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０．はじめに  

 コロナウイルスによる休校により長い地域では 2 か月以上学校における学習が

できない状況にある。  

 その間 YouTube などの動画配信や ZOOM などの双方向の授業などが行われて

いる。しかしこれらの取り組みは限定的な対象者にのみ行われており，それぞれ

の子どもがおかれている状況によって学習機会が大きく異なることが容易に想像

される。  

 このような中で考えなくてはならないことは，どのような環境にある子どもで

あっても等しく学習する機会をもつことができるようにすることではないだろう

か。ただし，本来 1 年間かけて学習すべき内容を限られた期間で学習することは

容易なことではない。  

 そこで本論では「単元」を学習するといった視点から「どのような力をつける

か」といった学びの視点に転換することいわゆるコンテンツベースからコンピテ

ンシーベースへの転換を図ることで，限られた期間での学習の充実を目指すと言

う観点で述べていきたい。  

 

１．学習指導要領の目標，及び３つの階層と 9 つの内容から全体をとらえる 

 生活科の学習指導要領「第 2 章生活科の目標  第 2 節学年の目標」において次

のように示されている。  

 

第 2 の 1 の学年目標では育成を目指す資質能力として教科目標を具体的・構造

的に示したものであり，「階層を踏まえた内容のまとまり」で整理されている。こ

の学年の目標に示された資質・能力は指導計画の作成や学習指導の展開において

重要な指針となるものであり，ここに示された学年目標は第 2 学年修了までに満

たすことを目指している。  

また構造的には３つの階層

と 9 の内容にまとめられ，そ

れらの内容の関係は図に整理

されている（右図参照）。  

教科書もそれに沿って「第

2 節学年の目標」に基づき 3

つの階層 9 つの内容について

学習できるよう構成されてい

る。   

したがって限られた期間で

学習に取り組むにあたり，ま

ず教科書における各単元がど

の項目に重視した内容になっ



ていのか確認することが必要である。  

3 つの階層と 9 つの内容を日本文教出版生活科教科書の各単元との関係で整理

したものが下表である。  

 

□令和 2 年度 1 年生使用教科書（令和 2 年度版）  

内容  項目  上巻  下巻  

学校家庭及び地域の生活

に関する内容  

（1）学校と生活  
〇いちねんせいになったら  

〇がっこうをたんけんしよう  

 

（２）家庭と生活  〇じぶんでできるよ  〇夏休みを楽しくすごそう  

（３）地域と生活  
〇じぶんでできるよ  〇町たんけん１  

〇町たんけん 2 

学校家庭及び地域の生活

に関する内容  

（４）公共物や公共施

設の利用  

〇きせつとあそぼうーはるか

らなつー  

〇きせつとあそぼうーあきー  

〇きせつとあそぼうーふゆー  

〇町たんけん１  

〇町たんけん 2 

（５）季節の変化と生

活  

〇きせつとあそぼうーはるか

らなつー  

〇きせつとあそぼうーあきー  

〇きせつとあそぼうーふゆー  

 

（６）自然や物を使っ

た遊び  

〇きせつとあそぼうーはるか

らなつー  

〇きせつとあそぼうーあきー  

〇きせつとあそぼうーふゆー  

〇あそび名人になろう  

（７）動植物の飼育・

栽培  

〇きれいなはなをさかせたい  

〇生きものとなかよくなろう  

〇ぐんぐんそだてみんなの野

さい  

〇生きものはかせになろう  

（８）生活や出来事の

伝え合い  
全単元  

身近な人々社会及び自然

と関わる活動に関する内

容  

自分自身の生活や成長に

関する内容  

（9）自分の成長  

〇いちねんせいになったら  

〇もうすぐ 2 年生  

〇2 年生がはじまるよ  

〇こんなに大きくなったよ  

 

 

 

 



□令和 2 年度２年生使用教科書（平成 27 年度版）  

内容  項目  上巻  下巻  

学校家庭及び地域の生

活に関する内容  

（1）学校と生活  
〇いちねんせいになったら  

〇はじまりがっこうたんけん  

 

（２）家庭と生活  

〇いっしょにいうとあんしん  

〇なつやすみがやってくる  

〇さむさの中でげんきいっぱ

い  

〇夏休みを楽しくすごそう  

（３）地域と生活  
 〇町たんけん１  

〇町たんけん 2 

学校家庭及び地域の生

活に関する内容  

（４）公共物や公共施

設の利用  

〇みなさんこんにちは  

〇いろやかたちたくさん見つ

けた  

〇さむさの中でげんきいっぱ

い  

〇町たんけん１  

〇町たんけん 2 

（５）季節の変化と生

活  

〇みなさんこんにちは  

〇いろやかたちたくさん見つ

けた  

〇さむさの中でげんきいっぱ

い  

 

（６）自然や物を使っ

た遊び  

〇みなさんこんにちは  

〇いろやかたちたくさん見つ

けた  

〇さむさの中でげんきいっぱ

い  

〇あそび名人になろう  

（７）動植物の飼育・

栽培  

〇さかせてみたいなはないっ

ぱい  

〇ぐんぐんそだてみんなの野

さい  

〇生きものはかせになろう  

（８）生活や出来事の

伝え合い  
全単元  

身近な人々社会及び自

然と関わる活動に関す

る内容  

自分自身の生活や成長

に関する内容  

（9）自分の成長  

〇いちねんせいになったら  

〇大きくなったね 1 年間  

〇2 年生がはじまるよ  

〇こんなに大きくなったよ  

 

生活科で求められる資質・能力はこれらの単元を通して身に付けていくもので

あることは周知のことであるが，単元を行うことが目標なのではなく，生活科及

び他教科との連携を図りながら生活科で求められる資質・能力を身に着けること

が目標であることを確認しておきたい。  

このことから２年間を通して９つの内容を資質・能力を効率的に身に付けるた



めの指導計画をたてる必要がある。逆に言えば，2 年間で網羅できればよいと考

えることもできる。  

例えば，上下巻で重複している内容については軽重を付けたり，他教科との連

携を図ったりすることで，より効率的に学ぶ工夫が求められる。  

 

２．年間指導計画  

 では，具体的にどのような年間指導計画をたてればよいのかについて考えてい

きたい。  

 まずは 6 月から学校再開をされることを想定して計画をたてていく。その際に

は，先述したように「2 年間で 9 の内容について学習し生活科で求められる資質・

能力を育てる」といった点に主眼をおく。  

 ※年間指導計画案を作成するにあたり夏休みの短縮を前提として 8 月にも学習

内容を記載した。  

 

□1 年生使用教科書【令和 2 年度版上巻】年間指導計画（案）  

月  ※（  ）は該当する９つの内容  

４   

５  

６  
〇いちねんせいになったら（１）（８）  

〇がっこうをたんけんしよう（１）（８）  

７  〇きせつとあそぼうーはるからなつー（４）（５）（６）（８）  

８  〇きせつとあそぼうーはるからなつー（４）（５）（６）（８）  

９  〇生きものとなかよくなろう（７）（８）  

10 〇きれいなはなをさかせたい（７）（８）  

11 〇きせつとあそぼうーあきー（４）（５）（６）（８）  

12 じぶんでできるよ（２）（３）（８）  

１  〇きせつとあそぼうーふゆー（４）（５）（６）（８）  

２  〇もうすぐ 2 年生（８）（９）  

３  〇もうすぐ 2 年生（８）（９）  

2 年間を通して 9 の内容について取り組むことで，目指すべき資質・能力を身

に付けることができるよう 1 時間 1 時間を大切に取り扱っていきたい。  

現状に鑑みると，校外での活動は困難であることが予想されるため，「きせつと

あそぼう」の単元は校内を主として行うことが望まれる。  

したがって，季節の変化など，比較等の視点をより生かして気付きの質を高め

るような学習計画を検討していく必要がある。  



また，栽培に関する単元や観察に関するものについてはそれぞれの実態に応じ

て季節が変わったり，従来よりも長期間にわたって取り組んだりすることも考え

られる。ねらいにそった計画の立案が求められる。  

 

□２年生使用教科書【平成 27 度版上巻】年間指導計画（案）  

月  ※（  ）は該当する９つの内容  

４   

５  

６  ぐんぐんそだてみんなのやさい（７）（８）生きものはかせになろう（７）（８）  

７  ぐんぐんそだてみんなのやさい（７）（８）生きものはかせになろう（７）（８）  

夏休みを楽しくすごそう（２）（８）  

８  夏休みを楽しくすごそう（２）（８）  

９  あそび名人になろう（６）（８）  

10 あそび名人になろう（６）（８）  

11 町たんけん１（３）（４）（８）  

12 町たんけん 2（３）（４）（８）  

１  こんなにおおきくなったよ（８）（９）  

２  こんなにおおきくなったよ（８）（９）  

３  こんなにおおきくなったよ（８）（９）  

「町たんけん」については 11 月 12 月を設定しているが，状況をふまえて実施

の時期を 3 学期に変更することも想定しておきたい。  

その場合は「こんなにおおきくなったよ」と並行学習をしながら進めていくと

よいだろう。  

 

３．生活科での感染防止対策を踏まえた具体的な手立て  

（１）生活科で大切にしてきた主体的な活動～対話やグループ活動等～  

 生活科では，子どもの主体的な学習やグループ活動や対話によって気付きの質

を高めたり，学びを深めたりすることを大切にしてきたことは言うまでもない。  

 しかしながら，コロナウイルス感染拡大によりこういった活動に大きな支障が

出てくることは明らかである。  

 文部科学省「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン（令

和 2 年 3 月 24 日）」（注 1）によると，いわゆる「3 つの蜜」が「同時に重なる

場を徹底的に避けることが重要である」（注２）としている。  

 通常通りの実践では，「3 つの蜜」とならないまでも 1 つ，ないしは 2 つの蜜

は想定できる。そういった中でどのような対応ができるか，いくつかの手立てに



ついて検討していきたい。  

①  換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底  

ガイドラインによると，「教室等のこまめな換気を実施すること（可能であれば

２方向の窓を同時に開け  ること）。その際衣服等による温度調節にも配慮するこ

と」（注 3）と示されている。  

 しかし，夏の暑い日などは，エアコンをつけながらも換気を行わなくてはなら

ない。同じく冬についてもエアコンやストーブを付けながらも，同じく換気をし

なくてはならい。このように考えると，例年よりも暑い中，またその逆に寒い中，

学習に取り組まなくてはならい。  換気の程度や電力消費等の関係については各

自治体や専門家の判断にゆだねるが，こういった教室環境で手立てについて次の

通り例を挙げる。  

【暑いとき】  

 ・朝及び午後の健康観察  

 ・10～15 分で一区切りがつくような授業設計を行い，定期的に水分補給の時

間を設定する。  

・十分な量のお茶を持参させる。また，休み時間等に保護者にお茶の追加持参

を許可する。  

・家庭から保冷剤を持参させる。  

 ・汗をかいたら着替えることができるよう，着替えを持参させる。  

 

 【寒いとき】  

 ・朝及び午後の健康観察  

 ・服装やひざ掛け，カイロなどの持参などの工夫。  

 ・温かいお茶を持参させ，定期的に飲む時間を設定する。  

 ・その場でできる軽い柔軟体操やラジオ体操など体を動かす。  

 

②  多くの人が手の届く距離に集まらないための配慮  

・学校によっても差があるが，およそ 30 人前後の児童が各クラスに所属して

おり，通常通りであれば，自然と接触する距離になってしまう。特に生活科の

学習活動においては，そういったことが発生しやすいと考えられる。具体的な

手立てとしていかに具体例を挙げる。  

 

・その場に立ち，両手を広げ，ぶつからない距離をとることを 1 時間に複数回，

繰り返し確認し，距離感を身に付けさせる。  

・子どもの机をできる限り距離をあけて設置する。また，話し合うときは机を

合わせて話し合うのではなく，そのままの形で座り方を正面から横に向くな

どをして距離をとれるようにする。  

・栽培活動をするときは，運動場や校舎まわりなどより広い場所を割り振り，

観察の時に近づきすぎないよう，植木鉢を 2m 程度離しておくようにする。 

 ・観察をするときは，水やりグループと観察グループなど，いくつかのグルー

プに分け，同じ時間に異なる活動を取り入れる。  

③  近距離での会話や大声での発声をできるだけ控える  



 意見交流をしたり，相談したりする学習が多い生活科においては，避けること

ができない問題である。ガイドラインによると「近距離での会話や発声等が必要

な場面も生じることが考えられることから飛沫を飛ばさないよう咳エチケットの

要領でマスクを装着するなどするよう指導すること」（注４）としている。  

 具体例として次のようなことが考えられる。  

  

 ・常時マスクの装着。（注 5）  

 ・場面によっては，発表するときにマイクを使う。（注 6）  

 ・声のボリューム，声のものさしの徹底指導。  

 ・ホワイトボードに絵や字で書いたうえで説明するようにする。  

 

 100%の感染防止は物理的に不可能だとしても，こういった手立てを極力講じ

ていくことが重要である。  

 

４．感染防止対策を踏まえた各単元の考え方  

（１）学校たんけん単元について考える  

 学校たんけんは，学校生活に慣れる第一歩として重要な学習である。今年度は

イレギュラーな対応を求めらることになるが，だからこそ，丁寧にポイントをお

さえて学習をしていきたい。また，より確かな学びにつなげるためには，スター

トカリキュラムとの並行学習が有効であると考える。  

 まず，学校たんけんにかかわる内容について，小学校学習指導要領解説生活科

編の「生活科の内容の全体構成」（注７）から求められる力についてみていきたい。  

 

内容  学習対象・学習

活動等  

思考力，判断力，表

現力等の基礎  

知識及び技能の基礎  学びに向かう力人間

性等  

（１）  

学校生活に関

わる活動を行

う  

・学校の施設の様子

や学校生活を支え

ている人々や友達

通学路の様子やそ

の安全を守ってい

る人々などについ

て考える  

学校での生活は様々な

人や施設と関わってい

ることが分かる  

楽しく安心して遊び

や生活をしたり安全

な登下校をしたりし

ようとする  

 これらの力を育てるためには，どのような学習ストーリーが考えられるだろう

か。大切なポイントは，「学校での生活」である。これから「日常」となる学校に

いて学ぶ大切な学習である。  

 また，さらに押さえておきたいことは，学校たんけんは「学校生活の日常化」

のスタートであるということだ。  

 つまり，学校たんけんだけで活動が終わるのではなく，学校探検及び続く他の

単元での学習をとおして求められる力を育てていくのである。  

 したがって，本単元ですべて完結するのではなく，いろいろな学習場面，生活

場面と関連付けていきながら学ぶことで子どもたちの思いや願いをかなえていく

ことが求められる。  



 

◆学校探検：軸となる学習の流れ◆  

①  学校を探検して幼稚園や保育所，こども園と小学校との違いに気付き「小学校

ってどんなところだろう」「見てみたいな聞いてみたいな」という思いをもつ。  

②  学校にはいろいろな場所やものがあることや，いろいろな仕事をしている人が

いることに気付き，自分なりに考える。  

③  学校にはみんなで使うものがたくさんあり，図書室や保健室などの施設があり，

そこで働く人がいるなど，たくさんの人の支えによって学校生活が成り立って

いるということに気付く。  

④  見つけたものやことについて考えたり，気付いたりしたことを自分なりの方法

でみんなに伝える。  

⑤  体験と表現の相互作用で気付きの質を高める。  

 

 

（２）季節のフィールドワークについて考える  

 季節のフィールドワークは，コロナウイルス感染拡大で最も大きな影響を受け

る単元の一つだろう。身近な公園や商店街を通して人々とふれあい，自然の変化

を感じることは，子どもたちにとって重要な学びだからである。  

 季節のフィールドワークに関する内容について，小学校学習指導要領解説生活

科編の「生活科の内容の全体構成」（注７）を見てみよう。  

 

内容  学習対象・学習

活動等  

思考力，判断力，表

現力等の基礎  

知識及び技能の基礎  学びに向かう力人間

性等  

（６）  

身近な自然を

利用したり身

近にある物を

使ったりする

などして遊ぶ

活動を行う  

遊びや遊びに使う物

を工夫してつくる  

その面白さや自然の不

思議さに気付く  

みんなと楽しみなが

ら遊びを創り出そう

とする  

 上記のように，身近な自然に触れ，友だちと楽しみながらそれらを使って遊ん

だり，おもちゃをつくったりしながら，自然の不思議さに気付くことに重きが置

かれている。つまり，「自然とのふれあい」がなくては学習が成立しないことがわ

かる。  

 しかし，現状を鑑みると，容易に自然とふれあうことは容易ではない。だが，

場の設定やルールの徹底を行うことで，目標に到達することができると考えられ

る。  

 たとえば，学校外に出られないのであれば，校内の樹木や草花の変化をとらえ

ても十分に学習となる。  

 また，ZOOM や LINE などのアプリを使えば，画面を通してではあるが，リア

ルタイムで近くの公園の様子を観察することもできる。GO－PRO など，体に着

けるタイプのカメラを，教員の胸のあたりに着けて公園たんけんをすると，子ど

もの視点での画像として映し出すことができる。  



 このように，工夫次第で観察をしたり，季節の変化やその楽しさ，不思議につ

いて気付くことができるだろう。  

 自然のものを使って遊んだり，おもちゃをつくったりすることに不安感を感じ

る子どももいるのではないだろうか。そういった場合は，週末の宿題として保護

者と落ち葉やどんぐりなどを拾ってくることをお願いしたり，身近な生活の場で

ある学校の落ち葉などを使ったりすることが考えられる。  

 ただし，この点については十分に配慮が必要であることは言うまでもない。「み

んなと楽しみながら遊びを創り出そうとする」（学習指導要領）ことができないよ

うであれば，無理にそれらの材料を使う必要はない。  

 たとえば，さまざまなＨＰをみてつくりたいものを別の材料でつくってみるこ

とも一つの手立てだろう。落ち葉を紙や段ボール，ラミネートなどさまざまな材

料で葉っぱをつくったり，どんぐりの替わりに紙粘土や油粘土，ビー玉やスパー

ボールなどを使ってみたりすることも，このような状況下では代替案として検討

することができるのではないだろうか。  

 

◆季節のフィールドワーク：軸となる学習の流れ◆  

⑥  身近な自然に興味をもち，校庭などで諸感覚を使った自然の観察や体験を通し

て自然に親しみ，季節の良さに気付く。  

⑦  身近な自然とふれあい，諸感覚を使って他の季節と比べ，変わったところや変

わらないところなどを観察しながら自然に親しみ，その季節の自然の特徴に気

付く。  

⑧  体験活動を通して得た気付きについてカードや言葉を通して表現し，伝える。 

 

 

（３）栽培単元について考える  

アサガオの種をまく時期は地域によって差があるが，5 月連休後から 5 月中旬

が多いのではないだろうか。6 月再開であれば再開後すぐに種をまくと少し遅れ

るものの，観察することは十分できるだろう。  

また，ヒマワリであれば成長変化をとらえやすく，6 月からの種まきでも対応

することができる。  

なるべく 1 学期中に栽培の学習を行いたい場合は，教員が学習園などに種をま

いておき，適宜写真を撮っておくことで，写真による経過観察を行うことができ

る。  

この場合，種のまき方などの学習ができないので，次年度に引き継ぎ，2 年生

でそれらの体験を行うこともできる。  

このよう考えると，アサガオにこだわるのであれば再開後すぐに種まきをする

か，教員が事前に種まきをしておくことが必要であろう。  

アサガオにこだわらないのであれば，成長の変化をとらえやすいヒマワリや，

それぞれの季節にあう花の種を準備することで学習に取り組むことができる。  

同じく 2 年生の野菜の栽培においてもその季節ごとに育てることできる野菜は

多数ある。下記の表を見ると，その豊富さが見て取れるだろう。  

 



月  花  野菜  

6 月  

アサガオ  けいとう  コスモス  

サルビア  マリーゴールド  

百日草  ひまわり  ベコニア  

キャベツ  小松菜  ほうれん草   

白ごま  小かぶ  オクラ  キュウリ  ト

ウモロコシ  ゴーヤ  

7 月  

ラベンダー  コスモス  ハボタン  

ひまわり  ルピナス   

キャベツ  小松菜  ブロッコリー  

ほうれん草  白ごま  黒ごま  

小かぶ  ニンジン  キュウリ  

トウモロコシ  

8 月  

コスモス  カンパニュラ   

カーネーション  ストック  なでしこ  

パンジー  

キャベツ  小松菜  ブロッコリー  

ほうれん草  レタス  小かぶ  

大根  ニンジン  インゲン  

9 月  

アスター  ベゴニア  花菱草  

カーネーション  スイートピー  

  

金魚草  カスミソウ  

キャベツ  小松菜  ほうれん草  

レタス  小かぶ  大根  ニンジン  

インゲン  

10 月  

アスター  ラベンダー  ペチュニア  

べにばな  金魚草  花菱草  

カーネーション  スイートピー  

桔梗  キンセンカ  

キャベツ  小松菜  ほうれん草  

レタス  小かぶ  大根  ニンジン  

インゲン  スナックエンドウ  

ソラマメ  玉ねぎ  

11 月  

ホリホック  花菱草  スイートピー  

ゴテチヤ  ネモフィラ  ルピナス  

菜の花  

キャベツ  小松菜  ほうれん草   

レタス  小かぶ  大根  ニンジン  

インゲン  スナックエンドウ  

ソラマメ  グリーンピース  玉ねぎ  

12 月  

 小松菜  ほうれん草  レタス  

大根  ニンジン  スナックエンドウ  

ソラマメ  グリーンピース   

（出典）サカタのタネ HP（https://shop.sakataseed.co.jp/）より作成  

 

ここで紹介した花や野菜はごく一部である。また，種まきなどの時期，収穫の

時期などは確認した上で取り組むことが必要である。  

キャベツは 3 年生理科でチョウの観察をするための準備にも活用できるし，オ

クラは花も美しく，実もなることから，観察の題材としては面白いものである。  

花については，子どもはもちろん，大人も知らないようなたくさんの花がある。

そういった普段は知らない花の種をいくつか用意することで，子どもたちの予想

もつかない花が咲き，気付きを促すとともに学びへの意欲を高めることができる

だろう。  

これらからわかることは，栽培において，季節はそこまで気にしなくてよいと

いうことである。栽培時期によって花や野菜を選び，学習に取り組むことができ

ることは明らかだ。大切なことは，花や野菜の種類ではなく，学習を通して児童

が気付いたり友だちと対話をしたりしながら学ぶ工夫をしていくことであること

を忘れてはいけない。  

草花，野菜の栽培については，次のようにねらいがまとめられている。（注７） 

https://shop.sakataseed.co.jp/


 

内容  学習対象・学習

活動等  

思考力，判断力，表

現力等の基礎  

知識及び技能の基礎  学びに向かう力人間

性等  

（６）  

身近な自然を

利用したり身

近にある物を

使ったりする

などして遊ぶ

活動を行う  

遊びや遊びに使う物

を工夫してつくる  

その面白さや自然の不

思議さに気付く  

みんなと楽しみなが

ら遊びを創り出そう

とする  

 

◆草花の栽培：軸となる学習の流れ◆  

①  入学前の栽培経験や学校探検などで植物と関わった経験をもとに，知っている

花や好きな花の名前を発表する。  

②  花をきれいに咲かせたいという思いをもって育てたい花を決め，種をまく。  

③  自分が世話をしてきた花が咲いた喜びを味わい，観察を通して特徴に気付き，

植物に対して親しみを深める。  

④  「発見カード」の記述をもとに，これまでの世話や成長を振り返る。  

 

◆野菜の栽培：軸となる学習の流れ◆  

①  知っている野菜について友だちと話し合い，育ててみたい野菜を決める。  

②  野菜の世話をすることで野菜の育て方や育てる工夫や野菜の生長に気付く。  

③  育ててきた野菜を収穫し，その大きさや様子を観察する。収穫の喜びをみんな

でわかち合う。  

④  収穫した野菜を家に持ち帰り，料理した様子を自分なりの方法でまとめて伝え

る。※料理が難しい場合は，教室で栽培暦などの制作物をつくる活動に置き換

える。  

 

 

（４）飼育単元について考える  

 飼育単元では，育てる生き物によって密集や密着が発生しやすい。たとえば，

ウサギなどは飼育する数が限られていることが多いため，飼育小屋など，狭い場

所での飼育が想定されるだろう。  

 すなわち，飼育単元を充実させるためには，飼育する生き物選びがカギとなる。

密集や密集を避けるために，1 人 1 匹育てられることが望まれる。また，子ども

たちが大切に育てたり，愛着を感じたりするには，大きな生き物だと難しい。こ

のようなことから考えると，昆虫などの飼育が適しているのではないだろうか。  

 初夏であれば，ヤゴやカブトムシの幼虫なども変化に富む観察ができるだろう。

大人があまり興味を持たないダンゴムシも子どもたちにはとても人気である。  

飼育単元では栽培単元と同じ下記の内容が示されている。  

ただし，地区によっては，容易に生きものが入手できない場合も考えられる。そ

の場合は，教室での飼育，獣医師や動物園との連携など十分な配慮を行ってウサ

ギやモルモットなどの飼育をすることもできるだろう。  



また，この単元では，他の単元以上に手洗いの徹底を行いたい。  

生き物の飼育については，次のようにねらいがまとめられている。（注７）  

 

内容  学習対象・学習

活動等  

思考力，判断力，表

現力等の基礎  

知識及び技能の基礎  学びに向かう力人間

性等  

（7）  

動物を飼った

り植物を育て

たりする活動

を行う  

それらの育つ場所変

化や成長の様子に関

心をもって働きかけ

る  

それらは生命をもって

いることや成長してい

ることに気付く  

生き物への親しみを

もち大切にしようと

する  

 

◆生き物の飼育：軸となる学習の流れ◆  

①  自分の身近にいる生き物について自分の経験を伝え合い生き物を飼うことに

対する興味をもつ。  

②  校庭へ生き物探しに出かけ様々な生き物がすんでいることに気付く。  

③  生き物の好きな食べものやすむのに適した環境を調べて自分たちで生き物に

とって快適なすみかをつくる。  

④  生き物の動きや生態を観察して成長や変化に気付き，発見した不思議なことを

言葉や絵で表現して友だちに伝えあう。  

 

（５）遊び単元について考える  

 遊び単元は，友だちとともに遊びや遊びに使うものをつくり，試行錯誤しなが

ら取り組むことを大切にしている。よって，そのことを踏まえながらも，適切な

距離をとることを前提とした学習計画を立てる必要がある。また，使用する材料

も各自で準備することが望まれる。  

 従来に比べ，様々な制限があるが，制限があるからこそ，新たな発見が生まれ

ることもあるという意識を教師がもっておくことで，活動が変わってくる。  

 それでは，遊び単元の内容についてみていきたい。（注７）  

 

内容  学習対象・学習

活動等  

思考力，判断力，表

現力等の基礎  

知識及び技能の基礎  学びに向かう力人間

性等  

（６）  

身近な自然を

利用したり身

近にある物を

使ったりする

などして遊ぶ

活動を行う  

遊びや遊びに使う物

を工夫してつくる  

その面白さや自然の不

思議さに気付く  

みんなと楽しみなが

ら遊びを創り出そう

とする  

 特に遊び単元では「みんなと楽しみながら遊びをつくり出そうとする」点にお

いて，困難さを感じるだろう。  

 ただ，「みんなと楽しむ＝いっしょにつくる」ではないといった発想はできない

だろうか。例えば，それぞれの制作過程や完成したおもちゃを見たり，遊んだり

しながら付箋やホワイトボードを使うことで，互いに感想を残すことができ，様々

な思いや願いも文字言語として記録，共有することができる。  



 このように考えると，子どもがより深い学びをするためのしかけを，工夫次第

で従来よりも充実させることができるとも考えられる。  

 

◆遊び：軸となる学習の流れ◆  

①  身の回りにある材料に親しむ。発想した遊びを楽しみ，より楽しく遊ぶ方法を

工夫する。  

②  十分に親しんだ材料を使っておもちゃをつくる。  

③  友だちからアドバイス（付箋やホワイトボードの活用）をもらい，試行錯誤し

ながらおもちゃづくりをする。  

④  自分のつくったおもちゃを試して改良をし，よりよいおもちゃになるよう工夫

する。  

⑤  「遊びの広場」を催して楽しく遊ぶ。  

⑥  これまでの活動を振り返り，身近にある物を使って遊ぶことの楽しさに気付く

とともに，自身の生活に生かしていきたいという思いをもつ。  

 

 

（６）町たんけん単元について考える  

 地域に出て地域のことを調べ，地域の人たちとふれあう単元である。地域によ

っては，通常通りできるところもあるが，感染数が多い地域では，できないこと

を前提に単元計画を行うことが必要であろう。  

 そのためにまず町たんけんで身に付けたい力を確認する必要がある。その上で

付けたい力を満たす他の学習活動を検討することが求められる。  

町たんけんについては，次のようにねらいがまとめられている。（注７）  

  

内容  学習対象・学習

活動等  

思考力，判断力，表

現力等の基礎  

知識及び技能の基礎  学びに向かう力人間

性等  

（３）  

地域に関わる

活  動を行う  

地域の場所やそこで

生活したり働いたり

している人々につい

て考える  

自分たちの生活は

様々な人や場所と関

わっていることが分

かる  

それらに親しみや愛

着  をもち適切に接

したり安全に生活し

たりし  ようとする  

（４）  

公共物や公共

施  設を利用す

る活  動を行う  

それらのよさを感じ

たり働きを捉えたり

する  

・身の回りにはみん

なで使うものがある

ことやそれらを支え

ている人々がいるこ

となどが分かる  

それらを大切にし安

全に気を付けて正し

く利用しようとする  

 

 大きくとらえると「地域の人や施設との関わり」といったキーワードが見えて

くる。もちろん，これまでどおり，地域の施設に出向き，話を聞いたり，体験を

したりすることができることが一番だが，別の方法で「地域の人や施設との関わ

り」を通して学習の目標を達成することができる。先述した ZOOM など，無料の

ビデオ会議アプリは多数ある。活用することで，ライブで町の人たちとコミュニ

ケーションをはかることができる。また，ビデオレターの往復なども考えられる



だろう。このように， ICT 機器やツールをを積極的に活用することで，ねらいが

達成されると考えられる。  

 

◆町たんけん：軸となる学習の流れ◆  

①  地域で支えてくれている人や施設について子どもたちから想起させる。  

②  教員は，地域の人や施設の写真を撮りに行く。  

③  普段の関りや体験したことなど写真を見て気づいたことについて考えたり，伝

えたりする。  

④  そのなかで新たな気付きや発見など学びを深める。  

⑤  支えてくれている人たちへの感謝の気持ちを手紙や写真，動画などで伝える。 

 

 施設に行く，施設の人や地域の人に会いに行くといった外部に出ることだけが

「町たんけん」ではなく，「地域の人や施設との関わり」に目を向けると，様々な

工夫もできる。先述したような例以外にも状況が許せば，地域の人にゲストティ

ーティーチャーとして学校に招き，学習することができる。  

 もっとも大切なことは，目標に準拠したうえで，状況に応じて柔軟な学びの計

画を立てることである。  

 

５．まとめ  

 先行きが不透明な中，教員が不安な気持ちをもつのは当然である。ただそれ以

上に子どもたちは大きな不安を抱いている。そのような中で，まずは当たり前の

毎日を取り戻すことができるよう取り組んでいかなくてはならない。  

 その意味において，生活科が担うところは非常に大きい。また，ともすると裁

量が大きく，実践に幅が出やすいのが生活科の学習であるが，こんな時だからこ

そ，他教科と比べて，単元の並べ替えや調整など，創意工夫がしやすいと考えら

れないだろうか。  

生活科だけでなく，他教科とも連携を図り教科学習を通して日常を取り戻す。

教科学習を通して仲間とつながる，といった意識をもって指導にあたることが肝

要である。  

 

【脚注一覧】  

（１）  https://www.mext.go.jp /content /20200406-mxt_kouhou01-000006156_1.pdf 

（２）  同上 P3 

（３）  同上  

（４）  同上  

（５）  ゴムとハンカチで低学年でもマスクを作ることができる。また，キッチンペーパー

を使うとゴムとホッチキスで簡易マスクができ，頻繁に交換することもできる。  

（６） 安いものでは数百円のものもあるため，PC やテレビなどにつなぎ，音声を大きくす

ることで飛沫などを避けるための手立てとして活用できる。  

（７）  小学校学習指導要領解説生活科編  P28 

https://www.mext.go.jp /component/a_menu/education/micro_detail /__ics

Files /af ieldfi le /2019/03/18/1387017_006.pdf  

https://www.mext.go.jp/content/20200406-mxt_kouhou01-000006156_1.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387017_006.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387017_006.pdf

