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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．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，自分自身の成長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，自分自身の成長に気付

き，自信をもって意欲的に生活することになる。気付きの質を高める学習活動を体験することが，「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表現・交流活動」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，自分自身をよ

りよく理解し，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
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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・考え方に結びついたり，自分自身の成長に気付いたりすることが，「自分への気付きへと

つなぐ」ということである。 

「自分への気付きへとつなぐ表現・交流活動」とは、活動の中で感じたことや気付いたり分かったりし

たこと，考えたこと，もっと知りたいこと，困っていることなどを交流の中で表現し，気付きを深めなが

ら気付きの質を高め，学習の前より成長した自分自身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） 生活科教育の現代的課題から 

 現代社会では，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深め，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。 

 生活科の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

人の思いや願いをはぐくまなければならない。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深め，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２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

成果と課題が得られた。 

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

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，当初の研究から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はぐくまれていない内に，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。 

△ 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し，自分への気付きへとつなぐ指導の工夫 

２年次 平成２７年度 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 

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 

平成２５・２６年度は，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引き出したり，思

いを育んだりする導入のあり方を工夫することで，資料１のように，児童が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みられるようになってきた。また，授業の終わ

りに教師が，「次はどうしたい？」と聞き続けることで，児童自身で次時の活動のめあてを決めたり，め

あてを持ち続けたりすることができるようになってきた。 

しかし，課題として，活動や体

験で得られた気付きを児童自ら

表現したり，互いに気付きを交流

したりしながら，自分の気付きを

より深めることは十分にできて

いない。また，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は少ないのが実態である。 

児童自らがめあてをもって動き出し，対象と関わり続けることができるようになることや，気付きなど

を表現したり伝え合ったりして気付きの質を高め合ったり，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・考え方を変えたりし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。 

 そこで，本年度は次のように， 

【資料１】本校児童の実態（教師によるアンケート）  ○成果  △課題 

○ 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。 
○ 人，もの，ことの環境を生かしながら関わらせ方を工夫すれば，児童自ら「やってみたい」
という思いや願いが生まれてくるようになってきた。 

○ 児童が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
が見られるようになってきた。 

○ どの時間も，授業の終わりに教師が「次はどうしたい？」と聞き続けることで，児童自身で

次時の活動のめあてを決めていくことができるようになってきた。 
△ 活動や体験で得られた気付きを児童自ら表現したり互いに気付きを交流したりしながら，自
分の気付きをより深めることが十分にできていない。 

△ 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。 
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○ 対象に対して，自分なりの思いや願いをもち，めあてを新たにしながら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表現したり伝え合ったりして，気付きをより深めていく子ども 

○ 活動や体験を通して，自分自への気付きを深め，自信をもって意欲的に生活できる子ども 

の姿を目指して研究に取り組むことにする。 

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 気付きの質を高めるための発問や言葉かけの工夫を行う。 

③ 自分への気付きへとつなぐ表現活動と交流活動の工夫を行う。 

これらの手立てをとるならば，子どもが自ら活動し，考え，自信を深めながら自立への基礎を養うこと

ができるであろう。 

４．仮説実証のための具体的な着眼 

（１） 着眼１ 子ども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を抱くような導入を昨年度

に引き続き工夫していく。 

（２） 着眼２ 気付きの質を高めるための発問や言葉かけの工夫 

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，教師の発問や言葉か

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２】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，どこでどのような発問や言葉かけをするのかを

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。また，児童の活動意欲を刺激したり，発想を引き出したりする発問や，

「次，どうしたい？」と聞き続けることで，児童がめあてを新たにしながら繰り返し関わっていくことが

できるようにする。 

また，当然のことながら，児童の気付きを予想し，気付きの質を高めていくためには，教師の日々の児

童に対する見取り【資料３】が重要となってくる。教師は，児童一人一人の学習状況や気付きを内容面・

方法面・心情面など，あらゆる方向からきめ細かく見取り，分析，蓄積しておき，日々の支援計画（発問

や言葉かけ）に活かしていくことができるようにしていく。 
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【資料２】 

           

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【資料３】日々の見取りを授業に活かす「見取り支援表」 
 

名前 
飼育している生

き物 

活動の様子 
（※生き物の立場にたった世話） 
（☆持ち帰り、朝、またもって登校） 

本時の思い 予想される支援 

①  

ダンゴムシ 
コオロギ 
バッタ 

進んで家に持ち帰り、キャベツ、カボチ
ャなどの餌を持ってきた。虫と遊びた
い、カマキリを捕まえたいという思いが
強い。 

・遊びコーナー 
ダンゴムシを手のひらに乗
せたい。 

生き物が増えてきた。ふれ合いを楽し
む姿を見守る。 

②  
バッタ 
コオロギ 

楽しくバッタ、コオロギを見つける。 ・遊びコーナー 
バッタさんとお話がしたい。 

バッタへの親しみが増すように、ふれ
合う機会を増やす。 

③  
バッタ 
メダカ 
セミ 

生き物博士。取り合いをすることもあ
る。 

・遊びコーナー 
バッタのとびあいこをした
い 

バッタとのふれ合いを見守りながら、
本人らしい気付きをほめる。 

④  
バッタ 
ヤモリ 

虫博士。友達に「弱っているから、逃が
してあげり」とアドバイスする。 ※☆ 

・遊びコーナー 
バッタでお相撲 

生き物に優しい言動を見取り、称賛し
ていく。 

⑤  
バッタ 進んで持ち帰り、りんごを食べさせる実

験。「ぴょんと飛ぶのがすごかった。」と
記述。 

・なりきりコーナー 
バッタになりきって遊びた
い。 

バッタの特徴をよく捉えているところ
を称賛する。 

⑥  
バッタ 
ﾜﾗｼﾞﾑｼ 

「ダンゴムシは、先が丸い。わらじ虫は、
先がとんがっている。」と気付きを記述。 

・餌やりコーナー 
ダンゴムシに枯れ葉をやり
たい。 

ダンゴムシさんをかわいがっている姿
を称賛し、見守る。 

⑦  
バッタ 進んで家に持ち帰り、気付いたことをカ

ードにかいてくる。友達と一緒に仲良く
協力してバッタを捕った。 ☆ 

・遊びコーナー 
バッタの飛びあいと、コオロ
ギの鳴き声を聞く。 

いつも一緒にいるからこその気付きを
称賛する。 

（３） 着眼３ 自分への気付きへとつなぐ表現活動と交流活動の工夫 

① 表現活動の工夫 

本校では，これまで１時間の授業のまとめの段階（振り返りの活動）

において，児童一人一人が，本時の活動をめあてに沿って個々に振

り返ることができるように，振り返りの活動を行ってきた。そこで

は，個の活動内容や思いに応じた振り返りカードや，活動ごとに観

点をしぼった振り返りカード【資料４】に自分自身で本時を振り返

り，絵や言葉などで表出できるようしてきた。教師は，カードに表

現された内容や，活動や体験の中での児童の発想や言動，関わり方

を見取り，児童の気付きの内容や学びのよさなどを受け止め，全体

での交流の場で取り上げ紹介してきた。引き続き昨年度までの表現

活動も 活動場面に応じて行っていくが，本年度は，特に，自分への

気付きへとつなぐために，次のような表現活動を取り入れるように

する。 

◆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深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 

・どうしたいのかな？ 

・どう思った？ 

【資料４】 

◆活動意欲を刺激したり，発想を引き出したりする発問 ◆めあてを持ち続けるための発問 

○ 意欲 
・できそうだね！ 

・やってみる？ 

・楽しくなりそう！ 

○ 方向付け 
・次，どうしたい？ 

・次，どうする？ 

 

 

○ 発想 
・何かできないかな？ 

・どうしようか？ 

・何みたい？ 
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○ 多様な表現コーナー（お尋ねコーナー・お知らせコーナーなど【資料５】）を設け，児童が見付けた

り気付いたりしたことや、分からないことや困っていることなどを，カードや付箋紙に書いて知らせ，

互いに見合うことで，気付きを増やしたり深めたり，問題解決への糸口を見出したりすることができる

ようにする。 

 

 

 

 

 

 

○ 児童が書きたい、表現したいといった表現意欲をかき立て，表現し伝え合うことのよさが実感できる

ように表現カード【資料６】の工夫（観点の焦点化・カードの分量・色分けなど）や，活用方法（いつ・

どこで・どのように）を学年や単元に応じて工夫していく。 

 【資料６】 

 

 

 

 

 

 

② 交流活動の工夫 

② 交流活動の工夫 

表現カードや付箋紙に表現したものを基に，学級全体に広げる交流活動を工夫する。 

昨年度までは，1単位時間のまとめの段階に表現したカードや，小単元ごとに表現した振り返りカード

などは，児童が個人個人でポートフォリオ的にファイリングしてきた。そして，単元のまとめの段階では，

それらを基に，自分のがんばりや成長への気付きを実感する手がかりとし

て活用することが多かった。 

しかし，本年度は，①の表現活動が，今の自分にとって必要と感じたと

きに表現し，グループの友達や学級全体に知らせたり伝えたりすることが

できるようにしていく。また，児童にとって交流の必要性（聞きたいこと

がある，伝えたいことがある）が生まれたときに，交流活動【資料７】が

自然にできるようにしていく。このことにより，これまでのような仕組ま

れた交流ではなく，児童が求める交流活動となるのではないかと考える。 

このような交流活動により，児童は，気付きの質を高め，活動のヒント

やアイデア，解決への糸口を見付け，次の活動へとつながっていくものと

考える。また，発表ステージ【資料８】を複数設定するなどして，カード

や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ことも本年度は継続して行うよう

にする。交流の中で，双方向に気付きが往き来する表現活動を活発にする

ことで，対象への気付きが自分自身への気付きへとつながっていくようにしていく。 

【資料５】 

 
 

  

資料８ 

 

資料７ 
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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９】 

 

【資料９】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度は，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」をサブテーマに設定し，

研究を進めている。 

児童の無自覚な気付きや素朴な気付きを自覚させたり，気付きを深めたりしながら，気付きの質を高め， 

自分自身の成長への気付きへとつなぐために，①子ども自らめあてをもって動き出す導入の工夫、②気付 

きの質を高めるための発問や言葉かけの工夫、③自分への気付きへとつなぐ表現・交流活動の工夫を着眼 

に据え，研究に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜着眼１＞ 
子ども自らめあて
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 

・自分との関わりから 
 

人・社会・自然 

意欲や自信を深める 

・自分の思いや願い，気
付きを豊かに表現し，
伝え合う。 

・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。 

・自分の成長に気付き，
自信をもって意欲的
に生活する。 

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２＞ 
気付きの質を高めるための発問や言葉かけの工夫 

＜着眼３＞自分への気付きへとつなぐ表現・交流活動の
工夫 

・表現活動の工夫 

・交流活動の工夫 

思いや願い 

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～ 


