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科学が好きな子どもを育てる「中洲教育」

願いを持ち 関わり続け 手応えを感じる 子ども
ー表現をもとに、話し合いを深め期待感を持って追究していく子どもー

Ⅰ ２０１１年度の研究

１ 研究の経過
本校では、２００８年度より『科学が好きな子ども』の姿を、願いを持ち 関わり続け 手応

えを覚える と捉え、人間として調和のとれた成長を目指しながら科学が好きな子どもに育って

ほしいとの願いから、実践を積んできている。なお、当初は 手応えを覚える だったが、本年

度より一般的な表現である 手応えを感じる に変更した。

当初、私たちは研究を３年間の予定で計画し、昨年度を研究最終年度にしようと考えていたが、

昨年度の研究から、手応えを覚えるためには、a 新たな自然認識に立てること、ｂ問題解決力の

質が高まること、ｃ確かな学力が定着することが必要であり、それらを実感することで、子ども

は自信を持ち、意欲を高め、科学がどんどん好きになっていくのではないかと考えた。しかし、

私たちの研究で、子どもに本当に上記３点の力を身に付けさせてきているのかが問題となり、a
ｂｃの力を実際に高めていく大切な部分である 関わり続け をさらに深めていく必要があるこ

とから、昨年度に引き続き 関わり続け を本年度の研究の主体に進めてきた。

一方で、願いを持ち 関わり続け 手応えを感じる 子は、生活経験や今までの学習経験を想

起し、つなげてとらえようとすることが昨年度の研究から示唆されている。そこで、子どもたち

が上記のことを想起しながらイメージ豊かに自然事象を捉えられるようにするために、子どもの

学習環境や学校での生活環境を工夫していくことも本年度の研究の一つに盛り込むことにした。

２ 『科学が好きな子ども』の捉え直し（関わり続けの視点から）

【５年：物のとけ方の学習における子どもの姿から】

単元の導入では食塩が水にとけ

ていく様子（ｼｭﾘｰﾚﾝ現象）を観察

することをした。食塩がどろどろ

とした滝のように流れる様子を観

察した子どもたちは「鼻水みたい」「何かはね返っ

ている」「もやもやしている」など言葉で表現しな

がら図にもまとめた。ＹＲ児は左図のようにかき、

「油みたいになっている。下につくとはね返るみ

たい。油みたいなのだじゃなくて小さいつぶみた

いなのものがある。」と気づいたことを書いた。 Ａ Ｂ

次に、見えなくなってしまった食塩がどこにあるの

か、『食塩を粒でかいてみましょう』という発問から考

える時間を設けた。下に沈んでいる（Ａ）という考え

と全体に広がっている（Ｂ）という考えに分かれた。

ＴＴ児は「もしなめたら上の方もしょっぱいはずだか

ら、全体に広がっていると思う」と発言した。ＹＲ児は「下にあたってはね返るかんじになる

けど、そんなにはね返らないと思うから真ん中へんより下にあると思う」という観察から捉え

たことを根拠にＡの考えを支持した。

対立した考えを解決するために、色のついたｺｰﾋｰｼｭｶﾞｰを用いて食塩同様にｼｭﾘｰﾚﾝ現象の観察

を行った。最初は真ん中から下の方に色がつき始め、ＲＹ児は「やっぱり」と満足そうだった
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が、時間たつにつれて上にも色がつき、濃さの違いが分からなくなってくると「上にもあるん

だと友だちと観察したことを話し合った。そして

最後には「ぼくは真ん中だと思ったけどＴ君の全

体に広がるというのがあってた。上の方にもあっ

たし下にもあった」とまとめた。

その後、食塩やｺｰﾋｰｼｭｶﾞｰ以外の物（砂糖、片

栗粉、小麦粉）についても同じようにとけるか観

察したり、ホウ酸と食塩のとけ方の違いを調べた

りした。 学習のまとめで、『湯に溶かしたホウ

酸の液の温度を下げたとき、とけきったホウ酸が

また出てくる様子を絵にかいてみましょう』の発

問から、ＲＹ児は右図のようにかいた。（湯の中では均一にとけていたホウ酸の粒が温度が下が

ることで姿を現し、重みによって下に沈んでたまることを矢印を使って表現している。また、

温度が下がっても姿を見せないホウ酸の粒は残している）そして、単元の感想として、「とける

のはなくなるのかと思っていたけど、なくなるんじゃなくて小さいつぶになって全体に広がる

ことがわかった」とまとめた。

（2010 年 11 月～ 12 月実施）

上記の子どもの姿についての考察

RY 児は初めて見たｼｭﾘｰﾚﾝ現象を詳しく観察した。現象の面白さを感じ、油を想起しながら最

初の図に丁寧に様子をまとめた。今まで「とける」ことを意識していなかった RY 児であるが、

最初の観察から下に流れるように動く様子をｲﾒｰｼﾞとして捉えていることが図から読み取れる。

次に、「見えなくなった食塩は真ん中へんより下にある」と予想した。最初の観察が RY 児にと

って強く残ったことが根拠になったと思う。しかし、友との話し合いで自分の考え方と違う「全

体に広がっている」というＴＴ児の考え方との違いを意識し始める。

そこで、予想を確かめるため色のついたｺｰﾋｰｼｭｶﾞｰをとかすと、最初は真ん中の辺りが色がつい

ていった。RY 児は、「やっぱり」と自信を深める。しかし、次第に全体に色がつく事実から食塩

は全体に広がっていることを目の当たりにし、驚きと共に自分の予想とは違うＴＴ児の予想した

結果であることを受け入れたのではないか。このことは結果の記述から捉えられる。

学習の最後には、ホウ酸の析出に対して、粒子と矢印を使った図でまとめられた。これは、食

塩が全体に広がっていることを応用しながら説明した図である。RY 児にとって、最初にあった

「物がとける」ことに対するｲﾒｰｼﾞや素朴な概念が、ｺｰﾋｰｼｭｶﾞｰ実験からくる事実によって大きく

覆されたことで、新たな「全体に広がる」という、より妥当性の高いｲﾒｰｼﾞや概念に更新されたの

ではないかと考えられる。驚きと共に、心が強くはたらいたからこそ、納得を伴いながら RY 児

の中に位置付き、ホウ酸の析出についても全体に広がることを視点に応用的に図で表現できたの

ではないか。

『科学が好きな子ども』は、事象が示す姿や自分の今までの生活経験などをもとにして、イ

メージ豊かに自然事象を捉え、そのことを的確に表現する。そして、表現したことをもとにし

て話し合いを深める中で、友の考え方との違い（ずれ）を自覚し、より科学的な見方や考え方

ができるようになると、期待感をもって再び事象を見つめ直し、自然事象に対する新たなイメ

ージを形成していく。『科学が好きな子ども』は、このようにして自分の考えを、自然事象と関

わり見えてきたことを友と話し合う中で修正・深化させながら問題解決に手応えを感じ、追究

を深めていくことができるのではないだろうか。
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３ 研究の見直しと新たな研究計画
上記のような姿が、本校で考える『科学が好きな子ども』の関わり続ける姿であると捉え直す

とともに、実践を積み重ねながら、表現をもとに、話し合いを深め期待感を持って追究していく

子どもに育てていくための支援を探っていくことを、今年度の研究の柱に据えていくことにした。

（１） ２０１１年度捉えている『科学が好きな子ども』の姿

２０１１年度のとらえ

２０１０年度のとらえ

感動する心、不思議さを感じる心、 感動する心、不思議さを感じる心、問

問題を感じとる心を様々な場面で → 願いを持ち ←題を感じとる心を様々な場面で持ち、

持ち、自ら対象に関わろうとする 生活経験や今までの学習を生かしなが

子ども ら自ら対象に関わろうとする子ども

イメージ豊かに自然事象を捉え、 イメージ豊かに自然事象を捉え、的確

的確に表現しながら、期待感を持 → 関わり続け ←に表現したことをもとに、話し合いを

って追究を深めていく子ども 深めることで、より科学的な見方や考

え方ができるようになると期待感を持

って追究を深めていく子ども

→ ←

新たな自然認識に立ち、問題解決 新たな自然認識に立ち、問題解決力の

力の向上や身につけた確かな学力 手応えを感 向上や身につけた確かな学力を実感し、

を実感し、次の追究にも期待感を じる 次の追究にも期待感を持つ子ども

持つ子ども

（２） 研究の経過と研究計画

第１年次 『科学が好きな子ども』を 願いを持ち 関わり続け 手応えを覚える子
（２００８年度） どもと捉え、さらに、『科学が好きな子ども』が『真に科学が好きな人（共

生力、真理探究力、想像力を自ら培っていく人）』に育てていくために、交
流学習、理科学習、ものづくり学習から働きかけていく研究。

第２年次 関わり続け を「振り返り、吟味し検討を加えながら追究を深め、手応
（２００９年度） えを感じていく子ども」と捉え直し、そのような姿が表れてくるための支

援の研究。
ⅰズレをきっかけに子どもの考えが揺さぶられ、必要感に迫られた吟味検

討のあり方。
ⅱ生活経験や既習の知識・技能と照らし合わせて考えを吟味し、検討を加

えるための想起のさせ方、経験や知識の掘り起こし方。

第３年次 関わり続け を「イメージ豊かに自然事象を捉え、的確に表現しながら、
（２０１０年度） 期待感を持って追究を深めていく子ども」と捉え、形成されたイメージを

表現につなげていくための支援のあり方の研究。
○第２年次のⅰ、ⅱを基本的に深めてきた。
○第２年次のⅱを「イメージ豊かに自然事象を捉える」ための大切な支援

と位置づけた。的確に表現するための表現手段の検討。
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第4年次 関わり続け を「表現をもとに、話し合いを深め期待感をもって追究し
(２０１１年度) ていく子ども」と捉え、表現された自然事象のイメージをその後の追究に

つなげていくための支援のあり方を研究する。
【本年度】 ①第3年次の「イメージ豊かに自然事象をとらえ、的確に表現された見方や

考え方」を友の見方や考え方との違い（ずれ）と重ねることで事象を見
つめ直していくための支援のあり方。

②力・電気・粒子・気体など目に見えない事象を中心に、どのような表現
が子どもの考えにぴったりくるのか、その表現を子どもが工夫して考え
出していくための支援のあり方。

③第2年次のⅱから、生活経験や既習の知識・技能を想起できるようにする
ために、子どもたちの教育環境を「科学が好きな子ども」に迫ることが
できるよう整備していく。

手応えを覚える を 手応えを感じる という一般的な表現に変更した。

第５年次 手応えを感じる を中心
（２０１２年度） ○事象に対して、生活経験・既習内容とつ に、子ども達が「科学が好き

なげたり、身につけてきた表現手段を活 な子ども」に育っているかを
用したりして、問題解決を行い、事象に 左の 3 視点から検証し、研究
対する更新されたイメージを形成してい の総括を行う。
るか。

○問題解決力が向上しているか。 ・現３・４・５年生の育ちの
○心が育っているか。 累積をもとに、検証を行う。

４ 研究構想
『科学が好きな子ども』を育てるために本年度は理科学習と学校環境の両面で進めていく。

理科学習においては、昨年度に続いて関わり続けを中心に、イメージ豊かに捉えた自然事象を的

確に表現したり、話し合いで友との考え方の違いを意識したり情報をつなげたりしながら追究を

深める視点で研究を進めていきたい。（以下の図は、本校で目指す『科学が好きな子ども』に迫る

ための理科学習における問題解決の一過程と手立て等をまとめたものである）

学校環境においては科学的な興味・関心を広げられるような生活空間や人的空間を意識しなが

ら取り組んでいきたい。
・：単元構想の留意点 ○：手立て

子どもがもつ感性 ○学校環境からの自然体験の充実
○子どもが持つ生活経験の調査

生活経験・既習知識
願 自然事象と出会う ・事象提示の工夫
い ・丁寧な観察スケッチ
を 振り返り ・気づきへの共感
持 ・感覚を働かせた体験の繰り返し
ち 課題を持つ

イメージを豊かに ○生活経験や既習の知識技能の想起
○既習表現の想起

関 予想・見通しを持つ ○子ども達それぞれの考えを共有化○
わ ・ 的確な表現 新しい表現を工夫できるような情
り ・ 断片的な情報を 報を提示
続 計画する つなげて
け ○表現や情報をつなげた資料をもと

に友と関わり合いながら検討
計画を実行する 吟味検討

手 ○必要感に迫られた実験と考察を仕
応 結果を得る 様々な 組むために考えられるズレを明確
え ずれから にしていく
を 揺さぶられ
感
じ ずれ：予想とのずれや ・学習の歩みを振り返る
る 活動を振り返る 友の考え方とのずれ ・最初に捉えた自然事象と更新さ

れた自然事象とを比べる
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Ⅱ 実践の成果と課題
１ 理科学習から

昨年度の論文の計画をもとに、子どもの実態に合わせながら修正を加え実践を行った。

※４年「水のすがたとゆくえ」は 2010 年 11 月～ 12 月に実践した。（紙面の都合上掲載なし）

※５年「物のとけ方」は 2010 年 11 月～ 12 月に実践した。（P1 ～ P2 に実践を掲載）

また、本年度新たに研究の構想より２つの単元（4 年電気、6 年燃焼）を加えて実践を行った。

（１）３年「風やゴムのはたらき」の実践より
（前年度計画 ２０１０年９月～１０月実施）

☆：研究の視点 ★：修正を加えた点

★目に見えない力を「風」と「ゴム」の２つの場面で同じようにしてモデル図に表すことは、

一人一人が自分の力に対する見方・考え方を意識するのに有効であるか。

☆表現の工夫として矢印を取り入れることは、考えをはっきりさせることにつながるか。また、

表現された矢印の数や大きさ、長さの違いは、力のイメージを豊かにすることにつながるか。

☆ゲームを仕組みながら追究することは、友との関わりが生まれ、自分の考えを振り返るきっ

かけを生じさせ、吟味追究する姿となるか。

図工の時間に台車を作ると、子どもたちは車を手で押し

て走らせ、動く様子を楽しんだ。そこで、帆をつけた車を

教師があおいで動かすと、「やってみたい」と大変意欲的

な反応を見せた。早速自由試行の場面を設定すると、子ど

もたちは下敷きやノート、教室にあったうちわを使ってあ

おぎ、動く様子を楽しんだ。中には友だちと競争する姿や 1
回のあおぎでどこまで行くか調べる様子も見られた。送風

機を見せると、すぐに試し、「送風機を使うとすごく速く

なった」「帆の近くであおぐと速く進んだよ」「帆の形や大

きさで進み方が違う気がする」などの感想が出された。

そこで、どうすれば車が速く動くのか考えてみようという学習

問題でみんなで考えることにした。すると、右図の３つの考えが ・あおぎ方を変える

出された。子どもたちは、何とか自分の考えを言葉で伝えようと ・強い風を送る

するが、お互いの考え方がよくわからない。そこで、速く動くと ・帆の大きさを変える

きと動かないときを図にかいて比べてみようということになった。

子どもたちは左写真のよ

速く動くとき 速く動かないとき うな図をかいて、考えを発

表し合った。教師は速く動

くときと動かない時を比較

できるように、まとめて板

書した。子どもたちの図を

見ると、風の強弱では、上

の 2 枚の写真のように風を

波のくねくねで表現してい

るのに対して、帆に当たる

風では下の 2 枚の写真のよ

うに、風を矢印によって表

し、矢印の太さや長さ、数

によって違いを表そうとす

るなど、表現手段のよさが

みられた。

強い風を送る 弱い風を送る

帆を大きくする 帆を小さくする
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風のはたらきについて学習した子どもたちは、風以外の方法で車を走らせるために、ゴムを使

うことになった。台車の帆を外し、目玉クリップを挟んで、そこにゴムを引っかけ、引っ張って

から手を離すと車が動く。発射台として、ゴムをつけたボール紙を一人一人が作成した。風の時

と同様に、子どもたちは自由試行の中で、ゴムを長く引くほど車は遠くまで速く走ることを見つ

けた。また、ゴムの本数が増えるほど遠くまで速く走ることも見つけていった。

そこで、どうすれば車が遠くに動くのか

考えてみようという学習問題で風の時と同 速く動くとき

様に図をかいて発表し合った。

子どもたちは右写真のような図をかい

た。教師は、ここでも速く動くときと動か

ない時を比較できるように、まとめて板書

した。かかれたモデル図を見ると、子ども

たち全員が矢印を使って表現していた。風

の時に見られた矢印の太さや長さ、数によ

って違いを表そうとしていた。さらに、遅

いときは「ヒュー」速いときは「ピュー」 速く動かないとき

など、言葉の使い方も微妙に変えながら速

さの違いを確かめていった。また、“ひっ

ぱられるようー”“もどりたいようー”な

どの言葉を吹き出しに書いて、ゴムを擬人

化した表現手段も見られた。

友だちの表現のよさを発表し合う場面で

は、「矢印があって車の進む方向がわかる」

ことや、「長く太くかくとゴムの力が強い

ことがわかる」、「（力は）見えないけれど見えてきた」など表

現を工夫することで自然事象をイメージできたことに手応え

を感じた子どもたちであった。

単元の終末には、ゴムで動く車を使って四角い枠に車を入

れるゴルフゲームを行った。ロングコースやホールの小さい

コース、障害物があるコースなど抵抗のあるコースを用意し、

班ごとに相談しながらコースを巡るようにした。3 班は、障害

物の多いコースでは距離はそれほど無いため、ゴムが 1 本だ

けの発射台が選ばれた。ロングの直線コースになったときは、

すぐにゴムが 3 本ついた発射台に変え、一気に遠くへとばそうとしていた。スタート時はゴムを

目いっぱい引いてできるだけ遠くへとばそうとしていたが、ゴールに近づくと慎重になり、ある

子がゴムを引きすぎると残りの子たちが「だめ！」とそれを静止し、残った距離とゴムの伸びを

考えて弱めに引っ張りぴったりゴールに入れることができた。その後もゴムの手応えと進む距離

とを考え合いながら、次々とゴールさせることができた。

◎力は目に見えないが矢印をもとにしたモデル図をかくことで、様子を振り返りながら表現

することができたのではないか。さらに風・ゴムと事象を変えても力は同じという見方が

身についた。

◎表現手段としての矢印は、最初は与えなかったが、風で一部の子が使ったこの表現が、ゴ

ムの学習では一気に全体に広がっていった。矢印には方向・大きさ・場所など力の３つの

はたらきを同時に示すことのできるよさがあり、そのよさを子どもたちがお互いに取り込

みながら力のイメージを豊かにすることにつながっていったものと考える。

◎単元の終末に力の加減によって競うゴルフゲームを仕組んだことは、自然と友だち同士、

ゴムの手応えと進む距離について話し合う場面が生まれ、学習内容を確かめ合うことにつ

ながった。

ゴムを少し引く

ゴムを長く引く
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（２）４年「かん電池や光電池のはたらき」の実践より
（２０１１年６月～7月実施）

☆：研究の視点

☆目に見えない電気の流れを、予想と考察の段階でモデル図に表すことによって、一人一人が

自分の電気に対するとらえ方の変化をより意識できるか。また、この学年の子どもたちは

（１）の「風やゴムのはたらき」の学習でも目に見えない力を矢印や言葉で表現してきてい

るため、このことを生かして様々な表現手段を用いることができているか確かめる。

☆一人一人が考えたモデル図を一方向に電流が流れる考えと、ぶつかり合う考えがあることを

示すことで、より確かなものを知りたいという課題が成立するか。

☆モデル図による考え方の違いを、一つの回路に＋極側と－極側の２カ所に検流計を入れて確

かめることで、観点をはっきりさせながら事象を見つめ直すことができる。そして、目に見

えない電気の流れについて新たな見方・考え方をもつことができるか。

３年生の時に、乾電池と豆電球を使っ ・車が曲がってしまった。 → タイヤの付け方の修正

て学習してきた子どもたちに、今回は ・車が（速く）進まない。 → タイやの軸の修正

モーターカー（電池 1 個）を作って、 ・後ろに進んでしまった。

車を走らせる場面を設定した。どの子 ・もっと速くしたいな。

も楽しそうにしていたが、右欄のよう （→：は技術的な改善で解決できた内容）

に、困ったことが出てきた。

まずは、後ろに走ってしまう子がたくさんいたので、原因をみんなで考えることにした。

子どもたちは、モーターカー

・電池の向きを反対にする（＋極と－極をかえる）と、変わる。 を走らせた時の経験から、試す

↓ とすぐに電池の向きを逆にする

・＋極が水色の方 → 前に進む と、進み方が変わることを発見

・－極が 〃 → 後ろに進む した。これまで乾電池の極を意

（モーターから出ている導線は水色と赤色の２色ある） 識しなかった子どもたちが極を

意識し始めたものと思われる。

大発見を喜ぶ子どもたちにどうして電池の向きを変えると、車の進む方向はかわるのだろうか

という学習問題で、みんなで考えることにした。ここで初めて「電流の流れが関係しているので

はないか」という考えが出され、モーターを流れる電流をモデル図に表すことにした。子どもた

ちは、下図のように、矢印を使ったり、色を塗ったりして自分の考えを書いていた。

＋極から－極へ流れている －極から＋極へ流れている

ほとんどの子が、＋極から－極、または、－極から＋極へ、一つの輪のように流れていると予

想したが、一人だけ「＋から出ている電流と－から出ている電流が違って、それぞれの極から電
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流が流れているのでは」と予想を発表した。

＋極、－極 両方から流れているから その発表を聞いた子どもたちは、「ぶつかるんじ

ゃないの？」「ぶつかった所からはね返ってくるの

かな？」「でも、電流って一方通行じゃないの？」「プ

ラスとマイナスで一緒に電流が出てくるのかな？」

と様々な意見が出され、電流の流れる方向について

はっきりさせたいという願いが高まっていった。

そこで教師は「簡易検流計」を紹介し、電流が流

れる方向に針が動くことを示し、乾電池の＋極とモ

ーターの間、－極とモーターの間の２カ所に検流計

を入れることを提案した。すると、「電流がぶつか

れば針が向き合う」、「はね返るなら針は一度振れて

から反対にふれるんじゃ

ないか」という考えが出

され、実験をして確かめることになった。

配線をし、スイッチを入れ、検流計の

針が動くと「わあ、どちらも同じ向きに

ふれてる」と言いながら、電流の流れを

確認していた。学習カードに検流計の針

の向きを書く（右図）と、「＋から－の方

に流れているんだ」「輪になっている中で、

電流も輪のように流れているんだ」と気づいていった。最初はそれぞれ

から電流が流れているのではと思っていた子も「始めは、＋と－からちがうものが出てると思っ

たけど＋から－にいっていた」と振り返り、電流に対する考えが更新されていった。

その後は、「もっと速くしたい」という願いに対して、乾電池を 2 個使って、モーターカーを速

く走らせる追究に移っていった。２つの乾電池を直列につないだ際に、速く動く時と全く動かな

い時があることを発見し、その理由を同様にモデル化して考えると、全く動かないつなぎ方とし

て、次のようなモデル図が発表された。

簡易検流計で確かめると、針が全く振れない事実から、電流は流れないことを捉えていった。

◎電流の流れは目に見えないが、電流を矢印で表現することによって子どもたちはイメージ

豊かに事象を表現していた。後半には前半で得たこと（電流は＋から－に流れること）を

使いながらより確かなものを求めて追究できた。表現手段としての矢印や言葉の説明など、

前学年の学習を生かすことができていると評価したい。

◎電流がぶつかるか流れるかはね返るかといった考え方の違いを、モデル図の比較によって

行ったことは、問題を電流の向きに焦点化させ、追究意欲を増す上で大変有効であった。

◎簡易検流計を教師が２つ入れることを提案したことは、見えない電流の流れがぶつかるか

流れるのか視覚的に捉えることができたためよかった。時にはこうした教師の出も必要な

ので、そのタイミングをさらに探ってみたい。
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（３）５年「バブロケットを飛ばそう（4年復習単元）」の実践より
（前年度計画 ２０１１年４月実施）

☆：研究の視点 ★：修正を加えた点

★目に見えない気体の状況をモデル図に表すことは、一人一人が自分の気体に対する見方・考

え方を意識するのに有効であるか。

☆４年「a 閉じこめた空気と水」「ｂ物のかさと温度」でモデル図として“粒子○”や“力→”

を使って考えた子ども達が、どの程度モデル図を定着させているかの見極めをはかる。

☆日常生活や既習内容を想起しながら事象を結びつけてとらえていくことができるか。さらに、

気体は空気や水蒸気ばかりではなく他にもあり、押し縮めると元に戻ろうとする同様な性質

があることについて考えることができるか。

5 年生の子どもたちは、昨年度 4 年生の「閉じ込めた空気と水」や「物のかさと温度」（昨年度

論文参照）の学習の時に見えない空気を粒子モデルや擬人化、矢印を使って以下のようなまとめ

をして理解を深めてきた。そこでは、空気を粒子の“○”で表し吹き出しをつけた擬人化の表現

や矢印を使うよさを学んできている。

【↑空気でっぽうの仕組み】 【↑温めた空気が上にいく考え】【↑温めた空気が膨らむ考え】

5 年生になり、新学期を迎えたこの子どもたちに復習単元として「バブロケットを飛ばそう」

の学習を仕組んだ。単元の導入では、フィルムケースに発砲入浴剤であるバブのかけらを入れ、

そこに水を半分ほど入れてすぐにふたをして放置する様子を子どもたちに見せた。子どもたちは

「絶対飛ぶよ」「まだかな」「こわい」などと言って様子をじっと見つめていた。中には５ｍ以上

も離れて頭を押さえている子もいた。しばらくして「ポン！」と音を立ててふたが飛び上がると、

歓声と拍手が自然に起きた。「やってみたい」「先生、やらせて！」の声があがり、自由試行の活

動に移った。

子どもたちはそれぞれにフィルムケースとバブのかけらを手にして、水の量を加減しながら何

回も試していた。活動を楽しみながら、水を満たしたときと少量にしたときとでは飛び上がるま

での時間が違うことや、入れるバブのかけらの大きさによっても飛び上がる様子が違うこと、ふ

たの閉め方でうまくいく時といかない時があることなどを発見していった。そして、気づいたこ

とを出し合うと、「先生、バブって炭酸だよね」というつぶやきが出された。どうしてそう考えた

か問い返すと、「バブの包装に炭酸って書いてある」「コーラやサイダーも炭酸の泡がある」「で

も、炭酸って何？」などの発言が続いた。そこで、バブから出ている泡は今まで出てきた空気や

水蒸気とは違う炭酸ガス（二酸化炭素）という気体であることを伝え、バブロケットが飛ぶ秘密

を探ろう！という学習問題を設定した。

なぜバブロケットでフィルムケースのふたが飛び

出すのか、考えを発表し合うと、「炭酸ガスがふたを

押して飛ぶと思う」「中の空気が炭酸ガスに押されて

一緒に出ると思う」「炭酸ガスがあわと一緒になって

泡が一緒に押すと思う」などが出された。ここで、「今

空気でっぽう…手で押す。

空気が縮んで元に戻ろうとする。

バブロケット…バブを入れる。

炭酸ガスがいっぱいで押す？
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までにも空気が何か押すような学習はなかったかな」と問うと、「空気でっぽう」との答えが出て

きた。空気でっぽうとの違いを確かめると、空気でっぽうは手で押して中の空気が縮んで元に戻

ろうとするのに対して、バブロケットはバブを入れるだけである。半透明のフィルムケースの中

で「空気が押すのか」「炭酸ガスが押すのか」「泡（水）が押すのか」など、何が起きているのか

が問題になった。そこで、教師は「フィルムケースの中の様子はどうなっているのだろう」と問

い、玉が飛び出すまでの様子をモデル図でかいてみることを指示した。

子どもたちがかいた図は同じような図で並べた。モデル化し

た図を見合うと、空気と考えていた子もバブから出された炭酸

ガスが増えることによってふたを押している考えであることが

わかり、「炭酸ガスがふえることで空気と炭酸ガスの両方が押

し縮められて元に戻ろうとしてふたを押す」ことがはっきりし

てきた。

また泡(水）という考えに対しては、ふたの代わりに風船を

つけて膨らませる演示実験から、風船の中には水は入っていな

い事実を確かめ、水ではなさそうなことを確認した。（右図）

学習後、次のような感想が書かれた。

・飛ぶ気体の正体がハッキリした。実験で少しの距離しか飛ばなかったけど、楽しかった。気

体にもたくさんの種類があったと思った。

・私の予想は空気がふたをおすだったけど、みんなの意見を聞いて、空気アンド炭酸ガスだと

思いました。納得しました。

・紙に説明をかいてみたら自分の考えをしっかりかけてよかったし、空気でっぽうの学習を生

かせたのでよかったです。

◎目に見えない気体に対して、モデル化することで子どもたちは空気と炭酸ガスを区別しな

がらバブロケットが飛ぶことを説明していった。予想の段階で３つの考えが出された後に

モデル化を仕組んだことで、より有効であったと考える。

◎ 5 年の子どもたちは、抵抗なく楽しみながら粒子モデル（○）や擬人化した吹き出しなど

をかいていた。4 年までの学習における表現手段について身についていると評価したい。

◎「炭酸」の言葉からコーラやサイダーなど炭酸飲料を想起し、さらに炭酸飲料から出てい

る泡にも着目して考えようとしていた。また、空気でっぽうの学習も生かすことができ、

自分に確かな学力を身につけてきた手応えを感じることができた。学習の中ではこのよう

に日常生活や既習内容をつなげていく活動が有効である。

【バブロケットが飛ぶ秘密（予想）】

↑吹き出しをかいて擬人化した表現で説明している

←段階を追って粒子で説明している。

（空気：○ 炭酸ガス：△）
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（４）６年「ものの燃え方と空気」の実践より
（２０１１年６月～7月実施）

☆：研究の視点

☆子どもたちにとって意外性のある事象提示をすることによって、対象をより深くとらえよう

とする姿が見られるか。

☆違う考え方をモデル図の対比で示すことで、課題は成立するか。また、考え方の違いを実験

によって確かめることで、観点をはっきりさせながら事象を見つめ直し、目に見えない空気

の流れについて新たな見方・考え方をもつことができるか。

☆この単元は物が燃えるという子どもたちにとってもより身近な現象を扱う。そこで、単元の

導入で、空気の存在を意識するような実験を行うことで、日常生活や既習内容を想起し、空

気の流れと結びつけていくことができるか。

「今までに何かものを燃やしたことや燃えてい

る物を見たことにはどんなことがあるかな」と単

元の導入で子どもたちに聞いた。すると「キャンプファイ

ヤー・飯ごう炊さん・花火・薪ストーブ・山火事・ケーキの

ろうそく・どんど焼き・ｱﾙｺｰﾙﾗﾝﾌﾟ」など、数多く

の事象が出された。これらをもとに、ものの燃え

方について調べようと投げかけた。

次に下を切り落とした大（1.5 リットル）と小（500 ミリリットル）２つのペットボトル容器を

キャップをつけたまま火のついたろうそくの上にかぶせるとどうなると思うか問うた。すると、「火

は消えてしまう」「大の方が長持ちする」と答え、理由を聞くと「中の空気

が大の方があるから」「酸素がなくなるから」「ｱﾙｺｰﾙﾗﾝﾌﾟもふたをすると消

えたから」など、おもいおもいの予想が出された。実際にやってみると、子

どもたちの予想通り、大の方が長持ちしたが両方とも火は消えてしまった。

当たり前、といった表情の子どもたちから「キャップをとったら火はついて

いるんじゃない」というつぶやきがあり、その理由を話し合っていった。「ふ

たがないと新しい空気は中に入るから燃えると思う」という考えが大多数の

中、OU さんは、「あたたかい空気は上にいくからよくわからない」と語った。

次にふたを外したペットボトル容器を燃えているろうそくの上からかぶせる実験を行った。（左

上写真）大多数の子どもたちの予想に反して、どの班もしばらくすると火は消えてしまう。子ど

もたちは何回も繰り返し試してみるが同じ結果であった。操作をする中で、「ペットボトルの上が

とても熱かった」という気づきも出てきた。線香の煙を近づけると煙は中に入らないことを確か

めた。ろうそくの火を何とか燃やし続けたいと願う子どもたちにどうしたいか聞くと、「飯ごう炊

さんの時に下からあおいだから下に穴をあけるといい」「どんど焼きでも先生がかき混ぜると一気

に燃えたから酸素が入るようにしてやるといい」などの発表があり、ろうそくを燃え続けさせる

ために、新しい空気の入り口はどこに開ければいいだろうという学習問題が成立した。

子どもたちは学習問題に対して次のような予想モデル図にかいた。見えない空気の流れを矢

印や色分けをしながら、

説明を加えてまとめる

と、左図（OU さん）

のように下に開ける考

えがほとんどで、火の

横に開けると考えた子

は 1 人だった。温かい

空気は上にいくという

理由から火よりも上に

穴を開けるという予想

は誰一人出なかった。

↑ｷｬﾝﾌﾟ炊飯体験 ↑どんど焼き体験

下に開ける

(OUさん含め多数)
火の横に開ける

（１人）
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次の時間には、ろうそくの火より下・中・上の３つの穴

が開いたペットボトル（500 ミリリットル）を用いてそれ

ぞれ火が燃え続けるか実験をした。（上に穴を開けることは

子どもたちの予想になかったが、空気の流れを考えるため

に必要と判断し、実験に加えた）OU さんの班は最初に「上

に穴」を試した。火をつけたらすぐに炎が小さくなって消

えたことを確かめると、「中に穴」に移った。ここでは最初

は燃え続け、次第に炎がゆらゆらし、小さくなって消えて

しまう現象をじっと見つめていた。そして最後に「下に穴」

を試すと、予想通り燃え続けていた事実から、友だちと話

をするが、だんだんに消えそうになる（ろうそくが短くなり〈中に穴〉と同じ条件になったため）

と再び火を見つめた。そして結果には「すごく長く燃えていて、炎も大きかった。途中から〈中

に穴〉の時と同じ燃え方をしていた」と記録した。

実験結果を出し合うと、〈下に穴〉が燃え続けること〈中に穴〉はだんだん消えてしまうこと、

〈上に穴〉はすぐ消えてしまうことが確認された。そこで教師は「炎より下に穴があるときは燃

え続けて、炎より上に穴があるとき、火が消えてしまったのはなぜだろう」と問いかけた。子ど

もたちから「上からは入るけど、下から温かい空気がきて一緒に出て行ってしまうと思う」「上は

両方とも出口になっていて新しい空気は入らないと思う」という対立した考えが出てきた。よく

わからないという子どもが多くいたため、

再びモデル図によって空気の流れを予想

することにした。

OU さんは左の図をかき、「温められた

空気に外から入った空気がのっかって一

緒に外に出てしまう」と記した。一方で、

火で温められた空気によって穴は出口に

なっていて、新しい空気は入らないとい

う考えも出ていた。そこで教師は対立す

る２つの考え方をモデル図を対比させる

ことで子どもたちに提示し、見えない空

気の流れを話し合うようにした。話し合

いから上に開けた穴から新しい空気は入

るのか、入ることができないのかに分か

れた。話し合いの場で OU さんは「線香

の煙を近づければ空気の流れがわかると

思う」と発言し線香を使って確かめると

左のように確かに空気は入るけれど火まではいかない事実がわかった。学習後 OU さんは次のよ

うにまとめた。

キャンプでご飯やカレーをつくるときに、下からうちわなどを使って空気を送るのが今回

の実験を通してわかったので良かった。実験を班の人と協力してできたし、楽しんでできた

ので良かったです。次の授業が楽しみです。

◎ふたを外したペットボトル容器を燃えているろうそくの上からかぶせる実験は、子どもた

ちの予想を大きく覆すきっかけになった。これにより、何となくとらえていた空気の必要

性を空気の流れとして意識し追求するきっかけになったと思われる。

◎子どもたちはモデル図で、空気の流れを矢印や色などを使って表現していた。言葉ではよ

くわからないことも図に表して比較することで焦点化され、線香の煙を使う実験のポイン

トが明確になったと思われる。

◎「温かい空気は上にいく（4 年既習内容）」「ｱﾙｺｰﾙﾗﾝﾌﾟのように…（既習内容）」「飯ごう炊

さんでは…」（5 年生活体験）など、随所に経験が生かされ、事象につなげられていた。

上の穴から入った空

気は火までいかない
上の穴からは新しい

空気は入れない
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２ 理科指導に関わる校内の指導体制の充実
理科好きな子どもを育てるには、先ず教師が理科指導に自信を持って楽しんで取り組める

ようになることが大切であると考えている。本校では、できるだけ多くの教師が自分の学級

の理科指導に主体的に関わることを重視して、TT 指導や授業交換などを積極的に取り入れた。

３年から６年までの 14 学級の理科指導を、担任と理科専科教員とで以下のように分担した。

学年 ３年 ４年 ５年 ６年

組 １ ２ ３ １ ２ ３ ４ １ ２ ３ １ ２ ３ ４

担任の理科 1.6 1.6 1.6 ３ １ １ １ １ １ １ － ３ ３ －

理科専科の受 １ １ １ (1) ２ ２ ２ ２ ２ ２ ３ (1) (1) ３

け持つ理科の

時間数 ※ (1)は TT 指導として担任と一緒に授業を行う。

（週あたり）

学級担任は主に、継続観察を伴う「生命」や「地球」に関わる内容を分担し、理科専科教

員は実験を中心に進める「エネルギー」と「粒子」を分担して、計画的に進めてきた。理科

専科教員が全ての学年の理科指導に関わることにより、必要な実験観察についての情報を学

年会に前もって発信し、関心を持って理科の授業を構想することに役立ててきた。さらに、

学年の進度の調整を行ってきた。

また、特に高学年の学級担任の間では、単元に応じた授業交換を行って、教師の手立てで

改善した部分や工夫した実験などを、多くのクラスで実践し、児童の実態に合わせた指導方

法を工夫することに役立てると共に、指導の効率化を目指している。

このような交換授業は、複数の教科領域で指導方法を研究している場合に、作成した指導

案の活用を実践を通して深めていく場合に大変役立つと感じている。

３ 地域や家庭と連携した教育環境の充実を目指して
科学への興味・関心を高める教育環境を整えることは、科学好きな子どもを育てることに

つながる欠かせないことであると受け止め、学校が中核となって、地域や家庭と連携して子

どもたちの教育環境を充実させようと以下のような取り組みを行った。

それらの活動を通して、子どもたちは、郷土の自然への興味関心を高め、地域の自然や携

わる人々とのつながり・共に活動した友とのつながりを深めることとなった。そうして、自

然との関わりを豊かにする活動に協力する保護者・地域の人々の輪が広がりつつある。

（１）「諏訪湖」で生息する魚の紹介をきっかけに始まった理科環境整備

「家に、使わなくなった大きな水槽があるんだが、もし良かったら、学校で役立ててもら

えないかねえ。」という連絡が入り、早速出掛けていくと、それは、幅９０ｃｍ、高さ６０ｃ

ｍの大きなガラス製の水槽だった。その家では、以前熱帯

魚を飼育していたそうだが、今では物入れになってしまっ

ているとのこと。「是非、活用させていただきます。」とお

願いして、学校の玄関ロビーに設置し「諏訪湖で生息する

魚」の紹介コーナーを設けた。

水槽の中には、ワカサギ、ヨシノボリ、アブラハヤなど

６種類の魚を入れて子どもたちが日常的に観察できるよう

に設置した。この魚は、理科教師が趣味の魚釣りを兼ねて

諏訪湖端に出掛けて捕獲してきたものである。「諏訪湖で生

息する魚」コーナーには、その魚の写真と特徴が掲示され、
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ふるさと諏訪の中心にある「諏訪湖」を身近に感じる１つとして位置付き始めた。

「諏訪湖で生息する魚」の紹介をきっかけにして、理科の授業に関する内容を工夫して掲

示するように努めた。例えば、小５「雲の不思議 ～種類や形で天気がわかる～」では、１

０種類の雲の写真やその特徴を紹介して、その形の違いが比べられるように掲示して、授業

との関連を深めようとした。

また、小３「昆虫のからだ」では、学習した内容を、

諏訪地方で生息する生物と結びつけてとらえてほしい

という願いで、理科教師自作の標本や蝶の写真などを

紹介して諏訪湖や八ヶ岳周辺に生息する昆虫への関心

を高めたり、山野から海辺までの様々な環境に適応し

て生きる生物の姿を、関連する書籍を一覧できるよう

に整えたりして、子どもたちの興味関心が広がるよう

に学習環境を整えることに努めた。

（写真↑）「雲の不思議」

←右 小３「身近な自然の観

察」での調べコーナーにおか

れた参考図書

←左 小３「昆虫と植物」で

紹介した昆虫の標本と写真（い

ずれも理科教師の自作）

（２）夏休みを生かした「自由研究」への働きかけ

夏休みを利用して「自由研究」を行うという学校は多い。本校でも、豊かな自然環境に進

んで働きかけ、自分なりに課題を持って調べ追究する体験を大切にするというねらいで「自

由研究」を実施している。

休み前に、事前指導として「研究計画カード」を配布して研究の計画を立案させた。研究

計画には、研究のねらいや調べる方法などを記入し、教師がその子に応じてアドバイスを加

え、子どもたちが見通しを持って取り組み始められるように配慮している。

休み中は、各々工夫しながら研究を進め模造紙などにまとめて、休み明けに持ち寄って互

いに見合う場面を設けている。写真を撮ったり表やグラフにまとめたりする場面で、家の人

に手伝ってもらったものも見受けられる。このような機会を通して、子どもの疑問や興味に

寄り添い、子どもと共に自然観察を楽しむ親子のよい触れあいの場であると受け止めている。

研究分野は、理科（科学）にこだわらず、社会に関することがらや製作活動など多方面に

広がっている。追究の足跡が微笑ましい。研究テーマと研究概要の一部は以下の通りである。

年 研究テーマ 研究内容の概要

１ ぼくのニンニクにおいけし ニンニクを食べたあとの臭いを消すのに効果がある

年 食べ物は何か、実験で確かめた。

２ 天気のことわざ調べ 家の人に聞いたり、本で調べて言い伝えをまとめた。

年 へんしんまほうのエコきゅうり アイディア料理を作って、父と一緒に食べた。

いろんないろをつくってみよう 絵の具の色を混ぜて、何色ができるか試した。

３ 諏訪湖一周自転車の旅 諏訪湖一周サイクリングロードから見えた物調べ

年 いろんなゆでたまご 温度と時間の条件を変えて、でき上がりを比べた。

かん天の研究 諏訪の特産品の寒天を上手に使った料理体験
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４ きれいな結晶をつくろう みょうばんの結晶作りに挑戦している。

年 植物の染め物くらべ マリーゴールドや青じそなど７種で染め方比べ

雲のようす 入道雲のでき方を写真を撮って観察した。

５ 地震について知ろう 陸前高田市への母の保健ボランティアをきっかけに

年 して地震について調べた。

花を解ぼうして図かんをつくろう 花びらやめしべを分解して標本にした花の図鑑作り

色の研究 色が見える理由と生活の中で活用している色調べ

６ 球の衝突実験 ５ｇずつ重さを変えて衝突実験を行いまとめた。

年 木材の強さ 木材の太さによる加圧の違いを実験しまとめた。

天気と太陽光発電量 実験の結果をグラフにして分かり易くまとめた。

（３）科学への興味・関心を高めさせようとした校長講話

校長講話は、子どもや保護者に対して学校で大切にしていることを発信する絶好の機会で

あると受け止めている。我を忘れて追究に浸り込む子どもの学習基盤を学校と家庭が協力し

て整えるために、紹介する科学事象の持つ意味を伝え、科学と自分自身とのつながりが感じ

られるように配慮した。なお、講話の一部は「学校便り」に掲載して、各家庭に配布した。

児童への校長講話 『うまくいかない時こそが、工夫するチャンス』

（概要） 電球が発明される前、暗闇を照らす電球は夢のような出来事でした。人々は、

いろいろな物に電気を流して電球として使えるかどうか試していました。その中で、炭

に電気を流すことも試されました。試した人はエジソンです。炭を見つけるまでいっぱ

い試したに違いありません。今日は、炭でできている鉛筆の芯に電気を流して再現しま

す。 実験① 電気を流すと、このように鉛筆の芯が光ります。

でも、芯が燃え尽きてしまって長く光らせる事ができません。長く光らせるにはどう

したらよいか。そこで芯が燃えないようにすればよいと考えて、燃やさない方法を考え

ました。「燃える」とは、物が空気の中の酸素と結びつくことです。そこで酸素をなくせ

ばいいと考えました。空気を追い出してこの秘密のガスの中で燃やしてみます。このガ

スには酸素が入っていません。どうかな？ 実験② （秘密のガスとは窒素ガスのこと）

光ったけれど、やっぱり燃えてしまいました。ビーカーの中

にはまだ酸素が残っていたようです。もっと長く燃やせないか。

酸素をゼロにすればいい。そこで、人々は電球の中の空気を抜

くことを思いつき、酸素をゼロにして長く光らせる事に成功し

ました。でも、ここではビーカーの中の空気を抜くことはでき

ません。そこで、酸素ゼロのこの秘密の液体の中で試すことに

します。この秘密の液体の中には酸素はありません。だから、

燃え尽きてしまうことはないはずです。では、やってみます。

実験③ （秘密の液体とは液体窒素のこと 燃え続ける）

皆さん、最初の実験は「失敗」でしょうか？ いいえ。失敗ではありません。それは

工夫するためのチャンスだったのです。工夫する努力を続けている人に「失敗」はあり

ません。あるとすれば、それは努力することをあきらめた時です。

いよいよ明日から夏休みです。早寝早起きラジオ体操・お手伝い・宿題・自由研究・

プールに読書といろいろあります。うまくいかないときがチャンスです。頭と心を働か

せて工夫し続けましょう。工夫する努力を忘れない人の先に待っているのは「成功」の

言葉だけです。8 月 22 日には元気な顔でまた会いましょう。 （2011 年 7 月 28 日）
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児童への校長講話 『けっしてあきらめない はやぶさが残したメッセージ』

（概要） 小惑星探査機「はやぶさ」が 7 年かけて、イトカワのサンプルリターンを成

功させて地球に帰還した。世界初となる記録を幾つも打ち立てて、内外から注目された

日本の宇宙開発技術を支えた技術者の懸命な姿を、イオンエンジントラブルの克服を例

にとって紹介し、あきらめずに取り組むことで得られたはやぶさからのメッセージの重

みを感じとらせようとした。 （2010 年 12 月 27 日）

保護者への校長講話 『教師の色が重なりあうことで、その子らしさが更に輝く』

（概要）赤色の光と緑色の光が重なった部分は何色になるか実験で試し、更に青色の光

が重なると透明の光となって素材の持つ色合いがはっきりと見えて来ることを実験で示

した。教科指導における教師の指導法（個性）を光の三原色にたとえて、その重なった

部分が自然光のもとでの「色」となることにつなげて、複数の教員による TT 指導や交換

授業を積極的に行って指導する本校のよさをアピールした。 （2011 年 5 月 14 日）

（４）花作りやカリン栽培などを通して得られる体験

○学校花壇コンクールに参加して

本校では毎年、長野県学校花壇コンクールに参加している。種から育てる花作り、花壇作

りを通して得られる体験に価値を認め、自然との関わりや友や地域の方との触れあいを深め

てきた。担当する６学年児童は、先輩から受け継がれているメイン花壇に咲き競う花の美し

さを、今年は自分たちで成し遂げようと意欲を燃やしている。

播種から発芽までは、その年の気温などの条件に左右されやすいので神経を使うところで

ある。4 月に蒔いた種は気温管理がうまくいかずに、5 月に再度播種することとなった。更に、

発芽したところで 1 本 1 本ポットに移し、生育管理する日々

が続いた。育苗と平行して、メイン花壇のデザイン決めが子

どもたちによって進められた。

メイン花壇の土作りを終え、決められたデザイン画に従っ

ていよいよ花壇やプランターへの定植が行われた。酷暑とい

われた今年は、水管理に苦労することとなったが、夏休みに

は、朝早くから祖母と一緒に水やりと草取りに出掛けてくる

児童の姿も見られた。また、花壇コンクールの審査日に合わ

せて摘花を行い、いっせいに咲きそろうように準備してきた。

このように生育管理を行って咲きそろった花プランターを、 ↑メイン花壇の前で

子どもたちが近所の公民館や信州風樹文庫（岩波書店で刊行される戦後の全図書を所蔵して

いる日本唯一の特色ある図書館）に運び、玄関先に並べていただき、施設を利用する人々に

楽しんでもらっている。

○諏訪の木「カリン」の栽培や学級学年の畑を活用して

本校は、学校運営協議会を持つ「コミュニティースク－ル」

としての一面を持つ。コミュニティースクールの活動は、6 つ

の部会に分かれて進められている。

その中の 1 つである「交流部会」では、校地内に 10 本程度植

えられているカリンの管理と収穫を行ってきた。毎年、1 年生

と 6 年生との姉妹学級交流により管理されてきた。地域から来 ↑袋がけ作業を終えたカリン

てくださる外部指導者の方に教えてもらいながら、袋かけ作業を行い、今は収穫の時を待っ

ている。収穫後はカリン漬けを作ることになっている。 また、校地内の畑では、サツマイ

モ(1 年)、ダイズ・トウモロコシ(2 年)、マリーゴールド(3 年)、へちま(4 年)、稲(5 年)、

ズッキーニ(理科)等が栽培され、児童と教師が共に汗を流して栽培体験を重ねている。
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４ 実践から見えてきた成果と課題
理科学習と学校環境の両面から行ってきた実践から以下のような成果○と課題●が見えてきた。

（１）理科学習から ～表現をもとに、話し合いを深め期待感をもって追究していく子ども～

①自分の考えを、友の見方や考え方との違い（ずれ）と重ねることで事象を見つめ直してい
くための支援のあり方。

○単元の導入の活動では、自由試行の活動を多く取り入れた。【P5 風・P6 ゴム・P7 ﾓｰﾀｰｶｰ・P9
ﾊﾞﾌﾞﾛｹｯﾄ】このことにより、子どもが持つ素朴な見方や概念が事実に即して語られるように
なった。【P5 帆の形や大きさで進み方が違う気がする・P7 後ろに進んでしまった・P9 バブっ
て炭酸だよね等】お互いが事象に対して共通の認識をもって学習を進められるようにするた
めにも自由試行の活動は効果的である。

○学習問題の設定の前には自由試行や生活経験の話し合い【P11 燃やした体験】をもとに、一
人一人が考えたことや気づいたことを出し合い、気づきのよさを認め合うと共に、その違い
（ずれ）を明らかにしていくとよい。言葉だけでは伝わらない時【P5 風・P12 燃焼】にはモ
デル化によって考えをまとめながら違いが出てくるようにすると視覚的に違いが捉えやすく
なり、検証実験の必要性を感じながら再び事象を見つめ直していくことができる。【P8 検流
計・P10 風船実験・P12 線香実験】考えの違いは比較して掲示していくとよい。

●このように時間をかけ、丁寧に学習を進めていくと、どうしても時間数が必要となる。年間
計画を立てる際には軽重をかけて重点的に扱う単元を決めて取り組んでいきたい。

②力・電気・粒子・気体など目に見えない事象を中心に、どのような表現が子どもの考えに
ぴったりくるか、その表現を子どもが工夫して考え出していくための支援のあり方。

○力【P5 風・P6 ゴム】や電気【P7,8 電流】、空気の流れ【P11,12 燃焼】は矢印での表現が効果
的であった。特に風のはたらきでは、初めて理科を学習する 3 年生が、最初は波のような表
現だった風が友だちがかく矢印を使った表現を見て、次第に矢印を多く使うようになってい
ったことからも伝え合いやすい表現であると思う。また、気体【P9,10 ﾊﾞﾌﾞﾛｹｯﾄ】や水溶液【P1,2
溶解】の状態を示す表現では、“○”等の粒子や擬人化が有効的であった。また、P2 の YR
児のように、析出を表現するために粒子の“○”に矢印も使って事象を説明していた。子ど
もたちはこのように既習の表現方法を用いながら新たな事象を説明しようとする。そのため
にも、表現方法のよさを賞賛しながらより分かりやすい表現手段を伝えていきたい。

○昨年度までの研究から、事象をイメージ豊かに捉えていくためには生活経験や既習の知識・
技能とつなげていくことが重要である。P1 の YR 児ではｼｭﾘｰﾚﾝ現象を油とつなげ、P10 のﾊﾞﾌﾞ
ﾛｹｯﾄでは既習の知識からふたの代わりに風船をつけて実験し、P11 の燃焼ではｷｬﾝﾌﾟでの体験
を想起して考えに生かそうとしている。P12 の OU さんはまとめに「ｷｬﾝﾌﾟの時にはご飯やカ
レーを作るとき下からうちわを使って空気を送るのが今回の実験を通してわかったのでよか
った」と書いた。このように学習後に生活経験や既習体験とつなげていくことが重要である。
本校では各学年ごとに書かれた学習の記録（モデル図等）を理科室の掲示物として全学年が
授業中に見ることができる。また、生活や既習内容とつなげた発言を奨励して学習を進めて
いる。P7,8 の電気では 3 年の時の表現方法が生かされた 4 年生を、P9,10 では 4 年の時の表現
方法が生かされた 5 年生の姿を示すことができた。学年を重ねながらイメージ豊かに捉えた
自然事象を表現力豊かに的確に示すことができる子どもたちに育てていきたい。

●考えをかくことは思考を評価する手段として位置付いてきているが、表現することばかり子
どもたちに強いてしまうと逆に科学から離れていく子になりはしないかという焦りを感じる。
必要な時に表現活動を位置づけ、事象と直接関わる時間と場面の保障を心がけていきたい。

（２）教育環境から

③子どもたちの教育環境を「科学が好きな子ども」に迫ることができるように整備したこと。

○理科学習の指導体制の充実【P13 …指導体制の充実】により、栽培活動や継続観察などでは、
担任が子どもたちに直接指導しながら豊かな情操を養うことにつながっている。また、教育
環境の充実【P13 ～ 16】により、子どもたちの学校環境から受ける生活体験が充実されたり、
保護者を巻き込んで科学の面白さを語り合う状況を生んだりすることができてきた。このよ
うに、学校・地域・家庭が共になって、子どもたちと共に我を忘れ自然と向き合う時間と空
間を保障し合うことが大切であることが示唆された。そして、このことは教師が主導で進め
ていくことが必要ではないだろうか。

●子どもたち教育環境を「科学が好きな子ども」に迫っていけるようにするために、地域のよ
き理解者をこの輪の中に取り込む努力が必要と考えている。また、本校職員にも得意な分野
を持つ者が多くいる。それらを財産として職員研修を重ねたり、子どもと共に活動したりし
て汗・知恵・ずく（諏訪地方の方言：愛情に満ちたてまひま）を出し合っていきたい。
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Ⅲ 科学が好きな子どもを育てる「中洲教育」２０１２

２０１２年度の計画

願いを持ち 関わり続け 手応えを感じる 子ども
ー多様な追究をもとに、期待感を持って事象にはたらきかけていく子どもたちー

１ 全体計画
2012 年度は 5 カ年計画のまとめの年となるため、「手応えを感じる」を中心に、以下の視点か

ら子どもたちが「科学が好きな子ども」に育っているかを検証し、研究の総括を行う。

Ａ 事象に対して、生活経験・既習内容とつなげたり、身につけてきた表現手段を活用

したりして、問題解決を行い、事象に対する更新されたイメージを形成しているか。

Ｂ 問題解決力が向上しているか。

Ｃ 心が育っているか。

Ａについて

①子どもが事象に対してあらかじめもっている素朴な見方や考え方を自由試行の後の話し

合いや最初のモデル化などの表現する場で子ども自身が意識できるようにする。

②表現手段：矢印を使う・粒子“○”で示す・吹き出しなど擬人化・色分けで示す

色の濃さで示す・図に説明の言葉を加える等

これらの表現手段を単元の内容や学年の発達段階に応じて使えるように学習環境を整え

る。学年が上がるにつれて、既習経験を元にさらによりよい表現や自分に合った表現に

なるように支援する。また、単元の導入に当たっては、内容につながる生活経験・既習

内容を洗い出し、活用できるようにしておく。（既習内容にかかる掲示物の準備やヒント

となる物の準備）さらに、前年度までの既習表現を活用できているか検証する。

Ｂについて

③子どもが最初にもっていた素朴な見方や考え方では説明のつかない意外性のある事象と

のずれや、予想の段階で示された友だち同士の考え方のずれを提示したときに、生活経

験や既習学習の事実から自分なりに解決の見通しや予想を持つことができるか検証する。

また、考察の段階で予想とつなげた記述がされているか、心の育ちと共に評価する。

④単元の考察段階や終末段階のまとめによる記述やモデル化した図から、最初と比べて更

新されたイメージが形成されているか検証する。（Ａ・Ｂ両方の視点とする）

Ｃについて

⑤事象との出会いの場面における期待感、追究への期待感、解決への期待感、そして解決

できた達成感を子どもの感想から検証する。

⑥問題解決学習やものづくりの学習を通して、学習した内容が身の回りの社会や生活の場

に応用されている事実とつなげ、自分から働きかけようとする子どもの姿を継続的に捉

えていく。自分主体から自然や社会主体の観点でその後の生活を楽しもうとしているか、

具体的な姿を捉えていく。

科学が好きな子どもは、豊かな感性と心で、生活経験や既習内容を事象に当てはめようとする。

そこで意外な事実に出会い、事象に対して課題意識を持ちながらはたらきかけ、事象に対する更

新されたイメージを形成していくと考える。こうした子どもが集まれば、自然に追究は多様性を

示し、意欲的な子どもたちの姿になっていくだろう。さらに、心が育った子は、身の回りの自然

の摂理に同化したり、先端技術の素晴らしさを学習を通して実感したりするだろう。

こうした子どもの育ちを願って、サブテーマ－多様な追究をもとに、期待感をもって事象には

たらきかけていく子どもたち－を設定した。

理科学習及び、子どもたちの教育環境の充実を進める中で、中州の子が科学が好きな子どもに

迫ることができるように、努力していきたい。
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２ 科学が好きな子どもを育む理科学習から

（１）3年 「チョウを育てよう」での具体的計画
研究の視点、深めたいこと

Ａ－② 2012 年度の 3 学年は現在 2 学年の生活科学習で、「蚕」について飼育・殺蛹を体験し

ている。このことから、カイコで学んだことを生かしながらカイコの成長とつなげた

見方・考え方で学習を進めていけるのではないか。また、モンシロチョウに自らの感

情を重ね合わせ、擬人化した表現で成長の様子を表現できるのではないか。

Ｃ－⑤ 幼虫の期間、成長を見守りながら、毎日継続的に餌やりなどの世話を行うことができ

るのではないか。

Ｃ－⑥ モンシロチョウの立場に立ち、成虫をにがしてやろうとするのではないか。他の昆虫

調べでは、カブトムシやアゲハチョウ、トンボなど、様々な昆虫について棲んでいる

環境を考えながら世話をして飼育しようとするのではないか。昆虫を大事にしようと

するのではないか。

学習活動 ・：期待したい子どもの様子や発言 ○：支援 ■検証、評価

畑にキャベツを見に行こう ○あらかじめ子どもと一緒に畑にキャベツを育

・キャベツは大きくなったけど穴がある。 てておく。幼虫と卵がついた時点で学習がス

・虫に食べられてしまっているみたいだ。 タートできるようにする。

・この幼虫、ﾓﾝｼﾛｳﾁｮｳの幼虫だよ。

・蚕と違って緑色だね。蚕、懐かしいね。 ■蚕と比べて幼虫の似ている点・違っている点

・よく見ると卵もあったよ。 を捉えようとしているか。（Ａ－②）

・教室で飼ってみたいな。 ■自分たちでﾓﾝｼﾛﾁｮｳを飼育したいという願い

ﾓﾝｼﾛｳﾁｮｳを教室で飼って体の変化を調べよう を持つことができたか。

・卵は小さいね。本当にﾓﾝｼﾛｳﾁｮｳになるかな。 （Ｃ－⑤）

・1 週間で 1 ㎜が 1 ㎝になった。 ○観察では、スケッチと同時に長さを測り、数

・餌を食べなくなっちゃった。どうしてかな。 量の変化から成長を感じられるようにする。

・きっと脱皮だよ。蚕も眠の時動かなかった。■継続して餌やりなどの世話を行うことができ

・3 週間で 2 ㎝ 5 ㎜まで大きくなった。 ているか。（Ｃ－⑤）

・また食べなくなった。形が違ってきたよ。 ○継続して餌やりなどの世話を行っている子ど

・じっとして動かない。蛹になったんだ。 もを紹介し、そのよさを広める。

・蚕は繭だったけれど、形が全然違うね。 ■蚕と比べて蛹の特徴を捉えようとしている

・中の様子が透けて見えるよ。 か。（Ａ－②）

・そろそろ羽化かな。見てみたいな。

・すごい！ぴくぴく動いて羽化が始まった！

・ﾓﾝｼﾛﾁｮｳは約３㎝だ。大きくなったなあ。

・蚕は飛べなかったけど飛びたいみたいだ。 ■ﾓﾝｼﾛﾁｮｳに思いを寄せて、自然の中に帰して

・飼育箱じゃせまくてかわいそう。 あげようとしたか。（Ｃ－⑥）

・はなしてあげよう。さようなら。元気でね。

ﾓﾝｼﾛﾁｮｳの他にも昆虫を探してみよう

・家からｶﾌﾞﾄﾑｼの幼虫を持ってきたよ。

・家のｻﾝｼｮｳの気にｱｹﾞﾊﾁｮｳの幼虫がいたよ。 ○ﾓﾝｼﾛﾁｮｳと比較して考える良さを賞賛する。

・どちらも形が全然違うね。大きいね。

・ヤゴを見つけた。これって幼虫かな。 ■他の昆虫も意欲的に棲んでいる環境を考えな

・飼ってみよう。餌は何かな。 がら飼育しようとするか。 （Ｃ－⑥）
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（２）４年 「もののあたたまり方」での具体的計画
研究の視点、深めたいこと

Ａ－② 風やゴムのはたらきで矢印を使った表現手段をできるようになった子どもたちなので、

色分けや色の濃さの表現手段を子どもたちの発想から加えて、金属のあたたまり方を

予想し、モデル化することができるのではないか。

Ｂ－③ コの字形の銅板のあたたまり方を予想する場面で、２つの対立する予想が示されたと

きに、卵焼きの経験とつなげながら、ろうなど熱を加えるとわかる物を使って調べて

みようとする実験方法を考えることができるのではないか。

Ｃ－⑤ 金属棒の加熱実験では、銅板の加熱実験とつなげながら予想し、期待感をもって実験

に取り組み、金属のあたたまり方をまとめることができるのではないか。

学習活動 ・：期待したい子どもの様子や発言 ○：支援 ■検証、評価

フライパンで卵焼きを作ってみよう ○卵焼きを提示し、「卵焼きを作ります」と言

・卵を乗せてから火をかけてもできるかな。 いながら調理を演示し、フライパンのあたた

・火が当たったところからだんだんに卵が固 まり方に関心が向くようにする。

まっていくよ。おもしろい。 ○炎はガスバーナーを使う。

・端のほうを火にしたらどうなるかな。 ○意図的に端の方だけ加熱し、どうなるのか期

・やっぱり火が当たったところからだんだん 待感を高められるようにする。

に卵が固まっていった。

コの字形の銅板はどのようにあたたまるだろうか

ア イ ■コの字形の銅板のあたたまり方の予想を矢印

や色分け・色の濃さなどの表現手段を用いて

分かりやすく示すことができたか。（Ａ－２）

○２つの異なった予想を比較して板書する。

・ア：卵焼きと同じように円であたたまる。

・イ：だんだんにあたたまっていく。

・イ：板がないと熱は伝わらないと思う。 ○予想と根拠が出た時点で、「どうしたら解決

・ア：火が近い方からあたたまると思う。 できるかな」と検証方法を問う。

・卵焼きは無理だから何がいいかな。 ■ろうなど熱を加えるとわかる物を使って調べ

・ろうを塗るととけてわかるかもしれない。 てみようとする実験方法を考えることができ

・触るのは危ないからやめよう。 たか。（Ｂ－③）

・ろうがどんどんととけていく。

・イのようにとけた！金属はだんだんにあた

たまっていくんだな。 ○一区切りついたら、水平な金属棒ではどうな

・ﾌﾗｲﾊﾟﾝも同じようにあたたまったんだな。 るか尋ね、火の所からだんだんあたたまるこ

傾けた金属の棒はどのようにあたたまるだろうかとを確かめる。その後、傾けたらどうか問う。

・銅板と同じで傾けても同じようにだんだん ■傾けた金属棒のあたたまり方に対して、金属

にあたたまると思う。 板の実験や生活経験と結びつけた根拠ある予

・炎は上を向いているから上の方があたたま 想を立てることができたか。（Ｃ－⑤）

ると思う。 （■熱の伝わり方についての見方・考え方を深

・確か水も上から温まったと思うから… めることができたか。（A －①））
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（３）５年 「電流のはたらき（電磁石）」での具体的計画
研究の視点、深めたいこと

Ａ－① エナメル線 1 本に電流を流しただけで方位磁針が振れる事実を自由試行で試した子ど

Ａ－② もたちが、そこから磁石の力が出ているかもしれない考え方を矢印や吹き出しなど擬

人化した表現で表すことができるのではないか。この学年の子どもたちは 3 年の頃か

らモデル化を毎年重ねてきた子どもたちなので多様な表現手段や考え方が期待できる。

Ｂ－④ エナメル線を巻くことで、磁石の力が束になって大きくなることを最初のモデル図と

比較しながら電流から磁石の力が生まれていることを更新されたイメージの形成とし

て捉えることができるのではないか。

Ｃ－⑤ エナメル線から出る磁石の力を増やそうと、釘に巻いたり、巻き数を増やしたり、電

流を強くしたりと期待感を持って追究する姿が期待できるのではないか。

学習活動 ・：期待したい子どもの様子や発言 ○：支援 ■検証、評価

方位磁針の上でｴﾅﾒﾙ線に電流を流してみよう ○方位磁針の上でエナメル線に電流を流した変

・磁石もないのに針が動いた。 化を提示する。ショート回路なので、長い時

・電流を流した時と切った時だけ動くよ。 間流し続けないことを確認する。

・火花が出た。熱くなった。電気がある。 ○一瞬針が動く事実を全体に広め、各自で自由

・電池の極を変えると針の向きも変わった。 試行する時間を設ける。砂鉄や釘など、子ど

・磁石の力が出ているのかな。 もたちが試しそうな物をあらかじめ用意して

・砂鉄がつくかもしれない。 おく。

・砂鉄はつかなかった。

・何で針が動くのかな。 ■ 1 本のエナメル線から磁石の力が出ていそう

・釘にまいてみるとどうかな。 なことに気づくことができたか。（Ａ－①）

・釘に巻いたら砂鉄がたくさんついた！

・やっぱり磁石になったんだ。 ○釘に巻くと磁石の力が増した事実を広め、磁

ｴﾅﾒﾙ線から出る磁石の力を増やしてみよう 石の力を増やすための方法を考え合い、試す

・釘以外にも鉛筆やアルミの棒に巻こう。 実験を行う。

・乾電池を増やして電流を強くしてみよう。 ■根拠を生活経験や既習内容において予想を立

・釘にたくさん巻いたら磁石の力が集まって てることができたか。（Ａ－②）

強くなると思う。 ■エナメル線から出る磁石の力を増やそうと、

・乾電池を増やすとすごく熱かった。 様々な方法を考え、実際に試すことができた

・釘に巻かないとそれほど変化はない。 か。（Ｃ－⑤）

・釘にたくさん巻いたのが一番強くなった ○実験結果から、一番磁石の力が増えた方法を

・釘は磁石でこ 発表し合い、それについてどんなことが起き

すると磁石に ているのかモデル図をかいて説明し合う。

なるからここ ■矢印や擬人化など、様々な表現手段を用いて

でも磁石の力 説明しようとしていたか。（Ａ－②）

を増やしたと ■ 1 本だけの場合と比較しながら、磁石の力が

思う。 増したときのイメージをモデル図によって表

・たくさん巻く すことができたか。（Ｂ－④）

と 1 本の力よ

り巻いた分力

が出ると思う。○電流から磁石になる不思議さを全体に広め

・電流から磁石になるなんて不思議だな。 る。
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（４）６年 「電気の利用」での具体的計画
研究の視点、深めたいこと

Ｂ－③ 太い方が発熱量が多い事実に対して、電流の量が関係しているか予想し、電流計を使

ってニクロム線に流れる電流の量を調べる実験方法を考えることできるのではないか。

Ｂ－④ ニクロム線の太さの違いによる発熱量について、細い方が速く熱が伝わって熱くなる

という考えと太い方が電流が流れて熱くなるという２つの異なった考えが出されると

思われる。実験の前後でモデル化した図をかき、比較することで、発熱のイメージが

更新されていくのではないか。

Ｃ－⑥ 電流が発熱する道具はドライヤーや炊飯器など身の回りに数多くあることと結びつけ、

電気は幅広く利用されていることに気づくことができるのではないか。

学習活動 ・：期待したい子どもの様子や発言 ○：支援 ■検証、評価

電流が熱に変わる物は何があるだろうか ○ｽﾁﾛｰﾙｶｯﾀｰ（写真）を用いて発泡ｽﾁﾛｰﾙをｶｯﾄ

・ドライヤー し、電気は熱にも変わることを確かめ、他に

・ホットプレート 利用されている物はどんな物があるか問う。

・炊飯器 ■電気は熱に変わり、それを応用した機器が何

・電気ストーブ 種類もあることに気づけたか。（Ｃ－⑥）

・オーブン

ニクロム線に流す電流の強さを変えると発熱量は変わるだろうか

・豆電球も電流を強くすると明るくなるから ○電流の量を変えたときに発熱量は変わるか問

熱くなると思う。 い、実際にろうそくをとかす実験で確かめる。

・やっぱり熱くなった。

・電流が強いと発熱量も増えるんだな。

太さの違うニクロム線に同じ強さの電流を流すと、どちらの方が熱くなるだろうか

○学習問題を提示し、予想をモデル図にかく

よう指示する。

・ア：電流が流れるところが混んでいるから

たくさん熱も発生すると思う。 ○ア・イのような細い方が熱くなる考えと、そ

・イ：電流が流れるところが広いからそれだ の逆の考えが出されると思われる。２つの考

け熱は伝わりにくいと思う。 え方の違いを明らかにして、検証実験を行う。

・予想と逆だった。電流の量が違うのかな。 ■太い電熱線の方が発熱した事実から、電流の

・電流計で調べると太い方が強い電流だ。 量と関係づけ、電流計で調べる実験方法を考

え出すことができたか。（Ｂ－③）

○電流の量を調べた後、わかったことをモデ

ル図に再度表し、最初の予想図と比較する。

■実験の前後のモデル図を比較することで、

・太い方が電流が流れて熱くなるとわかった。 電熱線と電流の関係について新たな見方を

・ウやエのように電流が流れていると考えた。 得ることができたか。（Ｂ－④）

ア イ

ウ エ



- 23 -

３ 科学が好きな子どもを育む学習環境づくりから
（１）理科の指導に生き生きと取り組む教師集団を目指した具体的計画

☆：研究の視点、深めたいこと

☆できるだけ多くの学級担任が、理科の授業を指導できる指導体制を継続する。

☆授業に必要な知識と技能の向上をねらって、実験や観察に関する校内講習会を開催する。

☆校地内の栽培環境を整備して、更に多くの子どもたちが関われるように整える。

○理科実験講習会の実施

多くの教師が、理科指導に自信を持って臨める支援の 1 つとして、長野県教育委員会南信教育

事務所から指導主事を招聘して実験実習に関わる基本的な内容についての講習会を行う。

（例）アルコールランプの使い方の指導方法 薬品の保管の仕方

解剖顕微鏡の使い方の指導と観察の実際 じしゃくを使ったおもちゃ作りの実習

ガラス器具（試験管やビーカーなど）の洗浄方法と注意事項

気体検知管や上皿天秤、電流計等の破損させない使い方と注意事項 等

○学級担任にとって使いやすい理科室の運営

学級担任が使いやすいように実験器具が整理整頓されていることは運営の基本として大切であ

る。また、教員間で理科の学習に関する話題が日常的にできる間柄も大切にしたいと考えている。

理科専科教員の果たす役割が大きい。実験上の安全に関する注意と共に、単元の展開に関する情

報交換が盛んになるように、教科会や学年会での打ち合わせに配慮する必要がある。

○校地内の栽培場所の確保

畑は、手を入れなければすぐに荒れ始めてしまう。樹木の剪定等の整備を進めながら、土壌環

境の低下に配慮して、畑の整備に努めなくてはならない。多くの職員の協力を得ながら、計画的

に進める必要がある。環境整備は教師同士の輪作りから始まっている。協力体制を維持したい。

（２）子どもの興味関心を高める理科コーナー等の掲示の充実を目指した具体的計画

☆：研究の視点、深めたいこと

☆「諏訪湖に生息する魚」に続いて「中洲小学校から見える山々」「ネイチャーゲームロード（仮

称）」等、理科コーナーを充実させると共に、校地を活用した子どものための自然観察環境を

整える。

☆授業に関する内容を自分で深めることができる資料や科学に関する書物を充実させる。

☆科学に関する校長講話を充実させて、科学から得られたことを自分の生活に生かす観点で科

学に興味・関心が持てる講話を工夫する。

○理科コーナーの充実

地域の自然に関することを適時に掲示しながら、少しづつ改良を加えていきたい。今後掲示が

予想される内容としては、次のことが挙げられる。

・秋の遠足の目的地と周辺で見られる自然の特徴を地図に示した「遠足ビジュアルマップ」

・中洲小学校の屋上から見られる山の紹介「ぐるっと見渡す 中洲小学校からの山の紹介」

・季節の夜空を紹介した「きらめく星空紹介」等

○ネイチャーゲームを体験できる環境作り

休み時間等に運動以外に、自然との触れあいや体

験活動が楽しめる内容を、理科担当教師等がアイデ

ィアを出し合って充実させる。

（例）梶の葉が中洲小学校の校章にデザインされて

いる。梶の木は学級園の中に植樹されていて 毎年

たくさんの葉を付けて成長している。独特の形をし

た葉が特徴。葉の形から樹木の名前を 調べる活動

を展開する。また、昔は七夕の行事で梶の葉に願い

事を書いてかざしたという記録から、集会活動で梶の葉を使った企画を実施する。
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（３）地域や家庭との連携による教育環境の充実を目指した具体的計画

☆：研究の視点、深めたいこと

☆学習支援部会（コミュニティースクールの部会の1つ）との連携を図り、理科学習にも保護者

の参加を得ながら授業の充実を目指す。（保護者の授業参加）

☆交流教育部会（コミュニティースクールの部会の1つ）が行っているカリン栽培を継続し、体

験を通して、子ども同士や地域の人とのつながりが深まるような交流活動へと高めていく。

☆ものづくり教育部会（コミュニティースクールの部会の1つ）で行っている農業体験活動での

実践を保護者に更にPRして、体験活動のよさや価値についての認識を深める。

☆地域公開講座（地域の方を講師に招いて様々な製作活動を行う行事）において、科学や製作

に関わる新しい内容を増やして、子どもの製作意欲を刺激する。

☆学校花壇の管理や一人一鉢栽培、飼育活動を通して、家庭の協力を得ながら、心のこもった

栽培・飼育活動が継続されるように促す。

○地域や家庭との連携

コミュニティースクールとしての一面をもつ中洲小学校では、6 つの部会の活動を通して、地

域の方の協力を得て運営している。今後、科学教育としての一面を担う意味で、その活用や運営

で工夫していきたいと考えている。

これまで主に安全面での配慮を中心に関わってきた学習支援部会では、新たに科学教育の充実

としての「保護者の授業参加」を企画していきたい。「授業参観」から「授業参加」へと視点を変

えながら、子どもと一緒に探究する場と時間を共有する保護者を教室に招いて科学する感動や楽

しさに共感できる輪を広げていきたいと考えている。

また、ものづくり教育部会では主に野菜や米の栽培体験活動を行ってきた。ジャガイモや人参、

トウモロコシ、餅米を育て、活動の終わりには、参加者全員で餅つき会を行って自分たちで育て

たよさを味わっている。その輪を更に大きくしながら、農業体験と人との関わり体験を同時に広

げていきたいと企画している。様々な体験ができるよさを更に地域に向けて発信していきたい。

地域公開講座では、地域の専門家に講師として来ていただくほかに、本校職員が講師となって、

子どもたちに様々な製作体験活動を紹介している。今年度は、理科教師が専門性を生かして、新

たな視点から新しい講座を企画してほしいと願っている。

○学級での飼育栽培活動の重視

「カエルの水持ってきた。カエル飼うんだ。」と、田んぼの水を入れた買い物袋を提げて登校す

る児童。教室のカエルの水を換えるために自らその役を買って出たそうだ。このようなささやか

でも意味のある行動を支えるのは、生き物に寄せるその子の思いを尊重する担任の受け止めであ

り、家庭の温かな支えであると受け止めている。一鉢のアサガオも一匹の蛙も大切に育てようと

する子どもを、学校でも家庭でも同じ気持ちで支援する協力体制を呼びかけていきたい。

（４）地域の文化施設を積極的に活用することを進める具体的計画

☆：研究の視点、深めたいこと

☆信州風樹文庫と諏訪市博物館は学区内の貴重な文化施設である。郷土の自然観察に関する資

料も豊富に蓄積されている。授業や行事で更に活用されるように工夫する。

☆諏訪巡り（3 年）、尖石キャンプ（5 年）等ではそれぞれ八ヶ岳の自然や文化に関する施設を

見学する機会がある。進んで調べる能力と態度を育成するよい機会ととらえ大いに活用する。

○信州風樹文庫との関わり

岩波書店から寄贈された２０１冊の書物から始まった「信州風樹文庫」は、以前は中洲小学校

の校長室内にあった。そこから大きく発展を遂げて現在では岩波書店の戦後の出版物の全てが保

管されている貴重な図書館となった信州風樹文庫である。その閲覧室の掃除や落ち葉の片付けが、6
年生に任されている。また、下校後に立ち寄る児童の姿も見られている。更に多くの、そして科

学に関する利用ができたらと願っている。生活科の地域マップに紹介したり、活用方法を紹介し

たりしていきたい。
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○博物館見学のための事前学習

例えば、3 学年が諏訪巡りで立ち寄る八ヶ岳自然文化園では、特別企画の「HAYABUSA ～帰

還バージョン～」を鑑賞する予定である。そこで、事前学習として、はやぶさの航行にまつわる

エピソードを映像や実験を交えて紹介する。内容の例を挙げると、①イオンエンジンの原理 ②

スイングバイの原理 ③ 1 ビット通信からの復帰 ④リチウムイオン電池の奇跡 等である。数

々のトラブルを乗り越えて、満身創痍の状態で地球に帰還したはやぶさの姿を少しでも紹介でき

ればと考えている。また、3 年生の発達段階に合わせて、当日のプラネタリウムでの上映に興味

を持って参加できるような内容を事前学習で扱うように心がける。

一方、諏訪市博物館を訪れる「探検クラブ」では、事前に博物館ウオークラリーチェック表を

配布して、調べる観点をつかんでから探検活動に入るなどの工夫をしている。

このように、当日の子どもたちの「進んで調べる能力と態度の育成」につながる事前学習を大

切に受け止め、見学の目当てをはっきりとさせて、期待感をもって取り組めるように努めていく。

ヘチマ園 サツマイモの収穫 カリンの袋がけ

Ⅳ 終わりに

これまで、科学が好きな子どもの育成を目指して、子どもの学びの深まりを追い、手立てを工

夫しながら授業実践を繰り返してきた。その中で対象（事象）に対して対峙し続ける子どもの姿

にいく度も驚かされ、返って励まされてきた。このような学びの深まりを味わうことができる自

然事象の持つ奥深さを改めて感じ取ることができた。

また、子どもの教育環境づくりにも職員で知恵を出し合って取り組んできた。その中で、学校

環境を整えることは重要なことであるが、子どもにとって追究を見守り共に歩んでくれる教師や

親の支援と受け止めこそが大きな意味を持つと考えている。自然事象と関わり、自ら働きかけて、

夢中になって追究する手応えを感じた経験は、身体を通してその子の中にしっかりと刻まれて、

生涯にわたって学びを楽しむ素地が育まれるように感じている。

日常生活における科学とのつながりは益々強くなり、私たちはその恩恵を受けて生活している。

科学を知り科学と関わることは、自らの生活を豊かにしかも楽しくする主体的な働きかけの 1 つ

であると受け止めることができる。私たちは、自然と自分とのつながりを考え学び続けることが、

自然の中の自分の位置を正しく認識しようとする主体的な心の働きにつながっているととらえて

いる。

科学が好きになる子どもの育成は、自分を含めてより多くの人々を豊かな気持ちにさせる明る

い心を持ち続けていると信じて、子どもたちの瞳の輝きを糧に小さな一歩を歩み続けたい。

学校長 德原 嗣久

ＰＴA会長 三ヶ野原 隆一

研究代表 清水 秀朗

執筆 清水 秀朗

德原 嗣久
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