
令和２年度 １学期年少組 カリキュラム 

 目標 反省 

１学期 ・幼稚園生活に慣れる。 

・幼稚園生活を楽しむ。 

・外でたくさん遊ぶ。 

Ａ 

・自分でやりたい事を見つけて遊ぶ姿が

見られるようになってきた。 

・外遊びやどろんこなど、たくさん時間

を作るようにした。 

・期間が短い中で、やることが沢山あっ

たが、こちらが焦ってしまわないように

気を付けてきた。 

健康 

【生活】 

・基本的生活習慣を身につける。 

・手を洗い、うがいをする習慣をつける。 

（腕まくり、水切り、手を拭く） 

・蛇口をしっかり締める。 

・水道で遊ばない。 

・トイレの約束事 

（使い方の確認、トイレで遊ばない、自分で

拭く、トイレ後の手洗い） 

・トイレに行きたい時、出てしまったことを

伝えられるようにする。 

・脱いだら自分の靴箱に入れ、上履きに履き

替える。 

・脱いだ服の始末 

（自分で畳む、ロッカーにしまう、裏返しに

ならない脱ぎ方を知る） 

・楽しく食事をする。 

・食事のマナー 

（座って食べる、スプーン・フォークの使い

方に気をつける、支度・片付けを自分で出

来るようにする） 

・食前、食後の挨拶をする。 

Ｂ 

・基本的生活習慣は、だいぶ自分から行

える子が増えてきている。 

・手を洗う事は、お家でもよくやってい

るようで上手に洗える子が多い。ただ、

水道に行くと遊んでしまう子がいるの

で、声をかけている。 

・トイレに行きたいや、出てしまったこ

とはよく伝えてくれる。 

・トイレの中に、並ぶマークを付けてい

るが、一人ひとりの意識がそれほど高く

なく、あまり徹底出来ていない。 

・どろんこ遊び着などの着替えをする時

間が全体的に多かった。半分登園の時

に、個人的に細かく見ることができたの

で自分で着替えられるように援助してき

た。 

・食事は、量はよく食べれているが、ど

うしてもふらふらしてしまう子が各クラ

ス数名いる。 

・支度は、上手に出来るようになってき

ているが、片付けはまだ声掛けが必要。 

健康 

【整頓】 

・自分のものの始末 

（所定の場所に荷物を置く、ロッカーの中な

どの整理整頓をする） 

・遊んだものはきちんと片付ける。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ｂ 

・整頓については 

まだまだがんばり中！！ 

 

健康 

【運動】 

・たくさん体を動かす。 

・朝礼順を覚え、歩く距離を少しずつのばして

いく。 

Ａ 

外で遊ぶ時間を沢山作り体を動かすよう

にしてきた。 

・朝礼順に並ぶ機会が多かったのでよく

覚え並べるようになってきた。 

【プール】 ・楽しく入水できるようにする。 Ａ 

まだ、泣いている子はいるが、入水して

しまえば楽しめるようになってきた。 

人間関係 ・集団遊びのルールを知り、楽しく仲良く遊

ぶ。 

・集団遊びを通して友だちとかかわることを

楽しむ。 

・楽しみや期待を持って登園できるよう、担

任との信頼関係を築く。 

Ｂ 

・いつも一緒にいる先生や友だちを意識

出来るようになり、一緒に遊びたい。など

の気持ちが出てきている。 

・時々登園を渋る子も中にはいるが、一

日が始まれば切り替えて過ごせている。 

言葉 ・挨拶が元気よくできるようにする。 

・名前を呼ばれたら元気よく返事をする。 

・「ありがとう」「ごめんね」などのやりとり

が出来るようにする。 

Ｂ 

・出席確認の時の名前呼びでは、どの子も

元気に返事をする事ができる。 

・挨拶をはじめ、ありがとう、ごめんねの

やりとりはがんばり中！！ 

英語 ・アヌーク先生と英語を楽しむ。 Ａ 

アヌーク先生にも慣れ、たのしめている。 

環境 ・春から夏への変化を楽しみ、お散歩にもたく

さん出かける。 

Ｂ 

・お散歩にあまり行けなかったので 2 学

期には沢山いくようにする。 

・野菜の成長を楽しみにしている。 

表現 

【うた】 

・楽しく元気に歌う。 

 

Ａ 

・怒鳴り声になってしまうこともあるが、

みんな楽しめている。 

表現 

【絵画制

作】 

・楽しく制作をする。 

・使い方を知る。(絵の具、クレヨン、マーカ

ー、粘土、のり、など) 

Ａ 

・制作が好きな子が多く、よく説明にも耳

を傾けられている。 



令和２年度 １学期 年中組 カリキュラム反省 

２０２０．7．21(火) 

 目標 反省 

１学期 ・保育者や友達と一緒に遊ぶ楽しさを味

わう。 

・少しずつ自分の思いを表現出来るよう

になる。 

A 

 

A・表現出来る子が増えてきたが、まだ

難しい子もいるので、気持ちを代弁する

ようにしてきた。 

表現 

【歌】 

〈うた〉 

・発声トレーニングは毎日行う。 

・高音、低温は丁寧に確認していく。 

〈メロディオン〉 

・姿勢やメロディオンの置き方、扱い方、

拭き方など基本を大切にしていく。 

・短い時間で集中し、毎日少しずつ取り

入れていく。 

 

A 

・音程がとりづらい所は、丁寧に伝えてき

た。 

B（６月１８日～スタート） 

・始めたのが遅かったということもあり、

運指がもう少し。 

・姿勢や置き方などの基本を引き続き大

切にしていく。 

表現 

【絵画制作】 

・クレヨンやのり、ハサミなど使い方や

約束を確認していく。 

・楽しく制作する。 

A 

・保育日数が少なかったこともあり、各ク

ラス制作が出来なかった。 

 

健康 

【生活】 

・ロッカーの整理整頓、教具棚や本棚も

きれいにする。 

・食事中のマナーや姿勢に気を付ける。 

・身だしなみに気を付ける。脱いだ服を

きちんと畳む。 

・トイレ後、食事前の手洗いを必ず行

う。腕まくり、水切りも忘れずに！ 

B 

・特に本棚、ロッカーの整理ができてい

ないことが多いので、全体に声をかけて

きた。 

 

A・手洗いうがいは、感染予防のこともあ

り、身についてきている。 

健康 

【運動】 

・たくさん体を動かす機会を作ってい

く。 

・朝の体操、短縄を一斉でも取り入れて

行く。 

・鬼ごっこなど、遊びを通してたくさん

走る。 

A 

・浅尾先生の体操で鉄棒を教えてもらっ

てから、逆上がりに挑戦する子が増えて

来た。雨の日も、室内鉄棒を出したり、

運動できる環境を作ってきた。 

 

 

 

 目標 反省 

人間関係 ・トラブルがあった時は、お互いの気持

ちを尊重し、仲直りの解決方法を提案し

ていく。 

・困ったことがあったら、担任や友達に

伝えられるようにする。 

・他学年他クラスとの交流を持つ。 

B 

・おもちゃなどの貸し借りは、上手になっ

てきた。まだ、子ども同士だけで解決する

のは難しいので、保育者が間に入り、解決

してきた。 

 

言葉 ・誰にでも元気に挨拶が出来るようにす

る。 

・口調に気を付けて、正しい言葉で話せ

るようにしていく。 

・お当番活動を通して、自己紹介など、

自信を持って発言する。 

・しりとりや伝言ゲームなど言葉遊びを

楽しむ。 

A 

 

 

 

A 

・お友だちの前で、自己紹介やインタビュ

ーなどに自信をもって答えられる子が増

えた。 

英語 ・繰り返し身につくようにしていきた

い。 

A 

環境 ・植物や生き物を身近に感じ成長を楽し

む。 

・お当番活動を通して動物と関わり大切

にしていく気持ちを持つ。 

A 

・野菜もたくさん収穫できたので、調理し、

みんなで楽しく食べることができた。 

自由遊び ・外に出てたくさん体を動かし新しい友

達も関わりを持つ。 

・集団遊びを取り入れていく。 

・目的を持って遊べるようにこちらも環

境を設定していく。 

A 

・お友だちを誘って、一緒に遊ぶ姿が見ら

れる。引き続き、集団で遊べるように環境

設定をしていく。 

 
  



令和２年度  1 学期カリキュラム反省  年長組  R２．７/２1(火) 

 目標 反省 

1 学期 ・新しい環境に慣れ、自己を発揮していく。 

 

 

・体を沢山動かして、友達と仲良く遊ぶ。 

・A 保育スタートは遅かったが、慣れる

のも早くクラスの雰囲気も良くなってき

ている。 

・A 

健康 

【生活】 

・手洗い・うがいを、引き続きこまめに行

う。 

 

・身だしなみに気を付け、こちらからも声を

かけていく。 

 

・ロッカーの整理整頓を習慣づくよう、声掛

けをしていく。 

・汗をふく、鼻をかむ、咳をする時は、腕で口を

おさえることを自分でできるようにする。 

・水道のまわりをきれいに使えるようにす

る。 

 

 

・食事中のマナーや姿勢を意識できるように

していく。又、食事は、時間をかけすぎな

いようにする。 

・子どもに任せすぎず、きちんと出来ている

か確認していく。 

・A 子どもたちも意識して、手洗  

い・うがいをこまめに行っている。 

・こちらからも声をかけてきたが、自分

で気付いて行うまでは、もう一息。 

・その都度、いつもきれいに整理整頓す

るのは、もう少し。 

・A 

 

・メロディオンホースを使った後、床ま

でぬらしてしまうことがあった。 

・まだ引き続き声掛けが必要である。 

 

・A 

健康 

【運動】 

・朝の体操は、積極的に参加していく。 

 

・クラス全体で、身体を動かす時間をつくっ

ていく。 

・A 朝の運動は、あまり参加できなか

った。 

・A 

プール ・楽しく入水する。 

・全員がもぐれるようにする。 

・A 

・A 

人間関係 ・新しいクラス、新しい友達、担任も含め、

早めに信頼関係を築けるように集団遊びを

通して仲良く過ごせるようにしていく。 

・相手の気持ちを考えて、行動ができるよう

にする。 

・A 全員登園になってもクラスもスム

ーズに人間関係も築けるようになってい

た。 

 

・相手の気持ちを考えることは、あと一

・トラブルが起きた場合は、子どもたち同士

で解決できるように保育者も加わり仲介し

ていく。その場で解決し、気になることは

全体でも話し合っていく。 

・他のクラスや他学年との交流をもてるよう

にし、下の学年の子の面倒を見られるよう

にしていく。 

歩。これからも引き続き、皆で考えてい

く。 

・小さなトラブルはあるが、大きなトラ

ブルはなかった。小さなトラブルがあっ

た時は、その都度声掛けや見守りを行っ

た。 

・あまり関われなかった。２学期は関わ

れるようにしていく。 

言葉 ・けじめをもって、挨拶できるようにしていく。 

・話を最後まで聞いてから行動する。 

 

 

・優しい口調で友だちとの関わりをもてるよ

うにしていく。 

・文字は、自分の名前をかけるようにしてい

く。(6 月～ネームプレート使用) 

・鉛筆の持ち方や書き順、書く時の姿勢にも

気をつける。 

・A 

・最後まで聞かずに動いてしまう子が、

まだいるので、声掛けを行っている。 

・言葉遣いが強くなってしまった場合

は、その都度声をかけてきた。 

・A 一生懸命書くことができている。 

・これからも引き続き頑張っていく。 

英語 ・楽しんで参加する。 

・自己紹介ができるようにする。 

・A 

・１学期はできなかったので、2 学期行

うようにする。 

環境 ・身近な動植物に親しみ、大切にする。 

 

・散歩に沢山出掛ける。畑の作物の成長も観

察する。 

・A 自分で気付き、大切に育ててくれ

る。 

・散歩や畑の作物の成長の観察にはほと

んどいけなかった。 

表現 

【歌】 

【メロディオン】 

・ピアノの音をよくきいて、正しい音を出せ

るようにしていく。 

・しっかり口を開けて歌う。 

・基本姿勢と基礎を確認して行う。 

・引き続き、ピアノの音を聞いて、正し

い音の確認をしていく。 

 

・確認しながら、行っている。 

表現 

【絵画制作】 

・話しを聞いて理解しているか確認しなが

ら、丁寧に行う。 

・A 

環境設定 ・大縄で 8の字を行う。 

・渦巻のラインをひいて、追いかけっこを行

えるようにする。 

・８の字や渦巻のラインは、引き続き２学

期も行う。ドッヂボールや鬼ごっこは、子

どもたちからやりたいという声があり、行

うことができた。 

 



令和２年度 いちご・りんご組 １学期カリキュラム反省 R２．７．２１ 

 

 

健康 

【生活】 

［排泄・手洗い］ 

・活動の前後など細目にトイレに行き、 

トイレで排泄する。 

・お家の人と相談しながら、一人ひとり

に 

合わせてトイレに行く。 

(満３歳になったらパンツに移行す

る。) 

・腕まくりをして、細目に手洗いをする 

習慣をつけていく。 

・手洗い後は水切りをして、タオルや 

ハンカチで拭く。 

・蛇口は自分でひねられるようにしてい

く。 

［着脱］ 

・帽子は自分で被れるようにしていく。 

 

・着替えは保育者が補助しながら１人で 

出来る部分を増やしていく。 

・「上履きをしまってから靴を出して履

く」「靴を脱いだら靴箱にしまい」「上

履きに履き替える」を習慣づくように

していく。 

［食事］ 

・補食として軽いおやつを 

食べる(６/８～6/1２、 

６/１５～給食スタート) 

・楽しく美味しく食べられるような雰囲

気 

作りをしていく。 

 

 

 

・食事のマナーを知る。 

 

 

 

・スプーンやフォークを使って食べる。 

・食後は口をゆすぐ。コップの中の水切

りも声を掛けていく。 

 

 

［午睡］ 

・睡眠に入りやすいように環境づくりを

していく。(カーテン、音楽など/１時間

位)                               

 

A.３歳になっている子は全員トイレで 

排泄出来ている。 

A 

 

 

A.手洗いが上手になってきた。            

 

B.水切りはまだ甘く、床が濡れてしま

うので声を掛けている。 

B.しっかり水を留めることがまだ難し

い子もいる。 

B.自分で被ろうとしているが、まだ前

後逆になることもあるので手助けが

必要。 

B.今学期は着替えをする機会がほとん

どなかった。 

Ｂ.習慣づいてきているが、中には上履

きを自分で履こうとしない子もいる

ので、自分で履くよう援助しながら

声を掛けている。 

 

 

 

A.食事の時間を楽しみにしている。苦

手なものも一口は食べられるよう励

まし、手伝うことで食べられるよう

になってきた。食べる量も増え、残

すこともほとんどない。(量は１人ひ

とり調節) 

B.飽きると立ち歩く子もいるので座っ

て食べるよう声を掛けている。まだ

食べこぼしが多いので座り方やお皿

に手を添えること等も伝えている。 

A 

B.コップを洗う際、水道で遊んでしま

う子もいる。 

 

 

 

B.環境作りはしているが、曜日によっ

ては寝ない子もいる。寝る前に絵本を

読むことで落ち着いて睡眠に入りやす

くなっている様子。 

眠られない子も横にはなるように声を

掛けている。 

フラフラしてしまう子もいるので、き

ちんとベッドにいてみんなが落ち着け

る環境を作るよう心掛けていく。 

 目標 反省 

１学期 ・園の生活に慣れ、先生と楽しく安心して 

過ごす。 

・少しずつ生活習慣を身に着けていく。 

A 

 

A.引き続き丁寧に見て行けるよ

うにする。 

健康 

【運動】 

・楽しく体を動かす。 

 

・安全面に気を付けながら、外遊びの時間

を 

多く作る。 

A.鬼ごっこやしっぽとりゲーム

がお気に入り。 

A 

人間関係 ・保育者に親しみを持ち、友達と一緒に 

過ごし、関わりを大切にしていく。 

・在園児との交流を持てるように予定を 

確認し、一緒に混ぜてもらう。 

(こいのぼり集会、じゃがいも掘り、散歩

等。) 

A 

 

A.部屋でお兄さんお姉さんと一

緒に遊んでもらい、喜んでい

た。 

 

言葉 ・基本的な挨拶を覚える。 

・名前を呼ばれたら、手をあげて元気に 

返事をする。 

 

・友達同士で伝わらないことがあったら、 

保育者が代弁していく。 

・「いれて」「いいよ」「かして」「ありが

とう」などのやり取りは保育者が見本と

なり、 

子どもが言えるような雰囲気を作る。 

A 

A.人によってはまだ恥ずかしが

る子もいるが、ほとんどの子が

元気に返事できる。 

A 

 

A.保育者自身も見本になる言葉

を使えるよう意識する。 

 

環境 ・飼育物に親しみを持って接する。 

 

 

 

・園庭に咲いている花や野菜に興味が 

持てるように、声を掛けていく。 

・朝の自由遊びは室内で子どもに合わせて 

提供していく。 

A.他クラスが育てている野菜を

観察したり、外の飼育物に葉っ

ぱをあげたり、田んぼのメダカ

を見たりして飼育物に親しん

でいる。 

A.園庭のビワもいただけて喜ん

で 

食べていた。 

 

A 

表現 

【歌】 

・楽しい雰囲気で歌っていく。 

 

A.ペープサートなどを使って楽

しく歌える雰囲気を作ってき

た。 

表現 

【絵画制作】 

・物の扱いかたを知る。 

・楽しく行っていく。 

A.６月の始めの頃は気持ちが乗

らない子もいたが７月の七夕

飾りはみんな喜んで作ってい

た。 


