
資料４ 大すき○○の町②「○○の町となかよし」単元指導計画 
生活科 単元指導計画表 第２学年 単元名：町となかよし(大すき！○○の町②) 全１５時間 

単
元
の
指
導
目
標 

○ 季節や地域の行事にかかわる活動を行うことで、季節によって生活

の様子が変わることに気付き、自分たちの生活を工夫したり楽しく

したりできるようにする。 

○ 地域の公共施設や春に探検した地域を再び探検し、地域の様々な

人々と出会い、それらの人々とかかわり合う中で、自分たちの生活

は、地域の人々や様々な場所とかかわっていることが分かり、それ

らに親しみをもち人々と適切に接することについて考えることが

できるようにする。 

評

価

規

準

【関・意・態】・地域の人々や様々な場所、季節の行事や自然とかかわることを楽しもうとしている。 

       ・公共施設で働く人やそれを利用する人と親しみをもってかかわろうとしている。 
【思考・表現】・地域を探検したり、地域の自然とかかわり合ったりしてすきになった場所や親しくなった人 

人などのことを表現することができる。 

 ・親しくなった人とのかかわり方や自然や季節の行事などにかかわる楽しみ方を工夫すること

ができる。 

【気 付 き】・地域には、親しくなった人や好きになった場所などがあることが分かっている。 

 ・季節に合った遊びをしたり、行事に参加したりすると生活が楽しくなることに気付いている。 

 ・公共施設を利用したり、地域の様々な人々とかかわったりすると、自分たちの生活が楽しく

豊かになることに気付いている。 

時

間 
ねらい 主な学習活動 

関
意
態 

思
・
表 

気
付
き 評価規準 評価方法及び指導の手だて 

１ 

 

夏の町でかかわった人々ややっ

てみたことを教え合い、地域の

人々や場所、公共施設とのかかわ

りに関心をもつことができる。 

夏休みの思い出を発表し、夏の町の

様子をカードに書いて紹介し合い新

たな町探検の願いをもつ。 

◎   

 

 

 

夏休みに体験した地域の行事や夏

休み中に見付けた町のすてきなこ

との交流を通して、もう一度町探検

をしたいという願いをもっている。

（ア①） 

絵日記、発表 

Ｃ「努力を要する」状況→Ｂ「おおむね満足できる」状況 

事前に夏休みの絵日記に目を通しどんな体験をしてきたの

かを把握したうえで、きっかけとして提示する。 

Ｂ「おおむね満足できる」状況→Ａ「十分満足できる」状況 

夏休みの思い出紹介をもとに、自分の住む地域の様子にも

目を向けさせる。 

２

３ 

・ 

４

５ 

○○の町には、春や夏の町探検で

は気が付かなかったすてきな場

所やすてきな人々がいることに

気付いている。 

夏休みの地域とのかかわりをもとに

夏の町(夏祭り等、児童が参加した催

しがあった公共施設・町の会場)を探

検し、新たな地域の秘密について見

付けたことややってみたいことをカ

ードに書く。 

○   

 

 

 

 

◎

公共施設で働く人やそれを利用す

る人とのかかわりを楽しみ、説明を

聞いたりインタビューをしたりで

きる。（ア②） 

 

地域にはまだかかわっていないす

てきな場所や魅力的な人がいるこ

とに気付いている。（ウ①） 

行動観察 

Ｃ「努力を要する」状況→Ｂ「おおむね満足できる」状況 

話の内容が理解できるように補足説明をする。 

Ｂ「おおむね満足できる」状況→Ａ「十分満足できる」状況 

夏休みの体験を広める場を設け、活躍の場を設定する。 

行動観察、インタビュー内容、見つけたよカード 

Ｃ「努力を要する」状況→Ｂ「おおむね満足できる」状況 

地域の人に聞いた内容や、そのときの感想をカードにその

場で簡単に記入できるようにする。 

Ｂ「おおむね満足できる」状況→Ａ「十分満足できる」状況 

インタビューするときの約束を確かめ、積極的に質問でき

るように働きかける。 

６ 町探検の中で見付けた新たなす

てきなことを交流し、出会った人

たちとの交流に向けての願いを

もち、意欲を高める。 

町探検で見付けたことを交流し、地

域の自然や地域の人とのかかわりの

願いを確かめ、活動計画をたてる。

◎ ○  地域の人とかかわりたいという思

いをもち、自分から進んで計画を立

てようとしている。（ア①） 

 

 

 

 

「町のすてきな人にチャレンジ」で

の交流の仕方を工夫し、やってみた

いことを決めることができる。（イ

②） 

発表、探検計画 

Ｃ「努力を要する」状況→Ｂ「おおむね満足できる」状況 

町探検で出会った人やその人の得意なことをカードに書い

て掲示し、かかわりたいという願いがもてるようにする。 

Ｂ「おおむね満足できる」状況→Ａ「十分満足できる」状況 

町探検での出会いの体験から、具体的にどんなことができ

るのか考えさせる。 

計画カード 

Ｃ「努力を要する」状況→Ｂ「おおむね満足できる」状況 

町探検での出会いの活動が想起させ、それぞれの活動で一

番興味をもったことを尋ねる。 



Ｂ「おおむね満足できる」状況→Ａ「十分満足できる」状況 

 地域の人とよりよいかかわりができるために、どんな準備

をするとよいかを考えさせる。 

地域の人にフォークダンスの踊り方

を教えてもらい、地域の人々ととも

にフォークダンスを踊って楽しむ。

○○の太鼓保存会の人に祭り太鼓の

たたき方を教えてもらい、地域の人

とともに祭り囃子を演奏して楽し

む。 

町探検で拾った木や草の実を使った

飾りの作り方を教えていただき、地

域の人々とともに作品を仕上げる。

７

・ 

８ 

・ 

９ 

・ 

10 

 

夏の町探検で知り合った人たち

となかよくなるために、いっしょ

に遊んだり、得意なことを教えて

いただいたりするなど、地域の

人々とかかわって活動すると楽

しいことに気付いている。 

地域の高齢者の方たちとグランドゴ

ルフをともに活動することを通して

交流を楽しむ。 

 ○

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎

地域の人々の得意なことを教えて

いただいたり、もっと知りたいこと

をインタビューしたりするなど、地

域の人々との交流する楽しさを感

じながら，かかわり合うことができ

る。（イ①） 

 

 

地域の人々に得意なことを教えて

いただきながら、地域の人々とかか

わって活動すると楽しいことに気

付いている。（ウ②③） 

 

行動観察、インタビュー内容、見つけたよカード 

Ｃ「努力を要する」状況→Ｂ「おおむね満足できる」状況 

地域の人の話を聞き、教えていただいたことを実際に体験

するよう指導・援助する。 

Ｂ「おおむね満足できる」状況→Ａ「十分満足できる」状況 

教えていただいたことを体験する中で気付いたことやもっ

と知りたいことを積極的に地域の人に話しかけるよう働き

かける。 

行動観察、会話、見つけたよカード 

Ｃ「努力を要する」状況→Ｂ「おおむね満足できる」状況 

ボランティア先生とのかかわりを楽しんでいる姿を見付

け、気付きが自覚できるように言葉がけをする。 

Ｂ「おおむね満足できる」状況→Ａ「十分満足できる」状況 

めあてをもって活動し、うまくいったことやうまくいくよ

うに工夫したことなどを引き出す言葉がけをする。 

11 

 

地域の自然や人との触れ合い探

検を振り返り、もっとやってみた

いという新たな願いをもち、表現

することことができる。 

４回の地域の人との交流を振り返

り、楽しかったことや見付けた地域

の人々のすてきなことを紹介し合

い、もっとやってみたいという新た

な活動への願いを強めたり深めたり

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎

○  地域の人とのかかわり合いを通し

て親しくなった人々のことや、もっ

と深くかかわりたくなったことを

表現することができる。（イ②） 

 

 

 

 

 

地域の人々や様々な場所、季節の行

事や自然とかかわることを楽しも

うとしている（ア①） 
 

発表 

Ｃ「努力を要する」状況→Ｂ「おおむね満足できる」状況 

前時までの交流での姿の見取りや前時の学習カード「見つ

けたよカード」の記録をもとに、交流を通して生まれた気

付きを把握し、発表できるように示唆する。 
Ｂ「おおむね満足できる」状況→Ａ「十分満足できる」状況 

体験したときの気持ちが想起できるように、和太鼓やゴル

フスティックなどの実物を用意し、動作化を通して感動を

伝えることができるようにする。 
つぶやき・発言・計画カード 
Ｃ「努力を要する」状況→Ｂ「おおむね満足できる」状況 

前時までの体験からもう一度体験してみたいと感じた活動

や、友達の発表を聞いてやってみたくなった活動は何かを

尋ね、再び挑戦したい活動を引き出す。 
Ｂ「おおむね満足できる」状況→Ａ「十分満足できる」状況 

活動を選んだわけややってみたいことを尋ね、活動への願

いを引き出したり、明確にしたりする。 

12 自分の願いをもとに地域の人や

自然との触れ合い計画を立てる

ことができる。 

自分の願いをもとに地域の人や自然

との触れ合い計画を立て、必要なも

のの準備をする。 

 ○  地域の人と上手にかかわれるよう

に計画を立て、必要な準備をしたり

かかわり方を考えたりすることが

できる。（イ②） 

計画カード 

Ｃ「努力を要する」状況→Ｂ「おおむね満足できる」状況 

ボランティア先生とうまくかかわれるように、児童と対話

しながら願いやインタビューしたいことなどを考えさせ

る。 

Ｂ「おおむね満足できる」状況→Ａ「十分満足できる」状況：

活動の広がりや深まりが見られるように、活動の見通しが

もてているか把握し、問いかけや対話によって思いや願い

を引き出す。 

 



13 

14 

願いをもって、地域の人々や自然

との触れ合いを楽しむことで、人

や自然とかかわって生活するこ

との楽しさに気付くことができ

る。 

親しくなった地域の人と共に、グラ

ンドゴルフ、和太鼓、秋の自然物を

使った工作、ダンスなどをグループ

に分かれて活動し、触れ合いを楽し

む。 

  ○ 親しくなった人々とかかわったり、

季節の行事や自然とかかわって遊

んだりすると生活が楽しくなるこ

とに気付いている。（ウ②） 

行動観察、インタビュー内容、見つけたよカード、 

Ｃ「努力を要する」状況→Ｂ「おおむね満足できる」状況：

願いにそって活動するよう促し、活動中のよい表情を見付

けて意味づけたり価値付けたりして気付きが実感できるよ

うにする。 

Ｂ「おおむね満足できる」状況→Ａ「十分満足できる」状況：

活動を通して見付けた新たな気付きを価値付ける言葉がけ

をし、その場を楽しむだけでなく、これからの生活の中で

継続して出来そうなことを見付けられるようにする。 

15 地域の人との触れ合いを通して、

見付けた気付きを交流し、地域の

よさを再確認することができる。 

地域の人との触れ合いの中から見付

けたことを交流し、地域のよさを確

かめる。 

 ○  

 

 

 

 

 

◎

 

地域の人と繰り返しかかわる活動

を通して分かったことや楽しかっ

たことなどを表現することができ

る。（イ①） 

 

 

公共施設を利用したり、地域の様々

な人々とかかわったりすると、生活

が楽しく豊かになることに気付い

ている。（ウ③） 

見つけたよカード、発表内容 

Ｃ「努力を要する」状況→Ｂ「おおむね満足できる」状況：

前時までの活動中の児童の姿の見取りをもとに、生き生き

と活動した場面を想起させ発表につなげる。 

Ｂ「おおむね満足できる」状況→Ａ「十分満足できる」状況：

休日に体験したことも合わせて紹介するよう促す。 

見つけたよカード、発表 

Ｃ「努力を要する」状況→Ｂ「おおむね満足できる」状況：

今まで触れ合ってきた地域の人々と自分たちの生活とのか

かわりに気付くことができるよう、町探検での気付きと触

れ合い交流のとのつながりを想起させる。 

Ｂ「おおむね満足できる」状況→Ａ「十分満足できる」状況：

今後の生活の中で、見付けたことが生かされるように、子

どもの気付きに共感したり、価値付けたりする。 

 


