
６．指導の実際

（１）第二次第２時

  ① 主眼  お互いの発表を見合い、気付いた事を出し合う活動を通して、モルモットへの親しみを深め、

自分や友達の頑張りに気付く事ができるようにする。

  ② 展開

  ③ 本時の考察

主な学習活動 教師の主な発問・支援と子どもの反応（発言・行動など）

１．本時のめあてを確認し合う。

２．グループに分かれて発表を見せ合

い、意見を交流する。

（１）発表する時に注意することの確

認をする。

「発表の仕方」 「発表すること」

（２）他のグループと発表を見合い、意

見を交流する。

Ｔ：今日は、どんな勉強をするのかな？

Ｃ：モルモットの発表。

Ｔ：発表するだけでいい？

Ｃ：モルモットの自慢をする。

Ｃ：静かに良い姿勢で発表する。

Ｔ：発表会は、次の時間におうちの人の前でします。そのために、今日は

お友達の発表でよいことや直したほうがよいことを相手に教えてあげ

て下さい。

Ｃ：（めあてを読む）

Ｔ：発表するときは、どんなことに気をつけるかというと。

Ｃ：（発表の仕方を読む）

Ｔ：発表することは、こんなことでしたね。みんなが発表したいことは、

自分たちの発表の場所にはってあります。見る人も、そのことが発表で

きているか教えてあげて下さい。

Ｔ：発表が終わったらよいところとなおしたほうがよいところを教えてあ

げて下さい。後でだれにどんなことを言われたか聞きますよ。

Ｃ：（８つのグループに分かれて、２グループ毎に発表し合う。）

         「説明」

Ｋ児：もっちゃんとミルクの大きさは、絵も大きく描いたほうがよいと言

われました。

Ｍ児：チモシーが見えなかったので、見えるように描いたほうがよいと言

われました。

Ｓ児：ウンコを作った方がよいと言われました。

  

         「劇」

Ｈ児：用意していた、ももちゃんのお面を忘れてしまった。

   ももちゃんの動きがよくできていたけど、時間が少し短かったと言

われた。

        「ペープサート」

         

Ｏ児：絵がわかりにくいところがあったと言われました。

ほかのグループとはっぴょうを

して、気づいたことを教え合おう。

前は、だっこ

できなかったけ

ど、今はできる

ようになりまし

ももちゃん

ももちゃん、

モ ット を 食

べ すぎ ちゃ

いけんよ。

もっちゃん



  （３）１回目の発表が終わったグル

ープは、２回目の発表を行う。

３．自分が頑張ったところや、友達のよ

かったことなどを発表する。

４．ふりかえりカードに書く。

５．次時の予告をする。

Ｉ児：絵を見えるようにした方がよいと言われました。

   S 君は、はっきりすらすら言えたと思います。

   えさをもっと大きく作るといい。見えんやった。チモシーが見えな

かった。ウンチの大きさも作って見せたらよかった。

Ｔ児:声をしっかり出すことがぼくのがんばることだったけど、出せなか

った。

Ｔ：両方の発表が終わったら、言ってもらったことに気をつけて、もう一

度やってみましょう。

        ・・・もっちゃんグループの子どもたちから言われたこ

とを２回目の発表でやりかえた。

Ｔ：さっきより、上手なところいっぱいあったよ。もっちゃんグループさ

んが教えてあげたところをちゃんと取り入れていたよ。

Ｋ児：えさがわかりやすくなった。

Ｓ児：ウンチの大きさが分かりやすくなった。

  原稿を見ないようにしました。

Ｔ：発表を終わりにします。集まって下さい。友達に言ってもらったこと

を、誰に言ってもらったか、誰に言えたかを発表して下さい。

言われた人は、立って下さい。

  よいところをいって下さい。

Ｕ児：大きな声で前を向いて言えた。

Ｍ児：わたしも前を向いて言えた。

Ｉ児：ももちゃんグループの人は、１回目の時よりも、えさやウンチを見

せて、言えていた。

Ｔ：なおしたほうがよいところは？

Ｓ児：理由をつけたほうがよい。

Ｔ児：これは、○○ですが、多すぎると言われた。

Ｈ児：声が小さいといわれた。

Ｙ児：机の裏に隠れてよくないと言われた。

Ｓ児：（○×クイズで）○の問題が多いと言われた。

Ｈ児：×が多すぎた。

Ｔ：今日のふりかえりカードを書きましょう。

Ｔ：めあてに向かって発表できましたか？

    だった人は？

    だった人は？

Ｃ：上記に２７名全員が入る。

Ｔ：次は、授業参観時に保護者の前で発表の本番をすることを伝える。

ももちゃん

ももちゃんに

なりきる。



③ 本時の考察

○ 伝え合い交流する活動の工夫について

本時の授業展開については、同じ内容で２年１組が行ったものと、ほとんど変わらないが、一部修正し

たので、その点について触れたい。

   まず主眼についてである。本時は、第３次のおうちの人に紹介する前時なので、子どもたちのモルモッ

トへの関わりが具体的に表れることや、【全体での交流】でおうちの人が見た時に子どもたちの頑張りを

おうちの人に気付いてもらえるように、まず、子どもたちの【少人数での交流】でお互いの頑張りを気付

けるようにすることを、本時の主眼とした。

   

   4 月から始まったモルモット飼育であるが、当初は、『モルモットが大好きまたは、好きな』児童が 26

名中 24 名、『嫌いまたは、あまり好きでない』児童が 2 名であったこの人数の割合は、2 学期の授業終了

後でも変わらず、モルモットが大好きまたは、好きな児童が 27名中 25名、嫌いまたは、あまり好きでな

い児童が 2名であった。あまり、割合に変化はない。

ところが、『モルモットに触れるかどうか』の質問では、よく触れるまたは、触れる児童が 22 名（81％）、

触れられない児童が 5 名（19％）いたが、2 学期の授業終了後のアンケートでは、よく触れるまたは、触

れる児童が 25 名（93％）、触れない 1 名あまり触れない児童が 1 名（7％）という結果になった。子ども

たちは、わずか 3 週間に 1 度のモルモット当番の仕事を通して、モルモットへの興味関心を大きくしてい

ったと言えよう。

『モルモットのことで知っていることはありませんか？』のアンケートでは、『ある』が 15 名（56％）

『ない』が 12 名（44％）であった。ところが 2 学期末のアンケートでは、『ある』が 22 名（81％）『ない』

が 5 名（19％）になった。

   【モルモットのことで知っていること。】

   1 学期末調査  （15名が記述）         2 学期末調査（22 名が記述）

  モルモットのことで知っていることの記述内容

  については、上記と右記を比べてみると、お世話

をしながらモルモットをしっかり観察しているこ

とがわかる。

これは、モルモットのお世話を通して、気付いた

ことを『みつけたよカード』に記述すること【1 対

１交流】によって気付きを深めるとともに、その記

述を教室掲示することによって、子どもたちは、友達の気付きに気付き、また自分ももっと『気付いた

よカード』の枚数を増やそうという、意欲を持つようになったのである。そして、その気付きを、誰かに

教えたいという【全体での交流】につながるのは、必然であった。

・前足の指が 4本で、後ろ足の指が 3本。

・ビタミン不足で病気になる。

・怒るとき、キーキーいう。

・にんじんやパセリを食べる。

・目が赤いのと、黒いのがいる。

・モモは、すぐに、かくれる。   等

・ももちゃんの目は赤なのに、チョコは、黒。

・ほとんどのモルモットの毛並みの向きが、後

ろ向き。

・人が近づくとすぐに逃げる。

・ゲージから出そうとすると、逃げない。

・部屋の隅のほうに、おしっこやウンチをする。

・ミルクともっちゃんの耳が同じでない。

・キャベツをたくさん食べたので、口の周りが

緑色になっていた。

・チョコは、暗いところが好き。

・モルモットは、肉球の色が全部ちがう。

・ミルクの耳の左と右の色が違う。

・前足の指が 4本で、後ろ足の指が 3本   等



発表の仕方については、前の生活科の単元の「くまっこ 探検隊パート 2」で、6 つの職場の探検をし

て、行ったところを発表する機会があった。その発表時に、発表の方法として、①劇②新聞③ペープサー

ト④紙芝居⑤○×クイズ の 5 種類の方法が出て、実際に発表する機会と発表を観覧する機会があった。

【全体交流】で、上記５種類以外の方法の他に、テレビの中でニュースを読むという案が出、６つの方

法の中から、自分たちにふさわしい発表の仕方を選ぶこととなった。

ももちゃんグループ 4 名の本時をむかえるまでの経過を、まとめてみたい。

Ｓ児                         

                           

Ｍ児

Ｏ児

Ｋ児

本時の活動では、発表の前時であるが、まだ発表の準備不足のようで、発表の内容よりは、発表の言い

方や、材料が用意不十分であるなどが、意見としてあった。

４人の子どもたちは、【１対１の交流】では、自分の言いたいことを自覚し、交流の意欲は十分にある

のに、【全体での交流】になると、【１対１の交流】でできたことが、うまく伝えられないことのつまづき

が見られるように思う。そのつまづきの改善に、教師が児童の価値付けを中心とした支援の必要が求めら

れるのであろう。

７．単元を通しての成果と課題

  「動物を飼って、それらの育つ場所、変化や成長の様子に関心をもち、また、それらは生命をもってい

ることや成長していることに気付き、生き物への親しみをもち、大切にすることができるようにする。」

Ｓ児は、まず、ケージからももちゃんを出

せるようになったことを言いたいと書いてい

る。次の、準備では、説明文に取り組む意志

を表している。絵を見ないで言えたことに満

足しつつも、もうちょっと絵をきれいに書け

ば良かったとの、反省を記している。

Ｍ児は、以前は抱っこできなかったけど、

できるようになったことを言いたいと書いて

いる。その他、たくさんの気付いたことを、

伝えたいとしている。その後、意欲的に発表

の練習に取り組み、大きい声で言えたことや

紙を見ないで言えたことに満足を得ている。

Ｏ児は、１学期からそして今でも、モルモ

ットが好きでないとしている。しかし、水を

替えることやチモシーやモットをいれること

をおうちの人に紹介したいとして、本時には、

「声がよかった」と友達にほめられ充足感を

得ている。

Ｋ児は、モルモット小屋のそうじができる

ようになったこと、水替えやえさ箱を洗うこ

とができるようになったことや以前より抱っ

こが得意になれたことを言いたいなど、積極

的に発表しようとする様子が伺える。



というねらいは、モルモットの飼育を通して、十二分に達成できていると思われる。それは、１学期のア

ンケートと２学期のアンケートの結果によって、実証できる。

○ モルモットが好きか嫌いか。１学期  好き 24 名（92％） 嫌い 2 名（8％）

                2 学期  好き 25 名（93％） 嫌い 2 名（7％）

○ モルモットに触れるか。  1学期  触れる 22 名（81％）触れられない 5 名（19％）

                2 学期  触れる 25 名（93％）触れられない 2 名（7％）

○ モルモットのことで知っていることは、ありませんか。

                1 学期  ある 15 名（56％） ない 12 名（44％）

                2 学期  ある 22 名（81％） ない 5 名（19％）

モルモットが単に好きなだけではなく、モルモットのお世話を通して、ふれあい、モルモットへの気付

きを深めていることがわかる。

○ 子どもの見取りと価値付けを中心にした支援

子どもたちは、飼育活動や休み時間時のモルモットとのふれあいを通して、たくさんの気付きをして

いく。そこで、その気付きを自由に書いて、教師に見せてコメントを書いてもらい、教師からの、「い

いことに気付いたね。」「きっと、だれも気付いていないから、みんなに教えてあげてね。」「すごいね、

こんなにいっぱいいろんなことを見つけたんだね。」などの言葉かけによって、子どもたちは、更に「見

つけたよカード」に記録していった。「見つけたよカード」は、掲示されているだけでも 266 枚書かれ

（一人平均 9.9 枚書いていることになる。一番少ない児童で 4枚、一番多い児童で、25 枚書いている。

「見つけたよカード」は、自由記載であり、短い文でよいため、子どもたちには、書きやすかったよ

うである。

Ｎ児は、なかなか筆の重い児童であるが、書いた 10 枚のカードの中から、３枚のカードを見てみよ

う。

自分の飼育担当の「もっちゃん」の健康を気づかう愛情あふれる様子が目にうかぶ。以前に別のモルモ

ットの足の動きが悪くて、獣医師に看てもらったところ、ビタミン不足であったため、もしかしたら、自

分の「もっちゃん」もそうかもしれないという、気づかいからでたものであると思われる。

第３次では、授業参観時におうちの人の前で、モルモットのお世話で出きるようになったことや、気付

いたことをいろいろな伝え方で発表した。子どもたちは、自信をもって発表をし、最後まで出席したおう

ちの方全員から、発表のすばらしさと、子どもたちが、モルモットにいかに愛情をもってお世話している

かが伝わる発表であったことの賛辞をいただいき、全員の児童が、「自分が伝えたいことが伝わってよか

った。」「おうちの人にほめられてうれしい。」のことばを書いている。

10 月 20 日

もっちゃんのうしろ足の

右足がうごいてなかったで

す。

11 月 7日

よかったー。もっちゃんのうしろ足

の右足はひきずってなかったよ。

よかったねもっちゃん。

11 月 10 日

もっちゃんはげんきでした。も

っちゃんの足は、だいじょうぶだ

ったよ。



                                

                          

また、授業を参観した保護者からも、多くの感想が寄せられた。

   Ｋ児の母親より                  Ｓ児の母親より

                             

                             

Ｎ児の母親より

                              

  

モルモット飼育を通して、子どもたちは、4 ひきのモルモットの違いに気付き成長を目にして、喜びを

感じてきた。責任をもって、生き物をお世話することを学び、その喜びを一番大切な家族に大勢の前で伝

えることができた。そして、その家族からは、おせいじではないこころからの賛辞をしてもらうことがで

きた。モルモットは、３月の「引き継ぎ式」まで２年生が責任をもってお世話を続けることになる。

〈課題〉

○ モルモットの保有数は、80 人の児童に対して 4 ひきであるため、自分がお世話しないでも、だれか

がお世話してくれるという意識を持つ児童がいる。

○ 休日の飼育に対しては、「ホームステイ」という制度を作っているので、休日の前日におうちに持

ち帰ることができるが、住宅事情で家での飼育ができない子どもに対してのケアが必要である。

   動物アレルギー児童への対応マニュアルを作ることも必要であろう。（飼育舎の清掃後、首の周り

が赤くはれた児童がいたが、すぐに、家庭に連絡をとった。その後は、変わった様子は、見られな

かったが、その児童に対しては、注意をはらっている。）

○ モルモットが病気をした時は、獣医師との連係がとられているが、定期健診のようなシステムがあ

ってもよいであろう。

○ 飼料の「モット、チモシー」は、学校から購入してもらっているが、モルモットの排尿が多いため

ケージ飼育の時は、排尿シート（高価）の準備や、飼育舎の消毒など、ハード面の管理を更に充実さ

せることも必要であろう。


