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Ⅰ 三木市がめざす就学前教育・保育の基本方針 

  

 １ 基本的な考え方 

 

  乳幼児期は、自我の芽生えが始まり、保護者との信  

 頼関係や、他の大人や子ども同士のかかわりの中で自 

 尊感情と社会性が育まれる重要な時期であり、生涯に 

 わたる人格形成の基礎が培われます。しかし、少子高 

 齢化や核家族化、地域コミュニティの希薄化など、成 

 育環境は変わり、子どもの置かれている状況には、厳 

 しいものがあります。 

  そこで、三木市では、市内の就学前教育・保育施設 

 の配置と規模の適正化を図りつつ、これまで併存して 

 いた幼稚園と保育所（園）から「幼保連携型認定こど 

 も園（以下、「こども園」という。）に全て移行する 

 ことになりました。 

  家庭での育児を大切にしながらも、必要とする全て 

 の子どもが教育・保育を切れ目なく受けることができ、 

 ０歳児から５歳児までの幅のある異年齢集団の中で、 

 子どもの豊かな育ちを保障していくことをめざしてい 

 ます。 

  こども園には、年齢の幅、在園期間や時間の違い、  

 保護者の就労の有無など、多様な背景をもつ子どもが 

 在籍します。保育教諭一人ひとりが、子ども理解を深 
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め、適切な支援をしていかなければなりません。 

 また、三木市は人権尊重の文化に根ざしたまちづくり
を推進しています。この理念を生かし、こども園におい
ても、一人ひとりの心の育ちを温かく受け止め、自尊感
情を育み、命の大切さを実感できる教育・保育を行いま
す。 

 さらに、一人ひとりの子ども理解に基づいて適切な支
援を行うには、道標がなくてはなりません。こども園に
は、保護者の就労の有無等に関係なく、地域の全ての子
どもが通うことができます。このことにより、就学後の
小学校、中学校までを見据えた、一貫した教育・保育を
行うことが可能になります。国が示した幼保連携型認定
こども園教育・保育要領に基づきながら三木市独自のカ
リキュラムを策定するものとします。 
 
（参考） 

 「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」策定の考え方 

 平成２６年に内閣府・文部科学省・厚生労働省から告示された「幼保連携型認定こども
園教育・保育要領」は次の３つの基本的な考え方によって策定されました。 

(１)子どもを取巻く環境を通しての教育及び保育の実施 

(２)小学校との円滑な接続の重視 

(３)特に配慮すべき事項 

  ・０歳から小学校就学前までの一貫した教育及び保育の展開していくものとしたこと。 

   ・園児の一日の生活の連続性及びリズムに配慮するとともに、保護者の生活形態を反  

   映した園児の在園時間の長短、入園児期や登園日数の違いを踏まえ、一人一人の状 

   況に応じ、教育及び保育の内容やその展開について工夫をするものとしたこと。特 

   に入園及び年度当初は、生活の仕方やリズムに十分に配慮するものとしたこと。 

   ・教育及び保育の環境の構成の工夫について、満３歳未満の園児と満３歳以上の園児  

   に分けて明示したこと。 

 

「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

（平成26年度内閣府文部科学省厚生労働省告示第１号） 

                 平成26年4月30日 
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２ めざす子ども像 

 

 

 

一人ひとりを育むこども園 

三木市の特性 

温かな家庭 豊かな自然 地域の絆 

３つの自立 

生活上の自立 学びの自立 精神的な自立 

めざす子ども像 

・たくさんの愛情に包まれて安心して健やかに育ち、人に対する信頼感
や思いやりをもつ子ども 

・身体も心もたくましく自立する子ども 
・自分と友だちの良さに気づき、認め合い、共に育ち合う子ども 
・さまざまな物事に興味・関心をもち、互いの思いを伝え合い、遊びや

生活を豊かにする子ども 
・人やものとかかわりながら、自分なりのイメージを持って考え、感性

豊かに表現する子ども 

 

 

  

 

 

生きる力の基礎（心情・意欲・態度）を育む 

4 



３ カリキュラムにおける三木市独自の重点内容 

 

（１）乳児から就学前の幼児までの発達の過程を見通し  

   た教育・保育の充実 

 

 人は一生涯を通して成長、発達します。特に、０歳児
から５歳児の時期は、子どもに自尊感情や社会性の基盤
を形成し、生きる力の基礎を育む重要な時期です。この
ような生涯発達の見通しに立って、こども園での教育・
保育の在り方を考えなければなりません。 

 この時期の子どもの育ちを保障していくにあたっては、
一人ひとりの子どもの実態を把握し、個々の発達の課題
に応じつつ、園として一貫性のある教育・保育を行うこ
とが大切です。その際、年齢や入園時期、在園時間・期
間、保護者の就労の有無等により、一人ひとりの子ども
が多様な背景をもっていることに十分に配慮し、各々の
生活や遊び、学びの連続性を考慮した教育・保育内容を
工夫しなければなりません。 

 本カリキュラムでは、園生活を通して生きる力の基礎
を育むために、年齢・期毎の標準的なねらいと内容を示
します。保育教諭は、一人ひとりの子どもの多様性を踏
まえつつ、その年齢・期毎にふさわしい生活や遊びを提
供していくことが求められます。そして、保育教諭が連
携し、園全体として、子ども自らが主体的に人やもの、
自然にかかわりながら育ち合えるよう環境を整えること
で、教育・保育の充実を図ります。 
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（２）三木市の豊かな自然を生かした教育・保育 

 

 三木市は、県の都市近郊に位置し、多くの自然が残
された緑多い町です。 

 豊かな自然環境の中で、季節の変化を感じながら、 

戸外でのびのびと安心して身体を動かし、遊びを楽し 

むことは、子どもにとって健やかな心身の発達・成長 

へとつながります。 

 また、乳幼児期の多感な時期に、自然の美しさや不 

思議さに心を動かされ、主体的に自然へとかかわって 

いくことを通して、子どもの中に好奇心が生まれ、探 

究心も育っていきます。こうした遊びの積み重ねが、 

子どもの思考力や表現力を育てる基礎となり、豊かな 

心の育成へとつながります。 

 さらに、身近な自然物や動植物に繰り返しふれ、感 

動を伝え合うことにより、子どもの中に、それらに対 

する親しみや自他の生命を大切にする心が養われます。 

 このように、三木市の特性を生かして、教育・保育 

の中にふんだんに自然を取り入れることにより、子ど 

もの身体と心を育むことをめざします。 
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（３）子どもの人権 

 

 人権教育は、人として生きていく上で、最も基本となる教
育です。三木市は、人権尊重の文化に根ざしたまちづくりの
推進を行っており、部落差別の解消をはじめ、さまざまな人
権課題の解消をめざす人権教育の取組を全こども園で実施し
ていきます。 

 乳幼児期の子どもは、身近な人とのかかわりの中で、人格
を形成していきます。特に、この時期は、保護者や保育教諭
など、愛情をそそぎ世話をする大人が、重要な役割を果たし
ます。したがって、こども園での人権教育は、子どもだけで
はなく、大人も含めて行うことが原則となります。 

 こども園での教育・保育においては、多様な背景をもつ子
ども一人ひとりをあたたかく受けとめ、各々の発達の課題に
応じた細やかな配慮をし、安心して過ごすことができる環境
づくりを行う必要があります。そのためには、保育教諭が、
高い人権意識をもって、個々の子どもの背景にある生活環境
や障がいなど多様な立場や違いを理解した上で、保護者も含
めて適切な支援をしていくことも大切です。 

 さらに、乳幼児期は子どもの成長が著しい時期です。自分 

のことは自分でしようとする成長への欲求を保育教諭が受け 

止めていくことが、子どもの人権を尊重する基本になります。 

４、５歳児ともなれば、子ども自らが主体的に生活を作り上 

げていく態度を養うことも求められるでしょう。 

 以上のことを実現していくため、人権に関する研修会等へ 

の参加をはじめ、園内研修会など、こども園をあげて、子ど 

もの人権について、積極的に学び合いを重ねていきます。 
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（４）組織的な特別支援教育・保育 

 

 三木市は、全てのこども園で障がいのある子どもを受け
入れます。各こども園においては、支援の必要な子どもの
特性に応じた支援を組織的・計画的に行うとともに、障が
いに対応する個別支援の内容を、障がいのない他の子ども
も共に経験することで、全ての子どもに様々な生き方の理
解が広がっていくこととなります。そうしたユニバーサル
デザインを推進することで、障がいの有無を問わず全ての
子どもの発達を支えていきます。 

 そして、三木市では障がいのある子どもへの支援体制と
して、各こども園に特別支援教育・保育を推進するための
中心的かつ専門的役割を果たす 

①『特別支援教育・保育コーディネーター』を配置 

 その主たる職務としては、以下の４つが挙げられます。 

 ア 子どもの特性に応じた教育・保育的支援の要 

 イ 家族支援などに関する相談窓口 

 ウ 特別支援に関わる機関同士の連携の推進 

  エ 特別支援教育・保育推進のための研修計画策定及び実  

  施 

②『特別支援教育・保育に関する園内委員会』を設置 

 以下の取り組みを進めていきます。 

 ア 保育教諭の特別支援に対する理解を深め、教育・保  

  育の専門性を高めるための継続的研修の実施 

 イ 市から派遣される指導主事との連携 

 ウ 他園や関係機関との情報の交換と共有、連携 
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 エ 園児が就学する小学校との交流活動、情報交換、  

  共同研修、連携これらの取り組みを通して、全て  

  のこども園において、子どもと保護者への支援を  

  継続的に行うことで、組織的な特別支援教育・保 

  育体制を充実していきます。 
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（５）小学校との連携 

 

 乳幼児期から児童期へと、子どもの学びは連続してい 

ます。しかし、こども園では遊びや生活を通しての「学 

びの芽生え」を育むことをめざすのに対して、小学校に 

入学すると教科等の学習を通しての「自覚的な学び」が 

求められます。このような学びの違いは、子どもが成長 

するために乗り越えなければならない大きな節目のひと 

つとなります。子どもが節目を乗り越えスムーズに進学 

するため、各こども園は、小学校との連携を推進してい

きます。 

① 保育教諭と小学校教諭との間で、次に示す交流を積  

 極的に行います。 

 ア 子どもについての情報交換、共通理解 

 イ こども園の保育・教育と小学校教育についての研 

  修会 

 ウ 保育・教育実践の相互参観と意見交換等 

 これらの取組を通して、子ども理解と互いの保育・教 

育についての見識を深め、就学前保育・教育から小学校 

教育への連続性を確保します。 

② 子ども同士の交流として、以下のような取組を行いま 

 す。 

 ア こども園と小学校で交流校園を定め、小学校の教 

  科 
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  学習等に園児が参加したり、こども園の教育・保 

  育活動に小学生が参加したりします。 

 イ 交流園以外の小学校に進学する子どもについて 

  は、居住する小学校の運動会等の行事に招待した 

  り、小学校への訪問体験を実施したりします。 

  このような交流実践を行い、園児には小学生へのあ 

こがれを、小学生には園児への思いやりの心情を育む 

ことで、小学校へのスムーズな移行を実現していきま 

す。 
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（６）養護 

 

 養護とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図る 

ために、保育教諭が行う援助やかかわりであり、子ども 

の健康増進や自己肯定感を培っていく基盤となります。 

 生理的欲求が十分に満たされることが、子どもの生き 

ることそのものを保障することにつながります。乳児期 

から保育を行うこども園では、子どもの年齢に関係なく、 

この「養護の基本」を押さえておく必要があります。 

 また、在園時間が異なる多様な子どもがいることを踏
まえ、食事、睡眠、遊び、休息等を無理なく営めるよう

にし、子ども一人ひとりにふさわしい生活リズムが作ら

れるよう援助を行うことが大切です。 

 さらに、情緒の安定を図るために、保育教諭は、温か 

なやりとりやスキンシップによって、子どもと信頼関係 

をしっかりと築くことが求められます。子どもは、やが 

て、人とのかかわりの心地よさを身体で感じ、情緒豊か 

な応答的なやりとりを楽しめるようになります。こうし 

たかかわりの積み重ねにより、子どもは安心して意欲的 

に活動できるようになり、確かな自己肯定感が育まれて 

いきます。  

 子どものありのままを受け止め、その心の安定を図り 

ながらきめ細かく対応していく養護と、保育教諭の願い 

や意図を伝えながら、子どもの成長・発達を促し導いて 

12 



いく教育とは、切り離せるものではありません。こども 

園では、それを意識しながら、養護と教育を相互に関連 

を持たせ一体的に展開していきます。 

 

13 



（７）健康・安全の保持及び食育の推進 

 

 人が健康で安全、快適な生活を営む上で大切なことは、乳 

幼児期から発達に応じた自立と社会性を養うための基本的生 

活習慣を身に付けていくことです。 

 健康面について、こども園では、子どもの日々の健康状態 

を、保護者とともに把握し、一人ひとりの健康の保持及び増 

進に努めます。また、疾病や感染症を予防するため、専門機 

関と連携し、衛生的で安全な体制を整備し、生活を通して子 

どもが自らの健康を保つ行為を習慣化できるよう努め、生涯 

にわたる健康の基礎を培い、身体だけでなく、心の健康も保 

持、向上していきます。 

 また、市で策定した児童虐待マニュアルにしたがって、虐 

待の発生予防と早期発見・対応、関係機関との連携・情報共 

有を行っていきます。  

 安全面については、施設、園庭、遊具、玩具等の日常の安 

全管理はもちろんのこと、子ども自らが身を守り、安全を確 

保する能力を育てるため、交通安全・防犯教室等を実施しま 

す。さらに、震災の教訓を生かし、定期的に避難訓練を実施 

し、災害時の適切な行動等について日頃から指導するととも 

に、事故防止マニュアルを策定し、子どもの安全確保につい 

て、家庭や地域、関係機関との連携を図ります。 
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 加えて、食を営む力の基礎を培うよう、乳幼児期か

らの食育を組織的・計画的・継続的に進めていきます。

家庭と連携しながら、食に関する習慣の定着を図ると

共に、子どもが食べる喜びを感じられるよう創意工夫

を行います。また、アレルギー等の個別対応が必要な

子どもに対しては、家庭と連携しつつ、安全を確保し

た上で、食生活が豊かになるよう工夫や支援を行いま

す。 
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（８）子育て支援へのアプローチ 

 

 こども園は、子どもの最善の利益を図るため、保育教諭 

等の専門性を有する職員が連携し、子育て支援に取り組み 

ます。保育教諭が、日頃からふれあう中で、家庭との連携 

を密にし、一人ひとりの保護者を尊重し援助を行うと共に、 

家庭教育の大切さについても積極的に発信していきます。 

 また、こども園を開設する中で、通園されている子ども 

の保護者はもとより家庭で子育てされている地域の全ての 

保護者に対しても、子育て相談や情報提供を行い、子育て 

を楽しめるよう支援の充実を図ります。 

 加えて、子育てボランティアなど地域の人々の支援もい 

ただきながらこども園、家庭、地域とのネットワークによ 

る子育て環境の充実を行います。 

 そして、子育ての支援拠点としての具体的内容について 

は、次のとおりとします。 

① 子育ての相談窓口 

 子どもの保護者への子育て相談や情報の提供を行うとと 

もに、家庭で子育てされている地域の保護者に対しても、 

子育てについての相談、情報の提供、助言などのサポート 

を行います。 

② 一時預かり事業 

 １号（教育標準時間）認定の子どもの保護者や、家庭で 

子育てされている保護者が、家庭において保育を行うこと 
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が困難になった場合などに、こども園において一時的に
保育を行います。 

③ 子育て支援拠点 

 子育てボランティアなど、園にかかわっていただいて 

いる地域の人々の協力や市に「子育て支援コーディネー
ター」を配置することにより、各こども園と連携し保護
者の子育て相談などを行うとともに、地域の子育て力の
向上を図ります。 
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（９）研修の充実 

 

 乳幼児期は人間形成の基礎が培われる重要な時期であ 

り、自我が形成されると共に他者の存在を意識し始め、 

人とのかかわりや身近な環境への興味・関心が広がる時 

期です。好奇心や探求心を育み、生きる力の基礎を培う 

ために、遊びを通した総合的な教育・保育を行うことが 

大事です。 

 教育・保育を行うにあたって、保育教諭は、子どもの 

内面を理解したうえで、人、もの、自然などの教育・保 

育環境を整えるとともに、主体的かつ豊かな活動を引き 

出す力が必要となります。子どもを理解するということ 

は、一人ひとりがどのような体験を積み重ねているのか、 

その体験が充実し発達を促すことにつながっているのか 

を把握することであり、それに基づいて、保育教諭は一 

人ひとりの子どもに応じた柔軟な援助をすることが可能 

となります。 

 このため、研修を充実し、保育教諭の資質向上を図る 

ことは、「質の高い保育」を実現するために、極めて重 

要です。三木市では、以下に示すような体制、内容、方 

法等で研修を行います。 
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○研修体制の充実 
 ・研修に参加しやすい環境づくりのための時間と人員

の確保 
 
○研修内容  
 ・子ども理解 
 ・乳幼児期におけるふさわしい保育内容について 
 ・学びの可視化 
 ・協同性の学び 
 ・発達や学びの連続性  
 ・人権教育 
 ・特別支援教育・保育 
 ・保護者支援 
  ※講師招聘等により研修内容の充実を図る 
 
○研修方法  
 ・園内研修会……各園で行うもの 
 ・交流研修会……市内のこども園が保育を公開し合う

など、合同で行うもの 
 ・指定研究会……研究指定園を定め、テーマを決めて

行うもの 

 

幼保連携型認定こども園 

 
 
 各園の研修をサポートし、研修成果を市内こども園で共有する
ため、発信する。 

三木市教育委員会 
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（10）評価及び監査 

 

 各こども園は、本カリキュラムに則り、創意工夫しながら、 

教育・保育を計画、実施、評価、改善することが求められます。 

 各こども園は、園の特性を生かし、園長の責任のもと、年間 

計画を作成します。保育教諭は、子どもの実態に応じて、指導 

計画を作成し、日々の記録やカンファレンスに基づいて、自己 

評価を行い、教育・保育内容を改善します。さらに、評議員や 

保護者等の園の関係者評価を実施し、地域にその成果を発信す 

ることが求められます。 

 さらに、三木市では、教育・保育の質の向上や施設の運営の 

適正化を図るため、国の制度では特定教育・保育施設に対して 

必要と認められる場合に指導勧告等を行うように努めるとした 

規定となっているところを、三木市条例に基づき、第三者によ 

る評価及び監査を義務づけ、定期的に実施します。 

 以上の方策により、市内全域でどのこども園においても市が 

責任を持って、本カリキュラムに基づき均しく質の高い教育・ 

保育を実施していきます。 
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三木市共通 

カリキュラム 

21 



Ⅱ 三木市共通カリキュラム 

 

１ カリキュラム策定にあたって 

 

 三木市の共通カリキュラム策定にあたっては、教育・ 

保育要領を策定するにあたって示された、国の３つの考 

え方を基本とし、今までに示した 

（１）基本的な考え方 

（２）めざす子ども像 

（３）カリキュラムにおける三木市独自の重点内容に基 

   づき、年齢別カリキュラムを次のとおりとします。 

  ① ３歳未満の園児については特に健康や安全、発 

   達の確保を十分に図るために、月齢ごとの個々の 

   成長に寄り添ったカリキュラムとしています。    

       特に、２歳児から３歳児にかけては、周りの人 

   間関係や環境への興味、関心が広がる時期である 

   ことから、個の発達に配慮したカリキュラムと集 

   団の活動に観点をおいたカリキュラムとしていま 

   す。 

  ② ３歳児以上の園児は、学級による集団活動の中 

   で遊びを中心に発達を促す視点を重視したカリキ 

   ュラムとしています。 
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 年 齢   期     理 由 

０・１歳児 
（入園可能となる月
から新年度２歳児と
して在籍するまでの
園児。） 

 
定めない。 

０・１歳児は、入園時期が異なり、
子どもの個人差も十分に配慮する
ために、期を設定せず、一人ひと
りの状態に応じて対応します。 

２歳児  
（２歳児とは、新年
度満２歳でその年度
内に３歳になる園
児。） 

低月齢児※1と高
月齢児※2に分け
た４期とする。 
Ⅰ期(４・５月) 
Ⅱ期(６～８月) 
Ⅲ期(９～12月) 
Ⅳ期(１～3月) 

２歳児は、月齢や入園時期等によ
る個人差に配慮しながら、周りの
人間関係や環境への興味・関心の
広がりを促すため、月齢によるカ
リキュラムに加えて、３～５歳児
に準じた期によるカリキュラムも
取り入れます。 
 

３～５歳児 
（３歳児とは、新年
度満３歳でその年度
内に４歳になる園児。
４・５歳児も同様の
考え方。） 

５期とする。 
Ⅰ期(４・５月) 
Ⅱ期(６～８月) 
Ⅲ期(９～10月) 
Ⅳ期(11～12月) 
Ⅴ期(１～３月) 

３～５歳児は、個の成長とともに、
子ども相互の関係や協同的な活動
を促すため、多様な教育・保育を
行えるよう細やかな５期とします。 

 

２ 期の考え方 
  
(１)期とは 
   年齢ごとに一年を通して子どもがどのように発達し、ど 
    のような生活を展開するかということを見通して、一年間 
    をいくつかの時期に分けたものです。 
(２)期の設定及び理由 
   三木市のカリキュラムの期を考えるにあたって、三木市 
    のすべての幼稚園、保育所（園）のカリキュラムを調査し、 
    それぞれの時期による教育・保育のねらいと内容等をまと 
    め、検討した結果から以下のように決定しました。 

※1  低月齢児の目安：10月～３月生まれ 

※2  高月齢児の目安：４月～９月生まれ 
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３ 年齢別カリキュラムの記述内容 

 それぞれの月齢または期におけるねらいや内容等の
枠組み及び記述内容は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

期（月） 

幼児の姿 

ねらい 

  

内 容 

環境構成・
援助 

  

家庭・ 
地域・ 

小学校 

との連携 

 （参考資料） 

三木市内保育所（園）・幼稚園 カリキュラム 期の捉え方 
三木市内保育所（園）・幼稚園 カリキュラム 項目の捉え方 
               （0・1・2歳児）   
   
三木市内保育所（園）・幼稚園 カリキュラム 項目の捉え方 
               （3・4・5歳）   
   
三ラムの捉え方    
三木市内保育所（園）・幼稚園 カリキュラム 理念・方針・目標 

 

 

在園時間の
違いに対す
る配慮 

 

この期の子どもの顕著な姿や、予想される姿を記入して
いる。 

１年を子どもの発達段階に考慮し、２歳児は４期、３～
５歳児は５期とする。 

０～２歳児・・・乳幼児の成育や発達を促すよう、健康、
人間関係、環境、言葉、表現などの観点
で生活、遊び等を計画的に記載している。 

３～５歳児・・・園生活の流れの中で、５領域（健康、
人間関係、環境、言葉、表現）に配慮し
た総合的な取組を記載している。また、
養護を視野に入れた教育・保育の内容を
記載している。 

家庭・地域・小学校と認定こども園の生活がつながり、
発達に応じた育ちが促されるよう連携の内容や方法を示
している。 

月齢または期に応じて発達にふさわしい「ねらい・内
容」が達成されるように、保育者が教育・保育の環境を
設定する際の留意事項や配慮事項を「環境構成」として
記述している。 

月齢または期において、子どもに育てたい生きる力の基
礎となる心情・意欲・態度を示している。 
「園児が」を主語としている。 
 

３～５歳児について、短時間児が在園していない時間や時
期における配慮事項を示している。 
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特に配慮すべき事項 
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１  0・1・2歳児カリキュラムでは、この時期の子ども 
  にとって、月齢や入園時期等により個人の発達に大き 
  な幅があることをふまえ、子どもの今ある姿と望むべ 
  き姿をしっかりと把握するため、発達の目安を示し、 
  これに応じた教育・保育のねらいや内容を定めました。 
  しかし望むべき姿はあくまでも目安であり、目標達成 
  ではないことに留意した上で、同じ月齢であっても個 
  人差があることを視野におき月齢・項目ごとの発達を 
  十分確認しながら、各園児への教育・保育のねらい、 
  必要な関わり方や遊びを、各園が作成する個別指導計 
  画に反映するものとします。 
 
２  ３歳以上の園児は、同一学年の園児で編成される学 
  級による集団活動で、同年齢や異年齢の集団での遊び 
  を中心とする園児の主体的な活動を通して、個人差及 
  び同一個人の中でも領域により発達の差があることを 
  視野におき、発達を促す経験が得られるよう工夫をす 
  るものとします。また、一日の生活の流れの中で、学 
  級として活動する時間と短時間児が帰った後の活動時 
  間とを工夫し、短時間児と長時間児に差が生じないよ 
  う配慮するものとします。 
 
３  長期休業日（夏休み・冬休み・春休み）・休日（土曜

日・日曜日）保育については、短時間児は長期休業日及
び休日は登園しないため、長時間児の長期休業日・休日
保育については、そのことを踏まえ、十分配慮すること
とします。特に、夏休みについては長期にわたり、短時
間児が家庭での生活や体験をしていることから、長時間
児については、教育・保育内容を家庭的な雰囲気の中で
過ごせるような配慮をしなければなりません。 

 
４ 今後とも共通カリキュラムは、見直しを行っていきます。 
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年齢別カリキュラム 
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０～２歳児カリキュラム 
 

 

（個の発達を観点とするカリキュラム） 
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 0・1・2歳児

 ６ヶ月 １歳 １歳６ヶ月 ２歳 　２歳６ヶ月 ３歳 ３歳６ヶ月
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 43～ 47

食事

《カリキュラムについて》

0・1・2歳児は月齢や入園時期によって、発達過程に大きな幅がある。子どもの発達過程をしっかりと把握し、その発達状況に応じたカリキュラムを編成するべきであると考えた。まず子どもの発達の目安を示し、これに対しておおむね年齢ごとのカリキュラムを定めることと
した。しかしあくまでも目安であり、達成目標ではないことに留意し、年齢ごとのねらいをふまえ、個々の発達に添ってどうサポートしていくのかを探り、個別の指導計画を立てる時の基準になるようにする。

１歳 ２歳

月齢

0歳

・生理的欲求が満たされ、心身ともに健康に過ごす。
・安定した生活リズムの中で保育者に見守られ、励まされながら身のまわ
りことを自分でしようとする気持ちを持つ。
・保育教諭との信頼関係のもと、安心して自分の気持ち（意思や欲求）を
表し、また、遊びの中で自分の思いを動作や簡単な言葉を使って表現する
ことで、コミュニケーションの力を身につける。
・安全・安心な環境のもと、戸外・室内ともに好きなあそびを心と体を十
分に使って楽しみ、探索活動を様々に経験する中で、周囲に興味・関心を
持つ。
・感覚を使って経験したことをくり返すことによって、音あそび、模倣な
どを楽しもうとすることができるようになる。
・様々な食べ物の味を知り食べることの楽しさを感じる。

・安心できる保育教諭との関係の下で、日常生活に必要なおおおよそのことを自分でしようとしたり、自分でできる喜びを感じる
・保育教諭と一緒に、全身や手や指を使う遊びを楽しむ。
・身の回りに様々な人がいることを知り、徐々に友だちと関わって遊ぶ楽しさを味わう。
・身近な物や、自然を見たり、触れたり、話を聞いたりして興味や関心をひろげる。
・保育教諭を仲立ちとして、生活や遊びの中で言葉のやりとりを楽しむ。
・保育教諭と一緒に人や動物などの模倣をしたり、経験したことを思い浮かべたりして、ごっこ遊びを楽しむ。
・興味のあることや経験したことなどを、生活や遊びの中で保育教諭と共に好きなように表現する。
・楽しんで食事、間食をし、食事のマナーを身につける。ねらい

・保健的で安全かつ家庭的な環境において、個別保育を重視し、個
人差に十分配慮した乳児の基本的な欲求を満たす関わりをする。
・一人ひとりの乳児の生命が守られ、心身ともに安心・安全にすご
す。
・まわりの人からこよなく愛され、人への基本的信頼感を形成す
る。
・乳児の生活が安定していくための基本となる睡眠のリズムを確立
し、情緒の安定を図り健康的な生活リズムをつくっていく。
・自分の周囲や人への関心を持てるような環境を通して、ことばや
人間関係の基盤をつくる。
・いろいろな食べ物に慣れ、楽しい雰囲気の中で喜んで食事ができ
るようにし、離乳食の完了を図る。
・保育教諭との関係の中で表情・発声などにより、自分の気持ちを
表現する。

37～

睡眠

排泄

着脱

子
ど
も
の
発
達
を
支
援
す
る
内
容

離乳が完成する 

スプーンを使ってみようとする（上手握り） 

自立して自分で食べられる 

自分で口を拭く 

くちびるを使う 

３回食になる 

舌を上手に使って食べる 

哺乳瓶からコップへ移

行する 

手づかみで食べる 

歯茎を使って食べる 

２回食になる 

味覚が発達する 

味に慣れる 

１回食になる 

スプーンに慣れる   

自分の食べ物と人の食べ物の区別ができる 

握り箸で食べる 

スプーンを使って食べようとする（逆手握り） 

こぼすがひとりで食べられる 

３回寝をする            ～          ２回寝をする          ～           １回寝をする 

食器を運んだり、食事の後片付けができる 

各自の睡眠のリズムに応じて寝たり

起きたりを繰り返す 

目覚めた時汗を多くかいていたら下着をとりかえてもら

う 

上着を脱がせてもらい薄着で眠る 

必要な時カラー帽子をかぶ

ろうとする 

汚れたら新しい衣服に着替えさせてもらう 

必要に応じ自分の靴

を出す 

靴を脱ぐ 

靴下を脱ぐ 

着替えさ

せてもら

う 

パンツ・ズボンを自分

で脱ぐ 

大きなボタンを

はずす 

チャックの開閉ができ

る 

簡単な衣服の

着脱を自分で

してみようとす

る 

ボタンをはずす 

マジックテープ、スナップをとめたりはずしたりす

る 

パンツ・ズボンをはく 

自分で靴をはくが、左右

がわからない 
助けられて靴を

はく 

かかとを合わせて靴下をはく 

自分で着替えられる 

カラー帽子をかぶる 

ボタンをはめる 

衣服をたたみ、片づける 

湯ざましを飲む 

飲ませてもらうとコップで飲める 

離乳に移行する 

衣服の前後、表裏がわかってく

る 

咀嚼が完成する 

スプーンですくって食べる（移行待ち） 

後ろへ手を回しパンツを引き上

げて履く 

上の服をひとりで脱ぐ 

靴を履かせてもらう 

箸を使って食べる 

自分の布団に入って静かに横になる 

保育者に見守られながら眠りにつく 

安心して一定時間眠る 

早く目覚めても布団の中で休

んでいられる 

自分で着替えようと

する 

夜間の睡眠が安定し、

昼夜の区別がつく 

生活のリズムが 

一定化してくる 

安心して眠る 

就寝のリズムが 

一定化してくる 

自分の布団に歩いて向

かう 

自分から布団に入り 

布団をかける 

靴がはける 

上着を着る 

指摘されたら直す 
保育者の支援のもとズボ

ンやパンツを自分で脱ご

うとする 

安心してオムツ交換をしてもらう 

おむつを替えてもらい、きれいになった心地よさを感

じる 保育者と一緒に手洗い等をする 

排尿の一定化が見られる 

定時排泄への導入（促されて行く） 

自分からトイレに行き始める 

オムツがぬれたことを知らせる 
自分からトイレに行くことができ 

成功の回数が増える 

オムツをはずしパンツになる 

大人にふいてもらう 排尿のあと少しの助けで紙を使い、水を流す 

パンツを全部脱がずにおろし

て排泄ができる 

トイレで排尿したことを知

らせる 
男子用便器の排尿に慣れていく 

味の違いに気付き、楽しんで食べる 
遊び食べをする 

椅子に座って食べる 

コップを両手で持って飲める 

友達と一緒に楽しく食事をする 

排泄後手を洗えるようになる 
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 0・1・2歳児

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 43～ 47

理
解

　　

37～

衛生

言
語

子
ど
も
の
発
達
を
支
援
す
る
内
容

人
間
関
係

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン

月齢
 　２歳６ヶ月 ３歳 ３歳６ヶ月６ヶ月 １歳 １歳６ヶ月 ２歳

泣くことで不

快・不安を知ら

せる 

共鳴動作が 

あらわれる 

あやされると 

声を上げて笑う 

泣く・笑うなどの感情表

現をする 

喃語がしっかり出る 

あやされると

微笑む 連続音の喃語 

（ブーブーなど）が

出る 

欲しい物を声を 

出して意思表示する 

禁止を理解する 

（制止の言葉かけ

に対し、反応す

る） 

人見知りをする 

たそがれ泣きをする 

動作の模倣をする 

大人の言葉を真

似る 

単語が出始める 

（マンマ・ワンワンなど） 

物の名前に興味をもつ 

ことばが爆発的に増え２語文を話

すようになる 

困った時に大人に助けを求めることができる 

言葉の模倣が増える 

感情の表現が豊かになる 

喃語の中に意味のある発語が増える 

人に関心を持って模倣が豊かになる 

自我が拡大し、反抗が表れてくる 

身に着いた生活習慣により 

見通しをもって行動し始める 

自我が芽生える（何でも自分でしたい） 

言語を使って要求する（2語文程度） 

2つの内容で構成される長い言葉がけが

理解できる 

自尊心が芽生える 

気の合う友達と遊ぶ（友だち関係の成立） 

「なんで？」「どうして？」と納得するまで聞く 

（理屈を求める質問期） 

物事の因果関係がわかる文章を話す 

（理由を説明する。～だから・・・） 

多語文、従属文を話す 

仲介があれば友だちと一緒に遊ぶ 

我慢することができる 

簡単なルールを理解して遊ぶ 

簡単な生活のきまりがわかる 見えないものの存在を理解

して、かくした物を探す 

見立てあそび、再現あそび、 

ひとりあそびをする 

丸・三角・四角がわかる 

大人からの長い言葉がけを理解し行

動する 

大小・長短などの対概念の理解ができる 

ぼく、わたしなどの１人称をつかい「じぶんで」「ひとりで」という 

自分の行動を正当化するようになる 

現在、過去、未来がわかる 

物や人に対して好き嫌いが出てくる 

“どうして”をくり返して知識を増やしていく 

身近な大人の言動を観察し、ごっこ遊びのなかで再現する 

言葉を使ってコミュニケーションをとる（「いれて」「かして」などの使い方を身につけていく） 

模倣力が高まり、言葉の真似が増加する 

 

簡単な伝言ができる 

抽象概念が確立する 

会話に自分の名前をいれて要求を表現するようになる 指差しで思いを伝えようとす

る 

順番を待てるようになる・生活の決まりを守ろうと

する 

ジャンケンがわかり始める 

指差しで要求する 

友だちや保育者の名が

わかり、指差しする 

性別が分かり始める 

貸し借り・順番・交代ができ、約束・依頼・説得がわかる 

特定の人のあやしに反

応する 

母音+子音（ブー・ウー） 

名前を呼ばれると返事をする 

思い通りにならなくても気持ちが切り替えられる  

体験と指導をとおして自己コントロールができ

る 

自分の名前

がわかり 

呼ばれると

振り向く 

人見知りをす

る 

親しい人に自分から手を出

して抱かれようとする 

（母親や特定の人の顔を見

分けられる） 

自分によく関わって

いる人を認識する 

３ヶ月微

笑 

（顔の形

に微笑

む） 

友だちに関心を持ち、手をつなごうとする 
保育者と物のやり取りを楽しむ 

物や人のとりあいが頻繁に起こる 

ごっこ遊びをする（道具を媒介した） 

友だちの名前を呼ぶ 

他者との共感を求める 

（褒められることを喜ぶ） 

（「見ててね」） 

自分と他者を明確に分け始める 

並行遊びをする 

社会的ルールの中でのけんかをする 自分からあいさつしようとする 

他者と自分の認識が明確になる 抱かれると

泣き止み、

安心した表

情をする 

大人の顔を見る

と微笑み、いなく

なると泣く      

後追いをする 自分によく関わっている人を認識する 

叱られたことが分かり始める 

人に関心を持って、模倣が豊かになる 

自分の物がわかる 

指差ししながら相手を見る、交流

の指さしをする 

欲求を体で表し、押し通そ

うとする(だだをこねる) 

保育者と一緒に友だち 

と関わって遊ぶ 

自分の物と人の物との区別ができる 

自分の物に執着する 

けんか・かみつきが多く見ら

れる 

「自分で」と主張する 

自分と相手の強弱関係がわかる 

好きな友だちと遊ぶ 

欲求を視線

や発声、表情

に変化で表

現する 

平面的な顔

の絵に笑わ

なくなる(社会

的微笑) 

見慣れない人

を見ると泣く 

人をしっかりと

見る 

人見知りが強くなる 

自分の物・場所が明確になる 

友だちに向けた行動(抱きつく・上に乗る) 

自己主張が強くなる（「イヤ」・自我の拡大） 

取り合いに自己主張してから解決する 

気の合う子や気にかかる子ができ、関わって遊ぶ 

想像して絵を描くことができる 

身体の清潔の快・不快が分かり、泣いたり喜んだりして示

す 

汚れている時タオルで顔を拭いてもらう 

声かけによって 

手洗い等ができる 

汚れに気付き、汚れ

た足を洗ってもらう 

鼻汁を知らせて拭いてもらう時促されてかむ 

たらいに足を入れ

て洗う 

助けをかりてタオルで顔

を拭く 

ぶくぶくうがいをする 

鼻汁を自分で 

拭く 

がらがらうがいをする 

足をすり合わせて流水

で洗う 

自分から手を洗ったりタオルで拭いたりする 

手のひらをこすり合わせて手洗いをしようとする 

鼻汁を自分でかむ 

石鹸で手洗いをする 

手洗いの自立 

両手を合わせて水を切り、手を拭く 

手洗いの一連の作業が自然にできるようになる 

嫌がらずに手・口を拭いて

もらう 

冷たさや熱さがわかる 

３原色(赤・青・黄）がわかる 

順番を待てるようにな

る 

保護者や友だちの話を聞こうとする 保護者や友だちの話に興味をもって最後まで聞く 
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 0・1・2歳児

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 43～ 47

粗
大
運
動

巧
緻
運
動

37～

表現

月齢

　
運
動

子
ど
も
の
発
達
を
支
援
す
る
内
容

 ６ヶ月 １歳 １歳６ヶ月 ２歳 　２歳６ヶ月 ３歳 ３歳６ヶ月

物を持ち替えることが

できる 

指先を使って小さな物

を掴む 

指が開き、わし摑みができる 

容器から容器へ移しかえる 

親指と人差し指で物を

掴む 

左右の手に持ったもの

を 

打ち合わせる 

スプーンが使える 

積み木を３つ以上積む 

クレパスでなぐり書きをする 

チョキを出せる 

ビンのふたを開ける 

物を何かに見立てて遊ぶ 

どの指も自由に動かせるようになる 

縦・横・十時の線を描く 

描画で○がとじる 

グーパーを繰り返しできる 

指で３をあらわす 

物を落とすことを

楽しむ 

持たせるとガラガ

ラやおしゃぶりな

どを少しの間握っ

ていたり、口へ

持っていく 
色々なものを出したり 

入れたりする 
おもちゃを見せると 

手を出してつかむ 

 

シールを貼ったり剥がしたりする 

物を押したり引いたり、

ボールを転がしたりする 

ドアや引き戸などを 

開けたり閉めたりす

る 

水道の蛇口をひねる 

ブロックをはめる 

絵本のページを１枚ずつめくれ

る 

手製粘土を手の平で 

転がしたり、ちぎったりする 

ボールを投げたり、追いかけた

りする 

ボールを蹴ることが 

できる 

ボールを片手で 

投げる 

箸を使って食べる 

ボタンのはめはずしができる 

はさみを使い始める（１回切り） 

積み木を５～６個積み上げられる 

スプーンの持ち方を「移行持ち」に切り替える 

「見つけた」と

いう表情が出

てくる 

スクリブルを始

める 

手を左右往復したり、

上下に動かして描く 

真似て歌おうとしたり、

手をたたいたり、全

身でリズムを取る 

興味のある物を見て、指

差しして喜ぶ 

振る、打ち合わせる等の行動で音を出して 

楽しむ 

ブロックをつないだり外

したりする 

感情表現が豊かになる 

曲線的に弧を描くようになる 

曲がってしまうが線を 

描こうとする 

斜めの往復が描ける 

円錯や縦方向の線が描

ける 

描いた物に意図的に意

味づけする 

粘土を変形させることができる・粘土ベラを使う 

簡単な歌を聞いたり歌ったりして、手遊びを楽しむ 

円が描ける 小さい円を閉じて 

描く 

紙を前後に破る 

のりをつけて貼る 

紙を折って遊ぶ 

大小の円・長短の線・十字などの表現が 

豊かになる 

友だちと一緒に歌うことを楽しむ 

「～のつもり」と意図を持って描いたり 

描いた物を見立てる 

物を使って見立て遊びをする 

円と線をかき分ける 

目・鼻・口を描く 

描いた物に意味づけ

する 

色々な素材を使って遊ぶ 

ハサミを連続で動かして形を切る 

身近な人を描き分ける 

頭足人を描く 

簡単なリズム打ちをする 

リズミカルに動く 

素材の表裏・上下・前後が分かる 

粘土で２次元の顔を作る 

対称の折り目をつける 

ずり這い→四つ這い→高這い 

おすわり完了 

寝返りを繰り返しながら

移動する 

寝返りをする 

首がすわる 

反射活動 

・把握反射 

・モロー反射 

・非対称性反射 

歩行が確立し、かなり長い距離を一人で歩く 

小走りができる 

一人歩きができる 

伝い歩きをする 

つかまり立ちをする 

しゃがむ 

お座りの体勢から立ち上がる 

両足とびができる 

ボールを上手で投げる 

物を持ったまま立ち上がる 

ラッパなどを吹く 

物をまたぐ 

戸の開け閉めができる 

1段毎に足をそろえながら手すりにつかまらずに階段の上り下りができる 

低い段差からジャンプする 

三輪車を蹴って進む 

抽象的なこと（早く・遠くなど）の意味がわかり

始める 

相手に合わせて力をコントロールする 

片足立ちをす

る 

スムーズに止まる 

全力で走る 

欲しい物に手を伸ばす 

手に持った物を舐めて確

かめる 

寝ていて自

由に頭の向

きを変える 

ひとりで寝転んだり、 

起き上がったりする 

うつぶせにする

と胸のあたりか

ら肩をそらせる 

支えてやると立ち姿勢ができる 

布団に足から入る 

すべり台を足からすべ

る 

（目標に合わせて方向

転換する） 

その場跳び(１回）を

する 

遠歩きができる（約１㎞） 

短い距離を並んで歩くことができる 

目的に向かって走ることができる 

連続両足とびができる 

つかまって片足とびができる 

交互に足を出して、階段の上り下りができる 

手と目の共

応ができる 

腹ばいをする・お腹を

軸にぐるぐるまわる 

親指が開い 

てくる 

左右、上下１８０度の

追視ができる 

色々な遊具を使って、

簡単な運動遊びができ

る 

（ぶらさがる、よじ登る、 

とびおりる） 

開脚して股のぞきができる 

指示に合わせて動作をおこなうことが 

できるようになる 

はさみを使って切る（連続切り） 
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 0・1・2歳児

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 43～ 47

家庭との連
携

・「自分でしたい」という意欲を十分に受け止め、子どもが自分でできる方法や物を可能な限り、準備する。その上で必要に応じて援助していく。

・自我の芽生えとともにケンカも増えるが、生きていく上で必要な人間関係力を学ぶ機会ととらえ、タイミングを図って、介入し、友だちとの関わり方を丁寧に知らせて
いく。

・友だち関係、行動範囲ともに広がりを見せるため。安全面には十分注意する。

・異年齢クラスや地域との交流を図るなど、人間関係や生活の場を広げる活動を取り入れる

環境構成
・援助

・情緒的に安心できるよう食事や睡眠などの生理的欲求を十分に満たす。

・保育教諭と子どもが１対１で関わることを大切にし、話しかけやスキンシッ
プの機会を十分にもつ。

・保育教諭に見守られながら、安心・安全に色々な動きができるスペースを
十分に確保する。

・五感を十分に働かせて、それらを認識していく活動が経験できるように準
備する。

・保健的で安全。

・情緒が安定し、安心できる環境で、のびのび成長できるよう、０歳児に引き続き
「１対１」で保育教諭が「応答的な関わり」を心がける。

・危険なものは取り除き、思う存分探究心や集中力を満たす活動力ができる安全
な環境を整える。

・子どもの行動の先取りは避け、子どもが興味をもっている事や、何をしたいのか
を見極めて準備をする。

・互いの存在に興味をもち、子ども同士の関わりが出てくる中で他害行為が見られ
ることがあるが言葉による気持ちの表現に置換していけるよう介入準備をする。

・入園以降の流れのなかでその時期に応じた保護者の不安や疑問に適時応じながら、育児に対する見通しをしっかりと伝え、保護者との相互の理解を進めることを心がける。そして、子どもの成長を共に考え、ともに喜びあえる育児の良いパートナーシップを築いていくことを心
がける。

・特に３歳未満時の精神的・身体的発達はめざましいものがあり、それに応じた基本的な生活習慣の定着、人関係の豊かさの伸び、環境へのかかわりの力の伸びなどをしっかりと支える時期にあり、家庭との連絡を密に取り、園と家庭での関わりを並行させることができるよう、保
護者を支えていく。

・地域特性、季節の変化などに伴い、伝統行事や季節の遊びに親しむことの大切さを伝え、園行事の意味を理解してもらい、その参加を勧めると同時に、家庭においても同様の経験をし親子のつながありを深めることができるように伝えていく。

・児童の健康・安全に配慮することの大切さを伝え、時期に応じた衛生情報や家庭での配慮に伝え、家庭と連携を保つ。

１歳６ヶ月 ２歳 　２歳６ヶ月

遊び
(遊びの
例)

月齢 37～

環境

子
ど
も
の
発
達
を
支
援
す
る
内
容

 ６ヶ月 １歳 ３歳 ３歳６ヶ月

保育者との温かい関わりの中で愛

着関係を築く 

色や音に反応し、がらがらを振るな

どおもちゃで遊ぼうとする 

安心できる保育者のもと、身近なものに興味・関

心をもち、見たり触れたりする 

様々なものに興味を示し、探索活動を楽しむ中で、「自分が行きた

いところに行ける」という満足感を味わう 

歩くことを楽しむ 

イメージしたものを遊具などで見立てて遊ぶことを楽しむ 

季節に応じた身近な自然物や生き物に興味をもち、見たり触れたりする 

異年齢の交流や、ふれあいの場に参加す

る 

簡単な身の回りのことを、自分でしようとし、「できた」という満足感を味わ

う 

探索活動がさらに活発になり、自分がしたい遊びに集中して取り組む 

季節ごとの身近な自然物に興味をもち、遊びに取り入れようとする 

絵本や紙芝居・手遊びなど、繰り返しのある言葉の模倣を楽しむ 

ごっこ遊びを楽しむ 

・明るくはっきりした色 

・吊り玩具・目で追う 

腹這いを促す遊

び 

寝返りを促す遊

び 
ずり這いを促す

遊び 

おすわりを促す

遊び 

四つ這いを促す遊び 

見る遊び 

握る遊び 

聞く遊び 

なめる・噛む遊び 

・軽くて握りやすいもの 

・優しい音の出るもの 
動かして音を楽しむ 

認識・感触を促す遊び(いないいないばあ・鏡・

布等） 

手・指を使う遊び 

・つまむ・出し入れ・引っ張る・打

つ・指さし・たたく・握るなど 

音を出す遊び 

・くぐる・よじ登る・

乗り越える 

・モビール・ガラガラ 

・オルゴールメリー 

・起き上がりこぼし 

・色玉・でんでん太鼓 

・布、タオル地の人形 

・チャコ・ドリオ・リング 

・マラカス・ころころ 

・クッション・ミュージカなど、明

るくて優しい色の玩具 

大人のあやし遊び (温かい関

わり)   など 

・歯がため・色々な布 

・押すと音の出る玩具 

・引き玩具・押し玩具 

・鏡・リボン・ボール落とし 

・チェーンストーン 

・箱・ラッパ・積み木・布ボール 

・鈴・マラカス・マジックテープ 

・ハンカチ・お手玉・絵本 

  ・いないいないばあ 

・大人の口の動き 

(レロレロなど)  など 

・斜面台 

・すべり台 

・トンネル 

・手押し車 

・重ねコップ 

・シロホン 

・引き出し 

・チェーンリング 

・カートレインス

ロープ 

・絵本 など 

歩行を促す遊び 

操作的遊び 

再現遊び 

うた遊び・手遊び・ふれあい遊び・リズム表現遊び・わらべ歌・絵本・紙芝居・素話 

素材的玩具 

その他の遊び 

・散歩・道草・引き車・押し車・箱・斜面台・すべり

台・トンネル・ボール・くるくるローラー など 

・チェーンストーン・キャップ落とし・マジックテー

プはがし・くるくるＢＯＸ・重ねコップ・色玉 

・スイッチ・型はめ・洗濯ばさみ 

・お手玉・積み木・シロホン・木製ひも通し 

・ペグさし・カートレインスロープ・パズルＢＯＸ・

ノックアウトボール・トンネルマウンテン など 

・人形・ハンカチ・布・引き出し・布団・エプロン 

・カバン・ままごと・おんぶひも・三角巾 

・ぬいぐるみ     など 

・砂・水・紙・布・チェーンリング 

・小麦粉粘土・米粉粘土 など 

・オルゴール・鏡・車・絵カード など 

運動遊び 

操作的遊び 

構造的遊び 

再現遊び 

素材的玩具 

・散歩・道草・引き車・手押し車・クルクルローラー 

・箱・斜面台・すべり台・ボール・太鼓橋・トンネル 

・水遊び など 

※片付けを知らせる    ※言葉を促すやりとり 

・チェーンストーン・キャップ落とし・マジックテープ 

・型はめ(○△□)・くるくるＢＯＸ・重ねコップ・色

玉・スイッチ・お手玉・積み木・シロホン・ひも通し 

・カートレインスロープ・パズルＢＯＸ・鍵 

・タワーリング・プラス１０・フタの開け閉め など 

・積み木・ペグさし・お手玉・Ｂブロック 

・チェーンリング・マグネットなど 

・人形・ハンカチ・布・引き出し・布団・エプロン 

・カバン・ままごと・おんぶひも・三角巾 

・ぬいぐるみ・皿・コップ・スプーン  など 

・砂・水・紙・布・チェーンリング 

・小麦粉粘土・米粉粘土・水性サインペン 

 ・クレヨン など 

その他の遊び 

・オルゴール・鏡・車・絵カード・ラッパ など 

※再現・世話遊びを豊かに 

運動遊び 

造形的遊び 

再現遊び・世話遊び 

構造的遊び 

操作的遊び 

・散歩・道草・すべり台・ボール・平均台・はしご 

・肋木・鉄棒・四輪車・(足蹴り三輪車) 

・水遊び など 

・ひも通し(プラスチック・木製・花おはじき) 

・筒落とし・型はめ(大小・多彩な形)など 

・積み木・重ねカップ・カットホース・お手玉 

・Ｂブロック・箱・洗面器 など 

・人形・ハンカチ・布・引き出し・布団・エプロン 

・カバン・ままごと・おんぶひも・三角巾 

・ぬいぐるみ・タオル・皿・コップ・スプーン・包丁・

お玉・まな板・しゃもじ・フォーク・フライパン・鍋・食

べ物  など 

・砂・水・紙・布・チェーンリング・小麦粉粘土・米粉

粘土・水性サインペン・洗濯ばさみ など 

※素材・玩具を豊かに(見立て遊び) 

運動遊び 

操作的遊び 

構造的遊び 

世話遊び・役割遊び 

造形的遊び 

・散歩・道草・すべり台・ボール・平均台・はしご 

・肋木・鉄棒・三輪車・フープ・水遊び など 

・スナップ絵本・ボタン絵本・カットホース 

・ひも通し・パズル・パズルＢＯＸ など 

・積み木・カットホース・お手玉 

・ジュニアブロック・箱・絵カード など 

・人形・人形の服・物干し・洗濯ばさみ・布・アイロ

ン布団・タオル・エプロン・三角巾・乳母車 

・カバン・リュックサック・おんぶひも 

・ままごとセット・お医者さんごっこ 

・お店屋さんごっこ・散髪屋さんごっこ  など 

・砂・水・紙・折り紙・布・チェーンリング・小麦

粉粘土・米粉粘土・水性サインペン・洗濯ば

さみ 

・ひも など 

※一人遊びを大切に ※気の合う友だちと一緒に遊ぶ 

運動遊び 

知的・認識遊び 

造形的遊び 

役割遊び 

言語遊び 

操作的遊び 

構造的遊び 

自然・食育遊び 

歩く・走る・跳ぶ・ボール・鉄棒・ジャングルジム・ブランコ・すべり台 

・巧技台・平均台・マット・三輪車・フープ・スクーター・体操・プール  など 

・はさみ・のり・折り紙・パズル・ひも通し・ペグさし・粘土  など 

・積み木・カプラ・♯型ブロック・パズル・ひも通し・レゴブロック ・ドミノ など 

・簡単なルールのある遊び(しっぽ取り・イス取りゲーム) 

・ままごと・ごっこ遊び・劇遊び  など 

・描画・工作・砂・泥んこ  など 

・虫、小動物に触れる・虫、小動物を飼う・植物の栽培・食事の手伝い  など 

・カルタ・モザイク・ことばあそび  など 

・絵本・紙芝居・なぞなぞ・しりとり・言葉集め・劇遊び・わらべ歌  など 

音楽リズム遊び 

・手遊び・歌遊び・わらべ歌・リズム運動・体操・楽器  など 
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２・３・４・５歳児カリキュラム 

 
 

（集団活動の中で培われる学びを観点 

  とするカリキュラム） 
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 ２歳児

Ⅰ期　　低月齢児 Ⅰ期　　高月齢児 Ⅱ期　　低月齢児 Ⅱ期　　高月齢児 Ⅲ期　　低月齢児 Ⅲ期　　高月齢児 Ⅳ期　　低月齢児 Ⅳ期　　高月齢児

月

環
境

言
葉

・言葉の意味が理解でき
るようになり、自分の思い
を言葉や態度、指差しな
どで伝えようとする。

・したいことしてほしいこ
とを言葉や態度で伝え
る。

・「なに？」「なんで？」な
ど質問をたくさんして、
やりとりを楽しむ。

・保育教諭や友だちとの
関わりの中で簡単な言
葉のやり取りをする。

・簡単な挨拶を、保育教
諭と一緒にしようとする。

・大人の言葉の意味を
理解し、行動しようとす
る。

・簡単な挨拶を覚え、進
んで挨拶する。

・言葉の数が増え、友だ
ちや保育教諭とのやりと
りを楽しむ。

・したいことしてほしいこ
とを言葉や態度で伝え
る。

・絵本や紙芝居、手遊び
など、繰り返しのある言
葉の模倣を楽しむ。

・思ったことや感じたこと
を言葉で表現し、やり取
りを楽しんだり相手の思
いに気付いたりする。

・「ありがとう」「ごめんね」
「いいよ」などの言葉の
やり取りができる。

・自分なりに思ったことや
感じたことを表現し、やり
取りを楽しんだり相手の
思いに気付いたりする。

・生活の中で、言葉のや
りとりの楽しさを味わう。

・生活や遊びの中で経
験したことを保育教諭や
友達に言葉で伝え、やり
取りを楽しむ。

・自分の思いを、自分な
りの言葉で相手に伝えよ
うとする。

　　　※　低月齢児・・・１０月～３月生まれ　　　　　高月齢児・・・４月～９月

期

４・５月 ６・７・８月 ９・１０・１１・１２月 １・２・３月

Ⅳ　期　　Ⅲ　期Ⅱ　期　　Ⅰ　期　　

・保育教諭に手伝っても
らいながら、簡単な身の
まわりのことを自分でしよ
うとする。

・春の自然に興味を持
ち、草花や虫に親しみを
持つ。

・保育教諭と一緒に、簡
単な身のまわりのことを
自分でしようとする。

・春の自然に興味を持
ち、草花や虫に親しみを
持つ。

・夏ならではの遊びを楽
しむ中で、水・泥・砂の
感触を味わう。

・色に興味をもち、様々
な色の名前を知る。

・夏ならではの遊びを楽
しむ中で、水・泥・砂の
感触を味わう。

・色に興味をもち、様々
な色の名前を知る。

人
間
関
係

 
 

家
庭
・
地
域

 

 

と
の
連
携

・様々な素材の感触を楽
しむ。

・保育教諭と一緒に、ク
レパス・のり・ハサミ等を
使って遊ぶ楽しさを味わ
う。

・毎日同じ流れで生活するようにし、ゆったりとした
生活の中で少しずつ身の回りの物の使い方がわ
かるようにする。
・前年度の遊び慣れた玩具や遊びが継続できるよ
うに整える。
・子ども自身で遊びを見つけられるよう、玩具の
量・種類・内容に配慮する。また、１人～少人数で
遊べる空間を確保する。
・手遊びや運動遊びを楽しむ中で、個々の発達・
感覚・関心に応じた働きかけをする。
・個々の健康状態に配慮しながら、徐々に２歳児ク
ラスの生活リズムに導いていく。
・「自分で」という気持ちを大切にし、出来たところ
は共に喜び、見守ったり・手伝ったりしながら意欲
につなげていく。

・個々の健康状態と湿度や気温に配慮して、活動
と休息のバランスを取る。水分補給の準備をする。
・水遊び・プール遊びの際、危険がないよう十分に
留意する。
・砂・水・感触遊び等の際は、全身で思い切り楽し
める遊びを取り入れ、興味が持てるようにする。苦
手な子どもには、直接触れなくても楽しめるよう配
慮し、他の取組を工夫しつつ、気持ちにより添って
一緒に楽しむ。
・様々な素材を準備し、子どもたちが色・形・大き
さ・感触の違いに気付き、整理しながら一人一人
がじっくり遊びこめるよう時間・環境を準備する。
・自分でやろうとする気持ちや、甘えたい気持ちを
十分に受け止め、状況を見極めながら一人ひとり
の様子に応じた対応をする

・様々な自然に触れたり、季節の移り変わりを感じ
られるよう、身体や感覚を刺激する。
・身体を動かすことの楽しさや心地よさが味わえる
ように、安全に留意しながら遊具を設置する。
・保育者が仲立ちとなり、遊びが個から集団へと広
がっていくよう援助する。
・生活習慣は日々の積み重ねを大切にし、くり返し
声を掛け励ますことで習慣づけていく。
・体調や気候に合わせて、衣服の調節をしながら、
薄着の習慣をつける。
・絵本やごっこ遊びを通し、言葉を使う経験を豊か
にし、友だちとの関わりが広がるように援助する。
・ごっこ遊び・見立て遊びが豊かになるような遊具
を準備する。

・新しい環境に対する不安や期待に共感しつつ、
子どもの様子を共有し信頼関係を築き、共に子育
てをしていくという意識が育まれるようにする。

・自我の育ちや自己主張の育ちの過程を共通理
解していく。

・夏を元気に過ごせるよう、健康状態について密に
連絡を取る。

・生活習慣について、子どもができることや自らや
ろうとしている意欲を共有し喜び合うと共に、見守
る姿勢の大切さに気づけるよう伝えていく。

・園の行事について伝え、参加を呼びかけるととも
に子どもの成長の様子を共に喜ぶ。

・保育教諭や友だちと一
緒に、簡単な歌や手遊
びを、聞いたり歌ったり
する事を楽しむ。

・ちぎる・丸めるなど指先
を使った遊びをする。

環
境
構
成
・
援
助

表
現

・簡単なごっこ遊び・見
立て遊びを楽しむ。

・簡単なダンスをしたり、
保育教諭や友だちと曲
や歌に合わせて身体表
現を楽しむ。

・友だちと一緒に喜んで
歌う。

・音楽に合わせてリズミ
カルに動く事を楽しむ。

・様々な素材を使って表
現活動を楽しむ。

・保育者との安定した関
わりの中で自分の思いを
受け止めてもらい、安心
して自分の気持ちを表
す。

・保育者と一緒に好きな
遊びや場所を見つける。

・自然物や身近な物を
見たり触れたりすることを
楽しむ。

・手づかみで食べたり、
こぼしながら給食やおや
つを喜んでたべようとす
る。

・促されて、トイレに行
く。

・自分の布団で安心して
眠る。

・パンツ、ズボンを自分
で脱ぐ。

・自分から手を洗ったり
タオルで拭いたりする。

・戸外でのびのびと身体
を動かして遊ぶ。

・新しい環境や保育教諭
に親しみを持ち、安心し
て過ごす。

・自分でできる事に喜び
を感じ身の回りの事を自
分でしようとする意欲が
高まる。姿

ね
ら
い

健
康

・登園時、不安な表情の
子どももいるが友だちや
保育者と関わり遊んでい
く中で、安心した表情に
なっている。

・新しい部屋で生活の流
れに戸惑う子どももいる
が、周りの友だちの様子
を見たり自分で考えて行
動しようとする姿も見られ
る。

・一日の生活の流れが
分かり意欲的に過ごす。
・喜んで手洗いをする
が、水や石けんの感触
を楽しみ、遊びになって
しまうこともある。

・戸外あそびや散歩を通
じてのびのびと全身使っ
て遊んだり自然に触れ
たりする楽しさを味わう。

・秋の自然（虫や落ち
葉、木の実など）に興味
をもつ。

・友だちとの関わりを広
げ、気の合う友だちと遊
ぶことの楽しさを味わう。

・友だちと遊ぶ中で自我
のぶつかり合いが、見ら
れるようになる。
・簡単な身の回りの事を
自分でしようとする。

・自分からトイレに行くこ
とができる。

・早く目覚めても布団の
中で休んでいられる。

・鼻汁を自分で拭く。

・短い距離を並んで歩く
ことができる。

・歩いたり走ったりしてい
て、動きを止めることが
できる。

・基本的生活習慣が身
につき進級への期待を
もって生活している。

・季節の行事を楽しむ。

・友だちや異年齢児との
関わりをもち、一緒に遊
ぶことを楽しむ。

・ごっこ遊びや見立て遊
びをを通して、言葉のや
り取りをしたり、喜んで友
だちや保育者と関わろう
とする。

・友だちと一緒に遊ぶこ
とを楽しむ。

・ごっこ遊びや見立て遊
びをを通して、言葉のや
り取りをしたり、喜んで友
だちや保育者と関わろう
とする。

・遊びの中から行事への
期待や意欲を育て、自
分なりの表現を楽しむ。

・友だちや保育者と一緒
に全身を使った遊びを
楽しむ。

・秋の自然（虫や落ち
葉、木の実など）に興味
をもつ。

・好きな絵本やお話の登
場人物になりきって遊
ぶ。

・身近な素材や用具を
使い、描いたり・切った
り・作ったりすることを喜
び、自分がイメージした
物を表現しようとする。

・気の合う友だちと一緒
にいろいろなごっこ遊び
を楽しむ。
・運動機能が発達し身体
を動かして遊ぶようにな
る。

・室内の温度・湿度に配慮し、快適に過ごせるよう
にするとともに、室内外との寒暖差も感じながら、
冬の過ごし方を伝える。
・基本的生活習慣の自立に向け、個人差はあるも
のの、できるようになったことを一緒に喜び、さらに
自信を持てるようにする。
・異年齢との関わりや、幼児クラスで遊ぶ環境を設
定する。
・冬ならではの自然に触れられる機会を大切にす
る。
・絵本やお話を通して、イメージが膨らむ遊びに共
感し、言葉のやりとりの中でさらにイメージが広がる
ように援助する。
・子ども同士のやりとりを大切に受け止めながら、
相手の思いや気持ちに気づけるよう保育教諭が代
弁しながら関わりを深めていく。

・にぎり箸で食べる。

・排泄の後少しの手助け
で紙を使い水を流す。

・自分から睡眠に向か
う。

・手のひらをこすり合わ
せて手洗いをしようとす
る。

・交互に足を出して階段
の登り降りができる。

・食事の際、量を調節し
ておくことにより完食で
き、おかわりをしようとす
る。

・スプーンのえんぴつ持
ちができる。
・だいたい漏らさない。
・自分から布団をかけ
る。
・ボタンをはずす。
・長い距離を歩くことが
できる。
・生活の流れを理解し
て、自分から睡眠に向か
う。

・友だちと一緒に簡単な
ルールのある遊びを楽し
む。

・簡単なルールのある遊
びに興味を持ち、友だち
と一緒に遊ぶ。

・戸外遊びをする中で寒
さや雪、霜など冬の自然
に気づき、友だちや保
育教諭に伝えたり、触れ
て遊ぶことを楽しむ。

・戸外遊びをする中で寒
さや雪、霜など冬の自然
に触れて遊ぶことを楽し
む。

・２～３名の気の合う友
達と一緒に、ごっこ遊び
を楽しむ。

・言葉が豊かになり，友
だちや保育者との会話
を楽しむ。
・友だちとの関わりが、活
発になり、ごっこ遊びや
簡単なルールのある遊
びを楽しんでいる。

・一年間の成長を振り返り、認め合い喜び合いな
がら保護者の気持ちにより添い、進級への期待が
持てるようにする。また、子ども一人一人の発達課
題も共有し、育ちの見通しが立つようにする。
・冬の生活習慣・健康について留意していけるよう
知らせる。
・感染症の発生状況などを伝える。

・夏のあそびを十分に楽
しみ開放感を味わう。

・保育者に見守られなが
ら好きな遊びをしたり、
気の合う友だちと遊ぶこ
とを楽しむ。

・水や泥んこ、プールあ
そびをたっぷり楽しむ。

・自分の思いをことばで
伝えようとする。

・保育者に見守られなが
ら好きな遊びをしたり、
仲立ちをしてもらいなが
ら、気の合う友だちと遊
ぶ。

・保育者との安定した関
わりの中で自分の思いを
受け止めてもらい、安心
して自分の気持ちを言
葉や態度で表す。

・好きな遊びをみつけて
のびのびと全身を使って
遊んだり、自然に触れた
りする楽しさを味わう。

・何でも自分でやってみ
ようとする。

・自分から布団に入る。

・上の服を一人で脱ぐ。

・石鹸で手洗いをする。

・戸外でのびのびと身体
を動かして遊ぶことを楽
しむ。

・目的に向かって走るこ
とができる。

・食器を運んだり食事の
後片付けができる。

・保育者に見守られなが
ら眠りにつく。

・大きなボタンをはずし
たりはめたりする。

・鼻汁を促されてかむ。

・両足をそろえて少し前
へ飛び出す。

・スプーンで上手にす
くってたべる。

・排便後、大人に拭いて
もらう。

・安心して、一定時間眠
る。

・自分で着替えようとす
る。

・自分から手を洗ったり
タオルで拭いたりする。

・歩いたり、走ったりする
ことがしっかりできる。

・落ち着いた雰囲気の中
で友だちと一緒に食事
をする。

・トイレで排尿したことを
知らせる。

・自分の布団で静かに
横になる。

・靴が自分ではける。

・ブクブクうがいをする。

・ボールで遊ぶ。

・友だちと一緒に歌うこと
を楽しむ。

・保育教諭に見守られな
がら、クレパス・のり・ハ
サミ等を使って遊ぶ楽し
さを味わう。

・簡単なごっこ遊び・見
立て遊びを楽しむ。

・秋の自然に興味を持
ち、葉っぱや木の実など
を集めたりする中で、大
小・長短など形の違いに
気付く。

・興味や関心が広がり、
意図をもって物に関わろ
うとする。

・秋の自然に興味を持
ち、葉っぱや木の実など
を集めたりする中で、大
小・長短など形の違いに
気付く。

・保育教諭に気持ちを受
け止めてもらいながら、
友だちと関わって遊ぼう
とする。

・保育教諭に気持ちを受
け止めてもらいながら、
友だちと一緒に遊ぶこと
を楽しむ。

・新しい環境や保育教諭
に親しみを持ち、安心し
て過ごす。

・好きな絵本やお話の登
場人物になりきって遊
ぶ。

・クレパス・のり・ハサミ等
を使って楽しんで表現
する。

・様々な素材の感触を味
わい、指先を使って遊
ぶ。

・クレパス・のり・ハサミ等
を使って楽しんで表現
する。
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 　３歳児

４月 ５月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

言
葉

保
育
内
容

環
境
構
成
・
援
助

家
庭
・
地
域
と
の
連
携

在
園
時
間
の
違
い

に
対
す
る
配
慮

環
境

表
現

・園の遊具や用具に親し
み、安全な使い方を知る。

・入園や進級による不安な思いを受け止め、園での様子
などを連絡ノートや掲示などで積極的に知らせながら、保
護者との信頼関係を築く。
・一人一人の家庭や園での生活の様子を把握し、個人差
に配慮しながら、健康に過ごすための生活リズム作りを進
めると共に、個人差に配慮しながら、基本的な生活習慣
の大切さを伝えていく。
・治療中の病気や発育、発達状態を把握し、保護者と連
携しながら支援する。
・子どもの疲れがたまらないよう、帰宅後の生活、休みの
日の過ごし方に配慮してもらう。

期

月

ね
ら
い

健
康

人
間
関
係

姿

・夏季休業中の生活経験を共有でき
るように工夫する。

・１号認定児の降園時には、２号認定児の不安を受け止めると共に、保護者が迎える場や導線に配慮する。
・１号認定児の午後の遊び、２号認定児の午睡がそれぞれに十分にできるように、場を確保する。
・教育標準時間後は、２号認定児がゆったりと、家庭的な雰囲気の中で過ごせるように工夫する。
・＜夏季休業中＞１号認定児には、家庭でも規則正しい生活が送れるように依頼すると共に、園での遊びの様子も
知らせる。
・＜夏季休業中＞２号認定児が、家庭的な雰囲気で過ごしながら、地域の行事など多様な生活経験が味わえるよう
にする。

・家庭や園での生活経験の違い受け止め、互いに刺激しあって経験の幅
が広がるような遊びを工夫する。

・日が短くなる時期には、２号認定児が心細くなることもあるので、安心して
過ごせるようにする。

・嬉しいことや困ったことを、
保育教諭に表情や動作で
表現する。

・したいことや困ったことを、
動作や言葉で自分なりに表
現する。

・自分のしたいことやしてほ
しいことを保育教諭や友だ
ちに言葉で伝えようとする。

・自分の気持ちや、知ってい
るきまりや約束について、言
葉で伝えようとする。

・生活や遊びの中で、自分のしたい
ことや困ったことを言葉で表現する。

・経験したり感じたりしたことを友だち
や保育教諭と話し、言葉のやり取り
を楽しむ。

・絵本などのお話の世界に親しみ、イ
メージを広げ、言葉の面白さを感じな
がら、やり取りすることを楽しむ。

・曲に合わせて、ダンスをするなど、
体全体を使って表現することを楽し
む。

・曲に合わせてリズム打ちなどをし、
楽器を使って表現する楽しさを味わ
う。

・ごっこ遊びや劇遊びに必要な道具
を作ったり、イメージをふくらませなが
ら表現することを楽しむ。

・身近な素材を使って、描い
たり作ったりすることを楽し
む。

・生活の仕方がわかり、自分でできる
ことを進んでしようとする。

・自分から色々な遊びに目を向け、
戸外でのびのびと体を動かす心地
よさを感じる。

・同じ場で遊ぶことで、友達とのかか
わりを楽しむ。

・園生活の簡単な約束やきまりを守
る大切さを知り、自分のことは自分で
しようとする。

・いろいろな友達や保育教諭と一緒
に遊ぶ楽しさを感じながら、自分なり
に思いを表現する。

・秋から冬への自然に触れ、経験し
たことを取り入れながら遊ぶ。

・進級することに期待を持ち、自分で
意欲的に何でもしようとする。

・友だちとかかわりながら、思ったこと
や感じたことを、言葉や身体で表現
し、イメージの共有を図る。

・思ったことや感じたことを、言葉や
身体で表現しながら、友だちとかか
わって遊ぶことを楽しむ。

・保育教諭に手伝ってもら
いながら、排泄や手洗いな
どをする。
・園庭の好きな遊具や用具
を使って遊ぶ。
・給食で様々な食材や食べ
物に出会ったり、保育教諭
や友だちと一緒に食べる雰
囲気に慣れたりする。

・朝の身支度や排泄などの
やり方を知り、保育教諭と一
緒にしようとする。

・楽しい雰囲気の中で、保
育教諭や友だちと一緒に給
食やおやつを喜んで食べ
る。

・保育教諭と一緒に過ごす
中で、親しみや安心感をも
つ。

・保育教諭と一緒に、身の
回りのことをしようとする。

・園の様々な遊具や玩具に
興味をもち、保育教諭と一
緒に安心して遊ぶ。

・保育教諭や友達と一緒に
過ごす中で、親しみや安心
感、信頼感をもつ。

・生活の様子がわかり、保育
教諭と一緒に身の回りのこと
をしようとする。

・保育教諭や友だちに親し
みをもち、自分の気に入っ
た遊びを楽しむ。

・園生活の流れに慣れ、自
分なりに身の回りのことをし
ようとする。

・保育教諭に見守られなが
ら、友だちと触れ合って遊ぶ
ことを楽しむ。

・園生活の流れがわかり、自
分なりに身の回りのことをし
ようとする。

・好きな遊びをする中で、保
育教諭や友達との触れ合い
を楽しみ、みんなと一緒に
過ごす心地よさを感じる。

・保育教諭に、自分の気持
ちを受け止めてもらい、親し
みを感じる。

・新しい担任や友だちに親
しみを持ち、好きな遊びを
楽しむ。

・遊具や用具などの使い方
について、簡単なきまりや約
束を知る。

・遊具や用具を友だちと交
代して使ったりするなど、簡
単なきまりや約束を守ろうと
する。

・排泄や着替えなど、保育
教諭に手伝ってもらいなが
ら、自分なりにやろうとする。
・保育教諭や同じ遊びをし
ている友だちと一緒に、喜
んで戸外で遊ぶ。

・排泄や衣服の着脱など、
自分でできることを自分なり
にやろうとする。
・同じ遊びをしている友だち
と一緒に、いろいろな遊び
の中で体を動かす。

Ⅲ Ⅳ ⅤⅠ　新入園児 進級園児 Ⅱ　新入園児 進級園児

・初めての園生活で不安が
る子がいる。

・保育教諭に手伝ってもら
いながら身の回りのことをす
る。

・保育教諭のそばで過ごす
中で、園の様々な遊具や玩
具に興味を示し始める。

・進級を喜び意欲的に生活
する子がいたり、新しい環境
に戸惑い、不安がる子もい
たりして、適応の姿に違い
がみられる。
・保育教諭に進級後の新し
い生活の仕方を教えてもら
いながら、一緒に身の回り
のことをしようとする。
・新しい環境に慣れ、安心
できる場所や好きな遊びを
見つけて、保育教諭や友達
と遊ぼうとする。

・初めてのことに戸惑いを示
す子もいるが、喜んで登園
してくるようになる。

・園生活の流れに慣れ、見
守られながら自分なりに身
の回りのことをしようとする。

・保育教諭に支えられなが
ら、自分なりの好きな遊びを
楽しむ姿が見られる。

・園生活の流れに慣れ、自
分なりに身の回りのことをし
ようとする。

・保育教諭に見守られなが
ら、友達に気持ちを寄せつ
つ、好きな遊びを楽しむ姿
が見られる。

・物の取り合いなどのトラブ
ルが多くなる。

・園生活の流れがわかり、身の回り
の始末や片づけなどを自分でしよう
とする。

・友達のしている遊びに興味を持ち
始め、より活動的になる。

・友達と気持ちのすれ違いによるトラ
ブルが多くなり、保育教諭に助けを
求める。

・自分のして欲しいことや見たこと感
じたことを、保育教諭に伝えようとす
る。

・自分でできることは増えているが、
やり終えずに遊びに移ってしまった
り、友達の様子が気になったりする。

・気の合う友達ができはじめ、自分な
りの思いを出し合いながら、一緒に
遊びを楽しんでいる。

・周囲の身近な自然物に目を向け、
触れたり集めたりして遊んでいる。

・園生活の中で、自分でできることが
増え、何でもやろうとする。

・気の合う友達との遊びをじっくりと楽
しんだり、いろいろな遊びに興味をも
ち、自分から入っていこうとしたりす
る。

・進級を楽しみにし、意欲的に生活
や遊びを楽しんでいる。

・園の遊具や用具の安全な
使い方を知り、使って遊ぶ。

・秋の虫の興味をもち、見たり捕まえ
たりする。
・地域のお祭りなどに見たり参加した
りして、遊びに取り入れる。
・遠足等を通じて、公共でのマナー
を知る。

・園での生活の流れがわかり、自分
でできることを喜び、進んでしようとす
る。

・寒さに負けず、戸外で体を動かして
遊ぶ。

・冬の自然現象（雪や氷、空気の冷
たさなど）に触れ、体でかんじたり、面
白さを感じたりする。
・伝統行事や習慣に触れて遊ぶ。
・春の日差しの温かさや、草木の芽
吹きから、春の訪れを感じる。

・友だちや保育教諭と一緒に遊ぶ中
で、自分の思いを表現したり、友達
の思いを知る。

・気の合う友だちと話しながら遊ぶ。

・異年齢児との交流の中で、憧れの
気持ちをもったり、競って遊んだりす
る。

・やりたいことや思ったことを伝えた
り、聞いたりしながら、友達とかかわり
遊ぶことを楽しむ。
・自分の思いを出しながら、気の合う
友だちと話し、共通のイメージを持っ
て遊ぶ。
・保育教諭の言葉がけにより、友だち
の思いに気づく。

・自分の体を守るために大切な、手
洗いやうがい、鼻かみ、消毒などの
仕方を知り、自分でしようとする。

・友だちや保育教諭と一緒にルール
のある遊びを楽しむ。
・友達のしている遊びに興味を持
ち、一緒に遊ぶことを楽しむ。
・思い通りにならないことを経験しな
がら、自分の思いと違う人がいること
を感じる。
・異年齢児の姿に興味を持ち、模倣
して遊ぶ。

・手洗い、排泄、水分補給や持ち物
の始末など、生活の流れがわかり自
分でしようとする。

・走ったり、跳んだり、遊具や用具を
使ったりして、体を動かす心地よさを
味わう。

・木の実や木の葉など、身近な秋の
自然に興味をもち、集めたり遊びに
使ったりする。
・身近なものの色、大小、形等の違
いに気づく。

・薄着で過ごす大切さを知らせると
共に、気温により調節できるように、
衣服の用意を依頼する。

・風邪などの予防のため、手洗いや
うがいの習慣が身につくよう、家庭で
も配慮していただく。

・感染症について知らせ家庭でも予
防を心がけてもらう。
・お正月遊びや節分などを通して、
家族でふれあったり、伝統行事に親
しむ機会をもてるように呼びかける。
・園児の成長を保護者と喜び合うとと
もに、進級への不安や期待を話し合
い、安心して進級できるように配慮す
る。
・次年度に向けて見通しを持って生
活できるよう確認し合う。

・生活経験の違いや個人差に十分配慮しながら、一人一
人の気持ちを受け入れ温かく接することで、安心して過ご
せるようにする。

・毎日同じ流れ、同じ方法で身の回りの始末などを手伝っ
たり一緒にしたりしながら、繰り返し知らせていく。

・安心して好きな遊びができるように、遊具や玩具の表示
の仕方や配置などを整える。

・身近な春の自然（小虫や草花など）に触れて一緒に遊
んだり、興味を持てるように誘ったりしながら、発見や驚き
などに共感する。

・子どもの気持ちを受けとめ、自分なりに表現する姿を認
める。

・気候や園児の体調に合わせて、着替えや水分補給など
を促したり、手助けしたりし、気持ちよく生活できるようにす
る。

・一人一人の興味を捉えて、共に快く過ごせるよう、遊具
や用具の数、遊びの時間や場を確保する。

・トラブルの際には、お互いの気持ちを受け止めたり、代
弁したりしながら、簡単なきまりや約束があることを知らせ
ていく。

・自分の思いを言葉で伝えようとする姿を認め、代弁したり
適切な言葉を知らせたりする。

・自分でしようとする気持ちを認め、
自分でできた満足感や達成感を味
わえるように、見守ったり励ましたりし
ていく。
・身体を動かす楽しさを感じられるよ
うな音楽や用具を準備し、子どもた
ちが積極的に取り組める環境を作
る。
・友達とのかかわりが持てるよう、簡
単なルールのある遊びなどの内容を
工夫する。

・手洗い、うがい、鼻かみなど、健康
に生活するために大切なことが身に
ついているか確認したり、気づかせ
たりする。
・友達とかかわろうとする姿を見守
り、一人一人の気持ちを受け止め
て、自分の思いを言葉で伝えたり相
手の思いを聞いたりできるよう仲立ち
する。
・子どもの発想やイメージを大切にし
て、遊びの中で実現できるよう援助
する。

・身の回りのことを自分でできるように
なった姿を認め、大きくなった喜びを
感じ、自信が持てるようにする。
・寒くても戸外で体を動かして遊べる
ように、鬼ごっこなどの遊びを取り入
れる。
・友達と言葉のやり取りをしながら遊
ぶ姿を認める。思いがすれ違ったと
きには、相手の思いに気付けるよう仲
立ちをする。
・自然現象や季節の変化に気づくよ
うに、機会を捉えて知らせたり、触れ
て遊んだりできるようにする。
・イメージを共有するために、絵本を
繰り返し読んだり、必要なものを作っ
たりし、みんなと一緒に表現を楽しめ
るようにする。

・色々な楽器に触れ、のび
のびとリズム遊びを楽しむ。
・粘土や絵の具など様々な
素材に触れ、感触を味わっ
たり、かいたり作ったりするこ
とを楽しむ。

・曲に合わせてリズム打ちを
したり、簡単な身体表現を楽
しむ。
・粘土や絵の具などを使っ
て、自分のイメージしたもの
をかいたり、作ったりする。

・身近な素材を使って自由
に描いたり作ったりする。

・基本的な生活習慣について、園でできるようになってき
たこと、園での様子やかかわり方を伝え、家庭でも並行し
て行なってもらうよう協力を依頼する。

・疲れが出やすく、感染症等も流行しやすい時期なので、
朝ごはんや睡眠の大切さを伝え、体調管理に留意するよ
う、家庭との連携を密にする。

・保育参観などで園での子どもたちの様子を知ってもら
い、保育への理解を持ってもらう。

・園の行事への積極的な参加を求
め、子どもたちの活動や成長の様子
を知り、親子のふれあいの大切さを
伝えていく。
・地域の自然、行事・施設などにか
かわる機会をもち、多様な人とのふ
れあいや、体験ができるようにする。
・行事の取り組みの様　子やねらい
を伝え、子どもたちの成長につな
がっていることを伝える。

・水分補給や汗の始末など、心地よい生活の仕

方を知る。 

・夏野菜を栽培したり、収穫して食べたりして、

食べ物に興味を持つ。 

・春の身近な生き物や草花を見たり触れたりする。 

・梅雨期から夏の自然（雨、雲、暑さなど）を見た

り感じたりする。 

・身近な生き物などを、保育教諭と一緒に見たり

世話をしたりする。 

・水、土、砂などの感触、心地よさを楽しみながら

遊ぶ。 

・知っている歌をうたったり手遊びを楽しむ。 

・絵本・紙芝居を喜んで見聞きする。 

○身近な素材や自然物を使って、イメージしたものを

作ったり、遊んだりすることを楽しむ。 

・見つけた虫や収集した自然物などを、興味をもって見たり触れた

りできるように置いておく。 

・木の実や木の葉など、種類や大きさごとに分けておいて置くなど、

違いに気づいたり、遊びに使ったりできるように置いておく。 

35 



 ４歳児

４月 ５月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

・行事の多い時期なので、安全と健
康管理について連携をとる。
・地域の自然、行事・施設などにか
かわる機会を持ち、多様な人とのふ
れあいや、体験ができるようにす
る。
・行事の取り組みの様子やねらいを
伝え、園児の成長につながってい
ることを伝える。

・自然体験や絵本の読み聞かせ、
クリスマスなどの行事を通して、親
子で夢や感動を共有することの大
切さを知らせる。

・薄着の習慣や風邪予防など、冬
の生活習慣が身につくよう、家庭で
も配慮していただく。

・感染症について知らせ家庭でも予防を心がけ
てもらう。

・年長児になることへの期待を持てるように、保
護者と共に園児の成長を喜び合ったり、話し
合ったりする場を設ける

・伝承的な行事を保護者や地域の人と楽しむ機
会を作ったり、家庭で話すよう働きかけたりす
る。

健
康

人
間
関
係

環
境
構
成
・
援
助

家
庭
・
地
域

と
の
連
携

・入園や進級による不安な思いを受け止め、園での様子などを
連絡ノートや掲示などで積極的に知らせながら、保護者との信頼
関係を築く。

・一人一人の家庭や園での生活の様子を把握し、園児の実情に
応じた適切な援助をする。

・非常時の措置と連絡方法を知らせる。

・新入園児と進級園児が触れ合えるよう遊びの内容を工夫する。

・一人一人の生活経験の違いを考慮し、自分で身の回りのことを
しようとする気持ちを支えていく。

・安心して好きな遊びができるように、遊具や用具の表示や配置
などを工夫し、環境を整える。

・園児と共に遊びながら、興味や関心を把握し、一人一人の気持
ちを捉える。

・身近な春の自然（小虫や草花など）に触れて一緒に遊んだり、
興味を持てるように誘ったりしながら、発見や驚きなどに共感す
る。

・気候や園児の体調に合わせて、着替
えや水分補給などの大切さに気づか
せ、気持ちよく生活できるようにする。

・一人一人の思いが実現できるように、
素材を十分に用意した上で、わかりや
すく分類したり表示したりし、園児が選
べるようにする。

・トラブルが起きた時には、保育教諭が
話を聞いたり、自分の気持ちが表現で
きるように援助したりして、相手の気持
ちに気付かせていくと共に、周りの園児
にも伝える。

・砂遊び、水遊び、シャボン玉遊びな
ど、夏ならではの遊びを通して存分に
開放感が味わえるように環境を整える。

・様々な運動遊びに興味や関心が
持てるように遊具や用具を準備し、
環境を整える。
・異年齢児とのかかわりや遊びを広
げられるよう、共に活動する時間や
場をもつ。
・園児が言葉で伝えようとする姿を
認め、それぞれの思いを受け止め
ながら、みんなで遊ぶために必要
なルールや決まりがあることに気付
かせる。
・体を思い切り動かしたり、音楽やリ
ズムに合わせて全身で表現したり
する楽しさを存分に味わえるよう、
活動内容を工夫する。

・自分のしたい遊びをじっくり楽しむ
と共に、自分とは違う考えの友達が
いることに気付きつつ共に活動でき
るような、環境を工夫する。
・一人一人の思いを大切にしつつ、
友達と思いや考えを伝え合えるよ
う、仲立ちをしたり、見守ったりす
る。
・絵本やお話などから、夢を広げて
遊べるように、環境を整える。
・一人一人の発想や素朴な表現を
共感をもって受け止め、安心して自
分なりのイメージを表現できるように
する。

・一人一人が自分の役割を果たせるよう、個々
や集団への援助をしていく。

・年長児になることへの期待をもつような言葉か
けや環境づくりをする。

・季節の行事や伝承あそびができるように、材
料や用具を準備する。

・冬の自然現象との出会いを見逃さず、園児の
気付きを受け止め，共感する。

・一人一人の発想や表現を共感して、みんなで
イメージを共有して遊べるようにする。

・お正月遊びなどを通して、文字や数量に興味
を持つ。

・保育教諭や友達と手遊びをし
たり、歌を歌ったりする。

・身近にあるいろいろな素材に
触れ、自由に描いたり作ったり
する。

環
境

言
葉

表
現

保
育
内
容

・保育参観などで園での園児たちの様
子を知ってもらい、保育への理解を持っ
てもらう。

・梅雨期や夏期を健康に過ごすために
家庭との連携を密にし、健康状態を把
握したり、園だよりなどで発信したりす
る。

・保育教諭や友達と手遊びをし
たり、歌を歌ったりする。

・身近にあるいろいろな素材に
親しみ、自由に描いたり作った
りする。

・音楽に合わせて体を動かしたり、簡単
な楽器を使いながら、体でリズムを感じ
喜んで遊ぶ。

・身近にあるいろいろな素材や用具の
扱い方を知り、自由に描いたり作ったり
することを楽しむ。

・用具や遊具の安全な使い方を
知り、それを使って遊ぶ。

・春の身近な草花や虫などを見
たり触れたりする。

・用具や遊具の安全な使い方を
知り、それを使って遊ぶ。

・春の身近な草花や虫などを、
興味をもって見たり触れたりす
る。

・身近な草花や虫などを見たり、触れた
り，集めたりして遊ぼうとする。
・水・土・砂などの感触を楽しみ、友達と
思う存分に遊ぶ。
・身近な生き物などを興味を持って見た
り、自分たちで世話をしたりする。

・いろいろな材料や用具に親しみ、
自分なりのイメージをもって、描いた
り作ったりすることを楽しむ。

・音楽やリズムに合わせてダンスを
楽しむなど、友達と一緒に表現する
心地よさを味わう。

・歌ったり、楽器をならしたり、体を
動かしたりしてリズムを楽しむ。
・絵本やお話を通して、友達とイ
メージをふくらませ、様々な表現や
遊びを楽しむ。
・いろいろな素材や用具を使って、
遊びに必要なものを描いたり作った
りする。

・友達と共に劇遊びをする中で、遊びに必要な
物を描いたり、作ったりして、それを使って遊ぶ
ことを楽しむ。

・絵本や物語などからイメージを膨らませ、友達
と共通のイメージを持って、表現することを楽し
む。

・生活や遊びに必要な言葉の使い方に
気付く。

・経験した事や感じたことを話し、保育
教諭や友達と会話することを楽しむ。

・遊びや生活の中で、いろいろな言
葉や、数の多少、勝ち負けがあるこ
となどに気づく。

・いろいろな絵本や物語などに親し
む。

・身近な自然や自然物に触れたり、
取り入れて遊んだりする。

・自然の移り変わりや美しさに気付
き，自然物を使って、数・量・形・色
などに興味を持ち、分けたり、集め
たりして遊ぶ。

月

・一緒に遊ぶ友達が決まってきて、
イメージを共有して遊ぶ中で、役割
を決めたりやり取りをしたりして楽し
んでいる。
・自分の気持ちを伝え、友達ととも
に解決しようとするがまとまらずトラ
ブルになる。
・身近なことから、秋から冬への自
然の移り変わりに気付く。

・思い切り体を動かして遊んだり、
年長児の遊びを見たりして、活動が
活発になってくる。
・友達と一緒に簡単なルールのある
遊びを楽しむようになる、園児同士
では長続きしない。

○新しい環境に慣れ、喜んで
登園し安心して過ごす。

〇保育教諭や友だちに親しみ
を持つ。

〇新しい環境に慣れ、生活の
仕方が分かり安心して過ごす。
〇進級の喜びを感じながら、保
育教諭や新しい友だちに親し
みを持つ。

○友達と触れ合い、一緒に遊ぶ楽しさ
を味わう。

○生活に必要な習慣や態度を身に付
けようとする。

○夏の自然に見たり、触れたり、遊んだ
りすることを楽しむ。

○簡単なルールのある遊びに興味
を持ち、保育教諭や友達と一緒に
体を動かして楽しむ。

○色々な友達や年長児と関わって
遊ぶことを楽しむ。

○秋の自然に親しみ、興味や関心
を持ってかかわる。

○いろいろな遊びに興味を持ち、
友達と思いや考えを出し合いながら
遊ぶ。
○遊びのルールを進んで守ろうと
し、友達と一緒に遊ぶことを楽し
む。
○秋から冬への自然の変化に関心
をもち、イメージ豊かに遊びに取り
入れる。

ね
ら
い

姿

・期待をもって登園して来る園
児、不安な気持 ちをもつ園児
など初めての集団生活におい
て個人差が大きい。

・保育教諭や友達と過ごす中
で、少しずつ安心して遊び始め
る。

・保育教諭や進級児に生活の
仕方を教えてもらいながら、慣
れてくると自分でしようとする。

・こども園での生活の仕方が分かり安心
できる場となり、持ち物の始末や着替
え、給食の準備な、自分でしてみようと
する。

・自分で好きな遊びを見つけられるよう
になる。

・友達とかかわって遊びを楽しむ姿が見
られるが、自分の気持ちが表現できるよ
うになったことで、トラブルが起きやす
い。

・新しい担任や友達に親しみを
もち、好きな遊びを楽しむ。

・園生活に必要な決まりや約束
があることを知り、新入園児に伝
えようとする。

・自分の好きな遊びを見つけて遊ぶ。
・友達の遊びに興味を持ち一緒に遊ぼ
うとする。

Ⅰ　新入園時　（４月・５月） 進級園児 Ⅱ　（6月・７月・８月） Ⅲ　（９月・１０月）期

・共同の遊具や用具を大切にし、み
んなで準備したり、使ったり、片付け
たりする。
・簡単なルールのある遊びに興味
を持ち、友達と一緒に楽しむ。
・異年齢児の遊びに関心を持ち、
見たり、まねたり、試したりする。
・高齢者や地域の人々に親しむ。

・戸外で友達と共に遊びを広げ、意
欲的に取り組む。
・簡単なルールを守って、友達と一
緒に遊ぶことを楽しむ。
・自分の感じたことや考えたことを伝
えたり、相手の気持ちに気づいて
譲ったりしながら遊ぼうとする。

Ⅴ　（１月・２月・３月）

・新しい環境に戸惑いを感じる
子もいるが、進級した喜びや期
待を持ち登園し、自分でできる
ことを自分でやってみようとす
る。一方で、気持ちの高まりか
ら、落ち着かない子もいる。
・保育教諭や気の合った友だち
と一緒に、自分の好きな遊びを
楽しもうとする。

・年長児になるという期待を持ち、生活や遊び
の中で、自分から進んで行動し始め、意欲的に
取り組もうとする。

・友達と遊ぶ中で、伝え合ったり気づいたりし
て、遊びを進める楽しさが分かってくる。

・氷や雪など身近な自然に気付き、喜んで見た
り、触ったりする。

Ⅳ　（１１月・１２月）

在
園
時
間
の
違
い
に

対
す
る
配
慮

・１号認定児の降園時には、２号認定児の不安を受け止めると共に、保護者が迎える場や導線に配慮す
る。
・１号認定児の午後の遊び、２号認定児の午睡がそれぞれに十分にできるように、場を確保する。
・教育標準時間後は、２号認定児がゆったりと、家庭的な雰囲気の中で過ごせるように工夫する。
・＜夏季休業中＞１号認定児には、家庭でも規則正しい生活が送れるように依頼すると共に、園での遊び
の様子も知らせる。
・＜夏季休業中＞２号認定児が、家庭的な雰囲気で過ごしながら、地域の行事など多様な生活経験が味
わえるようにする。

・夏季休業中の生活経験を共有で
きるように工夫する。

・家庭や園での生活経験の違い受け止め、互いに刺激しあって経験の幅が広がるよ
うな遊びを工夫する。

・日が短くなる時期には、２号認定児が心細くなることもあるので、安心して過ごせるよ
うにする。

○友達とイメージをふくらませて、遊びを進める
楽しさを味わう。

○進級することに期待をもちながら、自信を持っ
て園生活を進めようとする。

○冬の自然現象や春の訪れに興味を持つ。

・冬の健康で安全な生活に気を付ける。

・寒さに負けず、戸外で体を動かし、進んで友
達と遊ぶ。

・友達とイメージを共有し、役割などを決めて遊
びを進める。

・年長児に憧れや親しみをもち、進級に期待を
もつ。

・自分の思ったことや考えたことを出し合いなが
ら、遊びを進めようとする。

・雪や氷などの冬の自然現象に触れて遊んだ
り、草木の芽生えなどから、季節の変化や興味
や関心を持つ。

・いろいろな伝承行事や習慣に興味を持った
り、関心を深めたりする。

・してほしいことや困ったことを、
保育教諭に伝えようとする。
・保育教諭の話を興味をもって
聞いたり、絵本を読んでもらった
りすることを喜ぶ。

・自分の思ったことを、保育教諭
や友達に言葉で伝えようとす
る。
・保育教諭の話を興味をもって
聞いたり、絵本を読んでもらった
りすることを喜ぶ。

・身支度などの園生活の仕方を
知り、自分でしようとする。

・様々な食べ物に触れ、保育教
諭や友達と喜んで給食を食べ
ようとする。

・戸外で体を動かして遊ぶ

・新しい環境に慣れ、生活の仕
方が分かり、自分でしようとす
る。
　
・給食の準備の仕方などを新し
い友だちに伝えたり、楽しい雰
囲気の中で一緒に食べたりす
る。

・園庭でいろいろな戸外遊びを楽しん
だり、プール遊びで水に親しんだりす
る。
・梅雨期の安全な生活の仕方や夏の健
康な過ごし方などを知り、気を付ける。
・自分の植えた野菜の生長や収穫を楽
しみにしながら世話をし、簡単な料理を
して食べることを喜ぶ。

・避難訓練、警報、交通安全週間な
どの意味が分かり、安全に気を付け
ようとする。

・遊具や用具については人間関係
についても記載がある。

・友達と一緒に、園庭で思い切り体
を動かして遊ぶことを楽しむ。

・自分の体や健康に興味や関心を
持ち、手を洗ったり、うがいをしようと
する。

・投げたり蹴ったり、竹ぽっくりをし
たりなど、体の力を調整して動かそ
うとする。

・保育教諭や友達に親しみをも
ち、一緒に過ごしたり，遊んだり
する。

・園生活に必要な決まりや約束
があることを知る。

・秋の自然に興味を持ち、見たり触れたり、遊びに取り入れる。 

○生き物や草花など春の自然に興味を持って見たり遊

んだりする。 

・秋の自然や自然物に触れる機会を持ち，園児の発見や驚きに

共感し、全体に広げる場を設ける。 

・自然物で遊んだり、遊びに必要なものを作ったりできるように、材

料や用具を準備しておく。 
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  ５歳児

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

表
現

在
園
時
間
の
違
い

に
対
す
る
配
慮

Ⅳ期（11月・12月） Ⅴ期（1月・2月・3月）

・遊びの内容が豊かになり、友達と共
通の目的をもって、考えたり工夫したり
できるようになる。

・友達とのかかわりの中でトラブルが
あっても、一緒に考えながら共に解決
しようとする。

・秋から初冬にかけての自然の変化に
気付き、木の葉や木の実などを拾った
り、集めたりして遊ぶ中で、知的好奇
心や探究心が高まってくる。

ね
ら
い

期

月

・知っている遊びや憧れていた遊び
など自分のしたい遊びを見つけ、意
欲的にしようとする。一方で、背伸び
をして選んだ遊びは長続きしない。
・トラブルが起きるとまだ友達同士で
は解決し切れずに、遊びが途切れた
り、保育教諭の援助を求めたりする。
・年長児になった喜びと自覚をもち、
友達や年少児へ自分からかかわろう
とする。
・飼育動物の世話、遊んだ用具の片
付けなどを進んでしようとする。

・氷や雪など身近な自然の変化や現象に興
味をもち、友達同士伝え合ったり、試したりし
ようとする。

・友達とのつながりが深まり、クラスなど大きな
集団で共通の話題や目的をもった遊びが充
実してくる。

・入学への喜びや期待をもつようになり、自
信をもって行動しようとする。

○年長として進級した喜びや自覚を
持って、進んで遊びや生活に取り組
む。

○身近な自然やまわりの環境に興味
や関心をもち、取り入れて遊ぼうとす
る。

○周囲に積極的に働きかけ、友達とかか
わって遊ぶ楽しさを味わう。

○友達と共に体を動かしたり、遊びを伝え
合ったりすることを楽しむ。

○梅雨から夏にかけての自然に興味や関心
をもつ。

姿

内
容

・劇遊びなど友達と共通の目的をもって遊び
に取り組み互いに役割を果たし、力を合わせ
てやり遂げる喜びを味わう。
・１年生になる喜びをもち、卒園に向けての
活動を進める。

・教育標準時間後は、２号認定児がゆったりと家庭的な雰囲気の中で過ごせるよう
に工夫する。
・＜夏季休業中＞１号認定児には、園での遊びの様子を知らせながら、家庭でも共
通の体験ができるようにする。（夏のしおりなど）
・＜夏季休業中＞２号認定児が、家庭的な雰囲気で過ごしながら、地域の行事な
ど多様な生活経験が味わえるようにする。

・夏季休業中の生活経験を伝え合う
など、互いに共有できるように工夫す
る。

・家庭や園での生活経験の違いをを受け止め、互いに刺激し合って、経験の幅が広
がるような遊びを工夫する。

・うがいや衣服の調節などに気を付け
て、健康な生活をする。
・仲間意識をもち、全身を使って伸び
伸びと遊び、充実感を味わう。
・栽培した野菜の収穫を喜び、自然の
営み、命をいただく。

・冬の健康で安全な生活に必要な習慣を身
に付ける。

・寒さに負けず十分に体を動かし、いろいろ
な運動や遊びに取り組む。

○存分に体を動かし、自分なりのめ
あてをもって挑戦したり、友達と一緒
に考えたり工夫したりしながら遊ぶ楽
しさを味わう。
○自分たちの遊びや生活に必要な
ルールを考え、守りながらみんなで
遊ぶ楽しさを味わう。
○周りの自然に親しみ、秋の気配に
気づき、自然の美しさや不思議さを
感じる。

○互いの良さを認め合いながら、仲間
意識を持って、主体的に遊びを進め
る。

○自然の美しさや不思議さに気付き、
秋から初冬にかけての自然の移り変わ
りを感じとる。

○イメージを豊かに広げ、様々な方法
で表現する楽しさを味わう。

○主体的に園生活を楽しみ、友達と共通の
目的をもってやり遂げた満足感や充実感を
味わう。

○入学への期待を膨らませ、成長した喜び
や感謝の気持ちをもつ。

○冬から春にかけての移り変わりに関心をも
つ。

健
康

・友達や年少児とかかわりをもち、生
活の仕方やいろいろな遊びを伝えよ
うとする。

・みんなが気持ちよく過ごせるため
に、生活のきまりを決めたり、伝え
合ったりし、見通しをもって行動す
る。
・戸外での集団遊びを楽しみ、伸び
伸びと体を動かして遊ぶ心地よさを
感じとる。

・水遊びやプール遊びなどをしながら、水に
慣れ親しみ解放感を味わう。

・花や野菜などの生長や収穫を楽しみにしな
がら世話をし、遊びに使ったり料理をしたりす
る。

・健康で安全な生活をするために、
手洗い・汗の始末をする。

・ルールや役割などを話し合い、友
達と協力して遊びを進める。

・高齢者や地域の人々に親しみ、か
かわりを深め、愛情や信頼感をもつ。

人
間
関
係

環
境

・友達と共に表現活動をする中で、
友達の表現も興味をもって見ようとす
る。

・野山や地域に出かけ、自然や歴史文
化に触れて存分に遊び、そのよさを味
わう。

・秋から初冬への自然の変化に興味や
関心をもち、季節の移り変わりや動植
物の営みに気付く。

・こま回し、凧揚げ、カルタ取りなど日本古来
の遊びに親しみ、友達と工夫して遊ぶ。

・冬の自然現象に興味をもったり、春の訪れ
に気付いたりして生命の息吹を感じる。

・友達や人の話をよく聞き、思ったこ
とや感じたことを言葉で伝え合う喜び
を味わう。

・絵本や童話を聞き、想像する楽しさを
味わう。
・自分の気持ちを相手にわかるように
話したり、相手の考えを受け入れたりし
て遊ぶ。

・文字や数量、図形などへの関心が深まり、
遊びの中で積極的に使う。

・進んで話を聞こうとし、自分の思いや考えが
言葉で伝わる喜びを味わう。

・いろいろな遊具や用具を工夫して
使うことを楽しもうとする。

・身近な春の自然に興味や関心をも
ち、草花や虫などに親しみながら遊
びに取り入る。

言
葉

・お話を聞いたり、絵本を読んでも
らったりすることを楽しむ。

・友達と誘い合って遊び始め、共有できる遊
びを考えたり、遊び方を伝え合ったりし始め
る。

・自分の考えだけで遊びを進めようとする子
や、気持ちを抑え込んだりあきらめたりする
子がいる。

・工事ごっこなどイメージを共有し、水や泥・
土を使って、友達と一緒にダイナミックに遊
んでいる。

・体を動かす遊びやルールのある遊
びを楽しみ、自分なりのめあてをも
ち、友達と伝え合ったり、工夫したり
して活動をしようとする。

・友達のよさや得意なことが分かり、
励まし合ったり、認め合ったりして遊
びや生活に対して意欲的に取り組
む。

・身近な自然や生活の変化の中で見
つけたことを友達と一緒に取り入れ
て楽しもうとする。

Ⅰ期（４月・５月）

・砂・土・水などを使って友達とイメージを共
有し、ダイナミックに遊ぶ。
・小動物や虫の世話をしたり遊んだりして，図
鑑や絵本などで生態や生活の仕方を知り、
大切にしようとする。
・雨、雲、空、星など自然の事象に関心をも
ち、梅雨期から夏にかけての自然を感じと
る。

・秋の訪れに気付き、自然の美しさ
や不思議さに触れて感動したり、秋
の虫や木の実などで遊んだりする。
・国旗に親しみ、いろいろな国に関
心をもつ。
・遊びや生活の中で数量、位置、図
形、時間などに関心をもつ。

Ⅱ期（6月・7月・8月） Ⅲ期（９月・10月）

・友達と遊びを考えたり，遊びの中のルール
を伝え合ったりする。

環
境
　
構
成
　
支
援

家
庭
・
地
域
・
小
学
校

と
の
連
携

・自分の力を発揮し、友達と考えやイメージ
を重ね合わせて遊ぶことを楽しむ。

・共通の目的やイメージをもち、いろい
ろな方法で表現できるよう、絵本や視
聴覚教材・楽器などの環境を整える。

・個々やグループでの多様な取り組み
を受け止め、その過程で友達の表現を
互いに見合ったり、表現したりして、遊
びが高まるように配慮する。

・秋から初冬にかけての変化に気付け
るような直接体験を多く取り入れ、好奇
心や探究心が深まるようにする。

・十分に体を動かして遊ぶ心地よさ
が味わえるような機会を意図的にも
ち、自分たちで遊び始めやすい雰囲
気を大事にする。
・好きな遊びを友達と共に考えて楽し
めるよう、安全を確かめ、遊具・用具
の種類や配置を工夫する。
・身近な自然に触れて遊ぶ中で、より
興味を持って見たり調べたりできるよ
うに図鑑や絵本を用意する。
・年長児としての喜びや意欲を受け
止め、異年齢児との触れ合いの中
で、生活の仕方の手助けをしたり、優
しく接したりする姿を認めていく。

・発見したり、試したり、工夫したりできるよう
な素材、用具を準備し、友達と共に楽しめる
ようにする。

・プール遊びでは、特に一人一人の状況を
把握し、安全確保を図ると共に、幼児が安心
して意欲的に遊べるようにする。

・友達同士でお互いに考えを伝え合えるよう
にし、必要に応じて折り合いを付けられるよう
に支援する。

・地域の自然とも触れ合う機会をもち、感動し
たり、感じたことを伸び伸びと友達と伝え合っ
たりできるようにする。

・体を動かす遊びが楽しめるような遊
具や用具を用意し、励ましたり、認め
たりしながら、意欲的に遊べるように
する。
・自分たちで遊びのルールを考えた
り工夫したりできるように、場や用具
など必要に応じて援助する。
・遊びに必要なものを作ったり、使っ
て遊んだりできるように環境を整え
る。
・食べ物を大切にする気持ちや感謝
の気持ちが芽生えるようにする。
・園内外の秋の自然に触れる機会を
多くもち、発見したり感動体験をクラ
スで共有できる場をもつ。

・友達と共に遊びを進めていく様子を見守っ
たり，励ましたり、共感したりしながら、互いの
よさを認め合うことのできる雰囲気づくりをす
る。
・冬の自然現象に対する幼児の発見や驚き
に共感したり、春の訪れに気付いたりするよう
な機会をもつ。
・日本古来の遊びや行事に親しめるように由
来を伝えたり、用具を準備したりする。
・一人一人の成長を互いに喜び合い、卒園
に向けての環境づくりをする。また、年少児
や家族・お世話になった人達に感謝の気持
ちを表す機会をもつ。
・日常生活の中で、文字などを使いながら、
相手に伝える喜びや楽しさを味わえるように
する。

・友達と考えやイメージを出し合って遊ぶ中
で、感じたことを表現する楽しさを味わう。

・様々な素材を使って、友達と一緒に工夫し
てつくったりすることを楽しむ。

・ダンスなどの動きや振付などを考
え、友達と一緒に全身を使って表現
する。

・友達と一緒に考えたり、試したりしな
がら、いろいろな方法で表現する楽し
さを味わう。
・音楽に親しみ、友達と共に歌ったり、
合奏したりすることを楽しむ。
・いろいろな素材・用具を目的に合わ
せて使い、かいたり、つくったりして遊
ぶ。

・入園や進級による不安な思いを受
け止め、園での様子などを連絡ノート
や掲示などで積極的に知らせなが
ら、保護者との信頼関係を築く。
・一人一人の家庭や園での生活の様
子を把握し、園児の実情に応じた適
切な援助をする。
・非常時の措置と連絡方法を知らせ
る。

・感染症について知らせ家庭でも予防を心
がけてもらう。
・スムーズな移行ができるよう、小学校との交
流を計画する。
・就学への期待を持てるように、保護者と共
に園児の成長を喜び合ったり、話し合ったり
する場を設ける
・伝承的な行事を保護者や地域の人と楽し
む機会を作ったり、家庭で話すよう働きかけ
たりする。

・自然体験や絵本の読み聞かせ、クリ
スマスなどの行事を通して、親子で夢
や感動を共有することの大切さを知ら
せる。

・薄着の習慣や風邪予防など、冬の生
活習慣が身につくよう、家庭でも配慮
していただく。

・行事の多い時期なので，安全と健
康管理について連携をとる。

・地域の自然、行事・施設などにかか
わる機会を持ち、多様な人とのふれ
あいや、体験ができるようにする。

・行事の取り組みの様子やねらいを
伝え、園児の成長につながっている
ことを伝える。

・保育参観などで園での園児たちの様子を
知ってもらい、保育への理解を持ってもらう。

・梅雨期や夏期を健康に過ごすために家庭
との連携を密にし、健康状態を把握したり、
園だよりなどで発信したりする。
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