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子どもの人間としての成長を意識した
生活科・総合的な学習の時間の在り方についての一考察

─自然の事物・現象に関わる活動を重視することを通して─

矢 野 英 明
帝京大学教職大学院（帝京大学小学校）

１　これからの教育で大切にしたいこと

《これからの学校は、教科指導に重点を置いた教
育という考え方だけではなく、子どもの人間として
の成長を意識した教育という考え方を大切にするこ
とが求められる。特に「生活科や総合的な学習の時
間」の指導の在り方を考えるときには、この視点が
重要である。》

生活科は、子どもの人間としての成長を意識し
「自立への基礎を養う」ことを目標として創設され
た。また、総合的な学習の時間もそうした生活科の
理念を踏まえ、３年生以上の子どもに「自己の生き
方を考えることができる」ようにすることを目標に
して創設された。どちらも子どもの人間としての成
長を意識した教育の実現を目指すものである。社会
の状況が大きく変化する中で、学習内容が固定化さ
れた従来の教科指導だけでは、人間として成長しな
ければならない子どもの学びを広げたり深めたりす
ることはできない。これからの社会を生きていく子
どもの学びのニーズに応え、人間としての成長を促
すことを目指すことが、生活科や総合的な学習の時
間の役割であると思う。

しかし、生活科が創設されて20年以上も経ってい
るにも関わらず、「生活科って、理科と社会科を足
して、２でわった教科なんでしょ？」「総合的な学

習の時間は何をやればいいのか分からない。」と平
気で言う教師が、まだ少数だがいることに驚く。学
習指導要領が改訂された今、再度「生活科」や「総
合的な学習の時間」が創設された意義を確認し、そ
れを意識した教育を進めなければならないと思う。
生活科の創設は、「子どもの人間的な成長を考えた
とき、それまでのような教科指導に重点を置いた教
育だけでいいのか。」という問いに対する新たな提
案であった。その10年後に創設された「総合的な学
習の時間」も、これまで以上に子どもの人間として
の成長を意識した学習活動を展開することを目指し
た提案なのである。

ここでは、こうした考え方を基盤にしながら、「生
活科・総合的な学習の時間」の在り方について考察
することが趣旨である。「自然の事物・現象」に関
わる学習活動を軸に、子どもの人間としての成長と
いう視点から、その関連の在り方を考察してみたい
と思う。

２　�今回の学習指導要領改訂の過程での意見
から

《学習指導要領改訂の過程で、生活科の内容につ
いて、理科に関連する内容が入りすぎるという意見
が飛び交った。しかし、こうした意見は教科指導に

【本稿の基本的な考え方】

子どもの自然体験が減少している。このことが子どもの成長に様々な形で影響を与えている。これからの
学校教育においては、子どもの人間としての成長という視点から、理科だけでなく、生活科や総合的な学習
の時間においても、自然の事物・現象に関わる学習活動を充実していくことが求められる。これまでの教科
指導に重点を置いた教育の考え方ではなく、子どもの人間としての成長という視点から、自然の事物・現象
に関わる活動を重視した生活科・総合的な学習の時間の在り方について考えてみたい。
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重点を置いた考え方に基づく狭義の受け止め方であ
り、これからは、子どもの人間としての成長を見据
えた教育の捉え方をする必要がある。》

中央教育審議会の答申（平成20年１月）には、次
のような記述がある。これまでの生活科の課題の一
つとして、「児童の知的好奇心を高め、科学的な見
方や考え方の基礎を養うための指導の充実を図る必
要がある。」との指摘がある。そのことを受けて、
具体的改善事項の一つに、「中学年以降の理科の学
習を視野に入れて、児童が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を充実する。例え
ば、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
を行うように配慮する。」が挙げられ、内容の具体
的改善が図られることになった。

こうした改善の方向が明らかになった時、一部の
教師の間から「理科的な内容が強くなり、生活科の
よさがなくなるのでは……」、「低学年理科が復活し
たようだ……」「生活科が理科の下請け教科なるの
では……」などの意見が聞かれた。こうした意見を
聞くたびに、教科指導に重点を置いた教育という意
識がまだまだ残っていることを強く感じた。こうし
た教科指導偏重の考え方は、これからの教育を考え
る上で、逆行するように思えてならない。こうした
教科指導に重点を置いた考え方が教育の質の低下を
招いているよう思えるのだが、言い過ぎだろうか。

総合的な学習の時間についても、他の教科・領域
で学んだ方法や内容を生かしながら、適切に関連さ
せて学習活動を展開していくことが求められてい
る。当然、理科で学んだ方法や内容を発展的を扱う
こともあっていいはずであるが、あまりにも一部の
教科に偏りすぎるという理由で不満の声も聞かれる。

私たちが子どもに関わるときは、いつでも子ども
の成長の段階を丹念に見とりながら、その時点で最
適な学習活動を提供していくことが求められてい
る。そのためには、教科に示された内容だけを教え
るのではなく、子どもの人間としての成長という視
点を意識した指導が必要となる。

３　�子どもの自然の事物・現象に関わる活動
の現状

《社会全体が物質的に豊かになった反面、子ども
の自然体験は減少し、そのことが子どもの成長に
様々な形で影響を与えている。》

子どもの自然の事物・現象に関わる現状につい
て、いくつかの具体例を挙げて考えてみよう。
【エピソード①】

笑い話のようだが、現実に起こったことである。
ある保育園の「芋掘り」体験の例である。園児はバ
スに乗り、郊外の芋畑に行く。園児たちは、手も汚
さずにビニール袋に入れられたさつま芋を土の中か
ら引っ張り出すというのである。園児が、はじめか
らたくさんの葉のついた蔓を返して、芋を掘るに
は、相当な手間もかかり、手や服も汚れる。だから、
簡単に芋を掘り出して、すぐに持ち帰れるようにと
の大人の深い配慮なのである。最近は子どもが土を
触ったり、汚れたりすることを嫌う保護者もたくさ
んいるという。しかし、こんな芋掘りでは、芋の蔓
を引っ張る感触、土を掘る手応えや土の感触、芋を
掘りあげたときの満足感など、芋掘りで得られる成
長にとって必要な体験を実感することはできない。
子どもの成長にとって何が大切なのかという視点が
なく、ただ結果だけを重視した活動になっている。
大人が子どもの成長を阻害している典型的な例と言
えよう。大人の都合だけを優先することで、成長期
の子どもの諸感覚の発達を妨げているのである。
【エピソード②】

相模原市立総合学習センターの「子どもの生活調
査」からのデータである。調査対象は、相模原市内
の小学校３年生、小学校５年生、中学校２年生で、
合計2008名（ランダム抽出）。
「セミやトンボを手でつかんだことがある」とい

う自然体験を調査した結果、昭和63年に70％だった
結果が、平成15年には、26％に減少していた。

この調査のまとめに「子どもたちの成長にとって
豊かな自然体験をすることは、子どもたちの心を育
てるという面からも大切なことである。植物を育て
たり、動物とふれあったりすることは、生命の仕組
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みやその大切さを知ることにも通じる。近年、子ど
もたちの多くがゲーム等に関心を寄せ、体力が落ち
た、集団活動を好まないという現状やそれに伴う事
件等の報道を目にすると、心身ともに成長期にある
子どもたちが自然体験をすることの意義は大変大き
いと思える。」という内容が記述がある。

15年経過した結果、こうした体験は44ポイントも
減少しているのである。これでは３年から学ぶ理科
の基盤である自然体験が欠落しているといえよう。
【エピソード③】

国立オリンピック記念青少年総合センターの「平
成17年度青少年の自然活動体験に関する実態調査報
告」では、次のような報告がなされている。調査対
象は小学校４年・６年、中学校２年である。
「チョウやトンボなどの昆虫を捕まえた」体験に

ついて、平成10年に50,4％であったが、平成17年に
は35,1％に減少している。相模原の現状と比較して
も同様の傾向が読み取れる。
「海や川で貝を捕ったり、魚を釣ったりした」体

験では、平成10年に41,9％であった結果が、平成17
年には26,9％になっている。また、「野鳥を見たり、
なく声を聞いた」体験については、平成10年には
38,6％であったものが、平成17年には29,6％になっ
ているのである。もっと気がかりなのは、「ほとん
ど経験がない」というポイント数の増加である。

この調査でも、全国的に見て、物質的に豊かに
なったといわれる反面、子どもたちの自然体験は確
実に減少していることが読み取れる。

こうした自然体験の機会が減少することで、子ど
もたちは人間として成長に必要な感覚や感性を獲得
することができなくなっているのではないだろう
か。人間が生物として本来成長期に獲得しなければ
ならない感性や感覚が欠落し、人間としての成長を
ある意味で阻害しているのではないだろうか。身の
回りにいる生物にふれることで生命を感じること、
季節の風に温かさや冷たさを感じること、田んぼの
土に柔らかな質感を感じること、自然の営みにその
偉大さを感じること等々は、人間としての成長に
とって欠かすことのできない大切な体験である。子
どもの自然体験の減少傾向は、子どもの自然に対す
る感性や感覚、さらには科学的な見方や考え方を養
なうための基盤まで失ってしまうことに他ならない。

アメリカの海洋生物学者であるレイチェル・カー
ソンは、その著書「センス・オブ・ワンダー」で、
次のように述べている。『……生まれつきそなわっ
ている子どもの「センス・オブ・ワンダー」をいつ

グラフ１

トンボやセミを手でつかんだこと

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

よくある 少しある ない 無回答

平成15年度

昭和63年度

平成 5年度

平成10年度

0.739.333.826.2

0.935.037.426.7

0.235.364.5

0.629.470.0

グラフ２

（３学年計） 何度も
ある

少し
ある

ほとんど
ない

チョウやトンボ、バッタなど
の昆虫をつかまえたこと

H10 50.4 30.9 18.7
H17 35.1 30.0 34.9

海や川で貝を取ったり、
魚を釣ったりしたこと

H10 41.9 36.5 21.6
H17 26.9 32.8 40.3

大きな木に登ったこと
H10 24.2 32.5 43.3
H17 19.0 27.4 53.6

ロープウェイやリフトを使
わずに高い山に登ったこと

H10 14.0 32.9 53.1
H17 09.6 21.7 68.7

太陽が昇るところや沈む
ところを見たこと

H10 23.4 43.1 33.6
H17 19.5 37.3 43.1

夜空いっぱいに輝く星を
ゆっくり見たこと

H10 33.2 44.5 22.2
H17 26.0 38.9 35.1

野鳥を見たり、鳴く声を
聞いたこと

H10 38.6 36.4 25.0
H17 29.6 36.0 34.4

海や川で泳いだこと
H10 60.1 30.1 09.8
H17 41.8 32.3 26.0

キャンプをしたこと
H10 27.4 34.4 38.2
H17 19.6 27.5 52.8
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も新鮮に保ち続けるためには、私たちが住んでいる
世界のよろこび、感激、神秘などを子どもといっ
しょに再発見し、感動を分かち合ってくれる大人
が、すくなくともひとり、そばにいる必要がありま
す。……中略……子どもが出会う事実のひとつひと
つが、やがて知識や知恵を生み出す種子だとした
ら、さまざまな情緒やゆたかな感受性は、この種子
をはぐくむ肥沃な土壌です。幼い子どもの時代は、
この土壌を耕すときです。』

このように、成長期の子どもが、自然の事物・現
象にじっくりと向き合えるように配慮することの大
切さを指摘している。生活科でも、総合的な学習の
時間でも、同じようにそうした配慮が十分に払われ
なければならないと考える。

４　�自然の事物・現象とのかかわりで育まれ
ること

《子どもは自然の事物・現象に関わることで、人
間として成長に必要な多くのことを学ぶ。そのこと
を意識した教育の在り方を考えることが大切であ
る。》

子どもが、自然の事物・現象と関わる活動をする
ことで、次のような育ちが期待できる。

（1）子どもが本来持っている知的好奇心が触発さ
れ、学ぶことへの興味や関心を喚起することが
できる。

子どもは、直接、自然の事物・現象にふれると、
本来持っている知的な好奇心が触発される。例え
ば、雨上がりの水たまりを見付けると、すぐに入っ
てみたくなる。傘で水をたたいたり、水の通る筋を
付けたりしたくなる。この瞬間こそが子どもの知的
好奇心が触発されたときである。そばにある輪ゴム
にふれれば、どこまで伸びるか試してみたくなる。
また、ゴムを引っかけて何かをとばしてみようとす
るかもしれない。このように一度触発された子供の
好奇心はどこまでも広がっていく。学校教育におい
ても、このような知的好奇心はもっと刺激していく
ことが必要であると思う。

（2）観念的に考えるのではなく、事実に基づいて考

えることができる。
直接自然の事物・現象にふれる体験は、事典や図

鑑を見て観念的に理解するのとは異なり、実感を
伴った理解をすることができる。そして、そうした
体験を重ねることで事実をもとに自分の考えを深め
て拡げていくのである。このことは、物事を科学的
に見たり考えたり処理したりする力を養うための大
切な基盤となるのである。

（3）人間の思考や判断を超えた現象と遭遇すること
で、人間が思い通りできないことがあることを
実感する。

子どもたちの現実の世界は、少子化の影響もあっ
て、何でも思い通りになると考えている。しかし、
子どもが関わる自然の事物・現象は、思い通りにな
らないことの方が多い。どんなに自分がえさを食べ
させたくても、満腹状態のウサギは決して食べよう
とはしない。どんなに自分は抱きたくても、嫌がっ
て抱かせてくれないこともある。そんな体験を通し
て、子どもは相手を意識し、相手の立場で考えるこ
との大切さを学んでいくのである。

（4）生物の成長には、順序があることやその死につ
いても実感することができる。

生物と関わる活動は、子どもたちが日常的に接し
ているゲームのように、生物の成長は断片的なもの
でなく、連続していることを教えてくれる。どんな
生物の成長にも必ず順序というものがあり、それを
変えることはできないとが分かる。また、どんな生
物もいずれ死がやってくることも実感的に理解する
ことができる。生命現象の営みを実感的な考えるこ
とができるようになるのである。

（5）生物は、環境に適した生き方をしていることを
理解することができる。

栽培や飼育活動を通して、どんな植物でも動物で
も生きていくために適した環境で生活していること
を理解できる。生物は環境とのかかわりで生活して
いることを実感することで、生物に対する見方や考
え方の広がりや深まりが期待できる。

（6）作る楽しさや工夫する楽しさを実感することが
できる。

自然の事物・現象を使い道具やおもちゃを作る活
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動を通して、子どもは目的を持って作る楽しさや成
就感を味わうことができる。また、併せて工夫する
ことの楽しさも味わうことができる。このような活
動は積極的に学ぶ態度を育成することができる。

（7）人間が本来生物として持っている感覚や感性を
覚醒させ、研ぎ澄ますことができる。

最近つまずいて転ぶとき、手をつかずに顔面を打
つ子供が増えているという。また、ボールが飛んで
きてもよけることをしない子どもが増えているとも
いう。自然体験の不足からくる動物としての感覚の
鈍化現象かもしれない。自然の事物・現象にふれる
ことで、人間が動物として本来持っている感覚や感
性が呼び覚ますことができる。子どもが主体的に生
きていくための基盤であり、とても大切なものだと
考える。

（8）積極的に関わることで、問題解決の活動をする
ことができる。

自然の事物・現象に進んで関わる活動は、まさに
問題解決の活動である。自ら問題を見いだし、自ら
考え判断し、解決していくことで主体的に探究する
態度を養うことができる。

永年、日本初等理科教育研究会等で活躍され、日
本の小学校理科の発展に関わってきた清水堯は、そ
の著書「人間形成と自然」の中で、『……「人間が
自然に働きかける」ことによって「自然の方もこち
らへ働きかける」そうした自然とのつき合いによっ
て広がっていく世界の中で人間は育つのである。自
然は、教育にとっていつの時代になっても必要であ
る。自然離れといわれる現代にこそ重要であり、ま
して人間形成の基をなす低学年の頃はなおさら重要
である。理科であろうが生活科であろうが、そうし
た意味の自然なくして教育は成立しない。……』と
述べている。

以上のように、自然の事物・現象に関わる活動は
子どもの人間としての成長にとって、きわめて重要
なものである。

こうしたことを踏まえて、この後、生活科・総合
的な学習の時間の在り方を考察する。

５　�自然の事物・現象に関わる生活科の実践
で育つ子どもの姿

《生活科を実践する際に、人間としての成長を意
識することで、３年以降の理科における学びの深ま
りや広がりが期待できる基盤が育成される。》

実践事例を挙げながら、考察する。
【実践例①】

１年生の生活科で『アサガオの栽培』をする。こ
のアサガオの栽培を通して、子どもが何を学び、ど
う成長するのかを考えてみたい。さらに、教師はど
のような成長を意識しながら子どもに関わればいい
のかを考えてみたい。

アサガオの教材としての価値は、子どもが本来
持っている『花』の概念を変えることができるとこ
ろにある。１年生に入学した子どものほとんどは、

「花の絵を描いてごらん」というと、

上のような絵を描く。しかし、アサガオの栽培は、
この絵を書いた子どもの植物に対して持っている概
念をことごとく覆すことになる。実際に栽培したア
サガオは、花が一つではない。茎はまっすぐ伸びな
い。葉は二つではない、葉の形も予想とは全然違う。
自分のアサガオを育てる活動を通して、子どもは無

絵１
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意識ではあるが、花には自分がイメージした物と異
なる種類もあることを実感するのである。

この体験は３年生以降の理科で他の生物を学習す
るときの基盤になるものである。生物の多様性や共
通性を学ぶための基盤となる体験なのである。

教師として関わる際に、大切なことはこうした学
びにつながることを意識することであり、多様性や
共通性について指導することではない。体験するこ
と自体、そして子どもなりの成長の程度に応じて、
様々な感覚をつかって気づくことが重要なのである。
【実践例②】

２年生の「小麦大作戦」という実践例である。こ
こでも、子どもは植物の多様さ（生物の多様さにつ
ながる大切な見方や考え方）に出会う体験をするの
である。

小麦を栽培する過程で、子どもたちは芽の出た麦
を踏まなければならない場面に遭遇する。芽が出た
季節に霜が降りる。しっかりと根付くように農家の
方は麦踏みをするのである。小麦のことを教えても
らっている農家の方が麦踏みをすることを説明し、
させようとするのだが、子どもたちは麦を踏むこと
を拒む。「かわいそうだ。」「せっかくでた芽がだめ
になる。」というのである。しかし、農家の方は「踏
む方が麦も丈夫になるから・」と踏むことをすすめ
る。子どもたちは説得に渋々応じ涙を流しながら麦
を踏み始める。これまでの栽培の経験では、出てき
た芽を大切にすることはあっても、踏みつけること
はなかった。踏むことで丈夫になる植物もあること
を体験を通して実感的に理解していくのである。生
物に適した育て方があることを知るのである。ここ
でも理科で学ぶ生物の多様性の基盤を学んでいるの
である。

このように教師が学びの関連性を意識して指導す
ることが大切である。こうした自然体験の積み重ね
が科学的な見方や考え方を促す大切な基礎になるの
である。豊かな自然体験なくして、科学的な見方や
考え方を養うことはできない。こうした自然体験を
大切にしながら、３年からの理科に出会えば、その
学びは一層広がり深まるのである。

６　�自然の事物・現象に関わる総合的な学習
の時間で育つ子どもの姿

《生活科同様、総合的な学習の時間においても、
子どもの成長を意識した教師のかかわりが必要であ
る。総合的な学習の時間の内容の枠組みは各学校で
設定するものであり、特色を生かした様々な工夫が
可能である。したがって、理科で学んだ科学的な見
方や考え方を拡げたり深めたりする内容についても
積極的に扱いたい。そうすることが子どもの人間と
しての成長を促し、探究する能力も伸ばすことにも
つながる。》
【実践事例①】

理科でモンシロチョウを飼育した３年生が、その
発展として、昔地元の産業の一つであったカイコを
総合的な学習の時間に育てることになった。

モンシロチョウを育てた体験が生きており、どの
子どももすすんで飼育に関わっていた。えさである
桑の葉は学校の近くの農家からもらうことにして、
毎日当番活動としてもらってくることにしていた。
ところが、ある日、その日の当番の子どもが、自分
の近くの畑から捕ってきた桑の葉をカイコに与え
た。すると見ている間にカイコが狂い死にするので
ある。びっくりした当番の子どもは、急いで葉を取
り除くが、50頭ほどの幼虫が死んでしまう。捕って
きた桑の葉には殺虫剤がついていたのである。

自分の安易な行動や判断が思いもよらない事態を
引き起こし、子どもたちは死を目のあたりにするの
である。学級全体で生命について話し合いをもち、
その後は、最初に頼んでいた農家から確実に桑の葉
を持ってくることを守り、丁寧に飼育していった。

この活動を通して、子どもたちは生命の大切さ、
生命のもろさ等を実感した。通常の理科の学習を超
える深い学びがあった。
【実践事例②】

５年生の「コメ作り」の実践である。５年生の理
科の「植物の発芽、成長」の発展として、コメを育
てることに挑戦した子どもたちは、校庭の隅に田ん
ぼを作ることにする。掘り起こした土をふるいにか
けたり、農家の方に分けてもらった土と混ぜたりし
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て、ビニールシートを敷いて田んぼを作った。代掻
きでは、雨水の入った土をかき混ぜ、土を軟らかく
して肥料を入れた。簡易な排水路も造った。植物に
適した環境をつくることの大変さを実感し、このコ
メ作りではその環境をつくることの大切さを学ん
だ。夏にコメの花を見付けて感動する子ども、スズ
メを退散させるための網張りに苦労する子ども、コ
メ作りを通して栽培の大変さ、環境の大切さ、他の
生き物を排除することの難しさなどを実感的に学ん
でいた。

この学習活動を通して、子どもは生物の多様性や
自然の摂理、自然界の大きなつながり等を意識し始
めることができた。
【実践事例③】

６年生の理科で「水溶液の性質」について学習す
る。様々な水溶液の性質をリトマス紙やBTB液、
フェノールフタレイン、PH試験紙等を使って調べ
た子どもたちは、自分たちの身近な海の水の性質に
関心をもった。総合の時間に発展として調べること
にした。

全国から海水をペットボトルで送ってもらい調べ
た。子どもたちは食塩水と同じだから中性だと思っ
ていたのだが、その予想に反して、どの海水も「弱
酸性」だったことが判明した。水溶液の性質を調べ
る活動が生活にも生かされ、実感する学びにつな
がった例だといえよう。

総合的な学習の時間は、子どもの成長という視点
から、理科の発展として扱うことが効果的だと考え
る。もちろん内容によっては、総合的な学習の時間
の発展としての理科も考えられる。

いずれにしても、「理科」と「生活科・総合的な
学習の時間」の関連は、理科が大切、生活科・総合
が大切等のように教科のことだけを中心に考えるの
ではなく、子どもの人間としての成長を意識して指
導することが大切である。

７　これからの教育で大切なことは

《これからの学校教育では、子どもの人間として
の成長を意識し、自然の事物・現象を対象にした学

びの機会をもっと充実させていくことが重要であ
る。》

私たち教師は、これまでの習性として教育を教科
指導という枠組みで教育をイメージしてしまう。そ
のために教科指導に重点を置いた考え方で授業を構
想することになる。しかし、これからの学校教育で
は、もっと子どもの人間としての成長という視点か
ら考えることが必要であると考えている。今回の学
習指導要領の改訂で、文部科学省が「生きる力」の
育成という理念を共有することを提唱しているが、
ここで述べた子どもの人間としての成長という視点
を持つことにもつながる考え方である。

ここまで物質的に成熟してきた豊かな社会で生活
している子どもたちの環境に、20年前のような自然
体験を取り戻すことは容易なことではない。社会全
体としてそのことを真剣に考えていかねばならない
ことだと思う。

しかし、現実には、目の前の子どもに対して今、
学校教育の中でどう対処していくかを考えることは
大切なことである。自然の事物・現象を対象にする
内容の充実は喫緊の課題である。学校教育が子ども
の人間としての成長という視点を意識して、理科や
生活科、総合的な学習の時間などの枠組みにとらわ
れることなく、様々な機会をつくって充実して行か
なければならないと考える。

この論文では、「生活科・総合的な学習の時間」
の指導の中で、自然の事物・現象を対象にした学習
活動を考えたが、その他の場面でも、子どもの人間
としての成長という視点を持つということはますま
す重要になってくると考えている。
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