
 

第２学年 生活科学習指導案 

 

 

【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」 

～子ども自らめあてをもって動き出し，自分への気付きへとつなぐ表現・交流活動の工夫～ 

 

 

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（男子１８名，女子１２名，

計３０名）は，自分の思いや考えで活動で

きる生活科の学習が大好きである。また，

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も

好きである。生活科アンケートでも，「身の

回りのものを使って，何かを作るのが好き」

と全員の児童が答えている。しかし，遊び

方を工夫することは，嫌いと答えている児

童が５名程いる。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「くまっこのあきとなかよし」

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。遊び方を工夫しながら，

みんなで楽しく遊ぶ体験もしている。 

また，園の友達を「秋ランド」に招待し

て，遊び方を工夫したり，一緒に遊んだり

して，交流をしてきている。 

２年生の１学期に，図画工作科「ぷかぷ

かゆらゆら」で，ペットボトルや発砲材な

ど，必要な素材を集めて水に浮かぶおもち

ゃづくりをした。児童は，その後も，素材

を集めるなど，集めた素材で何かを作る活

動に興味・関心が向いているのが実態であ

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。」，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，身近な人々とかかわること

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。」を受けて設定したものである。 

 ここでは，身近にある自然を利用したり，身近

にある物を使ったりなどして，遊び自体を工夫し

たり，遊びに使う物（動くおもちゃ）を工夫して

作ったりすることが主な活動である。 

そして，その過程を通して，遊びの面白さや自然

の不思議さに気付くとともに，みんなで遊びを楽

しむことができるようにすることを目指してい

る。 

また，おもちゃ作りの過程で，互いの気付きや

疑問を交流し合うことで，互いのことを理解し合

ったり，心を通わせたりして関わることの楽しさ

が実感として分かり，身近な人と進んで交流でき

るようにすることも目指している。 

さらに，１年生と一緒に作ったおもちゃで遊ぶ

ことにより，おもちゃを改良する面白さや楽しさ，

自分や友達のよさに気付き，関わる楽しさや達成

感・成就感を味わうことができるようにすること

もねらいである。 



３ 本単元における具体的な手立て 

１ 子ども自らめあてをもって動き出す導入の工夫 

○ 単元の導入に当たっては，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自由に遊ぶ活動から，「何かで

きないかな？」といった単元の導入を図ることにより，児童から，素材の特徴や動きを生かした

「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るようにする。児童自らが「お

もちゃをつくりたい」と思い，身の回りの素材を見直し，必要な材料を準備することで，「ぼく

の・わたしのおもちゃ作り」へと自らめあてをもって動き出すことができるようにする。 

２ 気付きの質を高めるための発問や言葉かけの工夫 

○ 学習を進めていく中で，児童の思いや願いを育み，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，めあてを具体化し，児童に活動内容が

イメージできるような教師の発問を工夫していく。また，活動中は，個々の思いや願い等を見取

り，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

りすることができるようにしていく。授業のまとめの場面では，「次，どうする？どうしたい？」

と聞き続けることで，児童が，めあてを持ち続けることができるようにしていく。 

３ 自分への気付きへとつなぐ表現・交流活動の工夫  

○ 動くおもちゃを作ったり，遊び方を工夫したりしていく過程では，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同士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，児童の力で「タイム」を設けて集

まり，思いや考えを交流することのできる交流活動も必要に応じて取り入れていくようにする。 

○ 気付きを絵や言葉で表現できる励ましカードやアドバイスカードなどの表現カードを何種類

か用意する。自分の思いに合った表現カードを選ぶことで，発見や驚き，喜びや疑問などの気付

きを表現し，伝え合うことができるようにしていく。 

○ 授業のまとめの段階では，全体で交流する場を設定する。言葉だけでなく，実際の物を使って

説明できるようにする。互いのよさを認め合い，共感し合い，質問し合うことで，気付を増やし

たり，気付きの質を高めたりすることができるようにする。必要に応じて，新たな気付きなどを

振り返りカードに表出できるようにして，学びの足跡を残すようにする。 

○ 単元の振り返りの場面では，自分や友達のがんばり，自分自身の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や身に付

けた力をこれからの生活に生かしていくことができるようにしていく。 

 

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できる。 

○ 工夫したり，楽しかったりしたことなどを

絵や言葉で表現し伝えることができる。 

○ 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。 



５ 指導計画と評価計画（総時数１３時間） 

主な学習活動 

（★子どもの意識） 
指導・支援上の留意点 

評価規準 

（評価方法） 

第 1次 身近にある素材を動かして遊ぼ 

う           （１） 

（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。     ①  

★ 色々な動きをするよ。 

★ ゴムを使ったら飛ぶよ。 

★ 動くおもちゃを作ってみたいな。 

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  

★ 速くしたり，遠くに飛ばしたりす

るには，どうしたらいいだろう。 

★ 輪ゴムを 2本にしてみよう。 

 ★ 友達はどうしているのかな。 

 ★ もっと○○したいな。 

 

 

 

(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。    ③ 

 

 

★ 友達の方が，よくとぶな。どこが

違うのかな。 

★ なるほど，やってみよう 

 

 

 

 

 

(3) みんなでそれぞれの手作りおもちゃ

で遊ぶ。          ② 

 ★ ○○君のおもちゃで遊んでみた

い。 

 ★ どこが違うのだろう。 

○ それぞれの素材の動きや特徴に興味・関心を

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。 

○ 素材の特徴や動きの面白さに気付き，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ため，どん物がどんな動き

をして楽しかったかを伝え合うようにする。 

 

 

 

○ 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十分に確保していく。 

○ 自分のおもちゃづくりに必要な材料を選び

出すことができるようにするため，自分が作り

たいおもちゃに必要な材料を身の回りから収

集するようにする。 

○ 安全に活動するため，道具の使い方を掲示

し，決まった場所で刃物を使うことを児童と約

束をする。 

○ 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

たおもちゃを作っている者同士で活動できる

ようにしたり，お尋ねコーナーをつくったりし

て，他の友達のアドバイスも受けられるように

する。 

○ グループの友達の知恵をかりても解決でき

ないときは，「タイム」を設けてみんなで集ま

り，アイデアの交流ができるようにする。 

○ 「もっと高く，もっと速く，もっと遠く」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。 

○ 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

ア 素材を転がしたり飛

ばしたりして動きの面

白さや動かし方に興

味・関心をもち，楽し

く遊ぼうとしている。 

（発言・行動・カード） 

 

 

 

 

イ 自分がつくりたいお

もちゃを考え，身近な

ものの中から必要な材

料を選び，動くおもち

ゃを作っている。 

（発言・行動・対話・カ

ード） 

 

 

 

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・カ

ード） 

ウ 友達とかかわって遊

ぶ楽しさ，友達の良さ

や自分との違いに気付

いている。（行動・発

言・対話・カード） 

ア 友達とかかわりなが

ら，みんなで楽しく遊

ぼうとしている。 

（行動・発言・対話） 

 



 ★ 一緒にサツマイモを植えた１年生

とも遊びたいな。 

 ★ もっと楽しく，１年生でも遊べる

ようにルールや遊び方を変えよう。                   

 

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年生のことを考えながら遊んでみ

る。（１年生になったつもりでの試し遊

び） 

① 

＜本時＞ 

 

 

 

(2) 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して

「おもちゃランド」の準備をする。 

②    

 ★ 似たおもちゃで集まって比べなが

ら遊ぶ準備をしよう 

 ★ ○さんのは，こうしたらいいよ。 

 ★ 合体させよう。 

(3)  1年生と一緒に「おもちゃランド」

で遊ぶ。          ① 

 ★ 1年生に，遊び方を教えよう。 

 ★ 一緒に遊ぼう。 

 

 

 

第４次 「うごく うごく わたしのお

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 

 ★ 自分や友達のがんばりをまとめよ

う。 

★ ○○なことをしたから，○○にな

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，１年生を意識した

おもちゃの改良やルール変更をして，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，遊び方を工夫し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伝え合

 

 

 

 

 

 

 

イ １年生になったつも

りで遊ぶながら，一緒

に楽しく遊ぶための遊

び方やルールなどを見

直している。 

（つぶやき・行動・アド

バイスカード） 

 

イ 比べたり，試したり，

見立てたりして，遊び

を工夫している。 

 

 

 

 

 

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・カード） 

 

 

 

 

 

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・カード） 



った。 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。  

 

２年１組 

本時の学習 （第３次１／４） 平成２７年１１月１２日（木曜日）第５校時 於くまっこルーム 

 (1) 主眼  １年生になったつもりで遊ぶ活動を通して，１年生と一緒に楽しく遊ぶための遊び

方やルールの工夫について交流し合う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 

児童の活動 

児童の思いや願い・予想される発言 

○教師の指導・支援 

◆評価規準（評価方法） 

１．本時のめあてを確認し合う。 

 

 

 

 

２．1 年生になったつもりで遊んでみる。 

【半分ずつ分かれて交流する。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「1 年生になったつもり」，「1 年生が喜ぶ」を

キーワードにして，試し遊びをしながら，遊

び方やルールなどを見直すことができるよう

にする。 

○遊んでみたら，必ずアドバイスや感想を伝え

たり，ミニカードに書いたりすることを約束

する。 

○ 子どものつぶやきや思いに共感したり，発

想を引き出すような言葉かけをしたりする。 

○ 遊び方・ルール・おもちゃの改善点に気付

いたことを認め，称賛する。 

○ 教師も１年生役になって遊び，感想を言う

などしてヒントとなるようにする。 

 

○ アドバイスや感想などをミニカードに書い

て友達に渡すようにする。 

 

◆ 1 年生になったつもりで遊びながら，一緒

に楽しく遊ぶための遊び方やルールなどを見

直している。 

＜思考・表現＞（つぶやき・行動・ミニカード） 

 

○ 遊び方やルールを見直している児童を把握

しておき，全体での交流で具体的に称賛し，

１年生だったら，ちょっと

むずかしいんじゃない？ 

コースから出

てしまうよ。出

ないように仕切

りがほしいね。

を簡単にしたら

どうかな。 

 

めあて：１年生と楽しく遊ぶことができるようにアドバイスし合おう。 

 

Ｔ：どうですか？

１年生と一緒に

楽しく遊べそう

ですか？ 

これは，コースがまっすぐだから，うまくいって，

1 年生は喜ぶだろうね。でも，数は，すくないかな？ 

数を増やして，１年生が選べるようにしよう。 

１年生では，無理か

も？ルールをもう少し

簡単にした方がいいか

も？ 

１年生でもむずかし

い方ができたとき，う

れしいんじゃない？ 

1 年生でも倒しやすい的にした方が

いいんじゃない？ 

そうしよう！ 



 

２．1 年生と一緒に楽しく遊ぶための工夫を，他の友

達に伝える。 

【全体での交流】 

・ 工夫したいことを出し合う中で，自分や友達の

考えのよいところを見つける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．本時の活動を振り返り，次時の活動のめあて

をもつ。 

 ○ 振り返りカードに次時のめあてなどを記入

する。 

価値付ける。 

 

 

 

○ １年生と一緒に楽しく遊ぶための遊び方や

ルールなどについてミニカードをもとに，意

見を出し合う。 

 

○ できる限り，実物を使って説明し合うよう

にする。 

 

○ おもしろいと思った遊び方やルールはない

か，自分にも取り入れられるところはないか

を考えながら聞くようにし，互いの気付きが

深まるようにする。また，自分や友達の考え

のよさに気付いたり，次時の活動へのヒント

にしたりすることができるようにする。 

 

 

 

 

○ 改良点など工夫のよさを称賛したり，自信

をもたせたりして「○○○○」への意欲を高

める。 

  

 

○ 「次の時間，どうする？どうしたい？」と，

児童に尋ね，次の時間にしたいことを発表さ

せ，どの子も次時のめあてがもてるようにす

る。 

 

○ それぞれのめあてを価値付け，「○○○○」

の準備が意欲的にできるようにする。 

 

 

 

 

今日，友達に「もら

ったアドバイスを

実行し，遊んでみた

り，準備をしたりし

たいです。 

Ｃ：ああ！！ 

ナ イ ス ア イ デ

ア！だね。 

。 

Ｃ：いいねえ！！ 

コースに点数をつけて，だれが遠

くまでいくか，競争をしたら，１

年生ももえると思います。 

的が倒れにくくて面白くなかっ

たので，○○さんがアドバイス

してくれたように，倒れやすい

的に変えようと思います。 

言葉で説明してもわ

かりにくいと思うので，

やってみせようと思い

ます。 

Ｃ：いい考えだと

思います。 

早く続きがしたいなあ。 

次の時間にしたいこ

とは決まりましたか？ 

Ｃ：遠くまでいった１年

生には，ボーナスポイン

トをつけたいと思いま

す。喜ぶと思います。 


