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Ⅰ 本校が考える「科学が好きな子ども」とは・・・

○ 「自然とのかかわりを深め」とは・・・

○ 「科学的な認識の更新を繰り返しながら」 とは・・・

○ 「自然と共に生きていく」とは・・・

わたしたちは「科学が好きな子ども」を

と捉えている。

子どもたちが身近な自然に対し主体的に働きかけ，その過程

において見いだした「問い」を基に追究していこうとする姿で

ある。科学が好きな子どもは，自然の事物・現象に出合った時，

不思議さや神秘，疑問といった直感的に感じる心が震え，目

的・問題意識をもって意図的に自然の事物・現象にかかわって

いくのである。「かかわりを深め」とは，自然の事物・現象に

対して，友だちと共に繰り返し働きかけたり，じっくりと浸っ

たりする姿のことである。

「科学的な認識の更新を繰り返しながら」とは，子どもたちが

あらかじめもっている自然の事物・現象についての素朴なイ

メージや認識を，問題解決の過程を経ることで，科学的に意

味付け・関係付けがなされ，より妥当なものに更新していこ

うとする姿である。つまり，科学的な認識とは，自分たちな

りに創り上げた論理であり，必ずしも厳密に言う科学的なも

のとは言えない。しかし，そこに結論付ける過程こそ，わた

したちは大切にしていきたい。

科学が好きな子どもは，新しい知識を獲得したことだけに喜びを感じるのではなく，友だちと共

に自然の事物・現象についての新しい見方や考え方を創り上げていくよさも感じているのである。

「自然と共に生きていく」とは，友だちと共に創り

上げた見方や考え方を基にして「これまでの自分」や

「自然」を見つめ直す姿である。科学が好きな子ども

は，学びを通して自分や自然を振り返った時「できる

ようになった自分」を実感したり「まだまだな自分」

を自覚したりすることができる。また，自然に対して

今まで見えなかったものが見えるようになったこと

で「まだまだ知らないことがたくさんあるんだ」とい

う謙虚さが生まれるのである。つまり，自然に対して

より視野を広げ，共に生きていこうとする姿が見られ            

るのである。

自然とのかかわりを深め，科学的な認識の更新を繰り返しながら，

自然と共に生きていく子ども
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Ⅱ これまでの実践と考察

自然とのかかわりを深めながら，共に科学的な認識の更新を繰り返す子ども

感 性

創造性

主体性

自然の事物・現象に不思議さや神秘，疑問を感じることができる子ども

  
日常の生活の中で未知なるものに出合った時，それまで何気なく見ていた自然の

事物・現象に対して直感的に感じる「えっ，どうして？」「すごい！」「きれい！」

などという気持ちをもつことを大切にしている。共に科学的な認識の更新を繰り返

す中で，今までは見えなかったものが見えるようになった時「そうだったのか！」

という実感を得ることができる子どもを育みたい。

「やっぱり，あの時～なったのは･･･」と観察や実験の結果と生活経験を関係付け

て考えたり，友だちが感じた小さな疑問にも耳を傾け「そうだよね」と共感したり

「○○君の考えは分かるけど，ぼくは○○って思うよ」と自分の考えを主張したり

することで，自然とのかかわりをより深めていく。そういう過程を大切にする中で，

共に自然の事物・現象に対する新たな見方や考え方を創り上げることに，喜びを感

じることができる子どもを育みたい。

改めて自然を見つめ直し，共に生きていこうとする子ども

友だちと共に科学的な認識の更新を繰り返す中で，今まで見えなかったものが見

えるようになるということは，同時に「自分にはまだまだ知らないことがたくさん

あるんだ」と感じることでもある。そのことで，自然に対してより謙虚になるとい

うことである。そのような謙虚な気持ちで自ら自然に働きかけ，自然環境を大切に

し，守りながら共に生きていこうとすることができる子どもを育みたい。

子どもたちが，互いの見方や考え方を大切にしながら「科学的認識」（規則性，法則，原理，技

能など）を更新していくための中心には，毎日の理科の授業がある。日々の授業の充実なくして「科

学が好きな子どもの育成」を論じることはできないという考えは，ずっと変わらない信念である。

「センス・オブ・ワンダープロジェクト 2012～復興～」において, わたしたちはこれまでも大切

にしてきた「授業づくり」「連携づくり」「環境づくり」の中でも，『「授業づくり」「環境づく

り」からのアプローチ』に重点を置き，わたしたちがめざす科学が好きな子どもの姿を求め，実践

に取り組んだ。『「授業づくり」からのアプローチ』では「問い」「可視化」「話し合い」の３つ

視点から科学が好きな子どもを育成するための具体的な手立てを講じた。

わたしたちがめざしている子どもの姿は「科学が好きな子ども」像にある。

その中にある感性，創造性，主体性とは…

１ センス・オブ・ワンダープロジェクト 2012 の手立て
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<子どもの学びのエピソードを

生かした事象提示（４年)>

<地層のはぎ取り標本の提示（６年）

【「授業づくり」からのアプローチ】

手立て（１） 認識のずれから引き出される「問い」

科学が好きな子どもは，問題解決のプロセスにおいて「問い」が連続し，主体的に問題を解決し

ていく。わたしたちは「問いとは，子どもが次なる活動へ自ら動き出すためのきっかけや原動力と

なるもの」と捉えている。わたしたちは，問題解決のプロセスの中で，子どもの「問い」が連続す

るような単元・一単位時間の授業の展開を構想することで，子どもたちの「問い」が連続し，子ど

もたちの科学的な思考をより深めることができるのではないかと考えた。

そこで，わたしたちが大切にしたい子どもの追究活動の原動力である「問い」を引き出し学級全

体で共有するために以下の２つの手立てを講じた。

「認識のずれ」とは，自然の事物・現象に出合った子どもた

ちがもつ「○○って，△△じゃないの？」という「自然の事物・

現象と今の自分の認識」や「ばくは・・・と思うけど」「えっ？

そうかなあ？わたしは・・・」のような「自分の認識と友だち

との認識」の間にある，解釈できない見方や考え方の差異であ

る。そして，互いの「認識のずれ」を捉えた子どもたちは，そ

の原因や理由を解決するために，自然の事物・現象の仕組みや

働きなどを追究しようと自ら動き出すのである。

このような「認識のずれ」を引き出すために，教材を開発す

したり，自然の事物・現象に出合わせる工夫をしたりすること

が大切であると考えた。                              

わたしたちは，授業の中の子どもたちの姿や授業の終末に書く理科日記（本時の学びの振り返り）

から子どもの学びのよさを見取り，価値付けたエピソードを累積

し，次時以降の学習に生かしていくことができるように努めてい

る。これまでの学びのエピソードの中から，教師が見取った子ど

もたちの気付きや疑問を授業の導入で子どもたちに投げかける。

そうすることで，前時までの学びを想起したり，友だちの疑問や

気付きについて互いの考えを学級全体で話し合ったりしながら，

学級全体で解決していく問題を共有することができるのである。

このように，子どもたち自身が，自らの学びを振り返る場を授

業の中に意図的に設定することで，子どもの学びが細切れになら

ず，関係性をもって連続的に展開することができる。

【「授業づくり」からのアプローチ】

  手立て（２） 子どもの感じ，考えていることの可視化

わたしたちは，感じ，考えている子どもたちの内面を見えるようにしたいと願っている。なぜな

ら，問いを追究する過程で子どもたちが感じ，考えていることは，一人一人違うからである。

○ 問いを解決するための見通しを明確にするために「自分なりの論理」を可視化する。

○ これまでとは違った見方や考え方で身近な自然や生活を見つめ直したり，自分の変容を実感

したりできるように「これまでの学び」を可視化する。

手立て（１）－② これまでの学びを振り返ることができる場の設定

手立て（１）－① 「認識のずれ」を引き出す教材開発と事象提示の工夫
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そこで，授業の中で感じ，考えている子どもたちの内面を可視化するために以下のような２つの

手立てを講じた。

       〈理科日記〉               〈学びの物語〉

子どもたちが「自分なりの論理」からより科学的な見方や考え方である「自分たちなりの論理」

を創り上げるためには，観察の視点や実験の方法を出し合ったり，得られた結果から考察し，練り

上げたりするような話し合いが大切だと考えた。

そこで，わたしたちは次の場面での話し合いの場を設定することを手立てとし，実践検証をした。

自然の事物・現象との出合いから生じた「自分なり

の論理」を基に話し合うことで，互いの「認識のずれ」

が明らかになり「問い」を見いだすことができる。

【「授業づくり」からのアプローチ】

  手立て（３） 自分たちなりの論理を創り上げるための話し合い

手立て（３）－① 「自分なりの論理」を大切にした話し合いの場の設定

手立て（２）－① 話し合いや，自分の考えをノート等に書く場の確保

手立て（２）－② 「理科日記」や「学びの物語」などへの記述と書く際の言葉がけ

<互いの考えの交流>〈内面の表出する話し合い〉
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ほかの班の観察や実験等の方法や結果について交流す

ることで，自分たちの方法や結果と比較したり，新たな方

法やきまりを発見したりすることができる。

観察や実験等の結果や得られた情報を基に考察し，友だ

ちと話し合うことで，より客観性の高い「自分たちなりの

論理」を創り上げることができる。

話し合いにおいては，「すごい。よく見つけたね。○○

さんの班ではこんなことしていたよ」と，子どもたちの交

流を促すことばがけをしたり，「○○って言っていたけれ

ど，どういうことかな？」のように結果を考察し練り上げていくための問い返しをしたりといった

教師のコーディネートも大切にしていきたいと考える。

【「環境づくり」からのアプローチ】

本プロジェクトでは，昨年度記述したとおり，わたしたちが震災から学んだことを基に子ども

たちが理科を学ぶ「環境づくり」を見直したいと考えた。

そこで，以下の３点に重点を置いて取り組みたいと考えた。

手立て（３）－② 観察，実験等の方法や結果を交流する場の設定

手立て（３）－③ 「自分たちなりの論理」を創り上げるための話し合いの場の設定

豊かな自然を見つめ，溢れんばかりにこぼれる子どもたちの笑顔を取り戻すために！

① 校地内の除染作業により，放射線量低下をめざす。

② 子どもたちの安心・安全を第一に考えた飼育や観察の方法を探る

③ 校地内にある観察池の環境復旧
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これから前述の手立てについて，第３学年「さぐろう！磁石の世界」第６学年「さぐろう！ひと

や動物の体」の実践の実際を通して述べていく。それぞれの手立ては，互いにかかわり合って子ど

もの学びの中に存在する。よって，個別に論ずるのではなく，一授業，単元の実践の実際の中で手

立てについての成果と課題を述べる。

理科の学びを始めて間もない３年生は，理科学習の入門期にある。そのような子どもたちである

からこそ，「問題解決のプロセス」をより丁寧に，段階的に取り扱うことが大切であると考えた。

特に，自然の事物・現象に出合った時に感じる「認識のずれ」から問題解決に向かっていく段階を

大切にした。

また，学習内容では，磁石の性質の中でも，「磁石の極性」に重点化した実践を紹介する。その

際，一つ一つの授業での学びが細切れに分断するのではなく，前時までに創り上げた見方や考え方，

疑問などを基にして，本時を構想することを大切にした。

磁石にじっくりとかかわり，目には見えない磁石の力について追究する学びは，科学の世界の入

口に立った子どもたちにとって，価値あるものであると考える。教師は，感じ，考えている子ども

の内面を見取り，子どもの学びに寄り添って単元を展開することにした。

【前時までの学び】

前時までに子どもたちは，棒磁石に出合い，棒磁石の両端にくぎやクリップなどが多く引き付け

られる実験結果から，学級全体で話し合い「棒磁石の磁石の力は両端が強い」という自分たちなり

の論理（磁石の力についての見方や考え方）を創り上げた。

しかし，Ｋ男は「棒磁石は全部磁石なのに，くぎが付く部分と付かない部分があるなんて不思議

だなあ…」と，いつまでも

棒磁石を不思議そうに見

つめていた。教師は，この

ような子どもの姿から，棒

磁石の目には見えない磁

石の力について追究する

学びを構想した。

１）第３学年「さぐろう！磁石の世界」（総時数 16時間）の実践と考察

「さぐろう！磁石の世界」における単元の構想への思い

「さぐろう！磁石の世界」(総時数９時間)の計画

第１次 磁石に付く物，付かない物があることを調べる。・・・・・・・・・・・・［２時間］

第２次 磁石の異極は引き合い，同極は退け合うことを調べる。 ・・・・・・・・［５時間］

(1) 棒磁石の力は，どこが強いのかを調べる。         １時間

(2)  棒磁石をつなげた時，磁石の力はどこが強いのかを調べる。 １時間

(3) 棒磁石を切った時，磁石の力はどうなるのかを調べる。   １時間

(4) 棒磁石の力は，どこまであるのかを調べる。        １時間

(5) 磁石の異極や同極を近付けた時の現象を調べる。      １時間

第３次 磁石に引き付けられる物には，磁石になる物があることを調べる。・・・・［２時間］

２ 実践の実際と考察

<くぎが付かない部分もあるね><棒磁石の力はどうなっているの>
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棒磁石を２本つなげた磁石の力はどこが強いのかな？ 【第２次２／５時間】平成２４年５月実施

授業の始めに，教師は子どもたちを前に集め，白衣のポケットから一本の棒磁石を取り出し，く

ぎの山に近付けた。すると，子どもたちはみな「棒磁石の端にくぎがたくさん付くよ」と自信満々

に答えた。教師が「棒磁石の両端にたくさん付くの？」と問い返すと「だって，前の時間に班のみ

んなで何回もやってみたら，いつでも棒磁石の両端にくぎとかクリップがたくさん付いたよ」と答

えてくれた。実際に棒磁石をくぎに近付けると，子どもたちが説明したようにくぎは棒磁石の両端

にたくさん引き付けられた。【手立て（１）－②】

「やっぱりな」と言う子どもたちに，教師は再びポケットか

らゆっくりと棒磁石を取り出した。本時の棒磁石は，棒磁石

を２本つなげた長い棒磁石である。また，同じ棒磁石だと思

っていた子どもたちは「長い磁石だ！」などと驚きの声を上

げたり，「いっぱい付きそう」「どんなふうにつくのかな」と

口々に感じたり考えたりことを語り始めた。

【手立て（１）－①】

教師は，その中で，手で棒磁石の形と引き付けられるくぎ

の形を手で表しながら語り出したＮ子に自分の考えを紹介

してくれるように促した。

Ｎ子 わたしは，くぎは棒磁石の両端にたくさん付くと思います。それだけではなく，真ん中にも

付くと思います。

Ｎ子の話を聞くと「わたしも同じ！」と大きくうなずいている子どもたちが見られた。教師は「Ｎ

子さんはどうしてそのように考えたのか分かるか

な」と子どもたちに投げかけた。すると「分かる，

分かる」と手を挙げて説明しようとする子どもたち

や「そう考えたのは分かるよ。でも，…」と友だち

の考えを受け入れ認めながらも，自分の考えを語り

反論しようとする子どもたちの姿が見られた。

そこで，教師は，子どもたちに今の自分の考えを

ノートに書くように促した。その際に言葉や図を用

いて描くことやそう考えた理由も記述するように

言葉がけをした。【手立て（２）－①】

<２本の棒磁石をつないだ長い棒磁石>

<自分なりの論理をノートに記す>

【棒磁石の両端にくぎはたくさん付く】 【両端にも付くけど，真ん中にはもっと付く】
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ノートに「自分なりの論理」を書き終えた子どもたちに，どのように予想したのか話す場を設定

した。【手立て（３）－①】

Ｃ  棒磁石だから，長くなっても同じだと思うよ。  

だから，両端にはくぎがたくさん付くけど，真   

ん中には付かないよ。

Ｃ  わたしも同じ。

Ｃ  ぼくは違う考えです。１本の棒磁石の時は，

両端にたくさんくぎがついていたよね。この長

い棒磁石は，真ん中が，たくさん付いた端と端

がつながっているよね。だったら，長い棒磁石

の真ん中にはどっさりくぎが付くんじゃないか

なあ。２倍だよ，２倍。

Ｃ  そうそう，２倍。二つの磁石が合わさっているから，磁石の力が強くなって，１本の棒磁石

ではくぎが付かなかった部分にも磁石がついてハリネズミみたいになると思う。

Ｃ  どうなのかなあ。早く確かめてみたい！！

「早く自分の考えや友だちも考えを実験で確かめてみたい」という子どもたちの思いを見取った

教師は，班ごとに実験をすることを子どもたちに伝えた。子どもたちから「やった！楽しみ！」と

歓声が上がった。

班ごとに実験を行った。子どもたちは驚きの声上

げながら，何回も何回も実験した。実験の様子や実

験の結果を自分のノートにまとめるように言葉がけ

をした。さらに，自分たちの実験結果だけでなく，

他の班の実験の様子や結果についても自由にグルー

プを離れて，情報交換をしてよいことを伝えた。子

どもたちは，自分の班の実験の様子か結果がかかれ

たノートをもち，積極的に交流する姿が見られた。             

【手立て（３）－②】

【棒磁石全体に付く】 【両端と黒（Ｓ）と赤（Ｎ）の間に付く】

<自分なりの論理を基に自分の考えを話す>

<実験結果の交流>
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教師は，子どもたちを集め，実験結果について学級全体で話し合う場を設定した。

【手立て（３）－③】

Ｔ  みんなの実験はどうなったかな。

Ｃ  両端にたくさんくぎが付いていた。

Ｃ  棒磁石が１本の時と同じように付いたよ。

Ｃ  つなぎ目の真ん中には，一番多くくぎが付くって予想したけど，くぎは付かなかったよね。

すごくびっくりしました。

Ｃ  磁石が２本つながっているから，磁石の力の１本の磁石の力の２倍になるのかと思っていた

けど，付いたくぎの数は，１本の時とほとんど同じだったよ。

子どもたちは，実験結果を基にして，それぞれの考えを交流し「棒磁石はつなげても１本の時と

同じように両端の磁石の力がつよい」という自分たちなりの論理を創り上げることができた。

教師は，本時の学びの振り返りとして理科日記を書くように話をした。その際，今日の学びで一

番心が動いたことを記すように付け加えた。

棒磁石を切った時，磁石の力はどうなるのかな？  【第２次３／５時間】平成２４年６月実施

２本の棒磁石をつないだ長い棒磁石の磁石の力を追究した前時に，Ｋ男は，「磁石をつないで大きく

したら１本の棒磁石と同じように両端にくぎは付くね。でも，磁石をつながないで切っちゃったら，ど

うなるのかな…。」と友だちと話す姿が見られた。そこで教師は，棒磁石を切ったら磁石の力はどうな

るのかを追究させることで，磁石の極性についての見方や考え方をさらに深めていくことができるので

はないかと考えた。【手立て（1）－①】

本時，子どもたちに提示したのは，ゴム棒磁石である。棒

磁石と同じ極の性質をもち，ゴム製であるため，はさみな

どで子どもの力でも容易に切ることができる。

授業の導入において，前時のＫ男の疑問を子どもたちに投

げかけた。すると，子どもたちは，これまで創り上げた磁

石の力についての見方や考え方を基にして友だちと話し合

い，自分の考えを交流した。教師は，子どもたちに自分の

考えをノートに書くように促した。

【手立て（２）－①】

<磁石の力に不思議さを感じ，意欲を高めている記述> <友だちと共に学ぶよさを感じている記述> 

<切れるゴム製棒磁石> 
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自分の考えをノートに書いた子どもたちは，友

だちに自分の考えを話したり，友だちの考えを聞

いたりする姿が見られた。【手立て（３）－①】

Ｔ  どんな考えか教えてください。

Ｃ  わたしは，棒磁石を切ってしまったら，も

ともと真ん中だった方にはくぎは付かないん

じゃいかなあと思います。どうしてかと言う

と，切る前の棒磁石で，磁石の力が弱かった

真ん中の部分は，切っても磁石の力は弱いま

まだと思うからです。

Ｔ  なるほど。前に学習した１本の棒磁石のこ

とを思い出しながら考えたんだね。前の学習

を基にして考えることは，とってもいいこと

だよ。

Ｃ  ぼくは，棒磁石の半分に切ったら，長さが

短い棒磁石ができるのと同じだと思うんだ。

だから，切った棒磁石には，両方の端にくぎ

が付くようになると思うよ。

Ｃ  切って実験したい。

いよいよ実験である。子どもたちは友だちと一緒にどこの部分を切るのか話し合い慎重にはさみ

で切り，くぎ山に近付けた。

Ｃ  わあ！両端にくぎがついているよ。

Ｃ  磁石の力が弱くて，くぎが付かなかった真ん中も，切ると磁石の力が強くなっているよ。

Ｃ  どれどれ，見せて。本当だ。わたしたちの班と同じになっているよ。もっと小さく切ったら

どうなるかな。やってみよう。

教師は，子どもたちに，実験中にも，自分の班だけで

なく，ほかの班の実験の様子や結果と交流するように言

葉がけをした。そうすることで，自分とほかの班の実験

結果を比較したり，よりたくさんの事実をあつめ，そこ

からどんなことが言えるのかを考えたりするようにな

ってほしいと思ったからである。

【手立て（３）－②】

【切った棒磁石の両端にくぎはたくさん付く】

【棒磁石の片端にだけくぎは付く】

<実験中の交流> 
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実験の後には，子どもたちを集め，学級全体で話し

合う場を設けた。【手立て（３）－③】

そうすることで，自分の班だけでなく，全ての班の

実験結果から，共通して言えることを見いだしたり，

生まれた疑問をみんなで話し合ったりすることができ

た。

そして，「棒磁石を切って短くしても，磁石の力はや

っぱり両端が強くなる」という自分たちなりの論理を

創り上げることができた。

〈考察〉（手立て（１）－①）「認識のずれ」を引き出す教材開発と事象提示の工夫について

自然の事物・現象に出合った時に感じる事象や友だちの認識とのずれは，問題解決をしていく

原動力であることを改めて感じた。これこそが，子どもたちの追究意欲を刺激し，一人一人を問

題解決のステージへと呼び込むものである。そのために，教師は子どもの学びの姿をつぶさに見

取り，授業構想に生かしていかなくてはならない。

〈考察〉（手立て（１）－②）これまでの学びを振り返ることができる場の設定について

事象提示の時に，これまでの学びを想起させる段階を意図的に入れた。こうすることで，子ど

もたちは，前時までの学びを基にして，目の前の事象を解釈しようとすることができた。このよ

うに，学びを連続的にかかわらせていくことで，子どもの科学的思考力を高めることができた。

〈考察〉（手立て（２）－①）話し合いや自分の考えをノート等に書く場の確保について

自分の考えを友だちと交流したり，ノートに記述したりすることは，自分の考えを明らかする

する一助となった。また，目に見える形に書き残しておくことで，授業終末においてまとめをし

たり，理科日記を書いたりした時に，自分の予想に立ち返り比較しながら本時の学びを振り返り，

少しずつ見方や考え方が変わっていく自分の成長を感じさせることができた。

〈考察〉（手立て（３）－①）「自分なりの論理」を大切にした話し合いの場の設定について

「自分なりの論理」を互いに話し合う子どもたちは，追究したいというエネルギーで満ちあふ

れている。このことは子どもたちの追究意欲をかき立てるだけでなく，自分や友だちの存在を認

め合い，それぞれのよさを認める気持ちを育てることにも繋がっていると感じる。

〈考察〉（手立て（３）－②）観察，実験などの方法や結果を交流する場の設定について

観察，実験の結果を交流するのは，まとめの段階だけではない。班ごとに観察，実験をしてい

る時に，子どもたちが「自分たちは○○になったけど，ほかの班はどうなったかな」とより多く

の情報を求めて積極的に交流する姿が見られた。これからも，より客観的な結論を導こうとする

子どもたちの姿を求めていきたいと考える。

<自分たちなりの論理を創り上げる話し合い> 

〈考察〉（手立て（３）－③）「自分たちなりの論理」を創り上げるための話し合いの場の設定

一人よがりではなく，科学的により信頼の高い「自分たちなりの論理」を創り上げるためには，

それぞれの観察，実験の結果を基に学級全体で話し合うことが必要であると改めて感じた。その

中で，同意や反論を繰り返しながら子どもたち自身の手により「自分たちなりの論理」が創り上

げられるのである。その過程にこそ，子どもたちが学ぶ価値があると考える。
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２９

本単元は，第４学年「人の体のつくりと運動」の学習を踏まえて，人や他の動物のからだのつくりと

働きについての見方や考え方を創り上げていく内容である。消化についての学習の導入で，

「みんなの体の中で，食べ物の通り道には，どこに何という臓器があるの？」

と問いかけると，「えっ・・・」と戸惑う子どもたちの姿があった。この単元では，「自分の体なのに，

実は知らないことが多い。」という未知の認識から出発し，問題解決した時に「ぼく，わたしの体ってす

ごい！」「自分の体も，みんなの体も大事だね」と，人や他の動物のからだについての不思議さや巧みさ

に気づき，命に対する畏敬の念を感じて欲しいという思いがあった。

そこで，子どもたちが問題解決をする時，自分の体と向き合い，普段意識していない体の仕組みや働

きを実感する時間を設定し，子どもの「自分なりの論理」を大切に単元や授業を構想したいと考えた。

だ液はどんな働きをしているの？ 【第１次５／８時間】       平成２４年６月実施

人の消化には，咀嚼や蠕動運動等による機械的消化と，消化液による化学的消化がある。人の口内に

おける消化では，咀嚼による機械的消化とだ液による化学的消化という複雑な行為が，無意識に同時進

行で行われている。これまでの実践では，そのことを調べるために，ご飯の入ったガーゼを湯の中でも

み出し，そこにだ液を加え，ヨウ素でんぷん反応を見る実験を行ってきた。

子どもたちは幼い頃から，家庭での食事や給食時に「よくかんで食べましょう」という言葉を耳にし

ているという。そのため「食べ物をよくかむことは大切」とすり込まれてはいるが，どうしてかむ必要

があるのか，かむことで自分の体にどんな影響があるのかは分かっていない。そのような子どもの実態

を目の当たりにした時「これまで当たり前のように行ってきたヨウ素でんぷん反応による消化実験は，

口内における消化を再現し，その働きを調べたことになるのか」という疑問がわいてきた。そこで，咀

嚼という条件を入れず，ヨウ素液で呈色したごはん粒にだ液を加える消化実験を行った。

Ｃ  先生，紫色だったご飯粒が，透明になったよ。

すごい！

Ｋ男 ぼくは，１分３０秒で透明になった！！

Ｃ  Ｋ男くん，早いね。きっと，消化の力が強いんだ。

Ａ子 えー，わたしは１０分もたったのに，

少し紫色が薄くなっただけで，まだ透明

にはならないんだけど・・・。

２）第６学年「さぐろう！人や動物のからだ」（総時数 16時間）の実践と考察

「さぐろう！人や動物のからだ」における単元の構想への思い

「さぐろう！人や動物のからだ」                    16 時間
第１次 食べ物の消化にかかわる臓器のつくりとその働きについて調べる。 [8 時間]
(1) 消化にかかわる臓器のつくりについて調べる。    ４時間
(2) 消化にかかわる臓器と消化液の働きについて調べる。 ３時間
(3) 人と動物の消化についてまとめる。         １時間
第２次 血液の流れにかかわる臓器とその働きについて調べる。             [4 時間]
第３次 呼吸にかかわる臓器のつくりとその働きについて調べる。     [4 時間]

笑顔のＫ男(上の写真)と，がっ

かりするＡ子(下の写真左)

ご飯粒にだ液を加えたＫ男(左)とＡ子(右)の試験管
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ここで，だ液の働きをまとめた後，教師は２人のつぶやきを全体に広げることにした。食べ物の

消化において，消化液以外の作用に気づくことができるのではないかと考えたからだ。

Ｔ  Ｋ男くんのだ液は，１分３０秒ででんぷんを消化したけれど，Ａ子さんのだ液は１０分経っ

てもあまり反応しなかったそうです。

Ｃ  Ｋ男くんは早いね。いつも給食おかわりをしているから，消化の力が強いんじゃないかな。

Ｃ  Ａ子さんだって，いつもおかわりをしているよ。それに，Ａ子さんの方が，Ｋ男くんよりも

背が高いよ。ちょっと，並んでみて。（Ｋ男とＡ子が黒板の前で並ぶ。２ｃｍほどＡ子の方が身

長が高い。）

Ｃ 本当だ，Ａ子さんの方が大きいね。・・・ということは，Ａ子さんの体が栄養を吸収してない

わけではないよ。消化の力だって，そんなに弱いとは思えないな。

Ｃ  何か，だ液以外の条件が必要なんじゃないかな。

Ｃ  それを実験で確かめられたらいいよね。

Ｔ  みんな，だ液の働きは分かったけれど，だ液の他にも食べ物を消化するための何か体の働き

があるのかもしれないと考えているようですね。口の中における消化について更に調べてみた

いことや，調べるためのヒントになるような，生活の中で見聞きしたり考えたりした経験を理

科日記に書いてみましょう。                  【手立て（２）－②】

～理科日記から～

○ 一人一人変わる時間にちがいがあったので，ビックリしました。でも，同じだったらおかしいけ

ど…。ご飯が透明になった理由を解き明かそうと思います。

○ この間「ホームレス中学生」という映画を見ました。主人公が「ご飯をずっとかんでいると，と

ってもおいしくなる」と言っていたから，ぼくもずっとかみ続けてみました。すると，本当に甘く

なって，とけてしまったので，かんでだ液をたくさん出すことが大事なのではないかと思います。

○ 意外にだ液の強さにも個人差があるんですね。よくかんで食べるとだ液がたくさん出ると聞いた

事があった気がします。

○ わたしは，細かくするといいと思います。なぜなら，口の中で実際には，だ液と混ざり合った後，

歯でかむという事をするからです！
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かむ必要はあるの？ 【第１次６／８時間】               平成２４年６月実施

本時の導入では，前時の学習を受けて，理科日記を紹介した。【手立て（１）－②】

Ｔ  前の時間のだ液の消化実験で，この２本の試験管のような結   

果になった２人を紹介しましたね。

Ｃ  Ａ子さんとＫ男くんだ。

Ｔ  そうです。Ｋ男くんのだ液は，たった１分３０秒ででんぷん

を消化したのに，Ａ子さんのだ液は，１０分経ってもでんぷん

を消化することができず，Ａ子さんは悩んでいました。そこで，こんな視点が足りなかった

のではないかと，理科日記にアドバイスを書いてくれた友だちがいるので，紹介します。

       <紹介したＭ子の理科日記>                      <理科日記を読むＭ子>

Ｍ子が理科日記を読み終えた途端，Ａ子が「あーっ！！！」と大声を上げた。

Ｔ  Ａ子さん，どうしたの？                   【手立て（３）－①】

Ａ子  あの，Ｍ子さんの言葉を聞いて思い出したことがあるんです。わたしもＫ男くんも，給食

のおかわりをよくするんですが，Ｋ男くんは担任のＳ先生によく「Ｋ男くん，よくかんで食

べなさい。」って注意されるんです。それで，Ｋ男くんは最近，給食をかんで食べるようにな

ったんです。

Ｔ   Ａ子さんは？

Ａ子  わたしはね，Ｋ男くんに負けたくなくて，よくかまな

いで食べていたの。前の時間にご飯がうまく消化できな

かったのは，そのことが関係してたのかもしれません。

だから，わたしご飯をかんで実験したいです。

Ｔ   Ｋ男くんはどう思う？

Ｋ男  そうかも！ぼくも，あんまりかまないで食べてたんだけど，この頃意識してかむようにし

てるから，いいだ液が出てるのかもしれない。

Ｔ   他のみんなはどう思う？                   【手立て（３）－①】

Ｃ   ぼくも，かむことは必要だと思う。でも，Ａ子さんと同じように，あまり意識してかんで

いないから，かむことが消化と関係あるのか調べてみたい。

<「あーっ！」と声を上げたＡ子>



- 15 -

Ｃ   わたしも調べてみたいと思うけど，予想ではかまなくてもあまり変わらないと思う。だっ

て，わたし一口で３回ぐらいしかかまないけど，困ってないもん。

Ｔ男  ちょっと待って！ぼくね，この前「ホームレス中学生」っていう映画を観たんだよ。その

主人公が「ごはんは，かめばかむほどおいしくなる」って言ってたから，やってみたの。そ

うしたら，ご飯をかめばかむほど甘くなって，とけてなくなっちゃったんだよ。だから，か

むとご飯が何か変化するんだと思うよ。

Ｃ   この前の実験で，だ液だけでもでんぷんを消化できたし，口の中でかまなくても，胃とか

腸があるじゃない。

Ｃ   確かにそうだけど，かまずに固まりのまま飲み込むと，胃や腸に負担をかけると思うよ。

Ｃ   負担かけても，消化できるし，体は大きく成長してるよ。

Ｔ   意見がたくさん出てきたので，整理しましょう。みんな，今日は何を調べるの？

Ｃ   かむことは必要か。

Ｔ   前の時間と同じくご飯を使って調べるとして，かんだ状態のごはんにするには，どのよう

に実験すればいいですか？

Ｃ   包丁で細かく切る。

Ｃ   えーっ，それはかみ切る時でしょ。ご飯をかむ時って，奥歯でかむじゃない。

Ｃ   そうだね，奥歯ですりつぶして食べている。すり鉢を使えばいいと思うよ。

Ｃ   かんだ状態のご飯とかまないご飯粒で実験してみよ

う！

Ｃ   かんだご飯は，かまないご飯よりも，ヨウ素液の

   青紫色がずっと濃いよ。黒に近い。

Ｃ   なんで？水の量もヨウ素液の量も同じにしたよね。

Ｃ   じゃあ，どういうこと？なんで色がちがうの？

Ｃ   ヨウ素液って，でんぷんで色が変わるんでしょ。

   だから，かんだご飯はでんぷんがたくさん出てるって  

ことじゃない？

Ｃ   そうか！ご飯をかむと，口の中にたくさんでんぷんが

   溶け出すんだ。じゃあ，だ液を入れてみよう。

Ｃ   両方とも青紫色が透明になったね。

Ｃ   でも，かんだご飯はあんなに濃い色だったのに，かま  

ないご飯より早く透明になったよ。

実験結果は，画用紙に描いた試験管に色を塗って表現させた。

Ｔ  各班の実験結果から，どんなことが言えそうですか？

Ｃ  ヨウ素液の色が，かまないご飯よりかんだご飯の方が濃

くなったから，ごはんをかむと，栄養のでんぷんがたくさ

ん出ることが分かりました。
<実験結果から考察する>
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Ｃ  だけど，かんだご飯もかまないご飯も，だ液を加えるとヨウ素液の色が青紫から透明に変化

したから，かんででんぷんが多く溶け出しても，だ液で消化されることが分かりました。

この授業の翌朝・・・

Ａ子   先生，わたしね，昨日の夜ご飯よくかんで食べました。

Ｔ    本当？それはうれしいな。

Ａ子   半分食べるぐらいまでは普段通りに食べてしまって…。でも，半分食べた頃に，理科の

授業を思い出して「あ，よくかまなきゃ」って思って，かんで食べたんです。

Ｃ   ぼくもいつもより意識してかんで食べたら，Ｔくんが言っていたようにご飯が甘くなり

ました。

胃は食べ物をすべて消化するのかな？ 【第１次７／８時間】       平成２４年６月実施

だ液の働きを学習した時に「だ液にも消化の働きがあったなんてびっくり！」と感じた子どもが

複数いた。消化の中心は胃であり，胃液が食べ物をとかすと考えているからである。しかし，教科

書で取り上げている実験には，だ液によるでんぷんの消化しかない。そこで，胃における消化を実

験を通して調べることはできないかと考え，人工胃液（水100ｍｌに塩酸1.5ｍｌを加えた水溶液に，

ペプシン約２ｇを溶かしたもの）を提示した。           【手立て（１）－①】

「ご飯，きゅうり，はんぺんは，胃で消化されるか」と子どもたちに問いかけたところ，「胃はすべ

ての食べ物を消化するはずだ」という予想が大半であった。

～理科日記から～

○ 最初は，水＋かんだごはんにヨウ素液を加えても黄色くておかしいと思ったのですが，振って回

転させたら「ばぁ」とむらさき色になったので，はっきりとご飯からでんぷんが出ているしゅん間

を見ることができました。

○ 今までは，少しだけかんで飲みこめば消化すると思ってたけれど，かむとだ液が出て，胃の中だ

けではなく，口の中でも消化できることが分かった。だからもっとよくかんでご飯を食べたいと思

います。

給食時にご飯を食べ

るＫ男（左）とＡ子（右）
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<人工胃液を用いて実験する子ども>       <左から順に水に入れたご飯・きゅうり・はんぺん，

人工胃液に入れたご飯・きゅうり・はんぺん>

Ｃ  あれ，ご飯は変化がないね。きゅうりは色は少し変わったけど，溶けてない。はんぺんは，

周りに小さい泡が出てきたよ。

Ｃ  はんぺんが細かく分裂してきた。

この授業において，教師は「胃液はたんぱく質を消化する働きがある」ということに気づかせた

いと考えていた。しかし，結果の考察で子どもたちは

Ｃ  消化はやっぱり時間がかかるんだと分かりました。

Ｃ  ３０分では，はんぺんしか消化されなかったけど，

  もっと時間をかければ，ご飯ときゅうりも消化され

  ると思います。先生，次の理科までこのまま置いて

  もいいですか？

Ｃ  そもそも人工胃液っていうのは，体の中の胃液と同じなのかな。体の中で作られるものって，

そんなに簡単に再現して作る事ができるのかな？

Ｃ  前の時間に，かむことが大切だってことが分かったでしょ。だから，かんだりだ液と混ぜた

りしないと，体の中で起きていることと同じ条件とは言えないんじゃないかな。

と考えていた。教師の想定以上に，子どもたちは胃での消化や人の消化に迫っていたのである。

～理科日記から～

○ このまま置いておけば，溶けると思う。今日Ｒ男くんが言っていた「だ液の力を借りる必要

がある」というのは，ぼくが思うにちがう。だ液は，でんぷんをふくむ物のみ溶かすと思う。

○ 食べ物の消化は，口から肛門まで２４時間かかるから，まだ時間をおいて見てみたい。人工

胃液にだ液を加える実験もやってみたい。

○ 水でやったものは消化されないと思う。人工胃液でや

ったものは，時間がたつと消化されると思う。きゅうり

はかたいから，すごく時間がかかりそう！

○ もっと時間がたてば消化できると思います。スポーツ

の前にご飯を食べるのではなく，約２時間前に食べるよ

うに言われるのも，胃での消化と関係あるのかな。



- 18 -

〈考察〉（手立て（１）－①）「認識のずれ」を引き出す教材開発と事象提示の工夫について

人工胃液と食べ物の提示により，「胃液は全ての食べ物を消化する」という考え方と「あらゆる

食べ物を消化するわけではない」という考え方の認識のずれを引き出し，胃液の働きについての

共通の問いを見いだすことができた。

今回，「胃は消化の中心器官である」と考える子どもたちの思考に寄り添い，実験を通して検証

することができるように人工胃液を教材化したことで，食べ物がゆっくりと細かく分解される様

子を観察させることができた。これまでの実験では，指示薬の呈色反応や変色でしか栄養分の変

化を捉えさせることができなかったが，実際の消化の様子に近い状態を再現することで，消化の

本質に迫らせることができたと考える。

〈考察〉（手立て（１）－②）これまでの学びを振り返ることができる場の設定について

前時の理科日記や学びのエピソードからの導入は，自分たちの学びを振り返り，問いを連続さ

せるのに有効であった。１単位時間の問題解決も大切であるが，その時間の学びが次の時間へつ

ながる単元を通した問いの連続を重視して展開したことにより，「問い続ける」ことの大切さや「問

い続ける」学びの楽しさを感じさせることができた。教師が子ども同士のエピソードをつないで

紹介することにより，個々の学び，班の学び，全体の学びのかかわりや広がりを全体で共有しな

がら次の学びへつなげることができた。

〈考察〉（手立て（３）－①）「自分なりの論理」を大切にした話し合いの場の設定について

咀嚼が必要かどうかに関する「自分なりの論理」を大切にした話し合いでは，自分の普段の食

事や周りの大人から言われてきた言葉，映画に出てくる言葉を基にした実体験など，さまざまな

根拠を基に話し合う姿が見られた。「自分なり」の背景にあるそれまでの経験や既習の知識が，学

校で学ぶ理科と日常生活を結ぶ「科学の日常化」への架け橋になると考える。また，このような

話し合いを繰り返すことで，自然の事物・現象を広く深く理解する子どもを育てることができる

と考える。

〈考察〉（手立て（２）－②）「理科日記」「学びの物語」への記述と書く際の言葉がけについて

理科日記を書く際の言葉がけの内容は以下の３つである。

○ その時間の振り返り（考察ではなく，感じたことや思いを中心に）

○ 日常生活とつなげて考えたこと

○ 次時以降でさらに調べてみたいこと

６年生は３年生の頃から理科日記を書いているので，個人や班での考察や，「自分たちなりの論

理」を創り上げるための話し合いが終わると，ほとんどの子が自発的に理科日記を書き始める。

発達段階に応じて，書く行為そのものを促す言葉がけ，書く内容を示すための言葉がけを行うと

共に，言葉がけをしないという働きかけもあるのではないかと考える。
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平成 24年度は，昨年度に引き続き校地内の高圧洗浄機による除染作業，校庭や花壇等の土の入れ

替えを行い，空間線量が低減したことを確認した上で，屋外活動全面実施となった。しかし，震災

後に水を抜いてしまった「めがね池」や「長ぐつ池」，全ての植物を撤去してしまった校地内の花壇

の再生には，多くの時間と労力を要した。子どもたちが再び池で水生生物を観察したり，花壇で栽

培活動を行ったりすることができるように，職員と保護者が一体となって環境の整備を行った。

<ふれあい広場の芝植え>                 <めがね池の浮島作り.>

<めがね池再生に向けた植物・水生生物採集> <ふれあい広場花壇の土作り>     <花壇の花の移植作業>

３ ）環境づくりからのアプローチ

屋外観察・飼育ができる環境づくり

現在の様子

水が入り，メダカが泳ぐ

めがね池

花壇に花と芝が再生した

      ふれあい広場

子どもたちが身近な

自然とふれ合うために
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Ⅲ 評価：実践を通して見えてきた成果と課題

「授業づくり」からのアプローチ

手立て（１） 認識のずれから引き出される「問い」

成果 自然の事物・現象を普段とは違う視点で切り取ったり，新教材を開発して提示したりした

ことで，子どもの「認識のずれ」を引き出し，そこから全体で追究すべき問いを見いだすこ

とができた。また，理科日記や学びのエピソードからの導入により，前時までで分かったこ

とと，まだ分からないことが明らかになり，問いが連続する学びを展開することができた。

課題  理科の授業において，問題解決のプロセスは必要不可欠である。しかし，必ずしも毎時間，

１単位時間内で解決すべき共通の問いが生まれるとは限らない。単元を貫く大きな問いや，

単元を通して解決すべき多様な問いが生まれる授業も必要なのではないかと考える。

手立て（２） 子どもの感じ,考えていることの「可視化」

成果 予想や仮説を立てる場面では，「自分なりの論理」を可視化することで，解決の見通しが明

確になり，どのように観察・実験をすればよいのかを友だちと共に導く姿が見られた。また，

結果を考察する場面では，観察・実験等の結果や交流で得られた情報を基に考察したことを

図やモデル化によって可視化することで，子どもたちの見方や考え方がより科学的なものへ

と変容する姿を見取ることができた。

課題  子どもたちの科学的な見方や考え方が一単位時間や大単元の中で更新される内面の変容を

見取り，価値付け称賛することで，主体的・創造的に問題解決することができると考える。

子どもが自分の考えを適切に表すことができる表現力を育成すると共に，見取る教師の構え

や評価への活用について更に研究を深めたい。

手立て（３） 自分たちなりの論理を創り上げるための「話し合い」

成果 可視化された一人一人の考察を材料とし，全体において合意形成をする話し合いをするこ

とで「自分たちなりの論理」を創り上げることができた。そのような話し合いにおいては，

教師が子どもたちの共通点や相違点を引き出したり，きまりを見いだしたりするための問い

かけをして子ども同士をつなぐことが大切であると実感した。

課題  子どもたちが創り上げた「自分たちなりの論理」が実証性，再現性，客観性のある「科学

的な考え」に至るには不十分であったとしても，これからも「自分たちなり」に創り上げる

過程を大切にする理科の授業を展開していきたい。

「環境づくり」からのアプローチ

土や植物に直接触れる栽培活動や昆虫等の採集活動は，放射線量の測定をしながら，まだまだ手

探りの状態で進めている。子どもたちが少しでも身近な自然とふれ合い，実感を伴った理解を図る

ことができるよう，「今できる環境づくり」を常に工夫し，実行していきたい。
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Ⅳ ２０１３年度の教育計画

これまで取り組んできた「センス・オブ・ワンダープロジェクト２０１２」は，「授業づくり」

に重点を置きながら，「環境づくり」についても長期的な視座に立ってアプローチをしてきた。本

県では，２０１１年３月１１日，あの東日本大震災と福島第一原子力発電所事故の影響を受け，屋

外活動や動植物の飼育等の自粛を余儀なくされることが多かった。それでも，わたしたちは「教育

活動・環境等の復興」を目指して様々な取り組みを行ってきた。あれから１年が過ぎ，今では，校

地内外等における空間線量の低減に伴って，飼育や栽培の活動をしたり，校庭周辺の動植物を観察

したりすることができるようになった。まさに本校における「教育の復興元年」である。

このような状況から，わたしたちは原点を見つめるべく「センス・オブ・ワンダープロジェクト

２０１３」を構想するにあたって，「理科の本質とは」そして，わたしたちが目指す「求める子ど

もの姿とは」について考えてみることにした。

（１）本校で考える「理科の本質」とは

学校教育において，理科の授業をするということ。理科という教科を通して，わたしたちは子ど

もたちに何を教え，伝えていくことが大切なのか考えてみた。

理科では，学習指導要領のねらいの中に「豊かな自然を愛する心情を育てる」ことが含まれてい

る。つまり，科学的な見方や考え方を養う過程において自然の不思議さや神秘といった奥深さを感

じ，考え，見つめることが大切なのだと考える。「自然」と「科学」の融合が『理科』であるなら，

理科の本質とは以下のことではないかと考えている。

（２）求める子どもの姿とは

前述した東日本大震災の影響により，福島第一原子力発電所の原子炉が水素爆発を起こし，本県

は放射能について様々なことを考えるようになった。

「わたしたちは，ここに住んでいていいのだろうか」

  「水道の水は飲んでも体に害はないのだろうか」

  「県内の食品は安全なのだろうか」

  「外出する際は，どんなことに気を付ければいいのだろうか」

このようなことを考える時，わたしたちはメディアによる情報や周囲の噂などを拠り所にして対

応していた。今，振り返ってみると「本当にそれでいいのか」と考えさせられるところがある。

それは「～である。だから自分は･･･」というように論理的に考え，判断していたのかということ

を自戒の念を込めた省察である。

このことから，子どもたちが１０年，２０年後に自ら見いだす問題に対し，たくさんの情報の中

１ センス・オブ・ワンダープロジェクト２０１３の構想

① 自然を理解すること

  ○ 自然とのかかわりから，その子なりに価値ある「もの・こと」に気付くこと

○ 科学的な追究を通して，その子なりにきまりや法則を見いだすこと

                              多様性に気付き，自然の奥深さを知ること

    ○ 学びと日常生活や身近な自然とがつながること（意味付くこと）

② 自然と共に生きていこうとすること（自然との共生）

    ○ 自然をありのままに受け止めること，正対すること



- 22 -

センス・オブ・ワンダープロジェクト２０１３

～理科の本質に迫るための「自分事」「実感」を基軸とした問題解決～

から選択，分析，解釈という過程を経て「だから自分はこうありたい」と決断できるような大人に

なってほしいと願うのである。このような問題解決の力こそ，理科の授業ではぐくむことができる

のではないかと考える。また，そのような力を発揮できる子どもは「科学が好きな子ども」である

のではないか。

そこで，わたしたちは以下のような子どもの姿を求めていきたい。

         

理科の本質や求める子どもの姿を基にわたしたちが考える「科学が好きな子ども」は，日々の授

業を中心にしながら，時間的，空間的，人的に自ら学びを広げていく姿が見られると考えている。

この考え方は，本校において不易な部分であり，これからも大切にしていきたい。

したがって「センス・オブ・ワンダープロジェクト２０１３」においても，これまでの取り組み

の総括と前項で示した成果と課題を受けて「授業づくり」に重点を置いていきたいと考える。さら

に，新たな「環境づくり」への挑戦と理科の内容の系統性を意識した中学校との「連携づくり」の

実践を目指していきたいと考える。

そこで，２０１３年度のプログラムを以下のように構想した。

〈センス・オブ・ワンダープロジェクト２０１３ 構想図〉

自然とのかかわりから見いだした問題を，友だちと共に論理的（筋道を

立てて）に考え，判断し，解決しようとする子ども

学びの空間的な広がり

学
び
の
時
間
的
な
広
が
り

【連携づくり】

科学が好きな子どもは，問いが連続していく

○ 子どもの「つまずき」を基にした授業づくり

【授業づくり】

科学が好きな子どもは，見いだした

問題を「自分事」としてとらえ，問題

解決のプロセスを通して実感を伴っ

た理解をすることができる。

○ 自然の事物・現象に浸らせながら

誘う（いざなう）科学の世界

○ 実感を伴った理解につながる学

びの可視化

【環境づくり】

科学が好きな子どもは，授業の枠を

飛び出して，自然の事物・現象に自ら

働きかける

○ 学校ビオトープ「わくわく広場」

の再現に向けた取組み

○ 校舎内空間の有効活用
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科学が好きな子どもは，問題解決のプロセスの中において「問い」が連続している。わたしたち

は「問い」とは，子どもの「問い」が連続するような問題解決のプロセスを大切にすることで，子

どもたちが自ら実感を伴った理解が図られるよう単元や一単位時間の展開を構想してきた。

                               

<「自分事」「実感」を基軸とした問題解決>

このような問題解決のプロセスを大切にすることで，前述したような求める子どもの姿が見られ

るようにしたい。そのためには，見いだした問題が「自分事」としてとらえていることが大切であ

る。なぜなら，自分事でなければ切実感が低いために，いくら問題解決のプロセスを経ても人任せ

になり，実感を伴った理解をすることができないからである。  

そこで，わたしたちは「授業づくり」において，子どもたちの問題が自分事（手立て１）として

捉えたり，子どもたちなりに実感を伴った理解（手立て２）をしたりすることができるための具体

的な方策を考えていくことにした。

２ 「授業づくり」からのアプローチ

①問題の明確化

「あれっ？」「どうして？」

②予想や解決への見通し

「こうなるはずだよ！」「確かめてみたい！」

④ 考察，練り上げ

「ということは…」

「なるほど！だから…」

③観察，実験での交流

「こうなるのか！」

「…そっちはどう？」

互いの「認識のずれ」によって疑問や違和感が生じる

「～だから，きっと…になるはずだよ」といったこだわりをもつ

「～なのは，…だからなのかな？確かめてみたい！」といった期待感が高まる

「あっ，こうなるのか！」「ぼくたちは～なったけど･･･，そっちはどう？」と観察，実験を

通して得た結果や情報を共有し，自分なりに解釈しようと追究する

「ということは…だよ！」「なるほど！だから…なんだ」といった子どもたちなりに科学的

な認識へと意味付けていこうと創造する
実感を伴った理解へ

学びや身近な自然を見つめ直して生まれる新たな問い

自分事の問題
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手立て（１） 自然の事物・現象に浸らせながら誘う科学の世界

新たな単元がスタートする時や授業における導入において，自然の事物・現象と出合う瞬間を大

切にしたいと考える。それは短絡的な出合いではない。単元のねらいや子どもの思いや願いに添っ

たものと出合わせるのである。そのことから，子どもたちは自然の事物・現象にじっくりと浸るこ

とができる。さらに，浸ったものから感じる疑問や違和が単元のねらいに迫る自分事の問題を見い

だすことができるような工夫が必要であると考え，以下の２点において検証していきたい。

① 単元を貫く教材の開発

例：『棒磁石』の操作に浸らせることで，「磁力・磁界の科学」の世界へ誘う

  ② 事象との出合わせ方の工夫

     例：『咀嚼』という行為に浸らせることで，「消化の科学」の世界へ誘う

手立て（２） 実感を伴った理解につながる学びの可視化

「ああ，そういうことだったのか。」「あの時～だったのは，こういうことだったんだね。」単

元や授業の終末，または，その後の生活の中で子どもたちが学んだことを実感することができるよ

うにしたい。そのために大切にしたい以下の２点において検証していき

たい。

①  観察，実験における結果の定量的な考えの表出

      発達段階に即したグラフや表の活用による結果の考察

（定性から定量へ）

  ② 学んだことを生活と結びつける「ものづくり」や「振り返り」

○「ものづくり」を通して身の回りの生活や自然を見つめ直す

（理科の有用性につながる視点から）

    ○「理科日記」や「学びの物語」を通して，生活や自然を見つめ直す

どのような場面で・・・            

・単元の初めに  ・授業の導入で

・観察や実験の場面で

どのような視点で見取るか（自分事）       

・自然の事物・現象に出合い，言動や表情から

・疑問や違和を感じた発言やノートへの記述から

どのような場面で・・・             

・観察や実験から得られる結果を整理する

場面で（考察の場面も含めて）

・学びを振り返る場面で

どのような視点で見取るか                    

・得られた結果を基にグラフや表などにまとめ

て考察を導こうとしている記録から

・内面を表出する言動やノートの記述から
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震災直後，校地内の空間線量は，３μs/h 以上あった。しかし，高圧除染等ＰＴＡの奉仕作業な

ど地道な取り組みをしてきた結果，現在の空間線量は，0.1～0.3μs/h の範囲まで落ちている。

今では，校庭で元気に遊ぶ姿やプールで気持ちよさそうに泳ぐ姿が見られる。教師も子どもたち

も日々の生活の中で，当たり前のことが当たり前にできるようになってきている一瞬一瞬に喜びと

幸せを感じているところである。昨年度のプロジェクトで計画したとおり，環境づくりについては

長期的な視座に立ち，子どもたちが教室から飛び出して「自然とふれ合う」という当たり前の行為

の復活をめざし，以下の手立てを講じていきたい。

手立て（１） 学校ビオトープ「わくわく広場」の再現に向けた取組み

○ 震災前の「わくわく広場」再現をめざし，植栽や観察池の修復に向けて取り組む。

     ＜除染直後の「わくわく広場」＞           ＜現在の「わくわく広場」＞

手立て（２） 校舎内空間の有効活用

○ 校舎内のスペースの有効活用を図る。

＜理科室ベランダや屋内スペースに

おける栽培活動，観察＞

本校では，附属幼稚園・附属小学校・附属中学校・特別支援学校の四校園が連携の可能性を探っ

て研究を始めて６年目となった。理科部は中学校と連携し，内容の系統性や単元・授業構想につい

て議論を重ねてきた。今年度，中学校の先生方と話しをした時「小学校の授業でつまずいていると

ころを中学校の授業で生かすことができるのではないか。」ということが焦点となった。そこで，

本プロジェクトでは，互いの授業を交流し合いながら，以下の手立てを講じていきたい。

手立て  子どもの「つまずき」を基にした授業づくり

例① 小学校６学年「土地のつくりと変化」でつまずきの見られた『地層の広がり』を手がか

りにして，中学校１学年「地層の重なりと過去の様子」の単元・授業を構想する。

例② 小学校３学年から連なる「電気」の単元においてつまずきの見られた『電流の向きや   

強さ』を手がかりにして，中学校２学年の「電流」の単元・授業を構想する。

＜研究代表＞ 福島大学附属小学校 菅野 潤

＜執 筆 者＞ 福島大学附属小学校 菅野 潤  菅野 望  國井 博

３ 「環境づくり」からのアプローチ

４ 「連携づくり」からのアプローチ




