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まるまる・もりもり 理科好き生徒，全員集合！ 

～生活の中で，理科の大切さを感じることができる授業を目指して～ 

宮城県伊具郡丸森町立丸舘中学校 

 

Ⅰ 本校がめざす理科好きな生徒像と生徒の実態 

 

１ 理科好きな生徒とは 

 本校では，教科の目標とめざす生徒像を以下のように定めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒たちは，幼いころから現在までの間に，壮大な宇宙や人の力の及ばない深海の世界，恐竜

などまだまだ未知の部分が多い絶滅した生物たち，野に咲く草花・・・・・身の回りの不思議だなと思

うことに対して興味を抱いたことは間違いない。また「空はなぜ青いのか？」とか「なぜ地球は丸いの

か？」とか･････身の回りの自然に対して，さまざまな疑問を持ったこともあるはずである。 

今までの歴史を見ても，ガリレオやニュートンなど現代にも名を残している偉大な科学者たちをは

じめとする多くの人々が，その不思議さ，謎を解き明かしたいという興味，好奇心の虜になってきた。 

自然科学の歴史には，さまざまな試みとたくさんの失敗を繰り返しながら次第に見通しを立て，真

理に迫ろうとしてきた多くの努力や苦労が刻まれている。謎を解き明かしてきたことが自然科学，理

科の歴史である。今，生徒が受けている理科の授業は，その積み重ねを濃縮してまとめたものだと

いえる。 

現代社会は科学技術の発展と切っても切り離せない関係にある。そして，現代のこの便利な生

活の裏には科学技術の知恵が生かされている。理科に関わる多くの研究の成果がなければ，全て

の電化製品は存在せず，バスや電車も走っていなかったはずである。かなり不便な生活になること

は明らかである。今の生活を支える多くの発明や工夫などは，理科的な原理，法則に従って生まれ

ている。 

自然への興味から生まれる謎はまた新たな謎を呼び，次なる未知の課題を生み出す。理科の授

業を通じて，先人たちのすばらしい発見を実験や観察，作業によって体験し，未知の課題を科学的

に解き明かしていく力をつけさせたいと願っている。 

理科好きな生徒を育てるために，本校では以下のように理科の学習の目標を定めている。この目

標は，年度初めの授業開きのときに全学年全学級の生徒に対して示している。一緒に授業を受け

る機会は無くとも，全校生徒が同じ目標に向かって学習することになる。 

 

自然の事物・現象に進んでかかわり，目的

意識をもって観察，実験などを行い，科学的

に探求する能力の基礎と態度を育てるとと

もに自然の事物・現象について理解を深め，

科学的な見方や考え方を養う。 

教科の目標 目指す生徒像 

自然の事象・現象に進

んでかかわり，自ら問

題を見いだし，解決し

ようとする生徒 



- 2 - 
 

 

２ 生徒の実態 

（１）学習の達成度に関して 

 標準学力検査の結果から領域別の達成状況を見ると２分野（生物・地学分野）は全国平均を上回る達成

率であるのに対し，１分野（物理・科学分野）は全国平均を下回っている。観点別評価では，「関心・意欲・

態度」や「知識・理解」の観点は良好であるのに対し，「科学的な思考」「技能・表現」の観点は評価が低くな

る傾向にある。また，中位群が多く，上位群，下位群が少なくなる傾向が見られる。 

 

（２）学習の意欲や態度 

 毎日の授業を通して感じることについてまとめると次のようになる。 

① 生徒達は全体的にまじめな取り組みをしているが，科学の不思議について，既習事項をもとに推

察したり自ら調べたりして解決していこうという意識が低い。 

② 実験・観察などで教科書や実験プリントをきちんと読めば自分の力で解決できるようなことでも，じ

っくり考えずに解答を求めようとする傾向が強い。 

③ 理科に興味・関心を持っている生徒も少なくはないようだが，単なる興味，関心の領域にとどまり，

それを学問的に追究しようという意識がうすい。 

 

３ 実態に応じた指導と手立て ～理科好きな生徒を目指して～ 

（１）指導方法 

十分な観察や実験の時間，課題解決のために探求する時間をもうける。観察・実験の計画，実施，結果

の分析という流れをグループ（３～４人）の活動を元に行い，適宜教師による演示実験などを入れて学習内

容の解釈をはかる。 

 

（２）具体的な手立て 

【理科の学習の目標】 

 

○科学的な見方，考え方を身につけよう 

理科の学習で行う実験，観察，考察を通して，物事の真実を見極める力を養うことができます。  

 

○自然について知ろう 

自然を知ることによって，今まで気づかなかった世界が広がり，自分の生活に楽しく役立てることがで

きるようになります。 

 

○自然を尊ぶ気持ちを育てよう 

自然の中に存在するきまりや法則は，自然をすっきりわかりやすくしてくれます。しかし，それらのきまり

や法則は，互いに複雑に絡み合っていて，簡単に理解できるものではありません。私達人間は，自然の

中ではあくまでもちっぽけな存在だということを忘れてはいけません。自然の偉大さを知ることで自然を

尊ぶ気持ちを育ててほしいものです。 
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①基礎基本の習得 

  問題を見いだし観察，実験を計画する学習活動の

充実を図る。そのために，生徒が自ら追究していけるよ

うな実験・観察になるよう，課題の出し方に配慮し，実

験プリントへの記入の仕方など，生徒の思考の助けに

なるよう工夫する。目的意識を持って実験に取り組める

よう，実験の予想を立てさせ，結果予想欄に記入した

上で実験にのぞませる。 

  このことを積み重ねることによって実験操作の基礎・

基本が定着するとともに，生徒が自然の事物・現象に進

んでかかわるという理科の基本の習得につながると考え

る。 

 

②思考力・判断力・表現力の育成 

・ 観察，実験を計画する場面で，考えを発表し，方法を討論する活動を行う。 

・ 観察，実験の結果を図や表，グラフなどの多様な形式で表し，結果について考察する時間を十分に

とる。 

・ 結果から考えられることを発表し，説明する活動を行う。 

・ WEB上のコンテンツを利用し，プレゼンテーションソフト上に図や文章を貼り付けて教材提示の工夫

を行う。また，視覚的にとらえさせた方が分かりやすい単元では，動画も提示する。 

 

③学習意欲・学習習慣の確立 

 普段の授業の中で，生徒の学習意欲を高め，学習習慣を確立させるために繰り返していることは以下の

通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 理科好きを育てる環境づくり 

１ 教材提示の工夫 

 

 

 

 

 

 

積み重ね 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積み重ね 

課題の出し方の配慮 

実験プリントへの記入の仕方の工夫

実験の予想 

基礎・基本の定着 

新しい単元に入る前に事前調査をかねたプレテストを行い，生徒自身が知っていることと知ら

ないこと，そして知りたいことを確認させるようにする。また，そこで出た生徒の疑問の中から，

学習の動機づけとなるような事柄を選びだし，発表することによって，学習の目的意識につなげ

るよう工夫する。 

実験プリントを実験の授業の前に配布し，実験目的，準備物，方法等を記入するのを家庭での

課題とする。 

基礎・基本の定着を図るために，時間の許す限り簡単な「確認テスト」を行う。事前にテスト

の予告をし，家庭学習の課題とするとともに，返却したテストでさらに復習するよう指導する。
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 本校では，視聴覚機器の充実に努めている。黒板右辺にプロジェクターを設置し，７４インチのスクリーン

を備える。後方には４２インチの大型液晶テレビをセットし，ＲＧＢケーブルで接続し，正面スクリーンと連動

している。インプット側は，デスクトップパソコンと，実物投影機，パソコン接続用顕微鏡，及びＤＶＤプレー

ヤー（ＶＨＳビデオも使用可）を

揃え，様々な資料提示に役立

っている。 

 理科室は他教室に比べ敷地

面積が大きいため，７４インチ

の画面でも字の大きさや，提

示するものが小さい場合に，

教室の後方に位置する生徒か

らは見にくいことがあった。そこ

で，視力の弱い生徒への支援

のため，大型液晶テレビを後

方に設置した。 

 画面が３つあるが，さらに左

側に別のプロジェクターも設置

可能で，別のノートパソコンと

組み合わせて違う教材を提示

することもあった。また，前方の

プロジェクターと，後方の液晶

テレビを連動させず，別な画面を提示することも可能である。 

 以上のハードを活用して，以下の教材を提示してきた。 

（１） プレゼンテーションソフトによる資料提示 

（２） ＤＶＤビデオ，ＶＨＳビデオ等の映像提示 

（３） 実物投影機による，教科書のアップや，細かい手さばきを要する実験の演示の提示 

（４） 理科的なパソコン用ソフトの提示 

（５） パソコン接続用顕微鏡でプレパラートの提示 

（６） 実験中に撮影した，デジカメ，ビデオ等の映像，画像の提示 

（７） WEB 上の理科的コンテンツの提示 

 これらの使用が，即理科好きの生徒につながるわけではない。実体験を通し，様々な教育活動の中から

感性，創造性，主体性が育っていくのである。これらはあくまで補助的なものにすぎない。 

 

２ 教材活用の工夫 

 授業の中での教材の工夫は後述するが，ここでは日常的に，理科の授業以外での教材の利用の工夫を

述べる。 

 

（１）ビオトープ 

①ビオトープ作り 

 つくり始めたのは，昨年の１学期のことだった。理科室のすぐ外の草地に目をつけ，数名の生徒といっしょ

に穴を掘ってビオトープにすることにした。参加した生徒も興味を持って，作業に意欲を見せた。気温が高

前面プロジェクターと黒板 

教材提示装置とパソコン用 CRT 
パソコン本体は机の下に設置されている 

教室後方の液晶テレビ２台 

教卓の下に設置されているプロジェクター 
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い中で，思ったほど作業は進まなかった。本当に格闘する感じで掘

った穴なので，非常に愛着がうまれた。これは，生徒ばかりでなく教

師もいっしょである。 

 水をためたころには，興味を持つ生徒も少し増えた。釣り好きな生

徒は釣った魚を持ってきていいかと聞いてきたが，いきなりブラック

バスを放たれては困るので，丁重に断った。その後，降水不足でほ

とんど干上がりそうになったこともあったが，紆余曲折を経ながら現

在にいたっている。 

②現在のビオトープと活用 

 理科室のすぐ外という立地のため，授業の前後にビオトープを気軽にのぞくことができる。そのためか，新

しい生物を見つけるのは実は生徒のほうが早い。また，いつの間にか草が生え，結構な草丈になっている。

水深が浅かった時期があるとはいえ，「雑草」と呼ばれるものの生命力の強さを感じさせられる。つい最近ま

では，その間を縫うようにオタマジャクシが群れて泳いでいた。現在は，頻繁にハチが行き来している。 

 １年生の「植物の世界」の導入で，微生物を観察するときにビオトープの水を活用している。班毎に生徒

に持参させたりしているが，圧倒的に観察できる微生物の数が増えている。 

 

（２）自動気象観測システム（ウェザーステーション） 

①自動気象観測システムの導入 

 本校の理科室の外には，

生徒からいつでも見える位

置に自動気象観測システム

が設置してある。これは昨年

（２０１０年）の４月に設置した

もので，３０分ごとに気象デ

ータを記録している。記録さ

れるデータは，気温，湿度，

気圧，降水量，風速，風向

である。室内にも端末があり，

理科室内のデータも同時に測定されている。それらのデータは全て理科室に設置されているパソコンに保

存されており，いつでもプロジェクターを通してスクリーンと理科室後方の２台の４２インチモニターに映し出

せる状態にしてある。 

生徒は，リアルタイムのデータをいつでも理科室内に設置さ

れている端末の液晶画面で確認することができる。雨が激しく

ふったときやすごく暑いときなどはデータを確認に来る生徒の

数も増える。昨年，導入当初は目新しさも手伝って，風が吹くた

びに風速はどうかと気にかける生徒もみられた。現在も授業で

理科室に来るたびに必ず室内の端末でデータを確認していく

生徒達がいて，身近なところで，気軽に見られることの意義を

感じている。 

 

②自動気象観測システムの活用 

ビオトープを泳ぎ回るオタマジャクシ。本校の

ビオトープがいい環境であるとカエルが証明

してくれた。

理科室のすぐ外に設置されている自動気象観

測システム「ウェザーステーション」 
理科室内に設置されている「ウェザーステーシ

ョン」の室内端末。画面で現在のデータが確認

できる。 

 
室内外気温，湿度，風向，風速，気圧変化，１日・月

の降水量等が示されている。 



- 6 - 
 

 授業においては，２年生の「天気とその変化」を中心に活用している。上記のように，気象データは３０分

毎に常に記録されている。 

だが，実際に生徒が気象観測するときには自動気象観測シ

ステムのデータは使わずに休憩時間ごとに実際に外に出て測

定をしている。気温の目盛りを読み取ったり，湿度を湿度表で

もとめたりといった作業を経験させるためである。生徒は自分た

ちが取ったデータをもとにグラフを作る作業をする。 

実際の経験が大切とはいえ，自動気象観測システムの便利

さは計り知れない。生徒の力で定時ごとに観測を続けることや

夜間も休みなくデータを取り続けることは不可能である。生徒

のデータだけでは比較しづらいこともある気温と湿度の変化の

様子なども夜間のデータがあれば容易になる。 

また，このようなデータは教科書にも掲載されているのだが，

やはりデータの鮮度が違うし，目の前で観測したものであることを生徒も知っているので，興味関心の度合

いが高くなる。 

２年生で天気の学習をするとき以外にも，休みの日に大雨が降ったときや台風が接近したとき，すごく寒

かったとき・・・・・さまざまな極端な気象の変化があったときに授業のはじめや終わり，休憩時間などに，生

徒にデータを示して話題にしている。「去年の今頃，最高気温はどんなだったか。」など漠然とした記憶だ

けに頼らずに，きちんとデータを見ながら比較できる環境が常に準備されていることで，生徒の科学的にも

のを見る力が育っていると考える。 

 

（３）太陽電池パネル 

 本校では８０Ｗの発電力がある太陽電池パネルがある。それだけではなく，蓄電能力があり，インバータ

ー装置を兼ね備えているので，消費電力が少ない家電製品であれば，夜間に利用することが可能である。

普段は，理科準備室の常時点灯させているブラックライトを点灯したり，その他の継続的な実験の際に利用

したりしている。（後述） 

 大震災の影響により，本校

近くの場所は数日にもわたり

停電していたが，職員の携帯

の充電や，地区ごとに配布す

る文書の作成のため，パソコ

ンやプリンタをつないで職務

を行うことができた。そのこと

を，生徒にも伝え理科の有用

性をアピールすることができたと考えている。また，自然エネルギー

の利用という観点からも優れた教材であると確信している。 

 

（４）顕微鏡観察における写真撮影による記録 

①コメリート法の活用 

 「顕微鏡観察したらスケッチする」これが基本である。しかし，写真にも撮っておくにこしたことはない。写

真で記録しておけば，生徒のスケッチの力量に左右されることもない。記録を残したいけど，思うように描け

太陽電池パネル背面にバッテリーを装備 エコパワーステーション 
蓄電状況がわかる。 

昨年５月以降の日ごとの最高気温の変化を示した

グラフ。いつでも授業等に活用できる。 
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ないという悩みを生徒の多くが抱えている。また，写真を撮ることで，多くの生徒がある生徒，班が見つけた

もの（条件のよりよいもの）を共有することができる。 

従来は，顕微鏡で見たものを写真に記録するには大がかりな装置が必要で費用もかかったが，デジカメ

が普及した今，非常に手軽に記録できるようになった。接眼レンズにデジカメをあてがっただけで，きちんと

ピントを合わせて記録することができる。本校の理科室にはデジタル顕微鏡もあるが，手軽さではデジカメ

での撮影にはかなわない。 

授業で顕微鏡観察をする場合，これはと思うものを見つけると，生徒はすぐに「先生！」と呼ぶ。撮影した

画像は，すぐにスクリーンに映し出して共有する。他の班はそれを参考にしてよりよい像を得ようと努力する。

生徒のやる気がうまく引き出されているのではないかと思う。 

 

②実際に撮影した画像（生徒が観察したものを撮影） 

 

 

３ 理科を学ぶ上でのルール作り 

 昨年度までの学校規模，及び理科の週あたりの時数が

２８時間であったので，理科の時間は年間を通して毎時

間使える状況にあった。 

 そこで，理科室で学ぶ際のルール作りを行った。 

 

（１）実験を行う際のプリントについて 

 生徒は実験・観察等に関心が高い。実験の基礎操作を

しっかりとらえさせ，実験の時間を多く割くために，右のよ

うなプリントを用意した。このプリントは実験の授業の前の
ノートに貼りやすいように A5 サイズで印刷してある。下

部には反省感想・自己評価を行う部分がある。 

 
１年「植物の世界」気孔 １年「植物の世界」ヨウ素液で染まった植物細

胞中のデンプン 
１年「植物の世界」アスパラガスの維管束 

２年「動物の世界」メダカの尾びれ  
動画で記録したものでは，赤血球が流れ

る様子も観察できる。 

２年「大地とその変化」大理石 
 偏光顕微鏡を用いて撮影した。 

３年「生物の細胞とふえ方」インパチェンスの花

粉管 
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理科日誌の 1 日分 

理科室だけの時間割 

時間に配布し，自ら実験目的，準備物，方法等を記入する。そして，目的意識を持って実験に取り組めるよ

うに，必ず事前に各自の予想を立てさせ，結果予想欄に記入させるようにしている。これらのことを積み重

ねることによって，実験操作の基礎・基本が定着し，実験そのものの時間が短縮され，その分，結果・考察

の時間を多くとることができた。 

 

（２）理科日誌の活用 

 理科室では３～４名で班編制をし，９つの班をつくっ

ている（学級の人数によっては違う場合がある）生徒に

責任を持たせ，理科室のルールを知らしめるため，理

科日誌を活用している。グループは毎時間，輪番制

で日直を決める。日直は日誌に記入するとともに，授

業前の机のようすや忘れ物等をチェックさせる。授業

中は，メンバーがしっかり取り組んでいるかを確認させ

る。授業後は，後かたづけや忘れ物がないかをチェッ

クし，担当教師のチェックを受ける。そうすることにより，

生徒たちに責任感が育ち，授業がスムーズに行えるようになった。また，学習内容を記録したり，欠席者を

記録したりする部分があるので，事後指導にも役立てられる。 

 

 

４ 理科室の稼働率を上げる工夫 

 本校では現在，１学年３学級，２学年２学級，３学

年３学級，特別支援３学級である。震災の影響で隣

接する中学校（丸森東中）と同じ校内で学習するこ

ととなった。また，平成２４年度から始まる新教育課

程では，１年１０５時間，２年１４０時間，３年１４０時

間と時数が増える。平成１８年度に本校が耐震のた

め工事が行われたが，その際理科室が一つになっ

てしまった。来年度は町内中学校が再編されること

により，学級数が４学級増え時数的に毎時間使用

することが不可能になった。しかしながら，少しでも

理科室を使える時間を確保するために，なるべく理

科の時間が重ならないようにカリキュラムを組み，さ

らに重なっているところは優先順位をつけ，週を通

して理科室利用可能時間を平均化している。 

  

 

５ 理科掲示物の工夫 

 理科室内及び，理科室前廊下等を利用して，理科の興味関心を高めるような掲示物を工夫している。以

下にその例を示す。 

 

（１）文科省で配布している理科掲示物 



- 9 - 
 

黄道 12 星座の説明文・星座絵 

ブラックライトの説明文・外国の通貨 
 

穴を貫通している継ぎ目のない木の矢 
 

  ①宇宙図 

  ②元素周期表 

  ③ここまでわかった！！ヒトゲノム 

  ④光マップ 

 いずれもＡ１版でプリントし掲示してある。希望者は文科省が有償で配布しているので，毎年生徒から希

望を募って注文している。 

 

（２）生徒が作成した理科プリント 

 実験終了後，点検・捺印して返却するが，優秀なものは１つの単元につき，数枚「優秀プリント」として，コ

ピーして掲示する。これは，掲示された生徒の励みになるのはもとより，科学的な考え方を身につけさせる

のにも効力を発揮する。 

 

（３）黄道１２星座の写真，絵，説明文 

 「地球と宇宙」の単元は３年の２学期あたりに行っている。星の話や，

ギリシャ神話などに興味を持つ生徒は，１，２年生にも存在する。そ

こで，やや詳しい黄道１２星座の説明文，写真，星座絵などを印刷し

た紙を掲示し，興味・関心を高めている。３年の指導時には３学年全

員を星座別にグループ化し，その名簿を各星座の説明文の下に掲

示した。そうすることによってさらに地球と宇宙の単元に興味が湧く

生徒が増えた。 

 

 

６ 理科準備室前展示 

 理科準備室前には縦１ｍ，横２ｍ２０ｃｍのガラス張りの展示棚がある。ここで，定期的に展示物を代えたり，

追加実験などを行ったり，生物を飼ったりして興味・関心を高めている。以下に例を示す。 

 

（１）ブラックライト 

 前述した，太陽電池パネルの電源を利用し，２４時間照射してい

る。照射部には蛍光物がある郵便物や，外国のお札（日本のお札

でもいいが，生徒指導上のための配慮で置いていない），電流を流

していない蛍光灯などを置いておく。ブラックライトの性質の説明文

も合わせておいてあるので，説明文に書いてあるように自分のワイ

シャツや給食着などに当て反射光を楽しむ生徒もいた。もちろん，

安全上直接目に入れないように危険性を促している。 

 

（２）不思議な現象 

 ①ぬけない５円玉木の矢 

 理科の教材ではないが，継ぎ目のない矢印の形をした矢が，５円

玉の穴を貫通している。引っ張ってもとれない。見ただけで好奇心

を喚起する物体である。５円玉以外に，５０円玉，穴を開けたペット

ボトル，ハート型の木材などのバリエーションがある。数年前，本校
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腹部が肥大しているアオダイショウ 
 

右下下部がクロワッサン 

に選択理科の教科があったときに，生徒につくらせた経緯がある。 

 ②ペットボトル静電気 

 単に，小型スチロール球を乾燥したペットボトルに入れて振るだけである。摩擦により静電気が発生し，ペ

ットボトル壁面に接着し，スチロール球同士が反発するので，無重力空間に存在しているように見える。こ

の物体も見ただけで好奇心を喚起するものであるといえる。 

 

（３）生物の飼育 

 ①モリアオガエル 

 平成２０年度から２１年度にかけ飼育。自然が減ったことから，本町の学校近辺で見かけることは少なくな

った。元教師の方から譲り受ける。秋口は食料豊富だったものの冬場は絶食。冬眠からさめた春先に，学

校近くの山にある沼辺に放した。 

 ②アオダイショウ 

 毎年，春先から夏にかけて学校内外どこにでも出没する。飼育も容

易で，餌を捕食する瞬間が非常に興味をそそるので，平成２１年度

から２２年度にかけ飼育。飼料として冷凍ピンクマウス（ネズミの幼体）

を与えていたが，意外に費用がかさみ飼育を断念した。準備室脇に

は飼育していたものではないが，餌を捕食後腹部がかなり肥大して

いる写真（校内で撮影）を掲示している。 

 

（４）継続実験 

 ①塩化銅水溶液電気分解 

 電気分解の実験後，イオンが無くなるまで電気分解を続けるとどうなるか，と言う質問をした。銅イオンが

無くなれば，塩化銅水溶液は透明になるだろう，との予測から準備室前の展示棚で丸３日継続実験を行っ

た。銅イオンの水色が薄まるどころか，ほとんど変化はなく，準備室に塩素が充満するとともに，銅製品は気

体の塩素と化合し緑青を噴いていた。５０円玉（白銅）が変化をしたのは私自身初めて見た。よって，透明

になる前に実験は中止してしまった。 

  ②クロワッサン（分解者のはたらき） 

 平成１７年の２月，給食で余ったパン（クロワッサン）を小皿に置い

て展示棚に放置している。数日後カビが生えてきたが，６年経過し

た現在でも形状はほとんど変化していない。水分補給が少ないこと

が原因と考えられるが，分解者の学習の場面において，毎年カビ

の観察に使用している。 

 ③鉄球転がし 

 ＢＡＮＤＡＩ社のスペースワープというおもちゃがある。位置エネル

ギー，運動エネルギーの変換に絡んで，継続的に動かし続けた。レールを転がる鉄球は，いつまで見ても

見飽きないものである。鉄球の代わりに畜光球（プラスチック製）のものもあり，元々薄暗い展示棚なので，

さらに興味をかき立てられる。ブラックライトと組み合わせて展示していたときもあった。 

 

（５）展示教材 

 ①セキツイ動物標本 

 一般的な動物標本である。スペース的にちょうどいいことと，最近購入したものなので展示している。 
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生徒作成１千万倍分子模型 

 ②分子モデル 

 生徒自作の分子モデルと，STS 分子構造模型，HGS 分子構

造模型で，身近な分子モデルを提示してある。生徒自作の分

子モデルはカセットケースに入れた約１千万倍モデルである。

右図は，生徒が作成した１千万倍分模型であるが，他にも

HGS 分子模型で製作した炭酸水素ナトリウムの熱分解モデル

も写真で提示している。 

他にも，実際に実験で作成したカルメ焼きと，市販されている

カルメ焼きを並べて展示してある。 

 

Ⅲ 授業実践事例 

１ 原子・分子模型（２０１０．１） 

（１）模型を作るにあたって 

原子や分子といった学習内容は，多くの生徒にとって日常生活で直接的に役に立つものではないかも

しれない。教科の重点実践事項 『実社会・実生活との関連を重視する内容の充実を図る授業展開を工夫

する』にそって，少しでも実生活，実社会との関連を意識できる授業にしたいと考えた。そのための具体的

な手立てとして以下の２点を考えた。 

 ・身のまわりの物質はすべて化学式で表せることを示す。 

・これまでの学習で出てきた内容を化学式，化学反応式を用いて表現してみる。 

 また，上位群の生徒に対してはより高度な課題に取り組ませることによって，より理解を深めさせることを

ねらった。 

 

（２）教材・教具の準備 

 既成の分子模型の用具は高額なため，ひとりひとりに活

動させるのには向いていない。よく１００円ショップなどで売

られている直径５ｍｍほどの発泡ポリスチレンの球を利用

した。 

原子に色はないというものの，美術準備室から拝借した

アクリル絵の具で着色して，カラフルな模型になるようにし

た。着色した球はプラスチックケース（これも１００円ショッ

プ）に入れて，班に１ケースずつ配付した。また，ワークシ

ートへの貼り付けには木工用接着剤を使用したが，こちら

は使い勝手を考えて，小さな容器にいれて１人１つ使用で

きるようにした。 

 

（３）授業の指導過程 

段
階 

学習内容 生徒の活動 形態 教師の支援 評価 

（前時までの学習内容） 

化学変化の前後では，反応に関係する物質の原子の種類と数には変化がないことについての学習 

 
原子ごとに色を指定した。色のイメージは教科書を参考にし

て，生徒を混乱させないように配慮した。 
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把
握 
 
 
 
 

 
 

１
０ 
分 

 
○化学式及び化学

反応式についての
説明を聞く。 

 
 
○モデルを使って化

学変化をかき表す
方法，化学変化を
化学式を使ってか
き表す手順につい
ての説明を聞く。 

 
化学式及び化学反応式に
ついての説明を聞き，内容
を理解し，要点をノートす
る。 
 
化学反応式をつくる手順を
理解する。 
 
 Ｆｅ ＋ Ｓ → ＦｅＳ 
 Ｃ ＋ Ｏ２ → ＣＯ２ 

 
個別

 
 
 
 
 

個別

 
以前，化学式の小テスト
をしたことに触れ，思い
起こさせたい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
観察 

 
追
求 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○そのほかの化学変

化は，どう表すの
だろうか。 

 
【実習１】化学変化を

原子・分子のモデ
ルで表そう。 

 
 
 
１原子・分子のモデ

ルをつくる 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２化学変化を原子・

分子のモデルで表
す 

 
 
 
 
 
 
３いろいろな化学変

化を原子・分子の
モデルで考えてみ
る 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
炭素 酸素分子 二酸化

炭素 
 

Ｃ     Ｏ２            ＣＯ２

 
例・・・マグネシウム 銅 水
二酸化炭素 アンモニア

など 
 
その他の化学式 
（食塩）塩化ナトリウム，砂

糖， 
プラスチック（ポリエチレ

ン）・・・ 
 
 
① 鉄と硫黄の化学変化 
    ＋   → 
  Ｆｅ＋Ｓ→ＦｅＳ  
②炭素と酸素の化学変化 
    ＋     → 
  Ｃ＋Ｏ２→ＣＯ２ 
 
 
③銅と酸素の化学変化 
  
 

２Ｃｕ＋Ｏ２→２ＣｕＯ 
 
④水素と酸素の化学変化 
 
 
 ２Ｈ２＋Ｏ２→２Ｈ２Ｏ 
 
 
 

 
個別

 
 
 
 
 
 
 
 
 

個別
（班）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個別
（班）

 
 
 
 

 
 
個別
（班）

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
お互いに確認するときの
ことを考慮し，ビーズの色
を統一する。（赤：酸素，
水色：水素，炭素：黒，窒
素：青，黄：硫黄，白：金
属すべて） 
 
他の例も考えられるが，
共通の課題を与えること
で，班の中で確認し合っ
たり，一斉に確認をする
ことで，より自信を持って
先の課題に取り組めるよ
うにしたい。 
 
身のまわりの物質がす
べて化学式で表せること
に目を向けさせたい。 
 
 
①，②は教科書P３０にモ
デル及び化学反応式が
示されている。できるだけ
自力で解決するようにさ
せたい。 
 
 
 
 
班の中でお互いを支援
できるよう声がけをする。
自分の考えを伝えようと
することで自己表現能力
が伸長することを期待し
たい。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ワークシート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ワークシート 
 
 
 
 
 
 
 
ワークシート 

＋

＋

→

→
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３
５
分 

⑤炭酸水素ナトリウムの分
解 

２ＮａＨＣＯ３→ 
 

 
Ｎａ２ＣＯ３＋ＣＯ２＋Ｈ２Ｏ 

 
 
 
⑥酸化銀の分解 

２Ａｇ２Ｏ→４Ａｇ＋Ｏ２ 
 
 
 
呼吸 
 ６Ｏ２＋Ｃ６Ｈ１２Ｏ６→ 
        ６ＣＯ２＋６Ｈ２Ｏ
光合成 
 ６ＣＯ２＋６Ｈ２Ｏ→ 

６Ｏ２＋Ｃ６Ｈ１２Ｏ６

⑤，⑥は必要に応じてモ
デルを示し，解決に向け
て支援をしたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これまでの学習に登場し
た化学変化を示し，化学
変化をより身近のものとし
て捉えられるようにした
い。 

 
整
理 
 
５
分 

 
○自己評価 
 
 
○後片付け 

 
ワークシートの自己評価欄
に記入する。 

 
個別

 
 

班
 

  

 

（４）生徒の活動のようすから 

 全ての生徒が集中して模型作

りをしていた。普段の授業のよう

すからすれば，なかなか全員と

いうのは難しい場合もある。目に

見えない原子をイメージするの

に，模型が役立っている。 

 準備した課題では飽き足らず，

教科書を参考にして立体的な模

型を作る生徒も現れた。１つ１つ

の原子模型の大きさがちょっと不ぞろいなのが，安い材料で授業をしている悲しさである。組み上げるほど

にゆがみは大きくなるため生徒は悪戦苦闘していた。作っている生徒が不器用なわけではないので，ちょ

っと気の毒ではあったが，生き生きと活動している姿を見ることができた。 

 

 

２ 生徒自身による問題の作成～仕事の学習を通して～（２０１１．７） 

 

（１）生徒が問題を作成するにあたって 

「道具を使って仕事をしても，手で直接する場合と仕事の大きさは変わらない。」ことを仕事の原理という。

生徒はこのことを滑車（定滑車，動滑車）を用いた実験によって確認している。この授業のねらいは，仕事

や仕事の原理についての理解を深めることである。理解をより確かなものにするには，適切な課題を与えて

完成した生徒のワークシート。 一部の生徒が作製した立体的な模型。左から

「銅」，「鉄」，「塩化ナトリウム」をイメージしてい

る。 
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解決させることが必要になる。 

その際に，単に教師側が問題を準備して解かせるという形態をとらずに，生徒が互いに問題を出して解

決することによって，生徒の意欲を引き出して，生徒の自己表現能力を育てたいと考えた。ちなみに，生徒

はこの授業の前に教科書にある問題に取り組んでいる。その経験を生かして，さらにお互いに問題を出す

ことでより確かな学力を身につけさせたいと考えた。 

問題は事前に班毎に準備したものを班毎に発表する形で出題する。 

  

（２）事前の準備 

 授業前に生徒が作成した問題を添削した上で，スキャナーで取り込み，プレゼンソフトでまとめておいた。

こうすることで，印刷して配付したとき以上に，生徒が説明するときに説明がしやすくなると考えた。 

 

（３）指導過程 

段

階 
学習活動 形態 教師の支援および留意点 評価の観点・方法

導

入 

５

分 

１ 今日の学習内容の確認をす

る。 

 仕事の原理についての問題を

班毎に出し合いながら，それを

解決していく。 

全体  

・班毎に役割分担の確認など

の準備をさせる。 

 

展

開 

４

０

分 

２ 各班ごとに出題をする。 

・班毎に準備した問題を他の班

に対して，出題する 

・問題は画面に出るので，それ

を読み上げ，必要に応じて説

明をする。 

 

３ 問題を解く。 

・出題された仕事の原理に関す

る問題を解く。解答を解答用紙

に書く。 

 

４ 答え合わせをする。 

・出題した班が解答をし，正解し

た班を確認する。 

 

※ ２~４を繰り返す。 

班 

 

 

 

 

 

 

班 

・資料の提示を支援する。 

・問題に対しての質問はない

か確認する。質問が出たら，

出題した班に答えさせる。 

 

 

 

・理解が進んでいない生徒に

対して個別に声がけをし，つ

まづき箇所をみきわめる。 

・同じ班の中で教えあうように

声がけをする。 

・出題した班には，解答を準備

させる。 

・解答の準備ができたら，各班

に対して支援をするよう指示

する。 

 

 

 

 

 

 

 

仕事の原理を使

い，道具を使った

ときの仕事を求め

ることができたか。

（観察） 

終

結 

５

分 

４ 問題を解いてわかったこと，

感想をまとめる。 

 

個人
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（４）板書計画 

（班ごとの成績） 

１班 

２班○ 

３班× 

４班○ 

５班× 

６班○ 

７班× 

（解答および解説用スペース）  

（本校の理科室の黒板は３分割されており、右側にはマグネット式のスクリーンが貼り付けてあり、そこ

にパソコンの画面が常に投影できるようになっている。残りの部分は通常の黒板である。） 

 

（５）生徒の活動のようすから 

 授業を計画した段階では，生徒が問題を出すというのはちょ

っと大変なのではないかと思った。実際，問題作りでだいぶ苦

しんで，放課後までかかってやっとの思いで問題を完成させた

班もあった。教科書の問題をだいぶ参考にしたものもあった。

しかし，当初のねらい通り，生徒が主体的に考える場面を設定

できたとは思う。班ごとに様々な工夫が生まれ，班の中で互い

の意見を交換することができた。また，他の班がつくった問題を

何とか解きたいということで，集中力，意欲が高まったと考える。

やはり，生徒どうしが互いに刺激しあって成長する場面があると

いうことは，一斉授業をしている成果といえる。 

 今後は問題を説明する力なども育成しながら，継続的にこのような機会を設けていきたいと考えている。 

 

３ 染色体と形質はどのように伝えられるか（２０１０．５） 

本授業は，これまで身に付けた知識と習得した減数分裂の概念を基礎・基本ととらえ，それらを活用しな

がら，染色体や形質がどのように親から子へ伝わるのかをもとに実験を行い，それらをまとめ考える学習を

展開することで，遺伝子による遺伝の規則性について理解

することができた。「科学の言葉」を正しく使い，実習の結果

を自分の言葉で表現し，説明することで学習課題をより深く

追究することができた。また，生活体験の違いや，目に見え

ないものをモデルとしてとらえる力に，生徒間で違いがあるこ

とを踏まえ，活動する場面を極力多くすることと，グループ活

動を基本とした「共学びの場」を設定することで，遺伝子の

組み合わせの違いで現れる形質の規則性を調べる力を身

に付けることができると考えた。その結果，話し合い活動の

中でより多くの意見を参考にすることができ，またそれぞれ

の班で発表することで，分析する力と表現する力が高まった

と感じた。 

（スクリーン） 

 
 
生徒が作成した問題の１例。 
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 本時は，授業内で習得した知識を活用する授業としてとらえており，今後は，これより続く学習活動のなか

で，遺伝に関わるなど多くのことが実生活に利用されていることに注目させ，日常生活との関連を図ってい

きたい。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

４ 月の満ち欠けのしくみを調べよう（２０１０．１１） 

本授業は，前時までに，月

は球体であることや月の光る理

由などこれまで身に付けた知

識と，天体の運動の概念を基

礎・基本ととらえ，それらと実験

から得られた結果を活用して

考察する学習を展開することで，

より効果的に月の満ち欠けのし

くみについて理解できると考え

た。 

月の見かけのようすが変化

する理由を，実験結果をもとに

月と地球の位置関係から考察

し，発表させることをねらいとし

た。考察するにあたり「科学的な言葉」を正しく使

い，実験の結果を自分の言葉で表現し，説明す

ることで学習課題をより深く追究することができた。

また，生活の中で直接体験できないものをモデル

としてとらえる力に，生徒間で違いがあることを踏

まえ，ひとりひとりが実験に取り組む機会を増や

すためにグループを少人数にすること，より多様

な考えにふれられるようにグループ活動を基本と

した「共学びの場」を設定することで，生徒が課題

を解決しようとする意欲が高まったと感じた。  
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５ 生物の解剖実験（２０１０．９） 

本授業は，前時までに，動物のからだのしくみとはたらきを基

礎基本として，それらと実験から得られた結果を活用して考察

する学習を展開することで，より効果的に動物のからだのしくみ

について理解できると考えた。 

動物の分野では実際に体の内部を観察することは極めて難

しい。そこで身近にある材料を利用することで，動物の細部まで

観察することが可能となった。２学年で行った各種の解剖を総

括する意味で単元の最後にスルメイカの解剖と観察を行った。 

スルメイカの神経細胞は動物の中で最も巨大であり，神経節

が集中肥大して頭の中の「脳」と呼んで良いほど発達している。

また，内臓も大きく発達しており，観察しやすい生物の一つであ

る。比較的解剖が容易なために短時間で観察することができる

ために準備や後片付けにも手間がかからない。  

食べ慣れているはずのスルメイカではあるが，実際に自分の

手で外套膜にハサミを入れ，水晶体や肝臓や胃の内容物を観

察するたびに歓声があがる。また，舌歯や触腕の吸盤を顕微鏡で観察することで環境に適応した進化を実

感することができる。 

 

６ パラボラ型ソーラークッカーを使った実験（２０１１．８） 

 ソーラークッカーとは，太陽光発電とは違い太陽の光エ

ネルギーを熱エネルギーに変換しその熱によって調理を

行う道具である。ソーラークッカーの原理は，補助反射板

や集光板により太陽光を一点に集中させることで温度を上

昇させ，その熱によって調理を行うものである。ソーラーク

ッカーはパラボラ型，熱箱型，パネル型，多面体集光型，

テルケス型の５種類に大別される。本校では，パラボラ型を

利用し授業を行った。中学校１年生で学習する熱伝導，放

射，対流，また３年生で学習するエネルギーの単元での授

業が可能である。 

 

（１）ペルチェ素子を使った発電実験 

本校では太陽光発電装置が設置されており生徒達は，日頃から

太陽光発電装置を身近に感じているため，太陽光から発電できるこ

とを理解している。そこで大型のペルチェ素子を利用し，太陽光によ

る温度差によっても発電できることを観察することにした。 

生徒には，事前に，ペルチェ効果を利用し，コンピュータの冷却装

置や小型冷蔵庫に多く使われている装置についての説明を行い，

直流電流を流し発熱と吸熱がおこることを確認した。電気エネルギー

が熱エネルギーに変換できれば，その逆の熱エネルギーを電気エネルギーに変換できるのかどうかを予

測させ，実験に取り組んだ。 
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パラボラ型ソーラークッカーの集光部にペルチェ素子を置き，太陽

光を照射したところ１分３０秒で０．５Ｖの電圧が生じた。（右図） 

 生徒は電圧の上昇とプロペラの回転を確認した結果，明らかに太陽

光発電とは違う発電方法であることに気がつき，多くの生徒が「なぜそ

うなるのか」との疑問を持った。ペルチェ素子の下部に集光したところ７

５℃まで温度が上昇し，温度差が生ずることで電圧が生じることが確認

することができ，光エネルギーから熱エネルギー，そして電気エネルギ

ーに変換することを理解することができた。 

 

（２）焦点温度測定実験 

 太陽光による温度は何度まで上昇するのかを確認するため実験

をした。焦点で温度計を一定に固定化するのは難しいため，フライ

パンと蓋付き鍋の２種類を用意し，それぞれ鍋底と鍋胴部の温度を

測定した。測定の結果から，もっとも温度が上昇したのは基準焦点

に近い蓋付き鍋の鍋底であった。最高温度は約２００℃まで上昇し

た。生徒達は太陽光がここまで上昇するとは予測しておらず，非常

な驚きの表情を見せていた。 

 

（３）調理実験 

 集光部においたフライパンの温度を測定し，２００℃を越えていることを確認したあと卵を２つ入れた。約４

分間で目玉焼きができた。続いて蓋付き鍋にピザを入れ１０分ほどで焼き上がり生徒達の歓声があがった。 

 

（４）最後に 

迫り来る化石燃料の枯渇や，福島第一原子力発電所の事故により，新しいエネルギーへの転換が話題

になっている。生徒達は震災を経験し，これからのエネルギーについて自分のこととして真剣に考えている。

太陽光として放出された光は，地球軌道付近で１．３７kW/㎡のエネルギーを持つ。日本付近では最大約１

kW/㎡のエネルギーとなる。太陽光のエネルギーがこれからの重要な役割を担うとわかってはいても，実際

に知識のみで体験を伴わない学習になるには非常に悔しさが残る。体験することで生徒達にこれからの発

展の可能性を実感させることができるのではないかと感じている。 

 

 

７ 町全体で職員のスキルアップを目指す試み（２０１０．１１） 

（１）町委嘱公開研究会 

 本町では，教育委員会が主催し，町内４中学校を回り持ちで公開研究会を行っている。平成２２年度は

丸舘中学校が会場校となり，理科の授業を提供することになった。その年度の，本校の校内研究テーマは，

「自ら学び，自らを生徒の育成～キャリア教育の推進を通して～」であった。キャリア教育を通して主体的な

学習の取り組みを目指すものである。そこで，大河原教育事務所と提携する形でソニー白石セミコンダクタ

が行っている，光通信手作り実験を行うこととした。その当時，本校の３学年は２クラスであったので，１１月２

６日と３０日の２日に分けて行った。２日目である３０日が町委嘱公開研究授業日だったので午後から授業

に関する検討会が行われた。 
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（２）実際の授業から 

 大まかな授業内容は，電子オルゴールのデータを光通信に変換できる送信機を作成し，それと同時に受

信機側も作成し，光通信の基本的な内容を習得する，というものであった。３年生ということで，ハンダ付け

のスキルはある程度身についていたことから，前半の製作部分は，さほど苦労することはなかった。数名の

生徒が，作業工程に遅れが生じたり，うまくできないことがあったりして戸惑うこともあったが，授業担当教諭

と講師が２名いたので十分補助することができた。 

 動作実験では，製作時間がグループによって差が出たことから，すべての動作実験を行うことはできなか

った。また，講義の時間も十分にはとれなかったものの，普段から興味がある生徒にとってはより深く科学を

考えるきっかけになったものと思われる。 

 午後は，町内の教職員，教育委員会も参加し，実践事例１にある「原子・分子模型」の授業が行われた。

また，同じ分科会に属する技術科の授業「電気機器の保守と安全」も行われた。 

 

（３）授業検討会から 

放課後には，全体会を行った。学校長，教育長あいさつの後，校内

研究の概要発表があり，その後教科ごとの分科会となった。始めに，白

石ソニーセミコンダクタの武田さんが「生活の中の科学」と題し，講話を

いただいた。その後，参加者を交えて，授業検討会，並びに教科と，キ

ャリア教育との関連について活発に討議がなされた。結論から言うと，

我々ができるのは，子供たちの心に火を灯すこと，（きっかけをつくるこ

と）が大切なのではないかということになった。 

 

 

Ⅳ 成果と課題 

平成２２年度までの授業実践から４項目について成果と課題を述べる。 

 

１ 原子･分子模型の実践から 

原子･分子は中学校理科室の設備では，直接見ることはまず難しい。どのように子どもたちに正確なイメ

ージをつくらせるかが重要になる。 

以前の授業で，直径８ｍｍほどのカラーシールを準備して，原子のモデルとしたことがあった。これはこれ

で，平面的にモデルができるのでノートを持ち歩くときに便利であったり，自宅に持ち帰って学習することが

できたりとそれなりのメリットを感じることができた。しかし，今回の実践のように，自分たちで立体的に組み

上げる生徒が出てくると，やはり球体のモデルのほうが優れていると考えられる。 

作業にあたっては手先の器用さがもとめられるが，生徒は丁寧に作業をしていた。程よい難易度が生徒

のやる気を刺激した側面があるようで，互いに競うようにより，大きな分子をつくろうとして質問をし，前述し

たように教科書を参考に原子のモデルを積み上げる生徒も現れた。モデル作りの１時間だけではモデルを

つくるのが精一杯で，化学変化を原子･分子で説明する力を育てるところまではいたらなかった。とはいえ，

その後の授業にもモデル作りに取り組んだ効果を感じることができた。例えば，化学変化を説明するときに，

モデルとして手がきで丸を描きながら考えるときにも，モデル作りをした経験が生かされていたと考える。 

今後は，今年度の生徒の取り組みを紹介しながら，生徒の興味･関心を引き出していきたい。この課題を

通して，わかりにくいと感じる生徒が多い分野であっても，課題の工夫で理科好きな気持ちを育てるきっか
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けがあると実感することができた。 

 

２ 生徒自身の手による問題作成の実践から 

 実践をしてみて思うことは，生徒が問題を作ることに対して抵抗があったのは，むしろ授業者のほうかもし

れないということである。 

普通は，問題を解くのが課題なのに，それをつくろうというのだから，生徒は負担に思うに違いないと最

初は考えていた。確かに，授業で問題をつくるという課題を出したとき，生徒はちょっと驚いた様子だった。

しかし，いざ班ごとに問題作成の作業に入ると，ああでもないこうでもないと話し合いを始めた。普段の授業

のスタイルでは，見られなかった議論や協力を生むきっかけとなった。問題作りは，授業の中で互いに影響

しながら学び合える場となっていた。 

課題もある。作成した問題は，班の数だけある（今回は７～８）ので１時間の授業の中で，全ての問題を

紹介して，解くことは難しい。せいぜい半分がやっとである。せっかくつくった問題を全て生かすためには，

もう１時間を確保する必要がある。だが，問題作りを繰り返せば，年間指導計画に遅れを生じさせてしまうこ

とになる。問題を作らせる場面を厳選して，計画的に行う必要がある。 

 
３ 染色体と形質はどのように伝えられるかの実践から 

生徒は，親子の形質が似ていることや血液型の伝わり方など身近な遺伝の現象について興味を持って

いる。しかし遺伝の法則は長期にわたって観察しなければ，その形質がどのように伝わっていくのかを判断

することが難しい。そこで，生殖細胞である精子と卵を，それぞれ透明なセロファン紙と赤いセロファン紙を

使って表現し，それらが受精することで優性の法則を理解できるように工夫した。生徒は眼に見えない優性

の法則が，セロファン紙を使うことによって，形質がどのように現れるのかを理解することができた。また，興

味・関心が低い生徒にとっても，実際にセロファン紙を使うことで活動する場面が増え，集中して実験に取り

組むことができ，さらには「遺伝」についての感心も高まり，基礎基本の定着に大いにつながった。 

課題として，１㎝角の赤と透明なセロファン紙を大量に使用するために，実験の準備に膨大な時間を費

やすことがあげられる。また，作業が細かいため１時間で終わらない場合も考えられる。今後は，これらの課

題を解決することで，遺伝に関わるなど多くのことが実生活に利用されていることに注目させ，日常生活と

の関連を図っていきたい。 

 

４ 月の満ち欠けのしくみを調べよう（『地球と宇宙』）の実践から 

「なぜ月は満ち欠けするのか」という問いに対して，多くの生徒は答えることができない。そこで，月は球

体であることや月の光る理由などこれまで身に付けた知識と，天体の運動の概念を基礎・基本ととらえ，そ

れらと実験から得られた結果を活用して考察する学習を展開することで，より効果的に月の満ち欠けのしく

みについて理解できると考えた。月の見かけのようすが変化する理由を，実験結果をもとに月と地球の位

置関係から考察し，発表させることをねらいとした。牛乳パックで「ふかん装置」を作ることで，地球から見た

月の形と宇宙空間での太陽・月・地球の位置関係を関連付けて考えることができた。「ふかん装置」は１００

円ショップで購入した小型の手鏡と１ℓの牛乳パック，そして割り箸４本というシンプルな構造であるため，実

験準備が比較的容易である。 

今回は，太陽・月・地球の位置関係と月の形を予測させてから実験に入ったため，結果をもとに考察を

練り上げるまでに時数がかかること，天体の運動の概念を定着させるために時間を確保しなければならな

いことが課題としてあげられる。 
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Ⅴ ２０１２年度の教育計画 

１ 町内再編に向けて 

 丸森町は，来年度町内中学校の再編が決まっている。本校はじめ，丸森東中学校，大内中学校，丸森

西中学校の４校が廃校し，丸森町立丸森中学校となる。学校規模が大きくなることは当然のことであるが，

平成の大合併以前で県内最大の面積を誇った丸森町がたった一つの中学校に再編されることは，県内最

大面積である地域住民の教育の願いに応えなければならないということである。また，今回の大震災で直

接的な被害はなかったものの，県内では福島原発に一番近く，放射線の値が高い土地も多い。それによる

風評被害があって町の経済は打撃を与えられている。また，放射線に対する知識が曖昧なためいたずらに

不安に駆られたり，過剰反応したりする地域住民も多い。それゆえ，正しい科学的知識を生徒に伝えるとと

もに，理科好きの生徒を育成することは急務である。 

 

２ ２０１２年度の「理科好きな生徒」と具体的施策 

（１）本校で考える「理科好きな生徒」 

冒頭に，本校での理科教育のとらえと，

理科好きな生徒像について述べたが，来

年度も基本的な部分は踏襲していきたい。

また取り組みについても，これまでの成果と

課題から改善すべきところは改善し工夫を

重ねていきたい。 

 

（２）２０１２年度の具体的な取り組み 

 本校の理科室の学習環境は，前述の通り

視聴覚機器に優れている。これまでどおり，

ものづくり（体験）を通して興味関心を高め，

地域教材開発を通じてより理科好きな生徒

を育成していくとともに，以下の点を新たに取り組んでいきたい。 

 

①グループごとのパソコン設置とネットワーク構築 

 来年度町内中学校が再編し，町内１中学校になることは前述した。そのことにより，町内で設置されている

パソコンが過剰状態になると考えられる。現在は，教員１名につき１台支給され，コンピュータ室に生徒数

分とサーバー機が設置されている。各教室にはネットワーク端末が整備され，ドメインを設定すれば，インタ

ーネットへの接続も可能である。 

 もし理科室に，余剰パソコンが導入できるようであれば，実験データの整理や，授業で使っているプレゼ

ンテーションソフトを用いたデジタル教科書等を自由に閲覧で

きる。一斉提示が原則であったが，各グループの進度に合わ

せた提示が可能になり，より個に応じた指導ができるようにな

る。 

 

②プレゼンテーションソフトを用いたデジタル教科書の作成 

 すでに，２０１０年度において，単元ごとに本校独自のデジタ
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ル教科書を作成してある。２０１２年度から新学習指導要領が完全実施され，教科書の内容も変更されるの

でそれに合わせた変更・改善を行う。また，興味・関心を高めるため，理科の応用的な部分や，日常生活と

理科の関連性を示すような教材も開発する。 

 

ア 旧暦・五行説・風水についての蘊蓄学（発展的な学習） 

 普段何気なく使っている暦も，様々な歴史がある。太陽暦・太陰暦のみならず，歴史によって様々な風

習・習慣とともに変化してきた。 

 そこで，普段何気なく使っている言葉が，どのような背景から生まれたものなのか，風習・習慣として行っ

ている行事の根拠が何なのか，そして，そこを発展させ，中国に古くから伝わる五行説・風水の話まで行う。 

 下図のプレゼンテーション場面は，その一部である。このように，発展的な学習の他には以下のようなもの

を用意している。 

・「もし地球が１００ｃｍの球だったら」（環境学習・最終章等に利用） 

・「七夕特別授業」（夏の星座の話，２４節季等の話に利用） 

・「クリキンディの物語」（資源再利用等に利用） 

  

イ 実験データの整理に利用 

 実験データの整理の仕方には，様々な方法がある。一つはオーソドックスに方眼紙に記録する例である。

次頁左図は，斜面を下る運動の記録テープを時間ごとに貼り付けたものである。グラフの基本的な書き方，

考え方も指導する。プレゼンテーションソフト画面に組み入れることによって，書き方の例にもなるし，書き

方が優秀な生徒の励ましにもなる。なによりデータ解析に大きく提示できるのがよい。下図中央は位置エネ

ルギーの実験をエクセルのデータで処理した棒グラフ図である。このデータ化に，棒グラフというのは実は

そぐわないが，高さの変化と，質量の変化を同時に表すにはこの方式がよいと考えた。下記の右図は，オ

ームの法則のグラフである。比例の代表的なグラフであるので，縦軸，横軸の原則からプロットの仕方を教

えるのに有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 実験方法の説明に利用 

 実験に何より大切なのは，実験をなぜ行うのかを考え（動機），どうなるか予想し（仮説），「実験を行い」そ

旧暦・五行説・風水についての
蘊蓄学

五行表

五行 木 火 土 金 水

惑星 木星 火星 土星 金星 水星

季節 春 夏 土用 秋 冬

色 青 朱(赤) 黄 白 黒

四神 青龍 朱雀 白虎 玄武

方位 東 南 中央 西 北

旧暦と季節の関係
• 春72日＋土用18日＝90日（1，2，3月）
（睦月，如月，弥生）

• 夏72日＋土用18日＝90日（4，5，6月）
（卯月，皐月，水無月）

• 秋72日＋土用18日＝90日（7，8，9月）
（文月，葉月，長月）

• 冬72日＋土用18日＝90日（10，11，12月）
（神無月，霜月，師走）

• 計360日 すると5．25日足りなくなるので閏年
閏月などを加えて調節していた。
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花粉管の観察実験の説明，目的，準備物実験方

法を簡単に説明。 

して，どうなったか（検証），何がわかったか（結果）というプロセスである。

しかしながら，実験内容が複雑であったり，注意事項が多すぎたり実験

のすべての流れを理解することは困難である。そこで，プレゼンテーショ

ンソフトを利用して様々な実験に利用したい。 

 

 

エ 実験結果のまとめに利用 

 前述した，グラフ化での結果考察以外にも理科実験における考察は多岐にわたる。最初からデータ化し

て検証する実験であれば，さほどの難易度ではない。仮説検証実験の中で，まとめが難しいのは対照実験

である。その場合，あらかじめ結果のまとめの部分でわかりやすく提示していれば，思考の補助につながり，

科学的思考を高める一助になると考える。 

 以下に示す資料は，「動物の世界」の単元の，だ液のはたらきの実験である。この実験では，だ液のある

なし，ヨウ素反応，ベネジクト反応とそれぞれが複雑に絡み合って実験を行う必要がある。そこで，実験過

程を図示するとともに，結果のまとめ方の例を示すことにより，科学的思考力が高まると考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 動画とのリンクによるプレゼン力の強化 

 上図，左側の下部にある，「実際に見てみる」と「あぶない」というロゴをクリックするとベネジクト反応の加

熱方法や，危険な実験のやり方が映像で表示できるようにリンクされている。百聞は一見にしかずで，実験

のツボ，注意事項を毎回演示できればいいのだが，必ずしも全員に周知徹底できるわけではない。それは，

ものが小さかったり，一瞬で終わって見落とす生徒がいたりするからである。しかしながら，動画という手法

をとれば，大きく表示し，何度でも提示できる利点がある。 

 動画の元画像には著作権等に配慮し，「教育用画材素材集」（独立行政法人・情報処理推進機構）のも

や，前述したデジタル教材も含んで，「理科ねっとわーく」（独立行政法人・科学技術振興機構）のものを主

に用いている。 

 DVD やビデオテープであると，何度も同じ場面を見せるのに時間がかかったり，見せたい部分がすぐに

水の電気分解装置の使い方の説明，写真や図

を用いてわかりやすく提示 

植物はどのようにしてふえる
のか
• 実験目的 花粉管がのびる様子を観察し

よう

• 準備物 ムラサキツユクサのおしべ，寒天
溶液，ガラスのスポイト，筆，顕微鏡観察
用具

• 実験方法（絵で描いても可）

①寒天に花粉をまく

②花粉の変化を観察する

2011/8/30

？花粉からの
びた管はどの
ようにのびてい
くのだろうか。

試験管別実験表

11/8/31 0時44分31秒

アーＡ
だ液＋
デンプン

イーＡ
水＋
デンプン

アーＢ
だ液＋
デンプン

イーＢ
水＋
デンプン

ヨウ素反応を行う ベネジクト反応を行う

紫
色

赤
褐
色

実験方法② 消化酵素のはたらき
を調べよう

反応を確認する

１．ア，イを2本に分けてアーＡ，アーＢ
，イーＡ，イーＢとする

２．アーＡ，イーＡにヨウ素液を加える

３．アーＢ，イーＢにベネジクト液を入
れて加熱する

11/8/31 0時50分13秒

実験結果

試験管名 実験結果

アーＡ(ヨウ素反応） 反応なし

イーＡ(ヨウ素反応） 反応あり（紫色）

アーＢ（ベネジクト反応） 反応あり（赤褐色）

イーＢ（ベネジクト反応） 反応なし

11/8/31 1時2分46秒
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魚類

• 呼吸…えらで呼吸する

• 体表…うろこでおおわれている

• 卵生…水中に殻のない卵をうむ

11/9/4 13時5分31秒

サケ（産卵１）

サケ（産卵２）

サケ（成長）

ムツゴロウ（食）

ムツゴロウ（求愛）

ムツゴロウ（干潟の動物）

エイ（いろいろな種類）】

エイ（群れ）

エイ（食）

いろんな動
画がある

よ！どれか
選びましょう

黒字と赤字は板書

探せなかったりするが，プレゼンテーションソフトの提示は

非常に柔軟性がある。右図は，動物の世界における魚類

の学習場面であるが，動画１本あたり３０秒前後のものがリ

ンクされている。 

 映像提示が有効な単元は「運動と力」での運動に関す

るものや，「大地の変化」で，地震や火山の噴火の様子な

ど，動きがあっても現実に見せるのに困難なものが適して

いる。 

 

 

カ 生徒が作成したプレゼンテーションソフト資料の提示 

 本校では３年ともなれば，調べ学習をプレゼンテーショ

ンソフトでまとめることができるぐらいスキルが上がる。そこ

で，以下の単元で調べ学習を行い授業で発表したり，自

動プレゼンテーションに設定し，理科準備室前の展示室

で，ノートパソコン等を用いて常時提示したりする。 

・「地球と宇宙」の単元で，惑星をテーマにした調べ学習。

選択肢は，水星，金星，地球，・・・海王星，小惑星，衛星，

月などから選択。形態は個別かグループ別で行う。 

・「科学技術と人間」の単元で自然・環境・新素材・新しい

科学技術に関する調べ学習。選択肢は，幅広く，地震，

自然災害，光ファイバー，液晶，遺伝子組み換えなど。 

・「終章」の単元でこれまで学習したもの何でも可とする，

卒業プレゼン。予想される内容は，地球温暖化，エコロジ

ー，日本の未来と科学など。 

・「エネルギー」の単元で発電方法に関する調べ学習。選

択肢は，水力発電，火力発電，原子力発電，太陽光発電

など。参考図は２００８年度に行ったグループ別学習の３

つのグループの例である。主に WEB 上から調べたもの

であるが，当時から原子力発電の問題点に着目して調べ

学習を行っていたことは，興味深いものがある。 

 

③地域教材の開発 

 本学区内には，とある出版社の理科資料集にも載っている，

マグマの嵌入痕が露頭で観察できる場所が存在する。右の

写真は先日の大震災後に撮影したものであるが，古い表層

が崩れて，より観察しやすくなった。また，来年度再編の際学

区となる大内地区からは，珪化木が多数発見されている。そ

れらの教材はいままで知ってはいたものの，教材としては扱

っていなかった。また，今年度から学校で栽培しているヤー

コンや，エゴマなど地域には身近であるが，植物の教材とし

 原子力発電所の稼動中に発生する放射線
への対処が難しい。

 原子力発電所内の作業者は、膨大な熱量
による危険にも晒されている。

 放射性物質であり生物化学的な毒性もあ
る放射性廃棄物を作り出す。

安全審査時に想定される事故

• 重大事故：技術的見地からみて最悪の場合に起
こるかもしれないと考えられる重大な事故で、そ
の発生を仮定しても周辺の公衆に放射線障害を
与えないこと。△原子炉冷却材喪失事故△主蒸
気管破断事故仮想事故：重大事故を越えるよう
な、技術的見地からは起こるとは考えられない
事故で、その発生を仮定しても周辺の公衆に放
射線障害を与えないこと。△原子炉冷却材喪失
事故△主蒸気管破断事故（重大事故の大気へ
の放射能放出量を５０～１００倍に想定）



- 25 - 
 

ては扱っていなかったものが存在する。これらの細胞，気孔，花粉，観察，DNA 抽出実験など行えば，新た

な教材が発掘できると考える。 

 

④ものづくり教室の充実 

 今年度から週あたりの理科の授業時数が，２学年は１時間，３学年は２時間，旧学習指導要領より増加し

ている。もちろん履修内容は時数の増加にともない内容が濃くなってはいるが，今まで以上に発展的な学

習に時間を割いたり，ものづくり教室等を実施したりする時間の余裕がある。そこで，昨年度実施した「ソニ

ーものづくり教室」のようにゲストティーチャーを招いて，生徒の興味関心を深められるような授業を計画し

たい。ゲストティーチャーでなくても，時間的余裕があるので，これまでやりたくてもできなかったものづくり

にチャレンジしたい。 

・手作りモーター   ・ペットボトルロケットの製作    ・手作りジェットコースター 

・手作り肺の模型       ・手作りカメラ             ・簡単浮沈子の製作    など・・・ 

 

Ⅵ おわりに 

 ３月１１日に起きた東北地方太平洋沖地震は，我が丸森町に深い傷をつけ，暗い影を落とした。山間部

のため津波の影響はなかったものの，隣接町は津波の被害を受け，町内の住民で，親類縁者になにも不

幸が及ばない家庭は非常に少ない。さらに，宮城県で最南端に位置する本町は，福島原発に一番近く，

放射線の直接的被害もさることながら，風評被害にもさらされ経済的ダメージは今なお続いている状態であ

る。放射線に関する知識がなかったり，報道を信用できず風評を気にしたり，正しい科学的知識があれば

抱かなくてもよい不安感を感じている地域住民が多数いる。 

 奇しくも新学習指導要領に放射線に関する内容が増加されたばかりである。本校でも，理科の学習教材

である「霧箱」を購入した。夏休み中にその予備実験を行い，エタノールの蒸気が飽和状態の中で放射性

物質から出るアルファ線が目に見える瞬間を，たまたま登校していた一人の生徒に観察させた。その驚き

の目と，好奇心に輝く瞳はいまだに心に焼き付いている。 

 昨今，高視聴率をマークした民放のテレビ番組がある。その番組の主題歌が偶然我が町のキャッチフレ

ーズと酷似していて，商工会議所が企画したイベントに本校の全生徒が参加することになった。そのイベン

トを，同局のニュース番組として取り上げられた。「まるもりから，元気発信！」という理念の元，震災復興に

向けて，つい先日放映されたばかりである。 

 これからの，宮城県，東北，日本は，震災復興に向けて経済的にも，精神的にも力強く前進していく必要

がある。地震のように天災の部分はもとより，原発に関する人災の問題も含めて，理科教育に対する我々の

責任はこれまでにも増して重くなっている。天災も，人災も，何事も「知る」ことから改善策，良策ができるも

のである。将来の日本の未来を背負う生徒たちに，１人でも多く理科好きになってもらい，１日でも早い復興

を，そして明るい未来を託すために，理科教育の充実に努めていきたいと思う所存である。 
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