から落ちないように慎重に、でも素早く
運びます！ 息を合わせて！！
緑の巧技台に置くなどルールも守ります。
『リレー』
年中は直線コース、年長はトラック１周し
ます。

『踊り』（各学年）

各学年で踊ります。

※他にも、各学年の

競技があります。

全学年でリズム

『アナウンス係・用具係』（年長）
昨年の年長の姿をみて憧れていた係を
次は自分の番と張り切って取り組んでい
きます。



『いらっしゃいませ！』
『どれにしますか？』

『ありがとうございます。』
お店屋さんになりきってお客さんが
困らないように声を掛けています。

・共通のイメージ（目的）をもって
友達と考えたり、工夫したりして
作る。
・売り買いごっこで友達とのやりとり
を楽しみ、関わる楽しさを味わう。
・自分の役割を楽しみ、やり終えた
達成感を味わう。



ごっこ遊びが大好きな年少・赤組は、好きな遊びの中で自分達もやって
みたいごっこ遊びを楽しみます。お風呂屋さんごっこ、恐竜ごっこ、食堂
ごっこ、忍者ごっこ、などその年に盛り上がっている遊びに必要な物を作
り、役になりきって友達と関わって遊んでいます。

忍者ごっこ 温泉ごっこ

すし屋ごっこ

お店屋さんごっこ



ロッジのレストランで食事 自分達で育てた大根を収穫

蘭島の海であそぼう！ ドラム缶風呂に友達と



◎自分のことは自分でする◎
～自主的に行動しよう～

・自分でスキーの準備・片付けを
する

・スキー場という公共の場所での
マナー(挨拶、待ち方、滑り方、
リフトの乗り方等）に気づく

◎友達と滑る楽しさ

◎身体を動かす心地よさ

◎友達のことも気遣い安全に滑る



✿年長・青組は盤渓小学校で小学生との交流もしています✿

『かわいいね。』など声を掛けていただき、
温かい気持ちになって帰ってきます。



・みんなで一緒に絵本を見たり、歌ったり、
お話を聞いたりして楽しく過ごす時間

・自分の思ったことや経験したことを話し
たり、聞いてもらったりする嬉しい気持ち



『自分のことを自分でしましょう！』
◎一つ一つやり方や手順を伝えたり、手助
けしながら、無理なく自分で取り組んで
いけるように援助していきます。
◎ご家庭と園で連携しながら、身につけて
いけるように取り組んでいきましょう。
✿健康・清潔・安全に、自分もみんなも

気持ちよく生活を送れるように✿



◎異年齢の関わりが広がるように
◎好きな遊び～したい遊びをじっくりと
◎長期休暇中（夏休み・冬休み・春休み）
～絵の具遊び・製作・シャボン玉など～

◎おやつ作り～友達と作って食べる楽しさを

異年齢の関わり～年長児～
気遣う姿・先に立って取り組む姿

《ヨモギ団子作り》
山で摘んだヨモギです！

ダンゴムシ探し

はじき絵で花火作り・風鈴作り



『新型コロナウイルス感染防止対策』

【令和３年度】
◎登園時に体調観察カードを提出
◎マスクの着用（教職員、保護者、園児）
◎手指の消毒用アルコール設置
◎園舎内と園バスの換気
◎３密を回避するように行事や活動の見直し

（式関係や誕生会、運動会の短縮など ）

◎個人の水筒やコップを持参
◎園舎内、バス内の定期的な消毒作業
◎おもちゃ等、子どもが触れるものは光触媒
コーティング施工済み



〇園バス４台で送迎します。（自家用車での登園も可）

【降園時間】
◎午後保育の日（月・火・木・金曜日）は１４：００に園バス出発
◎午前保育の日（水曜日）は１１：３０に園バス出発

≪みずいろバス≫
（山の手～宮の森～桑園小学校～大通り方面）

≪ピンクバス≫
（中の沢～小林峠～大通り～宮の森方面）

≪きみどりバス≫
（南３条～南２０条～南１４条～円山西町方面）

≪オレンジバス≫
（宮の森～琴似～西野～福井方面）

〇今年度通っている範囲内でコースを決めていきます。
〇園児分布状況によって前年度の路線と多少変更する場合が
あります。

〇子どもが不安にならないように席は決めています。
（状況により変更することもあります）

〇園バスの停留所には、保護者又はそれに代わる方に送迎をし
ていただきます。
〇園バスには教師が添乗し、教育活動（歌・ゲーム・クイズ・紙芝居
等）を行います。

同型の園バス４台




