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事 例 小学校 生活科 第１学年「みんな だいすき」

＜内容（２）家庭と生活＞

テーマ 「伝え合う場を通して、知的な気付きの質を高める生活科の授業改善」

授業改善 ①繰り返し家族とかかわり、家族や自分への気付きの高まりを生み出す単元指導

の視点 計画の改善

②家族とのかかわりを通して、気付きの質を高めるための家庭との連携

③家族との伝え合い、仲間との伝え合いの場を通して、気付きの質を高めるための指導

・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

・家族のことや家庭での自分の ・家族の自慢や家族にしてもら ・家計を支える仕事、家事に

生活に関心をもつことができ っていることを振り返ること 関する仕事、家族の団らん

る。 ができる。 など家族のことに気付いて

・家族が楽しくなることや役に ・自分でできることや家族の役 いる。

立つことを考え、進んで自分 に立つことなどを考えること ・家庭生活において、自分で

の役割を果たそうとしている ができる。 できることを進んでするこ。

・家族と一緒にかかわることの ・家族としたことや自分ででき とが大切なことに気付いて

楽しさを感じている。 るようになったことを動作や いる。

言葉で表現することができる ・家族の温かさや大切さにつ。

いて気付いている。

【把握の方法】

○生活への関心・意欲・態度

評価の場 評価内容 評価方法 判断例 評価の判断基準

・夏休みの絵日記 家族と一緒に ・絵日記の内容 ・家族と一緒に過ごした ・左記の評価内容

・夏休み後の交 過ごすことの楽 ・夏休み後の交流 思い出から、家族との ２項目について

流会 しさを感じてい 会の内容・つぶ かかわりや楽しかった 全てができてい

る。 やき ことが表現されている たら 「おおむね。 、

満足できる」状

・本単元の導入 日常生活の中 ・児童用実態調査 ・家族の役に立つように 況と判断する。

前の実態調査 で進んで家族と の分析 と進んでお手伝いをし ・２項目のうち１

かかわろうとし ている。 つ以上の項目に

ている。 ・会話や遊びなど日常的 おいて質的に高

に家族とのかかわりを い場合 「十分満、

行っていると感じてい 足できる」状況

る。 と判断する。
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○活動や体験についての思考・表現

評価の場 評価内容 評価方法 判断例 評価の判断基準

・夏休みの絵日記 家族と過ごし ・絵日記の内容 ・夏休み中のお手伝いを ・左記の評価内容

・夏休み後の交 たことや自分で ・夏休み後の交流 がんばった様子や工夫 ２項目について

流会 できたことを伝 会の内容・つぶ したことが表現されて 全てができてい

える。 やき いる。 たら 「おおむね、

・家族と楽しかったこと 満足できる」状

や自分でがんばってで 況と判断する。

きたことなどを教師や ・２項目のうち１

友達に話している。 つ以上の項目に

・本単元の導入 家族のことや ・児童用実態調査 ・家族の役割について考 おいて質的に高

前の実態調査 自分でできるこ の分析 えている。 い場合 「十分満、

とについて振り ・お手伝いや自分ででき 足できる」状況

返り、考えてい ることについて、どん と判断する。

る。 なことをしているか振

り返り、今後できそう

なことを考えている。

○身近な環境や自分についての気付き

既習単元名 評価内容 評価方法 判断例 評価の判断基準

・夏休みの絵日記 家族と一緒に ・絵日記の内容 ・家族と楽しかったこと ・左記の評価内容

・夏休み後の交 過ごすことの楽 ・夏休み後の交流 やうれしかったことに ２項目について

流会 しさや喜びに気 会の内容・つぶ 気付き、それを表現し 全てができてい

付いている。 やき ている。 たら 「おおむね、

・本単元の導入 家庭生活を見 ・児童用実態調査 ・家族が自分のためにや 満足できる」状

前の実態調査 つめ、家族がや の分析 ってくれていることが 況と判断する。

ってくれている いろいろあることに気 ・２項目のうち１

こと、自分でで 付いている。 つ以上の項目に

きることがある ・自分でできることがあ おいて質的に高

ことに気付いて ることに気付いている い場合 「十分満。 、

いる。 足できる」状況

と判断する。

調査人数３０人【結果】

合計 平均「十分満足で 「おおむね満足 「努力を要す

きる」状況 できる」状況 る」状況

（３点） （２点） （１点）

生活への関心・意欲・態度 ４人 ２０人 ６人 ５８点 点1.93

活動や体験についての思考・表現 ２人 １８人 １０人 ５２点 点1.73

身近な環境や自分についての気付き １人 １６人 １３人 ４８点 点1.6
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【分析】

、 、・これらの結果の要因を探るため 保護者に対象児童らの家庭生活の様子についてアンケートを行い

分析のための資料とした。

○生活への関心・意欲・態度について

、 。・頼まれれば手伝うが 進んで行おうとする意欲は低い

・親の団らん意識は高いが、児童の団らん意識は低い。

児童の実態調査と保護者アンケートの結果から、

日常生活において進んでお手伝いをする児童が少な

く、児童の多くは、お手伝いをしていないことが分

。 「 。」かった お手伝いをすると 家族が喜んでくれる

「ありがとうといってもらえてうれしい 」という。

、 。 、体験はあるが 日常生活には根付いていない また

保護者も 「お手伝いをさせることは大切だ 」とい、 。

う意識はあるが 「お手伝いをさせると時間がかか、

る 」などの理由から、日常的に家族の一員として。

の役割を与えていないのが実態であることが分かっ

た。家族の団らんについては、保護者は、毎日話を

していると感じている。確かに話をしているようだ

、 、「 。」 、が 児童は 聞かれたら話す という意識であり

「団らんは楽しい時間である 」という実感は乏し。

い。このような実態から、本単元では、家族とかか

わる体験や活動を繰り返し設定し、家族と一緒に仕

事をしたり、遊んだりすることの楽しさを実感でき

るような単元構成をすることが必要だと考える。

家庭でのお手伝いの実態(保護者）

30%

37%

33%

毎日

頼んだとき

やらない

9 11 10家庭での団らんの実態(保護者）

76%

7%

7%

10%

毎日

週２回程度

休日

ほとんどない

＜ お手伝い・団らんについて記述回答＞

・お手伝いをすることで、家族の一員であること、家族

が助け合って生活していることの分かる子になってほ

しい。

。・自分にできることは自分でできるようになってほしい

・大切なことは分かるが、大人がやったほうが早いから

あまり仕事を頼まない。

・お手伝いをしてもらうと時間がかかり、大変だ。

の話を聞く。・ゆっくり聞けないが、学校の話やゲーム

・忙しいため、なかなか何かを一緒にやるという時間

がもてない。
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○活動や体験についての思考・表現について

児童の実態調査において、家族と一緒にいて楽し

いこととして、左記のような結果がみられた。児童

が家族と一緒にして楽しいと感じることの多くは、

休日の活動である。内容としては 「家族と一緒に、

買い物に出かける 「テーマパークなどへ出かけ。」

る 」など外出するものが多かった。児童が楽しい。

と感じる体験や活動は限られており、家族と多様な

遊びを経験していないと考えられる。しかし、その

、「 。」「 。」反面 キャッチボールがしたい つりがしたい

「一緒に何かを作りたい 」という願いをもってい。

る。とても簡単なことに感じるが、これらの体験や

活動は、ワザを磨いたり、コツを覚えたりして上達

するものであり、外出のように一時の楽しさを味わ

うだけではない。継続して楽しめるものである。

このことから、児童は、家族がやっているようなことをやってみたいという憧れをもっていると

考えられる。また、もっと、もっと家族とふれあいたいと欲しているとも考えられる。しかし、そ

れには、家族のかかわる時間と協力が必要となる。そこで、家族と一緒にかかわる中で、ワザを高

めたり、上達したり、工夫したりできるような体験や活動を継続して行ったり、体験や活動が多様

に広がったりするように仕組んでいくことが大切だと考える。そのためにも、家庭との連携が重要

である。

○「身近な環境や自分についての気付き」について

・家族と自分のつながりが無自覚。

・家族が自分たちのためにしてくれていること、家

、 。族の温かさ 自分でできることに気付いていない

半数が進んでお手伝いをしようという気持ちでは

なく 「怒られるから 「頼まれたから仕方ない 」、 。」 。

という気持ちでお手伝いをしていることが分かっ

た。家族が自分のためにしてくれていることに目が

向けられていないことや、その中で自分にもできる

。ことがあることに気付いていないことが考えられる

また 「家族のじまん」についての調査結果から、家、

族の自慢できる活動だけにとどまっていて、それら

が自分をどのように支え、自分とどのようにかかわ

。 、っているかという気付きには至っていない そこで

まず家族を見つめ、家族がしていることは、自分の

ためにしてくれていることであることに気付かせたい そこから 家族について考える場を設け 家。 、 、「

族のために 「家族が喜ぶこと 「家族の役に立つこと」など「自分でできることがある」ことに気」 」

・家族と一緒にいて楽しいことは「お出かけ」

「 」・やってみたいことは ワザやコツの体験や活動家族と一緒にいて楽しいことの実態(児童）

44%

40%

16%

買い物など外出

公園などで遊ぶ

テーマパークへ
の外出

家族と一緒にやってみたい楽しいことの実態(児童）

33%

29%

25%

13%

キャッチボール

料理・もの作り

つり

ゲーム・ＴＶ

お手伝いをする時の気持ち

49%

17%

27%

7%

しかたないな

がんばろう

うれしい

家族のために

＜家族のじまん＞について事前の実態調査

・魚つり（父・祖父）

・料理 お菓子作り（母）

・野球 （父）

・野菜作り（祖父母） など
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付けるようにすることが必要であると考える。

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

１で述べた学習状況の把握と分析から、家庭と連携し、家族とかかわる体験や活動を繰り返し、

家族や自分への気付きを高めることが必要であると考え、次の３点について授業改善する。

①繰り返し家族とかかわり、家族や自分への気付きの高まりを生み出す単元指導計画の改善

②家族とのかかわりを通して、気付きの質を高めるための家庭との連携

③家族との伝え合い、仲間との伝え合いの場を通して、気付きの質を高めるための指導・援助の工夫

（２）改善の具体的方途と実践

①繰り返し家族とかかわり、家族や自分への気付きの高まりを生み出す単元指導計画の改善の工夫

ア 気付きの質の高まりを明確にした単元構想図の作成

学習状況の分析から、３観点のうち「身近な環境や自分についての気付き」が低いという

ことが結果として出ている。そこで、本単元を通して、どのような気付きの高まりが生まれ

るかについて具体的にした。

単元構想図(資料）にもあるように、小単元ごとにの気付きの質の高まりを想定した。そ

して、気付きの質の高まりが生まれるように直接的な体験や活動を繰り返し行い、考える場

。 、 、や伝え合う場を設定した このような単元構想図を描くことで 単元の出口の姿を明確にし

どのような手立てや指導・援助が有効であるかを明確にすることができた。

イ 家族と繰り返しかかわり、家族や自分について考える場を設けた単元指導計画

単元指導計画の改善点について

＜従前の指導計画＞

・家の人と一緒に取り組むことでは同じではあるが、家族の温かさや家族一人一人のよさへの気付

きが高まらない。

、 。 、・家庭での体験がそれぞれ違うため 個々の取り組んだことの交流でとどまってしまう そのため

交流を通して、気付きを高めていくことが難しい。

＜改善後の指導計画＞

・家族のよさ「かぞくのはなまる」を見付ける活動を行い、家族一人一人のよさや自慢を見付ける

学習を位置付けた。そして、家族のよさや自慢について、自分とのかかわりについて考える場を

。 、 、「 、設けた これにより 家族のよさに気付くだけにとどまらず 家族が自分の生活を支えるために

または楽しくするためにしてくれていること」に気付くことができると考えた。

・本単元の「うちのひとと一緒にしよう」では、家庭での仕事にとどまらず、一緒に楽しめる遊び

も取り入れた。さまざまな家庭の実態からも、毎日、家族と一緒に何かをする時間がとれていな

いため、家事にとどまらず、家族とかかわるさまざまな体験や活動を取り入れた。

・ はなまる大作戦」の日常的な交流会を行うように朝の会で「ミニ交流会」を位置付けた。日常生「

活において体験したことを仲間に伝え合うことで、家族や自分への気付きの質を高めるようにと

考えた。



時 ねらい 学習活動 気付きの質の高まり

１

・教師の家族紹介

を聞き、家族と

の楽しかったこ

とや家族の得意

なことを知らせ

たいという意欲

をもつことがで

きる。

○教師の家族自慢ＶＴＲを見て、自分の家族

について想起する。

・ぼくのおじいちゃんは、野菜作りが上手だ

よ。

・お母さんの自慢はお菓子作りだよ。

・夏休みに海に行ったのが楽しかったよ。

・温泉の旅行が楽しかったよ。

・うちのおばあちゃんもやさいづ

くりがじょうずだよ。

・おとうさんは、つりがじょうず

だよ。

・うちのおとうさんのじまんって

なにかなあ。

・おかあさんのじまんは？
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例：生活科 第１学年「みんな だいすき」

従前の単元指導計画 簡易版 改善した単元指導計画（簡易版）（ ）

小単元 活動内容 小単元 活動内容

うちのひと ・家の人の仕事や家の人 き い て き ・教師の家族紹介を聞き、自分の家族を振り返る。

といっしょ と一緒にする遊びにつ い て ぼ く ・家族と一緒にして楽しかったことやうれしかったこと

に し よ う いて発表する。 ・ わ た し を振り返り、仲間と交流する。

３＋課外 ・家の人と一緒にしてみ の か ぞ く ・家族のよさ「はなまる」を見付ける。（ ）

たい仕事や遊びについ （５） ・ かぞくのはなまる」を紹介する。「

「 」 。て調べ発表する。 ・ 家族がみんなのためにしていること について考える

・家の人と一緒にしてみ う ち の ひ ・家族の役に立ったり、楽しくなること、自分でできる

たいことを決め、計画 と と い っ ことを考え、話し合う。

をたて実行する。 し ょ に し ・家族と相談して 「はなまる大作戦」の内容を決める。、

たのしかっ ・家の人としたことを発 よ う （ ５ ・ はなまる大作戦」について、仲間と交流しよう。「

たことをお 表する準備をする。 ＋課外）

「 」 、 、しえあおう ・家の人と一緒にした仕 た の し か ・ はなまる大作戦 で楽しかったこと がんばったこと

。（３） 事や遊びの様子につい っ た こ と できるようになったことを仲間に伝え合う準備をする

て発表をする。 を つ た え ・グループごとに「はなまる発表会」をする。

・発表を聞いて、気付い あおう ・お家の人からの手紙を読む。

たことを話し合う。 （６） ・ はなまる大作戦」を通して振り返りをし、自分の「は「

もっとたの ・家の人と一緒にしてう なまるカード」を書く。

しくしよう れしかったことを発表 ・お家の人へお礼の手紙を書く。

３＋課外 する。 「 冬 休 み 冬休みに家族に喜んでもらえること」を話し合う。（ ） 「・

・家庭生活をもっと楽し は な ま る 家族と相談して、年末年始ならではのこと、もう一度

くするために、自分に 大 作 戦 」 挑戦したいことなどを考え内容を決める。

できることを考え、計 を 考 え よ 冬休み中に取り組んだ「はなまる大作戦」の様子につ・

画を立てて実行する。 う （３＋ いて、仲間と交流する。。

・もっと楽しくするため 課外） ・ 冬休みはなまる大作戦」につい振り返り、家族のこと「

に工夫したことを発表 や自分について考える。

する。

例：小単元 第１次「きいてきいてぼく・わたしのかぞく」における実践
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２・３時間目には、家族のよさや自慢が自分と

どのようにかかわりがあるかまで、気付きは高ま

っていない。

４・５時間目には、前時に家族と自分とのかか

わりについて気付きをもてている児童の学習カー

ドを紹介した。そして、家庭で調べた家族のよさ

や自慢について考えたことをペアで交流した。こ

の時間の学習により、家族のよさや自慢できるこ

とは 「自分の生活を支えるため、楽しくするた、

めにしていることであること」に気付きを高める

ことができた。

この小単元で、児童は、家族がそれぞれの役割

をもっていることに気付き、自分もその役割の一

つを果たしてみたいという願いをもつことができ

た。

２

・

３

・「家族のはなま

る」について調

べたことをペー

プサートや絵で

表し、友達に紹

介することがで

きる。

○ペープサートや絵で調べた家族のはなまる

を紹介する。

・ぼくのおじいちゃんのはなまるを紹介しま

す。ぼくのおじいちゃんは、畑で野菜作り

が上手です。ざんぱんで肥やしを作って、

大きくておいしい野菜を作ります。

・おかあさんのはなまるを紹介します。私の

お母さんは、卵焼きを作るのが上手です。

毎日、私や弟のために作ってくれます。時

々、えらそうなので、私が作ってあげたい

です。

・わたしのおかあさんも、いつも

自分たちのためにごはんをつく

ってくれたり、おふろそうじを

してくれて、うれしいな。

・お父さんは、魚を釣ってきたら

ら、ぼくたちに食べさせてくれ

るよ。たくさん釣れたときには

とってもうれしいよ。

４

・

５

・家庭生活をふり

かえり、家族が

みんなのために

してくれている

ことに気付き、

家族の一員とし

て自分でできる

ことについて考

えることができ

る。

○家族の役割について考える。

・お父さんは、夜遅くまで仕事をしてくれて

ありがとう。お母さんは、病気でもお料理

を作ってくれてありがとう。

・かぞくのみんながそれぞれちがうしごとを

ぼくたちのためにしてくれていると、ぼく

もおてつだいがやってみたくなったよ。

・うちのかぞくのために、いちば

んやってくれるのは、おかあさ

んです。おかあさんがたいへん

なので、てつだってあげたいと

おもいます。

・しごとって、えらいのかなあ？

・おばあちゃんは、おあかあさん

がいそがしいので、せんたくも

のをほしてくれます。おばあち

ゃんもたいへんなので、こん

ど、わたしがてつだってあげた

いです。
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②家族とのかかわりを通して、気付きの質を高めるための家庭との連携

ア 家庭教育学級との関連付け

本単元に入る前に、家庭教育学級で「いのちの誕生 いのちのつながり」について学習会を行

った。家庭教育学級では、親子で 「命のはじまり」と「家族の絆」について、講師の先生の話を、

聞いた。母親から生まれたことは当たり前にわかっている児童も、あらためて話を聞き、母親と

のつながりや家族の愛情について関心をもつことができた。

また、多くの保護者も、あらためて我が子の誕生を見つめる機会となった。そして、日々の忙

しさに追われ、親子のコミュニケーションの大切さを感じるきっかけとなったようである。

家庭教育学級での講演会では、親子、家族が今のコミュニケーションを見つめ直すことができ

た。家族のコミュニケーションの大切さを考えることで、家族の大切さや温かさについての気付

きを高めることにつなげることができたと考える。

イ 気付きの質を高めるための家庭との連携

実態の分析から、児童にとって家族の存在は無自覚で、家族について「大切なもの 「自分の生」

活を支えてくれている人たち 「生活を楽しくしてくれている人たち」という意識が自覚化してい」

ないと考えられる。本単元では、家庭が体験や活動の場であること、それらを通して気付きが生

まれる場であること、家族のコミュニケーションの場であることから、家庭への依頼や学習の様

子の情報交流を行うことが大切だと考える。

通信による家庭への依頼

本単元では、家族とのかかわりが大切な体験や活動となるため、単元のねらいや具体的な活動例、

学習内容、学習の進め方などを伝え、児童とのコミュニケーションが深まるようにお願いをした。

(資料）

通信での情報交流

、 、 、 、それぞれの家庭で どのような体験や活動が行われているか また 児童らがどんなことを見付け

どんなことを感じているのかなどを通信によって情報交流した。家族が家庭での活動をより豊かにし

たり、児童とのかかわり方を考えたりするきっかけとなるようにした。 (資料）

～家庭教育学級講演会の保護者の感想～

☆子どもが生まれたときのことを思い出して、涙が出ました。それと同時に、わたし自身も

いろいろな人たちの愛に包まれて大人になってきたんだなと感動しました。子どもたちに

も、自分が与えてもらったような愛情を注いで、他人にも自分にも優しい人間に育って欲

しいと思っています。

☆今日の講演会で、命の大切さを感じ、子どもに対しての接し方を見直し、忙しさを理由に

しないで、少しの時間でも子どもと接する時間を大切にしたいと思います。

☆人間として生まれてきて、一番大切なことを、親子共々勉強できて、今後の生活に生かせ

たらと思います。うちに帰って、子どもからもらった手紙に「今、とても幸せです。お父

さん、お母さん、ほんとうにありがとう 」と書いてあるのを見て、こんなふうに思って。

くれているのかと思うと涙、涙でした。

☆子どもたちが、どんなことを考え、思い生活しているかは、先生たちだけではなく、親と

しても真剣に見守り、話していくことを心がけたいと思いました。
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③家族との伝え合い、仲間との伝え合いの場を通して、気付きの質を高める指導・援助の工夫

ア 書く言語活動による家族との伝え合いの場の設定

本単元は、他の単元とは違って、直接的な体験や活動の場が家庭にある。そのため、教師が見取

ることができない。そこで、児童が、体験を通して見付けたこと、考えたことなどを学習カードに

書くようにした。書く活動を取り入れることで、活動を振り返ったり、家族や自分を見つめられる

ようにしたいと考えた。

そこで、体験したことを振り返り、学習カード（はなまるカード）に家族と一緒に書く活動を取

り入れ、家族と自分という双方向の伝え合いができるようにする。はなまるカードには、絵日記形

式で書いたり、家族にあてた手紙形式で書いたりと形式を選ぶことができるようにした。はなまる

カードに言葉や絵で表現することを通して、家族と一緒に活動する楽しさを感じ、さらには 「家族、

の役に立った 「できるようになった 」という自分への気付きを高めることができると考えた。。」、 。

また、家族からコメントを書いてもらうことで、家族から感謝されたり、褒められたりする喜びを

感じることができ、このことが、自分への自信となるとともに、認めてくれる家族の温かさや大切

さに気付くことにつながると考えた。

例：家庭でのはなまる大作戦の実践「Ａ児 料理の盛りつけ」

＜従前の授業＞

・ 家庭、地域の方に依頼して、名人として仕

事や遊びなどを教えていただいた。児童は

教えていただいたことを家庭に帰って取り

組んでいた。

・取り組んだことを発表する際には、表現の

出来映えを目指す傾向があった。

（Ａ児のはなまるカードより）

今日、お母さんに料理の盛りつけを教えても

らいました。食べるものがとびでないように、

できるだけ、皿の中側に盛りつけるようにしま

した。

（Ａ児母のコメント）

一度にたくさん盛りつけようとしたので、落として

しまったね。みんながおいしくて食べれるよ に、がう

んばってくれました。

（Ａ児のはなまるカードより）

今日も料理の盛りつけをしました。煮物を

つけるときに多かったのでお皿を二つにしま

した。そしたら家族が 「とりやすいよ 」と、 。

言ってくれたのでうれしかったです。魚の向

きもそろえました。

（Ａ児母のコメント）

今日は２つの工夫をしてくれました。みんなが

食べやすいように考えてくれたことが いです。すご

＜従前の課題＞

●体験や活動が受け身的で、願いの連続性

が十分に図られていなかった。また、繰

り返しの体験・活動ではないため、得ら

。れた気付きを質的に高めることが難しい

●表現の出来映えを目指す学習活動では、

十分に気付きを引き出したり、高めたり

することが不十分だった。

＜授業改善 伝え合いの場の必要性＞

、 、 、○児童は 体験や活動を通して得た学びや気付きを 多様な言語活動による伝え合う活動を通して

自分の中で学びや気付き明確にしたり、比べたり、関連づけたりして気付きの質を高めることが

できると考える。

○一人一人の学びや気付きを仲間と共有し、気付きの質を高めることができると考える。
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Ａ児は、家庭での「料理の盛りつけ」という活動を通して、うまくできなかったことが、できる

ようになり、自信をもつことができるようになった。そして、盛りつけの方法を覚えるだけではな

く、どうして、そのように盛りつけをするとよいのかという意味を知り、食べる人（家族）のこと

を考えて盛りつけをしている母親の気持ちに気付くことができた。さらにＡ児は、この体験を給食

当番でも生かし、みんなが食べやすいようにと盛りつけを行う姿が見られた。

例：家庭でのはなまる大作戦の実践「Ｂ児 食器あらい」

Ｂ児は、初め、お茶碗などの簡単なものを母親と一緒に洗っていた。この食器洗いを継続する中

で 「もっと大きなものを洗ってみたい 「全部自分でやってみたい 」という次の活動への願いが、 。」 。

高まっていった。これは、母親とのコミュニケーションの中で、褒められたり、認められたりとい

ったことを体験し 「自分でできるようになった 「お母さんに喜んでもらいたい 」といった情緒、 。」 。

的な気付きが高まったからだと考えられる。

イ 気付きの質を高めるための学習過程の工夫

気付きの質が高まるような直接的な体験や活動の精選

実態調査の分析結果から、児童の多くは、家族と一緒にワザやコツを高められるような遊びがし

たいと考えている。また、日常的に継続して児童が取り組める活動をすることで、気付きの質が高

まったり、広がったりすると考える。そこで、家庭で行う直接的な体験や活動について、以下のよ

うな視点で内容を精選した。

）（Ｂ児のはなまるカードより

家族みんなの食器がたくさんあ

って、手が疲れて手伝ってと言い

たくなりました。いつもお母さん

も手伝ってほしいと思っているの

かな。だから、ぼくは手伝ってあ

げたいです。

（Ｂ児母のコメント）

今日はあまり手を出さず、おまかせ

しました。洗う順番を話しながら、休

むことなく、すすぎまでやりきってく

れて、うれしかったよ。

（ ）Ｂ児のはなまるカードより

今日もお母さんと皿洗いをしま

した。フライパンやお弁当箱は、

、油がいっぱいついてヌルヌルして

洗うのがえらかったです。いつも

より洗剤をいっぱいつけて、丸く

こすって汚れを落とすといいこと

を教えてもらいました。

（Ｂ児母のコメント）

前にフライパンを洗ってるときに「今度ぼ、

。」 、くがやるからやり方を見ておくね と言って

今日は思い出してやってくれました。

（ ）Ｂ児のはなまるカードより

皿洗いを教えてもらったよ。お

。 「 」もしろかったよ スポンジを く

みたいに曲げて、コップの口をク

ルクル回すとピカピカになりまし

。 。た お母さんが教えてくれました

（Ｂ児母のコメント）

つるつるすべって難しそうだったけ

どピカピカにしてくれたね。助かりま

した。これからもお母さんの力になっ

てくれたらうれしいな。
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○お手伝いについて

・家族に教えてもらって一緒にできる仕事であること

・日常的に継続して行いやすい仕事であること

・継続する中で、コツやワザを身に付け、高められること

○遊びについて

・家族で話しながらできる遊びであること

・日常的に継続して行いやすい遊びであること

・継続する中で遊びの工夫ができるものであること

○自分自身のことについて

・家族に教えてもらいながらできること

・繰り返し取り組むことができること

・工夫して行うことができること

事前に家庭にも活動例として提示していたため、どの家庭でも「コツやワザのある活動 「工夫する」

ことができる活動 「日常的に繰り返し家族と一緒にできる活動」を児童と相談しながら進めることが」

できた。また、一つの活動に興味をもちコツやワザを深めていく児童、いろいろな活動に興味が広が

っていく児童とさまざまな姿が見られた。

気付きの質が高まるような学び方の明確化

○諸感覚を大切にした学び方の定着

＜児童の主な活動＞

洗濯干し・洗濯たたみ・食器洗い

アイロンかけ・料理づくり

風呂洗い・米あらい など

＜児童の主な活動＞

うわぐつあらい

時間割

部屋の片付け など

・朝ごはんの時に、いいにおいがします。お母さんは

たまごやきを作るのが上手です。

（２・３時間目「家族のはなまる紹介 ）」

・おばあちゃんに、お米とぎを教えてもらったよ。お米

がじゃりじゃりいっておもしろかったよ。

（６時間目「はなまる大作戦の交流 ）」

・おかあさんとおりがみをしたよ。こまを作ったよ。

。 （ ）お花みたいな形だったよ 家庭での学習カード

・ハンバーグを作りました。お肉をねっているときに、

やわらかくて、つめたかったです。前よりもじょうず

。 （ ）にできました 家庭での学習カード

・フライパンを洗いました。フライパンは、油がついて

いてネバネバしているので、大変でした。

（ １１時間目「はなまる大作戦の交流 ）」

・ぼくは、天ぷらをあげました。さつまいもを油の中へ

そーっと入れました。ビチビチといってました。

（ ）冬休みはなまる大作戦学習カード

＜児童の主な活動＞

つり・キャッチボール・かるた

お手玉・おりがみ・あやとり・

ふくわらい・トランプ など
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これまでの単元においても、児童の諸感覚を使った学び方について、そのよさを価値付けてきた。

諸感覚を大切にした学び方については、教室に掲示し、児童が意識していけるようにした。

、 、 。本単元においても 諸感覚を使って くらべる・たとえる学習ができるように意識付けをしてきた

学び方のよさを価値付けることで、児童に定着してきた。

○伝え合う場での話し方・聞き方の定着

気付きの質を高めるためには、家族と一緒にしたことのみの発表に終わらないようにしたい。家

族から教えてもらったコツや工夫、家族への気付きなどが伝えられるように、日常の交流の場から

以下のような話し方・聞き方を繰り返し学習してきた。

＜伝え合う場での話し方・聞き方＞

単元の中の伝え合う場で、繰り返し学習することで、伝える、聞く、質問するといった言語活動

の学び方が定着した。また、コツやワザをじょうずに聞き出せない１年生の児童にとっては、伝え

合うための有効な手立てとなった。

ウ 気付きの質が高まるような伝え合いの場の位置付け

願いを伝え合うペア交流の位置づけ

どの単元でも、授業の導入に願いを話すこと、そして、授業の終末には、願いがかなったかどう

かについてペアで伝え合うことを位置づけてきた。また、他の教科でも、ペアで話したり、活動し

たり、評価したりすることを多く取り入れてきたため、毎時間、児童は、本時の願いを具体的にペ

アに伝え合うことができるようになった。第１０・１１時では、この時間の「願いカード」を提示

しながら、ペアの子に話すようにした。

例：第１０・１１時の実践「名人になって、コツや工夫を伝え合おう」

○伝える内容

①「はなまる大作戦」でチャレンジしたこと

②いっしょに取り組んだ家族

③初めてやった時と繰り返しやった時と比べて変わっ

たこと

④思ったこと・気付いたこと

⑤やりながらコツやワザ、気をつけること

※①～⑤のことを「まず、次に、そして」と順番の言

葉を使って説明する。

○コツやワザを引き出す聞き方

「どうやってやるといいの？」

「どうするとじょうずにできるの？」

「どんなことに気をつけるといいの？」

「どうして、～するといいの？」

「もう一度やってみせて 」。

「一番難しいことはなに？」

「一番楽しかったことはなに？」

（教える子）

・ 今日わたしは、みんなに上手に作れる卵焼きのコツを教えてあげたいです 」「 。

・ 今日ぼくは、お父さんに教えてもらったお風呂掃除のコツをみんなに教えてあげたいです 」「 。

（教えてもらう子）

・ わたしは、おりがみをおるのが苦手なので、教えてもらって、おりがみがじょうずにおれるよ「

うになりたいです 」。

・ 今日ぼくは、○○くんにあしふみマッサージのやり方を教えてもらいたいです 」「 。
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気付きの高まりを生み出す願い別グループによる伝え合いの場の位置付け

「はなまる大作戦」を通して、友達に教えてあげたい活動を一つ選び、伝え合う活動を２回に分け

て行った。聞き手の児童らは、教えてもらいたい活動を選び、願い別のグループを構成した。

例：足ふみマッサージグループ

Ａ児は、お父さんに行った足ふみマッサージを友達に教えたいという願いをもっていた。言葉と

、 。 、 、動作でやり方を説明したが 聞き手の仲間にうまく伝わっていないことを感じた そこで Ａ児は

仲間が同時にやったほうが、教えやすく、時間もかからないと思いついた。そして、上靴を裏返し

にして、それをお父さんの足に見立てて練習することを思いついた。

自分が伝えたいことをどのように伝えると仲間に伝わるか、その方法を自ら考え、伝えられたＡ

児のよさを価値付けて、次の１１時間目につなげた。

また、教えるときに 「どうしてがに股にして、へこんだ所をふむといいのか 」という足ふみマ、 。

ッサージのコツを質問できた児童にも、その気付きのよさを認め、全体交流の場で広めた。

教えてもらった児童は、この日、家庭でＡ児が教えてくれたように実践したことが分かった。そ

こで、１１時間目の導入では、この児童らのよさを話し、第２回目の伝え合いの意欲につなげるこ

とができた。

＜うわぐつ洗いグループ＞

Ｃ児は、お母さんに教えてもらったことから、仲間にうわぐつがきれいになる洗い方を教えてあ

げたいという願いをもっていた。このグループは、うわぐつを自分で洗っていない児童らで意図的

。 、 「 」 、 。 、に構成した Ｃ児自身も この はなまる大作戦 をするまでは 母にやってもらっていた また

学校生活の中でも、ぞうきんでふいたり、ぞうきんを洗ったり、土遊びをしたりという「手が汚れ

ること」に消極的な姿を見せていた。お母さんから、うわぐつをきれいに洗うコツやワザを教えて

もらい、それを繰り返し行うことで、汚い物をきれいにすることに抵抗がなくなっていった。その

ことが、伝え合いの場でも言葉で表れていた。

Ａ：みんな、自分の上靴を脱いで、裏返しにして。これから

やり方を教えます。上靴の裏をお父さんの足だと思って、

のります。その時に、自分の足をカタカナのハみたいに

がに股の足にしてください。そして、お父さんの足のへ

こんだところをふみます。

Ｂ：これでいい？

Ａ：足は、こっちむきにするといいよ。がに股にするの。

Ｂ：どうして、がに股みたいにするの？

Ａ：だって、まっすぐふむと、お父さんの足と同じになってう

まくふめないし、お父さんが痛いって言ってたから。

Ｂ：わかった。やってみるわ。
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汚いという意識があり、なかなかうわぐつを持てないＥ

児に対し、Ｃ児が困っているから教えてあげるよう意図的に声かけをした。

Ｃ児は、自分の体験を通して獲得し

た 「きれいに洗うコツ」を実演しなが、

ら、仲間に伝えることができた。実際

にやりながら教え合うことで、Ｃ児の

言うとおりにやると本当にきれいにな

。 、 、 。ると実感が声となって表れた また 視覚的に捉えることができ 気付きを共有することができた

そして、きれいにするコツだけではなく 「汚い物をきれいにすることが大切 「汚いと思っても、、 。」

後から手を洗えば大丈夫だから 」という情緒面での気付きを高めることができた。同様の思いをも。

つ仲間に伝えることで、その気付きをより確かにすることができたと考えられる。

＜食器洗いグループ＞

、 。 、Ｆ児は お母さんに教えてもらった食器の洗い方を仲間に教えたいと願いをもっていた Ｆ児は

食器洗いを繰り返し、何度も家庭で体験してきたため、きれいに洗うためのコツをよく身に付けて

いた。そのため、仲間にくわしく伝えることができた。

Ｃ：こういうふうにガチッともつの。わかった？

（それでも躊躇しているＣ児に対し）

Ｃ：汚いと思っても、後で手を洗えばいいんやで。

貸してみん。こうやってガチッてもつの。

Ｅ：うん、わかった。

Ｃ： Ｃ児の持ち方が違うため手をもってやり教える）（

そうそう、そうやってやるといいよ。

Ｃ：裏をブラシであらったら、細かいゴミがとれないでし

ょ。だから、つまようじでこうやってとるんだよ。

Ｄ：わあ、すごい、とれるとれる！

Ｅ：ほんとや。きれいになる。

Ｃ：そうやろ、きれいになるやろ。

Ｆ：次にフライパンの洗い方を説明します。食器の時と同

じように、スポンジを「く」みたいにまげて、フライ

パンの横をはさんで回りを洗います。そして、油がつ

、 。いているので スポンジで丸をかくみたいに洗います

そのあと、フライパンを裏返して、裏を洗います。

Ｇ：どうして、油がついているの？

Ｆ：焼くときに、油がついているからです。

Ｃ：こうやってうわぐつの中に手を入れて、ブラシでゴ

シゴシってこするときれいになるよ。

Ｄ：どうして、うわぐつの中に手を入れるといいの？

Ｃ：手を入れないと、上の所がふくらまないから洗いに

くいでしょ。それに、きれいにならないから。こう

すると、うわぐつの先っぽまできれいになるよ。
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Ｆ児は、スポンジの使い方や食器やフライパンの持ち方の工夫で、汚れを広げず、よりきれいに

洗うことができるということに気付き、実際にやりながら伝えることで、その気付きを確かにする

ことができた。

気付きを自覚し、高めるための振り返りの場の位置付け

体験によって気付いたことを、仲間に伝えることで、さらに自分の中で明確になったり、仲間の

気付きを共有することにつながると考えた。本時の振り返りでは、まず、学習カードに自分の学び

について自己評価した。そして、授業の導入のペアの子と交流し、願いの実現を確認し合った。

そして、全体交流では、意図的指名をして、教師が問い返しをしながら、仲間の気付きを広め、

共有化できるようにした。

従前での振り返りでは 「今日わたしは、がんばりマンでした。わけは、～だからです 」といっ、 。

た話型で行ってきた。しかし、どんなことを学んだのか、体験して気付いたのかをくわしく話すこ

と、思ったことを話すことを取り入れた。また、コツやワザの裏に隠された意味を問い返すことも

行った。これにより、伝え合いの場を通して生じた気付きをより確かなものにすることができたと

考える。

（食器洗いを教えてもらったＧ児）

Ｇ：今日ぼくは、はっけんマンです。なぜかというと、Ｆくんから食器洗いのコツを教えてもら

って、スポンジを「く」の形にするときれいに洗えることがわかったからです。家でもやっ

てみたいです。

Ｔ：どうして 「く」の形にするといいの？、

Ｇ：真ん中と端っこの間の所も、スポンジを「く」にして回すといっぺんできれいになるから。

Ｔ：スポンジを「く」にするコツと、そのよさがわかったね。お家でもやれると喜ばれるね。

（おりがみを教えたＨ児）

Ｈ：ぼくは、がんばりマンです。みんなに折り紙の「ふうせん」や「いぬ」の作り方を教えてあ

げれたからです。みんなが、上手に作れたので、ぼくもうれしかったです。

Ｔ：Ｈくんは、みんなができるようになってくれてうれしかったね。

折り紙を教えてもらったＩさんは、どうでしたか？ （Ｉ児へ意図的指名）

Ｉ：わたしは、折り紙を折るのが苦手だけどＨくんが教えてくれたおかげで上手に作れました。

Ｔ：上手におれるようになるコツがわかったの？

Ｉ：端と端を指できちんと合わせて折ることがわかりました。

Ｔ：いつもうまくいかないけど、Ｈくんのおかげで、上手になってよかったね。



- 16 -

３ 授業改善後の成果

○生活への関心・意欲・態度

評価の場 評価内容 評価方法 判断例 評価の判断基準

・第 ･２ ５７ 家族と一緒に ・朝の会での話 ・家族に教えてもらいな ・左記の評価内容1 / /

時 遊んだり仕事を ・学習カード がらお手伝いをがんば ２項目について/10/11

・朝の会でのミ したりする楽し ・家族への手紙 った様子を伝えている すべてができて。

ニ交流会 さを感じてい ・家族が楽しめるような いたら 「おおむ、

る。 ことを見付けて、遊ん ね満足できる」

。だことを伝えている。 状況と判断する

・家族と一緒にかかわる ・２項目のうち１

ことの楽しさを日記や つ以上の項目に

手紙に書いている。 おいて質的に高

・本単元学習後 日常生活の中 ・実態調査の分析 ・家族の役に立つように い場合 「十分満、

の実態調査 で進んで家族と と進んでお手伝いをし 足できる」状況

関わろうとして ている。 と判断する。

いる。 ・会話や遊びなど日常的

に家族とのかかわりを

行っていると感じてい

る。

○活動や体験についての思考・表現

評価の場 評価内容 評価方法 判断例 評価の判断基準

・第３ ５ ６ ７ 家族のことや ・朝の会での話 ・家族の自慢や家族にし ・左記の評価内容/ / /

・ 時 自分でできるよ ・学習カード てもらっていることを ２項目について/8 9/11/12

・朝の会でのミ うになったこと ・伝え合う場での 考え、伝えることがで すべてができて

ニ交流会 を伝え合う。 やりとり、つぶ きる。 いたら 「おおむ、

やきの観察 ・家族としたことや自分 ね満足できる」

。でできるようになった 状況と判断する

ことを言葉や動作など ・２項目のうち１

で伝え合うことができ つ以上の項目に

る。 おいて質的に高

・本単元学習後 家族のことや ・実態調査の分析 ・家族の役に立つことや い場合 「十分満、

の実態調査 自分でできるこ 自分でできることを考 足できる」状況

とを考え、役割 えて、進んで行ってい と判断する。

を果たしてい る。

る。

○身近な環境や自分についての気付き

単元名 評価内容 評価方法 判断例 評価の判断基準

・第 時 家族よさや自 ・朝の会での話 ・家族が自分のためにし ・左記の評価内容4/10/13

・朝の会でのミ 分でできること ・学習カード てくれていることを見 ２項目について

ニ交流会 があることに気 ・家族への手紙 付け、家族のよさに気 すべてができて
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0
0.5
1

1.5
2
2.5
3

関心・意欲・態度

思考・表現気付き

事前

事後

付いている。 付いている。 いたら 「おおむ、

・家族の大切さや温かさ ね満足できる」

。に気付いている。 状況と判断する

・本単元学習後 家族のために ・実態調査の分析 ・家族のために自分でで ・２項目のうち１

の実態調査 自分でできるこ きることがあることに つ以上の項目に

とがあることに 気付いている。 おいて質的に高

気付いている。 ・家族と過ごすことの楽 い場合 「十分満、

しさやよさに気付いて 足できる」状況

いる。 と判断する。

調査人数３０人【結果】

合計 平均「十分満足で 「おおむね満足 「努力を要す

きる」状況 できる」状況 る」状況

（３点） （２点） （１点）

事前 ４人 ２０人 ６人 ５８点 点生活への関心・意欲・態度 1.93

事後 １９人 １０人 １人 ７８点 点2.60

事前 ２人 １８人 １０人 ５２点 点活動や体験についての思考・表現 1.73

事後 １３人 １５人 ２人 ７１点 点2.37

事前 １人 １６人 １３人 ４８点 点身近な環境や自分についての気付き 1.60

事後 １６人 １３人 １人 ７５点 点2.50

【 冬休みのはなまる大作戦」の実践から】「

この単元終了後の３観点における調査結果の点数が上記のように高まったことが分かった。この

単元を通して、児童らに生活における関心・意欲が継続し、家族や自分への気付きが高められるか

は、単元を終えてからの日常生活や冬休みの生活において見取ることができる。

○生活への関心・意欲・態度にかかわって

・わたしは、窓ふきをしました。まず、ぞうきんを水にぬらします。次に、ギュウギュウとしぼ

。 、 。 。 、ります そして 窓をふきます 窓がピカピカになりました たくさんあって大変だったけど

わたしは、お掃除が大好きです。

、 、 、 。 、・ぼくは Ｃ男くんから うわぐつの洗い方を教えてもらったので 自分でやりました 最初は

ブラシで中をこすって、次に横を洗いました。そして、裏をつまようじであらいました。 とっ

てもきれいになりました。
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○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について

＜保護者の振り返りから＞

、 。わたしは 大掃除で窓ふきをしました

広いところは、ぞうきんを広げてこうして

ふきました。窓の端っこの方は、ぞうきん

を細くして、指を使ってふくと、きれいに

ふけました。ぞうきんがまっくろけでびっ

くりしました。

ぼくは、冬休みに家族でスキーをしまし

た。初めは、お父さんについて教えてもら

いました。こうして、右に曲がりたいとき

は、左のひざを曲げて力を入れるといいよ

とコツを教えてもらいました。スキー教室

でもがんばりたいです。

、 。 。・友達にうわぐつの洗い方を教えてもらい その方法で洗っていました とてもうれしそうでした

私も見ていてうれしかったです。

・年末の大掃除を手伝ってもらいました。いつもは、子どもにやってもらうと仕事が増えるばかり

でしたが、今年はとても助かりました。子どもの成長を感じました。

・家族みんなでもちつきをしました。外で、火をたいて、もち米を蒸して、つきました。次に、き

なこもちとあんこもちをつくりました。みんなでもちつきをしたから、とっても楽しかったし、

おいしかったです。

・お風呂掃除をしました。朝起きて、お母さんが喜ぶかなぁと思ってやりました。床の掃除や洗剤

のあわを流すのでおもしろかったです。夜 「わたしがもうお風呂を洗ったよ 」というと、お母、 。

さんはとっても喜んでくれて、わたしもうれしかったです。

。 、 。・大掃除で玄関を掃除しました お母さんがブラシでこすって ぼくが水を少し出して洗いました

お母さんが 「玄関は、お家の顔なんだよ 」と教えてくれました。だから、いつもきれいにして、 。

おくんだとわかりました。ぼくは、玄関を見てよし、きれいになったなと思いました。

・ぼくは 「はなまる」でみんなに教えてあげた食器洗いを冬休みもがんばりました。おばあちゃ、

んの家でもやりました。食器が重いし、たくさんあるし、もう限界になりました。でも、自分で

最後まで洗いました。おばあちゃんが 「ごくろうさま」と言ってくれました。ぼくは、最後ま、

で洗ってよかったなと思いました。
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児童らの「冬休みはなまる大作戦」は、家族とのかかわりが多く、家族と一緒に働いたり、遊んだ

りすることができたようである。また、年末年始ということもあり、ふだんでは体験できないような

活動もあり、児童らの生活体験の場を広げ、そこでの新たな気付きも生まれた。

また、冬休み前の本単元での体験や活動や伝え合いの学習で、友達から教えてもらったことが、冬

休みの家庭生活につながっている児童が多く見られた。このことからも、伝え合いの場で、仲間から

教えてもらった技能や工夫が、生活に活用されているという成果が明らかとなった。

【考察】

①繰り返し家族とかかわり、家族や自分への気付きの高まりを生み出す単元指導計画の改善

・児童や家庭の実態をもとに、気付きの高まりを明確にした単元構想図を作成することで、ねらい

に迫るための単元指導計画に改善することができた。とくに、繰り返し家族という対象にかかわ

る体験や活動を仕組んだことで、家族への気付きの質が高まったと考えられる。

・言葉や絵で表現する活動を位置付けることで、ぼんやりとしていた家族や自分への無自覚な気付

きが自覚した気付きになっていった。

②家族とのかかわりを通して、気付きの質を高めるための家庭との連携

・単元のねらい、それに基づいた体験や活動の精選、学習の流れなどを通信や懇談などで伝え、協

力を依頼した。家庭の協力があったからこそ、児童の気付きが高まるような体験や活動を繰り返

し行うことができた。

・保護者のおたよりや懇談での話から、家族のコミュニケーションをさらに豊かにするきっかけと

なる学習となった。

③家族との伝え合い、仲間との伝え合いの場を通して、気付きの質を高める指導・援助の工夫

・生活科の学び方として 「みつける 「くらべる 「関連づける」といった学習活動を行い、児童、 」 」

の学び方のよさを価値付けてきた。また、諸感覚を大切にした学び方のよさにも気付かせ、価値

付け広めた。単元を通して、学び方が定着し、意欲的に学習する姿が見られた。

・児童からの家族を思いやる言葉、家族からの励ましや認めの言葉かけを直接、または間接的に親

子で伝え合うことで、家族への気付きが高まる学びとなった。また、家庭生活への関心を広げる

ことができた。

・授業の導入に、ペアで願いを伝え合う場を位置付けたことで、児童は願いを明確にし、主体的に

学習することができた。

・仲間と伝え合う場を位置付けることで、体験を通して得た自分の学びや気付きを確かにしたり、

家族への思いをより深くすることができた。

・伝え合う場では、話し手、聞き手のそれぞれに、気付きにかかわる視点をあたえることで、児童

同士のやりとりが活発となり、気付きの質を高めたり、共有したりすることにつながった。

・友達がやっているお手伝いを自分もやってみたいと思って意欲的に教えてもらおう、やってみよ

うという気持ちが伝わってきてうれしく感じました。毎日、繰り返しの家事を一つでも手伝って

もらえるとこんなに楽なんだと思い、これからもずっと続けてほしいと思っています。

・自分でくつそろえのお手伝いを決めました。きちんとそろえることができました。お客さんが来

たときは、たくさんの靴を自分からそろえることができました。がんばったね。


