
☆手あそび・集団あそび☆

手あそび・集団あそびは、あっきー・えいちゃん・そーちゃん・チェンバー・みんみん・ササ・トードー・ま

っきーの8人で行いました。

まずは、自己紹介から。普段どんな活動をしているのか、どんな子どもたちを対象にしているのかなども話しま

した。そのあとは、知っているあそびをたくさん挙げて、どんな場面で使うのか、あそびの中で何を大切にしてい

くかなども考えながら、情報交換をしていきました。

同じあそびでも幼児と児童とではルールを簡単にしたり難しくしたり、少し変化させるだけで、十分に楽しめ

ることを発見しました。

創造あそびでは、柔道場が寒かったため「少人数で、動いて楽しくあそべるあそび」をテーマ考えていきました。

輪になって遊べるものを考えてみたけれど、うーん…

その後も動きながら、いろいろ意見を出し合って、「こおりおに」を元にした「むきむきフルーツ」というあそび

ができました。どんなフルーツにしようか悩んで悩んで、ばなな・りんご・ぶどう・みかん・なしに決まりまし

た。幼児、低学年、高学年それぞれが楽しめるあそび方も創りだせて、大満足です。

とっても充実した時間になりました。



×２

～手あそび～

　

　　＊なっとう＊　幼児

♪あさから納豆に　醤油かけて　長ネギきざんで　からしぬって　　　　

最後にたまごを　わりましょう　　　　

　なーっとう　ねーばねば　なっとう　ねーばねば　

なっとう　　ねーばねば　なっとう　ねーばねば

なっとと　　　　　　　　　　　　　　

　　

＜あそび方＞

朝から　　　　　　納豆に醤油かけて　　　　長ネギきざんで　　　　からしぬって

両手に重ねて納豆の箱　　ふたをあける　　　　　　　　手で刻むしぐさと塗るしぐさ

最後にたまごを　　　　わりましょう　　　　　

両手で卵の形を作って、割る　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　なっとう　　　　　　ねーばねば　　　　　　　　　　　　　なっとと

納豆を混ぜる　　　　　　　　　　　　　　　大きく手を広げる

×２

※繰り返し



＊おおきくなったらなんになる＊　幼児

　　♪おおきくなったら　なんになる×２

　　　　１と１でなんになる　ちくっと注射のお医者さん

２と２でなんになる　おすしを握るよおすしやさん

３と３でなんになる　クリーム混ぜるよけーきやさん

４と４でなんになる　みんなを守るよ警察官

５と５でなんになる　どすこいどすこいおすもうさん

　

　＜あそび方＞

おおきくなったら　　　なんになる　　　　１と１でなんになる　　ちくっと注射の　　

お医者さん

両手を大きく広げて　　首をかしげる　　　　　１の指を作る　　　１の指で腕に注射をする

２と２でなんになる　　おすしを握るよ　　３と３でなんになる　　クリーム混ぜるよ

おすしやさん　　　　　　　　　　　　　　　　　　けーきやさん

２の指を作る　　　おすしを握る　　　　３の指を作る　　　　　輪を作り、指で混ぜる　

４と４でなんになる　　みんなを守るよ　　５と５でなんになる　　どすこいどすこい　

警察官　　　　　　　　　　　　　　　　おすもうさん

４の指を作る　　　右手でけいれいをする　　５の指を作る　　　　左右交互に前に出し、

つっぱりをする



＊ピカチュウ(山小屋一軒の曲)＊　幼児　　　☆最後に手はおひざで終わるので、

絵本の前や話の前に行うとよい

　　

♪こっちからピカチュウがかけてきて　かわいい声で鳴きました　　ピカチュウ 

こっちのピカチュウも出ておいで　　ランラランラランラランラ　手はうしろ　

　※繰り返し

両方からピカチュウかけてきて　　かわいい声で鳴きました　ピカチュウ　ピカチュウ　ピカチュウ 

これから楽しいおはなしだよ　　　ランラランラランラランラ手はおひざ　　

こっちからピカチュウ　　　かわいい声で鳴きました　　ピカチュウ　　　　こっちのピカチュウも　

がかけてきて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出ておいで

右手をキツネにし　　　　　　左右に揺らす    　　　 前に出す　　　　左肩を右手(キツネ)で

背中から前に持ってくる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トントンとする

ランラランラランラランラ　　手はうしろ

キラキラさせる　　　　手を後ろにまわす

両方からピカチュウ　　かわいい声で鳴きました　　　ピカチュウ　　ピカチュウ　　ピカチュウ　　

かけてきて　

両手をキツネにして　　　　左右に揺らす　　　　　　　右手　左手　両手　それぞれ前にだす

　　後ろから前に出す　

これから楽しいおはなしだよ　　　ランラランラランラランラ　　　　手はおひざ　

拍手　　　　　　　　　　　　キラキラさせて　　　　　　　ひざに置く

※反対も同じ

＜あそび方＞



＊忍者＊　幼児

１と１で　呪文を唱えて　　　　２と２で　刀を抜いて

３と３で　葉っぱをかぶって　　４と４で　足あと消して

５と５で　手裏剣投げて　　　　忍者になっちゃった　　にん！！　　　　　　　　　　　　　　　

１と１で　　　　　　呪文を唱えて　　　　２と２で　　　　　　刀を抜いて　　　　

　　１の指で両手を組み合わせ忍者のポーズ　　　　　　２の指で刀を抜くポーズ

　　　　３と３で　　　　　　葉っぱをかぶって　　　　４と４で　　　　　足あと消して

３の指を頭にのせる　　　　　　　　　　　　　４の指で足跡を消すように

５と５で　　　　　　手裏剣投げて　　　　忍者になっちゃった　にん！！　　　　　　

５の指で手裏剣を投げる　　　　　　１の指で両手を組み合わせ忍者のポーズ



＊食べ物＊　幼児

　♪１と５で　たこ焼き食べて　　　２と５で　ラーメン食べて

３と５で　ケーキを食べて　　　４と５で　カレーライス食べて

５と５で　おにぎりつくって　　みんなでピクニック　ゴー

１と５で　　　　たこ焼き食べて　　　　　２と５で　　　　　ラーメン食べて

１と５の指を作る　　たこ焼きを食べるように　　　２と５の指を作る　　　　　ラーメンを食べるよう

に

３と５で　　　　　ケーキを食べて　　　　　４と５で　　　　　カレーライス食べて

３と５の指を作る　　ケーキを食べるように　　４と５の指を作る　カレーライスを食べるように

５と５で　　　　おにぎりつくって　　　みんなでピクニック　ゴー

　　　５と５の指を作る　　　　　おにぎりを握る　　　　　　　　　　　拍手



＊キャベツのなかから＊幼児　　　　　　※「はらぺこあおむし」の前に行うと○

♪キャベツのなかからあおむしでたよ　　

　　　　　　　　　　おとうさんあおむし　

　　　　おかあさんあおむし　

ニョキニョキ　　おにいさんあおむし　

　　　　　　　　　　おねえさんあおむし　

　　　　　　　　　　あかちゃんあおむし　

キャベツのなかから　あおむしでたよ

ニョキニョキニョキニョキニョキ　　ニョキニョキニョキニョキニョキ　　　　　　

ちょうちょになりました　

キャベツのなかからあおむしでたよ　　　ニョキニョキ　　　おとうさんあおむし　

両手のグーとパーを合わせ、　　　　左右の親指を出す　　手を左右に揺らす

拍に合わせて互に入れ替える。　

キャベツのなかからあおむしでたよ　　　ニョキニョキニョキニョキニョキ　　ちょうちょになりました

　　　　　　　　　　　　　ニョキニョキニョキニョキニョキ

　　同様　　　　　　　　　　　左右交互に、親指から小指まで　　　両手のひらを広げ、

順に出していく　　　　　　　　　　ひらひらさせる

２番：人差し指 
３番：中指
４番：薬指　
５番：小指

で演じる



＊さかながはねて＊幼児　　　　　　　※「次はどこにくっつけようか」と子どもたちに

聞いてみるのもおもしろい！

♪さかながはねて　　ピューーン　　　　　　

　　　あたまにくっついた　　ぼうし　　　　　

　　　○○にくっついた　　　○○

さかながはねて　　　　　　　ピューーン　　　　　あたまにくっついた　ぼうし　

手のひらを合わせて　　　　　ぐるーっと大きく　　　　　　両手を頭に乗せる

左右に動かす　　　　　　腕をまわす

＊ごんべさんの赤ちゃん＊幼児　　　　　　　　　　　　　※ゴホン　ハクッション

風邪の症状を☆あとに加えていくと○

♪ごんべさんのあかちゃんが　　かぜひいた☆×３　　　　　　　　　

そこであわてて　　しっぷした　　　

　　

＜あそび方＞

ごんべさんの　　　　　赤ちゃんが　　　　　　かぜひいた

頭巾をかぶるしぐさ　　赤ちゃんを抱っこ　　　　口をおさえる

そこであわてて　　　　　　　　　　　　　　しっぷした

拍手　　　　　　　　　胸の前で腕を交差させる

※繰り返し

＜あそび方＞



　＊大工のきつつき＊　幼児　　　　　※いろいろなストーリーを入れて、動作を加えるとより楽しめる 

♪緑の森かげに　ひびくうたは　大工のきつつきさん　せいだすうた

　　ホールディーリアー

　　ホルディリリア　ホルディクク☆×３　

　　ホルディリリア　ホ　　　　　　　　　　　

　

歌い終ったら語りを入れて「♪ホールディーリアー」から歌い始め歌途中に語りの

動作を付ける。

　例)

　キツツキさんが仕事をしている前を、誰かがサッと通り過ぎたんですって

　動作：両手をそろえて右から左へサッと動かす

　それは、ネズミさんだったの。それを見ていたキツツキさんはハッと驚きました

　動作：両手を広げてハッと驚く

　でも、小さくてかわいいネズミさんだったから、キツツキさんはホッとしたんですって

　動作：両手を胸にあててホッとする

＜あそび方＞　

ホール　　　　　　　　　ディー　　　　　　　　　　　リアー

　　　　　　　ひざ　　　　　　拍手　　　　　　　指鳴らし　

※繰り返し



　＊野ねずみ＊

　　　♪いっぴきの　　　　　　　　　　　　　

にひきの　　　　　　　　　　　　　　　　

さんびきの　　のねずみが　あなぐらにあつまって　　　　

よんひきの　　　

ごひきの

チュチュッ　チュ　チュッ　チュ　　チュッ　チュチュチュ　

　　(2番以降2回3回と増やしていく)　　　

おおさわぎ　　　　　　　　　　　　　　、

いっぴきの　　　　　　　　のねずみが　　　　　　　　あなぐらに　　　　　あつまって

　右手の人差し指を背中側　　　　左手も同じように　　　　指であなをかく　　　あつまるように

から左右に振りながら出す

チュチュッ　チュ　チュッ　チュ　　　　　おおさわぎ　　　　　　　

チュッ　チュチュチュ　

両手の人差し指を交互に上下させ、　　　挙げた両手をクルクルさせながら

　8回合わせる　　　　　　　　　　　　　下ろし背中に隠す

　

＜あそび方＞



～集団あそび～

　

＊宇宙ゲーム＊　児童　　　　　　　　☆幼児の場合は、バナナやりんごなどの絵を描いたものや

３匹のこぶたのような物語を利用してもよい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・鬼以外の子どもたちは、それぞれの星にいる

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・鬼が「地球」「水星」など声をかけたら、

　　　　　　その星にいた子どもたちは、ほかの星に移

　　　　　　動する

　　　　　・鬼は逃げていく子どもたちを捕まえる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊だいこんぬき＊児童

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・円になり外を向いて足を伸ばして座る

・隣の人としっかり腕を組む

　　　　・鬼はみんなの足(だいこん)をぬく!!

おに

火

星

金

星

水

星

地

球

火

星

金

星

水

星

地

球

！
地球

　○○
○　　○
○　　○
○○●鬼

おに



○○

逃げる

　○○
○　　○
○　　○
○○

＊ねことねずみ＊　幼児　　　　　　　☆人数が少ない場合は足を広げて座ってみたら楽しめそう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　・円になり内側を向き、隣の人と間隔を

　　　　あけて、足を伸ばして座る

・ねことねずみはみんなの足の間を踏まない

　　　　ようにかけていく

・ねこはねずみをおいかける

　

＊お天気バスケット＊　幼児　　　　　☆ほかにも動物バスケットやなんでもバスケットもできそう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・晴れ、くもりなどのお面をつけてあそぶ

　　　　　・フルーツバスケットとルールは同じ

＊せんおに＊

・線の上のみ移動できる鬼ごっこ

　 

　　

＊がっしゃんおに＊児童

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・２人１組で腕を組んで座る

　　　　定員は２人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・くっついた反対の人が逃げる

○○

○○

○⌒○

○○

○○

●鬼

☆逃げる人

　☆

ガッシャン

●鬼

　○○
○　　○
○　　○

○○ ●ねこ

☆ねずみ

●

くもり



＊かざぐるま鬼＊　児童

　　　　　　

　　　　　　　　○

　　　　　　　○

　　　　　　　　○

　　　　　　　　　○　　　　　　　　　　　　　・十字に座る

○○○○　○○○○　　　　　　　　　・鬼はその周りを回る

　　　　　　　　　○

　　　　　　　　　○

　　　　　　　　　○

　　　　　　　　　○

　　　　　　

　

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・鬼に「来い！」と呼ばれた列は…

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・逃げる(１周する)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ・元の列に戻って、座る

・１番最後の人が鬼

●鬼

　　　　　
　　　　　○
　　　　　○
　　　　　○
　　　　　○ 
○○○○　○○○○

　　　　　○
　　　　　○
　　　　　○
　　　　　○

●

来い !

　　　　　○　●
　　○
　　　　　○
　　
　　○

○○○○　○○○○
　　　　　　　○
　　　　　　　○
　　　　　　　○
　　　　　　　○

●

　　　　　

 ●鬼 

　　　　　　　○
　　　　　　　○
　　　　　　　○
　　　　　　　○

○○○○　○○○○
　　　　　　　○
　　　　　　　○
　　　　　　　○
　　　　　　　○



～創造あそび～

　＊むきむきフルーツ＊　　　　　　　　　　　　☆数を変えればそれぞれ楽しめる

幼児：１種類　低学年：３種類　高学年：５種類

　

　　　　　　　　　　　　

　　

頭の上で両手を合わせる　　　　　腕を組む　　　　　　腰に手を当てる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

後ろで腕を組む　　　　　　　頭の上で手を組む　

・こおりおにのルールと同じで、鬼にタッチされたら言われたフルーツに変身

・フルーツになった仲間を、皮をむいて助けてあげよう

 

報告：まっきー(東京家政大学短期大学部 有志)


