
事 例 小学校 生活科 第１学年「おてつだい大さくせん」〈内容（２）家庭と生活〉 

テーマ 「すすんで家族とかかわり、家族や自分についての気付きを深める 

指導計画・指導方法の工夫改善」 

授業改

善のポ

イント 

・ 自立につながる気付きを生み出す活動を仕組むための実態調査と分析 

・ 気付きの内容と、児童の思考のつながりを意識した単元指導計画 

・ 家族とのかかわりを深め、気付きを豊かにするための家庭との連携 

・ 気付きを自覚するための指導・援助を位置付けた授業展開 

 

１ 学習状況の把握と分析 

 学習状況の把握 
    【評価規準】〈単元レベルで記載〉〈内容（２）家庭と生活〉 

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

価

規

準 

・ 家族のことや家庭での

自分の生活に目を向け

ようとしている。 
・ お手伝いなど自分でで

きることは自分でしよ

うとしている。 
・ 家族の一員として、自分

でできることを継続的

に行おうとしている。 

・ 家族とともにしているこ

とや家族にしてもらって

いることを振り返ること

ができる。 
・ 自分でできることなどに

ついて考えることができ

る。 
・ 家族が喜ぶことを見付け

たり、家庭が楽しくなっ

たりすることを工夫した

りできる。 

・ 家庭の温かさや家族の大

切さを感じている。 
・ 家庭において自分ができ

ることが分かっている。 
・ 自分でできることを進ん

ですることが大切である

ことに気付いている。 
・ 家事に関する仕事、家族

の団らんなど家族に関す

ることに気付いている。 

    【把握方法】 
①児童へのアンケート（「お手伝いや家族とのかかわり」について）実施…生活科の評価の観

点別に４項目ずつの質問を入れたもの。（資料３「お手伝いや家族についての実態調査アン

ケート」参照） 
     ②児童へのアンケート（「家庭での生活の様子について、できること・できないこと」につい

て）実施…１４項目の内容について「自分でできる」「言われてできる」「できない」を記入

するもの。（資料４「自立についてのアンケート」参照） 
③家族構成などの家庭状況を入学時の調査票により把握。 

     ④日記などからお手伝いや家族に関する内容を拾い出し、家族とのかかわりの様子を把握。 
     ⑤学校生活での会話やつぶやきなどから、家族について考えていることなどを把握。 
 学習状況の結果と分析 

【結果】〈学級レベルで、本単元の内容において〉 把握方法①より 
     
 

   （注）Ａ「十分満足できる」状況：３点 Ｂ「おおむね満足できる」状況：２点 Ｃ「努力をを要 
する」状況：１点とし、学級平均を算出。 

 

観点   実現状況 Ｃ努力を要する  Ｂおおむね満足  Ａ十分満足 C Ｂ Ａ 
生活への関心・意欲・態度 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  ２．４ ２ １２ １２ 

活動や体験についての思考・表現 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    ２．２ ３ １５ ８ 
身近な環境や自分についての気付き ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊     ２．０ 

 

４ １７ ５ 



○ お手伝いは好きだが、自分でできると考える範囲がせまい。（関心・意欲・態度） 
     アンケートの結果からお手伝いが好きな児童は多い。あまり好きではないと答えた児童も、頼

まれればできるようである。普段宿題で書く日記には９０％以上の児童が家族にかかわることや

お手伝いにかかわる内容を３回に１回の割合で書いてきている。普段の会話の中でも家族につい

ての話はよく出てくる。また、この地域は一家族の人数が多く、核家族は全体の１５％ほどであ

る。その結果、必然的に家族とかかわることは多いため、この観点は比較的点数が高いという結

果が出ている。反面、「自分でできることは自分でしよう」という意識は低い。これは、家族の

人数が多く「やってもらう」ことが当たり前になっていて、「やってみればできる」ということ

に気付いていないことが原因と思われる。 
    ○ 「家族がしてくれている仕事の中に自分ができることがある」ということに考えが及ばない。   

（思考・表現） 
     日記や会話の中で「おばあちゃんと一緒だったから、走りたかったけど歩いていったよ。」「弟

が風邪を引いて運動会に出られなくてかわいそうだったから、一緒に遊んであげたよ。」という

内容のものがある。児童はその生活の中で自分なりに家族のことを考えていることは分かる。し

かし、あらためて家族が喜ぶことを見付けたり、実行してみたり、また家族にしてもらっている

ことを振り返ったりということはできない。これは、家族があまりに身近すぎるため、家族の必

要性を特に意識して生活していないからである。また、自分のためにいろいろしてくれるのは当

たり前と考え、自分から何かをしてあげようという考えに及ばないからであると考えられる。 
    ○ 家族が自分のためにやってくれること、自分ができることに気付いていない。（気付き） 
     児童へのアンケートによると、「みんなのためにする家族の仕事」に気付いていない。そのた

め「おうちの人がやってくれていることは何ですか？」という質問に対して「宿題を見てくれる」

「工作を手伝ってくれる」と、自分を中心とした世界から広がっていかない。家庭生活を支える

家族という視点では見ていないということが分かる。また、家族と過ごす時間が多い割にあまり

話さない（話せない）という児童が全体の６割にのぼっている。これは、家族とのふれあいの中

にあまり楽しみを見いだせないということからくるものかもしれない。これだけ家族と話をする

機会が少ないと、家庭の温かさや家族の団らんの良さということに気付くのは難しいと思われる。 
授業改善へ 
 

２ 分析に基づく授業改善 

(1)  授業改善の方針 
自分のことばかりでなく家庭生活全体を支えている家族のことや、家族の一員として自分でできる

こと（やらなければならないこと）についての気付きを深めることに焦点を当てる。 
 これまでの学習では、家族とともに活動したり遊んだりして家族のことや自分のことに考えが及ぶ

ようにしてきた。そのように一緒に活動することで、気付いていけることも多いが、まず、家族の生

活や役割をじっくり見る機会を想定することで、家庭の仕事の大変さや今までに身近すぎて意識して

いなかった家族の温かさや存在の大切さに気付かせていくことも必要であると考える。 
① 家族を見る・家族とかかわる  

本単元の前半では「家族じまん」や「家族の仕事調べ」などを通して、じっくりと家族を観察

する機会を設け、家族の行動や役割、自分とのかかわりを考えさせることで、家族の仕事を誰が

どのようにやっているかということや自分が多くのことをやってもらっていることにも気付か

せ、後半の活動や家族とかかわっていこうという姿勢作りに必然性をもたせたい。 
② 家庭への継続的な働きかけ 

家庭での児童の活動が中心となるため、家庭との連携を深め、保護者にも児童とのかかわりの



在り方や、自立に向けた家庭での過ごし方を考えてもらうことが学習環境を整える大切な要素に

なるものと思われる。そこで、単元全体を通して、家庭への働きかけを継続的に行いたいと考え

ている。 
本単元における願う児童の姿を具体的にすると次のようになる。 

 
 
 
 
 
 
(2)  改善の具体的方途と実践 
① 自立につながる気付きを生み出す活動を仕組むための実態調査と分析 

これまでの授業 新たな改善点 
○「お手伝いや家族についての実態調査」のア

ンケートの実施 
○「お手伝いや家族についての実態調査」（生活

科の評価の観点別に４項目ずつの質問）「自立

について」のアンケート実施 
○家庭状況（家族構成）の把握 
○日記、会話などからの家族とのかかわりについ

ての意識調査 

児童の会話の中で「忘れ物したと思ったら入っとった。」という声をたまに聞く。１年生の児童にと

って、できないことはまだまだたくさんあるが、できるはずのことを保護者にやってもらっていること

もある。保護者には、時間割合わせを一緒にやること、家庭学習の習慣をつけること、ドリルの答え合

わせをすることをお願いしているが、家庭生活において児童が自分でできるはずのこともやってもらっ

ているのではないだろうか。学校では、いつも自分のことは自分でやるように働きかけているが、家庭

においてはどうだろうか。 
生活科の教科目標には「生活上必要な習慣や技能を身に付けさせ、自立への基礎を養う」とある。こ

れを受けて、１年生の段階での生活上必要な習慣や技能とはどのようなことができればよいのか、また、

どのようなことが自立への基礎につながるのかを考えて、児童に向けて１４項目の質問を載せたアンケ

ートをおこなった。（資料４「自立についてのアンケート」参照） 
その結果、児童と保護者との間で対話としての会話は少ない割に、児童は「○○しなさい」というこ

とをよく言われるということが分かった。言われればやるが言われなければやらないということは自立

しているとはいえない。「自分の着る服を準備する」「宿題を自分でやる」といったことはできるが、「自

分が使った食器を台所へもっていく」「自分一人で起きる」ということに対しては「自分がやるべきこ

と」という意識が弱いようである。また、やってもらっていることについては、「宿題を見てくれる」

「ご飯を作ってくれる」といったことが中心で、細かな仕事や直接自分の目にとまらない仕事に関して

は気付いていないことが分かる。 
このような児童の意識を探ったり、家庭での行動を調べたりするアンケートをとることは「自分でで

きること」「家庭生活における仕事」に気付かせる一つの方法であると考えている。そして、児童の実

態をより細かく把握することで「やってもらっていることがたくさんあること」に気付かせ→「家庭生

活において自分の力でできること」を見付け→「児童の自立」を促していくという単元を仕組んでいき

たい。 
② 気付きの内容と、児童の思考のつながりを意識した単元指導計画 

 おとうさんやおかあさんは、やることがいっぱいあってたいへんだなあ。おばあちゃん

もえらいのに、いっぱいはたらいている。じぶんは、いろいろやってもらっているんだ。

おうちのしごともいっぱいあるのに、わたしのこともやってくれてるなんて…。わたしも

じぶんでできることがあるんだから、ちゃんとやらなくちゃ。おてつだいもできるだけや

るぞ！よーし！がんばろう！ 



これまでの授業 新たな改善点 
○活動や体験からくる思考の内容や、発表会な

ど表現の内容を重視した単元指導計画 
 

○身近な環境や自分についての気付きの内容を

重視した単元指導計画 
○気付きが新たな意欲を生む単元指導計画 

分析の結果から、３観点のうち気付きの観点が弱いことが明らかになった。これまでの授業では「家

の人の得意なことを調べて発表する」→「自分ができるお手伝いをやってみて、その結果をみんなに発

表する」といった流れが多く、思考・表現の内容が重視されたものであった。発表会の振り返りの場面

などで気付きをねらっているが、児童が発表を上手にできることにこだわって終わってしまい、なかな

か「家族の仕事が家庭生活を支えている」「家庭生活の中で自分がやるべきことや自分でできることが

ある」という内容まで気付けていない。そこで、単元指導計画に、調べたことからどのようなことが分

かるかを考える時間を設定することによって、そこから気付きを多く生み出すことができるようにした。

（下表下線部） 
改善後の単元指導計画は、児童の気付きが新たな関心や意欲につながり、次の展開へ進んでいけるよ

うにということも意識し、単位時間の順序も変更した。 
時    従前の単元指導計画 時    改善した単元指導計画 
① おうちの人の得意なこと調べをしよう。 ① 大好きな家族の良いところをたくさん

② 見つけて家族じまんをしよう。 
② うちの○○名人やおうちの人の得意な 
③ ことを発表する準備をしよう。 

③ おうちの誰がどのような仕事をしてい

るか仕事調べをしよう。 
④ うちの○○名人やおうちの人の得意な 
⑤ ことを発表しよう。 

④ 仕事調べの結果から自分はどのような

仕事ができそうかを考えよう。 
⑥ チャレンジしたい仕事を決めよう。 ⑤ 決めた仕事の練習をしてみよう。 
⑦ チャレンジしている仕事について発表 
⑧ し、友だちと交流し合おう。 
⑨ 

 

⑥ 名人に見てもらいながら、自分もお手 
⑦ 伝いの名人になろう。 

⑧ できるようになった仕事やお手伝いの 
⑨ サービス券をつくり、お礼のお手紙とい

っしょにおうちの人へのプレゼントに

しよう。 
③ 家族とのかかわりを深め、気付きを豊かにするための家庭との連携 

これまでの授業 新たな改善点 
○お手伝い名人としての参加の依頼 
○通信などによる家での励ましのお願い 

○単元のねらいを伝え、「声かけ」や「励まし」

などの具体的な家庭での協力の依頼 
○単元前半の「お仕事調べ」「お手伝い観察」に

おける児童へのかかわり方の詳しいお願い 
○お手伝い名人として祖父母への授業参加のお

願い 
○通信で学習の様子などを連絡 
○家庭でのお手伝いを終えて、お家の人からの

お礼の手紙作成のお願い 
  自分から家族にかかわっていこうとする意識が低いことが実態から分かるが、それは児童が家族の存

在を「大切なもの」「自分の生活を支えてくれるもの」としてあまり意識していないことからくるもの

と思われる。そこで、単元を通して、家族の生活や家庭での仕事の様子をしっかり見ることができるよ



うに考えた。本単元のねらいや学習内容、学習の進め方などを家庭へも連絡し、ねらいに迫るために家

庭で児童とどのようにかかわりをもっていただくかを、具体的な声がけの言葉なども紹介しながらお願

いする。 
ア 家庭での「お仕事調べ」において 

（資料５「仕事調べ記録用紙」資料６「仕事調べ協力依頼文書」参照） 
保護者には「おうちには、たくさんの仕事があるなあ」「自分が見てないところでもおうちの人は仕

事をしていた」「よく見ていると自分のこともおうちの人がやっている」ということに気付くことがで

きるように、できるだけ児童の目に触れるように、いろいろな仕事をしていただきたいと伝えておく。 
イ 「お手伝い観察」において（資料７「仕事にチャレンジ記録用紙」参照） 
保護者の方から見て「この仕事なら子どもでもできそうだ」「この仕事をやらせたい」というような

ものを選んで頂き、それとなくやり方を教えたり「○○ちゃんがこの仕事やってくれるとお母さんすっ

ごくたすかるなあ」と伝えたりして、できそうだという思いにつないでいただくようにお願いする。 
ウ 仕事名人はおばあさんたちに依頼（多様な人との関わりということも考えて） 

  「最後にはお母さんたちを助けたい、上手になってびっくりさせたい」という「ないしょでこっそり」

という意識を第４時から継続させてもたせるため、第６時、第７時の「名人に教えてもらおう」の時間

にはおばあさん方に、うまくできる方法などを教えていただくことで協力してもらうことを考えた。「お

ばあちゃんたちはうまくできるコツやきれいにできる方法をよく知っているな」ということにも気付か

せ、「おばあちゃんはすごい」と思わせることで、父母だけではない家族の存在の素晴らしさも感じら

れるのではないかと思う。 
エ 通信での連絡 

  学習の様子や児童から出た言葉などを通信で紹介することにより、家の人の意識も高めていきたい。

できるだけ学習の様子が思い浮かぶように、具体的に紹介することで家の人が児童とのかかわり方を考

えるきっかけになっていけばよいと思う。 
オ お礼の手紙 

  自分がやるべきことを自分でやったり、自分ができるお手伝いをしたりすることが、この単元の間だ

けになってしまわないように、お礼の手紙の内容も児童の意欲が増すように工夫していただくことを保

護者にお願いしていきたい。できれば継続的に取り組み、冬休みのお手伝いなどへつなげていきたい。 
 ※単元全体にかかわることであるが、特にこの改善ポイント③については、家庭の状況が異なるので

それぞれの家庭にあったやり方で無理のないようにやっていただくよう配慮する。 
④ 気付きを自覚するための指導・援助を位置付けた授業展開 

これまでの授業 新たな改善点 
○活動の中から気付くことを求める授業展開 ○活動の中から気付くことを想定し、価値付ける

ことを大切にした授業展開 
 児童は活動において、何となくうまくできていればそれで満足してしまうところがある。今回の授業

でも「なんとなくお母さんみたいにたたむことができた」「一応洗った」「とりあえずやってみたらでき

たからこれでいい」と満足してしまうことが、普段の児童の生活から予想される。本時の展開の中では、

「その状態では本当にできたということにはならない」ということに気付かせたい。簡単にできたと思

われることも、よく見てみると、うまくいっていなかったところやつまずいていたところがある。そう

した失敗やつまずき、苦労などが仕事を完成させる重要なポイントであることに「うまくいったこと」

「うまくいかなかったこと」を見付ける活動を通して気付かせたい。 



 
  簡単にうまくいったこと→もっとうまくなるには…（手早く、きれいに、節約してなど） 
  うまくいかなかったこと→なぜうまくいかなかったのか（何が難しかったのか） 
 
 

どうしたらよりうまくできるのだろうか。    もっと練習してみる。 
                        誰かに聞いてみたり教えてもらったりする。 
     次の活動の意欲につながる。      うまくいくコツを探す。 

 
 
３ 授業改善後の成果 

(1) 「自立につながる気付きを生み出す活動を仕組むための実態調査と分析」にかかわって 
「家族とのかかわりについて」「お手伝いについて」のアンケート（資料３「お手伝いや家族につい

ての実態調査アンケート」参照）の他に、「自立について」のアンケート（資料４「自立についてのア

ンケート」参照）を行ったことで家庭生活における児童の意識が把握できた。「自立について」のアン

ケートを行った後に「この、みんなが「できない」に○を付けたことは誰がやっているんだろうね？」

という投げかけに対して児童は「おかあさん」「家の人」と答える。「じゃあ、これもおうちの人の仕事

なの？」と聞くと「あ、ほんとだ。おかあさんの仕事増えちゃう。」と気付くことのできる児童も多く

いた。その気付きを広げることによって、家の人はどのような仕事をどれくらいやっているのかという、

家族の仕事調べに活動をつないでいくことができた。また、仕事の難しさも体験し、最終的に「お母さ

んのたいへんさ」にどの児童もが気付くことができた。 
  実践後におうちの人に宛てた手紙では次のような言葉が多く見られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈自立についてのアンケート実践前と実践後の比較〉 
   「自分でできる」に○をつけた児童 実践前 実践後 

１ あさじぶんでおきられる ２４％ ５７％ 
２ じかんわりあわせを、じぶんでする ６８％ ８０％ 
３ えんぴつを、じぶんでけずっている ６８％ ７３％ 
４ ふくをぬいだら、じぶんでかたづける ２８％ ４２％ 
５ いわれなくてもしゅくだいができる ２４％ ６１％ 
６ いわれなくても、はみがきができる ２０％ ４２％ 
７ じぶんがつかったしょっきを、あらいばまでもっていく ２４％ ５３％ 

おかあさん、いつもいろいろしてくれてありがとう。きょうからじぶんのことはじぶんでやるよ。 
ぼくはいろいろやるから、おかあさんは、ねてたりやすんだりしてていいよ。おてつだいはきょうか

らやるよ。おてつだいけんは、きってわたすだけでいいよ。つかれたときに、おてつだいけんをつか

ってね。Ａより。 

おかあさん、いつもありがとうね。ぼく、おかあさんのたいへんさがわかったよ。かまぼこはいた

つごくろうさま。あと、きものはじょうずにぬわなくちゃいけないから、たいへんだね。おてつだい

けん、いつでもつかってください。Ｂより。 

おかあさん、いつもかぞくぜんいんのためにいろいろしてくれてありがとう。これからはじぶんの

ことはじぶんでやるよ。だから、おかあさんは、おかあさんのおしごとがんばってね。おかあさんだ

いすきだよ。おてつだいけんのつかいかたは、きってわたすだけで、ぜんぶおわっても、またつかえ

るよ。おかあさん、ぜひつかってね。Ｃより。 



８ はしをただしくつかえる ５６％ ６５％ 
９ おふろで、からだをじぶんであらうことができる ６４％ ７３％ 

１０ うちで、おはよう、おやすみなさいがいえる ５２％ ６９％ 
１１ ちょうちょむすびができる ３６％ ５３％ 
１２ いわれなくても、おてつだいができる １２％ ４０％ 
１３ じぶんがきるふくは、じぶんでじゅんびできる ５２％ ５３％ 
１４ はやくねなさい、といわれなくてもふとんにはいることができる ２０％ ５０％ 
「家族とのかかわりについて」「お手伝いについて」のアンケートの項目の中には第１学年にとって難

しい内容がいくつかある。思いつかなくて書けないのではなく、聞かれている内容の意味が分からなく

て答えられないものもあった。もう少し内容を吟味し、第１学年でも分かるものにするとよかった。 
(2) 「気付きの内容と、児童の思考のつながりを意識した単元指導計画」にかかわって 
  児童の思考や気付きを把握するために、毎時間ふりかえりカードを書く時間を設けた。そのふりかえ

りカードから児童の気付きを拾い上げ、次の時間へつないでいくことができた。 
１、２時 大好きな家族のよいところをたくさん見つけて家族自慢をしよう。 
・おかあさんは、どういうしごとをしているのかな。 
・いつもおかあさんのつくるりょうりがおいしいから、つくっているところをみてみたい。 
・おかあさんは、かぞくみんなのふくをあらっている。ほかにもしごとがあるのかな。 

3 時 おうちのだれがどのような仕事をしているのか、仕事調べをしよう。 
・おうちのひとがやっていることがよくわかった。 
・これだけぜんぶまいにちやっているから、たいへんだなあ。 
・こんなにたいへんだったんだなあ、とわかりました。こんどから手つだいたいとおもいました。 
・じぶんにもできることがあるかもしれないとおもいました。 

4 時 仕事調べの結果から自分はどのような仕事ができそうかを考えよう。 
・これからいっしょうけんめいせんたくたたみをするぞ！ 
・じぶんができるおてつだいをきめました。ほうきではくことなら、ぼくにもできそうです。 
・おこめとぎむずかしそうだなあ。でもおかあさんをたすけるためにがんばるぞ。 
・やったことがあるからできそうだけど、れんしゅうをしたいです。 

5 時 決めた仕事の練習をしてみよう。 
・はじめてやったけどうまくできました。（せんたくたたみ）のばすのが、こつやなあとおもいまし

た。 
・すみっことかがじょうずにできた。（げんかんそうじ）こんどは、もっとじょうずにやりたいな。 
・うまくいったけど、もうすこしれんしゅうしたいです。 
・だれかにみてもらいたいな。 

6、７時 名人に見てもらおう。 
・うまくできるようになったよ。じしんがついたので、おうちでもがんばりたいです。 
・きょうから、うわぐつあらいをがんばろう。 
・ちゃわんあらいをがんばりたいです。 

８、９時 できるようになった仕事やお手伝いのサービス券をつくりお家の人に渡そう。 
(3) 「家族とのかかわりを深め、気付きを豊かにするための家庭との連携」にかかわって 
   今回の実践は家庭での活動が中心となるため、それぞれの家庭に単元の趣旨や流れなどを知っても

らい協力していただかなければならない。そのため、単元に入る前の通信で次のような内容を載せ、

協力をお願いした。 



【今後の生活科の学習について】 
おいも祭りも終わり、冬の生活に入っていきますが、その前に「お手伝い大さくせん」という学習

を行います。これは、「家族の生活を調べたり、家庭生活の中で自分ができそうな仕事やお手伝いを

やってみたりする活動を通して、家庭の仕事の大変さや家族や自分の役割に気付き、自分ができるこ

とは自分で行い進んで家族とかかわることができる」ということをねらいとして行う学習です。この

学習を進める上で大切になってくるのは、おうちの人とのかかわりと、子どもたちのおうちでの過ご

し方です。 
 「おうちの人のすごいところを探して家族じまんをしよう」→「おうちの中で誰がどのような仕事

をしているか調べよう」→「自分でできる仕事を考えよう」→「決めた仕事の練習をしよう」→「仕

事名人になろう」→「できるようになった仕事を続けよう」 
 上のような流れで行いたいと思っています。こうした中でおうちの方にいろいろ協力していただく

ことも出てくると思いますので、なにとぞご協力お願いします。 
  また、この学習で一番重要となる「家庭の仕事調べ」では、おうちの方にも協力していただくことが

多かったため、学年通信とは他にお便りを出してお願いした。（資料６「仕事調べ協力依頼文書」参照）

そのため、「家庭の仕事調べ」は土、日のうちに全員が取り組むことができ、第３時につなげていくこ

とができた。そして、ほとんどの児童が、家庭の仕事の多さやその大半を母親や祖母等、自分以外の家

族が行っていることに気付き、自分の役割を探すきっかけになった。 
  仕事の練習についても保護者に通信で次のようなお願いをした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その結果、お手伝い観察カードには、ほとんどの児童が「この仕事はこうするとうまくできる」とい

うコツのようなものを書いてきており、第５時の気付きにつなげていくことができた。 
  また、冬休みの家庭でのお手伝いの実践を終えて、家庭からそれぞれの児童へ手紙を書いてもらうよ

うお願いした。このお手伝いを継続して取り組むものにしていくために、児童の仕事ぶりややる気に感

謝する内容の手紙になるよう依頼した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 生活科の「しごとしらべ」学習から、子どもたちは「おうちにはいろいろな仕事があって大変

そう」「お母さんやおばあちゃんのやっている仕事がたくさんあるなあ」「何か自分たちにもでき

る仕事はないかなあ」という感想をもつことができました。そこで、今日の生活科の勉強で「自

分がお家でできる仕事」を考えました。その仕事を土曜日、日曜日の間に、やり方などをよく見

させてチャレンジさせてあげてください。子どもたちには「お手伝いかんさつカード」を持たせ

ました。どのような物を使うのか、どのような順序でやるのか、どうすればうまくできるのか、

などを書いてこられるように見届けをお願いします。（子どもたちには「お母さんが大変そうだか

ら、仕事を手伝いたい。一生懸命練習して上手になってびっくりさせたい。」という気持ちがあり

ます。そんなことも意識しながら、子どもたちの活動を見てあげてください。） 

 お手伝いをいつも自分からすすんで「やることある？」ときいてくれてありがとう。○○にま

かせればしっかりやってくれるのであんしんしてまかせられます。これからもどんどんてつだっ

てね。 

 じぶんからすすんで「おてつだいけんたくさんつかっていいからね」といってくれて、すごく

うれしかったよ。「おかあさんは、いっぱいやることがあるね」と、おりょうりのお手伝いをたく

さんしてくれて、だんだんかわむきもやさいをきるのもうまくなりました。ありがとう。すごく

たすかりました。これからは、ちからのいるお手伝いを、おとこの○○さんがしてくれるとうれ

しいです。これからもよろしくね。 

 ふゆやすみのおてつだいがんばってくれてありがとう。とくにおこめとぎはとてもたすかりま

した。水がとてもつめたかったのでたいへんだったとおもいます。○○がといでくれたおこめは、

とてもおいしくたきあがっていました。これからも、すこしずつでいいからかぞくのみんなをお

てつだいしてあげてね。 



(4) 「気付きを自覚するための指導・援助を位置付けた授業展開」にかかわって 
○ 児童は、自分の選んだ活動を積極的に行った。同じお手伝いを選んだ者同士がグループになり、向

かい合ってやるなど児童同士がコツを見つけやすい状態で取り組むことができた。 
○ 実践前の授業案では、次時に「仕事名人に教えてもらおう」という活動を設定していた。そのため

児童に「教えてもらいたい」という気持ちを出させようと、できなかったことや難しかったことを

出させるようにした。しかし、「できないから」というマイナスの気持ちで次時につなげていくよ

りは、むしろ「できたこと」「見つけたコツ」を「名人に知ってもらおう。見てもらおう」という

設定の方が、児童の意欲を高めることができると考え、授業展開を仕組んだ。 
○ 児童に活動の満足感をもたせたりコツを見付けやすくするために、比較する場を設定した。 

例…うわぐつ洗い→片方だけ洗って、洗ってない方と比べる。 
そうするとどこがきれいになったかが分かり、さらにきれいになったのはどうしてかと問いか

けることによって、コツを見つけることができる。 
○ 実践前の授業案では、「うまくいったこと」をどのグループも発表させたが、活動が違う児童にと  

っては、必要のない情報である。そこで、児童が活動の中で見つけたコツをすぐに書き留めたり、

確認したりできるように、ホワイトボードに書かせそのコツを掲示するだけにした。そうすること

で、一目で分かり交流の時間短縮にもなった。 
(5)  実践を終えて 

（授業改善前）資料 1 のアンケートにおいて、Ａ「十分満足できる」状況：３点 Ｂ「おおむね満足でき 
る」状況：２点 Ｃ「努力を要する」状況：１点とし、学級平均を算出 
 
 

（授業改善後）資料 1 のアンケートにおいて、Ａ「十分満足できる」状況：３点 Ｂ「おおむね満足でき 
る」状況：２点 Ｃ「努力を要する」状況：１点とし、学級平均を算出 

本単元の終了時点で、実施前と同様の方法で実態を把握した結果、上記のような結果が得られた。今回

の実践では、家庭生活全体を支えている家族のことや、家族の一員として自分ができること（やらなけれ

ばいけないこと）の気付きを深めることに焦点をあてて取り組んできた。実践後のアンケートや、児童が

親宛に向けて書いた手紙から、「家にはたくさんの仕事があること」や、「自分でできそうな仕事」「自分

でやらなければいけないこと」に気付くことができた児童は全体の 70％以上にもなった。また、実践後

の日記にはお手伝いの内容が増え、「家の人が喜んだ」といったように、進んで家族とかかわり家族が喜

ぶことを見付けていける児童が増えた。 

観点   実現状況 Ｃ努力を要する   Ｂおおむね満足   Ａ十分満足 C   Ｂ  Ａ 
生活への関心・意欲・態度 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    ２．４ ２ １２  １２ 

活動や体験についての思考・表現 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊      ２．２ ３  １５ ８ 
身近な環境や自分についての気付き ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊        ２．０ 

 

４ １７ ５ 

観点   実現状況 Ｃ努力を要する   Ｂおおむね満足   Ａ十分満足 C   Ｂ  Ａ 
生活への関心・意欲・態度 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    ２．４ １ １４  １１ 

活動や体験についての思考・表現 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊   ２．５ ２  １０ １４ 
身近な環境や自分についての気付き ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    ２４ 

 

１ １３ １２ 



〈実践後の児童の日記から〉                                       

   
お手伝いは基本的には家庭で行うものであるため、学校での一斉の授業で取り組んでも、後は家庭に

まかせることになる。声かけや見届けなど各家庭によってもちがうので、全員が引き続きお手伝いを自

分の仕事としてやっていくのは難しい。また、第１学年の児童にとっては仕事も「遊び」の感覚でやっ

ていることが多かった。取組のきっかけは「お母さんを助けてあげたい」というものであっても、反省

では「おもしろかった。」と書いている児童も多く、家族を助けるための仕事という意識で取り組んで

いる児童は少なかったようである。しかし、今回の実践を通して児童が「家族について」「家庭の仕事

について」「自分でできること」について少しでも意識して考えた上で仕事ができるようになったこと

は大きな成果であった。 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

せんせいあのね。きょうは、あさおきたらゆきがいっぱいふっていたので、そとへいかずにおそう

じのお手つだいをしました。お正月がちかいので、また、おそうじとかお手つだいをしたいとおもい

ます。 

せんせいあのね。ホットケーキをつくったよ。じぶんでまぜてやいたよ。とてもおいしかったよ。

おこめとぎもやっているよ。じょうずにできたよ。またあしたも、したいな。 
 
きょうおかあさんのお手つだいをしたよ。おこめあらいをてつだったよ。まず、おこめをはかった

よ。つぎにお水がとうめいになるまであらったよ。あらうのが、おもしろかったよ。てつだったら、

おかあさんがよろこんだよ。また、お手つだいをしたいです。 

土よう日にへやのそうじをやったよ。おかあさんとそうじをやったよ。せんたくものをたたんだり

かたづけたりもしたよ。ひるまでかかったよ。そしてへやがきれいになったよ。ぴかぴかになってき

もちいいです。 



 
 
 
 
 
 

 


