
事 例 中学校 技術・家庭科 第３学年「幼児とのふれあい」

テーマ 生活を工夫し創造する能力を高める指導の工夫

授業改善の視点 ①問題解決能力の育成を目指した指導計画の工夫改善

②「子どもが育つ環境」に対する関心を深め、生徒が身近な課題として主体的にとらえて

解決していくための授業展開の工夫

１ 学習状況の把握と結果の分析

（１） 学習状況の把握の方法

【評価規準】

家庭生活への関心・意欲・

態度

生活を工夫し創造する力 生活の技能 家庭生活についての知

識・理解

・幼児について関心をもち、

主体的にかかわろうとし

ている。

・学習に対する自己課題を見

付け、その課題解決に向け

て意欲的に取り組み、自分

の生活に生かしていこう

としている。

・身近な材料を使って幼児の

発達にあったおもちゃを

工夫している。

・幼児とのふれあい学習にお

いての課題をもち、楽しく

主体的にふれあう工夫を

している。

・進んで幼児とかかわった

り、楽しく遊んだりでき

る。

・近な材料を使って幼児の発

達にあったおもちゃをつ

くることができる。

・自分の学習課題や学習活動

についてまとめることが

できる。

・遊びと幼児の発達、おも

ちゃの役割を理解してい

る。

・幼児を取り巻くよりよい

社会環境についての基礎

的な知識が身に付いてい

る。

【把握の方法】

・自分の成長と関連させ、幼児や家族（親）への意識をつかむ事前アンケートや自己評価カードから実態を把握

する。

＜家庭生活への関心・意欲・態度＞

事前アンケート、自己評価カード、２回の保育実習及びおもちゃ製作過程の観察、幼児にかかわる記事や

情報収集から把握

＜生活を工夫し創造する能力＞

事前アンケート、自己評価カード、２回の保育実習及びおもちゃ製作過程の観察から把握

＜生活の技能＞

自己評価カード、２回の保育実習及びおもちゃ製作過程の観察から把握

＜家庭生活についての知識・理解＞

自己評価カード、各時間の振り返りの記述内容、幼児にかかわる記事や情報収集内容から把握

（２） 学習状況の結果と分析

【結果】

①「名前の由来を知っていたか。」「名前の由来を聞いて思ったこと。」について

名前の由来を知っていた？

78%

22%

知っていた 知らなかった

知っていた

７８％

知らなかった

２２％



②「親に感謝しているか。」「どんなことに感謝しているか。」について

親に感謝しているか

97%

2%

1%

している していない どちらともいえない

③「幼児は好きか。」について

55%

10%

35%

幼児は好きか（男子）
幼児は好きか（女子）

73%

7%

20%

好き 苦手 どちらとも言えない

④「親になりたいか。」について

親になりたいか

73%

3%

24%

なりたい なりたくない 分からない

親になりたいか（男子）

71%

4%

25%

なりたい なりたくない 分からない

親になりたいか（女子）

75%

2%

23%

なりたい なりたくない 分からない

⑤「親になりたい理由」について

・ 自分の子どもが欲しいし、家族をつくりたいから。

・ 子どもが産まれるとまた新しい人生が始まって楽しいから。

・ 子どもを育てるのは大変だと思うけど、やりがいがあると思うから。

・ 親になると自分も成長、自立する。

・ 自分が親に育ててもらったり、教わったりしたことを自分の子にもしたい。

「親になりたくない理由」

・ 子どもを育てるのは大変だから。

・ 自分のことで精一杯で考えられない。

・ 面倒。

⑥「どんな親になりたいか。」について

・ よいことと悪いことの区別を教えることのできる親。 
・ してよいことと、やってはダメなことを分からせて、素直に育っていけるようにする。

・ 子どもを大切にして楽しい親。 
・ 子どもの気もちが分かる親。 

している

９７％していない

２％ 

好き５５％

好き７３％
苦手１０％

苦手７％ 
どちらでもない３５％

どちらでもない ２０％

なりたい７３％ なりたい７１％ なりたい７５％

なりたくない３％

なりたくない４％ 

分からない２４％ 分からない２５％ 分からない２３％

なりたくない２％ 

（全体）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥



・ やさしくて厳しい親。 
・ 子どもに尊敬される親。 
・ よいところはきちんとほめて、悪いところはきちんと叱れる親。 
・ 自分の親のようになりたい。

【分析】

「名前の由来」を振り返ることで、生徒は「生まれた時の家族の様子」「名前に込められた親の思い」を知り、

「どんなことに感謝しているか。」という項目で、「自分が今まで成長してきたのは、親や家族や周りの人のか

かわりがあったから」ということを感じる。そこで、自分の成長について振り返ることができると同時に、こ

れから幼児とのふれあい学習をしていくにあたって「どんなことを大切にしていったらよいのか。」を考えるき

っかけとなったと考える。「幼児が好きか。」の問いは、これから始める「幼児とのふれあい学習」への関心度

や抵抗度が見えてくるので、授業を仕組む上で、「幼児が苦手」と回答した生徒についての個に応じた手立てを

考えることができる。

これらの意識調査アンケートの結果から、以下のように考えた。

・ ①②④の項目については男女による違いは見られなかったので、「名前の大切さ」「親への思い」「親になりた

い意識」においては、中学生の現地点では、男女の性に関係ないといえる。

・ ③の「幼児が好きか」については、男女の意識に多少違いが見られ、「幼児は好き」と答えたのは女子生徒の

方が多く、その理由も「かわいい」ということが大半を占める。このことから、母性を感じることができる。

・ 「どんな親になりたいか」と問うことは、生徒の中の望ましい親像を反映しているように考える。「正しい判

断力」「きちんとほめる」「きちんと叱る」等は、幼児の心身の発達、幼児期の重要性等について、資料やビ

デオを教材として習得した後の意識調査だったので、その学習からつかんだことが反映された。 
・ 「子どもの気もちの分かる親」「自分の親のようになりたい。」という思いは、今までの家庭生活の在り方が

反映していると考えられる。

・ 第１回目の保育実習を終えた後に、「保育園にまた行きたいか。」とのアンケートをとった結果、「行きたくな

い。」と答えた生徒は一人もいなかった。「幼児が苦手」と答えていた生徒も「また行きたい。」と答えていた。

これにより、保育実習の教育的効果が明らかになった。

ア）家庭生活への関心・意欲・態度

事前アンケートから、親への思い、幼児への関心は、高いことが分かる。おもちゃ製作過程においては、自

分で材料や道具を進んで準備し、活動に意欲的に取り組む姿、仲間と真剣に試行錯誤する姿、笑顔で自分の幼

かった頃や幼児のことを話しながら作る姿が多々見られ、「幼児とのふれあい学習」への態度は回を重ねるご

とに主体的となり、関心や意欲は高くなっていくことが分かった。２回の保育実習の様子から、普段見られな

いほどのやさしい笑顔、言葉づかい、相手に合わせた話し方や接し方が見られ、幼児とのふれあい学習は今後

の自分の生き方を考えるよいきっかけとなると考える。また、幼児にかかわる記事や情報収集をすることによ

って、今まで目にしても気付かなかった情報に目を向けることによって、さらに広い視野から幼児や幼児を取

り巻く環境、自分の生き方を考えることができると考える。

イ）生活を工夫し創造する能力

事前アンケートの「名前の由来を聞いて何も思わなかった。」という生徒がいることから、自分の生活、家

族の生活を見つめることなく、何気なく生活しているととらえ、よりよく生活していこうとするにはどうした

らよいかを考えさせていく必要があると考える。自己評価カードの記述内容から、「よりよく製作するには」、

「より積極的に幼児とかかわるには」の見方、考え方を付けていく必要があると考える。１回の保育実習では、

幼児の思うままに活動している生徒が大半で、どうかかわっていくとよいのか考えて活動をすることが難しか

った。その１回目の体験学習をしたことが、おもちゃ製作への工夫につながっていったと考える。

ウ）生活の技能

保育実習及びおもちゃ製作過程の観察から、生徒は、自分の経験をもとに活動していることが分かる。保育

実習では、「小さいとき、こんなことしたなあ。」「弟や妹と話すことやすることが似ている。」等と、自分の幼

かった頃を思い出したり、身の周りの子どもと比べてみたりしながら活動する。おもちゃの製作では、小さい

頃にやった遊びや楽しかったことが根本となり、作るおもちゃの選択が決まる。「大きさはよいか。」「危なく

ないように。」「色は？」「絵は？」「形は？」「材料は？」等、幼児を思い描いたり、また、自分が幼かった頃

のことを思い出したりしながら、製作活動をする。

エ）家庭生活についての知識・理解

第１回目の保育学習後、「幼児の話題は、自分のこと、家族のことが主である。」「自分のやりたいことは主張

する。」「興味のあることは、何回も同じことを繰り返す。」「遊びがころころ変わる。」「年少・年中は、一人遊



びが多い。」等幼児の特徴を体験からとらえていた。また、１回目の保育学習では、ほとんど全員が、幼児の思

うままに行動していた。そこで、主体的に、意図的にかかわるためには、どうしたらよいかを考え、年齢や発

達段階に応じた遊びを仕組むことにした。そして、遊びを通して対応の仕方を考え、どのように幼児にかかわ

っていくことが大切であるかを体験的な学習を通して学ばせたいと考えた。

２．分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

幼児期は、基本的生活習慣、社会的生活習慣を身に付け、運動機能の発達、情緒の発達をする大切な時期

であるということは、頭では理解できているが、個人差が大きい幼児への対応は、教科書通りにはいかない。

また、同じ年齢でも月齢、１年の流れの中で、ずいぶん発達の仕方が異なってくる。そこで、実践的・体験

的な学習を通して、より実感を伴った学びをさせたい。

まず、１回目の保育学習で幼児の様子を体験を通してつかみ、自分の幼児期を振り返る。初めての保育学

習では、どう声をかけたらよいのか、どうかかわったらよいのか分からないままに終わる生徒もいる。そこ

で、この体験を振り返りながら主体的に幼児とかかわることができるように、よりよい幼児の成長を育むお

もちゃを作り、おもちゃを介して主体的にかかわることができるように意欲をもたせる。幼児とのふれあい

学習やおもちゃの製作活動を通して、親や周りの人にしてもらったことを思い起こしたり、自分の成長を感

じたりしながら、自分の在り方や幼児へのよりよい対応を考えさせたい。

（２）改善の具体的方途と実践

①問題解決能力の育成を目指した指導計画の工夫改善

・今まで学習したことを踏まえ、「主体的にかかわるにはどうしたらよいか。」を考えさせ、「幼児と主体的

にかかわるためにどんなおもちゃをどのように作り、どのようなかかわり方をしていきたいか。」等の課

題を一人一人にもたせ、幼児の成長を育むおもちゃ作りの活動に入る。 
・おもちゃを製作するに当たって、自分の経験や体験を生かしながら製作していくように仕組む。その際に、

「どうしてそのおもちゃなのか。」「どうしてその形や色、遊びなのか。」を自分の幼児期を振り返りなが

ら、製作していく。

・おもちゃ作りでは、「発達」「役割」「安全」「丈夫」をキーワードに、各時間の課題を一人一人にもたせ、

製作活動をしていく。製作する途中の気付きを大切にし、次時につなげていく。

・２回の保育実習を位置付け、問題解決的な学習の進め方（計画、実践、反省・評価）を重視する。特に２

回目の訪問では、実際に幼児と関わってみる。おもちゃの製作は、よりよいかかわり方が主体的にできる

ための手立てであることを意識させ、２回目の幼児とのふれあい学習での自分と幼児の姿を常にイメージ

させ、意欲の継続、次時へのつながりをもたせる。

・一人一人が２回目のふれあい学習での自分と幼児の姿をイメージし、活動に見通しをもつことができるよ

うに、各自に「おもちゃ職人になろう♪」（資料１）カードを配布し、各時間の課題をもたせ、反省、自

己評価をさせる。

・おもちゃ作りにおいては、課題の確認、活動後の感想を交流し合うことによって、仲間の発表から自分の

活動に生かせるようにする。

・現在問題となっている社会現象、社会事象、社会事件、地域社会等と、保育学習とを関わらせながら学ぶ

ために、新聞やニュース等の幼児にかかわる情報も第１回目の交流学習が終わった後から、各自に集めさ

せておく。

②「子どもが育つ環境」に対する関心を深め、生徒が身近な課題として主体的にとらえて解決していくための

授業展開の工夫

・「どんな思いや願いで保育園を訪れ、どんなかかわり方をしたいか。」を考えさせ、まず、幼児とかかわ

ってみる。そして、「幼児とふれあえて楽しかった。」だけにとどまらず、体験から幼児の特徴をつかま

せる。

・学び合い、生活へのつながりのある交流の場がもてるように、事前にノートや資料等で次の点を把握す

る。 
� 幼児との関わりで大切な言葉：「笑顔」、「目線」、「幼児の立場」、「ほめる」等 
� 幼児を取り巻く環境に目を向けている生徒とその内容：「地域」「子育て支援」「ふるさと行事」



《改善前》 《改善後》

３．授業改善の成果

①問題解決能力の育成を目指した指導計画の工夫改善

・題材のはじめに、「幼児とのふれあい学習」での学習内容と、題材終末での目指す姿を明らかにしたことによ

って、題材を通した問題解決的な学習が成立した。

・おもちゃ製作においては、製作しながら、仲間とのかかわりが苦手な生徒も自然と仲間とコミュニケーショ

ンを取りながら製作する姿があった。また、「これ小さい頃楽しかったなあ。」「幼児の手ってどれくらいかな。」

「年少でもできるかな。」等、幼児をイメージし製作する姿が見られた。保育実習と授業をつないでいくこと

が指導計画上の工夫改善によって実践できた。

・意図的な２回の保育実習は、毎時間の問題解決的な学習の成立要素である「追究可能な課題の成立」に大変

効果があった。

②「子どもが育つ環境」に対する関心を深め、生徒が身近な課題として主体的にとらえて解決していくための授

業展開の工夫

・解決の見通しをもたせるための、「２回目の保育実習」は、解決の糸口を生徒たちに把握させることにつなが

り効果的であった。

・保育者の立場から、生徒たちの保育園での幼児とふれあう姿、授業での学びを認めてもらいながら、幼児と

のかかわり方について大切なことを話してもらうことは、「子どもが育つ環境」を見つめていく「窓」になり、

自分の育ちと、授業での学習内容をつないでいくことができた。

・事前の実態把握により誰をどの場面で指名し、全体に何を考えさせ、指名した生徒の学びや考えをどう生か

すと本時のねらいが達成されるかを考え、本時を仕組むことにより、学びが構築され、ねらいに向かう主体

的な姿が生み出された。

・本時の終末で、自分の学びを振り返り、「自分は？」と問いかけて終わることによって、題材を貫いているも

のと本時を結び付けることができた。

※保育実習と「自分の家庭や家族の基本的

な機能や重要性」とを関連付けて学習で

きない。

【展開略案例】

①ふれあい体験学習での感想や学んだこ

とを話す。 
②自分の作ったおもちゃがうまく遊んで

くれたかどうかの評価をする。

③学んだことをまとめる。

※保育実習と「自分の家庭や家族の基本的な機能や重

要性」とを関連付け、さらに地域での幼児の育ちま

で学習を広げる。

【指導計画の改善】

①意図的な保育実習を2回組み込む。 
【展開案の改善】

②2回目の実習で改善した遊びの工夫と、その遊びを

通して学んだ幼児の特徴や発達段階、そしてかかわ

り方について、より具体的に交流する。

③保育園の先生からふれあい学習の様子や生徒の学

びについての感想や、幼児へのかかわり方について

大切なことを聞く。 
（幼児理解・個に応じた対応・保育にかかわる人の

思い等） 
④学んだことをまとめる。


