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事 例 小学校生活科 第１学年 「あきとなかよし」

＜内容（５）季節の変化と生活＞ ＜内容（６）自然や物を使った遊び＞

テーマ 「伝え合う活動を通して、気付きの質を高める指導の工夫改善」

授業改善

の視点

①活動して気付いたことを交流し、自分の気付きの質を高める単元指導計画の工夫

改善

②活動によって気付いたことを言葉や動作、絵などの方法で表現できることを知り、

仲間に伝えることができ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】

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

・身近な自然を観察したり季節や

地域の行事に関わる活動をした

りしようとしている。

＜内容（５）＞

・いろいろな遊びに関心をもち、

楽しく遊ぼうとしている。

＜内容（６）＞

・季節の変化や季節に応じて、自

分たちの生活を工夫したり楽し

くしたりしている。

＜内容（５）＞

・身の回りの自然や身近にある物

を使うなどして遊びを工夫し、

みんなで楽しむとともにそれ

を表現している。

＜内容（６）＞

・季節の変化や季節によって生活

の様子が変わることに気付い

ている。 ＜内容（５）＞

・身の回りの自然や身近にある物

を使うなどして遊べることや、

みんなで遊ぶと楽しいことに

気付いている。

＜内容（６）＞

【把握の方法】

＜生活への関心・意欲・態度＞

・自分の家の回りの植物を学校へもってくる。（事前に自然の植物を探してもってくる様子）

・学校や学校の回りの落ち葉を採って、秋みつけの活動を楽しみにしている。（授業時間外の児童の

行動観察）

・自分で採ってきた落ち葉や木の実で遊んでいる。（休み時間に植物の形や色、木の実の形を利用し

て遊んでいる様子の観察）

・秋になって見付けた自然の物で進んで遊ぶことを楽しんでいる。（授業と休み時間に活動している

様子の観察）

＜活動や体験についての思考・表現＞

・秋になった様子や見つけた物を自分の言葉で話している。（授業における発表の姿）

・分かったことや気付いたことを発表している。（挙手し発表しようとする姿）

・春の自然と秋になって春と変わっている自然の様子について気付いたことなどをワークシートに書

いている。（ワークシートに書いている姿と絵や内容）

＜身近な環境や自分についての気付き＞

・身の回りの環境や自然の様子について、秋になって春との違いで気付いたことを発表する。（発表

の姿と内容）

・自然の中で友だちとかかわっていることや楽しく活動できている自分のよさに気付いている。（授

業の活動でのつぶやきや振り返りの発表内容）
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（２）学習状況の結果と分析

【結果】

観点 実現状況 十分満足 おおむね満足 努力を要する

生活への関心・意欲・態度 休み時間や帰宅後も活

動した １２人

授業時間に楽しんで

活動する １６人

生き物に積極的に関

わらない ４人

活動や体験についての思考・表現 絵や言葉を使って表現

している ３人

絵やつぶやきで表現

している ２２人

思いを伝えられない

７人

身近な環境や自分についての気

付き

気付きを基に新たに気

付いている ６人

自分なりの気付きが

ある ２０人

活動のみで満足して

しまう ６人

【分析】

・生活への関心・意欲・態度

◎自然の中で遊んだり活動したりすることは好きである。

△活動は好きであっても、休み時間に落ち葉を拾ったり自然を観察したりすることまでは興味が向

かない児童も何人かいて、自然への関心や興味に個人差がある。

課題の要因：活動への児童の目的意識や、楽しいと感じられる活動の見通しをもたせる指導が十分

でなかったためと考えられる。

◇活動内容を明確にして、目あてをもって活動できるようにすることや、それによって「できた」

「がんばった」「気付いて、できた」という満足感が得られる活動内容にしていくことにより、

関心や意欲を持続させながら活動させることが必要である。

・活動や体験についての思考・表現

◎日常生活の中で秋の自然について春との違いに気付いている。

△色々なことに気付いていても、そのことについて話したり伝えたりできる児童が少ない。 
課題の要因：気付いたことの表現の仕方や、表現することのよさを感じるための指導が十分でなか

ったため考えられる。

◇言葉で話すことが苦手な児童には、実物を見せることや体を使って表現すること、話し方の具体

例を示すことで、表現の仕方や話し方を知り、自分なりの方法で伝えることができるようにする

ことが必要である。

・身近な環境や自分についての気付き

◎秋になって、身の回りの自然の様子が変わっていることを感じ、秋のよさを言葉で表することが

できる。

△感じたことを気付きとして捉えていなかったり、秋の自然で仲間と遊んだよさやチャレンジして

できた自分の素晴らしさに気付いてなかったりする児童が多くいる。

課題の要因：自分が気付いていることを自覚していないことと、遊びの中で気付いたことを広めた 
り深めたりする場が少なかったからだと考えられる。

◇気付いたことを仲間同士で交流することで気付きを自覚し、その気付きを基にした活動を繰り返す

ことで、気付きの質を高めることができる。また、活動や交流によって気付いた自分や、前よりも

できるようになったり何かを発見したりした自分のよさにも気付くために、仲間や教師からの働き

かけを行う場の設定が必要である。
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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、気付きの質を高めるためには、活動の中で感じたこと

や気付いたことを自分の言葉で表現できる環境を整えたり、仲間と交流したりできるようにする

ことが必要だと考え、次の２点について授業改善を試みた。

① 活動して気付いたことを交流し、自分の気付きの質を高める単元指導計画の工夫改善
② 活動によって気付いたことを言葉や動作、絵などの方法で表現できることを知り、仲間に伝

えることができる指導方法の工夫改善

（２）改善の具体的方途と実践

① 活動して気付いたことを交流し、自分の気付きの質を高める単元指導計画の工夫改善

・「前時の活動で自分が気付いたことや仲間と交流して気付いたことを基に、次の活動のめあ

てをつくる。次時には、そのめあてに向かって活動する」という流れを大切にした単元指導

計画へと改善した。このことで、今までの活動で気付いていたことが、確かな気付きとして

自覚されたり新たな気付きへつながったりして、気付きの質が高まっていくと考えた。

＜下記の改善した単元指導計画：(a)→（b）、 (b)→(c)、資料２「単元指導計画」の※印参照＞

・児童は活動したことによって気付いたことを、気付きと自覚していないことが多い。そのた

め、児童の気付きをペアや全体で交流する場を位置付け、気付きを表現し広める活動を行う

ことで気付きの自覚がなされるようにした。例えば、はっけんについての振り返りにおいて

「わたしは、Ａさんがこまの軸を真ん中にさしているのを見て、真ん中にまっすぐさすとよ

いことに気付きました。」「この前（前時）Ｂさんに教えてもらって、ドングリを同じ大き

さにするとよいことに気付いてやってみたらできました。」という、気付きの自覚ができる

ための振り返りの場を位置付け、気付きを自覚したり広めたりしていくことを行った。

＜資料３－２参照＞

・事前の調査でどんぐりを知らない児童がいたり、いろいろな大きさや形のどんぐりがあるこ

とを体験として知らなかったりする児童が多いことが分かってきた。そのため、秋の自然物

に触れて楽しむことができるよう、図画工作科において秋の自然を生かしたり利用したりし

た授業を行うことにした。例えば、木の葉や木の実を使った作品を作ることにより落ち葉や

木の実に多く触れ、どんぐりの大きさに目をむけたり親しんだりすることができ、それが生

活科の授業の活動や気付きに生かされていく手立てにつながること考えた。

＜下記の改善した単元指導計画の図工は図工での活動を行った時間＞

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）

あ

き

と

な

か

よ

し

小単元 活動内容

あ

き

と

な

か

よ

し

小単元 活動内容

あきをさがそう ①秋見つけの見通しをもつ あきをさがそう ①秋見つけの見通しをもつ

がっこうのあき

をみつけよう

②学校の秋見つけ あきのしろやまであそ

ぼう

②秋見つけの計画

③④⑤城山で秋見つけ

図工：リースづくりあきのしろやま

であそぼう

③春の城山を思い出し、秋見

つけの見通しをもつ

④⑤城山で秋見つけをする。
⑥分かりやすく伝えるための方法を考え

発表の準備をする（ア）

⑦自分なりの発表方法で動作や実物を見

せて発表する（イ）
⑥見付けた秋をカードにか

いて発表する

あきとあそぼう ⑦見付けた秋であそびたい

という願いをもつ

⑧おもちゃづくりの計画を

立てる

⑨⑩おもちゃづくり

⑪友だちのおもちゃで遊ぶ

（グループ交流）

⑫秋の自然を生かした遊び

あきとあそぼう ⑧見付けた秋で遊びたいという気持ちを

もつ

図工どんぐりを使って動物や公園づくり

⑨⑩見付けてきた秋の実の形を生かして

おもちゃを作ることができる

⑪おもちゃで遊び、困っていることを交流

し改良するとよいところを見付ける（ａ）
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の楽しさを振り返る ⑫おもちゃを改良する(ｂ)
⑬おもちゃで遊ぶ計画を立てる

⑭改良したおもちゃでお店やさんを開く

（ｃ）

あきのしぜんはすてき

だね

⑮秋の自然の素晴らしさや秋の実で遊ん

だことでできるようになったことを振り

返る

あきのしぜんは

すてきだね

⑬秋の自然のよさを振り返

る

② 活動によって気付いたことを言葉や動作、絵などの方法で表現できることを知り、仲間に伝え

ることができる指導方法の工夫改善

・活動して気付いたことを表現する方法は、自分なりの表現の仕方で活動をしたことを交流する

場を設けることで、言葉だけでなく動作や絵で伝えられることを知り、表現活動を抵抗なく行

うことができるようにした。 ＜上記の単元指導計画の（ア）（イ）の時間で表現方法を学ぶ＞

・全員の児童が表現し交流できる場として、ペア活動を位置付けた。ペアリングは、人間関係を

考慮しながら、友だちへの声かけが比較的得意な児童と表現が苦手な児童を組むなどの工夫を

することで、交流活動が抵抗なく行えるようにした。

・児童は伝え方や交流の仕方を知らないために、活動したことや頑張ったこと、気付いたことを

上手く伝えられないことが多い。そこで、活動したことや気付きを言葉で振り返ることができ

るように、振り返りの仕方を示し毎時間の振り返りを行うことを繰り返した。このことで、活

したことや気付いたことを表現する力が育つのではないかと考えた。 ＜資料３－３＞

・「本時のめあてをもつ→活動→振り返り→次の活動の確認」という授業の流れを設定した。

活動の後には振り返り交流があることを意識できるようにしていくことで、交流活動を進んで

行い伝えようとする意欲が育つと考えた。また、おもちゃを作る活動やお店屋さんの活動では、

教室内を「制作（お店）の場・遊びの場・交流の場」と、児童の動きがスムーズになるような

配置にした。そうすることで、交流活動もスムーズに行われると考えた。

・授業の流れの中で活動が止まっている児童や，困ったことにぶつかっている児童に対して「何

に困っているの。」「どんなおもちゃにしたいの。」「どんなひみつを知っているの。そして

どうしていきたいの。」などの声をかけた。その児童のつまずきが解決されるための手立てに

なりそうな活動をしている児童を紹介し、交流するよううながしていく。そうすることで、担

任との交流や児童同士の交流につながると考えた。

３ 授業改善後の成果

【結果】調査人数

観点 実現状況 十分満足 おおむね満足 努力を要する

生活への関心・意欲・態度 事前 １２人 １６人 ４人

事後 ２０人 １０人 ２人

活動や体験についての思考・表現 事前 ３人 ２２人 ７人

事後 ２１人 ９人 ２人

身近な環境や自分についての気

付き

事前 ６人 ２０人 ６人

事後 １７人 １５人 １人

【考察】

① 活動して気付いたことを交流し、自分の気付きの質を高める単元指導計画の工夫改善について

・「この前のＡさんのどんぐりごまを見て、軸を短くするとよいかもしれないことに気付きま

した。そして、今日は軸を短くしてみたら、よく回りました。」「今日は、この前Ｂさんに

（やじろべえ）は真ん中に向かって斜めに竹ひごをさすとバランスがよくなることを教えて

もらったから、真ん中へ向かって真っ直ぐにさしてみました。そしたら、バランスがよくな
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りました。」という交流により明らかになった気付きを自分の体験として自覚し、さらなる

気付きへつなげることができた。

要因：「事実を見たまま捉えて気付く」次に「捉えたことを他と比較して気付く」というよ

う、気付きの質（段階）を担任が認識し、めあてをもたせたり声かけを行ったりした。

要因：単元を通して、パワー（関心・意欲・態度）、めいじん（思考・表現）、はっけん

付き）という合言葉で振り返りを行い、自分の活動や考えたこと気付いたことなどを

自覚できる場を設けた。特にはっけんの振り返りについては「○○に気付きました。」

「この前はできなかったけど、今日はＢさんに教えてもらって気付いたことをやって

みたらできました。」という内容について、担任が「○○に気付いたんだね。」「気

付いてやってみたら○○ができるようになったんだね。」と声かけを行うことで、気

付きより明確にし、クラスに広めた。

・活動の中で、どんぐりの種類を知るだけでなく、硬さや大きさによる重さの違いにまで気付

くことができた。また、どんぐりでもっといろいろな動物や遊ぶもの、飾りを作りたいとい

う意欲が芽生え、楽しんで活動する姿が多く見られた。

要因：本単元の活動と並行して、図画工作科の時間にどんぐりにたくさん触れる活動を位置

付けた。また、休み時間等にどんぐりにたくさん触れる機会を設けたことによって、

自分の願いに適したどんぐりを探したり、穴の開け方を工夫したりする手立てとなっ

た。さらに、きれいな落ち葉やどんぐりでの楽しい制作活動は、季節の素晴らしさに

気付くきっかけになった。

② 活動によって気付いたことを言葉や動作、絵などの方法で表現できることを知り、仲間に伝え

ることができる指導方法の工夫改善について

・活動したことや気付いたことを伝える方法として、実物を見せたり動作化したりしながら話

すことのよさを感じてからは、「見てください」と実物を見せながら話す姿や、体をやじろ

べえに見立てて身振り手振りで自由に話すことができる姿が見られるようになった。

要因：話し方シートを示すことで、児童が目あてに向かって活動したことをどのように話せ

ばよいか分かった。単元の後半になるにつれて、話し方シートを見なくても「がんば

ったこと」「工夫したこと」「気付いたこと」を自分の言葉で話せるようになった。

・自分の気付きを伝えることが得意な児童が、なかなか伝えることができない児童に「あそこ

（話し方シート）見て話すといいよ。」など、伝えたいことを聞き、話し方を教える姿が見

られるようになった。

要因：意図的なペアを編成することで、児童同士が安心して話すことできるもととなった。

また、「本時の目あてをもつ→活動→振り返り（ペア交流）→次の活動の確認」と学

習過程を繰り返し位置付けることで、児童には生活科の学び方が身に付き、活動の後

ペア交流のよさを実感し、自ら進んで交流を始めることができるようになった。

・活動でつまずいた児童が、「こうしたい」という願いをもったり、あこがれの活動をしてい

る子を目指したりして活動するようになった。また、「軸をもっと短くするといいかなあ。」

「もっとしっかり真っ直ぐささんとだめやよ。」など、交流ができるようになってきた。さ 
らに、困っている児童を見ると「どうしたの。」や「長く回るこまはＡさんのこまやよ。見 
ておいでよ。」という進んで声をかけられる児童の姿も見られるようになってきた。

要因：「Ｂさんのこまを見てきてごらん。」や「Ｃさんがバランスが悪くて困っているけれ

ど、ひみつを教えてくれるかな。」など、児童同士が交流できるきっかけとなる働き 
かけを行った。仲間に伝えることで、活動がスムーズになったり自分に自信がもてる

ようになったりすることを児童が実感する姿が見られた。


