文部科学省研究開発学校指定

平成 28 年度

（1 年次）

幼児教育研究会大会要項

持続可能な社会の担い手となるために，その基盤となる態度や資質・能力を
明らかにし，「自然とのつながり」と「人とのつながり」の直接体験を通し
てそれらを育成する幼児期の教育課程の研究開発

研究開発
課題

これからの時代を生きる子どもたち
～変わらず大切なものと，新たに求められるもの～

主催

広島大学附属幼稚園
広島大学大学院教育学研究科附属幼年教育研究施設

日程

平成 28 年 10 月 27 日（木）
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３歳児 １０月指導計画
期
の
ね
ら
い

【３歳児Ⅱ期（６月～11 月）
】戸外での遊びを楽しみながら，身近な友達に意識を向けていく時期
●戸外で自分のしたいことを見つけ，やってみようとする
●保育者や友達とかかわりながら，一緒に過ごす心地よさを感じる
●身近な自然に触れながら，かかわりを広げていく
○園生活のリズムを取り戻しながら，自分の好きな遊びを楽しむ

先

・休園していたＡ児を含め，多くの子どもたちは，長期休暇明けでもそれほど緊張することなく登園してきた。
涙が出る子どももいたが，半月経つと徐々に落ち着きを取り戻している。夏休み前に楽しんだ砂場，色水，
積み木などの遊びをすることで安心して遊び始める子どもが多い。
（安心・安定）
・砂遊びや色水遊び，バッタ捕りを楽しんでいる。使いたい用具や材料を用いて自分の思うように使って遊ぶ
姿や，何度も繰り返して楽しむ姿など，
『やりたい』という思いをもって遊ぶ姿が多く見られた。中にはやり
たい遊びがあるものの，保育者や友達が一緒でないと遊べない子どももいる。
（主体性）
・身支度などは自分で行い「出来たよ」と保育者に言いにくるなど，自分のことが自分でできることに喜びを
感じている子どもが増えてきた。片づけに関しては，気持ちを切り替えて頑張ってしようとする子どももい
るが，まだ遊びたい気持ちが強いとなかなか取りかかれない子どももいる。（自立）

月
○保育者や友達と思い切り体を動かし，一緒に遊ぶ心地よさを感じる
の ・保育者に対してかかわりを求める子どもが多いのは変わらないが，友達同士で遊んだりふざけたりするなど，
ね 友達への親しみが深まってきている子どもが増えてきた。運動会の練習が始まり，友達と顔を見合わせて喜
ら んだり，一緒に体を動かす心地よさを感じたりする姿も見られるようになってきた。一方で，仲良しの友達
以外にはまだ壁がある子どもは，クラスの友達に話しかけることや触れ合い遊びの際になかなかかかわれな

い
かったりする様子が見られている。
（信頼感・親しみ）
に ・保育者や友達に対して，かかわってほしいがために，つついたり寄りかかったりなど身体で表現していた姿
対 から，言葉で表現する姿が増えてきた。自分から友達に話しかけたり，心を通わしている姿が見られたりす
す るなど，友達とのかかわりが増えてきている。また，相手に思いが通じないときには一生懸命伝えようとし
たり泣いたり保育者に訴えたりなど，分かってもらおうとする姿が見られるようになってきている。
（コミュ
る ニケーション）
評 ○初秋の自然物に触れたり集めたり食べたりしながらかかわる
価 ・ヨウシュヤマゴボウの実を使っての色水では「見て（すごい，きれい）」と喜んでいた。また森ではたくさん
のクリが落ちていることに感動したり，クリを拾う際にはイガの痛さを感じたり，クリの美味しさを味わっ
たりなど，身をもって自然の豊かさを感じる姿が見られた。
（感受性）
・バッタがたくさん跳んでいる様子に歓声をあげながら，多くの子どもたちが虫捕りに必死になっていた。最
初は触るのが怖かった子どもたちも，友達が捕まえている姿や保育者が触っている姿をみて少しずつ触れる
ようになり，多くの子どもたちが虫捕りに興味をもつようになった。バッタやトンボ，チョウを実際に触っ
たり捕まえようとしたりする中で，虫の動きや感触を身近に感じ，面白さを感じている。また，毎日遊ぶ中
で，あそこに行けばクリが落ちている，あそこはドングリ，あそこはバッタがいるなど，経験を通して園庭
や山際を自分たちのものにしてきている様子が見られる。（興味・関心・好奇心）

ね ○自分のやりたい遊びを見つけ，繰り返し楽しむ
ら ○友達や保育者とかかわりながら，一緒に遊ぶ楽しさを味わう
い ○秋の自然に触れながら，山際で過ごす心地よさを感じる

内

容

・山際で自分のやりたい遊びを見つける。
・自分の好きな遊びを繰り返し楽しむ。
・興味のあることを自分からやってみようとする。
・身近な材料や用具を使い，自分なりにイメージして遊ぶ。
・友達と場を共有して一緒に遊ぶ。
・保育者や友達に話しかけたりできたものを見せたりして，かかわろうとする。
・遊びの楽しさや面白さを友達と一緒に感じる。
・楽しかったこと，嬉しかったこと，困ったことなどを身振りや言葉などで表現しようとする。
・友達が自分の思い通りにならないことを経験する。
・どんぐりや木の実，葉っぱ，キノコなどを見つけたり集めたりする。
・集めた自然物を使ってごちそうを作ったり，製作をしたりする。
・秋の涼しい風を感じたりきれいな青空を見たりして，秋の訪れを感じる。
・山際でも安心して過ごしたり，山際での遊びを楽しんだりする。
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〇自分のやりたい遊びを見つけ，繰り返し楽しむために
☞やりたい遊びを見つけ，楽しむ援助（安心・安定）
・保育室前から山際での遊びに移行していくので，山際にままごとができるように机やイスを設置したり，
ままごと道具の場所を子どもたちと一緒に確認したりして，山際でも安心して遊べる環境作りを行う。
・不安な気持ちが強い子どもや遊びが見つけられない子どもには，保育者が一緒に遊びながら，好きな遊
びや安心して遊べる場所を見つけられるように援助していく。
・遊ぶ時間を保障し，自分の遊びに満足したり，またやりたいと思ったりできるように支える。
☞自分からやってみようとする気持ちのきっかけ作り（主体性）
・これまでもしていた遊びであるごちそう作りや自然物見つけなどは，やりたいことが十分にできるよう
に道具や用具などを用意し，子どもたちが自分で遊び始められるようにする。また，繰り返し楽しめる
ように遊びの楽しさに共感したり，子どもたちが楽しんでいることに寄り添ったりする。
・坂のぼりや木登り，ブランコなどの挑戦する遊びを提案したり，山際での遊びのモデルを示したりして，
子どもたちがこの遊びをやってみたいという思いをもって遊びに取り組んでいくきっかけを作る。
☞片付け手順の丁寧な伝達（自立）
・山際での片づけが始まるので，丁寧かつ簡潔にやり方を伝え，子ども自身が理解しやすいようにする。
・片付けの際，やるべきことをしている姿を認めたり，何が出来るのか気づけるように声をかけたりしな
がら，自分から取り組もうとする気もちを育む。
〇友達や保育者とかかわりながら，一緒に遊ぶ楽しさを味わうために
☞親近感がもてるような雰囲気作り（信頼感・親しみ）
・遊びの中で子どもたちが会話をしたり笑い合ったりしている時間を大切にしながら，その楽しさを言葉
にして伝えたり，一緒にその心地よさを味わったりする。また，クラスのみんなで集う時間を大切にし，
穏やかな雰囲気の中で他愛もない会話をしたり，ふれあい遊びや集団遊びをしたりすることで，クラス
の友達により親しみを感じられるようにする。
☞自己表現の推奨と受け止め（コミュニケーション）
・自分の思いを自分なりに表現しようとする姿を認めていくと同時に，その思いに共感したり，その思い
を受け止めたりすることで，子どもたちが自己表現する心地よさを感じられるようにする。
・自分の思いを表現しにくい子どもには，表現遊びをしながらその楽しさを一緒に味わったり，ゆっくり
思いを聞き出したりして，安心して自分の思いを出せるようにかかわる。
・いざこざになって泣いているとき，どんな形でも自分の思いを出していることを受け止める。その上で
思いが通らない悔しい思いや怒っている気持ちを相手の友達に伝える機会を作る。
☞友達と一緒に遊ぶ楽しさへの共感（協同性）
・友達と同じことをして喜んでいたり一緒に遊んだりしている時に，
「一緒って楽しいね」などの言葉を
かけたり，楽しさを一緒に味わったりすることで，子どもたちが友達と一緒に遊ぶ楽しさを感じられる
ようにする。
〇秋の自然に触れながら，山際で過ごす心地よさを感じるために
☞山際の心地よさを実感できるような援助（感受性）
・
「森の日」も始まり，遊びの拠点が山際に移っていく。山際で過ごす時間を多くもち，子どもたちと一
緒に秋風の心地よさや日差しの暖かさ，森の雰囲気を感じたり，その心地よさや気持ちよさを表情や言
葉で伝えたりしていく。
☞自然物への興味・関心が増していく援助（興味・関心・好奇心）
・子どもたちが諸感覚を通して自然物とかかわる機会を保障したり，これまで遊びに用いていなかった自
然物を提示したりして，子どもたちが自然にかかわる面白さを感じられるようにする。
・子どもと一緒に自然物を集めたり，面白そうなことを一緒にやったり，子どもが感じている気持ちに共
感したりするなど，子どもたちがその遊びの面白さを感じ，それらにもっとかかわりたいと思うことが
できるような援助を心がける。
☞自然の恵みをいただく経験の保障 （多様・循環・有限）
・山際で拾ったクリを焼き栗や栗ご飯にしていただき，自然の恵みをいただいていることに気付けるよう
にする。また，時期が来るとドングリやクリが落ちなくなることを感じ，いずれは季節が巡ることに気
付けるような体験となるように，それまでに十分ドングリやクリを拾う楽しさを味わう経験をする。
「バスごっこ」「どんぐりころころ」「まつぼっくり」
「大きな栗の木の下で」「こおろぎ」「きのこ」「さんぽ」
「でぶいもちゃん ちびいもちゃん」
「いもほりのうた」
「みんなのひろば」
「きょだいなきょだいな」
「もりのかくれんぼう」
「しろくまちゃんのどうぶつえん」
「こんとあき」
「かばくん」
「おいもをどうぞ」
「さつまのおいも」
「どうぞのいす」
「きのみのケーキ」「でんしゃにのって」
自然物のごちそう作り 色水作り 自然物集め 虫探し・虫捕り 散歩・探検 土遊び 坂登り 木登り そ
りすべり ブランコ かくれんぼ リズム遊び なべなべそこぬけ あぶくたった 積み木遊び ままごと
自然物を使った表現（ごちそう，色水，アクセサリーなど） 自然物の飾り 自然物の楽器
折り紙（ドングリ） 動物や虫の真似などの身体表現
素材：ドングリ キノコ マツボックリ ヨウシュヤマゴボウ ムラサキシキブ コブシの実 センニチコウ
ウサギ バッタ 秋風 秋の空の色
食物：クリ カキ ムカゴ アキグミ ナツハゼ ムラサキシキブ
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５．予想される遊びと保育者の援助［( )内は「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度」］
[料理作り]
［木登り・すべり台・ブランコ］
＜経緯＞料理作りは以前から大好きな遊びの一つで
＜経緯＞山際に行くと，子どもたちの目に一番に入
ある。これまでは砂場で料理を作ることが多かった
るのがブランコだった。最初は乗れただけで喜ん
が，今月中旬から山際を拠点とし，ヨウシュヤマゴ
でいたが，少しずつ勢いをつけて乗ったり立って
ボウで色水を作ったりセンニチコウを料理に飾っ
乗ったりするなど，自分なりに挑戦してみようと
たりしている。最近はすぐ近くにある山土を使った
する姿が見られるようになってきた。木登りでは
トロトロの料理やドングリを混ぜた料理などを作
恐る恐る登っていたが，少し登れたことが喜びと
る姿が見られるようになってきた。作った料理は保
なり，最近では高いところに登ることを楽しみ始
育者に食べてもらいたいという思いをもっている。
めた子どもたちがいる。また，入園当初から好き
おいしそうに食べる真似をすると，満足そうな表情
だったすべり台を山際斜面と木登りの場所に設
をしたり「また作る！」と遊びに対する意欲を高め
置すると，すべるスリルや爽快感を味わうように
たりする姿が見られている。
なり，何度も斜面や木を登っては滑り落ちること
＜援助＞・ままごと料理に使えるようにドングリやセ
を楽しむ子どもの姿も見られている。
ンニチコウなどを用意しておいたり，子どもたちが
＜援助＞・これらの遊びで感じる楽しさや爽快感を
料理に使いたい材料を一緒に取りに行ったりする
味わえるように，やろうとする姿を認めるととも
ことで，いろいろな自然物を使って遊ぶ楽しさを感
に，それぞれの子どもが受け止めてほしいと思っ
じたり自然物の存在に気付いたり，自然物の使い方
ていることを保育者が受け止める。また，遊んで
が広がったりしていくようにする。(興味・関心)
みたいけど初めてで戸惑っている子どもには，遊
・できた料理を保育者に食べてほしいという思いをも
びに誘ってみたり傍で見守ったりして，遊び出せ
っている。おいしそうに食べる真似をしたり，その
るようなきっかけを作る。
（主体性，自信）
子どもなりの工夫を認めたりすることで，また作ろ
・順番に関していざこざになることが予想される。
うと思ったり自分の好きな遊びを十分楽しんだり
自分の思いを伝えたり，相手の思いに耳を傾けた
できるようにする。また時にはパーティーを提案す
りできるように支え，思いを伝えたことによって
るなどして，保育者だけでなく周りにいる友達にも
気持ちよく遊べる経験となるようにする。（コミ
受け止めてもらう心地よさを感じたり，友達とも一
ュニケーション）
緒に楽しんだりするきっかけを作る。（主体性，親
［自然物に触れる遊び］
しみ）
＜経緯＞ドングリ拾いやクリ拾い，虫捕りなど，自然
[おうちごっこ]
物に触れたり自然物を集めたりすることはこれま
＜経緯＞保育室でのままごとを楽しんでいた子ども
でも楽しんできた。最近は虫の数が減ってきている
たちが，山際でもままごとができるように，すのこ
がそれでも探す姿や，ナツハゼなどこれまでなかっ
を敷いて家に見立てられるようにした。すると靴を
た新しい木の実を見つけて採ったり食べたりする
脱いでそこにあがり，そこで料理を作ったり寝転が
姿，山際を自由に歩き回る姿が見られている。また
ったりして遊ぶようになった。次第に自分たちでご
ドングリを転がしたり投げてみたり，葉っぱを集め
ざを敷いて家を広くしたり，ござを斜面に敷いて自
てお風呂にしたり，伐採された木をバスに見立てて
分が転がって遊んだりなど，友達と一緒に過ごすこ
遊んだり，穴掘りを楽しんだりする姿も見られる。
とや触れ合うことを楽しむようになった。最近はお
それぞれの子どもがその時に目についた自然物に
母さんやお姉ちゃんなどの役割を決めて，ごちそう
かかわる中でその面白さを感じながら遊んでいる。
を作ったり寝たりするなどのイメージをもって遊ぶ
子どもたちが各々自然物とのかかわりを楽しんで
姿も見られるようになっている。
いる姿が多いが，その中で保育者や友達とかかわり
＜援助＞・遊びに必要な場や物を子どもたちと一緒に
ながら遊ぼうとする姿も時折見られるようになっ
用意することで，子どもたちが安心してその場で遊
てきている。
び始めることができるようにする。
（安心・安定）
・子どもたちが一緒に遊んでいる友達と同じことをし ＜援助＞・やりたいことを楽しんでいる姿を受け止め
その楽しさに共感することで，子どもたちが自然物
たり同じものを見たり笑い合ったりするなど，友達
に触れる面白さや遊びに使う楽しさ，見立てる面白
と一緒に遊ぶ楽しさを感じている姿を大切にし，保
さなどを十分に感じていけるようにする。
（感受性）
育者もその楽しさに共感したり，子どもたちがその
心地よさを十分感じられるようにかかわったりす ・友達と一緒に自然物を探しに行ったり，斜面でドン
グリを転がすことを楽しんだり，葉っぱの感触を楽
る。また，その子なりのイメージをもって遊ぶこと
しんだりするなど，友達と一緒に何かをしたり心を
を楽しみ始めているので，それぞれの子どもが楽し
通じ合わせたりする機会を作ったり保障したりす
んでいるイメージを保育者が受け止めたり，時には
それを他児とも一緒に楽しめるようにしたりする。 ることで，友だちと一緒に遊ぶことの楽しさや面白
さが感じられるようにする。(親しみ)
（協同性）
［集い］
＜手遊び・歌・わらべうた＞集いの中で手遊びや歌，わらべうたを取り入れ，戸外で一緒に歌う心地良さや
自分なりに表現する楽しさ，友だちとの触れ合いを楽しむことができるようにする。（親しみ）
＜急坂のぼり＞ほし組の拠点近くには緩やかな坂<ゆる坂>と急な坂<急坂>がある。子どもたちはゆる坂は
平気で登れるようになったが，急坂には意を決してから挑むことが多い。地にしっかり足を着き，自分の
力で登っていく機会を作ることで，チャレンジする気持ちをもったり，登りきった達成感を味わったりで
きるようにする。また登った先にはナツハゼの実が実っている場所がある。これまで気付かなかった自然
物の存在に気付いたり，それを食べることで自然の恵みを味わったりできるような機会とする。
（主体性）

４歳児 １０月指導計画
【４歳児Ⅱ期（６月～10 月）
】自然や友達とのかかわりを広げながら，のびのびと遊びを楽しむ時
期
の 期
ね ●好きな遊びを見つけて，存分に楽しむ
ら ●様々な友達がいることに気づき，かかわっていこうとする
い
●山際や森などの身近な自然に興味や関心を広げていく

先
月
の
ね
ら
い
に
対
す
る
評
価

〇自分なりのめあてをもち，自分から遊びや活動に取り組む
・長い夏休みを経験したことで，夏休み明けには登園を渋ったり，登園時に泣く子どもが数人見られた。
他の子どもたちも，遊びが見つからない間は少し手持ちぶさたにしていた。しかし，今までしていた
ままごとをしたり，保育者と一緒に新たに遊び始めたバッタ捕りの遊びに入っていくことで，次第に
安定を取り戻していった。
（安心・安定）
・夏休み明け，毎日自分から積極的に虫捕りに取り組む子どもが多くなった。今まで虫に触れた経験が
なく怖がっている子どもも多かったが，少し触ってみたり，実際に自分で捕まえてみることを通して，
安心したり自信をもったりしていき，さらに積極的に捕まえようとする態度につながっていった。
（主
体性）
（自信）
・虫捕りや運動遊びなど，成果がはっきりしている活動を通して，自分はできると自信を新たにつけて
いる子どももいる。
（自信）
〇友達と一緒に体を動かしたり，力を合わせたりしながら遊ぶ楽しさを味わう
・クラスのほとんどの子どもたちが，みんなで集ったり体操をすることを喜んで行っている。その中で，
親しみの気持ちや，みんなで一緒に体を動かす喜びを感じている。一方で，クラスの子どもの名前も
まだ覚えていなかったり，自分からは話しかけられない子どももいる。
（信頼感・親しみ）
・よく一緒に遊んでいる友達同士では，気軽に話しかけたり会話をしたりすることができている。また，
運動会のグループで活動することで，話しかける対象が広がった子どももいる。（コミュニケーショ
ン）
・運動会競技の綱引きや玉集めなどを通して，友達と力を合わる楽しさを味わっている子どもが多くな
ってきた。また，山際での栗集めやままごとでも，友達と力を合わせて遊びを進める姿が見られるよ
うになっている。
（協同性）
〇初秋の自然に親しみ，いろいろな虫や草花や木の実とかかわって遊ぶ
・夏休み明け，バッタやトンボ，クリなど新たな対象に興味や関心を示し，捕ったり集めたりする子ど
もが多くなった。バッタ捕りでは，種類や大きさの違いに関心を示し，比べたり，特定の種類を探し
たりしていた。また，捕まえたイモムシを飼おうと食べる草を調べる姿もあった。ヨウシュヤマゴボ
ウの実やオシロイバナの花できれいな色水ができることを知り，再現しようとする姿もあった。（興
味・関心・好奇心）
・女児の一部は，山際でケーキ屋さんをしようと，必要な材料を探しながら，遊びを始めた。一方，男
児の一部は山際で自分たちの基地を作ろうとしたが，具体的なアイデアは出ず，行き詰まって諦める
姿があった。
（探求・創造）
・バッタでもいろいろな種類や大きさがあることを実感したり，自分で拾ってきたクリや栽培していた
トマトを食べることを経験した。また，えさを見つけられずにイモムシが死んだり，虫かごに入れた
ままバッタを死なせたりした経験もした。ただし，それらの多様性などの経験を保育者が十分にフィ
ードバックすることができなかった。
（多様・循環・有限）

ね ○山際でやりたい遊びを見つけ，意欲的に取り組む
ら ○友達に自分からかかわったりやりとりしたりしながら，友達と一緒に遊ぶ楽しさを感じる
い ○山際の自然物に興味や関心をもち，自分なりに見立てたり遊びに使ったりする

・山際で自分のやりたい遊びを見つけて楽しむ。
・自分なりの思いをもって，意欲的に遊ぶ。
・遊びの中でうまくいかないとき，自分なりに何とかしようと取り組んでみる。
・気の合う友達に，自分からかかわっていこうとする。
内
・自分の思いや考えを，自分なりの言葉で友達に伝えようとする。
・友達と言葉や身体を使ったやりとりを楽しむ。
・かくれんぼやルールのある遊びなどを通して，いろいろな友達と一緒に遊ぶことを楽しむ。
容
・山際でいろいろな自然物を集めたり，使ったりしながら遊ぶ。
・自分なりのイメージで，自然物をいろいろなものに見立てて遊ぶ。
・木の実や木ぎれ，葉っぱなど，秋の自然物に興味をもち，それらを使って遊ぶ。
・遊びに必要なものを考えたり探したりしながら遊ぶ。

４歳児－月案
○山際でやりたい遊びを見つけ，意欲的に取り組むために
☞やりたい遊びが始められる環境作り（安心・安定）
・山際での遊びが本格的に始まることで，はじめは遊びが見つけられずに戸惑ったり，ままごとのでき
る場所を探したりすることが予想される。園庭と違って，道具がなかったり，別の場所にあったりす
るので，代わりのものを一緒に探したり，道具や用具の場所を確認したりして，遊びに向かっていけ
る状況を作っていく。また，遊ぶために必要なものを子どもが作ったり用意したりできるように援助
する。

☞一人一人の子どものめあてを一緒に見つける援助（主体性）
・環境の変化により，やりたい遊びが見つけにくい子どもには，興味や関心が向きそうな自然物を一緒
に探したり，友達が楽しんでいる遊びを一緒にやったりして，この遊びがやりたいという意欲がもて
るようにする。
・友達に従うようにし遊んでいる子どもには，まずはその子ども自身が遊びの中で実際に力を発揮でき
ることを支えながら，楽しさや満足感を味わえるように援助する。そこに楽しさが見いだせない場合
は，それ以外の遊びにも目が向けられるように，自然物探しや挑戦する遊びなど，山際での遊びを紹
介したり，一緒に行ったりする。

環
境 ☞一人一人の取り組みを受け止め，満足感を増す援助（自信）
・その子どもが遊びで取り組んでいることや挑もうとしていることに対して，その面白さややる気，勇
構
気などを保育者が見守り，受け止めていく。またそのことを周りの友達に紹介することで，満足感や
充実感を味わえるようにする。
成
と
保
育
者
の
援

○友達に自分からかかわったりやりとりしたりしながら，友達と一緒に遊ぶ楽しさを感じるために
☞自分の思いを表現できるような風土作り（コミュニケーション）

・自分が感じたことを言葉や身体など様々に表現する機会を作り，クラスのみんなで楽しく受け止め合
うことを繰り返すことで，クラス全体で表現しやすい雰囲気や風土を作っていく。
・自分の思いがなかなか表現できない子どもには，具体的にどう伝えたらよいかのモデルを示したり，
表現できるまで待ったりするなど，思いを伝える経験ができるように支える。
・頑張って自分の思いを伝えようとする姿を見守り，言葉足らずな部分は保育者が言葉を補い相手にき
ちんと伝わるようにすることで，相手に自分の思いが伝わる経験ができるようにする。

☞一緒に遊ぶ楽しさを実感できる援助(協同性)

助 ・友達と一緒に遊んでいる場面をとらえて楽しい雰囲気を保育者が醸し出したり，一緒に楽しんでいる
ことをフィードバックしたりして，友達と一緒に遊ぶ楽しさが実感できるようにする。
・かくれんぼやリレーなどルールのある遊びを行うことで，友達とかかわりやすい状況を作り，様々な
友達と一緒に遊ぶ楽しさを味わえるようにする。

○山際の自然物に興味や関心をもち，自分なりに見立てたり遊びに使ったりするために
☞諸感覚を通した直接体験の保障(感受性)
・子どもたちが諸感覚を通して身近な自然とかかわることができるように，子どもの気づきや発見に共
感したり，触覚や嗅覚，味覚など諸感覚を通して自然とかかわる機会を保障していく。

☞自然物に興味や関心をもち，遊びに使うための援助(興味・関心・好奇心)
・その子なりに自然物を何かに見立てて遊ぶ姿を見守ったり，その使い方や見立ての面白さに共感した
り，時には自然物の新たな使い方に気づけるようにかかわったりすることで，子どもたちが自然物へ
の興味や関心を広げて実際に使うことができるようにする。
・自分のしたい遊びを実現するために，使えそうな自然物や用具を保育者が一緒に探したり，それらの
ある場所を紹介したりする。それらを実際に使って遊びを豊かにする経験を支えることで，自然物や
身近な用具を自分のやりたい遊びに活かしてことが今後もできるように支える。
う
た
絵
本
遊
び
表
現
自
然

「きのこ」
「たきび」
「やきいもグーチーパー」
「どんぐりころころ」
「まつぼっくり」「世界中の子
どもたちが」
「さんぽ」
「イモムシケムシの歌」
「ダンゴムシは地球を救う」
「もりのかくれんぼう」
「もりのなか」
「まじょのぼうし」
「まじょのマント」
「まじょのくつ」
「ね
ずみのいもほり」
「さつまのおいも」「おおきなおおきなおいも」「どうぞのいす」「どんぐりむら
のぱんやさん」
「さるかに合戦」
自然物でのごちそう作り 一本橋じゃんけん 木のぼり，ミッションなどの挑戦 森の探険 自然
物探し 基地作り 鬼ごっこ かくれんぼん リレー 引越しゲーム 玉集め競争 わらべうた
遊び（なべなべそこぬけ，からすかずのこ）
葉っぱや木の実を使った表現（色水作り，ごちそう作り，アクセサリー作り，どんぐりゴマ，楽器
作り，自然物のフレーム作り） 折り紙（キノコ） 粘土製作
素材：ドングリ クリ マツボックリ キノコ ヨウシュヤマゴボウ ヒサカキの実
クサギの実 ムラサキシキブ コブシの実 センニチコウ
食物：クリ アケビ カキ ムカゴ ナツハゼ ガマズミ アキグミ イネ キウイ
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５．予想される遊びと保育者の援助［( )内は「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度」
］
［色水，ごちそう作り・ジュース屋さん］
＜経緯＞10 月になり，山際に拠点を移してからも，
女児の中心の遊びは色水やごちそうを作ることだ
った。山にはすぐに使える土があるので，その土を
使って料理を作ったり，ヨウシュヤマゴボウやクサ
キを使って色水遊びを楽しんできた。
多くの子どもは，作ること自体がめあてのようで
その中で周りの友達ともかかわっている。その中で
一部の女児は，自分たちで場所を整え，一緒に「ジ
ュース屋さん」としての遊びを始めた。メニューを
作る，売り場を作るなどアイデアが出て，一緒にお
店のイメージを持ち始めている。
＜援助＞・単に色水を作ったり，土に水を加えて混
ぜ合わせる遊びが多いが，中には彩りとして花を探
してきて飾ったり，お団子のように丸めたりなどの
工夫が出てきている。それらの姿を認めて食べる機
会をもったり，友達に紹介したりしながら，それぞ
れの子どもが自分なりに考えたり工夫したりして
遊びに取り組めるように援助する。（探求・創造）
・今までは保育者が用意したもので色水を作ること
が多かったが，少しずつ森のどこに行けばどんなも
のがあるかを経験を通して知るようになってきた。
今後も保育者が伝えたり子ども同士で伝え合った
りできるように支えながら，自分で様々な自然物を
探して使えるように援助する。（主体性，つながり）
・友達と協力して一緒に遊びを進めようとする姿も
出てきているので，一緒に遊びを進める楽しさを保
育者が共感したり，場合によっては一緒に遊びを進
めるために意見が出し合える機会をつくっていく。
（協同性）

［家作り］
＜経緯＞山際で遊びはじめた男児は，ブランコやネ
ズの家など，場を転々とすることが多かった。自分
たちの遊びやそのための拠点を探しているようだ
った。現在も目についたもので遊んでいる子どもも
いるが，一部の子どもは伐った枝を運んできて自分
たちの家にした。保育者も手伝って家を拡張して，
現在は橋渡りやターザンブランコもできる家にな
っている。ただし，自分の家として定着して遊ぶ様
子は薄い。
＜援助＞・保育者がいないと遊びの目的を見つけら
れないこともあるので，今までしていた遊びを思い
出せるようにしたり，遊びのアイデアを出せるよう
にしたり，食料探しや探険などの具体的な提案をし
たりして，自分のしたいことが明確になり，力を発
揮しやすいように援助する。（主体性）
・友達同士のやりとりの中で，自分たちが仲間であ
ることの確認に終始して，遊び自体が始まらないこ
とがある。子どものやりとりの中で，具体的な遊び
の提案に対して保育者が相づちをうったり，遊びを
進める発言を促すなどして，単に一緒にいることで
なく，一緒に何かをすることが楽しいと感じられる
ように支える。（協同性）

［体を動かす遊び］（一本橋ジャンケン・ターザンブ
ランコ・鬼ごっこ）
＜経緯＞10 月になり，山際で遊ぶようになってから，
ターザンブランコを新設したり，一本橋でジャンケ
ンをする遊びを紹介したところ，それらの遊びに興
味を示す子どもが多くなった。初めのうちは怖がっ
てやろうとしなかった子どもも，他児がやっている
のを見るうちに，やってみようとする子どもが多く
［探険ごっこ］
なってきた。また，一本橋ジャンケンでは外国籍で
＜経緯＞山際で遊びはじめたので，その環境を知り活
あまり友達とかかわりがもてなかったＡ児が，鬼ご
動範囲を少しずつ広げるために，クラス全員で探険
っこでは今まで友達とのかかわりが難しかったＢ児
を行った。そのことをきっかけにして，探険ごっこ
が，友達と一緒に遊ぶようになっている。
がはやるようになっていった。特に紙とペンを用意
＜援助＞・スリルを味わったり，挑戦することで力を
してからは，それぞれが地図を描き，それを持って
発揮する充実感を味わう子どもが増えているので，
自分なりのイメージで探険するようになっている。
それらに取り組める時間を保障して，達成した充実
ネズの家を拠点とし，そこから探険に出かけている。
感や自己肯定感を味わえるようにする。（自信）
＜援助＞・探険を通したドキドキ感，ワクワク感，発
・子どもの挑戦に対しては，
基本的には黙って見守り，
見の喜びなどを保育者が共感し，環境とかかわる楽
不必要な助言や過度の賞賛を行わないようにする。
しさが味わえるようにする。（感受性）
そのことで，褒められるために無理に挑戦するよう
・探険と言っても，ただ歩くだけでは次第に飽きてく
なことがないようにする。また，ハザード（危険の
るので，途中でミッションを通る，かっこいい木の
原因）は事前に取り除き，子どもたちが安心して挑
枝を探してくる，食べられる木の実を食べて帰って
戦できる状況を整える。
（主体性）
くる，今まで行ったことのないところに行くなど，
・これらの遊びを通して友達関係が広がっているの
自分なりの目的をもって探険できるように提案した
で，一緒に遊ぶ楽しさやつながりをお互いが味わえ
り一緒に考えたりする。
（興味・関心・好奇心）
るようなフィードバックを行う。
（親しみ）

［集い］
＜表現遊び・歌＞子どもが歌や手遊びを決めている。くじに当たった子どもが自分のしたいことみんなに伝
えたり，みんなで一緒に振りをつけて歌うことを楽しんだり，手遊びで友達とのスキンシップを楽しんだり，
ピヨピヨちゃんで自分らしく表現したりすることを通して，みんなの前で自分らしく表現する機会とした
り，友達と一緒に過ごす楽しさを味わったりできるようにする。
（主体性，協同性）
＜森の宝さがし＞二人一組でペアになり，森の探険をしながら自分のお気に入りの宝物を探してくる活動を
行う。それらを持ち寄って一人一人が気に入っていることを伝え合うことを通して，それぞれの友達が異な
る面白さや価値を感じていることや，森の中には知らなかった様々な面白いものがあることに気づくことが
できる機会となるようにする。
（多様性）
。

５歳児 １０月指導計画
期
の
ね
ら
い

先
月
の
ね
ら
い
に
対
す
る

【５歳児Ⅱ期（8 月～12 月）
】森の拠点で，友だちと思いを出し合いながら遊びを進めていく時期
●めあてをもって遊びや生活に取り組み，やり遂げる充実感を味わう
●友だちと思いや考えを出し合いながら，一緒に遊びや生活を進める
●自然物や自然空間を遊びに取り入れながら，森での遊びや生活を充実させていく
○運動遊びや森での遊びでめあてに向かって意欲的に取り組み，全力を尽くす充実感を味わう
・初めてのことに対して不安を感じる子どもが多く，おとまり保育に期待し張り切っていた子どもも，
直前になると涙ぐんだり落ちつきがなくなったりする様子が見られた。けれども実際に暗闇探険など
を体験し，不安を乗り越えて『やったらできた』という喜びを感じ，それが自信につながっている。
（自信）
・おとまり保育を通してスタンツでする劇のアイデアを出したり，必要な道具を作ったりする中で，自
分からやろうとする意欲が高まった。その後，運動会に向けて一本橋や跳び箱に繰り返し挑戦したり，
鉄棒の逆上がりができるようになりたいと練習したり，難しい技に意欲的に取り組むようになった。
（主体性）
・おとまり保育でグループの仲間と活動することで，必要なことを考えたり，役割を分担したり，積極
的にかかわろうとする姿勢が見られるようになった。その経験から，運動会のリレーや帽子取りなど
の競技でも，一人一人が力を出すことだけでなく，自分たちのチームのために最後まで諦めずに取り
組むことの充実感を味わっていた。
（つながり・責任）

○いろいろな友だちと思いや考えを出しながら，遊びや生活を進める楽しさを味わう
・グループでの話し合いが増え，その時に自分の思いを言わないと進まなくて困る経験をした子どもが
多かった。これらの困った経験を通して，黙ったままではなく何とか自分の思いを伝えようとする態
度が見られるようになってきた。今まであまり友だちの思いに耳を傾けることが少なかった子ども
も，自分から「どうする？」と問いかけるなど，友だちと一緒になって考えようとする姿勢が見られ
るようになった。
（コミュニケーション）
・おとまり保育のスタンツで内容を考えたり，具体的な道具を作ったりする中で考えを出し合いながら，
活動を進めていく楽しさを感じた子どもが多い。いろいろな思いを出していいんだという雰囲気が増
しており，運動会での競技で，やみくもに戦うのではなく同じグループの仲間とどうしたらいいか，
様々な作戦を考えて実行する様子が見られた。（協同性）

○初秋の自然の様子に関心をもったり，遊びに取り入れたりしながら楽しさや不思議さを感じる

評 ・おとまり保育で，朝起きた時にひんやりした空気を感じたり，朝日が昇る様子に感動したりなど日ご
ろの園生活では味わえない体験に心を動かす子どもが多かった。また，バッタやコオロギ，カマキリ
価 などこの時期に動きが活発になる生き物を捕まえて，触ったり動きを見たりする子どもも多かった。
その中でこれまで虫に触ったことがなかった子どもも初めて虫取りに挑戦し，手触りや躍動感を味っ
た子どももいる。
（感受性）
・今までの経験から，クリを見つけると足で中身を取り出す子どもが多かった。またムカゴ取りでは，
手で触れるとすぐに取れてしまうことを面白がったり，茹でるとどんな味になるのか予想したりしな
がら食べることを楽しむ子どもが多かった。
（興味・関心・好奇心）
・ヨウシュヤマゴボウの色水作りで，泡を増やす方法を試していたが，泡でじっくり遊ぶなど探究する
時間は少なかったり，その他の気づきを遊びに取り入れたりすることは不十分であった。一方，おと
まり保育や運動会への取り組みを通して，それぞれが考え工夫するなど，自分たちで生活を創り上げ
ていく経験をすることができた。
（探究・創造）

ね ○自分のしたい遊びを実現するために意欲的に取り組み，満足感を味わう
ら ○友だちと思いや考えを出し合いながら，共に遊びを作ろうとする
い ○自分なりに試したり考えたりしながら，自分たちの遊びを充実させていく

内

容

・自分のしたいことに向かって，自分から意欲的に取り組む。
・自分で取り組んだことが実現することを喜ぶ。
・自分たちの生活の場を，自分たちで整えようとする。
・やってみたいことに何度も挑戦し，
・友だちとの話し合いの中で，自分の思いの出し方を学んだり，友だちの思いに耳を傾けたりする。
・クラスやグループの友だちと力を合わせて，様々なことを考えたりやってみたりする。
・大勢の友だちと一緒にルールのある遊びを楽しんだり，自分たちでルールを作ったりしながら遊ぶ。
・友だちと思いや考えを出していき，様々な思いを合わせながら遊びを作ることを楽しむ。
・やってみたいことがどうしたらできるか，素材や方法を試したり考えたりしながら遊ぶ。
・森にある自然物を自分たちの遊びに取り入れたり，活かしたりしていく。
・収穫やそれらを食べることを通して，収穫の喜びや自分とのつながりを感じる。

５歳児－月案
○自分のしたい遊びを実現するために意欲的に取り組み，満足感を味わうために

環
境

☞自分なりのめあての明確化（主体性）
・めあてを見つけにくい子どもは，興味や関心のある遊びを紹介したり，道具を用意したりなど，まず
は自分のやってみたいことに向かって行動できるように支える。その中で自分が力を発揮した場面を
認め，
『もっとこうしてみたい』という意欲が，自分なりのめあてにつながるようにする。
・子どもたちがもっている遊びのイメージを受け止めていき，めあてが実現するような材料や素材，必
要な道具を用意していく。
☞継続して挑戦できるための援助（自信）
・運動会を通して，挑戦する遊びへの意欲が高まった。森でも挑戦的な遊びをしている子どもたちを紹
介し，既存の遊具だけでなく，木登りやジャンプなど引き続き挑戦して遊べるような機会を保障して
いく。
・すぐに成功せずに葛藤している姿を保育者が大切に受け止め，諦めずに何度も挑戦できるように支え
ていく。また，『こんなことができた』という喜びが，自信につながるようなかかわりを心がける。
☞やりとげようとするための援助（つながり・責任）
・それぞれの遊び場や，日々の生活の中で，役割を分担することが増えている。役割に向かって力を発
揮できるように支えていきながら，最後まで取り組むことに心地よさが見いだせるようにする。

○友だちと思いや考えを出し合いながら，共に遊びを作ろうとする

構 ☞ 自分の思いを伝えられる状況作りと，思いを出せるための援助（コミュニケーション）
成 ・自分の思いや考えを表しにくい子どもには，遊びの中で自分の思いを出せる場面や状況を保育者が意
と
保
育
者
の
援
助

う
た
絵
本
遊
び
表
現
自
然

識的に作っていく。様々な考え方があることを保育者が肯定的に受け止めていき，自分から言いやす
い雰囲気や思いを受け止める土壌になるようにする。また，相手に聞いてもらう経験を重ねていきな
がら，少しずつ自分の思いを言うことに自信がもてるようにかかわる。
☞遊びの共通認識や，ルール作りの援助（コミュニケーション）
・探険ごっこなど新たな遊びが増え，イメージやルールが混ざり遊びが進まないことが増えた。保育者
が遊びに加わり，子ども同士で話し合うきっかけを作ったり，ルールを決めたりしていく様子を見守
りながら，自分たちで遊びを作っていく過程を支える。
☞友だちと協力したことが実感できるフィードバック（協同性）
・友だちと協力するよさが感じられるように，基地作りや遊びの場所作りで，複数の友だちと力を合わ
せる必要のある場面を大事にしていく。具体的に力を合せたことに保育者が共感していき，自分たち
の力でできたという達成感や充実感が得られるようにする。

○自分なりに試したり考えたりしながら，自分たちの遊びを充実させていく
☞不思議さや疑問への共感と共有（興味・関心・好奇心）
・「何だろう？」
「面白い！」と感じていることに寄り添いながら，子どもが満足するまで見たり触った
りする時間を保障していく。また，不思議に思ったことが調べられるように図鑑や絵本を用意してお
いたり，よく知っている子どもに聞く機会を作ったりする。
・ドングリやマツボックリ，木の実や葉っぱなどを遊びに取り入れている姿を紹介し，身近な自然物へ
の気づきや発見が，より深まっていくようにする。
☞身の回りの自然への気づきの促し（多様・有限・循環）
・自然の変化を感じられるように，保育者がそれらへの気づきを促したり，集いで共有したりしていく。
またムカゴやナツハゼ，クリなどこの時期の恵みをいただくことで，自分が今いる環境のことを改め
ていいなと思い，自然とつながっているような感覚を実感できるようにする。
☞いろいろな発想の転換や創造の援助（探究，創造）
・遊びの中で試したり工夫したりできるように，遊び場の近くに必要な用具や素材を用意しておき，思
いついたことがその時にできるように環境を整える。
・一人一人が考え，工夫している点を周りの友達に紹介していくことで，自分だったらどう使うか刺激
を受けて，発想の転換や新しい発想が生まれるきっかけになるようにする。
「ともだち讃歌」
「こおろぎ」
「動物園にいこうよ」
「畑のポルカ」
「たきび」「やきいもグーチーパー」
「わくわくマーチ」
「クラリネットをこわしちゃった」「しろくまのジェンカ」
「エルマーの冒険」
「ヒヤシンス」
「もりのかくれんぼう」
「かにむかし」
「こぎつねコンとこだぬきポン」
「カラスのパン屋さん」
「さびしがりやのホタル」
「ありこのおつかい」
「ビックサイエンス（動物）
」
ドングリ・木の実など自然物のごちそう作り ドングリコマバトル 虫採り 森の挑戦系の遊び
おばけごっこ けいどろ リレー 転がしドッジ 羅漢さんが廻ったら
自然物の壁飾り 動物の造形（粘土） 落ち葉のフロッタージュ ローラーでの模様遊び
自然物を使った絵 それらを使った遊び（コマ，人形など）
素材：ドングリ クリ ムラサキシキブ ヨウシュヤマゴボウ オオバコ センニチコウ モミジ
食物：クリ ムカゴ アケビ カキ ナツハゼ ガマズミ アキグミ
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５．予想される遊びと保育者の援助［( )内は「持続可能な社会の担い手となる能力・態度」
］
［自然物を使ったお店(ジュース屋さん・お弁当屋さ
ん・森のホテル)］
＜経緯＞草花をすり潰したジュースや泥の料理など
自然物を使ったままごとは，継続して見られる遊び
など
の一つである。これまで使った経験のあるエゴノキ
の実やヨウシュヤマゴボウなど，その時期の自然物
を取り入れている。作った料理を自分たちで食べる
ことから,次第に店の商品にするようになった。最
近はそれぞれお気に入りの場所で「ジュース屋さ
ん」
「お弁当屋さん」
「森のホテル」を開店し, 身近
な自然物を使った料理を作っている。店ができた時
はお客さんが来ていたが，今は客足が遠のいている
のが現状で，持て余しているような姿も見られる。
＜援助＞・どうやったらお客さんが来てくれるのか
を，問いかけたり一緒に考えたりしながら，子ども
たちが集客のためにできる工夫を見つけ，新たなめ
あてが持てるように支えていく。
（主体性）
・ヒサカキやソヨゴの実など，身の回りにある様々な
自然物への気づきを促し，新しいメニューを考案し
たり，より工夫した料理が生まれるきっかけになる
ようにする。
（興味・関心）
・様々な自然物を調合し，色合いの変化に面白さを見
出している子どももいる。その面白さに共感するだ
けでなく、より工夫が見つかるような問いかけもし
ていく。
（探究・創造）

［昆虫館］
＜経緯＞これまで遊びがなかなか定まらなかった男
児と女児が虫探しを楽しみ，一緒に遊ぶようになっ
た。捕まえた昆虫を調べる場所を作ると,そこに数人
の女児も仲間入りした。昆虫を捕まえるうちに,男児
は「昆虫館」を作りたいという新たなめあてをもっ
た。他児も賛成し,ここを「昆虫館」らしくしようと
捕まえた昆虫をケースに入れて展示した。興味をも
った子どもたちが立ち寄るようになったことで，受
付や看板・客用レストラン・自分たちの休憩する家
など遊びに必要なものを作っているところである。
＜援助＞・遊びの中で力を発揮しにくかった子どもた
ちなので,めあてに向かって行動する姿をしっかり
認める。そしてこの遊びが友達に「いいね！」と言
われたことを保育者も一緒に喜び，自信をもって遊
びに向かえるように支えていく。
（自信）
・虫の展示だけでなく,お客さんが生き物探しに行く
イベントを考えるなど,仲間での話し合いが活発に
なっている。それぞれの意見を生かしながら遊びを
作る楽しさを味わえるように，援助する。
（協同性）
・子どもたちは最近バッタやトンボが減ったことを感
じている。秋が深まっていくと,昆虫類が減ること
や,それはどうしてなのかを,子どもたちのやりとり
やつぶやきから取り上げ,季節の移ろいや変化を実
感できるようにかかわる。
（有限性・循環性）

[森の保育園]
［忍者屋敷］
＜経緯＞数人の女児がここで店や家族
＜経緯＞男児のグループは,忍者になって走り回ったり生き物探し
ごっこ，病院ごっこを行っていた。中
をしたり，広範囲に出かけ動き回る姿が見られていた。そこで拠
心的な女児が遊びを仕切ることが多
点を保育者と一緒に作り「忍者屋敷」とした。しかし修行を一通
く病院ごっこでは医師や看護士など，
りすると次のことが見つからず遊びが停滞したり，誰かが料理を
一方的に役割を決めることもあった。
始めるとみんなが同じ料理を作ったりなど，仲間で同じことをす
他の意見を言う子どももいるが，中に
ることに安心していた。最近一人の男児がドングリや葉っぱを使
は役割を任されてもどうしたらいい
ったオリジナルの手裏剣を考えて実際に作った。これをきっかけ
かわからず,何となくその場にいた
にして，自分なら修行にどんなものが必要かを考える雰囲気が生
り，参加しきれずに様子を見たりする
まれ,自分なりのめあてがはっきりしてきた子どももいる。
子どももいた。そこで保育者が仲間で
＜援助＞・自分のアイデアが仲間に認められることで,仲間の中で
話し合うきっかけを作ったところ，患
じ
も自分のやりたいことができるように支えていく。また出来上が
者さんの赤ちゃんを世話する役を考
った道具を実際に使うことで，自分たちの遊びに活かされる満足
え出した女児が託児コーナーを作っ
感が得られるようにする。
（主体性）
（自信）
たことで，保育園ごっことして新たな
遊びが始まっている。
［宝さがしの家］
＜援助＞・思いを出しにくい子どもに ＜経緯＞４～５人の男児が，生き物探しで行動を共にするようにな
は，遊びの中で思いを発言できるよう
った。そのうち自分たちの基地を作り,ここを拠点に探検や宝さが
に促したり，必要なことをその時に相
し，戦いごっこを始めている。しかし友達とのかかわりが薄かっ
手に伝えられるように支える。
（コミ
た子どもが多く，思いの伝え方の拙さからいざこざが見られる。
ュニケーション）
＜援助＞・友達と一緒に遊びたい気持ちが高まっているので，自分
・遊びの中で自分のできることを見つけ
の思いだけでなく相手の思いも受け入れながら遊びを作っていく
たり，必要な物を作ったりなど，それ
ことができるようにする。また友達と協力する場面を支えること
ぞれが自分の役割に向かって力を発
で,より遊びが楽しくなる経験を重ねていけるようにする。（コミ
揮できるように支える。
（責任）
ュニケーション）
（協同性）
［集い］
＜遊びの共有や話し合い＞遊びの中での発見や驚き,お知らせ，困ったことなど伝えたり相談したりする時間
を設ける。遊びのお知らせは，話ではイメージが伝わりにくいので，具体的な物を見せたり，その場所に
行ったり，時にやってみたりなどみんなで共有しやすいように支える。また相談や困ったことでは，それ
ぞれ思ったことが言い合える雰囲気を大事にして，一つの結論に導こうとするのでなく，多様な意見があ
りそれぞれの考え方があることを感じられるようにする。(多様性)
＜絵本『森の顔さがし』より感じたことの伝え合い＞絵本より顔に見える葉っぱをグループで探し，その模
様からどんな表情か，何を言っているか想像したり自分が感じたことを伝えたりする。また，同じグルー
プの友達の話を聞きながら，友達の発見も素敵だなと感じたり，多様な感じ方に気づけたりできるように
する。(多様性)

