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全国小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会会報 
 

生活科・総合教育だより 

コロナ禍における生活・総合の充実に向けて 

全国小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会 
会 長 齋藤 等 

（東京都渋谷区立神南小学校長） 

 例年、７月の第一金曜日に行っていた第１回全国理事会は、新

型コロナウィルス感染拡大防止の対応により、開催できません

でした。また、全国大会や各地方ブロック大会も変更を余儀なく

され、オンラインでの開催や紙上発表、中止などの判断に至りま

した。本来でしたら、第１回全国理事会は、事務局から昨年度の

事業報告や会計報告、並びに、本年度の各種計画案をお示しする

とともに、各都道府県等の理事の皆様が集まり、成果と課題等の

情報交換をする貴重な機会でしたが、紙面やメーリングリスト

等でのやりとりに変更させていただきました。なお、本会の役員

の任期は、会則により、原則として２か年と規定されております

ので、昨年度に続き、私が会長を承ることとなりました。コロナ

禍における会長が果たすべき役割として、様々な対応や新たな

方策の企画・提案などが十分にできていないことについて申し

訳なく感じておりますが、全国の皆様とともに、生活科・総合的

な学習の時間の更なる充実・発展のために、精一杯努力していく

所存です。どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、本年度は、小学校における新学習指導要領全面実施の年

です。各学校・自治体では、その趣旨を踏まえ移行期間に準備し

てきた計画等を推進していく予定だったと存じますが、２月末

の全国一斉の臨時休業要請、そして、４月７日の緊急事態宣言の

発出等により、各地で臨時休業や分散登校などが継続しました。

卒業式や入学式ができなかったり、縮小して実施したりしたこ

とも異例でしたが、通常の授業や行事等についても様々な制限

をとる状況が続くとは、新年度を迎えた４月当初、誰も予想でき

なかったことでしょう。本校がある渋谷区では、５月末まで臨時

休業が続き、６月からは各学級児童の半数ずつが学年によって

週に２～３回登校する分散登校でした。ようやく入学式を行え

たのが６月２９日で、７月１日から全児童が一斉に登校し始め

ましたが、それ以降も感染防止の取組を行いながら、可能な範囲

での教育活動となっています。新型コロナに関する正確な状況

判断は難しく、今後も先の見通しが不明なまま教育課程を計画・

実施していくのは、全国共通の悩みとなるでしょう。 

渋谷区では、区のＩＣＴ推進の政策によって、３年前から全て

の小学校１年生から中学３年生まで、全児童に一人１台のタブ 

レットパソコン（ＬＴＥ回線付き）が貸与されています。その

ため、臨時休業中や分散登校期間も、各担任と児童一人一人が

ＩＣＴを介して双方向のやりとりができ、他の自治体に比べて

家庭での学習を進めることができました。ただし、直接体験や

人と人との協働など、生活科や総合の授業で大切にしたい学習

活動はオンライン上では困難でした。また、学校再開後も町探

検をしたり、十分な体験活動をしたりといった、これまでと同

様の「型」で授業を組み立てることは難しい状況です。しかし、

各学校では、見かけは違えども、生活や総合の学習活動の本質

を踏まえた新たな授業の姿を求め、工夫していくことが欠かせ

ません。学校の教育活動は安全第一ですが、感染防止策を行っ

た上で、できるだけよいものを求めて授業改善を進めていくこ

とが重要です。社会状況の変化を見据えながら、予測が困難な

状況に挑戦していくことは、生活・総合はもとより、新学習指

導要領の趣旨を実現していくことでもあります。全国協議会に

おいても、ネットワークを生かして、全国のよい取組について、

情報共有していきたいと考えております。 

このような状況の中で、本年度の全国大会（千葉大会）は、

11月 13日(金)に日程を集約し、オンライン開催となりました。

新たな方法に挑戦し、開催にご尽力いただきました実行委員長

の小山光子先生をはじめ千葉県関係者の皆様に感謝申し上げ

ます。公開授業は中止となりましたが、田村先生と渋谷先生に

よる対談形式での講演会、そして全国各地の実践や研究の報

告・協議を行う課題別分科会は、オンラインにて開催します。

全国から人が移動して同じ会場で議論することや、公開授業を

行い、狭い教室で参観することは、感染防止の観点から避ける

べきですが、本大会によって全国各地の生活・総合に関する

様々な知見を共有し、子供たちによりよい学習活動を提供する

ための貴重な機会となるよう、運営したいと考えております。

皆様のご協力により、今後の大会運営等でも新しいヒントが見

付かればと思います。大会開催の時期に、千葉県はもちろん全

国の感染拡大が進んでいないことを祈りつつ、理事の皆様方は

もちろん、各都道府県の研究会の先生方には、インターネット

回線を通して積極的にご参加いただきたいと存じます。コロナ

禍においても、各学校の生活科・総合の学習活動の質をできる

限り高め、更には、地域全体の授業実践をよりよいものにする

ために、本会の英知を結集し、情報共有と発信を進めていただ

きますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 



第２９回 全国小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会
第２２回 関東地区小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会
令和２年度 千葉県教育研究会生活科・総合的な学習教育研究協議会

千葉大会実行委員長 小山 光子

千葉大会
１ 研究主題

２ 期日 令和２年１１月１３日（金） 午後開催
（１１月１３日に予定されていた授業公開は中止とさせていただきました。）

３ 内容 開会行事
基調提案
記念講演（対談）等
（オンライン）

課題別分科会
（紙上提案・オンライン協議）

４ 記念講演・対談
文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官 渋谷 一典 先生
國學院大學人間開発学部初等教育学科 教授 田村 学 先生

５ 主催等
全国小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会
関東地区小学校生活科・総合的な学習研究協議会
千葉県教育研究会生活科部会・総合的な学習教育部会 他

６ 日程・参加方法等
詳細は、二次案内（９月発送予定）にてお知らせします。

令和２年度全国大会千葉大会は、新型コロナウイルス感染予防のため、日程や開催方法
を変更させていただきました。また、新しい試みとしてオンライン協議も実施することに
なりました。
未知の部分もありますが、少しでも充実した大会になりますよう努力してまいりますの
でよろしくお願いいたします。
なお、ご不明な点がございましたら、下記へご連絡ください。

千葉県富里市立富里第一小学校
校 長 小山 光子

（ＴＥＬ） ０４７６－９３－６８８１
（ＦＡＸ） ０４７６－９３－６９２８
（E-mail） t608m8i11-es@educet.plala.or.jp

千葉県許諾第A-2247-1号

「はばたけ！未来を創る子どもたち」
～探究を見つめなおし 探究を創造する～
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＜顧 問＞ 増田 和彦（元全小生研会長） 

 會田  満（元全小生研会長） 

 松村 昌俊（元全小生研会長） 

 万代る里子（元全小生研会長） 

 舩田 信昭（元全小生・総研会長） 

 寺崎 千秋（元全小生・総研会長） 

 和田 信行（元全小生・総研会長） 

 浅田  学（元全小生・総研会長） 

 井出 政廣（元全小生・総研会長） 

 清水 一豊（元全小生・総研会長） 

 茂木 三枝（元全小生・総研会長） 

 相川 哲也（元全小生・総研会長） 

 齊藤  純（元全小生・総研会長） 

水谷 光一（前全小生・総研会長） 

＜会 長＞ 齋藤 等（東京・渋谷区立神南小） 

＜副会長＞  
北海道ブロック 吉田 信興（北海道・札幌市立川北小） 

   東 北ブロック 赤坂 裕子（青森・青森市立浪打小） 
関 東ブロック 小山 光子（千葉・豊里市立豊里第一小） 
東 京ブロック 宮崎倉太郎（東京・武蔵野市立境南小） 
東海・北陸ブロック 未   定 
名古屋ブロック 児玉 康彦（愛知・名古屋市立見付小） 

近畿・大阪ブロック 
 

八木 芳良（滋賀・野洲市立祇王小） 

中 国ブロック 石田 恭二（山口・宇部市立立原小） 
四 国ブロック 白石 久美子（愛媛・伊予郡松前町立松前小） 
九 州ブロック 鍋嶋 直明（福岡・福岡市立高宮小） 
 
 
 
   

 
 
＜事務局＞ 
事務局長 小林 佳世 （世田谷区立明正小） 

TEL 03-3415-5591 FAX 03-3415-5940 
庶務･広報 清水  仁 （新宿区立落合第三小) 

TEL 03-3565-0941 FAX 03-3565-0976 
 庶務 副 中村 泰之 （世田谷区立世田谷小） 

TEL 03-3420-7242 FAX 03-3420-8137 
会 計 富田恵美子 （稲城市立稲城第七小） 

TEL 042-377-0351 FAX 042-379-3657 
会計監査 野尻 史子 （北区立滝野川もみじ小） 

TEL 03-3949-5267 FAX 03-5567-4527 
   

 
 

   分担金納入のお願い    
理事の皆様には、お元気でご活躍のことと存

じます。 
さて、本会は、各都道府県・自治体の研究会か

らの分担金により、全国大会の補助金(２５万

円)、生活科・総合教育だよりの年２回の発行（ホ

ームページ掲載により、印刷配布は１回）、理事

会開催等に関する経費を賄っております。 
各研究会におかれましては、様々な事情があ

ると存じますが、是非ともお早目の分担金納入

に格段の御配慮を賜り、下記までお振り込みく

ださいますようお願い申し上げます。 

 
記 

 

 

 

 

 

 

 

なお、分担金は一口１万円以上です。 

齋

藤 

会

長 

郵便局  記号  １００１０ 

     番号  ８９６８２８１１ 

名 称 全国小学校生活科・総合的な学習 

      教育研究協議会 

 

（問い合わせ） 担当 富田恵美子 

 

全国小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会 

ホームページURL 
http://www.zenseisouken.net 
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