
 

平成２８年度 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，自分への気付きにつなぐ表現・振り返り活動の工夫～ 

 

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，個々の限定的なものであったり，単発的なものであったりする。そのような気付きを児

童自身が自覚し，それらを素直に表現したり，友達と伝え合ったり，繰り返し試したりしながら深め，自

分自身の成長に気付いたり，次の活動に生かしたりできるように導くことが，気付きの質を高めるという

ことである。気付きの質を高めることで，児童は，まわりの人や事象とのつながりを深め，自分のがんば

りや成長を感じながら，意欲や自信をもって生活することができる。このように，生活科の学習を通して

気付きの質を高めることは，「自信を深める」ことにつながる。 

 (３） 「自らめあてをもって動き出す」とは 

生活科の学習では，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のではなく，実感・納

得・体験に基づく意欲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

や遠回りをしてもあきらめずにアプローチし続ける力，何を学び，どんな力がついたのかを自分で振り返

る力なども育てていきたい。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う気持ちにな

る場や出会いを工夫することで，児童の活動意欲を刺激していく。その中で，児童自身が，「おや？」「ど

うして？」と不思議に思ったり，「やってみたい」「こうしたらできそう」と，自分の見方や考え方，方法

を考えたり，さらには，次にやってみたいことを見つけたりして自らの力で学んでいこうとする状態を「自

らめあてをもって動き出す」姿ととらえる。 

主体的に動き出した児童は，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。

小学校低学年段階では，「～すると～だった。だから，きっと～だ。次は～」と，児童がめあてを新たに

しながら活動をつなぎ，自分なりに根拠をもって問題を解決していく学びを大切にしたい。 

（４） 「自分への気付きにつなぐ表現・振り返り活動」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

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。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，「自分への気付きにつなぐ」とい

うことである。 

「自分への気付きにつなぐ表現・振り返り活動」とは，単元の終末や１時間の学習の中で，気付いたこ

とや，考えたこと，もっと知りたいこと，困っていることなどを素直に表現し，気付きを深めたり広げた

りしながらその質を高めるとともに，最後は自分自身の成長を実感できるような振り返り活動を意味して

いる。その中で自分への自信を育てるだけでなく，自分を取り巻く人々や地域のすばらしさに気付いたり，

自分を支えてくれる人々への感謝の気持ちを感じたりしながら，意欲的に生活できるようにしたい。 

 

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，地域を学習対象に，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見ると，学習活動が体験だけで終わっていることや，教師が一方的

に課題や指示を与え，児童の興味・関心や体験から生じる思いや願いを十分に引き出していないこと，児

童の気付きの質を高める手だてが十分ではないことなどの課題が挙げられ，それらの早急な改善が求めら

れている。また，単元末の発表会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，表現

する過程で，児童に考える力を育成するための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，幼児教育から小学校教育

へ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，自然について学びながら自分自身への気付きを深め，小学校低学年におけるよき生活者

としての資質や能力の育成をねらいとした教科である。 

 前述した課題を踏まえ，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，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，その思いや願いを実現するために，めあての

達成や問題解決を目指して，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する工夫や，体験か

ら得た気付きを自分自身への気付きにつなぐ工夫で，次の活動や自分の生活へとつないだり，自信を深め

た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３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。 

○ 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

めの言葉かけがより効果的にできるようになった。 

 しかし，一方で，第４期まで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・

自主性が十分に育っていない。 

△ 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 
子ども自ら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 

平成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，気付きを深めたりすることはまだ十分にできていない。また，活動の前と今の自分を比べて，

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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。 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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。 



 

成長や自分のよさ，可能性などに気付き，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

りしている児童も，まだ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や，気付きを表現したり伝え合ったりし

てそ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につなぎ，自分の生

活の仕方や見方・考え方の変容につないだりすることは，本校児童の実態に即し大切な目標と言える。 

 そこで，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。 

 

３．めざす子ども像 

○ 対象に対して，自分なりの思い願いをもち，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 

 

４．研究仮説 

本年度の研究仮説を次のように設定する。 

生活科の指導において， 

① 身近な人々や社会，自然に対する関心を高め，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 自分への気付きにつなぐ表現活動と振り返り活動の工夫を行う。 

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。 

 

５．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「やってみたい」，「活動せずにはいられない」と感じる活動の場や，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。児童が「おもしろそうだな」「やって

みたい」「こんなものをつくりたい」という思いや願いをもち，自らめあてをもって動き出す導入を目指

す。そのために，次のような工夫を行う。 

○ 日常の生活の中から導入する。 

○ 具体的な活動から単元に入る。 

○ 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，日常生活との関連や具体的な活動から導入を図り，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。また，自分事として

切実なかかわりを生む工夫をすることで，児童一人一人が「やってみたい！」「もっと○○したい！」と

いう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 

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。次頁の【資料２】で示すと，例えば，活動意欲を高め方向



 

【資料２】（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 

性を見いだす①の場面，気付きを自覚させ，それらを広

げ・深め・つなぐ②，③の場面，自分の頑張りや成長を感

じ，自信を深める終盤の④の場面に合わせて，【資料３】

のような言葉かけを重点的に行ったり，見取りの視点にし

たりする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料３】 



 

 上述したように，学習場面で児童の気付きの質を高める声かけや支援を的確に行うには，教師のきめ細

かな見取りが必要になる。そこで，日々の学習状況や気付きを，内容面・方法面・心情面などから多面的

に見取り，分析・蓄積するだけでなく，その記録から支援の必要な児童，友達とのかかわりを引き出した

い児童，全体で価値付けたい児童などを想定し，【資料４】のように，日々の授業に活かすようにする。 

【資料４】日々の見取りを授業に活かす「見取り・支援表」の例 

 

（３） 着眼３ 自分への気付きにつなぐ表現活動と振り返り活動の工夫 

① 気付きがつながる，多様な表現コーナーの設置【資料５】 

導入での意欲の高まりを受け，児童の多様な気付きを引き出すために，楽しみながら取り組める表現活

動を工夫したい。廊下などのオープンなスペースにお尋ねコーナー・お知らせコーナーなどを設け，児童

が友達や上級生と自発的に交流できるようにする。見付けたことを知らせたり，分からないこと，困って

いることなどを相談したり，互いに表現物を見せ合ったりすることは，気付きを増やし高めるだけでなく，

問題解決への糸口を見出すことにもつながる。上級生の「虫博士」などとの自発的な交流も生まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【資料５】多様な表現コーナーの一例 

 



 

② 「思わず書きたくなる！」・「伝えたくなる！」表現カード 

児童の書きたい，表現したいといった意欲をかき立て，表現し伝え合うことのよさが実感できるよう

に【資料６・７】のような表現カードの工夫を行っている。観点の焦点化・カードの分量や色分けなど

の吟味を行うとともに，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。 

                                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

本校では，これまでも学習のまとめの段階において，

児童一人一人が本時の活動をめあてに沿って振り返

る「表現活動」を行ってきた。児童は，活動に合わせ

て教師が用意したカードに記入したり，個の活動内容

や思いに応じて自分でカードを選んだりして本時の

活動を振り返り，絵や言葉などで自分の思いや気付き

を表出してきた。 

本年度は，さらに「！」（発見や気付きを書く通称

みつけたカード），「？」（疑問を書くふしぎカード），

「♥」（心情を書くハートカード）という３色のフリー

カード【資料７】を使って，自分でタイトルを考えながら活用している。児童が，自分を振り返ってカー

ドを選んだり，「！やっとできたよカード」などのタイトルをつけたりする中で，成就感を味わったり思

いを膨らませたりすることができる。教師も，カードの色やタイトルから，授業中の短い時間に児童の思

いを読み取り，終末の振り返りの中で広げたり，価値付けたり，次の学びにつないだりすることができる。 

 

③ 学びを深め，自分への気付きにつなぐ「振り返り活動」 

上で述べた表現カードの内容や実際の制作物などを生かしながら，一人一人の思いやがんばり，困り感

などを学級全体に広げ，学びを価値付けたりつないだりする「振り返り活動」を行う。 

これまでは，学習の最後の場面で書いた振り返りカードを，個人がポートフォリオ的にファイリングし，

単元のまとめの段階になって，まとめ

て見直すような展開も見られた。 

しかし，昨年度より，自分が必要と

感じたときにカードを書いたり，グル

ープの友達や学級全体に知らせたり，

尋ねたりできる【資料８】のようなコ

ーナーを作り，児童の必要感に応じて

【資料７】３色のフリーカードの活用例 

 

 
【資料６】昨年までの 表現カードの一例  
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自発的な表現や交流活動を行えるようにしてきた。このような活動により，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ることができた。また，【資料８】のような発表ステー

ジを設定し，学習の終末場面で，言葉による表現だけでなく，実際の物を使って説明したり，気持ちを伝

えたりして，気付きを高めたり，共感的な理解や賞賛を引き出したりすることも継続して行っている。 

本年度は，振り返りの中で，教師がカードから見取った児童の思いを補足したり，価値付けたり，友達

とつないだりすることでさらに学びが深まり，自分の成長を感じたり，友達のがんばりを共感的にとらえ

たりしながら，自分の学びに自信を深め，次の活動に意欲がつながるように取り組みたい。 

 

６．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 10】 

 

【資料 10】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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，自分への気付きにつなぐ表現・振り返り活動の工夫」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を自覚させ，気付きの質を高め，自分自身への気付きにつなぐ

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自分への気付きにつなぐ表現・振り返り活動の工夫を着眼に据え，研究に取り組んでいる。 
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