５歳児
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発達の特徴
基本的な生活習慣が身につき、生活に必要な行動のほとんどを一人でできるようになってきます。
大人に指示されなくても生活の流れを見通して行動できるようになってきます。周りの人の役にた
つことを嬉しく感じ、仲間の一人として自覚も生まれてきます。
運動機能はますます伸び、喜んで運動遊びをしたり、仲間とともに活発に遊んだりするようにな
ってきます。縄跳びやボール遊びなど、体全体を協応させた動きができるようになるとともに、鬼
ごっこなどの集団遊びでも体を活発に動かしたり、自分から挑戦したりするようになります。
言葉によって相手と共通のイメージをもって遊び、目的に向かって集団で行動することが増えて
きます。仲間の中の一人としての自覚も生まれてきて、自分なりに考えて判断したり、批判する力
が生まれ、けんかをしても自分たちで解決しようとするなど、互いに相手を許したり、異なる思い
や考えを認めたりといった社会生活に必要な基本的な力を身につけていく時期です。少し先を見通
しながら目的をもった活動を友達と行うようになり、仲間の存在がますます重要になります。目的
に向かって楽しく活動するために、それぞれが自分の役割や決まりを守ることが大切であることも
わかってきますが、個人差も大きく、まだまだ支援も必要です。

大切にしたい保育の課題
・ 友達と共通の目的やイメージが持ちやすい環境や素材に配慮したり、子どもたちが興味を
持っている社会情報を伝えたりして、自分たちの課題を持ち、生活を主体的にすすめてい
こうとする意欲や態度を育てましょう。
・ 様々な遊びや生活を通して、考えたり、試したりできるような場をつくり、自分なりに考
え、納得して取り組むことによって、成就感や満足感を十分味わえるようにし、知的好奇
心を高めることが大切です。そのため、物の特性を生かした環境づくりや、気付きや発見
がより深まるようなかかわりが求められます。
・ 友達関係の深まりとともに対立や葛藤なども多くなります。十分付き合い、一人一人のよ
さにも気づかせながら、解決そのものを急ぐのではなく、解決に向けた取り組みの中で、
子どもたち自身の力で遊びをすすめていることが実感できるような保育者の支援が必要
です。友達と一緒に遊びや生活を進めていく中で、自分に自信を持ったり他者を認めたり
する気持ちや態度を育てることが、協同的な学びにつながります。
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「わくわく・のびのび・いきいき」育つために
発達をふまえたかかわり方

子どもに任せよう
５歳になると基本的な生活習慣もほぼ身につき、仕事を任さ
れることにも意欲的です。仲間の一員としての自覚と誇りは、
子どもをまたひとまわり大きく育てます。園での生活やクラス
活動も、目的に向かって協力する気持ちが芽生えます。頼りに
して任せ、主体性を大事にしながら、自分たちの力でやり遂げ
た満足感が味わえるよう、さりげなく支えましょう。

子ども同士の育ち合いを見守ろう
気の合う友達と試したり工夫したりして主体的に遊ぶなかで、
発見したことや考えたことを言葉で伝え合おうとします。一人一
人の子どもの話す力や思考力は友達同士で話し合い、目的を共有
して遊びや生活をすすめる力と関連しあって育っていきます。話
す楽しさ、話し合う経験を遊びや生活の中で十分重ねていけるよ
うに、大人は見守りながらかかわっていきましょう。

体をどんどんうごかそう
体力がつき体の諸機能が著しく発達します。縄跳び、ボール等の用具に合った体の動きをし
たり、跳び箱など複数の動きを組み合わせた複雑な動きを滑らかに行うことができるようにな
ったります。また、友達と一緒に運動遊びをする楽しさが様々な動きの獲得につながります。
子ども自身のできるようになりたいという気持ちを大切に、さらに目的が持てるようかかわっ
ていきましょう。また、就学に向けて、椅子の姿勢を保持したり、道を歩く経験も意識して重
ねていきたいものです。
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期／月

５歳児 Ⅰ期（４～５月）

期の特徴

年長になった喜びや自覚を持つ時期

子どもの姿

· 年長になったことを喜び、思いを積極的に話したり、したい遊びに進んで取り組んだりと張
り切って行動する。一方で、保育者や保育室が変わることなど、新しい環境への不安や緊
張も見られる。
· 昨年度の年長児がしていたことを思い出したり再現したりする。また、年長になったという気
持ちから、年下の子どものことを気にかけ優しく接しようとする。
· 新たな活動に意欲的に取り組もうとする子どももいるが、子どもによっては慣れた遊びや得
意な遊びに取り組むことで、気持ちを安定させている姿もあり、個人差が見られる。
· 思いが食い違っていても、相手の思いに気付きにくいことからけんかになることがある。保
育者の援助がないと解決することは難しく、あきらめてしまう姿もある。
· 春の草花や砂など、身近な素材を使って遊ぶことを喜ぶ。

ねらい

· 年長になったことを喜び、新しい生活を楽しむ。
· 気の合う友達や先生と、興味のある遊びに進んで取り組み安定して過ごす。
· 園での生活の流れがわかり、友達と確かめ合ったり話したりしながら簡単な見通しを持って

健康

行動するとともに、身の回りのことを自分から進んでする。
· 戸外での遊びに喜んで取り組み、体をのびのびと動かして遊ぶ。

人間関係

· 健診を通して自分の体や健康に関心を持つ。
· 簡単な目的を共有して、気の合う友達と一緒にしたい遊びや簡単な集団遊びに取り組ん

経験する内容

だり、友達の様子に興味を持ったりする。
環境

· 年下の友達の様子を気にかけ、親しみを持ってかかわろうとする。
· 栽培物の生長や収穫を楽しみに世話をする。
· 春の草花や生き物に親しみを持ち、触れながら遊びや生活に取り入れていく。

言葉

· 身近な素材や遊具を使い、自分の思いや考えを出しながら遊ぶ。
· 自分の思いや伝えたいことを、身近な友達や先生に話す。
· 先生や友達の話に興味を持って最後まで聞こうとする。

表現

· 経験のある素材や遊具・用具を使って、楽しみながら表現して遊ぶ。
· 遊びに必要な用具や材料を探したり、自分なりに試したりして遊ぶ。

《保育のポイント》
☆新しい生活環境の中で、進級時の不安感、張り切る気持ちや５歳なりの自尊心など、緊張や高ぶる
気持ちを保育者がしっかり受け止めながら、子ども自身が自分の気持ちと向き合いコントロールし
ていく過程も大切にする。また、安心して自己表出できるように、保育者との信頼関係を子ども一
人一人と丁寧に築いていく。
●友達との思いの食い違いから怒るいざこざなども、自分とは違う相手の思いに触れるきっかけと捉
え、気づきを促す投げかけをしていく。
●進級した喜びを感じ、自分の成長が実感できるよう、年長児としての自覚が持てるような遊びに思
う存分取り組めるようにする。
●危険な遊びや行為に対する意識を子どもなりに持てるよう、みんなが気持ちよく過ごせるためには
どうすればよいか、一緒に考える機会を持ちながら、遊具や用具の安全性に配慮した環境を整える。
《家庭との連携》
・進級により環境が変化することに対する保護者の不安な思いを受け止め、園での子どもの様子を積
極的に伝えながら関係づくりに努める。
・一年間の保育方針や活動内容、予想される子どもの姿などを具体的に知らせ、親子が園生活に見通
しや期待を持って過ごせるようにする。
・園行事への参加を通じて、保護者同士の交流の機会を積極的につくる。
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年長になった！うれしいな
いろんなことやってみよう

５歳 Ⅰ期

色とりどりの花が咲き、その花を使って色水づくりをする子どもたち。４歳のときは手で花をすりつ
ぶしていましたが、「前の５歳は道具を使っていた！」と自分たちも道具を使って一生懸命色水をつく
っています。色水をジュースに見立てて、お店屋さんも始まりました。

【健康】

【人間関係】

【園での生活の流れがわかり、友達と確かめ合
ったり話したりしながら簡単な見通しを持って
行動するとともに身の回りのことを自分から進
んでする】

【簡単な目的を共有して、気の合う友達
と一緒にしたい遊びや簡単な集団遊び
に取り組んだり、友達の様子に興味を持
ったりする】

年長になったから、使い方が少
し難しい道具も使えるようにな
るんだ！とちょっと大きくなっ
た自分を感じています。

友達の作った色水を興味
津々で眺めます。遊びへの
関心がそのまま、友達への
関心や親しみへ。遊びと関
係が絡み合いつつ、深まっ
ていきます。

【環境】
【遊びに必要な用具や材料を探したり、
自分なりに試したりして遊ぶ】

遊びたい場所、使いたい道
具を自分で見つけ、遊びに取
り組んでいます。自分の力で
環境にかかわっていること
が、主体的に遊びや生活を進
める充実感につながります。

【言葉】
【先生や友達の話に興味を持って最後まで聞こうとする】
【自分の思いや伝えたいことを、身近な友達や先生に話す】

ジュース屋さんを見に来た４歳児に「ど
れがいいですか」と優しく声をかけました。
こうした場面のおかげで、相手の思いを聞
き、相手に合わせて話す力が育ちます。

【表現】
【経験のある素材や遊具・用具を使って、楽しみながら
表現して遊ぶ】

「みかんジュースです」「こっちの
はぶどうジュース、おいしいよ」など、
日常の経験や、遊びの中で感じたこと
や感動がいっぱい出ています。以前体
験したことが、新しい体験をより豊か
に広げます。

【このコラムにおける 保育のポイント】
・新しい生活が始まり、緊張や意気込む姿も見られますが、経験のある活動や慣れた遊び、気の
あう友達とのかかわりなどを頼りに、落ち着いていけるよう配慮しながら環境を整えることが
大切です。春の草花など身近なものを遊びに取り入れ、友達と同じ場でやりたいことが十分に
楽しめるよう環境を整えましょう。
・したい遊びを楽しむ中で、様々なことを保育者や友達に向かって表現する姿も増えていきます。
素直に思いを伝え、受け止めてもらうことの喜びを積み重ねていけるように、一人一人とのつ
ながりを大切にかかわりましょう。
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期／月

５歳児 Ⅱ期（６～８月）

期の特徴

試したり繰り返したりして充実感を感じる時期

子どもの姿

ねらい

· 新しい遊びやごっこ遊びを楽しみ、充実して遊ぶ姿もあるが、自分で思いを実現させたり見
通しを持って遊びを進めたりすることは難しく、場を転々とする姿もある。
· 友達関係に少しずつ変化が見られ、いろいろな友達ともかかわりを広げて遊ぼうとする。一
方、友達と一緒に遊びたい思いはあるが表現できない子、素直に自分の思いが出せる子ども
など、友達とのかかわり方は様々である。
· 水遊びや泥遊びなど開放的でダイナミックな遊びを喜び、その中で自分の思いをのびのびと
表現する姿がよく見られる。
· 思いのぶつかり合いによるいざこざも起こるが、保育者に助けを求めながら解決のために向
かい合おうとする。
· 身近な素材に触れ、試したり工夫したりして遊ぶ。
· 自分の思いを出しながら友達と一緒に遊びを楽しむ。

健康

人間関係
経験する内容

環境

言葉

表現

· 気候に応じて休息、水分補給、汗の始末などを自分で進んでする。
· 自分たちの遊びの場であるという意識を持ち、進んで片付けるなど、生活のルールや約束が
わかり守ろうとする。
· 全身で水や砂に親しんで遊び、思う存分開放感を味わったり、目的を持って繰り返し挑戦し
たりする。
· やりたい遊びに進んで取り組む中で、友達のしていることに関心を持ち、かかわっていく。
· 小中学校や地域の人との交流を通して、いろいろな人に親しみの気持ちを持つ。
· 砂、泥、水、粘土など様々な特性や可塑性のある素材に十分に触れ、感触を楽しみながら試
したり工夫したりして遊ぶ。
· 小動物やものとの触れ合いを通して、命の大切さやものへの愛着を持ち大切に扱う。
· 夏野菜などの栽培物の生長に関心を持ち、ものを育てる喜びや食そのものへの関心を高め
る。
· 友達と簡単なめあてを持って遊びに取り組む中で、自分の思いを言葉で伝えようとしたり、相
手の話にも耳を傾けたりする。
· 様々な素材と触れ合う中で、思いや感動したことを自分なりに表現する。
· 自分の思いやイメージをかいたりつくったりして表現することを楽しむ。
· 音楽に親しみ、リズム楽器を使って遊んだり、体を動かしたりして心地よさを味わう。

《保育のポイント》
☆暑い時期を心地よく過ごすために必要な生活の仕方を知らせ、体の健康に関心を持ち、自分から進
んで身の回りのことをできるようにする。
☆子どもなりの発見や達成感、手ごたえを友達や保育者と共有できるようにかかわり、一人一人の自
信や意欲の高まりにつなげていく。
●子どもの興味・関心に働きかけ、活動がつながっていくよう、視覚に訴える情報環境を整えていく。
●開放的な遊びの中で、一人一人の思いが表出できたり、友達とのかかわりが十分楽しめたりするよ
うに、保育者も仲間として参加的に子どもたちの遊びにかかわっていく。
●年長児としての自覚を高め、生活に必要な事柄やルールを自分から守って行動できるように言葉が
ける。
《家庭との連携》
・汗を拭いたり衣服を着替えるなど、園で子どもと健康のために取り組んでいることを保護者に伝
え、家庭と連携して梅雨期から盛夏の生活習慣が身につくようにする。
・園での栽培活動が家庭での食育につながるように、栽培から収穫、収穫物を用いてのクッキング活
動へと連続性を持たせるようにしていく。また、保護者にも共通の体験から食育に取り組むことの
大切さを伝える。
・伝統行事を保育に取り入れ、そのよさや意味、季節感を親子で味わえるよう、またこのような機会
を捉えて世代間の交流も体験できるような活動を取り入れる。
・行事や参観の機会には、幼児期の成長の姿や主体的に遊ぶ経験の大切さを伝えるとともに、親同士
の情報交換や語り合いの機会となるよう工夫する。
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５歳 Ⅱ期

ためしてみよう ほらやっぱり！

こうしたらこうなるんじゃないかな…？大きな樋を砂山に立てたＡくんは、水を上まで樋の中に溜め、
一気に引き抜き勢いよく水が溢れ出すことを楽しんでいます。
そのうちに興味を引かれた友達が寄ってきて、“せーの！”のかけ声が生まれます。

【健康】
· 【全身で水や砂に親しんで遊び、思う存分
開放感を味わったり、目的を持って繰り返
し挑戦したりする】

柔らかい砂の上。裸足で踏ん張
りながら全身のバランスをとって
います。水が加わり開放感も思う
存分味わっています。

【人間関係】
【やりたい遊びに進んで取り組む中
で、友達のかかわっていることに関
心を持ち、かかわっていく】

興味を感じた遊びに寄っ
ていき“楽しい”という気持
ちで、つながっていきます。

【環境】
【砂、泥、水、粘土など可塑性のある
素材に十分に触れ、感触を楽しみな
がら試したり工夫したりして遊ぶ】

砂や水、泥など、身近な素
材にふれて、感触を楽しみな
がらダイナミックに遊びを展
開します。このような体験が、
知的好奇心・探究心につなが
ります。

【言葉】
【友達と簡単なめあてをもって遊びに取り組む中
で自分の思いを言葉で伝えようとしたり、相手
の話にも耳を傾けたりする】

遊びながら“ドッカーン”など、イ
メージを表現する言葉が出てきます。
気に入った言葉で友達とつながって
いく楽しさも同時に感じています。

【表現】
【様々な素材と触れ合う中で、思いや感動したことを
自分なりに表現する】

変化する砂や水から思いかいたものを見
立てて名づけてみたり、自分なりの思いを遊
びの中でのびのびと出していきます。

【このコラムにおける 保育のポイント】
・友達とのつながりが広がるこの時期には、遊びのおもしろさを子ども同士が共有できることが
大切です。
「あ、楽しそう」
「一緒にしたい」と、みんなが思わず遊びに入りたくなる魅力的な
環境をつくりたいものです。
この時期ならではの砂や水に触れて開放感が味わえる遊びを十分
に取り入れましょう。
・子どもたちが互いに刺激を受けながら、遊びがより豊かに楽しくなっていくように、保育者も
仲間として加わりながら、
子ども同士の思いやアイデアをつないでいく援助をしていきましょ
う。
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期／月

５歳児 Ⅲ期（９～１０月）

期の特徴

みんなで一緒にすることの楽しさや大切さを感じ、自信を持って取り組む時期

子どもの姿

ねらい

健康

人間関係
経験する内容

環境

言葉

表現

· 夏に経験した遊びやできごとを友達に話したり、お互いの様子を知り合ったりすること
で、友達にさらに親しみを感じる姿が見られる。
· 運動遊びや初めての遊びにも、自分なりのめあてを持って挑戦し、友達から刺激を受け
てやってみようとする。
· 話し合いや相談の場で意見を語り合ったり、お互いの非を認め合ったりしながら、解決に
向けて考えようとする。
· みんなからの期待や年少児からの憧れを受けて自信を持って取り組むようになる。
· 自分なりの目的を持っていろいろな遊びに挑戦し、達成感や充実感を味わう。
· 友達と互いに思いや考えを出し合い、力を合わせて遊びを進めようとする。
· 気温や活動に応じて休息をとったり、衣服を調節したりする。
· いろいろな運動遊びに興味を持ち、全身を使って遊ぶことを楽しむ。
· 遊びを通して危険な行為に気付き、安全な行動の仕方を身につける。
· 自分なりの目的を持って繰り返し挑戦し、やり遂げたことに自信を持つ。
· 友達と一緒にめあてにむかって取り組むことを喜び、一人一人のがんばりやできるように
なったことを認め合う。
· 友達とともに力を合わせたり、考えを出し合ったりする中で、みんなでやり遂げる喜びを
感じる。
· 園外保育などを通して様々な施設や人、ものに出会い、興味や関心を持つとともに、公
共のマナーを身につける。
· 数えたり比べたりすることや、文字の表示に興味を持つ。
· 秋の自然に親しみ、自然物に興味を持って観察したり遊びに取り入れたりする。
· 遊びに必要なものを、身近な用具や材料を使って工夫してつくる。
· 自分の発見したことや感動したことを、相手にわかるように話すとともに、相手の話しを聞
こうとする。
· 園で経験した様々なできごとを、楽しんで表現する。

《保育のポイント》
☆様々な行事がある中で、楽しみな気持ちや不安な気持ちを保育者が十分に受け止め、安定して過ご
せるようにかかわっていく。
●友達と自分の思いが違ったときや、みんなで一つのことを決めようとするときに、人と自分の気持
ちの違いに子ども自身が揺れる経験を大切にし、気持ちをコントロールする過程を見守りながら支
えていく。
●年長クラスの一員として、目的に向かってやり遂げようとする気持ちを支えていくとともに、でき
た喜びに共感し自信につながるようにしていく。また、みんなのために責任を持って取り組む経験
ができるようにする。
●遊びの中で文字を使おうとしたり、数を数えたりする姿を捉えて、楽しみながら文字や数への興味
関心を広げていけるようにかかわる。
●地域の人との交流や公共の場での活動を通して、社会のマナーや交通ルールなどその場にふさわし
い行動を身につけられるようにする。

《家庭との連携》
・暑い日が続いたり活動量が多くなったりするため十分体を休めるなど、健康管理に留意した生活を
過ごせるように伝えていく。
・運動会などの取り組みの経過を伝え、子どもなりのがんばりや気持ちの揺れなどを、保護者と共有
し、認め支えていくよう働きかける。
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５歳 Ⅲ期

よっしゃー！ぼくらってかっこいい！

夏の遊びを経験し、遊びへの手応えを感じてきている子どもたち。運動会の取り組みをきっかけに、友達
の様子に刺激を受け、少し難しいことも自分もやってみようとする姿が見られるようになってきました。遊
びに使うひもを三つ編みにしてつくったり、自分たちで考えた動き取り入れたりしながらリズム遊びを楽し
んでいます。なわをピンと張ったり、緩めたり、友達と力加減をすることで、よりかっこよくできることに
気づいていきます。また、遊びを進めるだけでなく、周りからどう見られるかを意識する力もついてきます。

【人間関係】

【健康】
【いろいろな運動遊びに興味をもち、全身を使
って遊ぶことを楽しむ】

いろいろな遊びを通して、バラン
ス感覚を養います。友達との力加減
を工夫したり、ちょっと難しそうな
ことなどに挑戦したりして、身のこ
なし方を覚えていきます。

【友達と一緒にめあてにむかって取り組
むことを喜び、一人一人のがんばりや
できるようになったことを認め合う】

お互いの姿に刺激を受け「○
○ちゃんのようになりたい」と
憧れの気持ちを持ったり、「○
○ちゃんってすごいな」と友達
の姿を認めたりしながら、仲間
関係を築いてきます。

【環境】
【遊びに必要なものを身近な用や
材料を使って工夫してつくる】

遊びや活動に必要なも
のを、自分たちでつくりあ
げます。「右･左･･･」と順
番に繰り返し、苦心してつ
くったものを活用するこ
とで達成感や充実感を味
わいます。

【言葉】
【自分の発見したことや感動したことを、相手にわかるように
話すとともに、相手の話しを聞こうとする】

【表現】

自分の意見を友達に伝えようとしたり、友達の
意見を聞いて活動に取り入れようとしたりしま
す。「こんなのってどう？」「こっちのほうがか
っこいい」と意見を出し合います。目的を達成す
るためには、お互いの意見をすり合わせることが
大切であることを感じていきます。この積み重ね
が、「自分たちで力を合わせて取り組んだ」とい
う実感につながります。

【園で経験した様々なできごとを、楽しんで表現する】

曲に合わせて、体を動かしたり、自分た
ちで考えた動きで遊んだりします。「こん
なふうにしたらどう？」「○○ちゃんのや
りかた、かっこいい！」といろいろな表現
方法を楽しみます。

【このコラムにおける 保育のポイント】
・運動会のような大きな行事も、子どもたちが楽しんで主体的に取り組めることや、遊びの過程で
の手ごたえ、やり遂げた後の充実感などを経験することで、一人一人の自信につながっていくこ
とが大切です。
・共通の目的にむけて、お互いに思いや考えを活発に出し合ったり、必要なものを自分たちで考え
つくったりするなど、友達と力を合わせて進める活動を意識的に取り入れましょう。また、仲間
やクラス集団の中で一人一人のよさやがんばる姿が認め合えるように配慮しましょう。
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期／月

５歳児 Ⅳ期（１１～１２月）

期の特徴

友達関係が深まり、力を合わせて遊ぶ時期
· 自分からアイデアを出し、工夫しながらいろいろなものを遊びに取り入れ進めていこうとす
る。

子どもの姿

· 自分なりの目的を持って、さらに楽しくしようと継続して遊ぶようになる。
· 遊びの中で必要に応じて、友達と相談しながら役割を分担する姿も見られる。
· 友達とのいざこざの中で、すぐに保育者に頼らずに自分たちで問題を解決しようとする。
· 遊びの中でイメージしたことや考えたことを、いろいろな方法で工夫して表現する。

ねらい

· 友達同士で思いや考えを出し合い、自分たちで遊びを進めていく楽しさを味わう。
· 健康な生活や病気の予防に関心を持ち、手洗いうがいを丁寧にするなど、意識して行動す

健康

る。
· ボール、大縄、鬼ごっこ、毛糸編みなど、思い切り体を動かす遊びや手先を使った遊びな
どのいろいろな遊びに十分取り組む。
· 遊びのルールを考えたり、必要に応じて自分たちで作り出したりする楽しさを味わいなが

人間関係

ら、友達と一緒にいろいろな遊びに取り組む。

経験する内容

· 自分の持ち物や共同の物を大切にし、整理や片付けを進んでする。
· 友達と共通の目的を持ち、思いを出し合いながら、遊びを進める楽しさや満足感を味わう。
環境

· 自分の考えと相手の考えの違いに気付き、折り合いをつけながら一緒に行動しようとする。
· 秋から冬の季節の変化や自然の不思議さや面白さに関心を持ち、観察したり調べたりす
る。

言葉

· 遊びや生活の中で文字や数字に興味を持ち、必要に応じて取り入れようとする。
· 場にふさわしい言葉の使い方や表現の仕方がわかり、進んで使おうとする。
· 感じたことや経験したことからイメージをふくらませ、工夫して表現する。

表現

· 身近な材料や自然物を生かし、目的を持って最後まで丁寧にかいたりつくったりする。
· 友達と一緒に歌ったり合奏したりする中で、声を揃えることや気持ちを合わせる心地よさを
感じる。

《保育のポイント》
●遊びに必要な材料や用具を、子どもたちが自主的に探したり、持ってきたりできる環境を整えるこ
とで、子ども自身が見通しを持って遊びを進め、思いを実現する経験を重ねられるようにする。
●遊びや生活の中から数量や文字に対する興味・関心、感覚が養われるように意識して、日々の保育
環境を整えるようにする。
☆友達とのかかわりを通して自分で気持ちを調整し、折り合いをつけていけるよう、解決を急がずに
見守りながらかかわっていく。
●仲間を意識できるような言葉がけやかかわりを心がけ、子ども自身が「友達と力を合わせてでき
た！」という気持ちが感じられるようにする。

《家庭との連携》
・感染症の流行期でもあり、体調管理には十分気をつけ早めの休養を心がけるように働きかける。ま
た、園で取り組んでいる指導内容も伝え、家庭と連携して病気の予防に努める。
・就学を控えて我が子の育ちが気になる時期であるが、その子のよさを認めながら子どもが期待を持
って生活していくことの大切さを家庭にも伝えていく。
（Ⅳ期からⅤ期にかけて）
・就学に向けて生活習慣などを園と家庭で見直していく機会をつくり、家庭でも意識を高められるよ
うに働きかける。
・友達との活動を通して協同性が育まれ、小学校での生活や学習の基盤になることを、具体的な姿を
通して伝えていくなど、就学前の幼児教育の意義を知らせる。
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５歳 Ⅳ期

ねぇねぇ、こんなふうにしてみようよ

数人の友達が牛乳パックやロール芯を組み合わせて、どんぐり転がしのコースターを作り始めました。
「一
回どんぐりころがしてみて」「いくで～」作ったコースにどんぐりころがしを試してみますが、うまくいき
ません。一人が「あっ、いいこと考えた！」と牛乳パックを重ねて、コースを支える柱を作ります。まわり
の友達も「ちょっと、これ持ってて」と支えたり、「なんか上に上がってへん？」「A ちゃんここを持って」
「いいで」声をかけあいます。A ちゃん「だんだん丈夫になってきた、いくで！」･･･
どんぐりを転が
します。

【健康】

【人間関係】

【ボール、大縄、鬼ごっこなど思いっきり体を動か
す遊びや手先を使った遊びなど、いろいろな遊びに
十分取り組む】

【友達と共通の目的を持ち、思いを出し合いながら、遊びを進める楽
しさや満足感を味わう】

こんなふうにしたいという目的や遊び
の楽しさがあるからこそ、思い描く形に
はさみで切ったり、必要な場所に必要な
長さのガムテープをくっつけたりして、
イメージしたものを実現しようとしてい
きます。どんぐりを転がす強さやスピー
ド、微妙な加減を手先で調整しています。

友達と共通の目的でつながり、遊びが形になっていく
ことで、自分たちで遊びを進める楽しさを感じています。
考えたり、工夫したり、試したりする中で、思いを伝え
合います。遊びの中での嬉しさや葛藤を友達と共有する
ことで“ぼくたちの作った遊び、おもしろいな”と達成
感と満足感につながります。

【環境】
【遊びや生活の中で文字や数字に興味を持ち、
必要に応じて取り入れようとする】

「3 つ転がす」と、どんぐりを数えて
カップに入れたり、スタートの場所の
目印を書いたりと、自分たちが経験の
中で知った文字や数を遊びの中に取り
入れたりします。遊びがさらに楽しく
なるようにしたり、他の友達にもわか
るようにしたりと工夫します。

【言葉】

【表現】
【感じたことや経験したことからイメージをふくらませ、工夫し
て表現する】

様々な材料を使い、活動や遊びに必要なものを、目
的に合わせてつくるようになってきます。どんぐり
が、どこで引っかかるのか確かめたり、どうすればう
まく転がるのか、角度を変えたり何度もやり直したり
して、目的を持って最後まで取り組もうとします。

【場にふさわしい言葉の使い方や表現の仕方がわかり、
進んで使おうとする】

友達に思いを伝える中で、相手にわかるような
言い方をしたり、わかってもらえるよう伝え方を
工夫したりして思いを表現しようとします。相手
がどうしたら思いをわかってくれるのか、根気強
く伝えようとします。

【このコラムにおける 保育のポイント】
・秋の深まりとともに、子どもたちの遊びも目的をもってじっくり取り組める時期です。自分たちが
考えたことが実現できるような方法を一緒に考えたり、子どもたちが自分で選んでつくっていける
ように、魅力的な材料を用意しておいたりすることも大切です。
・自分たちで遊びを進めていく楽しさを感じていきます。一人一人が十分に考えやイメージを出し合
いながら遊びを進めていけるように、共通の見通しの持ちやすい遊びを保育者も一緒に進めましょ
う。また、遊びの中で、友達がいたからできたことや楽しかったこと、力を合わせられたことなど、
その瞬間や機会を捉え一緒に喜び、つなげいくかかわりが必要です。
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期／月

５歳児 Ⅴ期（１～３月）

期の特徴

自分に自信を持ち、友達と共に活動する充実感や小学校への期待をふくらませる時期

子どもの姿

· 友達と誘い合って遊びを進める中で自分の役割を意識し、意欲的に取り組めるようにな
る。
· 友達に思いが十分伝えられなかったり、葛藤したりしながらも、楽しく過ごすために、自分
の思いや行動をコントロールしようとする。
· 卒園や入学を前に、小学校への期待や新しい生活への緊張を感じていたりする。

ねらい

健康

人間関係

経験する内容

環境

言葉

表現

· 一年生になることに期待と喜びを持ち、見通しを持って園生活を進める。
· クラスの友達と協力しながら、自分たちで生活を進める楽しさや充実感を味わう。
· 園生活の楽しかったことを思い出したり年少児とかかわったりする中で、自分が大きくなっ
たことを実感し、小学校へのあこがれと期待を持って生活する。
· 様々な活動に取り組む中で、自分の力を発揮し充実感を味わう。
· 正しい姿勢で食事をしたり、話を聞いたりする。
· 健康な生活に必要な習慣の大切さがわかり、身の回りのことを自分から進んでするなど見
通しを持って生活する。
· 寒さに負けず、思いきり体を動かして集団遊びや運動遊びを楽しむ。
· していいことやしてはいけないことを、自分で考えて行動しようとする。
· クラスの中でみんなの役に立つ喜びを感じ、自分のできることを進んでやろうとする。
· グループやクラスの友達と共通の目的に向かって考えを出し合いながら主体的に遊びを
進め、一緒にやり遂げた喜びを味わう。
· 友達のよさや頑張っていることに気づき、互いに認め合う。
· 園生活を振り返り、大きくなったことを喜ぶとともに、周りの人に感謝の気持ちを持つ。
· 年下の子どもへのかかわり方を自分なりに考えたり、自分の知っていることを教えたりす
る。
· 身の回りの出来事や文字や数や形に関心を持ち、遊びや生活に取り入れる。
· 冬の自然物に興味を持って触れ、考えたり試したりすると共に、冬から春への季節の変
化に気付く。
· 集団の中でも友達や先生の話を注意して聞き、思いや考えを場にふさわしい言葉で話そ
うとする。
· 感じたこと、考えたことを言葉や動きで表現し、物語などからイメージを広げ演じて遊ぶ楽
しさを味わう。

《保育のポイント》
☆小学校との交流などを通して、入学への期待や意欲を高め、学校生活を楽しみにできるようにする。
また、一方では新しい環境への不安な気持ちを受け止め励まし、生活や遊びに落ち着いて取り組める
ようにする。
●入学後の小学校で、文字や数をはじめ教科学習が始まることへの意欲や憧れを持てるようにかかわっ
ていく。また、経験したことや自分の考えをクラスの友達の前でわかるように話し、このような経験
を重ねて自信を持てるようにするとともに、友達の話も静かに聞く場を日常的につくっていく。
●雪や氷など冬の身近な自然現象との出会いを、逃さず捉えて遊びに取り入れるなど、楽しみながら知
的好奇心が育まれるようかかわっていく。
●クラスのめあてや願いに一人一人が共感し、みんなで協力して一つのことに向かって取り組む楽しさ
を経験できるような活動を取り入れる。
《家庭との連携》
・発表会や卒園（修了）式の事前の姿を通信などで伝えたり、家庭と園が協力して遊びや活動を進めた
りする中で、家庭と共に子どもの成長を確認し、喜びが感じられるようにする。
・早寝・早起きなどの生活リズムを整えることや、通学路の交通ルールを一緒に確認することなど、入
学への準備の重要性を園から伝えていく。
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みんなの考えどれもいい。
じゃあ、こうしよう！

５歳 Ⅴ期

生活発表会の劇遊びで、オニの役をしようということになり、オニを作り出した４人グループの子どもた
ち。ダンボールに描いたオニが大きすぎて立たず、どうしようか考えていると、他のグループの友達も来て、
「棒をつけたら？」「針金をつけたら？」「そんなんあかんわ」「でもできるかもしれんやん」「針金なん
て付けられへんし」「できるよ。針金持っとくからガムテープ貼って」など、アイデアを出し合ったり、思
いをぶつけ合ったりしながら、オニが出来上がりました。それを使い、劇遊びでは、自信満々にオニを演じ
る姿がありました。

【人間関係】

【健康】
【様々な活動に取り組む中で、自分の力
を発揮し充実感を味わう】

今までの経験がもとになり、
「自分たちはいろいろなこと
ができるようになった！」と、
自信を持って、活動に取り組め
るようになってきています。ま
た、就学への期待も高まり、意
欲的に生活するようになりま
す。

【グループやクラスの友達と共通の目的に向
かって考えを出し合いながら主体的に遊びを
進め、一緒にやり遂げた喜びを味わう】

劇遊びに必要なオニを作る、とい
う共通の目的があり、そのためにど
うしていこうか、と考えを出し合
い、時にはぶつかりながらも自分た
ちで活動をすすめています。

【環境】
【身の回りの出来事や文字や数
に関心を持ち、遊びや生活に取り
入れる】

節分の時にオニが来園
したことをきっかけに、
遊びにオニを取り入れた
子どもたちです。自分た
ちとオニの背の高さを比
べたりするなど、経験し
たことを活かし、活動し
ています。

【表現】

【言語】

【感じたこと、考えたことを言
葉や動きで表現し、物語などか
らイメージを広げ演じて遊ぶ楽
しさを味わう】

【集団の中でも友達や先生の話を注
意して聞き、思いや考えを場にふさ
わしい言葉で話そうとする】

お話のイメージをふ
くらませ演じたり、どう
すればよいか考え表現
しようとしたりする姿
が見られました。友達に
認められることで、より
自信が持て、表現する喜
びにつながりました。

グループ活動の中では、
自分の考えだけでなく友達
の話も聞こうとします。ク
ラスの中で、自分を安心し
て発揮できる雰囲気や相手
と心地よい関係があること
が大切になってきます。

【このコラムにおける 保育のポイント】
・入学に期待がふくらむとともに、遊びに対する思いが子ども同士でいっそう活発に行き交うよう
になります。今までの経験を出し合いながら、主体的に遊びに向かう中で、友達と気持ちがしっ
かりつながっていくように援助していきたいものです。子どもの経験や力量に見合った材料や、
活動のヒントを投げかけながら子どもと共に環境を整えていきましょう。
・いざこざが起こっても、解決を急がずに、子ども達一人一人が気持ちに折り合いをつけながら、
様々な解決の方法を模索していくきっかけをつくる援助が必要です。気持ちを支え、子どもの持
っている力を引き出す保育を心がけたいものです。
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