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Ⅰ 本校が考える科学が好きな子ども －2012 年度の研究構想— 

 １ 本校が考える「科学が好きな子ども」 

 ２ 研究構想 

（１）昨年度の研究から 

  （２）科学が好きな子どもを育てる「河内小スタンダード」 

      スタンダードⅠ：子どもが主体的に問題解決する授業づくり 

      スタンダードⅡ：理科につながる生活科の授業づくり 

      スタンダードⅢ：理科の発展をめざした総合的な学習の授業づくり 

      スタンダードⅣ：地域や専門機関との連携を図った理科学習 

Ⅱ 実践の成果と課題 

 １ スタンダードⅠにかかわる実践（理科） 

    第 4 学年「とじ込めた空気と水」（2011 年 9 月実施） 

第 4 学年「ものの温度と体積」（2011 年 1０月～11 月実施） 

第 5 学年「ふりこ」（2012 年 6 月～7 月実施） 

 ２ スタンダードⅡにかかわる実践（生活科） 

    第１学年「はなややさいをそだてよう」（2012 年 4 月～継続中） 

 ３ スタンダードⅢにかかわる実践 

 ４ スタンダードⅣにかかわる実践 

 ５ 平成２４年度の成果と課題 

 

Ⅲ 平成２５年度の教育計画 

 １ 

 （１） 

 （２） 
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主体的にかかわり 追究し 学びを活かす子どもの育成 

～科学が好きな子どもを育成する「河内小スタンダード」～ 

はじめに 

  本校は，東広島市の東部に位置し，周りを緑の山で囲まれた自然豊かな学校である。近くを沼田

川，椋梨川の清流が流れ，アユやホタルが棲んでいることでも有名である。本校の自慢は，一面緑

の芝生の校庭である。「協働の町づくり」の一環として，市内で初めて校庭の芝生化を行った。芝

生化の初年度から 3 年，徐々に芝生の植え付け範囲を広げていき，4 年目を迎えた現在は校庭一面

に緑の芝生が広がっている。 

本校は，研究主題を昨年度同様「活用する力を育てる授業の創造」とし，理科・算数科の２教科

を中心に研究を進めている。昨年度は，「子どもが自ら動き出す足場のある授業づくり」を授業改善

の視点として取り組んできた。主に，①問題解決の各過程における発問の工夫，②筋道立てて表現する

ための記述モデルの工夫，③教材や事象提示の工夫を足場として取り組んだことによって，よき学び方

のイメージを持たせることができ，子どもたちは足場をもとにして意欲的・積極的に学ぶ姿が見られる

ようになった。 

  そこで，本年度は，「意欲的・積極的」から「主体的」に学ぶ子どもの姿を育てていきたい。主

体的に事象にかかわり，主体的に追究へと動き出し，主体的に学んだことを生活に活かす子どもを，  

本校の「科学が好きな子ども像」として位置づけ，研究を進めていくこととする。 

  

 

 

 

  本校では，科学が好きな子どもを「主体的にかかわり，追究し，学びを活かす子ども」ととらえ，

その具体的な姿を次のようにまとめた。本年度は，主体的に事象に働きかけ，問題を解決する子ど

もから，さらにその学びを実生活に活かすことができる子どもへと育てていきたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 本校が考える「科学が好きな子ども」 

１ 本校が考える「科学が好きな子ども」とは 

主体的にかかわり 追究し 学びを活かす子ども 

○ 自然事象に積極

的にかかわる中で，

「おやっ」，「不思議

だなあ」と疑問をも

ったり，「早く成長

してほしいなあ！」

と願いをもったり

できる子ども。 

○ 見通しをもっ

て解決の方法を

考え，粘り強く

追究し，科学的

なきまりを導き

出せる子ども。 

○  多 様 な 見

方 や 考 え 方

で 自 然 事 象

をとらえ，自

分 の 考 え を

表 現 で き る

子ども。 

 

○ 自然事象における問
題を追究して得た知識
や技能を自分の生活と
結びつけて考える子ど
も。 

○ 日常生活の中にある
事象を，身に付けた知
識や概念を使って説明
できる子ども。 
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 （１）平成２３年度までの研究から 

平成２３年度までの研究では，本校が進める「ハカセの授業」（「ハ：課題をはっきりさせる」

「カ：考える」「セ：整理する」）をもとに，問題解決の過程に沿った授業を展開してきた。とく

に昨年は，「足場のある授業」の研究をすすめ，理科の問題解決の流れも児童自身がつかむこと

ができている。また，事象提示の際に児童の疑問が自然と生まれるような手作り教材の開発や，

ノート指導，板書の工夫，協同学びにおける話し合い指導においても，それぞれの支援を足場と

して主体的に学ぶ姿勢が身に付きつつある。    

平成２４年度は，昨年度の成果を踏まえ，課題に照らし合わせた教育計画を立案し，昨年度か

らのレベルアップを図ることとした。昨年度からの４つの教育プランをさらに確実なものにし，

本校の理科教育の「スタンダード」として定着を図る。そこで，昨年度の取組みから見えてきた

３つの課題を整理してみた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 研究構想 

【課題１】 

単元構成の工夫とし

て，学習で得た知識や科

学概念を使って，日常生

活の場面にある事象を

説明する活動を仕組む。 

【課題２】 

身に付けさせたい問

題解決の能力や言語技

術について，学年の系統

を整理し，各学年に応じ

た指導をより確実にす

る。 

【課題３】 

 地域や専門機関との連

携のもと，理科，生活科，

総合的な学習の時間にお

いて探究的な活動を仕組

み，取組みの充実を図る。

 

 

 
スタンダードⅠ 子どもが主体的に問題解決する授業 

スタンダードⅡ 

スタンダードⅢ 

スタンダードⅣ 

理科につながる生活科の授業 

理科の発展をめざした総合的な学習 

地域や専門機関との連携を図った理科学習 
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 （２）平成２４年度の取り組み 科学が好きな子どもを育てる「河内小スタンダード」 

 

 

 ◆ 事象提示の工夫 

   ○疑問が生まれる提示の工夫 

     事象を提示する際，子どもが「おやっ？」と不思議に思う場面をつくる。子どもの「どう

してそうなるの？」という自然なつぶやきが生まれる 

   ○ブラックボックスの効果 

     児童に着目してほしい視点を，あえて隠して見せることによって，実験を観る視点を焦点

化する。 

 ◆ 問題解決の過程に沿った授業 

   ○単元構成の工夫 

事象提示より，子どもが自ら問題を見付け，見付けた問題に対して予想を立て，予想や仮説に

照らし合わせた実験方法を自分たちで考える。子どもが見通しを持って実験に臨む。このように，

子どもの自然な思考の流れを生む単元構成を工夫する。 

 

○実生活の中の事象 

実生活の中から事象を提示し，単元の最後には，実生活の事象にかえってその事象を説明

できる単元構成を考える。 

 

 ◆ ノート指導，板書の工夫 

   ○問題解決の過程が見えるノートや板書 

問題解決の過程に沿って，ノートや板書を構成し，ノートと板書は関連させて見ることが

できるようにする。 

  

 

◆ 気付きの質を高める学習指導の工夫 

   「気付きの質を高める」とは，自分が感じたことを気付きだと認識し，それら１つ１つの気付

きを自分なりに関連づけ，自分の気付きをもとにさらに考えることができるようにすることであ

る。児童に気付かせたい事柄を意図的に仕組み，児童の気付きを生かした学習活動を展開するこ

とで，さらに関連づけられた気付きが生まれる。児童が主体的に事象にかかわり，気付き，自分

なりに追究することができる学習を仕組む。 

◆ 体験を生かした表現活動の充実 

生活科は，直接体験を重視した学習活動を行うことをその特質としている。体験によって感じ

たこと，考えたことを気付きとして交流させるのだが，その内容は時間とともに失われていくこ

とが多い。 

そこで，体験活動とともに表現活動を適切に位置づけることが重要になる。表現することで，

体験の中で獲得した対象への無自覚なとらえを明確に自覚することで，一人一人が気付きとして

認識していくことができるようになる。 

スタンダードⅡ 

スタンダードⅠ 子どもが主体的に問題解決する授業づくり 〈実践事例１，２，３〉

理科につながる生活科の授業づくり 〈実践事例４〉 
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   言葉，絵，動作，劇化などの多様な表現活動を充実させ，他者と伝え合い交流することで目的

意識をもった表現活動が展開されるように仕組む。 

 

 

 ◆ 地域の自然を扱った教材開発 （本校の「総合的な学習の時間」の位置付け） 

○第 3 学年「河内よいとこ一度はおいで」 

    ・ 河内町に伝わる伝統や昔発展した町の様子などを紹介する。また，自然いっぱいのすて

きな河内町もアピールし，「学習発表会」や「子どもガイドツアー」などで調べたことを

地域へも発信する学習である。理科に関する内容では，河内町に流れる清流「沼田川」「椋

梨川」の生き物や植物について，環境教育の視点で紹介する。 

 

○第 4 学年「竹炭発信プロジェクト」 〈実践事例５〉 

 ・河内の自然である「竹」を利用して，竹炭など商品を開発されている「竹炭工房」の方と

連携し，竹炭や竹酢液などの使い方や効果などを地域に発信するプロジェクトを実施する。

河内の自然に関わる学習を通して，河内の自然のよさを知り，そのよさを自分たちの手で

伝えていこうという取組みである。 

 

○第 5 学年「河内の川清流物語」 

・河内の地域を流れる「沼田川」「椋梨川」の清流を活用し，中流域の川の様子を観察する。 

・ホタルやアユの生息するきれいな川としての「沼田川」「椋梨川」の水質調査を行う。 

・沼田川でのアユの放流を，地域の漁業協同組合「沼田川漁協」の方の協力を得て行ってい 

る。毎年の行事として位置付きつつある。 

 

 ◆ エネルギー・環境教育の視点 

理科の学習としての環境を考えたとき，本校は，ビオトープの設置，校庭の芝生化と，環境を

守る取組みの一環としての活動を，地域を巻き込んで行っている。また，地域環境を考えたとき，

緑豊かな山々と，ホタルやアユの棲む清流，椋梨川と沼田川がある。これらの川では，オイカワ

やゴッポ，フナ，ハヤなどの魚たちも泳いでいる。 

   これら，学校の敷地内や校区に広がる豊かな自然に目を向けた学習活動を仕組むことで，自ら

自然事象に関わる子どもが育つと考える。 

 

 

 ◆ 地域住民団体「ｙｏｕ愛ｓｕｎこうち」との連携 

  ・毎年恒例行事「水辺教室」の開催 〈実践事例６〉 

    地域住民団体「ｙｏｕ愛ｓｕｎこうち」との連携により，毎年 7月に「水辺教室」を開いて

いる。全校児童が椋梨川まで行き，団体の方の指導を受けながら，水生生物を採取して川の水

質を調べる活動である。また，パックテストの実験も行い，第 6 学年の単元「水溶液の性質」

の学習との関連も図る。 

 

スタンダードⅢ 

スタンダードⅣ 

理科の発展をめざした総合的な学習 〈実践事例５〉 

地域や専門機関との連携を図った理科学習 〈実践事例６，７，８〉
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  ・校庭の芝生化プロジェクト 〈実践事例７〉 

    「ｙｏｕ愛ｓｕｎこうち」との連携のもと，協働の町づくりの一環として校庭の芝生化を実

施している。初年度は，トラック内から植え始めた芝生も，今年度は校庭一面が緑色に色付い

ている。また，校庭全面が芝生になったことで，校舎内の気温にどのくらい変化があるか，地

域の方と協力しながら調査も行っている。（継続中） 

 

  ・花いっぱいプロジェクト 〈実践事例８〉 

    地域のホームセンターの協力により，花いっぱいの学校にしようという取り組み「花いっぱ

いプロジェクト」を実施した。昨年度に続き，低学年と高学年がペアとなり，高学年が低学年

に植え方等をアドバイスしながら仲良く苗植えをする行事が恒例となりつつある。 

 

 ◆ 大学や専門機関との連携 

  ・広島県環境保健協会との連携 〈実践事例６〉に記載 

      広島環境保健協の方には，毎年夏休み前に学校行事として行われる「水辺教室」において中

心な指導をしていただいている。水生生物の指標についての説明，水生生物の採取の仕方，水

生生物の見分け方等について，専門的な立場で指導していただく。 

 

  ・河内町大道山竹炭工房 〈実践事例５〉に記載 

     竹炭工房は，第 4 学年の総合的な学習の時間において，「竹炭発信プロジェクト」の学習に

関わってくださっている。綿密な年間計画のもと，「竹炭，竹酢液，竹塩を作る」→「竹炭，

竹酢液，竹塩の活用」→「竹炭商品販売」→「竹炭発信パンフレット作成」までの活動を行う。 

 

  ・広島大学大学院との連携 〈実践事例１〉に記載 

    広島大学大学院の教授の方を校内研修の講師として招き，研究授業についてのアドバイス

をいただいている。また，協同研究を行うことにより，授業レベルの向上につなげている。 

 

 

 

１          子どもが主体的に問題解決する授業 

（１） 第４学年：理科 「とじこめた空気と水」（２０１１年 ９月実施） 

 

 

 

【指導計画】（全１２時間） 

次 学習活動 

第一次（１） ○空気を袋に閉じ込めて，圧したり袋の上に乗ったりして性質を調べる。（１）

第二次（４） ○空気でっぽうの玉が飛ぶ仕組みを調べる。（２） 
・自由試行（始めは，玉を１つだけ与える） 
・玉が飛び出すときの玉の位置を確認しながら，空気の体積と関わらせて実験。 

○空気を閉じ込めて圧したときの，体積と手応えの変化について調べる。（２） 
 （「空気」を注射器に入れて圧す実験） 

〈実践事例１〉とじこめた空気と水 －空気と水の体積変化と手応えとの関係－ 

○事象提示の工夫 ○ブラックボックスの効果 ○単元構成の工夫 ○実生活の中の事象 

スタンダードⅠ 

Ⅱ 実践の成果と課題 
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空気でっぽうの玉が飛ぶとき，筒の中の空気はどのようになっているか 

 

  

 

 

①事象提示の工夫 

 この単元の学習に入る前に，図工科の単元「空気いっぱいとじこめて」  

との関連を図り，カラービニール袋に空気を集めて作品を作る活動を仕組んだ。

この活動から子どもたちは，空気をできるだけたくさん集めて，空気が抜けな

いように栓をすることで，ビニール袋が膨らみ，押すと弾力があっておもしろ

いということを発見した。 

 この図工科の学習が足場となって，理科の学習に発展した。空気を袋に閉じ込めることによって，

いろいろとおもしろいことができそうだという子どもの思考の流れが生まれ，理科の単元「閉じ込め

た空気と水」の学習が始まった。 

 理科の学習に入って，最初の事象提示は，「空気でっぽう」である。この空気

でっぽうは，空気を筒に閉じ込めて押し棒を押すことにより，前玉が勢いよく

飛び出すものである。事象提示の工夫として，始めは玉を１つしか与えなかっ

た。理由は，玉を２つ使って空気を閉じ込める必要感を感じてほしかったから

だ。玉を１つだけ渡された子どもたちは，玉が勢いよく飛ばない様子に，「あれ

っ？」「どうして飛ばないの，おかしいな。」という声を上げていた。しかしこれが，子どもたちの問

題解決の始まりである。そのうち一人の子が，「先生，友だちと協力して飛ばしてもいいですか？」

と言ってきた。玉を２つ使って空気を閉じ込めようということだ。しばらくすると，「ポンッ！」と

音をたてて玉が飛んだ。他の子どもたちも，友だちと協力し，玉を２つ使うことによって玉をとばす

ことができた。この「玉を１つしか与えない」という事象提示の工夫によって，玉を飛ばすためには，

空気を閉じ込めなければならないことに気付くことができた。そして，筒の中に閉じ込められた空気

の存在を捉えることができた。 

  

② 問題解決の過程が見えるノート 

  学習課題 

 

次 学 習 活 動 

第三次（５） ○ペットボトル噴水の水が飛び出す仕組みについて 
調べる。（１） 

 ・ブラックボックスとなっているペットボトルの 
  中の様子を予想し，実験によって中の水が噴き出す 
  仕組みについて明らかにする。 
 （ペットボトルの中は，空気と水が一緒に入っている 

ことを確認し，「水」「空気と水」を注射器に入れて圧す実験へ） 

○水を閉じ込めて圧したときの，体積と手応えの変化について調べる。（２） 

○空気と水を一緒に閉じ込めて圧したときの，体積と手応えの変化について調べ
る。                              （２）

第四次（２） ○生活の中にある，空気と水を使ったものについて調べる。（２） 

第二次 空気でっぽうの玉が飛ぶ仕組みについて調べる 
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閉じ込めた空気をおすと，体積と手応えはどのように変化するか。 

 空気でっぽうの中の空気の存在をとらえた子どもたちは，空気でっぽうでしばらく自由試行を行っ

た。玉をいろいろな場所につめて，玉の飛び方を試したり，ゆっくり押し棒を押すことで，後ろ玉が

どの位置に来たときに前玉が飛ぶかを調べたりしていた。そこで，筒の中の空気がどのようになって

玉が飛んでいるかを予想し，イメージ図に書かせた。 

 

 

 

 

  図 1 Ａくんが最初にかいた筒の中の図           図 2 Ａくんのかき直した筒の中の図 

最初，空気の実態しか捉えることができなかったＡくんは，イメージをかき直すことで空気がどの

ようになっているかを意識することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 筒の中の空気のイメージ図をかく中で，前玉が飛び出す瞬間の空気の状態についてもう少し的確に

捉えたいという意見が出された。そして子どもたちの話し合いから，「空気がだんだん押されてきつ

くなっていく」という表現があったので，これを取り上げ，閉じ込めた空気を圧すとき「体積」と「手

応え」に着目して空気の様子を捉えることを次の学習課題とした。 

 

学習課題 

 

 

 実験方法として，空気でっぽうを机に立てて，上から押し棒をゆっくり押し下げて中の空気の様子

や手応えを調べるという方法が出された。そこで，空気を注射器の中に入れて圧す実験をすることに

した。 

仮 説 

 

学習課題に照らし合わせて仮説を立てた。子どもたちは，「体積」と「手応え」のこの２つの視

点をもって実験を見取ることを明確にした。 

 実験結果は，イメージ図と言葉で表現させた。イメージ図では，「体積」と「手応え」の２つが

伝わる図にすることを条件とした。したがって，子どもの実験結果の記録は次のようになった。 

注射器に空気をとじこめておすと，体積は小さくなり，手応えはおすほど強くなるだろう。 

Ｔ ：筒の中の空気の様子はどのようになっていると思いますか？ 

Ｃ１：ぼくは，押し棒を押す前は，空気がふわふわしていたから， 

らせん状に線をかきました。押し棒を押して前玉で飛び出す 

寸前では，空気が狭く耐えられなくなっている状態なので， 

ピンと張った直線にしました。 

Ｃ２：Ａくんの説明がよく分かりました。理由は，押し棒を押す前と押した後で同じ線を使って表

現しているので，同じ空気がどのようになっているかがよく分かったからです。 

Ｔ ：押し棒を押す前と後で，筒の中の空気の表現の仕方を同じにしている人は他にもいましたよ。

Ｃ３：私は，空気を人で表現しました。最初は押されないのでうーんと休んでいて手応えもうすい。

どんどん押されていくときついので手で前を押しているようにかきました。 

図 3 Ｂさんの図 
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実験結果 

 閉じ込めた空気を圧す実験

をする際，「体積」または「手

応え」のどちらか一方だけし

かとらえられない子どもも多

くいる。図４から，Ｃくんは

「体積」のみとらえていると

考えられる。Ｄくんは，全体  図 4 Ｃくんのイメージ図         図 5 Ｄくんのイメージ図 

の場で，「ピストンを圧す前と手を放したときは，空気がふわふわしていたので，□を波打つように

かきました。」と発言している。このＤくんの発言で，「体積」と「手応え」の両方を意識することに

ついてクラスでの共通認識ができた。 

 

 

③ ブラックボックスの効果 

 閉じ込めた空気の性質が分かったら，次は，閉じ込めた水の性質である。単純に「水ではどうでし

ょう？」と発問して次の学習に入ることも考えられるが，子どもから「水を閉じ込めて圧すとどうな

るのか？」という疑問を引き出したかったので，次のような事象提示を行っ

た。 

 提示したのは，ペットボトルに２/３くらい水を入れ，空気でっぽうで空

気を送り込むことで水が飛び出すという「ペットボトル噴水」である。事象

提示をする際，ペットボトルの中が見えないように色画用紙で覆った。こう

することで，水が噴き出すとき，ペットボトルの中ではどのようになっているかに自然と疑問がもて

るようにしたかったからだ。 

 自由試行（子どものペットボトルもすべて覆いをしている）の後，水が

噴き出すときのペットボトルの中の様子について予想した。空気について

既習の学習を踏まえてある程度予想することができたが，水を閉じ込めて

圧す実験をしていないので，水の部分がどのようになっているかは予想が

つかないということになった。 

 そこで，次の学習課題として，まず「水を閉じ込めて圧すと，体積と手

応えはどのように変化するか」，そしてペットボトルの中と同様「空気と

水を一緒に閉じ込めて圧すと，体積と手応えはどのように変化するか」について調べることとなった。 

 

④ 単元構成の工夫 

  この学習のゴールとして，閉じ込めた空気の圧し返す力を利用して使われている日常生活の物の

仕組みについて説明する力を付けることを位置づけた。例えば「霧吹き」「ポット」「シャンプーの

容器」の水やお湯，シャンプーの出る仕組みである。そのため，これらの物と仕組みが似ている「ペ

ットボトル噴水」を事象提示に選んだ。 

  「ペットボトル噴水」を選んだ理由がもう一つある。子どもの思考の流れが生まれる単元構成を

考えたとき，子どもたちにとって「水を閉じ込めて圧す実験」「空気と水を一緒に閉じ込めて圧す

第三次 ペットボトル噴水の水が飛び出す仕組みについて調べる 
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実験」をする必然性をもたせたかったからだ。この事象提示により，まず水を閉じ込めて圧した時

の様子，その次に空気と水を一緒に圧したときの様子を，子ども自身の実験計画のもとに行うこと

となる。単元の構成を教師が行うのではなく，子どもたちの思考の流れをつないでいきながら単元

を構成することで，子どもたちが自ら問題解決を進め，そこから科学的なきまりを導き出す活動と

なった。 

 

⑤ 実生活の中の事象 

  空気と水を一緒に閉じ込めて圧す実験したときの，児童のノート  

記録である。Ｅくんは，「空気」と「水」を人間で表現し，「空気」  

と「水」の色を変えることで区別した。また，「空気」の体積が一  

番小さいときの手応えを，色の濃さで表現している。さらに，人間 

の手を上に挙げてかくことによって，圧された水が空気をおし，空 

気がピストンをおし上げている様子を手応えとしてとらえているこ   

とが分かる。このように，他の児童も，自分なりの表現の仕方で，「空気」  

と「水」を一緒に入れて圧したときの様子を的確に捉えることができた。 

こうした表現をさせることにより，ペットボトルの中の空気と水がどの  

ようになって水が噴き出したのかということが理解できたようだ。また， 

同じ仕組みの物で，日常使われている霧吹きやポットの水やお湯が出る仕   

組みについても，図をかいて説明することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）第４学年：理科 「ものの温度と体積」（２０１１年 １０月～１１月実施） 

 

 

 

図 6 E くんのイメージ図 

図 8 Ｇさんのイメージ図 図 7 Ｆくんのイメージ図 

 

〈実践事例２〉ものの温度と体積 －空気・水・金属の温度と体積との関係－ 

○事象提示の工夫 ○ブラックボックスの効果 ○実生活の中の事象  
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 【指導計画】（全１２時間） 

次 学  習  活  動 

第一次（４） ○空気の温度と体積との関係について実験し，結論を見いだす。（４） 

 ・栓をした丸底フラスコを湯につけると，栓が飛ぶ現象から，空気は温め

ると体積がどのように変化するかについて実験し，考察する。 

第二次（４） ○水の温度と体積との関係について実験し，結論を見いだす。（４） 

 ・丸底フラスコの中に水を入れ，その水を温めると体積がどのように変化

するかについて実験し，考察する。 

第三次（４） ○金属の温度と体積との関係について実験し，結論を見いだす。（４） 

 ・金属膨張実験器を使って，金属球を温めると，体積がどのように変化す

るかについて実験し，考察する。 

 

 

 

① 事象提示の工夫（ブラックボックスの効果） 

  丸底フラスコの栓を飛ばす事象提示から，この単元の学習に入った。事象提示の工夫として，丸

底フラスコをつける湯をはった水槽を段ボールで隠しておいた。子どもたちには，段ボールの中に

何が入っているかは知らせず，おもむろに栓をした丸底フラスコを段ボールの中に入れ，湯につけ

た。しばらくして栓が「ポンッ！」と音を立てて高く飛び，子どもたちは驚いた。段ボールから出

した丸底フラスコを見た子どもたちは，あることに気付いた。「丸底フラスコが濡れていて，湯気

が出ているぞ！」その時の，子どもたちとのやり取りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  この事象提示により，丸底フラスコの栓が飛ぶのは，丸底フラスコの中で温められた空気に秘密

があるのではという疑問が子どもたちの中に生まれた。そこから，「温められた空気がどのように反

応して，直接力を加えなくても栓が勢いよく飛ぶのか」について，子どもの問題解決が進み始めた。

また，ブラックボックスの効果によって，栓がとぶのは，空気を温めることによるものであるという，

事象を観察する視点の焦点化も図ることができた。 

第一次 空気の温度と体積との関係について調べる 

Ｔ：（段ボールで隠した，湯を張った水槽に栓をした丸底フラスコをつける） 

   ※しばらくして，栓がポンッ！と音を立てて飛んだ。 

Ｃ：おおっ！びっくりした。 

Ｔ：（段ボールの中から，丸底フラスコを出す） 

※ 丸底フラスコは濡れていて，湯気があがっている。 

Ｃ：わあ，濡れてる。湯気も出てる。 

Ｃ：お湯につけてるんじゃない？ 

Ｔ：（段ボールを開け）水槽の中は，お湯です。栓をした丸底フラスコをお湯につけたということは，

何をどうしたということですか？ 

Ｃ：閉じ込めた空気をお湯で温めたということです。 

Ｃ：空気を温めたことはわかったけど，どうして栓が飛んだんだろう。 

Ｔ：空気でっぽうのように，空気を圧して力を加えてはないよねえ。 

Ｃ：丸底フラスコの中の空気がどうなって栓が飛んでるのかなあ？ 
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丸底フラスコの中の温められた空気がどのようになって，栓が飛んだのか 

② 問題解決の過程が見えるワークシート 

 学習課題 

   

 

 予 想 

 この学習課題に対する予想を一人一人ワークシ  

ーとにかかせた。予想は，空気上昇説と空気膨張説  

とが半数ずつであった。子どもの生活経験からする 

と，上昇説を唱える子どもが多いと考えられるが， 

前単元「閉じ込めた空気と水」の学習から，「ペッ 

トボトル噴水の実験で，ペットボトル内の空気が水 

やペットボトルの壁を圧していたから，丸底フラス

コの内の空気もフラスコの壁を圧している」という考 

えをもち，空気が膨張していると予想をしたようだ。 

 そして，次のように実験の見通しをもち，それぞれ仮説を立てた。 

 

 

 

 

 

 

<仮説の記述モデル> 

 

実 験 

 実験は，丸底フラスコを上，横，下に向けて，どの方向に向け

たときに栓が飛ぶかで検証することとなった。 

 子どもたちは，３つの方向のみ実験し結論を導き出そうとして

いた。そこで，「この３つの方向だけ実験して，予想されている

ことが正しく検証できるのかな？」と発問した。要するに，膨張

説にある矢印「↓」を一つ一つ検証していくことが本当は必要で

あることに気付かせたかった。この発問で，子どもたちから「斜め方向も実験していいですか？」と

質問がきた。「斜めにもいろいろあるよ。」というと，子どもたちは「ひらめいた！」という表情をし

て，丸底フラスコをいろいろな角度に向けて，何度も実験をし始めた。より客観的な結果を得るため

の実験の方法を学ぶことができた。 

 

 

 

③ 実生活の中の事象 

  金属の温度と体積との関係についての学習には，事象提示として実生活の話題を持ち出した。 

（仮説） 

 （予想）  だとするならば，

 （実験方法） したときに，

 （結果の予想）という結果に

なるだろう。 

空気上昇説（６人） 空気膨張説（６人）

【仮説①】空気上昇説 

 空気が上に上がって栓を

飛ばしたとすれば，丸底フ

ラスコを上や下，横に向け

て栓を飛ばしたとき，上に

向けたときだけ栓が飛ぶだ

ろう。 

【仮説②】空気膨張説 
 空気の体積が大きくな

って栓を飛ばしたとすれ

ば，丸底フラスコを上や

下，横に向けて栓を飛ばし

たとき，上，下，横のどの

方向に向けても栓は飛ぶ

だろう。 

 空気の部分を手で

持っていると，ペット

ボトルの壁が圧迫さ

れているのがよくわ

かる。 

第三次 金属の温度と体積との関係について調べる 
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金属は温度によって体積が変化するか 

実生活の中から学習が始まり，最後は実生活の中の現象について，学んだことを使って説明するこ

とができるようになるよう，単元構成を工夫した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このようなやり取りのあと，学習課題が設定された。 

 学習課題 

 

 

     金属膨張器を使って実験をした後，この実験で学んだことを使って実生活の中の現象について

説明する活動を仕組んだ。この学習の導入として，「フライパン」「線路のつなぎ目のすき間」「ガ

ードレール」「車」「マンホール」等，日常生活の中にある金属でできたもので温度とのかかわり

のある事象を提示した。「金属は，温度によって体積が変化する」ということを学んだ後，再び事

象提示の内容に戻り，「フライパン」や「線路のつなぎ目のすき間」の実験について振り返った。

このとき，学習したことを使って，これらの事象について文章で説明をさせた。学習によって得

た知識や概念を使って日常生活にある事象について説明する力をつけることをねらいとしたから

である。 

     子どもたちの実態として，実際に実験したことについては，その現象を実験結果をもとに説明す

ることはできても，その学習で得た知識や概念を使って生活の中で起こる現象に照らし合わせて

考えることは子どもたちにとって容易ではないようである。 

     そこで，学んだ知識を使いながら，より実生活の現象に近い状況の実験を設定し，結果を予想

させて実際に実験によって結果を得ることで，学んだ知識と実生活との現象が結びつくように工

夫した。 

 

 演繹的な実験 

 金属棒を線路に見立て，２本の金属棒の間に２～３㎜のすき間をつく

る。金属棒には電源装置，オルゴールをつなぐ。金属棒，電源装置，オ

ルゴールをつないだ回路だが，このままではすき間が空いているのでつ

ながっていない。この状態で子どもたちに提示し，どうすればこのオル

ゴールを鳴らすことができるかについて考えさせた。オルゴールをつな

げた理由は，金属棒の体積が大きくなってすき間がつながった瞬間をと

らえやすくするためである。 

子どもたちは，この単元で学んだ知識である「金属は温めると体積が大きくなる」ことを使って

「この金属棒を温めればよい。」という考えを出した。中には，単元の導入時に提示し日常生活

の事象である「線路のつなぎ目のすき間」と関連させてイメージしている子どももいた。この金

Ｔ：空気や水は，温度によって体積が変化しましたね。温度を上げるとどちらも体積が大きくなった

けど，金属はどうでしょう？ 
Ｃ：金属は固いから，温度を上げても体積は変わらないと思うな。 
Ｃ：金属の体積が大きくなるってイメージがわかないなあ。 
Ｔ：例えば，ストーブをつける前と後では，体積が少し大きくなっているとか，フライパンを火にか

ける前と火にかけている時では，体積が変わっているなどといったことです。 
Ｃ：それは，あり得ないね。 
Ｔ：他にも屋外の例で言うと，夏，朝方と炎天下の昼間では，車やガードレール，線路やマンホール

など，金属で出来ているものは，体積が変わっているということですが，いかがですか？ 
Ｃ：やっぱりあり得ないねえ。フライパンの体積がそんなにかわったら料理をするのに困るからねえ。
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属棒を温めると金属がどのようになってオルゴールが鳴るのか，

一人一人説明させる活動も取り入れた。 

 実験は，教師の演示実験として行った。オルゴールが鳴る瞬間

をみんなで見守っていたが，オルゴールが鳴るかどうかではなく，

子どもたちの視点は，アルコールランプで温められた金属棒のす

き間が閉じるかどうか，ここに視点

が集まっていた。オルゴールが鳴ることで，見えにくい金属の膨張

を実感できるこの実験は，子どもたちにとってはとても印象深く，

また「線路のつなぎ目のすき間」の意味を理解させるにはよい実験

であった。 

 金属棒のすき間が閉じて回路がつながり，オルゴールが鳴った瞬

間，子どもたちから拍手が起こった。「わかった！」という拍手にも思えた。 

 

（３）第５学年：理科 「ふりこ」（２０１２年 ６月～７月実施） 

 

 

 

 【指導計画】（全１５時間） 

次 学  習  活  動 

第一次（４） ○ふりこが１往復する時間とおもりの重さとの関係について調べる。（４） 

 ・おもりの数を変えると，ふりこが１往復する時間にちがいがあるか実験

し，考察する。 

第二次（４） ○ふりこが１往復する時間とふれ幅との関係について調べる。（４） 

 ・ふれはばを変えると，ふりこが１往復する時間にちがいがあるか実験し，

考察する。 

第三次（４） ○ふりこが１往復する時間とふりこの長さとの関係について調べる。（４） 

 ・ふりこの長さを変えると，ふりこが１往復する時間にちがいがあるか実

験し，考察する。 

第四次（３） ○ふりこのおもちゃづくり（３） 

 ・ふりこのきまりを利用したおもちゃをつくる。 

 

 

① 単元構成の工夫 

  ５年生の児童たちは，問題解決の過程に沿った授業についてほぼ

理解をしており，学習課題を設定したら自分たちで追究活動を進め

ることができるようになってきた。また，学習課題も，事象提示か

ら起こった疑問を教師の発問により整理することによって，追究す

べき課題を設定する力がだんだんついてきたところである。そこで，

本単元「ふりこ」の学習では，子どもの主体的な学びが展開できる

ような単元構成の工夫をした。 

〈実践事例３〉ふりこ －ふりこが１往復する時間と－ 

○疑問が生まれる事象提示の工夫 ○単元構成の工夫 ○実生活の中の事象  

第一次 ふりこが１往復する時間とおもりの重さとの関係について調べる。 
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ブランコでの事象提示から「ブランコのゆれるタイミングにはどのようなことが関係している

か」という疑問が出された。これを，「ふりこが一往復する時間には何が関係しているか。」という

学習課題へと発展させることによって，子どもたちの追究活動が回り始めた。 

  

 【ふりこを作る】   

 まずは，実験用のふりこを作ることになった。

ふりこは，ブランコをイメージし，自分たちが乗

る場所は「おもり」へ，ブランコを吊り下げてい

る鎖は「糸」，ブランコを 2人でこぐとき，角度を

そろえて足を放すタイミングをそろえたことにつ

いては「ふれ幅」ということで，ブランコをふりこに置き換えて考えていっ

た。こういう思考を大切にすることで，事象提示であった「ブランコ」と実

験で扱う「ふりこ」とを関連付けて考えることができるようにした。 

 ふりこ作りは，子どもたちにすべてまかせた。ふりこを完成させるのに必

要なものを話し合わせ，一つ一つ組み立てながら考えていった。そのときに，ふれ幅を確認する

ための工夫がいるということに気づき，分度器が印刷されたものを取り付けることとなった。 

  

 【実験をする】  

 子どもたちがまず行った実験は，「ふりこの 1 往復時間とおも

りの重さは関係があるか」という課題であった。要するに子ども

たちは，ふりこが 1 往復する時間には，おもりの重さが関係して

いると予想したのである。この予想を確かめるために，おもりの

重さを変えて 1往復する時間を計ることとなった。このとき，子

どもたちは条件を制御して実験を行うことに意識がいってなか

った。おもりの数を１個と 2個にして実験することが決まった時

点で，「実験に入っていいですか？」と言い出した。ふれ幅やふ

りこの長さについて条件制御ができていないことこちらは気付いていたが，あえて「いいよ！」

と言って，実験開始を許した。でも，すぐに，「先生，糸の長さは何ｃｍにするんですか？」と

質問してきた。そこで「何ｃｍすればいいと思う？」と問い返し，みんなで話し合って決めるこ

ととなった。ほかにも，ふれ幅が計れるように分度器の図を取り付けたのにふれ幅を決めていな

かったことにも気づき，「ふりこの長さ」「ふれ幅」について，設定をした。 

    一見，遠回りでもあるこのやり取りが「条件をそろえる」ことについての意識をもたせること

につながった。結局，各班，変える条件である「おもりの重さ」以外の条件はそろえておかない

と，実験の状況がばらばらになってしまい，どの条件でふりこの 1往復する時間が変わるのかが

わからなくなってしまうことに，子どもたちは気づくことができた。 

  

 【結果の記録】 

        結果を記録する表は，子どもたちそれぞれで書かせた。さま

ざまな表が存在した中でだれの表が整っているか交流させ，適

切な表を選ばせた。 

        適切な表はわかったものの，その表に結果を書き入れても，

いろいろばらつきがあって考察しにくいという声があちこち

から出された。そこで一言「表に書いてわかりにくいときはど

うすればいい？」と発問すると「グラフに書き換えるとわかり

やすいよ。」という反応が返り，棒グラフに表してみることに

なった。「先生，これでもうわかりました！」という声で，棒グラフの有用性が実感できた瞬間

だった。 
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２           

第１学年：生活科 「はなややさいをそだてよう」（２０１２年 ５月～継続中） 

 

 

 

 

（１）自然の不思議さや面白さを実感する学習活動 

 学習指導要領解説生活編に，自然の不思議さや面白さを実感する学習活動を行うことの意義として，

「科学的な見方や考え方の基礎を養う」ことができると述べられている。科学的な見方や考え方の基

礎は，第３学年以降の理科へつながり，児童が自然の事象に対して関心をもち，積極的にかかわろう

とする態度へとつながる資質である。生活科においては，気付きの質を高めることが，科学的な見方

や考え方を養うことにつながると述べられている。これらのことから，自然の不思議さや面白さを実

感する学習活動を行うためには，学習の対象を具体的にしぼり，その対象物に対して関心をもち，思

いや願いをもって，みつける・比べる・たとえるなどの多様な学習活動を充実させることが重要であ

り，そうすることで，児童の気付きの質を高めることができると考えた。つまり，児童の気付きを生

かした学習を展開することが重要であると考えた。 

 本実践では，植物の観察を行う際の観察の視点を徐々に明確にしていき，焦点化した観察ができる

ようにすることで，無自覚なものから自覚された気付きへと質を高め，一つ一つの気付きが関連付け

られたものになっていくことを意識しながら取組みを進めていった。 

 
★単元の指導計画（全１８時間） 

次 学  習  計  画 

第一次 

（６） 

○「なにをそだてようかな」 

  学校探検で見つけた植物をもとに，育てたい植物を考える。 

○「はやくめをだしてね」 

  それぞれの野菜や花に合った方法で種や苗を植える。 

○「おおきくなあれ」 

  育ちに目を向けながら，成長に応じた世話の仕方を考える。 

 （観察の視点を徐々に明確にしていき，児童の気付きを生かした授業を

展開する。） 

第二次 

（３） 

○「はながさいたよ」 

  育ててきた草花を観察し，成長の過程に気付く。 

第三次 

（９） 

○「みんなでたべるとおいしいね」 

  収穫した野菜を，調理方法を調べて，おいしくいただく。 

○「たねがとれたよ」 

  種をとったり，リースを作ったりすることで，世話を続けた自分の成

長に気付き，また，生命の連続性に気付く。 

○「もっとそだてたいな」 

  これからの植物を調べて，意欲をもって世話を続ける。 

〈実践事例４〉はなややさいをそだてよう－児童の気付きを生かした植物の栽培－

～理科へつながる科学的な見方や考え方の基礎を養うために，気付きの質を高める～ 

スタンダードⅡ 
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（２）授業の実際 

手だて１：対象物に対して関心をもち，思いや願いを持続して持たせる。 
 小学校に入学してすぐのこと。ある児童が，体験入学のときに２年生にもらったアサガオの種を学

校に持ってきた。その児童は，この種を見せるなり，言った。 

「先生，この種どうすればいいん？」 

２年生に種をもらったものの，どうすればいいか迷っていたようだった。 

 導入はこの言葉をきっかけにすることにした。２年生からもらった種をどうすればいいのか，学級

全体で考えた。「植えればいい。」「夏になったら花が咲いて，種ができるよ。」など，これまでに経験

のある児童がアドバイスをくれた。保育園や幼稚園で花の色水を作って絵を描いたこと，たくさんの

種がとれたこと，つるでリースが作れることなど，いろいろ教えてくれた。ここで生まれた児童の思

いはただ一つ。「やってみたい！」 

 そこで，児童一人一人の願いを出させてみた。 

 これらの願いから，「元気に育つためにはどうすればいい

か」，「大きく育てるためにはどうすればいいか」というこ

とを常に意識させた学習活動を展開することとした。児童

はこの願いを実現させるために，水やりをしたり毎日の様

子を交流したりするなど，主体的にアサガオにかかわりながらアサガオの栽培活動を行うことができ

た。 

 

手だて２：発見したことを「気付き」として認識させる。 
①自分の思いを「気付き」として自覚させる。 

児童は，アサガオの種を植え，「植物には水をやらなくてはいけない。」という暗黙のルールから

毎日欠かさず水やりを行っていた。するとアサガオの芽が出はじめた。児童は，「わぁ！」「やった

ぁ。」など無自覚な思い

を発していた。 

そこで，無自覚な思

いを自覚された気付き

へとステップアップさ

せるために，アサガオ

の観察記録を行わせて

みた。何が「わぁ。」な

のか，なぜ「やったぁ。」

なのか，思いの正体が少しずつ見えてきた。記録に書いたことが「気付いたこと」であること，観

察の際には，気付いたことをたくさん出していくとよいことを確認した。 

②感覚的な気付きを具体的にする。 

「きみどりでした。」「おおきかったです。」では，何が黄緑だったのか，黄緑だからどう感じた

のか，何がどのくらい大きかったのかが伝わってこない。そこで児童に問い返した。児童への発問

はただ１つ。「どういうこと？」 

すると，「きみどりでした。」と記録した児童は，「家に咲いている花のはっぱは濃い緑色なのに，

○ 元気に育ってほしい。 

○ 大きくなってほしい。 

○ たくさん花が咲いてほしい。 

○ 丈夫なつるがのびてほしい。 
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学校のアサガオははっぱが黄緑色で，家の花とはちがっていた。」と黄緑であることに注目した理

由がはっきりした。また，「おおきかったです。」と記録した

児童は，「○○くんのアサガオの芽はまだ小さいけど，私の

アサガオは背が高くなって大きくなっている。」と友だちの

アサガオと比較していたことが明らかになった。そこで，観

察するときの視点の１つ目として， 

【① ともだちのものや ほかのはなとくらべる。】 

 があげられた。 

  観察を続けていると，「比べる」という視点が徐々に広が

っていき，目の前にある物同士の比較から，以前の姿との比

較ができるようになってきた。そうすることで，「○○みた

い。」と例える表現ができはじめ，観察記録がより具体的に

なってきた。この時点で児童の観察の視点はさらに増え，視

点が明らかになったことで見通しを持った観察ができるよ

うになった。細かい観察ができるようになった児童は，アサ

ガオの健康状態が判断できるよ

うになり，「今日のアサガオは元

気です。」や，「土が乾いていたか

ら，水がほしいと言っています。」

などと，アサガオの気持ちをくみ

取った記録をつけ加える児童が

出はじめた。 

  そこで，生活科の時間のみで

なく，記録を常時活動 として位

置づけるため，児童が毎朝行っている健康観察をアサガオに取り入れ，

「アサガオの健康観察」として記録を行うことにした。より短時間で，焦点を絞った観察ができる

ようにしたものである。葉，つる，花，つぼみの中から，各児童が選択し，記録を進めていった。

また，「あさがおさんより」という欄を設けたことで，あさがおの全体もとらえることができるよう

になり，より記録が多様化していった。 

 

手だて３：児童の気付きを生かした学習を展開させる。 
 葉だけ，茎だけを観

察していたらなかなか

気付かなかったが，ア

サガオの全体をとらえ

ることができるようになったことで，大きくなりすぎ

たアサガオの様子に注目できるようになってきた。 

 左記のような記述が見られたので，みんなでアサガ

オの様子を再現し，どれだけきつくて暑いかを実感し，

－かんさつのしかた－ 

① ともだちのとくらべる。 

② ほかのはなとくらべる。 

③ じぶんのまえのあさがおとくらべ

る。 

④ ものとくらべる。（てやえんぴつ） 

⑤ いろをくらべる。 

⑥ かずをかぞえる

～「あさがおさんより」～ 
○ きつくてせまくていやだよ。 
○ せまくてくるしいよ。 
○ じゃんぐるからでたいよ。 
○ ほかのばしょにいきたいよ。 

～「あさがおさんより」～ 
○ つるがどこにのびようかな。 
○ つるがのびているけど，どこにのびるか

わからないし，のびにくい。 

【アサガオの観察記録】

【アサガオの健康観察】
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「間引き」の必要性を感じ取った。また，その後どんどん伸びていくつるを見て，「支柱立て」の必

要性も児童が感じ取った。 

 また，ある日は「きょうはあめがふるから，みずをくれなくて

いいよ。」と記録し，その後から，観察記録に『天気』の欄が設

けられることになった。 

 このように，児童の観察記録から学習活動を展開していくと，

その後の観察の視点を確認しなくても，児童は自ら間引いた後の

成長の様子を以前と比べたり，支柱を立てた後のつるの伸び方を

観察したりすることができていた。 

 

手だて４：観察後の気づきの交流で理科を意識したまとめを行う。 
 児童の観察の仕方が定着し，細かい観察ができるようになってきた。手の感覚を使った観察や，ど

のくらい伸びたかを具体的に表したりすることもできるようになった。 

 そこで，アサガオの成長の過程がとらえられるような気づきに着目させるようなまとめを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自然の現象を予想しながら観察することは，理科には欠かせない観察力である。どうなるか予想し，

そのことを実際に確かめる必然性を児童自ら理解することができ，学習活動に活かすことができた。

前後の関係を考えることができるようになったことで，様々な疑問が生じるようになり，他の条件と

の関係に着目した気付きが出されるようになった。 

 

Ｔ：今日の観察の気付きをみんなでつたえあいましょう。 
・ 
・ 
・ 

Ｃ：まだ咲いていない花のつぼみがたくさんありました。 

Ｃ：私は，２つつぼみがありました。明日咲きそうです。 

Ｃ：ぼくのつぼみは，水曜日に咲きそうです。（本日は月曜日） 

Ｔ：どういうことかな？ 

Ｃ：もうすぐ花が咲くつぼみは，間に花の色がたくさん見えるからわかります。 

Ｃ：私のは，水曜日に咲くのと，金曜日に咲くのがありました。 

Ｔ：みんな，いつ咲くかだいたいわかるのですね。この先どうなるかなとかんがえること

を『予想』といいます。本当にあさって咲くかな？ 

Ｃ：絶対に咲くよ。咲いたら教えてあげるよ。 

（いつものように、気付きが出された後に…）

１【７月９日（月）午後の気付きの交流】 

Ｃ：今日の朝咲いた花がしぼんでいるのでびっくりしました。 

Ｔ：どういうことかな？ 

Ｃ：今までは，朝咲いた花は次の日か，その次の日にしぼんでいたのに，今日の花はもうしぼん

でいました。 

Ｃ：ぼくのアサガオもしぼんでいました。はっぱもぐったりしていました。 
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 前時に生じた疑問を追究し続けていたのがよくわかる気付きである。アサガオの状態と他の自然条

件などとの関係から問題解決を試み，子どもたちなりに納得できる答えを見つけることができていた。 

 このようにして，子どもたちは，前後の関係やまわりの自然条件などとの関係を考慮しながら現在

の様子を観察する力が身に付き，３年生以降の理科においても，自然の事象に対して関心をもち，積

極的にかかわろうとする態度へとつながるであろうと確信した。 

 

３）今後の課題 

 ３年生からの理科の学習における観察力の基礎は，１・２年生の生活科で身に付くものであると考

える。対象物を全体でとらえる観察の仕方から，部分を細かに観察する力を身につけ，それらから，

全体と部分との関係をとらえることができるようになる。 

 例えば，５年生の理科で「発芽と成長」という単元がある。植物を細かに観察し，種子が発芽する

条件や植物が成長する条件を見いだしていく学習である。発芽条件は芽が出るか，出ないかで判断す

るのでわかりやすい。しかし，成長条件においては，どんな条件であれ，植物は伸びていくという状

況での判断となる。しっかりとした観察の視点をもった児童は，比較することで「大きく伸びてはい

るが，茎が細かったり，葉の色がうすい緑色だったりすることから，元気に成長しているとはいいが

たい。」と判断できるであろう。 

今年度，生活科の学習で，観察の仕方を身につけた児童が，理科の学習を行う際にその観察力を充

分に活かすことができているかどうかの検証を行うことで，「生活科と理科とのつながり」について

の研究を深めていきたい。 

 

 

３           

第４学年：総合的な学習の時間 「竹炭発信プロジェクト」（２０１１年 ９月実施） 

 

 

       竹の町河内。地域に「大道山竹炭工房」があり，「竹炭」「竹酢液」「竹塩」などの商品を作り販

売している。この「竹炭工房」と連携をとり，４年生が竹炭づくり体験や竹炭ものづくり，竹炭に

よる料理体験などを，年間の取組みとして行っている。また，調べ活動では，消臭，水の浄化など

の効果についてまとめた新聞づくりを行っており，環境教育の視点も取り入れた活動を展開してい

る。この取組みも，今年度で５年目となる。 

〈実践事例５〉竹炭発信プロジェクト ー理科の発展をめざした総合的な学習— 

スタンダードⅢ 

２【７月１３日（金）午後の気付きの交流】 

Ｃ：今日の花は昼に咲いていました。 

Ｃ：私の花も２つ咲いていました。 

Ｃ：この前も昨日も昼の花はしぼんでいました。 

Ｔ：前と今日は何が違うのかな？ 

Ｃ：今日は雨で，昨日までは晴れだったからじゃないかと思います。 

Ｃ：今までは暑すぎて元気がなかったんだと思います。 

Ｃ：今日は雨でたくさん水をもらったし，涼しいんだと思います。 
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 「大道山竹炭工房」の方，「広島国際学院大学」の渡辺教授をゲストテ

ィーチャーとして迎え，「竹炭電池づくり」体験を行った。渡辺教授から

は，日本に生息する竹の種類や，竹炭の製法等，ご自身が研究されている

内容もふくめてお話を聞かせていただいた。 

 竹炭や竹炭関連の物についても，スライドをつかってわかりやすく教え

ていただいた。「大道山竹炭工房」で作られ販売されている「竹炭」「竹酢液」「竹塩」の作り方につ

いても，具体的な説明をしていただいた。実際に体験活動で行っていることのまとめができた。 

  

◎ 竹炭電池づくりの活動 

 今回扱った竹炭電池は，竹炭とアルミニウム箔と食塩水でつくられてい

る。     

食塩水によって電子の受け渡しが行われ，電気が通る仕組みになってい

る。（この内容については深くは触れないでおいた。）子どもたちにとって，

この竹炭電池は，これまで学習で扱った電池とは見た目の様子がかなり違

っている。しかし子どもたちは，「電池」という言葉から，竹炭電池のプラ

ス極，マイナス極を意識し，回路がつながっていることを確認しながら竹

炭電池を扱えるようになった。 

 竹炭電池の回路がつながっているかどうかを，オルゴールによって

確かめることにした。  

 オルゴールを鳴らすためには，竹炭電池を直列つなぎにする必要が

あったので，子どもたちはプラス極，マイナス極を確認しながら導線

をつないでいた。「電気のはたらき」の単元を学習したばかりの子ども

たちであったが，学習したことをしっかりと活用させて竹炭電池を扱うことができていた。「竹炭工

房」「広島国際学院大学」との連携により，充実した理科の発展学習となった。 

 

４           

全学年：地域や専門機関との連携を図った理科学習 （２０１２年 ５，７月実施） 

 

 

 今年度も前年度同様，椋梨川で水辺教室を開催した。水中に生息する生

物を採取して水質を調べる活動である。河内町環境保全部の方に加え，今

年は瀬野川水系水生生物研究所の先生をお迎えすることができ，専門的な

調査の仕方を指導していただいた。 

 調査は，パックテストや水流の速さの測定からはじまり，その後例年通

り水中の生物採取を行った。続けて実施できていることで，高学年は自ら

の役割を自分で判断し，グループの低学年の児童を主体的に引っ張り，教

えることができていた。児童目線の観察の仕方を伝授することができ，低

◎ 竹炭電池づくり  —「大道山竹炭工房」 「広島国際学院大学」との連携— 

スタンダードⅣ 

〈実践事例６〉 水辺教室 — 町環境保全部 瀬野川水系水生生物研究所 — 
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学年でも活動の内容を理解することができていた。 

 調査することで，身近な環境を守るという意識を持たせ続けていき

たい。 

 

 

 

 

 「協働の町づくり運動」の一環として始まったプロジェクトも今年で４年目を迎える。グラウンド

全体にわたりしっかり根付いた芝生は，ふわふわとして歩くとと

ても気持ちがいい。 
 今年は地域と協力して芝生の効果を確かめる調査を行った。夏

の温度調査である。今年も猛暑で毎日暑い日が続いたが，芝生の

グラウンドは，芝生のないところと比べ，２～３度低いというこ

とがわかった。温度を下げる効果が少しずつ現れているようであ

る。芝生から吹いてくる風は，土の地面からの風よりも幾分気持

ちがよく，より涼しく感じられるような気がする。児童もふわふ

わの芝生の上を思い切り走りまわったり，大の字になって寝転ん

だりしている。 
 来年度は，より詳細に温度調査をしていきたい。 
 

 

 地域のホームセンターが行っている「緑資金」を活用して，一人に一株の花の苗を購入し栽培活動

に取り組むことができた。ホームセンターの指導員の方が学

校に来てくださり，専門的に具体的な育て方を教えてくださ

った。 
 前年度から引き続いた活動であるので，高学年は積極的に

低学年を手伝い，やり方を教え合う姿が見られた。 
 毎日水やりを続けることで，観察力がつき，様子を見なが

らの水やりができるようになったり，鉢を置く場所を考えた

りすることができるようになり，それぞれの植物に合った栽

培方法を児童なりに考えた活動ができていた。 
 栽培活動でも自らの思考を充分に活かした活動ができるようになったことに，学校生活に理科学習

が位置付いていると感じた。 
 

５ 平成２４年度の成果と課題 

 （１）         について （◇：成果，◆：課題） 

 ◇ 問題解決の過程に沿った授業が定着し，子どもの主体的な学びが展開されるようになってきた。

問題解決の過程が，ある程度子どもたちにも理解されてきている。学習課題が設定されれば自分

たちで学習を進めることができるようになってきている。とくに，実験方法を自分たちで考える

ことは，子どもたちにとって大変なことではあるが，とても意味のあることだと感じている。自

分たちで実験方法を模索しながらも考えていくところに，科学的な見方や考え方が育っていくも

のであると思う。また，自分たちで考えてより適切な実験方法にたどり着くことで，なぜその方

法をとることがよいのかを自分の言葉で説明できるようになると考える。 

スタンダードⅠ 

〈実践事例７〉 校庭芝生化プロジェクト — 協働の町づくり運動 — 

〈実践事例８〉 花いっぱいプロジェクト —地域のホームセンター「緑資金」—
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◆ ノートの書き方について，話型のみをたよりに記述をしている児童も少なくない。ノート記述

は個人の思考の流れであり，問題解決の過程をそのまま記録したものである。話型にとらわれて，

どのような書き方をすればよいかのみに意識がいってしまうことは避けたい。児童には，モデル

となる記述の仕方がある程度定着したものと思われるので，自分の言葉で考えたことなどを記述

できる力を付けていきたい。 

 

（２）         について（◇：成果，◆：課題） 

◇ 児童が観察を行う際の視点を明確にしていく取り組みを行ったことで，気付きが具体的になり，

比較・例えなどで表現できるようになった。比較する際に他者との比較という概念が生まれたた

め，他者と伝え合い交流するという表現活動へとつながった。また，児童の気付きを生かして次

の学習を展開していくようにしたことで，それぞれの活動の意味や必要性を理解した上で活動を

進めていくことができ，それに伴い，気付きも実感を伴ったものになった。様々な気付きが関連

づけられ，気付きの質は高まったと考える。 

◆ 伝え合い交流する活動を行ったが，気付いたこと，考えたことなどが一方向であることがあっ

た。友だちの考えと比較することで共感を得たり，相手意識や目的意識を持った伝え合いをした

りすることで，考えが双方向に行き来するような活動を仕組んでいかなければならない。「博士

になりたい」「自慢大会をしたい」など，『伝えたい』という思いや願いが高まるような活動を計

画していきたい。 

 

（３）         について（◇：成果，◆：課題） 

 ◇ 地域の団体やゲストティーチャーの協力を得て，理科の発展学習を踏まえた総合的な学習の時

間が展開されるようになってきた。学年によっては，カリキュラムとして位置付き，第４学年の

「竹炭工房」との連携のように，年間計画の段階から一緒に考えていくことが定着してきている。 

 ◆ 「理科の発展としての総合的な学習」が，地域の団体等を巻き込んでカリキュラムとして位置

付いている学年もあるが，取組み途中で理科の発展を考えて，そのような活動を仕組んでいる学

年もある。「総合的な学習の時間」の年間計画を作成する際，前年度の活動を振り返り，計画の

段階できちんと位置付けていく必要がある。（例えば「沼田川のアユの放流」など） 

 

（４）         について（◇：成果，◆：課題） 

 ◇ 地域住民団体「ｙｏｕ愛ｓｕｎこうち」との連携による「水辺教室」は，夏休み前の全校行事

として位置付いている。地域の方も，この活動には熱心に関わってくださり，地域の自慢である

沼田川，椋梨川を大切に守っていこうという気持ちが，子どもたちにもひしひしと伝わってくる。

地域の方を巻き込むことで，学校の中だけではできない活動を仕組むことができる。また，専門

機関との連携を図ることにより，「総合的な学習の時間」も利用して，理科学習をより発展的に

展開することが可能となる。この視点での取組みは，高学年の理科学習においては年間の取組み

として位置付きつつある。 

 ◆ 地域だけでなく，広島大学など，近隣の大学との連携も年間計画のレベルで充実を図っていき

たい。 

 

スタンダードⅡ 

スタンダードⅢ 

スタンダードⅣ 



 - 23 -

 

平成２４年度 河内小教育プラン「スタンダードⅠ」を系統化させる取り組み 

 前年度の【課題２】の中にある「身に付けさせたい問題解決の能力や言語技術」は教師の発問を工

夫したり，問題解決の過程を定着させたりすることで少しずつ身に付いてきている。生活科で培われ

た，事象を関連づけてみる観察力を活かし，第３学年以降の理科を展開することになる。第３学年が

生活科の「体験し気付く学習」から，「問題解決の過程に沿って追究活動を行う学習」へとスムーズ

な接続を果たすためのポイントとなる学年であると考えた。そこで，第３学年の理科の学習過程をよ

り詳細に整理し，確実に第４学年へ向けて学習過程を確立させていく取り組みをしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔第３学年 単元導入例〕 

 第３学年１０月に『光とかがみ』の単元がある。前期で生活科の気付きから徐々に思考へと考え方

を移行させてきた３年生が，理科の問題解決過程へと接続する時期の単元である。児童自ら課題を設

定し，主体的に問題解決へと展開していけるよう，導入の仕方を工夫する。 

                         

 

 

   

 

 

事象へのかかわり 

 

学習課題の設定 

 

予想 

 

仮説 

 

実験方法の確認 

 

実験 

 

結果のまとめ 

 

考察・結論 

 

理科の問題解決過程 生活科の学習過程 

 

事象へのかかわり 

 

学習課題の設定 

 

予想 

 

 

 

観察（見つける） 

 

比べる・例える 

 

交流 

 

ふり返る 

 

意欲 疑問・驚き 違い・原因 

個の気付き 実験方法を 
見つける 

条件の確認 

関連づけられ

た気付き 
やったことの

記録 

事実を明確に

整理して 

自分自身への

気付き 
わかったこと

感想

仮説に照らしあわせ

て結果から結論へ 

思い・願い 生活の中から 明確な根拠 

やってみたい！ 

おや？ 

ふしぎだな？ 

ＡとＢを比べると
Ａ が 速 い の
で・・・

こうなったらいいな 

あのときのこと

かな？ 

前に勉強した○○

から，～のように

考えたました。 

前より～。○○みたい 

○○したら 

△△になるんだ。

変える条件はＡ

で，そろえる条件

はＢとＣです。 

実験の結果～になった。

だから，○○になること

がわかった 

実験の結果，○○

に必要な条件はＡ

であると言える。 

○○できたから、

次は△△したい。 

様々な場所に設定した的に，鏡に反射さ

せた日光を自由に当てる。 

本時の課題は，鏡と的の間の現象を考え

ることである。 

Ⅲ 平成２５年度の教育計画 

生活科 ３年生理 高学年理科

的に反射した日光

を当ててみよう。 
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 〔予想・仮説の立て方の確認〕 

 

 

 

 

 生活経験の中から予想し，実験方法を考えて仮説が立てられるようになれば，実験結果と仮説を照

らし合わせて，容易に考察を導き出せるようになる。 

 自分がどのような課題をもち，何を確かめるために実験をしているのかを，実験をしている間中把

握し続けることが，確かな問題解決の過程を確立させる必要条件であると考える。 

生活科の気付きを思考としてとらえ，論理的に考え，筋道立てて考えを伝えることができるように，

少しずつ自分の思考過程を確立していきたい。 

 

平成２４年度 河内小教育プラン「スタンダードⅡ」をより系統的にする取り組み 

 前述した「スタンダードⅠ」を系統化させるためには，低学年時の生活科をより計画的に取り組ま

なければならない。生活科から理科へ，気付きから思考へ発展させる表現活動を重視した取り組みを

一層充実させていきたい。 

                         【児童の気付きを想定する】 

                      そ      体験や活動 

                      の        ↓ 

                           無自覚な感情 

                               ↓ 

                      た    感覚的な気付き 

                      め        ↓ 

                      に    思考的な気付き 

                               ↓ 

                          自分自身への気付き 

 児童の気付きがどの段階にあるのかを正しく見取るこ 

とで，児童の気付きの質がより確実に高まるような指導ができると考える。 

【本時の課題へつながるきっかけ発問】 

鏡と的の間は何もないみたいだね。 

児童の着眼点は，的に当たった光の円か

ら，鏡と的の間へと移行する。手をかざ

したり，物を置いたりしながら，本時の

課題へと思考をつなげる。 
「何かあるらしいが，見えない」という

ことを強調し，児童の疑問として学習課

題を設定する。 

【学習課題】 

鏡で反射した日光はどのように進むのだろ

う

目に見えないものを見える形で確かめ

るにはどのようにしたらよいかについ

て考え，予想や実験方法を考える。ペア

トークなどで生活経験の中から，光につ

いての経験を引き出すようにする。 

【予想】 

 鏡で反射した日光は，○○だろう。 

なぜなら，△△してみると，□□になる

からだ。 

【仮説】 

 鏡で反射した日光は，○○だとするな

らば，◎◎したときに，～～になるだろ

う。 

【生活科の表現活動】 

○ 児童が伝えたいことを伝えたい方法で伝え

ることができるようにする。時間をたっぷ

り確保する。 
○ 一人一人が表現したものから児童の思いに

気付くようにする。 
○ 相手意識・目的意識を持たせて表現方法を

選ばせる。 
○ 何のために伝え合いをしているのかを明確

に持たせておく。 

「わぁ！」「すごい！」

「○○がとんだ」「動い

た」「ゆれた」「冷たい」

「○○が楽しかった」 

「冬は風がふいて寒い」

「○○に風があたるよう

にすればいい。」「○○す

ればもっと楽しくなる。」



 - 25 -

平成２４年度 河内小教育プラン「スタンダードⅢ」の更なる発展 

◎理科の発展をめざした総合的な学習の授業づくり 

『竹炭！発信プロジェクト』 

１ 先輩から受け継ぐ 

 

○３月（４年生）：１年間の竹炭学習をパンフレットにまとめて地域に発信しよう。 

   ・次年度活動する３年生へ学習内容を伝える。 

     【竹炭を用いて行った活動：野菜作り・風鈴作り・飾り作り・竹炭電池・燃料】 

 

 

 

 

 

２ 竹炭の効果ってどんなもの？ 

３ 竹炭の効果を確かめよう 

 

 ○竹炭の効果を試してみよう。 

・食べ物がおいしくなる。→炊飯時に入れて食べ比べ 

   ・消臭・癒し効果→風鈴作り・飾り作り 

   ・燃料として竹炭→あゆの竹炭薫製 

   ・通電性→竹炭電池作り 

   ・水の浄化作用→水のろ過装置作り 
 

４ 竹炭を地域に発信しよう 

 

 ○地域の竹を生かした竹炭作りを地域に発信しよう。 

   ・竹炭のパンフレット作り 

   ・発信方法を考える。 

 

 

     ３年生へ受け継ぐ 
 

おわりに 

 子どもの主体的な学びを生むためには，子ども自身が事象にかかわり，その中で子どもが疑問をも

ち，自ら追究していく活動を展開することに他ならない。今回の実践を通して，子どもの主体的な学

びの姿が実感できた。子どもの「おやっ？」から，「○○してみたらどうだろう！」という思考の流

れを生み出す授業の工夫を，私たちも試行錯誤していきたい。 

                           （執筆代表者：福島千恵子 萩岡真澄） 

課題：竹炭にはどんな効果があるのだろう？  

なぜ，４年生たちは竹炭であのような活動を行ったのだろう？ 

自分たちも調べてみよう。 

【理科とのつながり】 

竹炭電池 

 ・「電気のはたらき」の学習を生か

した電池作り（複雑なつなぎ方，

電流の向き等で発展的な学習） 

水のろ過装置 

 ・理科の問題解決の過程を活用し，

水のろ過装置を作成する。 

     ↓ 

【水辺教室】で行った椋梨川の水質調

査より，川の水の浄化への意欲づけ。

 竹炭を活用した水の浄化装置を考

える。 


	Ｈ２４　ソニー論文「表紙」
	Ｈ２４　河内小　ソニー論文　目次
	Ｈ２４　河内小　ソニー論文「本文」.pdf

