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Ⅰ はじめに
２年前(平成22年10月15日(金))本校で「子ども科学教育全国大会」が開催された。あの全国

大会の興奮は，我々もまだまだ心地よく残っており，これまで行ってきた実践・研究を更に充

実させていかなければと改めて感じている。その思いをもとに，新しく立ち上げた実践・研究

， （ ） 。 （ ）の方向性が ＵＳ ユニバーサル・サイエンス であった ＵＳ ユニバーサル・サイエンス

をうまく機能させ，実践・研究を進めてきた詳細を述べる。

Ⅱ 「ユニバーサル・サイエンス（ＵＳ)」の立ち上げ
本校は 「科学の面白さを味わえる」理科教育を推進するために，ここ数年「思い考え行動，

する」学びを目指した実践・研究に努めてきた。これらの取組は，理論的にも実践的にも色焦

ることなく鮮明に，我々の日々の実践に脈々と息づいており，子どもの望ましい姿としても表

れてきている。そんな中，昨年度の論文でも述べたことだが，次のような課題も見えてきた。

・ 授業がスムーズな展開になるよう，ややもすると理解が得意な子，理解が早い子，興

味関心が高い子を中心とした授業になりがちであった。全ての子を巻き込んだ科学の面

白さを味わえる理科の授業を行いたい。

・ 子どもに寄り添い，見つめれば見つめるほど，子どもたちの興味・関心，既習事項の

定着度，学び方の好み等々，様々な視点で様々な子どもがいることが分かる。そんな子

どもたちの多様性に対応できるような，全ての子どもたちの可能性を見い出せるような

子どもの評価のあり方，子どもを見取る方法等はないものか。

・ 「理科」を中心としながら，多様で可能性のある様々な実践を行いたい。

・ 特に，本校の「自然学園」の子どもたちに，もっと理科の楽しさを味わってもらいた

い。 等々・・・・・

「科学の面白さを味わえる」理科教育を推進するにあたって，上記のような新たな課題が認

識されるようになってきた。

また，同時に今後の実践・研究を更に充実させるための目標も明らかになってきた。

★ 教師によって理科指導が得意，不得意等の差を問わず，あるいはその差異の「壁」を

取り去り， 理科教育に有意義に関われるような魅力ある理科教育を目あらゆる先生方が

指すこと

さらに，我々の取組を，対象となる子どもたちの側に立って考えてみると，次のような目

標も見えてきた。

★ 理科が得意な子や得意でない子，理科が好きな子，そうでない子等の差異の「壁」を

取り去り， 魅力的な理科教育を創造すること全ての子にとって

我々は日々，あらゆる全ての子どもたちに向けて 「科学の面白さを味わえる」理科教育を，

目指している。さらには，それを行う我々教師にも抵抗なく実践可能な理科教育を目指してい

る。その取組は，上記のような「壁」を取り払ったり 「壁」を低くしたりする取組である。，

「ユニバーサル・デザイン」で言う「バリア（壁 」に見立て 「壁」が全て取り払われる理） ，

科教育の理想の姿を，ユニバーサル・デザインの「ユニバーサル」を借りて 「ユニバーサル，

・サイエンス（ＵＳ 」と名付け(前回論文を参照)，実践・研究を進めることとした。）



Ⅲ 研究主題

科学の面白さを味わえる子どもの育成プラン５
～「思い考え行動する」学びを支える

(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）～

「ＵＳ （ユニバーサル・サイエンス・ 」は，平成２２年１０月から理科部Ｐ プロジェクト）

を中心として仮実践を進めている。前回論文にて公表し，平成２３年度９月から本格実施して

いる。

Ⅳ 「ユニバーサル・サイエンス」の具体
「ＵＳ」は，本校のＰ2011を修正し，ＵＳＰ2012では「新たな児童観」を挿入し，７要素に改

め，以下のように設定した(前回論文を参照)。

(1)新しい児童観（全ての子どもの可能性を積極的に見出すための児童観）

(2)柔軟性（全ての子に開かれた，楽しめる理科教育）

(3)発展性（様々な発想が生まれたり，いろいろな生活場面に転用できたりする理科教育）

(4)簡便性(理科への得意・不得意に関係なく，あらゆる教師が授業実践可能で，子ども

たちにも難し過ぎない観察・実験や活動等）

(5)明確性（授業のねらいが具体的で分かりやすく，基礎・基本的な内容を身につけられる

， ， ）理科教育 子どもの目線での授業展開 複雑になり過ぎない授業の目標と内容

(6)安全性（理科教育充実のための大前提である実験・観察などの安全性の確保）

(7)空間性（学習の場の工夫，学習環境の工夫など学習空間に配慮した理科教育）

具体的には，全ての子どもたちに向けて「科学の面白さを味わえる」理科教育を目指し，

ことを目指す。

Ⅴ )と
「目指す子ども像 「思い考え行動する」との関係」，

「目指す子どもの姿」については 「思い考え行動する」学びをしている子どもの姿と十分，

重なり合い，それは，まさに「目指す子どもの学び」の姿である。ＵＳは，その「思い考え

郡山小ユニバーサル・サイエンス の７要素



行動する」学びを支える基本理念として捉えることができる。したがって，プラン2011に引

き続き，2012においても，プラン2008から掲げている「目指す子ども像」を継承して研究を

進めることにした。さらに 「ユニバーサル・サイエンス（ＵＳ 」を目指す研究計画とその， ）

具体的な実践を「ユニバーサル・サイエンス・プロジェクト（ＵＳＰ 」と名付けた。）

【

【

【

Ⅵ これまでの研究の流れ
これまでの実践・研究をふり返ってみる。子どもの「気づき」を重視した初年度は，本校の

理科部の先生方を中心とした実践・研究であった。子どもの思考部分に焦点を絞り研究した２

年次，さらに 「行動する」ことの価値を加え 「思い考え行動する」学びを追求した３年次。， ，

学校全体で，全職員での実践・研究となり，研究のあり方はがらりと変わった。実践・研究の

取組は勢いが増し，成果として子どもたちの望ましい姿が次々に見られるようになった。前述

したように全国大会も開催できた。そして 「思い考え行動する」学びを支える「ユニバーサ，

ル・サイエンス（ＵＳ 」という新しい考え方が構築され，現在に至っている。従って，これ）

→

→

ステージ２

「思い考え行動する」学びの充実

ユニバーサル
サイエンス

の概念形成

職員での共有化

の実践

学校規模で指導法改善
環境整備
地域・保護者との連携ステージ１理科部を中心とした

実践・研究

「思い考え
る」を大事に

思い考える

自然

行動する

学習内容

全国大会

ステージ１

までの実践・研究の流れを

たどってみると，大きく２

つのステージに分けて見る

ことができる。ステージ１

は，本校の理科部を中心に

実践・研究を始めた頃であ

る。ステージ２は，理科教

育を学校経営の基軸として

扱い，全校体制で実践・研

究を行った頃である。明ら

かに，ステージ１からステ

ージ２へと，研究組織，取

組のあり方，研究の対象や

内容等が広がり，深まって

いる。

ユニバーサル・サイエンス

思い考える

自然

行動する

学習内容



Ⅶ 研究内容
研究内容を「教師の指導法改善」と「学校の理科環境」と大きく２つに分け，実践・研究を

進める 「郡山小ユニバーサル・サイエンス７要素」の(1)は，子どもたちに向き合う際の我々。

の基本的な心構えを教えてくれるものであり，全ての根底になるものである。(2)から(6)まで

が，授業改善と密接に関係しており，(7)にあたる「空間性」は，まさに空間を利用した掲示

教育等が含まれる。さらには，理科教育の充実のために行っている地域や教育機関・施設等の

連携は，空間的に広がる連携の取組である。以上のことから 「授業改善」と「環境整備」の，

２つを研究内容とする。

実践時期：2011年10月～2012年8月Ⅷ 実践・研究の実際
下図のように研究内容を 「教師の指導法改善」と「学校の理科環境」という２つに大きく，

まとめ「ＵＳＰ(ユニバーサル・サイエンス・プロジェクト)2012」として実践したことを，以

。下の項目別に紹介する

職員の間でも 「ＵＳ（ユニバーサル・サイエンス），

って何？ 「なんか難しそう 」という所から始まった」， 。

が，職員研修を行うことで，先生方とは共有できた。

また 地域の方々や保護者には 地域の公民館講座で， ，

のベースである「 理論」などを説明して，少しずつ

理解してもらえるようになっってきている。次ページ

の「感想文」は，公民館講座の後にいただいた感想の

★掲示教育の充実
★郡山小ｻｲｴﾝｽ事業

★ の共有
★ 指導の充実
★ 活用
★自然学園の子どもたちへの実践
★「思い考え行動する」学びを目
指した他教科での取組
★「新児童観」をﾍﾞｰｽにした実践

新児童観
柔軟性
発展性
簡便性
明確性
安全性
空間性

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ｻｲｴﾝｽ ７要素 教師の指導法改善

理科の環境整備

【これまでのＵＳ共有化の歴史】
○理科部を中心に仮実践( )
○論文にて全職員に初提案( ）
○「新学力観」の導入( )

６要素を７要素へ
○ の本格実施( ～)
○職員研修や公民館講座等で や
「 理論」を紹介( ～ )

○ の計画を検討( )



一部である。この感想は，地域在住の６０代の女性のもの

である 「 理論」は難しく受け入れがたいという印象に。

とらわれがちだが，この感想からも分かるように，地域の

あらゆる方に理解してもらえるものであり，本校の プ

ロジェクトの足がかりとなることは間違いない。

本校の特色として，理科専科をおかず，理

科に詳しい専門の先生は補助的な立場で，担

。任が主として理科指導を行う 指導がある

理科の「年間指導計画」の中にＴＴ指導を位

置づけ，見通しをもって実施できるようにし

た。年間指導計画に示されて

いれば，学級の実態，指導方

針等，様々な条件下で見通し

を持ち 柔軟に対応できる， 。

指導を効果的に実施できるよ

うになった。

さらに，備考欄には，その

他授業で活用できるような資

料やデータを記述して活用で

きるようにした。

， ，デジタル板書は プレゼンテーションソフトで作ったスライドを高輝度のプロジェクターで

理科室の黒板に映し出す。文字は白色に，背景は黒色にすることで，普通の黒板でも鮮やか

に映し出すことができる。図や表は，事前にアニメーションとして作り，授業展開に合わせ

てクリックするだけにし，さらに，実験結果の数値をパソコンに打ち込み，グラフを効果的

に提示することも可能である。 にリンクを貼っておき，インターネット上の情報を活用

することも可能である。チョークで書き込む部分も残し，板書に自由度を保つ工夫も行った。

データとして保存し，複数の先生方で「板書」を共有し，教材研究に活かしている。

前回の論文でも「デジタル板書」を紹介した。今現在は，５・６年の全ての単元においてデ

ジタル板書が完成し，日常的に活用できるようになった。特に， 指導における事前打ち合

わせをするツールとして活躍する。例えば，複数の先生方がそれぞれ各自都合のいい時に「デ

ジタル板書」を見ながら授業の流れを確認し，その上で直接具体的な検討をする。そして，

少しずつ「デジタル板書」を修正し，さらによく練られた板書になる。

ただし，事前に考えたスライドでデジタル板書ができあがっているので，想定していなかっ

た授業展開には対応できないという課題は残る。画像を動かないようにし(画像ミュート)，

必要に応じて修正をする等の対応を行うこともある 「リンクを貼る」機能を使い，想定され。

る授業展開に合わせ，複数のスライドを用意しておく対策等を工夫・検討している。



多くの実践があり，一つ一つを簡単に掲載することとした。いずれの実践も 「思い考え行，

動する」学びの充実を目指すために， の７つの要素中の「柔軟性・発展性・簡便性・明確

性・安全性」の５つを教材・教具の開発・工夫の視点としてふり返ってみた。

単元の終末など，学習して身につけてきた知識や技能で解決

できる課題「ミッション」が教師から提示される。子どもたち

はそれを解決するために，様々な情報を集め，試行錯誤しなが

ら実験を行って解決していく。例えば，下の写真のように「食

塩数グラムに，砂が混ざってしまった。純粋な食塩を取り出し

たい。できるかな 」というミッションなどが，課題として与え。

られ，まずはホワイトボードに見通しを立てる。実験方法など

を具体的にさせ，今度は実際に解決できるかを実験してみる。

子どもたちが主体的

に活動でき，学んだこ

とを活かす喜びを味わ

うことができた。課題

として見えてきたこと

があり，次ページにて

後述する。

５年単元「メダカのたんじょう」のデジタル板書

６年単元「ものの燃え方」５年単元「植物の発芽の条件」のデジタル板書
実験結果など
は，チョークで
書き込めるよう
にしておく。

燃焼前後の空気の成
分変化を，実験結果を
もとに，グラフ等を用
いて考察する場面の板
書である。
前面にあるホワイト
ボードは，酸素と窒素
などの割合をマグネッ
トで表しているが，し
ゃれっ気たっぷりのか
わいらしい顔に見立て
て貼り付けたものであ
る。

グラフ上に
も，チョークで
割合を書き込
み，理解を深め
るような手立て
ができた。

黒板に小さなス
クリーンを貼り付
け，動画などを提
示することもでき
た。

子どもの思い・
考えをホワイトボ
ードに書かせ，黒
板に貼り付けた。

ミッション
３：「メスシ
リンダーの中
に，ツートン
カラーをつく
れるかな？」



， 。 ，これまでの理科の授業とは明らかに違って 一単位時間フルに実験等の時間となる 最初は

戸惑いながらのスタートであったが，ミッションをいくつも達成することでとても自信がつ

いてきて，子どもたちもとても楽しく取り組んでいた。

本実践は 「発展性」としてかなり評価が高く「★」マークをつけたが，多様な実験を同，

時に行わせたり，実験道具の取り扱い等の安全指導に十分配慮したりなど，教師の臨機応変

。 ，「 」 ，に対応できる力量がかなり問われる授業であった 従って 授業改善 ５つの要素 中

発展性以外の視点については以下のように分析し，いくつかの課題が残った。

・柔軟性(全ての子に開かれた，楽しめる理科教育)

グループ活動となるために，協調性や意見を練り合うためのある程度のスキルが求

められるため，全ての子を活発に活動させるためには十分な配慮が必要であった。

・簡便性(あらゆる教師が実践可能で，子どもにも難し過ぎない観察・実験・活動等)

少々難しいことがミッションをやり遂げた際の達成感や充実感となる。さらに，様

々な実験があり，火や薬品を用いたりするものもあり，教師側にもある程度の理科的

指導技術が求められる。

・明確性(授業のねらいが明確であること等)

複数の課題があるが，全体的にはグループごとの活動となり，一人一人の取組とし

ては，目標をもって取り組める活動となったと感じた。

， 。子どもたちが大変楽しく活動することから これらの課題に配慮して次年度も実践したい

単元「動物の体のつくりと運動」の学習で問題となったのが，子ど

もたちがもつ筋肉のイメージである。子どもたちは，ゴムのように伸

び縮みするイメージをもっており，ゴムが伸びた状態，そして元に戻

ろうとする状態を筋肉の収縮・弛緩としてイメージしている。ほとん

どの子どもが「ゴムのよう・・ 「ゴムみたいに・・・」と言う。」

そこで，チューブでつながったディスポーザル注射器から，空気が

実験器の筋肉部分に注入され，空気で満たされることで収縮

して見える筋肉のモデル実験器を提示した。子どもたちは，

筋肉部分が膨れて全長が収縮する様子を見て「縮む」とし，

細くなって全長が長くなる状態を「伸びる」と捉えた。教師

は「縮んだものが，のびるのではなくて，筋肉がゆるむんだ

ね 」と説明を加えた上で 「ゆるむ」を実感させるために，。 ，

上腕二頭筋を触らせ観察させる活動を取り入れた。収縮し筋

肉が固くなること，もとにもどると筋肉部分は柔らかくなり

「緩む」という感覚を「本

物」に触れることによって

初めて捉えることができ

た。しかし，右枠内のよう

な大きな課題が残された。

★柔軟性 ・発展性

・簡便性 ★明確性

★安全性

モデル実験をしたり，

，教師自ら筋肉を使ったり

全ての子に魅力的な学習

ができる(柔軟性)。本教

材のねらいも明確（明確

性）なものであった。し

かし，上腕二頭筋に立派

な力瘤ができる先生でな

「 」いと 本物(実際の筋肉)

は用意できない。



「昆虫の成長」についての学習で，実際に昆虫を採集し飼育す

ることは，子どもにとってとても魅力的な活動である。子どもの

ニーズに合わせ飼育箱を設け，様々な昆虫を飼育できるようにし

ておいた。飼育することで，成長の様子を適宜観察でき理解が深

まると共に，愛着もわく。カブトムシの幼虫や蛹

はなかなか観察が難しいが，人工の蛹室を作り，

その中で育てることで，観察することができた。

昆虫に詳しい先生による実践であり，子どもたち

にとっては貴重な学習となった。

単元「もののあたたまり方」の学習では，写真のような実験

を取り入れた。金属の熱伝導を学習した後，フライパンの上に

ソーセージを乗せ熱する。子どもたちの「食べたい～ 」に対。

， 「 。」して 先生は どれを食べたいか

の問いを発する。子どもたちは当

然「真ん中のもの 」と答える。理。

，「 。」由として 火の真上にあるから

「火に近いから 「火から遠いも。」

のは，近いものよりも焼けていな

いから 」などと学習したことをも。

とに，理由付けすることができた。空気の対流の学習では，温

められた気体は上に移動すること

を，ミニ気球で確認できた。子ど

もたちは，理由付けはできても実

際にやったことがないことから，

ふわりと浮き上がる気球を見て，

歓声を上げる。いろいろな事象で，学習内容を確認することも

大事である。

これまで火山の噴火の様子をモデル化する実験は，二クロム酸アンモニウムを用いた実験

を行っており，子どもたちにも大変人気があった。火花が散り，煙が上がり，インパクトの

ある実験である。しかし，理科を苦手とする先生方には，薬品や火を扱うことから，かなり

・柔軟性 ★発展性

・簡便性 ★明確性

★安全性

熱の伝わり方や対流

の仕組みを用いた現象

を(発展性)，あまり難

しく考えず演示してみ

せ（明確性)，子ども

たちと問答をしながら

現象を科学的に説明し

ていく活動は，写真の

子どもたちの表情から

も分かるように，実に

楽しい活動であった。

ソーセージを焼く実験

簡易熱気球の実験

生き物ｺｰﾅｰ

羽化したカブトムシ

観察する子どもたち

カブトムシの蛹

★柔軟性 ★発展性 ・簡便性 ★明確性 ★安全性

カブトムシの幼虫を人工蛹室で育てる専門的な知識・技

， 。能が必要であるので 簡便にできように工夫が必要である



抵抗があった。そのために，火山の学習では，視聴覚教材などの映像等の資料だけに頼りっ

きりの学習が多くなっていた。教科書の写真資料などを子どもに見せ，口頭で説明するだけ

の授業展開になりがちで 「思い考え行動する」学びを目指し，

た授業とは，かけ離れたものになっていた。

そこで，溶岩がどのように流れるのかを で視覚的に捉え

させた後，海を埋め尽くすような流れ方(鹿児島の桜島も噴火

によって大隅半島等つながった)を具体的にイメージさせるた

めにモデル実験を取り入れた。教師の演示実験であるが，実験

を１つ入れることで授業にアクセントがつく。以下のような簡

単な材料で実験ができるので，教師にも負担が少ない。子ども

たちの反応も大変よく，教師も演示実験をすることに自信がつ

く。

教師にとっても簡単に扱え，

子どもへのインパクトも失っ

ていない。実にダイナミックに炭酸が吹き出し，山裾を勢い

よくどろどろと流れ下る液体は，まさに溶岩のようだ。実験は，わずか数秒で終わるが，溶

岩に見立てた液体が流れ出た部分と地形図や地形模型等で比較することによって，様々な子

どもなりの発見があるだろう 「噴火のために桜島が大隅半島とつながったことが実験でよ。

く分かった 「火口から勢いよく溶岩などが吹き出た時には，本物みたいだった 」などの。」 。

感想を聞くことができた。

，「 」 ， ，この学習では 雲をつくる 実験を導入して 雲についてのイメージをもたせることと

雲のスケッチについて，絵を描くことに抵抗のある子どものために手立ての工夫を行った。

授業展開として，まず雲をじっくり観察する。雲をじ

っくり観察することで「曇は何でできているの 「雲は。」

。」 。 ，どうやってできるの などの疑問がわいてくる そこで

実験を通して雲のイメージをもつことができるように，

雲を「つくる」実験(右写真)を紹介した。空気中に浮遊

するほこりを核にして水蒸気が集まり，水の小さな粒が

たくさんできることで，雲として見える仕組みを，教師

★柔軟性 ★発展性

★簡便性 ★明確性

★安全性

身近なもので，溶岩

が流れ出るモデル実験

ができる。取り扱いも

簡単であり，子どもた

ちにも大変人気がある。

また，溶岩の流れ出た

後を，地形図や地形模

型などと比較しながら

話合うことで発展的な

学習も期待できる。

これまでは，粘土や石膏などで山の
型をつくっていた。この実験方法は，
準備も簡単，後片付けも拭き取るだけ
用紙は捨てる 。教師の手作り感のあ
る実験である。

の用紙 茶色など）を写真の
ように一部切る。



が口頭で補足しながら実験

を行わせた(「断熱膨張」

の実験)。雲についての認

識が徐々に深まり，形が変

わることや風に吹かれて動

くことなども理解すること

ができた 「雲はふわりと。

触れるのかと思っていたけ

ど，思っていたものと全然

違うと分かった 」と正直。

な感想を述べる子も出てき

た。

再度雲を観察させると，

「風になびいて形が変わる

こと」や「白い部分が薄く

なり，見えなくなる雲もあ

ること」など多くの気づき

を得られた。

次に，雲のスケッチを行

うが，巻雲や巻層雲などは

白い紙に鉛筆で描くのが難

しい。無理に描くと，全く

違った雲のようになり，ス

ケッチの意味をなさない。

そこで，濃い青色の用紙に，白っぽいクレパスで描くようにした。雲の部分だけを描くこと

から，スケッチに要する時間は３０秒～１分間とかなり短縮ができ，短い間にも雲が風によ

って動き形を変えていく様子をしっかりと捉えることが出来るようになった。絵の苦手な子

もどんどん描き，雲の観察を楽しむことができた。

「 ， 」 ，電池一個の電流だけで いくら引っぱってもとれなくなっちゃう！ まず単元の導入で

写真のような強力な電磁石を使った刺激的な活動を取り入れ，子どもの興味関心をぐぐっと

引きつけることができた。

１分以内で書き終える子どもたち

★柔軟性 ★発展性 ★簡便性

★明確性 ★安全性

これまでは，スケッチに苦手意識のある子にとっ

て，抵抗のある学習であったが，ちょっとした工夫

で活動が大変魅力的になった。

青色の用紙や白のクレパスの準備を事前にしっか

り行っておけば，５つの要素は全て達成できる。

主 な 学 習 活 動次・時
第
一 雲をじっくり観察しよう。
次
・屋上に出て雲を観察し，感想や疑問を出し合う。

１ ・雲を理科室でつくって，雲について理解を深める。
～ ・再度屋上に出て，雲を観察しスケッチする。
３ ・記録した雲の様子と雲の映像を関係づけて考える。

雲にもいろいろな種類があり「曇り」は雲の量で，
決まる。また，雲の様子は常に変化している。

・天気と雲の動きは関係がありそうだ。(第二次へ)
第
二 天気の変化にはどんなきまりがあるのだろうか。
次 ・数日間の天気の変化と集めた情報をもとに規則性を
４ 発見する。
～

， 。 ，７ 雲の動きや量は 天気の変化と関係がある そして
この時期の雲は西から東に動き，天気も西から変わ
っていくことが多い。

・天気の変化の規則性を活かし，天気予報ができそう
だ。(第三次へ)

第
三 気象予報士になってみよう！
次 ・必要な情報を集め，気になる日の天気予報をする。
８

， 。～ 天気の変化は 様々な気象情報を用いて予想できる
10



次に，永久磁石と電磁石を比較させ，極があることを予

想させた。その際，下写真のような視覚的な事象提示を行

うことで，観察できる磁界の様子が，棒磁石に似ているこ

とから「棒磁石と同じように，電磁石にも 極・ 極があ

るのか 」という問題をスムーズに見出すことができた。。

「きゃあ，なんだかウジャウジャしている～！ 「気持ち悪い～！」というのは，水中の小」，

さな生き物を顕微鏡で見た時の子どもの初発の感想である。正直な子どもたちの反応である。

しかし，じっくり観察を続けていくと「きれい！」とつぶやき，よりじっくり観察するよう

になっていく。子どもたちが「気持ち悪い！」と言うのは，倍率が低く，一度にたくさんの

ものを見ている状態である。じっくり観察することを促すと，倍率をあげて見ることで，実

はとても美しい姿をしているものも多いことが分かる。クンショウモやミカヅキモなどは，

動かないが美しい形をしているということで「人気者」になった。この活動では，じっくり

観察させ，生き物の美しい姿にじっくり触れさせることが大事であることを痛感させられた(次

ページ写真参照)。

★柔軟性 ・発展性 ・簡便性

★明確性 ★安全性

電磁石の磁界を観察する実験について

は，特別な機器が必要で，教師の専門性も

問われることから，この部分だけは 指

導が必須である。

実験の実際

「デジタル板書」の一部

主 な 学 習 活 動次・時

・電流を流すと磁石のように引き合う実験を行い，なぜ
そのようなことがおこるのかを考える。

第
一 コイルを作ってはたらきを調べよう。
次
・コイルを作り，鉄心などを入れて働きを調べる。

１
～ 電磁石とは，コイルに鉄心を入れて，電流を流す
３ と，磁石のような働きをする。

・もっと強い電磁石を作りたい(第２次へ)
・永久磁石のように極があるのかな(第３次へ)

第
二 電磁石にも，極があるのだろうか。
次
・電磁石の極を調べる。電流の流れを変えて調べる。

４
～ 電磁石にもN極・S極があり，電流の向きが変わると，
５ 電磁石の極も変わる。

第
三 もっと強力な電磁石をつくるにはどうしたらよいか。
次
・電流を強さとコイルの巻き数を変えて調べる。

６
～ コイルの巻き数を増やすと強くなる。また，電流を強
８ くしても強くなる。

第
四 電磁石が利用されている物をさがそう。

電磁石を利用したおもちゃを作ろう。
次
９ ・電磁石つりざお ・手作りモーター
～ ・ブザー ・ミニスピーカー
12



第４時目には，メダカに実

際に水中の小さな生き物を与

， 。え 食べるかどうかを調べる

観察しやすいようにメダカを

小さな水槽に移した直後は，

環境の変化のために食べない

ことが多い。また，パクリと

食べる様子を観察させるため

に，数日間は餌を与えず，メ

ダカを空腹にさせておく必要

がある。さらに，エサとしてはミジンコのよう

な肉眼で存在が分かるものが適している。餌と

なるミジンコを育てておく必要もある。このよ

うに，事前に十分な

準備を行って「メダ

カが，水中の小さな

生き物」を食べる様

子を子どもに観察さ

せることができた。

平成21年度のソニー論文で掲載した実践であるが，以来ずっと実践している。本校のオリ

ジナルの実践として「モデル化学習」と名付け，大事にしてきた。今回 「 」の視点で改，

善を行い 「評価」の部分を強化できたこと 「言語活動の充実」という視点を加えることが， ，

できたことなどにおいて，成果があった。また，平常時の体内の血液循環でなく 「激しい，

★柔軟性 ★発展性 ・簡便性 ★明確性

★安全性

メダカは何を食べるかという疑問から，水

中の生き物を顕微鏡で観察し，それらをメダ

カが食べるか実験を行うという学習展開は，

子どもたちにも人気で，ぜひ今後も大事にし

ていきたい。ミジンコなどの飼育を事前にや

っておく必要がある。

(よく見ると「きれい！ ）」

「きゃあ，気持ち悪い～ 」。

ﾒﾀﾞｶがﾐｼﾞﾝｺを食べるか調べる実験



運動時 「食後」など具体的な体内の血液を考えることで，より問題解決的な学習が展開で」，

きるように改善することができた。

例えば 「激しい運動，

をしている場合，血液

はどんな様子？」とい

うような具体的な体内

の血液を考えさせるこ

とで，より問題解決的

。「 」，な課題となる 食後

「無呼吸で水泳をして

」 ，いる 等の場面設定を

グループごとに与え，

活動前に話合いをさせ

ることで，子どもは意

欲的に考えた。

「最初は，小腸を回った所で，養分を取るのを忘れる人

がいたけれど，○○君が気づいて注意をしたら，みんなし

っかりとできるようになって，良かったと思う 「全身。」，

から戻ってきた血液が，そのまま肺に行く間違いがあった

けど，途中から改まって良かったと思う 」など子どもた。

ち同士で意見交換を行うことができ，児童の相互評価がで

きた。

「活動した後では，しっかり説明できた 「図では，血液の動きをよく理解できていな。」，

いことが分かった。活動して，初めて分かった気がします 」などの感想を得られた。活動。

ぼくが
ナレーシ
ョンする
ね。

その説明
に合わせ
て，私たち
が動けばい
いのね。

評価する側活動する側



の後が説明もしっかりできていて，この血液のモデル化活動の有効性も子どもの感想から見

出すことができた。また，説明できるようになった自分の成

長も実感できたようである。

ここでは理科以外の教育活動全般の実践について述べることとする。特に，前項の理科の

実践では，理科という教科の特質から 「ＵＳ」の視点を５つの視点（ 柔軟性：全ての子が， 「

」，「 ， 」，楽しめる 発展性：新たな発想につながったり 生活場面に関連づけやすかったりする

「簡便性：準備も簡単で，専門的な知識や技能を必要としない 「明確性：教師も子どもも」，

分かりやすい ）のみで実践をふり返ってきたが，ここでは「ＵＳ」の「新しい児童観（新」

児童観 」と「空間性」も入れた全７要素で実践を見ていくこととする。）

今年度１学期の後半に，アメリカ合衆国から一時体験で１年生が転入してきた。いろいろ

な勉強も積極的に取り組む活発な子であったが，最初は日本語を使った言葉での交流がなか

なか難しかった。しかし，すぐに日本語に慣れ，写真のようにアサガオを育て，観察する活

動を楽しく行うことができた。この活動中は，言葉が通じる通じないの問題はあまり重要で

なく，植物のお世話をするという活動が，子ども同士の交流を豊かにしてくれた。言葉での

やりとりはもちろんまだまだスムーズではなか

ったが，子どもたちは動作や表情で気持ちをう

まく伝え合って

。いるようだった

右のように英

語で成長の様子

を記録すること

もできていた。

★柔軟性 ★発展性 ★簡便性 ★明確性 ★安全性

これまで数年間実践してきたものを 「 」の視点で改善することができた。血液の循環は，，

図だけで考えることはかなり難しいが，体を動かしながら考えることで，理科が苦手な子も少し

ずつ理解を深められる。さらに，子どもによっては，血液の流れをもとに「例えば，深呼吸をし

た時には・・ 「眠っている時には・・・ 「熱中症になりそうな時には・・」など自ら課題を」， 」，

アレンジして自問する場面も見られ 「発展性」も十分に確認できた。実験器具等も使わず，簡，

便に実践できる(簡便性)ことも魅力的な実践である。

活動後，図を使い説明する子ども授業終末の子どもの感想 理科ノートより



（ 「 」） ，理科 ５年 電磁石 との関連をはかり

実施した。ソニーセミコンダクタ（株）鹿

児島ＴＥＣのご協力により「ものづくり教

室」を開催でき，子どもたちにとって貴重

な体験と

なった。

作 業 と

しては，

自分たち

で作れる部分は，学校で作っていくように

した。一番大事な振動部分については，ソ

ニーのエンジニアの方々から，アドバイス

をもらうようにした。

第三・四次は ソニーセミコンダクタ(株)，

鹿児島ＴＥＣ

に移動し，直接

アドバイスをい

ただきながらの

製作に入った。

しかし，なかなか音が

大きく鳴らない。子ど

もたちは，どうすれば

よいか話し合い改善策

を考えた。ホワイトボードに改善策を書き，発表し

た。それらの考えをもとに作り直し，音を大きくす

ることができた。

本単元の前半部分は，教師やエンジ

ニアのアドバイス通り作っていた子ど

もたちであったが，音をも

っと大きくする仕組みを考

★新児童観 ★柔軟性 ★発展性 ★簡便性 ★明確性 ★安全性 ★空間性

「ＵＳ」の７つの要素全てにおいて★マークをつけることができた。特に「新児童観」

に関わる大切なことを，この児童から我々は学んだ。例えば 「言葉は違っても，自然に，

語りかける活動は楽しく共有できる 「子どもたちは，言葉が通じなくても，活動を通。」，

して，思いや考えを上手に伝え合うことができる」など，子どもがもつ可能性を我々に教

えてくれた。まさに「ＵＳ」の「新児童観」に触れる実践となった。

主 な 学 習 活 動次・時

・これまで学習したことを活かした生活用品を探す。
第
一 電磁石の働きを使い，ﾍｯﾄ゙ ﾎﾝを作る計画を立てよう。
次

：ソニーの ページに作り方が紹介されているぞ。

小さなコイルに磁石を入れて，ラジカセなどから電気信号
を流すと，音が聞こえるかもしれないぞ。

：自分たちが作れる部分は作っていこう。
：ソニーのエンジニアさんに教えてもらいたい。

第
二 ﾍｯﾄﾞﾎﾝの本体やコイル部分を作ろう。
次

・学校で，自分たちが作れる部分は作っていく。

何とか形になってきた。しかし，実際になるかどうかは
分からない。

第
三 ソニーのエンジニアさんに教わって作ろう。
次

・エンジニアさんと相談しながら作る。

小さい音だが，ある程度鳴った。

第
四 もっと大きな音にするためにはどうしたらよいだろう

：音が大きくなるよう工夫しよう（ﾎﾜｲﾄﾎ゙ ﾄー゙に書く。）
・工夫したことを確認し，実際につくる。

学習してきた事柄を活かして，私たちの生活は，便利にな
っている。



え，自分たちで作り直す活動後の子どもたちは主体的に活動できるようになっていた。途中

から，自分で考える態度が求められたことで，自分たちが作っているんだ，という意識を強

く持つことができ，ものづくりの達成感や充実感に繋がった。

本校区内に「自然学園」という情緒障害児短期治療施設があり，その子どもたちは本校に在

籍していること，そして毎年１学期に１回程度は郡山小の理科部の教師が出前授業を行って

いることを，前論文で述べた。今年度は，５年生の児童１人が在籍しており，その子の実態

から５年理科の内容を扱うことができることが分かった。そこで，普段は自然学園の先生が

行い，実験をするための機器類や専門的な知識・技能が必要な理科の学習では，本校の理科

専門の先生が，自然学園に出向き，Ｔ２という形で指導に加わるようにした。

自然学園内の分教室（郡山小本校にある教室と違い，離れて自然学園にあることから「分教

室」と我々は呼んでいる）に，メダカを飼うための水槽もあり，さっそくメダカを飼うこと

にした。児童Ａさんは，メダカにも名前を付け，毎日エサ

をあげる優しい子である 「野生のメダカはエサを与えら。

れていないが，何を食べるのだろうか 」の問いには，事。

前に分教室の担任の先生と教科書を使って学習を進めてい

たので，知識レベルで返事ができた。しかし，実際にそれ

を見る活動を行っていないため，顕微鏡でさっそく水中の

小さな生き物を見ることにした。顕微鏡で見える画像を，

テレビの大画面に映し出すことで，操作もしやすく，みん

， 。なで同じ画像を見ながら いろいろ話し合うことができた

先生： どう （小さな生き物が）たくさんいるでしょ 」「 ， 。

さん： たくさんいるんだ～ 」「 。

先生： これがメダカの食べ物になるのは，この前の実験で分かっているよね 」「 。

さん： この前の実験で，メダカの）パクリ(ってするところを ，見たよ 」「（ ） 。

とメダカと水中の小さな生き物の「食べる・食べられる」関係に触れることができた。

★新児童観 ★柔軟性 ★発展性 ・簡便性 ★明確性 ★安全性 ・空間性

子どもは，ある内容を学ぶ際に，その内容の「核」になる部分だけに触れても，そ

の内容を学び取ることはできないと思う。エンジニアと触れ合ったり，小さい音を工

夫して大きくできた成功感を味合わったり，グループで教え合ったりすること等の周

辺の活動があってこそ，核になる「ものづくりの楽しさ」を学び取ることができたの

ではないだろうか 「子どもは多様に学ぶ」という「新児童観」からもそれを強く感。

じた。自然学園の子どもも参加し，楽しむことができたことから「柔軟性」も★マー

クとした。企業連携や材料の事前準備等々，少々手間がかかる部分があることため，

「簡便性」の課題が残った。

テレビに映し出された顕微鏡の画面を
近くで見ながら話し始めるAさん



さん： どうやってこんなに持ってこれたの（持ってくることができたの？ 」「 ）。

先生： これはね，理科室で育ててるんだ。育てているって言うよりも，日の当たるところ「

に置いた水の中に，ほったらかしでもどんどん増えていくんだけどね。ほら，持って

きた入れ物の中には緑色の部分があるでしょ。ここにいっぱいいるんだよ 」。

さん： へえ～ 」「 。

先生： こんな緑色の水は，プールや池などで時々見かけ「

るでしょ 」。

さん： うん，うん 」「 。

という話をして，プールや池の緑色になった水についての

身近な事象に関連づけられた。とにかくテレビの大画面に

， ，写された生き物たちの姿に Ａさんは夢中になって見入り

抵抗なく話をすることができた。

このように，ちょっとした工夫を行うことにより， さ

んの学びがよりよいものになる。今後も工夫をしていかね

ばならないと思う。

前回の論文にて「ＭＩ理論」を紹介した(前回論文を参照)。ハーバード大学のＭＩ理論を

背景にした様々な実践活動が知られているが，その中から「思い考え行動する」学びのあり

方を更に充実させると考えられる指導手法を積極的に取り入れた実践を紹介する。

今年度実施した「田んぼプロジェクト」の中盤部分を紹介する。本単元は，田んぼに関す

るテーマを設定し探究活動を行う学習である。単なる調べ学習ではなく，探究する活動の中

に体を動かす（行動する）活動が入っていなければならない。子ども一人一人が主体的にテ

ーマ設定をし，ある程度似ているテーマでグループをつくり，探究の計画（プロジェクト）

を立てる。行動しながら探究活動を進めることから，郡山小では「プロジェクト学習」と呼

んでいる。子どもたちが生き生きとすばらしい成果を上げている「プロジェクト学習」に，

次のような教育手法を取り入れてみた。

エントリーポイント

実践するにあたり，我々は，ＵＳの新児童観から「子どもたちは，それぞれ自分に合った

， 」 。 ，学び方を独自にもっており その子が好む学び方で導入段階を扱いたい と考えた 例えば

田んぼに関するテーマを設定する導入段階で，体を動かすことが好きな子は，田んぼで体を

動かす活動から「不思議」を見つけテーマにするであろう。論理・数学的な思考を得意とす

★新児童観 ★柔軟性 ★発展性 ・簡便性 ★明確性 ★安全性 ★空間性

顕微鏡をテレビに投影する機器類の設置に手間はかかるが，この機器活用によってＡさん

は顕微鏡を上手に扱え，一緒に観察することでスムーズなコミュニケーションももつことが

できた。

顕微鏡の画面が映し出された
テレビ画面を前に，話すAさんと先生



る子どもは，田んぼの面積を考えて 「どのくらい収穫できるのだろうか 」等の考えが芽生， 。

え，そこから田んぼへの関心が高まるだろう。子どもによって効果的な導入のスタイルがい

ろいろ考えられる。

このように，学び方のスタイルに合った多様な導入を実現するために，ハーバード大学の

ハワード・ガードナーが提唱する「エントリーポイント」の考え方をもとに，授業展開を次

のように工夫した。まず，共通体験として田んぼでのフィールドワークを行う。少しでも不

思議に思うこと 「あれ？」と思ったことはノートにメモしておき，授業の後半からは，さ，

らに各自のテーマがはっきりするように，田んぼを始め，図書室・職員室・パソコン室等々

。 ，「 。」自由に動き回って情報収集してよいこととした 中には 田んぼにあった音楽を作りたい

と早々音楽室に行く子どももいる。もちろん，音楽が得意で音楽が好きな子である。エント

リーポイントを教師がつくり，それらが一方的に子どもに与えられるのではなく，子どもが

自由に動き回ることができるようにすることで，子ども自身が自らエントリーポイントを見

出していくという導入である。もちろん 「はてな？」を最初の段階で見つけられず，やみ，

くもに這い回るような子どもには，すかさず我々は寄り添い，教師も一緒に考えるようにし

た。

学習のゴールを明確にし，学習前に示しておく。

ハーバード大学のハワード・ガードナーが提唱する「 ｆ （ )

理論」に習い，学習前から大きな目標を掲げておくこととした。そして，その目標に対して

その子なりの答えを明確に言える，あるいは行動に移せることをこの学習のゴールとした。

例えば，田んぼは自然を学ぶのに最高のフィールドであることから， （

）にも重なる部分であるが，上記のような問いを最初子どもたちに

提示した。そして，子どもたちに向けて「君たちなりの答えを出せるように，それぞれのテ

。」 。 ， ，ーマを大事にして活動して欲しい と語った 下の写真は 本単元の導入段階の１学期に

子どもが書いたものである。初期の段階で，ここまで書ける子どもたちだからこそ，学習の

終末段階ではすばらしい

答えを見出してくれるこ

とと期待している。

田んぼでフィールドワーク 個人ﾃｰﾏをもとにｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞ

・再度，田んぼでﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ
・専門家からｱﾄﾞﾊﾞｲｽをもらう
・図鑑等で概要調査
・過去の実践例と比較
・実践例ヒントコーナー



これまで，2009年度論文にて「郡山小サイエンス事業」として提案して以来，年々充実して

きている。保護者や地域の方々の学校への協力が多くなされており，昨年度は「

として文科省から表彰を受け推進にかかる文部科学大臣表彰

た。郡山サイエンス事業(前回論文参照)の中の最近取り組んだ実践をいくつか紹介する。

★★新児童観 ★柔軟性 ★発展性 ★簡便性 ★明確性 ・安全性 ★空間性

多様な学びのスタイルを大事にする授業展開をとれ，効果的な学習ができてきている。今

年度は，まだ学習の途中なので最終的な検証結果は出ていないが，学習導入時に学習のゴー

ルを示すことは，子どもの取組具合や感想を見ても効果がある。また，田んぼに行ったり，

図書室やパソコン室に行ったりと活動の場を自由に子どもが選択できる授業スタイルは，安

全面でやや課題が残るが，地域ボランティアの方々にグループについてもらう等工夫するこ

とで改善できそうである 「 理論」に関するエントリーポイントや ｆ の考え方の導。

入などいくらか実践ができ，今後の大きな可能性を感じている。

表：これまでの講師と講話内容

年度 講師名・内容毎年６月頃にある「日曜参観 。この日は 「親子科学講」 ，

H22 柳田理科雄先生演会」と銘打って，親

【科学を空想して楽子で科学の面白さを味

しむことについて】わえる講演会を開いて

H23 JAXA 阪本先生いる。

【宇宙について】今回は，昆虫につい

H24 塚田先生てのお話を聞くことが

【昆虫について】できた。親子で科学に関する話を聞く

顕微鏡やアルコールランプの使い方，メスシリンダーや上

皿てんびんなど実験器具の取り扱いについては，しっかり教

え込んで，繰り返し練習する必要がある。しかし，なかなか

， 。全ての子に手が回らず 指導が行き届かないのが現状である

特に，顕微鏡の取り扱いは難しい上に，準備等も手間がかか

り大変である。今回，地域支援ボランティアの方々に，顕微鏡の取り扱いを学習する授業

にお手伝いをいただいた。もちろん，顕微鏡の使い方の事前の講習会(本校の理科部が実

施）を行った。写真のように，子どもに寄り添っていただき，顕微鏡の取り扱いの指導が

徹底できた。顕微鏡の取扱に関するペーパーテストの問題を，ほとんどの子がよく解けて

おり，この実践は大いに効果があったことが分かる。地域支援ボランティアのこの活動を

「サイエンス・ボランティア(略してサイ・ボラ)」と名付け，実験器具の取扱などの学習

で積極的に取り入れていきたい。

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの先生と一緒に観察



理科に関する環境整備については，数年前から取り組み始め充実してきている。ここでは，

特に屋内の掲示物に関して述べる。

園芸用品であるラティスを掲示板として活用したことで，移動が容

易である。新しい掲示物は，よく目に触れる廊下

や階段の壁に貼り，古いものは北校舎１階ピロテ

。 ，ィにて移動するようにした 古いものも大事に一時保存することで

過去の実践を必要な時にふり返ることもできる。ラティスを固定す

る金具は特注である。計画的に設営がなされるようになった。ﾗﾃｨｽｺｰﾅｰ

ﾗﾃｨｽをとめる金具

従来ある「理科コーナー」に，サイエンスクラブの活動を紹介したり，緑化委員会(児童

会活動)で給食の残食を肥料にする段ボールコンポストを置いたりした。クラブや委員会な

ど校内の既存の組織とうまく関連を図ることで，子どもが掲

示する側として関わることになり，更

に有意義なものとなった。段ボールコ

ンポストは丁寧に扱えば無臭であり，

風通しをよくすれば夏場でも室内での

取扱が可能であることが分かった。
ｸﾗﾌﾞ活動で作った昆虫採集 「緑の部屋」と段ﾎﾞｰﾙｺﾝﾎﾟｽﾄ

学校便りの理科コーナーを教頭先生が

担当し，理科や科学に関する情報を発信

している。

指導法改善

教諭も毎週

｢ 理 科 み の

り｣を発行し

啓発活動を

。行っている
教頭先生発行の学校便り

学級ＰＴＡやあいご会（鹿児島市の「子ども会 ）などの行事にて，理科的な活動を」
取り入れようとする動きが盛んになってきている。役員さん方が事前に，郡山小の理科
部の先生方にアドバイスをもらい，当日は
自分たちで運営しながら開催することが多
い。理科的な活動が，地域に浸透すること
に繋がり，うれしいことである。今後，ま
すます盛んになることを期待している。

金環日食等の天体

ショーがあり，その

観測会を本校の理科

部の先生方で開催し

た。また，海上自衛隊から南極の氷が贈呈

され，運動会で地域の方々にも紹介した。

自然現象を活かしたり，外部組織と連携を

図ったり，他行事と関係づけたりすること

， 。で 魅力的な理科のイベントを開催できた

日食を観測する子どもたち
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Ⅸ 教育実践の反省

１ 全体的にみての反省（成果を具体的に確認し，新たな課題を見出す）

成果① ユニバーサル・サイエンスという視点を加えることに

よって 「全ての子へ」という実に当たり前で根本的な理念，

を常に我々は意識しながら，実践することができた。

成果② 全ての子や全ての先生に，魅力ある楽しい理科教育に

なるような方向で実践・研究を進めることによって，必然的

に「思い考え行動する」学びを目指した授業を大事にするこ

ととなった。これまでの取組をさらに充実させるための基本

理念として大いに機能した。

成果③ ユニバーサル・サイエンスは，基本理念としてだけで

なく，実践を評価する上での有効な評価手段にもなった。

成果④ 本校の打ち出した「新児童観」は，資質・能力的な得

意・不得意，情意的な好き・嫌い，あるいは生活環境や生育

歴等に起因する子どもの実態等に関係なく，全ての子どもの

可能性を見出すことができ，かつ，子どもが生来的に持ち得

ている「プラス」の部分を記述している 「新児童観」を更。

新すべく，以前にも増し，子どもをじっくり見つめるように

なり 「プラスのフィルターで子どもを見よう」という心構，

えをもつようになった。そのことが，必然的に我々の日頃の

指導法にもいい形で影響したと考える。

成果⑤ 「新児童観」を始めとするユニバーサル・サイエンス

の７要素は 「壁」にぶつかっている子どもへの関わり方に，

ついて，以下のような方向性を示してくれた。

・ 興味・関心，学び方のスタイル，得手・不得手等を見

取ることも大事だが，項目化して一つ一つを評価してい

， ， ，くことよりも あまり難しく考えず その子に寄り添い

一緒に学ぶ姿勢を大事にした方が効果がある。

・ 学びのスタイルに合う方法で，学ばせることができれ

， 。ば その子はもっている力を発揮して学ぶことができる

・ その子の学び方に合致した指導法を我々が取れるよう

に個々に対応することは，全体指導との兼ね合いの工夫

が必要で，今後の大きな課題である。

・ 全ての子に魅力的な教材開発も忘れてはならない。

２ 全国学力テストの結果から考える

客観的な調査として全国学力テスト（以下，全学テ）の結果が手に入った。分析・考察する

評価のツールとしてのＵ

Ｓを，日々の実践の中で，

どのように位置づけ機能さ

せるか。

残された課題・新たな課題（「壁」）実践・研究の成果

ＵＳの考え方を，Ｐ３の

図に示したような「思い

考え行動する」学びを支

える・・・というだけに

留めず，我々の教育活動

全体を「ＵＳ」の視点で

俯瞰できるツールとして

捉え直していく必要があ

る。

子どもを見取る（評価す

る）ことを重視するあま

り，その子の部分しか見て

いないことがよくある。評

価項目を限りなく増やして

もその子の全体を見取るこ

とにはならないし，物理的

に評価する時間的な問題が

ある。寄り添って子どもの

全体像を見つめ続けること

が大事である。

また，寄り添い方の一般

的なノウハウ論を展開する

よりも，個々の子どもに寄

り添う実践を積み上げ，我

々教師の「寄り添う」スキ

ル向上を目指したり，ケー

スバイケースで臨床的な子

ども理解の研究を進めるこ

とが大事である。

例えば，子どもに寄り添

うことができる有効な手段

として「理科ＴＴ」等があ

るが，このようなシステム

は今後も維持できるのか。

子どもに魅力的な教材を開発することにも努めてきた
が，今後も継続していく必要がある。
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ことで，これまでの取組をふり返ってみる。本校の通過率と全国・鹿児島県のものとを比較

してみると，全国を「極めて大きく上回る」結果となった。テストの直後に，子どもたちが

「 。」，「 」 ， 。 ，楽しかった 簡単だった と感想を言っていたが 結果を見て納得した 子どもたちは

「できる・分かる」実感と自信をもってテストを受けていたのである（全学テの具体的な数

値の公表は控える 。さらには，図１より「結果から結論につなげる」過程で，考察すること）

も大事に扱われている。図２から

は 「理科学習の意義や有用性」，

など子どもたちは十分高まってい

ることが分かる。その他，理科の

ほとんどの項目において，全国・

県を上回っており，子どもたちは

知識レベルだけでなく，理科に対

する情意面なども十分高いことが

分かった。本校は国語・算数など

においても割とよかったのだが，

特に理科だけは突出した良い成績

で，先生方と「これまでの理科の

取組が，結果として表れたんだ

ね 」と喜んでいる。。

３ 次回計画に繋げるための反省のまとめ

① 全学テの結果で明らかなように，子どもたちの学力は十分ついている。しかし，これは

全体的な見方であり，今後は個々の学習のあり方に焦点をあてて研究を深めていくべきであ

る。そうすることで，全ての子どもにとって「科学の面白さを味わわせる」理科教育も追究

でき，全体的な理科学習の引き上げにもつながる。

② 「ユニバーサル・サイエンス（ＵＳ 」の実践・研究を深めることで，我々の実践のあり）

方を客観的に評価することにつながった。そして 「思い考え行動する」学びを支え，更に，

充実させる実践になっただけでなく，その関係性を具体的に考えることができるようになっ

た（次ページに関係図として明記 。関係図の中で，具体的な課題（新たに見出すことにな）

った「壁 ）も明記することができた。」

③ 新たに見えてきた「壁」の一つに，これまで取り組んできた「指導法改善」や「環境整

備」などのジャンルには当てはまらず，これまで重視していなかった問題が出てきた。例え

ば，これまでは，ＴＴ指導ができることを大前提でＴＴ指導の実践・研究がなされていた。

しかし，転勤等に伴って今後職員構成が変化し，学校の事情も変化する。当然，子どもの実

態やニーズも変化する。さらには，その年々の重点教育目標や経営方針如何では「ＴＴ指導

が次年度以降も行われるのか(理科をＴＴ指導で指導できなくなる？)」といった問題が見え

てくる。学校経営レベルの内容であったり，校務分掌と関連した指導体制の問題であったり

することから 「教育システム」という部分に実は「壁」があったことも再認識できた。，



- 23 -

Ⅹ 2013 研究計画ユニバーサル・サイエンス・プロジェクト(ＵＳＰ）

１ 具体的に見えてきた課題（壁（バリア ））

次年度の実践・研究は，ユニバーサル・サイエンス・プロジェクトの３年次として進めるこ

ととする。具体的には，子ども・教材・教師の３者間の関係を，ユニバーサル・サイエンス

（ＵＳ）の視点で俯瞰的に見た場合，以下のような「壁（バリア 」が見えてきた。）

２ 具体的な実践・研究の内容

研究内容の一部を，具体的に考えてみた。一部を紹介する。

上の図中の「バリア⑥・⑦」より(1) 「 」について ←システム維持・改善

① 全国大会を経験した職員メンバーが転勤等で少なくなっていくが，理科への取組は今

後も維持したい(理科指導へのこだわり，職員の意識， 指導の体制など 。TT ）

子ども

自然や

学習内容

教師

「思い考え行動
する」学び

教師集団

バリア⑥：理科のＴ
Ｔ指導の体制を維持
するために何をなす
べきか。

授 業授 業

バリア④：「Ｕ
Ｓ」を日々の理科
の授業を評価ツー
ルにできるか。

バリア②：子どもに寄り添って，子

ども理解をどのように進めるのか。

バリア③：子どもに寄り添い

ながら，どのように関わるの

か。

バリア⑤：教材の開発
はどうあるべきか。

バリア①：他教科
等での実践の積み
上げ

バリア⑦：今後も全校体

制で実践・研究するため

に，何をすればよいか。

バリア⑧：教育活動全体をＵＳ的視点

で俯瞰して評価できるか。（現時点

で，本図のような「壁（バリア)」を

見出すことができた。）

バリア⑨：地域や保護者の理解

・協力を今後維持・発展させる

ためには，どうすればよいか。

残された，あるいは新たな「壁（バリア）」を
子ども・教材・教師の３者の関係から分析
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職員研修の充実，研修テーマや内容を「理科」に！

理科を核として，他教科へのよりよい波及効果をねらう。

「 」 。学校長の経営方針に学校の特色として 科学・理科教育 を明記

② 学校のシステム改善だけでなく，地域・保護者を巻き込んだ「郡山小サイエンス事業」

のシステムをさらに充実させる。 地域や保護者が主体的に「科学する」体制作り

「郡山小サイエンス事業」のシステム改善

Ｐ23図中の「バリア⑤」より(2) 「 」について ←教材の開発

５年「植物の発芽・成長・結実」について，教材開発ができそうである。ある子どもが「僕

たちが緑の部屋で育てていたインゲンマメに種子ができています。芽が出るよね 」と尋ねて。

きた。私は，ハッとした。これまで私は，インゲンマメを発芽・成長の条件を調べるための

実験植物として扱い，実験が終われば処分することが多かった。しかし，子どもたちは，命

ある生き物としてインゲンマメを見つめていた。この種子を再度発芽させ育て，次の世代に

命をつなぐという部分を扱い，生命の連続性に触れる内容とすべきであった。なぜ私は，こ

れまで絶好の機会を見す見す逃していたのか。

そこで，インゲンマメから採れた種子を使い，再度発

芽させる実験を扱う。この内容を付加することで，生命

は次の世代に受け継がれること（生命の連続性）や条件

等を制御することで繰り返し同じ結果を発現させること

ができること等を扱える。具体的には，右図の赤い矢印

の部分を 「植物の発芽・成長・結実」の単元内で，水，

耕栽培（発芽の３条件)の実験として扱うようにする。

Ｐ23図中の「バリア⑨」より(3) 「 」について ←地域や保護者の理解・協力

５年生の「顕微鏡の使い方」の学習で，地域支援ボランティアの方々に協力をもらった。本

校では「サイエンス・ボランティア(以下 「サイボラ」)と名付け，今後内容や活動回数等を，

充実させていこうと考えている。サイボラの支援体制を活用すれば，顕微鏡の指導が充実す

るだけでなく，教師に時間的・物理的な余裕ができ，個別の支援等が充実する。

このような効果をうまく使って，次のような実践を検討している。複式学級をもつ隣接校が

あるが，５・６年複式学級において，理科は同じ時間に組まれ，担任の先生が学年間を行っ

たり来たりして，違う実験などを同時に指導しているそうだ。ここに，サイボラを取り入れ

てみる。例えば，５年生は顕微鏡の指導を入れ，サイボラの方々に一部お任せする。もう一

方の学年は担任の先生が直接的に実験や話し合い等の指導にじっくりとつく。顕微鏡の指導

も充実し，もう一方の学年には先生がじっくりつけることから効果的な学習が期待できる。

本校の理科指導の充実のために立ち上げた「サイ・ボラ」だが，隣接校に出張し，複式学級

の理科の充実を目指して 「郡山サイエンス事業」をさらに拡大していきたい。，

研修内容・教科は

理科

TT指導ができるような

校務分掌

科学教育・理科教育の推進を

学校経営方針レベルに取り扱う

学級レクや「あいご会」活動で理

科的内容がある場合の積極的協力

「ｻｲﾎﾞﾗ(ｻｲｴﾝｽ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）」

の他校への派遣

対
策

対
策
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Ｐ23図中の「バリア②・③」より(4) 「 」について ←子どもの理解の方法，関わり方

① 自然学園や特別支援学級の子どもたちから学ぶ

今後も自然学園の子どもたちに「科学・理科の楽しさを味わえる」ような取組を行ってい

きたい。さらに，特別支援学級の子どもたちへの理科指導にも力を入れていきたい。本校に

は特別支援学級として「ひまわり」学級(知的障害)と「たけのこ」学級（情緒障害）の２学

， 。 ， 。級があり ４人の子どもが在籍している 担任の先生方と連携を取り 実践を積み上げたい

② 「MIレーダー」の活用

P22 5 MI前回論文（ 「( )児童の評価・・・の研究 ）で，」

「 」 。理論による レーダー を活用することを予定しているMI

職員・保護者への理解・協力を得るために，説明や授業で

どのように導入するのかといった検討する時間が必要であ

った。具体的には理科の授業で一人一人のＭＩのタイプを

見取り，複数の学習活動を用意し，それを子ども自ら選択

できる活動分岐型の授業展開をイメージしている。具体的な

実践は，次回の論文に載せることとした。

具体的には，トーマス・アームストロングの著書「マルチ

能力」にある「 チェック」の修正版を使い 「 レーダMI MI，

」 ， 。ー を描かせ 子どもの考え方のタイプを捉える資料にする

③ 評価基準を児童が作成したり自己評価したりする方法

前回論文で予定していた上記の計画（ 「( )評価基準を児童が作成したり・ ）は，職P21 3 」

， 。 。員への理解・協力を得るために 研修を重ねる必要があった さっそく９月から実践に移る

（ ）・ 評価基準を児童に作成させるための表 子ども向けに作った評価基準例をもとに作成

・ 単元の導入の第一時（オリエンテーション）で子どもと教師が話し合ってつくり，ノ

ートに貼り付け，いつでも確認がとれるようにしておく。しかし，先行オーガナイザ的

な情報として内容や授業展開によっては逆効果になる場合もあるので，十分留意する。

④ ノートから「ポートフォリオ」へ

前回論文で予定していた上記の計画（ 「( )ノートからポートフォリオへ ）は，次年P21 3 」

度から実施することとする。

ⅩⅠ 計画の成果をどう見取るのか（評価の方法）

：必要に応じてアンケートを実施し分析・考察する。授業や日常の生活の１ どのように見取るのか

中での子どもの姿で見取っていく。全学テ等の客観的調査データも活用する。さらに 「ＵＳ」の，

評価項目を具体化し，授業のあり方を日々評価していく。また，自然学園や特別支援学級の子ども

たちへの実践については，プライバシーに十分留意し，個別の発言などを記録し，思考の流れ等を

推論する形で分析していく。必要に応じて写真やノートや作品などを活用したい。

：全職員で本論文の計画を共有し，見通しをもって取り組む。教２ 見取りをしっかりと行うために

育課程「郡山の教育」にも明記し，適正に運用されるよう常に連絡・調整に努める。

研究代表・執筆者名：平川 貴之（郡山小 教諭）

例えば，上記のＭＩレーダーは理科

の教員のものであるが，「自然共生」

「論理・数学的」知性等が高くなって

いる。

このようにして子どものタイプ(得意

な学び方，考え方のタイプ等）も形と

して捉えることができる。




