
事例 中学校技術・家庭科（家庭分野） 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と実践的な態度を育成するための指導の工夫」 

       ～「幼児と触れ合う活動」における実践的態度の育成に向けて～ 

視点 ①「幼児と触れ合う活動」で実践的態度を育成するためにより有効な指導計画の工夫改善 

②工夫したことが実践できる力を育成するための指導方法の工夫改善 

 

１ 学習状況の把握 

(１)学習状況の把握の方法 

【評価規準】 

 

【把握の方法】 

 事前調査や題材の学習プリントの記録や学習活動の観察により、学習状況を把握する。 

 

＜生活や技術への関心・意欲・態度＞については、以下の方法で把握する 

    

 

 

 

 

＜生活を工夫し創造する力＞については、以下の方法で把握する 

    

 

 

 

＜生活の技術＞については、以下の方法で把握する 

    

 

 

 

 

 

＜生活や技術についての知識・理解＞については、以下の方法で把握する 

  

生活や技術への関心・ 

意欲・態度 
生活を工夫し創造する力 生活の技能 

生活や技術についての 

知識・理解 

・幼児のためのおもちゃ

作りに意欲的に取り

組み、既習事項や生活

経験を活用しようと

している。 

・幼児とのふれあいに関

心を示し、願いをもっ

て幼児にかかわろう

としている。 

・幼児の発達と遊びにつ

いて課題を見付け、そ

れに応じたおもちゃ

を工夫している。 

・衛生面・安全面への配

慮、遊び方や声のかけ

方を工夫して幼児と

接している。 

・幼児の安全を考慮し発

達を助ける遊び道具

を製作する技能を身

に付けている。 

・幼児の遊びを援助し、

適切な言葉遣いで安

全に配慮して幼児と

接することができる。 

・幼児にとって遊びが生

活そのものであり学

びの場であることを

理解している。 

・幼児の遊び道具が様々

な発達を助けるもの

であることを理解し

ている。 

・事前調査 ①幼児が好きか。理由は？ 

②身近に幼児がいるか。（兄弟、同居の家族、近所） 

      ③幼児に何かしたことや、してあげようと思ったことがあるか。 

      ④何かしてあげることがあれば、やってみようと思うか。 

・事前調査 ⑤「幼児と触れ合う活動」の実施にあたって、困りそうなことや分から 

ないことは何か。 

・学習プリント（おもちゃの製作記録；工夫したこと） 

・事前調査 ⑥幼児をだっこしたことがあるか。 

      ⑦幼児と遊んだことがあるか。 

      ⑧自分でおもちゃを製作したことがあるか。 

      ⑨幼児に読み聞かせをしたことがあるか。 

・学習活動の観察と学習プリント（絵本の読み聞かせ練習） 

・学習プリント（遊びの意味、おもちゃの役割） 



好き…７０％ 

・小さくてかわいらしい 

・心が和む 

・楽しい 

・素直だから 

・面倒を見るのが好き 

 

嫌い…３０％ 

・うるさい 

・元気すぎて疲れる 

・いたずらされる 

・経験がないから 

・接し方が分からない 

 (２)学習状況の結果と分析 

【結果】 

＜生活や技術への関心・意欲・態度＞                 

事前調査                    ②身近な幼児  いる…32％ いない…68％ 

①幼児が好きか                         近所、親戚 

③かかわった経験 ・ボランティア体験 

         ・職場体験 

         ・近所、親戚 

④何かしてあげたいと思うか 

         ・思う…83％ 

                ・あまり思わない…17％ 

 

＜生活を工夫し創造する力＞ 

事前調査⑤「幼児と触れ合う活動で困りそうなこと」 学習プリント（おもちゃの製作の記録より） 

・どうかかわればよいのか 

  うまくできない子に 

  ケンカしている子に 

  順番を守らない子に 

  つまらなさそうな子に 

  危ない遊び方をする子に 

  個人差や年齢差に対して 

・おもちゃが壊れてしまったら 

・人が集まらなかったら 

 

＜生活の技術＞ 

事前調査⑥～⑨ 

⑥幼児をだっこした経験    ⑦幼児と遊んだ経験    ⑧自作おもちゃを作った経験 

   ある…６８％         ある…６５％        ある…30％ 

    ・親戚の子（お盆、お正月）  ・ゲーム、鬼ごっこ     ・小さい頃テレビを見て工作 

    ・兄弟が小さいとき      ・雪遊び、砂遊び      ・お手玉、ボーリング 

   ない…３２％         ない…３５％        ない…70% 

 

⑨読み聞かせの経験            学習プリント（絵本の読み聞かせ練習） 

   ある…１３％ 

    ・お正月に親戚の子 

    ・夏休みボランティア体験で 

   ない…８７％ 

 

 

＜生活や技術についての知識・理解＞ 

学習プリント（遊びの意味）      学習プリント（おもちゃの役割） 

 

 

 

 

・きれいな色や絵を描いて、楽しい雰囲気を出した。 

・つり竿や糸の長さを幼児の身長に合わせて調整した。 

・角を丸くして安全にした。 

・輪投げの輪を、幼児の手でも握りやすい大きさにした。 

・個人差や年齢差に合わせて難易度が変えられるように

した。（パズルのピース数、ボーリングや輪投げの距離） 

・壊れにくいように透明テープで補強した。など 

ほんのり気持ちを込めつつ読めたのでよかったです。

たまに棒読みになるところがあったので直したいで

す。本をめくる時に上手にめくれずバラバラするので、

一枚一枚ゆっくりめくっていくとよいのかなと思いま

した。明るく、声の速さに気をつけて読めました。聞

き手の顔も、ときどき見るといいのかなと思いました。 

おもちゃには、運動の力、思考力などいろんな力を育てること

が分かったし、社会性まで育てるのはびっくりした。おもちゃ

を見直して、ただ「面白い、楽しい」だけじゃなく、こういう

働きをするのが分かった。おもちゃを買う時に、どんな働きを

するものなのか考えながら買うといいと思う。今はゲームをし

ている子ばかりなので、こういう遊びもいいなと思った。 

幼児は、遊びを通して学ぶことが分か

りました。ぶんぶんごまでは、糸の結

び方や回し方の工夫などが学べたと

思いました。他の遊びでは、どんなこ

とが学べるのか知りたくなりました。 

・チームのみんなと協力して作業ができた。 

・取りかかりよく作業ができた。・忘れ物をしなかった。 



【分析】   

＜生活や技術への関心・意欲・態度＞ 

・本校の校区であるＡ町も尐子高齢化の現実に直面しており、身近に高齢者はいらしても幼児が尐ない

という現状がある。また学校における体験学習などの他には、日常生活の中で幼児と接して自分が何

かを働きかける経験が乏しい。これらの実態から、生徒は何かできるといいなと思いながらも、進ん

で幼児とかかわり幼児のためによりよい環境を作ろうといった実践的態度を示すことは難しい。 

・昔ながらの近所付き合いが顕在し三世代同居も多い地域性の中で、社会的弱者をいたわったり自分が

役に立てることはやっていこうと思ったりする気持ちは育っているが、実際、それを実践する場がな

いことと、どうかかわったらよいのかが分からないという不安から、幼児を敬遠している生徒もいる。 

 

＜生活を工夫し創造する力＞ 

・おもちゃ製作の計画段階で工夫したことを、実際の製作にあたって、形にあらわすことにつながって

いない。机上の工夫ではなく工夫の実践化が重要な課題である。 

・幼児とどのようにかかわったらよいかという点で課題意識が強い。「生活経験不足」に加えて「人との

かかわり方」となると、現代の中学生にとって課題意識を超えた不安要素になっているケースがある。

この不安要素を取り除くことは、今後の幼児に対する生活態度全般にもつながる最重要課題であると

も考えられる。「幼児と触れ合う活動」で幼児とかかわるための声かけや動きを具体的に考え、実際の

「表情」「言葉」「動き」で表現する活動を仕組み、実践化を図る指導が重要であると考える。 

 

＜生活の技能＞ 

・第２学年で行った職場体験学習や夏休みボランティア体験以外では、乳幼児を抱いた経験等ふれあい

のない生徒が多く、昔は、自然に身に付けていた子守りや一緒に遊ぶという技も、日常生活では習得

するチャンスが尐ない。 

・幼児と触れ合う活動をメインとする実習の場が必要であり、その貴重なチャンスに十分幼児とかかわ

ることができるようにするための実践的・体験的な事前学習として、ロールプレイングなどの学習活

動を位置付ける必要がある。 

 

＜生活や技術への知識・理解＞ 

・多くの生徒は、学んだことを自分の成長と関連付けたり、さらに興味をもったこととつないだりする

ことができる。しかし、子どもが育つ環境の一人として自分はどう生活していくべきか、幼児にどう

かかわっていったらよいかといった意志や自覚につながる深い理解力を身に付けるには十分ではない。 

・知識として理解していたものを人間の感覚として理解したり検証したりできるような体験場面とその

まとめが必要である。 

 

２ 分析に基づく授業改善 

(１)授業改善の方針  

 

＜生徒の実態＞ 

・「幼児に対して何かしたい」と思ってもそのチャンスが見付けられなかったり、どうかかわってよ

いのか分からないという不安材料があったりして、幼児と触れ合うことがなかなかできない。 

＜授業改善の方針＞ 

・幼児へのかかわり方の工夫と実践を指導の重点とし、「幼児と触れ合う活動」をより有効な実践化

の場とする。 



(２) 授業改善の具体的方途と実践 

① 「幼児と触れ合う活動」で実践的態度を育成するためにより有効な指導計画の工夫改善 

   実態調査とその分析より「かかわったことがないから、幼児が好きだと感じない」「かかわり方が

分からないから、特に何かしようと思わない」という生徒が多いことが分かった。そこで、かかわ

るチャンスとして幼児と触れ合う活動を設定し、その予想されるトラブルに対してどうかかわれば

よいのかを工夫する授業を題材に新たに組み入れることとした。 

さらに、この「幼児と触れ合う活動」を題材の目標達成と生きる力につなぐためには、「学び、工

夫し、実践し、まとめる」といった流れを有機的につなぎ、体験学習が真に実践の場になるように

指導計画を作成する必要がある。生活経験不足に加えて人とのかかわりを極度に意識する中学生が、

頭で考えた工夫を自分の体ですぐに実践できるかというと疑問である。遊びの意義を学び、おもち

ゃの役割を学び、願いをこめ工夫を凝らしておもちゃを製作しただけでは、肝心な幼児とのかかわ

り方に対する準備がない。 

幼児と触れ合う活動を、一人一人の生徒に、幼児と触れ合いかかわる場として生きた時間にする

ためには、工夫されたおもちゃの準備や、幼児に関する知識の準備だけでなく、たっぷり触れ合う

ためのかかわり方について準備し具体的に動けそうな見通しを持たせる授業を工夫する。それが保

育実習をより有効な実践化の場とするための指導計画に必要な工夫改善であると考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 工夫したことが実践できる力を育成する指導方法の工夫改善 

工夫したことを実践できる力をもった生徒を育てるために、題材全体を通して、「工夫の具体化」 

「幼児とのかかわり方」を重視し、次のように指導することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来の題材指導計画（簡易版） 

①  導入と学習計画 

②  幼児の一日と遊びの意義 

③  おもちゃの役割 

④⑤ おもちゃ作りの計画 

⑥⑦⑧おもちゃの製作 

⑨⑩ 幼児と触れ合う活動 

⑪  幼児と触れ合う活動の 

まとめ 

改善後の題材指導計画（簡易版） 

①  導入と学習計画 

②  幼児の一日と遊びの意義 

③  おもちゃの役割 

④⑤ おもちゃ作りの計画 

⑥⑦⑧おもちゃの製作 

⑨  幼児とのかかわり方の工夫 

⑩⑪ 幼児と触れ合う活動 

⑫  幼児と触れ合う活動の 

まとめ 

【第９次の新設】 

幼児と触れ合う活

動で困りそうな場面

を想定し、先輩の活動

写真等を参考にして

その場に応じたかか

わり方を考え、考えた

工夫を実践化し実践

に結び付ける授業 

＜工夫の具体化＞ 

・おもちゃ作りの時間にどんな目的で何を

どのように工夫したのかがまとめられ

るまで、学習プリントに朱筆を加えた

り、作業中に問いかけたりして、工夫す

るとは具体的に言うとどういうことな

のかを繰り返し指導していく。 

＜幼児とのかかわり方＞ 

・おもちゃが出来上がった段階で、

このまま保育所へ出かけて行って

困りそうなことはないかを考え、

予測した困難やトラブルにどう対

応したらよいのか、問題点を焦点

化する。（本時） 

＜本時の指導＞ 

・幼児がおもちゃで楽しく遊ぶためにどのように幼児に接したらよいかを実感を伴って理解できる

ように、実践的・体験的な学習活動として「ロールプレイング」を取り入れ、幼児への接し方を

「表情」「言葉」「動き」で表現する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 授業改善後の成果 

（１）幼児と触れ合う活動で実践的態度を育成するためにより有効な指導計画の工夫改善 

・幼児と触れ合う活動がスタートして間もなく、幼児に声をかけたりアクションを起こしたりする

ことのできる生徒が非常に多くみられ、保育所に行っても、呆然と立っていたり中学生同士が話

していたりするだけで、幼児とかかわることのできないという生徒がいなかった。 

・幼児と触れ合う活動の振り返りに、前時の学習が生かされたという感想が多く見られた。 

従来の「工夫」への指導 

・取り組み方の反省だけでなく、工夫

したことも振り返るように指導し

ていた。    

 ↓ 

・「今日はたくさん工夫ができた。」 

・「新聞紙を丸め、幼児の大きさに合

わせて輪投げの輪を作った。」 

・「幼児が喜ぶように、カラフルにし

てみた。」 

 

従来の指導方法 

・かかわり方について、既習事項を思

い起こしたり生活経験上の学びを

生かしたりして、各自が頭で考えて

実習に臨むだけで、動きをつけた学

習活動を通して指導することは行

っていない。 

 

 

 

 

従来の「幼児と触れ合う活動」の直前

指導 

・出発前の短時間しかないため、持ち

物、失礼のないようにまたは安全面

での注意事項などが中心であった。 

 

従来の「幼児と触れ合う活動」のまと

め 

・保育所へのお礼の手紙を書き、実習

の感想を交流し合うという形であ

った。 

改善した「工夫」への指導 

・幼児のために、何をどう工夫したのか、具体的に

詳しく思い出して書くように指導を繰り返した。 

↓ 

・「幼児の手のひらでつかみやすい太さを考えた。

腕の力も弱いので、新聞紙を使って軽い輪にし

た。」 

・「幼児の情操を育てるために、明るい色を使った

方が良いと思ったので、段ボールのままでなく水

色に塗ってみた。」 

 

改善した指導方法（本時） 

・でき上がったおもちゃで幼児が遊ぶ際、困りそう

なことはないかを考え、予想される困難やトラブ

ルへの対応に問題を焦点化する。 

・遊び方（年齢差・個人差・難易度・飽きてしまっ

た時の対応等）を工夫し、どのように幼児に接し

たらよいか「表情」「言葉」「動き」で具体的に表

現し（表情、声の大きさ、トーン、速さ、姿勢、

目線、手の掛け方、注意や仲裁の仕方、励まし方

や誉め方等）、よさや改善点を指摘し合う。 

 

改善した「幼児と触れ合う活動」の直前指導 

・前時の学習プリントを見てロールプレイングで 

学んだことなどを復習し、自分はどんなかかわり

が実践したいのかを、簡単に書かせてから出発し

た。 

 

改善した「幼児と触れ合う活動」のまとめ 

・その日のうちにレポートを書き、教師が確認を 

した。 

・かかわり方の振り返りが書けるように用紙に指 

示をした。 

・「かかわる」ということをキーワードに交流し、

自分の成長を振り返って感謝の気持ちをもった

り、人間関係を大切にしようと考えたり、幼児を

取り巻く環境の一人であることを自覚したりす

る生活への出口をつかませるまとめにした。 

 



○身長が自分の半分くらいの子たちとかかわるのは、中学生になって初めてだったし、行く前

は本当に上手に幼児にかかわることができるか心配だったけど、ロールプレイングでやって

みた事や、どんな言葉かけをしたらよいか考えていったことを生かして僕にもできたのでよ

かったです。つり竿の糸が絡まったときの対応は特に大変でしたが、直してあげたつり竿で

楽しそうに遊んでいるところをみると、うれしかったし、本当にやってよかったと思うこと

ができました。 

（幼児が嫌いではないが、全く幼児とまったくかかわったことのなかった生徒の振り返り） 

○名前で呼んだり、幼児の目線まで姿勢を低くしたりすることを特に頑張りました。ロールプ

レイングでやったことが生かせてよかったです。目を見て何かを話すと、向こうも目を見て

元気に返事をしてくれたり、プレゼントをあげるととても嬉しそうにしてくれたりしたの

で、本当に頑張ってよかったなあと思いました。もうすぐ私達は卒業だけど、幼い子と遊ぶ

ことで私達にはない新鮮さを味わうことができました。私は幼児があまり好きではなかった

けれど、前より幼児が好きになりました。   （幼児が嫌いと応えていた生徒の振り返り） 

・保育所訪問当日、保育所の先生からも、幼児と触れ合う活動での生徒の姿は「硬さや距離感がな

く、温かいかかわりが多く見られた」と評価していただくことができた。 

 

（２）工夫したことが実践できる力を育成する指導方法の工夫改善 

① 生徒の活動の振り返りを通して、何を工夫したのか、どう工夫したのか、何のために工夫した

のかを重点的に指導することを繰り返していくうち、今日はどんな工夫ができたのかを具体的に

まとめたり、工夫することを意識して活動できたりするようになった。 

 

「今日はたくさん工夫ができた。」 

「新聞紙を丸め、幼児の大きさに合わ

せて輪投げの輪を作ることができ

た。」 

「幼児が喜ぶようにカラフルにし 

た。」 

（かつてのおもちゃ作りの反省より） 

 

 

 

「幼児の手のひらでつかみやすい太さを考えた。

腕の力も弱いので、新聞紙を使って軽い輪にし

た。」 

「幼児の情操を育てるために、明るい色を使った

方が良いと思ったので、段ボールのままでなく

水色に塗ってみた。」 

（改善後のおもちゃ作りの反省より） 

 

② 幼児とのかかわり方を工夫する学習で、事前にロールプレイングを行ったことを有効に生かし

ている生徒の姿が多く見られた。特に、幼児と接するときに直面しそうな問題点を焦点化（うま

くできない子、つまらなさそうな子、順番抜かしやけんか、危険な行動をする子にどうかかわる

か）し、同じ課題意識をもってその解決方法をロールプレイングで見合うことは、自分の行動と

して生かすことのできる工夫を見付けることができ、それが印象に残って実践にもつながってい

った。 

③ 前時の学習で生徒の意識が「幼児とのかかわり方」に焦点化され、「楽しもう」「頑張ろう」と

いった漠然とした目標でなく、「自分はどんなかかわり方をしてきたいか」という具体的なめあて

をもつことができた。 

○ロールプレイングで、輪投げのＡ子さんやＢ子さんたちは、上手にできない子に一緒にやっ

てあげていた。僕たちも、手を取って一緒にやってあげることにした。 

○ボーリングのＣ男さんが、うまくできた時ハイタッチをして本当にうれしそうな表情がよか

った。僕も一緒に喜んであげたり褒めてあげたりしたい。 

○今日みんながやってくれたように、中学生でも、幼児にとっては先生のような（大人のよう

な）存在だから、目線を合わせてこっちも楽しい表情で接してあげたい。でも、守らなきゃ

いけないことや注意しなければならないことは、しっかりやりたい。 



○もし喧嘩が起きたら、Ｄ子さんみたいに、ちゃんと幼児と幼児の間に入って目線を合わせ、

肩を支えて仲裁に入りたい。 

○魚釣りチームが、一緒に竿を持ってやってあげるのがよかった。 

○やる気のないようなつまらない顔でなく、発表してくれた人はみんな笑顔でできていた。「頑

張って」「大丈夫、もう一度」などの声かけも良かった。自分が楽しくやらないと幼児も楽し

めないので、僕も積極的に参加したいと思った。 

○パズルのＥ子さんやＦ子さんは、保育士さんのように優しく表情豊かに話しかけていた。恥

ずかしがらずにやってみたい。   （「幼児とのかかわり」（本時）の学習プリントより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ かかわり方の工夫に焦点を絞って指導し、ロールプレイングで工夫したことが実際に動きとし

て実践できる見通しをもたせる活動を行い、さらにはかかわることを重点にしためあてをもって

実習に臨んだことにより、次のような成果を得ることができた。 

・生徒は、幼児に自らかかわっていく喜びを実感として味わうことができた。 

・生徒は、自分の成長を振り返り感謝する気持ちを高めることができた。 

・幼児を育てる環境の一人として、幼児に対してよりよいかかわりをもっていこうとする意

欲や態度を育てることができた。 

 

 
○保育所に行って実際幼児と遊んでみると、楽しかったけど大変でした。ふだん私達が使って

いる言葉や同級生の友達に対する接し方と違って、幼児には話しかける時もゆっくり分かり

やすくしゃべりかけないといけないし、しゃがんで同じ高さになって話しかけないとだめだ

からです。失敗したら「惜しい」とか「もう一回頑張ってみようか」などと励ましの声も必

要です。でも、私もやっているうちに自然にどうしたら良いか考えて動けたし、「ありがとう」

「また来てもいい？」などと喜んでくれた時、本当にうれしかったです。それに、昔は普通

に通っていた保育所も、成長してから久しぶりに訪ねてみると新しい発見がいっぱいあって

楽しかったです。私達はもうすぐ義務教育が終わるけど、今までずっと周りの人にいろんな

ことを教わりながら、関わってもらって成長してきたことが改めて分かりました。これから

は逆に、周りの子の成長を手助けできる一人になりたいと思いました。 

○幼児でも、友達と協力したり仲間を一人にしないでグループ行動をしたり、並び順を守った

りしていてすごいなあと思いました。幼児はあまり好きじゃないけど、この実習を通しても

っと幼児と関われたらいいなと思いました。受験や勉強や最上級生ということでプレッシャ

ーがあり、「上から目線」で小さい子を見がちだけれど、こっちまで幼児を見ていると嬉しく

て楽しくなれます。幼児でも「下から目線」や同じ目線でかかわれるといいなと思いました。 

○久しぶりに保育所に行って、僕ってこんなに小さかったかなと思いました。自分もあれから

ずいぶん大きくなったということを思ったし、成長って早いものだと思いました。今日はフ

ルパワーで手伝ったり、気遣ったりしてすごく疲れました。保育士さんはすごいな。お母さ

ん、ありがとう。       （「幼児と触れ合う活動の振り返り」の学習プリントより） 

僕は最初、自分から積極的に声が掛けられるか心配でした。でも、頑張って「すごいねー」

とか「頑張ってね」と自分から声をかけられたのでよかったです。あと、ただ立って声をかけ

るんじゃなくて膝立ちになって目線を低くして声をかけることができました。釣り方をやさし

く教えたり、つれたら「大きいのが釣れたねー」「やったね」と、一緒に喜んだり褒めてあげた

りできたのでよかったです。前にやったロールプレイングをやっていなかったら、立ったまま

相手をしていたと思います。話し方はパズルの人たちの幼児向け話し方、励ましや手伝いは輪

投げの人たちをお手本にして、真剣に取り組めたし実行できたのでよかったです。 

            （「幼児と触れ合う活動の振り返り」の学習プリントより） 


