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2　内容
（5）　身近な自然を観察したり，季節や地域の行事にかかわ

る活動を行ったりなどして，四季の変化や季節によって
生活の様子が変わることに気付き，自分たちの生活を工
夫したり楽しくしたりできるようにする。

（9）　自分自身の成長を振り返り，多くの人々の支えにより
自分が大きくなったこと，自分でできるようになったこと，
役割が増えたことなどが分かり，これまでの生活や成長
を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもつとともに，これ
からの成長への願いをもって，意欲的に生活することが
できるようにする。

　自然の中にいると，風景や場所，動植物などが
一枚の絵のように美しく輝く瞬間に出会うことが
ある。この活動では，ひとりひとりが自分の感性で
「自然がつくる美」を見付ける。作品の出来を競い，
優劣をつける活動ではなく，ひとりひとりの着目を
讃え尊重し，視点の違いや感性の多様性を認め合
い，分かち合うようにする。自然そのものの美しさ，
面白さを探す。

使用教材等

プログラム活用の工夫
場所▶野外ならどこでも可（目の届く範囲で充分）
人数▶３人以上
◆鑑賞方法例
　①指導者が回る順序を決め，各作品の前でタイトルを告げてから，作者が作成意図や特に気に入った点を話す。
　②時間内で自由に，各自が鑑賞する。
◆学習テーマ「生命のつながり」「自然界のつながり」等，それにちなんだ作品をつくることで学習を深める。
◆夜の実施も趣があって素敵である。※懐中電灯等が必要

プログラムの位置づけと活用方法

小学校２年　生活　「２年生だ　うれしいな」で活用

プログラムの内容
　身近な自然をフレームで切り取り，そこにふさわ
しいタイトルをつけて発表し合う。

おすすめのポイント
　身近なところにある自然も，季節によってその
表情はさまざまである。特に春はさまざまな花が
咲いたり，芽が出たりする。「きれいだな」と思っ
たものを友達と教え合う。

学習指導要領との関連

・２年生に進級し，１年生のときと比べて変わったこと，変わっていないこと
を探す。
・気付いたことや感じたことを友達と伝え合い，進級の喜びを共有する。

・１年生の学年末に立てた計画をもとに，新しい１年生を迎える活動を行う。

・地域を歩くときの計画を立てる。
・地域に出かけ，自然を観察したり，地域の人々とかかわったりする。
・見つけたことを友達と伝え合ったり，記録カードにかいたりする。

【関・意・態】
・春の自然の変化と，新しい１
年生の入学や自分の進級な
どの生活の変化に関心をも
ち，進級を喜び，意欲的に活
動に取り組もうとしている。

【気付き】
・季節の変化や自分の身近な
生活の変化に気付いている。

指導計画一例

小学校
生　活

配当時間

3
（本時）

3

3

活動の流れ 評価規準

2年 ２年生だ　うれしいな

教科書関連単元 ※参考：東京書籍

※参考：東京書籍

小学校2年　生活　「2年生だ　うれしいな」 配当時間：9時間　　本時：1時／9時間

・本時の活動内容について説明を聞
く。

・道具を受け取る。

・ルールの説明を聞く。

・再集合の合図と活動範囲を確認し，
自分の作品を探す。

・集合後，お互いの作品を鑑賞し，
相互に意見交換をする。

・全員の鑑賞終了後集合し，感想等
を共有する。

・使用した額縁等を元に返す。

○本時の活動内容を説明した後，やり方を演
示する。
○道具を配る。
○探す範囲と集合時間（1５分間）と集合合
図を徹底する。
○吊るす場合は，ひもやテープでの方法を助
言する。持たないといけない場合は，持ち
合う等協力を促す。
●自然の素材に興味を示し意欲的に活動に
取り組んでいる。【関・意・態】
○集合の合図の後，「鑑賞会」の方法を確認
する。
○鑑賞終了後，感想を共有させ，印象の深か
った作品等を発表させるなど友だちの作品
の良い点に気付かせる。
○いろんな見方があること，表現の方法だけ
でなくいろいろな考え方があることに気付
かせる。
○片づけを告げる。ゴミや忘れ物が無いよう
に点検させる。

額縁
洗濯ばさみ
付箋
マジック

人数が少ない場合は，
時間制限をして複数作
成する。

鑑賞の方法は，下記，
「プログラム活用の工
夫」（鑑賞方法例）を
参照

授業の展開

時　間

1時間

主な学習活動 学習支援（○）と評価（●） 備考（使用教材等）

小学校２年　生活　「２年生だ　うれしいな」

森の美術館
単元の中での活用

　身近な自然を観察し，四季の変化や季節によって
生活の様子が変わることや，周囲の変化から自分の
成長に気付き，意欲的に生活することができるよう
にする。

学習指導要領

⑤2014.02.26　Ｉ

１）額縁
２）洗濯バサミ
３）紐
４）セロテープ
５）マジック
６）付箋紙大
７）参考書籍
小学校の授業に生きるネイチャーゲーム
（日本シェアリングネイチャー協会・体験型環境教育研究会）
ネイチャーゲーム指導員ハンドブック
（日本シェアリングネイチャー協会，非売品）

学習プログラム 環境学習プログラム集

関係機関の活用
　高知県シェアリングネイチャー協会

◆本時1時間
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