
第１学年１組 生活科学習指導案 

                                    指導者   

 

１ 単元名  いきものと なかよし 

 

２ 指導にあたって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 子どもの実態 

 本学級の児童は，明るく活動的で、身近な生き

物や植物に大変興味をもっている。 

生活科の学習では、1 学期に自分の好きな草花

の種まきをし、水やり、草抜きなどの世話をして

きた。元気がない時には、「かれそう。」と心配し

たり、花が咲いた時には、うれしそうに報告に来

たりする姿が見られた。６月には黒川探検でカニ

やメダカを見つけ大喜びし、水槽で飼ってみたい

と進んで世話をする様子が見られた。また、中庭

やビオトープの生き物を見つけては、みんなに紹

介したり、近所で見つけた虫を、大切に自分の虫

かごを準備して飼ったりする子もいた。このよう

に、生き物に関する関心は、かなり高いと言える。 

しかし、生き物を自分で飼育した経験をもつ子

は、36 名中 1６名で、児童の中には「虫に触るの

はこわい。」「自分ではつかまえられない」など、

生き物と触れ合う経験を今までにあまりしてい

ないために苦手意識をもっていたり、生き物を捕

まえても継続的に世話ができずに死なせてしま

ったりした子も数多くいる。 

このような実態にある児童にとって、生き物と

触れ合い継続的に生き物の世話をする中で、生き

物と仲良くなり大切にしようとする活動は、大変

意義深いと考える。 

 

○ 育てたい力（ねらい） 

 本単元は，学習指導要領の内容（７）

「動物を飼ったり植物を育てたりし

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。」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見つ

けをしたりしながら、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かかわ

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、生き物を大切に

することができるようにすることを

目指している。 

また，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

かせていきたい。 

○ 本単元における具体的な手立て 

 （１）伝え合い 交流する活動の工夫 

  ・言語活動による交流の工夫 

①児童一人一人の生き物へかかわった経験が違うので、自分の生き物の様子や世話に

ついて、同じ、または似ている生き物を世話している子ども同士のグループで、友

達と楽しさを共感したり、困っていることに助言し合ったり、情報を交換したりし

ながら、自分の生き物がもっと喜ぶ世話の仕方を考え工夫し、実際にやってみるよ

うにする交流活動の場を設ける。「いきものたいむ」１５分 

・相手意識を明確にした交流の工夫 

①「いきものなかよしランド」グループ発表の場を設定する。生き物との出会いから

これまでの飼育活動をふり返り、自分の生き物に対する思いや気付きを、自分とは

異なる生き物を育てている友だちに伝え、交流する場とする。 

②さらに、こじか幼稚園の園児を「いきものなかよしランド」に招き自信を持って自

分なりの思いや気付きを伝えることを楽しむことができる場とする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 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 

○ 身の回りにいる生き物

に関心をもち、進んで探し

たり、親しみをもって大切

にすることができる。 

○ 自分の生き物に心を寄

せながらすすんで世話を

しようとする。 

○ 自分なりの思いをもって、身

の回りにいる生き物を探した

り、育てたりすることができ

る。 

○ 自分の生き物の育つ場所や

飼育の仕方や生き物の様子な

どを表現することができる。 

○ 自分の活動を振り返りなが

ら、生き物とのよりよい関わり

方を考えることができる。 

 

○ 生き物は生命をもってい

ることや成長・変化している

こと、生き物に合った世話の

仕方があることに気付く。 

○ 生き物とかかわり合って

生活する楽しさ、自分や友達

のよさや成長に気付く。 

 

 

 

 

 

 

・活動場面に応じた伝え方の工夫 

①「いきものなかよしランド」では、自分の生き物に対する思いや気付きを伝えるた

めに劇化・クイズ・実物や写真・紙芝居などの工夫をし、伝え交流することが楽し

めるような場とする。その中で、交流を深めたり、これまでの自分や友達の頑張り

やよさを認め合ったりできると考える 

（２）子どもの気づきの見取りと価値付けを中心とした支援  

・子どもの気付きを価値づける教師の働きかけ 

「見つける」「くらべる」「たとえる」活動を促すように働きかけをする。 

いきものコーナーに掲示された子どもの気付きの中から、朝の会や帰りの会など、

「いきものニュース」の紹介を行い、良い飼い方やよい見かたなどの価値づけをお

こない、活動への意欲を高めるようにする。 

・振り返りカードの工夫 

振り返りカードの簡素化と継続を楽しむことのできる工夫をおこなう。観察の観点

を示し、短時間で記入できるようにする。また、飼い始めてから何日かを記入し長

生きさせるためのはげみにする。 

観察・みつけたよ・こまったなぁカードなどは、ファイルに閉じておき、いつでも

読んで振り返ることができるようにする。 

・見取り支援予想表の活用 

日々の活動の中で、一人一人の気付きを「いきものニュース」や振り返りカードや

行動観察やから見取り、共感したり、賞賛したりしていきながら、見取り支援予想

に活かす。 

 

 



４ 指導・評価計画（総時数時間） 

 

学習

過程 

主な学習活動・内容  指導･支援上の留意点 評価規準及び評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一次 

いきものをみつけよう。 

（５） 

（１） 夏休みに出会った生

き物を紹介しよう。

① 

・夏休みにみつけたよ。 

・先生のみつけたいきものは 

なんだ！ 

 ・家の近くでみつけたよ。 

 

（２） 学校や田良原公園で

生き物みつけをして

遊ぼう。 

③ 

   ・校庭や熊っ子の森、 

・ビオトープ 

・田良原公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二次 

いきものとなかよくなろ

う。   （３） 

○  夏休み中に出会った生き

物や校庭などで出会う生き

物を紹介し合う。身近な場所

で見つけた生き物の絵を、生

き物掲示板に張ったり、いろ

いろな生き物に出会える場

所を発表し合ったりして、生

き物への興味や関心を高め

ていくようにする。 

 

 

 

○ 校庭や熊っ子の森、ビオト

ープ、田良原公園など、身近

な場所で生き物と出会った

り触れ合ったりできるよう

にし、その体験から生まれた

一人一人の思いに共感しな

がら、飼育する活動へとつな

げていく。 

○  田良原公園では、２回目

に、こじか幼稚園の園児と一

緒に生き物みつけをして遊

び、生き物の居場所や触り方

などを学ぶようにさせ、交流

を深める場をつくる。 

◆  生き物を触ることが苦手

な子どもや、生き物に関心を

示さない子どもには、得意な

子どもや、教師と一緒に生き

物探しをして意欲を高める

ことができるようにする。 

ァ 生き物に関心をもち、自分の身

の回りでの生き物の様子を想起

し、経験を進んで話したり、話を

聞いたりして、身近な場所で生き

物との触れ合いを楽しもうとして

いる。 （行動観察・発言） 

☆ 公園でせみをいっぱいつかまえ

たよ。 

☆ ○○くんとカマキリをつかまえ

てあそんだよ。 

 

イ 生き物のとり方を工夫したり、

触れ合ったりして生き物と楽しく

遊ぶことができる。 

☆ 網を使えばトンボをつかまえら

れるね。 

イ 生き物と触れ合う楽しさや喜び

などを話したり絵や文で表現した

りすることができる。 

（行動観察・発言・振り返りカード） 

ゥ それぞれの生き物には、生息に

適した場所があることや、生き物

と触れ合うことの喜びに気付いて

いる。  

（行動観察・振り返りカード） 

 

 

 

 

ァ 育てている生き物の変化や成長

を楽しみながら、生き物に必要な世

話を続けている。 

出 

会 

う 



 

（１）自分が飼いたい生き   

物を決め、生き物の世

話をする。 

②＋常時活動 

 

（２）もっと生き物が喜ん 

だり、生き物と仲良く

なったりする方法を考

え、世話をする。① 

 

 

 

 

 

 

（３）自分の生き物の世話

を継続して行う。 

常時活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 生き物の「生き物たいむ」

15 分を設け、常時活動の時間

とする 

○生き物との関わりから生ま

れた気づきや思いや願いな

どを「みつけたよカード」や

「こまったなぁカード」に自

由に表現できるようにする。 

○カードは「いきものニュー

ス」コーナーに掲示し、良い

飼い方やよい見方の情報交

換の場とする。 

○朝の会・帰りの会では生き物

に関する日々の情報「いきも

のニュース」を紹介しするよ

うにする。 

○生活科ファイルに、振り返り

カードとともにストックし、

学びの足跡として残してい

くようにする。 

○ 日々の活動の中で、一人一

人の気付きを「いきものニュ

ース」や振り返りカードや行

動観察やから見取り、共感し

たり、賞賛したりしていきな

がら、見取り支援予想に活か

す。 

◆  生き物の世話に対しての

意識がうすい子どもには、教

師が一緒に世話をして、生き

物と関わる楽しさや、世話の

大切さを感じられるように

する。 

◆  ファイルの整理を教師が

一緒にしながら、これまでの

飼育活動を振り返り、生き物

（行動観察・振り返りカード） 

☆ ぼくのザリガニが皮をぬいでい

るよ。 

イ 生き物の立場に立った世話の仕

方を工夫するとともに、気付いた

ことや感じたことなどを自分なり

に表現することができる。 

（行動観察・発言・振り返りカード） 

☆ バッタは草がたくさんあるとこ

ろにいたから、きっと草が好きな

んだと思うな。草をもっといれて

あげよう。 

☆ きれいな水に代えてあげたらメ

ダカが前よりも元気になったみた

い。 

ゥ 生き物も自分たちと同じように

生命をもっていることが分かり、

世話をすることの大切さに気付い

ている。 

（行動観察・発言・振り返りカード） 

☆ 毎日いっぱいえさを食べている

から、前より大きくなったみたい。

これからも毎日忘れずにえさをあ

げよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か 

か 

わ 

る 



 

第三次 

「いきものなかよしラン

ド」でじぶんのいきものを

し ょ う か い し よ う 。     

（５） 

（１） これまでの世話 

を振り返る。  ② 

・世話の工夫 

・生き物の変化や様子 

・できるようになったこと 

 

（２）生き物の世話をして、

思ったことやできるよ

うになったことなどを

友達に紹介しあう。     

① 

 

 

 

 

 

（３）こじか幼稚園の園 

児を「いきものラン

ド」に招待し、自分の

生き物をみせたり、生

き物と一緒に遊んだ

りしながら、自分の生

き物のかわいいとこ

ろを紹介する。 ① 

（４）生き物を育てたこと

を振り返り、これから

の見通しをもつ。      

① 

 

の様子や頑張りや気付きを

想起させる。 

 

○  同じ類の生き物を飼育し

ているグループでの語り合

い、自分の生き物への接し方

や世話の仕方を振り返るこ

とができるようにする。 

◆  自分の世話の仕方を上手

く伝えられない子どもには、

その子なりの前時までの活

動を想起させ、カードの記述

をもとにして、自信をもたせ

て発言させる。 

○ 生き物の飼育を通して、感

じたことや楽しかったこと、

頑張ったことなどを友達同

士で語り合うことにより、互

いのよさや成長に気付くよ

うにする。 

○  交流しているこじか幼稚

園の園児に自分の仲良しの

生き物を見せたり、生き物の

ことを紹介したりすること

で、これまでの生き物とのか

かわりやお世話の中での気

付きを表現できるようにす

る。 

 

○  生き物との出会いからこ

れまでの飼育活動を、生活科

ファイルなどを使って振り

返ることにより、自分の生き

物への思いや関わり方の変

化に気付くようにする。 

 

 

 

 

ァ 自分の生き物のことや自分のよ

さを、まわりの人に喜んで伝えよ

うとしている。 

（発言・振り返りカード） 

 

 

 

 

 

 

☆ ぼくは、毎日水そうの水かえを

したよ。そうしたら、カニの○○

くんは、とても元気になるんだよ。  

☆ 私があげたキュウリをたくさん

食べてくれたときうれしかった。 

☆ はじめは怖くて触れなかったけ

ど、今は触れるから楽しいです。 

☆ これは、ぼくのコオロギのころ

ちゃんです。ころちゃんは、とて

もいい声で鳴くんだよ。鳴くとき 

 羽をこんなふうに動かすよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゥ 生き物とかかわり合って生活す

る楽しさ、自分や友達のよさや成

長に気付いている。 

ひ 

ろ 

げ
、 

深 

め 

る 



  （発言・振り返りカード） 

☆ はじめは苦手だったけど、生き

物が好きになったよ。 

☆ 友達がお世話のしかたを教えて 

くれてうれしかったよ。 

 

 


