
 1

第１学年 生活科学習指導案 

平成 22 年１月 19 日（火）第○校時 

足立区立○○小学校        

第１学年○組 計○○名      

授業者 ○○ ○○        

１ 単元名  もうすぐ 2 年生 ～これまでのことをおもいだそう～  

 

２ 単元の目標 

○自分の成長に関心をもち、これまでの成長を振り返ったり、これからの成長への願いをもっ

て意欲的に生活したりしようとしている。                    (生活への関心・意欲・態度) 

○工夫して自分の成長を振り返るとともに、分かったことや成長を支えてくれた人々への感謝

の気持ちなどを表現することができる。                (活動や体験についての思考・表現) 

○大きくなったこと、自分でできるようになったこと、役割が増えたことなどが分かり、これ

までの生活や成長を支えてくれた多くの人々がいることに気付いている。 

(身近な環境や自分についての気付き) 

学習指導要領 内容（9）  自分自身の成長を振り返り、多くの人々の支えにより自分が

大きくなったこと、自分でできるようになったこと、役割が増えたことなどが分かり、これ

までの生活や成長を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもつとともに、これからの成長への

願いをもって、意欲的に生活することができるようにする。 

 
３ 単元の評価規準 

A 生活への関心・意欲・態度 B 活動や体験についての思

考・表現 

C 身近な環境や自分につい

ての気付き 

 自分の成長に関心をもち、こ

れまでの成長を振り返ったり、

これからの成長への願いをも

って意欲的に生活したりしよ

うとしている。 

 

 工夫して自分の成長を振

り返るとともに、分かったこ

と や 成 長 を 支 え て く れ た

人々への感謝の気持ちなど

を表現することができる。 

大きくなったこと、自分で

できるようになったこと、役

割が増えたことなどが分か

り、これまでの生活や成長を

支えてくれた多くの人々が

いることに気付いている。 

①１年間の出来事やその時の気

持ちを思い出している。  

②１年間の自分の成長に関心を

もち、進んで見付けようとし

ている。  

③１年間の自分たちの成長を園

児に伝えようと、発表の内容

や準備するものについて進ん

で考えている。 

④2 年生になってもがんばろう

とする意欲をもっている。 

①これまでの出来事を思い

出して、カードやワークシ

ートに書くことができる。

②１年間で自分が頑張った

ことについて、友達に発表

することができる。 

③園児と仲良くなれる方法

や行動について考えてい

る。 

④園児の気持ちを考えなが

ら教えることができる。  

①１年間の出来事を振り返

ることで、自分が成長をし

ていることに気付くこと

ができる。 

②友達の成長に気付くこと

ができる。 

③新１年生のためにできる

ことがたくさんあること

に気付くことができる。  
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４ 児童の実態(省略) 

 

５ 単元設定の理由 

本単元は、学習指導要領の内容（９）を受けて設定したものである。  

入学してから１年がたとうとしているこの時期に、児童にこれまでの成長を振り返らせ、意

欲やめあてをもって進級してほしいと考えた。  

しかし、自分自身の成長に気付いたり、自覚したりしていない児童がほとんどであると思わ

れる。 

そこで、１年間の生活の中で楽しかったことを思い出し、できるようになったことを発表す

る活動を通して、児童に自分や友達の成長を気付かせたいと考えた。  

また、園児を招いて小学校について教えるという活動を設定した。これまで上級生から世話

をしてもらうことが多かった児童は、張り切って年少の友達に教えようとするだろうと考えた。    

また、何を教えるかを考えるにあたって、児童に園児の頃にはできなかったことを思い出さ

せることで、入学してからの自分の成長に気付かせることができるだろうと考えた。 

さらに、園児と接する場面では、児童は相手の気持ちを考えて行動することを学び、これま

で自分たちの世話をしてくれた人たちに対する感謝の気持ちをもつことができると考えた。こ

れらの学習を通して、自分の役割が増えたことを確認し、自分や友達が成長してきたことに気

付いてほしいと考えた。  

 
６ 指導の手だて 

 (1) 気付く力を育てるための手だて 

○思い出の写真スライド 
小学校に入学してからの成長に気付かせるために、写真をパワーポイント等を活用して提 

 示し、これまでの自分について思い出すきっかけを与える。記憶が薄れてしまった幼稚園・ 

 保育園の頃の生活の様子が分かる写真や映像も取り入れることで、成長をより実感させたい。 

○思い出ボックスの作成 
頑張ったこと、できるようになったことに関する思い出の物を入れる箱を各自作成するこ 

 とで、実感をもって成長に気付かせたいと考えた。また、それらを発表し合うことで、友達 

 の成長にも気付かせたい。 

○発表の場の設定 
園児を招いて自分たちの成長を、発表するという場を設定することで、学習の目的意識を 

 明確にもたせ、意欲を高めさせたいと考えた。その関わりの中で、自分にもできることが  

 増えたことや役割が増えたことを確認し、自分や友達が成長してきたことに気付かせたい。 

(2) 気付きを深めるための手だて   

○教師の適切な言葉かけ 
児童の気付きを価値付けたり、学級全体に広めたりするためにも、教師の意図的な言葉か 

 けが必要である。そこで、以下のような言葉かけを行っていく。 

・気付きを価値付ける。    ・気付きや思いを認め、広める。 

・活動を方向付ける。     ・気付きや活動を称賛し、意欲付ける。 

・関わりを促す。 
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７ 指導計画 （全１５時間）  

時  学習活動 ・予想される児童の反応  ○指導 ◎評価【評価方法】   

第１次  これまでのことをおもいだそう（４時間） 

１  

２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学してからの写真を見て、これまで

の出来事やその時の気持ちを発表し合

い、年表作りを行う。 

・入学式の写真だ。緊張してドキドキし

ていたな。 

・遠足で皆で遊んで楽しかった。 

・いろいろな事があった。 

 

 

 

 

 

 

 

思い出の物を見て、入学してからの自

分たちの成長を話し合い、今度は一人一

人が自分の成長（たからもの）を見付け

ていこうというめあてをもつ。 

・運動会のダンスは練習を頑張って上手

に踊れるようになった。  

・プールで級が上がった。 

・引き算がスラスラ解けるようになった。

 

 

○箱の中に、これまでの写真や、クラスで頑張

ってきたことが分かる物を入れ、「みんなの

思い出ボックス」として提示する。  

○小学校に入学してからの出来事を想起させ

るために、写真を提示し、これまでの自分に

ついて思い出すきっかけを与える。  

○思い出したことを発表し合う場面において、

教師が適切な言葉かけをすることで、これま

での成長（みんなのたからもの）への気付き

を引き出し、価値付けを行う。 

○１年間の出来事を年表にし、次時からの学習

に活かせるようにする。  

◎１年間の出来事やその時の気持ちを思い出

している。 Ａ①【行動観察、記録】 

○ワークシートなど、児童が入学してから取り

組んできた物を提示し、各自の成長を自覚さ

せるきっかけを与える。  

○思い出したことを発表し合う場面において、

教師が適切な言葉かけをすることで、これま

での成長への気付きを引き出し、価値付けを

行う。 

○自分の思い出ボックスを作るというめあて

をもたせることで、自分の成長に意識を向け

させる。 

◎１年間の自分の成長に関心をもち、進んで見

付けようとしている。 Ａ②【記録、発言】

◎１年間の出来事を振り返ることで、自分が成

長をしていることに気付くことができる。 

Ｃ①【記録、発言】 

みんなのおもいでボックスをあけよう。
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３  

4 

本  

時  

 

 

各自持ち寄った思い出の物について、

エピソードをカードに書いて、一緒に箱

の中に入れる。 

・小さくなった鉛筆を入れよう。たくさ

ん漢字を練習したよ。 

・学芸会の台本を入れよう。ライオンの

役を頑張った。 

 

 

 

 

○箱に入らない場合は、カードに絵を描いた

り、写真を撮ったりしておくことを助言して

おく。 

◎これまでの出来事を思い出して、カードやワ

ークシートに書くことができる。 

 Ｂ①【行動観察、記録】 

◎１年間の出来事を振り返ることで、自分が成

長をしていることに気付くことができる。 

 Ｃ①【記録、発言】 

 

 

 生活班ごとに、自分の思い出ボックス

に入っている物とエピソードを発表す

る。 

・これは図工の絵です。クレヨンで細か

い模様も描いて工夫しました。 

・運動会でリレーの選手となり、頑張り

ました。 

 振り返りとして、一番の思い出につい

て、ワークシートにかき、発表する。 

○１人１つずつ、順番で発表させ、発表時間に

偏りが出すぎないようにする。 

◎1 年間で自分が頑張ったことについて、友達

に発表することができる。 

Ｂ②【行動観察、発言】  

◎ 友達の成長に気付くことができる。  

Ｃ②【記録、発言】 

○児童が発表したエピソードの中から、児童の

成長を称賛したり、成長を支えてくれた周り

の人の存在に気付かせたりする。 

 

第２次  あたらしい１ねん生をしょうたいしよう（７時間） 

５  

６  

 

 

幼稚園・保育園の頃の写真や映像を見

て入学前の自分を想起し、発表し合う。 

・遊びやお昼寝の時間がほとんどで、今

みたいに勉強はしていなかった。 

・家の人と一緒に通っていた。 

・小学校に入って友達ができるかどうか

心配でドキドキしていた。 

 

新 1 年生の気持ちを考えて、発表会の 

計画を立てる。 

・計算が早くできるようになったことを

教えてあげたい。 

・掃除の仕方を教えてあげたい。ほうき

やちりとりを用意しよう。 

・生き物係の仕事をお試しでやらせてあ

げるのもいいな。 

 

 

○幼稚園・保育園の頃の映像を見させ、園児の

気持ちを想像させやすくする。また、園児の

頃からこれまでの成長を自覚させるととも

に、自分たちの成長を園児たちに教えてあげ

ようという意欲をもたせる。 

 

 

 

○園児にとって入学への不安が解消され、入学

が楽しみになるような発表にしようという

意識を引き出すように、適切な言葉かけを行

い、価値付けを行う。 

○課題別グループで活動させる。 

○時間や場所について知らせ、どのような発表

ができるか、準備する物は何かを具体的に考

えさせる。 

 じぶんのおもいでボックスをつくって、はっぴょうしよう。 

小学校にはいるまえに、タイムスリップ！ 

小学校にしょうたいしよう！ 
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 ◎1 年間の自分たちの成長を園児に伝えよう

と、発表の内容や準備するものについてすす

んで考えている。 Ａ③【行動観察、発言】

７  

８  

９ 

  

 

発表会に向けて、準備をする。 

 グループごとに紹介し合い、アドバイ 

スし合う。 

・招待状を作ろう。 

・もっと大きな声で発表した方がいいよ。

・お試しができてよかった。 

 

 

 

○交代で園児の役になり、よかった点、改善点

について児童同士アドバイスし合い、より良

い発表ができるようにする。 

○園児の気持ちを考えた工夫を称賛し、価値付

ける。 

○園児とどう接すれば仲良くなれるかを考え

させ、各自目標をもたせる。 

◎園児と仲良くなれる方法や行動について考

えている。Ｂ③【行動観察、発言】  

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
11 

  

 

園児を招待して、発表会をする。 

・ランドセルを背負ってみようか。  

・発表する時には、まっすぐ手を挙げる

んだよ。 

・どんぐりを使っておもちゃ作りをした

んだよ。 

 

発表会の振り返りをする。 

 

 

○保育園・幼稚園の教師と打ち合わせを行い、

予め園児の実態を把握するようにし、1 年生

とのペアを作っておく。  

○児童にペアの園児と各コーナーを回りなが

ら、教えてあげるように指示する。  

◎園児の気持ちを考えながら教えることがで

きる。Ｂ④【行動観察、発言】 

第３次   プレゼントをしよう（４時間） 

12 

13  

14 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

朝顔の種や、教室掲示の飾り付けをし

て、新入生にプレゼントする準備をする。

・ぼくたちも、入学した頃に朝顔の種を

もらって嬉しかったね。  

・自分たちが使った教室をピカピカにし

ておこう。 

 

 

 

 

○もうすぐ園児が新入生となり、入学してくる

ことを知らせ、自分たちに何ができるかを考

えさせるよう促す。 

○１年前、自分たちのために、2 年生が作って

くれた飾り等を見せる。  

◎新 1 年生のためにできることがたくさんあ

ることに気付いている。  

 Ｃ②【記録、発言】 

どうすれば なかよくなれるか かんがえよう。 

１ねん生のことをおしえてあげよう。 

プレゼントをしよう。 
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15   

 

学習の振り返りをする。  

自分への手紙を書く。 

・自分が成長してきたことが分かった。 

・これからも頑張れば、いろいろなこと

ができるようになると思う。 

・今まで自分を支えてくれた人がいたこ

とが分かった。 

 

 

○これまでの学習を通して気が付いたことや

感じたこと、これからどんな２年生になりた

いかについて考えさせる。 

◎２年生になっても頑張っていこうという意

欲をもっている。 

Ａ④【行動観察、発言】  

 

８ 本時の指導 （４／１５時間） 

(1) 目標 

・1 年間で自分が頑張ったことについて、友達に発表することができる。 

・友達の成長に気付くことができる。 

(2) 展開 

3 本９ 授業観察の視点 

○教師のはたらきかけは有効であったか。 

○指導計画や研究テーマにせまるための手だては有効であったか。 

分  主な学習活動  

・予想される反応 

○手だて ◎評価【評価方法】 

 

10 

 

 

 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10 

1 本時のめあてを確認する。 

 

 

 

2 生活班ごとに、自分の思い出ボック

スに入っている物とエピソードを発

表する。 

・これは図工の絵です。クレヨンで細

かい模様も描いて工夫しました。 

・運動会でリレーの選手となり、頑張

りました。 

  

 

 

 

3 本時の振り返りをする。 

振り返りとして、一番の思い出につ

いて、ワークシートにかき、発表する。

 

4 次時の予告をする。 

 

 

 

 

○１人１つずつ、順番で発表させ、発表時間に偏

りが出すぎないようにする。 

○思い出ボックスの物の中から、発表したい順に

 選んで発表させる。 

 

◎1 年間で自分が頑張ったことについて、友達に

発表することができる。  

Ｂ②【行動観察、発言】  

◎ 友達の成長に気付くことができる。  

Ｃ②【記録、発言】 

 

○児童が発表したエピソードの中から、児童の成

長を称賛したり、成長を支えてくれた周りの人

の存在に気付かせたりする。 

 

10 

じぶんへの手がみをかこう。 

じぶんのおもいでボックスをつくって、はっぴょうしよう。


