「e-ほいく 」週案作成

※色がついてる番号は現在配信中です！

ドゥープラン(DoPlan）

ドゥープラン（週案作成）＜知能編＞
おおむね０歳児

おおむね１歳児

おおむね２歳児

おおむね３歳児

おおむね４歳児

おおむね５歳児

NS0

NS１

NS２

NS３

NS４

NS５

3歳児の発達過程（知能）：

４歳児の発達過程（知能）：

5歳児の発達過程（知能）：

●１個の飴などを１つのお椀に入れ、３個のお椀を動

●絵本の登場人物の名称や、物語の中に出てきた物の

●正確に数を数える。

かしても、飴が入っているお椀を追視できる集中力を

順番などを記憶する。

鍛えていきましょう。

●10個くらいの数を２人〜3人に分けることができ

●３個が理解でき、5個くらいの中から取る事ができ

る。前から○番目などの順序数が理解できる。

る。

●糊やセロテープを楽しく使う事ができる。

●頭足人から身体から手足が出るような絵になる。

●折り紙を２〜3種類折る事が出来る。

●赤・青・黄色・桃色・橙・緑・黒・白・紫・茶色な

●こま結びができる。

どの名称が解る。

●隠れた積み木の存在を理解し作る事ができる。

●５個くらいで作った積木の形を真似て同じように作

●位置（自分や他人の上下・前後・左右）が解る。

る事ができる。

●水の嵩が理解できる。

●おはじきを5個取る、数の2等分・3等分などの操作ができる。
●升目の位置が理解できる。
●折り紙、図形構成の推理をする。
●風の向き、光と影の位置、水に浮かぶ物、磁石の性質の理
解。
●１年の意識、月の意識、時間の経過に興味をもつ。
●同図形の発見、異図形の発見に興味をもつ。点図形が描け

●サイコロの理解と展開図に興味をもちましょう。

●野菜、果物、乗り物、動物、昆虫などの身近な名称

1

1

1

（塗り絵で花を作る）

ビデオNo. NS3_01

3歳児
～
5歳児

活動の目的：
テーマの花を見つけに行く。実物を見て
観察する。写真や図鑑を見ながら、好き
2

2

2

1

●系列が理解でき、具体物やプリントで理解できる。
●三角形の構成ができる。（目標16枚）

低い・重い・軽いが理解できる。

花を描こう①

る。
●観覧車や図形の回転に興味をもつ。

●大きい・小さい・長い・短い・太い・細い・高い・

が解

●10までの数の簡単な足し引きを操作する事ができる。

花を描こう②

花を描こう③

4歳児
～
（ちぎり紙で花を作るVol.1） 5歳児

（染色ちぎり紙で花を作るVol.2）

ビデオNo. NS5_01

ビデオNo. NS4_01

活動の目的：
テーマの花の枠に、数字が書いてある。
数字の順番でちぎり紙を貼り付ける。か

1

活動の目的：
障子紙を染め、乾燥させる。自分で作っ
た色紙をちぎって貼り絵をする。数の概

な色を使って塗る。枠からはみ出さない

ずの概念と規則性を学ぶ。ちぎる、摘ま

念と規則性を学ぶ。1から順に貼り付け

ように注意しながら塗る。

む、貼る、などの指先を使った細かな作

る。

（サンプルぬり絵あり）

業による、「とうそく3指」と集中力の発

1

達を図る。

水で遊ぼう①
3

3

3

当面の間

当面の間

当面の間

週案作成サポートサービスは

週案作成サポートサービスは

週案作成サポートサービスは

3歳児～5歳児対象となります。

3歳児～5歳児対象となります。

3歳児～5歳児対象となります。

4

4

（水の不思議を知る）

ビデオNo. NS3_02

3歳児
～
5歳児

活動の目的：
水の音で遊ぶ。コップに水を入れる音、水に石

4

2

を落とす音、シャワーの音、など、サンプルの
音を聞いて、どういう場面の水の音であるかを
あてる遊び。シャワーや雨の日に傘にあたる音
を聞く。（水の音の性質を体験から知る）

5

5

5

6

6

（水の不思議を知る）

水で遊ぼう③

4歳児
～
5歳児

（水の不思議を知る）

ビデオNo. NS4_02
活動の目的：
●陽だまりの水の温度を知る。冷たい、温かい

ビデオNo. NS5_02

2

活動の目的：
●水の状態変化を知る。個体、液体、気体、の

など。（水温）

変化を体験する。（水の状態変化）

●容器に入れた水に砂糖、塩、などを溶かして

●穴の大きさが異なる水鉄砲で、水の距離を競

遊ぶ。（溶解）

う。紙ひもで吊るされたターゲットを打ち落と

●水かさを知る。大きさの異なる容器に、一定

すゲームなど。（水圧）

量の水を入れ量を比べる。（容積）

●様々なものを浮かべて遊ぶ。（浮力）

色の不思議①

色の不思議②

色の不思議③

（色の不思議を知る）

（色の不思議を知る）

（色の不思議を知る）

ビデオNo. NS3_03

ビデオNo. NS4_03

ビデオNo. NS5_03

活動の目的：
6

水で遊ぼう②

●色に関する絵本で、色への興味を持つ。
●同じ色を探す。色の名前を知る。
●色水遊び。（色水を作って遊ぶ）
●果物屋野菜の色を学ぶ。

3

活動の目的：
●色を作る。色の混合で自分の色を作る。
●３原色のパラフィンを重ねて色を作る。
●植物から色を作る。

3

活動の目的：
●天気の良い日に霧吹きで虹を作る。プリズム
あそびで、色の不思議を知る。（光の3原色）
●色がついた光でものを照らした時の、影が黒
いことに気付かせる。（光と影）
●霧吹きを使った色の混合あそび。（色の混
合）

2

3

「e-ほいく 」週案作成

※色がついてる番号は現在配信中です！

ドゥープラン(DoPlan）

ドゥープラン（週案作成）＜知能編＞
おおむね０歳児

おおむね１歳児

おおむね２歳児

おおむね３歳児

おおむね４歳児

おおむね５歳児

NS0

NS１

NS２

NS３

NS４

NS５

3歳児の発達過程（知能）：

４歳児の発達過程（知能）：

5歳児の発達過程（知能）：

●１個の飴などを１つのお椀に入れ、３個のお椀を動

●絵本の登場人物の名称や、物語の中に出てきた物の

●正確に数を数える。

かしても、飴が入っているお椀を追視できる集中力を

順番などを記憶する。

鍛えていきましょう。

●10個くらいの数を２人〜3人に分けることができ

●３個が理解でき、5個くらいの中から取る事ができ

る。前から○番目などの順序数が理解できる。

る。

●糊やセロテープを楽しく使う事ができる。

●頭足人から身体から手足が出るような絵になる。

●折り紙を２〜3種類折る事が出来る。

●赤・青・黄色・桃色・橙・緑・黒・白・紫・茶色な

●こま結びができる。

どの名称が解る。

●隠れた積み木の存在を理解し作る事ができる。

●５個くらいで作った積木の形を真似て同じように作

●位置（自分や他人の上下・前後・左右）が解る。

る事ができる。

●水の嵩が理解できる。

●おはじきを5個取る、数の2等分・3等分などの操作ができる。
●升目の位置が理解できる。
●折り紙、図形構成の推理をする。
●風の向き、光と影の位置、水に浮かぶ物、磁石の性質の理
解。
●１年の意識、月の意識、時間の経過に興味をもつ。
●同図形の発見、異図形の発見に興味をもつ。点図形が描け

●サイコロの理解と展開図に興味をもちましょう。

●野菜、果物、乗り物、動物、昆虫などの身近な名称

1

1

風の不思議①

風の不思議②

風の不思議③

（風の不思議を知る）

（風の不思議を知る）

（風の不思議を知る）

ビデオNo. NS3_04

ビデオNo. NS4_04

ビデオNo. NS5_04

4
2

2

2

3

3

3

週案作成サポートサービスは

週案作成サポートサービスは

週案作成サポートサービスは

3歳児～5歳児対象となります。

3歳児～5歳児対象となります。

3歳児～5歳児対象となります。

4

5

4

5

6

4

音あそび②

音あそび③

（音の不思議を知る）

（音の不思議を知る）

（音の不思議を知る）

ビデオNo. NS3_05

ビデオNo. NS4_05

ビデオNo. NS5_05

5

5

5

4

5

光と影のあそび①

光と影のあそび②

光と影のあそび③

（光と影の不思議を知る）

（光と影の不思議を知る）

（光と影の不思議を知る）

ビデオNo. NS3_06

ビデオNo. NS4_06

ビデオNo. NS5_06

6
6

4

音あそび①

当面の間

当面の間

当面の間

●系列が理解でき、具体物やプリントで理解できる。
●三角形の構成ができる。（目標16枚）

低い・重い・軽いが理解できる。

1

る。
●観覧車や図形の回転に興味をもつ。

●大きい・小さい・長い・短い・太い・細い・高い・

が解

●10までの数の簡単な足し引きを操作する事ができる。

6

6

6

「e-ほいく 」週案作成

※色がついてる番号は現在配信中です！

ドゥープラン(DoPlan）

ドゥープラン（週案作成）＜知能編＞
おおむね０歳児

おおむね１歳児

おおむね２歳児

おおむね３歳児

おおむね４歳児

おおむね５歳児

NS0

NS１

NS２

NS３

NS４

NS５

3歳児の発達過程（知能）：

４歳児の発達過程（知能）：

5歳児の発達過程（知能）：

●１個の飴などを１つのお椀に入れ、３個のお椀を動

●絵本の登場人物の名称や、物語の中に出てきた物の

●正確に数を数える。

かしても、飴が入っているお椀を追視できる集中力を

順番などを記憶する。

鍛えていきましょう。

●10個くらいの数を２人〜3人に分けることができ

●３個が理解でき、5個くらいの中から取る事ができ

る。前から○番目などの順序数が理解できる。

る。

●糊やセロテープを楽しく使う事ができる。

●頭足人から身体から手足が出るような絵になる。

●折り紙を２〜3種類折る事が出来る。

●赤・青・黄色・桃色・橙・緑・黒・白・紫・茶色な

●こま結びができる。

どの名称が解る。

●隠れた積み木の存在を理解し作る事ができる。

●５個くらいで作った積木の形を真似て同じように作

●位置（自分や他人の上下・前後・左右）が解る。

る事ができる。

●水の嵩が理解できる。

●おはじきを5個取る、数の2等分・3等分などの操作ができる。
●升目の位置が理解できる。
●折り紙、図形構成の推理をする。
●風の向き、光と影の位置、水に浮かぶ物、磁石の性質の理
解。
●１年の意識、月の意識、時間の経過に興味をもつ。
●同図形の発見、異図形の発見に興味をもつ。点図形が描け

●サイコロの理解と展開図に興味をもちましょう。

●野菜、果物、乗り物、動物、昆虫などの身近な名称

1

1

磁石の不思議①

磁石の不思議②

磁石の不思議③

（磁石の不思議を知る）

（磁石の不思議を知る）

（磁石の不思議を知る）

ビデオNo. NS3_07

ビデオNo. NS4_07

ビデオNo. NS5_07

7
2

2

2

3

3

3

週案作成サポートサービスは

週案作成サポートサービスは

週案作成サポートサービスは

3歳児～5歳児対象となります。

3歳児～5歳児対象となります。

3歳児～5歳児対象となります。

4

5

4

5

6

7

重さくらべ②

重さくらべ③

（重さをくらべて遊ぶ）

（重さをくらべて遊ぶ）

（重さをくらべて遊ぶ）

ビデオNo. NS3_08

ビデオNo. NS4_08

ビデオNo. NS5_08

8

8

8

4

5

長さくらべ①

長さくらべ①

長さくらべ①

（長さをくらべて遊ぶ）

（長さをくらべて遊ぶ）

（長さをくらべて遊ぶ）

ビデオNo. NS3_09

ビデオNo. NS4_09

ビデオNo. NS5_09

9
6

7

重さくらべ①

当面の間

当面の間

当面の間

●系列が理解でき、具体物やプリントで理解できる。
●三角形の構成ができる。（目標16枚）

低い・重い・軽いが理解できる。

1

る。
●観覧車や図形の回転に興味をもつ。

●大きい・小さい・長い・短い・太い・細い・高い・

が解

●10までの数の簡単な足し引きを操作する事ができる。

6

9

9

「e-ほいく 」週案作成

※色がついてる番号は現在配信中です！

ドゥープラン(DoPlan）

ドゥープラン（週案作成）＜知能編＞
おおむね０歳児

おおむね１歳児

おおむね２歳児

おおむね３歳児

おおむね４歳児

おおむね５歳児

NS0

NS１

NS２

NS３

NS４

NS５

3歳児の発達過程（知能）：

４歳児の発達過程（知能）：

5歳児の発達過程（知能）：

●１個の飴などを１つのお椀に入れ、３個のお椀を動

●絵本の登場人物の名称や、物語の中に出てきた物の

●正確に数を数える。

かしても、飴が入っているお椀を追視できる集中力を

順番などを記憶する。

鍛えていきましょう。

●10個くらいの数を２人〜3人に分けることができ

●３個が理解でき、5個くらいの中から取る事ができ

る。前から○番目などの順序数が理解できる。

る。

●糊やセロテープを楽しく使う事ができる。

●頭足人から身体から手足が出るような絵になる。

●折り紙を２〜3種類折る事が出来る。

●赤・青・黄色・桃色・橙・緑・黒・白・紫・茶色な

●こま結びができる。

どの名称が解る。

●隠れた積み木の存在を理解し作る事ができる。

●５個くらいで作った積木の形を真似て同じように作

●位置（自分や他人の上下・前後・左右）が解る。

る事ができる。

●水の嵩が理解できる。

解。
●１年の意識、月の意識、時間の経過に興味をもつ。
●同図形の発見、異図形の発見に興味をもつ。点図形が描け

1

2

2

3

3

3

●サイコロの理解と展開図に興味をもちましょう。

もじで遊ぼう①

もじで遊ぼう②

もじで遊ぼう③

（もじ遊びのいろいろ）

（もじ遊びのいろいろ）

（もじ遊びのいろいろ）

ビデオNo. NS3_10

ビデオNo. NS4_10

ビデオNo. NS5_10

週案作成サポートサービスは

週案作成サポートサービスは

週案作成サポートサービスは

3歳児～5歳児対象となります。

3歳児～5歳児対象となります。

3歳児～5歳児対象となります。

4

5

4

5

6

10

かずあそび②

かずあそび③

（かずあそびのいろいろ）

（かずあそびのいろいろ）

（かずあそびのいろいろ）

ビデオNo. NS3_11

ビデオNo. NS4_11

ビデオNo. NS5_11

11

11

11

4

5

時間あそび①

時間あそび②

時間あそび③

（時間あそび）

（時間あそび）

（時間あそび）

ビデオNo. NS3_12

ビデオNo. NS4_12

ビデオNo. NS5_12

12
6

10

かずあそび①

当面の間

当面の間

当面の間

●系列が理解でき、具体物やプリントで理解できる。
●三角形の構成ができる。（目標16枚）

10
2

る。
●観覧車や図形の回転に興味をもつ。

●野菜、果物、乗り物、動物、昆虫などの身近な名称

1

●升目の位置が理解できる。
●風の向き、光と影の位置、水に浮かぶ物、磁石の性質の理

低い・重い・軽いが理解できる。

1

●おはじきを5個取る、数の2等分・3等分などの操作ができる。
●折り紙、図形構成の推理をする。

●大きい・小さい・長い・短い・太い・細い・高い・

が解

●10までの数の簡単な足し引きを操作する事ができる。

6

12

12

「e-ほいく 」週案作成

※色がついてる番号は現在配信中です！

ドゥープラン(DoPlan）

ドゥープラン（週案作成）＜知能編＞
おおむね０歳児

おおむね１歳児

おおむね２歳児

おおむね３歳児

おおむね４歳児

おおむね５歳児

NS0

NS１

NS２

NS３

NS４

NS５

3歳児の発達過程（知能）：

４歳児の発達過程（知能）：

5歳児の発達過程（知能）：

●１個の飴などを１つのお椀に入れ、３個のお椀を動

●絵本の登場人物の名称や、物語の中に出てきた物の

●正確に数を数える。

かしても、飴が入っているお椀を追視できる集中力を

順番などを記憶する。

鍛えていきましょう。

●10個くらいの数を２人〜3人に分けることができ

●３個が理解でき、5個くらいの中から取る事ができ

る。前から○番目などの順序数が理解できる。

る。

●糊やセロテープを楽しく使う事ができる。

●頭足人から身体から手足が出るような絵になる。

●折り紙を２〜3種類折る事が出来る。

●赤・青・黄色・桃色・橙・緑・黒・白・紫・茶色な

●こま結びができる。

どの名称が解る。

●隠れた積み木の存在を理解し作る事ができる。

●５個くらいで作った積木の形を真似て同じように作

●位置（自分や他人の上下・前後・左右）が解る。

る事ができる。

●水の嵩が理解できる。

解。
●１年の意識、月の意識、時間の経過に興味をもつ。
●同図形の発見、異図形の発見に興味をもつ。点図形が描け

1

2

2

3

3

3

●サイコロの理解と展開図に興味をもちましょう。

さんかくで遊ぼう①

さんかくで遊ぼう②

さんかくで遊ぼう③

（三角の不思議）

（三角の不思議）

（三角の不思議）

ビデオNo. NS3_13

ビデオNo. NS4_13

ビデオNo. NS5_13

週案作成サポートサービスは

週案作成サポートサービスは

週案作成サポートサービスは

3歳児～5歳児対象となります。

3歳児～5歳児対象となります。

3歳児～5歳児対象となります。

4

5

4

5

6

13

造形あそび②

造形あそび③

（さまざまな形を作る）

（さまざまな形を作る）

（さまざまな形を作る）

ビデオNo. NS3_14

ビデオNo. NS3_14

ビデオNo. NS3_14

14

14

14

4

5

この音何の音①

この音何の音②

この音何の音③

（さまざまな音で遊ぶ）

（さまざまな音で遊ぶ）

（さまざまな音で遊ぶ）

ビデオNo. NS3_15

ビデオNo. NS4_15

ビデオNo. NS5_15

15
6

13

造形あそび①

当面の間

当面の間

当面の間

●系列が理解でき、具体物やプリントで理解できる。
●三角形の構成ができる。（目標16枚）

13
2

る。
●観覧車や図形の回転に興味をもつ。

●野菜、果物、乗り物、動物、昆虫などの身近な名称

1

●升目の位置が理解できる。
●風の向き、光と影の位置、水に浮かぶ物、磁石の性質の理

低い・重い・軽いが理解できる。

1

●おはじきを5個取る、数の2等分・3等分などの操作ができる。
●折り紙、図形構成の推理をする。

●大きい・小さい・長い・短い・太い・細い・高い・

が解

●10までの数の簡単な足し引きを操作する事ができる。

6

15

15

「e-ほいく 」週案作成

※色がついてる番号は現在配信中です！

ドゥープラン(DoPlan）

ドゥープラン（週案作成）＜知能編＞
おおむね０歳児

おおむね１歳児

おおむね２歳児

おおむね３歳児

おおむね４歳児

おおむね５歳児

NS0

NS１

NS２

NS３

NS４

NS５

3歳児の発達過程（知能）：

４歳児の発達過程（知能）：

5歳児の発達過程（知能）：

●１個の飴などを１つのお椀に入れ、３個のお椀を動

●絵本の登場人物の名称や、物語の中に出てきた物の

●正確に数を数える。

かしても、飴が入っているお椀を追視できる集中力を

順番などを記憶する。

鍛えていきましょう。

●10個くらいの数を２人〜3人に分けることができ

●３個が理解でき、5個くらいの中から取る事ができ

る。前から○番目などの順序数が理解できる。

る。

●糊やセロテープを楽しく使う事ができる。

●頭足人から身体から手足が出るような絵になる。

●折り紙を２〜3種類折る事が出来る。

●赤・青・黄色・桃色・橙・緑・黒・白・紫・茶色な

●こま結びができる。

どの名称が解る。

●隠れた積み木の存在を理解し作る事ができる。

●５個くらいで作った積木の形を真似て同じように作

●位置（自分や他人の上下・前後・左右）が解る。

る事ができる。

●水の嵩が理解できる。

解。
●１年の意識、月の意識、時間の経過に興味をもつ。
●同図形の発見、異図形の発見に興味をもつ。点図形が描け

1

2

2

3

3

3

当面の間

当面の間

当面の間

週案作成サポートサービスは

週案作成サポートサービスは

週案作成サポートサービスは

3歳児～5歳児対象となります。

3歳児～5歳児対象となります。

3歳児～5歳児対象となります。

4

5

6

4

5

6

●系列が理解でき、具体物やプリントで理解できる。
●三角形の構成ができる。（目標16枚）
●サイコロの理解と展開図に興味をもちましょう。

間違いさがし①

間違いさがし②

間違いさがし③

（違いをみつける）

（違いをみつける）

（違いをみつける）

ビデオNo. NS3_16

ビデオNo. NS4_16

ビデオNo. NS5_16

16
2

る。
●観覧車や図形の回転に興味をもつ。

●野菜、果物、乗り物、動物、昆虫などの身近な名称

1

●升目の位置が理解できる。
●風の向き、光と影の位置、水に浮かぶ物、磁石の性質の理

低い・重い・軽いが理解できる。

1

●おはじきを5個取る、数の2等分・3等分などの操作ができる。
●折り紙、図形構成の推理をする。

●大きい・小さい・長い・短い・太い・細い・高い・

が解

●10までの数の簡単な足し引きを操作する事ができる。

16

16

順番あそび①

順番あそび②

順番あそび③

（規則性を学ぶ）

（規則性を学ぶ）

（規則性を学ぶ）

ビデオNo. NS3_17

ビデオNo. NS4_17

ビデオNo. NS5_17

17

17

17

18

18

18

4

5

6

