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ⅠⅠ 目目指指すす子子どどもも像像とと昨昨年年度度のの課課題題をを踏踏ままええたた平平成成２２３３年年度度ままででのの実実践践
１ はじめに

＜アンケート調査 平成２３年９月２日(木)実施 対象児童：５年生４３名＞

アンケート調査の結果から、本校の子どもたちは理科の授業に対して「好き」と答える割合が多い。

理由としては、「実験が楽しい」「実験が好き」が多くあげられている。確かに、実験が好きだから理科

の授業が好きというのは一般的に考えられるが、もっと深く理科好きになってほしいと考えた。そう考

えたきっかけとなったのが、ある子どものアンケート記述であった。

「実験は好きだけど、予想や実験の方法を考えるの

はあまり好きではない」というような記述は、他にも

何人かの子どもが記述していた。実際に理科が好きと

いってもただ単純に実験をするのが好きということ

だけの児童が多いという実態が見られたといえる。本

来、理科という教科は、自然事象に対し「すごい！」「どうしてだろう？」と感動や疑問をもち、そこ

から主体的に問題を見出して、科学的・計画的に追究していくというところに醍醐味があるといえる。

昨年度までの実践から、子どもたちは理科に親しむことはできた。本年度よりは、「疑問をもって考え

ていくことが楽しい！」という本当の意味での「科学が好きな子ども」を育てていくため、様々な取り

組みを行ってきた。

２ 学校教育目標と研究主題について

本年度も昨年の研究主題『意欲をもっていきいきと取り組む子どもの育成』をそのまま継続し、体験

活動・表現活動を重視した理科指導の工夫を推進してきた。子どもたちが自然事象の不思議に対し、意

欲をもっていきいきと取り組むためには、豊富な体験活動をする中で、科学的思考をもって追究する流

れを作っていくことが必至となる。理科学習の中で、そうした問題解決の流れを重視して本当の「科学

が好きな子ども」を育てていく。

【質問】理科の授業は好きですか？
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学校教育目標

「「未未来来をを拓拓きき、、

心心豊豊かかににたたくくままししくく生生ききるる力力ををははぐぐくくむむ」」

進進んんでで学学ぶぶ子子

（（確確かかなな学学びび））

思思いいややりりののああるる子子

（（豊豊かかなな心心とと感感性性））

明明るるくく元元気気なな子子

（（健健ややかかなな体体））

ソニー子ども科学教育プログラム主題

「「科科学学がが好好ききなな子子どどももをを育育ててるる」」

～「なぜ」を大切に/感性・創造性・主体性の育成～

昨昨年年度度かかららのの課課題題

研研究究主主題題

『『意意欲欲ををももっってていいききいいききとと取取りり組組むむ子子どどもものの育育成成』』

思考力(思い考える力)を育てる理科、生活科指導の工夫

～体験活動、表現活動を重視して～
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３ 本校が目指す科学が好きな子ども像（昨年度を踏まえて）

本当の「科学が好きな子ども」とはどういった子どもなのだろうか？本校が目指す科学が好きな子ど

も像には、『『①然事象に興味をもち、自ら疑問を見出すことができる子』『②自分の考えをもって表現

し、科学的に追究をすることができる子』『③観察・実験などの結果を整理し、分かったことやきまり

などを導き出せる子』『④学習した内容を身近な生活の場面でひろげられる子』と４つを設定している。

この４つの目指す子ども像については本年度も継続した。しかし昨年度は、４つの子ども像からの具体

的な手だてに非理論的な部分があり、まだまだ甘いものがあったと考えられる。今年度は、昨年度から

の課題を踏まえ、問題解決の流れの中で、目指す子ども像を設定し、より具体的に子どもの視点に立っ

た手だてのもと、実践を重ねていった。

４つの子ども像をもとに、問題解決の流れの中で、大きく７つの手立てを実践してきた。これより７

つの手だてを具体的に１４の実践事例から説明していく。

科学が好きな子ども像④

・・学学習習ししたた内内容容をを身身近近なな生生活活のの場場面面ででひひろろげげらられれるる子子

【手だて７】

・実感の伴った理解を図り、生活に生かした学習計画

〈実践事例⑫〉〈実践事例⑬〉（実践事例⑭）

科学が好きな子ども像③

・・観観察察・・実実験験ななどどのの結結果果をを整整理理しし、、

分分かかっったたここととややききままりりななどどをを導導きき出出せせるる子子

【手だて５】

・観察・実験の結果を共有するための板書・掲示等の工夫

〈実践事例⑨〉

【手だて６】

・観察・実験後の話し合いを深め思考力を高めていくための

メディア活用 〈実践事例⑩〉〈実践事例⑪〉

科学が好きな子ども像②

・・自自分分のの考考ええををももっってて表表現現しし、、

科科学学的的にに追追究究ををすするるここととががででききるる子子

【手だて３】

・問題解決の能力を高めるためのノート・ワークシート指導

〈実践事例④〉〈実践事例⑤〉

【手だて４】

・問題解決の流れを意識し、計画的に追究できるための学習

履歴の掲示 〈実践事例⑥〉〈実践事例⑦〉〈実践事例⑧〉

＜問題解決の流れ＞ 科学が好きな子ども像①

・・自自然然事事象象にに興興味味ををももちち、、

自自らら疑疑問問をを見見出出すすここととががででききるる子子

【手だて１】

・体験活動から問題を見出すことを重視した単元導入の工夫

〈実践事例①〉〈実践事例②〉

【手だて２】

・系統性を意識した授業内容の展開 〈実践事例③〉

結結 論論

自自然然事事象象ととのの出出会会いい

学学 習習 問問 題題

予予 想想・・仮仮 説説

観観察察・・実実験験のの方方法法

観観 察察・・実実 験験

実実 験験 のの 結結 果果

考考察察（（わわかかっったたこことと））

自然事象からの

気づきや疑問
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４ 具体的な授業実践

昨年度においても、子どもが主体的に問題を見出すことができるよう単元導入の工夫を行ってきた。

しかし、どこかで教師主導の問題づくりになってしまうところがあった。ただ体験活動を行わせるので

はなく、問題に導くための教師の意図をもった体験活動をさらに取り組んでいった。

実践事例① ５年『電流がうみだす力』より（平成２２年１１月～１２月）

子どもたちは、３年で「電気の通り道」、４年で「電気の働き」を学んできている。ここで扱う教材

としては、豆電球・モーターなどである。そして６年「電気の利用」につなげていくための単元である。

学習指導要領の A 区分「エネルギー・粒子」の中でも、電気を扱う単元は３～６年まですべての学年

にある。その中で、生活感を感じられないものが「電磁石」であると考える。子どもたちにとって馴染

みのない「電磁石」からどのように問題を見出していくのか、まずは電磁石をたくさん体験させること

にした。使用したのは大型の電磁石。

とにかく電磁石の威力を体験するために、お互いに引っ張りあった

り、鉄棒にかけてぶら下がったりした。

(子どもの感想から)

大型の電磁石を体験していく中で、子どもたちの中に「僕もあんな電磁石がほしい！」という気持

ちが生まれてきた。そうした願いから電磁石を作る活動へつなげていった。自作の電磁石は、釘にエ

ナメル線をまいたシンプルなものにした。そうすることで、想像もつかないものが電磁石へ変わって

いく驚きを実感できると考えたからである。完成した電磁石を使い、小さな釘やクリップを思い思い

にくっつけていく。友達同士でくっつけあったり、どちらがクリップをたくさんくっつけることがで

きるか競争したりする子どもが見られた。その後、電磁石の何を調べていきたいか整理していった。

＜子ども像①＞自自然然事事象象にに興興味味ををももちち、、らら疑疑問問をを見見出出すすここととががででききるる子子にせまるため

手手だだてて１１ 体体験験活活動動かからら問問題題をを見見出出すすここととをを重重視視ししたた単単元元導導入入のの工工夫夫

大型の電磁石

全然とれない！

すごい威力だ！

大型の電磁石を体験

個個人人でで見見出出ししたた問問題題ををククララススでで整整理理

自作の電磁石
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（子どもの感想から）

まずは自分が調べたいことや疑問に思ったことを整理してワークシートに記入する。その後、班内で情報

交換をした後にクラスで意見を出し合っていく。出た意見で似たようなものを同じにしていき、そこから学

習問題を作成していった。学習問題を見出したあとの子どもたちの感想は「調べるのが楽しみ」「自分た

ちで調べることがきめられたのが楽しかった」というものであった。このように、ただ、体験させるの

ではなく、子どもの意欲を高めるような体験を通じ、問題を見出す流れを作ることによって子どもたち

の「調べたい」という気持ちを高めるとともに、学習としての方向も位置付けることができた。

実践事例② ６年『もののもえかた』より（平成２３年４月～５月）

ものはなぜ燃えるのか？子どもたちは直接そう言ってしまうと混乱

する。子どもたちは、テレビのニュースやドキュメンタリー番組など

で、「CO2削減」など環境問題など取り上げているため、なんとなくわ

かっているようだ。しかし、それを科学的に追究するなかで、論理的

にしていくためには「なぜものが燃えるのか？」という疑問を、自ら

見出させなければならない。6 年「もののもえかた」では、まず集気

びんのなかでろうそくの火を燃やす活動から始めた。そこから集気び

んにふたをするため、木の板を渡した。そして「木の板でふたをする

とどうなりますか？」を聞く。子どもたちは当たり前のように「消え

る」という。そこで実際にやってみると、子どもたちの予想通りろう

そくの火は消えてしまった。満足げの子どもたちに「どうして火が消

えてしまったの？」と質問する。子どもたちは、「空気が使われた」「酸

素が無くなった」など、今までの生活経験から答えを出していった。そこからもっと詳しく説明をさせるた

めに、班の中で話し合いをさせた。（班の人数は昨年の実践の継続し、３人の班で行った。）活発な話し合い

を通して子どもたちの頭の中で次第に整理がされ、説明をするためにノートに書き込む。ノートを使って自

分の考えを次々に説明していく。（昨年の実践を継続し、ノートを実物投影機で映し出し、発表をさせた。）

話し合いから出た意見をもとにこれから調べていきたいことを考えていった。そして、クラスで意見を整理

し、学習問題を形成していった。

自然事象から問題を見出すことは、子どもたちにとってもなれないものであったようだ。しかし、継続し

ていくことで、学習問題を見出すだけでなくどの順番で実験を行っていくのがいいかまで考えるようになる。

この単元では、実験の順番も子どもたち自身が考え、実験を進めている。授業の初めに「今日は何をする

の？」と聞くと、ほとんどの子どもが今日やるべきこと

を言うことができた。このように、教師の意図をもった

体験活動を行うことで、子どもたち自身が問題をとらえ

て活動することができた。

ふたをするとどうし

て消えるのだろう？

班の中で話し合う 意見を発表しあう 意見をもとに調べたい問題を整理する



5

昨年度の課題として、自然事象に対して、自ら問題を見出すためには今まで学習した内容を生かした

思考の流れが必要であると考えた。「今まで学習してきた」ことを「今の学習で生かして」学び、「これ

からの学習につなげていく」ことを意識し、問題解決の能力を高めていけるようにした。また、系統と

いうのは単元の系統だけではなく、学年内での学習系統もあると考えられる。そうした2つの側面から

実践を行ってきた。

実践事例③ ６年『植物のからだのはたらき』より（平成２３年５月）

６年生では、５年「植物の発芽と成長」で、植物が成長するには日

光と肥料が必要であるということを学んだことを生かして、「植物のか

らだのはたらき」を学ぶ。さらに、本校の６年生は、昨年インゲンマ

メを使った成長の実験で、「植物が成長するには日光と肥料が必要であ

る」ということにつけくわえ、「肥料よりも日光のほうが大事なのでは

ないか」と結論を出した。なぜかというと、「肥料を与えて日光はあた

えないインゲンマメ」と「日光を与えて肥料はあたえないインゲンマ

メ」の育ち方を比べたところ、明らかに「日光を与えて肥料はあたえ

ないインゲンマメ」のほうがよく育っていたからである。そうした学

習経験をふまえて、「植物のからだのはたらき」では、まず、５年生の

時に実験したインゲンマメの写真を掲示して、植物と日光がどのよ

うなかかわりをもっているかを考えていった。

まず、なぜ日光が必要なのかを考えていった。子どもたちがそれぞれ自分の考えをノートに表し、発

表をしていった。子どもたちの考え（仮説）の中で、「動物のからだのはたらき」で学習したことと比

べていたものが多くあった。「動物は栄養がないと生き続けることができないけど、植物は日光があれ

ば生き続けられそう。じゃぁ植物にとって日光は栄養なのではないかと考えます」や「動物も植物も必

要な栄養というのはいわゆるでんぷんだから、植物が日光にあたることででんぷんが作られるのではな

いか？」などという意見をクラス内で活発に話し合った。そして、学習問題を「植物は日光があたると

でんぷんができるのだろうか」として実験を進めていくこととした。

このように、前学年での学習を生かして植物のからだのはた

らきについて仮説をもつだけでなく、前単元で学んだことと比

べながら追究をすることができた。子どもの学びの系統を生か

して問題解決をしていったことによって実感を伴った理解をす

ることができたと考えられる。また、「植物のからだのはたらき」

で学んだことと「動物のからだのはたらき」で学んだことから

「生き物のくらしと環境」において動物と植物のかかわりや食

物連鎖など、地球環境へつなげて意欲的に学ぶことができた。

＜子どもの学びの系統＞

植物と日光とのかかわりについて自分の考えをまとめるとき、昨年度の実践を継続し植物と日光の関

係をイメージしてノートに書かせるようにした。継続して行うことによって、子どもの頭の中のイメー

ジをさらに深めていくことができるようになった。

＜子ども像①＞自自然然事事象象にに興興味味ををももちち、、自自らら疑疑問問をを見見出出すすここととががででききるる子子にせまるため

手だて２ 系系統統をを意意識識ししたた学学習習内内容容のの展展開開

肥料なし

日光あり

肥料あり 日光なし

６年生５年生

生き物の

くらしと環境

植物の発芽と成長

花から実へ 植物のからだのはたらき

動物のからだのはたらき

比べて考える学んだ経験を生かす

次につなげる

植物にとって日光は栄養。植

物は日光を食べているのでは

ないかと考えた子どもの発表

インゲンマメ

での実験結果
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昨年度より、子どもたちが自分の考えを表現するために、自分の頭の中のイメージを膨らませ、見え

ないものを表現できるようノート・ワークシート指導の工夫を行ってきた。そうした子どもたちの考え

から出たイメージをさらに深め、今年度の実践として問題解決の流れの中で効果的に能力を高めていけ

るよう、ノートやワークシートの工夫を行っていった。また、学年に応じてワークシートの形式を変え、

段階的に問題解決の能力を身につけていけるようにした。

実践事例④ ５年『もののとけかた』より（平成２３年１月～２月）

「もののとけかた」の導入では、身近なものでとけるというと、

どんなものがあるのかを考えた。食塩・味噌・粉ミルク・だしの素

など生活の中でとけるといえるものをあげていった後に、食塩とホ

ウ酸のとけかたの違いを比べた。ほとんどとけないホウ酸に対し、

なんでだろう？と疑問をもつ子どもたち。そこで、とけるというこ

とはどういうことなのか、自分なりのとけた状態のイメージを書か

せた。子どもたちは「水の中で粉がだんだん小さくなる」「水と粉

がくっついてなくなる」などさまざまな意見をもとに、とけている

状態を想像して書いていった。食塩やホウ酸をもっととかしたいと

いう願いとともに、自分のイメージした図を確かめるために実験計

画を立てていった。計画した実験に

よってどうなるか、子どもたちは意欲

的に書いていった。そして、実験の結

果からどうなったのかをイメージし、

図式化して書いた。

このように、問題解決の流れの中で、

自分のイメージをつなげてノートや

ワークシートに書かせていくことで、

自分の考えがまとまり、結論について

も説得力が高まったと考えられる。

実践事例⑤ ５年『ふりこのきまり』より（平成２３年２月～３月）

５年「ふりこのきまり」では、ふりこがふれることを十分に体

験した後、ふりこをもっとはやくふれさせるにはどうしたらいいか

を、各班に分かれて話し合い、単元を通し、実験計画を立て、進め

ていけるようにした。単元の全体計画を記入する「研究報告書」

と、ひとつ一つの実験についての記述をしていく「実験報告書」の

二つを用意し、子どもたち一人ひとりが研究者となって単元を進め

ていけるようにしていった。子どもたちは、自分たちの力で研究

を進めていることを自覚し、意欲を高めて取り組むことができた。

実験の方法や順番はそれぞれの班で違うので、単元の最後に報告

会を行った。それぞれの班では、自分たちが出した結論を、納得

してもらおうと、わかりやすく発表していた。この単元は５年生

最後の単元であり、すべて子どもたち自身で進めていくことが、

子どもたちの問題解決的な能力の向上につながると考えた。

このように、ワークシートの工夫によって自分自身が研究を進

めていくという自覚をすることでき、より意欲的に取り組むだけ

でなく、問題を解決するために、思考をフル回転させ、追究でき

たと考えられる。

＜子ども像②＞自自分分のの考考ええををももっってて表表現現しし、、科科学学的的にに追追究究すするるここととががででききるる子子にせまるため

手だて３ 問問題題解解決決のの能能力力をを高高めめるるたためめののノノーートト・・ワワーーククシシーートト指指導導

食塩とホウ酸のとけかたの違い

を想像して書いている。

温度を上げるとどうなるか

をイメージして書いている。

水の量をふやすとどう

なるかをイメージして

書いている。

研究報告書

実験報告書
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児童に問題解決の流れを定着させ、計画的に追究できるよう学習履歴を掲示するようにした。掲示の

仕方は、各学年での実態を考え工夫をしていった。問題解決の流れがわかるように掲示をしていくこと

で、「今学んでいることは何か？」ということだけではなく、「今まで学んできたことから次は何をすべ

きか？」を考えさせられるようにしていった。

実践事例⑥ ４年『もののあたたまりかた』より（平成２３年１月）

３・４年生においては、単元全体での問題解決の流れをとらえるのではな

く、一つひとつの実験にも問題解決の流れがあるということを理解させるた

めに、履歴は一つひとつの実験で掲示していくこととした。

一つの実験で「学習問題」→「予想」→「方法」→「結果」→「わかった

こと」→「まとめ」という流れの中で、追究をしていった。ここで、問題解決

の流れをとらえる基礎を養っていくことが大事であると考えた。予想や方法の

欄には子ども自身が書いたものを縮小コピーして貼り付け、クラス全体で追究

しているように工夫していった。履歴に文字が埋まっていくことで、子どもた

ちが達成感を味わいながら進めていくことができた。

実践事例⑦ ５年『電流がうみだす力』より（平成２２年１１月～１２月）

５年生では、単元の導入の際に、単元全体の実験計画を立て、履歴を作成

していった。「電流がうみだす力」では、調べたいことを整理し、実験をす

る順番を決めた後に学習履歴を作成した。

実践事例⑧ ６年『私たちの地球とかんきょう』より（平成２３年４月）

６年生の理科については、1年間を通して「環境」をテーマに進めていくこととした。環境問題につ

いてもしっかり科学的に追究して問題視をしてほしいと考えた。６年生になって初めての理科授業では、

生活の中でよく聞く環境問題についてあげ、付箋に記入をしていった。子どもたちは「CO２の問題」

「温暖化」「酸性雨」「絶滅危惧」「大気汚染」などさまざまな問題をあげていった。そして、6 年で学

ぶ全単元の一覧表を作成し、子どもたちが記入した付箋を関係する

単元に張り付けていった。全体的に埋まった単元の一覧表を使い、

これから環境をテーマにして 1 年間学習をしていくことを伝えた。

単元の最後で環境につなげ、1 年間の集大成として、環境をテーマ

にまとめをしていく。1 年間の学びがすべてつながっていることを

実感し、理科についての学習の意欲を高めることができた。

このように、問題解決の流れを意識し、学年の実態に合わせて学

習履歴を作成することによって、子どもたちの調べたいという気持

ちを持続して追究することができたと考えられる。

＜子ども像②＞自自分分のの考考ええををももっってて表表現現しし、、科科学学的的にに追追究究ををすするるここととががででききるる子子にせまるため

手だて４ 問問題題解解決決のの流流れれをを意意識識しし、、計計画画的的にに追追究究ででききるるたためめのの学学習習履履歴歴のの掲掲示示

実験のまとめまでを履歴

として掲示していった。

実験計画

実験計画をもとに、単元全

体で履歴を作成した。

実験を進めて

いくにつれて

学習履歴に分

かったことを

書き足してい

った。

１年間の学習計画表
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授業の際、話し合いや、観察・実験のグループ編成を３人とした。このグループ編成は昨年度から実

践を行っているものである。実際に行ってみると、実験や観察をよりスムーズに行うことができた。実

験を行う班の数も多くなり、クラス全体で結果をまとめていくことでより説得力が高くなると考えた。

そこで、各班の結果を共有し、考察を深めていけるようにした。

実践事例⑨ ５年『もののとけかた』『ふりこのきまり』より（平成２３年１～３月）

「もののとけかた」では、食塩は水の

量を増やしてもっととけるようになるの

か調べる実験と、水の温度を変えてもっ

ととけるようになるのかを調べる実験に

おいて、各班が調べた結果を黒板に記入

できるようにした。実験の結果を黒板に

順次記入することで、どこの班が遅れて

いるのか、どこの班が進んでいるのかを把握しやすい。そして、すべての班の実験終了後、そのまま板書を

残しておくことで、考察の場面において他の班の結果を参考にして結論を出すことができた。表にして記入

することもあるが、実験によって折れ線グラフにするなど、工夫をしていった。

また、実践事例⑤で述べたよ

うに「ふりこのきまり」では、

各班が、それぞれ計画して実験

を行っていった。そうした中で、

実験の結果を共有するために黒

板に「長さ」「ふれはば」「おも

りの重さ」を変えて実験をした

結果を記入できるように

掲示をした。どの班も、実験の順番が違うので、終わったものから自由に記入できるようにし、班のプレー

トを貼って終わったことがわかるようにしていった。最後の発表会で一覧を見比べ、結論について納得する

子どもも多くいた。

実験の結果は自分だけの結果だと説得力がない。クラス全体で結果を共有することでより説得力の

ある結論に達すると考える。共有したことで、考察へ向けての話し合いも活発に話し合うことができ

た。

観察・実験の後に「もう一度みたい」「もう一度確かめたい」と思うことが多い。また、実験をした

ことを写真や映像などに記録していくことで、結論を確かなものにしていくことができると考える。結

果の整理や考察への話し合いを深めていくために、メディアを効果的に活用していった。

実践事例⑩ ５年『流れる水のはたらき』より（平成２２年１０月）

流れる水にはどんなはたらきがあるのか、モデル実験を行って

確かめる際に、流れる様子をもう一度見たいということがある。

そこで、デジタルカメラの映像機能を使ってモデル実験の撮影を

行った。子どもたちは、自ら作成した川のモデルに水を流し、流

れて土地が変化している様子や水の流れが速くなっている様子を

ねらって撮影をしていた。

＜子ども像③＞観観察察・・実実験験ななどどのの結結果果をを整整理理しし、、分分かかっったたここととややききままりりななどどをを導導きき出出せせるる子子にせまるため

手だて５ 観観察察・・実実験験のの結結果果をを共共有有すするるたためめのの板板書書・・掲掲示示等等のの工工夫夫

＜子ども像③＞観観察察・・実実験験ななどどのの結結果果をを整整理理しし、、分分かかっったたここととややききままりりななどどをを導導きき出出せせるる子子にせまるため

手だて６ 観観察察・・実実験験後後のの話話しし合合いいをを深深めめ思思考考力力をを高高めめてていいくくたためめののメメデディィアア活活用用
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実験後、デジタルカメラの映像を見ながら「流れる水にはどんな

働きがあるのか？」を話し合っていった。何度も繰り返し見ること

で、１度だけの実験では見られなかったことが見られるようになっ

た。「あ！よく見るとここが速くなっている！」「この部分もけずれ

ているね！」話し合いを進める中で子どもたちの思考が次第に高め

られていったと考えられる。

また、撮影の際に「流れているこの部分をみたい」と自分たちが

確かめたい場面を焦点化して撮影していた。子どもたち自身がたし

かなねらいをもってデジタルカメラを使用することができた。「も

うちょっと上のほうを撮って」「この部分を見逃さないでおこう」

など、実物を見るよりも注目をして撮影をすることができた。

実践事例⑪ ５年『ふりこのきまり』より（平成２３年３月）

ふりこがふれる速度を調べるために「ふりこ

の長さ」「ふりこのふれはば」「おもりの重さ」

の条件を制御しながら実験を進める。その際

に、デジタルカメラの映像機能で振り子のふ

れる様子の撮影を行った。はじめのうちは撮

影する距離が近かったり、遠ざけてみると逆

に見えなかったりしていたが、次第に慣れて

きて焦点を合わせて撮影することができた。

子どもたちの中には、同じ位置、同じ角

度で撮影をして「ふりこの長さ」と「ふりこのふれはば」の違いを視覚的にとらえる子がいた。ただ実物を

見るだけの実験の場合だと、確かなねらいをもって追究しても見落としていることがあるかもしれない。し

かし、映像として残しておくことで、そうした見落としがちな部分も繰り返してみることができる。また、

ふりこの撮影を重ねていくうちに焦点を合わせて撮影することができてきたといえる。これは、撮影をする

ことでねらいをもって実験を確かめることができた。

このように、観察・実験の記録としてデジタルカメラを効果的に活用することで、考察での話し合い

を深め、思考力を高めるだけでなく、子どもたちが、実験の目的やねらいをさらに確かめ、焦点化して

追究することができた。

昨年度の実践では、学習したことを生活につなげていくことで実感を伴った理解をすることができる

のではないかと考え、学校の観察池に棲む黒メダカを利用して「魚のたんじょう」を進めていった。子

どもたちは身近なものや地域を教材としたことで理解を深めることができた。そして、もっと日常生活

につなげて理解を深めるためにそれぞれの単元終末で生活とつながった学習計画を立て、進めることと

した。

実践事例⑫ ５年『電流がうみだす力』より（平成２２年１１月～１２月）

５年『電流がうみだす力』で教材とする電磁石は、子どもたちにとって

あまり馴染みのないものであるとこは実践事例①でも述べたとおりであ

る。そうした馴染みのない教材を使い、興味をもって追究するために、ま

ずは電気の力を使って生活に役立っているものをとりあげた。子どもたち

は、「テレビ」「冷蔵庫」「洗濯機」「携帯電話」「ラジカセ」などたくさん

の電化製品をあげていった。しかしその中に「電磁石」はない。電磁石を

体験し、性質やはたらきを調べた後に、電磁石は生活の中でいったいどの

ような場面で役立っているのか考えていった。

実験後の話し合いで

撮影をした映像を見

て確かめている。

ふりこがふれている時間

内で撮影を行った。

撮影した内容はす

ぐに確認をした。

＜子ども像④＞学学習習ししたた内内容容をを身身近近なな生生活活のの場場面面ででひひろろげげらられれるる子子にせまるため

手手だだてて７７ 実実感感のの伴伴っったた理理解解をを図図りり、、生生活活にに生生かかししたた学学習習計計画画
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電磁石がどのように役立っているか？子どもたちにはなかなか

考えが浮かばなかった。そこで、代表的なものとしてモーターを提

示し、分解してみた。モーターの中にコイルがあり、電磁石がある

ことにおどろき、モーターの仕組みを意欲的に調べていた。また、

ハイパワーモーターと普通のモーターで、ミニ４駆を使って速さを

比べた。モーターの中身はどう

なっているのか？「コイルの巻

き数が違うんだよ！「多分普通

のモーターの倍以上は巻いてあ

るよ！」など、今まで追究して

いたことを生かしながら考えを

述べていた。

モーター以外にも生活の中で役に立っている例として「スピーカー」

もあげた。実際にスピーカーを分解したものを見せただけでなく、自

作のスピーカーを作って本当に音が聞けるか確かめたり、モーターと

同じ仕組みであることを証明するため、モーターを音楽プレーヤーに

取り付けて音が聞けるか確かめたりした。子

どもたちは、モーターからかすかに聞こえて

くる音に驚き、モーターとスピーカーが同じ

電磁石でできていることを実感した。みんな

によく聞こえるようにするため、トタンのゴ

ミ箱にモーターをあてて音を大きくしたとき、

子どもたちから「おお！すごい！」という歓

声が聞こえてきた。

このように、子どもたちにとってあまりなじみのないと考えられる「電磁石」が、実は生活のいろい

ろな場面で役に立っていることを学び、実感を伴った理解をすることができた。単元を終了して、こん

なものも電磁石が使われているの？と電動の鉛筆削り機や黒板クリーナーなどを自然にあげていた。ま

さに生活の中に密着した学習ができたと考えられる。

実践事例⑬ ５年『もののとけかた』より（平成２３年１月～２月）

ものがとけるとどうなるかということを追究した後に、子どもたちから食

塩とホウ酸以外も調べてみたいという意見があがり、家庭にある粉などを

使ってどのようにとけていくのか調べることにした。

子どもたちは「砂糖」「重層」「だしの素」「入浴剤」など、さまざまなも

のをもってきた。だしの素はみそ汁やお吸い物によく使うから温度

を上げるととけやすいのではを考え、温度によって溶け方が違うの

かを調べる実験を行ったり、入浴剤は溶ける量に限度があるのかを

ひたすらかき混ぜて調べたりしていた。砂糖は１００ｍｌの水にど

のくらいとけるのかを確かめて、４５分間ずっとかき混ぜ続けてどこまででもとけていくことを実感し

た。身近にある粉などは、利用の仕方によってとけ方に違いがあることをそれぞれが実感することがで

きた。

実践事例⑭ ６年『動物のからだのはたらき』より（平成２３年６月～７月）

人間もその他の動物も基本的なからだのしくみは同じであることを学び、

昔であればフナの解剖などを行っていたが、最近ではあまり行わない。そ

こで、生ものであると嫌がる子どももいることを考え、煮干しの解剖を行

うことにした。使用する煮干しは少し大きめのカタクチイワシ。ピンセッ

トや手を使って簡単に解剖をすることができた。心臓の大きさを見て「こ

んなに小さいんだね！」と驚く子どももいた。また、５年生の時に自然の

教室でイワナをさばいで塩焼きにしているので、そのことを思い出して取り組む子供も見られた。

同じ形のミニ４駆で、片方にハイパワーモーターをつけて走らせた。

自作のスピーカー

モーターがスピーカーに

変わるのか確かめている

だしの素は、温度に

よってとけ方が違

うかを調べている。
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５ ものづくりの可能性をひろげるために（サイエン・スパートナーシップ・プロジェクトへの取り組み）

実践事例⑮ ５年『電流がうみだす力』より（平成２２年１１月～１２月）

昨年度、JST（科学技術振興機構）主催のサイエンスパートナ

シッププロジェクト（以下SPP）に参加し、埼玉大学教育学部の

山本利一教授と連携をして５年「電流がうみだす力」において実

践を行った。実践事例⑫にもあったように電磁石がモータやスピ

ーカーなどに利用されていることを実感した後、代表的なモータ

ーを使って動くロボット作りを行った。使用した教材は「レゴ・

サイエンステクノロジー基本セット」と「エネルギーセット」で

ある。３人一組（昨年度実践の継続）で、モーターを使ったロボ

ットを選び、試行錯誤を重ねながらものづくりを行った。モータ

ーカー・動く犬のロボット・４足歩行ロボットなど様々なロボッ

トを作成していった。

完成したロボットをもっといいものにしていこうと、子どもたちの

中で改良が始まった。４足歩行でもっと一歩を大きくできないか考え

たり、モーターカーでもっと速く走らせることはできないかを考えた

り、子どもたちは試行錯誤を重ねて改良をしていった。

また、エネルギーセットを使うと「風車」

や「水車」を作って発電をすることができ

る。大きな風車を作ったグループが改良を

して「風車」と「水車」を合体させた。こ

の改良した「風車」を作ったことによって、子どもたちは「モーターはもの

を動かすのに役立っているだけでなく、電気を作ることにも役立っているこ

とがわかりました。」と結論づけた。６年「電気の利用」につなげる系統的

な学習をすることができた。

本来、ものづくりというものは楽しいものである。試行錯誤を重ねて自分の作りたいものを科学的に追究

し完成させていく。今回の SPP の実践では、子どもたちのものづくりへの意欲を高め科学的な知識を使い

試行錯誤を重ねられたものづくりができたと考えられる。さらに次学年につなげる系統的な学習にもなった

と考えられる。

６ 命を大切にする心を育てる教育の推進（動物介在教育の実践）

昨今、子どもたちに「生命の大切さ」をどのように伝えるか、さまざまな教科・領域で教育活動が行

われている。そのような中で、昨年よりさいたま市教育委員会より「動物介在教育モデル校」として研

究委嘱を受うけた。飼育活動等の活動から、児童自身が生命のかけがえのなさに気付き、思いやりの心、

相手の気持ちを考える心をはぐくむことができるのではないかと考え「生命を大切にする心をはぐくむ

教育の推進 ～動物とのかかわりを通して～」と設定し、学校での飼育活動や、各教科・領域での動物

との介在する場面の設定から得られる教育的効果を研究してきた。１・２年の生活科を中心に、動物の

飼育活動を行い、理科の学習において動物への科学的な知識・理解をはぐくんでいった。

実践事例⑯ 生活科 １年『生きものとなかよくなろう』

２年『いきものなかよし大作せん』より（平成２３年５月～７月）

１年生の生活科では、通学路を歩きながら大宮公園を見学し、そ

の中にある小動物園の中でモルモットと触れ合った。モルモットと

触れ合う中で、児童の「モルモットを飼ってみたい」という気持ち

が高まり、生活科『生き物と仲良くなろう』という単元でモルモッ

トを教室で飼育していく活動につなげていった。教室での飼育活動

を充実させるために大宮公園小動物園の飼育員をゲストティーチ

ャーとして招き、モルモットを飼育するためのポイントを聞いた。

ゲストティーチャーとの授業後、子どもたちはモルモットのことを

考え、一生懸命飼育することができた。

ロボットの発

展としてレゴ

で作った２足

歩行ロボット

を演示した。

埼玉大学

山本利一教授

風車を作ったあとに、水車

にもできるよう改良した。

大宮公園小動物園

飼育員 藤嶋浩義先生
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２年生では、１年生のころから生活科の授業などを通して、

動物と触れ合う機会が多くある。そうした経験を生かし、飼

育委員と一緒にウサギのお世話をしていったが、思うように

お世話をすることができない。「もっとウサギと仲良くなり

たい」という気持ちを高め、もっとウサギのことを知るため

に、学校獣医師の西角井開先生をゲストティーチャーとして

お招きし、ウサギについて様々な質問をしていく授業を行っ

ていった。

西角井先生は心音が聞けるマイクを使って人間とウサギの心臓の音の違いを聞かせ、「ウサギも人

間と一緒で生きている」ということを実感させた。その後、子どもたちからでた質問に一つ一つ丁寧

に答えていった。もっとウサギと仲良くなるために先生のご指導のもと、触れ合う機会をもった。子

どもたちは、ウサギと触れ合う中で、うさぎが生きていることをさらに実感し、水を飲んでいる様子

やご飯を食べている様子を注目して見ていった。

実践事例⑰ ３年～６年『生き物と触れ合う体験的な授業の実践』（平成２３年４月～７月）

各教科、領域において動物に介在する体験的な活動を多く取り入れた授業

ができないかと考え、実 践を行ってきた。まず、年間指導計画から動物介

在教育に関係する授業を精選し、一覧にしてまとめた。その中から今年度に

実践可能な授業について各学年で行っていった。６年では国語『感情・生き

物はつながりのなかに』の授業でロボットの動物と生き物の違いを実感する

活動として動く犬のおもちゃとウサギを比べてみた。また、学年によっては

哺乳類以外の生き物で体験する活動も多くあった。昨年度から実践している

『プールのヤゴ救出大作戦』ですくい上げたヤゴを教材とし、３・４年の道

徳や理科の授業を行ったり、５年理科の魚の誕生では、メダカを一人ペットボトルで２匹程度育てる

活動も行ったりした。

このように、生き物とふれあう体験的な授業を取り入れることで、生き物に対する興味関心を高め、

大切に育てていこうとする気持ちをはぐくむことができた。 また、６年理科『動物のからだのはた

らき』で生き物について科学的に追究することへつなげていけたと考えられる。

動物介在教育については、学校飼育の在り方や本校の課題

を踏まえて、全国学校飼育動物研究会事務局長である中川美穂

子先生に御講演・御指導をいただいた。御

指導頂いたことをもとに、学校飼育活動の

充実と学校飼育を通して科学が好きな子

どもを育てられるよう、夏季休業中を利用

して環境整備や指導計画の検討など、研修

を行ってきた。

学校獣医師

氷川の杜動物病院

西角井 開 先生

ウサギの心音を聞き、

生きていることを実感

『プールのヤゴ救出大作戦』パート２

今年は放射能の関係で子どもたちとヤゴをすくい

上げることができなかった。

ヤゴを全クラスで５匹く

らいずつに分けて育てた。

昨年度に引き続き、５年生ではメダカをペットボトルで

一人２匹ずつ育てた。子どもたちは大切に育てていった。

動物介在教育講演会

平成２３年７月２１日（木）

日本獣医師会

学校動物飼育支援対策検討委員会副委員長

全国学校飼育動物研究会事務局長

中川美穂子先生
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７ 大学と連携した理科授業の充実（実験・観察お助け隊）

昨年度後半より、埼玉大学教育学部の大向隆三准教授と

連携をして「実験・観察お助け隊」と称し現役大学生が本

校にきて、理科授業の補助や理科室環境の整備など行って

くれている。お助け隊として来てくれる大学生は、みな教

員希望で、将来理科を専攻にして教えていきたいという理

科教育推進の卵である。現場教員としても実験や観察を安

全に行うためにとても役にたっている。また、お助け隊の

側にとっても、教育現場での学びをすることができた。

理科授業や理科室整備がない場合は、生活科・算数などの授業補助に

入ってもらうなど、工夫をしている。

８ 学校環境の整備

体験的な活動を充実するために、学校環境の整備をさらに行っていった。本校の百葉箱は１０数年

前に壊れ、設置されていなかったので昨年度、整備を行った。

また、高学年ではバケツ稲を行った。

昨年の５年生が行うことができなかっ

たので、本年度は高学年で行った。夏の

節電対策として、ゴーヤ・ヘチマ・カボ

チャを植えてグリーンカーテンを作っ

た。グリーンカーテンの内側と外側に温

度計を設置し、どのくらいの温度差があ

るのか確かめていった。

動物介在教育の一環として、飼

育小屋の整備を行った。衛生的に

配慮をしていくために「すのこ」

を敷き、子どもたちが飼育しやす

いよう、ウサギが快適に住めるよ

うにしていった。

実験観察お助け隊の予定表

４年『水のすがたとゆくえ』

実験の安全面だけでなく、子どもた

ちの話し合いなどにも一緒に参加

してもらっている。

六年「動物の体の働き」

煮干しの解剖のとき、うまく解剖で

きない子どもの補助を行った。

改修前 改修後
グリーンカーテンを設置した。

育ったゴーヤとかぼちゃは給食

のメニューで出すことになる。

高学年を対象に『バケツ稲』を

行った。毎日育つ様子を見に来

る子どもたちもいた。
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ⅡⅡ 実実践践のの評評価価とと来来年年度度のの課課題題
アンケート調査 第１回 平成２２年９月２日(木)実施 対象児童：５年生４３名

第２回 平成２３年３月２２日(火)実施 対象児童：５年生４５名

【質問】理科の授業は好きですか？

９月に行った質問を、本年３月にも実施

した。９月に比べて「好き」と答えた子ど

もが９名増え、「少し嫌い」と答えた子ど

もが３人減った。さまざまな取り組みを行

ってきて、少しずつ理科の授業が好きだと

感じる子どもが多くなってきた。

また、理由の記述にも変化が表れてきた。

「実験は好き」という記述だけでなく「方

法を立てるのが好き」「まとめるのがすき」

「科学的に解明していくこと」などの記述

が増えてきた。これは、こちらが意図する

本当の意味での科学が好きな子どもが育っ

てきていると言える。

（子どものアンケートから）

子どものアンケート調査を踏まえ、７つの手だてについての考察をしていく(ゴシック文字は次年度への課題)

【手だて１についての考察】

導入の実験でねらいをもった体験活動から、子どもたちから問題を見出す活動をすることによって、

子どもたちの意欲を高め、「これから何をすべきか」が明確になって追究をすることができた。教師

としても「子どもにこの体験活動からどういった問題を出してほしいか」を明確にして体験活動を選

んでいかなければならない。問題を見出すための体験活動とはどういったものかをさらに研究してい

く必要がある。

【手だて２についての考察】

昨年度の５年生でインゲンマメの実験結果を記録していたことで５年～６年への系統を意識した

学習をすることができた。また、前単元と比べて追究することにも効果があることが分かった。今年

度は、昨年度の実践を踏まえて手だてを行うことができたと考えられる。系統的な学習を進めるに

あたって複数学年での記録を残すことが重要になってくる。

【手だて３についての考察】

自分の考えを自由に書かせたり、ワークシートの工夫で、子どもたちの「調べていこう！」とうい

う意欲を高めることができた。また、頭の中のイメージから科学的に追究することで、結論の説得力

も高まった。手だて２と重なる部分もあるが、イメージを膨らませる活動やノート指導については、

継続的・系統的に行う必要がある。各学年でのノート・ワークシート指導の明確化や各学年で身に

つけるべき問題解決の能力に合わせたノート・ワークシートの工夫が必要であるといえる。

【手だて４についての考察】

学習履歴を掲示することで、問題解決の流れを意識し、「今ここまでわかった。」「今度はここを調

べよう！」など、見通しをもった学習をすることができた。また、各学年によって学習履歴の掲示の

スタイルを変えたことによって、実態にあわせた掲示をすることができた。今後も学習履歴の作成

を継続して行い、より精度の高いものを掲示できるようにしていきたい。

0 10 20 30 40

きらい

少しきらい

少し好き

好き

1

2

10

32

1

5

14

23

H22.9.2実施 H23.3.22実施
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【手だて５についての考察】

実験結果の共有をしたことで、結論に説得力が出て、子どもたち自身も納得していた。「ふりこの

きまり」などについては記録を折れ線グラフにしてみると変化がわかりやすいと考えられる。共有す

るスタイルを単元によって変え、考察のしやすいものにしていきたい。

【手だて６についての考察】

今までメディアというのは教師が使うことが多かったが、子ども自身が操作をして記録し、考察の

ためのツールにすることはかなり有効だと考えられる。単元によっては動画でなく、静止画を有効

に活用できるものもあると考える。メディアの活用方法についてはこれからも可能性があるのでさ

らに研究を進めていきたい。

【手だて７についての考察】

単元の終末に実生活につなげた活動を入れることによって実感を伴った理解をすることができた

と考えられる。今回の実践では３つの単元で行ったが、他の単元での可能性を考えていきたい。たと

えば、「月と太陽」や「大地のつくりと変化」などいわゆる再現などが難しい「B 区分」について、

実感の伴った理解をさせるためにはどうしたらいいかを考えていきたい。

【SPPへの取り組みについて】

SPP については、２３年度も申請を出したが通らなかった。しかし、山本教授との連携について

は今後もつなげていきたい。今年度１月には「電気の利用」において山本教授と連携をして授業を

行っていく予定である。この実践を来年度以降につなげていきたい。

【動物介在教育について】

学校での飼育活動において、生活科とつなげてより体験的な活動にすることができた。今後も学校

全体として飼育活動の充実を図るため、生活科や理科での年間指導計画の見直しや総合的な学習の

時間などに盛り込んでみるなど、さまざまな可能性を探っていきたい。また、飼育小屋の整備(床の

コンクリート化)を本年度中に行う予定である。

【実験・観察お助け隊について】

大学生の派遣をしてもらうことで授業の充実を図ることができた。また、大学側としても現場での

実践とあり、効果が期待されている。今年度以降も行い、派遣システムの構築を行っていきたい。

【学校環境について】

昨年度から少しずつ取り組んだことで、環境の改善が進んできている。また、今年度中に「学校ビ

オトープ」を作成予定である。ビオトープの整備と授業へどうつなげていくかを研究していきたい。

今年も観察池の古代

ハスの花がきれいに

咲いた。

２２年１０月に行われた「さい

たま市科学教育振興展覧会」に

おいて本校児童が優秀賞を頂い

た。これも理科教育を推進して

きた成果と言える。今後も優秀

な成績をおさめられるようにし

ていきたい。
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ⅢⅢ 平平成成２２４４年年度度のの実実践践計計画画
１ 科学が好きな子ども像からみた課題と実践計画

本校の実践で、本当に科学が好きな子どもが少しずつ育ってきている。しかし、まだまだ課題は多

い。今後さらに科学が好きな子どもが多く育っていくよう、平成２３年度の実践からの評価と今後の

課題を踏まえ、２４年度以降の計画を立てた。継続してさらに深めていく実践や新たに取り組んでい

きたい実践を明確にし、平成２４年度の実践を行っていきたい。

＜新たに取り組んでいきたい実践＞

【大学との連携授業から電気単元の充実へ】

・２３年１月「電気の利用」で行う山本教授との授業をもとに各学年の「電気・エネルギーに関す

る単元」を充実させ、系統的に学べるようにする。

【動物介在教育・レゴブロックを使った科学教育の位置づけ】

・「動物介在教育」と「レゴブロックを使用した科学教育」の実践を生活科や総合的な学習の時間

などで位置づけを行う。

【学校環境の充実～ビオトープの利用～】

・２３年度中に完成予定の「学校ビオトープ」を理科授業の中で位置付けて利用できるようする。

※実験観察お助け隊については、今後も継続して行っていく。

科学が好きな子ども像④

・・学学習習ししたた内内容容をを身身近近なな生生活活のの場場面面ででひひろろげげらられれるる子子

【手だて７をさらに充実させるため】

・・実実生生活活ににつつななががるる体体験験活活動動のの充充実実

科学が好きな子ども像③

・・観観察察・・実実験験ななどどのの結結果果をを整整理理しし、、

分分かかっったたここととややききままりりななどどをを導導きき出出せせるる子子

【手だて５をさらに充実させるため】

・共有するための方法の精選と情報機器の活用

【手だて６をさらに充実させるため】

・思考力を高めるメディア活用の充実

科学が好きな子ども像②

・・自自分分のの考考ええををももっってて表表現現しし、、

科科学学的的にに追追究究ををすするるここととががででききるる子子

【手だて３をさらに充実させるため】

・各学年でのノート指導の定着化

・ワークシートのさらなる工夫

【手だて４をさらに充実させるため】

・各学年での学習履歴の作成手順の明確化

＜問題解決の流れ＞ 科学が好きな子ども像①

・・自自然然事事象象にに興興味味ををももちち、、

自自らら疑疑問問をを見見出出すすここととががででききるる子子

【手だて１をさらに充実させるため】

・問題を見出す体験活動の充実。

【手だて２をさらに充実させるため】

・系統的な問題解決を行うための記録

・問題解決の流れを各学年でシステム化

（大宮北小サイエンス・スタンダートの策定）

結結 論論

自自然然事事象象ととのの出出会会いい

学学 習習 問問 題題

予予 想想・・仮仮 説説

観観察察・・実実験験のの方方法法

観観 察察・・実実 験験

実実 験験 のの 結結 果果

考考察察（（わわかかっったたこことと））

自然事象からの

気づきや疑問
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２ ７つの手だてを充実させるための実践計画

本年度の実践「体験活動から問題を見出すことを重視した単元導入の工夫」は、ある程度の成果を収

めることができたと考えられる。しかし、単元導入についてはさらに研究していかなければならない単元

もある。２２年度の実践「地域の特色を生かした体験活動」と「問題を見出す体験活動」を充実させてい

きたい。この実践計画は問問題題解解決決のの流流れれをを各各学学年年ででシシスステテムム化化にある「大宮北小サイエンス・スタンダー

ト」の一環としていきたい。スタンダート①

＜今まで単元の導入で行ってきた体験活動＞

単元 問題を見出すための単元導入の体験活動

天気の変化 テレビの天気予報見て、天気の変化についての問題を見出す（２２年度の実践）

電流が生み出す力 大型の電磁石で引っ張り合い、自作の電磁石を作って体験（２３年度の実践）

もののとけかた １００ｍｌの水に、食塩とホウ酸をそれぞれとかし、溶け方の違いをみる。

（２３年度の実践）

もののもえかた ビンのふたを閉めたときに消えたろうそくの火を見て、なぜ消えたか考える。

（２３年度の実践）

＜単元導入の例＞

５年『植物の発芽と成長』では、本校の観察池に咲く古代ハスを利用していきたい。そもそも古代ハス

の一種「大賀ハス」は、植物学者・大賀一郎博士が発掘した２０００年前のハスの種子を、研究に研究を

重ねた結果、発芽を成功させたものである。古代ハスの写真から、大賀博士の話を通して、「種子が発芽

する絶対的な条件はなんだろう？」と考えさせていきたい。

５年『魚のたんじょう』では、学校行事での自然の教室を利用していきたい。自然の教室ではイワナを

さばいて塩焼きにする。「イワナにも卵があり、どうやって育つのか知りたい。そのためにイワナは使え

ないがメダカを使って卵の育ち方を調べていこう！」としていきたい。

例としては、５年生だけのものだが、今後研修等を利用して３年～６年までの問題を見出す体験活動

を考えていきたい。

＜子ども像①＞＞自自然然事事象象にに興興味味ををももちち、、自自らら疑疑問問をを見見出出すすここととががででききるる子子

【手だて１をさらに充実させるため】

問問題題をを見見出出すす体体験験活活動動のの充充実実

本本校校でで咲咲くく古古代代ハハスス

大賀博士が２０００年前のハスの種子を発芽させたか

ら学校の古代ハスがきれいに咲いているんだね！私た

ちも大賀博士のように発芽に必要な条件を追究してい

こう！

【【学学習習問問題題のの例例】】

魚魚がが卵卵かからら産産ままれれるるままででのの様様子子をを調調べべよようう

舘舘岩岩少少年年自自然然のの教教室室ででイイワワ

ナナををささばばいいてて塩塩焼焼ききににししたた。。
舘岩で食べたイワナは魚。魚のことをもっとよく

知りたい！どうやって卵を産んで育てるんだろ

う？調べてみよう！

【【学学習習問問題題のの例例】】

植植物物がが発発芽芽すするるたためめのの条条件件がが何何ななののだだろろううかか
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系系統統的的なな問問題題解解決決をを行行ううたためめのの記記録録

「今まで学習してきたことは何か」「今学習することは何か」

「これから学習することは何か」という系統性をもった授業の

工夫をする際、より説得力を得るために今まで学習してきたこ

とを写真や動画等で記録として残していく。記録として残すこ

とで「４年の時にこんな学習をした」という説明と同時にその

時の写真を見せることができる。子どもにとって百の説明より

も一枚の写真のほうが説得力がある。しかし、同じ担任が次の

学年に行けるとも限らない。そこで、学校全体で記録を残す活

動を教員側として充実させていきたい。各学年にデジタルカメラを１台ずつ配布しているので、今後は

各クラスに１台配布して記録を残せるようにしていきたい。

昨年の参加賞で頂いたソニーのデジタルカメラも使用させていただいている。今後も論文を書き続け、

デジタルカメラを学校の理科教育推進に活用させていただきたいと考えている。

問問題題解解決決のの流流れれをを各各学学年年ででシシスステテムム化化（大宮北小サイエンス・スタンダートの策定）

問題解決の流れを各学年の実態に合わせてシステム化し、子どもの問題解決の能力向上を系統的に

行っていきたい。例えば「学習問題」という言葉も、３年生の実態に合わせて「調べたいこと」と変え、

４年生になると「調べたい問題」に変える。そして高学年になって「学習問題」とつなげていきたい。

（スタンダート②）ちょっとした言葉の違いであるが、子どもたちにとってそうした小さなこと一つ一つ

が学習の定着につながっていくと考える。そうしたことをもとにして『大宮北小サイエンス・スタンダ

ート』と称して、大宮北小の理科授業の一定の基準を作っていきたい。

＜大宮北小サイエンス・スタンダート案＞

＜子ども像①＞＞自自然然事事象象にに興興味味ををももちち、、自自らら疑疑問問をを見見出出すすここととががででききるる子子

【手だて２をさらに充実させるため】

系系統統的的なな問問題題解解決決をを行行ううたためめのの記記録録・・問問題題解解決決のの流流れれをを各各学学年年ででシシスステテムム化化

本校で各学年に配布している

デジタルカメラ。落とすのを防

ぐため首かけのストラップを

付けて配布している。

結結 論論

学学 習習 問問 題題

予予 想想・・仮仮 説説

観観察察・・実実験験のの方方法法

観観 察察・・実実 験験

実実 験験 のの 結結 果果

考考察察（（わわかかっったたこことと））

スタンダート②

３３年年「「調調べべたたいいこことと」」 ４４年年「「調調べべたたいい問問題題」」 高高学学年年「「学学習習問問題題」」

自自然然事事象象ととのの出出会会いい

自然事象からの

気づきや疑問

スタンダート①

問問題題をを見見出出すす体体験験活活動動のの充充実実

スタンダート③

各各学学年年ででののノノーートト指指導導のの定定着着化化・・ワワーーククシシーートトののささららななるる工工夫夫

スタンダート④

各各学学年年ででのの学学習習履履歴歴のの作作成成手手順順のの明明確確化化

スタンダート⑤

共共有有すするるたためめのの方方法法のの精精選選とと情情報報機機器器のの活活用用

スタンダート⑥

思思考考力力をを高高めめるるメメデディィアア活活用用のの充充実実

スタンダート⑦

実実生生活活ににつつななががるる体体験験活活動動のの充充実実

スタンダート⑧

電電気気・・エエネネルルギギーー単単元元のの系系統統的的なな学学習習のの充充実実
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ノートやワークシートの指導において、各学年で指導の仕方が異なる場合がある。そうすると今の学年

で学んだことを次の学年で生かしきれない。そこで、問題解決の流れを重視したノート指導・ワークシー

ト指導を各学年の実態に合わせて、一定基準の統一を図っていきたい。この実践計画も「大宮北小サイエ

ンス・スタンダート」の一環としていきたい。スタンダート③

（３年生でのノート・ワークシートの流れ例） （高学年でのノート・ワークシートの流れ例）

学習の履歴を作成することで、子どもの意識の流れを明確化させることができる。この作成についても

授業の中で順次行っていけるよう工夫をしていきたい。例えば、３年、４年では実験の流れを１枚の模造

紙にしているが、５・６年では単元の流れを１枚の模造紙にして計画としていくようにした。そうした学

習履歴の作り方をある一定の基準でマニュアル化して理科授業につなげていきたい。この実践計画も「大

宮北小サイエンス・スタンダート」の一環としていきたい。スタンダート④

＜子ども像②＞自自分分のの考考ええををももっってて表表現現しし、、科科学学的的にに追追究究ををすするるここととががででききるる子子

【手だて３をさらに充実させるため】

各各学学年年ででののノノーートト指指導導のの定定着着化化・・ワワーーククシシーートトののささららななるる工工夫夫

調調べべたたいいこことと

予予 想想

実
験
の
方
法

比べる

わわかかっったたこことと

実
験
の
結
果

学学習習問問題題

予予 想想・・仮仮説説

実実験験計計画画

材材料料・・計計画画

見見通通ししななどど

考考察察・・結結論論

実実験験のの結結果果

※※計画と照らしあ

わせてどうなっ

たか？

＜子ども像②＞自自分分のの考考ええををももっってて表表現現しし、、科科学学的的にに追追究究ををすするるここととががででききるる子子

【手だて４をさらに充実させるため】

各各学学年年ででのの学学習習履履歴歴のの作作成成手手順順のの明明確確化化

自分の予想に対

して結果はどう

だったのか？実

験の方法と実験

の結果を比べる

ことを重点にお

いてノート・ワ

ークシートを書

かせていきた

い。

学習問題にたいして結論はどうなったのか。つ

ねに問題に振り返って解決していくことに重

点を置いてノート・ワークシートを書かせてい

きたい。

３・４年生では１つの実験で

の問題解決の流れを重視し

ていきたい。予想や方法で子

どもの考えが反映できるよ

うな履歴の作成をしていけ

るようにする。

５・６年生に関しては１つの

実験ではなく、単元での問題

解決の流れを重視した履歴

にしていきたい。予定時数を

記入し、見通しをもたせるよ

うにしたい。



20

実験結果の共有をしたことで、結論に説得力が出て、子どもたち自身も納得することができた。単元

によっては表にして共有するだけでなく、記録をグラフにしてみると変化がわかりやすいと考えられる。

共有するスタイルを単元によって変え、考察のしやすいものにしていきたい。また、共有する表やグラ

フなどは、情報機器を効果的に活用して共有していきたい。スタンダート⑤

【実験の結果が数値化できないものなどは】

（例）５年『流れる水のはたらき』

・まっすぐな川の流れでどこが削れるか調べた実験の結果

１ 班 真ん中が削れていた。

２ 班 真ん中のしたの方が削れていた。

３ 班 真ん中がよく削れていた。

４ 班 外側よりも真ん中が削れていた。

５ 班 真ん中が削れていた。

６ 班 中のほうが削れていた。流れが速かった。

７ 班 真ん中がよく削れていた。

（例）５年『ふりこのきまり』

・どうしたらふりこの速さを変えられるのかの実験の結果

グラフなどに表す

＜子ども像③＞観観察察・・実実験験ななどどのの結結果果をを整整理理しし、、分分かかっったたここととややききままりりななどどをを導導きき出出せせるる子子

【手だて５をさらに充実させるため】

共共有有すするるたためめのの方方法法のの精精選選とと情情報報機機器器のの活活用用

実験の結果記録が記述のもの

である場合は表にしてまとめ

るのが有効であると考える。結

果のキーワードとなる言葉に

赤線を引くなど、わかりやすい

ようにしたい。

実験の結果が数値化でき

るものであれば棒グラフ

や円グラフ・折れ線グラフ

などに表していくことも

できる。

理科室や各教室に５０インチの大型テレビがある。ノー

ト型コンピュータを接続し、エクセルのデータ作成し、

入力すると自動的にグラフにして表示されるようになれ

ばさらにわかりやすいと考えられる。

黒板による板書だと、授業の後に消さ

なくてはならない。しかし、写真記録

として残せておけば有効に使う事が

できると考えられる。記録した写真を

デジタルカメラを接続して大型のテ

レビに映すこともできる。
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今までメディアというのは教師が使うことが多かったが、子ども自身が操作をして記録し、考察のため

のツールにすることはかなり有効だと考えられる。単元によっては動画でなく、静止画を有効に活用でき

るものもあると考える。単元によってメディアの活用方法を考えていきたい。また、子どもたちが思考力

を高められるようなメディア活用をしていきたい。スタンダート⑥

動画で記録するのが有効だと考えられる単元 静止画で記録するのが有効だと考えられる単元

５年『流れる水のはたらき』 ４年『天気と気温の変化』

５年『ふりこのしくみ』 ５年『天気の変化』

４年『もののあたたまりかた』 ５年『植物の発芽と成長』

６年『水溶液の性質とはたらき』 ６年『植物のからだのはたらき』

＜子ども像③＞観観察察・・実実験験ななどどのの結結果果をを整整理理しし、、分分かかっったたここととややききままりりななどどをを導導きき出出せせるる子子

【手だて６をさらに充実させるため】

思思考考力力をを高高めめるるメメデディィアア活活用用のの充充実実

ふりこのふれる速さを観察するなどの「動き」をよく見

るための実験においては動画の活用が有効であると考え

られる。子どもたちは動いている様子に焦点を合わせて

考えながら撮影している。

天気の変化や雲の形を観察する

などの「変化」をよく見るための

実験・観察などには静止画で撮影

することが有効であると考える。

同じ位置・同じ方向で撮影をする

と雲の動きの違いがとらえやす

い。子どもが、条件をなるべくそ

ろえることが必要であることを

学習することができる。

曇曇りりのの日日

晴晴れれのの日日

動画で撮影するのが有効な実験でも、子どもたちがワークシートに書く図などはいわゆる「静止

画」である。また、予想や実験方法などで書く図などは、子どもが一番見たいと思っている場面

であると考えられる。ワークシートに図式化するのだけではなく、静止画でねらいを定めて記録

することもねらいをもった実験の技能であると考えられる。変化の様子を３枚に限定して撮影す

るなどと制限をかけて操作させると、思考をこらして撮影をするのではないかと考えられる。

実実験験のの方方法法（（静静止止画画）） 実実験験のの結結果果（（静静止止画画））
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単元の終末に実生活につなげた活動を入れることによって実感を伴った理解をすることができたと考

えられる。来年度はさまざまな単元での可能性を考えていきたい。例えば「大地のつくりと変化」などい

わゆる再現などが難しい「B区分」について、実感の伴った理解をさせるためにはどうしたらいいかを考

えていきたい。この実践計画においても「大宮北小サイエンス・スタンダート」の一環としていきたい。

スタンダート⑦

＜６年『大地のつくりと変化』の例＞

＜５年『流れる水のはたらき』の例＞

流れる水にはどのような働きがあるのか？モデル実験を通して追究を重ね、問題を解決した後に実際に

川の観察を行っていく。そのまま川の観察で終わってしまうと「流れる水のはたらき」ではなく、「川の

はたらき」という意識になってしまう。その後の実感を伴った理解を図るために、地域にある川を利用し

て川の氾濫をふぜぐための方法を考えるようにしたい。本校の近くには芝川という川があり、場所によっ

ては昔から川の氾濫があった。そうした川の危険性を「もし川の水が増水したら？」を想定して防災マッ

プを作成していきたい。

＜子ども像④＞学学習習ししたた内内容容をを身身近近なな生生活活のの場場面面ででひひろろげげらられれるる子子

【手だて７をさらに充実させるため】

実実生生活活ににつつななががるる体体験験活活動動のの充充実実

６年『大地のつくりと変化』では、地層を実際に

見るという活動もあるが、本校の地域で地層が見

えるところはない。では、どうすれば地域の地層

を実感できるか？記録として残っている「ボーリ

ング資料」などを活用して地域の地層を実感させ

たい。また、地域には市立の博物館や県立の博物

館がある。社会科で見学することもあるが、地域

の昔の土地の様子などを知るためにも、理科とし

ても博物館などを活用していければと考える。
徳徳島島県県 鳴鳴門門のの地地層層

個個人人的的にに撮撮影影ししたたももののだだがが、、ここううししたた資資料料

はは地地層層のの参参考考資資料料ととししてて活活用用さされれややすすいい。。

流流れれるる水水ののははたたららききににつついいてて考考ええるる モモデデルル実実験験をを通通ししてて問問題題をを解解決決すするる

地地域域ににああるる川川をを観観察察（（芝芝川川））芝芝川川のの氾氾濫濫をを防防ぐぐ

「「防防災災ママッッププ」」をを作作成成すするる。。
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３ 新たに取り組んでいきたい実践の計画

（１） 大学との連携授業から電気単元の充実へ

本年度、埼玉大学山本教授との連携した実践としてSPP によるものづくりの充実をさせる授業を実践

と、２４年１月、６年「電気の利用」にて行う予定である。その授業をもとに、来年度は各学年の「電気・

エネルギーに関する単元」を充実させ、系統的に学べるようにする。この実践計画においても「大宮北小

サイエンス・スタンダート」の一環としていきたい。スタンダート⑧

３３年年『『明明かかりりををつつけけよようう』』

４４年年『『電電気気ののははたたららきき』』

６６年年『『電電気気のの利利用用』』

５５年年『『電電流流ががううみみだだすす力力』』

平成２２年１１月～１２月

５年『電流がうみだす力』

SPPの実践として山本教授と授業を行った。

平平成成２２４４年年１１月月 ６６年年『『電電気気のの利利用用』』山山本本教教授授とと連連携携ををししてて授授業業をを行行うう。。

テテーーママ「「定定量量的的なな実実験験をを行行ううここととががででききるる電電気気単単元元のの研研究究」」

ねねららいい：：蓄蓄電電・・電電気気のの消消費費をを数数値値化化でで表表わわすすここととががででききるる教教材材をを開開発発しし、、定定量量的的なな実実験験をを行行うう中中でで、、

実実感感をを伴伴っったた理理解解をを図図るるここととががででききるるよよううににすするる。。

手回し発電機でコンデンサを蓄電すると１００％

蓄電できたかを確かめるのは難しい。また、蓄電し

た電気をどのくらい使ったか数値化することができ

ればより正確な事件結果をうみだすことができると

考えられる。

山本教授がそうした教材の開発を行い、本校児童

６年生にて教材を使用し授業を行う。教材の教育的

効果を考察していく。

どのくらいたまってるのか

な？ためた量を知りたいな。

平平成成２２４４年年度度のの実実践践

電電気気・・エエネネルルギギーー単単元元のの系系統統的的なな学学習習のの充充実実

六
年
『
電
気
の
利
用
』

三
年
『
電
気
の
通
り
道
』

四
年
『
電
気
の
は
た
ら
き
』

五
年
『
電
流
が
う
み
だ
す
力
』

豆電球やモ

ーターを使

用し、電気を

通すか通さ

ないかを「比

較」しながら

問題解決を

していく。

モーターを

使用し、電

気の強さや

＋や－働き

についての

「 関 係 づ

け」ながら

問題解決を

していく。

電磁石が利用さ

れてモーターが

作られているこ

とをおさえる。

モーターのはた

らきで電気を作

ることができる

ことをおさえ

る。

４学年を通して

「モーター」を教材に

して問題解決をおこな

っていきたい。



24

（２）「動物介在教育」「レゴブロックを使った科学教育」の位置づけ

「動物介在教育」

学校飼育活動は、飼育小屋に生き物がる限り

行っていかなければならない。また、飼育動物

に休みはない。今回の「動物介在教育推進モデ

ル校」の指定を受けて実践を重ねるたびに特に、

そのことを実感した。２年間の研究を生かして

今後の学校飼育活動を充実させていきたい。土日や長期休業日での飼育活動においても、保護者の協力を得

ながら学級での動物のホームステイや学校飼育ボランティアとの休業中の飼育活動を充実させていきたい。

「レゴブロックを使った科学教育」

１１・・２２年年生生活活科科のの年年間間指指導導計計画画

２２年年生生活活科科でではは、、ウウササ

ギギのの飼飼育育をを中中心心にに行行っっ

てていいくく、、そそのの際際、、学学校校

獣獣医医師師のの西西角角井井先先生生とと

連連携携ををししてて、、飼飼育育活活動動

をを充充実実ささせせてていいききたた

いい。。

１１生生活活科科でではは、、モモルルモモッットトのの飼飼育育をを

中中心心にに行行っってていいくく。。そそのの際際、、大大宮宮公公

園園小小動動物物園園のの飼飼育育員員ささんんををゲゲスストトテテ

ィィーーチチャャーーににおお招招ききしし、、授授業業をを行行っっ

てていいききたたいい。。中中学学年年ににななるるとと、、飼飼育育活活動動かからら遠遠ざざかかっっててししままうう

ののでで、、学学級級活活動動やや総総合合的的なな学学習習のの時時間間ななどどにに位位置置

付付けけてて飼飼育育活活動動をを充充実実ささせせてていいききたたいい。。

高高学学年年でではは「「飼飼育育委委員員会会」」をを中中心心にに学学校校全全体体ででのの

体体験験活活動動をを行行っってていいききたたいい。。

昨年度、SPP に参加し、購入した「レゴ・サイエンステク

ノロジー基本セット」と「エネルギーセット」。５年『電流

がうみだす力』ではものづくりの場面で使用したので、ど

こか脇役的なものになってしまった。理科の授業の中で取

り入れることは難しいので「総合的な学習の時間」におい

て科学教育をテーマとして使用していきたい。そのための

単元計画や年間指導計画の作成を今後、行っていきたい。

子どもたちは、本来も

のづくり自体は好きで

ある。さらに好奇心を

高めるレゴブロックを

教材として授業を行う

ことは、ある一定の効

果が得られると考えら

れる。そこにどう科学

をつなげていくかを研

究し、単元を作成して

いきたい。５年『ふりこのきまり』のおもちゃづくりの

場面でもレゴブロックを活用した。理科や生

活科などでも活用できそうな単元では使用し

ていきたい。



25

（３）学校環境の充実 ～ビオトープの利用～

本年度中に学校ビオトープが完成予定である。観察池と

つなげて自然豊かなものにしていきたい。ビオトープに植

える植物は、地域にある「氷川神社」の敷地に生息してい

る植物を調査し、植えることにした。地域の特色を生かし

ていけるビオトープとして来年度以降活用していきたい。

４年理科では１年間の自然の観察を通して、春から冬への

移り変わりを学習していく。学校ビオトープを教材とし、

植物や昆虫の移り変わりを学んでいけるようにしていき

たい。

（４）科学教育振興展覧会・理科教育研究発表会への挑戦

昨年度はさいたま市科学教育振興展覧会において「優秀賞」をとることができた。これは大宮北小学

校にとって十数年ぶりになるという。こうした展覧会に参加するために夏休みの自由研究に意欲的に取

り組む子どもたちを育てていきたい。そうした子どもが本当の意味での「科学が好きな子ども」である

と考えるからである。展覧会や発表会で優秀な成績をおさめられる子どもを育てていきたい。

４ おわりに

本校が理科・生活科教育を研究してきて３年、少しずつではあるが、私たちが求める「科学が好きな

子ども」に育ちつつある。しかし、まだまだ課題は多い。本当の意味での科学が好きな子どもを育てる

ために、大宮北小学校全体で科学が好きな子どもを育てる教育を推進していく決意である。

研究代表・執筆者 中 村 誠（学校課題研究主任・理科主任）

学学校校ビビオオトトーーププ予予定定地地

学学区区内内ににああるる氷氷川川神神社社

氷氷川川神神社社のの敷敷地地にに生生息息ししてていいるる

植植物物をを植植ええ、、地地域域ににああるる昔昔かからら

のの自自然然をを大大切切ににししてていいききたたいい。。

４４年年理理科科『『季季節節とと生生物物』』ににてて活活用用

７７月月にに『『理理科科・・自自由由研研究究ののすすすすめめ』』をを配配布布

２２学学期期にに提提出出さされれたた自自由由研研究究のの

中中かからら理理科科部部ににおおいいてて科科学学展展出出

場場者者とと研研究究発発表表会会出出場場者者をを選選出出

１１００月月

「「ささいいたたまま市市

科科学学教教育育振振興興展展覧覧会会」」

１１１１月月

「「ささいいたたまま市市理理科科教教育育

研研究究発発表表会会予予選選」」

科学教育振興展覧会については、最優

秀賞になると埼玉県へ出展できる。そ

のような子どもを育てていきたい。

理科教育研究発表会においても、予選を通る

と、さいたま市大会があり、また勝ち上がると

い埼玉県大会がある。そうした結果が残せる子

どもたちを育てていきたい

昨昨年年度度、、理理科科教教

育育研研究究発発表表会会

にに出出場場ししたた子子

どどももたたちち。。意意欲欲

的的にに研研究究ししてて

いいたた。。
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