


「わくわく楽しく生 活科をしたくなる」教科書
新
●

し
●

い
●

提
●

案
●

は い つも教 育 出 版から

子どもも学ぶ 先生も

生活科でしか育めない
思考力を培う「しかけ」がいっぱいです2 p.11

生活科だからこそ育むことができる
資質・能力を引き出します1 p.3

未来に向かって
輝いて生きる子どもを育みます3 p.17

編集座談会 
もしも，アタマの中が見える虫眼鏡があったら p.2

＜編集にあたって＞

子どもは自ら「？」（はてな）や「！」（びっくり）が生じて初めて， 
心も体も動き出します。
目指したのは，＂真のおもしろさ＂を秘めた教科書。
「何を学ぶか」「どのように学ぶか」「何ができるようになるか」…
新しい視点でとらえ直すことで見えてきた新しい教科書のカタチ。
教育出版の生活科教科書は，
＂新しい教育課程が目指す生活科＂ を実現する教科書です。

おもしろくなければ教科書じゃない！
おもしろいだけでも教科書じゃない！
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藤井千惠子先生
（国士舘大学教授）

喜名朝博先生
（東京都江東区立
  明治小学校統括校長）

池谷裕二先生
（東京大学教授）

――新教育課程の生活科では，発達段階に応じた思考力を育てる
ことが課題です。脳と学習の関係を教えてください。
池谷　脳の学習プロセスの中には，「速い学習」と「遅い学習」
といえるものが二重に動いています。結果をすぐに求めたがる場
合は「速い学習」が重視されます。いわゆる「わかった！」です。
僕は，成長とは「遅い学習」だと思うのです。「成長しているの
かしていないのか，自分でもモニターできていないんだけど…」
というあの段階を，すごく大切にしければいけないと思っていま
す。
藤井　生活科を始めた頃，子どもが活動に没頭する時間をたくさ
ん確保するということを大切にしていました。「遅い学習」が大
切であるということにつながりますね。没頭しているのを待つ，
しっかり見届けてあげるというように，教える側が我慢して見て
いられるかというのがすごく大きいんじゃないかと思いました。
喜名：「わかった！」の快感，これは確かにあると思うんですね。
前にやったことと，今，目の前で起こっていることがつながる瞬
間，そういうときに子どもは「わかった」って，ものすごくいい
顔をするし，学んでいるよさみたいなのを我々も感じます。
池谷　そもそも「人間らしい」ところは「動物らしい」ところの
上に乗っています。「遅い学習」がない限り，「人間らしさ」は活
かせません。どちらも大切です。
喜名　自分の思考過程や，やってきた過程をモニタリングする力
というのは，発達段階では，どれくらいでしょうか。
池谷　例えば，「私，問題解けてる！」みたいなのがわかるのは，5，
６歳くらいからだと思います。だから，小学校に入る頃には，も
う十分できています。
喜名　生活科では，「自分自身への気付き」を大切にしているん
ですけど，とっても理に適っているわけですね。
池谷　そうですね。いちばん大切なところですよね。そのファー
ストステップはもうできている時期です。

「人間らしさ」を生かした
学びが大切です

実感を伴う学びがあるのは
生活科だけです

もしも，アタマの中が見える
虫眼鏡があったら
ーアタマとカラダのつながりから見える生活科の学びー

編集座談会

公立小学校教員等を経て，東
京都教育委員会など各区教育
委員会の要職を歴任。著書は

『１年生の授業 生活科 体験
活動が生きる楽しい授業づくり』

（1992東洋館出版）など。

脳研究者。海馬や大脳皮質の可塑
性を研究する。『パパは脳科学者』

（2017クレヨンハウス）『脳はみん
な病んでいる』（2019新潮社）など，
脳科学の知見をわかりやすく紹介す
る一般向けの著書多数。

公立小学校，東京学芸大学
附属大泉小学校教員等を経
て，東京都各区市の教育委
員会の要職を歴任。生活科
創設以来，授業方法を研究・
推進してきた。
令和元年5月22日 全国連
合小学校長会 会長に就任。

――体験学習が中心の生活科です。体験と脳にはどんな関係があ
るのでしょうか。

池谷　僕らは，感覚の世界の中でしか生きていないので，感覚に
実感を伴わせることが，すごく大切です。他教科では，目や音な
ど特定の感覚が中心ですよね。だから，諸感覚をまんべんなくき
ちんと使っていく必要があります。そうすることによって，幻覚
が幻覚じゃなくて，実感になるんです。脳が感じている世界を疑
わないようにするためには，実感を伴う必要があります。そうい
うことを学ぶことができるのは生活科だけだと思います。
喜名　学校教育が始まって150年，実は，基本的なカタチは，何
も変わっていません。先生がいて，子どもが先生のほうを向いて
画一的に教えられるということが，今この時代になって合わなく
なってきているんじゃないかと思います。
本来は，生活科は教育改革の柱だったはずなんですけどね。それ
が少し形骸化してしまって，また同じ150年続いている学校教育
の中の生活科になりつつあるのが残念です。
だから，この新しい教科書で，そういうところを変えていかない
と，と思うんです。
一同　そうですね！

生活科だからこそ育むことができる

資質・能力を引き出します1

CONTENTS

4 生活科と他教科をつなげ，確かな力をつけます p.10

3 新しい「スタートカリキュラム」を提案しています p.8

5 生活科を中学年以降へつなげ，学習への意欲を育みます p.10

2 主体的・対話的で深い学びへと導く「振り返り」を設定しています p.6

「育てる力」が一目でつかめます1 p.4
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生活科で育成する資質・能力を，「サイコロ」で
どんな学びがあるのかをとらえにくい生活科。
生活科の教科目標から，育む「力」を六つ抽出して，
子ども，先生，保護者にも，見た人全てに学習の「めあて」がつかめるようにしました。

目次

⃝サイコロ
各ページに，特に発揮すると効果的な
「力」を配しています。

きづく

「育てる力」が一目でつかめま す1

⃝子どもたちへは
最初にサイコロが出てくるページで，
よびかけています。

⃝保護者へも明記

＂やらされている体験活動＂にさようなら。
「めあて」をもって学習すると，
本来もっている力を発揮できます。

子どもたちにとっては

「活動のポイントがわからない…」を解消。
何を育てるのかがわかれば
指導のポイントがつかめます。

先生にとっては

p.16-17上

じぶんで
できる

かんが
える つたえる ちょうせん

する
じしんを
もつ

p.6上 裏表紙下
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各単元に「なにをかんじたかな」ページを新設 「感じる」は，諸感覚を通して全身で受けとめている「考える」の第一歩。
学んだことや考えたことを伝え合い，“気付いていることに気付く”ことに重点を置いています。

主体的・対話的で深い学びへと 導く「振り返り」を設定しています2

「驚いたよ。」
「はじめてわかったよ。」
「もっとこうしたい。」
振り返り方が定着することで，
学び方が変わります。

子どもたちにとっては

評価が難しい生活科。
だからこそ，子どもの気付きを
のがしたくありません。
教科書を活用した振り返りができます。

先生にとっては

⃝学びの軌跡を  残す「書き込み欄」

⃝ 振り返りの時間「なにをかんじ たかな」
自分との関わりで捉えた見方・考え方を育む時間   です。
言語活動，絵，カード，身体表現など，学習内容に   適した
表現活動を例示しています。

⃝自信や意欲のバロメーター「まんぞくハシゴ」
教科書全体を貫いて登場します。

「ハシゴ」を登っているキャラクターよりも,
自分の思いは上か下かを比べて,自己評価をします。

⃝学びを意味づけ価値づける先生の支援や指導

⃝子どもたちの「気付き」を例示
学習したことや考えたことが，自分の言葉で
話せることを大切にしています。

p.20-21上
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幼児期の学びからつながる導入
「スタートカリキュラム」とは，幼児期における遊びを通した総合的な学びを，
各教科へスムーズに移行する，入学当初の児童に合ったカリキュラムです。
どの学校でも行うことができる，生活科を中心とした「スタートカリキュラム」を提案しています。

新しい「スタートカリキュラム」を 提案しています3

❶絵本「なかよしのき」で始ま  る導入 幼児期に絵で想像を広げた経験を土台として，豊かに想像し，国語につながる言葉を引き出す教材です。
「木」は，生活科学習にとって，もっとも大切な「気付き」の象徴です。

子どもたちの頭の中は，まだ「国語」「算数」「生活」と，教科で分かれていません。
合科的，関連的な指導や弾力的な時間割を例示しています。❷生活科を中心に教科の枠を外 したカリキュラムの提案

―ゼロからのスタートではありません―

新しい生活への
期待と不安でいっぱいの子どもたち。
ゆったりスタートすることで,
安心して楽しく確実に,
小学校生活に慣れることができます。

子どもたちにとっては

学びの芽を見取りながら
先生もゆったり指導をすることができます。

先生にとっては

幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿

幼児期に習得したことを生かして,
ゆったり安心して学校生活をスタート

幼児期に体験した遊びを,
楽しく少しずつ教科学習へ

1日の流れと教科を意識して,
確実に学校生活へ

第３場面には, 振り返りの
バロメーター「ハシゴ」が登場

p.8-13上

表紙裏-p.５上

幼稚園教育要領

自立心
社会生活

との
関わり

健康な
心と体

思考力の
芽生え 協同性豊かな

感性と表現
言葉による
伝え合い

自然との
関わり・

生命尊重

数量・図形、
文字等への
関心・感覚

道徳性・
規範意識の

芽生え
10の姿

イラスト「10の姿」と同じ写真を掲載して
います。幼児期に育んだ資質・能力を，
小学校生活で発揮している様子です。



生活科と他教科をつなげ,
確かな力をつけます

生活科を中学年以降へつなげ,
学習への意欲を育みます

「生活科のことを作文で
書きたい。」「算数で習った
グラフを生活科で使いたい。」
学んだことがどんどん
つながって力になります。

子どもたちにとっては

カリキュラム・マネジメントに
活用できます。

先生にとっては

生活科の学びがずっとつながる
ことをイメージできます。

子どもたちにとっては

学びのつながりが見えることで,
指導のポイントが見えてきます。

先生にとっては

p.112-113下

p.127-136上

p.117-136下

CONTENTS

p.12学習へぐんぐんひきこむ子ども目線のキャラクター1
しかけ

2 追究の鬼を育てる＂思考スイッチ＂ p.13
しかけ

3 アタマの中を＂見える化＂ p.14
しかけ

4 教科書を＂くまなく見ずにはいられない＂ p.15
しかけ

5 想像力と創造力を磨く「もしも」 p.16
しかけ

生活科でしか育めない

思考力を培う「しかけ」が
いっぱいです

2
「カリキュラム・マネジメント」をサポート「学びのポケット」

4

5

⃝「単元とびら」にインデックス

⃝他教科の知識・技能を整理 ⃝他教科で学んだことを
　活用して表現活動

p.118-119下 p.18など下

図
ず

画
が

工
こう

作
さく

国
こく

語
ご

算
さん

数
すう

p.14-15上
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学習活動に没頭している子どもたちの横顔。そこに思考は
働いているのか…そこが支援や指導のポイントです。

先生にとっては
繰り返し使うから身に付く！身に付くと楽しい！
また使いたくなる！いっそう磨きがかかります。

子どもたちにとっては

2年間の成長を追いかけました

一つ一つの気付きを
関連付けられた気付きへと，
質的に高める構成

p.92下

p.82上 p.35上

上（ほか　 p.19,33,37,39,
 41,49,55,65,75,107
　   p.13,15,29,51,93）下

「ひんと」コラム
見付ける，比べる，たとえ
る，試す，見通す，工夫す
るなどの学習活動を繰り
返し提示しています。

学習へぐんぐんひきこむ
子ども目線のキャラクター 追究の鬼を育てる ＂思考ス イッチ ＂

支援や指導，言葉がけなどのヒントになります。

先生にとっては
自分を映す対象があることで，
比較や関連付けがしやすくなり思考力が深まります。

子どもたちにとっては

子どもたちと同じ目線で，
一緒に学習する「いぐら」

「なんだ?!　この生きものは?!」
思わず聞きたくなる不思議なキャラクター。
さて，子どもの反応はどうでしょう。
きっと，こう言います「あ！  “いぐら”だ！」。
「いぐら」は，素直な驚き，喜び，困惑をつぶやく，
子どもを代表したキャラクターです。

絵本「コんガらガっち   
どっちにすすむ？の本」
シリーズや４コマ漫画
「あたまがコんガらガっ
ち劇場」などで子ども
たちに大人気のキャラ
クター。作者はNHK E
テレ「ピタゴラスイッ
チ」や「0655・2355」
を企画制作する『ユー
フラテス』。

「いぐら」について

▲コんガらガっち 
どっちにすすむ？の本
ユーフラテス（小学館）

学びを意味づけ，価値づける先生
生き物や地域のことなどは，先生より子どもたちの方が詳しいこと
があります。生活科は，ある意味，唯一，子どもたちと先生が対等な
立場になれる教科です。先生は，「どうしてでしょうね。」「次は，ど
うしたいですか。」「教えてくれてありがとう。」など，子どもたちの
活動を広げています。

「花ちゃん」「大地くん」
上下巻の2年間を通して，二人と一緒
に学習をします。二人はリアルな子ど
も像として，時には失敗，試行錯誤して
成長していきます。学習カードも，この
二人が書いた設定です。

比べて 関連付けて見付けて

試して 予想して 工夫して

1
しかけ

2
しかけ

p.104-105下

「はてな」
キャラクター
具体的な投げかけで，
気付きの質を高めます。
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答
こた

えは この 本の 
どこかに あります。

思考ツール
「Y

ワイ

チャート」で整理 付箋を使った活動

板書例
　　　は子どもの「共感」や「感想」を
　　　は「思考の流れ」を
　　　は「ポイント」や「決定事項」を
・・・など読み取りやすい板書を提案しています。

青囲み
赤囲み

黄色

（ほか　 p.20，87，99，120）上

（ほか　 p.8，72，106-107）下

⃝思考を整理する学習活動 p.62-63下

⃝「学びのポケット」

順序をつけて考えたり，
分類したりする
学習方法を例示
プログラミング的
思考力の育成

p.121下

⃝資料ページにもひと工夫 p.22-23（ほか　 p.53 ，76-77）上下

アタマの中を＂見える化 ＂ 教科書を ＂くまなく見ずにはいられない ＂

子どもの活動や思いをつなげて広げて…
思考ツールを取り入れた板書を例示しています。

先生にとっては
子どもの本気を逃さずキャッチ。
次の活動へつなげることができる教材です。

先生にとっては
書いてみる，並べてみる，順番をつけてみる，
線をひいてみる…。「あ！　何かが見えてきた！」

子どもたちにとっては

活動の見通しをもつワークシート

「どこに書いてあるのかな？」「図鑑で調べてみたら？」
「実際に見てみようよ。」「もっと」が生まれます。

子どもたちにとっては

3
しかけ

4
しかけ

⃝答えのありかを探すしかけ
簡単にわかるなんてつまらない。
少しのハードルが，「本気」を引き出します。



「生活科」を「生活化」していく
ヒントになります。たとえば，
学習の初めに考えた「もしも」と，
体験学習を終えて考えた「もしも」では，
子どもの発想が全く違っているはずです。

先生にとっては

実感を伴った「もしも」が生まれるはずです。
p.71（ほか　 p,45，126，上 上 p.45，101，116）下

想像力と創造力を磨く「もしも」 未来に向かって

輝いて生きる子どもを
育みます

3

CONTENTS

3 健やかに安全に生きることを大切に
（防犯／防災／安全／衛生・健康 等） p.19

2 多様性と自分らしさを大切に
（インクルーシブ教育／ダイバーシティ教育／ユニバーサルデザイン 等） p.18

新しい学び方を提案
（情報教育・ICT教育）1 p.18

相手の立場に立って考える…
目の前にないものを想像する…
自分で何かを生み出そうとする…
体験したからこそ，
実感を伴った「もしも」が生まれます。

子どもたちにとっては

いろいろ体験をしたあとは…
例：　　　 飼育活動「なかよくなろうね小さなともだち」p.62-71上

知識や経験を総動員，予測困難な社会の変化に主体的に関わる力を引き出します。

5
しかけ

16 17
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https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-link/seikatsu/1.html

学習に役立つ情報をウェブサイトで
見ることができます。

新しい学び方を提案1

多様性と自分らしさを大切に2

⃝「パラリンアート」の取り組み
障がいのある人が描いた作品（障がい者アート）を教科書に掲
載することにより支援する活動に取り組んでいます。

多様性を大切にした
写真やイラストに配慮しています。

⃝�すべての児童にとって学びやすい�
ユニバーサルデザイン（UD）

色覚等の特性をふまえた，判読しやすい配色やレイアウト，表現
方法，文字（ユニバーサルデザインフォント）を採用しています。

CUDマークは，制作段階
で何度も検証を行って
合格とした製品だけが
取得できるマークです。

裏表紙裏
上 下

Web情報「まなびリンク」 熱中症予防

健康への配慮「早寝，早起き，朝ごはん」

交通安全・防犯・防災への注意喚起

多様性の意識づけ
（ダイバーシティ教育）

アレルギー反応への
配慮

衛生面の
注意喚起

危険な動稙物への
注意喚起

特別な支援を必要とする児童への配慮
（インクルーシブ教育）

お試しいただけます

p.44下

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-link/seikatsu/2.html

（ほか　 p.9，13,31,
 51，62，70,124）

下

上巻

下巻

健やかに生きることを大切に3

昨今の気候変動に配慮し，真
夏の活動は校内で設定して
います。

コラムで注意喚起
しています。

p.49上

p.53上

手
て

あらい
うがい

「手洗い・うがい」マーク
随所に設けています。

p.61上

p.88下
上（ほか　 p.44）

p.28-29上

ICT機器の活用誌面にQRコード （ほか　 p.34,45,53,132,133
 　 p.15,50,128,129）下

上



教師用指導書の紹介

みんな なかよし

総論編

上

⃝総論編

「生活科」の教科・授業研究を,新しい
視点と表現方法で解説。生活科にわ
くわく取り組むことができるヒン
トがつまっています。

⃝実践事例編

全国の実践事例を掲載。課題やそれ
を乗り越えた方法などについてもふ
れています。生活科は１日にして成ら
ず。優れた実践は，汗と苦労と，先生
方の情熱の結晶であることがわかる
事例集です。

みんな なかよし

指導案編

上

CD-ROM付

⃝指導案編

教科書展開に添って，指導案を提案
しています。指導案は，リライトでき
るようにデータ化しています。

⃝朱書編

授業展開や支援・指導例を具体的に
示しています。

みんな なかよし

実践事例編

上

先生たちの「こんな指導書がほしい！」をカタチに

みんな なかよし

すぐに使える！ 
ワークシート＆手紙文例集

上

⃝すぐに使える！　
　ワークシート＆手紙文例集

教科書掲載カードや補助ワークシー
ト，リライトして使う保護者への手紙
文案など，授業をサポートする素材を
掲載しています。

わくわく生活科
DVD

【 リライト自由自在！ 】
● 年間指導計画・評価例
● 教科書掲載カードフォーマット
● 補助ワークシート 
● 保護者や地域とつながる
　手紙文例集

DVD収録内容

【 生活科をもっとわくわく！ 】
● デジタル「学びのポケット」
● 生きものわくわく動画
● プラスαの資料集

習慣や技能，安全指導などを，みんなで繰り返し確認できます。

デジタル「学びのポケット」
動植物の生命感あふれる動画などで，
学習効果を高めます。

生きものわくわく動画

デジタル教材の紹介
生活科をもっとわくわく！

発行予定であり，変更になる場合があります。

教師用指導書 朱書編
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