
【冬】表現あそびにチャレンジ〜No.１ 

🏠運動遊び「雪だるま作り」 

・作り方のコツ 

①野球ボールぐらいの小さな雪玉を作る。 

この雪玉は氷くらい硬くカチカチにする。 

それを少し湿った雪の上で満遍なく転がす。 

（パウダースノーだと固まりません。） 

下玉は上玉を乗せるために結合する部分を平らにする。最後に石や枝、ニンジン

などで飾る。 

【引用】https://okapon-info.com 

 

🏠造形遊び「色付きの氷」 

外の気温が寒い日にできる遊びです。 

準備物：卵のパック、色水（卵のパックの部屋数に合わせて複数色用意す

る。）、絵の具 

〈遊び方〉 

①色水を作って卵パックの部屋の中に注ぐ。 

②卵パックを一晩外に置いておくと色付きの氷が出来上がっている。 
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③パックから出して遊んだり、溶かして色の混ざり方を楽しむことができる。 

★部屋の中でも遊べるように、レジャーシートなどを敷くと後片付けの負

担が減ります。 

 

🏠音楽遊び「『ジングルベル』を歌おう」 

★ジングルベル ジングルベル 鈴がなる 鈴のリズムに光の輪が舞う 

   ジングルベル ジングルベル 鈴がなる 森に林に響きながら 

1．走れソリよ 風のように 雪の中を 軽く早く 

笑い声を 雪に蒔けば 明るい光の花になるよ 

★・・・繰り返し 

   2．走れソリよ 丘の上は 雪も白く 風も白く 

   歌う声は 飛んで行くよ 輝き始めた 星の空へ 

   ★・・・繰り返し 
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【冬】表現あそびにチャレンジ〜No.２ 

🏠運動あそび「おにごっこのクリスマスアレンジ」 

1. サンタ役とトナカイ役をぴったり半分ずつに分ける。奇数の場合は一人がおに役のサンタ

をやる。 

2. サンタとトナカイのペアになるように、それぞれ 2人組になる。 

3. サンタとトナカイのペアは手をつないで逃げる。 

4. おに役のサンタは追いかけてペアをタッチする。 

5. つかまったペアのサンタとおに役のサンタが交代する。おに役だったサンタはつかまえた

ペアのトナカイと手をつないで逃げる。 

ポイント タイミングを見て、おに役をトナカイにチェンジしても楽しめる。 

     タッチする時は【メリークリスマス】と言ってさらに盛り上げよう！ 

http://hoicle.jp   参考文献 

🏠音楽あそび 「コンコンクシャンのうた」 

動物のくしゃみを題材とした定番の歌。 

登場する動物によってくしゃみの仕方のまねをして変えてみると楽しめる。 

また、新しい動物を.登場させて子どもたちにどのようなマスクかを考えてもらうなど、楽しんで

歌うことができる。 

🏠造形あそび「まんまる雪だるまリース」 

たった一枚の紙皿から生まれる、まんまるの雪だるまリース。 

飾り方や切り抜き方一つで、個性豊かな雪だるまが生まれる！ 

準備物 紙皿 モール 画用紙、クレヨン、はさみ、のり、カッター 

①紙皿の真ん中をカッターで丸く切り抜く。 

②切り抜いた丸は雪だるまの顔に。クレヨンで顔を描きこんだら、画用紙で帽子を作って貼り

合わせる。 

③画用紙を細長く切り、輪にしてのりでとめる。10ｃｍ程度のモールに輪を通す。 

④セロハンテープで、3 を雪だるまの裏に貼る。 

⑤帽子に穴を開けて、リボンを通したらできあがり！ 

〈ポイント〉雪だるまにシールを張ったり、クレヨンでぐるぐるお絵かきをしたり、フィンガーペインティ

ングをするなど作業工程を変えると、乳児から幅広い年齢で楽しめる。切り抜いたところに写

真を当てはめたら、雪だるまの写真飾りにも！    

 

http://hoicle.jp/
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【冬】表現あそびにチャレンジ〜No.３ 

🏠運動
うんどう

あそび 「鬼
おに

の的当て
ま と あ て

ゲーム」 

① おおきいがようしにこわーいおにをかこう！ 

② しんぶんしをまるめてボールをつくろう！ 

③ そのまわりをカラーテープでぐるぐるまきにしよう！ 

④みんなでおにのまとにボールをぶつけよう！ 

🏠造形
ぞうけい

あそび 「鬼
おに

のお面作り
おめんづくり

」 

① 「せつぶんってなに？」というかみしばいをみる。 

 

② がようしにじぶんがかきたいひょうじょうのおにをかく。 

 

③ かおのかたちにあわせてきる。 

 

④ みんなでみせあいっこする。 
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🏠音楽
おんがく

あそび 「鬼
おに

のパンツ
ぱ ん つ

」 

作曲：ルイジ・デンツァ 

作詞：不詳 

みんなでうたおう！  

おにのパンツはいいパンツ  つよいぞ つよいぞ 

トラのけがわでできている  つよいぞ つよいぞ 

ごねんはいてもやぶれない つよいぞ つよいぞ 

じゅうねんはいてもやぶれない つよいぞ つよいぞ 

はこう はこう  おにのパンツ  はこう はこう  おにのパンツ 

あなたも わたしも  あなたも わたしも  みんなではこう  おにのパンツ 
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【冬】表現あそびにチャレンジ〜No.４ 

🏠運動あそび「雪の上で鬼ごっこ」 

・準備物 あたたかい服装(着脱しやすい服装がベスト) 

ルールは簡単！ 

普段の鬼ごっこのルールで雪の上を走り回ろう。 

いつもの走り方でも雪の上を走ることの楽しさを感じられるはず。 

 

🏠造形遊び「雪だるまを作ろう」 

・準備物 外に落ちている自然の中の葉、石、木 

葉や石、木を目、耳、口、鼻として見立てて、自分だけの雪だるまを

作ろう！ 

 

🏠音楽遊び「ジングルベルを皆で歌おう」 

・準備物 鈴 歌詞カード 

ピアノでジングルベルを弾き歌いしながら、子どもたちには鈴を配

り、奏ながら楽しく歌う！ 
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【冬】表現あそびにチャレンジ〜No.５ 

🏠運動あそび「散歩をしながら冬の植物を探そう」 

お散歩をしながら植物をみつけよう！ 

冬にはどんな植物があるかなぁ? 

 

🏠造形あそび「綿棒でお絵描き」 

<準備物>                       

・画用紙 ・綿棒 

・絵の具 ・アルミホイル (パレットに使う) 

 

<作り方>                                              

1. 綿棒に絵の具をつけながら、雪だるまを描く。 

2. 帽子、顔、マフラー、ボタンなどの飾りをつける。                                              

3. まわりに雪を降らせたら、できあがり♪ 

参考文献: https://hoiclue.jp/72520.html〔2020.7.29〕 

 

🏠音楽あそび「歌を歌いながら雪だるまを作ろう」 

知っている冬の歌を歌いながら、歌い終わるまでに雪だるまを 

沢山作ろう！ 

https://hoiclue.jp/72520.html〔2020.7.29〕
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(例) 

  

☆みんなは何個雪だるまを作れたかな？？ 
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【冬】表現あそびにチャレンジ〜No.６ 

🏠運動あそび「羽根つき遊び」 

羽根つき遊びは室町時代に中国から伝わった伝統ある遊びです。 

羽根つきには二つの遊び方があります。 

・揚羽根（一人遊び）…ひとりひとつ羽子板と羽根を持ち、下に落とさずに何回

羽根をつけるかを競う遊び。 

・追羽根（二人遊び）…羽子板を一枚ずつ持ち、ひとつの羽根をバトミントンの

ようにふたりで打ち合う。細かいルールはなく、どちらか

が打ち返せなくなるまで続ける。ミスをした方は顔に墨

を塗られるという罰ゲームを受ける。 

 

🏠言葉あそび「かるた」 
かるたは江戸時代後期に、子どもがひらがなやことわざや生活に必

要な知恵を遊びながら覚えられるようにと、一種の教材として考え出

された遊びです。 

「いろはがるた」は、読み札にはことわざが書かれ、絵札には読み札のイラスト

がセットになっているので楽しく遊びながら、ことわざも覚えることができま

す。 

ことわざは、まだちょっと難しいという幼児向けには、「あいうえおかるた」や、

「のりものかるた」などもあります。 

 

🏠音楽あそび「お正月の歌の手遊び」 
・雪のこぼうず 

・めでたいなったらお正月 

・おでん 

・お餅を焼いたとさ 

・今年もどうぞよろしくね 

参考にしてみてね！→https://www.youtube.com/watch?v=fPhtRcchtoA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fPhtRcchtoA
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【冬】表現あそびにチャレンジ〜No.７ 

🏠運動あそび 「新聞遊び」 

準備物：新聞紙、セロハンテープ、ビニールテープ、ガムテープ、はさみなど 

新聞紙をまるめてボールにしたり、棒状にしたり、つなげたり、破ったりして遊んでみよう！ 

新聞紙ボールでキャッチボールや棒状にして引っ張りっこをするのも楽しそうだね。 

 

🏠造形あそび 「デカルコマニー（合わせ絵）」 

準備物：画用紙、絵の具 

真っ白な画用紙に自由に絵の具をつけて世界に１つだけの自分の作品を作ろう！筆を使

わないから洋服が汚れないように気をつけてね。四角い画用紙だけじゃなく蝶々や動物など

先にいろいろな形に切ってもおもしろそうだね！ 

〈遊び方〉 

① 左右対称に二つ折りにできる白い画用紙を用意し二つ折りにする 

② 画用紙を開き片面に絵の具を直接つける 

③ 画用紙をまた二つ折りに して紙を上からこす り 、絵の具が写るよ うにする  

  

https://ameblo.jp/kakohima/entry-10924316448.html 

https://keikoarts.exblog.jp/10023183/ 

 

🏠言葉あそび「福笑い遊び」 

準備物：画用紙 

手作り福笑いで遊ぼう！人の顔だけではなく動物やキャラクターなどに変更しても楽しそうだ

ね。ホワイトボードなどに輪郭を書いて顔のパーツに磁石をつけたらもっと手軽に遊べそう！ 

〈遊び方〉 

① 画用紙で顔のパーツ（髪の毛、眉、目、鼻、口、耳、ヒゲなど）を作る 

② ベースになっている輪郭に顔を並べる 

 

https://ameblo.jp/kakohima/entry-10924316448.html
https://keikoarts.exblog.jp/10023183/
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【冬】表現あそびにチャレンジ〜No.８ 

🏠運動あそび 「雪の滑り台を作ろう」 

雪がたくさん降る地域のお友達はお家の人と一緒に雪で滑り台を作ってそりに乗ってみよう！ 

※お家の人はお子さんの怪我の無いよう見守っていてくださいね。 

スキーウエアや暖かくして外で楽しく遊ぼう！！ 

対象年齢：５歳 

 

🏠造形あそび 「絵の具の木モビール」 

〇使うもの 

・木の枝 

・画用紙 

・糸 

・絵の具セット 

・色鉛筆やクレヨン 

・はさみ 

＜作り方＞ 

① 木の枝に絵の具を塗る（水は少なめのほうが奇麗に塗れる） 

② 枝にぶら下げるモチーフを画用紙に描いて切り抜く 

③ 画用紙に糸を張り付けて木の枝にひもを結び付けて完成 

※木の枝でケガをしないように気を付けよう 

対象年齢：４歳・５歳 

 

🏠言葉あそび「面白なぞなぞかるたで遊ぼう」 
いろんなお魚や動物がでてくるよ！！ 

なぞなぞもたくさんやってみよう。 

なぞなぞ名人になれちゃうかも…！！ 

https://hoiclue.jp/ 

https://www.bing.com/ 

https://www.irasutoya.com/ 

※お友達となかよく遊ぼう☆ 

 

https://3.bp.blogspot.com/-GN7W90MoIaU/Wm1y0qfAoWI/AAAAAAABJ7o/wx_rVG8pGZwNOj3qdLgUGTojaPsvOSwagCLcBGAs/s800/snowman_yukidaruma_family.png
https://2.bp.blogspot.com/-kKb8UfwSkZE/Ur1GUAJRkJI/AAAAAAAAcbk/Ss2hCg0xCKI/s800/suberidai.png
https://2.bp.blogspot.com/-mVc25XJUbQo/WR_LYZcr4PI/AAAAAAABEfo/qCVOlky1VfQGbBbhbqC7RgOLZGLbSb_AgCLcB/s800/winter_sports_snow_sori.png
https://4.bp.blogspot.com/-mrvPXjchB9A/VRUSEIXv-dI/AAAAAAAAsls/jZxO95bkh9w/s800/karuta_inubou.png
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【冬】表現あそびにチャレンジ〜No.９ 

🏠言葉・造形あそび「手作り Big かるた」 

準備物…段ボール、ビニールテープ、はさみ、クレヨン 

※あらかじめ、段ボールを読み札と絵札のサイズに切り、周りに

ビニールテープを貼る。     

〈作り方(読み札)〉 

・文章を考え、段ボールにクレヨンで書く。 

例/あめは甘くて美味しいな、いぬがワンワン鳴いている 

※わかりやすく端的に描く！ 

※読み札を作るのが難しい場合は、絵札だけを作ってみよう！ 

〈作り方(絵札)〉 

・読み札に合わせた絵を段ボールにクレヨンで描く。 

出典：HoiClue ダンボール deジャンボかるた～お正月にぴったりの製作遊び～ 

https://hoiclue.ne.jp/800003265.html (閲覧日:2020年 7月 3日)  

 

🏠運動あそび 「雪の上 de かるた合戦」 

作ったかるたを雪の上に広げて、かるた合戦をしてみよう⛄❄ 

雪の上はふわふわしていて気持ちいいけど、少し走りづらいかも⁉ 

園庭で体ぜんぶを使って行うかるたは一味違っておもしろいはず‼ 

雪が降っていなくても、晴れていれば園庭で同様にできるし、雨が降っていたらホール

を使ってもできるよ！ 

☆注意点☆ 

・かるた合戦を行う前に周りに大きな障害物がないか確認をすること。 

・かるたを取る際に子ども同士がぶつかる危険があるため、 

かるたを置く間隔をあけるなどし、保育者は注意して見る。 

・ビニールテープで補強してあるが、段ボールの角で怪我をする 

可能性があるため、取って振り回さないよう、あらかじめ子ども達に伝える。 

・寒くて筋肉が固まっているため、準備体操などをし、体を温める。 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.sozailab.jp/sozai/detail/11624/&psig=AOvVaw19wPQfvi_qfHr16R7F89P_&ust=1593966902658000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjrxNWDtOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.sozailab.jp/sozai/detail/11623/&psig=AOvVaw19wPQfvi_qfHr16R7F89P_&ust=1593966902658000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjrxNWDtOoCFQAAAAAdAAAAABAK
https://hoiclue.ne.jp/800003265.html
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【冬】表現あそびにチャレンジ〜No.10 

🏠運動あそび 「けん玉」 

けん玉は手や腕だけを動かすのではなく、全身運動です。 

膝の屈伸と身体全体を使うので、運動不足の方におススメのあそびです。 

詳しくは日本けん玉協会ホームページをごらんください。 

出典：日本けん玉協会 https://kendama.or.jp/tricks/for_beginners/ 

 

🏠造形あそび 「紙コップでけん玉を作ろう」 

準備物：紙コップ、毛糸（約 60cm）、アルミホイール（30×60cm）、シール、 

折り紙、サインペンなど 

① 毛糸の端っこをアルミホイールにセロハンテープで貼り、アルミホイ

ールを丸めて玉を作る。（もっと大きな

サイズの玉にしたい場合はアルミホイ

ールをもっと大きいサイズで用意す

る。） 

② 紙コップの底に穴をあけて①の毛糸の

アルミ玉がついてない端っこを通す。

穴から糸が外されないように、 

玉結びをし、それをセロハンテープでコップに固定する。 

③ コップの外側にシールや折り紙、サインペンなどで描いたり、飾たりす

るとオリジナルのけん玉が完成！ 

 

🏠音楽あそび「音楽に合わせてけん玉で遊ぼう」 

けん玉が上手に出来るようになってきたら…「もしもしかめよ」の歌に合

わせて、けん玉をしてみよう。歌を知らない場合は、おうちの人に聞いて

みよう！ 

「もしもしかめよ」の歌の拍子に合わせて、大皿→中皿→大皿→中皿と交

互に球を乗せられるかな？ 

https://kendama.or.jp/tricks/for_beginners/
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運動あそび「いろいろな形を探そう」 

外をお散歩しながらや、家の中を探検しながら、 

いろいろな形のものを探してみよう!! 

・まず始めは、〇、△、□の形のものを三つずつ探してみよう！ 

・次は少し難しくして、ほかの形のものも探してみよう！ 

～今日は何個見つけられたかな？？～ 

造形あそび「オリジナルの動物を作ってみよう」 

運動あそびで見つけた形で自分だけの 

動物を作ってみよう！ 

〈用意するもの〉 

運動あそびで見つけた形に切った画用紙、 

のり、手を拭くタオル、白い画用紙 

〈製作方法〉 

①白い画用紙を置く 

②いろいろな形に切った画用紙にノリを付ける 

（ノリがはみ出ないよう気を付けて塗れるかな？） 

③自分だけの動物をイメージして、好きなように貼る 

見本 

言葉あそび「私は誰でしょうクイズ」 

～私は誰でしょうクイズは、一人が出題者になって 

みんなに答えを当ててもらう、なぞなぞの一種です～ 

〈遊び方〉 

①出題者…「私は誰でしょう？ 私は赤いです。四角いです。 

町の中に立っています。」などと、自分が物になりきって問題を出す。 

☆4～5 歳ぐらいの子どもなら「それは生き物ですか？」などと 

質問させ「そうです」「違います」と答えながら進めていく。 

②答え合わせをする。 

③次は当てられた人が出題者になる。 

【冬】表現あそびにチャレンジ〜No.11 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   


