小学校生活科

生活科授業づくりのポイント
小学校学習指導要領解説生活編（平成20年８月）では，「内容」及び「内容の取り扱いの改
善」において「気付きの明確化と気付きの質を高める学習活動の充実」「伝え合い交流する活
動の充実」
「自然の不思議さや面白さを実感する指導の充実」「安全教育や生命に関する教育の
充実」
「幼児教育及び他教科との接続」の５点について主として改善が図られています。
ここでは，小学校生活科の授業づくりにかかわって大切にしたい内容のうち，気付きの質を
高める学習指導の進め方をポイントとして次に示します。
Point１

言葉で振り返り，表現する機会の設定

活動したことや体験したことを言葉などによって振り返ることで，無自覚だった気付きが自
分の中で明確になったり，それぞれの気付きを共有し，それぞれの気付きを関連付けたりする
ことが可能になります。例えば，「ぶどうみたいな実を見付けたよ」
「みかんのようなにおいが
したよ」など，諸感覚を生かした豊かな体験をすることで，体験したことをこれまでの体験に
つなげて表現することが考えられます。また，教師の働きかけや言葉かけにより，児童の気付
きが質的に高まり，考えを言葉で表現するようにもなります。例えば，雲を見つめながら「白
くてふわふわだったよ」とつぶやいたとき，教師が「何みたいかな」と投げかけることによっ
て「綿菓子みたい」
「うさぎさんのように」などと表現することが考えられます。
Point２

伝え合い，交流する場の工夫

互いに伝え合い，交流する活動は，気付きを集団で共有するだけでなく，一人一人の気付き
を質的に高めていくことにつながります。例えば，「友達が調べているあのお店の人も，早起
きして頑張っているな」と発表を聞いて考え，「私が調べているお店の人は，他にどんなこと
を頑張っているのかな」と次の活動意欲へとつながっていくように，体験したことや調べたこ
とを伝え合う中で，他者の発表内容と比較し考えを持ち，新たな活動が始まると考えられます。
また，幼児や異学年の児童，地域の人々との交流など，伝えたいことが相手になかなか伝わら
ない状況では，相手の反応から何が足りないかに気付き，次の活動が明確になるなど，児童の
学習を促進させることが考えられます。
Point３

試行錯誤や繰り返す活動の設定

試行錯誤して何度も挑戦したり，繰り返し自然とかかわったりすることが気付
きの質を高めることにつながります。例えば，ドングリごまの大きさや形，軸の
立て方，回し方などを何度も試し，作り直す過程で質的に高い新たな気付きが生
まれると考えられます。また，異なる野菜の世話を毎日繰り返すう
ちに「ミニトマトもナスも，花が咲いたところに実がなります」「別の野菜もみ
な同じでした」「つるが伸びるのはキュウリだけです」と植物の斉一性や多様性
に気付くことが考えられます。
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授業づくりのポイントを踏まえた学習指導の実際
◆単元名「いっしょに
Point１
Point１

Point２
Point２

あそぼうよ」
を生かした授業

実践のねらい
平成20年告示の小学校学習指導要領では，気付きの明確化と気付きの質を高める学習活動の
充実についての改善が求められています。ここでは，第１学年の実践事例を紹介し，前述の，
Point１
Point１
Point２
Point２
を生かした授業例を紹介します。
本実践では，幼稚園との交流を中心に単元を構想し，そのときの活動や体験を振り返って新
聞作りに取り組む活動を通して，気付きの質を高める学習指導を進めました。

学習指導の実際
１ 本単元で期待される児童の姿
対象

関心・意欲・態度
幼稚園児や友達との活動を楽

人

び

幼稚園の遊具やおもちゃ，自

分

幼稚園児に喜んでもらうためには

幼稚園児や友達と共に活動する

をする。
どうしたらみんなが楽しめるおも

遊びを工夫することで，みんな

分たちで作ったおもちゃなどで ちゃやお店ができるかを工夫しなが がより楽しめるようになることに
楽しんで遊ぼうとする。

自

気付き

しみ，進んでかかわっていこう どう表せばよいか考え，計画・準備 よさや楽しさに気付く。
とする。

遊

思考・表現

自分の活動を進んで振り返

ら作る。

気付く。

幼稚園児とのかかわりで，自分が

自分のしたことが幼稚園児の喜

り，今後の学習に生かしていこ 頑張っ たこと， 思ったこと，気付 びにつながること，自分のよさや
うとする。

いたことなどを表す。

頑張り，成長に気付く。

２ 気付きの質を高める単元指導計画（全18単位時間）
次

第
一
次
幼
稚
園
に
行
こ
う

児童の
児童の主な活動と
活動と思いや願
いや願い，気付き
気付き
第１時 幼稚園に行く計画を立てる。
・小学校では，上の学年の人にいろいろしてもら
っているな。
・自分たちは，幼稚園に行って幼稚園児を喜ばせ
てあげたい。
第２・３時 幼稚園に行く準備をする。
・小学校のことを教えてあげられるものを持って
行こう。
（手紙，新聞，押し花，写真，絵）
・どんなことを教えてあげようか。
（生き物，部
屋，先生，勉強）
・どんなことをして一緒に遊ぼうか。
・幼稚園児が喜んでくれるといいな。
第４・５時 幼稚園に行って，幼稚園児と遊ぶ。
・幼稚園は久しぶりだな。変わったこともあるな。
・自分が行った園とは○○が違うな。
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教師の
教師の主な支援
・入学したころ，上級生にしてもらったこ
とを想起させることで，幼稚園児に何か
してあげたいという思いや願いにつなげ
る。
・小学校のことを教える活動が，入学して
からの学校生活を振り返る表現活動や気
付きを質的に高める活動になることを意
識して支援に当たる。
（声かけ，表現方法
の紹介，準備物）

・幼稚園に行ってしばらくは，幼稚園のも
ので遊ぶ児童が多いと思われるので，こ
ろ合いを見て，幼稚園児と遊ぶことがで

第
一
次

・幼稚園児は喜んでくれているかな。
・幼稚園児と遊ぶのは楽しいな。
第６・７時 幼稚園訪問についてまとめる。
・幼稚園で遊んだのが楽しかったな。
・幼稚園児は喜んでくれたかな。
・幼稚園児と遊んだことを新聞にまとめよう。
・新聞を他の学年の人にも見てもらいたいな。

きているかどうか声かけをする。
・幼稚園児と遊んでいる児童の写真を紹介
し，自分が幼稚園児を喜ばせることがで
きたかどうか，振り返る視点を与える。
・活動を振り返りやすくするために，グル
ープごとに主な活動の写真を用意する。

幼
稚
園
活動したことや体験したことを言葉などによって
Point１
に
振り返っています。無自覚だった気付きが明確にな
行
っていく場面です。
こ
う 第８時 まとめたことを発表する。
・発表の中で出てきたよい気付きを取り上
・幼稚園児もいろんなことができるんだな。
げることで，幼稚園児への気付きだけで
・自分や友達にもあんなときがあったんだな。
なく，自分や友達の成長に気付いていけ
・また幼稚園児と遊びたいな。
るようにする。

Point２

伝え合い，交流する活動により，気付きの共有とと
もに，自分や友達の成長に気付くことができます。こ
の場面は，一人一人の気付きの質を高めています。

第１時 幼稚園児を招待する計画を立てる。
・今度は幼稚園児を学校に呼びたいな。
・自分たちの作ったお店で遊んでもらいたい。
第
二
・幼稚園児を招待する計画を立てよう。
次
第２～５時 幼稚園児を招待する準備をする。
幼
・幼稚園児が楽しめるお店を作ろう。
稚
・早く幼稚園児を呼びたいな。
園
・自分も友達も頑張っているな。
児
を 第６・７時 幼稚園児を招待して一緒に遊ぶ。
招
・楽しそうに遊んでくれているよ。
待
・楽しんでもらえると，自分もうれしくなるよ。
し
・来年入学してくるのが楽しみだな。
よ 第８・９時 幼稚園児を招待したことをまとめる。
う （本時）
・楽しかった思い出を新聞にしよう。 Point１
Point１
・他の学年の人にも紹介したいな。
・自分も友達も頑張ったな。
第10時 まとめたことを発表する。
・○○さんはよいことに気付いたね。
・またこんな活動ができたらいいな。

Point２

・第一次の活動をしっかり想起させてから，
幼稚園児とまた遊びたい，今度は小学校
に招待したいという思いや願いを持つこ
とができるようにする。
・幼稚園児に喜んでもらうにはどうしたら
よいか，第一次での気付きを基に考えら
れるようにする。
・他教科等と関連を持たせて計画を進める。
・当日までの頑張りを称揚し，自分や友達
のよさや成長に気付くことができるよう
にする。
・一人一人の思いや願い，気付きを引き出
すため，また，レイアウトしやすくする
ため，各自に用紙を配り，それに書いて
から台紙にはるようにさせる。
・一人一人の思いや願い，気付きを受け止
め，本単元の学習をしてよかったと思え
るような声かけをしてまとめる。

友達の発表内容と比較し考えを持つことが，次か
らの活動を豊かなものにしていきます。
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３ 本時案（第二次第８・９時）
目標

幼稚園児をお店に招待したときのことを振り返り，活動したことや思ったこと，気付いた
ことなどを絵や文で表して，新聞にまとめることができる。
学習活動と児童の思い・願い・気付き
教師の支援
１ 幼稚園児をお店に招待したときのことを振り ○幼稚園児を招待したときのことを想起しやく
返り，目当てをつかむ。
するために，そのときの写真を提示する。

・幼稚園児にお店を楽しんでもらってよかっ
たな。
・幼稚園に訪問したときは，幼稚園児と余り
話ができなかったけど，今回はしっかり話
ができてよかったな。
・頑張って準備してよかった。

○それぞれのお店の様子はどうだったか，幼稚
園児の様子はどうだったか，どんなことに気
付いたか，どんなことを思ったかなど自由に
発言させたことを板書
し，新聞作りに生かす
ことができるようにす
る。

ようちえんの人をおみせにまねいたときのことをしんぶ
んにして，いろんな人にみてもらおう。
２ お店のグループごとに新聞を作る。
・自分は○○のことを新聞に載せたいな。
・どの写真を使おうかな。
・お店で遊んでいたとき，幼稚園児はどんな
様子だったかな。
・作っているうちに気付いたことがあるよ。
・友達も頑張って作っているな。
・他のグループの新聞も見て参考にしよう。

○一人一人の思いや願い，気付きを引き出すた
め，また，レイアウトをしやすくするため，
各自に色別のカードを配り，それに書いてか
ら台紙にはるよう指示する。
ピンク…「きづいたよカード」
黄色…「たのしかったよカード」
水色…「がんばったよカード」
白…「フリーカード（無地，けい線入り）
」

○作成に当たり次の点を確認する。
・学習活動１で出たこと
や自分たちが気付いた
Point１
Point１
活動したことや体験したことを，新聞作り
ことなどを入れて作る。
で表現し振り返ることで，無自覚だった気付 ・絵や文などを分担して，
きが自分の中で明確になっていきます。
内容がなるべく重なら
また，協同した活動は，言葉などによる交流が活発にな
ないようにする。
り，気付きを共有することだけでなく，それぞれの気付き ・写真を切って使っても
を関連付けた，より確かな気付きとなっていきます。
よいこととする。

３ 本時を振り返り，次時の学習への見通しを持
つ。

・よい新聞ができてよかった。
・早く新聞に書いたことを発表したいな。
・他のグループの発表を聞くのが楽しみだ
な。

○出来上がった新聞のよいところを称揚し，自
分や友達の頑張りやよさを実感できるように
する。
○一人一人の思いや願い，
気付きを受け止め，次時
の発表への意欲につなが
るような声かけをする。
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成果と課題
１ 本時の授業の様子
新聞作りは１学期から数回行っており，児童は身に付けた表現方法を生かしながら，お店
グループごとに絵や文，写真を使って新聞を作っていきました(図)。それまで無地のカード
を配っていましたが，色別カード(※本時案参照)を選んで書くようにしたところ，単に活動
したことを表現するだけでなく，互いの気付きや自分たちの頑張りに目を向けることができ
ました。
各自が表現したものを，１枚の新聞にまとめていく活動の中で，同じお店グループの友達
が気付いたことに目を向けることができました。
新聞に
新聞に書かれた児童
かれた児童の
児童の気付き
気付き
・「みんながあんなにあそぶなんておもわなかったよ。みんなが
あんなにできるなんておもわなかったよ。」
・「くくるひもがなくなったけど，じぶんたちでかいけつして，
そのじけんをのりこえたじぶんたちがすごいとおもった。
」
・「いそがしいけど，みんなでちからをあわせてがんばったよ。
たのしかったよ。
」
・「プレゼントをもらったら，うれしそうにちがうみせにいって
いました。わたしはうれしいなとおもいました。
」

図

新聞作りをする児童

２ 実践を終えて
異年齢集団とのかかわりは，同年齢集団とのかかわりとは違う学びがあります。第１学年
の児童は，小学校に入るとしてもらうことが多く，受け身になりがちなので，自分たちが積
極的にかかわれる幼稚園児との交流を大切にしたいと考えました。１学期に幼稚園へ訪問し
たときは，幼稚園児に声をかけることができなかった児童が，自分たちの作ったお店に招待
したときには，お店で楽しんでもらおうと，呼び込みをしたり，誘ったり，分かりやすく説
明したりしていました。ほとんどの児童が自分の力を発揮して，幼稚園児に楽しんでもらお
うと頑張っていたと思います。今後も充実した活動や体験がより質の高い気付きにつながる
よう工夫していきたいと考えています。
第１学年の児童にとって，共同作業である新聞作りは難しいと思いましたが，個々にカー
ドを用意して書かせるようにすれば，生活科カードと同じように扱えると考えました。入学
当初は白色無地のカードを配りましたが，気付きの質を高めるためには，カードの種類に多
様性を持たせる工夫が必要であると感じ，本時から４種類のカードを使用しました。児童の
実態や成長に合わせて，カードも変えていくと，より質の高い気付きを引き出すことができ
ると思います。また，グルーピングや新聞にする台紙の大きさ，カードの枚数なども，振り
返る活動や内容に合わせたものにしていく必要があると感じました。
新聞を作ることで気付きはある程度高まりますが，更に気付きの質を高めるためには，作
る前に活動を思い出す時間を取ること，作った新聞を基に発表したり話し合ったりする活動
を取り入れることが大切だと思いました。
実践者からのコメント
気付きの質を高める上で，他教科との関連の重要性が指摘されていますが，生活科の他単元と
の関連も重要になると思われます。今回の幼稚園との交流は，校内での第２学年や第６学年との
交流での気付きから，思いや願いを高めていきました。また，おもちゃ作りの単元と関連付けて，
自分たちが作ったお店に招待することで，相手意識，目的意識を高めることができました。活動
ごとに高まっていく気付きを，その活動だけで終わらせるのではなく，更に広げていく工夫をし
ていくことが大切になるのではないかと思います。
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これからの方向性
各学校においては，学習指導要領の改訂の要点について十分理解し，趣旨を生かした授業づ
くりが求められています。
そこで，これからの小学校生活科の授業において，課題となるポイントを次に示します。
幼児教育との
幼児教育との接続
との接続

生活科を中心とした合科的な指導

幼児教育との接続の観点から，幼児と触れ合うなどの交流活動や他教科等との関連を図る指
導は，今後も引き続き重要です。各学校では，幼児教育との接続の観点から，指導計画の整備
や交流活動の計画，指導者同士の連携研修などを行うことが必要です。
さらに，第１学年当初の児童が学校生活へ適応できるよう，合科的な指導を行うことなどの
工夫により，カリキュラムをスタートカリキュラムとして改善する
ことが望まれています。
スタートカリキュラムは，大単元から徐々に各教科に分化してい
きます。つまり，児童が自らの思いや願いの実現に向けた活動を，
ゆったりとした時間の中で進めていくことが可能となるのです。こ
のことにより，小１プロブレムなどの問題を解決し，学校生活への
適応を進めることになるものと期待されています。

動植物とのかかわり
動植物とのかかわり

生命に関する教育の充実

生命の尊さを実感する体験が少なくなっている現状を踏まえ，生命に関す
る教育については，一時的，単発的な動植物とのかかわりにとどまるのでは
なく，例えば，季節を越えた飼育活動で成長を見守ることや開花や結実まで
の一連の栽培活動が行われることなど継続的な飼育・栽培が望まれています。
継続的な活動を通してこそ，生命の尊さを実感できるものです。

自然の不思議さ・面白さ

自然の不思議さや面白さを実感する指導の充実

従前では，遊びの場づくりが中心であった内容(6)「自然や物を使った遊び」ですが，今回
の改訂で，遊びや遊びに使う物を工夫して作ることで，児童が遊びの面白さとともに，自然の
不思議さにも気付くことができるようにすることが強調されています。
内容(6)で特に気を付けたいことは，平成20年１月の中央教育審議会の答申に示された「科
学的な見方・考え方の基礎」についての理解を誤り，ややもするとかつての低学年理科のよう
な指導をしてしまうことです。低学年理科は，教えたい原理があるので素材や活動が限定的で
した。しかし，生活科は，子どもたちの思いや願いを大切にしようとしているので，期待する
子どもたちの姿や素材，活動が多様になるはずです。
内容(6)は，生活科において経験を豊かにすることにより，第３学年以降の理科が充実する
と考えて構成されています。
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