
事 例 小学校 生活科 第２学年「むかしのあそびにチャレンジ」 
＜内容(３)地域と生活＞＜内容(６)自然や物を使った遊び＞＜内容(８)自分の成長＞ 

テーマ 対象や人とのかかわりを深め、知的な気付きの質を高めるための 
指導計画・指導方法の工夫改善 

授業改

善のポ

イント 

・ 仲間や地域の人とのかかわりを深め、知的な気付きを生み出す単元指導計画 
・ 知的な気付きを自覚させる適時的確な指導・援助の工夫 

 
１ 学習状況の把握と分析 

「ぼうけん はっけん 町たんけん」の単元を通して 

  【評価規準】＜単元レベルで記載＞  内容（３）地域と生活 （６）自然や物を使った遊び 
                      （４）公共物や公共施設の利用 

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 

・ 挨拶をしたり話しかけた

りするなど、地域の人々

に進んでかかわろうとし

ている。＜内容（３）＞ 
・ 公共物や公共施設などに

関心をもって利用しよう

としている。 
＜内容（４）＞ 

・ 身の回りの自然に目を向

け、楽しく遊ぼうとして

いる。 ＜内容（６）＞ 

・ 安全な行動や場所の使い

方について考え工夫する

ことができる。 
＜内容（３）＞

・ 好きな場所や親しくなっ

た人々のこと、公共物や

公共施設を利用して楽し

かったことを表現するこ

とができる。 
＜内容（３）＞内容（４）＞

・ 自然や物、場所などの特

徴や状況を生かして遊ぶ

ことができる。 
＜内容（６）＞

・ 地域の人と挨拶や会話を

したり、質問をしたりし

てかかわりが持てるよう

になった自分に気付いて

いる。 ＜内容（３）＞

・ 公共物や公共施設を利用

すると自分達の生活が楽

しくなることや公共物を

支えている人々がいるこ

とが分かっている。 
＜内容（４）＞ 

・ 自然を使って遊んだり作

ったりすると楽しいこと

に気付いている。 
＜内容（６）＞ 

  【把握方法】 
・生活への関心・意欲・態度について 

     町探検をしている時の様子を補助簿に記録し、出会った人に進んで挨拶をしているか、諸機関や施

設で働いている人々に進んで質問をしたり感想を述べたりしているか、公園や施設など様々な場所とか

かわることを楽しもうとしているかを把握する。 

       探検後の日記や会話から、探検で訪れた場所へ再度行ったり、地域の人と話をしたり、一緒に活動し

たりしているかを把握する。 

    ・活動や体験についての思考・表現 

       町探検をしている時の様子を補助簿に記入しながら、場や相手に応じて好ましい言動ができているか、

また自然の豊かな公園や谷へ出かけたときには、その場所や自然を生かした遊びを考えて行っている

かを把握する。 

       探検後の発言や学習カードに書かれた内容や書きぶりから、どんなことを見つけたり考えたりしたのか、

学習状況の把握 



仲間に分かるように表現されているかを把握する。 

    ・身近な環境や自分についての気付き 

       町探検をしている時のつぶやきや様子を補助簿に記入しながら、様々な場所や地域の人々とかかわ

ったりその場所の自然を使ったりして活動することに楽しみを感じているか、また人々と上手に接するこ

とができるようになった自分や場所や自然を生かして活動できるようになった自分に気付いているかを把

握する。 

      ＊それぞれの項目でポイントを与え、補助簿のデータをもとにして総合的に判断し、Ａ［十分満足でき

る］状況は３点、Ｂ［おおむね満足できる］状況は２点、Ｃ「努力を要する」状況は１点とした。 

 
 

【結果】＜学級レベルで分析＞ 調査人数２７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 8 人 17 人 2 人 60 点 2.22 点 

活動や体験についての思考・表現        7 人 13 人 7 人 54 点 2.0 点 

身近な環境や自分についての気付き  3 人 18 人 6 人 51 点 1.9 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 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

 
  【分析】 

① 関心・意欲・態度 
対象とかかわる活動に関心・意欲が高いが、人々と進んでかかわっていく力が弱い。 

     地域の様々な場所へ出かけて探検することに興味があり、出会った人に進んで挨拶をするこ
とができる。休日等に探検で訪れた公園や神社などに出かけて行って遊んだり、図書館などの施

設を利用したりする児童も多い。しかし、施設や諸機関で働いている人々や利用している人々と

進んで会話をしたり質問をしたりすることができる児童は少ない。人々とかかわらない活動で満

足している様子や、話しかけようとしても照れてしまったり話し方が分からなくて、かかわるこ

とをやめてしまったりする姿がある。 
その理由として次の３点が挙げられる。 
・質問してまで知りたいという強い願いをもつことができていない。 
・地域の人々とかかわった経験が少なく、かかわり方が分からない。 

    ・人々とかかわって活動するよさが実感できていない。 
② 思考・表現 
活動したことや楽しいと思ったことは表現できるが、自分とのかかわりを思考したり活動を工

夫したりする力が弱い。 

学習状況の結果と分析 



  探検でしたことや見てきたことを書いたり話したりすることは全員ができる。しかし、比べ

たり何のためにあるのかを考えたりすることができる児童は限られている。またその場所でど

のような点に気を付けて活動したかや地域の人とどのように接したかについて表現できる子は

少ない。また、谷川などで自然を生かして遊ぶ活動では、願いはあっても活動を工夫できる子

が少ない。 
その理由として次の３点が挙げられる。 
・生活の中で公共の場などへ行く時は、主に家族が一緒であり、周りの人々のことや安全につ

いて自分で考えて行動しなくても過ぎていってしまうことが多い。 
・書き方や話し方など表現の仕方が分からなかったり、表現することを面倒に思ったりする。 
・自然とかかわって活動した経験が少ない。 

③ 気付き 
対象・仲間と自分とのかかわりが自覚されていない。 
町探検では、町にある施設や公園、神社などを知り利用できることやその楽しさが分かったが、 

そこで働いたり利用したりする人々と自分がどうかかわっているかという点まで気付くことがで 
きる児童は少なかった。また、谷川へ入ったり生き物見付けをしたりして楽しむ姿はあったが、工 
夫して活動したり仲間のよい活動の仕方に気付いたりする児童は少なかった。 
 その要因として次の３点を考えた。 
・対象や活動場所、かかわる人々の特徴などに気付く力が弱い。 

   ・自分の活動に精一杯で周りのことまで見たり考えたりする余裕がない。 
   ・自分が仲間とどのようにかかわったか、どんな工夫ができるようになったかなど、活動時の自分

の姿を振り返る力が弱い。 
 
しかし、数回の探検の中でただ一度、１年生の時に生活科の時間に訪れたことのある場所へ探検

で出かけた時は、遊びながら１年生の時よりできるようになった自分に気付く児童が多くいた。 
 

 
 

２ 分析に基づく授業改善 
(1) 授業改善の方針 
 
 
 
   「身近な環境や自分についての気付き」の力を伸ばしていきたいと考える。そのためには対象や人々

とのかかわりを深めることが重要であるが、児童の近くに対象や地域の人々、仲間が存在するだけで

は、かかわりをもったり深めたりしていくことはできない。かかわり方を教える、かかわりたいとい

う気持ちをもたせる、かかわらざるをえない状況を設定するなど意図的に授業を仕組む必要がある。 

   また、対象や人々と深くかかわっていく中で、児童はよい気付きをしていても、無自覚であったり

気付いたことを忘れてしまったりして、児童の生活の中に生かされていかないことが多い。児童の気

付きのよさを認める、個の気付きを仲間に広める、以前の自分と比べさせ成長に気付かせるなど適時

的確な指導・援助をして知的な気付きを自覚させることが必要である。そうすることが自己有能感を

生み、生活科の究極の目標である「自立への基礎を養う」ことにつながっていくと考える。 

①仲間や地域の人とのかかわりを深め、知的な気付きを生み出す単元指導計画 
②知的な気付きを自覚させる適時的確な指導・援助の工夫 

授業改善へ 



 

(2) 改善の具体的方途と実践 
① 仲間や地域の人とのかかわりを深め、知的な気付きを生み出す単元指導計画（資料１） 

従前の単元指導計画 改善した指導計画 
 
 

 
 
 

 
１ 
： 
５ 
 
６ 
： 
 
12 
 
13 
14 

「冬のくらしを見つけよう」 
・ 冬のくらしや遊びについて家族に

聞いて調べる。 
・ 祖父母の方と冬の昔遊びをする。 
 
・ 冬見つけに行く計画を立てる。 
・ 地域のふれあいサロンで高齢者の

人と昔の遊びをする。 
・ 地域の森へ出かけ、雪遊びをする。

 
・ 見つけたことを発表する。 

 

 
１ 
： 
６ 
 
７ 
： 
 
 
12 
 
13 
14 
15 

「むかしの遊びにチャレンジ」 
・ むかしの遊びをしらべよう 
   家族や祖父母に聞いて調べる 
   地域の高齢者の方から学ぶⅠ 
     （対象と出会う） 
・ むかしのあそび名人になろう 
   地域の高齢者の方から学ぶⅡ 
     （気付きを生み出す） 
      仲間と練習する。 
   地域の高齢者の方から学ぶⅢ 
     （自分の成長を自覚する） 
 
・ むかしの遊び名人発表会をしよう 

 単元指導計画を改善した意図と実践を以下に述べる。 
ア 昔の遊びを対象とした意図 
昔からの伝承遊びには、コツを見付け、技を獲得していく楽しさがある。しかし、事前調査より伝承

遊びをした経験のある児童が少ないことが分かった。そこで昔遊びを対象として活動にひたることによ

り、技の獲得の仕方や上手になっていく自分自身に気付いていくことができると考えた。 
昔からの伝承遊びは多数あるが、①技に発展性があること②継続して学習できること③安全に活動で

きること④学習後も日常生活の中で遊ぶことができることという四つの理由から、「こま・お手玉・け

ん玉・紙飛行機・竹とんぼ（ビニール製）」の５種類の遊びを対象とした。 
安全に留意しのびのびと活動できるよう、授業は体育館で行った。こまグループの児童には体育帽子

を使用させた。紙飛行機グループには、作る場所と飛ばす場所を決めて取り組ませた。（資料３） 
 
実践より 

・ それぞれの遊びについて段階を定め、パワーアップ表を作成した。活動場所に掲示するとともに児童

に配付することにより、一人一人が自分の願いを確実にもって学習することができた。（資料４） 
     《パワーアップ表》           《A児の願い（学習プリントより）》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１１月２４日 
きめたところで２分かん回す。（パワー２） 
１１月２７日 
手の上で１０びょう回す（パワー３） 
１１月２９日 
れんぞくで１０回ゆかから手にのせて回す。

            （パワー３） 
１２月６日 
なげて手にのせるのをれんぞくじゃなくてい

いから５回ぐらい回す。（パワー４） 



 
イ ゲストティーチャーの活用意図 
  ５つの遊びは本校の校区でも昔から伝承されてきた遊びである。地元の方にゲストティーチャーを依

頼すれば、地域の児童のために学習の意図を汲んで適切にかかわっていただけるのではないかと考えた。

また児童も親しみをもってかかわっていくことができると考えた。 
 
  実践より 
・ 校区の老人会に伝承遊びのゲストティーチャーとして協力を求めた。本単元に入る前に学校に集まっ

ていただき、学習の意図を説明した。児童がゲストティーチャーの方のやり方を見たり真似したりし

てどうしたら上手になるかを考え、根気よく取り組んで遊びの技を獲得していく力を付けたいという

教師の願いを伝えた。 
・ 単元の終了後にお礼状を書いたところ、返事が届き、児童の姿をよく見て協力してくださったことが

改めて分かった。 
 
 
 
 
 
   
ウ ゲストティーチャーの方とかかわる場を繰り返し設定した意図 

単元の中で３回のゲストティーチャーの協力指導を位置付けた。 
１回目は、遊びを披露していただき児童ができるようになりたい、という憧れをもつことができるよ

うにと考えた。また、本単元に入る前の児童の実態として、僅かな体験で「ぼく、お手玉できるよ。」

と言って、満足してしまう姿も見られた。技ができるということはどういうことかを知り、あこがれが

もてるような対象との出会いが可能となることを意図した。 
２回目は、単元の前半に位置付け、遊びの基本的なコツに気付くことができるようにと考えた。昔の

遊びにはコツがあってそれが分かれば楽しくできるようになることに気付き、ますますやる気になると

ともに、名人や仲間からコツを見付けだしていくという学び方を知ることができるよう２回目を考えた。 
３回目は、コツを使って遊ぶ中でゲストティーチャーに見ていただいたり一緒にやって比べたりして 
自分達の成長や成長の要因に気付くことができるようにと考えた。 

 
実践より 

 １回目 ゲストティーチャーの方に昔の遊びを披露していただいた。お手玉の実演を見て、児童から「わ

あー。」「すごいなあ。」という声が聞かれた。 
  《学習プリントより 児童の感想》 
 
 
 
 
 
 

‥‥こんどは、青空の下でのおあそびをしたいものですね。このあいだのあそびの中でも、わかる

子がわからない子におしえてあげるやさしい心をわすれないようにのばしてください。わたしは、

みなさんのそんないたわりのすがたを見てうれしくなりました。そんな心をどんどんのばしてくだ

さいね。また、どこかで会ったら声をかけてください。‥‥   （昔のあそび名人より） 

 わたしはお手玉を上手になりたい

と思いました。わけは、お手玉を教え

てくれた方が楽しそうにやっていた

のでわたしも楽しくやってみたいな

あと思ったからです。 

ぼくはこま回しがじょうずになりたいです。わ

けは、こまはからまったりしてあまりできない

し、はんたいまわりをするからです。 
お手玉名人さんは、お手玉をかた手でまわした

り４こぐらいでやったりするもんで、すごいと思

いました。けん玉では、ぼくたちが知らないわざ

をしていたのですごいと思いました。 



 ２回目 指導者とゲストティーチャーの方とで事 
前の打ち合せを行い、手取り足取り教える 

    のではなく児童がコツを見付けていけるよ 
    うかかわっていただくことと、児童の上手 
    になっていく姿を誉めていただけるよう協 
    力を求めた。 

 当日は７名のゲストティーチャーの方が 
来校された。授業前に、学習の進め方と共 
にゲストティーチャーの方の動きを記述し 
た用紙を渡した。（右に掲載） 
 この時間の学習が終わったところで、児 
童へ向けて７名の方から感想を話していた 
だいた。 
１回目に来たときよりとても上手になっ 
ていて驚いたこと、高齢者の方々も２年生 
に負けないよう家で久しぶりに練習してき 
たこと、一緒に遊べて本当に楽しかったこ 
と、町で出会ったら声を掛けてほしいこと 
などを話していただき、児童も嬉しそうで 
あった。 

   《学習プリントより 児童の振り返り》 
 
 
 
 
 
 
 

 ３回目 ゲストティーチャーの方に「上手になったね。」と誉めていただくとともに、仲間同士では気

付けない遊びの方法を教えていただいた。 
     《学習プリントより 児童の振り返り》 
    
 

 
 
② 知的な気付きを自覚させる適時的確な指導・援助の工夫 
 ア 学習前の実態把握と変容の継続的な把握  

児童の生活体験を把握するため事前アンケートを実施する。また日頃の会話や日記、学習や生活の

様子からも実態把握に努め補助簿に記録する。活動中の児童の様子やつぶやき、発言を補助簿に記載

し、言葉がけなど個への指導・援助に生かす。 
 

 名人さんがやっていたように、こまのひもを水につけたら、水がしみて、まいてもく

っついてとれないことが分かって、すごいと思いました。そのときはこまがきれいに回

りました。 

名人さんのを見て少しできるように

なりました。コツは、ひざをまげたり

右足を前に出したりすることです。わ

たしは前のひざをまげていないこと

に気が付きました。（お手玉 D児）

お手玉をかた手で１７回できてうれしか

たです。ひざをまげて１７回できたので、

コツがわかったと思いました。D さんが
ひざをまげてやっていたので、それがコ

ツかなと思ってやってみました。 



 イ 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と相互評価の場の工夫（資料２） 
単位時間の中に、各自で取り組む場・グループ内交流の場・振り返りの場を設定したり、ゲストテ

ィーチャーの方に参加していただいたりする。 
  ・がんばりタイム…一人一人が対象と十分かかわるための場である。指導者は個が試行錯誤をして取

り組む中で、よりよい方法に気付いていくことができるよう認めや励ましの言葉

がけをする。 
・なかよしタイム…遊び別グループごとに交流する場である。仲間同士で教え合い、互いのよさやが

んばりを認め合えるようにする。そして、仲間の気付きやよい学び方を自分の活動

に取り入れていくことができるようにする。 
・ふりかえりタイム…各自が１時間の活動を振り返り、学級全体で交流する場である。本時を振り返

り、遊びのコツや学び方について認め合い、互いの成長やよさに気付くことがで

きるようにする。 
  ・ゲストティーチャーの参加…地域の方で昔遊びができる方に来ていただき、見せてもらったり一緒

にやってもらったりして、自分や仲間の中では気付けなかったことに

気付いていくことができるようにする。 
 
  実践より 
 ［紙飛行機グループの A児の場合］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単元導入時   関・意・態 B  思・表 C  気付き C 
第７時  初めは紙飛行機を力任せに飛ばしたり精一杯高く飛ばしたりしていたが、「名人さんは

どうだったかな。」と声をかけたところ、すぐには返答がなかったが、繰り返し飛ばすう

ちに「ゆっくり飛ばすとふわふわ飛ぶ」と言ってきた。「よく気付いたね。気持ちよさそ

うに進んでいくね。」と認めた。 
第９時  名人さん来校。なかよしタイムの時に最初に紙飛行機チームの所へ指導についた。こ

のチームの３人は活動には意欲的であるが、話したり仲間の話を聞いたりすることは自

分達だけでできるか不安に思ったからである。 
順番に発表する時 A児は「羽をこうやってしてやるの。」と言ってやってみせる。仲間

    に「こうやってっていうのはどういうことかな。」と確認すると「羽を上向きにする。名

人さんとやったの。」と答える。A児に「羽を下げるんじゃなくて上にあげて飛ばすんだ
ね。いい飛ばし方を見つけたね。」と翼に触れながら認める言葉がけをする。この時間の

ふりかえりタイムで指名し、全体の前で発表させる。紙飛行機を持って説明するよう励

ます。話し方はゆっくりであるが翼を示しながら上向きにして飛ばしたことを話す。「そ

のとばし方だとどうやって飛ぶの？」と尋ねると、「ふわふわ飛びます。」と第７時に気

付いたことを思い出して発表することができた。 
 
単元の終末 遊び発表会のとき、A 児は「折り目にそってちゃんと折る・羽を上にする・ふわふ

わ飛んで降りる」という言葉を使って話した後、上手に飛ばすことができた。 
 
考察   A 児のよい気付きを教師が認め次の時間の言葉がけに生かしたことが、A 児の自信に

つながったと考える。また、実物（紙飛行機）を持たせて指差しながら話させたことも A
児に合った表現方法であったと考える。 



 
 ［竹とんぼグループの B児の場合］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［お手玉グループの C児の場合］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単元導入時   関・意・態 B  思・表 B  気付き B 
第８時  ふりかえりタイムで「○○さんの竹とんぼを見たら、羽がまっすぐだったのでやって

みたらよく飛びました。」と全体の前で発表する。ビニール製の竹とんぼであり、羽の

傾きがなくても左右の釣り合いが取れていればある程度は飛ぶため、B児としては羽を
まっすぐにすることがコツであると思い進んで発表したわけである。しかし、それを聞

いた他のグループの児童から「えっ‥竹とんぼってそうかな？」「だって‥プロペラみ

たいになってるんじゃない‥」という呟きがあがる。教師はどう言葉がけすべきか迷っ

たが、「どうなんだろうね。また調べてみる？」と、次時へつなぐように助言した。 
第９時  名人さん来校。仲良しタイムで「羽を斜めにした」という仲間の話を聞き、B児も見

本を見直して羽に角度をつけて飛ばす。振り返りタイムで「昨日は羽をまっすぐ折って

いたけど、今日は斜めにしてやったら昨日よりもたくさん飛びました。」と発表する。

「昨日も飛ばせるようになったけど、今日はもっと飛ぶコツを見つけたんだね。がんば

ったね。」と認める言葉がけをした。 
 
考察   第８時では疑問をいだいたまま終わってしまったが、それが B 児にとっては次時へ

の目標となり、第９時では仲間の発表を聞いてさらに工夫していくことができた。第８

時で教師は言葉がけに迷ったが、ここで B 児の活動や気付きを認めてしまってはかえ
って B 児の伸びる力を留めてしまうと考えた。B 児ならば今後さらに工夫したりコツ
を見付けたりしていく力があると判断し、次への意欲につながるよう助言した。今まで

の学習の様子を見取って記録してきたことが、この時の判断につながったと考える。 

単元導入時  関・意・態 B  思・表 C  気付き C 
第５時  名人さんに遊びを紹介していただき、少しやってみる。初めてやったお手玉であった

が、両手で２つの玉を使って何回か続けることができる。名人さんから「この子は上手

やな。」と言われ嬉しそうである。 
第９時  名人さん来校。仲良しタイムの時、教師は他のグループへ付き添ったためこのグルー

プに来ることができなかった。その後のがんばりタイムで、D児がひざでリズムを取り
ながらやっていたので、このチームを D 児の所へ集める。D 児の隣で教師がひざを使
わずにやってみせ、教師と D児はどこが違うかを尋ねたところ、C児がまっさきに「ひ
ざ！」と言う。教師から「手だけじゃなくて体全体をよく見たね。」と認めたところ、

他の児童も「あっ、ひざが曲がっとる。」「Dちゃんはひざを動かしてやっとる。」と言
う声があがる。D児は、「（前の）がんばりタイムで名人を見て、右足を前にに出すよう
にしたよ。」と言う。その後、ひざでリズムをとるという C児の気付いたコツを使って、
グループみんなで楽しく遊んだ。 

 
考察   C児は一輪車や竹馬、固定遊具を使った運動が比較的得意な児童であるが、仲間と言

葉を交わしたり協力したりすることは得意ではない。自分でもどうやってお手玉をして

いるのか意識しておらず、自分のやり方を話すことができない児童であった。しかし、

教師の言葉がけや仲間との交流で、C児のよい気付きが認められ嬉しそうであった。 



３ 授業改善後の成果 

単元終了後の学習状況の把握と分析 

 【評価規準】＜単元レベルで記載＞ 内容（３）地域と生活 （６）自然や物を使った遊び 
                    （８）自分の成長 

 【評価方法】 
関心・意欲・態度 
 ①②については、活動の様子を観察し、高齢者の方の遊びのやり方を見たり会話をしたりして進んでか

かわろうとしているか、また自分の選んだ遊びを繰り返しやってみようとしているかを把握する。③につ

いては、日記や日頃の会話、事後アンケートにより、日常生活の中でも進んで昔の遊びをしているかを把

握する。（資料５） 
思考・表現 
 ①③については、高齢者の方と挨拶や会話をする様子を観察し、単元終了後に書いたお礼状の内容から

把握する。②については、毎時間の学習プリントの記述や単位時間におけるなかよしタイムやふりかえり

タイムでの発言により把握する。 
気付き 
 ②については、活動の中で、コツを見付けたり技を身に付けたりして遊ぶときの表情やつぶやき等から

把握する。①③については、学習プリントや事後アンケート、日記等の記述より把握していく。 
 
 【結果】 
＊ それぞれの項目でポイントを与え、総合的に判断し、A［十分満足できる］状況は３点、B［お
おむね満足できる］状況は２点、[努力を要する] 状況は１点とした。 

 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 学級の平均

生活への関心・意欲・態度 １３人 １３人 ０人 ６５ ２．４０ 
活動や体験についての思考・表現  ８人 １７人 ２人 ６０ ２．２２ 
身近な環境や自分についての気付き ８人 １７人 ２人 ６０ ２．２２ 

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 

① 遊び方を見たり尋ねたり
する中で、地域の高齢者の

方に進んでかかわろうと

している。  内容（３） 
② 昔からある遊びに関心を
もち、夢中になって遊ぼう

とする。   内容（６） 
③ 昔の遊びができることに
自信をもち、生活の中に昔

の遊びを取り入れていこ

うとする。  内容（８） 

① 高齢者を敬って適切に接す
ることができる。内容（３）

② うまく遊ぶ方法や工夫した
こと、自分ができるようにな

ったことを意欲的に文で表

したり言葉や動作で伝えた

りすることができる。 
内容（６）

③ 遊びを通してかかわった高
齢者や仲間に感謝の気持ち

を表すことができる。  
内容（８）

①高齢者とかかわって生活す

ると楽しいことに気付く。

内容（３）

②昔の遊びにはコツがありコ

ツを身に付けて上手になっ

ていくことが楽しいことに

気付く。   内容（６）

③昔の遊びが上手になった自

分、仲間や高齢者の方のお

かげで上手になれたことに

気付く。   内容（８）



 
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 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 
活動や体験への思考・表現 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊ 
身近な環境や生活への気付き ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊ 
 
【考察】 
① 仲間や地域の人とのかかわりを深め、知的な気付きを生み出す単元指導計画 
ア うまくできるようになりたいという願いで遊びを決め、その遊び別のグループで毎時間の学習を進め

ることにより、仲間同士で教えたりやり方を見たりすることが続き、互いのよさや成長に気付くことが

できた。また、やりたい遊びを決める際には、地域の方に遊びを見せていただいたことが有効であった。 
イ ５種類の遊びの中から、各自が取り組む遊びを一つに決めて継続して学習することにより、その遊び

が上手になるとともに、休み時間や冬休みなどでは自分が選んだ遊び以外の遊びに取り組むようになり、

遊びが広がった。 
ウ 高齢者の方を３回招いて学習を行った。１回目の時に名人さんのようになりたいという憧れをもって

学習がスタートしたが、２回目や３回目の時に、その名人さんから「上手になったね。」と言葉をかけ

ていただいたことが児童の心に残ったようである。その名人さんの言葉も、児童にとっては自分の成長

に気付く一端となったと考える。 
エ ものの見方が変容した。「見る（すごいな）」→「じっくり見る（どうしたらうまくできるかな）」→

「自分のやり方と比べて見る」と見方が変わり、以前の自分と学習後の自分を比べて見ることにつなが 

った。 
 
② 知的な気付きを自覚させる適時的確な指導・援助の工夫 
ア 学習前の実態把握をすることにより、個の願う姿を明らかにすることができた。児童の実態や変容

を補助簿に記載していくことにより、単位時間ごとの言葉がけ等の指導・援助の方法を持つことがで

きた。用意しておいた言葉がけ以外にも、その場その場で言葉がけが必要になる。児童の姿をとらえ、

瞬時にどう言葉がけするか判断するにも、日頃の児童の姿を見取り補助簿に記録しておいたことが判

断材料になるとあらためて分かった。 

イ 単位時間の中に、なかよしタイムを設けたことが気付きの自覚につながった。①仲間の発表を見た

り聞いたりして自分のやり方を見直す。②仲間の遊び方やがんばり、やさしさなど仲間のよさに気付

く。③仲間が自分のやり方のよさを話してくれることで無意識な気付きを自覚することができる。以

上の点でなかよしタイムは有効であった。練習する中で児童は自由にアドバイスもするが、しっかり

とグループ全員で交流する時間をとることが大切である。またその様子をゲストティーチャーの方に

見守っていただくことで、よい緊張感が生まれ、自分がやっていることや思っていることをどう仲間

に伝えようかと考えたり、集中してやってみせたりすることができ、自分のやっていることを自分自

身でも確認する場となった。それが気付きの自覚につながったと考える。 


