
資料３：生活単元学習指導案

１ 単元名 「お店やさん」～お店のキャラクターを作って、楽しくもりあげよう～

２ 単元について
（１ 「お店やさん」について）
本単元は 「お店を作るために何が必要か 「たくさんのお客さんに買ってもらうに、 」

はどんな工夫をしたらよいか」など、児童自身が考え、計画書を作成して活動を進めて
いくという、主体性の発揮できる活動である。
「お店やさん」で販売する５品は、 円から 円まで値段も様々である。その５50 210

品を組み合わせながら、個数を数える学習から代金・おつりの計算まで、実際的な活動
を児童一人一人の実態に合わせて幅広く仕組むことが可能である。また全校に向けての
販売活動では、通常の学級との交流を図ることもできる。単元を通して“お店の人”と
いう立場を意識することで、挨拶や身だしなみを見直したり “お客さん”である友だ、
ちの立場を想像して思いやる気持ちをも育んでいけると考える。
「お店やさん」は、昨年に引き続き 回目の取り組みとなる。そこで、昨年の経験を2

生かしつつ、さらにやってみたいことも加えて、活動を豊かなものにしていきたい。

（２）～お店のキャラクターを作って、楽しくもりあげよう～について
「お店やさん」の活動についての話をすると、さっそく紹介すると 「今年もやりた、

い！ 「今度はこんなこともしたい！」といった積極的な意見が出された。宣伝活動の」
一環として、 から提案されたものが、この小単元～お店のキャラクターを作って、楽A
しくもりあげよう～である。

< の提案> より多くのお客さんにお店を知ってもらうためにA
「 」 。○ お店のキャラクターを作ってください と全校のみんなに呼びかける
○いろいろな面白い賞を決めて、表彰する。
○キャラクターグッズを作って、買ってくれた人に渡す。

はマンガを描くのが好きで、ノートやプリントに小さなアニメキャラクターや自作A
のキャラクターをびっしりと描いている 「ぼくはマンガが好きだけど、マンガは世の。
中では役に立たないなあ」と言っていたのだが、○年生の総合的な学習で、村のキャラ
クターを作って地域を し大成功した地域の歴史を知り、マンガの力を見直したようPR
であった。また、数ヶ月前には、○○市のシンボルマークを市民の投票で決定すること
にも大変興味をもち 「どれに決まるんだろう」と、毎日そわそわしていたこともあっ、
た。生活の中から得た情報を、実際に自分の生活にも生かしてみたいと考え、このよう
な新しい活動を提案したのだと考えられる。

さんはかわいいキャラクターグッズを多く集めている。 からキャラクター募集のB A
アイディアが出された翌日 「モリゾーとキッコロもキャラクターやんな」と言って新、
聞の切抜きを持ってきて、朝の会に紹介してくれたことがあった。以上のように「キャ
ラクター募集」という題材は、児童の現在の興味にかなった実にタイムリーなものであ
り、意欲的に取り組んでいけると考える。

キャラクター決定までの一連の取り組みが、｢お店やさん」に対する全校児童の関心
を呼び起こし、全校体制でこの活動を盛り上げるきっかけになることを願っている。

、 、「 、自分たちの計画が 友だちに受け入れられ喜ばれることを知り 友だちっていいな
がんばった自分もいいな」と実感できるような単元にしていきたい。

３ 児童の実態
（１）学級での児童の様子
平成○年度に開設された本学級には、 、 の２名が在籍している。ふだんはおとなA B

しい も、気心の知れた には積極的にかかわり、 もそれを受けとめている。 かB A A A
ら への積極的な働きかけはあまり見られないが、 の姿を見ながら「 さんも成長しB B B
たねえ」とか「 さん、もうちょっとこうするといいのにねえ」と独り言のようにつぶB



やくときがある。
朝の会、帰りの会、生活単元学習は、二人揃って活動しているのだが、多弁な のA

ペースで進行してしまうこともあるので、 が活躍できる場を作ったり、二人で協力しB
て行う活動を意図的に仕組んだりしている。

（２）単元に関わる児童の実態

A B
・アイディアが豊かで、活発に意見を ・ と二人で活動しているときは、進A
発表するが、時々「やっぱいい 「き んで意見を発表したり、反対意見も」

。意 っとできないだろう」と言って、や 堂々と言ったりできるようになった
欲 る前からあきらめてしまう弱気な一 ・少し失敗すると黙り込んでしまい、
・ 面もある。 しばらく活動に参加できないときが
態 ・思うようにならないと言って、自分 ある。
度 や他人を責めて泣き、活動が中断す ・わからないことがあると黙り込んで

るときがある。 しまうが 「先生、教えてください」、
・活動に疲れても、もうひとがんばり と言えるようになってきた。
しようとする気持ちが出てきた。

・学年相応の計算力があるが、自分の ・機械的にではあるが、 ×３のよう50
書いた数字を読み間違えての計算ミ な計算を紙に書いてできる。
スがある。 ・出した金額－代金を計算して、おつ

・ 収入 「支出」等の意味がわかり、 りを求めることができる。繰り下が「 」
小遣い帳に記入することができる。 りの計算を間違えるときがある。

・学年相応の漢字の読みの力がある。 ・ の束を作って数える便利さに気づ10
100知 ・文字は意識して書くと整うが、自分 き、積極的に使おうとするが、

識 でも読めないくらい乱れていること 以上の数字になると難しい。
・ が多い。自分の名前の漢字も間違え ・文字は意識して書くと整うが、自分
技 ることがある。 でも読めないくらい乱れていること
能 ・はさみやのりを使う、色を塗るとい が多い。大きさが揃わず、マス目か

った手先を使う作業は苦手であるが らはみ出していることが多い。句点
細かい絵を描くことは得意である。 や読点がない。

・ちょう結びのやり方は知っているが ・はさみを使って直線を滑らかに切れ、
靴の紐、エプロンの紐など、生活の るようになった。
中で活用できていない。 ・ちょう結びが一人でできるようにな

ってきた。
・元気な挨拶ができるが、相手からの ・仲の良い友だちの前では大きな声で
働きかけには無関心で、気付かない 話せるが、それ以外の場面では言葉
ことがある。 がはっきりしない。

社 ・丁寧語を日常的に使用しており、礼 ・○年生男子に対しては、横柄な態度
儀正しくふるまえる。 をとりがちである。

会 ・自分のペースでものごとが進まない ・丁寧な言葉も知っているが、緊張の
とイライラしたり、友達に失礼な言 ためか声が聞き取れないほど小さい

性 葉を言ってしまうときがある。 ことが多い。
・電話で話した内容を思い出したり、 ・友だちの頑張りを見つけて発表でき
家族に伝えたりすることが苦手であ る。
る。電話の対応は元気にできる。 ・電話での会話は、片言の単語と返事

だけで済ましている。

４．単元のねらい

ね ら い （願 う 姿） ねらいにせまるてだて
お客さん（全校の友だち）のことを大切に思 ・ 自分がお客さんだったらどAB: 「

意 い、単元を通して、丁寧な作業をやりきること う思うか」を繰り返し問いか
欲 ができる。 け、自分の体験や想像から十
・ 分に話をさせる。



態 活動を成功させたいという願いをもちアイディ ・ の意見をよく聞き、諺を交A: A
度 アや意見を積極的に発言できる。 えたりしながら印象的に価値

の意見につけたして話したり、自分からも新 付ける。B: A
しい意見を発表したりして、意欲的に活動に関 ・手にすると嬉しくなるような
わろうとすることができる。 可愛い道具で意欲付ける。
文字や数字を丁寧に書くことができる。 ・必然性のある活動を仕組み、AB:
伝えたいことを、短くまとめることができる。 課題意識をもって取り組ませ

知 エプロンの紐を前で結ぶことができる。 る。
電話で聞いた内容を正確に伝えることができる。識

・ おつりの計算を暗算で正確にできる。 ・計算等に取り組むときは、私A:
技 売り上げ表への金額の記入が一人でできる。 語や冗談を言うのをやめ、集
能 はさみや巻尺、定規の扱いに慣れる。 中して取り組めるような、緊

張感漂う雰囲気を作る。
かけ算を使って代金を計算することができる。 ・教師が一緒に数えたり大きくB:
電卓を使って、一人でおつりの計算ができる。 うなづいたりして、 の緊張B
のまとまりを作る数え方で、 以上の数も や不安を和らげ、力を発揮し10 100

数えることができる。 やすい雰囲気を作る。
二人で声をかけ合ったり、目で合図を送った ・必然性のある活動を仕組み、AB:
りしながら 仲良く作業を進めることができる 課題意識をもって取り組ませ、 。

社 気持ちのよい電話の受け答えができる。 る。
会 ・よい関わり方を教えるのでは
性 相手を意識して、挨拶や話ができる。 なく、 ・ の活動の中からA: A B

相手に聞こえる声で、挨拶や話ができる。 よい姿を見つけ、その場で全B:
体に広めるようにしていく。

５．単元指導計画 (別紙）

６．本時の活動 （本時 ７ 時間 )/ 20
（１）本時のねらい
・お客さんの来訪を喜び、はりきって投票の説明ができる。
・賞状を受け取る友達の気持ちを考えることで、賞状の文字の書き方や、賞状の渡
し方に意識を集中して活動することができる。

（２）個別の指導計画との関わり（ 児）A
２－② 友だちの立場を考えて、自分の行動を決定する場を作る。

・賞状を気持ちよく受け取ってもらうために、自分たちがどのように行動した
らよいのかを考える場
・自分のペースで計算してしまいたい気持ちを我慢し、 さんが計算するとこB
ろを見守らせる場

「 」 。２－③ 行動を抑制するための実行機能といわれる 内言 を作る働きかけをする
（内言：心の中で自分に向かって言う言葉）
・きれいな賞状が完成したところで 「賞状をもらえなかった子が“がんばっ、
たのに、ぼくはダメだ～”と言って泣いてしまったら、何て言ってあげよう
か」と問いかけて、自分を励ます内言につながる言葉を引き出したい。

３－③ 丁寧に字を書く場面を設定する。
・賞状の名前書きという場面の設定


