
２０１１年度 ソニー子ども科学教育プログラム 

主題：「科学が好きな子どもを育てる」 

～「なぜ」を大切に／感性・創造性・主体性の育成～ 
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はじめに 

「先生、よく飛ぶ紙とんぼができました。」と笑顔で紙トンボを職員室に持ってきた子がいた。話を聞

くと、休み時間を利用し、工夫を重ねながら５個の試作機を作り、ようやくよく飛ぶ「紙トンボ」がで

きたそうである。その紙トンボを大事そうに持っている姿は、まさに「科学が好きな子ども」の姿であ

った。また、「夏休みが楽しみだ。」と話しかけてきた４年に「学校が休みだとなぜ楽しいの。」と聞い

たら、「だって、休みが長いから自由研究がいっぱいできる。」といって目を輝かせていた。こんな会話

から「科学が好きな子ども」が着実に育っていることを実感でき、うれしく感じる瞬間だった。 

 

１．科学が好きな子とは  

（１）本校の教育方針と科学教育とのつながり 

本校の教育方針の柱として東井義雄先生の「根を養えば樹は自らから育つ」という言葉がある。

この『根』を育てることが、子どもを大きく伸ばすために必要な「教育」である。では、「根」と

は何だろう。それは子どもたちが本来持っている向上心や向学心である。子どもたちのこの向上心

や向学心を伸ばしていくためには、子どもたちの「～したい」という能動的な気持ちを大切にしな

ければいけない。能動的な気持ちを育てるために一番有効なのが、実際自分の目で見ること、自分

で働きかけること、自分とのつながりを感じることを通して感動できるのが「科学教育」である。

そこで、本校は科学教育に取り組むことで、子どもたちの大きくて丈夫な「根」を育てていくこと

ができると考えている。 

（２）本校が目指す「科学が好きな子ども」とは 

４年間の実践から、「楽しむ」ことが子どもたちにとって一番心に残ることを学んだ。楽しむこ

と、あるいは楽しみを感じることで、子どもたちが能動的に学習や学校生活に打ち込み、学校目標

である「かがやく子」のように、「輝き」をはなつようになってきた。このことから本校が考える

科学が好きな子どもとは、昨年度と同様に「科学を能動的に楽しむ子ども」とした。能動的に

科学を楽しむことを整理すると、次の通りである。  

①体験を楽しむ子 

自然体験や科学体験によって、仕組みの巧みさに驚いたり、不思議に感じたりして楽しむ子。こ

の感動を経験することで、子どもたちは、いろいろな体験を積極的に行うようになり、そのことが

子どもたちの感性やものの見方を養うことにつながると期待できる。 

具体的な姿 

・進んで自然体験（昆虫採集など）をする。 

・休み時間などに進んでものづくりをする。 

・科学読み物などの本を進んで読む。 

・休み時間などに昆虫や石の標本づくり、押し花づくりなどをする。 

・おもちゃの仕組みを分かろうと分解したり、組み立てたりする。 

・進んで屋外で生物観察をする。 

②発見の過程（追究）を楽しむ子 

不思議に感じたことを追究し、解決していくことで新しい発見ができたり、より深い理解が得ら

れたりする喜びなどを感じ、楽しむ子。この感動を体験することで、もっと知りたい、もっと発見

したいと能動的に追究するようになり、子どもの思考力や考察力を高めることにつながると期待で

きる。 
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具体的な姿 

・休み時間などに自分が納得するまで実験を繰り返して行う。 

・自分で家から実験道具に使えるものを持ってくるなど必要なものをそろえようとする。 

・不思議に思ったことをインターネットや本で調べる。 

・実験結果をもとに新しい疑問を見つけ出すことができる。 

・自由研究を一人で進めることができる。 

・採集したもの（生物や鉱物など）の名前を図鑑で調べる。 

・生活の中でどのように使われているか、授業で習った以外の事象も見つけようとする。 

・納得できないことを友達や先生に納得するまで聞く。 

・ニュースで紹介されたことをもっと詳しく調べようとする。 

③発信を楽しむ子 

自分が考えたこと、発見したことを発信し、人と交流することで他の人に認められたり考えを共

有したりすることによる自己有能感や自己存在感を楽しむ子。この感動を体験することで、子ども

たちの表現力や協同意識を育むことができるようになると期待できる。 

具体的な姿 

・自分で考えたことを絵や工作などの作品で進んで表現する。 

・自分で調べたことを、図などを使って友達に分かるように何度も説明する。 

・自分が発見したことやその時の気持ちを進んで話したり、作文などに書く。 

・友達との会話で頷きながら聞いたり、進んで質問したりする。 

・自分が調べたこと、発見したことを進んで新聞などにまとめる。 

・新聞やテレビで自然や科学に関係したことを親子で話し合う。 

 

２．２０１１年度の実践（「４UP 作戦」の実践） 

(1)子どもの科学的思考力、科学する心を育てる「授業充実 UP プラン」 の実践 

【実践①】科学史活用で子どもの関心を高める【５年 振り子の働き】（２０１１年２月実施） 

 ①単元構成（８時間扱い） 

子どもの素朴概念 

・おもりの重さが振り子の一往復の時間に関係する。 

・ふり幅の大きさが振り子の一往復の時間に関係する。 

・おもりが重いほうが速く下に落ちる。 

学  習  内  容 

わくわく 

Enjoy 
１時間 

【科学史の活用】 

・ガリレオの逸話を紹介。 

・ガリレオの逸話に基づいた疑似体験。 

・ガリレオの発見したことについて体験をもとに話し合う。 

とことん 

Enjoy 
５時間 

・自分たちが発見したことが正しいかどうか確かめる。 

・おもりを重くしてもなぜ振り子が一往復する速さが変わらないか考える。

・振り幅を大きくしてもなぜ振り子が一往復する時間が変わらないか考える。

なるほど 

Enjoy 
２時間 

・１０秒振り子を作り、ガリレオの発見が時計の発展につながったことを理

解する。 

・ガリレオの工夫や追究心を知り、先人の偉大さや素晴しさを味わう。 

授業後の子どもの ・重いおもりも軽いおもりも落下スピードはあまり変わらない。 



 3

概念 ・おもりの重さを変えても、下に引っ張る力が同じくらいなので振り子の一

往復する時間は変わらない。 

・振り幅をかえると振り子のスピードが速くなるが、その分大きく動くので

一往復する時間は変わらない。 

・振り子の原理が利用されて時計ができた。（時計がないときにこの法則を見

つけたガリレオはすごい。） 

②この単元での「授業充実ＵＰプラン」とは 

 振り子の学習では、ブランコなどで振り子の体感をする導入もあるのだが、子どもたちにとって

「ブランコ」と「振り子」は、二本で支える、自分でこぐとふり幅が変わるなど、なかなか振り子

と同じ原理を活用しているとは考えにくいのが現状である。そこで、振り子を自然に体感させるた

めにはどうしたらいいか。それには科学史（ガリレオが教会のシャンデリアを見て振り子の法則に

気づいた逸話）を活用することが有効ではないかと考えた。この逸話の疑似体験によって、子ども

の素朴概念と事実の食い違いに気付かせることで、子どもの知的好奇心をくすぐることができると

考えた。 

③指導の実際 

○わくわく Enjoy 学習の場面 

暗幕で暗くした理科室にいろいろな大きさのペットボトルで作った燭台をつるしておく。子ども

たちは理科室に入った瞬間、今までと雰囲気が違うことに気づき、「一体何が始まるのだろう」と

期待を持った表情になっていった。そこで、次のような話をした。 

今から４００年前の世界にタイムトラップしよう。ここはイタリアのある都市にある教会。日曜

日である。ここでは日曜日になると礼拝をするために多くの人が教会に集まった。その中にガリレ

オ＝ガリレイという人がいた。ガリレオは礼拝にきたとき、シャンデリアのろうそくに火をつける

作業を熱心に見ていた。その作業をじっと見ていたとき、はっとした。今までの常識と違うあるこ

とに気づいたのである。 

 さあ、皆さんはガリレオです。さて、ガリレオは一体どんなことに気づいたのだろう。 

 ここで、教室につるしておいたペットボトルの燭台のろう

そくに火をつけていった。子どもたちは真剣にその燭台を観

察する。そうしているうちに燭台が止まりだした。子どもた

ちから「先生、自分たちで好きなように揺らしてみていいで

すか。」と問いかけがくる。許可すると、自分たちが確かめた

い振り幅で揺らしてみる。この段階で「振り幅」という観点

に気づいている。何回も確かめる。この活動の後に、自分が

見つけた「発見」について発表させた。子どもたちの発見は

次の通りであった。 

・おもりが大きいと、小さいものと比べて一往復する時間は遅い。（いや、速い） 

・振り幅が大きいと振り幅が小さいものより一往復する時間は速い。（いや、遅くなる） 

・振り子の糸が短いと長いものより一往復する時間は速くなる。（これは反対意見はなし） 

いろいろなところで「発見」の食い違いが見られた。このことが子どもたちの探究心に火をつけ

たようで、「調べたい」という声がすぐに上がった。 

○とことん Enjoy 学習の場面 

 わくわく Enjoy 学習の段階で、子どもたちは振り子の一往復する時間を変えるために必要な３つ

実際にペットボトルの燭台を動かして、

動きを確かめる子どもたち 
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振り幅を測る係、計時係、おもりを持

つ係と分担し、実験を行う。一往復の

時間が変わる４０度～５０度の実験は

正確に測ろうと、まさに真剣そのもの。

の要素（おもりの重さ・振り幅の大きさ・振り子の糸の長さ）

はすでに予想している。そこで、班毎に３つの要素を変えて、

振り子の一往復する時間は変わるかを確かめた。おもりの重さ

を変えた実験では、どのグループも一往復する時間は変わらな

かった。振り幅を変える実験ではＡ班とＣ班は振り幅が大きく

ても小さくてもおもりが一往復する時間は変わらなかいとい

う結果になったが、Ｂ班とＤ班は振り幅が大きい方が少し遅く

なった。糸の長さを変える実験では、どの班も糸を短くすると

一往復する時間が速くなることを確かめることができた。この

段階で、子どもたちが疑問に思ったのは「振り幅を変えると一

往復する時間は変わるのだろうか」ということである。子ども

たちは違う班の条件でもう一度実験をやってみた。しかし、結果は同じである。子どもたちはます

ます悩んだ顔になったが、そのときＮ子から「１０°ずつ変えてやってみよう。そうすると変わる

かどうか分かるかもしれない。」という意見が出た。子どもたちは納得した表情になり、早速実験

に取りかかった。結果は、４０°～５０°あたりでだんだんと遅れ始めることが分かった。子ども

たちから「そうか、Ａ班やＣ班は４０°以内で実験しているから変わらなかったんだ。Ｂ班やＤ班

は５０°以上になっているから遅くなったんだ。」とすっきりとした表情になった。 

 ここまでやったところで、こどもたちから「重さが違うのになぜ、一往復する時間は同じなのか。

どうしても納得できない。」という声が上がった。そこで、振り子にかかる力を一緒に子どもたち

と考えた。どのくらい力がかかるか説明を聞いた子どもたちは「そ

れならやっぱり重い方が大きな力がかかるんじゃないかな。そうし

たら速く動くはずだよ。」という声が上がり、子どもたちの疑問が

大きくなっていった。疑問を解決するために、重い振り子と軽い振

り子で下に落ちる力が同じかどうか確かめることとなった。フイル

ムケースに粘土を入れたものと綿を入れたもの２つを用意し、脚立

の上から落としてみたら、ほぼ同時にマットの上に落ちた。子ども

たちは納得するまで何度も試行したが、同じ結果だった。子どもた

ちは、「重いおもりでも軽いおもりでも落ちる速さはあまり変わら

ない。」「だから、重い振り子でも軽い振り子でも一往復の時間はか

わらないんだ。」と実感したのであった。ちなみにこの発想はガリ

レオの「ピサの斜塔からの落下実験」と同じである。この実験でガ

リレオは当時の人々の常識を覆したように、子どもたちは既成概 

念を更新し、新たな知識を得たのである。「なぜ、そのような結果 

になるのか」を追究したことが、深い理解につながったのである。 

○なるほど Enjoy 学習の場面 

 この学習の 後に振り子を活用した「１０秒時計」を作ることにした。子どもたちは糸の長さを

調整しながら、１０秒を測定できる振り子を作った。１０往復で１０秒になるものがほとんどだっ

たが、中には５往復で１０秒になる振り子を作る子どももいた。この後、「ガリレオがこの振り子

の発見をしてくれたおかげで、時間を身近に計れるようになったんだよ。この振り子を生かして、

ホイエンスが時計を作って、それが正確に地図を作るのに役に立ったんだよ。」と説明した。子ど

もたちは、「今、こうして時間を簡単に分かるようになったのは、ガリレオの功績が大きいんだ。

ガリレオってすごいな。」と感動していた。 

体積、形は同じで、重さが違う

おもりを脚立から落下させる。

おもりはほぼ同時にマットの上

に落下した。 
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この活動が終わった後、Ｋ子が「ガリレオの発見から時計ができたと言うけど、ガリレオが教会

で振り子の法則に気づいた時は時計がなかったの。では、ガリレオはどうやって振り子の原理を確

かめたの。」と質問した。その質問を全員に問いかけたところ、「実験では同じ速さかどうかは比べ

ると分かるけど、シャンデリアの時は分からないはずだ。」と全員が不思議そうな表情に変わった。

そこで、脈拍で調べたことを教えると、「ガリレオは脈拍を時計代わりに使ったんだ。それなら、

角度が大きくなると少し遅くなることを発見できなくて当たり前だ。それより振り子が同じ速さに

なることに気づいた方がすごい。」とガリレオを尊敬する言葉を発していた。 

この単元を学習したあとの感想を見ると、子どもたちは「自分たちの課題を追究できて満足」と

いう感想が多く述べられていた。また、それと同じくらい「ガリレオの確かめたいという気持ちが

すごい」という感想があった。この学習で子どもたちは探究心を養ったばかりではなく、先人の科

学者に対する尊敬の念を持つことができたことを確認できた。科学史を活用することで、子どもた

ちの学習意欲や先人に対する気持ちを育てることができ、うれしく感じた。 

【実践②】科学史の活用で科学する心を育む【３年 明かりをつけよう】（２０１０年１１月実施） 

 ①単元構成（１０時間） 

子どもの素朴概念 

・電池の＋極と－極につなぐと電気がつく。 

・電球は回路に含まれない。（電球につなぐと電気は必ずつく） 

・金属は電気を通す。 

・アルミホイルは金属ではない。（折り紙の金紙や銀紙と同じ紙） 

学   習   内   容 

わくわく 

ENJOY 
２時間 

・豆電球をソケットなしでつけるには？ 

・豆電球の中身を観察しよう。 

とことん 

ENJOY 
７時間 

・金属以外でも電気を伝えるの？（ホタルテスターを作ろう） 

・空き缶は金属でもなぜ電気は通さないの？ 

・金紙などの紙でも光はつくの？ 

・金属はどんな形でも電気を通すの？ 

なるほど 

ENJOY 
１時間 

【科学史の活用】 

・エジソンに挑戦（エジソン電球でフィラメントの秘密を探る） 

授業後の子どもの

概念 

・豆電球の中も回路になっていて、電気の通り道がある。 

・金紙や銀紙など、薄いものでも金属でできているものは電気を通す。 

・金属であればどんな形でも電気を通す。 

②指導の実際 

○わくわくエンジョイ学習の場面 

 まず、子どもたちにソケットつきの電球と電池を渡し、明かりをつけさせた。子どもたちはすぐにつ

けることができた。ほとんどの子どもたちはＰＳＰ（プレイステーション・ポータブル）などの携帯ゲ

ームを持っているので、電池に＋極と－極があることを知っているし、そこをつなげると電気がながれ

ることを経験している。そこで、豆電球と導線だけで明かりがつくか試行させた。子どもたちは豆電球

内部の仕組みを知らないので、ほぼ全員がソケットと同じようにへその部分に２本の導線をつけた。し

かし、豆電球はつかない。おかしいなという表情を浮かべながら、今度は２本とも側面につけてみるが

つかない。本格的に困った表情になり、いろいろと配線をしていた。そのうちにＡ子が「ついた」とい

う声。全員がＡ子のところに集まり配線を見る。側面と下の部分に導線がついている。子どもたちは自

分も同じように配線した。明かりがついて、子どもたちは笑顔になった。その瞬間、子どもたちから「ど
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うして、ここでなきゃ明かりがつかないんだろう。」「豆電球の中身はどうなっているのかな。」という

疑問が出た。そこで、豆電球を切断した実物を提示した。子どもたちは、「横と下に線がつながってい

る。」「豆電球の中も一本の回路になっていなきゃ、電気はつかないんだ。」と回路の理解を深めていた。 

○とことんエンジョイ学習の場面 

回路の理解が深まったところで、次は、テスターづくりである。お尻が光るホタルの形にし、「ホタ

ル・テスター」と名づけ、子どもたちに提示した。子どもたちは目を輝かせながら、「早く作りたい。」

と大騒ぎである。そこで、子どもたちに電池ボックス、ソケットつき豆電球、導線二本、ペットボトル

を与え、テスターづくりを始めた。子どもたちは足の部分をスイッチにすることに気づかずに、回路を

つくってしまい、いつも豆電球がついている状態になった。「これじゃあだめだ。」と言いながら、見本

をじっくり見て、やっとの思いで「ホタル・テスター」を作りあげた。子どもたちは、すぐさま電気を

通すものを調べ始めた。「金属は通すんじゃないか。」「電気を使って動くものはつくはず。」などといい

ながら、いろいろなものをテスターをつけ、分類していく。そうしているうちに、空き缶は明らかに金

属であるが、テスターがつかない。子どもたちは、「空き缶は金属なのになぜつかないのかな？」と疑

問に感じた。子どもたちは、「金属でもきらきら光っていないとだめなんじゃない。空き缶は違う色が

塗ってあるからそれが原因じゃないかな？」と予想を立てた。その考えを確かめるために、F 男は空き

缶の表面をヤスリで削ってテスターをつけると、見事に明かりがついた。O 子はアルミホイルにマジッ

クで光沢がなくなるくらいに色を塗ってテスターをつけたら、

明かりはつかなかった。この実験から、子どもたちは、ぴか

ぴかした金属は電気を通すが、ペンキなどがあると電気がつ

かなくなることが実感できた。その後、子どもたちに折り紙

の金紙を提示し、「これには電気が通るのかな。」と質問した。

子どもたちからは「ぴかぴかしているから通る」と「紙だか

ら通らない」という意見が出た。実際にテスターをつけると、

明かりはつかない。何人やってもつかなかったが、Ｍ男がや

ったときに明かりがついた。それを見ていた F 男が「空き缶

と同じで、金紙の表面に何か塗っているかもしれない。Ｍ男

君は強く押していたから、きっとその表面に塗っていたもの

がとれたんだよ。」と予想した。子どもたちは、その予想に大きく頷き、早速表面にヤスリをかけた。

金色は銀色に変わり、テスターに明かりがついた。子どもたちは、「金紙は銀紙の表面に何か色を塗っ

て金色にしていたんだ。こんなこともわかるなんて、おもしろいな。」と笑顔で話していた。すっかり

探究することの面白さに引き込まれたようだった。 

○なるほどエンジョイ学習の場面 

この授業の発展的な内容として「エジソン電球」を取り上げ

た。授業では、子どもたちに「エジソンのようにフィラメント

を考えてみよう」という投げかけから始めた。子どもたちは「金

属が電気を通す」ことを学習していて、豆電球をよく観察して

いるため、「細い金属」という答えを返してきた。そこで、スチ

ールウールを細く丸めて、フィラメント代わりにした。そこに

電流を流すと、一瞬光るが、すぐに燃え尽きてしまい、フィラ

メントが切れてしまった。子どもたちもエジソンのように失敗

したのである。そこで、エジソンもこのような失敗を多く重ね

たことを説明し、「京都の竹」の逸話をした。その後で、炭の代わりに「ペンシルの芯」をフィラメン

ホタル・テスターで金紙と同じ光る紙に電

流が流れるか実験中。このあと、強く押し

つけるとおしりの豆電球がついた。 

ペンシルの芯をフィラメントにしたら、長

い時間明かりがついた。その明かりをじっ

と見る子どもたち。 
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トにして、もう一度実験した。子どもたちは本当に光るのか半信半疑になりながらも、作業を進めてい

た。３年生にとって、ペンシルの芯を装置につけることが大変だったみたいで、何本も芯をへし折りな

がらやっとの思いで設置していた。スイッチを入れる。フィラメント代わりのペンシルの芯がほのかに

光り出す。子どもたちの口から「光った」という歓声に似た声が上がった。芯はスチールウールとは比

べものにならないほど長く光り続けた。子どもたちはその様子をじっと見ている。きっとエジソンと同

じような感動を味わっているに違いない。そのあとに「もう一度やっていいですか?」「芯を二本使って

もいいですか?」など次々と「～したい」が登場し、子どもたちの学習が能動的に変わっていった。 

【実践③】観察結果から子どもの真の問題を引き出す【４年 ものの温まり方】 

（２０１１年２月～３月） 

①単元構成（１４時間） 

子どもの素朴概念 

・空気も水も熱せられたところから順々に温まる。 

・空気には重さがない。 

・温まり方と体積の変化とは関係がない。 

問題解決サイクル（学習内容） 

わくわく 

ENJOY 
５時間 

・水が温まる様子について観察する。 

・水がなぜ上から温まるかを考える。 

・水がなぜ軽くなるのか調べる。 

とことん 

ENJOY 
８時間 

・空気の暖まり方を観察する。 

・空気に重さがあるか調べる。 

・金属の温まり方について調べる。 

・なぜ金属は体積が変わるのに水や空気と同じように上から温まらないのか

考える。 

なるほど 

ENJOY 
１時間 

・気球が上がる仕組みを考える。 

【科学史】モンゴルフィエ兄弟との逸話について 

授業後の子どもの

概念 

・暖まったものは体積が増えるので、同じ体積にして比べると軽くなる。 

・気体、液体は、自由に動けるから暖まって軽くなったものが上に行くけど、金

属は自由に動けないから熱を順に伝えていくのだろう。 

・空気にも重さがある。 

②指導の実際 

○わくわくエンジョイ学習の場面 

 この単元では、体積と重さの関係が、子どもたちが問題を考える上で非常に大きなヒントとなる。

そこで、実際に重さの違いを確かめやすい液体から学習に入った。水の三態変化の復習を行ったと

きに氷が水に浮く理由を考えさせることで、軽いものが上に上がるということを確認した。 

 つぎに水をアルコールランプで温めながら、「水はどこから温まるか。」と質問した。子どもたち

の答えは「下から四方八方に伝わる」という考えが多かったが、サーモインク（常温では青色だが、

５０℃以上になるとピンクに変色するインク）をいれた水は上から変色してきた。その様子を見て、

子どもたちは驚き、「どうして上から温まるのかな？」という疑問がうまれた。 

○とことんエンジョイ学習の場面 

 「なぜ、水は上から温まるのか？」という問題に対し、子どもたちは既習である「氷は水より軽

いから浮かぶ」ということを思い出し、「温かい水は冷たい水より軽いのではないか」と予想した。

実際に 60 度の水 500ml と 15 度の水 500ml を天秤で比べてみると、15 度の 500ml のほうが重い
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ことが分かった。お湯のほうが軽かったのを実際に見て、子どもたちは「やっぱり」という笑顔を

見せた。 

 液体の次は、気体である。空気もどのように温まるか実際

に観察することから始めた。観察させるために、ペットボト

ルを何個もつなぎ合わせ、長くしたものに示温テープを貼り

付け、温度を測った。熱源は、炎が出ると炎の力で熱が上に

行くと考えるために、炭火を使った。少し時間を置くとペッ

トボトルの上部が３２度くらいになり、下部のほうは２６度

くらいだった。子どもたちは、水と同じように上のほうから

暖まっていることを確かめた。なぜ上から温まるのか考えさ

せると、「水と同じように、温められると空気が軽くなるか

ら。」という考えもでたが、それ以上に「空気は重さがないから軽くならない。だから、水と違う

理由があるはずだ。」と答える子が多くいた。そこで、空気に重さがあるか確かめることになった。

天秤に同じ重さの風船をつるし、片方にだけ空気を入れた。そうすると空気を入れた風船のほうに

天秤は傾いていった。子どもたちは「空気にも重さがある。」

と驚き、「空気に重さがあるとすると、水と同じで温められる

と空気は軽くなるかも知れない」と予想できた。そこで、同じ

重さに調節した２本の１．５リットルのペットボトルのうち、

一本をドライヤーで温め、もう一方は窓の外につるして、冷た

い空気を入れた。その二本のペットボトルにふたをして重さを

上皿天秤で比べた。そうすると、冷たい空気のほうに傾いた。

子どもたちは、気体も液体と同じように温まると軽くなるこ

とを実感できた。子どもたちの概念が変わった瞬間である。 

 後は金属である。これは示温ワックス（温まると白から

透明に色が変わる）を使って金属の温まり方を調べた。液体や気体と違って、金属は温められたと

ころから順々に温まる様子を観察した。子どもたちは｢どうして、金属も液体や気体と同じように

温められると体積が増えるのに上から温まらないのかな｣と

疑問を持った。そこで、相談しながらその疑問について話し

合わせたところ、「液体や気体は形がないから、温められた

空気や水は自由に動ける。だから、上に移動できる。しかし、

金属は液体や気体と違って、形があるから自由に動けないん

じゃないかな。だから、温められたところから熱が動いてい

くんじゃないかな。」と自分の考えを説明してくれた。そこ

で、実際にこのように考えた科学者がいることを紹介したと

ころ、自分の考えが科学者と同じことに喜んでいた。 

○なるほどエンジョイ学習の場面 

 学習の発展として、「気球」を取り上げた。黒い袋の中の空気を

アルコールランプで暖めると黒い袋が浮き上がる。その現象を見て、

子どもは驚きの声を上げた。そして、「空気は暖めると軽くなるか

ら上がるんだよ。」とその現象の説明を始めた。そこで、「なぜ空気

が暖められると、軽くなるのかな。」と質問した。子どもたちはそ

の理由を一斉に考え出した。「火を使って暖めると軽くなる成分が

子どもが書いたイメージ図。水や空気には

「自由」、鉄には「不自由」という言葉が書

かれている。 

冷たい空気の方に傾く天秤を見て、上か

ら暖まる理由が分かり、少しにんまり。

ペットボトルの上の方が温度を高いこ

とを確認する。 

気球が上がり、思わず『おー。』と

いう声が漏れる。 
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できるんじゃないかな。」「じゃあ、火を使わなかったら軽くならないの？日光で暖められたのも軽

くなるんじゃないの？」「でも、それ以外考えられないよ。」と話合いが続いたが、意見はまとまら

なかった。そこで、以前やったペットボトルの口に風船を付けて、ペットボトルを暖め、風船がふ

くらむ実験を提示した。その瞬間、「そうか、暖められた空気はふくらむんだ。ふくらんだ空気は

外に逃げるからその分軽くなるんだ。」と子どもたちは納得したようだった。この実験後次のよう

な話をした。 

気球を発見したのはフランスのモンゴルフィエ兄弟です。この兄弟は、煙は上に上がっていくのを

見て、煙を集めると空を飛べるかもしれないと考えました。実際に煙を紙袋に集めると、紙袋は上

空に上がっていきました。そのとき、モンゴルフィエ兄弟は煙の中に軽くなる成分があり、それが

紙袋を上昇させると考えたのです。今、みんなのように「温度と気体の体積」の関係が分かるのは

ジャック=シャルルとゲイ=リュサックという人が実験で確かめたのです。モンゴルフィエ兄弟は

「温度によって気体の体積が変わる」ことまで気づかなかったのです。しかし、このモンゴルフィ

エ兄弟の発明により、今でも熱気球で安全に空の旅を楽しむことができるのです。 

 この話を聞いて、「ぼくの考えはモンゴルフィエ兄弟と一緒だ。」「煙を見て気球を考えるなんて

すごい。私は何度も見ているけど考えなかった。」など兄弟の考えと一致したことに喜ぶ子、兄弟

の発想力に感心する子など、先人の業績に尊敬の念を持ったのだった。 

 

(2)豊かな感性を育む「センス UP プラン」の実践 

【実践④】五感作文【６年総合 新エネルギーの良さに迫る】（２０１０年１１月～１月実施） 

 エネルギー教育の一環として、「新エネルギー」について考えを深めたいと思い、学習のきっかけと

して「五感作文」を活用した。 

２０１０年の９月に、風力・太陽光発電システムが学校の屋上に設置された。その装置を観察させ、

五感作文を書いてもらった。「五感作文」とは、子どもたちが実際見たことや聞いたことなどの事実と、

考えたことや感じたこと、不思議なことなどを分けて作文に書き、そのあとで、作文を紹介し、みんな

で話し合うことで、気付かなかった疑問に気付き、知りたいと

いう気持ちを持たせるために行うものである。 

子どもたちの五感作文を見ると、「羽が３枚である」「羽根

の先が細くなっている」「速く回っている」「低い音がする」

など多くの事実に気付いていた。疑問としては、「なぜ羽根が

３枚しかないのか」「なぜ、細い羽根を使っているのか。太い

羽根だともっと発電しやすくなるのではないか」というもの

が多かった。そこで、まずは「風力発電の羽根はなぜ３枚な

のか」という疑問について考えた。子どもたちの予想として

は、「羽の枚数が多くても少なくても発電量は同じなのではないか。」「枚数が多いと、強い風のとき

に発電できないのではないか。だから、枚数を少なくしていると思う。」などが出た。子どもたちはそ

の疑問をどうしても確かめたくなり、プロペラ式風力発電機を使って羽根の枚数を変えたらどのくらい

発電量が違うのか実験した。実験結果は、下の表の通りであった。 

羽根の枚数 弱 中 強 

３枚 ７Ｖ ７．５Ｖ ８Ｖ 

４枚 ７．５Ｖ ８Ｖ ８Ｖ 

８枚 ８Ｖ ８．５Ｖ ８Ｖ 

子どもたちは、実験結果の交流から自分たちの予想が合っていたことを確認し、喜んだ。その後、教

羽根の枚数で発電量が違うか実験。３枚でも

発電量があまり変わらないことを確認。 
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何度も試行錯誤をしながら作り上げた土器。こ

れからも子どもたちの挑戦は続く。 

師が八戸工業大学の先生に取材した話をした。その話を聞いて風の通り道がないと羽根が回らないこと、

羽を多くしたり太くしたりすると、強い風のとき空気の抵抗が大きくなり逆に回らなくなること、そし

て造るときのコストが安くなることなど様々な秘密が風力発電の羽根にあることを知った。子どもたち

は何気なく見ていた風力発電の羽根にこんな工夫があったことを知り、ものをよく見ることや考えるこ

との重要性に気づいたようであった。その後、垂直式と水平式とではどちらが多く発電するか、実験で

確かめた。強い風では水平式が、弱い風では垂直式が多く発電することを知り、家庭用では、垂直式風

力発電が便利という結論に至った。 

「五感作文」を活用することは、子どもたちの探究心を刺激し、子どもたちの考える楽しさを味わわ

せるのに有効な手段であることが分かった。 

【実践⑤】自然基礎体験の充実【４年総合 「榎林文様の土器」を作ろう】 

（２０１０年１０月～２０１１年６月） 

 本校学区には２０１５年世界遺産に登録を目指している「北海道･北日本縄文遺跡群」の一つで

あり、東北地方で 大の規模を誇る二ツ森貝塚がある。その貝塚の出土品に「榎林文様の土器」と

いわれるものがある。子どもたちはその土器に非常に関心を持ち、その土器を作りたいとこの学習

が始まった。 

はじめ、子どもたちは「校庭の土でも泥団子ができるほど粘りがあるから、校庭の土でもできる」

と考え、作ってみた。しかし、粘り気があると感じていたがすぐぼろぼろになって、なかなか形が

作れない。何とか形を作ったがひび割れなどで使えない。そこで、子どもたちは「やっぱり粘土じ

ゃなきゃだめだ」ということになり、休みの日などに地域で粘土がとれるところを探して歩いた。

そこで、やっと粘土の層を見つけ、もう一度土器作りに挑戦した。子どもたちは粘土を練りながら、

「手応えや粘りが違うね」「水を入れるとすぐに柔らかくなる」など校庭の土との違いを確かめて

いた。その作業中に、ある子どもが粘土の中にきらきらと光るものを見つけ、「ダイヤモンドだ。」

と驚きの声を上げた。子どもたちは一斉に注目し、「本当だ。」「すごい、大発見じゃないの。」と興

奮した口調で話していた。きらきらしたものの正体は石英で、珍しいものではないことを教えると、

少し残念そうな顔になった。しかし、「粘土もよく見ると、

いろいろなものが入っていそうだ。もっと探してみよう。」

と積極的に土に触れるようになった。 

 粘土をこね、形を作り、土器が完成した。しかし、実物

のような大きくて、薄い土器はできなかった。子どもたち

は、この体験によって「縄文人はすごい。土器なんて粘土

があれば簡単にできると思っていたのに、なかなかできな

い。僕たちより遙かにすごい知恵を持っていた。」と、初

めて縄文人の知恵のすばらしさに気づき、感動していた。

そして、縄文人の知恵を探り、「もう一度土器作りに挑戦

したい」「榎林文様の縄文土器を作りたい」と強く願っている。2011 年度も子どもたちの「想い」

を大切にしながら、「榎林文様の土器づくり」の学習を継続していく。 

【実践⑥】科学体験の充実 

その 1 科学クラブの実施 

科学クラブの時間では、ものづくりの楽しみと科学のいろいろな現象を楽しむことをねらいとし

て、活動している。２０１１年度も継続して実践している。 

①２０１１年度の計画 

１学期 べっこう飴作り（５月・・・２時間）、空気バズーカ・空気砲（６月・・・２時間）、 
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できあがったべっこう飴

をもってにっこり。苦労の

末できた飴の味は格別。

風力発電機、スターリングエンジン

などエネルギーを体験できる器具

をたくさん展示。 

いろいろ体験できるコーナーは人

気があり、1～6 年生の子どもが学

年関係なく、一緒に楽しんでいる。

展示室にあるヘイケボタルの水槽

には、低学年の子どもが見学にき

て、成長の様子を観察している。 

２学期 ペットボトルロケット（８・９月・・・２時間）   紙飛行機作り（９月・・・２時間）

大型シャボン玉作り（１０月・・・２時間）  タワッチくん作り（１１月・・・２時間）

綿あめ作り（１２月・・・１時間） 

３学期 紙ブーメラン（１月・・・１時間）、スライム作り（２月・・・１時間） 

②科学クラブの実践・・・べっこう飴作り（２０１１年５月） 

 科学クラブでべっこうあめ作りを行った。子どもたちは、大さじ一杯の水に絶対溶けないだろう

と思われる大さじ４杯の砂糖が温められるにつれて信じられないスピードで溶けていく様子、沸騰

した水溶液がだんだん粘ってくる様子、透明だった液が少し黄色になる様子などを観察し、「おー、

すごい。」「信じられない。」と歓声を上げていた。 

 その溶けた砂糖に味付けをしようとりんごなどいろいろな果物を入れ

た。そうすると固まりやすいものと固まりにくいものが出てきた。そのこ

とから、オレンジやブドウなどは果汁が出て固まりにくくなること、りん

ごなど汁が出にくいものはあめがうまくできること、バナナのようにはじ

めから甘いものを入れると甘くなりすぎておいしく感じないこと、キウイ

やオレンジなど酸味があるものが合うことなどを、五感を通して理解する

ことができた。こうしている内に「なるほど、屋台に『りんごあめ』は売

っているけれど、オレンジやバナナなどを売っていないのはこういう理由

からだ。」「バナナは熱を通しと、甘くなりすぎておいしくないから、バナ

ナジャムがないんだ。」などと生活と結びつけて考えることができるよう

になった。この時間で「べっこう飴」がうまくできなかった子どもは、どうすればうまくいくのか

考えた。「果物の代わりにドライフルーツを使ったらうまくいくのかな」「アルミカップに油をうす

く塗るとあめがつかないでうまくはげるかもしれない」など失敗を生かしたアイディアがどんどん

出てきた。この追究する心を育てることこそ、ものづくりの原点だと思う。おぜんだてからの成功

体験も必要だが、失敗から学ぶことも「科学する心」で必要だと分かった。 

その２ 「ひがしサイエンスワンダーランド」の実践 

子どもたちの科学に対する意欲を高めていきたいと考え、2009 年度から理科室の前のスペースに

科学に気軽に触れることができる「科学体験コーナー」を設置し、継続的に取り組んできた。2011

年度は、子どもたちの好奇心を揺さぶるように展示物を整理し、「ひがしサイエンスワンダーラン

ド」として実践している。今まで通り「体験コーナー」「展示コーナー」はもちろんのこと、実際

にヘイケボタルやカブトムシを飼育する「飼育コーナー」も設置し、子どもたちが生き物とふれあ

えるにようにした。また、エネルギー学習で使う機材を提示するコーナーも設け、子どもたちに「環

境とエネルギー」のかかわりを意識させるようにした。子どもたちは、体験コーナーで遊びを通し

て掲示物の疑問について話し合ったり、小惑星探査機「はやぶさ」の模型を見ながら、宇宙につい

て想像をふくらませたりしていた。 
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糸を染色する子どもたち。お菓子か

ら出る鮮やかな色に驚きの声も。 

その３ 親子健康会議での｢食の科学体験｣（２０１１年６月～７月） 

親子健康会議は毎年開かれていたが、今までは講師の話を聞いたり、アンケートなどの集計結果

を発表したりする活動が多かった。2011 年度はもっと子どもたちに実感を持たせたいと考え、自

分たちで「おやつ」について実験で調べることにした。 

３・４年生は、おやつに含まれる「着色料」について調べた。

着色料には「合成着色料」と「天然着色料」の２種類があり、

近の研究では、アレルギーなどの原因になっている可能性が

あるとも言われている。しかし、子どもたちは、そのような事

実を知らないで、毎日「おやつ」として食べている。そのおや

つの中に含まれる「着色料」で凧糸を染色する実験を行い、学

習することにした。子どもたちが普段食べているおやつを細か

くし、食酢を入れた水で煮だすと着色料が溶け出す。その溶け

出した水に凧糸をつけてみると、合成着色料は鮮やかな色で染

まり、天然着色料はほんのりと染まる程度であった。その染まり方を見ながら「合成着色料は簡単

に言うと絵の具のようなものです。」と説明をしたら、子どもたちは「えー、すごくきれいだと思

っていたけど、絵の具と同じなんだ。そんなの食べていたなんて、体に悪くないと聞いてもなんか

気持ち悪い。」と言っていた。実験することで子どもたちにとって実感ある理解につながった瞬間

である。同じように５年生はおやつや食べ物に含まれる油調べの実験を、６年生はジュースに入っ

ている糖分調べの実験を行った。いずれの場合も、今まで数字で見ていただけで実感がなかったが、

この活動ではっきりイメージができたようだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実践⑦】自然体験の環境整備（２０１１年４月～７月） 

子どもたちが安心して水辺の生物と触れ合うことができる場

を作りたいと考えていた。そこで、老朽化のため使用できなく

なったプールを町の協力を得て「プール・ビオトープ」に作り

替えた。子どもたちは、生き物が生息しやすい環境にするため

に土を入れるなど環境整備に努め、無事、2011 年 7 月 15 日に

完成式を迎えることができた。子どもたちは時間があればビオ

トープに行き、「ミズカマキリが増えたよ。」「魚が少ないな。」

６年生の実践。炭酸水に砂糖を入れ、普段飲むジュー

スの甘さにする。500ml に 50g の砂糖を入れてやっと

普段飲んでいる味に。入れた砂糖の量の多さに驚きの

声を上げた。 

プール・ビオトープ完成式の様子を伝える地

元の新聞記事。こうした活動が地域に広がり、

環境教育についての関心が高まってきた。

５年生の実践。おやつを煮出し、水に浮いてきた油を

スポイトで取り込む。フライドチキンより普段食べて

いるおやつからたくさんの油が出てきてびっくり。 
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などといいながら観察している。これからもビオトープの環境を調査しながら、生き物が住みやす

い環境について考えていきたい。また、ここで実践したことを地域の環境保全につなげるために発

信活動を行っていく予定である。 

 

(３)たくましい精神力を育む「タフネス UP プラン」の実践 

【実践⑧】縄文キャンプの実施（２０１１年７月） 

 縄文人の知恵を感じ取るためには、縄文人の暮らしを体

験してみることが一番分かりやすいと言うことで、「縄文キ

ャンプ」を行った。その準備として竪穴式住居づくりから

始めた。骨組みなどは危険が伴うのでＰＴＡに協力しても

らい、茅張りを全校児童の手で行った。茅を運ぶ、茅を切

る、茅を住居にかけるなど仕事を分担して行った。1 年生か

ら 6 年生までの全校児童 103 名と教職員１４名総出で作業

したのだが、なかなか完成しない。そのうち「腰を曲げて

茅を切っているので腰が痛い。」「何回も何回も運んで疲れ

た。」「うまく茅は張れない。」などの声も聞かれたが、１年

生も飽きることなく、全員が自分の役割を果たそうとがん

ばっていた。３時間後にやっと竪穴式住居が完成した。少

しぼろい感じにも見えるが、子どもたちだけで作ったにし

てはしっかりとできた。子どもたちもそう感じたようで、自

分たちの手で作り上げたという満足感に浸っていた。「早くここに泊まってみたい。」と縄文キャン

プに思いをはせていた。 

 いよいよ５・６年生が参加しての縄文キャンプが始まった。

全員が竪穴式住居に宿泊できればいいのだが、そういうわけに

もいかず、一つの班だけが竪穴式住居に泊まり、後の班は校庭

にテントを張り、その中で生活することになった。はじめの仕

事は石器づくり。黒曜石でナイフを作り、それで夕食の調理を

する計画である。子どもたちは、黒曜石が薄くなるように川原

で拾ってきた石で黒曜石を慎重に叩いた。しかし、黒曜石は堅

く、なかなか割れない。そのうち「川原の石のほうが割れた。」

という声が上がった。子どもたちは「黒曜石ってすごく堅い。

しかし、このくらい堅くないと肉など切れないかもしれない。」「このくらい堅くないと、弓矢や槍

で動物を刺せないのかも。」と黒曜石の堅さに驚き、素材をうまく加工して役に立つ石器を作ろう

とした縄文人の知恵に感心していた。 

 やっと黒曜石の石器ができ、夕食であるカレーライスづく

りが始まった。火起こしのグループと調理の班に分かれ、作

業を行った。黒曜石のナイフは刃の部分はもちろん、持つと

ころもするどいため、手を切るおそれがある。縄文人は毛皮

で黒曜石を持って肉などを切ったそうだが、今回は、毛皮の

代わりに軍手とガムテープを使った。肉はスムーズに切れた

が、野菜はあまり切れなかった。「包丁を使いたい。」「手が痛

い。」などと言いながらも、それでも切らないと食べられない

竪穴式住居を全校児童で造ったことを

伝える地元の新聞記事 

黒曜石で石器作り。石の固さに驚き。

黒曜石での調理はかなり大変。大きな

ものが切りにくく、悪戦苦闘。 
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ので、少しずつ少しずつ作業を進めていた。火起こしの班は、「まい切り式火起こし器」で火をお

こそうと必死になっていたが、火はなかなかつかない。一生懸命こすり、火種ができそうになるの

だが、あと一歩のところでうまくいかない。それでも、あきらめずに何度も何度もチャレンジして

いくうちに、ようやく一つの班が火付けに成功した。その火を他のグループにも分け、ようやくす

べての班でご飯を炊く準備ができた。このような苦労の上、やっと夕食のカレーライスができた。

包丁やガスコンロなど文明の利器を使わずに、大変な思いをしながら作ったカレーライスは子ども

たちにとって格別の味になった。 

 次の日は、七戸川をいかだで川下りした。これは、二ツ森貝塚の出土品の中に黒曜石や翡翠など

この地方で産出していないものもたくさん見られる。それは他

地域との交流で手に入れたもので、その手段がいかだやカヌー

だと考えた。いかだは木材で組みたかったのだが、安全性と操

作性を考えてタイヤチューブを使ったものにした。タイヤチュ

ーブとコンパネで作った天板とをしっかりひもで結んで、いざ

出航。川の流れは弱く、パドルを必死に漕がないと進まない。

１キロのコースを１時間３０分かけてやっとゴールした。「こ

んなに時間がかかるのなら、縄文人は一体何日かけて交流した

のか。」「黒曜石一つ持ち帰るのも大変だったんだ。」など縄文

人のたくましさに感心していた。 

不自由な生活の中であきらめずにやり続けようとするたくましさ、みんなで協力すると大変なこ

とでも乗り越えられるすばらしさを、このキャンプを通して実感したようだった。 

【実践⑨】ひがし自然体験の実施（２０１１年７～８月実施） 

 夏休みを利用し、ふるさとの自然を十分に堪能し探究する「ひがし自然体験学習」を行った。い

ずれの活動も真夏の暑い中、子どもたちは自然と向き合いながら活動に主体的に取り組んでいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４)しなやかなコミュニケーションを育む「表現力 UP プラン」の実践 

【実践⑩】オープン型ルーブリックの活用（2010 年 9 月～2011 年 9 月） 

 話合いの時のルーブリックを教室に掲示し、意識させるようにしたところ、子どもたちの話合い

の姿が変わってきた。話し手は、言葉で説明しにくいときは、図をかいたり、実物を使って説明し

たりするなど自分の考えをいろいろな手段を使って説明できるようになった。また、言葉で説明す

るときも例えなど使って、相手を見ながら分かりやすく説明するようになった。また、聞き手も分

かったときは頷いたり「分かった」と言ったりするようになった。また、分からないときは何回も

絶滅危惧種探し隊 
学区の水生生物調べを行う。子ども 40名、

保護者３名が参加した。クロメダカ、イ

バラトミヨ、カワヤツメ、コオイムシ、

ゲンゴロウなど絶滅危惧種を含め、20 種

類の生物を確認。ふるさとの自然の豊か

さを実際に目で見ながら、実感していた。 

ふるさとの自然度調査 
ライトトラップや果実トラップを仕

掛け、そこに集まる昆虫を観察。場所

により、集まる蛾の種類の違いがあっ

た。また、集まった蛾をとろうとクモ

が一斉に巣を張り出す様子も観察で

きた。 

昆虫採集 
子ども 41 名、保護者２名が参加し

た。ミヤマサナエ、キイトトンボの

希少種やアブラゼミ、エゾゼミなど

の昆虫を採集。実際に昆虫採集をし

たことがない子どもが多く、辞典と

比べながら楽しんでいた。 

いかだで川下りしている様子。蛇行し

ながらゆっくりと下っていた。 
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質問し、分かるまで聞こうと態度が見られるようになった。このような学習を繰り返していくうち

に子どもたちの表現力が高まり、それとともに活発な話合いができるようになってきた。 

【実践⑪】１枚レポート作成（2010 年 9 月～2011 年 9 月） 

 「１枚レポート」とは学習した内容を活用した問題の答えを、自分の言葉で説明するものである。

これは６年生の「人の体と仕組み」の 1 枚レポートである。 

「人の体の仕組み」の課題 

①なぜ人間はスクワットなど足だけ動かす運動をしても、心臓の拍動や呼吸が速くなるのだろうか。 

②なぜ人間は食べ過ぎると太ってしまうのだろうか。 

③ホテルで火事にあったとき、手元にあった大きなビニール袋に空気を入れるとかぶって逃げても大丈夫だろうか。 

自分の考えを書きなさい。 

④この単元を学習した感想     ⑤その他自分が大切だと思うことをまとめる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価はオープン型ルーブリックを活用した。答えはもちろんのこと、ルーブリックの名人クラス

を目指して化学記号やモデル図、キーワードなどをうまく用いて、分かりやすく説明している。こ

のような学習を繰り返しているうちに、子どもたちの思考力はもちろん、表現力も培われてきてい

るのが、次の結果からも分かる。 

【同じ学級による「１枚レポート」の評価の変遷】 
 初級 中級 上級 名人 
２０１０年４月実施 

「天気の変化」 ７人 ８人 ４人 １人 
２０１１年６月実施 

「人の体と仕組み」 ０人 ４人 ７人 ９人 
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 ３．成果と課題 

本校で目指す科学が好きな子どもが育っているのか。それを確かめるために、子どもの言動や行

動のチェック、1 枚レポートやオープン型ルーブリックの活用などで、子どもの「科学に対する気

持ち」を読み取ってみると、非常に関心が高くなってきているように感じた。また、授業中に考え

を発表するときなどは相手を意識したものに変わってきて、論理的に話ができるようになってきて

いる。そこで、昨年度と比べ、子どもたちの「科学の楽しみ具合」がどのように変化しているかア

ンケート調査を実施した。次のような結果になった。 

質問項目 3 年 4 年 5 年 6 年 
全校平均

今年度 
昨年

①あっと驚くような現象を見たとき（科学の楽しさ） 94 100 90 100 96 92 

②自分で不思議なことを見つけたとき（感性の豊かさ） 83 100 90 95 92 83 

③問題について自分で予想をするとき（科学的思考） 56 73 55 65 60 53 

④自分の予想を確かめる方法を考えるとき（科学的思考） 56 73 60 80 67 52 

⑤友達と一緒に実験するとき（追究力） 94 100 100 90 96 93 

⑥自分ひとりで実験するとき（追究力） 83 60 55 45 61 75 

⑦先生の実験を見ているとき（追究力） 83 93 95 100 93 85 

⑧実験結果からいろいろなことを考えるとき（科学的思考） 72 93 65 70 75 67 

⑨みんなで話し合いをしているとき（思考・表現） 78 93 60 55 72 58 

⑩何か新しい発見を見つけた(ひらめいた)とき 

（科学的思考） 
83 87 90 90 88 73 

⑪新しい疑問を見つけたとき（科学的思考） 83 93 75 65 79 72 

⑫自然って面白いと感じたとき（感動する心） 94 100 75 90 90 87 

⑬自分の考えをみんなが認めてくれたとき（表現力） 78 87 70 70 76 70 

⑭自分の考えをみんなの前で発表するとき（表現力） 56 93 45 50 61 48 

⑮自分の考えをみんなが納得するように発表できたとき 

（表現力） 
67 87 65 75 74 58 

⑯自分で自由な課題を学習するとき（追究力） 94 93 70 85 86 75 

⑰自分が知らなかったことが分かったとき（感動する心） 83 93 90 95 90 75 

⑱難しい課題に取り組んでいるとき（追究力） 67 87 55 45 64 53 

⑲ものづくりをしているとき（技能） 100 100 85 80 91 93 

⑳理科で学習したことが生活の中に使われていることが分

かったとき（感動する心） 
78 100 80 80 85 83 

 （数値はすべて％、ピンクは昨年より５％上がったもの、赤は１０％上がったもの）  

このアンケートから見ても、ほとんどの項目で、昨年度の数値を上回っている。特に、2010 年

度課題であった「科学的思考」（項目③④⑧~⑪）「表現力」（項目⑨⑬～⑮）「追究力（たくましさ）」

（⑯⑱）が大きく伸びていることが分かる。このことから、科学する楽しみを感じながら学習して

いる子どもが増えていることが分かる。 

その一方で、気になるデータもある。2010 年度ソニー子ども科学教育プログラム 優秀校にな

った名久井小学校の拡大校内研究会に参加したとき、文科省教科調査官である村山先生の講演の中

で、「科学が好きな子どもを育てる中で、一体どのくらいの子どもが将来、科学に関係した仕事に

就きたいと想っているのか調査してもおもしろいのでは。」という話があった。ぜひ、本校でも実
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施したいと思い、調査したのが次のものである。 

質    問   項   目 3 年 4 年 5 年 6 年 全校平均 

将来、科学者や技術者など科学に関係した仕事に

就きたいですか。 
44 40 30 30 ３６ 

（数値はすべて％） 

前年度のデータがないため、この数値が改善されたのかどうかの判断は難しいが、前述のアンケ

ートで「生活の中で科学が使われているのが分かったとき」「分からないことが分かったとき」「も

のづくりをしているとき」が面白いと感じている子どもは 85％以上いるのに、「将来の職業」とま

では考えていない子どもが多いことが分かった。これは、本校のような地方では、未だに「土地を

守る」「親の仕事（農家）を継ぐ」ことを期待している保護者も多く、子どもも大きくなるに連れ、

親の考えを感じ取ることから、「土地を離れたくない」という気持ちを強くすると考えられる。こ

のことから、子どもにさらに科学の重要性を実感してもらうだけでなく、保護者や地域にも科学の

素晴らしさや重要性を理解してもらうことが、子どもに「科学の夢」を与えることにつながると考

えられる。 

 

４．２０１２年度の取組 

子どもたちの様子やアンケート結果から見ても、2011 年度の実践によって、科学が好きな子ど

もは育ってきている。そこで、2012 年度は、このプランを継続させながら、さらに発展させるこ

とが、本校の目指す「科学が好きな子どもを育てる」ことにつながると考える。一方で、子どもを

取り巻く地域や保護者、教員などの「科学への関心」を高めていくことが「子どもたちの科学に対

する夢」を育てるためにも必要だということが分かった。そこで、地域や保護者、教師が子どもた

ちと共感し、子どもたちと一緒に科学を楽しむようになれば、学校全体の取組が充実してくると考

えられる。2011 年度の「科学を能動的に楽しむ４ＵＰ作戦」は子どもを対象にした作戦であった

が、2012 年度は、子どもを一緒に育てる地域、保護者、教員を巻き込んだ作戦を加え、「科学を

能動的に楽しむ子どもを育てる５ＵＰ作戦」を実施することで、これまで以上に「科学が好き

な子ども」が育つと考えた。 

（１）科学を能動的に楽しむ子どもを育てる５ＵＰ作戦」の概要 

作戦① 子どもの科学的思考力、科学する心を育てる「授業充実 UP プラン」《継続》 
①子どもの真の問題で形成される単元構成の工夫《継続》 
②考える力や先人への尊敬の気持ちを育む科学史の活用《継続》 
③実生活への活用、他教科との関わり、生き物の知恵のすばらしさなどに触れる「科学活用発見

タイム」の充実《修正》 

④生活科・総合的な学習の時間での科学的な授業の導入《新規》 

作戦② 子どもの豊かな感性を育む「センス UP プラン」《継続》 

①「五感作文」での見る力・感じる力の育成《継続》 
②ふるさと科での自然基礎体験の充実《継続》 
③科学体験の充実《継続》 
④自然体験の環境整備《継続》 
⑤命の尊さに触れる飼育体験の充実《新規》 

作戦③ 子どものたくましい精神力を育む「タフネス UP プラン」《継続》 

①自然との共存を体験する「縄文キャンプ」の実施《継続》 
②ひがし自然体験学習の実施《継続》 
③五感作文を活用した自由研究への挑戦《新規》 
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作戦④ 子どものしなやかなコミュニケーションを育む「表現力 UP プラン」《継続》 

①オープン型ルーブリック活用で話し合い力向上《継続》 
②１枚レポート作成で説明力向上《継続》 
③発信する楽しさを味わわせる「ひがし児童博物館」の完成《新規》 

作戦⑤ 教師や地域の科学教育の関心を高める「科学教育関心度 UP プラン」 《新規》 

 ①科学教育主任の設置とチーム・ティーチングの活用 

②基礎自然体験・基礎科学体験の系統化 

③諸団体や地域との連携の深化 

 

（２）「科学が好きな子ども」と「科学を能動的に楽しむ子を育てる５ＵＰ作戦」の関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

      教師や地域の科学教育の関心を高める「科学教育関心度 UP プラン」 

①「科学教育主任」の設置  ②自然基礎体験・基礎科学体験の系統化   

③諸団体や地域との連携の深化 

 

（ゴシック体太字が「新規の取組」「修正した取組み」） 

５．「科学を能動的に楽しむ子どもを育てる５Up 作戦」で期待すること 

 2011 年での実践を基本的に継続していく。紙面の関係上、すべてを詳しく説明することができな

いので、ここでは 2012 年度の「新規の取組」「修正した取組」を中心に説明していきたい。 

理科の充実 
なるほど Enjoy 学習 

↑ 

とことん Enjoy 学習 

↑ 

受動から能動 

↑ 

わくわく Enjoy 学習 

豊かな感性を育む「センス UP プラン」 

①「五感作文」での見る力・感じる力の育成 

②自然基礎体験の充実 ③科学体験の充実 

④自然体験の環境整備 

⑤命の尊さに触れる飼育体験の充実 

たくましい精神力を育む「タフネス UPプラン」 

①自然との共存を体験する「縄文キャンプ」の実施 

②ひがし自然体験学習の実施 

③五感作文を活用した自由研究への挑戦 

しなやかなコミュニケーショ

ンを育む「表現力 UP プラン」 

①オープン型ルーブリック活用で話

し合い力向上 
②１枚レポート作成で説明力向上 
③「ふるさと科」の成果を発表する 

「ひがし児童博物館」の完成 

科学的思考力、科学する心を育て

る「授業充実 UP プラン」 

①子どもの真の問題で形成される単元

構成の工夫 
②考える力と尊敬の気持ちを育む科学

史の活用 
③実生活への活用、他教科との関わり、

生き物の知恵のすばらしさなどに触

れる「科学活用発見タイム」の充実 

④生活科・総合的な学習の時間での科

学的な授業の導入 

科学を能動的に楽しむ子ども 

生活科・ふるさと科の充実 
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（１）子どもの科学的思考力、科学する心を育てる「授業充実 UP プラン」では 

子どもたちの科学的な思考力を伸ばすために、「授業」が大きな役割を果たすことはいつの時代も変

わらない。2011 年度、本校では「授業充実 UP プラン」を理科の時間に実施し、成果が上がってきてい

るので、継続して行う。その上で、2012 年度はさらに「授業充実 UP プラン」を発展させ、「科学に対す

る子どもたちの夢」を育てていきたいと考え、「科学活用発見タイムの充実」「生活科・総合的な学習

での科学的な授業の導入」を取り入れることにした。この取組で、子どもたちの科学に対する夢や科

学的な思考力、科学する心をさらに育てることが期待できる。 

③の「科学活用発見タイムの充実」で、こう変わる 

 科学への夢を持たせるためには、科学が実生活へのつながりが深いことを実感させることが大切

である。さらに、今の科学で考えていることを紹介することで、子どもたちは将来の科学へのあこ

がれを持てるようになると考えた。 

学年 単元 「科学活用発見タイム」の活動例 

３年 

磁石の働き 

切符やポイントカードに四酸化鉄を振りかけると、バーコードのよう

な模様が出てくる。この模様を作っているのが磁石であることを考え

させる。この模様が信号となって、情報を読み取れることを教え、生

活の中で、磁石がたくさん活用されていることに気づかせる。 

昆虫の体の仕組み 

カタツムリの殻がいつもきれいなことから、それを応用して水だけで

洗い落とせるタイルが発明されたり、シロアリの巣からエアコンがい

らないマンションができたりしている事実を知らせ、昆虫の体には、

人間の役に立つ秘密がたくさんあることに気づかせる。そして、他に

どのような生き物たちの研究が進んでいるのか調べさせる。 

４年 

水の３つの姿 

わたあめ作りから、水以外でも温度によって姿が変わることを確かめ

る。どんなものでも温度によって姿が変わる性質があり、その性質を

利用して、人間の身の回りにあるものを作り出していることに気づか

せる。 

電流の働き 

屋根につける太陽光パネルのつなぎ方を考える。直列つなぎは、電流

は多く流れるが、１枚のパネルが汚れたりしたら発電しなくなるこ

と、並列つなぎは電流の量は少ないが、１枚のパネルが汚れても発電

することから並列つなぎになっていることを数枚の光電池モジュー

ルを使って確かめる。 

５年 

ものの溶け方 

水には、一種類ではなく、何種類かの固体が飽和量近くまで溶けるこ

とを食塩とミョウバンを同時に溶かす活動を通して確かめさせる。こ

の性質を利用して薬品を作ったり、清涼飲料水を作ったりしているこ

とに気づかせる。 

実や種子のできかた 

子どもは、自家受粉が必ず受粉できるのでいいと考えるが、実際は他

家受粉の植物が多い。その理由を考える活動を通して、植物多様性の

重要性を実感させる。また、社会科で学習した「品種改良」もこの方

法で行われていることを教える。 

６年 生き物のくらしと環境 

わかめの色がお湯によって緑になる現象を観察させ、わかめのような

海藻も光合成をすることに気づかせる。また、大陸棚が２００㍍と決

められたのは、海藻の光合成に関係していることを教え、大陸棚で魚
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が多く捕れる理由を考えさせる。 

大地のつくりと変化 

地下水がきれいな理由をモデルの地層を使って実験する。その水を人

間が利用していることも考えさせ、地層と人間の関わりを実感させ

る。また、青森県の鉱山がすべて火山の近くにあることを地図で確か

め、火山活動は災害を起こすだけではなく、人間の役に立つ鉱物を作

り出していることに気づかせる。 

 

④の「生活科・総合的な学習の時間での科学的な授業の導入」で、こう変わる 

 2010 年 11 月に生活科の科学的なアプローチとして「吹きコマ」を教材とした授業を展開したと

ころ、子どもたちの関心が高まり、今まで以上に多くの「知的な気づき」が引き出せた。今までの

生活科は「遊びの中からの気づき」が重視されていたが、子どもの発想を伸ばすためには、このよ

うに科学的なアプローチを取り入れることが有効だと考える。そこで、2012 年度は、生活科や総合

的な学習でも科学的なアプローチを意識的にすることで、子どもたちの科学的なものへの関心や思

考力が養われると期待できる。 

【生活科 １年「昔遊びをしよう」の計画例】（２０時間） 

問題解決

サイクル 

わく

わく

Enjoy 

・昔遊びをしよう。（竹トンボ、ヒネリコマ、ヨーヨーなど） 

・地域のお年寄りと一緒に遊んで、遊び方のこつを聞こう。 

 

４時間 

とこ

とん

Enjoy 

【科学的なアプローチ】 

・自分で紙トンボを作って、高く飛ばしてみよう 

・手を使わないで回す「吹きコマ」を作ってみよう。 

・昔のおもちゃを工夫して、作って遊んでみよう。 

８時間 

なる

ほど

Enjoy 

・自分で作ったおもちゃで遊び方を考える。 

・自分で作ったおもちゃや遊び方を地域の保育園児に説明する。 
８時間 

総合的な学習の時間では、ふるさと科の「ふるさと自然学習」「エコ・エネ学習」で取り入れる。 

 

（２）豊かな感性を育む「センス UP プラン」では 

2011 年度は「五感作文の実施」「自然基礎体験の充実」「科学体験の充実」「自然環境の整備」の

4 つの項目によって、子どもたちの「問題を見つける目」「物事を感じとる心」「感動する心」が育

ってきていることを実感できた。今年度は「命をいとおしむ心」をさらに育てるために、生き物を

飼育する体験を充実させることで、子どもたちの心を耕していけると期待している。 

⑤の「命の尊さに触れる飼育体験の充実」で、こう変わる 

 本校では、２０１１年度に「タフネス UP プラン」として「絶滅危惧種探し隊」「昆虫採集」など

で、地域の生物の調査や採集を行ってきた。この体験により、本校学区にはたくさんの絶滅危惧種

がいることが分かり、子どもたちは、故郷の自然の豊かさを実感している。この活動を自然基礎体

験の中の「動物体験」の飼育活動に生かすことで、子どもたちの故郷の自然を守る気持ちや命の尊

さを感じ取る感性をさらに豊かにできると考えた。 

【各学年で飼育するもの】 

学年 飼育対象 理由と期待できる効果 

１年 カブトムシ 
学区で見られる昆虫であり、１年生の子どもたちにとって人気がある昆

虫であるため、世話も忘れずにやる可能性が高い。世話自体さほど難し
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くないため、１年生が楽しみながら世話でき、失敗が少ないため、生き

物に対する苦手意識がなくなると期待できる。 

２年 トンボ 

イトトンボやアカネ類、ヤンマ類などでヤゴの形が大きく違い、それぞ

れがどんなトンボになるか、子どもにとって観察の楽しみがある。セミ

と違って、子どもたちが学校にいる日中に羽化することが多く、羽化の

感動を味わいやすいため、感性が豊かになると期待できる。 

３年 コオイムシ 

理科の学習で「チョウ」を教材として取り扱う。その発展として、水生

昆虫の「コオイムシ」も「チョウ」と同じように成長するのか、視点を

持って観察できる。また、コオイムシは背中に卵を背負っている（背負

っているのはオス）ため、チョウと同じように卵から観察でき、比較し

やすいため、科学的な思考力が育つと期待できる。 

４年 ヘイケボタル 

３年生の「昆虫の成長」の学習を生かして飼育できる。ホタルは完全変

態で土の中でさなぎになるために、飼育環境を整える必要がある。また、

水質にも敏感で、少しアンモニウムが増えると死んでしまうために飼育

が難しいが、責任感と注意深く飼育する気持ちが育つことが期待でき

る。 

５年 クロメダカ 

理科の「魚の誕生と成長」でヒメダカを扱う。その発展として、絶滅危

惧種であるクロメダカを飼育することによって、メダカが増える環境や

卵を産まなくなる環境について考え、地域のクロメダカが増える環境づ

くりについて考えるきっかけになると期待できる。 

６年 

イバラトミヨ 

 

タナゴ 

メダカの学習の発展として扱う。イバラトミヨは水草で巣を作りその中

で子育てをするし、タナゴは二枚貝の中に産卵するために、メダカと産

卵環境が異なる。このように産卵環境が違う魚を飼育することによっ

て、それぞれの魚が生息しやすい環境があることを知り、生物多様性に

ついて考えるきっかけになると期待できる。 

 

（３）たくましい精神力を育む「タフネス UP プラン」では 

③の「五感作文からの自由研究への挑戦」で、こう変わる 

 本校では、放課後に「主学タイム」として２０分、子どもが自主的に自由な学習をする時間を設

けている。その時間を活用し、自由研究を行う。その内容は、「五感作文」で観察したものからは

じめる。初めのうちは、学級やグループでの共同作業だが、この学習を行っているうちに研究の仕

方が身に付いてくる。こうして、だんだんと自己学習力が身に付き、 後には個人で自由研究がで

きるようになると考える。このような活動を繰り返すことによって、子どもたちの研究に対する意

欲が高まり、少しのことであきらめないたくましさが身に付くと期待している。 

【「五感作文から自由研究」の活動例】 

（グループでの活動） ミズカマキリを観察し、「五感作文」を書く 

なぜ、ミズカマキリの足が細いのに、水に潜ることができるのか（疑問） 

↓ 

グループで予想を話し合う。 

↓ 

（個人の活動）視点を決め、観察をする。観察結果を「五感作文」にまとめる。 

自分の思い通りにならないと文句を言ったりあきらめたりすることが多かった子どもたちが、

「縄文キャンプの実施」や「ひがし自然体験学習」を通して、思い通りに行かなくても「みんなで

協力すれば何とかなる」「がんばれば何とかなる」という気持ちがもてるようになってきた。それ

ばかりか、何とかうまくやれるようにしたいと積極的に工夫しようとする態度も見られるようにな

った。そこで、2012 年度は「センス UP プラン」で実践している「五感作文」を活用した自由研究

に挑戦することで、「最後までやり通す強さ」を身につけさせたいと考える。 
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↓ 

（グループでの活動）五感作文を読み合う 

「足を左右一緒に動かしてもぐっている。」 

「足に毛のようなものがある。」 

「足の毛のようなものが潜る秘密に関係あるのだろうか。」（疑問） 

（個人の活動）予想する 

↓ 

自分の予想を確かめる実験をする→実験結果をまとめる→新たな疑問をもつ（個人研究へ） 

 

（４）しなやかなコミュニケーションを育む「表現力 UP プラン」では 

本校の子どもたちは保育園から一緒に生活しているため、はっきり言葉で伝えなくても相手が理

解してくれることが多かった。しかし、「オープン型ルーブリック」の活用によって、だいぶ授業

中に話合いができるようになってきた。また、「１枚レポート」や「五感作文」により、自分の考

えを的確に書くことができるようになってきた。２０１２年度は、「ひがし児童博物館」を作成す

る活動を通して、地域の大人にも発信することで、普遍的な表現力を養えると考える。 

③の「発信する楽しさを味わわせる『ひがし児童博物館』の完成」で、こう変わる 

 「ふるさと科」で学習したことや「ひがし自然体験学習」で調べたことを、展示室をつくり「ひ

がし児童博物館」として公開したい。地域の人などにふるさとの素晴しさや自分たちの考えを分か

りやすく伝えることで、子どもたちの思考力、表現力が高まると期待できる。さらに、地域の人に

も故郷の自然や文化の素晴しさを伝えることで、活動に協力してもらう体制がさらに整備され、地

域を挙げて学校の取組みに参加してもらうことや、学校の取組について理解する機会が増えること

も期待できる。 

学年 展示する内容 

１・２年生 

・自分が感動した写真とその説明 

・校内「科学が好きな子ども」写真展 

・カブトムシ、トンボの成長記録（飼育体験から） 

３・４年生 

・「絶滅危惧種探し隊」「昆虫採集」で採集できた生物分布図 

・「プール・ビオトープ」にいる生き物について（ビオトープ掲示板に） 

・「小川原湖の水草」について 

・地域の川の水質調査の結果 

・標本展応募作品（「ペットボトル標本」の作成） 

・コオイムシ、ヘイケボタルの成長記録（飼育体験から） 

５・６年生 

・「プール・ビオトープ」の水質浄化のための取組と考察 

・絶滅危惧種の生態と環境について 

・天間東小学校版「CO２削減大作戦」 

・「未来の故郷の環境守り隊」とその提言 

 

（５）教師や地域の科学教育の関心を高める「科学教育関心度 UP プラン」では 

子どもは「４UP 作戦」でかなり科学を楽しむことができるようになってきた。次は、このプラ

ンが継続的に行えるように環境を整備することが大切である。その環境とは教材やビオトープとい

ったハード面ではなく、子どもと関わる人たち（教師や地域、保護者など）が「科学教育」の重要

さや面白さを知るという、いわばソフトの面での整備である。学校でも理科が得意ではない教師も

いる。その教師に科学教育の面白さや素晴しさを体験してもらうことで、科学教育に興味を持ち、
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それが子どもたちに還元されることで、ますます子どもたちが成長していくことが期待できる。ま

た、学校だけでなく、地域と一体となって子どもを育てていくことによって、子どもが加速的に成

長することが期待できる。 
 

①「科学教育主任の設置」で、こう変わる 

 小学校の場合、教員養成課程が文系であるために理系が苦手という教師が少なくない。 

では、同じ理系である算数はどうだろうか。算数は、１～６年生のすべてに教科としてあるため

に学校の校内研究で取り上げやすく、全校体制で研究することが多い。そのために、多くの教師が

一度は研究した経験があり、それほど苦手意識はない。 

理科の場合は、３年生から教科が始まるということで、１・２年生担任の場合は生活科の研究を

することになる。結果として「教科が違うために全校体制で研究ができない」という理由で、校内

研究で取り上げられることが少ない。そのために、教師の苦手意識の改善につながらないのが現状

である。 

 では、教師の「科学」に対する苦手意識を改善するためにどうしたらいいのだろうか。その解決

方法として、今年度から施行されている指導要領にヒントが隠されていると考える。指導要領では

「道徳指導主任」を各学校において、各教科と道徳をつなげる役割を果たす教員がいる。それと同

じように「科学教育主任」を学校に置くことで、道徳と同じように教科の枠を超えたすべての学校

活動と「科学教育」との連携が図れるのではないかと考える。次に、科学教育主任の取組を考えて

いくと次のようなものが考えられる。 

主な取組 この取組で期待できること 

示範授業の実施 

授業に苦手意識のある教師の不安を取り除くためには、まず、主任が授業を「や

ってみせる」ことが大切である。実際に授業をやってみて、だいたいの授業の

流し方や大切にする点などを明らかにすることで、一つの方向性を示すことが

できる。「その方向性でやれば大丈夫」という安心感を同僚の教師に持っても

らえれば、科学教育に対しての苦手意識が少なくなると期待できる。 

教材・教具の紹介 

理科・生活科の授業が大変に感じる部分に「教具（実験道具など）の使い方が

分からない」「どんな教材を使えばいいか分からない」ということがある。そ

こで、単元のはじめに教材の紹介や教具の使い方を教師に紹介することで、安

心して授業に望めるようになると考える。また、教材については、有効な活用

方法を一緒に考えることによって、新しい指導計画が生まれる可能性も高い。

指導計画作成 

大まかな単元の指導計画を準備し、一緒に単元構成を考えていくようにする。

指導の方向性の目安があることで、自信を持って指導できるようになると考え

る。初めのうちは主任が準備するが、だんだんと一緒に考えて、指導計画を作

り上げていきたい。打ち合わせの時間が問題になるが、理科や生活科の授業は

１ヶ月に１単元程度なので、学年によって第１○曜日など曜日を決めて、時間

を取っていきたい。また、他教科についても、同じように曜日を決め、打ち合

わせをする。 

チーム・ティーチング

による授業の実施 

初めは示範授業のように科学教育主任が主導で授業を行うが、だんだんと担任

主導の授業にしていく。そのとき、主任は授業の中で足りないところを補足し

たり子どもたちの様子を見て働きかけたりして、授業がスムーズに行えるよう

に補助する。慣れないうちはやりづらいと思うかもしれないが、指導ではなく、
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補助する立場で授業にのぞむことで担任も授業がやりやすくなると期待でき

る。 

科学教育通信の発行 

小学校では、同じ学校にいても他の教師がどんな授業を行っているか知る機会

が少ない。そこで、授業についてよかった点や子どもの反応について「科学教

育通信」を発行して紹介していく。よかった点や面白かった点を中心に紹介す

ることで科学教育に自信を持ってくれると期待できる。そして、その自信が次

への意欲とつながり、科学教育の充実が図れると考える。 

 

②「自然体験・科学エネルギー体験の系統化」で、こう変わる 

 本校では様々な自然体験や科学体験を実践してきた。それらの活動をより充実させるためには、

一体どの学年で、何を扱ったらいいのか、教科との連携を図りながら系統立てる必要がある。そう

することで、体験がさらに生かせ、子どもたちにとって実感が伴った理解につながる学習を楽しむ

ことができるようになると考えた。 

【自然体験系統表】 

学年 自然体験 関連する単元 

１・２年 

カブトムシ・クワガタの飼育・観察  

ドングリ、アケビ、クワなどの栽培 

サワガニ取り体験 

森林公園での昆虫採集 

【生活科】身近な自然観察 

動物の飼育・植物の栽培 

３・４年 

絶滅危惧種探し隊 

コオイムシ、ヘイケボタルの観察 

プール・ビオトープによる生き物観察 

自然度調査 

 

【３年理科】身近な自然の観察 

昆虫の体のつくり 

昆虫の育ち方 

植物の育ち方 

【４年理科】季節と生物 

５・６年 

源流～下流までの川体験・水質調査〈指標生物・パ

ックテスト〉 

クロメダカ・イバラトミヨの飼育 

いかだ体験 

無農薬栽培 

小川原湖の水草観察 

 

【５年社会】 

わたしたちのくらしと産業 

(農業・水産業など) 

【５年理科】流水の働き 

魚の誕生と成長 

植物の発芽、生長、結実

【６年理科】生物と環境 

【科学・エネルギー体験系統表】 

学年 科学・エネルギー体験 関連する単元 

１年 
ふきごま・たこあげ（エネルギー体験） 

紙トンボづくり（科学体験） 

【生活科】昔遊びをしよう 

２年 

糸巻き車（エネルギー体験） 

かんたんホバークラフト(エネルギー体験) 

わたあめ作り・ペットボトルリサイクル（科学体験）

【生活科】動くおもちゃを作ろう 

３年 

果物電池・備長炭電池作り（エネルギー体験） 

太陽熱でクッキング（エネルギー体験） 

紙パックではがきづくり（科学体験） 

【理科】明かりをつけよう 

光の通り道 

【社会】スーパーマーケットの仕組み
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４年 

火力発電モデル体験（エネルギー体験） 

ソーラーカー作り（エネルギー体験） 

廃油ろうそくづくり（科学体験） 

【理科】季節と生物 

水の三つの姿 

電流のはたらき 

【社会】私たちのくらしと仕事 

(発電所・清掃センター) 

５年 

ペルチェ素子自動車(エネルギー体験) 

水素自動車(エネルギー体験) 

 

【理科】電気のはたらき 

【社会】私たちのくらしと産業 

(自動車工業) 

６年 

エコワット、消費電力測定器による消費電力の測定

羽根の枚数や形状の違いによる発電量の違い 

（エネルギー体験）

【理科】電気の利用 

【家庭科】身近な消費生活と環境 

 

③「諸団体や地域との連携の深化」で、こう変わる 

2011 年 7 月～8月に実施した「ひがし自然体験学習」や「縄文キャンプ」におけるいかだ体験な

どの活動は、保護者の協力を得て学習を進めてきた。その結果、保護者も子どもの活動に関心を持

つようになり、子どもが自然体験をしたいといったときに、一緒に活動してくれることも多くなっ

た。それで、子どもたちは前よりも数段、自然に触れることができるようになった。 

このように保護者や地域が科学教育に目覚めつつある。そこで、2012 年度は、地域や保護者が一

緒に科学を体験できる場を作ることによって、科学教育に関心を持ってくれると考えた。 

【保護者と一緒に行う自然・科学体験事業】 

（自然体験） 

・ひがし自然体験学習への参加（絶滅危惧種探し隊・昆虫採集・小川原湖の水草観察） 

・坪川ラフティング体験（昆虫採集時に一緒に行う） 

・親子スターウォッチング（冬休みに実施） 

・プール・ビオトープ観察会・生き物調査（年度初め） 

（科学体験） 

 ・親子科学体験教室（三沢航空科学館など諸団体の出前授業を活用して）・・・冬休みに実施 

 ・ものづくり教室（八戸工業大学や青森県発明工夫連盟などとの連携で）・・・土・日を利用 

 

終わりに 

2011 年 2 月に「ソニー・日立教育財団連携事業シンポジウム」に参加する機会を得た。その中で

講師の先生方から「自然と触れ合うことが、科学を好きになる第一歩である。」「自然に触れるのが

『科学が好きな子ども』の条件ならば、今の日本では自然の少ない都会に人口が集中している。こ

れからの日本で、科学を好きな子どもを育てることは難しいのではないか。」という話があった。

そう考えると、これからの「科学立国 日本」を引っ張っていくのは自然豊かな地域で育ち、自然

を愛し、自然に感動できる「科学する心」を持った、まさに本校で育った子どもたちのように思え

てきた。これからの科学教育は、自然と多く触れあい、感性や追究心を豊かにできる「地方」が主

役となる時代の予感がした。その予感を現実のものにするために、これからも「科学を能動的に楽

しむ子」を一人でも多く育てていきたい。 

 

 

研究代表者（執筆者） 松山 勉 
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