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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 

～子ども自らがめあてをもって動き出し，自分への気付きへとつなぐ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，確かめたりしようとする。その対象との関わりの中で感じたり考えたり

確かめ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，個々だけのものであったり，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させたり，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） 「自らめあてをもって動き出す」とは 

教師が問題を与えたり，学習する活動方法を指示したりする学習ではなく，実感・納得・体験に基づく

理解や気付きを大切にしたい。また，やってみたいことをどんどん見つける力や，失敗や遠回りしてもア

プローチし続ける力，何を学ぶことができたか，どんな力がついたかを自分で振り返る力などを育ててい

きたい。そのために，児童が活動したい，活動せずにはいられないといった場や機会，出会いを設定する

ことで，児童の活動意欲を刺激していく。その中で，児童自身が，「やってみたい」「こうして○○してみ

よう」「できそう」と，自分の見方や考え方，感じ方，方法を用いて，自らの力で学んでいこうとする発

想や意欲，問題解決の構想をもって動き出す状態，さらに，「おや？」「あれ，どうして？」と不思議に思

ったり疑問を感じたりして，次にやってみたいことや試してみたいことを見つけたりして動き出した状態

を，「自らめあてをもって動き出した」と考える。 

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，小学校低学年段

階における生活者としての学びとなる。めあてを新たにしながら，児童が，自分なりの根拠をもった思考

と方法で次々に問題を解決していくことが「自らめあてをもって動き出す」ということである。 

（４） 自分への気付きへとつなぐために 

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
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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

になっている。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，危うい時代を救う重要な教科であると考える。 

 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，教師のねらいのもとに課題を与えたり方法を指示したりするなど，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十分に引き出していないこと，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，それらの早急な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

体的な連携の欠如も指摘されている。 

 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高め，小学校低学年時代のよき生活

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なければならない。そして，一人一人の思いや願いをもとに，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

せることが重要となる。また，活動途中での自分の思いや願い，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（教師によるアンケート）【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願いを伝え合う交流活動を効果的に行えば，自分の思いや願いを表現したり，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の教師によるアンケートのように，児童は，楽しく活動や体験に取り組むが，その取組は，気付

きをもとに次々と自分から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

欲的な学びの姿には至っていない。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同様である。 
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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５期１年次と継続的に研究を積み重ねてきた。そして，平成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。 

△ 児童の思いや願いが十分に育っていない内に，次の活動に入ってしまうため，児童の自発性・自主性

が育っていかない。 

△ 児童が自発的・自主的に活動したい，活動せずにはいられないといった場や機会を設定するなど，児

童の発想や意欲，問題解決への構想を十分に育む導入の在り方を見直す必要があるのではないか。 

△ より多くの児童の見取りと価値付けを可能にしたり，児童の思いや願い，気付きを次の活動のめあて

につないだりする授業の終末時における振り返り活動（まとめの段階）の改善。 

△ 学習過程の各段階において，表現活動や交流活動の目的を明確にした指導の工夫改善。 

△ 評価規準（Bと A）の判断基準と根拠の明確化。 

 そこで，オンリーワン事業の５期目をスタートするにあたり，残された課題を解決するため，年次ごと 

に以下のサブテーマを設定し，重点的に研究を進めていくことにした。 

第５期 年度 サブテーマ 

１年次 平成２６年度 子ども自らめあてをもって，動き出す導入の工夫 

２年次 平成２７年度 活動を連続・発展させていく表現活動や交流活動の工夫 

３年次 平成２８年度 子どもが自分のよさを実感し，意欲と自信をもつ評価の工夫 

（４） めざす児童像【資料２】 

 【資料２】 
○ 対象に対して，自分なりの思いや願いをもって，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 
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３．研究仮説 

研究仮説を次のように設定した。 

生活科の指導において，次の３つの手立てをとる。 

① 身近な人々，社会及び自然との関わりに関心をもたせ，児童自らめあてをもって動き出す導入の工夫

を行う。 

② 一人一人の素朴な疑問，「もっと○○したい」という思いを引き出す適切な発問を工夫し，振り返り

活動の充実を図ることによって，一人一人が確かなめあてもって次時の活動へと連読・発展できるよう

にする。 

③ 評価基準や評価の視点にそって，計画的に評価を行い，その後の指導に生かす。 

これらの手立てをとるならば，児童は自ら活動意欲を高め，考え，自信をもつとともに，めあてをも

って活動を連続させ，自分自身のよさや成長に気付きながら，学んだことを実生活に生かしていくこと

ができるであろう。 

（１） 着眼１ 児童自らめあてをもって動き出す導入の工夫 

 児童が活動したい，活動せずにはいられないといった活動の場や，人・もの・ことと出会う機会を意図

的に設定するなどして，児童の活動意欲を刺激していく。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

めあてをもって動き出す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（人・もの・こと）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たり，活動意欲を刺激したりしていく。 

児童サイドから「やってみたい」「もっと○○したい」といった思いや願いがわきあがってくるような

導入を工夫していく。 

 （２） 着眼２ 気付きの質を高め，次時の活動につなぐ振り返りの活動の充実 

１時間の授業の終末段階（振り返りの活動）においては，気付の質を高め，児童一人一人が確かなめあ

てもって次時の活動へと連読し，活動が高まっていくように，教師の見取りを基に，学級全体に広げたい

児童の発想やアイデア，素朴な疑問，全員の知恵で解決したいことなどを引き出す事象提示や問い（発問）

を工夫する。さらに，自分や自分たちの活動を学級全体に広げる場の設定を工夫するとともに，言葉によ

る交流だけでなく，実際の物を使って説明することで，気付きを増やしたり，質的に高めたりしていくよ

うにする。その際，互いのよさを認め合いながら，びっくりしたことや不思議に感じたり疑問に思ったり

したこと，困っていることも出し合い，次時の活動のヒントやアイデア，次にやってみたいことや試して

みたいことなどにつながっていくようにする。また，めあてに沿った振り返りを個々の振り返りカードに

表出させ，次時の活動についての確認ができるようにする。 

（３） 着眼３ 意欲や自信をもたせるための評価の工夫 

  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，意欲や自信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ているか，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かなどを見取り，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。（対話分析・発言分析・行動分析・振り返りシート分析） 

○ 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，疑問をもつことができたか，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・振り返りシート分

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高め

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・振り返りシート分析） 

  ② 振り返りシートの工夫と活用 

めあてをもって活動し，意欲や自信を深めていくために，次のような振り返りシートを工夫し活用する。 

○ 個の活動内容や思いに応じた振り返りシート 

○ 活動ごとに観点をしぼった振り返りシート 

また，教師は，活動や体験の中での児童の発想や言動，関わり方を観察したり，自分の学びを振り返っ

た振り返りシートを読んだりする中で，児童の気付きの内容や学びのよさなどを受け止め，共感したり称

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。 

児童が，教師のコメントの入った振り返りシートを読むことで，自分の見方・感じ方・方法に自信をも

つとともに，新たなめあてや問題解決への意欲を深めていくことができる振り返りシートを工夫し，活用

する。 

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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④ 判断基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，判断基準の設定と判断基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となる。基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。また，基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。 

また，昨年度の課題から，判断の基準のＢとＡとの差があまりなく判断に迷いが生じた。本年度は，基

準ＢとＡの違いを明確にするとともに，指導を振り返ったり児童の指導に生かしたりする評価に努める。 

【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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出会う 関わる 広げ・深める 

＜着眼２＞ 
次時の活動につ
なぐ振り返り活
動の充実 
・授業の終末段階
における振り返
り活動の工夫 

人・社会・自然 

意欲や自信を深める 

・自分の思いや願い，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。 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１＞児童自らめあてをもって動き出す導入の工夫 
・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 

 

＜着眼３＞意欲や自信をもたせるための評価の工夫 
・見取りの工夫 

・振り返りシートの工夫と活用 

・気付きの質を高める教師の言葉かけ 

・判断基準の設定と見取り支援表の活用 

 

思いや願い 
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５．研究の実際と考察 

 （１）着眼１「児童自らめあてをもって動き出す導入の工夫」の実際 

 第１学年「くまっ子の秋となかよし」（総時数２０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」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，身近な自然を観察したり，季節の行事を行ったりして，

四季の変化を実感しながら自分たちの生活を工夫したり，楽しくしたりすることができるようになること

をねらいとしている。また，集めた落ち葉や実を使って，おもちゃや飾りを工夫してつくったり，遊び方

を工夫したりして，秋の遊びの面白さや自然の不思議さに気付き，安全に気を付けて，みんなで遊びを楽

しむことができるようにすることもねらいである。さらに，単元の後半部分では，友達や保育園の園児と

一緒に遊んだりする活動を通して，一層遊びが楽しくなり，工夫することの楽しさや関わることの楽しさ，

自分自身の成長などに気付いていくこともねらっている。 

この単元を通して，秋の自然物を利用した自分遊びから友達との遊び，さらには年下の友達との遊びへ

と，関わる対象を広げていくことで，めあてを次々と新たにしながら，問題解決の方法（思いや願いを達

成するための方法）や関わり方などを学んでいくことができるようにしたいと考えた。 

そこで，単元の目標を次のように設定した。【資料７】 

【資料７】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８】で授業に臨んだ。 

学習 
過程 

【資料８】   主 な 学 習 活 動（総時数２０時間） 

出会い
の段階 

第１次 くまっ子の森で遊ぼう（５時間） 
  (1) くまっ子の森で遊ぼう ③ 
  (2) 身近な場所で秋の宝物を見付けよう ② 

関わる 
段階 

第２次 秋と遊ぼう（５時間） 
  (1) 秋の皇后崎公園に行ってみよう ② 
  (2) 「秋の宝物」を使って遊ぼう ③ 

広げ・ 
深める
段階 

第３次 秋ランドで楽しもう（１０時間） 
  (1) 秋ランドをつくろう ⑤ 
  (2) 秋ランドに園児を招待しよう ⑤ 
    ・園児を招待するための秋ランドの改良 ② 

・保育園児を招待して，みんなで楽しく遊ぶ。② 
・単元の振り返り① 

 以下は，第３次（２）秋ランドに園児を招待しよう⑤（・園児を招待するための秋ランドの改良１／２）

の実際の授業における導入場面での様子【資料１８】である。 

○ 主眼 園の友だちのことを意識しながら遊ぶ活動を通して，園児と一緒に楽しく遊ぶためにどんな工

夫をしたらよいかを見付けることができるようにする。 

 「秋ランド」で友だちと一緒に遊ぶ楽しさを味わった子どもたちが，園児と一緒に遊ぶために「秋ラン 

ド」での遊びや遊び方を見直し，改良していく学習場面である。関わる対象が自分よりも年下であること 

やこれまで交流してきたお相手さんをより意識しながら活動することができるようにするため，次のよう 

な導入を試みた。 

 まず，これまで交流のあしあとを記録写真を提示しながら振り返る導入の工夫を行った。園児や自分 
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のお相手さんをより意識しながら，園児と一緒に楽しく遊ぶためにどんな工夫をしたらよいのかを見付け 

ることができるようにするためである。児童は，これまでの交流活動での楽しい思い出や，お相手さんの 

ことを想いながら，資料１８のように思い思いに工夫することを見付けながら生き生きと活動することが 

できたのである。 

【資料 18 】主な学習活動 教師の主な発言・支援と児童の反応（発言・行動など） 

★ 園児を意識させるため，これまでの交流

の様子を写真で掲示する。 

 

 

 

 

 

１．本時のめあてを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．おもちゃで遊びながら，どんな工夫が 

できるのかを考える。 

【レストラン】 

 

 

 

 

【水族館】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ：秋の宝物で『秋の子どもランド』をして楽しかった
ですね。 

Ｃ：はい。 

Ｔ：誰と一緒に集めた秋の宝物ですか？ 
（園児を意識させるための導入の工夫を行う。） 

Ｃ：幸神保育園のお友達です。 

Ｔ：みんなでどんぐりを拾いました。 

保育園のお友達は，一緒に集めたどんぐりで何も 

作れなかったと言っていたから，２組さんはどん 

ぐりごまをプレゼントしましたね。 

  とっても喜んで遊んでいましたよ。（価値付け） 
Ｔ：そんな保育園のお友達を招待するために，今日は 

何をするのでしたか。（めあての確認） 
Ｃ：準備をします。 
Ｃ：工夫を見つけます。 

Ｔ：そうでしたね。 

  じゃあ，みんなでめあてを読みましょう。 

Ｃ：「お相手さんと一緒に楽しむ工夫を見つけよう！」 
Ｔ：お相手さんを楽しませる工夫を見つけるぞ。 

Ｃ：オー。 

Ｔ：タイマーが鳴ったら，音楽と声をかけるので活動を
やめて，振り返りカードを書きましょう。 

Ｃ：はい。 

Ｔ：それでは，活動場所に静かに移動しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レストラン】 

 Ｔ：もっと美味しそうにするには，どうしたらい 

いかな？（問いかけ） 

Ｍ児：イチョウと桜の葉をちぎって，ソースを作ろ 

うかな？ 

Ｒ児：まつぼっくりに糸を巻こうかな？ 

   来た人に，プレゼントしよう！！ 

【水族館】 

Ｔ児：ダンボールをつないで，（魚を動かす）迷路 

を作ろう！ 

Ｔ：この看板は，読めるかな？（揺さぶり） 

Ｔ児：平仮名だったら分かるかも！！ 

Ｈ児：ダンボールで壁を作ろうかな！？ 

   いいこと思いついた。自分で落とし穴を作 

ろう！！ 

   特製の落とし穴！それと仕掛けも作ろう！ 

   紐を付けて，めくれるようにしよう！ 

 Ｔ：魚が入るかな？（揺さぶり） 

Ｈ児：もっと広くしたらいいかも！ 

 Ｔ：ベタベタもあるね？（示唆） 
Ｈ児：沼だよ！これは，はるか先のゴール！！ 

おあいてさんと いっしょに たの
しむ くふうを 見つけよう！ 
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【おしゃれ・時計】 

 

 

 

 

 

 

【迷路】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【がちゃぽん】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ペットショップ】 

 

 

 

 

 

      【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【省略】 

【おしゃれ・時計】 

Ｎ児：振ると音が出る時計はできたから，みんなで 

遊べるように，もう少し作ろうかな！ 

Ｔ児：どんぐりに穴を開け，松ぼっくりに（タコ）糸
を通そう！ 

 Ｔ：お相手さんが作れる準備ができていますね。す
ごいね。がんばってるね。（驚き・励まし） 

【迷路】 

Ｔ児：迷路をもっと大きくしよう！ 

 Ｔ：この迷路，これからどうする？（問いかけ） 

Ｓ児：今まで作った迷路をくっつけよう！ 

Ｍ児：端っこにこれを付けようよ！！ 

Ｓ児：この前もらったペンダント嬉しかったな！同 

じように作ろうかな！！ 

でも，やっぱりどんぐりごまを作ろう！ 

Ｍ児：どんぐりごまを作ろう！ 

   みんなにあげたいから，いっぱい作ろう！！ 

Ｔ児：どんぐりごまはできたから，何をしたらいい 

かな？爪楊枝に色を付けたらどうかな！？ 

 Ｔ：色があると，嬉しいかもね！！（示唆） 

【がちゃぽん】 

Ｋ児：遊びにきてもらうためにチケットを作ろうか 

な！？ 

Ｏ児：クレーンの中にチケットを入れて，取れたら 

がちゃができるのは？ 

 Ｔ：どうやって遊ぶの？（疑問・方法を問う） 
Ｋ児：チケットやどんぐりをくしでつまんで，もち 

上げるんだよ！！ 

【ペットショップ】 

 Ｔ：ペットが増えたね！（称賛） 

Ｉ児：うさぎや猫をいっぱい作ろう，いっぱいある 

方が楽しいもんね！ 

Ｓ児：顔の形を変えるといいかも！！ 

   今度の色は水色にしてみよう！ 

 Ｔ：顔が明るくなっていいね！（共感） 
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【考察】資料１８のように，１時間の授業の導入場面においても，関わる対象を意識させ，交流を重ねて

きた園児との記録写真を提示することのより，児童は，お相手さんのことを想いながら，一緒に遊ぶため

の工夫を見付けるというめあてをもって自ら動き出すことができたといえる。 

 （２）着眼２ 「気付きの質を高め，次時の活動につなぐ振り返り活動の充実」の実際 

１時間の授業の終末段階（振り返り活動）においては，気付きの質を高め，児童一人一人が確かなめあ

てをもって次時の活動へと連続し，活動が高まっていくように，教師の見取りを基に，学級全体に広げた

い児童の発想やアイデア，素朴な疑問，全員の知恵で解決したいことなどを引き出す事象提示や問い（発

問）を工夫するようにした。以下は，資料１８の後半部分，実際の振り返り活動場面の様子である。 

【資料 18後半部分】主な学習活動 教師の主な発言・支援と児童の反応（発言・行動など） 

３．本時を振り返り，振り返りシートに工夫す

ることを書く。（個々の振り返り活動） 

 

 

 

 

 

 

４．グループ同士での交流の内容を他のグ 

ループの友達に伝える。（全体交流） 

・ 友達の考えやアイデアのよいところを 

見付けたり質問したり，意見を出したり 

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ：時間になりました。お相手さんのために考えた工 
夫を書きましょう。 

Ｔ：たくさんどんぐりごまを作ったね。 

Ｔ：当たりを減らしたり，ハズレを増やしたのですね。
とってもいい考えだね。（称賛・価値付け） 

Ｔ：釣りにくい魚を作ったから，お相手さんも一生懸 

命釣りたくなるね。（共感・価値付け） 

 

 

 

 

Ｔ：集まって下さい。 

  お相手さんと一緒に楽しむ工夫が見付かりました 
か。 

Ｃ：はい。 

Ｔ：見つけた工夫を発表できる人，紹介してくれる人？ 

Ｃ：ソースを作りました。 

Ｔ：どうしてソースを作ろうと思ったのですか？ 
Ｃ：たこやきやさんをもっと美味しそうにしたいから 

です。 

Ｔ：なるほど。秋の宝物をいっぱい使っていましたね。 
  他に紹介してくれる人はいますか。 

Ｔ：今日，見付けた工夫を教えてださい。 

Ｃ：今日，工夫したところは，リボンとかはちまきに 

したところです。しっぽも付けました。 

Ｔ：Ｉ児さんのはちまきにしたところ以外で，よいアイ
デアはありませんか。 

Ｃ：耳がどんぐりでできているところが上手です。 

Ｃ：リボンがどんぐりやイチョウですごいなと思いまし
た。 

Ｃ：紙コップに尻尾を付けたところがすごいなと思いま
した。 

Ｔ：この工夫は，保育園のお友達が喜ぶかな。 
Ｃ：喜ぶと思うよ。 

Ｔ：他に紹介してくれる人。 

Ｃ：どんぐりごまで遊ぶところを作りました。 

Ｔ：どうして作ったの。 
Ｃ：どんぐりごまで遊べないとお相手さんが嫌な思い 

をすると思ったからです。 

Ｃ：滑り台で当たりが出たら，そこでどんぐりごまで 

  遊べるからです。 

Ｔ：Ｎ児さんのいいところ紹介してくれる人。 

Ｃ：遊べるところがあっていいなと思います。 

自
分
た
ち
の
活
動
を
全
体
に
広
げ
る
場
（
ス
テ
ー
ジ
）
の
設
定 

実
際
の
物
を
使
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
気
付
き
を
増
や
し
た
り
、 

質
的
に
高
め
た
り
し
て
い
く
よ
う
に
す
る
。 

めあてに沿った振り返りを 

個々の振り返りカードに表出させる。 
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Ｃ：もっと秋らしくした方がいいと思うよ。 

  松ぼっくりやどんぐりを付けたらいいよ。 

Ｔ：まだ完成じゃないよね。 

Ｃ：周りに，イチョウやどんぐりを付けるよ。 

Ｔ：今日困ったな，もっと楽しくするにはどうしたら 
よいか分からない人はいますか。 

Ｃ：焼きそばをもっと美味しくするためには，どうし 

たらいいですか。 

Ｔ：きらりんアドバイスは，ありませんか。 
Ｃ：緑の葉っぱをかけて，スパイスみたいなのをかけ 

るといいと思うよ。 

Ｃ：かけて美味しくなるからいいかも。 

Ｃ：キャベツを入れてあげるといいと思います。 

Ｃ：焼きそばに折り紙でキャベツみたいのを切って入 

れます。 

Ｔ：他にいませんか。 

Ｃ：秋の飾りをボンドで付けるとすぐに取れちゃうか 

ら，どうしたらいいですか。 

Ｃ：ガムテープで付けるといいよ。 

Ｔ：プレゼントで遊ぶ場所作りやもっと秋らしくする工
夫など，いろいろな工夫を見付けましたね。 

Ｔ：あと２時間ありますが，どうしますか。 
Ｃ：保育園の友達が，もっともっと楽しくなるように 

考えたいです。 

Ｃ：おもちゃを増やしたいです。 

Ｃ：もっとお店を広げます。 

Ｃ：笑顔になることをします。 

Ｃ：おもちゃが壊れないように確かめたいです。 

Ｔ：中途半端でいいかな。もったいないよね。 

Ｃ：完成させてもいいですか。 

Ｃ：はい。 

Ｔ：次のめあては，何にしようか。 
Ｃ：秋子どもランドを完成させようがいいです。 

Ｔ：次の時間で秋の子どもランドを完成させましょう。 

【考察】上記の資料のように，自分や自分たちの活動を学級全体に広げる場の設定を工夫するとともに，

言葉による交流だけでなく，実際の物を使って説明させたことにより，児童の発言のように，気付きが増

えたり，質的に高まったりすることができたといえる。また，困っていることも出し合うことで，次時の

活動のヒントやアイデア，次にやってみたいことや試してみたいことなどにつながっていくことがスムー

ズにできたと考えられる。 

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」（総時数１３時間） 

次は，２学年の単元「うごく うごく わたしのおもちゃ」の授業における単元への導入場面と振り返

り活動場面の実際について述べる。 

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、身近にある物を使ったりなどして、

遊びや遊びに使うものを工夫して作り、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

きた物の動きに関心をもち、それらを使っておもちゃを作る過程で、「比べる」「繰り返す」「試す」など

の活動の中から、工夫して動くおもちゃを作る喜びや，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。 

 

おあいてさんと いっしょに たのしむ 
あきの 子どもランドを かんせいさせ
よう。 
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そこで，単元目標【資料１９】を次のように設定した。 

【資料 19】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す

る。 

 

○ 自分たちで集めたものの特徴を生かして，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。 

○ 身近な材料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２０】で授業に臨んだ。 
学習 
過程 

【資料 20】   主 な 学 習 活 動（総時数１３時間） 

出会いの

段階 

第１次 身近にある素材を動かして遊ぼう（２時間） 

  (1) 身近にある素材に関心をもち，それらを使って，動くおもちゃを作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) 自分たちで集めた材料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改良する。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 自分が作ったおもちゃで，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。① 

  (3) １年生と一緒に「おもちゃランド」で遊ぶ。① 

第４次 「うごくうごくわたしのおもちゃ」の学習を振り返ろう（１時間） 

（１）着眼１「児童自らめあてをもって動き出す導入の工夫」の実際（第１次 第１時の導入場面） 

○ 主眼 身近な素材に関心をもち，それらを動かして遊ぶ活動を通して，自分の動くおもちゃを作って

みたいという思いをもつことができるようにする。 

【資料 21】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あう。 

 

 

 

２．自分で選んだ物（素材）で遊ぶ。 

【個や少人数で交流】 

 

 

Ｔ．みんなが、持って
きたものが     
くまっ子ルームに
あります。 

Ｔ．例えば、これ。 

Ｃ．ペットボトルの        
キャップ、動かせるの
かな？ 

Ｃ．転がせばいい。 

Ｃ．回せます。 

Ｔ．今日は、これらを使っていろいろ動かして遊んで
みましょう。 

Ｔ．遊んでみて、どんなものがどうしたら動いたかを
発表してもらいます。 

 

 

 

Ｃ．どこまで転がるだろうか。 

Ｃ．強く転がすと遠くまで、転んでいくよ。 

Ｃ．指ではじいても、転がるよ。 

Ｔ．すごいね。 

Ｃ．なかなかまっすぐ転ばない。 

Ｃ．二つくっつけたらどうだろう。 

Ｃ．タイヤにしたら、おもしろいかもしれない。 

めあて 

いろいろなものを うごかして あそぼう。 

ペットボトルのキャップを転がす児童 

 

おもちゃ
の見本か
らではな
く、素材遊
びから導
入する。 
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【考察】資料２１のように，単元の導入（第１次第１時）では，児童自らめあてをもって動き出すために，

おもちゃづくりを話題にしたり教科書を見たり，おもちゃの参考作品を見たりせずに，自分で集めた素材

と十分に関わって遊ぶ単元への導入を試みた。また，全体交流では，実際に素材を動かしながら説明し合

ったことにより，児童は，素材の動きや動かし方に興味を示すとともに，質問したり，同じような遊びで

も比べて違いを発表したりすることができた。この活動を通して，児童は，特徴的な動きの面白さから，

「面白そうだ」「○○みたいだ」「○○を作ってみたい」といったおもちゃ作りへの興味・関心が高まった

と同時に，次の時間，自分は「この素材のこの動きを生かした○○おもちゃをつくろう」と，児童自らめ

あてをもって動き出すことができたのである。 

次に，第３次第１時「１年生と一緒に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。」授業のまとめの段階（振り返り活動）の実際が資料２２である。 

（２）着眼２ 気付きの質を高め，次時の活動につなぐ振り返り活動の充実 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～省略～ 

 

Ｃ．カップ麺の容器はおもしろい転がり方をす 

るよ。 

Ｃ．中に、電池を入れたら、ごろごろ転がっていくよ。 
Ｔ．どんな転がり方かな。 

Ｃ．転がったり、止まったりします。 

Ｃ．どんなおもちゃができるかな。 

 

 

Ｃ．カップに電池を入れて転がしてみよう。 

Ｃ．押すと転がっていくよ。 

Ｃ．坂があるといいね。 

Ｔ．坂を作って転がしてみる？ 

Ｃ．輪ゴムで電池をくっつけてみよう。 

Ｃ．押さなくても転がっていくよ。 

Ｃ．すごい、すごい。 

Ｃ．僕も作ってみよう。 

 

 

 

Ｃ．そのまま押すと、まっすぐ転がっていく。 

Ｃ．電池を入れると、早くなったり遅くなったりして、
おもしろい転がり方になるよ。 

Ｃ．２つくっつけると、曲がるよ。 

Ｃ．電池を筒の中に、たくさん入れてみよう。 

Ｃ．重くなった。 

Ｔ．電池の数で違いがありますか。 

Ｃ．とても速く転がるよ。 

 

Ｃ．吹きやみたいのを作りたいな。 

Ｃ．筒にキャップを入れて、飛ばそう。 

Ｃ．きちんと入れないと息が漏れて飛ばないよ。 

Ｔ．どうしたら飛ぶのかな。 

Ｃ．きちんと入れたらいいです。息がもれないように
入れたらいいです。そしたら飛びます。 

Ｃ．わたしもさせて。 

Ｃ．いいよ。こうしたらとぶよ。 

Ｃ．むずかしいね。 

 

～省略～ 

カップ麺の容器に電池を入れて、遊ぶ児童 

おかしの筒を転がして遊ぶ児童 

筒に息を吹き込んでキャップを飛ばす児童 

 

 

 

◆素材の特徴や動きの面白さ・不思議さに気付いていく児童たち 

◆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 
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【資料 22】主な学習活動 教師の主な発問・支援と児童の反応（発言・行動など） 

１． 本時のめあてを確認し合う。 

  

 

 

 

 

 

２．同じおもちゃのグループの友達
と一緒に，遊び方・ルール・おも
ちゃをもっと工夫できないか，意
見を出し合いながら活動する。  
【少人数での交流】 

・・・・省略・・・・ 

 

３．少人数グループでの交流の内 
容を，他のグループの友達に伝 
える。 【全体での交流】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．本時の活動を振り返り，次時の

活動のめあてをもつ。 

T:今日の時間は，何をしますか。 

C:１年生と遊ぶおもちゃランドの準備をします。 

T:この前のスタンプラリー集会も楽しかったね。１年生から６年生まで
が一緒に楽しく遊ぶどんな秘密があったかな。 

C:ルールや遊び方が，とっても分かりやすっかったです。 

C:１・２年生もいっしょに遊べるような工夫もしてました。 

T:おもちゃランドは，どんな会にしたいですか。 

C:わたしたちも楽しかったから，１年生にもそんな思いをさせてあげた
いです。 

T:じゃあ，楽しく遊ぶためには，どんな準備をしたらいい？ 

C:１年生が遊びやすくします。もっとおもちゃを工夫します。 

C:ルールやお手本の絵をかいたらいいと思います。 

 

 

 

・・・・・・・・省略・・・・・・・・ 

 

＜ロケットポンポングループ＞ 
C1:ロケットにひらひらを付けたら，ちょっとゆっくりになって飛び 

やすくなりました。 
C2:早く飛ぶのとゆっくり飛ぶのがあるから，１年生に選んでもらっ 

たら楽しいよね。 
C4:それっていいアイデアだね。 
C5:１年生でも，高く飛ばせる人とあんまりとばせない人がいると思う
から，高いモードと低いモードも作りました。。 

C3:それって，どういうことですか？ 
C4:あのね，飛ばした時にロケットを受ける箱の台の高さを変えるん

だよ。低いモードにしたらロケットが入りやすくなるよ。 
C5:わあ，すごいな。箱をひっくり返したらモードが変わるなんて。 
T:ロケットをどれにするか選べるようにしたり，箱に入れる高さも変
えたりしてすごいね。これだったら，1 年生がぜったい楽しめます
ね。他にありますか。 

C6:アドバイスもください。・・・・ 
 
＜ガラガラポングループ＞ 
C1:ガラガラの穴が大きくて，ビー玉がいっぱい出てきて困ったか

ら，穴を少しふさいだら 1個ずつ出るようになりました。 
C2:ビー玉の色で当たりとはずれがあります。やってみたい人？ 
C3:回すと出てくるの，本当のお店屋さんみたい。 
（みんなやりたがっていたので，指名してやってもらう） 

C4:赤が出たら当たりくじなので，ポンの箱二つの中から一つの箱を
選んでもらいます。 

C5:大きいのと小さいのがあるけど，どっちがいいの？ 
C6:それは，開けてのお楽しみです。 
（みんなやりたがっていたので，指名してやってもらう） 

C7:大きい箱には，ちょっとで，小さいほうにはたくさんの飛び出す
おもちゃが出てくるようにしているから，本当にすごいと思いま
した。 

C8:ガラガラとポンを組み合わせて遊べるところが，とっても楽しか
ったです。 

T:次の時間は，どうしますか。 
C:パワーアップして，早く１年生と遊びたいです。 
T:次の時間は，１年生を招待するためのパワーアップや準備の続きを
しましょう。 
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【考察】Ｐ（ ）の資料１８やＰ（ ）の資料２２のように，本校では，気付きの質を高め，次時の活動

につなぐために，授業のまとめの段階では，まず，めあてに沿った振り返りを個々の振り返りカードに表

出させるようにしている。そして，次に自分たちの活動を全体に広げる「全体交流の場」を設定している。

言葉による説明だけではなく，実際の物を使って説明しながら，友だちのアイデアのよさに共感し合った

り，質問したり，アドバイスを求めたりして，資料２２の児童の発言から分かるように，気付きを増やし

たり質的に高めたりすることができたといえる。 

６．成果と課題 

 （１）成果 

本年度は，生活科研究主題「子ども自ら活動し，考え，自信を深める生活科授業の創造」のもと，「子

ども自らがめあてをもって動き出し，自分への気付きへとつなぐ指導の工夫を通して」をサブテーマに設

定し，実践研究に取り組んできた。特に，本年度は，着眼１「児童自らめあてをもって動き出す導入の工

夫」と，着眼２「気付きの質を高め，次時の活動につなぐ振り返り活動の充実」の２点について重点的に

取り組んだ。学習指導案には，１時間の学習過程に「導入」「展開」「まとめ」の段階を位置付け，子ども

自らが動き出す導入のあり方や，まとめの段階で，児童一人一人が次時のめあてをもつことができるよう

な振り返り活動のあり方について研究を積み重ねてきたのである。その結果次のような成果がみられた。 

① 着眼１ 児童自らめあてをもって動き出す導入の工夫による成果 

１学年では，まず，児童自らが，めあてをもって動き出すことができるようにするため，第１次の「く

まっ子の森で遊ぼう」では，校庭の「くまっ子の森」で草花や木々，小さな生き物たちなどを，春や夏の

頃と比べながら観察したり，違いを見付けたりして遊ぶ活動を単元の導入として行った。児童は，春や夏

の頃には見られなかった木の実を見付けたり，木々の葉の色の変化に気付いたりしていた。そして校庭だ

けでなく，家の周りや通学路，曲里の松並木などでも植物が変化したことに気付き，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。また，生活科の時間だけでなく，朝の会などでも紹介する場

面を設けた。見付けた物は，自分の「たからばこ」【資料９】に入れた。「色や形が面白いね。」「これ，こ

まになりそう。」などと，思いがふくらむような教師の声かけを行った。すると，これまで関わってきた

「皇后崎公園の様子も変わっているかもしれない。行って確かめてみたい。」といった声が聞かれたので

ある。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，紅

葉した葉などを採取し友達に紹介する児童も出てきた。 

                

そこで第２次の「秋と遊ぼう」では，みんなで季節の変化が体感しやすく，どんぐりなどの木の実が豊

富な皇后崎公園へ，園の友達と一緒に出かけるようにした。公園に着くと，１学期の頃とは違い，ずいぶ

ん葉が落ちているのに気付き，季節の移り変わりを感じることができていた。資料１０のように，児童は

手をつないだ園児と自由に行動し，秋見付けやどんぐり拾いを楽しんだ。資料１１のように，活動後，現

地で見付けたものを発表させ，「これどうしようか？」と児童に投げかけた。すると，予想通り，「これで

遊びたい。」「こまができるよ。」などの発言が出た。見付けたものを紹介し合う中で，どんぐりなどの木

【資料９】休日や学校で見付けたものを入れた宝箱 

 

 

【資料 10】 

 どんぐりを見付けて喜ぶ児童と園児 
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の実を「秋の宝物」として持ち帰り「秋の宝物」を使って遊ぶ活動へつないでいくことができたのである。 

 
次に，「秋の宝物」を使って遊びに使うものを作る活動では，自分が作りたいものをイメージしながら

材料を自分で集めてくるようにした。児童は，資料１２のように，どんぐりごま・どんぐりゴルフ・どん

ぐり落とし・めいろ・葉っぱのレース・木の実を使ったアクセサリーなど，作ってみたいものをカードに

次々に書きこんでいた。また，児童の発想が広がるように，廊下の掲示板に，秋のおもちゃ作りの参考資料

を掲示した（資料１３）。また，生活科室に材料コーナー（資料１４）を設け，様々な材料や数種類のどん

ぐり，木の枝を児童とともに準備した。その結果，資料１５のように，児童は教科書に載ってないおもち

ゃや遊ぶものを思い思いにつくり出すことができたのである。このように，身近な人々，社会及び自然と

の関わりに関心をもたせ，児童自ら自らめあてをもって動き出す導入の工夫を行ったことで，児童一人一

人がしっかりとしためあてをもち，製作への見通しをもつことができた。「○○が作りたい」「もっと○○

したい」「次は○○する」と，思いや願いが連続し，途中で意識が途切れる児童はいなかった。 

     

作ったもので遊ぶ活動では，友達と作った物を紹介し合ったり，比べたり，相談したり，素材とむき合

って試行錯誤したりする活動を繰り返し行うとともに，活動時間を十分に確保した。すると，「もっとよ

く回るこまにしたい」「○ちゃんのようなこまの回し方をまねしてみたい」「もっと難しくしたり，飾り 

をつけたりしたい」など，児童一人一人がめあてを新たにしながら活動することができた。そして，「友

達が作ったものでもっと遊びたいな」「みんなで一緒に遊びたいな」といった思いや願いを生かした「秋

ランドづくり」へとつないでいくことができたのである。 

第３次の「あきランドで楽しもう」では，児童の発想を生かした「秋の宝物」を使った遊びや，遊び方

の工夫を行いながら，競争したり，一緒に遊んだりする楽しさを味わうことができるようにした。児童は，

相手意識ができたことで，「みんながたくさん来て，喜んでくれるようなお店にしよう。」と考えながら，

その準備に意欲的に取り組むことができた。また，２年生から「おもちゃランド」へ招待してもらう体験

を意図的に位置付けたり，保育園の友達が，プレゼントした物で楽しく遊んでいる写真を見せたりするこ

とで，「自分達も園の友達を呼んで，一緒に遊びたいな」といった思いや願いが生まれた。園児と一緒に

遊ぶためには改良しなければいけないという課題も生まれ，新たなめあてができた。児童と保育園児の交

流を深めていくために，「秋見つけ」という関わる段階から，一緒にどんぐり拾いを行い，園児と「また

一緒に何かして遊びたいな」という思いを大切に育てながら，お相手さんをいつも心において活動できる

ように，お相手さんと一緒にとった写真【資料１６】や，交流のあしあと【資料１７】等を掲示し，意識

【資料 11】 

 

【資料 12】 

 

【資料 13】 

 

【資料 14】 

 

【資料 15】 
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が途切れないような工夫も行った。 

【資料 16】＜お相手さんとの写真＞     【資料 17】＜交流のあしあと＞ 

 

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

に十分に関わることで，児童の興味や関心を高めるとともに，教師の「これからどうしたい？」と言う声

かけによって，児童は自らのめあてをもって動き出すことができたといえる。 

 ２学年の単元「うごくうごくわたしのおもちゃ」の単元では，教科書や資料に掲載されているおもちゃ

を見て作る「サンプルづくり」ではなく，自分たちが集めた身の回りにある素材を動かして遊ぶ活動から

単元への導入を図ったことにより，児童側から，この動きを生かした「わたしの○○おもちゃを作りたい」

といった思いや願いが生まれた。Ｐ（ ）の資料２１のように，教師サイドから「おもちゃをつくりまし

ょう。」と指示しなくても，児童自ら「おもちゃをつくりたい」と思い，身の回りの素材を見直し，必要

な材料を準備し，「ぼくの・わたしのおもちゃ作り」へと動き出したことは，大きな成果といえる。 

 また，「生活科の時間は，いつもめあてをもって学習をしていますか。」の設問に対する，児童の意識を

９月の始めと１２月末で比較してみる（資料  ）。 

一
年 

９月 １２月 

はい～めあてをもって学習している。 はい～めあてをもって学習している。 
６３％ ９３％ 

二
年 

９月 １２月 

はい～めあてをもって学習している。 はい～めあてをもって学習している。 
８３％ ９５％ 

資料  のように，１学年，２学年ともに９月に比べ，支援がなくても，めあてをもって学習に取り組

むことのでき児童が増えていることが分かる。このことからも「児童自らがめあてをもって動き出す導入

の工夫」に取り組んだ成果があったといえる。 

② 着眼２ 気付きの質を高め，次時の活動につなぐ振り返り活動を充実させたことによる成果 

 本研究では，授業を実践していく中で，授業の終末段階（まとめの段階）がどうあれば，児童自身が次

のめあてをもって動き出すのかが課題であった。そこで，Ｐ（ ）の資料１８とＰ（ ）の資料２２のよ

うに，授業の終末段階に全体で交流する場を１学年も２学年も設定するようにした。まず，めあてに沿っ

た振り返りを個々の振り返りカードに表出させる。次に，自分たちの活動を全体に広げる全体交流の場で，

言葉による説明だけではなく，実際の物を使って説明し合い、認め合ったり共感し合ったり，質問したり

することで，気付きを増やしたり質的に高めたりすることができた。さらに，全体で交流する場では，Ｐ

（ ）資料２２のＣ６児のように，友だちにアドバイスを求める姿もあった。友だちと一緒に問題を解決

していく姿や，自分や友だちの工夫やアイデアのよさに気付き，友だちの作品をヒントにもっとしたいこ

とを見付けたり，次にしたいことやすることを確かにしたりしながら，次時の活動にスムーズにつなぐこ

とが可能となった。 

生活科アンケートから児童の意識を分析してみる。「学習の終わりには，次にすることがいつも決まっ

ていますか。」の設問に対する児童の意識の変化が資料   である。 
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一
年 

９月 １２月 

次にすることが決まっている。 次にすることが決まっている。 
５６％ ９１％ 

二
年 

９月 １２月 

次にすることが決まっている。 次にすることが決まっている。 
８５％ ９４％ 

上記の資料  のように，１学年，２学年ともに９月に比べ，１時間の学習の終わりには，次にするこ

とを決めることができている児童が増えていることが分かる。このことからも「気付きの質を高め，次時

の活動につなぐ振り返り活動の充実」に取り組んだ成果があったといえる。 

③ 着眼３ 意欲や自信をもたせるための評価の工夫による成果 

着眼１や着眼２を支えているのは，Ｐ（ ）から記述している研究構想の「着眼３ 意欲や自信をもた

せるための評価の工夫」による成果も大きかった。振り返りカードの工夫と活用，無自覚な気付きを自覚

させ，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，判断基準の設定，見取り支援表を活用し

ながら日々実践し，意欲や自信をもたせるための評価に努めたことも成果の要因として上げられる。 

④ 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の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（資料  ）が価値あることとして深く児童に自覚されたことは，成果である。 

【資料  】《１学年》８７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 

・アイデアを出したり工夫したりして遊ぶこと。 
・作りたいと思ったことをあきらめずに最後ま
でつくりあげること。 

・家の周りや出かけた所で自然をよく観るよう
になったこと。 

・年下（園児）の喜ぶ世話ができるようになっ
た。 

・年下の友だちと仲よく遊ぶこと。 
・家でも秋の宝物を使って作り，家族にプレゼ
ントしたこと。 

・年下の友だちに優しくルールの説明ができる。 

４４ 
４７ 
 
３２ 
 
２９ 
 
２２ 
２８ 
 
 ４ 

・お相手さん（園児）が，いっぱい秋ランドに来
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。 

・園の友だちにプレゼントすると，嬉しそうだっ
たのでうれしかった。 

・秋ランドの成功がうれしかった。 
・秋ランドを工夫したことが楽しかった 
・ボーリングにしかけをしたら，倒れなかったけ
ど，１個でも倒したら（園児を）ほめてやった。 

２３ 
 
１５ 
 
 ７ 
 
６ 
５ 
１ 
 

《２学年》７４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，解決する力がついた。） 

・友達とアイデアを出し合い，協力し合えるよ
うになった。（説明力・想像力・計画力） 

・１年生を喜ばせたり楽しませたり，人を笑顔
にする力 

・捨てるものでも利用しておもちゃを作る力 
・道具の使い方が上手になった。 

４０ 
 
１８ 
   
１２ 
 
 ７ 
 ２ 

・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年生に教えたり，一緒に遊ぶのが楽しかった。 
・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。 
・自分の力でいろいろな動くおもちゃを作れたの
がうれしかった。 

・捨てるもので作って遊んだことが楽しかった 

１８ 
 
１２ 
１０ 
 
７ 

  
３ 

また，学習する前と今とを比べて，自分の生活がどのように変わったか意識の変化を１学年で調べてみ

た。すると，ほとんどの児童が，自然観察を挙げている。家族で出かけた際，よく自然を観るようになり，

変化に気付いたり，見付けた自然物で家族と一緒に物作りを行ったりするようになっていた。さらに，弟

や妹の世話など，小さい子に優しくなったと自己評価している児童が多かった。資料  のように，自分

の成長への気付きを実感し，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。 

 （２）課題 

○ 自立した児童にするための交流活動の工夫 
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 本年度は，１時間の学習過程を「導入」「展開」「まとめ」の段階に区切り，展開の段階では，似たよう

な物を作ったり，似たようなめあてで活動したりする者同士が集まって活動するグループ交流を位置付け，

まとめの段階では，全体での交流を行ってきた。全体交流では，成果でも挙げたように，実物で説明し合

うことで，互いのよさやアドバイスに気付きやすく，伝えやすい場となった。しかし，グループ交流の場

では，それぞれが離れているため，アドバイスを必要としている児童がいても，タイムリーな見取りや支

援が難しかった。そこで，児童に困ったときはどうしているかのアンケートをしてみると，次のような結

果【資料  】が出た。 

【資料  】質問：困ったときは，どうしていますか。 １学年 ２学年 
ア 友だちに相談する。 
（アイデアをもらったり，手伝ってもらったりして助けてもらう。） 

５７％ ５２％ 

イ 友だちか 先生に相談する。 １０％ １６％ 
ウ 先生に相談する。 ２３％ ２６％ 
エ 自分で解決する。 １０％  ６％ 
オ じっとしている。  ０％  ０％ 

資料  から，グループ交流では，「友だちに相談する」が，圧倒的に多いことが分かる。このことか

らも，児童が困ったときや必要感が出てきたときに，児童の力で「タイム」を設けて集り，思いや考えを

表出できる交流の場を今後工夫していけば，児童同士が関わり方を学び，より自立した児童が育っていく

のではないかと考える。 

○ 年間指導計画の見直しと改善 

本校では，近隣の幼稚園や保育園との交流，１学年と２学年との交流を生活科年間指導計画に位置付け

て実践を行ってきている。また，学校探検や町探検なども年間を通して繰り返し活動する学習となってい

る。さらには，１学年の「くまっ子の秋となかよし」では，春見付けや夏見付けなどの活動から連続して

いく単元である。それぞれの活動において，児童にどんな力を付けていくのか，段階ごとのねらいが明確

に分かる年間指導計画の見直しと改善が必要である。 
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