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ジャンケンチャンピオン

多くの人とジャンケンをしながら自己紹介をする。１．タイプ

小学生以上２．対象年齢

約１０分３．時間

１０人以上４．人数

なし５．必要物品

①近くにいる人とジャンケンをする。６．手順

ジャンケンの前に、名前や学校名など簡単な自己紹介をし握手をする。

②ジャンケンに勝った回数をカウントする。

③ジャンケンの後に握手して別れる。

④相手を替えてジャンケンを繰り返す。

⑤勝った回数が３回に達した人から順に指導者の横に並んでいく。

（椅子などがあれば、それにすわらせてもよい）

⑥残り数人になったあたりで、時間が過ぎているようならばやめる。

⑦残った人達に、全員の前で自己紹介をしてもらうなどしてゲームを終了。

＜バリエーション＞

①ジャンケンに負けた回数・アイコの回数をカウントする。

②自己紹介の項目を増やしたり、テーマを決めて話したりする。

（ 「 」 ）平成１８年度 ドラマチック海遊塾 の様子から

（ ）岩手県立高田松原野外活動センター 伊藤 勝久
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進化じゃんけん

全員が手足を床についた状態からじゃんけんを行い、３連続じゃんけんに勝１．タイプ

って進化していくゲームである。

小学生以上２．対象年齢

約１０分３．時間

６人以上４．人数

なし５．必要物品

①ばらばらになって座る。６．手順

②じゃんけんをするが、ただのじゃんけんではないことを話す。

・全員が手足を床についたカメからスタートする。

・カメはカメ同志じゃんけんを行い、勝ったらしゃがんでウサギになる。

・ウサギはウサギ同志じゃんけんを行い、勝ったら立って人間になる。

・人間同志でじゃんけんを行い、勝ったら引退して抜ける。

・どこかの形態で負けたら、カメに逆戻りすることを説明する。

③同じ形態同志でじゃんけんすること、負けたらカメに逆戻りすることを強

調する。

④全員がカメの形態になり 「用意、スタート」でじゃんけんを開始する。、

⑤それぞれの形態で残った人が負けとなる。

＜バリエーション＞

３種類の形態の他に、もう１種類または２種類の形態を追加してもよい。

（ ）岩手県立県北青少年の家 小田島 誠一
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汽車じゃんけん

じゃんけんの勝負で１列の汽車を作っていく。１．タイプ

小学生以上２．対象年齢

約１０分３．時間

６人以上４．人数

なし５．必要物品

①正面を向いて立つ。６．手順

② 初、２人組になってじゃんけんを行い、負けた人が勝った人の後ろにま

わりその人の肩（または腰）につかまる。２人組の先頭が別の先頭と同様

にじゃんけんを行い、負けた組は勝った組の一番後ろの人の肩（腰）につ

かまる。そのようにやって列を作っていくことを説明する。

③「用意、スタート 」で開始する。。

④じゃんけんで負けた人が勝った人の列の一番後ろの人の肩（または腰）に

つかまり、 後に一つの列になったところで、それぞれ両手をつなぎ大き

な輪になる。

＜バリエーション＞

①いくつかの列を作って、それぞれの列の先頭同志でじゃんけんをして勝っ

た人を王様にする方法もある。

②じゃんけんで負けた人が勝った人の肩（腰）につかまるとは反対に、じゃ

んけんで勝った人が負けた人の肩（または腰）につかまる方法もある。

（ ）岩手県立県北青少年の家 小田島 誠一
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仲間さがし

テーマにそって同じ条件の仲間をさがす。１．タイプ

小学生以上２．対象年齢

約１０分３．時間

１０人以上４．人数

なし５．必要物品

①リーダーもしくは指導者のかけ声で、ジャンケンをする。６．手順

②自分の出した手（グー・チョキ・パー）と同じ仲間を探し輪を作り座る。

③速く輪を作るための方法をそれぞれに考えさせ、２回目を始める。

④コミュニケーションをとるために必要な声を出さないことを条件にし、３

回目を始める。

⑤同じようにゲームを数回行い、終了する。

＜バリエーション＞

①手をあげて、グー・チョキ・パーを上に見せずに、自分の後ろで見せるよ

うにさせる。

②ジャンケンではなく 「血液型 「すきな教科」など外観では判断できない、 」

テーマを言って仲間を探す。集団の年齢に応じてテーマを変える。

（平成１８年度「ドラマチック海遊塾」の様子から）

（ ）岩手県立高田松原野外活動センター 伊藤 勝久
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ラインアップ

いろいろな条件に沿って、みんなで並び替わる。１．タイプ

小学生以上２．対象年齢

約１０分３．時間

８人以上（参加人数により、８人以上のグループを必要数つくる ）４．人数 。

なし５．必要物品

①グループ毎に輪をつくる （人数によっては、直線でも可）６．手順 。

②基準になる人を決めて、テーマに沿って並び替わることを説明する。

③並び替わる際は、

言葉を使ってはいけない。

ジェスチャーのみ可。

④テーマを発表する （例えば誕生月日など）。

⑤基準になる人は動かずに、全員で順番に並び替わる。

⑥順番に並び終わったら、全員で合図（うなづくなど）をしてもらう。

⑦並び方が合っているか、一人ひとり順番を確認する。

＜バリエーション＞

①昨夜の睡眠時間（または就寝時間順）に並ぶなど。

②自分を動物にたとえて、その大きさ順に並ぶなど。

（国立岩手山青少年交流の家 森山 学）
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拍手で集合

拍手の数やいろいろな条件に沿って集合する。１．タイプ

小学生以上２．対象年齢

２～３分 ・ 屋内、屋外３．時間・場所

１０人以上４．人数

なし５．必要物品

①全体を集め、ゲームの仕方や集まる条件について説明する。６．手順

②指導者、参加者共に両手を高く上げる。

③指導者が「１つ」と数を唱える毎に、指導者・参加者一緒にその数だけ

頭上で大きく拍手をする。

④・・・ ２つ 「３つ 「４つ ・・・と数を増やしていく。「 」 」 」

⑤指導者が、適当なところで大きな声で「集合！」と合図する。

⑥参加者は 「集合！」 の合図があったときの数の人数で集まり座る。、

⑦自己紹介をしたり、引き続いて小集団でできるゲームをしたりする。

⑧集まる人数を変えたり、条件を変えたりして、ゲームを繰り返す。

＜条件の例＞

男女が混ざるように、違うグループの人、帽子をかぶっている人など

＜留意事項等＞

①ルールが簡単で短時間でできるゲームであり、アイスブレーキングの

初に行うのに適している。また、次に行うゲームのために小集団を作る

のにも大変効果的である。

②指導者は、大きな声で、明るく、テンポ良く進めるのがコツ。

（盛岡市立区界高原少年自然の家 高橋 俊明）
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小さく見える

グループで知恵を出し合い解決を図る。１．タイプ

小学生以上２．対象年齢

１０分程度 ・ 屋内３．時間・場所

１５人以上４．人数

なし５．必要物品

①グループ（５人以上）を作る。６．手順

②ゲームの仕方について説明する。

・指導者は立っている位置から動かないこと。

・指導者から見て、見える面積が小さくなるように工夫すること。

・室内にある物を使ってかまわないが、一度使った物は使えないこと。

・グループでまとまって行動すること。

・工夫する時間は３０秒から１分。

③「始め」の合図で 「小さく見える」よう工夫する。、

④「おわり」の合図でその場にとどまり、指導者は「小さく見える」グル

ープを発表する。

＜小さく見える工夫＞

見える面積が小さくなるようにするために、次のような工夫ができる。

①前の人としっかりと重なり指導者を向く。姿勢も工夫する。

②室内にある物（カーテン、衝立、演台、机等）の陰に隠れる。

＜留意事項等＞

①「小さく見える」の意味をしっかりと理解させる。

②参加者の工夫に任せるところがあるので、危険がないか留意する。

③アイスブレーキングの 初に行うより後半に行うのに適している。

（盛岡市立区界高原少年自然の家 高橋 俊明）
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空気ボールのキャッチボール

全員で円形になって行なう１．タイプ

幼児から２．対象年齢

１０分～１５分３．時間

２人～（適正人数３０人前後）４．人数

なし５．必要物品

①リーダー（指導者）が、雪の玉を作るようなしぐさをして、何もないとこ６．手順

ろにボールがあるように見せる。

②リーダーが相手を決め、ボールを投げる仕草をする。自分に向かってボー

ルを投げられたと思う人は、タイミングよくボールを受け取る仕草をする。

③空気のボールを受け取った人は、自分の体の前で、ボールの大きさや重さ

を変えても良い。

（野球ボール → バスケットボール → ピンポン玉 → キンボール →

ボーリングの玉 → ビーチボール → 風船 → サッカーボールなど）

④大きさを変えた空気ボールは、また別の人を選んで投げられるが、受け取

る人は、投げられたボールに見合った仕草でボールを受け取る。

⑤ 後は、リーダーが受け取って、ボールを小さくして無くすなどして収束

させる。

＜ポイント＞

相手をしっかりと見て、受ける人が受け取るとわかることを大切にする。

（岩手県立陸中海岸青少年の家 小室 好司）
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透明なわとび

全員参加１．タイプ

小学生以上２．対象年齢

約１０分以上３．時間

４人～３０人前後４．人数

なし５．必要物品

①なわを回す役の人を二人決める。６．手順

②なわを回す役の人のわきを先頭に全員が並ぶ。

③回す役の人は、なわは使わずに二人で合わせ大なわがあるように腕を回す。

④並んだ人たちは、なわがあることを想定して、二人の間でジャンプする。

＜バリエーション＞

なわを跳ぶだけでなく、なわをくぐりぬけるゆっくり回すなど、状態を変え

ながら跳ばせる。

（岩手県立陸中海岸青少年の家 小室 好司）
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団結の島

チームで協力し、工夫して目標を達成する。１．タイプ

小学生以上２．対象年齢

約１０分３．時間

１０人以上４．人数

新聞紙５．必要物品

①新聞紙１枚を地面に敷く。６．手順

②新聞紙の上に全員が順番に乗っていく。

③全員が乗って３０数えたら成功とする。

④新聞紙を小さくしてチャレンジする。

⑤小さくしても乗るための作戦を相談する。

このとき肩車などは危険なので、しないことを伝える。

⑥より小さい新聞紙で成功したチームの勝ちでゲームを終了する。

＜バリエーション＞

①新聞紙以外でも乗れるもので、あまり高くないものであればよい。

②作戦タイムを長く確保したり、安全が確保できれば、肩車などもさせたり

してもよい。

（ ）岩手県立高田松原野外活動センター 伊藤 勝久
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前、後ろ、右、左！！

指導者の指示で、グループ毎にジャンプをする。１．タイプ

小学生以上２．対象年齢

約１０分３．時間

１０人以上（参加人数により、１０人以上のグループを必要数つくる ）４．人数 。

なし５．必要物品

①みんなの顔が見えるように、グループ毎に輪をつくり手をつなぐ。６．手順

② は、言葉で指示を出す。指導者

「前」例えば

③ は、指導者の言葉を反復しながら、言った方向にジャンプする。参加者

上記②の指示に従い と全員で答えながら、 する。、「前」 前にジャンプ

④以後、 は を出す。指導者 連続して指示

は する。参加者 指示に反応して連続してジャンプ

★ は の中から指示を出す。指導者 「前・後ろ・右・左」、

★指示の順番は自由で、同じ指示を連続しても可（下記は指示の一例 。）

参加者＞＜ ＜指導者＞

「前」 前にジャンプ「前」 と指示 と答えながら

「後ろ」 後ろにジャンプ「後ろ」と指示 と答えながら

「右」 右にジャンプ「右」 と指示 と答えながら

「左」 左にジャンプ「左」 と指示 と答えながら

連続していく

＜バリエーション＞

①ハイレベル・バージョン

参加者 「後ろ」 後ろにジャンプ指導者 「前」が と指示。 は と答えながら

②超ハイレベル・バージョン

参加者 「後ろ」 前にジャンプ指導者 「前」が と指示。 は と答えながら、

（国立岩手山青少年交流の家 森山 学）

まーえー

ま～え～
　　前にジャンプ




