
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１週目～方向づけ～ 

知ってる？色・形 

ふと遊んでいたマグネフィックス！！ 

見て見て～△ができたよ！…ということで、なんで△ができたのか 

みんなで対話してみました！ 

すると、「３個が合わさってるからだよ（３面）」「角が３個あるから

だよ」という答えが！ 

では、□はどうやったらできるの？…それは４個使ったらできる

よ。でも、それだとグラグラだからもう２つつけたらいいよ。６個

使うということ？そう！サイコロも６個あるでしょ？ 

→立方体の概念ですね(^^)/６面でも□ができるという気づきもあり

ました。 

〇も好きだから、〇も作ってほしいな～とお願いすると、できる

よ！という意見と、できないよ！という意見とわかれました。 

実際に作ってみて難しかったという声も…でも、〇には似てる形に

なってきた！！チャレンジしてみるのも大事ですね！ 

できない意見の子は「カーブの形がないと〇にはできないんだよ」

と、感覚的に答える子もいて形の概念への予想の力も伸びているん

だなぁ～と実感する色・形のテーマのスタートでした☆ 

☆色探しゲーム☆ 

雪組の時に扱った色をお部屋から探してこよう！！ 

すぐに見つけてくるみんなにとってはもう色の識別はバッ

チリなようです(^^)/ 

でも、よーく見て！同じ「黄色」でも、これとこれは違う

黄色だ！！ 

こっちは薄い黄色で、こっちは濃い黄色。 

他にも、自分や友達の着ている服を見比べて、同じくらい

の色だね～とか、私の方がちょっと薄い！とか… 

薄い紫のことを「薄紫」って言うんだよ～など、新たな色

の名称も対話の中に入ってきました！！ 

色については来週またじっくりと…今まで扱ったことがな

いような美しいグラデーションの世界で遊びながら対話を

深めて行きたいと思います♪ 

 

 

考えることの発達 

 

お花屋さんの紫のお花… 

いろんな紫があって、濃い紫…黒っぽく見えたり 

薄い紫もある☆いろんな色って面白いね！！ 

お部屋飾りに絵の具でいろんな色を作ってみたよ♪ 

青だけど、色を足す分量で黄緑だったり青緑だったり 

違う色になるのが面白いね☆ 

色作り遊びも今後じっくり楽しんでいきます 
色ごとに分けると

いうことも 

分類するという力

になります。 

遊びの中で発達の

要素がたくさん！ →これって○かな？ 

うーん、ちょっと 

違うかも？？ 



 

形遊び、パターンブロックです！ 

面白い形ができた～♪で、こんなにたくさん☆ 

どの形にもストーリーがあってみんなの頭の中が楽しさいっぱいなん

だな～とわかります☆ 

単純に並べて遊ぶこともできますが、こうして図形の辺と辺を合わせ

て形作っていくことってなかなか難しいんですよ。長さ、大きさ、考

えながら一定のパターンとして図形を作っていく力は空間認知の力の

発達です。こうしてたくさんの遊びの中で図形の概念を自然と身に着

けた子どもたちはきっと算数の図形の分野も得意で楽しくなるはずで

す♪“楽しい”を取ってしまったら、“学び”ではなくなります！どん

なときも“楽しい”“わくわく”の好奇心を大切に遊びに夢中になれた

らいいですね～(^^♪ 

 

 

この形わかるかな？？ 

手で触って、形の特徴を捉えて当てる遊びのおもちゃです。 

実は花組の時も置いていましたがなかなか難しかったように思います。 

今では、わかる？と友達同士で交代しながら形あてゲームを楽しんでいます。 

〇は全部ツルツルしてるからすぐわかる。□は角が４個で、△は３個…という

ように形の特徴を言葉にすることもできます。さらに難しい…図形についても

触った形を絵にして描きあてることもできるようになりました。 

それだけでは物足りず…合体の形もわかるよ！と形＋形で新たな図形を創り出

して遊びを発展させる姿もありました！ 

できたらもっと難しく！を楽しみながらチャレンジできるってすごいですよ

ね！！ 

 

 

 

これわかる？ 

だんだん難しい形にするからね☆ 

友達にも徐々に難易度を上げた 

出題の仕方をしていくのが 

ワクワク！！ですね♪ 

遊びの楽しみ方、わかってる～(^_-)-☆ 

 

複雑な図形の形合わせもすんなり♪ 

△だけど、形の違う△もあるんだね～ 

「長三角」だね！！ 

〇も「長丸」っていうんだよ～ 

…図形の形の名前もそれぞれが命名しなが

ら“形”の特徴を捉えています！ 

 

いろんな形の箱♪ 

こっちから見たら〇だけど、まっすぐ見たら□など、

立体の図形もいろんな側面から捉える視点も育って

います！ 

 

〇＋△＋□で何ができる？？ 

イラスト遊びも楽しみました♪ 

ロボット、お日様、ロケット、お家… 

〇△□だけでいろんなものを表現できます。 

そのくらい私たちの生活にありふれた図形！ 

どんどん楽しんでいきましょう♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 週目～見本を見せる～ 

お店屋さんへ行こう！ 

☆色探しチーム（sun lipsさんへ）☆ 

思ってたお花屋さんとちが～う！！という声が上がるくらいおしゃれなお花屋さん♡ 

そこには色とりどりのきれいなお花や植物が！持って行った色カードと照らし合わせなが

ら、これと同じ色だ！とか、これにちょっと白を混ぜた色だとか、頭の中で混色の知識を思

い出しながらじっくり観察できました☆ 

植物って本当にたくさんの種類があって、葉っぱだけど紫とか、模様もあったり…表と裏で

色が違うことに気づいたり、こちらのチームも観察力抜群で細かい色の観察ができていまし

た。きれいな花瓶や器の色を見て〇〇みたい なんて、自分の経験から似たものとすり合わ

せてお話しする姿も印象的でした(^^)/きれいな色のお花のお土産も買ったよ～   

考えることの発達 

 

形＋形で 

「丸三角」とか「ドア型」とか 

ネーミングセンスも抜群です☆ 

☆形探しチーム（木村屋さんへ）☆ 

〇△□…さらには長〇長□、などもっと複雑な形も考えて形

探し！！おいしそうなケーキやお菓子がとっても魅力的で、

食べた～いと話しながらも「これは□の中に〇がある！」と

か、細かい視点で発見した形を言葉にして表現することがで

きていてびっくり！ 

行きかえりの道中にも様々な形があふれていて、みんなは発

見の嵐でした♪知ってる形を見つけるって楽しいね♡☆ 

園ではお買い物してきたお菓子を見つめて形や色まで注目し

ておいしくいただきました！！ 

まさか！ぺろんとなめて色が濃くなるという発見も！？笑 

たくさんの発見を生かしてこれから自分たちで形のお菓子屋

さんを作っていきます♪ 

 

 

葉っぱが「薄水色」という表現 

緑という概念を打ち破って 

まっすぐな感覚の捉え方に感動です！！ 



 

 

 

色の橋渡り実験！！ 

『まざっちゃおう！』のストーリーに乗せて、本当にまざちゃうのか実験

です。 

ぐんぐんしみこんでいく赤・青・黄の絵具水…真ん中のコップって何色に

なるんだろう？？ 

わかるよ！赤＋黄色はオレンジで、赤＋青は紫で、黄色＋青は緑！！ 

さすが、もうばっちり予想が大当たり☆ 

ぽたぽた落ちるしずくが混ざり合って…きれいな色ができました。 

ただ、絵具の分量によっては思ってた色と違っています。 

赤オレンジ？もっと黄色混ぜたらいいんじゃない？など混色した～い気持

がわくわく これは来週色づくりで実験していきます！どんな色ができあ

がるでしょう？さらにこの美しい色は、しみこませてお花屋さんできれい

なお花として売り出していく予定です☆ 

みんなの服は何色？という対話から、似てるけど違う色…

だんだん変わっていく色…について話題が広がりました。 

それって、虹じゃない？！      ということで、積み木コーナ

ーのカラフルなおもちゃでだんだん変わる色を再現してみ

ます。 

色を並べてみると…これは秋の夕焼けだ！！海の夕焼け

だ！！とか、自然の中の色を連想して言葉にしていくみん

なです。自然の美しい色って大人だけではなく子どもたち

も魅了しているんですね～(^^♪ 

 

おままごとにはポンポンアイス屋さん     

このアイスくださ～い！で、 

注文通り作れるかな？ 

ポンポンの微妙な色の違いまで気づいて、片付け

で分け始めます。片付けの中で分類することが自

然と色の概念を育てています！ 

 

色に関するゲームもたくさん！！→→→ 

すべて違う色でそろえるということも 

よ～く考えて同じ色になってないかな？？ 

と考える力を育てています☆ 

 

お互いのチームの報告会もしました☆ 

色と形探し、どちらのチームも 

画面を見ながら言葉にします♪ 

↑〇△□のスタンプ遊びもしたよ～(^^♪ 

できる形や混ざり合う色が素敵！！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3週目～理解を深める～ 

色・形を考えて、お店屋さん準備！ 

形シアター☆ 

この影何の形？□…だけど、横から見た影は長□？こっちは同じ三角

型（パーティー帽子型（錘の形））だけどお尻の形は…〇と□で違っ

た！！ 

形あてクイズの中で、立体は１つの面から見ただけではわからない！

ということに気づいたみんなは「横からも見せて」「立てて見せて」と

いう注文も飛び交います☆ 

影で見える形の特徴や面白さにも気づけました(^^♪ 

考えることの発達 

 

→いろんな形を 

作って遊ぶよ☆ 

形と形で何ができるか 

その時々のお楽しみ     

見なくてもわかる？？ 

パッと見て形を捉えたり、作ることは簡単だけど、 

“見えない”状態で形を捉えることをゲームの中でやっ

てみました。 

よ～く触って感じて、それをチョークで描いていきま

す。見えない形を触って絵にするって結構難しいのです

が…これは角が３個あるから…はじっこが丸いから…な

ど理由を添えながらどんどん描いていきます♪ 

形の特徴を遊びの中で自然と捉える事が出来ています☆ 

立体の形も、目隠しして同じ形を当てられるよ！円錐・

四角錘・楕円形と球体などより複雑な形もわかるよ！ 

 

 

タングラム、影の形も想像で

きる？？ 

これはキツネ？鳥の形？これ

って実は△や□でできている

よ！イラストに線を書き入れ

ていきます。△と□が頭に入

っているから線の弾き方がわ

かるよ！もっともっと細かく

分けて…形と形でまた形が出

来る！！ 

 

 

→形のお菓子屋さん準備も進んでいます！ 

木村屋さんを再現できるかな？？ 

ショートケーキは△だけど合わさると〇だっ

たよ！イチゴは三角っぽく作ろう！など形に 

こだわって準備しています！ 



 

カラフルお花づくり      

いろんな色づくりを楽しんでいます☆分量によって変わる微妙な色合い

を楽しんでいますよ！！似てるけどちょっと違う色に、バラみたい！ぶ

どうジュースみたい！かっこいい青だ！夕方の色！とか、いろに対する

言葉の表現も豊かになって毎日飽きずにスポイトでわいわい色をつくっ

ています(^^♪ 

できた色は、コーヒーフィルターに染み込ませて、乾燥させてから花の

形を形成していきます。様々な色の花が出来上がってきて、この色が好

き    とか作りながらも楽しんでいますよ！ 

 

 

赤の世界とか、青だけで！とか 

色を合わせてつくる美しさ、面白さも 

遊びの中で満喫しています☆ 

遊びを通して色遣いの感性が磨かれますね！ 

みんなで色探し☆ 

この世界にはたくさんの色があふれています！ 

今まで扱ってきた赤青黄色や紫緑オレンジなどの色

だけではなく、微妙に違う！！そういう感覚も色遊

びの中でみんなの中で気にして探せるようになって

きました(^^)/ 

ということで、様々な色の折り紙カードを渡して、

これと同じくらいの色をお部屋の中から探してき

て！！とお話しするとちゃ～んと同じかほぼ近い色

を探してくるのでした☆ 

さらに、これってなんていう名前の色なんだろ

う？？と、いう疑問が       

そこで色の辞典を見て見ることに！ 

サーモンピンクとか、ターコイズブルーとか初めて

の名前もたくさん☆ 

自分で色づくりした絵の具の色も持ち寄って、これ

は何という名前？！と色の名前調べ遊びも始まりま

した。それでもなかなか見つからない色については

…「伝説の色！！！！」と新たに生み出した色に拍

手が起こるのでした( *´艸｀)♪ 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4週目～理解を広げる～ 

お店屋さん OPEN！色形パーティー♪ 

考えることの発達 

色いっぱい☆ 

４週目は食紅を使って、より透明感あふれる

色合いで混色を楽しんでみました♪ 

こんなにカラフルな色が誕生しました(^^♪ 

スポイトで「１滴だけたらす」とか、微妙な

色づくりをすると、この色とこの色は似てる

けどちょっと違うと並べる遊びが始まって、

見事なグラデーション！！『色のサークルタ

イム』ですって☆なんて素敵な言葉(^^) 

これは先生の色かな？私はこの色がいい！

〇〇ちゃんはこの色が似合ってるからこ

れ！なんて、色によるイメージもわいて楽し

い遊びの中で対話が広がりました。 

図形の特徴を捉えて、発見の共有      

立体図形の仲間分け…できる？各面の形の違い（〇or

△など）、転がしたときの違い（転がる or転がらない）

→転がり方…錘の形は円を描くこと。球体・卵型は中

央に〇の残像が残ること。よく観察して対話できるみ

んなの姿に私がびっくり☆だってこれって小学生の

中学年程度の内容を遊びの中で自然と言葉にしてい

るから！！子どもたち、５歳だからという概念は本当

に外して考えるべきですね！！      

そのほか、筒形の回る構造を理解して作ったカラフル

回転棒や、星の形から、△のところを折ることで、５

角形ができること＝５角形＋△５個で☆の形になる

ことの発見もサークルタイムで共有しました。 

友達の発見が、また誰かの新たな気づきになるって素

晴らしい学びの輪ですね！！ 

みんなでコツコツつくりあげてきたお店屋さん、ついに OPEN☆ 

色とりどりのお花、いろんな形のお菓子がならんでいます♪お買い物は、買いたい色や形

に対応するお金チケット！！月組ではより複雑な色や形を扱うのでお買い物も大変  

買いたいものを買うために、店員さんとしっかりコミュニケーションをとってね！！ 

「違うよ！もっと赤いのだよ！！」とか「〇じゃなくってもっと長〇だよ！」とか、お金

チケットに忠実に注文してくるお客様に店員さんも大忙し！！微妙な色形を相手にわか

ってもらえるように伝えること。遊びの中で“思いを伝える”というソーシャルスキルも

育っています☆お店屋さんは先月見てきた本物のお店でのやりとりを思い出して、なり

きってやりとりを楽しみましたよ(^^♪ 



 

 

 

 

銀行で、どの形のお菓子を買うか吟味中！ 

５つという限定の中で自分で数えて組み合

わせを決めることも、考え・数える力です☆ 

 

最後はやっぱり本当に食べたいよね？ ということで、コロナ禍のため月組のみのささや

かな開催となりましたが色形パーティーをしました！ 

楽しみに待っていたみんな、準備にあたって、売っているお菓子で〇△□といえば？！とい

う対話のなかで出てきた意見を参考に様々な形のお菓子を用意してみました。本当にたくさ

んの形のお菓子があって探すのがわくわくしちゃいます！ぜひ、ご家庭でもおやつのお買い

物の際は注目してほしいです(^^♪ 

今回はせっかくなので、自分のテーブルウェアもこだわりをもってセッティングしてみまし

た。ランチマットは何色にする？？お花も飾りたいから買いに行かなくちゃ♪どの組み合わ

せのお花で飾ろうかな？？何の形の花立てに飾る？さぁ、お菓子も買ってこよう！５つ好き

な形で選んでいいよ！う～ん…どのお金チケットを渡せば買えるかな？？特別に、セルフド

リンクバーもつけましょう        ミックスジュースにしてみてね！いろんな色、どれをどのく

らい混ぜる？？どんな色と味になるのかわくわく  

とことん色と形でお買い物をして、最後はにこにこでいただきます！！ 

お店屋さん役をやってくれたみんなもありがとう！とっても上手なやりとりの中、『本物』

で楽しむお店屋さんはとっても楽しくてわくわくしたひとときとなりました。 

色形を通してたくさんの発見や学びを共有できたこと、１つ１つの思い出が、みんなの好奇

心・学ぶ力の芽となってこれからの生活・学習の中で花が咲きますように   

パーティー始まるよ！

どうやってやる？ 

誰がお店屋さんする？

自分たちで相談して 

決めるよ☆ 

 

自分で食べる場所のコーディネートも 

楽しみました☆ 

それぞれの個性が際立ちます！！ 

 

セルフドリンクバー☆ 

いろんなミックスの仕

方があって、変わる色

合いを楽しみます♪ 

たまにはこんな楽しみ

方もあっていいよね☆ 

 

お店屋さん上手にご案内できてましたよ(^^♪ 

なりきったからこそ出てくる言葉！ 

遊びの中で語彙も広がります☆ 

お客さんとの“やりとり”こそコミュニケーショ

ンの力ですね      

 


