
事例 小学校家庭科 第５学年「身の回りを気持ちよくしよう」 

テーマ 「生活の中にある課題を見付け、身に付いた知識及び技能を活用して 

                 自ら課題を解決するための指導の工夫改善」 

～授業と授業の間に「生活見つめ」を効果的に位置付け、 

主体的な家庭実践につながる指導の工夫改善～ 

授業改善の 

ポイント 

① 自ら課題を見付けて学ぶ問題解決的な学習の充実を図る指導計画の工夫改善 

② 身に付けた知識及び技能を活用し家庭実践へとつなげる指導方法の工夫改善 

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 
生活を創意工夫する

能力 
生活の技能 家庭生活についての 

知識・理解 
①清掃に関心をもち、取

り組もうとしている。 
①清掃の仕方を考えた

り、自分なりに工夫

したりしている。 
②環境に負荷をかけな

い清掃の仕方を工夫

している。 

①清掃の計画を立て、汚

れや材質に応じて、用

具や洗剤を適切に使

って清掃をしている。

①汚れの原因や清掃の

必要性が分かってい

る。 
②清掃の仕方を理解し

ている。 

【把握の方法】 

・次の視点から事前アンケートを実施し、児童の実態を把握した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 学習状況の結果と分析 

【結果】 

〈関心・意欲・態度〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈創意工夫〉 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈関心・意欲・態度〉「この題材の学習でどんなことができるようになりたいですか。」 
          「家で汚れている場所を見付けたらどうしますか。」 
〈創意工夫〉    「掃除をするときに気を付けていることはどんなことがありますか。」

〈技能〉      「自分の家で掃除をしたことのある場所はどこですか。」 
「自分の家で､あなたはどのくらい掃除をしていますか。」 

〈知識・理解〉   「汚れにはどんな種類がありますか。」 
          「どうして掃除をするのでしょう。」 

〈どんなことができるようになりたいか〉 
汚れの落とし方などきれいにする方法を知りたい・・・・ ７人 
すみまできれいにできるようになりたい・・・・・・・・１８人 
掃除に役立つ工夫を知りたい・やってみたい・・・・・・ ３人 
自分の身の回りは自分できれいにできるようにしたい・・ ７人 
自分の家をきれいにしたい・・・・・・・・・・・・・・ ６人 

〈汚れている場所を見付けたらどうするか〉 
すぐに自分で掃除をする ３９％ 家の人に伝える ４４％  特に何もしない １７％ 

〈掃除をするときに気をつけていること〉 
すみまできれいにする・・・・・１２人   いらない物は捨てる・・・・・４人 
ほこりがまわないようにする・・・３人   見届けをする・・・・・・・・３人 
ごしごし落ちるまでこする・・・・２人   汚いところだけ行う・・・・・２人 
すぐに掃除をする・・・・・・・・１人   洗剤を使わない・・・・・・・１人 
ゴミは分別する・・・・・・・・・１人     不要なタオル等を使う ・・・１人 
掃除機は短時間で・・・・・・・  １人     水を流しっぱなしにしない・・２人  
特にない・・・・・・・・・・・・６人



〈技能〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈知識・理解〉 
 
 
 
 
 
 
 
 

【分析】 

〈家庭生活への関心・意欲・態度〉 

 ・「どんなことができるようになりたいか」という質問項目から、児童全員が掃除に関して分かった

りできるようになりたいと考えていることが分かる。その内容としては、汚れの落とし方を知りた

い、すみずみまできれいにできるようにしたい、自分の部屋だけでなく家族が使う部分もきれいに

してみたい、大人になったときにできるようにしたいといったものである。しかし、「掃除の頻度」

と「汚れている場所を見付けたらどうするか」の質問項目から考えると、家の掃除をするのは自分

ではなく家族ととらえている傾向がある。 
 ・掃除の仕方を学びながら、家庭での調査や実践を位置付けることによって、汚れを落とす喜びや家

族とのかかわりを感じながら家庭で実践することができるようになると考えられる。 
〈生活を創意工夫する能力〉 

 ・日頃の学校の掃除などから、すみまできれいにする必要性を感じている。また、環境面から工夫を

考えようとしている児童もいる。しかし、日頃の学校での掃除の様子を観察すると、「見付け掃除」

で何をしたらよいのか戸惑っていたり、汚れに気付かず見過ごしたり、汚れを落とすために工夫を

したりしている姿は少ない。 
 ・家族が家庭で汚れを落とすためにどんな工夫をしているか調べる活動を授業と授業の間に位置付け、

環境に配慮し汚れに応じた掃除の仕方の工夫についての意識を高める必要がある。 
〈生活の技能〉 

 ・自分の家でほとんど掃除をしなかったり、月１回程度しか掃除をしなかったりする児童が約３／５

を占める。家庭での掃除の経験は少ないが、学校では毎日掃除をしていることから、ほうきで掃く、

ぞうきんで拭くといった技能はある程度身に付いていると考えられるが、それ以外の技能は不十分

である。汚れの種類の把握状況から、汚れを汚れとしてとらえることができていないと考える。 
 ・実践的・体験的な学習活動を通してｍ汚れや材質に応じた清掃の仕方についての技能を身に付ける

必要がある。 
〈家庭生活についての知識・理解〉 

 ・汚れの種類については「ほこり」については気が付いている児童が多い。しかし、それ以外の汚れ

については、ほとんど知らない。また、掃除の必要性については、よく分からず回答しない児童も

多くいた。 
 ・学校での調査・実践、家庭での調査・実践を繰り返すことにより理解を深めていくようにしたい。 

〈自分の家で掃除をしたところ〉 
トイレ ２３人  お風呂 ２５人  玄関 ２０人  窓 １６人  鏡 １６人

洗面台  ７人  台所 １４人  カーペット １０人  たたみ ８人 階段 １人

テレビ １人  床 １人  リビング １人  こんろ １人

〈自分の家で掃除をしたところがある場所の数〉 
５カ所 ２６％  ３カ所 １９％  ４カ所 １６％  ２カ所 １３％ 
７カ所 ９％   １カ所  ７％  ６カ所 ６％   ８カ所 ４％ 

〈汚れの種類〉 
ほこり １７人   かび   ５人   油 ４人   ペンや鉛筆のあと ４人  
砂    １人   食べくず １人   分からない ８人 

〈なぜ掃除をするのか〉 
きたないといや ８人            掃除をするとすっきりする ７人 
どんどんきたなくなる ５人         からだに悪い ３人 
きたないと必要なものが見つからない １人

〈自分の家で自分が掃除する頻度〉  
ほとんどしない ２９％   月１回程度 ３３％   週１回程度 ２１％ 
週２回程度   １１％   毎日     ６％ 



２ 分析に基づく授業改善 

（１）授業改善の方針 

 

（２）改善の具体的方途と実践 

① 自分の家庭生活を見つめ、自ら課題を見付けて学ぶ問題解決的な学習の充実を図る指導計画の工

夫改善 

実態調査結果から、家庭での掃除を日常的に行っている児童が少ないことや、汚れの種類やそれ

に応じた落とし方について理解が不十分であることも分かってきた。児童が掃除に対する見方や考

え方・感じ方を高めながら主体的に学ぶためには、自ら課題を見付けて学ぶ問題解決的な学習の充

実が有効であると考える。また、その課題が家庭と直結していることで児童が家の掃除に必然性を

感じながら主体的に学ぶことができると考える。そこで、３回の生活見つめを題材に位置付け、自

分の家の課題を見付けながら解決する過程となるよう指導計画を次のとおり改善した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
＜３度の生活見つめと学校の学習とのつながり＞ 

＜第１時＞学校の汚れを調べてみよう 

Ａ子は第１時の導入で、学校の汚れは、ほこりであると予想し学校の汚れを調べ始めた。掃除

の時間の後ということもあり、それほど汚れはないだろうと考えていた。しかしテープで様々な

箇所の汚れを集め、仲間と交流する中で、汚れには様々な種類があることや、毎日掃除をしてい

ても汚れがあることに驚きを感じた。その驚きが家での汚れをみつけてみようという意欲につな

がった。 
 
 

 

〈授業改善の方針〉 

 児童が掃除に関わって見方や考え方・感じ方を高め、家庭での実践に向かうために、 
① 自分の家庭生活を見つめ、自ら課題を見付けて学ぶ問題解決的な学習が充実するよう、指導

計画を工夫改善する。 

② 身に付けた知識及び技能を活用し家庭実践へとつなげる学習活動が充実するよう、指導方法

を工夫改善する。 

〈児童の実態〉 

・家庭で日常的に児童が掃除をしていることは少なく､家族に任せていることが多い。学校の掃

除でも､家庭の掃除でも、決まっているから、言われたから、やるという意識が強い。 

従来の題材指導計画（簡易版） 

生活見つめ「家の汚れやすいところを 
調べる」 

① 身の回りの汚れを調べてみよう 
② 学校の「クリーン作戦」を立てよう

③ クリーン作戦を実行しよう 
④ 家庭実践計画を立てよう 

改善後の題材指導計画（簡易版） 
① 学校の汚れを調べてみよう 
生活見つめ「自分の家の汚れを調べてみよう」 
② 家に近い場所を学校で見付けて「クリーン作戦」 

を立てよう 
生活見つめ「家の人はどんな工夫をしているのか聞い

      てみよう」 
③ クリーン作戦を実行しよう 
生活見つめ「自分の家の汚れを落としてみよう」 
④ 家庭実践の交流をし、冬休みの実践計画を立てる。

（⑤実践交流＋次の題材の導入） 

【生活見つめの位置付け】 
・３度の生活見つめを位置付けることに

より児童は、自分の家庭生活を理解

し、より充実した問題解決的な学習と

なる。 

 ほこりだけが汚れだと思っていたけど、カビや消しかす、食べ物のしみなども汚れだと言う

ことが分かりました。掃除をしたから汚れはそんなにないと思っていたけど、仲間の発表から

も意外と汚れがあることが分かりました。家でも汚れを見付けてみたいです。 

【家庭実践交流の場の位置付け】 
・家庭実践を見届け、汚れを落とす喜びや家

族に喜ばれるうれしさを感じることができ

るようにする。 



＜生活見つめ＞「自分の家の汚れを調べてみよう」 

そこで、学校の汚れ見付けの体験から、家の汚れを見付ける 
ポイントとして、「すみっこ、鏡、窓、洗面所、上の方、下の 
方、かべ、物の下、物の裏」を挙げ、生活見つめ「自分の家庭 
の汚れを調べてみよう」に取り組んだ。家でも学校と同じように、 
様々な汚れが多いことに驚きを感じた。（参照：資料①） 

 

＜第２時＞家に近い場所を学校で見付けて「クリーン作戦」を立てよう 

＜生活見つめ＞「家の人はどんな工夫をしているのか聞いてみよう」 

生活見つめの汚れ調べから、Ａ子は家の窓のさんをきれいにし 
たいと考えた。そこで、教室の窓のさんの汚れ落としに挑戦する 
ことに決めた。そして、割り箸に布を巻いた物を使って汚れを落 
としてみることにした。さらに家の人のアドバイスからほこりな 
どを拭くためのぞうきんを準備することにした。環境を考え、ぞ 
うきんは新しい物を買うのではなく、古いタオルを縫って使うこ 
とにした。（参照：資料②） 

 ＜第３時＞クリーン作戦を実行しよう 

Ａ子は自分で用意した道具を用いて教室の窓のさんの汚れ 
落としに取り組んだ。 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
   道具の使い方を工夫し、汚くなった掃除道具ときれいになった窓のさんから、汚れ落としの効果

を実感した。また、仲間との交流により、汚れにも落としやすい汚れと落としにくい汚れがあるこ

と、落としにくい汚れも工夫すれば落とすことができることをつかんだ。 

＜生活見つめ＞「自分の家の汚れを落としてみよう」 

   Ａ子は家庭で、家の窓のさんの汚れ落としに挑戦した。学校での学習を生かしながら、汚れのす

みの方が落としにくかったら、割り箸の角でこするとよいことを発見することができた。 
 
 
 
 
 

＜第４時＞家庭実践の交流をし、冬休みの実践計画を立てよう 

実践交流用の新聞作りの中でＡ子は、分かるようになった自分、できるようになった自分を見つ

めることができた。また、家族からほめられたことに喜びを感じ、さらに他の場所もきれいにした

いという思いをもった。冬休みの実践では、リビングや自分の部屋、妹の部屋の床を掃除すること

ができた。 

 自分で作った割り箸に布を巻いた物に水をつけて掃除

し、ぞうきんでからぶきをしました。１０分以内で掃除を

するのは難しかったけれど、掃除をし終わったらピカピカ

になりました。新品みたいになりました。掃除道具はすご

く汚くなりました。掃除をしてよかったなと思います。 
 掃除は簡単にできる所や大変な所がある事が分かりまし

た。学校できれいに掃除ができたから、家でもがんばって

みたいです。 

 学校で掃除したことを生かして、家でも洗剤を使わず１０分以内でピカピカに掃除ができま

した。すみの方の汚れが落ちにくく大変でした。でも、汚れのすみの方を割り箸の角でこする

工夫をしたらきれいになったので、うれしい気持ちになりました。いつも掃除をしない場所が、

掃除をしてピカピカになったのでやってよかったと思います。 

【資料① 生活見つめで見付けた汚れ】

【資料② 自分で計画した掃除道具】



学校で学んだ見方や考え方、感じ方を、すぐに家庭における生活見つめで生かしたり、生活見つ

めで得た見方や考え方、感じ方を学校で生かしたり、仲間と交流することにより、自分の家庭生活

を意識しながら、実践力を高めることができると考える。 
 

② 身に付けた知識及び技能を活用し家庭実践へとつなげる指導方法の工夫改善 

   家庭における児童の日常的な掃除経験はほとんどない。日常的な掃除は家族に任せることが多い。

また、夏休みなどの長期間の休みの時に掃除をするが、それらのほとんどが「宿題だから」、「家族

に言われるから」というように受動的である。主体的に学ぶことによって実践的な態度が育つと考

える。そのためには児童の見方や考え方、感じ方を高めていく必要がある。そこで、児童が主体的

に家庭の掃除に取り組むことができるように、題材指導計画では「自ら課題を見付けて学ぶ問題解

決的な学習の充実を図る指導計画の工夫改善」に示したように、授業と生活見つめがつながるよう

な工夫をし、授業で高まった見方や考え方、感じ方を生活見つめで生かすことができるようにした。 

   第３時の「クリーン作戦を実行しよう」では、自分が計画した掃除場所以外にも目を向けること

ができるよう、汚れ落としの全体交流の後、仲間と自由交流を行い、自分の家の汚れを落とす方法

を仲間から学ぶ場面を設定した。その際、学習プリントには、仲間から学んだことを記録する欄を、

生活見つめ「自分の家の汚れを調べてみよう」で調べた汚れを書いた欄の横に位置付けた。このこ

とにより、自分の家の汚れを意識して交流を行うことができ、より主体的な家庭実践へとつなげる

ことができると考える。（参照：資料③） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 授業改善後の成果 

実践交流用に児童が書いた新聞の中で、分かったこととして、 
約８割の児童が汚れの種類の多様性を挙げている。また、汚れ 
が付いている場所の多様性にも気が付くことができた。このこ 
とにより、汚れに対する見方や考え方、感じ方が高まったと考 
えられる。普段の学校の掃除でも、これまでは掃除時間内は静 
かに掃除をすればよいという姿が多く、汚れが残っていてもそ 
れに気が付かない姿が多くみられたが、ドアのレールの部分を 
ミニほうきを立てて汚れを掻き出し、ぞうきんの角で仕上げ拭 
きをしたり、窓を拭いた後、乾拭きをしたり、手洗い場に児童が作った割り箸に布を巻いたものを

置き、いつでもそれで掃除をすることができるようにしたりする姿がみられた。（参照：上の写真） 
   また、家で実践することで、家をきれいにすることができる自分に喜びを感じたり、家の人に喜

ばれることのうれしさを感じたりしたことを新聞記事としてまとめている。 
   さらに、家庭で掃除を行うことができるよう、今後も引き続きその価値について考えさせていきたい。 

自分の家の

汚れ調べの

結果を書く。 

授業の中で仲間

と自由交流し、自

分の家で試した

いことを書く。 

選 ん だ 理

由 を 明 ら

かにする。

【資料③ 家庭実践へとつなげる仲間との交流】 


