
【友和保育園】〈活動名「リレーコースを作って遊ぼう」 〉 実施時期：Ⅰ期５月 

 

 

 

                         

 

 

               

   

  

 

         

 

                               

◇この期に育ってほしい幼児の姿 

・年長になったことを喜び，意欲的にいろいろな活動に取り組む。 

・人の話に関心を持ち，聞こうとする。 

・園生活を楽しみ，保育士や友達と関わりを深める。 

〈コースをつくろう！〉 

    ◇ 援  助 
 

１ 

・イメージの共有をしやすいよ

う，図を使って確認する。 

・率先して動く子と，戸惑いを見

せる子がいるので，それぞれに

役割が見付かるように援助す

る。 

・友達と試行錯誤したり，楽しい

気持ちを共感しあったりする

中で，より遊びが楽しくなるよ

う，保育者も活動に参加して，

一緒に考えたり，気持ちを交流

できるよう言葉を添えたりし

て，仲立ちとなっていく。 

 

２ 

・できるだけ子供同士で遊びを進

めていけるよう見守りながら，

友達との関わりを深め自信に

つながるようにしていく。 

 

３ 

・感じたことを安心して話すこと

ができるように，温かい雰囲気

をつくったり励ましたりして

いく。 

・それぞれのコースの面白さを共

感・発信し，お互いの良さを認

め合えるようにする。 

・器具・用具を使って遊ぶ事が楽

しいという気持ちに共感し，今

後の活動へもつなげていく。 

・それぞれのコースの面白さを共

感・発信し，お互いの良さを認

め合えるようにする。 

 

 
◇環境構成   
 ・いろいろな運動器具や用具を用意しておく。（平均台・跳び箱・ボール・フープ・鉄棒） 

◇成果と課題 

○交流を通して 1年生の活動への憧れが動機となり，自分達のコースを作ることへの意欲が高まって，一人一人が主体的に活動することがで

きた。 

○第１期なので思いを言葉にすることをためらう子もいるが，活動の中で友達や保育士に気持ちを受け止めてもらい，表現してみようとする
意欲につながりつつある。 

○できるだけ子供同士で進めていけるよう見守ったことで，意見がぶつかった時に，人の話に関心を持って聞いたり，譲り合ったり，言葉の
やりとりをしながら協力しようとしたりする経験ができた。 

○一人の子供の発言に対して，どう思うかを周りの子供達に，さらに投げかけることで具体的な場面で考えやすくなり，より深まった思いを

引き出すことができた。 

●保育者の言葉がけが子供にとって難しい場面があったので，育ちを見極めた上で働きかけをしていきたい。 

 

 

グループごとに発表をする。 

 

◇本活動と小学校の生活や学習とのつながり 
 集団生活力：相談したり，協力したりする。 生きる力：意欲的に体を動かして活動することを楽しむ。 

②じゃあ，ぼくは，これ！ 
私は，これを持つ！ 

④これ重たいけー△くんと一
緒に持ってあげたらどう？ 

⑨楽しかった！一本橋！跳び箱ジ
ャンプするのが楽しかった。 

⑤あぁ，いい考えだね。 

子供 

保育士 

〈こんなふうにかんじたよ！〉 

◇活動を通して見られた幼児の姿 

経験させたい内容や大切にしたい育ちの視点 

・安心できる保育士や友達との関係の下で，親しみを持って自ら関わろうとする。 

・友達と相談しながら役割を決め，協力して行う。 

 

 

 

 

 

＜遊びの経過＞ 

小学校１年生との交流で，体育の時間のリレー遊びを見せてもらい，参加した。楽しい経験をした園児達は，帰園後，自分達のコー

スを作って遊ぼうと相談し，２グループ（黄チームと青チーム）に分かれて設計図を作った。 

１． 設計図を見て用具を

置く順番を確認する。

ック 

（手袋が消えた？） 

①誰がどれを持と
うかな？ 

⑦やった！当たったね！ 
次はフラフープだね 
がんばって！ 

⑪なんかね，１回目は，ケンの次に
２こ位パーがあったけど，２回目
のは，全部パーになっとった。 

２ .友達同士で用

具を並べる。 

３．グループごとに自分達の

コースを通って遊ぶ。 

 

４．楽しかったこと、困

ったことを発表する。 

. 

本事例の展開 
〈どんな道だったかな？〉 〈コースをつくろう！〉 〈あそんでみよう！〉 〈こんなふうにかんじたよ！〉 

③○くんはどれを持つ？ 

〈あそんでみよう！〉 

⑥・当たり！（拍手） 
・くじは，わっかの人に渡すんよ。 
・おぅ！次はフラフープよ。 

⑯どうすればよかった？ 

⑱同じチームならよかった？ 

⑧やってみてどうだっ
たか聞いてみよう。 
どんなところが楽し
かった？ 

⑩嬉しかったね？ 
困ったことはなかった？ 

⑫せっかく，ケンとパーを分けと
ったのに無くなったんだね。 ⑬・あのくじ引きの道，私もやりた

かった。 
・早くやればよかった。 

⑮青チームさんがくじ引きやりたい気
持ちがあったのに，せんかった 

⑰黄チームと青チーム同じチーム
になったらいい。 

 

⑭くじを引きたかったね。 
かえっこしてできる時間が
あればよかったね。残念。 

⑲同じ仲間でやりたい！ 

事例 ① 



               【友和幼稚園】〈活動名：「異年齢でリレーをしよう」〉　 実践時期：Ⅱ期7月
　　◇　この期に育って欲しい幼児の姿　◇

　・友達との関わりを深め，お互いの思いを伝え合いながら遊びを進める。

　・自分の言いたい事が分かるように話すとともに，友達の話す事にも関心を持ち，よく聴く。

　　◇　経験したい内容や大切にしたい育ちの視点　◇

　・自分の思いや感じた事をお互いに伝え合う事を楽しみ，工夫・発展していく。

　・友達に対して思いやりを持ちながら行動し，遊びを深める。

　〈　遊びの経過　〉

　年間を通して様々な行事を異年齢保育で行っている。

　そこで，10月にある運動会の異年齢リレーに向けて，『リレー』の練習を始める。

　まず初めは，きく(年中)組，かえで(年長)組の交流からスタートし，徒競争からリレーへと繋げていく。

　〈　本事例の展開　〉

異年齢チームに分かれ，年中，年長で２人組になる。

あらかじめリレーの改善点を年長組で話し合っておき，各チーム毎に発表する。

話し合った問題点を踏まえて，リレーをする。

また，チームで分かれ話合いをする時間を取ってリレーをする。

　〈　活動を通して見られた幼児の姿　〉

教諭

　子供

　　　〈環境構成〉 〈　援助　〉

　 　　　　　　　　

　 　　　　　　

　　　　　　　

　〈　成果と課題　〉

　　◇　本活動と小学校の生活や学習とのつながり　◇

　集団生活力　：　友達に思いやりを持つ。 学習する力　：　自分なりに言葉で表現し，伝える喜びを知る。

　　　　　　　　　目標に向かい協力する。 　　　　　　 　 話をよく聴き，行動に移す楽しさを知る。

　○自分の意見を相手に伝えようと言葉を選んだり，相手の意見に耳を傾け折り合いをつけようとする姿が見られるようになった。

　●年長児が年中児に走るペースを合わせていて走る力を十分に発揮する事ができなかったため，回を重ねた後一人ずつ　走るとよかった。

　●リレー終了後，２位，３位だったチームも達成感を感じられるよう言葉がけが必要だった。

①チームに分かれる：

②年長組から年中組へ：

③リレーをし，話し合う：

　○本事例に入る前，年長だけでリレーをし，注意点や目標を明確にする事でより意欲的に取り組む事ができた。

　○話合いの場を持つ事で，よりチームの団結力が強くなり，リレーに対する関心が高まった。

途中でこけた…１位になれなかった… 

どうしたらもっと速くなるか、みん

なで考えてみようね！ 

話合い 

・かえで（年長）組の話合いで書いたメモの用意を 

 しておく。 

・リレーで使うフープの用意をしておく。 

 

お互いに思いやりの気持ちを持って，リレーをした

り意見交換をしたりできるよう，声をかけ，見守る。 

手を曲げて走るといいよ。  

負けないと思って走るといいよ。 

どんなことが困ったかな？ 

ぼくたち（かえで組）が引っ張りすぎたから転ん

だのかな？優しく引いてあげるね。 

コーンを倒さないように走るといいよ。 

力を合わせてがんばったら速く走れるよ。 

年長組から年中組へ 

リレー 

ふり返り 

リレー 

かえで組さんとの

初めてのリレー。

楽しみだな～。 

そうだね。たくさんのことがあった

ね。チームで話し合ってみよう！ 

リレー、楽しかったよ。か

えで組さんが優しくしてく

れて嬉しかった。 

ご飯をたくさん食べるといいよ。 

足をたくさん動かしたらいいよ。 

上靴が脱げた！ 

友達がふまないように気を付けたら、

上靴がぬげないんじゃない？ 

早くやってみたい‼ 

何だか少し

難しそうだ

な… 

事例 ② 



【友和保育園】〈活動名「お話の世界であそぼう」〉 実施時期：Ⅲ期１１月 
 

 
◇この期に育ってほしい幼児の姿 

・感じたこと，思ったことなどイメージを広げながら表現活動を楽しむ。 

・自分の思いを伝えたり，相手の思いを受け入れたりする。 

・友達と共通の目的に向かって協力する。 

 

 

・ 

                         

 

 

               

   

  

 

         

 

                              

  ◇ 援  助 
１ 

・まず保育者が各登場人物

のキャラクターになりき

って言葉のやりとりを

し，お話を進めていくこ

とで，子供が自分もやっ

てみたいという意欲を引

き出していく。 

２ 

・誰がどの登場人物を描く

のか確認する。 

・自分の描き方でいいこと

を伝え，表現に自信が持

てるようにする。 

３ 

・イメージの共有ができて

いるか，様子を見て全体

や個別で確認していく。 

・遊びの中で登場人物にな

りきって言葉のやりとり

を引き出したり，楽しん

でいる姿に共感したりす

る。 

・思いがぶつかり合いなが

らも，友達の声に耳を傾

ける経験を大切にしてい

く。 

４ 

・各グループの話の面白さ

や良いところを言葉にし

て伝え，共有できるよう

にする。  

 

 

◇環境構成   ・えんま大王のお面、登場人物のペープサートを用意しておく。           
・小グループに分かれる。 

◇成果と課題 

○お話の世界に子供達を誘い入れることで，子供達の意欲が高まり，新しいじごくを考えようというテーマの中で，想像を膨らませて遊ぶ

姿につながった。 

○１つのグループに１つのオリジナルじごくの中で，ペープサートを動かして思い思いに遊び，自由な言葉での表現や友達と言葉を使って

関わる楽しさを経験できた。また，登場人物のキャラクターの違いを感じ，物語のイメージをどんどん膨らませることができた。 

●グループの中で，改まって自分の思いを伝えるには，得意な子とそうでない子がおり，保育者の援助があって初めて思いを交流できる場

面が多くあった。保育者が仲立ちとなりながら，思いを表現したり伝え合ったりして嬉しかったという経験ができるよう，活動を練り，

保育者が子供の良い考えに目を向けて取り上げるような関わりをしていきたい。 

 

 
◇本活動と小学校の生活や学習とのつながり 

 集団生活力：相談したり，協力したりする。 学習する力：言葉で表現する楽しさを知る。 

 

◇活動を通して見られた幼児の姿 

経験させたい内容や大切にしたい育ちの視点 

・イメージを広げながら，自由な表現活動を楽しむ。   ・友達と思いを伝え合いながら，共通の目的に向かって協力する。 

 

 

 

 

 

 

＜遊びの経過＞ 

本園では「豊かな子どもの育ち」をテーマに保育に取り組み，生活や遊びの中で子供同士で思いを伝え合う話合いの活動を継続的に行って
いる。「じごくのそうべえ」の劇遊びをしながら，イメージを膨らませるうち，オリジナルじごくを考え，12月の発表会で演じることにな
った。 

１． 保育者による人形劇

を見る。 

２．自分の紙人形

を作る。 

３．紙人形でごっこ遊びを 

する。 

 

４．グループごとに発表

する。 

本事例の展開 

〈えんまさんがこまってる〉 〈ペープサートをつくろう〉 〈オリジナルじごくであそぼう〉 〈こんなじごくをかんがえたよ〉 

さめじごく 

すしじごく 

〈こんなじごくをかんがえたよ〉 

・私はそうべえだ！ 

・おれはオニだ！わはははは！ 

・わー落ちちゃう。バチャバチ

ャバチャ。 

・落ちたら食われるよー！ 

 

〈オリジナルじごくであそぼう〉 

 
・これ，わさびも梅干も入っとる。 

・ぼくはお医者さんだから大丈

夫。パクパク。 

・おまじないしたから，全部食べ

られるよ。 

・辛いわさびのじごくなん

て抜けられんよね。 

・誰が助けてくれたらここ

通れるの？ 

えほんじごく 

・えんま大王が立っとって，合言葉

で成功させるまで通させん。 

・絵本で学んだ合言葉。「ちょっと

オニさん，手ぬぐいとか」 

 

・描いて切って作るの楽しかっ

た。 

・○○ちゃんと△△ちゃんが言え
なくて悲しそうだったときみん

なが「どうしたん？」って聞い
てくれた。 

 

・はい！オニ。 

・オニが助けちゃだめだよ。 

・だって優しいオニだから。 

・今日やってみてどうだ

った？ 

・そんなことがあったん

だね。良かったね。 

・何の合言葉？ 

・絵本の中のお話の言葉

を言ったらいいの？ 

子供 保育士 

・昨日すみれ組さんがじごく

を三つ考えてくれたよね。 

・そこをそうべえ達を通らせ

て遊ぼう。 

 

 

事例 ③ 



【友和保育園】＜活動名：｢サンタクロースの落とし物｣＞実施時期：Ⅲ期１２月 

 

 

 

                         

 

 

 

 

               

   

  

 

         

 

                               

◇この期に育ってほしい幼児の姿 

・イメージを広げながら，友達と共通の目的に向かって協力する。  ・友達と伝え合うことを楽しむ。 

〈おしえて！サンタさん〉 

 

    ◇ 援  助 
・イメージの共有ができているか，

様子を見て，全体や個別で確認し

ていく。 

・自分の意思を伝えられているか，

主張するばかりになっていない

か，友達の意見に耳を傾けられて

いるか，確認する。 

・できるだけ，子供同士で進めてい

けるよう見守る。 

・自分達でルールを考えたり，守っ

たりできるよう働きかける。 

・話合いの視点がずれてしまった時

には，何について話すのか気付け

るような声掛けをしていく。 

・子供の気付きや，思いに共感し，

全体に分かりやすく伝える。 

 

（発信した子供） 

認められていると感じ，自信が持て

るようにする。 

（他の子供） 

友達の意見に耳を傾け，イメージが

共有できるようにする。 

 

・次の活動への見通しと，期待が持

てるようにする。 

◇環境構成   ・サンタの手紙を入れた宝箱を用意しておく。 ・必要に応じて、メモできるようにしておく。 

 

 

  

 

◇成果と課題 

○お話の世界に子供達を誘い入れることで意欲が喚起された。意欲的・主体的に活動する様子が見られ，伝えたい，応えたいという思いの

高まりが豊かな言葉の育ちにつながった。 

○手紙を書くという目的意識を持たせたことで，共通の目的に向かって一人一人の意識が高まり，グループで話し合ったり協力したりする
ことができた。 

○一人一人のイメージや思いを言葉で伝え合うことで，イメージの広がりや深まりが見られ，友達と協力することの楽しさや大切さが経験
できた。また，互いの良さを認め合う姿も見られた。 

○相手に思いを返すために手紙を書くという経験をさせることで，文字への関心が高まる経験になった。 

 

●最後まで集中が持続しない子供もいたので，活動の時間配分を工夫したい。 

◇本活動と小学校の生活や学習とのつながり 
 
  集団生活力：相談したり，協力したりする。          学習する力：ことばで表現する楽しさを知る。 

 

・好きな食べ物は何ですか？ 
・好きな色は何ですか？ 

・サンタさんは何人ですか？ 

・トナカイはどうして道が分かるんですか？ 

・トナカイは，どうして空を飛べるんですか？ 

 

・あっ，質問考えるんだった！ 
・サンタさんに聞きたいことを考えよう。 

・トナカイって魔法のトナカイなのかな。 
・どうして空を飛べるのかな？ 
・道もわかるし，すごいよね。 
・地図持ってるのかな。 
・特別な魔法の地図かも？ 

・それは，ぼくたちも聞いてみたいな。 

何の相談する
んだった？ 

それも気に
なるね！ 

絵本と同じ
か，聞いて
みたいね。 

・どうしてサンタさんになったんですか？ 
・あー！なるほどいいね！ 

子供 保育士 

〈みんな、きいて！〉 

◇活動を通して見られた幼児の姿 

経験させたい内容や大切にしたい育ちの視点 

・友達と共通の目的に向かって相談したり協力したりする楽しさを味わう。 

・言葉で自分の思いを伝えたり，友達の思いや考えを聞いたりしながら，イメージを広げたり深めたりする。 

 

 

 

 

 

 

 

＜遊びの経過＞ 

本園では，絵本の登場人物からの手紙を受けて，その思いに応えたり手紙で思いを返したりするなどのやり取りを楽しむ活動を通して，

研究テーマである「豊かなことばの育ち」が促されることを願って「お話の世界を楽しむ活動」を継続的に行っている。 

本活動では，親しんできた登場人物から「サンタの落とし物を知らないか？」と手紙が届き，異年齢を巻き込んで落とし物を探す。子供
の発案により，見付けた手袋を宝箱に入れ，無事にサンタが取りに来たかどうかと期待を膨らませ，本事例に続く。 

１.手袋を取りに来

たか確認する。 

どんなことが
聞きたい？好
きなものだけ
でなくてもい
いかもしれな
いよ。 

いろいろ聞き
たいことが出
てきたみたい
だね。何の質問
を考えたの？ 

・どうしてトナカイは空を飛べるんですか？ 
・風まかせかな？ 
・時々魔法の粉が付いた手袋で，なでてるから
かもしれないよ？ 

２.サンタからの

手紙を読む。 

３.グループごとにサンタ

への質問を考える。 

４.グループごとに

発表をする。 

本事例の展開 

＜みんな、きいて！＞ ＜なくなってるかな？＞ ＜てがみが、とどいたよ＞ ＜おしえて！サンタさん＞ 

事例 ④ 


