( 4) 0 歳児から 5 歳児の発達に応じて確実に経験させたい内容
発達の主な特徴
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0首がすわり、手足の動きが活発になり、その後、寝返り、腹ぱ
いなど全身の動きが活発になる。
0視覚、聴覚などの感覚の発達はめざましく、泣く、笑うなどの
表情の変化や体の動曹、晴語などで自分の欲求を表現し、 これ
に応答的に関わる特定の大人との聞に情緒的な鮮が形成され
る。
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0音を聞く、物を見る、握る、つかむ、しゃぶるな
どの動きを十分にする。

0機嫌のょいときには盛んに晴語で話す。
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1歳3か月から2歳未満

身（；）圃＂＇ヘ（；）興味（；）芽生えを大切に
0座る、はう、立つ、伝い歩きといった運動機能が発達する』と、
及び腕や指先を意図的に動かせ るようになることにより、周囲
の人や物に興味を示し、 探索活動が活発になる。
O特定の大人との応答的な関わりにより、 情緒的な幹が深ま
り、あやしてもらうと喜ぶなどやり取りが盛んになる 方で、
人見知りをするようになる。
O身近な大人との関係の中で、自分の意思や欲求を身振りなどで
伝えようとし、大人から自分に向けられた気持ちゃ簡単な言葉
が分かるようになる。
0食事は、離乳食から幼児食へ徐々に移行する。

自分抱内聞わろうとする響老大切に
O歩き始め、手を使い、盲葉を話すようになる』とにより、 身近
な人や身の回りの物に自発的に働き掛けていく。
O歩〈、押す、つまむ、 めくるなど様々な運動機能の発達や新し
い行動の獲得により、環境に働き掛ける意欲を一 層高める。そ
の中で、 物をやり取りしたり、 取り合ったりする姿が見られる
とともに、玩具等を実物に見立 てるなどの象徴機能が発達し、
人や物との関わりが強まる。
O大人の言うことが分かるようになり、自分の意思を親しい文人
に伝えたいという欲求が高まる。
0指差し、身振り、片言などを盛んに使うようになり、二語文を
話L始める。
O戸外の自然に触れながら、植物や小動物などに関
心をもっ。

O戸外lこ出ることや散歩に行くことを喜び、周囲の
物事や動物などに興味を示す。
0興味のある所へ自分で移動し、触る、なめる、見
る、登る、降りる、押す、引っ張るなどして遊ぶ。
0保育者に見守られながら、遊具や身の回りのもの
で 一 人遊びを十分にする。
0保育者のすることに興味をもって、動作をまねた
り、いろいろな音声や音節を繰り返したりする。
0保育者に優しく語り掛けられることにより、喜ん
で声を出したり、応えようとしたりする。
0保育者と 一 緒I二、水、砂、土、紙、小麦粉粘土な
ど様々な素材に触れる。
0保育者が歌ったり手遊びをしたりしてくれるの
を喜ぶ。
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O保育者と視線を合わせ、表情や日南語などを通して
やり取りを喜ぶ。
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0あやされることを喜び、声を出したり笑ったりす
る。
0声や泣き声で 自分の欲求を表し、なだめられた
り、受け入れてもらったりすることで安心する。

O室内、 戸外で探索活動を十分に楽しむ。
0保育者の話し掛けや絵本を読んでもらうことな
どにより言葉を理解したり、簡単な単語を使った
りする。

0生活や遊びの中で保育者を仲立ちとして、簡単な
単語や物のやり取りをする。
O保育者と触れ合ったり、話をしたりすることを通
じて気持ちを通わせる。

0 一 人遊びを楽しみながら、保育者が仲立ちとな
り、友達にも関心をもって遊ぶ。

0心地良いときは笑ったり、ほほえんだりし、不快
なときは泣いて欲求を表す。
0保育者の語り掛けや働き掛けに、声を出したり、
応えようとしたりする。

0表情や身振りなどで自分の気持ちを表したり、簡
単な言葉を使ったりするロ

O 一 定時間午睡をするロ

生活習慣

0乳汁以外のものを飲んだりスプ ー ンに慣れたり
する。

0 一 人 一 人の状態に応じた離乳食を食べることで、
いろいろな食品の昧や形態に慣れる。
0食べることに期待をもち、お腹がすいたら催促を
する。

0いろいろな食べ物に興味をもって口に入れてみ
る。
0スプ ー ンやフォ ークを使って、保育者に手伝って
もらったり、自分で食べようとしたりする。

など

運動
体を動かす楽しさ
体力など

O自分がしてほしいことを身振りや言葉で伝える。
0自分で表した気持ちゃ欲求を受け止めてもらう
ことを喜ぶ。

0落ち着いた雰囲気の中で、抱く、あやす、語り掛
けるなどをしてもらうことで、安定した気持ちと
喜びを味わう。

0ほぼ決まった時間に眠り、機嫌よく目覚めるロ

自立

0保育者を仲立ちとして、生活や遊びの中で簡単な
言葉でのやり取りを楽しむ。
0保育者に話し掛けられることを喜び、自分も同じ
言葉を使ってみようとする。
0保育者の話し掛けや絵本を通じて、リズムのある
言葉や繰り返しの言葉に興味をもち、自分で言う
ことを楽しむ。
0のりやはさみなどに興味をもち、保育者と 一 緒に
使いながら、遊びを楽しむ。

0安心して寝入ったり目覚めたりする。

健康

0歩く、定る、跳ぶなどの基本的な運動機能や、 指先の機能が発
達する。それに伴い、食事、衣類の着脱など身の回りのことを
自分でしょうとする。
O排せつの自立のための身体的機能が整ってくる。
0発声が明瞭になり、語集も著しく増加し、自分の意思や欲求を
言葉で表出できるようになる。行動範囲が広がり探索活動が盛
んになる中、 自我の育ち の表れとして、 強〈自己主張する姿が
見られる。
0盛んに模倣し、物事の聞の共通性を見いだすζとができるよう
になるとともに、象徴機能の発達により、夫人と一 緒に簡単な
ごっこ遊びを楽しむようになる。
O戸外で花や石など、自分の気に入ったものを手に
取って遊ぶことを喜ぶロ

0ちぎる、破く、クレヨンでなぐり描きをするなど
の手や指先を使った遊びを十分に楽しむ。
0砂遊びゃ水遊びなどを楽しみ、様々なものの感触
を楽しむ。
O保育者と 一 緒Iこ歌を歌ったり、リズム遊びを楽しん
だりする。
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0オムツがぬれていたり、汚れたりしたときに取り
替えてもらい、気持ちよさを感じる。
0活発に手足を動かしたり、腹ぱいで身体の前に手
をついて上体をそらしたり、寝返りをしようとし
たりする。
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0おしつこが出ると言葉やしぐさで教えたり、嫌が
らずにおまるや便器に座ったりする。
0寝返り、お座り、はいはい、高ばい、伝い歩きな
ど、体を動かす。

0歩く、走る、上る、下りる、ぶら下がるなど全身
を使った遊びを十分に楽しむ。
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0楽しい雰囲気の中で、様々な食べ物を食ベてみよ
うとする。
0食べ物の種類により、スプ ー ン、フォ ークなどを
使って食べる。
0保育者に見守られ、トイレでの排せつに慣れる。
0パンツやズボン、前聞きやかぶりものの服の着脱
の仕方を知り、 一 人でしてみようとする。
0自分の所持品（タオル、コップなど）を保育者と
一
緒に支度する。
0保育者の表情や言葉掛けで、危ないことに気付
く。
0保育者と 一 緒に身近な遊具や用具に関わって遊
んだり、戸外で十分に体を動かすことを楽しんだ
りする。
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