
 

 

 

 

 

9 日から始まった“家”のテーマですが、花組、雪組で

持ってきて頂いた自分の家や部屋の写真を見ながら 

「これは○○ちゃんの家！」「○○くんの家はどーこ

だ？」など盛り上がったところからスタートしました

♪いろんな家があって、虫や動物にも家があって…、

それぞれ様々な工夫がなされていることを、子どもた

ちの対話から出てきたことにびっくりです☆そんな

様々な家を見ながら、どんなお家に住んでみたい？？

想像力をう～んと働かせて、それぞれが住みたい絵の

イラストを描きました。１つ１つちゃんと部屋があっ

て、こだわりがあって、思いや工夫があって、子ども

たちの想像力に好奇心が掻き立てられました♪※お

部屋に飾っていますのでぜひご覧になってくださ

い！ 
お見事！というくらい、シャワーの

音、トイレの音などよく当てるみん

な！びっくりしたのは、ガラガラ～と

なる引き戸の音。引き戸とは出ないも

のの、上にあけるドアだよ！車のお

家！車庫っていうんだよ！やはり身

近にある経験から場所の名前、物の名

前を習得しているのですね☺ 

みんなのおうち、わかるよ～☺ 

遊びに行ってみたいね～♪ 

ビーバーの家は水の中に入口がある！ 

敵に見つからないようにするためかな？！ 

こんな家に住みたいな♪ 

いろんな家を参考に描いてみるよ！ 

それぞれちゃんと思いのある家、部屋！ 

（↑去年の部屋のプロジェクトを覚えているようです♪） 

巨大ダンゴムシのお母さん（お

なかに卵）のためにお家を作る

んだ！お布団と、トイレもね♡

ちゃんと各部屋様々な機能がつ

いてます！ 

生活音クイズ！！ 

ここは何の部屋クイズ！！ 

雪組の時に注意深く見てきた“部屋”に

注目して、自分人形が暮らしている各

部屋をのぞいて見ました。何してる？

何がある？その部屋特有のものからす

ぐにここはキッチンだ！お風呂だ！と

わかりました♪ベッドがあって、ゲー

ムもあって…わかった！ここは～“子供

部屋”だ！と、難しい部屋の名前も出て

くる子がいましたよ(^^) 

言葉の発達 

積み木でお家づくり♡ 

虹のステージもあるんだよ！ 

仏さまも作るよ！ 

↑花まつりを思い出しているのかな？☺ 

チームやすりがけ！！ 

やすりを使うと木がつるつるになる！

代わりに粉が出てきたよ！ 

本当の木材を使って！ 

２階建ての家、お化け屋敷の家☺ 

お友達と一緒の家…様々製作中！ 

外遊びでも！！ 

↑あひるとカメの家づくりに夢中！ 

あったかくていい気持ち♡→ 

の砂場ベッド！ 

そして丸太ベッド！ 

空が見えて気持ちいい寝室♪ 

木の「床」「かべ」「柱」 

作りながら様々な語彙が出てきます おひっこしってどういうこと？？ 

「お家が古くなっちゃったから、新しい家に、荷物とか 

ぜ～んぶつんで行くことだよ！」 

みんなの中には、古いから新しい家に引っ越すという概念

があるようで、今まで経験した人やこれから経験する子も

含めて半数近く“引っ越し”を経験するようでした。 

さて、ドールハウスのみんな（自分人形）も引っ越すんだ

って！５月３０日に引っ越すんだって！お家が古くなっ

たから…どこに引っ越す？誰と引っ越す？引っ越すって

ことは『新しいお家』建てなくちゃ！と、自分の家づくり、

友達と合体させたり工夫しながら楽しんでいます♡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設中の加茂コミュニティーセンターに行ってきました！実際に見

る建設現場は驚きがたくさん☆大工さんの道具の電動ドリル体験は

おっかなびっくり…けど、みんな上手に木にねじをはめられて、ま

た一つ自信につながりました☺大工さんが一生懸命大きな建物を作

る現場は、新しい木のいい匂いが漂って、トントン金づちの音が響

いています！中では、電気がまだついていないことや、木や壁に鉛

筆やテープでいろんな印がついていること。外の壁はペンキで塗っ

たのかなぁ～？見学の中でさまざまな発見や感じたことが言葉とな

って出てきました。実体験から本当に様々なことを吸収する子ども

たちです！そんなみんなは、５月３０日のお引越しに向けて自分の

家を本物の木とかなづちで作り始めましたよ～！まるで、本物の建

設現場のようにトントンいい音が響き渡っています♪「大工さんみ

たい！かっこいいでしょ？」そんな声と共に創造力が膨らみます♪ 

カタログを見て見よう！ 

言葉の発達 

工務店のカタログを見てうっとり♪ 

すてきなお風呂、ドアや電気、壁紙

もこ～んなにたくさんあるんだね！ 

どんなお家に住んでみたい？？ 

想像してワクワク♡ 

大工さん 

耳に鉛筆 

かけてたの 

まねしたよ☺ 

かなづちとんとんできるかなぁ？

と不安がっていましたが、 

予想に反して上手にできるので 

びっくり！！ 

↓テラスが工場となっています(^^♪ 

建設現場を見に行こう！ 



 

 

 

 

 

木の粉からできた粘土！ 

木のにおいがするよ～♪ 

木の粘土で骨組みづくり 

大工さんの道具をよく見て対話。木と木はボンドでもとまるけど…「乾くまで時間が

かかるよね～。」「すぐ取れちゃって難しい…」けれど、この釘をかなづちでトントン

することで、あっという間に止まる！！すごい！！「紙もとまるんじゃない？？」「紙

だとすぐとれちゃうよ。」「段ボールならいいんじゃない？」→実験すると、やっぱり

すぐ取れてしまう。「段ボールと木ならいいかもね？？」…といったように、実際に

使ってみて、試してみて、“こうしたらいいんじゃない？”の思考力の深まる対話…

最近のサークルタイムもとても面白いです(^^)/ころころ～のローラーは何に使うと

思う？「ペンキぬりかな？？」「おうち（ままごとコーナー）の壁を塗ってみようよ！」

何色がいい？？「ピンク！」「紫！」「青！」「黄色！」…まとまらない意見…(;’∀’)そ

こで、「そうだ！みんなの色で虹色でいいんじゃない？カラフル♡」という意見が！！

平和的解決策を自分たちの対話の中で見いだせるってすごいですね☆ 

さて、実際に塗ったりお絵描きする過程でも、友達同士の色の混ざり合いを楽しみま

す。共同で住む家は二人でぬりぬり…塗った感じの雰囲気もまた違うイメージがわい

たようで、「海の家だよ！！」など素敵な会話が広がっていました♡ 

道具をよく見て考えよう！ 

こ～んなに 

とんがっている釘！！ 

自分でやって、本当にくっついたときの 

みんなの表情がキラキラ✨ 

木に塗る感覚も楽しい！ 

職人のように丁寧に塗ります♪ 

みんなでお引越しゲーム☆ 

竹ひごと粘土で、お家の骨組みづくり！ 

家の形がどうやってできるか予想しながら、粘土でくっ

つけます。難しいけど、辺と点で考えながら遊ぶことで

空間認知能力が高まります♪ 

どうやったらおうちになるかな～？ 

骨組みの形を考えるの、難しいね。 

いえいぇい！の音楽に合わせてお家の中で

は生活のまねっこ♡音楽が止まったら 

おひっこしだ～！！鬼に捕まらないように

気をつけながらお引越し♪ 

フープがおうちと見立ててお引越しゲームです♪ 

みんなでのゲームも、しっかりルール説明を聞いて理解し、楽しめます☆つ

かまって悔しい！も大切な経験(^^) 

家を見て作る！の２週目でしたが、３週目では“お引越し”をメインに対話

し、遊んでいこうと思います～☆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３週目は引っ越し屋さんってどんなことするの？ということで、引っ越し

屋さんや、引っ越しをする家族に注目した動画を見るところからスター

ト！引っ越しには段ボールやガムテープ、梱包材などがいること、引っ越

しをするには家の荷物を全部詰めなくてはならないこと、引っ越し屋さん

はお家の壁や家具も保護しながら、力持ちで大切に運ぶこと…動画をじっ

くり見て、初めて知る引越しの世界☆「すごいね！「かっこいいね！ 

興味津々の子どもたちです(^^)…そしてついにお家はからっぽに！！「お

引越しって、ぜ～んぶからっぽにすることなんだよ。そして、忘れ物がな

いように新しいお家に行くことなんだよ！」経験したお友だちがその経験

を言葉にして教えてくれます。さぁ、みんなもやってみようか？？で、始

まった引っ越し屋さんごっこは大人気！！みんなの梱包と荷造りの上手

さに驚きです！きっちりとお仕事をするその姿は本物の引っ越し屋さん

に見えました☆よく動画を見ているな～と感じたのは、その表現の忠実さ

です。壁や柱など傷つかないように…と貼った保護シートまでしっかり真

似っこするのです！子どもたちの“なりきる”パワーは素晴らしすぎて、

少しでも新しい世界を伝えて、子どもたちの憧れやワクワクにつながる気

持ちを大切にしていきたいなぁ～と感じています(*^^*) 

引っ越しってどんなことするの？ 

言葉の発達 

せっせと荷詰めする姿は 

もうプロの引っ越し屋さん 

そのもの！！ 

引っ越し屋さんになってみよう！ 

ドールハウスもお引越し♪ 

全部きれいに包んだよ！ 

お掃除もして…次に誰か

住むかもしれないから。

箱にぴったり入れるの 

難しいね～      

だんだんすっきりしてくるお家。 

お人形さん“さみしい～”って言ってる？ 

きっちり荷造り☆上手です～      

さぁ引っ越し準備だ！たくさんあるー！ 

重たい荷物もよいしょ～！ 

筋肉ムキムキの引っ越し屋さんみたい☆ 

重いものは台車で運ぶよ！ 

つきぐみ引っ越しセンター 

ご利用ありがとうございました！ 

しっかりサインも 

もらいます！ 

がんばれ！引っ越し屋さん！ 

月組に引っ越し屋さんが来たよ！ 

さぁ、みんなもやってみよう♪ 

昨日見た動画の 

まねっこ！ 

壁や柱を傷つけ

ないように 

貼って 

守るんだよ！！ 

 

壁や柱、窓も入念に保護！！ 

よく見てますね～ 

みんなで梱包作業！ 

なんでそんなに上手なの？ 

というほどきっちり仕事します☺ 

お客さん役に分かれて… 

お客さん、新居は快適ですか？？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食の残食の多さが気になっていたここ最近…給食の若菜先生からフ

ードロスについてのお話を聞きました。こんなにもたくさんの食べ物を

捨てる？世界には食べたくても食べられない子がいるのに！命を捨て

るの？？その問いかけに、みんなは真剣に聞いて首を振ります。今日か

ら私たちができることは？？それは、一人一人の残さずに頑張って食べ

ようとする、ありがたく命をいただこうとするその気持ちであることに

改めて気づかされました。そこから始まる食という命を育てるプロジェ

クト！今年はバケツ稲や新しくできる畑で野菜にもチャレンジ！家の

テーマの中の生活、食の部分をお家でも大切に扱っていただけたら嬉し

いです☆ 

さて、来週はいよいよ最終週！いよいよ自分人形を通してお引越しを経

験するみんなですがいったいどんな感情が生まれてきて言葉として対

話できるか…楽しみですね♪ 

いろんな所で素敵なおうち♡ 

田んぼの土づくり！！ 

どろどろにぎゃーギャー言いながら 

まぜまぜ… 

給食の若菜先生のサークルタイム☆ 

残食の多さについて考えます。 

１日にこ～んなに捨てるんだよ？ 

私たちに今日からできることは？ 

…頑張って食べる！ 

ありがとうって食べる！ 

身近な生活の中から感謝の気持ちを大切に 

命をいただきます 

マイハウスの仕上げに余念のないみ

んな！最後までどんどん家を増築さ

せていきます！中にはロケット付き

の家まで☆次世代をいく家です！ 

さて、一段落したチームは新築内覧会

ということで一足お先にお友達同士

の新居を見に行ってます～(^^)/ 

家の中の大切な 

生活の一部 

【食】から考える命 

みんなのお当番活動で大切に 

水やりしてきたラディッシュも 

収穫！！おいしくいただきました♪ 

積み木で高～いお家はマンション？？ 

そうくんの好きな青の家を作ろう！ 

砂＋木で何ができる？？温泉！砂の寝室！ 

いつもと違う素材で広がる新しい世界☆ 

稲の苗の下にお米が 

ついてるよ！ 

お米って種なんだね～ 

梱包材で本当に割れないのか実験！！ 

段ボールにそのまま入れたお皿はがちゃ

がちゃ音がして割れそうだよ～       

みんなで入念に包んで、クッションも入れ

て…箱を落としてみよう！ 

「きゃ～        」という声があがりましたが 

お皿は無事でした       

梱包材って大事！！と、引っ越しごっこで

全部大切にくるむみんなでした☺ 

これは雑草？？ 

ヒントの田んぼ写真を見せると 

すぐに「お米だ！」とわかったよ 

バケツで育てるお米 

すくすく大きくなぁれ☆ 

育てることで命を学びます 

新築内覧会☆ 梱包実験！！ 

荷物運びリレー！！ 

グループごとに、荷物をもってよーいど

ん！！三角コーンを回って次の人へバト

ンタッチ！！いろんなゲームをする中で

「グループ対抗」や「男女対抗」などのア

イディアもみんなから出てくるようにな

りました！その都度こうしようというル

ールの中でも的確に話を聞いて動けるよ

うになった月組さん☆成長を感じます！ 

勝って笑って、負けて泣いて…ころころ変

わる感情だって大切な経験の一つです♡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

家のテーマでずっと作り続けてきたマイホームに、いざ！！お引越し✨ 

荷造りも終わって、からっぽになった２０人のお家（ドールハウス）を見

てどう思う？？「すっきりして気持ちいいなぁ」「ごろーんって寝れるくら

い広くなったなぁ」「ずっと暮らしてきたから、離れたくなくなる」「もっ

とここに居たかったなぁ」「もし、誰か次の家族がここに住むとしたら、大

切に使ってほしい」…私が予想するよりはるかにたくさんの感情と、それ

を言葉で表現できる子どもたちの姿に驚きました！更に、一人ずつ旅立ち

の時を迎え「ドキドキする」「新しいからさみしいけどワクワクしてるよ」

「ぼくは〇〇くんと一緒（共同ハウス）だから安心するんだ」「〇〇ちゃん

の家ととなりだから大丈夫だよ」「知らない場所でも、新しいお友だちもで

きるかもね？？」…不安と期待の入り混じる気持ち。こんな複雑な感情が

芽生えたことも心の成長ですね。安心した環境から、新たな知らない世界

を知っていくこと。それは不安→期待へと気持ちを切り替えていく力をつ

けていくことと一緒です。３年目の家のテーマでは内容がずっと濃くなっ

て、身近な環境から離れてみるという自分人形を通しての疑似体験でした

が、いつか必ず訪れるその時まで、どんなに不安になったとしても大丈夫

だよ！！楽しい世界が待っているんだよ！！希望を持つことの大切さを

忘れずに、１日１日を大切に過ごしていきたいと改めて感じました。 

 

言葉の発達 

ついにお引越し！！ 

どの小学校に行くの？？ 

引っ越しが終わって、次は小学校

へ！！本当に来年行く小学校へ

自分人形を登校させてみます。ド

キドキ、ワクワク…いつかはみん

なそれぞれの道へ行くよ。さみし

いけれど、新しい出会いもあるん

だよ☆不安から期待へ変えて…

『とんことり』の絵本を見て、新

しいお友達、きっとできるよね☆ 

自分で作りこんできた家には愛着が♡ 

お部屋遊びでは、連日お家を持ってきて遊ぶ姿☺ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昔の家を見に行こう！ということで、実際に見る致道博物館での家の様

式や生活用具には気づきがたくさん☆家に即したテーマとしての取り

扱いではありましたが、今私たちがこうして便利な暮らしができること

は昔の暮らしがあったから。歴史的な部分でも“好奇心”に勝る学習は

ない！！と感じさせられました。花組のころから家のテーマで遊び込ん

できた月組のみんなだからこそ、ただ見るだけの見学にとどまらずしっ

かり【見て考えて言葉にする】ということができているのだと思います。

昔ってこうだったんだね、なんでこうなってるんだろう？どうやってつ

かっていたのかな？〇〇だからじゃない？？と予想を立てたりしなが

ら…子ども達の“もっと知りたい！！”が実物に触れることによって更

に引き出され、その世界感が広がっていったように思います。 

家のテーマは終わりになりますが、今後も、テーマや遊び・生活・就学

後の学習の中で、この経験が生かされていくことでしょう♪ 

昔の家と暮らしを思い出して… 

昔の家を見に行こう！！ 

みんなでお家を建てる        

園全体で“家”のテーマに取り組んできたことも

あって、積み木を出せばみんなの家の世界が形作

られていきます✨ 

色とりどりでちゃんとストーリーのある世界

観！！一緒に作りながらお話をしているともっ

ともっとアイディアが浮かんで、「それいいね

～！じゃぁ次はこうしよう！！」どんどん素敵な

お家の町が広がっていきました☆ 

致道博物館に行く前に、雪組の時も見た昔の家と暮らしの動

画を見てみました！ 

様々な道具に対して、昔は水がなかったから～電気がなかっ

たから～など、その道具を使っていた理由の部分まで深く考

えながら見つめる子どもたち…単に昔の暮らしについて“見

る”だけで終わらないのは、これまでの家や暮らしの概念の

積み重ねがあるからだと思います！！ 

この思考力を大切に伸ばしていきたいですね～♪ 

おいしいおにぎり弁当        

ありがとう     

 

土の壁、ざらざら～ 

藁も入っているね 

 

昔の寝室…暗い！お布団は着物みたい。 

トイレはドアがないよ～！木の穴があいてるだけ… 

水も流れなくてどうしてたんだろう？？ 

 

昔の警察署で 

本当に 

取り調べ中！

☺ 

 

昔のご飯の器やおぼん 

弁当箱はこんなに大きい！？ 

 

うすやきねは今と同じだね！ 

変わらないものもあるんだね 

 

いろり、BBQ のにおい 

ここでご飯食べていたの？ 

TV もないし、暗いよ～ 

 

子ども部屋、木の馬や 

藁のお人形がおもちゃなんだ… 

保育園と全然違う…(；ﾟДﾟ) 

私たちがやったかなづちと 

大工さんの道具は同じみたい 

 

昔の字って、全然読めない… 

ひらがな無いの？？ 

 

げた！ 

今のくつと違うね 

雨の日も 

これ履くの？ 

木の船大きいよ！ 

ガラスの玉で浮くんだよ！ 

 

畳のお部屋、縁側、障子

…みんなの家にある？？ 

 

昔の階段って長くて急で 

こわい～～      

スタンプラリーも 

楽しんだよ♪ 

帰ってきて、気づきや発見を 

対話します！！みんなよ～く

見て、聞いて、感じて… 

言葉にしています！！ 

見学した午後は自然と思い出して 

見てきたものをイラストにする姿！ 

すごい学習意欲☆ 

実体験って素晴らしい！！ 


