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◇ ２０１０年の教育計画と実践について 
 

１ ２０１１年の教育計画 

２０１０年は，小惑星探査機“はやぶさ”が小惑星イトカワからの帰還を成し遂げ，広

大な宇宙や科学技術への夢を掻き立てた年であった。一方，「子供たちの理科離れ」という

言葉が注目されて久しく年を経た。科学の不思議さを伝える番組が多くなり，地域でも理

科実験等の催し物が開催される機会が増えているように，社会全体で科学への興味を高め

ようという機運が感じられる。 

私たちは，科学技術がブラックボックス化されて見えにくくなっている現代，また，生

きとし生けるものの命の営みに触れることや，自然の移ろいを感じながら生活するゆとり

が失われつつある今日において，“不思議との出会い”を創出することと，“不思議を感じ

取る感性”を育てることの大切さを考え，子供たちの内に本来ある，知りたい，やってみ

たいという探究心を呼び起こす実践を目指して，理科教育に取り組んできた。 

 

それは，地球という惑星上で，多くの人々と，また，自然と共存して生きていくことが

求められるこれからのグローバル社会で，自然科学の果たす役割は大きいと考えたからで

ある。子供たちが，知りたい，やってみたいという主体的な探究心をエネルギーとして追

究し，科学の素晴らしさや自然の壮大さを感じ取ること。そして，地球で暮らす全人類の

幸せを，大自然と共に生きる私たち人間のあるべき姿へ思いを馳せることを願ってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理科の授業で，日々の学校生活のさまざまな場面で，子供たちの目の前に不思議の世界

を展開することが，『ふしぎ・すごい・びっくり』の世界探検の始まりとなる。不思議の世

界へ足を踏み入れ，「なぜ，どうして」と追究への芽をもち始めた子供たちの疑問を，学習

課題へと高める支援を与えていく。この，子供たちの「なぜ，どうして」を，適切に方向

付けた追究の場と，「なぜ，どうして」を深く切り込む科学の道具を用意することで，子供

たちは不思議を深めていくことを目指したのが２０１１年の実践である。 

不思議との出会いの創出 

不思議を感じ取る感性の育成 

科学の 

素晴らしさ 

自然の 

壮大さ 

生き物の姿に触れる機会の減少 

自然の移ろいを感じるゆとりの喪失 

科学技術のブラックボックス化 

科学技術社会の進化 

１ 



２ ２０１１年のテーマと展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理科的教育活動で 

 

 校内ミニ科学館での不思議の世界

の展示 

 生徒集会での子供たちの手による

科学実験ショー 

 校内の自然環境を生かした地球環

境の学習 

「科学が好きな子どもを育てる」 ～「なぜ」を大切に／感性・創造性・主体性の育成～ 

『ふしぎ・すごい・びっくり』の世界探検！ 

不思議を楽しみ 不思議を深める生徒たち を育てよう 201１ 

 

 身のまわりの動植物や地球の成り立ち，そして，さま

ざまな物理・化学現象に，不思議を感じ取り，その不

思議に心を動かされ，楽しさを感じる子供 

 自然の不思議を自分の手で調べ，考え，関係づけ，不

思議を深めていく子供 

理科の授業で 

 

 興味を喚起する場や課題をつかむ

場での不思議な現象の提示 

 実物やモデルを使い，具体的に考

え，疑問を追究する学習 

 グループで意見交換をして，自分

の考えを深める授業展開 

感性 不思議を感じ 

取る感性の育成 

不思議との 

出会いの創出 

学校の教育活動で 

◇ 毎日の読書タイム  ◇ コミュニケーション力を高めるあおいタイム 

◇ 達人との出会い 

２ 



３ ２０１１年の授業実践 

 

Ⅰ 実践１ シミュレーションとモデル化を取り入れて具体的に思考し， 

話し合いの場で自分の考えを表現する生徒の育成を目指した実践事例 

～中学３年 「地球と宇宙」の実践を通して～ 

(1) 実践のねらい 

① 実践の主題について 

これまでの授業を振り返ると，「よくわからないけれど，なんとなくならわかる」ことに関

しては，不安を覚え，疑問を解決しようという積極的な発言には結びつかないことが多い。

また，自然の現象について，それが起こる理由を考える場になると，根拠のない予想がとび

だし，論理立てて考えることができない生徒もいる。しかし，そういった状況になったとき

でも，これまで習ったことを助言すると，それを頼りに考え，話し合い，結論までたどり着

ける班も増えた。 

本単元の学習では，地球から見る天体の動きが地球の自転・公転によって起こる見かけの

動きであることを宇宙空間からの視点でとらえ，また，自転・公転・地軸の傾きを総合的に

考え，地球上から見える天体の動きをとらえる。いわば，地球上からの視点から太陽系全体

へ視点を転換する，ダイナミックな自然観を養うことのできる単元である。 

前半では，身近な星や太陽の日周運動の観察から始め，それを地球の自転と結びつけて天

体の運動について学ぶ。その後，惑星の特徴，太陽系の構造や広がり，太陽系外の宇宙につ

いて考えていく。さらに後半では，季節によって見られる星座が移り変わる事実を地球の公

転と関連づけて説明できるように学習を展開し，季節の変化が地軸の傾きと深く関わってい

ることを考える。これら宇宙空間における天体の動きをとらえるためには，視点を宇宙空間

へと移動させることが必要である。そこで，シミュレーションや天体のモデルを活用し，具

体的に宇宙空間の概念形成を図ることを進める。また，これらの考えをより確かなものとす

るために，話し合いの場において習得した知識を関連付け，天体の動きを総合的に捉え直し

て説明するといった表現活動を重視していく。 

 

② 仮説と手立て 

仮説１ 具体物を使って宇宙空間の概念をとらえるようにし，基礎・基本となる一つ一つの知

識を積み上げていくことで，それが思考する手がかりとなり，進んで地球と太陽の動きについて

考えようとすることができるであろう。 

                 ↓ 

手立て１ シミュレーションや天体のモデル，太陽の模型など，思考するときに考えやすくなる

教材を，適当な場で提示し，考える場を十分に設定する。 

仮説２ 個人追究の場，話し合いの場，発表して課題に迫る場を一人一人に設け，自分で考

えたり協力し合ったりすることで，追究に対する充実感を高め，生徒は自ら考え，表現すること

の楽しさを知るであろう。 

                          ↓ 

手立て２ 自分の考えを書く場を設けた個人用のワークシートとホワイトボードを活用し，個人

追究，話し合い，発表，それを通して課題に迫る場を一人一人に保障する。 

 

 

３ 



(2) 研究の実際 

① 単 元  中学３年 理科 「地球と宇宙」   2010．10～12 

② 指導計画 

学習課題 学習内容 手立て１ 手立て２ 

天体について知っ

ていることを発表

しよう（課題：星の一

日の動きを観察しよう） 

・ 星は，夜東から昇って

南を通り，西に沈むよ

うに見える。 

・ 星の動きが書き込める

観察用ワークシートを

配付する。 

・ 個人で考える時間をし

っかり設けた後に発表

する場を設定する。 

夜空の星の一日の

動きは，どうして起

こるのか考えよう 

・ 地 球 は 地 軸 を 軸 と し

て，西から東へ約 1 日

に１回転している。 

・ 回転いすを用意する。

・ シミュレーションソフ

トで，星の 1 日の動き

を観察する場を設定す

る。 

・ ワークシートとホワイ

トボードを配付し，個

人追究・話し合い・発

表・課題に迫る場を設

定する。 

太陽という天体を

知り，一日の動きを

とらえよう 

・ 太陽の特徴 

・ 太陽は東から南に昇っ

て西に沈む。 

・ 透明半球と方位磁針，

シールを用意する。 

・ 班で一人一役は必ずや

ることを作り，実験に

移す。 

月はなぜ満ち欠け

をするのか，その謎

を解こう 

・ 月は太陽の光を反射す

る こ と で 光 っ て 見 え

る。 

・ 月 は 満 ち 欠 け を す る

（場所と欠け方） 

・ ドッチボール用のボー

ルを使い，月の照らさ

れ方を説明する材料に

する。 

・ 太陽が月を照らす場所

を予想する手がかりに

するため，個人用のホ

ワイトボードを配付す

る。 

季節によって見え

る星座が違う謎を

解こう 

・ 地球は 1 年に 1 周，太

陽の周りを公転してい

る。 

・ 黄道１２星座 

・ シミュレーションソフ

トで，四季に見える星

座を確認する場を設定

する。 

・ 地球と太陽・星のモデ

ルを配付する。 

・ ワークシートとホワイ

トボードを配付し，個

人追究・話し合い・発

表・課題に迫る場を設

定する。 

 

季節の違いにより，

気温の差や太陽の

見え方が違うのは

なぜか考えよう 

・ 地軸は公転面に対して

２３．４度傾いている。

・ 地球と太陽の模型を配

付する。 

・ ホワイトボードを配付

し，話し合いの場を設

定する。 

太陽が一日中沈ま

ない場所と季節を 

探そう 

・ 地球は地軸を傾けなが

ら，太陽の周りを公転

している。 

・ 地球と太陽の模型を配

付する。 

・ ホワイトボード・ワー

クシートを配付する。

・ 個人追究の場，グルー

プ，発表と課題に迫る

場を設定する。 

地球の周りの天体 

を調べよう 

・ 太陽系の主な天体 

・ 太陽と太陽系の天体同

士の位置関係 

・ 資料集を使い，それぞ

れの天体の特徴を捉え

させる。 

 

 金星の見え方を考

えよう 

・ 金星は地球と太陽の間

を 1 年に 1 周，公転し

ている。 

・ 地球と金星の位置関係

と金星の見え方 

・ シミュレーションソフ

トとワークシート，地

球と太陽と金星のモデ

ルを利用して，見え方

を確認する場を作る。

・ ワークシートに個人の

予想を描く時間を十分

に設けた後にｸﾞﾙｰﾌﾟの

話し合いの場に移す。

・ 発表者が同じにならな

いように配慮する。 

宇宙の中の地球の

小ささを感じよう 

・ 銀河系と太陽系の大き

さ・その中の地球の小

ささ 

・ シミュレーションソフ

トを使い，宇宙の大き

さを実感させる。 

・ ランダムに指名し，感

想を発表するようにあ

らかじめ伝えておく。

 

③ 授業の実際 

a 第 1 時：天体について知っていることを発表しよう  

 天体の学習を楽しみにしていた生徒も少なくないが，一方「天体は難しそう」そんな事前の声もあっ

た。このイメージを払拭するため，まずは生徒がもっている知識から入り，興味を高めようと考えた。

『全員発表をするよ』そう事前に伝えて，個人で思い出す時間を設けた後，一人一人発表を始めた。

資料１はその内容である。 

 

４ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生徒たちは楽しそうに発表を始めた。左上の丸の中に書いてあるのは生徒から出た星座の名前で

あるが，予想以上に多くの星座の名前が出て，全員発表した後でもまだ多くの発言が見られた。この

日の課題に，この時出たカシオペヤ座の夜の星の動きの観察をするように伝え，ワークシートを配付

した。 

b 第 2 時：夜空の一日の動きは，どうして起こるのか考えよう 

 前時の課題であった星の動きの観察結果を発表し，星は東から昇って西に沈むことを全体で確認

した。その後，この動きはどうして起こるのかを課題として追究することにした。また，個人で考える時

間を十分とった。思考するためには，考えるための材料が必要であると考え，各班には地球と太陽・

星のモデルを置いておいた。モデルを使いながら自分の考えを持って書き出す生徒もいれば，手が 

止まっている生徒もいた。この活動の後，グループで話し合い，

ホワイトボードにまとめるように伝えると，個人追究のときに手が

止まっていた生徒がほっとした様子で仲間の意見を聞いてい

た。資料２はこの話し合いの様子である。 

「星が動いていなくて，でも東から西に動いているということ

は，さっきやった椅子に座って回ったやつと一緒で，西から

東に私たちが動いているっていうことじゃないかなぁ。」 

「僕はこう思うんだけど，まず・・・・」 

 授業の最初に回転椅子を使って回ったヒントも利用しなが

ら，モデルを動かしながら生徒たちは様々な意見を交換させ，

何度もホワイトボードを消したり描いたりして，自分たちなりの

結論を導き出していく様子が見られた。 

c 第３時：太陽という天体を知り，一日の動きをとらえよう  

ここでは太陽の特徴をおさえた後に一日の動きを観察

することにした。はじめに太陽が何でできているのか，直

径，温度などを確認していったが，とても見慣れた太陽の

はずなのに，こうして詳しいことを知って驚きの声が何人か

の口から聞くことができた。次に帽子ほどの透明半球を配

付すると，嬉しそうに自分の班に持ち帰る姿が印象的で，

やはり実験は生徒たちにとって何より嬉しいものであるとい

うことを感じた。ひと班は 4 人で構成されている。班ごとに 

＜資料２＞ 

＜資料１＞ 

＜資料３＞ ５ 



太陽の動きを観察し，全員に役割を持たせて毎放課に実験をするよう

にさせた。次の時間では太陽の動きを確認するとともに，その結果から

日の出・日の入りの時間ができるように問題演習を行うと，一生懸命答

えを導きだそうとする姿が多く見られた。（資料３より） 

 

d 第４時：月はなぜ満ち欠けをするのか，その謎を解こう 

月について，生徒たちはどのくらいの知識を持っているのだろう。

それを知るため，授業の始めに自分が知っている月の形と名称，月

について知っていることを記述させた。資料４はその一部である。 

意外にも，月が太陽によって照らされて光ってい

るということを知らない生徒が多くいた。月の満ち欠

けの位置関係と形を学ぶ場面では，月・地球・太陽

の位置が分かっても，そこに光を関係させて理解

するということに難しさを覚える生徒もいた。しかし，

数箇所の見え方をヒントにすると，図を描きながらそ

のほかの場所の月の見え方を考えようとする生徒

が第２時に比べて増えた。 

ここではドッチボールで使うボールを利用し，地

球に顔をつけて方向が分かるようにゆっくり説明し

た。自分の予想が当たっていることが分かって嬉し

そうな生徒は，隣で頭を悩ませている生徒に教える

姿も見られた。このように教え合いの時間を作ること

で，生徒たちの理解が深まったと考える。 

 資料５は，このときのノートである。右の枠で囲わ

れている部分は，このようなときに自主的に調べ学

習をして書いたものである。 

 

e 第５時：季節によって見える星座が違う謎を解こう 

ここではシミュレーションソフトを使い，四季のそれぞれで見

える星座が違うことを確認した後，その理由を探ることにした。

いつものように，地球・太陽・星のモデルを配付して自由に思

考させ，ワークシートに個人の考えを書く時間を設けた。記入

はできないものの，この単元の始めの頃に手が止まっていた生

徒も，モデルを動かして考えようとしている様子が見て取れた。

この授業の 2 時間目では，ある日の 8 時の星の位置から，15

日前の同じ時間の星の位置を考えるという問題を行ったが，こ

ではホワイトボードを積極的に使い，班全員で話し合い答えを

導き出そうとする姿が見られた。資料６はそのとき書かれたホワ 

イトボードである。約束事として，ホワイトボードには絵と短い言葉のみを使い，文章で書かずにボー

ドを使って説明するというものがある。発表では 4 人で協力して役割を分担し，楽しそうに発表する

生徒が増えてきていた。 

 

＜資料５＞ 

＜資料４＞ 

＜資料６＞ 
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f 第７時：太陽が一日中沈まない場所と季節を探そう  

前時では，地球の自転と公転を合わせながら考えることをした。そこで本時では少し視点を変えて，

より空間的に考える力を養うために課題を設定した。今回は教室を暗くして，太陽の模型を用意して

光の当たり方がわかるようにした。生徒たちはこの模型と地球のモデルの位置関係を変えながら自

分の考えをノートに書き始めた。日本からもっと広い視野でものを見るということは初めてだったが，

生徒の書いた答えの場所の欄には「北極」と書かれた意見が多く見られた。地軸を傾けながら，自信

を持っている生徒に，「いつ見られるかな。」「北極・・・だけかな。」と助言すると，探究心を燃やして

新しい答えを導き出そうとする生徒が多く見られた。その後の班の話し合い活動はとても盛んに行わ

れた。一人の意見がそのまま出るのではなく，お互いに話し合いながら，少しずつお互いの意見が

混ざりながら，その場で思考をし直しながら話し合いが行われていく様子が見られた。 

その後の発表では，積極的に発言する班が多く見られた。また，太陽の模型を使い，地球のモデ

ルを持って，該当する場所を指しながらの説明をする班もあれば，ホワイトボードの絵を指し示しな

がら説明する班もあり，生徒たちは興味深く聞いていた。資料７は，モデルとホワイトボードを使った

発表の様子，資料８は，このときのホワイトボードの一例である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 実践２ 身近な環境問題から将来の地球の姿を考える生徒の育成を目指した 

環境教育の実践事例 

～中学２年 総合的な学習の時間の実践を通して～ 

(1) 実践のねらい 

① 実践の主題について 

本校２年生の生徒たちは，小学校やこれまでの中学校の授業で，環境について詳しく学習した経

験はあまりない。しかし環境に対しての興味関心は高く，学校でのごみの分別や，家庭での省エネ

ついて聞くと，多くの知識をもっている。 

本実践で，地球温暖化防止について考え，自分たちの意識を高めたり，実際に CO２の排出量削

減のために活動したりすることは，持続可能な未来を実現するために必要不可欠である。CO2 の削

減については，生徒がすぐにでも取り組むことができる地球温暖化防止の一つの解決策であり，環

境問題を考える窓口となる。また本単元を進めていく過程で，科学的に調べる方法を習得することで

身近な自然を積極的に調べる活動も進めていく。身近な環境へ目を向けることで，それまで気づか

なかった「おや，ふしぎ」に気付き，追究を進める過程で，それぞれの自然が連携し合い，地球の環

境を維持していることに気付く生徒の育成を図りたい。 

＜資料７＞ ＜資料８＞ 
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② 仮説と手立て 

仮説１ 地球温暖化の仕組みや，その原因を調べる学習を展開することによって，環境問題

を他人事ではなく身近な問題としてとらえ，自発的な探究心を高めてさらなる追究へと学びを

深めることができるであろう。 

                 ↓ 

手立て１ 毎時間のワークシートによって具体的な環境問題の状況を示すと共に，画像や動

画を活用して，視覚的に問題提示をする。また，身近な企業の環境活動に携わっている方を

ゲストティーチャーとして招聘し，企業の取り組みについて具体的に話を聞く機会を設ける。 

仮説２ クラス全体の前で自分の調べた内容を発表する機会を設けることにより，多くの人に

調べた内容や考えた事柄を伝えられるようにまとめ，地球環境に関する自分の意見を形成する

素地が養われるであろう。 

                          ↓ 

手立て２ 書画カメラや大型ディスプレイを活用し，より分かりやすいプレゼンを支援するととも

に，パソコンの活用により調べた内容のまとめを効率よく行うことができるようにする。 

 

(2) 研究の実際 

① 単 元 中学２年 総合 「未来の地球を守るために私たちができること」 2010．9～2011．2 

② 指導計画 

学習課題 学習内容 生徒の主体的な活動場面 

地球温暖化のメカニズ

ムを理解しよう。(2) 

・ 地球温暖化の原因 ・ 環境に関する問題意識を高めるために，将来さらに

温暖化が進むと地球環境がどのように変化するのか

を調べ，伝え合う場を設ける。 

君の家の一カ月の CO2

排出量は何 Kg だろう

か。(2) 

・ 環境家計簿 

・ CO2 排出量の換算方法 

・ それぞれの家庭の CO2 排出量を基に，どうしたら

CO2 の排出量を減らせるのかを班で話し合う場を

設ける。 

今の自分ができるエコ

アイデアを考えよう。

(2) 

・ エコアイデアの発案 

・ エコアイデアの共有 

・ 各自が考えたエコアイデアについて班で話し合い，

伝え合うことでエコアイデアを共有する場を設け

る。 

岡崎市や近隣の自治体

の地球温暖化防止対策

を知ろう。(2) 

・ 環境を守る工夫がされて

いる施設 

・ インターネットで岡崎市や近隣自治体の環境への取

り組みを調べ，班で発表し合うことで，より幅広く

環境への取り組みをとらえ直す場を設ける。 

新しいエネルギーにつ

いて考えよう。(2) 

・ これまでの発電方法 

・ 新しい発電方法 

・ インターネットを使って，電力会社を中心に発電の

方法を調べ，各発電方法の特徴を班で伝えあう場を

設ける。 

東邦バスの環境活動に

ついて話を聞こう。(1) 

・ ガス会社の環境問題への

取り組み 

・ 企業が行っている環境保全活動について，実際の話

を聞くことで環境問題を考える場を設ける。 

身近にある会社の環境

問題への取り組みを調

査しよう。(3) 

・ 身近な企業の取り組み 

・ インターネットを活用し

た調べ学習 

・ 職場体験学習で訪れた事業所や家族の努めている会

社など，生徒が身近に感じる企業の環境活動につい

てインターネットを使って調べ，調べた内容につい

て気づいた点や新しい発見を話し合う場を設ける。

これまでの環境学習か

らより良いエコアイデ

アを考えよう。(1) 

・ より良いエコアイデアの

発案 

・ エコアイデアの共有 

・ 各自が考えたより良いエコアイデアについて，班で

話し合い，学級全体でアイデアを共有する場を設け

る。 

 

③ 授業の実際 

a 第 1・２時：地球温暖化のメカニズムを理解しよう  

授業を始めるにあたり，地球温暖化という言葉を知っているか質問したところ，知っていると答えた

生徒は約半数いた。しかしながらその仕組みはどうなっているかと話を進めると極端に理解が乏しい

ことがわかった。そこで，大型ディスプレイを使って地球温暖化のシミュレーション映像を見せた。ま

８ 



た身近に地球温暖化を感じられるように，現在すでに起きている，地球温暖化が原因と思われる現

象の画像を大型ディスプレイで提示した。資料９は授業後のワークシートである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 第３・４時：君の家の１ヶ月の CO2 排出量は何キログラムだろうか  

家庭での CO2 排出量を調べる環境家計簿をつけるため，あらかじめ家庭の光熱費や，ごみの量

などを調べるようにした。そして，調べてきた数値を資料１０のワークシートに記入させた後，班の仲

間と各家庭の家計簿について話し合い，各家庭の問題点を探った。その後，班の中で一人当たりの

CO2 排出量が一番少ない家庭をピックアップし，その家庭がどのような環境に対する活動をしている

のか，その生徒自身の発表を聞く機会を設けた。その後，クラス全員で一番良いと思われる活動をし

ている家庭を『ベスﾄエコファミリー』として選出した。普段は消極的なＡ男の家庭では環境に配慮い

る点がたくさんあり，班の代表として自信たっぷりにクラスの前で発表できた。また，Ａ男の家庭がベ

スﾄエコファミリーに選ばれたことから，環境問題に対しさらに興味関心を高めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 第５・６時：今の自分ができるエコアイデアを考えよう  

本時ではこれまでに学んだ環境の知識から，生徒自身が学校や家庭で実践することができる環

境活動について考え，それをエコアイデアという名称で表現した。資料１１にあるワークシートの右半

分には，生徒からのエコアイデアが出やすいように，ヒントとして様々なキーワード，写真などを載せ

＜資料９＞ 

＜資料１０＞ 

９ 



ておいた。最初は個人で考え，班の話し合いに移ってからは司会者を立てて意見を出し合い，深め

合った。その後，代表者による発表を行い，班での意見を全体に広めるよう活動を進めていった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 第７・８時：岡崎市や近隣の自治体の地球温暖化対策を知ろう  

本時では自分たちが暮らしている岡崎市を中心に，今まで実際にどのような取り組みがされてき

ているのかを調べる活動をおこなった。資料１２のワークシートにしたがって，市役所にハイブリッド発

電施設があることや，図書館（りぶら）の屋根に太陽光発電パネルが付いていること，そして岡崎市

にもヒートアイランド現象がすでに発生いることに，生徒たちの関心は高まった。資料の内容は，市

の環境総務課で取材をし，担当の方が語る形式とすることで，より身近な内容とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料１１＞ 

生徒が考えたエコアイデア 

・ 水を出しっぱなしにしない（特に掃除の時） 

・ ベランダなどで植物を育てる 

・ なるべくゴミを出さない 

・ 教室などを使わない時は電気を消す 

（他の生徒から） 

・ 暖房をできるだけ使わない 

・ 緑の植物を増やす 

・ お風呂にはみんなで続けて入る 

・ 一つの部屋で家族のみんなが過ごす 

・ 車を使うのをやめてバスや電車を使う 

＜資料１２＞ 
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e 第９・１０時：新エネルギーについて考えよう  

新エネルギーというと生徒の大半が知っていたのが，太陽光発電と風力発電であった。実際にそ

れぞれの発電はどのようなメリットがあるのか，またデメリットについても意見を出し合わせ，ひと通り

意見が出たところで，実際に設置され活用されている映像を資料１３にある大型ディスプレイにより動

画で提示した。資料１４のワークシートではそれ以外にもバイオマス発電についても触れ，カーボン

ニュートラルについて話しを膨らませることで，地球規模で二酸化炭素のリサイクルが行われている

ことに気付かせていった。またバイオマス発電のように廃棄物を利用することによって，環境負荷を

軽減し環境に貢献することができる事についても触れ，発電についての多面的な見方を広げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f 第１１時：東邦ガスの環境活動について話しを聞こう 

身近な企業の環境への取組みについて，ゲストティーチャーを招いて話を聞く機会として，各家

庭にガスを供給している東邦ガスの方から，環境への取組みについて説明を聞く機会を設けた。島

国のツバルでは地球温暖化による海面上昇が大きな問題になっていることや，東邦ガスが開発した

燃料電池による自家発電装置の仕組みなど，これまで授業で取り上げてこなかった内容に，生徒は

関心をもって聞くことができた。（資料１５） 

また，身近な企業が地球環境に貢献しようと

活動をしているという現実をはじめて知り，自分

自身の環境への活動（エコアイデア）を振り返っ

て理解を深めたことや，地球環境に対して，個

人ではなかなかできないような大規模の CO2 

排出量削減を行っている事を聞き，企業に対す

るイメージに変化がみられたとの声が，多くの生

徒から聞かれた。 

＜資料１３＞ 

＜資料１５＞ 

＜資料１４＞ 
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g 第１２１４時：身近にある会社の環境問題への取り組みを調査しよう 

本時では導入として，前回の東邦ガスの方から聞いた話の想起を行い，続いて，身近な企業とし

て職場体験で訪れた会社や両親の勤めている企業，また日頃利用している施設や，身のまわりの

物を作っている企業など，自由に選択をさせ，インターネットを使って調べ学習を進めた。自由選択

によって，生徒は玩具会社や食べ物関係の店など，活発な活動が展開されたが，すべての企業が

インターネット上で環境活動に関係した活動を公開しているとは限らず，何度も調べる企業を選びな

おす姿も見られた。（資料１６） 

発表に必要な資料を一人一人がまとめるために，インターネット上の記述をワードに貼り付けて編

集したり，文章を自分なりに噛み砕き，一文字ずつ打ち込んでいったりする姿もみられた。その後の

発表まで内容を練り直し，発表に適した文章量で分かりやすく伝えることにこだわりを持つ生徒が増

え，みんなに調べて分かったことを伝えようとする意欲が高まった。本番の発表では一人ずつ全員

発表を行い，プレゼンテーション能力の向上が実感できたとともに，多くの仲間の調べた企業の環境

活動について知ることができ，環境に対する学びが深まった。（資料１７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 実践３ 教材との出会いを工夫し，グループ活動を柱にして， 

実感を伴った理解を図る生徒の育成を目指した実践事例 

～中学１年 物質の性質の実践を通して～ 

(1) 実践のねらい 

① 実践の主題について 

学習指導要領の改訂には，実感を伴った理解をするための理科授業の流れとして，「目的意識を

もつ」，「探究する」，「理解を深める」という課程を大切にすることが述べられている。そこで，授業の

中で目的意識をもって観察や実験をしたり，探究したりする活動を多く取り入れながら，実感を伴っ

た理解につなげるための授業づくりを目指し，実践を行った。 

 

② 仮説と手立て 

仮説 魅力ある教材教具を提示したり，問題解決する過程でモデルなど具体物を活用した

り，大型ディスプレイを効果的に活用したりすることで，思考活動が円滑に行われ，実感を伴っ

た理解に結びつけることができるであろう。 

                 ↓ 

手立て 生徒が個人またはグループで自由試行を行える場を保障したり，具体物やホワイト

ボード， さらに大型ディスプレイを使いながら発表する場を保障したりする。 

調べた内容を

整理直し分かり

やすい発表へ 

＜資料１６＞ ＜資料１７＞ 
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(2) 研究の実際 

① 単 元  中学１年 理科 「物質の性質」  2010．11～12 

② 指導計画 

学習課題 学習内容 生徒の主体的な活動場面 

物質をどのように区別

したらよいか考えよう

(1) 

・ 身近なものの区別やゴミ

の分別の仕方の観点につ

いての話し合い 

・ ゴミの分別はどのような観点で行われているのかを

グループで話し合うことで，物質の性質に着目させ

て区別する方法を調べる。 

・ 物質の性質をどのような方法で調べるのかを話し合

う場を設定する。 

様々な物質を調べる方

法を身に付けよう(1) 

・ ガスバーナー，メスシリ

ンダー，電子てんびんの

使い方 

・ 安全な実験方法 

・ グループで安全に実験が行えるよう，互いに注意点

を伝え合ってルールを身に付ける。 

・ 全員が実験を行えるよう，デジタル教材を活用した

り，グループの中で教え合ったりできるようにする。

身近な金属を区別しよ

う(2) 

・ 金属の区別の仕方につい

ての話し合い 

・ 密度の計算方法 

・ 金属と非金属 

・ 同じ体積の４種類の金属を区別する方法をグループ

で考え，協力して実験する場にする。 

・ 実験結果についてグループで話し合い，結果につい

て考察し，自分たちの考えを伝え合う。 

白い粉末の物質を区別

しよう(2) 

・ 有機物と無機物の性質の

違い 

・ 密度の違いでは区別できない物質はどのような方法

で区別できるかをグループで考える。 

・ 様々な実験を協力して行い，結果を考察し，根拠を

もとに白い粉末の物質名を明らかにする。 

プラスチックを区別し

よう(1) 

・ プラスチックの性質の違

い 

・ ペットボトルの容器とふたを別々に集めるのは何の

ためかを話し合い，身近な環境やリサイクルの意味

についてグループで考える。 

 

③ 実践を進めるにあたって 

本単元では，まず身近な物質に着目させるため，ゴミの分別について考える。燃えるゴミ，燃えな

いゴミ，リサイクルゴミなどがあることから，物質には特有の性質があることに気付かせたい。そして，

それぞれの物質がもつ特有の性質をどのような方法で調べていくかを考えていく。熱したり，冷やし

たり，たたいたり，拡大して見たりと多くの方法が出てくるだろう。 

次に，金属の性質について調べる。電気を流したり，磁石に近付けたり，グループで考えたことは

できるだけ実験させることで，授業への参加度を高めたい。そして，実験結果の話し合いの中から，

金属の性質について明らかにしたい。また，その金属をさらに種類分けする方法の一つとして，密度

のちがいについても知らせ，技能を習得させたい。しかし，物質の中には，密度では区別できないも

のもある。そこで，見た目では区別しにくく，密度でも区別できない白い粉末５種類（白糖，食塩，ク

エン酸，重曹，片栗粉）を提示し，その物質の性質を明らかにする方法を考えて実験する。また，で

きる限りその方法を試せるように場を保障したい。話し合いや伝え合いの場では，実験結果をもとに

根拠を明らかにして述べるようにする。その際，書画カメラで話し合いの結果をまとめた資料を取り込

み，大型ディスプレイに映し出し，全体で情報を共有できるように支援する。単元の最後には，プラ

スチックの性質を調べ，日常生活と学習内容の関連をもたせる。分別する手段やその意味について

も考え，知識の定着を図る。 

④ 教材教具の工夫 

本単元では，デジタル教材や大型ディスプレイを効果的に活

用するようにした。例えば，実験器具の正しい使用方法は，ポイ

ントを押さえて何度も確認したい内容である。そこで，本単元で

行うであろう実験器具の正しい操作だけを動画にまとめた自作

のデジタル教材を活用した。（資料１８）実験を行う際は，生徒が

自由に大型ディスプレイを使って動画を再生できるような環境を

＜資料１８＞ 
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作っておくことで，生徒は安心して実験を行うことができる。また，

班で話し合った内容を発表する際，直接ホワイトボードを持って

発表することが多かったが，大型ディスプレイを使えば，大きく

映し出すことができるため，たいへん見やすい。また，「この部分

を特に聞いてほしい」，「ここが他の班と違うところ」など，強調し

たい内容には，その場でタッチペンを使って印を打つことができ，

保存もできる。はじめは操作に不慣れな部分も多いが，使用頻

度を高めていくことで操作速度も早まり，たいへん効果的な教

具になる。（資料１９） 

 

⑤ 授業の実際 

a 第 1 時：身近なものの区別やゴミの分別の仕方の観点について考えよう  

身近なものをどのように分類するのか，生徒たちにとってその

ことを特に意識している場面はごみの分類である。教室にも３種

類のゴミ箱があり，リサイクルごみ，可燃ごみ，不燃ごみである。

しかし，その中身を見ると，混在してしまっていることも多い。ご

みの種類はどのような基準でなされているのか，生活で出るで

あろう，ペットボトル，包装紙，アルミホイル，ラップシート，空き

缶，プラスチック容器などを生徒に配付し，考えさせた。話し合

いでは，「これは，燃えるけど，燃やしてはいけないごみだから」

や「さわった感じで，これとこれはよく似ているから」など，見た目

やさわり心地など素材に注目した話し合いを進めた。（資料２０）

話し合いの結果，様々な観点でそれらの物質を分けることがで

きた。細かくごみを５種類に分類した班もあれば，学校と同じよう

に３種類のごみに分けた班もあったが，いずれにせよ物質を区

別する際には，素材に注目することが大切であることに気付くこ

とができた。また，その際，燃やす，重さを調べるなど基本操作

を身に付ける必要があることを学ぶことができた。 

b 第５・６時：５種類の白い粉末の正体は何か，根拠をもとに明らかにしよう  

前時までに，金属の性質を明らかに，物質を見分ける方法の一つとして，密度を調べるという方法

を生徒は身につけた。しかし，物質を調べるとき，この方法では調べることができないような，白い粉

末の正体をさぐるにはどうしたらよいだろうか。生徒の目の前に５種類のいずれも白い粉末ＡからＥま

でを，片栗粉，砂糖，炭酸水素ナトリウム，クエン酸，食塩のいずれかであることだけを伝えて提示し

た。そして，これまでの学習を想起させ，調べ方を考えさせた。においを調べる，加熱する，水に溶

かす，さわった感じや見た目を調べる，ヨウ素液やＢＴＢ液をかけるなど，様々な方法が出てきた。 

生徒にはできるだけ自分たちが考えた方法を試すこ

とができるように，味を調べる方法以外は試させることに

した。実験に必要な器具類も，自分たちで種類と数を考

えて用意させた。生徒たちは，ルーペを使って粉末の

様子を確認したり，においを調べたり，ガスバーナーで

加熱したり，多くの方法を試すことができた。（資料２１）

また，実験の手順についても，「まず，燃やす前に手触 

＜資料１９＞ 
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りを調べないといけない」，「水に溶かす実験は最後にしよう」など，与えられた材料を上手に使い切

るよう工夫した話し合いもできてきた。 

 １年生にとって，初めての化学分野であるため，基本的な操作方法を正しく身につけ，安全に実験

を行うことが重要である。これまでの繰り返しの練習やデジタル教材の活用により，正しい操作方法

も身につけることができたため，たいへんスムーズに実験を進めることができた。普段から全員の生

徒が自信をもち実験ができるようにしておけば，班の中の特定の生徒だけで実験が進んでしまうこと

もない。正しい操作方法を身につけさせることは，そういう意味でもたいへん重要であると感じた。 

実験が終わった班から，白い粉末ＡからＥまでが何であるかを考えさせた。今回の実験では，５種

類の粉末の種類だけは知らせてあるので，生徒は，自分の生活経験やこの実験での結果を含め，

様々に根拠を立て予想することができた。話し合いの結果は，どの班も共通した形式の表にまとめた。

そして，この表は，後に全体発表を行うために，書画カメラで取り込んだ。共通した形式にまとめさせ

たのは，自分の班と他の班の実験結果を比較しやすくするためである。例えば，「見た目の項目のこ

こは共通している」，「燃やしたとき，黒くなるのはＡとＢで，Ｄは黄色く後が残った」など表が同じであ

れば，共通点，相違点が分かりやすくなる。 

発表は，書画カメラに取り込んだ画像を，大型ディスプレイ上

に映し出して行った。その際，発表者は，特に見てほしいポイント

に，緑の蛍光色の文字を画面上で加えたり，赤いラインを引いた

りした（資料２２）。また，書画カメラに取り込んだ全ての班の結果

を順に映しても，枠が同じため，実験結果の共通点を見つけるこ

とも容易であった。そして，それぞれの物質には，共通する性質

があることを学ぶことができた。デジタルデータとして，保存できた 

ため，繰り返し何度も使うことができ，次時

の導入にも活用できるので，今回のように

結果を残すことはたいへん効果的な方法で

あると考えられる。生徒の感想には，「実験

結果を比べるとき，いつも（ホワイトボードを

黒板に掲示する方法）よりも分かりやすかっ

た」と書かれていた。また，実際に発表した

生徒の感想には，「自分の言いたいところ

に文字や線が書けたので，伝えやすかった

し，先生みたいにやれて楽しかった」と書か

れていた。発表の見やすさ，しやすさという

観点からも効果的であったことが分かった。 

資料２３は，４班と５班の実験結果である。

両方の班ともＡは片栗粉，Ｂは砂糖，Ｃは炭

酸水素ナトリウムとしている。中でも，Ａを片

栗粉，Ｂを砂糖と思った根拠には，２つの班

ともさわった感じとにおいをあげている。一

方で，４班はＤを食塩，Ｅをクエン酸，５班は

Ｄをクエン酸，Ｅを食塩と予想しており，結

果は異なっている。画面に映し出すことに

よって，なぜこの２つの班の結果がことなっ 

＜資料２２＞ 
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①グルー プ編成 

・ １班５名か ら６名 

・ 班の中には、司会者１名、記録者１名 

・ 机の配置（右 下図） 

②あおいタイムの時間配分（２０分間） 

・ テーマ の確認（１分） 

・ 個人追究（２分） 

・ グループの 話し合 い（７分） 

・ 全体への発表（８分） 

・ 活動の振り返り（２分） 

 ※ただし、テーマに よっ ては、変更もある。 

③テーマの 種類 

・ 自分の考えや想いを 根拠をも とに述べるテーマ 

・ 相手の立場になっ て考えたり、述べたりするテーマ 

よりよい 方法を見出し、自分なりに 判断して述べるテーマ 

たのか話し合いの話題になった。５班で実験をしていた生徒Ａは，「ＢＴＢ液を使った結果で，私たち

の班はＤが酸性でＥが中性だったけど，４班は両方とも酸性になっているから」と述べた。ＢＴＢ液を

使った実験を行った他の班の結果とも画面上で比べたところ，Ｄの水溶液は酸性，Ｅの水溶液は中

性という結果だった。 

 

４ ２０１１年の学校の教育活動 

生徒集会におけるサイエンスショー等については，２０１１年の教育計画において紹介をしている。

本年度の教育計画では，豊かな心を醸成する学校の教育活動の概要を紹介する。 

 

Ⅳ 実践４ コミュニケーション能力を養うあおいタイムの実践事例 

 

(1) あおいタイムのねらい 

あおいタイムの活動の意義は，与えられたテーマに対して自分なりの思いや考えをもつとともに，

言語活動によって，考えや思いを伝え，建設的な意見を述べることによって言語表現の発達を図る

ことである。このような自己表現の場を仕組むことで，自分の考えをもつこと，それを相手に伝えること，

また，相手の意見を聞く姿勢を身に付け，コミュニケーション能力の向上をねらいとしている。 

 

(2) あおいタイムの活動方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 活動の様子 

 テーマには多様な考えをもてるような選択性のあるもの，身近な話題で考えのもちやすいもの，具

体できでかつ個人の問題にかかわらないものとし，学年で統一したテーマとしている。 

〔実践をしたテーマの例〕 

「今のあなたに携帯は必要？それとも不必要？」 

「SOS，砂漠でサバイバル 何が必要？」 

「クラス目標に向けて実践している今の状況を話し合い，より目標に近づける方法を考えよう。」 

司会 記録 
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◇ ２０１１年の授業実践から２０１２年の教育計画へ 

 

１ これまでの授業実践の成果と課題から 

 

(1) シミュレーションとモデル化を取り入れて具体的に思考し，話し合いの場で

自分の考えを表現する生徒の育成を目指した実践について 

この実践では，シミュレーションとモデル化を進めることで，生徒の主体的かつ具体的な

思考を促し，話し合いを活性化すると共に，自らの考えを発信する生徒の姿を求めた。 

この実践における成果を，次のように考える。 

・ シミュレーションや天体のモデル，太陽の模型など，思考するときに考えやすくなる具

体物を提示したり，それらを基に話し合ったりすることで，生徒は思考することに楽し

さを覚えて追究する姿が見られた。 

・ 自分の考えをしっかり考える場，友達の意見を聞きながら思考をめぐらせる場面，それ

を発表し，課題に迫る場を一人一人に十分確保するとき，充実した学びをしているとい

う気持ちが高まり，生徒は自ら考え，追究していくことを楽しむ姿が見られた。 

また，課題としては，次の点を問題としたい。 

・ 単元の導入を天体について知っていることの出し合いにより進めたことにより，ともす

ると難解で日常生活と距離のある分野としてとらえられがちな天体の学習を，易しく身

近な学習として生徒たちが取り組み始めることができた。一方，太陽系や惑星の不思議

さ，あるいは，人智を超えた宇宙の壮大さへの夢や憧れを膨らますには至らなかった。 

・ グループの話し合いを活性化し，全体発表に生かすために，ホワイトボードの活用を進

めた。本実践においては，天体の運行モデルや太陽との位置関係を図式化するのに有効

であった。話し合いにおけるホワイトボードの活用の有効性は明らかとなったが，その

活用場面や，効果的な記述方法は，さらに研究の余地がある。 

・ 本実践では，少人数のグループによる話し合いと全体発表の場において，自分の考えを

表現する生徒の姿を見ることができた。これは，成績や普段の学習意欲に関わらず，非

常に多くの生徒に得られた姿である。しかし，個人追究においては，まだ十分に自分の

考えをまとめきれない生徒がいるのも事実である。また，話し合いにおいても，友達に

促されて表現する状況に留まっている生徒もいる。生徒の実態を踏まえた問題作りと，

主体的な活動を促す問題意識の醸成を，より一層図る必要がある。 

 

 

(2) 身近な環境問題から将来の地球の姿を考える生徒の育成を目指した環境教育

の実践について 

この実践では，データや画像等から地球温暖化について具体的な状況の提示を進めること

で，環境についての諸現象を身近な問題としてとらえ，地球の環境について自らの考えをも

てる生徒の姿を求めた。 
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この実践における成果を，次のように考える。 

・ 地球温暖化のメカニズムを理解しよう（第１～２時）では，地球温暖化が自分たちの生

活にどう関わっているかを教師が説明した後，仲間と話し合いながら授業を進めること

で，もっと調べてみたいという探究心の高まりを得られた。 

・ 身近にある会社の環境問題への取り組みを調査しよう（第１１～１４時）では，パソコンを使った

調べ学習によって，分かりやすい資料を作成しようと，互いに考え合ったりまとめ方を工夫した

りする姿が得られた。 

また，課題としては，次の点を問題としたい。 

・ ワークシートを用いて学習をプログラム化して進めたことにより，地球温暖化やその対

応について，幅広く網羅して学ぶことができた。一方，もっと調べてみたいという生徒

の探究心を生かし切れず，個々の興味や関心に応じて追究を深めるには至らなかった。 

・ パソコンを用いて web での調べ学習を展開したことで，身近な企業の環境問題への対応

を，具体的に，そして今まさに進行している様子をとらえることができ，一人一人の興

味を深めることができた。本実践では，個々が調べた内容をワードに取捨選択して貼り

つけたり，自分の言葉でまとめ直したりすることでプレゼン資料を作成したが，一方，

学習内容のまとめ方については，さらに多様な方法の検討が必要である。 

・ 環境についての取り組みをしている身近な企業の方の話を直接聞くことは，生徒がより

切実感を得るには有効であった。しかし，これら数少ない事例だけで環境問題や将来の

地球の姿へと思いを馳せるには無理がある。多面的な考え方を養う上で，より多く立場

や多様な人からの話を聞く機会を設ける必要がある。 

 

 

(3)  教材との出会いを工夫し，グループ活動を柱にして，実感を伴った理解を

図る生徒の育成を目指した実践について 

この実践では，単元を通して追究意識がもてるように教材との出会いを工夫することや，

マルチメディアを活用してグループ活動を活性化することで，諸現象についての理解を深化

させ，実感を伴った理解を得る生徒の姿を求めた。 

この実践における成果を，次のように考える。 

・ ごみの分別という日常的な活動から問題を提示したことにより，物質の性質や見分け方につい

ての追究意欲を高め，全員の生徒が興味をもって実験や話し合いを進める姿が見られた。 

・ 書画カメラや大型ディスプレイの活用を図ることにより，発表の際に使っていたホワイ

トボードのデータをデジタルデータとして取り込むことができ，さらに大画面ではっき

りと見せることができるため，一人一人の情報を共有しやすくなった。自分の言いたい

ところ，強調したいところに印を付けながら発表することができるため，進んで発表に

も取り組めるようになった。 

また，課題としては，次の点を問題としたい。 

・ マルチメディアの活用は，思考を円滑にする支援として有効である。一方，理科では実

物を扱うことも重要である。どの場面で，どのように活用をしていくのかは，多くの実

践を踏まえて検証をしていく必要がある。 
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２ ２０１２年の授業実践の重要課題 

 

実践を振り返って，今，目の前の生徒にとって必要な教育活動として，次の２点がクロー

ズアップされてきた。 

話し合い活動を含む協同的な学びの場の充実 [学び合い・磨き合い] 

学びを支援する教育 ICT の活用 

 

話し合い活動については，２０１１年の教育計画においても，「グループで意見交換をし

て，自分の考えを深める授業展開」として理科授業の重要な要素としてきた。実践における

成果からも，この考え方は２０１２年の教育計画においても大切にしていくべきであると考

える。そして，２０１２年の教育計画では，この話し合い活動を，協同的な学びに包括され

るものとして位置付けることを考えたい。 

それは，話し合いの場を授業展開に位置付けただけでは，ともすると，その話し合いが意

見交換に終始したり，話し合いの場であるべきはずが一方的な意見の伝達になったりする場

面が，実践を進めてきた過程でみられた反省に基づいている。話し合いにより個々の考えを

深めるためには，その前提として，自分の考えをもつこと，そして，相手の考えを聞き，自

分の考えと差違と同意を比較し，より良い考えとは何かを求める姿勢が必要である。その一

連の過程を進める原動力となるのは，話し合いの目的意識である。つまりは，その話し合い

が位置づけられた追究活動そのものの目的意識がはっきりとしていないと，話し合いの深ま

りは脆弱なものとなる可能性がある。 

そこで，話し合い活動を協同的な学びの一部として総括し，ペア－で，グループで，学級

全体でと，様々な形態を取りつつ，共に問題を追究していく学習を展開することが必要であ

ると考える。これが，「学び合い，磨き合い」の学習である。近年，新学習指導要領の推進に

当たり，言語活動の充実が声高に叫ばれている。また，思考力・判断力・表現力等の活用す

る力の育成においても，互いに高め合うことを求めるこの「学び合い・磨き合い」の学習は

必要不可欠な柱となるべきものであると考える。 

 

教育 ICT の活用については，現代的な課題である。２０１０年の実践においても，書画カ

メラ，大型ディスプレイ，電子黒板（電子情報ボード）等の ICT 機器の活用を進めてきた。

また，平行して，デジタル教材を取り入れた試みをしてきた。資料２４は，２０１０年の実

践３において，「実験器具の使い方をデジタル教材で確認できたことは，操作方法を覚える上

で役に立ったと思いますか。」という質問をした結果である。 

９０％以上の生徒が「思う」と答えた。はじめデジタル教材を生徒の前に提示し操作させ

たとき，何度もクリックしてしまい，同じ動画を何度も再生してしまうミスも多くあった。 

しかし，何度も自由に使用で

きるようにしたことで，その

対処の仕方も覚え，最終的に

は自分たちだけで，活用する

ことができるようになり，デ

ジタル教材も身近なものとし 

「デジタル教材は操作方法を覚えるために役立ったと思うか」〈資料２４〉
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て受け止められるようになっ

た。資料２５は生徒Ｂの感想

である。生徒Ｂはどちらかと

いうと実験に対して消極的な

態度を示す生徒であったが，

感想には「色々な調べ方で実 

験ができて楽しかった。自分たちの力で答えを導くことができて良かった」と書かれており，本実

践が積極的な活動につながったことが分かった。教育ＩＣＴをこのように活用できるようになれば，実

験器具の使い方にも自信がもて，活動への参加意欲も増すことが，この実践では明らかになった。 

   

また，電子黒板に関しては，P１５の生徒の感想「自分の言いたいところに文字や線が書けた

ので，伝えやすかったし，先生みたいにやれて楽しかった」にもあるように，自分の言いたいとこ

ろ，強調したいところに印を付けながら発表することができるため，進んで発表にも取り組

めるようになったメリットが見出せた。資料２６は，この感想を書いた生徒Ｃの実験結果の

記録である。積極的に挙手発言できるが，根拠を述べることが苦手だった生徒Ｃであるが，

片栗粉の欄には，「とかすと白くなったから」という自分の経験もふまえてまとめることがで

きており，発表でも，自分の意見を整理して伝えることができた。 

 

 

 

 

 

 

この電子黒板では，発表のときに

教師が同じようにペンで書き加え，

生徒の意見を価値付けすることも容

易であった。さらに，データを保存

しておくことで，単元を通しての生

徒の考えの変容も見ることができる。

資料２７は生徒Ｂのノートである。

第５時が終わったときにはなかった

言葉が第６時には追加されたり，訂

正されたりしていた。このように生

徒が自分のノートを振り返ったり，

考え方の移り変わりを確認したりす

ることも容易であった。 

このことから教育 ICT の活用は，生徒が主体的に問題解決に取り組むことに有効的である

と考える。同様に，実践２における大型ディスプレイとコンピュータの活用における効果か

らも，教育 ICT の活用を教育計画２０１２における重要課題としていきたい。 

 

 

 

〈資料２５〉 生徒Ｂの感想

〈資料２６〉 生徒Ｃの実験記録

〈資料２７〉 生徒Ｂのノート

「燃えない」に訂正

「こげる」を追加 
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３ ２０１２年の教育計画のテーマと展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理科的教育活動で 

 ミニ科学館での不思議の展示 

 生徒が行う科学実験ショー 

「科学が好きな子どもを育てる」      ～「なぜ」から協同的な学びへ～ 

『ふしぎ・すごい・びっくり』の世界探検！Ⅱ 

不思議を楽しみ 不思議を深める生徒たち を育てよう 201２ 

 

 身のまわりの動植物や地球の成り立ち，そして，さまざま

な物理・化学現象に，不思議を感じ取り，その不思議に心

を動かされた追究に楽しさを感じる子供 

 身のまわりの不思議を仲間と共に調べ，考え，関係付け，

互いの不思議を深めていく子供たち 

理科の授業で 総合的な学習の時間で 

 興味を喚起する場や課題をつかむ場での不思議な現象の提示 

 驚きと意外性 概念崩し 生活の中から 

 思考力をはたらかせて不思議を追究する学習 

 実物から シミュレーションとモデルから 選択性のある追究で 

 仲間との協同的な学びの展開 ［学び合い・磨き合い］ 

 コミュニケーションを基盤にしたペア－・グループ・クラスで  

 地球環境学習の推進 

 身近な地域の自然環境問題から地球環境の保全へ 

学校の教育活動で 

◇ 達人との出会い  ◇ コミュニケーション力を高めるあおいタイム 

◇ 毎日の読書タイム 

感性   

学習情報教育活動の取り組みで 

 教育ＩＣＴの活用 

 デジタル教材の活用 
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４ ２０１２年の教育計画の基本方針 

２０１２年の教育計画は，基本的には２０１１年の教育計画を踏襲するものである。その

根底にあるのは，２１世紀を担う子供たちにとって，「地球全体を見つめる視点」や「自然と

調和する心」の大切さは揺るぎないものであると考えるからである。また，次世代を担う子

供たちにとって，「不思議だな，すごいな，びっくりしたよ」という素直な心の動きを得るこ

と，言い換えれば，感性を磨くことは，必要不可欠ではないかと思うからである。 

２０１２年の教育計画では，この「なぜ」を出発点にした学習を，仲間との協同的な学び

において深めていくことが重要課題である。この学びの基盤となるコミュニケーション能力

は，これからのネットワーク社会における社会的課題の一つでもある。 

学校という学びの場では，４０名近い生徒が，しかも，多様な興味や関心，あるいは価値

観をもつ生徒たちが共通の土台で学ぶ。ここにこそ，学び合いや磨き合いの価値が実感され，

共に追究を深めていく意味がある。コミュニケーション手段は，言語活動に限るべきではな

い。ＩＴがＩＣＴ[Information and Communication Technology]へと呼称が変化したように，

教育活動においても，近年急速に進歩している情報機器を，コミュニケーション支援ツール

として，有効活用すべきである。 

 

５ 科学が好きな子供 

私たちが考える「科学が好きな子ども」とは，「ふしぎ，すごい，びっくり」の世界を生き生きと探検

する子供である。授業においては，次のように目指す子供の姿をとらえたい。 

・ 身のまわりの動植物や地球の成り立ち，そして，さまざまな物理・化学現象に，

不思議を感じ取り，その不思議に心を動かされた追究に楽しさを感じる子供 

・ 身のまわりの不思議を仲間と共に調べ，考え，関係付け，互いの不思議を深めて

いく子供たち 

 

６ 授業で大切にするポイント 

目指す子供を具現するために，理科の授業と共に，総合的な学習の時間における地球環境

教育を推進していく。 

理科学習における授業のポイントは次の３点である。 

  興味を喚起する場や課題をつかむ場での不思議な現象の提示 

  想像力をはたらかせて不思議を追究する学習 

  仲間との協同的な学びの展開 ［学び合い・磨き合い］ 

 

「興味を喚起する場や課題をつかむ場での不思議な現象

の提示」は，単元や授業の導入の工夫である。子供たちが

「なぜ」という目の前の現象に不思議を感じ取れるよう，驚き

や意外性のある事象やこれまでの素朴概念を覆す事象の提

示，また，身近な生活に潜む科学現象をクローズアップして

注目する提示等を進めていく。この不思議との出会いによっ

て生まれる，「ふしぎ・すごい・びっくり」といった心の動きを，

生徒の実態に適した学習課題へと高める授業を目指す。 
１年 大気圧の導入 「室温でも水が沸騰する」

２２ 



 

「思考力をはたらかせて不思議を追究する学習」では，実

験や実物を通して明確なイメージを得て思考することや，モ

デル化やシミュレーションを用いることで，柔軟な思考をはた

らかせる授業を展開する。そして，「なぜ」から見出した学習

課題を，「どうなっているのだろう」「どうしてそうなるのだろう」

と，自らの疑問を追究する授業を目指す。 

また，この過程では，生徒の興味関心に応じて，学習課題

の複線化や追究素材の選択性を取り入れ，より主体的に追

究する力を育てたい。 

「仲間との協同的な学びの展開」は，コミュニケーションを基盤にした，ペア－学習，グループ学習，

全体の話し合い等における学びの交流によって成される。一人一人の心に芽生えたイメージや考え

は，互いに交流することによって新たなステップへと高まる。異なる考えを出し合い関係付ける話し

合いにより，それまでとは別の視点によって考え直す場合もある。また，基本的に同じ考えであって

も，それを相手に伝える行為を経ることで，自らの考えがより明確になる場合もある。全体の場で発

表する活動においても，理解しているから発表できるのではなく，発信することにより理解が深まって

いくとの考えに立ち，全員発言を目指した積極的な姿勢を求めていく。また，このような協同的な学

びの場では，これまでの実践における有効的な手だてであったホワイトボードの活用についての研

究を深め，その手法を深めていく。特に，単なるプレゼンを補助するためのボードではなく，意見や

考えを出し合い，練り合うためのツールとしての活用の手法を検証していきたい。 

 

総合的な学習の時間においては，地球環境学習を実施していく。 

  地球環境学習の推進 

 

環境学習は，非常に今日的なテーマである。２００５年には，持続可能な発展のための教育（ＥＳＤ）

がユネスコや日本政府によって１０年計画でスタートした。ＥＳＤには，環境問題だけでなく，人権教

育，ジェンダー教育，平和教育，多文化共生教育等々，多くの要素を含んでいる。これら社会問題

の全ては，地球全体の平和と発展を考える上で重要なファクターである。一方，当愛知県において

は，昨年ＣＯＰ１０（生物多様性条約締約国会議）が開催され，生物多様性の保全と，遺伝資源と伝

統的知識による利益の公平分配を求めた名古屋議定書が締結された。また，子供たちも多く足を運

んだ２００５年の愛・地球博は，環境万博と称され，会場となった海上の森では野生生物の生息によ

り会場設計プランが変更される姿も目の当たりにしてきた。子供たちが生きていく未来，そして，子供

たちが子育てをしていく未来では，自然との調和は欠かすことのできない大きな社会テーマである。 

そこで，２０１２年の教育計画では，生徒にとって身近で問題意識をもつことのできる環境問題を,

全学年を通した総合的な学習の時間で計画的に扱い，地球全体のあるべき姿へと視点を広げてい

くことを目指す。 

 

具体的なカリキュラムの概略は次の通りである。 

１年 テーマ 「絶滅危惧種の実態と自分たちのできること」 

２年 テーマ 「地球温暖化の原因とマイエコアイデア」 

３年 テーマ 「低炭素社会の実現と私のエコ宣言」 

３年 「太陽が一日中沈まない場所と季節を探そう」
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１年 ２年 ３年 

・ レッドリスト生物と減少の原因 

・ 身近に見られる外来生物問題 

・ 外来生物と在来生物の生息状

況調査 

・ ＣＯＰ１０の意義と生物多様性

の意味 

・ 身近な自然を守る活動 

・ 環境を保全するために自分の

できること 

・ 環境保全活動の実施と見直し 

・ これからの生活に大切なこと 

・ 地球温暖化のメカニズムと未来

の地球の姿 

・ 環境家計簿（ＣＯ２排出量）によ

る家庭の環境調査 

・ エコアイデア①の実施と反省 

・ 市や近隣自治体の温暖化防止

対策 

・ 新しいエネルギー・再生可能エ

ネルギー 

・ 身近な企業の環境への取組 

・ エコアイデア②の実施と反省 

・ 環境年表の作成 

・ 日本における過去の環境問題

と取組の歴史 

・ 各国のＣＯ２排出量や耐久消費

財の普及状況 

・ 温暖化防止に向けた各国の取

組状況 

・ 京都議定書の内容と意義 

・ 低炭素社会実現に向けた取組

・ 環境家計簿の見直し 

・ 私のエコ宣言 

 

７ 理科的教育活動で大切にするポイント 

 

(1) ミニ科学館構想 

２０１１年の教育計画でも，ミニ科学館構想を述べた。これは，理科

室前の廊下を利用して，科学的な玩具やその時々の授業に関係が

ある教材等を展示するものである。生徒たちは授業の前後に，興味

をもった教材を自由に触り，科学の不思議さに触れることができる。

理科の授業が終わり教室へと戻る生徒たちから，「へぇー，おもしろ

い」「なんで，なんで」等の声がしばしば聞こえる。２０１２年の教育計

画でも，このミニ科学館を大切にし，充実を図っていく。 

 

(2) 生徒が行う科学実験ショー 

生徒行う科学実験ショーについては，２０１１年の教育計画では，校内の生徒集会における生徒

会主催のサイエンスショーについて，その様子を報告してきた。ブロア－による球や風船の浮上実

験や炎色反応実験等，生徒会が企画をし，全校集会で実演をして好評を博してきた。 

また，このような生徒会の活動により，科学への興味が高まり，

２０１０年に全市の生徒代表が参加した生徒市議会では，本校の

代表生徒が，市内に子ども科学館を建設してほしいとの要望を提

案することへとつながった。この生徒市議会には，多くの市関係

者も参加しており，現在，岡崎市では子ども科学館建設の機運 

が高まりつつある。 

このような科学実験ショーの企画を推進することは，科学のおも

しろさを聴衆として受容するだけでなく，生徒自らが積極的に発

信をすることにより，より科学的な興味を高めることをねらいとして 

いる。２０１２年の教育計画では，この考え方を一歩進め，校外での一般市民や小中学生を対象にし

たサイエンスショーへの参加を計画している。これまで，市内で開催される岡崎市理科作品展にお

いて，教員の有志によりサイエンスショーが実施されているが，これを本校生徒の手により行うことで，

科学のおもしろさを多くの市民へ伝えていきたい。また，昨年は，生徒会役員という一部の生徒によ

る企画であったが，広く一般生徒へ参加を呼び掛け，多くの生徒が経験できる状況をつくっていく。 

理科室廊下：天井の太陽模型と

万華鏡の世界を楽しむ生徒たち 

生徒市議会で提案する葵中代表生徒
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８ 学習情報教育活動による支援 

デジタル機器の設置については，２つの理科室で常時使用するには，まだ十分な状況ではない

が，有効的な活用方法を工夫し，理科授業の充実を図りたい。デジタル教材は，理科室にもブロー

ドバンド環境が整ったところであり，web を利用した動画や教材の利用を促進していく。 

 

９ 学校の教育活動による豊かな心の醸成 

(１) あおいタイム 

あおいタイムを実施してきたことにより，授業中の積極的な発

言が増え，また，話し合いの内容を絵や図でまとめて息の長い

発言が増えてきた。また，書画カメラや大型ディスプレイを使っ

たプレゼンテーションにも慣れ，自信をもった発表につながって

いる。２０１２年の教育計画でも，月に 1 度のあおいタイムの時間

を継続し，さらに，時々の行事や生徒の関心事とリンクしたテー

マを考えることで，充実したコミュニケーション活動を推進する。 

 

(２) 達人との出会い 

達人との出会いは，これまでにも，

月に１回の実施を目指して実施をし

てきた。２０１２年の教育計画におい

ても，生徒たちが自分の生活を振り

返ることのできる内容や，自分のあ

るべき姿を考えることのできる内容

を，企画していきたい。 

ある道を極めた人の話や，貴重

な体験を積んだ人生の先輩の話は，

感受性豊かな生徒たちの心に響き，

心を動かす。豊かな心を醸成するこ

とは，しなやかな感性を磨き，柔軟 

な思考力を育てるものと確信している。本年，6 月に実施をしたのは，フリーアナウンサーの田中ふ

みえさんによる，迫力のある声と劇化したストーリーで史実を伝える「語り」であった。終戦間近，本校

のある三河地方を襲った巨大地震は，集団疎開をしていた多くの子供たちの犠牲を生んだ。しかし，

この時の様子は，軍部の報道管制により，当地ですらその多くは伝わっていない。初めて聞く身近な

地の震災の話と，テレビ報道で目の当たりにした大震災を重ね，静かに耳を傾けた時間であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研究代表者 理科主任 渡辺 修一郎）                 

２５ 

書画カメラで話し合いをまとめたホワ

イトボードを提示して発表する生徒 

実施月 ２０１０年 9 月-２０１１年 7 月に実施した講演会の概要 

 9/27 ・(株)ドコモサービス東海によるケータイ安全教室 

10/25 ・フリーアナウンサー平野裕加里さんによる講演 

11/ 3 ・光ヶ丘女子高等学校ダンス部による講演とパフォーマンス 

11/ 8 ・(株)東邦ガスによるエネルギー講演会 

11/23 ・(株)大久保東海の市川聡明氏講演 働くことの意味 

12/ 3 ・豊川工業高校駅伝部監督渡邉正昭先生による講演 

 1/28 ・盲目のバイオリニスト田辺藤祐さんによる講演とコンサート 

 2/14 ・大事マンブラザーズ立川俊之氏による講演とコンサート 

 3/ 4 ・元中日ドラゴンズ木俣達彦氏による卒業記念講演 

5/ 9 ・愛知県警による薬物乱用防止教室 

 6/20 ・田中ふみえさんによる語り 三河地震-疎開っ子たちの物語-

 6/30 ・交通遺児の母，佐藤逸代さんによる講演 尊き命 

 8/20 ・陸上自衛隊による講演 東日本大震災復旧活動 

昔の子供たちは，我慢することがたくさんあって，なのに助け

合いをしていて素晴らしいなと思いました。 
私のひいおじいちゃんもこの地震の津波で亡くなってしまいま

した。なので，知りたかったこともたくさんあったけど，今日のお話

を聞いていろんなことを知ることができたので良かったです。 
私も，子供，孫へと受け継がれていけるようにしたいです。い

つ東海地震が起きるか分からないけど，助け合いはとっても大切

なので，今から思いやりをできるようになりたいなと思いました。 

（ 語り 「三河地震」 を聞いた２年生生徒の感想から ） 

語り 「三河地震」 疎開っ子たちの物語 
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