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(１)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 生 活

《研究主題》

生活科における新たな評価の在り方

～学びを見取り，気付きの質を高める

指導を通して～

【研究の要点】

１ 主題設定の理由

以下の３点のから，本主題を設定した。

①気付きの質が高まりを児童の具体の姿でと

らえるため。

②気付きの質を高めることができる単元・授

業づくりをするため。

③児童の姿を適切に見取り，そのことを支援

や次の指導に生かすため。

２ 研究の対象

評価の３つの観点について，次の内容に取

り組んだ。

①１年次

第１学年 内容（１），内容（６）

第２学年 内容（３），内容（４））

②２年次

第１学年 内容（２），内容（９）

第２学年 内容（３），内容（４））

③３年次

第１学年 内容（１），内容（７）

第２学年 内容（３），内容（７）

３ 評価の具体例

①具体例１：第１学年 内容（１）

②具体例２：第２学年 内容（３）

４ 成果と課題

①成果

＜単元・授業づくり＞

・単元の道筋の明確化

・引き出したい気付きの明確化

・確かな見取り

・目標達成

＜評価＞

・確かな見取り

・効果的・効率的な評価

・目標達成

・授業改善

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

仙台市中心部より西に約 10 ㎞にある本校

は，南に蕃山が広がり，北側には広瀬川が流

れるなど，自然豊かな場所に位置している。

高等専門学校や市の文化センターなど教育関

係施設が充実していて学習素材が豊かである。

平成２０年度末の学校分離により，児童数

が半分以下になったこともあり，よりじっく

り学習に取り組める環境になっている。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

教員数 40 名（１名）

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(１)研究主題

生活科における新たな評価の在り方

～学びを見取り，気付きの質を

高める指導を通して～

(２)研究主題設定の理由と対象

○〔研究主題設定の理由〕

これまで生活科の指導と評価において，以

下の課題があった。

①活動を設定することに重点を置き，活動や

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特別支

援学級
計

学級数 ４ ３ ３ ３ ３ ３ ２ ２１

児童数 １０７ ９２ １０７ １１８ １１４ １０４ ６ ６４８



体験を通して，児童の気付きの質が高まっ

たとは必ずしも言えないこと。

②学習の中で児童の姿を見ているが，ねらい

が具体的でないため，その姿からどのよう

に評価していいか分からないこと。

③児童に身に付けさせたい力を具体の姿で想

定していなかったため，適切に支援するこ

とができないこと。

そこで，まず，気付きの質が高まるとは，

児童の具体の姿では，どのようなことなのか

をとらえたいと考えた。

次に，気付きの質を高めることができる単

元づくり・授業づくりをしたいと考えた。

さらに，児童の姿を適切に見取り，そのこ

とを支援や次の指導に生かしたいと考えた。

以上，３点から，本主題を設定した。

○［調査研究の対象］

１）「関心・意欲・態度」「思考・表現」「気

付き」の３つの観点について，以下の内容で

取り組んだ。

①１年次の内容

第１学年（１）「学校と生活」

（６）「自然や物を使った遊び」

第２学年（３）「地域と生活」

（４）「公共物や公共施設の利用」

②２年次の内容

第１学年（２）「家庭と生活」

（９）「自分の成長」

第２学年（３）「地域と生活」

（４）「公共物や公共施設の利用」

③３年次の内容

第１学年（１）「学校と生活」

（７）「動植物の飼育・栽培」

第２学年（３）「地域と生活」

（７）「動植物の飼育・栽培」

２）１年次の実践

（１）「学校と生活」，（３）「地域と生活」

（４）「公共物や公共施設の利用」を調査対

象にしたのは，１学年の学習対象が「学校」

から２学年の学習対象「地域」へ広がること

で，どのような活動設定が考えられるか検討

した上で単元構想し，学びを見取りたかった

からである。学びを見取るために，ルーブリ

ックを作成し，評価の記録を残した。児童の

様子を記録したり，学習カードを蓄積し，記

録したりすることで，児童一人一人の変容を

とらえることができた。しかし，児童の具体

の姿が「A」なのか「B」なのか選別するこ

とに追われ，気付きの質が高まったのかはっ

きりせず，身に付いた力が実感できないとい

う反省が出された。また，評価のための評価

になってしまっているという課題も残った。

３）２年次の実践

２年目は残った課題の解決に向けて，「気

付き」とはどういうものなのかを明確にし，

気付きの質を高めるということをとらえるこ

とにした。２年目の調査研究対象として１学

年が（２）「家庭と生活」にしたのは，学習

対象が「学校」から「家庭」に広がったとき

気付きの質の高まりを考えた単元構想をした

かったからである。２学年が（３）「地域と

生活」（４）「公共物や公共施設の利用」にし

たのは，研究１年目に（３）と（４）の内容

を組み合わせて単元構想をしたが，どの活動

で，どんな気付きを引き出せばいいか明確に

ならなかったことによる。そこで，１つの単

元を１つの内容で構想した。これは，（３）

と（４）の内容を分けて，気付きの質の高ま

りを考えた単元構想をしたかったからであ

る。

まず，「気付き」を３つの段階に位置付け，

小単元ごとに気付きの質が高まるように単元

を構成した。次に，単元の中で，どの活動で

「思考」をさせるのか，どの段階で「気付き」

を引き出し，整理し，深めるのかを位置付け

た。さらに，気付きの質の高まりを中心に考

えた単元構想図をつくり，単元の道筋を明確

にした。指導と評価の一体化を目指し，単元



づくりでは児童の具体の姿を想定し，それを

もとに簡潔に見取ったり，見取ったことを支

援に生かしたりした。

４）３年次の実践

３年目の調査研究の対象として，（７）「動

植物の飼育・栽培」を取り上げることにした

のは，２学年の連続性を考えた単元構想をし，

気付きの質が高まった確かな力を付ける単元

・授業づくりと身に付いた力を適切に評価す

る在り方を探るためである。児童の具体の姿

を想定して単元を構想した。また，１単位時

間の授業づくりでは，本時の目標を明確にし，

評価の観点を１～２にしぼり，確実に見取る

ようにした。おおむね満足とする児童の姿を

より多く設定し，簡潔に見取るようにした。

ねらいを達成しない児童の指導や支援の手だ

ても設定し，全員にねらいを達成させること

を目指した。さらに，見取ったことを基に，

次の授業を改善したり，指導計画を更新した

りした。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

研究主題に迫るために，本校では，２つの

研究の柱を設定し，研究を進めた。

（１）確かな力を付けることのできる単元・授

業づくり

手だてとしては，以下の２つである。

①単元のゴールイメージをもち，身に付けさ

せたい力を児童の具体の姿で想定して単元

を構想する。

②気付きの質を段階的に高める構成にする。

＜単元づくり＞

単元の気付きを３段階でとらえ，第１段階

の気付きを「存在の気付き」，第２段階の気

付きを「意味や価値の気付き」，第３段階の

気付きを「これからの自分についての気付き」

と位置付けた。単元の中で引き出したい児童

の気付きを具体の姿で想定し，その気付きを

引き出すための活動を設定した。また，その

活動の中での児童の思考も，具体の姿で想定

し，その思考を引き出すための教師の主な発

問も考えた。これらを一つの図にまとめ，児

童の実態から目指す子どもの姿までの単元の

道筋を明確にして，単元を構想した。これが

単元構想図「気付きのビルディング」である。

＜単元構想図：気付きのビルディング＞

気付き

【屋上・これからの自分に 思考 活動 教師の発問

についての気付き】

【２階・意味や価値の気付き】

＜関連付けられた気付き＞

＜一つ一つの気付き＞

【１階・存在の気付き】

【ベース・児童の実態】

＜授業づくり＞

①本時のねらいを明確にする。

②ねらいを達成した児童の具体の姿を想定する。

③ねらいを達成するための指導や支援を吟味する。

④前時までの評価を生かした指導や支援を吟味する。

（２）妥当性・信頼性のある評価の在り方

＜妥当性のある評価＞

①「関心・意欲・態度」「思考・表現」「気付

き」の３観点を意識した単元構想をする。

（単元構想図：気付きのビルディング）

②「指導と評価の計画」で，小単元ごとに観

点ごとの具体の姿を想定する。

③ねらいを達成させる学習活動になっている

かを検討する。（指導案検討や模擬授業）

＜信頼性のある評価＞

①おおむね満足とする B 基準を児童の具体

の姿で考える。

②できるだけ多くの児童の姿を本時で見取

り，ねらいを達成させるための手だてをも

つ。（児童一人一人の実態に応じた手だて）

【具体例１】第１学年内容（１）

「がっこうわくわく」

目指す子どもの姿



単元の目標

学校の施設の様子や学校生活を支えている

人々のことが分かり，楽しく安心して生活が

できるようにする。

気付きの質を高めるための活動の設定

本単元のキーワードを「場所」「もの」「人」

「これから」の４つにし，それに応じた学習

活動を以下のように設定した。

①「場所」「もの」を発見することをねらい

としたクラス一斉の学校探検

②自分が興味をもったところを選んで「場所」

「もの」を発見することをねらいとしたグ

ループごとの学校探検

③学校で働く「人」の思いや願いに気付くこ

とをねらいとした４人の人との出会い

④出会った人の思いや願いを受けて，これか

ら自分ができることに気付くことをねらい

とした振り返りの活動

A さんの気付きの変容

①「昇降口や先生の玄関に花がありました。

花があると気持ちがいいと思いました。」

「場所」や「もの」について発見したこ

を発言しているので，『B』と見取った。

②「図工室には，大きな木のテーブルがあり

ました。」

「場所」や「もの」について発見したこ

を学習カードに絵や文で表現しているの

で，『B』と見取った。

③「校長先生は，みんなが安全に学校に来て

ほしいから毎朝，校門のところに立ってい

るんだね。」

４人の人の思いや願いに気付いているので

発言から『B』と見取った。

④「校長先生が毎朝，見守ってくれているの

で，気を付けて学校に来ます。」

出会った人の思いや願いを受けて，これか

自分ができることについて気付いているの

で，学習カードから『B』と見取った。

評価規準や評価方法についての考察

○学校探検で出会った「人」４人の写真やイ

ンタビューしたときのワークシートをてがか

りに，その人たちの思いや願いを考えたり，

それらを受けて，自分がこれからできること

を考えたりする学習を行った。学校探検で出

会った人の中から４人を取り上げ，その人た

ちの思いや願いを考えることを通して，「学

校探検で出会った人の思いや願いを受けて，

これから自分ができることに気付いている」

姿をおおむね満足とした。

・児童の姿をワークシートや発言から見取

った結果，

「校長先生はあいさつができる人になってほ

しいと言ってたから，校長先生に会ったら

笑顔であいさつしたい。」

などの姿が見られた。児童の具体の姿からね

らいを達成したことを見取ることができ，評

価の方法は適切だったと考える。

・入学してすぐに始まる学習なので，児童は

絵や文字で表現するのが難しい。そこで，学

習カード等に表現することが難しい児童には

対話を通して思考や気付きを引き出したこと

が有効であった。

・④の学習の直前に学級活動「わくわくタイ

ム（スタートカリキュラムの学年活動の名称）

を振り返ろう」をした。そこでは，５週間に

わたる「わくわくタイム」を振り返り，

「これからは，もっと友達をつくりたいと思

います。」

「これからは，もっと野球をがんばって元気

な小学生になります。」

など，小学生としてこれからがんばっていき

たいことが感想として多く挙げられた。その

次の時間に，学校探検で出会った４人の思い

や願いを考え，これから自分ができることを

考える学習活動を設定した。スタートカリキ

ュラムの学年活動の名称が「わくわくタイム」

で，生活科の学校探検の名称が「がっこうわ

くわく」で，児童にとっては「わくわくタイ



ム」と「がっこうわくわく」が混同してしま

い，④の時間にねらいを達成しない児童が多

くいた。そこで，後日，同じ④の授業を再度

行った結果，全員がねらいを達成することが

できた。授業の展開は適当だったが，授業の

時期が適当ではなかったという事例である。

・次年度は，学年活動の名称と学校探検の名

称が混同しにくいものに改善したい。また，

１年生の入門期には，１日の中で児童がどん

な活動をして，どんな思考をするのかを把握

した上で，授業時間（いつ，何の学習をする

か）を位置付ける必要がある。

【具体例２】第２学年内容（２）

「町探検でござる」

単元の目標

町探検や「人」との出会いを通して，自分

たちの生活は地域の様々な「もの」「場所」

「人」とかかわっていることが分かり，それ

らに親しみや愛着をもつことができる。

気付きの質を高めるための活動の設定

本単元のキーワードを「場所」「もの」「人」

「これから」の４つにし，それに応じた探検

活動を以下のように設定した。

①五感を使って地域の「場所・お店」「もの」

を発見することをねらいとしたクラス一斉

の探検

②地域を支える「人」と出会うことをねらい

としたグループの探検

また，「「場所・お店」「もの」への気付き

から「人」への気付きに移っていけるよう

に，「人」との出会いを以下の３段階に分け

て設定した。

①「場所」から「人」へ （学年一斉）

ホタルの里を作った相沢さんの思いや願い

を聞く。

②「人」への思いへ （学級一斉）

地域の大人や子どもに英語を教えているリ

ンダさんの思いや願いを聞く。

③主体的な出会いへ （グループ探検）

①②の出会いを受けて，町探検で見つけた

お店の「人」の思いや願いを知るために探

検に行く。

A さんの質問内容の変容

①「どんな形の花があるんですか。」

「一番好きな虫は何ですか。」

②「どのくらい勉強したんですか。」

「英語を教えていると楽しいですか。」

③「一番の宝物は何ですか。」

「これからの夢は何ですか。」

「広瀬の町は好きですか。」

A さんの気付きの変容

①「相沢さんが３年かけてホタルの里を作っ

てたくさんの動物と会ってすごいと思いま

した。」

出会った人は，広瀬の町が好きで，みん

なに喜んでほしいと思ってホタルの里を作

っことに気付いているので，学習カードか

ら『B』と見取った。

②「人に教えて楽しいから英語の先生になれ

たということが分かりました。相手のこ

とが分かるってすごいと思いました。」

出会った人の思いに気付いているので，

学習カードから『B』と見取った。

③「おいしかったよの言葉が宝物だと言って

ました。マサエさんはひろせの町が好きな

んだなと思いました。」

出会った人の思いに気付いているので，

学習カードから『Ｂ』と見取った。

評価規準や評価方法についての考察

○町探検で出会った「人」の思いをまとめ

た掲示物やワークシートを手がかりに，その

人たちの思いや願いを伝え合ったり，似てい

るところ，同じところを考え合ったりする学

習を行った。活動の中で出会った計２０人の

「人」との思いや願いを共有することを通し

て，「広瀬の町には，みんなに喜んでほしい

と思ったり，みんなの笑顔を見たくて心を込

めたりなど，さまざまな思いや願いをもって



いる人たちがたくさんいることに気付いてい

る」姿をおおむね満足とした。

・児童の姿をワークシートや発言から見取っ

た結果，

「人それぞれいろいろな思いをもって生活し

ているんだなあ。」

「人の気持ちが分かって前より広瀬の町が好

きになった。」

などの姿が見られた。事後にグループモデレ

ーション的手法で，話し合いを行った。教師

の見取りには大きなずれがなかったので，評

価方法は適切だったと考える。

・ワークシートに書かせる時の発問が難しか

ったために，５人の児童がねらいを達成しな

かった。「広瀬の町をどう思う。」という発問

を次時に，「出会った人の思いや願いを知っ

て，みんなはこれからどんなことをしてみた

いですか。」と問い直した。その結果，

「広瀬の町のすてきさを歌にしたい。」

「自分もあきらめない人になりたい。」

などの思いや願いが出てきた。それを実現し

ていく中で，全員がねらいを達成することが

できた。

・ねらいに迫るための目標の明確化はもちろ

ん発問の吟味も授業づくりのポイントとして

押さえていきたい。

３ 成果の普及と今後の展望

（１）成果

単元・授業づくり

・単元のゴールイメージをもち，気付きの質

の高まりを中心に単元を構想したことで，ど

んな気付きを引き出したいのかが明確になっ

た。

・単元構想図「気付きのビルディング」を基

に，気付きの質を３つの段階に位置付け，段

階的に気付きの質が高まる構成にしたことで

どんな活動が必要か，その活動でどのような

思考をさせたいのか，その思考のために，教

師はどのような発問をすればいいのかを吟味

することができ，単元の道筋を明確にするこ

とができた。

・Ｂ基準（おおむね満足と判断する児童の姿）

を具体的に設定したが，このことにより，ね

らいを達成したかどうか，確かな見取りが可

能になった。

・ねらいを達成しない児童への支援の手だて

をあらかじめ具体的に設定した。このことが，

効果的な支援につながり，本時の目標達成に

近付けることができた。

評 価

・単元構想図「気付きのビルディング」で，

３観点を意識した単元構想をしたことは，い

つ，どんな姿を見取ればよいのかの明確化に

つながった。

・「指導と評価の計画」で小単元ごとに観点

ごとのおおむね満足とする具体の姿を想定し

たことで，その姿が見られればねらいを達成

したと把握することができ，効果的・効率的

な評価につながった。

・小単元の中での評価は，ねらいを達成しな

い児童への十分な支援につながった。そのこ

とで，全員が小単元の中でねらいを達成し，

同じステージで次の段階の活動に進むことが

できた。

・グループモデレーション的手法を適宜使い

児童の書いた学習カードや発言などの姿から

どのように見取るかを検討したことで，どの

教師も同じように評価することができた。

・授業後の教師間の振り返りを大切にしたこ

とは，本時の目標や学習過程，評価場面や方

法が適切だったかを検討し，その後の授業改

善に生かすことができた。

（２）課題

気付きの質の高まりをとらえるために，１

つの単元を１つの内容で構想した。児童がよ

り豊かな活動の中でじっくり体験するために

は，内容を複数組み合わせた単元構想が必要

であると考える。



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 越谷市立荻島小 学校
ふ り が な こしがやし り つおぎしましようがつこう

校 長 名：山﨑 恒郎

所 在 地：埼玉県越谷市大字南荻島９０２番地

電話番号：048-976-5974

(1)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 生活

≪研究主題≫

気付きの質と思考力を高める学習活動の

創造－「気付きのスパイラル」による子ど

もの評価をとおしてー

【研究の要点】

＜本校の課題把握＞

生活科の３観点の中の「思考・表現」では，表現活動に

重点を置いて評価してきた傾向が見られた。また，「気付き」

は，児童の活動や体験を通して，児童が自ら進んでかかわ

っていく中で得られるものであるが,児童にとっては無自覚

なことが多いことを課題としてとらえた。

＜調査研究の対象＞

第１・２学年の生活科について「活動や体験についての

思考・表現」の観点と「身近な環境や自分についての気付

き」の観点について全単元を調査研究の対象とした。

＜思考と気付きの違い＞

はじめに「思考と気付きの違い」は何かを追究していっ

た結果，思考はプロセス（過程），気付きはプロダクト（結

果）であることが見取りの蓄積から分かってきた。さらに，

思考の活動が充実していればより高い気付きが生まれるこ

とが分かった。

「思考」と「気付き」の違いが明らかになってくると，

活動の最初と最後の気付きでは，気付きの質が違うのでは

ないかと考えた。そこで気付きの質を段階的に設定すると

気付きの質の高まりが明確化された。

＜本研究の成果＞

(1) 「気付きの高まりの段階を明確にし，気付きを高める

ための教師の支援を体系化した」ことである。

これまでも気付きの質を高める学習指導の工夫として気

付きの質の類型化と教師の働きかけを関連させる研究が行

われてきた。従来から，気付きの最初の段階として「直覚

的な気付き」が指摘されてきた。

本研究では，その下層の段階として，児童のこれまでの

経験から「断片的な気付き」があること，そして，「気付き」

は「思考」と関連付けると高めやすく，段階ごとに気付き

を高めるための効果的な活動があることを明確にした。

(2) 「本校の評価に対する妥当性と納得性を高められた」

ことである。

平成１４年度から実施している目標準拠評価において，子

どもの学習状況を把握する方法，妥当性のある評価規準づ

くり，子どもや保護者の納得を得られる評価の伝え方の研

究に全教職員が関わることができた。

その結果，生活科の手法を他学年，他教科へと広められ，

さらには，今回見直されて「思考・表現」となった観点を

どのように評価していけばよいか実感できた。

(3) 「『気付きのスパイラル』を基にした『単元シラバス』

を作成し，指導と評価の一体化を図りやすくした」ことで

ある。

シート１枚に,単元の指導と評価，学習活動を進める上で

のポイントと見逃してはいけない子どもの行動やつぶやき

等が盛り込まれていることから，「単元シラバスを見れば，

経験年数を問わず，その単元の指導指針が分かり指導でき

る」よう，工夫し作成することができた。

そして，生活科のすべての単元について作成したことに

より，本研究の普及にもつながると考えている。

＜今後の課題＞

(1) 自然の不思議さや面白さを実感する指導を充実させ，

科学的なものの見方・考え方の基礎を養うこと

(2) 安全教育や生命に関する指導を充実させ，社会の急激

な変化に対応できるようにすること

(3) 幼児教育や他教科との接続を一層重視し，小学校のス

タートカリキュラムとしての改善を図り，学校生活への円

滑な接続を図ること



Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は，明治６年に玉泉院並びに西教院を

借用し，荻島学校・西新井学校として創立さ

れ，明治４２年に現在の地に新校舎が建設され

たことに伴い，二つの学校が統合，荻島地区

唯一の小学校としての伝統を継承している。

学区内には，文教大学と二つの県立学校や

二つの県の施設がある。また，元荒川と国道

４号バイパスに挟まれた地域は住宅地化が進

んでいるが，学区の中央を流れる末田大用水

沿いは昔からの集落が広がっている。

そこで，このような恵まれた教育環境を生

かし，「荻島小は地域が教室です」を合い言

葉とした教育活動を推進している。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１ ２ ３ ４ ５ ６ 特別支援 計

年 年 年 年 年 年 学級

学級数 ４ ３ ３ ３ ３ ３ 19

児童数 117 98 111 108 113 113 659

教員数 26名（７名）

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

気付きの質と思考力を高める学習活動の創

造－「気付きのスパイラル」による子ど

もの評価をとおしてー

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

本校では，「気付きの質を高めるとはどの

ようなことなのか」，そのために「どのよう

な教師の支援や児童の学習活動が必要か」が

明確化されていなかった。

また，生活科の３観点の中の「思考・表現」

では，表現活動に重点を置いて評価してきた

傾向が見られた。しかしながら，思考と表現

は一体化しているものであり，表現の中にど

のように児童の思考が表れているのか研究す

る必要があると考えた。

他方，「気付き」は，児童の活動や体験を

通して，児童が自ら進んでかかわっていく中

で得られるものである。そのため，児童にと

っては無自覚なことが多く，教師がそれを見

取り，意味付けたり価値付けたりなどするこ

とで「気付き」の質が高まると考えた。

そこで，「気付き」の評価を効果的に行う

ためには，第１に「気付き」の段階を明確に

すること，第２に「気付き」の質を高めてい

くための「思考の活動」を具体化することが

必要であると考え，本主題を設定した。

○［調査研究の対象］

第１・２学年の生活科について，「活動や

体験についての思考・表現」の観点と「身近

な環境や自分についての気付き」の観点につ

いて，全単元を調査研究の対象とした。

対象をこのように設定したのは，特定の単

元ではなくすべての単元を対象とすることで

第１には，生活科が低学年教育の中心的な役

割を担うという発想から，気付きの質を高め，

活動や体験を一層充実させるための学習活動

を創造していきたいと考えたからである。

第２には，生活科の評価の観点は学力の３

要素とも一致しており，新学習指導要領全面

実施を控え，この生活科の研究が本校が目指

す「生きる力の育成」の研究に生かせると考

えたからである。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1) 思考と気付きの違い

児童は一つの活動や体験の中で，いろいろ

な思考をし，多様な気付きをしている。しか

し思考は内面的な活動であるので，見取るこ

とが難しかった。

そこで，はじめに「思考と気付きの違い」



は何かを追究していった結果，思考はプロセ

ス（過程），気付きはプロダクト（結果）で

あることが見取りの蓄積から分かってきた。

さらに思考の活動が充実していればより高い

気付きが生まれることが分かった。

では，実際にはどのような場面で児童は思

考し，気付きが生まれるのかを考えてみると，

「調べる，比べる，関連付ける，質問する，

試す，理由付ける，分類する」等の活動の中

で，「思考」し，「表現」し，多様な「気付き」

をするのではないかと考えた。

実際に児童の作品等の中で，「思考」と「気

付き」はどのように表われるのか，具体的な

例を挙げてみる。

①「比べる」→「関連付けられた気付き」

まち探検で，自分の家の近くと国道近く

の様子とを比べて考え，荻島地区はいろい

ろな場所があることに気付いている。

②「たとえる」→「直覚的な気付き」

あさがおの葉の大きさを自分の「手のひら」

くらいというようにたとえることで大きさを

とらえている。

③「数量化する」→「関連付けられた気付き」

回数や点数を決めることにより，遊びが楽

しくなるように工夫している。

④「継続観察」→「まとまりのある気付き」

葉が増え，花が咲き，咲いた後に実がなる

という個々の気付きを関連させ，さらにミニ

トマトの成長について自分なりのまとまった

気付きにたどりついている。

⑤「調べる」→「生活に生かす気付き」

まち探検で訪問したお店を調べ，子どもに

人気がある訳を考えている。さらに，その店

の人と仲よくなり，大好きなその店にこれか

ら買いに行きたいと新聞にまとめている。

⑥「価値付ける」→「生活に生かす気付き」

ピーマンを５ヶ月にわたって育て，母親か

ら，「夏休み中，ピーマンを買わなくてすん

だね」とほめられ，喜びを実感している。



(2) 段階的な気付き

「思考」と「気付き」の違いが明らかにな

ってくると，活動の最初と最後の気付きでは，

気付きの質が違うのではないかと考えた。気

付きの質を段階的に設定すると気付きの質の

高まりが明確化された。

そして，「対象への自覚された気付き」→

「関連付けられた気付き」→「自分への気付

き」→「まとまりのある気付き」へと気付き

の質が高まっていくと考えた。

【図１ 「見取りのピラミッド」】

図１は「学習活動」と「教師の指針」「期

待される児童の反応」を単元ごとに図化した

ものを『見取りのピラミッド』と名付け，最

初に試作したものである。

試作では，「まとまりのある気付き」を最

上位としたが，研究を進めていくうちに，さ

らに高い質の気付きはないのか，気付きの質

の段階はこの表現が妥当かなど，子どもの思

考の活動と気付きを関連させて考え，様々な

検討を加えていった。

その結果，気付きの質は，「断片的な気付

き」→「直覚的な気付き」→「関連付けられ

た気付き」→「まとまりのある気付き」→「生

活に生かす気付き」へと高まっていくことが

分かった。

従来，最初の「気付き」として位置付けら

れていた「直覚的な気付き」の下層の段階と

して，児童のこれまでの経験から「断片的な

気付き」があること，そして，「気付き」は

「思考」と関連付けると高めやすく,段階ご

とに効果的な活動があることを明確にするこ

とができた。

スパイラルを中心に関連させ，３観点の児

童の姿「子どもの姿・意識の流れ（関心・意

欲・態度）」「子どもの思考・表現」「子ども

の気付き」さらに，「学習活動」「教師・教師

以外の支援」を入れた。そして，どのような

活動が思考につながり，スパイラルを描くよ

【図２ 「気付きのスパイラル」】

うにより高い気付きに結びつくかを図２に表

し，『気付きのスパイラル』と名付けた。

(3) 見取りの視点（具体的な児童の姿）

ねらいを達成するためにどのような学習活

動をすればよいかを考えた。学習の中で，児

童のどのような姿が表れれば，ねらいに即し

た規準に達するかを考えていった。

そこで，活動場面を想定し，多様な児童の

姿を教職員全体で出し合い，多様な評価が

きるように工夫した。さらに，研究授業にお

いて全職員で評価規準を基に児童の姿を見取

り, その評価規準が妥当性・納得性のあるも

のであるか協議し検討していった。

(4) 他教科他学年との関連

学習活動がより深まるように他教科や他学



年との関連を考え図３の「単元構想と児童の

意識の流れ」を作成した。図工や国語，音楽，

学級活動，道徳を活動の中に入れ，合科的に

扱うことで学習活動がより深まり，広がって

いった。

【図３ 「単元の構想と児童の意識の流れ」】

(5) 具体的な実践例

１）単元「おぎしまたんけん」（２年生）

○単元の目標

地域を探検したり，地域の人と交流したり

する活動を通して，自分の生活が地域の人や

場所とかかわっていることや地域の人と関わ

ることの楽しさが分かり親しみをもって地域

の人と接することができるようにする。

○「気付き」の評価規準

地域には，自分たちの安全を守るためのも

のや，様々な自然や施設があることに気付い

ている。

○具体的な児童の姿と評価方法

・施設や地域の特徴がよく分かるように，

工夫して表現している。

（ワークシート・発言・作品）

・聞いてきたことや見てきたこと，気付いた

ことを整理して書いている。（ワークシート）

・友達の発表を聞いて，分かったことを発表

している。(発言・観察・つぶやき）

○考察及び指導の改善

２回目の探検では，人との関わりをもつ

ことによって，より気付きの質を高めていけ

るように活動の計画を立てた。

その結果，気付きが深まり，そのお店の人

や施設の人と温かい交流をもち，探検前より

ももっと自分たちのまちに愛着をもち，積極

的に生活していこうという意欲が生まれてき

た。さらに繰り返し探検ができれば，より高

い気付きが生まれたのではないかと考える。

表現の工夫として，多様な表現方法（地図，

新聞，クイズ，見たこと・聞いたことカード

など）で実態に合わせて行った。また，ＩＣ

Ｔの活用で，地域ごとの特色に気付く児童が

見られた。

≪｢直覚的な気付き」の例≫

≪｢まとまりのある気付き｣の例≫

≪「生活に生かす気付き」の例≫

おまわりさんは安

全のためにお仕事

を し て い る ん だ

な。交通事故に遭

わないように気を

付けよう。

Ｃ「きつねのかみ

さ ま が い る の か

な？」

Ｃ「４号バイパス

は、私の家の回り

と違って、車のと

おりが多いな。」



２）単元「かぞくにこにこ大作戦」（１年生）

○単元の目標

家族のことや家庭での自分の生活に関心を

もち，家族が喜びそうなことを考えたり，

自分にできそうなことに挑戦して，自分の

役割や自分に対する家族の思いに気付き，

家族と楽しく生活することができるように

する。

○「気付き」の評価規準

家庭生活を支えている家族のことが分か

り、自分でできることに気付いている。

○具体的な児童の姿と評価方法

・自分ができるようになったことが増えたこと

に気付いている。

（ワークシート・発言）

・自分は家族によって支えられていることに気

付いている。（発表・ワークシート）

○考察及び指導の改善

本単元では家族が喜び，家族の一員としての

自覚が芽生えるような活動計画を立て，自己の

成長に気付けるようにした。

さらに「見つめる→考える→実践する→振り

返る→伝える」のサイクルを通して，「家族と

の関わりを進んで楽しく，自分で考たり工夫し

たりしながら深めることができる子」を目指し

ていった。

また，表現活動を２回もち，活動後やまと

めの段階で，振り返りの場をもつことで，自分

の思いや気付きを確認したり，深めたり，広げ

たりすることができるようにした。

《関連づけられた気

付きの例》

《まとまりのある気

付きの例》

Ｃ「おさらあらいのど

んなところがたいへん

でしたか？」

Ｃ「おかあさんからの

手紙，よろこんでくれ

た の が よ く 分 か っ た

よ。」

《生活に生かす気付きの例》

３ 成果の普及と今後の展望

(1) 本研究の成果

①気付きの高まりの段階を明確にし，気付

きを高めるための教師の支援を体系化し

たこと

②本校の評価に対する妥当性と納得性を高

められたこと

③『気付きのスパイラル』を基にした「単

元シラバス」を作成し，指導と評価の一

体化を図りやすくしたこと

(2) 今後の課題

①「自然の不思議さや面白さを実感する指

導を充実させ，科学的なものの見方・考

え方の基礎を養う」こと

②「安全教育や生命に関する指導を充実さ

せ，社会の急激な変化に対応できるよう

にする」こと

③「幼児教育や他教科との接続を一層重視

し，小学校のスタートカリキュラムとし

ての改善を図り，学校生活への円滑な接

続を図る」こと

これらは，現在作成している年間指導計画

・評価計画及び「荻島小シラバス」の中で改

善を図っていきたい。

今後は，新学習指導要領全面実施となる次

年度，本研究によって高まった教師の授業力

やシラバスを活用し，さらに家庭学習の充実

や学習意欲を高める指導を行い，確かな学力

を育んでいきたいと考えている。

Ｔ「家族のみんな

が 喜 ん で く れ た

ね。役に立ってよ

かったね。」

Ｃ「お皿のうらが

わもよくあらうん

だよ！」
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