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Ⅰ 科学が好きな子どもを育てる愛宕プラン２２－２３

１．本校の教育目標を受けた「科学が好きな子どもの育成」の位置づけ

＜愛宕中学校教育目標＞

進んで考え 磨き合って 共に伸びる生徒

新学習指導要領の趣旨 →→→ ←←← 職員研修の目指す生徒像

「主体的な学習をすれば、学習内容

がわかったりできたりするように

なる」という実感を他に語ること

ができる生徒

愛宕中学校の目指す「科学の好きな子ども」（定義）

○直接体験の中から自然の事物・現象に対する見方・考え方をもち、観察・実験を通して

その仕組みを見出す過程において仲間と分かり合う喜びを実感する子ども

２．科学が好きな子どもの具体的な姿と目指すための手だて（更新）

愛宕中学校で期待する「科学が好きな子ども」は以下のような様相を示すものである。

① 自然の事物・現象に進んで関わろうとする姿

「これはおかしいぞ、どうしてこうなるんだろう」

② 自分の経験や既習事項を根拠にして、課題解決の見通しを説明する姿

「これは、◇◇だからこうなるんじゃないかな」

③ 検証の方法を自分たちで構築する姿

「これを確かめるために、◇◇してみよう」

④ 見出した仕組みをもとに他の事象への見方・考え方を再構成する姿

「だから、◇◇はこうなるのか」

⑤ 相手にわかってもらおうと表現の努力をする姿

「例えば、◇◇のときは△△になるのを見たことあるでしょう？それは・・・」

そして、愛宕中学校では、科学の好きな子どもの具体的な姿に近づくために、次のよう

な手だてを講じている。

Ａ 理科の授業における学び合いを取り入れた問題解決学習の実施と単元の重点化

Ｂ 「目的の明確化」と「検証方法実現の保障」の理科部内での共通理解と徹底

Ｃ 定性的・定量的に検証可能な教材の開発

Ｄ 中学校区における９カ年を通した学習スキルの継続的指導
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３．手だての背景にある考え方

（１）学び合いの基本姿勢

愛宕中学校の学び合いは時間やグループ、解決方法などの枠組みにと

らわれず、目標の達成を重視する。よって、期限を過ぎても目標が達成

できないときは昼休みや放課後を使って成果を出さなくてはいけない。

生徒は、自分たちの班で分からないときは他の班に聞きに行ったり、

図書室やコンピュータ室に調べに行ったりしてもいいことになっている。

それは、目的達成のために一番いい方法を生徒自身が考えるという学び

合いの基本的な考え方に則っている。よって、理科の授業中は、「目標は

教師が明確にするが解決の方法は生徒に任せる」というのが教師の基本

スタンスである。

（２）異学年学習を取り入れる意義

学び合いに限ったことではないが、授業の成否は生徒同士または授業者と生徒との人間関係に

左右される。学級経営がうまくいっていなかったり生徒が教師を信頼していなかったりするとき

などは学び合いもうまく機能せず、目指す生徒の姿が実現しにくいことがある。

愛宕中学校の理科部では、学び合いや自分たちで学びを作っていくことのよさを実感させるた

めに異学年学習を行っている。これによって、授業に向かう生徒の意欲や仲間に接する生徒の態

度を向上させることができることが見えてきているからである。

それは、異学年のグループを作ることで自然な「教える・教えられる」の関係が成り立ち、上

学年の生徒には「わかってもらえた」という自己有用感を、下学年の生徒には「自分の考えが通

用した」という自己有用感をそれぞれもたらすからだと解釈している。

また、学びの質の向上の効果もある。異学年学習

では下学年が上学年に一方的に教えてもらっている

わけではない。上学年が下学年の鋭い発想に刺激さ

れたり、考えを再構成する必要に迫られたりする場

面が多く発生し、上学年の思考が深まることは大き

な効果である。

右の記述は、浮力の単元を１年生と３年生との異

学年学習で行ったときの３年生のレポートの一部で

ある。このときの課題は昨年の論文に掲載したもの

と同様で、「水底についた容器が浮かなくなる理由を説明しよう」である。１年生の発想から、

「容器の向きをタテに変えると、容器は壁面に張り付いたまま上下動する」ことに気づいた場面

である。ここから「浮力は無くなってはいない」という手がかりを得ることができた。このレポ

ートを書いた３年生は、１年生のおかげだと下学年の活動の有効性を認めているのである。

（３）異学年学習の未来像

愛宕中学校で異学年学習を組織し始めて３年が経過した。下学年の立場で異学年学習を経験し

た生徒が、上学年となり下級生をリードするという一つのサイクルができた。愛宕中の異学年学

習は、異なる学年の２つの学級を半分ずつトレードして混合し、それぞれの混合クラスを１人の

↑振り子がどこまで上がる

のか、理科室外で検証中
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教科担任が担当する方法をとっている。そのため、教科担任同士の学び合いに対する共通理解が

大切なことはいうまでもない。この方法をとることで、今まで学び合いを疑問視していた教員が

そのよさを実感することができ、その後も自分の授業を改善しようとする意欲が高まるなどの効

果があった。今後も異学年学習の輪を広げ、「自分たちで学びを作るよさ」を生徒たちに実感さ

せる教師集団を育てていきたい。

今まで異学年学習を行った単元は以下の通りである。

・ ２学年－３学年による「塩酸に溶かした鉄を取り出すにはどうすればよいか」(20)

・ １学年－３学年による「水底についた容器が浮かなくなる理由を説明しよう」(21、22)

異学年授業に取り上げる学習内容は、下学年にとっては発展的課題であり、上学年にとっては

学習内容の活用による確かな定着をねらった課題が望ましいと考えている。新学習指導要領の実

施により、上記の「塩酸に溶かした・・・」の課題を異学年学習することは、単元の配列が変わ

って難しくなった。そこで、もう一つの単元を開発し２年おきに繰り返すことで、上学年になっ

ても下学年のときと同じ内容を学習しないサイクルをつくることにした。現在開発中の単元は、

地層の「見かけの傾斜」を用いて空間認識力の向上をねらったものである。

・ １学年－３学年による「右岸に見える地層を延長しても左岸の地層につながらない理由

を説明しよう」

これについては、本論文の「2012年度の教育計画」に詳細を掲載し、本年度の３学期に実践予

定である。

異学年学習後に３年生の書いたレポート（右、

右下）を見ると、自分たちの力で課題を解決す

ることのよさを実感していることや、それを誇

りにしていることなどが伺える。このように学

びの文化が教師の手ではなく生徒の手によって

伝えられるというのは、「科学が好きな子ども

を育てる」主体が教師だけでなく、子どももそ

こに参画することを意味する。今後もこの取組

を継続・発展させる必要がある。

発展の方向性としては、雪割草

の植え付け作業やふるさと遠足な

どの行事を異学年のグループで行

うなどの活動の拡大がある。また、

中学校区の小学校の縦割り班と連

携した地域の公園清掃などの連携

の拡大も計画されている。将来的

には、小学校への出前授業の際に
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中学校教員だけが小学校に赴くのではなく、小学生と中学生の異学年授業が実現するように働き

かけていきたい。教職員の共通理解が図られれば、実現可能なことである。

（４）小学校と中学校で連携した学習スキルの指導

愛宕中学校に学習スキルを導入して５年目にな

った。学習スキルはコミュニケーション能力を高

め、学びの質を向上させる。科学の好きな子ども

の姿に近づくために必須の資質と考えている。

全ての教室には学習スキルの表示があり、授業

中に「知らせ、使わせ、評価する」というサイク

ルで教員が定着に向けての支援を行っている。

学習スキルの定着については生徒の自己評価を、

運営活動については学校評価を用いて生徒や教職

員の意識付けを行っている。そして、評価結果を

受けて、定着度の低いスキルを重点的に指導したり（下部グラフ参照）、年度の終わりに生徒の

実態に合わせてスキルの中身を見直したりしている。

また、１年生の総合的な学習の時間には学習スキルだけを取りあげて練習するプログラムを作

成し、実施している。 （７月実施） （２月実施）

改善

中学校区の小中学校の学習指導担当者会議を通じて、小中学校で学習スキルを同じ視点で継続

指導することになった。小学校では「学習の決まり、聞くスキル、話すスキル、書くスキル」を

指導し、中学校ではそれらを継続するほか、「学習の決まり」に代えて「考えるスキル」を導入

する。（下部資料参照）年間５回の学習指導担当者会議では、学習スキルの定着度や実践内容を

交流して、授業改善推進の一助としている。
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（５）科学の普遍性を生かした共同学習の推進

科学は「誰がやってもそうなる」、「いつやってもそうなる」という自然の事物・現象の仕組

みの追究である。よって、答は教師が出すのではなく、自然に働きかけた観察・実験が出すとい

う授業の構えを教師がもつことが大切である。そして、どの班の結果もそうなったという事実や

誰もが「そうだ」と認めることが真実として残っていくという科学の歴史を授業の中で体験して

いくことが、科学が好きな子どもの育成には欠かせない。

よって、授業においては、生徒が自分の考えを全体に発表して成否を問う場を設定することや、

他の考えを総覧できる環境を整えることなどは、教師の手だてとして必要である。それを受けて、

愛宕中の理科では概ね次の流れで授業を展開している。

グループごとの追究

他のグループを見に行ったり、どんな資料を見たりして

もよく、自分たちの仮説や結果をホワイトボードにまとめ

ている。（写真は白い服の男子生徒（右）が他の班の生徒

（左）に説明している様子。

全体発表１

全体の前で発表することで、他に自分たちの考えを分か

ってもらえるかどうか確かめ、予想を確かなものにする。

仮説が違っていたという反証が行われることもある。

また、他の班への伝わりにくさや、表現上の改善点が見

えてくる場面でもある。

全体発表２

全体発表１の後、見出された共通の課題をさらに追究し

たり、表現に改善を加えたりして、課題に正対した結論を

出す場面。全ての班が黒板に並べて書き始める。他の班の

表現を見て、自分の班の表現を改善する動きが盛んに行わ

れる。

まとめ

他の班の結論を総覧する場面。自分のノートに他の班の

よい表現を書き加える時間をとっている。学習内容によっ

ては数字だけがずらっと並ぶこともあり、どの班も同じ結

果が出ることが一目瞭然であることを示すことができる。

大切なことは、理科部内で共通理解し、同一歩調で行う

ことである。
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理科の実践２(h23.2月実施）

主題 実際の縮尺を重視した月の満ち欠けの学習過程

１．昨年度の課題からの改善点

新学習指導要領に「月の満ち欠け」の学習が付加

された。愛宕中学校では、昨年度は「『月の満ち欠

けが地球の影によって起きる』という考えが正しい

のか間違っているのかを根拠を明確にして説明する」

という課題に取り組んだ。

いくつかのグループでは右の写真のような図を教

科書や資料集から探し出し、光源装置と発泡スチロ

ール球のモデルを用いて検証した。それは、すでに

正解と分かっているものの正当性を述べているだけ

であり、地球の影で月の満ち欠けが起こることの不合理さを言及したものではない。ここに昨年

度実践の弱さがあった。

そこで、今年度は昨年度の課題解決の過程ではっきりしなかった、「太陽－地球－月と並んだ

ときが満月の位置として妥当なのか」を説明する活

動を組織した。すると、以下のような予想が生徒か

ら出された。

① 月は斜めに地球の周りを回っていて、地球

の影から上や下に出ているので光が地球に当

たる。上から見ると満月のときは太陽－地球

－月と一直線に見えるが、横から見ると、一

直線ではなく、「くの字」に曲がっているは

ずだ。（右上写真参照）

② 太陽は地球よりずっと大きい。だから、地球の外側を

通って太陽の光が月に当たるのではないか。

影は月まで延びていなくて、月の途中でなくなってい

るのではないか。（右図参照）

そして、①、②それぞれに反論が出された。

反① ①の考えでいくと、満月は完全な円形ではなく、下側が欠けるからおかしい。

反② ②の考えていくと、月食が起こらないことになるからおかしい。（月食の仕組は未習）

これらの相対する考えを比較検討していくことで、平面的な図を鵜呑みにしている生徒にも空

間認識を高めることができないかと考え、学習活動を組織した。

２．課題解決の視点

予想段階で生徒の表現する天体は実際のものとは大きさの比率が異なる。また、天体が運動す
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る空間を２次元で表現するには、どこから見たものなのかを明らかにしないと角度表現が曖昧に

なる。この２点を生徒に明確にさせることで、角度と見え方についての認識が深まり、予想の妥

当性が見えてくると考えた。

まず、「太陽が１ｍの球だとすると、地球はどれくらいの大きさで、１ｍの太陽からどれくら

い離れていることになるのか調べよう」という天体の学習の初期の学習活動を想起させた。その

後、自分たちの予想に用いた図を実際の比率で表現して仮説を見直すよう発問した。

３．生徒の活動の実際

①の予想をもった生徒

生徒は地球の公転面に対して月の公転面が斜めになっているはずだという予想はできても、実

際にその角度が何度なのかは簡単には求められない。そこで、黄道と白道の描かれた図をコピー

して円筒形に貼り合わせ、地球を中心とした軌道平面がイメージできることを支援した。

貼り合わせた

円筒→

説明を聞いた生徒たちから、次のような発話があった。

Ｓ１ ほーら、やっぱりかたむいてる。正解だ。

Ｓ２ でも、傾きが小さくないか？すごく狭い。

Ｓ１ え、何度ってどこを測ればいいの？

Ｓ２ 横から見ればいいんじゃないか？まずいって、これじゃあ（月は地球の）影の中じゃ

ない？

この円筒形を見た段階では、軌道が傾いているの

は確かなようだが、地球の影の中から月が出るのか

どうかは計算や作図をしてみなければ分からないと

いう半知半解の状態だった。

円筒形の線を透明なシートに書き写したいと述べ

る生徒も出てきて、正確に公転軌道の傾きを測ろう

とするなど、解決の見通しがもてたようであった。

地球の公転軌道と月の公転軌道が約５°傾いてい

ることを求めた生徒たちは、実際の比率を計算する

と、月が思いの外遠くにあることを見出した。

そして、横長の模造紙に作図（右上写真）して月

が地球の影から出ている程度を明らかにしたり、発

泡スチロール球に光を当てて５°下の角度から双眼

鏡で見たりして予想を確かめた。そして、「ほぼ、満

月といってよいので予想が正しいと言える」という

結論を出した。
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②の予想をもった生徒

生徒たちは「太陽が１ｍの球だとすると地球の大きさは１

円玉より小さく、距離は１００ｍ以上離れている」ことを体

験している。それでも、太陽はすごく大きいというイメージ

とデフォルメして描かれる様々な資料の図により、地球の影

が無くなるという誤認識が生まれる。

これには、相似のきまりにおいて、長さは変わっても角度

は変わらないという縮尺変更のイメージが確立されていない

ことも原因の一つであろう。

生徒は、太陽と地球との距離が大きすぎて表現できないと

相談にきた。そこで、糸を張って線を描く代わりにしたらど

うかと提案した。

生徒は廊下に出て比の計算から出した太陽の大きさと地球

との距離を巻き尺で測り、地球と太陽との共通接線を「影

の線」として表現した。

その結果、二本の糸がなす角度は約２°だったため、太

陽から地球に向けて影を作る光は水平方向から約１°傾い

ていることを見出した。

次に、相似では大きさが拡大されても角度は一定である

ことを想起させ、地球の大きさを太陽との関係を見出した

ときよりも大きくして、影と月との関係を調べるよう支援した。

地球と月の大きさを紙で切り出し、大きさに見合った位置関係にそれぞれを設置すると、月が

地球の影に入り込んでしまうことが確認された。

様子を見に来た他の班の生徒（Ｓ３）と、この追究を行っていた生徒（Ｓ４）との間に次のよ

うな発話があった。

Ｓ３ どうだった？わかった？

Ｓ４ うーん。ちがったよお。私たちの予想が違ったってことが分かったよ。

Ｓ３ どうしてわかるの？

Ｓ４ これが影で、これが月ね。ほら、影の方が（幅が）広いでしょ。月の前でなくなるって

思ったけど、月を通り越してもっとずっといかないとそうならないんだあ。
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Ｓ３ 地球が思ったより大きかったってこと？

Ｓ４ うーん、いろいろちがってたなあ・・・。

先生、私たちすっごく頑張ったのに、このがんばりは無駄だっ

たってことですか？

Ｔ 予想が違っていたってことを証明するのは「反証」といって、

選択肢を確実に減らすとても有意義なことだよね。

Ｓ４ でも、間違いでしたってみんなに説明するの、イヤだなあ。

Ｓ３ でも、○○たちはホワイトボードにやってるけど、この班すっ

ごくわかりやすいよ。○○たちのはよくわかんなかった。

この後、Ｓ４の生徒のグループは、自分たちとは異なる予想の班の様子を見に行き、説明を受

けたり、モデルを自分たちも見て操作したりしていた。

この追究内容について、彼らが直接テストで問われることはないであろう。しかし、「やって

みなければ分からない」といった態度や「自分で確かめると楽しい」という思いを生徒にわから

せ、「科学が好きな子ども」の姿に近づくために意味があったと考えている。

理科の実践３(h23.6月実施）

主題 ３力のつり合いの授業における改定案の試み

１．昨年度実践改善の視点

昨年度論文に掲載した「３力のつり合い」の実践において、平行四辺

形を用いた合力の描き方を、いつ、どのような形で生徒に導入するかの

検討が課題となっていた。昨年度実践では、追究の仮定で生徒が資料か

ら見つけたものを周りに説明しながら同意を得ていく学習過程をとった。

今年度は、斜面を下ろうとする力（重力の分力）の作図はもちろんの

こと、合力の書き方の演習を行ってから３力のつり合いの授業を昨年と

同様な流れで行った。

２．学習活動の実際

（１）３台の台車がどのような方向に進んでも最終的には互いに１２０°に開いて静止する現象

（写真下左）を「つり合っている」と言ってよいか解釈する活動

「３力のつり合いは、１の力と他の２力の合力とが一直線上でつりあっている」という明確な

記述や、適切な作図（写真上右）、６台をつなげたときと同じになるという気づき（写真上中央）
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などが、昨年よりも早い段階で生徒から出され、互いの納得を得ていた。

（２）３台の車Ａ、Ｂ、Ｃのうちの１台Ａに、力の弱い（引く力が0.06Ｎ）お助け号を接続した

ら、どのような変化が起こるか予想する活動

２力の合力は、２力の大きさは同じでも互い

のなす角度によって大きさが変化する。この不

思議さに気づくことが活動のねらいである。

ここまで比較的早い展開だったが、発問に対

しての生徒の予想は、合力変化の要因を表現し

ていないものが多かった。

最初の生徒の予想

・つりあいがくずれる（つりあわなくなる）

・お助け号がつながった方が勝つ

・左の２台（お助け号が接続されない２台）が右の２台（お助け号

を接続した方）を引く

そこで、授業者は予想の仕方について次の支援を行った。

教師の支援

「『勝つ』というのは、『勝ち続ける』のでしょうか、『一瞬勝ってその後引き分け』なので

しょうか。変化とは、ある時点のことを言うのではなく、時間の経過と共に何がどのように

変わっていくのかを考えることです。

この支援の後に生徒の予想を立て直させたところ、各班の予想は次のようになった。

１班 、２班 、５班

・最初にＢとＣがひっぱって、最後はお助け号の方向にＢとＣがひっぱられて止まる。

３班 、４班 、７班

・初めはＢとＣの２台に引っぱられて、最後はお助け号の方に引っぱられ続ける。

８班 、 ６班 、９班

・お助け号の方が強すぎてお助け号の方にひっぱられて、図のようにＢとＣの２

台の角度が狭くなってつりあう。（右上図を添付）

１０班

・車Ｂ、Ｃの間が広いから、最初はお助け号と車Ａが引っぱる。次に、車Ｂ、Ｃの間が狭くなる

から、車Ｂ、Ｃがお助け号と車Ａを引っぱる。そのくり返し。

各班の予想には、Ｂ車とＣ車のなす角度が変わることを述べた班が１０班中５つあった。また、

その中の２つの班で、その角度が何度になるはずかという具体的な数字も示された。

各班の予想の説明の際には、次のような核心を突く発話が出た。
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○ 力と力が開いていると合力は小さく、力と力（の角度）が狭く

なっていると、合力は大きいです。

○ 角度が狭いと引く力が強いといえる理由は、３台がつり合うと

き、120°になる前は引きずられるけど、120°に開くとつり合っ

て止まるからです。

○ Ａの車は0.08Ｎ、お助け号は0.06Ｎですから、あわせて0.14Ｎです。要は、ＢとＣの２

つの0.08Ｎで0.14Ｎを作ればいいのです。

各班の予想を総覧して相違点を検討した結果、検証するときの視点を２つに定めることができ

た。

① お助け号を接続したときに最初に動く方向は「ＢとＣ」の方か「Ａとお助け号」の方か

② ＢとＣの角度は変化するのかしないのか

この後、各班で検証を行い、最初に動く方向は「Ａとお助け号」の方であること、ＢとＣの角

度は変化し、予想通り約６０°になることを全員が確かめた。

車Ｂと車Ｃのなす角６０°の求め方は、角度が変わることを理解した後は、複数の作図の方法

があることが全体発表からわかった。

３．昨年度の改定案についての考察

上記の①と②を検証する背景には合力概念の確実な定着がある。そのためには、単に三角定規

を用いて平行四辺形を描く「求め方の暗記」の授業ではなく、求めた合力の大きさは単純に２力

の合計よりも大きくならないことの不思議さの実感やそれを実物に当てはめた説明の納得などを

重視した授業が大切である。その視点から、この実践の意義を述べたい。

今年度は、３台の車が互いに１２０°に開いて静止する事象提示の前に合力と分力の学習を行

った。確かに、理解は早く、見通しをもてる生徒が多かった。しかし、事象提示の際のおどろき

や自分たちで決まりを見つける感動などは少なかったように思えてならない。生徒に「おや、な

ぜ、ふしぎ」をもたせる効果が弱かったと分析する。

この教材の特徴は、自然の仕組みにそって角度がきちんと表現されるという点である。それを

利用して、３台よりも台数を増やしての観察や作図などからつり合いの仕組を見出す学習過程な

ど、工夫・改善の余地はまだある。今後も実践を重ね、科学の好きな子どもの姿の具現に向けて

努力したい。
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学校全体の実践

地域貢献的活動における豊かな自然体験と、先人から学ぶ取組

愛宕中学校は、周囲を新潟大学農学部

の実験農場（フィールド科学教育研究セ

ンター）、村松公園、愛宕山等に囲まれ、

自然に親しみやすい環境にある。愛宕山

のすそ野には堤と湿地がひろがり、昨年

度は、佐渡から本土に渡った朱鷺もしば

らくこの地に滞在した。

愛宕中学校では、このような恵まれた

環境を生かした豊かな自然体験を行って

きた。さらに、地域貢献活動を行って地

域とのつながりを深め、地域の先達から

より深い学びが得られるように活動を組織し始めている。

(1) 雪割草の植え付け活動（平成２２年１１月実施）

村松公園は桜の名所として有名で、毎年大勢の観光客が訪

れる。そんな公園に、桜よりも早い時期にも雪割草で内外の

方に喜んでもらおうと、「雪割草の会」の方々が愛宕中学校の

隣接した敷地で活動している。私費を持ち寄って建てたビニ

ールハウスで苗を育て、３年目に愛宕山に移植するのである。

珍しい品種などは盗掘されることも多いが、雪割草の会の方

々は、新しい名物を生み出そうとねばり強く活動している。

愛宕中ではそのような方々の故郷にかける思いを学び、作

業の手伝いをしている。雪割草の特徴や他の植物との違いを

教えていただくことで、植生への興味・関心を高めた。中に

は、総合的な学習の時間にさらに作業に伺ったり調べ学習を

続けたりして、現地ガイドができるほどの知識を身につけた

生徒もいる。今後、生徒たちに自己有用感をもたせられるよ

う、訪れた観光客の方々を案内する活動を組織しようと計画中である。

(2) 新潟大学農学部実験農場での食農体験（年間実施）

愛宕中学校では新潟大学と連携し、目の前の新潟大学農学

部実験農場で作物（枝豆、ジャガイモ、大根）の植え付けか

ら草取り、収穫、牛の世話と搾乳、食育と、一貫した食農体

験の指導を受けている。生徒は雨の日は泥だらけ、暑い日は

汗まみれになって農場から戻ってくるが、どの生徒の表情も

生き生きとしている。



- 17 -

とれたての枝豆をゆでたものやとれた大根を漬け物にして

近くの老人ホームに慰問に行ったり、文化祭の訪問者にジャ

ガイモを袋詰めして配っている生徒の姿は、自信に満ちてい

る。そして、自然の恵みやそれを活用している人間の知恵を

生徒自身が感じていることが、生徒の作成したレポート等か

ら見て取れる。

(3) 野鳥観察会（平成２３年６月実施）

愛宕中学校の恵まれた環境を生かし、日本野鳥の会の指導

者を招いて授業日の早朝５時半から愛宕山で野鳥観察会が行

われている。興味のある生徒たちが大勢参加し、十数種類の

鳥の鳴き声を聞き分けることができる生徒も出てきた。

観察会の前後には生徒玄関ホールに野鳥の掲示コーナーを

設置し、全校生徒の興味・関心を高めている。

(4) 科学教室ボランティア活動（平成２３年７～８月実施）

五泉市では、退職教員を中心とした「？（はてな）の会」

が主催する夏休み自然科学教室（全８回）が毎年行われる。

内容は植物標本づくり、登山、川の水生昆虫観察、星座観察、

科学おもちゃづくり、おもしろ実験と多岐にわたる。

そこに、愛宕中学校の３年生がボランティアに訪れ、小学

生の相談にのったり、アドバイスをしたりすることにした。

小学生は中学生から作業手順の補足のアドバイスを受けた

り、成果を賞賛してもらったりして、生き生きと活動していた。

(5) 文化祭のミニ科学館開催と工業高校生の出店（平成２２年１０月実施）

２２年度の文化祭では、学年委員会が理科学習の知識を用い

たミニ科学館を開催し、訪れた人を科学で楽しませた。また、

近隣の工業高校から愛宕中の卒業生が出店を開き、高校で習得

した技術を披露した。

ミニ科学館では、全反射を用いた「変身カード」の制作や「テ

レビ石」の紹介、浮力を用いた「浮沈子」の制作、静電気を用

いた「コンデンサー制作」など、各担当者が熱心に説明を行っ

ていた。工業高校の先生から「完璧な説明ですね」と言われて

喜ぶ生徒の姿が見られた。

また、工業高校生の出店では、金属の特性を活用した旋盤を

用いてのミニアクセサリー製作を披露した。出店した生徒は愛

宕駐在学中に、課題追究を熱心に行っていた生徒である。高校

の学習内容に対しても、熱心に説明する姿に、後輩が大勢集ま

っていた。
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Ⅲ 成果と課題

ここでは、愛宕中学校の目指す「科学の好きな生徒の姿」がどのように具現されていたかにつ

いてを成果とし、今後の実践で補充・改善・継続が必要な事柄を課題として述べていく。

１．自然の事物・現象に進んで関わろうとする姿

実践１～３のの追究場面では、複数時間に渡った実践だったにもかかわらず生徒の意欲が持続

し、授業の開始時刻よりも前に理科室で追究や発表の作業を始めている姿が見られたことは、成

果としてあげてよい。

しかし、生徒が追究の途中で、自分が間違っているということを素直に認められないことがあ

る。実践１でも間違ったデータを全体発表で報告した例があった。周囲から指摘されても、「自

分たちはそれで大丈夫だった」と固持する生徒がいた。

反証といって価値のあることなんだとその都度説明はするのだが、実践２の生徒（Ｓ４）の発

話にもあるが、間違いを心底受け入れることは難しい。受け入れるためには仲間の発話が一番効

果的だと思うのであるが、その部分の支援については今後の課題である。

２．自分の経験や既習事項を根拠にして、課題解決の見通しを説明する姿

実践１の追究活動の際、生徒は鏡から遠くに離れ

て何とかして小さい鏡に全身が映ることを確かめよ

うとして四苦八苦していた。そんな中で、ワークシ

ートに既習内容を生かした光の線を描き始めた生徒

がいた。光の線を作図することで鏡の大きさを求め

られることに気づいた生徒は、「描けば分かるよ」

と周りに説明を始めた。経験則重視の雰囲気のあっ

たときはその生徒のつぶやきがすぐには広がらなか

ったが、学び合いや全体発表を通してその考えは広

げることができた。

しかし、既習内容がなかなか活用されない学級がある。

実践３では、お助け号を接続したときに最初に動く方向は容易に予想できる

と想定していた。しかし、最初に動く方向を間違って予想する生徒は多い。前

時に、３台の車がつり合っているときには何が何とつり合っているのかを明確

にしている。最終的な互いのなす角度が何度になるのかすらも予想できている。

（右写真）それでも、新たな事象に遭遇すると既習事項よりも直感や自分の既

成概念が優先してしまうのだ。力の矢印を用いて表現させるなど既習事項を意

図的に使わせる場面を設定するなど、どんな手立てを講ずるかが課題である。

３．検証の方法を自分たちで構築する姿

自分で検証方法を考える生徒は、学習内容の理解も確かであることが多い。実践１において、

鏡に何重にも枠線を書き込み、自分が下がるにつれて小さい鏡でも見えるようになるか（内側の
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枠線内に映る範囲が狭まるか：写

真右）という追究方法を考えた生

徒は、他の生徒が考えたワークシ

ートに作図する方法に改良を加え、

距離が変わっても必要な鏡の大き

さが同じであることを表現した。

また、実践２において、検証の

結果自分たちの予想が間違ってい

ることに気づいた生徒は、その後の学習に意欲的に取り組

み、目的意識を継続して課題に的確な考え方を行っていた。

右写真は、「三日月が真夜中に見えないのはなぜか」とう

い課題の説明を行っている。それぞれの月が見える時間の

自転幅を色を変えて表現し、学習内容が的確に用いられて

いることが見て取れる。

検証方法を自分たちで構築することは課題解決への目的

意識の継続や強化のために有効だと言える。

一方で、自分で検証方法を考えつかない生徒をどうするのかということが協議会などでよく話

題になる。ということは、検証方法を生徒任せにしていいのかと疑問に思う教員が多いというこ

とだ。これは生徒の状態により対応が異なる。

生徒が「○○を□□したいのだが、よい器具（機械、方法を含む）はないだろうか」と相談に

来るときなどは事前に生徒同士で話し合っており、ある程度、追究の見通しをもっている。そう

いうときは、教師が生徒と一緒に解決方法を話し合い、実験精度の上がる器具を紹介してもよい

と考えている。

しかし、自分たちのグループの中だけで困り果てているときなどは学び合いを斡旋するだけで

具体的な支援はしない。そういうグループは実験の意味からして押さえられていないことが多い

のである。なぜその実験をするのかから仲間に教えてもらった方がよいのだ。

このスタンスを他の教員に分かってもらうことが難しい。「科学が好きな子ども」の姿に近づ

くために、教師が授業中にどのような姿を求めているのか、それがなぜよいのかをきちんと生徒

に納得させられる教員を育てなければならない。それが、今後の私たちの課題なのである。

４．見出した仕組みをもとに他の事象への見方・考え方を再構成する姿

実践１では、この単元の学習の後に光の屈折を学

習するのだが、その際、実践１の「ここにあるよう

に見える」という虚像のとらえがよく活用されてい

た。

右写真のホワイトボードを作成した１０班の生徒

たちは、実践１の単元では必ずしも他の班を引っ張

る存在ではなかった。班のまとまりに欠け、学び合

いがうまく機能していなかった。

しかし、実践１の他の班の表現を参考にこの課題
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に意欲的に取り組み、最終的には反射で学習した光の矢印を適切に用いて問題に正対した答を述

べることができた。その上、他の班に聞いたことを自分の班で再検討して確かめたりする活動が

見られ、追究する力の向上が見られた。これらの現象は他のいくつかの班にも見られた。

水面に斜めに刺した棒の見え方は、屈折の光の矢印の曲がる

角度と混同して間違った解釈を起こしやすい。光の矢印を想起

することで右図の（イ）と予想する生徒がいる。

勘違いしてもいいのである。ただ、実際に観察したときに、「あ、そうか、○○だからこうな

るんだ」と説明する姿こそが「科学が好きな子ども」の姿なのである。

このような評価観をもって生徒の評価ができるようにしたい。そのためのテスト問題やその評

価方法などは、今後、多いに改善の余地があると思われる。

５．相手に分かってもらおうと表現の努力をする姿

追究の意欲が高いときは表現の意欲も高かったことは注目に値する。自分たちが分かったこと、

見つけたこと、それを他の班に分かってもらいたい、伝わるように書きたいという意欲の高さを

感じた。特に全体発表２ではその傾向が顕著であった。

また、年を重ねるにつれて学習スキルを生徒が用

いる頻度が向上している。それは、理科以外の授業

でも学習スキルを用いる場面があって、生徒に定着

してきているからだと思われる。

右の写真は実践１の単元の１時間目に、光の反射

で鏡に映る像はどれかを予想し、黒板に記述する場

面である。まだ反射の

規則性が未習で、自由

に予想しているのだが、

「最初に結論を延べ、

その後に理由を述べる」

という説明のスキルが

用いられている。

平成２３年度１学期の学校評価によると、「学習

スキルの定着を意識した授業を各単元に必ず行って

いる」教師は８１％である。しかし、「授業中に学習

スキルを使うように心がけている」生徒は６０％に

満たない。このギャップを埋めることがこれからの

課題である。

学習スキルは全校体制で取り組むことで効果が高

まる。小中学校の連続した学習スキルを設定した今、

毎日の授業の中で学習スキルを生徒に発揮させるた

めの手だてについて、私たちはさらに研修しなけれ

ばならない。
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Ⅳ ２０１２年度の教育計画

１．概要

(1) 異学年学習の第３パターンの実践

・ 地層の見かけの傾斜の分析を１年生と３年生で行い、空間認識能力の育成を図る。

(2) 新学習指導要領で新たに加わった学習内容についての単元開発を行う

・ イオンや電池の単元でモデルを用いた現象の解釈の妥当性を検討する活動

(3) 学習内容と生活とのつながりを実感する活動の組織

・ 地域との連携を深めた組織的な取組の推進

２．計画の詳細

(1) 「地層」の異学年学習による空間概念の構築

１年生の学習内容である地学分野の堆積と侵食については、空間的認識力が必要なため

例年理解度が低いのが現状である。昨年度、地層の学習が終了した生徒に以下の問題を提

示したところ、次の傾向が見られた。

問い
図１のＡ～Ｃ地点のがけで地層のようすを観察し、

図２のように標高とともに柱状図で表した。その結
果、図２の凝灰岩ａ・ｂ・ｅは同じ１枚の地層であ
ることがわかった。次の問に答えなさい。
① 図２の凝灰岩の層ができた後、さらに地層が堆
積していく間の海の深さは、どのように変化して
いったと考えられるか。

② 図２の地層は、どちらからどちらへ向かって低
くなるように傾いているか。次のア～エのうちか
ら１つ選び、記号で答えなさい。
ア 東から西へ イ 南から北へ
ウ 西から東へ エ 北から南へ

生徒は上記のような長大な時間の経過による連続的な変化を問う問題①や、空間に広が

る平面を見いだす問題②の正答率が例年低い。特に、②の露頭と地層の関係は、平面と平

面の交わりという空間的な見方・考え方が必要になるのだが、１年生ではまだ空間認識の

力が不足している可能性がある。

そこで、天体の分野を学習するなど空間認識力の高い３年生と１年生とが合同で学習す

ることにより、１年生の不足している学力を同じグループの３年生に補ってもらい、１年

生が理解しやすくなるのではないかと期待した。また、１年生は地層を学習したばかりで

知識が豊かなため、３年生にとっては学習内容を想起することができ、よい復習になる。

これらの状況を考慮し、次のような手だてを図る。

① 具体的な手だて

ア 地域の地層を観察することで、３次元空間の中の地層の広がりを手掛かりにして、地形のでき

る過程を追究する教材構想とする。
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→ 複数の露頭をつなげて、地層を空間に広がる平面として認識できるようにするために行う。

イ 寒天地層モデルから抜き出した多数の柱状サンプルを並べ、地層モデルと比較する活動を組織

する。

→ ３つの柱状サンプルがあれば平面を決定できることを述べられるようにするために

行う。

ウ 地層の見かけの傾斜を繰り返して再現して、仮説の検証ができる環境を整備する。

→ 地層全体が傾くことによって、自分たちの立っている面と地層の層理面が平行でな

いことをモデルを使って説明できるようにするために行う。

② 手だてアの説明

五泉市からとなりの新潟市へ抜ける金津峠に、

観察に適した露頭がある（右図左上）。それは、

一見水平層に見えるのだが、実は地層の走向方向

に切れているためにそう見えるだけなのである。

（右図参照）

上図の状態から中央部が流水で浸食された地形

があり、谷の両側で異なった地層が観察できる。

そこで、平らな地層が対岸で見えなくなる理由を 愛宕中学校↑

追究していく構成を組む。

↑砂と泥の互層になっている ↑厚い砂の層の一部

←金津峠の地図

↑実際の傾斜が見える露頭

見かけ上水平に見える面

傾きがよくわかる面
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砂泥互層の露頭を西に進むと、地層の実際の傾斜が見えてくる（右写真）ので、生徒は

自分たちの仮説を実際に確かめることができる。層理面を出して地層の走向と傾斜を測定

することも容易なので、この課題を解決する際には、市のバスを借りてクラス全体で現地

を訪れたい。

課題提示の際は、写真と発泡スチロールを重ねて作った現地の立体模型（制作予定）を

用いて行う。

③ 手だてイとウの説明

地層は立体的にひろがっているので、

平面で表現するのは難しい。よって、黒

板などの平面の資料から、実際の地層平

面という立体をイメージすることもまた

難しいのである。

そこで、実際の平面が空間の中にある

ことを認識するために、寒天で地層のモ

デルをつくり、生徒に操作させるように

する。

イの場合は、右図のように透明な箱に傾斜した寒天の地層をつくり、ストローでボーリ

ングする作業である。箱の周りを紙で覆って、生徒には中の地層が見えないようにする。

なるべく少ないボーリングで中の地層の様子を判定することを目的にして、グループで討

論させる。

ウの場合は、水平に堆積した寒天の地層を与え、自由に切断させる。切断の方向によっ

ては、実際の地層の厚みよりも厚く見えたり、平面は傾斜しているのに切り口は水平に見

えたりする様子を生徒が自由に観察できるようにするのが目的である。

作るのは少々たいへんであるが、粘土よりずいぶん安価にでき、これ以外の素材が今の

ところ思い当たらないため寒天を作成する予定である。地域のお菓子業者とも相談予定で

ある。

④ 実施に当たっての課題

五泉市では雪が降る冬には露頭観察ができない。そのため、この単元の実践は１１月に

したい。そのためには、３年生の天体の授業をそれまでに終わらせなければならず、単元

の学習順序の組み替えが必要になる。それは、１年生も同様である。

新しい教科書が採択され、年間指導計画の 終調整段階である。異学年学習の内容は、

２年おきに「浮力」→「浮力」→「地層」→「地層」と実施することになる。そのための

年間を通した単元配列表をきちんと作成しておく必要がある。

(2) 電池の仕組みをイオンで説明するための教材開発

新学習指導要領の目標には「電池については、電極で起こる反応を中心に扱うこと」と

ある。教科書に取り上げられている電池はボルタ電池が多いが、ボルタ電池には電極の反
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応に問題点があり、教材として扱いづらさがある。そのため、他によいものはないかと考

え、電池の学習について考え方を変えてみることにした。

① ボルタ電池の問題点と考察

理論通りの反応を観察することができないことが何よりも大きな問題である。

希塩酸に亜鉛版と銅板を電極にして電池にした場合、銅板に発生する水素よりもずっと

多い量の水素が亜鉛版にも発生する。これは多くの教科書には説明されていない。

また、電解質を希塩酸以外のものに変えても、この現象は改善されない。水溶液中の陽

イオンが亜鉛よりもイオン化傾向が大きくなるように水溶液を他のものに変えると、亜鉛

からの気体の発生は少なくなるが、電圧も下がり、銅板からの水素発生はほとんど観察で

きなくなる。

さらに、水溶液に金属板を浸しただけのものと、二種類の金属板を回路でつないだもの

とを比較すると、理論上は回路につないだものの方が速く金属板が溶け落ちると思われた

が、その差はほとんど見られない。

上記のことから、ボルタ電池では負極となる金属の表面において、以下の２種類の反応

が起こっていると考えられる。

・負極の金属原子が水溶液中の水素イオン（水素イオンが無くても加水分解によって発生）

に電子を渡してイオンになる反応

・負極の金属原子が他の金属原子に電子を渡してイオンになる反応（教科書の図にある）

なおかつ、植物の葉で光合成と呼吸が両方起きていてその量が光合成の方がずっと強い

という事象のように、前者の方がより多く行われている反応であると考えられる。

以上のことから、ボルタ電池は扱いづらい教材であるといえる。

② 対応策と考察

生徒にとっては、上記の反応を解釈するのは難しい。そこで、理論通りの観察ができる

塩化銅の電気分解を用いた二次電池の観察を用いることにした。

塩化銅水溶液を、２本の炭素電極を使って電気分解すると、陰極に銅が付着し、陽極か

ら塩素が発生する。時間が経つと、水溶液中の銅イオンが減り、青色が薄くなる。そして、

電気分解後には燃料電池のように電池になる。

炭素電極の陰極には銅が付着し、陽極には塩素が付着している。炭素棒自体は電極とは

ならず、負極が炭素棒に付着した銅で、正極が炭素棒に付着した塩素という電池になって

いるのである。両極での変化は次のようになる。

負極：Ｃｕ → Ｃｕ２＋＋２ｅ－ （水溶液の青色がわずかに濃くなっていく）

正極：Ｃｌ２＋２ｅ－→２Ｃｌ－

この電池の電極付近の変化は、負極の銅が銅イオンになり、電子が負極に残る。この電

子は回路を移動して正極で塩素分子に与えられ、塩素分子は塩化物イオンに変化する。電

池として働くときに気体は発生しないが、付着している銅の量や水溶液の色が変化するこ

とが観察でき、それをもとにイオンモデルで説明することができると期待する。

この電池は二次電池であり、中学校の教材として適当かどうかの議論は残るが、電気分
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解との可逆性はエネルギーの学習とつなげる上でも魅力的な教材と考えている。

また、生徒の「電極」のとらえに混乱が起こる可能性がある。電極というと電流が流れ

るものというイメージがあるからだ。しかし、これを逆手にとって、「正極、負極」と「陽

極、陰極」の違いを明確にし、電池の概念を定着させることができるのではないかという

ことも考えられる。

この単元について、今年度の秋に公開授業を行い、周囲の意見を取り入れたい。

※ 参考文献

・ 電池教材に関する一考察 －ボルタ電池の問題点を中心に－ 岡博昭2009

・ 新潟大学附属新潟中学校平成２２年度研究紀要 丹羽 徹

(3) 学習内容をもちいた身の回りの事象についての説明の教材開発

日本の子どもは「学ぶ意義の実感」において他国よりも劣っていると各種国際調査で伝

えられている。この学習が将来何の役に立つのかを生徒に理解させることは愛宕中におい

ても重要な課題であり、昨年度の計画では以下のように考えていた。

・ 水道の蛇口を２個３個と次々に開けても、それぞれの蛇口から水の出る勢いは

1/2、1/3に減らない理由の説明活動を行う。

しかし、建物の構造上、水道の場所によっては水圧以外の要素が関与して理論通りの観

察を生徒に提供することができなかった。また、職業のつながりから外部講師に指導を依

頼すると、生徒が学習した内容は職業人にとっては「当たり前」のことになっていて、講

師の話の中心が学習内容以外のことに寄っていくというジレンマがあった。これらの理由

から、昨年度は授業に取り上げることを断念した経緯がある。

新学習指導要領の完全実施が目の前である。改訂された新しい教科書では、どの出版社

の教科書も、学習内容を用いた技術や職業、文化作品などを紹介し、学習内容と他との「つ

ながり」を実感させるための配慮をしている。

このような状況で、学校側が行うべきことは、地域性や地域との連携を考慮して、学習

内容とのつながりを生徒に実感させるためのより身近な教材の開発であろう。昨年度の失

敗にくじけることなく、開発を継続する必要がある。

例えば、昨年の計画に準ずる内容であれば、雪の季節に「消雪パイプの水の勢いが一番

強いのは、長いパイプのどの部分か」などの課題を通して、校門から生徒玄関までにどの

ように消雪パイプを敷設するかなどの問題解決が可能だ。

また、今年の実践に関連して「雪割草植え付け作業」に係る連携を深め、種から育てる

一人一鉢活動を１年生のうちから継続実施することも考えられる。雪割草は多年草のため、

長く観察記録がとれるほか、植物の分類の知識を生かした紹介パンフレットの作成などで

知識を活用することが可能だ。そして、学習スキルを生かした現地ガイドの活動によるコ

ミュニケーション能力や自己有用感の向上も期待できる。

他にも、文化祭で出店を開く工業高校の生徒に、中学校との学習内容との関連について

の発表を企画・依頼することができる。今までの取組を活用しつつ他機関との連携を深め、

「科学が好きな子どもを育てる」教育活動の推進に今後も取り組んでいく。

（研究代表・執筆者：大川正史）
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