
 

第１学年２組 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」 

～子ども自らがめあてをもって動き出し，自分への気付きにつなぐ表現・振り返り活動の工夫～ 

 

１ 単元名  くまっ子の秋となかよし 

 

２ 授業づくりの視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 子どもの実態 

本学級の子ども（男子１５名，女子１２名，計２７

名）は，学校生活に慣れ，活動範囲が広がってきた。 

１学期の「がっこうだいすき」の学習では，２年生

と学校探検を行ったことで学校の施設や先生との関

わりに関心をもち，その後も継続して自分たちで探検

を楽しむことができた。探検マップに貼る絵カードを

作成した際も，意欲的に表現する姿が見られた。また，

「あそびにいこうよ」では，近くにある皇后崎公園に

出かけ，春の公園の自然や遊具を利用して楽しく遊ぶ

ことができた。夏には，朝顔を使った色水づくりや水

でっぽうなどの夏の遊びも楽しむことができた。 

２学期に入ってからは，「いきものとともだち」で

の飼育活動や１学期から継続している朝顔の栽培活

動を通して，自然に目を向ける子どもが増え，休み時

間になると外へ出て植物や虫との関わりを楽しむよ

うになってきた。また，言葉や絵，身体表現で様子や

思いを自分なりに表現することも少しずつ上手にな

っており，自然に関心をもち，触れ合うことを楽しむ

姿が見られた。 

しかし，めあてをもって継続的に活動したり，見つ

けた疑問を自分なりに解決しようとしたりする子ど

もはまだ少ない。また，１学期の公園探検や夏の遊び

の際には，個々で楽しむ子どもが多く，遊びを工夫し

て友達と楽しく遊ぶ体験があまりできていないと感

じた。そのような子どもにとって，四季の変化や季節

によって自分たちの生活を工夫したり，つくった物を

使って友達と楽しく遊んだりする本単元の取り組み

は，大変意義深いものだと考える。 

 

 

 

 

 

○ 育てたい力（ねらい） 

本単元は，学習指導要領の内容（５）「季

節の変化と生活」（６）「自然や物を使っ

た遊び」を受けて設定したものである。 

ここでは，秋の校庭や公園で，身近な

自然を観察し，体全体で秋の自然と繰り

返し触れ合うことで，四季の変化を実感

しながら自分たちの生活を工夫したり，

楽しくしたりすることができるようにな

ることをねらいとしている。また，集め

た落ち葉や実を使っておもちゃをつくっ

たり，遊び方やルールを工夫したりして，

秋の遊びの面白さや自然の不思議さに気

付き，安全に気を付けて，みんなで遊び

を楽しむことができるようにすること

も，本単元のねらいである。 

さらに，単元の後半部分では，友達と

一緒に遊ぶ活動を通して，一層遊びが楽

しくなり，工夫する楽しさや関わること

の楽しさ，自分自身の成長などに気付い

ていくことも，生活科の大切な視点であ

ると考える。 

本単元を通して，秋の自然物を利用し

た自分遊びから友達との遊びへと関わる

対象を広げ，めあてや興味・関心を新た

にしながら，問題解決の方法（思いや願

いを達成するための方法）や友達との関

わり方などを学んでいくことができるよ

うにしたい。 

                 

 

 

 

 



 

（気付きの質を高めるための教師の

発問や言葉かけ） 

① めあてを持ち続ける 

② 気付きを自覚させる 

③ 気付きを広げる・深める・つなぐ 

④ 自信を持たせる 

 

 

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 

子どもが自らめあてをもって活動に取り組むように，「単元」「次」「各時間」の導入を工夫する。 

第１次の「くまっ子の森で遊ぼう」では，校庭の「くまっ子の森」で秋の自然を見付けて遊ぶ活

動を行う。また，子どもたちの遊び場である「たらばる公園」や「松並木」にも出かけ，秋と十分

に関わることをくり返しながら，「○○も様子が変わっているかもしれない。」「もっと○○を見付

けたい。」といっためあてがもてるようにする。 

第２次の「あきとあそぼう」では，季節の変化が体感しやすく，どんぐりなどの木の実が豊富な

皇后崎公園へ学年全員で出かけるようにする。集める活動だけではなく，集めたものを見せ合う活

動や，それらを使って遊ぶ場なども設定する。「見付ける・集める」と「遊ぶ」をくり返し，秋の

自然と十分に関わることから導入する。活動を通して，見付けたどんぐりなどを持ち帰りたいとい

った思いや，見付けたもので遊びたいといっためあてがもてるようにする。 

第３次の「あきランドでたのしもう」では，子どもの発想を生かした「秋の宝物」を使ったおも

ちゃや，遊び方の工夫を行いながら，友達と競争したり，一緒に遊んだりする楽しさを味わうこと

ができるようにする。そして，「友達がつくったものでももっと遊びたいな」といっためあてをも

って「あきランドづくり」へとつないでいくようにする。 

 

（２） 気付きの質を高めるための教師の発問や言葉かけの工夫 

  子どもが自分の考えを見直したり，次の活動への意欲

をもったり，自信を深めたりするためには，教師が子ど

もの気付きを予想し，発問や言葉かけを想定しておくこ

とが大切である。その際，学習場面によって重点となる

教師の言葉かけがあると考える。右の表で示すと，例え

ば，活動意欲を高め方向性を見いだす①の場面では，子

どもの活動を賞賛したり，「次，どうしたい？」と聞き続けたりすることで，子どもがめあてを新

たにしながら繰り返し関わっていけるように支援する。学習の中盤となる②，③の場面では，無自

覚な気付きを自覚させるとともに，それらの気付きを広げ・深め・つなぐ声かけを行う。具体的に

は，「大きさを考えて選んだんだね。」と，気付きや活動のよさを具体的に賞賛したり，「○○と比

べてみたら」などの発想を引き出す提案を行ったり，「○○さんも同じ所で悩んでいたよ」と友達

との関わりをうながしたりしながら，気付きの質を高めていく。最後に終盤の④の場面では，「は

じめはうまくいかないって言っていたのに，完成できてすごいよ。」「○○さんが，あなたが教えて

くれたから分かったって書いていたよ。」など，子どもが自分の頑張りや成長を感じたり，周りの

人々への感謝や共感の気持ちを感じたりすることができるようにする。 

そして，日々の学習で「見取り・支援表」を活用しながら子どもの姿を分析・蓄積するだけでな

く，支援を要する児童や友達との交流を促す必要がある児童等を把握し，教師の意図的なかかわ

りに活かしたい。 

 

（３） 自分への気付きにつなぐ表現・振り返り活動の工夫  

  第１次，２次では，ビンゴカード（見つけた・感じた秋の様子を，ビンゴの枠に絵や言葉で書き

こめるようにしたもの）を活用することで，場所によって秋の様子が異なることに気付いたり，秋



 

の自然に進んでかかわり，楽しく表現したりすることをねらいたい。 

また，第３次では，友達と交流することでより気付きを深めていけるように，「あきのおもちゃ

はかせ広場」「ステージ」の場を設け，教師から働きかける受け身の交流ではなく，子どもが目的

に応じて自分の思いを表現しながら，自然に交流できるようにしたい。 

各時間のまとめの段階（振り返り活動）では，気付きの質を高め次時の活動につなぐために，全

体での振り返りと交流を位置づけるようにする。個々で振り返る時間をきちんと取り，３種類のワ

ークシート（ ！？カード）の中から選んで書き，個々が気付きや考えをもって全体交流できるよ

うにしたい。その際，書いたワークシートを読む「言葉だけの交流」ではなく，より分かりやすく

伝えるために実物で説明したり，試して見せたりすることができるようにする。また，教師がカー

ドに現れた児童の思いを補足したり，気付きを価値づけたりしながら，気付きがつながり多面的に

往き来するような表現活動を活発にし，最終的には自分自身への気付きにつながるようにしたい。 

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 

○ 季節の変化に関心をも 

ち，秋の自然に進んで関わ

ったり，見付けた秋のもの

から思いついた遊びを楽

しんだりする。 

 

○ 秋の身近な自然を使っ

た遊びに関心をもち，遊ん

だり，遊びに使うものをつ

くったりして，みんなで楽

しく遊ぼうとする。 

 

○ 友達と関わることの楽

しさが分かり，進んで交流

しようとする。 

○ 秋の身近な自然を生かした遊

びを考えたり，遊びに使うもの

を自分なりに工夫してつくった

り，みんなで楽しく遊べるよう

に遊びの約束やルールを考えた

りしながら，みんなで遊びを楽

しむことができる。 

 

○ 秋の身近な自然を生かした遊

びを考えたり，遊びに使うもの

を自分なりに工夫してつくった

り，みんなで遊んだりすること

を通して，楽しかったことや気

付いたことなどを工夫して表現

することができる。 

○ 季節によって，自然の様子が変

化したり，自分たちの遊びや生活

の様子が変わったりすることに

気付く。 

 

○ 秋の身近な自然を生かして遊

んだり，遊びに使うものを工夫し

てつくったりする楽しさやおも

しろさ，自然の不思議さ，みんな

で遊ぶことの楽しさに気付く。 

 

○ 秋の自然や身近にあるものを

生かした遊びや，遊びに使うもの

を工夫してつくる中で，自分や友

達のよさや成長に気付く。 

 

５ 指導計画と評価計画（総時数１６時間） 

学習

過程 

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） 

出 

会 

う 

 

 

 

 

第１次 

くまっ子の森で遊ぼう[５] 

 

（１）くまっ子の森で遊ぼう。③ 

・ 春や夏にはなかった葉や実な 

どを見付ける。 

・ ビンゴカードを書く。 

 

 

・ 「くまっ子の森」で，秋を感

じながら実や木の葉で遊んだ

り，集めたりできるようにする。 

 

 

 

 

ア 葉や実などの違い

に関心をもち，進んで

見付けようとしてい

る。（行動・つぶやき・ビ

ンゴカード） 

○葉っぱの色は，春や夏の頃は，どん
なだったかな？ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関 

わ 

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学校の周りの身近な場所 

（たらばる公園・松並木）で秋の 

宝物を見付けよう。    ② 

       

 

・ 友達が紹介した秋の宝物を身

近な場所で探したり，集めたり

する。 

 

 

・ ビンゴカードを書く。 

 

第２次 

あきとあそぼう   [６] 

 

（１）秋の皇后崎公園に行って 

みよう。         ② 

・ 公園で友達と一緖に秋の物を

使って遊びながら季節の変化

を体感する。また，木の実や木

の葉を「秋の宝物」として持ち

帰る。 

 

 

 

 

 

・ ビンゴカードを書く。 

 

 

 

 

（２）「秋の宝物」を使って遊ぼ 

う。            

・ 木の実や木の葉などの自然の 

材料を生かして，遊びや遊びに 

使うものをつくる。    ②      

 

 

 

・ 子どもが見つけた秋を紹介す

ることで，秋を感じたり，秋の

特徴に気付いたりして，自然の

変化を確かめるようにする。 

 

・ 一学期に皇后崎公園で遊んだ

ことを思い出し，もう１度行っ

て秋見付けをしたり遊んだりし

たいという思いが生まれるよう

にする。 

 

 

 

 

・ 一学期に行った時の写真を提

示することで，春や夏の頃の公

園の樹木の様子と比べながら秋

見付けをしたり，秋の自然に浸

って遊んだりすることで，季節

の変化に気付くことができるよ

うにする。 

・ 「見せ合いコーナー」や「あ

そぼうコーナー」を設け，相手

意識をもったり，関わりを楽し

んだりすることができるように

する。 

・ 最後に「お話タイム」の時間 

 をつくり，友達と一緒に拾った

「ぼく・わたしの秋の宝物」へ

の愛着をもてるようにする。 

 

 

・ 素材の特徴を生かしたアイデ 

アや工夫を他の子どもに紹介し 

ながら，子どもの活動意欲を高 

めるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 秋の自然の様子や

季節の変化に気付い

ている。（発言・ビンゴ

カード） 

 

 

イ 秋の公園で葉や木

の実など進んで見付

けたり，秋の自然に浸

って遊んだりしてい

る。（行動・ビンゴカード） 

 

 

 

 

 

 

 

イ 集めた秋の自然物

の中から使ってみた

いものを選び，試した

り，見立てたり，工夫

したりしながら自分

★家の近くでも見てみたいな！ 
 
★皇后崎公園も変わってるかな？ 
 
 

★どんぐりがいっぱいあるよ。 
★みせあいこしよう！ 
★なげたり，ころがしたりしてあそべ
るよ。 

★たくさん集めて持って帰ろう！ 
★何かつくりたいな！ 

 

○校庭以外で変わっている所はある
のかな？ 

○秋の宝物をどうしたいですか？ 

 

★まつぼっくりを見付けたよ！ 
★どんぐりって形が違うものがある
んだね！ 

★イチョウの葉が少し黄色くなって
るよ！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広 

げ 

・ 

深 

め 

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 友達と一緒につくったり遊

んだりする活動を通して，も

っと楽しく遊べるように，自

分のおもちゃを改良したり，

遊び方を工夫したりする。② 

（本時 1/2） 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次 

あきランドでたのしもう 

[５] 

 

（１）秋ランドをつくって遊ぼ

う。          ④ 

・ つくったものをもちよって，

みんなで「あきランド」をつく

る。 

・ 秋ランドの準備を進める。 

 

 

・ 秋ランドで一緖に遊ぶ。 

 

 

 

（２）楽しかったことやがんばっ

たことを絵や文で表し，思い出

の記録を残す。     ① 

 

 

 

・ 秋のおもちゃや遊びの紹介を

することにより，自分の作品の

よさや，友達の作品のよさに気

付くようにする。 

・ 遊びや遊びに使うものを友達

と比べて，共通点や相違点に着

目させ，自分のおもちゃをもっ

と楽しくする視点とさせる。 

 

 

 

・ 自分がつくったものや，その

面白い遊び方，動かし方などを

知らせ合うことができるように

する。 

 

 

 

 

・ 友達と遊びながら，遊びやつ

くり方で工夫したところやよい

ところを教え合うようにする。 

・ 秋の自然や身近にあるものを 

生かした遊びをしている子ども

や遊びに使うものやルールなど

を工夫して遊んでいる子どもを

賞賛したり紹介したりすること

で，自分や友達のよさや頑張り

に気付けるようにする。 

 

 

・ 学習前の様子を振り返ったり， 

伝えたりしながら，自分や友達 

の成長したところに気付かせる 

ようにする。 

のつくりたいものを

つくっている。 

（行動・作品・つぶやき・ 

振り返りカード） 

ウ 友達の作品を見た

り触れたりしながら，

つくって遊ぶ楽しさ，

工夫する楽しさに気

付いている。 

（発言・振り返りカード） 

ウ 「秋の宝物」を使っ

て遊ぶ，楽しさや面白

さに気付いている。 

（行動・振り返りカード） 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 遊びの約束やルー 

 ルなどを考え，遊びを 

 つくり出している。          

（行動・作品・つぶやき） 

 

ア 友達と協力して楽 

 しく遊ぼうとしてい 

る。 （行動・つぶやき） 

 

 

 

 

ウ 友達ができるよう

になったことや，自分

ができるようになっ

たことに気付くこと

ができる。 

（発言・振り返りカード） 

○どんぐりごま  ○めいろ   ○まつぼっくりとばし  
○さかな釣り   ○ボーリング   ○楽器 
○けん玉                    など   

★～ちゃんの○○が面白いな！ 
★みんなと遊ぶと楽しいな。 

★もっと～したいんだけど，教えて。 
★～さんとどっちが長く回るか勝負
だ！ 

★私も○○さんのおもちゃで遊んでみ
たいな！ 

★みんなのおもちゃで遊びたい。 

○～さんの～も凄いね！ 
○うまくいかないねえ。どうしたらいい
のかな？ 

○先生もやってみたいな！ 

★友達に相談してみよう！ 
★もう少し変えた方がいいな！ 

○次の時間は，どうしたいですか？ 

 



 

６ 本時の学習  

(１) 日時 平成２８年１１月１５日（火） 第５校時     於 くまにしホール 

(２) 主眼 友達と一緒につくったり遊んだりする活動を通して，もっと楽しく遊べるように，

自分のおもちゃを改良したり，遊び方を工夫したりすることができるようにする。 

(３) 準備 材料（木の実，木の葉，小枝など），道具（きり，ボンドなど），つくったもの 

（４） 展開 

子どもの活動 

子どもの思いや願い・予想される発言 

○教師の指導・支援 ◇評価規準（評価方法） 

◆支援を要する子どもへの配慮 

１ 本時のめあてを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ おもちゃで遊びながら，どんな工夫ができ

るのか考える。【グループで製作・交流】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 必要に応じて，グループ同士での交流の内

容を他のグループの友達に伝える。【全体で

交流】 

 

 

・ 友達の考えやアイデアのよいところを見 

付けたり，質問したり，意見を出したりす 

る。 

○ 友達と一緒に考えていこうという雰囲気

をつくるようにするために，前時までの活動

をもとに，具体的な改良のアイデアをもって

いる子どもや困っている子どもを紹介する。 

 

 

 

 

 

○ 友達と一緒につくったり遊んだりを繰り

返しながら，比べたり，交換して遊んだりし

て，その時に困ったことや工夫ができそうな

ことを見つけ，改良に生かせるようにする。 

 

 

 

 

○ 工夫点が見付からない子どもや満足して

活動が停滞している子どもが，もっと楽しく

するための工夫やアイデアを見付けていく

ことができるように他の友達のアイデアを

紹介したり教師が声かけをしたりする。 

 

◇ 友達と遊んでみて困ったことや，友達から

助言されたことをもとに，おもちゃや遊びの

ルールを改良している。 

＜思考・表現（行動観察・発言・つぶやき）＞ 

 

○ グループでの交流が滞っている場合は，そ

れぞれのグループの工夫を全体に広げる場

を設け，次時の活動へのヒントにしたり，自

分や友達の考えのよさに気付いたりできる

めあて： ともだちとあそびながら，もっとたのしいあきのおもちゃにへんしんさせよう！ 

すごいね！どうやってつく
ったの？ 

よくまわらないからどうした

らいいかな･･･。 
 

もっとたのしくしたいな。 

もっと○○したいんだけど，

教えて。 

どんぐりの大きさを変えて

みたら音がかわるかやってみ

よう！ 

 困っている友達もいるみたいだ

ね。どうしようかな。 

 ○○さんのおもちゃとくらべて

みて，どう思いましたか。 



 

 

 

 

 

 

３ 本時を振り返り，次時の活動について確認

する。 

 

○ 秋のはかせカードに振り返りを書き，全体

の場で交流する。 

 

 

 

 

 

 

ようにする。 

○ 常時「秋のはかせ広場」や「ステージ」コ

ーナーを設け，できるだけ，交流活動が自然

にできるようにしていく。 

 

 

 

 

◆ 書くことが苦手な児童には，思いを教師が 

聞いて言葉にしたり，活動中にカードをえら

ぶように声かけを行うようにする。 

 

○ 本時の学習を通して，どんな工夫ができた

のかを自分のめあてに沿って振り返られる

ようにする。 

 

 

 

〇 自分にも取り入れられる工夫はないか，困

っているグループが困らなくて済む方法は

ないか等を考えながら聞くことにより，それ

ぞれの気付きがさらに深まるようにする。  

 

 

 

 

○ 次の時間にしたいことを発表する中で，

「友達と一緒に遊んでみたい。」「みんなで楽

しく遊ぶためのルールを考えたい。」などの

思いを引き出し，意欲を高めるようにする。 

 

 

 

 

 

 わたしたちとつくっている
ものは違うけど，このアイデア
はまねできるな！ 

 違うものをつくっているけど，ど

っちもおもしろいね。もっと楽しく

なるアドバイスはあるかな。 

 ルールとかをつくって，つ
ぎはみんなであそびたいな！ 

 どんぐりの大きさをいろ
いろ変えてみたら，前より楽
しい楽器になりました。 

魚を落ち葉でつくったら

どうかなってアドバイスを

もらったから，次の時間にや

ってみたいです。 

 

 なんどもやり直してがんばってい

たね。すごいなと思ったよ。 

 友達と一緒に考えたら，もっと楽

しいおもちゃになったんですね！ 

 工夫して，楽しいおもちゃになりました

ね。もっとやりたいことはありますか。 


