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事 例 小学校 生活科 第１学年 「あきとなかよし」

「努力を要する（Ｃ 」状況と判断される児童が、知的な気テーマ ）

付きを自覚できるための単元構成、自己評価の方法や指導

・援助の工夫改善

・児童の意識の連続を図る単元構成授業改

・単元導入前からの継続的な学習環境の整備善のポ

・気付きを自覚するための自己評価の場の位置づけイント

・気付きを自覚するための「Ｃ」の児童への指導・援助

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握１ 前単元の「Ｃ」児 単元名「むしさんとなかよし」３／７時より

【評価規準 〈単位時間レベルで記載〉】

観点 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

・進んでえさをやった ・前時までに調べたこ ・すみかづくりをしな

評 り、すみかを作った とをもとにして、虫 がら、虫を長生きさ

りして、自分の虫の の気持ちを考えなが せるためには、虫の

価 世話を喜んでしてい ら、その虫にあった 生息場所と同じ環境

る 内容 ７ すみかを作ったり、 を作ったり、虫の好。 〔 （ ）〕

規 えさを与えたりする むえさをあげたりす

ことができる。 ればよいことに気付

準 内容 ７ いている。〔 （ ）〕

〔 （ ）〕内容 ７

【把握方法】

・関心・意欲・態度：本時に至るまでの虫の採集時の様子、本時の虫へのかか

わり方、虫のすみかづくりのために用意してきた餌や材料から評価する。

・思考・表現：虫の生息場所の特徴を思い出し、自分の虫に合ったすみかを作

るための適切な材料を用意しているか また 実際にできあがったすみか 作。 、 （

品）はその虫に合ったものであるか評価する。

・気付き：すみかづくりの際に、飼育ケースに入れている材料について、その

、 。材料を入れた理由を聞き 生息場所の特徴を生かして作っているか評価する

1学習状況の結果と分析

【結果 〈単位時間レベル、３／７で記載〉】

※点数化の方法

Ａは３点、Ｂは２点、Ｃは１点として表記

した 「Ｃ児」は自分自身では気付きを自覚。

することができず、指導・援助を受けて気付

くことができたので、気付きの項目を と1.8

した。

単元前の「Ｃ児」の実態
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・関・意・態（分析ア）

「Ｃ児」は、虫にもともと関心が深く、虫を育てる活動に意欲を見せていた。

また、教師が単元に入る前から教室で虫を飼い、かわいがっている姿を見せ

ることで、自分も虫を育ててみたいという気持ちをもつことができた。

・思・表（分析イ）

本時までに、虫の棲息場所を掲示した「ヒントコーナー」や、図鑑などを置

いた「しらべコーナー」を設置することで、いつでも自分が育てたい虫につ

いて調べられるようにした。また、家庭が協力的であり、虫に合った材料や

道具など、確実に用意することができた。その結果 「Ｃ児」は、虫に合っ、

たすみかを作ることができた。

・気付き（分析ウ）

自分が育てたい虫のすみかを作ることはできていたが、なぜそのようにした

のか、理由を自覚できていなかった。そこで、活動中に「どうして～をして

いるの 」と声をかけ、言葉で答えさせることによって、自分自身がよい気。

付きをしていることを自覚させることができた。

＊実践は本単元の１１／２１時に焦点を当てて行っているため、以下、前時までの実態

も把握しながら進めた。

単元名「あきとなかよし」学習状況の把握２ 本単元の「Ｃ」児

時、 時、 時に把握【評価規準 〈単位時間レベルで記載〉】 1/21 10/21 6~9/21

観点 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

評 時 時 時1/21 10/21 6~9/21

・通学路や公園に秋見 ・自分が見つけた秋の ・四国山公園でも秋に

価 つけに行きたいとい 自然物で楽しく遊ぶ なると木の葉や木の

う意欲をもち、進ん 計画を、材料や道具 実が落ち、それらの

規 で計画を立てている を考えながら立てる 特徴を生かして遊ぶ

内容 ５ ことができる。 と楽しいことに気付〔 （ ）〕

準 内容 ６ いている。〔 （ ）〕

〔 （ ）〕内容 ５

【把握方法】

・関心・意欲・態度：秋の証拠を考えて付箋紙に書く活動のなかで、秋のイメ

ージを質・量ともにどのくらいもっているかを見る。自分でもっと秋を見つ

けようとカードに見つけたいものを書いているか評価する。 時1/21

・思考・表現：ねがいカードにどんな遊びがしたいか自分の願いを書いている

かどうか。公園や自分の身近で見つけた秋の自然物で遊ぶものに必要な材料

や道具を考えているか、評価する。 時10/21

・気付き：製作した作品やふりかえりカードから、公園にある秋の自然物の特

徴を生かして遊ぶと楽しいことに気付いているか評価する。 時6~9/21

学習状況の結果と分析２ 本単元の「Ｃ児」

【結果 〈単元レベルで記載〉】

※点数化の方法
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Ａは３点、Ｂは２点、Ｃは１点として表記した 「Ｃ児」は、秋の自然とど。

んな遊びをするか、願いをもつことまではできたので、思考・表現の項目は、

とした。1.5

・関・意・態（分析カ）

「Ｃ児」は、これまで春、夏と同じ公

園に季節を見つけに出かけているが、

いずれの時も、進んで季節見つけをし

よう、草花遊びをしようという意欲を

もつことができなかった。したがって、

本単元の導入においても 「秋のイメージ」がほとんどなく 「秋をもっと、 、

見つけたい」という気持ちをもつことができなかった。

・思・表（分析キ）

「Ｃ児」は、前時においてよくくっつくおなもみの的当てを作りたいという

。 、 、願いをもつことができた しかし おなもみそのものを触った経験が少なく

その特徴に気付いていなかったので、的当てに適した布を用意することがで

きなかった。

・気付き（分析ク）

「Ｃ児」の遊びの傾向としては、家庭における室内遊びが多く、特におもち

。 、ゃを組み立てるなど既製のもので遊ぶことを好んで行っている したがって

四国山公園での秋の自然と遊ぶ活動でも、紙やビニールテープ、プラスティ

ックの空き容器などの身近な材料を用いた工作的な製作に気を取られ、目の

前にある自然の特徴を生かした遊びの楽しさに十分に気付くことができなか

った。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

(1) 授業改善の方針

「Ｃ児」は 「むしさんとなかよし」の単元のように、対象そのものに興味・関心が、

高ければ、進んで対象にかかわることができるので、適切な指導・援助により、気付き

を獲得することができると捉えた （分析ア・イ・ウより）。

しかし、本単元においては 「秋」に対するイメージが希薄であり、秋の自然と遊ん、

だ経験もほとんどないことから、秋の自然に対する興味・関心がもてないと予想した。

また、興味がもてないことから、進んで対象にかかわろうとはせず、気付きも得られな

いのではないかと予想した （分析カ・キ・クより）。

そこで、単元名「あきとなかよし」の単元全体と本単元の１１／２１時間目の授業を

通して 「Ｃ児」個人に焦点を当てて授業改善を行うことにした 「Ｃ児」が気付きを、 。

獲得するために、まず、児童の秋の自然に対する興味・関心を引き出す。そして、十分

対象にかかわらせ、そのかかわりの中から気付きを自覚させるよう、授業改善を行いた

い。

本単元の「Ｃ児」の実態
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授業改善の視点としては、秋の自然に興味・関心をもたせるために、単元導入前に、

事前調査を行い、児童の意識の流れに沿った単元構成を工夫し、学習環境を整備する。

そして、気付きを自覚させるために、自己評価の場を位置づけ、自分の言葉で自分の活

動を振り返ることができるようにしたり、個に応じた具体的な指導・援助を行ったりす

る指導法の改善を行う。

(2) 改善の具体的方途と実践

① 児童の意識の連続を図る単元構成

分析ア・イ・カ・キより、児童が対象に対して興味・関心をもち、次々と自分のや

りたいことや強い願いが生まれてくるようにしたいと考えた。

そこで、単元に入る前に、事前調査を行い、本単元で付けたい力（３観点）から、

「 」 （ ）。 、児童の 秋 という季節に対する意識や先行経験を把握した 資料３参照 ここで

把握した実態からは 「秋」という季節のイメージが曖昧であり、秋の自然の中で、、

十分に遊び 「秋」を体感していない児童が 「Ｃ児」以外にもたくさんいることが、 、

分かった。

そこで、初秋の草の実・木の実から晩秋の木々の紅葉・落葉までの長い期間での自

然の変化を体感できるよう、計画時間数を長くし、従前は 「秋と遊ぼう」だったも、

のを初秋の「秋の木の実・草の実と遊ぼう」と晩秋の「秋の木の葉で遊ぼう」のよう

に、小単元も増やした。

このように、繰り返し、秋の自然に触れること、自然とかかわりながら、児童のや

。（ ）りたいことが連続していく単元構成を以下のように考えた 詳細は資料１・４参照

従前の単元指導計画 改善後の単元指導計画

１ 秋見つけの計画を立てよう １ 秋見つけの計画を立てよう

秋を探そう 秋を探そう

２ 秋と遊ぼう ２ 秋の公園で体いっぱいに遊ぼう

（芝生の坂滑りなど）（ ）木の実・草の実や木の葉で遊ぶ

３ 秋を食べよう → ３ 秋の木の実・草の実と遊ぼう

（木の実・草の実で遊ぶ）（ドングリを食べる） →

友達の作ったおもちゃやかざるもの４ 秋の遊び大会をしよう ４

保護者といっしょに自分の作ったもので遊ぶ （木の実・草の実で遊ぶ）（ ） で遊ぼう

５ 秋の公園で体いっぱいに遊ぼう ５ 秋の木の葉で遊ぼう

（落ち葉を使って遊ぶ）（芝生の坂滑りなど）

６ 秋を食べよう

（ドングリを食べる）

② 単元導入前からの継続的な学習環境の整備

これまでの授業 新たな改善点

「ちいさいあきみつけたよコーナー」 「ちいさいあきみつけたよコーナー」

「ヒントコーナー」

「 」「ざいりょうおたすけコーナー」 ざいりょうおたすけコーナー個々 の願いをとらえた

分析ア・イ・カ・キより、児童が自分の身近に秋という自然がいっぱいあり、自然

と遊ぶことが楽しいと実感できるようにしたいと考えた。
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そこで、次のように、各コーナーの意図的な設置を考えた。

「ちいさいあきみつけたよコーナー」の設置(単元を継続して)

単元導入前から、朝の会の教師の話の中で、校区で見つけてきた秋の自然物を紹介

した。次に、これをきっかけにし、児童が見つけてきたものを、パネルにどんどん掲

示していった。このように進んで見つけてきたことを認めほめることで 「Ｃ児」の、

視点を「秋の証拠見つけ」へと自然に移していくことができると考えた （資料５参。

照）

「ヒントコーナー」の設置と工夫（１１／２１時）

、 、 、従前は 秋の自然物で遊びをつくり出す際 自由に児童に作りたい物を選ばせたり

廃材と組み合わせさせたりしていた。しかし、本実践において「Ｃ児」は、身近な廃

材を無制限に使用させると、秋の自然物の特徴を生かした遊びにならないだろうと予

想したので、本時のねらいに到達できる自然物と身近な材料に限定した。限定しても

児童がその遊びにあこがれを抱くように、ヒントコーナーの師範作品を直接手にとっ

て遊べるようにしたり、作り方を掲示したりした。そうすることで、先行経験が乏し

い児童も遊びのイメージがわき、作ってみたい気持ちと、作り方の見通しをもつこと

ができると考えた。

また、作品づくりには、接着の方法や道具の使い方への知識が必要である。これら

を分かりやすく掲示し、製作中にいつでも確かめることができるようにすれば、自分

の願いに向けてどんどん活動を進めていくことができると考えた （資料６参照）。

「ざいりょうおたすけコーナー」の設置(１１／２１時)

自分で用意してきた秋の自然物で製作に没頭していくうちに、もっと工夫して作り

変えていきたいという願いが生まれてくるにちがいない。その時のために、あらかじ

め「ねがいカード」で把握しておいた必要な材料を用意し、いつでも使えるようにし

た。そうすることで、秋の自然物に対し自分なりの願いをもって深くかかわっていく

ことができると考えた。

③ 気付きを自覚するための自己評価の場の位置づけ

これまでの授業 新たな改善点

４つの自己評価項目・自由記述 自己評価項目の焦点化・わけの記述

挙手発言による自己評価 話形を示しての振り返り

分析ウ・クより、児童が、自分が表現したこと、気付いたことが素晴らしいことだ

と自覚できるようにしたいと考えた。

「自己評価項目の焦点化」(１１／２１時)

従前は、単位時間の自己評価項目は、カードで、４つの自己評価項目（３観点）に

ついて全て振り返らせていた。また、評価の仕方は、授業の終末にカードの評価項目

に色を塗ったり、自由記述するといった簡単なものであり、授業の導入において評価

項目を知らせることはしていなかったので、活動中の児童の意識が本時のめあてから

それていくこともしばしばあった。

そこで 本時を中心とした実践では 授業の導入において 本時の評価項目は が、 、 、 、「

んばりまん 「くふうまん 「はっけんまん 「ほかほかまん」のどれにあたるかを知」 」 」

らせ、終末でも 「○○まん」になれたかどうか、発表とカードの２つの方法で振り、
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返らせるようにした。このように、教師のねらいと児童の自己評価を同じ項目にする

ことで 教師の指導・援助も児童の意識も本時のねらいに焦点化できると考えた 資、 。（

料２・７参照）

「わけの記述と話形の提示 （１１／２１時）」

発表での自己評価は、従前は、挙手発言をさせ意図的指名をしていたが 「Ｃ児」、

にとって、何をどのように言ったらよいかが分からず、振り返りそのものに大きな抵

抗があった。そこで、本実践では、ある決まった話し方のパターンを以下のように示

し、この話形に沿って自分の活動について振り返ることができるようにした。

「 、 。 。」 。ア わたしは ○○まんになりました わけは～だからです の発表の話形を示す

イ いろいろな工夫をした児童に意図的指名をし、補助しながら、発見したことや工夫し

、 。たこととそのわけを言わせ どういう言い方をすればいいかを児童全員に理解させる

ウ 自分のペアと自分の発見したことや工夫したこと、がんばったこと、友達がが

んばったことを言い合う。

エ 自分の発見したことや工夫したことなどを全体の場で発表する。

このように、ていねいに自分の活動の振り返りをさせることによって 「Ｃ児」も、

、 。自信をもって話すことができ 自分の学びのよさに気付かせることができると考えた

④ 気付きを自覚するための「Ｃ児」への指導・援助

これまでの授業 新たな改善点

適切な言葉をタイムリーにかける。 適切な言葉をタイムリーにかける。

（ ）みあっこタイム 互いの活動を見合う場

言葉による励まし シールを貼ることによる励まし

分析ウ・キより、児童が自分の活動していることのわけが自分で分かるようにした

いと考えた。Ｃ児は、思考・表現をしながら、よい気付きをしているが、自分自身で

そのことに気付いていないことが多い。そこで、次のように活動中に声をかけたり、

グループで交流する場を設けたりすることで、自分の学びのよさに気付かせたいと考

えた。

「適切な言葉をタイムリーにかける」(１１／２１時)

ア 活動が停滞しているとき…寄り添い、教師と共に活動させる。

イ 活動をしているのだが、自分の願い通りに進められていないとき…前時までに

児童自身が考えた「ねがいカード」を示し、もう一度自分の願いに立ち返るよ

う言葉を掛ける。

ウ 願い通りにできたとき…共に喜び共感する。

エ 気付きを自覚していないとき…どうしてそのようにしたのかを問い、自分の気

付きを言葉で表現させる。

「みあっこタイム（互いの製作物を見せ合い話し合う時間）を設定」(１１／２１時)

従前は、１年生という発達段階から、個の製作活動を重視し教師の声掛けも個々の

活動について行っていた。したがって、単位時間に指導・援助できる子の数は限られ

ていた。そこで、本実践においては 「Ｃ児」の活動が停滞したときは、評価規準に、

対しておおむね満足できる状況を実現している子の活動を見させ、その活動のわけを

考えさせたり自分の製作物と比べさせたりすることで、どうして自分の遊びが上手く
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いかないかを考えさせることにした。そして、友達に 「なぜそうしたのか 」を問、 。

わせることにより、友達の気付きのよさを自分の遊びづくりに生かすことができるよ

うにした。また逆に、評価規準に達している子も、友達に質問されたり、ほめてもら

えたりすることで、自分の気付きのよさを再確認することができると考えた。

「活動中にシールで励ます」(１１／２１時)

、 、 、従前は 活動中に児童がよい気付きをしているときは 教師が大きな声で驚いたり

ほめたりして価値づけてきた。しかし 「Ｃ児」は、せっかく活動中によい気付きを、

、 。しほめられても 振り返りの段階で何がよかったのかを忘れてしまうことが多かった

そこで、児童が自分自身がよい気付きをしていることを自覚できるよう、本時のねら

いとする評価項目を達成できた認めとしてシールを渡してほめる。そうすることで、

その後の活動の励みになり、終末の振り返りでは、自信をもって自分の気付きを語る

ことができると考えた。

３ 授業改善後の成果

本実践により、以下のような成果と課題が明らかになった。

図のように、全ての項

目で Ｃ児 は本授業(１、「 」

１／２１時)においての評

価規準をおおむね達成す

ることができた。

【改善のポイント①に関わって】

成果としては、児童の意識の連続を図った単元構成をすることで 「Ｃ児」は、自分、

なりの願いをもち、その願いを連続させながら、秋の自然と遊ぶことができるようにな

った。特に、秋の木の実、草の実で遊んだ本時を終え、次に深まった秋を探しに近くの

児童公園に行ったときは、これまでにないほど、自然にどっぷり浸かる姿が見られた。

１０月の時と比べて、木の葉がいっぱい落ちていること、イチョウの葉が見事に黄色く

色づいていることに、驚きの声をあげ、葉っぱ集めに没頭したり、友達と集めた葉っぱ

でかけ合いをしたりするなど、秋の自然に体全体で触れ合うことができた。これは、単

元を 「今日はこんなことができた。次はこれがやってみたいな 」という児童の意識、 。

の流れを中心に組み立てた成果だと考える。

【改善のポイント②に関わって】

・成果としては 「小さい秋見つけたよコーナー」などの学習環境を整備することによ、

り 「Ｃ児」は、自分の身近な秋の自然物を学校に持ってくるようになったり、友達と、

誘い合って自然公園に秋見つけに行ったりするなど、秋の自然の変化に興味がもてるよ

うになった 「Ｃ児」は、単元導入前には、秋の自然にほとんど興味がなく、自然その。

ものを使って遊んだ経験は、保育所の時に、どんぐりごまを先生と一緒に作ったことの

本時の「Ｃ児」の実態

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
関心･意欲･態度

気付き思考・表現

本時後の「Ｃ児」の実態

本時前の「Ｃ児」の実態



- 8 -

みであった。

しかし、毎朝、友達が通学路で見つけてきた草花や草木の実を自慢げに紹介するとこ

ろを見て、少しずつ、自分も見つけてみたいという気持ちになった。そして、いつも生

活科の学習でたくましく自然探検のできる友達（この友達とは「むしさんとなかよし」

、 。） 、の学習で一緒のチームになって 教え合いができた と誘い合って自然公園にでかけ

バケツにいっぱいのどんぐりを拾ってくるまでになった。また本時までに、教師が、休

、「 」 「 」 、 。み時間などを利用して Ｃ児 を ヒントコーナー に誘い 友達と一緒に遊ばせた

自己決定がなかなかできなかった「Ｃ児」であったが、師範作品のおもしろさにあこが

れをもち 「ぼくも、おなもみでまとあてがつくりたいな 」と自ら遊びを決めること、 。

ができた。さらに、本時の授業では 「ざいりょうおたすけコーナー」でおなもみがよ、

く付く布を選ばせることで、自分の願いの「よくくっつく的当て」を作るためのヒント

を得ることができ、その後の活動に対しての見通しをもつことができた。

このように自然に進んでかかわろうとする姿が見られたのは、児童にとって魅力的な

秋の自然を取り入れた学習環境を整えた成果だと考える。

【改善のポイント③に関わって】

・成果としては、気付きを自覚するための自己評価の場を位置づけたことにより 「Ｃ、

児」は、自分の願いを達成できたことに自信をもち、自分の気付きのよさを自覚するこ

とができた。

本時の授業の導入では、全員の子に 「わたしは、よくくっつくおなもみの的当てが、

作りたいです。そのために、よくくっつく布を選びます 」のように、本時の活動への。

願いと見通しを話させた。このように導入で自分が本時がんばることを明確にもつこと

で、自分の願いを達成することが本時のめあてであり、なおかつ本時の自己評価項目で

あると明確に示した。つまり、よく付くおなもみの的当てができること、よく回るどん

ぐりごまを作ること、濃い汁が出る実を見つけてきれいな絵が描けることが「くふうま

ん」になることであるととらえさせて活動に入った。そして、終末もその評価項目に対

応して、それぞれの活動での「くふうまん」になれたかどうかを振り返らせた。まず、

本時において十分評価規準に達している子に 「ぼくはくふうまんになりました。わけ、

は、よく回るどんぐりごまができたからです。くふうしたのは、大きくて重たいどんぐ

りごまを選んだら、よく回りました 」と振り返らせ方の話形を用いて話させた。そし。

て、この話形を用いて全員の子に起立させ、自分の工夫を話させた。次に、ペアで活動

していた子に向かって話させ、最後に挙手発言による意図的指名で、３名の子に本時に

工夫したことを話させた 「Ｃ児」は、ここで、教師に援助を受けながらも 「ぼくは、。 、

くふうまんになりました。わけは、よくくっつくおなもみの的当てができたからです。

くふうしたのは、ざらざらの布を選んだらよくくっつく的当てになりました 」と堂々。

と自分の願いが達成できたことをみんなの前で話すことができた。

このような姿が見られたのは、活動前に本時のめあてや自分自身の願い、自己評価の

項目を明確にしたことと、終末段階において、話形パターンに沿って誰もが明確に自分

の活動を振り返ることができる手立てが有効に働いたからだと考える。

【改善のポイント④に関わって】

・成果としては、適切な言葉をタイムリーにかけたり、活動中によい気付きをしている
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ことに対してシールでほめたりすることにより 「Ｃ児」は、自分がしていることのわ、

けが自分で分かるようになり、気付きを自覚することができるようになった。

「Ｃ児」は、本時までに 「よくくっつくおなもみの的当てが作りたい 」と願って、 。

おり、そのために 「よくくっつく布を選んでから的を作る 」と「ねがいカード」に、 。

書いていた。しかし、活動が始まると、布選びをていねいに行うことをせず、さっそく

自分の持ってきた布に線を描き始めていた。願いを忘れ、作ることだけのおもしろさに

引き込まれそうになっていた。

そこで、まず 「ねがいカードを見てごらん 」と声をかけた。教師と共に 「ねがい、 。 、

カード」を読み、よくくっつく的当てを作るには、まず自分が持ってきた布に、ちゃん

とおなもみが付くかどうかを試さないといけないことに気付かせた。実際におなもみを

投げてみると、その布には付かなかった。はたと困った「Ｃ児」に、おおむね評価規準

に達していると評価した児童の作品づくりを見るよう 「みあっこタイムしよう 」と、 。

声をかけた。その児童は、つるつるした裏地の布と、毛布のような布の２種類を家から

持ってきており、どちらがよくくっつくか自分で試した後に、後者の布で的当てを作り

始めていた 「Ｃ児」に、その児童に対し、布を選んだわけを聞かせ 「つるつるはつ。 、

。 。」 。 、かないんだよ ざらざらがいいんだよ というヒントを得させることができた また

もう一度、おなもみをよく触らせ、棘があることに気付かせた。

その後「Ｃ児」は自ら 「ざいりょうおたすけコーナー」に行き、ざらざらの布を選、

び、おなもみを投げてよく付くことを確認することができた。そして、願い通りにでき

たことを共に喜び、その場で 「どうして、この布がよかったの 」と問い返し、おな、 。

もみの特徴と布の材質に気付いたことをシールを貼ることで認めた。

（ ）以上 資料８授業分析参照

こうした一連の指導・援助により 「Ｃ児」はその後、自分の力だけで、的当てを作、

り切り、先述のように、終末の振り返りでも、堂々と自分の気付きについて、発表する

ことができた。このように、自分の気付きを自覚できたのは、適切な言葉をタイムリー

にかけたり、活動中によい気付きをしていることに対してシールでほめたりすることが

有効であったからだと考える。

しかし 「みあっこタイム」については、児童が自分の活動に夢中になり、教師が意、

図して、作品を見合わせたり、声掛けをしたりして見合うポイントを指示しないとなか

なか成立しなかった。現行の方法では、限られた時間のなかでは、特定の児童の集団で

しか機能しない。かかわって学んでいく２年生への発展を考え、相互評価やグループ内

交流の在り方を考えていく必要があるのではないかと思う。
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資料１ 本事例により改善した単元の指導と評価の計画案

対象学年 小学校 第１学年

単元(題材)名 「あきとなかよし （全２１時間）」

単元の目標 進んで身近な自然にかかわり、秋の自然物や身近にある物を使って遊

びをつくりだす活動を通して、四季の変化や季節によって自然や町の

様子が変わること、身の回りの自然物を使って生活を楽しく工夫でき

ることに気付くことができる。

学 ウ気付きア関心・意欲・態度 イ思考・表現

①公園や通学路の春や夏の自然の様子習 ①進んで公園の自然を観 ①秋の自然物で楽しく遊

と比べてその様子の違いについて気活具 察し、身近な自然にか ぶ計画を進んで立てる

付いている。動体 かわっている。 ことができる。

②秋になると木の葉や木の実が落ち、にの ②秋の自然物を使ったい ②木の実や草の実の色・

それらを使って楽しく遊んだり食べお評 ろいろな遊びに関心を 形状・大きさ・特徴を

たりできることに気付いている。け価 もち、楽しく遊んでい 生かし、自分の願い通

③落ち葉や木の実を使って遊ぶる規 る。 りの遊びができる。

活動を通して秋の自然の特徴準

に気付いている。

単

元

の

指

導

と

評

価

の

構

造

１～２時
夏と比べて身の回りの自然

には、どんな変化があるか考
える。秋見つけに出かける計
画を立てる。

評価規準ア①

１３～１４時
遊びコーナーを作り、前後

半で店番を交代して、コーナ
ー遊びをし、友達の作品のよ
さについて交流する。

評価規準ア②

１９時
ドングリを調理することが

できることが分かり、ドング
リを料理するために必要な準
備について話し合う。

評価規準ア②

１０時
師範作品を見て遊びたいも

のを決め、自分が作りたいも
のにはどんな材料や道具が必
要かを考える。

評価規準イ①

１１～１２時
木の実や草の実で作りたい

もの別のグループに分かれ、
グループ内で作り方の交流を
しながら、作品を作る。

評価規準イ②

１５～１６時
１０月と比べて校区の公園

がどんな様子か話し合い、探
、 。検に出かけ 落ち葉を集める

評価規準イ①

３～５時
秋見つけに出かけ、春や夏

の様子と比べて秋の通学路や
公園の様子の違いを見つけ
る。

評価規準ウ①

６～９時
地域の大きな自然公園に出

かけ、芝生の坂滑りや木の実
を使っての遊びをダイナミッ
クに楽しむ。

評価規準ウ②

１７～１８時
落ち葉を使って木の葉のド

レス、かんむりづくりや音遊
びなど五感を働かせて遊び、
秋の自然の特徴を感じる。

評価規準ウ③

２０～２１時
どんぐりの皮を剥き、自分

たちでパンケーキを作って食
べる。単元全体の振り返りを
する。

評価規準ウ③
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資料２ 本時の授業展開

(1) 本時のねらい

秋の木の実や草の実のそれぞれの特徴を生かした遊びをすることができる。

(2) 本時の学習展開 （本時の位置 １１／２１時）

過程 学習活動 評価について 指導・援助

○ペアの友達に、木の実や草の実を使 ○これまでに師範作品のお

って、どんなおもちゃが作りたい もしろさに気付くような願

か話し、本時のめあてを確かめる。 提示をし、作品づくりにい

あこがれをもてるようにを 学習課題

きのみやくさのみをつか する。も

ってあそぼう ○前時にかいた「ねがいカーつ

ド」から３人の児童に意図

○同じような作品を作る子同士の 〈思・表〉イー② 的指名をし、学級全体の児／

グループで集まって秋の自然物 ◎木の実や草の実の色・ 童の活動意欲を喚起する。

で遊ぶものを作る。 形状・大きさ・特徴を ○ヒントコーナーなど製作

・こま：いつまでも回るこまを作りたいな 生かし、自分の願い通 に活用できる情報につい。

大きいドングリの方がよく回るかな。 りの遊びができる。 て指示し、自分の活動に

・草の実の汁絵：きれいな色で絵を描きた （行動観察・作品・つぶ 見通しをもてるようにす活

いな。汁をしぼって水で薄めよう。 やき） る。動

す ◎イについて・的当て：よくくっつくダーツを作りたい ・草の実には汁の出るものと

どうしてそのようにる な 布はざらざらしている方がいいかな 出ないものがあることに気 Ｂ ：。 。

工夫したかを問い返し、○自分が工夫したことやがんばっ 付いて絵を描いている。

自然物の特徴を生かしてたことをグループ内で聞き合う ・木の実の大きさや形に気。

工夫して作っていること・ドングリは大きくて重い方がよく回るよ 付いて、その特徴を生か。

を自覚できるようにす・オナモミは、つるつるの布より、ざらざ して作品を作っている。

る。評価シールを渡し、らの布の方がよくくっつくよ。 ・できたことを喜び、友達

自分の工夫に自信をもてにできたことを自慢して

るようにする。／ ○自分が工夫したことをペアの子に話 いる。

したり 全体の場で発表したりする Ｃ：活動が停滞している、 。

・ぼくは、くふうまんになりました。 場合、願いを問い返し振

・わけは、よく回るこまができたからで たり、同じような活動り

す。大きくて重いドングリを選んだら をしている児童を参考返

よく回りました。 にできるようにする。る

・わけはヨウシュヤマゴボウの汁で絵を描 ○「ぼくはわたしは、くふ

くことができたからです。ぎゅうっとし うまんになりました。わ

ぼって水で薄めたら絵の具のようになり けは～」の話形を示し、

ました。 全員がこの話形で自分

の活動を振り返ることが

○カードで自分が何を工夫したかを できるようにする。

書き、自己評価する。
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資料３ ①事前調査

資料３ ②事前調査の集計結果

＊実施の集計は学級名簿を使用して行ったが、ここでは略する。
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第１学年 生活科 単元指導計画 単元名「あきとなかよし （全２１時間）」
目 ア 進んで公園の自然を観察し、身近な自然にかかわったり、秋の自然物を使ったいろいろな遊びに関心をもったりして、楽しく遊ぶことができる （関心・意欲・態度）。

標 イ 秋の自然物や身近にある物を使って遊びを工夫してみんなで楽しんだり、思ったことや感じたことを表現したりすることができる （思考・表現）。

ウ 四季の変化や季節によって自然や町の様子が変わること、身の回りの自然物を使って楽しく遊べたり、生活を楽しく工夫したりできることに気付くことができる （気付き）。
あ き を た べ よ う（３）次 あ き を さ が そ う（５） あきの四国山公園であそぼう(４) あ き の み と あ そ ぼ う（５） あ き の こ の は で あ そ ぼ う （ ４ ）

６・７・８・９ １９ ２０・２１時 １・２ ３・４・５ 学 １０ １１・１２ １３・１４ １５・１６ １７・１８
自分が知っている 通学路や天王児童公 四国山の秋の自然にかか 通学路や天王児 秋の木の実や草の実のそれぞ 友達の作品で進 天王児童公園の落ち 落ち葉で遊ぶ活動を通して 進んでドン 自然に落ちている木の、

秋を友達と話し合う 園で秋を見つける活動 わり、秋の木の葉や木の実 童公園や四国山公 れの特徴を生かした遊びをする んで遊ぶことがで 葉で楽しく遊ぶ計画を 春や夏の葉との違いが分かり グリパンケー 実を使っておいしい食べ、
ね 活動を通して、秋を を通して、春や夏の自 を使って、楽しく遊ぶこと 園で見つけた秋の ことができる。 きる。 立て、必要な材料を集 季節の移り変わりに気付くこ キを作ろうと ものができることに気付
ら 見つけに行きたいと 然の様子との違いに気 ができる。 もので楽しく遊ぶ めることができる。 とができる。 することがで くことができる。
い いう意欲をもつこと 付くことができる。 計画を立てること きる。

ができる。 ができる。

・秋といえば、ドン ・夏に見つけたドング ・ドングリがいっぱいある ・ドングリがいっ ・ドングリでよく回るこまを作 ・ドングリこまチ ・天王児童公園に行っ ・大きな木の葉でお面を作り ・ドングリは ・友達と交代でドングリ
グリだ。 リの木の下には、新 よ。持って帰りたいな。 ぱいあったから ろう。丸い形のドングリの方 ームのこまを回 たら、落ち葉がいっ たいな。 皮をむくと を砕こう。、

児 ・うちの近所の野原 しい実が落ちている ・朴の葉っぱでお面ができ よく回るドング がよく回るかな。試してみよ してみたいな。 ぱいだったよ。 ・サクサク音がするから、音 ピーナッツの ・炒っているといい匂い
童 に、くっつきぼぼ かな。 るよ。作ってみよう。 リこまを作って う。 ・草の実の的当て ・イチョウの葉っぱも 遊びをしよう。 色だよ。 がしたよ。アーモンド
の があったよ。 ・オナモミがあるよ。 ・天王児童公園にはなかっ みたいな。 ・オナモミは、ざらざらした布 は友達と一緒だ 黄色だったよ。 ・赤や、黄色の葉っぱでドレ ・炒ったらお みたいだなあ。
意 ・夏に見つけたドング くっつけて遊びたい た芝生の坂があるよ。よ ・草の実で的当て がよくくっつくよ。 と楽しいな。 ・葉っぱの上に寝ころ スを作ったらきれいかな。 いしいだろ ・ドングリパンケーキは
識 リの木は、どうなっ な。 く滑るにはよく枯れたと を作って遊びた ・友達の作品には んでみたいな。 うな。 おいしいよ。秋のにお

ているかな。 ころがいいよ。 いな。 工夫がいっぱい ・早く作って いがするよ。
。だったよ。 食べたいな

１．秋といえばどん １．春や夏と比べて秋 １．めあてや約束の確認を １．師範作品を見 １．作りたいもの別グループに １．遊びコーナー １．天王児童公園は、 １．春や夏の葉の様子を思い １．ドングリ １．パンケーキを作る手
なことが思い浮か の通学路や天王児童 してバスで出かける。 て、遊びたいも 分かれて、どんなものを作る を作り、前後半 どんな様子か話し合 出して発表する。 は調理して 順を確かめる
ぶかのゲームをす 公園の様子の違いを の、作りたいも か話し、それぞれの場所で製 で店番を交代し う。 食べられる

学 る。 見つける。 ２．四国山公園到着後、ど のを決める。 作する。 て、コーナー遊 ２．落ち葉でやってみたいこ ことを確認 ２．パンケーキを仲間と
習 こでどんな活動ができる びをする。 ２．１０月に行ったと とをグループに分かれて行 する。 協力して作る。
の ２．通学路や天王児 ２．秋の証拠として、 かの説明を受けてから、 ２．自分が作りた ２．グループ内で、作り方の交 きよりも落ち葉がい う。 ２．ドングリ
流 童公園は、夏と比 木の実や草の実、落 それぞれやりたい遊びの いものにはどん 流をし、友達の作品のよさを ２．十分に遊んだ っぱいだということ の調理の仕 ３．自分たちで作ったパ
れ べてどうなってい ち葉を友達と一緒に ところへ行って活動する な道具や材料を 取り入れながら 作品を作る あと、友達の作 を知る。 ３．落ち葉の様子で分かった 方を紹介す ンケーキを食べる。。 、 。

るか考える。 拾い集める。 持っていけばよ 品のよさについ ことをペアや全体で交流す る。
３．先行経験を生かして、 いか考える。 ３．がんばったこと、楽しかっ て交流する。 ３．落ち葉でどんなこ る。 ３．ドングリ ４．単元を通して楽しっ

３．秋見つけに出か ３．木の実や草の実、 秋の自然物を使って体全 たことを振り返り、次に友達 とができるか考える を調理する たことや分かったこと。
ける計画を立てる 木の葉でどんな遊び 体で遊ぶ。 の作品で遊んでみたい願いを ４．友達と作品を見合って遊 ためにどん などをカードで振り返。

をするか考える。 もつ。 ぶ。 な準備が必 る。
要かを話し
合う。

ア 通学路や公園に ウ ドングリの木の下 ア 四国山の秋の自然に進んで イ 自分が見つけ ア 自分の持ってきた木の実や ア イ 天王児童公園の落 ウ 春や夏と比べて天王児童 ア ドングリ ウ 自然に落ちている木友達の作品を
評 秋見つけに行きた や幹に新しい実があ 浸っている。 た秋の自然物で 草の実と身近な材料とを試行 ち葉で楽しく遊ぶ計 公園の自然の様子の変化に パンケーキ の実を使ってパンケー、 進んで見に行き
価 いという意欲をも ることに気付き、春 イ 枯れた芝生の坂で、そり滑 楽しく遊ぶ計画 錯誤しながら組み合わせ、作 画を立てることがで 気付き、落ち葉を使って遊 の作り方に キを作る活動を通し友達とかかわっ
規 ち、進んで計画を や夏の木の様子と比 りを工夫して楽しむことがで を進んで立てる 品の製作に没頭したり、でき きる。 ぶ活動を通して、落ち葉の ついて熱心 て、味覚や嗅覚を働かて、楽しく遊んで
準 立てている。 べて、その様子の違 きる。 ことができる。 たもので楽しく遊んだりして ア 必要な材料を進ん におい、音、感触から、秋 に説明を聞 せ、秋の自然物でおいいる。

いに気付いている。 ウ 四国山公園でも天王児童公 いる。 で集めている。 の自然の特徴に気付くこと き、どんな しい食べものができる
園と同じように、秋になると イ 木の実や草の実の色・形状・ ができる。 準備が必要 ことに気付いている。
木の葉や木の実が落ち、それ 大きさ・特徴を生かし、自分 か、進んで
らを使って楽しく遊ぶことが の願い通りの遊びができる。 計画を立て
できることに気付いている。 ている。

・教師と共にヒント ・夏と比べて変わった ・それぞれの活動中に遊び ・ ねがいカード に ・活動の停滞している児童に ・友達が作った遊 ・ ねがいカード」に ・ ねがいカード」をもとに、 ・ドングリを ・ドングリのにおいや味「 」 、 「 「
コーナーに行き、秋 ところに気付いている 方の交流の場をもち、体を どんなものを作り は 「ねがいカード」を示して びのルールを聞い どんな遊びをしたいの どんな遊びがしたいのか思い 使ってパンケ について感じたことのつ、

指 の自然物を見せ、身 児童のつぶやきをとり 使ってダイナミックに秋の たいかをかくとき 自分の願いに立ち返ったり、教 てから一緒に遊ぶ かを、四国山で遊んだ 出せるようにし、教師と一緒 ーキを作るこ ぶやきを確かめ、共感す、
導 の回りにある秋の証 上げ、夏との違いに気 自然にかかわっている児童 そばについてその 師と共に行ったりする。 ように助言し、活 掲示を提示して、思い に遊びながら、秋の自然の特 とにあこがれ る。
・ 拠を思い出せるよう 付いた児童と同じ場所 の様子を見せ、教師と共に 絵を認めたり、自 ・工夫して作ったり遊んだりし 動の見通しをもて 出せるようにする。 徴を聞き返す。 を抱くことが
援 にする。 に行って見てみるとよ 活動する。 分の作りたいもの ている児童と交流できるよう声 るようにする。 ・ ねがいカード」を ・秋の自然の特徴に気付いて できる具体物「
助 いことを教える。 に必要な材料や道 をかけ、よいところをまねでき もとに、どんなものが いる児童と一緒に活動するよ の提示を工夫

具を具体的に表記 るようにする。 必要か考え、教師と共 うにし、秋の特徴を体感でき する。
できるようにする に集める。 るようにする。。

・天王児童公園には、秋
がいっぱいだったよ。

・四国山は、どうかな。

・秋のたからものをいっ
ぱい集めたから、学校
に持ち帰って、もっと
遊んでみたいな。

・木の実・草の実でいっぱい遊んだよ。
・友達は何を作ったのかな。
・もっと遊んでみたいな。

・木の葉が落ちてきたよ。 ・木の葉でいっぱい遊べたよ。
・もっと秋と遊びたいな。
・木の葉は夏と比べて色が変わってきたよ。

・どんぐりの皮がむ
けてきたよ。

・どんぐりは食べら
れるんだ。

学習前の秋に対す
る児童の認識
・秋といえば、ド
ングリだよ。

・幼稚園でドング
リごまを作った
よ。

「
四
国
山
の
あ
き
み
つ
け
」
の
め
あ
て
を
学
活
の
め
あ
て
作
り
と
合
わ
せ
て
計
画
す
る
。

学習後の秋に対す
る児童の認識
・秋は春や夏と違

うところがいっ
ぱいだよ。

・秋の自然で楽し
い遊びができる

。んだな



- 14 -

資料５ 「ちいさいあきみつけたよコーナー」

資料６ 「ヒントコーナー」
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資料７ ①従前のカード

資料７ ②本実践で用いたカード
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資料８ 授業記録より

（おなもみが付かない綿の布に的を作り始めていた「Ｃ児 ）」

Ｔ）Ｃさん、ねがいかーど見せて。今日は、何が願いだったの。

Ｃ）よく付くおなもみの的当てがつくりたい。よく付くおなもみを探すの。

Ｔ）それから

Ｃ）よくつく布をさがすの。

Ｔ）じゃあ、今持っているのは、よく付くおなもみ？

Ｃ）うん。

Ｔ）さわってみた？つきそう？

Ｃ）うん。

Ｔ）どんなふうになっているの？

Ｃ）ちくちくして痛いの。

Ｔ）本当やね。じゃあおなもみはいいんだね。そうしたらよく付く布は？

Ｃ）うん。これ持ってきたの。

Ｔ）そう。考えてきたんだね。でもね・・・。Ａさんは、こんなの持ってきたよ。さ

わってみたら。

Ｃ）ううん。？（どこが違うか分からない ）。

Ｔ）Ａさんと「みあっこタイム」しようか。Ａさん、どうしてこの布を選んだの？

Ａ）おなもみがよくくっつくからだよ。

Ｔ）そう。本当によくくっつくかな。どうして試したらいい？

Ａ）くっつけてみるの。持っていて。

Ｔ）はい、どうぞ （布を持ち構えているところへおなもみを投げさせる ）。 。

どう、付いた？

Ａ）付いた、付いた。

Ｔ）やったあ、大成功やね。Ａさんの布は。Ｃさん、やってみようか。

（教師が「Ｃ児」の持ってきた布を持ち 「Ｃ児」におなもみを投げさせる ・・、 。

おなもみは落ちる ）。

Ｃ）落ちる （２回目も落ちる ）。 。

Ｂ）つるつるやで落ちるんやないの？

Ｔ）あ、今、Ｂさんがいいこと教えてくれた。Ｃさん、もう１回布にさわってみて。

Ｃ）本当や。つるつるだった。そんでつかへん。

Ｔ）そうなんだ。すごいことに気付いたね。これは付かないことが分かったから、ど

うする？

Ｃ）ざいりょうおたすけコーナーへ行く。

この後 「Ｃ児」は、おたすけコーナーで、毛羽の立った布を選んだ。そして、おな、

もみを投げ、よく付くかどうか確かめてから、的の絵をビニールテープで切って貼っ

て作った。そして時間内に自分の願い通りに、よく付くおなもみの的当てを完成させ

ることができた。


