
2歳児

うさぎ組

うさぎ組2歳児の子供たちの「姿」
根底で1番大事にしたいこと

おたよりに書かせていただいた「うさぎ組(2歳児）
1年の姿」はおおよその 成長の目安です。

一人一人の個性・持ち味・バランスがあり比べたり
焦ったりする必要はありません。

子供たちは 体の成長 運動能力の向上と共に「で
きること」「やってみたいこと」が増えます。

それと同時に 思い通りにいかないと「もどかしい
思い」も増えます。

上手くいかないと イライラもします。

やりたい できない できた やりたくない…色ん
な気持ちが交差します。

なので「寂しさ 甘えたい気持ち」も起こり 「受
け止めて」欲しくなります。

子供たちは日々 言葉にできない（しにくい か
な？）葛藤を

繰り返し 山あり谷ありで成長するのです。

それが2歳児の おおいなる特徴です。

だから私たちは それを丁寧にくみ取り おおらか
に受け止める。

見守り 支え 時には正し「どんなあなたも大好き
で 大切だということ」を伝えます。

それが 子供たちにしっかりと伝わっていれば 大
丈夫！

「愛されている」という自信は 子供たちの世界を
どんどん広げます。

まずは この1年。子供たち丸ごと受け止めましょ
う！

（苦笑いが出ちゃうかもしれないほど 大変かもし
れませんが…）
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2歳児

うさぎ組

うさぎ組の保育で
大切にしているところ

まずは・・・

①「子供が何に興味を持っているか」「何ができるようにな

っているか」を考える。

子供が興味を持っていることを 活動（遊び）に取り入れて

います。面白い。もっとやりたい。こんな風にしてみたい。

先生と同じがいい。子供がやりたいと思っていることをよく

見てこれを楽しめるなら こんな遊びもいいかな？と子供の

力も考えての活動（遊び）です。

そのためには・・・

②機会を逃さない。

子供と一緒に遊びながら 子供の目線に立ち

子供の言葉をよく聞くことが大事だと思っています。

良いタイミングでの言葉かけでうまくいくことが多いです。

③安全を確保して体験させる。

活発に体を動かすようになり 走る 登る 跳ぶ 蹴るなど

のいろんな動きを楽しむ子供たち。

「先生 見て！こんなんできる！」と自慢げに振り返る姿が

かわいいです。

この時期 安全を確保しながらも 「やってみよう！」と色

んな事を体験し色んな事に挑戦できるように・・・と思って

います。子供たちと顔を見合わせて 「ああ面白かったね！

」という体験を たくさんしたいです。

④自分で気持ちの区切りがつけられるように。

「まだ遊びたいの。」「まだ着替えたくない！」自分の気持

ち・やりたいことがあるとき

子供たちは 「いや！」「後で！」とあっちを向いてしまい

ます。なので 子供が納得いくまで遊ばせたり「おやつの準

備終わるまでね」と待ったりしています。また 気持ちを切

り替えるために「ちょっと先生のお手伝いしてよ。」と環境

を変えたりします。1対1で じっくりと 子供の思いを聞

いたり「まだ遊びたかったんだよね。良くわかるよ。」と

共感することで 落ち着くこともあります。
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2歳児

うさぎ組

生活習慣の習得で
大切にしているところ

ボタンを留めるのも「自分で。」洋服を裏返すのも

「自分で。」と言う子がちらほら。

まずは 何に対しても「自分でやりたい。」という

気持ちを大事に

十分にできなくても急がせず 時間の許す限り 見

守り 励ましてあげて下さい。

お父さんお母さんが どうしても急いでいるときは

その理由をわかりやすく話してあげるのも1つの方

法です。

また反対に なかなかやる気が出ない・・・という

子には

興味がでるように こども園に来る準備や ちょっ

としたお手伝いをお願いして

いっぱい褒めてあげるのもよいかもしれません。

褒められて自信が付いたら やる気が起こります。

直接褒めるのはもちろん 間接的に お子さんに聞

こえるような声で

「〇〇ちゃんも大きくなって こんなお手伝いがで

きるようになったんやなあ。」

ってお父さんお母さんが話し合われると

子供は「あっ。僕のこと褒めてる。」って聞いてい

るものです。

子供には どんな自分でも受け入れられる 安心

感と

褒められ認められ 長い目で待ってもらえるという

満足感を

十分に味わってほしいと思っています。
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2歳児

うさぎ組

保育目標
お外で元気いっぱい

先生大好き！お友達大好き！こども園大好き！

そんな気持ちで心がいっぱいになれるよう まずは一緒にた

くさん遊びます！

遊びは 「やってみたい」という気持ちからスタートします

遊ぶ機会を増やせるように 様々な環境を取り入れていきま

す。

体育遊びやお散歩

体を動かすことが大好きな子どもたち

歩く・走る・飛ぶ・くぐる……

思いっきり伸び伸びと動くことで気持ちもスッキリ

満足感、充足感、達成感 心の育ちにつながります

自分の欲求をコントロールすることは難しいですが

遊びや生活にもルールがあるとが分かり始め 他者の存在に

気づき

「一緒に遊ぶ事 一緒にすることが楽しいね」

そんな気持ちも生まれ始めます

こども園では よりよい子どもの育ちの為に 田んぼや農園

庭といった環境も取り入れています

「あ！虫さんいる どこに行くの？お散歩かなぁ～」

「お花咲いてるよ！いい匂いするかなぁ～」

つぶやきや思いをたくさん受け止め

子どもの気持ちに寄り添って 私たちも一緒に楽しみます

匂いのする草花 光る石 土の感触 動物たちの鳴き声や風

の音

季節に応じて戸外に出て 五感を刺激する新しい発見 喜び

感動を大切に

たくさん体を動かし ワクワクドキドキ 心を動かし 笑顔

いっぱい！

そんな１年を過ごしていきます！
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2歳児

うさぎ組

保育目標
おしゃべりを楽しむ

単語や2語文が出てきて 話すことが楽しいと感じているうさぎ組さ

ん。

1年間を通して、絵本やごっこ遊び、日常生活などから

”伝えること” の楽しさや喜びをたくさん経験してほしいと思ってい

ます。

現在、うさぎ組さんでは おままごとやかくれんぼなど、

簡単な言葉のやり取りが楽しめる遊びを取り入れています。

おままごとでは、大好きなお父さんやお母さんに変身。

「ご飯できたよ」とお皿いっぱいに盛り付けつけ、

「どうぞ」「食べて」と持ってきてくれます。

「ありがとう」「いただきます」「おいしい」と答えるとにっこり

笑ってうれしい様子。

私たちが「○○買ってきて」とお願いすると

「お買い物いってくる！」とお買い物ごっこが始まります。「

いらっしゃいませ」「ありがとうございます」と言葉のやりとりを

楽しんでいます。

かくれんぼでは、みんなで一緒に1から10まで数えたり、

大きな木やシロツメ草の陰に隠れて「もういいかい」「もういいよ

」

とやり取りを楽しんだり「もう一回しよ！」と何度も繰り返し遊び

ます。

ごっこ遊びを通して、私たちが言葉の引き出しを作ってあげたり、

言葉のやり取りを繰り返しながら、言葉で伝えることを

”楽しさや喜び”として一緒に感じていきたいです。

また、お家でも子どもが何か「伝えよう」としている時、

必ず子どもと向き合ってしっかり目を見て聞いてあげて下さい。

上手く言葉にできない部分は大人がくみ取って

「そうか、○○なんだね」と言葉で返してあげたり、

「うんうん そうか」と共感してあげて下さい

。子どもたちは聞いてもらえるといううれしさから”もっと伝えよう”

とし、

聞いてもらえないと伝えようとしなくなってしまいます。

今、うさぎ組の子どもたちは色んなことや物に興味があります。

「なにこれ？」「すごい！」「何で？」と

一つ一つの『興味』『関心』『疑問』の気持ちを拾ってあげ、

驚いたり 喜んだり 共感したりと、しっかりと向き合ってみてく

ださいね。
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2歳児

うさぎ組

保育目標
歌おう！踊ろう！

音楽が鳴ったり ピアノの音が聞こえると
耳をかたむけ反応する子ども達
歌を口ずさんだり ピョンピョンと音楽に合
わせて飛んだり跳ねたり
ステップを踏んだリズムの取り方も 少し
ぎこちなさはあるけれど
一生懸命でとっても可愛いです

鳴る音を近くで感じたくて 音の出る不思議
さに興味いっぱいで
ピアノの周りにも集まってきます

歌は『表現』の１つです
音楽に合わせて体を動かすのも『表現』
『表現』は 心の解放
普段は恥ずかしがったり 自分の思いや気持
ちを言葉で伝えることが難しい子ども達も
歌うことや体を動かせて表現することで喜び
がいっぱい

体も心もスッキリ 笑顔も自然と溢れます

絵画においても「描く」ことで表現をし
実際に描いた線や表現したものを自分で確か
め 満足感を得ています
「素敵だね！何描いたのかなぁ～」
「元気いっぱいに描けたね！」
子ども達の ゛私がやったんだよ゛ ゛すご
いでしょ゛ ゛見て！゛
という気持ちをたくさん受け止め 表現する
ことの楽しさを感じて欲しいです

手遊びや季節の歌もたくさん取り入れ 歌う
ことや体を動かすことで
私たちとのコミュニケーションや
子ども達同士での関わりが深まっていくこと
も願いの１つです
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2歳児

うさぎ組

ひと
子供たちにはこの１年「もの」「ひと」いろんなこと
に興味をもって過ごしてほしいと思っています。好奇
心旺盛に「もの」「ひと」と関わり 大切にする。
そうすることで自分自身も大切に 自己肯定感をもち
楽しく生きていく力が付く と思っています。

前回 ３つの具体的な保育目標をお伝えしました。
今回は「ひと」との関わりのお話です。

子どもは成長とともに 徐々に家族以外の人と一緒に
過ごす時間を増やしていきます
２歳のこの時期 ゛友達と一緒に遊ぶ゛ ということ
には まだ少し難しい面もありますが
友達がしている遊びに興味を持ったり
大人や友達がやっていることが魅力的に見え 自分も
してみたくなります
一人の子が車で遊んでいると 隣に同じように車を持
った子が座り 自然と横で一緒に車を走らせてみたり
また他のところでは 一人の子が積み木を積んでいる
と
「何だかおもしろそう～」と真似をして積み始め……
積み木が倒れては一緒に笑い合ったり
身近な大人の行動を見て再現する遊びが楽しめるのも
子どもが「自分以外の人や物」に興味を持ち始めた成
長の１つですね
少しずつ周りの存在に気づき始めます

同時に自分のしたいことや やりたいこともたくさん
で……
その中で自分の思いや行動が通らない経験をしていく
子どもたち。
玩具の取り合いや うまく言葉で表せず
時にはたたいたり ひっかいたりすることもあります
。
そんな時は
「このおもちゃ 使いたかったんだよね」
「〇〇ちゃんもしたかったんだよね。△△ちゃんもし
たかったんだよ。同じだよ。」
と言葉をかけ お互いの思いを伝えていきます
「貸してねって言ってみようか？」子どもの気持ちを
代弁して 私たちが言葉にしていきます
ぶつかることは 決してマイナス面だけではありませ
ん
相手にも自分と同じように 気持ちがあることを知る
よい機会。くり返しくり返し 伝えながら……
少しずつ 相手にも気持ちがあることを 分かってく
れたらいいなぁと思っています
それが 人との関わりの 第２歩目です。
（１歩目は もちろん お父さんお母さんとの ゆる
ぎない関わりです。）
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2歳児

うさぎ組

生活習慣
「食事」

うさぎ組で、食事に対して一番大事にしている
ことは、”楽しく食べる”ということです。

私たちやお友達と「おいしいね～！」とお顔を
見合わせてニッコリ。
また、「これは何のお野菜かな～？」「キノコ
見つけた！」
と好きな食材を見つけたりして楽しそうに食べ
ています。
一緒に食事をする中で、いろんな食材や献立に
興味を持ったり、
いろんなものを食べられるようにと進めていま
す。

味覚の発達と共に、好き嫌いを言う子も増えて
きました。
苦手なものをはじめから全部食べることはなか
なか難しくてつらい事ですよね。園では、あら
かじめ苦手な献立の量を減らしておくこともあ
ります。
お皿に少しだけのっていると”これだけなら食べ

られるかな？”と気持ちが軽くなったり、
すぐにお皿が空っぽになることで「全部食べら
れた！！」という自信につながるからです。
苦手なものを少しずつ食べられるようになると
いいですね。
まずは、「おいしいね」「甘いね」と一緒に食
べる楽しさを感じてほしいです。

また、お皿に手を添えて食べることやスプーン
やフォークのした手持ちの練習もしています。
１・２組とも自然と下手持ちの子もいますが、
ほとんどの子が「こうやって持つんだよ」と声
掛けをするとしばらくは持つことが出来ます。
下から持つことでお箸への移行もスムーズにな
りますので
、声掛けをしながら少しずつ進めています。

”楽しく食べること”を大切にしながら、お家
でも試してみて下さいね。

①親指と人差し指
で支えて
②その他の指を
添える

上手持ち 下手持ち
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2歳児

うさぎ組

生活習慣
「排泄」

うさぎ組では、基本的に 活動前 給食前後 午睡後
お迎え時にトイレに行っています。
「トイレに行くよ」と誘うと 自分でオムツを持って
トイレに行きます。
１組は、３分の２程度、２組は２分の１程度の子が排
泄のタイミングが合い、
トイレで成功できる回数が増えてきました。
「先生、トイレ行ったよ」と嬉しそうに知らせてくれ
ます。
出たときは「すごいね」「でたね」とたくさん褒めて
、出ないときは「また行こうね」などと次につながる
ような言葉がけをすることを大切にしています。時に
は、気分が乗らなかったり、遊びたい気持ちの方が強
かったりとトイレに行く事を嫌がることもあります。
そんなときには無理に誘うことはせず、
「後で行こうね」「次はトイレでしようね」などとタ
イミングを見て誘いかけるようにしています。
トイレが ”嫌な場所” となることは一番避けたいこと
です。

園では、トイレに行きたくなるよう トイレの見える
所に「見ててもらおうね」と可愛らしいキャラクター
の絵を貼ったり工夫しています。
少しずつ、トイレットペーパーの使い方や拭き方を丁
寧に教えたり、男の子は立ってする練習をしています

。
５月の連休明けから、気候も暖かくなり、
またオムツが濡れていることも少なく尿も溜められる
ようになってきました。
個別にお声掛けをし パンツで過ごす練習を始めてい
る子もいます。
個々の排泄の間隔を知り、午前中または一日(午睡以外)
をパンツで過ごしています。
初めは、パンツを履いていても「おしっこ！］と自分
で言えなかったり、遊びに夢中でお漏らしをしてしま
うこともあります。
おもらしをした時には、叱らず「気持ち悪かったね」
「すぐに換えてあげようね」と気持ち悪さを共感しな
がら、優しく声をかけ、素早くきれいにしてあげます
。
失敗しても大丈夫。失敗を繰り返しながら気持ち悪い
という経験をすることが大切です。
また「次はトイレでしようね」「おしっこ出るときは
言ってね」などと自信を無くさないようにしてあげる
ことで、次につながります。
たんぽぽの夏ごろには 「トイレいってくる」と 自
立できたらいいなと思っています。
お家と園とで、様子を共有しあいながら、ゆっくり焦
らず、一緒に頑張っていきましょうね。
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2歳児

うさぎ組

生活習慣
「排泄」

この時期の子ども達は、大人に手助けされながらも
、食事・排泄・着替えなど、簡単な身の回りのこと
を自分でしょうとします。
「自分で！」とよく言うようにもなります。
大人がした方が早いこともたくさんありますが、そ
こは少し我慢……
着脱も生活習慣の大切な１つです。
自分で試行錯誤しながらも頑張って着ようとしてい
る子、前後逆であっても「出来た！」と笑顔で教え
てくれる子、甘えて私たちのところに衣服を持って
くる子 興味を示さない子 様々な姿が見られます
。
「〇〇ちゃん 自分で出来るんだね～すごいね！」
出来た時には一緒に喜び励ましていきます

うまく出来なくても大丈夫
前後を示して置いてあげたり「すごいね！でも、こ
うするともっとかっこよくなるよ！」など、
子どもの自尊心を傷つけないように声をかけていき
ます

また 興味のない子には ズボンの片足履かせてあ

げて
「こっちはここ通してごらん「」と教えてあげます
。少しでもやる気を見せたら
いつもの100倍褒めてあげる。
自分でできるって素敵！ということ伝えています。

「自分で着たい」という気持ちがある時は、まずは
尊重をして…
うまくいかない場合は、着やすいように袖を持って
腕を通しやすくしたり、頭が通りやすいように「キ
ュッキュッ」と服を引っ張たりと、子どもの見えな
いところで手伝うなど、さりげなく援助。

今は、ズボンより上の服が少し難しい様子。
でも、全部が上手く着られなくても……
腕が１つ通ったら「出来た！」お顔が服から出てき
たら「出来た！」と、子ども達は嬉しそう。
これからも、その１つ１つの「出来た！」を子ども
達と一緒にたくさん集め、その他のことにも自信を
持って取り組んでいけるように……関わっていきた
いです。
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