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I 本校が目指すもの 

１ 本校の目指す科学が好きな子ども 

(１) 本年度の取り組みに際して 
２つの学校が統合し富士見中となって開校３年目を迎えた。開校以来「知的好奇心を持ち，

自らの夢に挑戦することができる生徒」の教育理念のもと，学校が一体となって日々の授業改

善に取り組んでいる。昨年は，科学が好きな子どもを「科学する心をもって事象に主体的に関

わり，探究する中で自己の可能性を広げることができる子ども」ととらえ，「授業改善」，「人に

学ぶ」，「環境から学ぶ」という３つの視点を持って取り組んだ。その中で 
○ズレを生じさせる事象提示は，仮説をもち主体的に問題解決学習へ向かうために重要な要

素であること 

○日々の授業改善を丹念に重ねることで生徒が興味・関心をもつ授業になること 

がわかった。しかし，研究をまとめた段階で次の点が問題となってきた。 
◇「科学が好きである」ことを「科学する心をもつこと」と捉えたが，科学する心が育まれ

ているのか評価が十分でなかった。 

◇生徒の姿で語られるというより教師の視点になりがちであった。 

昨年からの基幹的な部分に変更はないが，追究やまとめ方の視点をより「科学する心」が育

まれているか，その科学する心をどのように涵養していくかを理科の授業改善を中心に取り組

むこととしたい。 
 一方で昨年まで（昨年テーマ）を「授業」「人」「環境」を視点とし同列に取り上げたが，実

践の中から，「人」や「環境」は取り上げる内容または条件であって，授業はそれらを展開する

場所(フィールド)若しくは活動であるために視点として同列に記すことは無理があるのではな

いかという反省も上がった。（例えば同じ実験からメンデルと自分たちと考察を競い合うという

授業の場合）「人」と「環境」を内容や条件面で大切にしていくことの方向性に変更はないが，

「授業」は授業改善，授業づくりという活動として具体的な形で日頃から大切にしていくもの

としてとらえたい。 
以上の取り組みの中で，「環境」や多様な「人」の考え生き方に学び，生徒が問いを解き明か

すことを主体的におこなう，よりよい授業づくりを目指したい。これら授業・人・環境を含め

て富士見中の「学舎」（まなびや）と考えている。 

(２) 科学が好きな子ども（生徒）とは 
 科学が好きな子ども（生徒）は次のような心をもっていると考える。 

① 自然のすばらしさに深く感動する心 

② 真実を素直に認め決してごまかさない心 

③ 偏りや思い込みなしに素直に判断し行動する心 

④ 自然の中に活かされる命を大切にする心 

⑤ 多様性を学び相手を思いやる心 

⑥ 本当にそうであるのか自分自身で確かめようとする心 

 これらは，即ち「科学する心」である(①～⑤「幼児期に育つ科学する心」小泉 2007,⑥は本

校で付加)。本校は，科学する心を育むことで「科学が好きな子ども（生徒）」を育むことを目

指す。このことは，昨年と何ら変わらない。 
 そして「科学する心」を育むことは，「科学が好きな子ども」となると共に，本校の教育理念

でもある，「知的好奇心をもち，自らの夢に挑戦することができる生徒」という自己実現へ向け

ての自ら広げ深める生徒の育成に大きく関わるだろう。 
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同時に自己実現はより良い社会，住みよい世界があってはじめて実現することを学びながら，

科学する心をもち，よりよい社会や世界，かけがえのない自然や環境の保全のために大いに発

揮してもらいたい。 
科学的な内容が好きである，理科の実験が好きである，ということは重要であるが，中学校

として考えた時に，科学の重要性を理解し，科学する心をもちながら実践的な取り組みをし，

社会に関わっていこうという態度を養うことは，これからの富士見町のためだけではなく，日

本や世界にとって重要である。 
つまり，富士見中が願う「科学が好きな子ども」とは， 

「科学する心」を持ち，可能性を広げる中で自己実現とよりよい社会と環境づくりを

しようとする生徒 
である。そこでこれらの心が育てばどのような様相を示すのか，考える必要性がある。 

２ 「科学する心」をどのように涵養するのか 

(１) 「科学する心」を持った生徒の姿と手だて 
「科学する心」を持った生徒はどのような様相となるのか，そのために必要な手だては何か

を以下のように考えた。これはサブテーマである「なぜ」を大切に／感性･創造性･主体性の育

成の手だてとしても有効と考えている。その際，本校の取り組んでいる「授業」「人」「環境」

という３つの視点のうち，主に養うことができる視点を挙げる。なお，「②真実を素直に認め決

してごまかさない心」，「③偏りや思い込みなしに素直に判断し行動する心」の手だては相互に

密接な関係があると考える。したがって今回特に手だてを分けることはしていない。 
科学する心 涵養されることで現れる様相 涵養するために必要な手だて 
①自然のすば
らしさに深
く感動する
心 

深く感動した生徒は，その思
いを身体や言語による表出を
おこない，その思いを伝えよう
とするだろう。 
 
＜感性の育成＞ 

・Ａ自然の仕組みやバランスの精巧さを感じるよう
な素材の教材化［授/環］ 

・Ｂ地学時間と空間を感じる素材の教材化［授/環］
・Ｃ物理や化学法則から世界を捉え治し，俯瞰するこ

とができる授業［授/人］ 
・Ｄ人の力では及ばない自然の力への畏敬の念をも
つような素材の教材化［授/環］ 

②真実を素直
に認め決し
てごまかさ
ない心 

不都合な結果や自分の考え
とは異なる結果でも冷静に受
け止め自分の考えを再構築す
ることができるだろう。 

・Ｅ理由と共に自分の予想を述べることができるよ
うな日常的な指導。［授/人］ 

・Ｆ考察の場面で仲間の考えを基に自分の考えを見
直していくことの習慣化。［授/人］  

・Ｇ結果の分析を自己に有利な誘導をしていないか
互いに判断しあう習慣を身につける。［授/人］

・Ｈ他教科との連携（例えば道徳，学活，人権同和教
育）での学びを活かす。［授/環］ 

③偏りや思い
込みなしに
素直に判断
し行動する
心 

事実と考察を分けて考えた
り，事実から論理的に考察する
ことができるだろう。 

④自然の中に
活かされる
命を大切に
する心 

命を大切にする心が養われ
れば，自ら生命や環境について
考え大切にする行動を起こす
だろう。 

・Ｉ命がある事への感謝，命を頂いている事への感謝
ができるような素材の教材化［授/環/人］ 

・Ｊ自然との繋がりを実感したり，身近に感じたり対
象に触れたりする学び［授/環］←①にも関わる

・Ｋ学活や道徳での学習と連携させた学び［授/環］
⑤多様性を学
び相手を思
いやる心 

物事を多面的多角的に考え，
互いの繋がりや関係性に目を
向けることができるだろう。 
＜創造性の育成＞ 

・Ｌ平衡する考えを検証する中で，因果関係を明らか
にしそれぞれが考えを深める学習。［授 人］ 

 

⑥本当にそう
であるのか
自分自身で
確かめよう
とする心 

語られていることが本当で
あるのか自分なりの方法で検
証をおこなうだろう。 
＜主体性の育成＞ 

・Ｍ疑問を持ったことに主体的に追究しようとする
ことができる機会をもつ［授/環］ 

・Ｎズレからどちらでもないような迷いの想いを抱
いて追究せざるをえないという意欲を持つよう
な事象提示［授］ 

 このように手だてが多岐にわたると，取り組むための重点が不明瞭となりがちである。そこ
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で手だてを取り組みの視点別に考えると，活動のための重点が浮かんでくる。 
 

【授業】 ・ＡＢＣＤＩ→＜生徒にあわせた素材の教材化＞ 

・ＬＭＮ→  ＜ズレのある事象提示で「なぜ」・不思議を生み出す＞「なぜ」を大切に

ＥＦＧ→  ＜自分の考えを持ち問題追及する日常的指導＞ 

Ｊ→    ＜自ら触れて感じて考えることで実感をもち納得できる授業＞ 

【人】 ＨＩ→   ＜人の生き方に学ぶ＞  ＣＦ→ ＜人の考えに学ぶ＞ 

ＧＬ→   ＜自他相互の学び合い＞ Ｅ→  ＜自分を試す＞ 

【環境】 
 

・ＡＢＤＩＪ→＜学校・地域・地球の自然環境を素材とする＞ 

・ＨＫ→   ＜連携できる教育環境づくりを進める＞ 

・Ｍ→    ＜授業における問題解決のための学習環境づくり＞ 

 先に述べたように「授業」は授業改善，授業づくりと

いう行動として具体的な形で日頃から大切にしていくも

のである。内容や条件とは異なるので，どのような授業

をしていけば科学する心を育むことができるのかを表し

たものを本校が目指す「科学する心」を涵養する理科授

業のしくみとして次項に示す。「科学する心」は特別な機

会によって身につくこともあるだろうが，日々普段の授

業からこのような姿勢を大切にしていくことはさらに大

切であると感じる。 

(２) 「科学する心」を涵養する理科授業のしくみ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自分の仮説を持つ 
時間と互いに伝え合う時間の確保する 

共通基盤を確認した上でズレ（矛盾）が生じるような事象提示（問題提示）を
おこなう 
経験や既習内容と異なる結果を示す事象／同じ事をしても結果の異なる２つの事象
／友との考えとの相違を明らかにできる多面的にとらえられる事象 

【学習問題の設定】ズレがある部分を明確にする

予想３予想２ 予想１ 

予想に対する適切な実験方法を考える
   →予想の仮説化 

 生徒の多様な活動を生み出す
観察・実験 

平衡する仮説
多様性を学び相
手を思いやる心 

偏りや思い込み
なしに素直に判
断し行動する心 

観
察
・
実
験 

仮
説
の
対
立 

問
題
提
示(

ズ
レ) 

 ・生徒が自然の仕組みやバランスの精巧さを
感じるような素材 

・身近なものから時間と空間を感じる素材 
・自分をはじめとする人の力では及ばない自

然の力への畏敬の念をもつような素材 

生徒の持っている特性や思考，これ
までの学びを考慮して素材を授業の
中にどのようなタイミングでどのよ
うに出会わせるのか検討を行う。 

自然のすばらしさ
に深く感動する心

＜自分の考えを持ち問題追及する日常的指導＞ 

多様性を学び相
手を思いやる心 

＜ズレのある事象提示でおや・なぜ・不思議を生み出す
＞

＜生徒にあわせた素材の教材化＞ 

本当にそうであるの
か自分自身で確かめ
ようとする心 
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以上のような考えを元に昨年の９月より，本年８月までの活動について活動してきた内容を

報告する。 

II 実践 

１ ズレのある事象提示と A 生の追究 

(１)  実践にあたって 
２学年，化学変化と原子分子の導入では，炭酸水素ナトリウムが分解し二酸化炭素を発生させる

ことから，カルメ焼きやホットケーキの膨らみ方から探究する学習がよくおこなわれる。これはこ

れで生徒が喜びながら学習に向かうことができるが，多くは「食べることができる」という興味に

偏ることが多かった。本単元では原子・分子が分解したり化合したりすることで全く別の物質にな

る不思議さを感じてもらいたいと願う。そのため，炭酸水素ナトリウムは分解されて別の物質にな

るという驚きを大切にした事象提示としたい。このこと自体が生徒にとっては大きなズレとなる。

また，炭酸水素ナトリウムという物質を食塩と比較する中で特徴をつかむことも大切と考え，実践

計画を立てた。（昨年度授業プラン参照）なお，本授業は TT でおこなった。 

(２) 展開及び記録（2011 年 10 月 28 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
学習活動（教師の発問） 生徒・A 生の考え・感想 

この前の授業で，食塩と炭酸水素ナト

リウムを見分ける実験について考えまし

た。どうやったら見分けられたかな。 
 

変化なかったんだね。本当に変化して

なかったのかな？前に来てみましょう。

生徒①ＢＴＢ溶液で調べる。 
生徒②食塩の方が中性で，炭酸水素ナトリウムがアル

カリ性。 
生徒③顕微鏡で見たら，食塩の方が粒が角張ってい

て，炭酸水素ナトリウムは粒が長方形のような

形をしていた。 

結
論 

結果の報告 自己の結果と他者の結果を比較する。
考察    自分の仮説をもとに，仮説と合致して

いたのか。合っていなければ何が違っ
ていたか解釈をする。 

論議   ・多様な考えから学ぶ 
・残された疑問を明らかにする

結
果
・
考
察
・
論
議

短いことばで結論を明確にする 

・わかったこと・残された問題点 

真実を素直に認
め決してごまか
さない心 

偏りや思い込み
なしに素直に判
断し行動する心 

＜自ら学ぶことで実感をもつ授業
＞

【問題】１年の白い粉の見分け方を活か
し物質を見分け，学習を振り返ろう

既習経験を活かした問題の導入 

【活動】食塩と炭酸水素ナトリ
ウムの違いを見分けよう １年時の白い粉の見分け方で学習した物質の

見分け方の利用 
・水へのとけ方 ・酸性中性アルカリの違い 
(BTB，フェノールフタレイン，リトマス紙) 
・燃焼するかしないか 

【結論】 
・食塩と炭酸水素ナトリウムは異なる
・どちらも日常にある 
・加熱しても見た目は変化がない

第
一
時
（
前
時
） 
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A 生：両方，加熱した時は変化がなかった。 
 

こちらが食塩。こちらが炭酸水素ナト

リウム。これを加熱してみたいと思いま

す。 
 
 

何これって言ったよね。どうして何こ

れって言ったの？ 
今日は，炭酸水素ナトリウムは，加熱

すると，どうして質量が減るのか，これ

について考えていきましょう。 
 
 
 

 
 
生徒③：うわ何これ。ナトリウム減った。ナトリウム

…食塩じゃねえ？ 
 
だって６ｇと４ｇで，さっきは一緒だったのに。 
 
 

 
 
 
では，自分の予想発表してくれる人。 
 
それを確かめる方法は何かないかな。 

 
 
 
生徒④ひとつひとつの粒が，気体になっているのかな

と思った。 
生徒⑤炭酸水素ナトリウムが溶けて蒸発した。 

冷やして，粉に戻る。 
他の予想をした人は手を挙げて。 

どうして水素だと思ったの？ 
どうやったら調べられるかな？ 

A 生：気体になって，水素とかになると思う。 
名前に入っているから。 
集めて火をつけて，音が出たら水素だと思う。

どうやら皆のを聞くと，炭酸水素ナト

リウムという気体なのか，水素という気

体なのか，それとも何かしら気体なのか。

そういう予想が多かったですね。 
自分の仮説を立てたものについて調べ

ていきましょう。その実験方法ですが，

五十嵐先生が実験の注意点を教えてくれ

ますので見ていきましょう。 
五十嵐 T より実験上の諸注意 

 

 
では自分達の予想に合わせて気体をしら

べてごらん。 
 
 
 
 
 
 
 

実験装置を組み立て，実験を開始する。 
A 生：あ，気体が出てきた。 
生徒②すごいたくさんだね。（４本気体を採取） 
生徒⑥：水素からやる？ 
A 生：たぶん水素だと思うから，一番最後にしておい

て，別のから調べよう。 
生徒⑥じゃあ，何？線香？（線香をつけて試験管の中

に入れる） 
生徒②あ，消えた。 
生徒⑥消えた。・・・酸素じゃない 
Ｔが立ち去った後で 
A 生：じゃあ，どうする？マッチにいくか。 
生徒②：そうしよう。いくね。 
A 生：あれ？つかない。 
生徒⑥：・・・石灰水入れようか。 
石灰水を入れてふる。やや量が少ない。 
生徒②もっとたくさん入れたら？ 

継ぎ足す 
A 生：あ，白くなった。 
生徒⑥：・・二酸化炭素だね。 

結果について発表しよう 
 

生徒⑦集めた気体に石灰水を入れたら，白く濁った。

生徒⑧線香を入れたら，消えた。 
生徒⑨：５分冷やしても変化なかった。 
A 生：マッチの火は変化なかった。 

発表された結果をもとにそれぞれで考

察しよう 
A 生：『石灰水が白く濁って火が消えた。だから，出

てきたのは二酸化炭素。』と書く 

仮説の対立 
 
 

多様な仮

説・予想から

共に学ぶ 

学習問題： 
炭酸水素ナトリウムは加熱するとなぜ質量
は小さくなったのか 

実験１ 
炭酸水素

ナトリウム

を加熱し質

量が軽くな

る理由を自

分の仮説に

応じる方法

で調べる 

ズレを生じる問題

提示 
 

炭酸水素ナトリウ

ムは加熱しても変化

がないと思っている

生徒が，食塩と炭酸

水素ナトリウムを同

時に加熱すること

で，炭酸水素ナトリ

ウムが減ってしまう

事象を観察する 

結果の報告  

自己の結果と他者の

結果を比較する。 
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では，今日の学習問題を見てみよう。

このテーマについて，結論を書いていこ

う。 
 

精一杯自分の謎についてチャレンジし

てくれたと思います。最後に一つだけ，

次の時間につなげるために考えてほしい

ことがあるんだけど，炭酸水素ナトリウ

ムから出てきたのは，二酸化炭素だけか

な？どうだろう…？ 
何かに気がついた人はいるかな 

A 生：炭酸水素ナトリウムは加熱すると二酸化炭素に

なるので質量が減った。気体になって空気中に出

てきたから。 
生徒⑩：炭酸水素ナトリウムの粒が二酸化炭素になっ

たから？ 
 
 
 
 
 
 
 
水分が出てた 
 

どこに？ 
 
どっちの？ 
 
 
ではみんなも見てみよう。 
 

これは水かなあ？次回は，そのことに

ついても調べていきましょう。 
では今日の感想。1 分くらいで書いて

くれるかな。 
 
 

試験管。 
加熱した方。 
ほんとだ。 
水…？ 
 
A 生：本当だ！ 
 
 
感想の記入と発表（３分） 
生徒⑪なぜ質量が減ったのか，わけがわかってよかっ

た。 
生徒⑫：実験をしてみて，本当のことがわかってよか

った。 
生徒⑬どういう気体というのがわかってよかった。 
A 生：完全に乾かしたのになぜ水分が出てきたのかと

不思議に思った。 

(３) 実践から得られた事 
○事象提示のズレから生徒は主体的に自分の仮説を試し，本当にそうであるのか確かめようとする

姿がみられた。自己の持つ素朴概念から仮説を立て事実か探る中で納得しながら追究することが

できた。問題解決を納得して自分からおこなうことで，真実を素直に認め決してごまかさない心

が育まれることがある。 

○問題が連続するためには，生徒一人一人がどのような取り組みをして何に気づいているのか，ま

た，どのような疑問を持っているのか机間支援を丁寧におこなう必要がある。その意味で TT は

個別の生徒の考えに寄り添うことができやすく有効である。 

○TT の活動で，途中で情報の交換をしながら取り組んだ。生徒がどのように考えているか，問いを

ひろって後の話し合いに生かしたいが，十分ではないところもあった。途中の打ち合わせ方法を

工夫する必要がある。 

２ 自ら触れて感じて考えることで実感をもち納得した B 生 

(１)  実践にあたって 
 酸化と燃焼について学習し，燃焼後は酸素が物質と化合して質量が増えることを学習した後でも

マグネシウムリボンを燃焼させ，「質量はどうなったと思う？」と聞くと，半数以上が「軽くなる」

と答える。生徒に聞くと理由は目の前にある，灰のようにもろく軽く見える物質がよもや燃焼以前

より質量が増えているとは信じられないという。感覚器官を通して伝わる情報は理論として与えら

れた事よりも優先する生徒が多いことがわかる。これは，感覚として「重くなる」「酸素と結びつく」

ということが自分で感じることができれば，納得する理解となりやすいとも言える。 

 

 

考察 

自分の仮説を

もとに，仮説と

合致していた

のか。合ってい

なければ何が

違っていたか

解釈をする。 

論議 

 

多様な考

えから学ぶ 
残された疑

問を明らか

にする 
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B 生の場合，この傾向は強く， B 生は思考判断力に優れているが，感覚的に物事を捉えやすく予

想の理由を求められても感覚的であることが多かった。今回，そのような生徒に感覚を通して学ぶ

中で論理的に考察する力をつけたいと考えた。この学習を通して鉄の燃焼を題材として物質は燃焼

後酸化物として固体のままであれば質量が増加すること，物質の性質が変化することを納得する理

解まで高めたい。 

(２) 展開及び記録（１単位時間）2012 年 6 月 20 日 
学習活動（教師の発問） 生徒・B 生の考え・感想 
つり合っている上皿天秤の片方でロウソ

クが燃焼するロウソクが軽くなるようす

を見せた後， 
スチールウールを集気瓶の中で燃焼する

様子を観察する。 
「どちらも強い光と熱を出します。これ

を燃焼といいます。」 
「鉄は燃焼した後，質量はどうなるか？」

 
（事象提示で全員教卓へ集まる） 
多くの生徒が激しく燃える様子に驚きの声をあげ

る。 
 
 
（それぞれ座席に戻る） 

「自分の考えを書きましょう」 
 
 
 
 
「自分の考えを発表しましょう」 
「同じく軽くなると思う人は？」 
 
 
 
「軽くなる以外で重さの変化を考えた人

はいますか？」 
 
「では，自分の考えを課題として書き表

しましょう。」 

各自自分の考えを学習カードへ記入する 
B 生は 
 
 
と記入する 
生徒①「軽くなると思う。何かが出てしまうのでは

ないか」 
生徒②「軽くなる。燃えてしまうから。見た感じ小

さくなっている。」 
生徒③「同じく軽くなる。燃焼している時，線香花

火みたいに飛び散っていた。」 
生徒④「酸素がつくことが燃焼だから重くなる」 
生徒⑤「変わらない形はなくなっていないから」 
 
B 生は↓のように課題を書いた 
 
 
 

＜実験１＞スチールウールを燃焼させた

時の前後で質量に変化があるか実験で

調べよう 
 
 ・スチールウールを２～３ｃｍの球に

して火をつけ，ストローで息をふき

かけ燃焼させる方法を提示 
 

 
 
Ｂ生：班員と実験をおこなった。スチールウールを

まるめ質量を測り，0。9ｇであった。 
スチールウールが飛び散らないようにアルミホイル

をひろげて，息を吹きかけた時にこぼれ落ちないよ

うにした。 
他の班員がストローで吹いて燃焼させるようすを一

緒に観察する。 
燃焼した後，しばらくさましてから再び電子天秤に

のせて秤量をおこなう。1。2ｇ 
Ｂ生「あれ？」 
生徒⑥「増えたね」 
秤から物質を降ろし，０点のボタンを押してからも

う一度測る。 
教師「どう？」 
Ｂ生「増えてます。」 
［0。3ｇ増えた］と記入。 
 
B 生：実験の欄へ右のような 
図を書いた。 

「結果を発表しよう」 
 
 

生徒⑧「0。4ｇ増えました」 
生徒⑨「0。3ｇ増えました」 
 

仮説の対立 

 

 

多 様 な 仮

説・予想から

共に学ぶ 

ズレを生じる 

問題提示 

 

＜ロウソクは軽

くなるが，同じ

燃焼で鉄はどう

なるか＞ 

実験１ 

スチールウ

ールを燃焼

させた前後

で質量に変

化があるか

調べる 

結果の報告  

自己の結果と

他者の結果を比

較する。 

 

考察 

自分の仮説をも

とに，仮説と合

致していたの

か。合っていな

ければ何が違っ

ていたか解釈を

する。 
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「どの班もみんな増えたの？」  学級全体，うなずく。 
 
 

「実験で得られた事から自分や他の人の

予想をもとに考察しよう。」 
 
Ｂ生は学習カードへ以下のように記入。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「自分の考察を発表しよう」 
 
 

生徒⑩「気体とか別の物質が出ていないと思う」 
Ｂ生「何かと結びついて重くなった。④さんの言う

ように，酸素が結びついたかもしれない」 
生徒⑪「Ｂさんと同じで酸素が結びついたと思う」

「新たに疑問や確かめてみたいことを書

こう」 
 
「もうちょっとこんな事調べてみたいと

いうことないかな？」 
 
 

本当に酸素が化合しているのか      と書く

 
 
 
Ｂ生「本当に酸素がついているかどうか調べたい」

生徒⑫「変化後の性質について調べたい」 

「時間の関係もあるので，今日は本当に

酸素がついたのかを考えましょう」 
「確かめるために次のようにしてみては

どうだろうか」 
＜実験２＞試験管の中にスチールウール

と酸素を入れ，手で口を密着させた後，

ガスバーナーで加熱させ，試験管内部で

燃焼させる。 
 
もし，酸素がなくなるのであればどうな

る？ 
 
「実験が終わったら，結果をまとめ，考

察をしよう」 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
生徒⑬：鉄が酸素と結びついたのなら内部の酸素が

なくなり手が吸い寄せられるはずだ 
実験をおこなう。 
Ｂ生：試験官が手に吸いついた時，「うわー！ついた

ついた！」と満面の笑みを浮かべる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「みんな試験管はひっついた？」 
「ではこのことから何が言えるかな」 
 
「今日，言えたこと，納得したこと，新

たな疑問があれば書こう。」 
 
 
 
 
 
 

「ついた」（うなずく） 
生徒⑬「鉄と酸素は結びつく」 
生徒⑭「鉄燃焼した瞬間酸素がなくなる」 
 
 
Ｂ生は↓のように記入する 
 
 
 
 

  

主体的な連続す

る問い 

 

本当に酸素が化

合したのか 

実験２ 

スチールウ

ールを試験

管内で燃焼

させ酸素が

なくなるか

調べる 

結果の報告 

考察 

自分の仮説

をもとに，仮

説と合致し

ていたのか。

合っていな

ければ何が

違っていた

か解釈をす

る。 

論議 

論議 

多様な考えから

学ぶ 

 

残された疑問を

明らかにする 
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(３) 事例の考察 
○B 生の記述から，はじめは燃焼して気体か別の物質が生じて放出されると考えていた。 

○B 生の他にも「燃焼」とは，燃えて無くなるという考えを持っている生徒は多数いた。 

○結果が異なることから，学級の仲間が立てた仮説を利用し，酸素が結びつくことを考えた。友の

意見によって自分の考えを広げたことがわかる。 

○実験２の終了後，酸素がなくなり手についたことから，はっきりと酸素が鉄へと結びついたと納

得した様子がうかがえる。これは，直接手が吸い込まれるという直接的な感覚刺激によるところ

が大きいと考えられる。 

○燃える＝無くなることと考える生徒が多いこと，酸素と結び付くということを知識で得ている段

階では半信半疑であることがこの学習の背景に潜んでいるズレの正体だった。 

○燃えるということは消えてなくなるという思い込みから生徒は燃える（燃焼）は酸素との化合で

あると確証をもつことができたと考える。 

○他の生徒も，酸素が反応時に急激になくなることで試験管が手に吸い付く時に大きな歓声があが

り，１回ならず何回も繰り返して実験を行おうとする生徒が多くいた。 

○「わかっているつもり」であることと「身をもって知る」ことには大きな違いがある。 

○B 生を始め多くの生徒は「燃焼とはなくなること」は自分の「思い込み」であったことを学習を

通して理解し，燃焼とは酸素が結びついて激しい光と熱を出すことという概念を再構築させた。 

○自ら触れて感じて実感をできる授業から，自然のすばらしさに深く感動する心だけでなく偏りや

思い込みなしに素直に判断し行動する心が醸成された。 

３ 日常的に自分の考えを持ち追究した C 生 

(１) 実践にあたって 
２年時，理科を難しいと感じている生徒の中で，「目に見えない物質がどのように変化しているの

かわからないから」という C 生がいた。暗記することは得意なので，学習内容をそのまま覚えよう

とすることも多かった。このように見えないものに対して自分で考えるより先に解答を求めようと

する生徒は多くいる。３年のイオンでは，これまで以上に複雑な条件や粒子に電気の概念を交えた

思考が必要になり，「わからない」という気持ちになる可能性がある。ズレのある事象提示で問題解

決への意欲を高めるだけではなく，前提となる学習の振り返りを大切にすること，段階を追ってモ

デル化することを通して目に見えない現象をモデルで考えるようにする中で，自ら考え自分で確か

めようとする心を養いたい。 

(２) 展開及び授業記録（小単元） 2012 年 5 月 15 日～6 月 1 日 
学習活動「他の生徒の意見」 C 生の考え・感想 
【液体は全て電流を流すのか？】 
流れるものと流れないものがある。純水以外は何か混

ざっているから流れると思う 
「色があるものは変わるだろう」 
「○○銅，○○鉄は金属を含むかから電気を通すと思

う」「全部流れると思う。」 
＜実験 1＞８種類(塩化銅・塩酸・水酸化ナ

トリウム･食塩･純水等)の水溶液

に電流は流れるか 
 
 
＜結果を発表する＞ 
「水溶液には電流を流すものと流さないもの

がある。流すものは泡が出ることが多い。」 
「電流を流す水溶液は流している時に気体が出る」 
 
 

 
 
 
 
 
 

D 生考察

C 生感想 

C 生予想 

第
一
次<

液
体
は
全
て
電
流
を
流
す
の
？>
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【塩化水素に電流を流した時出てくる泡の正体は何か】

 
 
 
 
 
 
 
 
＜実験 2＞塩化水素に電流を流す 
塩化銅の時と同じで塩素＋から，銅の代わりに

水素がー極からでてきた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

【ファラデーの考え方に学んでみよう】 
 
科学者ファラデーが考察したイオンについて学び，考

えを整理して，納得できるか話し合う。 
＜自分と同じように粒が電気を持つと考えていたこ

とを自分の考えと比較する。＞ 

自分の考えの発表 
塩素の原子が－の電気を持ったり，水素の原子が＋の

電気を持ったりしているのではないか 
C 生 
「ファラデーの考え方を使うと自分が考えていたこと

を上手に説明ができるからとてもいいと思う。電気分

解についてはほとんど自分の考えていたものとにてい

て考え方が同じだったのはうれしかった。」 
【イオンは電気を持つのならば，電解質から電気を取

り出すことはできないのか？】 
電池には電極がある。金属を電極とするときどんな金

属がいいのか 
 「同じ金属がよい」「違う種類の金属がよい」「そ

れだけで電池ができると思えない」 
＜実験 3＞電解質に様々な金属を入れて電

極とし電圧を生じているかどうか調べよう 
 
電池にするには異なる金属が必要だ。 
銅とマグネシウムの組み合わせが一番強い 
＋の電極になりやすいのは銅で， 
－になりやすいのはマグネシウムだった。 
＋極からも泡が出ていた。 
 
C 生は 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｃ生 予想し 

C 生 予想モデルを書き

実験をおこない 実験をおこない，結果を得る

これまでの既習知識をまとめて考察

し

新たなモデルを考えた 

C 生電極の予想 

第
二
次<

水
溶
液
の
中
で
電
流
が
徹
仕
組
み
は
？>

 
第
四
次<

電
解
質
中
に
あ
る
イ
オ
ン
で 

電
気
は
取
り
出
せ
な
い
だ
ろ
う
か>

 

第
三
次<

フ
ァ
ラ
デ
ー 

に
学
ぼ
う>

 
実験をおこない 

電池のモデルを考えた 

亜鉛と塩酸が

反応して水素

ができる。そ

れが水素イオ

ンとなって－

極へ届ける？ 

と考えた 
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【異なる金属が必要な理由を塩酸と各金属の反応か

ら考えよう】 
＜実験 4＞塩酸へ亜鉛と銅を入れ， 

反応の違いを確認しよう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
塩酸と亜鉛，銅の反応からイオンを使って水素が出

る，出ないの違いを考えよう。 
 
＋極側から水素らしい泡が出ていることと今回の実

験結果を結びつけて電池の仕組みを自分なりに考え

てみよう。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 生は，亜鉛はイオンになりやすく，イオンに銅はな

りにくいと考えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【工夫をして身近なもので強力な電池を作ろう】 
災害が発生し，電池がないという状況で家庭にあるも

ので電池をつくりラジオを鳴らすことができるか。 

C 生は食塩水とイオンになりにくいが電流を通すもの

という視点で炭を，家庭にあるという視点でアルミホ

イルを使ってラジオを鳴らそうとした。 

(３) 実践から得られた事 
○C生は問題解決的な学

習を連続させ問いを

繋いでいくことで探

究的にイオンの仕組

みや電池の仕組みに

ついて考えることが

できた。 

○C生は予想段階で結果

言い当てていること

はほとんどない。しか

し，C 生はそれを当然ととらえ，得られた結果から自分の考えを素直に改変しようとする。これ

は日常的問題追究していく中で真実を素直に認めごまかさない態度が養われていたと言える。 

○自分なりに考えてモデル図を書くことを日常的におこなったことはモデルから考えを深めること

に有効であった。 

○条件をつけて，家庭にあるものでラジオを鳴らしたことは，これまでの学習をまとめた上で関心

や意欲を高める上で効果的であった。 

○前提となる学習のふり返りをして，問題解決の視点をつけておくことはモデル解釈をおこなう上

で重要であった。このような自分の考えをもち問題追及する日常的指導を積み重ねることで，も

のごとを深く考え，偏りや思い込みなしに素直に判断することができていたと考える。 

○人の考えに学ぶ＝ファラデーの考え方と比較したことで，全体を大きく捉え直すことができただ

けでなく，自分の考えについても自信を持つことができたと考えられる。自分にはない考えを聞

くことや，漠然としていることを整理する上で他からの意見は重要であった。このことから多様

性から学ぶ態度は養われていたと考える。 

 

C 生は亜鉛がイオンとなって出る

際に電子をたくさん放出し，あま

った電子が＋極へ移動し，水素イ

オンと結びつくと考えた。 

第
五
次<

水
溶
液
の
中
で
電
流
が
流
れ
る 

仕
組
み
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
？>

 

小単元を通しての C 生の感想 
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４ 感謝をし，体の精巧なしくみに感動する D 生 

(１) 実践にあたって 
 開校当初より３年間，単元「生物のからだとしくみ」の総まとめとして豚の内臓を使って学

習をおこなってきた。これまでも理科の中で生命の尊さ，命をいただくということ，命のいた

だき方は食べるだけではないこと，など扱った上で内蔵の仕組みについて学びを進めてきた。

しかし，内蔵を目の前にすると「気持ち悪い」「嫌なもの」という捉えをする生徒はわずかなが

らいた。自分自身も内蔵をもち，そのおかげで生活できているのである。そこには「得体の知

れないもの」がある訳ではなく，生きるための精巧なつくりがあり，食肉店でホルモンとして

販売もされている。「気持ち悪いもの」という偏りや思い込みから「生きるために必要な器官」

であり，「生かして」もらっているという感謝とともにその仕組みについて正面から見つめてほ

しいものと考えた。 
そこでさらに，自他のかけがえのない「命」について見つめ，他教科とも連動をはかり，生

命の学習を進めていく中で「自分と死」について考え，「命」をふり返ってから体のつくりをま

とめていきたいと考えた。偏りや思い込みなしに素直に判断し行動する心と自然の中に活かさ

れる命を大切にする心が育まれていれば，生命を扱う学習に対して感謝をもって学習に臨み，

自己の体のつくりとその不思議で精巧なつくりに感嘆すると考えた。 

(２) 授業の実践と記録 
① 学年道徳「私の体験」  2012 年 2 月 10 日 

学年道徳で，血液の病気を経験した筆者がその様子をパワーポイントを使いながら説明した。 
体験談の概要 
「このままだとあと１００日」と命の期限を宣告されてから，諏訪日赤で抗がん剤治療を施

したこと。東京医科学研究所へ行き臍帯血移植治療をおこなうために一人で上京し，致死量以

上の抗がん剤と強力な放射線治療を行って細胞分裂を１週間完全に止めたこと。その後１ヶ月

の絶食せざるを得なくなり，苦痛と我慢の限界の中で生活していても，希望があれば意識はつ

なげることができること。中でも，教え子や友達，仲間からの励ましはものすごく効果のある

「薬」になること。病気をきっかけに出会った人やこれまで感じていなかった「普通」が普通

でないこと。病棟で出会った，生きていたくても生きていられない人の願いにふれて「生きる」

とは何か考えたことについて話をおこなった。 
生徒の感想 

・普通にご飯が食べられて，友人や家族と会話をし，出かけたり，本を読んだり，勉強をしたり，

絵を描いたり…私が日常生活の中でやっていることは当たり前だけど幸せなことなんだと思い

ました。死んでしまったら何もできないから，生きているうちにやりたいことはどんどん挑戦し

て，失敗しても諦めないで，自分の生を全うしたいです。もし今日，明日，明後日，１週間後，

１カ月後，１年後…死んだらどうなるんだろう。と考えてみたけれどどうなるのか全くわかりま

せんでした。でも１つわかったは「自分のやりたいことを残すのだけは嫌だ」ということです。

名取先生のように自分の一生に悔いを残さないように努力したいです。（Ｄ生） 

・私が一番強く思ったことは「生きているって奇跡なんだ」と思いました。生きていることに感

謝しなければならないと思いました。闘病生活は「とても辛かった」と言っていましたが，そん

な言葉では表せないくらいもっともっと苦しいのに「生きる」ことを諦めない名取先生はすごい

と思いました。どんなに辛いことがあっても希望をもって，信じて，耐え抜けば，それがどんな

形であっても，自分を成長させてくれると思いました。（Ｅ生） 

② 生物のからだとつくり 2012 年 2 月 28 日 

生物の体の内部について学習をおこない，各器官の働きを理解した後，イカの解剖を経て豚

の解剖をおこなった。この豚の解剖は，主に資料を中心に働きについて学習してきた生徒たち

が実際の器官を触れながら，学習した内容が本当であるのか自分で確かめることと，それらが

自分の想像通りであったのか，実物から別に気づく部分があるのかを大切にしたい。 
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A) 準備 

豚の命も道徳で考えた命も同じ命に代わりはないことを話した後，次の準備をおこなった。 
①豚の内臓全体がわかるひと繋がりのもの（豚１頭分の内

臓） ②別の豚の肺 ③別の豚の心臓 
④別の豚の小腸（１/３の長さにしてある） ⑤肝臓（ひと

繋がりの内臓から一部切り出す） 
理科室のテーブル５つの上に，①～⑤までの内臓をバッ

トに入れておき，生徒は５分おきに各器官の置いてある机

にローテーションで移動していく。生徒にはあらかじめ共

通して，色・形，手触りと質感のようすを視点とする他，

各臓器ごと下の表にあるような観察の視点を与えた。 

観察の視点 D 生の観察 観察の視点 D 生の観察 
①豚の内臓全体がわかるひと

繋がりのもの・・・器官ど

うしどのような繋がりにな

っているのか ・横隔膜の

硬さを手触りで調べる ・

腸間膜のようす ・ 
 
 
 
 
 

 ③豚の小腸・・・みんなで持

って長さを実感する・内側

の壁に小突起があるか 
 

 

④肝臓・・・オキシドールの

中へかけらを入れて観察す

る。 
 

 

②豚の肺・・・ホースを入れ，

ポンプで膨らませる。膨ら

ませて集合時刻は肺胞の様

子をよく見る 
 
 
 

 

⑤豚の心臓・・・４つの血管

はどこでどのようにつなが

っているか 筋肉の厚さの

違い 
 
 
 

 

(３) 実践から得られた事 
○元々生々しいこ 

とを観察すること

が苦手であった D
生だが，学習を通

して観察機会を与

えて頂いた豚に感

謝しつつ命と正面

から向かい合って細かなとこ

ろまで観察していた。 
○D 生に限らず，他の生徒も同様

な気持ちで観察していた。この

ことは事後の感想で豚への感

謝を全ての生徒が述べていた

こと，「生々しいものを見るの

は絶対に無理」と明言していた
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Ｅ生が「みんなが真剣に観察していたので一緒に観察

したら怖さが消えた。精密なつくりに感動した。」「心

臓は重かった。これが命の重さなのかなと感じた」と

述べたことからわかる。 
○このようなことから生命を大切にすする心を育む学

び中で，思い込みを克服して対象と向き合うことがで

きたということにもなる。 
○男子生徒の中にはこのような精密なつくりをもった

人が女性の体でつくられることを不思議と感じる生

徒もおり，発生につなぐことができそうである。また，

実際に見ることの大切さにも実感している。 

５ 自然の壮大さを共有した日食観察 

(１) 実践にあたって 
本年５月２１日は金環日食が富士見でも観察することが

できた。24 年ぶりで，次回はまで 18 年間起こらないという

大変珍しい現象を観察することで自然への関心を高めると

同時に，現象の正しい観察方法の徹底や観察時の安全を確保

するため観測会を予定した。 
学校の授業で金環食の原理と同時に，観察用の日食メガネ

をアストロソーラー太陽フィルターＮＤ５を使ってそれぞ

れが自作した。このフィルター購入費用は昨年度子ども科学

プログラムの助成金を充てた。日食メガネを個々で作成したことは，家の人と一緒に見たいと

願う生徒もおり，観察会

に参加しなくとも自由

にどこでも観察できた

利点があった。 

(２) 実践及び感想 
当日生徒は三百数十

人，職員や地域を合わせ

４００名ほどとなって

いた。日食になる前とな

った時の変化について

太陽の直射温度と気温，

太陽光パネルの起電力

変化を調査したいと，実

験道具の貸し出しを申

し出てきた生徒もいた。 
事前に「木漏れ日が日

食と同じように欠けていく」という話をしていたが，いざ実際に木漏れ日が欠けているのを見

て「本当になるんだ！」「すごい！」と感動していた。聞いたことや写真で見たことではなく，

［実際に見る］ということが重要で，このことにより実感をもった学びになると改めて感じた。

「よく注意してみると，自分たちの影も輪郭がぼやけて，とがったり丸くなったりしているよ。」

という発見をした生徒に，「ホントだ！なんか変だ」と口々に語った。 
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太陽が金環を描くと，参加者一同「おおー！！」とどよめくような歓声があがり，壮大な自

然現象を共有していることを感じている一体感があった。 
生徒の感想 

今日，金環日食がありました。学校へ行く前に，お父さ

んとお母さんと私で太陽を見たら，少しずつ欠けはじめて

いました。学校について太陽を見てみると三日月のように

なっていました。そして，輪になる瞬間を見ることができ

ました。とっても嬉しくなりました。「私は今すごいものを

見ているんだ！」と飛び上がるくらいうれしかったです。 

（１年生徒） 

今日は金環日食でした。理科の時間に日食メガネを作っ

たので，それを使い，私は家で日食を見た。私は，今日お

父さんの誕生日で，絶対見せたかったから，家で日食を見

た。すっごい神秘的で感動した。見れてうれしかった。で

も，もっと大きく見れたらもっと神秘的だったんだろうな。 

（３年生徒） 

(３) 実践から得られた事 
○日食メガネを全校で作ったことは生徒の安全を確保すると同時に，来るべき金環食への具体

的な期待を高めたと考える。 
○フィルム自体が大変高価であり，加えて自分で作ったものだけに大切に使っている。ある２

年生は，マグネシウムの燃焼反応の時にかけて観察していた。 
○生徒は金環食に対しても感動していたが，木漏れ日にも多くの生徒は興味を持ち，様々なこ

とを試していた。その中で自分の影自体，周辺部の輪郭が変な形になっていくことに気づい

たようだ。これらは実際に見て感じて触れることなくては味わえない感動であった。この自

然のすばらしさに深く感動したことは感想にも多くあったように「忘れられないこと」とし

て残るだろう。 

６ ビオトープの生物から学ぶ身のまわりの環境 

(１) 実践にあたって 
開校以来，環境を豊かにしていくために先輩等がおこなってきた活動を全校生徒が理解し，

これから自主的に身のまわりの環境をふり返り自分の活動として活かしていくことは重要であ

る。昨年度は地域の自然をより具体的に理解してもらうためにビオトープや岩石園の回収など

学校内の環境を改善していく取り組みをおこなってきた。具体的には，新しく池を広げ，昨年

から池の面積は 2。5 倍ほどとなった。地域にある植物を多く入れた。また，昨年度の計画した

通り，カラタチ，サンショウ，キハダ，ネムノキ，エノキ等を植えた。その結果，絶滅危惧種

に指定されているトノサマガエルが住み着き，クロメダカも繁殖を繰り返している。春先に植

樹した樹木はしっかりと根付き，サンショウの木には早くもアゲハの幼虫を見ることができた。

しかし，生徒の意識の中には少しずつ中庭の環境が変化していることについて知らない生徒も

多くいる。そこで，生物が繋がりを持って生きていることを理解するために全校集会の中で，

校長講話を行った。 

(２) 実践（講話）の概略と生徒の感想 2012 年 7 月 19 日 
 ビオトープは，一昨年度，総合の時間生徒が，富士見町を調査し，

富士見町に生育している植物を植えてつくりあげてきた。想いを受け

継ぎ現在では，三倍ほどの広さになった。「世界のどこにもいない，
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日本のここにしかいない種が絶滅してしまった・・・」このよう

な未来にならないように，私たちは何をすればよいのか，ビオト

ープを出発点として，考えてみたい。 
皆さんのよい遊び相手トノサマガエル。最近数が減少して絶滅

危惧種として指定されている。 
ビオトープの脇には富士見町釜無地域にしかみられない釜無

ホテイアツモリソウの幼い苗が見られる。釜無ホテイアツモリソ

ウは絶滅寸前で富士見町でも復活に力を入れていることは，皆さんも知っ

ていることと思う。学校でも総合の時間に講座で苗を育て続けたがようや

く今年始めて冬越しに成功し，１４株が今，生育している。失ったものを

もとに戻す活動は地道な努力が必要であることを感じることができる。 
富士見には更に絶滅が心配されている植物がある。シナノコザクラだ。 
写真は数年前なので，今年咲いているかどうかはわ

からない。どうして動植物が絶滅が心配されるまでに，

個体数が減ったのか。チョウを切り口に考えてみたい。 
ある日校内でヨツバヒヨドリの花の蜜を吸いに来

たアサギマダラを見つけた。日本列島を縦断，更には

台湾まで延べ 2000ｋｍ以上飛んで行くこのチョウは

翌年にはその逆コースで日本に渡って来る不思議なチョウ。渡りの途中

で，本校にヨツバヒヨドリの花が咲いていたので，立ち寄ったと思う。 
チョウの好きな植物といったが，チョウは種類により幼虫の時に食べ

る植物がほぼ決まっている。これを食草・食樹という。ビオトープ周辺

には，シジミチョウ，アゲハやモンキチョウ・国蝶であるオオムラサキ

が好きなサンショウ，カラタチ，ハギ，ネムノキ，キハダ，エノキ等を

植えているのを知っているだろうか。 
これは多様な動植物が訪れることのできる環境にしたいという願いからだ。 
昨年春植えたサンショウに，何とアゲハチョウの幼虫を見つけた。自然とは不思議なもの，

自然は正直だなと実感した瞬間。自然環境の大切さは，多方面で耳にすることがあるが，決ま

った植物に，決まったチョウが集まることと，絶滅してしまった動物や植物とつなげて考えて

みることも大切と思う。始めはビオトープから･･･自分を，自然を，環境を考えてみてほしい。 
生徒の感想から 

・校長講話がありました。校長先生が「絶滅危惧種」についてお話してくださいました。絶滅

危惧種といえば「ツリフネソウ」や「キキョウ」「オミナエシ」などですが，校長先生のお話

を聞いていると，もっといろいろな，私でも知っているような虫や植物が出てきて，大切に

しなくちゃなあと思いました。大切にしなきゃと思ったときにまずできるのは，その生物に

あった環境をつくってあげることだと校長先生は言われました。例えば，アゲハチョウの幼

虫だったら，かんきつ系の木の葉を食べるし，モンシロチョウの成虫だったら蜜を吸います。

食べるものをどんどん増やしてあげれば，数も増えていくと思います。そういうボランティ

アみたいなのがあったら参加してみたいです。（一年女子） 

・ビオトープは私たちが一年の時の２年生の先輩が作っていましたが，当時緑も少なくい池も

ほとんど泥水の状態でした。今見てみると至る所に草木が生えていて生き物もたくさん住ん

でいて「生物の」生息環境になっているなと思いました」。また，校長先生の話を聞いている

と自分たちが思っているよりずっと多くの工夫がしてあるんだなと感じました。チョウの好

きな草木や花もたくさん植えてあるとのことなのでたくさんチョウが見られるようになると

良いなと思います。アツモリソウは小学校にいた時から絶滅危惧種としてたくさん話を聞い
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てきました。多くの人がアツモリソウを守ろうと努力していると思うので私たちもできるだ

けのことをしていけたらと思います。富士見にはせっかくの大自然があるので，ここに住む

私たちが自然についての理解を深めていきたいです。（三年女子） 

(３) 実践から得られた事 
○環境整備活動はおこなってきたが，関係している生徒や先生は十分理解しているもののその

内容がはっきりと他の生徒に還元されていなかったことが感想からも読み取れる。活動した

ことのフィードバックを生徒におこなうことの重要性が示唆された。 
○多くの生徒が感想で自分たちでも取り組めることがあったら積極的に参加していきたい旨の

意見を述べている。 
○この他に，スズランの移植を１年生でおこなったが，持っている意味を十分理解するための

事前事後指導を充実させることが重要であることが改めてわかった。 
○繋がりの中からかけがえのない自然の中に生きる生物が生かされていること，自分たちも例

外でないことを学校環境から考えることができることが示された。 

III 事例から浮かび上がる成果と課題 

１ 実践から浮かんでくる「科学する心」に関する成果 
科学する心  

実践から得られた事 

①自然のすばらしさに深

く感動する心 

 機会をとらえて自然現象や環境に触れることは生徒の関心を大きく高めるこ
とにつながる。 
 ビオトープを通しての環境学習からそこにあるものを見るだけではなく，その
ものが持つ価値や自分とのつながり，背景がわかることで対象への見方や関
心の寄せ方は変わってくる。 
 知識で「わかっているつもり」であることと「身をもって知る」ことには大きな違
いがある。「身をもって知る」ことができたとき生徒は歓声を挙げ，追究の意欲
を高めたり，経験と知識の統合をはかったりすることができる。 

②真実を素直に認め決し

てごまかさない心 

 連続する問題解決的な学習は真実を認め決してごまかさない態度の涵養に
つながる。問題が連続するために，生徒一人一人がどのような取り組みをし
て何に気づいているのか，また，どのような疑問を持っているか丁寧な机間
支援おこない生徒理解を大切にすることが重要である。そのため個別に対
応するためにＴＴの連携は欠かせない。 
 連続する問題解決的な学習は生徒が苦手とする「見えない現象」にも積極
的にかかわり考えを深めることができる。生徒が抱いている概念の中で実証
されていない思い込みの部分を明確にし，自ら取り組む中でその概念は誤り
であることに気づけるような素材の教材化をすることで生徒自身が「そうか！」
と感じることができた。このことは「自分を広げること」＝「可能性を広めること」
に他ならない。 

③偏りや思い込みなしに

素直に判断し行動する

心 

 「苦手」と感じていることでも，その重要性や価値を十分に理解し学ぶことが
できれば，克服し，偏りや思い込みなしに素直に判断し行動することができ
る。 ④自然の中に活かされる

命を大切にする心 

⑤多様性を学び相手を思

いやる心 

 友人の意見は，本人が自覚していなくとも「自分の考え」に影響を与えてい
る。殆どの生徒は実験後考察場面では結果に応じて友の考えを一部分採用
しながら考えを深めている。 
 自分にはない考えを聞くことや，漠然としていることを整理する上で他からの
意見や先人の考えを聞くことは重要であった。 

⑥本当にそうであるのか

自分自身で確かめよう

とする心 

 ズレの生じる事象提示から生徒は主体的に自分の仮説を試し，本当にそう
であるのか確かめようとする姿がみられた。 
 前提（共通基盤）となる「学習のふり返り」は，問題解決の視点を見出す上で
重要であった。 
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２ 今後の課題 

(１) 不十分な取り組みは何か 
 本年度不十分だった取り組みに，以下の点がある。これらについては取り組むための計画が

具体的ではなかった部分がある。実行のための計画を立てたい。 
●地学時間と空間を感じる素材の教材化［授/環］ 
●結果の分析を自己に有利な誘導をしていないか互いに判断しあう習慣を身につける。 
●他教科との連携（教科等）での学びを活かす。 

(２) 「科学する心」を自分や社会へ広げるための取り組み 
課題として，実践で示した学びができた生徒がいる事実はある。そのような生徒の姿を広げ

るために日常的に授業改善を行おうと努力はしているが，本校が目指している「科学する心」

を持ち，可能性を広げる中で自己実現とよりよい社会と環境づくりをしようとする生徒となっ

ているかは十分であるかはわからない。これらの成果は単年度で表れるものでもないが，生徒

が未来に向けて「このように取り組みたい」「自分の将来をこのようにしたい」「このことを生

かして将来を生きていきたい」という自分や社会へ向ける意欲をたかめるような学習や取り組

みがさらに必要である。 

(３) 内容理解と定着のための取り組み 
７月上旬各学年，学習のふりかえり調査をおこなった。その中で，他の教科と比較して楽し

いかではなく，理科として「以前と比べて好きになれているか」という調査を含めた。以前と

った調査ではより好きになれていると感じていれば単元や期間での学習では生徒の興味関心を

高めることができる内容や取り組みがあったということである。結果は右のグラフにある通り

である。  
大半の生徒は，「変化はない」であるが，その

内容は「以前と変わらず好きである」「難しいこ

とも多いが好きだ」という内容が多い。好きにな

っているという生徒が１年生に多いが，理由とし

て「小学校は話し合いが多かった。」「中学では１

時間に観察や実験が１回あって問題が１時間で

すっきりするのでわかりやすい。」嫌いと感じる

時があるとする生徒の大半が「テストの点数がの

びない」「その時は理解できるのにテストではわ

からない」という成績に絡む意見が多くあった。  
より好きになっているという生徒の中にも「テ

ストでできたから」という生徒もおり，学習成績

と嗜好は密接に関係していることが示された。

「楽しい」は快・不快に関わることであるので中

身として「よくわかる」という快の部分を生徒が重要視するのは当然である。「科学をする心」

を育んでも理科的な内容から意識が乖離してしまわないためにもこれまでの取り組みと共に内

容理解という側面でも力を入れていく必要性がある。同時に，授業での学びのありかたについ

てＴＴを活かして細かく観察したり，授業プリントの記述を確認したりすることで躓きを早め

につかみ授業の中で「わかる」ようにしたい。 

0% 50% 100%

1

年

2

年

3

年

より好きになっている

好きであることに変化なし

嫌いと感じる時がある
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IV ２０１３年度の計画 

１ 基本構想 
科学する心」を涵養するための授業改善を人や環境を中心に考えていくという基本的な方向性

に変わらない。授業改善をズレを生むような事象提示から問題解決的な学習をおこなったり，人

や環境の視点で学習を進めたりする中で科学する心がどのように育ち，科学が好きになり，学ぶ

ことが好きになる生徒，ひいては可能性を広げる中で自己実現とよりよい社会と環境づくりをし

ようとする生徒を育成したい。そのために本年度考えた「科学する心」を育むための手だて（P
２～３参照）を中心に実践をおこなう。 
しかし，ここまでに十分でなかった自分や社会へ広げるための取り組み，特に将来への目当て

を持って取り組むことができる生徒を育み身近な環境からより大きな社会や今後の未来を考え

る生徒を育むためにも次の３つの点を大切にしたい。 
 

①目の前にある地域の自然から自然の恩恵やその壮大さを感じること 

②現状を理解した上で今後どのように生活していくべきなのか，科学を通して考える

ことができること。 

③俯瞰して考えることができ，科学的な内容に関わる事への興味だけでなく，生き方

として「科学する心」を大切にすること 

・①のために地域の自然を素材として，身近なところから授業のための教材化を図れば，日本

や地球規模の変動の跡が地域にあることを通して自然の壮大さを感じて畏敬の念を抱くの

ではないか。 

・②のために，未来の生活はどうあることが理想であるのか考え，現在はどうあらねばならな

いのか（バックキャストから現在の在り方）を考えるための授業を構想すれば，学んだ科学

を活かして今後に役立てようという気持ちが高まるのではないか。 

・③のために，自分たちの身のまわりにある事物現象と学習で得た内容とを今まで以上に明確

な形でつないでいくことと，理科だけではなく，他教科と一層の連携を深めながら取り組む

ことによって多面的･多角的に科学する心が涵養されるのではないか。 

以上の３点を大切にすることを念頭に次のような授業計画を考える。但し 2012 年９月から

2013 年３月までの取り組みの状況を加味して変更は柔軟に加えていきたい。 

２ 地域の壮大な自然に学ぶ 

(１) ねらい 
本校がある諏訪は，フォッサマグナの西縁にあり，糸魚川―静岡構造線と中央構造線との会合

部にあたる。日本で一番大きい断層と二番目に大きい断層が交わった場所というだけではなく，

ユーラシアプレートと北米プレートの境界部であるともいえる。地質学的に語った時に時間的に

も空間的にも壮大であり，「プレートの境界部が目の前にある（富士見町入笠山沿い）」とか，「潜

り込んだ海洋プレートのかけらが山から出てくる（御荷鉾帯変質玄武岩・入笠牧場）」とか，「地

下深くのマントルの物質が変化したものがある（蛇紋岩・釜無川）」とか，「昔の珊瑚礁などが変

化した岩石がある（石灰岩・花場地区）」という，大きな構造的イベントの結果が間近にあり，

さらに有数の火山である八ヶ岳の麓にあり，日本一の火山富士山を眺望できる環境は見ている景

色からも様々な考えを広げ深めることができるであろう。実際にこれまでも，興味を持った生徒

達が総合的な学習の時間では地域の岩石を調査したり，ジオラマを作ってその違いについて興味

関心を持って追究活動をおこなってきたりした例がある。 
しかし，理科の授業に於いては，これまで本校は地質学に関する生徒がその時空的広がりを十
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分納得できるような授業展開をすることができていない。その理由として，設定している時期が

厳冬期でそもそも観察に向いていないこと，時間配分の関係でゆとりのない展開になりがちであ

ること，本地域の特徴を語る上で大切な要素である変成岩は指導的に扱わないことになっている

などの原因がある。 
そこで，来年度の計画では次のようなことに気をつけながら学習を展開したい。 
・地学を観察可能な時期におこなうこと， 
・地域の素材を活かした教材化を行って時空的な広がりを十分に感じさせることができるよう

な展開を考えること， 
・断層や地質の構造的な学習と地域の環境のもう一つの側面である防災と関連づけて学ぶこと， 
・地域を特徴付ける岩石，特に一部の変成岩について，堆積岩や火山岩が変化（変成）したも

のという形で学習に盛り込むこと 
また，学習を進めていく中で，八ヶ岳の探究に人生をかけた河内晋平先生やプレートテクトニ

クスのもととなる大陸移動説を唱えたウェゲナー，四万十層の追究から付加帯について解き明か

していった平朝彦先生の生き方や考えからも追究の方法や発想，粘り強さを学んでいきたい。で

きれば実際の講師に霧ヶ峰を調査している北澤和男先生を呼んで学習を進めることも考えたい。

このような一連の学習を通して自然のすばらしさに深く感動する心を育んでいきたい。 

(２) 学習の展開計画（単元展開） 
 学習問題 学習活動

一
次 

立場川と釜無川の岩石は同じな
のだろうか 

立場川(八ヶ岳側)と釜無川(入笠側)の河原の石を持ち寄り，ハン
マーでたたいたり，ルーペで観察したり，用意された薄片を用
いて両者を比較し，岩石名と特徴を調べる。 

二
次 

立場川の岩石はどこでどうやっ
てできたのだろうか 

上流に八ヶ岳があることから八ヶ岳について知っていることを
つなぎ合わせながら，火山噴火と火山岩について学習を深める。

八ヶ岳の火山灰と他の火山の火
山灰をでは含まれているものは
何だろう 

２種類の火山灰からの鉱物を探し出す。１つは八ヶ岳，もう一
つは北アルプスの火山灰を比べる中で鉱物の名称とその違いに
ついて考える 

火山灰を加熱すればもとのマグ
マになるのだろうか 

白い火山灰と黒い火山灰を粉砕し，希釈した上で溶かし，マグ
マの粘性や冷えた時にできるガラスの透明度を比較することで
マグマの種類や粘性について山の形と関連づけて考える 

大きい鉱物を育てるにはどうす
れば良いだろうか 

チオ硫酸ナトリウムを使って結晶化の実験をおこない，どのよ
うな条件で結晶が育つが考える 

でき方の違いで岩石を分けよう 
 

諏訪にある火山岩をマグマの種類（色）とでき方（石基の有無）
で分ける 

河内晋平先生に学ぶ 
 

茅野市の八ヶ岳総合博物館に所蔵されている先生のサンプルと
管理から研究に向かう際の大切さを考える。 

三
次 

釜無川にある石灰岩はどこでで
きたのだろうか 

釜無川の岩石を振り返り，塩酸をかけると二酸化炭素が出るこ
とから，岩石の起源を推論する 

堆積してできた岩石にはどんな
岩石があるだろうか 

堆積して出来た岩石の名称を諏訪の自然ハンドブックを使って
調べ，手触りで粒子の大きさを確認する。 

れき岩と砂岩ができる場所の違
いは何だろうか 

流れる水の働きを思い出しながら，どんな場所に礫や砂が溜ま
るのか考え検証する。 

諏訪には化石が取れる場所があ
るのだろうか 

諏訪の自然ハンドブックを用いて化石が出る場所とその特徴か
らどんな場所であったか考察をする。 

いろいろな化石の特徴について
考察してみよう 

いろいろな化石を見ながら判ることを述べ合い，環境や時代に
ついてまとめる。 

四
次 

釜無川にある蛇紋岩はもともと
どこにあった岩石なのだろうか 

蛇紋岩がもともとかんらん岩であり，かんらん岩はマントルの
構成物質であったことを考え，どうして地中深くのものが地上
にあるのか推論をおこなう。 

地中深くの岩石が地上に現れた
のはなぜだろう（平先生に学ぶ） 

平先生の研究から，プレートテクトニクスと付加帯について学
び，日本がどうやってできたか考える 

地盤が移動するという基となる
考えを作ったウェゲナーに学ぶ 

プレート論の元となったウェゲナーは，なぜ大陸が移動すると
考えたのかその考え方と実証の在り方に学ぶ。 

プレート境界にある富士見 
 

主なプレートと現在の移動方向を確認すること同時に，北米プ
レートとユーラシアプレートの境界が富士見にあり，具体的に
はどこを指しているのか考える。 

五
次 

プレート境界ではどんなことが
起きているのだろうか 

プレートの境界で潜り込んでいる事によりどんなことが起きる
か推論し，現在の考えと比較する。 
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地震が起きた時，どのように記録
するのだろうか 
 

地震が発生して伝わるまでの速さを地震計などでモデル化し，
地震速報につなげ 

地震のゆれは何に関係している
のだろうか 

地震のゆれと距離や地震の規模にはどんな関係があるのか考
え，検証をおこなう。 

自分たちが日頃しておくべき取
り組みは何だろうか 

自分たちの生活している場所で大きな地震があった場合，考え
られる被害と危険そうな場所を挙げて発表しあう。 

３ 持続可能な社会を考える「自然環境の保全と科学技術の利用」 

(１) ねらい 
現在自分たちを取り巻いている環境や資源・エネルギーに関して近い将来懸念される内容が

多々あることを十分認識した上で自分たちが将来生きていくためにどのような事をしていかな

くてはならないのか帰納的に考え，現在おこなわれていないことやさらに取り組みが不十分であ

るようなことを現在の科学技術や新しい科学技術を使ってどのように解決していくべきか具体

的に考えることができるような学習を考えたい。（ESD） 
この学習を通してこれまで培ってきた知識や理解を統合的に結びつけながら，因果関係で結び

ながら問題点は個別に独立するものではなく繋がりあっていることを理解した上で，互いの関係

性や因果関係を結びあったり，対立する内容の解消を目指したりする中で（例えば TOC のブラ

ンチやクラウド等の問題解決の手法を用いながら）問題点をどのように改善していけばよいのか

を考えていきたい(The Goal2,Eliyahu M.Goldratt)。そこから自然に生かされている自分たちで

あることを学んだり，真実を見極め不都合な部分から目を背けたりしないようにしたい。互いに

発表し合う中で多様性を学び，解決策を自分たちなりに見つけていく中でこれから社会に出て自

己実現する中で自分たちが考えた解決策へ何らかの関与をしていこうという意識を持てること

を目標としたい。３年の進路を目前としている時期であるからこそ，自分の幸せを実現させるた

めには社会が幸せでなくてはならない現実を認識し，少しでも社会を幸せにし，自分が幸せにな

れるような自らの可能性を広げるような意欲を育みたいと願う。この学習を通して真実を素直に

認め決してごまかさない心を涵養したい。 

(２) 学習の展開計画（単元展開） 
 学習問題 学習活動 生徒の意識 

一

次 
ビオトープを例に生物ど

うしのつながり 

ビオトープや富士見を例に取り

炭素や無機物の循環についてグ

ループごと図にして発表し合う。

・メダカが生きるためには微生物が必要だね

・生物どうしが互いに結びつき在っているね

二

次 
アツモリソウやメダカな

ど絶滅しそうな生物を今

後どうすべきだろうか 

絶滅しそうな種はどうすれば存

続できるが考え，屋台村方式で発

表しさらに合う。 

・アツモリソウが群生できるまで人が手助け

する必要があるだろう。 

・その生物を守りたければ周辺の環境を整備

していく必要があるだろう。 

三

次 
今後２０年間で問題にな

りそうなことにはどんな

事があるだろうか 

さらに広い視野で現在問題とさ

れるようなことについてインタ

ビューや資料などで調べる。 

・地球温暖化に関することが話題になってい

る。 

・エネルギーの問題もある。 

・食料も問題だと思う。 

四

次 
2030 年によりよい環境

を実現するために今「何」

をすべきだろうか 

調べた問題点（UDE）をつなぎあ

って図（ブランチ）を作り，全体

最適を目指すには何が大切か話

し合う。 

･エネルギーの工夫が温暖化を食い止めるの

ではないだろうか。 

・人口の増加を抑制すれば食料の問題は解決

するかもしれない。 

五

次 
自分たちは具体的にどん

な取り組みをすればよい

のだろうか 

問題点を何に，どのように変えて

いけばよいか対立している部分

を抜き出して解決方法を探る 

・日本の人口は減っているのに世界ではなぜ

人口が増加するのだろうか。 

・省エネの家電が増えているのに，エネルギ

ー消費量が減らないのはなぜだろうか。 
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４ 全校で育む「科学する心」の芽 

(１) 道徳・他教科との連携 
俯瞰して考えることができ，科学的な内容に関わる事への興味だけでなく，生き方として「科

学する心」を大切にしながら世の中に関わっていこうとする実践者であってもらいたい。そこで，

理科だけではなく，他教科と一層の連携を深めながら取り組むことによって多面的･多角的に科

学する心が涵養されると考える。なぜなら，中学生になり，自分の将来を考える中で世の中全体

がどうあるべきか考えることができはじめてきていること，かつ「科学する心」に定義したそれ

ぞれの「心」は理科だけではなく他の教科でも育むことを目標としていることがある。 
特に道徳，学級活動や社会との関連では，それぞれの「科学する心」が直接的に関連すること

はもちろん，より良い自己実現と社会のために寄与することの大切さを学ぶことができる。そう

なれば「科学する心」を持った「科学が好き」な生徒はこれから困難になっていくであろう世の

中の解決策として科学の必要性が必然的に理解できると考える。 
数学の説明や国語の説明文の読解は，論理性を身につけていくという点で理科学習と唇歯輔車

である。正しい論理性が身につけられれば，真実を素直に認め決してごまかさない心や偏りや思

い込みなしに素直に判断し行動する心は育まれるであろう。 
美術や音楽では，「美しい」とか「調和」という大切な感性を身につける場であり，これらの

感性が豊かであるほど自然のすばらしさに深く感動することができると考える。 

５ 命への感謝を横断的な学習で養う 

(１) ねらい 
本年度，命を題材に取り組む中で生徒が生命の大切さを改めて見直す生徒が多くいた。生きる

ということ，命について学んだ後で豚の内臓の学習をおこなうことは来年も続けていきたい。 
さらに，第二次性徴を迎え，これから自分の進路と共に将来を考えていくべき中学生にとって，

命を育み育てることの神秘と難しさを知っていく中で，親への感謝とともに，これから自分が親

となるべき時，命を繋いでいくことの大切さを心に刻むための学習は大切と考える。そこで発生

や遺伝のしくみを学ぶ際に，実際の生殖を観察し，受精し卵割を繰り返す中で生命が誕生してい

く瞬間を捉えながら学習を進め，自然の中に活かされている命とこれから命を未来へ繋いでいく

ための自分を含め他の命を大切にしようという気持ちを養いたい。したがって受精卵を単なる物

体としてみたり，発生のメカニズムだけをクローズアップしたりしてとらえるのではなく，本年

度と同様に，生命に関する学習を多領域，他教科でも並列的に実施しながら学習を深めていくこ

とが大切になる。このことで一層自然の中に活かされる命を大切にする心を涵養することができ

るだろう。 

(２) 学習の展開計画 
道徳 学級活動 理科 性教育 

    
 自分の生まれる前の

様子， 
 自分が生れる時にど
のように周りに配慮
してもらったか 
命名の由来 
 どのような願いで自
分の名前がつけられ
たか 

 
 有性生殖 

（受精卵と卵割） 
＜前時の実験＞ 

  

「ピリカお母さん
への旅」 

妊娠と胎児の成長 
 妊娠期における胎児の
成長の特徴 
 この時期に配慮すべき
こと 生命の尊重 

主題 
「いのち」 

自分も発生してきた
生命である。 
願いを持って生を受
けている 

動物の発生 
 

 

 ヒトが体内で成長していく
過程を理解し，誕生までのプ
ロセスを理解する 
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(３) 小単元の展開 

学習問題 
学習活動 

○中核的活動  ・予想される生徒の反応 

支   援 

□ 他領域にかかわる支援 

生物はどのようにし

てなかまを増やすの

だろう。 

 

（１時間） 

○ 生物はどのようにして仲間を増やしてい

くのだろうか。動物・植物それぞれどの

ように子孫や仲間を増やすのか考えよ

う。 

・ 子どもを産む，たまごを生む。 

・ メスが産む。オスも必要だ。 

・ 精子と卵が結びついて生まれる。 

・ 種子で増える。 

＊ 自分はどのようにして生まれてきたの

か考えてみる。 

・ 身近な生物がどのように子孫を残しているか

発表しあう。 

・ 動物だけに目がいきがちであるので植物にも

目を向けるような発問をする。 

 

 

 

・ 精子と卵との結びつきによって生命の発生が

なされる事を確認する。 

動物の有性生殖と発

生にについて観察し

よう。 

 

      （３時間） 

・実際に卵や精子を見てみたい。 

○ ウニの卵に精子を受精させ，どのような

変化をみせるか観察しよう。 

＊精子や卵を採取する→顕微鏡観察 

＊受精を行わせる→顕微鏡観察 

＊ 卵割の様子を観察する。 

・ 卵が見えたぞ。 

・ 受精膜が分かった。 

・ あらかじめ精子と卵を混ぜておいたものも用

意しておき，受精がうまく行われていない場合

には使うようにいう。 

・ 精子や受精膜は分かりにくいので教師用の顕

微鏡で投影したい。 

・ うまく見ることができている班の顕微鏡の様

子を顕微鏡カメラで投影する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ウニの受精卵がどうなっているか予想し

てみる。 

・ 卵がどんどん分かれていくのだからまだ

丸いままだろう。 

・ 小さいトゲトゲがあるだろう。 

○ ウニの受精卵の変化を観察しどのように

変化しているか観察しよう。 

・ クラゲみたいだ。 

・ 動いているぞ。 

○ 他の生物ではどのように発生するかＶＴ

Ｒを見る。 

○人間の場合も考えてみよう。 

○ 自分が母のお腹にいた頃のことを想起し

ながら生物の発生について感想を述べ合

おう。 

 

・ 前時のようすをとっておいたＶＴＲを流し，

「今日はどうなっているかな」と発問する。 

・ 卵割が進むことによって次第に形態が変化

し，その生物本来の姿に近づいていく事をＶＴ

Ｒも含めて確認する。 

 

 

 

・ 他の生物の発生はどうなっているのか発問を

する。 

□ 人間の発生の特徴の説明を養護教諭からう 

ける。 

□ 自分が発生してくるときに，周囲がどのよう

な配慮をし，親がどのように願ったか学活の学

習を想起する。 

□ 感想を発表させる。 

植物の有性生殖につ

いて観察しよう。 

（１時間） 

○ １年の学習を思い出し，持ち寄った植物

の生殖に必要な器官を調べよう。 

○ 花粉を取り出して顕微鏡で観察しよう。

○ 寒天培地に花粉をまいて花粉管を伸ばし

てみよう。 

・ 花のつくりの図を用意しておく。 

・ 寒天培地はあらかじめ用意しておく。 

・ 学習カードに受粉から発芽までをまとめら

れるようにしておく。 

有性生殖以外の増え

方にはどのようなも

のがあるだろう。 

 

（１時間） 

○ 有性生殖でなくても仲間を増やす方法が

あるのか植物・動物について考える。 

○ ゾウリムシを純粋培養したものを観察

し，分裂しかかったものを探してみよう。

○ 無性生殖についてまとめてみよう。 

・ 発問「オス，メスの区別のない生物はどのよ

うに仲間を増やしているのか。」 

・ 顕微鏡カメラでゾウリムシ培養体から分裂しか

かっているものを探してその様子を映す。 

・ 挿し木や接ぎ木も無性生殖である事をおさ

える。 

子孫を残す際に親の

特徴はどのように受

け継がれるだろうか。 

 

 

（１時間） 

○ 親が子どもに伝える特徴にはどのような

ものがあるか出し合う。 

○ マツバボタンの親から子ども，孫への各

写真を見て，それぞれを比較し，気づい

た事を発表しよう。 

○ 既に学習した，体細胞分裂や生殖と遺伝

現象の関連性や遺伝についての説明を聞

く。 

・ 身近なヒトの形質についてもふれておく。但

し遺伝的疾病などについてはふれない。 

・ 花の色や芽生えの際，茎の色と受け継がれ方

についてを考えるポイントとして与える。 

・ 親からの情報受け取り方について体細胞分

裂や生殖時の様子を想起し，情報については等

しく受け取っている事を確認する。 

メンデルの実験につ

いて考えてみよう。 

 

 

○ メンデルの用いたエンドウの特性につい

て知る。 

○ メンデルのおこなった実験をシュミレー

トしよう。 

・ エンドウの豆の特徴と人工交雑について説

明を行う。 

・ メンデルのおこなった実験を，自分がメンデ

ルになったつもりでシュミレーションしてみ
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（１時間） ・ 子の代だと，みんな丸い種子だ。 

・ 孫の代だとしわの種子もある。 

・ しわの種子の割合が３：１だ。 

る。 

・ しわの種子の割合が孫の代では３：１である

ことをおさえる。 

遺伝子を想定してメ

ンデルの実験を検証

してみよう。 

 

（１時間） 

○ メンデルの実験結果に遺伝子という考え

方をあてはめて考えてみよう。 

○ 他の形質についても検証してみよう。 

○ メンデルの考えを，他の形質の遺伝にも

あてはめて考える。 

・ 血液も遺伝すると聞いた。 

・ 白髪とか，薄毛も遺伝するのではないか。

・ 遺伝子という考えをもとにしてメンデルの導

き出した考えを説明する。 

・ 有性形質と劣性形質について確認し，決して

有性形質が勝れているということではない事を

おさえる。 

・血液や耳あかの遺伝についても触れる。 

□自分について振り返り，親から受け継いでい

る貴重な体であることを認識する。 

６ 季節とリンクした学習で目指す技能の向上と年間観察 
富士見は，冬が長い。従って他地域とは異なる年間計画を必要とする。しかし，これまで他学

校との横並びを崩すことをためらい，一般的な流れとしてきた。しかし，大地の変化などは真冬

になってしまい，観察するにも観察ができない状況が生まれている。大地の雄大さを感じるには

露頭で観察し，実際に岩石を割る活動を取り入れることが大切と考える。このような状況を改善

するためにも抜本的に年間計画を変える必要がある。 
さらに，理科の学習には，数日から数ヶ月，場合によっては１年の間観察を継続し，その観察

の結果という事実から考察していく学習もある。例えば太陽高度，気温測定，季節によって決ま

った時間に南中する星座，などである。これまでは観察はするが，一定の時間のみで後は資料を

頼るというような状況もあった。しかし，自ら確かめようという気持ちや，偏りや思い込みなし

に素直に判断し行動する心を育成するためにも自分達で調べた結果で学習し，判断することは重

要である。さらに，理科における技能向上を考えた時に，観測することの習慣化や観測する中で

の気付きなど，一連の活動から得られることは多いと感ずる。自然をよく見る習慣を大切にし，

関心を寄せることは即ち自然の変化を捉えることでもある。このことは自然のすばらしさに深く

感動する心につながるだろう。 
 このような考えと，これまでの成果と共に来年度への重点を整理しながら，来年度の計画を

考えたい。実際の季節に左右されやすい素材もあるので，学習内容と勘案しながら無理のない学

習配置を心がけたい。 
 １年 ２年 ３年 

４月 身のまわりの物質 化学変化と原始分子 化学変化とイオン 

５月 植物の世界 

６月 

７月 動物生活と変遷 運動とエネルギー 

８月 身のまわりの物質 

９月 生命の連続性 

１０月 大地の変化 電気の世界 

１１月 自然と科学技術の発展

１２月 

１月 身のまわりの現象 天気とその変化 地球と宇宙 

２月 

３月  

年間観察 ビオトープの四季 季節の温度変化 太陽の南中高度 
星座の移り変わり 
月の形と見える場所 

 
 

花期に合わせる 

露頭の観察を入れる 
持続可能な社会を目指して
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７ 科学の有用性を確認するための「探究タイム」 
自分たちの身のまわりにある事物現象と学習で得た内容とを今まで以上に明確な形でつない

でいくことは，学問としての学習という側面ではなく，「生活するために必要な学び」，「科学す

ることで自分と未来は開けそうだ」という思いを醸成するためにも，可能な限り単元の終末に選

択若しくは自由課題として数時間探究の時間をとっていきたい。 
単元 探究タイム（探究テーマ） 

身のまわりの物質 身のまわりにある物質で気体を発生させる。 

身のまわりの現象 力と圧力を活かしたものづくり 

化学変化と原始分子 身近な化学変化 

電気の世界 電気を使ったものづくり 

天気とその変化 天気予報で予報士に挑戦 

化学変化とイオン 災害時で役立つ かもしれない電池づくり 

運動とエネルギー エネルギー変換と効率 

自然と科学技術の発展 私の２０年後と科学の進歩 その関わり（レポート） 

現在のところこのような内容を考えているが，さらに教材研究を進める中で適した素材を探

し的確な教材化を図りたい。但し，このような活動が全体の学習の進度を大きく阻むようなこ

とがないよう，日頃から能率的な問題解決的な学習を目指したい。 

８ おわりに 
昨年までは旧南中学校の制服と旧高原中学校の制服が混在し，新しい制服と合わせて３つの制

服がある学校であった。開校３年目を迎え，１年から３年まで同じ制服の生徒が学校を歩いてい

る。同じ富士見の生徒であるが「新しくなった」と感じる今年である。 
昨年度から引き続き子ども科学プログラムへ参加させて頂いているが，今年は「科学する心」

を正面から捉えるように配慮した。昨年の計画を授業化すると同時に，課題に対しては真摯に取

り組みたい。その意味で同じメンバーで臨む子ども科学だが「新しくなった」と感じられるだろ

うか。文章化する上でまだまだ不十分であることが多いが一層努力したい。 
今回取り組んでいて気づいたことがある。それは，「科学する心」を６つに分け，それぞれを

涵養するように手だてを講じて取り組んでいるが，それらの「心」は決して単独ではなく，互い

が密接に繋がりあっていることである。たとえば命を大切にすることで偏りや思い込みなしに素

直に判断し行動する心が育まれた例（P14）などである。当然，「科学する心」から出発している

訳であるからこれらが繋がりあっていることは自明ではある。従って，個別にその心だけが育っ

ているかどうかを論じることより，生徒が全体として「科学する心」を身につけているかの方が

重要かもしれない。では，それをどうやって判断するのか。さらに実践を積み生徒の姿として考

察していきたい。ただ，「科学する心」は形があって「もう十分」と言えるゴールがあるもので

はないということもわかった。「これでいいのか」と問い，常に前に向かって進み続ける事こそ

「科学する心」の原点であると感じたからだ。我々の授業改善も同じかもしれない。授業にこれ

で良しというものは無い。きっと私たちは来年も「新しくなった」と感じ続けられるはずだ。「科

学する心」を持ち，自己実現とよりよい社会づくりに貢献できる生徒を育む授業のため今後も精

進を重ねたい。 
学校長    三村 昌弘 
PTA 会長   内藤 秀樹 
研究代表   名取 克裕 

執筆者及び研究メンバー 筆頭 名取 克裕 三村 昌弘 
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