
第 ２ 学 年 学 級 活 動 指 導 案

２年２組 指導者 坂 本 哲 彦

子供一人一人が、星組との交流会づくりに向けて生き生きと話し合う中で、より

研究課題 よいふれあいのためのアイデアをみんなで積み重ね、交流会への期待感を高めて

いくようにするためには、どのような支援をすればよいか。

単元 星組さん（ふぞくようちえん）とあそぼう

－おにいさん おねえさんとして－

１ 研究課題について

２年生の子供は、友達や集団のことにも少しずつ目を向けて行動できるようになってきている。

また、いろいろなことに興味を抱き、積極的に取り組もうとする。したがって、この期の学級活

動においては、学級や自分のよさ、問題点に自分なりの気付きをもったり、話し合いのルールを

意識しながら友達と解決の方法を見つけ合ったり、友達と一緒に実践活動をしたりする楽しさを

実感させていくことが大切である。このことは、仲間とかかわり合いながら自分や学級を変容さ

せようとする向上意欲を更に価値あるものへと高めると考える。そして、このような主体的で価

値ある活動の積み重ねが、集団にかかわる質の高まりをより確かに自覚させ、社会の中でよりよ

く生きようとする意欲を高めていくものと考える。

本学級の児童は、１年生の時、老人福祉施設のお年寄りやお世話になった教生先生などに喜ん

でもらおうという学級の共通の願いのもと、未熟ながらも話し合い活動を行い、実践活動を工夫

してきた。その中で相手に喜ばれたことに満足感を感じ、他の機会があれば自分たちのよさを更

に発揮していきたいとの思いを抱いている。また、自分独自の考えを出し合い練り上げるといっ

た確かな話し合い活動は十分ではないが、友達の考えのよさに気付き、自分の取り組みを振り返

ったりすることなどはできるようになってきている。

そこで、本単元では、附属幼稚園の年長の子供たちとかかわる活動を体験させたいと考えた。

昨年度国語科学習で行った創作劇を附属幼稚園で発表したことなどから、学級のよさに気付く段

階を確かにすることによって、一人一人の子供が議題を主体的に受けとめることができると考え

る。そして幼稚園の子供に喜んでもらえる理由を明らかにしながら、遊びや紙芝居の内容を考え

出したり、具体的な準備や交流会という実践活動をつくり出したりする楽しさを実感していくと

考える。そこで、図工科と国語科における、より質の高い実践活動へ発展させるための話し合い

活動を行う本時では、次のような支援を具体化することで、課題の解明を図りたい。

・話し合うことへの問題意識を高めるための導入の工夫をする。

・話し合いがよりよいものになるための教師のかかわりかたの工夫をする。

・話し合ったことへの満足感を高めるための振り返りの場の工夫をする。

２ 目標

○学級をよりよく高めるために、附属幼稚園星組との交流会に向けて、学級で話し合ったり実

践したりすることができるようにする。

○みんなで協力して活動するよさを感じ取り、よりよい学級生活を送ろうとする意欲を高める。



３ 指導計画（総時数２５時間･･･学級活動３､生活科４､国語科１１､図工科４､道徳の時間２）

単元構成の工夫・・・交流会づくりの楽しさが次第に膨らむように工夫した。１年生と交流

した経験から学級のよさに気付き、幼稚園の子供たちを喜ばせたいとの願いを議題化する。

その願いの実現方法を集団による話し合いで決定した後、図工科と国語科との横断的な単元

構成にすることによって、より価値の高い実践活動を保障したい。また、単元のはじめと終

わりに道徳の時間を組み込むことで、自己を振り返らせ確かな実践力を育みたいと考えた。

に迫る意識 く を む え学習活動・学習内容 集団にかかわる楽しさ 未来を拓 力 育 構

第1次 学級のよさに気付く 〈創造力〉

（４時間） ・入学をお祝いしようよ 話し合いにおいて、生活科

１年生を迎えよう ・みんなで準備しよう。 相手の願いが具体的

･会の計画 ･工夫 ・自信 ・さあ、一緒に遊ぼう！ にわかるようにした

温かい心 2-2 (1時間) ・優しいって喜ばれたよ り、準備の段階で取道徳

・親切な心情 まいご 日標 り組みに工夫の現れ『 』

（５時間） ・年長さんにも優しくし ている子供を価値付

たい。話し合おうよ。 けたりしたい。

第２次 議題化し、話し合う 〈感性〉・遊びコーナーを作って

楽しませるというのは 生活科において、一学級活動

星組 遊ぶ計画を立てよう どうかな。後半は小学 人一人の思いを生かさんと

・活動内容・話し合いの仕方 校のことを教えようよ して１年に優しく接

・よい会ができそうな期待感 ・種類と分担を決めよう する体験を仕組み、

本時 （60分） ・きっと喜んでくれるよ 学級のよさへの気付

きが議題化につなが

・さあ準備！がんばるぞ るようにしたい。第３次 実践活動を行う(準備)

図工科 国語科 〈社会性〉・ぼくたち ・わたしは

遊ぶ物 作 紙芝居 作 は輪投げ 小学校の 話し合いにおいて、を ろう を ろう

・材料の特徴 ・製作の意欲 を作るぞ １日を紙 互いの考えのよさを

を生かして ・順序を整理 ・点数を色 芝居にす 相手の願いと重ねて

作ること し書くこと で表すと るよ。朝 感じ取らせたり、協

・楽しく遊ぶ ・敬体の文末 と星組に 勉強、給 力して実践活動でき

こと ・完成の喜び もできる 食の順に るような場と時間の

（４時間） （１１時間） よ。 書こう。 保障をしたい。

〈基礎学力〉（１６時間） ・準備はＯＫ。遊びたい

プログラム委員会に

・いよいよ始まりだ。い おいて実態に応じた第４次 実践活動を行う(実施)

（２時間） らっしゃい！ぼくたち 話し合いの流れを立学級活動

星組さんと楽しく遊ぼう の魚釣りは楽しいよ。 てさせ、話し合いの

・交流する意欲、楽しさ ・小学校のことがよくわ 仕方が更に身に付け

・学級の高まりへの貢献 かったって。うれしい られるようにすると

学級愛 4-3 (１時間) ・ぼくたちのクラスの宝 ともに、話し合いが道徳

・学級、個人のよさ・喜び が、また一つ増えたね 意欲的でわかり易い

（３時間） 子供を価値付けたい



４ 本時案 （第２次 １/１）

(１)ねらい みんなで取り組む交流会について話し合い、附属幼稚園星組さんに喜んでもらえ

るような具体的な内容や方法を決めることができる。

(２)学習過程

学習活動・内容 集団 かかわる楽しさ 迫る意識 未来 拓 力 育む評価 支援に に を く を と

①星組さんと交流したいとの ・星組さんと遊ぶっていいな。 ○より価値のある話し合い

提案を聞いて、話し合う。 ・去年劇を見てもらったよね。 ができるように、学級の

（１５分） ・星組さんは、ぼくたちにもっ めあてと結びつけてとら

星組のお友だちへの思い といろいろなことをしてほし えさせたり、星組さんの

話し合いの視点 いと思っているのかあ。 願いを聞かせたりする。

・星組のお友だちの願い ・１年生と遊んだときと同じよ ○今までの交流会の成功を

・学級のめあて うに喜んでもらえるような交 ビデオ等で想起させ話し

進んで考えようする意欲 流会にできるように考えるぞ 合いへの意欲を高めたい

②星組さんとの交流会につ ・ぼくは、一緒に楽しく遊んで ○一人一人が進んでアイデ

いて話し合う。 あげるのがいいと思うよ。 アを出し合い、よりよい

（３５分） ・わたしは、小学校のことをい 内容が決定できるように

交流会の内容 ろいろ教えてあげたいわ。 事前のプログラム委員会

遊びの種類 ・遊びの時間とお話の時間に分 において、次のような進

・輪投げゲーム けて内容を考えてみようよ。 め方を確認しておく。

・魚釣りゲーム ・遊びは輪投げや魚釣り、ボー ①話し合いの前に自分の

・ボーリングゲーム等 リング、まとあてがいいな。 考えと理由を書く

教えてあげること ・お話は小学校の１日の生活や ②考えと理由を発表する

・小学校の１日 １年間の行事、給食や縦割り ③発表後の質問や意見に

・小学校の１年 班のことを紙芝居にして教え よって学級としての考

・給食のこと 等 てあげると楽しいと思うよ。 えをつくる。

遊び等の分担 ・どれも星組さんに喜ばれるも ④星組の願いと皆の願い

お世話係、その他 のか意見を出し合おうよ。 を尊重して話し合う。

話し合いの仕方 ・だれが何をやるか決めよう。 ○できるだけ見守るが、よ

交流会の期待感が広がっ ・お世話係も決めておこうよ。 り有意義な時間とするた

ていくこと ・楽しい交流会になりそうだ。 め、必要に応じて議長団

を支える形で参加する。

③話し合いを振り返り、カー ・星組さんの気持ちを考えて、

ドに反省や感想を書く。 喜んでもらえそうなアイデア ○話し合いの姿やカードの

（１０分） がしっかり発表できたぞ。 記述から、以下のよさを

話し合いの過程のよさ ・みんなで意見を出し合うと、 価値付ける。

・個々の意見・議長団 いい考えがつくれるんだな。 ・星組の願いを大切にし

よりよい交流会の見通し ・議長団の人も上手に意見をま て進んで発言する姿

がもてた満足感 とめていたね。すばらしい。 ・よりよい議長団の姿

準備や交流会の期待感 ・星組さんはきっと喜んでくれ ・よりよいアイデアを生

るよ。早く準備がしたいな。 み出した個々の意見


