
幼小接続期 ５歳児

キーワード

【人間味溢れる豊かな感覚】

身近なものや人とかかわる中で，

面白さや不思議さなどを豊かに感

じるとともに，自分とは異なる感

じ方があることに気付く。

心動かす

【自ら学ぼうとする姿勢】

遊びや生活の中で，自分のしたい

ことやできることを見つけて取り

組もうとする。

意欲

（自分から）

（自分のこととして）

【粘り強く取り組む力】

自分なりの目的に向かって，

じっくりとやってみる。

繰り返しやってみる

達成感

【コラボレーションする力】

友達と思いを出し合いながら，

力を合わせて遊びを進めるように

なる。

思いを伝え合う

協力する楽しさ

【複眼的に思考する力】

様々なやり方や考え方に触れる。
異なる考え方があることに気付く

【知識と知識を関連づけながら

　深く追究する力】

今まで経験したことを活かして，

遊びや生活に取り入れてやってみ

ようとする。

多様な体験をする

経験を活かす

【論理的に問題を解決する力】

4～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

【水遊び・樋での水流し】

・水鉄砲でのしっぽとりゲームをしたり，自分なりの的

　を決めて水が届くように狙ったりする。②

・築山の上から樋をつなげて水を流す。水が遠くまで流

　れるようにつなぎ方を工夫したり，分かれ道を作った

　りしてゴールまで水が流れるように試行錯誤する。③

　

【縄跳び・長縄跳び】

・自分のなりの目標を決めて縄跳びに取り組む。②③

・友達の跳ぶ回数を数えたり，跳び方のコツを伝え合っ

たりして，一緒に跳ぶことを楽しむ。②④⑤

【製作遊び】

・遊びで使いたい自分がイメージするアイテムができる

よう，どの素材を使ったらよいか考えたり，素材の組み

合わせ方を考えたりしながら作る。②③

・自分が作ったアイテムの工夫したところなどを友だち

や教師に伝える。①

【色水遊び】

・自分が選んだ花びらをすり鉢に入れ，どんな色になる

　か試しながら作る。③

・きめ細かい泡になるように，石けんを削る量や水の量

　などを調節しながら繰り返し作る。③

【虫探し】

・虫がいる場所や見つけ方，捕まえ方のコツを友だちに

　教える。③

・虫を触った感触や動きなど発見したことを教師や友だ

　ちに伝える。①

【虫探し・虫の飼育・お墓づくり】

・虫がどこにいるかを繰り返し試して見つける。③

・虫を飼育していく上で，どのように飼育していくとよ

　いのかを友だちと一緒に考えたり，必要なものを揃え

　たりする。④

・死んでしまった虫のために，木で看板を作ったり，カ

　ラスにつつかれないように工夫して埋めたりして協力

　してお墓を作る①③④⑥

【赤ちゃんウサギとのかかわり】

・赤ちゃんウサギの飼育小屋の掃除などのお世話を進ん

　でしようとする。②

・赤ちゃんウサギがキャベツを食べる音や好きな草な

　どに興味をもってじっくり観察する。①

【ドングリ拾いに行く】

・葉っぱや木の実に興味をもつ姿が増える。①

・バイパス公園へドングリ拾いに行く。③

【赤ちゃんウサギのエサ入れづくり】

・赤ちゃんウサギのエサ入れを木の板で作る。④

・のこぎりや金槌を使う中でうまくいかず，諦めそうに

　なりながらも，友達と協力して最後まで作り上げる。

　②③④

【木工遊び】

・木材を組み合わせたり，釘を打つ位置を確かめたりし

　ながら試す。③

・作りたいものになるよう，木材や釘以外にも仕上げに

　絵の具や糸やサインペンなども用いて表現する。②③

【忍者ごっこ・忍者修行】

・忍者になりきり，壁のぼりの術・はしご渡りの

　術・立ち滑りの術・登り棒の術など自分たちで

　修行内容を考え，園庭を修行をしながら回る。

　②③④

・雲梯・縄跳びなど新しい修行を次々と自分たち

　で考えて繰り返す。③

・友達の影響を受けて，いつもは挑戦しないことにも自

　分から挑戦しようとする。②④

・手裏剣や忍者の服など，自分たちで考えた必要なもの

　を工夫して作る。

・手裏剣で倒すゾンビやお化けなどの的を画用紙や段

　ボールで作り，手裏剣修行を楽しむ。

【遠足（わんぱく砦）での忍者ごっこ】

・森林公園へ遠足に行き，わんぱく砦で，忍者になりき

り，自然の中で崖を下ったり登ったり，木のトンネルを

くぐったりして繰り返し思い切り遊ぶ。②③④

【わんぱく砦を幼稚園で作って忍者ごっこ】

・木の枝を組み合わせたり，芋づるをかけたりして，木

　のトンネルを作る。難しいコースにするために，木の

　組み合わせ方を相談しながら作る③④

・わんぱく砦トンネルと名付け，繰り返し通って遊ぶ。

　②④

・興味をもって遊びに来た年少児に，入り口や出口を知

　らせたり，一緒に通ったりして，通り方の説明をす

　る。①④

【こま回し】

・友だちがこまを回している時の体勢や投げ方，投げた

　後の紐の引き方などを参考にしたり，友達にコツを教

　えてもらったりしながら,繰り返し練習をする。③④

・長く回す，こまを手にのせる，得点箱に入れるなどの

　技ができるように練習する。③

・園庭の砂の上や橋の上，机の上など，いろいろな所で

　回してみる。コマを回して砂が削れることなどに気付

　く。③④

遊びや生活の中で，心を動かして面白さや不思議さなどを感じ取り，目的に向かって自分でできることを見つけたり友達と一緒に考えを出し合ったりしながら，諦めずにやってみようとする子ども

時期

【秋の自然物を使ったケーキ屋さんごっこ】

・秋の自然物を使って，ケーキやごちそうを作って遊

ぶ。①②

・移動式のケーキ屋さん年長児の影響を受けて，ドング

リケーキを作ったり，それらを使ってお店屋さんを開い

たりする。①④⑤⑥

【ドングリ転がし・ドングリ流し】

・ドングリ拾いをきっかけに，木のお家から樋をつなげ

てドングリ転がしのコースを作る。

・水遊びの経験を生かし，水を一緒に流すことで，ドン

グリをゴールまで流すことを試す。

・木のお家以外の場所でもどんぐり転がしができるので

はないかと考え，築山やアスレチック，ジャングルジム

などいろいろな場所でコースを作って試す。④

【色水・泡のジュース屋さんごっこ】

・イメージしたジュースやケーキを作るために，色の混

　ぜ方や泡の立て方を考えたり試したりして作る。③

・ケーキ屋さんに必要なものをクラスで相談する。①④

　⑤

・看板やメニューづくりでは，年少児でも分かるように

　絵を添えて描くなど，相手を意識しながら工夫して作

　る。⑤⑥

⑦

５歳児のめざす子どもの姿

関連する

活動

（10月末現在）

⑤

⑥

③

④

○失敗や挫折をしても大丈夫だという経験をする。

⇒教師が「今のそのままを受け止める」ことを大事にすることで，子どもの中での安心感や主体性が育まれることを援助する。

○成功体験や挫折を克服する体験をする。

⇒子どもの願いを理解し，それが実現できる援助を行ったり，挫折に寄り添い，共に解決していく援助を行ったりする。

○安心して本音をぶつけ合いながら，共通のめあてに向かって遊びや生活を共に作り上げていく。

⇒はじめからきまりを設定するのでなく，子ども同士がぶつかり合える状況をつくる援助を行う。その上で，共に意見を伝え合いながら遊びや生活をつくって

　いくことができる援助を行う。

○一人では実現できないことも，友達と一緒だと実現できることに気付き，友達と工夫したり協力したりする楽しさや充実感を味わうようになる。

⇒ 友達と様々な心を動かす出来事を共有し，互いの感じ方や考え方，行動の仕方などに関心を寄せることができるようにする。またお互いが認め合い協力することで，より

遊びが豊かに楽しくなっていく体験を重ねることができるようにする。

○思いの実現に向けて友達の意見を聞いたり，遊びながら友達のやり方にふれたりすることで，違う考えに気付いたり，自分の中に取り入れたりする。

⇒自分のこととして聞くことができる状況づくりを保障したり，他者の意見や考え方が伝わりやすくしたりする援助を行う。

○今の遊びや生活を充実させるために，以前やったことを再現しようとしたり，以前考えたことを思い出したりする。

⇒思い出せるようにヒントを与えたり，思い出したことを言語化したり記号化したりしながら，過去が現在につながる援助をする。そして，過去のことが活か

　され，現在が豊かになることを，子ども達と共に喜ぶことを大事にしている。

５歳児で育成したい資質・能力 (〇子どもの姿　⇒教師の援助)

「光輝（かがやき）」プログラム

①

②

○周りの環境に，心を動かしてかかわる。

⇒大人の価値判断（大人からは無意味に思えたり危険や汚いことに見えたりするようなこと）で禁止や制約をせず，感じている不思議さや面白さに共感する。

○一人一人が自らの感じ方や考え方を表現し，それが尊重される喜びを味わう。

⇒各自が感じたり考えたりしたことをみんなの前で表現する機会を保障し，保育者が受け止めるモデルを示すことで，周りの友達も受け止めることができるようにする。

○自分たちがしたいことに取り組み，満足感や達成感を味わう。

⇒子どもたちの願いを理解することにより，達成のための時間や空間，自由を保障し，適切な援助を行う。やりきった満足感や達成感を大事にしながら，そのことが更なる

意欲につながるようにする。

○生活の当事者として，様々な事を話し合って決めたり，責任をもって取り組んだりする。

⇒遊びや活動，園生活の様々なことを教師が決めたり予定通りに進めたりするのではなく，子ども達が話し合って，自分たちの生活や遊びを決める権利を保障し，その実践

を支える。教師任せではなく，自分のこととして取り組む経験を積み重ねられるようにして，幼児なりの当事者意識が身につくようにする。



【４年生との交流】

・４年生が年長児と仲良くなるために考えた鬼ごっこや

モノづくりや射的などのゲームを一緒に楽しむ。①④

・お礼の気持ちを手紙にして渡しに行くとともに，一緒

に遊ぶことを楽しむ。①④

【射的ごっこ】

・４年生と一緒にした遊びの影響を受けて，割りばし鉄

砲を作ったり，的を作ったりして，幼稚園で再現して遊

ぶことを楽しむ。②③

評価方法 エピソード記録

関連する

活動

（10月末現在）



○一人一人の感じ方や気付きを受け止め，周りの友達とも共有していく教師の援助

事例1と事例２では，赤ちゃんウサギとのかかわりの中で気付いたことや感じたことを教師や友達に伝えようとする姿が見られた。教師

がその気付きを受け止めることで，さらに興味をもってウサギにかかわろうとする姿が見られた。また一人一人の感じたキャベツを食べ

る音を友達と伝え合うことで，周りの友達が感じていることは一様ではないことを肌で感じとっていった。

子ども一人一人の感じ方や発想を認め，ともに感動する教師のかかわりがあることで，子どもが心動かして環境にかかわったり感じたこ

とを表現したりする意欲につながっていくと考えている。また，一つのものを見たり触ったりしても，一人一人の感じ方は異なること，

そしてそれぞれの感じ方に正しい，間違いはないことを体験を通して感じていくことを大切にしていきたい。このように心動かしながら

多様性を感じ受け入れる体験を積み重ねることで，これからの多様性社会を生き抜く力の素地が育まれていくと考えている。

事例 赤ちゃんウサギとのかかわり：「抱っこしたらひっかかれた・・・」

事例 赤ちゃんウサギとのかかわり：「いろいろな音が聞こえるよ」「キャベツよりもお庭の草が好きなんよ」

時期 5月下旬～６月上旬 育成された資質・能力 ①

時期 ６月上旬

５歳児

　　　　　　　　　　　　　子どもの様子　　（下線は教師の環境・援助）

＜背景＞

幼稚園では，２匹いたウサギが１匹亡くなり，さくらちゃん１匹だけになっていた。年長に進級し飼育当番をするうちに，「さくらちゃ

んが，一匹じゃさみしそう・・」「もう一匹ウサギの友達を連れてきたら？」という声があがる。そこで，年長組全員で副園長先生の所

へ行き，ウサギを増やしてもらえるようにお願いし，一匹の赤ちゃんウサギが幼稚園にやってくることになった。名前は全員で相談し，

ななみちゃんに決まった。

事例１「いろいろな音に聞こえるよ」（５月25日）

赤ちゃんウサギは，とても人なつっこく，子どもたちが話しかけると，嬉しそうにぴょんぴょんと寄ってくる。また，食欲旺盛で，キャ

ベツを元気よく食べる。

ふれあううちに，Ａ児がキャベツを食べている音を聞いて「あ！シャキシャキ！って聞こえた！」と言う。「シャキシャキって聞こえる

の？先生も聞いてみよ！」と一緒に耳を澄ませていると，それを見ていた他の子どもたちも耳を澄まし始める。そして，「シャリシャ

リって聞こえるよ」「私は，パチパチ！」「僕は，カリカリ！」といろいろな聞こえ方があった。「同じ音を聞いているのに，みんな

違って聞こえるなんて面白いね！」と教師が言うと，子どもたちはさらにじっくり聞きながら自分の聞こえ方を表現していった。

教師の環境・援助

「光輝（かがやき）」実践記録 幼小接続期

事例２「キャベツよりもお庭の草が好きなんよ」（６月２日）

　「せまい小屋では，ななみちゃんがかわいそう」という声があがり，ななみの部屋を段ボールで作って，「ななみちゃんの好きな葉っ

ぱを描こう」と思い思いに絵を描いていった。

ななみの部屋は，最初保育室内に広げていたが，クローバーがはえている園庭に移した。すると，ななみは，夢中になってクローバーを

食べ始めた。Ｂ児がいつも与えているキャベツを食べさせようと口の前にもっていっても，ななみは見向きもせず，一心不乱にクロー

バーを食べている。これまでキャベツを喜んで食べていた姿を見ていたＢ児は驚いた様子で，「先生，ななみちゃんはキャベツよりも，

お庭の草が好きなんよ。キャベツを見せても草ばっかり食べてるよ」と知らせにくる。「本当だ！キャベツは食べないね。お庭の草，美

味しいのかな？」と教師も一緒に驚く。しばらくじっとななみの様子を観察していたＢ児だったが，飼育小屋にななみを返す時には，手

のひらいっぱいにクローバーをちぎり，「これ，ななみちゃん大好きじゃけ，取ってあげたんよ」と言いながら，エサ入れに山盛りのク

ローバーを入れていった。ななみが食べ始めると，Ｂ児も「あ！食べたよ。やっぱり草が一番すきなんよ」と納得したように言ってい

た。

育成された資質・能力 ①⑤

　　　　　　　　　　　　　　子どもの様子　　（下線は教師の環境・援助）



○失敗しても大丈夫と思える安心感がもてるような教師の援助（小さな失敗体験を大切に）

本物ののこぎりや金槌を使うため，始めはうまく扱えず諦めそうになる姿が何度もあったが，教師が寄り添いながらコツを伝えたり励ま

したりしていくと，友達と協働しながら諦めず取り組み，最後には，素敵なエサ箱が完成し，「やったー！できたー！」と達成感を感じ

ていった。

このように，子どもたちは遊びの中で，何度も失敗しながら次は失敗しないためにはどうしたらよいか試行錯誤して学んでいる。教師

は，道具の使い方のコツを伝えたり，どうしてうまくいかなかったのか一緒に考えたりして，失敗から学ぶことを応援し，失敗しても大

丈夫と思えるような安心感がもてるように援助していくことが大切である。このような温かい雰囲気の中で，小さな失敗体験と成功体験

を積み重ねることが，子どもの自信につながり，「こうすればいいんだ，諦めなければできるんだ」と思えるレジリエンスが育まれると

考えている。

○思いの実現に向けて必要な道具や素材を用意する環境構成

　本事例では，子ども達の“木のエサ入れが作りたい”という思いから，年長ならではの木工道具や木の板を用意した。道具があること

で，やってみたいという気持ちが膨らみ意欲的に友達と一緒に取り組み始める姿が見られた。このように，子どもたちの興味関心に合わ

せて発達段階に応じた道具や素材を用意することで，思いの実現に向けて友達と協働しながら取り組むことができ，達成感を味わうこと

につながると考える。

事例 赤ちゃんウサギとのかかわり：「ななみちゃんのエサ箱を作ってあげたい」

時期 ７月中旬

　目に涙をためてＤ児が「ななみちゃんにひっかかれた・・」と言いに来る。見ると，右腕に擦り傷ができている。手当てをし，話を聞

くと，「抱っこしたらひっかかれた・・・」と言っている。

　クラスでもこのことを伝え，「どうしてななみちゃんひっかいたんだろうね」と問いかけてみた。すると，「ぎゅっと持たれて痛かっ

たのかも・・」「高く持ち上げられて怖いって思ったのかも・・」「草を食べてるのに，邪魔しないでって思ったんじゃない？」とそれ

ぞれがななみの立場にたって真剣に考えている。「次から，ななみちゃんが草を食べてる時は抱っこしないようにして，見るだけにしよ

うよ」「ぎゅっときつく握ったら痛いから，優しく持ったらいいよね」「前，腰をまげて低くもったら，ななみちゃんおとなしかった

よ。急に高く持ちあげないようにしようよ」「落ちたら骨折しちゃうかもしれないし」「そしたら，動けなくなっちゃう」「小さい組さ

んが見に来た時は教えてあげようよ」など，ななみとのふれあい方を自分ごととして考えていく姿が見られた。

教師の環境・援助

教師の環境・援助

○物言わぬウサギの行動の意味や気持ちに向き合うための思いを出し合う場の設定

事例３で，Ｄ児が赤ちゃんウサギにひっかかれたことは子どもたちには衝撃だった。言葉をしゃべらないウサギだからこそ，いつもと違

う行動をした時が，ウサギの気持ちを考えるチャンスだととらえ，全体で話し合う場を設けた。話し合いを通して，ウサギをかわいがっ

て抱っこしているつもりが，実はウサギにとっては困ることもあると気付いた子どもたちは，その後「優しく抱っこしよう」「食べてい

るときは，無理に抱っこしないようにしよう」など，ウサギの気持ちになって考えようとする姿が見られた。実際にウサギとかかわった

り，またそこで起こる様々な事柄についてみんなで話し合ったりすることを通して，ウサギとの距離がぐっと近くなり，ウサギの気持ち

を分かろうとし，その結果として深い愛着がわいていった。このような体験を積み重ねることで，ウサギの命を身近なこととして感じる

ようになり，ウサギのために「自分のこととして」考えを出し合う話し合いが可能になると考えている。

育成された資質・能力 ②③④⑥

　　　　　　　　　　　　　　子どもの様子　　（下線は教師の環境・援助）

　赤ちゃんウサギのななみが幼稚園に来て２か月が経ち，ななみを園庭の広い飼育小屋に入れることになる。クラスで必要なものを話し

合うと「さくらちゃんみたいに，木のエサ入れがいるよ」という意見が出て，木で作ることになった。教師が木工道具を用意すると，

さっそく作り始める。Ｄ児がのこぎりで板を切り始めるがうまく切れず，少しずつゆがんでいく。「これ，ちょっとできん」とＤ児が言

い，手が止まる。教師は「難しいよね～。大丈夫，ひっくりかえして，反対から切ったらいいよ」と言い，切り始めの部分だけのこぎり

で溝をつける。「左手でしっかり板を持って，ゆっくり切ってごらん」とＤ児に渡すと，もう一度切り始める。Ｅ児やＦ児も「こっち

持っといてあげる」と板を押さえている。最初はすぐに諦めようとしたＤ児だが，「切れてきたよ！」というＥ児やＦ児や教師の声で諦

めずに一枚切り終える。その後は，やりたい子どもたちが互いに板を支え合いながら切ったり，釘を打ったり，絵を描いたりして，素敵

なエサ箱ができていった。次の日，ななみを飼育小屋に移し，餌箱でエサを食べている様子を見ると，「エサ食べてるよ！エサ箱気に

入ったみたい！」と喜んでいった。



○失敗しても大丈夫と思える安心感がもてるような教師の援助（小さな失敗体験を大切に）

本物ののこぎりや金槌を使うため，始めはうまく扱えず諦めそうになる姿が何度もあったが，教師が寄り添いながらコツを伝えたり励ま

したりしていくと，友達と協働しながら諦めず取り組み，最後には，素敵なエサ箱が完成し，「やったー！できたー！」と達成感を感じ

ていった。

このように，子どもたちは遊びの中で，何度も失敗しながら次は失敗しないためにはどうしたらよいか試行錯誤して学んでいる。教師

は，道具の使い方のコツを伝えたり，どうしてうまくいかなかったのか一緒に考えたりして，失敗から学ぶことを応援し，失敗しても大

丈夫と思えるような安心感がもてるように援助していくことが大切である。このような温かい雰囲気の中で，小さな失敗体験と成功体験

を積み重ねることが，子どもの自信につながり，「こうすればいいんだ，諦めなければできるんだ」と思えるレジリエンスが育まれると

考えている。

○思いの実現に向けて必要な道具や素材を用意する環境構成

　本事例では，子ども達の“木のエサ入れが作りたい”という思いから，年長ならではの木工道具や木の板を用意した。道具があること

で，やってみたいという気持ちが膨らみ意欲的に友達と一緒に取り組み始める姿が見られた。このように，子どもたちの興味関心に合わ

せて発達段階に応じた道具や素材を用意することで，思いの実現に向けて友達と協働しながら取り組むことができ，達成感を味わうこと

につながると考える。


