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はじめに

４年間の論文応募、教育助成のおかげで、授業実践、学習環境ともに充実してきた。生徒は理科を楽

しみながら生き生きと学習に取り組んでいる。今年度は、思考力・表現力を高めること、探究活動の充

実に重点をおいて、科学が好きな生徒を育てることに取り組んだ。

Ⅰ 本校が考える科学が好きな生徒

１．本校が考える科学が好きな生徒

【科学が好きな生徒の定義】

科学の楽しさを味わいながら、人のために役に立てるよう意欲的に学ぶ生徒

どの人にも、この世に生まれてきた意味があり、その人が果たすべき役割がある。将来、社会で自分

が成すべき役割を果たし、人の役に立つことに生きがいを見いだせる生徒に育ってほしい。それが未来

を照らすことにつながる。窮して苦しまず、憂えて意衰えず、禍福終始を知って惑わざるが為に、楽し

く前向きに、意欲的に学んでほしい。

（１）自然の美しさ、科学の不思議さやすばらしさに対し

て、わくわく・どきどき感動できる生徒 ［感性］

（２）自分なりの根拠のある予想を立て、目的を持って観察・実験を行い、自ら規則性を発見す

ることに楽しさを感じながら主体的に取り組むことができる生徒 ［主体性］

（３）自分が抱いた疑問を、観察・実験を工夫しながらねばり強く探究できる生徒 ［創造性］

（４）科学が日常生活のさまざまな場面で役立っていることを実感し、科学をこれからの生活に

活かそうと意欲的に学ぶことができる生徒 ［主体性・創造性］

（５）仲間から学び合い、お互いに高め合うことができる生徒 ［主体性］

科学が好きな生徒像は、昨年度提示したものに、５番目として「学び合い高め合う生徒」を加えた。

理科を含めたどの教科でも仲間同士の学び合いが大切であり、本校の課題である。

２．研究の構造

科学が好きな生徒像

【感動】

わくわく楽しい授
業づくり
もの・ねた・理科
室づくり
個別化・少人数化

【わかる】

個別化・少人数化、
直接体験の充実
→体験を通した
確かな理解

視聴覚機器の活用

【探究】

技能の習得
実験の事実を通し
て学ぶ授業
探究活動の充実
探究活動の実施

【学校の教育目標】

自ら学ぶ意欲を持ち、心豊かで創造性に富み、 ◎自ら考え、進んで学習する生徒 知育

新しい時代に生きるたくましい実践力を備えた ◎互いに思いやり、協力する生徒 徳育

生徒の育成 ◎自らを鍛え、健康でたくましい生徒 体育

主体的に取り組

める生徒

粘り強く探究でき

る生徒

科学の大切さを実感し意欲

的に学ぶことができる生徒

わくわく・どきど

き感動できる生徒

科学が好きな生徒

【科学を学ぶ意義】

科学の大切さ・生活との関わり
日本の科学技術の素晴らしさ
日本人科学者・技術者の気概、
生き方【感動】

【学び合い】仲間のよいところを学び合い・高め合う 発表・交流
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Ⅱ ２０１１年度教育計画に対する実践報告

はじめに 「メディア」の活用について

基本的な概念の定着、思考力・表現力、

探究する能力を育成する手段として、今回

報告する実践の多くの場面で「メディア」

を活用した。2010年度東日本ブロック特別

研修会で学んだことをもとに「メディア」

の機能と活用について考えた。

（１）メディアの機能

具体を抽象に橋渡しする機能がある。

（２）メディアを活用するねらい

（３）メディア活用の方針（仮説）

①抽象的な概念の導入の際、メディアを経由することで概念の定着を図ることができる。

②目に見えない現象や抽象的な現象を説明するために、メディアを活用して視覚化して表現する

することで、現象の理解を図ることができる。

１．基本的な概念の定着を図る【わかる】

（１）学習内容の構成を考える

●実践例 化学変化とイオン ～粒子概念で単元を貫く～ （2010年12月～2011年２月実践）

化学変化の単元を貫く柱「物質は粒子でできている」をイオンの学習でも引き継いだ。さらに「マイ

ナスの電気の移動によって『粒子』は電気を帯びる」を単元の柱に加えた。①主体的な思考を促す手立

て、②メディアの活用、の２点に焦点を当てた単元構成で指導計画を立てた。

○粒子モデルで基本的な概念の定着を図る ～操作しやすいようマグネットでモデルを作る～

○銅の酸化・還元 ＣｕＯからＯが奪われてＣＯ２になる様子を粒子モデルで再現。原子カードに

ネオジム磁石をつけてあるので、ＣがＯに近づくとＣとＯがくっつく。ＰＣでのバーチャルな説明も効

【マグネットを使った原子モデル】 ～化学変化学習用のモデル

◎中３冬休み復習講座「光西寺子屋」にて化学変化を復習する

化学変化学習用、イオン学習用の２種
類の粒子モデルをマグネットで班に２
セット分作成した。

【概念形成の流れ】

抽象（概念）

半具体・半抽象
(映像・写真・モデル等)

具体（体験）

言語
体験

メディア体験

直接体験

「体験の三角形」

［表］メディアを活用するねらい機能を活かした活用
ねらい 機 能 ツール メディアの例

①基本的な概 見えない現象を視覚化することで、 概念形成のため 図、絵、具体物（原子カードなど），
念の定着を図 概念をイメージ化して理解すること のツール モデル実験、映像、動画、ＰＣコ
る ができる。 ンテンツ等
②思考力を高 見えない現象を視覚化するにより概 思考活動を行う 図、表、写真、映像、動画、原子
める 念の説明を可能にする。 ためのツール モデル、具体物（原子カード、実

体験や現象（具体）を言語（抽象） 思考を表出する 験器具、おもちゃなど）、身体表現、
に変換するための橋渡し役をする。 ツール 演示等

③表現力を高 図と言葉を併用し視覚化することで 表現・伝達のツ 図、絵、写真、モデル（原子モデ
める 正確にわかりやすく伝えることがで ール ル等）、身体表現

きる。
④「わかる」 動きや変化を含めた現象を視覚情報 視覚情報として 映像、写真、図、モデル（原子モ
を保障する としてイメージ化して伝えるツール 入力するツール デル等）、モデル実験、具体物等
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果がある。カードという具体物を使い操作活動を伴いな

がら視覚化することが、目に見えない粒子概念の定着に

有効である。

○粒子モデルでイオンの概念の定着を図る

教師がモデルを操作し問答により次の内容を確認した。

○電離を再現する

マグネットの操作

で電子の動きを再現

することにより、原

子がプラスの電気を

帯びたり、マイナス

の電気を帯びること

を確認した。

○中和をモデルで

再現する

＋の粒子と－の粒

子が引き合うこと、

＋の電気と－の電気

の数が等しくなるこ

と、Ｈ＋とＯＨ－が結

びつくことからでき

る物質はＨ２Ｏであることを考えさせた。

○塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を混ぜる量

で何性になるかモデルで考える（思考活動）

ビーカーの絵をかき、水中での変化に注目

させた。何性か、どんな物質ができたか考え

させた。モデルを使って説明をさせた。

電離をモデルで再現 粒子の組合せの変化を再現 中和をモデルで確認

①原子は、プラスの電気（陽子）とマイナスの電気（電子）

を同じ数もっている。→＋・－ゼロの状態

②電子を１個失うと、原子は差し引き１個分＋の電気を帯びる。

③電子を１個受け取ると、原子は１個分－の電気を帯びる。

④水素原子は電子を１個失いやすい。

→１個分だけ＋の電気を帯びる。……Ｈ＋ と書く。

⑤塩素原子は電子を１個受け取りやすい。

→１個分だけ－の電気を帯びる。……Ｃｌ－ と書く。

電子を移動・式で表す 電離の様子を再現 電子の動きを確認

ビーカー内を再現 何性かモデルで考える

粒子モデルでイオンの概念形成

電子の移動をモデルで示す

［モデルを使って説明］

中和した水溶液が中性になる理由を
マグネットモデルを使って説明中 「イオンマグネット」はわかりやすいという声が多い

※モデルの活用は

有効であるが、イ

オンの概念は難し

いため、理解する

までに，モデルに

よる反復学習が必

要である。
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（２）基本的な概念の定着を図る

●実践例１ 金星モデル ～金星が満ち欠けする秘密を探る～

金星・太陽・地球の位置と動きをモデルで再現した。ビーチパラソルモデルを使って金星の位置と大

きさ、時刻の関係をヘッドアースモデルで探究した。宇宙の学習ではモデル実験により、空間的な概念

が理解しやすくなる。実験結果を考察することで金星が満ち欠けする秘密が、金星・地球の公転による

位置関係の変化にあることを発見することができた。 （2010年11月実践）

●実践例２ モデル実験で抽象的な概念を導入する ～圧力の導入～

2008年度応募論文の教育計画（p20）で、下記の通り『学びの共同体』というキーワードをあげた。

科学的な思考力を高めるためのキーワードは「学びの共同体」である。学級集団が共に学び合

う共同体であってこそ、学級は学級たりえる。自分一人では気づかない思いもよらない意見に出

会ったり、情報を交流し共有し合う中でこそ多くのことを学び高め合うことができる。仲間から

刺激を受けることで学ぶ意欲が高まる。さまざまな意見に出会い、自分の考えと比較し考える中

で思考力が高まっていく。対等な人間関係の中で意見を出し合える集団が学びの共同体である。

2009年度論文で成果を示せなかった『学びの共同体』を育てる方策を報告する。

【実践例】 紙コップで圧力を導入する

「学びの共同体」を育てる授業づくりのキーワードは３つあ

る。①熱中 ②ほめる ③存在感 の３つである。演示実験を

中心に共通の課題を全員で追究させる授業を構成することで学

び合いの場を設定した。

１．熱中する課題で全員を授業に巻き込む

圧力の導入で、次の課題を提示した。「体重６０ｋｇの人を

支えるには紙コップは何個必要ですか。 ア：１５個 イ：１０個 ウ：５個」。

予想は３つに分かれた。「紙コップに乗りたい人」と聞いた瞬間手が上がった。実験の手伝いなどで

やんちゃな生徒や目立たない生徒を活躍させることで、全員を授業に巻き込む。授業への全員参加が学

び合いには欠かせない。実験装置を教卓の上に設置した。紙コップは、生徒の目の高さにある。見てい

て迫力がある。演出も全員を授業に巻き込む大切なポイントである。生徒全員の視線が集まる中、実験

開始。15個、10個と成功する。拍手と歓声が起こる。５個ならどうか。緊張感が高まる。コップをのぞ

き込む生徒もいる。５個でもつぶれなかった。さらに４個に挑戦。今度こそつぶれるという予想が多い

【モデル実験で観察した結果をもとに規則性に気づかせる】 ～メディアの活用～ 金星モデル実験

[電球モデル] [観察結果] ［ビーチパラソルモデル］

◎位置関係と公転を再現…だんだん満ち欠けすることに観察から気づいた ◎大きさ・時刻と方位・見え方を再現

全員参加の授業が学びの共同体を育てる

［演示実験で感動と情報を全員で共有］

◎学びの共同体を育てる

～キーワードは ｢熱中｣ ｢ほめる｣ ｢存在感｣～
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中、そっと足をかけた。生徒の拍手と歓声で理科室が包まれた。４個でもつぶれなかった。３個にも挑

戦。ばきっと音がした瞬間「ああっー」とがっかりする声があがった。熱中する授業で、わくわく・ど

きどき、感動体験を学級全員で共有することができた。

２．抽象的な概念の導入 ～「メディアの活用」で視覚化、体験を通して確かな理解を図る～

実験後、学級全体に問いかける。 Ｔ「紙コップが多いと１個の紙コップが支える力は大きい？小さ

い？」 Ｃ「小さい！」 Ｔ「紙コップを減らすと１個の紙コップの支える力は大きくなる？小さくな

る？」 Ｃ「大きくなる！」 自信に満ちた答えが学級全体からすぐ返ってきた。教科書の写真を見せ

ただけでは自信を持った答えは返ってこない。体験を通すことで、実感を伴った確かな理解となる。こ

こで「圧力」という概念を生徒に伝える。

Ｔ［説明］「紙コップが多いとたくさんの紙コップで力を分散して支えます。紙コップが少ないと、１

つの紙コップに力が集中します。紙コップの数によって力が分散されたり集中したりします。この力の

集中の程度を『圧力』といいます」

「圧力」という目に見えない概念を、紙コップを使ったモデル実験で視覚化することにより「紙コッ

プの数＝圧力」というイメージとして理解できるのである。モデル実験という「メディア」の活用によ

り、わかる授業をつくる工夫が、全員参加の授業を成立させるのである。

３．ほめることで指導する ～生徒のよいところを取り上げてほめる～

課題：「雪の上をくつのまま歩くと足がめり込むけ

ど、スキー板をつけると足がめり込みにくくなるのはな

ぜですか」。雪国の生徒なので、この現象のイメージを

共有しているが、説明はうまくできない。 紙コップの実

験をもとに考えるよう促す。挙手指名で発表させた。説

明が他の生徒にうまく伝わらず、悪戦苦闘している。別

の生徒が、最初言葉だけで説明したが、途中で「図で説

明してよいですか」と申し出た。もちろん許可した。電

子黒板に、圧力のちがいを矢印で表現し、面積が大きい

ほど力が分散されると説明をした。「今の説明でわかった人」と聞く。ほとんどの生徒の手があがった。

Ｔ「言葉だけでなく、図を使って表したから、非常にわかりやすく説明できたのです。力の分散と集中

のようすが矢印で表現されています。図を見ただけでみんながイメージをつかめます。太郎君のまとめ

はとってもよいお手本です」。太郎君の発表をもとに、スキー板がめり込まない理由を自分で書かせた。

生徒をほめることで、スキー板が沈まい理由だけでなく、図を書いて説明することの大切さを指導した。

４．ほめることで存在感を高める

①「熱中」する授業で生徒全員を巻き込む。②よいところを名前をあげて「ほめる」。③ほめること

で「存在感」を生み出す。ポイントは「ほめる」ことである。生徒の事実をもとに、力強い声でほめる。

よい意見やまとめ方を示して、どこがよいか具体的にほめる。発言が少ない学級の場合は、よい意見を

書いた生徒を教師が見つけて発表させ、よいところをほめる。名前をあげて全員の場でほめる。ほめら

れた生徒は自信を持つ。まわりの生徒は、その生徒のよさを認める。ほめることで、仲間どうしの「存

在感」が高まる。仲間の存在感を感じ合える学級集団は、仲間のよいところを素直に受け入れる。この

ような積み重ねによって、学級が「学びの共同体」へと変容するのである。 （2011年６月実践）

２．科学的な思考力・表現力を育てる【わかる・探究】

（１）規則性に気付かせる授業で思考力を育てる

実験の事実からどのようなことが言えるか、生徒自身に気付かせる流れで授業を行う。実験のあと

「結果は？」「結果から言えることは？」「なぜそう言えるの？」「根拠は？」「結論は？」という声

かけをして、対話を通して生徒の思考を促し、思考力を高めることがねらいである。

［メディアの活用］図を使って説明させる
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●実践例１ 音の正体を探れ！

音が鳴っている音さや太鼓の

皮、スピーカーがふるえている

事実から、音の正体は振動であ

ることを発見した。

低音がズンズン響く音楽の鳴

るスピーカーの方に風船を向け

ると、振動が手に伝わってき

た。この実験と真空鈴の実験結

果から、音は空気中を伝わって

いること、空気がなければ音は

伝わらないことを確認することができた。

（2011年５月実践）

●実践例２ 見えない力を調べよう！

○見えない力を体験する 普段無意識の

うちに使っていて、存在を何となく理解はし

ている力。でも「力って何？形は？色は？に

おいは？大きさは？味は？」と問いかけられ

ると、目に見えないのでよくわからない不思

議な存在である力。「見えない力を調べよ

う」というテーマで力について調べさせた。

課題：物体に力をはたらかせると、どんな

ことが起きますか。①どのようにして力を

加えると ②どんなことが起きたか調べる

理科室にあるものを自由に使って、実際に力を加えるとどうなるかやってみるよう指示。探究的に取

り組ませた。自由に試行する課題では生徒は生き生きと活動する。ハンドグリップやエキスパンダーの

ようなまさしく「力」といえるものから、音の鳴るおもちゃをいじる、ボールを投げる・落とす、風船

でバレーやリフティングを行うなど遊んでいるような様子が見られた。「先生、これも力だよね」と、

手にイモリを持ってニコニコ報告する生徒もいる。力は日常の活動の中に満ちあふれているのである。

○表現力を育てる

ノート見開き２ページにレポート形式でまとめさせた。レポートの書式と項目は教師が示した。

「仲間の発見」は生徒

同士の学び合いを促す

ねらいで設けた項目で

ある。日常の授業はワ

ークシート中心に進め

ている。表現力を高め

るねらいで、今年度は

レポートまとめの機会

を増やし、自分の言葉

でまとめる機会を増や

している。

【音の正体を探れ！】～実験の事実から音の正体は何か気づかせる～

[糸電話] 糸を触って振動を体感 スピーカーの音で風船がふるえる
→音の正体は振動。糸を伝わる。 →音は空気中を伝わる

【見えない力を調べよう】～表現力を育てるために～

自由な発想で試してみることが自らの課題発見につながる

［レポートの項目］

タイトル

課題

１．手順

２．結果

（※図と言葉を使う）

３．仲間の発見

４．どのようなときに

力が働いていると

判断できるか

（※箇条書きする）

５．わかったこと、気づ

いたこと、思ったこと

［結果をまとめる］自分の言葉で書くことで思考を促す
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○レポート指導 ～実物を示しほめる～ よいレポートをＴＶに提示し、どこがよいか具体的に指

摘する。丁寧さ、図やレイアウトの上手さ、考察の質などをほめる。生徒の名前をあげ、ほめて指導し

ている。「よいと思ったことはどんどん取り入れることで自分の力が高まります。学級に２９人の仲間

がいるからこそ、自分一人では気づかなかった多くの考えや発見に出会うことができるのです。仲間の

よいところをどんどん取り入れ、学び合うことでお互い成長します。学級とは学級の仲間全員が高まっ

ていく場なのです」。学び合う意識を高めるため、折に触れて意義を語っている。（2011年６月実践）

●実践例３ 水圧の性質を探る

ビニル袋をはめた手を水中に入れ

ると、真空パックのようになる。不

思議な感触に歓声が上がる。「手が

ぬれたと思ったのにぬれてなかっ

た！」と報告した生徒がいた。手の

あらゆる面に袋がへばりつく事実か

ら、水によって手全体を押しつける

方向に力が働くことを確認できた。

（2011年６月実践）

●実践例４ 静電気の性質を探る

つまようじ、ストロー、油粘土を

埋め込んだペットボトルふたで作っ

た実験装置で実験を個別化した。

ストローをこする物質、ストローに

近づける物質を変えるとストローの

動きがどうなるか調べた。結果か

ら、どんなことが言えるかを考える

ことで、２種類の電気の存在と働く

力の向きを探った。

○自分の言葉で書かせる

「結果は？」「言えることは？」

という対話による確認のあと、実験

結果からわかったこと、書き足りな

かった内容を補って書かせた。書き

なさいという指示だけでは、書けな

い生徒がいるので、全体の場で確認

してまとめをさせている。

○説明する ～メディアの活用で相手にわかりやすく伝える～

ティッシュでこすった２本のストローは反発した。理由を書か

せた。磁石のＮ極・Ｓ極にたとえて説明している生徒に発表させ

た。言葉だけだと長々とした説明になりうまく伝わらなかった。

電子黒板に映した写真を使って説明させた。「反発したのは磁石

のＳ極とＳ極を近づけたように反発したからである」という考え

を写真に書き込みながら発表した。あっさり伝わり、多くの生徒

が納得した。よい説明であると評価した上で「図を使って説明す

ると、わかりやすく、簡単にかつ正確に伝えることができるので

す。だから実験のまとめを書くとき、図と言葉の両方を使ってま

とめることが大切なのです」とまとめ方について指導した。写真

【静電気の性質を探る】～実験の事実から言えることを考えさせる～

[個別探究用の静電気実験装置] ［個別化］全員が体験を共有する

【電子黒板を説明用に開放する】

図や写真を使って説明する際に威力を

発揮。保存し次時以降も復習に使える

【水圧の性質を探る】 ～気づかせる授業～

［班実験］全員が体験を共有する 真空パックのようになった

意外な感触に感動→実感を伴った理解 →事実をもとに水圧の性質を探る

写真を使って説明させる 自分の言葉でまとめさせる
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という「メディア」をすぐ提示できる電子黒板の利点を活かすことができた。これまで教師が説明して

さっと進めてしまっていたところを、対話を通して生徒に説明させる。自分の言葉で書かせる。電子黒

板に映した図や写真を使って説明させる。思考力・表現力を育てるため、対話型の授業への転換に取り

組んでいるところである。 （2011年７月実践）

（２）思考力・表現力を高める場面と手立て

●実践例 光による現象を調べよう ～入学当初に表現力を育てる場を設定する～

３種類の実験の中から班で１つを自由に選択して実験する。伝えることに指導の重点をおいた

[選択課題］①１０円玉の入った茶碗に水を入れるとコインは？ （→浮き上がって見えてくる）

②水の入ったビーカーに割り箸を入れると？ （→見る角度によって折れる、ずれる、消える）

③水の入った丸底フラスコにコインを落とすと？ （→途中で消える。中で大きく見える）

○授業の流れ ①選択実験の実施。②結果を

各自ワークシートに記録。③発表用ホワイトボ

ードに記入。④班ごとに全体の場で発表。

○思考力を高める手立て 手立ての一つは、

班で協力して１つの実験を行うことである。実

験、結果のまとめ、発表の準備の段階で仲間と

関わることになる。仲間との関わりの中で、自分にない考え方を交流する。その結果、考え方・発想の

幅が広がり、思考力が高まるのである。

○表現力を高める手立て ホワイトボードにまとめる場面では、思考力に加え、どのようにまとめる

か仲間と相談したり、仲間のまとめ方を見ることで表現力を仲間から学び合う場面となる。

○発表する 他の人に正確に情報を伝える表現力を高めるための訓練の場、仲間の上手な発表からよ

いところを学び合う場となる。

（３）思考力・表現力を高める手段として「メディア」を活用する ～言語活動の充実～

各班を回り、どんなことが起きたか聞き、まとめのポイントを伝えた。フラスコの実験の班には「今

言ってくれたコインの動きは言葉だけでは伝えきれないよね。コインが見えなくなるまでにどのような

動きをしたか、図で表そう。図だけではわからないコインの様子は言葉で書き加えて補い、他の人にも

［指導事項］①やった本人でなければわからない

細かな現象や感じたことを詳しく記録に残す。

②まとめは図と言葉の両方を使う。

③他の人が同じ実験をまねするのに必要な情報を

もらすことなく書き出す。

【実験結果を仲間に伝える力を身につけよう】 ～思考力・表現力を育てるために～

[コインのゆくえは？] [割りばしはどう見える？] [コインはどうなる？]
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様子が伝わるようにしなさ

い」と具体的に指示した。

他の人に伝わる表現をする

には図（メディア）の上手

な活用が大切であることを

強調した。

全体発表のとき、ホワイ

トボードに対してコメント

した。写真の例だと左から

順に「フラスコの上の方と

下の方ではコインの見え方や動く様子が違ったのだね。図を見れ

ばどの場所でどんなことが起きたかすぐわかる。このようにみん

なに伝わるように上手に図を使うことがとっても大切なのです」

「水の中で大きく見えたという発見を書いてあることがすばらし

い。実験をやった本人でないとわからないことを記録することが

理科ではとても大切である」「右ななめから見た図と注意書きが

ある点がよい。見る方向によって見え方が違うから条件を示すことはとても大切である。自らの発見が

書いてあることもすばらしい」。全体発表の場を設定し、よいところを全体の場で評価することで、仲

間の上手なまとめ方から学び合うことができた。 （2011年４月：入学当初の実践）

３．探究する能力を育てる【探究】

（１）技能の習得を図る

●実践例１ ルーペ 教科書の説明を読んだ後、全員起立さ

せ「正しいルーペの使い方でチラシを見なさい」と指示した。個

別評定して正しくできている生徒に「合格」と声をかけ座らせ

た。できている生徒が１～２名だったので、正しいやり方ができ

ている生徒に演示させた後、再度やらせた。技能は、説明を読ん

だだけでは実際にできない。技能の習得には訓練が必要である。

「やらせてみて、やってみせて、またやらせてみる」こと、でき

たことを個別評定することが必要である。このあとタンポポの花

をルーペで観察させた。花や葉、根などを観察する際にもルーペ

を使用する。体験の機会を増やすことで、技能の習得を図

っている。 （2011年７月実践）

●実践例２ 写し絵でスケッチの技能を磨く

写し絵は知識の定着に有効である。絵がかきやすいので

生徒に非常に評判がよい。ふだんは、丁寧かつ速くさっと

かき、全体像がつかめればよいと指導している。

生物のスケッチをかくときの注意事項である「細い線と

点でかく。線を重ねない。影をつけない」というルールが

守られていないスケッチが非常に多い。そこで、花のつく

りを覚える目的で写し絵をかかせるときに「細い線と点で

かく。線を重ねない。影をつけない」という指示

を与えて写し絵させた。学級全体として、はっき

りくっきりしたとってもきれいな絵をかく生徒が

多かった。このような練習を取り入れながら、技

能の習得を図っている。 （2011年７月実践）

【全体発表の場面を設定する】

【技能は探究に必要】

個別評定で技能の習得を図る

写し絵はどの単元でも生徒に好評（動物）
～生徒は成功体験を求めている～

写し絵をスケッチの技能の訓練に活用

［レポート型式］

自分の言葉でまとめる機会をつくる
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（２）探究する能力の育成 ～探究する力を高めるために～

●実践例１ 電流の正体を探れ！

○科学的な思考の視点を教える

放電管に高い電圧をかけるが何も変化は起

こらない。空気中を電流が流れにくいことが

わかった。次に、電圧をかけたまま真空ポン

プで空気を抜いていった。色の変化に歓声が

起きる。「オーロラだ！」という声が上が

る。紫色の筋がだんだん白い帯に変わってい

った。「蛍光灯みたい」という声もあがる。

結果は「真空ポンプで空気を抜くと紫の光が出て、や

がて白くなる」、言えることは「真空にしていくと電

流が流れるようになる」「色が変化したことから、空

気の薄さによって電流の流れやすさがちがう」「おそ

らく空気がうすくて真空に近い方が電流が流れやすい

だろう」。対話を通して生徒から、結果から「言える

こと」を引き出した。

Ｔ「真空に近い方が電流が流れやすいと思う人」と

聞くと、ほとんどの生徒が手を挙げた。予習して知識

として知っている生徒がいたであろう。

Ｔ「なぜそう言えるの？」 Ｃ「真空にした方が明るく光ったから」 Ｔ「なぜ明るく光ったら電流

が流れやすいと言えるの？」。ここで生徒の意見は止まった。

教師が「なぜそう考えた？」「根拠は？」と問い続けることで思考を促す。

Ｔ「明るく光ったから真空に近い方が電流が流れやすいと判断してよい、そう思う人」手はあがらな

い。わからない、とまどっているという表情がたくさん見られた。

「真空の方が電流が流れやすいかどうか、この実験だけでは判断できないです。放電管の光る様子の違

いから、空気の濃度によって電気の流れやすさが違うということまでは判断できそうです。電流の強さ

を測るなど別の実験をして証拠をつかむ必要があります。このように、実験の事実からどこまで判断で

きるかをはっきりさせることが科学的に考える上で大切です。今ある実験結果だけでは真空の方が電流

が流れやすいと判断できないという考察も重要な考察なのです」と伝えた。科学的に思考する際の視点

の１つを教えた。このような指導が、科学的な思考力を高めるために必要である。

○クルックス管で電流の正体を探る

十字の金属が入

っているクルック

ス管に電圧をかけ

た。＋と－を入れ

かえたときの様子

を比較して、「電

流の正体」の性質

を探った。最初、①の結果になった。光を発することを確認した。次に②の結果になった。

「①と②の結果を比較して言えることは何ですか」。記録欄に書かせる。書けない生徒には「違いは

何？」と、声をかけ思考を促す。 Ｃ「②は十字の影ができた」 Ｔ「言えることは？」

意見が出ない。ヒントを出す。影をつくる演示の後、Ｔ「なぜ影ができるの？」 Ｃ「・・・」

Ｔ「光にどんな性質があるから影ができるの？」 Ｃ「（光が）直進するから」 Ｔ「（影の部分を指

して）ここは光が当たっていますか」 Ｃ「当たっていない」 Ｔ「なぜ光が当たっていないのです

【電流の正体を探れ！】真空放電

実験の事実から、どこまで言えるのか意識させる

ヒントを与え対話で引き出す

実験結果を図を使い自分の言葉でまとめさせる
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か」 Ｃ「光がカードで遮られて光が当たらないから」 Ｔ「もし光がこう回り込んでここ（影の位

置）にきたとしたら影はできますか？」 Ｃ「できない」 Ｔ「そう、できないね。でも実際には影が

できるのだから、光はどのように進むのですか」 Ｃ「直進する」。再度問う。Ｔ「十字の影ができた

結果から、どんなことが言える？」 Ｃ「電流の正体は直進する」

Ｔ「①と②を比較して言えることは？」 Ｃ「・・・」 Ｔ「①はどこに影ができている？」 Ｃ「上

の方」 Ｔ「十字の影はできている？」 Ｃ「できていない」 Ｔ「と言うことは、①と②を比較して

言えることは何？」Ｃ「電流の正体は－極から出て＋極に向かって移動する」。

対話を通して、電流の正体の移動する向きを確認できた。さらに続ける。 Ｔ「電気の正体は何極の

方へ移動していますか」 Ｃ「＋極」 Ｔ「＋極に移動するということは、電流の正体にはどんな性質

があるの？」 Ｃ「・・・」 Ｔ「静電気の実験のとき自分たちの力で発見したよ。くっついたり反発

したりしたね」（既修の内容の活用を促す） Ｔ「＋極に移動するということは、電流の正体にはどん

な性質があるの？」 Ｃ「電流の正体は－の電気を帯びている」。教師の補足を加え、電流の正体が－

の電気を帯びた粒、電子であることを対話を通して発見することができた。 （2011年７月実践）

●実践例２ 電気部品の性質を探る(自由試行) ～探究課題に取り組む～

生徒に対しては「電気で遊ぼう」というタイトルで課題提示した。2009年度応募論文で述べた実践で

ある。電気は難しいという先入観をなくすため、楽しみながら電気部品の性質を探ることをねらいとし

た。自由試行（1.5時間）、まとめ・発表（１時間）、レポート作成は宿題として取り組んだ。

○記録を残す

～趣意説明で生徒を動かす～

レポートを見れば他の人が同じ実

験をまねできること、「事実」と

「言えること」を区別して書くこと

を指導した。どんな向きにつないだ

のか、逆向きにつなぐとどんなこと

が起きたか、といった細かなところ

を記録するよう伝えた。書くことが

苦手、面倒だと思っている生徒が少

なくない。書くことの意味を語る。

「理科だけでなくあらゆる学問で、先人たちが発見したことを記録として残してくれたおかげで、我々

が快適な生活ができます。教科書も先人が残してくれた財産です。教科書を学習しその内容を活かすこ

とで、科学や経済など人類の活動が発展してきました。記録に残すことは未来の人たちに人類の財産を

伝えるという意味があります。過去から未来への贈り物です。みんなが書くレポートも、他の仲間が読

んでよいところを取り入れることで、学級の仲間全体の力が高まります。書くことは、自分だけでなく

周りの人の成長にもつながる非常に価値の高い行為なのです」。このあと記録を書く姿にがんばるぞと

いう雰囲気が感じられた。学ぶ意義に生徒が納得するよう、具体的な語り方を考えることに心を砕いて

いる。このような語りの積み重ねが、まじめに意欲的に学ぶ生徒を育てることにつながっている。

【電気で遊ぼう】 自由試行による探究活動 ～電気部品の性質を探る～

記録には、図と言葉で実験を再現す

るのに必要な情報をもれなく書く。ポイントを明示する
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○発表 ～思考の場～

おもしろい発見を班で

２つ選んでホワイトボー

ドに書かせた。

４～５人の班なので、２

～３人で１つのボードに

記入した。全体の場で発

表を行った。各班２つの

グループの発表となる。

結果と言えることの区別

ができていない発表が多

かった。発表のたびに

「結果から言えることは

何？」「なぜそう言える

の？」と問いかけた。

２班の発表（右写真）

では「言えることは？」

という問いかけに「磁石

を近づけるとプロペラが

回った」と答えた。

「それは実験で起きた事実、結果だね。

結果からどんなことが言えるの？」答え

が返ってこなかったので「リードスイッ

チはどんな仕組みなの？」と問い方を変

えた。図にちゃんと書いてあるが、少し

考え込んだ。磁石を近づけることで中の

金属がくっついて電気が流れることを写

真のようにジェスチャーを交えて説明し

た。挙手確認すると、ほとんどの生徒が

今の説明でわかったと答えた。生徒の発

表に対して具体的な指摘をすることで

「結果」と「言えること」を区別するこ

とを指導した。

○個人レポート作成 ～表現の場～

自分が興味を持った部品を１つ選び、

所定のＡ４レポート用紙１枚にまとめさ

せた。図を入れてわかりやすくすること

は多くの生徒ができていた。「結果」と

「言えること」が区別されず、結果と言

えることに同じ内容を書いているレポー

トが多かった。早く完成した生徒のレポ

ートをいくつかＴＶに映して、どこがよ

いか、何に気をつければよいか、学級全

体の場で具体的に伝えた。よいレポート

は書いた生徒の名前をあげて紹介した。

リードスイッチ内部のしくみを
ジェスチャーを交えて説明する

［仲間とまとめる］交流し学び合うこ

とを通して思考力・表現力を高める
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探究活動を通して「嫌いだと思っていた理科（特に

電気）が好きになった」と変容が見られる生徒が何人

か、男女ともにいた。2009年度論文から発展させた点

は、ホワイトボードの活用、すべての班の発表場面の

設定、「結果」と「考察」を区別する指導を行い、科

学的な思考力を高めることに取り組んだことである。

回収したレポートを読むと「言えること」が書けて

いないものが多かった。個別に評価を示すことが今後

必要な指導になる。 （2011年７月実践）

（３）探究活動の充実 (2010年10月～2011年２月実践)

説明し教える授業から、事実をもとに生徒自ら考える授業への切り替えが進んでいる。

４．科学を学ぶ意義、科学のすばらしさ・大切さを伝える【感動・わかる】

（１）科学の大切さを伝える ～単元を貫く柱を通して伝える～

●実践例 単元「動物の生活と種類」 単元を貫く柱を「動物はえさをとり子孫を残す」とした。

動物は生きるために、すばらしい働きをする体のつくりを駆使している。実物の観察や直接体験を通し

て、生命のすばらしさを実感させることをねらいとした。

【探究活動の充実】実験の事実から何が言えるかを積み重ねる ～日常の授業を探究的に取り組む～

黒点の形が変化する理由に迫る 月の満ち欠けの原因(ヘッドアースモデル) 傘モデルによる天球の再現

昼夜の長さが変化するのはなぜ？ 水溶液に電流が流れるか 電気分解（塩化銅水溶液）
→公転を再現することで理由に気づかせる →「なぜ？」原因の探究につなげる →電気を帯びた粒の存在に気づかせる

水溶液の性質を調べる 電流を流す→リトマス紙の色の変化から 酸性・アルカリ性の液を混ぜると水素
→電気的な性質との関係につなげる 粒が持っている電気の種類に迫る の発生はどうなる？→なぜ？につなげる

探究活動の楽しさが生徒を「理科好き」にする
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○エサをとる チーターがトムソンガゼルを捕まえる。時速100キロ以上、しっぽを振ってバラン

スをとることで高速ターンをする、鋭い爪がスパイクの役目をする。迫力ある映像（NHK「ダーウィン

が来た」）に生徒から歓声があがる。草食動物と肉食動物の特徴を比較。生きて子孫を残すために、

「動物」という文字の通り、必死で動いてエサをとったり逃げたりしていることが実感できた。

○目の実験による実感を伴った理解

片目を閉じペンを動かして、自分の視野

を確かめた。次にペンを２本持って腕を目

の前でのばし、ペン先同士を近づけてくっ

つける。両目ならうまくできるが、片目を

閉じるとうまくペン先がくっつかない。遠

近感がわかるのは両目のおかげであること

を実感できた。チーターは１回の狩りを成

功させるのに４時間くらい待たなければならない。簡

単には狩りは成功しない。だからこそ、射程距離を正

確にはかるのに適した目が必要である。「目のつき方

に、チーターが自然界で生き残る重要な意味があった

のですね」と伝えた。実感を持って生徒は納得した。

簡単な実験と短い言葉がけが「科学は大切だ、素晴ら

しい」という意識を生徒に育てるのである。

◎実物にふれる ～動物の体の素晴らしさに触れる～

○ニワトリの脳 ドッグフードの鶏頭水煮缶を使

い頭の内部や脳がどのようになっているか観察した。

ピンセットで肉と骨を少しずつはがし、脳を取り出し

た。大脳や小脳、視神経を確認することができた。

○ニワトリの心臓 「心臓の中がいくつの部屋に分か

れているか」という課題を提示し探究活動を行った。

始めにスポイトで血管に水を入れることで、どこと

どこがつながっているか調べる。つながっている部分

に同じ色のピックをさして目印とする。ピックで心臓

内部を探ったあと、縦に切って内部を観察した。

○金魚の血流 本当に血液の粒が動いていること

に驚きの声があがった。生きていることを実感した。

○目のはたらき 瞳孔が光に敏感に反応して動く

様子に感動した。盲斑の実験に「あれっ？」となる。

手に穴が開いたり、４色の像が浮き上がる実験を通して、どのような見え方をするかは脳が判断して、

目は光の刺激を受け取っていることを，実験を通して確認できた。

自分の視野を調べる 片目でペン先をつけられるかな

○ニワトリの脳の解剖（班実験） ○ニワトリの心臓の解剖（個別化） ○金魚の血流の観察
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○科学の大切さ ～メディアの活用で生活との関わりを実感させる～

まず凸レンズとライトで白い紙に像ができる演示をする。光が１点に集まったところにスクリーンを

持ってきたとき像ができることをパワーポイントで復習後、遠視と近視の話をした。図を使って説明。

遠視は網膜上に光が集まらないためぼやけて見える。光の進む道筋を調節して網膜上で光が集まるよう

に調節すれば見えるようになる。「光の道筋を調節するのに何を使いますか」と聞くと「めがねだ！」

とすぐ答えが返ってきた。「遠視用のめがねは凸レンズで、めがねのレンズで光をうまくせばめること

で網膜上に光が集まるようにしています。めがねやさんでいろいろなレンズを付け替えて調節している

のは、網膜上にぴったり光が集まるようにレンズを調節しているのです」。近視は凹レンズで調節して

いることも紹介した。「中１で習った凸レンズの光の進み方が、私たちの身近なめがねに利用されてい

るのです。人間は、日常生活の中に科学を上手に取り入れているのですね。中学校で学習する理科は生

活に役立っているのです」。言葉

だけで「科学は大切だ」と言って

も伝わりにくい。具体的な話をす

る。メディアを見て、イメージを

つかんで理解し納得するから、生

徒は「科学は生活の中で大切であ

る」と実感する。ここでもメディ

アの活用が有効である。

○映像の活用 肺、心臓、胃、小腸、肝臓などの短い映像を見せた。（NHK「高校講座生物」、

「驚異の小宇宙人体」を利用）。実物にはかなわないが、視覚に訴えヒトの体のはたらきの精密さを伝

えることができた。血液のはたらきの学習で、発展的に免疫を取り上げた。体内でどのようなはたらき

で体を守っているかを説明している映像（高校講座生物より）を見せた後「免疫のはたらきがなくなっ

たらどうなりますか」と問いかける。「すぐ病気になる」「死ぬ」と返ってきた。骨髄移植の映像

（「驚異の小宇宙人体」）を見せる。太い針を刺して骨髄を取り出す様子、無菌室に入って治療を受け

る様子、骨髄が細胞分裂して新しい『ミクロの戦士』がどんどん殖える様子を映像で確認した。生徒は

映像に見入っていた。生命活動の素晴らしさを実感することができた。

○科学の大切さ ～映像で具体例を紹介～

映像で心臓の働きとペースメーカーのしくみ、人工心肺装置、骨髄移植を紹介。生活に役立っている

○ヒトの目のはたらき【生命の素晴らしさを体感する】～実感を伴った理解を通して～

[瞳孔のはたらき] [盲斑の実験] [手に穴が開く？]

←[残像実験]

実験結果から目

と脳の違いを理

解している。め

がねの仕組みに

感動している。

[メディアの活用] ～理解し納得することで科学の大切さを実感できる～

パワーポイント（自作） 自作資料
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具体例を示すことで、科学の大切さを伝えた。

動物の学習の 後に『人体の不思議展』のＤＶＤ

映像を見せた。はじめに「生きていた本物のヒト

を標本にしたものであること。医学の発展のため

にといって体を提供してくれた人がいるおかげで

医学が発達して私たちが安心して治療を受けるこ

とができること」を伝えてから標本の映像を見せ

た。静かに集中して映像に見入っていた。生命の

神秘さ・素晴らしさを印象づけることができた。

アンケート結果から、単元を貫く柱を設定し観察・実験、メディアを計画的に取り入れることで、科

学の大切さや生命のすばらしさを生徒に伝えることができたことがわかる。（2011年４月～６月実践）

（２）日本人科学者・技術者の気概を伝える ～気概を通して生き方を伝える～

２０１０年度中学３年生 後の授業で気概を伝える授業を行った。「黒四ダム建設」「青函トンネル

建設」の２つの授業を行った。黒四ダム、青函トンネルどちらも尊い命の犠牲の上に完成している。

なぜ犠牲者が出る危険な仕事をやり遂げることができたのか。人のためにという「利他の心」が人を

動かす。黒四ダムの授業では中村精さん（人物）に焦点をあてた。気概を通して生き方を伝えることが

ねらいである。

【授業の流れ】 ※映像：ＮＨＫプロジェクトＸ「厳冬黒四ダムに挑む」を使用

○教師の活動、説明、発問 備考

【映像】黒四ダム工事総責任者中村氏が壁に向かって頭を下げる。 ※貯水量、高さ、幅いずれも

［発問１］この人物は、なぜ深々と頭を下げているのですか。 国内 大級の巨大なダム。昭

○黒部ダムの写真を提示して、黒四ダムについて説明する。 和38年、今から40年以上前に

［発問２］このダムが造られた目的は何でしょうか。 完成。場所は富山県日本アル

［発問３］なぜ、このような巨大なダムが必要だったのですか。 プス、山の奥地。

【動画】戦後経済成長期の大阪、電力不足で混乱が起きている様子 ※選択肢：Ａ治水、Ｂ農業用

○今後の復興には発電用の巨大ダムを造るしかなく、大阪の半分の 水、Ｃ工業用水、Ｄ発電、

電気をまかなえる巨大ダム計画が黒部ダムだったことを伝える。 Ｅ飲料水

【映像】①黒部の過酷な自然と中村氏の紹介 ②調査隊が断崖絶壁 ※動画は黒部ダムムービー１

の黒部を進む ③多くの強力が工事用資材を背負い険しい山を登る 章（インターネットから）

［発問６］そんな厳しい状況の中で、苦しい思いをしながらも、な ※過酷な地形を印象づける。

［単元を振り返って］ 動物

【動物単元終了時のアンケート結果】調査数５８名

→◎「非常に役に立つ ＋ 役に立つ」……９０％

→◎「強く感じた ＋ 感じた」……９３％

22

68

8

2

0 20 40 60 80

非常に役に立つ

役に立つ

あまり役たない

ほとんど役に立たない

この単元の学習は日常生活や社会を豊かにするのに

役立つと思いますか（％）

割合％

38

55

5

2

0 20 40 60

強く感じた

感じた

あまり感じなかった

感じなかった

ヒトの体のはたらきのすばらしさや神秘さを感じましたか （％）

割合％
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ぜ彼らはこの仕事にチャレンジしていったのだと思いますか。 ※問６が主発問である。

「○○のため」、空欄に言葉を入れなさい。

【映像】①越冬しながらトンネル工事をする苦しい真冬の生活と工 ※過酷で苦しい難工事である

事のシーン。 ②雪崩で死者が出たシーン。 ことを印象づける。

【映像】黒四ダムが完成していくシーン

［発問７］そんな苦しい思いや体験をしてまで、なぜ彼らはこの仕 ※主発問を再度示す。

事をやり通すことができたのでしょうか。「○○のため」 ・空欄に言葉を入れさせる。

【映像】①中村氏が、この仕事をやり抜いた理由を語るシーン。 ○答えは映像で示す。

［中村精氏の語り］ やらなきゃいかん、ということで、みんなにもやかましく言うし、ただ

この仕事をやらなきゃいかんと、みんなもこれはやってくれなきゃいかんと。ちょうど時期も

よかったんじゃないですかね。終戦の苦しみもね、みんな感じておったときですから。だから

日本のために復興と。

［語り］戦争で我が国は焼け野原になりました。多くの人が言葉では表現できないほど苦しい

思いを味わいました。しかし１日も早く立ち直ろうと、我が国を１日も早く立て直そうと、必

死になって働いたのです。そのために多くの電力を必要としました。毎日何度も停電したりし

ていたら文化的な生活などできません。戦争で負った傷を１日でも早く治さなければという気

持ちが「この仕事は、やらなくちゃならん」という思いを工事関係者に抱かせていたのです。

［発問８］黒四ダムのほとりに立てられている像です。何のために ※写真を提示。

立てられたのでしょうか。

○「この像の横には、このようなプレートが添えられています」 ※写真を提示。

［発問９］プレートには、黒四ダムの工事で亡くなった人々の名が ○「１７１名」と板書する。

刻んであるのです。何人の方々が亡くなったと思いますか。

○「授業の始めの映像でこの像に対して頭を下げていた老人は、黒 ※「亡くなった方々への感謝

四ダムの現場責任者を務めた中村精さんという方だったのです」 の気持ちから」である。

［発問10］中村さんは、なぜ深々と頭を下げていたのでしょうか

［語り］ 黒四ダムは、我が国の復興と発展のために、絶対なくてはならないダムでした。な

らば、この仕事はどうしてもやらなくちゃならんと171名もの方々が命を落としたのです。今、

我々が何不自由なく暮らしていられるのは、そのような方々のおかげなのです。ならば、こう

して「日本のために」と命を落とした方々に対して、我々は果たして恥ずかしくない生き方を

しなくてはならない、先生はそのように思います。

【映像】①中村氏が黒四ダムの『尊きみはしらに捧ぐ』像の前で頭を下げ、語っているシーン。

［中村精氏の語り］「ここへ来て、名前見ちゃ、思い出しますよ。だって、この人たちが働い

てくれなかったらできないですもん、この仕事はね。本当にね、この人たちのおかげですよ」

○卒業する３年生に向けてのメッセージを語る。

［教師の語り］みなさんは義務教育を終えます。これからは自分の判断で生き方を決めなけれ

ばなりません。自分の職業をどうしようか、人生の選択しなければならない場面が何度かやっ

てきます。自分の選択が正しいか不安になります。選んだ職業や生き方に不安を感じるときが

何度もやってきます。そんなとき、なぜ,その生き方を選んだのか、初心にかえってほしいと思

います。社会で、職業の中でよく学び、努力し、よい仕事ができるようになる。一人ひとりが

自分の役目を果たせば、まわりの人たちが、地域が、社会が、日本の国が、世界がどれだけよ

くなるか。「人のために」そのような中に、幸せや生きがいが隠れているのだと思います。み

んなが一所懸命生きるということは、10年先、50年・100年、1000年先の未来の人たちにもつな

がっていくのです。一人ひとりが貴重な存在です。みなさんの活躍を期待しています。
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「青函トンネル」についても、同様なねらい・展開で授業を行った。工事責任者である大谷豊二さん

（人物）に焦点を当てた。洞爺丸台風による青函連絡船の転覆事故による多数の犠牲者、津軽海峡が荒

れるたびに連絡船が欠航し北海道に生活物資が届かなかったこと。多くの犠牲者を出して、生命の危険

が及ぶ大きな事故を乗り越え、10年の予定が19年かかってトンネル貫通の難工事をやり遂げたこと。北

海道に住む我々が安心して生活できるのは青函トンネルのおかげであることを伝えた。

感想に「３年間の集大成の授業だった」と表現してくれた生徒がいた。２年間かけて教師が伝えよう

としてきたメッセージを 後に伝えることができたと考えている。 （2011年３月実践）

５．科学的な体験や自然体験の充実

（１）科学的な体験の充実 実践報告の通り、思考力・表現力の育成、探究活動の充実という視点

を加えて科学的な体験が充実してきた。実験の個別化・少人数化の取り組みは定着している。演示実験

の充実も、圧力の導入の実践のように学び合い・概念導入のための授業展開に活かす形で実践できた。

（２）自然体験の充実

１）地域の自然の教材化 計画を立てても実践を開発できずにきた項目である。「地域」を本当

に身近な校庭から、近所、住んでいるまち、オホーツク管内、北海道まで、広い範囲でとらえることに

した。校庭・通学路など本当に身近な場所にある、無意識のうちにいつも

見ている「もの」（実物）を授業に持ち込む。身近なところからスタート

することが、地域の自然の教材化の進展につながると考えた。

●実践例 光西植物探検隊

授業前日に、校内の指定した場所にある植物を採集してくるミッション

を与える。授業では、どんな植物があるのか、

写真コンテンツで紹介。名前を一緒に確認す

る。採集してきた植物を台紙に貼らせる。ちょ

っとした標本づくりである。標本はあずかって

おき、秋になったら、赤く色づいた実と葉を取

ってこさせて、台紙に貼る。このように実物に

【感想】「黒四ダム建設を授業する」

近づいていく感じを演出

【感想】「青函トンネル建設を授業する」

［ミッション］
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ふれる作業を通して、植物の名前を自然に覚えることができる。授業での植物

との出会いがなければ、存在を意識することなく

すごす生徒が多いだろう。「今年もナナカマドが

赤く色づいているね」といった会話が、生徒の間

で自然と出てくるようにしたい。

２）実物に触れる機会を増やす

◎花のつくり 花のつくりの名称を確認後、

花の観察をする。マツヨイグサの花をスケッチし

て、気づいたことを書かせる。次に

花を分解して、台紙に並べる。セロ

テープで貼り、つくりの名称を書き

込む。貼る作業を通して、花のつく

りを覚えていく。実物にふれること

と、写し絵によって体験を通した確

かな理解が得られる。マツヨイグサ

の観察では、茎についたアブラム

シ、ねっとりした感触やにおいに歓

声があがった。苦手だいう生徒もい

るが、このような実物にふれて感触

を味わうことが貴重な学習である。

６．その他

教育計画で取り組めなかった内容

○ものづくりを通した探究、意思決

定の場を設定する、外部との連携…

（段取り不足、取り組む余裕がなかった）、 ○防災…（今年度、火山・地震の学習で取り上げる）

○学習したことを生活に返す、地域の自然の教材化…（目に見える形で実践化できなかった）

Ⅲ．成果と課題
１．現状把握 （１）理科好きアンケートの結果

項 目
2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度

３年 ３年 ３年 ２年 ３年 １年 ２年

※表の数字は％を表す ３月 ８月 １月 ６月 ３月 ４月 ７月 ８月 ３月 ４月 ７月 ４月 ７月

理科が好きである ７７ ８２ ９５ ８０ ９１ ８６ ９０ ８１ ８５ ８２ ８４ ８４ ８６

理科の授業が楽しい ６４ ７４ ９４ ７４ ９０ ８９ ９０ ８４ ８７ ９４ ８３ ８９ ８８

理科は退屈である ２７ １９ １６ ２１ １４ １０ １４ １７ １７ １８ ２４ ８ １６

理科はやさしい ２８ ２２ ３０ ５３ ４８ ２０ ３３ ３０ ２７ ４６ ４０ ２３ ２２

理科は生活の中で大切 ６９ ６７ ７８ ６８ ９０ ７８ ８２ ８７ ８７ ８６ ９１ ８９ ８８

将来科学を使う仕事がしたい １７ １１ ２０ １４ ３５ １６ ２０ ２４ ３２ ２４ １９ ２６ ２４

実生活との関わり解説 ※１ ９３ ８８ ９６ ９４ ９５ ９３ ９０ ９６ ９５

社会生活との関わり解説 ※２ ９３ ８１ ８６ ８７ ９３ － ８２ － ８９

（2006年128名、2007年152名、2008年140名、2009年153名、2010年151名、2011年度1年58名，2年74名）

※１「先生は科学の考えが実生活に密接に関わっていることを解説してくれる」

※２「先生は技術的な応用を例にしていかに理科が社会生活と密接に関係しているか解説してくれる」

（２）理科が好きと答えた生徒の割合 ～安定して８割を超えている～

理科が好きな理由に、単に「実験が楽しいから」と書いている生徒が多い。しかし、知りたいという

意欲や、発見することの楽しさ、自分で疑問を解決することの楽しさを好きな理由にあげている生徒が

細い線と点でスケッチする

花を分解し台紙に貼る

若い果実を縦に切り観察する

台紙に貼る
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増えてきた。初めて受け持つ２年生が１つの単元を終

了することで、科学が大切だ、生命の神秘さを感じた

と変容している。生徒の授業中の雰囲気や表情、感想

などから、自然の美しさ、科学の不思議さやすばらし

さに対して、わくわく・どきどき感動できる生徒が育

っていると確かな手応えを感じている

（３）「理科が生活の中で大切だ」と答えた生徒の

割合 ～安定して８割を超えている～

「理科が生活の中で大切だ」と答える生徒の割合は

９０％近くに達しており、高い水準にある。「先生は

科学の考えが実生活に密接に関わっていることを解説

してくれる」と答えた生徒は９０％超えている。メデ

ィアの活用が効果を発揮している。生徒の文章に「将

来に向けて理科の学習を頑張りたい」「理科を生活に

活かしたい」という内容が

増えている。科学が日常生

活のさまざまな場面で役立

っていることを実感し、科

学をこれからの生活に活か

そうと意欲的に学ぶことが

できる生徒が着実に育って

いる。

（４）「将来科学を使う仕事がしたい」と答えた生徒の割合が低い

引き続き課題となる。しかし理科の学習を通して「医

師になるためがんばりたい」「看護師をめざしたい」と

職業への思いを文章に表す生徒が出てきているのも事実

である。科学を必要とする程度が少ないと一般に思われ

ている職業でも、自分が科学を役立てようという意識を

持てば、どの職業でも科学を使う職業であると考えるこ

とができる。このようなプラスの価値観を育てたい。

２．実践の考察

（１）「感動」「わかる」について

かなり実現している。思考力・表現力、探究する能力

を育てるというねらいを持って「メディア」の有効活用

に取り組み始めたことは大きな転換点である。思考力・

表現力、探究する能力を高める授業づくりが動き始めた

と感じている。自分なりの根拠のある予想を立て、目的

を持って観察・実験を行い、自ら規則性を発見すること

に楽しさを感じながら主体的に取り組むことができる生

徒が育っている。

（２）「探究」について 自由試行や生徒の自由な

発想を生かせる活動場面が少しずつ増えてきた。自由試

行では、生徒は自由な発想で生き生きと実験に取り組み、まとめのレポートも丁寧に集中して書いた。

嫌いな電気が好きになったという変容がいくつも見られた。自分が抱いた疑問を、観察・実験を工夫し

ながらねばり強く探究できる生徒が育ちつつある。

【理科が好きな理由】

●おもに実験が楽しい。結果を自分で考

えるのも楽しいから（１年男子）

○実験があって自分が体験や見てりかい

できるから（１年女子）

◆科学の実験や生物の体のつくりなど不

思議だけど、もっと知りたいし、楽し

いから理科が大好き（２年男子）

◇不思議がいっぱいあって、それを発見

するのが楽しいから（２年女子）

◆ふだんはあたりまえの事をより詳しく

学べたりできるから（２年男子）

◆実験などをとおして、知らなかったこ

とがわかっていく所が好き（２年男子）

［感動できる生徒が育っている］ 単元を振り返って
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（３）学び合いについて 交流の場を意図的につくること、生徒のよいところを紹介することで、

学級の雰囲気が学習する集団へと変わってきた。仲間から学び合い、お互いに高め合うことができる生

徒が育っている。学級が「学びの共同体」へと変容を始めている。

３．今後の課題 生徒の現状把握から、次の４点

が課題である。思考力・探究する能力を高め、自らの

力で疑問を解明する探究の楽しさを体験させることで

科学が好きな生徒を育てることが中心課題である。

思考力・表現力、探究する能力を高める取り組みの

中で、学ぶ意欲や学び合う集団づくりを行う流れで、次年度の教育計画を作成する。

Ⅳ ２０１２年度の教育計画

【課題】１．学ぶ意欲を高めること

２．思考力、表現力を高めること

３．探究する能力を高めること

４．学び合い・高め合う集団を育てること

（１）取り組みの構造図

・概念を柱に単元を構成する ・技能の習得

・科学の大切さ、 ・獲得した概念をもとにした思考場 ・規則性に気付かせる授業

・日常生活や職業との関係、 面を設定（概念定着、思考力育成） ・予想・仮説・結果・考察を大

・日本の科学技術の素晴らしさ、 切にした授業

・日本人科学者・技術者の気概 ・探究課題の充実・実施

（生き方・職業）
○言語活動の充実

○本物に触れる体験

○地域の自然の教材化 ・概念形成のためのメディアの活用

・自然や実物に直接触れる体験 ・理解を図るためのメディアの活用

○演示実験の効果的な実施 ・思考力を高めるメディアの活用

・表現力を高めるメディアの活用

●「メディア」の機能の有効活用

●対話型の授業づくり

「結果」「言えること」「根拠」を問いかける授業

○科学を活用する能力の育成（習得と活用）

・探究課題に取り組む ・意志決定の場を設定する

・個別化・少人数化によりわく ・パフォーマンステスト(技能習得) ・発表・交流の場の充実

わく楽しい体験を増やす

・科学体験…実験の個別化・少人数化の重視、自然体験の充実

・ものづくり

［ねらい］直接体験による感動【感動】、実験技能の習得・体験を通した確かな理解【わかる】

主体的に問題解決に取り組む意欲と問題解決能力の育成【探究】

交流場面を増やす、屋台村形式の発表

演示実験の活用～全員で１つの課題に取り組む

・わくわく楽しい授業づくり ・視聴覚機器の活用、 ・課題選択学習

・驚き・意外性のある事象提示 ・機能的な理科室、 ・選択実験

・ビデオ・写真などメディア活用 ・形成的テスト、モデル実験、 ・自由試行による探究

・達成感を与える個別評定、 ・自由な発想で取り組める

・成功体験を保障する些細な工夫 課題の提示

感動・わかる・探究を保障する授業を行うことで科学が好きな生徒を育てることができる

わかる感 動 探 究

思考と表現の
一体化

「わかる」の保障

特別支援の視点から授業改善

●探究する能力の育成●基本的な概念の定着を図る●科学を学ぶ意義や大切さ
を伝える

●科学的な思考力・表現力の育成

●科学体験・自然体験の充実

●学び合い、お互いに高め合う生徒を育てる

【方針】１．全員の力を伸ばす

２．日常の授業を充実させる
科学が好きな生徒

【取り組みの原点】

ものを授業に持ち込む

楽しいねたを取り入れる

わくわく楽しい理科室づくり
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（２）方針 ①全員の力を伸ばす、②日常の授業を充実させる、の２つを方針とする。「感動」

「わかる」「探究」の３つの柱を継続する。生徒像の重点は３つである。課題とする取り組みを６項目

あげた。昨年度の教育計画でまだ十分な成果を上げていないものが多いので取り組みを継続する。

●具体的な取り組み

◎はじめに～「メディア」の活用～

基本的な概念の定着、思考力・表

現力・探究する能力の育成、「わか

る」の保障を具現化するカギは「メ

ディア」の有効活用にあると考え

る。思考力・表現力育成のためのメ

ディア活用が重点課題である。有効

な活用の開発をめざして、実践に取

り組んでいく。

１．基本的な概念の定着を図る 【わかる】

（１）基本的な概念を柱に単元を構成する

化学変化、イオンでは「粒子」を柱にして、粒子モデルを使って取り組んだ。動物では神秘さを伝え

るための単元の流れを考えた。イオンの概念の定着が難しかった。生徒が概念を理解できるような単元

構成を工夫する。他の単元についても、単元全体の流れを工夫した指導計画の作成に取り組んでいく。

（２）授業展開の工夫で概念の定着を図る

１時間の授業や、２～３時間の小ユニットの中で概念の導入がスムーズに行える授業展開を考える。

「紙コップの実験による圧力の導入」のような実践を増やしていく。

（３）メディアの活用により概念の定着を図る

メディアの活用を今よりも一歩深めたい。例えば、宇宙のモデル実験では、実験方法を生徒に考えさ

せる。粒子モデルの操作をペアで行い、現象の説明をモデルと言葉を使ってペアに対して行う。その説

明をノートに図と自分の言葉でまとめる。思考力・表現力の育成もねらいとする。

パフォーマンスは、現象を説明するために行い始めた。例を２つあげる。

◎実践例１：理科室内を代表生徒に１列でぐるっと一周させる。これを電流のイメージとする。横２列

でぐるっと１周するのは電流が２倍のイメージである。生徒の背中を押す力が強いほど勢いよく前進す

るが、この背中を押す力が電圧のイメージになる。

◎実践例２：代表生徒がケース（＝肺）からボール（＝酸素）を両手に１個ずつ持って教室をぐるっと

回り、ボールを持っていない生徒（＝細胞）に渡して、また戻ってくる。代表生徒はヘモグロビンのモ

デルを演じている。ヘモグロビン役の生徒が石（＝一酸化炭素）を両手に握ると石が手から離れなくな

る。その結果、酸素を運べなくなる。これが一酸化炭素中毒である。

このようなパフォーマンスで電流やヘモグロビンを「見える化」すると、学級全体が和やかな雰囲気

で学習に集中する。「もの」を使うのでなく、生徒がパフォーマンスをすることで学級全体が注目する。

［表］メディアの機能を活かした活用
活用のねらい 機 能 ツール

①基本的な概念 ・概念を視覚化しイメージ化す 概念形成のため
の定着を図る る のツール
②思考力を高め ・見えない現象を視覚化する。 思考活動を行う
る ためのツール

・体験や現象を言語に変換する 思考を表出する
・具体→抽象の変換の橋渡し役 ツール

③表現力を高め ・図と言葉で視覚化する 表現のツール、
る 伝達のツール
④「わかる」を ・視覚情報として入力する 視覚化するツー
保障する ル

【課題とする取り組み】

１．基本的な概念の定着を図る 【わかる】

２．科学的な思考力・表現力の育成【わかる・探究】

３．探究する能力の育成 【探究】

４．学び合い、お互いに高め合う生徒を育てる

５．科学を学ぶ意義や大切さを伝える 【感動】

６．科学体験・自然体験の充実【感動・わかる・探究】

【重点となる生徒像】

（１）根拠のある予想を立て、目的を

もって観察・実験を行い、自ら規則

性を発見することができる生徒。

（２）自分が抱いた疑問を，ねばり強

く探究できる生徒

（３）仲間から学び合い、お互いに高

め合うことができる生徒
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特に見えない電気をイメージ化する効果は大きい。まずはパフォーマンスによる説明をいろいろ開発し

たい。次に可能であれば、生徒に現象をパフォーマンスを使って説明させる場面をつくっていきたい。

２．科学的な思考力・表現力の育成 【わかる・探究】

（１）規則性に気付かせる授業で思考力を育てる

実験のあと、「結果は？」「言えることは？」「根拠は？」「結論は？」と、生徒に問いかけ思考を

促す対話型の授業を進める。考察の場面での対話はかなり行えるようになってきた。教師と学級全体と

の対話による考察が多いので、個々の生徒の思考を促す働きかけを工夫したい。生徒同士の対話により

考察を進めるために、ホワイトボードに結果をまとめる場のように交流を伴う場面を増やしていく。

（２）思考力・表現力を高める場面の明確化

問題解決の９つの段階を大きく、課題提示、観察実

験、考察の３つの場面としてとらえる。 課題提示の

場面での思考活動が不十分なので、課題提示の場面で

意図的に思考活動を行いたい。

１ 課題提示→２ 観察実験→３ 考察 という展

開の授業を増やしていく。

疑問に思ったことを書かせたり、発表させる場面が

を増やしていく。疑問を明確に書き出すことで自らの

疑問の発見に結びつけたい。「電気部品の性質を探ろ

う」では今年度も６．３Ｖの豆電球の方が２．５Ｖの

豆電球より暗かったり、直列つなぎで豆電球は付かないのにモーターが回ったなど「不思議な現象」が

起こった。生徒の疑問を明らかにし、疑問を解決する場を設定して課題の解決に取り組ませたい。

（３）思考力・表現力を高める手段として「メディア」を有効に活用する ～言語活動の充実～

メディアの機能の有効活用することで、言語活動の充実を図り、思考力・表現力を高めたい。

（４）表現力の育成

書く機会を増やすことを方針として取り組む。

①実験結果・言えることのノートまとめ、レポート作成…自分の言葉でまとめる機会を増やす。

②発表する機会を増やす…少人数グループ内での発表など発表方法を工夫する。

③ホワイトボードにまとめさせる場面での仲間との交流を通して、表現力と思考力両方の力を高める。

３．探究する能力の育成 【探究】

（１）技能の習得を図る

パフォーマンステストだけでなく、観察・実験の個別化・少人数化により、生徒の直接体験の機会を

増やす。意図的に実験操作の体験を積み重ねることで技能の習得を図る。

（２）探究活動の充実 ～キーワードは「選択」と「交流」～

今までよりも深く考察できること、新たな探究課題を開発することが取り組む課題である。「選択」

と「交流」をカギに探究活動の充実をめざす。選択実験や自由試行による実験により、生徒の興味・関

心によって調べる内容がさまざまに分かれるようにする。教科書を見て全員同じ実験をやるときに比べ、

実験方法や結果がさまざまになるので、まわりのまねをするのではなく、自分たちで考えて実験を進め

る意識が高まる。発表・交流する場面を設けることで、さまざまな実験結果・考察の情報を学級で共有

できる。班によって実験の内容が違うので、発表の際に、「○班と結果は同じです」という発表はでき

ず、自分たちで考えなければならない。探究活動への主体性を高めることにつながる。過去の計画でも

取り上げたが実践できていない「選択」をキーワードに主体的に探究活動、発表・交流に取り組ませる。

（３）探究する能力の育成

「課題提示→観察実験→考察」の授業展開での学習を積み重ねることで、探究活動の流れを身につけ

させる。検証方法を生徒に考えさせる探究課題の開発を行い、仮説を立て方法を計画し検証する力を育

てる。考察の内容（質）を高める指導の充実を図る。発表・交流を通して、仲間のよいところから学ば

【思考の場面】

①事象提示

②問題を見つける

③仮説を立てる

④方法の計画を立てる

⑤観察・実験をする

⑥結果を整理する

⑦考察する

⑧結論づける

⑨日常生活での活用

１ 課題提示

３ 考 察

２ 観察実験

（検証）
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せる、気づかないところは対話を通して考えさせることで、思考力を高める。

（４）ものづくりを通した探究 １年間で１～２個無理のない範囲で実施していく。

４．学び合い、お互いに高め合う生徒を育てる ～学級を学びの共同体にする～

（１）演示実験を有効に活用する

「紙コップによる圧力の導入」の実践のように、１つの課題に、

学級の生徒全員の力で取り組む授業展開をつくる。意見を交流（討

論）する場面を意図的につくることで、仲間のよいところから学び

合い、仲間の良さを認め合える集団を育てる。

（２）発表・交流の場で学び合いを促す

発表の場面が増えてきたので、発表の場での学び合いを活性化さ

せる。実験結果をホワイトボードにまとめる場面では、仲間同士

で、結果や言えることを相談する。考察場面での思考を生徒同士で

促し合うことになる。生徒同士での主体的な思考を促す手立てとし

て、仲間でホワイトボードにまとめる場面を設定する。

生徒同士で現象の説明をする。同じ班のなかで説明をする。少人

数グループをつくり、各班が選択実験で取り組んだ結果を発表・交

流する。発表・交流の活性化により学び合いを促す。

（３）パフォーマンステストを活かす

生徒が評価するパフォーマンステストは生徒同士の交流の場にも

なる。テスト以外にも、簡単な実技をペアで相互評価したり、現象

の説明をお互いに行うなど、生徒同士の関わり合う場面を増やす。

５．科学を学ぶ意義や大切さを伝える 【感動】

（１）科学の大切さを伝える

１）生活との関わり 映像や写真を活用し視覚に訴えながら学習内容と生活との関わりを紹介する。

２）防災の視点から伝える 地震、津波、火山、気象災害を防災の視点から取り上げる。H20年度

論文p24に示した授業の流れをもとに、有珠山を題材にした火山防災の授業を行う。

３）生活との関わりを職業との関わりにまでつながる 科学の大切さを伝えるときと同様、映像、

写真、ＰＣの活用により具体的な紹介を行う。

（２）意志決定の場を設定する （継続課題）

中学３年生の最終単元で、今までに学習してきたことを元に意思決定の場を設定することが理想であ

る。それ以外にも今ある知識をもとに判断させる機会をつくりたい。

【表】探究活動を育てる場面（●探究課題、◎探究的な課題、○気付かせる課題、★ものづくり）

中学１年 中学２年 中学３年

物 ●見えない力を調べよう ●電気部品の性質(自由試行) ○運動の規則性を探る

理 ○水圧の性質を探る ●電気の世界の規則性を探る ●自由試行によるエネルギー

○目に見えない大気圧を体感 ★よく回るモータづくり の性質の探究

化 ●未知の気体の正体を探る ●炭酸水素ナトリウムの分解 ◎水溶液に電気が流れる理由

学 ◎物質の特徴を調べる ◎化学変化で発生する物質 ◎酸・アルカリの性質

◎２種類の水溶液を分ける ◎化学変化での質量変化の探究 ★電池づくり

◎醤油から食塩を取り出す ★カルメ焼き作り(成功の条件) ●よく走る燃料電池自動車

生 ◎葉が光合成をする条件 ◎動物の体の特徴を探る ○遺伝の規則性に気付かせる

物 ◎光合成・呼吸と光の関係 (解剖：鶏の心臓・脳、手羽先、 ○孫の代で３：１になる理由

◎葉の働き（蒸散） 煮干し)、食肉の各部の観察 を探る

地 ●火成岩・堆積岩の同定 ◎冷たいコップの表面についた ●ヘッドアースモデル(月・

学 ○火山の形を決定する条件を探 水はどこから来たの 金星の見え方、日周運動・年

る ○雲をつくる・雲発生の原理 周運動・季節の星座

パフォーマンステスト（電流計）

生徒同士で高め合う場となる。
このような場面を増やす

まとめる場面で思考を促す
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（３）日本の科学技術力の素晴らしさを伝える

（４）日本人科学者・技術者の気概を伝える

日本の科学技術が果たす役割を紹介する。日本の科学技術の素晴らしさを伝える際、高いレベルの科

学技術を支えている「人」にスポットを当てることで、日本人科学者・技術者の気概を伝える。同時に

生き方を考えるきっかけを与える。

６．科学体験・自然体験の充実 【感動・わかる・探究】

（１）科学的な体験の充実～感動、体験を通した確かな理解～

技能の習得、探究活動の充実につながるねたの開発に努め、

科学体験の充実を図る。外部との連携により、いろいろな情報

に触れる機会を設ける。今年度、総合的な学習の時間の学習内

容を改めた。１年生は食と農と環境について取り組む。科学と

の関わりを伝えたい。

（２）自然体験の充実 １）実物に触れる、自然にふれる

植物、動物、大地の学習では、実物に触れることを大切にす

る。実物を観察し、つくりや名称を自分で調べる活動を大切にする。実物をもとにして学習を進める授

業展開を大切にしたい。自分で調べるより先生に教えてほしいという生徒の方が多い傾向がある。勉強

の仕方がわからないという生徒が少なくない。主体性を持たせ、勉強の仕方を身につけさせる意味から

も、自分で調べる主体的活動を増やす。仲間と相談してよいことを強調し、学び合いを活発にする。

２）地域の自然の教材化

「地域」を本当に身近な校庭から北海道までと広くとらえて取り組みを継続する。校内にある本当に

身近な植物を観察に使用する。地層・火山の学習では、教師が採取してきた近隣の砂や十勝石、有珠山、

十勝岳などの岩石を活用する。有珠山を題材に防災の授業を行う。

７．その他

（１）情報の発信 今年度、他校の先生から授業参観の希望があり理科の授業参観を受け入れた。

11月にはオホーツク管内理科教育研究大会で、本校の授業を公開する予定である。本校の成果を発信す

ることで、今までに得られたことを還元していきたい。

（２）評価方法 文章と数値データから現状把握と課題抽出を行う

①「単元を振り返って」「１年間の授業を振り返って」(学習作文)……見えない変容を把握する。

②理科好きアンケート……数値データで生徒の傾向を客観的に把握する。

③ワークシートやノートの記述、レポート……探究力、思考力、表現力の成長を把握する。

④授業中の生徒の様子（教師の観察）……学習に向かう意欲、学び合う姿の変容を見取る。

おわりに

論文応募は今回で５度目、「科学が好きな生徒を育てる」ことへの取り組みは今年で８年目になる。

最初は楽しい授業ができず、生徒は落ち着かなかった。どのように授業をすればよいかわからなかった。

教師に実験の技能がなく、あまり実験をしなかった。理科室は殺風景だった。「おもしろい実験をどん

どん授業に取り入れよう。授業や理科室経営でよいと思ったことはどんどんまねしよう。とにかく授業

でやってみて、うまくいかなかったことを手がかりに改善策を考えて再挑戦し、今の授業を改善しよ

う」。このような方針で取り組んだ。ソニー賞への論文応募は自分の実践を振り返るよい機会になった。

論文応募でＰＤＣＡサイクルが軌道に乗り、新しい視野が１つ増えることによって、今まで見えなかっ

たさらに多くの新しい課題が出てきた。今後は、思考力・探究する能力を高め、自分の力で疑問を解決

する楽しさを味わえるようにすることが課題である。この春「理科の教師をめざすため、教育学部理科

専修に入学しました」という便りを卒業生からもらった。うれしいことである。自分の果たすべき役割

を果たすべく、これからも日々の授業に丁寧に取り組みたい。

（研究代表および執筆：原田 賢治）

ビールの製造工程の説明を受ける

東京農業大学オホーツクキャンパスにて
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