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研究主題 

子ども自ら活動し，考え，自信を深める生活科授業の創造 

～めあてをもって活動を連続させ，自分への気付きへとつないでいくための指導の工夫を通して～ 

１．研究主題の意味するもの 

（１） 「自ら活動し考える」とは 

小学校低学年の児童には具体的な活動や体験を通して思考するという発達上の特徴が見られる。これは，

生活科新設の趣旨の一つにも示された通りである。活動や体験を重視する生活科の学習において，児童は，

対象との関わりの中で「こうしたい」「こうしよう」「こうなった」（自己判断・自己決定・自己責任）と，

様々なことを感じたり考えたりする。その対象との関わりの中で感じたり考えたりしたことが気付きとな

って，さらに次の新たな関わりを生み出す。このような対象との関わりが連続・発展していくことによっ

て,児童は，自分の思いや願いを実現することになるのである。つまり，対象に関わる中で思いや願いを

もち，それを実現するために繰り返し関わり続けていく姿が「自ら活動し考える」ということである。 

（２） 「自信を深める」とは 

 児童は，人，社会，自然との関わりの中で様々な気付きをもつ。しかし，それらの気付きは，無自覚な

ものであったり，個々のものであったり，単発的なものであったりする。そのような気付きを児童自身に

自覚させたり，個々の気付きを関連付けたり，自分自身への気付きや次の活動に生かせる気付きへと導い

たりすることが，気付きの質を高めるということになる。気付きの質を高めることによって，児童は，自

分の生活や自分自身に対する自信をもつことになる。気付きの質を高める学習過程を体験することが，「自

信を深める」ということである。 

（３） 「めあてをもって活動を連続させ」とは 

 生活科は，児童の生活圏としての学校，家庭，地域を学習の対象や場とし，そこでの児童の生活から学

習を出発させ，学習したことを学校，家庭，地域での児童の実生活に生きて働くようにする教科である。

そのため，児童が，自分と人，社会，自然との関わりに関心をもち，自分にとって価値があると実感とし

て感じ取り，それへ積極的に向かっていくことが肝要である。つまり，児童が自分との関わりで対象を見

たり，切実な問題意識をもったりしながら，自分で確かめ，「こうしたらどうかな」「だめなら，次は，こ

うしてみよう」と，違う視点から方法を考える。「～すると，～だった。だから，～だ。次は，～」と，

児童なりの論理で活動をつないでいくことが，生活者としての学びとなる。児童が，自分なりの根拠をも

った考えと方法で次々に問題を解決していくことができるような活動を支援していくことが，「めあてを

もって活動を連続させる」ということである。（つなげて考える力を育てる） 

（４） 「自分への気付きへとつなぐ」とは 

 児童は，人，社会，自然と直接関わる中で，自分自身や自分の生活について新たな気付きをする。対象

への気付きだけでなく，集団における自分の存在に気付いたり，自分のよさや得意としていること，また，

興味・関心をもっていることに気付いたり，自分の心身の成長に気付いたりする。児童が，自分自身につ

いてのイメージを深め，自分のよさや可能性に気付くことは，心身ともに健康でたくましい自己形成につ

ながるだけでなく，自分への気付きをもとに，自分自身の遊びや生活の仕方を変えたり，自分のこととし

て社会や自然を見たりすることにもつながるものである。関わりの中で児童自身が得た気付きが，実社

会・実生活の仕方や見方・考え方につながることが，「自分への気付きへとつなぐ」ということである。 

２．主題設定の理由 

（１） 生活科教育の現在的課題から 

 現在社会では，生活が便利で豊かになった反面，人とのコミュニケーションや地域とのつながりが希薄
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化している。家庭では，少子化や核家族化が進み，児童の遊びも大きく変化する中，これまで実生活の中

で培われてきた問題解決能力や判断力，他人を思いやる心などが育ちにくい状況にある。また，身近な人

との関わりの中で自他のよさや成長を自覚する機会も少ない。そのような中で，「児童の生活圏としての

学校，家庭，地域を学習の対象や場として，具体的な活動や体験を通して，自分との関わりで学ぶ」生活

科学習は，時代のニーズにかなったものである。 

 しかし，これまでの生活科の現状や課題をみると，学習活動が依然として体験だけで終わっていること

や，児童の興味・関心や体験の中から生じる児童の思いや願いを生かしきれていないこと，児童の活動途

中での気付きを意図的・計画的に取り上げる手だてが十分ではないなどが挙げられ，それらの改善が求め

られている。また，単元末の発表を重視する傾向や上手に表現させることを第一義とした指導などがみら

れ，表現する過程の中で，児童に考える力を育成することを目指した指導が十分ではないとの指摘も受け

ている。さらに，児童の知的好奇心を高め，科学的な見方・考え方の基礎を養うための指導の充実や，幼

児教育と小学校教育との具体的な連携も求められている。 

 生活科は，具体的な活動や体験を通して，体全体で学ぶ楽しさや問題解決の成就感を体得させ，次の学

習や自分の生活に生かそうとする意欲や態度の育成を目指すものである。また，自分との関わりにおいて，

身近な人，社会，自然について学ぶとともに，自分自身への気付きを深め，よき生活者としての資質や能

力の育成をねらいとした教科である。 

 生活科に求められている課題や生活科のねらいを実現するためには，児童の生活から学習をスタートさ

せ，児童一人一人の思いや願いを育てる。そして，一人一人の思いや願いをめあてまで高め，めあての達

成や問題解決に向けて，児童が自分で考え，自分で判断し，自分で挑むといった体験活動を充実させる。

また，活動途中での自分の思いや考え，気付きを効果的に表現させる工夫や，体験から得た気付きを自分

自身への気付きへと高め，自信を深めたり，次の活動や自分の生活へとつないだりする指導の充実が必要

である。 

（２） 本校児童の実態【資料１】から 

 【資料１】 
○ 人や社会，自然に対する興味・関心は高く，活動や体験に楽しく取り組む。 
○ 表現活動や自分の思いや考えを伝え合う交流活動を効果的に行えば，自分の思いや考えを表現したり，相手意
識をもって伝えたりすることができる。 

△ 児童一人一人が切実な思いや願い，こだわりをもって対象と繰り返し関わったり，自分の問題として関わった
りする姿があまり見られない。 

△ 活動や体験で得られた気付きはあるが，その気付きが次の活動や日常生活とつながっていかない。 
△ 活動の前と今の自分を比べてどんなところが成長しているのか，自分のよさや可能性に気付き，自信をもって
生活したり，学んだことを自分の生活に生かしたりしている児童が少ない。 

資料１のように，児童は，楽しく活動や体験に取り組むが，気付きをもとに次々とめあてをもって対象

と繰り返し関わったり，関わり方を考えたりするなどの意欲的な学びの姿があまり見られない。 また，

自分との関わりで対象を見たり，切実な問題意識をもって対象と関わったりしていないこともうかがえる。 

そこで，自分たちの生活と関連させながら学習を出発させ，児童が，自分の問題として取り組み，自分

の活動を振り返りながら，思いや願いの実現のため，新たなめあてをもって対象と関わり続け，活動や体

験を通して得られた気付きを自分自身への気付きへとつなぎ，自分の生活の仕方や見方・考え方を変えて

いくことができるようにすることは，本校児童の実態に即したものと言える。 

（３） 本校研究の経過とその成果と課題から 

本校は，昭和６３年度より３か年，文部省委嘱生活科研究推進・開発校の指定を受け，先進的実践研究

を進めてきた。平成１９年度からは，北九州市教育委員会より「学校大好き！オンリーワン（生活科・理

科）事業」の委嘱を受け，今年度で２期３年次（７年目）と継続的に研究を積み重ねてきた。そして，平
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成２３年度から「子ども自ら活動し，考え，自信を深める生活科授業の創造」を主題として研究を進め，

次のような成果が得られた。 

○ 教師によるきめ細かな見取りと支援によって，児童の気付きを高めることができるようになった。 

○ 伝え合い交流する活動を充実することにより，気付きを確かにしたり，広げたり，より高めたりする

ことができるようになった。 

○ 児童の気付きの見取りと価値付けを工夫することにより，気付きを自覚させ，気付きの質を高めるた

めの言葉かけが学習過程の各段階においてできるようになった。 

 しかし，一方で，次のような課題も明らかになってきた。 

△ 児童の気付きを次の活動へつないだり，自分の生活へつないだりする学習活動を充実すること。 

△ 「見取り支援表」等，評価方法の工夫を行い，その際，評価の判断の根拠を明確化することで，個に

応じた支援の内容と方法を明らかにし，指導と評価の一体化を図ること。 

（４） めざす児童像【資料２】 

 【資料２】 
○ 対象に対して，自分なりのこだわりや考えをもって，何度も繰り返し関わる子ども 
○ 活動や体験の中での気付きを豊かに表現したり，気付きをもとに，めあてを新たにしながら対象と関わったり，
身近な人々と進んで関わったりすることのできる子ども 

○ 活動や体験を通して，自分自身への気付きを高め，生活の仕方を工夫できる子ども 

３．研究仮説 

研究仮説を次のように設定した。 

めあてをもって活動を連続させ，自分への気付きへとつないでいくため，児童の興味や関心を高め，自

分なりの思いや願いをもつことのできる導入の工夫を行う。そして，児童一人一人の思いやこだわり・気

付きを大切にした個々のめあてづくりを行う。児童が，めあてに向かって対象と関わる中で，本校の評価

規準及び評価の視点に沿った確かな見取りを行い，指導・支援に生かしていけば，児童は，めあてをもっ

て活動を連続していくことができ，自分自身のよさや成長に気付くとともに，自信や意欲をもって生活し

たり，学んだことを自らの実生活に生かしたりして，よりよい生活を実現していくことができるであろう。 

（１） 着眼１ 児童の興味や関心を高め，思いや願いをもたせるための導入の工夫 

 児童自ら，「おもしろそうだな」「やってみたい」「こうしたい」「こんなものをつくりたい」「どうした

らいいかな」という思いや願いをもち，児童自らがめあてをもつことができるようにする。そのために，

次のような工夫を行う。 

○ 日常の生活の中から活動へ導入する。 

○ 具体的な活動から単元へ入る。 

○ 対象と十分に関わることから導入する。 

○ 「ぼくの・わたしの」と自分との関わりを自覚させる。 

 このように，日常の生活との関連や，具体的な活動から単元への導入を図り，児童が対象となる人・も

の・ことに十分に関わることで，児童の興味や関心を高め，児童が自分なりの思いや願いをもつことので

きる導入を工夫していく。 

（２） 着眼２ 活動を連続させ，自分への気付きへとつないでいくための見取りと支援 

  ① 見取りの工夫 

児童が思いや願いをもち，自らのめあてとともに活動を連続させ，自分への気付きを深めていくことが

できるようにするために，学習過程の各段階（出会いの段階，かかわる段階，広げ・深める段階）におい

て，資料３のような見取りを行い，児童が気付きを生かしためあてや活動への意欲が高まる支援を行う。
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【資料３】 

○ 出会いの段階 

対象への関わりに関心をもち，自分なりの思いや願いをもって関わろうとしたり，自分がやりたいことを決めた

り，決めようとしたりしていることを見取り，めあてをもって対象と意欲的に関わることができるようにする。（発

言分析・行動分析・ワークシート分析） 

○ 関わる段階 

めあてに沿った活動ができたか，新たな発見はあったか，疑問がもてたか，自分のつまずきに気付いているか，

自分や友達のがんばりやよさに気付いているかなどを見取り，新たな気付きや問題を解決するための方法を考え，

意欲的に実践していくことができるようにする。（行動分析・発言分析・対話分析・ワークシート分析） 

○ 広げ・深める段階 

前の自分と比べて（できる・わかるようになったこと）に気付いているか，自分の思いを広げることができたか，

自分の可能性に気付き，新たな意欲をもって生活しようとしているか，などを見取り，自分自身への気付きを深め

たり，実生活の仕方や見方・考え方につなげたりできるようにする。（発言分析・行動分析・ワークシート分析） 

  ② ワークシートの工夫と活用 

活動を連続させ，自分への気付きへとつないでいくために，次のようなワークシートを工夫し活用して

いく。 

○ 個の活動内容や思いに応じたワークシート 

○ 活動ごとに観点をしぼったワークシート 

また，教師は，活動や体験の中での児童の言動や関わり方を観察したり，ワークシートを読んだりする

中で，児童の気付きの内容のよさなどを受け止め，称賛したり，児童の思いや願いなどを把握したりして，

共感的に価値付けたコメントを児童に返していくようにする。 

児童が，教師のコメントの入ったワークシートを読むことで，自分のよさや可能性など，自分自身への

気付きを深めていくことができるワークシートを工夫し，活用していく。 

③ 無自覚な気付きを自覚化し，気付きを増やしたり質的に高めたりする教師の言葉かけ（支援） 

児童が，無自覚な気付きを自覚したり，気付きが質的に高まったりするためには，教師の働きかけ（言

葉かけ）が重要であると考える。価値付け，意味付け，方向付けのための教師の言葉かけを資料４のよう

にカテゴリーに分ける。教師自身が児童の気付きを予想し，どこでどのような働きかけをするのか，その

際の言葉かけを想定し，教師の言葉かけによって，児童が自信をもったり，自分の考えを見直したり，方

法を決めたりしていくことができるようにする。 

 

【資料４】 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

◆無自覚な気付きを自覚させるための言葉かけ 

○ 励まし 
・その調子 

・がんばってるね 

○ 納得 
・なるほど 

・そうだね 

・うん，うん 

○ 驚き 
・すごいね 

・ほう！ 

・へえ！ 

○ 共感 
・そうだね 

・先生もそう思うよ 

○ 称賛 
・よくできたね 

・がんばったね 

◆気付きを増やしたり高めたりするための言葉かけ 

○ 疑問 
・どうして～？ 

・どんなところが～？ 

○ 示唆 
・～したらどうかな 

・～してみようか 

○ 揺さぶり 
・～でいいのかな？ 

・本当に～？ 

○ 問いかけ（方法について） 

・どうしたら～ 

・どうすると～ 
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（３） 着眼３ 評価の工夫 

 ① 評価規準の設定と見取り支援表の活用 

個に応じた適切な指導と評価を行うために，評価規準の設定と評価規準に沿った具体的な児童の姿を評

価の視点とし想定しておくことが重要である。規準を達成している児童の状況を具体的な姿で想定してお

けば，ねらいに向かおうとしている児童の気付きのよさを見取り，価値付けることで，気付きの質を高め

ることができると考える。また，規準に達していない児童への具体的な指導の手だてを準備することもで

きると考える。 

そこで，教師は，児童の一単位時間の中や，日常生活においても学習状況や気付きの内容面，方法面，

心情面など，あらゆる角度からきめ細かく見取り，記録しておく必要がある。そして，本時での指導・支

援をどのように行うのか主なタイプ別に分けて，見取り支援表を作成する。見取り支援表【資料５】には，

予想される教師の言葉かけや準備など，本時での具体的な支援を書き込んで授業に臨むようにする。さら

に，本時の授業場面では，主眼に対応する評価場面と観点を決め，評価規準のＢだけでなく，Ａについて

も設定して記述することで，学習後，実際にＢやＡと判断した根拠をもとに評価ができるようにする。 

【資料５】２年１組 単元「うごくうごくわたしのおもちゃ」見取り支援表 

 

前名 

１年生を「おもちゃゆうえんち」に招待するにあたって（本時
における児童の思い） 

予想される支援 ○自分の思いがあるので見守る 
△支援が必要 

ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん

ロ
ケ
ッ
ト 

 ロケットがもっととぶように改造したい。 ○ 

 もっと跳ばして楽しくしたい。 △友達との関わり方を見守る。 

 ロケットを選べるようにする。ロケットを作りかえる。 ○役割分担がうまくいっているか，見守る。 

 跳んだ高さを測る。㎝の線を変える。 ○アイデアを称賛する。 

 紙コップをすくうコースと，一等を目指すコースを作る。 △よい考えをもっていいるので，自分の考えを話すように声をか
ける。 

    

４．研究の構想図 

 本研究を図式化すると，次のようになる。【資料６】 

 

【資料６】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜着眼１＞ 
導入の工夫 
 

出会う 関わる 広げ・深める 

人・社会・自然 

自信を深める 

・自分の思いや考え，気
付きを豊かに表現す
る。 

・気付きをもとに，新た
なめあてをもって 

対象と関わり続ける。 

・生活を工夫する。 

・日常生活の中から 

・具体的な活動から 

・自分との関わりの自

覚化 

・対象との関わりから 

 

 

 

思いや願い 
思いや願い 

最初の気付き 

・無自覚な気付き 

・素朴な気付き 

めあて 

気付きの質の高まり 

・自覚化された気付き 

・一つ一つの気付き 

・対象への気付き 

気付きの質の高まり 

・関連された気付き 

・次の活動につながる気付
き 

・自分自身への気付き 

めあて 
めあて 

＜着眼２＞活動を連続させ，自分への気付きへとつないでいくための見取りと支援 
・学習過程の各段階における見取りと支援の工夫  
・無自覚な気付きを自覚し，気付きを増やしたり質的に高めたりする教師の言葉かけ  
・ワークシートの工夫と活用 

＜着眼３＞評価の工夫 
・評価規準の設定と見取り支援表の活用 
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５，研究の実際と考察 

 （１）着眼１「児童の興味や関心を高め，思いや願いをもたせるための導入の工夫」 

第１学年「くまっ子の秋となかよし」（総時数２０時間），第２学年「うごくうごくわたしのおもち 

ゃ」（総時数１３時間）の単元で述べる。 

 ① 実践事例 １学年 単元名「くまっ子の秋となかよし」 

本単元は，学習指導要領の内容（５）「季節の変化と生活」，（６）「自然や物を使った遊び」，（８）「生

活や出来事の交流」を受けて設定したものである。ここでは，秋の校庭や公園で身近な動植物の様子を観

察したり，木の葉や木の実を集めたりして遊ぶ中で生まれた児童一人一人の思いを見取る。その思いをお

もちゃや飾り作りの活動に生かしていく中で，児童一人一人が自分の思いや願いをもって活動を進めてい

くことができるようにすることをねらっている。さらに，単元の後半部分では，「秋ランド」で友達や交

流している保育園の園児と一緒に遊んだりする活動を通して，身近な人と関わることの楽しさに気付くこ

ともねらっている。本学年には，幸神保育園の卒業児童もおり，園児との交流の中で，児童は「保育園の

園児を楽しませよう」という思いをもって意欲的に活動に臨むこともできる。この単元を通して，児童が

積極的に人や自然と関わっていく力を育てていきたいと考えた。 

そこで，単元の目標を次のように設定した【資料８】。 

【資料８】単元の目標 
生活への関心・意欲・態度 活動や体験についての思考・表現 身近な環境や自分についての気付き 

○ 秋の自然に関心をもち，秋の自然を利
用してみんなで楽しく遊ぶなど楽しく生
活しようとしている。 

○ 秋の身近な自然を使った遊びに関心を
もち，遊んだり，遊びに使う物を作った
りして，みんなで楽しく遊ぼうとしてい
る。 

○ 園児と関わることの楽しさが分かり，
進んで交流しようとしている。 

○ 秋のよさや美しさ，不思議さを実感した
り，見付けた秋のものから思いついた遊びを
楽しんだりすることができる。 

 
○ 秋の身近な自然を生かした遊びを考えた
り，遊びに使うものを自分なりに工夫して作
ったり，みんなで楽しく遊ぶための遊びの約
束やルールを考えたりしながら，みんなで楽
しむことができる。 

○ 季節によって自然の様子が変化したり，
自分たちの遊びや生活の様子が変わったり
することに気付く。 

○ 秋の身近な自然を生かして遊んだり，遊
びに使うものを工夫して作ったりする楽し
さや面白さ，自然の不思議さ，みんなで遊
ぶことの楽しさに気付く。 

○ 園児と関わることの楽しさや自分のよさ
や成長に気付く。 

また，以下の学習計画【資料９】で授業に臨んだ。             
学習 
過程 

【資料９】   主 な 学 習 活 動（総時数２０時間） 

出会い
の段階 

第１次 秋の遊び場へ行こう（４時間） 
  (1) くまっ子の森で秋を見付けよう。 

・くまっ子の森や学校の周りで秋見付けをする。③ ・見付けた秋を伝え合う① 

関わる 
段階 

第２次 秋と遊ぼう（７時間） 
  (1) 秋の皇后崎公園で遊ぼう③ 
  (2) 幸神保育園の友達へプレゼントを作ろう① 
  (3) 秋のプレゼントを使って遊ぶ物を作ったり，友達と遊んだりしよう③ 

広げ・ 
深める
段階 

第３次 秋ランドで楽しもう（９時間） 
  (1) 秋ランドをつくろう（計画）① 
  (2) 秋ランドの準備をしよう④ 
   (3) 秋ランドで一緒に遊ぼう④（秋ランドで遊ぶ① 園児を招待するための秋ランドの改良①） 

・保育園児を招待して，みんなで楽しく遊ぶ。① 
・単元の振り返り① 

まず，児童の興味や関心を高め，児童一人一人のこだわりをもった思いや願いへとつなぐために，第１

次の「秋の遊び場へ行こう」では，児童が家の周りや登下校の通学路など，日常の生活の中で見付けた秋

の木の葉や木の実などを「秋見付けコーナー」に掲示し，身近な秋見付けへの関心をもたせるようにした。

すると，児童は，自分もたくさんの秋を見付けてみたいという意欲をもって校庭の「くまっ子の森」やそ

の周辺の通学路での秋見付けへと出かける活動へつなぐことができた。児童は，いつも通り慣れている通

学路だが，ちょっと行っては立ち止まりながら，きれいに紅葉した落ち葉や松ぼっくりを見付けてうれし

そうにしていた。生活科の時間だけでなく，毎日の朝の会などでも紹介する場面を設けた。 

次に，今まで交流してきた幸神保育園の園児と「また，一緒に何かして遊びたいな」という思いを育て

ていくために，第２次「秋と遊ぼう」では，皇后崎公園へ園児と手をつないで遊びに行くようにした。公
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園に着くと，１学期の頃とは違い，周りの木の枝からずいぶん葉が落ちていることに気付き，季節の変化

を感じることができていた。手をつないだ園児と自由に行動できるようにして秋見付けを楽しむことがで

きるようにした。園児の中にも，どんぐりなどを袋いっぱいに拾った子がおり，自然や児童とのふれ合い

を楽しんでいた【資料１０・１１】。児童の中には，この活動をきっかけに家族で秋見付けに出かけ，大

きなどんぐりや松ぼっくり，すすきなどを採取し友達に紹介する児童も出てきた【資料１２】。 

このように，日常の生活との関連や具体的な活動から単元への導入を図る工夫を行い，児童が対象とな

る人・もの・ことに十分に関わる導入を図ることで，児童の興味や関心を高めるとともに，児童が自分な

りの思いや願いをもって次の活動へとつながっていくことができたのである。 

 

 

 

 

 

 

  

 さらに，第２次「秋と遊ぼう」の第３／３時から第３次「秋ランドで楽しもう」への活動へ向かって児

童の意識がスムーズにつながるように，また，新たな思いや願いをもって活動が連続していくようにする

ため，第３次への導入として，授業の終わりに次のような手立てを試みた。 

 以下，その授業の実際【資料１３】を述べる。 

【資料１３】 主な学習活動 教師の主な発問・支援，児童の反応（発言・行動） 

○ 作ったり遊んだりしたことの感
想を出し合い，次時の活動への見通
しをもつ。 

○ 第２次で，児童が，プレゼントをしたどんぐりごまを喜んで楽しそ
うに遊ぶ園児の様子をＶＴＲで紹介する。 

 
Ｔ：みんな，今日は，たくさん作ることができましたね。 
  最後にみなさんに見せたいものがあります。 
  この前，保育園の友達に，どんぐりごまをプレゼントしましたね。

保育園の友達が，とっても喜んでくれました。そのときの様子を映
したビデオが届いています。見てみましょう。 

 
Ｃ：うれしそう。 
Ｃ：喜んで遊んでいる園児の様子をうれしそうに見る。 
Ｃ：あれ？先生，回せないんじゃない？ 
Ｃ：教えてあげたいね。 
Ｃ：よく回りよるよ。 
Ｃ：また，一緒に遊びたい。 
 
Ｔ：次の時間は，保育園の友達と楽しめる遊びも考えてみましょ

う。また，一緒に遊びたいですね。 

児童サイドから園児を招待してみんなで遊びたいといった思いが自発的に生まれる可能性は薄い。 

そのため，資料１３のように，第２次で，児童が，プレゼントをしたどんぐりごまを喜んで遊ぶ園児の様

子をＶＴＲで紹介した。すると，「どんぐりごまの回し方を教えたい」「また一緒に遊びたい」といったつ

ぶやきが聞かれた。他の児童もそれに似た思いであることを教師が見取り，「秋からのプレゼント」を生

かして，園児と一緒にもっとやってみたい遊びやもっと工夫した遊びをしたいという思いを膨らませて，

次の活動へと新たな思いをつないでいくことができたのである。 

   

【資料１０】 

 

【資料１１】 

 

【資料１２】 

 

どんぐりを見付けて喜ぶ児童と園児 休日に家族で見付けた松ぼっく
り 
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 ② 実践事例 ２学年 単元名「うごく うごく わたしのおもちゃ」 

 本単元は，学習指導要領の内容（６）「身近な自然を利用したり，身近にある物などを使ったりなどし

て，遊びや遊びに使う物を工夫してつくり，その面白さや自然の不思議さに気付き，みんなで遊びを楽し

むことができるようにする。」を受けて設定したものである。ここでは，身近にある物や自然の中で集め

てきた物に関心をもち，それらを使っておもちゃをつくる過程において，「比べる」「繰り返す」「試す」

などの活動を通して，児童一人一人が次々に思いや願いを新たにしながら活動を進めていくことができる

ようにすることや，工夫して作る喜びや自分で作ったもので遊ぶ楽しさを味わうことができるようにする

ことがねらいである。 

そこで，単元目標【資料１４】を次のように設定した。 

【資料１４】単元の目標 
生活への関心・意欲・態度 活動や体験についての思考・表現 身近な環境や自分についての気付き 

○ 身近な材料を使って，進ん

で動くおもちゃを作ったり，

楽しく遊んだりしようとし

ている。 

 

○ 自分たちで集めたものの素材の特徴を生かして，

動くおもちゃを作ったり，おもちゃがよりよく動く

ように工夫したりすることができる。 

○ 自分や友達が，おもちゃで楽しく遊ぶことができ

るように，ルールや遊び方を工夫することができる。 

○ 自分が作りたいおもちゃを作ったり，作ったおも

ちゃで遊んだりして楽しかったことを絵や言葉で表

現することができる。 

○ 身近な素材でおもちゃを作った

り，工夫したりする楽しさに気付

く。 

○ おもちゃを工夫できる自分や友

達のよさに気付く。 

 

また，以下の学習計画【資料１５】で授業に臨んだ。             
学習 
過程 

【資料１５】   主 な 学 習 活 動（総時数１３時間） 

出会いの

段階 

第１次 自分たちで集めたもので遊ぼう（２時間） 

  (1) 身近にある物に関心をもち，それらを使って，動くおもちゃをつくりたいという思いをもつ。 

関わる 

段階 

第２次 自分たちで集めた材料でおもちゃを作って遊ぼう（６時間） 

  (1) 自分たちで集めた素材でおもちゃを作ったり遊んだりする。② 

  (2) 友達と遊びながら，もっとよく動くように作りかえたり改良したりする。② 

  (3) それぞれの手作りおもちゃで遊ぶ② 

広げ・深め

る段階 

第３次 自分がつくったおもちゃで，１年生と一緒に遊ぼう（４時間） 

  (1) １年生が楽しく遊ぶことができるように，おもちゃを作りかえたり増やしたりする。② 

  (2) 「おもちゃランド」の準備をする。② 

  (3) １年生と一緒に「おもちゃランド」で遊ぶ。① 

第４次 「つくって遊ぼう」の学習を振り返ろう（１時間） 

以下は，第２学年「うごくうごくわたしのおもちゃ」の授業における実際の単元への導入場面での様子

【資料１６】である。 

 第１次「自分たちで集めたもので遊ぼう」の実践から 

○ 主眼  身近な材料に関心をもち，それらを使った素材遊びをすることを通して，自分のおもちゃを

作ろうとする意欲をもつことができるようにする。 

主な学習活動 教師の主な発問・支援と児童の反応（発言・行動） 

１，本時のめあてを確認し合う。 

      

 

 

 

 

 

★集めた素材を提示して 
T：夏休みにこんなにいっぱい集まりましたよ。 
C：わあ，いっぱいある。すごい。 
C：（マヨネーズの空き容器をみて）こんなのもある。これ飛ばした
らおもしろいよ。 

T：遊んだことありますか？ 
C：はい。お兄ちゃんと飛ばしっこしたことがあります。 
C：ペットボトルのキャップも転がります。１年の時に転がして遊 
んだことがあります。 

T：そう。いろいろ遊べそうですね。今日は，ここにあるものを使 
ってみんなで遊びましょう。 

いろいろな物（素材）を動かして 
あそぼう。 

【資料1６】 
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２，自分の選んだ物（素材）で遊ぶ。 
 

【個や少人数で交流】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆児童は，いろいろな素材を手にして遊び
だした。 

 

 

 

 

 

 

 

C：やったあ。やったあ。 
T：１つ守ってほしいルールをつくろうね。ここにある物を 

動かして遊びます。 
C：んん～？ 
T：これは動いてるかな？（キャップを重ねて見せる） 
C：動いていません。 
T：キャップは，動かせないのかな？。 
C：できる，できます。 
T：動かしてみんなに見せてください。 
C：（キャップを横にして転がす。） 
C：まだできます。 
（キャップをコマのように回して見せる。） 

C：おおー。 
T：よく動いていましたね。動かして遊ぶには，転がしたり，他に
もとばしたり，進めたりするといいみたいですね。さあ，動かし
て遊んでみましょう。 

 
 
 
 
 
C：カップに電池を入れてみたよ。 
C：手で押したら，ほら動いた。 
C：ほんと，すごいすごい。 
C：私は，電池を２個入れてみようっと。 
C：あれ，動き方がちがう。 
C：小さいのと大きい電池を入れてみよう。 
C：なんかおもしろい。もっといろいろやってみよう。 
 
C：ねえねえ，どっちが早く転がるか，競走しよう。 
C：うん，いいよ。やろう，やろう。 
C：坂道にしたほうが，早く転がるよ。先生，坂道を作って転がし 
てもいいですか。 

T：いいですよ。それ，おもしろそうですね。 
C：わたしもやってみよう。やったあ，転がった。 
C：おもしろそう。ぼくも入れて。 

 
◆素材の特徴や動きの面白さ・不思議さに気付く児童たち 
 
C：見て，見て，くっついた。 

C：なんで？すごいね。手品みたい。 

C：さわっていい？ 

C：あれ，重たい。中に何か入ってるよ。 

C：わかった。磁石が入ってる。 

T：○○さん，楽しいこと思いついたね。 

C：私もやってみる。 
◆転がしたり飛ばしたりして，動かす方法を考える児童たち 
 
 
C：おもしろい。見て，見て。 

C：すっごい。やりたい，やりたい。 

T：○○さん，ふたが遠くまでとんで行ったね。先生もやってみた

いな。えいっ。このふた，とぶときととばないときがあるね。ど

うしてかな。 

C：あのね，ふたの閉め方にこつがいるよ。 

T：そうなんだ。○○さん，よく気が付いたね。 

 
 

カップに乾電池を入れて遊んでい 
る児童 

フィルムケースに磁石を入れてく付 
けて遊ぶ児童。 

マヨネーズの空き容器を踏んで 

ふたを飛ばして遊ぶ児童。 

空き缶を坂道で転がして遊ぶ児童。 

★ 教師は，「転がす」「とばす」「進める」などキーワード

を使って，児童にどうすると動くのかを意識させた。 
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このように，第２学年の単元「うごくうごくわたしのおもちゃ」での第１次の導入では，素材と十分に

関わって遊ぶといった具体的な活動から単元に入るようにした。また，「動かして遊ぼう」というめあて

に，「転がす」「飛ばす」「回す」「吹く」といったキーワードを提示すると，児童は，素材コーナーからい

ろいろな素材を手にとって遊びだした。空き缶に電池を入れて転がしたり，マヨネーズの側面を手や足で

押してキャップが飛ぶのを面白がったり，ゴムの力を使って物を飛ばしたりする方法を試したりすること

ができた。児童は，様々な素材に触れ，素材を動かして遊ぶ中で，素材の特徴や動きの面白さ・不思議さ

に気付き，その動きをもとにしたおもちゃ作りへの興味や関心が一気に高まったのである。おもちゃの材

料となる素材で十分に遊ぶ導入を工夫したことで，転がるおもちゃにはこの素材，飛ばしたり回したりす

るにはこの素材といったように，自分の思いに合った素材を選ぶこともできるようになり，次の時間は，

「磁石を使ったおもちゃを作りたい」「ゴムや筒，カップを使ってロケットみたいな物をつくりたい」と

いった思いや願いにつながって，第２次のおもちゃ作りへの意欲やめあてづくりがスムーズにできた。 

 （２）着眼２「活動を連続させ，自分への気付きへとつないでいくための見取りと支援」 

  ① 見取りの工夫の実際 

児童一人一人が自分の思いや願いをもち，めあてをもって活動を連続させ，自分への様々な気付きへと

つないでいくために，学習過程の各段階（出会いの段階，関わる段階，広げ・深める段階）において，児

童の発言分析や行動分析，対話分析，及びワークシート分析をもとに個々の見取りを行い，見取り支援表

に付け加えていくようにした。 

３，今日の活動を振り返る。 

【全体での交流】 

 

 

 

 

 

 
  

T：どんなことをして遊びましたか。遊んでいて気が付いたことを
お友達に教えてあげましょう。 

C：ペットボトルのキャップを転がして遊びました。坂道にすると
よく転がりました。 

T：ペットボトルのキャップは，横にすると転がりやすいのですね。
よく気が付きましたね。 

C：マヨネーズの空き容器のふたを飛ばして遊びました。足で力い
っぱいふんだら遠くに飛びました。 

C：トレイやラーメンカップなどを，息を吹いて進ませて遊びまし
た。 

C：うちわであおいだほうが速く進みました。 
T：なるほどね。うちわを使ったんですね。先生もしたけれど，息 
をずっと吹いていたら苦しくなりましたよ。     

C：磁石をくっつかないようにしたら，動きました。 
T：磁石を使ったの？どんなにしたのかやって見せてください。 
C：（やって見せる） 
C：わあ，すごい。動いた。やってみたいなあ。 
T：すごいね。よく気が付きましたね。 
T：今日は，色々な物を動かして遊びました。そして，空き缶は坂
道を転がすとよく動くとか，強く叩いたり踏んだりすると遠くまで飛ぶ
とかなど，どうしたら，よく動くかをたくさん見つけました。次の時間
は，もっとどうしたいですか。 

C：わたしは，磁石を使って，動かしてみたいです。 
C：ぼくは，車を作って坂道で競争したいです。 
T：次の時間は，今日見つけた「こうしたらよく動くよ」というところを利用して，

うごくおもちゃを作りましょう。 
自分が作りたいおもちゃに必要だと思う材料を集めましょう。 
 

★次時のめあてづくりや意欲付けを行った。 
 
C：家にキャップがいっぱいあるから，それをタイヤにして車が作
りたいな。 

C：ゴムを使って，うごくおもちゃが作れないかなあ。 

★教師は，どんな素材をどのようにする

と，どんな動きをしたのかを伝え合わせ，

個々の気付きを学級全体に広げた。 



- 13 - 

 

出会いの段階では，児童がめあてをもって対象と意欲的に関わることができるような見取りと支援，関

わる段階では，新たな気付きや問題を解決する方法を考え，意欲的に実践していくことができるような見

取りと支援，広げ・深める段階では，自分自身への気付きを深め，実生活の仕方や対象への新たな見方・

考え方につながるような見取りと支援に努めた。 

以下，第２学年「うごくうごくわたしのおもちゃ」の実際で具体的に述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 すると 

すると，児童は，早速，友達によく飛ぶひみつを聞いたり，実際に飛ばしてみたりする中で，友達のア

イデアのよさに気付き，気付いたことを自分のロケット作りに早速活かしていた。 

また，資料１８は，風車を作っている児童が書いた，第３次の１・２時のワークシートである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように，言動分析や対話分析に加え，ワークシートに表現させれば，ある程度は，児童の思いや願

いを見取ったり，また，児童自身の考えや気付きのよさを自覚させたりすることができ，次の活動へとつ

ながる支援が実現できた。 

  ② ワークシートの工夫と活用の実際 

ワークシートは，活動ごとに観点をしぼったワークシートを準備した。また，めあてに関連させて下の 

資料の赤ラインのように，「きょうしたことは」【資料１９】・「パワーアップさせよう」【資料２０】・「つ

くったおもちゃで，みんなであそんだよ」【資料２１】と，変えていくようにしたのである。また，短時

間（２，３分）で表現することができるように工夫した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左の資料１７は，第２次の３・４時のワークシートである。児

童は，本時の活動を振り返って，「ロケットを固くしたら飛んだよ」

と気付きを書き，「ロケットに羽根をつけてよく飛ぶようにした

ら，よく飛びました。また，もっと飛ぶようにしたいです。」と記

述していることから，新たな気付きをもとに，さらによく飛ぶ工

夫をしたいという思いが読み取れる。そこで，教師は，「もっと飛

ぶようにするには，どうしたらよいのかな。よく飛んでいた○○

君に聞いてみてごらん」とコメントした。 【資料１７】 

 

資料１８ 

児童は，「１年生が楽しく遊べるために，コースを４つにしたり，

スタートからゴールまでの距離を短くしたり，あと，タイヤを２個

つけたら速くいくと思います」と，１年生が楽しく遊ぶためのアイ

デアを３つも考えていることが分かった。そこで，教師は，児童が

自分の考えに自信をもち，意欲的に実践していくことができるよう

にするため，「１年生が楽しく遊べそうですね。」と，アイデアを称

賛し，「タイヤを増やすことによく気がついたね」と新たな気付き

や問題解決のための方法を称賛した。 

   

【資料 19】 

 

【資料 20】 

 

【資料 21】 
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出会う段階では，自分でやりたいことを決めることができたかなどが表現できるようにした。関わる段

階や，広げ・深める段階では，新たな発見や，疑問，自分や友達のがんばりや工夫に気付き，また，その

気付きをもとにした次のめあてなどが表現できるようにした。教師は，書かれたワークシートに称賛や疑

問，揺さぶりの言葉を添えて児童に返すようにした。さらに，ワークシートの見取りから，活動に工夫や

がんばりが見られる児童の姿を学級全体に広げるようにした。児童は，教師のコメントの入ったワークシ

ートを読むことや，学級全体に紹介されることで，自分のよさや可能性など，自分自身への気付きを深め

ていくことができた。 

また，１学年についても，出会う段階では，季節の変化や秋の特徴が表現できるようにした【資料２２】。

関わる段階や，広げ・深める段階では，自分や友達のがんばりや工夫について気付いたことや，その気付

きをもとに次のめあてなどが表現できるようにした【資料２３】。単元の振り返りの場面では，自分や友

達の成長への気付きや，学習を通してどのような思いが高まったり広がったりしているのかを見取ること

ができるワークシートにした【資料２４】。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシートの工夫と活用によって，児童は，さらにアイデアを生み出したり，活動のヒントとしたり

して，意欲的に活動を連続させていくことができたのである。 

  ③ 無自覚な気付きを自覚化し，気付きを増やしたり質的に高めたりする教師の言葉かけ（支援） 

児童が無自覚な気付きを自覚したり，気付きが質的に高まったりするには，教師の価値付けや意味付け，

方向付けのための言葉かけが重要であると考える。そこで，児童の行動や気付きを事前に予想し，どこで

どのような言葉かけ（働きかけ）をするのか想定し，授業に臨むようにした。下記の資料２５は，第１学

年「くまっ子の秋となかよし」の授業の実際【資料２５】の教師の言葉である。 

第３次第４時「保育園児を招待して，みんなで楽しく遊ぼう」の実践から 

○ 主眼 園児を「秋ランド」に招き，相手の気持ちを考えながら一緒に仲よくあそぶことができるよう

にする。 

【資料２５】  

主な学習活動 

Ｔ１・Ｔ２：教師の主な発問・支援（言葉かけ） 

Ｃ：児童の発言・行動 

１．本時のめあてを確認し合う。 
 
 （めあて）保育園の友達に「秋ランド」
を楽しんでもらおう。 

 
２．本時の流れを知る。 
 ・はじめのことばを言う。 
 ・お店の紹介を簡単にする。 
 ・スケジュールや約束事の確認をする。 

Ｔ２：みんなのめあてを確認しましょう。 
 
 Ｔ２：今日は，一人一人頑張ることを考えていますね。そ

の中に，「元気に声かけ」「盛り上げる」「優しく」「力
を合わせて」というのがありましたよ。お相手さん
（園児）と一緒に楽しみましょう。 

 
 
 

  
 

【資料 24】 

 
【資料 22】 【資料 23】 
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３．「秋ランド」を開く。 
 
【前半（２組のお店屋さんで遊ぶ）】 
 
 
 
 
 
 
 
・ お店屋さん係になって園児を遊ばせ
たり，お世話係になって園児と一緒に
遊んだりする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．「秋ランド」を閉めて，活動のまとめ
をする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【後半（３組のお店屋さんで遊ぶ）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■秋のおもちゃ屋さんコーナー 

 Ｃ：やってみる？（語りかけるように） 
 Ｃ：どれにする？ 
 Ｃ（保）：これがいい。 
 Ｃ：できるかな。 
 Ｃ：上手だね。 
 Ｃ：作りにくいときは，上にするといいよ。（優しく） 
 Ｃ：青を重ねて塗ったら，黄緑色になるよ。 
 Ｃ：がんばってね。 
 Ｃ：こう塗ったらいいよ。（塗ってみせる。） 
 
 
 
 
 
■どんぐりごまコーナー 

 Ｃ：こうやって，作るんだよ。（作ってみせる） 
 Ｃ：押さえてあげるね。 
 Ｃ：「いらっしゃい。いらっしゃい。」 
   （こまを回して見せながら） 
 Ｃ：対決してみるといいよ。 
   （どんぐりごまを作った園児に対して） 
 Ｃ：こっちの方がよく回るよ。 
 Ｃ：「いらっしゃい。いらっしゃい。」 
   （こまを連続で回しながら） 
 Ｃ：（対決をしたそうにしている園児に）どんぐりごまを選

んでね。 
 
 
 
T:保育園の友達に秋ランドを楽しんでもらえましたか？ 
C:はい！ 
T:どうして楽しんでもらえたと分かったのですか？ 
C:お店にずらりと来てくれたからです。 
C:うれしそうに遊んでいたからです。 
C:にっこり笑顔になっていたからです。 
T:それは，楽しんでもらえた証拠ですね。【納得・共感】 
T:では，本当に楽しんでもらえたか，保育園の友達に聞いて
みましょう。【揺さぶり】 

T(保):何が楽しかったか教えてくれる人？ 
C(保):カフェが楽しかったです。 
C(保):トンネルをくぐるのが楽しかったです。 
C(保):どんぐりごまを作ってもらったのが嬉しかったです。 
（省略） 
T:秋ランドは，大成功でしたね。【気付きの価値付け】 
T:大成功させるために，頑張ったことを発表できる人はいま
すか？ 

C：あやつり人形の作り方をがんばって教えました。 

○秋のおもちゃ屋さん 
○秋の電気屋さん 
○わな発動マシーン 
○秋のどんぐりロケット 
○秋のピタゴラススイッチ 
○秋のおもしろトンネル 

○秋の魚つり 
○秋カフェレストラン 
○スーパーどんぐりごま 
○どんぐりめいろロケット 
○秋のけん玉ボウリング 
○あやつり人形音楽隊 

 

 

※ 教師は，園児に優しく話しかけながら世話をする児童を見守りながら，「楽しいね。」「その調
子」「ほう！」「なるほどね」などと，共感，称賛，納得などの声かけをして回った。 

（省略） 

【児童なりの根拠を問う発問】 
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T：しっかり教えてあげたから，保育園のお友達も楽しめたの
ですね。 

C：お店に行くとき，引っ張らないでお相手さんの手をつない
で行きました。 

T：やさしく手をつないで，お相手さんが行きたいところに連
れて行ったのですね。すばらしい。 

T：みんなはどう？手をつないで，お店屋さんに連れていって
あげましたか？ 

C：はい！（大勢の児童が挙手） 
T：先生は，こんなお友達も見つけましたよ。手をつなぐだけ
ではなくて，お相手さんにこんなふうにやさしく手を回し
てあげているお友達を。とってもやさしいなあと思いまし
た。こんなふうにできた人？ 

C：はい！(１０人くらい挙手) 
C：ぼくは，魚釣りを一緒にしました。 
T：どういうふうに教えたのですか。 
C：近くにして釣るように教えました。 
T：なるほど。○君は，魚釣りのこつを教えたのですね。すば
らしい！ 

C：自分だけで遊ばないようにしました。 
T：えらい！お相手さんをしっかり遊ばせてあげたのですね。
やさしいですね。みんなもやさしくできましたか？ 

C：はい（大勢の児童が挙手） 
T：では，最後に幸神保育園の中川先生に感想を聞いてみまし
ょう。 

T(保)：今日は招待してくれてありがとうございました。 
元気よく「いらっしゃいませ」と言っていたり，優しく
お世話をしたりと，１年でこんなに成長するのだとびっ
くりしました。みなさんがにこにこ笑顔で接してくれま
した。保育園のお友達も，早く１年生になりたいとやる
気まんまんです。みなさんのおかげで楽しめることがで
きました。ありがとうございました。 

 
T：うれしいですね。また一緒に楽しく遊べるといいですね。
１年生のみなさんは，次の時間は，今までのお勉強を振り
返りましょうね。 

 
 
 

秋ランドを開いてお店係をしたり，お世話係をしたりして活動をしている間，教師は，児童が，園児に

優しく話しかけながら世話をしたり，楽しく遊んだりしている言動を見守りながら，「楽しいね」「その調

子」「ほう！」「なるほどね」などの共感，称賛，納得などの言葉かけをした。 

秋ランドを閉めて活動のまとめをする段階では，気付きを増やしたり高めたりするための言葉かけを心

がけた。資料２５のように，児童の活動を価値付けたり意味付けたりしながら，秋ランドの成功感を味わ

わせるようにしたのである。また，保育園の先生の話を聞かせることで，園児を喜ばせることができるよ

うになった児童の成長に気付くようにした。教師の意図的・計画的な言葉かけによって，無自覚な気付き

を自覚させたり，気付きを増やしたり，質的に高めたりすることが可能となった。 

（３）着眼３ 評価の工夫の実際 

  ① 評価規準の設定と見取り支援表の活用 

個に応じた適切な指導と評価を行うために，評価規準の設定と評価規準に沿った具体的な児童の姿を評

価の視点として想定しておくことが重要と考え，授業の前には，あらかじめ，おおむね満足（Ｂ）や十分

満足（Ａ）の評価規準を設定して授業に臨むようにした。第１学年の「こまっ子の秋となかよし」の第３

次第４時における評価規準を，以下の資料２６のように設定した。 

教
師
は
，
本
時
の
見
取
り
を
も
と
に
，
一
つ
一
つ
無
自
覚
な
気
付
き
を
自
覚

さ
せ
た
り
，
価
値
付
け
・
意
味
付
け
を
し
た
り
し
て
い
く
よ
う
に
し
た
。 

児
童
の
成
長
に
気

付
か
せ
る
話
を
す
る
。 
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具体的な児童の姿を次のように，評価の視点【資料２７】として想定し授業に臨んだ。 

【資料２７】                評 価 の 視 点 

生活への関心・意欲・態度 活動や体験についての思考・表現 身近な環境や自分についての気付き 

・自分の思いをもち，友達
と協力しながら楽しく
遊ぼうとしている。（行
動・つぶやき） 

・園児の立場で，遊びを工夫をしている。 
・園児の様子を見ながら遊び方を分かりやす 
く教えたり，したい遊びを優しく尋ねたりして，
一緒に遊びを楽しんでいる。 
（行動・発言。つぶやき） 

・遊びや遊びを工夫する面白さ，み
んなで遊んだり交流したりする
楽しさに気付いている。 

（行動・発言・ワークシート） 

資料２８は，授業後，見取り支援表をもとに本時の授業場面を評価した１事例である。 

このように，本時授業場面では，主眼に対応する評価場面と観点を決め，評価規準のＢだけでなく，Ａ

についても設定しておくことや，評価の視点をもって児童を見取ることで，学習後，実際にＢやＡと評価

することが可能となったのである。 

６，研究の成果 

 （１）児童の興味や関心を高め，思いや願いをもたせるための導入の工夫から 

児童自ら，「おもしろそうだな」「やってみたい」「こうしたい」「こんなものをつくりたい」といった思

いや願いをもって意欲的に活動していくことができるようにするため，以下の４点を重視しながら取り組

んだ。その結果，以下のような成果が得られた。 

① 日常の生活の中から活動への導入を図ったことによる成果 

１学年の単元では，「秋みつけコーナー」を設け，校庭や通学路で見付けてきた木の葉や木の実を集め

【資料２６】 
評価の場面＜思考・表現＞ 

判断の基準及び方法 

おおむね満足（Ｂ） 十分満足（Ａ） 

秋の木の実や木の葉な
どで作ったもので，園児と
ともに楽しく遊ぶ場面 
 
 

・自分たちで考えた遊びのルー
ルを教えながら，園児を楽し
く遊ばせている。 
（発言・行動分析・つぶやき） 

・園児の立場に立って，遊びのこつをゆっくり分かり
やすく教えたり，気持ちをやさしく聞いたりしなが
ら，園児と一緒に楽しく遊んでいる。 

・臨機応変に、ルールを変えるなど工夫している。 
（発言・行動分析・つぶやき） 

【資料２８】           評 価 事 例 

秋の木の実や木の葉などで作ったもので園児とともに楽しく遊ぶ場面（思考・表現） 
【Ｂと判断した例】                         【Ａと判断した例】 

 
 

【指導の手だて：Ｃ】 
どのように動いてよいか分からず，活動が停滞している児童である。園児に楽しんでもらうために，「頑張る

ことは何だったかな？」と決めていためあてを思い出させたり，「園児が喜んでいるかな。」と，園児の様子を一
緒に見たりして，できそうなことを考えさせた。友達の行動も参考にするよう助言し，やることが決まったら「い
いね，やってみようか」と，励ましの声かけを行った。その結果，児童は友達がしているのを見て，「やり方を
教えようか？」と園児に声かけをすることができた。「喜んでいるかな？」と何度か尋ねたり，「その調子」と称
賛したりすることで，楽しく活動しはじめた。 
 

・優しく「どこに行きたい。」と聞
いてからお相手さんが，行きたい
ところに行って，やり方を教えま
した。（ワークシート） 

・笑顔で優しく声かけをしたよ。（行
動観察・発言） 

 

・園児に寄り添い、「おしい。」「がんば
れ。」など，園児に繰り返し励ましの
言葉をかけたり，うまくできたとき
には共に喜び，盛り上げたりしてい
た。（行動観察） 

・園児には難しいと気付くと、園児が
できそうなレベル 
までルールを変更 
し、園児を喜ばせ 
ていた。 

【Ｂと判断した根拠】 
・園児が安心してゲームを楽し
むことができるように努めて
いた。 

 
【Ａと判断した根拠】 

・自分の考えをはっきりともち，
自信をもって意欲的に活動し
ていた。また，園児を喜ばせ
ようと， 園児ができそうなレ
ベルまでルールを変更するな
どして、遊び方を工夫してい
た。 
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るようにしたことから，身近な秋見付けへの興味・関心を高めることができた。休日には，家族で秋見付

けに出かけて，学級で紹介する児童も出てきた。２学年では，夏休みの作品展の鑑賞や身の回りの多様な

素材との出会いから，動くおもちゃ作りへの興味や関心を高めることができた。 

② 具体的な活動から単元に入ったことによる成果 

１学年の秋見付けの活動では，実際に校庭や通学路での秋見付けから近くの公園に出かけ，体感を通し

て秋を感じながら，木の葉や木の実を拾い楽しんだことにより，秋のプレゼントをつかった遊びへとつな

がった。また，交流をしている保育園の園児と手をつないで，お相手さんと一緒に木の実拾いなどをした

ことによって，園児を招待して一緒に遊びたいといった思いにつながることができた。２学年では，実際

の素材を動かして遊ぶ活動から一気に自分の動くおもちゃ作りへと興味・関心が高まった。 

③ 対象と十分に関わることから導入したことによる成果 

秋の木の葉や木の実，おもちゃづくりの材料となる素材，交流を続けている保育園の園児と繰り返し十

分に関わることで，児童一人一人の思いが膨らみ，その思いの実現に向けて，１学年，２学年の児童とも

に最後まで意識がとぎれず，めあてを新たにしながら意欲的に取り組むことができた。 

④ 「ぼくの・わたしの」と，自分との関わりを自覚させたことによる成果 

１学年では，交流している園児とのお相手さん意識を高めるために，お相手さんと一緒に撮った写真や

これまでの交流のあしあとを掲示した。２学年も，学校探検からの１学年との交流をスタートに，他の単

元でも１学年との交流を位置付けてきた。これらの手立てにより，１学年も２学年も「ぼくの・わたしの

動くおもちゃ，遊び物，お相手さん，」「ぼくたちの・わたしたちのお店屋さん，遊び場」といった意識を

もって関わることができ，これまで以上に，自分のつくった遊び物や動くおもちゃに対する思いが高まる

とともに，単元の後半は，どの学年も交流相手を意識した活動が意欲的に展開できた。 

 （２） 活動を連続させ，自分への気付きへとつないでいくための見取りと支援による成果 

第２学年の単元「うごくうごくわたしのおもちゃ」の第３次「自分が作ったおもちゃで，１年生と一緒

に遊ぼう」の実際の授業から考察する。 

本時は，「１年生が楽しく遊べるような○○をつくろう」をめあてに活動する場面である。教師が，「１

年生は，みんなとどこがちがうかな？」と問いかけ，年下の友達を意識した工夫を意識させるようにした

のである。そして，本時の見取り支援予想表をもとに，「これは，○○したいということかな」と思いを

尋ねたり，「どうすればよいかな」と，方法を考えさせたりする言葉かけをしながら児童の活動を見守っ

た。以下の会話は，ゴムを使って，パチンコのようなおもちゃを作っていたグループでの教師の実際の言

葉かけである。資料２９のように、Ｍ児は，玉の飛び方を確かめながら玉を作りかえていた。 

【資料２９】Ｔ：どうして，飛ばす玉を大きくしているのかな？【児童の考えを問う言葉かけを行う。】 

Ｍ：１年生だったら，小さいと飛びすぎるから。【Ｍ児の論理，考え見取る。】もっと重くならないかなあ。 

Ｃ：２つ，つけたらよく飛ぶ。（飛ばしてみて，つぶやく）【友達の気付きが情報として入る。】 

Ｔ：すごいことに気付いたね。重さで飛び方が違うね。【体験からの気付きを称賛する】 

Ｍ：玉を大きくした方が力を入れやすいみたい。１年生がしやすいようにしないとね。【事実から，自分の考えに自信をもつ】 

Ｔ：１年生のために，いろいろ考えていますね。すばらしい。的も変えたのですね。【Ｍ児の考えや工夫を称賛する。】 

Ｍ：４つあるから，４人ずつできるようにしよう。（玉も４こずつ準備する。） 

上記のように，教師は，これまでの見取りをもとに，Ｍ児やＣ児の本時における思いや気付きを即座に

見取ることで，思いや気付きに共感したり称賛したりすることが可能となった。Ｍ児は，さらに工夫を加

えながら意欲的に活動したことから，児童の思いや気付きの見取りに対する言葉かけは，自信をもって活

動を連続させ，自分への気付きへとつないでいく上でも，無自覚な気付きを自覚し，気付きを増やしたり，
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質的に高めたりする上でも大変有効であった。 

また，１学年も２学年も，児童一人一人が自分の思いを大事にしながら，自分で秋の遊びものや，動く

おもちゃを作って遊ぶ過程において，作りたいものが似ている物同士でグループをつくり，活動するとい

った学習形態をとってきた。これは，前のページでも記述したように，友達同士で気付きや情報を共有し，

共に学ぶことで，多くの気付きにつながった。１年生は，経験も少ないため，園児を楽しませるための工

夫については，似た遊び物を作った物同士のアイデア会議や作戦会議を取り入れ，思いや考えの交流を図

りながら秋のお店屋さんをつくった。２年生は，１年生を招待する前に，まず，自分たちで遊んでみて，

良かった点や改善点をグループごとに話し合う活動を設定した。教師の言葉かけも重要であるが，児童同

士が考えを交流する場の設定も，気付きを増やしたり，質的に高めたりする上で大変有効であった。 

（３） 学習後のアンケートから 

学習後，児童にどんな力がついたかをアンケート結果から分析する。 

１学年や２学年で，次のようなことが価値あることとして深く自覚されたことは，成果である。 

【資料３０】《１学年》７７人（複数回答あり） 

できるようになったこと 人数 学習についての感想 人数 

・工夫していろいろなものが作れるようになっ
た。 

・長い間，どんぐりごまが回せるようになった。 
・園児の喜ぶ世話ができるようになった。 
・友達と力を合わせてお店ができた。 
・友達や園児と仲よくなれた。（優しくできた。） 
・恥ずかしがらずに，話したり遊んだりするこ
とができた。 

・道具を使えるようになった。 

４３ 
 
１９ 
１７ 
１３ 
１１ 
１１ 
 
 ５ 

・お相手さん（園児）が，いっぱいお店に来てく
てたことがうれしかった。 

・木の葉や木の実を拾ったり集めたり，秋の自然
で作ったのが楽しかった。 

・園児が「楽しい，ありがとう」と言って，喜ん
で笑顔で帰ったくれたことがうれしかった。 

・秋ランドの成功がうれしかった。 
・お相手さん以外の園児とも仲よくなって遊んだ
とこが楽しかった。 

・みんなと力を合わせことがよかった。 

２５ 
 
１８ 
 
１８ 
 
９ 
６ 
 
１ 

《２学年》８０人（複数回答あり） 

できるようになったこと 人数 学習についての感想 人数 

・いろいろなおもちゃを工夫してつくる力がつ
いた。（考える力がついた） 

・道具の使い方が分かって，上手に使えるよう
になった。 

・友達とアイデアを出し合い，協力し合えるよ
うになった。（説明できるようになった） 

・１年生に優しく教えられるようになった。 
・１年生ともっと仲良しになれた 
・動く仕組みが分かった。 
・材料を探したり，選んだりする力がついた。 
・アイデア，ひらめきがそこそこできるように
なった。 

５０ 
 
２２ 
   
１１ 
 
 ９ 
８ 
８ 
５ 

 ４ 

・１年生がいっぱい来てくれて，楽しそうに遊ん
で，喜んでくれてからうれしかった。 

・１年生が何回も来て，「これ楽しい，ありがと
う，面白い，上手」と，言われたのがうれしか
った。 

・１年生に教えたり，一緒に遊ぶのが楽しかった。 
・考えたり，工夫したりするのが楽しかった。 
・初めて自分の力で動くおもちゃを作れたのがう
れしかった。 

・友達とアイデアを出し合ったり，教え合ったり，
協力し合ったりしたことがよかった。 

２９ 
 
２５ 
 
 
７ 

 ７ 
３ 
 
２ 

また，学習する前と今を比べて，自分の生活がどのように変わり，身に付けた力をどのように役立てて

いるか，これからどうしたいかといった自己評価（★）が資料３１のようにできた。 

【資料３１】 《1学年》 
・家でもどんぐりごまを作って，弟と遊んでいる。家でおもちゃをつくるようになった。 
・家でも松ぼっくりやどんぐり，落ち葉探しをするようになった。 
・友達と仲良く力を合わせるようになった。 
・小さい子の世話ができるようになった。 
・自然をよく観るようになった。（自然と遊ぶようになった） 
《２学年》 

・家にある材料でおもちゃを作るようになりました。（家族への誕生日プレゼント，家族と一緒に遊ぶ
ものなど） 

・材料を集めるようになりました。 
・作ることが好きになった。 
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・教え合いができるようになった。 
・自信をもって作れるようになった。 

★・この学習をして作り方や遊び方が分かったので，弟やお母さんにおもちゃをプレゼントしたい。 
 ・弟や妹に作ってやりたい。 
 ・おもちゃの仕組みを知って，もっとすごいおもちゃを作りたい。 
 ・夏休みの作品展に出したい。 
 ・自分の発想を伸ばしたい。 
・道具をもっと上手に使えるようになりたい。 
・別の１年生とも仲良くなって，もっといっぱい遊びたい。 

１学年の児童は，「ちゃんと工夫して，成長したなあ」，「自分にもこんなものが作れる力がついたよ」，

「最初，どうやって魚釣りをしようかと思ったけど，自分で工夫できたのがよかった」，「お友達（園児）

の世話もできて，お姉ちゃんになったと思いました」と，自分の成長について記述している。 

資料３０や資料３１のように，自分の成長を実感し，学習で身に付けた力を自分の生活に役立てている

ことは，成果として大きい。 

７．今後の課題 

○ 自校の評価規準や評価の視点の見直しと見取り簿の活用 

授業終了時や単元終了時に行う評価の際に，評価規準の甘さに気付いた。十分に満足できる状況（Ａ）

とおおむね満足できる状況（規準Ｂ）との差があまりなく，Ａと判断できる児童の姿があいまいなため，

判断に迷いが生まれた。評価のための評価に終わらず，児童の指導にいかす評価，そして教師の指導を振

り返るためにも，作成した評価規準，評価場面や評価方法を見直す必要が出てきた。 

○ 見取りの工夫と授業終末時の振り返りの工夫 

学習時には，自分の思いがあるので見守る児童（○）と，支援が予想される児童（△）について，見取

り支援計画を立てて，授業に臨んだ。しかし，活動場面によっては，予想もしない児童の動きがあり，教

師の児童を見取る力量が問われた。また，１名の児童の支援に当たることで，他の児童が見られないとい

った現実があり，より多くの児童の見取りが可能となるよう，授業の終末における振り返りの活動につい

ての改善が必要であった。 

○ ワークシートのさらなる工夫と改善 

 授業の振り返りの時間には，児童に，その時間にがんばったことや，次の時間につながるめあてなどを

表現させて，伝え合うようにしているが，表現力の乏しい児童は，うまく自分のよさなどを見付けて表現

することが難しいといった現状がある。ただ，楽しかった，うれしかった，がんばったということだけを

表現するのではなく，振り返る際の観点の研究をすれば，児童自身でできる自己評価になるのではないか。

児童の自己評価力，他者評価力を高めていく必要がある。 

○ 交流で育てる力の明確化と計画的な異学年交流と保幼小の交流 

資料２９での児童の振り返りから，１学年，２学年共に，園児や１年生との交流が楽しく，年下の友達

の世話が上手にできるようになった自分の成長を自覚しており，一緒に仲よく楽しく遊ぶことができたこ

となどが，児童の心に深く残っている。今後は，交流によって育てていく力を単元ごとに，また学習過程

の各段階ごとに分けて明確化し，年間を通して計画的に交流を進めていく必要がある。 
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