
 

2012 年度 ソニー子ども科学教育プログラム 応募論文 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

愛知県西尾市立鶴城中学校 
 
 

           校    長  木下   一 
 
 
 

           ＰＴＡ会長  田代 宏明 



⽬  次  
 Ⅰ はじめに  〜研究４年次を迎えて〜 
 

                                   ･･･  1 

 

 Ⅱ 2012 年度の教育計画の概要 
 
 
 研究主題  ･････････････････････････････････････････････････････････  1 

 研究構想 
 本校の「子どもの姿」  ･････････････････････････････････････････････  2 

 本校がめざす「科学が好きな子ども」像 
 「科学が好きな子ども」にせまるための手だて 
   手だて① 教材・単元の開発と改善 
   手だて② 全教科による小グループ活動 
   手だて③ チャレンジ単元 
 手だての有効性の検証方法 ～「科学が好きな子ども」にどれだけ近づいたのか～ ････  3 

 
 Ⅲ 2012 年度の教育実践 
 
 
 授業実践例１ １年「植物は呼吸をしているのか」  ･･･････････････････  4 

 授業実践例２ １年「物質の正体をつきとめろ」  ･････････････････････  7 

 授業実践例３ ２年「化学マジックを解明せよ」  ･････････････････････  8 
 授業実践例４ ３年「電車で GO 力」  ･････････････････････････････････ 10 

 チャレンジ単元１年生 「声でワイングラスを割れるか」  ･･････････  12 

 チャレンジ単元２年生 「うんこをつくろう」  ･････････････････････  13 
 チャレンジ単元３年生 「卵を無事着地させよ」  ･･･････････････････  14 

 その他の授業実践、科学部の活動紹介「サイエンスショー」  ･･････････  15 

 
 Ⅳ  2012 年 度 の 教 育 実 践 の 評 価 ・ 考 察  
 
 
 「科学が好きな子ども」にせまるための各手だての有効性について  ･･･ 16 

 探究の積み重ねによる生徒の育ち 

 
 Ⅴ  2013 年 度 の 教 育 計 画  
 
 
 2013 年度の教育計画（研究４年次）の基本方針  ･･････････････････････ 19 

 本校の「子どもの姿」 

 本校がめざす「科学が好きな子ども」像  ･････････････････････････････ 20 

 研究主題・研究構想図・研究仮説 

 「科学が好きな子ども」にせまるための手だて  ･･････････････････････ 21 
   手だて① 教材・単元の開発と改善 
   手だて② 全教科による小グループ活動 
   手だて③ チャレンジタイムの設定 
   手だて④ 科学への夢を育む取り組み 
 手だての有効性の検証方法 ～「科学が好きな子ども」にどれだけ近づいたのか～ ････ 23 
 手だて具体案  ･････････････････････････････････････････････････････ 23 

 
 Ⅵ  お わ り に  〜「求む、夢のある計画 情熱のこもった取り組み」にこたえて 〜 
 

                                   ･･･ 25 



－ 1 － 

科学が好きな子ども
(1)主体性 (2)協働性 (3)探究する力 

 Ⅰ はじめに  〜研究４年次を迎えて〜 
 
 本研究は４年次を迎えた。2009年度、学校全体の「小グループ活動」を母体にし、「探究」を通して生徒

の主体性を育てる本研究が始まった。2010年度は、探究の教材・単元をさらに充実させ、2011年度は、探究

する力を身につける場の設定を工夫した。2012 年度は、発展的内容の探究「チャレンジ単元」を新設した。

毎年、「科学が好きな子ども」の姿をたくさん見ることができ、その成果と課題の上に研究の骨子が充実し、

多くの教材・単元が開発・改善されてきた。貴財団からは、２度の「優秀校」と１度の「奨励校」という高

い評価と、熱心なご指導、多大なご支援をいただき、私たちの何よりの励みとなった。 
 着実な研究のあゆみによって、生徒が主体的に探究に取り組む授業づくりの理論をほぼ確立できたと考え

ている。今年度、この盤石な取り組みの中で、科学への願いや有用感や感動を抱く生徒の姿を垣間見ること

ができた。そして、2013年度は「探究の主体」とともに、「科学への夢を抱く生徒」をめざす計画を立てた。 
 

 Ⅱ 2012 年度の教育計画の概要 

 研究主題 
 

生徒を“探究の主体”に導く鶴中理科教育 
― 教材の開発･改善と小グループ活動の充実を通して ― 

 

 研究構想 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【研究仮説】 
 手だて①「教材・単元の工夫」、手だて②「小グループ活動」により生徒主体の探

究を実現し、探究をいくつも積み重ねることで、主体性・協働性・探究する力を伸ば

し、手だて③の発展的内容「チャレンジ単元」に取り組むことでさらに探究のおもし

ろさを知り、「科学が好きな子ども」が育つだろう。 

生徒主体の探究 

手だて① 教材・単元の工夫 
  魅力ある教材  生徒の意識を大切に 

  思考力を育てる場  かかわりの必然性 

手だて② 小グループ活動 
  全教科で全員参加の高め合い 

  個への支援  役割分担 

  ホワイトボード  具体物 

手だて③ 

チャレンジ単元 
  発展的内容 

   自由度の高い探究 

探究の
 積み重ね 
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 本校の「⼦どもの姿」  
 本校生徒の主体性や探究心を伸ばしたいと願い、2009年度から取り組んだ研究実践を通して、生徒の姿は

年々変わってきた。2012年度の教育研究において、私たちは目の前の生徒の実態を次のとおりとらえた。 
 
 ○ 主体的に探究しようとする生徒の姿がたくさん見られる。 

 ○ どの教科の授業でも、仲間とのかかわりや深め合う活動に意欲的に取り組める。 

 ○ 理科の授業への関心や探究活動への期待感が高い。 

 △ 全体的には主体性や探究心が伸びてきたが、その一方で、一部に、科学的な思考力や表現力、知識・理

解、技能が十分に身についていないために、探究や深め合う活動に主体的に参加できない生徒がいる。 
  
 
 本校がめざす「科学が好きな⼦ども」像  
 生徒の実態をもとに、めざす生徒像を次のとおり設定した。 
 
 (1) 自分自身の問題意識をもち、それを解決するために観察や実験を通してねばり強く探究しようとする生

徒 

 (2) 観察や実験の計画、予想や結果の考察などで、自分なりの考えをもち、それを仲間と話し合うことで、

深めたり改めたり新たな問題を見いだしたりして、互いに高め合おうとする生徒 

 (3) 探究する力（科学的な思考力・表現力、知識・理解、技能）を身につけている生徒 
 
 (1)は科学の本質である探究に主体的に向かう姿、(2)は本校全体がめざす「つなぎ合い、きたえ合い、や

り切る生徒」（2009年度論文で詳述）を受けた理科でめざす姿である。(1)(2)には、３年間の研究で近づい

たと考えているが、「科学が好きな子ども」の普遍的な姿としてさらに高めていきたい。(3)は、生徒の実態

を受け、(1)(2)を達成するために必要な力を身につけた姿である。 
 
 
 「科学が好きな⼦ども」にせまるための⼿だて 
 
   ⼿だて①  教材・単元の開発と改善 
 「おもしろい」「すごい」「やってみたい」と生徒が興味・関心をもって飛びつき、生徒の中に「なぜ」

「おかしい」「不思議」と疑問や矛盾が生まれる教材に出合わせる。この問題意識が探究に向かう原動力に

なる。教材との出合いの場は、驚きや感動をともなう演出をして、探究への意欲をかきたてたい。 

 この問題意識を大切にして、生徒が探究する道筋を単元として構想する。単元の中に、「探究する力（科

学的な思考力・表現力、知識・理解、技能）を育てる場」「かかわり合いの必然性」を設ける。また、限ら

れた時間数で、数多くの探究単元の積み重ねを実現するため、他の単元を効率的に進めて時間数を確保し、

年間で探究単元が偏らないようにするための年間指導計画が必要である。 
 
   ⼿だて② 全教科による⼩グループ活動 
 本校では、全教科において小グループ活動を軸に、「全員参加で高め合う授業」をめざしている。小グル

ープは原則４人である。全員が互いに話し手・聞き手になる活動は、４人が最適だからである。グループ編

制は、通常は座席通りだが、活動の目的によっては、考えの同質・異質により編制する場合もある。 
 全教科で培った高め合いの素地の上に、理科の探究では、「協働による主体性の持続」「科学が好きな生

徒による牽引」の効果を生かしたい。また、すべての個が活躍するために、「個の学びの保障」「個への支

援」「司会等の役割分担」「ホワイトボード（以下ＷＢ）の活用」「具体物の提示」など、補助的な手だて

を必要に応じて取り入れていく。（本校理科部では、探究の高め合いを「深め合い」と呼ぶ） 
 
   ⼿だて③ チャレンジ単元 
 探究の積み重ねで身につけた力を試す場として「チャレンジ単元」を設定した。昨年度の計画では、「領

域横断的・発展的で生徒の活動の自由度が高い内容」と考え、具体的な教材を検討してきた。しかし、生徒

の力量に合った領域横断的な教材を見つけられず、授業時数の確保も難しかった。そこで、通常の単元の後

にその内容を発展させた探究を設定することを考えた。この位置づけであれば、生徒の思考の連続性を維持

でき、少ない時間数で設定可能である。生徒の自由な発想や主体性が発揮される場としたい。 

 今年度は、１年「声でワイングラスを割れるか」（２時間完了）、２年「うんこをつくろう」（３時間）、

３年「卵を無事着地させよ」（３時間）の各学年１単元を実践した。 
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 ⼿だての有効性の検証⽅法  ～「科学が好きな子ども」にどれだけ近づいたのか ～ 
 
 教材の有効性や各単元の中の手だての有効性は、授業記録や行動観察、生徒の振り返りから検証する。授

業の振り返りは、「最後まで問題の解決に取り組めたか」「友達とみがき合えたか」などと、自己評価させ

たい視点を授業者が示して書かせる。この視点を学年・単元を通して統一すれば、継続的に生徒の変容を追

跡しやすいが、教材や単元、生徒の実態により授業者のねらいは様々なので、これは統一しない。 
 次に、年間を通した「探究の積み重ね」の有効性の検証方法を述べる。各学級でそれぞれ「科学が好きな

生徒に近づけたい生徒」（ａ抽出）１名、「さらに科学を好きにしたい生徒」（ｂ抽出）１名を抽出生とす

る。探究の山場の授業の抽出生の様子を録画して授業記録に起こし、抽出生のワークシート（以下ＷＳ）や

振り返りを残していく。抽出生の記録の蓄積を継続的に分析することで、「探究の積み重ね」による変容を

とらえられるだろう。 
 さらに、生徒全体の育ちをとらえる方法とし

て、各学年の４領域の終末で、資料１の選択式

のアンケートを行う。項目の視点は、めざす生

徒像の(1)主体性、(2)協働性、(3)探究する力で

ある。全学年、毎回同じ項目で行う。アンケー

トは生徒の自己評価であり、生徒の実態そのも

のを表しているわけではないが、全体の傾向を

つかむことができると考える。 
 以上のように、抽出生の詳細な変容と、アン

ケートによる全体の変容を、継続的に分析する

ことで、「探究の積み重ね」によって「科学が好きな子ども」に近づいたかどうかを検証できると考える。 
 
 

 Ⅲ 2012 年度の教育実践 
 
 2012年度（前学年＝2011年10月～2012年３月、現学年＝2012年４月～７月）の実践単元を以下の表に示

す。新指導要領実施の関係で、４領域の順序が前学年と現学年で異なっている。教科特性から、理科はどの

内容でも探究的・問題解決的に展開するが、以下の表に、本研究における「主体的な探究」として実践した

単元を★、チャレンジ単元を◆で示す。 
 

年 度 １年生 ２年生 ３年生 
 
2011 

年度 

 

 

前 
 

学 
 

年 

 
2011 年 

10 月 
 
 
 
 
 
 
2012 年 

３月 

 
身近な物理現象  (光は７月) 
 ★音 ★力と圧力 
 
◆音でワイングラスが割れるか 
 
身の回りの物質 
 ★物質 ★気体 状態変化 

 ★水溶液 
 
大地の成り立ちと変化 
 火山 ★地震 地層 大地の変動 
 

動物の生活と生物の進化 
 細胞 ★からだのはたらき 
 動物のなかま分け 進化   
★化学変化と原子・分子 
  物質の成り立ち 化学変化  
  化学変化と質量・熱の出入り   
気象とその変化 
 気象観測 ★水蒸気の変化 
 前線と天気の変化 日本の気象 

化学変化とイオン 
 ★水溶液とイオン 

 酸・アルカリ 
 
★地球と宇宙 
 日周運動 年周運動 

 太陽と月 太陽系と銀河系 
 
科学技術と人間 
 
自然と人間 

 
2012 

年度 
 

現 
 

学 
 

年 
 

 
2012 年 

４月 
 
 
 
 
     

７月 

 
植物の生活と種類 
 ★植物のつくりとはたらき 

  植物のなかま分け 
 
 
 
身の回りの物質 
 ★物質 

 (気体･状態変化･水溶液は９月以降) 

★化学変化と原子・分子 
  物質の成り立ち 化学変化  

  化学変化と質量 

  化学変化と熱の出入り 
 
動物の生活と生物の進化 
 細胞 からだのはたらき 
 
◆うんこをつくろう 

★運動とエネルギー 
  力のはたらき 

  物体の運動 

  仕事とエネルギー 
 
◆卵を無事着地させよ 
 
生命の連続性 
 成長とふえ方 ★遺伝 
 

 
 この中から、今年度、開発・改善した教材・単元（表中    ）を中心に次頁から詳細に述べる。 
 小グループは「班」と呼び、個別の生徒名の表記は、各単元ごとにそれぞれＡからアルファベット順にあ

てる。別の単元で登場する生徒Ａは、それぞれ別の生徒である。授業者はＴで記述する。 

資料１ 領域末アンケート 

(1) 自分の問題としてとらえ、自分で仮説や実験計画を立
てたり、自分で考察したりすることができましたか。

(2) 友達と話し合ったり協力し合ったりして、問題の解決
に取り組むことができましたか。 

(3) 科学的に正しい方法で調べたり考えたりすることがで
きましたか。 

 
    よくできた  まあまあ  あまりできなかった  できなかった  
(1)   ４    ３     ２     １ 
(2)   ４    ３     ２     １ 
(3)   ４    ３     ２     １ 
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  授業実践例 １  １年「植物は呼吸をしているのか」    ２０１２年６月  （現１年生） 
 
 “探求の主体”に導く教材・単元 
 「植物が呼吸をしている」という事実は、生徒に

とって一つの衝撃ではないだろうか。小学校で「ヒ

トや動物の呼吸」「植物の発芽に空気が必要なこ

と」「植物の酸素・二酸化炭素の出入り」を学ん

でいる。それでも、生徒は、口や肺をもたない植

物が、ヒトや動物と同様に呼吸をしているとは思

っていないだろう。そこで、「夜、植物は本当に

光合成をしていないのか」の探究の先に、生徒が

植物の呼吸を発見する単元を構想した（資料２）。 
 
   個・小グループ・学級の活動 
 前単元「花のつくりとはたらき」は、中学校理

科の最初の学習で、１人１台の顕微鏡で花粉を観

察して精巧さに歓声をあげたり、種子が風や動物

に運ばれるしくみに驚いたり、植物への関心の高

まりが見られた。探究の場では、「個でＷＳに考

えをかく」→「班で練り合ってＷＢにまとめる」

→「学級で深め合う」の一連の型が定着してきた。 

 その反面、科学的な思考力・表現力が不十分な

生徒が多い実態がある。例えば、本単元１時間目、

ふ入りの葉の一部に日光を当てる実験の結果の考

察で、「色がこくなったところがデンプン」や「日

光が当たっていたところと緑色のところが青むらさき色」など、実験結果（事実）と考察や結論（考え）を

区別できていない記述・発言が多くみられた。そこで、当面の授業のめあてとして、「実験結果、結論、知

識などを区別し、科学的な証拠を示して考えを正しく表現すること」を示し、常にこれを意識して互いに指

摘・評価し合うことで、思考力・表現力の向上を図った。また、班活動では、司会・ＷＢ係・発表係の役割

を輪番で分担することで、全員参加の深め合いへの支援とした。 
 以下では、大まかな授業の流れとともに、個→班→学級の場面を詳細に述べる。 
 
   授業の実際 
 
 夜、植物は本当に光合成をしていないのかな 

 前時まで、ヨウ素液･石灰水･ＢＴＢ液･気体検知管で、光合成のはたらきを探究して明らかにしてきた。数

分でＢＴＢ液や石灰水の変化が表れるほど、光合成のはたらきが強いことを知った生徒に、「日光が当たら

ない夜は、植物は本当に光合成をしていないのだろうか」という問いを投げかけた。大半の生徒は「してい

ない」と予想したが、「少しはしている」と予想した生徒もいた。そこで、予想を確かめる実験を個で考え、

似た方法を考えた生徒で班を組んで実験した。以下、各班の実験結果の考察からを詳細に述べる。 
 ダンボール箱に入れて丸一日日光が当たらない状態にしておいた各班のビニール袋などを取り出し、さっ

そく実験が始まった。Ａたちは「光合成をしないから、二酸化炭素は変化しない」と予想し、タンポポの葉

と息を入れたビニール袋の中の二酸化炭素を気体検知管で調べる計画を立てた。測定の結果は、昨日 3.2％

→今日4.3％で、なんと増えていた。Ａたちの予想「光合成をしないから、変化しない」はちがっていたが、

予想が外れて光合成をしていれば、二酸化炭素は減るはずである。しかし、結果は増えている。いくつかの

班から「呼吸？」のつぶやきが聞こえていた。Ａの班活動の様子を次頁資料３に示す。 

 増えたことに４人全員がすぐに疑問をもった様子から、それぞれが目的意識をもって実験に取り組んでい

たことが分かる。授業者の問題を整理する指示で、司会のＡが「二酸化炭素が減っていない」ことを根拠に、

「光合成はしていない」と結論づけ、全員が賛同した。その後、二酸化炭素の増加について、Ｃの「呼吸か

な？」などの考えに対し、Ｄが「光合成してないなら、呼吸してないんじゃないの？」という疑問を表出し

資料２ 単元構想（10時間完了） 

時数 学習内容・生徒の思考 

 
２ 

○光合成は葉のどこで行われているのかな 

 光合成には日光と葉緑体が必要なんだ。 
 デンプンは、いもや種子にたくわえられるんだ。 

 
４ 

○葉緑体は、日光だけでデンプンを作り出すのかな 

 光合成では、二酸化炭素と水が使われ、デンプンと

酸素がつくられるんだ。 
 
 
２ 

★夜、植物は本当に光合成をしていないのかな 

（予想）・光合成していない ・少ししている 
（実験）・気体検知管で調べよう ・石灰水で調べよう 
（考察）・夜は、光合成をしていないんだ。 
    ・夜は、植物は呼吸をしているんだ。 

 
 
１ 

★植物は昼も呼吸をしているのかな 

（予想）・昼もしている 
    ・光合成で呼吸が測定できないよ。 
（実験）・緑色でない部分で呼吸を調べられるよ。 
（考察）・昼も呼吸をしているんだね。 

 
 
 
１ 

★100％二酸化炭素中の植物はどうなるのかな 

（予想）・光合成で酸素をつくり出して呼吸する 
    ・呼吸ができないから死んでしまう 
（結果）・枯れちゃうんだ。 
（考察）・光合成で酸素をつくり出したけど、呼吸 
     に十分ではなく、死んでしまったんだ。 

★の探究活動について、以下で詳細を述べる。 
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ている。Ａ･Ｂ･Ｃは、「二酸化炭素の増加が

呼吸による」と考えているのに対し、Ｄは、

光合成による気体の出入りのことを「呼吸」

だととらえている。話し合いによって、Ｄの

誤認識に気づいたＡが、ＷＢに図をかいて説

明し、Ｄは光合成と呼吸とを正しく認識し、

納得できた。この場面には、小グループ活動

のよさが表れている。Ａ･Ｂ･Ｃにとっては、

自分の考えをＤに分かりやすく表現する場と

なり、Ｄにとっては自分の認識を改め、考え

を深める場となった。 
 その後、学級で話し合った。「二酸化炭素

が増えた」「酸素が減った」「デンプンがな

い」などの各班の実験結果をもとに、全班が

「光合成をしていない」という結論を出した。

さらに、多くの班から「呼吸をしている」と

いう考えが出され、「酸素が減って二酸化炭

素が増えたから」「植物も生きているから、

動物と同じように呼吸している」などの理由

があがった。班活動で、Ｄのように誤認識し

ていた生徒もいたので、Ｄたちの班活動を学

級の場でとりあげ、再確認をした。 
 そして、これまでの探究を「日光が当たる

昼は光合成。日光が当たらない夜は呼吸。」

とまとめると、すぐに複数の生徒から「昼も

呼吸をしているのではないのか。」という疑

問があがった。全体に聞くと、ほぼ全員が「昼

も呼吸をしている。」と予想した。そこで、

次は昼の呼吸を調べることになった。 
 光合成の探究の先に、植物の呼吸に発見的

に出合わせ、呼吸に関する新たな問題意識を

生むことができた。 
 
 植物は昼も呼吸をしているのかな 

 前時までの学習を黒板にまとめた（資料４）。一旦は全員が納得した

が、生徒Ｅが黒板の図の矛盾に気づいた。「昼も呼吸していると、二酸

化炭素は光合成で減って、呼吸で増えて、結局、二酸化炭素は減らない

と思います。」他の生徒も「本当だ。おかしい。」などとつぶやき出し

た。そこで、「この問題を解決しよう。」と投げかけた。 
 個で考えた後、班で活発な話し合いになった。いくつかの班が「光合

成のはたらきが大きく、呼吸のはたらきが小さければ矛盾しない。」と

いう考えにたどり着き、

数値や矢印の太さで図示

してＷＢにまとめた（資

料５）。一方、「やっぱ

り昼は呼吸をしないと考

えれば、矛盾しない。」

と、前時の予想を翻す班

もいた。 

資料３ Ａの班の活動 
(司会Ａ、ＷＢ係Ｃ、発表Ｄ） 
Ａ おかしい。増えてる。 
Ｂ 1.1％増えてるよね。 
Ｃ 何で？ 
Ｄ 失敗？ 
Ａ 予想が違って光合成を 
  してても、二酸化炭素 
  は減るはずだよね。 
Ｃ もう一回測る？ 
Ｔ［Ａの班へ］結果は間違っ 
  てないよ。 
Ｔ［学級へ］予想外の結果 
  でびっくりしていると 
  思いますが、問題を整 
  理しましょう。まず、光合成について、していたのか、

していなかったのかをはっきりさせてください。その後、
何が起きたのかを考えましょう。司会の子よろしく。 

Ａ 二酸化炭素が増えも、減っていないから、してないよね。
全 うん。 
Ａ 光合成はしていない、でいいね。じゃあ何で増えたのか。
Ｃ もしかしたら･･･、呼吸かな？ 
Ａ あっそうか、植物も呼吸するんだ。 
Ｄ 光合成してないなら、呼吸してないんじゃないの？ 
Ｂ えっ、何で？ 二酸化炭素が増えてるから、呼吸じゃん。
Ｄ 光合成で二酸化炭素を吸って酸素をはくのが呼吸じゃないの？ 
他 ？？？ 
Ｂ ちがうちがう。光合成は二酸化炭素を吸って酸素を出す

でしょ。呼吸は酸素を吸って二酸化炭素をはくじゃん。
Ｄ ？？？ 
Ａ あーっ、分かった。Ｄ君は、光合成で二酸化炭素を吸っ

て酸素を出すのを「呼吸」だと思ってるんでしょ。 
Ｄ ちがうの？ 
Ａ これが光合成、これが呼吸。 
  （右ＷＢに図をかいて説明） 
Ｄ あー、そういうことか。 
  分かった分かった。 
Ｃ 植物も生きているから、呼 
  吸をしていたんだよ。 
Ａ じゃあ、結論は「光合成をしていない」「呼吸をしてい

た」、理由は「二酸化炭素が増えたから」でいい？ 

資料４ 板書 

資料５ ホワイトボード 
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 学級の話し合いの様子を資料６に示す。はじ

めに予想を覆したＦ･Ｇの班の「昼は呼吸をして

いない」という考えを出してきた。それに対し

て、Ｈ･Ｉ･Ｊの班が反論した。Ｊは、Ｆたちの

考えだと「１日の半分は呼吸しない」と指摘し、

ＷＢ片手に「呼吸より光合成の方が吸ったりは

いたりする量が多い」という考えを説明した。

これに、考えがまとまらなかった班も「そうい

うことか」と納得し、Ｆ・Ｇたちも「やっぱり

呼吸している。」と、再び翻した。光合成と呼

吸のはたらきの大きさの差で説明したＨ･Ｉ･Ｊ

たち、予想を「やっぱり呼吸をしていない」と

翻したＦ･Ｇたち、様々な個や班が活躍して、全

員参加の深め合いによる解決ができた。 
 以上のように「昼は、光合成のはたらきが大

きいため、はたらきの小さい呼吸が見えない」

という関係を理解した上で、「みんなの考えが

正しいとして、昼の植物の呼吸を確かめる方法

は？」と投げかけた。個･班で考えたが、方法が

浮かばなかった。そこで、モヤシ、ネギ、ダイ

コンなどを提示し、「これを使えば確かめられ

ないかな。」と投げかけた。班で「緑色ではな

い部分なら葉緑体がないから、昼でも呼吸だけ

をする。」という考えが出てきた。実際に実験を行うと（資料７）、

二酸化炭素が増え、酸素が減った。こうして、日光が当たる昼も、

植物は呼吸をしていることを確かめられた。 
 この授業の最後にＫが突然、「100％二酸化炭素の袋の中に入れた

ら、植物はどうなるのかな。」という疑問をつぶやいた。学級に聞

くと、「呼吸ができなくて、死んでしまう」と、「光合成で酸素を

つくって呼吸できるから大丈夫」という予想が半々だった。どちら

の予想も、光合成と呼吸の関係を根拠にしている。次の時間に実際

にやってみることになった。１年生は11クラスあるが、そんな疑問

を抱いたのはＫだけである。Ｋの疑問は、以下に述べるとおり、習得した光合成と呼吸の知識・理解を活用

する優れた探究教材になったので、全クラスで実践した。 
 
 100％二酸化炭素中の植物はどうなるのかな 

 パキラ（観葉植物）が入っ

たビンを２つ用意し、一方に

空気をもう一方に 100％二酸

化炭素を入れて密閉した。両

方を１日間日光に当てたもの

を生徒に提示した（資料８）。

空気のビンは、熱で枯れたの

ではないことを示すためであ

る。たった１日で枯れたパキラに、生徒は驚嘆の声を上げた。「パ

キラに何が起きたのかを説明してください。必要なら実験しても

いいです」と投げかけた。個で考えをまとめ、班で話し合った。発案者Ｋの班活動を次頁資料９に示す。 

 まず個の考えを出し合い、Ｋ･Ｌは「呼吸ができないからすぐに枯れ、酸素をつくれなかった」と考え、Ｍ･

Ｎは「光合成をして少しは酸素が増えたが、呼吸に十分な量ではなかったので枯れた」と考えた。どちらも 

資料７ 昼の呼吸調べ 

資料８ 100％二酸化炭素(左)と 
空気中(右)のパキラ 

資料６ 学級の話し合い 
Ｆ ぼくたちは、はじめは昼も呼吸をすると思っていたけ

ど、これまでの実験の結果から、やっぱり昼は呼吸を
していないと思いました。 

Ｇ 私たちもＦ君たちとか同じで、予想を変えました。 
Ｔ ２つの班が寝返りました。 
全 （笑） 
Ｈ 呼吸ではき出す分より、光合成で吸収する方が多い。
Ｉ 例えば、光合成で吸い込む二酸化炭素を２だとして、

呼吸で出す二酸化炭素が１なら、昼は二酸化炭素が１
減って夜は１増える（資料５ＷＢ右）。例えばだよ。
正確な量は分からないけど、こう考えれば二酸化炭素
が減ることはおかしくないです。 

Ｊ ぼくたちもＦ君たちと同じように、夜だけ呼吸して昼
はしていないとすると、１日の半分は呼吸しないこと
になって、それはないと思って、呼吸は一日中してい
ると思います。で、ぼくたちの班は、このように（Ｗ
Ｂ左）、呼吸より光合成の方が吸ったりはいたりする
量が多いのではないかと考えました。 

他 そういうことか。（つぶやき） 
Ｔ Ｆ君たち、Ｇさんた 
  ちは、どう？ 
Ｆ （班で話して）やっ 
  ぱり呼吸している。 
全 （笑） 
Ｇ やっぱり呼吸している。 
全 （笑） 
Ｔ 本当に納得した？ 
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物質Ａ 物質Ｂ 物質Ｃ 
   
・水に沈む 
・水に溶ける 
・加熱しても変化なし 

 
 
 
 
 
 
 
 

・水溶液を蒸発し、結晶の
形を確認 

↓ 
「食塩だ！」  

   
・水に浮く 
・水に溶けない 
・加熱すると、すすを 
 出さずに燃え、パラ 
 フィン臭 
 
 
 
 
 
 
 
 

↓ 
「ポリエチレンだ！」 

・水に沈み、溶けない 
・加熱しても変化なし  → 「金属なの？」 
・金づちでたたくと、板状になり金属光沢 
・電流が流れる  → 「金属だ！」 
・密度を測定すると2.8g/㎝3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
              →「アルミニウムだ！」

これまでの学びを根拠にした考えである。そしてＮが、ビンの中の酸素の量を測る実験を提案した。多くの

班からも同じ要望があり、授業者の測定の結果、酸素は 7.5％であった。この結果を受け、光合成をしてい

たというＫ･Ｌの考えが正しいと結論づけた。学級で、全班が同じ結論にたどりついたことを確認した。 
 たった１日で植物が枯れてしまった事実に衝撃を受け、その理由について、これまでに身につけた知識・

理解などを総動員し、全員参加で解決することができた。 
 

  授業実践例 ２  １年「物質の正体をつきとめろ」2011 年11 月(旧１年生), 2012 年７月(現１年生) 
 
 昨年度の論文で、教材の改善例として提

案した授業実践である。ソニー科学教育研

究会（以下SSTA）第５期全国特別研修に

参加させていただき、開発した教材である。 
 可燃性・水溶性・密度など、物質の性質

や分類について一通り学習した後、資料10

の未知の３物質に出合わせた。未知の物質

は、見たことがない形状の既習の物質とし、

物質Ａはまるでプラスチックのような「食

塩の結晶」、Ｂは小麦粉のような「ポリエ

チレンの粉末」、Ｃは「アルミニウムの粉

末」である。生徒は、見たことのない３物

質に強い興味を示し、身につけた知識・技能を使ってこれらを同定しようと動き出した（２時間完了）。 
 以下に、典型的な探究活動の流れを図示する。特に物質Ｃの同定では、実験ごとに生徒の関心が高まって

いった。水にも火にも変化を示さないので「金属なの？」と考え、金づちで粉末をたたくと、板状になって

金属光沢が出た。密度を測ってみると、粉末でもきちんと体積を測定でき、約2.7g/㎝ 3となり、アルミニウ

ムだと同定できた。班で協力して物質の正体をつきとめることができ、満足げな笑顔がたくさん見られた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料９ ７班の活動 
Ｋ 枯れたのは、呼吸ができなかったから。 
Ｌ Ｋ君と同じで、呼吸ができないから光合成もできずに、酸素をつくれなくて枯れてしまった。 
Ｍ ぼくはちょっとちがって、光合成をして少しは酸素が増えたけど、植物が呼吸できるくらいまで、普通

の空気だと21％だけど、そこまで増やせなくて、呼吸できずに、それで枯れてしまったんだと思う。 
Ｎ 私もＮ君に似ていて、がんばって光合成して酸素をつくったんだけど、呼吸ができるくらいの酸素をつ

くれなくて死んでしまったんだと思う。Ｌ君とＭさんはすぐに死んでしまったっていうこと？ 
Ｋ 酸素０％だよ。呼吸できなきゃすぐ死んじゃうよ。    Ｌ 私もそう思う。  
Ｎ ビンの中の酸素の量が分かればいいんじゃない？     全 そうだ。 
Ｋ 先生、ビンの中の酸素の量を測定したいんですが。 
Ｔ（全体指示）たくさんの班が酸素の量を測定したいそうなので（気体検知管で測定）、結果は7.5％です。
Ｋ 7.5％ということは、光合成をしたということか。 
Ｎ やっぱり呼吸ができなくても、がんばって光合成をしたんだけど、間に合わなかったんだね。 

資料10 未知の３物質 

Ａ 食塩の巨大結晶 
（透明な食用岩塩）
 
Ｂ ポリエチレン 
     の粉末 
 
Ｃ アルミニウム 
     の粉末 

※アルミニウムの粉末についての注意事項 
 粉末状のアルミニウムは水と反応して発熱するため、通常は禁
水扱いである。しかし、すぐには発熱しないので、密度を測定後
に、ろ紙で乾燥させれば危険はない。ただし、粒が細かいものは、
危険物に分類されるので注意。また、粒が細かすぎると、水に入
れた際に膜をつくって沈まない。 

体積は･･･ 

やっぱり 
金属なんだ 

プラス 
チック 
じゃな 
いぞ 

えっ!?
プラス
チック
なの？
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１              ・物質を粒として考える利便性・必要性（小４・小６・中１）  
本単元の１時間目 
・物質の成り立ち 
・原子･分子の実例として 
 原子H,C,O、分子H2, 
 O2,C,H2O,CO2を学ぶ 

             ◆マジック①“黒い固体が消えた?!”              11 時間
 
 
                   → 

 
 
 

              ★マジック②“気体が消えた?!” 

 

 
 
◆マジック③～⑦            
                    
                    
 

化学変化に関わる質量について考えよう                          ６時間
 ◆白い物質が生じても質量が変わらない現象        ◆質量が減る現象 

           Na2CO3 ＋ CaCl2 → 2NaCl ＋ CaCO3         NaHCO3 ＋ HCl 

                                         → NaCl ＋ H2O＋ CO2 

 
 ◆原子の質量について考えよう 
    ・0.3g のマグネシウムが酸化すると何g になるだろう 
    ・0.4g の銅が酸化すると何g になるだろう 
    ・原子の質量比  O：Mg：Cu：Ag は？ 

◆くっついた酸素は取り去れるのかな       ◆化学変化と熱の出入りについて考えよう  ６時間 
 ・酸化銅の還元                ・有機物の燃焼 
 ・二酸化炭素中の               ・鉄の酸化（カイロ） 
  マグネシウムの燃焼             ・塩化アンモニウムと水酸化バリウムの反応 

・ラストマジック“白い粉末N2H8CO3が消える現象”を解明せよ  ２時間 

 
 
    →            → 

  授業実践例 ３  ２年「化学マジックを解明せよ」2011 年11･12 月(旧２年)、2012 年4･５月(現２年) 
 
 化学変化の単元は、分解→分子→原子→化学変化の順が一般的である。しかし、私た

ちは、構成単位の「原子」を知り、原子の組み合わせで「物質（分子）」ができ、原子

の組み合わせの変化が「化学変化」だと学んだ方が、生徒にとって自然だと考えた。４

年間、教材・単元に改良を加えて実践を重ね、探究の大単元とすることができた。 

 化学変化は、ミクロの世界では原子の組み合わせの変化であり、目で見える世界で

は気体の発生や性質・質量の変化など、現象として認識できる。そこで、はじめに「物

質の成り立ち」「原子･分子」を身につけ、化学変化の現象に出合えば、生徒は現象面

の問題を原子の組み換えで解決しようと自ら動き出す。原子の具体物として、資料11

の原子モデル(以下モデル)を一人一セット用意した。以下に実践の流れを図示する（26時間完了）。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

物質 

資料11 原子ﾓﾃﾞﾙ

  “化学マジック”この現象を解明せよ 出合い 

原子の組み合わせの変化が、 
物質の変化なんだ ･･･「化学変化」

知識･理解･技能･経験 
皮膚を拡大
していくと 
原子が見え 
てくる映像 
“Powers of 
 Ten” 

2 個の H2、1 個の O2から、２個の H2O
ができると考えれば、O が余らない 

・原子15種類、
・物質30種類 
・化学反応式の表記 

を身につける

探 究 

組
み
合
わ
せ 

原子 

原子の組み合わせが変化するだけだから、
化学変化の前後で質量は保存されるんだ

同じ原子の組み合わせの変化
がたくさん起こるのだから、 
反応する物質の質量の比はい 
つも一定になるんだ 

分解・化合 
酸化・還元 

炭酸水素ナトリウムの熱分解
鉄と硫黄の化合 
銅と硫黄の化合 

刺激臭
でアン
モニア
の発生
を確認
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 実践例１で示したとおり、小グループ活動は、個・集団を育て、全員参加への手だてとして有効である。

しかし、その一方で、班活動を通ると、考えに自信がない生徒が簡単に他に頼ったり、独創的な個の考えが

平均化されたりする。つまり、小グループ活動には、「個が薄まる」という効果がある。 

 １年生の小グループ活動の積み重ねで、２年生は、個も学級も成長している。そこで、個→班→学級の基

本の型だけでなく、個→学級、学級→個→学級など、各活動に応じ、最適な学習形態で深め合いを展開も設

け、すべての個をさらに活躍させたい。 

 また、一部、知識・理解などが不十分なために、探究や深め合いに主体的に参加できない生徒がいる。全

員参加の深め合いには、個の考えをもつことが基点となる。そこで、個の活動で、授業者が個別に対話して、

個の考えを引き出したり励ましたりする「個への支援」を講じていく。支援が必要な生徒は限られているの

で、個の活動を見て回りながらの支援が可能である。その一例として、上図中の★の授業の詳細を述べる。 
 
 化学マジック②“気体が消える現象”  

 マジック②と称し、化学変化「水素の燃焼」に出合わせた。下の水槽から水を満た

したチューブにボンベで水素と酸素を体積比２：１で入れ、火花放電をすると爆発音

とともに水槽の水で満たされて気体が消える（安全のために演示実験、資料12）。生

徒は歓声をあげ、「水素の爆発」「水ができた」などとつぶやいていた。HやOの原

子が単独で存在できないことをおさえ、「なぜ気体が消えたのか、原子で説明しまし

ょう。」と投げかけた。この探究は、個→学級の展開をした。Ａへの個の支援、学級

の活動を資料13に示す。 
 個の時間は、ほとんどの生徒が水ができたと考え、H2１個とO2１個からH2Oをつ

くってO原子が余ることを疑問に思っていた。しばらくすると、数名から「あっ、分

かった。」などの声が聞こえてきたが、Ａは真剣に考えていた。Ａは、前単元では探

究への意欲が最後まで持続せず、心配していた生徒である。対話すると、Ａはモデル

のO原子を指差して「これじゃダメでしょ？」と応えた。そこで、「よく考えている

ね。みんなに疑問のままぶつければいいよ。」と励まし、学級の場で最初に指名した。 
 Ａは、黒板でモデルを操作しながら、「H2

と O2 から H2O ができたと思いますが、O
が･･･」と、自分の考えと疑問を発表した。半

数の生徒がＡと同じように考えていることを

確認した。そして、この疑問に対し、Ｂが、

黒板のモデルにH2を１つ追加してH2Oが２

個できる考えを出した。これにＡと同じ考え

だった多くの生徒は納得したが、Ａは納得で

きていない表情だったので発言を促すと、

「H2をもう１個もってきていいの？」と質問

した。これに対し、Ｃが「チューブの中には

H2も O2もいっぱいある」、Ｄが「いっぱい

あるうちのH2２個とO2１個がH2O になる」

と、モデルで説明し、Ａの疑問は解決した。

さらに、Ｅが「先生が最初に･･･H2 と O2 が

２：１になるように･･･」と、分子の数の比と

体積比の関係に気づき、Ｆが「２：１だか

ら、･･･消えたように見えた」と、消えた現象

の仕組みまでを解明できた。 
 そこで、「１：１で入れたら、どうなるで

しょうか。」と投げかけた。これも個→学級

で展開した。次頁資料14に、Ａの個の活動、

学級の活動を示す。Ｔの「モデルで再現しよ

う」「１：１ってことは？」などの支援によ

資料13 Ａへの個の支援、学級の活動 
【個】 
Ｔ どう？ 
Ａ こうなって（右のモデル操作） 
  水ができたと思うんだけど…。 
Ｔ なるほど。で、これ（O）は。 
Ａ そう。これじゃダメでしょ？ 
Ｔ Oだけでは存在できないからね。でも、よく考えている

  ね。みんなに疑問のままぶつければいいよ。 
【学級】 
Ａ こうなって（右上の操作を黒板でしながら）水素H2と酸

素O2から水H2Oができたと思いますが、Oが･･･。 
Ｂ 私もはじめは同じように考え 
  ましたが、こうじゃないかな 
  と思いました（右の操作）。 
他 ああ。そうか。（つぶやき） 
Ａ H2をもう１個もってきていいの？ 
Ｃ チューブの中にはH2もO2も 
  いっぱいあるから。 
Ｄ いっぱいあるうちのH2２個と 
  O2１個が、H2Oになって、こ 
  れがいっぱい起こってる。(右) 
Ａ ああ、そういうことか。 
Ｅ 先生が、はじめに水素を２目盛と酸素を１目盛入れたの

は、H2とO2が２：１になるようにするためです。 
Ｆ ２：１だから、気体が全部水になって気体がなくなるか

ら、消えたように見えたんだと思います。 
他 （納得のつぶやき）。 
Ｔ では、２：１ではなかったら、どうでしょう。例えば、

１：１で入れたら、どうなるでしょうか。 

資料12 化学ﾏｼﾞｯｸ②
 
水 
素 
２ 
＋ 
酸 
素 
１ 
 

→ 
 
 
 
水 
面 
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り、Ａが「同じ数ずつってことね…。水ができて…。O2が余るんだ。」と思考していった様子が読みとれる。 
 学級では、Ａの「４個ずつあったとすると、H2O が４つできて、O2 が２つ余る。」の考えから始まり、

Ｇ「だから、チューブの中の気体が残る」、Ｈ「はじめの気体の４分の１酸素が余る」と、残る酸素の体積

にまで考えを深め合うことができた。実際に、チューブに H2２目盛、O2２目盛を入れて実験をすると、生

徒たちの予想どおり１目盛分の気体が残り、「やったあ」「本当だ」などと歓声をあげた。個への支援によ

り、Ａが探究への意欲を持続でき、Ａの問題意識を学級の場で取り上げ、深め合って問題を解決できた。 

 

  授業実践例 ４  ３年「電⾞でGO ⼒」               2012 年4 月 
 
 “探求の主体”に導く教材・単元 
 SSTA愛知支部の研修会で、100円ショップのおも

ちゃの電車を教材に用いた実践が紹介されていた。

この教材のよさは、従来のばねばかりの実験では不

可能だった、常に一定の大きさの力がはたらく状態

をつくれることと、生徒が力に関心をもつ現象に出

合わせられることである。この教材を使って力につ

いて探究する単元を構想した（資料 15）。まず、電

車２台を綱引きさせると、どの角度からはじめても、

必ず互いに180°（反対方向）になってつり合う。こ

の現象の理由を探究する過程で、力のつり合いや合

成についての知識・理解を身につける。そして、電

車３台の綱引きに出合わせる。どんな角度からはじ

めても、必ず互いに 120°になってつり合う。生徒はこの不思議な現象に問題意識をもち、身につけた知識・

理解を使って、理由を明らかにしようと動き出すだろう。尚、電車が引く力は、ほぼ0.1Ｎである。 

   個・小グループ・学級の活動 
 ３年生は、高め合う集団として個・学級が成熟している。ほとんどの個が探究する力や主体性を身につけ、

班・学級の深め合いへの意欲も高い。本探究は、科学的な思考力を要するので、小グループ活動の「協働に

よる主体性の持続」や「科学が好きな生徒による牽引」が有効だと考え、個→班→学級の基本型で展開した。 

 一部、探究や深め合いに主体的に参加できない生徒がいる。全員参加の深め合いを実現するために、班の

活動では「４人全員が納得する考えを導き、複数の考えがあれば、すべて班の考えとして生かす。」を意識

させた。その上で、個の考えを構築できない生徒には、対話などの「個への支援」を講じた。 

   授業の実際 
 
 「電車２台の綱引きは、必ず180°になってつり合う現象」を解明せよ 

 電車２台の綱引きに出合わせた。どの角度からはじめても、互いに 180°をなす状態（反対向き・一直線

上）で引き合って動かなくなる。これは、生徒にとってはごく当たり前の現象である。 

資料14 個への支援、学級の活動 
【個】  
Ｔ どう？           Ａ よく分からん。 
Ｔ １：１を原子で再現しよう。 Ａ こう（H2１個、O2１個を並べる）。 
Ｔ 実際、チューブの中は…   Ａ ああ、両方ともいっぱいあって… 
Ｔ １：１ってことは？     Ａ 同じ数ずつってことね…。水がで 
                  てきて…。O2が余るんだ（右上）。 
【学級】 
Ａ H2とO2が４個ずつあったとすると、H2Oが４つできて、O2が２つ余る 
  と思います（黒板でモデル操作）。だから、酸素が余ります。 
Ｇ Ａ君の言うとおり、チューブの中の気体は全部なくならないで、少し残る 
  と思います。 
Ｈ はじめ８つ分子があって、反応の後は２つの分子になるから、はじめの気 
  体の４分の１酸素が余ると思います（右）。 

資料15 単元構想（４時間完了） 

時数 学習内容・生徒の思考 

 
２ 

○電車２台の綱引き（180°）を解明せよ 
 
 
 ・力のつり合い   ★力の合成 
つり合わないと、作用点が動き、180°になるんだ。

 
 
 
 
２ 

★電車３台の綱引き 
 （120°）を解明 
 せよ 
・３力が120°だと 
 つり合う。 
・つり合わないと作 
 用点が動いて 120° 
 になるんだ。 
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 力のつり合いや合成を理解するための要点は、複数の力がはたらいている「物体」に

着目することである。つまり「２台の電車の力がつり合っているから動かない」ではな

く、「糸にはたらく２台の電車の力がつり合っているから、糸は動かない」と理解する

ことである。そこで、資料16のように、それぞれの電車の糸をワッシャーに結び、この

ワッシャー（力がはたらく物体）の動きに着目させた。そして、「２力がつり合ってい

る状態」と「２力がつり合っていないと物体は動く」ことを理解した。 
 その上で、「どの角度からはじめても必ず 180°になるのはなぜか」を考えた。Ａの

個の活動を資料17に示す。Ａは１分野への苦手意識をもち、個への支援が必要な生徒で

ある。はじめＡは「こんなの、当たり前じゃん」と、問題の意図が把握できていなかっ

たが、「90°の場合、物体にはたらいている力は？」などのＴの助言により、自分なり

の考えを構築していった。ＡのＷＳか

ら、２力を合わせてワッシャーが動く

向きを考えたことが読み取れる。 
 Ａたちの班活動では、考えを出し合

い、電車を使って確かめながら、

「180°でないと２つの力がつり合わ

ず、２つの力のまん中の方向にワッシ

ャーが動き、最後は 180°になる。」

と、ＷＢにまとめた（資料18）。 

 学級でも、表現は様々だが、Ａたちと同様の考えを出し合った。資料19のように、ワッシャーの糸に力の

矢印をつけたものを電子黒板で映し、生徒が矢印を書き込み、自分たちが考えた方向にワッシャーが動くこ

とを様々な角度で確かめた。その後、「２つの力のまん中の方向」などの生徒たちの考えから、力の合成の

概念を説明し、平行四辺形による合力の作図の技能を定着させた。このようにして、力の合成の概念やその

必要性を生徒の中から生み出すことができた。 
 
 「電車３台の綱引きは、必ず120°になってつり合う現象」を力の合成で解明せよ 

 次に、電車３台の綱引き

に出合わせた。「３台とも

同じ向きから」や「左向き

２台対右向き１台から」な

ど、どんな角度からはじめ

ても、互いに 120°をなす

状態で動かなくなる。２台

のときとはちがい、生徒は「すごい」「え～なんで」などの

声をあげながら実験を繰り返した。「この現象を解明しよう。」

と投げかけた。２台の綱引き同様、まずつり合いの状態を考

え、３力の合力が０になることを作図で確かめた。 

資料19 ２力から物体が動く方向を考える 
        糸に矢印 
       をつけて 
       ↓      
 
       電子黒板で、 
動くと考えられる向きを描 
き、実際に動かして確認 
 
 
 
 
 
             「本当に合力の方向に動くんだ」 

資料16 力がはたら
く物体に着目させる

資料17 Ａへの個の支援 
Ｔ どう？ 
Ａ こんなの当たり前じゃん。 
Ｔ それを力を使って説明するの 
  が理科。例えば、90°の場合、 
  物体にはたらいている力は？ 
Ａ こう？（右ＷＳに記入） 
Ｔ そうすると、物体はどうなる？ 
Ａ こっちに動く？（ＷＳの点線） 
Ｔ 後は自分で考えようね。       Ａのワークシート

資料18 Ａたちのホワイトボード 

資料20 Ａたちのホワイトボード 

電子黒板で本物の矢印をも
とに合力を作図 
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（音の単元で） 
・ワイングラスで音を発生 
・クントの実験、音叉の共振 
・振幅や振動数を変えて音の大きさと高さを体感 
・地震と建物の「固有振動数」が合うと「共振」で倒壊（話題として） 

大きな音なら･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    機械の最大の音でも割れないよ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワイングラスが出す音の振動数で共

振させれば割れるんじゃないかな 

 そして、本題の「120°以外の状態」を考えた。Ａ

の班のＷＢを前頁資料20に、学級の深め合いの際の電

子黒板を資料21に示す。学級で、Ａの班はＷＢを示し

ながら、「120°でないと３つの力がつり合わず、３

つの力の合力の方向にワッシャーが動き、最後は

120°になってつり合う。」と発表した。最初から120°

の状態までを連続的に考えることはできないが、

「90°90°180°」「60°60°240°」など、決まった

角度の場合について電子黒板で３力の合力を作図し、

その方向にワッシャーが動いて 120°の状態に近づく

ことを確認できた。「電車３台の綱引き」に強い問題意識をもち、「２台の綱引き」の問題解決で身につけ

た力を使って、意欲的に探究して問題を解決することができた。 
 

  チャレンジ単元 １年⽣ 「声でワイングラスを割れるか」（２時間完了） 2011 年10 月(旧１年) 
 
 音の単元が終わった次の時間、生徒に突然ワイングラスを渡し、「声でワイングラスを割ることができる

だろうか」と投げかけた。生徒たちは、「え～、ムリ」「そんなこと、できるの？」など言いながら、ワイ

ングラスに大声をぶつけだした。 
 音の単元で、ワイングラスを指でこすって音を出す経験をしている。振動数に関連した話題として「固有

振動数」「共振」にふれ、地震の振動数と建物の固有振動数が合うと、建物が倒壊することも紹介している。 
 以下、実際の授業の流れを図示する。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料21 ３力の合力によるﾜｯｼｬｰの運動を確かめる 

 

 

 

 

 

 
 
糸に矢印をつけ(↑)、 
電子黒板で合力を作図し、 
実際に動かして確認(→) 

  声でワイングラスを割ることができるだろうか 出合い 

知識･理解･技能･経験 

振動数が関係するのかな 

地震の建物の倒壊と同じかな 

探 究 

ワイングラスの音は、こすっても、

たたいても、同じ高さだ 

これが「固有振動数」かな 

人の声でもこの振動数の音が出せれば、きっと割れるんだね。 

電子黒板で 
本物の矢印 
をもとに 
合力を作図 

あー!!! 

声じゃ、無理だよ！ 

うわっ、 

割れた！ 



－ 13 － 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 資料22に一般的な生徒の感想を示す。「まさか

割れるなんて･･･」「自分たちの考えが成功して･･･」

から、できないと思っていたことが、探究によっ

て達成でき、大きな成就感を得たことが分かる。

「固有振動数はすごい力をもっている」「他の物

でも試してみたい」からは、科学の力の一端にふ

れた感動や、獲得した知識・理解のさらなる活用

への意欲が読み取れる。「今、固有振動数が合っ

たんだ」からは、目の前の実体験によって固有振

動数をより深く理解したことが分かる。（ワイン

グラスの振動は目に見えないが、固有振動数が合

うと入れてあった割り箸が激しく揺れ出し、大きく振動していることが分かる）。２時間完了だが、知識・

理解を活用して自分たちで試行錯誤をし、目的を達成することができた。 
 

  チャレンジ単元 2 年⽣ 「うんこをつくろう」（3 時間完了）2011 年10 月(旧２年)，2012 年７月(現２年) 
 
 「からだのはたらき」の単元の後、生徒にこう投げかけた。「体の外で人工的に

うんこをつくれないか。」理科室中が騒然となった。「ムリだし」「やだ～」など

と叫ぶ生徒を尻目に「材料はこれです」と、机の上に食料を提示した（右写真）。

授業者が本気なのが分かり、「腸は？」「胃は？」「消化液は？」などと、生徒は

つぶやき出した。以下、実際の授業の流れを図示する。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              （からだのはたらきの単元で） 
・消化のはたらき  ・消化器官・消化管・消化液・消化酵素   ・養分と水分の吸収 
（支援として） 
・恒温槽で37℃を保てること  ・消化酵素は用意してあること 

  体外で人工的にうんこをつくってみよう 出合い 

資料22 探究の感想 

探 究 
食物をかみくだくのは･･･ 計 画 実 験 

結 果 

消化酵素とまぜて･･･ 温度は･･･ 水分の吸収は･･･ 

消化酵素で色がみるみる変化

それっぽい色になった 

肥料みたいな臭い 

水分の吸収が難しい 

よくくだかないと消化しない

できたのかな？ どの班が本物に近いのかな？ 

知識･理解･技能･経験 
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クッション型、パラシュート型 

両方型など･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 資料23に一般的な生徒の感想を示す。 
 「色が変わったり、固まっていったりしてる

ところを見てた時、･･･こんな事が起こっていた

なんて、人間の体ってすごいなぁと感動した。」

から、実際に食物の色や流動性の変化を目の当

たりにし、消化について、生物のからだの精巧

さを感じていることが読み取れる。他にも「か

み砕かないで食べると、消化されにくいという

ことが分かった。」「お腹の調子を整えるのは、

消化酵素が必要だと思ったので、お腹が痛いと

きに飲む薬には消化酵素が入っていると思っ

た。」など、生活経験に結びつけて振り返った

生徒も多くいた。 
 

  チャレンジ単元 3 年⽣ 「卵を無事着地させよ」（３時間完了）       2012 年７月(現3 年) 
 
 運動とエネルギーの単元の後、「工作用紙１枚を使って、卵を３階から地面に無事着地させてください。」

と投げかけた。「そんなのムリ」「絶対に割れるって」などと騒ぎ出したが、「習ったエネルギーを使って

よく工夫してください。」と、工作用紙を渡すと 生徒たちは計画を立てはじめた。 
 以下、実際の授業の流れを図示する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 次頁資料24に示した生徒の感想の「まさか紙一枚で･･･」「成功した人たちはすごい」からは、できない

と思っていたことができた成就感が読み取れる。「パラシュートは形がちがえば･･･」「クッションもいろい

ろあって･･･」からは、成功・失敗の結果をエネルギーの保存や変換を使って考察していたことが読み取れる。 

資料23 探究の感想 

 
              （運動とエネルギーの単元で）   
・力学的エネルギーの保存 ・いろいろなエネルギーの変換  ・エネルギーの保存と利用の効率

知識･理解･技能･経験 

  工作用紙１枚で、卵を３階から無事に着地させよう 出合い 

探 究 
計 画 実 験 結 果 作 製 

考 察 

成功！ 
やった！ 

あっ失敗成功した場合のエネルギーについて 

・パラシュートで、空気抵抗によって運動エ

ネルギーが減った。 

・クッションで運動エネルギーが弾性エネル

ギーになった。 

・運動の向きを縦から横に変え、地面との摩

擦で運動エネルギーが減った。 成功率 7.9％ 

失敗して
も、ゆで卵
はおいし
かった。
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 生徒の授業中の言動から、パラシュートやク

ッションにした理由は、生活経験からの直感だ

と思われる。３時間目の考察で「成功の場合、

卵の運動エネルギーはどうなったのか」を考え

たが、エネルギーと空気抵抗や摩擦の関係は内

容が難しく、理解が今一つだったと思われる。

今後、単元の改善が求められる。 
 

     その他の授業実践、科学部の活動紹介「サイエンスショー」 
 
 １年生「君はゼリーに乗れるか」２時間完了（2011年10月 実施） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ３年生「仕事とエネルギー」教材群（2012年５～６月 実施） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 その他の実践の教材            科学部の活動紹介「サイエンスショー」（2011年11月） 

 ・地球モデル（３年「地球と宇宙」） 
 
 
 
 
 
 ・セルロースチューブ（２年「腸のはたらき」） 
 

 
 
 
 
 
 
 ・２色の噴水（１年「気体」） 

 日々の研究を心から楽しんでいる科学部の生徒たちこ

そ、「探究の主体」を具現化した姿といえる。全校集会で

「サイエンスショー」と題し、彼らの研究成果を発表した。

光条（強い光源を直視すると見える光の筋）の発表では、

「顔を回すと、光条も一緒に回りますね」という説明に、

「本当だ」「何で？」と、1000 人超の全校生徒が不思議を

共有した。科学部は、2010 年度の日本一につづき、昨年度

も日本学生科学賞の中央最終審査で入賞を果たした。 

 昨年度の論文で詳しく述べた中１の圧

力の単元「君はゼリーに乗れるか」である。

以前から、紙コップでの実践で圧力を考え

る際に、コップ数と面積との間の思考の飛

躍を感じており、このゼリーに乗る活動を

考えついた。実際の体感をもとに、力と圧

力の概念として、「くずれる・くずれない

は、ゼリーと接触している面積に関係す

る」という言葉が生徒から出てくる。 

 左は、2009年度の論文で述べた、仕事の原理の導入

の「人力エレベーター」である。１人で人間２人を、

軽く持ち上げられる衝撃は生徒に大きな問題意識を生

み、仕事の探究の原動力となる。毎年実践されている。 

 右は、2010,2011 年度の論文で述べた「なぞのジェ

ットコースター」で 

ある。ＷＳに等高線 

を引く改善により、 

力学的エネルギー保 

存を活用する探究の 

教材として定着し、 

毎年実践されている。

資料24 探究の感想 
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 Ⅳ 2012 年度の教育実践の評価・考察 
 
 「科学が好きな⼦ども」にせまるための各⼿だての有効性について 
 
   ⼿だて①  教材・単元の開発と改善 
 ３年半の研究の間に、探究の教材や単元が次々に開発･改善されてきた。その中から、年間の時間数を考慮

して探究として実践する単元を配分し、今年度はＰ.３に示した★の内容で実施した。 

 Ⅲ実践で述べたとおり、探究の教材や単元は、生徒を「探究の主体」「科学が好きな子ども」に導く手だ

てとして概ね有効だったと考えている。ただし、すべてが完成されているとは言えない。今後の改善のため

に、各単元の私たちの自己評価を以下に示す。授業者の感覚が中心となるが、◎は「完成度が高い」、○は

「ほぼ満足できる」、▲「改善を要す」単元である。▲の改善の具体案は、Ⅴの計画で述べる。 

 年.月 教材･単元（略称） 評  価 

１
年
生 

2011.10 
11 

     11 
     12 
2012. 2 

圧力 
物質 
気体 
水溶液 
地震 

◎意欲的に取り組み、生徒から圧力の概念を引き出せた 
◎身につけた知識を活用して「物質の正体」をつきとめた 
○気体の性質を使った「２色の噴水」の問題解決がきた 
○再結晶に関わる問題解決ができた 
▲地震に関する問題意識をうまく生み出せなかった 

2012. 5 
      7 

植物のつくりとはたらき 
物質 

◎光合成と呼吸に関する探究に意欲的に取り組めた 
◎身につけた知識を活用して「物質の正体」をつきとめた 

２
年
生

2011.10 
     10 

からだのはたらき 
化学変化と原子・分子 

○セルロースチューブで腸のはたらきを探究できた 
◎単元を通して意欲的に原子による現象の探究ができた 

2012. 4 化学変化と原子・分子 ◎単元を通して意欲的に原子による現象の探究ができた 

３
年
生 

2011.10 
     11 

水溶液とイオン 
地球と宇宙 

▲イオンに関する問題意識をうまく生み出せなかった 
◎地球モデルを使ってたくさんの問題を解決できた 

2012. 4 
      7 

運動とエネルギー 
遺伝 

○「電車の綱引き」により生徒から合力の概念を引き出せた
○身近な題材で遺伝の規則性を学ぶことができた 

 
   ⼿だて② 全教科による⼩グループ活動 
 Ⅲ実践で述べたとおり、全教科による小グループ活動による全員参加の高め合いの素地の上に、「協働に

よる主体性の持続」「科学が好きな生徒による牽引」の有効性が随所で見られた。また、「個の学びの保障」

「個への支援」「司会等の役割分担」「ホワイトボードの活用」「具体物の提示」など、すべての個が活躍

するための補助的な手だても概ね有効だったと考えている。 
 また、小グループ活動によって個・学級が育った段階では、個→班→学級の基本型だけではなく、各活動

に応じて最適な学習形態で展開することで、より多くの個を活躍させることができたと考えている。 
 
   ⼿だて③ チャレンジ単元 
 昨年度の段階では、領域横断的で自由度の高い発展的内容で探究する計画だった。しかし、検討の末、時

間数の確保などの現実的な問題から、領域横断的内容は難しく、かつ関連した学習単元の直後に実施した。

Ⅲ実践で述べたとおり、各学年１実践ずつ、短時間だが良質の探究ができたと考える。 

 １年「音でワイングラスが割れるか」、２年「うんこをつくろう」では、身につけた知識・理解を活用し、

科学の有用性や自然の精巧さを実感できた。３年「卵を無事着地させよ」では、活動への意欲や達成感は大

きかったが、知識・理解を使った考察という面ではその必要性がやや欠ける展開だった。自由度の高い発展

的内容を探究する「チャレンジ単元」は今後も継続したいが、内容や教材は検討・改善が必要である。 
 
 探究の積み重ねによる⽣徒の育ち  
 全体的な生徒の様子をとらえるためのＰ.３の領域末アンケートの結果を、次頁資料25に示す。主体性・

協働性・探究する力ともに、「よくできた」「まあまあできた」の合計が、年間の４領域で、80～90％以上

で推移している。この調査方法では、探究の積み重ねによる相対的な「伸び」を見取ることはできなかった。

それでも、各単元において、ほとんどの生徒が自己評価として「主体的に」「協働的に」「科学的に」探究

していると認識していることが分かる。 

 また、「大地」「動物」「気象」の単元では、３項目ともやや低下している。これは、これらの単元では、

探究的な活動が少なかったためで、当然の結果だと考えている。 
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 次に、抽出生の分析について述べる。2012 年度の29 学級（４～７月）で、「科学が好きな生徒に近づけ

たい生徒」（ａ抽出）１名、「さらに科学を好きにしたい生徒」（ｂ抽出）１名をそれぞれ抽出生として追

跡した。ａ抽出の生徒29名のうち、17名については、次に示す抽出生Ａ・Ｂのように、「科学が好きな子

ども」に近づいた変容が認められ、各手だてが有効だったことを示している。 
 
 科学的な思考力・表現力、知識・理解、技能が育った１年生Ａ（ａ抽出） （2012年４～７月） 

 Ａは４月当初、科学的な思考力・表現力が不十分で、例えば「ふ入りの葉で光合成のはたらきを調べる実

験」の考察に、「色がこくなったところは、デンプンがあることが分かった」と記述しており、結果と考察

の区別ができていなかった。また、振り返りには「実験は楽しかった」と、実験への興味だけにふれていた。

その次の「ヨウ素液をかけた葉緑体の顕微鏡観察」でも、個の考察で「緑色のつぶが青むらさき色になった」

と結果を記述した。班活動を通ることで「日光を使って緑色のつぶがデンプンをつくっている」と考察を改

め、結果と考察を区別できた。さらに、「夜の植物のはたらき」では、「二酸化炭素が減らずに増えたから、

光合成はしていない」と、理由を示して考えを表現できた。次の単元「物質の正体をつきとめろ」の考察で

は、「物質Ｃは、水に溶けず加熱しても変化がなかったので、金属だと思った。･･･（中略）･･･ 金属光沢が

出たので金属である。密度をはかったら2.8g/㎝ 3だったので、アルミニウムだと分かった」と、理由を示し、

探究の経緯と結論を正しく表現できた。振り返りに「今日の授業はおもしろかった。とくに自分たちで考え

て、密度でアルミニウムが分かったときは、とてもうれしかった」と記述し、探究の成就感が読み取れる。 
 Ａは、領域末アンケートに、 (1)主体性・(2)協働性・(3)探究する力、すべてに「まあまあできた」と応

えている。（１年生はアンケートがまだ１回だけなので、領域末アンケートではＡの変容は分からない） 
 
 ねばり強く探究し、仲間と互いに高め合う姿勢が育った２年生Ｂ（ａ抽出） （2012年４～７月） 

 Ｂは１分野に苦手意識があり、１年生の「身の回りの物質」では、班活動で聞いているだけの姿が見られ、

振り返りに「難しかった」とだけ書いたこともあった。そこで、２年生の「化学変化」では、班・学級の活

動の前にＢと対話して自分の考えを確立させる「個への支援」を講じてきた。 
 「化学マジック②“消える気体”」では、Ⅲ実践でも述べたような個への支援によってあきらめずに個の

時間の最後まで思考した。結局、個では解決できずに学級の場で解決したが、Ｂは振り返りに「自分一人で

できなかったので、次は一人でとけるようにしたい」と記述している。そして、「マジック④“黒い粉末Ag2O
が白くなる”」では、個で問題解決ができ、「前回はできなかったけど、今回は一人でできたのでうれしか

った」と振り返った。必要な知識・理解をもたせることで、苦手だった１分野の探究にねばり強く取り組む

0

20

40

60

80

100

植物 物理現象 物質 大地 化学変化 動物 化学変化 気象 運動

6月 10月 1月 3月 6月 10月 1月 3月 6月

2012年 2011年 2012年 2011年 2012年

現１年生 現２年生 現３年生

(1)主体性

(2)協働性

(3)探究する力

(1) 自分の問題としてとらえ、自分で仮説や実験計画を立てたり、自分で考察したりできましたか。 
(2) 友達と話し合ったり協力し合ったりして、問題の解決に取り組むことができましたか。 
(3) 科学的に正しい方法で調べたり考えたりすることができましたか。 
 
    よくできた  まあまあ  あまりできなかった  できなかった   
(1)   ４    ３     ２     １          ･･･（主体性） 
(2)   ４    ３     ２     １      ･･･（協働性） 
(3)   ４    ３     ２     １      ･･･（探究する力） 

資料25 ４領域末アンケートの結果 

「よくできた」 

「まあまあできた」

の合計の割合 
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姿が見られた。また、終始、班活動で自分の考えを発言したり他の考えを聞いたりして、思考を深めること

ができた。単元の後半では、自ら挙手して学級の場で活躍する姿も見られた。「ラストマジック“消える白

い粉末 N2H8CO3”」と単元全体の振り返りには、「アンモニアはくさかったけど、自分の予想があたって

いたのでうれしかった。この単元は難しいところもあったけど、式や記号もだんだん分かってきたので、う

れしかった。」と記述した。本単元を通してＢの主体性・協働性を伸ばすことができたと考える。 
 Ｂは、１年「身の回りの物質」領域末アンケートに、(1)主体性・(2)協働性・(3)探究する力、すべてに「あ

まりできなかった」と応えていたが、２年「化学変化」では、すべて「まあまあできた」と応えた。探究の

積み重ねによって、Ｂの(1)主体性・(2)協働性・(3)探究する力への自己評価が向上した。 
 
 このように成長が見られた生徒が多くいた一方、ａ抽出の生徒29 名のうち、12 名については、次に示す

抽出生Ｃのように、明らかな変容は認められなかった。 
 
 仲間と探究しようという姿勢が見えた３年生Ｃ（ａ抽出） （2012年４～７月） 

 Ｃは理科全般に苦手意識があり、２年生では、探究に意欲的に参加できていないことが多かった。そこで、

３年生の「運動のエネルギー」では、班・学級の活動の前にＣと対話して自分の考えを確立させる「個への

支援」と、「班で４人全員が納得する考えを導くこと」を意識させる全員参加への支援を講じてきた。 
 「電車の綱引き」では、Ⅲ実践でも述べたような個への支援や班活動によって、Ｃは楽しみながら力のつ

り合いや合成の概念を獲得していった。振り返りには「なぜ 120°になるのかよく分かった」と記述した。

次の「人力エレベーター」にも興味を示した。しかし、動滑車で仕事を考える実験では、個への支援を講じ

たが、目的がよく理解できなかったようだ。自分からは何も意見を言わず、班の他の生徒の指示に従うだけ

で、「よく分からなかった」と振り返っている。さらに、力学的エネルギー保存を使った「なぞのジェット

コースター」の探究では、個の対話で「ここまでは一緒に来るけど･･･」と、不完全ながら自分の考えをもっ

ていたので、力学的エネルギー保存を確認して「班のみんなと一緒に考えよう」と励ました。Ｃは、自分の

考えを発言することはなかったが、班活動に参加していた。振り返りには、「班のみんなと話し合って、な

ぜ、Ｂコースの方が速いのかが分かった。おもしろかった」と記述した。 
 Ｃは、２年のすべての領域末アンケートに、(1)主体性・(2)協働性・(3)探究する力、すべてに「できなか

った」と応え、３年「運動とエネルギー」でも、すべて「できなかった」と応え、自己評価の向上は見られ

なかった。また、行動観察から、Ｃは班の他の生徒たちとともに活動してはいるものの、終始、「自分で解

決したい」という問題意識をもっていたとはいえず、やはりＣの主体性・協働性が育ったとはいえない。 
 
 それでも、明らかな変容が見られなかった12名の生徒は、すべての単元ではないが、Ｃのように教材に興

味を示し、個の支援や班の牽引によって、あきらめずに探究しようとする姿が見られた。各手だてが十分に

有効だったとはいえないが、全く無効だったわけではないと考える。 
 
 さらに科学が好きになった生徒たち（ｂ抽出） （2012年４～７月） 

 ｂ抽出の生徒29名は、既に十分に「科学が好きな子ども」がほとんどである。彼らは、主体的に探究に取

り組み、班や学級で中心的な存在として深め合いを牽引する姿が随所で見られた。そして、彼らの振り返り

には、探究を通してさらに科学が好きになったと思われる記述がたくさんあった。いくつか紹介する。 
 
・粉末がアルミニウムだと分かったときは、すごく感動した。この方法で、いろいろな物の正体をつきとめ

てみたい。（１年 物質） 
・植物が 100％二酸化炭素の中でも、光合成することにおどろいた。人ならすぐに死んでしまう。植物の力

強さを感じた。（１年 植物） 
・実験で二酸化炭素と水とアンモニアが確かめられたときは、とてもうれしかった。目に見えないけど、自

分の考えた原子の組み合わせの変化が本当に起こっているんだなぁと思った。（２年 化学変化） 
・力とかエネルギーの勉強が何の役に立つのかと思っていたけど、エレベーターのしくみやジェットコース

ター、パラシュートやエアバッグ（３時間目の考察で話題として説明）、身近なものに関係しているんだ

なぁと思った。（３年「力とエネルギー」とチャレンジ単元「卵」のまとめの振り返り） 
・遺伝子技術によって人工的に体の一部が再生できて、病気やケガを治せるなら、すばらしいと思う。将来、

人は『永遠の命』を手に入れるかも知れない。でも、人がここまでしていいのだろうか。」（３年 遺伝） 
 
 探究のおもしろさを感じるだけでなく、自然の力強さや科学の有用性や倫理観にまで意識が深まっている

ことが読み取れる。これらは、さらに科学が好きになった生徒の姿だと考えている。 
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 Ⅴ 2013 年度の教育計画 
 
 2013 年度の教育計画（研究４年次）の基本⽅針  
   これまでの研究の継続と発展 
 「探究の積み重ねと小グループ活動により、主体性・協働性・探究する力を高める」 私たちは、この３年

半、この研究に実直に取り組み、確かに生徒を 「探究の主体」「科学が好きな子ども」に導くことができた

と考えている。今後も、①教材・単元の工夫、②小グループ活動、③チャレンジ単元の手だては、「科学が

好きな子ども」を育てる本校の理科教育の基盤として、継続・発展させていきた。 

   新たにめざす「科学への夢を抱く生徒」 
 私たちは、新たにめざすべき生徒像を目の前の生徒の中に見出した。それは、Ⅲ実践やⅣ評価でふれてき

たように、「できないことをできるようにしたい」という願いをもったり、「生活や社会でこんなふうに役

に立っているんだ」という科学の有用性を感じたり、「自然はなんと精巧にできているのだろう」という感

動を抱いたりする姿である。これら科学への「願い」「有用感」「感動」は、主体性・協働性・探究する力

よりも、ずっと根源的な心情であり、今も昔も科学の進歩の原動力であろう。これを「科学への夢」と呼ぶ

ことにする。私たちは、「科学が好きな子ども」像として、主体性・協働性・探究する力を身につけるとと

もに、その根底にこの「科学への夢」をもっていてほしいと、目の前の生徒の姿から改めて考えさせられた。 
 科学には世界を変える力があり、世界を豊にする力がある。科学への夢を抱いた生徒たちが、将来、この

科学の力を認識し、科学に積極的に関わっていく人になってほしいと願う。例えば、親になったとき、自分

の子どもが虫や身近な現象に夢中になっている姿に微笑んで寄り添い、子どもの“科学への夢” や“探究心”

を大切に育ててほしい。例えば、科学の第一線で活躍する人には、この世界を、この国を、そしてまわりの

人を豊かにする気概をもち、好奇心と倫理観を失わず、自分の夢を、科学の夢を開花してほしい。また、科

学に関わる職業に就いても就かなくても、天然資源に乏しいこの国のエネルギー問題や環境問題に関心を寄

せてほしい。そして、東日本大震災からの復興を果たし、この国を創っていく世代としての強い意志をもっ

てほしい。あの日、私たちは自然の脅威をあらためて思い知らされ、日本の科学技術への信頼は一変した。

それでも、私たちの生活や社会が科学技術に支えられていることは今後も変わらない。エネルギーや放射能

の問題と無縁でいい人はいないはずである。様々な再生可能エネルギーが実用化されている。はやぶさの快

挙に続き、今年はヒッグス粒子が発見された。科学の世界は、宇宙、医療、遺伝子、脳科学、情報など、ど

の分野も技術革新が凄まじい勢いで進んでいる。私たちの生活や社会をより豊かにする科学に対し、その価

値を正しく知り、明るい夢を思いえがく人になってほしい。 
 そのために中学校の教育活動の中で取り組めることは限られているだろう。それでも、科学への夢を抱い

た生徒の将来像を見据え、私たちは目の前の生徒を育てていきたい。 

   教師集団の「持続可能な取り組み」の精神 
 この３年半の研究で、教師集団の中で大切にされてきた精神は「持続可能な取り組み」である。「あの先

生だからできる」「たいへんな手間や金をかければできる」では、次の実践はない。また、指導要領から離

れすぎた「おもしろネタ」も、必要性がなく廃れてしまう。だから、私たちは常に「次年度以降も、どの先

生でも使える」の考えのもと、教材・単元の開発・改善を積み重ね、授業研究を数え切れないほど行ってき

た。そして、開発した教材は本校の財産になり、教師の指導技術も向上した。今あるこの持続可能な教師集

団の体制こそ、継続的に「科学が好きな子ども」を育てる基盤だと考える。これまで前提としてふれなかっ

たが、ここに記しておくことで、教師集団の「持続可能な取り組み」の意義を伝えていきたい。 
  
 本校の「⼦どもの姿」   
 ○ 主体的に探究しようとする生徒の姿がたくさん見られる。 

 ○ どの教科の授業でも、仲間とのかかわりや深め合う活動に意欲的に取り組める。 

 ○ 理科の授業への関心や探究活動への期待感が高い。 

 △ 全体的には主体性や探究心が伸びてきたが、一部、科学的な思考力や表現力、知識・理解、技能が十分

に身についていないために、探究や深め合う活動に主体的に取り組めない生徒がいる。 

 △ 理科で学んでいる内容が、生活や社会を支えて豊かにする科学と結びつき、自分と直接関係していると

認識している生徒は少ない。 
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 本校がめざす「科学が好きな⼦ども」像  
 生徒の実態をもとに、めざす生徒像を次のとおり設定した。 
 
 (1) 自分自身の問題意識をもち、それを解決するために実験や観察を通してねばり強く探究しようとする生

徒 ＜感性・主体性＞ 

 (2) 実験や観察の計画、予想や結果の考察などで、自分なりの考えをもち、それを仲間と話し合うことで、

深めたり改めたり新たな問題を見いだしたりして、互いに高め合おうとする生徒 ＜創造性＞ 

 (3) 探究する力（科学的な思考力・表現力、知識・理解、技能）を身につけている生徒 

 (4) 生活や社会を豊かにする科学の価値を実感し、科学に積極的に関わっていこうとする生徒 ＜感性・創

造性・主体性＞ 
 
 

 研究主題・研究構想図・研究仮説 
 
 Ｐ.21以降の具体的な計画をまとめ、2013年度の研究主題・研究構想図・研究仮説を次のとおり設定する。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科学が好きな⼦ども 
(1)主体性 (2)協働性 (3)探究する力 (4)科学への夢 

教材・単元の⼯夫

⼩グループ活動

【研究仮説】 
 手だて①「教材・単元の工夫」、手だて②「小グループ活動」により、生徒主体の探究を実現する。

探究をいくつも積み重ね、手だて③の発展的内容「チャレンジタイム」にも取り組むことで、探究の

おもしろさを知るととにも、生徒の主体性・協働性・探究する力が育つだろう。 

 授業の中に「本物にふれる」「実際につくる」「生活や先端技術と結びつける」機会を積極的に取

り入れたり、「先端技術」「生活の中の科学」「自然のすばらしさ」などを展示・掲示で伝えたりす

ることで、科学への願い・有用感・感動が育つだろう（手だて④「科学への夢を育む取り組み」）。

【研究主題】 

【研究構想図】 

魅力ある教材  生徒の問題意識を大切に 
探究する力を育てる場  かかわりの必然性 

手だて① 

手だて② 

手だて④ 

手だて③ 

全教科による全員参加の高め合い 役割分担 
個への支援 ホワイトボード 具体物 

授業で本物にふれる  実際につくる  生活や先端技術と結びつける 
科学への夢を醸成する展示・掲示    科学部の活動紹介 

チャレンジタイム

発展的な内容 
思考の自由度が高い探究 
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 「科学が好きな⼦ども」にせまるための⼿だて 
 
   ⼿だて① 教材・単元の開発と改善 ＜継続・新規＞ 
 以下の性質・構造をもった教材・単元に出合わせることが必要である。 

 生徒にとって魅力的で問題意識が生まれる教材 ＜継続＞ 

 生徒が主体的に探究に向かうためには、「おもしろい」「すごい」「やってみたい」と、興味・関心をも

って飛びつく教材に出合わせなければならない。そして、意外性や楽しさで目をひくだけでなく、生徒の中

に「なぜ」「おかしい」「不思議だ」という疑問や矛盾が生まれなければならない。この問題意識が探究に

向かう原動力になる。探究の答えが載っていることもあるので、探究の単元では基本的に教科書は使わない。 
 問題意識を大切にした単元構想 ＜継続＞ 

 教材との出合いによって生まれた問題意識を大切にして、生徒が探究する道筋を単元として構想する。出

合いの場面は、驚きや感動をともなう演出をして、探究への意欲をかきたてたい。 
 「１・２時間程度の小さな問題解決」を繰り返すのか、「数時間の大単元を貫く問題解決」なのか、とい

う視点も大切である。はじめから探究をおもしろいと感じるのは、能力の高い一部の生徒だけである。特に

１年生でまだ力が育っていない段階では、１・２時間程度の問題解決が適当である。探究に慣れ、力も育っ

た段階で、数時間の問題解決を設定することで、探究の本質的な醍醐味を味わわせることができると考える。 

 探究する力を育てる場 ＜継続＞ 

 探究に必要な力（科学的な思考力・表現力、知識・理解、技能）を育てる場を単元の中に組み入れる。具

体的には、ＷＳ、ＷＢ、具体物などを工夫し、生徒が問題解決への見通しを立てやすくしたり、思考のきっ

かけを与えたりすること、必要な知識・理解、技能を「確認テスト」などで確実に定着させることである。 
 かかわり合いの必然性 ＜継続＞ 

 手だて②「小グループ活動」による深め合いを成立するためには、探究の過程でかかわる必然性がなけれ

ばならない。予想や考察、実験の方法、結論など、共通基盤の上で個の考えに差異がある状況をつくること

で、生徒は自分の考えを主張したくなり、仲間の考えを聞きたくなるのである。 
 探究の積み重ねと年間指導計画 ＜継続＞ 

 めざす生徒像にせまるためには、年間を通して探究をたくさん積み重ねることが大切である。探究の成功

体験はさらなる探究への意欲となり、その積み重ねによって主体性やねばり強さが培われていくと考える。 
 探究には時間が多く必要となる。限られた時間数で、探究の積み重ねを実現するためには、他の単元を効

率的に進めて時間数を確保し、探究の単元にその時間を充当した年間指導計画が必要である。 
 探究的に知識を獲得する単元づくり ＜新規＞ 

 教材・単元は充実してきたが、Ｐ.３に示したとおり、２分野での探究が少ない。Ｐ.17の領域末アンケー

トの結果でも、探究的な活動が少ない２分野領域での自己評価がやや低かった。 
 ２分野は知識を身につける内容が多い。しかし、教材の取り上げ方によっては、生徒が「知りたい」「分

かりたい」という問題意識をもって、探究的に知識を獲得していく授業展開も可能である。今後は、２分野

を中心に、探究的に知識を獲得する教材・単元の開発にも力を入れていきたい。 
 
   ⼿だて② 全教科による⼩グループ活動 ＜継続＞ 
 本校では、全教科で「小グループ活動」を軸に、全員参加で高め合う授業をめざしている。グループは原

則４人である。全員が話し手・聞き手になって互いに深めたり広げたりする活動は４人が 適である。 
 理科では、全教科で培った「互いに高め合う集団」の素地の上に、「生徒主体の探究」の実現のために、

「協働による主体性の持続」「科学が好きな生徒による牽引」の効果を生かしたい。探究する力が十分に育

っていない生徒にとって、個で取り組むことは難しく、探究への意欲が持続しない。そんな生徒にとって、

一緒に取り組む仲間の存在は大きな支えになる。「自分で」は難しくても、「自分たちで」「みんなと」な

ら取り組める。これが「協働による主体性の持続」である。また、十分に探究する力をもつ生徒は、グルー

プの中で中心的に活躍して他のメンバーを牽引する。これが「科学が好きな生徒による牽引」である。「科

学が好きな生徒」がそうでない生徒を巻き込んで高め合うことで、全体がめざす生徒像に近づくと考える。 
  グループの編制について ＜継続＞ 
 ＜座席順通り＞ 

 グループ編制は、座席順の４人組の場合が大半である。無作為な席順では、人間関係の問題が心配される

が、本校では全学級で次頁資料26の座席決めが定着しており、全グループで活動が成立する工夫をしている。 
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資料26 座席順の決め方（全学級）  
 本校では、学級の生活でも個・集団を育てる取り組みとして、「生活班」
を取り入れている。給食や掃除、学級活動などで、それぞれが役割と責任を
もって班・学級のために活動している。前期・後期で、それぞれ学級で班長
６人を選ぶ。室長２人、議員１人、班長６人の計９名の学級企画委員会で、
担任の指導のもと、生活班のメンバー編制を行っている（原則、年２回）。
もちろんその目的は、「授業や生活が成立するための班編制」である。月１
度の学級企画委員会で、生活や授業での問題があれば相談・対応をしている。 
 そして、毎月の席替えでは、「生活班の位置」と「生活班内の個の座席」
を変えている。生活班は６人が基本であり、授業の小グループは４人が基本
である。そこで、右図のオレンジ色の座席の生徒が、授業で小グループの４
人組になる。互いの人間性を考慮して、「話し合いが成立するメンバー」と
いう目的で、毎月の席替えの際に、生徒たちが考えて決めている。 
 学級によっては、男子どうし・女子どうしのかかわりになりがちな実態もあり、担任の判断で、
右下図のように男女を斜向かいにする学級もある。 
 
 ＜考えの同質・異質によるグループ編制＞ 

 活動の目的を達成しやすくするために、考えの同質・異質による編制をする場合もある。 
 類似の考えどうしで編制した場合は、グループの思考を一つの方向で深めるのに有効である。異なる考え

どうしで編制した場合は、互いの思考を広げることができる。意見の対立があるため、個の考えに根拠が求

められ、互いの科学的な思考力・表現力がより磨かれる効果がある。 
 各グループへの支援 ―すべての個が活躍するために― ＜継続＞ 

 すべての個が活躍するために、以下の補助的な手だてを必要に応じて取り入れていく。 
・小グループ活動の前に自分の考えを構築する「個の学びの時間」の保障 
・個との対話や朱書きで考えをもたせたり、励まして意欲を持続させたりする「個への支援」 
・一部の生徒だけの話し合いにせず、班・学級で多くの個が活躍するための「司会」「ホワイトボード係」

「発表係」などの役割分担（授業者指定や希望制） 
・全員の考えを文や図で整理し、話し合いへの参加を促す「ホワイトボードの活用」 
・全員の考えをより明確に示し、話し合いへの参加を促す「具体物の提示」 

  「小グループ活動」の位置づけの再認識 ―「小グループ」は学習形態の一つ― ＜改善＞ 
 長年の小グループ活動への取り組みの弊害として、「小グループ活動」の言葉だけが独り歩きし、形骸化

している場合もある、と昨年度の論文で考察した。これについて、今年度、本校の研究推進部は、学校全体

で「小グループ活動」の意義を再認識する取り組みを行った。授業公開を多数行い、その検証を積み重ねて

きた。もちろん理科部もモデル授業として積極的に授業公開を行った。その結果、個・学級が育てば、活動

の目的に応じて個でも小グループでも学級でも、どの学習形態でも高め合いができることと、個・学級を育

てる手だてとしての「小グループ活動」の位置づけを全職員で共通認識することができた。 
 
   ⼿だて③ チャレンジタイムの設定 ＜継続・改善＞ 
 今年度、探究の積み重ねで身につけた力を試す場として「チャレンジ単元」を実践した。実際には、通常

の単元の後にその内容を発展させた探究の形になったが、より主体的に活動する生徒の姿や、自然の精巧さ

や科学の有用性を感じる生徒の姿を見ることができた。今年度は１学年１実践だったが、この形であれば１

時間扱いの探究を設定可能である。そこで、単元のまとめで、発展的な内容を扱い生徒の思考の自由度が高

い探究活動を設定し、これを「チャレンジタイム」と呼ぶことにする。具体案は後述する。 

 尚、１年「100％二酸化炭素中の植物」（Ｐ.６）、１年「物質の正体をつきとめろ」（Ｐ.７）、２年「ラ

ストマジック」（Ｐ.８）、３年「なぞのジェットコースター」（Ｐ.15）は、チャレンジタイムにあたる。 
 
   ⼿だて④ 科学への夢を育む取り組み ＜新規＞ 
 Ｐ.19で述べた「科学への夢を抱く生徒」を育てるための手だてとして、次の４つを考えた。 
 授業で本物にふれる、実際につくる 

 授業に本物を持ち込めるものは、実際に本物にふれさせたい。生徒がつくれるものは実際につくらせたい。

例えば、「からだのはたらき」では、ブタの心臓・肺・小腸・腎臓・眼球などを手に入れることができ、そ

れぞれの器官のはたらきを実物で確かめることができる。命の大切さにふれる機会にもなる。また、「電流

と磁界」では、身につけた知識・理解を使って、電動歯ブラシの無接点充電器のしくみを自分たちでつくる
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ことができる。写真や図を見て終わるのではなく、本物にふれたり実際につくることではじめて、「うまく

できているなぁ」と、自然の精巧さや科学の有用性を実感することができるだろう。 
 授業で生活や先端技術と結びつける 

 花の水切り、ベーキングパウダー、緊急地震速報、iPS 細胞、カーボンナノチューブ、ミドリムシで走る

車などなど、生活や先端技術が理科の学習内容と直接的・間接的に結びついているものはたくさんある。授

業の中で、この結びつきを生徒に伝えていくことで、今学んでいる理科の有用性を実感できるだろう。 

 科学への夢を醸成する展示・掲示 
 指導要領の内容にないために授業では扱わないが、生徒に伝えたい「科学技術」「生活の中の科学」「自

然のすばらしさ」などはたくさんある。理科室の廊下に、これらを展示・掲示する計画を立てた。 新技術

などを紹介することで、「科学は今こんなに進んでいるんだ。これからこんなことができるようにならない

かな」という科学への夢を醸成したい。すべてを説明せずに好奇心や思考を刺激する展示・提示、ふれて遊

べて科学を気軽に体感できる展示を考えている。 
 理科室廊下は、現在、科学部の活動紹介、理科教育ニュー

スなどが掲示されているが、掲示がない壁もたくさんある（右

写真）。この全面を使って展示・掲示をする計画である。理

科室に行くとおもしろいものが待っているというわくわく感

は、授業への期待感にもつながるだろう。 

 科学部の活動紹介「サイエンスショー」 ＜継続＞ 

 今年度実施した科学部による「サイエンスショー」は、1000人による実験もあり、生徒に概ね好評であっ

た。来年度、生徒の科学への夢を育む取り組みとして、継続していきたい。 
 

 ⼿だての有効性の検証⽅法 ～「科学が好きな子ども」にどれだけ近づいたのか ～   <継続> 
 
 手だての有効性の検証方法は、2012 年度と全く同じでよいと考えているので、Ｐ.３に示したとおりであ

る。ただし、領域末アンケートには、「科学が好きな子ども」の(4)「科学への夢」に対応して、「(4) 理科

は、自分たちの生活や社会と関係しており、将来も大切な勉強だと思いますか。」の質問を追加する。 
 

 ⼿だての具体案 
 
   ⼿だて① 教材の開発・改善と単元づくりの⼯夫の例   

 沈まない太陽、昇らない太陽 「こんなことって本当に起こるの？ どこで？」から入る日周運動 

 これまで、「地球が、公転面に立てた垂線に対して地軸を23.4°傾

けたまま自転・公転している」という事実は、授業者が説明して伝え

てきた。しかし、白夜・極夜の現象を教材として投げかけることで、

この知識を生徒が探究的に獲得する展開ができると考えた。 
 左写真を見て、「本当に起こるの？」「どこで？」と

いう問題意識をもった生徒に、右写真の地球儀を渡す。

どの方向にも自由に回転する「フレキシブル地球儀」で

ある。暗幕を締め、理科室中央に太陽として電球を置き、

「地球のどこで、この現象が見られるか」と投げかければ、生徒は自ら探究し、地軸が傾いたまま自転して

いることを見出すだろう。「23.4°」の正確な数値は、まとめで授業者が伝えればよい。この活動では、「地

面に立って見る太陽と、宇宙空間での地球と太陽の位置関係」や「地平線とは何か」という見方も養える。 
 「何これ？」「どうして動くの？」から入るシダ植物 

 これまでシダ植物の学習は、知識として一通り授業者が説明してから、胞子のうが胞

子を飛ばす様子を顕微鏡で観察していた（左写真）。生徒は、胞子のうの動きには興味

をもつが、シダ植物の学習全体としては受け身的な展開である。これを逆に展開する。 
 「胞子のうの動き」を教材として、正体を教えずに観察させる。生徒が「何これ？」

「どうして動くの？」と、問題意識をもってから、「調べてみよう」と投げかければ、

生徒は自ら教科書等を使って調べ、ＷＳにまとめるだろう。 
 私たちはこれまで、思考して問題を解決する場を「探究」と位置づけてきた。知識はプリント等にまとめ、

効率よく定着させることが多かった。しかし、知識の獲得も展開次第で「自ら学ぶ場」にすることができる。 
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 イオンの存在に問題意識をもたせる 

 Ｐ.16の評価で▲だった、３年「イオン」の教材・単元の開発に力を入れる。第６期SSTA全国特別研修

会に参加させていただき、ちょうどこの教材・単元がテーマとなった。今のところ、塩化鉄・塩化銅の水溶

液の電気分解を同時に見せ、どちらも陽極から塩素が発生することから、水溶液中の電荷に着目する展開を

考えている。本校理科部の総力をあげ、私たちが苦手としてきた「イオン」の探究教材・単元を開発したい。 
 
   ⼿だて③ チャレンジタイムの例 
 今年度の「チャレンジ単元」は、「チャレンジタイム」として実施する。１年「音」の発展としての「ワ

イングラス」、２年「からだのはたらき」の発展としての「うんこ」は、ほぼそのままの実施を考えている。

３年「エネルギー」の発展としての「卵の着地」は、計画の段階で、パラシュートやクッションについてエ

ネルギー変換の見方を使った話し合いの設定を考えている。以下、チャレンジタイムの新教材の案を示す。 

 ２年「電磁誘導」「交流」の発展としての「無接点充電のしくみをつくろう」 

 左写真は、電動歯ブラシの無接点充電器に

コイルを乗せ、その誘導電流によって豆電球

が点灯した様子である。電動歯ブラシや携帯

電話の無接点充電は、導線がないのに置くだけで充電ができる。まるで電気

を飛ばすかのような、この不思議なしくみは、生徒が学習した「電磁誘導」

と「交流」で考えてつくることができる。「チャレンジタイム」「実際につ

くる活動」「先端技術の紹介」として、１時間で実施したいと考えている。 
 ３年「力」の発展としての「“衝立振り子台車”のなぞの動きを解明せよ」 

 左写真は、SSTAの研修会や貴プログラムの優秀論文で、紹介されていた教材

である（中部大学・小笠原豊准教授考案。写真は、東京書籍『理科の授業づくり』

広木正紀・内山裕之編著より引用）。この台車の不思議な動きを力学的エネルギ

ー保存で考えるという実践である。これを簡易化し、手を離した瞬間の動き出し

の場面だけを力の合成・分解で考える探究活動として実施したい。それだけでも、

不思議な台車の動きを説明でき、力の合成・分解の有用性を感じることができる

だろう。20分程度の「チャレンジタイム」として可能だと考える。 
 
   ⼿だて④ 科学への夢を育む取り組みの例  

 授業で本物にふれる、実際につくる  
「からだのはたらき」で本物の臓器にふれる 

 食材業者から、ブタの心臓・肺・小腸・腎臓・眼球などを手に

入れることができる。そこで、２年の「からだのはたらき」では、

実物にふれることで、左心室の筋肉の厚さ、小腸の長さ、空気を入れると膨らむ肺、腎動脈に墨汁を注入す

ると輸尿管から透明な水がでてくる腎臓のはたらき、透明なガラスのようなレンズなど、その精巧さを実感

してほしい。教材になったブタの命に感謝をしつつ、「からだって、よくできてるなぁ」と感じてほしい。 
 電球、はく検電気、ホバークラフトなどを実際につくる 

 上で述べた「無接点充電」の他、葉脈標本、単レンズカメラ、

息で人を持ち上げるビニール袋、シャープペンシルの芯を使っ

た電球、はく検電気、整流子つきモーター、エビぞり湿度計、

ＣＤと風船を使ったホバークラフトなど、短時間でできる「も

のづくり」を実施したいと考えている。実際につくることを通

して、そのしくみをより深く理解できると考える。 

 授業で生活や先端技術と結びつける  
 遺伝子技術の未来を考える 

 ３年「遺伝」で、 先端の遺伝子技術について考えたい。この分野の進歩はすさまじく、近い将来、身の

回りの技術になるかもしれない。技術の応用の可能性を調べ、互いに伝え合う活動を行う。また、有用性と

ともに生命倫理についても考えさせたい。例えば、「ダウン症の出生前診断」や「救世主兄弟」（子の病気

を治す目的で、別の赤ちゃんが作られ幹細胞が採取されて移植される。こうして作られる子を「救世主兄弟」
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という。遺伝子が適合する受精卵だけが選ばれて妊娠・出産する）など、「命の選別」「命の操作」とも思

われることが現実に起きている。その有用性と倫理面について話し合う時間も設けたい。 
 南海トラフ巨大地震「最悪被害想定死者32万人」の教材化 

 Ｐ.16の評価で▲だった、１年「地震」の教材として「南海トラフ地震」を取り上げる。国が発表した「南

海トラフ地震被害想定」から、東海沖を震源とした地震が発生した場合、西尾市では緊急地震速報の何秒後

に主要動が起きるのか、震度はいくつか、津波は来るのかなどについて、切実感をもって学習してほしい。 
 

科学への夢を醸成する展示・掲示  
 パラボラ空気電話（2012年７月に展示した） 

 
 
 
 
 
 
 パラボラアンテナは、生徒がよく目にするものである。右上図の放物線で反射した電波がすべて焦点Ｆに

集まるしくみだ。１年「光の反射」を応用として、これを光（電磁波）では認識できないが、音なら聞いて

確かめられると考えた。２つのパラボラを向かい合わせ、一方の焦点に口を置いて話せば、もう一方の焦点

の置いた耳で聞くことができる。放課の雑音の中でも、２人だけの会話ができる体感型の展示である。ＢＳ

アンテナや宇宙望遠鏡との関連も合わせて掲示する。展示は、正確なパラボラではないが中華鍋で代用した。 
 “Powers of Ten”掲示 

 廊下の壁の中央を基準の１ｍとし、右に102ｍ,103ｍ･･･と10倍ごとに大きな世界を、左に10-1ｍ, 10-2ｍ･･･

と 10 分の１ごとに小さな世界を紹介する。例えば、1027ｍが宇宙、1021ｍが銀河系、1014ｍが太陽系、107

ｍが地球、101ｍが人、10-5ｍが白血球、10-9ｍが原子、10-13ｍが原子核、10-18ｍが素粒子である。大きさで

科学の世界を一覧することができる。（「10-3」の表記は学習しないので、「0.001」などと表記する） 
 ヒトゲノムマップ 

 23対の染色体を図で示し、どこに何の遺伝子があるのかを説明する掲示である。「ＡＢＯ血液型」「お酒

の強さ」「耳垢のドライ･ウェット」など、生徒に身近な遺伝子をトピックス的に解説する。 
 環境に関する展示・掲示 

 地球温暖化に関する資料、再生可能エネルギーの技術なども積極的に伝えていきたい。太陽光発電、振動

発電素子、熱発電素子、油をつくるバクテリアなど、可能なものは実物を展示したい。 
    

 Ⅵ おわりに 〜「求む、夢のある計画 情熱のこもった取り組み」にこたえて 〜 
 
 授業実践例１は、経験３年目の教師が開発した単元である。彼の願いは「“植物の呼吸”を生徒に発見さ

せたい」であった。そして、光合成の探究の先に呼吸が見えてくる単元を構想し、「100％二酸化炭素中の植

物が１日で枯れる」という斬新な教材を生み出した。今後、この新教材により、多くの生徒が探究にのめり

込み、科学が好きになるだろう。一人の生徒の疑問から生まれたものだが、それは偶然の思いつきではなく、

教師の情熱に乗って探究にのめり込んだからこそ、抱いた疑問である。これも本研究の成果である。 
 私たちは、来年度の計画に「科学への夢を抱く生徒」という壮大な目標をもりこんだ。そして、既に、教

材「遺伝子技術の未来」、実物「ブタの腎臓」、展示「パラボラ空気電話」など、具体案が次々にもちあが

っている。ここにも、３年半の研究の成果を感じる。生徒の育ちとともに、この壮大な計画に本気で取り組

もうとする教師集団が育ってきた事実である。 
 今、若手教師の成長をはじめとする、私たち教師集団のあゆみを噛みしめるとともに、今後の鶴中理科教

育に期待がふくらんでいる。だが、振り返れば、学校内の者だけでは、この取り組みを始めるきっかけすら

もてなかっただろう。すべては、「求む、夢のある計画 情熱のこもった取り組み」と、貴財団からいただい

たチャンスに始まり、温かいご指導・ご支援によって育てていただいた成果である。そもそも「教育」とは、

どれ一つとっても難しい仕事である。それでも私たちは前に進まなければならない。私たちにその第一歩を

踏み出させ、意志や情熱を引き出し、夢を語る場を与えていただいたことを心から感謝したい。 

【執筆者】鶴城中学校 理科部・研究推進部  【研究代表】三浦 真一 

もしもし･･･ 
聞こえる！ ？


