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１ はじめに

「イチョウの黄色い葉にそっくりなガをみつけたよ。本当

に落ち葉そっくりなので、動くまでガと思わなかったよ。こ

んなふうにかくれているなんて虫って本当にすごいね。」一年

生の児童Ａは、イチョウの落ち葉のそうじをしていてみつけ

たガを、こういってみんなに紹介した。

「ずっと疲れないロボットもすごいけど、人のうでのつく

りはなめらかでとても複雑な動きができるようにできている

んだね。うでをうごかすときに、骨や筋肉をすごく意識するよ 【落ち葉そっくりなガ】

うになったよ。」「うでが動く仕組みをさぐろう」の授業を終えて、４年の児童Ｂは、このよ

うに自分を振り返った。本校では、平成１９年度より研究主題を「よく考え、判断し、表現で

きる子の育成」とし、理科、生活科、国語科の学習を中心に授業研究を推進している。また、

昨年のソニー科学教育プログラム応募論文で示した「自然とともにあゆむ北っ子科学大好きプ

ロジェクトⅡ」の教育計画に則し、修正も加えながら日々の授業を大切にして、科学が好きな

子どもを育てる実践に取り組んでいる。

２ 本校が考える「科学が好きな子ども」とは

「科学が好きな子ども」

①自然に浸る体験の中から、多くの気づきや疑問、感動をもつことができる子

②自ら抱いた問題を解決していく中で、自ら学ぶことの楽しさやわかることの喜びを

知り、習得した知識や技能を身近な生活や活動に活用できる子

③自らの達成感や喜びを人に伝え、自分の考えを表現できる子

そして、めざす「科学が好きな子ども」に、せまるための４つの手立ては以下の通りであり、

これをもとに２３年度の実践を行った。

手立て１：子どもが興味、関心をもって関われる自然環境をつくる

手立て２：知識・技能を習得する学習活動と活用する学習活動を単元構想に位置

付け、問題解決が図れる学習過程を工夫する

手立て３：学びの場を工夫して、主体的な問題解決をする授業を行う

手立て４：話す・聞く・書くの言語活動を充実させ表現する力を身につけさせる

３ これまで（２０１０年９月～２０１１年７月）の実践

「科学が好きな子ども」を育成するために、昨年度の応募論文Ｐ１６に示したような「２０

１１年度の３つのプラン」を修正を加えながら計画・実践した。

★２０１１年度の３つのプラン

プランＡ：科学が好きな子を育てる環境 キーワード★環境

プランＢ：科学が好きな子を育てる活用の授業 キーワード★活用

実践計画案：４年理科「わたしたちのからだを調べよう

～うでが動く仕組みをさぐろう～」

実践計画案：２年生活科「ようこそわゴムワールドへ」＋

３年理科「風やゴムのはたらきをしらべよう」

プランＣ：科学が好きな子を育てる豊かな表現力の育成 キーワード★表現

実践計画案：２年国語科「たんぽぽ ひらやまかずこ」説明文＋

２年生活科「たんぽぽの根を掘ろう」の授業実践計画案
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(1)プランＡ：科学が好きな子を育てる環境

①実践１「しぜんはっけんマップ」で新発見・学区へ活動を広げる前に校内から新発見

（実践を行った年月：２０１０年９月～２０１１年・現在継続実践中）

「そよ風広場」「フルーツガーデン」（昨年論文Ｐ２～）を新設したが、学校内は非常に限

られた場であるため、学区へ視野を広げていこうと昨年計画を立てた。しかし、全校児童が共

通で生活している学校内にこそ、まだまだたくさんの発見、多くの気づきや疑問、感動をもつ

ことができるものがあるはずである。それにまだまだ気付かない子が多くいる。そこで、学区

の前に学校内での発見を全校児童に広げていこうと「しぜんはっけんマップ」を昇降口の掲示

板に設置した。この「しぜんはっけんマップ」は、学校内で、自分がはっけんした日付、内容、

場所を文や絵や写真で「はっけんカード」に書いて学校内を表した地図の場所にはって全校児

童に紹介するものである。

【はっけんカードをたくさんはった しぜんはっけんマップ（学校と北っ子の森の地図）】

１０／４ ３階の６－２の教室までアサガオのつるがのびていた。いつまでどこまでのび

るんだろう？（６年女子）

１０／８ あまりみかけないきみどりの実が東側フェンスの近くにあった。ピエロみたい

な帽子をかぶった形をしていた。（４年女子）

１１／１８小さなクモが門の近くのいたの所に、かくれて糸をはっていました。たくさん

の虫をつかまえれそう（４年男子）

１１月１６日のそうじ中、１年生の女の子が「先生大変、すごいガ

を見つけました」と教師を呼びに来た。みると、黄色いイチョウの落

ち葉を囲んだ１０人ほどの子どもたちが、落ち葉の真ん中を指をさし

ていた。教師はやっとガがわかり、カメラのシャッターを切った。こ

のイチョウの落ち葉に似たガの発見は、２０１０年の「はっけん大賞」

になった。また、普段地面に落ちていた茶

【落ち葉そっくりなガ】色の破片のようなものが、ヒマラヤスギの

種で、ヒマラヤスギボックリだということを３年生の児童Ｃがみつ

けて、その形から「モンブラン

ケーキみたいだからモンブラ

ン」と名付けて、たくさんの子

どもたちが、このモンブランを

ほしがった。この「しぜんはっ 【茶色の破片】【種が飛び散った】【ヒマラヤスギボックリ】
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けんマップ」の設置により、発見しようという目が育つとともに、別の子が発見した内容につ

いても子どもたちは非常に興味をもち、もっと知りたいという思いが大きくなっていった。

②実践２ 学区を調べよう３年生「ビバちきゅうしんぶん」の実践

（実践を行った年月：２０１０年９月）

３年生は、総合の時間を使って、北っ子の森を中心にした学区の自然環境やいきものについ

て、テーマを決めて調べ壁新聞にまとめた。また２０１０年に「生物多様性」について考える

国際会議「ＣＯＰ１０」が愛知県名古屋市で開かれたことを記念して、中日新聞主催で、「ビ

バちきゅうしんぶんコンテスト」が行われたので、この調べ学習をまとめた壁新聞をコンテス

トに出品し、多くの人に向けての発信の場とした。

【自分たちのテーマにそって壁新聞を熱中して作る子どもたち】

３年生の子供たちは、自分たちのもっとも興味深いことをテーマに選び、自分たちの足を使

って、北っ子の森や学区を歩き、スケッチしたり写真をとったり、文章で表現したりして調べ、

グループみんなで協力して壁新聞を作り上げた。テーマは以下の通りである。

「虫のかくれんぼ」 【とても勉強になったよ】

「いろんなたねを見つけたよ」

「いろいろな木」

「植物マップ」

「いろいろなくきをしらべたよ」

「北っ子の森のこん虫・生き物」

「生き物を大切に」

「カブトムシ」「チョウ」 【壁新聞ついに完成】

「クローバー新聞」など

自分たちで納得のいくまで調

べていく中で、子供たちは自然

に浸り、多くの気づきや感動を

味わうことができた。コンテス

トでは、左の写真に示した「虫

のかくれんぼ」のグループが優

秀賞になり、「クローバー新聞」

「いろんなたねを見つけたよ」

の２グループが入選した。作ら

れたすべての「ビバちきゅうし

んぶん」は全作品、名古屋市内

に展示され、多くの方に富士松

北小学校の「北っ子の森」や富

士松北小の学区の様子を発信す

ることができた。
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③実践３ ＰＴＡ行事と学区の自然を結びつけ、保護者へのネットワークを広げる

ア：親子ふれあい活動・北っ子の森で宝さがし（実践を行った年月：２０１０年９月）

学区全体を、自然を学ぶ場とするときに、保護者の方や地域の方の協力が大切になってくる。

そこで、ＰＴＡ行事にも「科学が好きな子を育てる」という観点を盛り込み実践を行った。

学校に隣接する北っ子の森で、子どもたちは多くの活動を行ってきたが、保護者の方は北っ

子の森の様子を知らなかった。そこで、親子一緒に北っ子の森で活動することで、保護者も北

っ子の森の様子を知ると共に、北っ子の森を通して子どもと会話が生まれ、親も子も自然に浸

ることによってたくさんの気づきや疑問、感動をもつことができるだろうと考え実践を行った。

毎年９月に行われているＰＴＡ行事である「親子ふれあい活動」に「北っ子の森での宝さが

し」（親子５０組が参加）を取り入れた。内容は、以下に示す３部構成である。

★１さくら広場（北っ子の森の中の広場）で北っ子の森クイズ

以下のようなクイズを、森の中で親子で一緒に考え、北っ子の森についての興味を高

めることができた。特に保護者の方にとっては、学校のすぐ隣にこんな自然豊かな森

があることに大変驚いてみえた。

①北っ子の森の大きさは、学校の面積の何倍？ （約４倍）

②北っ子の森にすんでいるオオタカの大好物は？（シジュウカラという鳥）

③シジュウカラの大好物は？（マツシャクトリムシ・食物連鎖について）

④北っ子の森にすんでいるホニュウ類について（タヌキ、ハクビシンなど）

★２森の中で次の宝物を探せ！

①一番大きな葉っぱ ②一番つやつやした葉っぱ ③いいにおいのする植物、花、葉や茎

上に示す一つ一つの植物を親子で探し、北っ子の森の樹木や植物についてたくさん知

ることができた。

★３森の中で宝のポイントをたどってオリエンテーリング 【↓森の地図とポイント】

「北っ子の森で宝探し」の一番メインで

ある北っ子の森や森に隣接する学区にある

２５のポイントを回るオリエンテーリング

を行った。約１時間半の時間をかけて広い

森の奥まで親子で一緒に歩き、森を楽しん

だ。子どもも、普段の活動では、森の奥ま

でいくことはめったにないため、「こんな

に森が奥まで続いているとは知らなかっ

た。ホニュウ類は出てこなかったけど、いろいろな種類の鳥の鳴き声が聞こえてきてと

ても楽しかった。」と４年生児童Ｄは感想を書いていた。参加した保護者の方は、森の

中をたくさん歩いて結構疲れました。でも森の中は日差しも遮られて比較的涼しく、森

林浴もでき、歩いていて気持ちが良かったです」と感想を書かれていた。

【ポイント１０番を発見】 【森の中を歩くと気持ちがいいね】【森の中は迷路みたいだね】
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イ：親子ふれあい活動・野外炊飯（実践を行った年月：２０１０年９月）

【アルミ缶から装置を作ろう】 【うまく炊けるかな】 【竹のうつわで食べるとおいしい】

学校内にある「そよ風広場」も子どもたちにとってはよく活動する場ではあるが、保護者に

とってはなじみのない場所である。そこでＰＴＡ親子ふれあい活動で、「北っ子の森で宝さが

し」とは別種目で「そよ風広場で野外炊飯」を実践した。内容は以下の通りである。

①アルミの空き缶でお米を炊く装置をつくろう

②竹からはし、うつわをつくろう

③竹で目玉焼きを焼こう

④ごはんと目玉焼きを、つくった竹はし、竹のうつわで食べよう

森から切り出した竹と用意してきたアルミの空き缶を利用して野外炊飯を行った。親子でご

はんをたく装置や竹のうつわを作ることを通して、「こうした方がうまく竹が割れるね。」「竹

を削るのはけっこう難しいな」など親子で工夫してものづくりを行うことができた。親子で力

を合わせて活動する中で、保護者も子どもも多くの気づきを得ることができた。

(2)プランＢ：科学が好きな子を育てる活用の授業

本校が考える「科学が好きな子ども」の一つに「習得した知識や技能を身近な生活や活動に

活用できる子」がある。そして昨年、子どもの意識にそった活用の学習活動をめざして実践を

行った。そうした実践を積む中で、活用の学習では、多様な種類の活用の授業が考えられ、そ

うした多様な種類の活用の授業を開発していく必要性を感じた。その一つとして科学技術の先

端に触れる活用の授業を実践した。

また、活用の場面ばかりにスポットをあてて、肝心の「自ら抱いた問題を主体的に解決して

いく」場面がおろそかにならないように主体的な問題解決の場を大切にしながら実践を行った。

①実践１：子どもの意識によりそった活用の学習への挑戦Ⅱ・科学技術の先端に触れる活用の

授業 ４年理科「わたしたちのからだを調べよう～うでが動く仕組みをさぐろう～」

（実践を行った年月：２０１０年１１月）

（単元目標・教材のとらえ・単元構想図は昨年度の応募論文Ｐ１８～２１に示す）

（ア）単元に関する子どもの実態を把握し、活用させる知識・技能を明確にする

日常生活や体育の授業の中で、子どもたちは体を使ったいろいろな動きや運動を行っている。

そんな中で、捻挫や骨折などのけがをした経験がある子もいる。しかし、自分の体の中のしく

みを考えている子はほとんどいない。毎日すごくよく使っている「手を動かすこと」ですら、

どういうしくみがあり、どうやって動かしているのか考えたことがない子が多い。そこで、本

単元では、以下のような知識・技能を習得させ活用させたいと考えた。

★活用させる知識・技能

◎人が体を動かすことができるのは、骨や筋肉の働きによること

○肘関節はちょうつがいのような仕組みになっていること

○骨を動かしているのは筋肉であること

人が体を動かすことができるのは、骨と筋肉の働きによることを、腕、特に肘関節に焦点を
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あてて実践した。

（イ）出会いは身近な「曲がるもの」探しから

まずは身近な曲がるもの探しからこの単元をスタートした。下にしめすように、「曲がるも

の」としてさまざまな身近なものがあげられた。

・折りたたみ傘 ・ＤＳの本体 ・ホッチキス

・チャックのもつところ ・本の開閉 ・折りたたみはしご

・携帯電話の折りたたむ所 ・ノートパソコン ・折りたたみ自転車

・とびら ・折りたためるものさし ・うで ひじ

・コンパス ・ふたの開閉 ・かた ひざ →関節

・水筒のふた ・折りたたみイス

これら身近なものの曲がる仕組みは、目に見えている部分が多く、そのいろいろな仕組みに

ついては、直接みたり、写真などで確認したりして理解することができた。しかし、もっとも

身近な曲がるものである関節は、中身が見えていなく仕組みが分からなかった。そこで体の中

でも一番身近で動かしやすい「ひじの関節はどんなつくりになっているのか？」が共通の問題

として浮かび上がった。

（ウ）追究課題「ひじの関節はどんなつくりになっているのか？」関節模型を作って考える

子どもたちは自分のひじをしきりに動かし、ひじを手でさわり考え始めた。こんなに身近

に毎日動かしているものなのに、今まで考えたことのない自分に気付いていった。ひじ、手首、

肩を動かしてた児童Ｅは、「肩は、ぐるぐるまわるのに、ひじは、まっすぐ以上は反対に曲が

ったりしない。このしくみはどうなっているんだろうか？」と発言をした。これに対し、子ど

もたちは、まず図で書いて自分の考えを出し合った。

（児童Ｅ）たぶんほねの上に糸みたいなものがあると

思います。そう思ったのは、夏休みの工作などで、箱

に糸をつけてひっぱって動かしたつくりと同じだと思

ったからです。糸がピンとはるとそれ以上は、逆に曲

がらないと思います。

【児童Ｅ:糸のようなものがある】 （ 児童Ｆ）ほねとほねのあいだにスボンジみたいなも

のがあるのではないかと思います。これがないとほねと

ほねがぶつかって、「ごきっ」となりうまく動かないの

ではないかと思います。

黒板に図を書いて説明していても分かりにくい部分があっ

たので、簡単な関節の模型を各自で作り、自分の考えをはっ

きりさせて話し合うことにした。骨にあたる材料は、教師側

から発泡スチロールを渡し、関節部分については、子どもた

【児童Ｆ:ｽﾎﾟﾝｼﾞみたいなもの】 ちが身近なものから自分で用意して関節の模型を製作した。

子供たちが関節に使ったものは以下のようなものであり、自分で考えて、 もうでのひじの関

節のしくみに近いと考えたものを使ってそれぞれが模型を作った。

ガムテープと糸 スポンジ 蛇腹で曲がるストロー コンパス 家具用のキャスター部分

骨が球のようになっているため発布スチロールをけずる ちょうつがいとクッション

別の骨が関節にあるので、骨と骨の間に別の発砲スチロールを入れる

以下は作成した関節の模型である。
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【スポンジの 【糸のようなもの

ようなもの でとまっている↓】

がある↓】

↑

【ストローで関節を作ったよ】【関節はコンパスと同じつくり？】【キャスターみたいに動く】

模型を作るときに関節の部分を改めてじっくりとさわったり、重いものを持ち上げたときの

関節の様子を観察したりした。そんな観察の中で、児童Ｇは、「重いものを持ち上げようとす

るときに、ひじの関節がかたのようにくるくる回ってしまったら、うまく重いものを持ち上げ

ることができない。反対に曲がらないのにはちゃんとわけがあるんだ！」と、うでのしくみの

巧みさに気付いていくことができた。自分の模型ができあがったあと、それぞれが自分の模型

を使って関節のしくみを説明した。反対に曲がらないしくみになっている下記のＡについては、

「なるほどそういうつくりかもしれない」という意見が出された。また、下記のＢのストロー

などについては「くるくる回ってしまうから、そういう簡単な形ではないと思う」という意見

が出された。

Ａ反対に曲がらないしくみ→ひも コンパス キャスター ちょうつがい など

Ｂくるくる、回ってしまう→ストロー 骨と骨が球のように接している 棒だけ

（エ）「ひじの関節はどうして動くのか？」自分の考えを自分の言葉で説明しよう

関節のしくみや形をもとに模型をつくった子供たちだが、自分の思いのまま曲げたり伸ばし

たりできるひじの関節をみて、あらためて「ひじの関節は、どうして動くのか？」についても

意見を発表した。自分の模型をつかってそれぞれ自分の言葉で発表することができた。以下は、

その意見の一部である。

Ｓ＝子ども 同じ番号は同じ子どもの発言 Ｔ＝教師

Ｓ１：きん肉がのびたり縮んだりしていると思う。

Ｓ２：糸みたいなものでひっぱっていると思う。

Ｓ１：その糸みたいのがきん肉だと思う。そのわけは、ひじの

ところをさわると糸みたいなのがあったからです。 【どこがかたい？】

Ｓ３：ひじを曲げるときん肉が縮んで、ひじを伸ばすときん肉がのびると思う。

Ｓ４：どこの筋肉がのびて、どこのきん肉が縮むの？

Ｓ５：こうやって（写真右）うでを曲げて机をあげようとすると、力こぶのところのきん

肉がかたくなるよ。かたくなるときはちぢんでいると思います。

Ｓ６：力こぶの部分のきん肉が縮むと、ひじが曲げられると思います。

Ｓ４：力こぶの部分のきん肉がのびると、ひじをのばせられるの？

Ｓ６：ひじを伸ばしたときは力こぶのきん肉はやわらかいよ。

Ｓ７：きん肉がどこの骨にくっついているかが大切だと思う。

Ｓ８：きん肉ってたくさんあるよね。 【うでを曲げて机をあげる↑】
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Ｓ７：ひじの関節を動かすきん肉は力こぶだけじゃないと思う。

Ｔ ：ひじを曲げるとき伸ばすときに、自分のうでをさわってみて、かたくなっているの

は力こぶの部分だけ？

Ｓ６：ひじを曲げたときは、力こぶがかたくなるので縮んでるけど・・・

Ｓ７：手のひらからひじまでのきん肉は、あまり変わっていないかな・・

児童Ｇ：ひじを伸ばしたときに、力こぶの下のところのきん肉がかたくなってるよ！

Ｓ６：えー ぷよぷよでやわらかいよ。（多数）

児童Ｇ：もっとぎゅっとひじを伸ばして、ひじの関節に近いところのきん肉だよ。

Ｓ６：本当だ かたい（多数）下のきん肉が縮んでいる。

討論を進めていく中で、肘の関節を動かすのは、骨にくっついている筋肉であり、一つの筋

肉が伸びたり縮んだりしてひじが動くのではなく上下の筋肉が逆に縮むことによってひじ関節

が動くことに実感をもって気付いていくことができた。

その後、本当のうで関節の筋肉と骨の模型を見て、子どもたちは納得できたようである。そ

の中でも特に子供たちの驚いたのは、関節の部分の骨の形である。

（児童Ｆ）私はひじの関節の骨の形

をみてびっくりしました。スポンジ

のようなものがあって、反対に曲が

らないようになっていると思った

ら、骨の形が「うけざら」のように

なっていて、反対に曲がらない形に

なっていました。自分の考えたのと

全然違いました。うまくできてるな

と思いました。 【右の骨が受け皿のようになっている！！】

（児童Ｇ）きん肉は自分の思ったとおり、上と下についていました。きん肉が骨とくっつ

いているところがうまくできていて、きん肉の縮むはたらきによって、ひじが曲がったり

伸びたりすることがよく分かりました。

各自が模型を作って自分の考えを明らかにして、友達の意見を参考にしながら考えを深めて

いくことで自ら抱いた問題を主体的に解決していくことができた。

（オ）「人の手とロボットアームの良さを探そう」科学技術の先端に触れる活用の授業

これまでに子どもたちは、「人が体を動か

すことができるのは、骨や筋肉の働きによる」

ことを学習してきている。特に、人の肘関節

に焦点を当て模型を作りながら、そのつくり

や動く仕組みについて調べた。その中で、肘

関節が反対側に曲がらないつくりの巧みさ

や、人の体のつくりのすばらしさを感じ取っている。【ロボットアームがうまく動くかな？】

そこで活用の授業では、愛知工科大学の先生の指導の下、自分たちで作ったロボットアーム

を動かす実践を行った。子どもたちはロボットアームを動かすことにより、そのつくりや物を

つかむ仕組みを知ることができた。

ロボットアームを動かす実践からの気付き

・ロボットアームの決まった部分の動きで、指が伸びたり曲がったりする。

・人の骨にあたる部分、筋肉の役割の部分がある。

こうした気付きは、子どもたちが今まで学習してきた骨や筋肉、関節の仕組みなどの知識を

活用できた結果であり、活用によりロボットアームの動く仕組みを見つけたのである。ロボッ

トアームを動かしたあと、クラスみんなで、「ロボットの良さ」と「人の手の良さ」を発表し
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て話し合った。出された意見は以下の通りである。

★ロボットの良さ ★人の手の良さ

・筋肉のかわりにモーターの力で動くので ・細かく指示しなくても、物は自然とつかめ

つかれない。 る。

・指示命令を入れると、ずっとそのまま、 ・びみょうで細かい調整ができる。

まちがえずに動き続けることができる。 ・細かい動きや複雑な動きが、なめらかにで

・危険な場所での作業ができる。 きる。

子供たちは、ロボットアームの良さ

と人の手の良さを見つけることで、人

の体のつくりの巧みさをさらに深く理

解することができた。

後に、専門家からロボット作りの

苦労や楽しさを伝えていただいた。ロ

ボットアームの現在の 先端技術の話

やこれからの役割、将来的なビジョン【やったアームが動いたぞ】【手とロボットを比較すると】

などを盛り込んだ話もしていただいた。児童Ｆは次のように感想を書いている。

先端の工業用のロボットや義足や義肢として使えるロボットアームなども紹介して

もらったのでびっくりした。科学はどんどん進んでいるんだと感じた。ロボットアームの

指示命令を入れるのが大変だった。自分の手は自由にうごいて本当にいいなと思った。人

の体は自分でどんどん動かせてすばらしいなと思った。

②実践２：生活科と理科をつなぐ実践・子どもの意識によりそった活用の学習への挑戦Ⅱ

２年生活科「ようこそ・わゴムワールドへ ～わゴムであそぼう～」

（実践を行った年月：２０１０年１１月）

３年理科「風やゴムのはたらきをしらべよう」 （実践を行った年月：２０１１年 ５月）

２００９年のソニー論文Ｐ３で紹介した実践・２年生活科「ゴムパチンコで遊ぼう」では、

自分のゴムパチンコを改良しながら子供たちは生き生きとゴムで遊ぶ楽しさを思う存分味わう

ことができた。この実践を３年理科「風やゴムのはたらきをしらべよう」へスムーズへつなげ

るために、内容を進化させ「ようこそ・わゴムワールド ～わゴムであそぼう～」の実践を行

った。（単元目標・教材のとらえ・単元構想図は昨年度の応募論文Ｐ２１～２３に示す）

輪ゴムに十分関わり、ゴムパワーを利用した自分だけの作品をつくることで、３年生理科の

ゴムや風の力を「エネルギー」ととらえ、自分のねらった動きをさせるには「エネルギーを制

御しなければならない」という考え方へつなげていきたいと考えた。本単元では、以下のよう

に活用させたい気付きを設定した。

★活用させたい気付き

①輪ゴムには、「つなげる」「ねじる」「引っ張る」「とめる」「重ねる」「はじく」などの

性質があり、それらの力を使っていろいろな遊び方ができることに気付く。

②友達とのかかわりを通して、友達の工夫やよさに気付く。

（ア）自分が気に入ったゴムパワーで自分だけのオリジナル作品をつくる

輪ゴムで遊ぶ体験を十分にさせて、「つなげる」「ねじる」「引っ

張る」「とめる」「重ねる」「はじく」に十分気付かせる活動をまず

行った。「輪ゴム抜け、輪ゴムの楽器、けん玉、プロペラ」と輪ゴ

ムの性質を思う存分楽しめる体験を子供たちは喜んで遊んでいた。

児童Ｈは、「輪ごむって、たくさんの動きができて本当にたのしい

ね。」と繰り返し繰り返し遊ぶ活動を行っていた。そのあとで、自

【どのゴムパワーを使う？】 分だけのオリジナルの作品づくりを行った。作る前には、自分はど
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んなゴムパワーを使うのかということも確認をして、子供たちに意識させた。また、ただ作る

のではなく、「北っ子フェスティバル」という全校の児童・保護者への発表があるということ

を聞いてとても喜び、子どもたちは遊びの中で得た経験をもとに作るのを開始した。

【北っ子フェスティバルへ向けて楽しい自分の作品をつくるぞ！】

作るのも、発表するのも一人だけということで、心配であったが、子供たちは十分な遊び体

験から得た気付きをどんどん活用していった。

（イ）発表し、自分の作品で遊んでもらうことで気付きが深まる子供たち

【↑ずらりと並んだ２年生の発表風景】 【↑ここからボールをはじきます】

「北っ子フェスティバル」本番では体育館の壁面にずらり

と、２年生全員が一人ずつならんだ。自分の自慢の作品を来

場したお客さん（他の学年の児童や保護者の方）に堂々と説

明し楽しく遊んでもらうことができた。説明を繰り返し、お

客さんに分かりやすく説明する中で、また新たな気付きをす

る子どもも出てきた。表現力がまだ身に付いていない児童も

いたが、自分の輪ゴムを使った作品には自信があるので、

後までていねいに紹介できた。 【楽器で曲を演奏します→】

（児童Ｉ）おきゃくさんがたくさんきてくれてとてもたのしかったです。わたしのつく

ったゴムのがっきで６年生のおねえさんが、ドレミのうたをひいてくれてすごかったです。

わたしもおねえさんにきいてひけるようになりました。

（ウ）２年生活科の活用→３年生理科「風やゴムのはたらき」でエネルギーの見方を育む

２０１０年１１月に２年生生活科で「ようこそ・わゴムワール

ド ～わゴムであそぼう～」の実践を行った学年の子どもたちが

２０１１年５月に３年理科「風やゴムのはたらきをしらべよう」

の実践を行った。２年生活科で十分にゴムについての気付きを体

験しているので、ゴムを引っかけて走らせる「カッとびカー」の

速さや走る距離とゴムののびの関係、物を動かすエネルギーとし

てのゴムの力を習得することができた。また、ゴムの学習のあと

【かっとびカーをコントロール】行った風についても、物を動かすことのできる「エネルギー」とし
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ての風を意識することができた。単元のおわりには、活用の授業として、風でうごく「ウイン

ドカー」、ゴムで走らせる「カッとびカー」を改良しておもちゃを作った。子供たちは楽しい

車を作って発表し合うことがで

きた。児童Ｊは、「カッとびカー」

の上部を改良して、ゴムのエネ

ルギーで矢が飛ぶように作った。

自分たちのアイデアをしっかり

と形にでき、実感をともなった

理解をすることができた。

【かっとびカーの上部を改良して 矢が飛ぶようになったぞ！】

(3)プランＣ：科学が好きな子を育てる豊かな表現力の育成

①実践１ 国語科・生活科の連携を強め表現力を伸ばす

２年国語科「たんぽぽ ひらやまかずこ」説明文＋２年生活科「たんぽぽの根をほろう」

（実践を行った年月：２０１１年５月）

（単元構想図は昨年度の応募論文Ｐ２４に示す）

（ア）たんぽぽの根は１００ｃｍ以上？実際に掘ってみよう！

根の長さについては「百センチ以上のものもあると書いてあるから、百センチぐらいのもの

もあるし、それより短いものもある」と、「ものもある」にこだわって話が進んだ。原本の根

の挿絵をコピーしたものを巻いて、少しずつ示したところ「わあ、長い」と歓声が上がった。

児童Ｋも「石がごつごつしているのに根がこんなに伸びるんだ」と驚いていた。このあと、取

ってきた他の草の根をいくつか見せた。「他の草の根は短い」「たんぽぽの根を見てみたい」

という声が上がった。【たんぽぽがじょうぶな草だとわかることばを見つけよう（板書）↓】

翌日、生活科の時間を使って、畑に咲いているたんぽぽを４人

グループで協力して掘ってみることにした。子どもたちは「土が固

くてなかなか掘れない」「たんぽぽの根がこんなに太いなんて知ら

なかった」と、水を入れて土をやわらかくしたり、道具を換えたり

しながら、２時間めいっぱい掘った。児童Ｋはたんぽぽ堀りのあと、

「平山さん感動メモ」（共感を筆者に伝える手紙を書くためのメモ）

【たんぽぽの根を掘ろう】に次のように書いた。

たんぽぽほりはとてもむずかしかったです。くろうしてとったのに、ねっこが、きれてみ

じかくなってがっかりしました。平山さんは、百センチい上のものをほったときは、うれ

しかったと思います。
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実際に掘ってみたことで、筆者の苦労と喜びが、文と絵に表れていることを、感じることが

できたと言える。図工の時間、掘ったたんぽぽの絵手紙を描いた。根の付け根から下へ上へと、

たんぽぽをよく見て描くよう伝えた。児童Ｋは、平山さんのように同じ大きさで根を描きたい

と言い、画用紙をもう一枚取りに来た。そして、「たんぽぽさん、ねっこが長いね。花がおし

ゃれだね。子どもが多いから名まえをつけるのがたいへんだね」と、手紙

を書いた。絵を描き、手紙を書きながら、たんぽぽへの思いを膨らませて

いることが分かる。 【児童Ｋの描いた絵手紙→】

（イ）たんぽぽの花は１８０、実際に数えてみよう！

一人読みで、児童Ｋは、「百八十もありました。これより多いものも少

ないものもあります」に線を引いた。仲間読みでは、「小さな花の数は、

これより多い二百・三百のものもある」と発言した児童に対して、「これ

というのは、百八十。だから、百八十より多いものもあるけど、少ないも

のもある」と意見が続いた。児童Ｋも、「花のほとんどが百以上で、二百

・三百もある」と答えた。平山さんの原本をテレビに映して見せると、小

さな花の一つ一つがみんな違う絵になっていることに子どもたちは、大変

感心した様子だった。原本には、「ちいさなはなが、２４０もついていま

した。６０のものや、１５０のものもありました」と書いてある。児童Ｋ

は、「６０のものもあるんだ」とつぶやいた。

「算数の時間に二人組で工夫して花を数

えてみようか」と伝えると、子どもたちは、次の放課に、さっ

そく北っ子の森に出かけ、たんぽぽの花を摘んできた。算数の

時間、摘んできたたんぽぽを５ずつにまとめて数えたり、１０

ずつにまとめて数えたりとそれぞれが工夫をして数えた。結果、

少ないので９７、多いので３２３の花を数えた。児童Ｋは、平

山さん感動メモに次のように書いた。

【たんぽぽの花を数えよう】

小さい花が１８０もあったのだから、平山さんはぜったいびっくりしたと思います。わた

しは、２１０こも花がありました。平山さんが数えた花よりも３０こも多かったです。Ｌ

くんの花は、３００なんこもあったので、すごいと思いました。

（ウ）共感を筆者に伝える子どもたち

教科書単元「手紙で知らせよう」で、手紙の形式を勉強した。そして、「いよいよ、平山さ

んへ手紙を書くよ」と伝えたところ、子どもたちから「やったあ、がんばる」と喜びの声が上

がった。書くときの留意点として、平山さんに手紙を送ることを約束するので、心を込めて書

くこと・はじめに伝えたように平山さん感動メモを見ながら書くことの２点を話した。子ども

たちは、にこにこしながら手紙を書いた。どの子も、用紙一枚にびっしりと思いを綴った。

児童Ｋは、ふだん字が乱雑であるが、一文字一文字丁寧に書いた。

ひらやまかずこさんへ

わたしはいま、ひらやまかずこさんがかいた「たんぽぽ」のべんきょうをしています。ひ

らやままずこさんがかいていたことはほんとうでした。だってわたしも、どようびのにっ

きのしゅくだいでも、たんぽぽをみたら、ひかげにさいていたたんぽぽはとじていて、ひ
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がさしているところはひらいていました。あと、わたげになっていたときは、ほんとうに

くきがぴんとなっていました。あとはなびらをかぞえたら、わたしたちはにひゃくじゅっ

こもありました。クラスでいちばんおおかったのはさいんびゃくにじゅうさんこでした。

５がつ２７にち 児童Ｋ

内容を読むと、「平山さんが言っていたことはほんとうでした」で始まり、その根拠①日か

げの花はとじていたけど、日が差しているところはひらいていたこと（日記には、日があたる

と書いてあるが、言葉を換えている）②綿毛になったときは、本当にくきがぴんと

なっていたこと③花を数えたら、２１０個もあったことの、３点を挙げている。平

山さんの感動を自分自身も体感し、平山さんが言っていることが本当だったことの

驚きを伝えていることが分かる。

（エ）教科書で学んだ内容と現実のたんぽぽの様子が一致する

「たんぽぽ」の授業を進めるうちに、子どもたち同様、教師である私たちもたん

ぽぽが気になってきた。いつもカメラを持ち歩き、たんぽぽが咲いているのを見付

けると、何枚も撮影した。ある日、長く長く茎を伸ばし、風を綿毛にあてて仲間を

増やそうとしているたんぽぽを発見した。思わずそのたんぽぽを摘んで教室に運ん

だ。国語の授業で話し合いが盛り上がったころ、廊下に忍ばせておいたたんぽぽを

ドアから少しずつのぞかせていくと、「わあ、すごい！長い長い！」と喜ぶ子ども

たち。教科書で学んだ内容と、現実のたんぽぽの様子が一致した時、子どもの中に、

教材文の言葉やその言葉のもつ意味がすんなり入っていくのだと実感した。私たち

自身が、筆者の思いを巡らせた瞬間だった。教材の良さを見極めて児童の実態に合

った授業を今後も追究していきたい。

【６４ｃｍもあるわた毛のついたたんぽぽ↑】

４ 評 価

(1)「自然とともにあゆむ北っ子科学大好きプロジェクトⅡ」の成果

①プランＡ：科学が好きな子を育てる環境

「しぜんはっけんマップ」の実践により、校内の自然のわずかの変化や、今までは気がつか

なかった小さな虫たちの営みにも目が向くようになり、学校の中でたくさんの新発見をするこ

とができた。また自分では気がつかなかった発見を、別の子から教えてもらうことによって、

「今度は自分も見つけるぞ」という科学の芽を育てることができた。

学区へ目を向ける実践として、３年生が「ビバちきゅうしんぶん」をまとめた。一つのテー

マにそって、グループで調べ、一つ一つの調べたことをまとめる学習を通して、学校から北っ

子の森を中心にした学区へ飛び出し子どもたちの自然を観察する視野を広げることができた。

親子ふれあい活動では、ＰＴＡ行事を通して、「北っ子の森での活動」「そよ風広場での活

動」に保護者の方を巻き込み、ネットワークを保護者へと広げたことにより、親子での自然を

通しての会話が増えた。保護者の方が、子供たちが活動する環境を知り、理解していただいた

ことによって、子どもたちは、自ら学んだ楽しさを保護者にも伝えやすくなり、科学が好きな

子が増えている。

②プランＢ：科学が好きな子を育てる活用の授業

４年理科「わたしたちのからだを調べよう」の実践では、追究課題「ひじの関節はどんなつ

くりになっているか？」を自分の頭で一人一人の子どもがじっくり考え、問題を解決していく

中で、学ぶ楽しさを実感できた。また、科学技術の先端に触れる活用の場面では、習得した知

識を十分に活用することができた。それとともに科学技術に対する驚き、感動、また、人の体

の巧みさにあらためて感動することができた。今回の活用の授業では、科学が好きな子どもに
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大きく迫れたのではないかと思う。

また２年生活科「わゴムワールド」から３年理科「風やゴムのはたらき」への理科生活科を

つなぐ実践では、２年生の活動が十分できていて、自らが工夫してものづくりをしたことで、

３年生の理科学習へ自然と入ることができた。風やゴムの「エネルギー」という見方も、２年

生での体験が十分生きていることが分かった。

③プランＣ：科学が好きな子を育てる豊かな表現力の育成

２年国語で、平山和子さんの「たんぽぽ」の説明文を取り上げた実践では、実際に体験する

ことにより、筆者の感動に迫ることができた。見本となる生き生きとした筆者の表現と、子供

たちが実際に体験したことが結びついたことにより、筆者の感動、そして筆者の表現が子ども

の中にとけ込むように入っていった。この実践により、いきいきとした表現を子どもたちは自

分のものとすることができた。

(2)実践を通した今後の課題と次年度への方向付け

①「しぜんはっけんマップ」と「はっけんカード」の実践は、本当に身近だが、なかなか気付

かない自然の発見をするのに、とても有効であり現在も継続実践中である。しかし、子どもた

ちがこうした身近な自然をじっくり見続けていくことを、持続することがなかなか難しい面が

ある。そこで、この「しぜんはっけんマップ」と「はっけんカード」を昼の放送で紹介したり、

「月間のはっけん大賞」として表彰したりして、身近な自然をじっくり見続けていことを、持

続させたい。

②「科学が好きな子を育てる環境」として、活動場所を学区へ広げ、保護者や地域の方へネッ

トワークを広げていくということを昨年の計画としていたが、範囲を広げることはなかなか大

変であった。学区の「ネイチャー・トピックス」「自然一斉調査」（昨年度・応募論文Ｐ１７）

は実現できなかった。そんな中、ＰＴＡ行事を通して、自然にふれあい、保護者の方を巻き込

み、ネットワークを保護者へと広げた「親子ふれあい活動（北っ子の森で宝さがし）（そよ風

広場で野外炊飯）」は非常に成果が大きかった。こうしたＰＴＡ行事と学区の自然を結びつけ

る活動を、これからも開発していく必要がある。

③４年理科「わたしたちのからだを調べよう」の実践で、追究課題「ひじの関節はどんなつく

りになっているか？」を子ども一人一人がじっくり考え、問題を解決していく中で、学ぶ楽し

さを実感できた。「本当にじっくり自分で考えたこと」は子どもたちの心に深く残っていって

いる。そして、問題解決で学ぶ楽しさを感じ、実感をともなった理解ができると、活用もでき

ることをあらためて感じた。今後は、問題をじっくり解決する場面も重視して、「子どもの意

識によりそった活用の学習」を開発していきたい。

④２年国語「たんぽぽ」の実践は、生活科や算数の時間の体験を通して感動を味わい、子供た

ちの表現力を豊かにすることができた。今後は、こうした実践を積み上げた高学年が、さらに

表現力を高める実践を展開していきたい。

５ 「３．１１東日本大震災」からプロジェクトを見つめ直す

(1)「３．１１」が変えたもの

３月１１日に起こった東日本大震災は、これまであった日本の人々のくらしを大きくかえて

しまった。これまでの常識も「想定外」という言葉で塗り替えられた。２０１１年３月１１日

は日本の大きな転換点である。私たちは、この東日本大震災の教訓からどのように学び、どの

ように反省し、何を子どもたちに伝えなければならないのか、「科学が好きな子ども」像をも

う一度見つめ直し、プロジュクトを修正して次年度へ盛り込もうと考えた。プロジェクトを見

つめ直すキーワードを次のページに簡単な言葉であげた。
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・大地震・津波 → 想定外 → 自然はこわい →自然はコントロールできない

自然をコントロールしない

自然とともにあゆむ

・原子力発電 → 想定外 → 安全神話の崩壊 →思いあがりからの反省・見直し

節電・エコ・ぜいたくをしない

・大地震・津波 →大きな被害→命の重さ・命を育てる→事実を知り、備える

・被災地の方の懸命な生活・表情 → 暴動が起きない 希望をもつたくましさ

宮城県気仙沼小学校「ファイト新聞」の心の輝き

・全国からの被災地支援 → 人と人のつながりの大切さ 人を思う心

・科学を発達させること→効率化・生産性・もっと良い物を→物に目がいっている

→物欲から離れる → 終的には人へ →生きる力を育む

じっくり考える力 コミュニケーション能力の大切さ

(2)仙台市へ転出した兄弟からの報告

２０１０年６月に、本校から仙台市に２年生４年生の兄弟が転出した。そして東日本大震災

があったため、転出した兄弟を知っている児童みんなが心配し、全校児童みんなで励ましの手

紙を兄弟へ送った。その返事が、Ｂ紙にまとめられて２０１１年４月に届いた。（下記写真）

兄弟の返事のＢ紙は、「心配してくれてありがとう」という気持ちと共に、①地震の起きた

ときの様子、②町の様子を地図と写真とコメントで紹介 ③新聞記事と自分の家と学校がある

ところの地図、④「また地震がくるときにそなえて」という富士松北小みんなへのメッセージ

が盛り込まれていた。子供たちにとってすごく分かりやすくまとめてあった。子どもたちみん

なが、特に驚いたのは、兄弟の家・学校はかろうじて無事だったが、そのすぐそばまで、津波

の浸水被害がきていて、ラインで示してあったことである。この津波の浸水被害のラインの東

西では、町の様子は全く違うことが明確に分かった。子供たちは、新聞テレビからの情報でな

く、自分の知っている友達からの情報にじっくり見入っていた。

３／１１の地震の時の様子
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ぼくはプレハブ校舎の２階にいて、６時間目に地震にあいました。始めは少しのゆれだ

ったけど、だんだん強くはげしくなり、すごく長い間ゆれました。気付いたら教室中、教

科書やノートだらけで足のふみ場もないくらいでした。泣いている子もたくさんいました。

この日から、電気、ガス、水道すべて止まってしまい、とつぜんいつもとちがう生活が始

まりました。ちらかった家の中から懐中電灯やラジオを探し、夜はくらやみの中でおかし

やパンを食べました。・・・・

(3)「３．１１」からプロジェクトを見つめ直す

(1)のプロジェクトを見つめ直すキーワードと(2)の転出した兄弟からの報告をもとに以下の

４つについてプロジェクトを見直した。

①人は、自然の美しいことを知り、自然の恵みを受け、自然から多くのことを学んできた。し

かし、東日本大震災では、あらためて圧倒的な自然の力を思い知らされた。科学の発達にとも

ない、ともすると自然をコントロールできるのではないかという錯覚に陥ることがあるが、自

然はコントロールできるものではない。自然をよく理解し、自然とともにあゆむことをあらた

めて大切にしたい。

②家が流され、すべての物がなくなってしまった被災地で、「命があれば、これからどうとで

もなる」とたくましく語ってみえた方がいた。 終的には人である。被災地の方の懸命な生活、

苦しくつらい中でも希望をもって強く生活する姿に、「生きる力」の強さを感じる。この「生

きる力」を育むことこそ大切である。本校では、この生きる力を育むため「よく考え、判断し、

表現できる子の育成」を平成１９年度より掲げて研究にとりくんできている。その中でも「よ

く考え、判断し」の部分をあらためて大切にしていきたい。

③被災直後も暴動が起きず、配給の食べ物をきちんと並んでもらう姿に世界中から賛美の声が

あがった。また、苦しい避難所生活でも、何とか明るく過ごす姿をテレビで見ることがある。

もちろんつらいのであるが、こうした前向きな姿で生活できているのは、コミュニケーション

がとれて、人と人のつながりがうまくいっているからである。逆にコミュニケーションがとれ

ず、人の心が分からないと、さまざまな問題が起きてくる。今まで豊かな表現力を育むことを

大切に実践してきたが、そこに、コミュニケーション能力の大切さもあらためて強調していき

たい。

④今回の震災で、「自分の命を守るために」あげられた数多くの教訓や事例を直接学び、私た

ちが住む地域で、東海地震が発生したときにも「命を守り、地震に備えていける実践」も行っ

ていきたい。

６ 平成２４年度の計画・「自然とともにあゆむ北っ子科学大好きプロジェクトⅢ」

「今回の実践を通した今後の課題と次年度への方向付け」と「３．１１からプロジェクトを

見直す」を合わせて以下のように研究プランを考えた。

「２３年度の実践の課題と次年度への方向付けから」

Ａ環境 Ｂ活用 Ｃ表現

・「しぜんはっけんマップ」 ・問題をじっくり解決する ・豊かな表現力を育んだ実践

の継続により科学の目を育 場面の重視 を積み上げた高学年が、さ

てる ・「子どもの意識によりそ らに表現力を高める実践の

・ＰＴＡ行事と学区の自然を った活用の学習」の、 展開

結びつける活動の開発 さらなる開発
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「３．１１からプロジェクトを見つめ直す」

新プランＡ 新プランＢ 新プランＣ

「自然とともにあゆむ」 「じっくり考え解決し活用 「表現力とコミュニケーション」

・自然をよく理解し、 する」 ・豊かな表現力と共に、人の

自然とともにあゆむことを ・「よく考え、判断し」の 気持ちを理解してコミュニ

あらためて大切にする 部分を重視する ケーションする力の大切さ

・自然を大切にしていこうと ・「自分の命を守る」東海 をあらためて強調する

いう環境教育の充実 地震に備える実践

新しい科学が好きな子ども像

①自然に浸り、自然とともにあゆむ中から、多くの気づきや疑問、感動をもつことができ

る子

②自ら抱いた問題を、じっくり考え解決していく中で、自ら学ぶことの楽しさやわかるこ

との喜びを知り、習得した知識や技能を身近な生活や活動に活用できる子

③自らの達成感や喜びを人に伝え、自分の考えを表現し、コミュニケーションできる子

(1)新プランＡ「自然をよく理解し、自然とともにあゆむ」

２年前より、本校の研究タイトルは「自然とともにあゆむ北っ子科学大好きプロジェクト」

であるが、あえて今さら「自然とともに」を重視したい。自然の驚異的な力の前で、人は本当

に小さい存在である。自然を素直に受け入れる目と心をもち、「命の大切さ」を考える子に育

てていきたい。また、自然には危険がいっぱい潜んである。本校での活動も、「スズメバチ、

マムシ、ムカデ、ヨコズナサシガメ」など生き物の危険を十分把握した上で活動をしている。

また、竹や樹木の間伐のときの倒れてくる竹や樹木の幹の重さは想像以上の重さであり、十分

注意していないと怪我をしてしまう。そうしたこともしっかり理解をして、自然とともにあゆ

む活動を広げていきたい。

①「しぜんはっけんマップ」の継続と充実

お昼の放送で「しぜんはっけん」を紹介

現在行っている「しぜんはっけんマップ」を子どもたちが自ら、全校児童にもっとアピール

し、自然を鋭く観察する目をさらに鍛えていきたい。また、「自然の中にひそむ驚異、危険、

注意すべきこと」もどんどん紹介していきたい。また「月間のはっけん大賞」を表彰し、子ど

もたちの意欲を高めたい。

②ＰＴＡ行事と学区の自然を結びつける活動を展開

たくさんの方が参加する親子野鳥観察会と森と野鳥の保護
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毎年初冬になると、北っ子の森に隣接する「岩ケ池」と、

学校の北東方向にある「上すり池」にたくさんの鳥が来る。

毎年１２月の土曜日に「親子野鳥観察会」を行ってきたが、

参加者が少なく細々と行ってきた。しかし、冬の北っ子の森

を散策し、たくさんの野鳥が観察できるこの親子野鳥観察会

は、保護者の方へ、学区の自然をアピールしネットワークを

広げる大変有効な場である。そこで、この親子野鳥観察会の

【岩が池にきたアオサギ】 内容を見直し、参加して楽しい会にするとともに、参加を大

々的に呼びかけ、たくさんの親子が参加する会にしたい。そして、学区の自然を知るとともに、

学区の自然を大切にしていく環境教育の場としていきたい。

親子野鳥観察会の新しい内容

①岩ケ池で 野鳥観察 （野鳥の会の方のガイド）

②北っ子の森の桜広場で 刈谷にくる野鳥を覚えよう「野鳥クイズ大会」

③上すり池で 野鳥観察 （野鳥の会の方のガイド）

④野鳥フォトコンテスト 野鳥の写真を親子で撮ろう

⑤そよ風広場で あったかいおやつタイム

⑥そよ風広場で 環境教育＆落ち葉で作品をつくろう

(2)新プランＢ「じっくり考え解決し、活用する授業実践」

①自ら抱いた問題について、じっくり考え解決する＆子どもの意識にそった活用の学習

３年理科「ものの重さをしらべよう」の授業実践計画案

ア 単元目標

物と重さについて興味・関心を持って追究する活動を通して、物の形や体積、重さなどの性

質の違いを比較する能力を育てるとともに、それらの関係の理解を図り、物の性質について

の見方や考え方を持つことができるようにする。

・ 物は形が変わっても重さは変わらないこと。

・ 物は、体積が同じでも重さはちがうことがあること

イ 単元について

（１）知的好奇心を高める教材との出会いをさせる

（ヘルスメータを使った重量測定をさせる）

本校では、毎学期体重測定を行っている。また、家でもヘルスメータで体重を量っている子

どもも多い。そのため、子どもたちにとって体重を量ることは身近に感じられることである。

そこで、体重計を使って体重を量ることから始めることで、子どもたちの重さの学習を身近に

感じさせることができると考えている。ここで、いろいろな体勢で体重計に乗って体重を量る

時間を十分に取り、体勢を変えても体重は変わらないことを子どもたちに体感させたい。

また、この活動に付け加え、ヘルスメータを使って物の重さを量る活動を取り入れる。

こうした活動から、子どもたちは、「物は、乗せ方を変えたり、形を変えたりしても重さが

変わらないのか」という問題を持ち、物の重さへの好奇心が高まることになるだろうと考えた。

（２）実感を伴う理解をさせる（袋詰めで、これまでに得た知識を活用させる）

チャック付きの袋をできるだけ一杯にして、１００ｇにすることを目標に袋詰めを行う。詰

める物はガラス玉、スチール球、プラスチック球、発泡スチロール球、木球、アルミ球の中か



- 18 -

ら何種類でも好きな数だけ詰めることができる。

この活動では、袋の中身を詰め替えることで、袋の中身をより一杯に、より１００ｇに近づ

けようという思いから、「物は形が変わっても重さは変わらない」、「物は体積が同じでも重さ

が違うことがある」という２つの知識を活用することになるだろう。この活動を通して、習得

した知識を活用することで、より実感を伴った理解へ近づけると考えている。

（３）表現力を養う（事実をもとに、自分の考えを相手に伝える力を養う）

体重やいろいろな物の重さをヘルスメータで量り、気付きを発表する場面で、数値を使う、

図や絵を使う、実際に再現するなどして、相手に伝わるように工夫して発表することで、表現

力をつけさせたい。

また、袋詰めの場面では、袋の中身の何をいくつ出して、何をいくつ入れたのかという事実

を話し、そのように入れ替えた理由を話させるようにする。

そのために、何をどれだけ詰め替えたのかと、その時の重さが分かる表と、詰め替えたわけ

をメモできるワークシートを用意して発表の支援をしたい。

ウ 単元構想図

内 容 段階 主な活動の流れ □指導上の留意点 ★教師の支援

時数

ヘルス 出会

メ ー タ い 体重計で人の体重や、いろいろな物の重さを量ったりしてみよう

で い ろ １

ん な 者 ○体重計にいろいろな体勢で乗っ □ グループごとに、いろいろな体勢

の 重 さ て体重を量る。 で体重を量らせる。

を 量 ろ ・体勢を変えても体重は変わらな ★ 体勢を変えることと形を変えるこ

う いな。 とが、子どもの意識の中で結びつく

・人以外のものでもそうなのか ような支援を行う。

な。

□ 椅子、机、本など身近な物の重さ

○体重計で人以外の重さを量って を量るようさせ、物の重さへの関心

みよう。 を高める。

・乗せ方をいろいろ変えても重さ

は変わらないね。

物 の 重 習得 物の形を変えても重さは変わらないのだろうか？

さ に つ ４ じっくり考え・解決させていく

い て も

っ と く ○子どもたちが持ち寄った形を変 □ 子どもたちに自分の家にある形を

わ し く えられるものを使って、形を変 変えられるものを持ち寄らせる。

調 べ よ えてそれぞれの重さを量る。 □ 同じ重さでも体積が違うものや体

う。 ・物は形を変えても重さは変わら 積が同じでも重さが違う物も用意し

ないね。 ておく。

・同じぐらいの重さでも大きさが ★ 子どもが重さと体積の関係に目を

違っているものがあるみたい 向けることができるように支援す

だ。 る。

同じ重さでも物の種類によって体積が違うのだろうか？

じっくり考え・解決させていく
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○子どもたちが持ってきた１ｋｇ □教師も同じ１ｋｇの重さで体積の

の重さのものの体積に目を向け 違いが大きいものを用意しておく。

て、気がついたことを発表する。 ★同じ重さでも体積が違うことに目を

・同じ１ｋｇという重さでも体積 向けさせる。

が違う。

同じ体積でも物の種類によって重さが違うのだろうか？

じっくり考え・解決させていく

○同じ体積の物の重さを量って比 □同じ体積で重さの違う物（アルミ、

べる。 木、スチール、プラスチックなど）

・同じ体積でも重さが違うんだ。 を用意する。

今 ま で 活用 袋をいっぱいに詰めて１００ｇにしよう！

学 ん だ ２

ことを ○チャック付きのビニール袋をで □詰める物としてガラス玉、スチー

きるだけ一杯にして１００ｇに ル球、プラスチック球、発泡スチロ

活 用 し する。 ール球、木球、アルミ球を用意する。

よう ・１００ｇに近づけるために同じ □どのように１００ｇにしていったの

体積の重いものに入れ替えよ かその過程と理由をノートに記録し

う。 ておかせる。

・袋を一杯にするため、同じぐら ★道具として天秤を用意して体積と重

いの重さの体積の大きいものに さの関係を意識できるように支援す

入れ替えよう る。

★何をいくつ出して、どれをいくつ入

○どのように詰め替えて１００ｇ れ替えたという事実をはっきり言わ

にしたのか理由をつけて発表す せ、どうするためにそうしたかとい

る。 う理由をつけて発表できるように支

・８０ｇしかなかったので、木球 援する。

をスチール球にしたよ。理由は、

同じ体積なら木球よりスチール

球の方が重たいからだよ。

・スチール球１個をプラスチック

球２個にしたよ。理由は、１０

０ｇに近かったけど、袋が一杯

じゃなかったからだよ。

②自ら抱いた問題について、じっくり考え解決する＆子どもの意識にそった活用の学習

６年理科「土地のつくりと変化」の授業実践計画案

ア 単元目標

・土地のようすやつくりに興味・関心をもち、地層のつくりや地層に含まれているもの、地

層のでき方について進んで調べようとする。 （関心・意欲・態度）

・地層には、流れる水のはたらきでできたものや、火山の活動でできたものがあることを推
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論することができる。 （科学的な思考）

・土地の変化とその要因を調べ、まとめることができる。 （観察・実験の技能・表現）

・地層は、流れる水のはたらきでできることや、火山の活動でできるものがあることを理解

できる。また、土地は長い年月の間に火山活動や大きな地震の力により変化してきたこと

を理解できる。 （知識・理解）

イ 単元について

(1)単元にかかわる先行する体験や基礎的・基本的な知識・技能

第５学年の「流れる水のはたらき」での学習を通して、流れる水には「けずる、運ぶ、積も

らせる」という働きがあることを学んだ。また、川の上流と下流では、水の流れに違いがあり、

川原にある石についても様子が違うことを学んだ。

一方、普段の生活で、自分が生活している地面の下の地層について、考えをもっている子は

ほとんどいない。地層から出てくる化石については、興味をもっていて、自分で持っていたり、

掘ったりした経験がある子が少しいる程度である。

(2)教材のとらえ

私たちは、自分の立っている地面の中のことを意識することは少ない。小学校６年生の子ど

もたちにとっては、なおさらのことで、ほとんど地面の下のことを考えることはない。地面に

落ちている岩石や砂に意識を向けることも少ない。また、刈谷市では、地層を観察することが

できる露頭が少なく、旅先や写真で見たことはあるものの、地層に関する関心は低い。

しかし、この地面の中には、長大な時間をかけてつくられた歴史や、過去の環境やその変遷

の、膨大なデータが眠っている。そこで、この地面の中に目を向けさせるために、学区の三好

層の観察と富士松北小学校のボーリング資料の観察から学習に入る。その後、地層の「しまし

ま」に目を向けさせ、その構成とでき方を追究する。そして、「しましま」のない地層写真か

ら火山の活動を学習し、「しましま」の変形した地層写真から地震による地層の変化を学習す

る。その後、活用の学習として、刈谷市高津波町からとれた「巨大なカキの化石」と恐竜の化

石「ティラノサウルス・レックス」を取り上げる。子供たちは、地層に眠っていた「巨大なカ

キの化石」「ティラノサウルス・レックス」に強い関心がわき、その化石について、知りたい

という気持ちを強く持つに違いない。化石を通して地球の過去を推測する方法や考え方を習得

させ、さらには、その楽しさを実感させたい。

ウ 本単元で活用させたい知識・技能

・土地は長い年月の間に火山活動や大きな地震の力により変化してきたこと

・地層や地層からでてきた化石などを調べることにより、長い年月に起こった火山活動や

地震、地球の過去を推察することができること。

エ単元構想図（１７時間完了）

内 容 段 階 主な活動の流れ

・身近な地 出会い ①学区の地層（三好層・諫山君の家の下）を観察しよう

層の観察 ②自分たちの運動場の下は？ 富士松北小のボーリング資料の観察

・地層を作っているもの

・地層のでき方・流れる水・火山

・地層を作 習 得 ③「しましま」は何でできているのか

っているも ④れき岩・砂岩・泥岩の観察
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の ⑤「しましま」はどうやってできたのか

（じっくり考え解決させる）

・地層ので ⑥「しましま」を作る実験をしよう・流れる水のはたらきによる

き方・流れ 地層

る水・火山 ⑦「しましま」のない地層はどうやってできたのか

（じっくり考え解決させる）

⑧火山の活動でできる地層を調べよう

・土地の変 ⑨「しましま」はどうして変形したのか考えよう

化 ⑩⑪⑫地震の活動などの大きな力による土地の変化を調べよう

東日本大震災から学ぶ

⑬化石を含む地層を調べよう

⑭ヒマラヤ山脈からどうしてアンモナイトの化石が出てくるのか

・化石から 活 用 ⑮刈谷市高津波町からとれた「巨大なカキの化石」から分かること

（じっくり考え解決させる）

分かること ⑯⑰「ティラノサウルス・レックスの化石」から分かること

（じっくり考え解決させる）

③「自分の命を守る」東海 地震に備える実践

４年総合「自分の命を守ろう・東海地震が発生したら」の授業実践計画案

自分の命を守ろう―東海地震が発生したら―

東日本大震災のニュースに目を向けよう （７時間）

①新聞記事を集めよう

②ニュースを見て感想を書こう

③仙台へ転校したＭくんの様子を知ろう

④困っている人はどんな人か知ろう 何が不足しているのか知ろう

⑤コマーシャルが変わったのはなぜか考えよう 刈谷の工場がストップしているのは？

⑥刈谷市は、東日本大震災の被災地にどんな支援をしたのだろうか？

地震のあとには、

津波がくることがあ

るよ。

電気・水道・ガス

がストップするよ。

火災も起きたよ。

九死に一生を得た

人は、何がよかった

んだろう。

けがをしている

人。病気でも診察で

きない人がいるよ。

家族と離れ離れ

になって、なかなか

会えなかった人がい

っぱいいるよ。

苦しくても怒ら

ないで、みんな食べ

物をきちんと並んで

もらっているよ。

液状化現象で、

ディズニーランドが閉

園しているんだって

窓ガラスが割れた

り、ブロック塀が壊

れたりしているよ。
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⑦市の防災課の方から今回の東日本大震災の被災地への支援を聞こう

自分たちの学区は、地震のとき大丈夫なんだろうか （６時間）

⑧地震に強い家（愛知県出前授業）を知ろう

⑨防災マップを読み取ろう 危険個所を目で見て考えよう

⑩家族の避難場所はどこなんだろう？避難したときどうやって生きていくのだろう？

⑪防災倉庫の中はどうなっているの？ あちこちで火災が発生したらどうするの？

⑫津波の心配なところはどんな場所だろう？

⑬国や県・市の対策を知ろう

自分たちが今しておくとよいことは、何だろう １０時間

⑭けがをしたときの手当てをできるようにしておこう

⑮登下校のときに地震が発生したらどうするか、判断できるようにしておこう

⑯避難場所を決めておこう

⑰⑱防災グッズを用意しよう

⑲⑳ライフラインがストップしても生活できる工夫を知っておこう

21・22・23 家の中・学校で地震が起きたらどうするか、判断できるようにしておこう

好き嫌いをなくしておこう

東日本大震災でつらい中、がんばる子どもたちに手紙を書こう ２時間

(3)新プランＣ「表現力とコミュニケーション」

①表現力を豊かにし、コミュニケーション能力を高める

６年国語科「わたしたちの『未来』について討論しよう」の授業実践計画案

ア 教材名 「百年前の未来予測」

イ 単元目標

・パネルディスカッションの準備や話し合いに積極的に取り組もうとしている。

（関心・意欲・態度）

・討論の形式やルールを知り、自分の立場や意図を明確にして話したり、話し手の意図

を考えながら聞いたりしている。 （話す・聞く）

・資料を手がかりに未来予測し、自分の考えを発表原稿にまとめている。 （書く）

・未来予測記事について筆者の考えを読み取っている。 （読む）

ウ 単元について

（１）単元のとらえと手だて

卒業に向けての活動の中で、児童はこれまでの生活を振りかえるとともに将来へのさまざま

な思いを抱いている。歴史学習を通して日本の歩みにも関心が高まっている。そこで、未来予

測について書かれた本題材をもとに、自分たちでも未来について考え、討論する学習を設定す
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る。多様な視点や考えを出し合う討論の良さに気づかせ、未来への展望をもてるような学習を

行いたい。

① 筆者の未来予測に対する読み取りを、自分の未来予測に生かす。

未来についての討論をすることを目標に題材を読み取る。５つの項目を現在の様子、予測の

内容、当時の様子の視点でまとめ、筆者が当時の科学技術を根拠に、期待を込めて予測したこ

とを読み取る。また、科学の進歩による利点と問題点という視点に気付かせる。

② 現在の様子を根拠として未来予測させるための資料を集める。

多様な未来予測ができる分野かどうか検討し、図書資料を準備したり、インターネット検索

をさせたり、家族に取材させたりする。

③ 調べたことをもとに発表原稿を書き、一人一人に自分の考えをもたせる。

現在の様子、未来予測、進歩が生み出す利点と問題点、その理由、予測に対する自分の考え

や希望の項目で書かせる。原稿を書く際には、使う文型を示して、参考にさせる。

友達と読み合うことによって、話し方や資料の提示の仕方について工夫させる。

④ 全員が討論に積極的に参加できるよう、グループで予測を聞き合う場を設定する。

⑤ 他の教科書のパネルディスカッションを提示したり、他学級の討論の様子を参観したり

することによって、討論会をイメージしやすいようにする。

（２）本単元で活用させたい知識・技能

・題材の読み取りを活用し、現在の様子を根拠として未来予測したり、利点・問題点の視点か

ら考えたりする力

・「ニュース番組」の発表や「わたしたちの町の未来」についての話し合い活動を活用し、

資料を提示したり、引用したりして話す力

・「ディベート」の学習を活用し、「～さんの～意見に賛成で（反対で・付け足しで）」の話形

を使い、話し手の考えや意図を聞き、自分の立場を明確にして話す力

エ 授業の展開例

（１）目標

・パネルディスカッションの形式やルールを理解し、自分の立場や意図を明確にして話

したり、相手の意図を考えながら聞いたりすることができる。

（２）準備

児童・・・発表原稿、資料 教師・・・フラッシュカード、ワークシート

（３）授業の流れ

時間 学 習 活 動 指導上の留意点

５ １本時のめあてを確認する。 ★進行表を掲示し、流れが分

かるようにしておく。

３０ ２「未来の環境」について、パネルディスカッシ ★パネラーには異なる視点を

ョンをする。 もつ児童を選び、提案させ

る。

○討論内容と司会者、討論者の紹介 ★司会者とは綿密に打ち合わ

せ、話し合いが円滑に進行

○討論者による意見発表 するよう事前指導しておく。

□資料の提示には、絵やＯＨ

○討論者による討論 Ｃなどを使い、分かりやす

く提示させる。

○討論内容の要約（司会者） ★討論の内容は、キーワード

で板書する。

○参加者（フロア）からの質問と応答 ★話し合いが進まないときは、
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助言したり、指名して発表

○全体討議 を促したりする。

□同じ話題で原稿を書いてい

る子には、全体討議の場で、

自分の資料を提示して発表

する機会を与える。

５ ３ 振り返り（自己評価）を書く。

５ ４ 友達の発言の内容や話し方の良いところを発

表する。 □簡単にＡＢＣで評価できる

ワークシートを用意する。

□２，３人の児童を指名する。

（４）評価

・パネルディスカッションの形式やルールを理解し、自分の立場や意図を明確にして話

したり、相手の意図を考えながら聞いたりすることができる。

②表現力を豊かにし、コミュニケーション能力を高める

毎週木曜日授業後の１０分間「ドングリタイム」でコミュニケーション能力を高める

２００９年度より、毎週木曜日の授業後に１０分間のドングリタイムを設定した。このドン

グリタイムは、言語活動の充実を図るため話型を示したワークシートなどを用意して「スピー

チ・対話・グループ討論の仕方」などを練習している。このドングリタイムの効果により、低

学年でも授業中の発言などで息の長い分かりやすい発言ができるようになっている。このドン

グリタイムでは、対話、討論などを通して、コミュニケーション能力も高まってきている。さ

らに構成的グループ・エンカウンターやソーシャルスキルトレーニングをドングリタイムに取

り込むことにより、コミュニケーション能力を高めていきたい。

（構成的グループ・エンカウンターやソーシャルスキルトレーニング→参考引用文献「時々オ

ニの心が出る子どもにアプローチ・ソーシャルスキルトレーニング 曽山和彦著 明治図書）

７ おわりに

本校を転出した兄弟から送られたＢ紙の手紙には、次のようなことが書かれていた。

津波の被害はとても大きかったです。いつも遊びに行っている所の景色が一瞬で全く変わ

ってしまって大変なことになったなあと思いました。ぼくもあと少し海の近くに住んでい

たらどんなふうになっていたんだろう・・と思うと、すごくこわいです。

また地震がくるときに備えて・今回の経験からぼくが思った、あると便利な物を書きます。

ラジオ（情報を得るのに必要）カセットコンロ（ガスがないときちょとした料理ができる）

懐中電灯（電気がないときは必要）かんづめ（調理しなくてもすぐ食べられる）

おかし（家につねにあったから助かった）ラップ（皿が洗えないので皿にしいて使う）

被災しながらも、本校の児童のために、分かりやすくまとめただけでなく、自分の感想やこ

れからのみんなへのメッセージが書かれてあった。本校の「自然とともにあゆむ北っ子大好き

プロジェクト」で学んだ児童が、こうしたみんなのためになる表現ができ、たくましく生活で

きていることがとてもうれしかった。

被災地の一日も早い復興と、被災された方に本当の笑顔が戻ることを願うと共に、「東日本

大震災」をのり越えて「科学が大好きな子」を育む実践を、今後も続けていきたい。
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