
事 例 小学校 生活科 第１学年「夏のこうえんであそぼう（水辺のある遠くの公園）」 

〈内容 （５）季節の変化と生活 （６）自然や物を使った遊び 〉 

テ ー マ かかわりを強め、気付きを促し、 

育ちを自覚させるための指導方法の工夫改善 

授業改善のポ

イ ン ト 

・ 自分自身への気付きが自覚できるような振り返りの時間の設定 

・ 対象と強くかかわり、自分自身を多方向から見つめる学習過程・学習活動の在り

方 

・ 気付きを促し、児童が育ちを自覚できるような適時的確な指導・援助の在り方 

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（５）季節の変化と生活 

（６）自然や物を使った遊び 
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 

・夏の公園で夏の自然に浸

って楽しく遊ぼうとして

いる  ＜内容（５）＞

・まわりの仲間に話しかけ、

友達の発見を自分の活動

に取り入れようとしてい

る。  ＜内容（６）＞

・自分の活動に自信をもち、

仲間と一緒に夢中になっ

て活動しようとしてい

る。  ＜内容（６）＞

・自分で工夫して夏の遊び

を作り上げたり、自然の

中の生き物を捕まえる方

法を考えたりすることが

できる。＜内容（５）＞

・まわりの仲間と遊びの楽

しさを伝えたり聞いたり

して、自分の遊びをもっ

と楽しいものにできる。

＜内容（６）＞

・活動で楽しかったことや

考えたことを自分の選ん

だ方法で表現することが

できる。＜内容（６）＞

・水辺の生き物などに触れ、

夏の自然のすばらしさに

気付いている。 
＜内容（５）＞ 

・仲間とかかわって遊ぶと、

遊びがより楽しくなるこ

とに気付いている。 
＜内容（６）＞ 

・前よりも遊びを工夫した

り楽しくしたりすること

ができるようになってき

た自分に気付いている。

     ＜内容（６）＞

   【把握方法】 
○関心・意欲・態度  
＜内容５＞に関して 

    ・公園遊びをする前とその後の表情に違いが見られるか。 
    ・活動中の表情・しぐさ・つぶやきはどうか。 

・公園や仲間に関することを活動中または、活動後にどれだけ語っているか。 
・公園と仲良し度のアンケートの内容はどうか。（参考資料１） 
＜内容６＞に関して 
・活動中にどれだけ仲間とかかわって活動をしているか、仲間との接触の回数や密度はどう

か。 
・振り返りの言葉の中における仲間を意識した言葉があるか。 
・「みつけたよカード」に自分だけでなく仲間も描いているか。また、言葉で表現しているか。 
・仲間と仲良し度アンケートの内容はどうか。 

○思考・表現  
＜内容５＞に関して 
・願いと遊びの様子が合致しているか見取る。 
・微妙な環境の違いを理解し、環境を生かしたり、道具や材料を選び取って遊びを作り上げ

たりしているか。 



＜内容６＞に関して 
・遊びのコツを仲間に教えたり、仲間から教えてもらったコツを取り入れたりしているか。 
・仲間と対話をしながら活動をしているか。 
・遊びがきちんと成立しているか。 
・遊びが一人遊びでなく、集団遊びへと少しずつ発展しているか。  

○気付き 
＜内容５＞に関して 
・夏の季節を連想させる言葉をいくつ語っているか。 
・春と比較しながら、夏だからこそ活動できると、根拠をもって活動しているか。 
・振り返りにおいて、自然物を具体的に絵や言葉で表現しているか。 
＜内容６＞に関して 
・遊びを楽しくすることができた根拠を明確にして振り返っているか。 
・振り返りの言葉に、仲間の名前や活動の様子を表現しているか。 
・遊びが楽しくできた理由を道具・素材の選択や仲間とのかかわりなど、根拠をもって語っ

ているか。 
・以前の遊びの様子や振る舞いと比較して振り返っているか。 

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〉    （調査人数３０人） 

     
 

   （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「努力を要する」状況：１点とし、学級平均を算出。 

【分析】 
  ○関心・意欲・態度 
   

    むことがむ 
 
 
 
 

思いっきり体を動かし、活動すること 
が大好きで、特に自然とかかわることで、生き生き 
と積極的な姿が多く見られる。しかし、誰もが成功体験を望んでおり、できるだけ失敗は避け 
たいと思っている。したがって、うまくいかないことがあると、すぐにあきらめてしまい、他

の活動に変更して手軽に遊びを楽しんでいる。また、活動をどのようにしたら進めることが 
できるのか、見通しをもとうとする児童が減少している。やってもらうという受動的な生活が 
中心で、就学以前における自己決定のある体験不足の表れであると考える。 
○思考・表現 

 
 

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 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊   ２．２６ ２ １８ １０

活動や体験についての思

考・表現 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊     ２．１３ 

５ １６ ９ 

身近な環境や自分につい

ての気付き 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊       １．９３ 

８ １６ ６ 

願いがすぐに変容してしまい、強い願いをもって取り組

むことができない。 

・願いの実現に向けて、その実現方法や解決方法を見付けようという意欲に欠ける。 
・活動の記録はできるが、活動の過程で、周りの状況や自分とのかかわりを通して思考し、

適切な言葉や文で表現する力が弱い。 

＜関心･意欲・態度＞ Ａ Ｂ Ｃ 
児童の評価 ８３％ １７％ ０％ 
教師の評価 ３３％ ６０％ ７％
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関心・意欲・態度

思考・表現気付き



 
願いを強くもち続ける力が弱く、

何とかしてやりきろうとする児童が

少ない。今の方法で満足してしまい、

なかなか発展していかない。原因と  
して、解決方法を思考する力が備わっていないことや、自分が楽しむことが先決で、仲間のこと

まで意識が向いていないことが考えられる。記録の面においても同じことがいえる。多くは絵や

文で表記するが、何をどう表現したらよいのか分からない。自分の姿も小さく、周りの自然や友

達がなかなか描ききれない。また、活動後の仲間や教師との対話では、「楽しかった。できた。」

と答えるだけで、感動を伴った話がなかなか聞けない。活動一つ一つに必要感や充実感をもって

活動しきっていないことにも原因があるといえる。 
○気付き 

 
 

自然の中での活動を通し、遊     
びが楽しくなるためのコツがある

ことを、体験を繰り返すことで気

付いてきている。             

   しかし、結果的に楽しくできたのだが、その要因がどこにあるのかを整理して振り返る力が弱 
  い。ただし、仲間や教師から賞賛を得たり、できるようになったことを仲間に教えたりすること 
  で、自分の活動に価値を見出す児童も増えている。 

一方、自分自身に対する気付きでは、できるようになったことを点として捉えており、できる

ようになった、成長したと自覚している児童は少ない。やはり、思考・表現の力が十分に備わっ

ている児童や、学び方を身に付け始めた児童は自分自身に自己有能感も高く、自分自身への気付

きも生まれている。 
 
 
 
 
 
 

単元の終わりに児童がどれだけできるようになったと自覚しているのか名人度と仲良し度で振

り返った。名人度は活動を通して、「どれだけ学習や生活技能を身に付けたか」、仲良し度は「対

象と自分自身との距離が縮められたか」と設定した。名人度において、３Ｐ・４Ｐを付けた児童

が増える一方、５Ｐを付けた児童は減っている。春よりも自己分析が厳しくなり、単なるできた

ということからもっと高度な技能を追究し始めている。 
仲良し度において、これも同様に数値の変化にばらつきがあり、５Ｐを付けた児童が３０％も

減少している。活動は充実しても、精神的な満足が得られていない。試行錯誤することが成長す

る大切な要素であることを十分認識していない。つまり、スモールステップで進歩していく自分

の成長を自覚できず、喜びを感じてはいないことが分かる。 
 
授業改善へ 
２ 分析に基づく授業改善 

(1) 授業改善の方針 
 

活動に満足しているにもかかわらず、対象と「いつ、何と、どんな状況で関わったのか、振り返

る力が弱い。自分自身を振り返る力も弱く、自己有能感を味わっていない。 

＜気付き＞ Ａ Ｂ Ｃ 
児童の評価 ５７％ ３３％ １０％

教師の評価 ２３％ ５６％ ２１％

＜思考・表現＞ Ａ Ｂ Ｃ 
児童の評価 ５６％ ３４％ １０％

教師の評価 ３０％ ５３％ １７％ 

 到達度 １Ｐ ２Ｐ ３Ｐ ４Ｐ ５Ｐ 
春学校探検 ０％ １３％ １０％ ６％ ６０％ 

名人度 
夏公園遊び ０％― ３％↓ １６％↑ １６％↑ ４３％↓

 
春学校探検  ０％ ０％ １５％ １５％ ７０％ 

仲良し度 
夏公園遊び ０％― ３％↑ ２０％↑ １６％↑ ４０％↓

児童が強い願いをもち、対象とのかかわりを強め、自分自身への気付きや育ちを自覚することが

できるよう、指導計画や学習過程・学習活動及び指導・援助を工夫する。 



児童の実態分析から、意欲的に学習には取り組むが、途中で願いが弱くなり、最後までやりきっ

たり、試行錯誤したりする追究心が弱い。また、活動を結果として捉え、結果がどうして得られた

のかその過程を振り返ることが弱い。 
  生活科がめざす「自立への基礎を養う」を達成するためには、活動の中で気付きを生み出し、そ

れを自覚する必要がある。いくら気付きが生まれても自覚できなければ「活動あって学びなし」と

なってしまう。最終的に、「自分にとって○○である。」というように、自分自身とのかかわりで考

えられるようにならなければならない。 
そこで、自分自身への気付きを自覚できるように指導計画を工夫する。また、気付きを促し、育

ちを自覚できるようにするために、児童理解を基に、指導・援助計画を立て、適時的確に指導・援

助を講ずることができるようにする。 
(2) 改善の具体的方途と実践 
 
 
 
 

①自分自身への気付きが自覚できるような振り返りの時間の設定（単元指導計画） 

 改めて自分たちの活動をじっくり振り返る場を設定することで、一つ一つの活動に価値を見出し、

知的な気付きが生まれ、自分自身への気付きが促されるようにした。 

 本単元は、１年を「春、夏、秋、冬、もうすぐ春」の５つに分けた内の夏で、夏休みを挟んだ後半

部にあたる。春や夏単元の前半では、願いをもつことや実現するには様々な手段や方法を選び取る必

要があることが分かってきた。その中で、活動を繰り返すごとに、仲間とかかわることで願いが叶え

やすく、問題の解決方法が導きやすくなり、遊びが楽しくなることが分かってきた。 

 従前は、子どもたちの思考よりも、環境や活動を重視した単元を仕組むことが多く、気付きに深ま

りがなく、「もっと○○したい。」という、追究する姿がなかなか見られなかった。 

そこで、子どもたちの思考に沿い、新たな自分を描きだせるような単元指導計画を仕組むことにし

た。また、活動に見通しをもてるようにした。 

従来の単元指導計画  改善した単元指導計画 

 大単元 なつとともだち   大単元 なつとともだち 

育
つ

私 夏のびの

び大作戦 

① 夏 どんなことがで

きそうかな 

 育
つ

私 夏のびのび

大作戦 

① 夏 どんなことができ

そうかな 

近くの公

園遊び 

①②公園の探検をしよう 

③④遊び名人になろう 

⑤⑥もっと遊び名人にな

ろう 

 近くの公園

遊び 

①②２年生と公園遊びをしよう 

③④遊び名人になろう 

⑤ もっと遊び名人になろう 

⑥ 遊びのお店屋さんを開こう 

ふ
れ
合
う
私 

遠くの公

園遊び 

①  公園を探検しよう 

②③④遊び名人になろう 

⑤  みんなで遊ぼう 

 

育
つ
私 

夏できる

ことがふ

えたよ 

①  できることがふえ

たよ 

 

ふ
れ
合
う
私 

そ
し
て 

育
つ
私 

遠くの公園

遊び 

 

 

夏できるこ

とがふえた

よ 

① 公園を探検しよう 

② 遊び名人になろう 

③④遊び博士になろう 

⑤ 遊びのお店屋さんを開

こう 

⑥ できることがふえたよ 

まず、願いの実現に向かって試行錯誤した結果、「できた。成長した。」という自己有能感がもてる

ことが必要である。そこで、小単元ごとにゴールの姿を描き、見通しをもって活動ができるように、

“②遊び名人になろう””⑤遊びのお店屋さんを開こう”という時間を設けた。この時間を設けるこ

とで、”⑥できることがふえたよ”の時間が充実してくると考えた。 

さらに、大単元の終末にじっくりと自分の活動を振り返る時間を設ける。一度活動をとめ、小単元

全体の振り返りの場を設定することで、改めて自分が対象とどのようにかかわったのかをじっくり見

＜授業改善のポイント＞ 
① 自分自身への気付きが自覚できるような振り返りの時間の設定 

② 対象と強くかかわり、自分自身を多方向から見つめる学習過程・学習活動の在り方。 

③  気付きを促し、児童が育ちを自覚できるような適時的確な指導・援助の在り方。 



つめることができる。よって、数々の気付きを自分の宝として獲得することができる。そして、自分

自身がどのようにかかわったのか振り返り、自分自身がかけがえのない存在であるという思いをもつ

ことができるのである。 

第１学年の夏という時期では、活動直後に振り返る活動をした方が、より自分ができるようになっ

たことが確かめられると考えた。時間があいてしまうと忘れてしまうからである。したがって、核と

なる小単元の活動の中に振り返りの時間を設けることが有効であると考えた。 

② 対象と強くかかわり、自分自身を多方向から見つめる学習過程・学習活動の在り方 

従前の指導では、活動を成立させることが最優先で、子どもたちはさまざまな気付きを表出して

いるにもかかわらず、それを把握しきれず、仲間にも広めることが困難であった。また、最終的に

は自分自身への気付きへと高めていかなくてはいけないはずなのに、その場その場での価値付けに

より自身がどのように成長したのか自覚させることが不十分であった。 

 そこで、次のような学習過程や学習活動を仕組んだ。 

 

 

 

 

ァ、気付きを表出する対象と場をはっきりした活動の導入 

  従前では、個々の活動で単元を終了していたが、ここでは、「遊びのお店屋さん」を位置付け改善

に努めた。気付きを表出する対象と場を明確にすることで、これまでの活動で深めてきた気付きを

仲間に一気に表出するのである。お店というごっこ的な活動ではあるが、相手を楽しませるという

意識が強くもてるので、かつての自分が“楽しみ、名人になりたい”という強い願いのもとに、自

分の見付けた遊びをうまくできるためのコツや発展させるための技を培った自分を想起しながら、

お客さんの活動の姿から、単元前の時の自分の姿と重ねながら活動することができる。つまり、お

客さんは過去の自分であり、お客さんが遊びを楽しんでいく様子が自分の成長する過程なのである。 

＜気付きの表出をねらった学習における児童の願い＞ 

水あそび 葉っぱのお船の作り方を教えたい。 

ダンボール滑り Ａ児 レースをしたい。 

木登り 高く登るには、手と足を引っかけると速く登れることを教えたい。 

水の生き物つかみＢ児 タモを「しゅっ」とやることを教えたい。 

むしとり 静かにして手でさっと捕まえることを教えたい。 

＜活動の様子＞ 

 Ａ児 Ｂ児 

児童の実

態 

自然や活動に関心はあるが、事実認識や

振り返る力が弱い。仲間とのかかわりが

弱い。 

関心・意欲は高いが、事実認識や活動の

価値についての気付きが弱い。仲間との

かかわりも弱い。   
これまで

の学び 

＜１回目 水遊び＞ 

Ｃ児が袋で水を出して、手洗いみたいな

ものをつくった。 

＜２回目 ダンボール滑り＞ 

Ｄ児の技をつかい、Ｅ児と考えてやった。

＜３回目 ダンボール滑り＞ 

三人乗りはちょっとむずかしかったけれ

ど、ちょっとだけ、違う滑りをした。 

＜１回目 水の生き物つかみ＞ 
メダカをいっぱい捕まえられた。水に入

って気持ちがよかった。 
＜２回目 水の生き物つかみ＞ 
Ｆ児の技をつかった。タモで捕まえた。 
＜３回目 水の生き物つかみ＞ 
技を使ってメダカをいっぱい捕まえたけ

れど、死んじゃった。オタマジャクシの

親子をとった。  
本時の願

い 

＜ダンボール滑り屋さん＞ 

レースをしたい。 

＜水の生き物屋さん＞ 

タモを「しゅっ」とやることを教えたい。

予想され

る活動 

レースをしようとはするが、どのように

レースにするかが分からない。しかし、

他の仲間の助言を選び取り、レースがで

きるであろう。 

水の生き物つかみにとても自信をもって

いるので、「しゅっ」とキーワードを用い

て仲間に教えるであろう。 

 

ァ、気付きを表出する対象と場をはっきりした活動の導入 
ィ、終末において、自己成長の認識を促すような、自己評価や相互評価の工夫、実施 
ゥ、気付きを自覚化・共有化できるような全体交流



 

活動の 

実際 

 

 

 

＜前半 お客・・虫とり＞ 

・ 仲間から、タモの使い方を聞いて試

す。草の上をたたいて探す。 

・ 弱っている虫を一緒に逃がす。 

・ 「えいっ」の言葉でタモを動かすこと

を教えてもらい、草をたたき回る。 

・ タモを使い、チョウを捕まえることが

できた。 

・ 仲間に、「“えいっ”といってやってい

たよ。」と、価値付けてもらった。 

＜後半 お店・・ダンボール＞ 

・仲間と二人滑りをして楽しむ。 

・レースをしようと試みる。「準備はいい

ですか。」と声をかける。 

・「まだまだ。」「用意、ドン。」「ブレーキ

をかけて。」など、他の仲間の声かけを

真似て声を出す。 

・ちぎれたダンボールをガムテープで貼

り付け、レースに備え仲間のダンボー

ルを持って、滑りやすくした。 

＜前半 お店・水の生き物つかみ＞ 

・ オタマジャクシをねらう。 

・ 「タモを横からしゅっと」と仲間にポ

イントを教える。 

・ 仲間が捕まえたときに、「すごい！捕

まえた！」と大絶賛する。 

・ タモやかごを貸して仲間がもっと捕

れるように協力をする。 

・ 一緒に獲物を探す。黙々と。 

・ 「やっぱり難しいわ。」と独り言を言

いつつ、仲間が生き物を捕る度に、「す

ごい！」と賞賛をする。 

＜後半 お客・・水遊び＞ 

・ 水切りを試みる。仲間に拾った石を判

定してもらう。 

・ 仲間にお手本を見せてもらいながら、

やってみる。しかし、うまくできない。

・ 草船にも挑戦。仲間の作った船をみ

て、「すごい」と賞賛。 

・ 水の上で流し、「すごく速い！」と、

自分の見付けた良い流れの場所で遊

ぶ。 

 

 

考察 後半のお店屋では仲間の声かけのよい

ところを取り入れて、願いのレースがで

きるように、お客さんを導いていった。

途中つまずいている仲間がいると、手を

貸したり、修理したり、自分が経験した

活動を再現したりすることができた。前

半のお客の立場で、どうすれば遊びがう

まくいくのか、キーワードを用いて活動

することが効果的であることが体感でき

ていたので、「用意ドン。」や「準備はい

いですか。」など、レースに必要な声をか

けることができたと考えられる。 

また、仲間と楽しく活動するためには、

いくつかのポイントがあることに気付く

ことができたと考えられる。 

 前半のお店屋では、仲間を賞賛するこ

とを通して、“「しゅっ」と捕る”という

ことを教えることができた。仲間の活動

を見ることで、自分の活動を思い出すこ

とができたと考えられる。したがって、

「すごい。」という言葉が自然に出てき

た。この時期の１年生は、他人がすばら

しいことをしても、かかわりが薄いため、

賞賛することが少ない。よって、Ｂ児へ

の賞賛は、気付きを表出したことで、自

分自身への賞賛につながると考えられ

る。 

 後半のお客では、前半の活動で、遊び

が楽しくなるためにはコツあることを再

認識しているので、遊びのポイントを仲

間から聞きだそう、習得しようという姿

が見られた。 

ィ、終末における自己成長の認識を促す自己評価や相互評価の工夫、実施 
＊自己評価 

従前、単位時間の活動後に、「がんばったこと」「工夫したこと」など、漠然とした観点で自己評

価を行っていた。そこで、気付きの自覚につながるような、評価の観点と方途を改善した。   

視点を願いの実現と活動内容についての２点で行う。生活科は願いに向かって活動することが大

切である。移ろいやすい願いでなく、より確かな願いをもって活動できたかを評価する。さらに、

活動の本質に迫ることができるよう、評価規準と合致した観点を設けた。特に、内容の評価に関し

【自己評価の観点】 
①願いに向かって         ②活動に対して 



ては、「○○マン」と人格化することで、活動のよさを自分のこととして受け止め、知的な気付き

を生むことができると考えた。 
ただし、活動に対しての評価は、第１学年の始めからできるわけではない。したがって、振り返

りの言葉から教師が、「このようなことができたから、工夫マンになれたね。」「仲間と相談しなが

らできたから協力マンになれたね。」と価値付けることで、気付きをより確かなものにすることが

できた。 

 Ａ児 Ｂ児 

振り返

り 

 

 

   願い通りに、レースができた。「用意

ドン」と声をかけたり、困っている

子を手伝ったりできた。    

   お客さんに、「しゅっ」と捕ることを

教えたら、捕れた。仲間が葉っぱの

レースを教えてくれたからうれしか

ったです。けれど、レースがやりき

れなかった。 

価値付

け 

一人じゃなくって仲間と声を掛け合った

らできたね。レースをするための準備や声か

けもできたね。アイデアを出し合ったり、仲

間と遊びをつくれたから、協力マンだね。 

葉っぱのレース、やりきれなかったけれ

ど、あなたが楽しいといってくれたので、お

店の人も喜んでいるよ。見付けたコツを「し

ゅっ」というキーワードで教えたから、オタ

マジャクシも捕れたのだよ。また、「すごい」

と褒めてあげることも大切だね。教え方を工

夫したから工夫マンだ。 

 ＊相互評価 

 従前は、自己評価や教師による評価のみで、仲間からの評価を受けることがあまりなかった。

仲間とかかわる活動をしながらも、結局は自分のことだけをみつめ、仲間や環境を意識した振り

返りができなかったし、気付きも深まりが見られなかった。さらに、客観的に自分の姿を振り返

ることができず、主観で捉えることが多かった。 

 そこで、「お返事シール」を用い、仲間からの賞賛を通して、相互評価を行った。活動終了後に、

仲間のよさを取り入れ活動し、それが有効であったと判断した場合、その仲間の蓄積してきた気

付きカード（お宝ボードに添付）にシールで価値付ける活動である。 
シールを貼るという行為で、シールを貼る側は仲間を評価し、貼られる側は仲間からの賞賛を受

けるのである。これにより、自分の活動や気付きがよりよいものであったのかを客観的に評価す

ることができる。つまり、自分を客観的に見つめることができる。 

 Ａ児 Ｂ児 

教え 

たい 

＜ダンボール滑り屋さん＞ 

レースをしたい。 

＜水の生き物屋さん＞ 

タモを「しゅっ」とやることを教えたい。

もらった

お返事シ

ール 

もらった

相手の活

動の様子 

３枚（３人から） 

この３人はレースに参加していたメンバ

ーである。レースに至るまで、いくつかの

コツや約束事を教えてもらうことでダンボ

ール滑りを満喫することができた。子ども

たちは、レースをランニング滑りと命名し

ていた。 

１枚（一人から） 

オタマジャクシ捕りとずっと一緒にやっ

ていた仲間からのシール。「しゅっ」の言葉

だけでなく、賞賛する言葉もあり、仲間か

ら有効であるという評価を受けることがで

きた。 

ゥ、気付きを自覚化・共有化できるような全体交流 
 従前は、評価の観点をもとに、その事実だけを述べ、それを価値付けるだけのものだった。し

かし、それでは、本時付けたい力と子どもたちの振り返りの事実がなかなか合致せず、気付きを

十分に自覚するまでに至らなかった。また、特に低学年は仲間の話を聞いても、他人事で自分の

同じような価値のある気付きをしていることが理解できなかった。 

 そこで、気付きを自覚化・共有化できるように全体交流の仕方を工夫した。また、振り返りの

時、よい表現の仕方を価値付けた。 

◆始めに自己評価を言い、その後、理由や根拠を話す。また、対話になるようにする。 

◆具体物を用いながら話す。 

◆「前は～。今日は～。」と、以前の自分と比べて話す。 

◆「私と同じ人は。」と仲間に問い返す。 

前の姿を語ることで、活動の変容を捉えることができ、本時の活動を通しての気付きを表出しや

すくなる。また、具体物を見せたり実演をしたりすることで、気付きを深めることができる。さら



に、「私と同じ人は、手を挙げてください。」と投げかけることで、仲間の振り返りを基に、自分の

活動との相違点を見付け、「そういえば自分も同じ工夫をしていたな」と気付きを共有しやすくな

る。活動は違っても、気付きの価値が同じということが分かるのである。 

 また、振り返りの言葉が教師のねらいとずれていたとしても、切り返しをすることで修正をし、

さらに深めることができる。 

従前  改善後 

「今日、私は虫とりをがんばりま

した。手で捕りました。」 

 「今日の私は満足です。」（自分） 

  ↓ 対話 

「何で？」（仲間） 

「私は、虫捕りをしました。今日の私は満足で工夫マンです。

前は、タモを振り回したけれど、今日は手で虫を捕りました。

こうやって“しゅっ”とやりました。」 

（実際にやってみせながら） 

「私と同じことをした人は手を挙げてください。」 

「私と同じで、前とやり方をかえた人は手を挙げてください。」

ここでは、活動後Ｂ児の全体交流をとりあげる。 

 Ｂ児  教師や仲間とのかかわり 

振

り

返

り 

 

 

 

 

 

Ｂ：うん。嬉しかったです。 

  （お客として話している） 

Ｂ：Ｄさんにやり方を教えてもらいま

した。 

 

 

 

 

 

Ｂ：Ｅさんにタモを横にやって捕まえ

ることを教えてあげられたよ。 

  （お店屋として話している） 

表出した気付きを振り返っている。 

 

Ｂ：すごくうれしいよ。満足 

  （お店屋として） 

自分の活動のよさ、気付きを実感している 

 

Ｂ：また公園に来るよ。できるよ。 

自分の活動のよさを実感している。さらに発展

させようとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ：まあまあだけれど、葉っぱのレースを教え

てもらったことが、嬉しかったのだね。 

Ｔ：Ｂさんに教えてあげたＤさん、どんな気持

ちですか？ 

教えるという観点で自分も同じことをしたということ

に気付かせるために仲間へ問いかけ 

Ｄ：嬉しいです。 

 

Ｔ：Ｂさんも教えてあげたことがあったよね。

Ｔ：Ｂさんに教えてもらったＥさん、どうでしたか？ 

Ｂさんの活動が有効であったことを価値付けるため

に、仲間からの賞賛を求む 

Ｅ：捕れたのでうれしかった。 

Ｔ：Ｂさん、Ｅさんはそう言ってくれているよ。

Ｔ：お互いに自分の頑張ったことを仲間が楽し

いと言ってくれてよかったね。 

  できるようになったことが伝わったね。 

Ｔ：コツや技を教えることで、仲間と遊びがも

っと楽しくできたね。また、遊べるといい

ね。 

③ 気付きを促し、児童が育ちを自覚できるような適時的確な指導・援助の在り方 

  生活科では、活動が成立していることが第一条件である。しかし、多くは活動の成立で止まり、

気付きを促し、自覚せぬまま終了してしまうことがある。自然や社会や仲間と何度もかかわること

を通して、自分自身への気付きを深めるためには、深い児童理解に基づく適時的確な指導・援助が

必要である。 
従前は、終末で何度も振り返りを促し、価値付けることを重点に置いてきた。しかし、いくら促

しても、児童が価値ある活動であると活動中に感じていない限り、深い気付きは望めなかった。そ

こで、本時付けたい力に則し、児童の活動を成立させ、振り返り、価値付けることで、確かな気付

きが生まれると考えた。 
 
 

 

Ｂ：お客さんに、「しゅっ」と捕ることを教えたら捕れた。仲間が葉っぱのレース

を教えてくれたからうれしかったです。けれど、レースがやりきれなかった。 

ァ、深い児童理解に基づく指導・援助表の作成 
ィ、気付きを促し、児童が育ちを自覚できるような適時的確な指導・援助 



ァ、深い児童理解に基づく指導・援助表の作成 
児童にどのような力を付けるかは、教師の指導・援助による学習活動の組織化が大切である。児

童が最終の姿を目指し、活動を進めていくのを指導しつつ支えていくことが教師の役割である。 
従前の指導・援助表では、児童の自己評価や願い、それに基づく教師の指導・援助を記載してき

た。しかし、これは児童の姿に教師が後から付いていくような形で、確実にこんな力を付けるとい

う意図が見えにくい。また、あらゆる場面を想定して、指導・援助する必要があると考えた。そこ

で、自己評価だけでなく、教師による評価や目指す姿を明確にし、想定される姿を描き、それに応

じて序盤・中盤・終盤と指導・援助を書き表した。また、核となる児童に指導・援助を行うことで

児童が自ら学びを深めていけるように計画を行った。さらに、付けたい力を精選し、表に明らかに

した。 

ィ、気付きを促し、児童が育ちを自覚      

できるような適時的確な指導・援助 
＊評価の観点 

適時的確な指導・援助を行うには、  
児童が願いをもち、目指す姿を明確 
にして活動をしているか、評価   

していく必要がある。そこで、次のような観点で評価規準と合致させながら、学習過程ごとに、児

童を見取り、評価した。 
＊活動を支え、気付きを自覚させ、成長を実感させる指導・援助 
  従前は、活動を成立させるための指導・援助だけで、意図的に行うことが難しかった。そこで、 
指導・援助を“活動を支えること”と“気付きを促すこと”の２種類で考えた。 

◆豊かな活動を支える指導・援助 
評価 豊かな活動を支える指導・援助 具体的な教師の動きや言葉 

 
 
 
 
活動が停滞

している子 
 
 
 
 
 

活動を見守る 
見守ることによってその子が発揮しているよ

さを見付けたり思いをさぐったりする。 
 
つまずきを乗り越えるための指導・援助 
 
＊察する、尋ねる。 
＊方向を示す。 
＊手助けをする。ともに活動をする。 

 
＊活動を見届ける。 

・ 全体をよく見る。指導・援助

の核にする児童の活動と仲間

とのかかわりを見る。 
 
「何をしているの？」 
「～はどうかな？」 
「ここは～するといいよ。」 
「先生もやってみるね。」 
「前とかわったね。」 
「すごい。自分で～ができたね。」

 

○願いが確かな活動に向かっているか。 

・仲間とかかわって活動しているか。 
・活動に工夫があるか。 

◎自分の活動を振り返るような言葉や行動があるか。 

予想される姿

お
客
でい
くお
店

お店屋さん開店（前
半）

（
後
半
） じっくりふり返りダ

ン
ボ
ー
ル

一個だけ，技
を覚えたよ。

ダン
ボー
ル

願いのうち，二
個しかできな
かったけれど，
少しでもできて
よかった。

水の
生き
物

初めてオタマ
ジャクシを２匹
捕まえた。

たもをうごか
すところを教
えたい。

後
半
たもの動かし方な
ど，捕り方を上手に
教える。面倒見もよ
い。

ダン
ボ
ー
ル
滑り

＜序盤＞仲間と楽しく
やっているよさを価値
付ける→Ｂ男（価値付
け）

仲間とどう接した
かを想起させる。

水
遊
び

楽しく遊べ
た。葉っぱ競
争で二番に
なれた。

水
の
生き
物

友達のまねを
したら二匹つ
かまえれな
かったけれ
ど，メダカが捕
ま れた

水の
生き
物

ザリガニを捕ま
えた。オタマ
ジャクシは３
匹。今度はオタ
マをいっぱい
捕まえたい

タモを下に入
れて上に上
げることを教
えたい。

後
半
コツも教えている
が，自分が楽しんで
しまう。仲間の良い
ところを見ている。

ダン
ボ
ー
ル
滑り

ポートフォリオを使
い，成長点をみつ
ける。仲間とのか
かわりを中心。

水
の
生
き

魚 も
捕れなかっ
た。ザリガニ
も捕れなかっ
た。

むし
とり

たも，上から捕
まえる。

水遊
び

次々と船をつ
くった。楽し
かった。

たもの使い方
を教えたい。

後
半
仲間の様子をよく見
ている。タモの動か
し方など，うんちくを
語る。

水
生き
物

アメンボウを捕
まえた。メダカも
捕まえた。

水の
生き
物

タモでオタマ
ジャクシを
しゅっとつかま
えた。

タモをしゅっと
動かすことを
教えたい。

前
半
教えることが苦手。
一緒にやってみるう
ちに，「しゅっ」といえ
る。

ダン
ボ
ー
ル
滑り

＜中盤＞お客さんに
感想を聞くように促す
→Ｂ男（新たな願い）

仲間にＨさんの良
さを語ってもらう。

水
の
生
き
物

メダカをいっ
ぱい捕まえら
れた。水に
入って気持
ちよかった。

水
生き
物

竹市さんのわ
ざをつかっ
た。たもで捕
まえた。

水の
生き
物

メダカをいっぱ
い捕まえたけ
れど，死ん
じゃった。オタ
マゃくしの親子
をとった。

タモをしゅっと
やることを教
えたい。

前
半
時間はかかるが，
「～するといいよ。」
と言える。誰のコツ
を取り入れたかも自
覚している。

水
あそ
び

＜終盤＞仲間の様子
からどんなことを感じ
たかをふりかえさせる
→Ｂ男（ふり返り＋価
値付け）

ポートフォリオを使
い，成長点をみつ
ける。仲間とのか
かわりを中心。

お
客

うまく捕るときのキー
ワードをふりかえさせ
る。また，誰の技を取
り入れたのかもふり
かえさせる。お宝マッ
プを見る。→Ｂ男ふり
返り＋価値付け）

水
の
生
き
物

教師による評価

１回目遊び ２回目遊び

子どもの学び

話
す

気
付
き

名
前
関
意
態

思
考
表
現

指導・援助

３回目遊び 本時の遊びと願い

仲間
との
かか
わり

本時の活動



 
 
 
 
 
 
 
活動に満足

している子 

＊自信をもたせる。ともに喜ぶ。 
 
仲間とのかかわりを生む指導・援助 
 個別の指導・援助で終わらず、仲間同士で学

び合えるようにする。 
 
新たな願いをもつ指導・援助 
＊広める。願いを高める。 

「○さんに聞いてみよう。」 
「○さんと比べてごらん。」 
 
 
「仲間に教えてあげよう。」 
「仲間はもっと楽しそうだった

よ。一緒にやってみたらもっと

楽しくなるよ。」 

 
  ◆気付きの自覚を促す指導・援助 

評価 気付きの自覚を促す指導・援助 具体的な教師の動きや言葉 
気付きを 

無自覚 
自覚 

 
 
 
    

自覚 

振り返りを促す指導・援助 
・導入→自己評価の観点の提示 
・展開→教師からの働きかけ 
＊ 尋ねる。問い返す。 
・終末→ペア・グループで交流をする。全体で広める。

 
 
気付きを価値付ける指導・援助 
 ＊ 褒める。認める 
＊ 自信をもたせる。 
＊ 成長をともに喜ぶ。 
＊ 広める。認め合う。 
成長を自覚させる指導・援助 
 ＊価値付け共有化する。 
 

 
「今日は、○ができるといいね。」

「前と比べてどう？」「どうして、ど

うやって～したの？」 
「前の自分と比べてみよう。」 
 
 
「なるほど。工夫したね。」 
「すごいな。」「○○がすごいね。」

「前よりできるようになったね。」

「あなたのよさを仲間にも伝えたいな。」

 
「～だから、すごいのだよ。前と

比べて～ができるようになった

ね。」「みんなもそうだね。」 

 さらに単元の終末では、学習カードなどを用いて、じっくり自分の成長を振り返る。振り返りの窓

として、「自分の力で」「仲間と一緒に」の２つを設け、体のどの部分を使ったのかを考えさせながら

振り返る。よって、活動中の指導・援助がこの振り返りの場面でも生かされ、自分自身がどのような

活動をし、成長したかを気付くことができる。 

からだの 
どこを 
つかったら 
なにが 
できたかな 

みる いろ かず かたち おおきさ  きく おとをきく 
さわる やってみる あくしゅをする       においをかぐ 

  はなす たずねる ほめる おしえる     おもう 
   まねをする ためす         くらべる かんがえる とりいれる

                          （学習カードにアイテム表を載せておく）  

○Ａ児とＢ児の振り返りと教師による価値付け 

 Ａ児 Ｂ児 

活動中の指

導・援助 

「～という様にやるといいらしいよ。」

「お手本を見せてあげたら？」 

「レースはみんなそろわないといけな

いの？」 

「だめって言ったけれど、何で？」 

「やさしいね。」 

「ちょっと工夫すれば楽しいね。」 

「今日は、何を教えたかった？」 

「キーワードは？」 

「一緒にやってみたら。」 

「コツを使ってもらえたね。よかった

ね。」 

「仲間と力を合わせてできたね。」 

「教えたいことは言えたかな。」 

振り返りの言

葉 

（夏休みの前

と比べてでき

るようになっ

たこと） 

＜自分で＞ 

口→ちょっとお客さんが暴れていたけ

れど、先生が笛を吹いたときにお

客さんがやっと登ったから一回だ

けちゃんとレースができた。 

＜仲間と＞ 

＜自分で＞ 

心→タモをゆっくりやると捕れるよ。

＜仲間と＞ 

頭→仲間と力を合わせてオタマジャク

シとザリガニの赤ちゃんを捕まえ

たよ。 

「今日の私は満足です。前は、～だったけど、今日は○○をしたら、◎◎ができました。」 



 

 

手→虫捕りでタモをふりまわしていた

ら、チョウが捕まえられたよ。 

 

振り返りの時

間における教

師による指

導・援助による

深まり 

 

 

 

 

 

Ｔ：願い通りにできたということかな？ 

Ａ：うん。 

Ｔ：前と比べて何ができるようになった

からかな？ 

Ａ：声をかけたからだよ。 

Ｔ：願いに向かってやりきれたし、伝え

たいことを決めて、仲間に声をかけ

られるようになったね。 

Ｔ：どんなことができるようになったの？ 

Ｂ：ゆっくりとタモを動かすとオタマジ

ャクシが捕れるよ。 

Ｔ：どうやって、分かったの？ 

Ｂ：何度もやって分かったよ。 

Ｔ：そうなんだ。お宝ボード（気付きカード）に

も書けたし、仲間にも取り入れてもらったね。

Ｂ：うん。 

Ｔ：願いをかなえる方法を何度もやりな

がら見付けたね。仲間に伝えられる

ようになったね。 

 

３ 授業改善の成果                          調査人数（２９人） 

 （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「努力を要する」状況  ：１点                  とし、学級平均を算出。 

 従前  改善後  

生活への関心・意欲・態度   ２．２６  ２．３１ ＋０．０５ 

活動や体験についての思考・表現   ２．１３  ２．２７ ＋０．１４ 

身近な環境や自分についての気付き   １．９３  ２．１７ ＋０．２４ 

（１） 自分自身への気付きが自覚できる指導計画の在り方 

振り返りの時間の設定をすることで、自分自身への気付きができるように試みた。「できるように

なった。」と実感をもつことが大切である。そのためには、常に見通しをもって活動をし、ゴールの

姿を目指して、必要感をもって対象とかかわらなくてはならない。 
＜関心・意欲・態度＞ 春とともだち  夏とともだち 
 Ａ Ｂ Ｃ  Ａ Ｂ Ｃ 
児童の評価 ８３％ １７％ ０％  ８７％↑ １３％↓ ０％＝ 
教師の評価 ３３％ ６０％ ７％ ３７％↑ ５５％↓ ６％↓ 
この結果から、どの子も確かな願いをもって活動ができるようになったことが分かる。変容しやす

い願いも、目指す姿がはっきりしているので、それに向かって活動をやりきっている。そして、願い

をもつことができるようになった自分に誇りをもつことができたという表れでもある。 

単元の終わりに、自分の力でできるようになったことを調査した。できるようになったと自覚でき

た児童が大変増えている。 

Ａ評価 春とともだち 夏とともだち 

生活科が好きか。 ６７％ ９４％↑ 

五感を使って活動できたか。 ６８％ ７６％↑ 

願いの実現方法や学び方がわかったか。 ６５％ ７５％↑ 

単位時間で自分自身への気付きを促すことも大切であるが、活動の後に、じっくり自分と向き合う

時間を設けることが自己有能感を高めることにつながると考える。 

（２）対象と強くかかわり、自分自身を多方向から見つめる学習過程・学習活動の在り方 

  対象と強くかかわるとは、対象に必要感をもって迫り、かかわり→振り返り→さらにかかわると

いうことである。そこで、活動を成立させるだけにとどまらず、自分自身が成長したと自覚するた

めに、気付きを表出する場と対象を明確にした活動を仕組んだ。そして、終末では気付きを表出し、

活動の本質と合致するように、自己成長の認識を促すような自己評価や相互評価ができるようにし

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 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    ２．３１ ２ １６ １１

活動や体験についての思考・表現 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊     ２．２７ ４ １３ １２ 
身近な環境や自分についての気付き ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊      ２．１７ ４ １６ ９ 



た。さらに、気付きを自覚化・共有化できるように全体交流を仕組んだ。 

下記の数値を見てみると、Ｂと評価した児童が１４％増えＣと評価した児童が７％減った。 
＜思考・表現＞ 春とともだち  夏とともだち 
 Ａ Ｂ Ｃ  Ａ Ｂ Ｃ 
児童の評価 ５６％ ３４％ １０％  ７７％↑ ２０％↓ ３％↓ 
教師の評価 ３０％ ５３％ １７％ ４１％↑ ４５％↓ １４％↓

つまり、春の単元と比べてできるようになったという自覚ができた児童が増えた。また、願いの

実現のためには願いを確かにもち、試行錯誤が必要であるということが理解できた証であるとも言

える。数値が高いのは、春と比べて評価をしているので、数値が高くなることは否めない。 
さらに、問題解決方法の定着の自覚について、下記のような結果が出た。 

自己評価の窓 春とともだち  夏とともだち 

 Ａ Ｃ  Ａ Ｃ 

まずやってみることができたか。 ６４％ １０％  ８３％↑ ０％↓ 

じっくり頭で考えて活動できたか。 ５３％ １０％  ７９％↑ ３％↓ 

よいやり方などを教えたりできたか。 ２６％ ２０％  ６２％↑ ３％↓ 

困ったとき尋ねたりできたか。 ４３％ １７％  ５５％↑ １０％↓

一人でなく、仲間と活動できたか。 ４０％ １６％  ６９％↑ ５％↓ 

思考・表現力には話す・聞く・書く・描くなどの資質・能力も必要になっている。春には一人遊

びが多く、困ってもどうしていいのか分からずに活動が停滞する、もしくは、願いが移ろいやすか

った。夏の頃になると、問題解決の方法が分かったことで、願いが実現しやすくなったと言える。

終末には、気付きを自覚化・共有化するようにしたことで、「こんなことができた。」と自覚し、仲

間の気付きが、実は自分も同じであったということに気付くことができた。したがって、児童自ら

学び合うという、学習の組織化が図れた。さらに、仲間の気付きをもとに、つまずいていても、一

からスタートしなくても次の段階から学習を始め、次時の問題解決の方法を見出すことができた。 

（３）気付きを促し、育ちが自覚できるような適時的確な指導・援助の在り方 

 気付きの自覚は、活動の最中にどれだけ適切に見取り、指導・援助したかに比例していると考え

る。児童にとって、教師が自分の活動を見守り価値付けることは何よりも嬉しいことで、有能感を

もつことができる。 

＜気付き＞ 春とともだち  夏とともだち 
 Ａ Ｂ Ｃ  Ａ Ｂ Ｃ 
児童の評価 ５７％ ３３％ １０％  ６３％↑ ３１％↓ ６％↓ 
教師の評価 ２３％ ５６％ ２１％ ３１％↑ ５５％↓ １４％↓

上記の値は活動を支えるだけでなく、常に振り返りを促し、価値付けたことで、「できた。」「分かっ

た。」だけでなく、「なぜできたか。」と実現の要因まで気付くことができた結果である。 

また、取り入れる活動は、選び取るということである。つまり、自分がしている活動がどのような

状況であるかつかみ、解決するための手段や方法が分かることである。 

自己評価の窓 春とともだち  夏とともだち 

 Ａ Ｃ  Ａ Ｃ 
取り入れるということができるようになったか。 ４３％ ２６％  ７２％↑ １１％↓ 

次に、名人度は活動を通して、どれだけ学習や生活の技能を身に付けたかという名人度と、対象と

自分自身との距離が縮められたという仲良し度の変容から検証する。 
 到達度 1Ｐ 2Ｐ 3Ｐ 4Ｐ 5Ｐ 

春学校探検 ０％ １３％ １０％ ６％ ６０％ 

夏公園遊び ０％ ３％ １８％ １６％ ４３％ 名人度 

遠くの公園 ４％ ０％ ２４％ １６％ ５６％ 
 

春学校探検 ０％ ０％% １０％% １０％ ７０％ 

夏公園遊び ０％ ３％ ２０％% １６％ ４０％ 仲良し度 

遠くの公園 ４％ ４％ ２０％ ２４％ ４８％ 



名人度も仲良し度も５ポイントを付けた児童が春から夏にかけて一度は減少しているが若干増加し

ている。的確な児童理解に基づいた指導・援助により、単なるできたということからもっと高度な技

能を追究しできるようになった。そして、「～したい。」という強い願いをもつことができるようにな

った。さらに、常に振り返りを促し、価値付けたことで、「できた。」「分かった。」だけでなく、「なぜ

できたか。」と実現の要因まで気付くことができるようになった。また、ポイント４と５の差が少なく

なってきていることから、以前は、結果の善し悪しだけで評価していたのが、的確に自己分析ができ、

活動の一つ一つにおける自分のよさを実感して活動全体で評価ができるようになったと考える。つま

り、児童の願いや活動の方向性を適時的確に見取り、指導・援助したことによって、確かな気付きを

生み出すことができたと考える。また、成功だけがよいのではなく、願いに向かって試行錯誤するこ

とが、成長する大切な要素であることが認識されるようになった。 
 同様に秋でも単元の終わりに名人と仲良し度で自分を評価した。 

 到達度 1 2 3 4 5 
遠くの公園 ４％ ０％ ２４％ １６％ ５６％ 

名人度 
秋公園 ３％↓ １０％↑  １０％↓  １７％↑  ５７％↑

       

遠くの公園 ４％ 4％ ２０％ ２４％ ４８％ 
仲良し度 

秋公園  ０％↓  ０％↓  ２６％↑  １５％↓  ５９％↑

 秋と仲良し度では、ポイント３をつけた児童が増加している。例えば、「願いに向かって活動し、仲

間のアドバイスを取り入れ、自然の素材を利用して遊びを作り出した。ところが、もっと自分から発

信して活動を発展させることはできなかった。」というように、対象と強くかかわる点で「かかわる→

振り返る→さらにかかわる」が十分でなかったと鋭く育ちを自己評価ができるようになった。 

なかなか、自分の成長を自覚できなかったＡ子、Ｂ男にも秋には次のような姿が見られた。 

 Ａ児 Ｂ児 
秋遊び名人度 ５Ｐ ４Ｐ 
秋と仲良し度 ５Ｐ ４Ｐ 

○○マン 協力マン 発見マン 
一番輝いて

いる自分 
スーパー秋ボーリング 

いろいろなものをくっつけている時 

マスターホッケーを作っている時 

理由 仲間にボールコツの、まるまるにすることを教え

てあげたよ。他は牛乳パックに葉っぱやドングリ

をつけたよ。 

マスターホッケーをお客さんにいっぱいやらせて

あげました。応援もしました。友達とうまくボン

ドでつける方法を相談して見付けたよ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動中や

後におけ

る指導・援

助 

＊葉や実を付けると秋らしくなったことを

価値付け。 

＊どの素材を使うのがボーリングに適して

いるかを指導。 

＊仲間に教えている姿を価値付け。 

＊接着方法を仲間と相談して見付けたこと

を価値付け。 

＊仲間にどうやってゲームのおもしろさを

伝えるのかを指導。 

考察 

 

 

製作中の場面を選択できたことから，願い

の実現過程に気付きが多く生まれ，成長を

自覚できたことが分かる。 

問題解決方法だけでなく，仲間とのかかわ

りにより，活動を深化発展できることに気

付いていることが分かる。 

上記のことから、教師が意図的に指導・援助したことと、児童が、「できた。」「わかった。」と自覚し

成長に喜びを感じることが合致していることが分かる。教師が本時付けたい力を明確にし、児童に強

い願いをもたせ続け、つまずきを支え価値付けていく営みを積み上げていくことで、気付きを生み出

し、成長を自覚させることができることを再認識した。 




