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日時：平成 25 年 4 月 27 日(土)午後 2 時～
場所：明石市議会棟 2 階
１

開会

２

議事

大会議室

(1) 幼稚園と保育所の一体化、民営化について （※第２回検討委員会資料参照）
① 各種認定こども園、幼保一体施設 ・・・・・・・・・・・・・※

資料４

② 保育所の民営化（公民の役割分担を含む） ・・・・・・・・・※

資料５

③ 公立幼稚園の役割・機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・※

資料６

(2) 幼稚園・保育所の教育・保育の計画等について
① 幼稚園教育要領と保育所保育指針の比較・・・・・・・・・・・

資料１

② 市立幼稚園の教育の計画等・・・・・・・・・・・・・・・・・

資料２

③ 市立保育所の保育の計画等・・・・・・・・・・・・・・・・・

資料３

④ 共通カリキュラム（他都市事例）・・・・・・・・・・・・・・

資料４

(3) 幼稚園・保育所の家庭・地域社会・小学校との連携等について
① 市立幼稚園・保育所の家庭・地域社会との連携等・・・・・・・

資料５

② 市立幼稚園・保育所の小学校との連携等・・・・・・・・・・・

資料６

③ 市立幼稚園と保育所の連携等・・・・・・・・・・・・・・・・

資料７

(4) 子育て支援センターとの役割・機能分担について

３

・・・・・・・

資料８

閉会

※第４回検討委員会

月

日（

）

時～

明石市議会棟２階大会議室

座 席 表
○
伊藤 委員長
渡辺 委員

本谷 委員

○
大野 委員

赤松 委員

○
原田 委員

大歳 委員
○

南谷 委員

築山 委員

○
○

神尾 委員

○
○

高岸 委員

吉村 委員

○

多胡 委員

○

○
○

西川 委員

○

○

田中 委員

○

前田 委員

○

○

○

○

○

○
○

記
者
席

事務局

事務局

○

○

○

○

一般傍聴席
○

○

記
者
席

○

一般傍聴席
○

入

○

口

○

○

一般傍聴席
○

○

一般傍聴席
○

事務局

○

○

○

一般傍聴席
○

○

○

○

関係部署
○

○

一般傍聴席 一般傍聴席
○

一般傍聴席
○

関係部署

○

○

○

一般傍聴席 一般傍聴席
○

○

○

○

議
員
傍
聴
席
議
員
傍
聴
席
議
員
傍
聴
席
議
員
傍
聴
席
議
員
傍
聴
席

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

参考資料
明石市内の性別・年代別就業率の推移及びハローワーク明石管内の過去1年間の有効求人倍率の推移
１ 明石市内の性別・年代別就業率の推移
全体
平成12年
平成17年
平成22年

15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳
13.3%
63.6%
71.3%
66.4%
69.4%
73.8%
73.8%
71.8%
65.5%
39.3%
14.6%
62.0%
72.3%
67.6%
68.5%
73.6%
74.9%
71.0%
65.2%
42.0%
13.2%
60.5%
72.7%
68.5%
68.6%
72.3%
74.4%
72.3%
65.2%
49.7%
平成22年（兵庫県）
12.9%
59.2%
72.9%
70.3%
70.7%
73.5%
76.1%
75.0%
68.8%
53.0%

合 計
62.3%
62.2%
62.7%
64.3%

男性
平成12年
平成17年
平成22年

15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳
14.2%
64.7%
85.0%
88.1%
89.7%
90.0%
89.1%
88.9%
85.9%
53.3%
15.3%
62.3%
82.1%
84.3%
85.4%
86.9%
86.5%
86.0%
84.0%
57.9%
12.9%
62.2%
80.4%
82.7%
83.3%
83.4%
84.0%
83.6%
81.5%
65.2%
平成22年（兵庫県）
12.9%
58.8%
79.3%
84.0%
85.4%
85.5%
86.2%
86.4%
83.7%
67.7%

合 計
77.0%
75.0%
73.6%
74.7%

女性
平成12年
平成17年
平成22年

合 計
47.8%
49.6%
52.0%
54.4%

15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳
12.4%
62.6%
57.9%
44.5%
48.5%
56.8%
58.6%
55.0%
45.6%
25.5%
13.8%
61.7%
62.7%
51.2%
51.5%
60.4%
62.9%
56.3%
47.2%
26.9%
13.5%
58.8%
65.0%
54.4%
54.2%
61.1%
65.1%
61.2%
49.6%
35.2%
平成22年（兵庫県）
12.9%
59.5%
66.8%
57.4%
56.4%
61.9%
66.6%
64.3%
54.7%
39.1%

※各国勢調査の数値による。（人口総数÷就業者総数＝就業率）
※合計欄は、15-64歳までの就業率である。（65歳以上の分は含まず。）
２ ハローワーク明石管内の過去1年間の有効求人倍率の推移（参考：平成22・23年度分）

明石市
兵庫県
全 国

Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年4月 Ｈ24年5月 Ｈ24年6月 Ｈ24年7月 Ｈ24年8月 Ｈ24年9月 Ｈ24年10月Ｈ24年11月Ｈ24年12月 Ｈ25年1月 Ｈ25年2月
0.37
0.45
0.47
0.45
0.46
0.46
0.47
0.50
0.50
0.50
0.50
0.52
0.53
0.53
0.61
0.68
0.68
0.69
0.69
0.69
0.68
0.68
0.68
0.68
0.71
0.71
0.56
0.68
0.79
0.80
0.81
0.81
0.81
0.81
0.81
0.82
0.83
0.85
0.85

※ハローワーク明石の管轄区域は、明石市、神戸市西区のうち曙町、天が岡、伊川谷町有瀬、伊川谷町上脇、伊川谷町潤和、伊川谷町長坂、伊川谷町別府、池上、
今寺、岩岡町、枝吉、王塚台、大沢、大津和、上新地、北別府、小山、白水、玉津町、天王山、中野、長畑町、福吉台、ニツ屋、丸塚、水谷、南別府、宮下、持子、森
友、竜が岡、和井取。
※有効求人倍率の求人数は、ハローワーク明石の管轄区域内の企業（事業者）による求人数となっているが、求職数は管轄区域外からの登録者も含む。

資料 １

１

資料 ２－１

市立幼稚園の教育の計画等
１ 教育の
教育の計画等の
計画等の位置づけ
位置づけ
・教育基本法第１７条において、
「地方公共団体は
地方公共団体は、教育の
教育の振興のための
振興のための施策
する基本的な
のための施策に
施策に関する基本的
基本的な
計画を
計画を定めるよう努力
めるよう努力しなければならない
努力しなければならない」
しなければならない」と定められている。
・教育課程その他の保育内容については、学校教育法施行規則第３８条において、その「
「基準
として、
として、文部科学省
文部科学省が
科学省が別に公示する
公示する幼稚園教育要領
する幼稚園教育要領によるものとする
幼稚園教育要領によるものとする」
によるものとする」と定められている。
・明石市立中学校・小学校・幼稚園及び特別支援学校の管理運営に関する規則第５条において、
「校長は
校長は、学習指導要領及び
学習指導要領及び教育委員会が
教育委員会が別に定める基準によって
基準によって教育課程
によって教育課程を
教育課程を編成し
編成し、教育
委員会に
委員会に届ける」
ける」と定められている。
２ 明石市立幼稚園の
明石市立幼稚園の教育課程の
教育課程の流れ
明石市第５次長期総合計画
あかし教育プラン －明石市教育振興基本計画―
兵庫県教育委員会

教育委員会案件

あかし教育プラン －アクションプランー

指導の重点
（参酌）

明石市教育の指針（指導の手引）

教育課程編成届

幼稚園教育要領

教育委員会提出義務有
特色ある学校作りの観点か
ら、園ごとに教育目標・研究
主題等が異なる

（参酌）

学校評価

教育委員会提出要
各学校園の学力向上に向
けた取組に特化した内容

期案（年間計画）

教育委員会提出義務有

個々の

確かな育ち向上プラン

PDCA サイクル

日案

教育委員会提出義務有

週案

日々の反省
自己評価
1

平成２４年度

４歳児 Ⅰ期

(４月～５月 )

指

導

ねらい

幼 児

画

・幼稚園生活に慣れ、安心して過ごす。
・生活の仕方が分かり、できることは自分でしようとする。
・自分のしたい遊びを見つけ、教師や友達と楽しんで遊ぶ。
・先生とかかわったり話をしたりして一緒に遊ぶ。
・自分の持ち物の始末や後片付け、排泄など生活の仕方に気付く。

内容

の 姿

・母親から離れることが不安で泣きだす幼児がいる。
・教師の側にいることで安定を見出そうとしたり、声をかけられるのを待って
いる反面、幼稚園での生活に期待を寄せている姿も見られる。
・一人で遊びながらも、側にいる友達と視線を交わすなかで、友達への関心 が
芽生えてくる。
・園内の様々な環境に興味をもち、見たり、聞いたり、試したりして遊ぼうと
する。

計

・友達の存在に気付き、ふれあいを持つ。
・園庭の草花や飼育物等を見たり、触れたりして遊ぶ。
・戸外で体を動かして、元気に遊ぶ。
・園での生活の仕方がわかり、自分でしようとする。
・園庭や保育室の遊具や用具の使い方を知る。

・
「幼稚園っておもしろい」と実感し、一人ひとりが遊びだせるように、家庭にある遊具
を準備し、十分に関われる場を設定することで、安心できる雰囲気をつくる。
・室内では、すぐに遊びが始められるように、また、片付けがしやすいようにコーナー

数を考えて出す。また、片付けやすい用具の数や整理しやすいように写真を貼った整

助

成

・砂場の用具（スコップ、皿、コップ、網など）は年少児各々の活動に見合った適切な

援

構

子を見ながら、適量を用意する。

の

境

を置いたりする。また、コップやお皿、食べ物、鍋、スプーンなどは、幼児が遊ぶ様

教 師

環

を作っておく。
（ままごと、積み木、お絵かき、絵本など）
・ままごとコーナーでは、落ち着いて遊べるよう、じゅうたんを敷いたり、ぬいぐるみ

理かごを準備し、子どもの動線を考えて置く位置を決める。

・簡単な挨拶をする。 ・してほしいことや困ったことなど教師に色々な方法で伝えようとする。
・一人ひとりが教師とのつながりを感じ取れるように、教師とのやりとりを大切にし個々の思いを受
けとめていく。
・教師の周りに集まって、紙芝居や手遊びでホッとする一時を作りながら、無理のない一日の流れを
作っていく。
・持ち物の始末は丁寧に知らせると共に、十分な時間を確保し、教師が一緒にしたり友達のしている
のを見ることでより分かっていけるようにする。
・遊びに取り組みにくい幼児には、その原因をさぐり、見守ったり誘ったりなど一人ひとりにあった
援助をする。
・大型積み木を使う際には、怪我のないよう、まず約束事をクラス全体に伝えておく。また、遊んで
いるときも目を離さないようにする。
・みんなでできるリズムや歌などで、友達を知っていく機会をつくる。
・幼児と一緒に園内を探索し行動範囲を広げながら、行ってはいけないところなどの約束を知らせる。
・集いに参加し園内にいろんな友達がいること、みんなで集うことの楽しさを知らせる。
・友達と関わりながら遊んでいる姿を認め、トラブルがおこった時は、教師が仲立ちとなって互いの
気持ちを知らせていく。

行事

予

・戸外で身体を動かして遊ぶ
入園式、身体測定、家庭訪問、誕生会、保育参加、子どもの日の集い、内科検診、歯科検診
固定遊具で遊ぶ（ジャングルジム、飛行機ジム、ブランコ等）
眼科検診、親子遠足、清潔調べ、保健指導、降園集会、降園指導、なかよし集会
遊具や用具を使った遊び（スケーター、ボール等）
・家庭訪問などを通して、幼児の家庭での様子や保護者の考え方などを知り、今後の指導
追いかけっこ、走りっこ、体操
の手立てとする。
・砂や土を使って遊ぶ
・幼稚園生活に馴染みにくい幼児の保護者には、他の幼児と比較しないよう話をする。
砂や土の感触を味わう（触ったり、握ったりする）型抜きをする 山を作る
・保育参加では、園での幼児の姿を見てもらい、園生活の様子を知らせていく。
・自然にふれて遊ぶ
・親子遠足を通して、親子のかかわりの様子を知るとともに、保護者同士が親しくなる機
年長児のまねをして、草花を使って遊ぶ（ジュース作り、ケーキ作り等）
会とする。
虫探し（チョウ、ダンゴムシなど）
、夏野菜の苗植え・水やりをする（ピーマン、ナ
・誕生会では、おやつを一緒に用意するなどして、クラスの子どもとかかわる機会となる
ス、ミニトマト等）
、ハムスターや虫の世話をする
ようにする。
・学級や同学年の友達皆で遊ぶ
歌（チューリップ、おはながわらった、こいのぼり、おかあさん、さんぽ
リズム遊び・ふれあい遊び・手遊び（先生とお友達、握手でこんにちは、ジャンケ
ン列車、グーチョキパー、とんとんとんひげじいさん、キャベツの中から）
絵本（ねずみのでんしゃ、ぐりとぐら、はらぺこあおむし、ノンタンシリーズ 等）
＜特別支援の必要な幼児への配慮＞
・幼稚園の雰囲気を感じ、安心して登園できるよう、個別に声を掛ける。
・1 日の流れや身支度の流れが理解できるよう、図や写真を用いて、目で見てわかるものを用意する。
さ れ
る
活
動

家庭・地域・学校・保育所との連携

想

平成２４年度

４歳児 Ⅱ期

(６月～７月 )

指

導

内容

の 姿

教
師
の

環 境

援

構
成

助

・自分の好きな遊びを楽しみながら、友達との触れ合いが自然にできるように、遊具や
場の設定をする。
・みんなで運動的な遊びが出来るよう、ボールやフープ、マット、平均台等用意する。
・イメージを共有できるよう、視覚に訴えるものを作り、遊びの中に生かしていく。
・天候にあわせて遊びが展開できるように室内外の環境を整える。
・梅雨や夏の暑さに影響されやすい時期なので、心地よい生活ができるようにテント等
で陰をつくる等配慮する。
・砂や水など感触を十分味わいながら楽しめるよう、スコップやバケツ等十分な数を用
意する。
・砂遊びでは裸足で楽しめるよう、足拭きマットやタライを用意する。
・好きな時に歌ったり身体を動かしたり、楽器に親しめるようにカセットデッキやステ
ージなどを用意しておく。
・伝統的な行事に関心がもてるよう、笹、短冊などを準備する。

ねらい

幼 児

・園内の様々な環境に興味、関心を持ち、行動範囲が広がってくる。
・友達を求めるようになり好きな友達が出来てくるが、そのつながり方は、興味の対象
により流動的である。また、自分の思いを出すようになり、そのためにトラブルにな
ることもある。
・いろいろな素材に興味を持って関わり、その中で感触を楽しんだり、自分なりのイメ
－ジを持って楽しんだりする姿が見られる。
・自分の思いを動作や言葉で表わそうとする姿が見られる。
・園生活の様子がわかり予測をたてて行動できる子どもと、自分の思いを通そうとして
リズムにのれない子どもの差が出始めてきた。

計

画
○友達とふれあいを持ち、一緒に遊んだり運動遊びを楽しむ。
○身近な自然に触れたり、見たりして遊ぶことを楽しむ。
○砂、泥、水に親しみ、開放感を味わう。
○梅雨期を健康に過ごすために必要な生活の仕方を知る。
・教師や友達と一緒に歌を歌ったり身体を動かしたりして遊ぶ。
・戸外で色々な遊具や用具の正しい扱い方を知って使う。
・友達と一緒に力いっぱい走ったり、リズムに合わせて体を動かしたりして遊ぶ。
・思ったことや感じたことを、教師や友達に言葉や動きで伝えようとする。
・持ち物の始末や片付けなど生活の仕方がわかり、自分でしようとする。
・いろいろな素材に興味をもち、自分なりのイメージで描画・製作活動をする。
・泥や砂や水の感触を味わって遊ぶ。
・ 身近な小動物や草花に興味をもち、世話をしたり触れて遊んだりする。
・ ト ラ イや るウ ィ ー クの 中学 生 と 触れ 合っ て 遊 ぶ。
・夏野菜の栽培をする。 ・水遊び、プール遊びをする。

行事

・友達の中にうまく入れない幼児には、教師と一緒に入ったり、入るきっかけを作ったりする。
・幼児同士の思いが伝わるように、教師も共に遊びながら、必要に応じて援助する。
・運動会の競技は、絵本等で子ども達のイメージを共通にして楽しい雰囲気で進められるよう配慮
する。
・砂遊びなどは、素手で感触を味わえるようにし、天候が良い日には、教師も素足になって楽しみ
消極的な幼児に興味をもたせる。
・草花、虫、小動物などは、その扱いに留意しながら一緒に世話をしたり、遊んだりする中で興味
や愛情が自然に芽生えるようにしていく。
・泥遊びや水遊びの後の着替えや身の回りの始末が自分で出来る様に具体的な言葉がけをし、幼児
が自分でやろうとする姿を大切にする。
・水とのかかわりは個人差が大きいので、個々の状態を把握し、徐々に水に親しめるように遊びを
進めていく。
・楽しく安全にプールで遊ぶためのきまりや手順を事前に話し、機会をとらえて知らせ守るように
させる。
・興味の高まりから、危険を伴う遊びが生じることも予想されるので、十分留意して見守ると共に、
機会をとらえて安全への意識を育てるための援助をする。
運動会、歯磨き指導、トライやるウィーク、避難訓練、発育測定、創立記念日、清潔調べ、誕生会、
食育教室、交通安全教室、保育所交流、プール遊び、七夕の集い、なかよし集会、絵本貸し出し、
クラス懇談会、個人懇談会、終業式
・地域の方との会や高齢者の方と一緒に七夕の笹飾り作りや飾りつけをしたり、七夕の会でのダン
スなどふれあいの場を作っていくとともに、幼稚園の生活や幼児の遊びや興味や関心を理解して
もらう機会としていく。
・保育所の子どもやトライやるの中学生と一緒に遊びながら、ふれあいを楽しめるようにする。
・クラス懇談会や個人懇談会を通して、一人一人の幼児の育ちを喜びあい、個々の課題についてと
もに育てていこうという連帯感を深める。
・降園時の話を通して、具体的に園生活の様子や、育ちの姿を保護者に伝えていく。
・ビーチサンダルや、水着の着脱や持ち物の始末の仕方について、子どもが自分でできるように事
前に協力を依頼しておく。

予

体を動かして遊ぶ。
体操、フープ・ボールで遊ぶ、マット取り、平均台、かけっこ、玉入れ、リズム遊び、
お祭りダンス、縄を使った遊び（電車ごっこ）
イメージを持って遊ぶ。
コンサートごっこ、ジュース屋さん、アイスクリーム屋さんなど
砂・泥・水に触れて遊ぶ
山・川・道作り、ごちそう作り、泥団子作り、水遊び（シャボン玉、泡クリーム、色
水作り、水鉄砲、洗濯ごっこ）
、プール遊び
自然にふれて遊ぶ。
小動物や飼育物のえさやり・水やり、梅雨、夏野菜を育てる、草抜きなど
生活習慣
スモックの着脱、手洗い、うがい、片付け、水分補給、衣服や水着の着替えと始末、
ビーチサンダルの着脱・始末
自然物他……ミニトマト、なす、ピーマン、さつまいも、ダンゴ虫、おたまじゃくし、ししとう、らっかせい、
トマト、キュウリ、オクラ、かたつむり、カブトムシ、ハムスター等
歌・手遊び…はみがきの歌､かえるの歌、たなばた､ｷﾗｷﾗ星､ｼｬボﾝ玉､ﾔｯﾎｯﾎ夏休み､雨ふりくまのこ、長靴
マーチ、かたつむり、パパのおへんじ、とけいのうた、あめ、キャーロノメダマ
絵本…………10 ぴきのかえる､あめのひのころわん､どろんこﾊﾘｰ､ぐりとぐらのかいすいよく・はじめ
てのかさ、もこもこもこ、おたまじゃくしの 101 ちゃん、せんたくかあちゃん等
＜特別支援の必要な幼児への配慮＞
・身の回りの始末は、視覚的教材を取り入れて、何をするのかわかりやすく伝え、自分でできた所を認めていく。
・クラス活動では、喜んで参加する姿を十分に認め、幼稚園で過ごす楽しさを感じられるようにする。
れ
る 活
動

家庭・地域・学校・保育所との連携

想 さ

平成２４年度

４歳児 Ⅲ期

(９月～１０月 )

指

導

計

教 師

環 境

の

構

援

成

助
行事

予

体を動かして遊ぶ。
体操、ダンス、平均台、縄を使った遊び（電車ごっこ、蛇飛び、しっぽ取り）、ボール遊び（蹴りあいっこ、ボール投げゲーム）、竹こっ
ぽり、固定遊具（ブランコ、鉄棒、総合遊具）、増え鬼、助け鬼、バナナ鬼、なかよし集会、リレー
自然にふれて遊ぶ。
虫とり（トンボ、バッタ、カマキリ）、種とり（おしろいばな、フウセンカズラ、アサガオ）、草花みつけ（えのころぐさ、くっつきむし）
木の実拾い、自然物を使って（どんぐりごま、自然物の飾り、スタンピング）花のジュ－ス、泥だんご
生活習慣や当番の仕事
スモックの着脱、手洗い、うがい、片付け、テーブル拭き、掃除、お休み調べ、水分補給、牛乳当番
歌・・・・・・・とんぼのめがね､やまびこごっこ、つき､どんぐりころころ､やきいもグｰﾁｰパｰ､大型バｽ等、
わらべうた・・トウキョウト、いちばちとまった、ダイコンツケ
絵本・・・・・・とんぼのうんどうかい､14 ひきの遠足､ぐりとぐらの遠足､14 ひきのいもほり､おおきなお
おきなおいも､ｶﾏｷﾘのﾁｮﾝ､１４ひきのおつきみ おつきさまでたよ、たんじょうびのごちそう等
絵画制作・・・トンボ、バッタ、ブドウ、コスモス、すすき、さつまいも、どんぐり、くり、りんご、かき等
ごっこあそび・・・店屋ごっこ、お祭りごっこ、忍者ごっこ、遠足ごっこ
＜特別支援が必要な幼児への配慮＞
・夏休み明けに園生活のリズムが取り戻しやすいように、保護者と連携を密に取るようにする。
・友達とのつながりを大切にし、幼児同士で誘いかけたり助け合って参加できるように進めていく。

内容

の 姿

・園生活が始まった楽しさを感じ、一学期に親しんだ遊びが出来るように場を設定
し用具を準備しておく。
・戸外で遊ぶ機会が増えてくるので、遊具や用具の安全点検を行なうと共に、出し
入れしやすいように準備しておく。また、必要に応じて休息の時間をとる。
・簡単なルールのある遊びなどを通して、友達とのかかわりが持てる場を工夫し、
一緒に活動する喜びが味わえるようにする。
・園内の自然だけでなく、遠足などの機会を通して秋の自然を十分味わえるように
すると共に、その経験を生かせるよう、表現できる機会を持つ。
・秋の草花等自然に関心をよせて見るように、教師が採集したものや準備した物を、
子どもの見やすい所に飾るようにする。
・自然物を使った遊びが楽しめるように、廃材を分類して集めておき、遊びのヒン
トとなるよう絵本や図鑑などを用意しておく。
・保育室や大保育室を飾りつけ、お祝いの雰囲気を作る。

ねらい

幼 児

・夏休みが終わり、久し振りに教師や友達に会えるのを楽しみに登園する姿が見られるが、
中には園生活のリズムを取り戻すのに時間がかかる幼児もいる。
・気の合う友達が出来て、自分たちで遊びの場を準備したり、片付けたりする姿が見られる。
お互いの思いを伝えようとするが、自分の思いを相手にうまく伝えられずに、衝突も多く
なってくる。
・友達や年長児の遊びに刺激を受けて、いろいろな運動遊びに取り組むようになり、興味を
持ったことは何度でもしてみようとする。簡単なルールのある遊びを楽しめるようになる。
しかし中にはルールが理解しにくかったり伝わらなかったりして中断することもある。
・秋の自然、身近な環境に関わりながら遊びを楽しむ姿が見られるようになってくる。

画
・園生活のリズムを取り戻す。
・友達や年長児と一緒に戸外で身体を動かして遊ぶ楽しさを味わう。
・好きな友達とかかわって遊ぶ中で、自分の思いやイメージを表すことを楽しむ。
・教師を介して言葉で伝え合いながら友達と遊ぶ。
・秋の自然に興味や関心を持ち、いろいろなことに気付いたり、遊びに取り入れたりする。
・幼稚園が創立５０周年を迎えたことを知り、祝おうとする気持ちを持つ。
・竹こっぽりや平均台などの運動用具に興味を持ち、使って遊ぶ。
・簡単なルールのある遊びに興味を持って取り組み、体を動かす心地よさを感じる。
・一緒に遊ぶ友達と同じような話題で話をしたり、動きを合わせたりして遊ぶ。
・自分の思いや遊びのイメージを、言葉や動きで友達に伝える。
・手洗いやうがいなどの生活習慣や、準備、片付けなどを自分からする。
・草花や虫、木の実、落ち葉、収穫物に触れたり、遊びに取り入れたりする。
・秋の自然とかかわり、感じたことを自分なりに表現する。
・友達と一緒にお祝いのダンスをしたり、歌を歌ったりする。
・幼児と共に遊びの準備をしたり片付けたりして物の具体的な扱い方を知らせ、徐々に幼児同士で
場や物を活用できるようにしていく。
・主体的に運動遊びに取り組めるよう、クラス活動で遊び方を伝えたり、カードを作ったりする。
・ルールのある遊びやイメージを共通にしていく遊びは、関連する絵本を読んだり、身につけるも
のを作ったり、教師も一緒に遊んだりして楽しく発展していくようにする。
・幼児なりの表現の仕方を受け止め、自分の思いを表出することの楽しさを味わえるようにしてい
く。また、友達の表現にも目を向けるようにすることで、刺激を受けたり表現の幅を広げたりで
きるようにする。
・お互いの思いがぶつかり合う場を大切にし、それぞれの思いを受け止め、互いの思いに気が付く
ことができるように橋渡しをしていく。
・手洗いうがいや身支度、片付けなどは、進んで行えるよう見守りながら、個々に合わせて声を掛
け促していく。また、当番活動も徐々に自分達で進められるよう、手順等を具体的に伝えていく。
・
・収穫や採集の喜びに共感し、秋の自然を身近に感じることができるようにする。また、保育者が
モデルとなって遊びに取り入れていく。
・風の心地よさや空の美しさを感じたり、自然物の様子に触れて、様々なことに気づいたり感じた
りしている姿を丁寧に受け止めていく。
・誕生日の絵本を読んだり、話をしたりすることで、創立５０周年であることを幼児にわかりやす
く伝えていく。
始業式、なかよし集会、身体測定、清潔調べ、避難訓練、保育参加（竹こっぽり作り）
、芋ほり、
誕生会、運動能力測定、秋の遠足、保健指導、聴力検査、視力検査、創立５０周年記念
式 典 、 子ど もバ ザ ー

れ
る 活
動

家庭・地域・学校・保育所との連携

想 さ

・2 学期当初はまだ暑い日が続くので、着替えや水筒を持参してもらうよう、保護者に伝えておく。
・降園時に、幼児の遊びや友達とのかかわりの様子を、保護者に具体的に伝えていくことで、幼児
の興味や関心、遊びの楽しさなどを知らせる機会とする。
・竹こっぽり作りでは、幼児と保護者が一緒に作り上げる楽しさを感じられるよう、協力して行え
るような内容、手順を考える。また、おはようタイムなど普段の園生活を見てもらう機会となる
ようにする。
・幼児の体調を見ながら、衣替えを進めてもらえるよう、おたより等で知らせていく。
・創立５０周年記念式典に参加を依頼する。

平成２４年度

４歳児 Ⅳ期

(11 月～１２月 )

指

導

・遊びや友達への興味関心が広がり、行動範囲が一段と広がってくる。
幼 児

・戸外での遊びでは簡単なル－ルを守って鬼ごっこを楽しんだり、長縄を跳んだり体を

ねらい

・遊びへの意欲が高まり、安定感を持って生活するようになる。

計

動かして遊んだりすることを楽しむ姿が見られる。
・製作活動では自分なりに目的を持ち時間をかけて取り組んだり、いろいろな素材や材
・かかわりの少なかった幼児とも一緒に遊ぶようになり友達関係が広がってくる。また、
それぞれが自分の思いを出せるようになりトラブルがも増えてくる。

内容

の 姿

料に触れたり、イメ－ジを膨らませたりして楽しむようになってくる。

その中で、教師の援助を要しながらも自分達で解決しようとする姿が少しずつ見られ
るようになってくる。

教 師

環 境

の

構

援

成

助

・幼児のイメ－ジを刺激し遊びが広がったり深まったりするような素材や材料（セロファン、
すずらんテープ、ビニールテープ、紙粘土、お花紙など）を準備し、アイディアを投げか
けたりきっかけを作ったりする。
・好きな曲を選んで歌ったり踊ったり、楽器を鳴らして遊んだりできるように、カセット
デッキ、テープ、楽器を準備しておく。
・幼児なりに考えた遊び方が実現できるように、一緒に場を作ったり必要な物を準備したり
する。
・遊びの楽しさが次の日も続くように、片付け方や場の整理の仕方を工夫する。
・寒さの中でも遊べるように、ころがしドッジボールや鬼ごっこ、縄遊びなど個や集団で
楽しい遊びの遊具や用具を出し配置を工夫する。

画
・気の合った友達の中で自己主張したり相手を意識しながら遊ぶ。
・自分達で遊びの場をつくったり、見たこと、感じたことを様々な方法で表現したりすることを楽
しむ。
・身近な自然と十分に触れ合い、興味を持って見たり考えたりして遊ぶ。
・友達のしていることに興味をもち、気の合う友達と一緒に遊ぶ。
・身近な出来事に興味や関心をもち、ごっこ遊びをする。
・自然の美しさや不思議さを感じたり、自然物を使って遊んだりする。
・生活上の決まりやル－ルの大切さを知り、守ろうとする。
・友達と一緒にイメージを出し合いながら遊びに必要な物を作って遊ぶ。
・先生や友達に感じたことや考えたことを言葉で伝えて遊ぶ。
・ 友 達 と一 緒に 声 を 合わ せて 歌 っ たり 、簡 単 な 合奏 をし た り する 。
・幼児と共に遊びの準備をしたり片付けたりして物の具体的な使い方を知らせ、徐々に幼児同士で
場や物を活用できるようにしていく。
・友達の言動や周りの状況に興味や関心を持ち自分から様々な活動に取り組んでいけるよう援助す
る。
・幼児なりの表現の仕方を受け止め、自分の思いを表出することの楽しさを味わえるようにしてい
く。
・お互いの思いがぶつかり合う場を大切にし、それぞれの思いを受け止め、互いの思いに気が付く
ことができるように橋渡しをしていく。
・音楽会を進めていく中で、友だちと一緒に楽しみながら、力と気持ちを合わせてやり遂げる喜び
を味わうことができるようにする。
・ルールのある遊びやイメージを共通にしていく遊びは、教師も一緒にしながら楽しく発展してい
くようにする。
・手洗いうがいが進んで行えるよう見守りながら、個々に合わせて声を掛け促していく。

行事

・体を動かして遊ぶ。
幼稚園ウィーク、マリンバ演奏会、とばっこフェスティバル、誕生会、発育測定、清潔調べ、保
体操、縄跳び、鬼ごっこ（氷鬼、助け鬼など）、転がしドッジ、サッカーごっこ、しっぽ
健指導、なかよし集会、落ち葉拾い（明石公園）、交通安全教室、親子体操、避難訓練(不審者対
とり
応、火災時想定)、防火防災教室、小さな音楽会・お楽しみ会、大掃除、終業式、
・作って遊ぶ。
・遊びの中でトラブルが多くなり、友達関係が変化してくる時期であるため、保護者には園の出来
おみこしの飾りつけ、出店の品物・看板作り、クリスマスの飾り、ごちそう、ケーキ作り
など
事などを話し、トラブルも一つの育ちにつながることを伝え、親との信頼関係を保ちながら、子
・音楽やリズムに合わせて遊ぶ。
どもの育ちの見守りや援助を依頼する。
踊り（サンタが街にやってきた）
、体操、律動、手遊び、わらべ歌など
・ 生 活 の遊 びへ の 取 組み の姿 を 継 続し て伝 え 理 解を 得る 。
・友達と共通のイメージを持って遊ぶ。
・地域の公園に出かけたりして、自然体験を豊かにする。
お祭りごっこ、とばっこフェスティバル、おうちごっこ、店屋ごっこ、クリスマスごっこ、
・年末の大掃除の手伝いをしたり正月の準備を一緒にしたりして家族で新年を迎える気持ちや新し
コンサートごっこ
い年に期待が持てるよう働きかける。
・自然に触れて遊ぶ。
木の実・落ち葉集め、栽培物の観察・世話（チュ－リップ・水栽培）
・歌………まつぼっくり、きのこ、バスごっこ、ヤッターサンタがやってくる、音楽会の歌
・絵本……クリスマスの三つの贈り物、クリスマスのふしぎなはこ、クリスマスにはおくりもの、まどからおく
りもの、ぐりとぐらのおきゃくさま、きのみのケーキ、どんぐりだんご、ヒッコリーのきのみ、へん
しんプレゼント、ノンタンのクリスマスなど
＜特別支援が必要な幼児への配慮＞
・友達の中に入っていくことができるように、橋渡ししたり一緒に遊んだりしながら、一緒に遊ぶことの楽しさやうれしさに共感していく。
・生活の中で本人の良さやがんばりを、教師が取り上げながら、クラスの中でも認められていくようにする。
・音楽会は、無理のないように取り組むことができるよう、本人の興味関心を満足できる楽器や曲目を取り上げていく。
予
れ
る 活
動

家庭・地域・学校・保育所との連携

想 さ

平成２４年度

４歳児 Ⅴ期

(1 月～３月 )

指

導

幼 児

の

構

援

成

助

予

こままわし、カードゲーム、羽根つき、たこあげ、お手玉、すごろく等

想 さ

・自然に触れて遊ぶ。

れ

・イメ－ジを表現して遊ぶ

冬の自然現象（雪、霜、氷）
、春の訪れ（木々の芽吹き、草花の変化、日差し）、飼育物の
世話

る 活

歌（ゆき、たこ、ゆげのあさ、ゆきのぺんきやさん、豆まき、春が来た、春がきたんだ、うれしいひなまつり、
おわかれかいのうた）
踊り、律動、ごっこ遊び(劇遊び・郵便やさんごっこ)、小道具作り、壁面製作（小人、花、

・身近な出来事や年末年始の生活、行事に興味や関心をもつ。
・寒さに負けずに戸外にでて身体を十分動かして遊ぶ。
・気の合った友達とお正月の遊びをする。
・自分なりに目的を持って取り組み、出来たときの満足感や達成感を味わう。
・春の日差しや、草花の変化に気付く。
・年長児と一緒に当番活動をしたり生活の場を整えたりする。
・お別れ会などの準備を教師と一緒にし、年長組になる喜びと期待をもつ。
・休み明けは早く生活のリズムが取り戻せるように、個々に合わせて援助していく。
・今までに経験したことを生かして自分達で遊びを進めていく姿を認め、自信につなげ
ていく。
・クラスのつながりを感じながら共通の目的を持って取り組んでいけるよう援助し、特
定の友達だけでなくいろいろな友達の中でも自分が出せるようにする。
・室内に閉じこもりがちにならないように教師も積極的に戸外に出て遊びに誘ったり、
クラスや学年・全体で遊ぶ機会を作ったりする。
・年長児との一年間の生活を思い出し、一緒に遊んだり助けてもらったり教えてもらっ
たりしたことを話し合い感謝の気持ちや修了を祝う気持ちが持てるようにする。

家庭・地域・学校・保育所との連携

・お正月遊び

・いろいろな遊びに興味を持ち、それぞれが自分の力を発揮して取り組む。
・クラスや学年の友達と一緒に、目的を持って活動する楽しさを味わう。
・友達との生活を楽しみ、進級することへの自信と期待を持つ。

始業式、身体測定、清潔調べ、保健指導、なかよし集会、避難訓練、誕生会、鳥羽ふるさとまつ

・親子でお正月遊びをしたり、「鳥羽ふるさとまつり」に参加したりして、いろいろな
人と触れ合いながら伝承遊びの楽しさを感じとれるようにする。
・生活発表会に向けての取り組みの姿や、進級に期待を持って生活している姿を伝え
一年間の一人一人の幼児の育ちを喜びあう。
・年長に向けて自立した生活ができるよう生活習慣面などの見直しの協力を求める。

体操、マラソン、なわとび（大縄、一人跳び）、サッカーごっこ、わらべ歌遊び、鬼ごっ
こ（氷鬼、バナナ鬼など）
、おしくらまんじゅう、転がしドッジボール等

画

行
事

・体を動かして遊ぶ。

教 師

環 境

・家庭で遊んだ正月遊びや、二学期に親しんだ遊びが出来るように場を設定した
り用具を準備したりしておく。
・既成の遊具で遊ぶうちに、自分達でたこやすごろくを作りたくなると予想され
るので簡単にできる材料（ビニール袋、折り紙、タコ糸等）を用意しておき、
いつでも作れるようにしておく。
・室内で遊ぶ機会が多くなるので遊具、用具等を整理し、室内を広く空けておく。
また、スト－ブの使用については安全な場の設定と換気に気をつける。

内容

の 姿

・お正月遊びを通して、文字や数への関心が芽生えてくる。
・友達とのかかわりが広がり、相手の思いに気付いたり、受け入れたりして一緒
に遊ぶ姿が見られるようになってくる。
・冬ならではの自然現象や栽培物の生長、木々の変化など身近な自然に興味や関
心をもって見たり触れたりする姿が見られる。
・年長になることへの喜びから苦手なことや新しいことにも自分から取り組もう
とするようになる。また、進級への自覚が出来、飼育物の世話や保育室も整理
や片付けなど、進んでする幼児も増えてくる。

ねらい

・生活全体に安定感が増し、決まりや約束を守って園生活をおくるようになる。

計

り、豆 ま き 、 生活 発 表 会 、ひな祭り会、人形劇鑑賞、お別れ会、終業式

動

ちょうちょ等）
、鬼の面、
ひな人形作り等
・絵本（１２しのお話、てぶくろ、１０ぴきのかえるのおしょうがつ、ねずみのさかなつり、はるだよ１０ぴき
のかえる等）
・クラスの友達と目的を持って遊びを進める。

生活発表会
＜特別支援が必要な幼児への配慮＞
・友達の中に入っていくことができるように、橋渡ししたり一緒に遊んだりしながら、一緒に遊ぶことの楽しさやうれしさに共感していく。
・生活の中で本人の良さやがんばりを、教師が取り上げながら、クラスの中でも認められていくようにする。
・生活発表会は、無理なく楽しんで取り組むことを目標に置き、楽しんで取り組む姿を具体的に認め、保護者に具体的に知らせて成長を喜び合う機会としていく。。

平成２４年度

５歳児 Ⅵ期

(４月～５月 )

指

導

幼 児

る。一方、新しい生活に不安を抱いたり、緊張したりしている子どももいる。

ねらい

・年長児になったことの喜びや期待が見られ、年少児の世話をしようとする姿も見られ

計

画

○新しい環境に慣れ、友達との遊びや生活を楽しむ。
○年長児としての自覚をもち、生活に必要な決まりを守ろうとする。
○好きな遊びを見つけ、気の合った友達と遊びを楽しむ。

・５月の中旬になるとクラスの中で新しい友達関係やクラス意識が出てくる。

・年長組になったことを喜び、年少児とかかわりをもつ。

・園庭の草花や小虫に興味をもち、遊びに取り入れて楽しむ姿が見られる。

・新しいクラスや先生、友達に慣れ親しむ。

・遊具や用具の準備をしたり、自分達が遊んだ後や年少児が遊んだ後の片付けをしよう

内容

の 姿

・年少組からつながりのある友達関係を基盤にして遊ぶ姿が見られる。

としたりする姿も見られる。

・園庭の草花、小虫、飼育小動物に関心をもって遊んだり世話をしたりする。
・好きな遊びを見つけ、気の合った友達との遊びを楽しむ。
・遊具や用具の準備をしたり、遊んだ後の片付けをしたりする。

・気の合う仲間と取り組む遊びが実現できるように遊びに必要な物を提供したり、場作

・遊びに必要な用具や材料は置き場所を知らせ、できるだけ自分達で準備したり、整理

成

・幼児が自分で見つけた遊びを楽しんでいる姿を認め、その上で材料や用具、友達のしていること

助

・毎朝の体操や行事の集いなど大勢の友達や年少児と遊んだり、話を聞いたりして楽し

・年長組になった喜びに共感し、何でも自分でしようとする意欲を受け止める。

援

構

したりできるようにする。
・子ども達が自分のペースで好きな遊びを見つけて楽しめるよう充分な時間を保障する。

言葉をかけたりする。また、安定した生活が送れるよう年少時の友達関係を見守る。

の

環 境

・年長児になった実感がもてるようにいろいろな環境を工夫し、生活の場を作っていく。

・新しい環境への不安や戸惑いなどの気持ちを受け止め、安心して遊べるように一緒に行動したり、
教 師

りをしたりする。

む機会を持つ。

・幼児の小さなつぶやきや、さりげない行動を丁寧に受け止め共感する。
にも気付かせ、必要に応じて取り入れていくことができるように援助していく。
・年少児の世話をしたり、一緒に遊んだりしながら、優しい気持ちや世話をしようとする思いを大
切に受け止めていく。

・年少児とかかわりがもてるような遊びや生活の場を作っていく。

・飼育動物の世話を自分から進んでしたり、友達と一緒にしたりする姿を認めたり励ましたりする。

・安全に使うことができるよう遊具や用具などの点検をする。

・基本的な生活習慣を見直し、忘れているところやできていないところはその都度気付かせていく。
行事

・戸外で身体を動かして遊ぶ。
遊具や用具を使った遊び（スケーター、ボール、フラフープ、大縄など）
予

簡単なルールのある遊び（折り返しリレー、うずまきジャンケン、鬼ごっこ）
・砂や土を使って遊ぶ。

れ

・自然にふれて遊ぶ。

砂場で山や川作り、ごちそう作り、お家ごっこ、泥団子作りなど

る 活

草花を使った遊び（ジュース作り、ケーキ作り、冠作り、ジュース屋さんごっこ、ケーキ屋
、虫探し（アゲハチョウ、ダンゴムシなど）
、夏野菜を育てる（ピーマ
さんごっこなど）

動

ン、ナス）、種蒔をして育てる（フウセンカズラ、アサガオ、ヒマワリ）、土嚢袋に
サツマイモの苗植えをする。
・クラスの友達と幼稚園の皆で遊ぶ。

身体測定

の集い

内科・眼科・歯科検診

清潔調べ

誕生会
親子遠足

園外保育（れんげ畑）
サツマイモの苗植え

保育参観

子どもの日

運動会競技親子練習

・家庭訪問を通じて子どもの家庭環境を知り、生活実態を把握し、日々の指導に生かす。
家庭・地域・学校・保育所との連携

想 さ

体操、ダンス

始業式

・園だよりや保育参観を通して年長児としての園生活の様子を保護者に理解してもらう。
・地域のれんげ畑に出掛け、保育所児と一緒にれんげを摘んだりして交流する。
・親子遠足を通してクラス内の親睦が深まるようにする。
・土嚢袋にサツマイモの苗植えを行い、土をいただいた地域の方へ感謝の気持ちをもつ機会となる
ようにする。

歌（先生とお友達、ぼくのおひさまパワー、さんぽなど）体操、リズム遊び、ジャ
ンケン遊び、鬼ごっこなど
＜特別支援の必要な幼児への配慮＞
・新しい環境に戸惑うことのないように、年少時からの生活のリズムを考慮しながら少しずつ年長の生活のリズムに合わせていけるように待ったり、無理のないようにしたりしていく。
・クラスの活動の中では自分なりに理解したり、友達の様子を見たりしてやってみようとしていることを認め、必要なところのみ補助しながら、できた満足感を味わえるようにする。
・自分のしたいことに進んで挑戦する姿や友達に関心を持って自分なりにかかわろうとする姿を認めていく。

平成２４年度

５歳児 Ⅶ期

(６月～７月 )

指

内容

の 姿

教 師

環 境

の

構

援

成

助

・簡単なルールのある遊びや運動会の競技を友達と一緒に楽しめるように、用具やコース
を作れるよう教師と一緒に場の設定をしていく。
・プール遊びでは、幼児一人一人が自分なりの目標をもち、それに応じて活動する遊びを
取り入れていく。
・幼児同士で思いや考えを伝え合いながら遊びを創り出していくように、材料や用具の種
類、場の構成を工夫する。
・全身を使って砂遊び、泥遊び、水遊びをし、幼児同士で遊びを工夫していくように、遊
び用具を精選して環境構成をする。
・天候の状態を考慮しながら、子ども達の興味や関心を満たしていけるよう室内、室外の
環境を整える。
・七夕の集いでは、笹飾りを飾ったり、収穫した夏野菜を動物に見立てたりしてお供えす
る。
・遊びに必要な用具や材料は置き場所を知らせ、できるだけ自分達で用意したり、整理し

ねらい

幼 児

・指示に対する理解が早くなると共に生活リズムが身についてくる。しかし個人差も大き
い。
・身の回りの自然現象や事物に対して興味や関心が高まり、よく見たり考えたりする様子
が見られる。
・虫をつかまえて、図鑑で調べ、興味関心が高まっている。
・当番活動を進んで行い、役割を果たそうとする。
・困っている友達に声をかけたり助けてあげたりする姿が見られる。
・飼育動物に親しみを持ち、進んで世話をする姿が見られる。
・夏野菜に興味をもち、よく見たり、生長を楽しみに世話をしたり収穫を喜んだりする。
・クラスでの遊びやゲームをみんなで行う楽しさを感じて、意欲的に取り組む。

導

たりできるようにする。
行事

予
想 さ
る 活
動

家庭 地域 学校
保育所との連携

れ

・運動会をする。（リレー･綱引き･玉いれ（鈴割り）･パラバルーン等）
・身体表現する。（宇宙旅行・ロケット・星・宇宙人等）
・水遊び（シャボン玉遊び、色水遊び、水鉄砲、シャワー、プール遊び等）
・自然に触れて遊ぶ。
夏野菜を育てる・・・生長をみる、世話をする（水やり、雑草抜き）、収穫する
草花遊びをする・・・ジュース作り、ままごと遊び
砂や土を使って遊ぶ・・・山、川作り、ごちそう作り、どろだんご作り
雨や雲、空を見る・・・池の様子を見る、雨音を聞く。
・小動物を見つけたり、飼育したりする。
（オタマジャクシ、カエル、カタツムリ等）
・歌（とけいのうた、くじらのうた、あめふりシンフォニー、はみがきのうた、うちゅう
じんにあえたら、ながぐつマーチ等）
・巧技台遊び・・・正しい持ち方、運び方を知る みんなで組み立て挑戦する。
・体操（おまつり忍者 ウキウキパレード テルテルマン体操 地球をどんどん）
・絵画製作・・・お父さんの顔、宇宙の絵、七夕飾り、ロケット、運動会の絵、プール遊

計

画

○友達と思いを出し合いながら遊ぶ楽しさを味わう。
○戸外で身体を十分に動かし、運動遊びや、砂や泥を使った遊び、水遊びなどに取り組む。
○自然や身近な環境とふれあい、見たり、試したり、考えたりして楽しむ。
・身体を思いっきり動かして遊んだり、友達と遊びのルールを確かめ合ったりしながら競技をする。
・身近な材料や用具の安全な使い方を知り、気をつけて使う。
・小グループの友達の中で自分の思っていることを言ったり、相手の話を聞いたりする。
・花や野菜を植え、興味をもって見たり、世話をしたりする。
・空、星、宇宙に関心を持ち、イメージをふくらませたり、製作をしたりする。
・日本古来の七夕の行事を知り、笹飾り作りをする。・高齢者の方との交流をする。
・全身を使って、砂遊び、泥遊び、水遊びを楽しむ。
・プール遊びに興味をもって取り組み遊びのルールを守ったり色々な水遊びに挑戦したりする。
・友達関係を深めるために集団行動やグループ遊びの機会を多くもつ。
・生活の中で困ったことや気づいたことを出し合える場を作り、それらを皆の問題として考え、自分
達で意識して行動できるようにする。
・砂、土、水、粘土など可塑性のある素材に十分触れ、感触を味わい、共に友達とおもしろさや不思
議さ、感じたことを共感し合えるようにする。
・健康状態を把握し、安全にプール遊びを楽しむ為のきまりを自分達で守っていけるように意識づけ
る。また、水への抵抗感をなくし、自信を持って顔つけをしたり、ワニ歩きに挑戦したりする姿を
励ます。
・楽器の正しい持ち方、使い方を再認識し、友達と気持ちを合わせてリズミカルに演奏していけるよ
うに援助する。
・笹飾りの作り方を知らせたり短冊を飾ったりして、七夕の行事に関心を向けるようにする。また星
や宇宙にも関心を持ち、夢が広がる教材を準備する。
・健康的な生活習慣が身につくように機会をとらえて話し合うと共に、衛生管理を配慮する。テラス
や廊下が濡れて滑りやすくなっていないか等安全面にも留意する。
運動会 避難訓練
交通安全教室 食育教室 発育測定
清潔しらべ
視力・聴力検査
保育所との交流
天文科学館見学
創立記念日
七夕の集い
高齢者との交流
誕生会
大掃除
第一学期終業式
・運動会では、個々の取り組みや友達と協力している姿を認め励ましてもらえるよう、姿を伝えてい
く。
・保護者にも飼育や栽培について関心を持ってもらえるように、園での取り組みを具体的に知らせ一
緒にかかわって世話をしてもらう。
・保育所の子ども達との交流や幼小交流、高齢者との交流、トライやるウィークを通して、出会った
人のあたたかさを感じたり、地域の中で共に育っていることを感じ取ったりするように、それぞれ
の交流の場でのかかわりを大切にしていく。
・クラス懇談会や個人懇談会を通して園生活の様子を知らせたり、夏休みの安全な過ごし方について
話し合ったりする。
・プール遊びについては、保護者との連携をより密にして安全に楽しめるようにする。

びの絵
＜特別支援の必要な幼児への配慮＞
・自分のことは自分でしようとしたり、友達の様子を見て一緒にしたりする姿を認め頑張りをその都度クラスの中で広めていく。
・グループ活動や役割分担などわかりやすく知らせたり、友達に教えてもらったりしながら、共に活動していけるように支えていく。
・友達との中で、うまくかかわりを持ちにくい時には、相手の思いをわかりやすく代弁したり、自分の思いを言葉で伝えたりできるように援助していく。

平成２４年度

５歳児 Ⅷ期

指

(９月～１０月 )

れる。
幼 児

・生活リズムも少しずつ取り戻し、断片的であった遊びも、次第に自分のやりたい遊びが

ねらい

・教師や幼児との再会を喜び、夏休みの体験を楽しそうに話し、言動ともに活発さが見ら

導

はっきりしてくる。

・秋の自然の変化に興味をもち、主や草花などにも関心が高まり、友達と一緒に追いかけ
たり、草花で遊んだりする姿が見られる。

○幼稚園の 50 周年のお祝いの式に取り組み、披露することを楽しむ。
○友達と相談し、協力し合って遊びながらつながりを深める。

・友達と力を合わせて、歌ったり踊ったり作ったりしながら、お祝い式作りに取り組む。
・友達と考えを出し合いルールのある遊びをする。
・友達と協力して、準備や片づけをする。

・いろいろな遊びをしながら、自分達で用具や材料を用意し、工夫が見られるようになり、

・遊びの中で必要な物や場を考えたり、作ったりする。

友達と一緒に遊びたい気持ちが強くなってくる。
・運動量の多い遊びが増えるので、園庭の危険箇所について十分確認をして子どもと一緒
に整備をする。
・友達同士でじっくりと遊んだり試したりすることのできるような場や時間を確保する。
・個々に体操が楽しめるようにカセットデッキやテープを用意しておく。

の

・秋の虫や草花の図鑑、絵本など、目のつきやすい場所に置いたり掲示したりしておく。

にしたりしておく。

助

成

達で持ってきた自然物が分類しやすいように容器や空き箱を用意し、すぐに使えるよう

援

構

・自然物を使った遊びができるように見本を置いておきヒントになるようにしたり、自分

教 師

環 境

・遊びに必要な運動用具を身近な場所に置き、自分達で用意できるようにする。

想 さ
れ

マット

跳び箱、ボール遊び

行事

予

・いろいろな運動遊びを楽しむ。

・目的に向かって友だちと創り上げる。

○いろいろな運動遊びに取り組み、自分の力を十分発揮する。

・自分の知っていることや考えを伝えたり、友達の考えに耳を傾けたりする。
内容

の 姿

ち始める。

・自然に触れて遊ぶ。

画

○秋の自然の中で、様々な自然事象に興味や関心をもつ。

・ルールのある遊びに興味をもち、競争し合って遊ぶ姿を見られ、仲間としての意識をも

体操、鬼ごっこ、大縄、短縄、登り棒、竹馬、巧技台

計

虫とり、草花摘み、種とり、木の実拾い、自然物を使った製作、動植物の世話

動

家庭 地域 学校
保育所との連携

る 活

50 周年式典に参加する。
誕生会や集会を企画する。保育所との交流について考える。

・空の様子、虫や草など秋の自然に関心をもって見たり触れたりして遊ぶ。
・長い休み明けなので、一人一人に親しみをもって話しかけたり、スキンシップをとったりして、二
学期の生活にスムーズに入れるように配慮する。
・幼児の発見、工夫、挑戦しようとする気持ちを大切にし、個々に応じて励ましたり認めたりする。
・いろいろな運動に興味を持ち、進んで取り組めるように教師も遊びに一緒に参加し、楽しさが味わ
えるようにする。
・行事についてクラス全体で話し合ったり、考えを出し合ったりして友達と一緒に取り組もうとする
気持ちや期待感が盛り上がるようにする。
・ルールについては幼児同士で十分話し合う機会を持つとともに、教師も仲間の一員としてルール作
りの援助をしていく。
・用具の持ち運び、場の使い方など安全な方法を指導し、幼児自身にも危険はないか考えたり、確か
めたりできるように援助する。
・虫とりや草摘み、動植物の世話をする中で、生命を大切にしようとする気持ちがもてるようにする。
・共通のイメージをもって遊べるように、一人一人の思いや工夫が友だちに伝わるよう言葉を添えた
り、時にはアイディアを出して遊びが盛り上がるようにしたりする。
・芋掘りを通して地域の人にお世話になっていることを知らせ、感謝の気持ちがもてるようにしてい
く。
始業式
身体測定
清潔調べ 保育参加（竹馬作り） 竹馬発表会 創立 50 周年式典 避難訓
練
誕生会 運動能力測定
どんぐり拾い
保育所との交流
秋の遠足
いも掘り
・竹馬を親子で作り、これからの竹馬の挑戦に期待が持てるよう保護者にも励ましや応援の言葉をか
けるなどして協力して頂く。
・子ども達が楽しみにしている創立 50 周年式典に参加を依頼する。
・秋の自然に積極的に関っている様子を知らせ、生命の大切さを幼児なりに感じていることを、あた
たかく見守ってもらえるようにする。
・保育所の幼児たちを招いて一緒に身体を動かして遊び、交流をもつ。

＜特別支援の必要な幼児への配慮＞
・それぞれの幼児に無理のないペースで園での生活のリズムが取り戻せるよう見守り、必要に応じて声かけしたり援助したりする。

平成２４年度

５歳児 Ⅸ期

(11 月～１２月 )

指

導

教 師

環 境

の

構

援

成

助
行事
保育所との連携

家庭地域学校

予想される活動

・自然に触れて遊ぶ。
落ち葉拾い、木の実拾い、自然物を使った製作等
・ルールを考えて遊ぶ。
リレー、サッカー、ドッジボール、どろけい、うずまきジャンケン、高鬼、色鬼
・挑戦する。
縄跳び、竹馬、鉄棒、雲梯、登り棒、フープ、木琴、鉄琴、ハンドベル等
・友達と共通のイメージを持って、活動する。
とばっこフェスティバル、動物園ごっこ、サンタごっこ、プレゼントの袋作り、歌、
合奏、飾り作り、ダンス、わらべうた、等

内容

の 姿

・見つけてきた自然物の種類や名前などが自分で調べられるように図鑑を置いたり、掲
示したりしておく。また、幼児と一緒に分類したり整理したりして、遊び出しやすい
ようにしておく。
・仲間意識が深まるように、またどうしたら遊びがもっと楽しくなるかを子どもと一緒
に考え、場を整えていく。
・とばっこフェスティバルに向けて、幼児同士がグループで相談したり、協力したりす
る場と時間の確保をする。
・幼児のイメージに合ったもの作ったり、描いたりしてすぐ取り組めるよう材料や用具
を整理するとともに必要に応じて補充する。
・意欲を盛り上げたり目新しい材料や用具に触れさせたりするよう、モール、セロファ
ン、割りピン、綿、紙粘土なども置いておく。
・木琴、鉄琴、大太鼓等、身近に置き自分達で丁寧に扱えるよう、又、片付けやすいよ
うに整理して準備しておく。
・友達と一緒にならし方を考えたり、教え合ったりして楽器遊びを楽しめるように、い
ろいろな曲を録音したテープを用意しておく。
・サンタクロースへの夢や思いが広がるような絵本や飾り等を目の付きやすい所に置き
雰囲気をかもしだす。

ねらい

幼 児

・遊びの目的をもって登園し、友達と一緒に遊びの準備をしたり、ルールのある遊びを
楽しんだりするようになる。
・友達同士の仲が深まり、役割分担をしながらごっこ遊びを楽しんだり、お互いを認め
合ったりする姿が見られるようになってきている。
・友達とのトラブルを自分達で解決しようとしている。
・園生活の中で、自分に任された仕事に喜んで取り組むようになる。
・登園の途中や園外保育で見つけた落ち葉やどんぐりの実を集め、身近な物と合わせて
遊びに使える物を作っている。
・友達とイメージを出し合いながら、音楽、ダンス、ペープサートなどを楽しむ姿も見
られる。

計

画

○秋の自然に興味や関心を寄せ、自然の美しさや自然の恵みなど自然の変化に気付き、自然物にか
かわって遊ぶことを楽しむ。
○友達とのつながりを深め、思いや考えを伝え合って遊ぶ。
○友達と共通の目的に向かって考えやイメージを出し合ったり協力し合ったりして遊びを進める満
足感を味わう。
・秋の自然に関心をもって見たり触れたり、遊びに取り入れたりする。
・木の実、木の葉などを使い、いろいろな遊びを工夫したり、試したりして遊ぶ。
・友達と共通のルールをつくりながら遊びを楽しむ。
・友達と考えを出し合い、共通のイメージを持ってごっこ遊びを楽しむ。
・歌を歌ったり、いろいろな楽器を使って合奏したりすることを楽しむ。
・幼児が見つけたり、拾った自然物を他児にも知らせ広めていく。教師も幼児と一緒に自然に触れ、
その変化や美しさに共感したり、驚いたり、発見したりして興味や関心を深める。
・ルールを決めて遊んでいく中でのトラブルは、幼児同士で十分話し合える機会を持つと共に教師
も加わりルールづくりを援助する。
・役割意識や目的意識を持って共通のイメージで遊びが楽しめるように一人一人の動きを見つけ、
認めたり、クラスで広めたりしていくとともに、必要に応じてかかわっていく。
・幼児同士で考え合い、言葉のやりとりをして作り出していく過程を大切にし、友達と力を合わせ、
助け合ったり、協力したり、励ましあったりする中で、一人一人の良さを認め、満足感や自信を
持たせるようにする。
・遊びや生活の中で頑張っている姿や思いやりのある気持ちを認め、互いに気付くようにしていく。
・リズミカルに楽器を演奏したり歌ったりし、皆で心を合わせて合唱や合奏することが楽しめるよ
うに認めたり励ましたりしていく。
・風邪がはやりだす時期なので手洗いうがいの励行をし、習慣づけ、部屋の換気にも気をつけてい
く。
・年末年始の行事を知らせ、伝統的なことにも気付かせながら、楽しみにしたり、夢を育んだり、
思いを受け止めて大切にしていく。
・年少児に対して、あたたかいかかわりが出来た場面を見つけた時には、しっかり認め、周りの幼
児に気付かせていく。
幼稚園ウィーク マリンバ演奏会 とばっこフェスティバル 誕生会 発育測定 清潔調べ 避難
訓練（不審者対応、火災時想定）交通安全教室 防火防災教室 小さな音楽会 お楽しみ会 大掃
除 終業式
・幼稚園ウィークで保護者や地域の方が子ども達の様子を参観したり、遊びに参加したりする場を
設け、幼稚園教育に対する理解を深めていく機会となるようにする。
・いちごの苗を植えるために、球根、土、腐葉土、植木鉢等を準備しておく。また、親子で植えた
チューリップの球根・パンジーの苗の水遣り、観察を継続して進めていけるように保護者にも啓
発していく。
・厚着になりやすいので、風邪予防をして薄着の習慣がつくよう保護者に協力してもらう。
・友達関係の深まりから、トラブルが多くなってくる時期である。必要に応じて保護者に意味を知
らせ見守ってもらえるようにする。
・冬休み、規則正しい生活が送れるよう保護者に伝える。

＜特別支援の必要な幼児への配慮＞
・友達とのかかわりの中で思い通りにならなかったり、言葉でうまく伝えられずにいたりして、不安はないか探りながら、教師が言葉で伝えきれないところを補っていく。その中で、思いが伝わる嬉しさ
が感じられるようにする。 ・様々な行事の中で作る楽しさや、表現する楽しさ、友達と一緒にする楽しさが感じられるように教師が具体的に知らせ、共感していく。

平成２４年度

５歳児 Ⅹ期

(1 月～３月 )

指

内容

の 姿

教 師

環 境

の

構

援

成

助

・好きな遊びの中で正月遊びや戸外遊びを楽しめるように、用具は幼児が取り出せる場
所に置いておく。
・正月、節分、ひなまつりなどの伝統的な行事に、幼児たちが楽しみやすいよう飾りや
用具などを準備する。
・友達同士でじっくりと遊んだり、試したり、作ったりすることが出来るような場や時
間を確保する。
・イメージが豊かに広がるように、遊びに必要なものを友達と協力して作ったり、遊び
を発展させられるような用具や材料を用意しておく。
・シール手帳を見たり、今までの写真を見たりして、１年間を振り返ることができるよ
うにする。
・うさぎ当番を共に行い、世話の仕方を分かりやすく丁寧に、教えられるような方法を
知らせていく。
・文字や数への興味が持てるよう壁面や物の名前を文字で表示しておく。
・春の訪れを感じられるような植物を身近に置く。

計

ねらい

幼 児

・カルタ遊びをしたり、こま回しなどで試したり、見せ合ったりする幼児もいるが、中
には関心を持たない幼児もいる。友達同士での刺激を受けあい、認め合ったり、教え
あったりする幼児もいる。
・寒さに負けず、戸外に出て、友達と一緒にルールのある遊び（サッカー、ドッジボー
ル、鬼ごっこなど）に取り組んだり、目的意識を持って、繰り返し縄跳びに挑戦した
りしている。
・文字、数に興味を持ち、遊びに取り入れるようになっている。
・自分たちのやりたい気持ちが膨らみ、積極的に遊ぼうとする中で協調性、協力性も出
てきて友だちと一緒に楽しんでいる。
・遊びの中で、自分の意見を言い、友達の思いを聞こうとし、互いの思いを遊びに取り
入れようとする姿がでてくる。

導

画

○友達と共通の目的の中で、協力し、自己発揮しながら園生活を送る。
○年長児としての責任感を持ち、園生活を送る。
○正月遊びやひなまつりなどを通して、日本古来の文化に親しみをもつ。
○冬の自然事象に興味や関心を持ち、考えたり試したりする。
○数、量、文字などに関心をもつ。
・寒さに負けず、戸外でルールのある遊びで身体を十分に動かして遊ぶ。
・正月遊びを通して、日本古来の文化に親しみ、数量、文字等に関心をもつ。
・自分の感じたことや思ったことを表現したり、友達の意見を取り入れたりしてイメージを広げ、
劇遊びを楽しむ。
・ひなまつり会に向けて、友達と一緒に出し物を考え、披露することを楽しみに取り組む。
・木の芽のふくらみや草花の成長から春の訪れに気づく。
・年少児に飼育動物の世話の仕方や生活の仕方を伝える。
・園生活を振り返り、成長した喜びを味わい就学への期待をもつ。
・正月遊びでは、幼児の発見、工夫、挑戦しようとする気持ちを大切にし、個々に応じて励ました
り、認めたりする。
・ルールについては、幼児同士で十分話し合う機会を持つと共に、教師も仲間の一員としてルール
作りの援助をしていく。
・発表会の日程を知らせることにより、目的や見通しを持って取り組もうとする気持ちをもたせる。
・グループ活動の中では、意見を伝え合い、相互にかかわり合って、協力することができるように
励ましたり、褒めたりしていく。
・小学校探検をしたり、話し合ったりして、入学を楽しみに待つ気持ちを育てる。
・園生活を振り返り、思い出を話したり、修了に関する歌に親しみながら修了する自覚をもたせ、
落ち着いた態度で修了式に参加できるようにする。
・年少児に生活の仕方を知らせる中で、優しいかかわりを大事にし、全体に広めていく。
・文字や数への興味関心については、個人差があるので一人一人の興味に応じて援助する。
・機会をとらえて冬から春への自然の変化に気づいたり触れたりできるようにし、教師も共に感動
する。

行事

保育所との連携

家庭地域学校

予想される活動

・寒さに負けず、友達と戸外で身体を動かして遊ぶ。
始業式
身体測定
清潔調べ
保健指導
避難訓練
誕生会 鳥羽ふるさとまつり
体操、マラソン、サッカー、ドッジボール、長縄、短縄、どろけい、氷鬼、鉄棒、
豆まき
生活発表会
小学校めぐり ひなまつり会 お別れ会
修了式
雲悌等
・文字や数についての興味をもつ時期に、個人差があることを知らせ、焦らずその子どもに応じた
・正月遊びや昔の遊びをする。
対応を依頼する。
こままわし、たこあげ、はねつき、かるたとり、すごろく、お手玉、けん玉等
・行事を通して、年少児を含む様々な人とのかかわりの様子を具体的に知らせていく。
・自然に触れる。
・
「鳥羽ふるさとまつり」において、地域の方や保護者と一緒にもちつきや昔遊びを行い、伝統行事
霜、氷、雪、チューリップ、パンジー、イチゴ、サイネリア、
を知ったり、あたたかい交流を図ったりする。
ヒヤシンス、クロッカス、野菜の切れ端の水栽培
・就学への期待が持てるように、小学校探検をする。また、小学校との連絡協議会を持ち、情報交
・集いを楽しむ。
換をし、連携を図る。
ふるさとまつり、豆まき、生活発表会、ひなまつり会、お別れ会、誕生会等
＜特別支援の必要な幼児への配慮＞
・様々な行事の中で作る楽しさや、表現する楽しさ、友達と一緒にする楽しさが感じられるように教師が具体的に知らせ、共感していく。
・就学に向けて、自分でできることを増やせるよう、一人では難しいところは、教師が手伝いながらも、自分でやってみようと挑戦する姿を認めていく。
・クラスのみんなで一緒にすることが楽しめるように、１年間の締めくくりとしての思い出作りができるように、無理のない内容で取り組めるように配慮していく。

資料 ３－１
市立保育所
市立保育所の
保育所の保育の
保育の計画等
１ 保育の
保育の計画等
計画等の位置づけ
位置づけ
・保育所における保育の内容については、児童福祉法最低基準第35条において「
「保育
所保育は
保育は、養護と
養護と教育を
教育を一体的に
一体的に行うことをその特性
うことをその特性とし
その内容については
特性とし、
とし、その内容
内容については厚
については厚
生労働大臣が
生労働大臣が定める指針
める指針に
指針に従う。」と定められている。
・また、保育所保育指針において、保育の計画については、「
「保育所は
保育所は、保育所保育
保育所保育
指針 第1章（総則）
総則）に示された保育
された保育の
保育の目標を
目標を達成するために
達成するために、
するために、保育の
保育の基本となる
基本となる
『保育課程』
保育課程』を編成するとともに
編成するとともに、
これを具体化した
指導計画』を策定しなけれ
策定しなけれ
するとともに、これを具体化
具体化した『
した『指導計画』
ばならない。」
ばならない。」と定められている。
。」
２ 市立保育所における
市立保育所における保育
における保育の
保育の計画
(1)「
(1)「保育課程」
保育課程」の編成及び
編成及び指導計画
指導計画
・明石市立保育所では、保育所保育指針に基づき「明石市保育所保育課程《みんな輝
き

夢育つあかしっこ》」（平成24年3月策定）を編成し、市立保育所全体の保育

理念・保育目標・保育方針を定めている。
・さらに、保育課程に定められた事項を実践するための、指導計画を年齢ごとに作成
している。
・併せて、「食育基本法」（平成17年施行）による「食育推進基本計画」及び「明石
市食育基本方針≪明石の恵みを大切に！元気なまちあかし≫」を基に、「明石市立
保育所食育計画」を策定している。
(2) 保育の
保育の計画の
計画の流れ

保育所保育指針
↓
保育課程

保育理念・保育目標・保育方針
↓

保育の計画 【長期指導計画】年間指導計画
↓
月案
↓
【短期指導計画】

週・日案
↓

個別の指導計画
↓
評価・反省

1

平成２４
平成２４年度
２４年度 年間指導計画 【

０ 歳児】

所長印

副所長印

資料 ３－２

担任印

明石市立中尾保育所
区

分

Ⅰ期（ 4 月～５月）

養護 ねら い及及及及びびびび内容

((((
))))

教教教教 育育育育
（（（（ ねねねね らららら
いいいい 及及及及 びびびび 内内内内 容容容容 ））））



夏期の保健衛生に留意し、健康で快適に
過ごせるようにする。



信頼できる保育士との関係のもとで、思いや
欲求を安心して表すことができるようにす
る。



流行性疾病などに留意し、健康で快適に
過ごせるようにする。



一人一人の子どもの生活リズムを把握し、
生理的欲求を十分に満たしていく。





室内外の温度差に留意し、加湿や換気を
十分に行い、快適に過ごせるようにする。

特定の保育士が一人一人の子どもの甘えや 
依存的欲求を満たし、信頼関係を築いていく
ようにする。

一人一人の子どもの発達による興味や行動
範囲の広がりに応じて、安全面に十分留意
する。
甘えや要求を十分に受け止め、安心して過
ごせるようにする。





一人一人の子どもの状態に応じて、適切な
睡眠や水分補給を行い、暑さによる疲れを
十分に癒す。
一人一人の子どもの生理的欲求を十分満
たし愛情豊かな受容により、気持ちよい生
活ができるようにする。



同じ手順や方法で生活リズムを繰り返し、
徐々に自分でしたいという気持ちが芽生え
るようにする。



保育士と親しみ、関わりを深め愛情や信頼
感を持ち気持ち良く過ごす。



聞く、見る、触るなどの経験を通して感覚や
手指の機能を働かそうとする。



生活や遊びの中で、探索活動を十分に行
い、体を動かすことを楽しむ。



保育士の優しい語りかけに、喃語や表情、
しぐさで自分の思いを伝えようとする。



食事、排泄、睡眠など、安定した生活リズム
の中で過ごす。
腹ばい、寝返り、座位、這うなどで体全体を
動かして遊ぶ。
保育士にあやしてもらうことを喜び、親しみ
を持って、抱っこを求めたり、甘えたりする。



オムツ交換や沐浴、着替えなどをしてもらい、 
気持ち良く過ごす。


オムツが濡れていないときは、便器に座っ

てみる。
手足や全身を使って、体を十分に動かして遊 
ぶ。
保育士に見守られて、戸外遊びや一人遊び 
を十分に楽しむ。

保育士に着替えさせてもらったり、自分でや
ってみようとする。
伝い歩きや一人歩きで移動することを楽し
む。
生活や遊びのなかで、保育士や他児のする
ことに興味を持ち、模倣することを楽しむ。

情緒の
情緒の安定

人間関係

環 境
言 葉

表 現

Ⅳ期（ 1 月～3 月）

一人一人の子どもの発達や生活リズムを把
握し、新しい環境の中で安心して過ごせるよ
うにする。

生命の
生命の保持

健 康

Ⅲ期（10 月～12 月）


ねらい

ねらい

Ⅱ期（６月～9 月）






身の回りにあるものに興味を持ち、見たり、
触ったり、なめたりする。



発声や喃語を保育士に優しく受け止めても
らい、やりとりを楽しむ。



保育士の歌を喜んで聞いたり、歌やリズムに
合わせて、手足を動かしたりして楽しむ。









つまむ、たたく、引っぱる、転がすなど、手指
を使って遊ぶことを楽しむ。

保育士との関わりや、やりとりのなかで、喃語
や片言が少しずつ豊かになる。





保育士と一緒に興味のある絵本などを見て
簡単な言葉の繰り返しを楽しむ。

保育士の歌や手遊びを喜んで真似る。

家庭との
家庭との連携
との連携

家庭での生活リズムや様子を尋ねたり、保育所
の様子を知らせ、子どもの姿の把握に努める。

夏の健康カードを記入していただき、一人ひとり
の健康状態を把握する。

ふれあい散歩等の行事に参加していただき、保
育所での様子を見ていただく。

移行に向けての準備など、早めにお知らせし、不
安を取り除けるようにする。

行事及び
行事及び
地域との
との連携
地域
との連携

4/2 入所式・進級式、４/12 お花見会、4/27 こ
どもの日の集い、5/19 運動会

7/6 七夕の集い、7/10 プール開き、7/24 修了
児の集い

10/30 参観日、11/16 秋まつり、12/18 クリスマ
ス会、

2/1 節分、2/15 生活発表会、3/1 ひまなつり
会、3/19 お別れ会、

保育士の
保育士の
自己評価

平成２４
平成２４年度
２４年度 年間指導計画 【

１

歳児】

所長印

副所長印

担任印
明石市立中尾保育所

区 分

Ⅰ期（4 月～５月）

Ⅱ期（６月～9 月）

Ⅲ期（10 月～12 月）

Ⅳ期（1 月～3 月）

養護 ねら い及及及及びびびび内容



一人一人の子どもの発達や生活リズムを
把握し、新しい環境の中で安心して過ごせ
るようにする。



夏期の保健衛生に留意し、健康で快適に
過ごせるようにする。



一人一人の子どもが自分の気持ちを安心
して表すことができるようにする。



流行性疾病などに留意し、健康で快適に
過ごせるようにする。



保健的で安全な環境の中で、一人一人の
子どもの生理的欲求を満たし、子どもの発
達に応じて、生活リズムを整えていく。



身の回りを清潔にし、適切な休息や水分
補給を行い、健康に過ごせるようにする。



気候や体調に配慮し、戸外遊びや休息を
バランス良く行い、健康で快適に過ごせる
ようにする。



室内外の温度差に留意し、加湿や換気を
十分に行い、快適に過ごせるようにする。



一人一人の子どもの気持ちを受容し、信頼
関係を築いていくようにする。
新しい環境に慣れ、保育士との触れ合
いの中で好きな遊びを楽しむ。



一人一人の子どもの気持ちを受容し、安
心して過ごせるようにする。
安全な環境の中で夏の遊 びを体 験す
る。



子どもの欲求を適切に満たし、応答的な触
れ合いや言葉かけを行う。
保育士と一緒に全身を使った遊びを楽
しむ。



安心できる保育士のもとで、自分でしようと
する気持ちが芽生えるように関わっていく。
保育士と一緒に簡単な言葉の繰り返し
や模倣を楽しむ。

保育士に見守られて、便器に座ること
に慣れる。



全身運動（登る、押す、くぐるなど）

や手指を使った遊び（つまむ、たたく、
転がすなど）を楽しむ。



身近な保育士や子どもに関心を持ち、
一緒にいることを喜ぶ。

ねらい

((((
生命の
生命の保持

情緒の
情緒の安定

))))

教教教教 育育育育

ねらい







（（（（ ねねねね らららら
いいいい 及及及及 びびびび 内内内内 容容容容 ））））

健 康



食事、排泄、睡眠など安定した生活リ
ズムの中で過ごす。

人間関係



安心できる保育士との関係のもとで、
一人遊びを十分楽しむ。

環 境



身近なものに興味を持ち、見たり、触
れたりして楽しむ。



保育士と一緒に砂、水などの感触を楽
しむ。



戸外遊びや散歩などを楽しみ、自然に
触れる。

言 葉



欲しいものを指でさしたり、声や動作
で伝えようとする。



身振りや簡単な言葉を使って、自分の
気持ちを表そうとする。



保育 士と一 緒 に興味 のあ る絵 本を見
て、簡単な言葉の繰り返しや模倣を楽
しむ。



保育 士の歌 や 手遊び を喜 んで 真似た
り、体を動かしたりすることを楽しむ。



保育士と一緒に歌ったり、手遊びをし
たり、音楽に合わせて体を動かすこと
を楽しむ。

表 現

家庭との
家庭との連携
との連携
行事及び
行事及び
地域との
との連携
地域
との連携
保育士の
保育士の
自己評価

家庭での様子、保育所での様子をこまめに知ら
せたり尋ねたりして、子どもの姿の把握に努め
る。
4/2 入所式、４/12 お花見会、4/27 こどもの日
の集い、5/19 運動会





身の回りのことを保育士に手伝っても
らいながら行い、できた喜びを味わう。

・

 玩具を出して遊んだり、保育士と一緒
に片付けたりする。

夏の健康カードに記入していただき、一人ひとり
の健康状態を把握する。

ふれあい散歩等の行事に参加していただき、保
育所での様子を見ていただき機会をつくる。

移行に向けての準備等について早めにお知らせ
し、不安を取り除くようにする。

7/6 七夕の集い、7/10 プール開き、7/24 修
了児の集い

10/30 参観日、11/16 秋まつり、12/18 クリス
マス会、

2/1 節分、2/15 生活発表会、3/1 ひまなつり
会、3/19 お別れ会、

平成２４
平成２４年度
２４年度 年間指導計画

【

２ 歳児】

所長印

副所長印

担任印
明石市立中尾保育所

区 分

Ⅰ期（4 月～５月）

Ⅱ期（６月～9 月）

Ⅲ期（10 月～12 月）

Ⅳ期（1 月～3 月）

養護 ねら い及及及及びびびび内容



一人一人の子どもが新しい環境に慣れ、
安心して過ごせるようにする。



夏期の保健衛生に留意し、健康に過ごせ
るようにする。



季節の変化や気温差に留意し、健康に過
ごせるようにする。



健康管理に留意し、冬を元気に過ごせるよ
うにする。



一人一人の子どもの健康および発達を把
握し、生理的欲求を満たす。



健康状態に気を配り、水分補給や休息と
活動のバランスに配慮する。



一人一人の子どもの体調や気温に合った
衣服の調節をし、元気に過ごせるようにす
る。



流行性疾病に留意し、健康で安全に過ご
せるようにする。



一人一人の子どもの不安や欲求を受け止
め、信頼関係を築いていくようにする。





一人一人の子どもの心の動きや成長を受
け止め、自分でしようとする意欲を育てる。



自分の感情を表したり、抑えたりして気持ち
を立て直す力を育てるようにする。



新しい環境や保育士に慣れ、好きな遊び
を楽しむ。



一人一人の子どもの思いや気持ちを受け
止め、安心して自己主張ができるようにす
る。
身の回りのことに興味や関心を持ち、自分
でしようとする気持ちを持つ。



秋の自然に触れたり、体を動かしたりするこ
とを楽しむ。



健 康



春の自然に触れながら、戸外で体を十分
に動かして遊ぶ。



手伝ってもらいながら、衣服の着脱を自分
でしようとする。



様々な運動用具や玩具に触れ、全身や手
指を使った遊びを楽しむ。




人間関係



保育士や友だちと安定した関わりの中で、
安心して過ごす。



保育士の言葉がけでトイレに行き、見守ら
れて排泄する。



生活や遊びの中で、順番や待つなどの決
まりがあることを知る。



保育士と一緒に、ごっこ遊びや簡単なルー
ルのある遊びを経験し友だちと遊ぶ楽しさ
を味わう。
自分からトイレに行き、排泄する。
手洗い、うがいなどの清潔の習慣や身の回
りことを自分でしようとする。
保育士や友だちと一緒に、簡単なごっこ遊
びやわらべうた遊びを楽しむ。



自分の生活の場や持ち物の場所を知る。



保育士に気持ちを受け止めてもらい、少し
ずつ友だちとの関わりを持つようになる。
砂、土、泥、水に触れて遊ぶ楽しさを味わ
う。
生活や遊びの中で、必要な言葉を使おうと
する。



秋の自然に触れ、散歩を楽しむ。



身の回りの物の色、形に興味を持ったり違
いに気付く。



ごっこ遊びやお話を通して、いろいろな言
葉に触れ、ごいを豊かにする。



思ったことや感じたことを、身振りや手振り
を交えながら言葉で伝える。

様々な素材に触れて、遊んだり描いたりし
て楽しむ。



いろいろな音に触れたり、リズムに合わせて
体を動かしたりすることを楽しむ。



興味のあることや経験したことを、様々な方
法で表現する。

ねらい

((((
生命の
生命の保持

情緒の
情緒の安定

))))

教教教教 育育育育

ねらい

（（（（ ねねねね らららら
いいいい 及及及及 びびびび 内内内内 容容容容 ））））

環 境



言 葉



保育士や友だちの名前を覚えて、呼ぼうと
する。



表 現



知っている歌を歌ったり、保育士と一緒に
手遊びをしたりして楽しむ。



家庭との
家庭との連携
との連携
行事及び
行事及び
地域との
との連携
地域
との連携
保育士の
保育士の
自己評価

・連絡ノートで体調・生活リズムの把握をする。
・クラス懇談会で 2 歳児の保育について知っても
らう。
入所の集い、お花見会、運動会、クラス懇談会

・夏季の生活・水遊びの持ち物について知らせ
る。
・健康カードで毎日の体調を把握する。
七夕の集い、修了児の集い、プール開き

・季節の行事についてお知らせし、参加していた
だく。
秋まつり、保育参観、個人懇談、クリスマス会、
遠足

・次年度に向けて生活習慣を見直し、家庭でも
協力してもらう。
・3 歳児の保育について知らせる。
節分、生活発表会、ひなまつり会、お別れ遠
足、お別れ会、修了式

平成２４
平成２４年度
２４年度 年間指導計画記入
年間指導計画記入の
記入の視点

【

３ 歳児】

所長印

副所長印

担任印
明石市立中尾保育所

養護 ねら い及及及及びびびび内容

区 分

Ⅰ期（4 月～５月）

Ⅱ期（６月～9 月）

Ⅲ期（10 月～12 月）

Ⅳ期（1 月～3 月）



一人一人の子どもの欲求を満し、安心して過ご
せるようにする。



夏期の保健衛生に留意し、快適、安全に生活
できるようにする。



季節の変化に応じた環境を整え、快適に生活
できるようにする。



保育士との信頼関係のもとで、自分の気持ちを
コントロールして意欲的に活動できるようにする。



生理的欲求を満たし、快適で安定した生活がで
きる ようにする。



環境や、保健に配慮し、一人一人の子どもが健
康に過ごせるようにする。



気温や活動に応じた衣服調節や休息、を適切
に行う。



流行性疾病に留意し、健康で快適な生活がで
きるようにする。



一人一人の子どもの気持ちや欲求を受け止め、
信頼関係を築き、安心して過ごせるようにする。



一人一人の子どもの気持ちを理解して受け止
め、子どもが自分の気持ちを安心して表すこと
ができるようにする。



友だちとの関わりの中で、自分の気持ちを伝え
たり、相手の気持ちを理解できるようにする。



保育士との信頼関係のもとで、自信を持って自
分の力を発揮できるようにする。



自分の好きな遊びを見つけ、保育士や友だちと
一緒に遊ぶことを楽しむ。



遊びや生活には、約束や決まりがあることを知
り、守ろうとする。



戸外遊びを十分にし、体を動かす楽しさを味わ
う。



友だちと関わりながら、意欲的にいろいろな遊び
を楽しむ。



食事、排泄、着脱などの仕方がわかり、手伝っ
てもらいながら自分でしようとする。
戸外で体を動かして、遊ぶことを楽しむ。



食事、排泄の仕方がわかり、できることは自分
でしようとする。
水遊びの安全な遊び方を知る。





保育士や友だちに親しみを持ち、安心して生活
する。
自分のもの、人のもの、共同のものとの区別に
気付く。



保育士の仲立ちで、遊具の貸し借りや、順番を
守ろうとする。

一日の生活の流れがわかり、自分から進んで身
の回りのことをしようとする。
寒さの中でも体を十分に動かして遊ぶことを楽
しむ。
友だちや異年齢児と一緒に遊ぶことを楽しむ。




砂、土、泥、水に触れ、夏の遊びを楽しむ。
身近な動植物を見たり、触れたりして、親しみを
持つ。

手洗い、排泄、うがいなど手順がわかり、自分か
らしようとする。
戸外で十分に体を動かしたり、様々な遊具や用
具を使った運動遊びを楽しむ。
友だちと一緒に簡単なルールのある遊びを楽し
む。
身近なものの、大、小、色、数、量、形などに関
心を持ち、違いに気付く。



経験したことや思いを、保育士や友だちに話そ
うとする。





様々な素材で描いたり、作ったりすることを楽し
む。



ねらい

((((
生命の
生命の保持

情緒の
情緒の安定

))))

教教教教 育育育育

ねらい

健 康
（（（（ ねねねね らららら



人間関係



いいいい 及及及及 びびびび 内内内内 容容容容 ））））



環 境
言 葉




表 現



挨拶や返事など、生活や遊びに、必要な言葉
を使う。
保育士にして欲しいこと、困ったことなど言葉で
伝えようとする。
保育士や友だちと一緒に歌ったり、手遊びをし
たり、リズムに合わせて体を動かしたりする。












伝承遊びや行事に興味を持って見たり遊んだり
する。
遊びや生活の中で冬の自然に気付く。

生活や遊びの中で言葉のやりとりを楽しみなが
ら、必要な言葉を使う。



保育士や友だちと簡単な会話を楽しむ。

音楽に合わせて体を動かしたり、簡単な楽器を
鳴らしたりして楽しむ。



絵本や紙芝居などを繰り返し楽しみ、イメージを
広げ自分なりに表現する。



家庭との
家庭との連携
との連携

送迎時やクラスでの話し合いの機会を持ち、信
頼関係を築いていく。

体の清潔や着脱しやすい衣服の準備などに配
慮し、夏の健康に気をつける。

保育参観など行事に参加し、子どもの育ちや親
子のふれあいの大切さを感じてもらう。

子どもの成長を振り返り共に喜び合い一人ひとり
に認めの言葉をかけていく。

行事及び
行事及び
地域との
との連携
地域
との連携

入所・進級のつどい、お花見会、こどもの日の集
い、運動会

七夕の集い、プール開き

秋の遠足、参観日、秋まつり、クリスマス会

節分、生活発表会、講演会、ひなまつり会、お
別れ会、お別れ遠足

保育士の
保育士の
自己評価

平成２４
平成２４年度
２４年度 年間指導計画

【

４ 歳児】

所長印

副所長印

担任印
明石市立中尾保育所

区 分

Ⅰ期（4 月～５月）

Ⅱ期（６月～9 月）

養護 ねら い及及及及びびびび内容



一人一人の子どもの気持ちを十分に受け
入れ信頼関係を築き、安心して過ごせるよ
うにする。



清潔で安全な環境を整え、快適な生活が 
できるようにする。

涼しい環境を整え、水分補給、休息、午睡 
を十分にし、心身の疲れを緩和する。

気温や活動に応じた衣服調節や室温、換 
気に配慮し、健康に過ごせるようにする。

室内の換気や加湿を行い、流行性疾病の
予防に努め、健康に過ごせるようにする。



一人一人の子どもにゆったりと接し、新しい 
環境の不安を和らげ、自分の気持ちを安心
して表すことができるようにする。

一人一人の子どもを十分に認め、主体的に 
活動ができるようにする。

保育士や友だちとの安定した関係の中で、 
満足感や達成感を味わい、意欲的に生活
ができるようにする。

一人一人の子どもの成長を認め、自信を持
って様々な活動ができるようにする。



生活の仕方がわかり、身の回りのことを自
分でしようとする。



友だちと関わりながら、様々な夏の遊びを
楽しむ。



友だちとのつながりを広げ、目的を持って
活動することを楽しむ。



友だちとのつながりを深め、自分の力を発
揮し、集団で活動することを楽しむ。

健 康





夏の生活の仕方を知り、健康で安全に過
ごす。



人間関係

季節の変化に応じた健康的な生活習慣を
身に付ける。
様々な遊具や用具を使用して、全身を使
って遊ぶことを楽しむ。
簡単なルールを守って、友だちと一緒に遊
ぶことを楽しむ。





生活の流れや食事、排泄、着脱などの仕
方がわかり、できることは自分でしようとす
る。
保育士や友だちと一緒に、体を動かして遊
ぶことを楽しむ。
保育士や友だちに親しみを持ち、一緒に好
きな遊びを楽しむ。

自分の健康に関心を持ち、病気の予防な
どに必要な、手洗い、うがいなどをしようと
する。
寒さに負けず、戸外で全身を動かして遊
ぶ。

((((
生命の
生命の保持

情緒の
情緒の安定



季節の変化に応じた保健衛生に留意し、
安全で快適に生活ができるようにする。

Ⅳ期（1 月～3 月）
保育士や友だちとの信頼関係のもとで、自
信を持って、生活ができるようにする。

ねらい

夏期の保健衛生に留意し、安全で快適に
過ごせるようにする。

Ⅲ期（10 月～12 月）




))))
ねらい

教教教教 育育育育
（（（（ ねねねね らららら







友だちと楽しく生活する中で、決まりの大切
さに気付き、守ろうとする。

環 境

いいいい 及及及及 びびびび 内内内内 容容容容 ））））

言 葉









春の自然や動植物に触れ、興味や関心を
持って関わる。
持ち物の始末の仕方や、遊具などの置き
場所がわかり、自分で出したり、片づけたり
しようとする。
親しみを持って挨拶をし、生活や遊びに必
要な言葉を使う。



保育士や友だちと歌を歌ったり、リズムに合
わせて、体を動かしたりすることを楽しむ。






砂、土、泥、水の感触を味わいながら、試
したり、発見したりして遊ぶ。
身近な動植物に親しみを感じ、大切にした
り育てたりする。
経験したことや興味のあることを話し、保育
士や友だちと会話することを楽しむ。




身近な秋の自然に親しみ、感動したり、そ
れらを遊びに取り入れて楽しんだりする。
具体的なものを通して、数、量、形などの
違いに気付き、興味を持って遊ぶ。
絵本や物語などに親しみ、興味を持って見
たリ聞いたりして、イメージを膨らませる。

表 現



様々な素材や用具を使って、描いたり作っ
たりすることを楽しむ。





年長児と交流し、年長組になることに期待
を持つ。
共通の目的に向かって、友だちと一緒に遊
ぶ。



冬の自然に気付くとともに、春への移り変わ
りに関心を持つ。



保育士や友だちの話を聞いたり、自分の思
ったことを言葉で伝えたりする。

音楽に合わせて表現したり、楽器遊びを楽
しんだりする。
絵本や童話からイメージを膨らませ、友だ
ちとイメージを共有しながら、動きや言葉で
表現して遊ぶ楽しさを味わう。
子どもの成長を保護者と共に喜び合い、進級へ
の期待が持てるようにする。


家庭との
家庭との連携
との連携
行事及び
行事及び
地域との
との連携
地域
との連携
保育士の
保育士の
自己評価

健康状態、既往症などの確認。保育所での様
子、家庭の様子を伝え合う。感染症などの状況
を伝達する。
４月入所式・こどもの日の集い
5 月運動会

夏の衛生について、協力を仰ぎながら連携
し、健康で快適に生活できるようにする。
7 月七夕の集い・プール開き・修了児の集い

保育参観等の行事を通して、保育所での様子
を伝え、子どもの育ちや親子のふれあいの大切
さを感じてもらう。
10 月ふれあい会（1 回）・保育参観
11 月秋まつり・ふれあい会（1 回）
12 月ふれあい会（1 回）・クリスマス会

1 月ふれあい会（1 回）
2 月節分の集い・生活発表会
３月ひなまつり会・お別れ会

平成２４
平成２４年度
２４年度 年間指導計画 【

５ 歳児】

所長印

副所長印

担任印
明石市立中尾保育所

区 分

Ⅰ期（4 月～５月）

養護 ねら い及及及及びびびび内容



夏期の保健衛生に留意し、健康で快適
に生活ができるようにする。



一人一人の子どもの気持ちや考えを理
解して受け止め、自分の力を発揮でき
るようにする。



就学に向けての期待や不安を受け止
め、自信を持って生活ができるように
する。



生活習慣の自立を図り、子どもが快適
で意欲的に生活ができるようにする。





気温差や活動内容に応じた環境作りを
し、快適に過ごせるようにする。





保育士との信頼関係の中で、子どもが
自分の気持ちや考えを安心して表し、
情緒の安定した生活ができるようにす
る。



涼しい環境を整え、水分補給や休息な
ど生活や遊びに必要な習慣や態度が身
に付くようにする。
一人一人の子どもの心身の疲れが、癒
されるようにする。



認めたり褒めたりする中で、子どもが
自信を持って生活ができ るようにす
る。



冬の生活習慣や疾病の予防に必要な知
識を知らせ、一人一人の子どもの健康
状態に留意する。
生活に必要な習慣や態度を身に付け、
自信を持って生活ができるようにす
る。



年長児になった喜びや期待を持ちなが
ら、保育所生活を楽しむ。





友だちと一緒に様々な運動遊びや集団
遊びをする中で、体を動かして遊ぶ。
安全に気を付けて遊具や用具を正しく
使う。
保育士や友だちとの安定した関係の中
で、決まりの大切さに気付き、意欲的
に遊ぶ。



友だちと共通の目的を持って、集団で
の遊びや活動を進めていく楽しさを味
わう。
病気の予防に関心を持ち、自分の体調
の異常を保育士に伝えようとする。
競い合ったり、応援したりして、全身
を使って遊ぶ。
友だちとの関わりの中で、相手の思い
や考えがわかる。





夏の遊びを通して経験を広げ、自ら考
えたり工夫したりする楽しさを味わ
う。
自分の体の健康に関心を持ち、清潔に
しようとする。
プールなど、夏ならではの遊びを十分
に楽しむ。
友だちと相談しながらいろいろな遊び
を進める。
異年齢児との関わりを深め、思いやり
の気持ちを持つ。

((((
情緒の
情緒の安定

))))
ねらい

教教教教 育育育育
（（（（ ねねねね らららら
いいいい 及及及及 びびびび 内内内内 容容容容 ））））

環 境



言 葉

表 現

家庭との
家庭との連携
との連携
行事及び
行事及び
地域との
との連携
地域
との連携

保育士の
保育士の
自己評価

Ⅳ期（1 月～3 月）

一人一人の子どもを十分に受け入れ、
信頼関係を築き、安心して過ごせるよ
うにする。

生命の
生命の保持

人間関係

Ⅲ期（10 月～12 月）


ねらい

健 康

Ⅱ期（６月～9 月）





身近な動植物に親しみ、触れたり世話
をしたりする。







保育士や友だちの話をよく聞いて、内
容を理解し、自分の気持ちを伝えよう
とする。



生活の中で、文字や数に興味を持つ。
友だちと一緒に歌ったり、リズムや音
楽に合わせて、体を動かしたりして遊
ぶ。
 身近な素材を使い、描いたり作ったり
する。
家庭とも密に連絡をとり合い、進級への不安
や緊張を受け止めて、緩和し取り除くように
努める。
4/2 入所式、４/ お花見会、4/27 こども
の日の集い、5/19 運動会

















身近な自然に親しみ、面白さ、不思議
さ、美しさなどを発見したり、感動し
たりする。



経験したこと、思ったこと、考えたこ
とを自分の言葉で話し、伝えていく。





季節や生活の変化に気付くとともに、
自然物を使って、様々な遊びをする。
数量、図形、文字、時間などに関心を
持ち、生活の中に取り入れていく。
自分の感じたことや思ったことを、相
手に分かるように話す。






遊びに必要なものを、工夫して作った
り飾ったりする。
友だちといろいろな歌を歌ったり、楽
器を使ったりして、曲の感じやリズム
を楽しむ。

クラスやグループの中で役割を受け持
ち、目的を持って生活や遊びを進める。
就学への喜びや期待を膨らませ、見通
しを持って、意欲的に生活する。



冬の身近な自然に関心を持ち、取り入
れて遊んだり、春の訪れに気付いたり
する。



遊びの中で、文字を読んだり書いたり
する。
童話や詩などの中の、言葉の面白さや
美しさに気付き、使って遊ぶ。
感じたこと想像したことを、言葉や体、
音楽、造形などで自由に表現し、演じ
る楽しさを味わう。


絵本や物語に親しみ、興味を持って聞
いたり、想像したりする。
いろいろな素材を使ってその性質に気
付き試したり、工夫したりして表現す
る。

就学に向けて期待感を持ち、友だちと
協力して遊びや生活を進め、充実感を
味わう。
冬の健康な生活習慣や生活リズムを身
に付ける。



夏の衛生について、協力を仰ぎながら連携
し、健康で快適に生活できるようにする。

流行性疾患の予防に努め、健康に生活できる
ようにする。

家庭と共に、生活リズムを整え、就学に向け
て期待できるよう励ましていく。

６/ 七夕アワー、6/6 歯磨き指導、7/6 七
夕の集い、7/10 プール開き、7/24 修了児
の集い

10/30 参観日、11/16 秋まつり、12/14 ク
リスマス会、

1/ たこあげ、1/ 観劇、2/1 節分、2/15
生活発表会、3/1 ひまなつり会、３/ お別
れ遠足、3/19 お別れ会、３/ 修了式

資料 ４－１
共通カリキュラム
共通カリキュラム（
カリキュラム（他都市事例）
市事例）
Ⅰ．豊岡市における共通カリキュラム
１．豊岡市就学前の教育・保育計画「スタンダード・カリキュラム」について
(1)作成経緯
豊岡市就学前の教育・保育計画「スタンダード・カリキュラム」は、平成 21 年 10
月に策定された「豊岡市における幼稚園・保育所のあり方」計画に基づき作成。
あり方計画の実施に伴って、豊岡市内には公立・私立の幼稚園、保育所、認定こど
も園が併存するようになることから、市内いずれの就学前施設においても、同レベル
の質の高い教育・保育の実践ができるよう、標準的な指導計画を策定することになっ
た。平成 22 年 1 月に学識経験者（兵庫教育大学大学院准教授）、市内公立の幼稚園
（園長・教諭）、公立・私立の保育所（園長・園長補佐・主任）、関係行政機関職員（教
育研修センター所長）で構成する「豊岡市就学前の教育・保育計画検討委員会」を設
置し、委員それぞれの専門的な立場から、協議・検討を重ね作成。
(2)内
容
幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき、また、豊岡市の「すくすくプログラ
ム」及び豊岡市教育研修センターが作成した「幼稚園教育課程及び年間指導計画の基
準」を踏まえ、0 歳から 5 歳までの発達段階に応じて身に付けておきたい力を年齢や
期ごと（期は 3～5 歳児のみ）に定めている。
その上で、教育・保育のねらい、保育者の援助や配慮、また家庭・地域との連携や
子どもたちの心身の養護等を組み入れるとともに、小学校に入学する際になめらかに
移行できるような年間指導計画としている。
(3)活
用
本カリキュラムを市内就学前の教育・保育施設における指導の基本とし、さらには、
それぞれの園において創意工夫した教育・保育を実践することとしている。
(4)策定時期
平成 22 年 11 月
(5)そ の 他
①策定までに、合計 10 回の検討委員会を開催し、カリキュラム（案）については市
内幼稚園教諭・保育所保育士に意見聴取し、策定に至っている。
（H22.1.5～11.10）
②「スタンダード・カリキュラム」と他の指導計画等との関係
幼稚園教育要領

保育所保育指針
豊岡市すくすくプログラム
（育てたい 5 つの力）
3・4・5 歳児の年間指導目標
・到達点・評価内容を示す。

豊岡市就学前の
豊岡市就学前の教育・
教育・保育計画
「スタンダード・カリキュラム」
スタンダード・カリキュラム」

※0～5 歳までの年間指導計画
（豊岡市として基本的なもの）
豊岡市幼稚園教育課程
及び年間指導計画

各保育所年間保育課程
1

資料４−２

平成 22 年 1１月

豊岡市教育委員会
1
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１．はじめに

乳幼児期は、子どもたちが健やかに育ち、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる極め
て重要な時期です。本市では、より良い就学前の教育・保育の推進を目指し、平成 21 年 10
月に「豊岡市における幼稚園・保育所のあり方」計画を策定しました。

あり方計画の実施に伴い、市内には公立・私立の幼稚園、保育所、認定こども園が併存
するようになることから、市内いずれの就学前施設においても、同レベルの質の高い教育・
保育が実践できるよう、標準的な指導計画「豊岡市就学前の教育・保育計画『スタンダー
ド・カリキュラム』
」を策定することになりました。学識経験者、市内公立の幼稚園教諭及
び公立・私立の保育所保育士、関係行政機関の職員で構成する「豊岡市就学前の教育・保
育計画検討委員会」を設置し、委員それぞれの専門的な立場から、さまざまなご意見をい
ただきながら検討を進めてまいりました。

本計画『スタンダード・カリキュラム』は、０歳から５歳までの発達段階に応じて身に
付けておきたい力を年齢や期ごとに定めました。その上で、教育・保育のねらい、保育者
の援助や配慮、また家庭・地域との連携や子どもたちの心身の養護等を組み入れるととも
に、小学校に入学する際になめらかに移行できるような年間指導計画としました。

このスタンダード・カリキュラムが、市内の就学前施設における指導の基本となり、そ
れぞれの園において教育・保育が創意工夫され、本市の未来を担う子どもたちの学びと育
ちがより充実していくことを期待しています。

平成 22 年 11 月

豊岡市教育委員会
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２．「スタンダード・カリキュラム」の作成にあたって

本市教育委員会では、
「子どもたちが生涯にわたって生き生きと輝く教育をめざして」を
基本理念に「豊岡市教育行動計画」を平成 22 年 3 月に策定しました。
この教育行動計画では、子どもの育ちを１本の木に例え、小学校に入学するまでの時期
を「根っこづくり」
、小学校・中学校の時期を「幹づくり」とし、０歳から 15 歳までを一
体的に捉え、めざす子ども像として「豊かな心」「健やかな体」「確かな学力」を身に付け
た子どもの育成に取り組んでいます。
また、保育所や幼稚園から小学校への確かな接続を図るため、子どもの育ちや学びを連
続的に捉え、一貫した指導を行う際の手がかりとなる「すくすくプログラム」を策定し、
就学前に身に付けさせておきたい「育てたい５つの力」を定めています。

これらを踏まえ、豊岡市就学前の教育・保育計画検討委員会では、「スタンダード・カリ
キュラム」作成にあたって、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき、また、「すくすく
プログラム」及び本市教育研修センターが作成している「幼稚園教育課程及び年間指導計画の
基準」も踏まえて検討を進めてきました。

「スタンダード・カリキュラム」と他の指導計画等との関係
幼稚園教育要領

保育所保育指針

豊岡市すくすくプログラム
（育てたい５つの力）
※領域（スコープ）の全体像を示す
3、4、5 歳児の年間指導目標・到
達点・評価内容を示す

豊岡市就学前の教育・保育計画
「スタンダード・カリキュラム」
※ 0〜５歳までの年間指導計画
（豊岡市としての基本的なもの）

豊岡市幼稚園教育課程及び
年間指導計画

各保育所年間保育課程

-2-

３．スタンダード・カリキュラム
幼稚園・保育所・認定こども園は、
「根っこづくり」の重要な就学前の施設であることか
ら、
「スタンダード・カリキュラム」においても、
「豊岡市教育行動計画」の基本理念の下、
めざす子ども像の実現に向けた教育・保育の推進を図ることとします。

（１）基本理念
「子どもたちが生涯にわたって生き生きと輝く教育をめざして」
人は教育によってそれぞれの可能性を見いだし、自立し、家庭や地域の一員として自
他を尊重し、誇りと責任を持って共に生きていくことを学びます。
豊岡の未来を担う子どもたちが、健やかに育つとともに、夢と希望を持って学び、ふ
るさと豊岡に誇りを持ち、心身ともにたくましく生きる力を身に付けることのできる教
育をめざします。

（２）めざす子ども像
「豊かな心」

思いやる心、感動する心、強い心を持ち、
夢の実現に向け、頑張り続ける子ども

「健やかな体」

望ましい生活習慣や体力を身につけ、
たくましく生きぬく子ども

「確かな学力」

基礎的な知識や技能を持ち、自ら学び続ける子ども
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【０歳児〜１歳児】
発達上の主な特徴

愛着の表出と欲求の表出

離乳・歩行・言葉の発生

０歳児

育てたい子どもの姿

ね

ら い

・応答的にかかわる大人との間に基本的な信頼関係を形成しながら、様々な欲求を表現する心地
よさを味わい、生活のリズムを形成する。
・運動機能の発達とともに探索行動が現れはじめ、周囲の環境に興味をもってかかわっていこう
とする。
・リズムある生活の中で、健康で安全な生活を送る。
・生理的欲求と情緒的欲求が満たされ、安心して過ごす。
・五感を働かせ、周囲の環境とかかわりながら発達していく。

運動の発達・言葉の習得・友達への関心

１歳児

育てたい子どもの姿

ねらい

・周囲の人や物に興味をもって、生活していくために必要な様々な行動を身に付けていく。
・生活の様々な場面で自分の欲求を行動や言葉で表現しようとする。
・運動機能の発達に伴って活発に活動するようになるとともに、見立て遊びをするようになる。
・整えられた環境の中でリズムのある生活を送りながら、快適に過ごせるようにする。
・保育者に援助されながら、食事や排泄などの活動を自分でしようとする気持ちを育む。
・発達や好奇心が刺激される環境の中で、意欲をもって遊びを楽しんでいく。

Ⅱ 人とかかわる力 ・保育者との触れ合いややりとりを楽しみ、相互応答的関係を結びながら、愛着や信頼関係を結
んでいく。
・自分の意志や欲求を声やしぐさで伝えようとする。

Ⅱ 人とかかわる力 ・保育者への甘えや依存の欲求を満たしながら、信頼関係を深めていく。
・保育者の見守りの中で身の回りの大人や子どもに興味をもち、かかわろうとする。

Ⅲ 自然や身近な環 ・保育者や日々生活している保育室の中で、聞く、見る、触るなどの経験をする。
境にかかわる力 ・天気のよい日は戸外で遊ぶことを楽しみ、外界への関心を広げる。
・身近な自然の素材、生き物などに接していく。

Ⅲ 自然や身近な環 ・身近な環境に興味をもって、探索行動を繰り広げる。
境にかかわる力 ・触れる、たたく、つまむ、転がすなど手や指を使う玩具での遊びを楽しむ。
・自然の中で遊ぶことを喜び、自ら自然物にかかわって十分に遊ぶ。
・園の周辺地域に出かけ、散歩をしたり様々なものに触れたりしながら、登る、降りる、跳ぶ、
引っ張るなどの経験をする。

容

容

Ⅰ 健康な体をつく ・休息や昼寝などをとりながら、健康的な生活を送る。
・生理的欲求や依存欲求が満たされ、情緒穏やかな生活を送る。
る力
・食事、排泄、着替えなど自分でしようとする気持ちが芽生える。
・楽しい雰囲気の中で、手を使ったりスプーンやフォークを使ったりしながら食事をとる。
・思いきり体を動かして好きな遊びを十分楽しむ。

内

内

Ⅰ 健康な体つくる ・食欲、睡眠、排泄などの生理的欲求を満たし、清潔で気持ちのよい生活を送る。
・寝返り、ハイハイ、お座り、つたい歩き、立つ、歩くなどそれぞれの発達状況に合った活動を
力
充分に行う。
・授乳、離乳から食べる体験を重ねていく。

Ⅳ 思いを伝える力 ・優しい語りかけの中で、言葉を掛けられる心地よさを味わう。
・喃語や片言を優しく受け止めたり、返したりしてもらいながら、発語を楽しむ。

Ⅳ 思いを伝える力 ・指差し、身振り、片言などで、自分の意志や欲求を身近な大人に伝えようとする。
・自分の思いを一語文や二語文などで伝えようとする。
・絵本を保育者と一緒に楽しみながら、簡単な言葉を繰り返したり模倣したりする。

Ⅴ 感性豊かに表現 ・聞く、見る、触るなどの経験を通して感覚器官(目耳鼻舌皮膚)や指先の機能を高める。
・保育者の歌を楽しんで聞いたり、歌やリズムに合わせて手足を動かしたりして楽しむ。
する力
・大人の動作を見て模倣をすることを楽しむ。
・一人一人の発達状況に即した玩具で、保育者と一緒に遊んだり、見守られたりしながら一人遊
びを楽しむ。
・つまむ、たたく、引っ張るなどの手指を使った遊びを楽しむ。

Ⅴ 感性豊かに表現 ・身近な音楽に親しみ、保育者と一緒に体を動かしたり、簡単な手遊び、リズム遊びを楽しんだ
りする。
する力
・様々な素材や玩具を実物に見立てながら遊ぶことを楽しむ。

保育者の配慮・援助

家庭・地域との連携

・生命の保持に特に配慮が必要な時期であることを常に心に留め保育する。
・一人一人の体質や病気、発達、家庭環境などをよく理解する。
・職員間で個々の子どもの共通理解を図り、連携を取り合いながら保育を進めていく。
・子どもとの信頼関係を築き、応答的にかかわっていく。
・温度や湿度、身の回りの環境に気を配り、健康で快適な生活が送れるようにする。
・離乳食の対応は一人一人の子どもの発育、発達に応じて行う。
・睡眠に当たっては、保育室から離れることなく、状態を観察する。

保育者の配慮・援助

・感染症にかかることが多いので、保護者と連携をとりながら健康状態の把握をしっかり行い、
変化に気付くようにする。
・保護者との信頼関係を築きながら保育を進めるとともに、保護者からの相談に応じ支援に努め 家庭・地域との連携
ていく。
・地域の自然・文化・人々とかかわる機会を保育に取り入れていく。

・一人一人の発達状況や個人差を把握し、その子に合わせた遊びを楽しむことができるようにす
る。
・行動範囲が広がり探索活動が活発になるので、危険のないように気を付け、子どもの動線に留
意して環境を整える。
・食欲に個人差や苦手なものがでてくる時期なので、一人一人に合った配慮や援助を心掛ける。
・子どもの興味や育ち、保育計画について共通理解を図りながら連携し保育を進める。

・感染症にかかることが多いので、保護者と連携をとりながら健康状態の把握をしっかり行い、
変化に気付くようにする。
・地域の自然・文化・人々とかかわる機会をつくっていく。
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【２歳児 】
発達上の主な特徴

育てたい子どもの姿

運動機能の伸長、模倣活動・表現活動の芽生え
・運動機能や指先の機能の発達に伴い、身の回りのことを自分でしようとする。
・生活や遊びの中で、行動範囲を広げ、探索活動を盛んにしようとする。
・自分の意志や欲求を言葉で表現したり、自己主張したりする。
・見立て遊びやごっこ遊びなどを楽しめるようになる。
生命の維持と心身の安定

ね ら い

Ⅰ 健康な体をつく
る力

Ⅱ 人とかかわる力

容
Ⅳ 思いを伝える力

Ⅴ 感性豊かに表現
する力

家庭・地域との連携

・歩く、走る、跳ぶなど基本的な運動を取り入れた遊びを楽しむ。
・身の回りの清潔や安全の習慣が少しずつ身に付くようになる。
・楽しい雰囲気の中で、自分で食べようとする気持ちをもつ。
・保育者に見守られながら自分で排泄する。
・簡単な衣服を一人で脱いだり、手伝ってもらったりしながら一人で着る。
・自分の物、人の物の区別に気付く。
・保育者の適切な援助によって自分のもち物の置き場所が分かる。
・戸外で遊んだり体を動かしたりすることを楽しむ。

・子どもが楽しみながら全身や手を使う活動ができるような遊びを取り入れる。
・発達に応じた遊具を与えたり、散歩や園外で遊びながら、運動できる機会を与えていく。
・保育者が繰り返し働きかけたり、経験させるたりすることで、危険な場所に行かないことや、してはいけないことが
分かるようにする。
・自分で食べようとする気持ちや、苦手なものでも食べようとする姿を大切にしてかかわる。
・トイレの環境に配慮し、子どもがゆったりとした気持ちで排泄できるよう丁寧に対応する。
・衣類の着脱においては、丁寧にやり方を伝え、自分でしようとする姿を認めながら、徐々に手伝いの手を離していく。
・清潔の習慣を保育者が一緒にかかわりながら丁寧に伝え、徐々に自分から気付けるようかかわっていく。
・物の配置や子どもの動線などに配慮した環境づくりをしていく。

・保育者とのかかわりの中で、よいことや悪いことについて気付くようになり、行動しようとする。
・安心できる保育者との関係の下で、身近な大人や友達に関心をもち、模倣して遊んだり、親しみをもった
りしてかかわる。
・相手の思っていることに気付き、自分の思いや行動のすべてが受け入れられないことに気付いていく。
・保育者の仲立ちによって、遊具を共有して遊ぶ。
・声を掛けられたり遊びに誘われたりしながら、異年齢の子どもに親しみをもつ。
・日常の簡単なあいさつをしようとする。

・子ども同士のぶつかり合いが多くなるが、子どもなりに解決する過程を大切に見守りかかわる。
・トラブルとなった原因を把握し見守る中で、危険な行動に出たときには、仲立ちをし、互いの気持ちを受け止める。
・情緒が不安定な子どもには、スキンシップをとるなど、その子の気持ちをしっかりと受け止める。
・保育者も親しみをもってあいさつを交わし、習慣になるように導いていく。

・自然に触れて遊ぶ中で、美しさ、不思議さなどに気付く。
・発見したり、触れたりする活動を通して、興味や好奇心をもち自然に親しむ。
・身近な物を大切にする。

保育者の配慮・援助

内
Ⅲ 自然や身近な環
境にかかわる力

・保育者が見守る中で、安心して簡単な身の回りのことを自分でしようとする。
・身の回りに様々な人がいることを知り、友達とかかわる楽しさを知る。
・身近な環境に親しみ、自然に触れて遊ぶ中で、興味や関心を広げる。
・日常生活に必要な言葉が分かり、自分の気持ちを身振りや簡単な言葉にしようとする。
・生活や遊びの中で模倣遊びや言葉のやりとりを楽しみ、保育者と一緒にのびのびと表現する。

・健康を保持、増進し、安全な環境をつくり、快適な生活を送れるようにする。
・一人一人の子どもの欲求を満たしながら、適切に休息の機会をつくり、心身の疲れを癒せるよ
うにする。
・一人一人の子どもの気持ちを理解、受容することにより、子どもとの信頼関係を深め、自分の
気持ちを安心して表すことができるようにする。
・自分はかけがえのない存在であるという自己肯定感の芽生えを育むように、一人一人を大切に
する。

・安全や衛生面に留意しながら、自然や身近な事物と触れ合う機会を十分にもつようにする。
・自然物や小動物に保育者が親しみや愛情をもってかかわるようにする。
・子どもが自分から自然や事物にかかわろうとする気持ちを大切にする。

・生活に必要な簡単な言葉を聞き分け、また、様々な出来事に関心を示し、言葉で表そうとする。
・したいこと、してほしいことを身振りや簡単な言葉で表現する。
・保育者や友達と一緒に言葉のやりとりを楽しみながら、遊びを広げる。
・絵本や紙芝居を楽しんで見たり聞いたりする。

・子どもの話をやさしく受け止め、話すことが楽しいと思えるようにかかわる。
・思いを言葉でうまく表現できない子には、その気持ちや身振りを受け止め、伝えたいことを代弁する。
・絵本を読んで聞かせたり、子どものしたことをお話にしたりして、言葉に対する興味を育む。

・生活の中で出会う様々な物の音、色、形、手触り、動き、香りなどに気付く。
・つまむ、丸める、めくるなど手や指を使う遊びを楽しむ。
・水、砂、土、紙などの素材に触れて楽しむ。
・身の回りの小動物、植物、事物などを模倣して遊ぶ。
・歌ったり簡単な手遊びをしたり、リズムに合わせて体を動かしたりして遊ぶ。

・生活や遊びの中で、子どものつぶやきやしぐさなどに共感しながら、表現の喜びや芽生えを育てるように配慮する。
・子どもが親しみやすい歌を楽しく表現するように配慮する。
・子どもの感覚や感情が豊かになるような環境や素材を用意する。

・職員間で常に子どもの様子や家庭状況、それに伴う課題を共有しながら、保護者の相談に応じたり、専門機関に紹介したりなどもしていく。
・日々成長発達している子どもの姿や園での様子を温かい視点で伝えるとともに、家庭での様子を丁寧に聞き、成長の喜びを共に味わい、保護者との信頼関係を深めていく。
・子どもが、地域の自然・文化・人々とかかわる機会をつくっていく。
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【 ３ 歳 児 】
発達上の主な特徴

育てたい子どもの姿

期

ね ら い

基本的生活習慣の形成と集団への適応の初歩
・基本的生活習慣が身に付いていき、自分で次の活動への見通しや思い、期待をもって生活しようとする。
・身の回りの物や人に自らかかわろうとしながら、知的な興味や関心を広げていく。
・友達への関心が高まり、気の合う仲間と見たこと経験したことを遊びとして展開していく。

１期（４月〜５月）
○遊具や玩具に興味をもち、好きな遊びを見つけて楽し
む。
○保育者や友達に親しみをもつ。
○新しい生活の流れを知り、安心して過ごす。
○身近な自然に親しみ、春を感じる。

２期（６月〜８月）
○夏の生活の仕方を知る。
○夏ならではの遊びを友達や保育者と十分に楽しむ。
○身近な夏の自然に親しむ。

・保健的で安全な環境をつくり、快適に生活できるようにする。
・一人一人の子どもの欲求を受け止め、安心して生活できるようにする。
生命の維持と心身の安定 ・適切な休息をとり、心身の疲れを癒し、集団生活による緊張を和らげる。
・子どもが予期しない行動をとることを理解し、常に様々な状況を予測して安全を確保す
る。

３期（９月〜１２月）
○日常生活の中で自分でできることは進んでする。
○保育者や友達と一緒に遊びが広がる楽しさを味わう。
○戸外で十分に体を動かして遊ぶ。
○秋の自然に触れながらのびのびと遊ぶ。

４期（１月〜３月）
○冬の生活の仕方を知り、自分でしようとする。
○寒さに負けずに体を動かして遊ぼうとする。
○いろいろな遊びを通して友達と一緒にイメージや言葉
を豊かにする。
○自然に触れて遊ぶ中で自然現象に興味をもったり移り
ゆく季節を感じたりする。

内
容

・保育者と一緒に基本的な生活の仕方を知る。
・園庭や固定遊具で体を動かして思いきり遊ぶ。
Ⅰ 健康な体をつく ・遊具や玩具で遊ぶ中で安全な遊び方を知る。
る力

・清潔の習慣に関心をもったり簡単な身の回りの始末を
自分でしようとしたりする。
・水の感触や心地よさを感じながら開放感が味わえる遊
びを十分に楽しむ。
・約束を守り安全に水遊びを楽しむ。

・保育者と一緒に歌を歌ったり手遊びをしたりして楽し
Ⅴ 感性豊かに表現 む。
する力

・音楽に合わせて体を動かして楽しむ。
・身近な素材を使ってかいたり、つくったり、それを使っ ・感じたことや思ったことを動きや言葉で表現して楽し
・いろいろな歌を友達と一緒に楽しむ。
て遊んだりする。
む。
・身近な素材に触れながら、のびのびとかいたり、つく ・音楽に合わせて、ダンスや体操をして体を動かすことを ・友達と一緒に音楽に合わせて簡単なリズム楽器を鳴ら
ったりする。
喜ぶ。
したり、歌を歌ったりして楽しむ。

・身の回りのことを自分からしようとし、できたことを喜
・健康な生活のリズムを身に付けようとする。
ぶ。
・簡単な身の回りのことを自分から進んでしようとする。
・全身を使った遊びを楽しみ、寒さに負けず元気よく過ご
・戸外で体を動かして遊ぶ楽しさを味わう。
・遊びの中で遊具や用具の安全な使い方や置き方に気付く。 す。
・友達や保育者と一緒に安全に気を付けて行動しようとす
る。
・新しい生活に慣れていく中で、保育者に見守られながら ・好きな遊びを楽しむ中で、友達のしていることに興味 ・遊びの準備や片付けなどを保育者や友達と一緒にしよう ・日常生活の中で、自分たちで使う物を用意したり保育者
安心して行動する。
や関心をもち、真似をしたり一緒に遊んだりする。
とする。
や友達の手伝いをしようとしたりする。
・保育者と遊んだり話をしたりして親しみをもつ。
・身近な人に日常のあいさつをしようとする。
・簡単なルールのある遊びやごっこ遊びを友達と一緒に楽 ・自分の思いを伝えたり、表現したりしながら、友達と遊
Ⅱ 人とかかわる力 ・友達と一緒に過ごすことを楽しむ。
・簡単なきまりの大切さが分かり、守ろうとする。
しむ。
ぶ楽しさを味わう。
・日常のあいさつをしようとし、名前を呼ばれたら返事を
・共同の遊具や用具を大切にする。
・成長したことを喜び、進級を楽しみにする。
する。
・散歩や行事で出会う地域の人に気持ちよくあいさつをし
ようとする。
・草花や虫を見たり、触れたりする中で春を感じる。
・梅雨ならではの自然に触れ、発見を喜んだり楽しんだ ・身近なものの色、数、量、形などの違いに気付く。
・簡単な伝承遊びをみんなで楽しむ。
りする。
・集めた自然物を使っていろいろな遊びを楽しむ。
・冬の自然現象に触れたり体で感じたりする中で、驚いた
Ⅲ 自然や身近な環
・生き物や植物に興味をもち、保育者が世話をするのを ・自然に触れる中で、見たり触れたりしたことを保育者や
りおもしろさを味わったりする。
境にかかわる力
見たり手伝ったりする。
友達と共有しながら興味や関心をもつ。
・移りゆく季節に気付き、春を楽しみに待つ。
・水や土などに触れながら感触を楽しむ。
・自分のしたいことやしてほしいことを保育者にしぐさや ・経験したこと、楽しかったことなどを保育者や友達に ・友達と遊ぶ中で自分の思いや気持ちを出し、保育者に支 ・友達や保育者に自分の思いを伝えようとしたり、友達の
言葉で伝えようとする。
自分なりの言葉で話す。
えられながら友達の思いを知る。
話を聞こうとしたりする。
Ⅳ 思いを伝える力
・絵本や紙芝居を見たり聞いたりすることを楽しむ。
・生活の中で必要な言葉が分かる。
・いろいろな分野の絵本や紙芝居などを楽しむ。
・絵本やお話に親しみ、想像する楽しさを味わう。

□環境構成
○保育者の援助

家庭・地域との連携

□子どもが主体的に生活習慣を確立できるように環境を
工夫する。
□安心して好きな遊びができるように、遊具、玩具の表示
の仕方や配置などを整える。
○一人一人を温かく受け入れ、気持ちに寄り添い安心して
過ごせるようにする。
○保育者と一緒に遊んだり興味がもてるよう誘ったりし
て、好きな遊びが見つけられるようにかかわる。

□積極的に外に出て、自然に触れる機会をもつ。
□子どもがやってみたいと思えるような遊びの環境を構
成する。
○適度な水分補給と休息を十分にとれるよう配慮する。
○子どもが自分で生活に必要な行動がとれるように援助
していく。
○「なぜ」「どうして」の疑問を受け止め、知的好奇心
の芽生えを育んでいく。
○興味のある遊びを楽しみ、次第に同じ場にいる友達と
つながりがもてるように配慮する。

□身近な自然の中で見つけた素材を使って遊びを楽しめる
ようにする。
□全身を使った遊びを繰り返し楽しめるような環境の工夫
をする。
□保育者や友達と一緒に過ごす楽しさを味わえる機会をつ
くる。
○子どものやってみたいという気持ちを大切にする。
○見守ったり手助けしたりしながら、その子なりにやり遂
げたという気持ちがもてるようにする。
○トラブルにおいては状況に応じて見守ったり仲立ちをし
たりしながら、互いの思いに気付けるようにする。

□素朴な表現を大切にし、一人一人の思いを受け止めなが
ら、表現する喜びを十分に味わえるようにする。
○春の息吹を感じたり、みんなで活動する楽しさを味わっ
たりして、進級を楽しみにできるようにする。
○一人一人の成長を認め、意欲的な生活が送れるようにす
る。
○進級に向けて、一人一人の生活習慣を見直していく。
○言葉による表現が増えてきたことを喜び、話す楽しさや
伝わる喜びを十分味わえるようにする。

・新しい環境に慣れるまでの保護者の不安な思いや気持 ・基本的生活習慣の確立に向けて、家庭と連携を図る。 ・園の行事に積極的な参加を求め、行事などを通して子ど ・保護者と子どもの成長について話し合い、共に喜び、安
ちを受け止めながら信頼関係を築いていく。
もの成長を知り、親子の触れ合いの大切さを伝えていく。 心して進級できるようにする。
・地域の自然、身近な人、行事、施設などにかかわる機会
・現在治療中の病気や発育、発達状態を把握し、保護者と
をもち、多様な生活経験につながるようにする。
連絡を密にしていく。
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【４歳児】
生命の維持と心身の安定

・基本的な生活習慣や態度を身に付けるようにする。

期

１ 期（４月〜５月）

育てたい子どもの姿

・一人一人の子どもの気持ちを受容し、情緒の安定を図るようにする。

２ 期（６月〜８月）

３ 期（９月〜１２月）

新しい生活に慣れ、保育者や友達に親しみを感じなが 友達の遊びに興味を示しながら、自分のやりたい遊びを見 友達といろいろな遊びを楽しみながら、自分の力を発揮する。
ら生活する。
つける。

４ 期（１月〜３月）
自分の考えを伝えたり、友達の考えを受け入れたりしなが
ら遊びを広げる。

○友達や保育者と触れ合いながら、自分のやりたい遊びを ○友達と一緒に戸外で体を動かして遊ぶ楽しさを味わう。
○友達と思いを伝え合い、相手の思いに気付いたり、共感
楽しむ。
○友達と考えを出し合いながら、いろいろな遊びを楽しむ。
したりしながら遊ぶ楽しさを味わう。
○新しい生活の仕方が分かり、できることは自分でし ○園生活の流れが分かり、自分から進んで行動しようとす ○季節の移り変わりを感じとり、身近な自然にかかわって遊ぶこ ○冬の自然現象や春の訪れに興味や関心をもつ。
とを楽しむ。
ようとする。
る。
○成長したことを喜び、進級への期待をもつ。
○保育者や友達に親しみをもち、喜んで登園する。

ね ら い

・基本的生活習慣の仕方を知り、自分でしようとする。 ・戸外で体を動かして遊ぶ心地よさを味わう。
Ⅰ 健康な体をつく ・保育者や友達と一緒に体を動かすことを楽しむ。
・水遊びやプール遊びを楽しみ、水に親しむ。
る力
・遊具や用具の安全な使い方を知って遊ぶ。
・遊具や用具を安全に使い、楽しく遊ぶ。

Ⅱ 人とかかわる力

・いろいろな運動遊びに興味や関心をもち、自分でやってみよう ・寒さに負けず、十分に体を動かして遊ぶ。
とする。
・冬を健康で安全に過ごすための生活の仕方を知る。
・いろいろな遊具や用具を使い、体を動かして遊ぶことを楽しむ。

・保育者や友達と触れ合って遊ぶことを楽しむ。
・気の合う友達と一緒に自分のやりたい遊びをする。
・いろいろな友達とかかわって遊ぶことを楽しむ。
・友達と思いや考えを出し合いながら、遊びを進めること
・園生活に必要なきまりや約束があることを知り、守 ・共同の遊具や用具を大切にし、譲り合う気持ちをもつ。 ・簡単なルールのある遊びに興味をもち、友達と一緒に楽しむ。
を楽しむ。
ろうとする。
・異年齢児に関心をもち、かかわって遊ぼうとする。
・地域の人々と触れ合い、親しみをもつ。
・成長を喜び、身近な人への感謝の気持ちをもつ。

内

・飼育動物や草花、虫などを見たり触れたりする。
・いろいろな小動物や虫などに触れたり、遊んだりする。 ・身近な自然の美しさや変化を感じとる。
・いろいろな伝承遊びを友達と一緒に楽しむ。
・栽培物や飼育物の世話を保育者や友達と一緒にす
・植物や野菜に親しみ、世話をしたり収穫したりするこ
・自然物を集めたり、収穫したり、遊びに取り入れたりすること
・雪遊びなど冬の自然に触れて遊んだり、木々の息吹な
Ⅲ 自然や身近な環
る。
とを楽しみにする。
を楽しむ。
どから季節の変化を感じたりする。
境にかかわる力
・土、砂、水などで遊び、感触を楽しむ。

容

・保育者の話を聞いたり、自分の気持ちを伝えようと ・見たことや感じたことなどを保育者や友達に伝えよう
・保育者や友達の話に興味や関心をもち、親しみをもって聞く。 ・集団の中で、落ち着いて静かに話を聞く。
したりする。
・思ったことや考えたことを伝えたり、相手の思いを感じたりし ・感じたことや経験したこと、要求や分からないことな
とする。
Ⅳ 思いを伝える力 ・保育者や友達からの質問や声掛けに答える。
・生活や遊びに必要な言葉の使い方を知る。
ながら遊ぶ。
どを言葉で伝えようとする。
・絵本を見たり読んでもらったりすることを楽しむ。 ・絵本やお話などに興味をもって、見たり聞いたりする。 ・いろいろな絵本や物語などに親しむ。
・絵本や物語などからイメージを膨らませ、言葉で表現
することを楽しむ。
・身近にあるいろいろな素材や用具の扱い方を知り、かい ・いろいろな素材や用具を使って、遊びに必要なものをかいたり ・遊びに必要なものを友達と一緒にかいたり、つくったり
・自由にかいたり、つくったりすることを楽しむ。
・見たものや想像したものを体の動きで表現する。
たり、つくったりする。
つくったりする。
することを楽しむ。
・友達と一緒に歌を歌ったり、手遊びを楽しんだりす ・音楽に合わせて体を動かしたり、感じたままを自由に表 ・見たことや感じたこと、考えたことなどを表現しようとする。 ・絵本や物語などからイメージを広げ、友達と一緒に体
Ⅴ 感性豊かに表現
る。
現したりする。
・リズム楽器の扱い方を知り、曲に合わせて楽器を使うことを
で表現することを楽しむ。
する力
・友達と一緒に歌を歌ったり、楽器などで遊んだりするこ
楽しむ。
・友達と一緒に歌や簡単な合奏をする楽しさを味わう。
とを楽しむ。

□ 環境構成
○ 保育者の援助

家庭・地域との連携

□遊具や用具の表示の仕方を工夫するなど、自分から
遊び始められるように環境を整える。
○触れ合いを多くもったり、温かく受け止めたりし
て、一人一人の子どもと心のつながりがもてるよう
にする。
○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。

□身近な園周辺の自然の様子に目をとめ、触れて遊ぶ機会
をもつ。
○体を動かした後は、休息や水分補給の必要性を知らせ、
時間を設けたり促したりする。
○保育者も一緒に遊びながら、誘い掛けたり、子ども同士
がかかわるきっかけづくりをしたりする。
○一人一人の子どもと丁寧にかかわりながら、個々の思い
や興味のあることなどを、受け止めたり共感したりす
る。
・園での様子を具体的に伝えたり、家庭での様子や保 ・食生活におけるマナーや偏食などについて家庭との連
護者の願いを受け止めたりしながら、信頼関係を築
携を図っていく。
いていく。
・保育参観や保育参加などを通して、保護者同士の交流に
・保育所、認定こども園、幼稚園の職員が情報交換を
努める。
しながら、新年度の保育がスムーズに展開できるよ
うにする。

□自然物で遊んだり、遊びに必要な物をつくったりできるよう
に、材料や用具を身近に用意しておく。
□季節の変化が感じとれるような直接体験の場を設けていく。
○自然の中で存分に遊び、子どもの発見や驚きを受け止め共感し
ていく。
○トラブルが生じた場合は、互いの気持ちを受け止めたり、一緒
に考えたりしながら、相手にも思いのあることに気付くように
する。

□伝承遊びに十分親しめるように、いろいろな遊具や材料
を準備する。
□冬の自然現象に出会う機会を逃さないようにする。
○一人一人の発想や表現に共感して、イメージを共有して
遊べるようにする。
○年長児から仕事を受け継ぐ機会をもち、遊びの中で進級
する期待がもてるようにする。

・伝承遊びを通して家族との絆を深めたり、一緒に遊ぶ
・園での子どもの姿や生活について、保護者や地域の人に知っ
てもらう機会をもつ。
楽しさを感じたりできるように働き掛ける。
・地域行事への参加を働き掛ける。
・一年間の子どもの成長を保護者と共に喜び合い、親子
・地域の公園などの施設や自然を保育に活かし、生活経験を豊か
で進級への期待がもてるようにする。
にする。
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【５歳児】
生命の維持と心身の安定

期

・体や病気について関心をもち、健康的な生活に必要な習慣や態度を身に付けるようにする。

１ 期（４月〜５月）

２ 期（６月〜８月）

・友達や保育者との安定した生活の中で、満足感や達成感を感じ、意欲的に生活できるようにする。

３ 期（９月〜１２月）

４ 期（１月〜３月）

育てたい子どもの姿

年長になった喜びや自覚をもち、
進んで生活や遊びに取り 自分なりの目的をもって、友達とかかわりながら遊びを 友達とのつながりを深めながら、自己発揮して生活に取り組 友達と共通の目的をもって園生活を展開し、かかわりを深
組む。
広げていく。
む。
めていく。

ね ら い

○進級した喜びや自覚をもち、園生活を楽しむ。
○友達とかかわりながら、一緒に遊びを進めていく楽し ○友達と思いや考えを出し合って、遊びを進めることを楽し ○友達と共通の目的をもって遊びをつくり上げ、やり遂げる
喜びと充実感を味わう。
○身近な動植物に親しみ、かかわって遊ぶことを楽しむ。 さを味わう。
む。
○身近な動植物に親しみ、その成長(生長)や変化に興味 ○季節の移り変わりに興味や関心をもち、自分からかかわって遊ぶ ○冬の自然現象や春の訪れに気付き、自然の不思議さや生命
力を感じる。
ことを楽しむ。
や関心をもつ。
○成長した喜びや感謝の気持ちをもち、入学への期待と自
○思ったこと、感じたことを伝え合う楽しさを味わう。 ○イメージを広げ、様々な方法で表現する楽しさを味わう。
覚をもつ。

・友達と一緒に、十分に体を動かして遊ぶ。
Ⅰ 健康な体をつく ・生活に必要な習慣の大切さが分かり、進んで身に付け
ようとする。
る力
・安全に気を付けて、遊具や用具を正しく使う。

Ⅱ 人とかかわる力

・園生活の中で、きまりの大切さや必要性に気付き守ろう ・互いに思いや考えを出し合いながら、相手の気持ちに ・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
・共通の目的に向かって役割を分担したり、協力したりし
とする。
気付いて遊ぶ。
る。
ながら遊びをつくり上げていく。
・年長になった自覚をもち、年少児にやさしくかかわろう ・年少児を誘ったり、一緒に遊んだりして、進んでかか ・互いの思いを伝え合いながらトラブルなどを自分達で解決し ・心身の成長を喜び、世話になった人々への感謝の気持ち
とする。
わる。
ようとする。
や入学への期待をもつ。
・地域の様々な人々と触れ合い、親しみをもつ。

内

・園や園周辺の草花や虫などに親しみ、遊びに取り入れ
Ⅲ 自然や身近な環
る。
境にかかわる力 ・飼育動物や栽培物に進んでかかわり、世話をする。

容
Ⅳ 思いを伝える力

・水遊びやプール遊びなどをしながら、水に慣れ親しみ ・戸外で体を十分動かしながら、いろいろな運動遊びに進んで ・寒さに負けず、十分に体を動かし、いろいろな運動や遊
開放感を味わう。
取り組む。
びに取り組む。
・自分の体に関心をもち、健康で安全な生活をするため ・災害時の危険を知り、合図や指示に従って機敏に行動する。 ・冬の健康管理や安全な生活に必要な習慣を身に付ける。
の習慣を身に付ける。

・梅雨から夏にかけての自然の変化に気付き、興味や関 ・自然物を使って試したり、工夫したりして、いろいろな遊び ・雪、氷、霜など冬の自然現象や春の訪れに興味や関心を
を楽しむ。
心をもつ。
もち、見たり試したりして遊ぶ。
・栽培物の生長に関心をもち、収穫を楽しんだり、食す ・園内外の自然に触れ、いろいろな発見や感動を共有する。
・生活の中で、数量、図形、文字に興味や関心をもつ。
る喜びを味わったりする。

・保育者や友達の話を聞こうとしたり、自分の思いを話そ ・相手の話を注意して聞こうとしたり、相手に分かるよ ・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 ・進んで話を聞こうとし、自分の思いや考えが言葉で伝わ
うに話そうとしたりする。
受け入れたりして遊ぶ。
る喜びを味わう。
うとしたりする。
・友達と考えやイメージを出し合って遊ぶことを楽しむ。 ・友達と考えやイメージを出し合って遊ぶことを楽し ・美しいものや心を動かす出来事にふれて、言葉を豊かにする。 ・言葉や文字への関心を広げ、生活の中で使っていく喜び
や楽しさを味わう。
・いろいろな分野の絵本などに親しむ。
む。
・絵本や物語などイメージを広げながら、見たり聞いた ・絵本や物語などに興味をもって聞き、想像する楽しさを味わ ・友達と一緒に絵本や物語の世界に浸り、内容を理解して
りする。
う。
その楽しさを共有する。

・いろいろな素材を使ってかいたり、つくったりする。 ・いろいろな素材に親しみ、試したり考えたり工夫した ・材料や用具を目的に応じて工夫して使い、イメージを表現し ・いろいろな用具や素材を使い、遊びに必要なものを友達
・友達と一緒に曲に合わせてリズミカルな動きを楽しむ。 りする。
ようとする。
と協力してつくる。
Ⅴ 感性豊かに表現 ・知っている歌を歌ったり、楽器を使ってリズム遊びを楽 ・友達の表現を興味をもって見たり、一緒に表現したり ・友達とイメージを共有しながら、一緒に表現することを楽し ・友達とイメージを共有しながら、いろいろな方法で表現
しんだりする。
することを楽しむ。
む。
し、みんなで演じて遊ぶ楽しさを味わう。
する力
・友達と一緒に歌を歌ったり、楽器を使ったりして、曲 ・曲の雰囲気を感じとり、歌を歌ったり工夫して楽器を使った ・みんなで心を合わせて歌ったり、合奏したりすることを
の雰囲気やリズムを楽しむ。
りすることを楽しむ。
楽しむ。

□ 環境構成
○ 保育者の援助

□友達と十分かかわって遊ぶことができるように、
好きな □いろいろな素材や用具、遊具を自分達で選んで使える □様々な人々との交流を子どもが意欲的に楽しめるように計 □伝承遊びや日常生活の中で、文字や数量にかかわって遊
遊びの時間や場の構成を工夫する。
ように準備する。
画・実施する。
べるような場をつくる。
○年長児になった喜びに共感し、
進んで活動しようとする ○活動量や休息のバランスなどを自分で考えてできる □季節の変化が感じとれるような直接体験の場をもち、子ども □就学への期待がもてるよう、小学校の生活を見たり、体
意欲を受け止める。
ように意識付けていく。
と共に感動を共有する。
験したりする機会をもつ。
○子どもと一緒に、動植物を見たり、触れたり、世話をし ○一人一人の子どもが友達とどのようにかかわってい ○一人一人の子どもの興味や友達関係を把握しながら、試行錯 ○満足感を味わい、自信をもって園生活が終えられるよう
たりしながら、
愛情をもってかかわれるように支えてい
るかを捉え、互いの思いが素直に出し合えるように促
誤したり葛藤したりする姿を温かく受け止め、支えていく。
に、卒園への自覚を促していく。
く。
していく。

家庭・地域との連携

・いろいろな機会を通して家庭や園での様子を話し合い、 ・給食や弁当、栽培、収穫、クッキングなどを通して、 ・園での生活や行事を通して保護者や地域の人に理解や協力を ・一年間の子どもの成長を保護者と共に喜び、安定した気
信頼関係を築いていく。
子どもや保護者に食育の関心を高めていく。
得る機会をもつ。
持ちで小学校生活がスタートできるように連携を密に
・保幼小の保育者、教師が、互いの生活を理解したり、 ・地域の行事に関心をもち、参加したり地域の人とかか ・懇談会などで子どもの成長を確認し合い、今後の課題を話し
する。
子どもの育ちについて話し合ったりする機会をもつ。
わったりできるように働き掛ける。
合い、就学に向けての生活等についても協力を依頼する。
・小学校と連絡会をもつなど、子どもの育ちを丁寧につな
いでいく。
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４．資料−①
豊岡市就学前の教育・保育計画検討委員会設置要綱
（設置）
第１条 豊岡市のより良い就学前の教育及び保育の推進を図るため、豊岡市就学前の教育・
保育計画検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
（所掌事務）
第２条 委員会は、就学前の教育・保育計画の策定に関する事務を所掌する。
（組織）
第３条 委員会は、委員15人以内で組織する。
（委員）
第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
⑴ 学識経験を有する者
⑵ 市内の公立の幼稚園及び保育所の職員
⑶ 市内の私立の幼稚園及び保育所の職員
⑷ 関係行政機関の職員
２ 委員の任期は、第２条に規定する所掌事務を終了する日までとする。
３ 委員がその職を欠くに至ったときは、委員の職を失うものとする。
（委員長等）
第５条 委員会に、委員長１人及び副委員長１人を置き、委員の互選により選任する。
２ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
（会議）
第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところ
による。
４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、
又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
（庶務）
第７条 委員会の庶務は、教育委員会こども企画課において処理する。
（その他）
第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会
に諮って定める。
附 則
（施行期日）
１ この要綱は、平成21年11月１日から施行する。
（招集の特例）
２ この要綱の施行後最初に開かれる委員会は、第６条第１項の規定にかかわらず、教育委
員会が招集する。
（失効）
３ この要綱は、委員会が第２条に規定する事務を終了した日限り、その効力を失う。
附 則
（施行期日）
１ この要綱は、平成 21 年 11 月 16 日から施行する。
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４．資料−②
豊岡市就学前の教育・保育計画検討委員会委員名簿
任期：Ｈ22.1.5〜Ｈ22.11.10
（順不同）

NO

区

分

委員名

役職名

1

学識経験者

佐 藤 哲 也

兵庫教育大学
（委員長）

大学院准教授

2

私立の保育所職員

滝 本 玉 紀

蓼川保育園

園長

3

〃

木 村 恵 子

出石愛育園

園長

4

〃

近 藤 美 智 江

みえ保育園

主任

上 田 映 子

豊岡ひかり幼稚園
（副委員長）

5

公立の幼稚園職員

6

〃

米 田 豊 美

五荘幼稚園

園長

7

〃

太 田 裕 子

五荘幼稚園

教諭

8

〃

土 谷 千 鶴

小坂幼稚園

教諭

丹 波 し げ の

西保育園

9

公立の保育所職員

園長

10

〃

石 田 と も 子

森本へき地保育園

11

〃

渡 辺 美 千 代

城南保育園

関係行政機関の職員

嶋

公 治

12
〃

三 輪 直 人
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園長

園長補佐

園長補佐

H22.1.5〜Ｈ22.3.31
豊岡市教育委員会
教育研修ｾﾝﾀｰ 所長
H22.4.1〜
豊岡市教育委員会
教育研修ｾﾝﾀｰ 所長

４．資料−③
豊岡市就学前の教育・保育計画検討委員会経過報告

年月日

事

項

内

容

平成 22 年 1 月 5 日

第 1回

検討委員会

・委嘱状（辞令）交付
・教育・保育計画の検討事項について
・検討委員会のスケジュールについて
・委員ワーキングについて

平成 22 年 2 月 22 日

第 2回

検討委員会

・
「すくすくプログラム」
「幼稚園教育
課程及び年間指導計画」の進捗状況
について

平成 22 年 3 月 30 日

第 3回

検討委員会

・ワーキング（グループ討議、全体会）

平成 22 年 4 月 27 日

第 4回

検討委員会

・ワーキング（グループ討議、全体会）

平成 22 年 5 月 24 日

第 5回

検討委員会

・ワーキング（グループ討議、全体会）

平成 22 年 6 月 28 日

第 6回

検討委員会

・ワーキング（グループ討議、全体会）

平成 22 年 7 月 29 日

第 7回

検討委員会

・ワーキング（グループ討議、全体会）

平成 22 年 8 月 20 日

第 8回

検討委員会

・ワーキング（グループ討議、全体会）

平成 22 年 9 月 27 日

第 9回

検討委員会

・ワーキング（グループ討議、全体会）

平成 22 年 10 月 4 日

カリキュラム（案）意見聴取 ・市内幼稚園教諭、保育士意見聴取

平成 22 年 11 月 10 日 第 10 回

検討委員会
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・ワーキング（グループ討議、全体会）
・まとめ

豊岡市就学前の教育・保育計画
「スタンダード・カリキュラム」
発
住

行
所

ＴＥＬ
ＦＡＸ
E-mail

平成 22 年 11 月
豊岡市教育委員会（こども企画課）
〒668-8666
豊岡市中央町 2−4
0796-23-1111（代）
0796-29-0054
kodomokikaku@city.toyooka.lg.jp
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資料 ５
市立幼稚園・
市立幼稚園・保育所の
保育所の家庭・
家庭・地域社会との
地域社会との連携
との連携等
連携等

１ 家庭・
家庭・地域社会との
地域社会との連携
との連携
幼稚園教育要領解説
幼稚園教育要領解説

保育所保育指針

第 3 章第１第２節７家庭や地域社会との連携

第 4 章保育の計画及び評価 オ家庭及び地域社会との連携

幼児の生活は、家庭を基盤として地域社会を通

子どもの生活の連続性を踏まえ、家庭及び地域

じて次第に広がりをもつものであることに留意

社会と連携して保育が展開されるよう配慮する

し、家庭との連携を十分に図るなど、幼稚園に

こと。その際、家庭や地域の機関及び団体の協

おける生活が家庭や地域社会と連続性を保ちつ

力を得て、地域の自然、人材、行事、施設等の

つ展開されるようにすること。その際、地域の

資源を積極的に活用し、豊かな生活体験を始め

自然、人材、行事や公共施設などの地域の資源

保育内容の充実が図られるよう配慮すること。

を積極的に活用し、幼児が豊かな生活体験を得
られるように工夫すること。また，家庭との連
携に当たっては、保護者との情報交換の機会を
設けたり、保護者と幼児との活動の機会を設け
たりなどすることを通じて、保護者の幼児期の
教育に関する理解が深まるよう配慮すること。

２ 市立幼稚園・
市立幼稚園・保育所の
保育所の家庭との
家庭との連携状況
との連携状況

◎全て又は大部分の園・所で実施
○一部の園・所で実施

幼稚園

保育所

◎個人懇談(３回／年)

◎懇談会（個別・クラス別・園・全体：各 1 回／年）

◎保育参加または参観（1 回／月）

◎保育参観及び保育参加（運動会、生活発表会、

◎運動会、音楽会、生活発表会等

祖父母交流、園外保育等）

◎おたよりの配布（月のおたより、長期休業前の ◎おたよりの配布（月のおたより、食育だより、
おたより、園長だより等）

給食献立表等）

◎家庭訪問（1 回／年）

◎給食展示、給食参観、給食試食会

◎誕生会の参加

◎講演会等の開催

◎保護者による絵本の読み聞かせ等

◎個別連絡ノート（0･1･2 歳児）
、クラス毎の連

◎ＰＴＡ活動

絡ボード（3･4･5 歳児）

（総会、定期委員会、バザーの開催、ベルマー
ク、廃品回収、園舎内外大掃除、芝生管理、
子育て講演会の開催、あいさつ運動、広報誌
の作成、連合・東播磨幼稚園ＰＴＡ等の会議、
研修会等への参加、ＰＴＣＡ研究大会等）

1

３ 地域
地域との
連携・
・交流
との
連携
３との連携
地域との
との連携
連携・
地域
との
連携・交流
幼稚園

保育所

◎未就園児（ふれあいキッズ、子育て学習室） ◎未就園児（園庭開放）との交流
との交流
◎高齢者大学、高年クラブ、あかねが丘学園、 ○高齢者大学、高年クラブ、あかねが丘学園、地
地域ボランティアとの交流（芋ほり、伝承遊

域ボランティアとの交流（芋ほり、伝承遊び、

び、行事参加等）

行事招待等）

◎コミセン祭り、住民運動会等への参加

○コミセン祭り、住民運動会等への参加

◎学校評議員

○学校評議員

◎地人協・地愛協への参加

○地人協・地愛協への参加

◎地域新年交歓会

○地域新年交歓会

◎中学生の職業体験（トライやるウイーク）の ◎中学生の職業体験（トライやるウイーク）の受
け入れ

受け入れ

○近隣高校生との交流(文化祭の見学、高校生の ○近隣高校生との交流（保育所児が文化祭の見学
幼稚園訪問)

及び参加、高校生の保育体験、吹奏楽部による

◎スクールガード(登校園の見守りや、園庭の巡

コンサートの開催等）

回)

○中・高校の行事、研究発表会等に保育所職員が
参加
○地域のディサービス施設や高齢者施設等を保
育所児が訪問

2

資料 ６

市立幼稚園
市立幼稚園・
幼稚園・保育所の
保育所の小学校との
小学校との連携
との連携等
連携等

１ 小学校との
小学校との連携
との連携
幼稚園教育要領解説

保育所保育指針
第 4 章 保育の計画及び評価 エ小学校との連携

第３章第１第 3 節５小学校との連携

幼稚園教育と小学校教育の円滑な連携のため、 子どもの生活や発達の連続性を踏まえ、保育
幼児と児童の交流の機会を設けたり、小学校の の内容の工夫を図るとともに、就学に向けて、
教師との意見交換や合同の研究の機会を設け

保育所の子どもと小学校の児童との交流、職

たりするなど、連携を図るようにすること。

員同士の交流、情報共有や相互理解など小学
校との積極的な連携を図るよう配慮するこ
と。

２ 市立幼稚園・
市立幼稚園・保育所の
保育所の小学校との
小学校との連携状況
との連携状況
（１） 子ども同士
ども同士の
同士の交流
◎全て又は大部分の園・所で実施
○一部の園・所で実施
幼稚園

保育所

◎1 日体験入学

◎１日体験入学

◎小学校の音楽会(予行)の鑑賞や図工展の見 ○小学校の音楽会(予行)の鑑賞や図工展の見
学

学

◎小学校の生活科の一環での交流（店やごっこ ○小学校の生活科の一環での交流（店やごっ
など）

こ、まち探検など）

◎幼稚園の行事（生活発表会等）への参加、見
学

（２）施設の
施設の共有
幼稚園

保育所

◎小学校のプール使用

○小学校のプール体験

○小学校体育館での入園・修了式の開催
○小学校校庭での運動会開催

1

（３）職員間の
職員間の連携・
連携・交流
幼稚園

保育所

◎保幼小連絡会※１

◎保幼小連絡会※１

◎儀式的行事(入園・修了式、入学・卒業式、運 ◎儀式的行事（入所・修了式、入学・卒業式、
動会)の校園所長の相互参加

運動会等)の校園所長の相互参加

◎オープンスクールへの相互参加

◎授業参観（オープンスクール等）

◎生活発表会、音楽会等の相互見学

○生活発表会、音楽会等の相互見学

◎合同防災訓練、不審者対応訓練

○合同防災訓練、不審者対応訓練

◎校区校園長会※２

○校区校園長会※２

◎校区ＵＮＩＴ会議※３

○校区ＵＮＩＴ会議※３

◎合同救急講習会
◎用務員の相互連携（作業等）
◎幼小中美術展

※１

※２

※３

保幼小連絡会：小学校入学前後に、小学校教諭と入学対象児の在籍する幼稚園教諭・
保育所職員が、授業参観や意見交換を行い、円滑な小学校への接続を
図る。

校区校園長会：中学校区内の校園長が１回／月程度、情報交換等を行い、校区ごとの
連携を図る。

校区 UNIT 会議：中学校区内の幼稚園・保育所、小学校、中学校及び特別支援学校が校種を
超え、園児や児童、生徒について共通の視点で見守り、育てるための情報
交換や共同研修等を実施。
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資料 ７

市立幼稚園
市立幼稚園と
幼稚園と保育所の
保育所の連携等
連携等
１ 幼稚園と
幼稚園と保育所の
保育所の子ども同士
ども同士の
同士の交流状況
・近隣の幼稚園と保育所において、子ども同士の交流を実施している（相互の園所、
近隣の公園・小学校で一緒に遊ぶ、相互の音楽会や生活発表会等の見学、幼稚園児
の保育所給食体験等）。
・市立幼稚園・市立保育所、私立保育所（園）を含めた３園で交流をしているところ
もある（魚住校区、王子校区等）
・自治会や高齢者大学のイベントや行事に、校区の幼稚園と保育所が参加して、交流
をしている地域もある。
（松が丘校区、鳥羽校区、二見校区等）

２ 幼稚園・
幼稚園・保育所（
育所（園）の研修への
研修への相互参加
への相互参加（
相互参加（平成 24 年度）
年度）
研修名・主催等

１

あかし若手教師塾(6/29）〔教育研究所主催〕

２

幼稚園教育理解推進研修会(7/31）〔教育研究所主催〕

３

特別支援教育研究会「気づきを生かし、共に育つ保育」（8/28）〔教育委員会主催〕

４

特別支援教育シリーズ研修（9/27、11/１、12/6）〔教育委員会主催〕

５

明石市教育委員会指定 幼稚園教育研究発表(11/１）〔教育委員会主催〕

６

明石市教育委員会指定 幼稚園教育研究発表(11/20）〔教育委員会主催〕

７

明人協就学前部会（研修会・講演会等）〔人権推進課主催〕

８

明石市立幼稚園教育研究会（11 グループ×5 回＝計 55 回開催）〔幼稚園主催〕

９

明石市立保育所交流研修会「小学校への滑らかな接続のために」（計 7 回開催）〔保育所主催〕
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近隣の市立幼稚園と市立保育所において、相互の内部研修への参加

1

資料 ８

子育て
子育て支援センター
支援センターとの
センターとの役割
との役割・
役割・機能分担
◎他都市の
他都市の事例等からみた
事例等からみた子育
からみた子育て
子育て支援センターの
支援センターの機能
センターの機能例
機能例について
(1)子育て相談
子育てに関する悩みや不安などについて、保育・子育てアドバイザー、臨床心理士、言
語聴覚士などが相談に応じている。
(2)プレイルーム
就学前の子どもと親がおもちゃで遊んだり、親同士の交流や情報交換、仲間づくりを行
ったりしている。
(3)子育て講座や子育て支援講座の開催
子育て中の方々を対象とした講座を開設し、学習機会を提供している。
(4)子育てサークルの育成、支援
子育てサークルの活動をサポートし、情報の発信や施設の提供などの支援を行っている。
また子育てリーダーの育成を行っている。
(5)身体測定
(6)園庭開放（主に幼稚園や保育所に併設の子育て支援センター）
(7)給食体験（主に保育所に併設の子育て支援センター）
◎幼稚園、
幼稚園、保育所（
保育所（園）の子育て
子育て支援機能について
支援機能について
私立保育園における子育て支援
大久保保育園
内容

育児相談、在園児との交流、心理カウンセラーによる保育支援 など

頻度

週２回程度

対象

未就園児及び在園児

ゆたか保育園
内容

育児相談、保育士による親子遊びや絵本の読み聞かせ など

頻度

週３回程度

対象

未就園児

私立幼稚園における子育て支援
牧羊幼稚園
内容

園開放、リトミック、一日動物園、タペストリーシアター など

頻度

月２回程度

対象

未就園児
1

