
事 例 小学校 生活科 第２学年 「みんなでつくろう フェスティバル」

＜内容（３）地域と生活＞ ＜内容（６）自然や物を使った遊び＞

テーマ 「進んで対象とかかわり、気付きの質を高める指導方法の工夫改善」

授業改善の ①対象と強くかかわり、気付きを促す単元構成や単元指導計画の作成

ポイント ②願いを強くもち、気付きの自覚化を図ることができる学習過程の見直しと工夫

③気付きの質を高めることができる指導・援助の工夫

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】

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

・１年生の児童や地域の人々に ・１年生の児童やお世話にな ・地域の人々や施設等とかかわ

楽しんでもらえるよう進んで った人々等、相手に応じて って生活すると楽しいことに

かかわろうとしている。 接することができる。 気付いている。

＜内容（３）＞ ＜内容（３）＞ ＜内容（３）＞

・身近にある物に目を向けて、 ・身近にある物を使うなどし ・約束やルールを工夫すると楽

みんなで楽しめる物を作って て遊び方や約束を変えなが しく遊べることが分かってい

遊ぼうとしている。 ら楽しい遊びをつくり出す る。

＜内容（６）＞ ことができる。 ・遊びを通して、友だちのよさ

＜内容（６）＞ や自分との違いなどに気付い

ている。 ＜内容（６）＞

【把握方法】

本単元導入前の実態調査及び「どきどきわくわく町たんけん」の単元において、生活科の内容（３）

（６）にかかわる観点の中から、本単元で重点を置く観点において、主にアンケート、児童の姿の見

取り、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。

○生活への関心・意欲・態度 （◎：十分満足できる状況 △：十分な指導が必要である状況とした。）

内容の視点 場 具体的な様子 評価方法等 ◎と△の判断例

（あてはまらない場合○）

内容（３） 町 町の人に進んで挨拶をして 補助簿の記 挨拶の様子や ◎進んで笑顔で１５人以

地域の人や 探 いたか。 録・探検カ 挨拶した人数 上の人に挨拶できる。

場所とのか 検 ード △進んで挨拶できない。

かわり方 時 人数は３人以下。

町の人に進んで質問するな 補助簿の記 質問や会話の ◎進んで３人以上の人と

ど会話をしようとしたか。 録・探検カ 様子やその人 できる。

ード 数 △会話ができない。

公共施設等、場所での活動 補助簿の記 探検した場所 ◎自分のやりたいことを見

を楽しもうとしていたか。 録・探検カ での活動の様 付けて楽しく活動できて

ード 子 いる。

(例）駅の場所を知り、駅

の様子について進んで

調べることができる。

△担任に促されて活動す

る。



町 探検した場所へ再度行く、 アンケート 探検した場所 ◎再度かかわり、これか

探 町の人と話すなどかかわり ・日記・会 や人とのかか らもかかわろうとして

検 をもつことができていた 話 わりの様子や いる。

後 か。 回数 （例）町の図書館で本を

借り、また次も借りた

いという願いをもって

いる。

△かかわろうとしない。

内容（６） 単 身近にある物でみんなで楽 アンケート 作る時の様子 ◎みんなで楽しめる物を

身近な物で 元 しめる物を作ろうとしたこ と作った回数 作って遊ぼうとした経

の遊び 前 とがあるか。 験が複数回ある。

△作ることに興味がない。

○活動や体験についての思考・表現

内容の視点 場 具体的な様子 評価方法等 ◎と△の判断例

（あてはまらない場合○）

内容（３） 町 地域の人と適切な言葉で会 補助簿の記 会話や接し方 ◎２人以上の人と適切な

地域の人や 探 話したり、接したりするこ 録・探検カ の様子とその 接し方ができる。

場所とのか 検 とができるか。 ード 数や振り返り △誰とも接することがで

かわり方 時 の内容 きない。

内容（６） 日 身近にある物でみんなで楽 アンケート 作った物の様 ◎みんなで楽しめる物を

身近な物で 常 しく遊ぶ物を作ることがで 日記 子 作っている。

の遊び きるか。 インタビュー △協調して活動できない。

日 楽しい遊びにするための遊 日常の様子 遊びの工夫の ◎楽しい遊びにするため

常 び方や約束を考えることが アンケート 内容 に遊び方や約束をよく

できるか。 日記 工夫することができる。

インタビュー △工夫することができな

い。

○身近な環境や自分についての気付き

内容の視点 場 具体的な様子 評価方法等 ◎と△の判断例

（あてはまらない場合○）

内容（３） 町 地域の人々や様々な場所に 補助簿の記 会話や接し方 ◎対象とかかわることが

地域の人や 探 かかわる機会を重ねてもつ 録・探検カ の様子 楽しいことによく気付

場所とのか 検 中で、対象にかかわって生 ード・発表 振り返りや発 いている。

かわり方 振 活すると楽しいことに気付 表内容 (例)お店のおばさんと話

り いているか。 ができるようになった

返 から買い物が楽しいこ

り とが分かっている。

時 △気付いていない。

内容（６） 日 約束やルールを工夫すると 日常の様子 工夫について ◎約束やルールを工夫す

身近な物で 常 楽しく遊べることに気付い アンケート の気付きの様 ると楽しく遊べること

の遊び ているか。 インタビュー 子 によく気付いている。

△気付いていない。



日 遊びを通して友だちの工夫 アンケート 友だちの工夫 ◎友だちの工夫のよさと

常 のよさや自分との違いに気 日記 についての気 自分との違いによく気

付いているか。 インタビュー 付きの様子 付いている。

△気付いていない。

AＢＣの判断方法
「十分満足できる」状況 A… ◎が多く質的に高い場合

「努力を要する」 状況Ｃ… △が多く努力を要すると考えられる場合

【結果】(調査人数２１人）

A「十分満足 B「おおむね満 C「努力を要 合計 平均

できる」状況 足できる」状況する」状況

（３点） （２点） （１点）

生活への関心・意欲・態度 ４人 １１人 ６人 ４０点 １．９０点

活動や体験についての思考・表現 ３人 １３人 ５人 ４０点 １．９０点

身近な環境や自分についての気付き ２人 １２人 ７人 ３８点 １．７６点

【分析】

○生活への関心・意欲・態度

<分析における児童の実態> <実態の要因>

・地域の人とかかわることに消極的な児童が多い。 繰り返し対象とかかわる学

・町探検の回数が増えるに従い地域の人とかかわることができた。 習経験が少ないために、自分

・みんなに楽しく遊んでもらえる物を作りたいという願いは強 の願いの実現に向けて意欲的

いが、物作りに向けて意欲的に取り組むことは困難である。 に取り組む点で全体的に弱さ

がある。

○活動や体験についての思考・表現

<分析における児童の実態> <実態の要因>

・練習を重ね、適切な言葉でインタビューすることができるよ 単元を通して実現したいと思

うになった。 うような強い願いをもつことが

・地域の人と会話を交わすことができない児童もいる。 できなかったために、粘り強く

・遊び道具を作った経験のある児童や遊び道具で楽しく遊ぶた 思考し、表現することが少なく、

めの約束やルールについて考えることができる児童は多くは 十分満足できる状況の児童が少

ない。 ない。



○身近な環境や自分についての気付き

<分析における児童の実態> <実態の要因>

・地域の人と親しくなれたと自覚することができた。 自分と地域の人と比較したり、

・地域の人や様々な場所にかかわることの楽しさに気付き、 以前の自分と比べて、対象とか

もっと深くかかわりたいという願いをもつことができた児 かわる自分の変容や成長につい

童は少なかった。 て振り返ったりするなど、振り

・約束やルールを工夫すると楽しく遊べることに気付くこと 返りの視点を児童がもっていな

ができない児童がほとんどであった。 いため、気付きが不十分である。

・友だちの遊びに対する願いとかかわらせて、友だちの工夫 また、友だちの工夫のよさや自

のよさに気付くことができない。 分の成長について振り返る活動

時間が不十分なため、気付きの

質が高まっていかない。

２ 分析に基づく授業改善

(1) 授業改善の方針

分析の結果から、授業改善のテーマと視点を設定した。（□枠内は、改善の視点）

テーマ 進んで対象とかかわり、気付きの質を高める指導方法の工夫改善

授業改善の方針

・対象と強くかかわり、気付きを促す単元構成や単元指導計画の作成

・願いを強くもち、気付きの自覚化を図ることができる学習過程の見直しと工夫

・気付きの質を高めることができる指導・援助の工夫

（２)改善の具体的方途と実践

①対象と強くかかわり、気付きを促す単元構成と単元指導計画

ア 前単元における学習活動を本単元に結び付けるための前単元指導計画の改善

前単元「わたしのまち だいすき」の単元指導計画の改善

従前の指導計画 改善した指導計画

も 夏の町でし ①夏休みのことをふりかえる。 も 夏の町でし ①夏休みのことをふりかえる。

っ たことを教 ②夏休みのことを交流する。 っ たことを教 ②夏休みのことを交流する。

と え合おう と え合おう

町 町に行く計 ③町でしたいことを出し合い、 町 町に行く計 ③夏休みの体験から公民館につ

の 画を立てよ 自分のしたいことを決める。 の 画を立てよ いて関心をもつ。

人 う ④⑤町でしたいことを決め、 人 う ④調べたいことをまとめる。

と 計画を立てる。 と ⑤公民館探検の計画を立てる。

な 町の人とな ⑥⑦計画したところに探検に な 町の人とな ⑥⑦公民館の場所を知り、館
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か かよくなろ 出かけ、町の人とかかわる。 か かよくなろ 長さんとかかわりをもつ。

よ う ⑧探検のまとめをする。 よ う ⑧探検のまとめをし、さらに

く く 調べたいことを決める。

な な

ろ 町の元気を ⑨もっとかかわりたいことを ろ 町の元気を ⑨探検の計画を立てる。

う さがしにい 決める。 う さがしにい ⑩⑪公民館に出かけ、公民館

こう ⑩探検の計画を立てる。 こう 活動をしている町の人とか

⑪⑫探検に行く。 かわりをもつ。

⑬探検のまとめをする。 ⑫探検のまとめをし、さらに

公民館でしたいことを決め

る。

町のやさしさ ⑭町のみんなのためのものや 町のやさしさ ⑬探検の計画を立てる。

をさがしてみ 場所について話し合う。 をさがしてみ ⑭⑮公民館の活動に参加する。

よう ⑮行きたい場所に行くための よう ⑯探検のまとめをする。

計画を立てる。 町のすてき ⑰公民館の学習について振り

⑯⑰探検に行く。 を教え合お 返る。

⑱探検のまとめをする。 う ⑱⑲みんなに知らせたいこと

町のすてき ⑲⑳みんなに知らせたいこと を自分なりの方法で表す。

を教え合お を自分なりの方法で表す。 ⑳公民館について発表し合う。

う 21町のすてきを紹介し合う。 21町のすてきをまとめる。

イ 持続した願いをもつための単元の導入までの取組

フェスティバルについての事前のアンケートから

・身の回りの物を使って遊び道具を作った経験のある児童は６人（学級の１／３以下）

↓

フェスティバルで遊び道具を作る活動に対する意欲を高めるために

→身の回りの物を使って遊びの道具を作ったり、遊んだりする経験を一人でも多くの児童ができるよ

うにする。

・材料の確保…身の回りにある廃材などの材料を単元の学習が始まる前に集める。

・作ることができる物・作り方の紹介…遊び道具作りの本の紹介・児童が作った物の紹介

前単元の従前の指導計画

・知りたい対象が多岐に

わたり、対象と深くか

かわらせることができ

ない。

前単元の改善後の指導計画→対象を公民館にしぼる。

(公民館を取り上げた理由）

・夏休みに公民館活動に参加した児童がおり、興味をもつことができる。

・幾種類もの講座や乳幼児とその保護者、高齢者を対象とした教室が

あり多くの町の人たちが活動をしていることから、地域の多くの人

人とかかわることができる。

・探検や体験を重ねることで、かかわりを深めることができる。



ウ 対象と強くかかわり、気付きを促す単元指導計画

・「みんなでつくろう フェスティバル」単元指導計画

従前の指導計画（簡易版） 改善した指導計画（簡易版）

み 計画を立て ①どんなフェスティバルにし み 計画を立て ①どんなフェスティバルにし

ん よう たいか話し合う。 ん よう たいか話し合う。

な ②③④フェスティバルの計画 で ②③フェスティバルの計画を

で を立て、必要な準備を つ 立て、必要な準備をする。

つ する。 く じゅんびを ④フェスティバルの遊びの計

く じゅんびを ⑤フェスティバルの遊びの計 ろ しよう 画を立てる。

ろ しよう 画を立てる。 う ⑤⑥⑦遊ぶ物を作る。

う ⑥⑦⑧⑨遊ぶ物を作る。 フ ⑧⑨⑩⑪ペアグループで交流

フ ⑩ゲームのやり方を考える。 ェ する。ゲームのやり

ェ ス 方を考える。

ス テ 「試す→改善点に気付く→さ

テ ィ らに工夫する→再度試して

ィ バ 遊ぶ」の活動を仕組む。

バ フェスティ ⑪フェスティバルの準備をす ル フェスティ ⑫フェスティバルの準備をす

ル バルをたの る。 バルをたの る。

しもう ⑫⑬フェスティバルを開き、 しもう ⑬⑭フェスティバルを開き、

招待した人に楽しんでも 招待した人に楽しんでも

らう。 らう。

おれいをし ⑭⑮フェスティバルを振り返 おれいをし ⑮フェスティバルを振り返り、

よう り、来てくれた人にお礼 よう 友だちのよさや自分の成長

の手紙を書く。 について振り返り、それを

もとに、お礼の手紙を書く。

改善点 ・気付きを促すために遊びグループ同士の交流を４時間設定する。

そのことで、友だちの遊びのよさや工夫するとよい点に気付き、自分たちの遊びについ

てもどうすればもっと楽しく遊ぶことができるのか考え、工夫改善ができるようにする。

第５時～第 ７時 グループで遊ぶ物を製作

第８時～第１１時 ペアグループで交流活動（ペアグループを変えて交流する。）

＜フェスティバルで行う遊び＞ 松ぼっくり釣り、サッカー、輪投げ、的入れ、ゴルフ、ゴム鉄砲

□ それぞれの遊びのグループに気付いてほしい点

松ぼっくり釣り サッカー

・ペアの時間制限の決め方の違いとよさ ・一人の時間制限の決め方の違い

・ミニゲームがあることで待ち時間も楽しむことが ・道具の完成度

できる方法のよさ

輪投げ 的入れ

・投げる位置の決め方の違い ・投げる位置の決め方の違い

・投げる輪や玉の重さや形、丈夫さ ・投げる輪や玉の重さや形、丈夫さ

ゴルフ ゴム鉄砲

・簡単・普通・難しいの的がある工夫のよさ ・場所の使い方のよさ

・当たったかどうか、入ったかどうかを明らかにす ・当たったかどうか、入ったかどうかを明らかにす

る必要性 る必要性



②願いを強くもち、気付きの自覚化を図ることのできる学習過程の見直しと工夫

ア 願いを強くもつための一単位時間の学習過程の見直し

(従前） 本時 全体の課題提示(教師）→活動→まとめ

（改善後） 前時 活動後に全体として振り返る時間をもつ→次時の自分の願いをもつ

本時 課題を児童から引き出し設定する→願いの確認→活動→振り返り

従前においては、課題は教師の側から提示し、活動後にまとめをしていた。振り返る活動は主に単

元末に行っていた。願いを強くもつことができるようにするために、前時の活動後に全体で活動のま

とめや振り返りを行い、次時への見通しをもち、自分の願いをもつことができるようにする。そして

本時において、課題は、前時の振り返りをもとに児童から導き出し設定する。それぞれの願いを確認

した後に活動に入る。このことを繰り返すことで、１時間ごとの願いや単元を通しての願いをしっか

りともって活動できるようにした。

イ 気付きの自覚化を図る交流の工夫

気付きを促すために遊びグループ同士の交流を４時間設定する。交流の仕方を以下のように設定し

た。

交流の仕方 １ 自分たちの遊びの工夫した点をペアグループの児童に話す。

２ 遊び方を説明する。

３ 遊んでもらう。

４ インタビュー

「楽しかったですか。」「どんなところが楽しかったですか。」

「もっと工夫するとよいところを教えて下さい。」

５ 遊びを交替する。

６ （１～４と同じ）

７ 友だちの遊びのよいところやもっと工夫するとよいところを「見つけたよカー

ド」「アドバイスカード」に記入する。

遊んでもらった後にインタビューを位置付ける。遊んだ側がインタビューに答えることを通して、

友だちのゲームのよいところや工夫するとよいところを自覚することができるとともに、遊んでもら

った側も自分たちのゲームのよさやもっと工夫するとよいところに気付くことができると考えた。

また、遊びの交流の最後に「見つけたよカード」「アドバイスカード」に一人一人が記入する時間を

位置付けた。カードに自分の気付いたことを記入することでさらに、気付きを自覚させることができ

ると考えた。

ウ 気付きの質を高める全体交流

友だちの遊びについて見付けた遊びのよいところやもっと工夫するとよいところを全体に発表する。

発表した内容を遊び道具・ルール・仲間の３つに分類して黒板に位置付ける。友だちの遊びのよい点

や工夫するとよい点について、いろいろな面から気付くことができたことを自覚するとともに、友だ

ちの発表を通して様々な面で工夫すると遊びがさらに楽しくなることに気付くことができるのではな

いかと考えた。



③気付きの質を高めることができる指導・援助の工夫

ア 児童の実態把握と指導・援助計画

・単元前に児童の実態を把握し、細かな指導・援助計画を立てる。

本時(第 10時）ゲームの交流によって気付きの質を高めるための実態把握と指導の流れ

＜ 指導・援助表＞

単元前の実態 ２、３時 ５～７時 ８、９時

仕事の分担準備 遊び道具作り

関・意 思考・ 気 付 おもち 人とのか 単元を通じ 評 係 友だちとの 評 遊 友だ ち 気付き 本時の交

・態 表現 き ゃ作り かわり て気付かせ 価 名 かかわりの 価 び とのか 流におけ

(遊びの (前単元 の経 たい内容 規 様子 規 名 かわり る願う姿

ルール) から） 験 準 準 の様子

A ◎ ○ ○ ○ 地域の人や友 司 会の進行につ サ サッカー ◎ ゴルフグルー

児 お世話に ２つの 公民館 牛乳パ フェスティ だちとのかか 会 いての案を書 ッ ゲームの ルールを変 プと交流し、

なった人 ルール の活動 ックを バルをやり わりをもた ・ いてもってく カ 発案者。 えることで ボールが落ち

を招待し を考え につい 使った たいという せ、その楽し ◎ 進 る。それをも ◎ ｜ 声かけに 楽しくなる ないようにす

て自分の ること て気付 おもち 思いは強い さに気付くこ 行 とに役割分担 よって友 ことに気付 るなどの道具

遊び道具 が で くこと ゃ が、進んで とができるよ する。 だちにゲ いている。 の工夫の大切

で遊んで きた ができ 人にかかわ うにする。 ームにつ さについて気

もらいた た。 ることは難 いて説明 付く姿。

い。 しい。 し、相談

しながら

作業がで

きる。

□ 単元前の実態把握
一人一人の思いや考えを把握する。
（関・意・態）どんなフェスティバルにしたいと願っているか願いの把握
(思考・表現）的入れゲームをする時どうするか工夫への視点の把握

身の回りの自然や身近な物によるおもちゃ作りの経験の把握
一人一人のこれまでの学習の様子を把握する。
（気付き） 前単元における気付きの把握

地域の人や友だちとのかかわりの状況の把握

「みんなでつくろう フェスティバル」単元

第２、３時 ５～７時 一人一人の評価規準ウ①②の学習状況

一人一人の友だちとのかかわりと活動の様子の記入

第８、９時 ゲームの交流による気付きの様子の記入

本時（第１０時）の交流による願う姿の明確化

単元指導計画をふま
え、学習状況・かかわ
りの様子に合わせた指
導・援助

指導の手だてを明らかにした単元指導計画の作成

一人一人の気付きを促すための指導・援助表作成

本時（第１０時）ゲームの交流

一人一人の単元を通して気付かせたい内容の明確化



イ 指導・援助表から考えた気付きの質を高める指導援助・教師の言葉がけ

これまでの生活科の授業において地域の人たちとのかかわり方が不十分であったことから、２１

人中１８人の児童においては、特に地域の人たちや友だちとのかかわりをもたせ、その楽しさに気

付くことができるようにするための指導・援助が必要であると考えられる。

指導過程と内容 地域の人たちや友だちとのかかわりをもたせ、その楽しさに気付くことが

できるようにするための指導・援助「具体的な教師の言葉」

単元前 ・身の回りの物で遊び道具を作ることができることを紹介する。実際に作

ってきた児童を価値付けし、友だちの遊び道具で遊ぶことを奨励する。

「○○さんが、～を作ってきたよ。一人で本を見て作ったんだって。す

ごいね。遊んでみたいね。」

第４時 ・児童の考えた遊びのよさを評価し、友だちに紹介するよう声をかけ促す。

フェスティバルの遊び 「○○さんの遊びは、どんな道具でどうやって遊ぶかがよく分かったよ。

決め フェスティバルでも楽しく遊べそうだね。みんなに紹介してみよう。」

・友だちの遊びについて疑問に思ったことは、尋ねるよう声をかける。

「○○さんの遊びについて質問がしたいことがあるんだね。○○さんに教

えてもらおう。○○さんの遊びのことがもっと分かるからいいね。」

第５時～７時 ・グループで作業内容の確認をしてから始めるなど誰が何をしているかを

遊び道具の製作 一人一人が把握できるようにする。(作業の流れを明確にする。）

・自分の考えを友だちに話すよう声をかけたり、友だちの考えを尋ねるよ

う声をかけたりする。かかわって作業ができるよう、声をかける。

「楽しくなるために○○しようとしているんだね。すごいね。グループの

子に○○することを話してみよう。きっと賛成してくれるよ。」

「○○したいんだね。どうしたらいいかみんなに相談してみよう。みんな

で考えればきっとよいアイディアが出てくるよ。」

第１３、１４時 ・１年生の児童やお世話になった人に進んでかかわることができるよう声

フェスティバル をかける。

「一生懸命作った遊び道具でたくさんの人に遊んでもらいたいね。遊びに

来てもらえるよう声をかけよう。」

「１年生の子が困っているみたいだよ。どうしてあげるといいかな。」

第１５時 ・地域の人や１年生の児童とかわることができたことや友だちとたくさん

振り返り かかわり協力してフェスティバルをやり終えたことを確認し、価値付け

る。

「1年生の子に上手に遊び方の説明をすることができたね。」
「友だちとたくさん相談して遊びの工夫をすることができたね。」

これまで、遊び道具を作り遊んだことがないという経験不足から、２１人中１０人の児童には特

に遊びにおいてルールを工夫する大切さに気付くことができるようにするための援助が必要と考え

られる。

指導過程と内容 遊びにおいてルールを工夫する大切さに気付くことができるようにするた

めの指導・援助「具体的な教師の言葉」

単元前 ・身の回りの物で遊び道具を作ることができた児童を価値付けし、友だち

の遊び道具で遊ぶ中で、遊びのよさについて考えさせる言葉がけをする。

「○○さんが作った遊び道具は楽しいね。どんなところが楽しかったかな。」

第５時～７時 遊び道 ・楽しく遊ぶためには、道具を完成させるだけでははく、遊び方やルール

具の製作 を決めなければならないことに気付くことができるよう促す。



「道具が完成したら、もう楽しく遊んでもらえるかな。一人何回やること

にしたの。」

・友だちや自分が楽しく遊ぶために考えたルールのよさに気付くことがで

きるような言葉がけをする。

「○○というルールがあるから、１回失敗しても、もう１回やれるからい

いね。１年生の子のことを考えてあげられたね。」

第８～１０時 ペアグ ・ペアグループの遊びのよいところやもっと工夫するとよいところに気付

ループ交流 くことができるよう声をかける。。

「○○遊びでたくさん点がとれて楽しかったね。どうして、たくさん点

数がとれたのかな。」

「○○遊びをしたけど、的に玉が入らなくて悲しかったね。どうすると

的に玉が入って、楽しくなると思うかな。」

第１５時 振り返り ・地域の人や１年生の児童に楽しく遊んでもらえたのは、どんなことがよ

かったのかを振り返らせ、みんなで協力して遊びの工夫ができたことに

気付かせ、価値付ける。

「１年生の子やお世話になった人に楽しく遊んでもらえてうれしかった

ね。みんながどんなことをがんばったから、楽しんでもらえたのかな。」

「はじめは、○○だったけど、どんどん遊びが変わっていったね。楽し

く遊んでもらえるためにいろいろな工夫ができたね。」

３ 授業改善の成果

①対象と強くかかわり、気付きを促す単元構成や単元指導計画の作成

ア 前単元における学習活動を本単元に結び付けるための前単元指導計画の改善

前単元の活動と本単元との意識の結び付きと活動に対する願いについて

「みんなでつくろう フェスティバル」単元前の意識調査によると、全員の児童が自分たちでフェス

ティバルを行いたいという意欲をもつことができており、フェスティバルへの願いも前単元でかかわ

った人との交流が多かった。（下記参照）これは、前単元と関連させ、連続した指導計画を設定した成

果であると考えられる。

どのようなフェスティバルにしたいか（複数回答） 人数 ％

お世話になった人や１年生の児童を招待して、楽しんでもらいたい。 ２１ １００

遊んでもらえる物を作って、みんなに遊んでもらいたい。 １６ ７６

公民館活動のようにいろいろなコーナーを作って、遊んでもらいたい。 １２ ５７

自分たちが育てたサツマイモで自分たちが公民館活動でもらったサツマイ

モきんとんをつくって食べたりプレゼントしたりしたい。 １２ ５７

生活科で学習したことを劇にして見せたい。 ７ ３３

どんなフェスティバルにしたいかを話し合い「○○小 ミニ公民館 わくわくフェスティバル」を

行うことを決定した。

イ 持続した願いをもつための単元の導入までの取組

取組による成果

（児童が進んで作成した遊び道具や楽しめる物）

新聞紙で作ったヨーヨー 段ボール箱から作った的入れ ストローロケット

ビー玉ルーレット ビー玉取りゲーム 缶の的あて

びゅんびゅんごま 割り箸鉄砲 ストローブレスレット

ドングリごま 牛乳パックの船 葉っぱの擦りだし

ドングリの人形 箱で作った椅子



・身の回りの自然や物を使って遊び道具を作る経験をすることで、作る楽しさを味わうことができた。

・友だちが作った物で、全員で遊びを楽しむことで、作ることや遊ぶことをとても身近に感じること

ができ、作っていない児童も自分も作って遊びたい、自分の作った物で遊んでもらいたいという意

識をもつことができた。

・教師が作成した遊び道具で遊ぶ体験をすることで、多くの人に遊んでもらう遊び道具のイメージを

もつことができた。

・遊んでいる児童にいろいろな言葉がけをすることで、ルールや道具の工夫によっていろいろな遊び

方ができることに気付くことができた。

・全員の児童がどんな遊ぶ物を作りたいか自分の考えをもつことができた。

気付きを促す遊びのグループ交流の成果

松ぼっくり釣り 的入れ ゴルフ サッカー

交流後

的を台の上に載せて高

くし、投げる距離を短く ボールがコースの両側 玉が台から下に落ちな

することで、的の穴をね に出ていってしまわない いようにガードを付けた。

らいやすくした。また、 ようにサイドの片側にガ 初めは、サイドだけであ

的の上部に玉が遠くに行 ードをつけ、もう片側は、ったが、ゴール側にもガ

かないよう丈夫なガード 壁面になるように設置し ードを付けた。

釣る時間を長くした。 を付けたことで、ガード た。ボールが穴で止まる ゴールし穴に入った玉

松ぼっくりの入った箱を に球が当たり転がって穴 よう、穴の一つ一つに壁 をすぐ取れるように、箱

椅子の上に乗せ、釣りや に入りやすくなった。 をつけた。 の底を切り抜いた。

すくした。二人ずつしか 玉をテープで巻いて重

できないので、待ってい くし、投げやすくした。

る人は、ドングリゴマコ

ーナーで遊ぶことができ

るようにした。



ゴム鉄砲 輪投げ・缶倒し

交流後

簡単な的は、点数を書いたところに輪ゴムが当た 千点の缶は前より倒しやすいように置く位置を変

るだけで点数がとれていたが、点数のところにつま えた。的と的との間隔をあけて、ねらいやすくした。

楊枝を刺し、つま楊枝にゴムがかかったら点が入る 輪は、ビニールテープを巻いて重くし、とばしやす

ことにした。難しい的は、すぐに当たって落ちるよ くした。

うに軽いカップを置くことにした。

□交流によって出されたゲームのよいところともっと工夫するとよいところ、交流後に行った各ゲーム

の改善

道具の工夫 ルール よいところ アドバイス 改善点

松 ・釣り竿を ・竿は２種 ○竿が２種類あって ●釣るのがむずかしいので釣 ・釣る時間は、一人１

ぼ 簡単と難 類の中か よかった。 る時間を長くした方がいい。 分３０秒にした。

っ しいの２ ら自由に ○松ぼっくりを入れ ●松ぼっくりの点数の違いが ・松ぼっくりの色を濃

く 種類作成 選ぶこと るところがあって 分かるように色をもっとは くして色がよく分か

り ・釣り竿置 ができる。 よかった。 っきり付けた方がいい。 るようにした。

釣 き場や釣 ・１回３０ ○金や銀の松ぼっく ●釣り糸が取れたので、取れ ・１年生の児童用に折

り った松ぼ 秒 りは点数が高くて ないように丈夫にした方が り紙もつれるように

っくり置 よかった。 いい。 した。

き場を作 ●１年生の子が釣りやすいよ ・待つ時間も楽しめる

成 うに釣り針をもう少しよく ようにドングリこま

釣れるものにする方がいい。 のコーナーを作っ

た。

輪 ・大人用と ・一人６回 ○入らなくても倒し ●輪を固くして投げやすくし ・輪をビニールテープ

投 子供用の ・的は入っ てもいいので点数 た方がいい。 で巻いて丈夫で重く

げ 的を作成 ても倒し が入って楽しかっ ●千点の缶を置く場所を変え して投げやすくし

てもよい。 た。 て倒しやすくした方がいい。 た。

・合計の点 ○入れる的がたくさ ●的の間をあけた方がねらい ・的の間隔をとった。

数が高く んあってよかっ やすいし倒しやすい。 ・千点の位置を入りや

なるよう た。 ●１年生の児童が倒しやすい すい場所に変えた。



にする。 ○的が缶やペットボ (入れやすい）的を作った方

トルやいろいろあ がいい。

って楽しい。

的 ・玉が的の ・一人玉は ○投げるところが近 ●もっと入れやすくした方が ・的全体を台の上に乗

入 後ろの方 ６個 いのと遠いのがあ いい。 せて投げやすくし

れ へ跳ばな ・点数が多 ってよかった。 ●玉が軽いので重たくした方 た。

いように くなるよ ○百点が入れにくい がいい。 ・百点の的の位置を変

ガードを うに入れ ので楽しかった。 ●百点の的の穴の位置が入れ えた。

つけた。 る。 にくくて入らないので変え ・玉にビニールテープ

・玉を小さ た方がいい。穴をもう少し を巻いて重くした。

くして入 大きくする。 ・入った点数を見る役

れやすく ●点数を書いていて投げてい を決めた。

した。 るのを見ていないときがあ ・ガードを丈夫にし

ったので直した方がいい。 た。

サ ・ミニゲー ・ペアで対 ○ミニゲームがあっ ●ゴールすると(穴に入れる ・ゴールしてもすぐに

ッ ムと本番 戦、１分 て面白かった。 と）玉がすぐに取れないの 玉がとれるように台

カ のゲーム ３０秒 ○ストローで吹くの で取りやすくした方がい の底を切り抜いた。

を作成 ・たくさん が楽しかった。 い。 ・サイドやゴール側にー

・玉が落ち ゴールで ●横からボールが落ちないよ ガードを付けて下に

るように きた人の うにした方がいい。 落ちないようにし

した。 勝ち た。

ゴ ・コースが ・一人２回 ○穴や池がたくさん ●穴にはいると何点なのか点 ・穴のところに大きく

ル 長い ・金や銀や あって楽しかっ 数をはっきりさせてほしい。 点数を書いて分かり

フ ・池や金・ 銅や点数 た。 ●穴にボールが止まりにくい やすくした。

銀・銅・ の高い穴 ○もう１回があって ので止まるようにした方が ・穴のところに壁を作

もう一度 をねらう。 よかった。 いい。 り、ボールが止まり

の場所を ●コースからボールが出てし やすくした。

作成 まうので横にガードがあっ ・コースからボールが

・穴が多い。 た方がいい。 出ないようサイドに

ガードをつけた。

ゴ ・鉄砲置き ・お金がく ○的に簡単と普通と ●簡単が簡単すぎて難しいは ・簡単の的には、爪楊

ム 場を作成 じになっ 難しいがあってく 難しすぎる。 枝を刺してかかると

鉄 ・簡単・普 ていて３ じで決めるのがよ ●一人２回では、少ないので よいことにした。

砲 通・難し 種のうち かった。 増やした方がいい。 ・難しい的には、軽い

いの３種 のどの的 ○見本を見せてくれ ●ゴムが跳んでいってしまわ カップを置いて落と

類の的 になるか たのでよく分かっ ないように的の上にガード せるようにした。

・紙のお金 が決まる。 てよかった。 を付けた方がいい。 ・一人の回数を３回に

作成 ・一人２回 ●途中でこわれたゴム鉄砲が した。

あったので丈夫にした方が ・鉄砲を丈夫に改良し

いい。 た。



②願いを強くもち、気付きの自覚化を図ることのできる学習過程の見直しと工夫

願いを強くもつための一単位時間の学習過程の見直しの成果

・本時の活動に対する見通しをもつことができるようになり、活動に対する自分の願いを強くもつこ

とができる児童が増えた。

・単元を通して、楽しんでもらえる遊び道具を作り上げ、フェスティバルを開きたいという願いをも

ち、友だちと協力して遊び道具を製作し、遊びのルールや約束を工夫することによって楽しくなる

ことに多くの児童が気付くことができた。

気付きの自覚化を図る交流の工夫や気付きの質を高める全体交流の成果

・遊びのペア交流において、全員が自分が気付いたことをカードに記入することができた。

（単元前アンケートで楽しく遊ぶためのルールを全く考えることができなかった児童たちも自分の

気付いたことをカードに記入できた。）

・そのことをもとに全体交流を行うことで、それぞれのグループが遊び道具やルール、遊んでもらう

ための役割の内容や分担の仕方などについて改善を図ることができた。→気付きの自覚化を図ると

ともに気付きの質を高めることにつながったと考える。

③気付きの質を高めることができる指導・援助の工夫

Ａ児(友だちとのかかわりを増やしたいと願う児童）に対する具体的な指導・援助とその効果

友だちとのかかわりを増やすための指導・援助

指導・援助 「言葉がけ」 A児の様子
単元前 ①身の回りの物で簡単に作れる本の紹介 →的あて・ビー玉ゲームなどを家で作成

におい して学校へ持ってきた。

て ②進んで作れたことをほめ、価値付ける。友だ →「遊ばせて。」と集まった友だちに遊び

ちに紹介し、友だちとのかかわりを促す。 方を説明し、遊ばせた。「すごい。」「楽

「本を見て自分で作れてすごいね。とても楽 しい。」「ありがとう。」と言ってもら

しい遊びだね。みんなに紹介しよう。」 い喜んだ。

③フェスティバルの遊びは、大勢の人が遊ぶこ →ダンボール箱で作るサッカーゲームを

とを想定したものになるよう教師の作った遊 作りたいという願いをもち設計図をか

び道具で遊ぶことができるようにする。 いた。

第４時 ④設計図のよさや遊びのよさを褒め、自信がも →フェスティバルで行う遊びを決める話

フェス てるようにする。 し合いにおいて自分の考えたサッカー

ティバ 「設計図がとても詳しくかけたね。どんな遊 ゲームのよさについて説明することが

ル遊び びかよく分かるよ。フェスティバルで楽しく できた。多くの遊びの中からフェステ

決め 遊んでもらえそうだね。」 ィバルで行う遊びに選ばれ喜んだ。

第５～ ⑤遊び道具の作り方の相談時、進んでおもちゃ →自分が考えた作り方を友だちに話した。

７時 の作り方について話そうとしない様子から 友だちと協力して製作ができた。

遊び道 「みんなに教えてあげよう。A 子さんの考え
具作り とみんなの考えでとても楽しいおもちゃがで

きそうだね。」

第１３、⑥招待した人たちに進んで声をかけられない様 →はっきりとした声で遊びの説明ができ

１４時 子から た。グループ一人一人が分担した役割

フェス 「あんなにたくさんの人が来てくれたよ。遊 をしっかりと果たし、楽しく遊んでも

ティバ んでもらうためにまず何をしたらいいかな。」 らうことができた。

ル



本時・単元末における気付きの様子から

本時(第１０時） 評価規準 ウ－③

(つぶやき・行動観察・カード）

友だちのゲームで遊び、ゲームを楽しくするために、約束やルールをどのように工夫しているか、

どのように工夫するとよいか気付くことができる。

全員がカードに友だちのゲームのよいところやさらに工夫するとよいところを記入することができ

た。

願う姿と実際の気付き…１３人（６１％）の児童が願う姿と児童の実際の気付きが合致していた。

児童の気付きがゲームの改善につながり、多くの改善をすることができた。４時間によるペアグル

ープの交流によって、どのグループも２～４の改善をすることができた。

願う姿と気付き

Ａ児 本時における願う姿

・ゴルフグループと交流し、ボールが落ちないようにするなどの道具の工夫の大切さについ

て気付く姿。

Ａ児が本時カードに書いた内容

見つけたよカード…池があったり貝(障がい物）があってきれいで、楽しいです。

アドバイスカード…ボールがどこかへ行かないように、(片側を）かべにつけるといいと思

います。

＜ゴルフグループの改善＞

・コースからボールが出ないように片側にガードを付け、もう片側は壁に付けて設置するこ

とにした。

Ｂ児 本時における願う姿

・輪投げグループと交流し、的を倒しても点数がもらえるという第１学年の児童が行う上で

の工夫について気付く姿。

Ｂ児が本時カードに書いた内容

見つけたよカード…的に当たらなくてくやしかったけど、少し点数がもらえたのでよかった。

アドバイスカード…１年生だと当てることができないから当てやすいような的にするとい

いよ。

＜輪投げグループの改善＞

・的の間隔をとってねらいやすくした。当てやすく投げやすいように輪を重くした。

第１３、１４時 フェスティバル

１年生の児童やお世話になった多くの人たちに遊んでもらうことができた。自分から呼び込みをし

たり、大きな声で遊びの説明をしたりするなど、進んでかかわろうとする姿がたくさん見られた。自

分からかかわることができない児童も少しの言葉がけをすることで、自信をもって多くの人とかかわ

ることができていた。インタビューをし、多くの人に「楽しかった。」と言ってもらい、どの児童も満

足感をもつことができた。



第１５時 振り返り(単元末）における気付き

フェスティバルの取組を振り返り、友だちのよさや自分の成長について振り返る。

第１５時 評価規準 ウ－④ （振り返りカード・発表）

お世話になった人や第１学年の児童とかかわる楽しさに気付くとともに、友だちのよさや自分の

成長に気付くことができる。

・

人数 「十分満足

気付きの内容 できる」状況

(人）

楽しく遊んでもらえるために工夫ができたことに気付いている。 ２１ １３

お世話になった人や第１学年の児童に楽しく遊んでもらえたことに喜びを感じ ２１ １８

ている。

自分の成長に少しでも気付いている。 ２１ １１

・お世話になった人や１年生の児童に進んでかかわることができた。

…１３人

・楽しく遊ぶための工夫をすることができた。 …８人

・製作や準備やフェスティバルを進めることを大変だったけど自分たち

でできた。 …５人

友だちのよさやがんばりに気付くことができている。 ２１ １０

単元を振り返り、全員が身近な環境や自分について気付くことができるようになってきた。十分満足でき

る状況の気付きができた児童数も従前に比べ増加した。

＜単元の振り返りカードから＞

Ａ児の振り返りカード

さいしょは、ダンボールだけだったけど、ガードをつけたり絵をかいたり色紙をつけたりしまし

た。はたをつけたり、ボールがとりやすいように何回もゴールのところを切ったりして、サッカー

らしくなってきました。ボールをストローでもフーフー（口で息をふく）でもいいルールにして、

れんしゅうようのミニゲームも作りました。

くふうをいっぱいして、みんながよろこんでくれて、大人も１年生の子もやってくれてよかった

しうれしかったです。ゴールに入れるときにすごく楽しそうにしていてよかったです。

あそぶ時いつもはくふうをぜんぜんしないけど、みんなが楽しめるようにすごくくふうができて

よかったです。ほんとは、ルールせつ明がすごくはずかしかったけど大きな声でせつ明ができてよ

かったし、おきゃくさんにもやさしくできました。インタビューもできて楽しかったと言ってもら

えてよかったです。

Ｂ児の振り返りカード

さいしょは、まつぼっくりがさみしかったけど、まつぼっくりに色をつけました。さおをむずか

しいのとかんたんなのを作りました。まっているあいだに、どんぐりごまやおり紙もできるように

しました。

フェスティバルでさいしょはおきゃくさんは、こないと思っていたけど、１年生の子もいっぱい

来たし大人の人もいっぱい来たのでうれしかったです。ならぶくらいの人が来ました。うれしかっ

たです。２人でできることや、まっているあいだにどんぐりごまやおり紙ができることがよかった

のだと思います。

フェスティバルでは、友だちとなかよくできたし、やさしいことばをいえました。へとへとにな

っても友だちのためだからできました。



本単元終了後の学習状況の把握と結果

【把握方法】

○生活への関心・意欲・態度

内容の視点 何 具体的な様子 評価方法 評価の材料 ◎と△の判断基準

時 ・内容 （あてはまらない場合○）

内容（３） 第 企画を出し合って、来ても 発表・ノー 話し合いの様 ◎自分の考えをもち進ん

地域の人と １ らう人のことを考えた楽し ト・話し合 子・発表内容 で話し合ったり、発表

のかかわり ・ いフェスティバルを作り上 い活動の様 ・ノートの記 したりできる。

方 ４ げようとしているか。 子 入内容 △考えがもてず、話し合

時 おうとすることができ

ない。

第 お世話になった人や１年生 補助簿の記 かかわる様子 ◎進んで多くの人とかか

13 の児童と進んでかかわろう 録・振り返 や振り返りの わることができる。

14 としているか。 りカード 様子 △進んでかかわろうとす

時 ることができない。

内容（６） 第 協力して準備しようとして 補助簿の記 準備している ◎友だちと助け合い進ん

身近な物で 12 いるか。 録・振り返 様子や振り返 で準備することができる。

の遊び 時 りカード りの様子 △助け合って準備しようとし

ない。

第 自分たちの力で会を運営し、補助簿の記 自分の担当の ◎進んで活動することが

13 楽しい会にしようとしてい 録・振り返 仕事の様子や できる。

14 る。 りカード 遊びコーナー △進んで活動することが

時 での様子 できない。

○活動や体験についての思考・表現

内容の視点 何 具体的な様子 評価方法 評価の材料 ◎と△の判断基準

時 ・内容 （あてはまらない場合○）

内容（３） 第 招待した人が楽しめるよう 発表・補助 活動の様子 ◎フェスティバルの進め

地域の人と 13 に、フェスティバルの進め 簿の記録・ 方を工夫することがで

のかかわり 1 4 方を工夫することができ ノート きる。

方 時 る。 △工夫することができな

い。

内容（６） 第 みんなが楽しめるフェステ 発表・補助 発表の内容や ◎楽しめるフェスティバ

身近な物で ２ ィバルにするためにフェス 簿の記録・ 活動の様子 ルになるよう考えるこ

の遊び 時 ティバルの内容や準備する ノート とができる。

ことを考えることができ △考えることができない。

る。

第 おもちゃを工夫して作った 補助簿の記 遊び道具や遊 ◎楽しい遊びにするため

５ り、遊び方を工夫したりす 録・ 振り返 び方の工夫の に遊び方や約束をよく

～ ることができる。 りカード 様子 工夫することができる。

７ △工夫することができな

時 い。

第 工夫して作ったり、協力し 発表・振り 発表の内容・ ◎単元を振り返り、活動

1 5 て準備を進め、会を開いた 返りカード 振り返りの様 のよさや楽しさについ

時 りして楽しかったことなど 子 て表現できる。



を表現することができる。 △表現することができな

い。

○身近な環境や自分についての気付き

内容の視点 何 具体的な様子 評価方法 評価の材料 ◎と△の判断基準

時 ・内容 （あてはまらない場合○）

内容（３） 第 これまでの活動を通してお 補助簿の記 活動の様子・ ◎お世話になった人や第

地域の人と ２ 世話になった人を招待する 録・ノート 発表内容・ノ 1 学年の児童を招待す
のかかわり ～ とよいことに気付いてい ・発表 ートの記入内 るとよいことに気付い

方 ３ る。 容 ている。

△気付いていない。

内容（６） 第 自然や物を使うなどして作 補助簿の記録 活動の様子・ ◎自然や物を使うなどし

身近な物で ５ ったり遊んだりすると楽し ・振り返りカ ノートの記入 て作ったり遊んだりす

の遊び ～ いことに気付いている。 ード 内容 ると楽しいことに気付

７ いている。

時 △気付いていない。

第 約束やルールを工夫すると楽 補助簿の記録 活動の様子・ ◎約束やルールを工夫する

８ しく遊べることが分かってい ・発表・カー 発表内容・カー と楽しく遊べることが分

～ る。 ド ドの記入内容 かっている。

11 △気付いていない。

時

第 活動を通して、友だちのよ 発表・振り返 発表内容・カ ◎活動を通して、友だちの

15 さや自分の成長に気付いて りカード ード記入内容 よさや自分の成長に気

時 いる。 付いている。

△気付いていない。

AＢＣの判断方法
「十分満足できる」状況 A… ◎が多く質的に高い場合

「努力を要する」 状況Ｃ… △が多く努力を要すると考えられる場合

【結果】 (調査人数２１人）

A「十分満足 B「おおむね C「努力を要 合計 平均

できる」状況 満足できる」 する」状況

（３点） 状況（２点） （１点）

生活への関心・意欲・態度 １１人 ９人 １人 ５２点 ２．４８点

活動や体験についての思考・表現 １０人 ８人 ３人 ４９点 ２．３３点

身近な環境や自分についての気付き １１人 ７人 ３人 ５０点 ２．３８点

従前 改善後

生活への関心・意欲・態度 １．９０点 ２．４８点 ＋０．５８

活動や体験についての思考・表現 １．９０点 ２．３３点 ＋０．４３

身近な環境や自分についての気付き １．７６点 ２．３８点 ＋０．６２




