
AJAPEプ レスクー ル 授 業 案

はじめに

日本ペルー共生協会 (AJAPE)は 2009年度に、外国につながる子どもたちを対象にプレスクール

事業を始めました。子どもたちへの就学前教育、保護者支援を目的とし、プレスクールを異文化
理解、多文化共生の場として提え、指導を考えています。

A」APEプ レスクールは、愛知県『プレスクール実施マニュアル』を基に始めました。教材・教具
が全くなく、借 りた空間があるだけ、とい うところからの出発でしたので、『 プレスクール実施
マニュアル』に大いに助けられました。愛知県プレスクール実施マニュアル検討会議の皆様に感

謝申し上げます。

AJAPEプ レスクールは、2012年度に神奈川県大和市との協働事業 「大和プレスクール にほんご

ひろば」となり、今 日に至つています。
「大不ロプレスクール にほんごひろば」は、11月 から3月 まで、週3回 (水、本、金曜の午後2時

～4時)の 日程で全50回実施 しています。43回 をA」APEが 担当し、7回 は市の国際化協会の委託を受

けた元保育士のボランティア団体が担当しています。                   _
1回 2時間で指導案を考えますが、あくまで 「案」。その日参加 した子ども主体に、しかし安易

に流されることのないよう心がけながら、実際の指導を行つています。その日の子どもの様子を

見て、休憩を2～4回入れています。
授業は日本語で行つています。
「プレスクール授業案」は2014年度用に作成 したものです。毎年見直しを行っており、今回公

開するものは 「現在でのより良いもの」に過ぎません。プレスクールでの指導を頼まれたけれ
ど、と戸惑っていらっしゃる方々の一助となれば幸いです。
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コースとして先ず6つのトピック、目標を決め、指導を考えました。各回、「最初の活動」を行っています。

トピック 目標
回数

2時間/回
1 ともだち プレスクールに慣れ る 6回

2 元気な体 徐本や物語に親 しむ、手や体を動かす 3回

3 健康な体 衛生習慣を身につける 5回

4 いろいろな家や遊び 多様な文化に触れる 10回

5 ルールや約束 ルールや役割があることを知 り、守る 10回

6 もうすぐ/1ヽ 学校 小学校が どんなところか知 る 9回

。愛知県プレスクール実施マニュアル検討会議 (2009)『 プレスクール実施マニュアル』
http:〃Ⅵ側.preidch.jp/0000028953.htm1 2015/10/10閲 覧

。矢沢悦子 (2013)「 大和プレスクール『にほんごひろば』での取り組み」

『言語教育実践 イマ×ココ』創刊号、ココ出版、4650
・矢沢悦子。高橋悦子 (2015)「 実践報告 大和プレスクール『にほんごひろば』

一小学校入学前の多様な言語背景を持つ子どもたちへの就学前教育。保護者支援一」

『異文化間教育』41、 1631

★AJAPE「 プレスクール授業案」は、日本語習得を含む就学前教育を非営利目的で行う方に提供していま
す。ご利用の方はご意見ともどもご―報くださいますようお願いいたします。

連絡先 :hitp://alape.org/
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毎回最初に以下の活動を行う。

授業内容 準備するもの。入手方法など

入室後 1)「こんにちは」

2)持ち物、衣服を所定の場所へ置く。コートはたたむ。

3)並べてある出席カニドの中から自分のを探す。

「今 日は○月○日」「赤 (青、白…)のシール」→シールを貼る。

4)机の上の名前カードを探し、着席。

出席カード

シール (赤、青、自、緑、黄色 )

名前カード

子どもがそろうまで 絵本

ジグソーパズル

折り紙

古本、贈呈本など

100円 ショップで購入

100円 ショップで購入

ク台まり T:(時計を指しながら)2時です。

♪はじまるよ

T:(動作で示しながら)立ってください。こんにちは。

C:こんにちは。

T:これから始めます。お願いします。

C:おねがいします。

室内の壁時計

出席確認 T:名 前を呼びます。「はい !J(T2名 でやつてみせる)。

T:○○さん/ちゃん/くん

C:はい。

日付、天気、人数 T:今 日は何月イ可日?

T:(カ レンダーの当日を指しながら)○ 月○日。

→Cに繰り返すよう促す。Tが例を見せる。

T:今 日は何曜 日? ○曜日。

→Cに繰り返すよう促す。Tが例を見せる。

T:(外を一緒に見ながら)今 日のお天気は ?

T:(ボードに絵を描きながら)晴れ/雨/曇り/雪。

→Cに繰り返すよう促す。Tが例を見せる。

T:今 日は何人 ?いち、に、さん…ろくです。

(最初は助数詞を使わない。様子を見て導入 )

カレンダー

★聞き取りに慣れてくる/一人で言えるようになつたら「～ですJも導入。

また、「子どもは何人 ?」「大人は何人 ?」「先生は何人 ?J「 あわせて何人 ?」も加えていく。

A」APEプレスクール 授業案 授業の最初に行う

'舌

動

Copyright◎2015A」APE



Ш■＜つ＜ゆ一ｏＮ◎´‘理、ゝＯｏＯ

（回ｏ）゛無や却　Ｆ

終鯉

「盤ヽ憮剛朴Ｃ駅ヽ」業

Щ郷・ミ椰
褒５ム・

「帯゛い弓゛」

ぎ島Ｏ製薬「ｘ諧毅

ｓ娠抑・

（ヽヽ「“噂

′劇楓′肛′畔′Ⅲ′憔）

粟い本・

［́純中６′撫珊理一い］惚暴邸

埓゛（４゛Ю〉Ю〉ｒヽ■

粟い本◆

く拘和電製Ｃ■ＯＪＱЪへＱ

く纂Ｃｔ埜くをつ６

）■つ６）Ｑ卜島へ貧

ズミト））Ｑ轡。こ官一口●＼）Ｄ瀾理とく麟Ｏ●稀せヽ含

い語掏絲◆

（０る）や吠勲尽Ю塙２＝匡い回購石２ヽ根Ｃ儡理Ｃｏ氷

σＤЮ↓館い知。卜）（混響ご）週せ混０年く１６↑

。瞼■総枷畔調「■壼
，

Σｏ′Ъ昔掏混ヾＣＨｏ篠卜含

いご´）⊃壼祀゛像黙笹士Ｃ混ヾＣＣ皿２ｏ↑

（ぐＣ混響〉姜煙）く〉＼くャ゛２Ｘ胆勲樫響ＯЪく１６貧

ぐ理Ｃ卜含

≪駆□皿′腱響Ｃ橿響◆

駆郎↑ズ螺尋稲ご

可゛（弓゛Ｌｓ卿Ｃ製薬」
諧利◆

ツー趣杓塙゛Ｉ）ヘ

い経゛絲◆

（駆Ｓ）橿ＮＣｄ◆

（華匡卜ヽ）。製⊃椰ｓ彗後〉笹。卜）○０６

。製⊃椰ｓ彗築〉範＼ハ製£。卜）○○（くや眠熟昼）

。）※ζ（混Ｃ姜Ｒぐ）●Ｊ′Ｑ拘○○百
憮釈Ｔ

。製枷Ｐ′くい＼製⊃椰杓）／ｏ壼ｏ̈↑　。る製Ｄ椰杓）■

。■掏役〉）０せ′く拘却百
Ю造３

６匡′トパ）。卜椰くくせ月●（■Ｃ鮮）

。卜榔ｓい軽只伸粟ｕｃ皿榊Ｎゞ像拠）

。卜椰ｓ設。（゙篠姜Ｃ拭）ぱ

。Ｄ念。卜椰ｔＯ熟ｓＣせ月月。卜榔ｓ麟簿Ｈ′終

６篠響や眠）０キ′卜ヽア♪拘製〉）ばＪ

Ｏ総）て料掏Ｃρ製０５〉異暉掏要Ｊ２尽―郭せ「尽Ｙト

。Ю詢）′く（＼卜椰杓）／ｏ通６↑　。条卜椰和）諄

。卜椰ｓ彗）単ヽ本。卜ｐｓ極糎３篠姜や眠伸ＳＳＸＹト

つや眠伸゛駅貧

（翠匡トパ）る総６↑憔６後終や眠Ｏ卜導じ百

ヽヽｂ軽́′ｕ楓′肛′畔′迎′憔′ＪＯで終ｓ総〇混ＮＣＣｐ含

ｓ蛙ｓ濫撫◆

ＫＫ

じ肛掏混響せくＣ理・

ポ胆掏混ヾＱ念側・

ヾ卜枷津郷・

ｃ
，

ぼ勲ＣくＯ製蛉́

や眠せ姜くで押唱彗・

。Юく颯一詢一

判月い趣勲ｓＣヤぐ拘通。

つ」ネ掏混

響Ｃ□）朧中匈腔ＫЩ・

３●繹

轟Ｄ緊く颯一ヽせヽくい

ぐ）Ｃ尽′肛側ＣＶＣ尽

ヾ最掏拘⊃来Ю曇掏

Ｓ２翌―調゛製侭′中緊

（回ｏ畑）゛禦千測．Ｆ鵬器邸▲―ヽヽК▲ヽШ住くつく



Шα＜つ＜Ю一ｏＮ◎一工押ＬゝＱｏ０

（導ヽ年ヽマ）

墾中器弊

へもヽ・ヽ″Ｋヽヽこ（ヽ
″ＲＩシ

『Ｏ■９椰しト

Ｏ椰製■Ю総壼〉編Ｌ

珊釈ｕ・ヽｍヽヽ・

くηＤ澤′柵釈・

（衡後′句゛■¨栄聖米・

Ｕ紙′恭一車ｓネ・

終墾・

（姜篠●６）

縫ヾ十二Ｋヽヽ・賦い

２１ＲＳ米・

範姜Ｏ￥ヽ
無

¨Ｘ二ヽ′ 、ハヽ∵

期総Ｃ粟・

粟ｓ案。

２１ミ゛味。

（２２じ２１ミ丼無・

輝恕皿中心３

８剥Ｊ′皿やＹｏ↑

ポ島ついい鮒勲Ｊ廷く製９£雄百貧

０■）０純製）緊Ｙｏ↑

（く炒枷状型いＣ紫Ｃ識米′橿ＮＣく「Ｄ聖′柵傘）↑　。識淑量く同百

（卜））（純後＼句゛■一ｏ

。る卜）こ延くＪ６後終⊃理掏ＳＣ誕利Ｙい含
譜殺◆

「製Ｄ椰ｓホ後〉饉＼⊃製£。トツ２６憮ポ貧

。ｐ本）眠゛ＣЮ本後卜寒（Ｓ枢ヽトトく」′（憔ゝミ■■穴Ｈ

粟ｓヽ◆

Ｋ墾ヾ〉）ヨ篠゛峠

やく歴ぐ編Ｋ鯉◆

パト））句ｔｓ（０薬）く拘ヾ翠星い′Ъ総掏＋Ｙｏ↑

∈こ′く同＼る卜）Ｌ楚くＪ（）やば゛乞ＩＲＹ卜貧

（継匡′トパ）　。句ＲＦｏ↑

。句ｔｓ（゙終姜や眠伸２１Ｒ）↑ヾ）０長Ｃ́ｐ縫Ｙ卜含

Юぺ賦棘混ヾＣＳ米◆

「姜薬拘Ｌ弓゛０「゛「範姜Ｏ■、Ｃ＋無貧

（Ю電゛Ｊ２０埜製黒つ匡調Ｓ）　「魯薬Ｃ）榔２「二ヽバヽ含
伸懇◆

「匡８Ｌ∈ａｙごズＤαρ）０帆調

く拘Ｊ一′゙■）００モ＼Ｏ製“＼Ｏ判ＯＬ↑Ｏｙビァ≫拘役〉′く月＼（ヾ゛峠と

Ｑ●卜枷口０句Ｓ■孤壼´純中′ＳＣ墨Ｃ檻郷。や埜Ｃ星

檬Ｓ■肛′くＣ埋縄。つて料せ引Ｃ尽や£くつぷ咲Ｃ理製■総）Ｄ極駅）

●０句Ｑ掏幽Ｃｐ紀〉Ｑ

（小卜Ｋ／雰♪卜）粟ｓヽ）終くで３

和卜築＼卜）句゛■６↑（渾Ｃ則ポ）↑廷則ポ○○

。卜）“取篠旬ｔｓ壼Ｄ製£↑和虫築く純（ヾ議２２１纂掏２１ミ畑Ｙい貧

（Юぺ紳Ｙｏ↑　↑こ′く月（曜運卿２１ミ゛咲Ｙ卜含

゛咲◆

（ヾぺ節Ｙｏ↑′Ｒ卜）こ（くや眠せくヽヽい枷２１ミＹ卜貧

（業匝トパ）。゙■６

。゙３い́易Ｄ椰■ｍパ像ぐ棉ｃ）無鳳貯じ

い０う′〉′゙廷′゙⊃′〉ヾ′句′⇒′く拘′星′゙３分ま郎゛２１ＲＹい０

伸無◆

『）卜０椰）卜０榔製３つ総壼〉廻』

やる肛ぐ梶◆

Ｃヾ

く螂日一く「⊃漑′柵拿・

。ヾ眠掏ＣくＯ製′Ю

やぼせ終くで燕嘔曇・

。噸彗掏゛峠）Ｄｓ

製■歴ｓ製０本掏粟ヽ本・
〇ト

拘理＼（極枷゛吠綴和政・

。Ю最勲混螺ＣＳ味・

。■判せ鍛―判゛製侭・

ポ値勲゛咲姜杓政・

ポ胆勲屁熙Ｃ゛米・

Ю聰喘′Юぺ塁゛

桑こ案Ｃ´姜“政ＣＣ皿

Ю卜伸Ｓ興Ｅ

”尋）Ｄ躙掏０脚月０「

（回ｏ畑）゛製φ判．Ｆ蝶絲堅ハ―ヽヽＫ▲ヽ国ａくつく



Шａくつ＜ゆ一ｏＮ◎）エコＬゝｏｏＯ

峡楓叶′Ｋ墾ゞＱ

像後衡姜姻′ミＣ報゛隧

（撻榊堰枷鯉）

墾中罫弊

せ輝К尊

『゛いＲＣ理ｏ楚』

く無副Ｋ・

ｘ工ヽ（祇Ｃ緊・

２１Ｒ伸黒・

珊傘綱′ＫＫゝヽ

粟眠ヾゞ

くηハ澤′柵傘

ゝ―ヽ鳳や

粟暖ヾヽ

絲◆

郊Ｃｐ椰８２Ｈ

＋無◆

゛０デ´′く役３奏（）にぶＣΨＹト

。ヾ眠せ側郷′和に）椰ロョ・Ｅく継報′ｓ卜寒軽迦含

ポ胆い塙）姜Ｏ掏訃′引匝菫′や笹料）回くＲ

↑■■。■轡０くＱ誉〇／０轡拘縄）柾■杓ＫΘ

■姜●製〇。沢紫総せ根Ｃや　。■拘役〉）く料２（日く）●や総

。卜榔杓Ｌ）椰ヾＪ島Ｃ卜Ｃ褒聖′）ヨ傲側将百含

〉お伸）榔口く認螺０薬側終◆

憔採３

５鮒頓貧

〉報掏墾Ｃ駅星粟暖ヾく曾

杓響墾総◆

（Юぺ螂Ｙｏ↑∈和戦（後く純＼黙Ｊ百

３姜０最＼ヾ）ｏ最も↑↑ヾ）０最（くし諄

噸やば掏嶽Ｃｕ′簗姜０■Ю３…繋楓帥＼ＫＣ熙゛辮

やる肛ぐ纏◆

Ｒ釈Ｃ唱曇貧

ヾ課）０選伸ЪＩトロや星粟暖ヾく貧

怪せ鯉ｓ授◆

ヾⅨ里側絲）■姜Ｏ檬鮮ｓ姜２尽含

い墾傲熙゛縫′）０●´伸熙ミーーＩЪ′“嚇ζく貧

い糎゛低象ＣＯ∞′し姜０

掏昨測゛役侭′後料せば′Ю拠枷拠引…や■伸撃緋〉嚇ζ武

。卜椰枷こ星■年枷報゛縫ζ武迪肛ぐμ含

３墾熙゛綾◆

『゛心総Ｃ廻０煙』

やく肛ぐ襦◆

ヾ聰

，
３姜Ｏ掏＝匈゛役侭・

。つぱ掏ＣくＣ導′Ю

や眠星轡くで枷唱母・

。Ю鮒勲Ｊ′）３

埋掏鯉Ｑ遷０熙姜和政・

。●最勲Ｏヾく篠地

０駅ｃｕミ́終で３い■・

ジエ脚格Ｒ・

Юぺ蜘せ臣楓姜糾駆・

。Юぼ掏ＣくＣＪ′Ю

や眠星轡Ｑで伸唱造・
Ｏｐ

設）０選掏祇―トロや。
０い

墾伸担０駅製０くせ琢・

じ熱

）■姜Ｏ熱畔判゛役侭・

。シＴ糧Ｎ拒陣でヽ・

Ｑい罰理プ⊃黎句ρ饂≪
後判

）くくヽ麟′゙´゛●肛

星Ｃｐ轡蜘ヽく総星縫皿

嗣駆田９Щ９購口Ｒ雇〓．一∞ざｒ３ゃｏの一＜一８．紹一一一≧３く＼Ｑ̈ぢ〓「鯉熔憔脚朴Ｃ駅罫」

（回０畑）゛禦千判．Ｆ絲靭堅ハ―ヽ゛Ｋ▲ヽШαくっく


