
担当：
能村　澤子

授業数：
2時間/週

年間授業：
60時間

月 週 到達目標 評価方法 使用教材

1 ・小さくちぎる ・1～2歳 ・色画用紙
・指先の技能 ・ビニールフーセン ・折り紙・輪ゴム

2 ・桜を構成 　で遊ぶ ・ビニール袋
・チューリップを折る ・ﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄ ・割りばし

3 ・ﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄ作成 　で遊ぶ ・のり・はさみ・
・折り紙・兜・風車 ・作品展示 ・ﾏｰｶｰ・ボンド

4 ・こいのぼり・ちぎり紙

・ﾏｰｶｰで色塗り、 ・ﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄ
5 ・割りばしを使って 　で遊ぶ

　仕上げる。 ・ボール箱で演台作り

6 ・折り紙・アジサイの花 ・作品展示
・アジサイの葉 ・陣取りで勝敗

7 ・カタツムリ
・アジサイを構成

8 ・指人形を作る ・2体の指人形を ・フェルト布
　仕上げ演技 ・刺繍糸・針

9 　をして遊ぶ ・毛糸・待ち針・針・

10 ・ササに作品を飾る ・ササ飾りを飾る ・ミニ笹・木綿糸

11 ・幼児になったつもりで ・保育者になった

　手遊びを伝え遊ぶ つもりで指導者経験

1 ・作品展示 ・色画用紙・のり

・伝承の歌を覚える ・ススキ色の毛糸

2 ・折り紙（金色を含む）

3 ・造った作品で遊ぶ ・廃品から創造して ・廃品・凧糸・
　案内状作りを ・輪ゴム・ストロー

4 　して展示する ・リボンテープ
〇レポート提出

5 ・折り紙で人体折り ・共同して運動 ・共同制作用
　の基本を知り 　会の情景を壁面 　のラシャ紙

6 　運動体型を表現 　製作し作品を展 ・折り紙・包装紙

　して作品を折る 　示する。 ・紙テープ・花紙

7

8 ・廃品を使って楽しむ ・個人や共同の ・段ボール（小）
・作品の出来上がりを 　作品に取組む ・ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟ・布

9 　楽しむ 　ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟ

10 ・意欲と関心を持って

　最後まで取り組む

11

12

13 ・クリスマスの飾りを ・共同で製作 ・金・銀のモール

　想定して作品作り 　壁面を楽しむ ・コピー用紙等
14 　協力し合って

　楽しむ

15 ・お正月遊びの
　作品を工夫して

16 　作る
・廃品を使って

17 　お店屋さんごっこの

　作品を作り遊ぶ
18

19 ・節分やひな祭り ・製作の過程を ・折り紙・包装紙

　の製作を最後まで 　仕上がりを想定 ・水引（金・銀）
20 　取組む 　し、工夫して

　作る
21 〇レポート提出

22

項目 期末試験 平常試験 課題提出率 課題内容 出欠状況 授業態度

割合 0.1 0.3 0.4 0.1 0.1
成績
評価
方法

中　　項　　目大　項　目

資格取得等

1
月

9
月

2
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

授業方法

・壁面製作として利用
・ﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄの扱いを経
　験する。

　遊びを想定して楽しむ

〇壁紙製作（こいのぼり）
・ちぎり紙・折り紙
・こいのぼりを構成する。
・ﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄ製作
・キャラクター・小物・動物人形

〇壁面製作（アジサイ・カタツムリ）

授業概要：幼児の興味関心は遊びであり、保育者は子ども達と一緒につくり出していく遊びの環境を想定し取組む姿勢が望ましい。廃品等
の素材は子どもの創造性を豊かにする。保育者は子どもと共にある保育環境を生み出す技術を獲得し意欲を持つことが必要であり、そのた
めの情報や経験を様々な機会を等して取組む姿勢を学ぶ。

最終到達目標：保育の取組には、子どもの生活の中心が遊びであることを知ることであり、保育者が子どもの発達に即した保育の内容は、遊
びの展開の中で育まれ、様々な経験を豊かにする。保育教材の素材研究からより楽しく活動が発展することを想定できなければならない。
準備の段階から子どもの楽しむ素材であるかを知ることであり、保育内容への取組には、子ども達が楽しく遊ぶすがたが想定できること、保
育者の押し付け内容では楽しい遊びの展開にはならない。子ども達が積極的に取組み楽しむ活動を準備し、時には子ども達と探しだし、子
ども達の考えを取り入れた保育を目指すことである。

7
月

年間教授計画　　2019年度　（４月～２月）

教科書：0歳から5歳児の運動
遊び指導百科

4
月

6
月

5
月

ｸﾗｽ･ｺｰｽ：2年Ｇ組
（医療事務科）
小児クラークコース

科目：保育技術

　んで見たり、環境の壁

〇教科書は子どもの遊び
　の指導内容参考
・出来上がった作品で遊んでみる

　面製作として利用

　の伝承を知る。子ども
　に伝える意義を知る
・保育者経験する

〇壁紙製作（入園・進級）
・ちぎり紙で桜を表現
・ちぎり紙遊び（1歳・2歳）
・折り紙遊び（2歳・3歳・）

・お互いに幼児になった
　つもりで楽しんでみる

・七夕の歌を歌い・七夕

・壁面製作として利用
・数人の子どもを誘って遊びを

〇七夕ササ飾りを作る
・短冊に願いを書く
・数点の飾りを作る
・手遊び（集団と個人）

〇乳幼児の造形と表現
・壁面製作
・造って遊ぶ

・壁面製作

〇作品を使って演技
〇壁面製作
〇手作り遊び

〇指人形製作
・型紙に沿て裁断する。
・頭・体は刺繍糸で縫う
・目・鼻・口・手はボンドを使う

・アジサイを構成
・△陣取り遊び

〇手作り玩具製作

〇七夕製作

〇指人形を作って遊ぶ

　素材を工夫して遊ぶ幼児の
　児の興味関心を知る

〇壁面製作

・日本の伝承について
　話し合う
・伝承遊びや製作、お話しの存在
　しの存在について知る
・廃品等から玩具作りをし

〇お月見製作
・日本の伝承製作に取組む
・お月見の情景を想定する

〇乳児用・幼児用・集団遊び用

・敬老会の案内状作り
・プレゼント製作

〇壁面製作
・日本の伝承遊び

〇作って遊ぶ

〇手作り玩具製作

〇壁面製作

〇壁面製作

〇運動会の競技等の製作
・かけっこや遊戯、運動会の
　種目について話し合う
・運動遊び・競技遊びを
　話し合う

・廃品の素材を生かした手作り

　玩具や遊び道具を考案する

・廃品の素材を生かした手作り

　玩具や遊び道具を考案する

〇壁面製作

・もみの木・サンタ・トナカイ
・雪等

〇お正月製作
・お正月の造形活動

〇クリスマス製作

・共同制作を通して話し合い
　合いや意見を出し合う
　完成を喜び合う経験を
　する。

・廃品から作品を想定し
　たり、作品から廃品を
　選択したりして、子ども
　の興味関心の視点を

〇冬の風景
・冬の造形遊び
・節分の製作と節分行事
・ひな祭り製作

・廃品を使った造形遊び
〇お店屋さんごっこ

　知る。

・共同で話し合いクリスマ
　スの光景を壁面に構成

・節分の行事を幼児を想て
　定して楽しむ

・お内裏様とお雛様を折
　紙製作で取組む過程を
　最後まで仕上げる。

　し壁面構成に取組む
・プレゼント交換を楽しむ


