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小学校 生活科学習指導案 

日時  平 成 2 3 年 ○ 月 ○ 日 

対象  ○○立○○小学校 第２学年 

                                 

１ 単元名 「 わたしの町大すき① 」 

 

２ 単元の目標 

○自分が住む町に、繰り返し出かける活動を通して、自分が住む町の自然やそこで暮らす人々などに関心

をもち、それらに親しみや愛着をもって生活しようとしている。    （生活への関心・意欲・態度） 

○地域で生活したり働いたりしている人々や様々な場所との関わり、人々と適切に接することについて、

自分なりに考えたり振り返ったりして、表現している。     （活動や体験についての思考・表現） 

○自分たちの生活は、地域で生活したり働いたりしている人々や様々な場所とかかわりをもっていること

が分かり、地域のよさに気付いている。           （身近な環境や自分についての気付き） 

 

学習指導要領  第３章 生活科の内容より 

（３）自分たちの生活は地域で生活したり働いたりしている人々や様々な場所と関っていることが分か

り、それらに親しみや愛着をもち、人々と適切に接することや安全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 身近な環境や自分自身に 

      ついての気付き 

自分が住む町に繰り返し出かけ

る活動を通して、自分が住む町の

自然やそこで暮らす人々などに

関心をもち、それらに親しみや愛

着をもって生活しようとしてい

る。 

地域で生活したり働いたりして

いる人々や様々な場所との関わ

り、人々と適切に接することにつ

いて、自分なりに考えたり振り返

ったりして、表現している。 

自分たちの生活は、地域で生活し

たり働いたりしている人々や

様々な場所と関わりをもってい

ることが分かり、地域のよさに気

付いている。 

①地域の人々の様子や様々な場

所に関心をもって、見たり、調

べたりしようとしている。 

②マナーを守り、安全に気を付け

て活動しようとしている。 

③地域の人々や様々な場所に親

しみや愛着をもち、繰り返し関

ろうとしている。 

①自分の家の周りや通学路の様

子について思い出したことを

紹介したり、気付いたことを絵

や文でまとめたりしている。 

②発見したこと、体験したことを

表現している。 

③調べたいこと、してみたいこと

を決めている。 

④相手や場に応じた行動につい

て考え、活動の計画を立てたり

約束を決めたりしている。 

①地域には様々な場所があり、そ

こには、幼児や高齢者、障害の

ある人など多様な人々が生活

していることに気付いている。

②地域には様々な仕事があり、そ

れらの仕事に携わっている人

がいることに気付いている。 

③親しみや愛着のある場所が増

えたり、人々と適切に接したり

することができるようになっ

た自分に気付いている。 
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４ 単元設定の理由 

  （省略） 

５ 児童の実態 

 新学期になり、児童は１年生に学校案内をした。今年度からの取組なので、自分たちが案内をしてもら

った経験はなかったが、意欲的に活動ができた。第２学年で学習する生活科を楽しみにしている様子が見

られる。  

入学してからの一年間で仲良くなった友達が増え、下校後の行動範囲も広がってきている。保護者から

の話や、児童の会話の中に「○○公園に集合」「○○くんの家に行く」という話題が出ていることからも分

かる。 

 今までの学習の中で、自分たちの疑問を解決するためには、本で調べたり身近な人に聞いたりするとよ

いということが分かり、自然を大切にしたり、遊びを工夫したりすることができるようになってきた。今

回は、地域の人や場所と関りをもつ。普段何気なく生活している場所でも、新しいことが見付けられそう

だという意欲を高めて学習を進めていけば、授業以外でも発見できることが出てくる。今まで以上に地域

の生活や行事に関心をもち、地域の人たちと交われる児童に育ってほしい。 

 

 

６ 指導計画 （１２時間）本時５／１２ 

 学習活動 ・予想される児童の反応 ○指導  ◆評価（評価方法） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 
 
 
 
 
 

◇ 教師が用意した写真(○○稲荷の一部分や

畑、スーパーなど)を見て何か当てる。 

 

 

◇自分の通学路の様子を発表する。 

・毎朝外挨拶をしてくれる人がいます。 

・コンビニエンスストアがあるよ。 

・よく遊ぶ△△公園があるよ。 

◇学区の絵地図を用意し、場所がはっきりし

ているものを全体で確認する。 

◇○○稲荷と自分との関係を知る。 

・☆☆ばやしを６年生になったら勉強するよ。 

・○○小と同じ「○○」がつくよ。 

・「子ども縁日」に行ったことがあるよ。 

◇次時は通学路の一部を確認しながら○○稲

荷へ行くことを知る。 

○児童に学ばせたいものや今後関わりが出てくるも

のの写真を導入に使う。            

○自分たちが生活する町について学習していくこ

とを知らせる。 

○自分の家のまわりや通学路の自然や建物、人々の

様子などについて発表することを知らせる。 

◆自分の家の周りや通学路の様子について思い出

したことを紹介したり、気付いたことを絵や文で

まとめたりしている。      Ｂ①（発言）

○思い付かないときは、友達と同じ意見や、学校の

目の前にあるスーパーや公園でもよいことを伝

える。 

○学区の簡単な地図を用意し、場所がはっきりして

いるものの位置を示していく。 

○児童の意見から○○稲荷を取りあげる。 

つう学ろのひみつをしょうかいし合おう。 
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２ 
 

３ 

◇探検に行く道と、前時に出た場所や物を絵

地図で確認する。 

◇危険な場所や安全に行動するための決ま

り、礼儀などを知る。 

 

 

 

 

 

 

◇建物や人々、自然の様子に注目することを

知る。 

◇全員で町を探検する。 

・ここは何屋さんかな。 

・郵便局じゃないのに郵便のマークがある。 

○前時に出た児童の意見を確認できるような道順

（○○稲荷を含む）を考え、下見しておく。 

○○○稲荷の宮司さんに、敷地内を見学に行く許可

を得ておく。 

○安全、緊急の際を考えて体制を整えておく。 

○前時の確認だけでなく、町のよいところを見付け

たり、新しい発見をしたりするように伝える。 

○建物や人々、自然の様子を想起させてから出発で

きるようにする。（保育園で小さい子が遊んでい

た。吠える犬がいる家があった。）など。 

○歩きながら、児童の反応やつぶやきを拾えるよう

に、問いかけたり、興味によって時間をかけたり

する場所をつくる。 

◆マナーを守り、安全に気を付けて活動しようとし

ている。          Ａ②（行動観察）

 

◇○○稲荷を探検する。 

・ここでやる「子ども縁日」に来たことがあ

るよ。 

・石でできたきつねがいる。 

・この建物の中はどうなっているんだろう。 

◇学校へ戻る。 

◇付箋に見付けてきたことをかく。 

（一番知らせたい内容は付箋の色を変える） 

◇探検のめあての振り返りをする。 

 

○次回の学習につながるものは、写真で記録してく

る。 

◆地域の人々の様子や様々な場所に関心をもって、

見たり、調べたりしようとしている。 

Ａ①（行動観察）（カード）

○付箋に簡単な絵や文をかかせ、次の学習に生かせ

るようにする。かき出せない児童は、教師と一緒

にかけるよう支援する。 

○挙手で振り返りをさせる。 

４ 
 

◇絵地図を見ながら町探検を振り返る。 

 

 

◇発見してきたことをかいた付箋を全体で確

認しながら貼る。 

・この公園では、ベンチに座っているおじい

さんがいました。 

・保育園の窓にネコの絵が貼ってありました。 

・～さんが言っていた毎朝挨拶をしてくれる

人に会えました。 

 

◇めあての振り返りをする。 

 

◇次時は○○稲荷で発見したことを発表し合

うことを知る。 

○撮ってきた写真や児童のつぶやきなどを取りあ

げ、探検を振り返りやすくする。 

 

○友達の発表から学びを増やせるように、一人ずつ

確認しながら貼っていく。 

◆発見したこと、体験したことを表現している。 

             Ｂ②（発言）（カード）

○地域には自分たちの暮らしに関わる様々な物が

存在すると気付けるように、児童の発表を補う。

◆地域には様々な場所があり、そこには、幼児や高

齢者、障害のある人など多様な人々が生活してい

ることに気付いている。Ｃ①(発言)（行動観察）

○友達の発表から学んだことも含め、探検前よりも

町のことを発見できたかどうかで振り返りをさ

せる。 

あんぜんに気をつけて 

①学校のまわりにはどんなものがあるか、

たしかめよう。 

②○○いなりにはどんなものがあるか発

見しよう。 

たんけんではっ見したことをはっぴょう

し合って、町にくわしくなろう。 
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５
（
本
時
） 

 

 

 

◇付箋を、見つけた物ごとに分類して貼る。 

・入り口に手を洗うところがありました。 

・お参りをして楽しかったです。 

 

◇書いたことを発表する。 

 

◇○○稲荷について、もっとしてみたい「わ

くわく」やもっと知りたい「はてな」をワ

ークシートにかく。 

・友達が言っていたきつねを見たい。 

・鈴を鳴らしてお参りがしたい。 

・建物の中はどうなっているのか見てみたい。

◇「わくわく」「はてな」を発表する。 

◇めあてを振り返る。 

○撮ってきた写真や児童のつぶやきなどを取り上

げ、探検を振り返りやすくする。 

○児童がかいた付箋を事前に確認し、関係する写真

を用意しておく。 

○写真を順番に掲示し、関係することをかいた付箋

を黒板に貼らせる。 

○各項目ごと、数名に発表させる。 

○○○稲荷の簡単な拡大全体図を必要に応じて使

用する。 

◆発見したこと、体験したことを表現している。 

             Ｂ②（発言）（カード）

○何をしにいくのか(わくわくやはてな)をはっき

りさせることで、次の探検の意欲と目的をもたせ

る。 

○したいことが思いつかない児童は、教師が机間指

導やかいた付箋から思いを読み取り、一緒に考え

られるように指導する。 

 

 ◆調べたいこと、してみたいことを決めている。 

                Ｂ③（カード）

 
 
 

(

２０
分) 

 
 
 
 
 
 
 

６ 
 

７ 
 
 
 
 
 

（
７０
分
） 

◇前時で出された自分とみんなの「はてな」

を思い出す。 

 

 

 

◇同じか似ている「はてな」のグループで質

問の計画を立てる。 

◇探検の約束、見学や質問のマナーを知る。 

◇挙手で振り返りをする。 

○前時に出た「はてな」の種類ごとにグループをつ

くっておく。 

 

○聞いたことにうなずいたり、話をつなげて聞くイ

ンタビューの仕方を紹介する。 

○探検の約束、見学や質問の際のマナーを指導する。

◆相手や場に応じた行動について考え、活動の計画

を立てたり約束を決めたりしている。 

Ｂ④（発言）（行動観察）

◇○○稲荷へ行く。 

 

 

◇見たり質問をしたりして「はてな」を解決

する。 

・友達が言っていたきつねがどこにいるのか

分かりました。 

・きつねが加えていたのは巻物だったんだね。 

・どうしてきつねがたくさんいるのですか。 

◇境内の中を見学する。 

◇お礼を言って学校へ戻る。 

◇めあてを振り返る。 

 

○事前に訪問先への依頼と学習の趣旨を伝えてお

く。 

○安全、緊急の際を考えて体制を整えておく。 

○できるだけ児童の力でインタビューが進められ

るようにする。 

○必要に応じてメモしてもよいことを伝える。 

◆地域の人々や様々な場所に親しみや愛着をもち、

繰り返し関ろうとしている。 

           Ａ③（行動観察）（カード）

○境内の中の文化財などに配慮するよう指導する。

◆地域には様々な仕事があり、それらの仕事に携わ

っている人がいることに気付いている。     

Ｃ②(発言)（行動観察） 

しつもんをするときのやくわりやじゅんば

んをきめよう。 

見たり聞いたりして「はてな」をはっきり

させよう。 

○○いなりでもっとしてみたい「わくわく」

やもっと知りたい「はてな」をさがそう。 
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８ 
 
 

～ 
 
 

１１ 

 

 

 

 

◇２回の探検で分かったことや感じたことを発

表する。 

・おみくじがある場所が分かりました。 

・前は閉まっていた所に入れて嬉しかったです。

◇一番伝えたいことと、その方法を決める。 

・宮司さんに鳳凰が伝説の鳥だと教えてもら

ったことをぺープサートで発表しよう。 

・きつねがくわえていた物についてのクイズ

を作ろう。 

 

◇発表に使う道具を作ったり、発表の台詞を

考えたりする。 

◇発表の練習をする。 

 

○準備の前に、分かったことや感じたことを発表さ

せ、全体で確認して情報を共有する。 

○探検に行く前と今の自分で変わったことにも意

識を向けさせる。 

○ぺープサートや劇などの方法があること、それを

選択するとどのような発表になるのかを教える。

○準備に使う材料を用意しておく。 

○毎回、授業の最後に、準備の進度と残り時間を確

認する。 

◆自分の家の周りや通学路の様子について思い出

したことを紹介したり、気付いたことを絵や文で

まとめたりしている。  Ｂ①（発言）（作品）

◆親しみや愛着のある場所が増えたり、人々と適切

に接したりすることができるようになった自分

に気付いている。    Ｃ③（発言）（作品）

○発表内容を確認し、よりよい表現になるよう指導

する。 

○児童同士で見合い、声の大きさや発表態度のアド

バイスをし合う。 

１２ 

 

 

 

◇発表をするときと聞くときの約束を確認する。

・大きな声ではっきりと話す。 

・発表を最後まで黙って聞く。 

・礼や拍手をする。 

◇発表会をする。 

◇発表をしたり聞いたりした感想を発表する。

（数名） 

◇挙手で振り返りをする。 

 

○発表がしやすいように机の配置を変えておく。 

○発表するときと聞くときの約束を確認する。 

○前半と後半に分かれ、自由に友達の発表を見に行

けるようにする。 

○保護者に、発表を見終わった後で児童に励ましの

言葉をかけていただけるようお願いしておく。 

◆自分の家の周りや通学路の様子について思い出

したことを紹介したり、気付いたことを絵や文で

まとめたりしている。  Ｂ①（発言）（作品）

◆親しみや愛着のある場所が増えたり、人々と適切

に接したりすることができるようになった自分

に気付いている。    Ｃ③（発言）（作品）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○いなりで見つけたことやわかったこと

をはっぴょうするためのじゅんびをしよう。

 

○○いなりで見つけたことやわかったこと

を、友だちやお家の人に知らせよう。 
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７ 本時の学習活動 （５/１２時間） 

(1) 目標 

  ○発見したこと、体験したことを表現している。       Ｂ②（発言）（カード） 

  ○調べたいこと、してみたいことを決めている。       Ｂ③ (発言)（カード） 

(2) 展開 

学習活動 ・予想される児童の活動 ○指導     ◆評価（評価方法） 

１ ○○いなりの探検を振り返る。 

 

 

 

 

２ 全員の付箋を、かいた内容に分類して

貼る。 

３ 付箋にかいたことを発表する。 

・入り口に手を洗うところがありました。 

・お参りをして楽しかったです。 

・石のきつねが４ひきいました。 

 

 

４ ○○稲荷について、もっとしてみたい

「わくわく」やもっと知りたい「はてな」

をワークシートにかく。 

・友達が言っていたきつねを見たい。 

・鈴を鳴らしてお参りがしたい。 

・建物の中はどうなっているのか見てみ 

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 「わくわく」「はてな」を発表する。 

６ めあてを振り返る。 

○撮ってきた写真や児童のつぶやきなどを取り上げ、探検を振

り返りやすくする。 

○○○稲荷の写真や簡単な拡大全体図を用意する。 

○児童がかいた付箋を事前に確認し、関係する写真を用意して

おく。 

○写真を順番に掲示し、関係することをかいた付箋を写真の下

に貼らせる。 

○各項目で、付箋の色を変えてかいた児童に発表させる。 

○○○稲荷の簡単な拡大全体図を必要に応じて使用する。 

○多くの児童が見付けた物、同じ物でも感じた内容に違いがあ

るなどに気付かせる。 

◆発見したこと、体験したことを表現している。 

                  Ｂ②（発言）（カード）

○きつねの数や見られなかったことを基に、前回の探検では分

からなかったことがあると気付かせる。 

○～したいということを「わくわく」、その中でも分からない

ことや知りたいことを「はてな」とする。 

○活動の終了時刻を伝えておく。 

○何をしにいくのか(わくわくやはてな)をはっきりさせるこ

とで、次の探検の意欲と目的をもたせる。 

○宮司さんにインタビューしたいと児童から意見が出ない場

合は、よりよい探検にするための方法として助言する。 

○したいことが思い付かない児童は、教師が机間指導やかいた

付箋から思いを読み取り、一緒に考えられるように指導す

る。 

◆調べたいこと、してみたいことを決めている。 

                   Ｂ③（発言）（カード）

○数名の「わくわく」「はてな」を取り上げる。 

○挙手でめあての自己評価をさせる。 

 

８ 授業観察の視点 

・疑問やもっと調べたいと思う意欲、２回目の探検の目的意識を高められる授業であったか。 

・児童の「わくわく」や「はてな」は、気付く力を広げるための手だてになったか。 

 

９ ワークシート、板書計画、資料等 

 

 

 

○○いなりでもっとしてみたい「わく

わく」や、もっと知りたい「はてな」

をさがそう。 
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板書計画 

わたしの町大すき！ 

 

 

 

 

 

はっ見したこと 

・手をあらうところがあった 

・おまいりができてうれしかった 

・たてものの中にひかりが見えた 

 

もっとしてみたい「わくわく」 

・ともだちが言っていたきつねを

見たい。 

・すずをならしておまいりがした

い。 

もっと知りたい「はてな」 

・どうしてきつねはこわれてしま

ったのだろう？ 

○○いなりでもっとしてみたい

「わくわく」や、もっと知りたい

「はてな」をさがそう。 

 

 

 

 

名前(           )

もっとしてみたい「わくわく」 

 

 

 

 

もっと知りたい「はてな」 

 

 

 

 

 

写

真 

写

真

写

真

写

真

■□  □□  □□  ■□ 

■□  □□  □□  ■□ 

□□  ■   □□  □■ 

□■      ■   □■ 

■□          □ 

  付箋        □ 


