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１．研究主題

生活をよりよくしようとする児童の育成

～快適な住まい方の学習を通して～

２．主題設定の理由

（１）今日的課題から

今回の学習指導要領改訂で小学校家庭科においては，実践的・体験的な活動や問題解決的

な学習，言語活動の充実を通して，自分の成長を自覚し家庭生活を大切にする心情をはぐく

むとともに，生活を支える基礎的・基本的な能力と実践的な態度を育成することを重視して

改善が図られている。家庭科の最終目標は，家族の一員として生活をよりよくしようと工夫

する能力と実践的な態度を育てることである。

科学技術の発達・情報化・国際化の進展・少子高齢化等により，社会はますます多様化・

複雑化している。家族関係も希薄になり，家庭の機能が十分に果たされておらず，教育力も

低下している。そのため，基本的生活習慣が身に付いていない子どもも多くなってきている。

わたしたちは数え切れないほど多くの物に囲まれ，また，いろいろな物を使って生活し

ている。その様々なものを整理・整とんせずにいたとしたらどうなるのだろう。物が溢れ，

何がどこにあるか分からずいつも探さなければならなくなる。時間の浪費にもなるし，結局

二度買いし無駄遣いにもつながってくる。快適に生活していくためには，整理・整とんする

ことがいかに大切かが分かる。児童の身の回りを見ても，学習用具・本や雑誌・衣類などた

くさんの物に囲まれている。これらの物を整理・整とんして快適に生活しようという意欲を

高め，主体的に実践する児童を育てたいと本主題を設定した。

（２）児童の実態から

本校の児童は，豊かな自然と多くの家庭が祖父母と同居する家庭環境の中で，のびのびと

素直に育ってきている。

５年生の実態調査から「日常生活で身の回りの整理・整とんは必要だと思いますか」とい

う質問に対して，１２人中１０人の児童が「はい」と答えている。そのわけとして，「気持

ちがよいから」，「すっきりする・探し物がすぐ見つかり便利だから」，「勉強のやる気がで

るから」などを挙げている。また，「身の回りが散らかっていると困ることは何ですか」と

いう質問に対して，普段の生活経験から半数以上の児童が「探し物が見つからない」と答え

ている。その他に，「場所が狭くなる」，「散らかっている物を踏んでけがをしてしまう」，「気

分が悪くなる」などを挙げている。この結果から児童は，日常生活での困った体験から整理

・整とんの必要性は感じている。しかし，ロッカーや机の中を見ると物がすぐ取り出せるよ

うには整とんされていないことが多く，場所，収納空間のスペースや形態，物の大きさや形，

機能性に応じて整理・整とんをする様子はあまり見られない。中には，机の上が散らかって

いても不自由さを感じなかったり，整理・整とんすることは難しいと感じたり，めんどうく

さいと感じたりしている児童もいる。整理・整とんは単にかたづけるためではなく，次に使

うことを目的としているため，大原則は分類と出し入れのしやすさである。自分の身の回り，

学校のみんなで使う場所，家庭での実践，低学年に教えるという段階を踏んだ整理・整とん

の体験をさせ，繰り返し「気持ちよさ」を体感させることにより，一人一人の実践力を高め

ていきたい。
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（３）夷隅郡市教育研究会家庭科部会共同研究の歩みから

研究の歩み

第５６次 一人一人の食生活の課題に気づき，解決していく家庭科学習

家庭科学習を中核にすえたカリキュラムの工夫

勝浦市立勝浦小学校・豊浜小学校・郁文小学校

第５７次 健全で豊かな食生活を実践できる児童の育成

朝食に視点をあてた家庭科学習のとりくみ

いすみ市立長者小学校

第５８次 食生活に関する意識を高める指導法の工夫

食生活の大切さに気づく学習を通して

いすみ市立大原中学校

第５９次 食生活に関する意識を高める指導のあり方

地域素材の活用を通して

御宿町立御宿小学校

第６０次 衣生活の自立を目指した家庭科学習

洗たくを通して課題を追求する学習のとりくみ

勝浦市立総野小学校

第６１次 育てる側の視点を持った保育学習の指導のあり方

自らの成長を見つめる学習を通して

いすみ市立岬中学校

３．研究の目標

体験的学習や話し合い活動を取り入れることにより，快適な住まい方の工夫を実践しよ

うとする態度を育てる。

４．研究仮説

① 体験的な活動を多く取り入れた指導計画を工夫することにより，実践的な態度を育て

ることができるであろう。

② 話し合い活動を通して学び合うことにより，生活をよりよくしようとする意欲が高ま

るであろう。

５．研究内容

（１）快適な住まい方の学習における指導計画の工夫

（２）体験的学習や話し合い活動を取り入れた授業実践

実践１ 特別教室の整理・整とんをしよう

実践２ 整理・整とんの工夫を見つけよう

実践３ 学習したことをまとめよう
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６．研究の実践

（１）指導計画

題材名「かたづけよう 身の回り」 （５時間扱い）

小 題 材 目 標 時配 学 習 内 容

生活している ○自分の生活している 自分のロッカーや机の整理･整とんをしよう自分のロッカーや机の整理･整とんをしよう自分のロッカーや机の整理･整とんをしよう自分のロッカーや机の整理･整とんをしよう

場所に目をむ 場所を見つめ，気持ち ・ 整理・整とんが必要であることを知る。

けよう よく生活するためには， １ ・ロッカーを整理・整とんし，気づいたこ

身の回りの物を整理・ とを話し合う。

整とんする必要がある ・整理・整とんの方法とポイ ントを考え

ことに気づく。 る。

整理・整とん ○身の回りの整理・整 １ 特別教室の整理・整とんをしよう特別教室の整理・整とんをしよう特別教室の整理・整とんをしよう特別教室の整理・整とんをしよう

をくふうしよ とんの 仕方について考 ・グループで特別教室の整理 ・整とんをす

う えたり，自 分なりに工 る。

夫したりして整理・整 ・グループごとに，工夫した ところを中心

とんすることができる。 に発表し合う。 （実践１）（実践１）（実践１）（実践１）

１ 家での整理・整とんの計 画を立て，実践しよう家での整理・整とんの計 画を立て，実践しよう家での整理・整とんの計 画を立て，実践しよう家での整理・整とんの計 画を立て，実践しよう

・身近なものを使い，工夫して整理・整と

んする方法を考える。

・自分の家庭での整理・整とんの実践計画

を立て，実践する。

○整理・整とんの工夫 １ 整理・整とんの工夫を見つけよう整理・整とんの工夫を見つけよう整理・整とんの工夫を見つけよう整理・整とんの工夫を見つけよう

に気づき，これからの ・それぞれが家庭で実践してみた整理・整

生活に生かそうとする。 とんのアイデアを発表する。

・友だちの発表を聞き，自分の生活で生か

したいアイデアを見つける。（実践２）（実践２）（実践２）（実践２）

学習のまとめ ○学習したことを１． １ 学習したことをまとめよう学習したことをまとめよう学習したことをまとめよう学習したことをまとめよう

しようを ２．３年生に分かりや ・整理・整とんについて学習したことをま

すく伝えるために内容 とめる。

を考える。 ・１～３年生に整理・整とんの仕方を教え，

○１～３年生の児童と 一緒にロッカーや机の中を整理・整とん

一緒に整理・整とんを する。 （実践３）（実践３）（実践３）（実践３）

することができる。 掲示物作りや練習は，学級活動や朝自

（スッキリ隊） 習の時間に行った。
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（２）授業実践

実践１「特別教室の整理・整とんをしよう」実践１「特別教室の整理・整とんをしよう」実践１「特別教室の整理・整とんをしよう」実践１「特別教室の整理・整とんをしよう」

①目 標

・図書室，音楽室，家庭科室を各グループで４つのポイントを使って整理・整とんする

ことができる。

②展 開

学習活動と内容 児 童 の 反 応

１ 本時のめあてを確認

する。

・ 整理・整とんの方法

とポイントを確認する

２ グループごとに特別 〈 図書室グループ 〉 ○ 問題点を見つける〈 図書室グループ 〉 ○ 問題点を見つける〈 図書室グループ 〉 ○ 問題点を見つける〈 図書室グループ 〉 ○ 問題点を見つける

教室の整理・整とんを

する。

図書室グループ

本の整理・整とん

音楽室グループ

ばちの整理・整とん

家庭科室グループ ○整理・整とんの工夫を相談○整理・整とんの工夫を相談○整理・整とんの工夫を相談○整理・整とんの工夫を相談

引き出しの中の整理・

整とん

・問題点，整理・整とん

の工夫をメモする。

３ 整理・整とんをする。

大きさをそろ

えて並べた方

がいいんじゃ

ないかな。

逆さになってい

る本があるね。

分ける，そろえる，場

所を決める，しまうだ

ったよ。

違う場所にお

いてある本が

あるよ。

シリーズの本は番号

順に並べるとわかり

やすいんじゃない。

図鑑は図鑑でそ

ろえるとつかい

やすいよ。
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４ 整理・整とんの工

夫をグループごと

に発表する。

５ 学習のまとめをする。

・ワークシートに今日

の感想を書く。

特別教室の整理・整とんをした後の感想

・図書室は，初めは本が逆さになっていたり番号がばらばらになっていたりしてきたなか

ったけど，整理・整とんしたら見ているだけで気持ちがよくなった。

・初めは分類番号がばらばらであまりいい気持ちではなかったけど，番号をそろえたら気

持ちよくなって，しかも取り出しやすくなったのでよかった。（整理・整とんが必要で

ないと答えた児童）

・図書室の本をそろえたら気持ちよくなった。

・ばちがペアに置いてあるから素早く取れて便利。

・ぐちゃぐちゃだったのを種類別に分けて入れたらスッキリした。

・種類別に分けたらスッキリして気持ちがよかった。

・家でも整理・整とんをしていい気持ちで一日を過ごしたいので発表で分かったことなど

を使って家中をきれいにしていきたいです。（整理・整とんが必要でないと答えた児童）

・いろいろな所がきれいになってとっても気持ちよくなりました。ぼくもこれから整理・

整とんを心がけたいと思います。

逆さになっていた本は直し，

違う場所にあった本は元にも

どしました。シリーズもの

は，番号順に並べ替えまし

た。空いた所に人形を並べ，

楽しいふんいきにしました。

いろいろなばちがばらばらにな

っていて取りにくいので，種類

別でペアにしました。使うとき

に素速く取れて便利になったと

思います。

引き出しの中がぐちゃぐちゃに

なっていたので種類別にしまし

た。まず，いる物といらない物

に分けて，いらない物は捨てま

した。次に，スプーンやフォー

クなどがばらばらだったので，

種類別にそろえました。
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＜ 考察 ＞

子どもたちは前時に整理・整とんの方法とポイントをまとめた。また，家族や先生方に

にもいろいろな工夫を聞いている。そのことを使って特別教室の整理・整とんをしてみる

時間である。まず，図書室・音楽室・家庭科室それぞれの問題点について話し合い，次に

それに対する工夫点を考えてから実際に活動をした。それぞれの場所に合わせて様々な工

夫が見られ，きれいにしようと意欲的にとりくんでいた。そして，その結果を電子黒板を

使って発表し合った。お互いの発表を聞くことによりどの班も整理した後の方がスッキリ

して気持ちがよいことが分かり，全員の子どもたちが整理・整とんの必要性を感じていた。

また，自分たちとは違った工夫をしているグループがあることを知り，家でやってみたい

という子も数名いた。話し合いをすることにより生活をよりよくしようとする意欲が高ま

った。 【資料1,２】

実践２「整理・整とんの工夫を見つけよう」実践２「整理・整とんの工夫を見つけよう」実践２「整理・整とんの工夫を見つけよう」実践２「整理・整とんの工夫を見つけよう」

①目 標

・友だちが行った整理・整とんの工夫の中から，自分の生活に生かしたいものを見つ

け，これからの生活に生かそうとすることができる。

②展 開

学習活動と内容 児 童 の 反 応

１ 本時の学習のめあてを

つかむ。

２ 発表の手順や方法を確

認する。

・整理・整とんをした

場所

・工夫したところ

・もう少し工夫が必要

なことなど

３ 整理・整とんの工夫に

ついて発表し合い，話し

合う。

お皿はお皿でそろえまし

た。そして，平らな皿は平

らな皿で重ねました。見た

目はきれいだけど，おく

に皿が少しあって取りにく

いから，今度は少し手前に

置くようにしたいです。

ぼくは，テレビ台の中

のビデオやＤＶＤを整

理・整とんしました。

まず，ビデオとＤＶＤ

に分けて置きました。

ＤＶＤはアニメとドラ

マに分けて箱に入れま

した。見た目もきれい

になったし，とりやす

くなりました。
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４ 学習のまとめをする。

・ワークシートに今日の

学習の感想を書く。

【 学習後の感想 】

＜考察＞

本時は各家庭での実践発表である。前時に立てた計画をもとに自分の部屋や机の中，家

族で使うテレビ台の中，食器だなの中などを「いつもきれいになっていて使いたい物がす

ぐ出てくるようにしたい」とか「家族みんながビデオやＤＶＤを取り出しやすくしたい」

などそれぞれの思いで整理・整とんしてきた様子を発表した。分かりやすくするために家

族の協力でビフォー，アフターの写真を添付してきた児童もいた。発表を聞きながら，友

だちの工夫をメモさせたので，授業後の感想の中に「片付けるには工夫がたくさんあるん

だとわかった」「人によって整理のやり方がちがったのでいろいろなアイディアを使って

やってみたい」と書いている児童がいたのでこの発表会を通して生活をさらによりよくし

ようとする意欲が高まっていることが分かる。 【 資料３，４ 】

お茶碗はお茶

碗でそろえた

方がわかりや

すいし，見た

目もきれいだ

と思います。
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実践３ 「学習のまとめをしよう」実践３ 「学習のまとめをしよう」実践３ 「学習のまとめをしよう」実践３ 「学習のまとめをしよう」

①目 標

・これまで学習してきたことを生かして，１．２．３年生と一緒にロッカーや机の中を

整理・整とんすることができる。

② 児童の活動の様子

１年生１年生１年生１年生

２年生２年生２年生２年生

４つのポイントの説明

算数セットの中を整理・

整とんしよう。決まった

場所にいれようね。

整理・整とんの４つの

ポイントを１年生のみ

んなに，分かるように

説明している。

大きさをそろえて，よく

使う物は手前に入れた方

が取りやすいよ。
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３年生３年生３年生３年生

＜考察＞

本時は，この学習の最後のまとめの実践活動の場として位置づけた。整理・整とんの手

順やいろいろな工夫があることを学習してきたが，それを教えるという体験を通して生活

をよりよくしようとする意欲をさらに高め，実践的な態度を育てることができるのではな

いかとこの時間を設定した。どの児童も低学年だということを意識し，手順を分かりやす

く説明するために掲示物を作ったり，楽しく整理・整とんができるように「スッキリ隊」

になりすまし劇風に進めたりと様々な工夫が見られ，意欲的にとりくんでいた。一緒に整

理・整とんしているとき にはどの学年からも「 まず，いる物といらない物に分けてみよ

うね。」とか「大きさをそろえて入れると見た目もきれいだよ。」「１時間目から順番に教

科書とノートをそろえて入れておくとすぐ出せてべんりだよ。」などの声が聞こえてきて，

学習したことがしっかり生かされていることが分かった。 【 資料５，６】

背表紙をそろえて立てて

入れると，わかりやすく

てすぐ取り出せるよ。

ぼくは，スッキリ隊３号。３年生

のみんなをスッキリさせるために

スッキリ星からやってきたよ。

見てすぐどこに何がある

か分かるように重ねない

で入れるといいよ。

整理・整とんした後のロッカー
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７ 成果と課題

＜成果＞

○自分の身の回りから段階を踏んだ整理・整とんの体験をさせたことで，一人一人の自信

につながり，。まとめの時間には，主体的に活動する姿が見られ，実践力が高まった。

○常に整理・整とんの４つのポイントを意識しながら学習を進めていったので，整理・整

とんの方法がほとんどの子に身に付いた。

○体験活動を多く取り入れたことで，何回も「気持ちいい」「スッキリ」と体感すること

ができ，実践化につながった。

○どの子も身の回りの整理・整とんを意識するようになった。

○話し合い活動の場面を多く設定したことにより，自分とは違う整理・整とんの仕方に気

づき，家庭でもやってみたいという意欲が高まった。

○整理・整とんする前の写真と工夫して整理・整とんした後の様子を電子黒板を使って

比較したため，どんな工夫をしたのかがよく分かり，自分でもやってみようという意欲

化につながった。

＜課題＞

○子どもの家庭環境は様々で，生活様式や家族構成もいろいろである。一人一人に合った

指導を考えていく必要がある。

○これからも家庭との連携を図り，子どもたちの具体的な生活経験と関連させながら実感

できるような学習にしていきたい。

○環境教育に結びつけた指導ができるような計画も考えていきたい。


