


Ⅰ 科学が好きな子どもを育てる愛宕プラン２３－２４

１．愛宕中学校の重点目標を具現する「科学が好きな子ども」の育成

愛宕中学校では今年から学校評価を見直し、教育活動の有効性や運営活動の実効性などを教育

委員会の指導を受けながら明確に評価するようにした。その際、愛宕プランにおける「科学が好

きな子どもを育てる」視点は、教育目標とよく整合しており、科学の好きな子どもを育てること

が重点目標を達成することに合致することが確認された。

職員研修を通して科学の好きな子どもを育てる方法論に全校で取り組むことにしている。その

視点は「学び合いを取り入れた問題解決学習の組織」と「学習スキルの定着を意図した授業の推

進」であった （下図）。
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愛宕中学校の目指す「 （定義）科学の好きな子ども」

○直接体験の中から自然の事物・現象に対する見方・考え方をもち、観察・実験を通して

その仕組みを見出す過程において仲間と分かり合う喜びを実感する子ども

全職員が授業を公開し、学び合いや学習スキルの評価を自教科に取り入れるための研修を行っ

た。生徒を変えるにはまず教員の考え方を変えなければならない。学習スキルについては、中学

校区の小学校と連携し、９カ年で学習スキルの定着を図る体制を整えてきた。

２．愛宕中学校の生徒の実態と、科学が好きな子どもを育てる手だて（更新：３年目）

愛宕中学校の生徒は純朴だが他を気にして自分らしさを表に出せない短所をもつ子どもが多

い 「出る杭は打たれる」とばかりに人目を気にして力を出し惜しみしたり、伝統は素直に踏襲。

するが新しいことを始めることに抵抗があったりする。そのような生徒を教育目標が示す自主性

や共同体感覚の豊かな生徒に変えたいと願い 「科学が好きな子どもを育てる」ための方法論を、

全校の授業改善の柱に据えてきた。

（１）全教科で学び合いを取り入れた問題解決学習の実施

授業に学び合いを取り入れるというが 「自教科においてどのような姿が学び合いなのか」、
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がイメージできず、迷いを訴える教科担任も少なからずいる。学校において学び合いを浸透さ

せるために、研究主任が教科を超えて統一する「学び合いの要件」を示し、授業を公開して自

教科に投影した学び合いの具体を生徒の姿で他の職員に見せた。そこから、各教員が自教科の

特性に合わせた生徒の学び合う姿をイメージし、実践の生徒の姿から手だてを改善・継続して

いくことで授業改善を図れるようにした。

○ 全教科で統一する学び合いの要件

・ 普通に教授する授業において生徒の理解と信頼を得られること。

→ 信頼されない教師のもとでは適切な学び合いは起きにくい。

・ 目的を個人のものでなく集団のもの（みんながわかるようになる）とし、成果主義を貫

く。

→ 解決方法は生徒に任せるが、決められた時間で結果を出させることを要求することで

生徒の活動に方向性をもたせる。

・ 他のグループが何をしているのかという情報が共有できるような環境を提供する。

→ 教師はコーディネーターとして支援よりも運営に力を注ぐ。

（２） 学習スキルの発揮を意図した授業と研修の実施

どの教科でも学習スキルの発揮を意図した授業を行うべく、

授業公開と協議会や専門家からの指導などの研修を継続実施し

ている。昨年度と今年度は重点指導スキルを定め 「主語を明、

確にして話す」ことと 「話し手に反応しながら聞く」という、

スキルの発揮・定着を意図した授業を行っている。

右の写真は、国語の授業公開の様子で、タングラムを並べて

作った図形を言葉だけで相手に伝えるにはどのように説明したらよいのかを考えながら話をし

ている場面である。目的は「班の全員が正解する」ことなので、聞き手も上手な相づちや質問

が要求される場面であった。

「全体→部分 「抽象→具体」など、説明の法則性が学習内容であるが、学習スキルの発」、

揮の必然性のある課題ということで、提案性のある授業と評された。このように、全ての教科

で「学び合い」や「学習スキル」を意図的に授業に取り入れる実践を行った。

３．科学が好きな子どもに力をつける「認識のものさし」

（１）生徒に期待する事物・現象のとらえ

右の図は見る松の枝の先についた雄花と雌花の様子であ

る。この図にある 「③前年の雌花」や「④２年前の雌花」、

という記述を見て、前年、２年前のこの枝はどこまで伸びて

いたのかをイメージできる子どもになってほしいのである。

２年前、この枝は④の雌花が枝の先端だったのだ。時間と

共に枝は伸び、昨年は③の場所まで伸びた。そのころ、④は

若い松笠でまだ緑色なのである。

時間に伴って枝は伸び、その年の雌花をそこに残したまま

先へ先へと成長点が伸びていく 「成長」という連続変化を認識して初めて③や④の真の理解。

につながり、知識として定着すると考えている。私はそのような状態を 「認識のものさし」、



をもった状態ととらえている。

（２ 「認識のものさし」とは）

自然の事物・現象の仕組みを追究するときに、生徒が変化の要因に着目することで、事物・

現象を改めて「変化」として認識しなおし、そのしくみをよりよく理解することができるので

はないかと考えている。変化の要因が認識のものさしの目盛りなのである。

認識のものさしをもった生徒は 「○○すればするほど□□になる」と変化を遡ったり先を、

見通したりして条件変更を行って自然の事物・現象の仕組みを追究できるのである。

３）認識のものさしを持てるようになるための手だて（

① 自然の事物・現象をコマ漫画のように連続的に表現させる

変化を変化と認識するためには、何が変わって何が変わってないのかを明確にする必要が

ある。例えば、上記の松の枝の図はその２年前の図と１年前の図、そして現在の図とを並べ

ればよいのである。④の位置は２年前からほと

んど変わらず枝の先が伸びていくことがわかる ２年前 １年前

ように、３枚の図とも起点をそろえて表現させ

るとよい。

② 変数を内包したモデルを用いて連続的な表現をさせる

変化の要因の多くは目に見えない。だからこそ、言葉だけでなく、視覚的に表現させる必

要がある。力の場合は矢印で、原子の場合は粒モデルで等、半具体物を用いて表すことが多

い。その半具体物が変数を内包していて、現実の事物・現象の何を表現しているのかを子ど

もに明確にさせる指導が有効である。

右の図は硫黄と銅線を試験管内で加熱してできる硫化

銅で、全体の太さは銅線の時よりもわずかに太くなって

いる。それを折ると中からもとの太さよりも細くなった

銅線が出てくる。生徒が「中から出てきた銅線がなぜ細

くなってしまったのか」を追究する過程で原子の挙動を表現したものが右

の粒子モデルである。上が反応前、中が反応中、下が反応後である。この

生徒は、硫化銅の部分（図中の )は硫黄と銅とが入り組んで並んでいる部

分だと示している。

右の粒子モデルには、銅線→硫化銅の過程で全体が太くなることや、中

から出て来る銅線が細くなることが表されており、生徒自身の考えと実際

の事物現象との整合性が高く、仲間の賛同を多く得ていた。モデルが太さ

という変数を内包しており、それを生徒が活用したのである。

このように、モデルのよさが他から認められてが共通理解されると 「中から出てくる銅、

線をもっと細くするにはどうすればよいか」と条件変更を求めたときに、ほとんどの生徒が

正答にたどり着くことができる。また、銅線と硫黄を触れさせて放置しておくよりも加熱す

ると反応が速く進む理由を説明できる生徒も出てくる。加熱と燃焼とを明確に区別させるこ

ともできるのである。



（４）事物・現象を「結果」だけでなく「経過」で捉えよう

小学校４年生の「空気」の単元で、ピストン内の空気を押し縮める実験がある。空気を押し

縮めるには力がいることを、モデル「空気君」を用いて表現させる実践を拝見した。

ワークシートにはピストンを押す前、少しピストンを押したとき、たくさん押したときと連

続性をもたせて段階的に空気君を表現できるようになっており、児童は、それらを対比できる

ような構造なのだ。

これにより 「空気は縮むと押し返す」という一点の理解でなく 「押し始めは押し返す力、 、

は弱いが、押せば押すほど押し返す力が強くなる」と、点と点とがつながった変化としての認

識がもちやすくなる。

このような表現は学年を問わず、常にさせていく必要がある。例えば、中学校の浮力の単元

で水にバスケットボールを沈める実験がある。やってみると相当な力が必要なのだか 「バス、

ケットボールを沈めることは大変だ」という結果だけに終わらせてはならない。最初のうちは

簡単に沈むのであるが、沈めば沈むほどさらには沈めにくくなるのである。この連続性を認識

してはじめて変化の要因に見通しがもてるようになる 「水にバスケットボールを沈められま。

すか 「何か気づいたことはないですか」等の発問では生徒はその連続性に着目する必然がな」

い。認識のものさしをもたせられるような発問の吟味は授業改善の視点の一つになる。

右の写真は、ここ数年継続実践している自走式

の車を用いた３力のつり合いの仕組みを発表して

いる場面である。３力のつり合いのとれない状態

から次第に３力のつり合いへと移行し、最終的に

は静止状態に収束していく様子を表現し（図では

第２段階がつり合いの状態 。）

追究段階で「角度が大きくなればなるほど合力

が小さくなり、そこを過ぎてしまうと合力の合計

が少なくなって引きずられ角度は小さくなると繰

り返すことで…」と、大変複雑な説明をしていたので、コマ漫画みたいに段階的な図を書くと

よいと支援した。生徒は「手間がかかって苦労はしたけれど『スッとわかる』と（仲間に）言

われるとうれしい」と述べた。

右の図は「地球の自転はどちら回りか」を結

論づけるときに生徒の描いた図である。最初は

右上の図しか無かったのだが、情報量が多かっ

たので連続的に表現するよう支援した。生徒は、

すぐに意図を理解して他の図を付け加えて画き

直し、他への説明に用いていた。

上記の２つの実践例にあるように、角度が変

化の要因のときは、連続的に表現することが有

効である。

連続的に描くということは何度も描くということである。そして、そのどれもが同じきまり

に則っている。聞き手に「スッとわかる」といってもらえるうれしさの前に、描きながら「自

分の考えは正しそうだな」というわかるうれしさも感じているはずなのだ。



Ⅱ．２３～２４年度の実践内容

（ ）理科の実践 １ h24.1月実施

主題 地層のひろがりから空間認識力を高める異学年授業
１年生： 地層」「

１ 「地層」単元における異学年学習の考え方．

かつて天体の単元が１学年に位置づけられていたことがある しかし 空間認識力の未成熟や 相。 、 「

似」の未習などの制約があり、理解を深めることが難しかった。現在は天体を３学年で学習するこ

とになったが、１学年の学習内容に空間認識力を必要とする内容がまだあり、それが地層の単元な

のである。

地層は箱庭程度の大きさでできるものではない。地層の理解を深めるには、その広大な広さと膨

大な厚みを実感しなくてはならない。地層の見える露頭から奥に広がっており、かつては露頭を見

ている自分たちの場所にも地層があったがそれが削られて今立っている地形ができているという空

間と時間とのひろがりを意識できるようにしたい。

そのためには、適切な露頭を選択しての実地研修と、方向によって見え方の変わる立体の認識に

慣れることとが必要がある。このとき、空間認識力の高い３年生の力を借りられれば、１年生もよ

りよく理解ができるのではないかと期待したのである。

愛宕中学校では現在１年生と３年生とが異学年学習を行っている。２年おきに学習内容を入れ替

えて、１年生の時に学習した内容と３年生の時に学習する内容とがかぶらないようにするため、新

たな単元として地層の教育計画を実践した。

２．単元指導の実際

（１）共通認識事項の教授

地形は隆起と浸食との相互作用によってできることを理解させるため、下図を示し、広い範囲

で隆起が起こると河川水の下方浸食力によって水面が置き去りにされ、深い谷ができていく様子

を説明した。

さらに、隆起が止まると阿川の蛇行が起こり、深い谷を左

右に広げていく側方浸食作用があることも、連続的な図で伝

えた。

これらの後で 「海で平らにたまった地層が山や平野にな、

るには、過去に何が起きているのだろうか。コマ漫画にして

表現してみよう」と指示を出し、学び合いをさせた。

、 「 、事前にグループで発表の練習をし １年生に 大丈夫だよ



できてるから」と声をかけながら１年生に発表させるグループもあり、１時間目から協働の意識

は高いと思われた。

（２）露頭模型づくり

本単元の主発問は「谷の両側に見える地層が異なるのはどうしてか」である。現地に行って見

つかる答は 「地層が西方向に傾いており、谷の左側はより上の地層が、谷の右はより下の地層、

が見える」である。問題提起は模型を作って行う計画だったが、グループに一つは自由にいじれ

て色のつけられるものがほしいと考え、３年生に地図を見せて雪で作らせることにした。

上の写真の左が発泡スチロールの露頭模型、右が雪で作っ

た露頭模型である。昨年度はどうしても秋にこの単元を実施

できず、実際の露頭観察ができなかったのだが、課題提示に

ついては雪のおかげでリアルな模型が全ての班の分あるとい

う状況ができた。

共に学ぶ仲間のためとはいえ、渡された地図と俯瞰図だけ

から３年生はよく模型を作ったものだと感心する。中には、

「地図の見方がわかりましたよ」などと言う３年生もいた。

（３）主発問に対して地層の模型をもとに考えを構築する場面

主発問の後に生徒が自由に操作できる地層の模型としては厚さの異なる発泡スチロールの板を

渡した。板に何をしてもいいと言って生徒に渡す。中には、曲げられるものはないかと相談に来

る生徒がおり、紙粘土板を渡したグループもあった。この教材については改善の余地がまだまだ

あろう。

多くのグループは谷にそって断層が走っており、左右の地層がずれたと考えた。他の仮説も考

えられないかともちかけると、次第に発泡スチロール板を斜めにする生徒が出始める。不思議な

ことに授業者が見かけたのは全て３年生であった。

上写真左のグループにも上写真右のグループにも他のグループから１年生が話し合う内容を聞

。 、 。きに来ている それらの１年生は 自分のグループで聞いた内容を報告している様子が見られた



時間がたつにつれ、この模型を削って実際の地形を再現しようとし始めるだろうと予想してい

たが、そこに行き着く前に３年生と共に学習できる時間のリミットが来てしまった。本来は全体

発表の段階まで一緒に学習する計画だったが、インフルエンザなどの理由で授業が削られてしま

ったため致し方ない。

次の時間から２つのクラスに分かれていた１年生がグループをもとに戻して学習を継続するこ

とにした。今まで他のグループで考えを組み立てていた者同士が一つの班に合体したため、お互

いの考えを伝え合うために活発な発話が繰り返された。

しかし、その中で、傾斜による地層の傾きの考え方が淘汰

されてしまい、説明のしやすい「断層」を用いた考えが大半

を占めるようになってしまったのは残念だった。生徒たちの

問題意識はより適切な説明ができるようにと表現方法を工夫

することに移っていき、多様な考えをそれぞれ深めていくよ

うには流れなかった。やはりこの段階まで３年生がいた方が

多様性が出たと考えられるので、次回の実践では３年生と異

学年学習を行う計画を立て直す必要がある。

（４）全体での発表場面

どの班も地層の模型を工夫して扱い、最初の地層が水平に堆積した状態から段階的に地形ので

き方を説明した。

生徒たちの予想したモデルは概ね次の３つのパターンに分けられた。

① 地層のブロックが滑り落ちている（地滑り）ため、下部の地層と上部の地層とが左右に並

ぶようになった。

② 断層が谷に沿って生じ、左右の地層がずれた。

③ 片方だけ地層が褶曲し、その層の断面を見ているので

一つの層しか見えなくなった （右図）。

生徒のそれぞれの考えがどれも可能性があると否定はせ

ず、それらとは異なる可能性ということで現地の実際の様子

を模型で示して見せた。湾曲して見える地層が、谷をそこに

いる人の目線で真横から見ると平行な地層が傾斜している様

子がわかり（右写真 「ああ、そういうこともあるなあ」）、

とうなずいたり 「ほら、だから言ったろ」などと、途中で、

淘汰された考えを掘り起こしたりする姿が見られた。

次回の実践では、秋口に実践を行い、この地層を実際に観察したり傾斜を測定したりして、見

えている露頭の他に巨大な地層がつながっていること、その一部が浸食で削れた場所に自分たち

が立っていることなどを体感させたい。

（５）寒天を用いた模擬ボーリング調査

円ショップで購入した半透明の 格納用容器を斜めにして

、 、 。色の違う寒天を何層にも注ぎ 固めると 傾斜した地層ができる

このとき、過度に傾斜を大きくすると寒天の自重で層理面が剥離

するため注意が必要だ。一番上の表面には土の代わりにチョコレ



ートパウダーを捲き、上からは層理を確認することはでき

ない。この周囲を紙で隠し、生徒に「地中の地層の様子を

ボーリング調査で当ててみよう」と指示する。生徒たちは

より正確に地中の地層を当てたいと考え、計画的にボーリ

ングする位置を決め、ボーリング資料を同じ高さにそろえ

て配列することで、点の集まりで層理面をイメージしてい

る姿が見られた。

、「 」、活動開始からしばらくすると 斜めになってるよねえ

「こっちからそっちへ向かって下がってるよね」などの声

が聞こえ、他の班の様子を見に行く者も出始めた。右上写

真のように、試験管立てのようにストローを並べる道具を

、 、工夫して 地中から出して面を再現しようとする者がいて

他に大いに賞賛されていた

ボーリングの説明も含め２時間かけてこの活動を行った

が、集中力が続き、全ての班が正解に到達した。周囲の巻

紙をはがすと歓声が上がり 「やったー、すっごく感動」等、

の声が聞かれた。

授業後、何名かの生徒が、この寒天の地層を削って前時の地形を作ってよいかと申し出た。よ

い試みだと許可したが、削り始めてすぐに寒天が層理面から崩れてしまった。うまくいかなかっ

、 、 。 、たが この行為は生徒の問題意識の高さを思わせ 授業の評価につながることだと考える また

次年度の「操作できる教材の開発」のヒントとして、受け止めたい。

（６）次年度実践への課題

① ３年生と異学年で授業ができる時数の確保

今年の実践から、どのあたりまで３年生がいるとよいかが見えてきた。寒天ボーリングの作

業の前、主発問のモデル操作と考察が終わるまでは異学年授業ができるように、他の単元の学

習時数の調整を図らねばならない。

② 寒天地層の改良

寒天の硬度が色によりかなり差があった。中に入れる色素の違いによるので、適量を探る教

材開発が必要である。

③ 雪で作った模型による課題提示

作成の段階で３年生の意識を大いに高めたが、地層の模型操作の時に外に行かないと見比べ

られないこと、そして、対岸を作成したために発泡スチロールの模型のように対岸からの真横

の観察ができなかったことは大きなマイナスだった。やはり、教室に、手元に地形の模型は必

要である。

④ 自分たちの考えを検証できるモデルの素材の開発

今回の実践で生徒に配布した厚さの異なる発泡スチロールは、スチロールカッターを用いた

加工のしやすさが利点であった。しかし、削るという作業にはあまり向かない。自分たちが考

えた地層の構造を削っていくと、課題の谷の地形になり、そこからのぞく露頭も課題と同じ…

のように操作できる素材を探す必要がある。何層にも重なったケーキ生地や色つきの小麦粉粘

土など、適切な素材を試行する必要がある。



理科の実践２(h23.12月実施）

主題 二次電池のしくみの追究を通して、イオンの挙動を説明する授業
３年生： イオン」「

１．電池の仕組みを追究するのに二次電池を用いる理由

理科の新学習指導要領に「イオン」が復帰し 「電池」もイオンを用いて電極付近の変化を説明、

できるようにすることが目標となった。

しかし、電池の原理は複雑でうまく説明できないことが多い。とくに、金属が酸でもない水溶液

に溶け出そうとするはたらきは何によるのかという点が曖昧で、電圧が生じる理由を生徒に納得さ

せづらい。近年、イオン化傾向の差を用いたボルタ電池の説明が批判を浴び、その説明を採用しな

い教科書も多かった。

ボルタ電池を用いずに、電池の原理を生徒に理解させる教材はないだろうかと考え、塩化銅の電

気分解の可逆反応としての二次電池のしくみを生徒に追究させることにした。

、 。 、この電池は電極が気体なので 電池の原理は電極の変化なのだと捉えにくい一面がある しかし

身のまわりの実用電池には二次電池が増えており、小学校でコンデンサーを学習することでエネル

ギーの変換についての概念も形成しやすくなっている。何より、電気分解との可逆性は、エネルギ

ーの出入りと関連づけて電池の学習内容を定着させる上で魅力的な教材と考えた。

２．授業の実際

（１）塩化銅水溶液で電気分解の説明ができ

るようになった（①～⑦）後の展開

⑧ 電極を炭素棒から炭素板に変えて電

２分ほど電気分解し気分解を演示する。

た後、電源装置を外して電子オルゴール

やモーターを接続して鳴ったり動いたり

する現象を提示する。班ごとに装置を組

んで確認実験をさせ、塩化銅水溶液が電

電気分解 電 池



池になったことを共通理解する。

⑨ 今まで電気分解が起きていた水溶液が電池になるのは、水溶液の中で何が起きているの

このとき、炭素棒や炭素板には細かな穴が開いていて、そこに塩素の気体かを予想させる。

が残っていること。棒を板に変えると表面積が増えて表面に残る気体の量が格段に増えている

ことを伝えた。目には見えないが電極となる塩素の存在を固定化する意図があった。

＜生徒の予想＞

ア：電気分解で作られたイオンが電源を外してもあるから。

イ：水溶液中に残っているイオンが勢いで電気分解を続けているから電子はしばらく回り続

ける。

ウ：電極にたまった銅が電子をもっているから、その電子を使う。

エ：炭素版に電気がたまっているから。

オ：電気分解と逆のことが起こっている。

この段階では「オ」の電気分解と逆のことというイメージは弱く、電源装置の影響が残って

いるというイメージを生徒が持ちやすいことがわかった。

⑩ 「電子はどこから発生してどこへ動いていくのか」を視点として追究の見通しを立てるよ

う指示した。その後、予想と検証の見通しを発表する活動を組織する。

＜生徒の見通し＞

ア：電気分解はイオンが減っていく現象なので、考え方がおかしいという指摘を他の班から受

け、別の考えを探すことにした。

イ：電気分解はすればするほどイオンは減っていくわけだから、電気分解の時間が長いほど電

池として機能する時間は減るだろう。電気分解の時間と電池として機能する時間との関係

を調べて、残っているイオンの量と流れる電流の量との関係を関連づける。

、 。 。ウ：銅の電子を使っているなら だんだんと銅が減っていくはずだ 銅の量の変化を調べよう

エ：炭素板に電気がたまっているなら炭素版を水溶液から出しても回るはずだ。

オ：電気分解のときとは逆向きに電流が流れているはずだ。電流の流れる無機を確かめればよ

い。

これらの追究方法は簡単に考え出されたわけではない。全体での発表や質疑応答の中で出て

きたものもある。

「ア」の考えを出した班は、自分たちの考えを具体化したり追究方法を考えたりすることが

うまくできなかったと発表している。それを授業者は立派な発表だと賞賛した。この班は自分

たちで予想や解決方法を思いつかないときに、他の班の方法を参考に考えを練り直す姿を見て

きているからである。

また 「エ」のグループは自分たちでは実験方法をまとめられなかった 「炭素板に電子がた、 。

まっているなら、炭素板を取り出せばいいんじゃないの？」という仲間の発言から、上記の方

法で追究することにしたのだ。

しかし、助言した仲間は、電極を水溶液から抜くとモーターが止まってしまう事実をすでに

知っていた。助言した生徒は、おそらく考えが違っているのではないかと思いながらも、そう

すれば確かめられるなと考えたので発言したと後に語っていた。



授業者は、この時点でイの考えとオの考えが相反していることを全体で確認し、追究の指示

を出した。

⑪ 生徒の追究を保障する

「ア」の考えを出したグループ

電流の向きが電気分解の時とは

逆になっていることが追究開始後

早い段階でクラスに広まった。し

かし、アのグループは電気分解と

電池との区別が明確につかず、電

流ありきの考え方からなかなか抜け出られなかった（上写真 。授業者は電流がどうして逆向）

きになるのか、何が起こると逆向きになるのかを予想するよう支援した。

「イ」の考えを出したグループ

「充電すればするほどたくさん回るというわけではない」

という仮説は、ほかのグループにも受け入れられ、当初は多

くのグループがストップウォッチをもって電気分解の時間と

起電力持続時間とを計っていた。確かに、予想通りの結果を

得たが 「オ」のグループから電流の向きが逆になっているこ、

とが伝えられ 「電気分解の勢いが残っている」という考えを変えることになった。、

その後 「エ」のグループの水溶液から電極を出すと回らなくなるという結果が伝わり、水、

溶液にも関係があると予想することにした。そして、蒸留水に電気分解後の電極を入れても電

池にならないことを見出した。さらに、水溶液を塩化銅から塩酸に変え、電気分解後の電極を

塩酸に入れると電池になることから、塩素のイオンが水溶液中に必要なのではないかという新

しい考えをもつに至った。

「ウ」の考えを出したグループ

ウのグループの生徒は、銅が減って銅イオンになるのならば青い色が濃くなるはずだと予想

しながらも、色の変化はわかりにくいことを電気分解の実験で知っていた。また、炭素版に付

着した銅は崩れるため、それを捕集して変化前後の質量を

正確に測ることは困難と考えた生徒は、付着した銅が変化

しているのだろうから、銅の付着した炭素版を銅板に変え

ても電池になるはずだと考え、確かめた （右写真）。

そして、質量のわかっている銅板が電池として作用した

後は軽くなっていることを電子ばかりで測定し、確かに銅

が溶け出していると結論づけた。

「オ」の考えを出したグループ

オのグループの生徒は電流の向きが逆だということを見出し

た。その後、塩素が塩化物イオンになっているなら、電池とし

て機能する前後で塩化物イオンの量の増加を予想した。

塩化物イオンの量を調べる方法として、硝酸銀水溶液の白濁

の度合いで確かめた。白濁度に差が出たが、比較する際記録に

正確さを欠き、結論が出せなかったと報告していた。



⑫追究過程と結論を発表し、共有する場面を設定する

＜問題解決能力の高まりが見られた場面＞

○「ウ」の追究に対して 「銅板を用いなくても炭素版に付、

着した銅をこすり取ったときとそのままにしたときとの

電池として働く時間を比較する方法もある」と、自分た

ちの方法を述べた生徒がいた。

○「イ」の追究に対して 「水溶液中に塩素のイオンが必要、

だというが、自分たちは水酸化ナトリウム水溶液でも電

池になったので、陰イオンがあればよいのではないかと思う」と意見を述べた生徒がいた。

○「ウ」の追究の追加として、電気分解を最初に行わなくても電池になる例が発表された。

銅を銅板に変えても電池になった

ので、塩素を試験管に捕集し、その

気体を炭素棒に触れさせれば電池に

なるはずだと考え、それを確かめた

報告である。

この発表は、電気分解の勢いが持

続しているわけではないと主張する

。ために考えた検証だと生徒が語った

他の生徒の中に 「電流が逆に流れ、

るってところでわかってるだろう」

と述べる者もいたが、授業者はこの

発表は、イオンの移動について理解の曖昧だった者への助けになったと後に大いに賞賛する

ことになる （後述）。

＜イオンの振る舞いをより確かにする場面＞

○「ア」の考えを出した班の生徒から、質問が出た 「電子が電極から水中を通って反対側の。

電極へ行ってないことになるから、納得できない（生徒Ｏ 」というのだ（下写真右上 。） ）

電気分解の解釈の時に「イオンが次第に減っていき、無くなれば電気は流れなくなる」とい

う事柄に対して十分な理解がされていなかった生徒がいたということだ。しかし、電池の解

釈をすることで電気分解をよりよく理解できるようになるとすれば、同じ教材の逆の反応を

用いることの利点が生かされたことになる。

上記の質問に対して、何人かの生徒が電気分解や電池の仕組みを図解説明した。中でも、



次のやりとりは質問した生徒以外にも多くの納得を得ていた。

生徒Ｈ： もし水中を電子が移動すれば、電子はずっと無くならないことになるでしょ。電「

子があるのは銅が溶け出しているときだけで、いずれ銅が無くなれば電子は足り

なくなって、流れなくなる （ オ」の考えだった生徒）。」「

生徒Ｆ： ああ、だから、電池が無くなるっていうのか （ イ」の考えだった生徒）「 」「

生徒Ｈ： そう、なので、ここのところ（水溶液中の電極間）には電子は流れてなくていい「

んだよ 」。

生徒多： おおー、なるほどー」「

生徒Ｏ： あ、なんかわかった気がする。もしかして、ずっと間違えてたかも （ ア」の考「 」「

えだった質問した生徒）

授業者： Ｈさんの意見は納得が多かったので、Ｈ提言としておこうか 」「 。

生徒Ｏの疑問を明確にしたのは前述の「電気分解を行わなくても電池になる」という発表だ

った。その説明と生徒Ｏのおかげで有意義な学び直しの機会となった。

＜課題が見出された場面＞

「ウ」の発表に対して、生徒同士で次のようなやりとりがあった。

「ウ」の生徒： ～説明）だから、銅が電子を出していると言えます。（

「イ」の生徒：質問、どうして銅は溶けようとするの？

「ウ」の生徒：それは、イオンの状態の方が安定しているからだと思います。銅はイオン

になりたいんですよ。

「イ」の生徒：・・・ （後述）。

上記の「イ」の生徒は、蒸留

水の中では電池にならないこと

を見いだしていた生徒である

（写真右 。塩化銅水溶液には）

銅が溶け出すのに蒸留水には銅

が溶け出そうとしないのはどう

してなのかを問うたのであろ

う 「ウ」の生徒は既習事項の。

イオンの構造から答えている

が、周囲の賛同は得られなかっ

た。この部分は化学平衡などを

、 。用いなければ説明が難しく 生徒の追究から出た問題意識を十分反映させることができなかった

この部分の取り扱いや生徒なりの納得を、物質のもっている化学エネルギーの大きさを視点にし

て、どのように得ていくかが今後の課題である。

また 「イ」の生徒にして、この終末段階で描いた図の水溶液中に「電気分解が起きない」と、

いう記述がある（図中右 。後からのインタビューでは、電池の反応も電気分解と言うと思って）

いたという。用語の正しい使い方を途中で指導した方がよいことも見えてきた。



理科の実践３(h24.6月,7月実施）

主題 課題を身近に引き寄せる活動
（２学年「電流」の導入、３学年「エネルギーの変換 、３学年理科ボランティア活動）」

１．教科の学習の意義

「なぜこんなことを勉強しなくちゃいけないの？これって将来役に立つの？」とは、生徒のつ

らくなったときの逃げ口上だ。昨今の新しい教科書には、学習内容と職業との関連を意識した記

述が見られ、学ぶことの意義を大切にしようとしているのがわかる 「あなたの学ぶことは将来。

こんな時に役に立つよ」とメッセージを送っている。

しかし、人生において働いたことのない生徒に職業との関連を熱く話しても実感は薄いであろ

う。働いたことがないから困った経験がない。困ったことがないから勉強することへの必要感が

ない。必要感のない知識を注入してもすぐに忘れる。

だから、学校生活においては生徒にうまくいかなくて困る経験をさせ、それを乗り越える経験

を積むことで大きな目的に到達する体験をすることが大切なのである。

愛宕中学校では目的意識を明確にした課題解決型の授業をしようと全校体制で取り組んでい

る。目的意識は簡単には醸成されず、困る体験やそれを解決するための適度なハードル（問題）

により継続・強化されていくものだ。ここでは、理科における目的意識の醸成・継続・強化に係

る課題のあり方を 「課題を身近に引き寄せる」と称して論じていく。、

２．当たり前が当たり前でなくなる体験

（１）提示する内容

電気製品は身の回りにたくさんあるが、その

構造をのぞき見ても多くの場合複雑すぎて理解

できず、壊れても自分では手が出せず、ブラッ

クボックスに等しい状態である。すなわち、電

気は自分では手が出せない、身近なようでわか

らないものなのである。

だから、中学校の電気の学習では、小学校の

学習内容を用いて、電気を制御できるものとし

てとらえさせることが一番重要だ。小学校の「流れる、流れない」から「流れやすい、流れに

くい」へ進化させ、最終的には「この地点に○Ａ流すにはどうすればよいか」まで高めたい。

そこで、電流単元の導入において、スイッチを入れると豆電球が消えるショート回路（上写

真）を提示し、その仕組みを説明させる活動を組織する。つくはずなのにつかないという体験

が強い問題意識を生む。

（２）活動の利点

「電気の知識が何もないのに、追究させるなんて無理がある」という意見もあるだろう。し

かし、この課題は小学校の知識で解決可能だ。しかも、小学校によって理科を足がかりに中学

校の学習内容を習得する足がかりになる。この課題の利点を以下に述べる。

課題の利点



・電流計を使う必然があり、自分から使い始める生徒が必ずいる。そこで、他の生徒も電流

計の使い方を学習できる。

・回路図を書く必然があり、そこに見えない電流をどう表すかを工夫して表現力が高まる。

・豆電球の種類と導線によってはスイッチを入れても完全には消えず、わずかについている

ことを発見する班が必ずある 「ついてないのに流れている」という現象の理解は、小学。

校の「流れる、流れない」から、中学校の「流れやすい、ながれにくい」へのステップに

なる。

・適度なところで課題解決を収束できる。電流の大小で収まることが多い。

３．なかなか思い通りに行かない体験

（１）提示する内容

私たちは、熱も光も電気も身の周りに整備さ

れた中に生活しており、エネルギーを生み出す

苦労をしたことはない。エネルギーもまた、身

近にあっていじったことも考えたこともない縁

遠いもののひとつなのだ。

だから 「エネルギー変換にはロスが伴う」と、

いう学習内容を実感を伴った理解にするには こ、「

れだけがんばってもほんの少ししかエネルギー

が生まれない」ことを体験する必要がある。

、「 」そこで 熱エネルギーを電気エネルギーに変換する装置を理科室にある物で作成しなさい

と指示する 「レベル１」は低電圧モーターが回る程度の電気 「レベル２」は電子オルゴー。 、

ルがきちんと鳴る程度の電気 「レベル３は」は豆電球が点灯する程度の電気と到達基準を設、

けて作成を開始する。生徒は電気を作るにはモーターを回せばよいと知っているので、後はど

うやってうまくモーターを回そうかを思案するわけだ。これがなかなか思い通りに行かない。

（２）活動の利点

ここで生徒は、原理のわかっていることを実現

することがいかに困難かということを実感するの

である。生徒の書き上げる設計図には、熱で水を

沸騰させ、狭い口から吹き出してモーターにつな

げた風車を回す図が描かれる（右写真 。しかし、）

、 。最初は モーターに直結した風車は全く回らない

蒸気を受けて水滴をつけていくだけだ。ここでよ

うやく生徒は一筋縄ではいかないことに気づくの

だ。その後、生徒が行う工夫を以下に示す。

生徒の行った工夫

○ モーターが濡れないようにするカバーと風車が触れ合って摩擦が起きるのを防ぐ。

○ 風車が大きすぎると抵抗が大きいので小さくして、枚数を増やす。

○ 蒸気の噴き出す勢いを逃がさないように、風車の羽を箱形にする。



○ 蒸気の量を増やすためにフラスコを２つ用意する。または、ガラス管を２本刺す。

○ 噴き出す蒸気の速度を上げるために、蒸気の管を途中で再加熱する。

○ 蒸気を噴き出すガラス管の口を熱処理で狭める。

○ 圧力鍋を使って蒸気の圧力を上げる。

※ 危険なことも多いので、必ず教師が装置を確認し、予備実験をして安全を確認し、留意

点を明確にしてから実験を行うこととした。

生徒は手回し発電機や自転車のギアなどを仕事の原理の学習で見聞きしているのだが、なか

なかそれを活用するところまで気がつかない。ギアやプーリーなども用意してあるのだが、使

い始める生徒はいなかった。

結局、圧力鍋を使ってレベル２をクリアした班が今回の最高であった。他の班はレベル１は

全ての班でクリアした。

多くの班で 「乾電池１個分の電気を作るのにここまで苦労するかと思った」などの声が聞、

かれた。今回の学習は成功体験ではないので、ともすると活動だけが印象に残り、何が学習な

のかわからない生徒が出るおそれがある。新潟の東北電力火力発電所は変換効率が世界最高峰

の火力発電装置を稼働させていることを紹介しながら、理論を実際に結びつけていくことが技

術であり、日本がその力で成り立っていることを伝え続けた。

４．人の心を動かす体験

愛宕中学校区には退職した理科の教員を中心とした「？（はてな）の会」という団体があり、

教育委員会の後援を得て市内の小学生を対象に「自然に親しむ会」を開催している 「自然に親。

しむ会」では今年は植物採集、川の生き物観察、星空観察等、６回の実験・観察を行った。

愛宕中学校では例年この会にボランティアとして３年生に希望者を募っている。今年は５０人

以上の応募があり、理科ボランティアへの関心の高さが伺えた。

そこで、今年は人員管理だけでなく、小学生のグループリーダーとして実験・観察をリードで

きるよう、資質を高める事前学習を例年よりも多く行った。植物の同定の研修や天体望遠鏡の操

作研修などは５回以上開催し、生徒の力量を高めた。

早出川の生き物監察担当ボランティアの事前学習会で次のような発話があった。

教師Ｏ：教科書にある指標生物を覚えて、どれが何という名前か言えるようにしよう。

生徒Ｍ：ひえー、先生、僕、足がたくさん生えてる虫は駄目なんです・・・。

生徒Ｋ：どれだよ？

生徒Ｍ：トビケラってやつもカゲロウってのも、ホタルの幼虫だってあるじゃないか。

生徒Ｓ：それ、足じゃないんじゃないか？だって昆虫だろ？

教師Ｏ：昆虫の特徴って何だっけ？

生徒Ｓ：頭、胸、腹に分かれて、足が６本！

教師Ｏ：小学生の中にも誤解する子がいるかもね。

生徒Ｋ：そしたら、いかにも知ってますって感じで教えたらかっこいいですかね。

生徒Ｍ：足じゃなくても、なんか駄目だなあ、オレ。

これらの会話の翌日、生徒たちは会場の川に出向いて現地研修を自分たちで行っている。



今年の３年生は自信を持って小学生をリードした。全く明かりのない鍾乳洞の中で小学生を気

遣う態度も 「これ、なんていう花？」という質問に対応する知識も、例年に増してすばらしい、

活躍だったと指導者の先生方から誉めていただいた。

、 、植物観察のボランティアを希望した生徒は 昨年度新潟県科学研究大会で入選を果たしており

植物に対して造詣が深い。何冊もの植物図鑑を駆使して小学生の旺盛な知識欲に対応していた。

星空観察会では、雲の晴れ間から土星や火星が

見え、中学生は素早く天体望遠鏡を操作して小学

生に見せていた あー 見えたー 本物だー す。「 、 、 」「

っごい、写真と同じー 「どんどん動くねー」こ」

んな小学生の歓声を聞いた中学生の表情は満足感

に満ちている。小学生の付き添いの保護者もたま

らず「見せて」と中学生に声をかける。

このような姿を見るにつけ 現在の社会では 生、 「

涯学習」や「地域コミュニティ」などの大切さが

言われているのだが、まさにこれがそうなのでは

ないかと感心させられる。７０歳を過ぎた先生方、支援に入る若手の教員、チームリーダーの中

学生、楽しんで学ぶ小学生、一緒に学ぶ保護者、それぞれが子どもを中核にしてつながっている

様子は、まさに、理想的な異学年学習なのかもしれない。

ボランティアで参加した中学生は、児童や保護者の心を動かしたという自己有用感を感じてい

るだろう。自己有用感は目的意識を強化する。それは、たまたま味わったのではなく、何とか役

に立ちたいと事前に自分が主体的に学んだからである。

事前学習での昆虫や岩石の復習もそういった目的意識に支えられて、長く彼らの記憶に残るこ

とであろう。目的意識をもった学習は身につくのである。

５．課題を身近に引き寄せるための研修の組織

目的意識の先にあるものは学習内容そのものではない。目的達成のためにその学習内容を理解

したり身につけたりすることが必然になるような構造になっているときに、課題が身近に引き寄

せられるというのである。

そして、目的意識が醸成・継続・強化されるように課題を配置していくことが問題解決学習の

単元構成になる。これは、よく聞く「生徒の生活体験など身近なことから課題を見いだす」こと

とは逆のアプローチであるし、基本事項の学習の後に発展課題として知識の活用を図ることとも

ちがう。

「教科書に書いてあるから取り扱わねばならない」という教師主体の単元構成から、生徒の目

的意識を主体にした単元構成へと切り替えなければ、問題解決学習は成立しない。中学校におい

ては、研究主任や学習指導主任を中核に問題解決の構造の理解を図る研修や、本時授業に至るま

での単元構成を検討する研修を行うことが大切である。さらに、他教科の授業論評をするなどし

て、単元構成を構築する力をつける必要がある。

科学が好きな子どもを育てるのは多くは授業の時間であり、その授業の充実・改善を司るのは

教員である。全校体制の生徒の活動を組織する前に、職員の研修を組織して同じ考え方で指導に

当たることのできる土壌を作りたい。



Ⅲ 成果と課題

ここでは、愛宕中学校の目指す「科学の好きな生徒の姿」がどのように具現されていたかにつ

いてを成果とし、今後の実践で補充・改善・継続が必要な事柄を課題として述べていく。

１．自然の事物・現象に進んで関わろうとする姿－異学年学習の効果

現在の３年生は、１年生のときに異学年学習を経験した者と経験していない者とが混在してい

る。過去に異学年学習を経験した生徒は、今年の１年生に対して「もうすこし自主性をもってど

んどん意見を言った方がいい」と指摘をしている生徒も多い。

それに対して、初めて異学年学習を経験した

３年生は、１年生に指摘されたり改善策を持ち

出されたりすることに新鮮に驚いているのが分

かる。

３年生の生徒Ｓは１年生の存在のおかげで目

的意識が継続されていた。生徒Ｓのグループに

は話し合いをリードする３年生の生徒Ｋがいたが、生徒Ｋの考え

は他の生徒になかなかうまく伝わらなかった。１年生の生徒Ｍは

にこにこしながら「よくわからない」と自分の気持ちを述べたた

め、生徒Ｋは説明の言葉を変えたり、図を書き直したりして１年

生に伝える必然ができた。

その説明は生徒Ｓにもよく伝わり、生徒Ｓは自分の言葉で１年

生の生徒Ｍに説明をした。生徒Ｓを理解させた

ことが自信につながり、生徒Ｓは全体発表で大

きな声で発表していた （右写真）この発表の態。

度は生徒Ｓの仲間の賞賛を集め、この発表会の

雰囲気が和やかになり、１年生が「３年生は大

人だ」と感じるのに充分だった。

２．自分の経験や既習事項を根拠にして、課題解決の見通しを説明する姿

（１）異学年学習による見通し

異学年学習を行う場合、学習内容は下学年に

とっては発展的課題、上学年にとっては復習課

題である。下学年の生徒にしてみれば、学習し

たばかりで記憶も鮮烈なので専門用語が明確に

出てくる。それが上学年にとっては「鋭さ」と

して映るのであろう。しかし、上学年は様々な

学習を積み重ね、ものごとの道理を判断する能

力は明らかに下学年より高いのが普通である。

右の図は、３年生が１年生の考えを連続的に



書いた図である。３年生自身は地層が傾斜してか

ら浸食されていく右図のような過程をイメージし

ており、グループで他に説明していた。

１年生の断層を用いた考えは、地層に対して移

動方向が９０°であり表現しやすのだが、谷のでき方に隆起と浸食を用いておらず、大変複雑

で実際には可能性の低い考えである。

それに対して３年生の傾斜してから浸食されたという考えは、変化の回数も少なく、谷ので

き方に既習事項を用いた合理性がある。しかし、斜めになることで９０°以外の角度を用いる

ことになり、１年生にとっては認識しづらい形状であった。

今年の実践では、３年生の考えをモデルで表し、確からしさを共有するところまでもってい

けなかったことが最大の反省点である。３年生が合理性を説明することができるような単元構

成を考える必要がある。

（２）全体発表で考えを見直す視点を得る姿

グループで発表原稿や資料を作っているときは考えも整

理されているつもりなのだが、全体の前で発表し、様々な

質問に答えるうちにうまく答えられなかったり自分たちの

考えのほころびが見えたりする（右写真 。それを失敗だ）

ととらえさせないようにしている。新たな課題を見つけた

ととらえさせたい。

だから、全体発表で生徒が言葉を詰まらせても、本人た

ちに考えさせておく。周りからの助言が入ることもある。

、 、右の写真は 図が小さくて見づらいという指摘を受けて

黒板に大きく図を描き始めた時点で自分たちの考えの根拠

が曖昧なことに気づき、悩み始めたところである。このよ

うなことはよくある。

「事前の準備が悪かった」と生徒を指導するのは簡単だ

が、生徒は今まで気づかなかったことに気づいたのだ。こ

れをチャンスととらえて、発表を聞いている生徒も一緒に

考えさせることが多い。

全体発表は考えを共有する場であって、正解か不正解かの判断を下される場ではない。生徒

にとっては「 わかってたつもりが）わからなくなった 「まちがってた 「ああ、ここがお（ 」、 」、

かしかったか」と気楽に言える場であってほしいのだ。だから 「ここまでできたけど、ここ、

から先は分かってない」とか、他からの質問に「そこはまだやってない」等の答えもありえる

し、それでいいのだ。

今年の「電池」単元では、全体発表に対して納得できないと申し出て、受けた説明で自分の

勘違いに気づいた生徒Ｏの姿があった。これが当たり前の姿になってほしいのだ。だから授業

者は待つ覚悟が必要だ。生徒が迷って動きが止まったときに、再び次の一歩が出るまで、また

は、誰かがその生徒に手をさしのべるまで、にこにこしながら待つのである。

「電池」の単元の終末で生徒Ｏを納得させた生徒Ｈの出現も、自分の体験と結びつけた生徒



Ｆの気づきも、教師が仕組んだ学びではない。生徒がわかろうとし、他をわからせようとして

取り組む姿を教師が求めて、それを待っているからこその学びだと思う。

３．見出した仕組みをもとに他の事象への見方・考え方を再構成する姿

自分の見方考え方を再構成するというのは 「電池」の単元の終末で仲間の説明と自分の体験、

とを結びつけた生徒Ｆのように「だからあのときはこうなったのか」と、自分の既知のことがら

をわかり直すことである。このような宝物のような発言を増やしたいのだが、授業者が拾うこと

は難しいほど少ないのが当校の課題である。

、 、 。理科の授業において 実験には一生懸命取り組むが それが知識として定着しないことがある

例えば 「検証方法を自分たちで考える追究活動」を行っているのに、後日、追究過程を再現で、

きない生徒が２割近くいるときもある。追究したことが再現できないのだから、他の事象を見て

も知識の転用や応用が利かないわけだ。

このように、わかっているようでわかってない生徒を「科学が好きな子ども」の姿に近づける

ために、活動のどこに問題があるかを、生徒の言語活動の視点から考えた。

（１ 「論拠」を表現させることの大切さ）

理科で、ジャガイモにヨウ素液をかけると青変する実験がある。この実験から何が結論づけ

られるかを他者に説明させたとき 「ジャガイモにヨウ素液をかけると青色になることがわか、

った」という説明をする生徒がいる。これは実験で得た事実を述べただけで、説明しているつ

もりで自分たちの問題の結論を説明していない様相なのだ。この様相が、前述のわかっている

ようでわかっていない子どもの様相に少なからずつながるのではないかと考えた。

前述の「ジャガイモ・・・」の説明は、本来は、下の図のような３段論法になるはずだが、

ヨウ素液の性質という既習事項を引用して事実と結論とを結びつけていなかったのである。

ジャガイモにヨウ素液を デンプンにヨウ素液をかけ ジャガイモにはデンプンが

かけると青紫色になる。 ると青紫色になる。 ある。

（事実：根拠） （既習事項：論拠） （結論）

生徒の実験 関連づける思考 望ましい生徒の様相

、 、 。 「 」この既習事項の引用の部分は 多くの場合 暗黙知である 実験・観察で得た事実を 根拠

とすることに対して、この既習事項や自分の経験則等の引用部分を「論拠」と位置づけよう。

論拠は授業者が聞けば説明している生徒は容易に答えられる。そして 「それも言わなくて、

はいけないんですか？」と述べる。自分には当たり前のことが他にとっては当たり前でないこ

とに気づかないのだ。いちいち聞かれなくてもその論拠を相手に伝えることが説明には重要だ

という認識を授業者も子ども持たなくてはならない。

思考力のある子どもとは、この論拠の部分を自由に引き出したり、相手に合わせて変えたり

できる子どもなのだ。

（２）生徒の言語活動の盲点

「 」 、 。二酸化炭素中でのマグネシウムの燃焼 について 生徒が追究結果をまとめた板書がある



（下写真）黒板に全ての班が一斉に書くため、表現できる文字の量の制約があるとはいえ、論

拠の部分を書いている班はほとんど無いことがわかる。

確かに、最初に結論を書き、次に理由をいくつか書き、最後に結論をもう一度書くというこ

とができているのは、二年生らしい「話すスキル」の定着度である。ここに、論拠の部分を表

現させていくことが、説明を聞いている者の理解を深め、他の事象に関連づけた発言につなげ

るための大事な手だてになるのではないだろうか。来年度以降に向けて、大きな指針を得た気

がした。教育計画の改善に生かしたい。

４．認識のものさし

自然の事物・現象を「変化」としてとらえるために、コマ漫画のように連続的に表現するとい

う活動は、学年が上がるにつれてその効果が強く出てきていた。

実践２において 「電気分解を続けると、イオンが次第になくなるはずだ」という見込みや、、

生徒Ｈの「銅はいずれなくなるから・・・」という提言は、事象を連続的にとらえて、先を見通

せるようになっている様相だと解釈する。

また、３力のつり合いの実践において、角度が１２０°にな

ると車の動きが相対的に止まる現象を、振り子のような往復運

動の結果なのだと、合力の矢印を連続的に表現した生徒達も、

「二力のなす角度が広がれば広がるほど合力は小さくなる」の

ように、事象を変化としてとらえていた。これらは大きな成果

だった （右写真）。

これらの連続的な表現は、最初からきちんと描こうとすると

なかなか描けない。途中からわかってきたことが相手に伝わる

ように工夫して何度も書き直すことで、描き手にも聞き手にも

認識のものさしをもてるようになる。来年度も時間をかけて継

続実施していく。



Ⅳ ２０１３年度の教育計画

１．概要

（１） 「地層」異学年学習の指導計画の改善

・ 新津丘陵の地形の成り立ちが傾斜と浸食から起きていることの理解を導く教育課

程の編成（様々な考えを比較検討する視点についての提案）

（２） 認識のものさしを持てるようになる単元の開発

・ 等速直線運動に力ははたらいていないと説明できるようにする授業

（３） 既成概念を覆す事象提示

・ 磁石にくっつかない１円玉が磁石に反応する理由の追究

（４） 論拠を明確にした言語活動

２．計画の詳細

（１ 「地層」異学年学習の改善）

① 今年度の実践では、３年生が不在になった後に

１年生の多くが「断層」を理由にして課題の説明

を行った。地形ができていく連続性については認

識が深まったとしても、地層平面のひろがりを認

識する段階にまで高まっていないと考えられる。

この状況を改善するために、断層を理由にさせ

ないように「断層がこの地域にないという設定」

にするか 「断層と傾斜とのどちらが成因として、

確からしいかを判断させる基準を設ける」か、そ

れとも、他によい手だてがあるのかを提案してい

く。

② 生徒が自由に削って地形を作ったり、地形の表

面に見える地層を確認したりするための有効な教

材の開発を行う。寒天のように崩れず、切断面を

きれいに再現できる素材の工夫が必要になる。

（２）認識のものさしを持てるようにする単元の開発

① 等速直線運動には力がかかっていないと解釈させるには

等速直線運動を観察した生徒は「物体の進行方向に力がかかっている」と答えるこ

とが多い。力がかからなければ動くはずはないという認識は日常体験からきており，

等速直線運動の学習後も認識の変化が見られないことがある。

そこで，運動を起こす力と運動を妨げる力との相互関係によって運動の様子が変化

することに気付かせ，２力の大きさが等しくなると等速直線運動になることを見いだ

させる。この時点で２力の合力は大きさが０になっていることから、妨げる力がない



ときは運動を起こす力も存在しないのだという解釈ができるようにする。

② 授業の構想

実際には，空気抵抗の大きな物体

の落下運動を観察させ、運動分析ソ

フトで落下運動が途中で速度が上が

らなくなる現象を提示する。重力が

かかり続けているのに速度が上がら

なくなるのはどうしてかを追究させ

る （右写真）。

この際、落下運動は速度の増加が

大きいので、重力の代わりに風力で水平方向にゆっく

り加速する軽量の台車を紹介する。そして、力は小さ

くても時間をかけて力を加え続けると走っても追いつ

けないくらい加速していくこと（右写真）を提示し、

落下運動を水平方向の加速運動に置き換えて考えられ

るようにする。

おそらく、生徒は落下する物体の重

さが増えれば増えるほど落下速度が等

速になるときの速度が増加すること

や、速度が上がれば上がるほど空気抵

抗が大きくなることを自分たちなりの

方法で見いだすだろう。そのとき、連

続的に変化する空気抵抗と速度とが一

緒に表現できる（右写真）と 「空気、

抵抗と重力が等しいときに速度が変わ

らなくなる 「速度が変わらないと。」

いうのは止まることではなく、同じ速度で運動が継続するということだ」などという

実感を得るだろう。

生徒が工夫して力の大きさをするのだが、論拠の部分を十分に説明させて、互いの

追究方法を吟味しながら追究を継続するようにする。

③ 追究に用いる教材

ア：ゆっくり落下する物体

運動分析ソフトを用いる場合、デジタルカメラで動

画を撮影する必要がある。そこに映る物体は同じ画角

の中をなるべくゆっくり運動した方が長時間観察が可

能となり、運動の変化を見い出しやすい。

紙のように軽くて空気抵抗を受けやすく、かつまっ

すぐ落下する物体に、お弁当などに使われるアルミケースがある。溝にそって空気

が流れるために、ひらひらと舞うことなく、ほぼ鉛直に落下する。また、数枚重ね



ることで重さを調節することが可能で、生徒が条件変更しやすい利点がある。

イ：ゆっくり加速する台車

台車は、ホームセンターなどで売っているプラス

チックボードを本体にし、割り箸の軸にボールベア

リングつきの代車の車輪を通したものを接着して簡

単に制作できる。推進力は、 円ショップで購入

できるミニ扇風機を代車に接着することで得る。体

育館のはじから走らせ、反対側のはじに到達する頃

には生徒の全力疾走よりも速い速度に加速する。

ウ：運動分析ソフト

「ＭＯＡ－２Ｄ」や「運動くん」など、様々な運動解析ソフトが中学生向けに開

発されている。動画をキャプチャーして時間と速度との関係をグラフ化する機能が

あれば十分である。ソフトが扱える動画ファイルの種類に注意すれば、生徒が撮影

した動画を生徒が自分たちで分析するのは比較的容易である。

参考資料

○ 小林昭三，笠原健，村田章知 2003『力と運動の素朴概念を転換するＩＴ活用法の有効性』

○ 緒方猛 2004 『運動くん for windows ，笠原 2004 『運動体解析ソフトMOA-2D』』

（３）既成概念を覆す事象提示

（ ） 。磁性のとても小さいアルミニウム １円玉 は磁石にくっつかないと認識されている

その１円玉が磁石に反応するのはどうしてかを追究することを通して，磁界が変化する

ことで電流が生まれることを予想し、電磁誘導の導入とすることができると考えた。

電磁誘導の単元は追究活動が組みにくい。今までは 「音を出すもの（イヤホン、ス、

ピーカー）は音を入れるもの（マイク）になる 「モーターは発電機になる 「電磁」、 」、

石は電磁誘導になる」と 「可逆」をキーワードにした授業者の説明とその確かめが中、

心の授業だった。当然、生徒の興味関心もあまり高まらない。

そこで，一円玉の近くを同じ直径の円形のアルニコ磁石が通過すると，一円玉が磁石

を追いかけて回転する事象を提示する。一円玉はそれ自身は強力な磁石にもつかない。

しかし，前を横切る磁石に反応する（下図）ということは，生徒の既成概念を覆す事象

であろう。

磁石を追いかけるように

一円玉 回転する

磁石 磁石

多くの生徒はこの現象を、一瞬だけ一円玉が磁石になっているのではないかと予想す

るだろう。それが小学校で学習した電磁石と関連づけられて、一円玉が電磁石になるの



だろうという見通しのもとで追究が始まると考えられる。

一円玉は小さいので、アルミ箔やアルミ板で大きな一円玉を作ったり、大きな磁石で

よりはっきりと電流の値を出そうとしたりするなど、生徒が条件を自ら変更して追究を

組み立てることが期待される。

（４）論拠を明確にした言語活動

当校では 「先に結論を述べてから理由を言う」や「主語を意識して話す 「相手の、 」、

話に反応しながら聞く」など、言語活動の生徒側から見た要件になる事柄を学習スキル

として「型」にまとめている。

そして、その「型」を生徒に知らせ、使わせ、評価するというサイクルで指導を行っ

てきた。さらに、小学校にもその「型」を広げ、９年間で段階的に指導していく体制づ

くりを行った。

当校で行う標準的な学習スキルの授業に、以下のものがある。

右の絵は、ミレーの「落ち穂拾い」です。ここに描かれた３人

、 。 。は幸せな人たちですか 不幸な人たちですか 結論づけなさい

※ いくつかあるトレーニングのうちの一つ

この問題の評価規準は 結論 → 理由 → 結論 の順に述べているか や 主、『「 」 「 」 「 」 』 、『

語を明確に述べているか』であった。

しかし、来年度からは「論拠」の部分を明確に表現させることが大切だという考え方

を全職員が共通理解して、教科指導に取り入れていくよう、学習指導の大綱を学習指導

主任や研究主任と共に見直していく。

上記の回答例としては、次のようになる。

結論 「この女性たちは幸せではないと考えられます」

理由①「右側の女性の服は脇の下が破れています （事実：根拠）。」

理由②「いくら作業服とはいえ、女性は身だしなみを気にするものです。破れた服を

そのまま着ているというのは、服装を気にする余裕がないからです 」。

（自分の既習内容との関連づけ：論拠）

結論 「だから、そういう余裕のない生活を送っているこの女性たちは幸せではない

と言えます 」。

上記の回答例の下線部は多分に解答者の主観や経験則が入っている。それを「論拠」

として積極的に述べること、自分と異なる論拠を受け止めて説明全体を作り上げていく

ことが、学び合いなのだと子どもにも教員にも伝えていく。そうすることで、他の事柄

「 」 。との関連を図ることのできる 科学が好きな子ども が育つ土壌ができると考えている

（研究代表・執筆者：大川正史）




