
活動にアクセントをつける

⼩ネタいろいろ

●はじめに

この小ネタ集は、1日の活動のちょっとした隙間や活動のとりかかりに、場の空気を作っ

ていくちょっとした小ネタを集めています。長年自然体験活動の企画運営を行っている財

団法人キープ協会でよく実施されているものを中心にまとめました。こうした小ネタやア

クティビティは、多くの先人のアイデアの積み重ねの中で、現場で磨かれていったもので

す。スタッフがオリジナルで開発したものから、他の方の実施していたものをアレンジし

っていったもの、昔あそびなどから発展したものなど、さまざまです。

こうした小ネタは「0 から 1のオリジナルを作り出した人」をたどることが、とても困難

な部分があります。今こうした形で広くよき学びの場のために活用していただけるアイデ

アの元をつくっていただいた多くのみなさまに感謝しながら、ぜひ、いろいろとご活用い

ただけたら幸いです。

小ネタは、主に以下のようなグループに別れています。

小ネタの使い方によっては、異なる位置づけでの活用も可能です。

●発散・・・・・・・・活発に動き、気持を広げる小ネタ

●よく見る・・・・・・観察などの動機付けや導入に使える小ネタ

●お互いを知る・・・・どんな人が集っているかを知るのに使える小ネタ

●注目・・・・・・・・参加者の集中を集めたい時に使える小ネタ

●グループ分け・・・・いくつかのグループに分ける時に使える小ネタ

●体ほぐし・・・・・・体や気持をほぐす小ネタ

●その他・・・・・・・その他の小ネタ
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１.⾊オニ
⻤ごっこで楽しみながら、⾃然界のいろいろな⾊に気づく

■キーワード：よく見る、発散

■ねらい：自然の中にいろいろな色があることに気づく

１.色オニのルールの説明

・「今から、みんなで鬼ごっこをします」

「でも、普通の鬼ごっこではありません。オニが色の名前をいうので、その色のものを

見つけて触っている人は助かります。見つける前にオニに触られたら、その人が次のオ

ニです。」

・例えば、「赤」なら何がある？ など、試しにまわりを眺めてみる

・服など、人工のものは無し。

２.実際に何度かやってみる

・「緑」「黄色」「赤」「茶色」など、何度かやってみる

・最初はリーダーがオニ役を、参加する人数によりオニの人数を増やしてもよい

・適度に、もりあがったところで区切る

３.気づいたことや、印象に残ったことを共有する

・「紫は難しかったねえ」

「ピンク色の貝殻にはびっくりした」

「海は青っていうけど、青じゃない」

やってみて、気づいたり思ったことをみなでいいあってみる。

「今の季節は、こんな色が多いんだね。また○○色や○○色もよく見るとみつかったね」

など、みんなの印象を全体でわかちあう。

・「今日は色に注目して歩いてみよう」

「今日海には○色な生きものがきっとみんなをまっているよ」

「アカエイ・アカクラゲの赤は注意しようね」 などその日の活動につなげる。

●備考：

・始める前に、軽く手首足首などのストレッチを。

・色の多い季節やフィールドの方がよりもりあがる。

・エネルギーがあり余っている時に、少し発散できる要素もある。



２.氷オニ
体を動かすことで、エネルギーを発散する

■キーワード：発散、場をほぐす

■ねらい：場の空気を活発にする

１.氷オニのルールの説明

・「今から、みんなで鬼ごっこをします。」

「オニに触られた人は、その場で固まって氷のように動けなくなります。他の人がさわっ

てくれるとまた動き出すことができます。」

・実演するのが、わかりやすい。学校などでやったことのある人がいることもある。

２.適度な時間、実施する

・よーいスタートで、実際にやってみる

・最初はリーダーがオニ役を、参加する人数によりオニの人数を増やしてもよい

・適度に、もりあがったところで区切る

３.全体の状況を確認し、共有する

・「1回もオニに触られなかった人は？」

「固まってる時、どんな気持ちだった？」

・「鳥の中には、じっと固まったように動かずにいるのもいるよ」

「貝は動かないようにみえて、実は動くんです」

「やどかりも手にのせると、ぴっと固まってるけれど、しばらくすると動き出すよ」

など、その日の活動の視点につなげる。

●備考：

・始める前に、軽く手首足首などストレッチを。

・生きものの中にも状況によっては、じっとしているものもいるということと

つなげることもできる。

・エネルギーがあり余っている時に、少し発散できる要素もある。



３.2 ⼈オニ
体を動かすことで、エネルギーを発散する

■キーワード：発散、場をほぐす

■ねらい：場の空気を活発にする

１.2 人オニのルールの説明

・「今から、みんなで鬼ごっこをします」

「2人ずつのペアになってください」

「今回は 1 対 1 の鬼ごっこです。じゃんけんをして負けた人が最初のオニです。つかま

える相手はペアの人です。つかまったらオニになって、10 秒その場で数えたら、スタ

ートです。」

・範囲は、必ず明示する。「木を隠すには森の中」という言葉もあるが、うまく逃げるには、

周りの人の中に隠れるのもいい手段であることをほのめかす。

２.適度な時間 実施する

・よーいスタートで、実際にやってみる。

・うまくいっていない状況の時は、一度区切ってルールを確認する。

・適度に、もりあがったところで区切る。

３.気づいたことや、印象に残ったことを共有する

・「他の人にうまく隠れて逃げた」

「オニを逆に見張って、見えないところに逃げてた」

など、みんなの印象を全体でわかちあう。

・「鳥がたくさん群れているのは、今の鬼ごっこと似てるかもしれないね」

「干潟の生きものは、逃げる時はどんなところに隠れるのかな」

など、その日の活動の視点につなげる。

●備考：

・始める前に、軽く手首足首などストレッチを。

・ 2 人ペアの活動のウオーミングアップにもなる。

・エネルギーがあり余っている時に、少し発散できる要素もある。



４.じゃんけんまわり
体を動かすことで、場の空気をあたためる

■キーワード：発散、場をほぐす

■ねらい：場の空気を活発にする

１.じゃんけんまわりのルールの説明

・「２人ずつペアになってください」

「じゃんけんをして、負けた人は相手のまわりを１周します。もし、２回連続で負けたら

２周、３回連続でまけたら３周です。」

・実際に実演しながら、ルールを説明する

２.適度な時間 実施する

・よーいスタートで、実際にやってみる。

・適度に、もりあがったところで区切る。

３.全体の状況を確認する

・「１回も負けなかった人」

「３回以上連続で負けた人」

「もっといっぱい回った人いる？」

・一番負けた人に「がんばったで賞」の拍手をみんなでおくる

●備考：

・ 2 人ペアの活動の前におこなうと、2人が仲良くなれる

・ 2 人組の準備体操などの最後にいれてもよい。



5.ひじタッチ
2 ⼈ペアのゲームで、体と気持ちをほぐす

■キーワード：場をほぐす、気分転換

■ねらい：体を動かすことで、場をほぐす

１.ひじタッチのやり方の説明

・ 2 人ずつのペアをつくる

・肩幅に足をひらき、互いに向き合う

・「今から、『ひじタッチ』というゲームをします。お互い、その場所から足を動かしては

いけません。そして、相手のひじをタッチできたら勝ちです。」

「ひとつ大事なルールがあります。ひじをさわりに行く時『あちょー』と言ってくださ

い。いいですね。」

２.実際にやってみる

・「あちょー、あちょー」

・何度かペアを変えながら、勝った回数の多いチャンピオンを決めていく

３.全体で状況を確認する

・「（5回戦やったとして）5回連続で勝った人？ 4回、3 回、2回、1 回、

1 回も勝てなかった人？ はい、いっぱい勝った人も勝てなかった人もがんばったお互い

に拍手！」

・「少しあたたまってきましたか？ では、次の場所に移動しましょう」

等 場面をきりかえていく。

●備考：

・「あちょー」の声かけは、グループの状況による。



6.⼿押し相撲
2 ⼈ペアのゲームで、体と気持ちをほぐす

■キーワード：場をほぐす、気分転換

■ねらい：体を動かすことで、場をほぐす

１.手押し相撲のやり方の説明

・ 2 人づつのペアをつくる

・肩幅に足をひらき、互いに向き合う

・「今から、『手押し相撲』をします。お互い、その場所から足を動かしてはいけません。

そして、相手と手をあわせて押したり引いたりしながら、相手のバランスをくず

したら勝ちです。」

「手は、ずっとくっついていても、離れてかまいません。では、スタート」

２.実際にやってみる

・何度かペアを変えながら、勝った回数の多いチャンピオンを決めていく。

３.全体で状況を確認する

・「（5回戦やったとして）5回連続で勝った人？ 4回、3 回、2回、1 回、

1 回も勝てなかった人？ はい、いっぱい勝った人も勝てなかった人もがんばったお互い

に拍手！」

・「少しあたたまってきましたか？ では、次の場所に移動しましょう」

等 場面をきりかえていく。

●備考：

・勝った人同士、負けた人同士などトーナメント式で行なってもよい



7.ちょっとだけよ
ちらっと⾒せたものと同じものをさがすことで、意識を集中させていく

■キーワード：よく見る、集中

■ねらい：ある自然物に意識を集中させる

１.ちょっとだけよのルールの説明

・「ちょっと目をとじてみてください」

「はい、あけてください。ぼくのこの手の中に、この近くにある自然のものがはいって

ます。今からちらっとだけ見せるので、これと同じものを探してきてください。」

・その季節、その周辺にたくさん落ちているものがやりやすい。

あるいは、数が少なくても、いくつかは確実に見つかるものがよい。

２.みせたものをさがしてもらう

・みんなで、探してみる

・ある程度、みんなが見つけたところで、みんなに見つけたものを手の平にのせて、

お互いにみせあう。

・リーダーは、かくしておいたものを見せる

３.自然物の解説をし、次の活動や展開につなげる

・「今探してもらったのは、アサリですね。」

「こんな小さいのから、割と大きめのサイズのもありますね。模様がひとつひとつ違う

といわれてますが、どうでしょうか？」

・探したものから、その日のテーマにフォーカスしていったり、じっくり見てみるという

メッセージを伝えていく。

●備考：

・みんなの見つけたものを並べる黒い布などがあると一覧化できる。

（黒色のものの上に置くと、その自然物がくっきりとして浮き立つ）

・見せる時に少しためてから見せるほうが気持ちが高まる。

・大きな自然物の場合は、箱などにいれるか、布をかけておこなうこともできる。



8.⼈間まちがい探し
「よく⾒る」練習をして気持ちを⾼める

■キーワード：よく見る、集中、導入

■ねらい：「見る」と「よく見る」の違いを実感する

１.人間間違いさがしのルールの説明

・「今から、『よく見る』練習をしてみましょう。」

「みなさんに、このあと目を閉じてもらいますが、その間に、僕の足の先から頭のてっ

ぺんまでのどこかが、今と違う状態になります。まずは、いまの状態をよーく見て覚

えておいてください。」

「では、目を閉じてください。」

・目を閉じている間に、何箇所か変化をつける。

２.変化した箇所をさがしてもらう

・「さあ、目をあけてください。どうでしょう？」

「実は 3 箇所かえていますが、あと 1 箇所わかる人いますか？」

・変化させる場所の具体例

腕時計を右から左へ、眼鏡をさかさまに、服のボタンを一箇所はずす、

靴を右と左を逆に履く、服のボールペンをポケットにいれる、帽子についているバッチ

をはずす など

３.全体の状況を確認する

・「全部見つかりましたか？」

・「自然の中にもよく見てみると、いろいろな発見があります。」

「今日のみなさんはとてもいい目をお持ちですので、何かおもしろいものがあったら

是非、みんなに教えてください」

等、その日の活動の視点につなげていく。

●備考：

・ 2回戦として、2 人ペアになって、お互いに間違い探しをするやり方もある。

・変化させる箇所の難易度は、高いものと低いもの両方あるとよい。



9.指差しチェック
あれこれ指差してみて、⼈による感性の違いに気づく

■キーワード：よく見る、違いに気づく、導入

■ねらい：いろいろな視点、感覚があることに気づく

１.指差しチェックのルールの説明

・「今から、ちょっと周りの自然をじっくり見てみましょう。」

「まずはぐるりと 360 度周りをみてみましょう。」

「では、今度は赤いものをさがしながら、ぐるりと一周見てみてください。」

・周りをみてみるウォーミングアップなので、目を閉じて風やお日様の光を感じてみる

のもよい。

２.いくつかのお題にそって指をさし、それを共有しあう

・「では、赤いものをせーので、指差して見ましょう。せーの」

「あっちこっち向いてますね。ちょっと近くの人と『どれ～』と教えあいっこして

ください。」

「ちょっと、これはみんなに紹介したいっていうのはありますか？」

・お題の例

「生きものが隠れていそうな場所」「自分の家のまわりにはないもの」

「何だか気になるもの」「自分の家の方向」

３.全体の状況を確認する

・お互いの発見や視点を共有する。

・「今日はたくさんの目がありますし、いろんなものをキャッチしてくれるみんなの感性

のアンテナがあります。ぜひ、いろいろお互いの発見を紹介しあいながら過ごしていき

ましょう。」

等、その日の活動の視点につなげていく。

●備考：

・お題は、最初は限定性のつよいもの、徐々にそれぞれの感性によるものに変えていく

方が、とまどいが少ない。

・自然教育研究センター「感性の体操」をアレンジした展開。



10.⼈形さがし
⼩さな⼈⼯物を探す中で、発⾒する⽬を養う

■キーワード：よく見る、導入

■ねらい：よく見てみると普段意識していないことが見えてくることに気づく

１.人形さがしのルールの説明

・「今から、ちょっと『よく見る』訓練をします。」

「みなさんが目をとじている間に、この周辺に、この小さな人形を 3 つ隠します。」

「では、目をとじてください。」

・隠す場所は、木の枝の上や、人形の色と近い土の上、見えそうで見えにくい場所など。

足音で予想がつくので、少しうろうろと動き回る。

２.人形をさがす

・「見つけた人は、指を差したりすると、すぐ他の人にもわかってしまうので、何気なく通

りすぎてください。3つとも見つけたら、こちら側にきてください」

・なかなか見つからない時は、「ここよりこちら側です」など範囲をせばめる。また、

全て見つけた人に「今○○さんの近くにあるよ」などヒントをだしてもらう。

３.全体の状況を確認する

・「同じ色だと、混じって見つけにくかった。」

「他が地面だったから、下ばっかり探して上には気づかなかったなあ」

等、探しながら感じたことなどを話してみる。

・「自然の中にも上手に隠れている生き物もいます。」

「ちょっと見ただけでは気づかないおもしろいことが、今日は待っているかも知れま

せんね」等、その日の活動の視点につなげていく。

●備考：

・人形の大きさは、5～10cm ぐらいが適当だが、場所や隠し方で応用がきく。

・人形が、実際にそこにいる生き物だと、生きものの話に展開しやすい。

・人形が、みんなの知っているキャラクターだと、ひきつけやすい。

・人形以外のちょっとした小物（鉛筆・洗濯ばさみなど）でも実施できる



11.⾃分の葉っぱ
普段何気なく⾒ているものを、じっくり⾒てみる

■キーワード：よく見る、導入

■ねらい：よく見てみると普段意識していないことがみえてくることに気づく

１.一枚の葉っぱをよく見てみる

・「今から歩いていく中で 1枚気になる葉っぱをひろってください」

「その葉っぱは、今日のあなたのラッキーリーフですので、よく見ておいてください。

手触りや、色、形・・・」

「よーく見たら、そっとまた足元に戻してあげてください」

・日に透かしてみたり、一枚の葉の中にいくつ色があるかなど、いろいろな視点を

なげかける。

２.もう一度同じ葉っぱをさがす

・（少し移動した後で）「あっ、すいません。やっぱり、さきほどのラッキーリーフ

もう一度自分の手元にもってきてください。」

・落ち葉の地面の中から、参加者はさきほどの葉っぱをさがす

・あまり、落ち葉の少ない季節ならば参加者がみつけた葉っぱを、一枚の黒布の上に

だして、シャッフルして自分の葉をさがすという方法もある。

３.全体の状況を確認する

・「けっこう、あっさり見つかった」

「ここの色が特徴的だったからすぐ見つけられた」

「なかなか見つけられなかった」

等、感じたことを話してみる。

・「葉っぱ一枚一枚でも、よく見るとちがってますね」

「同じ種類でも葉っぱ一枚一枚にそれぞれのストーリーがきっとあるんでしょうね」

等、その日の活動の視点につなげていく。

●備考：

・海岸の場合、葉っぱを貝殻などにおきかえてもよい。

・よく見た後、ペアや近くの人と選んだ葉っぱの気になったポイントを紹介しあう

のもよい。



12.記憶スケッチ
普段の⾃分の⾒⽅のあいまいさに気づく

■キーワード：よく見る、思い出す

■ねらい：普段の見方のあいまいさに気づきじっくり見てみる気持ちを高める

１.記憶スケッチの説明

・「みんな『カニ』は見たことある？」

「今から、この紙にみなさんの記憶の中にあるカニをできるだけ、

細かいところまで正確にかいてください。」

２.実際にかいてみる

・「よーく思い出してくださいね。目はどこからでてたでしょうか。はさみはどんな形で

しょうか。足や体に毛がはえていたでしょうか。」

・絵の苦手な人も、気楽に描ける声かけを。「本当はもっと時間があれば、きっともっとう

まく描けると思うんですが、今日はこの短い時間の中ですからね。」「絵のうまい下手は

関係ないですから、えいやっでかいてみてください」等

３.描いたものを見せ合いながら、全体の状況を確認する

・人数にもよるが、前にざっと並べてみたり、近くの人同士で見せ合ったりしながら

お互いの「ここどうだったっけ？」とか「ここ違うけど、本当はどうだっけ？」という

疑問を、話し合う。

・実際の観察の中で、その疑問点を解消していく。

●備考：

・みんなの知っているキャラクター（ピカチュウやキティーちゃんなど）だと、場がぐっ

と もりあがる。この場合、記憶のあいまいさに触れ「よく見る」という動機付けにつ

なげる。



13.⼀歩前にアンケート
簡単な質問に答えながら、全体の状況を視覚化する

■キーワード：お互いを知る、導入

■ねらい：どんな人が集っているか、お互いを知り合う

１.一歩前にアンケートのルールの説明

・お互いの顔が見えるように円になってもらう。

・「今から、簡単なアンケートをします。僕が、質問をするので、自分はあてはまるなあと

いう人は、一歩前にでてください」

・「今日朝ごはんを食べた人？」など、簡単な例を最初に行なうとよい。

２.いくつか質問をしながら、どんな人が集っているか知る

・質問例

「この公園に来たことがある人」「3年生の人」「江戸川区に住んでいる人」

「今日○○の活動が楽しみな人」「朝 7 時より早く家を出た人」

「今日の朝ごはんに、のりとか、鮭とか海の生き物を何か食べた人」

・それぞれの質問の後に、みながちょっと元気になれるようなコメントをする。

「公園に始めてきた人」・・・今日一番いろんな発見ができるかも知れないですね。

「公園に何度もきたことある人」・・・今日ならではの新しい発見があるといいですね。

・質問ごとに、ちょっとしたコメントをはさみながらリズムよく行なう。

３.全体の状況を確認する

・「大体、今日はこんな人が集まっているなあってわかりましたね」

●備考：

・質問の内容を練りこむと、その日の活動テーマにフォーカスしていくこともできる。

・参加者に「何か聞いてみたい質問ある？」など ふってみるのもよい。



14.なんでもバスケット
簡単な質問に答えながら、全体の状況を視覚化する

■キーワード：お互いを知る、導入

■ねらい：どんな人が集っているか、お互いを知り合う

１.なんでもバスケットのルールの説明

・お互いの顔が見えるように円になってもらう。

・「フルーツバスケットってやったことある？今日は、それの何でも版をやってみます。」

「真ん中の人は、『帽子をかぶっている人』など、あるお題をいって、それにあてはまる

人だけが動きます。お題は僕が言っていきますね。」

２.実際にやりながら、どんな人が集っているか知る

・お題の例

「この公園に来たことがある人」「3年生の人」「江戸川区に住んでいる人」

「サンダルをはいている人」「朝 7 時より早く家を出た人」

「兄弟が 2 人以上の人」「カニが好きな人」

・たくさん動くものと、少ない人数動くものを適度にまぜながら、リズムよく。

３.全体の状況を確認する

・「大体、今日はこんな人が集まっているなあってわかりましたね」

・「最後の質問で、カニを実際に触ったことある人は意外に少なかったけれど、今日は

ぜひ、実際に自分の手のひらで確かめてみてください」

等 その日の活動の視点につなげていく。

●備考：

・質問の内容を練りこむと、その日の活動テーマにフォーカスしていくこともできる。

・参加者に「何か聞いてみたい質問ある？」など、ふってみるのもよい。



15.仲間あつまり
簡単な質問に答えながら、全体の状況を視覚化する

■キーワード：お互いを知る、導入

■ねらい：どんな人が集っているか、お互いを知る。

１.仲間あつまりのルールの説明

・「今から、簡単なアンケートをします。僕が、質問をするので、同じ仲間の人を

さがして集まってください。」

・「男性と女性」など、簡単な例を最初に行なうとよい。

２.いくつか質問をしながら、どんな人が集っているか知る

・質問例

「この公園に来た回数」「学年」「住んでいる区」

「兄弟姉妹の数」「誕生日」「好きな季節」「好きなお酒」

「好きなおにぎりの具」「好きな海のいきもの」

・それぞれの質問のあとに、今日はどんな人が多いのかあるいは少ないのか

集まったグループを紹介しあう。

・質問によっては、その集まったグループで短く話す時間をとってもよい。

例えば「住んでいる区」の場合、「どちらですか？」など

３.全体の状況を確認する

・「大体、今日はこんな人が集っているなあってわかりましたね」

・「今日、公園でであうものも共通点（＝一緒のところ）のあるものや、違うところのある

ものがいろいろいると思います。そんな『比べる』という視点ももちながらすごして

みましょう。」

等 その日の活動の視点につなげる。

●備考：

・質問の内容を練りこむと、その日の活動テーマにフォーカスしていくこともできる。

・参加者に「何か聞いてみたい質問ある？」など ふってみるのもよい。



16.⼿クロスパチン！
参加者の集中⼒をとりもどす

■キーワード：集中、注目、場をほぐす

■ねらい：散漫になった意識を集中させる

１.交差でパンのルールの説明

・「今から、みなさんが、これからの活動にふさわしい状態かどうかテストします」

「ぼくが、これから右手と左手を交差させるので、交差した瞬間に手をパチンとたたい

てください」

・手は大きく、見えやすいように、最初はゆっくり動かす。

２.実際に何度かやってみる

・手を交差する時に、「はい」と言いながら行なう。

・「おっ、だいぶピタッとあってきた」

・少しづつ速くしていったり、クロスさせると見せかけてとめるなど、変化をつけていく。

間違ってたたいたりして、笑いがおき、雰囲気がほぐれる

３.集中してきたところで次の展開へつなげる

・最後に、三三七拍子のリズムにしたり、何度もクロスさせて拍手の状態をつくると

場がもりあがる。

・適度に、もりあがったところで区切る。

・「今日はみなさんばっちりです。今みたいにきちんと聞く時や見る時に、集中できれば、

きっと素敵な発見がたくさんあると思います。」

等、次の展開へつなげていく。

●備考：

・ 2回戦として、「誰かやってみたい人」にやってもらうという展開もできる。



17.グーパー
参加者の集中⼒をとりもどす

■キーワード：集中、注目、場をほぐす

■ねらい：散漫になった意識を集中させる

１.グーパーのルールの説明

・「今から、みなさんがこれからの活動にふさわしい状態か、テストします。」

「まず右手をグーにして前に、左手をパーにして、胸のところにつけてください。」

「僕が『はい』といったら、右手をパーにして胸に、左手をグーにして前にだしてくだ

さい。行きますよ。『はい』

２.実際に何度かやってみる

・「はい。できてますか？ はい。 だんだん速くしていきますよ」

・少しづつ速くしていく。次のステップとして、

①前に出す手がパー、胸におく手をグーとする。

②両手ともグー・チョキ・パーの順になるようにする

③前にだす手がグー・チョキ・パーの順で、胸におく手はパーにする

等、徐々に難易度をあげていく。

３.集中してきたところで次の展開へつなげる

・適度に、もりあがったところで区切る。

・「今日はみなさんばっちりです。今みたいにきちんと聞く時や見る時に、集中できれば、

きっと素敵な発見がたくさんあると思います。」

等、次の展開へつなげていく。

●備考：

・難易度は様子をみながら、ほどほどに。適度に笑いがおきることで、場がほぐれていく。



18.後だしじゃんけん
参加者の集中⼒をとりもどす

■キーワード：集中、注目、場をほぐす

■ねらい：散漫になった意識を集中させる

１.後だしじゃんけんのルールの説明

・「今から、みなさんがこれからの活動にふさわしい状態か、テストします。」

「後だしじゃんけんってきいたことありますか？脳トレとかでやったことある人も

いると思います。僕が『じゃんけんポン』で、グー・チョキ･パーのどれかを出すので、

みなさんは、僕と同じのをだしてください。出す時は『ポン』と大きな声で。」

「じゃんけんポン（リーダー）・ポン（みなさん）」といった感じです。

２.実際に何度かやってみる

・「じゃんけんポン・ポン。 はい、いいですね」

・少しづつ速くしていく。次のステップとして、

①リーダーのだしたものに勝つものをだしてもらう。

②リーダーのだしたものに負けるものをだしてもらう。

③じゃんけんする手を利き手と反対の手にしてやってみる。

等、徐々に難易度をあげていく。

３.集中してきたところで次の展開へつなげる

・適度に、もりあがったところで区切る。

・「今日はみなさんばっちりです。今みたいにきちんと聞く時や見る時に、集中できれば、

きっと素敵な発見がたくさんあると思います。」

等、次の展開へつなげていく。

●備考：

・難易度は様子をみながら、ほどほどに。適度に笑いがおきることで、場がほぐれていく。



19.数集まり
⼿をたたいた数だけあつまってのグループわけ

■キーワード：グループ分け

■ねらい：グループを適正な人数にわける

１.数集まりのルールの説明

・お互いの顔が見えるように円になってもらう

・「せーの、で手をたたいてみます。いきますよ。せーの パン。」

「いいですねえ。では次に、だんだん手をたたく数が 2 回・ 3 回と増えていきますよ」

「せーの、パン。せーの、パンパン。せーの、パンパンパン。 はい、いいですよ」

「ではここからが本番です。何度かたたいた後、『集れ』と僕がいいますので、

最後にたたいた数と同じ人数の人で手をつないで、集まったらその場にしゃがんで

ください。」

２.実際に何度かやってみる

・「ではいきまーす。せーの、パン。せーの、パンパン。せーの、パンパンパン 集れ」

「残念ながら、残ってしまった人にはちょっと質問です。

お名前と好きなすしネタをひとつ教えてください。」

・最初は、少なめで、中盤に少し多目の数。最後に、次の活動で使いたい人数にする。

・残ってしまった人への質問は省略してもよい。

３.次の活動の人数が集ったところで、次の活動にうつる

・「では、このあとの活動は、このメンバーで行なっていきます。しばらく一緒に過ごしま

すので、ちょっと握手でもして、お互いに簡単自己紹介しておいてください。」

等、次の展開へつなげていく。

●備考：

・集れずに残った人への途中の質問を次の活動の内容とつなげると、そこが導入になる。

例えば、好きなすしネタの質問の場合、その中で今でも東京湾でとれるのは何？など。



20.カードパズルでグループ分け
カードのパズルであつまってのグループわけ

■キーワード：グループ分け

■ねらい：グループを適正な人数にわける

１.カードパズルのやり方の説明

・あらかじめ、わけたいグループ分の絵葉書などを用意しておき、それを集るグループの

人数にあわせて、パズル上に切り分けておく。

・「今から、みなさんにパズルのかけらを一枚づつ配ります。パズルがぴたっと組み合わさ

る人同士が同じグループです。では、配りますね。」

２.パズルを組み合わせてグループになる

・「みなさん、いきわたりましたね。では同じペアの人を探してください」

・参加者はお互いにつきあわせながら、自分のグループを探す。

３.次の活動の人数が集ったところで、次の活動にうつる

・「だいたい、できたようですね。では、ちなみにどんなパズルの絵ができたのか教えてく

ださい。こちらは、スズガモですね。こちらのグループはアサリグループですね。」

「では、このあとの活動は、このメンバーで行なっていきます。しばらく一緒に過ごしま

すので、ちょっと握手でもして、お互いに簡単自己紹介しておいてください。」

等、次の展開へつなげていく。

●備考：

・カードは、公園にいる生き物などにするとその後の展開につなげやすく、

その後のグループ名にも活用できる。

はがきでなくても、やや厚手の紙であればなんでもよい。

・



21.⾔葉でグループ分け
⾔葉の⽂字数を使ってのグループわけ

■キーワード：グループ分け

■ねらい：グループを適正な人数にわける

１.言葉でグループ分けのやり方の説明

・お互い顔がみえるような一重の円になる。

・「今から 3 つのグループにわかれます。ここは葛西臨海公園なので『か・さ・い』と順番

に声をかけていってください。自分がどの言葉をいったか、きちんと覚えておいてくだ

さいね。

・通常、普段一緒にいる人同士がそばにいるので、そのグループを一度シャッフルするこ

とができます。

２.順に言葉をかけていく

・どちら周りでもよいので、順に言葉をかけていきます。

・言葉をいいながら、顔を向けていってもらうとスムーズにいきます。

３.次の活動の人数が集ったところで、次の活動にうつる

・「では、『か』の人はこのあたり、『さ』の人はこのあたり、『い』の人はこのあたりに

わかれてください。」

・そのまま、「か組」「さ組」「い組」としてもよいし、グループで簡単なチーム名を

決めてもらっても良い。

●備考：

・男女など均等に分かれたい時は、円になる時、女性・男性がそれぞれ固まるようにする

と均等にわかれる。

・グループ数により言葉はかえる。その場所やその日のテーマと関連性が高いものがよい。



22.⽩菜漬け体操
軽いマッサージをしあうことで、体と気持をほぐす

■キーワード：場をほぐす、気分転換

■ねらい：体を動かすことで、場をほぐす

１.白菜付け体操のやり方の説明

・男女分かれて 2 人づつのペアをつくる。

・じゃんけんをして、負けた人は勝った人の前に同じ方向をむいて立つ。

・「今から、白菜のつけものを作りたいと思います。じゃんけんに負けた人は白菜です。

大きな白菜ですね。勝った人は漬ける人です。」

２.順に言葉をかけながら簡単マッサージをしていく

・「白菜を漬ける前にまずは洗います。洗う時は、ちょうど背中を上から下になでるように」

・以下のような順序で行なう。必要に応じて適宜アレンジする。

白菜を洗う → 背中を上から下に、何度かなでる

白菜を刻む → 手でチョップしながら、とんとんと軽くたたく

塩をする → 手のひらをひしゃく状にして、ぽんぽんと軽くたたく

もみこむ → 肩や腕をもむ

漬物をたべる → 指で背中全体でつまむようにして、食べるマネをする

お皿を洗う → 背中を上から下に、何度かなでる （ごちそうさまでした）

３.前後をいれかえて、もう一度実施する

・「では、今度は回れ右をして、白菜役とつける人交代してください」

・「ちょっとほぐれてきましたか？ では、次の場所に移動しましょう」

等 場面をきりかえていく。

●備考：

・男性同士、女性同士のほうが抵抗がない。奇数の場合 3 人並んで実施してもよい。

・全体を円にして、一重の円で行なうこともできる。



23.ミラーストレッチ
軽いマッサージをしあうことで、体と気持をほぐす

■キーワード：場をほぐす、気分転換

■ねらい：体を動かすことで、場をほぐす

１.ミラーストレッチのやり方の説明

・ 2 人ずつのペアをつくる

・じゃんけんをして、負けた人は鏡役、勝った人は、鏡の前でストレッチをする人になる。

・「鏡役の人は、鏡ですから、ちょうど鏡うつしになるように動いてくださいね。

そう、そんな感じですね」

２.それぞれストレッチを行なう

・「どんなストレッチでもよいですよ。腕をのばしたり、腰をのばしたり。

ラジオ体操などでもいいですよ。」

・みなが自然にやれるように、声かけをする。何かおもしろい動きをしているところが

あれば、全体に紹介したりする。

３.鏡役を交代して、もう一度実施する

・「では、今度は鏡役を交代して実施してみましょう。体操でなくても何か不思議な動きを

してもらってもいいですよ。鏡役の人は鏡ですから、きちんとマネしてくださいね。」

・「ちょっとほぐれてきましたか？ では、次の場所に移動しましょう」

等 場面をきりかえていく。

●備考：

・実施の前に普通のペアでのストレッチをいくつか行なっておくと、唐突でなく自然な

流れになる。



24.クイックチェック
みんなの気分や状態を、全体にみえるように視覚化する

■キーワード：状況把握

■ねらい：今のお互いの状態や質問の回答を視覚化して、場に共有する

１.クイックチェックの説明

・「みなさんの今の状況を確認したいと思います。」

「『ばっちり元気だよー』という人は、こんな風に親指を上にしてグッド、

『まあ普通です』という人は、こんな風に親指を横にしてください。

『疲れてます」という人は、こんな風に親指を下にしてください。」

「『まあまあげんき』とか『ちょっと疲れ気味』という人は、こんな風にななめなど

間の状態でも OK です。」

・みんなにやり方をきちんと理解してもらう。

２.みんなでだしてみる

・「では、せーのでいきますよ。 せーの、はい。」

・「せーの」の合図を「クイックチェック」「元気度チェック」など、

その場にあったものに言いかえてもよい。

３.全体の状況を確認する

・「あー、割とみんな、元気なようですね」

・「ちょっと周りの人もみておいてください。『あの人、ちょっと疲れているんだな』とか

『あ、めっちゃ元気だな』とか、お互いに確認しておいてください」

・さがり気味の人が多い時は、活動をしていく中で、グーッとあがってくるといいですね

など、気持ちを高める声かけを。必要に応じて、その後の活動の量などを調整する。

●備考：

・質問の内容を「今日の海水温の予想（10 度の人は親指を横、0 度が親指を下、

20 度が親指を上）」など、みんなの予想をいっせいに共有する場でも使える。

・食後の再開時など、合間合間にリーダーがみんなの様子を把握する時にも使える。



25.タッチミー
場の空気をしずめる、ひとつの場所でじっくり⾒る視点をなげかける

■キーワード：場をしずめる、ゆっくり

■ねらい：場の空気をしずめる

１.タッチミーのルールの説明

・「これからタッチ○○と、僕がいったら、その○○にあてはまるものにさわってください」

「ただし、触る時までの動きはスローモーションのイメージで、水の中を動くように」

「例えば、『タッチ 隣の人の靴』だったら、こんな感じ」

・実際に実演しながら、ルールを説明する

２.いくつかのお題で実施する

・お題の例

「自分の頭」「地面」「隣の人の肩」「緑色のもの」「誰かの手の平」

・最後に、リーダーの名前など、ある一点に集中するようにすると、

場がもりあがる。

３.気づいたことや、印象に残ったことを共有する

・「ゆっくり動いてみてどうだった？」

「最後、みんなが自分に向かってくる時どんな風に感じた？」

など、問いかけをしながら、みんなの印象をきく

・「今日は少し、ひとつのところでゆっくりとしながら、普段なら見過ごしてしまうものも、

じっくり見てみよう。」

など、その日の活動の視点につなげる。

●備考：

・タッチ○○で動く時は、声をださないようにすると、より静まる。

・最後のお題を自分の心臓のところにし、自分の脈を感じながら「静けさ」を

感じてもらうこともできる。


