
 

月     10月        11月        12月        1月         2月        3月       4月        5月        6月         7月 

期
の
ね
ら
い 

＜接続期  幼稚園生活の中で培ってきた力や育ちが言語生活の土台となり，小学校での書き言葉を中心とした学習に移行していく時期＞ 

                                                                  ・友達や先生等新しい出会いの中で伝え合う ・環境に慣れ，少しずつ自分で 

・みんなで協力したり役割を分担したりしながら，目的を成し     ・友達同士が同じ目的に向かって考えを出し合いながら遊びを   心地よさを味わうと共に，新しい生活環境  行動できるようになる  

 遂げる喜びを味わう                        進め，共に活動する喜びや満足感を味わう           や学習環境に慣れる 

 

ね
ら
い 

・友だちと一体感を持ち，考  ・友だちと思いや力を出しあい，つな  ・遊びや生活に見通しをもち，友達と一緒に自主的に遊びを進めていく        ・「伝えたい」「知りたい」という思いをもち，相手意識を持って 

えや気持ちを出し合って遊ぶ  がりを深め共通の目的に向かって                                            分かりやすく話そうとしたり聞こうとしたりする 

                遊びを進めていく楽しさを味わう  ・生活の中で必要な言葉を身につけ，自分の  ・身近にいる様々な人に進んで挨拶を  ・話題に沿って気づきや思いを伝え合おうとする 

                                  気持ちを表現するとともに，伝わる喜びや   したり，自分の思いを相手に分かる 

                                  伝え合う心地よさを味わう          ような言葉（相手に応じた言葉）で  ・互いに理解し合う中で考えを伝え合う 

                       話したりする 

活
動
例
（
言
葉
を
さ
そ
う
感
動
体
験
） 

 

 

 

 

 

秋の自然で遊ぼう 

芋パーティー 

大作戦 

お手紙大作戦 
年賀状大作戦 

郵便やごっこ 

カルタを作ろう 

カルタ遊び 

くじ引きごっこ 

芋ほり 

きらきら 

発表会 

幼稚園と小学校の

ちがうとこみつけ

をしよう 

（生活科） 

・ 

ぼくたちの学校へ

おいでよ 

（生活科） 

シャボンだまの

ひみつをみつけ

よう（生活科） 
招待状 

劇 

合唱・合奏 

 招待状 

 

 

司会 

いちねんせいになったよ 

みんなにつたえ

うよう（国語） 

よんでね  きい

てね（国語） 

リース作り 

幼稚園の活動 小学校での活動 幼小交流活動 

虫さがし 

虫の図鑑を 

作ろう 

みんなおいでよ 

ごっこらんど 

一緒に遊ぼう 

七夕飾りを作ろう 

木の実・落ち葉拾い 

看板作り 

飾り作り 

森のおかしやさん 

 

芋スタンプ 

幼稚園の遊

具で遊ぼう 

飾りの説明 

 公民館に飾

ってもらう 

おいでよ ぼくたちの

島へ（生活科） 
お気に入りの

場所作り 

個の生活の充実 共同の生活の充実

的 

協同的な遊び 

幼保体験入学 
マップ 

作り 

海賊 

ごっこ 

お寿司 

レストラン 

お楽しみ

シアター 

飾り作り 

プログラ

ム作り 

踊り 

合唱 

看板作り 

飾りづくり 

プログラ

ム作り 

小道具作

り 

地域探検隊 

お気に入りの場所探し

事探検隊 

作戦会議 

エルマーの森

の虫さがし 

こより結び 

 

短冊作り 

 

郵便局の見学 

司会 

飾り屋  

さん 

病院ごっこ 

バスごっこ 

海賊 

レストラン 

友達いっぱいゲーム 一年生を迎える会 

紹介しよう 

二年生におしえて

もらおう 学校探検 

紹介カード 

自己紹介カード 

しゃぼん

玉づくり 

話したい事 話形カード 

聞き方名人 

短文作り 

ふりか

えり 

作戦会議 

グループ作り 

聞き方名人 

先生が 

いっぱい 

校庭探検 

絵本やさん 

くじびきやさん 

お気に入りの場所

見つけ 

幼稚園の先生へ 
伝えたいな 
 

接続期の接続プログラム  全体計画    5 歳児クラス 10 月～小学 1 年生 7 月  



 ◆　4歳児　　◇　5歳児　　◎1年生

幼小交流活動名

ねらい

教科とのつながり
[内容項目]

活動内容

幼小教師の
かかわり

Ⅰ期（4〜5月）

①いっしょにあそぼう
・小学校であそぼう

◆自分なりの思いを出して１年生や友達と一緒に遊
　びを楽しむ
◇１年生との出会いを喜び，一緒に遊ぶことを楽し
　む
◎幼児と仲良くなれるように自分なりに考えてかか
　わる

Ⅱ期（6〜8月）

②七夕飾りを作ろう
③学校探検をしよう

◆自分の思いや考えを喜んで伝え，一緒に活動を楽
　しむ
◇思いを自分なりの言葉や表情で伝えながら１年生
　と一緒に活動を楽しむ
◎幼児にわかるような言葉で話したり聞いたりして
　優しくかかわる

●活動ごとの事前の打ち合わせと事後の反省・エピ
　ソード研修
●幼児教育・小学校教育の共通理解を図る
・環境による支援の在り方について
・見取りによる評価
●幼小連絡会
●園内研修への小学校教諭の参加
●公開保育・公開授業

Ⅳ期（1〜3月）

⑥カルタを作ってあそぼう

◆自分の思いを相手に分かるような言葉で話し，伝
　わる喜びを感じる
◆言葉や文字に興味関心をもち，遊びに取り入れて
　楽しむ
◇１年生と一緒にカルタ遊びを楽しむ
◎幼児の思いを聞きながら，言葉や絵を工夫して
　幼児とのカルタ作りを楽しむ
◎幼児と一緒に遊び方を考え，幼児との会話を楽し
　みながらカルタ遊びをする
【生活科単元】わくわくふゆがやってきた[(8)(5)]
【生活科単元】たのしかったね　１年かん[(8)(9)]
【国語科単元】「じゃんけんやさん」を　ひらこう
                                     [A(１)イエ（２）アイ]
【国語科単元】たのしかったね，一年生
　　　　　　　　　　　　　　[B(1)アオB(2)エ]

○一緒にカルタ作りをする
○カルタ取りをして遊ぶ
・一緒にカルタ作りをする
・グループでカルタ取りをする

◆自分の思いや考えを出し合い，共通の目的をもっ
　て一緒に遊びを作っていくことを楽しむ
◇自分のイメージや思いを1年生に伝えながら一緒
　に遊びを楽しむ
◎幼児と一緒に町探検をすることを通して，町で見
　つけた発見や思いを伝え合う

【生活科単元】あきって　気もちが　いいね
　　　　　　　　　　　　　　　[(8)(5)(6)]
【国語科単元】わたしの　はっけん
　　　　　　　　　　　　　　　[B(１)アイ(２)イ]
【国語科単元】きいてつたえよう[A(１)ウエ(２)ウ]

○一緒に身近な町を探検する
・生き物や草花など，見つけたものをペアで伝え合
　う
・見つけたものや興味をもったものを絵や形に表し
　ていく
○一緒にクリスマスリースを作る
・どのようなリースにするか，ペアで話し合う
・リースの土台を作り，一緒に飾りつけをする

平成２６年度   幼小連携　年間計画

●活動ごとの事前の打ち合わせと事後の反省・エピ
　ソード研修
●幼児・児童の変容における成果・課題等の話し合
い
●幼小連絡会
●園内研修への小学校教諭の参加
●保幼小連絡協議会
　　1月：就学前交流会・体験入学について打合せ
　　3月：就学に向けての連携
●幼保小プロジェクト会議　2月・3月

Ⅲ期（9〜12月）

④町探検をしよう
⑤クリスマスリースを作ろう

【生活科単元】いちねんせいになったよ[(8)(1)]
【国語科単元】みんなにつたえよう
　　　　　　　　　　　　　[A(１)イエ(２)エ]

○１年生と一緒に遊び，自分たちでペアを作る
・１年生や友達と一緒に，好きな遊具で遊ぶ

●活動ごとの事前の打ち合わせと事後の反省・エピ
　ソード研修
●幼児理解・児童理解のための話し合い
・幼稚園・小学校の目指す方向性の捉え方について
●幼小連絡会：年間計画立案・今年度の方向性につ
　いて
●園内研修への小学校教諭の参加
●保幼小連絡協議会　５月：1年生引き継ぎ
●幼稚園教諭による生活科のり入れ授業

【生活科単元】なつがきたよ[(8)(5)]
【国語科単元】は　へ　を　を　つかって　ぶんを
　　　　　　　つくろう[B(１)ウ]
【国語科単元】こえのゆうびんやさん[A(1)ウエ]

○１年生から七夕飾り作りの説明を聞き，一緒に作
　る
・短冊に書きたいことを伝え，１年生に文字をかい
　てもらい，自分の絵を添える
・一緒に飾り付け，できた笹飾りを公民館に飾って
　もらう
○1年生と一緒に探検をしながら，幼稚園との違い
　を見つけたり，新しい発見をしたりする
・一緒に小学校を探検する

●活動ごとの事前の打ち合わせと事後の反省・エピ
　ソード研修
●幼児教育・小学校教育の共通理解を図る
・環境による支援の在り方について
●幼小連絡会
●園内研修への小学校教諭の参加
●幼保小プロジェクト会議　6月・7月・8月
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５歳児 保育指導案 
                                  尾道市立中庄幼稚園 

指導者：三浦 恵子 

  

１．日 時  平成２６年１１月１４日（金） ８：３０～１０：５０ 

２．場 所  保育室・遊戯室・園庭 

３．学 級  きりん組 （男児 9名 女児１３名 計 2２名） 

４．幼児の姿と教師の願い 

 （１）幼児の姿 

   ①クラス全体の幼児の姿 

    木の実や落ち葉，草花など秋ならではの自然を遊びの中に取り入れ，友達と一緒に

遊びを作り出して楽しんでいる。友達のアイディアに刺激を受け，「あ，それいいね。

私も作ってみたい」「いいよ，一緒に作る？最初にね・・」など遊び方を伝え合ったり，

「じゃあ私は○○作るけー，葉っぱ取ってくるね」「お願いー」など，自分達で自然と

役割を決めて遊んだりしている。また，遊びの中で異年齢との関わりも多く，「○○が

ほしいん？作ってあげるね」「作りたい？じゃあ教えてあげる」など，年長児として相

手を意識した言葉や関わりが見られるようになってきた。また，文字への関心の高ま

りから，自分で絵本を読んだり，作ったものの表示や手紙を書いたりすることなど，

遊びの中に文字を取り入れている姿が多く見られる。分からない文字は友達に尋ねて

教え合ったり，文字表を見ながら書いたりしている。 

    戸外では多くの友達が参加してドッジボールを楽しんでいる。自分達で人数を合わ

せてチームを決めていったり，ルールを守りながら遊ぼうとしたりしている。トラブ

ルが起こった時には，その場へ駆け寄り，友達の思いを聞いたり，解決方法を一緒に

考え，提案したり，自分達なりに遊びを進めようとしている。 

   ②遊びにおける幼児の姿（本日の遊びに至るまでの経過） 

友達のしている遊びを見たり，遊びの振り返りなどを通して友達の遊びに関心を寄

せたりしている姿がある。友達の遊びの様子を聞いて仲間に加わったり，新しい遊び

を考えたり，「○○がでたら，△△ってことにしようや」など，遊びのやり方を決めた

りしていた。また，遊びを通して異年齢児との関わりも増えてきたことで，自分より

小さい友達に何かしてあげたいという気持ちが芽生えてきている。その中で，絵本を

読んで聞かせてあげたり，自分で簡単な絵本を作り，誰かに読んだり見せたりするこ

とを喜ぶようになってきた。 

友達と一緒に遊びを作り上げていく上で，自分の思いが強すぎて相手の思いを受け

入れ，気持ちに折り合いがつけられなかったり，仲間に相談するものの相手の答えを

きちんと聞かず遊びを進めてしまい，いざこざがおきたりする場面もあった。教師が

間に入る前に周りの友達が気付き，互いの話を聞いたり，聞いたことを代弁して相手

に伝えたり，自分なりの考えを伝えたりと，自分達で考え，解決しようとするように

なってきている。クラスの中での遊びや幼小交流の中での遊びを通して，自分達が楽

しむというよりも，年長児として異年齢児を楽しませてあげたいという思いが少しず

つ感じられるようになってきている。 

   ③幼小交流における幼児の姿 

１年生と一緒に，中庄の地域の「お気に入り・ヒミツの場所」へ出かけ，秋の自然

に触れながら交流を行ってきた。見つけた物を１年生と見せ合ったり，手の届かない

ところの木の実を取ってもらったり，自然とペアとの距離が近づき，触れ合ったり言

葉でやりとりをしたりすることが増えてきた。子供達の中には，「僕んちの近くの池に

ねー，ザリガニがいっぱいおるとこがあるんよ」「大浜の海に行ったら，エイとかカニ

がおって，近くにおっきいドングリ木もあるんよ！」など，教師や友達の知らない「お

気に入り・ヒミツの場所」がまだまだあり，嬉しそうに話す子供もいた。そんな楽し

そうな，素敵な場所で遊びたいという気持ちから，因島にあるみんなの「お気に入り・



ヒミツの場所」を作っていくことになった。「先生，この木の枝にこうやって葉っぱの

ついた蔓を付けたら，ザリガニ釣る棒になる！ほら！」「この青いシート，池とか海に

なるんじゃない？」など，子供達の豊かな発想から，活動へのイメージが膨らみ始め

ている。しかし，それを最初に伝えたい相手は，まだ，慣れ親しんでいる教師や友達

が多い。「面白い考えだと思うよ。ペアのお兄ちゃんにも伝えてみたら？」など教師が

投げかけることで，自分の言葉で相手に伝えるようになってきている。自分の考えを

受け入れてもらったり，相手に話しかけてもらい，一緒に活動を進めていったりする

ことができると，表情が生き生きとし，二人の関係がさらに親しくなっている姿があ

る。 

また，遊びを進めていくにあたって，ダンボールや牛乳パック，木の実などの自然

物を家庭から持ち寄る子供も増えてきており，交流活動への意欲や楽しみが伺えると

共に，遊びへの見通しがもてはじめてきている。 

 （２）指導者の願い 

    遊びを通して，友達や異年齢児，小学生などいろいろな人としっかり言葉を交わし，

思いを伝え合いながら遊びを深めていってほしい。その中で，思いの食い違いや誤解

などからいざこざが起きても，その場から離れず，自分なりの思いを言葉で相手に伝

えたり，相手の話を聞き，その子なりに思いを分かろうとしたりしてほしい。また，

友達同士が言い合い，泣いてしまったりしたときには，相手の気持ちに寄り添い，思

いを聞いてあげたり，伝えてあげたり，言葉でのやり取りを通して自分達で解決策を

考えようとしてほしい。その際，教師は，前に出すぎず，子供達の関わりをそっと見

守り，自分達で何とか解決しようとする姿を大切にしていき，生き生きと表現するこ

との楽しさを感じてほしい。 

５．本日のねらい・内容 

○グループの友達や 1 年生と，言葉で思いや考えを伝え合いながら，お気に入りの場所

作りを楽しむ。 

・自分のイメージしたことや思いを１年生や友達に言葉にして伝えたり，受け入れたり

しながら遊びを進めていく。 

・自分の考えや気持ちを，相手に分かるように話したり聞いたりする。 
 





生活科学習指導案 

指導者  砂 田  文 美 

 

１ 日 時  平成 2６年 11 月１４日（金）第３・４校時 

２ 学 年  第１学年 1 組   ２９名  

３ 場 所  中庄幼稚園 遊戯室              

４ 単元名   「おいでよ ぼくたちの島へ」 

５ 単元設定の理由 

○ 単元観 

   本単元は，小学校学習指導要領生活の内容（３）「地域と生活」，（８）「生活や出来事の交流」を受け設

定した。ここでは，児童が身近な生活圏である神社や公園など地域に出かけ，そこで生活したり働いたり

している人々や様々な場所を調べたり利用したりすることを通して，それらが自分たちの生活を支えてい

ることや楽しくしていることが分かり，地域に親しみや愛着をもち，人々と適切に接することや安全に生

活することができるようにすることを目指している。 

また，幼児との交流活動を通して，相手意識が生まれ，「分かりやすく伝えよう」「相手の気持ちを考え

よう」といった気持ちを高め，関わることの楽しさや伝え合う喜びを実感し，これからも進んで交流する

ことができるようにすることもねらいとしている。 

 この異年齢での活動を通して，自分の思いを工夫して幼児に伝えようとしたり，相手の思いをくみ取

ろうとしたりすることができるようになり，関わることの楽しさや思いやりの気持ちが育まれ，言葉の力

や表現力が培われるとともに，互いの事を理解しようと努力し合い，協同的な関係を築き，自己の成長を

実感することができると考える。  

 

○ 児童観 

   本学級の児童は，幼稚園や保育所において年間を通した遊びの中で，近くの池や山に探検や散歩に出か

けたり，公園で虫を捕まえたりする活動を積極的に行ってきている。 

１学期，入学してまもなく児童は，学校と幼稚園との違いに戸惑いを見せながらも，休憩時間には，自

分たちでお兄ちゃんの教室に遊びに行ったり，図書室に遊びに行ったりと興味津々の様子が伺えた。そこ

で，一年生だけの学校探検を計画・実行し，その活動での発見や喜びを卒園した先生へのお手紙として書

いた。この手紙を発端に，幼児の「小学校のことを知りたい」，児童も「幼児にも伝えたい」という共通

の思いが生まれ，幼児と一緒に学校探検をする活動へと発展し，ペアでの大変楽しい活動を体験した。 

２学期には「幼児ともっと探検したい」「私のお気に入りの場所を伝えたい」という児童の思いから地

域探検が始まり活動を進めてきた。 

  児童はこの幼児との活動を通して，驚きや発見，喜び等を共有するだけでなく，ペアでの関わりを通し

て，互いの事を理解し合ったり，心を通わせたりすることの楽しさを実感する経験を積んできている。し

かし，これまでの交流活動の中で，相手と十分話せずにいたり，自分のことが精一杯で相手の思いに気付

けなかったりと，コミュニケーションがうまくとれなかったりする児童も見られた。また，感動や気付き

を表現し相手と思いを共有することについては，児童に大きな差が見られる。 

 

○ 指導観 

   幼児と一緒に探検した場所や，自分たちがよく知っているお気に入りの場所での楽しかったエピソード



をもとに，その場所や活動の楽しさを体験し，伝えることのできるジオラマを幼児と共に制作する。でき

あがった話は幼稚園の年中児・年少児に見てもらうという目的意識をもたせ，準備・制作を行う。 

計画を立てる際，ペアを主軸としながらも活動の幅が広がり，関わりや伝え合いが深まるよう「中庄八

幡神社グループ」「大浜（海）グループ」など，児童やペアの思いを大切にしながらグループを編成し，

児童が主体的に取り組めるようにする。 

制作場面では，自分たちが楽しかった体験やお気に入りの場所の楽しさが表現出来るよう，作りたい場

面やその時の様子を言葉や動作で表現させ，児童の思いを受け止めながら活動を進める。また，児童が幼

児の思いを受け止めながらペアで会話を楽しみ，意欲的に活動できるよう，楽しかったこれまでの写真を

簡単なエピソードを添えて教室に掲示したり，児童が今まで記録してきた振り返りカードをいつでも見ら

れるように置いたりして，活動の手がかりとさせる。途中，ペアや同じグループの友達と見合い互いのよ

いところを学んだり，気付きを教えてもらったりすることで，よりよい表現方法についてペアで話し合い

試行錯誤する過程を大切にしたい。そして，幼児と共に探検するからこそ得ることができた発見や感動を

年中児・年少児にも伝えたいという思いを大切にし，相手意識を持った児童の主体的活動へとつなげてい

きたい。 

  

６ 単元の目標 

   幼児と一緒にお気に入りの場所を探検し，その場所で楽しく遊んだり発見したりする活動を通して，愛

着を持って地域に親しむとともに，身近な人々と伝え合い関わり合うことの楽しさが分かり，進んで交流

することができるようにする。 

 

７ 単元の評価規準 

 生活への 

関心・意欲・態度 

活動や体験についての 

思考・表現 

身近な環境や自分に 

ついての気付き 

単元の 

評価規準 

地域の様々な場所に関心をも

ち，進んでかかわろうとしてい

る。また，幼児との探検や制作

活動でのかかわりを通して気付

いたことを身近な人々と伝え合

うことに関心をもち，進んで交

流したりしようとしている。 

探検の場所や方法を考えた

り，今までの楽しかったエピ

ソードをもとに，身近な人々

と伝え合い，これまでの活動

や体験と結び付けて考え，記

録したり，自分なりに工夫し，

島作りに表現したりしてい

る。 

お気に入りの場所について改めてそ

のすばらしさに気付き，これまでの

かかわりを通して気付いたことを身

近な人々と伝え合う楽しさが分か

り，互いに交流することのよさに気

付いている。 

学習活動

(小単元)

における

評価規準 

１ 

① 地域の様々な場所に関心を 

もってかかわろうとしてい 

る。 

②進んで年長児と伝え合ったり

かかわったりしながら探検し

ている 

① 自分たちの行きたい探検場 

所やその方法，約束を考え 

ている。 

② 探検での発見やかかわりの 

中で感じたことを振り返り 

カードに記録している。 

① お気に入りの場所について改め 

てそのよさに気付いている。 

② これまでのかかわりを通して気 

付いたことを身近な人々と伝え合

う楽しさが分かり，互いに交流す

ることのよさに気付いている。 

２ 

③お気に入りの場所や楽しかっ

た出来事を，友達や園児に知

らせようとしている。 

③一緒に探検した体験や楽し

かった出来事をもとに，お

気に入りの場所作りの計画

を立てたり，手段や材料な

ど考えたりしながら工夫し

て作っている。 

④年長児の思いを大切にし，

ペアでやりとりをしなが

ら，分かりやすい伝え方の

工夫をしている。 

③ 年長児のことや年長児が伝えた 

いと考えていることが理解でき 

る楽しさ，伝えたいことが相手 

に伝わる楽しさが分かっている。 

 

 

 

 



８ 指導と評価の計画（全１５時間） 

小単元名

（時数） 
主な学習活動 評価規準 評価方法 

１ 

「 お 気 に

入 り の 場

所 に 探 検

だ」 

（５） 

 

 

 

 

○ペアで探検しながら，地域の良さ

を発見したり，地域と関わったり

する。 

○ペアで探検しながら，一緒に会話

をしながら遊びを楽しむ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関①：地域の様々な場所に関心をもってかかわろう

としている。 

関②：進んで年長児と伝え合いかかわりながら探検 

している 

思①：自分たちの行きたい探検場所やその方法，約 

束を考えている。 

思②：探検での発見やかかわりの中で感じたことを

ふり返りカードに記録している。 

気①：身近な地域やお気に入りの場所についてあら 

ためてそのすばらしさに気付いている。 

気②：これまでのかかわりを通して気付いたことを 

身近な人々と伝え合う楽しさが分かり，互い

に交流することのよさに気付いている。 

 

 

行 動 ・ 発

言・つぶや

き・振り返

りカード 

２ 

「 お い で

よ  ぼ く

達の島へ」             

（６） 

(本時８/1１） 

○ペアでお気に入りの場所作りを考

え，材料を考えたり準備したりす

る。 

○年長児の思いを大切にしながら，

お気に入りの場所を作って表現す

る。 

○年少児や年中児を招待し，自分た

ちが作ったお気に入りの場所を紹

介する。 

関③：お気に入りの場所や楽しかった出来事を表 

現し，友達や園児に知らせようとしている。 

思③：一緒に探検した体験や楽しかった出来事を 

もとに，お気に入りの場所作りの計画を立 

てたり，手段や材料など考え工夫して作っ 

たりしている。 

思④：年長児の思いを大切にし，ペアでやりとり 

をしながら，分かりやすい伝え方の工夫し 

ている。 

気③：年長児のことや年長児が伝えたいと考えて 

いることが理解できる楽しさ，伝えたいこ 

とが相手に伝わる楽しさが分かっている。 

行 動 ・ 発

言・つぶや

き・発見カ

ード 

 

９ 本時の展開（１２／１５） 

（１）目標 

    ペアとの会話を通して,  年長児の思いを大切にしながら，お気に入りの場所を工夫して作ることが

できる。 

（２）準備物 

    画用紙・油性マーカー・クレヨン・鉛筆・セロハンテープ・ガムテープ・段ボール 

 

 

探検について話し合い，計画を

立てる。（学級活動 全１時間） 

 

発見したことを発見カードに

書き込む。（国語科 全２時間） 

 

幼児と交流する中で，親切にか

かわろうとしている。 

（道徳 全１時間） 

 



（３）展開 

学習活動 
指導上の留意事項（◇） 

（◆「努力を要する」状況と判断した児童への指導の手立て） 

評価規準[観点] 

（評価方法） 

１ 前時までの学習を振

り返る。 

２ 本時の学習のめあて

を確認し，活動の見通し

をもつ。 

 

 

◇今までの活動の様子や本時で頑張りたいことを

思い出させる。 

◇活動の見通しがもてるように，流れや活動の終了

時刻を確認する。 

 

３ それぞれの場所に分

かれ，ペアでお気に入り

の場所をつくる。 

 （大浜グループ） 

 （八幡さんグループ） 

（公園グループ） 

（お城グループ） 

（レンコン池グループ） 

（青影山グループ） 

 

・探検での出来事を思い

出し，会話しながら ,

工夫して作る。 

・作ったものを見せ合っ

たり,遊んだりする。 

・互いのよさを伝え合っ

たり，アドバイスした

りする。 

◇ 探検の時の様子やお気に入りの場所でのエピソ

ードと関連させて表現しているペアを見付けて

紹介し，全体に広げる。 

・探検した時の楽しかった様子やお気に入りの場所

への思い，エピソードなどをペアで共有すること

ができるようしっかりと語らせ，表現したいこと

を具体化させる。 

・ペアで主体的に活動できるよう，様々な材料を準

備しておく。 

・つくるヒントにするために，写真や記録カードな

どを準備・掲示する。 

・ペアでの話し合いの機会を増やすため，互いの活

動が見えやすいように場の設定をする。 

【努力を要する児童への支援】 

◆写真を見せたり，記録カードを基に経験したこと

を振り返らせたりして作りたいものを想像させ，

考えるヒントにする。 

◆周りのペアの関わり方に目を向けさせ，関わり方

のよさに気付かせる。 

[思考・表現] 

年長児の思いを大

切にし，ペアでや

りとりしながら，

これまでの経験と

結びつけたり，分

かりやすい伝え方

を工夫したりして

お気に入りの場所

を作っている。（行

動・発言・つぶや

き・振り返りカー

ド） 

４ 本時の学習を振り返

り，次時につなげる。 

 ・ペアでお話しながらお

気に入りの場所を作

れたことを発表する。    

 ・もらったアドバイスか

ら，次の時間に頑張り

たいことを発表する。    

◇児童の感想や意見に共感すると共に，表現方法や

ペアの関わり方について肯定的評価を行い，次時

への見通しをもたせる。 

・表現の工夫やペアでの関わりのよさを見つけ，全

体に広げる。 

・次の時間の活動内容を確認し，次時への意欲をつ

なげる。 

 

 

ペアのともだちといっしょに，工夫しながら

お気に入りの場所をつくろう 



幼小交流 本日の展開・環境構成図  平成２６年１１月１４日（金） 

ね
ら
い
・
内
容 

5 歳児 1 年生 

○グループの友達や 1 年生と，言葉で思いや考えを伝え合いながら，お気に 
入りの場所作りを楽しむ。 

・自分のイメージしたことや思いを１年生や友達に言葉にして伝えたり，受
け入れたりしながら遊びを進めていく。 

・自分の考えや気持ちを，相手に分かるように話したり聞いたりする。 

○ペアとの会話を通して，お気に入りの場所を工夫しながら作ることができ
る。 

・ペアで探検した時の事を思い出し，体験と結び付けて表現の方法を考える。 
・幼児の思いを受け入れながら，自分が考えたことや気持ちを相手に分かる
ように話したり聞いたりする。 

時刻 活動の流れ 予想される子どもの姿（● 5 歳児 ◎ 1年生） 環境構成 （※）   教師の援助 （■ 5 歳児 □ 1 年生） 

9:２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:３0 

 

 

 

10:４0 

 

10:４5 

 

10:50 

○一緒に遊戯室に行く。 

○『おいでよ ぼくたち

の島へ』 

・活動についての話を聞 

 く。   

・グループで「お気に入

りの場所」を作ってい

く。 

＊公園グループ 

＊大浜グループ 

＊青影山グループ 

＊レンコン池グループ 

＊八幡さんグループ 

＊川グループ 

＊お城グループ 

 

○作ったお気に入りの

場所を，グループの中

で見せ合う。 

・作ったものを見たり話

したり聞いたりする。 

 

 

 

○今日の遊びについて

話し合う。 

 

 

○片付ける。 

 

○1 年生を見送る。 

 

≪遊戯室≫ 

●1 年生の考えや言葉を聞いて，自分なりの思ったことを伝えたり，工夫しながら一緒に遊びを進めたりしている。 
●これまでに作ってきたお気に入りの場所で，遊びが楽しいかどうかペアの 1 年生と一緒に感想を聞いたりしている。 
◎ペアの思いを大切にしながら，一緒に拾った自然物を使ったり空き箱を使ったりして，お気に入りの場所をジオラマやクイズなどに
する。 

※取りに行きやすい場所に，必要な素材や用具を準備しておく。（ダンボール・ペットボトル・画用紙・マジック・鉛筆・セロテープ・
ガムテープ・ダンボールカッターなど 各自：はさみ・クレパスなど） 

※今までの活動の流れを絵や写真などで掲示し，遊びへの思いやイメージを広げ，活動の手立てとなるようにする。 
■「こうしたい」という自分なりの思いやイメージを言葉にして相手に伝えるよう促し，1 年生には折り合いをつけられるよう投げか
けながら言葉をつなぎ，聞いてもらえる心地よさや伝わる喜びを感じたり，言葉での伝え合いが進むよう言葉をかけたりする。 

■1 年生の話す言葉や話し方，受け応えに気付いたり，それを取り入れ，具体的な言葉にして相手に分かるように工夫したりして話し
ている姿を認めていく。 

■なかなか自分の思いが言い出しにくい子供や，言葉で懸命に伝え合っているものの，思いが通じ合いにくいペアには，子供の思いを
くみとって言葉を補い，子供同士の思いをつないでいく。 

□場の設定とともに，材料や用具についてペアで思考し選択しながら主体的に活動できるように準備する。 
□話し合いが進まない時は，周りのペアのかかわり方で良い所を広めたり，思いや考えを代わりに言葉にして話し合いが進められるよ
う声をかけたりしていく。 

お気に入りの場所を作って遊ぶ 

●グループの友達と作ったものを見せ合ったり，うまくいくか

どうか試してみたりしている。 

◎ペアやグループ，または周りの友達と，できたものを見せ合

ったり試してみたりしながら，思いを共有したり，意見を交

流したりする。 

◎ペアやグループ，または周りの友達が作って遊んでいること

に興味を示し，思いを伝えたり，尋ねたりしながら，対話を

楽しんでいる。 

■同じお気に入りの場所を作ったグループの友達と，それぞれ

が作ったものを見せ合ったり，試したりする中で，「どうや

って作ったん？」「これ，いい考えじゃね」など，思いを伝

え合っている場面を大切にしていく。 

■友達や１年生から出た言葉を受けて，悩んでいるペアがあれ

ば，相談に乗り，アイディアを出したり，他のペアに尋ねた

りしてみるよう投げかけてみたりし，遊びがより深まってい

くようにしていく。 

□思いを伝え合うことが難しい時には，指導者が別の言い方に

言いかえたり，例を示したり，周りの児童の様子に気付かせ

たりすることで，イメージ化・具体化を図る。 

『お気に入りの場所』看板 

 
ホワイトボード 

作ったお気に入りの場所を見せ合ったり 
試してみたりする 

●自分の思ったことや感じたことを話したり，

自分達の作ったお気に入りの場所を見せ合

ったりする 

◎上手くできたことや嬉しかったこと，困った

ことを発表する。 

※友達と話を伝え合えるよう一つの場に集ま

り，話したり聞いたりしやすい雰囲気作りを

する。 

■自分の思いや考えを言葉で伝えようとする

気持ちを受け止め，必要に応じて言葉を補

い，つないだり具体的に尋ねたりして，相手

に伝えたいという思いをみんなで共有でき

るようにする。 

□児童の意見や感想に共感し，表現方法やペア

のかかわり方について肯定的評価を行う。 

□次の時間の活動内容の確認をし，意欲をもた

せる。 

今日の活動について話し合う 

今までの活動の様子の掲示 

●ペアの1年生と一緒に今日の活

動について話をする。 

◎活動のめあてを確認する。 

※話を聞きやすいよう，ペアで一

つの場所に集まる。 

■活動に期待をもち，お気に入り

の場所作りの意欲が高まるよう

に，めあてや楽しみにしている

年少・年中児の思いを伝えるな

どする。 

■□活動に見通しがもてるよう

に，流れや片付けの時間など

を伝える。 

活動について話を聞く 

探検をしてきたことの写真・絵 

（素材・用具） 
ダンボール・ペットボトル・空き箱・画
用紙・マジック・ガムテープ・廃材・ク
レパスなど 

おいでよ ぼくたちの島へ 

大浜グループ 

八幡さんグループ 

青景山 

グループ 

レンコン池グループ 公園グループ 

お城グループ 川グループ 


