平成２８年度
月

４
５
６
７

ねらい

幼児の
幼児の活動

指導のポイント
指導のポイント

◎ 年長児としての自覚を持って、ルールを
守り、進んで遊ぶ。
◎ 春の自然の中で心を開き、新しい発見を
する。

 ４月行事に積極的に参加する。
 新しい環境に慣れて、新しい生活をスタ
ートさせる。
 春の自然の中で遊ぶ。
 こどもの日に向けて、こいのぼりを作る。
 ５月行事に積極的に参加する。
 母の日について話し合い、自分なりに考
える。
 春の自然に触れる。
 体を使って元気に遊ぶ。

 年長児としての自覚を持たせ、物事を率
先して行わせると同時に、その事を楽し
めるような環境づくりをする。
 集団意識が持てるよう、クラス全体の遊び
を通して１人１人の関わりを深くする。
 お母さんが自分たちにしてくれる仕事につい
て考え、感謝の気持ちを持てるようにする。
 行事をお友達と協力して楽しめるようにする。
 植物について調べたり、自ら世話ができるよう
にする。

◎ 遊びを広げるものを作る、ルールを決め
るなど、友達とのつながりを広めて活動
する。
◎ 春の自然の中で栽培物に関心を持つ。
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 時計作りを通して、時の流れを意識させ、 
時間を知ることの便利さを気付かせる。

 お父さんの仕事について考え、感謝の気 

持ちを持てるようにする。
 園外で、交通ルール等をよく守れるよう促す。 

 七夕の由来を知り、星や天体への興味を 
引き出して知識・関心を深める。

 水遊びに触れて、友達との触れ合いの中 
で少しずつ水に慣れ親しむ。

 初めてのことにも積極的にチャレンジで 
きるよう声をかけ、自信をつけさせる。






 ６月行事に積極的に参加する。
 歯の衛生週間で、歯について学び、歯磨
きの大切さを知る。
 父の日で、お父さんの生活について話し合い、
感謝の気持ちを込めてプレゼントを作る。

◎ 夏ならではの遊びに興味を持って参加
し、解放感を味わいながら友達との関わ
りを深める。
◎ 夏の自然に触れ、身近な動植物を見つ
け、新しい発見や観察をして見る。

 ７月行事に積極的に参加する。
 七夕祭りで、七夕についての話を聞いた
り、短冊を作ったりする。
 プール遊びで、約束事を守って遊ぶ。
 夏の動植物の観察や世話をする。

◎ お友達と一緒に運動や遊びを通して生
活のリズムやルールを取り戻す。
◎ 休み中に得た経験や活動を活かして遊
びを広げたり、発表したりすることで自
分を出していく。

 ９月行事に積極的に参加する。
 夏休み中の出来事を発表する。
 敬老会で、おじいちゃんおばあちゃんの
ために手作りプレゼントを制作する。
 運動会に向けて、体を動かし楽しく練習する。

 みんなとの再会で、友達と遊ぶのは楽し
いと感じ、２学期に期待を膨らませられ
るような雰囲気づくりをしていく。
 おじいちゃんおばあちゃんについて話し合い、
感謝の気持ちを持ってプレゼントを作る。

◎ 戸外で力いっぱい遊ぶ。
◎ 集団でルールあるスポーツをする。
◎ 秋の自然を体全体で感じ、季節の変化に
気づき、身近な自然物を使って遊ぶ。

 １０月行事に積極的に参加する。
 秋の自然を楽しむ。
 戸外やホールで積極的に運動する。

 運動会に向けての目標を作り、目標達成の
ために協力する。また、苦手な事で不安、
緊張を感じてしまう子は、励ましてあげて
自信を持って取り組めるようにしていく。
 園外でのルールやマナーを守れるようにする。

夏

休













◎ 自然の変化に気づき、新しい発見への感  １１月行事に積極的に参加する。
 縦の関係を大切にして、活動面ではリーダ 
動、またそれを科学する目で見たり、考  解体保育で、各クラスのグループに分か
ーシップ、生活面では思いやりを養う。

えたりする。
れてどんなお店にしたいか話し合う。
 グループ全体がコミュニケーションを取 
◎ 友達との絆や関わりをさらに深め、自分の考え  自分たちの作った品物を売買する。
れるようにする。

 秋の自然を満喫する。
 戸外のルールを守り、小さい子の見本になる。 
を出したり分担したりして、遊びを広げる。

◎ 戸外に出て全身を動かし、思いっきり遊ぶ。  １２月行事に積極的に参加する。
 身の回りの変化に気づき、いろんなこと 
を友達同士で発見できるようにする。

◎ 冬の自然を感じて新しい発見をしたり、
（クリスマスに向けて、ツリーなどを作る）
 運動することで、自然と体が温まること 
 冬の自然に触れる。
（氷、霜柱など）
科学的な見解をする。
に気付かせる。

◎ 年末の社会の習慣や事象に気づく。
 元気よく様々な活動を楽しみ、体を動かす。
 共通の目標に向かい協力できるようにする。 
（マラソン、リレー、ボール遊びなど）

◎ クラス内のルールや小さなグループ活  １月行事に積極的に参加する。
 あと少しで卒園の意識を持ち、園生活を 
動を大切にし、自分たちで進め、考えを  冬休みの経験を発表したり。話し合う。
意欲的に送れるようにしていく。

出し合い発展させる。
 正月遊びを楽しみ、道具を作ってみる。  お正月の遊びについて話し合い、それを 
◎ 寒さに負けず、戸外で自主的に体を動かす。  戸外で体を動かし、元気に遊ぶ。
取り入れた遊びの展開を見守る。

◎ お正月遊びを通して、文字・数への関心を高める。

◎ 友達と力を合わせて集団の遊びを広げ、
意欲的に活動する。
◎ 冬の自然の中で草木の芽ぶきに気づき、
命を発見する。
◎ 不用品を工夫して作る楽しさを覚える。
◎ 1 年生になる自覚を持ち、けじめある態
度で生活しよう。
◎ 友達との遊びを深め、進んで決まりを守
り楽しんで園生活を送ろう。

（年長組）

行事と
行事と遊び

◎ グループやクラス活動を活発に進めなが
ら意見を出し合い、遊びを発展させる。
◎ 梅雨時の自然に目を向け、新しい発見をする。
◎ 廃品や自然物を利用して遊びを広げた
り、作る面白さを知る。

８
９

年間指導計画表

 節分の由来などに興味・関心を持たせる。
 ２月行事に積極的に参加する。
また、豆まきの意味を理解し、自分の中の
 節分とは何か話し合ったり、鬼について
調べて、オリジナルの鬼の面を作る。
悪い鬼を追い出し、心身共に強くなる。
 廃品を利用し、再利用を考えて制作する。  目標に向かっての努力を促し、達成した時
 卒園文集のアルバムを作る。
の自身や意欲につながるようにしていく。







 ３月行事に積極的に参加する。
 伝統行事への関心を持たせる。

 ドッヂボール大会で、協力し合う。
 ルールを守り、クラス全体で協力し合う。 
 いろんな素材、廃材を使い、雛人形を作る。  お別れ会や卒園式で、感謝の気持ちを持っ 
 卒園旅行で、ルールを守って友達とふれあ
て、最初の人生の節目だということを理解 
し、凛とした態度で式に臨む。
い、楽しい思い出作りをする。


始業式（８日）
入園式（９日）
対面式（１１日）
お誕生会（２２日）
春の親子遠足（２９日）
こどもの日の集い（２日）
英会話（１３日）
保育参観（きりん:1６日 らいおん:１７
日 くま:1８日）
いちご狩り（１９日）
お誕生会（２７日）
プール指導（６、１３、２０、２７日）
父親参観（１１日）
お茶作法（１４日）
園外保育（１６日）
英会話（１７日）
お誕生会（２４日）
手作りバザー（２日）
七夕まつり（７日）
お茶作法（１２日）
園外保育（１３日）
お誕生会（１５日）
終業式（２０日）
お泊り保育（２６・２７日）
夕涼み会（３０日）
始業式（８/２６日）
お誕生会（８/３０日）

制作

うたと手遊
うたと手遊び
手遊び

 ４月の折り紙
 こいのぼり制作






 ５月の折り紙
 母の日のプレゼント

 おかあさん
 こいのぼり
 キャベツの中から







お父さんの歌
とけいのうた
かえるの夜回り
歯をみがきましょ
おちたおちた

 ７月の折り紙
 七夕の飾り作り








たなばたさま
おばけなんてないさ
キャンプだホイ
てんぐのうちわ
一本橋
宇宙人

お茶作法（６日）
敬老会（１３日）
お誕生会（１６日）
お月見会（１６日）
園外保育（２１日）

 ９月の折り紙
 おじいちゃん、おばあちゃんへのプレゼ
ント作り

親子運動会（１日）
お茶作法（４日）
園外保育（７日）
英会話（１４日）
マーチングフェスティバル（２１日）
おいも掘り（２７日）
お誕生会（２８日）
衣替え（１日）
解体保育（４～１１日）
園外保育（１７日）
お誕生会（１８日）
お茶作法（２２日）
英会話（２５日）
避難訓練（２日）
クリスマス音楽会（９～１０日）
おもちつき大会（１６日）
お誕生会（１６日）
お茶作法（２０日）
終業式（２２日）
始業式（１０日）
英会話（１３日）
お茶作法（１７日）
お誕生会（２０日）
保育参観(きりん:２３日、らいおん:２
４日 くま：２５日）
豆まき（３日）
作品展、個人面談（１１日）
お茶作法（１４日）
お誕生会（１７日）
ドッチボール大会（２３日）
英会話（２４日）
お誕生会（２日）
卒園旅行（３・４日）
なんでも大会（９日）
お別れ会（１７日）
卒園式（１８日）

 １０月の折り紙
 秋の自然物を使った制作
 夏休みの思い出、敬老会、運動会の絵

 おじいちゃんおばあちゃんの歌
 マーチングで演奏する歌
（宇宙船に乗って・虹の向こうに・お星が
ひかる・鉄腕アトム・ジュピター）
 こぶたぬきつねこ
 げんこつやまのたぬきさん
 園歌
 運動会の歌
 おいも掘りの歌
 やきいもグーチーパー
 山小屋一軒






６月の折り紙
歯ブラシ、コップ作り
時計作り
父の日のプレゼント（絵、ペンたて）

線路は続くよどこまでも
さんぽ
１０人のインディアン
ジョンブランのおじさん

み

 １１月の折り紙
 お店屋さんごっこにちなんだ制作
 下野美術展のお絵かき






手のひらを太陽に
たき火
パン屋さん
八百屋さん







あわてんぼうのサンタクロース
メリークリスマス
コンコンクシャンのうた
しあわせなら手をたたこう
ドレミのうた

 １月の折り紙
 お正月のおもちゃ作り
（たこ、こま、すごろく等）
 絵馬作り
 冬休み、お正月遊びの絵






お正月
カレンダーマーチ
すうじのうた
１０人のインディアン

 ２月の折り紙
 作品展に向けての作品作り
（動くおもちゃ、デザイン、造形、絵本）
 鬼の面、こん棒、豆入れ作り






園歌
思い出のアルバム
ドキドキドン１年生
鬼のパンツ








卒園送別の歌
思い出のアルバム
ドキドキドン１年生
さよならの歌
ありがとう、さようなら
いかいかゲーム











１２月の折り紙
クリスマスツリー
クリスマスリース
クリスマスブーツ

３月の折り紙
ひな人形
思い出帳（表紙、手形、折り紙帳）
卒業文集

平成２８年度

年間指導計画表

月

ねらい

幼児の
幼児の活動

指導のポイント
指導のポイント

４

◎ 先生や友達との再会を喜び、仲良く約束
を守って遊ぶ。
◎ 園生活のルールを知り、自分でやるべき
事は進んで頑張る。

 ４月行事に積極的に参加する。
 担任の先生、クラスの場所を知り、お話
を聞いたり歌を歌う。
 園の生活リズムを身につける。

 新しいクラスと場所を覚えたり、新しい
友達と仲良くできるように援助する。
 子供の知ってる歌や手遊びで緊張を和
らげ、楽しい雰囲気づくりをする。

５

◎ 自分の好きな遊びを見つけて、ルールが
あることに気付きながら友達と遊びを
広げる。
◎ 春の自然に十分親しみ、草花や動植物の
世話をする。

 ５月行事に積極的に参加する。
 お誕生会で、包丁の使い方を学ぶ。
また、友達の誕生日を心から祝う。
 母の日で、お母さんへのプレゼントを気
持ちを込めて作る。

 こどもの日という行事への理解を深める。 
 自然に触れて理解を深める。また、実際に 
種を植えて世話をさせ、優しい心を育てる。 
 母の日について理解し、プレゼントを作る 
ことで母への感謝の気持ちを育てる。


６

◎ 友達と関わりを増やしながら、集団の遊
びを広げる。
◎ 梅雨時の自然や小動物に気づき、親しむ。
◎ 生活のリズムをくずさないように健
康・清潔に気をつける。

 ６月行事に積極的に参加する。
 時計作りを通して、時の役割を意識さ
 時計作りをする。
せ、時間を守ることの大切さを知る。
 父親参観で、一緒に制作、運動をする。  お父さんについて話し合い、感謝の気持
 父の日で、お父さんへのプレゼントを気
ちを持ってプレゼントを作る。
持ちを込めて作る。
 園外で、交通ルール等をよく守れるよう促す。

◎ 夏の遊びを十分楽しみながら、工夫した
りして遊びを広げる。
◎ いろいろな水遊びをして、自然の中で思
いっきり遊ぶ。

 ７月行事に積極的に参加する。
 水遊びの楽しさと危険を知らせ、安全な
 プール遊びで、いろいろチャレンジし、
方法で遊べるようにする。
お約束を守って遊ぶ。
また、水に抵抗感を持っている子には、一人
 七夕祭りで、紙芝居を見たり、実際に短冊など
一人にあった無理のない遊びを提供する。
を作ることで、伝統行事である七夕を知る。
 七夕の伝承を絵本や紙芝居などでわかりや
 園外保育で、公共のルール・マナーを守
すく伝えて興味・関心を持たせる。
って楽しく過ごす。
 ２学期や夏休みへの期待が持てるよう
話し合い、スキンシップを図る。
 ロッカー、下駄箱の整理整頓をする。

◎ 休み明けの生活のリズムを友達との関
わりの中から取り戻す。
◎ 自然の中から新しい発見や出会いを大
切にして、友達同士で考えたり、物を作
ったりしてみる。

 ９月行事に積極的に参加する。
 敬老会で、おじいちゃんおばあちゃんに
心をこめてプレゼントを作る。
また、一緒に手遊びなどで触れ合いを楽しむ。
 運動会の練習をする。

◎ 戸外で楽しく遊びながら運動する面白
さを体で感じる。
◎ 秋の自然を使って楽しく遊びながら季
節の変化や不思議を知る。

 １０月行事に積極的に参加する。
 園外保育で、ルールを守り、友達や先生
と様々なものに挑戦し、楽しむ。
また、秋の自然に触れる。
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◎ 自然の変化に気づき、新しい発見をす
る。また、遊びに利用できるか考えを出
し合って新しい遊びをする。
◎ 友達と遊びながらルールを発見し、遊びを発展
させて、新しいルールを少しずつ決めてみる。

７
８

夏

（年中組）

行事と
行事と遊び

園歌
さんぽ
線路は続くよどこまでも
パスごっこ
おべんとばこ

こどもの日の集い（２日）
 ５月の折り紙
英会話（１３日）
 母の日のプレゼント
いちご狩り（１８日）
保育参観（ぱんだ:１９日 ぞう:２０日）
お誕生会（２７日）







おかあさん
こいのぼり
ことりのうた
１０人のインディアン
小さな畑






父親参観（１１日）
園外保育（１６日）
英会話（１７日）
お誕生会（２４日）






 お父さんの歌
 とけいのうた
 かえるの夜回り










手作りバザー（２日）
七夕まつり（７日）
園外保育（１３日）
お誕生会（１５日）
終業式（２０日）
夕涼み会（３０日）
始業式（８/２６日）
お誕生会（８/３０日）

 ７月の折り紙
 七夕の飾り作り
 水遊びに使えるおもちゃ作り










たなばたさま
おおきなうた
もえろよもえろ
おばけなんてないさ
キャンプだホイ
てんぐのうちわ
宇宙人
おにぎりやきそば

 ９月の折り紙
 おじいちゃん、おばあちゃんへのプレゼ
ント作り







おじいちゃんおばあちゃんの歌
とんぼのめがね
大きな栗の木の下で
かぼちゃの種
おてらのおしょうさん

１０月の折り紙
おいも掘りの絵
秋の自然物を使った制作
夏休みの思い出、敬老会、運動会の絵






運動会の歌
おいも掘りの歌
やきいもグーチーパー
山小屋一軒

休

 休み明けで不安な子には安心できるよ
うに声掛けする。また、休み中経験した
ことを聞いたり、共通の話題を取り上げ
るなど、不安を取り除く配慮をする。
 心をこめてプレゼント作りをしたり、皆
で楽しく参加できるよう工夫する。
 運動会という一行事を通して、互いに励
ましあい、最後まで諦めない事を諭す。
 土の感触を楽しみ、収穫の喜びを味わう。
 自然への関心を高め、子供たちの疑問を
一緒に調べたりしてあげる。

 ４月の折り紙
 こいのぼり制作
 自由に絵をかく

うたと手遊
うたと手遊び
手遊び












始業式（８日）
入園式（９日）
対面式（１１日）
お誕生会（２２日）
春の親子遠足（２９日）

制作

６月の折り紙
歯ブラシ、コップ作り
時計作り
父の日のプレゼント（絵、ペンたて）

み






敬老会（１３日）
お誕生会（１６日）
お月見会（１６日）
園外保育（２１日）







親子運動会（１日）
園外保育（７日）
英会話（１４日）
おいも掘り（２７日）
お誕生会（２８日）






 １１月行事に積極的に参加する。
 自分で衣服の調節ができるよう言葉掛けをする。
 お店屋さんごっこで、何を作って売りた  縦の関係を深め、一人ひとりの役割を理
いかを話し合って決める。
解し、楽しく制作できるよう配慮する。
また、お客さんになって買い物をする。  メロディオンの音階を楽しみながら覚
 音楽会に向けて、メロディオンで遊ぶ。
えられるよう指導をする。







衣替え（１日）
解体保育（４～１１日）
園外保育（１７日）
お誕生会（１８日）
英会話（２５日）

 １１月の折り紙
 お店屋さんごっこにちなんだ制作
 下野美術展のお絵かき







まつぼっくり
どんぐりころころ
パン屋さん
山小屋
わにの家族
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◎ 冬の寒さに負けないで戸外に出て元気
よく遊ぶ。
◎ 楽器遊びを通して、リズム感・音感を養
い、楽しい遊び方を知る。
◎ 冬の自然を知り、新しい発見をする。

 １２月行事に積極的に参加する。
 縦割り保育の中で年長を中心として、一
 解体保育のグループでお誕生会を行う。
人ひとり参加できるよう配慮する。
 クリスマス音楽会で、歌や合奏、劇など、  自分達でやろうとする気持ちを育て、楽
力を合わせて楽しく表現する。
しく励ましながら行う。
 冬休みの過ごし方について話し合う。
 長期休みにあたり、身の回りの整理をする。







避難訓練（２日）
クリスマス音楽会（９～１０日）
おもちつき大会（１６日）
お誕生会（１６日）
終業式（２２日）

 １２月の折り紙
 クリスマスツリー






あわてんぼうのサンタクロース
メリークリスマス
ミッキー
ホルディアクック

1

◎ 自分の考えや意見を友達にはっきりと
伝えながら関わりを増やす。
◎ お正月遊びを通して、みんなで遊ぶ楽し
さを知る。
◎ 冬の自然や周りの変化に興味・関心を持つ。

 １月行事に積極的に参加する。
 休み中の思い出話を発表し、友達の話は
 冬休みの思い出や出来事を発表する。
ちゃんと聞けるようにする。
 お正月遊びを楽しむ。
 お正月のルールある遊びを楽しめるようにする。
 解体保育のグループでお誕生会を行う。  制作の楽しさ知り、自信を持って取り組
めるよう言葉掛けする。

 始業式（１０日）
 英会話（１３日）
 お誕生会（２０日）

 １月の折り紙
 凧作り
 絵馬作り

 すうじのうた
 鬼のパンツ
 糸まきまき

2

◎ 自分の役割や当番に責任を持ち、最後ま
でやり抜く。
◎ 外の寒さに負けず、体を動かしルールあ
る遊びをしてみる。
◎ 冬の自然に興味を持ち、新しい発見をする。

 ２月行事に積極的に参加する。
 節分という行事を、紙芝居や絵本を通し
 廃品を工夫して作品を作り、作品展に出す。
て伝え、興味を持たせる。
 解体保育のグループでお誕生会を行う。  いろんな廃品を利用しながら、自分の個性を
 寒さに負けず、戸外で元気に遊ぶ。
表現できるよう言葉掛けをし、引き出す。






 ２月の折り紙
 作品展（動くおもちゃ、造形）

 豆まきのうた
 ひなまつり
 鬼のパンツ

◎ 年長児になる期待と自信を持ち、のびの
びと遊ぶ。
◎ 気の合った仲間や友達と十分に話し合
ったりしながら新しい遊びをする。

 ３月行事に積極的に参加する。
 世話になった年長さんに感謝の気持ち
を込めてプレゼントを作る。
 卒園式に向けて、歌の練習をする。

・お誕生会（２日）
・なんでも大会（９日）
・お別れ会（１７日）
・修了式（２４日）

９
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3

 ひなまつりという行事を、紙芝居や絵本
を通して伝え、興味を持たせる。
 年長さんとの思い出を話し合い、感謝の
気持ちを持たせる。
 年長児になる自覚を持たせる。

豆まき（３日）
作品展、個人面談（１１日）
お誕生会（１７日）
英会話（２４日）






３月の折り紙
ひな人形作り
年長さんへのプレゼント作り
思い出パック







園歌
ひなまつり
卒園送別の歌
アルプス一万尺
あっち向いてホイ

平成２８年度

ねらい

４

◎ 先生や新しいお友達に慣れ、仲良く好き
な遊びをする。
◎ 園の生活の仕方を知り、楽しんで登園し
よう。

 ４月行事に積極的に参加する。
 緊張・不安を和らげるため、笑顔で挨拶や言  始業式（８日）
 先生の名前や教室の場所、ロッカーや靴箱の
葉掛けをして、安心感を持てるようにする。  入園式（９日）
場所、トイレや水道の使い方などを覚える。  個々に応じた援助をしていき、また楽し  対面式（１１日）
く園内で遊べるよう雰囲気作りをする。  お誕生会（２２日）
 着替えなども自分でできるよう声掛けする。
 春の親子遠足（２９日）

 ４月の折り紙
 こいのぼり制作
 自由に絵をかく







園歌
さんぽ
線路は続くよどこまでも
パスごっこ
おべんとばこ

 ５月行事に積極的に参加する。
 こいのぼりを作る。また、こどもの日のお
話を聞き、かぶと合戦や綱引きをする。
 母の日で、お母さんに気持ちをこめてプ
レゼントを作る。

 こどもの日の意味を話し、その意味を理
解させつつ楽しめるよう盛り上げる。
 お母さんへの感謝の気持ちが持てるよ
うに声をかける。
 制作や手遊びが楽しくできるよう促す。







おかあさん
こいのぼり
ことりのうた
１０人のインディアン
小さな畑

◎ 自分から好きな遊びを見つけ、友達と仲
良く遊ぶ。
◎ 梅雨時の自然に触れたり見つけたりする。
◎ 生活の決まりやルールを守り、伸び伸び
と生活する。

 ６月行事に積極的に参加する。
 虫歯予防デーで、歯磨きの意味を理解
し、磨く習慣をつける。
 時計を作り、時間の大切さを知る。

 歯や歯磨きの大切さを知らせ、自主的に
歯磨きの習慣をつけるよう促す。
 時間の存在を教え、その大切さを伝え
る。また、時間が守れるよう促す。







こどもの日の集い（２日）
英会話（１３日）
いちご狩り（１８日）
保育参観（りす:２３日 うさぎ:２４日
こばと:２５日）
お誕生会（２７日）
父親参観（１１日）
園外保育（１６日）
英会話（１７日）
お誕生会（２４日）

 ５月の折り紙
 母の日のプレゼント

５

◎ 好きな遊びを見つけて、先生やお友達と
力いっぱい遊ぶ。
◎ 身近な自然に十分に触れ、戸外に出て開
放感を味わう。







お父さんの歌
歯を磨きましょう
とけいのうた
ひげじいさん
かえるの夜回り

◎ 身近なものを使い、水遊びを楽しむ。
◎ 夏の開放感を感じながら、友達との関わ
りを増やす。

 ７月行事に積極的に参加する。
 七夕の話や、飾り作りなどを通して、七
夕という行事に興味を持つ。
 プール遊びをし、水に慣れ親しむ。
水を怖がらずに友達といろんな遊びを
してみる。
 夏休みのお話を聞き、休み中の過ごし方
や約束事などを話し合う。

 七夕とはどういうものかを伝え、興味・
関心が持てるよう促す。
 プールでの約束事を伝え、安全、衛生管理
の意識を促す。また、水に抵抗感がある子
には、徐々に親しめるようにしていく。
 一学期を振り返り、夏休みに向けて期待
を持たせたり、諸注意について話す。0










手作りバザー（２日）
七夕まつり（７日）
園外保育（１３日）
お誕生会（１５日）
終業式（２０日）
夕涼み会（３０日）
始業式（８/２６日）
お誕生会（８/３０日）

 ７月の折り紙
 七夕の飾り作り
 塗り絵










七夕さま
もえろよもえろ
おおきなうた
キャンプだホイ
おばけなんてないさ
宇宙人
おにぎり
てんぐのうちわ

◎ 園生活のリズムを取り戻し、先生、友達  ９月行事に積極的に参加する。
と一緒に安定感のある活動をする。
 申請や友達たちと楽しく遊び、休み中の
体験などを話す。
◎ 自然を感じながら戸外で体を動かして
遊び、友達との関わり合いを増やそう。  園生活のリズムを整える。
 運動会に向けて、戸外で運動する。

 休み明けの不安や緊張を、言葉掛けなど
で、取り除けるよう配慮する。
 園生活のリズムを早く取り戻せるよう促す。
 おじいちゃんおばあちゃんへの感謝の
気持ちを持ってプレゼントを作る。






敬老会（１３日）
お誕生会（１６日）
お月見会（１６日）
園外保育（２１日）

 ９月の折り紙
 おじいちゃん、おばあちゃんへのプレゼ
ント作り
 塗り絵







おじいちゃんおばあちゃんの歌
とんぼのめがね
大きな栗の木の下で
運動会の歌
げんこつやまのたぬきさん

◎ 身体を使って戸外で伸び伸びと遊ぶ。
◎ 集団での遊びやルールでの行動の仕方
を知る。
◎ 秋の自然に親しみ、興味を持とう。

 運動会を楽しめるような雰囲気づくり
をし、みんなで盛り上げていく。
 自分で収穫する喜びを味わう。
 散歩に出るなどして直接自然に触れ、季
節の移り変わりを実感できるよう促す。

１０月の折り紙
おいも掘りの絵
下野美術展の絵
夏休みの思い出、敬老会、運動会の絵







運動会の歌
園歌
おいも掘りの歌
やきいもグーチーパー
山小屋一軒
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親子運動会（１日）
お茶作法（４日）
園外保育（７日）
英会話（１４日）
おいも掘り（２７日）
お誕生会（２８日）
衣替え（１日）
解体保育（４～１１日）
園外保育（１７日）
お誕生会（１８日）
英会話（２５日）






◎ 自然に十分に親しんで、自然物を集めた  １１月行事に積極的に参加する。
 縦割保育内での約束や役割を子供たち
りして、不思議に思う事を見つけよう。  お店屋さんごっこで、店員さん、お店屋
で話し合って決める。また、子供たちの
さんにそれぞれなり、物を売り買いする。
アイディアを取り入れ、大切にする。
◎ 自由に遊ぶ中にもいろんなルールがあ
ることに気づき、ルールを守って楽しく  ルールある遊びや、固定器具を使った遊  ルールある遊びを通して、集団での団結
遊ぶ。
びにチャレンジする。
力を深める。


















１１月の折り紙
お店屋さんごっこにちなんだ制作
下野美術展のお絵かき
塗り絵







焚き火
こおろぎ
落ちた落ちた
どんぐりころころ
まつぼっくり
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◎ 寒さに負けずに外に出て、元気よく遊ぶ。
◎ リズム遊びを通して表現遊びの面白さ
を感じる。
◎ 自分でできることを少しづつ増やし、独
立心を養う。

 １２月行事に積極的に参加する。
 縦の関係に気付きながら、みんなで作る
 縦割り保育のグループでお誕生会を行う。
ことを楽しむ。
 クリスマス音楽会で、歌や合奏、お遊戯  クリスマスの意味を理解し、様々な活動
などに楽しく取り組む。
へ繋げる。
 おもちつきで、杵を使ってついてみる。







避難訓練（２日）
クリスマス音楽会（９～１０日）
おもちつき大会（１６日）
お誕生会（１６日）
終業式（２２日）

 １２月の折り紙
 クリスマスツリー
 塗り絵







あわてんぼうのサンタクロース
メリークリスマス
こぶたぬきつねこ
しあわせなら手をたたこう
ごんべさんの赤ちゃん

◎ お正月のことを話し合ったり、発表してみる。
◎ 寒さに負けずに戸外で体を動かし、思い
っきり遊ぶ。
◎ お正月の遊びや、簡単なルールでのグル
ープゲームの面白さを知る。

 休み中の出来事を話したい気持ちを受
 １月行事に積極的に参加する。
け止め、ゆっくり聞いてあげる。
 先生や友達に新年の挨拶をし、再会を喜
ぶ。また、休み中の出来事を発表する。  お正月遊びを楽しめるような場を整え
 冬の自然に触れ、興味を持つ。また、雪
たり、一緒に制作したりする。
が降ったら雪を使った遊びをする。
 ルールある遊びをちゃんと理解させて遊ぶ。


















ゆき
ゆきのペンキ屋さん
糸まきのうた
鬼のパンツ
こぶたが道を

2

◎ 友達との関わり合いを増やし、意欲的に
グループで活動する。
◎ 寒さに負けず戸外に出て、体を動かして
遊ぶと温かくなってくる楽しさを知る。
◎ 身近な冬の自然に気づき、触れてみよう。

 ２月行事に積極的に参加する。
 節分の話をして興味を持てるようにす
る。また、鬼の面を作る。
 作品展に向けて、廃材で制作をする。
 寒さに負けずに戸外で遊ぶ。

 節分の話をして、その由来や意味を知り
興味を持たせる。
 廃材や自然物を、作品として命を吹き込
めることを伝える。







始業式（１０日）
英会話（１３日）
お茶作法（１７日）
お誕生会（２０日）
保育参観(ひよこ A:２６日、ひよこ B:２
７日）
豆まき（３日）
作品展、個人面談（１１日）
お誕生会（１７日）
英会話（２４日）

 ２月の折り紙
 作品展に向けて
（動くおもちゃ、造形、デザイン）
 ひな人形
 鬼の面、こん棒、豆入れ







まめまき
うれしいひなまつり
鬼のパンツ
動物村の広場
おちたおちた

3

◎ 年中痔になる期待と自覚を持って楽し  ３月行事に積極的に参加する。
 ひな祭りを知って興味を深め合い、みん
く遊ぶ。
◎ クラス全体での遊びに自分なりに協力
なで祝う。
し合い、友達との関わり合いを増やす。  年長さんへの感謝の気持ちをこめてプ
レゼントを作る。

 ひな祭りの由来を話し、理解させつつ興
味を持たせる。
 お世話になった年長さんへ、感謝の気持
ちをこめてプレゼント作りをする。
 進級しても仲良く頑張る気持ちを促す。

・お誕生会（２日）
・なんでも大会（９日）
・お別れ会（１７日）
・修了式（２４日）

 ひな人形作り
 年長さんへのプレゼント
 思い出パック作り







うれしいひなまつり
園歌
動物村の広場
１０人のインディアン
おちたおちた

７
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９
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1

指導のポイント
指導のポイント

（年少組）

月

６

幼児の
幼児の活動

年間指導計画表

夏

 １０月行事に積極的に参加する。
 おいもを探して土を掘り、土の感触を楽
しむ。また、収穫の喜びを味わう。
 落ち葉や木の実などを拾い、秋の自然に
触れる。

行事と
行事と遊び






休

制作






６月の折り紙
歯ブラシ、コップ作り
時計作り
父の日のプレゼント（絵、ペンたて）

うたと手遊
うたと手遊び
手遊び

み

１月の折り紙
凧作り、コマ作り
鬼のお面、棍棒、豆入れ
塗り絵

