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確かな学 力を形成す る生活科 の実践課題
一 他教科 との関連 と接続 を中心 に 一
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1.は じめに
生活科は,具体的な活動や体験が 目標であ り,内容であ り,方法である とい う点,学習対象
である身近 な人々や社会, 自然 を一体的に扱 うとい う点,話す ･書 く ･歌 う ･作 るな ど多様 な
活動が展開 される点 といった総合的な性格 を教科の特性 として もつ ことか ら,国語科,音楽科,
図画工作科 など他教科 との関連が深い とされている｡ また,気付 きの質 を高めることが科学的
な見方や考 え方の基礎 を養 うことに留意 し,理科や社会 との関連 を意識 した活動 を取 り入れる
ことが課題 とされている｡ さらに,生活科 は,小学校低学年で幼児教育の成果 を踏 まえ小学校
生活に適応することや,基本的な生活習慣等 を育成 しつつ教科等の学習活動 に円滑 な接続 を図
る中核教科 として位置づいている｡ 生活科の今 日的課題 として.国語科,音楽科,図画工作科
といった低学年他教科 との横の関連,理科 ･社会科 との縦の関連や幼小連携 を意識 した学習 に
当たることが求め られている｡本稿では,生活科 と他教科の関連 と接続 を整理 し,実践課題 を
明 らかに したい｡

2. 生活科 と他教科の関連
生活科 と他教科の関連 については,新学習指導要領 ｢
生活科｣の ｢
指導計画の作成 と内容の

,｢指導計画作成の上の配慮事項｣ と して,次の ように記述 されている

取 り扱 い｣において

｡

(3)国語,音楽科,図画工作科 など他教科 との関連 を積極的に図 り,指導 の効果 を高 め る
ようにすること｡ 特 に,第一学年入学 当初 においては,生活科 を中心 とした倉科的 な指導 を行
うことなどの工夫す ること｡
● 宮崎大学大学院教育学研究科
= 宮崎大学教育文化学部附属小学校
=●
宮崎大学教育文化学部附属幼稚園
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今 回の改訂では,｢
積極的に｣ という文言 と ｢
特 に.第一学年入学当初 においては,生 活科 を
中心 とした合科的な指導 を行 うことなどの工夫 をすること｣ という内容が,新たに加 えられた｡
｢
積極的に｣ とい う文言が加 え られ, これ まで以上 に他教科 との関連 を図ることが求め られ
ているのは,ゆ と りある活動 を展 開す るだけではな く,児童の意識 に沿 った充実 した活動 を展
開 し,学習意欲が高 まることが期待 されるか らである｡
ここでい う関連的な指導 とは,複数の教科 の 目標や内容 を組み合わせて学習活動 を展 開する
のではな く,教科別 に指導す るに当たって,各教科等の関連 を検討 し,指導の時期や指導の方
法 について相互の関連 を考慮 して指導す る ものである｡国語科,音楽科,図画工作科 など他教
科等 の関連 を図った指導の在 り方は, 2つある｡生活科の学習成果 を他教科等の学習に生かす
ことと他教科等の学習成果 を生活科 の学習に生かす ことである｡
生活科 の内容 には,他教科等‑発展す る可能性 をもっている ものが多い｡地域 を探検 し,栄
見 した秘密 を新聞に書 き表 した り,動物の世話で気付 いたことを作文 に書 いた り,野菜の栽培
でお世話 になった方 にお礼の手紙 を書いた り.動物 とのかかわ りを絵で表 した りなどである｡
新学習指導要領 ｢
生活科 ｣解説では,国語科 と音楽科 との関連が想定 されている｡ 国語科 との
関連では,見た り,探 した り,育てた り,作 った りしたことが,書 こうとす る題材 に必要 な事
柄 を集めること.事柄の順序 に沿 った簡単 な構成 を考 えること,つなが りのある文や文章 を書
くことなどへ発展す ることが考 え られている｡た とえば,生活科での学校探検 において感動 し
たことや,疑問 に思 った ことなどが国語科の題材 ともな り,国語科で題材 に必要 な事柄 を集め
るために学校探検の活動 を思い出 しメモす ることが行われるとい うのである｡生活科の活動経
験が,書 くことの指導事項へつ ながるとい うのである｡ また,音楽科 との関連では,身近な自
然 を観察 した り身の回 りの もの を使 って遊んだ りす ることが,歌詞の表す情景や気持 ちを想像
して歌 うこと,音 の面 白さに気付 いて昔遊 びをす ることなどに発展す ることが考えられている｡
生活科 の活動 における人々や 自然 とのかかわ りが,表現す ることへの有効 な動機付 けにな り,
国語科,音楽科,図画工作科 などの学習活動 につながってい くとい うのである｡ しか し,生活
科の学習成果 を他教科等の学習 に生かす ことは,生活科で活動 して文 を書 けば国語科,絵 を描
けば図画工作,歌 を歌 えば音楽科 になるとい うものではない｡他教科の表現のために生活科 の
体験 を位置づ けるので もな く.生活科 における体験 をただ他教科で表現す るので もないo文 を
書 く,絵 を描 く,歌 を歌 うとい う活動 を生活科 と関連す る他教科の内容 ととらえるのは,間違
いである｡ 他教科 において活動その ものは,教科 目標で も指導事項で もない｡生活科 と他教科
を必ず関連 させ なければな らない とい うのではな く,他教科の 目標 を明確 に意識 しつつ,各教
科の 目標が生活科 を中心 と した一連の活動の どこに位置づ き発展 してい くのかを計画す ること

体鍵を利用し表現することではない
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が求め られて くる｡ 生活科 と他教科の違 いを意識 しつつ,体験 と表現 を一体的に捉 えた重層的
な活動が組 まれて くる必要があろ う｡(
図 1)
他方,他教科等の学習成果 を生活科 の学習 に生かす とは,子 どもたちが他教科 において既 に
習得 した知識,技能,能力等 を適切 に生か して生活科 の活動 を展 開す るとい うものである｡ 新
学習指導要領 ｢
生活科｣解説では,国語科 と図画工作科 との関連が想定 されている｡たとえば,
国語科では,相手 に応 じて話す事柄 を順序立てて話す こと,互いの話 を集中 して聞 き話題に沿っ
て話 し合 うことなど能力 を育てる｡ こうした学習の成果が,生活科 における,生活の様子や地
域の出来事 を伝 え合 う活動 において,発揮 され,互いに交流す る活動が充実 してい くと考 え ら
れている｡ 話す こと ･聞 くことの指導事項 を通 して育て られる能力が生活科 の活動 を豊かに し
つつ,子 どもたちの能力 をいっそ う確かな ものに してい くとい うのである｡ また,図画工作科
では,絵や立体工作 に表す活動 を通 して,身近 な材料や扱 いやすい用具 を使 うことがで きるよ
うにす る｡ 図画工作科 で十分 に扱 い慣 れた土,粘土,木,紘, クレヨン,パ ス,はさみ,の り,
簡単 な小刀類 などの用具 は,生活科 での遊 びや遊びに使 うものに工夫 してつ くる活動 に生か さ
れることが考 え られている｡ ここで重要 なのは,関連 を図るとい うことが生活科のために教科
の学習 を利用する とい うのではな く,それぞれの教科の学習 をよ りよい ものにす る とい う点で
ある｡生活科 と他教科 の関連は,一方が他方 を補完す る一方向的な関係ではない｡他教科 の学
習成果 を生活科の活動のなかで発揮す ることが,子 どもたちの体験 や気付 きを豊かにす るのか
どうか｡他教科 の学習成果である子 どもたちの技能や能力の応用範囲を生活科 の活動が広げ,
いっそ う確かな もの として身につけてい く機会 となることがで きるのか どうか｡生活科 と他教
科の関連は,学 びにおける体験 と表現の関係 を相互 に豊かにす る活動 として重層的な指導計画
を求めている｡(図 2)

丈 付 き の充 実

再 活性 化

学習成果を利用することではない

図2

3.生活科 と幼児教育 との接続
生活科 と他教科の関連は,教科の 目標 や内容の一部 について,これを合科的に扱 うことによっ
て指導の効果 を高めることも期待 されている｡単元 または‑ こまの時間のなかで,複数の教科
の 目標や内容 を組み合わせて,子 どもたちが具体的 ･総合的に学習で きるよう工夫す るとい う
のである｡た とえば.子 どもたちが生活科 における活動 を歌や踊 り,劇 によって表現す る単元
の展 開が考 え られている｡生活科の活動 を基 に発表内容 を創 り上げる際 に,国語科,音楽科,
図画工作科,体育科等 の 目標 も効果的に実現 され,効率的な授業時数の活用 を図ろ うとす るの
である｡
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今 回の改訂で加 え られた ｢第一学年入学当初 においては,生活科 を中心 とした倉科的な指導
を行 うことな どの工夫 をす ること｣ とは, こうした倉科的な指導 として想定 されている｡ た と
えば. 4月の最初の単元では,学校 を探検する生活科の学習活動 を中核 として,国語科,音楽
料,図画工作科 などの内容 を合科的に扱 い大 きな単元 を構成す ることが考え られ, こうした単
元では,子 どもたちが 自らの思いや願いの実現 に向けた活動 を,ゆった りとした時間の中で進
めてい くことが可能 となるとされている｡ 総合的に学ぶ幼児教育の成果 を小学校教育 に生かす
ことが,小 1プロブ レムなどの問題 を解決 し,学校生活への適応 を進めることになる もの と期
待 されている｡入学 当初の生活科 を中核 とした合科的な指導 は,幼児 とふれ合 う交流活動 とと
もに,幼児教育か ら小学校教育への円滑 な接続 をもた らして くれるとい うわである｡なお,幼
児 とふれ合 う交流活動 は,子 どもが 自らの成長 を実感で きるよう低学年の児童が幼児 と一緒 に
学習活動 を行 うことが配慮 された り,新一年生の体験入学の際 に,児童が幼児 と交流す る学習
活動 を設定 した りす ることが想定 されている｡ さらに,教師の相互交流 を通 じて,指導内容や
指導方法 に理解 を深めることが幼小連携 に求め られている｡
生活科 における幼小連携 は,学 びの接続 を求めている｡ 生活科の学校探検の学習活動 を中核
と して,国語科 ･音楽科 ･図画工作科等 との合科的な学習 を設定すれば十分 なのではない｡ス
ター トカリキュラムは,教科の学習の切 り替 え時期 を少 しず らしただけの ものではない｡子 ど
もたちの成長 を連続 した もの ととらえ, 自立の基礎 を学ぶ とい う点で幼児教育の知見を取 り入
れつつ,柔軟 に授業 を組み立てなければならない｡幼小連携 において も,発表す る立場 と聞 く
立場,教 える立場 と教 え られる立場,世話す る者 とされる者の ような一方的な関係ではない と
指摘 されている｡ 幼稚園では最上学年 として責任 をもって様 々な経験 を して きたのに,小学校
では一番小 さい とい うことで,赤 ちゃん扱 い されることもある｡ で きるようになっていた こと
もさせて もらえな くなって しまうのである｡小学生が教 えて くれることであ こがれた り,身近
になった りす るだけではな く,子 どもた ちの主体性や有能 さが生か されるようにす るには どう
すればいいか｡子 どもの願いや思いを生か し,子 どもも教師 も相互の主体性 を生かす ように指
導性 を考 えてい く必要が指摘 されているのである｡ 幼児教育や保育の知見に学 びつつ,子 ども
の学習 に対す る教師の指導性 をどの ように発展 させてい くかが課題 となる｡

4. 生活科 と第 3学年以上の学習 との接続
第 3学年以上の学習 との接続 は, 2つの側面が想定 されている｡ 理科 ･社会 との接続 と総 合
的な学習の時間 との接続である｡
生活科の内容 は,第 3学年以上の理科 と社会の内容 を視野に入れ見直 しが行われている｡ 社
会 との接続では,｢
地域 と生活｣で,地域で働 いている人を対象 にす ること,｢
公共物や公共施
設の利用｣で,公共物や公共施設 を利用す ることが明確 にされている｡他方社 会科 で は, ｢生
活科の学習内容 を踏 まえ,児童の発達段階 に応 じて,地域社会や我が国の国土,歴史などに対
す る理解 と愛情 を深め,社会的な見方や考 え方 を養い,身に付 けた知識,概念や技能などを活
用 し, よ りよい社会の形成 に参画す る資質や能力の基礎 を養 うことを重視 して改善を図ること｣
が改善の具体的事項 として示 され,作業的,体験的な学習や問題解決的な学習 を一層充実 させ
ることによ り,学習や生活の基盤 となる知識 ･技能 を習得 させ ることが求め られている｡ 理科
との接続では,｢自然や物 を使 った遊 び｣で, 自然の不思議 さに気付 くことが明示 されている｡
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新学習指導要領 ｢
生活科 ｣では ｢
遊びに使 うものを工夫 してつ くり,その面 白 さや 自然の不思
議 さに気付 き｣ とい う文言が加 えられた｡ 自然の不思議 さや面 白さを実感す るよう,遊 びを工
夫 した り遊びに使 うもの を工夫 して作 った りす る学習活動が求め られている｡動 くお もちゃを
工夫 して作 って遊ぶ活動, もの を水 に溶か して遊ぶ活動,風 を使 って遊ぶ活動などが想定 され,
科学的な見方 ･考 え方の基礎 を養 うことが期待 されている｡ 他方理科 では,生活科 との関連 を
考慮 し, ものづ くりなどの科学的な体験 や身近 な自然 を対象 とした 自然体験 の充実が図 られ,
た とえば,第3
学年の ｢
風や ゴムの働 き｣ と ｢身近 な自然の観察｣で生活科 との接続 が想定 さ
れている｡ 風で動 くお もちゃや ゴムで動 くお もちゃをつ くる ものづ くりの活動 を通 して,風 を
受けた ときや ゴムを働 かせた ときの手 ごたえなどの体感 を基 に した活動 を重視 した り,理科 の
学習の基盤 となる自然体験活動 を充実す るため,児童の野外での発見や気付 きを学習 に生かす
ような自然の観察 を取 り入れた りす ることが求め られている｡そのさい,生活科は,身近な人々
や社会及び自然 に働 きかけなが ら, 自分にとっての意味 を見出 してい く学習であ り,理科 や社
会 と生活科の違いを十分に理解す る必要が指摘 されている｡生活科 は,身近 な環境の一部 を対
象化 し客観的に理解す ることを求める ものではない｡理科や社会科で も行 われる活動は,類似 ･
連続 していて も,学習は異 なるのである｡
総合的な学習の時間 との接続 は,生活科の発展 として位置づけ られている｡ 生活科 は,一人
一人の思いや願いか ら主体的な活動 に取 り組み, 自分 自身や 自分の生活 について考 える学習で
あ り,総合的な学習の時間は, 自ら課題 を見付 け,探究的な学習 を通 して,問題 を解決す る資
質や能力 を身に付 け, 自己の生 き方 を考 える学習である｡ ともに自己認識や 自己形成 をね らい
とし,総合的な学習の時間が求める資質や能力 と生活科の学習で重視する資質や能力はつながっ
ているとい うのである｡ 生活科 は,｢
探究｣ を中心 に した総合的な学習の時 間 と同 じよ うな学
びが求め られ,総合的な学習の時間では生活科 で身に付 けた資質や能力が学習 に生 か されるよ
うに計画す ることが求め られている｡ さらに,地域の人々の協力や地域の教材,学習環境 の活
用にあたっては,生活科 の実践で作成 した生活科マ ップや人材バ ンクなどの ノウハ ウを生か し
て,総合的な学習の時間の学習 に協力可能な人材 や施設の リス トを作成 した り,地域の有識者
との協議の場 などを設けた りす る工夫が考 え られている｡ 総合的な学習の時間の実現に向けて,
生活科の しくみ を生かそ うとす るのである｡
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生活科 と他教科の接続 は,子 どもの学習 として連続 ･発展 し,教師の指導性の違 いを意識 し
つつ, どの ように展 開 してい くが課題 となる｡(図 3)

5.おわ りに
生活科 と他教科の関連は,体験 と表現の関係 を豊かに展 開 してい く活動 を教科横断的に求め
ている｡ 教科 の特性 を意識 した指導性の違いを明確 に してい くことが課題 となっている｡ 生活
科 と幼児教育の接続 は,子 どもの主体性や有能 さを生かす カリキュラム構成 と教師の指導性の
展 開 を課題 としている｡ 生活科 と他教科の接続 は,子 どもの学習活動 が連続 ･発展 す る上 で,
どの ような指導性の違いがあるのかを明 らかに してい く必要がある｡ 今後は,具体的な実践 を
通 して,生活科 と他教科の関連 と接続 を検討 しつつ,生活科 に求め られる教師の指導性 を明 ら
かに してい きたい｡
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