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５歳児 保育指導案 

令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日 （ 水 ） 

１ ３ ： ０ ０ ～ １ ４ ： ０ ０  

い る か 組  園 児 １ ４ 名 

会 場   遊 戯 室 

保 育 者     森 山  寛 子 

１ 幼児の実態 

 遊びや生活に関すること 

 ○学級全体で目的を共有して取り組んだ行事や遊びを経験し、学級のいろいろな友達とのつ

ながりが深まり、一緒に遊ぶことを楽しんでいる。 

 ○室内では親しみをもった友達と一緒にお家やお店屋さんなどのごっこ遊びを楽しんでいる。

遊びに必要なものを本物らしく作りたい、友達や他学年の幼児をお客さんとして呼んで楽

しませたいなどの思いを互いに出し合って遊びを進めようとしている。 

○今までに使ったことがある素材や用具の中からイメージに合うものを選んだり、使い方を

考えたりして、遊びに必要な物を工夫して作ろうとしている。 

 ○友達に自分の思いやイメージを言葉等で伝えながら遊びを進めようとしている。一方で、

相手に伝わりきらずにそれぞれの幼児が動いてしまうことで、イメージが共有されずトラ

ブルになることがある。互いの思いを伝え合うことができるよう援助を重ねている。 

 ○戸外では友達を誘い、鬼遊びやサッカーなどで身体を動かして遊ぶことを楽しんでいる。

ルールを理解して遊ぶことを楽しむ幼児が多い一方で、自分の思い通りに進まないことで

遊びを抜けてしまう幼児や感情的になる幼児が数名いる。 

 ○掲示を見て１日の流れを確認したり、カレンダーを見て先の予定を楽しみにしたりして、

見通しをもって生活を進めようとする姿が見られる。 

 

 研究主題に関すること 

○進級当初はグループやクラス全体の課題を自分のこととして捉えられず、自分の思いや考

えはもっているが友達に言葉で伝えようとする機会が少なかった。また、自分の思いを主

張しようとするがうまく自分の言葉で伝えられず怒ったり諦めたりしてしまう幼児もいる。

一人ひとりの思いを出せるよう少人数で話し合う機会を作り、生活や遊びの中で思いを出

す経験を積み重ねられるようにしてきた。やってみたいことや自分の思いを友達や教師に

表す姿が出てきている。 

○遊びや係の活動などの中で身近な物を数える、文字を書いてみようとするなど、数字や文

字に興味や関心をもっている。お休み調べの人数を数字で書く、ごっこ遊びのお店屋さん

のメニューを文字で書くなど生活や遊びの中で必要感から「書いてみたい」という気持ち

が出てきた。友達の様子を見て一緒にやってみようとする姿もある。 

○保育室で飼育している生き物（メダカ・ダンゴムシ・カブトムシの幼虫等）や育てている
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野菜に関心をもっている。秋植えの野菜について、春に植えた野菜を「ななはけラボ」で

調べたことを思い出して冬に育つ野菜を考えるなど、経験が積み重なってきている。 

 

２ ５期のねらい 

 ○自分なりのめあてをもち繰り返し取り組む中で、達成感を味わったり自信をもったりする。 

○友達と一緒に過ごす喜びを味わい、自分たちで生活や遊びを進める充実感を味わう。 

 

３ 活動と研究主題との関連 

  期のねらいとの関わり 

   学級やグループの友達と共通の目的をもち、自ら環境に関わって、友達と思いや考えを 

出し合いながら活動できるような環境の構成や教師の援助を工夫する。 

 

４ 主題に迫る手だて 

（１）共通の目的に向かう中で、友達に思いや考えを伝える…【AH・AK・AL・AR・AS】 

 ～協同的な活動の中で自分の力を発揮し、言葉で思いを伝える経験を通して～ 

「学級全体でお店屋さんごっこをしてお客さんを呼びたい」という共通の目的に向か

って、自分の思いや考えを言葉で相手に伝えることを楽しめるようにする。同じ興味を

もつ幼児同士でグループを作って話合いやお店屋さんごっこに必要な物の製作を進める

ことで、互いのイメージを共通にし、考えを出し合う楽しさを感じられるようにする。

一人ひとりの言葉での思いの出し方をよく見聞きして、思いや考えを伝える姿や相手の

思いや考えを認めたりする姿を見守り、必要に応じてイメージが共有できているかを確

認したり、具体的な言葉を伝えるなど橋渡しをしたりして支える。 

（２）数量や図形に親しむ活動…【CA・CD・CG・CH・CL・CO】 

 ～遊びや生活の中で数や量、形に触れる経験を通して～ 

お客さんを呼ぶために必要な品物の個数を数える、積み木や巧技台を組み合わせて場

の配置を考えるなど、お店の準備を進める中で数量や図形に触れたり、気付いたりする

姿を受け止める。これまでの経験を思い出してイメージに合った大きさや形の空き箱や

遊具などを考えて選び取れるよう、様々な種類の材料や遊具を用意し、興味や関心を広

げる。 

（３）身の回りの施設・自然に親しみをもつ活動…【EA・EL・EW】 

～園生活や家庭での経験を通して～ 

園での遊びや遠足などの行事、家庭での経験などを生かしたごっこ遊びを通して、身

近な施設や人との関わりの経験を自分たちの遊びに取り入れて楽しめるようにする。 

（４）小学校との関わり 

～交流活動や、「ななはけラボ」での経験を活動につなげる～ 

「ななはけラボ」で遊んだことや、１年生のお店に招待してもらったことなどを想起

し、自分たちの活動に取り入れられるようにする。分からないことや知りたいことを「な
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なはけラボ」に調べに行くなど、積み重ねた経験を生かすことができるようする。 

 

５ これまでの経験  

（１）文字・言葉に関すること…【AH・AK・AL・AR・AS】 

【友達やグループの友達と思いや考えを出し合う経験】 

友達と話し合う経験を積み重ねられる遊びや活動を取り入れた。 

○好きな遊びでのごっこ遊び…同じ遊びをしたい友達同士で遊びに必要な物を考える

中で、思いを出し合った。自分の思いや考えを教師や友達に受け止めて認められる

経験を重ねることで、安心して思いを出すようになってきた。 

①  ２～３人で思いや考えを出し合う 

なかよしジャンケン・グループバスケット（集団遊び）など…偶発的にできた２

～３人組の友達と、ジャンケンで出すものやテーマのあるグループ名など分かりや

すい選択肢の中から自分の考えたことを伝い合えるような遊びを繰り返し楽しんだ。 

②  ３～４人で思いや考えを出し合う（意図的なグループでの活動） 

当番活動・誕生会の司会・グループ名決め・製作・運動会のリズムの動きを考え

るなど…教師が投げかけた目的に向かって、少人数の友達と考えを出し合った。分

わかりやすく言葉で考えを出しやすい課題を提示し、経験を積み重ねた。 

   ③ ４～７人で思いや考えを出し合う（同じ目的をもったグループでの活動） 

      夏祭りのお店・リレーの順番や作戦会議・劇遊びの取組など…同じ目的をもって

集まった友達同士で話し合い、目的やイメージを共通にして取り組むことで、思い

が実現する喜びを感じていた。 

 

（２）数量・図形に関すること…【CA・CD・CE・CF・CG・CH・CK・CL・CM・CN・CO 】 

   【遊びや生活の中で数・量・形に触れる経験】 

    生活や遊びの中で数や量、形に興味をもった姿を捉え、興味や関心を広げていくこと 

ができる環境の構成や援助を工夫した。 

○製作…遊びに必要なものやイメージしたものを製作することを繰り返し楽しんだ。

様々な大きさや形の箱や紙などの素材から、選んだり、組み合わせたりした。 

    ○大型積み木・巧技台を使った遊び…構成の仕方を考えて、並べたり積んだりして場

作りを楽しんだ。「四角いの」「大きい積み木」「あと２個ほしい」など、形や大きさ

や個数を言葉にして表現していた。 

○野菜の収穫…ソラマメ・タマネギ・サツマイモなどの収穫物の形や大きさ、数など

に関心をもち、幼児なりに並べたり数えたり、大きさを比べたりすることを楽しん

だ。 

 

（３）自然（生活）に関すること…【EA・EC・ED・EG・EI・EL・EM・EO・EV・EW】 

       【身の回りの施設・自然に触れて、遊びに取り入れる経験】 
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     環境に自ら関わり、興味をもって触れたり、「ななはけラボ」を活用して調べたりし、

遊びや生活に取り入れられるような環境の構成や言葉掛けをした。 

    ○自然を取り入れた遊び…草花などの自然物を好きな遊びの中に取り入れた。ドング

リでゲームを作る、草花で色水を作るなど、繰り返し試しながら楽しんだ。 

○季節の行事を楽しむ…こどもの日・七夕・夏祭り・節分など季節ならではの行事の

由来を知り、体験した。 

○野菜の苗植え…季節ごとに育つ野菜を、幼稚園や家庭、「ななはけラボ」を活用して

調べた。育つ野菜の中から、植えたい野菜を学級で話し合って決めた。 

○地域施設などの利用…遠足で様々な施設に出かけたり、地域の高齢者施設と交流を

したりした。経験したことやいろいろな人と関わったことをごっこ遊びで再現した

り、気付いたことや感じたことを言葉や絵などで表現したりした。 

 

６ 本時の活動に関わる経験 

経験の内容 ●幼児の活動 

◇予想される幼児の姿 

☆環境の構成 

※教師の援助の工夫 

「いるか組ランドをしよ

う」 

○夏祭りなどの経験を思い

出し、どのようなお店や

コーナーを作るか決め

る。 

（学級全体の活動） 

１月２週頃 

●これまでの経験を思い出

し、やってみたいお店やコ

ーナーを考える。 

◇夏祭りのお店、楽しかった

な。今度はお家の人にも来

てほしいな。 

◇小学生が招待してくれた

お店みたいに、自分たちも

お客さんを呼んでみたい

な。 

☆夏祭りや５年生が招待してく

れた「ななはけミッションツ

アー」、１年生が招待してくれ

た秋の自然物のお店などの写

真を用意し、経験を思い出せ

るようにする。 

※夏祭りでは他学年の幼児を招

待した。保護者にも来てほし

かったという幼児の思いを受

け止め、学級全体の目的を一

人ひとりが自分の目的として

取り組めるよう話合いを進め

る。 

「いるか組ランドを作ろ

う」 

○思いや考えを伝え合いな

がら、お店に必要な場や

物を作る。  

１月３週頃～ 

○看板や表示など何のお店

やコーナーかが分かるた

めに必要な物を考えて作

る。    本時 

（コーナーごとのグループ

の活動） 

●同じコーナーの友達と一

緒にイメージを共通にし

て、必要な場や物を作る。 

●他のコーナーの様子を見

たり伝え合ったりして、工

夫しているところに刺激

を受ける。 

◇こんなものがあったら楽

しいんじゃないかな。 

◇どうやって作ったらいい

かな。あのグループはこん

なふうに作っているんだ

な。 

☆様々な種類の材料や遊具を用

意し、選んだり試したり工夫

したりしながら場や物を作る

ことができるようにする。 

※集合時などに学級全体で取り

組みを伝え合う場を作り、互

いのコーナーに意識をもてる

ようにする。 

※進め方や思いの実現方法が分

からず活動が進まないグルー

プには、目的やイメージを共

有できるよう確認したり、具

体的なアイデアを一緒に考え

たりする。 

※分からないことや知りたいこ

とをななはけラボに調べに行

くなど積み重ねた経験を生か

すことができるようする。 
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７ 一日の流れ 

 

 

 

 

    

 

 

８ 本時の活動 

（１） ねらい 

  ○学級の共通の目的に向かって友達と準備を進める中で、自分の力を発揮したり互いのよ

さを認めたりする。 

○友達と自分の思ったことや考えたことを伝え合うことを楽しむ。 

（２） 本時の展開案  

時間 予想される幼児の活動 ☆環境構成 ※教師の援助 

１３ :００  

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 集合する 

２ 教師の話を聞く 

  ○今日の活動で取り組むことを

確認し、共有する。 

・ここまで準備ができたよ 

・昨日はこれを作ったね 

・今度はこれを作るんだ など 

 

 

☆いるか組ランド全体のイメージ図を提示し、

学級全体の共通の目的を確認するとともに

自分のこととして受け止めて取り組めるよ

うにする。 

※これまでの各グループの取組を認め、お客さ

んを呼ぶためにこれからどのような準備が

必要なのかを確認する。 

※前時の活動を振り返り、どのようなコーナー

なのかが分かるために、必要なものを担当す

「お客さんを呼ぼう」 

○いるか組ランドに保護者

や他学年を招待する。 

       ２月２週 

●保護者や他学年などをお

客さんとして招待し、自分

の役割を考えながら動く。 

●嬉しかったことや楽しか

ったこと、困ったことなど

を伝える。 

◇お客さんに喜んでもらえ

て嬉しいな。 

 

☆それぞれのコーナーで自分の

役割を意識して動くことがで

きるよう、活動の流れを視覚

的に知らせる。 

※保護者だけではなく、お店に

来てほしい人が子どもたちか

らあがったときは実現できる

よう支える。（他学年・小学生

など） 

○生活や学習の中で、自分

の思いや考えを教師や友

達に伝える。 

小学校以降 

 

●生活の中での思いの伝え

合い、学習での話し合いな

ど様々な場面で思いや考

えを伝える。 

◇小学校でも自分の考えた

ことを先生や友達に伝え

てみよう。 

※就学前施設での経験を生か

し、安心して思いや考えを表

現できるよう配慮した環境の

構成を行う。 

９：００ ９：２５   ９：４５   １１：３５  １１：５０    １２：４０   １３：００ １４ :００  

係の仕事  
好きな遊び  

・鬼遊び ・サッカー  

・コマ ・なわとび  

・お店ごっこの活動 など  

【本時の活動】 
片づけ 弁当  降園  好きな遊び  登園  
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１３ :０５  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ :２５  

１３ :３０  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ :４０  

 

 

 

１４：００ 

 

３ コーナーの看板や店構え、表示

などを作ったり飾ったりする 

 ○コーナーごとに集まる 

 

○材料や用具を選ぶ 

  ・どれを使うといいかな 

  ・どんなふうにしたらお店がわ

かりやすくなるかな 

  ・こんなふうに飾ったらお客さ

んがたくさんくるかな 

 

  〇看板や店構えを作ったり飾っ

たりする 

  ・作ったものを飾ってみよう 

  ・ここにこれを飾るのはどうか

な 

  ・〇〇くんの作ったもの、すてき

だね 

  ・一緒にやってみよう 

４ 片付けをする 

５ 活動の振り返りをする 

  ○集合する 

  ○工夫したところや気付いたこ

とを伝え合う 

  ・飾りもつけたんだよ 

  ・このグループの作り方がわか 

りやすいね 

・ここがうまくいかなのだけれ

ど、どうしたらいいのかな                

など 

６ 降園準備をする 

７ 帰りの集まり 

  ○言葉あそびをする 

  ○絵本を見る 

８ 降園する 

るコーナーの友達と考えたことを共有する。 

☆イメージに合わせて素材や道具を決められ

るよう、様々な色や大きさの紙などの素材

や、道具を選びすいように用意しておく。 

※各グループや一人ひとりの動きをよく見て、

思いを実現できるよう支える。イメージはあ

るが作り方に戸惑っているときは、具体的な

作り方を一緒に考えたり、素材を提案したり

する。 

※思いを伝えたり相手の話を聞いたりしなが

ら進められるよう見守る。活動や話合いが進

まないときには問題点を整理したり、イメー

ジが共有されているかを確認し解決したり

していけるようにする。 

（「○○さんはこう思っているようだけれ

ど、この色に決まったのかな？」「丸い形に

切って作ることにしたんだね。」など） 

※友達と一緒に進める楽しさに共感したり、一

人ひとりの考えを受け止めたりして、安心し

て思いや考えを出し合えるようにする。 

※自分たちで役割を分担して進めようとする

姿を認め、グループの中で自分の力を発揮し

たり、互いのよさに気付いたりできるように

する。 

☆楽しかった気持ちに共感しながら、場や作っ

たものを明日も継続して進められるような

片づけ方を幼児と一緒に考える。 

※互いの取組や工夫を言葉にして認め合える

ようにする。友達と一緒に進めた楽しさに共

感し、グループの友達と一緒に取り組んでい

ることに意識をもてるようにする。 

（「グループの友達と一緒に作ったから素敵

な看板ができましたね」など） 

※１日を振り返り、今後の活動に期待をつなげ

る。 
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（３）環境図 

遊戯室：各コーナーのグループごとに活動する 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 評価の観点（保育参観の視点）  

  ＜幼児＞○グループの中で自分の役割を意識しながら活動し、自分の力を発揮したり互い

のよさを認め合ったりしていたか。 

      ○友達と自分の思いや考えを言葉などで伝え合うことを楽しんでいたか。 

  ＜教師＞○学級全体の共通の目的を意識し、その中で自分の役割が分かって意欲的に取り

組めるような援助や環境の工夫ができていたか。 

      ○思いや考えを友達に伝えることができるような姿を引き出したり支えたりする

援助ができていたか。  

                 

材料を置いたテーブル  

 

各お店のコーナー  

 

     （３～４グループ  １グループ３～５人程度を想定） 

遊戯室の自分のコーナー付近だけではな

く、幼児の活動の状況に応じて、廊下な

ど空いている場も使うことができること

を伝える。  

製作棚  

・色画用紙 ・折り紙  

・カラービニール  

・はさみ ・のり など  

・鉛筆 ・消しゴム ・色鉛筆  

・マジックペン ・紙テープ  

・スズランテープ ・ビニールテープ  

・ホッチキス ・セロテープ  

・ガムテープ ・新聞紙  

など  

お店全体の  

イメージ図  


