昨年はなぐみでやったこと、
覚えているかな？
ゆきぐみ

１週目は、昨年“家”をテーマに
みんなで遊んだり学んだことを
思い出す週にしました🏠

『家』 ～色々な部屋～
1週目 方向付け

はなぐみのときに実際に触った
ワラ・木・レンガ、
どんなだったか覚えてる？

3びきのこぶた
の手遊び歌♪
絵本も見たよ🐷

ワラはチクチクしてた！

このおうち(戸建て)と、
このおうち(集合住宅)の
違うところはどこだっけ？

レンガは硬くて重かった！
となりの部屋に
知らない人が住んでる！

別の家族も住んでる

実際に触ったことやその感触、そして
アパートやマンションに住んでいるお友だちが
昨年お話してくれたこともちゃんと覚えているんだ！
と驚かされました☆

耳だけでわかるかな？
いろんな生活音♫
これなんの音？

絵カードで・・・
どこのお部屋かな？

ピンポーン、お料理トントン、
洗濯機、トイレの流す音・・・
なんの音かな？よ～く耳をすまして
当ててみて！
そしてそれはどこのお部屋で聞こえるの？

ベットがあるお部屋・寝るお部屋は
“しんしつ”
この言葉もちゃんと覚えてた！

釘や工具に興味津々☺
「ぼくたち大工さんみたーい！」

カードに描いてある絵を答えるのではなくて、
この絵の物を使うお部屋の名前を当てるゲーム
なのです～☆よく見て考えて！
ここに釘を
はめるのかな？

家に関するいろんな遊びを
楽しんでいます♬

ゆきぐみ

『家』 ～色々な部屋～
1週目 方向付け ②

昨年やった“かわら”についても、
子どもたちの方から「この屋根なんて言うんだっけ？」
なんて質問が・・・！
子どもたちの興味や知りたい！が嬉しいです✨

アリのおうちにもいろんなお部屋があるんだね～☆
ドールハウスにはなんのお部屋があるかな？
みんなでひと部屋ずつ見てみたよ！
何をするお部屋？お部屋の名前はわかるかな？

これは瓦屋根！

お友だちが作ったお部屋を見て、
「ぼくもここにテーブル置きたい！」「ここに電気を付けたい」など・・・
もっとこうしたい！を自分たちで考えてどんどん形にしていってますよ～☺
「お部屋を進化させるんだ～✨」ととっても楽しそう♪

カードゲーム用のカードまで！
子どもたちの発想って
本当に面白い！

z

お部屋あそびしていると、ここは「〇〇のおうちだから・・・」
「〇〇ちゃんが遊びにきて・・・」など、遊びの設定から
自然と人物を登場させたくなってきて、廃材や画用紙、折り紙を工夫して
家族やお友だちも作っています☺

作ってきてくれたお部屋を
自分なりの言葉でお話してくれましたよ♪
来週もみんなのお部屋、見せてね！
「ソーラーってなあに？」
「ソーラー知ってる！ソーラーカーってあるよね！」
「りっしょう子ども園の屋根にもあったよね！」

ここに滑り台があって、
ここがお風呂です。
ソーラーパネルも
ついてるよ！
子どもたちの言葉から
対話が広がります(^^)

いろんな部屋を見てみよう！
ゆきぐみ

『家』 ～色々な部屋～
2週目 見本をみせる

2週目は、みんなが作ってきてくれた
お部屋の紹介から対話を広げていきました♪
様々な部屋の名称や、そこで使う物、
それぞれの部屋で何をするのか、また
そこには誰がいるのかなど・・・
自分なりの言葉で表現してくれました🏠
そして、友だちのお部屋に対してこう思った、
ここが素敵だと思った、他質問などもたくさん
でました！見て感じたことをどんどん
言葉にしていっていますよ～！

先週につづき・・・

みんなのお部屋を
みせて！

こっちにあるのは
リサイクルのごみ箱
です♲
ここに窓をつけました
カーテンもあります

メダカさんのおうち
づくり🐟

コロナだから、
透明のやつを
つけました

ただのお水じゃ
ダメなの？
カルキ抜きって
なぁに？？

“パーテーション”や“リサイクル”という言葉も！
パーテーションはこの世情だからこそ、ですよね～
リサイクルはテーマ衣服のときにも触れたのですが、
これから生きる上でぜひ知ってほしいことの
1つですよね☺

ランチルームの座る
ところにもあるよ！

あ！それ知ってる！
ごはん食べるお店にもあるよね！

“パーテーション”っていうんだよ☆
お口をパクパクさせて
お話してる！

保護者の方からお借りした金魚鉢✨
金魚、カメ、フグ、サメなど…いろんな意見がでましたが
みんなで話し合いメダカを飼うことになりました！
メダカさんのためにどんな家を作ろうか？
メダカさんが住みやすい部屋ってどんなお部屋かな～？🐟

どうしてこの砂なの？
園庭の砂じゃダメなの？

うわ～～・・・泳いでる！
かわいい♡

どうして水草を入れるの？
いつもやっているので、
五感を使って…が
定着している子どもたち✨
今回もすぐに匂いを嗅ぐのでした☺

ゆきぐみの
おままごとコーナーも…✨

子どもたちからでてくる何気ない“なぜ？”に
ちゃんと答えたい！普段、当たり前のようにやっていたけれど
子どもたちから質問されて、そういえばなんでなんだろう…？
ということをこっそり調べては「これはね…」なんて答えてます☺
子どもたちと一緒に、大人も学ぶことが多い毎日です！

いろんな
コーナーでも…♫
葉っぱとお花の
おへや
作ってるんだ♪

ここに窓もつけたら？

ここおさえてるね！

どんな部屋があるといいかな？に、
お風呂がほしい！トイレがあったらいいね！
雨が降ると悪いから屋根もつけようよ！
レンガの壁なら強くていいんじゃない？
はなぐみのときみたいなポストもほしい！
ピンポーンも楽しかった！またつけたいな～
など・・・子どもたちからたくさんの意見を
もらって、製作開始です！

みてみて！
つみきの
マンション！

もっと詳しく知っていこう！
3週目は、おうちづくりやクイズを通して
たくさん対話することで語彙を広げ、
色や素材の同じところ・相違点に気付いたり、
おうちができるまでの工程や
そこで働く職人さんの仕事を知ることで、
家への興味を更に広げていきます

ゆきぐみ

『家』 ～色々な部屋～
3週目 理解を広げる

クイズ！
これはどこのお部屋で
使うものでしょう？

サンプルカタログ
を見て触って…

わかった！
はいはい
はーい！✋

ゆきぐみと
同じ壁
あったよ！

包丁・まな板、トイレットペーパー、
枕、テレビのリモコン、靴など・・・
これはなに？どこのお部屋で使う物？
また、どんな風に使うのかやってみて！
キッチンでこんな風に…
おやさいを切ったり、
お料理するときに使います

おままごとコーナー
おうちづくり

いつもこうやって
玄関で
くつを履いてるよ

大変だ！
地震で屋根が
崩れてきた～💦

お花柄の壁が好き！
キラキラしてる壁も
かわいいなぁ☆

じゃあぼくが支えてる！
でもずーっとはムリ～！💦

同じ壁・同じ床でも、
色や柄・素材ってこんなにあるんだ！
そしてこんなに違うんだね～！☆
外壁を持ってみると意外と軽かったり、
やわらかい床もあることを発見した
子どもたちでした～☺

わたしも
手伝う！
じゃあどうしたらいいと思う？？に、
「何かで支える」「レンガを屋根まで積むのはどう？」
「天井からヒモをつけて引っ張ってみる？」
など、子どもたちらしくて素敵な意見が！✨

ここに屋根が
あるといいよね

もうちょっと
薄いピンクが
いいかもね

赤と白を混ぜると
ピンク色になるんだよ！

家ができるまでの工程
そして
そこで働く大工さんのお仕事

はるきくんが
壁塗ってる～！
すごーい✨

はるきくんのあたらしい
おうちができるまでの
DVDもお借りして
みんなで観ました☺

大工さんってかっこいい！
すごーい！力持ち！
壁や屋根を支える“柱”や“梁”、
夏は涼しく冬は暖かい“断熱材”
映像を通して、家に関するいろいろな言葉と
その特徴を知っていきます☆
吹きかけるとモコモコと広がる断熱材に
「アイスみたーい！」「雲みたい♪」と
大盛り上がりの子どもたちでした☺

つみ木コーナーも
家づくし♫

ショベルカー
のおうち、
完成～♫

食について学ぶ
ゆきぐみ

『家』 ～色々な部屋～
3週目 理解を広げる②

みんなの家には“キッチン”があって、
そこでは毎日お料理をしていて、
毎日食事をしています
テーマ『家』と“食事すること”は
常に密接した、とても大切なことです

この写真を見てみなさんはどう思いますか？

ちょっと
こわい感じ…
腕ほそい…

この日、給食のわかな先生がサークルタイムを
してくれました
「この子、みんなと同じ年ぐらいの子なんだよ」
というわかな先生の言葉から始まり…
わたしたち大人から見ても、
ショッキングな写真…ですよね
それまでニコニコしていた子どもたちの表情が
一瞬真剣な表情になりました

なんか
かわいそう…

いつもの残食の重さを、
果物で再現！
実際に持って体感しました

みんながいつも残している
給食の量、実は
おやつのおにぎり
94個分なんですよ

じゃあ、鳥さんもポイ！
牛さんもポイ！豚さんもポイ！
・・・でいいかな？

ダメー！

食べたくても食べられない子がいること、
食材は命であるということ、そしてその感謝の気持ちからの
『いただきます』『ごちそうさま』なんだよ、ということを
お話していただきました
おうちではどうですか？ ご家庭と園とで
命の大切さを一緒に伝えていけたら…🐷🐮🐔

かわいそう！

じゃあ、
どうしたらいいと思う？

ちゃんと食べる！

苦手な物も
がんばってみる！

五感を使おう！体験しよう♪
4週目は、様々なゲームも取り入れながら
よく聞いて、よく見て、実際に触って、やってみる！
五感をフルに使って、家への関心を更に深めて
いきました☺
みんなで話し合って、みんなでひとつのものを
作り上げる体験も！
こういった経験が、子どもたちの“生きる力”に
必ず繋がっていくはずです✨

ゆきぐみ

『家』 ～色々な部屋～
4週目 理解を深める

♫いえイェイ！♫
イス取りゲーム

よ～く聞いてね！
〇×クイズ

♪イェイ イェイ イェイ イェイ イェ～イ Yeah！
イェイ イェイ イェイ イェイ 家、イェイ！♫

玄関でくつを脱ぎます→〇
キッチンで体を洗います→×
夜になったので寝室で寝ます→〇
トイレでゴロゴロくつろぎます→×
など・・・よ～く聞いて〇か×か答えてね！
自分の言葉で話すことももちろん大事だけれど、
相手の言葉をしっかり聞く力もつけてほしいな、
と思います☺

この曲は1週目からずっと一緒に歌ってきたので
遊びや生活の中でも口ずさむようになった子どもたち♪
いつも『早くイェイイェイ流してよ～！』と
子どもたちからせがまれます☺
サークルタイム終わり、いつもそのまま子どもたちが
イスを丸く並べ始めて、イス取りゲームが
始まるんですよ～♫

よ～し！
今日こそ
勝つぞ～！

はい
どうぞ～☺

かんな・スパナ・金槌・ペンチ・スケール・
水平器・釘やネジ・やすりなど・・・
大工さんの仕事道具に子どもたちも
興味津々です！

大工さんの道具を
実際に見たり触ったり
してみよう！

大工道具を発見コーナーに
置いておくと・・・
『これは水平』『これは水平じゃない』
『これは35センチだった』など、
いろんなものを水平器やスケールで
測り始めるのでした☺
この、やりたい！もっと知りたい！
の気持ちを大切にしたい☆

むかしの家と
みらいの家を
見てみよう！

むかし
え！？これが台所！？
今と全然ちがうじゃん！

ドローン宅配、
うちにも
くるかな～？

壁が土でできてるの？
雨が降ったら崩れそう💦

ちょっと
測っても
いいですか？

天井板・壁板・床板・竹など
いろんな板材も触ってみました！
実際に触ってみて、その感触や重さの違い
を言葉にしていきます

保護者の方から
お借りした絵本

囲炉裏ってなんかちょっと
キャンプみたいだね！

みらい

え！？冷蔵庫が
しゃべってる！

オレこんな
家住みたい

なんでも自動で
すご～い✨
おうちにもうひとり
誰かがいるみたい！

AI搭載スピーカーに
話しかけている
場面を見て

奏介くんのお母さんからお借りした
絵本がとっても面白い！✨
洋館や日本家屋、船のおうちや
汽車のおうち、風車のおうち・・・
部屋の間取りも細かく載っていて
その世界観についつい
のめり込んじゃいます♪

これなんだか
わかる人～？

ゆきぐみ

『家』 ～色々な部屋～
4週目 理解を深める ②

まなとくんのおうちから
アサガオの種をいただきました！
今日はまなと先生が、みんなに
植え方を教えてくれましたよ☺
早速アサガオのおうちづくり、開始！

土はフワッと
優しくかけて
あげてね

種のおなかを下にして
植えるんだよ

アサガオの
おうち🌺

これがアサガオの
種なんだ～✨

今から種を
配りまーす
早く咲いて
ほしい～♡

土、フワフワ～！
気持ちいい～

かぞくってなぁに？
ぼく・わたしにとって
かぞくってこんな存在
家族についての
絵本を見ました

大家族だったり、夫婦2人だけの家族、
男の人2人の家族やお母さんと子どもだけの家族、
訳あって離れて暮らしている家族
お父さんもお母さんもいないけど、
おじいちゃん・おばあちゃんと幸せに暮らしている子どももいる
好きなものが一緒だったり、好きなものが全然違ったり、
おんなじ家にいるのに気持ちが全然違ったり、
みんながおんなじ気持ちになるときもある
“家族”といっても形はいろいろ…
世界にたった1つの大切な“家族”✨
あなたにとって家族ってどんな存在？

・怒ったり嬉しかったり
・パパとママと、ぼくと妹と…
・みんなの家族でうれしい
・仲良し
・時々かなしい気持ちになるときもある
・怒られるときもあるけど、優しく怒られたときは
なんか嬉しい
・ずっと嬉しい気持ち
・9人家族で楽しい

これらは子どもたちからでた言葉です☺
気持ち面を自分なりの言葉で表す子が
たくさんいてビックリ！成長を感じますね✨
色々な部屋を描いた裏面には
家族の絵を描きました♪
家族について対話

大工道具を使って・・・

クラスに必要なものを
みんなで作ろう！

ラキューコーナーに
机があったら・・・

確かに！
いつも床でラキュー
作ってるしね

手を打たないよう
気を付けて！

『トントントン…』
の音っていい音だね

出来上がりが
楽しみですね！
まだ製作途中ですが、
ぜひ立ち寄って
見ていってくださいね☺

今回、おうちの方々からたくさんのご協力をいただき、
そのおかげで『家』への学びがとても深まりました！
本当に感謝の気持ちでいっぱいです
今後も、おうちの方々からもどんどん参加していただいて、
一緒にいろんなテーマを楽しんでいけたらいいなと思っています
ので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします！

