
新学習指導要領の趣旨を実現する授業づくり

（小学校 生活科）



本日の内容

１ 学習指導の改善・充実

２ 小学校生活科における指導と評価の一体化



本日の内容

１ 学習指導の改善・充実

２ 小学校生活科における指導と評価の一体化



4

✔ 具体的な活動や体験を行うことを重視する✔ 具体的な活動や体験を行うことを重視する
◇身近な生活圏を活動や体験の場や対象にする
◇人や社会，自然と身体を通して直接，じっくり，繰り返し関わる

✔ 子どもの思いや願いを育み，意欲や主体性を高める✔ 子どもの思いや願いを育み，意欲や主体性を高める

１ 学習指導の改善・充実 生活科の学習指導の特質を確認する

◇子どもの興味・関心を踏まえ，学習対象との出会いの場を工夫する
◇子どもの思いや願いを引き出す

解説P74～
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✔ 対象への気付きとともに，自分自身についての
気付きをもつことができるようにする

✔ 対象への気付きとともに，自分自身についての
気付きをもつことができるようにする
◇身近な生活圏を活動や体験の場や対象にする
◇人や社会，自然と身体を通して直接関わる

✔ 子どもの姿を丁寧に見取り，働きかけ，
指導の充実につなげる

✔ 子どもの姿を丁寧に見取り，働きかけ，
指導の充実につなげる

１ 学習指導の改善・充実 生活科の学習指導の特質を確認する

◇多様な子どもの発言やしぐさを丁寧に見取り，指導に生かす
◇共感のまなざし，笑顔などの働きかけ

解説P74～



１ 学習指導の改善・充実 令和２年度小・中学校教育課程研究協議会に係る改善の重点

①子ども一人一人の思いや願いを実現していく一連の学
習活動において，体験活動と表現活動の相互作用を
重視し，気付きの質を高めていくようにすること。

②見付ける，比べる，たとえる，試す，見通す，工夫
するなどの多様な学習活動や，多様な方法により表現
したり振り返ったりする学習活動を重視すること。

③幼児期の教育と小学校教育を円滑に接続するスター
トカリキュラムについて，教育課程全体を視野に入れ，
カリキュラム・マネジメントの視点から検討し，改善して
いくこと。
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①子ども一人一人の思いや願いを実現していく一連の学習活動において，体験活動と表現活
動の相互作用を重視し，気付きの質を高めていくようにすること。

体験 表現

体験 表現

体験
表現

◇豊かな活動や体験
◇活動に没頭する

◇話合い
◇交流
◇伝え合い
◇発表
◇振り返り など
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◇話合い
◇交流
◇伝え合い
◇発表
◇振り返り など

気付き

気付き

気付き

気付き

気付き

気付き気付き

【気付きの質の高まり】
個別→関連
無自覚→自覚
対象→自分自身

気付き

気付き

気付き

気付き

気付き

気付き

気付き

気付き

気付き

気付きの質を高める
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②見付ける，比べる，たとえる，試す，見通す，工夫するなどの多様な学習活動や，多様な
方法により表現したり振り返ったりする学習活動を重視すること。

※見付ける，比べる等の学習活動がいつもこの順に行われるわけではない。子どもが関わる学習対象や学習活動に応じて異なることに留意する。

見付ける

比べる

例える

試す

見通す

工夫する
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②見付ける，比べる，たとえる，試す，見通す，工夫するなどの多様な学習活動や，多様な
方法により表現したり振り返ったりする学習活動を重視すること。

石の下でコオロギを
見付けたよ

他には，どんなところに
コオロギがいるのかな

草むらの中にも
コオロギがいたよ

ベンチの下にも
いたよ

コオロギの好きな場所は，
暗くてじめじめした場所かもしれない

見付ける

伝え合い交流する
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②見付ける，比べる，たとえる，試す，見通す，工夫するなどの多様な学習活動や，多様な
方法により表現したり振り返ったりする学習活動を重視すること。

ミニトマトは，
花が咲いたところに
実がなるよ 見付ける

ナスも，ピーマンも，キュウリも，花が咲いた
ところに実がなります。
でも，つるがのびるのはキュウリだけです。 比べる
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内容（７）動植物の飼育・栽培 「あさがお」

◇発芽・開花・結実までの成長過程が安定

◇花の色が多様
→色水遊びや押し花づくりなどへと発展

◇多くの子どもが幼児期に栽培を経験

◇種は保存がきき，次年度も活用できる

あさがお（たね）との出会わせ方
（例）

◆第２学年の児童からアサガオの種を
プレゼントしてもらう

◆アサガオの絵本を一緒に読む

◆種をじっくり観察する時間を確保する

◆観察する中で出てきた子どもの発話を
価値付ける
「この種，どうしたい？」

種をまいて
あさがおを育てたい！

教材がもつ価値を明らかにし，思いや願いを引き出す展開を構想する



生活科における１人１台端末の活用（例）
低学年児童の発達の段階や特性に十分配慮して，計画的に情報機器を取り入れることが重要。

生活科の特質である「直接体験」を重視し，端末活用とのバランスを図る。

振り返りや表現の場で活用し，活動や対象への意欲を高める

思いや願いをもつ

詳細はこちら

✔ 学習対象への興味・関心を喚起する
✔ 記録した情報を基にした伝え合いの充実を図る
✔ 活動後に自らの取組を客観的に振り返り，活動のよさに気付くようにする

など

生活科の学習過程に応じた活用（例）

活動や体験をする

表現する・行為する 感じる・考える

記録

拡大

手がかり

表現



本日の内容

１ 学習指導の改善・充実

２ 小学校生活科における指導と評価の一体化



「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する説明資料（大分県教育委員会）

「大分県公立学校総合情報ポータルサイト」にログイン（OENアカウントを確認）

URL:https://sites.google.com/a/oen.ed.jp/school-portal/movie/gimu



「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料

国立教育政策研究所
https://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html

指導資料・事例集からダウンロード！

参考資料P○○ としてお示しします



初等教育資料 特集「指導と評価の一体化①」 2020・10月号 No.998

論説事例

生活科における指導を充実させるための
評価の在り方とそのポイント

Ⅰ 指導と評価の一体化のポイント
参考資料の事例の紹介

Ⅱ 指導と評価の一体化の具体
１ 観点別の学習状況について評価する
時期や場面の精選

２ 育成を目指す資質・能力を踏まえた
評価規準の作成



学習指導案例にみる「指導と評価の一体化」

【指導案例はこちら】http://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r2-shidouan-rei.html

１ 単元名 「うごくおもちゃけんきゅうじょ」（６）自然や物を使った遊び

２ 単元の目標
身の回りにある材料を利用して動くおもちゃを作ったり，遊んだりする活動を通して，遊びや遊びに使
う物を工夫してつくることができ，その面白さや見えない力の不思議さに気付くとともに，みんなで協力
して遊びを楽しもうとするようにする。

３ 単元設定の理由
（１）児童の実態

（２）教材について

（３）指導について

内容（６）に関連して，これまでの活動や体験，動植物の飼育栽培，生活上必要な習慣や技能等について把握する。
児童の実態を教師の指導の立場から分析し，単元の指導に生かすことが重要である。

学習指導要領等を参考に，内容や教材についての分析を行う。教材がもつ価値はどのようなものか，教師の十分な教材研
究により明らかにする。

思いや願いを実現する体験活動を充実させるだけでなく，表現活動を工夫し，体験活動と表現活動とか豊かに行き来する
相互作用を重視する。気付きの質を高め，生活科における深い学びを実現することを意識することが大切である。

※学習指導のポイントは学習指導要領解説生活編P94以降を参照

※各項目の記述例は下記URLから参照

思考力，判断力，表現力等

知識及び技能 学びに向かう力，人間性等



４ 単元の評価規準
観点

評価規準
知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

単元の
評価規準

身の回りにある材料を利用して
動くおもちゃを作ったり，遊んだり
する活動を通して，その面白さ
や見えない力の不思議さに気付
いている。

身の回りにある材料を利用して
動くおもちゃを作ったり，遊んだり
する活動を通して，遊びや遊び
に使う物を工夫してつくっている。

身の回りにある材料を利用して
動くおもちゃを作ったり，遊んだり
する活動を通して，みんなで協
力して遊びを楽しもうとしている。

１

① 身近にある材料を利用して，
動くおもちゃを作って遊べること
に気付いている。

① 楽しみたい遊びを思い描きな
がら，おもちゃ作りや遊びに使
う物を選んでいる。

①自分の関心のあるおもちゃを
見つけて，楽しく遊ぼうとしてい
る。
② 動くおもちゃ作りに関心を持
ち，粘り強くおもちゃを作ろうと
している。

２

② 遊びの楽しさや遊びを工夫し
たり遊びを創り出したりする面
白さに気付いている。

②友だちと比べたり，試したりし
ながら動くおもちゃを工夫して
作っている。
③ 友だちと相談したり，遊びを
工夫したりしながらおもちゃを
作っている。

③“よく”動くおもちゃへの思いや
願いをもち，友達のよさを取り
入れたり自分との違いを生かし
たりして，おもちゃを作ろうとし
ている。

３
③みんなで楽しく遊ぶ際，道具
や用具の準備や片付け，掃除，
整理整頓をしている。

④ おもちゃ広場の約束やルール
を工夫しながら遊んでいる。

④友だちと関わりながら，みんな
で楽しく遊ぼうとしている。

小
単
元
に
お
け
る
評
価
規
準

子どもの全員の学習状況を見取る時期や場面を精選し，かつ適切に評価するための評価の計画が重要



評価規準を設定した上で，その評価規準における具体的な児童の姿を想定する

「身近にある材料を利用して，動くおもちゃを作って遊べることに気付いている。」

例）知識・技能①

「友だちと比べたり，試したりしながら動くおもちゃを工夫して作っている。」

例）思考・判断・表現②

【具体的な子どもの姿（例）】
・ゴムを伸ばして飛ばしたり，磁石にくっつけたりすることができるなどの特徴を研究ファイル
に書いている。
・風や磁石，ゴムなどの動かす力と身近な材料を組み合わせて，動くおもちゃの計画書を
書いている。 など

【具体的な子どもの姿（例）】
・材料の大きさや重さなどの違いでおもちゃの動きがかわるかどうかを試している。
・風の力で動かすおもちゃが速く動くように，うちわのあおぎかたや風の当たる場所や広さを
変えている。 など

本時案に記載する本時案に記載する



５ 指導と評価の計画（全１８時間）
小単元名 学習活動 評価

規準
評価方法

1 動くおもちゃを
作って遊んでみ
よう。

（６時間）

〇教師が用意した動くおもちゃで遊んでみる。遊んだおもちゃの
中から，自分が作ってみたいおもちゃを選ぶ。遊んだ感想や，
作りたいおもちゃについてかく。

〇作りたいおもちゃの設計図を作る。
〇設計図をもとにおもちゃを作る。作ったおもちゃで遊んでみる。
最後に「“もっと”〇〇したい」という願いをもてるようにする。

態①

思①
態②
知①

行動観察

発言分析
研究ファイル（設計図，研究日
記）

2 もっと動くように
工夫しよう。

（６時間）

〇自分が作った動くおもちゃで遊んだり，友だちと一緒に試したり
しながら，“よく”動くようにするために，自分の動くおもちゃを改
良していく活動をしていく。

〇自分のおもちゃの工夫や困りを出し合い，よく動くおもちゃと比
べたり，アドバイスし合ったりして，自分なりの改良の見通しを
もつ。

〇おもちゃを改良しルールを作って遊んだり，さらに“よく”動くよう
に改良したりする。

〇自分が作ったおもちゃの不思議や発見，面白さや楽しさなど
を出し合い友だちと交流し合う。

態③

思②

思③

知②

行動観察・発言分析

発言分析・研究ファイル

行動観察・研究ファイル

発言分析・研究ファイル

3 作ったおもちゃ
を紹介したり，
一緒に遊んだり
しよう。

（６時間）

〇おもちゃを使った遊びやルールを工夫して，友だちと楽しく遊ぶ
活動を行う。

〇グループごとに，ルールを決め必要なものを考え，おもちゃ広
場の準備をする。

〇おもちゃ広場で遊ぶ。
〇「動くおもちゃ研究所」の学習を振り返って，思ったことや考え
たことを交流し合う。

態④

思④

知③

行動観察

発言分析・行動観察

研究ファイル

※生活科の単元の特徴（学習指導要領解説生活編P８７）を踏まえて構想することが大切です。



具体的な内容のまとまりごとの評価規準（例） ※内容（６）自然や物を使った遊び
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通して，遊びや遊びに使う物を工夫してつくることができ，その面白さや自然の不思議さに気付くとと

もに，みんなと楽しみながら遊びを創り出そうとする。
知識及び技能の基礎 思考力，判断力，表現力等の基礎 思考力，判断力，表現力等の基礎

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通して，その面白さや自然の不思
議さに気付く。

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通して，遊びや遊びに使う物を工
夫してつくることができる。

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通して，みんなと楽しみながら遊び
を創り出そうとする。

内容のまとまりごとの評価規準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度
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通して，その面白さや自然の不思
議さに気付いている。

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通して，遊びや遊びに使う物を工
夫してつくっている。

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通して，みんなと楽しみながら遊び
を創り出そうとしている。

学習指導要領解説生活編における内容に関する資質・能力の記載事項
知識及び技能の基礎 思考力，判断力，表現力等の基礎 思考力，判断力，表現力等の基礎

遊びや遊びに使う物を工夫してつくることで，児童が，
遊びの面白さとともに，自然の不思議さにも気付くことが
できるようにすることである。

試行錯誤を繰り返しながら，遊び自体を工夫したり，
遊びに使う物を工夫してつくったりして考えを巡らせること
である。

自分と友達などとのつながりを大切にしながら，遊びを
創り出し，毎日の生活を豊かにしていくことである。

具体的な内容のまとまりごとの評価規準（例）

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

・身近な自然や物は，いろいろな遊びに利用
できることに気付いている。
・遊びの楽しさや遊びを工夫したり遊びを創り
出したりする面白さに気付いている。
・自然の中のきまり，自然の事象の不思議さ
に気付いている。
・約束やルールが大切なことやそれを守って遊
ぶと楽しいことに気付いている。
・みんなで楽しく遊ぶ際，道具や用具の準備
や片付け，掃除，整理整頓をしている。

・楽しみたい遊びを思い描きながら，遊びに
使う物を選んでいる。
・予想したり，確かめたり，見直したりしなが
ら，遊びに使う物をつくったり遊んだりしてい
る。
・比べたり，試したり，見立てたりしながら，
遊びを楽しんでいる。
・遊びの約束やルールなどを工夫しながら，遊
んでいる。
・遊びを工夫したり，友達と楽しく遊んだりした
ことを振り返り，表現している。

・みんなで楽しく遊びたいという願いをもち，
粘り強く遊びを創り出そうとしている。

・友達のよさを取り入れたり自分との違いを生
かしたりして，遊びを楽しくしようとしている。

・みんなで遊ぶと生活が楽しくなることを実感
し，毎日の生活を豊かにしようとしている。



新学習指導要領の趣旨を実現する授業づくり

（小学校 生活科）

ご視聴，ありがとうございました


