
                                         資料１ 

幼稚園でおいもパーティをしよう 

 

○11月９日（水） みんなでおいもパーティをしよう 

１年生からおいもパーティに招待してもらったうれしい経験から、幼稚園で収穫したさつまいもで「１

年生がしてくれたおいもパーティがしたい。」という思いが出され、幼稚園でおいもパーティをするため

に話し合いをしながら準備することになった。 

 

○11月 16日（水） おいもパーティの準備をしよう 

ねらい みんなで共通の目的をもって活動に取り組む楽しさを味わう。 

  

 

幼児の姿・活動 ○教師の援助☆環境構成 ※考察 ◎学びの深まり 

・おいもパーティの前日に自分たちで準備をする 

ため話し合いをする。 

 

Ｔ：「明日はおいもパーティです。みんなでど 

んなこと準備できるかな？」 

Ａ児：「（１年生みたいに）砂糖とバターかけた 

らいい。」 

Ｔ：「そうやな。それやったら、あお組さんでで 

きるなあ。」 

Ｂ児「できたポテト入れたり運んだりする。」 

Ｃ児「机いるんちがう？」 

Ｄ児：「リズム室で食べて、あか組さんともも組 

さん呼んだらどう？」 

幼児たち：「それいいなあ。」「きてもらおう。」 

Ｔ：「あか組さんともも組さん、きっと喜ぶと思

う。お客さん来るから素敵にしたらどう？」 

Ｅ児「前のカレーパーティーみたいにかわいいシ

ート（テーブルクロス）したらいいと思う。」 

幼児たち「思い出した。あのシートやな。」 

「いいやん。」 

Ｄ児「椅子もいるなあ。」 

など様々な役割や仕事について話し合った。 

 

 

 

 

 

○自分たちでできる準備 

はどんなことがあるのか、 

考えられるようにする。 

☆子ども達が出した内容 

が分かるようホワイトボ 

ードに書く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○パーティーらしくなる 

ようヒントを出す。 

 

 

 

☆ホワイトボードに書い

ておき、当日も主体的に活

動できるようにしておく。 

 

 

 

 

 

※１年生に教えてもらっ 

たスティックポテトづく 

りを思い出しているよう 

だ。 

 

※自分のできそうな仕事 

を考えている。 

◎１年生にしてもらって 

うれしかったことを小さ 

い組の友達にもしてあげ 

たいという思いやりの気 

持ちが見られる。（豊かな 

感性と表現） 

◎以前の経験が自分達で 

計画したり準備したりし 

ようという意欲につなが 

っている。（思考力） 

※３，４歳児を招待し、 

よりパーティーが楽しく 

なるようにしたいという 

思いがうかがえる。 

①テーブルにシートをかける。 

②机やいすを並べる。 

③いもに砂糖をかける。 

④できたスティックポテトを配る。 

 



○11月 17日（木） おいもパーティをしよう 

ねらい みんなでおいもパーティをすることを楽しむ。 

 

幼児の姿・活動 ○教師の援助☆環境構成 ※考察 ◎学びの深まり 

・朝から楽しみにやってきた幼児たちは、 

「今日は、おいもパーティやな。」「おい 

も食べるの楽しみ！」と、友達同士で期 

待をもって話をしている姿が見られた。 

 

・リズム室に年中・年長児が一緒に入っ 

てくる。 

あか組を誘い、テーブルを決めてから、 

Ａ児「もも組さん呼んでくるからここで

待っててな。」 

と言って、急いで年少児を誘いに行き、

手をつないで連れて来る。 

年中・年少児：「いいにおいするな。」 

       「早く食べたい。」 

と、楽しそうに話す姿が見られた。 

 

それぞれの幼児が席に着いた。 

Ａ児「先生、ポテト配ってもいい？」 

Ｔ：「自分のテーブルの友達の分をもって

行こうね。」 

と、教師が知らせた。 

Ｂ児「Ｃちゃん二つ持っていって。Ｂも

二つ持つから。」 

と、同じテーブルの年長児と相談し、ポ

テトをもって行く姿が見られた。 

Ｄ児「Ｅ（３歳児）ちゃんが食べられる 

   （少ない）ポテトはどれかな。」 

と、選んでいる幼児がいた。 

ポテトを配り終わったので、司会の幼児

が前に出て話をする。 

当番：「今からおいもパーティをします。」 

   「あお組が作ったので食べてくださ 

い。」 

幼児たち：「はーい。」 

Ｔ：「あお組さんが一生懸命作ったスティ

ックポテト、みんなで食べてね。」 

 

 

 

 

 

 

○異年齢児と関われるよ 

う声をかける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○友達や年少・年中児の分 

も一緒に配れるよう話す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼児の姿を見守り、自分 

たちで進められるように 

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年少、年中児は年長児に関わ 

ってもらったりいもを食べたり 

することに期待をもっている。 

※異年齢児の友達を誘い、年下 

の友達に優しく関わっている姿 

が見られる。 

※いつもと違う雰囲気の中で食 

べられるスティックポテトに期 

待をもっているようだ。 

 

 

◎自分たちで役割を考えて活動 

している。（自立心） 

◎テーブルに６人が座っている 

ので、どうするか相談し、自分 

たちなりの方法で配っている様 

子がうかがえる。（協同性） 

※年下の友達に気を配っている 

ようである。 

 

 

 

 

 

◎１年生と同じようにおいもパ 

ーティを進めようとし、自分な 

りの言葉で考えながら司会をし 

ている。（自立心） 

 

 



当番：「いただきます。」 

幼児たち：「いただきます。」 

 

 

 

 

 

 

「おいしい。」「あまい。」「もっと食べた

い。」など思いを出しながらおいしく食べ

る姿が見られた。 

 

Ｆ児「おかわりほしい。」（年中児） 

それを聞いた年長児は残っているスティ

ックポテトの数を友達と数えて、１本ず

つおかわりができることが分かった。 

Ｇ児「１本ずつ食べればいいんじゃな

い？」 

 

Ｆ児「おいしいね。」 

と、他の幼児と一緒にスティックポテト

を食べ、満足している様子であった。 

 

 

○いもを味わったり友達

と食べて喜んだりしてい

る姿を受け止める。 

 

○温かい雰囲気の中で、異

年齢児がかかわったり親

しみをもちながら食べら

れるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼児と共にポテトの数

を数え、食べられるか一

緒に考える。 

 

※自分たちで作ったスティック 

ポテトを味わいながら満足して 

いる。 

 

※小さい組が喜んで食べている 

様子を見て、年長児もうれしそ 

うにしている。 

 

 

 

 

 

◎Ｆ児の思いを受けて、どうし 

たらいいか考えようとする姿が 

見られた。（思考力） 

※Ｇ児が自分の考えをみんなに 

話し、それを認めてもらえたこ 

とや、友達が喜んでくれたこと 

に満足している。 

※Ｇ児の提案でみんながおかわ 

りできたことに、幼児たちは満 

足感を味わった様子がうかがえ 

る。 

 

≪考察≫ 

○様々な経験から考えたことや学んだことを生かし、活動に取り入れることができた。 

○共通の目的をもつことで自分の役割や仕事を考えながら友達と話し合ったり協力し合ったりすること

ができ、それが意欲をもって主体的に活動に取り組むことができたのではないかと思われる。 

○１年生との交流の中で自分たちが優しくかかわってもらったことが、自分たちも３・４歳児に経験さ

せてあげたいという思いやりの気持ちにつながったのではないかと思われる。 

○自分の思いを言葉で伝え合うことでイメージを共有することができ、より楽しい活動となった。 

○友達と力を合わせてできた楽しい活動が、達成感や充実感につながり、意欲的に取り組んでいこうと

する姿につながっていったと考える。 

○自分の考えを言葉で伝えたり友達の思いを聞いたりしながら活動を進める楽しさを味わうことができ

た。 

○活動を進める中で、数えたり分けたりする必要性を感じて取り組むことができた。 



第５回学級会 議題「うんどうかいパーティをしよう」（９月29日）

運動会の後、１年１組で運動会パーティをしようという議題で学級会を行った。

○めあて １年１組のみんなが楽しめて、笑顔になる内容を考える。

児童の活動 教師の支援 学びの視点

○学級の歌を歌う。 ○進行表や黒板記録用の短

○司会者グループが役割とめあてを言 冊、マグネットを事前に準備 ・話合いに向けて、集会

う。 し、司会者グループに学級会 をイメージする。

○議題と提案理由を確認する。 をイメージさせる。 ・みんなが楽しめること

○決まっていることを確認する。 ○集会のイメージをもたせ を考える。

る。

○はしら１：何をするか ○理由をつけて発表できるよ ・話合いの進め方や約束

「全校ダンスです。」 うに助言する。 を理解して、話合いをす

「全校ダンスに賛成です。みんなで踊 ○発言者が偏らないように配 る。

ったら、楽しいからです。」 慮させる。 ・集会でみんなが楽しめ

「全校ダンスがいいです。運動会でダ ○自分の考えに固執せず、納 ることをを考えて、発表

ンスして、楽しかったからです。」 得した上で考えを変えるな する。

ど、折り合いをつける必要性 ・友達の発言を聞いて、

「丹小魂（組み体操）です。」 について助言する。 新たな意見や折衷案を考

「丹小魂に賛成です。５・６年生がや えて、発言する。

っていてかっこよかったからです。」 （思考力・言葉による伝え合い）

「丹小魂に賛成です。みんなでやると

楽しいと思うからです。」

「丹小魂に反対です。できないところ

があるからです。」

「丹小魂に反対です。組み体操は難し

いからです。」

「できないところは、簡単にすればい

いと思います。」

「５・６年生の丹小魂じゃなくて、自

分たちで簡単なやつを考えたら大丈夫

だと思います。」

「やっぱり丹小魂に賛成にします。で

きないと思っていたけど、簡単なやつ

なら、みんなでやると楽しいと思うか

らです。」

○はしら２：盛り上げる工夫 ○集会をイメージさせ、どん ・集会をイメージし、楽

「応援をしたらいいです。」 なことをすると盛り上がるか しくする工夫を考える。
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「音楽をかけたらいいと思います。」 を考えさせる。 （思考力）

「メダルをつくって、あげたらいいと

思います。」

「プログラムです。」

○はしら３：役割分担 ・集会をイメージし、自

「はじめの言葉です。」 分の役割を決める。

「おわりの言葉です。」 （自立心）

「司会がいります。」

○順番に名前カードをやりたいところ ○役割の人数が偏らないよう

へはる。 に配慮する。

○決まったことを確認する。

○話合いを振り返って、よかったこと ○相互評価できるように助言 ・友達の良かった点など

などの感想を伝え合う。 する。 について、相互評価でき

○先生の話を聞く。 ○子どもの振り返りでは出て る。 （協同性）

こなかった提案理由や建設的

な発言を振り返り、司会者グ

ループへのねぎらいを言う。

○今後の課題を伝え、事後の

集会への見通しをもたせる声

かけをする。

（成果と課題）

１学期から学級会での話合い活動に取り組み、学級会への流れ（自分の思いや願いを議題カー

ドに書く→議題箱へ入れる→司会者グループが提案理由を基に議題を決める→話合い）を理解し

子どもたちは意欲的に活動している。輪番制の司会者グループが学級の議題を決めて計画し、み

んなで意見を出し合い、話合いで内容が決定されていく活動は、子どもたちにとって関心が強く、

楽しんでいる。

話合いが充実する手立てとして、司会進行の原稿や黒板掲示用の短冊等の環境を整え、基本と

なる話形や話し方、聞き方について指導すると共にそのポイントを教室に掲示している。学級会

の進め方や約束ごとについては理解しているものの、相手に伝わる声の大きさや相手を意識した

聞き方については課題が残る。しかし、学級会の回数を重ねるごとに自分のやりたいことに固執

することが減り、友達の意見を聞いて自分の意見を変えるなど、折り合いをつけた話合いができ

るようになってきた。また、話合いで決まった活動に向け、友達と協力して自分の役割を果たす

姿が見られる。準備や集会活動でも、回を重ねるごとに趣向を凝らした活動が展開されている。

学校全体でも縦割り班活動や全校集会後のメッセージカードの交流などに取り組み、互いのよ

さを知る機会を多く持っている。そのことが、１年生にとっては高学年への憧れが増し、自分た

ちでもやってみようと次への活動意欲につながっていると考える。



子どもの主体的な活動を中心とした幼小接続
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交流

取組の成果と課題
○交流を通して自己肯定感を高める

○保護者の不安感を軽減する

安 ○地域 幼 保 共 取り組む不安から期待へ ○地域の幼・保で共に取り組む不安から期待
○学び方を知り、教育をつなぐ

「ワクワク　ドキドキ　小学校」
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