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変化の激しい未来社会に向けて，新しい教育への質的転換として，「課題の発見と

課題の解決に向けて主体的・協同的に学ぶ学習」が，クローズアップされている。児

童一人一人が，思いや願いの実現に向けて学習活動に取り組み，問題の解決に向けた

一連の学習活動を連続する中で，自ら学び，共に学ぶことが期待されているのである。

まさに，体験と問題解決的な学習を通して，気付きの質を高め，自分自身についての

理解などを深めていく生活科学習のねらいそのものである。 

そこで，本年度は，以下のような研究の着眼を設定し，子どもが自らめあてをもっ

て動き出し，自分への気付きへとつなぐ生活科の授業研究を試みた。 

着眼１「子ども自らめあてをもって動き出す導入の工夫」 

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活動と交流活動の工夫」 

 研究の成果として， 

○ 子ども自らめあてをもって動き出す導入の工夫により，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上がり，児童自らめあて

をもって動き出すことができた。また，かかわる対象が変わっても，めあてを新た

にしながら，意欲的に問題解決に取り組むことができた。 

○ 気付きの質を高めるための教師の発問や言葉かけによって，児童に疑問や発見が

生まれ，意識が途切れることなく対象とかかわり続けることができた。 

○ 表現したり交流したりする活動を工夫することによって，一人一人の気付きを全

員で共有することができ，みんなで共に高め合うことができた。また，活動を振り

返って，自分自身の成長への気付きへとつなぐこともできた。 

ここに研究をまとめるとともに，今後は得られた成果と課題を踏まえて，さら 

なる生活科の本質に迫る研究の深化・充実に努めたい。 
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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の思考を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，平成２５年度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，本年度は次のような児童像を目指して研究に取り組むことにした。 

【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ようになってきた。 
○ 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，自分自身への気付きを深め，自信をもって意欲的に生活できる子ども 

 

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」と自分との関わりが自覚できるように導入する。 

 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【資料５】（お尋ねコーナー・お知らせコーナーなどを設け，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。 

【資料５】 

 

 

 

 

 

○ 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 

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

 
 

  

資料８ 

 

資料７ 
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への気付きへとつながっていくようにしていく。 

５．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，研究に取り組むこととした。 

６．研究の実際と考察 

■実践事例 第１学年 単元名「いきものとともだち」（総時数９時間） 

本単元は、学習指導要領の内容（７）「動物を飼ったり、植物を育てたりする活動を通して、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、大切にできるようにする。」（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、学校にいる生き物にふれ合ったり、身近

な場所での生き物を見つけたりしながら、生き物を育てたいという気持ちを抱かせ、それらの生き物に対

する継続的な世話や関わりを通して、生き物も自分たちと同じように命があること、成長していることに

気付くとともに、生き物に親しみをもって大切に世話ができるようにすることをねらいとしている。 

＜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～ 
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 また、生き物を世話する中で、気付いたことや疑問に思ったことなどをカードに表現し、友達や上級生

に見せたり、そのことに対する解答をもらったりする交流活動を通して、交流することの楽しさを味わう

こともねらっている。さらに、飼育活動の中で、友達と協力することの大切さや、生き物のことを考えた

世話ができるようになった自分や友達の成長やがんばりにも気付いていくこともねらっている。 

【資料１０】単元の目標 

【資料１０】単元の目標（北九州スタンダードカリキュラムより） 

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 

○ 生き物やそれらの育つ場

所，変化や成長の様子に関心

をもち，親しんだり，大切に

したりしようとする。 

○ 季節の変化に関心をもとう

とする。 

○ 虫などの生き物の育つ場所について考えな

がら探したり，えさやすみかを工夫して飼育

したりすることができる。 

○ 思いや願いをもって生き物を飼ったり，世

話をしたりしたことを絵や文等ですなおに表

現することができる。 

○ 動きやえさなど生き物の特徴や生き物

の場所に気付く。 

○ 生き物は生命をもっていることや，成

長や変化していることに気付く。 

○ 飼育を通して，自分自身の生き物への

親しみが増していることに気付く。 

【資料１１】学習計画 

【資料１１】   主 な 学 習 活 動 （総時数９時間） 

第一次 生き物みつけをしよう（３時間） 
  (1) 田良原公園で生き物みつけをしよう。①＋（常時活動） 
  (2) 学校で生き物みつけをしよう。① 
  (3) 見つけた生き物をカードに書いたり，紹介したりしよう。① 

第二次 生き物とともだちになろう（４時間） 
  (1) 生き物が喜ぶ世話をしよう。①＋（常時活動） 
  (2) 生き物となかよくなろう。②＋（常時活動） 
  (3) 生き物ともっとなかよくなろう。① 

第三次 生き物を紹介しよう（２時間） 
  (1) 友達に自分の生き物じまんをしよう。①  
  (2) 生き物をこれからどうするのか，みんなで考えよう。① 

 本単元における具体的な手立ての実際について述べる。 

 （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」の実際 

第一次の、「いきものみつけをしよう」では、休み時間などに生き物を見つけてきた児童から、飼育ケ

ースに入れて、生き物を飼うことができるようにすることで、自然と、生き物に興味・関心を高め、どの

子も「生き物を飼ってみたい。」という思いや願いが生まれるようにした。くまっこの畑やくまっこの森

の近くで授業を行うことで、生き物見つけへの意欲を高めるようにしたのである。生き物が苦手な児童に

は、まずは近づき、よく観察することから始め、無理に捕まえなくてもよいことを伝え，捕まえたい生き

ものが見つかれば、得意な友だちと協力して捕まえるようにしていくようにした。 

実際の導入場面での児童の様子である。 

○ 主眼 生き物を見つけたり，生き物とふれ合ったりする交流活動を通して，生き物をもっと自分の

側に置いていたい，育ててみたいという思いや願いをもつことができるようにする。 

 実際には，日常の学校生活の延長から単元の導入を図るようにした。休み時間など【資料１２】に生き

物を見つけてきた児童から飼育ケースに入れて，生き物を側に置くことができるようにすることで，自然 

と生き物への興味・関心を高め，どの児童にも「自分が持っていたい」 

「飼ってみたい」という思いや願いが生まれるようにしたのである。 

第一次の１時間目に近くの田良原公園で生き物見つけ 

【資料１３】をした後，２時間目は，「学校で生き物をみ 

つけよう」の授業を行った。単元の導入場面である。ここ 

では，生き物を見つけるだけでなく，生き物はどんなとこ 

 

【資料１２】 休み時間，畑で生き物見つけ 
「何かいる，バッタだあ。」 

「見せて，見せて！」 

 
【資料１３】田良原公園で生き物見

つけをする場面 

「トンボだあ！」 

「バッタもいるよ！」 
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ろにいるのか，どのようにして捕まえるとよいのか，どのように持つのかなどについても友達同士で情報

を交流することで気付きが深まっていくようにした。 

 バッタを見つけて歓声をあげる児童，友達と一緒に 

生き物が捕れたか確かめ合う児童【資料１４】，畑から 

くまっこの森に移動して【資料１５】次々に見つけて喜 

ぶ児童，捕まえてもまだ触れず，友達の力を借りて飼育 

ケースに入れる児童と様々であった。 

 このように，日常の学校生活から本単元へと自然につながるようにしながら，どの児童も「ぼく・わた

しのバッタ，○○」というように，お気に入りの生き物が見つかるように，様々な場所での生き物との触

れ合いや友達との交流ができるようにした。その結果，「ぼくの・わたしの○○ちゃんが喜ぶおうちにし

よう」とか，「えさをあげよう，何を食べるのだろう」と，それぞれの思いを持ち続けながら飼育活動に

入ることができたのである。 

（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」の実際 

 「いきものとともだちになろう」の単元は，総時数９時間と少なく，生き物と一緒に過ごす常時活動に

多くの時間を充てることとなる。1日の学校生活の中で，児童の生き物との関わり方を行動観察やつぶや

き等から，その児童ならではの気付きに共感したり称賛したりしながら価値付け，児童の気付きが質的に

高まっていくようにした。また，表現カード（「教えて？カード」「おしえるよ！カード」「じまん！カー

ド」「がんばったね！カード」や「振り返りカード」など）に，教師がコメントを入れる【資料１６】こ   

とで，「この後どうなるのだろう？」と楽しみや興味をもち，「この続きを書きたい」という気持ちにする

ことができた。また，表現カードを書き続ける中で，生き物の変化・成長への気付きも表現できるように  

なっただけでなく，自分自身の成長への気付きにもつながっていったのである。 

 

 

【資料１６】 

 

 

 

（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」の実際 

第二次の「いきものとともだちになろう」では，生き物とふれ合ったり，一緒に遊んだりする楽しさを

味わったり，捕まえた虫を観察したり，餌やすみかを用意したりする中で，「ずっと長く生きてほしいな。」

「何を食べるのかな。」「おうちはいらないのかな。」など，児童が思いを持ち続けながら飼育活動を続け

ていくことができるように，分からないことや気付いたこと，疑問に思ったことなどを「自慢カード」や

「おしえてね？カード」【資料１７】に書いて，「生き物伝言板」【資料１８】に貼り，友達と情報交換を

することができるようにした。 

また，上級生に尋ねたりする 

表現活動も行った。上級生に質 

問に対する答えを付箋紙に書い 

て貼ってもらう【資料１９】こ 

とで，分からないことを解決しながら生き物飼育を楽しんだり，友達や上級生との交流を楽しんだりして

いくことができるようにした。教師は，児童の疑問（？）やびっくり（！）に共感し，解決への意欲を高

  

【資料１４】 
【資料１５】 

 「飼いたいねえ！」 
「わたしも！！」  

「やっぱりくまっこの
森の方がいるよ！」 

   

【資料１８】１年生各教室廊下の「生き物伝言板」 

 

C:ショウリョウバッタ

がショウリョウバッ

タをおんぶしていま

した。 

T:いつも，よくみてい

るから，わかるので

すね。 
 

＜自分へ＞ 

C:きょういっぱい遊ん

であげましたね。前

は、触れなかったのに

ね。 

T:虫さんと仲良くなっ

て，たくさん触れるよ

うになったね。 

 
 

【資料１７】 

「おしえて

ね？カード」 
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めていくとともに、虫の様子や生育環境に気付き，それらを大 

切に飼うことができるようにしていったのである。また，教師 

が「すみかをつくるよ。」と指示するのではなく、児童が、すみ 

かの必要性に気付いたり、どんなすみかがよいのかを考えたり 

することができるようにし、「虫が喜ぶすみかをつくりたい」という思いや願いをもって活動に取り組ん

でいくことができるようにしたのである。着眼１「子ども自らめあてをもって動き出す導入の工夫」と，

着眼２「気付きの質を高めるための発問や言葉かけの工夫」を行った結果，次のような児童の姿が見られ

るようになった。 

①は，１年生の登校時の様子である。ほとんどの児童が，毎日，家に飼育ケースを

持ち帰り，また次の日の朝，持って登校してくるといった日常が学習終了時まで続い

たのである。いつも側に置いておきたい，気になる存在となっていった。 

②は，登校して教室に入るとすぐに自分の生き物の所に行き，「元気かな？」と様子

を観ているところである。 

③は，登校してきてランドセルを置くと，自分の生き物のお家作りを始めている児

童である。担任に言われたわけでもなく，自然と自分から行っていた。 

④は，自分の生き物を机の上に置いて，教科書の「生き物図鑑」のページを開いて，

餌や生き物のお家はどんなものがよいのかを調べていた。 

⑤の飼育ケースは，女の子の作った生き物のお家である。どの児童も，自分の生き

物が喜ぶようにと一所懸命活動する姿を見ることができた。 

⑥は，下校の様子である。自分の生き物と一緒に家に帰っているところである。も

うすっかり家族のようになっており，①から⑥の写真の児童だけでなく，どの児童も，

それぞれの思いをもって生活している様子が見て取れたのである。 

第三次の，「いきものをしょうかいしよう」では，自分の生き物の「自慢」を友達に

伝えるという活動を通して，自分の生き物について気付きを深めたり，自分の成長に

気付いたりすることができるようにした。発表を聞いた後に，聞き手の児童は，その

発表のよかったところ，その生き物のすごいと思ったところ，友達のがんばりなどを

必ず伝えるようにし，発表した児童が満足感や成就感を味わうことができるようにし

た。以下は，第三次１時の「友達に自分の生き物じまんをしよう。」の実際の授業での様子である。 

○ 主眼 これまで生き物を育ててきて心に残ったことを友達に伝える活動を通して，自分自身や友達の

よさや成長に気付くことができるようにする。 

【資料２０】教師の指導，主な発問・言葉かけ ○主な学習活動，児童の反応 

１．本時のめあてを確認する。 
Ｔ：今、何の勉強をしていますか。 
Ｔ：そうですね。みんな仲良くなれましたか。 
Ｔ：これを見てください。 
（これまでの活動の写真をテレビで提示） 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｔ：こんなに仲よくなるまでには、いろいろなことがあ

１．本時のめあてを確認する。 
Ｃ：「いきものとともだち」です。 
Ｃ：はい。 
 
・これまでの活動の様子を VTRで振り返る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
【資料１９】全校児童に向けての「生き物伝言板」 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

 

田良原公園で虫さんを探しま

したね。こうして出会ったね。 

お家をつくったり，餌を入れたり，い

ろいろお世話をしてきましたね。 
鼻につけても逃げないくらい仲良くなったね。 
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ったのでしょうね。どんなふうにしてこんなに仲よく
なれたのかな？聞いてみたいね。今日は、何をするの
でしたか？ 

 
 
 
Ｔ：生きものを育ててきてどんなことが 

あったのか、聞くのが楽しみです。 
 （発表の手順等について，図で説明 

する。） 
 
Ｔ：一人２分です。２分たったら、タイマーがなります
ので、お話を聞いた外側の人が動きます。 

Ｔ：お話を聞いた人は、「すごいね。」とか、「がんばっ
たね。」とか、「かわいいね。」とか、何か必ず、思っ
たことを伝えましょう。 

Ｔ：では、始めましょう。 
 
Ｔ：質問をしても 

いいですよ。 
 
Ｔ：１人目の人は、終わりです。外側の人は、場所を１

つ移動してください。では、２人目の人は、始めま
しょう。 

 
 
Ｔ：何か一言、言って 

あげてください。 
 
 
Ｔ：１つ移動しましょう。 
  始めてください。 
 
 
Ｔ：１つ移動しましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｔ：内側の発表する人と外側の聞く人が交代しましょ
う。では、始めてください。（後半も同じように進行） 

 
 
Ｔ：では、教室に戻ります。虫は置いていこうと思いま

すが･･･ 
Ｔ：では、教室に持って行く人は、机の下に置いてくだ

さいね。 
 
Ｔ：友だちの話をたくさん聞きましたね。どうだった？ 
Ｔ：友だちの話を聞いて、友だちのがんばりを見つけら

れた人？ 
 
 
 
 
Ｔ：Ｎちゃん、どうしていろいろ知っていたの？ 

Ｃ：いままで虫をお世話してきて、心に残っていること
を発表します。 

・めあてを確認する。 
 
 
 
２．友達に心に残っていることを伝える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ１：わたしのバッタは、パイナップルを食べます。 
Ｃ２：え！パイナップルを食べるんですか？ 
Ｃ１：わたしのバッタはよくとびます。 
Ｃ２：どうやってとぶんですか。 
Ｃ１：（動作で）ピョンと！ 
Ｃ２：（とびかたのまねをする）ピョンと！ 
Ｃ２：パイナップルを食べるのがびっくりしました。 
 
Ｃ３：ぼくのバッタは、なしをよく食べます。 
Ｃ４：１日どのくらい食べますか。 
Ｃ３：１日、半分くらい食べます。 
Ｃ４：さわってみてもいいですか。 
Ｃ３：いいですよ。おとなしいです。 
Ｃ４：かわいいですね。 
Ｃ４：なしをあげたりして、がんばったね。 
 
Ｃ５：ぼくのバッタはよくとびます。 
Ｃ６：どのくらいとびますか。 
Ｃ５：虫かごの一番上に届くくらいです。 
Ｃ６：とんだ！とんだ！すごいね。 
 
Ｃ７：わたしの「つのながちゃん」は、足が１本折れて

しまったけど、ジャンプする力はあります。卵を
産むと、茶色になりました。 

Ｃ８：どこでつかまえたんですか。 
Ｃ７：田良原公園です。 
Ｃ８：ジャンプ力は何㎝ですか。 
Ｃ７：測ってないので分かりません。 
   どばせてみようか。（バッタをとばせて） 
Ｃ８：わあ、元気だ！ 
 
 
３．生き物の伝え合いを終えての感想を交流する。 
Ｃ：えー！だめー！ 
Ｃ：（教室に移動） 
 
 
Ｃ：楽しかった。 
Ｃ：いろいろ分かってうれしいです。 
Ｃ：Ｈちゃんが、虫のお世話をがんばっていました。死
んでしまったとき、泣いていました。 

Ｃ：Ｒちゃんのバッタがナスをよく食べるのが分かりま
した。 

Ｃ：Ｎちゃんがバッタのことをいろいろ知っていまし
た。 

めあて：いきものをそだててきて、こころにのこっていることをつたえよう。 

～くまっこルーム～ 

～１の３教室～ 

 

 

 

 

～省略～ 
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Ｔ：図鑑で調べたなんて、すごいね。 
 
 
Ｔ：Ｈくんは、かえるが元気がないときは触らないよう
にして、カエルのことをよく考えて、お世話していま
したね。 

 
Ｔ：友だちのがんばっていたところをたくさん見つけら
れたと思うので、友達に「がんばったねカード」を書
いて、プレゼントしようと思います。 

Ｔ：友達もがんばっていたけど、自分もがんばってきた
ね。入学して、６年生のお兄さん、お姉さんにいつも
お世話されていたみんなが、一生懸命、虫のお世話を
する姿を見て、みんな立派になったなあと思って、先
生もうれしかったよ。今日は、自分にも１枚、「がん
ばったねカード」を書きましょう。 

 
 
 
 
 
Ｔ：実は、今日は、みんなにもう一つ、見てもらいたい
写真があります。みんなが帰った後の夕方の虫さんた
ちです。みんなが帰った後、虫さんたち、どうしてい
ると思う？ 
（写真を提示） 

Ｔ：みんなね、外を見ているの。 
Ｔ：どうして、外を見ていると 

思う？ 
 
 
 
 
 
Ｔ：みんな、とても仲よくなったけど、これからどうし
ようか？ 

Ｔ：では、次の時間、虫さんたちをどうするか話し合っ
てみようか？＜次時のめあてを確認する。＞ 

Ｃ：図鑑で調べました。 
Ｃ：Ｓくんのバッタは１５㎝も 
とべるのがすごかったです。 

Ｃ：Ｈくんが、カエル 
を大事にしていました。 

＜自分や友達のよさに気付いて 
 いく児童たち＞ 
 
 
 
４．友達や自分へ「がんばったね」カードを書く。 
【①友達へのがんばったねカード】 
 
 
 
 
 
 
 

 
【②自分へのがんばったねカード】 

５．次の時間の見通しをもつ。 
 
 
 
・放課後の虫の様子を写真で見る。 
 
＜それぞれ感じたことや思いを伝え合う児童たち＞ 
Ｃ：外に行きたいんだと思う。 
Ｃ：外で遊びたいから。 
Ｃ：家族に会いたいから。 
Ｃ：広いところに出たいんだと思う。 
Ｃ：お父さんや、お母さんに会いたいと思っていると思

う。 
Ｃ：逃がしてやる。 
Ｃ：逃がしたくあり 

ません。 
Ｃ：はい。 

資料１９のように，これまで生き物を育ててきて心に残ったことを友達に伝える活動を通して，自分自

身や友達のよさや成長に気付くようにした。Ｐ１４の活動４では，教師が，「友達に『がんばったね！カ

ード』をかいてプレゼントしよう。」と呼びかけた。また，成長した児童をうれしく思う教師の思いを伝

え，自分へも「がんばったね！カード」を書くようにした。友達へのカード【資料２１】と自分へのカー

ド【資料２２】である。Ｔ児は，Ｍ児に「バッタをとても大事にしていました。」と書き，Ｔ児は，自分

に「わたしは、虫が捕まえられなかったけど，捕まえられるようになりました。」と書いていた。そこで，

教師は，「虫が捕まえられるようになったね。がんばったね。」とコメントを入れた。このように，友達か

ら自分のよさやがんばりに気付かせてもらったり，教師からコメントをもらったりすることによって，生

き物を大切に世話したことが，生き物のためにがんば 

ったことだと気付くことができた。また，生き物の命 

を大切にすることが，とても大事なことだと気付くこ 

ともできていた。 

■実践事例 第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） 

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

① ② 

【資料２１】 【資料２２】 
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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。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

うにすることをねらいとしている。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ねらっている。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って，本単元に取り組むこととした。 

【資料２３】単元の目標 

【資料２３】単元の目標（北九州スタンダードカリキュラムより） 

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。 

 

【資料２４】学習計画 

【資料２４】   主 な 学 習 活 動 （総時数１３時間） 

第一次 身近にある素材を動かして遊ぼう（１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。① 

第二次 集めた材料でおもちゃを作って遊ぼう（７時間） 
  (1) 集めた材料でおもちゃを作り，遊ぶ。② 
  (2) 友達と遊びながら，もっとよく動くように作りかえる。③ 
  (3) みんなでそれぞれの手作りおもちゃで遊ぶ。② 

第三次 自分たちが作ったおもちゃで，１年生と一緒に遊ぼう（４時間） 
  (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試し遊び）① 
  (2) １年生と一緒に楽しく遊ぶことができるように，おもちゃを改良したり，増やしたりして「おもちゃラン

ド」の準備をする。② 
  (3) １年生と一緒に「おもちゃランド」で遊ぶ。① 

第四次 「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) 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，自分や友達のよさやがんばりなどを振り返る。① 

本単元における具体的な手立てである着眼１及び着眼２の実際について述べる。 

 （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」の実際及び、 

 （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」の実際（第一次第１時の場面） 

 ○ 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２５】本時の展開 

【資料２５】教師の指導，主な発問・言葉かけ ○ 主な学習活動，児童の反応 

＜導入の工夫＞ 
おもちゃの見本からではなく，素材遊びから導入す
る。 
T:これは？ 
＜興味・関心を高める発問＞ 
T:これって動くかな？ 
T:そう！じゃあ， 

 
 
 
C:キャップです。 
 
C:転がしたらいいよ！とばしたらいいよ！ 
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 やってみようね。 
T:ペットボトルキャップや電池やゴムはどんな動き
をするかな？ 

＜方向付けの発問＞ 
T:いろいろなものを動かしてみようか？ 
T:いいですよ。 
 ここにある物 
 全部使ってよいですよ。 
 
１．本時のめあてを確認し合う。 
＜児童のやってみたいことを 
めあてにする＞ 

 
 
 
 
 
 
 
＜共感・問いかけの言葉かけ＞ 
T:ほう！よく転がるね。すごい！すごい！ 
T:ほう！それは，何の力で 
動いているの？ 

 
 
 
 
 
 
                   ～省略～ 
＜気付きを交流するための発問＞ 
T:どんな物が動きましたか？みんなに知らせてくだ
さい。 

 
T:ほう！！不思議だね！ 
                   ～省略～ 
＜めあてをもち続けるための発問＞ 
T:次の時間は，どうしたいですか？ 
 
T:それでは，次の時間はもっといろいろ動かしたり， 
 動くおもちゃを作ったりしましょう。 

 
C：ペットボトルのキャップが転がった！！ 
C:電池は，転がるよ！ 
C:ゴムは，とびます。 
C:他にも転がるのがあるよ！ 
C:やるやる！先生，他の物も使っていいですか？ 
 
 
 
１．本時のめあてを確認し合う。 
 
 
２．自分で素材を選び，動かして遊ぶ。 
【個や少人数で交流】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:輪ゴムをとばそう！輪ゴムの種類でやっぱり 
威力が違うぞ！ 
 
 

 
 
C:発表します。やってみます。磁石で動かしました。 
C:おお！！ 
C:もっと強い磁石がいいんじゃない？ 
 
 
 
C:もっと，いろいろ動かしてみたいです。もっと遠く
にゴムをとばしたいです。 

C:速く動かしたいです。 
C:おもちゃを作ってみたいです。 
 

資料２５のように，着眼１の子ども自らめあてをもって動き出すようにするため，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に触

れ、動かして自由に遊ぶ活動から単元の導入を図るようにした。教師の「これって、動くかな？」と，児

童の興味・関心を高めたり，「いろいろなものを動かしてみようか。」と、活動へ誘ったりして素材の特徴

や動きを生かした遊びから，「動くおもちゃを作ってみたい」といった思いや願いが生まれてくるように

したのである。 

また、着眼２の気付きの質を高めるための発問や言葉かけの工夫として，資料２５のように，教師の「そ

れは，何の力で動いているの？」などと，言葉かけを行うことで，児童は，どんな動力で動くのかを意識

できた。また，「ほう！不思議だね。」と，驚きや共感の言葉かけを行うことで，素材の特徴や動きの面白

さ，不思議さに気付いていくことができた。このように導入や言葉かけを工夫することで，教師の「次の

時間、どうする？」の問いかけに対して，児童は，「おもちゃを作ってみたい！」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。 

 

めあて：いろいろなものを うごかして あそぼう。 

  

 

 

◆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 

◆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 

C:ぼくは，電池を転がしてみよう！ 

C:大きさの違う電池もやってみよう！ 

C:ペットボトルの中に電池を入れてみたよ。見て！転がるよ！ 

C:おもしろいね。ぼくも電池を何かに入れてみよう。 

 

C:動くよ！見て！見て！ 

C:空気 
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（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」の実際 

 次に，着眼３の表現活動と交流活動の実際について述べる。以下は、第三次 1時の授業の実際である。 

 ○ 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。 

【資料２６】本時の展開 

【資料２６】教師の指導，主な発問・言葉かけ 児童の反応 

１．本時のめあてを確認する。 
T:今日は，何をするのでしたか。 
 
 
 
＜めあてを具体的にする発問＞ 
T:１年生がどうなったらよいですか。 
 
T:そのために，何をしますか？ 
 （めあてを書くよ。） 
  
 
 
T:友達の動くおもちゃで遊んでみて，こうしたら１年生
が楽しくなれるな，喜ぶな，みんなもうれしいなと思
うことをアドバイスカードに書いて貼っていきましょ
う。 

 
T:いつもの約束は、・・・・・安全確認です。 
 
２．1年生になったつもりで遊ぶことを確認する。 
・ 「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，遊び方やルールを見直すように言葉
かけを行っていく。 

・ 児童のつぶやきや気付きに共感したり，発想を引
き出したりする声かけを行っていく。 

・ 遊び方やルール，おもちゃの改善点に気付いたこ
とを認め，称賛していくようにする。 

 
 
 
 
 
 
 
・ アドバイスや感想を伝えたり，アドバイスカード
に書いたりして，友達に渡していくように声かけを
行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．本時のめあてを確認し合う。 
C:1年生と一緒に楽しく遊ぶことができるようにするア
イデアを見つけます。 

C:1年生になったつもりで遊びます。 
C:遊び方を簡単にします。 
C:ルールを変えます。 
C:１年生が楽しくなったらいいです。 
C:１年生が喜んだらいいです。 
C:思い出した。アドバイスをします。 
C：実際に遊んでみないと分かりません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．１年生になったつもりで遊びながら，1年生と楽し
く遊ぶためのアドバスをしたり，アドバイスカードに
書いたりしていく。 
【半分ずつ前半・後半に分かれて交流する。】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

めあて １年生が たのしく あそぶことが できるように アドバイスを し合おう。 

  

 

＜共感・方向付けの言葉
かけ＞ 
T:なるほどね。 
 どうする？ 
C:やってみようよ。いい
アイデアと思うよ。 

 

  

C:トンネルを通るの
は難しいな。 

【アドバイスカード】 

C：１年生が簡単にでき
るように，トンネルを
広げたらどうですか。 

 

 

 

 C:当たりを増やしてコ

ップの数を増やした

らどうですか。 

C:もう少し的を大きく

したら，１年生も当

たりやすくなるよ。 

C:ヤクルトの容器をもう

ちょっと少なくする

と，倒しやすくなると

思うよ。 

C:道がかくかくだから，２

年生でも難しかった。１

年生には難しいよ。角が

丸くなったらやさしくな

るかも。 
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３．１年生と一緒に遊ぶためのアドバイスをもとに，考
えた工夫をみんなに伝えるようにする。 

T:グループの友達とアドバイスカードを読んで，工夫す
ることを考えましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
T:「よいアイデアをもらったなあ。」というグループはあ
りますか。 

T:そのアイデアを出した人は， 
どのようにしたらよいかア 
イデアを教えてください。 

T:ほう！！なるほど！！ 
＜方向付けのための言葉かけ＞ 
T:次の時間，実際にやって 
 みよう。 
T:タイムがかかりました。 
 どんなことをアドバイスしてほしいのですか。 
T:そのアイデアを出した人は，説明できますか。 
 
 C:重い方が玉がとびやすくなるよ。 
C:ガムテープか何かで留めればいいと思います。 

  
T:他によいアドバイスはありましたか。 
                     ～省略～ 
４．次時の活動のめあてをもつことができるようにする。 
T:次の時間はどうしますか？ 
＜めあてをもち続けるための発問＞ 
T:次の時間は，友達にもらったアイデアを試しながら，
１年生が楽しく遊ぶことができるように工夫しましょ
う。 

T:今日の学習を振り返って，振り返りカードを書きましょう。 

３．グループの友達と一緒にアドバイスカードを読み，
工夫を考える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:「トンネルを広げたらいい」というアイデアをもらい
ました。 

 
 
 
 
 
C：「タイム。」（「タイムカード」があがる。） 
 
 
 
 
 
C2:何を入れたらいいんですか？それに思いものを入れ
たらぽろっと落ちてしまいますよ。 

C2:うーん。（納得できない様子） 
C:はい。あります。・・・・・・。 
～省略～ 
４．次時の活動のめあてをもつ。 
 
C:今日，友達にもらった 
アドバイスを実際にや 
ってみます。 
 

＜児童自ら次時のめあて決めていく＞ 

 資料２６のように，遊びながら気付いたことをアドバイスカードに書き，その気付きを交流し合うよう

にした。友達と一緒に遊び，自分は考えつかなかった友達のアイデアや動く工夫を知り，アドバイスを参

考に自分や自分たちのおもちゃの工夫に生かすことができた。このように，気付きを表現し，その気付き

を交流し合うことで，単元を通して，みんなで遊び，アドバイスし合うと楽しいという思い，もっと動く

ように工夫したい，もっと楽しくしたいという思いや意欲をもち続けることができたのである。 

 次に，自分への気付きへとつなぐために，単元の終末の学習では，自分や友達のがんばりをミニカード

に書いて交換する活動を通して，自分自身への気付きを深め，自信をもってこれからも生活しようとする

意欲につながるような授業を試みた。 

本時の学習 （第四次１時）平成２７年１１月２４日（火曜日）於くまっこルール 
主 眼： 自分や友達のがんばりをミニカードに書いて交換する活動を通して，自分自身への気付きを深 

め，自信をもってこれからも生活しようとする意欲につながるようにする。 
【資料２７】本時の展開 

【資料２７】教師の指導，主な発問・言葉かけ ○ 主な学習活動，児童の反応 

１．本時のめあてを確認し合う。 
Ｔ：この前の時間は，１年生と一緒に 

遊びましたね。（掲示物を指して） 
「１年生の顔を見てごらん。」どうですか 

Ｔ：何がよかったから，にこにこ笑顔になったのかな？ 
  ＜自分たちのがんばりに気付かせる発問＞ 

１． 本時のめあてを確認し合う。 
 
＜前時の学習を振り返る。＞ 
Ｃ：にこにこです。 
Ｃ：楽しかったからです。 
Ｃ：みんなが優しかったからです。 

 

 

C:アドバイスカードに何て

書いている？ 

C:このアドバイスいいね

え。 

C:トンネルが広い方が

いいというアドバイ

スが多いね。 

C:どうしてかな？ 

C:ああ，なるほどね。 

C:ナイスアイデア！ 

 

 

C:ここのトンネルを広げると，車が通

りやすくなって，１年生も簡単にでき

て，喜ぶと思います。 

 

 

C2:重くするといいと

いうアドバイスの意

味が分かりません。 
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Ｔ：みんなの作った「うごくうごくおもちゃ」で遊ぶのが楽しか

ったから，１年生のみんなは，にこにこ笑顔になったんです
ね。よかったね。みんなはすごいです。＜称賛の言葉かけ＞ 

Ｔ：今日は，何をするの？＜めあての確認＞ 
Ｔ：今日は，みんなで，この学習全部を振り返って，自分や友達

のがんばったところや，よかったところを見つけ合い，この
学習で，みんなは，どんなことができるようになったのかを，
まとめましょう。＜めあてを具体的にする。＞ 

 

 

 

２．ミニカードに書く視点を整理して掲示することで，友達のが
んばりやよさをたくさん思い出すことができるようにする。 

（グループの全員に書くようにする。） 
    
 
 
 
 

 

 

３．友達にもらったミニカードを読み，感想を出し合うようにす 
る。 

＜友達にもらったカードでうれしかったことや，友達に教えても
らった自分のよさを伝え合うようにして，共感したり称賛した
りして，自分自身の気付きへとつながっていくようにする。＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．友達にもらったミニカードと，これまでの振り返りカードを
綴ったファイルを読み返し，「単元全体の振り返りカード」を使
って，自分自身の学びの振り返りをするようにする。 

・これまでの振り返りカード（ファイル）を読むことで，学習す
る前と比べて，成長したと思うこと（自分自慢）に気付きやす
くする。 

・特徴的な児童のカードを紹介するなどして，どの児童も自信を
もってこれからも生活しようとする意欲につながるようにす
る。 
Ｔ：学習する前と比べて，成長したなあと 

と思うことがあると思います。 
どんなことですか？＜自分自身 

Ｔ：そういうことを，振り返り 
カードの裏に，「自分自慢」 
がありますので，書きましょう。 
 

 
 
 
 
 

Ｃ：動くおもちゃがよくできていたからです。 
 
 
 
Ｃ：まとめです。 
 
 
 
 
 
 
 
２．同じおもちゃのグループ同士で，友達のが
んばりやよさなどをミニカードに書いて交
換する。 

 
 
 
 
 
 
 
３． ミニカードを読み，感想を発表する。 
Ｃ：「アイデアは，ぼくだけど，協力し合って
作ってくれた」とＩさんに書いてもらってう
れしかったです。 

Ｃ：「１年生にやさしく教えているのを見てよ
かったよ。」とＴさんに言ってもらえてうれ
しかったです。 

Ｃ：「アイデアがよかったから１年生が来てく
れた」と書いてもらってうれしかったです。 

Ｃ：「トンネルをみんなのために大きくしてい
るのがすごかった。」と言ってもらってうれ
しいです。 

Ｃ：「たよりになるね。」と言われて「そうか」
と思いました。 

Ｃ：「チームのみんなにやさしく説明してくれ
るのをがんばったね。」と書いてもらってう
れしいです。 

４． ファイルを読み返す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ：できることが増えました。 
Ｃ：チームワークがよくなったと思います。 
※ 単元全体を振り返っ 
ての「振り返りカード」 
と「自分自慢」を書く。 
 
 
 
 
 
 

めあて： 友達とがんばったところや，よかったところを見つけ合い，自分の成長について 
まとめよう。 

 

 

 

 

 
 

＜ファイルを読み返す児童＞ 

友達にもらった「ミニカード」
をうれしそうに読む児童 

友達にもらったカー

ドを読んで，うれしか

ったことなどを発表

する児童 

 ＜ミニカードに書く視点＞ 
・ 動くおもちゃのアイデアで「すごい！！」 

・ あそび方のアイデアで「いいね！！」 

・ 友達のアドバイスで「なるほど！！」 

・ 助け合いや協力で「ナイス！！」 

・ 一緒に遊ぶ中で「感心したよ！」  

＜学習する前と比べて，成長したと思うこと＞（自分自慢カードから） 
・前よりもバージョンアップしたオリジナルの動くおもちゃを作ることができるようになった。 
・１年生にいろいろなことを教えられるようになった。１年生に優しくできた。 
・１年生が喜ぶようにするため，自分たちで遊んでみて，工夫することができた。 
・人を笑顔にできる自分がすごいなあと思う。 



- 20 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｔ： この学習でできるようになったことをいろいろな学習で役

立てていきましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ：はい。 
（みんなで） 

資料２７の「学習する前と比べて，成長したと思うこと」についての記述を見ると，「バージョンアッ

プした動くおもちゃを工夫して作ることができた」「１年生が喜ぶようにするため，自分たちで遊んでみ

て，工夫することができた。」など，試行錯誤の上，自分なりに満足のいくおもちゃができた，作ること

ができたという成功感や満足感がうかがえる。「難しかったタイヤですが，今ではもうすっかりはめられ

るようになりました」と，技能面での成長に気付いた児童もいた。 

また，「１年生にいろいろなことを教えられるようになった。１年生に優しくできた」「１年生の気持ち

を考えながら，一緒に遊ぶことができた」などの記述から，優しい気持ちや他者への思いやりなど，内面

的な成長に気付いていることが分かった。 

さらに，「アドバイスができるようになり，自分もうれしいし，友達も喜んでいた」「前は，あんまりみ

んなで協力できなくて，一人で作っていたけど，友達にアドバイスをもらって友達と作ることができた」

などの記述からは，気付きをミニカードに表現したり，アドバイスをし合ったりする交流活動の中で友達

と共に解決していく楽しさを味わっていることが分かる。 

「これからがんばりたいこと」の記述を見ると，「今，できないことに挑戦したい」「もっとできること

を増やしたい」などがあるように，児童は，自分の成長に希望をもち，意欲的に生活しようとしているこ

とも分かる。加えて，１年生との交流を学習計画に位置付け，異学年と関わることにより，次のような成

果も見られた。学習する前のアンケートでは，１年生と交流することが，「壊されるとか，言うことを聞

いてくれない」という理由から「嫌い」と答えていた数名の児童のたちの記述をみると，「前は１年生と

一緒に遊ぶのは嫌だったけど，今は，学習や一緒に遊ぶことが，好きになった。いつでも一緒に遊びたい

と思うようになった。」や，「最初は，１年生を呼びたくなかったけど，だんだんアドバイスをもらってい

る内に呼びたくなった。それは，正しかった。どうしてかというと，１年生が『楽しいよ。』と言ってく

れたからです。」など，どの児童も，友達と共に活動することで楽しく遊びたいという思いが芽生え，そ

の思いを表現し合ったり，交流の中で知恵を出し合ったりすることで，１年生と関わることへの楽しみを

見出すことができている。そして，「１年生に楽しんだり喜んだりしてもらうために，どんなことをした

ら喜んでもらえるかを考えるようになった。」や，「前は，１年生のために優しくできなかったけど，どん

どん上手になった。」などと，自分自身への成長に気付くこともできている。 

このように，単元の終末の学習では，自分や友達のがんばりをミニカードに書いて交換する活動を通し

て，自分自身への気付きを深め，自信をもってこれからも生活しようとする意欲につながる授業を試みた

ことにより，上記のように，単元全体を振り返っての振り返りカードには，どの児童も学習する前と比べ

て，成長したと思うことを，自分の言葉で，自分の成長を実感し，表現することができていた。 

このことは，単元全体を通して，グループによる話し合いや交流，言葉やミニカードによる伝え合い，

・１年生の気持ちを考えながら，一緒に遊ぶことができた。 
・前は，あんまりみんなで協力できなくて，一人で作っていたけど，友達にアドバイスをもらって友達と作るこ
とができた。 

・工夫が全然できなかったけど，今は工夫ができるからうれしいです。最初は真似をしていたけど，後から自分
でできるようになったので，よかったです。 

・特に難しかったタイヤですが，今ではもうすっかりはめられるようになりました。 
＜これからがんばりたいこと＞（自分自慢カードから） 
・作ったおもちゃをもっと工夫したい。もっと倍，楽しくしたい。 
・１年生を喜ばせたり，遊ばせたりしたい。 
・今できないことに挑戦したい。これからもがんばりたい。 
・もっとできることを増やしたい。 
・どんどん成長していきたい。 
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全体交流の中での発表などの表現活動と交流活動を意図的に位置付けながら，体験活動と表現活動の相互

作用が学習活動を質的に高め，自分自身への気付きへとつなぐことができたのではないかと考える。 

７．研究の成果と課題 

 （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，実践研究に取り組んできた。昨年度に引き続き，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「気付きの質を高めるための発問や言葉かけの工夫」，に取り組むとともに，本年度は，

特に，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」に重点を置いて取り組んできた。 

 その結果，次のような成果が見られた。 

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による成果 

1 年生の単元「いきものとともだち」では，第１次の「生きものみつけをしよう」において，生き物へ

の興味・関心を高め，どの児童も「生き物を飼ってみたい」という思いや願いが生まれるようにするため，

休み時間などに生き物を見つけてきた児童には，飼育ケースに入れて生き物を飼うことができるようにし

た。また，廊下には生き物についてもっと知りたい児童のために，図鑑を準備して，いつでも見られるよ

うにした。生き物に関心のある児童は，自然と虫かごを持って登下校するようになり，家からキュウリな

どの餌を持って来る児童もいた。生き物が苦手な児童には，よく観察することから生き物への興味や関心

がもてるようにした。最初は，遠くから眺める様子だった児童も徐々に生き物との距離が縮まっていった。

さらに，無理に捕まえたり触ったりしなくても，生き物の様子を観ることで、「今，寝ているのかな？」

「ぼくを見て，隠れたよ！」などの親しみのある言葉が出てくるようになった。触れなくても，友達と協

力して捕まえ，自分の虫かごの中に生き物がいることで，親しみも増していった。 

一斉に生き物見つけから始めるのではなく，児童一人一人の関わり方を大事にしながら導入し，学習を

展開していくことで，始めは虫を触ることができず，男の子に虫を捕ってもらっていた女の子は，世話を

するうちに，すっかりバッタと仲良くなり，自分の手でもって見せるまでになった。学習前のアンケート

で「生き物が嫌い」と答えていた児童全員が，「生き物が好き」に変わっていた。 

また，学習する以前は，虫を次々に捕ってはかごに閉じ込め，世話をすることもなく，死なせていた児

童や，捕まえることを楽しんでいた数名の児童も，虫をいつも側に置いて，愛情いっぱいに眺めていた。

以前は，虫を捕ることを遊びのように楽しんでいた A 児は，「ぼく・わたしじまんカード」に，「いつも

兄弟みたいに話しかけていました。」と記述していた。この学習を通して，全員が，一匹の虫を自分の虫

として心を込めて世話をするようになり，「生命はかけがえのないものである」と頭で分かるだけでなく，

生命の存在を実感し，生命の存在に気付くことができたことは大きな成果である。  

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による成果 

１学年も２学年も，活動中に於いて，無自覚な気付きを自覚させたり，気付きを増やしたり深めたりす

るための教師の言葉かけや，活動意欲を刺激 

したり発想を引き出したり，めあてをもち続 

けるための発問によって，児童の気付きの質 

が高まっていったことは，これまでに記述し 

てきた。 

それに加えて，１年では，生き物を世話し 

ていく中で，「おしえるよ！カード」や「おし 

 

 

1年 S児への教師のコメント 

いつも，よくみているからです
ね。 

２年 A児への教師のコメント 
友だちのアドバイスをじっさいにため

しながら，オリジナルのおもちゃをつくる

ことができました。すばらしい！！ 

資料２８ 
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えて？カード」，「じまんカード」，「がんばったね！カード」，２年では，活動ごとに表現する内容を変え

た「振り返りカード」や，「アドバイス！カード」，「よかったよ！カード」，「がんばったね！カード」に

教師がコメント【資料２８】を入れることで，児童が自分のがんばりに気付いていくことができるように

した。 

また，児童たちのがんばりや成長を全体に紹介する場面を設定することで，資料２９や，資料３０のよ

うに，児童自身が自分のがんばりや成長に気付いていくことができたことは，大きな成果と言える。 

 

 

 

 

 

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による成果 

 児童の疑問（？）や驚き（！）を表現したものを交流していくことで，気付きの質を高め，自分自身へ

の気付きへとつなぐことができた様子を第１学年の単元「いきものとともだち」で述べる。 

資料３１は，Ｍ児の単元の始めから単元の終わりまでの表現内容である。 

 

 

 

 

【資料３１】 M児（女）（虫などの生き物は嫌い） 

９／１６ Ｔ・Ｙ２のバッタをもらいました。やっとかごに入りました。よくとぶので、名前は「とびちゃん」です。よく遊んであげたいで

す。 Ｔ：たくさん遊んであげようね。 

９／１６ 「おしえて？カード」 

どうやったら虫をとれるんですか？（付箋紙） 
そっと見つけて、そっと行って、棒や網で捕ろうとしたらとれますよ。Ｙより（付箋紙） 

Ｔ：なかなか捕まえられないね。Ｙちゃんのアドバイスでやってみよう。応援してるよ。（教師のコメント） 

９／１７ 梨をあげたら二日間で半分食べました。 Ｔ：すごく食べるんですね（教師のコメント） 

９／１７ 「がんばったね！カード！」 
Ｍさんは、お世話をがんばりましたね。（Ｋより） Ｔ：虫さんのお世話が上手になっていたね。（教師のコメント） 

９／２４ 「いきもののことをつたえようカード」 

一日一回わたしが見て、握手したら、とびちゃんも手で握手します。わたしのおじいちゃんとおばあちゃんの家に梨を作る田んぼ
があるので、その梨をあげたらいっぱい食べます。これからもよろしくね。とびちゃん。 

Ｔ：とても大切にしていますね。（教師のコメント） 

９／２５ 「がんばったね！！カード」 
よくお世話をして慣れたね。 Ｔ：お世話をがんばって得意になったね。（教師のコメント） 

生き物への

お手紙 

「とびちゃんへ」明日の５時間目に逃がしても元気に育ってね。家族に会えなかってごめんね。卵をいっぱい産んでね。写真を撮

っておくから元気に育ってね。お別れするのは辛いけど、元気に育ってね。ご飯もいっぱい食べて大きくなってね。いた場所に戻
すからしっかり生きてね。しっかり運動ととぶのもがんばってね。ずっとずっと好きだよ。二度と忘れないよ。 

ぼく・わたし

自慢 

（１０月） 

虫を触れなかったけど、バッタを触れるようになった。命を大切に育てました。 
※虫が苦手だった子どもが日に日に「触れるようになったよ」とか言っているのを聞いて、少しでも関心をもてたのでよかったと
思います。（母より） 

Ｍ児は，学習前のアンケートでは，虫などの生き物は嫌いと答えていた。ところが，９月１６日には，

「おしえて？カード」に，「どうやったら虫がとれるんですか？」と書いて，生き物伝言板に貼っている。

すると，Ｙ児から「そっと見つけて，そっと行って，棒や網で捕ろうとしたら捕れますよ。」とアドバイ

スをもらったのである。担任も，「なかなか捕まえられないね。Ｙちゃんのアドバイスでやってみよう。

応援してるよ。」と，コメントを書いて励ましている。このように，自分の思いをカードに表現し，友達

と交流する中で，Ｍ児は，「Ｙ２ちゃんにもらったバッタを大切に育てることにしました。」と記している。

また，９月１７日には，友達Ｍ２ちゃんから「Ｍさんは，お世話をがんばりましたね。」と，「がんばった

ね！カード」をもらうと，担任も，「虫さんのお世話が上手になっていたね。」と，称賛のコメントを書い

    

おしえて？カード おしえるよ！カード じまん！カード 

おしえて？カード 

生き物を大事にするように
なりました。 

バッタの食べものは，最初は
知らなかったけど，お友達が
教えてくれました。 

T:虫さんを大切にできるよ
うになったんだね。がんばっ
たね。 

1年生の時，秋のおもちゃランド

でいろいろなものを作ったけど，
２年生になって，もっと人を笑顔
にして，自分でもふしぎだなあと

か，すごいなあと思いました。 
これからがんばりたいことは，

今できないことに挑戦したいで
す。 

 

 資料２９（１年） 

 

 資料３０（２年） 

T:１年生のときは，保育園の友達を笑顔

にしました。今度は，動くおもちゃで１

年生を笑顔にしました。人をいろんな方

法で笑顔にできるようになしましたね。 
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ている。このように，友達との交流活動や教師の励ましや称賛のコメントにより，９月２５日には，自分

で自分に「よくお世話をして慣れたね。」と，自分の成長への気付きを書き記すことができていた。 

お世話をしてきた生き物を元の場所に戻すことになり，生き物へのお手紙にＭ児は，「とびちゃんへ：

明日の５時間目に逃がしても元気に育ってね。家族に会えなくてごめんね。卵をいっぱい産んでね。写真

に撮っておくから元気に育ってね。お別れするのは辛いけど，元気に育ってね。ご飯もいっぱい食べて大

きくなってね。いた場所に戻すからしっかり生きてね。しっかり運動と跳ぶのもがんばってね。ずっとず

っと好きだよ。二度と忘れないよ。」と記した。そして，「ぼく・わたしの自慢カード」には，「虫を触れ

なかったけど，バッタを触れるようになった。命を大切に育てました。」と記していた。 

これらの記述から，生き物を大切にしている心情と，生き物に言い聞かせながら自分の生き方を考え，

さらには，「よくお世話をして慣れたね。」や，「虫を触れなかったけど，バッタを触れるようになった。

命を大切に育てました。」などと，自分自身の成長をしっかりと自覚できていることが分かる。 

単元終了時に児童たちが書いた「ぼく・わたしの自慢カード」【資料３２】からも，M 児だけでなく他

の児童たちもそれぞれに自分自身の成長に気付くことができたと言える。 

【資料３２】 
① 前は，ちょっと怖かったけど，もう怖くなくなって，かわいいと思いました。慣れてうれしいなあと
思いました。 

② 昔は，バッタが嫌いでした。だけど，今は，見るのがかわいいと思いました。虫がそれだけ好きにな
った。 

③ 大きいバッタに触れるようになりました。バッタがパイナップルを食べるようになりました。バッタ
がにっこりしてくれました。バッタがなついてくれました。ぼくが，ぐーを出すと，バッタも出しまし
た。 

④ わたしのお婆ちゃんが，遠いので，連れて行きました。バッタの餌を知らなかったのに，知りました。
前は捕まえられなかったのに，捕まえられてうれしかったです。虫に命があることを知り，うれしかっ
たです。 

⑤ 前は１日ぐらいで死んでいたけど，今は何日も育てられるようになった。バッタは長生きするんだな
あと思いました。バッタも草だけじゃなくて，土や人間の食べ物も好きなんだと思いました。バッタも
なついたので，びっくりしました。バッタとも友達になれるからすごいと思いました。 

資料３２の④の児童の保護者からは，「休みの間持って帰ると，買い物に行くときも，『車の中が暑いか

ら死んでしまうよ。』と言って車から降りるときもずっと一緒でした。虫も自分と同じように生きている

と自然と感じているようでした。『自分のこと（誰が育てているのか）が分かってるんよ。』と，真剣な目

で言われて，そうかもしれないなあと思いました。」と，家庭での様子を知らせていただいた。 

また，⑤の児童の保護者は，「Ｓ男は，虫などが大好きです。以前からもお休みの日には父親と一緒に

網や虫かごなどを持って公園でいろいろな虫を捕ったりしてきました。この間，ほぼ毎日箱を持って帰っ

て，家を作ってあげたり，iPad で好きな餌を調べたり，よく「ママ，リンゴ買ってきて」とか頼んだり

していました。シルバーウイークで東京に行く間でも，わざわざ「餌を多めに入れておいたから大丈夫か

なあ？」と心配する様子が観られました。残念ですが，バッタはみんな死んでしまって，とても悲しそう

でした。これからも命の大切さを知り，優しい子になってほしいと思います。」と，連絡帳に書いてくだ

さっていた。多くの保護者から我が子の変化や成長ぶりを喜ぶコメントが寄せられたのである。 

資料３２の児童のカードや保護者のコメントから，教師の想像以上に，児童たちは，生き物に心を寄せ，

親しみや愛情をもって大切に世話を行っていることや，小さな虫にも自分と同じように尊い命があり，そ

れを一生懸命守ろうとしている姿が読み取れる。また，どの児童も，学習前と比べて成長した自分への気

付きを深めていた。 

Ｔ児は，自慢カードに「虫を触れるようになりました。虫を見つけられるようになりました。虫さんは，

外が好きということが分かるようになりました。生き物のお勉強をしたので，世話ができるようになりま
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した。虫さんが長生きするように，ヨモギを虫かごにたくさん入れたり『げんきかなあ』と，分かるよう

になりました。かわいくなりました。虫さんの命を大切にしないといけないと思いました。虫さんの餌が

分かりました。バッタが卵を産むと，茶色くなるということが分かりました。私は，虫を見たら逃げてい

たけど，今では触れるようになりました。大切にするようになりました。」と，自分の成長をたくさん記

述している。 

第２学年においても，自分自身への気付きについては，Ｐ１９～Ｐ２０に記した通りである。 

このように，自分自身への気付きへとつなぐことができたのは，自分への気付きへとつなぐ表現活動と

交流活動を工夫したことによるものと考える。このことは，Ｐ５に記していた本校児童の課題であった２

点、「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。」と，「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。」は，概ね解決できたのではないかと考える。大きな成果と言える。 

 （２） 課題 

○ 科学的な見方・考え方の素地を養うための指導の充実 

本年度は，「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，熊西の学習スタイルを確立しながら，実践研究に取り組んできた。 

第２学年の単元「うごくうごくわたしのおもちゃ」では，児童は，風の力や，磁石の力，ゴムの力，電

池の重りを利用した動くおもちゃ等，多様な動力を利用したおもちゃ作りに児童は楽しく取り組むことは

できた。しかし，電池の重りを利用して動くおもちゃは，おもちゃ自体や，遊び方やルールの工夫に深ま

りや広がりがあまり見られなかった。３年生以降の理科への接続を考えるなら，さらに児童の知的好奇心

を高め，科学的な見方・考え方の素地を養うための指導の充実を図る必要がある。そのためにも，学習過

程における児童の関心・意欲・態度，思考や表現，気付き等，児童一人一人の多様な学びやよさが発揮で

きるよう，形成的な評価に努めるとともに，児童の発見や驚きを伴う意図的な指導を加えながら，科学的

な見方・考え方の素地（科学の目）へとつながるおもちゃ作りができるようにしていく必要がある。 

また，１年生においても，生き物がバッタに集中しており，多様な生き物と関わったり，変化・成長し

ていく様子にも関心をもったりすることができるようにすることも大切であると考える。そのためにも，

季節ごとに関わることが可能な生き物や，飼育していく中で変化・成長していく過程が分かりやすい生き

物に年間を通して意図的に出会わせたりするなどの工夫が必要である。 

○ 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 

児童が無自覚な気付きを自覚したり，自分のよさを実感したりするのは，教師の共感・称賛の言葉かけ

が重要である。児童の思いや願い、発想や考えのよさに共感したり，称賛したりしながら意欲や自信につ

ながる評価により一層努める必要がある。また，目標の達成に向けた指導と評価の一体化を図る上でも，

評価規準を，具体的な児童の姿で設定したり，より信頼性の高い評価となるように，評価資料を収集した

りするなどして，児童が自分のよさを実感し，意欲と自信につながる評価の工夫を行っていく必要もある。 
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