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Ⅰ はじめにⅠ はじめに

１ ６年目を迎えて

（１） これまでの取り組みから

本校の学校教育目標は、『未来をめざし、健康で自ら学ぶ心豊かな一中生を育成する』である。

それを受け、本校ではこれまで科学が好きな子ども像を以下のように定義してきた。

【科学が好きな子ども像】

なぜを大切にし、自ら考え、表現しようとする子ども

また、以下の３点を科学が好きな子どもの望ましい姿として思い描いてきた。

【科学が好きな子どもの望ましい姿】

①自然の事物・事象の疑問点に興味を示す感性をもっている子ども

②主体的に課題解決に向けて粘り強く取り組む子ども

③学んだことを生かし、様々な視点で考え、意志決定する態度を身に付けている子ども

この３つの姿の具現化に向け、地域の理科素材の教材化や気付きの質を高める教材の工夫、探

究的な学習を取り入れた指導計画の作成とその授業実践など、２０１１年度の計画として掲げた

内容に取り組んできた。

科学が好きな子どもへの成長を確認するためには、理科が好きかどうかといった単純なアンケ

ート調査だけではその成長を把握しきれないと考えている。なぜなら、科学が好きな子どもの姿

として思い描いているものが、関心・意欲・態度、思考・表現・判断など、数値として表すこと

が難しいものだからである。そこで、ワークシートの記述や感想文を分析したり、授業後のコメ

ントを累積したりするなどして、子どもの変容を捉えることとした。いくつかの実践では、発言

や取り組みの様子から変容を捉えるために、授業の様子をビデオ撮影し、ビデオ分析を行うとい

った方法も取り入れた。このように目には見えないものを目に見えるものに変え、分析、比較す

ることを心がけてきた。その結果、実践を通して感性、創造性、主体性が育まれ、科学が好きな

子どもへの成長を確認することができた。

このように、計画の有用性についても検証することができたが、評価したものを、次なる計画、

実践に結びつけていきたい。まさに「指導と評価の一体化」の姿勢こそが大切であり、常に実践

を見直しながら、科学が好きな子どもへの成長をめざしていきたい。

（２） 科学が好きな子ども像・科学が好きな子どもの望ましい姿の見直し

２０１１年度の実践を経て、科学が好きな子ども像と、科学が好きな子どもの望ましい姿につ

いて、見直し（評価）をした結果、一部修正をすることにした。

科学が好きな子ども像の「なぜを大切にし、自ら考え」までは変更しない。これは、学校教育

目標の「自ら学ぶ心豊かな一中生」に通じるものである。ただし、「表現しようとする」という

部分を「創造しようとする」と修正する。これは、学校教育目標の「未来をめざし」をより具現

化するためであり、「表現する」以外の活動も含むことを意図している。

【新・科学が好きな子ども像】【新・科学が好きな子ども像】

「なぜ」を大切にし、自ら考え、創造しようとする子ども

これを受け、２０１１年度論文の科学が好きな子どもの望ましい姿の「創造性」に関する項目

の見直し（評価）も行った。
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これまでは、「意志決定する態度を身に付けている子ども」と定義していた。しかし、意志決

定に留まらず、さらに行動したり、表現したりしようとする姿こそが創造性をもった子どもの姿

であると考えた。また、２０１２年度の計画では、特に「創造性」の育成をめざしたいと考え、

３番目としていた記載順序も２番目に上げることにした。

【新・科学が好きな子どもの望ましい姿】【新・科学が好きな子どもの望ましい姿】

①自然の事物・現象の疑問点に興味を示す感性をもっている子ども

②学んだことを生かし、様々な視点で考え、表現しようとする創造性をもっている子ども

③課題解決に向けて粘り強く取り組む主体性をもっている子ども

※③は表現・語尾を①②と揃えた。

２ 子どもの実態と「つながりプロジェクト２０１２」について

２０１１年３月１１日に歴史的な規模の地震が起こった。それからしばらく後、大震災につい

ての感想文を書かせたところ、自然の事物・現象の疑問点に興味を示す子どもの感性が顕著に表

れてきた。特に出現頻度の多い語句（キーワード）を抽出したものを資料１に示す。

【資料１】感想文のキーワードによる集計結果（複数回答可）

キーワード 具体的な記述例 人数 割合(96 名中)

被災地（者）への思い 自分に何かできることはないか、尊い命が失われた悲しみ ６７ ７０．０%

地震、余震への恐怖 なぜ余震が続くのだろうか、屋根瓦が落ちてきた理由 ６０ ６２．５%

津波について、津波の被害 なぜ大津波が起こったのか、自然の力の大きさ、被害の理由 ５６ ５８．３%

節電 計画停電が必要な理由、学校でも家庭でも節電に協力したい ４５ ４６．９%

原子力発電所の事故 放射性物質の恐怖、なぜ事故を防ぐことができなかったのか ４３ ４４．８%

防災技術への意識の高まり なぜ被害が大きくなってしまったのか、 ３７ ３８．５%

募金への協力 復興のために少しでも力になりたいので募金に協力したい ２０ ２０．８%

その他 なぜライフラインが断たれたのか、今ある命に感謝等 １２ １２．５%

この結果、被災地（者）への思いが最も高い割合を占めた。震災後、連日報道される被災地（者）

の様子に心を痛めながらも、何かできることはないかと考えている子どもの実態に、心温まるも

のを感ぜずにはいられない。

ただ、注目すべきは、「なぜ」や「理由」という言葉の出現頻度の多さであり、ここに自然の

事物・現象の疑問点に興味を示す感性をもっている子どもの実態を確認することができる。

一方、本年度の夏休みの課題である「ひとりいち研究」では、「なぜ銚子市と旭市では津波の

被害が大きく違ったのか」というテーマでレポートをまとめた子どもがいた。疑問点を出発点と

して、自ら解決しようと粘り強く取り組み、表現しようとした創造性、主体性の現れている好例

である。今後も、このような感性を育みながら、さらに多くの子どもの創造性、主体性を育んで

いくことにより、一人でも多くの科学が好きな子どもの育成に力を注ぐ所存である。

地震や津波でみた自然の力の大きさ、自然の前に人間はあまりにも無力であることを痛感させ

られた。しかし、我々が生命をつなぎとめ、今後も自然と共生していくためには、エネルギー問
い の ち

題や防災技術の向上など、科学を生かし、つながっていくことが不可欠である。そのためには、

身のまわりの事物・現象に「なぜ」と感じる経験を理科学習につなげたり、既習の学習内容や生

活経験を理科学習につなげたり、さらには学習しようとする意欲をつなげたりしていくことが大

切だと感じた。これらのことから、本論文の副題を「つながりプロジェクト２０１２」とし、筆

を進めていくこととする。
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Ⅱ ２０１１年度（２０１０年９月～２０１１年９月）の実践Ⅱ ２０１１年度（２０１０年９月～２０１１年９月）の実践

１ ２０１１年度の計画について

昨年度は、科学が好き

な子どもを育成するため

に右図（資料２）のよう

なプロジェクトを提案し、

主に理科の授業を通して、

感性、主体性、創造性そ

れぞれの側面から育んで

いくことをねらいとした。

そこで、今後、科学が

好きな子どもの育成に向

けた取り組みをさらに発

展させていくためにも、

計画の実践と成果を紹介

し、さらには今後の見通

しについても触れてみた

い。

２ 感性を育む取り組みについて

「なぜ」という知的好奇心を刺激し、感性を育む取り組みとして実践したもの（プロジェクト

１・２）について紹介する。

（１） Entry Point を広げた理科授業

Entry Point を科学への入り口と捉え、理科の学習内容をものづくりや数学・文学といった科学

とは別のフィルターを通すことにより、知的好奇心を刺激し、気付きの質を高め、感性を育むこ

とをねらいとした取り組みである。２つの授業実践例を紹介する。

授業実践１ １年生「大地の変化」 【２０１１年２月実施】

「鉱物」の学習では通常、火山灰や軽石に含まれる鉱物と火山との関わりについて理解するた

めに、火山灰土の中から鉱物を洗い出し双眼実体顕微鏡などを使って観察・分類を行う。さらに、

この後の火成岩との学習とも関連させていくこととなる。子どもの「鉱物」に対するイメージを

聞き、以下のものが確認された（資料３）。

【資料３】「鉱物」に対するイメージ

かたいもの、汚い石、イメージがわかない、黒色や白色の石、どこかに埋まっている、

地球の大切な資源、崖や洞穴から採れる、古いもの、多くの種類がある

上記の資料からは鉱物への関心が高まっている内容のものはほとんど見られず、知的好奇心が

刺激されている様子もない。そこで、宝石と呼ばれる鉱物を教材とし、「Ｍｙ鉱物標本」の製作

に取り組むこととした。ここでの Entry Point は、広い意味での「ものづくり」とした。以下に

Ｍｙ鉱物標本の製作について紹介する（次頁資料４）。

【資料２】２０１０年度「ソニー科学教育プログラム」本校の論文より
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【資料４】Ｍｙ鉱物標本の製作について

○準備するもの（写真Ａ）

・プラスチックケース（標本のケースとして使用）

・のり（鉱物を用紙に貼るために使用）

・ケース（８種類の鉱物を入れるために使用）

・鉱物８種類

（アクアマリン、アメシスト、ターコイズ、ラピスラズリ、

ペリドット、シトリン・トパーズ、ヘマタイト、セキエイ）

○方法

鉱物をケース

からピンセッ

トを使って取

り出し、鉱物

貼付用紙に貼

る。（写真Ｂ）

標本用ケース

に入れて完成。

（写真Ｃ）

授業実践２ ３年生「細胞と生物のふえ方」 【２０１０年１１月実施】

遺伝の規則性を調べる学習では、交配実験の結果などにも

とづき、親の形質が子や孫に伝わるときの規則性を見出すと

ともに、遺伝現象の規則性は、遺伝子のはたらきによること

を理解する。学習テーマを「メンデルの発見に迫る」と設定

し、自然界における多数のＡａ（アルファベットは遺伝子記

号であり、Ａは優性遺伝子、ａは劣性遺伝子を表す）同士の

かけ合わせで、子に現れる形質に何か規則性はあるのかにつ

いてモデル実験を行い考えさせた。

遺伝に関わる形質をモデル（遺伝子をＢＢ弾に見

立てる）（写真Ｄ）で表すことにより、かけ合わせた

ときにどのような形質が現れるのかを簡単に調べら

れるようにした。ふたにＢＢ弾がちょうど１つ出る

ように穴を開けたフィルムケースの中には黄色（優

性の形質）と緑色（劣性の形質）のＢＢ弾が１０個

ずつ合計２０個入っている。２人１組となり、ＢＢ

弾を１個ずつ取り出して、どのような形質が現れる

かを調べていった（写真Ｅ）。

クラスで得られた結果をすべて足し合わせると、

優性の形質が現れる場合が６０２２、劣性の形質が現れる場合が２００１となり、限りなく３：

写真Ａ：写真左はアメシストの研磨片

写真Ｂ：標本製作に夢中で取り組む 写真Ｃ：感性を育むＭｙ鉱物標本

写真Ｄ：ＢＢ弾を使った形質モデル
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１（優性の形質が現れる場合：劣性の形質が現れる場合）という数値に近づく結果が得られ、メ

ンデルの発見に迫る学習となった。ここでの Entry Point は、「数学」とした。

成果と今後の見通し

「なぜ、同じ鉱物なのにこんなにも輝きが違うの」といった疑問がＭｙ鉱物標本の製作を通し

て子どもから出てきた。宝石そのものの魅力、しかもそれがこれまで学習してきた鉱物であると

いうことのずれが知的好奇心を刺激し、気付きの質を高め、感性を育むことにつながったものと

考えられる。また、遺伝の学習で形質モデルを用いた取り組みについても、遺伝というミクロの

世界の営みがＢＢ弾によって可視化されること、また遺伝の規則性は数学の確率で説明がつくこ

と、これらが子どもの知的好奇心を刺激し、感性を育む取り組みとなった。今後の見通しについ

ては、次頁「（２）銚子の理科素材を活用した理科授業」とあわせて述べることとする。

（２）銚子の理科素材を活用した理科授業

銚子の理科素材を教材として活用し、「なぜ」を大切にすることにより、知的好奇心を刺激し、

感性を育むことをねらいとして、以下のような実践を行った。

授業実践 ３年生「自然と人間」 【２０１０年９月実施】

「犬岩」（写真下）とは、銚子の“犬吠”の由来にもなっている場所であり、この名は、“義

経伝説”（資料５）に由来する。銚子の原点とも呼ぶことのできるこの舞台で、感性を育む授業

は行われた。

【資料５】義経伝説と犬岩

犬岩を構成する岩体は、関東地方で最も古い約１億５

千万年前のものであり、貴重な自然的価値をもつ。本授

業はきわめて特別な場所で行われていることを説明し、

感性に揺さぶりをかける。

ここではまず、犬岩周辺の岩体が正断層によって切ら

れている様子を確認する（写真右）。次に犬岩自体も多数

の正断層で切られていることを確認し、このような犬岩

及び周辺露頭で見られる正断層の様子から、本地域は浸

食に対して弱いことがわかり、犬岩の特徴的な耳は風化

の産物であるともいえる。

銚子に住んでいながら、初めて犬岩を見たという子どもが多く、文学的な要素としても紹介し

た義経伝説由来の話などを驚きの表情で聴いていた。

犬岩の全体像

源義経が、兄の頼朝に鎌倉から追われる途中、この

地に滞在した。滞在中に、愛犬の若丸が平家の亡霊に

取り憑かれ、一緒に旅を続けることができなくなった。

そのため、義経は外川から船で奥州へ逃れる際、泣く

泣く愛犬を残して旅立った。海岸に残された若丸は、

主人を慕って七日七晩鳴き続け、８日目に犬の姿が消

え、犬の形をした巨岩が現れた。若丸に同情した住民

は、この巨岩を“犬岩”と名付けた。

犬岩全体に正断層の様子が確認できる

犬岩
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また、犬岩周辺では、犬吠層群最下層の名洗層（約５１０万年

前）が露出し、愛宕山層群（約１億５千万年前）を不整合に覆う

場所（写真右）も確認することができる。

地層には、古い地層の上に新しい地層が堆積するという地層累

重の法則がある。しかし「なぜ不整合面を境に、１億５千万年前

と５１０万年前という年代が大きく違う地層が隣り合っているの」

といった疑問が子どもから出た。関東地方の台地の成り立ちと関

連があり、太平洋プレートの沈み込みなどが原因で土地が高くな

り、銚子はその最も高い部分にあたるのでこのような貴重な地質

を見ることができると説明を加えた。

成果と今後の見通し

本物を目の前にして行われた授業は、文学の世界と時間の雄大な流れという Entry Point に科

学的な思考が加わることで、子どもに「なぜ」という疑問を生み出させ、確かな知的好奇心の芽

生え（感性の育み）を確認することができた。本校が目指す科学が好きな子どもの望ましい姿の

ひとつである「自然の事物・現象の疑問点に興味を示す感性をもっている子ども」の育成に近づ

くことができたと考えている。

ただし、Entry Point を広げた理科授業と、銚子地域の理科素材を活用した理科授業のどちらも

教材の工夫やその活用といった点で性質が非常に似ている。そこで、来年度はこれら２つを統合

した形にして実践していくこととする。

３ 主体性を育む取り組みについて

なんとしても解決に向けてやってみようという探究心を育み、主体性を育む取り組みとして実

践したもの（プロジェクト３～５）について紹介する。プロジェクト４・５のサイエンススキル

を育む理科授業とオリジナル学習カリキュラムによる理科授業はまとめた形で報告する。

（１）探究的な学習に取り組む理科授業

探究的な学習を取り入れた指導計画を作成し、教材を工夫して観察、実験を行う。これにより、

子どもに自主的・意欲的に観察、実験に取り組ませ、主体性を育むことをねらいとした取り組み

である。以下に授業実践例を紹介する。

授業実践 １年生「身の回りの物質」 【２０１１年６、７月実施】

本単元は、中学校で学習する最初の化学分野の内容である。試料中の化学成分の種類や存在量

を解析したり、解析のための目的物質の分離方法を研究したりする分析化学の基礎を身に付ける

単元であるとも考えている。

次頁資料６の２～８時限（６時限目は除く）までが探究的な学習を取り入れた部分でありプラ

スチックの性質、白い粉末の性質、金属の性質、それぞれに２時間ずつ配分して実践した。２時

間の内訳としては、導入・仮説・計画を立てることに１時間、実験１時間の内容とした。このよ

うな探究的な学習を繰り返すことにより、子どもは次第に主体的に粘り強く取り組む姿へと変容

していき、主体性が育まれていくだろう。さらには事物・現象を科学的に捉え、考えるといった

科学的な思考力も身に付くものと考えた。具体的な手だてとしては、教材の精選や導入方法・ワ

ークシートの工夫を行った。検証方法の１つめとして、行動・発言に着目し、主体的に課題解決

不整合面（黄色線）

名洗層（約510万年前）

愛宕山層群（約1億5千万年前）



- 7 -

に向けて粘り強く取り組む子どもの姿を追うためにビデオ分析を行った。２つめに、ワークシー

トの記述や実施後の感想文の記述についても分析を行った。検証の内容も含め、探究的な学習の

実践とあわせて述べる。

【資料６】「身の回りの物質」の指導計画（８時間）

時限 項目 学習内容と教材

１ ガスバーナーの使い方 ○安全面への配慮も含め、ガスバーナーの正しい操作方法を学ぶ。

【探究的な学習①】 ○身の回りにあるプラスチックに関心をもち、性質の違

2、3 プラスチックの性質を いに着目して、実験の仮説・計画を考える。

調べる ◎５種類のプラスチックの同定を行う。

教材（ＰＰ、ＰＥ、ＰＥＴ、ＰＳ、ＰＶＣ）

【探究的な学習②】 ○身の回りの物質に関心をもち、性質の違いに着目して、

4、5 白い粉末の性質を調べ 実験の仮説・計画を考える。

る ◎６種類の白い粉末の同定を行う。

教材（食塩、小麦粉、重曹、グラニュー糖、減塩、片栗粉）

6 天秤やメスシリンダーの使い方 ○天秤やメスシリンダーの基本操作を身に付ける。

【探究的な学習③】 ○金属の性質に関心をもち、金属には導電性や金属光沢など共通の性質

7、8 金属の性質を調べる があることを見いだす。実験の仮説・計画を考える。

◎６種類の金属の同定を行う。

教材（アルミニウム、銅、鉄、ニッケル、チタン、ステンレス）

探究的な学習①「プラスチックの性質を調べる」

導入「どちらがプラスチックでできているかな」

金属製とプラスチック製のスコップ（どちらも黒色）を提示し、どちらがプラスチック製のス

コップかを尋ねた。その後、なぜプラスチック製だと思ったのかその理由について意見を求めた。

【子どもの意見例】

・持ち手の部分の模様の様子から→加工しやすい→プラスチックは加工しやすいから

・持っている手の筋肉の様子→軽そうに持っている→プラスチックは軽いから

このように、プラスチックにはいくつかの固有の性質があることを確認した後、５種類のプラス

チックを提示した。

導入から課題提示、仮説を立てるまでの流れ

５種類のプラスチックを提示してから仮説を立てるまでの流れは以下の通りである。

教師 ：今回のテーマは「５種類のプラスチックを特定せよ」です。

Ａ男 ：なんかミッションみたい。

教師 ：その通り。ミッションです。

教師 ：さて、見た目で分かりますか？

Ａ男 ：全く分からない。

Ｉ子 ：これで特定できたらすごいよ。

教師 ：特定するためには何が必要？

Ａ男 ：実物。

教師 ：ここにあります。

Ａ男 ：実験器具。
５種類のプラスチック 情報シートが入っている封筒を提示
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教師 ：ここにあります。（少し間を置いて）

Ｋ男 ：５種類のプラスチックそれぞれについての情報。

教師 ：そうですね。特定するためには情報が必要になります。特定といった場合、犯人

を特定するなどがあります。例えば、５人の容疑者の中から犯人を特定するために

は、アリバイや指紋などといった情報がなければ特定できませんね。

子ども：（なるほどといった様子）

教師 ：このミッションをクリアするための情報がこの最高機密文書（Top Secret と書かれ

た封筒）の中の情報シート（資料７）に書かれています。

子ども：（何だ何だという様子や笑い）

教師 ：情報シートを使ってどのように特定していけばよいか考えてみましょう。

仮説を立てるための支援（ワークシートの工夫、時間の確保、情報シートを活用したフローチャートの作成）

目的意識をもって観察・実験などを主体的に行い、課題を解決するなど、科学的に探究する学

習を進めていくためには、仮説をしっかり立てる必要がある。そこで、仮説を立てるために行っ

た支援について紹介する。

時間の確保とワークシートの工夫について

時間の確保については、導入後の２０～２５分間を仮説を立てる時間に充てた。（早く終えた

子どもには、仮説に基づく計画を立てるよう指示した。）ワークシートの工夫については、きち

んと整ったフローチャートを作成することができるように、仮説を記述する部分に薄く罫線を引

いておき、さらに線を引くときには定規を使用するよう指導した。これにより、子どもは仮説を

立てることにじっくり取り組むことができるようになるともに、見やすいフローチャートの作成

が可能になった。

情報シートを活用したフローチャートの作成

次に、情報シートを活用したフローチャートの作成方法について述べる。

情報シートには、５種類のプラスチックそれぞれについての性質が書かれている。最初に、水

に沈めた場合の結果（資料７の赤枠で囲んだ部分）からフローチャートを作成していく流れを説

【資料７】プラスチックの性質に関する情報シート

【図１】ＰＰ、ＰＥ、ＰＥＴ、ＰＳ、ＰＶＣ

水に沈める

浮く 沈む

ＰＰ、ＰＥ ＰＥＴ、ＰＳ、ＰＶＣ

【図２】 ＰＰ、ＰＥ、ＰＥＴ、ＰＳ、ＰＶＣ

水に沈める

浮く 沈む

ＰＰ、ＰＥ ＰＥＴ、ＰＳ、ＰＶＣ

加熱する

石油のにおい ろうそくのにおい

ＰＰ ＰＥ



- 9 -

明する。水に沈めるとＰＥ（ポリエチレン）とＰＰ（ポリプロピレン）は浮き、ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）、ＰＥＴ（ポリエチレンテ

レフタラート）、ＰＳ（ポリスチレン）は沈む。これにより、図１のようなフローチャートが作成される。

次に、ＰＥ（ポリエチレン）とＰＰ（ポリプロピレン）をどのようにすれば特定できるのかを考える。情報シー

トの「食塩水に沈める」「熱した銅線の先につけて加熱する」の項目を見ると、ＰＥ（ポリエチレン）と

ＰＰ（ポリプロピレン）は食塩水に両方浮き、熱した

銅線の先につけて加熱してもどちらも変化が

ないことがわかり、これらの実験を行っても

特定できないことに気付く。一方、燃える様

子を調べれば、そのときのにおいがろうそく

のにおいであればＰＥ（ポリエチレン）、石油のにお

いであればＰＰ（ポリプロピレン）と特定が可能であ

る（資料７の赤下線部分）。ここまでの思考を

フローチャートで表すと図２のようになる。

以後、これまでと同様の思考の流れでＰＶ

Ｃ（ポリ塩化ビニル）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタラート）、ＰＳ（ポ

リスチレン）についても考えていくと資料８のよう

なフローチャートが完成する。

フローチャート作成時には、ほとんどの生徒

が仮説を書き進めることができた（写真右）。

このことから、仮説を文章ではなくフローチャ

ートで記述することは、とくに文章表記が苦手

な子どもにとって有効な手段であると考えられ

る。また、フローチャートを作成していく際に

は、最初にどのような実験を行ったらよいのか、

その結果から次にどのような実験を行っていけ

ばよいのかという具合に、科学的に調べる方法

について考えている。このような経験の積み重

ねが科学的な思考力を高めることにも有効であると考えている。さらには、子どもの思考を視覚

化できるといった点でもフローチャートは特化しており、机間巡視をしながら、短時間で個々の

思考の様子を確認することができる。

仮説をもとに各班独自の計画を立てる

仮説をもとに計画を立て（資料９）

実験を行う。水に沈める方法から仮説

を立てて計画を立案する班があれば、

食塩水に沈める方法から進める班もあ

る。もちろん、熱した銅線の先に付け

て加熱する方法からも可能である。こ

のように、各班独自の計画によって実

験を進めることとなり、目的意識をも

った自主的で意欲的な観察・実験へと

導くこととなった。 【資料９】水に沈める方法から実験を進める班のワークシートの方法の部分

情報シートをもとに仮説を立てる

【資料８】子どもの仮説（科学的に探究する準備が整う）
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実験の様子「５種類のプラスチックを特定せよ」

５種類のプラスチックが入った容器を各班の代表が取りに来て、各班の机まで持って行き、実

験は始まった。前時の段階で、時間を確保して仮説や計画を立てたことにより、実験はスムース

に進んでいった。ビデオ分析による各班の活動の様子の一部を紹介する（資料１０）。

【資料１０】水に沈める実験から加熱する実験までの流れ

Ｔ子：まず、水に沈める実験ね。

Ａ子：順番に沈めてみよう。

（ピンセットを使って白色の容器の中のプラスチックを水の中に入れる）

Ｈ子：白（色の容器のプラスチック）は沈むだよ。

（※このような方法で、青色、黄色、緑色の容器のプラスチックについて調べた。）

Ａ子：最後は赤ね。

（ピンセットを使って赤色の容器の中のプラスチックを水の中に入れる）

Ｔ子：あ、沈んだ！（驚きの表情で）

Ｔ子：ってことは・・・だから・・・じゃ、もう

決まったじゃん。この２つ（黄色の容器と緑色の容器のプラスチックを指しており、この２つは水に浮く結果となった）

がＰＥ（ポリエチレン）かＰＰ（ポリプロピレン）なんだよ。記録書いておいて。

（Ｄが記録をワークシートへ記入する）

Ｈ子：じゃあ、次はこの２つ（ＰＥ（ポリエチレン）とＰＰ（ポリプロピレン））を加熱すればわかるね。

Ｔ子：加熱してみよう。

資料１０波線部は、水に沈める実験で得られた結果から、さらに加熱する実験を行うことによ

りＰＥ（ポリエチレン）かＰＰ（ポリプロピレン）かを特定することができるのでやってみようという意図が読み

取れる。まさに目的意識をもった実験への意欲の表れである。このように授業中の行動観察、さ

らにはビデオ分析を行い、実験中の発言をひろっていくと自主的かつ意欲的に、そして科学的に

探究しようとする姿（資料１１）を数多く確認することができ、まさに主体性が育まれているも

のと考えられる。

【資料１１】科学的に探究しようとする様子

授業のまとめ ～学習内容と日常生活との関連性～

授業のまとめでは、最初に５種類のプラスチックそれぞれが、ＰＥ（ポリエチレン）、ＰＰ（ポリプロピレン）、

水に沈める実験の様子

プラスチックを銅線の先に付けて色の変化を確認

手で仰ぎにおいを確かめている様子

ＰＥ（ポリエチレン）とＰＰ（ポリプロピレン）を特定す

るためには、ろうそくか石油のどちらのに

おいなのかをかぎわけなくてはならない。

ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）はバイルシュタイン反応（銅線の先に試料を

付けて加熱すると緑色の炎が出る。）によって特定する。
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ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタラート）、ＰＳ（ポリスチレン）の中のどれだったのかを確認した。５

種類すべてがあたっていると達成感や満足感を得ることがで

き、自然と拍手も起こっていた。また、自分たちが特定した

ものが正解とは違っていた班に対しては、特定したものと実

際の物質が違っていても、根拠をもって特定することが大切

であり、特定に至るまでに考えたことを考察にしっかりと記

述しておくように指導した。

プラスチックの性質についてまとめた後、ペットボトルの

リサイクルを例に学習内容と日常生活との関連についても触

れた（写真右）。内容は次の通りである。

ペットボトルを捨てる際に、ラベルをはがし、ラベル、キャップ、ペットボトルそれぞれを分

別して捨てている子どもは多い。このように分別したつもりでも、よく見ると飲み口の根元の部

分にキャップの一部が残っており、その部分に注目させた。ペットボトル（材質：ＰＥ（ポリエチレンテ

レフタラート））だけを取り出す方法として、一度細かくした後、今回学習した水に沈めて浮く沈むの

性質の違いを利用して簡単に分けられるようにしていることを説明として付け加えた。

探究的な学習②「白い粉末の性質を調べる」

５種類のプラスチックを特定し、探究する姿勢が身に付きはじめ、主体性が育まれてきた子ど

もは、白い粉末の性質を調べる探究的な学習を通してその姿をさらに磨くこととなる。プラスチ

ックは５種類を特定したが、ここでは６種類の白い粉末を特定するものとした。

導入と教材の工夫

導入については、事前のアンケート調査結果（資料１２）を活用した。

【資料１２】事前のアンケート調査結果

（問）「身の回りにある白い粉末を挙げなさい。」

食塩、砂糖、小麦粉、片栗粉、うどん粉、薄力粉、白玉粉、重曹、強力粉、米粉、天ぷら粉

消しゴムの粉、お好み焼きの粉、たこ焼きの粉、ホットケーキミックス、薬、石灰

調査結果からも分かるように、身の回りには多くの白い粉末があることを知っている。そこで、

上記の既知の物質に未知の物質（アンケート調査に見られなかったもの）「減塩」を含めること

で、問題意識を高め、学習への意欲付けとなるよう工夫した。

結果として、教材として用意した白い粉末は小麦粉、グラニュー

糖、食塩、減塩、重曹、片栗粉の６種類である（写真右）。いずれ

も見た目ではほとんど特定することはできないものである。

仮説と情報シートについて

５種類のプラスチックを特定する実験と６種類の白い粉末を特定

する実験の大きな違いは情報シートの内容だけですべてを特定する

ことができるかできないかである。実は、６種類の白

い粉末を特定する実験は情報シートの内容だけではす

べてを特定することができないようになっている。情

報シートをもとに仮説のフローチャートを作成してい

くと、小麦粉と片栗粉をどのような方法で特定すれば

よいのかという問題にぶつかる（図１）。

まとめの授業の様子

６種類の白い粉末

【図１】

片栗粉、小麦粉

どんな実験を行えばよいのだろうか？

小麦粉 片栗粉
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５種類のプラスチックを特定するための仮説を立てているときにはなかった、思い通りにはな

らず、どうしたらよいのかといった疑問が自らの問いになり、より主体的に考えるようになった。

クラスの中には、片栗粉を水に溶かして加熱するととろみが出ることを生活体験としてもってい

る子どもが数人いる。このような子どもが意見を出し、仮説はできあがっていった。

実験「６種類の白い粉末を特定せよ」

６種類の白い粉末すべてを特定するためには、少なくとも５種類の実験を行わなければならな

いため、時間内に実験が終わるかどうかが心配であった。しかし、前回のプラスチックの実験の

経験を活かし、より自主的・意欲的に活動する様子を見て、その心配は杞憂に終わった。

各班で次々に展開される科学的に探究しようとする様子（資料１３）は、まさに主体性の表れ

であるといえ、ここにも科学が好きな子どもへの成長を確かめることができた。

【資料１３】科学的に探究しようとする様子

写真中央について：

減塩（塩化カリウムを５０％添加したもの）に含まれているカリウムからの放射線を、はかるくんⅡ（放射線測定器：日本科学技術振興財団より貸与）を使って測定している。

探究的な学習③「金属の性質を調べる」

プラスチック、白い粉末と２つの探究的な学習を終えた後、上皿天秤やメスシリンダーの基本

操作を学び、本単元最後の金属の性質についての探究的な学習を行った。

導入と教材の工夫

まず、金属そのものへの関心を高めることと、金属固有の性質である密度についての概念を身

に付けさせることを目的として導入を工夫した（資料１４）。

【資料１４】導入について

導入のテーマを「ほぼ１００円ショップ～本当に安い

品を見抜く生徒の戦い～」とし（写真Ａ）、ほぼ同じ大き

さの５本のスプーンを用意した（写真Ｂ）。この中に１つ

だけ高額商品があるので、それを選択すると自腹買い取

りというゲームを行った（実際に買い取りはなし）。

見た目を調べたり、手にとって重さを比べた

りしながら選択肢を決めていく（写真Ｃ）。

純銀のスプーン（写真Ｂ中のＢ：価格１万円）

が１つだけ入っているので、重さの違いに気付

き、金属固有の性質である密度について実感を

伴った理解を促すことができた。

写真中央：はかるくんⅡを使ってβ線量を測定写真左：片栗粉によるとろみを確認している様子 写真右：水溶液の液性を調べている様子

写真Ａ

写真Ｃ写真Ｂ
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教材の工夫としては、銅以外は見た目では区別のつか

ない６種類の金属（銅、鉄、チタン、ステンレス、ニッ

ケル、アルミニウム）を用意した（写真右）。事前のアン

ケート調査の結果では、知っている金属として挙げられ

たものは金、銀、銅、鉄、アルミニウム、ステンレスが

圧倒的に多かった。そこで、白い粉末同様、既知の物質

に未知の物質（アンケート調査に見られなかったもの）「チ

タン、ニッケル」を含めることで、問題意識を高め、学

習への意欲付けとなることをねらいとした。

情報シートについて

６種類の金属を特定する実験における、情報シートについては金属の種類だけを示し、具体的

な性質については記入しないことにした。このねらいとしては、５種類のプラスチックの特定、

さらには６種類の白い粉末の特定で積み重ねてきた科

学的に探究する活動をさらに発展させ、子どもたちが

解決方法を工夫するなどの活動を通して、より主体的

な活動へとつなげていきたいと考えたからである。情

報シートを完成させるために、前時に行った学習のワ

ークシートを見直したり、資料集や小学校の教科書を

活用したりする様子（写真右）は、まさに主体性の表

れであるといえる。

実験「６種類の金属を特定せよ」

６種類の金属を特定する実験においても、課題解決に向けて、自主的に粘り強く取り組む姿が

随所に見られ、主体性が育まれていることを実感した。

【資料１５】科学的に探究しようとする様子

探究的な学習①～③の検証

行動観察・発言（ビデオ分析より）

６種類の白い粉末を特定する実験の一場面を紹介する。小麦粉と片栗粉を特定する際、水に溶

かして加熱することでとろみが出るかどうかを確認する実験がある。ある班では、１回目の実験

では、２つの白い粉末のどちらにもとろみを確認することができなかった。そこで、水の量に問

題があるのではないかと考え、水の量を変えて再度実験をすることになった。仮説をしっかりと

６種類の金属（左から４番目は銅とわかるが・・）

資料集の周期表から情報収集

磁石に付くか付かないかを調べている様子 金属と塩酸との反応を調べている様子
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立て、見通しをもって実験を行っていることが、１回の実験結果で諦めることなく、２回目の実

験を行おうと課題解決に向けて粘り強く取り組む原動力になっているものと考えられる。結局、

この班は水の量を少なくして２回目の実験を行い、結果を得て、特定することができた。まさに、

課題解決に向けて粘り強く取り組む、本校がめざす科学が好きな子どもの望ましい姿のひとつを

見ることができ、主体性が育まれていることが確認できた。

感想文の分析より

探究的な学習を終え、子どもに感想文を書かせ、その分析を行った。感想文の分析の例は以下

の通りであり（資料１６）、その集計結果（資料１７）も以下に示す。

【資料１７】感想文の集計結果（複数回答可）

具体的な記述例 人数 割合(93 名中)

現象に対する驚き 緑色の炎がきれいだった、片栗粉がとろとろになって驚いた ６６ ７１．０%

物質の性質の理解 プラスチック、白い粉末、金属のいろいろな性質がわかった ６６ ７１．０%

特定したものがあっていた喜び 自分たちの班の結果が合っていたのでうれしかった ４６ ４９．４%

主体性の向上 また自分たちで方法を考えて解決してみたい ４２ ４５．２%

実験の方法 自分たちが考えた実験方法で結果を出していくので楽しい ３１ ３３．３%

物質の性質についてもっと知りたい 見た目は同じでも色々な性質があったので、もっと知りたい ２０ ２１．５%

その他 班員と協力して進められたこと、安全面に気を付けたことなど １０ １０．８%

感想文の分析、集計を行った結果、主体性の向上に関するコメントを、全体の半数近い子ども

の感想文中に見ることができた（資料１７）。探究的な学習を繰り返すことで子どもの主体性が

育ち大きな成果をあげることができたといえる。

成果と今後の見通し

資料１７から、全体の半数近い子どもの主体性の向上を確認することができた。探究的な学習

に取り組む理科授業を積み重ねてきたことにより、本校の考える科学が好きな子どもの望ましい

姿である、「主体的に課題解決に向けて粘り強く取り組む子ども」に大いに近づくことができた

といえる。来年度はより一層力を入れ、主体性を育む取り組みの大きな柱としていきたいと考え

ている。

（２）サイエンススキルを育む理科授業とオリジナル学習カリキュラムによる理科授業

各プロジェクトのねらいと授業実践について

サイエンススキルを育む理科授業については、課題解決に向けて、科学的に探究しようとする

ための基礎を身に付けることにより、主体性を育むことをねらいとした授業である。とくに昨年

【資料１６】感想文の分析の例

片栗粉と小麦粉は、調べ方が分からなかったけど、片栗粉は料理するときにとろとろ

になることを思い出して実験したら、 本当に片栗粉がとろとろになってびっくりした。①

自分で実験のやり方を見つけてきて、結果を出すというのも楽しい実験方法だと思った。②

また、小学校の時よりも更に難しい実験ができるようになってうれしいです。これからも、

自分たちで方法を考えて、解決してみたいです。（１年男子）③

下線部①については、「現象に対する驚き」に、下線部②については、「実験の方法」に、下

線部③については、「主体性の向上」にそれぞれ関係するコメントとして、分析、分類した。



- 15 -

度の計画では、マルチカードによるサイエンススキル向上をめざした授業の準備を進めてきた。

年間の学習内容の総復習も兼ねて３月に実施予定であったが、震災による影響で実施困難な状況

となり、今のところ紹介できる実践例はない。周囲の状況を見ながら、実践に向けた準備を進め

ていきたいと考えている。

オリジナル学習カリキュラムによる理科授業は、小学校と中学校の学習内容のつながりを意識

させることで、小学校での既習事項の確認や観察、実験をもう一度中学校で行い、中学生のレベ

ルで考えることにより、主体性を育むことをねらいとした授業である。

その一例として、中学２年「電流とその利用」（２０１１

年６月実施）の中で電磁石の磁力の大きさを変える条件に

ついて理解する学習について紹介する。小学校でも人間を

つるす強力な電磁石はどのようにつくるかといった内容で、

魚釣りなどの実験を工夫している。小学校の教科書を活用

したり、同じような実験を取り入れたりすることにより、

中学校のレベルで探究的な学習を行い、主体的に活動に取

り組む様子も見られ、主体性を育むことができたと考えら

れる。

成果と今後の見通し

サイエンススキルを育む理科授業とオリジナル学習カリキュラムによる理科授業は、探究的な

学習に取り組む理科授業同様、主体性を育むことをねらいとした取り組みである。探究的な学習

に取り組む理科授業の中では、課題解決に向けた一つの方法として小学校の既習事項を確認する

ために、小学校の教科書を活用することが定着しつつある。また、サイエンススキルとして掲げ

た４つの力についても、少しずつ高まりが見られるようになった。

そこで、これら２つのプロジェクト（サイエンススキルを育む理科授業とオリジナル学習カリ

キュラムによる理科授業）については、大きな柱として取り組まなくとも、普段の授業の中や、

探究的な学習に取り組む理科授業を通して十分ねらいに迫ることができると考えた。

したがって、探究的な学習に取り組む理科授業を中心とし、サイエンススキルを育む理科授業、

オリジナル学習カリキュラムによる理科授業を合わせた３つのプロジェクトを統合した形で進め

ていくものとする。

４ 創造性を育む取り組みについて

「自分はこう思う、こうする」という意志決定をしようとする活動を通して、創造性を育むこ

とをねらいとした取り組みである。ライフスキルを育む理科授業（プロジェクト６）と様々な視

点で考え意志決定する理科授業（プロジェクト７）の２つのプロジェクトの実践と経過、成果と

見通しについて紹介する。

（１）ライフスキルを育む理科授業（これまでの経過と今後の見通し）

ライフスキルを育む理科授業（プロジェクト６）は、２００９年度の論文から提案を始めたも

のである。ライフスキルを「生き方の技術」と捉え、日常生活を科学の視点で見つめることによ

り、様々な見方や考え方が身につき、創造性が育まれ、豊かな生活を創造する子どもに変容する

ことをねらいとしたものである。２０１１年度の計画では、日常生活の「掃除」に焦点を当て、

本校における鍵山秀三郎氏の講演会やトイレ掃除に学ぶ会を実施し、これらの経験を生かして理

電磁石の磁力を強くするにはどのような方法があるか
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科授業を展開する予定であったが、今のところ主だった実践はできていない。

しかしながら、日常生活を科学の視点でとらえることや視点のもち方を理科授業の中で育む方

向性は大切にしたいと考えており、今後は普段の授業の中で取り組んでいくこととする。

（２）様々な視点で考え意志決定する理科授業

物事を広い視野で捉え、意志決定を行うことを通して、創造性を育むことをねらいとした取り

組み（プロジェクト７）である。３年生「科学技術と人間の生活」の単元における実践について

紹介する。

授業実践 ３年生「科学技術と人間の生活」 【２０１０年１２月実施】

本単元では、３年間の学習で身につけた知識や課題解決の方法を生かして、自然と人間と科学

技術のかかわりについて、多面的・総合的にとらえ、科学技術と環境との調和の大切さを学習す

ることになる。

昨年度の論文の指導計画にもとづいて授業実践を行い、まずは銚子の風力発電などを例に挙げ、

電気エネルギーを得る方法について学習した。次に、石油や天然ガスといったエネルギー資源に

は限りがあるため、有効利用の大切さについて学び、さらには化石燃料の利用による環境への影

響を考え、エネルギー使用量を減らし、大気を汚さない技術の開発などが求められていることを

知った。

次に、発電電力量で全体の３割を占める原子力発電をとりあげ、発電方法やその周辺について、

２年生「電流とその利用」と関連させて学習を進めた。中でも、放射線については、身の回りの

放射線の存在を知るために、簡易放射線測定器「はかるくん」を用いて、目に見えない放射線を

測定し、放射線の存在を確かめる実験を行い（写真右）、医学や工業などの幅広い分野や日常生

活の中で利用されていることを理解した。

さらに、原子力発電であれば、二酸化炭素の排出の

抑制に貢献するなどの長所や、原子力発電所の事故や

放射性廃棄物の問題といった短所があるなど、各発電

における長所、短所についても考えた。

これらの学習を通して学んだことを生かし、テーマ

を「私たちの未来に向けて」とし、将来のエネルギー

と社会・環境との関わり合いを正しくとらえ、自分で

考え、意志決定を行う授業を行った。その結果、情報

を吟味し、社会・環境の関わり全体を見て、自分なり

の観点で考えまとめることができていた。

成果と今後の見通し

このように、物事を様々な視野で捉え、意志決定する態度を身に付けさせることをねらいとし

た取り組みにより、一定の成果は得ることができた。

そこで今後は、学んだことを生かし、自分の考えをもとに行動したり、表現したりしようとす

る創造性にまで高めていきたいと考え、「新・科学が好きな子どもの望ましい姿」を再定義した。

２０１２年度は「創造性の育み」に力点をおき、計画の大きな柱としていきたい。

「はかるくん」を用いて放射線を測定する様子
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Ⅲ ２０１１年度の取り組みの成果と課題Ⅲ ２０１１年度の取り組みの成果と課題

１ 成果

本論文（ｐ３～１６）の成果と今後の見通しの中で述べてきたように、各々の実践を通して、

本校が目指す科学が好きな子どもの望ましい姿を見ることができた。感性、創造性、主体性の育

みを確かめることができ、取り組みのいくつかについては有用性があることも明らかになった。

さらに、科学が好きな子どもの育ちを確かめる手だてとして、ワークシートや感想文の記述の

分析、活動の様子のビデオ分析などを行い、それらは定着しつつある。今後は子どもの変容をと

らえる手法として確立できるよう、改善を加えつつ模索していきたい。

２ 課題

これまでの実践から見えてきた課題は以下の５点である。

千葉科学大学などと連携した取り組みに計画性をもたせる必要性

これまでの連携を図った取り組みは、目的は明確にしていたものの、イベント的な要素が強く、

継続的な取り組みへと発展させる必要があると感じていた。そこで、今後は授業の中に位置づけ、

計画的に進めていくことで、さらに効果が上がるものにしていきたいと考えている。

探究的な学習を全学年の指導計画に位置づける必要性

探究的な学習で得た達成感、満足感を次なる探究的な学習への原動力とするため、年間指導計

画にしっかりと位置づけたいと考えている。さらに、学年のレベルにあわせ、段階的に経験させ

ることも必要である。したがって、全学年の年間指導計画への位置付けが必要であると考えてい

る。２、３年生理科は、授業時数が週４時間あることも探究的な学習を行う上では、追い風とな

っており、今後さらに可能性を追い求めていきたい。

教材の工夫の必要性

魅力ある教材づくりや教材の工夫は子どもの学習意欲を高めるとともに、子どもの気付きの質

も高め、様々な刺激を与えてくれる。探究的な学習においては特にそれが要求される。子どもが

様々な刺激を受け、達成感、満足感を得ることのできる魅力ある教材づくり、課題づくりに力を

注いでいきたい。

学んだことを活かす場の設定

科学が好きな子どもの望ましい姿として定義したものの一部に、「学んだことを生かし、様々

な視点で考え」とある。これまでの実践では、学んだことを生かしたり、様々な視点で考えたり

する場の設定に甘さが見られたことが反省点としてある。また、考えを行動に移したり、何らか

の方法で表現したりする力も育てていきたい。２０１２年度の計画では、様々な場面で生じた疑

問を、日頃の学習経験を発揮して解決できる場の設定を積極的に行っていきたい。

創造性をいかに育むか

創造性を育む取り組みについては実践を積み重ねてきてはいるものの、課題が残っている状況

であり、２０１１年度の計画を進めてきた中でも、今後はいかにして創造性を育むのか、まずは

その計画の立案が急務であることが明確なビジョンとして定まった。

これまでの実践の成果を生かし、創造性を育む取り組みに一層力を入れていきたい。
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Ⅳ ２０１２年度の教育計画Ⅳ ２０１２年度の教育計画

１ 本校が考える科学が好きな子ども像

２０１１年度の実践を通して、科学が好きな子ども像、科学が好きな子どもの望ましい姿を見

直し、一部変更した。（本論文ｐ．１・２参照）

【科学が好きな子ども像】

「なぜ」を大切にし、自ら考え、創造しようとする子ども

【新・科学が好きな子どもの望ましい姿】

①自然の事物・現象の疑問点に興味を示す感性をもっている子ども

②学んだことを生かし、様々な視点で考え、表現しようとする創造性をもっている子ども

③課題解決に向けて粘り強く取り組む主体性をもっている子ども

２ つながりプロジェクト２０１２の構想

科学が好きな子どもを育てる教育計画「つながりプロジェクト２０１２」の構想図（資料１８）

を以下に示す。

【資料１８】「つながりプロジェクト２０１２」の構想図

２０１２年度の計画の方向性として、創造性の育成に、より一層力を入れていくこととした。
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これは、２０１１年度の実践を経て、創造性をいかに育むかという課題が残ったことを受けての

ものである。

さて、２０１２年度の計画では、本論文（ｐ３～１６）の成果と今後の見通しの中で述べてき

たように、これまで実践してきた取り組みのいくつかを統合することとした。統合するにあたり、

名称が変更したものもあるため、まずはこの点について述べておきたい。

１つめに、Entry Point を広げた理科授業と銚子の理科素材を活用した理科授業を統合した取り

組みの名称を「Entry Point を広げた理科授業～「なぜ」とのつながり～」とする。この取り組み

はこれまで同様、主に感性を育むことを主なねらいとしている。「なぜ」という子どもの知的好

奇心を引き出し、理科学習につなげていきたいと考えている。

２つめに、探究的な学習に取り組む理科授業、サイエンススキルを育む理科授業、オリジナル

学習カリキュラムによる理科授業の３つの取り組みを統合した名称を「発展的科学探究授業」と

する。この取り組みについてもこれまで同様、主に主体性を育むことをねらいとする。

そして２０１２年度の計画では、これら２つの取り組み（Entry Point を広げた理科授業、発展

的科学探究授業）により、創造性を育むこともねらいとすることで大きな発展が期待できると考

えた。その可能性をこれまでの実践を通して実感しているからである。

科学が好きな子どもを育てるためには、身のまわりの事物・現象に「なぜ」と感じる経験を理

科学習につなげて感性を育てたり、既習の学習内容や生活経験を理科学習につなげて創造性を育

成したり、さらには学習しようとする意欲をつなげて主体性を育てたりしていくことが大切だと

感じた。

以上のことから、２０１２年度の計画を「つながりプロジェクト２０１２」と題し、統合した

２つのプログラム「Entry Point を広げた理科授業」、「発展的科学探究授業」と新たなプログラム

「科学創造研究への取り組み」を創造性の育成に向けたつながりをもたせ、科学が好きな子ども

の育成に取り組む所存である。

３ 具体的な取り組み

（１）プラグラム１ Entry Point を広げた理科授業【統合】 ～「なぜ」とのつながり～

本プログラムは主に感性の育成をねらいとした取り組みであるが、創造性の育みも期待できる

と考えている。

①千葉科学大学との中大連携の取り組み～

千葉科学大学と連携した取り組みについては、これまでにも銚子産鯖缶詰から地球環境を考え

る授業（２００９年度論文掲載）や屏風ヶ浦のジオツアー（２０１０年度論文掲載）などを実施

し、この成果として、科学が好きな子どもの望ましい姿に迫る様子を確認することができた。

一方では、前述の実践がイベント的な要素の強いものとなっていたことは否定できない。今後

は、千葉科学大学とのつながりをさらに強めていく中で、地域の特性を生かした指導計画を作成

し、継続的な取り組みへと発展させていきたいと考えている。

また、外部講師を招いたこのような取り組みは、学習の Entry Point を広げることにほかなら

ず、子どもの感性を育むことにも通じると考えている。

指導計画を作成していく上では、すべての単元で連携した取り組みを実施することは時間の都合

上困難であるため、単元を絞って計画を立てる必要がある。ここでは１年生「大地の変化～地

層～」の単元を例に説明することとし、創造性を育む視点についてもふれたい。
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資料１９のように、地層の単元すべてにおいて、大学の先生とＴＴ（チームティーチング）の

形態で授業を行うこととした。このことは、これまでのイベント的な要素をなくし、計画的な取

り組みとしたことが、これまでの連携した取り組みと大きく異なる点である。

②感性・創造性を育む視点

地層からは想像力をはたらかせて過去の歴史を読み解くことができる。例えば火山灰層があっ

て、その地層の年代が分かれば、当時は噴火活動が起こっていたことがわかるというようなもの

である。また、その火山灰層に厚みがあれば、火山活動はかなり大規模であったことを推測する

ことができる。

実際に、屏風ヶ浦には厚い火山灰層を観察することができる。野外観察の中で、子どもは「な

ぜ、火山灰層があるのか、一体供給源はどこなのか。」といった疑問をもち、感性の育みにつな

がる「なぜ」につなげていくことができると考えられる。そして、このような地層の語りかけに

耳を傾け、学んだことを生かし、様々な視点で考えていき、目の前の事象から自分なりの歴史物

語を創っていく活動は、子どもの創造性をも大いに育むであろう。

（２）プログラム２ 科学創造研究への取り組み【新規】 ～学習内容・日常生活とのつながり～

本プログラムは主に創造性の育成をねらいとした取り組みであるが、感性や創造性の育みも期

待できると考えている。

①本校の夏休みの理科自由研究

自由研究は、普段の生活や授業の中で生じた疑問（知的好奇心）を出発点とし、日頃の学習経

験を発揮して自分なりの方法で解決する取り組みである。また、長期間にわたる研究の取り組み

を通して、計画性を身に付け、理科学習への自信（充実感）をもたせることもできる。また、自

由研究への取り組みにより、課題や問題を子ども自らが見つけたり、予想・仮説・方法を自分な

りに考えたりすることにより創造性が育まれていくものと考えている。

しかし、本校の２０１１年度の夏休みの自由研究の状況は資料２０（次頁）の通りである。

多くの子どもはテーマ探しに苦心し、中には自分で研究対象を見つけることができない子ども

もいる。たとえテーマが決まっても研究を発展させていくことに苦労している様子がレポートか

らうかがえるものも多く、全体の平均実験数は２．６という少なさであり、取り組んだ実験が２

【資料１９】１年生「大地の変化～地層～」の単元における指導計画

時数 項 目 学 習 内 容 観察・実験 指導形態

１ 地層はどのようにし 岩石の風化作用、流水による浸食作用・ ・モデル実験 大学の先生

てつくられるのか 運搬作用・堆積作用について知る。 （浸食、堆積、運搬） と中学教師

２ 地層のつくりと変形 地質学の３原則や地層のつくりと重なりについて学 のＴＴ（チ

屏風ヶ浦の形成 ぶ。断層や褶曲の説明、現地見学のポイントを聞く。 ームティー

３ 野外観察と試料採取 地層の様子（褶曲や正断層）を観察・ス ・野外観察 チング）で

ケッチし地層のサンプリングを行う。 ・試料採取 指導する。

４ 採取試料の整理と観 採取した試料を利用して、火山灰や軽石に含まれる鉱 ・鉱物の観察 野外観察時

察 物を調べる。礫岩、砂岩、泥岩の観察を行う。 ・堆積岩の観察 は、大学生

５ 講義と化石標本の観 堆積岩や化石から分かることをまとめ、 ・化石の観察 のサポート

察 示相化石・示準化石について理解する。 あり。
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つ以下というレポートは４２通（４８．３％）であった。

レポートのページ数を見てみると、こちらは努力の跡が見られる結果となった。事前の指導で

は目標を２０ページとしたこともあり、形式を工夫したり、写真を貼ったりしたレポートが数多

く見られた。また、提出率についても９割近い数値になっており、取り組む姿勢はおおむね良好

といったところである。未提出の理由としては、写真の現像が間に合っていないというものが多

く、今後遅れての提出が見込まれている。ただし、研究に深まりが見られなかったり、グラフや

表を使ってレポートをきちんとまとめることができなかったりするものもある。ハイレベルな研

究を目指す意欲がほとんど見られないなど、多岐にわたる課題が残っている。

【資料２０】２０１１年度の自由研究の状況 （１年生９６人 2011年8月21日集計）

○テーマについて

実験が１つしかできていない研究テーマ例 実験を複数（４つ以上）行っている研究テーマ例

・炭酸水をつくる研究 ・液状化についての研究

・１０円玉をきれいにする方法 ・津波の被害についての研究

・地層のつくりの研究 ・断熱効果の比較

○平均実験数・・・・・・・・・・・・・・・・ ２．６

○レポートの平均ページ数・・・・・・・・・・ １５．７ページ

○提出期日までの提出率（８／２０現在） ・・ ８７．５％（８４／９６）

※未提出には欠席者も含む。

※平均実験数、レポートの平均ページ数は提出分（８４通）を集計したものである。

これらのことをふまえ、本校における理科自由研究の名称を「科学創造研究」とし、その指導

法を工夫していくことにした。

まずは子どもの科学創造研究に取り組もうという意欲を大切にしたい。その上で、テーマを探

す活動を通して、自ら問題をもったり、その問題の解決に向けて様々な角度で問題をとらえ自分

なりの発想や手法を見出して行動に移したりといった、創造性あふれる活動へと導く工夫をする。

これにより、学んだことを生かして、様々な視点で考え、行動したり、表現したりしようとする

創造性をもっている子どもの姿に迫ることができるものと考えた。

感性・創造性・主体性あふれる活動へ導く具体的な工夫について以下に述べる。

②感性・創造性・主体性あふれる活動へ導く工夫

疑問の引き出しを常にもつ～創造性の芽生え～

我々の生活には多くの科学が

潜み、事物・現象を見て「なぜ」

と思う瞬間がある。このような

日常の中で疑問に思ったことを

常識と思うのではなく、頭の片

隅においておく。疑問の引き出

しを数多くもつことにより、思

考がどこかでつながり大きな発

展を遂げる。これまでのエジソ

ンの発明やニュートンの発見を

【資料２１】「なぜカード」の案

科学創造研究のテーマを考えよう

年 組 番 氏名

身のまわりのことで「なぜ」と思うことや研究テーマになりそうなもの

（疑問点）を、書き残しておこう。できるだけ具体的な文章表現で記入しよう。

月日 身のまわりの「なぜ」と思うことや疑問点 アドバイス
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みても、ふとした疑問に端を発した研究が偉大な功績へとつながっている。

そこで、日常生活の中で気付いた疑問を書き留めておくための「なぜカード」（資料２１）を

作成し、その活用を図りたい。子どもは疑問が浮かんだら「なぜカード」に記入し、教師は定期

的にチェックを行い、テーマにつながりそうなものについては助言をしていく。「なぜカード」

の活用により、日常生活を科学の目でとらえるようになり、次第に様々な視点で考えようとする

習慣も身に付いていくであろう。子どもの感性は高まり、様々な「なぜ」から科学創造研究のテ

ーマが生まれ、面白みや実用性のある独創的なテーマが数多く出てくることが期待される。

コミュニケーション活動の導入～創造性を刺激する～

テーマが決定した後、実験計画書を用いて、

計画を立て研究の構想を練る。ある程度できあ

がったところで、小グループに分かれての研究

構想発表会を行うこととする。他者の研究構想

を聞くことにより、良い部分を参考にして自分

の構想に生かすことができたり、気付いていな

い点を助言してあげたりするなど、子ども同士

の活発な意見の交換により、互いの創造性を刺

激し合わせたい。

研究の手法を学ぶ～創造性を発揮する～

テーマ、計画を決定した後、自らの問題を様

々な視点で考え、自分なりの発想や手法を見出

し、問題を解決し、まとめていくことになる。

このような研究の進め方については授業の中で具体的な説明を行うこととする。

さらに、これまでの自由研究の取り組みの問題点を解決するために資料２３のような工夫をす

る。

【資料２３】テーマ決定後の、自由研究の取り組みの問題点とその解決策

自由研究の取り組みの問題点 解決策

実験の数が少なく、研究に深まりがない → 条件を少しずつ変え、対照実験を行う指導

レポート（結果）をきちんとまとめられない → 指導資料（グラフや表作成、写真の撮り方についてなど）の活用

実験に必要な道具がない、研究に行き詰まってしまった → 理科室開放日を設ける

ハイレベルな研究を目指す意欲がない → コンクールへの出品、明確な評価基準の提示

以上のような解決策を講じることにより、科学創造研究への取り組みは加速度を増して進めら

れ、創造性あふれる研究の成果が楽しみである。

発表会の開催～創造性を広げる～

これまでの研究成果を発表会の場で説明する。仲間の発表を聞くことにより、日常生活の見方

が変容し、新たな発見につながったり、来年度の科学創造研究に向けた意欲が高まったりなど、

創造性を広げる活動になることが期待できる。

（３）プログラム３ 発展的科学探究授業【統合】 ～意欲のつながり～

本プログラムは主に主体性の育成をねらいとした取り組みであるが、創造性の育みも期待でき

【資料２２】科学創造研究指導計画

年月 具体的な取り組み 創造性育成の視点

２０１１年 ・「なぜカード」を活用して 創造性の芽生え

１０月 気付いたことを書き留め

ておく。

２０１２年

４月 ・科学創造研究オリエンテーション

６月 ・コミュニケーション活動 創造性を刺激

７，８月 ・研究に取り組む 創造性の発揮

・理科室開放日を設ける

９月 ・発表会の開催 創造性を広げる
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ると考えている。

①探究的な学習を全学年の年間指導計画へ位置づける

探究的な学習で得た達成感や満足感は、次なる探究的な学習への原動力となる。これについて

は、２０１１年度に行った探究的な学習に取り組む理科授業後の感想文の集計結果（ｐ１４資料

１７参照）から、「また自分たちで方法を考えて解決してみたい」という主体性の向上や意欲の

向上が見られたからである。

そこで、このような原動力を次の学年で行う探究的な学習につなげていくためにも、全学年の

年間指導計画にしっかりと位置付けて取り組み、子どもの意欲のつながりを図りたいと考えた。

また、学年のレベルにあわせ、段階的に経験させることにより、自ら問題をもち、解決方法を考

えたり、結果について話し合ったり、考察し表現するなどの学習活動に、発展や深まりが見られ

るようになっていき、創造的な能力を育むことも可能になると考えた。このように発展的科学探

究授業は創造性を育むことにもつながるものと考えている。

そこで、全体のバランスも見ながら、全学年の年間指導計画へ探究的な学習を位置づけること

により、発展的科学探究授業を実践していきたい。

本論文では、中学３年間の化学領域で探究的な学習を行う計画を示し（資料２４）、その後他

領域にまで広げていきたいと考えている。

ここでは、発展的科学探究授業の計画として、１年生「気体の発生と性質～いろいろな気体～」

【資料２４】中学３年間の化学領域と探究的な学習を展開する単元

１年 物質のすがた ２年 化学変化と原子・分子 ３年 化学変化とイオン

１ いろいろな物質 １ 物質の成り立ち １ 水溶液とイオン

１ 物質とは １ 熱分解 １ 電流が流れる水溶液

２ 有機物と無機物 Ａ酸化銀の熱分解 Ａ電解質と非電解質

３ プラスチック Ｂ炭酸水素ナトリウムの熱分解 Ｂ塩酸の電気分解

４ 金属の性質 ２ 水の電気分解 Ｃ塩化銅水溶液の電気分解

５ 密度 ３ 物質をつくっているもの Ｄ水溶液を流れる電流の正体

２ 気体の発生と性質 ４ 化学反応式 ２ 原子の構造・イオンの構造

１ 身のまわりの気体 ２ いろいろな化学変化 Ａ原子の構造

Ａ身のまわりの気体の性質 １ 酸素と結びつく化学変化 Ｂイオンの構造

Ｂ気体の発生方法 Ａ金属の燃焼 ３ 電池とイオン

２ いろいろな気体 Ｂ有機物の燃焼 Ａ電池の発見

３ 物質の状態変化 Ｃ穏やかな燃焼 Ｂ電極の化学変化

１ 状態変化と質量 ２ 酸素をうばう化学変化 Ｃ燃料電池

２ 状態変化と粒子の運動 ３ 硫黄と結びつく化学変化 ２ 酸・アルカリとイオン

３ 状態変化と温度 ３ 化学変化と物質の質量 １ 酸・アルカリ

４ 蒸留 １ 質量保存の法則 Ａ酸性とアルカリ性

４ 水溶液 ２ 化合する物質の質量の割合 Ｂ酸性・アルカリ性とイオン

１ 物質の溶解 ４ 化学変化と熱の出入り Ｃ酸性・アルカリ性の度合いｐＨ

２ 溶解と物質の粒子 １ 熱を発生する化学変化 ２ 中和と塩

３ 溶解度と再結晶 ２ 熱を吸収する化学変化

４ 溶解の濃度

※ 赤字 は探究的な学習を展開する単元。
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と２年生「化学変化と原子・分子～いろいろな化学変化」の単元で行う内容について述べる。

②題材の工夫

１年生「気体の発生と性質～いろいろな気体～」の単元では、水素や酸素、二酸化炭素などの

発生方法や性質について学習した後、未知の気体を特定する探究的な学習を実施したいと考えて

いる。未知の気体とは、塩化アンモニウムと亜硝酸ナトリウムと水との反応で発生する窒素のこ

とであり、これを教材とし、さらに魅力ある課題づくりにも取り組んでいくこととする。

２年生「化学変化と原子・分子～いろいろな化学変化」の単元では、目の前で起こった現象を、

原子モデルを使って探究していく学習を実施したいと考えている。ここでの教材は何といっても

化学変化（酸化・還元）（資料２５）であり、その内容を以下に述べる。

【資料２５】

○実験１：酸化銅（Ⅱ）を加熱した後、水素と反応させることで、酸化銅が還元される実験。

現象 ：酸化銅（Ⅱ）から炎が上がり、皿の水が吸い上げられ、酸化銅（Ⅱ）が変色する。

化学反応式： ＣｕＯ ＋ Ｈ → Ｈ Ｏ ＋ Ｃｕ2 2

○実験２：ドライアイスの中でマグネシウムを燃焼させると、二酸化炭素が還元される実験。

現象 ：マグネシウムがドライアイスの中で激しく燃焼する。

化学反応式： ＣＯ ＋ ２Ｍｇ → ２ＭｇＯ ＋ Ｃ2

今回は、１、２年生の２つの単元の題材について提案させていただいたが、他の単元について

も、魅力ある教材づくりや教材の工夫を行い、子どもの学習意欲や子どもの気付きの質を高め、

様々な刺激を与えていきたいと考えている。

③主体性・創造性を育む視点

子どもの主体性や創造性を育む手だてとして、ワークシートの工夫を提案したい。

探究的な学習のまとめ段階では、必ず子どもにレポートを作成させる。まず、１年生の段階で

は、レポートの形式が決まっているワークシートを使用し、レポート作成の基礎を身に付けさせ

る。１年間をかけてレポート作成の基礎を身に付けた上で、２、３年生の段階では、相手に伝わ

るレポート、つまりはわかりやすく、見やすいレポートを作成するにはどのようにすればよいか

を自分なりに考えさせ、創造性あふれるレポート作成を実現させたいと考えている。そのために

も工夫を凝らしたワークシートの作成に力を注ぎたい。

また、レポート掲示の仕方や評価を工夫することにより、子どもの意欲を駆り立て、主体性が

育まれるものと考えている。

Ⅴ おわりにⅤ おわりに

１ 生命をつなぐ学校
い の ち

【資料２６】２０１０年度ソニー科学教育プログラム応募論文「Ⅰ はじめに」の一部抜粋

本校では、現在耐震工事が行われており、校舎が完全に覆われている

状態である。その様は、“地震大国”日本に暮らすかぎり、いつかは必

ず起こる地震への備えの重要性を教えてくれているようでもある。

（右写真：２０１０年８月撮影）

２０１０年度論文（資料２６）を書き終えてから７ヶ月後の３月１１日、未曾有の被害をもた
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らした東北地方太平洋沖地震が発生した。現在の最先端の科学をもってしても予知できず、さら

には津波の侵入を防ぐことはできなかった。

この日は、卒業式前日にあたり、３年生の下校後に１、２年生が合唱練習の準備をしていると

きであった。避難指示に従い、体育館からグラウンドへ移動し幸いなことに事なきを得たが、体

育館の天井が今にも崩れ落ちてきそうなほど大きな音を立ててきしみ、揺れ動いている様子は、

今でも鮮明に脳裏に焼き付いている。本校のグラウンドは避難場所に指定されているため、下校

していた３年生や地域住民が集まり、その後も続く大きな余震に不安げな表情を見せながらも、

仲間の姿を確認すると安堵の様子であった。

本校の位置する銚子地域は、古い岩盤の上に位置してお

り、地震には強いといわれている。実際に、数日後にはラ

イフラインは完全に復旧し、通常の生活を送ることができ

ていた。

このように本校は、子どもはもちろん地域住民にとって

も災害時にここに逃げれば安心だという、いわば命をつな

ぐ学校といえるのではないだろうか。

耐震工事後の校舎の色は、落ち着きや安心感を与えるク

リーム色になり、学区の安心・安全のシンボルになること

も期待される。

２ 科学は生命をつなげる
い の ち

その数日後、資料２７のような報道を目

にした。

私達人類は様々な体験や経験を通して、

周りの状況をよく理解し、生き延びるため

の知恵を身に付けてきた。資料２７は今回

の震災時に日頃の観察や経験によって命が

助かった一例である。

科学の基本は、自然のあり方をできるだ

け知ることにあり、自然の「なぜ」を解決

し、理解することにある。不思議に思うこ

とが自分や仲間の生命に直接つながってい
い の ち

くことを目の当たりにした今回、「なぜ」

を大切にし、科学が好きな子どもを育てる

ことの重要性を改めて感じた。

身のまわりの事物・現象に「なぜ」と感じる経験を理科学習につなげて感性を育てたり、既習

の学習内容や生活経験を理科学習につなげて創造性を育成したり、さらには学習しようとする意

欲をつなげて主体性を育てたりしていく「つながりプロジェクト２０１２」を推進すことにより、

科学が好きな子どもを育てていきたいと強く思っている。

執筆者・研究代表 柴田 道世

「津波の時は井戸を見ろ」先人の教えで津波避け助かる

「津波の時は井戸に気をつけろ」。岩手県大槌町栄町の佐藤綾子さんは

２０数年前に近所の高齢者から聞いたこんな話を覚えていて、津波か

ら逃げ延びた。「昔聞いた話が本当に役に立つとは」と先人の知恵に驚

いた様子だった。 佐藤さんは二十数年前、当時小学生だった長女（３

２）と、学校の学習発表会のために津波について勉強していた。

そのとき、明治２９年に起きた明治三陸大津波に被災した近所のお

年寄りから体験談を聞いた。「津波の時は井戸の水が引いて、ゴボゴボ

という音がする。井戸には気をつけて」と佐藤さんは振り返る。それ

以降、「津波が来そうな時はとにかく井戸を見る」と肝に銘じていたと

いう。

この知恵が今回の震災で生きた。揺れが収まった後、佐藤さんはす

ぐに自宅の井戸をのぞいた。「（井戸の水が）今まで見たことないぐら

いに真っ茶色に濁っていた。これはまずいと思って、すぐさま逃げた」

自宅は津波に飲み込まれたが、佐藤さんは高台に逃げて助かった

「先人の教えは大事なんだと、今回のことで教わりました」と笑顔

を見せた。

【資料２７】産経新聞（2011.3.16付）インターネット版

現在の校舎の外観（２０１１年４月撮影）
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