
小学校第２学年 生活科学習指導案 

 
日 時： 平成２５年５月 日  
対 象： ○○立○○小学校２年○組 

 
１ 単元名 「わくわく うちのまわりの まちたんけん」 
 
２ 単元の目標 

 ○地域で生活したり働いたりしている人々や様々な場所に関心をもち、親しみや愛着をもって、人々と適切に

接したり安全に生活したりしようとする。 

 ○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、人々との適切に接することや安全に生活

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、それを工夫して表現する。 

 ○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、地域のよさに気付く。 

 

 

 

 

 

 

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 

地域で生活したり働いたりしている

人々や様々な場所に関心をもち、親し

みや愛着をもって、人々と適切に接し

たり安全に生活したりしようとして

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や安全に

生活することについて、自分なりに

考えたり、振り返ったりして、それ

を表現している。 

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

域のよさに気付く。 

①地域の人々や様々な場所に関心を

もって関わろうとしている。 

②地域の人々の様子や様々な場所に

ついて、見たり、調べたりしようと

している。 

③地域の一員として、マナーや安全に

気を付けて活動しようとしている。 

④地域の人々や様々な場所に親しみ

や愛着をもち、繰り返し関わろうと

している。 

①行きたい場所や会ってみたい人、

してみたいことを決めている。 

②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。 

③その場所の状況を捉え、危険など

について考え、予測している。 

④好きになった場所や親しくなっ

た人々などのことを振り返り、自

分なりの方法で表し、友達や地域

の人々などに知らせている。 

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

様々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地域で生活したり働いたりしている

人々や様々な場所が、自分たちの生活

を支えていることを気付いている。 

④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。 

 

４ 単元設定の理由 

本単元は、自分たちが生活する地域に出かけ、そこで生活したり働いたりしている人々と接したり、様々な

場所を調べたり利用したりすることを通して、それらが自分達の生活を支えていることや楽しくしていること

『小学校学習指導要領 生活編』 第３章 生活科の内容 
（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わっていることが 

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。 



が分かり、地域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こ

とを目指している。 

本校は、隣接する小学校が休校することになり、今年度非常に多くの転校生を迎えた。それに伴い学区域が

二校分の広さに広がり、２年生にとっては新しくなった学区域の中には、知らない場所やまだ行ったことがな

い場所が多い。 

そこで、本単元では、まず自分の家の周りの様子を紹介し合うことにした。よく知っているお気に入りの場

所や物、人々を紹介し合うことで、よく知らない場所や行ったことがない場所に興味をもち、町探検の活動へ

の意欲を高めたいと考えた。実際の探検活動や探検して分かったことを紹介したり案内したりする活動を通し

て、学区域が広がったことや地域のよさをたくさん見つけることができたことを喜び、これまで生活してきた

地域に加え、新たな地域へ親しみと愛着をもつことができるようになることを期待している。 

また、単元を通して、ペアやグループでの活動を多く設定し、４月から新しく一緒になった学級の友達と繰り

返し関わることで、友達と適切に接することができ、よりよい人間関係を築くことができることを願っている。 

 

５  指導計画（１６時間）本時３/１６ 

次 ○学習活動 ・予想される児童の反応 ○指導  ◆評価（評価方法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１

次 

 

 

 

 

○家の周りの場所や物、人など、友達に教えたいお

気に入りを探し、絵に表わす。（２時間） 

 ・近くの○○公園のブランコが楽しいから、ブラ

ンコで遊んでいる絵を描こう。 

 ・きれいなお花が咲いているよ。 

 ・生鮮食料品店のおじさんがやさしいよ。 

 

 

 

○家の周りのお気に入りの場所や物、人などを友達

に伝える。（１時間 本時） 

 「○○公園のブランコはすごく面白いよ。いつも

遊びに行っているよ。」 

 「ブランコのほかにも遊ぶものはあるの。」 

 「鉄棒や砂場があるよ。」 

  

 

○朝の会などの話題を取り上げ、「家のまわりのお

気に入りをみんなに教えてあげよう。」と呼びか

け、自分の家の周りのことを紹介する活動への関

心を高める。 

○具体的な例を挙げ、紹介する内容が理解できるよ

うに説明する。 

○学区域地図に児童が紹介するお気に入りの場所

を記入しておく。 

 

◆自分の住んでいる地域に関心をもってお気に入

りの場所などを選び、素直に表現している。 

Ａ①（行動、発言、紹介の絵） 

○伝えたい相手を見付け、ペアで描いた絵を使って

紹介する方法を指導する。 

○友達の説明を聞いた後、さらに質問して交流する

よう促す。 

○交流後に活動を振り返り、知らない場所などにつ

いて行ったみたい、調べてみたいなどの感想を取

り上げ、町探検の活動への意欲を高める。 

◆自分のお気に入りの場所や物、人などを進んで友

達に紹介したり、友達の話を興味をもって聞いた

りして、町探検の活動への意欲をもっている。 

     Ａ①②（行動、発言、振り返りシート）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○探検グループを作り、探検する場所を決める。 

（１時間） 

 

 

 

○前時の活動を振り返り、グループごとに町探検に

行くことを伝える。 

○行きたい場所ごとに数名のグループを作ることが

できるよう、児童と話し合って人数を調整する。 

◆友達の話を基に、探検したい場所や会ってみたい

人、やってみたいことを決めている。 

Ｂ①（発言、行動、振り返りシート）

うちのまわりのお気に入りを 
見つけよう（３時間） 

たんけんに行く計画をたてよう 
（３時間） 



 

 

２

次 

○探検の計画についてグループで話し合い、探検計

画書をつくる。（１時間） 

 ・調べたいこと 

 ・インタビューしたいこと 

 ・役割 

 ・持ち物  など 

 

○あいさつやインタビューの練習をする。 

              （１時間） 

○話し合う内容が分かるよう、探検計画書のシート

を工夫する。 

○グループ全員で役割を分担するよう指導する。 

○インタビューの仕方を指導する。 

○カメラなどの使い方を教える。 

○計画書が完成したグループには、インタビューの

練習をするよう指示する。 

◆探検する場所や人について、見たり、調べたりし

ようとしている。 

Ｂ②（行動、発言、探検計画書）

 

 

 

 

 

 

３

次 

 

 

 

 

 

 

○グループで町探検に出かける。（２時間） 

 ・探検した場所や物、人などについて詳しく調べる。

  （写真に撮る、インタビューするなど） 

  

 

○校外で活動する時の安全やマナーについての約

束を確認する。 

○グループの役割分担を確認し、助け合って調べる

よう指導する。 

◆地域の一員として、マナーを守り、安全に気を付

けて活動しようとしている。 

Ａ③（行動、発言） 

◆その場所の状況を捉え、危険などについて考え、

予測している。     Ｂ③（行動、発言） 

◆地域には様々な場所があり、そこには様々な人々

が生活していることや様々な仕事があることに

気付いている。 

Ｃ①（探検メモ、振り返りシート）

 

 

 

 

 

 

 

 

４

次 

 

 

 

 

 

 

 

 

○知らせる方法を話し合う。（１時間） 

 （ポスター、新聞、紙芝居など） 

○発表会で知らせる準備をする。（２時間） 

 ・探検して分かったことをポスターなどにまとめる。

・役割を決めて発表の練習をする。 

○探検して分かったことを発表する。（１時間） 

 

 ・グループごとに作ったポスターなどを使って探

検して分かったことを発表し合う。 

 

 

○地域の広報誌や案内マップなどを見せ、探検して

調べたことや分かったことを発表する意欲を高

める。 

○発表方法のモデルを示す。 

（ポスター、新聞、紙芝居、マップなど） 

○形式や大きさなどは児童の発想を十分取り入れる。

○役割を決めてグループで協力して作ったり、発表

の練習をしたりするよう指導する。 

◆好きになった場所や親しくなった人々などのこ

とを振り返り、自分なりの方法で表し、友達や地

域の人々などに知らせている。 

Ｂ④（行動、発表、作品）

◆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。 

◆地域で生活したり働いたりしている人々や様々

な場所が、自分たちの生活を支えていることが分

かっている。 

Ｃ②③（行動、発言、作品）

町たんけんに出かけよう（２時間） 

たんけんしたことを 
みんなに知らせよう（４時間） 



 

６ 本時の学習活動（３/１６時間） 

（１）目標 

  ○家のまわりのお気に入りの場所や物、人などを友達に紹介し合う。 

○友達の紹介を聞いて、地域へ興味をもつ。 

（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 本時の活動のめあてを知る。 

 めあて 

 

 

 

２ 活動の仕方を知る。 

 ・ペアで紹介し合う。 

 ・時間内で相手を交代して何度も紹介し合う。 

 

３ お気に入りを描いた絵をもって、友達と交流しな

がら紹介する。 

 「ぼくの家の近所にかわいいネコがいます。 

  ぼくがそばに行くと、ニャーとなきながら近付い

てきます。」 

 「何色のネコですか。」「茶色です。」 

 「名前を知っていますか。」「タマです。」 

 

 「私の家のそばにおいしいパン屋さんがあります。

○本時のめあてを掲示し、どの児童もめあてをもって

活動できるようにする。 

○前時までに作ったお気に入りの絵や紹介メモが完成

しているか確認する。 

 

○教師のお気に入りの絵を見せながら、紹介の仕方の

モデルを示す。 

・交代でお気に入りの説明をする。 

 ・説明が終わったら、分からなかったことやもっと

聞きたいことを質問する。 

 ・質問されたことに答える。 

 ・感想を伝える。 

○紹介の仕方を掲示し、どの児童も確実に紹介するこ

とができるようにする。 

○紹介し合う時間を示し、進んで相手を変えて、多く

の友達に紹介するよう指示する。 

○話すことが苦手な児童には、そばで話す順序を示し

たり、質問を一緒に考えたりする。 

 

 

 

 

 

 

５

次 

 

 

 

 

○探検した場所をみんなでめぐる「お気に入りツア

ー」の計画を立てる。（１時間） 

 ・ツアーの道順 

 ・持ち物     など 

○探検したグループが交代で案内し合いながら、み

んなで町めぐりをする。 

             （２時間） 

 

○グループの探検やお気に入りツアーを振り返り、

わかったことや考えたことをまとめ、自分たちの

町のよさについて話し合う。（１時間） 

 

○前時の発表を聞いていた児童のつぶやきを紹介

し、グループごとに探検した場所をみんなで巡っ

てみることを呼びかける。 

○児童のアイデアを取り入れ、児童と話し合いなが

らツアーのやり方を決める。 

○校外で活動する時の安全やマナーについての約

束を確認する。 

◆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（行動、発言） 

◆地域で生活したり働いたりしている人々や様々

な場所が、自分たちの生活を支えていることが分

かっている。 

Ｃ③（行動、発言） 

○探検して分かったこと、自分たちが住んでいる地

域のよさ、自分ができるようになったことをシー

トに書かせ、話し合う。 

◆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。 

Ｃ④（行動、発言、振り返りシート）

みんなの町のお気に入りツアーに 
出かけよう（４時間） 

うちのまわりのお気に入りを 
友だちにしょうかいしよう 



パン屋のおじさんが優しいです。」 

 「何パンがおいしいですか。」「あんパンです。」 

 「おじさんの名前をおしえてください。」 

 「今度聞いてきます。」 

 

 

４ 活動を振り返り、分かったことや感想などを振り

返りシートに書く。 

 ・お気に入りを紹介して楽しかった。 

 ・会ってみたい人がいた。 

 ・友達のお気に入りの場所に行ってみたい。 

 

５ 行ってみたい場所を決めて、探検に出かけること

を知る。 

 

◆自分のお気に入りの場所や物、人などを進んで友達

に紹介したり、友達の話を興味をもって聞いたりし

ている。町探検の活動への意欲をもっている。 

   Ａ①②（行動、発言、振り返りシート） 

 

○振り返りシートを基に、できたこと、分かったこと、

感想などを発表するよう促す。 

○児童の発言を板書し、みんなで町を探検するよさや

目的を引き出す。 

○探検に出かけることを知らせる。 

 

◆町探検の活動への意欲をもっている。 

   Ａ②（発言、振り返りシート） 

 

９ 板書計画 

  
 
 
 
 
 
 
 

うちのまわりのおきにいりを、ともだちにしょうかいしよう 

紹介の仕方 

◇ペアで紹介し合う。 

◇紹介する順番を決める。 

◇よく聞いて、わからなかったことやもっと聞

きたいことは質問する。 

◇終わったら、次の相手を探して始める。 

やくそく 

・活動時間 （○時○分まで） 

・紹介し終わったら「ありがとう」 

・楽しく紹介し合いましょう！ 

☆たくさんのともだちにお話しよう。 

☆よくきいて、しつもんもしよう。 

○紹介し合って・・・ 

・楽しかった。 ・知らない公園があった。 

・私も○○ちゃんと同じお店で買い物をして

いるよ。 

・生鮮食料品店のおじさんに会ってみたい。 

・○○公園へ行ってみたい。  

・探検したい！ 

わくわくうちのまわりの 

まちたんけんにいこう！ 


