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 京都市内の第１種老人福祉センターでは、心身の衰えなどで社会参加の機会が少ない高齢者を対象に、仲間

づくりと心身機能の維持・向上のための場を提供する「生きいきサロン」事業を登録制で実施しています。生きいき

サロンでは、ボランティアの皆さんにも協力いただき、さまざまな趣向を凝らしたレクリエーションに取組んでいます。

また、生きいきサロンは、社会参加の機会が少ない高齢者にとって、自らの意志で毎週集える「大切な場所」にな

っています。 

この実践集は、老人福祉センター職員が、生きいきサロンのレクリエーションで培ってきた経験を基に作成してい

ます。「レクでいきいきパート３」は「レクでいきいき」「レクでいきいきパート２」に掲載されていないレクリエーションを一

部紹介しています。また、随時更新させていただければと思っています。 

 

  



①おみくじ競争 

人数 何名でも チーム数 ２チーム～ 

隊形 

 

所要時間 約３０分 

準備物 

・２Ｌのペットボトル・・・チーム数 

・割り箸・・・２０膳×チーム数 

・机・・・２台 

・椅子・・・人数分 

・キッチンタイマー(またはストップウォッチ)・・・１個 

ねらい 
・上半身を動かす。 

・集中力を高めて、脳を活性化させる。 

準備 
・ 

進め方 

《準備》 

◇割ったあとの割り箸４０本の内、５本の先端それ 

ぞれに「大吉・吉・中吉・小吉・末吉」と書く。 

それぞれに点数を決めておく。 

※おみくじの結果の並び順は寺社によって違う。 

①２チームに分かれる。 

(１チーム５人程度がよい) 

各チームに、ペットボトルと割り箸 

４０本(割ったあとのもの)を渡し、割 

り箸をペットボトルの中に入れてもら 

う。 

②各チーム１人ずつ机につき、制限時間２０ 

秒間でペットボトルを振って中の割り箸を 

何本出すことができるかを競う。 

③最後に、各チームの割り箸を出せた本数 

と、「大吉・吉・中吉・小吉・末吉」の点数を 

合計し、点数の高いチームが勝ち。 

注意点 
・上半身を動かすため、取り組む前に上半身をほぐす体操を行う。 

 例：首をゆっくり左右に倒す。両肩をしっかりすくめ、力を抜いて脱力する。肩まわし。 

アレンジの 

事例 

・タイマーが無い場合、スタッフや周りの参加者で「１、２、３、４、５・・・」と数えても良い。 

・ペットボトルに入ったすべての割り箸を何秒で出すことができたかを競っても良い。 
 

A チーム 

B チーム 

（机を卓球台で代用しています） 
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②カレンダーすごろく 

人数 ４人～ チーム数 ２チーム～ 

隊形 

 

所要時間 ４０分～６０分 

準備物 

・カレンダー・・・チーム数 

・折り紙・・・５枚×チーム数 

・サイコロ・・・１個 

・机・・・チーム数 

・椅子・・・人数分 

ねらい 
・チームで協力しあう。 

・思考することで、脳を活性化させる。 

進め方 

①各チームにカレンダー１枚と折り紙５枚を 

配る。折り紙で駒となる鶴を折り、カレン 

ダーの１日のマスに全部の鶴を置く。 

③チーム代表者は順番にサイコロを振る。 

出た目の数だけ、自チームの５つの鶴 

のうち、１つの鶴だけコマを進める。 

②各チーム代表者がその場で立ち、ジャン 

ケンをし、サイコロを振る順番を決める。 

 
④３０日もしくは３１日に５つの鶴すべて 

を早く到着させたチームが勝ち。 

注意点 
・駒は、鶴でなくても折りやすい他のものでも良い。 

・１回に動かせる駒は５つのうち、いずれかひとつ。 

アレンジの 

事例 

・カレンダーは異なる月のものを用意し、チーム毎に違うカレンダーで対戦するのもよ

い。 

・日曜日や祝日に、進めた駒がちょうどとまった場合はもう一度サイコロを振ることがで 

きるようにしても面白い。 
 

A チーム B チーム 
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③くるくるポイポイ 

人数 ６人～ チーム数 ２チーム～ 

隊形 

 

所要時間 ３０分～６０分 

準備物 

・折り紙・・・２０枚×チーム数 

・たまごパック・・・チーム数 

・セロテープ、机・・・チーム数 

・椅子・・・人数分 

・紙、ホワイトボード（代用物でも可） 

ねらい 
・投げる動作で身体全体を動かす。 

・集中力を高めて、脳を活性化させる。 

準備 
・ 

進め方 

《準備》 

◇たまごパックのシールをはがして洗い、 

半分に切っておく。 

◇たまごパックの底に得点（１０点・２０点・

３０点）を書いた紙を貼っておく。 

◇たまごパックは机の 

中心くらいの位置  

にセロテープで固 

定しておく。 

③チーム内で投げる順番を決める。１番目 

  の方から隊形図のように机の端に立つ。 

立ち位置は机からは一歩離れたところと 

し、たまごパック 

に入るように 

折り紙の球を 

下手投げで投 

げる。 

①２チーム以上に分かれる。 

各チームに折り紙を２０枚配り、ゲームで 

使用する球を作る。 

（チームで１０球作る） 

④１人１０球すべて投げたところで得点を

計算する。（ホワイトボードに得点を記

録していく。なければ紙に記録。） 

②球の作り方  

まず、芯にするため１枚折り紙を丸め、 

その周りをもう１枚で 

包み、巻き終わりを 

セロテープでとめる。 

 
⑤チーム毎に総得点を計算し、得点の多 

いチームが勝ち。 

注意点 
・投げる時に腕を伸ばしてたまごパックに近づきすぎないように声掛けする。 

・上手投げ、下手投げ等、投げ方は統一する。 

アレンジの 

事例 

・同じゲーム方法で座って投げる。座る場合は上投げの方が投げやすい。 

・台（ダンボール箱等）を用意して、台の上から滑り台のように転がしてたまごパックに  

入れ、同じように得点を競う。  

・金色や銀色などの球をラッキーボールとして得点を２倍にする。 
 

A チーム B チーム 
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④ジェスチャーゲーム 

人数 ３人～ チーム数 ２チーム～ 

隊形 

 

所要時間 約３０分 

準備物 

・お題を書いた紙・・・ 

物の名前や動作等を記入。難易度を

変えて多めに用意。（お題が足りない

場合の予備の紙とペンも用意） 

・椅子・・・人数分 

・ホワイトボード（代用物でも可） 

ねらい 
・体を動かす。 

・想像力を働かせて、脳を活性化させる。 

進め方 

①２チームに分れる。 

各チーム内で、前に出てジェスチャーを 

する人の順番を決める。 

③答えをあてた人のチームに点数が入る。 

ホワイトボードなどに各チームの点数 

がわかるように記載する。 

 
②片方のチームからジェスチャーする人が 

前に出る。紙に書いたお題を見、声を出 

さずに体の動きだけでお題を表現する。 

参加者（両チーム）は、ジェスチャーを見 

て、お題をあてる。「はい」と言ってから 

手をあげて答える。 

 
④次は、相手チームから 1 人出てきて同

じことをする。 

点数の多いチームが勝ち。 

注意点 

・全身を動かすため、取り組む前に全身をほぐすような体操を行う。 

・答えがなかなか出ない時は、スタッフがヒントを言うようにする。 

・参加者の様子に合わせて、お題の難易度を選ぶ。難しいようなら簡単なお題にする。 

アレンジの 

事例 
・チームに分かれず、順番にジェスチャーをして、それを全員で答えるようにしても楽しい。 

・お題の例：リンゴを食べるサル、木登りするゾウ、バイオリンを弾くネコ等。 
 

A チーム B チーム 

ジャスチャー 

する人 
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⑤ジャンボ折り鶴 

人数 ６人～ チーム数 ２チーム～ 

隊形 

 

所要時間 約３０分 

準備物 

・新聞紙やカレンダーを正方形(１辺 

５０ｃｍ程度)に切ったもの 

・・・チーム数 

・机・・・チーム数 

・椅子・・・人数分 

ねらい 
・手先を使うことで脳を活性化させる。 

・チームみんなで考えることで交流を深める。 

進め方 

 
①１チーム３～５人のチームに分ける。 

チーム内でジャンケンをする順番を決める。 

 
③勝ったチームは「折り鶴」の工程を   

１回折ることができる。 

②各チーム１番目の人とスタッフとでジャ

ンケンをする。 

 
④２番目、３番目と順番にジャンケンを

し、１番早く「折り鶴」を完成させたチ

ームが勝ち。 

 

注意点 
・ゲームを始める前に１人１枚、「折り鶴」を折り、手順や折り方、完成までの回数を確

認する。 

アレンジの 

事例 

・ゲームの途中でボーナスタイムを設けて、その際に勝った場合のみ２回続けて折れる 

ルールを取り入れる。 

・折り紙の作品を変更する。例：風船や季節に合った作品 
 

A チーム B チーム 



⑥新聞皮むき 

人数 ２人以上 チーム数  

隊形 

 

所要時間 約１０分 

準備物 

・新聞紙・・・人数分 

・椅子･･･人数分 

ねらい ・指先を使って脳を活性化させる。 

進め方 

①全員で円形になり座る。 

見開きの新聞紙をひとり１枚ずつ配る。 

 
③スタッフの「よーい、はじめ」の合図で一

斉に新聞紙を破り始める。 

３分が経過したら終了する。 

②スタッフから以下の説明を行う。 

・リンゴの皮をむく要領でちぎれないよう 

に新聞を破る。 

・破り方に規定はなし。 

・時間は３分間。 

・途中でちぎれた場合は、その新聞紙の 

続きから始める。但し、ちぎれる前の部 

分は結果に含まない。 

④破った新聞紙を床に並べるかメジャー 

で長さを測り、１番長い人の勝ち。  

注意点 ・紙の性質上、縦横で破りやすさに違いがあることを伝える。 

アレンジの 

事例 

・２チーム以上の団体戦でも面白い。その場合、各チームに１枚の新聞紙をリレー形式で

つないでいく。１名の時間を必ず計測すること。 
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⑦隣りの人に肩たたき ～肩をたたき、たたかれリフレッシュ～ 

人数 何人でも チーム数  

隊形 

 

所要時間 ５分～１０分 

準備物 

・椅子…人数分 

ねらい 
・参加者の緊張感をほぐす。 

・隣りの人の肩をたたくことで上半身を動かす。 

進め方 

 
①全員で円形になり座る。間隔は、隣り  

の人の肩に手が届くように調整する。 

 
③②を繰り返し、肩をたたく回数を５→４→ 

３…と減らしていく。 

 
②まず、手拍子→両手を膝→右隣の人

の肩を５回たたく。次に、手拍子→両手

を膝→左隣の人の肩を５回たたく。 

 
④最後の１回が終われば、「はい、おしまい 

（終わり）」のかけ声に合わせて、両人差し 

指を両頬に添えてにっこりする。 

注意点 

・全員で掛け声をかけながら行う。『たたいて、置いて、５・４・３・２・１』 

・両手が肩まで上がりにくい人は無理せず上がる範囲にとどめる。 

・肩をたたく強さには注意するように伝える。 

アレンジの 

事例 

・肩をたたく回数は５からスタートすると合計３０回。時間、参加者に無理がないようで 

あればたたく回数を増やしてスタートするのも良い。 
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⑧バトンでつなごう友達のわ！ 

人数 ５人～ チーム数 ２チーム～ 

隊形 

 

所要時間 約２０分 

準備物 

・バトン・・・チーム数 

※バトンは身近にあるもので代用 

する。 

例：ペン、お箸、ボール等 

・椅子・・・人数分 

ねらい 
・上半身を動かす。 

・集中力を高めて、脳を活性化させる。 

進め方 

 
①２チームに分かれる。 

チームに１本のバトンを渡す。 

 
③順番にバトンを回していき、最後の人に

渡れば、チーム全員で、腕を上げて輪

を作る。 

最初に輪を作ったチームが勝ち。 

 
②合図のもと、順番にバトンを回してい 

く。 

 

【バトンの代わりにボールを 

使用している様子】 

【回し方例】 

回し方○Ａ  

右隣から右手で受け取り、左手に持ち 

替えて、左隣の人の右手に渡す。 

回し方○Ｂ  

右隣から左手で受け取り、右手に持ち 

替えて、左隣の人の左手に渡す。 

 

 

 

回し方○Ｃ  

親指と小指でバトンになるものを持ち、 

バトンの受け取りと渡しを行う。 

注意点 

・上半身を動かすため、取り組む前に上半身をほぐす体操を行う。 

例：首をゆっくり左右に倒す。両肩をしっかりすくめ、力を抜いて脱力する。肩まわし。 

手首を回す。腰のストレッチ。 

 ・盛り上げとして、「一番仲の良いグループになれるよう、がんばりましょう！」とゲームの 

前声をかける。 
・バトンが無ければ、手のひらをタッチするでも良い。 
・最後の人に渡った時に、「わ(輪)」や「バンザイ」と声を出しても良い。 

 

A チーム 

B チーム 

アレンジの 

事例 



⑨風船バスケット 

人数 ８人～ チーム数 ２チーム～ 

隊形 

 

所要時間 約３０分 

準備物 

・椅子…人数分＋１脚 

・ビニールの買い物袋…５枚以上 

・大きめの箱（籠でも可）…１個 

・セロハンテープ、ビニールテープ、 

布テープ 

ねらい 
・上半身を動かす。 

・集中力を高めて、脳を活性化させる。 

準備 
・ 

進め方 

《準備》 

◇ビニール袋に空気を入れ膨らませ、口の部分をねじって 

セロハンテープで止め、風船にする。 

◇風船を投げる椅子から５０ｃｍ先の床に、横２ｍ縦１ｍの 

スペースをビニールテープで囲い、囲いの中の中央奥に 

箱を置き布テープで固定する。 
 
①２チームに分かれる。 

ビニールテープで作った囲いの中と、 

箱の中の点数を決める。 

（例：囲い１点・箱３点） 

③１人５回投げて、合計点数を計算する。

両チーム交互に投げる。 

 

②先攻・後攻をジャンケンで決め、両チ 

  ーム交替で１人が出て座る。 

④全員が投げ終わったらチームの点数 

を計算し、合計点数の多いチームが 

勝ち。 

注意点 

・投げる時に椅子が動かないように、スタッフが必ず椅子を支える。 

・投げる時に勢い余ってバランスを崩さないように、椅子からお尻を浮かさないようにす 

る。 

・投げていると袋が破れたりしぼんだりするので、予備の袋を準備しておく。 

アレンジの 

事例 

・ビニール袋の大きさを変える（例：大きいごみ袋、小さいビニール袋等）、紙袋に変える。 

・１対１の対戦方式にし、勝ち数を競う。   

・制限時間内に箱に入れる数を競う。 

・色の違うビニール袋を用意し、その袋の得点を２倍やボーナスポイントにする。 
 

 

箱 

←椅子を支える人 

←投げる人 

Ａ
チ
ー
ム 

Ｂ
チ
ー
ム 
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⑩ペットボトルで投扇興 

人数 ２０人 チーム数 ２チーム 

隊形 

 

 

所要時間 約５０分 

準備物 

・うちわ…８本 

・空のペットボトル…５本 

・ホワイトボード 

・椅子…人数分 

ねらい 
・楽しみながら手指を動かして脳を活性化させる。 

・倒そうとする事で、集中力を高める。 

準備 
・ 

進め方 

《準備》 

◇空のペットボトルのふたに穴をあけて、うちわの柄をぐらぐらしないようきっちりと差

し込む。 

（ふたに穴をあけるときは、マイナスドライバーと金づちや千枚通しを使うと良い） 

◇的になるペットボトルを等間隔で一列に並べる。 

（置く場所がわかるようにテープで床にしるしをつけておくと良い） 

◇的から１．５ｍの場所に椅子を配置する。 
 
①２チームに分かれる。 

うちわの扇の部分を持ち、柄を的にむ  

けて構える。各チーム１人ずつ出て、 

椅子に座ったまま投げる練習をする。 

 
③ゲームを行い、各チーム・個人の合計 

点で競う。点数の１番多いチーム・個人 

が勝ち。 
 

【点数のつけ方】 

・柄の部分が正確に当って倒れたら１０点。 

・柄以外のうちわの部分が当たって倒れ

たら５点。 

・うちわが直接当たってないのに偶然倒

れたら１点。 

②１ゲーム交互に１人３回投扇する。 
 
【ポイント】 

・うちわを水平に持ち、静かに押し出す

ように投扇するとうちわが飛びやすい。 

 ・同じ場所から投扇するのが基本だが、 

椅子を横に移動させて正面から投扇 

すると難易度が下がって、的が倒れや 

すい。 

注意点 

・うちわを投げる時に椅子が動かないように、スタッフが必ず椅子を支える。また、投げ

る人の腰が椅子から浮かないよう（前のめりの体制になりやすい）、しっかり椅子に座

ってもらうよう声をかける。 

アレンジの 

事例 
・季節に合わせて、的のうちわにイラストを貼っても良い。 

例：お正月(七福神)、節分(鬼・お多福)、ハロウィン(オバケ・コウモリなど) 
 

椅子に座る 

ホワイトボード 

Ａ
チ
ー
ム 

Ｂ
チ
ー
ム 

老人福祉センター生きいきサロンレクリエーション職員実践集パート３ 
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