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教育基本法第条に掲げる次

自然との関わり・生命尊重自然に触れて感動する体験を通して，自然の変化などを感じ取り，好奇心や探究心
をもって考え言葉などで表現しながら，身近な事象への関心が高まるとともに，自然への愛情や畏敬の念をも
つようになる。また，身近な動植物に心を動かされる中で，生命の不思議さや尊さに気付き，身近な動植物へ
の接し方を考え，命あるものとしていたわり，大切にする気持ちをもって関わるようになる。（第章 総則，
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C02は前時までの活動時に，昆虫による食害対策として虫除けカバーを自作してナスを覆い，果柄に輪ゴム
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を指して C03に「これ取って」と依頼した。ナスの棘を恐れつつも，ナスの生長を阻害しうる黄変した葉は除

ここでは，
「探検活動を繰り返すことで，小学校という漠然としたこどもの捉えが，Ａ棟は他の棟と比べて特別

去したいと葛藤しながら思考している C02の様子が見られた。また，教師（T）との会話から C02は，自分が

性と共通性に関する基礎的概念の構築がなされた事例として，年生での学校内を探検する活動事例がある。

作った虫除けカバーによる成果は認めつつ，虫除けカバーと生長しなくなったこととを関連付け，思考してい

そのため，生物教材以外を扱う場面でもその育成がなされていくと考えられる。生物教材以外を扱い，多様
めとして，部分と全体，定性と定量などといった視点もあることに留意する必要がある」とされている14）。

る様子が見られた。それは「つたえあいタイム」のときの発言にも見られた。
「つたえあいタイム」においてピーマングループの児童が日光の当たるところに置いておくと良いと発言し

も用いられる視点であることや，これら以外にも，理科だけでなく様々な場面で用いられる原因と結果をはじ

ていた内容をふまえ，C01は「まとめ」部分でのこれからの活動として，
「太陽に当てて栄養をやったら，今ま

いても，
「これらの特徴的な視点はそれぞれ領域固有のものではく，その強弱はあるものの，他の領域において

だ中身が小さいやつがどんどん大きくなるかなって思った。
」と発言した。また，C02は別のグループの児童が，

理科編』にお

虫除けカバーを輪ゴムで止めている部分を指して「茎に栄養入ってくるのに絞めちゃったから入らなくなった

るところであり，生命領域以外でもその育成が示されている。実際，
『小学校学習指導要領解説

「多様性と共通性」という視点は，米国 NGSS13）では横断的概念「パターン」として示される内容と一致す
条件に気づいていく子どもの様子が示された。

んだよ」と発言したことをふまえ，輪ゴムの使用をやめていた。
C01と C02の活動に着目し，授業の展開と児童の思考過程を図のように整理した。継続的な栽培活動の過

栄養分は茎から実に流れており，それを途中で止めてしまうと実が育たないことなどの植物の生長に共通する

程で意図をもって植物と関わってきている児童は，
「お世話タイム」のときに，自らの関わりの成果を判断して

異なる植物種を育てている他者との会話から，種の多様性を超えて太陽光や緑色の葉の存在が大切であること，

いる様子がわかった。また，
「伝え合いタイム」においては，成果を報告する児童だけではなく，
「お世話タイム」

とを対比し，多様性や共通性を学んでいくことができると考えられる。特に，今回分析した場面においては，

で気づいた課題に対する助言を要請する児童もいたことから，学級という集団内の社会的分散認知を児童自身

上述の生活科における事例では，異なる植物を栽培する過程で，自らが栽培する植物と他者が栽培する植物
2017年月に告示され，月に解説が示された次期『小学校学習指導要領解説
理科の「生命」領域に特徴的な見方と生活科での学びの関連

物が直面する課題を真摯に考え働きかけるなど，その生命を大切にする様子が本事例から見ることができた。
意図をもって行った自らのかかわりの成果を判断

つたえあいタイム

支援の要請・成功方法や助言の共有等、他者の視点からの捉え

まとめ

新たな意図の構築・活動の開始
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継続的な栽培活動により，児童が植物体の成長や変化とその条件に目を向けていく様子，自らが育てている植
が信頼し，活用しようとしており，実際に，「まとめ」の場面では決定した新たな関わり方が始められていた。

命」に関する自然の事物・現象を主として「多様性と共通性」の視点で捉えることが示されている。
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ここでは，
「探検活動を繰り返すことで，小学校という漠然としたこどもの捉えが，Ａ棟は他の棟と比べて特別

を指して C03に「これ取って」と依頼した。ナスの棘を恐れつつも，ナスの生長を阻害しうる黄変した葉は除
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【英文要旨】

“Course of Study” in Japan is revised in 2017. In the new Life Science study, students will see
nature using the view of “similarity and diversity”. Using the KH Coder, the contexts of the study of
“life” in the early year education were analyzed. In kindergarten, the word “cherish” was the center
of a word web. In contrast, in Living Environment Studies, six words were shown as the center.
This means that, in the first and second grades in elementary school, “ children ” will construct
“realistic understanding” of the “change” of life, through the “opportunity” of the “continuing”
“involvement” in the lives of animals and plants. Moreover, it was shown in a case study that
children use the view of “similarity and diversity” in Living Environment Studies.

children use the view of “similarity and diversity” in Living Environment Studies.
“involvement” in the lives of animals and plants. Moreover, it was shown in a case study that
“realistic understanding” of the “change” of life, through the “opportunity” of the “continuing”
This means that, in the first and second grades in elementary school, “ children ” will construct
of a word web. In contrast, in Living Environment Studies, six words were shown as the center.
“life” in the early year education were analyzed. In kindergarten, the word “cherish” was the center
nature using the view of “similarity and diversity”. Using the KH Coder, the contexts of the study of
“Course of Study” in Japan is revised in 2017. In the new Life Science study, students will see
【英文要旨】
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