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ソニー子ども科学教育プログラム応募論文

主体性、創造性、感性を高める新規開発計画

～主体性、創造性、感性を高める新規開発計画～

－強い問題意識をもつ－

－身近な問題を解決する－ －自然と科学技術を考える－ －若い理科教師の育成－

科学が好きな生徒

－どうして葉が閉じるの？ －確実に虫をつかむため？ －厳しい自然を生き抜くため
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本校では を育成するた、「地球の自然環境と科学技術のあり方を生涯にわたって問い続ける人間」
めの第一歩として を育てることが大切であると考える。理科教師は 「教育の「科学が好きな生徒」 、
原点」に立ち戻り、生徒の学んでいる姿を見とり、常に、生徒に学び、教師自らを変えていこうとす

。 、「 」 「 、る姿勢でありたい そこで 心の琴線にふれる授業を！ を合言葉に すばらしい事象にふれさせ
生徒の心の奥底にある心情を震撼させる授業」を追い求めていきたいと思う。

「主体性 「創造性 「感性」を兼ね備えた「科学が好きな生徒」私たちは２０１２年度の計画で、 」 」
を育てるために これまでの実践をさらに進化させた、

主体性、創造性、感性を兼ね備えた生徒にするための新規計画～これまでの「ミを立ち上げた。特に、
の実践を考察ッショントライアル」を問題解決学習として追究する教科書にとらわれない単元構想等の開発～

、 。し の教育計画を立案することにした

～主体性、創造性、感性を高める新規開発計画～

① 自然の仕組みを解き ② 自然の不思議を解決 ③ 自然に対する鋭い
明かす をもつ生徒 する をもつ生徒 をもつ生徒主体性 創造性 感性

・自然の仕組みを解き ・自然の不思議を、友達 ・自然事象の奥に潜む自
明かすために、自分の と協力しながら問題を 然の「神秘さ・素晴らしさ
目標をもち、その解決 解決する生徒 ・不思議さ・巧みさ・荘厳
に向けて努力する生徒 ・自然から学んだことを さ」に気づき、実感する生徒

生かして、よりよい生活 ・生命の大切さを実感す
を送ろうとする生徒 ると共に、自然環境や科

学技術のあり方を生涯に
わたって問い続ける生徒

授業を主とした取り組み 人材育成への取り組み

１ の育成 ２ の育成 ３ の育成 ５ の育成主体性 創造性 感性 人材

（１ 「おや、不思議 （１）科学を学ぶ意 （１）本物と出会わ （１）理科授業補助）
だ、なぜだろう」とい 義・科学の有用性を せる 員の活用－愛知教育
う強い問題意識をも 実感させる （２）単元の終末に 大学との連携－
たせる （２）仲間と関わり 「感性の錬磨」の時 （２）若い理科教師
（２）生徒が自ら基 合う中で考えを高め 間を設定する による積極的な研究
礎的・基本的な内容を る場を設定する （３）自然環境や科 授業の推進－参観
獲得したり、問題を解 学技術のあり方、人 カード・授業反省
決したりできるよう の生き方を考えさせ 会の活用－
支援する る「サイエンスモラル （３）若い理科の先

学習」の時間を作る 生を育てる

４ 主体性、創造性、感性を兼ね備えた生徒の育成新規計画
～問題解決学習の教科書にとらわれない単元構想の開発～

（１）本校がめざす「問題解決学習」を明確に定義する
（２）教科書にとらわれない新単元の開発
～これまでの「ミッショントライアル」を単元の中で解決～

（３）教科書にとらわれない新企画の開発
～これまでの「ミッショントライアル」をオリンピック形式で競わせ挑戦させる～



１ 自然の仕組みを解き明かす主体性をもつ生徒にするために
（１ 「おや、不思議だ、なぜだろう」という強い問題意識をもたせる）

、 。今年度も生徒の知的好奇心を喚起し 強い問題意識を醸成するために次の五つの手だてで実践した
１ これまでの自分の知識と経験を総動員しても説明できない状況に立たせる
２ 身近にありながらも見過ごしてしまう事象や、身近な自然において疑問を感じないと思われるよ
うな事象でも、生徒に疑問をもたせる試行活動や演示実験を行ったり、教材・教具を工夫したりする
３ 今まで○○○と思っていた生徒に、全く別の視点から新しい事実を映像、実物、証拠などを提示する
４ 教科書に載っている教材を「隠す「削る「貼り付ける「比較する「強調する」などの加工をして与える」 」 」 」
５ 知識を刺激し、知っているようで知らないあいまいな自分に「無知の知」を自覚させる

① 身近にありながらも見過ごしてしまう事象や、疑問を感じないと思われるような事象でも、生
徒に疑問をもたせる試行活動や演示実験を行ったり、教材・教具を工夫したりする

平成２３年１１月、１年「水の圧力」の学習では、２ｍの特注巨大アクリルパイプに水を入れ、底

から気泡を出すという事象を提示した 泡はどうなりますか と問うと 上。「 」 「

に上がっていく 「ばらばらになる 「消えてしまう」など漠然とした予想」 」

が出された。実際に実験をしてみると、生徒から「えっ！！」という大きな

驚きの声。泡が上に行けば行くほど大きくなるのだ。生徒に「気泡が上に行

くほど大きくなるのはなぜか」という問題意識が芽生えていった。このよう

に、普段風呂や鍋などで泡を見ているが、特に意識して見ることもなく何も疑問に思わなかった生徒

に、視点を変えた演示実験で観察させれば、問題意識が芽生えることがわかった。

② 今まで○○○と思っていた生徒に、全く別の視点から新しい事実を映像、実物、証拠などを提示する

平成２４年７月、１年「光の性質」の学習では、まず、

「ものが見える」ということは、①ものが存在すること、

②ものに当たった光が反射すること、③ものから来る光が

まっすぐ進み目に入ることの３点を確認した。

その後 「自作動物捕獲装置 （角度によって装置の中に、 」

カエルがいるように見える模型）を提示した。生徒の座っ

ている位置からは、装置の中には何も見えない。ところが

見る位置を変えると「すごい！カエルがいる！」とカエル

が見えたことに驚いた。見えるカエルを触ろうとしても触

れない 「どうして、いないカエルが見えるのか」生徒の。

問題意識が高まり、追究が始まった。

（２）生徒が自ら基礎的・基本的な内容を獲得したり、

問題を解決したりできるよう支援する

① 個々の生徒を支援するスタンスを理科教師が共通理解する

昨年度応募した論文の計画を実践する上で、今年度は、個々の

生徒が主体的に活動する授業を支援することを理科教師が共通理

解する場を何度も設けた。このことで、特に若手理科教師の授業

づくりに対する意識が変わり、夜遅くまで教材教具の開発に取り

組む姿が散見されるようになった。

② 毎授業後の終末時にわかったこと、感想等を発表させる「レビュータイム」を設ける

毎授業後の終末時にわかったこと・感想等を発表させる時間レビュータイム
（ 、 ）１時間の授業を想起し ふり返ることで基礎的・基本的な内容の定着を図る

自作動物捕獲装置の中味の

実像



今年度も引き続き、１時間の授業を想起し 「生活と関連させてわかったこと・気づいたこと、疑、

問に思ったこと」など生徒が１時間の学びを記述し発表する中で学習をふり返るようにした。次の内

容は、１年生が「植物の体のつくりとはたらき」を学んだ後のレビュータイムでの発表である。

高さ数十ｍの木は、蒸散のために、根から吸収した水を数十ｍの高さまで吸い上げている。人
がストローで水を吸い上げるには、わずかな高さでもすごく吸う力が必要なのに、植物がそれを
日々行っているのだからすごいと思う。暑い日が続いても枯れずに生き続けることのすごさに気

。 （ ）づいた １年 Ａ子の感想

これまでは、発表して終わりであったが、教師がこれらを回収し読むことで、生徒の思いを生かし

て次時の授業を構想したり、形成的評価として活用したりした。

③ 上級生の理科の問題解決学習の授業を参観させる

、 。生徒の自然の不思議を解決する主体性は 教えて身につくものではない

そこで、上級生が追究する様子（問題解決学習の過程）を参観させた。３

年「仕事とエネルギー」の学習においてグループで問題解決する過程を見

た１年生の生徒は「授業に集中していて、自分たちの力で実験を進めてい

た 「グループで一人一人が進んで意見を出し合っていて、みんなで真剣に」

考えていた」など、上級生の学び方に対して感銘を受けていた。３年生から、

学び方を習得した１年生は、自から解決に動き出そうとしたり、仲間と共に問題を解決しようとする

姿勢が少しずつではあるが芽生えている。
④ 情報メディアや情報機器を効果的に活用する

、 「 」（ ）本校は 平成１５年度に 一人調べ用図書セット 右写真

を整備した。セットには、生徒が自然の不思議を解決できるよ

うに数種類の出版社による資料集とスーパー理科事典が入って

。 、 、いる 今年度は 新たに６種類の出版社の資料集４０冊ずつと

他社の教科書３０冊ずつをブックトラックに入れ 「新一人調、

べ用図書セット」を整備した。生徒は、１年「植物の生活

と種類」の学習でシダやコケの増え方など本物を観察して

も解明できない疑問を「新一人調べ用図書セット」を利用

することで自ら問題解決に動き出していった。

一方、最新の情報機器も活用している。昨年度ソニー教

育財団よりいただいたデジカメの毎秒１０コマ撮影できる

連写機能を使い、自由落下の授業が効果的に実践できた。

このような、情報メディアや情報機器の活用は、生徒の主体的な問題解決にとても役立っている。
⑤ 愛知教育大学との連携を推進する －気象装置の設置と授業での利用－

平成２４年３月 地元の愛知教育大学が設置をした気象観測システムを２年生 気、 「

象のしくみと天気の変化」の授業で活用し、生徒の主体性の育成の一助とした。こ

のシステムは刈谷市内６中学校すべてと愛知教育大学そし

て、愛知教育大学附属名古屋中学校、愛知教育大学附属岡

崎中学校の９カ所の屋上に設置してあり（左写真）気温、

湿度、気圧、風速、風向、雨量の６種類のデータがグラフ

としてパソコンで入手できる。まず、２月４日から２月１０日までの９カ所

の６種類のデータを加工して黒板に貼り（右写真 、この気象データからわかることを発表させた。）



左の授業記録のように、仲

間とのやりとりを通して、生

、徒は６種類のデータを分析し

７日に低気圧を伴った寒冷前

線が刈谷を通過しているはず

と予想した。天気図を配付し

確かめると、確かに７日に低

気圧を伴った寒冷前線が通過

していた。

学校の屋上に設置された装

置のデータを分析し、刈谷付

近の気象現象を解釈すること

ができた生徒は、次のように

感想を書いた。

気温、湿度、気圧、風速、風向、雨量の六つグラフを比べてみると、いろいろな関連があるこ
とがわかり、この日は何があったのかを予測できるからおもしろかった。最後の方で、２月７日
の気象を予想したが、みんなが言うように２月７日９時に刈谷付近を寒冷前線が通過したことが
わかった。六つグラフのデータだけで寒冷前線の通過がわかるからすごいと思った。私はあまり
新聞を読まないし天気図も見ないけど天気について興味が出てきた。これからは、是非気象観測

。 （ ）のデータを活用し刈谷の天気を予測していきたいと思った ２年 Ｂ子の感想

２ 自然の不思議を解決する創造性をもつ生徒にするために
（１）科学を学ぶ意義・科学の有用性を実感させる

① 科学の目をもって生活を観させる
ア 授業の終末部や単元の終わりに生活との関わりを考えさせる

平成２４年２月実施（加藤教諭）－－

・学んだことが生活の中で役立てられていることを確かめ、それまでの学びの意義や有用性を感じ
る機会を設ける。

・学びを生かし活用する場面として、自然の仕組みを利用して生活に生かせるものを製作すること
で、それまでの学びの意義や有用性を感じる機会を設ける。

（板書： 富士松中学校周辺の気象データから何がわかるか ）「 」
Ｔ１：富士松中の屋上に設置している気象観測装置で得られた六つの

データのグラフを見て、気づいたことを発表してください。
Ａ子：例えば２月９日のように気温が上がると湿度が下がっている。
Ｂ男：雨が降ると気圧が低い。
Ｃ子：雨量が上がると湿度が上がる。

＜中略＞
Ｄ男：気圧のグラフが下がっているところが雨が降っている。

天気が悪くなっているところから天気がよくなっているから、低
気圧が通り過ぎたということがわかる。
何となく、附属名古屋中から附属岡崎中にかけて気圧が下がって
いっているようだ。偏西風によって西から東に低気圧が移動した
ことがわかる。

Ｔ２：本当に低気圧が通り過ぎたのかな？
Ｅ男：６日は気温と湿度が逆の関係になっているから晴れている。
Ｆ子：刈谷市のすべてのデータは、７日の雨が短時間に激しく降ったあ

と、急に風速が強くなっている。７日は湿度が高く気圧も低い。
このことから低気圧を伴った寒冷前線が通過したことがわかる。
７日はちょうど９時ごろ刈谷はまさに寒冷前線の真下くらい。

Ｇ男：８日は風が強いし気温が下がっていることから、寒冷前線が通過
して通過後天気図が西高東低の気圧配置になっているはず。

Ｈ男：逆に９日の９時から風速が弱くなっている。刈谷付近は、天気図
で言う等圧線の間隔が広くなっているのではないか。

Ｉ子：気温も、湿度も、風速も風向も天気も全部気圧が関係している。
Ｔ３：みんなが発表した内容の中で、２月７日って本当に、みんなの予

想したように刈谷周辺を低気圧を伴った寒冷前線が通過している
のでしょうか。そこで、２月６日９時から２月９日９時にかけて
の天気図をプリントしたものを配ります。２月７日の９時ごろ寒
冷前線が刈谷あたりにあるかどうか調べてみてください。
＜天気図のプリントを配る＞

生徒：わあ、やっぱり寒冷前線が通過している。すごい。
Ｔ４：感想を言ってください。
Ｊ子：寒冷前線が通過したことをみんなで導き出して、天気図で実際に

そうだったのですごいと思いました。 ＜以下省略＞



２年「動物の生活と生物の進化～感覚器官と脳の科学～」の学習で「白黒

ゴマが回転するとなぜカラーに見えるのか」の問題解決学習を行った 「白と。

黒の円板を回すと何色に見えるか」との発問に対して 「白と黒の絵の具を混、

ぜたときと同じで灰色に見える 「全体的に黒色が多いので黒色に見える」な」

どの予想が出た。そこで、市販の「白黒ごま」を各班で回して確かめること

。 「 」 。にした すると えっ？なんで？色がついている！ と驚きの声があがった

予想を覆す事象と出会った生徒は、今までに得た知識や経験と結びつけて考

えても、うまく説明つかないことから「どうして色が見えるのか？その理由

を詳しく調べたい と強く感じて動き出した 自作の白黒ゴマでの実験後 中」 。 「

心からの距離、回転速度、回転の向きによって違う色が見えたこと」が発表

されたため、教師側で事前に用意した巨大自作実験装置で中心からの距離・

回転速度・回転の向きと見える色について確認した。どの生徒も回転速度、

回転方向と見える色については共通認識でき納得した。

さらにインターネットで追究したところ、多くの生徒が「目の『錯覚』に

よる」という自分の考えをもった。Ｈ子は追究により得た「目からの情報を

脳が『錯覚』するためだ」という考えを、目や脳の関係を絵に表し、発表す

ることができた。ここで 「どうして白黒ゴマがカラーに見えるのか 「錯覚、 」

っていったい何なのか」について、自分の考えを見直すことにした。また、

生活との関わりを考えるきかっけを与えるめに、本校に隣接するトヨタ車体

デザイン部課長の征矢野様に登場していただいた 「錯覚」の事例を提示し。

ていただき 「錯覚」という現象が身のまわりでよくあること、身近で使わ、

れている自動車に「錯覚」を生かしたデザインが意図的に採用されているということを学んだ。生徒

、 、 。の感想から 生活との関わりを考えることができ 学んだことの有用性を強く実感したことがわかる

普段見ているトヨタ車のデザインにも目の錯覚が車にたくさん使われていて、デザインを変え
るだけで広く感じたりせまく感じたりするなんて人の目は不思議だと思った。さらに、錯覚を利
用して車を格好よく見せたり身近な商品に意図的に生かしたりしていることに驚いた。例えば、
車のタイヤは一般的に大きい方が格好よく見えるので、タイヤの周りのデザインを少し変えて大
きく見えるように計算され設計されているのはすごいと思った。今回話を聞いて、白黒こまの授

。 （ ）業で扱った錯覚が私たちの身近な生活に役立っていることがわかった ２年 Ｈ子の感想

（ ）イ 日本の最先端科学が生活に役立つ番組を授業に取り入れる インターネットの動画サイト

平成２４年２月、３年「自然と人間と科学技術」の学習において、全体で「石油はこのまま使い続

けると、あと５０年くらいでなくなると言われている。どうすればいいか」に

ついて考えたあと インターネットの動画サイトを活用して ＴＢＳの番組 夢、 、 「

の扉＋」～日本を藻でエネルギー大国に～の映像を見せ、感想を書かせること

にした。藻の「オーランチオキトリウム」を使い光合成をせずに石油をつくる

ことができるという技術が開発されたという内容である。この日本の最先端科

学を取り入れた映像を見た生徒は、驚きや感動で情動が震撼するとともに、学んだことをもとにより

よい生活を送ろうとする創造性が育まれたと考えられる。次の内容は、視聴後の生徒の感想である。

藻が石油を作り出す事実を初めて知った。実際に藻が作った石油で車を走らせることができ、

すごいと思った。この技術が本格的に活用できれば産油国になれると思った。将来この技術が生

。 （ ）かせる時代が本当に来てほしい ３年 Ｍ男の感想



② 科学が好きな生徒をもっと科学好きに

ア トヨタ車体の研究に協力したり、研究を依頼したりする －隣接するトヨタ車体との連携－

平成２２年６月から、隣接するトヨタ車体の「１００％バイオディーゼル燃料（家庭用のいらなく

なった天ぷら油を精製した燃料 」でダカールラリーを走ることに「廃食油回収」という形で全校体）

制で協力してきた。一方で、平成２４年２月には、本校の理科の授業「白黒ゴマが回転するとなぜカ

ラーに見えるのか」において、生徒だけではどうしても解決ができなかったため、トヨタ車体のデザ

イン部の課長様に授業に来ていただく機会を得た。このように、今年度は、トヨタ車体からの依頼に

応えるばかりではなく、こちらからトヨタ車体に積極的にはたらきかけ、企業とのよりよい連携が構

。 、 （ ） 、築できた また これまでの授業での学びが生活 自動車づくり に生かされ役に立っていることで

科学の学びの意義・科学の有用性を実感させることができた。

（２）仲間と関わり合う中で考えを高める場を設定する

① 問題を解決できる「もの 、考えを深められる「もの」を用意する」

平成２４年６月、１年「動く植物の秘密（植物の生活と種

類 」や２年「モーターに挑む（電流と磁界 」の学習を行） ）

った。いずれもその仕組みの解明が容易となり、生徒が関わ

り合うことのできる「もの」を開発した。生徒は 「もの」、

を活用することで言葉だけでは伝えにくい部分をわかりやす

く伝えていた。このように、教えるのに都合のよい教具ではなく、生徒の問題解決にとって支援が可

能な教具を開発し、活用させることで生徒の創造性が養われていった。

② 関わり合いの場を工夫し、自分の考えの変化を意識させる

理科の授業は、常に黒板を前にして行う

必要はない。本校独自の「ＣＣエリア（コ

ミュニケーションエリア 」での関わり合）

い（教卓のまわりに椅子だけ持って集まる

授業形態）やグループ討議、隣同士ペアで

の話し合いも行っている。

なお、関わり合いに加えて自らの考えに対して自問することも大切にさせた。自問の視点は左図の

通りである。

３年「運動とエネルギー」の授業で 「川で葉っぱを流したとき、、

どんな葉っぱが一番速いか」考える授業を行った。Ａ男は「つるつる

した葉の方が水との摩擦が少なく速く進

む」と考え発言した。Ｂ子は「Ａ男君と

」は逆で水との摩擦が大きいほど速く進む

と答えた。Ａ男は、Ｂ子の発言の意味が

全くわからなかった。まず、Ａ男は「水

との摩擦が大きいとどうなるか？」と自分に問いかけた。しかし、どう

してもわからないＡ男は 「水との摩擦が大きかったら進まないのではな、

いですか」とＢ子に質問をした。Ｂ子はすぐに答えられなかったが、その様子を見たＣ子は「Ｂ子さ

んの言いたいことは、摩擦が大きいと水の流れに乗ることができ速くなり、つるつるだと水の流れに

乗ることができず、流れより遅くなるということだと思います」と答えた。Ｂ子はそうそうとうれし

そうであった。それを聞いたＡ男も、なるほどと納得した様子であった。

具体的な自問の視点

・なぜそう思ったのか

・本当にそうなのか

・他の視点はないのか

・客観的に見たか

・具体例を出せるか

・どう生かせるのか



３ 自然に対する鋭い感性をもつ生徒にするために

（１）本物と出会わせる

平成２３年１０月には、２年「生命を維持するはたら

き」の授業で、動物の体のつくりとはたらきを問題解決

（ 、 、 、 、的に学ぶ過程でブタの主な臓器 食道 胃 小腸 大腸

肝臓、胆のう、腎臓、心臓、肺など）に出会わせた。目

の前で本物と出会わせることで、教科書からでは学べない、自然の神秘さ

・すばらしさを感じさせることができた。

平成２３年１２月には、３年「自然と人間と科学技術」の授業で、霧箱を

使い、目の前に存在する放射線を目で確認する授業を行った。放射線を見

ることができることはもちろん、こんな身近にも恐ろしいと思われている

放射線が存在すること実感した生徒は、自然の不可解さ・恐ろしさを感じ

ていた。 ＜詳細は、Ｐ８の内容を参照＞

平成２４年１月には、１年「気体の発生と性質」の授業の水素の性質を

学ぶ過程で、長さ２ｍの巨大アクリルパイプ内の水素が炎を上げ音を出し

て燃える様子に出会わせた。普段見ることのない、水素の性質を目の前で

見ることで、生徒は自然の神秘さ・荘厳さを実感することができた。

平成２４年４月には、３年「力のはたらき～力の分解～」の授業で、２

力の角度を変えたとき、２力の大きさが違うことを、実際に車を生徒に引

っ張らせて実感させた。正確なデータを得ることで分析解釈の力を育むこ

ともできた。

平成２４年６月には、１年「植物の生活と種類～動く植物の不思議～」

の授業で、本物の植物（ハエトリソウ、マイハギ、オジギソ

ウなど）に出会わせた。何度もハエトリソウとふれ合うこと

でハエトリソウは２回触らないと葉が閉じないことに気づい

ていった。このように生徒は、本物と出会う中で、これまで

見えなかった自然の神秘さ・巧みさ・すばらしさに気づき、

実感し感性を高めていった。

＜詳細は、Ｐ９の内容を参照＞

（２）単元の終末に「感性の錬磨」の時間を設定する

以下に示すのが、１年「動く植物の秘密（植物の生活と種類 」の授業の「感性の錬磨」の時間で）
の感想である。

「ハエトリソウ」は 「葉の内側のとげを１回触っただけでは葉が閉じないけど２回触ると閉、
。」 。じた その理由を葉の中に消しゴムのカスと生きたアリを入れて調べるとアリだけ葉が閉じた

動くものだけに反応して、無駄なエネルギーを使わないように確実に虫を捕るために閉じること
がわかった。植物なのにすごい仕組みをもっているなあと感心した。
「マイハギ」も 「人が叫ぶとわずかに葉が動いて」とてもびっくりした 「マイハギ」が動、 。

く理由を調べると 「マイハギ」は「虫に食べられないように威嚇するため」に動くとあった。、

①さらに矛盾を突き「感性の錬磨」とは 単元の終末において、自分の学びをもとに、例えば、
つける。②何のためにそれが必要なのか考えさせる。 大自然（身近な生活）に目を向け③もっと、

。などの手だてで、自然や自分自身を見直す過程を十分に設けること。これにて科学を考えさせる
よって、自然に対する感性はより研ぎ澄まされていく。



「体温を下げるため」に動くと調べた人もいた。そんな理由もあるんだなあと驚いた。
「①普通の植物は動かないよ 「②二つの植物にとって、そもそも何の授業を終えて、先生が 」

という三つのヒために動く必要があるのかな 「③自然界に目を向けて考えてみたらどうかな」」
。 、「 」 「 」 、ントをくれた これまでの学習をふり返って考えてみると ハエトリソウ も マイハギ も

理由は違うけれど 「厳しい自然の中で生き抜くための工夫」をしているのだということに気づ、
。 、 。 （ ）いた 私は 生き物ってすごいなと何度も思った １年 Ｋ子の感想

（３）自然環境や科学技術のあり方、人の生き方を考えさせる「サイエンスモラル学習」の時間を作る
平成２３年１２月実施（村瀬教諭）－－

３年「自然と人間と科学技術」の単元では、まず原子力発電について知っていることや、自分のも

。 、 「 」っている考えを発表させた ３月１１日の東北大地震の原発事故以降 生徒は 原子力は危険なもの

「放射線を浴びると死ぬ」というようなイメージをもっていた。放射線に

はα波、β波、γ波、中性子線があることを押さえたあと、簡易霧箱とド

ライアイスを１班に１セット準備した。生徒は暗闇に照らされた霧箱の中

でわずかに現れる放射線を実際に目にして、身近にも放射線があるんだと

いうことを実験で確かめることができた。

その後、身近な放射線の量を測りたいという要望があり、放射線測定器

を２人に１台渡した。興味深く空気中の放射線量を調べる生徒、机の上に

乗って教室上方の放射線量を調べる生徒、先生や他の生徒から出る放射線

量を調べる生徒もいた。次に、用意していた放射能岩石（ウランやカリウ

ムなどの成分を含んだ岩石）を１班に１セット渡した。放射能岩石の放射

線量を測らせると、空気中とは明らかに違う大きな値が出たため生徒はと

ても驚いていた。また 「こういう放射線が原発事故、

で大量に放出されたのか？」と改めて原発事故による

影響を感じていた。

測定後、文部科学省が出している基準値表を見せ、

人体に影響のある値（ ）を知らせると、自然放

。射の量は影響がないということがわかり安心していた

最後に、原子力発電についての話し合いを行った。

原子力は現在、必要不可欠なものであることは生徒は

わかっている。それでも、自然エネルギーを使うべき

であるという話になっていったのは、身近な放射線や

放射能岩石を測ったことで、原子力の危険性について

考えることができた結果である。

自分たちの生活場所に放射線があり、ＴＶで見ていた放射線がすぐ近くにあるのだと知ること
ができた。放射線を見たり、量を調べたりでき、正しい知識を得ることができた。原子力発電の

、 。（ ）安全面を改善しながら 環境によい自然エネルギーを活用すべきだと思う ３年 Ｙ男の感想

放射線測定器を使った授業後の感想から、生徒は、原子力だけに頼るのではなく、自然エネルギー

への転換、持続可能な社会（ＥＳＤ）の必要性を感じていた。

原子力発電についての話し合い
Ｃ：今日放射能岩石を測ってみて、やはり原
子力発電は危ないものだと感じました

Ｃ：原子力は使うべきではないと思います
Ｃ：でも、エネルギー問題を考えると必要不
可欠なものだと思います

Ｃ：もっと安全に配慮して使っていけばいい
んじゃないかな

Ｃ：他のエネルギーも見直そうよ。例えば、
太陽光発電とか・・・

Ｃ：風力発電とか、今見直されてるらしいよ
Ｃ：自然のエネルギーをもっともっと使って
いけばいいと思います

のあり方、人の生き方を考えさせる学習サイエンスモラル学習 自然環境や科学技術
（ 豊かな心、正しい判断力をもった生徒」を育てるために行う学習）「

、 。※ に対しての好ましいものの見方 考え方と定義するサイエンスモラルとは→自然環境や科学技術
、 、 。また 理科の学習内容から得られる人の生き方に関する好ましいものの見方 考え方もこれに含む



４ 主体性、創造性、感性を兼ね備えた生徒にするための新規計画

～これまでの「ミッショントライアル」を問題解決学習として追究する教科書にとらわれない単元構想の開発～

－平成２４年６月実施（村瀬教諭）－実践事例１ １年「動く植物の秘密（植物の生活と種類 」）

単 元 構 想 図 実 践 の 経 過

、 、 、 、植物が生きるための体の仕組みを知ろう 本単元は 水や養分の通り道 呼吸 光合成
（１・２・３時） 蒸散など植物の体の基本的なはたらきを学んだ

「 」 。あと 動く植物の秘密 を問題解決的に扱った
●主体性の育成植物は、水を 植物は、栄養を 植物は、人間のよ
①「おや、不思議だ、なぜだろう」という強いどこから吸収 どのように取り うに呼吸をして
問題意識をもたせるし、どこへ運 入れ、どこへ運 いるのか。して

び、どのよう び、どのように いるならどうやっ ブラックボックスを出し 今日登場する植物は ①、 、「
に使っている 使っているのか て呼吸をしてい 花が咲きます、②茎があります、③根や葉がありま

」 、「 」 。のか知りたい 知りたい るのか知りたい す と伝えたあと ④葉が動くんです！ と伝えた
生徒は「え！見たい！」と驚きと期待の反応。動く

植物の体はとても巧みなつくりとはたらきをしている 植物を登場させ名前「ハエトリソウ」も伝えた。事
前に用意してあったハエトリソウを一人一鉢渡し、

。 、【事象の提示】 実際に確かめさせた シャープペンシルで触ったり
ブラックボックス 自分の手を入れたりする姿が見られた。そして「ど
→「葉が動く」ハ うして葉が動くんだろう 「どういうときに動くんだ」
エトリソウ ろう」という問題意識をもった。

●創造性の育成【問題意識】
①仲間と関わり合う中で考えを高めるための支援「どうして葉が閉
－考えを深められる「もの」を用意する－じるのか ４時」（ ）
ある生徒が「内側のトゲ」を触らないと閉じない

葉に触ると閉 葉を閉じるの 「ハエトリソウ」 ことに気づいたため、
じて、虫を食 に、緻密な仕 は名ばかりで 事前に教師が用意した
べるのではな 組みがあるの ハエを食べない 自作巨大ハエトリソウ
いか ではないか のではないか （大きな発砲スチロー

ルに色を本物同様に塗
とにかく「ハエトリソウ」の実物で試してみたい り、蝶番を使って開閉

を可能にしたもの）を提示した。生徒に内側のトゲ
【追究１ 「ハエトリソウ」が葉を閉じる条件を調 をつけさせどこに何本あるかを説明させた。このよ】
べてみたい うな「もの」を使用することで同じ土俵でわかりや

すく説明を聞くことができ、
葉の外側にあ 内側のとげの触 葉を触らなく 問題意識を共有できた。
るとげを触れ り方を変えてみ ても条件によ そこで、ハエトリソウをさら
ば葉が閉じる たら葉が閉じる って葉が閉じる に一人一鉢ずつ渡し、トゲに
のではないか のではないか のではないか 注目させ、葉が閉じる条件

を探った。その結果、外側のトゲを触っても葉が閉
なぜか葉の内側にあるとげを２回触らないと葉が じないが、内側のトゲを触ると閉じることがわかっ
閉じないよ た。さらに「１回触っただけでは閉じなかったけど

２回触ると閉じた」という意見が出た。全員で確か
【追究２ 「ハエトリソウ」は、内側のとげ めてみると、確かに１回触っただけでは閉じず、２】
を２回触らないと葉が閉じない理由を考えて 回触ると閉じた 「何で？」というつぶやきがあちこ。
みたい （５～８時） ちで聞かれた。レビュータイムからも「どうして内側



のとげを１回触っても閉じないが、２回触ると閉じ
１回の刺激しかしない小 １回の刺激だと獲物の るのか」という問題が出され、生徒は主体的に問題

、 。さな獲物では、葉を閉じ 頭しか捕まえられない の解明に動き出し 真の問題意識が高まっていった
②仲間との関わりの場を工夫するるのにエネルギーを使う かもしれないし、下手

ので、相殺されて自分の をすれば逃げられる可 「２回触らないと葉が閉じない理由」を「動く虫
栄養補給にならない 能性もある を確実に捕らえるため 「葉や石など食べられない物」

だと閉じないため」という予想を自作巨大ハエトリ
２回の刺激をする大き ２回目の刺激だと獲物が ソウを使って説明していた。
さの獲物なら、葉を閉 確実に葉の中心にいる可 その後、動く虫としてアリを
じるエネルギーを考え 能性が高いわけで、こん 入れると、葉の中で動き回り
ても十分効果ありと即座 なことを長い進化の過程 すぐ２回触れて葉が閉じた。
に判断するのではないか で会得したのであろう 動かない葉や石を入れると、

１回しか触れないので葉が閉じない。消しゴムのか
【結論 「内側のとげを２回触らないと葉が閉じ すを入れても動かないので閉じなかった。実験結果】
ない理由」は獲物を確実にとらえるためみたいだ を話し合ったところ「動くものだけに反応して、無駄

なエネルギーを使わずに確実に虫を捕るために閉じ
【発展課題の追究】 る」と考察することができた（左下授業記録参照）。
「マイハギ」は、どうして さらに この植物も実は動くんです といって マ「 」 「
葉を動かすのか ９・ 時 イハギ」を見せた。教師が葉の近くで「あー！」と（ ）

、 。「 」 。叫ぶと 葉の先端が動き始めた え？ と驚く生徒
虫の羽音の振動を感 虫の羽音の振動を感知 生徒にも叫ばせて 動画でも動く場面を確認した ど、 。「
知し、虫をおびき寄 し、虫を寄せつけない うしてマイハギの葉が動くのか」再び、生徒の問題
せるための、寄せ餌 ようにする自己防衛行 意識が高まった。
効果ではないか 為ではないか インターネットで「３５℃以上だ

と自然に動くこと」を調べた生徒
実験から、葉の揺れ 実験から、葉の揺れに は 蒸散を盛んに行うため 水「 」「
に対して虫は近づく 対してやっぱり虫は逃 分を全身に送って体調維持をす
回数より逃げる回数 げる回数が多いことが るため 「葉を動かして体を冷やすため」と考察した。」
の方が多いようだ わかった 「声で動くこと」を調べた生徒は「虫の羽音を察知し、

虫を追い払うため」と考察した。その後の話し合い
【発展課題の結論】 を通して、葉が動く理由は「葉を食べようとする虫や

」 。マイハギは敵を寄せつけないために動くんだ 猛暑という危険回避のためと考察することができた
●感性の育成
①本物と出会わせる
一人一鉢のハエトリソウを観察・実験させた

り本物のマイハギと出会わせることで「植物は
緻密な仕組みをもっていてすごい」と植物の不

。思議さ・すばらしさを実感させることができた
②感性の錬磨

「１、普通の植物は動かないよ」単元の終末に
「２、二つの植物にとって、そもそも何のために
動く必要があるのかな 「３、自然界に目を向けて」

の三つの視点を与え、考えてみたらどうかな」
。動く植物と関わってきて学んだことを書かせた

Ｐ７のＫ子の感想から、二つの動く植物を扱ったことで、植物が動く理由が厳しい自然界を生き
、 。抜くための仕組みであることを実感し 植物の巧みさ・神秘さ・すばらしさに気づくことができた

なぜ２回以上なのかの話し合い
Ｃ１：アリを入れたら動き回って２回以上触

り、葉がすぐ閉じました
Ｃ２：葉っぱを入れたら閉じませんでした
Ｃ３：やはり１回だと閉じないね
Ｔ：結局、なぜ２回以上なのかな
Ｃ４：葉を閉じるのに莫大なエネルギーを使

うから動く物を確実に捕るために２回
Ｃ５：生き物かどうかを確かめてるんだね
Ｃ６：エネルギーを無駄に使わないためもあるね
Ｃ７：考えてるなあ



－平成２４年６月実施（松浦・大田教諭）－実践事例２ ２年「モーターに挑む（電流と磁界 」）

２年「電流と磁界」の学習で、①電気ブランコが動くためには電流と磁石が必要なこと、②電気ブ

ランコを大きく動かすためには電流を大きくすることと磁石の強さを強くすることが必要なことを学

んだ。そこで、電気ブランコをわざと大きく揺らしたところ、大きく揺れるブランコを見た生徒から

歓声があがった。そして「そこまで動くなら、ぐるっと一回転しそうだけど」と発言した。この生徒

の発言を生かし、電気ブランコ（以下「一本導線モーター」と呼ぶ）を生徒に提示した。左の授業記録

が教師と生徒とのやりとりである。回るか回らないかは半々だったが、ほぼ全員が実際に回してみた

いと考えた。生徒の創造性を育てるためにだめかもしれ

ないけど、とりあえずやら

せてみることを大切にした。

まず「一本導線モーター」の材

料「土台の発泡スチロール、

クリップ２コ、エナメル線

（φ 、丸型フェライ）

ト磁石２個、電池は２個、

必要に応じて紙ヤスリ」を

配った。じっくり時間をと

ったが、なかなか回らなかった。そんな中、一人二人と回った生徒がで

てきた。暗礁に乗り上げた生徒は、回った人からヒントが欲しいと感じ

ていた。そこで「モーターが回るための秘策を考えよう」という時間を

設け、各班で方法を話し合いホワイトボードにまとめ、ＣＣエリアで発表

した 「導線を細く軽くする 「電流が流れやすいように太くする 「折り。 」 」

曲げる角度を正確にし左右対称でバランスをよくする」などの意見が出た

が、多くの班は「強い磁石」と「強い電流」があれば回ると発表した。生

徒の意見を取り上げ、電池２個を直列につなぎ電流を大きくすることや、

強力アルニコ磁石を一人一個

使用することを許可した。

実験後、再びＣＣエリアに

集め発表させると（左授業記

録参照 、Ｋ子が回転する途）

中で電気が切れないといけな

いと発言した。内容をわかりやすくするため、写真のよ

うな巨大１本導線のモデルを使って説明すると、Ｋ子の

伝えたいことが明確になり、お互いの考えが深まった。

「導線の幅の部分が磁界から力を受けるから幅は広い方

がいい 「回ることを考えると腕は短い方がいい」でも」

「導線が半分まで来たときスイッチが切れないと導線は

横を向いた状態で止まってしまう 「だから、導線を上」

まで回すためには下から回ってきた導線が水平になる前にスイッチを切れば、残りは惰性で回るんじ

ゃないか」と話し合いが活発化した。

話し合い後、一人一人にエナメル線、電池２個、導線、Ｕ字磁石を渡し、頭で考えていることを試

してみる時間を設定した。絶対に回したいと一生懸命に導線の加工をしたり、磁石を置く場所を変え

Ｔ：これってぐるっと１回転すると思いますか

Ｃ１：先生、こんなのが回るんですか

Ｃ２：うまくすれば、回るんじゃないかなあ

Ｃ３：回らないと思います。形がいびつだから

Ｃ４：電池の量を増やすと回るんじゃないかなあ

Ｃ５：電池だけじゃなくて磁石も強くしないと

回らないんじゃないかなあ

、 （ ）Ｔ：じゃあ 実際にやってみたい人 Ｃ： 多数

Ｔ：実際に１回転するかどうか確かめてみよう

Ｋ子：エナメル線は全部削らずに上半分くら
い残しておいた方が回ると思う

Ｔ：どうして？
。Ｋ子：全部削っても途中まであがるんだけど

それだと力の向きがずっと一緒だから
Ｔ：だから？
Ｋ子：少し迷って）削ってないところがある（

と電流が切れるから、力が一瞬なくな
って、勢いで回るのではないか・・・

Ｃ６：僕たちの班は全部削ったけど回ったよ

Ｃ７：確かに。でもＣ６のは削り過ぎて形が
グニャグニャではねながら回ってたよ

Ｃ８：とんだ瞬間に電流が切れたのかもね
（以下省略）



たりする生徒の姿が多く見られた。しばらくすると「先生回った！」と大

きな声と共に「おー！」と歓声があがった。この歓声に後押しされるよう

に回転する一本導線モーターが増えてきた。中には右へ左へ不規則な回転

をする一本導線モーターも出てきた。その二つのモーターを比較すること

で、途中でスイッチが切れる必要があると言ったＫ子の意見の意味に、生

徒は気づいていった。

今日の実験はとっても楽しかった。考えることは大変だったけど、実際にモーターが回ってう
れしかった。やはり、Ｋ子さんの発表のように回転している途中でスイッチが切れるようにしな

。 （ ）いと同じ方向にモーターは回らないことがよくわかった ２年 Ｓ子の感想

次に 「なぜ、たった一本の導線が磁界の中で回るのか」を説明させた。写真、

のような巨大Ｕ字磁石モデルと巨大一本導線モデルを活用させた 「エナメル線。

」「 」は全部削らずに少し残した方が回りやすいみたい 電流の向きがこっちだから

とモデルを使ってダイナミックに一本導線の回る仕組みを説明するＢ子はとて

も意欲的であった。

Ａ男は「上下に二本あればよく回るはず。上と下とで電流の流れる向きが違

えば回る方向も逆になるはず」という発展的な一本導線モーターについて発

言した。そこで、一本導線モデルをＡ男の言う形に組み替えて説明させると

「 。 」「 」確かに 効率よく回りそうだね じゃあ本当によく回るかやってみよう

と活動は高まった。

そんな中「アルミ箔を使ってもいいですか」とＡ男が教師に質問した。何

に使うのか聞くと「電流が流れたり流れなかったりする

ことが大事なら、アルミ箔を利用して、一本導線に接し

たり離れたりする装置を作ろうと思って」との答え。ア

ルミ箔をブラシとする装置ができあがったが、まだ回ら

ない。すると「磁石の向きも重要なんじゃない」と班の

子から助言を受け磁石の向きを横から縦に変えると「す

ごい！最初の一本導線よりもよく回る」と大成功であった。ここまでの追

究の中に多くの生徒に主体性と創造性が確認できた。

単元の終末でＡ男は「モーターには、単純だけどすばらしい工夫が入っ

ていることを知り驚いた。小さなモーターが携帯電話やパソコンなど身近

な生活用品に使われていることにも感心した」と発言した。身近な自然を

見つめる目と有用性が育ち、次第に感性が養われてきたと言える。

実践事例３ ３年「エッグドロップ選手権（仕事とエネルギー）～高所から落とした卵を割らずに

－平成２４年７月実施（青木教諭）－受け止める装置を考える～」

計画では、教科書にとらわれない新企画の開発として、全校から５０人を募って、過去アメリカで

行われた「科学オリンピック（科学五輪）の問題に挑戦」させるという企画を考えたが、何とか授業

の単元に盛り込めないかと考え、３年「仕事とエネルギー」の単元の発展的な問題解決学習として実

践することにした 「エッグドロップ選手権 高所から落とした卵を割らずに受け止める装置を考え。 ～

る～」にオリンピック形式で競わせ挑戦させるという内容である。生卵を使用し、割れた卵は、菜園



の肥料にすることを伝え、道徳面の配慮もした。

前時までに生徒は、斜面を下る台車の運動や振り子の運動を通して、位置エネルギーが運動エネル

ギーに移り変わっていくこと、位置エネルギーと運動エネルギーの総和が一定であることを学んだ。

さらに、地球上では空気抵抗や摩擦があり力学的エネルギーが完全に保存されず、位置エネルギーや

運動エネルギー以外に熱エネルギーなどの別の種類のエネルギーに移り変わることについても考察す

ることができた。そこで、エネルギー概念を実感を伴った理解にするため３時間完了の新単元を構想

し、問題解決的に取り組ませることにした。

、「 」 。 、第１時では 卵を割ることなく机の上から受け止めるにはどうしたらよいか を考えた 条件は

作製時間２０分、２人組、使う材料や道具は自由とした。また、落下する卵をイメージして試行でき

るように、ピンポン球を手渡した。どの班もお互いに話し合いながら主体的に製作を進めていた。家

からタオルや耐震マットなど必要な道具をもってくる生徒も散見された。

図１～図３は、ある班の「ころがし型」装置の設計図と装置の写真である。また、下の表のように

位置エネルギーをどんなエネルギーに変えるか考えながら装置を作製していた班がいくつもあった。

パラシュート型 「スポンジ型 （トランポリン型） 「ころがし型」「 」 」

パラシュートのよう 水槽のろ過に使われるスポンジを何枚も ゴミ袋とバットを使って卵を落下さ
、 、になっている部分を 重ね、着地したときの運動エネネルギー せ 地面に直接落とすのではなくて

反対にして、卵を受 を弾性エネルギーに変えて衝撃を吸収し ゴミ袋の上を転がしてスポンジにあ
けようと考えた装置 ようと考えた装置 てて卵を受け止めようと考えた装置

どの班も卵を割らないように、位置エネルギーをいろいろなエネルギーに変換しようと工夫されて

いた。教師は、個別の支援にあたった （Ａ子と教師との授業中でのやりとり＜下資料＞参照）。

卵を実際に落とす前に、各装置を紹介する時間を設けた。どの班も自信をもって装置を説明する姿

。 。や説明を真剣に聞く姿が見られた 自分の班にないアイディアに驚いたり納得する姿も多く見られた

Ａ子と教師との授業中でのやりとり

Ｔ ：どんな工夫をしたのかな

Ａ子：位置エネルギーを運動エネルギーに変えようと思うんだけど、直接落下させると卵への

衝撃が大きいので、クッションみたいにビニル袋で受けて、位置エネルギーを小さくし

て、そこから運動エネルギーを小さくして転がしてスポンジに当てようと思いました



写真のように机の上から卵を落とすと、卵が割れない度に歓声をあげる

姿が見られた。全部で９班の実験を行ったところ６班が成功した。多くの

班が成功したので、３階の階段の４ｍの高さから落とすことにした。ピン

ポン球で落とす位置を確認したあと、班ごとに卵を落と

した。装置の中に落ちずに卵が割れたり、装置に落ちて

も装置の中で跳ね返って外に出て割れたりする班が見ら

れた。失敗が続く中 「スポンジ型（トランポリン型 」を作った班が成功し大歓、 ）

声があがった。多くの生徒が「トランポリンみたいにするといいのか」とクッシ

ョンよりも、ばねのように受ける方がいいのではいかと話し合う姿が見られた。

位置エネルギーを運動エネルギーに変えるアイディアはよかったと思うけれど、卵が跳ね返り

すぎてしまうところまでは工夫できなかった。Ｂ男君のようにトランポリン型にして受けると位

置エネルギーを弾性エネルギーとして受けることができるのだと思う。次のときは、Ｂ男君の班

。 （ ）のように装置を工夫したい ３年 Ａ子の感想

Ａ子は、エネルギーの移り変わりの視点から考えることができている。また、この授業に対する意

。 。欲の高さも感じられる エネルギーの移り変わりを主体的に考えることができる有効な実践となった

２時間目は、いよいよ本番の「富士中エッグドロップ選手権」である。前時とは違い、使える材料

をどの班も同じにして卵を受ける装置を作製させた。はじめに、今回の目標である「富士中エッグド

」 。ロップ選手権 高所から落とした卵を割らずに受け止める装置を考える～ と以下のルールを伝えた～

富士中「エッグドロップ選手権」のルール

、 、 。① 昇降口に上がる階段を利用し ３ｍの高さから落下させていき 割れなければ１ｍずつ高くしていく

一番高い位置から生卵を落下させて割れなければ優勝

② 卵を受ける装置を作るときは、必ず決まった材料を使うこと

③ 制限時間は３０分。※製作開始１５分後に視察タイム（他の装置を観察する）を５分間設ける

【使用する材料】＜どのペアも共通＞

発砲スチロールの箱（３０ｃｍ四方 、キッチンペーパー４枚、ストロー４本、輪ゴム８個、新聞１）

枚、割り箸２膳、ビニール袋２枚、たこ糸１．２ｍ、スポンジ２個、ティッシュ１０枚、発砲シート

（※発泡スチロールの箱を補強するために、ガムテープは自由に使ってもよい ）。

製作途中の視察タイムでは、自分たちの班にはないアイディアを見つけ

仲間と話し合う姿が見られた。全てを見回り、自分の班に戻ると、視察タ

イムで見つけたアイディアを参考に自分の班の作品を見直した。

右図は、この

時間で書かれた

設計図である。前

時の実験を生かして輪ゴムとビニールシー

トを使って、トランポリンのようにして卵

を受けるのである。この班のように位置エ

ネルギーを弾性エネルギーに変えて卵を割



らずに受ける装置を考える班が多く見られた。下図は、トランポリン型のいくつかの例である。

他にもトランポリンにするのではなく、卵が落下したときの衝撃を小さくするために、卵を受ける

工夫をする班がいくつか見られた。これらの班では、位置エネルギーを別の物質の運動エネルギーに

変えて、卵のもつ運動エネルギーを小さくしようと考えている。

前回とは違い使えるものが決められていて、いろいろ考えて作らないといけなく、制限時間の

３０分はとても短く感じた。前回の実験で位置エネルギーを弾性エネルギーに変えるとよいと思

ったので、今回はトランポリンのようにすると卵を受けることができると思い、輪ゴムやプチプ

。 。（ ）チシートを使ってトランポリン部分をつくった 早く卵を落としてみたい ３年 Ｂ男の感想

最終時、写真のように 「エッグドロップ選手権」で実際、

に卵落としを行った。ピンポン球で落とす位置を確認したあ

と、３ｍの高さから順番に卵を落としていった。割れなかっ

た班に大歓声があがり、割れてしまった班には悲鳴や残念が

。 、 。る声が聞こえた ３ｍの高さは １８班中９班が成功できた

この中でトランポリン型は、１班だけだった。他の残った班

は、クッションを上手に考えた班であった。そこで４ｍの高

さにすると、多くの班が割れてしまい２班が残った。一方は、

補修用のガムテープをうまく用いてクッションにして卵を貼り

付けるという型で、もう一方は、トランポリン型であった。さ

らに５ｍの高さにしても成功したので、学校の３階の窓から落

下させることにした。見事優勝したのは、ガムテープを利用した班であった。

僕たちの班は、５ｍまでいくことができたけど、位置エネルギーが大きくなると弾性エネルギ

ーが大きくなるので弾まないように工夫した。落とすときは 「割れないで！」と祈るような気、

持ちで卵を落とした。なんとか割れずにすんだ。ほっとした。３階から落としても割れなかった

ということは、あれだけの位置エネルギーを別のエネルギーに変換し、運動エネルギーを０に近

。 。 （ ）くすることができたのだと思う 優勝してすごくうれしかった ３年 優勝したＤ男の感想

５ 人材育成への取り組み －科学が好きな先生を育てる－

（１）若い理科教師による積極的な研究授業の推進 －参観カード・授業反省会の活用－



平成２３年１１月９日、１６日、１２月７日の３日間に渡り、愛知教育

大学の学生が教職科目「総合演習」の授業の一環として理科の授業の参観

に訪れた。若手教師が率先して「炭酸ナトリウムの燃焼 「放射線」につ」

「科学が好きな生徒」いての授業を工夫し公開した。公開授業を通して、

の育成を根幹に据えた授業を構想することができ若手教師の力量のアップ

につながった。また、理科教師の卵である愛知教育大学の学生も理科授業

での教師支援の在り方を学んでいる。将来の教師としての資質の向上に必

ず役立つと確信している。

平成２４年１月、台湾新竹教育大学張美玉教育学部長一行（７名）が本

校を視察された 若手理科教師の授業力アップの絶好の機会と考え 以前ソニー論文にも紹介した マ。 、 「

グネシウムの還元」の授業を生徒の問題解決能力の育成と実験や考察の精度を高めることをめざして

公開した。

さらに、平成２４年６月２５日には、全職員が若い理科教師の授業を参観した後に「授業研究会」

を行った。研究授業後は、愛知教育大学教授野田敦敬先生にご指導いただくと共に、参観者に「参観

カード」を記述してもらい授業者へのアドバイスとして活用した。これら一連の活動が若い教師への

刺激になったことは確かである。

（２）若い理科の先生を育てるために －刈谷市中央児童館・刈谷少年発明クラブでの実習－

昨年は、若手教師を育てるために①経験豊富な理科教師のいる学校へ「一

日留学」②若い先生が空き時間に先輩の授業を見るなどの実践により、大き

。 、 、な成果を得ることができた 本年度は さらに二つの刈谷市の施設を訪問し

学びの場を設定した。

平成２４年２月、本校の１年生の生徒がプラネタリウムの学習で刈谷市中

央児童館を訪問した。その際、本校の若手理科教師も同行し 「生徒をどう天体の世界に導くのか。、

どうすれば生徒を引きつけるナレーションができるのか」など多くのことを学ぶことができた。児童

館での生徒の楽しそうな反応を見て、星座や神話を積極的に理科の授業に生かしていった。

一方、平成２４年６月、若手理科教師が休日に刈谷少年発明クラブを訪問した。そこでは、刈谷市

。 、 、内の多くの小中学生がものづくりのノウハウを学んでいる 指導員の先生方が小中学生の考え 発想

アイディアを最大限生かしてアドバイスしている姿勢に感銘し、学校に戻ってからも生徒が夏休みの

創意工夫工作や理科研究に取り組む際の指導に生かすことができた。また、

３年「エッグドロップ選手権」の授業での教材を作るために、大きな発泡ス

チロールをのべ３５０個にカットする必要があり、刈谷少年発明クラブで教

材づくりの支援をしていただいた。このように、若手教師の授業づくりにお

、 。いても 刈谷少年発明クラブでの体験が生かされることとなり感謝している

１ 主体性の育成について

○知的好奇心を喚起し、強い問題意識を醸成するための五つの手だては、自然の仕組みを解き明かす

ための主体的な活動につながり、とても効果的であることがわかった。

○上級生の問題を解明する授業を参観させたところ、下級生は、グループで話し合い解決することの

大切さを実感し、主体的に学ぶ姿が増えてきた。
○大学との連携により、気象観測装置によるデータを最大限活用し、文科省が求める生徒の分析解釈
を大切にする授業を実践したところ、データから天気を予測したり、関連した事実を発見したりす
るなど、生徒の主体的な活動、意欲的な学習を展開することができた。



●問題意識を醸成し主体性を継続させるために生徒の情動を震撼させる場を設けるだけでなく、生徒
が失敗体験や不足感を味わう場を意図的に設け「意図的なマイナス感」を実感させるという新たな
手だてを構築し、単元の途中においても問題意識の高まりや深化を探る必要を感じた。

２ 創造性の育成について
○今年も引き続き単元の終末に、生活との関連を意図的に考えさせたことは、生徒の学びの意義や、
科学の有用性を実感させることができ、効果があることがわかった。

○追究していく段階で、疑問を解決できる「もの 、考えを深められる「もの」を与えたことは、生」
徒が共通の土俵で話し合い吟味でき、個々の考えの深まりに効果的であることがわかった。

●生徒が知識を受け身で獲得するのではなく、自ら基礎的・基本的な内容の獲得をしたり、問題を解
決していけるよう支援することが必要である。理科教師が「タイムリーな教師支援をする 「もし」
かしたらうまくいかないとわかっている状況でも思い切って実験（追究）させ、その失敗を修正す
る過程を大切にする」などの手だてを新規に開発する必要がある。

●生徒と教師の活発なやりとりは、十分見られるようになってきた。今後は、生徒同士の問題解決能
力を高めるために、コミュニケーション能力や表現力をさらに磨いていく必要を感じている。

３ 感性の育成について
○本物と出会わせることは、生徒の心の内面をゆさぶり、それまで見えなかったものが見えてくると
いう面で効果的であり、感性を高める上でなくてはならいものであることがわかった。

○「サイエンスモラル学習」では、どの授業でどんな内容を扱うかを洗い出し、めざす生徒の姿を焦
点化することができた 「自然と人間と科学技術」の授業単元で、放射線の存在を確認し放射線量。
を測定させたり原子力発電について考えさせたりしたところ、多面的にものを考えたり、自然環境
や科学技術のあり方や人の生き方を考えたりすることができ、大きな効果が見られた。

地球の自然環境と●これまでの手だてに加え、新たに「生態模倣」のよさについて考えさせていく。
一助として、感性の高まりが期待できると考える。科学技術のあり方を生涯にわたって問い続ける

４ 主体性、創造性、感性を兼ね備えた生徒にするための新規計画について
○理科の授業で問題解決学習として追究する「教科書にとらわれない単元構想の開発」というプロジ
ェクトを立ち上げたところ、単元のいろいろな場面で、生徒の主体性、創造性、感性の育成を見と
ることができた。特に「エッグドロップ選手権」は、これまで学んだ原理原則を生かして与えられ
た問題を仲間と共に解決しエネルギー概念や、科学的なものの見方考え方を養うことができた。

●教科書にとらわれない新単元の開発は の育成への「一丁目一番地」である、「科学が好きな生徒」
と考えている。そこで、さらに理科教師がアイディアを出し合い、生徒の主体性・創造性・感性を
兼ね備えることができるダイナミックで壮大な魅力ある単元を構想していく必要を痛感している。

●自らの力を試す科学的な奨励活動を推進し、日本学生科学賞への積極的な挑戦をさせていきたいと
。 、 、 、 。考える 理科研究をグループで行うことは 生徒の主体性 創造性 感性を伸ばすことにつながる

、 。指導は大変であるが 教師と生徒が二人三脚で共に問題解決をしていく姿勢をもち続けていきたい

５ 人材育成について
○愛知教育大学の学生に引き続き授業の支援補助員として加わってもらったことは、生徒の支援はも
とより、将来の理科教師の人材育成のために効果的であることがわかった。

○若手理科教師による研究授業を積極的に行い 「参観カード」に感想を記述してもらったり「授業、
反省会」を設けたりしたことで、生徒主体の授業の在り方や生徒に対する個別支援の在り方を学ぶ
ことができた。これらの実践は今後を担う若い理科教師の授業力アップにつなげることができた。

●これまでの手だてに加えて、教職大学院生の理科授業への積極的な活用を考えている。愛知教育大
学教職大学院との連携を強化し、優秀な理科教師の人材育成に寄与していきたい。

●若い理科教師による公開授業の推進は、人材育成に大変効果的であったため、今後も続けていく。
また、近隣の愛知教育大学の学生・留学生・外国からの訪問者・高校の先生などへ積極的に理科授
業を公開し、理科授業のあり方を共に考えていく場として活用していきたい。



実践のキーワードの「主体性 「創造性 「感性 「人材育成」の手だては継続し、新規に取り組む」 」 」
「主体性と創造性と感性を兼ね備え計画を加える。新規の計画で、昨年に引き続き大切にしたいのが

。 、 、 。た生徒にするための新規開発計画」である そこで ２０１３年度の教育計画を 一覧表に整理した

１ 自然の仕組みを解き明かす主体性をもつ生徒にするために（継続・新規）
（１ 「おや、不思議だ、なぜだろう」という強い問題意識をもたせる）

（ ）① これまでの自分の知識と経験を総動員しても説明できない状況に立たせる 継続
② 身近にありながらも見過ごしてしまう事象や、身近な自然において疑問を感じないと思われるような

（ ）事象でも、生徒に疑問をもたせる試行活動や演示実験を行ったり、教材・教具を工夫したりする 継続
（ ）③ 今まで○○○と思っていた生徒に、全く別の視点から新しい事実を映像、実物、証拠などを提示する 継続
（ ）④ 教科書に載っている教材を「隠す「削る「貼り付ける「比較する「強調する」などの加工をして与える」 」 」 」 継続
（ ）⑤ 知識を刺激し、知っているようで知らないあいまいな自分に「無知の知」を自覚させる 継続

（新規）⑥ 生徒の情動を震撼させる場を設ける
（新規）⑦ 生徒が失敗体験や不足感を味わう場を意図的に設け「意図的なマイナス感」を実感させる

（２）生徒が自ら基礎的・基本的な内容を獲得したり、問題を解決したりできるよう支援する
（新規）① タイムリーな教師支援をする

② もしかしたらうまくいかないとわかっている状況でも思い切って実験（追究）させ、
（ ）その失敗を修正する過程を大切にする（新規） 継続
（ ）③ 毎授業後の終末時にわかったこと、感想等を発表させる「レビュータイム」を設ける 継続
（ ）④ 上級生の理科の問題解決学習の授業を参観させる 継続
（ ）⑤ 情報メディアや情報機器を効果的に活用する 継続

２ 自然の不思議を解決する創造性をもつ生徒にするために（継続・新規）
（１）科学を学ぶ意義・科学の有用性を実感させる

（ ）① 科学の目をもって生活を観させる 継続
ア 授業の終末部や単元の終わりに生活との関わりを考えさせる
イ 生徒にはたらきかける体験可能な環境づくり －廊下に実験コーナー設置・廊下のＴＶ活用－
ウ 日本の最先端科学が生活に役立つ番組を授業に取り入れる（インターネットの動画サイト）

（ ）② 先人の追究に迫る 継続
（ ）③ 科学が好きな生徒をもっと科学好きに 継続

ア わくわく実験教室の実施 －児童クラブとの連携－
イ 中高連携講座の実施 －愛知教育大学附属高校との連携－
ウ 保育実習での理科のものづくりの実施 －学区の幼・保育園との連携－
エ 文化祭に科学コーナーの設置 －保護者も科学好きに－
オ 近隣企業の研究への協力と本校の研究への協力依頼 －隣接するトヨタ車体との連携－
カ 愛知教育大学との連携を推進する －気象装置の設置と授業での利用－

（２）仲間と関わり合う中で考えを高める場を設定する
（ ）① 全校で言語能力を育成する 継続
（ ）② 問題を解決できる「もの 、考えを深められる「もの」を用意する」 継続

（新規）③ 生徒相互のコミュニケーション能力や表現力をさらに磨く
３ 自然に対する鋭い感性をもつ生徒にするために（継続・新規）

（ ）（１）本物と出会わせる 継続
（新規）（２）生活の場へ返す学習内容を －「生態模倣」について考えさせる－

（ ）（３）単元の終末に「感性の錬磨」の時間を設定する 継続
（ ）（４）自然環境や科学技術のあり方、人の生き方を考えさせる「サイエンスモラル学習」の時間を作る 継続

、 、 （ ）４ 主体性 創造性 感性を兼ね備えた生徒にするための新規開発計画 継続・新規
（ ）（１）本校がめざす「問題解決学習」を再確認する 継続

（新規）（２）問題解決学習の教科書にとらわれない新単元の開発
（ ）（ ）３ 自らの力を試す科学的な奨励活動の推進 －日本学生科学賞への積極的な挑戦－ 新規

５ 人材育成への取り組み －科学が好きな先生を育てる－（継続・新規）
（ ）（１）理科授業補助員の活用 －愛知教育大学との連携－ 継続

（新規）（２）教職大学院生の活用 －愛知教育大学教職大学院との連携－
（３）若い理科教師による公開授業の推進 －愛知教育大学の学生・留学生・

（新規）外国からの訪問者・高校の先生などへの積極的な理科授業の公開－
（ ）（４）若い理科の先生を育てる 継続

① 経験豊富な理科教師のいる学校へ 「一日留学」、
② 刈谷市中央児童館・刈谷少年発明クラブでの実習
③ 若い先生が空き時間に先輩の授業を見る



。 。※ については以下に説明 黒字網掛けなし については原則説明は割愛赤字網掛けあり（ ）新規 （ ）継続

ここからは、前ページの教育計画一覧の中から、特に に取り組むことを中心に述べる。（新規）

１ 自然の仕組みを解き明かす主体性をもつ生徒にするために

、 、 、生徒の素朴概念をゆさぶり 問題意識を醸成する方法を見直し これまでの五つの手だてに新たに

⑥「生徒の情動を震撼させる場を設ける 、⑦「生徒が失敗体験や不足感を味わう場を意図的に設け」

を加える。『意図的なマイナス感』を実感させる」

① これまでの自分の知識と経験を総動員しても説明できない状況に立たせる

② 身近にありながらも見過ごしてしまう事象や、身近な自然において疑問を感じないと思われるよ
うな事象でも、生徒に疑問をもたせる試行活動や演示実験を行ったり、教材・教具を工夫したりする
③ 今まで○○○と思っていた生徒に、全く別の視点から新しい事実（映像、実物、証拠など）を提示する

④ 教科書に載っている教材を「隠す「削る「貼り付ける「比較する「強調する」などの加工をして与える」 」 」 」

⑤ 知識を刺激し、知っているようで知らないあいまいな自分に「無知の知」を自覚させる

⑥ 生徒の情動を震撼させる場を設ける

⑦ 生徒が失敗体験や不足感を味わう場を意図的に設け「意図的なマイナス感」を実感させる

（１ 「おや、不思議だ、なぜだろう」という強い問題意識をもたせる）

⑥ 生徒の情動を震撼させる場を設ける

生徒の情動を震撼させる場を設けることで、生徒の問題意識は持続したり高まったりし、活動は継

続していく 育むためには、強い問題意識を抱かせたり問題意識を持続させ。「科学が好きな生徒」を

たりするための情動を震撼させる場の設定が大きな要素となる。

とは（単元の中で）生徒が「ハラハラ、ドキドキする場」を意図的に仕組むこと「情動を震撼させる」 、

、「 」 、 、 、※ここで言う ハラハラ・ドキドキする場 とは 生徒にとってインパクトのある事実 映像

体験、実験などと衝撃的に出会う場のことであり、ただ単に、もの・こと・人などとの魅力的な

出会いを言うのではない

１年生の「地震」の単元では、以下のような手だてを考えている。

①生徒を起震車に乗せるときに、より危機感を与えるために、以下のような条件設定を行う。

・生徒の思いとして 「震度７」の地震を体験したいという要求が、

あった場合、その要求を実現するために、突然「起震車」がきた

というようなサプライズ的な状況の演出をする。

・普通は４人１組で体験をしなければいけないところを、一人ずつ

体験させる。

・体験中は 「絶対に外を見ない（起震車の外は、全然揺れていないので）ように 「実際に『震、 」

度７』で揺れている最中にガスの元栓を締めに行かなければ火事が起こるので必ず自分で締め

にいく」などの条件を事前に示す。

②地震中に建物が倒れたり、崩壊したりする映像は少ない。そこで、地震を恐怖感を猛烈に味わ

わせるために阪神大震災が起こっている最中の建物の崩れる状況をＣＧにした映像を流す。



⑦ 生徒が失敗体験や不足感を味う場を意図的に設け「意図的なマイナス感」を実感させる

生徒の主体性を育むためには、部活動やオリンピックでも成功体験ばかりではダメであり、失敗し

たり挫折したりする経験が大切であることがわかってきた。そこで、単元の中に生徒が失敗体験や不

足感を味わう場を意図的に設け 「意図的なマイナス感」を実感させる手だてを計画している。、

具体的には、２年「電流と磁界」の単元で、ダイナミックな巨大コイル

を提示する。ものを引きつける力の大きさを実感させたあと「この大きな

力を生み出す仕組み」を調べたいと追究していく過程で 「コイルの導線、

を一カ所だけ切断したコイルを作っておく 「被覆導線の中の金属導線を」

引き抜いたビニル被覆のみのダミーのコイルを作っておく」などして、も

のを引きつける力のない体験をさせる。生徒は「いったいどうして？力を

生み出すには、何が足りないのか」と、より意欲的で主体的な追究が展開されるはずである。

（２）生徒が自ら基礎的・基本的な内容を獲得したり、問題を解決したりできるよう支援する

① タイムリーな教師支援をする

問題点に対してあれこれ調べたり、試行錯誤し、しっかりと吟味したり、自分の考えを練り上げた

りする時間を保証した上で、タイムリーな教師支援を大切にする。例えば、暗礁に乗り上げている生

徒に対しては 「こんな方法でやってみたらどうか？」というようなヒント情報を与える。また、教、

師が生徒と共に試行錯誤し、アドバイスをしながら追究していく。

② もしかしたらうまくいかないとわかっている状況でも思い切って実験（追究）させ、

その失敗を修正する過程を大切にする

問題に対してあれこれ調べたり、自分の考えを練り上げたりする時間を保証した上で、もしかした

らうまくいかないとわかっている状況でも思い切って追究させたり、実験をさせてみたいと考えてい

る。時間はかかるが、その失敗を修正したりくぐり抜けたりする過程が、まさに問題解決的学習過程

であると考える。そして、無駄だと思われる時間を授業で扱うことが の育成、「科学が好きな生徒」

にどう影響するのかを検証していきたい。

２ 自然の不思議を解決する創造性をもつ生徒にするために

（２）仲間と関わり合う中で考えを高める場を設定する

③ 生徒相互のコミュニケーション能力や表現力をさらに磨く

自分と友達の意見を比べながら考えを深めたり、自分の考え方を説明し、それが認められたとき、

生徒は大きな満足感を得ることができる。そこで 「自分でできた、自分でわかった 「仲間と共に、 」

できた。仲間と共にわかった」などの個と共同での満足感・達成感を味わわせる。授業の中で一人一

人が存在感を実感し 「わかった！ 「できた！」という喜びを感じることが仲間と共同して学ぶ楽、 」

しさとなる。理科のほぼすべての授業でこの心情を大切にしていく。



３ 自然に対する鋭い感性をもつ生徒にするために

（２）生活の場へ返す学習内容を －「生態模倣」について考えさせる－

「生態模倣」とは、生物の仕組みをヒントに、製品や技術を開発することを言うそうである。生物

は、厳しい自然環境を生き抜いていくために、巧みな体の仕組みがいたるところに隠されている。そ

のさまざまな仕組みを、身近な生活に生かす授業を取り入れたいと考える。

２年「動物のなかま」の単元では、魚類の体の表面について学ぶ。とりわけ、サメの肌は独特であ

り、そのメリットを考えることで、実際に競泳水着に生かされた理由をいろいろな視点から理解する

ことになる。さらに、平成２４年６月２４日の中日新聞に掲載された 「蚊が皮膚を刺す仕組み」を、

考えたあと、その仕組みが身近な生活に生かされる事例について考える授業を行う。蚊に刺されても

チクッとはするが痛くない。ミクロな世界では鋭い３本の針が刺さっているのだ。その仕組みが近い

将来、医療用の注射針に生かされるということを知らせることで、科学と身近な生活との関連を考え

るようになるはずである。

（４）自然環境や科学技術のあり方、人の生き方を考えさせる「サイエンスモラル学習」の時間を作る

を願本校では、生徒に「地球の自然環境と科学技術のあり方を生涯にわたって問い続けること」

「地球の自然環境と科学技術のあり方を生涯っている。そして、昨年度の計画では、生徒一人一人が、

五つの姿として示し、表出可能な学年、単元を想定した。そにわたって問い続けていく姿」を具体的に

サイエンスモラル学習」の授業例を以下に示す。こで、今後、是非行いたい「

① 【共存】今ある自然を大切にしながら、人が便利に暮らせる技術を開発することを望む姿め
② 【補完】開発で自然環境を変えざるを得ないとき、その自然を補う技術の必要性を考える姿ざ
③ 【責任】人の生活に寄与する技術開発後、自然に影響を与えない処理方法を考える姿す
④ 【応用】最先端の科学技術を、自然環境破壊を防ぐ目的で利用しようとする姿生
⑤ 【倫理】科学技術を駆使すれば自然を変えることができるような場合でも、本当にやっても徒

いいのか考え、歯止めをきかせようとする姿像

＜実施可能な単元＞考 今年度は、オリンピックイアーである。そこで、１９７０年冬季札
「 」え 幌オリンピックの際、スキー場が必要であるということで、現状の復 １年 植物の生活と種類

２年「動物の生活と生物る 帰を約束して開発を行った事例を紹介する。オリンピック後、約束通
の進化」事 り植林が行われた。しかし、航空写真で見た現地は、周りと環境を異

３年「自然と人間と科学例 にし、決して完全な元通りにはならなかった。そんな現実を突きつけ
技術」る。

地球の自然環境教 そんなとき、授業で自然の巧みさ・すばらしさ・荘厳さを実感した生徒は、
はずである。師 と科学技術のあり方を生涯にわたって問い続けていく

→今ある自然を大切にしながら、人が便利に暮らせる技術を開発していけることを望んでいる。の
そんな心を育む科学の必要性を、生徒に伝えていきたい。願

い

４ 主体性、創造性、感性を兼ね備えた生徒にするための新規開発計画

（１）本校がめざす「問題解決学習」を再確認する



（２）問題解決学習の教科書にとらわれない新単元の開発

実践計画事例１ １年「身近な不思議を科学する（身近な物理現象）～浮く・沈むとは～」

昨年度の論文で実践計画した単元が、年間計画の関係で実践できなかったため、平成２４年９月以

降に実施するよう、再度計画した。 ＜※単元構想図は昨年の論文Ｐ２４参照＞

実践計画事例２ １年「Human ＶＳ Earthquake（地震 」）

東北で起こった大震災が記憶に新しいものの、実際、地震は生徒にとって身近な自然現象という実

感がわきにくい。そこで、１年「地震」の単元では、地震を問題解決的に扱うことで、主体性・創造

性・感性を兼ね備えた を育んでいきたいと考えた。「科学が好きな生徒」

「地震」とは、身近で毎日どこかで起こっていることにもかかわらず、そのメカニズムを意識する

には至っていない。そこで、まず、ＶＴＲ「地震：列島を襲った大災害」を視聴し、考えたこと・感

じたこと・疑問点を書かせる 「震度７」を体験したいという記述を糸口として、起震車を活用して。

一人ずつ揺れを体験させる。生徒はこの体験を足がかりとして、次第に迫り来る「東海地震 「東南」

海地震 「南海地震」へ関心が高まってくるはずである。」

さらに、巨大地震に関する資料（新聞記事・雑誌記事）や物（タンス

） 。 、を支える棒・非常食・緊急常備品 をアラカルト的に提示する 生徒は

「東海地震 「東南海地震 「南海地震」とは、どんな地震でどんな特徴」 」

があるのか詳しく知りたいという問題意識が芽生えていくであろう。

「震度７」の恐怖感を抱いている生徒に「阪神・淡路大震災」の死亡

（ ） 、者の内訳をデータ 建物倒壊による死者多数 ＜右資料＞で示すことで

２次災害である「建物が倒壊すること」の方が怖く危険で死につながる

という事実を知る。次に 「阪神・淡路大震災」で建物が倒壊する瞬間、

のＣＧを視聴させる。生徒は、これまで地震後に倒壊した建物の映像は

見たことがあるが、実際に地震が起きている最中に建物が倒壊するまで

の恐ろしい映像は見た経験がないのでインパクトが強く情動が震撼する

はずである。

単元の最後に、地震による２次災害の資料を提示し、断層、津波、液状化現象などのメカニズムの

追究へと進めていき、生徒の追究意欲を高めていきたい。

このように問題意識が醸成していけば、追究の過程で自ら解決に向けて努力する姿＜主体性＞、自

分の方法や友達と強力しながら解決しようとする姿＜創造性＞、自然を追究する中で自然の営みの偉

大さに気づく姿＜感性＞が見られるはずである。

「 」本校がめざす 問題解決学習
生徒が学習主題として何らかの問題を自覚し、その解決方法についても主体的能動的に取り組み→
学んでいく学習法。問題が解明できたとき、楽しさを実感する（成就感や達成感を味わう）こと
ができる。

※生徒の （対象と出会ったときに自分が抱いた疑問や矛盾、願いに対して、見通しを「問題意識」

もって解決に動き出そうとする気持ち）が学習の根底にあることが必要不可欠である。



実践計画事例２の単元構想図 １年「 Human ＶＳ Earthquake（地震 」）

教師のはたらきかけ 生徒の思い・考え

①「震度」と「マグニチュード」の違い
②２次災害＜その１＞（津波・火災・液状化現象）
③地震の起こるメカニズム（なぜ、理由、原因）
④地震はどこで起こる（どこ、場所、起こりやすい場所）
⑤「震源」→「震央」 波の伝わり方
⑥揺れの種類（どうして左右に揺れるの？）
⑦東海地震、東南海地震、南海地震の「震度７」を体験したい
⑧東海地震、東南海地震、南海地震の震源、被害予想を知りたい
⑨東海地震、東南海地震、南海地震などの予知
⑩防災対策
⑪２次災害＜その２＞（建物損壊）

「地震」に対して、興味をもったこと、疑問に感じたことを知り
たい １～３時

、「 」（「 」「 」近いうちに三河地区にも 巨大地震 東海地震 東南海地震
「南海地震 ）が迫り来るらしいよ」

主
体 とにかく「東海地震」の揺れ（震度７）を体験してみたい ４時
性

「震度７」は「怖か 「震度７」は思った 「震度７」が突然来
った」 より 怖くなかった たら「怖い」だろう「 」

主
体 「東海地震 「東南海地震 「南海地震」とは、どんな地震でどん」 」
性 な特徴があるのか詳しく知りたい ５～７時

創 「東海地震」はいつ 「東海地震」の被害 「東海地震」はどう
造 起こるのか（地震の （人的被害・建物被 して起こるのか（地
性 予知） 害）はどれくらいか 震の原因）

「東海地震」は本当 「東海地震」が起き 「東海地震」の大き
に起こるのか（地震 る前・起きた後にど さはどれくらいか
の予知） うしたらよいか

人間の知恵を結集した、地震予知もまだまだらしい。
「震度７」の地震って、突然来たら「恐ろしい」だろうね

こんな巨大地震が来たら・・・？ ８時

創
＜２次災害のメカニズムの追究：モデル実験、模型作成などによる＞造
断層 液状化現象性
津波

感 いくら、地震に強い家を考えてつくっても、地震に備えても、人間は、決して自
性 然の恐ろしさにはかなわない。人間は、その自然といかに立ち向かうのかを常に

考えていかなければいけない。そして、何百年も昔から偉大な自然に対して少し

でも立ち向かおうとしている人間の営み（立ち向かおうとするということは、実

は自然と共生・共存しようとすること！）に敬意を表することが大切だね

①ＶＴＲ「地震：列島を襲っ
た大災害」を視聴し 「考、
えたこと・感じたこと・疑
問点」を書かせる
②生徒が漠然と抱いた疑問に
対する「新聞記事・市発
行の資料・具体物」をア
ラカルト的に提示する
「地震」に対して今まで何
も感じなかった生徒に、興
味をもち、心配し、話題と
するように、地震被害のＶ
ＴＲを視聴させたり 「地、
震」に関する資料を提示
したりする

「 」「 」③ 起震車 で 東海地震
の揺れ（震度７）を体
験させる
「地震」の怖さを、知った
生徒に、実際に「震度７」
の揺れを体験させることに
より 「こんなに揺れるん、
だ」という恐怖感、危機感
をさらに高めさせる

④「東海地震」に関する資
（ ）、料 新聞記事・雑誌記事
物（タンスを支える棒・
非常食・緊急常備品）を
アラカルト的に提示する
「地震」に対する原理・原
則を身につけた生徒に 「東、
海地震」が迫り来る事実を
伝え、資料や物を提示し、
イメージを膨らませ意識を
高めさせる

⑤「震度７」の恐怖感を抱
いている生徒に阪神・淡
路大震災の死亡者の内訳
をデータ（建物倒壊によ
る死者多数）で示す
⑥「阪神・淡路大震災」で建
物が倒壊する瞬間のＣＧ
を視聴させ、生徒に自由に
「思うこと」を言わせる
地震」の「揺れ」が怖い「
と考えている生徒に、建物
が倒壊することの方が怖く
危険で死につながるという
事実を知らせる



実践計画事例３ ３年「けんかゴマ選手権（仕事とエネルギー）～回転エネルギーを運動エネルギ
ーへ変換しガチンコ勝負に挑む 」～
平成２４年７月に行った「エッグドロップ選手権 （Ｐ１２参照）では、授業の中でオリンピック」

形式で競わせ挑戦させる問題解決学習を行うことが、生徒の主体性、創造性、感性の育成に効果的で
あることがわかった。そこで、第２弾として、３年「仕事とエネルギー」の単元で「けんかゴマ選手
権」と銘打って、決められた材料と時間で自作のコマを作り、最も強いコマを競わせる。コマは片手
で回し、静止時の直径が８ｃｍ以内という条件。直径４０ｃｍの土俵で２チームが同時に回し始め、
土俵の外に出るか先に止まった方が負けとなるルールだ。最も強いコマを作った生徒から順に金賞、
銀賞、銅賞とする。わくわく感やドキドキ感があり、興奮の中、エネルギー概念を養いながら、主体
性、創造性、感性を高めていくものと期待している。

（ ）○問題解決学習の教科書にとらわれない単元構想の開発例 ※２０１２年の計画で掲載したもの以外
学年 教科書の単元名 大単元 単元構想の開発の可能性がある身近な素材（ ）
１ 植物の生活と種類 ・高い木は、どのように根の水を吸い上げ葉から蒸散させるのか

・オオバコはなぜ踏みつけられても生きられるのか
・緑の葉でなくても光合成をする植物はあるのか
・アオギリの種が回転しながら落ちる秘密を探る
・酔芙蓉の花が一日で白色から紅色に変わる理由

物質のすがた ・ヘリウムガスの不思議を探る
身近な物理現象 ・２階だと窓の外の声がよく聞こえるのはなぜか

（ ）・トイレの水が流れる仕組み サイホンの原理に迫る
・トイレの注水が一定量で自然に止まる仕組み

２ 化学変化と分子・原子 ・使い捨てカイロの秘密を探る
動物の生活と生物の進化 ・始祖鳥に見られる恐竜の痕跡について
電流とその利用 ・３個の豆電球をいろいろなつなぎ方でつないでみたら
気象のしくみと天気の変化 ・巨大竜巻のできるメカニズムを解明する

３ 運動とエネルギー ・モンキーハンティングの謎を解き明かせ
・ジャンピングストーンの秘密を探る

生命の連続性 ・人間の皮膚って切れても再生する仕組みは？
・遺伝子組み換え作物の正体を探れ
・双子ってどういうこと？

化学変化とイオン ・１円玉と１０円玉とポカリスエットで化学電池ができるのか
地球と宇宙 ・金環日食のメカニズムを解明する

（３）自らの力を試す科学的な奨励活動の推進 －日本学生科学賞への積極的な挑戦－

「自分が掲げた研究テーマを追究し解決する」そんな活動が科学の醍醐味

とも言える。科学部の生徒には、日々の活動の中で理科研究に取り組ませて

いき に迫りたいと考える。日頃の生活の中から素朴、「科学が好きな生徒」

、 、 。な疑問を取り上げ グループ毎にそれぞれテーマを決め 研究を進めていく

、 、 、 、 、理科研究は 論文やパネルにまとめ 絵 グラフ 写真を効果的に位置づけ

第３者が読んでわかりやすいものに仕上げる。そして、今までの学習を通し

て培ってきた自分の力を試すため「科学の甲子園」と呼ばれる日本

学生科学賞や自然科学観察コンクールなどの全国コンクールへの応

募を推奨していく。

本校では、毎年、多くの生徒が全国レベルで上位入賞をすること

ができ、そのことが、他の生徒の意欲を刺激するという良好なサイ

クルができあがっている。このような取り組みが、生徒

にチャンスを与え可能性を広げる。昨年度は、第５５回

日本学生科学賞中央審査において、科学部の「水がねじ

れる秘密」の研究が全国入賞（日本科学未来館賞受賞）

に輝いており成果が認められた。その朗報は、科学部の



、 。生徒だけではなく一般の生徒にとっても励みとなり 夏休みに理科研究に取り組む生徒が増えている

５ 人材育成への取り組み －科学が好きな先生を育てる－

（２）教職大学院生の活用 －愛知教育大学教職大学院との連携－

地元の愛知教育大学には、教職大学院という制度がある。今年の９月から再来年の３月まで週２日

間教職大学院生が「学校サポーター活動」として理科の授業の実践形式の実習を行うことになった。

この大学院生は、以前大学生のとき、自ら志願して本校の理科支援ボランティアとして活躍した経験

がある学生である。大学生のときとは違い、教員免許を持っているため、そのメリットを最大限活用

して、本校の教科指導教諭と教職大学院生が二人三脚となって授業を行うことにより、お互いによい

刺激を得ながら成長していくことを期待している。さらに、来年度は「学校サポーター活動」に加え

て「教師力向上実習」として平成２５年４月～７月と平成２５年９月～１１月に「４週間実習 （毎」

日）を２回行う。これは、１単元すべてを大学院生が授業を行うことができるため、大学院生が自身

、 。の授業を分析し形成的に評価し次の授業で改善するなど 教師としての力量向上を望むことができる

（３）若い理科教師による公開授業の推進 －愛知教育大学の学生・留学生・外国からの訪問者・高

校の先生などへの積極的な理科授業の公開－

本校は、愛知教育大学の学区に位置することもあり、大学の授業の一貫として、本校の授業参観を

希望することが多い。その際、あえて理科の授業を公開し、若い理科教師に経験を積ませる場と位置

づけることにしている。大学生以外にも、留学生、海外からの訪問者、一方では近隣の高校の先生の

授業参観もあるが、理科の問題解決学習を意図的に公開し、授業者の学びの場となるように積極的に

はたらきかけていきたいと思っている。１０月にはオーストラリアから６人の理科教育の関係者が本

校を訪問し、お互いの国の科学教育を公開する予定である。

平成２４年３月、ＪＴ生命誌研究館館長の中村佳子様は、中日新聞で「原子力発電再稼働の難しさ

を思うと、自然再生エネルギーに目が向く ・・ 略 ・・自然の恵みの活用は、一極集中社会、高層。 （ ）

ビルに暮らしスイッチ一つで動く電気と石油に依存する生活からの脱却を意味する。私は、庭の枯れ

木や落ち葉、廃材などを燃やしているが、このぬくもりは心が安まりホッとする。誰かがどこかで作

ってくれたエネルギーを使う便利な生活よりも自分で考えながら手をかける暮らしの方が質が高い。

そう思えないのだったら自然エネルギーへの転換は本当の意味をもたない」と述べてみえる。このよ

うに は、私たちは、原子力発電地球の自然環境と科学技術のあり方を生涯にわたって問い続けること

事故が起こる前から大切だと考えてきたことであり、これからも大切にしていきたいと考える。

そして 今 私たち理科教師に求められていることは ? 啄同時 そ、 、 「 」（

ったくどうじ）に他ならない。雛鳥が内側から殻を突いているのに、親

鳥がそれを外側から助けなければ、小さな命は死んでしまう。反対に、

親鳥が外から殻を破ろうとしているのに、雛鳥がこれに応じなければ、

命の誕生はありえない。生徒が「心に夢の卵を持っている （小柴昌俊」

さんの言葉を引用）とき、絶妙なタイミングで実態に合った教師支援を

行うことが好機であり大切である。

「主体性 「創造性 「感性」を兼ね備えた「科学が好きこれからも、 」 」

を育てるために、生徒が「心に夢の卵を持つことができるような生徒」

な授業を！」追い求めていきたいと思う 「夢の卵」は、私たちの身近。

な生活に、たくさん潜んでいるはずだから・・・。

【研究代表者：加藤俊也 執筆者：村瀬隆一・松浦浩幸・青木将司・大田将史】




