
◆ 生 活

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改善の基本方針
（１）具体的な活動や体験を通して、人や社会、自然とのかかわりに関心をもち、自分自身につい

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るといった
趣旨の一層の実現を図るため、人や社会、自然とかかわる活動を充実し、自分自身についての
理解などを深めるよう改善を図る。

（２）気付きの質を高め、活動や体験を一層充実するための学習活動を重視する。また、科学的な
見方・考え方の基礎を養う観点から、自然の不思議さや面白さを実感する学習活動を取り入れ
る｡

（３）児童を取り巻く環境の変化を考慮し、安全教育を充実することや自然の素晴らしさ、生命の
尊さを実感する学習を充実する。また、小学校における教科学習への円滑な接続のための指導
を一層充実するとともに、幼児教育との連携を図り、異年齢での教育活動を一層推進する。

２ 改訂の要点
（１）目標の改善

① 教科目標は変わらない。 生活科の教科目標の趣旨の一層の充実
② 学年の目標が変わった。
・３つの目標 → ４つの目標 【新設】目標(3)自分自身に関すること

身近な人々、社会及び自然と直接かかわり合う活動によって、自分を見つめ、自分のよ
さや可能性に気付き、自分の成長についての一人一人の認識を深めることがさらに重視さ
れたことから、目標(3)を掲げ、明確化した。

・「地域のよさに気付き」「自然のすばらしさに気付き」「自分のよさや可能性に気付き」と
いう文言を加え、児童にどのような認識が育つことを期待しているかを明確に示した。
また、「考えること」を加え、思考と表現の一体化を表した。

（２）内容及び内容の取扱いの改善
① 気付きの明確化と気付きの質を高める学習活動の充実
・すべての内容において、具体的な学習活動や学習対象を示すとともに、気付くこと等を明
確にした。

② 伝え合い交流する活動の充実 【新設】内容(8)「生活や出来事の交流」
・活動や体験をその場限りで終わらせるのではなく、一層の充実を図る観点から、言葉など
を中心としたコミュニケーション活動を通して、体験したことを他者と情報交流すること
を目指した内容(8)「生活や出来事の交流」を新しく位置付けた。

③ 自然の不思議さや面白さを実感する指導の充実
・学年の目標(2)「自然のすばらしさに気付き」を付加した。
・内容(6)「自然や物を使った遊び」において、身近な自然や物を使って遊びや遊びに使う
物を工夫してつくること、自然の不思議さに気付くことを明示し、科学的な見方や考え
方の基礎を養う。

④ 安全教育や生命に関する教育の充実
・学年の目標(1)に「安全で適切な行動」、内容(1)に「その安全を守っている人々」を加え、
地域や登下校の安全に関する学習活動が一層充実するようにした。

・生命の尊さを実感を通して学ぶという観点から、内容の取扱いにおいて、「継続的な飼育、
栽培を行うようにすること」を加えた。

⑤ 幼児教育及び他教科との接続
・幼児と触れ合うなどの交流活動や他教科等との関連を図る指導を引き続き大切にする。
・学校生活への適応が図られるよう、第１学年入学当初のカリキュラムを改善する。
・第３学年以降の社会科や理科の内容を視野に入れ、内容(3)(4)(6)を見直した。
内容(3)「地域と生活」で、地域で働いている人を対象とすることを明確にした。
内容(4)「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を明確にした。
内容(6)「自然や物を使った遊び」で、自然の不思議さに気付くことを明示した。

（３）言語活動の充実
内容(8)「生活や出来事の交流」を新しく位置付けた。特に、言語活動によって他者と交

流し合ったり、振り返りとらえ直したりすることが重要である。

３ 具体的な改善事項 （別紙）

Ⅱ 移行措置
・全部又は一部について、新小学校学習指導要領によることができる。
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３ 具体的な改善事項 （別紙）

改訂の要点 補足点 ・ 強調点

第２章 生活科の目標 ・具体的な体験や活動とは、

１．教科目標 見る､聞く､触れる､作る､探す､育てる､遊ぶなどして直

生活科の特質や目指すところを端的に示し 接働きかける学習活動。また、表現する学習活動。

たのが教科目標である。 ☆児童が体全体で身近な環境に直接働きかける創造的な行

為が行われるようにすることを何よりも重視する。

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 ・気付きは、

かわりに関心をもち 活動を繰り返したり、対象との関わりが深まることで

・自分自身や自分の生活について考えさせ 無自覚なもの → 自覚された気付きへ

るとともに 一つ一つの気付き→ 関連付けられた気付きへ

・その過程において生活上必要な習慣や技 質的に高まっていく

能を身に付けさせ

自立への基礎を養う ・生活科は、働きかける対象への気付きだけでなく、

自分自身の気付きへと質的に高まることも大切にする

自立とは、 ①集団生活になじみ、集団における自分の存在に気付く

・学習上の自立 ・生活上の自立 ②自分のよさや得意としていること、興味・関心をもっ

・精神的な自立 ていることなどに気付く

③自分の心身の成長に気付く

２．学年の目標

学年の目標は、教科目標をより具体的・構造 生活上必要な習慣とは、

的に示したものであり、重点目標ともいうべき ・生活のリズムを整える。病気の予防に努める。安全へ

ものである。 の意識を高める。道具や用具の準備や片付けや整理整

頓ができる。遊びのルールを守る。施設や公共の場所

・３つの目標→４つの目標 のルールやマナーを守る。時間を守る。適切なあいさ

つや言葉遣いができる。訪問や連絡や依頼の仕方を知

(1)主に自分と人や社会との関わりに関すること るなど。

(2)主に自分と自然との関わりに関すること 生活上必要な技能とは、

(3)自分自身に関すること 【新設】 ・手や体を使って友達と仲良く遊ぶ。必要な道具を使っ

(4)生活科特有の学び方に関すること て遊んだり物を作ったりする。動物や植物の世話がで

きる。電話や手紙などを使って連絡するなど。

目標(1)(2)(3)は、目標(4)があることによっ
て充実し、発展していく構造的な関係にある。 ・内容構成の基本的な３つの視点と対応

(1) 自分と身近な人々及び地域の様々な場 目標(1)(2)(3)は
所、公共物などとのかかわりに関心をも ・主な学習の対象、思考や認識、能力や態度を示している

ち、地域のよさに気付き、愛着をもつこ

とができるようにするとともに、集団や

社会の一員として自分の役割や行動の仕

方について考え、安全で適切な行動ができ ・地域に生活する人々のくらしや特徴、地域の空間的な広

るようにする。 がりや時間的な変化、公共物や公共施設などの社会的な

働きなどを、一人一人の児童が直接体験を通して地域の

よさとしてとらえていくことが基盤になる。

・安全については、自然災害、交通災害、人的災害などに

十分気を付けた適切な行動や危険を回避する行動などが

できることにも配慮したい。
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(2) 自分と身近な動物や植物などの自然と

のかかわりに関心をもち、自然のすばら 自然のすばらしさに気付くとは、

しさに気付き、自然を大切にしたり、自 ・身近な自然とのかかわりを深め、自然の美しさや巧み

分たちの遊びや生活を工夫したりするこ さ、不思議さや面白さなどに気付くこと。

とができるようにする。 身近な自然とは、

・児童の身の回りにあって、児童自身と関係の深い動物

や植物、自然の事物や現象、季節による様々な自然の

(3) 身近な人々、社会及び自然とのかかわ 変化など。

りを深めることを通して、自分のよさや

可能性に気付き、意欲と自信をもって生 社会や自然とのかかわりを深めるためには、

活することができるようにする。 【新設】 ・人や社会、自然と繰り返しかかわることが欠かせない｡

・繰り返しかかわる中で、対象に働きかけ、対象から働

き返されながら、相互に交流し合い、互いのかかわり

(4) 身近な人々、社会及び自然に関する活 を深める。

動の楽しさを味わうとともに、それらを

通して気付いたことや楽しかったことな ・(3)は、(1)(2)のどちらとも深くかかわり合っている。
どについて、言葉、絵、動作、劇化など 身近な人々、社会及び自然と直接かかわり合う活動によ

の方法により表現し、考えることができ って、自分を見つめ、自分のよさや可能性に気付き、自

るようにする。 分の成長についての一人一人の認識を深めることがさら

に重視されたことから、新たに目標として掲げ、明確化

第３章 生活科の内容 した。

第１節 内容構成の考え方

３つの基本的な視点 思考と表現の一体化

・直接働きかける活動と表現する活動とを関連させて取

(1)自分と人や社会とのかかわり り扱うことが肝要。

(2)自分と自然とのかかわり ・生き生きと楽しく活動する中で、様々な気付きをして

(3)自分自身 おり、それらについて多様な方法を使って表現するこ

とにより、生み出された気付きを自覚する。

１０の具体的な視点→１１の具体的な視点 ・表現する活動は、気付いたことを基に考え、新たな気

ｱ 健康で安全な生活 ｲ 身近な人々との接し方 付きを生みだし、気付きの質を高めていく。

ｳ 地域への愛着【新設】ｴ 公共の意識とマナー

ｵ 生産と消費 ｶ 情報と交流

ｷ 身近な自然との触れ合い ｸ 時間と季節 ・３つの基本的な視点をさらに詳しく示したものが具体的

ｹ 遊びの工夫 ｺ 成長への喜び な視点である。各内容を構成する際に必要となる視点を

ｻ 基本的な生活習慣や生活技能 意味する。

この具体的な視点に関しては、以下のような考え方により改訂した。

ｱ 健康で安全な生活 登下校など通学路での安全にも十分配慮した行動ができるようにする。

ｳ 地域への愛着 地域で働く人など地域で生活する様々な人や場所などに慣れ親しみ、愛着をもつ。

ｵ 生産と消費 自らが必要な物を作るとともに、それを繰り返し使ったり、活用したりすることができる。

ｶ 情報と交流 多様な情報手段によって伝え合う。他者とのコミュニケーションを深める。

ｷ 身近な自然との触れ合い 自然の観察や動植物の飼育・栽培などを大切にするとともに、生命を大切にする。

低学年児童にかかわってほしい学習対象

①学校の施設 ②学校で働く人 ③友達 ・生活科の内容は、内容構成の具体的な視点と学習対象を

④通学路 ⑤家族 ⑥家庭 組み合わせ、そこに生まれる学習活動を核として内容を

⑦地域で生活したり働いたりしている人 構成する。

⑧公共物 ⑨公共施設 ⑩地域の行事・出来事

⑪身近な自然 ⑫身近にある物 ⑬動物

⑭植物 ⑮自分のこと 【生活科の内容】８つの内容 → ９つの内容
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第２節 生活科の内容 ・児童の生活の場としての通学路に興味を示し、そこを歩

(1)学校と生活 いたり、調べたり、観察したりして、安全を守っている

「その安全を守っている人々」を加えた。 施設や人々等に気付くことで、安全な登下校ができるよ

うにする。

安全については、 この内容の取扱いに当たっては、

自然災害、交通災害、人的災害に対する安 ・児童が常に学校での自分の生活をよりよくしていこうと

全確保に配慮する。 する意識をもち続けられるよう工夫する。幼児教育から

小学校教育への円滑な接続を図る観点から、入学当初に

(2)家庭と生活 おいては、合科的な単元を構成したり、幼児と交流する

家庭生活を支えている家族のことや自分でで 活動を設定したりすることも考えられる。

きることなどについて考え、自分の役割を積極

的に果たすとともに、規則正しく健康に気を付 ＊各家庭のプライバシーに留意する。

けて生活することができるようにする。

地域で生活したり働いたりしている人々や様々な場所とは

(3)地域と生活 ・自分の家や学校の周りの田や畑、商店やそこで働く人、

自分たちの生活は地域で生活したり働いたり 友達の家やその家族、公園や公民館などの公共施設やそ

している人々や様々な場所とかかわっているこ こを利用したり働いたりしている人、幼稚園・保育所や

とが分かり、それらに親しみや愛着をもち、人 そこの幼児・先生、近隣の人 など

々と適切に接することや安全に生活することが

できるようにする。 ・親しみや愛着は、もっと知りたい、もっと親しくなりた

いという思いや願いを生む。この思いや願いを実現する

(4)公共物や公共施設の利用 ために、人々と適切に接することや安全に生活すること

「公共物や公共施設を利用し」を加えた。 が、児童にとって必要なこととなる。

公共物とは、みんなが利用するもの

地域や公園にあるベンチ、遊具、水飲み場、 ・公共物や公共施設について、実際に利用する中で、物や

トイレ、ごみ箱、図書館や児童館の本、博物 施設、人とかかわりながら利用の仕方等について考えさ

館の展示物、乗り物、道路標識や横断旗など せることを重視した。

公共施設とは、みんなで使う施設

公園、児童館、公民館、図書館、博物館、美 ＊駅、バスセンターを例示として加えた。

術館、駅、バスセンターなど ・町を探検する中でバスや電車などの乗り物を利用する場

「身の回りにはみんなで使うもの」を加えた。 合には、公共の交通機関はたくさんの人が利用している

身の回りには様々な公共物や公共の施設があ ことや、みんなで気持ちよく利用するためのルールやマ

り、多くの人がそれらを利用していることに ナーがあることなどに気付き、安全に気を付けて正しく

気付くことが大切である。 利用できるようにする。

(5)季節の変化と生活 ・ここで取り上げる身近な自然とは、児童が繰り返しかか

身近な自然を観察したり、季節や地域の行事 わることができる自然であるとともに、四季の変化を実

にかかわる活動を行ったりなどして、四季の変 感するのにふさわしい自然である。

化や季節によって生活の様子が変わることに気 ・川や土手、林や野原、海や山など。そこで出会う生き物、

付き、自分たちの生活を工夫したり楽しくした 草花、樹木、水、雪、氷、雨、風、光なども対象。

りできるようにする。

身近な自然を観察するとは、

実際に野外に出かけ、諸感覚を使って繰り ・身近な自然とかかわる活動を繰り返す中で、自然と一体

返し自然と触れ合うことや、自分なりの思い になりながらその特徴や性質をとらえ、四季の変化によ

や願いをもって進んで自然とかかわることな って生活の様子が変わることに気付く。

どである。視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚な ・教師は、気付きを大切にし、それらの意味や価値を児童

どを使って自然のすばらしさを十分に味わう。 が自覚できるようにしていく。
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(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 ・遊びや遊びに使う物を工夫してつくることで、児童が、

ったりなどして、遊びや遊びに使う物を工夫し 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

てつくり、その面白さや自然の不思議さに気付 できるようにすることを強調した。

き、みんなで遊びを楽しむことができるように この内容で特に大切にしたいこと

する。 ・「比べる」「繰り返す」「試す」などの活動を大切にする。

・一人一人の思いや願いを生かした多様な遊びを行う。

(7)動植物の飼育・栽培

動物を飼ったり植物を育てたりとは、飼育

と栽培のどちらか一方を行うのではなく、２ ・地域の自然環境や生態系の破壊につながらないように、

年間の見通しをもちながら両方を確実に行っ 外来生物等の取扱いには十分配慮する。

ていく。 ・活動の前後には、必ず手洗いをする習慣をつけ、感染症

などの病気の予防に努めることも大切である。

継続的に世話をし繰り返しかかわる過程で、 ・児童のアレルギーなどについても、事前に保護者に尋ね

生命あるものを大切にする心をはぐくむ価値 るなどして十分な対応を考えておく必要がある。

ある体験となる。

・自分自身で体験したり活動したりして、感じたことや気

(8) 生活や出来事の交流 【新設】 付いたり分かったりしたこと、考えたこと、もっと知り

自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々 たいと思ったことなどを伝え合い、交流する活動が行わ

と伝え合う活動を行い、身近な人々とかかわる れるようにすることが大切である。

ことの楽しさが分かり、進んで交流することが

できるようにする。 ・情報が一方向ではなく、双方向に行き来することが大切。

・身近な存在は、友達である。

・手紙や電話、ファックスなどの多様な手段を活用する。

(9)自分の成長 ・学校から地域へと少しずつかかわる対象をひろげていく。

「自分自身の成長を振り返り」を加えた。

・プライバシーの保護に留意する。

自分自身の成長を振り返る学習を実際に行

うことを意味している。 ・児童がこれからの自分の成長に希望をもち、意欲的に生

活することは、自立への基礎を養う上で大きな意義をも

第４章 指導計画の作成と内容の取扱い っている。

第１節 指導計画作成上の配慮事項

(3)国語科、音楽科、図画工作科など他教科等と スタートカリキュラムの編成

の関連を積極的に図り、指導の効果を高める ・幼児教育の成果を小学校教育に生かす。

ようにすること。特に、第１学年入学当初に ・ゆとりのある時間の中で、自らの願いの実現に向けて活

おいては、生活科を中心とした合科的な指導 動する。

を行うなどの工夫をすること。

(4)道徳の時間などとの関連 ・学習活動や学習態度への配慮、教師の態度や行動による

感化とともに、生活科の目標と道徳教育との関連を明確

第２節 内容の取扱いについての配慮事項 に意識しながら、適切な指導を行う必要がある。

(2)具体的な活動や体験を通して気付いたことを
基に考えさせるため、見付ける、比べる、た

とえるなどの多様な学習活動を工夫すること。 ・気付いたことを基に考えさせるとは、一つ一つの気付き

を、それぞれを関連付けられた気付きへと質的に高めて

第５章 指導計画の作成と学習指導 いく。今まで以上に意図的・計画的・組織的な授業づく

３ 指導体制を整える りが求められる。

教師間、保護者、地域の人々、公共施設や関

係機関の協力。近隣の幼稚園や保育所との連携。 ・第５章を参考に指導計画や学習指導を見直し、改善する。


