
芋煮会の日、サークルタイムで

みんなのおにぎりをみせてもらいました🍙

どんな形のどんな色？

「朝、お母さんと一緒につくってきた！』

「大好きなピンク色にしたよ」

「ぼくはしかくのゆかり味！」

―――1週目 【方向づけ】―――――

まる さんかく しかく ながまる ほし はーと・・・

そして色も、白 ピンク 黄 茶 紫 緑 黒 など、

いろんな形・いろんな色のおにぎりに

みんな大興奮でした！

おにぎり弁当のご準備、ありがとうございました☺

『色・形』

～スーパーマーケットへ行こう～

ゆきぐみ

しかくさんかくまる

スーパーマーケットへ行く活動や

様々な遊びを通して色・形にたくさん触れ、

考えながらそれぞれの特徴に

分類分けすることを楽しもう！

みんなのおにぎり、

どんな形？どんな色？

どんな色がすき？

昨年の“色・形”でたくさん歌ったこの曲♫

みんな覚えてるかな？

これなぁに？ 「しかく！」

どうしてしかくだと思うの？ 「だってカドが4つあるもん！」

じゃあこれはなに？ 「まる！」

どうしてまるだと思った？

「まるはころころ転がるから」 「カドがなくてツルツルしている」

それぞれの特徴がわかって、それを言葉にできる子どもたち✨

すごい！！

♫どんな色がすき♫ の歌から…

いろんな色のイメージを対話しました

木、落ち葉、枯れ葉、カレー、チョコレート

ウマ、ロバ、友だちのズボン、おうち

薄い茶色もあるし、濃い茶色もある！

薄い茶色はベージュって言うんだよ

ウキウキする感じ

テンション上がる

嬉しい

ショベルカー

ぶどう、ナス

毒、かなしい感じ

まぶしい、オレンジジュース、すっぱい

やさしい、明るい、スパゲッティ、夕焼け

色の濃い・薄いや、肌で感じる寒さ・暑さ、また気持ちなど…

色からイメージを膨らませてこんなにたくさんの言葉がでましたよ☺

「薄い茶色はベージュっていうんだよ』 なんて言葉もでていました✨

海、川、月ぐみの帽子の色、青空、プール

ソーダの色、水、雪、寒い

青って外にも中にもいろんな所にあるよ

りんご、いちご、さくらんぼ、もみじ

ハート、夕焼け、あまい、おこる、暑い

火、炎、熱い、消防車、こわい感じ

スパイダーマン、強い

バッタ、カマキリ、きゅうり、野菜

葉っぱ、シャインマスカット、スイカ

はやぶさ、うきうき、好き、おだやかな気分



せんせいお買い物に行ってきたんだ～♫

…と言って、パンパンに膨らんだ買い物袋をみんなの前に。

さ～て、袋の中身はなんだろう？

袋の中身を見ないで、手で触った感触はどんな感じがする？

それは固い？やわらかい？カドがある？ない？どんな形かな？

―――――― 1週目 つづき ――――――

う～ん・・・

なにかなぁ？

『色・形』

～スーパーマーケットへ行こう～

ゆきぐみ

スーパーマーケットに

行ったときのことを教えて

あかの世界だ！

袋の中身はなんだろう？

ゆきぐみのお部屋にも

スーパーマーケットをつくろう！

「まんまる！」

「だけどヘタのところは星のかたちだよ」

「むくとお月さまみたいなかたち🌙」

手で触って…

「かたいし、重い」「ビールかな？」

「でもこれはきっと缶だよ！」

「こっち側はまるだけど、

こっちからみるとながしかく！」

「外はまるだけど、中にはさんかくがいっぱい入ってるんだよ」

そうなんだ！じゃあ開けてみよっか☺

「ほら！言ったとおりさんかくがいっぱい入ってるでしょ？」

「さんかくだけど、少しまるくなってるからちょっとさんかくじゃないよ」

数を数えて・・・「6個でまるになった！さんかくが6個集まるとまるになるんだ！」

「さんかくをたくさん集めるともっと大きいまるになるんじゃない？」

「でもさんかくはカドがあるから、まんまるじゃなくてカクカクしたまるになるんじゃない？」

スーパーマーケットには何が必要？

レジ、お金、野菜、フルーツ、お菓子、アイス、パン、お肉、お魚

牛乳、ジュース、レジでピッてするやつ、カード

数字とか線がいっぱい書いてあるやつ➡バーコード！

他にも、ピザ、タピオカ、ウインナー、チーズ、マカロンなど…

それからトイレも必要だよ！なんて声もありました

確かにスーパーにはトイレもありますもんね☺
お買い物に行く絵本から・・・

お買い物に行ったときの体験談を

お話してもらいました

製作コーナーでも

色・形！
折り紙を〇△□に切って

おうちづくり♪

きれいな色にしたいから

いろんな色使って描こーっと

カラフル紙飛行機だよ！

まるは

きみどり色にしよーっと♪



ゆきぐみスーパーマーケットのお店の前にチラシを発見！

「あ、なんかりんごが安いみたいだよ✨」「卵も安いんだって！」

「お寿司祭りだって！」「食べたーい☺」

「おうちでバーベキューしたときこのお肉買ったんだ～♪」

ビールを指さして「パパの好きなやつだ！安いって教えてあげなきゃ！」

スーパーのチラシひとつでもこんなに会話が広がるんですね～♪

チラシは文字よりも写真がたくさん載っているので、パッと見ただけで

どれがお買い得商品か、子どもたちはすぐにわかるようでしたよ☺

『色・形』

～スーパーマーケットへ行こう～

ゆきぐみ

ゆきぐみスーパーマーケット

OPEN！

―――2週目 【見本をみせる】―――――

実際に

スーパーマーケットに行こう！

お買い物に行ったとき、みんなはどんな風に

やりとりしているのかな？お買い物に行ったときの経験や

おうちの人とお店の人のやりとりを思い出しながら、

ゆきぐみスーパーマーケットでお友だちと

お買い物ごっこをしてみました☆

「いらっしゃいませ～！」「これほしいんですけど・・・」

「はい、210円です」「またのお越しを！」

「ありがとうございました！」

↑“またのお越しを”なんて言葉がでるんだ～とびっくり✨

普段お店でのやりとりをよく見ているんですね☺

でもなんだかいまいちイメージがわかないというか、

これ以上広がらないというか・・・うーん・・・・・・

どうしたらいいかなぁ？

「わかった！本当のスーパーマーケットに行ってみるのはどう？」

かもしかクラブでやったことを思い出しながら、

車に気を付けて交通ルールを守ってスーパーへ☺

スーパーマーケットに行くまでの道のりでも

あちらこちらに溢れている色・形✨

看板・マンホール・標識・信号機・家・壁・・・

いろんな発見をしながらスーパーマーケットに到着です

さてさて、スーパーマーケットではどんな発見があるのかな？

22日(火)のグループ

おねがいします！ 自動精算機の使い方も

丁寧に教えてくれました

みんなで手分けして

袋詰めしたよ☺

タコの足に注目した子どもたち

小っちゃい丸がいっぱいだ！

お惣菜コーナーも色・形がいっぱい！

さんかくおにぎりに、さんかくサンドイッチ、

イカフライは〇でアジフライは△だ！

(助六寿司の)太巻きはカラフルできれいな色！

大人の私たちが言わなくても、

「おねがいします」や「ありがとうございました」

をちゃんと言えていましたよ✨



―――――― 2週目 つづき ――――――

このコーナーには

□がたくさんあるね！

『色・形』

～スーパーマーケットへ行こう～

ゆきぐみ

色・形あそび、

楽しんでます♪

24日(木)のグループ

いろんな色・いろんな形のブロックを組み合わせて絵を完成させます☺

遊んでいると・・・「ひし形とさんかくで大きな△ができるんだ！」とか、

台形のブロックを見て・・・「角が4つだけど、これも□なの？？」とか・・・

いろいろな発見や疑問がでてくるのでした！✨

小さいいろんな形が集まると大きいいろんな形を作ることができることを、

遊びながら、楽しみながら感じている子どもたちです☺

そのうち、「じゃあ今度はハートの形作ろう！」「星の形はできるかな？」と、

自分たちで考えながら形作りを楽しんでいます♬

赤と紫をきれいに並べたよ

ちっちゃい□でいっぱいに

したんだ～☺

アイスコーナーには

〇△□のどの形が多いかな？☺

これは、長〇だね

お財布係さんが

自動精算機にお金を入れています

今日は中身が△のものを

おみやげに買っていこうね♪

しっかり・じっくり見て

周れるよう、2グループに

分かれて活動しました。

それぞれどんな発見・

気付きがあったかな？

来週振り返りを

したいと思います☺



ザリガニの水換えをしていたときのこと・・・

「この水槽のカドの緑色を取りたいんだよ～💦」と子どもたち

見ると、水槽の四つ角に緑色のコケが。

「うーん、なかなか取れない・・・」

お友だちと代わるがわる、一生懸命お掃除してくれますが、

どうしてもそのカドの緑色だけが取れない！

悩みながら四角いスポンジをクルクル回していると・・・

「あ！見て、取れた！」 「スポンジのカドを使ったら取れた！！」

これは大発見！✨

水槽のカドの汚れがスポンジのカドを使ったらきれいになった✨

体験し、子どもたちが自ら発見した大きな気付き。

しかくのカドってすごい！

物の形にもちゃんと意味があるんだね☺

『色・形』

～スーパーマーケットへ行こう～

ゆきぐみ

スーパーマーケットで見つけた

色・形を振り返りしました

―――3週目 【理解を広げる】―――――

あおきいろ

普段の生活の中での気付き

いろいろいろいろ とりどり

みんな じぶんの いろがある

きみきみきみと ぼくのいろ

どんな あしたを えがこうか

～中略～

あおきいろ あおきいろ

たがいに かがやき らきらきら

あおきいろ あおきいろ

こころを かさねて らきらきら

【あおきいろ】～ミドリーズ～

ミドリーズの【あおきいろ】という曲で

スタートしたサークルタイム。

知っている子も多く、一緒に歌ってくれました☺

早速お部屋の中にある青・黄色の物を

見つけて口々に教えてくれる子どもたち

絵の具の冷たい感触を楽しみながら、

〇色に〇色を重ねると何色になる？

の予想を対話しながら、

色と色とが混ざり合う様子をまじまじと

観察しながら・・・

色あそびって楽しい！
みて！

むらさき色になったよ

油あげ はんぺん

お菓子の箱 アイスクリームの箱

カレーの箱 シチューの箱

豆腐 納豆

牛乳パック(□だけど上のところは△)

結構ながしかくのものが多かった！

オレンジ りんご

ちくわ たくあん

レンコン(穴も〇)

チーズの箱

たこの足→吸盤だよ

イカリングフライ

太巻き(黄・ピンク・茶・緑できれいな色)

カボチャはつぶれた〇だった

サンドイッチ おにぎり

はんぺん アジフライ

チーズの中身

アポロチョコ

(横から見ると△だけど、下から見ると☆だよ

なんて意見もありました)

ソフトクリームの上のところが△

同じ【みどり】だけどちょっとずつみんな違うね☆

黄色っぽい緑、青っぽい緑・・・いろんな緑、どれもステキ✨

野菜コーナーは

みどりが多かった

ぶどう

納豆 チョコレート

惣菜コーナーは

茶色が多かった

バナナ レモン

たくあん

オレンジ かき

みかん ニンジン

かぼちゃ

タコ エビ

トマト りんご

かっぱえびせん

さつまいも

ぶどう

むらさきの玉ねぎ

ブルーベリージャム

さかな

ソーダアイス

こんな色・形、

見つけたよ～！



これはなぁに？とひとこと聞いただけで、

「ボール！」「ピンクのボール」「まる！」「コロコロ転がる」「カドがない！」

物の名称だけでなく色と形、その特徴まででてきます✨👀

四角い積み木と丸いボール、さてどちらが高く積むことができるでしょう？

「まる。だってボールの方が大きいから高くなる」「絶対しかく！だってここが平らだもん」

自分なりの予想をたてて、意見を出し合います

こうだからこう思う！と、理由づけて自分の意見が言えるってすごいなって思います✨

じゃあ実際にやってみよう！

『色・形』

～スーパーマーケットへ行こう～

ゆきぐみ

立体であそぶ

―――――― 3週目 つづき ――――――

ところでこれってカド何個ある？

これまでしかくはカドが4つとやってきました

数えてみると・・・・あれ？カドが8個もある！

でもどう見てもしかく・・・・だけどカドは8個・・・💧

ちょっと難しいからこれは覚えなくてもいいからね☺

これは、りっぽうたい／これは、えんちゅう

って名前があるんだよ というお話もしました

小学校に行ったら学ぶだろうし、名前は今はそこまで重要ではないので

サラっとですが、子どもたちには本当の名前も伝えました☺

そしてそれぞれの特徴を話し合いました

これは？

「まる！」「あれ？ながまる？」

「ながしかく・・・かな？」
えんちゅう

「コロコロ転がる」

「平らなところを使えば積めるよね」

「トイレットペーパーの芯もこの形だよ」

りっぽうたい

「カドが8こある！」

「高く積める」「サイコロもこの形」

展開図を見せると・・・

「ん？？なんの形だろう？」「剣の形！」「とんぼかな？」

と子どもたち☺

しかくの数を数えてみると・・・6個！

同じしかくが6個あります

さぁなにかなぁ？よーく見ててね～✨

はさみでチョキチョキ・・・

切ったら線のとおり折っていって・・・りっぽうたいの完成～！

「わ！それやりたい！」「わたしもつくりたい！」

展開図を見せたとき、すぐに

「わかった！それ組み立てるんじゃない？」と

言った子がいてビックリしました✨

どうしてわかったの！？と思わず聞いてしまいました

あとから、ブロックやラキュー・折り紙など普段の遊びが

展開図の理解に繋がっていることを感じ、

普段の遊びが学びにつながっていることを改めて実感✨

「また遊んでばっかり・・・！」とか言っていませんか？

子どもにとって遊ぶことが学び。

日々の遊びから生きる力がついていっています☺

間違って2面切り落としたら・・・

しかくい望遠鏡に

なったよ

みて！上手でしょ？☺

ピカチュウじゃなくて・・・

これの名前なんだっけ

(えんちゅうです笑)

真剣です！

まるはつなげたままで

切るんだったよね？

りっぽうたいとえんちゅう、

重ねられたよ！



赤・青・黄、たった3つの色でこんなにいろんな色ができるなんて・・・✨

そしてどの色も宝石みたいにとってもきれい！💎

むつみ先生がみんなが作った色を傘袋に入れて持ってきてくれました☺

お部屋に飾ってあるのでぜひ見てくださいね♫

『色・形』

～スーパーマーケットへ行こう～

ゆきぐみ

いろんな野菜 色・形

―――4週目 【理解を深める】―――――

絵画造形 色水あそび

クリスマスケーキ、作りたい！

保護者の方より、いろんな色・形の

お野菜をいただきました！

いつもご協力いただき、

本当にありがとうございます✨

みて！

ハートの形♡

これはなんだろう？野菜の名前から、色や形まで・・・

細かく観察していきます👀

同じニンジン・同じ大根・同じカブ でも

色も形も全然違う！

「こんなニンジン初めて見たよ！」

「同じ緑だけどこっちの方が色が濃いね」

「みて！大・中・小だ！」(大きさ順に並べて)

包丁で切ったところはどんな形になると思う？

「まる！」「ながまる」「さんかくかも…？」

見て、触って、匂いを嗅いで、味わって・・・

「色が違うと味もちょっと違う！」の発見も

あったようです✨

色ごとに分類分けもしました

「むらさき色の野菜っていっぱいあるんだね～！」

「茶色と赤と青が何もない」「茶色は…ジャガイモ！」「赤はパプリカだよ」

「青い野菜ってないのかなぁ？」 「そういえば青い野菜って見たことないや」

細かく仲間分けすることで、さらに細かい視点で見えてきます☺

サークルタイムで観察し、

みんなで美味しくいただいたニンジン

「水に入れたらまた伸びるんじゃない？」

という子どもたちの声から

お部屋で育ててみることになりました

伸びるといいなぁ☺

給食の先生から調理していただいて、

給食時、みんなで美味しくいただきました！

もう12月だね この間雪降ったもんね～ なんて会話から…

もうすぐクリスマス！サンタさんくるよ プレゼント！クリスマスケーキ✨

クリスマス、みんなでしたーい！ケーキ食べたーい♡と子どもたち

どんなケーキがいいかなぁ？色は？形は？

自分が食べたい味や好きな色・形を想像して意見を出し合います

食べ物のこととなると、みんな真剣です(笑)

匂いはどうかな？
同じニンジン

色が違うと味って違うの？

スポイトを使って

1滴ずつに集中している子どもたち☺

その1滴で全然色が変わってくるもんね～



みんな子ども園は楽しい？今はなんのテーマで毎日遊んでる？

みんなが遊んでいるこのテーマも、日々のサークルタイムも、

遊びを自分で選ぶプランニングボードも、遊んでいるこのおもちゃも・・・

ぜ～んぶカルク博士が考えたんだって～✨

「すごーい！」「早く会ってみたい！」「どこからくるの？」

オランダっていう国があってね・・・・・・

地図を見ながら、ずっとカルク博士の来日を楽しみにしていた子どもたち☺

『色・形』

～スーパーマーケットへ行こう～

ゆきぐみ

ケーキを〇△□に切るには？

――――4週目 つづき―――――

カルク博士、来園！

色・形 いろんな遊び

広がります

ケーキを作りたい！食べたい♫の声から、

どんな形のどんな色のケーキにしたいか話し合った子どもたち

「まるのカラフルなケーキがいい！」 「ながしかくのチョコレート♪」

ケーキの土台はみんながよく知っている食パンで作ろう！

ということになりましたよ☺

さぁ今日は食パンの写真を使って、

自分たちが作りたいケーキの形にするには・・・？

何を使って、どんな風にすれば〇や△や□になるのかな？

お皿を使ったりおたまを使ったり…いろんな調理器具で考えます

パンの耳を全部切って□にする子(パンの耳が苦手なのかな？☺)

この1枚で〇も△も□も全部の形ができるように考える子、

「ながしかくにすれば食べるところがいっぱいだから・・・」と

長四角をどうしたらたくさん作れるか考えたり✨

大人では思いつかないような調理器具の使い方・切り方に驚かされます

子どもたちの発想って本当に面白い！✨

オムレツとオムレツを合わせたら〇になった！お皿も〇～♫

元々あるルールに、自分たちで考えた色に関する

新たなルールをプラスして楽しんだり…

色・形の遊びがどんどん広がっていってます☺

お皿を置くでしょ？

それからお皿の周りを

包丁でこうやって・・・
なるほど！お皿で型をとって

〇にするのか！👀

ここでケーキ作りを予定していたのですが、お休みしているお友だちが多くいたため延期となりました

子どもたちも「みんなでしたーい！」だそうです☺ そうだね、みんなでしようね！

わたしたち職員からすれば、お会いできるだけでもとても光栄なことで

もうドキドキなのに、こちらが拍子抜けしそうなほど

子どもたちはいつもと変わらず自然体で☺笑

「なにしにきたのー？」「どうやってきたのー？」「ハロー♪」

発見コーナーにある野菜やお菓子を「これどうぞ～♡」

勝山先生の通訳を通して、カルク博士とたくさんお話できました✨ハロー！

子ども園は楽しいかい？


