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はじめに 

平成２０年に告示された小学校学習指導要領では，生活科の「目標」を「具体的な活動や体験を

通して，自分と身近な人々，社会及び自然とのかかわりに関心をもち，自分自身や自分の生活につ

いて考えさせるとともに，その過程において生活上必要な習慣や技能を身に付けさせ，自立への基

礎を養う。」としており，総合的学習の「目標」を「横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して，

自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を解決する資質や能力を

育成するとともに，学び方やものの考え方を身に付け，問題の解決や探究活動に主体的，創造的，

共同的に取り組む態度を育て，自己の生き方を考えることができるようにする。」としている。この

ように学習指導要領においては，生活科は小学校１・２年生を，総合は小学校３～６年生を対象と

するものであり，厳密に生活科と総合的学習で「目標」が異なっているものである。本校において

も，昨年度まで生活科と総合的学習はそれぞれ別の研究主題を設定し研究推進を進めてきた。 

しかし，生活科・総合的学習では共に様々な体験をし，他者（ここで言う他者とは，自分とかか

わる身近な人々，社会及び自然とのことを言う。以後，他者として扱う）とかかわったりする中で，

自ら主体的に学習展開をする中で，自分自身を見つめることを目標としているなど，非常に共通点

が多い。 
そこで，目標達成に向けた指導を進めていく上で，学習対象が自然，自分，人・社会であり，学

習活動が体験的・探究的であるという共通性があることを踏まえ，一貫性・系統性を重視した学習

指導が必要であると考え，生活科と総合的学習の一環カリキュラムを作成することにする。その際，

生活科と総合的学習のそれぞれの特質をふまえ，児童が様々な活動や体験を行うことを通じて「気

付き」を連続発展させる中で，自分自身を大切にし，他者を尊重する生き方を考える子どもの育成

に焦点を当てる。 
先にも示したように生活科・総合的学習はいずれにおいても，他者とのかかわりの中で自分を見

つめることを重点としている。本校生活科・総合的学習においては，他者とかかわり，自分を見つ

める中で「自他尊重の生き方」を考えることができる子どもを育てたいと考える。自他尊重の態度

とは，「自ら積極的に他者に関わっていく中で，相手の立場に立つことの大切さを感じながら相手を

尊重し，それらを通じて自尊感情を育むことできる生き方」を「自他尊重の生き方」と定義する。 

また，生活科では学習指導要領において，様々な活動体験の中での「気付き」を学習の出発点と

しており，これは総合的学習における探究的な学習の過程の出発点と共通のものであると考える。 

そこで，生活科・総合的学習においては，「気付きの連鎖で育てる自他尊重の生き方を考える子ど

も～探究的な活動で深める気付き～」を研究主題とする。 

 
１．生活科・総合的学習がめざす子ども像 

 生活科では，入学した１年生が，２年生に学校探検に連れて行ってもらう。そこで，大きな学校
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の校庭に行き，「小学校には自然がいっぱい」「生き物がいっぱい」と自然との出合いを果たす。そ

して「校庭で遊んでみたい」「生き物をいっぱい見つけたい」と自然の素晴らしさへの気付きが始ま

る。これらの気付きから「もっとやってみたい」「もっと知りたい」と自然との関わりを深めていく。

その学びは，次年度の新 1 年生へ伝える活動として連続的に発展していくのである。 

 これらの流れは，総合的学習でも同じである。本校の総合的学習は，日常生活からより地域・社

会・自然に目を向け，他者と関わりながら，様々な教科・領域で身に付けた力や様々な経験・体験

を生かして，探究的な活動へと向かうのである。加えて，昨年度からは，自己の生き方を考えるだ

けでなく，自他尊重の生き方を考える子どもを育てていきたいと考える。他者の関わりの中で，自

らの成長にアプローチできる学びを得るには，相手の立場に立って，一人ひとりのパーソナリティ

ーや生き方を本当の意味で理解する必要がある。他者を尊重し，他者との出合いの場を有意義なも

のにしていける子どもを育てたいと考える。 

 

 

 

 

 

２．学びを創り続ける授業 

（１）生活科・総合的学習における「つけたい力」及び「３つの目標」 

 生活科・総合的学習でめざす子ども像をより具体的

に示したものが，「つけたい力」および「３つの目標」

である。 

①つけたい力とは（重点項目） 
 本校の生活科・総合的学習において探究的な活動を

進める中で,児童の「成長意欲」「つけたい力」「つけ

たい態度」を基盤として,「自他尊重の生き方を考える

子ども」を育成することを最大の目標としたいと考え

る。この目標を達成するため，子どもにつけたい力を

考えさせることにした。子どもたちにとって学習課題

の解決は，大切なことである。しかし，その学習課題は必ずしも解決できる内容ばかりではない。

中には，学習課題を未解決のままになってしまう場合もあるだろう。生活科・総合的学習では，学

習課題を解決するだけでなく，つけたい力を基にして学習課題にアプローチし，自己の成長のふり

返りをおこなうことが大切な学習となるのである。 

②３つの目標とは 

 本校の生活科・総合的学習でめざす子ども像に迫るには，友だちと学び，保護者や地域の人々か

ら学び，そして社会を学んでいくことが必要である。そして，様々な人から学んだことを自分に生

かしていかなければならない。その過程で，人と関わりながら学んでいくという態度が必要になっ

てくるだろう。また，自ら決定した課題を解決してくために，先を見通した計画を立てたり，自己

のつけたい力のふり返りをしたりする能力が必要になってくるだろう。さらに，２年生の野菜を育

てる学びを３年生での自然いっぱいステキな小学校の学習活動へ，そして５年生でのみんなの平野

ダッシュ村の学習活動へと続くカリキュラムの中で，各学年の学習活動で身に付けなければならな

[生活科・総合的学習でめざす本校の子ども像] 

① 身近な他者に関心を持ち，自分なりの願いを持って，主体的かつ意欲的な活動を行う子ども 

② 気付きの質を高め，探究的な活動の中で，学びを連続発展させていく子ども 

③ 様々な場面で関わる他者と自分自身を尊重することができる子ども 

図 ６-１ つけたい力と３つの目標 
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い理解内容があるだろう。そこで，「態度目標」「能力目標」「理解目標」の３つの目標を策定し

た。この３つの目標は，態度目標として「人と関わり学ぶ態度」を養うこと,能力目標として「先を

見通した思考力」,「自己評価能力」,「環境への実践力」を養うこと,理解目標として「『自然』に

ついて」,「『自分自身』について」,「『人・社会』について」それぞれ学習することと設定した。

(図６-１参照) 

（ⅰ）態度目標および能力目標（重点項目） 

 本校の生活科・総合的学習に

おいて「自他尊重の生き方を考

える」ために，「人と関わり学

ぶ態度」，「先を見通した思考

力」，「自己評価能力」，「環

境への実践力」を重点項目とし，

これらを中心に研究を進めてい

く。これらは，総合的な学習の

時間の小学校学習指導要領(平

成２０年)で掲載された,育てよ

うとする資質や能力及び態度に

おいて,「学習方法に関するこ

と」，「自分自身に関すること」，

「他者や社会とのかかわりに関

すること」の項目に合致しているものと考える。（表６-１参照） 

（ⅱ）理解目標 

 生活科・総合的学習における目標は，

様々な活動を通して自分自身を成長させ，

自他尊重の態度を育てることに焦点を置

いている。しかし，各学年における活動

の展開で，具体的な活動の中で身に付け

ることができる学びがある。そこで，本

校では，それらの学びを「理解目標」と

して定め，活動展開していくことにする。

各活動において「『自然』について」，「『自

分自身』について」，「『人・社会』につい

て」の 3 つに分類して，理解目標を設定

した。各学年の活動が主にどの項目に重

きをおいているのかについて，（表６-２）

に示した。 

（２）生活科・総合的学習における学び

の過程 

 生活科・総合的学習では，他者との関

わりから始まる。学ぶ対象との出合いに，

表 ６-１ 学習指導要領と本校の生活科・総合的学習 

で育てたい資質や能力の比較 

表６－２ 各学年の活動における理解目標の重点 
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「こういう視点で見てみよう」と観察をするだろう。「ど

うしてこうなっているの？」と疑問を抱くようになり，

さらに探究していくことになる。それらをさらに他のも

のに置き換えてみたり，調査結果をまとめたりすること

で，誰かに伝える活動となる。このような学習のサイク

ルを繰り返しながら，新たな課題を解決していくのであ

る。本校の生活科・総合的学習では，学習指導要領解説

の総合的な学習編に示される探究的な学習の過程（図６－２）を念頭に入れながら，各学年で次の

ような学習過程を行う。（図６－３） 

生活科では，決める⇒活動する⇒深める⇒表すとして学習のサイクルをおこなうことにする。生

活科で大切にされて

いる体験活動は，こ

こで言う「活動す

る」・「深める」過程

にあたる。活動する

中で気付きを伝え合

い，そして深める体

験活動を行う。そう

した中から，一つひ

とつの気付きから関

連付けられた気付き

へと質的に高まって

いくのである。 

総合的学習では，そのサイクルが課題の設定⇒情報の収集⇒整理・分析⇒まとめ・表現へと変化

していくのである。この一連のサイクルを低学年の生活科からスタートさせることで，３年生での

総合的学習をよりスムーズに行えるようにするものである。体験重視の生活科から探究活動の総合

的学習へと移行を促すために，深める過程をより分析的にしていくのである。 

 また，生活科で大切にされている気付きは，どの学年でも大切にされているものである。全ての

学習活動において下支えになっているため，学習のサイクルの外に置かれている。しかし，この気

付きがなければ，学習のサイクルは成り立たないのである。 

３．学びを創り続ける授業での教師の役割 

子どもが学びを創り続けるためには，各学年における理解目標が価値あるものでなければならな

い。活動や体験が，「楽しかった」「おもしろかった」で終わってしまっては意味が無い。子ども自

身がその活動を，自分自身にとって価値があると実感できていれば，次の活動へと積極的に向かっ

ていくことができる。 
例えば，「どうして○○になるのだろう。」「○○になるには，どうしたら良いだろう。」と日常生

活の中で気付かなかった疑問を学習課題として定める。加えて臨機応変にペアやグループ，クラス

全体などの学び合いの場を提供し，「なるほど。」「そうだったのか。」など自分では気付かなかった

事に着目させたい。また生活科・総合的学習では，個人によって学びが違うため，教師からの支援

も必要となる。 

図 ６-２ 総合的学習における 

探究的な活動の過程 

図 ６-３ 本校の生活科・総合的学習における探究的な学習過程のイメージ 
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（１）気付きの連鎖を誘発する場面 

気付きを誘発する課題

設定や場面の設定，個に

応じた教師からの適切な

アドバイスを繰り返すこ

とで，気付きの連鎖を誘

発することになる。つま

り１つの気付きから，関

連付けられた次への気付

きへと質的に高まってい

く。その気付きが，各学

年での学びにつながったり（縦のつながり），各教科・領域での学びにつながったり（横のつながり）

へと広がっていくことになるのである。そうして，新たなめあての決定・課題の設定へと結びつい

ていくのである。（図６-４） 
①決める・課題の設定の場面 

 新しい学習単元に入った時，最初の気付きからわかることは，子どもたちの経験値は様々である

ということである。「○○について知ってる？」と聞くと，「知ってる。」と答える子どもたちは，次

から次へとその事柄について教えてくれるだろう。しかし，「知らない」と答えた子どもには，全く

何のことだか分からない。そこで知っている子どもの気付きから，イメージマップにしたり，カテ

ゴリーに分けたりしながら新しい学習単元の全体像の「見える化」をしていくのである。「○○って

おもしろそうだな。」「□□について調べてみたいな。」と学習意欲を持たせ課題設定を行う。また，

学習課題を追求する中で，自分に身に付けさせたい力や態度も合わせて考えさせる。 

「見える化」とは，子どもたちの考えたことや感じた事などを整理して視覚化し，そこから新た

な気付きを見つけさせる活動である。子どもが気付いた事や，おぼろげに感じたことに対して，あ

まり重要性を感じていなかったり，関連性を感じていなかったりすることも多い。また，他学年と

の学びや他教科との学びと関連して気付ける子どもも少ないと感じる。しかし，これらの気付きこ

そが，生活科・総合的学習で大切にしたい事柄であり，その気付きや感じたことが，実は次の活動

への大切なステップになるのである。本校の生活科・総合的学習では，グループで整理したり，ク

ラス全体で整理したりしながら，気付きを「見える化」し次へのステージへと子どもたちを導いて

いく。 

②活動する・情報の収集の場面 

 体験活動では，「△△なことをやってみたいな。」と次から次へと活動意欲が出てくるだろう。教

師は，「これでやってみるとどうなるかな？」と他の事柄でチャレンジを促すことも必要になるだろ

う。また，総合的学習になると，インターネットで調べて終わってしまう場合もあるため，「アンケ

ートをしてみるとどうなるだろう。」など，実際にデータを取ったり，調査したりする活動を促すこ

とも必要になるだろう。そうすることで，自分たちの本物の資料として価値を持つため，その気付

きにも必然と価値を持つようになるのである。 

③深める・整理・分析の場面 

教師は「なるほど。」「これとこれは，関係ある？」「社会科の工業で学習したことに関係ない？」

など具体的な言葉かけを繰り返しながら，「図にしてみるとどうなる？」「表にしたら違いが出るか

図 ６-４ 気付きを誘発する 深める・整理・分析場面 
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もしれないね。」「調べてみたら？」など，子どもの気付きに価値を持たせるようにするのである。 
つまり教師は，子どもに一見何の重要性もない事や関連性のない事から，新たに関連付けを行っ

たり，他教科との学習事項をつなげたりしながら，今の気付きが重要な価値を持つものであるとい

うことを具体的に整理することが求められる。 
④表す・まとめ・表現の場面 

 単元のまとめとして，グループで発表しあったり，クラスでまとめたりする場面では，教師が子

どもの発言から，カテゴリーに分けて「見える化」したり，発表内容を書いたカードや短冊を用い

て整理していくことで，間違いなく新しい気付きを誘発することができる。多くの場合は，自分の

活動と違う活動なので，「なるほど。」「○○と△△は，関係があるんだ。」など気付かなかったこと

から，新たな気付きを見つけるだろう。一方で，自分の活動と全く違う内容でも，結果が同じにな

るような場合もある。子どもたちは「どうしてだろう。」と気付き始める。そうして，新たな課題を

見つけ，次のステージへと繋がっていくのである。 
（２）自他尊重の生き方を考えさせる 

 一昨年度までのテー

マであった「共生する

生き方」をふまえ,「自

ら積極的に他者に関わ

っていく中で,相手の

立場に立つことの大切

さを感じながら相手を

尊重し,それらを通し

て自尊感情を育むこと

ができる生き方」を「自

他尊重の生き方」とし,

「自他尊重の生き方を

考える子どもの育成」

を本校生活科・総合的学習の目標とする。本校生活科・総合的学習の活動においては,地域の方々,

専門家の方々,保護者の方々,他学年や他校の児童生徒など様々な人たちとのかかわりの中で学習を

進めていく。それらの方々とのかかわりの中で, 自らの成長にアプローチをすることができる学び

を得るためには,相手の立場に立って,一人ひとりのパーソナリティーや生き方を本当の意味で理解

する必要がある。相手をより尊重しながら,限られた活動の中での出会いの場を有意義なものにする。 

図６-５のように，教師は子どもの様々な気付きを大切にしなければならない。中には，ある子ど

もの発言に対して，他の子どもが否定的に捉えてしまう場合もある。また様々な方々と関わる場合

でも，時には，否定的に捉えてしまう場合もあるだろう。このような時に，他の子どもにその子の

立場になって考えさせたり，教師がその子どもの思いを代弁したりして，お互いを尊重させる必要

が出てくる。その一場面だけでなく，その方々の思いや願いに寄り添い，またその背景を考えたり，

伝えたりする中で，お互いを理解し，尊重できる子ともに育っていくのである。そうして，今まで

知らなかった自分に出会い，自己の成長を喜ぶ子どもになって行いくだろう。様々な方々との関わ

りの中で,また探究的な活動において自己成長を感じる中で, 自分自身を十分に見つめ, 自尊感情

を高めさせる。 

図 ６-５ 自他尊重の生き方を考えさせる場面 



7 
 

（３）学びを創り続ける姿を見取る 

子どもの気付きを見取るためには，重点項目（図６-１）を基にした子どものふり返りをおこない，

子どもの学習活動の姿やワークシートの記述などを見取りながら次の活動に生かしていく。 

①ワークシートの活用 

 ワークシート（図６-６）には，付けたい力（表６-１）を意識させる

ために，毎回のワークシートに書かすことにする。自分がこの活動でど

のくらい身に付いてきているのか，今後どんな力を付けたいのかを毎回

のワークシートで確認することにする。１時間の活動後に，それぞれの

身に付けたい力に関して，どの程度身に付いたのか，自分のがんばり度

合いを自己評価させる。また，グループ内評価も行い，客観的に自分の

評価をもらうことで，次への活動に繋げていく。子どもの意識としては，

今回「５」であったならば，次の活動も「５」になるように引き続き頑

張るだろう。またグループ内評価で「３」であるならば，次の活動で

グループ内の評価が上がるように自己努力するようになるだろう。 

昨年度のハートフルプロジェクトでも，自己評価の行う場面があった。今年度は，それを継続的

に蓄積し，子どもの学びを自己評価として追跡していくことにする。蓄積されたファイルを俯瞰し

ながら自らの活動を点検したり確認したりする中で，重点項目を基にしたふり返りもできるように

なるだろう。さらに，子どもが学習の軌跡として自分の成長を実感することも可能である。 

②学習活動の姿 

学習活動を行う中で，子どもは「え～，なんで？」「こうしたらいいのかな。」「○○を調べてみよ

うかな」など何気ない気付きを発していることがある。この気付きが大切であり，次のステージへ

自らを誘う意欲であり関心であると思われる。 

 例えば，生活科で「あっ，てんとう虫や。」は，何気ない気付きである。しかし，教師が「どんな

虫なのか説明してごらん。」と投げかけると，子どもたちはてんとう虫について説明をし始めるよう

になるのである。子どもたちは，その小さなてんとう虫に関して「丸くて」「ちいさくて」「模様が

あって」など没頭して気付きを伝え始めるのである。教師はこのような姿を見取り，気付きの質を

高めさせ，その気付きを探究的な次の活動へ繋いでいくのである。さらに個々の気付きをグループ

やクラスが支援することで，自他尊重の意識が芽生えお互いの生き方を尊重できるようになると考

える。 

（４）学びを創り続ける授業づくり 

生活科・総合的学習でめざす「学びを創り続ける授業づくり」は，主に３つの内容で構成されて

いる。教科・領域を横断的に総合的に扱う内容，児童の興味・関心から将来の自分の姿を考える内

容，学校や地域の中で気付いた問題点から自己の生き方を関連付けて考える内容の３つである。こ

れらの学習内容は，学習活動の広がりと深まりを含んでいるため意欲的に，かつ探究的に学習する

ことができるのである。加えて学習活動の気付きから自己の生き方を考えることができるものであ

る。この３つの学習内容の設定においては，子どもの自己決定感を持ち合わせ，かつ幅広い学習困

難度を持ち合わせている。だからこそ子どもに応じて困難度を変えることも可能であるため，子ど

もの学習意欲を引き出すことが出来るのである。また，これらの学習内容は，単独で存在している

ものでもなく，いずれも関わりあっているのである。 

①自己決定感のある授業 

図 ６-６ ワークシート 
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 「みんなの平野ダッシュ村」では，里山を整備するグループ，大阪の伝統野菜を育てるグループ，

附小池を整備するグループに分かれて，ダッシュ村を良くしていく活動に取り組む。この中で大阪

の伝統野菜を育てるグループでは，夏に収穫する野菜，秋に収穫する野菜を調べ，育てたいものを

決めて育てた。さらに植えるものの違いでグループを細分化して，どのように世話をすれば良いの

か調べて，それぞれの野菜を育てた。教師が植えるものを指示するのではなく，子どもが自ら選び，

育てて収穫することで，自己決定感を持ち合せる授業になるのである。 

また「みんなの平野ダッシュ村」は，教科・領域を横断的に総合的に扱う内容として，理科の学

習とも関連付けて学習する。 

②適度な困難度に挑戦できる授業 

 「平野ハートフルプロジェクト」では，学校やクラスの中から，みんなが明るく仲良く生活でき

るようにするためには，どうしたら良いのか，心のぬくもりを感じるためには，どんなことに気を

つけたら良いのか，グループ毎に仲良くなるための活動をして，今後の自分自身の生き方について

考えるものである。授業では，心のぬくもりを感じる活動を行ったあとに，その評価を行った。「あ

まり心のぬくもりを感じられなかった。」という意見から２回目を行う事になった。もっと心のぬく

もりを感じるようにするには，どうしたら良いのかしっかり考え，２回目をおこなうことになった。

このハードルは，まさに適度な困難度であろうと考える。子どもの中から出てきた意見をどのよう

に解決していくかを考えるには，適切な内容である。 

 また「平野ハートフルプロジェクト」は，児童の興味・関心から将来の自分の姿を考える内容と

して，今後のクラスや学年のあり方を考える学習である。 

③相互に関連づく学びを活かした単元構成 

「未来のエネルギーを考えようプロジェクト」では，現在のエネルギー事情を調べたり，電気エ

ネルギーのつくり方を理科の学習で学んだりして，現在から将来のエネルギー事情を考えるもので

ある。発電方法に関して，再生可能エネルギーだけでは，電気の安定供給ができない。しかし化石

燃料では地球環境への影響が出るなど，環境だけでなく経済も絡みながら日本のエネルギー政策が

成り立っていることを考える。持続可能な社会を作るには，どうしたら良いのかを考える学習であ

る。この単元では，様々な学びを相互に関連付けた学習になるのである。 

また，「未来のエネルギーを考えよう」は，学校や地域の中で気付いた問題点から自己の生き方を

関連付けて考える内容として，未来のエネルギー事情を考える学習である。 

学びを創り続ける授業づくりで，「平野ハートフルプロジェクト」は，適度な困難度に挑戦できる

授業として例示をした。しかし相互に関連づく学びを活かした単元構成として道徳的実践力の形成

をめざしての学習にもなりうるものである。 
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