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科学が好きな子どもを育てる
～原点回帰・シルクプラン２０１１の深化を目指して～

はじめに
３月１１日の東日本大震災は、本校児童の教育活動を大きく狂わせた。次の日、本校は、

約１４００名の着の身着のまま避難してきた双葉町など原子力発電所に近い地域の方々を受
け入れて避難所となった。学校の教育活動はその日からしばらく停止し、教員は児童の安全
確保と心のケアに追われながらも、避難している方への支援にも昼夜を問わず奔走した。今
思うと悪夢を見ているかのようであった。
しかし、本校にとって大きな課題は、避難所が解除されてからである。それは、原子力発

電所の事故による放射性物質の飛散である。状況がしだいに明らかになるにつれ、本校周辺
も高い放射性物質に汚染されていることが判明したのである。川俣町の一地域は、国の計画
的避難地域に指定されて避難が開始されるとともに、本校の子どもたちも、放射線からの被
ばくを出来るだけ避けるため、校外の活動の制限はもちろん、自由に校庭へ出ることすら出
来ない状況になってしまった。

昨年、中庭を子どもたちの自然科
学の学習の場として、また、ゆった
りとじっくりと自然とかかわれる場
として活用したいと思い、保護者に
呼びかけて、保護者と子どもたちそ
して、教員とで作り上げてきたのが
「シルクガーデン」である。泥で埋
まっていた池は、水草が花を咲かせ、
メダカやフナ、タナゴ、モロコ、な
どが泳ぎ、ザリガニが歩き回って見
事に池は息を吹き返した。池の周り
にある昆虫園にはカブトムシやクワ
ガタムシの幼虫を育て、草はらには
秋に鳴くコオロギ、スズムシ、クツ
ワムシなど放して育ててきた。ツバ
メも巣を巣り、チョウたちが集まる 〈放射線量を下げるため、すべての表土を剥ぐ〉
樹木も植えた。
しかし、原子力発電所の事故のため、私たち教員も、保護者も、そして子どもたちも夢を

抱き、自然を愛する憩いの場となりつつあった「シルクガーデン」を放射性物質を取り去る
ため表土全てを削り取ることになろうとは思いもよらないことであった。「先生、また作り
直せばいいから」と、ある保護者は言ってくれたが、ブルトーザの土を剥ぐ音は、子どもた
ちの笑顔を取り去るようでむなしかった。
本校は、今、学校経営の理念として「メリハリと潤いのある学校」を目指している。その

柱の一つとして昨年度より「科学が好きな子どもを育てる」を位置付け、理科・生活科の授
業を中心に、校内・校外の環境を見直して総合的な取組みを行ってきた。
しかし、困難に負けて教職員、保護者、地域の方々みんなの努力でやっと本校の子どもた

ちに育ちつつある「科学する目」、「科学する心」を失わせることはできない。校外での活
動が制限されても、科学を好きにする子どもを育てることはできるという確信とともに、も
う一度、原点に立ち返って、「逆転の発想」「ピンチをチャンスに」の精神で、教員一人一
人の英知を絞り出し、科学を学ぶ学習を通して子供たちの笑顔を取り戻そうと、あえて今年
度もソニー子ども科学教育プログラムに応募し、自らに課題を課すことにした。
昨年度に計画した教育計画は変更せざるを得なかった内容もあるが、この震災をすべてマ

イナス要素ととらえるのではなく、まさに前向きに取り組んでみることにした。



- 2 -

１「科学が好きな子ども」とは
(1) 授業後のこと
理科の授業の終末に、「そうか。だから

理科室のメダカは、えさやりをわすれても
水の中にいる中にいるプランクトンを食べ
ているから生きていられるんだね。先生」
と実際にプランクトンを食べる様子を確認
し納得していたはずの裕史が、授業後友達
と議論している。その内容を聞くと、「で
も変でしょ。外のバケツの中にいたミジン
コはだれが育てたの。ミジンコはどこから
来たの。ミジンコだけじゃないでしょ。」
裕史の立て続けの疑問の発言で、クラス全
体が、そういえば不思議だという雰囲気に
なり、子供たちの議論は続いた。

教師は、次の時間、議論になった疑問点を整理
し、さっそく実験で実際に水の中にプランクトン
がどのようにして棲むようになったのかを自分の
目で確かめてみることにした。単元「魚のたんじ
ょう」で「メダカは何を食べているのか」の学習
をしていた時のことである。
教師が、子どもたちにこの不思議な事象を説明

することはたやすいことである。また、このこと
は後の学年や中学校で学習するからと言ってしま
うことも可能である。しかし、私たちはタイミン
グを逃さず、裕史のように疑問を抱き、こだわっ
て追究しようとする子どもを育てたいのである。
そして裕史に触発され、ともに好奇心を高め、追
究しようとする仲間を育てたいのである。そのた
めに、子供たちが納得するまでの時間と場を保障
し、調べさせたい。「確かな実感から得られた納
得」は、一見無駄とも思える思考の時間も必要で
ある。私たちは、授業の中から生まれた疑問とこ
だわりを持続させたその後の子どもたちの活動の
過程を丁寧に踏ませることが「科学が好きな子ど
もの育てる」ために欠かせないと考えている。

(2) 川俣町の特産である絹（シルク）と育てたい資質
本校は、「みどりの中に光る絹の町」と呼ばれる絹の町にある学校である。「絹（シルク）」

からつくられる絹製品は、保温・保湿に優れ、繊細な質感や丈夫さ、美しい光沢が特徴であ
る。「絹（シルク）」については、郷土川俣を知るためには欠かせない学習材であるが、そ
の特徴は、まさに本校が大切にしていきたい子どもの姿でもある。

絹（シルク）の特徴と「科学が好きな子どもを育む」ための資質
○保温・保湿に優れている。 ＝ 潤い・感動
○繊細な質感がある。 ＝ こだわり
○丈夫である。 ＝ 粘り強さ
○美しい光沢がある。 ＝ 輝く笑顔
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(3) 科学が好きな子どもとは
わたしたちは、子ども一人一人が、川俣町の特産である「絹（シルク）」のように、自然

の事物・事象や営みに対して、「愛する潤い」と「美しさへの感動」をもち、「こだわり」
と「粘り強く追究する」ことを通して、科学のすばらしさを実感し「笑顔が輝く子ども」に
なってほしいという願いをもっている。その具現が、「科学が好きな子ども」をつながると
考え、求める姿を次のようにとらえた。

自然の事物・事象や営みに進んでかかわり、
こだわりをもって不思議を追究する笑顔輝く子ども

【具体的には】

潤いと感動 こだわり・粘り強さ 輝く笑顔

自然の事物・事象や こだわりをもって 自然に触れ合い
営みに進んでかかわ 不思議を追究する 笑顔を輝かせる
る子ども 子ども 子ども

科学する目・科学する心
【そして教師は】

☆ 教師一人一人の知恵を出し合い、校内に科学学習を呼び込む工夫をする。
☆ いつどこで何をすることによってどんな子どもの姿を求めていくのかを明

らかにする。
☆ 抱いた疑問を解決しないではいられないという子どもに寄り添い、とこと

ん付き合う教師の姿勢と意識を大切にする。

【科学が好きになるための実践の柱とその内容は】

シルクプランの実践

柱１ 理科・生活科の授業に命 理科・生活科っておもしろい！
を吹き込む

・意欲を喚起させる導入の工夫 ・自然事象にかかわる環境の整備
理 科 ・追究を深める学び合いの場 生活科 ・問い返しの工夫

・科学のすばらしさや自分や友 ・振り返りの充実
だちのよさを実感する場

柱２ 知的好奇心を揺さぶる本 みんな集まれ 大好きプログラム
物体験

◇ 「全校の集い」の場の活用
◇ 放射線を学ぶ学習
◇ 各学年の理科の授業への位置付け

柱３ ともに楽しみ感じ､共感 ぼくらの学校 すてきだな
し合う環境づくり ～子供たちが環境へ働きかける活動～

◇ 「川っ子科学コーナー」の設置



- 4 -

２「シルクプラン」に基づく今年度の実践

（１） 理科・生活科っておもしろい！

理科の実践
「科学が好きな子ども」を育てていくためには、要である理科の授業の充実が最も重要であ
る。子どもたちが、課題に対して必要感をもち、友だちとかかわりながら意欲的に実験や観
察等を通して追究していけば、「できた。」「わかった。」という達成感や満足感が理解の深
まりとなり、科学のすばらしさを実感することができる。
昨年度は、「子ども一人一人の意欲を喚起させる導入の工夫」「追究を深める学び合いの

場での教師のかかわり」を重点に、授業の充実を図ってきた。しかし、十分に子どもたちの
意欲を喚起できなかったり、せっかくの追究意欲を実験や観察の段階において、高めること
ができなかったり教師の手立ての甘さを実感した。
そこで、本年度は、反省を踏まえ、以下のことを指導の重点として実践していった。

○ 子ども一人一人の意欲を喚起させる導入の工夫
○ 追究を深める学び合いの場での教師のかかわり
○ 科学のすばらしさや自分や友だちのよさを実感できる振り返りの充実

① 子ども一人一人の意欲を喚起させる導入の工夫
子どもたちが、事象に対して感動や驚きがあれば、「なぜ」「どうして」という知的好奇

心が喚起され、「知りたい」「調べたい」という問いが生まれる。この問いが課題へと発展
し、「こだわり」をもって意欲的に追究しようとする原動力になると考える。
そこで、単元や授業の導入において、子ども一人一人の問いが生まれる教材を開発したり、

提示の工夫を行ってきた。この手立ては、昨年度も行ってきたが、一時的に子どもの意欲を
喚起させるだけで、追究途中で意欲が減退してしまったことも少なくなかった。課題解決ま
で耐えうる意欲をもたせていく必要があった。そのために、子ども一人一人の学習経験や生
活経験、興味・関心などをしっかり把握した上で、教材開発や提示を工夫した。
② 追究を深める学び合いの場での教師のかかわり
本校では、互いの考えのよさを認め生かしながら、自分の追究を深めていくことを「学び

合い」ととらえている。理科の学習において、課題に対してこだわりをもっている子どもた
ちが、友達同士かかわりながら追究活動を行っていけば、科学のすばらしさや友だちと共に
課題を追究し解決する楽しさや大切さを実感することができると考える。
そのためには、「学び合い」の場における教師のかかわりが重要になってくる。そこで、

以下のことを大切にした。

○「学び合い」の展開における教師の助言の明確化
発言している子どもだけでなく、友だちの話を聞いている子どもの考えを反映させるた

めに、子どものうなずきやつぶやきを取り上げたり、子どもが考えをつなげていけるよう
に、発言を方向付けたりする助言を明らかにしていった。また、子どもの発言に対して、
「すばらしい考えだね。」「その考えはとても大切だよ。」というような価値付けや「どう
してそう考えたの。」などの問い返しを行うことにより、一人一人に考えに対する自信を
もたせたり、考えを深めさせたりしていった。
○ 発問の構造化
子どもたちが話し合っている内容が、ねらいに迫ることができるように、以下のよう

に発問を構造化することにした。
・焦点化する発問： 話し合いが行き詰まったり、ねらいからそれたりしたときに話し

合っている内容を焦点化する。
・拡散する発問 ： 一方の側面だけの話し合いになったときに、関連した他の内容に

気付かせる発問
・深化させる発問： 話し合っている内容をさらに深めたり、子どもたちの考えにゆさ

さぶりをかける発問

③ 科学のすばらしさや自分や友だちのよさを実感できる振り返りの充実
課題に対してこだわりをもって追究したことが、解決され結論が導きだされても、それが、

子どものものとなるとは限らない。重要なのは、１時間１時間の授業において、一人一人が
授業を振り返る場を設定しまとめを行っていくことである。子どもたちが、課題追究から解
決までの過程において、授業のまとめを自分の言葉で文章として表現し、これを累積するこ
とができれば、子ども自身が、科学のすばらしさや友だちと追究する楽しさを少しずつ実感
することができると考える。そこで、授業の終末に『授業後の感想』を発表や記録として書
かせることにした。感想を書く視点は以下の通りである。
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○ どのようにして結論が出たのか。
○ 授業を行って、感動したことや驚いたこと
○ 友だちの考えでよかったこと

【授業の実際】
〈第４学年「電気のはたらき」の実践から ２０１１年６月〉
ア 子ども一人一人の意欲を喚起させる導入の工夫

本学級の子どもたちは、震災の影響により外で遊ぶことができないため、休み時間、
教室で過ごすことがほとんどだった。その中で、オープンスペースにいた男子の数人が
上履きをとばし、誰の上履きが壁に一番近づけるか競っていた。それに気付いた他の男
子や女子も集まり、みんなで楽しんでいた。上履きの投げ方を友だちと共に考える姿も
あった。子どもたちは、競い合うことが大好きである。勝つための方法を考えようとす
る意欲もある。
そこで、この本学級の子どもたちの実態と、子どもたちが、比較的自動車関係に興味

を示しやすいことを考慮し、本単元の導入においてモーターカーを提示し、速さを競い
合う活動を設定することにした。
子どもたちにモーターカーを提示した。子どもたちから，「作りたいな。」「みんなで

作ってレースをしたいな。」という声が多く聞かれた。この姿を見て、「みんなでこの
モーターカーを作ってレースをしてみようか。」と話すと、教室内は大喜びであった。
男子の中には、跳び上がって喜ぶ姿もあった。

班ごとに、モーターカー（市販の教材）を作ることになったが、説明書は使用せず、
班の友だち同士で協力しながら作るようにさせた。ただ、配線だけは教師が指示を出し
た。（ここでは、電池２個を使用し、並列つなぎで配線するようにさせた。）モーター
カー作りに戸惑う班もあったが、早くできた班のモーターカーを参考に したり、他の
班の友だちに聞いたりすることで、どの班もモーター
カーを作ることができた。
『４年２組杯モーターカーレース』と名称を決め、教
師も参戦してレースを行った。結果は、何度行っても
教師のモーターカーが圧倒的に速かった。（教師のモ
ーターカーは、電池２個の直列つなぎである。）子ど
も達から、
Ｃ： 何で先生ばかりが勝つのかな。
Ｃ： 先生のモーターカーに勝ちたいな。
Ｃ： どうやったら先生に勝てるのかな。

という声が数多く聞かれた。このことにより『モータ 【何で先生ばかりが勝つんだろう？】
ーカーを速くする方法を考えよう』というめあてが設定された。

本学級の子どもたちの休み時間等の遊びの実態から、班ごとにモーターカーを作ら
せレースを行った。ここで、子どもたちのモーターカーを並列つなぎにし、教師のモ
ーターカーを直列つなぎにすることで、常に教師がレースに勝つようにした。
このことにより、子ども達の中に、「先生に勝ちたい。」という思いが膨らみ、「ど

うすれば、先生のモーターカーに勝てるのかな。」という追究意欲が高まったのであ
るい。

イ 追究を深める学び合いの場での教師のかかわり

子どもたちは、班ごとに自分たちのモーターカーを速くする方法を考えた。モーター
とタイヤをつなぐゴムの長さを変えたり、電池とモーターをつなぐ導線を短くしたりな
ど、子どもたちなりに様々な工夫をし、教師のモーターカーに挑戦したが何度やっても
勝てなかった。
しばらくして梨花が、「モーターと電池のつなぎ方が違うんじゃないかな。」と班の

友だちに話した。しかし、班の子どもたちは、「そんなことないよ。モーターのゴムだ
よ。」言って、ゴムの長さを調節していた。「よし、今度は勝てるよ。」と言って教師に
挑戦してきた。その時、梨花は、じっと自分たちのモーターカーと教師のモーターカー
の配線を見比べていた。結果は、教師のモーターカーが勝った。梨花の班の子どもたち
ががっかりしていると、レース後の自分たちのモーターカーと教師のモーターカーを抱
えてきた梨花が「みんな、先生のモーターカーは、モーターと電池のつなぎ方が私たち
とは違うよ。」と笑顔で学級みんなに聞こえる大きな声で叫んだ。教師は全員を席に着
かせた。
Ｔ： 梨花さん、なぜつなぎ方が違うのに気付いたの。
梨： ３年生の時に豆電球の勉強をして、電池１個と２個では豆電球の明るさが違い

ました。このモーターカーの電池のつなぎ方は、あの時と違っていたからです。
Ｔ： 電池２個の豆電球のつなぎ方は分かりますか。
Ｃ： 分かります。（黒板に行って、電池２個の直列つなぎの図を書いた。）
Ｃ： モーターカーのつなぎ方とは違う。（子どもたちは、口々に叫んだ。）
Ｃ： こうつなげばいいと思います。（黒板に行き、モーターと電池２個の直列つな
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ぎの図を書く。）
Ｃ： そうだよ。このつなぎ方のほうが多くの電流が流れ

るから、モーターも速くなると思う。
Ｃ： 梨花ちゃんすごいよ。よく気が付いたね。（みんな

がうなずく。）
どの班の子どもたちも、目を輝かせて並列つなぎから、直

列つなぎにつなぎ方を変えた。その後、再びレースを行った
が、常に教師のモーターカーが勝つことはなかった。どの子
どもも笑顔に満ちていたが、特に、梨花の笑顔は輝いていた。【このようにつなぐといいんだよ】

梨花は、他の友だちがモーターにつなぐゴムに着目している中、電池とモーターの
つなぎ方にこだわっていた。それは、３年生の時に学習した豆電球と電池のつなぎ方
を想起していたからである。それに気付いた教師は、意図的に梨花の思いを全体に広
める助言を行うことにより、直列つなぎと並列つなぎのつなぎ方や流れる電流の大き
さの違いについて、体験を通して学ぶことができた。

ウ 科学のすばらしさや自分や友だちのよさを実感できる振り返りの充実

〈レースを行った学習後の「理科日記」〉 〈速く走らせる方法を見つけた後の「理科日記」〉

感想の視点をもとに「理科日記」を授業後に書かせることにより、子どもたちは、
１時間の授業をしっかり振り返り、まとめることができた。このことにより、学習内
容の理解を深めることができたとともに、友だちと共に追究することの楽しさや大切
さ、科学の楽しさやすばらしさを少しずつ実感として学ぶことができた。

〈第５学年「魚のたんじょう」の実践から ２０１１年７月〉
ア 子ども一人一人の意欲を喚起させる導入の工夫

理科室に一つの水槽が置いてある。それは、３年前の卒業生が飼っていたメダカの水
槽である。あえて水を取り替えていなかったので、藻や水草が大量に増えたために水槽
は濃い緑色となり、メダカが生きているのかさえ確認することが困難だった。子どもた
ちは、初めのうち、理科室に来るとメダカが食べると思ってえさをやっていたが、一月
もすると誰もえさをやらなくなった。そこで、子どもたちにこの水槽の中にメダカはい
るのか投げかけてみた。
Ｃ： こんなにきたない水の中で生きているかな。
Ｃ： ずっと前はメダカを見ました。
Ｃ： 前は、生きていたかもしれないけど、今は生きていないと思います。
Ｃ： 最近、誰かえさをやっていましたか。
Ｃ： ……（しんとして反応がない。）
Ｃ： 水槽の中が真緑で、ぜんぜん見えませんでした。だから、メダカはいないと思

っていました。
Ｃ： えさをあげなかったから、死んでしまったと思います。
Ｔ： では、確かめてみようか。（網で水槽の中を２～３度すくうと、ヒメダカが１

匹かかった。）
Ｃ： えっ、メダカが生きてた。
Ｃ： 信じられない。 Ｃ： 何か食べていたのかな。

子どもたちは、家庭や学級で様々な生き物を飼っている経験から、生き物を育てる
ためにはえさが必要だと考えている。この実態をから、見た目にはきたなく、真緑色
になっていて、しかもえさを与えていなかった水槽を見せると、「メダカは生きてい
ない。」と誰もが考えた。しかしメダカは生きていた。このことにより、子どもたち
の中に認識のずれが生じ、水槽や池の中には、何かメダカのえさになるものがあるの
ではないかという問いが生まれた。
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イ 追究を深める学び合いの場での教師のかかわり

メダカがいないと考えていた水槽に、メダカが生きていたという認識のずれが生じた
子どもたちに、次のような発問を投げかけた。
Ｔ： このメダカにはえさをあたえていませんでしたがちゃんと生きています。学校

のひょうたん池の魚を考えてみてください。去年、お父さんたちが池の掃除をし
てくださった時に、たくさんの魚を見ることができましたね。あの魚にも誰もえ
さをやっていません。なぜでしょう。

Ｃ： 池の中には、魚が食べるものがあるんじゃないのかな。
Ｃ： 水の中にある、藻を食べているんじゃないのかな。（みんながうなずく。）
話し合う中、教科書の微生物について書かれているページをじっと見ている美子に気

付き、美子を意図的に指名した。
Ｔ： 美子さん、何か気付いたことがあるのかな。
美： 魚たちは、微生物を食べていたと思います。教科書にも載っていました。（皆，

教科書を見る）
Ｃ： 本当にこんな小さな生き物をメダカは食べているの？（首をかしげる子どもた

ち）
美： 池にはこのような生き物がいると思うし、メダカは絶対に食べていると思いま

す。だから、ひょうたん池の水をとってきて、顕微鏡で見てみたいと思います。
子どもたちは、ビーカーとピペットをもって、ひょうたん池に飛び出した。友だちと

相談しながら、池の周りの石についた藻のようなものや池につかっていた枯れ葉などを
ビーカーに入れ顕微鏡で観察し、ミジンコやワムシ、アオミドロなど次々に教科書で見
た小さな生き物を見つけ出した。さらに、プレパラートを前後左右に動かしながら、４
００倍にしないと観察することが難しいミドリムシやク
ンショウモ、イカダモまで見つけることができた。微生
物探しに夢中になっている中、美子は微生物のいる水を
スポイトで取り、メダカに与えていた。そこで、
Ｔ： みんな、微生物をたくさん見つけているけど、

見つけるだけでいいのかな。美子さんは何をいて
いるかな。

とみんなに問いかけると、美子の姿を見た子どもたちは、
微生物をメダカが食べるかその様子を観察し始めた。「本
当だ、微生物がいる水のところにメダカがよってきた
よ。」「メダカが吸っているよ。食べているんだ。」「美
子さんの言ったとおりだ。」子どもたちの表情は、驚き 【これワムシかな】
と感動で輝いていた。

話し合いにおいて、水槽や池の中に、メダカや魚の食べ物になるものがあるのでは
ないかと考えている中、教科書に微生物のページを見ている美子の考えを全体の場で
生かすことにより、子どもたちは微生物に着目することができ、意欲的に池の微生物
を探すことができた。この意欲が多くの微生物の発見につながった。
さらに、微生物を採ることにばかり夢中になっている中、本時のねらいであるメダ

カが微生物を食べることにこだわり実験していた美子に気付き、子どもたちに、ねら
いに迫らせる発問（焦点化する発問）をすることにより、微生物を探すだけでなく食
べるかどうかについても観察するようになった。

ウ 科学のすばらしさや自分や友だちのよさを実感できる振り返りの充実

〈学習後の「理科日記」〉

一人一人が活動を振り返り、理科日記にまとめることにより、自分がこだわって追
究してきたことや友だちとのかかわりにより、追究が深まったことなどを自分のもの
とすることができた。この理科日記を累積することで、学習内容の定着とともに、追
究における自分や友だちの変容や高まりを実感することができるであろう。

生 活 科
生活科で重要になることは、自然や社会、人にかかわらせる機会を多く設けることである。

学校の周辺や公園、河原など、繰り返しこのような場に出かけ、自由に遊ばせたり、観察さ
せたりすることにより、子どもたちは、自分のやりたいことが明確になり、こだわりをもっ
て追究することができると考える。しかし本校は、震災による放射能被害により、外での活
動が制限されてしまい、自然事象とかかわることが困難になってしまった。そこで、以下の



- 8 -

ことを大切にしてきた。

○ 教室内による自然や自然事象にかかわる環境の整備
○ 教師の見取りと価値付け、問い返しの工夫
○ 活動後の振り返りの充実

① 教室内による自然や自然事象にかかわる環境の整備
先にも述べたが、本校は、自然に恵まれた環境に位置しているが、外での活動が制限され

ている状況であった。そこで、教室内において自然とかかることができるようにした。教室
内であるため、すべてを再現することは不可能であったため、生き物や植物に限定して教室
内で飼ったり育てたりすることにより、生き物や植物に関心をもたせ、その性質や飼い方、
育て方等を子どもなりに追究させることにした。
② 教師の見取りと価値付け、問い返しの工夫
教室内の生き物や植物にかかわらせるだけでは、自分がやりたいことやこだわりたいこと

などを見つけることは難しい。大切なのは、教師の見取りと価値付けである。教師が子ども
一人一人を見取り、かかわっていくことにより、自分のやりたいことが見えてくる。さらに、
自分が行ていることのすばらしさもわかり、追究しようとする意欲がさらに高まっていく。
そこで、教師は、子ども一人一人を見取り、子どもの気付きやこだわっていることなど

に対して称賛したり、さらに活動を深めさせるために、「このあとどうするの。」などの
問い返しを行ったりしていくことにした。
③ 活動後の振り返りの充実
子どもたちが活動していると、どうしても活動がマンネリ化し、発展する活動が思いつか

なかったり、やりたいことが何度も変わってしまい、こだわりをもって行える活動が見つか
らなかったりすることがある。
そこで、活動後に全体でそれぞれが行ってきたことを振り返る場を設けることにした。他

の友だちが行ってきたことが、自分の活動のヒントになることもあるであろう。振り返りの
場で、悩んでいることや困っていることを発言することにより、まわりの子どもたちが、ア
ドバイスしてくれることもあるであろう。
【授業の実際】
〈第２学年「生き物をかおう」の実践から ２０１１年６月〉
ア 教室内による自然や自然事象にかかわる環境の整備

計画では、中庭のシルクガーデンを活用し、そこに住む生き物を自由に探し、自分の
気に入った生き物を育てる活動を行う予定であった。先にも述べたように外での活動が
制限されていたため、シルクガーデンを使えなくなった。
しかし、何とか生き物にかかわらせたいと考え、教室で生き物を飼うことにした。た

だし、生き物を教師から提示するのではなく、子どもたち自身が、生き物を飼いたいと
いう必要感をもたせるために、「川っ子科学コーナー」を活用することにした。（「川っ
子科学コーナー」については後に述べる。）
毎日、休み時間を利用し、「川っ子科学コーナー」に通う大介と弘がいた。この二人

は、昆虫が大好きで、「川っ子科学コーナー」にあるアゲハチョウの幼虫やスズムシの
幼虫を見て、成虫になるの心待ちにしているのである。そこで、この二人の姿を、朝の
会で紹介するとともに二人のコーナーに対する思いを発表させた。 二人は、アゲハチ
ョウがサナギになったことやスズムシのことなどをうれしそうに友だちに話した。二人
の話を聞いた子どもたちの多くが、科学コーナーに行くようになった。ある日、コーナ
ーにある図鑑や生き物の育て方の本を読んだ子どもが、「ぼくたちの学級でも生き物を
飼いたいです。」と教師に訴え始めた。初めは少数の子どもだったが、次第に多くの子
どもが、生き物を飼いたいという思いになった。そこで、子どもたちに学級で飼いたい
生き物のアンケートをとり、教室で飼うことができる生き物を飼うことにした。生き物
が来ると、目を輝かせて生き物を観察する姿があった。教室脇にあるオープンスペース
で、種類は少ないが、メダカやザリガニ、カブトムシの幼虫、カメなどを飼った。

子どもたちに、教室で生き物を飼うための必要感をもたせるために、校舎内に設置
してある「川っ子科学コーナー」に行った子どもの感想を話させ、他の子どもたちに
も関心をもたせた。このことにより、多くの子どもが「川っ子科学コーナー」を体験
し、生き物を飼いたいという思いを膨らませることができた。

イ 教師の見取りと価値付け、問い返しの工夫

ザリガニに興味をもった和恵は、ザリガニを眺めながら、「このザリガニさん、名前
がないとかわいそうだ。」とつぶやいていた。それを聞いた教師は、
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Ｔ： 和恵さんは、とてもやさしいね。もし、このザ
リガニさんに名前があったらどんな気持ちかな。

と和恵の思いを称賛するとともに、ザリガニの気持ちを
考えさせた。
和： うれしいと思う。『ザリガニさん』と呼ばれる

より、名前で呼ばれたほうが気持ちがいいもん。
とザリガニの甲羅をやさしくなでながら話した。すると、
「あっ、そうだ。」と言って、同じザリガニに関心をも
って観察している友だちを集め、「このザリガニさんに
名前をつけようよ。」と提案した。皆賛成して、どのよ 【どんな名前にしようか】
うにして名前を付けるか考えはじめた。
Ｃ： ザリガニらしい名前を出し合って決めようよ。
Ｃ： 赤い色をしているから、アカがいいんじゃないかな。
Ｃ： それじゃ、赤ちゃんみたいだよ。

子どもたちは、ザリガニを眺めながらいろいろな名前を出していた。その時和恵が、
和： ザリガニさんを、学校の人みんなにかわいがってもらいたいの。だから他の学

年のや先生方にアンケートをとって決めるといいと思うんだ。
と提案した。しかし、他の子どもたちは、「ぼくたちが育てているんだから、ぼくたち
で決めようよ。」という思いだった。それでも和恵は考えを変えなかった。和恵の強い
思いを知った教師は、
和恵に問いかけた。
Ｔ： 和恵さん、何で学校のみんなに名前を考えてほしいの。
和： ザリガニさんの気持ちになったら、みんなに決めてもらったほうがうれしいと

思うの。みんなが名前を考えたらかわいがるでしょ。たくさんの人にかわいがっ
てもらったほうが幸せだと思う。

和恵の考えを聞いた子どもたちは、和恵の強い思いを知り、学校のみんなに名前を決
めてもらうことに賛同した。

教師は、ザリガニの名前の必要性について考えていた和恵を見取り、価値付けるだ
けでなく、ザリガニの気持ちを考えさせることにより、和恵をはじめとするザリガニ
を育てている子どもたちに名前をつけることへの意欲を高めた。さらに、和恵のみん
なに名前を考えてもらいたいという強い内面の思いを引き出すことにより、和恵の考
えを生かすことができた。

ウ 活動後の振り返りの充実

子どもたちは、興味のある生き物を飼いながら、気付いたことや疑問等について、そ
れぞれ追究していった。授業の終末にそれぞれの活動を振り返る場を設けた。
Ｃ： ぼくは、メダカを飼っていますが、メダカをずっと見ていたら、同じ種類のメダ

カでも違うところがあるのが分かりました。図鑑で調べると、その違うところは、
オスとメスの違いだと分かりました。

Ｃ： ぼくも、メダカを飼っています。メダカの種類を調べています。今度、みんなに
絵を書いて発表します

Ｃ： ぼくは、カメを育てています。今、何を食べるか調べています。まだ途中なので、
分かったらみんなに知らせます。

Ｃ： 私は、ザリガニを育てています。今名前を付けることにしました。みんなにも考
えてもらうのでお願いします。

自分がこだわりをもって調べていることを生き生きと話す中和恵が、
和： 私は、ザリガニを育てているのですが、メダカのようにザリガニにもオスとメス
がいると思うので、これから違いを調べたいと思います。ありがとうございます。そ
れから、カメさんを飼っている人達にアドバイスです。名前を付けたらどうですか。
カメさんうれしいと思います。

と提案した。それを聞いたカメを調べている子どもたちが、「今調べていることが終わ
ったら、名前を考えようよ。」と話していた。

振り返りの場を設けることにより、和恵は、メダカについて調べている子どもの報
告から、今後のザリガニについて調べる見通しが明らかになった。さらに、自分が現
在行っていることを他の生き物について調べている子どもたちに提案することができ
た。振り返りの場は、子どもたちの活動を広げるのに有効な手だてとなった。

（２） みんな集まれ 大好きプログラム

実験等を見て、感動や驚きがあると、子どもたちは、科学の神秘さや不思議さを目の当た
りにすることができるであろう。そして、科学のすばらしさや楽しさを感じるとともに、「や
ってみたい。」という知的好奇心が芽生え、理科の授業での追究意欲につながっていく。理
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科の授業ではなかなかできない、子どもたちが感動するような実験を見せることはとても重
要であると考える。
そこで、教育課程の中に、なかなか経験できない感動的な実験を、子どもたちに見せる場

を以下のように位置付けることにした。

○「全校の集い」の場の活用
○ 各学年の理科の授業への位置付け

①「全校の集い」の場の活用
本校では毎週木曜日の朝に、「全校の集い」といって、全校生が体育館に集まり、校長の

お話を聞いたり、委員会やクラブ発表会、各コンクールの表彰などを行う場が位置付けらら
れている。この「全校の集い」の中に、定期的に「科学の不思議」という時間を位置付け、
全校生に感動や驚きのあるような実験を紹介していった。
また、その道具等を「川っ子科学コーナー」に置き、子どもたちが自由に遊んだり、作っ

たりできるようにした。
【「科学の不思議」・空気砲の実践から ２０１１年６月】

全校の集いの「科学の不思議」の時間に、子どもたちに空気砲を見せることにした。
Ｔ： この段ボール箱を見てください。丸い穴が開いています。その中には、何も入

っていません。（前に座っている１年生に確認させる。）この穴から見えない玉
が飛び出します。

子どもたちから、「出るはずないよ。」「楽しみだね。」と不安と期待の声が数多く聞
かれた。台の上に風船を置いた。
Ｔ： あの風船を飛ばすためには、みんなのかけ声が必要です。１・２・３とかけ声

をかけてください。
子どもたちの大きな１・２・３のかけ声とともに、空気砲を撃った。風船は、大きく空
中に浮いて床に落ちた。場内に歓声があがり、「本当だ。」「すごい。」「何で箱に穴が開
いているだけなのに、風船を飛ばせるの？」など、驚きや感動の声でいっぱいになった。
次に台に火のついたろうそくを置いた。会場は静ま

りかえり、子どもたちのろうそくを見つめる目は、火
が消えてほしいという期待で輝いていた。
Ｔ： 今度は、風船の時よりも大きなかけ声が必要

です。
子どもたちは、風船の時よりも大きな声でかけ声をか
けた。大きな口を開けて、顔を真っ赤にしてかけ声を
かえている子どもたちが印象的だった。ろうそくの火
は、ぱっと消えた。場内は大歓声で、ガッツポーズを
したり、跳び上がって喜んだりしている子どもでいっ
ぱいだった。その後、線香の入った空気砲を用意し、
線香の煙を使って空気砲から出るものを見せた。 【風船はとぶのかな】
子どもたちは皆、感動と驚き、喜びで笑顔が輝いていた。今回の「科学の不思議」を通
して子どもたちは、科学の不思議さや楽しさを実感できたのではないだろうか。
また、今回使った空気砲と、子どもたち用にペットボトルと風船で作ったミニ空気砲

は、「川っ子科学コーナー」に置いた。休み時間には、多くの子どもが空気砲を楽しん
でいた。

② 各学年の理科の授業への位置付け
全校の集いにおいて、実験を見せることも重要だが、１年生から６年生という発達段階が

異なる子どもたちが存在する小学校においては、実験の内容によっては、得られる効果が少
ない場合も考えられる。また、「川っ子科学コーナー」に設置しても、全校の子どもたちが
体験できるとは限らない。
そこで、あらかじめ３年生以上の理科の標準時数に数時間加え、その加えた数時間を、「お

もしろ実験講座」とし、普段の理科の授業ではなかなか体験できない実験等を見たり体験し
たりする時間を設けた。

６ ３ 植物のからだのはたらき
４ 生き物のくらしとかんきょう

７ ☆ おもしろ実験こうざ
○ わたしの研究

【第４学年の理科の指導計画の一部】
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○ 科学の先生による「おもしろ実験講座」
「おもしろ実験講座」では、普段の理科の授業では体験できない実験等を見たり体験したり
することが目的である。そこで、地域の専門の方を「科学の先生」としてお呼びし、専門性
の強い授業を行った。
【「スパーボールロケット・竹とんぼ」の実践から ２０１１年７月（３・４学年）】

科学の先生による、「スーパーボールロケット」と「竹とんぼ」づくりを３・４年生
を対象に行った。体育館を「スーパーボールロケット」と「竹とんぼ」の２つのコーナ
に分け、３・４年生両方の子どもたちが、２つの授業に臨むことができるようにした。
〈「スーパーボールロケット」コーナー（４学年から）〉
ストローにスーパーボールを付け、ストローを飛ばす実験を行った。科学の先生が、

スーパーボールがついたストローを床に落とし、ストローが高くとぶのを見て子どもた
ちは、驚きと感動で大きな歓声をあげた。さらに、大きなスーパーボールを付けると、
「ストローがもっと高くとぶのかな。」「早くみたいな。」とつぶやいていた。その表情
は、期待でいきいきとしていた。科学の先生が床に落とすと、ストローは前回よりもさ
らに高くとんだ。感動の声とともに「作りたい。」という声が高まり、子どもたちの意
識は作りたいという思いでいっぱいになった。
子どもたちは、用意された材料を使って作り始めた。何度も試しながらより高くとば

そうと友だちと相談し合いながら作る子ども、友だち同士競い合う子どもなど、どの子
どもの表情も輝いていた。

【高くとんだすごい！】 【もっと高くとばそう】
〈「竹とんぼ」コーナー（３学年から）〉
科学の先生が、子どもたちの前で竹とんぼをとばした。高くとんだ竹とんぼを見た子

どもたちは、「すごい。」「ぼくたちも作りたい。」と感動と作りたいという思いが高ま
った。「みんなも作ろう。」という科学の先生の言葉を聞いた子どもたちは、材料のあ
る机に真っ先に向かった。
すぐにこつを覚えて、高くとばす子どももいたが、なかなかとばせない子どもが多か

った。高くとばすことができた子どもは、さらに高くとばそうと工夫した。なかなかと
ばせない子どもは、科学の先生が作った竹とんぼを参考にしたり、高くとばせた友だち
のところへ行って教えてもらったりした。どの子どもたちも、「高くとばしたい。」と
いう追究心に満ちていた。竹とんぼをとばせた時の表情が印象的である。

【竹とんぼどのくらいとぶのかな？】 【とんだ、とんだ！】

【「冷温の世界」の実践から ２０１１年７月（５・６学年）】

５・６年生の子どもたちには、液体窒素を使った実験
をした。液体窒素は、小学校では行われない実験である
とともに、物を瞬時に凍らせることができるので、子ど
もたちにとっては、科学の不思議さを実感させるのによ
い教材である。
科学の先生が、いろいろなものを液体窒素を使っ

て凍らせると、子どもたちから、驚きと感動の歓声が何
度もあがった。特に、コマーシャルでもおなじみの、液
体窒素で凍らせたバナナで釘を打ったときは、一番の盛
り上がりであった。 【すごい、花がこなごなだ】
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また、子どもたちの体験として、液体窒素で凍らせたバラの花を手でこなごなにする
ことを行った。バラの花がこなごなになるのを体験した子どもたちは、驚きとともに、
自分の番が終わった後も、両手を見つめながら感触を何度も確かめていた。
子どもたちに感想を聞いてみると、「液体窒素ってすごい。」「今日の実験は、とても

楽しかった。」と口々験を通して実感することができたようだ。

③ 「放射線」を教材とした授業
東日本大震災による、原子力発電所の事故により、本校では、外での活動が制限されてし

まった。放射能汚染にかかわるテレビや新聞等での報道が連日なされ、子どもたちにとって
放射能、放射線は、危険で恐ろしいものというイメージがついてしまった。確かに放射線は、
とても危険なものである。しかし、また人々の生活に深く関係しているのも放射線である。
そこで、東日本大震災により、「放射線」という言葉が身近になった今日、子ども一人一

人に「放射線」のよさや問題点を正しく理解させることが必要だと考えた。子どもたちが放
射線について理解すれば、関心をもった子どもは、図書室の本やインターネット等を活用し、
さらに詳しく調べるであろう。その中で、今後の放射線との向き合い方や放射線に変わるエ
ネルギーの必要性等について考える子どもが出てくると考える。科学を考えさせ、科学が好
きな子どもは、この放射線と向き合うことでもあると考える。
【授業の実際】
〈第６学年「放射線とわたしたちの生活」の実践から ２０１１年５月〉

子どもたちの「放射線」に対するイメージを聞くと、「こわい」「人体に影響がある」
など、震災により子どもたちは、「放射線」に対して、危険なものというイメージしか
なかった。そこで、「放射線」が日常生活でどのように活用されているか考えさせた。
しかし、「放射線」に対する固定観念が根付いてしまい、ほとんど意見がでなかった。
しばらくして、つぶやいている梢を指名してみると、次のように答えた。

梢： お母さんから聞いたんだけど、健康診断で使うバリウムには、放射線が含まれ
ていると聞きました。

Ｃ： バリウムって何？
Ｃ： バリウムは、健康診断で胃の中を見るのに

使うって聞いたよ。
Ｃ： お父さんは、何度も飲んだことがあるって

言ってたよ。
Ｃ： 何度も飲んだの。体大丈夫なの。
Ｔ： 他にないかな。
Ｃ： レントゲンもだと思います。
Ｃ： ぼくは、歯医者でレントゲンをとったよ。
Ｔ： そうだね。レントゲンも放射線を出すよ。

当然、歯のレントゲンもだよ。
Ｃ： まずい、ぼくは、何度もレントゲンをとっている。
レントゲンが放射線であることを知った子どもたちは、とても不安になってしまった。

なぜなら、ほとんどの子どもがレントゲンを経験していたからである。その後、
レントゲンで受ける放射線の量や、放射線は積算量が重要であること、自然放射線につ
いて説明することにより、少しずつ一人一人の不安の顔が安堵の顔に変わった。
そして、電子黒板を使い現在の空気中の放射線の状況と、その後の状況について説明

すると、
Ｃ： 空気中になくなっても放射線は、土や草や壁に残るんだね。
Ｃ： だったら、その土や草を削ればいいよ。
Ｃ： 壁についた放射線はどうするの。
Ｃ： 水で洗えば落ちるって聞いたから、壁を洗えばいいんじゃないのかな。
子どもたちは、「放射線」について理解することにより、自分たちで「放射線」との

向き合い方を考えた。

「放射線」について学習することにより子どもたちは、日常とのかかわりから放射線
のよさを学ぶことができた。また、現在や今後の放射線量やその行方について学ぶこ
とにより、自分たちの「放射線」との向き合い方を考えることができた。授業後、図
書室に行って「放射線」について調べる子どもや、家に帰ってインターネットで空気
中の「放射線」を防ぐための方法を考えようとする子どもが多数いた。「放射線」に
関心をもち、追究しようとする気持ちが芽生えたのである。

◇ なお、９月１７日（土）には、「親子で学ぶ放射線」というテーマで授業をする
予定である。
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（３） ぼくらの学校 すてきだな ～子供たちが環境へ働きかける活動～

子どもたちが、自然や事象に関心をもち、その営みに共感して、進んでかかわるためには、
意図的に、自然とかかわったり、ものづくりを行ったり場を設けることが重要である。この
ような場で子どもたちは、自然やものづくりに対して、驚きや感動が芽生え、一人一人の知
的好奇心が喚起され、追究しようとする原動力となるであろう。
そのために、学校内の環境を再考し、子どもたちが環境に働きけることができる状況をを

つくり、自ら環境へ働きかけることができるようした。
そこで、以下のような環境づくりに力をいれていきたい。

○「川っ子科学コーナー」の設置

本校では、中庭に「シルクガーデン」という子ど
もたちが、休み時間等自由に自然とかかわることが
できる場をつくった。昨年度の秋には、べンチや机
も設置されており、子どもたちが自由に池に入って
生き物とふれあったり、昆虫や植物を観察するのに
は、うってつけの環境であった。
しかし、先にも述べたように震災による放射能の

影響により、子どもたちが「シルクガーデン」で活
動できなくなってしまった。
そこで、自然にかかわることができる環境を校

舎内に設置し、「川っ子科学コーナー」と名付けた。 【川っ子科学コーナー】
このコーナーは、子どもたちが自然とかかわることができることと、自由にものづくりがで
きることをねらいとしている。コーナーの周りには、
アゲハチョウやスズムシ、カブトムシの幼虫やメ
ダカなどを置き、子どもたちが自由に観察できる
ようにした。また、ものづくりを中心として簡単
に作成できるおもちゃやアイデアグッツを展示す
るとともに、作成に必要な材料や作り方が記述さ
れているものも掲示し、自由に子どもたちがつく
ったり、遊んだりできるようにした。図鑑やものづ
くりの本も多数置いた。休み時間になると、多くの
子こどもが訪れ、カブトムシの幼虫やさなぎを見て、
成虫になるのを心待ちにしている子ども、アゲハチ
ョウの幼虫から成虫になるまでを観察し、ノートに 【楽しいね】
まとめている子ども、友だちと相談しながらおもちゃを作ったり、楽しく遊んだりする子ど
もなど、「川っ子科学コーナー」は活気に満ちていた。

【この中にスズムシの卵があるんだ】 【スズムシの卵を調べよう】
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成 果
理科・生活科っておもしろい！】
理 科：子ども一人一人の意欲を喚起させる導入の工夫
子どもたちに、追究する意欲を高めるために、導入にお
。特に、子ども一人一人の学習経験や興味・関心などを
が問いをもち、意欲的に追究活動に取り組むことができ

理 科：追究を深める学び合いの場での教師のかかわり
子どもたちが追究活動を行う上で、友だちとのかかわり
、小グループや全体など、状況に応じて子ども同士がか
定することができた。また、発問を構造化し、子どもた
り、子ども一人一人の見取りを生かして、意図的指名を
の追究したことを深めることができた。

理 科：科学のすばらしさや自分や友だちのよさを実感
理科日記として、一人一人が解決したことや、その時の
文にまとめることにより、友だちとかかわりあいながら
味わうことができ、友だちと共に追究する楽しさやすば

生活科：教室内による自然や自然事象にかかわる環境の
屋外において、自然とかかわることができなかったため
る環境を整えることができた。校舎内に設置した「川っ
とかかわりたいという意欲を高めることができたことは
生活科：教師の見取りと価値付け、問い返しの工夫〉
子ども一人一人の活動を見取り、称賛して価値付けたり
どもたちの追究しようとする意欲が高まるとともに、活
に、一人一人に対してだけでなく、状況に応じて、同じ
もたちとかかわらせる中で、思いをもっている子どもの
もの悩みを共に考えさせたりすることができ、一人一人

生活科：活動後の振り返りの充実〉
活動後に、全体で一人一人の活動を振り返る場を設定す
つかない子どもの、今後の活動のきっかけとなった。ま
流することができ、内容はもちろんのこと、調べ方等の

ぼくらの学校 すてきだな ～子供たちが環境へ働きか
川っ子科学コーナー」を設置し、いろいろな生き物をそ
の変化を目の当たりにすることができ、自然のすばらし
〉
ける教材開発や提示の工夫を行っ
もとに行ったことにより、一人一
た。

〉
は重要である。追究活動を行う中
かわり合いながら学び合える場を
ちの学びの状況に応じて使い分け
行ったりすることにより、一人一

できる振り返りの充実〉
気持ち、友だちとのかかわりなど
解決したことへの達成感や成就感
らしさを実感することができた。

整備〉
、教室内で、生き物や植物とかか
子科学コーナー」を活用し、生き
大きな成果である。

、問い返したりすることにより、
動が発展するきっかけになった。
追究をしている子どもや全体の子
考えを生かしたり、悩んでいる子
の追究に深まりが見られた。

ることにより、なかなか活動が思
た、友だちと現在の活動について
方法についても参考になった。

ける活動～】
こで飼うことにより、様々な生き
さを少しずつ実感することができ
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た。また、生き物を見て、疑問に思ったことをすぐに調べることができるように、図鑑等を
置いたことも、子どもたちの追究への意欲を高めるのに効果的であった。

【みんな集まれ 大好きプログラム】
〈「全校の集い」の場の活用〉
全校の集いの場において、定期的に「科学の不思議」と題して、簡単にできる実験を見せ

ることにより、子どもたちに感動や驚きを与えることができた。さらに、活用したものを「川
っ子科学コーナー」に置き、自由に活用できるようにしたことにより、子どもたちは、「科
学の不思議」で味わった感動や驚きを身近なものにすることができた。科学に関する関心を
高めるきっかけとなった。

〈各学年の理科の授業への位置付け〉
３学年以上の学年の理科の教育課程の中に、「おもしろ実験講座」を位置付け、普段の理

科の授業では味わえない専門的な実験等を行うこととができた。特に、地域の専門の先生を
講師としてお呼びしたことは大きな成果である。子どもたちの、実験を見る時のきらきら輝
く眼差しと、よりよいものにしようと友だちとかかわりながら工夫している生き生きとした
表情は、科学のすばらしさと追究する楽しさを実感している様相にほかならない。

③ 課 題
【理科・生活科っておもしろい！：理科】
子ども一人一人の追究意欲を喚起させるために、一人一人の学習経験や興味・関心を生か

して、導入における教材を開発したり、提示を工夫したりすることはできたが、その意欲が
持続しない子どもも多かった。追究するものへの「こだわり」が弱いこと、困難なものにぶ
つかったときにあきらめてしまうことが大きな要因だと考える。
教材提示したときの驚きや感動を高める工夫とともに、そこから生まれる問いをしっかり

と膨らませていくことができるような工夫が必要である。また、子どもたちが追究していく
過程において、一人一人の追究の状況を見取り、個に応じた働きかけをしていかなければな
らない。
学び合いにおいては、追究して考えたことや理解したことを自分の言葉で表現したり、分

かりやすくまとめたりといった表現にかかわることがまだまだ身に付いていない。これは、
理科だけでなく、他教科にも大きくかかわる問題である。教科や領域などを含めた教育活動
全体を通して、身に付けさせていかなければならない。

【理科・生活科っておもしろい！：生活科】
教室内に環境を整備したが、生き物や植物等、限定されたものになっていまい、子どもた

ちがこだわりをもって追究するにあたいする環境ではない。本来であれば本校は、自然に恵
まれた環境の場所に位置し、周辺には、山や川、公園等がある。また、校内には中庭や池も
あり、子どもたちにとって、自然とかかわる絶好の場なのである。そこで、繰り返し山や川、
公園等に出かけ、自然や自然事象にかかわることができるような環境にしていかなければな
らない。

【ぼくらの学校 すてきだな ～子供たちが環境へ働きかける活動～】
「川っ子科学コーナー」は、子どもたちにとって魅力的な空間になったが、自然やそれにか
かわる事象のすばらしさを味わわせるためには、水槽や箱の中ではなく、川や池、木々、緑
の生い茂った場が一番である。
「シルクガーデン」の復活が必要不可欠だと考える。本校では、震災による放射能の影響に
より、「シルクガーデン」が活用できなくなってしまった。しかし、保護者の協力により、
「シルクガーデン」の表土を削るとともに、池の洗浄を行い、子どもたちが「シルクガーデ
ン」に入ることができるようになった。まだまだ、自然とかかわることができる環境にはな
っていないが、四季の植物を植栽したり、昆虫や魚等の生き物を放したりして、早急に子ど
もたちが活動できる環境になるように整備していかなければならない。

【みんな集まれ 大好きプログラム】
全校の集いにおいて、「科学の不思議」を定期的に行っているが、まだまだ数が少ない。

今後、回数を増やしていかなければならない。そのためには、教師の専門性を高めていく必
要がある。教師自身が実験等を自分のものとするために、研修の機会を設けていきたい。
また、地域の専門的な方々を講師としてお呼びして授業を行うことは、今後も継続して行

っていく。
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４ 今年度の実践に基づいた平成２４年度の教育計画「シルクプラン」
（１） シルクプラン２０１２について
校庭の表土除去や校舎の除染を行った結果、子供たちが受ける放射線量は激減した。

７月末 １．２４μｓｖ／ｈ → ８月末 ０．３４μｓｖ／ｈ

近畿大学原子力研究所を始め各大学の放射線の専門家によると、土壌等から放射されるセ
シウムなどの放射線量が課題となっており、８月現在は、川俣町周辺の空気中にはほとんど
放射性物質は飛散していないという結果がでている。原子力発電所事故による原子炉が安定
した冷温状態になれば、外での活動も少しずつ復活していくと思われる。そのような明るい
希望をもって、新たなシルクプランを構想し、具体的な実践を通して笑顔輝く科学が好きな
子どもを育てるために、全教職員と力を合わせて取り組んでいきたい。
昨年度、「シルクプラン」に４つのプランを構想し、実践しようとした。しかし、先の理

由から校外の活動が制限され、プランを大幅に変更せざるを得なかった。それでも子どもた
ちが真剣に活動している姿、それに応えようとする教師たちの姿をみるにつけ川俣小学校が
歩むべき科学教育の根幹としての「シルクプラン」を一層充実させていくことは揺るぎない。
私たちは、科学が好きな子どもを育てるために、学校教育の中で、時間と場を駆使し、総

合的な取組みを行っていこうとしている。そのための総合的な教育計画が、「シルクプラン」
であり、理科や生活科の授業の改善・充実と総合的な学習の時間の体験重視、そして、休み
時間、学校行事、また地域や学校環境の見直しを教職員とともに検討してきた。それは、「科
学が好きになる」「科学と向き合う」ことで身に付ける資質・能力は、子供たちのこれから
必要とされる「生きる力」をはぐくむために、何よりも大切であると考えているからである。
そして原子力発電所の思いもよらない事故により、放射線で汚染されてしまったこの地に

生きる子どもたちにも、科学と向き合っていくことが何よりも大切であると考えているから
である。
しかし、今年度の実践を通した成果と課題を踏まえた時、改めて

１ 子どもたちの主体性をはぐくむための教師の関わり方はどうだろうか。
２ 総合的な取組みをするための核となる教材化の視点は、必要ないのだろうか。
３ いつ、どこでそれを実現すべきなのだろうか。
４ 活動担当者と実施の見通しを明確にすべきである。
４ 評価をどのようにしていくのか。
５ 教師間の連携をどのように図っていくべきなのだろうか。
など、３年目を迎え、更に改善すべき点がいくつか浮き彫りになってきている。

◇ 子どもが興味・関心を高めるための授業を在り方と「こだわり」と「追究意欲」
を持続させるための教師の関わり方・支援の仕方を見直すこと

授業研究の充実 子どもの姿で協議する場
◇ 子どもたちも、大人（教師）も本物に出会った時、感動を覚えることはだれしも
経験している。教材であれ達人であれ体験学習であれ『本物との出会い』に意をそ
そぐこと

プランの核となる「本物を学ぶネットワーク」の活用
◇ 「いつ」、「どこで」を明らかにし、さらに担当者を決めておくことにより見通し
をもった取組みすること

教育課程への位置付け
◇ 全体の動きが分かる体制をつくるとともに評価の在り方や学校としての取組内容
を検討する場を設けていくこと

推進担当者のプロジェクト会を設置
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（２） シルクプラン２０１２の全体構想について
来年度の教育計画は、「本物を学ぶネットワーク」を、要となる理科・生活科の授業など

のほかに各プランの中にも位置付けていくことにより、本校からみた地域の科学力を開発す
るとともに、驚きと感動のある活動を意図的に展開することによって、総合的に「科学が好
きな子ども」を育てよう考えている。「本物を学ぶネットワーク」を本校の研究を定着させ
るための核としていきたい。

【シルクプラン２１１２全体構想】

目指す子供が好きな子どもの姿

自然の事物・事象や営みに進んでかかわり、
こだわりをもって不思議を追究する笑顔輝く子ども

潤いと感動 こだわり・粘り強さ 輝く笑顔

更なる授業充実 ○ プラン１ 理科・生活科っておもしろい！

本物を学ぶ
ネットワーク

○ プラン２ ぼくらの学校 すてきだな 学校の環境

教師の英知

○ プラン３ みんな集まれ 科学大好きプログラム
地域の環境
-人・社会・自然-

科学が好きな子どもたち

（３）本物を学ぶ科学ネットワークの試み
これまで本校では、本物を学ぶために地域の方々や企業の方を招聘し、子供たちに普段体

験できたい活動を経験させたり理科で学習する科学の仕組みを専門家から分かりやすく教え
ていただいたりして、今の学んでいる学習が人間社会に様々な形で貢献していることを学ば
せてきた。この取組をさらに推進していこうと計画したのが、「本物を学ぶ科学ネットワー
ク」である。今後、次ページの内容を、実践をもとに改善しながらしっかりとした土台を作
っていきたい。
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（４） プラン１ 理科・生活科っておもしろい！

「充実感のある理科の授業の充実を図りたい。」「子どもが進んで活動する生活科の授業
はどうあればいいのか。」これは誰しもが思っていることである。そして、理科の授業や生
活科を苦手にしている教師も多い。本校も例外ではなく、理科の授業に関心をもつようにな
ったのは、実際昨年ソニー科学教育プログラムに応募することがきっけである。従って理科
や生活科の授業については、これからも研修を続け、日々の授業に命を吹き込む教師の姿勢
を育てつつ改善を図っている。
今年度までは、これまで本校が取り組んできた現職教育の国語科の成果である「学び合い」

を生かしつつ、理科・生活科の指導のポイントを３つの手立てのもとに授業化を図ってきた。
そこで次年度は、それらを生かしつつ、単元全体の構想のもとにそれぞれ育てたい力を意

識して、問題解決的な学習を展開すること言語活動を駆使した取組を実現していきたい。
そのために、本校教員にとつては、１授業の充実はさることながら、単元を見通した教材

研究に力をいれていく。「分かる」「楽しい」授業を展開するために。

理科においては

〈 教材研究の視点と実践 〉

◇ 学習の連続性と求める子どもの姿を明らかにする。
発展

ユニット３
全体的な子供たちの思考の流れを
意識した単元構成を工夫 補 充

ユニット内の問題解決

学び合いを生かした思考・表現
を大切にする 学び合い 本物を学ぶネットワ

ユニット２ ークを取り入れる

言語活動 ユニット内の問題解決

ユニット１ 時間があって内容がある
学び合い という発想から内容に応

た時間、まとまりをユニ
ットとして時間配分する

ユニット内の問題解決 振り返りの場
ノーチャイム制を生かす

ユニット導入の工夫
単元導入
の工夫 学び合いを個々の追究意欲につなげる

◇ 単元の展開構想の作成
一つの問題解決を図るために、どのくらいの時間が必要なのか学習時間の配分し、そのま

とまりをユニットとして考えることにより時間的なゆとりをつくっていくこと、子どもの思
考の流れを意識することをまず、単元構成の基本としていく。そして、教師のアイティアや
学習内容によっては、『本物を学ぶ科学ネットワーク』からの人材を活用する。また、言語
活動を積極的に生かし、求める子どもの姿を明らかにしておく。評価のよりどころとする。
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◇ 子ども一人一人の意欲を喚起させる導入の工夫
単元や授業の導入において、子ども一人一人の問いが生まれる教材を開発したり、提示の

工夫を行ったりすることは、理科の授業においては重要である。
その際、疑問の解決まで意欲を持続させさらに高めていくために、子ど も一人一人の学

習経験や生活経験、興味・関心などをしっかり把握した上で、教材開発や提示を工夫してい
かなければならないと考える。そのためには、学年の教員同士による協議や、資料の提供を
積極的に行っていくこととする。

◇ 追究を深める学び合いの場での教師のかかわり
見通しをもつ段階や実験・観察する段階など、様々な場において「学び合い」の場を設定

し、互いの考えのよさを認め生かしながら、自分の考えを深めていくことができるようにし
ていく。価値付けや問い返しの発問、子どもの考えの想定、どこまでも支援していくかかわ
り方などにより、科学のすばらしさや友だちと共に課題を追究し解決する楽しさや大切さを
実感させていきたい。

◇ 科学のすばらしさや自分や友だちのよさを実感できる振り返りの充実
理科の授業において振り返りの場は特に大切にしたい。それは、課題を追究し結論がでて

も、真に子どものものとするためには、単なるわかったことの確認ではなく、自ら思考し自
ら活動してきたことのよさに気付かせることが、追究の意欲をさらに高めていくためにも重
要になると考えているからである。
この振り返りを積み重ねていくことにより、科学のすばらしさや友だちと追究する楽しさ

実感することができると考える。その方法として話し合いや教師のタイミングのよい励まし
の他に『学習日記』に①どのようにして結論が出したのか。②授業を行って、感動したこと
や驚いたこと③友だちの考えでよかったことなどを書かせることにしている。評価の一つと
しても効果がある。

生活科においては

今年度、生活科の授業は、放射線量の問題のため、校庭にも出られない状況の中で、各学
級は工夫して学習を進めてきた。残念ながら、除染がどのくらい進むが見通しは持てないが、
しかし、今年度の実践を通して、校内に自然を持ち込んだり、お年寄りを招いて、楽しい活
動を行ったりして、子どもたち一人一人に良質の気付きを持たせることも出来た。
次年度も自然や社会、人にかかわらせる機会を多く設けることや、子供たちの思いを具現

し、こだわりをもって追究することができるように以下の点を重視していきたい。

ア 自然事象にかかわる機会を校内に持ち込む工夫
本来、他に自慢できる自然に恵まれた環境であるが、除染が進んだシルクガーデンを十分

に活用したり校舎内に自然を持ち込むことにより、植物や生き物等に関心をもたせ、子ども
なりに追究することができる活動の工夫を行い、これまで以上に自然のすばらしさを実感さ
せていきたい。
イ 教師の見取りと価値付け、問い返しの工夫
子供たちの活動が、価値あるものとなるために、単元の開発とその展開は重要である。
このような状況だからこそ、アと同様に、発想を転換し固定化しつつあった単元の開発を

教師自ら作成していきたい。
そのために、①目の前の子どもたちが科学の目と科学の心をはぐくむ展開と求める姿（資

質）を明らかにしていくこと②子ども一人一人を見取りを大切にし、子どもの気付きやこだ
わっていることなどに対して称賛したり、問い返しを工夫したりしていくことを授業では大
切にしていきたい。
ウ 活動後の振り返りの充実
活動後に全体でそれぞれが行ってきたことを振り返る場を設け、自分の活動を認めてもら

ったり他の友だちの意見をきっかけとして、次への活動の方向付けを持たせていく。
生活科ノートの活用も大事にしていきたい。
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（５） プラン２ ぼくらの学校 すてきだな

子どもたちが、自然や事象に進んでかかわり、主体的に追究していくためには、意識的に
自然とかかわったり、ものづくりを行ったりする経験は重要である。この経験が多ければ多
いほど、子どもたちの中に、驚きや感動が芽生えてくるであろう。疑問や知的好奇心などを
もつことができ、追究しようとする原動力ともなると考える。
そのためには、学校内の環境を再考し、子どもたちが環境に働きけることができる状況を

をつくり、自ら環境へ働きかけることができるようにする。
そこで、以下のような環境づくりに力をいれていきたい。

○ 中庭の環境づくり（「シルクガーデン」づくり）
○「川っ子科学コーナー」の設置

① 中庭の再生（「シルクガーデン」づくり）
昨年保護者や教職員、子供たちと作り上げたシルクガーデンをもう一度再生させいという

思いは強い。新たな構想のもとに、子どもたちの歓声や笑顔がいっぱいの場所にしたいと考
えた。シルクガーデンは、自然学習の拠点としたいと考えている。
平成２３年度内に、構想を保護者に説明し、作業の協力を求めていきたい。

第１段階 更地となつた庭を復元 平成２３年度内に実施

ひょうたん池の活用 ※ クロメダカやタナゴ、ザリガニ、ヤゴなど自然の状態に近い
環境で飼育できるように再度、池を清掃する。
※ 子どもたちがまた自由に池に入って、生き物とふれ合うこと
がきるようにする。

※ 水草を植栽する。

シルクガーデン内の ※ 芝生を新たに植え、地震で壊れた昆虫 園
の植栽 を修理する。

第２段階 次年度の科学学習に活用する環境作り 平成２３年度内に実施

※ 校舎内で育ててきたスズムシ、コオロギの卵や、カブトムシの幼虫を昆虫園に放す。
※ 四季の野草を植栽する。
※ 木製のベンチや机などを置き、観察する環境を整える。
※ この機会に、ブットレアやユズ、サンショウなどの蝶が集まる樹木をさらに植栽する。

第３段階 児童用活用マップ作成と教育課程への位置付け

子どもたちが、休み時間も自由にシルクガーデンで様々な活動ができるように大きな
マップを作成し、ガーデン内に設置する。今、どこで、どんな状態で観察できるかを記
したマップである。また、教師には、シルクガーデンの学習への活用を図るとともに、
子供たちへの時期を逃さない子どもたちの活動へのうながしをするため次のようなシル

クガーデン学習マップを生かしていく。
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再生し活用していくシルクガーデン

② 「川っ子科学コーナー」のパワーアップ

本校には、子どもたちが談話したりすることがで
きるスペースがいくつかある。このスペースを利用
して設置したのが、「川っ子科学コーナー」である。
このコーナーには、ものづくりを中心として簡単に
作成できるおもちゃやアイデアグッツなど展示し、
自由に子どもたちがつくったり、遊んだりできるよ
うにしてきた。しかし、展示する内容が偏ってしま
ったり、学年によっては興味を示さないものもあったため、来年度は、担当者を決めて常に
新鮮で、学年を意識した内容に充実させていきたい。
また、今年度実現しなかった、保護者へのお知らせや必要な材料や作り方が記述されてい

るものをプリントにまとめて配付し、子どもたちが家庭でも保護者とともに「ものづくり」
や「遊び」を体験できるようにする。さらに、休み時間、定期的に実演する時間を設け、教
師と子どもが一緒に科学を楽しめるようにしていく。
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月 テーマによる展示・活動

４月 水の不思議

５月 タンポポのひみつ

６・７月 生き物しらべ（こん虫）

８・９月 雑草博士になろう

１０月 空気の不思議

１１月 温度のしくみ

１２月 ペットボトルでつくってみよう

１・２月 電気をつくろう

３月 ６年生のアイデアコーナー

（６） プラン３ みんな集まれ 大好きプログラム

実験等を見て、感動や驚きがあると、子どもたちは、科学の神秘さや不思議さを目の当た
りにすることができるであろう。そして、科学のすばらしさや楽しさを感じるとともに、「や
ってみたい。」という知的好奇心が芽生え、理科の授業での追究意欲につながっていく。理
科の授業ではなかなかできない、子どもたちが感動するような実験を見せることはとても重
要であると考える。
そこで、教育課程の中に、なかなか経験できない感動的な実験を、子どもたちに提示する

場を以下のように位置付けることにした。

大好きプログラム
○ 毎月２回の「全校の集い」の場で実施
○ 各学年の理科や生活科の授業へ位置付け

①「全校の集い」の場の活用 ～観るから試すへ～
全校の集いの中に、「科学の不思議」の時間を位置付けて今年度試行錯誤しながら実施し

てきたが、子供たちもこの時間を楽しみにするようになってきている。朝の僅かな時間であ
るが、１日がうるおいと笑顔で包まれていくことを実感している。次年度は、より楽しい内
容にするために、子どもたちがただ楽しんで「観る」だけでなく、ともに「試す活動」を取
り入れていく。
そのための年間計画と担当者は、全校の集いを計画する担当教師が、「だれが」「いつ」「ど

んな内容を行うか」をあらかじめ提示する。
また、毎日全校生で食べる給食の時間も活用を図っていく。

② 教育課程への位置付け
今年度より、教育課程の方針や学校経営・運営ビジョンの中に「科学が好きな子どもを育

てていくこと」を明記し、各学年の指導計画（理科や生活科の学習）の中に位置付けで取り
組んできた。今年度は、さらに指導計画の中に、漠然とした内容を載せるのではなく、各学
年の学習内容と「本物を学ぶ科学ネットワーク」を生かした内容まで位置付けていきたい。
そのために、数時間の時数の上乗せを各学年行い、わくわく講座として学習の発展及び補充
として授業を実施する。
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【第６学年の理科の指導計画の一部】
月 単 元 名 時間

５月 ○動物からだのはたらき ７時間
○植物のからだのはたらき １時間

生き物のくらしと環境の
○植物のからだのはたらき ５時間 学習を発展させ、町内の

６月 ○生き物のくらしと環境 ２時間 森の案内人に生物多様性
◇わくわく講座 １時間 の話などをいただく

（川俣の森の生物のくらし＝森の案内人＝）

５ 科学が好きな子どもの育ちをみとる評価について

評価のないところに改善は得られない。私たちは、活動を通して変容をする子どもの形成
的な評価を大切にしたい。すなわち、その時々にみせる「子どもの姿」を大切に評価したい。
したがって教師の看取る力が重要となることを強調したい。そのためには常に教師間の情報
の共有の場を放課後など位置付けたり、子どもの姿を子供たちに紹介する場を設けている。

シルクプラン２０１０ シルクプラン２０１１ シルクプラン２０１２

プラン１ 理科・生活科っておもしろい！
プラン２ ぼくらの学校 すてきだな
プラン３ みんな集まれ 大好きプログラム

（プラン４ 川俣大好き自然探検隊） ※ 原発事故のため、今年度実施せず

アンケート調査 アンケート調査

今の子どもの姿 新たな子どもの姿

記録 言葉 数値 作品

☆ 子供の姿をつぶさにみとり、言葉かけや姿を具体的に紹介することによって、
教師自身が変容をみとる目を醸成する。

☆ 学習日記

・ 学年に応じて工夫する
・ 理科・生活科・総合学習で活用する

自分の言葉でまとめる
相手意識を明確にして よさを認める言葉を。
５ W １ H を意識させて 新たな視点を与える指摘を。
短い時間で 次時の授業で活用を。
継続して

☆ 教師・子どもの評価
学校評価の実施
〈アンケートや協議〉

☆ 取り組みについての反省・評価
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６ 終わりに

理科室のベランダに置いてあったバケツの中に、メダカがよく食べる動く生き物がいたこ
とに疑問を持った浩は、その生き物（動物プランクトン）が、いつどこから来たのか不思議
でならない。浩は、それを確かめるために、同じ考えの友達とグループを作り、調べ始めた。
毎日毎日、熱心に理科室とベランダに置いた２つのビーカーのように作ったペットボトル

の入れ物の中の水を確かめている。（前述）
７月、ベランダに置いておいたペットボトル（ラップをかけていないもの）に変化が出て

きた。緑色の水の中になにやら動く生き物のようなものが見えたのである。浩たちは、昼休
みに驚きの声を上げて職員室に駆け込んできた。さっそく、担任からのうながしと協力もあ
り、理科室で顕微鏡で調べることにした。調べるまでもなく明らかに肉眼でも動いているの
が見える。おもしろい形の元気に動き回る生き物、その生き物をみつめている真剣な目とそ
の時の浩たちの笑顔は忘れられない。そして、浩たちは、更なる発見をした。ラップをした
ペットボトルの水には、動き回る生き物はいなかったのである。ということは・・・・・・。
浩たちが見付けたこの生き物は、ケンミジンコであった。得意そうに２組の仲間に知らせ

る浩たち。他のグループも触発されて自分たちのペットボトルを調べる。事実の更なる追究
が始まった。
担任は、決して、ペットボトルの水の中に生き物がいたのかをまだ、子供たちには伝えて

いない。いや、あえて伝えないでおくことにしたのである。「こだわり」と「粘り強さ」を
この事象から得させたいと考えたからである。
そして、浩たちは、夏休みの自由研究のテーマとしたいと意欲満々である。

しなやかで丈夫でどこか品のある川俣の特産の絹のような子供たちに。
私たちは、これからもそんな思いを目の前の子どもに重ねながら、「川俣小学校だからこ

その体験をさせてやりたい。」「子どもたちに、科学のすばらしさや楽しさをもっともっと
味わわせたい。」「疑問に思ったこと、知りたいことを友だちとかかわりながら追究するこ
との楽しさを味わわせたい。」「そのために、私たち教師は、かぎりない支援者になりたい。」
このような思いで、原発事故にも負けないで来年度の教育計画を構想した。
来年度の教育計画での強調したい点は、科学が好きな子どもを育てるために、シルクプラ

ンを一層深化させ、子ども活動と学びに川俣町を中心とした人・物・地域・施設の活用を積
極的に取り入れる試みを構想したことである。また、本テーマでの研究も３年目を迎える。
本校のささやかな実践を町内８校の小・中学校へ少しずつ普及させていきたいとも考えてい
る。それも本校の役割だと考えている。

川俣に生きる
笑顔輝く子どもたちのために

研究代表・執筆者
佐久間裕晴 齋藤 亮一
堀部 誠
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