
事 例 小学校 生活科 第１学年「○○のあきとなかよし」 
＜内容(５)季節の変化と生活＞＜内容(６)自然や物を使った遊び＞ 

テーマ 気付きの質を高める指導方法の工夫改善 
授業改

善のポ

イント 

・ 気付きを自覚させる指導の工夫   
・ 児童相互のかかわりの中から学びを高める指導の工夫 

 
１ 学習状況の把握と分析 

  

  【評価規準】＜単元レベルで記載＞ 
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 

評 
価 
規 
準 

・ 身近な自然を観察したり

季節や地域の行事にかか

わる活動をしたりしよう

としている。 
＜内容(５)＞ 

・ いろいろな遊びに関心を

もち、楽しく遊ぼうとし

ている。 
   ＜内容(６)＞ 

・ 四季の変化や季節に応じ

て、自分たちの生活を工

夫したり楽しくしたりで

きる。＜内容(５)＞ 
・ 身の回りの自然や身近に

ある物を使うなどして遊

びを工夫し、みんなで楽

しむとともに、それを表

現できる。＜内容(６)＞ 

・ 四季の変化や季節によっ

て生活の様子が変わるこ

とに気付いている。 
＜内容(５)＞ 

・ 身の回りの自然や身近に

ある物を使うなどして遊

べることや、みんなで遊

ぶと楽しいことに気付い

ている。＜内容(６)＞ 
 

  【把握方法】 
本単元導入前の実態調査及び、既習単元において、生活科の内容(５)(６)にかかわる観点の中から、

本単元で重点をかける観点において、主にアンケート、児童の姿の見取り及び児童の学習カードや

作品から、以下の方法で実態を把握する。 
関・意・態 ・日常生活の中で、身近な自然を観察したり、季節の自然とかかわって遊んだりしてい

る。 
〔アンケート〕：参考資料２ 
質問(１)(２)(３)において、体験した項目の数を数える。 

※上記の項目１つ(１回)体験するにつき１点と数え、体験が主体的であったり自分の生
活に取り入れようとしたりした場合は、適宜加点して総合的に判断し、合計点６点

以上をＡ「十分満足できる」状況、２点以下をＣ「努力を要する」状況と判断した。 
思・表 ・既習単元「あそびにいこうよ」の中で、夏の自然を生かした遊びを工夫し、楽しむこ

とができる。 
〔児童の姿の見取り〕 
「くさばなやむしとあそぼう」において堤防で遊んだときの児童の姿を見取り、判断す

る。 
(判断例) 
草花の色の違いを生かして花飾りを作ることができる。 
草花先生や仲間の遊びの姿からヒントを得て、自分の遊びを工夫することができる。

 

学習状況の把握 



・既習単元「あそびにいこうよ」の中で、夏の自然を生かして遊んだときのことを表現

することができる。 
〔児童の姿の見取り・学習カード〕 
「くさばなやむしとあそぼう」で自然とかかわる遊びの体験後、見付けたことの発表の

様子や、学習カードへの書き込みの様子を判断する。 
 (判断例) 
  遊びの中で工夫したことを紹介している。 

見付けたことに対する自分の思いを書くことができる。 
※ 上記の２項目すべてできていたら、Ｂ「おおむね満足できる」状況と判断した。２

項目のうち１つ以上の項目において質的に高いと思われる場合、Ａ「十分満足でき

る」状況と判断した。 
気付き ・ 季節の自然を利用して遊ぶことは楽しいことに気付いている。 

〔学習カード・児童の姿の見取り〕 
「くさばなやむしとあそぼう」「いきものとなかよし」の学習後の学習カードへの記述内

容及び児童の姿に見られる気付きの内容で判断する。 
 (判断例) 
 ・「通学路に咲いている草花を使ってこんな遊びをすると楽しい。」など、体験した遊

びの楽しさが分かっている。 
 ・「草相撲など仲間と勝負して遊ぶともっと楽しくなる。」など、仲間とかかわって遊

ぶ楽しさが分かっている。 
 ・「小判草の実をふるとカサカサと面白い音が出る。」など、自然の特性を生かした気

付きができている。 
※ 上記の項目の１項目の気付きができていたらＢ「おおむね満足できる」状況と判断

した。気付きの質が高いと思われる場合はＡ「十分満足できる」状況と判断した。

 
  

 
【結果】＜学級レベルで分析＞ 調査人数３２人     

 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) 

合計 平均 

生活への関心・意欲・態度 5 人 24 人 3 人 66 点 2.06 点 

活動や体験についての思考・表現 6 人 23 人 3 人 67 点 2.09 点 

身近な環境や自分についての気付き 4 人 19 人 9 人 59 点 1.84 点 

(点数は学級平均) 
努力を要する おおむね満足 十分満足  

１ ２ ３

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 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

学習状況の結果と分析 
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  【分析】 

○季節の自然とかかわる活動に興味はもっているものの、遊びの経験が少なくどのように遊んでよ

いのか分からず戸惑う姿が見られる。(関心・意欲・態度：分析ア) 
１学期に公園や堤防で草花や生き物などの自然とかかわる遊び、９月に生き物を探したり、生き

物を捕まえて育てたりする活動を行ってきた。その後の生活の中で、草花を摘んだり草花遊びをし

たりしている児童は、３２人中１２人、虫探しや虫の採集をして遊んでいる児童は、３２人中２１

人である。草花遊びなどへの関心は、男児に少ないことが分かる。 
○できる草花遊びが限られていて、多様な遊びを体験した経験が少ない。教えてもらった遊びに挑

戦するものの、自分で工夫したり、見付けた遊びに挑戦したりすることは少ない。(思考・表現：
分析イ) 
幼稚園のころの経験も含め、ほとんどの児童が、どんぐり、まつぼっくり、ひっつきむしなどの

木の実・草の実を採ったり拾ったりした経験がある。また、幼稚園のころに、まつぼっくりでクリ

スマスの飾りを作ったり、落ち葉でお絵かきをしたりする活動をしてきている。しかし、どんぐり

ごまやつばきの笛のように、それらの自然物を加工して遊ぶ経験が少ないことが分かる。(どんぐり
ごま…６人、つばきの笛…１人) 
春の草花で遊んだときも、花摘みをして花束作りはできるが、加工して首飾りなどのアクセサリ

ーやオブジェを作るのには抵抗を感じていた。 
○自然とかかわる活動をして楽しいと感じているものの、対象と自分とのかかわりを自覚していな

いことが多い。(気付き：分析ウ) 
児童が満足いくまで十分活動する場が少なく、遊びを作り出す楽しさや夢中になって遊ぶ楽しさ

を十分味わっていない。 
 
  

 
２ 分析に基づく授業改善 
(1) 授業改善の方針 
 
 

 
 
 

・活動中の児童の姿に応じて教師の言葉がけを工夫し、気付きの自覚化を図る。 
・児童相互の交流の在り方を追究し、気付きの質を高める。 

授業改善へ 



本単元では、身近な自然に目を向け、自分なりの思いや願いをもって進んで秋の自然とかかわる活動

をしたり、身の回りの自然を利用して遊びを作り出し、仲間と一緒に工夫して遊ぶことを通して、自分

たちの生活を工夫したり楽しくしたりできることに気付かせたい。 
自然とかかわることに興味・関心をもっているものの(分析ア)、身近な自然物を使った遊びをあまり
知らない(分析イ)という実態から、様々な方法で自然とかかわることの楽しさを実感できる学習活動を
取り入れる。 
また、自然物を使ってこんな活動ができたというだけでなく、自然そのものの面白さや仲間とかかわ

って遊ぶことの楽しさに気付くことができるような指導方法を工夫していきたい。このとき、児童の実

態や学習状況を補助簿に記録し、指導・援助計画を立てて指導に当たることで指導と評価の一体化を図

り、個の実態に応じた教師による言葉かけや児童相互の交流の仕方を工夫改善していきたい。 
 

(2) 改善の具体的方途と実践 
① 気付きを自覚させる指導の工夫 
ア 身近にある自然物を利用した遊びの工夫で自然とかかわる方法や楽しさに気付く。 
本単元では、実際に野外に出かけ、繰り返し自然とかかわることができる環境で活動し、その中で遊

びの工夫ができることが望ましい。しかし、児童の身近に繰り返し活動するのに適した活動場所がない

場合も考えられる。また、今までに自然に親しむ活動が十分にできていないという実態から、まず、校

区の公園や通学路などの身近な自然について調べたり遊んだりしながら秋の自然と触れ合う場を設定

した。 

 
【改善した指導計画による実践例】 
 児童の生活圏の中にある公園等で活動する。 
 単元に入る前に、児童の日常生活における自然とかかわる遊びの実態や、校区の公園や神社等の自然

従前の指導計画 
・ 少し離れていても自然豊かな活動に適した公園に行く。 
    【問題点】繰り返しの活動が困難で、継続して秋の自然とかかわれない。 
・ 野外では、秋の自然物を拾い集める活動が中心である。 
    【問題点】秋の自然とかかわる楽しさを実感できない。 
・ 集めた秋の自然物を持ち帰り、作品作りを行う。 
    【問題点】造形的な活動になりやすく、今まで体験した遊び、教師主導の遊びになりや

すい。 

改善した指導計画 
・ 児童の生活圏の中にある公園等で活動する。 
    【効果】繰り返し訪れることができて、継続して秋の自然とかかわることが可能である。

・ 身近な自然を探す活動を取り入れる。 
    【効果】通学路や家の回りの秋の自然の様子に目を向けることができる。 
・ 秋の自然物を集めながら、遊びを考える活動を取り入れる。 
    【効果】身近にある自然物を生かした遊びを創造することができる。 



の様子などから、本単元での活動に適した場所を選定した。 
木や草の実の種類や数が限定された公園でも、自然とのかかわり方を工夫することで、自然とかかわ

る楽しさや自然物の面白さ等に気付くことができれば、通学路や自分の家の周りの自然にも関心をもつ

ことができると考えた。 
本単元では、１回目の活動場所を春に訪れた出来山公園(桜の名所)、２回目の活動場所をどんぐりの
木がある神社とし、活動のねらいを明らかにして自然とかかわることができるようにした。 
身近な自然を探す活動 
第２・３時に実施した１回目の自然と触れ合う活動では、五感を使った自然探しの活動を取り入れ、

草木の秋の様子を観察したり春の公園と比較したりした。 

また、課外学習として、通学路や家の近くの神社や公園等で同様の活動を推奨した。…家庭へも協力

を依頼した。 
  自然との触れ合いの中で、遊びを考える活動 

第５・６時に実施した２回目の自然と触れ合う活動では、秋を探したり、秋の自然物を集めたりしな

がら遊びを見付けることができるようにした。 
児童が考えて体験する遊びは、 

 以前に体験した遊び 
 教科書や図書資料等を見て、自分でもできそうであると思ったもの 
 仲間の活動の様子を見て、できそうであると思ったもの 
 親や教師が提示し、興味をもったもの 

 であると考える。 
   自然を生かした遊びの工夫ができるように、どんぐりの木や落ち葉がある神社を活動場所とし、自然

探しやどんぐり拾いなど自然と触れ合う中で遊びを見付けることができるようにした。初めは、どんぐ

りや落ち葉などを拾い集めていた児童も、どんぐりと小枝でこまを作ったり、落ち葉の色や形を生かし

てブーケや並べ絵を作ったりする遊びへと発展していった。 
児童が見付けた遊びを認め価値付けるとともに、他の児童へも広める言葉がけをして、自然探しの活

動から遊びへと興味の対象を変え、第 3次「つくってあそぼう」の学習へと方向付けていった。 
  【自然を生かした遊びの工夫につながるその他の手だて】 
・ どんぐりごま作りを通して「きり」の使い方を学習し、どんぐりや木の実などを自分の手で加工する

技能を身に付けることで、木の実を加工した作品作りができるようにした。 
・ 「児童が見付けた自然物」「児童が見付けた自然物を生かした遊び」「児童が図書資料で見付けた遊び」、

またそれらを実際にやってみる姿や作品など児童の自発的な遊びの気付きや遊びの工夫を朝の会等

で随時紹介した。このとき、「○○(秋の自然物)を、だれが、どこで見付けた」「○○(秋の自然物)を使

出来山公園での自然探し：めあて「目・耳・鼻・手・体全体で秋を見付けよう」 
  目…いろいろな色・形の落ち葉、いろいろな種類の木の実・草の実 
    今咲いている草花、虫などの生き物、木々の様子 
  耳…虫の声、風でゆれる音 
  鼻…木の実等の自然物のにおい、山全体のにおい 
  手…落ち葉のかさかさした感触、木の実、木の葉の形の特徴 
  体全体…秋の風の涼しさ、町全体を見下ろす気持ちよさ 



って作った遊び、作った人」を紹介カードに書き、持ってきた自然物や作ってきた作品と一緒に展示

した。それらを見たり触れたりする中で、自分も探してみよう、やってみようという意欲につなげた。 

 
・ 児童の自発的な気付きや工夫を大切にしていくが、実態に応じて図書資料を選んだり、遊びを紹介し

たりしていった。 
イ 活動への願いを把握し、活動前や活動中に願いを確認できるような指導・援助をすることで、対象

とのかかわりを強める。 
イメージ図の作成による願いの把握  
 第７時に、どんぐりの木のある神社で見付けた遊びを交流した後、もっとやってみたい遊びを決めて

遊びのイメージ図を描く活動を取り入れた。 

 【イメージ図を活用した指導・援助例(Ａ児の場合)】 
                《Ａ児の願い》 
                 木の枝と落ち葉を使ってさかなつりをして遊びたい。 
                木の枝をつりざお、落ち葉を魚に見立て、つりざおで魚を引っ

かけて遊ぶ。 
                《Ａ児への指導・援助計画》 
                   Ａ児は、秋の自然物を利用して、つりざおと魚を作り、魚

つり遊びをしたいと考えていた。そのために、木の枝と落ち

葉を集めているがどのように遊ぶのかまでは考えていないと

予想された。 

Ａ児のイメージ図 

 

【イメージ図作成のねらい】 
児童：やってみたい遊びを決定する。必要な材料や、でき上がりのイメージを考えることで製作

の見通しをもつ。 
教師：個の活動の願いを把握し、指導・援助計画作成の資料とする。 
【留意点】 
ここでのイメージ図は、製作するための具体的な設計図、完成予想図ではなく、どんな秋の自

然物を使って、何を作って遊びたいのかが分かるような簡単な絵と文で表したものでよいと考え

る。イメージ図は、製作活動中、児童がいつでも見ることができるように活動場所に掲示した。

す



そこで、魚のつり方をどのようにするのかを考えることを促す指導・援助を行う必要があると考え、教

師もＡ児に提案できる案を用意し、製作活動が成立するようにした。 

その他、葛のくきやススキを利用するなど、児童が集めた材料を生かしてどのように楽しめるかを考え

ておき、Ａ児の活動に応じて対応できるようにした。 
願いの把握を生かした製作活動の場における指導・援助 
《活動前》 
願いを確認し、活動の見通しをもたせることは、非常に重要なことである。このとき、「発表のしかた」

を提示し、それに基づいて話すことで、前時の活動の振り返りと本時の活動の見通しをもつことができる

ようにした。また、活動後の振り返りができるように、振り返りの視点も提示した。 

《活動中》 
遊びの種類別のグループで製作活動を行い、それぞれの製作を通して、教師が児童に願う気付きの内

容、気付きを生み出すための指導・援助の観点を明らかにして手だてを講じた。このときの指導・援助

計画は、それぞれの活動グループ全体と本時、指導・援助が必要であると考える児童に対して立案をし

た。 

  

【教師が用意したＡ児に対する指導・援助の腹案】 
案① 戸外での遊び方と同じ方法 
・先の曲がった木の枝をつりざおにし、落ち葉の魚を引っかけることができるようにする。 

案② 他の魚つりの児童が考えた方法(仲間から学ぶ) 
・木の枝と魚にひっつきむしを付けて釣ることができるようにする。 

   ・木の枝と魚の先に、フックを付けて、引っかけることができるようにする。 
 案③ Ａ児が持ってきた材料を生かして教師が考えた方法 
   ・木の枝の先と魚にひっつきむしを付けて、銛のように魚を釣るようにする。 

【提示した「発表のしかた」】 
「前の時間は、○○をしました。今日は、○○(秋の自然物)を使って、～のようにしたい。」 
【振り返りの視点】 
「こうしたら…できたよ！」「はっけん！こんなひみつみつけたよ」「ねがい…こんどやってみたいな」

【活動グループ全体への指導・援助計画(抜粋)…資料６参照】 
どんぐりごま…… 競争したり、互いのこまを見合ったりする活動を取り入れ、よく回るこまの特徴

を見付け、自分のこまを改善することができるようにする。 

やじろべえ……… 手の長いやじろべえを作ることで、左右のバランスを考えることが必要なことに

気付くことができるようにする。 

楽器・マラカス… 自然物の音を楽しんでいるかを見守る。飾りではなく、音を楽しむことができる

ようにする。 
【個への指導・援助計画(抜粋)】 
Ｂ児(どんぐりごま)…きりをうまく使って穴を開け、こまが完成したかを確かめる。 
Ｃ児(やじろべえ)……枝のさし方を確かめ、バランスがとれるようにする。 
Ｄ児(マラカス)………ペットボトルの中に入れるものによって音が違うことに気付くようにする。 



② 児童相互のかかわりの中から学びを高める指導の工夫 

 

【第１０・１１時での指導・援助】 
ア 願いの確認を通して活動の見通しをもつことができるようにする。(学級全体への指導・援助) 
 本時の活動の願いを発表するときに、活動グループの中で一人ずつ意図的に指名する。発表者が願い

を明確にするとともに、聞き手も仲間の発表を聞くことで自分はどんな活動をしたいのかを再認識し、

製作活動を進める見通しをもつことができるようにした。 
 イ 互いの作品を見合う場を設定する。(活動グループ全体への指導・援助) 
   遊びの種類別のグループに分かれて活動することで、仲間の製作の様子が見られ、よい姿を取り入れ

たり、互いに相談し合ったりできるようにした。 

  
 

従前の指導・援助 
・ あらかじめ、指導・援助が必要な児童を予想し、個に対する指導・援助計画を作成して指導・

援助にあたり、他の児童には、本時のねらいが達成できるか見守りが中心であった。 
【問題点】児童の多様な願いにあった活動の中で、必要な児童に十分な指導・援助ができないこ

とが多く見られた。 

改善した指導・援助 
・ 児童相互のかかわりが生まれる指導・援助を行う。 
【効果】互いの活動を見合い言葉を交わし合うことで、仲間の作品や活動の姿のよさに気付くこ

とができる。また、そのよさを取り入れることで新たな気付きが生まれたり、気付きの

質を高めたりすることが可能である。 

【こまグループの児童全体への指導・援助】 

児童の姿：本時までに自分のこまを作っており、回して遊ぶ。バランスが悪いため、こまを床に

付けてねじるだけでは回らず、両手で軸を回し勢いを付けて回して遊ぶ。 

また、集めたどんぐりでたくさんのこまを作る。 

指導・援助：児童を集め、順番に自分の自慢のこまを回させ互いに見合う場を設定する。 

軸の短いＥ児のこまが、速く一番よく回ったため、どうしてＥ児のこまがよく回る

のか、自分のこまと見比べることを薦める。 

指導後の姿：Ｅ児のこまの軸の長さが短いことに気付いた。早速、自分たちのこまの軸の長さを

短くして、よく回るこまを作った。 

Ｆ児は、回して比べるという活動から、自分の作ったシューッとよく回るこまと、

がたがた回るこまの２つのこまを、回り方の違いに着目し、軸のさし方で回り方が

違うということも気付くことができた。 

課題：軸を短くすることに気付き、思いっきり短くして回しにくいこまになった児童もいる。 

遊ぶのに適した軸の長さまでこだわることができるとよい。 

Ｅ児には、他の観点にも目を向け、もっとよく回るこまを作るなどの課題を明らかにする

とよかった。 



ウ 児童の活動を見守り、気付きの自覚や質の高まりを促す言葉がけをする。(個への指導・援助) 
前時までの実態把握や児童の活動の願いをもとに、本時の児童の姿を予想し、それに適した言葉がけ

等の計画を立てて、より個に応じた指導・援助ができるようにした。このとき、仲間の作品のよさに目

を向ける言葉がけや、仲間から学んだ気付きに対する価値付けの言葉がけをした。 

 
 エ 活動グループ内で、互いの気付きを交流する場を設定する。 
 活動したことを交流するとき、相手とのかかわりを意識した交流ができるように指導・援助する。 

  
３ 授業改善後の成果 
(1)「気付きを自覚させる指導の工夫」にかかわって 

① 自然探しや秋と遊ぶ活動の中から遊びを生み出したことで、身近な秋と親しむことができた。 

 

【やじろべえグループの児童への指導・援助】 

Ｃ１：でき上がったやじろべえを指に乗せて、見せに来る。 

 Ｔ：「うまくつり合ったねえ。」←(やじろべえが完成したことに共感する。) 

   「どうしたらつり合ったの？」←(解決の方法を引き出す。) 

Ｃ１：「やじろべえの手を斜めにさしたら、うまくできたよ。」 

←(つり合わせるポイントに気付いている。) 

 Ｔ：「手を斜めにさすとうまくつり合うからいいのだね。」←(解決の方法を価値付ける。) 

―活動別グループで製作しているため、これらの会話を他の児童も聞いている。― 

Ｃ２：「ぼくも、やじろべえできたよ。」 

   中心のどんぐりを横にたおして作ったやじろべえを見せる。 

   「まんなかのどんぐりが横向きになっているよ。」 

←(自分のやじろべえの特徴に気付いている。) 

Ｃ１：「本当だ。」 

 Ｔ：「やじろべえの作り方は、いろいろあるのだね。」←(Ｃ２の解決の方法にも共感する。) 

Ｃ３：「ぼくのは、もっとすごいよ。」 

   木の枝にやじろべえを乗せて見せる。←(遊び方を工夫している。) 

Ｔ、Ｃ１、Ｃ２：「わあ、すごい。」←(驚嘆の言葉がけ) 

 Ｔ：「先生もできるよ。」 

   やじろべえにやじろべえを乗せて見せる。←(新たな遊び方を見付け出すきっかけ作り) 

Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３：「わあ、すごい。」「ぼくも、もう一個作ってやってみよう。」 

←(新たな活動への願いをもっている。) 

【交流時の配慮点】 
・仲間の作品や、仲間の製作・工夫等の様子から自分が考えたことを紹介する姿を価値付ける。

・仲間の気付きに対する自分の感想を発表(ペア、グループ交流)する姿を価値付ける。 
・活動中の児童相互のかかわりによって、活動が広がったり高まったりする姿を見付け、価値

付けたり、全体に広げたりする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の矢印の通り、「つくってあそぼう」では、自然探しや戸外で遊んだ体験を生かした遊びができ

た。Ｆ児は、木の枝とどんぐりの木琴を作って遊びたいと願いをもち、枝の先にどんぐりを付けて木琴

のばちとし、木ぎれや木ぎれに付けた木の実に当てて、その音の違いを楽しむことができた。 

また、魚つりグループのＧ児は、つりざおを竹の皮から、ススキの茎、木の枝と改良したり、１枚の

木の葉の魚から、落ち葉をつなげた魚、木の実やすすきの穂で目やうろこを付けて秋いっぱいの魚にし

たりするなど身の回りの自然素材を工夫して使い、遊びを楽しむことができた。魚の釣り方も、釣竿に

した木の枝の先に、鍵状の小枝を付けひっかけて釣り上げたり、魚の目にひっつきむしを付けて釣り上

げたりするなど、遊びを通して、自然物の形状や特徴への気付きを深めることができた。 

② イメージ図を描き、活動前に願いを確認して活動に向かったことで、対象に対してじっくり向き合

うことができた。 

第 1次「あきとあそぼう」の中で体験した遊びの中で、自分が遊んで楽しかったからもう一度やって

みたいと遊びを選定した児童もいるが、仲間の遊びを見たり、遊びの紹介を聞いたりして自分もやって

みたいという願いを新たにもつ児童も多い。イメージ図を描くことで「やってみたいこと」「どのよう

に製作したいのか」「そのために準備したいもの」が具体化し、活動前に願いを確認したことで、本時

がんばることを再確認でき、活動中、自分の願いに向かって集中して取り組むことができた。 

前述のＡ児は、イメージ図の段階では、魚つりをしたいという漠然とした願いであったが、木の枝の

釣竿と木の葉の魚をいかにくっつけて釣り上げるかを考え、ひっつきむしがくっつき合うことに気付き、

製作に取り入れることができた。 

③ 製作活動中、指導・援助計画に基づき、指導・援助したことで、自然物の特徴に気付いた製作がで 
 きた。 
 
 
 
 

第２次「作って遊ぼう」で

児童が計画した遊び 

・ どんぐりのマラカス 

・ 木の枝とどんぐりの木琴 

・ どんぐりごま 

・ どんぐりのやじろべえ 

・ どんぐりのすべりだい 

・ 葉っぱの魚のさかなつり 

・ どんぐりぶえ 

第１次 第６時「どんぐりの木のある神社」で児童が考

えた遊び 

・ 落ち葉集め→葉っぱのブーケ、やきいも 

・ どんぐり集め→袋に入れてふるといい音が出る（マラカ

ス） 

・ どんぐり→小枝を刺して「どんぐりごま」 

・ 落ち葉・小枝→お絵かき 

・ どんぐり・木切れ→どんぐりのオブジェ 

・ どんぐり・木切れ→どんぐりころがし 

・ 木の枝・竹皮→つりざお（落ち葉を魚にする） 

・ どんぐり→中身を出して「どんぐりぶえ」 

「つくってあそぼう」学習後のＡ児の振り返り 

つりざおをやりみたいにしてさかなをつったよ。ひっつきむしとひっつきむしをひっつけたらひ

っついたので、(さかなとぼうにひっつきむしをつけるほうほうをかんがえて)ぼくがつくりました。



「つくってあそぼう」学習後のＩ児の振り返り 

（どんぐりと）木でやじろべえをつくりました。たのしかったです。木にのせてあそんでいたら、

○○さんが、すごいといってくれました。たのしかったです。 

「つくってあそぼう」学習後のＫ児の振り返り 

木をみじかくしてゆかにつけてやると(回すと)よくまわりました。○○さんのを見て、ひみつが

分かりました。よく回ってうれしかったです。 

「つくってあそぼう」学習後のＪ児の振り返り 

ぼくは、○○さんのすべりだいを見て、しょうがいぶつがいっぱいあっておもしろいなあと思い

ました。 

(2)「児童相互のかかわりの中から学びを高める指導の工夫」にかかわって 

① 《活動前》願いや見通しがはっきりした発言を通して、自分の願いを確かめることができた。 

導入時に、願いの確認をしたことは、イメージ図は描いていたものの、まだ漠然としていて見通し

までもてていない児童にとって、やりたいことを確かめることができて有効だった。 

② 《活動中》活動別グループを取り入れたことで、作っていく様子や試し遊びの様子を見合い、新た

な気付きや次の活動への願いをもつことができた。 

・遊びを見合う中で、新たな遊び方を見付ることができた。(やじろべえ) 

 ・製作中、仲間の作品を見てそのよさに気付くことができた。(すべりだい) 

③ 活動グループ全体への指導・援助を通して、質を高めることができた。 

・ 互いの作品を見合う場を取り入れることで、よく回るこまの秘密を見付けることができた。 

(どんぐりごま) 

【Ｄ児(マラカス作り)への指導・援助】 

Ｄ児は、どんぐりの木がある神社で秋と遊ぶ活動をした後の遊びの交流で、袋に集めたどん

ぐりをふって「いい音がするよ。」という児童の発表を聞き、マラカスを作りたいという願い

をもった。 

「つくってあそぼう」の学習に向けて、ペットボトル、どんぐり、じゅずだまの用意をした。

ペットボトルに集めた木の実を混ぜ入れて、音を鳴らして遊んでいた。どんぐりやどんぐりの

ぼうし、じゅずだまをすべて混ぜて振っていたため、中に入れる物を替えると、入れる物によ

って音が違うことに気付かせたいと考えた。 

Ｄ児に、一つのペットボトルに１種類の木の実を入れて、音を聞かせた。入れるものによっ

て音に違いがあることに気付き、自分のペットボトルに入れる木の実の配分や量を変え、自分

の好きな音を作って遊ぶことの楽しさに気付いた。 

「つくってあそぼう」学習後のＨ児の振り返り 

ぼくは、やじろべえの上にやじろべえをのせることができておもしろかったです。ともだちが、

木の上にやじろべえをのせたのですごいなあと思いました。 



本単元終了後の学習状況の把握と分析 
【把握方法】 

関・意・態 ・ 単元の学習中及び単元終了後も継続して、身近な自然を観察したり、季節の自然とかか

わって遊んだりしている。 
〔アンケート〕：資料７ 
質問１(1)～(2)において、体験した項目の数を数える。 
※ 上記の項目１つ(１回)体験するにつき１点と数え、体験の質が高いときは、適宜加点し
て総合的に判断し、合計点５点以上をＡ「十分満足できる」状況、２点以下をＣ「努力

を要する」状況と判断した。 
思・表 ・ 身の回りの自然物を利用して遊びの工夫を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。 
〔見取り〕 
「あきをさがしにいこう」「あきとあそぼう」での活動の姿の見取り、及び日常観察によっ

て判断する。 
(判断例) 
秋の自然の様子に焦点を当てて自然探しをしたり、自然物を使った遊びを考えたりでき

る。 
家の周りや通学路の秋の自然を探している。 

・ 秋の自然や自然物を使って工夫して遊ぶものを作ったり、遊び方を考えたりすることが

できる。 
〔見取り・つぶやき・学習カード〕 
「つくってあそぼう」で、秋の自然や自然物を使って遊ぶものを作る様子や、作った作品や

仲間とかかわりながら遊ぶ姿を見取り、活動中のつぶやきや，活動後の学習カードへの書

き込み状況を総合して判断する。 
 (判断例) 
願いをもって製作活動や遊びに取り組むことができる。 
作った遊びを仲間などに紹介し、いっしょに遊ぶことができる。 
※ 上記の２項目すべてできていたら、Ｂ「おおむね満足できる」状況と判断した。２項目

とも質的に高いと判断された場合、Ａ「十分満足できる」状況と判断した。 
気付き ・ 四季の変化に気付き、季節に合った遊びをすると生活が楽しくなることに気付いている。

〔発表・学習カード〕 
秋の自然を生かしたおもちゃで遊んだ後の振り返りでの気付きの内容で判断する。 

 (判断例) 

秋の自然をつかっておもちゃや飾りなどを作って遊ぶことは楽しい。 

作った遊びを仲間といっしょに遊んだり、自分のおもちゃで遊んでもらったりすること

は楽しい。 

遊び方を工夫したり、約束やルールを作ったりして遊ぶともっと楽しくなる。 

※ 上記の項目の１項目の気付きができていたらＢ「おおむね満足できる」状況と判断した。

２項目以上の気付きができていたらＡ「十分満足できる」状況と判断した。 

 
 



0

1

2

3
関心・意欲・態度

気付き思考・表現

事前調査

事後調査

【結果】＜学級レベルで分析＞ 調査人数３２人     
 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) 

合計 平均 

事前 5人 24 人 3 人 66 点 2.06 点 生活への関心・意欲・態度 

事後 15人 17人 0人 79点 2.47点 
事前  6 人 23 人 3 人 67 点 2.09 点 活動や体験についての思考・表現 

事後 11人 19人 2人 73点 2.28点 
事前  4 人 19 人 9 人 59 点 1.84 点 身近な環境や自分についての気付き 

事後 14人 17人 1人 77点 2.41点 
(点数は学級平均) 

努力を要する おおむね満足 十分満足  

１ ２ ３

事前 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊ 生活への関心・意欲・態度 

事後 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 
事前 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊ 活動や体験についての思考・表現 

事後 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊ 
事前 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  身近な環境や自分についての気付き 

事後 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 
 

 
 
 
 
 


