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生 活 科 学 習 指 導 案 

授業者   １組 林  有里 

２組 寺山 里枝 

３組 大上 裕美 

                    

１ 日 時   平成２５年１１月１３日（水）２校時  

 

２ 学 年   第２学年１組（３４名） ２組（３４名）３組（３４名） 

 

３ 単 元   「もっと なかよし まちたんけん」  

  内容（３）地域と生活 

 

４ 単元の目標 

  地域で生活したり働いたりしている人々と，話したり，いっしょに活動したりするなど，繰り返しかか

わる活動を通して，地域のよさに気付き，地域の人や場所への愛着を深めるとともに，人々と適切に接し

たり，地域で安全に楽しく生活したりすることができるようにする。 

 

５ 単元について 

○ 本単元は，小学校学習指導要領生活の内容（３）「地域と生活」を基に構成した。身近な地域に出かけ

「たんけん」する活動を通して，自分たちの住む町に親しみや愛着をもち，自分の生活とのかかわりを

さらに広げたり深めたりすることをねらいとしている。  

   三篠の町は，横川駅を中心として商店街が広がり，飲食店やさまざまな店が立ち並んでいる。古くか

らの店も多く，町おこしがさかんに行われ，人々の地域への思いは強い。そんな三篠の町や人に繰り返

しかかわることで，親しみや愛着のある場所が増え，気付きを高めることができると考え，単元を設定

した。 

本単元でもった関心や意欲が，次の単元「聞いて 聞かせて まちのすてき」での活動につながると

考えられる。 

○ 本学年の児童は，前単元「どきどきわくわくまちたんけん」で，学校周辺の地域へみんなで出かけ，

「たんけんブックⅠ」を作成した。児童は，「たんけんブックⅠ」を用いて気付いたことを友達と伝え合

いながら，考えを深めることができた。また，地域にはさままざまな場所やもの，人がいることに気付

き，好きな場所を増やすことができた。一方，地域の場所やそこにあるものには気付いているが，それ

らが自分たちの生活を支えていることや，楽しくしていることには気付いていない。また，地域の人と

触れ合う機会が少なく，かかわりをもとうとすることができない。地域に親しみをもち，愛着を抱くま

でには至っていないと考えられる。 

○ 指導に当たっては，行きたい場所ごとにグループ（2～3人）に分かれ，たんけんの計画を立て，たん

けんに行くという活動を繰り返し行う。この活動により，もっと知りたい，もっと行きたい，もっと親

しくなりたい，自分にできることをしたいという思いや願いが生まれると考えられる。見学やインタビ

ューをする中で，そのやりとりを楽しんだり，見たり聞いたり，実際に触らせてもらったり，さらに，

仕事の一部を一緒にさせてもらったりするなど，たくさんの体験ができるようにしたい。対象とする地

域は，学校周辺のお店や公共施設など，人とのかかわりをもちやすい地域に限定する。 

また，児童が思いや願いを持って意欲的に活動するために三つの手立てを考えた。 

一つ目は，「たんけんブックⅡ」の作成である。児童がどこに行きたいか，何を見たいかなどの思いを

もつための動機付けとして，前単元では「たんけんブックⅠ」を作成した。自分が見つけてきたことや

次の計画などのワークシートを一人一人がポートフォリオとして一冊の本にまとめることで，まちたん

けんを振り返ったり，たんけん前と後の自分の成長に気付いたりすることができた。本単元でも，前単

元に引き続き作成したい。 
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二つ目は，「教えたいカード」の活用である。自分の住む三篠にはたくさんの魅力ある場所，施設，町

の人々が存在することに気付かせるために，前単元では，１年生の時から取り組んでいるビンゴカード

を活用し，見つけたものをビンゴカードや簡単な町の地図にまとめ整理させた。また，たんけん後には

グループでの交流場面を設定し，自分の考えと友達の考えを比べながら交流させた。本単元でも，たん

けんでの気付きや思いを表すための手立てとして，「教えたいビンゴ」を作り，それを切り離した「教え

たいカード」で交流をさせたい。  

三つ目は，「みささブック」の作成である。「みささブック」は，エリアに分けたチーム（２～３グル

ープを合わせた）ごとに作成し，地域のお店の名人や場所を詳しく紹介する一冊の本となる。「みささブ

ック」の冒頭ページには，一枚の地図にそのチームの名人の絵と伝えたいことをまとめて書いた「名人

マップ」を作成する。チームで作成することで気付きを共有し，さらに，他のチームと気付きを共有し

ていくことで，関連付けられた気付きになると考えられる。児童がまちたんけんに行って感じた素直な

気持ちや伝えたいことを自由に話すことができるように，少人数での活動としたい。また，地域の人と

かかわって気付いたことや思ったことを「みささブック」を活用して交流し合う中で，表現する楽しさ

を味わいながら，地域の人や場所への愛着を深めることができるようにしたい。その際，紹介する側と

聞く側の双方向の交流になるように，聞く側も適宜質問をしたり，思ったことを素直に話したりするこ

とで，活発な交流になるようにしたい。 

全ての「みささブック」を見ることで，三篠の町にはさまざまな仕事があり，人々はいろいろな思い

や願いをもって生活しているということに気付くとともに，地域に愛着をもつことができると考えられ

る。また，作った「みささブック」をそのお店や施設に置いてもらうことで，地域とつながる喜びを感

じさせたい。 

自分たちの住む「三篠の町」に関心をもち，地域に親しみをもちながら，出会う人にはあいさつをし，

安心して楽しく豊かな生活を送ることができるようになることを期待して，学習活動を展開したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

６  単元の評価規準  
 

 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  

単元の  
評価規準  

・地域で生活したり働いた
りしている人々やさまざ
まな場所と繰り返しかか
わり，親しみや愛着をもっ
て，話したり，いっしょに
活動したりしようとして
いる。  

・繰り返しかかわりたい人
や，いっしょにしてみたい
活動を決め，地域で生活し
たり働いたりしている人々
と自分たちとのかかわりに
ついて考え，それをすなお
に表現している。  

・自分の住んでいる地域に
は，たくさんのよさがある
ことに気付くとともに，地
域で生活したり働いたりし
ている人々が，地域に抱い
て い る 思 い に 気 付 い て い
る。  

学
習
活
動
（
小
単
元
）
に
お
け
る
評
価
基
準 

１  

①地域の人々やさまざま
な場所に関心をもち，伝え
ようとしている。  

①これまでにかかわった人々の 

中から，会いたい人を決め，会 

いに行く計画を立てて，準備を 

している。 

 

２  

②地域の人々の様子やさまざ
まな場所について，見たり，聞
いたり，調べたりしようとして
いる。 

②場の状況をとらえて危険やマ
ナーなどについて考え，安全に
気を付けながら適切に探検して
いる。 

①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  

③地域の人や場所に，親しみ
や愛着をもって繰り返しかか
わろうとしている。 

 

③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，
もっと親しくなるためにできる
ことを考えたりしている。 

 

 

４  

 ④親しくなった人々や場所につ
いて振り返り，思いを表してい
る。 

⑤親しくなった人々などについ
て振り返ったことを自分なりの
方法で表し，友達と伝え合って
いる。 

②地域で生活したり働いた
りしている人々のよさに気
付いている。  

③三篠のよさや，地域の人に親
しみや愛着をもつことができた
自分に気付いている。 

 

【単元構成に即した評価規準設定上の配慮事項】 

※ 本単元は，内容（３）「地域と生活」の１内容から１単元が構成されている。本単元の中心的な学習対象・

学習活動を地域の人や場所とのかかわりとした上で，内容（３）における評価規準を設定した。また，単元

の構成に合わせて「評価規準の設定例」の中から必要なものを選んだり組み合わせたりして「学習活動（小

単元）における評価規準」を設定した。 

※ 第１小単元は，地域の人やさまざまな場所への関心をもち，一人一人が思いをもってまちたんけんの計画

を立てることを重視したいと考え，内容（３）に関する「生活への意欲・関心・態度」及び「活動や体験に

ついての思考・表現」の評価規準を設定した。 

※ 第２・３小単元は，まちたんけんを行いながら，地域の人にインタビューをしたり一緒にふれあったりし

て，様々な場所や地域の人の思いや願いについて気付くことが大切になるため，内容（３）に関する３つの

観点の評価規準を設定した。 

※ 第４小単元は，まちたんけんを振り返る活動を通して友達と楽しく伝え合ったり，友達の発表を受け止め

たりすることを重視したいと考え，内容（３）に関する「活動や体験についての思考・表現」及び「身近な

環境や自分についての気付き」の評価規準を設定した。 
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７  指導と評価の計画（全１６時間）  
 

小単元名 

（時数） 
主な学習活動 評価規準 評価方法 

１ 

まちたんけ
んの計画を
立てよう 

  （３） 

 

 

 

○以前のまちたんけんや，
日常での地域での経験を
伝え合う。    （１） 

 

 

 

関①：地域の人々やさまざまな場所に
関心をもち，伝えようとしてい
る。  

 

 

 

・発言内容・ワ
ークシート 

○たんけんで行きたい場
所，話したい人を決める。
         （２） 

思①：これまでにかかわった人々の中から，
会いたい人を決め，会いに行く計画を
立てて，準備をしている。 

・発言内容・ワ
ークシート 

○グループごとにたんけん
の計画を立て，準備をす
る。         （３） 

 ・行動観察・ワ
ークシート 

２ 

まちの人に
会いに行こ
う 

  （３） 

 

 

 

 

○グループごとに計画に沿っ
てたんけんをする。地域の
人にインタビューをする。
        （１～２） 

 

 

 

 

関②：地域の人々の様子やさまざまな場所
について，見たり，聞いたり，調べた
りしようとしている。 

思②：場の状況をとらえて危険やマナーな
どについて考え，安全に気を付けなが
ら適切に探検している。 

 

 

 

 

・行動観察・発
言内容・ワーク
シート 

 

○教えてもらったり，気付
いたりしたことを友達や
先生に伝えるなどして，
たんけんを振り返る。 
         （３） 

気①：地域にはさまざまな仕事があり，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。 

・発言内容・ワ
ークシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○前時のたんけんやその振り
返りをもとに，グループご
とに計画を立て，準備をす
る。         （１） 

 

 

 

思③：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，もっと親しく
なるためにできることを考えたりして
いる。 

 

 

 

・発言内容・ワ
ークシート 

〔小単元の目標〕地域の人とかかわる中で，地域で生活したり働いたりしている人やさまざ

まな場所が自分の生活とかかわっていることに気付き，さらに地域の人とかかわりたい，な

かよくなりたいという思いをもつことができるようにする。 

〔小単元の目標〕以前のまちたんけんや，これまで体験した地域での出来事などを友達と伝

え合う中で，もう一度地域の人に会いたいという思いをもち，みんなで話し合ってたんけん

の計画を立てて，準備をすることができるようにする。 

〔小単元の目標〕もう一度たんけんに行き，そこで生活する人や働いている人と繰り返しか

かわる中で，その人たちの地域への思いや工夫などに気付き，自分たちの地域にいる人や場

所に親しみをもつことができるようにする。 
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３ 

もっとまち
の人となか
よくなろう 

  （３） 

 

 

 

 

○地域の人にインタビューし
たり，いっしょにできるこ
とをしたりして，たんけん
をまとめる。 （２～３） 

関③：地域の人や場所に，親しみや愛着を
もって繰り返しかかわろうとしてい
る。 

 

・行動観察・発
言内容・ワーク
シート 

４ 

なかよくな
った人のこ
とをしょう
かいしよう 

  （７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○行った名人や，場所のこと
を振り返る。    （１）
２－３本時 

思④：親しくなった人々や場所について振
り返り，思いを表している。 

・発言内容・ワ
ークシート 

○名人マップに書きたいこと
を考える。     （２） 

 ２－２本時 

気②：地域で生活したり働いたりして
いる人々のよさに気付いている。  

 

・発言内容・名
人マップ 

○みささブックを基に，友達
に伝えたいことや，伝えた
いことに合わせた表現方法
を考える。 （３～４） 

思⑤：親しくなった人々などについて振り
返ったことを自分なりの方法で表し，
友達と伝え合っている。 

・行動観察・発
言内容・みささ
ブック 

○みささブックを紹介し合
い，自分たちが暮らす地域
についての気付きを深め
る。      （５～７） 

 ２－１本時７/７時 

気③：三篠のよさや，地域の人に親しみや

愛着をもつことができた自分に気付い

ている。 

・行動観察・発
言内容・みささ
ブック・ワーク
シート 

 

〔小単元の目標〕地域でなかよくなった人などのよさを友達に伝えたいという思いをもち，

工夫して，相手に分かりやすく伝えようとする。また，伝え合う活動を通して，自分たち

の地域にはすてきな人や場所がたくさんあることが分かり，地域への愛着をもつことがで

きるようにする。 
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８  本時の目標（四次  １時）               授業者  ３組  大上  裕美  

○ 今までのたんけんや三篠の町での活動を振り返ることを通して，行った場所のよさを話し合うことができ

る。                                （思考・表現） 

  

９  本時の展開  

学習活動と予想される発言・思考  
評価について  

（評価方法）  

指導・支援 

（◆「努力を要する」状況と判断

した児童への指導の手だて）  

１ 前時までの学習を振り返る。 

 

 

２ 本時のめあてを確認する。 

 

 

３ まちたんけんに行って，名人や場所

について見たものや気付いたこと，思

ったことを「教えたいカード」を基に

グループ（２～３人）で伝え合う。 

・むさしは，○種類のメニューがあった

よ。 

・星の道の「○○」には，星の道にすご

く詳しいおじちゃんがいたよ。 

・○○種苗店で水遣りを手伝ったら，「上

手だね」ってほめてもらったよ。 

 

 

・カードを見せながら伝え合う。 

・伝え合いながら，カードを話題ごとに

整理し，ワークシートに貼っていく。 

 

 

 

４ たんけんについてグループで話した

ことを全体で交流する。 

・○○愛魚園には，見たこともない，き

らきらしている魚がいたね。 

・かよこバスに乗せてもらったね。うれ

しかったな。いつも乗っているバスよ

り，席が少なかったね。 

・こふじもちの○○さんは，お客さんに

いい気持ちでご飯を食べてもらうため

に，心をこめて掃除をしていると言っ

ていたよね。だから，思いやり名人だ

と思ったよ。 

 

 

 

 

 

 

○親しくなった

人々や場所につい

て振り返り，思い

を表している。 

（発言内容・ワー

クシート） 

・「教えたいカード」を使って，たん

けんを振り返る。 

 

 

 

・「教えたいカード」を使い，教えた

い順番に話し合いをさせる。自分が書

いた話題と同じカードが出たら，その

時に話をさせるようにする。 

・見たものだけでなく，人と触れあっ

て思ったことや感じたことなども伝

え合えるように，助言する。 

・みささブックを作るために，情報を

しっかり話し合うよう助言する。 

◆振り返って，思いを表すことができ

ない児童には，カードの絵や文章を見

返すことや，「～があったよね。」な

どの具体的な言葉をかけるようにす

る。 

・児童が話題を整理するために，名人

とたんけん場所に分けて，ワークシー

トに貼らせるようにする。 

 

・作ったワークシートを黒板に貼り，

交流させる。 

・見つけた物や気付いたことに焦点を

当てたり，他のグループと似ているこ

とに気付いたりできるように，切り返

しの発問をする。 

 

 

 

 

 

 

・どのグループもたくさんの発見がで

 名人やたんけん場所のことを思い出して，話し合おう。 
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５ 本時のまとめをする。 

  

きたことを賞賛する。 

・次時は名人について伝え合い，みさ

さブックをまとめていくことを伝え

る。 

 

10 本時の評価規準及び具体的な児童の姿  

本時の評価規準  具体的な児童の姿（例）  

 親しく なった
人 々や場 所につ
い て振り 返って
いる。  

〔思考・表現〕  

名人やたんけん場所について話し合っている場面 

☆お店の人と話したことや一緒にしたこと，お店のことについて伝え合って
いる。 

☆見たことや気付いたこと，思ったことを伝え合っている。 

（グループ） 

C1 こふじもちはうどん屋だと思っていたけど，おもちも売っていたよ。 

C2 たしかにそうだったね。わたしはこふじもちでテーブルふきをして，こ
んな仕事があるってことを伝えたいよ。毎日きれいにしてくれているから
びっくりしたよ。 

C1 ぼくも同じカードがあるよ。お客さんのことを思ってふいているって言
っていたね。 

 

（個人） 

・カナガキには，すごくたくさんの数の自転車が置いてあったね。いっぱい
あると，お客さんが喜ぶね。 

・○○愛魚園さんには，２００種類の魚がいるって言ってたよね 。 

・魚屋さんは，毎朝早く起きて新鮮な魚を買いに行っているよ。ぼくにはで
きないな。 

・おまわりさんは，私たちの安全をいつも考えて仕事をしているんだって。
なんだかうれしいね。 

・ラーメン屋のお兄さんは，早くラーメンが作れるように，いっぱい作る練
習をしたって言っていたね。かっこいいよね。 

・○○古美術のおじさんは，何十年も獅子頭を作っているって言っていたね。
そんなに続けられるなんてすごいね。 
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８  本時の目標（四次  ２時）               授業者  ２組  寺山  里枝  

○ 三篠の名人について名人マップに書きたい「すごい・びっくり・いいな」と思ったことを整理する活動を

通して，地域の人々のよさに気付くことができる。                    （気付き）

                       

    

９  本時の展開    

学習活動と予想される発言・思考  
評価について  

（評価方法）  

指導・支援 

（◆「努力を要する」状況と判断

した児童への指導の手だて  

１ 本時のめあてを確認する。 

 

 

 

 

 

 

２  名人マップに書きたいことを話し合

う。 

         （全体で→グループで） 

・○○種苗店の○○さんは，毎日たくさん 

の苗やお花のお世話をしているんだね。 

・絶対に水やりを忘れたらいけないんだ
よ。 

 

・薬局の名人は，体のゆがみを治すための 

体操を教えてくれたね。 

・体操をやるとゆがみが治るって言ってい 

たから，これをみんなに教えてあげたい 

ね。 

 

 

 

３ マップに書きたい内容を書く。  

      

（グループで）  

 

 

 

 

 

４  本時のまとめをする。  

 

 

 

 

 

 

 

○地域で生活した

り働いたりしてい

る人々のよさに気

付いている。 

（発言内容・名人

マップ） 

・名人たちとの交流を思い出すため

に，これまでの学習をまとめた，たん

けんブック・教えたいカードを出して

おく。 

 

 

 

・名人マップを見通しをもつために，

机のまん中に置くようにする。 

・教えたいカードを使ってみんなに伝

えたいことを見つけさせる。 

・親しくなった名人について，一人一

人が一番伝えたいことをグループで

伝えあい，共有する。 

・名人について，「すごい」「びっく

り」「いいな」と思ったところについ

て，話ができるように言葉かけをす

る。 

◆話し合いができない児童には，教え

たいカードの中から伝えたいことを

話すように言葉かけをする。 

 

 

・名人の思いや願いがみささブックに

表れるように，記事に書かせる。 

・いろいろな紙の種類を用意し，工夫

して書くことができるようにする。 

・できあがったグループから，名人マ

ップに貼りつけるように指示をする。 

 

 

・今後の見通しをもてるようにする。 

名人マップに書きたい「すごい・びっくり・いいな」と思ったことを話し合おう。 
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10 本時の評価規準及び具体的な児童の姿  

本時の評価規準  具体的な児童の姿（例）  

 地域で生活した

り働いたりしてい

る人々の，よさに気

付いている。 

〔気付き〕  

マップに書きたいことを話し合っている場面 

☆名人についてマップに書いて教えたいことを話し合っている。 

（グループ） 

C1 ○○ぎょうざの○○名人は餃子をものすごくはやく作ることができてい
たね。 

C2 一日に○個も作るって言っていたね。びっくりしたよ。 

 

C1 ○○薬局の○○さんは，体のゆがみを治すためにたくさんの体操を教え
てくれたね。 

C2 体操をやると○ｃｍゆがみが治るて教えてくれたよね。 

C1 教室に帰ってみんなに教えてあげてねっていってくれたから，みんなに
体を伸ばしてほしいと思っているんだね。 

 

C1 名人が○種類の魚に毎日，たくさんの種類の餌を間違えずにやっている
って言ってたところがすごいと思ったよ。ぼくなら間違えそう。 

C2 いいね。私は，名人がどの魚のことも詳しいことにびっくりしたよ。そ
んなに覚えられないから。 

C3 ぼくは，名人が○種類の魚を飼っていることが，いいなって思ったよ。 

C1 じゃあ，ぼくたちは，三つ記事に書こう。 
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８  本時の目標（四次  ７時）                授業者  １組  林  有里  

○ みささブックを見て三篠の町を振り返ることを通して，三篠のよさや，地域の人に親しみや愛着をもてた

自分に気付くことができる。                              （気付き） 

  

９  本時の展開      

学習活動と予想される発言・思考  
評価について  

（評価方法）  

指導・支援 

（◆「努力を要する」状況と判断

した児童への指導の手だて）  

１ 前時の活動を振り返る。 

 

 

 

 

 

２ 本時のめあてを確認する。 

 

 

３ みささブックを読む。 

 

 

 

 

 

 

４ 行きたい所，会ってみたい名人につい

て全体で交流する。 

・○○愛魚園では，見たこともない魚を売

っているんだな。 

・公民館に今度行きたいな。館長さんが優

しくておもしろい人だから会いたいな。 

・○○古美術の名人は，動くおもちゃを手

作りで作っていてすごいよね。 

 

５ 交流をして，思ったことを出し合う。 

・三篠の町にはたくさんの名人がいるんだ

な。 

・いろいろな技をもった名人がいるね。 

・他の名人にも会ってみたくなりました。 

・いろいろな人に三篠の良さを知ってもら

いたいです。 

・こんな三篠の町が大好きだな。 

・三篠の町がもっと好きになりました。 

 

６ 本時のまとめをする。 

・○○名人さんにお礼をしたいなあ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○三篠のよさや，

地域の人に親しみ

や愛着をもつこと

ができた自分に気

付いている。 

（行動観察・発言

内容・みささブッ

ク・ワークシート） 

・黒板に町の地図を掲示することで，

店や施設，名人を確認できるようにす

る。 

・みんなが作ったみささブックを見る

ことで，前時までに紹介しあったこと

を思い出す。 

 

 

 

・みささブックをカラーコピーしてお

く。 

・それぞれ，しっかり見たいみささブ

ックをもう一度読むことで三篠の町

のことをより詳しく知ることができ

るようにする。 

 

・三篠にはいろいろな名人がいること

に気付かせるために，児童の意見をつ

なげて発表させるようにする。 

・みささブックをテレビに映したり，

手もとのみささブックを見たりして，

友達の発言を共有するようにする。 

 

 

 

・三ささの町について交流をすること

で，自分の思いをワークシートに表せ

るようにする。 

◆自分の思いをうまく表せない児童 

には，みささブックを見直したり，三 

篠の良さに目を向けたりするように 

声かけをする。 

 

 

 

 

 

みんなの「みささブック」を見て，行きたい所や会ってみたい名人を見付けよう。 
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・このみささブックをあげたいです。 

 

10 本時の評価規準及び具体的な児童の姿  

本時の評価規準  具体的な児童の姿（例）  

  三篠のよさや，地

域の人に親しみや

愛着をもつことが

できた自分に気付

いている。 

〔気付き〕  

全体交流の場面 

 ・○○愛魚園は，ずっと昔から熱帯魚店を続けていて，すごいね。 

・公民館に今度行きたいな。館長さんが優しくておもしろい人だから会いた

いな。 

 ・○○古美術の名人は，動くおもちゃを手作りで作っていてすごいよね。 

  

ワークシートの記述 

☆三篠の町について思ったことを書いている。 

・三篠には色々なことをしているたくさんの名人がいるんだなあ。 

・面白い名人や楽しい名人がいるね。会いたいな。 

・三篠ってすごい名人がいっぱいいるんだな。 

・三篠には優しい人が多いなあ。 

・三篠には，昔から続いているお店が多いね。 

・三篠は元気な町だな。 

 ・三篠っていい町だな。 

 

 

 


