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【掲載園一覧】 

園　名 園長氏名 所在地 TEL FAX 園児数 

＊ご応募いただいた時点での情報です。 

「科学する心を育てる・実践事例集Ｖｏｌ.６」について 

　２００８年度は９９園の幼稚園・保育所・認定こども園よりご応募をいただきました。入選園の論文
の優れた実践やユニークな取り組みを、乳幼児期の子どもたちにかかわる多くの方々に役立てて
いただけるように願って、今年度も引き続き、「科学する心を育てる・実践事例集」（Ｖｏｌ.６）を作
成いたしました。 
　この実践事例集では、主題の「科学する心を育てる」ために子どもたちと向き合い実践をする
ことで、保育者が保育の充実や楽しさを味わった事例（１章）、「科学する心」が育まれている
子どもたちの姿や体験、遊びの展開の様子が捉えられる事例（２章）、そして、子どもたちの活
動を支え、豊かな体験を通して「科学する心を育てる」ための保育の視点の参考になる事例（３章）
をご紹介しております。 
　また、「科学する心」の視点で子どもたちの姿を捉える参考にしていただけるように、子ども
たちのつぶやきを紹介する「ことばのたね」を掲載いたしました。 
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2009年度掲載予定 テーマ 
［毎月第１・３月曜更新］ 

http://www.sony-ef.or.jp/preschool/

ウェブマガジン「見えた!? 科学する心」 

事例集では紹介しきれない、たくさんの応募事例をウェブでご紹介しております。 
季節に合わせた内容で月に２回更新しています。こちらもぜひご覧ください。 

 ４月 身近な生き物（ダンゴムシ） 
  科学する心とは（イチゴ） 
 ５月 食育 
  見つめる（アゲハチョウ） 
 ６月 地球にいいこと（環境教育Ⅰ） 
  育ててみよう（ヤゴ）ｖｏｌ.１００記念号 
 ７月 不思議（ジャガイモ） 
  どうしよう・やってみよう（餌） 
 ８月 感じる・かかわる（セミ） 
  気付く・考える（色水） 
 ９月 挑戦（体を動かす） 
  工夫する（水を流す） 
 １０月 表現する（カエル） 
  感覚・感性（３歳児） 
 １１月 作って遊ぶ 
  共につくり出す 
 １２月 目的をもって（クリスマスツリー） 
  不思議な力（環境教育Ⅱ） 
 １月 ０歳からの科学する心 
  心を育む（命） 
 ２月 保護者とのかかわり（飼育・栽培） 
  地域交流（心が通う） 
 ３月 見通しをもって（幼小連携） 
  願いをもって（計画） 



●すごい！ふしぎ！と身の回りの出来事に驚き、感動し、想像する心。 
 
●自然に親しみ、自然の不思議さや美しさに驚き、感動する心。 
 
●身近な動植物に親しみ、様々な命の大切さに気づき、様々な命と共生し、人や
自然を大切にする心。 
 
●くらしの中で「人や、もの、出来事」とのかかわりを通して、物を大切にする心。
人としての守る道を身につけ、感謝する心や思いやりの心。 
 
●遊び、学び、そして共に生きることを喜ぶ心。 
 
●「身近な出来事、人やもの、自然」とのかかわりを通して、「なぜ？ どうして？」
と不思議に思い、考える心。 
　その答えを見つけ、分かった喜びを味わう中で育まれていく好奇心や創造性。 
 
●自分の思いや考えを、様々なかたち（身体表現、言葉、音、造形・絵画、もの
づくりなど）で表現し、考え・創り出していく喜び、やり遂げる意欲。 
 （そこから様々な表現としてのアートが生まれる過程全体を視野に入れています。） 

科学する心を育てる 
－豊かな感性と創造性の芽生えを育む－ 
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