
２００９年度前期 松原七中校区人間関係学科 あいあいタイム・ＨＲＳ授業テーマ （４月～１０月）
恵我幼稚園 恵 我 小 学 校
４・５歳児 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

あいあいタ なかよしバ 友だちビン サインをゲ わたしはだ わたしは誰誘い合って始業式に参加しよう
４ イムってな スケット ゴ ット あれ でしょう？

んだ園内探検をしよう

月 グループを バースデー降園準備を手伝ってあげよう
つくろう チェーン

園庭で一緒に遊ぼう
みーんなみ 誕生日チェ
んなあった ーン ４つのコー身体測定を手伝ってあげよう
かいんや ナー

一緒につどい(体操・ふれ
あい遊び)に参加しよう

よろしくタ 輪くぐりを なんでもわ 新聞ジグソ トラストア一緒につどい(体操・ふれ
ッチ しよう かってね ー ップに挑戦あい遊び)をしよう

５
きき方だい 形があった一緒に園外散歩に行こう
じょうぶ よ

月 よろしくタ 思いやりのペアをつくろう(４・５歳
ッチでいえ きき方 あ 「？」をキ ジェスチャ 「信頼」の児)
るかな いうえお ャッチ ーで以心伝 みんなでフ 橋を築こう

心 ォークダン一緒にお弁当を食べよう
ス

あいさつリ きき方名人 ふわふわ言 すごろくコ ご注文はど 「信頼」しあ一緒に園外保育に行こう
レーでぴっ バージョン 葉っていい ミュニケー っち って川をわ
たんこ アップ な ション たろう

６ トラストフ様 な々ゲームや運動遊びをしよう
もし○○だ ォ ー ル で

こんなとき カードでド ったら 「信頼」を
月 ってなんて しつもんパ ハートをキ ン 強めよう一緒に夏の遊びを楽しもう

わたしのみかたいう ワー ャッチ
５歳児が七夕飾りの作り方

まほうのマイ 友だちルポ 本当の気持を教えてあげよう
ク ライター ち

７ 『七夕のつどい』や『夏 林間にいこ わかりやす
月 祭り』に参加しよう う（地図ビ く伝えよう

リビリ ） こころ読め）
夏の遊びを楽しもう みんなでお ますか？
プール遊びをしよう どろう
『水中運動会』をしよう

ペアを組み替えよう 目と耳をむ しっかり聴 トラストア ふわふわ言 組み立て体
９ けてきける こう ップ 葉とちくち 操

ペアで園外保育に行こう かな く言葉 言葉のキャ
月 すごろくト スパイダー ッチボール

あいことば ーキング リフト あたたかい
そうだね 言葉かけに

いつまでの チャレンジ
れるかな ①

気持ちランキング そうそう、それそ『運動会ごっこ』をし いっしょに 新聞紙でつ 感情ってな あたたかい
れ～連想ゲームでよう あそぼう 腹がたつ ～ながれ に？ 言葉かけに「 」
伝えてみよう～をつたえよ チャレンジ
そうやっけどうや10 ペアを組み替えよう う 魚でひとつ 感情ってふ ②
っけ～伝えて探ろにつ～なが くざつ！
う秘密の番号～『 』 「 」ジャングル探検ごっこ さみしい れ できるかな
そうそうそれそれをしよう をつたえよ 落ち着け！ 魚つり
～伝えて探して見月 ・探検隊帽子づくり う わっかでひ 感情！！
つけよう～い～れて とつにつ～ どうする間

気持ちをキ ながれ 伝 え 合 お に合わない
ャッチ① う！こ の 感
気持ちをキ 情！！ どっちが悪
ャッチ② い

４クラス混合グループを 木とリス 橋をつくっ 最終問題！11
月 作ろう（４，５歳児） てつ～なが できるかな

れ パイプライ
『恵我幼まつり』をし ン
よう
・ジャングル探検ごっこをしよう



恵 我 南 小 学 校 松原第七中学校
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年

はっきりい いろいろあ みんなでキ せいくらべ カードトー 団結ジャン わたしのコ わたしの わたしの
えるかなじ く手 ャッチネー あいあい キング ケン マーシャル コマーシャ コマーシャ
ぶんのなま ム ル ル
え しっかりき 色いろあい ありがとう 委員会あい

いて、しっ 名前合わせ さつ 四つ ビンゴ あい わたしの 「アイウエ わたしの
かりつたえ ゲーム の窓 じゃがいも オ」自己紹 ピーナッツ
よう 介

わたしのな バースデー すごろく
まえは～で チェーン・ さいころ ソーシャル ルーレット3
す。いっし 人手つなぎ トーキング スキルアン トーキング
ょにあそぼ おに ケート ドゥーイン
うね。 グ

がくねんみんな バースデー バースデー スパイダー ○○さんへ ペアをつく 何でも すごろくト トラスト
でやってみよ チェーン チェーン ネット のラブレタ ろう キャッチ ーキング フォール
う ー

On the desk友だちバス 友だちバス 友だちにイ ペアで活動 流れ星
６ねんせい ケット ケット ンタビュー ストレスっ しよう こんな時
とやってみ て何？ どうする
よう 友だち紹介 アニメの村 伝達ゲーム

ポケモンバ
スケット

ポケモンが なかまあつ ふわふわ言 どこまで乗 ストレスっ 折り鶴集会 スパイダー どう答えた 境界を知ろ
りにいこう めゲーム 葉チクチク れるかな て何？２ に向けて リフト らええんや う①
よ 言葉 ろ？ 境 界 っ て

お絵かきリ ひっぱり相 折り鶴集会 何？
ルールをま レー 撲大会抽選 サバイバル スパイダー 境界を知ろめざせマナー名人

もってなか 会をしよう ゲーム ・フライヤ う②
よく 優しい言葉 わくわく席 ー それって侵

がけ「ごめ がえ 心を落ち着 入
まねっこま んね」 かせる方法 スーパー新 もめごと 境界を知ろ「 」
ねっこ 聞ジグソー だって解決 う③

優 し い 言 できるさ
まねっこまね 葉がけ「あ
っこ、かがみ りがとう」
だよ

ボール 林間ジグソ 林間成功大 みんなキラ友だちのいい

キャッチ ー 作戦 リ☆ところ紹介

友だちのいい 未来の私輝
ところをわた けキラリ☆
そう

はなしかた 新聞でつな トラストア すごろく 選ぶってど 松七フレ学年リレー気持 組立体操を成功

ききかた がれ ップ トーキング う い う こ ンドパークちを語る会 させよう

と？ ①
魚でつなが 組立体操本 松七フレン学年リレーチーム

れ 番 ドパーク②を決めよう

組立体操をバトンタッチの

いっしょに 気もちいろい わっかでつ 感情って何 できるかな そうぞう、 コピーゲー パにくるゲ 社会に通用
あそぼ ろ ながれ 魚つり それぞれ ム ーム するスキル

感情ってふ を学ぼう①
い～れて はらが立つ 橋をかけて くざつ どうする？ そうやっけ キキダス大 見て！聞い 企業の方か、

をつたえよ つながれ 間に合わな どうやっけ 作戦 て ！ 伝 え らの聞き取!
木とリス う 落ち着け！ い て！ り

わくぐり 感情 社会に通用
さみしいを するスキル
つたえよう を学ぼう②

習慣
気もちを
キャッチ①

ともだち 気もちを ハイ！チー 伝え合おう どっちが悪 そうそう そうそう マイコント 社会に通用! !
キラリ キャッチ② ズ 感情 い？ それそれ それそれ ロール するスキル!! !!

を学ぼう③


