
第２学年 生活科学習指導案      

                         
 

 

１ 単元名  「うごく うごく わたしのおもちゃ」 

２ 授業づくりの視点 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 児童の実態 

本学級の児童は，自然物や身近にあるものを利用

して工作をしたり、それを使って遊んだりすること

が好きである。遊びに関するアンケートでも、「身

の回りのものを使って、何かを作るのが好き」と答

えた児童は、半数以上いる。しかし、日頃の遊びと

しては、ゲームや既製のおもちゃによる遊びが多

く、手作りおもちゃで遊んだ経験は少ない。 

第 1 学年の「あきとあそぼう」の学習では、木

の実や廃材を使って、どんぐりロケットや迷路、魚

つり等を作って遊ぶ経験をしている。また、園の友

達を「秋ランド」に招待して遊ぶ活動を通して，遊

ぶ方を工夫してみんなで楽しく遊ぶ経験もしてき

ている。図画工作科では、ペットボトルや発砲材な

どを使って、水に浮かぶおもちゃも作る経験をして

いるが，形や飾りの工夫をしたり、画一的な動く仕

組みを楽しんだりしているだけで，自然の不思議さ

や面白さに気付く多様な学習活動には至っていな

い。 

そこで，身近にある材料を使って、「比べる」「繰

り返す」「試す」などの多様な学習活動が経験でき

る本単元の取組は、児童にとって大変意義深いこと

だと考える。 

○ 育てたい力（ねらい） 

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。 

 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

わせたい。 

 製作の過程や、遊びの中で、友達のおもちゃ

の工夫や自分のおもちゃのよさなどに気付いて

いくものと思われる。その気付きを交流し合う

の中で、子ども自らが「もっと○○したい」と

い次のめあてをもち、活動が連続していくこと

が期待できる。これは、内容（８）「自分たちの

生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活

動を行い、身近な人々と関わることの楽しさが

分かり、進んで交流することができるようにす

る。」につながると考える。 

３ 本単元における具体的な手立て 

○ 児童自らめあてをもち動き出す導入の工夫 

・ 児童自らめあてをもち、自発的・自主的に動き出すために、単元の導入では、身の回りの素材を

動かして遊ぶ活動を通して，特徴的な動きの面白さから「面白そうだ」「○○みたいだ」「○○をつ

くってみたい」といった動くおもちゃづくりへの興味や関心が高まる工夫を行う。 

・ 友達や教師といっしょに素材で遊ぶ際，転がる・飛ぶ・進む等の動きに視点を当て、自分は、「こ

の素材のこの動きを利用した○○おもちゃ」を作りたいといった気持ちを高めていく。さらに，夏

休みの作品作りや作品展を話題にしたり、１年生の「風で動くおもちゃ」や、図画工作科の学習な

ども想起させたりしながら、おもちゃ作りの経験を紹介し合うことで，動くおもちゃを早く作って

みたいという思いを育てていく。 

・ 実際に動くおもちゃを作って遊ぶ活動では、動く仕組みに目が向くようにしながら，工夫次第で

動きがよくなる面白さを実感させ、「もっと○○したい」と，機能を高めるおもちゃ作りへの意欲 

 

 

【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」 

～子どもが自らめあてをもって動き出す導入の工夫～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 単元の目標 

ア 生活への関心・ 

     意欲・態度 

イ 活動や体験についての 

         思考・表現 

ウ 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

ちゃをつくったり、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べ

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、気付くことができる。 

○ おもちゃを工夫できる自分

や友達のよさに気付くことが

できる。 

 

を高め，次から次に「○○のために，もっと○○したい」という思いや次の活動のめあてが連続し

ていくようにする。 

・ 友だちと遊ぶ中で，１年生のときに園の友達を招待して一緒に遊んだことや，１年生のときに２

年生から招待されて遊んだ事を思い出して、「１年生に遊ばせてやりたい」といった遊び方の工夫

やルールの工夫が出てきた時は称賛し，他の児童へ紹介するとともに，招待に向けた新たなめあて

が生まれてくるようにしていく。そして，自分や友だちが作ったおもちゃで工夫して遊ぶ楽しさを

十分に味わわせるようにする。 

○ 次時の活動につなぐ振り返り活動の充実 

・ 学習過程の各段階において、児童の思いや願いを育てていき、自分のめあてを明確にもって活動

することができるようにする。そのために，授業の導入場面では，活動意欲を刺激する教師の発問

を工夫していく。また，授業のまとめの場面では，本時の活動を振り返る中で，児童の「もっと○

○したい」といった思いや，「もっと楽しくするためのアイデア」を取り上げながら，児童の側か

らやりたいことなど，次のめあてが生まれてくるようにする。 

・ 出会う段階では，どの素材のどんな動きが面白かったかを振り返り，互いに聞き合うことで，自

分で作ってみたいおもちゃを決めることができるようする。 

・ 関わる段階や広げ・深める段階では、新しい発見や、疑問、自分や友達のがんばりや工夫に気付

くように、似たおもちゃを作っている者どうしのグループでの活動を取り入れながら，気付きの交

流ができるようにしていく。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

ていく。 

・ 単元の振り返りの場面では、自分や友達のがんばりや成長に関する気付きを紹介し合う活動を行

う。気付きを価値付ける評価に努めることで、学習を通して高まった思いがこれからの生活への意

欲や自信につながるようにしていく。 



５ 指導計画と評価計画（総時数１３時間） 

学習 

過程 
主な学習活動 指導・支援上の留意点 評価規準(評価方法) 

出 

会 

う 

 

 

 

 

 

 

第 1次 

身近にある素材を動

かして遊ぼう   （２） 

（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。     ②        

＜2の 3本時 1/2＞ 

 

 

 

 

 

第２次 

集めた材料でおもち

ゃを作って遊ぼう （６）              

(1) 集めた材料でおも

ちゃを作り遊ぶ。②  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 友だちと遊びなが

ら，もっとよく動く

ように作りかえる。    

② 

 

 

 

○ それぞれの素材の動きに興味

をもつことができるようにする

ため，身近にある物を集め，動か

して遊ぶ活動を設定するように

する。 

○ 自分も遊んでみたい、動くもの

を作って遊んでみたいという意

欲を高めるために，身近にある物

で作った夏休みの作品を紹介し

たり、それらで遊ぶものを作った

経験を伝え合ったりするように

する。 

 

○ 前時の伝え合いをもとに，児童

が作ってみたい物を決め，意欲や

発想を高めていくために，材料を

集める時間を確保し、製作のため

に必要な身の回りの素材を収集

し，学習環境を整え，自分のおも

ちゃづくりに必要な素材を選び

出すことができるようにする。 

○ 道具の使い方を掲示したり，決

まった場所で刃物を使わせたり

して，安全面での配慮をする。 

○ おもちゃの改良や遊び方など

のヒントやアイデアを得ること

ができるようにするため，似たも

のを作っているもの同士で活動

できるようにする。 

 

○ 遊び方やおもちゃを改良する

と，さらに面白く楽しくなること

に気付いていくようにするため，

「もっと高く、もっと速く、もっ

 

 

 

ア 身近な素材を触ったり動かしたりして、素材

の動きに興味や関心をもち，進んで取り組もう

としている。 

（発言・行動・対話） 

イ 素材の特徴に気付き、特長を生かしたおもち

ゃを作りたいという思いをもちながら，自分が

つくりたいものを考えている。 

（発言・行動・ワークシート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア おもちゃ作りに関心をもち、意欲的におもち

ゃ作りをしようとしている。 

（行動・発言・対話・ワークシート） 

 

 

 

イ 素材の特徴を生かしたり、参考作品（教科書

など）を確かめたりして、動く仕組みを考えな

がらおもちゃ作りをしている。 

（行動・発言・対話） 

・牛乳パックには穴をあけよう。 

・穴をあけるときは，きりを使うといいよ。道

具・安全コーナーで開けたよ。 

 

ア 自分のおもちゃを「もっと○○する」ための

工夫を見付けようとしている。 

（行動・発言・対話） 

 

か
か
わ
る 



＜2の２ 本時 1/2＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) それぞれの手作り

おもちゃでみんなで

遊ぶ。 ② 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

第３次 

自分たちが作ったお

もちゃで，１年生と一緒

に遊ぼう      （４） 

(１)１年生が楽しく遊

べるように、おもち

ゃを作りかえたり、

増やしたりする。②       

＜2の１ 本時 1/2＞ 

 

 

 

 

 

と遠く」を意識して、遊んでいる

児童を取り上げ，他の児童に紹介

していくようにする。 

○ 児童一人一人が意欲と自信を

もって活動していくことができ

るようにするため，どんな工夫を

しようとしているのか，思いや疑

問の把握に努め，個に応じた支援

を行っていく。 

○ おもちゃの機能を高めるため

に，繰り返し試したり比べたりし

て，試行錯誤しながら取り組むた

めの十分な活動時間を確保する。 

○ みんなで一緒に遊ぶ楽しさを

味わうことができるようにする

ため，友達のおもちゃで遊んだ

り，友達に分かりやすく遊び方を

説明したりしながら，気付きを交

流し合うようにする。 

○ 友達と遊ぶ中で，ルールや遊び

方の工夫が出てきた時には，「自

分たちだけで遊びを終わらせる

のはもったいないなあ、何かよい

方法は？」などの声かけを行い，

おもちゃを改良したり，ルールを

変更したりして，もっと楽しく遊

べる工夫ができるようにする。 

 

○ 1年生を招待して楽しく遊ぶた

めの工夫やアイデアが活発にで

るようにするため，似たおもちゃ

のグループ同士で考えることが

できるようにする。 

○ グループを２つに分け、遊ぶ

人・遊ばせる人に分かれて、意見

を出し合う。 

○ 1年生役をしたり、楽しく遊べ

るかを試したりするアイデアを

取り入れるようにする。 

○ １年生が楽しく遊べるように

ウ おもちゃをよりよく動かすための材料や仕

組みに気付いている。 

（行動・発言・対話・ワークシート） 

 

 

イ 自分の気付きを友達に伝えたり、友だちの気

付きを取り入れたりして、おもちゃを作ること

ができる。 

（行動・発言・対話・ワークシート） 

イ 自分や友達が作ったおもちゃで遊び方やル

ールを工夫しながら，いろいろなおもちゃで楽

しく遊ぶことができる。 

（行動・発言・対話・ワークシート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア １年生と一緒に楽しく遊ぶために，おもちゃ

を作り変えたり増やしたりしようとしている。       

（行動・発言・対話） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひ
ろ
げ
る
・
深
め
る 



 

 

 

 

 

 

 

(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

すのおもちゃ」の学習を

ふり返ろう （１）          

(1)  自分や友達が作

ったおもちゃで遊ん

で楽しかったことや

発見したこと，自分

や友達のよさやがん

ばりなどを振り返

る。       ①      

するための工夫を見付けること

ができるようにするため，１年生

のことを思いながら，ルールを分

かりやすくしたり，おもちゃを作

り変えたりしている児童を称賛

する。また，なぜそうしようと思

ったのか考えを聞き合うように

する。 

○ みんなで協力し合い，自分たち

の手で「おもちゃランド」をつく

っているという意識を高めるた

め，児童のアイデアや工夫に共感

し，可能な限り実現できるように

支援する。 

○ １年生に遊び方やルールを教

えたり，一緒に遊んだりする中

で，１年生と一緒にあそぶ楽しさ

や，１年生に喜んでもらっている

うれしさに共感していく。そし

て，「おもちゃランドに１年生を

招待してよかったな」といった思

いが個々の心の中に残るように

していく。 

 

○ 自分の学びを振り返るために，

これまでの振り返りカードを読

み返し、自分や友達の頑張りを思

い出し，伝え合うことができるよ

うにする。 

 

○ 自分自身への気付きを深め、自

信や意欲につながるようにする

ため，友達や１年生と遊んで気付

いたことや頑張ったことを友達

と１対１で伝え合うようにする。

友達や教師によさや成長を認め

てもらうことで，自分への気付き

が深まるようにする。  

 

 

 

イ １年生が楽しく遊ぶためのルールや遊び方

を工夫することができる。 

（行動・発言・ワークシート） 

 

 

 

ア 1年生に進んで関わろうとしている。 

   （行動・発言） 

 

ウ 友達だけでなく，１年生を招待して一緒に遊

ぶ楽しさに気付いている。 

（行動・発言・ワークシート） 

 

 

 

 

 

 

 

ウ おもちゃを作ることの楽しさや，自分や友達

のがんばり，友達や 1年生と関わり合うことの

楽しさに気付いている。 

（行動・発言・ワークシート） 

 

 

 



６ 指導の実際  

■第１次 第１時（２年３組） 

 (1) 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。 

(2) 準備  身近な素材「材料コーナー」 

(3) 展開   

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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ① 

 

 

 

  

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．たとえば、これ． 

Ｃ．ペットボトルの    

キャップ、動かせるかな。 

Ｃ．転がせばいい。 

Ｃ．まわせる。 

Ｔ．今日は、これを使って色々動かして遊びましょ

う。 

Ｔ．あそんで、色々見つけてみたのを発表してもら

います。 

 

 

 

 

Ｃ．どこまでころがるだろうか。 

Ｃ．強く転がすと遠くまで、転んでいく。 

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。 

 

Ｃ．カップめんの容器はおもしろい転がりかたをす

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 

Ｃ．転がったり、とまったりします。 

Ｃ．どんなおもちゃができるかな。 

 

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。 

カップめんの容器に電池を入れて、遊ぶ児

童。 



 

 

 

               ② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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．次の時間は、坂を作って転がしてみよう。 

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、まがるよ。 

Ｃ．電池を筒の中に、たくさん入れてみよう。 

Ｃ．重くなった。 

Ｃ．電池の数で違いがありますか。 

Ｃ．とても速く転がるよ。 

 

Ｃ．キャップを当てると、飛んでいくよ。 

Ｃ．キャップを輪ゴムでとばし当てよう。 

Ｃ．もっとたくさんキャップを集めよう。 

Ｃ．どこに当てたら、たくさんくずれるかな。 

Ｃ．強く当てないとくずれないよ。 

Ｃ．何個くずすか競争しようよ。 

Ｃ．スタートはここにしよう。 

Ｔ．おもしろそうだね。誰がたくさんくずしたのか

な。 

Ｃ．ぼくです。８個くずしました。 

 

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跳ばないよ。 

Ｔ．どうしたら跳ぶのかな。 

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。そしたら跳びます。 

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。 

 

おかしの筒を転がして遊ぶ児童 

キャップでボウリングをする児童 

筒に息を吹き込んでキャップを飛ばす児童 



３．今日の活動を振り返る。 

【全体での交流】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ まとめと次時の計画 

  

 

Ｔ．おもちゃを持ってきて前で説明して下さい。 

 動き方も説明してください。 

Ｃ．ぼくは、カップの中に電池を入れて転がしまし

た。 

Ｃ．どんな動きをするんですか。 

（手で転がしてみて） 

Ｃ．こんなうごきをします。 

Ｔ．電池を入れて転がすんですね。 

○○君と同じようなおもちゃで遊んだ人はいます

か。 

前に出てきて発表してください。 

Ｃ．８人出てくる。 

Ｃ．それぞれが説明する。 

 

 

Ｃ．私は、フィルムケーの中に電池を入れて２つつ

なぎました。 

Ｃ．フィルムケースの上を押さえると、前に転がっ

て、戻ってきます。 

Ｃ．すごーい。 

Ｔ．カップとまた違う動きをしていますね。とても

おもしろいですね。 

Ｔ．フィルムケースを使った人。 

Ｃ．６人出てくる。 

・・・・略・・・・ 

 

Ｔ．今日遊んだおもちゃの動きをまとめるとどうな

りますか。 

 

 

Ｔ．次の時間はどうしますか。 

Ｃ．もっとつくりたい。 

Ｃ．改造したい。 



(4) 評価基準 

 

 

（５）実際の考察（単元を通して） 

 ○ （着眼１）児童自らめあてを持って動き出す導入の工夫 

第１次 「自分たちで集めたもので遊ぼう。」 

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う活動を取り入れた。 

単元に入る前(夏休みから)に児童たちに素材を集めさせていたので、児童たちは、自分たちが集め

てきた「ぼくの材料」、「わたしの材料」という意識を持っていた。 

「いろいろなものをうごかしてあそぼう」というめあてに対しては、児童は、自分たちの材料を使

ってあそぶため、意欲を持って取り組んでいた。 

児童は、「ゴムを使って転がす」「おもりで転がす」「いきで飛ばす」、「ゴムでとばす」、「まわす」

などの活動を、色々な素材を使い試行錯誤を繰り返しながら自分の気に入った遊びに没頭していた。

また、なかなか思いつかない児童は、友達の遊びを参考にしたり、いっしょに作ったりして活動して

いた。 

それらの活動の中で、児童は、動きのおもしろさや、不思議さに気付き、その動きをもとに、おも

ちゃ作りへの興味・関心が高まった。おもちゃとなる素材に十分に遊ぶ導入を工夫したことにより、

自分の思った動きへの素材を選ぶことができた。 

全体での交流では、実物をもとに、おもちゃの説明をし、実際に動かせてみた。見ていた児童は、

動きや作り方に興味を示し、質問していた。似た動きをするおもちゃで遊んだ児童が自分のものと比

べたことを発表していた。 

似た動きをするものを作った児童をグループ化し、発表させたことにより。、動きの分類ができて

いた。 

素材をもとにした動きで十分に遊んだため、さらに改良していこうという意欲が高まっていった。 

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。」 

 前時で、次に作りたいおもちゃを考えていたので、本時作るおもちゃに関する素材を利用するこ

とができた。導入時に十分素材に触れ、色々な素材を試したためと考えられる。 

評価の場面＜思考・表現＞ 判断の規準及び方法 

おおむね満足（Ｂ） 十分満足（Ａ） 

 同じようなおもちゃをつくっ

た者同士で一緖に遊ぶ中で、も

っとよく動く工夫を出し合い、

つくりかえたり、遊んだりする

場面    

友達と教え合ったり、友達の

おもちゃと比べたりして、おも

ちゃを改良している。 

（発言・行動分析） 

 友だちと一緖に遊んだり、教

え合ったりする中で、友だちの

おもちゃの面白さや工夫が分か

り、自分のおもちゃに取り入れ

たり、友だちに助言したりして

おもちゃづくりの面白さを味わ

いながらおもちゃづくりができ

ている。 

（発言・行動分析） 



友達と遊ぶ中で、さらによりよい動きをするおもちゃを作ろうという意欲が高まり、おもちゃを改

良していった。改良したおもちゃを紹介することにより、友達のおもちゃで遊びたいという欲求が出

てきて、２グループに分かれ、お互いに交換して遊んだ。この遊びの火で楽しさを感じ取り交流して

いる１年生とあそびたいという意欲が高まってきた。 

第３次 「自分で作ったおもちゃで、１年生といっしょに遊ぼう」 

１年生と遊ぶためには何をしなければいけないかということを導入の問題とした。 

自分たちは、今まで、もっと速く、もっと高く、もっと遠くへと工夫してきたが、１年生が楽しく

遊べるおもちゃにしなければいけないのではないかと気付いた。 

そこで、やさしく遊べるおもちゃへと変えようとした。１年生のときに２年生がしてくれたように

やさしく簡単に遊べるおもちゃへと工夫していった。また、ルールも１年生がわかりやすいようにし

ていった。 

導入時に問題意識を持ったため、一人一人が意識を高めながら活動することができた。 

 

７ 研究の成果と課題 

 (1)成果 

  自分たちがそろえた素材のため愛着を持って活動することができた。 

  素材と十分に触れ合ったため意識を高めながら意欲的に進んで活動することができた。 

よりよいものにしよう、と思いながら活動したため新たなめあてを一人一人が持つことができ、

児童自ら見出そうとしていた。 

(2)課題 

 児童自らめあてを持って動き出す導入の工夫では、児童の活動への意識がつながっている場合

は、持つことができたが、意欲が低い場合や意識が途切れた場合は、児童自らめあてを持つこと

に、教師の助言が必要な場合があり、今後、意識の継続を図る手立ての研究が必要である。 

 

■第２次第３時（２年２組）             

（１）主眼  自分の思いに合った動きにするために、友達と遊んだり、交流したりする活動を通して、

自分のおもちゃをもっと○○したいという思いやそのための方法を見出すことができるよ

うにする。 

（２）準備 自分が作ったおもちゃ、「材料コーナー」「道具・安全コーナー」「遊びコーナー」 

（３）展開 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

T：今週はずっと、うごくおもちゃ作りをしてきましたね。楽

しいわくわくするおもちゃができているでしょうか。 

C：は－い！でも、まだまだ！ 

T：じゃあ、今日は自分のおもちゃをどうしたいですか。 

C：もっととばしたい。 

C：もっと進ませたい。 

C：もっと楽しくしたい。  

C：パワーアップさせたい。 

T：そうですね、自分のおもちゃをもっとパワーアップさせた

（めあて） 

友だちとあそびながら自分のお

もちゃをパワーアップさせよう。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．自分の作ったおもちゃで友達と一

緒に遊び、交流しながらおもちゃを

作り変えたり、遊び方を考えたりす

る。 

【少人数での交流】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いですね。そのために今日は、一人ではなく、友達の力も借

りてパワーアップさせていきますよ。自分のおもちゃで友達

に遊んでもらったら、よかったところをピンクの付箋に、ア

ドバイスを緑の付箋に書いてもらって、「くまっ子わくわく

手帳」にはりましょう（見本をみせながら）。もらったら、

心もわくわくするし、気持ちもパワーアップするよね。困っ

ているお友達もいると思うので、アドバイスも書いてあげて

ね。 

C：はい！ 

T：では、今日のめあてはどうなるかな？友達と・・・ 

C：友達と遊びながら、自分のおもちゃをパワーアップさせよ

う。（児童に言葉を出させながら、黒板に書く） 

T：みんなで読みましょう。さんはい。 

C：めあてを一斉に読む。 

T：不安なことはありませんか？ 

C：ありません！ 

T：飛ばすチームは、くれぐれも黄色の線よりも向こうで飛ば

してくださいね、では、先生の太鼓がなるまで作ったり遊んだ

りしましょう。どうぞ。 

 

 

 

 

 

 

 

（ゴムでっぽうグループ） 

C1：的を作ろう。 

C2：うん、作ろう。 

C3：これ、小さいけん、１００にせん？ 

C2：じゃあ、これ８０ね。 

C1：はい、ねらってみて。 

C1：的が倒れるな…。 

C2：こう切ってつければ？ 

C1：C2、天才やん！ 

T：的を作って、遊び方の工夫をしているんですね。 

的の下に、台をしいてテープでとめた。 

最初切った(点数のつけた)段ボールは結局使わなかった。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．友達と遊んだり、交流し合った

りしたことをもとに、気づいたこ

と、工夫したこと、がんばったこと

を知らせ合い、次の活動への見通し

をもたせる。 

 

 

 

 

 

 

T：何をしているの？ 

C：たくさんキャップが入るように穴をあけています。 

T：だれかに教えてもらったの？ 

C：はい、○○くんに、アドバイスカードに書いてもらいまし

た。 

T：どんなアドバイスだったの？ 

C：キャップが１つしかないと不便だから、キャップを入れる

ところを作るといいって、教えてくれました。 

T：なるほど！それはいいアイデアですね。 

 

（とことこうさぎが作りたい児童） 

T：なかなかうまく進まないですね。どうしたらいいかな？ 

C：・・・。 

T：友だちに聞いてみるとよさそうだね。 

友だちに聞きに行く。しかし、聞いた友だちも分からなかった。 

 

（よかったよ・アドバイスカードコーナーにて） 

友だちのおもちゃで遊んだ後、各自書いた。 

C1：キャップが速くとんですごいね。 

C2：狙ったところにとばせたらもっといいね。 

C3：筒と牛乳パックをつなげてつくったところがおもしろかっ

たよ。 

C4：高く紙コップがとんで面白かったよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

C１：（パッチンガエルを見せながら）高くとばせるようになり

ました。（その後、実際にとばしてみる） 

T：どうして高くなったの？パワーアップの秘密は？ 



【全体での交流】 

 

 

C１：横にしたらよくとぶようになりました。 

T：そうなんですね！すばらしい。じゃあ感想がある人？ 

C：高くとぶのがおもしろいと思いました。 

 

 

C２：ぼくが作ったのは、ゴムでっぽうです。ちょっと強くと

ぶようになりました。 

T：どんなふうに強くとぶか見たいですね。やってみて。 

（キャップをとばそうとするがなかなかうまくいかない） 

C：C２、がんばれ！（周りの児童） 

（４回目でやっと成功） 

T：すごい！何で強く、速くとぶようになったの？ 

C２：C３がツルツルしているのをつけとるのを見たからまね

してみたら速くなりました。 

T：そうなんだ！師匠がいたんですね！じゃあ、師匠にもやっ

てもらいましょう。 

C３：ぼくは、筒をつなげた時にでこぼこでとばなかったから、

このツルツルをつけるとよくとぶようになりました。やってみ

ます。 

C：師匠！師匠！のコール 

C３：勢いのよい玉がとんで、嬉しそうな表情。 

Ｔ：すばらしい！C３に大きな拍手！ 

 

C４：ぼくは、2 個連続でとぶようにしました。 

T：まあ！C4 さんはアイデアマンですね。やってみて。 

C：師匠コール 

C４：２個連続でとばし、みんなから大きな拍手をもらい嬉し

そうな表情。 

T：３人のおもちゃを見た感想が言える人？ 

C：3 人ともいっぱいとんでいてすごいなあと思いました。 

C：C４の２つとばせるところがすごいと思いました。 

 

T：今日は、友だちと一緒に遊びながらパワーアップができま

したね。わくわく手帳も書けたかな。これからも書いていこう

ね。次の時間はどうしたい？ 

C：もっとパワーアップさせたい。 

T：そうですね、もっともっとパワーアップさせていきましょ

う。 

C：（全員）はーい！ 

 



(４) 評価について 

 実際の評価事例について以下に示す。 

評 価 事 例 

【思考・表現】自分がつくったおもちゃで遊んだり、友達と比べたり、工夫を教え合ったりする中で、より
よく動くための改良点を見出している。 

 
Ｂと判断した例                         Ａと判断した例 

 

 

 

 

評価の場面＜思考・表現＞ 判断の規準及び方法 

おおむね満足（Ｂ） 十分満足（Ａ） 

 自分がつくったおもちゃで

遊んだり、友達と比べたり、工

夫を教え合ったりする中で、よ

りよく動くための改良点を見

出していく場面    

友達と教え合ったり、友

達のおもちゃと比べたり

して、おもちゃの改良点を

見つけている。（発言・行

動分析） 

 友達と一緖に遊んだり、比べたり、

教え合ったりする中で、友達のおもち

ゃの面白さや工夫が分かり、自分のお

もちゃの改良点として取り入れたり、

友達に改良点を助言したりして、おも

ちゃづくりの面白さを味わいながらお

も ち ゃ づ く り が で き て い る 。     

（発言・行動分析） 

【指導の手だて：Ｃ】 
 活動が停滞している児童には、友達のおもちゃや材料を前にしてどんなことができるのかを一緒に
考えた。また、同じグループの友達にうまくできない児童につくり方や工夫したところをアドバイス
するようにと声かけを行った。 
  

 

 

 

 

 

 

最初は、キャップを 1つしか

とばせなかったけれど、「筒に

あなをあけてその中にキャッ

プをいれていればすぐ次のキ

ャップがとばせるよ。」と、Ｔ

君に教えてもらったのでやっ

てみると、便利になってうれし

かった。また、積極的によかっ

たよ・アドバイスカードを書い

た。 

（行動観察・発言・ワークシー

ト） 

 

 

 

 

 

 

筒をつなげると、でこぼこになっ

たところでキャップがひっかかるか

ら、ツルツルをつけたよ。そしたら

強く速くとぶようになった。○○く

んにも、その方法を教えたら、喜ん

でくれて嬉しかった。あと、キャッ

プをどんどんとばせるように筒に穴

をあけて入れられるようにするとい

いよと、□□君にも教えてあげまし

た。 

（行動観察・発言・ワークシート） 

【Ｂと判断した根拠】 
 つくったおもちゃで遊びな
がら、友達と一緒におもちゃ
作りをしようとし、おもちゃ
のよさを伝えたり、聞いたり、
見てまねしたりしながらおも
ちゃづくりができている。 
 
 

【Ａと判断した根拠】 
 友達との関わりの中で、お
もちゃのよさを見たり、聞い
たり、まねしたりして気付き、
作り変えるだけでなく、その
おもちゃに適した形状がある
ことに気付き、自分なりの工
夫を加えて、おもちゃ作りを
し、友だちにも教えている。 
 
 
 
 

 

 

 

 



（５）実際の考察（単元を通して） 

○（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充実 (久貫担当) 

 ①場の設定  

終末の全体交流では、ステージを用意し全体の前で、自分が大切に

作ったおもちゃを実演してみせるようにした。そうすることで、それ

を見た児童が、よかったところ(きらりん)やアドバイスに気づきやす

くなり、伝えやすい場になった。そして、発表した児童のよさをしっ

かりとほめることで気付きの質を高めることができた。他の児童にお

いても、発表を見たり聞いたりすることで、自分のおもちゃへのアイ

デアや次時のめあてを決める動機付けになった。 

 

②見取りの工夫について 

○ 出会う段階 

活動を通して、「意欲・感心・態度」の評価を柱として、児童達の活動や心情を見取り、支援する

ことに努めた。遊ぶ活動では、遊び方に関心を見せたり、その動き方に興味を持ったり、友達との交

流を楽しんだりするなど様々な姿が見られた。それらを見取り、個に応じて、遊び方が発展的である

点や友達と違うところのよさなどを認め、声掛けを行った。また、活動を振り返る場面では、自分の

活動やその中で面白かったことや工夫したことなどを実際にして見せながら伝え合う中で、おもちゃ

に働きかけ、遊びを思いついたり、その動きに気付くことができたことの素晴らしさが一人一人のも

つ良さであることを称賛した。児童たちは、友達と交流しながら遊びを発展的に工夫する楽しさを自

覚し、「関わる段階」の活動へと意欲を高めることができた。 

○ 関わる段階 

この段階では、友達同士の交流が、活動に対する意欲を高め、継続させ、様々な工夫がなされるで

あろうことを期待して、同じようなおもちゃでの少人数の交流と大人数での交流を組み合わせて「つ

くる」と「遊ぶ」が一体となった活動過程を設定した。 

全体の交流の後には、活動中の様子や、ワークシート、よかったよ・アドバイスカード、作品など

から見取り表を作成し、そこで支援が必要な児童に対しては、必要に応じて本人と話し合うなどする

中で、次の活動時の支援の在り方を確かめていった。 

児童たちは、試行錯誤しながら活動を進めていった。その過程で、友達のおもちゃを見たり、工夫

やそのよさを交流させたりしながら、おもちゃに改良が加えられていった。教師は、ここでは、工夫

を重ねる姿を見取り、本人や周りの友達にその良さを伝えることに努めた。思ったように作れなかっ

たり、動かずにどうしてよいか分からなくなったりする児童に対しては、あきらめたり、投げ出した

りせずにここまで頑張ってきた態度をその子の良さと認めた上で、作品や材料を前にして、どんな工

夫ができるかなどを話すようにした。 

児童達は、おもちゃを動かしたり、友達と遊んだりする中で、よりよく動くように改良をしたり、

新たな工夫を試したりする活動に没頭する姿を見せていた。 

○ 広げ、深める段階 

最後の段階では、自分たちが一生懸命に試行錯誤してつくったおもちゃを使って、相手（1年生）

を意識した活動へつなげた。まず、自分たちが改良したおもちゃで遊ぶ側と遊び方を説明する側にク

ラスを半分ずつに分け、仮の「おもちゃランド」を開いた。どちらも経験した後に、１年生が楽しく



遊ぶことができるようにするため、同じおもちゃのグループと一緒に、遊び方やルールの工夫につい

て意見を出し合った。「もっと投げるところを前にしようよ」「こまが落ちないように壁をつくろう

よう」「点数をたくさんつけよう」など数多くの意見が出て、さらに楽しめるように遊び方やルール

を練り直した。「おもちゃランド」では、1年生に「もっと○○するといいよ」「がんばれ」「上手

だね」というように賞賛や励ましの言葉をかけ、1年生を楽しませることができた。 

単元を通して、使えないものでもおもちゃができたり、パワーアップできたことの嬉しさや友だち

と考えながら活動できたことを振り返ったりしながら自分自身の気付きなどを伝え合うことで、自分

の成長を実感し、自分への自信につなげることができた。 

 

③表現活動の工夫について 

○ 関わる段階 

この段階では、友達同士の交流が、活動に対する意欲を高め、継続させ、様々な工夫がなされるで

あろうことを期待して、活動途中に「よかったよ・アドバイス活動」を書く時間を設定した。この活

動は、7.5cm×7.5cm の付せん紙を「よかったよ(ピンク)・アドバイス(黄緑)」と呼び、「遊びコーナ

ー」で友だちのおもちゃで遊んだ児童がよかった点やアドバイスを書いて相手に渡すようにすること

で、より楽しんで交流したり、次にどのように工夫すればよいかのヒントや意欲につながったりする

ように設定した。そして、もらったカードを「くまっ子わくわく手帳(画用紙で作成)」に大切にはっ

てためていくようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その結果、いつもは振り返りシートを書き渋る児童も、このカードは簡単なので、友だちの良いと

ころやアドバイスを意欲的に書いていた。また、よかったよカードを嬉しそうにもらう児童や見せに

来る児童も多く、自分のおもちゃの良さの気付きの質を高め、次への活動意欲の高まりにもつながっ

た。さらに、その場の思いや、発表の言葉は消えていくものであるから、このような形で簡単に思い

を記録していけることは、子どもたちの思いを見取り、支援につなげていくためにも有効である。終

末の全体交流での話し合いが深まるためにも、このカードを見取ることで視点をしぼった意図的指名

の手助けになると考えられる。 

 

④発問の工夫について 

どの段階の終末においても、教師が「次はどうしたい？」と児童に問い続け、児童が自らめあて

をもつように仕向けた。その結果、児童が各々のめあてをもって取り組むようになった。また、終

末での発表に対して、「見る人たちはどこを気にしてみるの？」と見る視点をはっきりさせ、よか

ったところと、アドバイスを考えながら見る(聞く)ようにした。その経験を積み重ねることで、【広

げ、深める段階】では、多くの児童が自ら手を挙げて発表するようになった。 



６． 研究の成果と課題（単元を通して） 

（１）成果 

本単元の後、図画工作科で紙を折ったり、丸めたりしておもちゃを作る活動があったが、どの児

童も友だちと交流しながら意欲的に製作にはげんでいた。お互いに励ます言葉や、アドバイスも聞

かれた。 

本単元でできるようになったことを聞くと、「何かを作るのがとても楽しくできるようになった」

「ものづくりができるようになった」「いつもはすてるような物から、面白いおもちゃを作れるよ

うになった」「1年生を笑顔にさせられようになった」「1年生を喜ばせられるようになった」と言

う声が聞かれた。 

 

（２）課題 

  本単元は【出会う段階】で、試作品は見せず、素材だけで遊び自ら動くおもちゃを作り出してい

くようにしたが、【関わる段階】の本時で困ったことは、活動が停滞している児童に、友達のおも

ちゃや材料を前にして一緒に考えたり、友だちの意見を聞いたりしながら、支援していったが、上

手くいかなかったことである。その結果、そのようなときは試作品を見せることでヒントをあげた

方がよいということになった。子どもの発想力をうまく引き出すためにも、どのタイミングで見せ

るべきなのか、今後検討してみたい。 

 

■指導の実際（２年１組 第三次 第１時）        

 (1) 主眼  １年生といっしょに楽しく遊ぶための方法を交流し合う活動を通して、遊び方や 

ルール等を工夫することができるようにする。 

(2) 準備  自分が作ったおもちゃ、「材料コーナー」、「道具・安全コーナー」 

(3) 展開 

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，

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

でがいっしょに楽しく遊べる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。 

 

＜磁石で動く車グループ＞ 

C1:1 年生と遊ぶんだから、磁石で動くだけじゃ面白くないよね。 

C2:もっと動くように、坂のあるコースを作ろう。 

（めあて） 

1 年生といっしょに楽しくあ

そべるような「おもちゃラン

ド」のじゅんびをしよう。 

しよう。 

 



意見を出し合いながら活動する。  

【少人数での交流】 

 

 

 

 

 

 

 

 

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】 

 

 

 

 

（ダンボールで坂道を作り始める。）坂がちょっと高すぎるかな。 

C4:ヤクルトの位置が近すぎるから、ちょっと離した方がいいんじ

ゃない。 

C5:坂道を降りて、ボーリングをたおすようにしたら競争できて楽

しくなると思う。 

T:ボーリングにしたら、みんなで倒した数を数えて遊べるから、

もっと楽しくなったね。ただ、ヤクルトがピンだとちょっと倒

れにくいかもしれないね。 

C4:（ちょっと考えて、フィルムケースのピンに変えてみると・・・） 

 こっちの方が、軽いから良く倒れる。 

T:すごいね、こっちの方が良く倒れるからおもしろいね。 

C5:坂とボーリングを合体させたから、看板の名前も変えた方がい

いよね。看板も作りたいな。 

 

＜ゴムロケットグループ＞ 

T:ふたを改造しているの？ 

C1:１年生だったら、すべってうまくとばせないかもしれないから

キャップに切込みを入れて、とばしやすくしました。（キャップに

ゴムが引っかかるように、何度も軽く飛ばして試してみる。） 

T: 1 年生がしやすくなるように、いろいろ考えているんだね。 

C2:（３本のテープを張りながら）どのくらいまで飛んだか色分け

した方が点もつけやすいよね。 

C3:１年生は、立つところを前にしてあげたらいいよね。 

C4:新記録が出たら、印と名前も入れよう。 

T: １年生がとばしやすいように考えて優しいね。新記録があるとや

る気も出てくるから楽しそう。 

   

T:１年生と楽しく遊ぶために、どんな準備をしたのか発表してくださ

い。 

＜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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．本時の活動を振り返り、次時

の活動のめあてをもつ。 

C:5 わあ、すごいな。箱をひっくり返したらモードがかわるなん

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。他にありませんか。 

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、あ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、１年生を招待するための準備の続きをしましょう。 

 

 

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） 

１年生を招待して楽しく遊ぶ

にはどんなルールや遊び方が良

いかを、同じおもちゃのグループ

の友達と一緒に考え、意見を出し

合いながら活動する場面 

1 年生が、楽しく遊ぶための遊

び方やルールなどを考え、遊びを

創り出している。 

（発言分析・行動分析・ワーク 

シート） 

 一年生になったつもりで何度

も試しながら、遊びや遊び方、

ルールなどを考えることができ

る。 

（発言分析・行動分析・ワーク

シート） 



（５）実際の考察（単元を通して） 

○（着眼３）意欲や自信をもたせるための評価の工夫 

① 見取りの工夫について  

○ 出会う段階では、自分も動くものを作って遊びたいという意欲を高めるために、夏休みに作って 

きた作品を紹介したり、それらで遊ぶものを作った経験を伝え合うようにした。児童自らがめあて

をもって主体的に動き出していけるように参考作品や教科書等の作品は提示しなかった。素材をそ

のものを使って遊ばせるようにして、その活動の中での発言や行動観察から見取るように工夫 

した。 

 

 

 

 

 

 

○ 関わる段階では、製作の過程や遊びの中で友だちのおもちゃの工夫や自分のおもちゃのよさなど

について気付いていった。同じようなおもちゃを作っている少人数と交流しあう中で、児童自らが

「もっと○○したい」という次のめあてをもち活動が連続していった。工夫を重ねる姿を活動の様

子やワークシート、作品などから見取り表を作成し、そこで支援が必要な児童に対しては、次時の

活動時で個別指導していった。 

○ 広げる・深める段階では、「１年生が楽しく遊べるような○○をつくろう」の学習なので、「これ

は、こうしたいってこと？」「こうしたいのね。」と児童と会話しながら活動を進めていった。これ

は、磁石の反発する力を利用しての自動車をくるくると回す児童との会話である。A 児は、回すだ

けでなく人を呼ぶにはどうしたらよいか困っていた。 

 名前 前時の活動 

(友だちとおもちゃで遊んだ) 

本時における児童の思い ▲支援が必要 

１ 

 

 箱の大きさがあわなかったのが失敗。 １年生が楽しめるようにパワーア

ップさせたい。 

▲箱の大きさを助言 

 ガラガラをつくった。 ガラガラを完成させる。  

 色塗りなどをした。 １年生と一緒に遊ぶ準備をする。  

３  ちょっとしかうまくとばなかった。 パワーアップして遊ぶ準備をした

い。 

▲とばせなかったと

きは助言 

４  ２人しかこなくて悔しかった。 １年生には遊んでほしい。 ▲人をよぶ工夫を助言 

 友達のおもちゃで遊んだ。 もっととばして１年生に喜んでもらう。  

 おもちゃで友達を遊ばせていた。 看板が簡単に立つようにしたい。 ▲立て方を見守り助言 

 ルールを貼る場所を考えた。 １年生と遊ぶ準備をしたい。  

５  うまく磁石で回らなかった。 １年生と遊べるようにする。 ▲回し方を助言 

 ボーリングみたいにしたら、人がいっ

ぱいになった。 

１年生と遊びたい。遊べるように準

備する。 

◎明確にしている事

をほめる。 

 車のコースをダンボールで作った。 坂道を作ったら登れなかった。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ワークシートの工夫と活用について 

本時のめあてに合わせ、活動ごとに観点をしぼったワークシートを準備し、どのような活動をした

のか、次の時間何をしたいのかを、毎時間記述させるようにした。それによって教師が見取れていな

いところを、子どもたち自身が気付き、振り返りができた。さらにその気付きに価値づけをし、子ど

もたちに返していくことで、次の活動への意欲付けになった。また、友達や自分のアイデアのよさや

活動に向けてのがんばりに気付くこともできた。 

B 児は導入時からずっと磁石を使ったおもちゃ作りに没頭し、おもり等を入れてよく付くようにに試

行錯誤を繰り返していた。教師の「くっつくのもおもしろいけど、もっとも楽しくつれるようにする

にはどうしたらいいかな？」「糸だとからまるから、ほかにないかな。」のアドバイスをもとに改良を

重ねていった。「つれるのも楽しいけれど、つれない缶も混ぜ込んでおくと楽しいよね。」「1年生が楽

しく遊べるようによく考えたね。」等の称賛の言葉で、意欲を継続させ、気付きを深めることができ

た。 

＜第二次３時＞         ＜第二次６時＞          ＜第三次１時＞ 

友だちと遊びながら       それぞれの手作りおもちゃで    1年生が楽しく遊べる 

もっと動くように考えた後    みんなで遊んだ後         ように作り変えた後 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

について 

子どもたちの活動の中で「それはいいね。」「それはすごい。」「グッドアイデア。」という、教師の

T:よく回るようになったね。でも何か困っていることがあるのかな？ 

C1:友だちが二人しか来なかったから、１年生だともっと来てくれないかもしれないから・・・。 

C2:どうしたら来てくれるようになるかなあ。 

T:スタンプラリー集会のときは、どんな工夫をしていたか思い出してみようか。 

C3:立つところを近くにしたり、時間を計ったりもしていたよ。 

T:このおもちゃだと、立つところはかえなくてもいいよね。それじゃあ・・・ 

C4:あっ、回すときに時間を計ったらおもしろくなるかも。1 年生は（2 年生より）時間を長

くしてあげたらいいと思う。 

T:すごいことに気が付いたねえ。それだと 1 年生も楽しめるし、それを見たお友だちもまた、

面白そうだと思って、来てくれるかもしれないね。 

C5:うん。 



声かけが自信を生む。毎時間、今日の活動したことを全体で話し合う場を設定し、よかった点や改善

した方がいい点を友達から教えてもらうことで、意欲を高めたり、アイデアをもらったりすることが

できた。また、友達の作ったおもちゃコーナーで遊んだ時も、感想を書かせ、掲示しておいた。自分

達が作った遊び場の工夫を認められ、それぞれが活動への自信を深めたり。気付きを増やしたりする

ことができた。 

６，研究の成果と課題（単元を通して） 

（１）成果 

導入時に素材遊びを取り入れ、参考作品等を提示することなくおもちゃづくりに取り組んでいった

ため、作るおもちゃや遊び方が自由な発想のもとで多様に広がっていた。子どもが自分で選択し、作

ったおもちゃには、思いや願いが連続して生まれていき、その思いや願いの実現に向けて熱中して取

り組む姿が見られ、様々な気付きが生まれていった。 

また、ワークシートや場の設定、見取りの工夫など、様々な手だてをとり、児童の気付きを価値づ

けることで、児童は次時のめあてを見い出し、活動への自信にしていくことができた。 

１学期の最初は、一緒に学校探険や芋の苗植えをすることで２年生になった喜びを感じていた。本

単元では、最後に自分達の作った「おもちゃランド」に１年生を招待して遊んでもらおうという目的

意識を持つことにより、いつも１年生が喜ぶように、楽しめるように考えながら、遊び方や遊び場を

工夫する姿が見られた。自分たちが考え工夫した「おもちゃランド」で１年生といっしょに遊ぶこと

を通して、人を楽しませることの喜びを知ることができた。また「おもちゃランド」を成功させるこ

とで、計画する力や協力する力がついたことを実感し、十分な成就感も味わう事ができた。 

その後で１年生といっしょに活動した「おいもパーティー」では、ただいっしょに活動するだけで

なく、どんな準備を事前にしていたら１年生が抜きやすいのか、楽しく活動できるのかという事を子

どもたち自らが進んで考えるようになっていた。そのために、芋の葉やつるを前もって少なくしてお

いたりビニルシートもはずしておいたりしたほうが良いという意見も出された。 

学習終了後のアンケート調査では、「うごくうごくわたしのおもちゃ」の学習を通して、できるよ

うになったこと、どんな力が付いたと思いますかという問いかけに対して、 

どうやったら 1 年生が喜ぶか、1 年生が楽しくで

きるか考える力ができたなあと思いました。 

こわれたら、いろいろな考え方をして、みんなと

いっしょに協力してパワーアップする力。 

ガラポンとびっくり箱を合体させて、1 年生が楽

しめる工夫ができたから、そんな力が付いたと思

います。 

みんなで工夫して、すごいものが作れるような力

が付いたと思います。 

いろんなアイデアが浮かぶ力。 みんなといっしょに計画する力。 

（２）課題 

 似たようなおもちゃをつくるグループになって活動したため、各グループが離れた場所で活動して

いた。そのために、子どもがアドバイスを必要としている時にできなかったり、細やかなつぶやきの

見取りが難しかった。活動の振り返りをワークシートに書いていったが、表現力に差があり、うまく

自分が考えたことを書き表せなかったり、自分の良さが見付けられなかったりする児童がいた。細か

に見とれるようにするためのワークシートの工夫と、表現力を高めていくことが今後の課題としてあ

げられる。 

 


