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考え方である。教科書の左ページの下には，
「学習のめあて」を設け，自然の事物・
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現力等）と示してある。
「学習のめあて」は，子どもには物事をとらえる視点や

考え方を示すものであり，教員には資質・能力の育成を目指す指導の指針となる。
くさ

まわりの 草を
こまめに とろう。
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物事の変化の様子を，長さや大きさ等の視点で見たり，比較して考えたりして，

“無理なく質の高い授業”ができる教科書をつくりました

Web を活用すれば生活科はもっと楽しくなる

生活科で育んだ資質・能力は，理科の学習につながる。
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2020年度版 生活科教科書下巻p.28
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1.「学習のめあて」で

上越教育大学名誉教授。1952 年，

働かせたい「見方・考え方」を示した。

2. 子どもが「見方・考え方」を働かせて「思考・判断・表現」
した例を「振り返り」で示した。

村川先生のカリキュラム・マネジメントゼミ

3.「学習のめあて」は，資質・能力の育成を目指す

野口先生のアクティブ・ラーニング教室
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●しゃしんで のこそう。

●どんな においが するかな。

生活科実践者でもある著者が現場の目線で「教科書を語る」
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「見方・考え方」は資質・能力を育成する過程で働く，物事をとらえる視点や

せわと かんさつを しよう
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生活科を理科とつなぐ・社会科とつなぐ
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楽しくなければ始まらない。もはや「子どもたちの身体をお行儀よく揃えて

特集

特集

から」という指導は通用しない。規律や自己統制など社会的な振るまいができ
ることは重要である。しかし，身体全体を使って「みんなで楽しい」という感
情が共有できる活動をしかけることから始まらなければならない。
「みんなで
楽しむ時間や場を大切にしたい」と感じさせて，
「みんなの中の自分」を意識
できるようにさせる。このことが規律や自己統制など社会的な振るまいを育て
る筋道である。
「みんなで楽しくて，みんなと心が一つになる」と感じる中で，
子どもたちは互いを尊重し合うようになる。教師への信頼感も形成される。だ
から教師の願いや指導も子どもたちに通じるようになる。教師の専門性は「子
どもたちの心が温かく揃う」ように育てることに示される。

2020年度版 生活科教科書上巻p.7
「うたあそび」の写真のようにみんなで
楽しむことから始めよう。
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1. 身体全体を使った楽しい活動をしかける。
2.「みんなで楽しい」という気持ちを共有させる。
3. 楽しさを共有することで子どもたちの心が温かく揃う。

1978年，神奈川県生まれ。 1994年にデビューし，ドラマ・バラエ

深い学びへの道筋や、学びと学びの
つながりがわかる工夫がそこかしこにあります。

他教科や、 年生以降のあらゆる学習活動、

くれる﹂
﹁大好きないとこと遊べる﹂

好きなおばあちゃんが遊びに来て

族のおかげで子どもは﹁今日は大

たり、と私たちなりに幼児教育を

稲刈など自然の中での体験をさせ

を観に行ったり 、 海へ行ったり 、

がってきているので、一緒に映画

無
〝理なく質の高い授業 〞ができる教科書をつくりました

時間だと思っていて、私の仕事の
実践しています。
て貴重な成長の時間をともに過ご

これからも、様々な体験を通し

予定とは関係なく﹁次はいつかな

していきたいです。

～﹂と楽しみにしています。最近
では、母とのお留守番中に私の生

多くの同年代の子どもたちと一緒

将来、小学校に通うようになり

親として思うこと

放送を一緒に観て﹁ママのお仕事
見てたよ～﹂と言ってくれたりし
ます。
子どもが生まれて生活の

できる場所がどこにあるか調べた

り、遠出になるときは途中、休憩

も用のトイレのある場所を選んだ

な？ とか、買い物のときは子ど

カーで行っても大丈夫なところか

間はもちろんですが、ここはベビー

日常的に子どものために使う時

とに挑戦していってほしいと思い

がいることを忘れずに、様々なこ

する家族がいて、成長できる仲間

周りには一緒に悩み、ともに模索

もあるかもしれません。それでも、

があったり、挫折を経験すること

会えるのか。上手くいかないこと

目標をもつのか。どんな友人と出

ことに興味をひかれ、どのような
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とばかりです。

んだな﹂と改めて気付き、学ぶこ

とやあんなことを気にかけていた

など 。
﹁ 親御さんたちはこんなこ

えていただいていると感じていま

生活の中で、たくさんの方々に支
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つながるか、子どもが喜んでくれ

んなことや場所が子どもの成長に

なかったことをあれこれ考え、ど

夫婦二人での生活では考えもし

過ごしてもらいたい！ これに尽

食べて、たくさんの笑顔で元気に
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気持ちを大切にする人に育っても

す。娘には、周りの方への感謝の
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イヤな瞬間﹂にはなってほしくな
のが子育てなんだなと実感してい
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H32生活文科省申
請本 表紙上・下

ティー・情報番組などに多数出演。 2010 年にプロライフセイバー

低学年のこの時期に、子どもたちの＂ 学びの芽＂をしっかりと育て、
H32生活文科省申
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ここが変わった！

2-3 「評価」もできる教科書です

みんなで「問い」がつくれて

日本文教出版

Emiri Nakayama

対話に満ちた全国の子どもたちの実践写真が載っています。

ラジオなど幅広く活動中。

上

下巻

中山 エミリ

新しい生活科の教科書には、主体的に取り組み、

タレント

実生活で生かせる力を育む教科書です。

生活 116 文部科
学省検定済教
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の飯沼誠司と結婚し，2015年に長女を出産。 現在でも，テレビ・
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げ
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学び成長していく
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子どもの
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す工夫
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醍醐味だと思いますが，慣れてい

ない先生や，時間がない場合などは，

みんなで「問い」がつくれて
「評価」もできる教科書です

「タイトル」

教科書にある「タイトル」や「めあ

その授業で何をすべきかが

て」をどんどん活用してください！

安全・健康面での注意点を子ども自身が

先生も子どもたちも楽しく使える教科書って本当ですか？

端的にわかる

自分ごと としてとらえられる構成

て
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「安全」
「安心」は，子どもたちの豊かな学習生
活を支える「生活の基盤」です。だからこそ，日
文生活科の教科書は，徹底的に安全，安心にこだ

て
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新版では，人的災害，自然災害，交通災害とい
う従来の観点に加え，熱中症やアレルギー，危険

ルに実際の授業へ落とし込むことができます！

な動植物への注意喚起など「日常の安全確保」も

ほん

「学習の展開」は
本冊子p.4-5で！

ほん

●いろいろな
●いろいろな
しゅるいの
しゅるいの
本が 本
あるね。
が あるね。

「子どもの思いや願い」

「タイトル」と「めあて」を黒板に書き出すことで，教科書をもとにしてシンプ
●みんなで
●みんなで
あいさつを
あいさつを
したよ。
したよ。

先生が子どもたちの気持ちを
感じ取るためのヒントになる

重視しています。
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ほん
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が さがせて
べんりだね。
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子どもにとって初めての学校生活となる1年時

ち
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歩く。
歩く。
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引き寄せて考えられる」よう，安全や衛生，健康
に関する注意事項が登場します。

なん

振り返って，次の課題へつなげ
たい せつ たい せつ

スタートカリキュラムで【防災】
【日常の安全】

●みんなの
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ている（本の数を知りたい）

「学びのまど」
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「学習のめあて」
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なにに
きを つけたら
いいのかな。

●じしんが きたら つくえの したに かくれよう。

み ん な で まもろう

◆ かみなりが なったら

◆ じしんが きたら あたまを

たてものの なかへ にげよう。

◆ とうげこうの ときは

まもって ふるい たてものや

あんぜんに
きを つけてね。

みに つけよう。

かべから はなれよう。
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● なにが はいって

● がっこうの いりぐちが しっかり

いるのかな。

● がっこうや いえの

ちかくにも あるかな。

しまって いるね。

◆ しらない ひとに ついて

すぐに そうだんしよう。
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こ
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お
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くるま

ひ

おはしも

す

しゃべらない。

の先生と一つずつつくり込みました。

小単元ごとに振り返りを大事にしました。
学びを深め，定着させるだけでなく，次の
下巻p.14

課題を見つけたり，実生活や他教科等の学

ページも
み
見てね

み ん なに つ たえた い な 。

習へと関連させたりして，
「次へつなげる」

の活用例。 子どもた

とも いうよ。
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2020年度版 生活科教科書上巻p.134-135
安全・健康に関する基本事項をまとめました。

114,117

たんけんを ふりかえろう
思考ツールとICT機器

※ か けない

学びを深め，
次へつなげる

学びの連続性

もどらない。

し

からだを つかまれたら
あぶないと おもったら
こわい ことが
だ
おおきな こえを 出す。 すぐ にげる。
あったら しらせる。

下巻p.13
みたいことをカードに書いている。

やす

134

振り返りで

きる板書，グループワークや全体発表などの学習規律を，現場

おかしも
はしらない。

2

みんなで話し合った後，次にやって

下巻p.12

しゃ

ヘルメットを かぶって どうろの
ひだり
左がわを はしる。

おさない。

しらない 人の 車に
のらない。

あつい ときは 日かげで 休んだり
みず
こまめに 水を のんだり しよう。

15 15

学びに向かう力，
人間性等

場しょへ行こう

じてん車

ひとりで るすばんを して いる
ひと
ときは しらない 人が きても
ドアを あけない。

いかのおすし
の

はみがき

子どもだけで 川や いけ，うみに
入らない。
はい

て

いか

あさごはん

かわ

手あらい うがい

かえって きた ときは いえに
だれも いなくても「ただいま」と
はい
いって 入る。

早おき

ひ

2

適宜この位置に入る

みんなで つかう

子どもが主体的・対話的に考え，学習の見通しをもつことがで

ひとりで あそばない。

なに

（例）下巻 町たんけん１

使える「板書」と「学習場面」

しゃ

右 左 もう いちど 右を
たしかめてから わたる。

と しょし
と つし ょ し つ

図書図
室書
は室は
みんなが
みんなが
つかう
つかう
ところ
ところ
なんだね。
なんだね。

2020年度版 生活科教科書下巻p.14-15

巻末図鑑でいつでも確認【防災】
【日常の安全】

おうだんほどう

なに

思考力，判断力，
表現力等

振り返る
場面を例に

けんこう

し

くわしく
くわしく
知りたい
知りたい
ことはことは
何かな。
何かな。

下巻

あそんで いる とき

なん

き

知識及び技能

あんぜん けんこう

ほん
なん

●ようち園
●ようち園
の 時の
に時
よく
に よく
来たよ。
来たよ。

p.14-17を

あんぜん

つなげたりするコーナー

やすい言葉で示している
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◆ こまった ことが あったら

いかないように しよう。

ほん

本は本何
はさつ
何さつ
あるのかな。
あるのかな。

「めあて」 を低学年の子どもたちにもわかり

14 14

2020年度版 生活科教科書上巻p.16-17
子どもたちが毎日を安全に過ごせるよう，4月に必ずおさ
えておきたい安全事項です。

あるいて いる とき

無理なく質の高い授業 ができる教科書をつくりました

●あわてないで ひなんしよう。

学習活動を振り返ったり

育成すべき資質・能力の三つの柱に基づいた

めあてをも
とにみんな
で
考えたら，
やってみた
いこと
がたくさん
出てきたよ
！

りかえ
りるかえる
ふ ふ
つ つ る る
な げな げ

ことができる教科書です。

ちは，
「こんなふうに思っ
たことを整理すればい
いんだ」とわかる。イ

下巻p.16

ラストで「考えるため
の技法」を例示

その他，場面に応じて子どもたちに語りかける

小単元ごとに1〜3個，

ように注意を促す「キャラクター」
，授業中に確

ほん

本だなに 番ごうが
ついて います。

だから すぐに
さがせるんだね。

かる「アイコン」などを設置しています。

ありがとう
ございました。

ほん

本を さがしやすく
するための くふうだね。

発表内容に対して思っ
たことを話し合う

18

みつけた よさを つなげたり

ば

あ

まとめたり しながら つたえ合おう。

下巻p.18

を合わせて話を聞く

認できる「側欄」や，ひと目で注意すべき点がわ

みんなで つかう 場しょや ものを
たいせつ

ただ

大切に して 正しく つかおう。

下巻p.18

下巻p.17

内容に合わせて表示

発表している子に目線

ばん

りかえる
ふ
つ
なげる

もっと ほかの
ば
場しょも
しらべたいです。

「めあて」と「評価」がわかる

わかったことと，次の課題を書いて
いる（図書カードをつくったから，そ
れを使って本を借りたい）
。

一つの単元を通すと必ず三つの柱が網羅され，単元ごとに繰り返し学べます。

下巻p.19

先生にはおさえるべきポイントが，子どもには「何をどう学ぶのか」がはっきりわ

単元を終えて学びが深まり，次の

かります。これらの「めあて」は活動の「評価規準」にもなります。先生の

と他の場所も調べたい）

見取りはもちろん，子どもどうしで評価したり，自己評価したりすることもできます。

19

活動への意欲がわいている（もっ
→下巻p.62からの「町たんけん２」
へつながる。

無理なく質の高い授業 ができる教科書をつくりました

できて，
が効率化
備
準
業
授
できる！
担も軽減
教師の負
質が
て授業の
それでい
る！
担保でき

●ひ なんくんれ ん

3

なん

●この
●この
へやは
へやは
何だろう。
何だろう。

新版

子どもの
主体的な
学びを促
す工夫

生活科
教科書
特集

特集

Q

「考えるための技法」の活用例を
学習活動にふんだんに取り入れています

必要な 知識及び技能，習慣が身に付く図鑑・資料
「ちえとわざのたからばこ」「ポケット図かん」
子どもの引き出しを増やすために，主体的に知

新学習指導要領では，見つける，比べる，たとえる，試す，見通す，

識及び技能を身に付けることができる豊富な図鑑・

工夫するなどの「考えるための技法」の活用が求められています。

資料を用意しました。野菜の栽培図鑑，おもちゃ

本教科書では，その技法を活用した授業の展開例を「具体的に」
「繰

図鑑など単元に深く関連する内容は，ポケット図

り返し」示しています。

作品例や学習カードは，全国

各地の実践を徹底取材して集

巻末図鑑の「ちえとわざのたからばこ」には，

実際の授業の写真で教科書を構成しました。

として必要な観点を盛り込み，

また，低学年の子どもたちでも活用できる思考ツールや発想法を取り入れて，

つくり上げています。

学習活動に役立てることができます。日文では，低学年のこの時

子どもの「学びの芽」を
しっかり育てる教科書です
子どもも先生も学習活動をよりイメージしやすくなるよう，

めた資料をベースに，教科書

子どもたちが身に付けたスキルは，他教科や3年生以降のあらゆる

鑑として各単元内に載せています。

気付きの質が高まる教科書って本当ですか？

無理なく，主体的・対話的で深い学びにつなげる工夫をしています。

期だからこそ，
「学びの芽」をしっかりと育みたいと考えています。

考える技，観察の仕方，発表の仕方など，いつで
もどこでも使える知識や知恵，技が身に付く「学

「考えるための技法」の活用例

び方図かん」と，安全，生活習慣，動植物図鑑を
まとめた「しぜん・生活図かん」を収録しました。

公共のルール

小単元の導入場面で…

創意工夫と対話に
満ちた実践写真 が
子どもの「知りたい！」
「やってみたい！」を
かき立てます

き

気 もちの つたえかた
き

あいさつ
て

み

き

● あい手を 見て げん気に
あいさつしよう。

おはよう
ございます。

いってらっしゃい。

気もちを つたえる ことば
き

● じぶんの 気もちを

いただきます。

つたえよう。

き

て

● 気もちを こめて
あいさつしよう。

き

● あい手の 気もちも

いってきます。

ありがとう。

かんがえよう。

結びつける

● えがおで あいさつしよう。

しつれいします。
き

ごちそうさまでした。

さようなら。
ごめんなさい。

はい。げん気です。

うれしいな。

下巻p.50

じょう ず

上手だね。

おかえりなさい。
おやすみなさい。
おじゃまします。

ただいま。
どうぞ。

こんにちは。

学びに向かう力

飼育する生きものにとって，よい環境を「見つける」
「比べる」

どうしたの。

子どもたちの思考を可視化するのに有効なマトリックスを使っ
いらっしゃい。

ありがとう。

126

127

2020年度版 生活科教科書上巻p.126-127
他教科でも役立つスキルが身に付きます。

5

全国各地で学んでいるリアルな 友だち

て，生きものの飼育環境を考える場面。あえて空欄を残すこ

思いやり

とで子どもたちの気付き，それに対する教師の問いかけを促
します。一人の気付きをみんなの気付きにしていきます。

学習しやすいフォントを採用

心を刺激され，想像を巡らせていきます。
感謝の気持ち

そのことにより，気付きが具体的になり，
学習活動の見通しをもつことができます。
学びに向かう力

「学習カード」においても「考

字下げしています。また，学習カードや作品の手書き

えるための技法」の活用を促し，

の文字には，ハネ・トメが正確なものを用いています。

気付きのヒントを繰り返し提
示することで，無理なく学び

植物の成長が見える「やまおり」加工

を深めます。

初めて使う教科書に親しみを感じられるよう，小さ
な あそび要素 を取り入れています。上巻では数ペー

試す
工夫する

ジを「やまおり」することで，植物の成長過程が一覧

結びつける

挨拶

下巻p.19

できる立体のしかけ「栽
培ごよみ」をつくりました。

町探検の振り返りで，訪問先である図書室に

見通す
下巻p.85

巻末図鑑で…

完成！

お礼のメッセージを伝える学習活動。 子どもた
ちが「心に残ったことは何か」「これからどうし
ていきたいのか」などを考えやすくする手立てと

上・下巻の巻末図鑑「ちえ

して例示しています。この作品例では，感謝の

とわざのたからばこ」で，
「考

気持ちをもつだけでなく，相手意識と目的意識

えるための技法」のページ

を明確にして，自分自身の活動を振り返るメッセー

を設けています。

子どもの体への負担を考え，より軽い用紙を採用し
セントほど削減しました。

詳しくは日文生活科の
特設サイトへ！

さん載っています。写真について

「どう思う？」となげかけるだけ
で授業が始められますよ。

上巻p.84
上巻 p.40
上巻p.7
上巻 p.75

下巻p.102

ました。これにより教科書の重量を現行教科書より15パー

活動する子どもたちの姿がたく

ジの例を豊富に紹介しています。

上巻p.37，38，40，42，44

教科書の軽量化

教科書には，本当に楽しそうに

下巻p.71

4
無理なく質の高い授業 ができる教科書をつくりました

無理なく質の高い授業 ができる教科書をつくりました

学習カードで…

国語との関連から正しい字，文章の書き方が学べる
よう，教科書体に準じたフォントを使用し，文頭は一

の姿に，教科書を見る子どもたちは好奇

新版

特集

特集

10

［なぜ，小学校の先生に？］

から「先生になる」と決めていました。 小学

身近な家族が教員だったため，小学生のころ

校に決めたのは，教育実習での１年生との出

会いです。 授業の難しさを実感して，
「もっと

ています。

究めたい」と思ったことが，今も私自身を支え

「ピンチがチャンス！」

my belief

（のせる）き（気付かせる）みと（認める）
」。
授業では，
「ま（待つ）つ（つなげる）の

小学校の卒業文集に「幼稚園の先生になりたい」

それぞれの先生が動画メッセー

このマークがあるページで，

（本マークは小笠原先生です）

ジを発信しています。

生活科が 倍楽しくなる教科書

研究者の先生はもとより、現場の先生がこれまで以上に深く関わって、
﹁誰でも使いやすい教科書﹂ができました。
子どもが楽しく学べるのはもちろん、これから生活科を教える先生には﹁わかりやすく﹂
、

［なぜ，小学校の先生に？］

ベテランの先生には﹁より深く楽しい授業﹂に向けて、﹁めあて﹂から活動の流れ、

わきめを
つむんだよ。

次の学習とのつながりまで、授業づくりのヒントが満載の座談会です！

ページも
み
見てね

写真やイラストを通して、
学習のつながりや、
考えるための技法を明示
山中 今回この﹁新版生活科教科
書︵以下、教科書︶
﹂をつくるとき、
私たち制作に関わった教員が真っ
楽しく使える教科書にしよう﹂と

と信じています。

先に考えたのは、
﹁先生も子どもも、
いうことでしたよね。その思いが
随所に生きた教科書になったと 、
私は思います。
たとえば写真。この教科書に掲
載したのは、本当の実践のなかで
すごくリアルですね。子どもたち

撮った写真ばかり。だからどれも、
が見ればきっと、
﹁わたしたちも、
こんなのやってみたい！﹂って思
うだろうし 、
﹁ よし 、 自分たちは
この写真の子たちの上をいってや
ろう！﹂と挑戦してくれれば、教
とうれしいですよね。私はこの教

科書をつくった立場としては、もっ
科書が、そんな存在になるといい
なと思ってます。
石堂 たしかに写真へのこだわり

は 、 す ご か っ た で す よ ね︵ 笑 ︶。
下巻 ・ ページの、野菜づくり
の小単元に、野菜づくりの名人を
囲んで、子どもたちがナスやトマ
トの世話のしかたを、教えてもらっ
ている写真がありますよね。野菜
名 人 が 、﹁ わ き め を つ む ん だ よ ﹂
と説明しながら、実際にナスの脇
芽摘みをしていて、子どもたちが
年生って 、
＂ 脇芽 ＂ なんて考

興味津々で見守っている。
えてみたこともないじゃないです
か。自分たちが植物を育てるとき
だって、芽という芽はあたりまえ
でもこの写真を見た子どもたち

に大事だと思っているはずです。
はきっと、野菜名人の言葉をヒン
トに、自分たちも写真の中に入り
込 ん で 考 え 始 め ま す 。﹁ そ う か 、
そうやって、大きな実ができるよ
うにしてるんだね ﹂ とか 、
﹁ なぜ
わきめをつむと、大きな実がなる
んだろう？﹂とかね。写真は、考
えるきっかけになるんです。
で、もっとよく見ると、 ペー
次の ページで、子どもたち自身

ジで脇芽摘みに使っているハサミは、

まったく同じものです。そういう

が野菜の収穫に使っているものと、
つながりも意識して写真を選んで
る。だからこの小単元は、活動の
流れがより理解しやすく、より身
今回 、 写真を選ぶ中で 、

近なものになったと思います。
小笠原

「笑う門には福来る」

生活科が 倍楽しくなる教科書

兵庫県たつの市立新宮小学校
主幹教諭

10

「笑顔がいっぱいの教室にも福がたくさん訪れる！」

「楽しい♪」の中に学びあり。
10

my belief
しい♪」の表情が何より大好き。

31

my belief
2020年度版 生活科教科書下巻p.31

なりたい！」と思い，現在の道に至りました。

かすことが大好き。お出かけすることが大好き。
た

おお

my belief

した後，
「幅広く子どもたちと関わることができる人に

と歌ったり，踊ったりすることが大好き。体を動

給食，遠足，修学旅行。 楽しく，変化いっぱ

と書いたと思います。幼稚園教諭として10年間勤務

元々はピアノの勉強をしていました。子どもたち

教師自身が一番の学び手であれ!!
［なぜ，小学校の先生に？］

教諭
さとえ学園小学校

東京都大田区立久原小学校
主任教諭
たちの成長する姿をみることができるから。

東京都港区立芝浦小学校
主任教諭

まった ことの
を まとめて みると
わかるかな。

山中 昭岳 Yamanama Akitaka
そう すると
おお
大きな みが
できるんですね。

いの毎日が過ごせ，誰よりも一番近くで子ども

八木 美香 Yagi Mika
くふうしたよ

工作することも大好き。子ども一人ひとりの「楽
●大きく なったから しちゅうを 足したよ。

7

めいじん

じ ぶん

もっと おいしく するために

いいのかな 。

31

改めて見ると、本物の実践写真と

て

31

モデル写真とでは、子どもの表情

手を あらおう

38,115

づけよう

30

2
32

小笠原 さちえ Ogasawara Sachie
［なぜ，小学校の先生に？］
●名人に しつもんしたよ。
●まずは 自分で しらべたよ。

たずねて みよう
しらべよう

石堂 裕 Ishidou Hiroshi

6

生活科が 倍楽しくなる教科書

座談会

生活科
教科書

も動きも、まるで違うんです。実
践写真は、子どもたちの真剣なま
なざしや素直な表情がたくさんで
す。しかし、モデル写真は、演出
が入っているのがわかるんですよ。
見比べてみて、明らかな違いを感
じました。
石堂 はい、だからこの教科書を

生活科が 倍楽しくなる教科書

みんなの意見がだいぶその黒板に、
活動に取り入れる﹂という文章を、

生も 、
﹁ 考えるための技法を学習

活科では非常に大事です。石堂先
には、実はその具体的なやり方が

どうすればいいのか。この教科書

むことではない 。 じゃあ先生は 、

子どもたちへの学びのヒント、
先生への授業づくりの
ヒントについてふんだんな仕掛けが散りばめられている。

これを見た子どもたちは 、
﹁こ

書き出されているのがわかります。
﹁生き活きうぃーくる﹂
︵ ページ
示されている。

こういう具体的な技法を教えるこ

参照 ︶ に書いておられますけど 、
う小単元には、どんぐりや松ぼっ

もので つくってあそぼう﹂ とい

ページ 、
﹁ あきの

とが 、 まず生活科で標準になり 、
て楽しそうに遊ぶ、子どもたちの

くりで、いろんなオモチャをつくっ

・

つまりイラスト自体が、考えるた

ればいいんだ﹂とわかるでしょう。

さらに他の教科でも応用できるよ

上巻の

めの技法をちゃんと見せてくれて
うになったらいいなと思います。

八木 私は、イラストが載ってい
められます。子どもたちはこうい

もたちから発信する形の授業が始

要なんだよ﹂って、多くの先生に
理解してもらうためには、すごく
役立つと思うんです。
山中 そうですね。先生の役割と
いうのは、子どもに何かを教え込

するだろう。そこに﹁もっと！﹂
につながるヒントを付け加えると、
さらに工夫やこだわりが出てくる
んじゃないかと考えた。そうした
ヒントを、吹き出しやイラストを
使って、読み取りやすいようにし
たつもりです。

誰にでも一目でわかる、
「めあて」と「評価」のポイント
小笠原 何をつくるかより、私は
子どもたちに、遊びの中でいろい
ろなことに気付いてほしいと思い
ます。そのために、子どもたちが
様々なことに気付くことができる
ような環境を教師がつくることが
大切です。
山中 生活科のものづくりの特徴
は、それが生活につながっている
ことです 。 オモチャをつくって 、
それを使って実際に遊ぶことがで
きる。
小笠原 作品の出来栄えではない
ですよね。その子がどんなことを
試して、工夫してつくったかとい
う、でき上がるまでのプロセスも
すべて含めて評価する。
山中 じゃあそれをどう見取るか、
どう評価するか。先生としてそれ
なりの経験があれば、感覚的にわ
かるけれど、若い先生たちのため
に、この教科書には﹁見取り﹂の
ヒントを、できるだけ盛り込みた
いと思っていました。写真やイラ
ストを使って、子どもたちの﹁つ

ぶやき﹂も拾いやすいと思います。

くられている。だから子どもの﹁つ

て、先生をサポートするようにつ

科書は、そのあたりもよく意識し

授業をつないでいけます。この教

の少ない先生も、
﹁なるほど！﹂と、

葉が飛び出してくると、まだ経験

これやったことある！﹂なんて言

ります。子どもたちから、
﹁あっ、

去の体験を思い出すきっかけにな

取り入れているから、子どもが過

稚園や保育所、こども園でもよく

石堂 それにこういう活動は、幼

です。

ることからでも、授業はできるの

を発想しますから、写真一枚見せ

るページは、先生のためのページ
ていく上では、こういう板書が必

う写真から、本当にいろんなこと

となげかければ、それだけで子ど

生がクラスに見せて、
﹁どう思う？﹂

姿が溢れています。その写真を先

85

だと思ったんですよ。
﹁授業をつくっ

授業づくりのヒントを満載

教師のための、

﹁考えなさい﹂と言うだけでは、

を小さい頃から教えることは、生

かりません。考えるためのスキル

子どもは何をどうすればいいかわ

いる。

んなふうに、思ったことを整理す

2020年度版 生活科教科書上巻p.84

聞くことができるかな﹂という説

2020年度版 生活科教科書下巻p.18-19

明文に一番合う 枚を、もう一人
の先生と一生懸命に選びました 。
大変だったけれど、とにかく楽し
イラストについても、かな

い作業でした。
石堂

り意識しましたね。教室環境が見

えるようにとか、学習の見通しが

ジの板書のイラストは象徴的です。

となげかけています。吹き出しが、

いろな形や大きさで試してみよう﹂
次の学習へのヒントになっている
だから先生たちは、そういう子

んです。
どもの反応を見逃さないよう、ぜ
ひ吹き出しにも注目してほしい 。
経験が少ない先生でも、吹き出し

●まわりで はしらない。

もちやすいようにとか。下巻 ペー

ば

を注意して見ていくと、
﹁そうか、
子どものこういうつぶやきを拾え
ばいいんだ ﹂ とか 、
﹁ ここで提示
されているのは、考えるための技
法だな﹂とか、簡単に気付けると
思います。

●わたしかたに 気を つける。

き

使う子どもたちは、写真の中の友
クラスで一人の子が発表をしてる
んだけど、聞いている子が発表し

の子と話す子がいたり、教室のリ

﹁きっとこういう意味だよね﹂と隣

ただ

ページですが 、

八木 この小単元に出てくる最初
の写真 、 上巻の

ここで子どもたちは、ドングリだ
ていない＂材料＂そのもので遊ん

の葉っぱだの、まだオモチャになっ
でいます。子どもって、ここから
遊びを始めるんです。若い先生た
ちは、自分たちも生活科を経験し
て育って来ていますが、聞いてみ
ると、オモチャをつくったことは
覚えていても、材料で遊んだこと
は覚えていません。若い先生にも
ベテランの先生にも 、
﹁ 子どもの
遊びは、材料に触れるところから
始まっている﹂と思い出してもら
うために、とても参考になるペー
ジだと思います。
石堂 この小単元を編集するにあ
たって、私たちみんなが非常に意

どんぐりを
かえて
みようかな。

だちと、同化していく。そしてそ

14

まわりかたが
ちがうね。

ている子に目線を合わせていたり、

八木 私は下巻で扱う﹁町たんけ

が遊んでいる写真が使われていま

形のドングリごまで、子どもたち

くってあそぼう﹂では、いろんな

出し﹂ですね。
﹁あきのもので つ

一つは写真やイラストの﹁吹き

けが散りばめられていますよね。

その両方についてふんだんな仕掛

ぶ授業が進んでいるのでしょう 、

大きな黒板が描かれていて、だい

表をしている子どもの後ろには 、

返りをしている場面ですよね。発

書室を見学したあと、教室で振り

たんけん ﹂の単元で、地元の図

下巻 ページのイラストって、
﹁町

山中 いま石堂先生が例にあげた

アルな動きを表現したつもりです。

ん﹂の写真選びをしたんですけど、
とにかくいっぱい写真があって 、
街の図書室を訪ねた子どもたちが、

もう大変︵笑︶
。下巻 ページには、
司書の先生から﹁おはなし会﹂の
この先生がとても表情豊かに話さ

説明を聞いている写真があります。
れる方だったので、あがってきた
写真も一つひとつ表情が違うんで
す 。 そのなかから 、
﹁ どんな話を

小笠原 子どもたちが思いや願い
をもつことができるような環境づ
くりは、私自身、日頃から大切に
しています。
﹁あきのもので つくっ
てあそぼう﹂の活動をするとき、拾っ
てきた木の実や葉っぱですぐオモ
チャをつくるのではなく、みんな
す。その中の子どもの一人に、
﹁ま
わりかたが ちがうね﹂ と書いた
ぶやき﹂です。

ほん

ほん
と しょしつ

吹き出しがついている。これが﹁つ
この吹き出しを読んだ子どもた
ちは 、
﹁ ドングリによって 、 まわ
りかたがちがうらしいよ。本当か
な？﹂と考えたり、自分でやって
試してみよう、丸いドングリと細
長いドングリで、回り方を比べて
みようと 、 思ったりする 。 試す 、
比較するというのは、考えるため
の技法です。教科書でも、ドング
リごまの回り方の違いに気付いた
ところで、別のイラストが﹁いろ

本を さがしやすく
するための くふうだね。

子どもたちは、転がす、回す、手

知りたいな。どんなことができる

単元について、 ﹁こんなことが

具体的にいうと、それぞれの小

わかりやすい言葉で示しました。

のめあて﹂を、低学年の子どもにも、

の﹁三つの柱﹂に基づいた﹁学習

てそこに、育成すべき資質・能力

のめあて﹂欄を置きました。そし

ジには見開き左下の部分に﹁学習

各小単元のタイトルが書かれたペー

ておくことが大事です。そのために、

に子どもたちと一緒に、明確にし

習は何のためにするのかを、最初

のはゴール設定ですから、この学

になっています。評価で不可欠な

と﹁評価﹂がちゃんとわかるよう

山中 どのページでも、
﹁めあて﹂

なげていけるように。

置きましたよね。そこから次へつ

小笠原 ﹁ 振り返り ﹂ にも重きを

そういう意図からです。

（小笠原さちえ）

ば

識したのは、
﹁動き﹂なんですよね。

習活動への流れ

おもちゃづくりの

ページも
み
見てね

ういう気持ちになると、自然と活

こうばん
こうえん

84
を意識しました。

で何日もかけて、少しずつ秋のも

き
だま

●ごみは わける。

やじろべえ
●

マラカス
●

木のみの おかし

●

けん玉

●

ちゅうい

なにを つくろうかな。

ぶやき ﹂ をたくさん載せたのも 、

り返りから次の学

のを集めてみるのもいいと思いま

85
い

みつけた ものの よさを

89,132

さっきと
おと
音が ちがうね。

あきの もので つくって あそぼう

もっと ほかの
場しょも
しらべたいです。

に持って振るといった動きに注目

教科書をつくるに

す 。 するとやがて 、
﹁ うわあ 、 こ
んなにいっぱいになったよ！ こ
れで遊びたい！﹂という声が、子
どもたちから飛び出してくる。そ
して素材で遊んでいるうちに、そ
こから何かをつくったり、あれこ
れ工夫したりするようになってい
きます。そういう流れをつくるた
めに環境を変えていくことが重要
だと思います。
石堂 そういう点でも、この教科
書には、子どもたちへの学びのヒ
ント、先生への授業づくりのヒント、

114,117
ページも
み
見てね

あ
ひと

ば

ささえて
いる
ひと
め
人にも 目を
むけよう。
あっ。
でこぼこ
して いるよ。

10

ありがとう
ございました。

生活科が 倍楽しくなる教科書

どんぐりごま
●

生かして つくって あそぼう。

84

おお

いろいろな
かたちや 大きさで
ためして みよう。
●どの かたちが つかえそうかな。

みんなで つかう 場しょや ものを
たいせつ

18

19
大切に して 正しく つかおう。

まとめたり しながら つたえ合おう。

あ

みつけた よさを つなげたり

18

ばん
ほん

1

17

りかえる
ふ
つ
なげる

だから すぐに
さがせるんだね。

10

あたって、私は振

本だなに 番ごうが
ついて います。

84

18

ジだと思ったんですよ。（八木美香）

みんなに つたえたいな。

よさを みつけよう。

つかい方が わかったかな。

かた

ページも
み
見てね

動がイメージしやすくなるんじゃ

■交番

■公園

■えき

て

ないかな。

17

1

ささえて いる 人と ふれ合いながら

みんなで つかう 場しょや ものの

16

き
はなし
て
り
ほん

と しょしつ

ば

●どんな 話を 聞く ことが できるかな。

●そうこにも こんなに たくさん あるんだね。

●図書室の 本の せい理を 手つだったよ。
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板書例などのイラストが載っているページは、先生のためのペー

たんけんを ふりかえろう

みんなで つかう 場 しょは ほかにも あるね。

こんな ことも
させて もらったよ。

どん な ことが できるか な 。

●図書室が しまって いても かりた 本を かえす ことが できるよ。

と しょ

●図書カードを つくって もらったよ。

手を あらおう

い

8
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座談会

20,134

もう いちど 行って みよう

生活科が
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新版

特集

特集

生活科
教科書

新版

生活科が 倍楽しくなる教科書

﹁もっとやってみよう﹂という
伝えたいということで考えが一致

習のめあて﹂を、子どもの言葉で

小笠原 現場の先生たちみんな﹁学

てもらえたらと思っています。

では 、
﹁ 学習のめあて ﹂ をどんど

なかなか難しいので、この教科書

いえ、ルーブリックをつくるのは

価の規準になりますからね。とは

にも子どもにも、わかりやすい評

て﹂にある言葉を、書き出すこと

して、見開き左下の﹁学習のめあ

う﹂を書き出し、ルーブリックと

は﹁生きもののひみつをつたえよ

ル＝その時間にすること、ここで

かな？﹂
、 ﹁これを伝えたいな﹂
、
三つのポイントを、子どもにも理
しました。例をあげると、上巻
ページ、
﹁なつをもっとたのしもう﹂

が授業を参観に来たと

ごくシンプルに、実際の授業への
落とし込みができるんです。

方ですよね。若い先生が一番困る

番難しいのは 、
﹁ 問い ﹂ のつくり

石堂 ところで、授業づくりで一

習のめあて﹂を、どんどん活用し

我々が苦労してつくった︵笑︶
﹁学

ランの先生でも時間がない場合は、

あまり慣れていない先生や、ベテ

醐味で 、 本来楽しいものですが 、

﹁ 問い ﹂ をつくるのは教師の醍

・ ページを見てください。見

のもこの部分です。 そこで下巻

先生の負担は軽減する

子どもたちは学び方を学び、

ができます。教科書をもとに、す

解しやすいよう、アイコン付きで
小単元の最初で、この﹁学習の
ど ん な こ と を た の し め る か な ﹂、

の小単元は 、 ﹁ なつのひには 、

なにかな ﹂、 ﹁ どうすればもっ
とたのしくあそべるか
な ﹂ の 三 つ が 、﹁ 学 習
のめあて﹂です。

きにも、めあてとルー

山中 自校の先生たち

すね。個人的には、先生が評価す

ん活用してもらいたいと思います。

載せたわけです。
めあて﹂を見ておくと、先生には

きりわかると思います。これらの

﹁なつだからできるあそびは

その小単元でおさえるべきポイン
トが、子どもたちには、その小単
元で﹁何をどう学ぶのか﹂が、はっ
﹁めあて﹂は、活動の﹁評価﹂に
もつながるので、活動をやり終え
たあとで、また確認してもいいで
るためというより、子どもどうし
ブリックの応用は、必

開き左上 、
﹁ 生きもののひみつを
けで、何をするのか、何を身に付

てもらいたいと思います。それだ
けるのかが明確な授業ができますね。

つたえよう﹂とありますが、この
タイトルは、本時で何をすべきか
﹁めあて﹂をもとに話し合うと、

い﹂をつくる技術を学んでもらえ

この教科書で、子どもたちに﹁問

山中 そういう意味ではこの教科

けます。

確実に学習を自分のものにしてい

的な学習の時間がスタートしても、

題に取り込んでいけるか﹂へと変

学習の流れをつくるということ
小笠原 教科書をつくるにあたっ

わっていく。それを生活科から実
現できるのです。

て、私は振り返りから次の学習活

の右下に載っている﹁学びのまど﹂
コーナーは、﹁ふりかえる つなげる﹂
と書いてある通りで、イラストと
吹き出しを使って、活動から次の
課題をすくい上げたり、実生活に
つなげたりするためのヒントを紹
介しています。
石堂 学習で大切なのは、学びを
つなげていくことに加えて、主観
をどう客観に変えていくか、いか
に一人の気付きをみんなに広げて
いくかです。最初は教師の手立て
が必要です 。 図書室を訪問して 、
断片的で、まだ共有化されていま

子ども一人ひとりが思ったことは、
せん。でも﹁たんけんをふりかえ

ところで、下巻 ・ ページの﹁ポ

いのが、この教科書のおもしろい

そして、そこでもまだ終わらな

に＂共有＂されていくのです。

き出すことで可視化され、みんな

片＂は、教室で発表して黒板に書

が気付いたり、思ったりした＂断

ろう﹂にあるように、一人ひとり

石堂 子どもたちは、生活科でやっ

り返りができます。
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の評価、あるいは子ども自身が自
課題も子どもたちからが出てくる
たことは、次に算数でも、国語でも

それからタイトルのすぐ下には、

が端的にわかるようになっています。
で き る よ う に なって い き ま す よ

もなると思います。これに﹁学習
れば、それは総合力につながって

書 っ て 、﹁ 学 び 方 を 学 ぶ 教 科 書 ﹂

それがよく表れています。これは

●ようち園
●ようち園
の 時の
に時
よく
に よく
来たよ。
来たよ。

もう一つ、同じく見開きページ

と しょし
と つし ょ し つ

ず見せています。先生
ようになるんですよね 。
﹁ 今日は

のめあて﹂を加えて授業の構成を
いきます 。
﹁ いかに教師が課題を

たまたま冒頭でも触れた、板書の

図書図
室書
は室は
みんなが
みんなが
つかう
つかう
ところ
ところ
なんだね。
なんだね。

らの成長を評価するために、使っ
黒い 大 き な 文 字 で 、
﹁ 子 ど もの思

生活科から始めたほうが、できる

学びにとって絶対的に必要だから、
ことがスムーズに増えていく。そ

ね。低学年ほど、活動の楽しさが

こうだったから、今日はこうして

何する？﹂と聞くだけで、あれを

みようって、どんどんアイディア

やろう、これをやろう、この前は

の部分は、先生が子どもたちの気
年生になると、総合

考えていくと、授業準備を効率化
設定できるか ﹂ から 、
﹁ 教師が設

ういう子が

して、先生の負担も軽減できるし、

が出てくるんです。

なおかつ授業の質も担保できます。

私の学校でも 、 最初の訪問では 、

イラストが掲載されているページ

振り返りから次の学びへ。

でもあるんですよね。

そこに置いてあるものへの気付き

かに子どもたち自身の発想を、課

定しているように見えながら、い

持ちを感じ取るための、ヒントに

いな﹂とあるのがそれですね。こ

ここでは﹁わかりやすくつたえた

総合力につながっていき

いや願い﹂が必ず書いてあります。

「問い」をつくる技術を学

3

山中 黒板にその小単元のタイト

が多かった。でも、
﹁もういちど行っ

ですが 、 一人ひとりの気付きを 、

たい せつ たい せつ

授業準備を効率化して、
先生の負担を軽減し、
なおかつ授業の質も担保できる。

動への流れを意識しました 。
﹁子
どもがこういう振り返りをしたら、

てみよう﹂で再訪問すると、この

とても重要な流れです。

黒 板 のY チ ャ ー ト に 分 類 し な が

山中 今回の教科書では、見開き

らまとめることで、みんなの気付

れたと思います。

ページの右下に、随所で﹁ふりか

図書室にはこんなにすてきな人が

石堂 見学に行ったあと、一人ひ

えり﹂カードを載せて課題を示し、

いるんだと、関心が＂人＂へと広

とり感想を書くじゃないですか 。

そこから次の学習につなぐ流れを

きに変えていく授業の様子が描か

その一人ひとりの振り返りが、み

つくるようにしましたよね 。
﹁ふ

がってきました。そういう流れも、

んなの気付きになっていくという

なん

ほん
なん

ほん

あそべるかな。

流れもありますよ 。
﹁ みんながつ

●みんなの
●みんなの
ものを
ものを
大切に
大切
つかう。
に つかう。

なにかな。

りかえり﹂カードは、教科書のな

●しずかに
●しずかに
する。
する。

どう すれば もっと たのしく
たのしめるかな。

かう場所へ行ってみよう﹂
、
﹁もう

本は本何
はさつ
何さつ
あるのかな。
あるのかな。
かえる
りかえ
りる
ふ ふ
つ つ る る
な げな げ

きっと次にこう言うと思う﹂とい
う流れです。子どもの姿を思い浮
かべながら、そこが自然な流れと
してつながっていくように、配慮

ます。（山中 昭岳）

八木 下巻 ページも、そのいい

さらなる学習を促しているんですね。

といろんな施設があると紹介し 、

いね﹂として、町にはもっともっ

ナーで、
﹁町のこと もっと知りた

ケット図かん﹂という見開きコー

21

しました。
石堂 場面構成のなかで、どう次
へつないでいくのかも、ずっと考
え続けましたよね。基本は生活科
にある﹁学びの連続性﹂。これは
総合的な学習の時間にも、他の教
科にもつながっていきます。学び
がずっとつながっていくことが 、

んでもらえれば、それは

20
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かの子どもたちが、活動を振り返
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し

し
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ち

ある
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なつだから できる あそびは
たのしめるかな。

いちど行ってみよう﹂と学びを重

●みんなで
●みんなで
あいさつを
あいさつを
したよ。
したよ。

●きもちが いいよ。
●どう ちがうのかな。

れています 。 シンプルだけれど 、

わかりやすく つたえたいな。

ねて、次に来る﹁たんけんをふり

ば

ひと

●地いきの
●地いきの
人を 人
しょうかいする
を しょうかいする
コーナーが
コーナーが
あったよ。
あったよ。
ち

なん

じ
なん

も

じ

ほん

ほん

ほん

ページも
み
見てね

生 きものの ひみつを つたえよう

今回の教科書では上手におさえら

て

を見て自分たちもその小単元の振

なに

くわしく
くわしく
知りたい
知りたい
ことはことは
何かな。
何かな。
やくそくは
やくそくは
何かな。
何かな。
なに

の欄では、自分がつくったオモチャ

右下にある﹁ふりかえる つなげる﹂

という単元の最後のページなのに、

例 で す 。﹁ あ そ び 名 人 に な ろ う ﹂

99

15 15
ば

みんなで
みんなで
つかうつかう
場しょや
場しょや
もののものの

14 14

き

き

とき

えと
んき

えん

子どもたちにも先生にも、確実に

ページは 、
﹁ みんな

イメージできる教科書を目指した
わけです。
下巻 ・
がつかう場所へ行ってみよう﹂と
いう小単元です。生活科では、地
域のいろいろな場所へ施設訪問を
しますが、あらかじめ用意した﹁問
い﹂とは別に、その場へ行ったこ
とで生まれる気付きもたくさんあ
ります。 ページでは、図書室を
訪問し、たくさんの本がぎっしり
棚に並んでいるのを見た子どもが、
﹁
︵図書室に︶本は何さつあるのか
な？﹂と振り返る。そして次のペー
ジをパッとめくると、次の小単元が、
びかけてくる。気付きや疑問から、
次の活動が始まっていくのです。
小笠原 そして﹁もういちど行っ

かた かた

ページも
ページも
み
み
見てね見てね

116

手を あらおう

い

かえろう﹂
︵下巻 ・ ページ︶に、

て

て

20,123
20,123

ば ば

なつだから できる あそびは

●ひかげで やすむ。

てみよう﹂では、今度は図書室で

やくそく
やくそく
い い

みんなが
みんながつかう
つかう場場
しょへ
しょへ
行行
って
ってみよう
みよう

●きょうは みずが
すぐに きえたよ。

この教科書で子どもたちに
指したわけです。（石堂裕）
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すごく あつかったけれど
たのしかったね。

●ぼうしを かぶる。

働く人との関わりが出てきます 。

実にイメージできる教科書を目

●この
●この
数字や
数字
文や
字は
文字
何は
だろう。
何だろう。
す う じ す う じも

い

●ゆっくり
●ゆっくり
歩く。
歩く。
●本が
●本
さがせて
が さがせて
べんりだね。
べんりだね。
●いろいろな
●いろいろな
しゅるいの
しゅるいの
本が 本
あるね。
が あるね。
ほん

これからも 大切に しよう。

生活科が 倍楽しくなる教科書

学びがずっとつながっていくこと

な にな に

何何
ががあるかな。
あるかな。

たいせつ

生きものに 親しみを もって
くふうして つたえよう。
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しせつの
しせつの
つかい方
つかい方
のの

10

59
した

かんさつを して みつけた ことを

58

10

みずでっぽう

●

みずで おえかき

●

59

きをつけよう

61

なつの ひには どんな ことを

60

18

15

かいつづけるには
どう したら
いいかな。
なかまの
ところに もどして
あげよう。

もっと たのしく あ そびたいな。

58

60

なつの ひには どんな ことを

60

あれるぎいに

どろあそび
●

●きもちが いいよ。
●どう ちがうのかな。

62

﹁ もういちど行ってみよう ﹂ と呼

特集

手を あらおう
手を あらおう

10
11

が子どもたちにも先生にも、確

●こまめに みずを のむ。
●とびかたが
ちがうね。

ちゅうい

てを あらおう

なつやすみにも
やって みたいな。

りかえる
ふ
つ
なげる

あつい ときの

ぺえじも
みてね

しゃぼんだま

●

なつを もっと たのしもう

14

15

生活科が
10倍楽しくなる教科書
座談会

生活科
教科書

特集

どろあそび
●

もっと たのしく あそびたいな。

座談会

「学習のめあて」
や具体的な学び方は、
教科書できちんとおさえてある。
載しています。下巻 ページから

れだと、子どもたちにも、それか

石堂 新しい学習指導要領と教科
施するようになっているので、

けます。 と に期間を置いて実

ん ﹂では、グループ単位で出か
自分の地域、自分の学校でできる

ングリにこだわる必要はありません。

年

ましたが、 年生の最初でも町た
の＂プロセス＂を伝えているんで

す。私たちのこの教科書は、探究

山中先生が今、指摘されたことで

になりますからね。

調したり、共感したりもするよう

増えるし、他の子どもの発言に同

います。ワークシートの文字量も

思考レベルが目に見えて成長して

たんけん ﹂では、子どもたちの

きから、課題をつくっていけばい

分のクラスの子どもたちのつぶや

タートしています 。 これは 、
﹁自

た、子どもたちのつぶやきからス

はちがう虫のこえがしたよ﹂といっ

のう、お月見をしたよ﹂
、
﹁なつと

を見てください。この単元は、
﹁き

にも、生活科はなっていると思い

下巻 ページのマトリックス、全

小笠原 ﹁振り返りから次の学びへ﹂

習が深まっていきます。

石堂 完成したマトリックスでは

使っていたり、掲示物が載ってい

います。他にもカードやツールを

い方が総じてとてもよかったと思

いえの ちかくで
いい においが するよ。

なんの
においかな。

で

撮影・綿貫淳弥

文・田中洋子

を願っています。

教科書がそのきっかけになること

んだ！﹂と感じてもらえる、この

も、
﹁ 生活科ってこんなに楽しい

ています。先生にも子どもたちに

そういう写真や活動がたくさん載っ

たい﹂と先生たちが思えるような、

たちのこういう表情をたくさん見

思ってくれるでしょう 。
﹁ 子ども

てみたい、ぼくならこうする﹂と

あんなこともできるんだ。私もやっ

を見ると、
﹁こんなこともできるし、

小笠原 子どもたちがこの教科書

もをほめてあげてください。

室でも見かけたら、すかさず子ど

る写真のような場面を、自分の教

ですよね。この教科書に載ってい

教師はそこにも気付いてあげたい

過去の学びを覚えているんです 。

出かける まえに かくにんして おこう

生活科が 倍楽しくなる教科書

ら先生たちにとっても、ハードル
環境にはないんです。ドングリを

で、教科書に出てくるような自然

授業の組み立てや、その授業で何

石堂 生活科の最大の目的は、生
教科書﹁を﹂教えるんじゃなくて、

書の関係がクローズアップされた時、

山中 上巻の ページから始まる、

ことで、応用すればいいのです。

生の時、ここ見たよ！﹂という気
す。計画を立てて、実際に町たん

山中 こうした活動は、それぞれ
いんだよ﹂という、先生に対する

学期の 月を過ぎる頃に行う﹁町

持ちから、 年生でもその先の学
たら、もう一度行ってみる。その

けんに行ってみる。課題を見つけ

の学校の実態に応じて、できる範

部の項目が埋まっているわけでは

なく、空欄がある状態での途中経

たりしますから、こういういろん

一枚を選び出す作業を繰り返した。「子どもた

自分の学校に合った形で

ループ訪問でしょ？ 自分でもやっ

では、今度はグループ単位で、町
が低いのです。でき上がった教科

なで出かけると、この学習プロセ
な力をつけたいのか、何を評価す

を目指すのか、子どもたちにどん

活者を育てることなんです。だか
学期の﹁町たんけん ﹂と比べて、

習︵社会科︶にすんなり入ってい
流れをはっきり見せることができ
囲で行えばいいと思うんですよ 。
ドングリや大きな葉っぱが身近
になくても、
﹁学習のめあて﹂や具

当だ、みんなはここに何が入ると

見つけますよ。そこで先生が、
﹁本

段階で学ぶ単元なので、発達年齢
ないんです。ここは﹁生きものの

過を見せたのがミソですよね。授

八木 今回の教科書は、板書の扱

業の雰囲気がリアルに伝わるし 、

若い先生たちももってくれるので

な工夫が必要なんだという認識を、

が考えていくことができるんですよ。

子 ど も た ち は き っ と 、﹁ あ れ ？

教科書づくりにおいては、著者陣が膨大な写

●しぜんを たいせつに しよう。
い

教科書を使おう
八木 ちょっと﹁町たんけん﹂に
戻ると、 回に分けて取り上げた
回目は、訪問先が図書室で、

てみて思ったけれど、まず公共施

回目は町のいろいろなお店へのグ

共施設にクラス全員で行き、町た
設、それから一般のお店という流

のいろんなところを訪ねてみる。
書を見ながら、改めて本当にその

スはこうやって動いていくんだと

らこそ、教室外への広がりを意識
ごく強調されましたよね。まさに

教科書﹁で﹂教えるようにと、す

ける。そういったつながりの一助

八木 若い先生たちが、
この教科書

たのは、とても効果的でした。
ヒントです。

﹁ きせつとあそぼう ﹂ の秋の単元

ますね。
この教科書は、多様性を受け入れ

んけんがあるでしょ 。
﹁あ、

山中 段階的な学びということで
る教科書ですから。
八木 うちの学校があるのは都心

教科でも、教科書のとらえ方が理

﹂、
﹁町
解しやすくなるかもしれませんね。

の使い方を勉強することで、ほかの

の活動を 、
﹁ 町たんけん

は、下巻で取り組む﹁町たんけん﹂
たんけん ﹂と、 回に分けて掲

おもしろいことに、この

思います。
小笠原

ているんです。上巻 ページとい

を考え、幼稚園や保育所、こども

の話題として上がりましたが、
﹁町

うのは、 年生のまだ比較的早い

園で馴染みのある絵やカードで 、

せわを考えよう﹂という小単元で、

思う？﹂と問いかけることで、学

動植物などをグループ分けしてい

でも、図書室訪問の活動後に、み

た ん け ん ﹂︵ 下 巻

ページ︶

板書のマトリックスは、横軸がい

んなの意見をまとめた板書が活躍

・

ろいろな生き物の名前を個別に書

いっぽう、下巻 ページを見て

るのも見て取れますね。

いた﹁列﹂
、縦軸は、それぞれの生

しましたよね。一人ひとりの気付

ください。 年生の 月くらいで

きを発表させながら、これは図書

やマナーのことだねと、三つに分

き物の飼育に必要な、容器に入れ

戦のようになって、何を言ってい

れていないので、メダカの世話の

るもの、エサ、世話をするポイン

るのかわからなくなります。この

け て 、Y チ ャ ー ト に ま と め た と

クスで分類した板書が掲載されて

体的な学び方は、教科書できちん

ページの板書は、子どもたちの思

ころを載せています。

学ぶこの単元には、情報をマトリッ

とおさえてあるので、この基本を

考を、子どもたち自身がきちんと

何かなど、空欄部分は子どもたち

室の人のことだね、これは使う人

押さえることで、活動を＂ 学び＂

ポイントや、アゲハチョウの餌が

のための工夫だね、これはルール

年生の頃と比べると 、

にすることができます。
﹁うちの学

わかるようにするための参考とし

はないでしょうか。

ここが抜けてるよ﹂と、目ざとく

「生活科って、こんなに楽しい！」
を伝える教科書に
山中 この教科書には、宝物がいっ
ぱい隠れています。どうか宝探し
のように使ってください。
八木 ﹁この教科書 、
使ってみてね！
絶 対 に い い 授 業 が つ く れ る よ ﹂。
年のとき葉っぱのお面で

そう言って歩きたい気分です
︵笑︶
遊んだ子が、 年生でも葉っぱの

石堂

お面をつくっている 。 子どもは 、

的にこだわった」と振り返る。

を手にした子どもが 、
﹁ いっしょ
つくっただけで終わりではない 、
んけんのノウハウを学ぶ。そして

始まる﹁町たんけん ﹂では、公

まだまだ続きがあるよ、というこ

その経験は、社会科にもつなげ

ページからの﹁町たんけん

﹂

となんですよね。

ていくことができるわけです。そ

なっている。だからとにかくこの
わかります。その後の﹁町たんけ

探 し に 出 か け る し か ない 。 で も 、

教科書に沿って、ぜひやってみて

３年生以降の学習にもつながる
小笠原 生活科では、生活を楽し
通りだったなと思っています。

探すにも、わざわざ電車に乗って

石堂 ﹁町たんけん

うに、自分自身の生活に生かすこ
くださいと、私は言いたい︵笑︶
。

することがすごく大切です。先ほ

るのかなどがわかっていれば、ド

ています。

﹂ で 、 みん

クシートも真似して書けるように

のための手立ても埋め込んだし、ワー

なつとは ちがう
むし
虫の こえが したよ。

だから山中先生がおっしゃったよ

きのう
つき み
お月見を
したよ。

く豊かにしていくことが大切です。

生活科は＂生活＂と結びつき、

こうえんへ
さがしに いこう。
ようちえんの
ときに だんごを
たべたね。

19

でも一部のマスにしか書き込みがさ

18

●きけんな 生きものに
ちかづかない。

どこで
みつけたの。
わたしも
つくりたいな。
こんなの
つくったよ。

とを、かなり意識したつくりになっ

ど﹁町たんけん﹂の活動の話が出

1

トを示す﹁行﹂で構成されています。

います 。
ずいぶん進歩しました。
山中 マトリックスは、子どもた
ちの思考を可視化するための、優
れたツールです。低学年の子ども
たちでは、ともすれば発言が空中

校にはドングリはないけど、これ

て、ぜひ教室で応用してほしいと
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があるぞ！﹂というくらい、子ど
もたちが燃えてくれるとうれしい
ですよね。

＂板書＂に、徹底してこだわった
意味とは？
石堂 冒頭でも触れましたが、今
回の教科書では、板書や教室内の

い

い

掲示物に、とてもこだわりました
よね。上巻 ・ ページと ペー

い

ば

ちにどうしても伝えたいものがある。だから徹底

ぜひご覧ください。

まいにち

真点数の中からその授業、その場面に最適な

つ各種コンテンツを紹介しています。

毎日 せわを
つづけて いますね。

くさ

2

あそ
きせつと
1

ジを見てください。同じ掲示物が

しかたを くふうしよう。
ば

うえ

き

なか

みず

くさ

生活科LINE＠
お役立ち情報を
お届けします！

次のページでは生活科の授業に役立

74

2

載っているでしょ？ ある授業で
使ったものを、掲示物の形を借り
て、別の授業の学びのヒントにし

い

ほん

51

生きものに 合わせて せわの

場しょの ようすを まとめよう。

木の 上
水の 中
草むら

生活科が 倍楽しくなる教科書

営などについてつづるブログです。

せい

10

1
1

2

生きものの
気もちに なって
ば
すんで
いた 場しょを
おも
だ
思い出して みよう。

●本で しらべる。
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登場した4人の先生が生活科や学級経
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き
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くさ

あたら

て
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2
新しいほ う 草を もっと
い
入れた 方が いいね。

りかえる
ふ
つ
なげる
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●どくの ある 木や 草に
さわらない。

https://www.nichibun-seikatsu.net/

1
2

2
みずくさ

いいのかな

きりふきを
よう
用いしようか。

せわの しかたは それぞれ ちがうのかな。

手を あらおう

かんが

●もと いた 場しょへ 行く。

水草を
ふやそうよ。
たくさん
だっぴするなんて
すごいなあ。

つち

み

しめった 土が
すきなんだね。

生 きものの せわを 考えよう
い

登録はこちら！
「生き活きうぃーくる」は、座談会に

にあそぼう﹂と弟を誘っています。

●上きゅう生に しつもんする。
じょう
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そとで
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教科書

教科書をより活用するためのポイントを著者が動画で解説！

新版生活科教科書の魅力を詳しく紹介 !

内容解説動画

生活科教科書をもっと知ろう !

教科書づくりに関わった実績豊かな研究者，日々，子ど

新版教科書の詳しい解説と，編集上の特色・工夫を

もたちと接している現場の教師が「本当に使える教科書」

わかりやすく発信しています。

のポイントを具体的に解説します。

116 日文

生活 116

生活 115

文部科学

省検定済

教科書

小学校生

科用

書 小学校生活
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116 日文

みんな な
かよし

「内容解説資料」や「編修趣意書」などのデータを
ふれあい
上巻

だいすき

ダウンロードすることもできます。

教科書案内のWebサイト内の
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特設
サイト

生活

生活科のサイトにはコンテンツが盛りだくさん。生活科のことだけではなく，

- せいかつ 日本文教 2020 生活

先生方の日頃の疑問やお悩みにも，学級経営や教科学習に精通した先生がお答えします。

検索

LINE ＠で最新情報をお届け中！ 生活科サイトをどんどん活用して生活科をもっと楽しもう。

先生方の日頃の疑問やお悩みを，

明日からの授業や学級経営などに活かせるヒン

学級経営や教科学習に精通した先生が一緒に考えています。

トや手立てが満載です。随時更新中！

https://www.nichibun-g.co.jp/2020/seikatsu/faq/

サイトでは生活科にかぎらず，
いろいろなご相談をいただ
いております。

「生き活きうぃーくる」
https://www.nichibun-seikatsu.net/
生活科の実践だけでなく

質問は随時，受付中です。お気軽にご利用ください。

●日常あるある（学校生活や学級経営に関する内容）

［質問投稿フォーム］ https://www.nichibun-g.co.jp/2020/faq_form/

●他教科に関する内容
例えば…

Q

町探検など，地域から学ぶ単元がありますが，私の街には適した商店街がなく，
自然観察ができるような自然がありません。
そういった地域ではどのように学習を進めていったらいいのでしょうか。
2018.11.26 ／ 季節のフィールドワーク，町探検，日常生活・地域／家庭とのつながり
回答者：大阪府摂津市立鳥飼小学校 教頭 三好達也

A

●給食の話なども…!?
「生き活きうぃーくる」は，小学校の現場でご活躍の先生方によるリレー連載です。
「うぃーくる」は，
「Weekly（毎週更新）
」
と「私たちが集う（We 来る）場」の二つの意味をもった造語です。
「育成すべき資質・能力にはたらきかける手立てとは？」
「深い学びってどういうことだろう？」
「子どもの『つぶやき』か
ら見えてきた授業で本当に必要なこととは？」トップランナーの先生方が，ご自身の実践から，その答えに迫っていきます。

考えるための技法（思考スキル）を

町探検には「何を」しにいくのでしょうか。まず，目的は何かということから考えてみてはどうでしょう。
例えば「内容（3）地域と生活」について学習する場合はどうでしょう。商店街がなくても地域の施設やスーパー，
工場などでも学習活動を行うことができるのではないでしょうか。

例えば…

学習活動に効果的に取り入れることで
兵庫県たつの市立新宮小学校 主幹教諭 石堂裕

他にも……（後略）

座談会（p.6-13）に
登場した先生方が
連載中！

前回は「ものづくりには，素材へのこだわりが大切であること」についてお
話ししました。
今回は「動く車」になるまでの過程のうち，山中昭岳先生も大切にされている「考

CHECK

生活科の最新情報が届く！

LINE@

えるための技法（思考スキル）
」に注目した効果を紹介したいと思います……（後略）
日文小学校生活科のLINE＠では，生活科を

小笠原さちえ

八木美香

山中昭岳

その他，

友達募集中 !!

中心に，小学校の先生方のリレー連載「生き
活きうぃーくる」や生活科Q&A，特設サイト

文部科学省情報

［ ID で検索］＠ cgb2851p

の更新情報や最新情報を配信中です。友達登

など様々なお役立ち情報を掲載しています！

録をして生活科の情報をいち早くチェック!

石堂裕

機関誌，単元本などの新刊情報
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日本文教出

必見！よくわかる

https://www.nichibun-g.co.jp/
2020/seikatsu/textbook/

下巻

特集

日本文教
出版

新版生活科教科書 「わたしと せいかつ」
のご案内

特集

Webを活用すれば生活科はもっと楽しくなる

新版

生活科
教科書

新版

TSUNAGU

生活科
教科書
特集

SCHOOL vol.05

特集

Active learning class
野口 徹

Curriculum management seminar

野 口 先 生 の ア ク テ ィ ブ・ ラ ー ニ ン グ 教 室

村川 雅弘

村川先生のカリキュラム・マネジメントゼミ

甲南女子大学教授、鳴門教育大学
名誉教授・客員教授。 専門は教育
山形大学教授。 専門は生活科・

工学，カリキュラム開発，生活科・総

教科書にある「深い学び」の姿

総合的な学習。著書に『子どもの
くらしを支える教師と子どもの関係

合的な学習。近著に『ワークショップ
型教員研修

開発研究所）がある。

づくり』
（ぎょうせい，共編著）など。

各地の学校で2019年の生活がスタートしています。いよい

て

い

手を あらおう

かんが

生 きものの せわを 考えよう

よ学習指導要領の移行措置期間の最終年度です。各学校では

つち

しめった 土が
すきなんだね。

52〜55,
114ページも
み

見てね

きりふきを
用いしようか。

せわの しかたは それぞれ ちがうのかな。

いいのかな

クサクできる！パズル型スタートカリキュラム作成支援ツー
ル サクスタ 2 』
（日本文教出版）の中でも述べてきたが，今

ほん

●本で しらべる。

いるところだと思います。今回の学習指導要領の最大のポイ
あたら

くさ

新しい 草を もっと
入れた 方が いいね。

ントは，各学校が子どもを主役に据えた教育課程を編成し，

い

ほう

じょう

せい

●上きゅう生に しつもんする。

子どもに資質・能力をしっかりと育成していくことを強く打
ち出したことです。一回一回の授業は，子どもにとって充実

みずくさ

たくさん
だっぴするなんて
すごいなあ。

した経験となりつつ，資質・能力と結びついていくものでな

水草を
ふやそうよ。

い

●もと いた 場しょへ 行く。
りかえる
ふ
つ
なげる

まいにち

毎日 せわを
つづけて いますね。

き

くさ

だ

草むら

50

い

い

生きものに 合わせて せわの

場しょの ようすを まとめよう。

しかたを くふうしよう。

ば

みず

なか

水の 中

き

うえ

木の 上

あ

それぞれの 生きものが くらして いた

51

2020年度版 生活科教科書下巻p.50-51

「主体的・対話的で深い学び」
（アクティブ・ラーニング）
については中央教育審議会答申に示された内容から次のよう
にまとめておきます。
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向性と関連付けながら，見通しをもって粘り強く取り組み，
自己の学習活動を振り返って次につなげる

対話的な学び

子供同士の協働，教職員や地域の人との対話，先哲
の考え方を手掛かりに考えること等を通じ，自己の考えを
広げ深める
習得・活用・探究という学びの過程の中で，各教科等

資質・能力を育むための主体的・対話的で深い学びによる保

点から見直す必要がある。学校の施設が安全面も含めて適切

育や授業の工夫・改善，それらを家庭や地域と連携・協力も

に活用されたか，教職員及び上級生が1年生に対して適切に対

図りながら協働的に実現するためのカリキュラム・マネジメ

応できたか，を検証しておきたい。

「学年のカリマネ」にも該当する。しかし，学校が主体となっ

降実施されてきたスタートカリキュラム（以降，
「スタカリ」
）

て作成し学校の教職員及び児童で1年生を受け入れるという点

の見直し・改善を図る上で絶好の時期である。今回は，スタ

においては，スタカリ全体は「学校のカリマネ」
（本誌vol.72）

カリの見直し・改善を通して，カリマネの理解を深めたい。

である。それをもとに作成される週案は「学級のカリマネ」
（本

まず，スタカリだけでなくカリマネ全般において必ず考慮

誌vol.74）とも言える。そして，入学した子ども一人ひとりが

というつぶやきが生まれてくるような，世界の見え方が変化

すべきことは目標の具体化と共有化である。目標のベクトル

小学校を理解し，学校生活に慣れ，同級生や上級生と関わり

する実感が伴うことが大切になってくるのです。

が合っていないと意図的・組織的に教育活動を展開すること

ながら安心して自立を図っていく基盤を固めていく上で，
「子

に思っていたけれど，今日の授業でそれが変わってきちゃった」

はできない。特に，小学校1年生に対しては「赤ちゃん扱い」

ども一人ひとりの学びのカリマネ」
（本誌vol.73）の実現につ

日本文教出版の『わたしとせいかつ』下巻50-51ページの様子

をしがちである。幼児期に育った資質・能力を「幼児期の終

ながる重要な役割も担う。スタカリはカリマネの全てのレベ
ルに関わっている。

その具体的な例を生活科の授業の場面から考えてみましょう。
です。この単元では，子どもが身近な場所にいる「生きもの」

わりまでに育ってほしい姿」の10の視点からとらえた上で適

の世話をすることを中心に進んでいます。
「ダンゴムシ」
「バッ

切に対応していくことが1年担任だけでなく教職員全体に求め

タ」
「メダカ」などの世話をしていることがわかります。身近

られる。教職員の意識や態度は2年生以上の児童にも影響する。

カリマネのレベルや要件，視点を理解することにつながる。
カリマネに関する有効な研修となる。参考にしていただきたい。

な生きものですから子どもも少しは知識をもっていることでしょ

育まれた資質・能力をさらに伸ばしていく上で「主体的・

識を相互に関連付けてより深く理解したり，情報を精査

う。しかし，ここで大事になるのは，生きものと子どもとの

対話的で深い学び」による授業が重要で，その学びの実現に

距離が近くなる場面を設定することと，そこから様々な気付

欠かせないのが「学習の基盤づくり」である。いわゆる学習

きを導き出すこと。そして，その気付きを言葉に置き換えて

規律や言語活動に必要な技能を意図的に身に付けさせていき

これらの中で，
「主体的な学び」
「対話的な学び」が子ども

思考を深めていくことです。板書を見ると，この教師は生き

たい。教科書上巻14-15ページの写真や言葉が大いに活用でき

の姿として表れやすく，見取りやすいものであることに比して，

ものに関する子どもの気付きの言葉を書き記しながら，
「入れ

る。

して考えを形成したり，問題を見いだして解決策を考えたり，
思いや考えを基に創造したりすることに向かう

「深い学び」については，子どもの学習の「質」に関すること

るもの」
「えさ」
「せわ」などの共通事項を縦軸に据えていく

となりますから，子どもの姿を綿密にとらえていくことがよ

ことで，子どもが異なる生きものの情報であっても共有して

り重要となってきます。それでは，
「深い学び」となる子ども

考えることができるような手立てを施していることがわかり

一つは教科横断的な視点による教育内容の編成である。ス

の姿を求めていくには，どのように考えたらよいのでしょうか。

ます。そして，こういった活動を通して新たな知識が教室内

タカリでは生活科を核に展開されている。教科書上巻12〜13ペー

［参考文献］

1）村川雅弘「カリキュラム・マネジメントの基礎的・基本
的な処方22 」，村川雅弘編著『カリマネ100の処方』教
育開発研究所，pp.19-45，2018年

示されている。

そんな問いのヒントを探るためにも，上の「深い学び」の

のいろいろな場所で生まれていきます。ふりかえりのカード

ジに紹介されている遊びは保育園や幼稚園でも体験している。

では，
「ダンゴムシ」のえさの知識（
「かれはだけ」
）が，
「キャ

それらが国語や算数，音楽，図工などの各教科の学習につながっ

連付けてより深く理解する」ことに注目してみたいと思います。

ベツやチーズも食べる」と更新されて，
「びっくりしました」

ていることを子どもと確認したい。その際に，各教科等の教

学校生活では様々な知識を子どもに与えます。これらを子

と記されています。これこそが「知っているはず」だと思っ

科書を開いてみて，保育所や幼稚園の遊びとのつながりを考

どもが関連付けて理解するのです。さらにそれまでの知識が

ていた身近な生きものの知識が，他の知識と結びついて活性

えてみてもいいだろう。

相互に活性化して「そうか！こういうことだったんだ」と納

化していくつぶやきです。まさに，
「子ども」が「知識を相互

もう一つはPDCAサイクルの確立である。筆者は，カリマ

得へと至る深い理解なのです。しかし，これは「子ども」が「知

に関連付けてより深く理解する」ことに到達している，
「深い

ネを大きく五つのレベルに分類している1）が，入学式から5月

識を相互に関連付けてより深く理解する」のであり，どんな

学び」となっている子どもの姿がこれなのです。

までの学習活動を一覧できるスタカリ完成例は「学校のカリ

こんな姿をさらに求めていくためにも，各学校では一層丁

マネ」であり，週案は「学級のカリマネ」であり，いずれも

りません。ここには，子どもが既にもっていた様々な知識と，

寧な授業研究を進めていくことがこれからも必要になってい

PDCAサイクルのPである。1年の学級担任は日々の実践（PDCA

授業で学んだ新たな知識とが結びついていく瞬間が存在して

きます。

サイクルのD）を通して，週案に朱書きをする。その行為が

いるのであり，この結びつきによって「今まではこんなふう

以上のように，5月のこの時期にスタカリを見直すことが，

さて，新学習指導要領では，カリマネ実現に向けて3側面が

文章中に示された子どもの学びの姿，特に，
「知識を相互に関

に「教師」が熱弁をふるったとしてもそのようになるとは限

スタカリは，生活科が学習活動の核となることが多いので「教
科等のカリマネ」と捉えることができ，1年入学時と考えれば

本誌が読者の手元に届く5月は，前年度中に作成され4月以

の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら，知

深い学び

あと一つは校内外の人的・物的資源の活用である。特に，

PDCAサイクルのCである。スタカリの改善（PDCAサイクル

2020年度版 生活科教科書上巻p.14-15
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村川先生のカリキュラム・マネジメントゼミ

野口先生のアクティブ・ラーニング教室

主体的な学び

学ぶことに興味や関心を持ち，自己のキャリア形成の方

に行っておきたい。
スタカリの時期は校内における物的及び人的な資源活用の視

中学校，高等学校までの教育を貫くものである。

ば

おも

のA）は，次年度の1年生のために，まだ記憶も新しい5月中

次学習指導要領改訂の，育成を目指す資質・能力の三つの柱，

ント（以降，
「カリマネ」
）の考え方は，幼児教育から，小学校，

い

生きものの
気もちに なって
すんで いた 場しょを
思い出して みよう。

くてはなりません。そして，そのような授業において重要と
ラーニング）となるわけです。

ば

スタートカリキュラムの見直し・改善を通して
カリキュラム・マネジメントを理解する

本誌『生活＆総合navi』
（vol.72〜vol.75）の本連載及び『サ

どう したら

よう

来春からの本格実施年に向けて様々な準備を積み重ねてきて

なる手段こそが「主体的・対話的で深い学び」
（アクティブ・

はじめの一歩』
（教育

育に 、
﹁ 共生 ﹂ という科目がある

代にかけては、移民や難民との﹁多

がフォーカスされた。その後 年

年 代 に は 、﹁ 障 が い 者 と の 共 生 ﹂

校裁量で柔軟に決められている。

ムの類型は、校長の責任のもと学

いるのです。共生教育のカリキュ

して、ラーロプランに明記されて

学校で教えるべき重要な価値観と

恵まれない人への連帯感などは 、

可侵性、人間の自由と尊厳、平等、

実現するための学びに取り組んで

務教育から必然的に 、
﹁ 共生 ﹂ を

思想をもつスウェーデンでは、義

て暮らしているとの﹁国民の家﹂

国民はひとつの＂家＂で支え合っ

マだった 。 特に国の平等政策や 、

では、共生は常に身近で深刻なテー

続して 、 学校で教え続けている 。

され、同時に昔からのテーマも継

に即したテーマがクローズアップ

がっていく中で、折々の社会事情

者との関係へと、共生の対象が広

男女の関係から、より多様な他

になった。

ついての学びが、強調されるよう

それが環境に適した身体の状態だ

のメラニンをもっていたりする 。

線から肌を守るための黒や茶褐色

めに髪の毛が縮れていたり、紫外

の人たちは、暑さから脳を守るた

解できればよいのです。赤道直下

い言葉は使わなくても、肌の色は

ら学びます。メラニンという難し

とわかると、偏見は生まれません﹂

︵明石書店︶
。

著書に﹃スウェーデンの義務教育における﹁共生﹂のカリキュラム﹄

法人審議会専門委員︵2011 年度～2013 年度︶
。 主な

学 講 師 、2 0 0 7 年から現 職 。 文 部 科 学 省 大 学 設 置・学 校

筑波大学文部技官・助手を経て1993 年に宮城学院女子大

宮城学院女子大学学芸学部教授・教育学博士

戸野塚 厚子

スウェーデンの 共
｢生の学び に
｣ 主体的 対･話的で深い学びを見る

の学びが登場するのは、1962

わけではない 。
﹁ 共生 ﹂ は教科横

﹁共生﹂のカリキュラムとは、他

膚の色の違いは、メラニンという

断的なテーマであり、カリキュラ

者とのあらゆる違いを越えて、連

文化共生﹂ が、 そして直近の

色素による違いだ﹄と、 年生か

ラムからスタートし、 年から

年のこと。
﹁性と共生﹂のカリキュ

﹁スウェーデンでは、次世代を担

う。

帯していくための学びである。歴

共生﹂の中で性的マイノリティに

2011 年度改訂からは、﹁性と

科学的視点で多様性を理解する

共生を学ぶ

スウェーデンの 共
｢生の学び に
｣
主体的 対･話的で深い学び を見る

民主主義の価値観を伝える教育

ラーロプラン

雪がちらつく早春の午後、戸野
塚厚子教授︵宮城学院女子大学学
芸学部教授・教育学博士︶の研究
室を訪ねた私たちを、先生は温か
いコーヒーで迎えてくれた。
﹁スウェーデンではどの職場にも、
クがあります。ただの休憩ではな

﹃フィーカ﹄というコーヒーブレー

ンの時間なんですよ﹂

く、とても大切なコミュニケーショ
スウェーデンの教育事情に明る
く、何度も現地に足を運んでいる
戸野塚先生がそう語るように、ス
ウェーデンでは小学校の教員も 、
フィーカがなければ始まらない 。
お茶やコーヒーをすすり、お菓子
をつまみながらのフィーカタイム
クスして話ができる貴重なひとと

は、ベテランも若手もなく、リラッ

各教科で今、何を勉強している

きだ。
か。教科横断型テーマ授業の、各

教科の進捗具合はどうか。おもし
ろい学習材の情報 、
﹁ こんな試み
をやってみようと思う﹂という意
見、それに対するアドバイス。授
業での子どもたちの様子を、先生
たちは日々共有し、意見交換をし
ながら、それぞれの授業の改善を
図っていく。
もちろんスウェーデンの先生た
ちの連携や＂ゆとり＂は、フィー
カのおかげだけではない。スウェー
デンにも、日本の学習指導要領に
相当する﹁ラーロプラン﹂があり、
れている。だがそのミニマムさえ

﹁ 必ず教えるべきこと ﹂ が決めら
きちんとおさえれば、そこから先
のカリキュラムは、学校や教員の
自由裁量に、大きく委ねられてい
るのだ。スウェーデンが誇る﹁共
生﹂に関する教育も、こうした大
らかな教育環境の中で、丁寧に扱

う子どもたちに 、
﹃ 民主主義の基

多様な文化が混在するヨーロッパ

史的にも地理的にも、多様な民族、

われ続けてきた。戸野塚先生はい

礎的価値﹄を、しっかり教えるこ

﹁たとえば理科の授業では、
﹃皮

とが重視されています。生命の不

ラムは、その理念のもとで具体化

きた。

とはいえ、スウェーデンの義務教

身体の仕組みによって違うと、理

され、教師の実践が展開している

1

といえます﹂

ラーロプランに最初に﹁共生﹂

越えた総合学習やテーマ学習に取り組んでいる。

80
90

スウェーデンの 共
｢生の学び に
｣ 主体的 対･話的で深い学びを見る

スウェーデンの小学校では，
「朝食」や「愛」など様々なテーマで，教科の垣根を

P r o f i l e

18
69
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同じ理科の教科書では、人の感
感覚は何のためにあるの？﹂と書

覚器官を取り上げた章の最後に、
﹁諸
かれている。そして目に涙をため
た男の子の絵とともに 、
﹁ 諸感覚
を働かせて見れば、たとえこの子
が地球の反対側から来て、言葉で
通じ合えなくても、彼の気持ちは
わかるよね？﹂との一文が。家庭
科でも 、
﹁ 今日はいろんな国の人
たちが、一緒に晩ご飯を食べます。
どんな肉を選んだら、みんなハッ
ピーになりますか？﹂と、教科書
が問いかけてくる。
障がいについても同様で 、
﹁障
がいは環境によってつくられる ﹂
という概念をまず教える。普段は
自由自在に言葉を話している日本
人も、外国へ行ったとたん、言葉
が通じないという＂障がい＂に直
面する。疾病と障がいはイコール
ではない。障がいは環境によってつ
くられるので、バリアフリーが進ん
で環境が整えば、障がいはかなり
の部分軽減されるし、障がいでは
子どもたちに障がいの本質に気付

なくなっていく。こうした観点から、

コーポーラティズシステムを
基礎としたエキスパートシステム

コーポーラティズ
システムの形成

まったく同じように見えていると
は限らない﹂と話した。目そのも

どもたちにヒマワリの絵を見せ、
﹁こ

授業を行った大学院生もいる。子

この授業を受けて、色に関する

る授業とも、わが国の新学習指導

ンで行われている﹁共生﹂をめぐ

を大切にした学びは、スウェーデ

た。この﹁子ども自身の気付き﹂

自身の気付きに重点が置かれてい

エキスパート
システム

はいかがだろう？

なで﹁フィーカ﹂から始めてみて

とした休憩時間を利用して、みん

必要なのかもしれない。まずはちょっ

たりできる環境づくりが、今こそ

フランクに相談したり、助け合っ

身近な同僚の先生たちと連携し 、

子どもたちの新しい学びについて、

くっていた。日本の学校現場でも、

話し合い、協力し合って授業をつ

デンの学校では、先生たちが密に

冒頭で紹介したように、スウェー

的で深い学びでもあるのですから﹂

共生の学びであり、主体的・対話

切です。それ自体がクラスの中の

も出しながら、話し合うことが大

頭で考えて意見を述べ、違う意見

子どもたちが、一生懸命に自分の

たりしないことです。あくまでも

が意を得たりと、黒板に書き出し

自分が期待していた意見だけ、我

生物・宗教・社会

「教師は教え子どもは学ぶという，大人と子どもの関係を変

えること。 教師には，子どもたちとともに考え，ともに学び

合う姿勢が求められている。子どもたちの想定外のつぶや

スウェーデンの 共
｢生の学び に
｣ 主体的 対･話的で深い学びを見る

コーポーラティズ
システムの定着

一人ひとりの違いに目を向ける

学校の生活科や、総合的な学習の
時間の中でも、様々に展開できる
領域ではないかと、私は可能性を
そう言って、先生はある日本の

感じています﹂
小学校教師の取り組みを紹介して
くれた。小学校３年生の総合学習
の時間で行われた 、
﹁ 目 ﹂ を描く
活動である。
子どもたちは自分の目を、じっ
思ったことを発表しあった。

のも、見え方も、一人ひとり違っ
てあたりまえ。日本の小学校での、

﹁目の色は黒だと思っていたけど、
ぼくの目は茶色だよ﹂

立派な﹁共生﹂の授業となった。

﹁目﹂と﹁色﹂の授業では、科学

活発な話し合いが深い学びを生む

子どもが主役

﹁青とか黒とか茶色とか、いろん
な目の色があるのはなぜ？﹂
﹁目が見えないというのは、どう
やがて子どもたちは 、
﹁ 目はみ

いうことなんだろう？﹂
んなにある。でも同じ目はひとつ

の黄色は、どの人にも同じように

要領がいう 、
﹁主体的・対話的で

的な知識を与えることと、子ども

見えているのだろうか？﹂と、問

深い学び﹂とも通底する。

もない﹂と気付いていく。

いかけた。そしてひとしきり話し

﹁子ども主体の対話的な授業で気

す いた い

合いが続いたあとで 、
﹁ 実は視細

を付けたいのは、先生が﹃こうじゃ

か んた い

て、色を識別している。でもその

胞には、桿体細胞と錐体細胞があっ

ないかな？﹄と軌道修正をしたり、

スウェーデンの 共
｢生の学び に
｣ 主体的 対･話的で深い学びを見る

数は人によって違うから、全員が

（62年・69年版）

平等政策
（男女平等政策）

穏健統一党
生物・理科・家庭

社会民主労働党
「性と共生」の

（1976〜1982）

スポーツ・宗教・国語

社会民主労働党

20
くり観察しながら描き、それから

（80年版）

「みんなのための学校」
（En Skola för Alla）に
もとづく障がい児の
インテグレーション
カリキュラム充実期

中道右派連合
生物・社会・家庭

（1982〜1991）

と教科横断型

「多文化共生社会」
に向けての政策
「障がい者との共生」

（1991〜1994）

スポーツと健康・宗教

社会民主労働党

﹁共生というテーマは、日本の小

（94年版）

（1932〜1976）
カリキュラム萌芽期

かせる。それが障がい者との共生の、
﹁共生﹂のための教育が、
﹁仲良

第一歩になるという発想だ。
くしましょう﹂
、
﹁多様性を大事に
しましょう﹂と叫ぶことではない
のは、興味深い。偏見を乗り越え、

宗教・家庭・美術

日本の小学校にて

生物・社会・歴史

参考：
『スウェーデンの義務教育における「共生」のカリキュラム』
（明石書店）
きや発言が思わぬ深まりや進展につながるかもしれない」。
写真提供・戸野塚厚子
撮影・伊藤美香子
文・田中洋子

強調したカリキュラム

（2006〜）
（11年版）

子どもへの差別禁止の
法律制定
理解と差別禁止

「民主主義」と
「多様性」の強調
「多文化共生」を

（1994〜2006）
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真の共生に近づくためには、科学

フィーカを楽しむスウェーデンの教師たち。「日本でも素晴らしい授業を実践さ

政権政党
改訂システム
政策・施策
カリキュラムの特徴

中道右派連合
性的マイノリティへの
れている先生がたくさんいるので，シェアし合うことが大事」。

的な視点で違いを学ぶことが不可
欠だと、戸野塚先生は語る。

「共生」 のカリキュラムの変遷

︵ 以下 、 推進校 ︶ 事業にて武蔵村
みたてのあたたかい卵を手に取っ

がて卵を産むようになり、その産

かれ、大変な人気者となった。や

ている。児童に懐き、大人しく抱

山市立第一小学校が推進校の指定

東京都﹁小学校動物飼育推進校﹂

を受け、烏骨鶏は青梅畜産センター

必ず目にする校長室の前に設置し

た児童は、﹁命だ！ここに命がある！﹂

た。毎朝夕、そのユニークな目が、

から、ヤギは東京農工大学から譲

もった学校担当獣医師から直接指
言葉の代わりにみんなに話しかけ

ヤギ小屋は、登下校時に児童が

導を受けられることは安心である。
てくる。
﹁今来たの？﹂
﹁何かあっ

生活・総合への提言

勢の児童で賑わっています。

と感動を思わず言葉にしていた。

まず、本校の動物飼育の実態につ
たの？﹂と言っているようだ。ヤ

気者です。 烏骨鶏のいる桜の木の下は大

渡してもらえることになった。ま

いて、副校長・三品佳子先生がま

烏骨鶏は大人しく抱かれます。 児童の人

た年間を通して、専門的な知識を

とめたものを紹介する。
ギの世話は 年生が毎日交代で行
い、当番の日は、朝・掃除の時間

くれます。ウサギ・文鳥・烏骨鶏はホームステイ

※ ページまで。

アの家庭が一日２〜３回交代でヤギの世話をして

いる。

と下校時に餌やりや糞の掃除をす

もお願いしています。

各推進校での成果を全都に普及・啓発して

生後 日でやってきた烏骨鶏は、

休日のヤギ親子ボランティアの説明会には大勢

る。ブラッシングや散歩を行うこ

方について検討し，実践する「小学校動物

年生が中心となり世話にあたっ

学年に世話を交代する。別れの日
が来ることが辛くて、交代前から
涙を流す児童がいる。それだけ烏
骨鶏やヤギに愛情を注いで関わっ
今後この動物飼育を続けていく

てきたのだ。
ために、どのような条件整備を進
めていけばよいのか課題は山積し
ている。ただ、どの学校でも、今
大切に育てる中で、命の大切さを

いる飼育動物を大切にしてほしい。
そこで，獣医師等との効果的な連携の在り

東京都武蔵村山市立第一小学校 校長 押本 純樹

・ 年生が進級すると、次の

とができた。

ヤギの体にとってよくないものを食べたらどうなるか絵本にしました。

理解し、心の成長へとつながって
いくはずである。

識をもった獣医師等と連携して，よりよい

30

烏骨鶏とヤギがやってきた
ともある。休日は親子ボランティ
家族総出で世話にあたる家庭も多

アを募り、世話をお願いしている。
い。掃除や餌やりの後、時間があ
ればリードにつなぎ、校庭を散歩
させる。普段は学校に訪れること
保護者や児童だけでなく、地域

の少ないお父さんの出番でもある。
の保育園やご近所の方もヤギに会
いに来るようになった。散歩の途
中に立ち寄り、持ってきた野菜く
ずをあげてひとときを過ごしてい
く。また、地域の方からは、畑や
家庭菜園のおすそわけもいただい
ている。小型の動物とは違った大
型の動物ならではのふれあいと交
生活科や総合科、委員会活動の

流が生まれている。
中で 、 獣医師と連携し 、
﹁命﹂ に
ついて、目の前の動物たちから学
ぶ機会を得た。心音を聞き比べた

体験を与える環境を整えることが必要である。

世話をして，みんなにお願いしたいこ

り、実際に抱いたり、触れたりす

育を円滑に実施するためには，専門的な知

学 校 飼 育 動 物について考える

小学校において児童による継続的な動物飼

とをポスターにしました。

動物さん、こんにちは！

１年生が生活科の時間に学んだことを記録しています。

ヤギ担当の４年生の児童がヤギのお

る中で生命の鼓動を感じ、自他の

4

生活・総合への提言

の保護者の方が集まりました。土日は，ボランティ

飼育推進校」
（以下，
「推進校」
）を指定し，

3

うさぎのおうちと体の特徴についてまとめています。

［小学校動物飼育推進校とは］

23

3

4

生命を大切に思う気持ちを持つこ

全校朝会で発表し，廊下や階段の掲示板に張ってあります。
世話の仕方を教わっているところです。

22
23

農工大学の教授にヤギの体の仕組みや

動物を通した交流のひろがり

にきます。持ってきた餌をあげ，た

近隣の保育園の園児たちが会い

くさんふれあい，大変な人気者です。
これまでに２回，学校から保育園
に出張して喜ばれています。

24
やかになった。教育効果は子ども

さんの飼育動物が来て、学校は賑

さて、前のページのようにたく

協力体制が整わなければできない。

のを継続して学校で飼育するには

不安がないわけではない。生きも

しかし 、 正直 、 学校長として 、

PB

生活・総合への提言

調にきている。 学期からは私も

い眼差しのおかげでここまでは順

市長・教育長を含めた地域の温か

けれど 、 副校長を始め 、 職員 、

ところである。

動物さん、こんにちは！
たちの様子を見ている限りでは 、

る。みんながわかっている。で

◆効果があるのは誰もが知ってい

とても有効なことがわかる。動物
嫌いな子も含め、子どもたち全員

始めたね。大丈夫かい。

時数が増える中、大変なことを

◆道徳が教科になり、英語教育の

も、私は絶対やらない。

の心の中に何かしらよい影響があ
るのではないかと思っている。ヤ
文鳥一羽を飼っている学校は、東

ギ二頭、烏骨鶏三羽、ウサギ一羽、
京都ではそうないという自負があ
している取り組みだね。

◆まさに教員の働き方改革に逆行

これは、率直な感想として、私
の耳に入ってきた。信頼関係があ
る方々で悪意はなく、微笑み合い
ながらの会話の中にあった言葉だ。
真摯に受け止めている。実は私も

・ 年生と一緒に小屋の掃除な

朝七時半から白衣を着て、当番の
どをしている。これは性に合って
いるのか、楽しいひとときだ。そ

みんな生き生き

賜り、滞りなくお世話をしていた
だいている。感謝しかない。
私を含め、教職員の異動があっ
ても、動物飼育の協力体制を維持
しながら活動を継続できるように
工夫をしていくことも大切だと考
えている。校長室の窓から毎日無
邪気に動物とふれあっている子ど
もたちが見られる。今、幸せであ
る。生命を尊重しようとする態度
は、生命に直接ふれあってこそ養
えるものである。

生活科が
倍楽しく
なる教科
書

10

れでも、学校が休みの日の対応が

Sachie

そう思っている。あまのじゃくの

belief

性格や行動が先に出て後から考え
保護者・地域にご理解とご協力を

［なぜ，小学校の先生に

ウサギのマロンも子どもたちの人気者。

心配だが、副校長の声掛けのもと、

？］
小学校の卒業文集
に「幼稚園の先生
と書いたと思います。幼稚
になりたい」
園教諭として
した後，
「幅広く子ど
10年間勤務
なりたい！」と思い， もたちと関わるこ
とができる人に
現在の道に至り
ました。
my

る気質のせいか、何とかなるだろ
うと決断してしまったのが正直な

写真やイ
ラストを
通して、
学習のつ
ながりや
、
考えるた
めの技法
を明示
山中 今
回この「
新版生活
科教科
書（以下、
教科書）
」をつくる
とき、
私たち制
作に関わ
った教員
が真っ
先に考え
たのは、
「先生も
子どもも
楽しく使
、
える教科
書にしよ
う」と
いうこと
でしたよ
ね。その
思いが
随所に生
きた教科
書になっ
たと 、
私は思い
ます。

belief

生活科が
倍楽しく
なる教科
書

「笑う門には福

研究者の
先生はも
とより、
現場の先
子どもが
生がこれ
楽しく学
まで以上
べるのは
に深く関
もちろん
ベテラン
わって、
、これか
の先生に
「誰でも
ら生活科
は「より
使いやす
を教える
深く楽し
い教科書
次の学習
先生には
い授業」
」ができ
とのつな
「わかり
に向けて
ました。
がりまで
やすく」
、
「めあて
、授業づ
、
」から活
くりのヒ
動の流れ
ントが満
、
載の座談
会です！

6

「笑顔がいっぱい
と信じています。 の教室にも福がた
くさん訪れる
！」

来る」

Ogasawara

東京都大田区
立久原小学校
主任教諭
教師自身が一番
の学び手であれ
!!

2

推進校との連携で学校を訪れた獣医さん
たとえば
写真。こ
の教科書
載したの
に掲
は、本当
の実践の
なかで
撮った写
真ばかり
。だから
どれも、
すごくリ
アルです
ね。子ど
もたち
が見れば
きっと、
「わたし
たちも、
こんなの
やってみ
たい！」
って思
うだろう
し、
「 よし 、
自分たち
この写真
は
の子たち
の上をい
ってや
ろう！」
と挑戦し
てくれれ
ば、教
科書をつ
くった立
場として
は、もっ
とうれし
いですよ
ね。私は
この教
科書が、
そんな存
在になる
といい
なと思っ
てます。
石堂 た
しかに写
真へのこ
だわり

山中 昭岳

小笠原 さちえ
いの毎日が過ごせ 旅行。 楽しく，変化いっぱ
たちの成長する姿を，誰よりも一番近く
で子ども
みることができ
るから。
my

10

Akitaka
Yamanama

さとえ学園小学校

座談会

4

の話に耳を傾ける児童。

生活科が
倍楽しく
なる教科
書
10

教諭
［なぜ，小学校の先生に
？］
給食，遠足，修学

7

このマークがある
ページで，
それぞれの先生が動画
ジを発信しています。 メッセー
（本マークは小笠原先生で
す）

★P.6～13（特集），P.18～21（第2特集）で視聴できます。
※動画は，2019年9月30日まで視聴することができます。

画が始まります！

で紙面全体にかざすと，動
を立ち上げます。
プリをダウンロード。
ストアアプリを起動します。

検索

カザスマート

マークがあるページ

4
3 「カザスマート」アプリ

1 スマートフォンまたはタブレットで， 2 「カザスマート」で検索し,ア

3
生活・総合への提言

ス マ ート フ ォ ン や タ ブ レ ット を か ざ す と 動 画 が 楽 し め る！

る。

大変なのはわかっている

積極的にヤギの散歩をする児童。

