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科学が好きな子どもを育てる中畑アクションプラン
―「はてな？ 「なるほど 「もっと！」と実感できる学校・地域でサイエンス―」 」



第１章 「科学が好きな子ども」を育てるための基本的な考え
１ 本校がとらえる「科学が好きな子ども」とは
｢先生、シジミの足は、どこにあるの？ 「シジミが死んじゃったよ。」

たいへん！どんな水だといいのかな 「シジミが本当に川の水をきれい。」
にするのか確かめたら、水をかえて１時間で水が透き通ってきたよ！」
これは、総合的な学習で、校区を流れる矢作川のシジミを飼育している
３年生の子どもたちのつぶやきである。毎日 『マイシジミ』の世話をす、
るなかから、子どもたちの「はてな？」が生まれ、観察を通して答えを
見つけ出す追究意欲の高まりを感じている。
本校では、地域の自然や人材などの教育資源を活用した魅力ある教育

活動の創造をめざして、体験的な学習や自然に親しむ活動を推進してき
た。平成１８年度より 「科学が好きな子ども」を次のようにとらえ、理、
科・生活科・総合的な学習の時間を中心に、主体的な問題解決学習を大
切にした実践を進めている。

２ 子どもの変容をふまえた研究計画
（１）これまでの研究の成果と課題

、 、 。 、 、本校の児童は 素直で優しく 授業態度もまじめである しかし ７年前に本研究を始めた当時は
校区の自然のすばらしさに気付いている子は少なく、問題を解決する方法を考えることが苦手であっ
た。また、はじめは学習に意欲的に取り組むが、意欲が持続しないことが多く、新しいことを考えた
り創り出したりすることの経験が少なかった。
しかし 「科学が好きな子ども」を育成する本研究に取り組むことにより、子どもたちの姿は、少、

しずつ変わってきた。｢２０１１科学が好きな子どもを育てる中畑っ子プラン」に取り組んだ成果と
課題を以下に述べる。

【成果】
【 プラン１ 科学が好きな子どもを育てる理科・生活科】
○問題解決の過程を大切にした理科･生活科、総合的な学習の授業づくりを行ってきた。単元を
「つかむ 「ふかめる 「ひろげる」の三つの段階で構成し 「つかむ」段階で体験活動を十分」 」 、
に行った。このことで、子どもたちは各自の問題「はてな？」を見つけ、主体的で実感のある
追究活動ができるようになってきた。

、 、○自由試行や追究のためのものづくりの活動を単元に位置づけたことで 子どもたちが自ら学び
楽しく探究する姿が見られるようになった。また、ものづくり自体を楽しむ子どもが増えた。

○話型を活用することで、子どもが自分の予想や考えを述べることができるようになってきた。
【 プラン２ 地域とともにみんなでサイエンス】
○「ふるさと学習｣を位置づけ、学習成果を地域へ発信することで、ふるさとを愛する心が高ま
ってきた。

○親子サイエンス教室は、保護者からも好評で、親子で科学に親しむ良い機会となった。
○校内に「ものづくりコーナー」を設置したことで、子どもたちのものづくりに対する興味が高
まり、休み時間にも簡単な工作に取り組む姿が見られるようになった。

【課題】
●心を動かすような教材との出会いによって、子どもたちの追究意欲を高めることはできたが、
学習したことを実生活に生かすことが不十分で 「なるほど」という実感のある学びに結びつ、
いていない。

、●自分の考えを自分の言葉で伝えたり､まとめたりすることが徐々にできるようになってきたが
仲間とかかわりながら考えを深めたり、表現したりすることが不十分である。

シジミがとれたよ！

本校がとらえる

①身近な自然や自然事象にふれて ②仲間とかかわり合い、主体的 ②自分の学びをもとに､新しいこ
「なぜ」という疑問をもち、追究 に自分の考えを深めることがで とを考えたり、つくり出したり
しようとする子 きる子 することができる子



●地域の豊かな教育資源（人材）を、科学的な場面でまだ十分活用しきれていない。また、本校
の教員がここ数年の間に入れ替わったことで、理科指導のスキルが受け継がれていない。

（２）２０１２年度の研究構想

これまでの実践内容と課題や子どもの変容をふまえ、２０１２年度は、上の図のような研究の構想
を考え、 に取り組んだ。｢２０１２ 科学が好きな子どもを育てる中畑アクションプラン」
＜プラン１＞の「実感のある学びを展開する理科･生活科アクションプラン」における授業づくり

子どもが主体的に問題解決をするための「つかむ 「ふかめる 「ひろげる」の学習過程を大切では、 」 」
。子どもたちが「なるほど」と実感する学びをにし、その手だて（研究構想図 参照）に力を入れる

展開するために、問題意識を掘り起こす を工夫する。また、思考力や表現力、気付き教材提示の仕方
の質を高めるための を検討する。さらに ことにより、かかわり合いの場のあり方 言語活動を充実する
科学的な思考力や表現力をのばす。そして、学習したことをもとに創造していく喜びを味わわせる。

「中畑科学大好き絆＜プラン２＞の「地域とともにみんなでサイエンスアクションプラン」では、
地域ぐるみで科学が大好きな親と子を育てる。親子サイエネットワーク」を科学的な面から見直し、

ンス教室や講座の内容を再検討し、親も子も気軽に参加できるようにする。また、校内の理科環境を
見直し、子どもたちの をする。科学好きな子どもを育てるには、まず教師が科感性を磨く環境づくり
学を好きになることである。そのために理科指導のスキル向上のための を充実させる。校内研修会
＜プラン３＞では 生活に結びつく教、「中畑ドリームアクションプラン （新規計画）を展開する。」

材を開発したり、地域の教育資源と理科･生活科の授業づくりを密接に関連付けた単元や学習過程を
設定したりする。ふるさと学習から科学的な視点を重視した への転換を図り、科「矢作川単元学習」

本校や地域の財産である豊か学好きな子の育成と発達段階を重視した総合的な学習を推進していく。
な教育資源を、理科･生活科の地域単元やものづくり単元、矢作川単元学習にフルに活用する。



第２章 これまでの研究実践
１【プラン１】 実感のある学びを展開する理科・生活科アクションプラン
（１）

４年生では、教材教具の工夫により問題解決の過程を楽しむことができ、さらにチャレンジ学習を
「 」 。取り入れることで追究する楽しさを実感することができる単元 電池のひみつをさぐろう を考えた

つかむ段階では、乾電池１個でモーターを回す活動を取り入れ 「モ、
ーターが回る様子を観察しよう 」と子どもたちに投げかけた。子ども。
たちは、興味津々で取り組み出した。しかし、ウィーンという音は聞こ
えるが、モーターが回る様子が目で見てよくわからないようだ 「２年。
生の時にやったかざぐるまみたいなプロペラをつけたらどうかなあ 」。
とＡ子が言い出した。他の子も賛同し、手作りでプロペラ付きのモータ
ー回路を製作することにした。プロペラの本体を何にするかみんなで考
えていると 「給食の牛乳パックに砂を入れて重くするといい 」とＢ子、 。
が言った。毎日飲んでいる牛乳のパックなので、全員が同じものをすぐ

。 、 、に用意できた 次に 厚紙で作ったプロペラをモーターに取り付けるが
プロペラが大きすぎて、机に引っかかってしまう。試行錯誤しながら、子どもたちは を
完成させた。回路をつなげば、プロペラでモーターの動きがよくわかる､ である。「マイモーター」

このマイモーターを使って、自由にモーターを回す活動（ ）を行った 「乾電池の向きを。
逆にしたら、プロペラが反対に回るんだね 」と目を輝かせてマイモーターの動きを楽しんでいる。。
少したつと 「もっと速く回してみたいな 」という声がたくさん聞かれるようになった。そこで、ク、 。
ラスで話し合い 「 どうしたら速くモーターが回るかな」を追究していくことにした。、

、 、 、 。 、ふかめる段階では まず で に自分の考えをまとめた そしてシンキングタイム

マイボードに 「速く回るだろうと考えた回路」を描いたあと、 をもち 「なぜ、自、 、かかわり合いの場

分の考えた回路は、速く回るのか」を発表し合った 「乾。
電池の数を増やせば増やすほど速くなる 」という意見が。
多く出たが、回路に目を向けさせたいと思い 「乾電池２、
個」という条件にそろえた。すると、乾電池２個を同じ
向きにつなげる（直列回路）という意見をもつ子が多数
を占めた。
Ａ子は 「輪」ということにこだわり、導線のみをくる、

くる巻いた図を書き 「 回路』がたくさんあるから速く、『
回ると思います 」と、マイボード（資料１）を指し示しながら、みん。
なに説明した。他の子は、Ａ子の説明を聞きながら 「なるほど」と黒、

。 、 、 、板のマイボードにしばし見入っていた しかし Ｂ子は それに対して
「 、 」 。輪っかを伸ばしたら 一本の線になるんじゃない？ と意見を述べた

、 、「 」 「 」 、それを聞くうちに Ａ子は 回路 と 輪 を取り違えていたことに
はっと気付いた。マイボードで確かめるＡ子。このように、マイボード
を使うことで、かかわり合いながら問題を解決していく姿が見られた。
Ｃ子は、資料２のように「並列回路」にしていた。輪が２つあるから

速く回ると予想したが、実際にやってみると、乾電池１個のときと同じ
。「 。」 、ぐらいの速さで回っていることに気付いた ほんとうに同じ速さかな という意見が出てきたので

資料２Ｃ子のサイエンスノート

マイボードで説明するＡ子

資料１Ａ子のマイボード



教卓で、乾電池１個の回路でモーターを回しておき、電池２個を用いた直列と並列の回路のモーター
の回り方を交互に見比べた。半信半疑だった子どもたちも 「ほんとうに同じ速さだ！！」と目を輝、
かせて食い入るように見ていた。資料３の下線部からもわかるように、Ｃ子も自分の目で見て「なる
ほど」と実感することができた。さらに、下線部後半のように 「乾電池が同じ２個なのに速さが違、
うのはなぜか。つなぎかたによって違うのか 」と、また、新たな疑問がわいてきた 「電流のパワー。 。
を調べるものはないのかな 」という声が出てきたので、簡易検流計を使うことになった。。

このように、子どもたちは、マイモーター回路を使って、問題解決の過程を楽しむことができた。

ひろげる段階では 「直列つなぎ」のつなぎ方の利点を生かしなが、
ら 「電池で動くおもちゃ」を作る を行った。モーター、
で回るメリーゴーランドに興味をもった子が多く、いろいろな道具
がそろっている を利用して、意欲的にメリーゴーラ
ンドを製作しだした。プロペラの長さや、先に付けるおもちゃの大
きさや重さを変えたり、乾電池の数を増やしたりして、子どもたち
それぞれが工夫している。
Ｄ男は 「直列だから乾電池を増やせば、もっと速くなるよ 」と、 。

言って、乾電池を３つに増やし 「やっぱりね 」と確かめていた。そのうちにだんだん乾電池が熱く、 。
なってきて 「電池の数が多すぎだよ、大丈夫かなあ 」と心配しだした。そこで、９Ｖの乾電池を紹、 。
介すると 「すごい！今までで一番速いよ。｣と大喜びだった。、
Ｅ子は ２個の乾電池を使い 細長く切った厚紙を十字にして先端に小さな人形を取り付けた 短、 、 。「

い糸にしたら、速く回って見えるよ 」と糸の長さを変え、何度も試行錯誤を繰り返した。資料４の。
感想｢乾電池を増やして～、作ってみたいです。｣の文にもあるように、学習したことをもとに、新し
く創造しようとしている。子どもたちは、お互いの作品を見せ合いながら、交換して動かし、友達の
アイデアを参考にして作り直すことで、新たな気付きをもち、追究する喜びを実感していた。

（２）言語活動を工夫し、科学的な思考力を育てる理科の授業づくり
６年 理科「植物の成長のひみつをみつけよう （２０１２年６月実施）」
６年生では、推論を通して植物のもつ生命の巧みさをとらえる活動を重視し、自分の考えを言語化

する指導の工夫を考えた。
① 科学的な思考力や表現力を育てる
本単元は、 を中心にインゲンマメ、ダイコン、ホウセンカ、ヒママイジャガイモ（一人一袋栽培）

ワリ、アサガオなど、多様な植物の栽培活動から生じた疑問や気付きを として設定する、「はてな」
ところから出発した。仮説をしっかり立てることで、科学的に思考を深め、問題を解決していくこと
ができる。ここでは 「 植物の成長と日光はどんな関係があるのかな」を中心に紹介する。、 はてな１
仮説を立てる際には、 を活用し、自分のイメージしたデンプンの植物の簡略図を取り入れたノート

でき方を 簡単に記入できるように工夫した。子どもたちは、前単元絵や言葉、矢印などの記号を使い

見て！速く回るよ！



「体のつくりとはたらき」を想起し、人と植物の体を比較したり、身の周りの事象を植物の内部に例
えたりした。Ｆ子は、資料５の下線部のように、自分なりの考えを、 を簡略図
指しながらわかりやすく説明することができた。普段、論理的に話すことが苦
手な子に、特に有効な手立てとなったと言える。

また、子どもたちの意見を分類しまとめたものを図に（資料
６）示し、毎時間、提示するようにした。このように、子ども
たちの考えを することにより、問題意識を持続させ、互視覚化
いの考え方を明確にすることを図った。

検証方法を調べる段階では 「教科書や図鑑を参考にし、自、
分たちで実験方法を考えよう 」と投げかけた。子どもたちは、。
勢いよく個人追究を始めた。デンプンの検出方法について、湯
煎法、たたき染め法、アルコール脱色法など、様々な情報を収
集してきた子どもたちは、対象にする植物についても、栽培中
の植物の中から興味のあるものを選択した 「自分で考える実。
験」が子どもたちの探究心を揺さぶったと考える。ここでは、
課題に対しての解決方法を言語により具体化させるため 「準、
備するもの 「気をつけること 「実験方法 「そろえる条件」」 」 」
の （資料７）に明確に記入するよう４観点の欄を設け、ノート
にさせた。
「はてな１」の予想の段階で、葉と同じように茎も緑色だか

らという理由で、葉と茎に日光が当たるとデンプンができると
考えていたＧ男のノート（資料７）には 「茎を３センチくら、
い縦に切り葉っぱのように薄くしてからエタノールに入れる 」。
と記されていた。参考にした図鑑には、葉のデンプンの検出方
法しか記載されていなかったが、自分がたてた予想を確かめる

予め予想したことを絵・図と短ことを目的に思考を深めていることが分かる。また、検証の場では、
（資料８）をノートに作成しておき、結果を記入する際に、予想と結果をい文で簡潔に書き込んだ表

視覚によりすぐに比較できるように工夫した。
これにより、Ｇ男は、資料９のように発言した 「はじめ、～と予想していたけど、～。このこと。

資料８ 結果を絵や図表でまとめた

ノート

植物の簡略図を元に説明するＥ子

資料６ 子どもの考えを分類してまとめた図

資料５ Ｆ子の発言より
この図を見てください。たぶん、葉の中の成分は日光に当たると
デンプンに変化すると思います。デンプンは、葉に通っている筋
のようなもので植物の葉、茎、根っこ全体に送られると思います。
葉は人間の口で茎は人間の血管みたいな働きだと思います。植物
は、人間と違ってご飯を食べることができないから、自分の体で
ご飯みたいなものを作るしかないと考えられるからです。

資料７ Ｇ男のノート（検証方法）



から～ 」という下線部の言葉からもわかるように、話型を提示しなくても、自分の言葉として、予。
想・実験結果を発表することができた。さらに、新たな気付きや結論を分かりやすく発言する姿が見
られた。このような表現力の向上を感じることができたのは、これまでの理科学習で培ってきた話型
指導による思考パターンの定着と問題意識の持続化を図った単元構想の大きな成果であった。

② シンキングタイムとかかわり合いの場で問題解決
個人追究で仮説設定を行ってからは、検証方法の似ている児童同

士で編成した２～３人の に切り替えた。シンキ小グループでの活動
ングタイムの時間を設け仮説の修正を行った。ここでは、個々で調
べた検証方法を説明し合い、検証に必要な情報を補ったり作業の分
担や予備実験をしたりする主体的な姿が見られた。
ジャガイモの葉でたたき染めの予備実験をしていたＨ男たちは、

葉をたたくと、ろ紙がすぐ破れてしまったり、たたき方が足りず、
デンプン反応がはっきり分からなかったりした。しかし、再度検証

方法を調べる段階まで戻り、葉の下のアクリル板を増やすことと
葉の水分を拭き取ることで解決できることを確認すると、うれし
そうに試していた。また、アサガオのデンプン調べを計画してい
たＩ男とＪ子は、エタノールで葉を脱色すると葉がバリバリにな
ってしまう事実に直面した。その後、エタノールの温度を下げた

り葉を浸す時間を変えたりするなど試行錯誤を繰り返した。葉の形をしっかりと残したまま脱色する
のに適度な温度と湯に浸す時間を見つけると 「やったあ 」と歓声をあげていた 「明日の実験が楽、 。 。
しみです 」と日記に書いてきたＫ男のように、子どもたちは、友達と楽しみながら見通しを持って。
問題解決に臨んでいることがわかる 仮説の修正を通し この実験をするとわかると思う から こ。 、「 」 「
んなはずじゃなかった」を解決し「これならきっとわかる」に思考を深めていくことができた。実験
当日は、どの子も目をきらきらさせて取り組む姿が見ら
れた。

ア検証実験を行った考察の際には、資料 のように
小グループ、イ異なる対象や検証方法の子を１組として

での３段階でかか再編成したグループ、ウクラスの全体
わらせ、推論する時間を十分にとった。イでの考察場面
では、自分の実験を他の子が行っていないため、自分の

。 、考えのプロセスを言語化することが必要となる そこで
聞き手に分かりやすく説明するように助言した。子ども
たちは、アで推論したことを振り返りながら、検証の場
で作成した を効果的に活結果の表を拡大した物や、実物
用し、自信を持って説明することができた。

。 、資料 はイでの考察後のＧ男の感想である 自分の仮説から得たインゲンマメの日光と葉の関係が
すべての植物にもあてはまることをとらえることができた。子どもたちは、友達とかかわり、多くの
考えに共感しながら、自分の問題を確信をもって解決に導き、さらには、植物のもつ生命を維持し育

資料９ Ｇ男の発言より
はじめ、葉と茎の両方でデンプンが作られると予想していたけど、違っていたことがわかりました。イン

ゲンマメで調べた結果を説明します。まず、葉から先に言うと、日光に当てた葉は、ヨウ素液につけると３
分後には、黒っぽい紫になったからデンプンがしっかりあると言えます。でも、茎を調べてみたら、茎は前
の日から日光を当てていない茎も、昼間日光に当てた茎も覆いをしたままにした茎も、みんなデンプン反応
が出ませんでした。このことから、葉は日光に当たるとデンプンをつくるけど、茎は日光に当たってもデン
プンを作らないということがわかりました。

これならきれいに色が抜けるね

予想どおりだ！デンプン反応が出
た！これで日光に当たると、デンプ
ンができることが証明できたぞ！

資料10 かかわり合いの図



つための巧みなつくりや働きについて、新たな探究心を抱くことがで
きたと言える。

２【プラン２】地域とともにみんなでサイエンスアクションプラン
（１）くらしの中の科学に親子でふれる「親子サイエンス教室」
資料 は本年度の親子サイエンス教室の年間計画である。年間

を通して保護者の参加を広く呼びかけ、科学の楽しさや不思議さを
親子で学べる場を設定した。
①親子で草花にふれる「春の植物観察会 （２０１２年４月実施）」
４月の では 「親子で植物観察ビンゴをしよ「春の植物観察会」 、

う」のテーマのもと、フィールドビンゴの手法を用いて、校庭の草
花を親子で観察した。親子いっしょに校庭へ出て、植物の色や形、
においなどをゲーム形式で探っていく。
資料 は、その時のＬ男とその保護者の感想文である。下線部

に「においをかいだら、生ゴミみたいにくさかった 」とあるよう。
に、諸感覚を使って観察をしている様子やほのぼのとした振る舞いが伝わってくる。また、保護者の
感想には 「私よりも植物の名前を知っていてびっくり」とある。、
子どもが植物の名前をとてもよく知っていることへの驚き、さらに
親としての喜びを感じる 「理科は楽しいね」と呼びかけるように。
記述していることから、おそらく家庭でも同じような会話が交わさ
れていることであろう。親子で、自然観察の楽しさを実感する一日
になった。

②目を輝かせて取り組んだ「夏休み親子チャレンジ講座 （２０１２年８月実施）」
夏休みになると、本校では が開かれる。職員や地域の方（町の先生）が「夏休みチャレンジ講座」

講師となり、それぞれの得意分野を生かし、子どもたちが楽しめる講座を開くのである。今年度は、
その一部を、親子で科学の楽しさを味わえる （資料 )として、保護「夏休み親子チャレンジ講座」
者にも解放した。
資料 の写真は、そのうちの一つ の様子である。Ｍ男が、父親といっし「おもしろ科学実験室」

ょに液体窒素を使った実験をしている。父親が風船を持ち、液体窒素の中に少しずつ入れると、バリ
バリと音を立てながら、みるみるうちに縮んでいく。また、液体窒素から出して少し置くと、また元
の大きさに戻っていく。最初は恐る恐る実験に参加していたＭ男だが、だんだん目を輝かせながら実

結果をまとめた表を使って説明するね

資料11 Ｇ男のノートより
ぼくは、アルコール脱色法でインゲンマメのデンプンを調べたけ
ど、ヒマワリやアサガオやインゲンマメの葉も日光が当たるとデ
ンプンができたと聞いて、びっくりしました。つまり植物はみん
な葉に日光が当たるとデンプンが作られ、成長のための養分とし
て使われているということ。次は、たたき染め法でみんなが調べ
ていない野菜や草や部屋にある観葉植物でも実験してみたいです。

親子サイエンス教室資料12
春の植物観察会４月

６月 矢作川遠足（ヨシ原づくり）
７月 魚つかみ大会

夏休み親子チャレンジ講座８月
おもしろ科学実験室
サイエンスものづくり
草木染めにちょう戦
親子で理科一研究

９月 秋の植物観察会
ハゼ釣り大会

11月 野鳥観察会
１月 里山を守る会

親子でものづくり２月
星座観察会

この花の名前、わかるかな

科学実験資料14 親子でおもしろ

資料13 親子サイエンス教室「春の植物観察会」感想より
Ｌ男 ：チューリップの花びらはぎざぎざになっていました。お母さんとにおいをかいだら、生ゴミ

みたいにくさかったです。
保護者：私よりも植物の名前を知っていてびっくりしました。家でもホトケノザのみつがすえること

を教えてくれたね。理科は楽しいね。



験に取り組むようになった。
資料 は、実験終了後のＭ男の感想である。下線部に「こわかったけど、お父さんがふうせんを

持ってくれたのでよかった」とあるように、実験へのこわさが先立っていたＭ男であるが、父親と共
同作業をすることによって、こわさが安心へと変化した 「ふうせんがどんどん小さくなっていく」。
という現象に対して「びっくりしました 「すごくおもしろかった」のように、科学実験のおもしろ」
さに引き込まれていったことが伝わってくる。また、父と子の感想の「また参加したい」という記述
は、おもしろかった。もっとやりたいという実感の表れととらえることができる。

③ いっしょに作って遊んだ「親子でものづくり （２０１２年２月実施）」
、 （ 。 、親子サイエンス教室の一環として 教室 Ｐ７資料 )を企画した これは「 」親子でものづくり

各学年がアイデアを生かして、親子で矢作川の河川敷で遊ぶものをつくって、いっしょに遊ぶという
ものである。各学年の「ものづくり」は、検討を重ね資料 のように決まった。
４年生は、ダンボール、カッター、ガムテープなどを材料にして、堤防を滑り降りる「そり」を作

った 「ここ持っていて 「手で持つ所をつけた方がいいじゃな。 。」
いか 」と親子で声をかけながら作り上げていく。マジックでデ。
ザインを描いたり、座りやすいように台を取り付けたりする親
子もいた。そして、一つ一つが全く違う個性的なそりができあ
がった。
それらを持って、校区にある矢作川へ向かう。親子で大事そ

うに「そり」を持って移動する光景はほほえましい。矢作川に
到着すると、１～６年生がそれぞれの場所に分かれて活動した。

、 。「 」 、４年生は 河川敷に面した堤防が舞台である そり を手に
堤防の上に立つ子どもたち。最初は恐る恐るすべっていたので
あるが、だんだん慣れてくると、すべっては駆け上がり、すべ
っては駆け上がり、嬉々として堤防すべりをくり返す。親子で
楽しそうにすべる。子どもたちは 「そり」がぼろぼろになるま、
ですべって遊んだ。Ｎ子は、堤防すべりのあと、教師に「お父
さんとすべることができてすごく楽しかった。草の上があんな

。 。」にすべるとは思わなかった 風が私の横を通り過ぎる感じがした
と語った。矢作川の自然を肌で感じた言葉である。親子が、遊び
の中で、ふるさとの自然を実感していると感じる光景であった。

資料15 チャレンジ講座の感想より
Ｍ男：きょうはお父さんとチャレンジ講座に来ました。えき体ちっそは、けむりみたいなものが出てい

てこわかったけど、お父さんがふうせんを持ってくれたのでよかったです。ふうせんがどんどん
小さくなっていったのでびっくりしました。すごくおもしろかったのでまた参加したいです。

父親：子どもといっしょに、初めて液体窒素の実験をしました。子どものうれしそうな顔がみられて、
よかったです。わたし自身も楽しめました 「また来年もいっしょに参加したいね 」と、家でも。 。
話していました。

かっこいいそりを作るぞ

風を感じて堤防すべり

資料16 「親子でものづくり」
【作って矢作川で遊ぼう

】学年別ものづくり
１～３年…ぐにゃぐにゃだこ作り

４年…堤防すべり用のそり作り
５，６年…驚くほどよく飛ぶ

紙ヒコーキ作り



（ ） （ ）２ 親子で科学する一人一研究発表会 ２０１１年９月実施
本校の３年生以上の子どもたちは、夏季休業中に、一人一研

究に取り組んでいる。この取り組みは歴史が長く、本年度まで
に通算５４年間継続している。今年度は、親子で科学する一研
究となるよう 「親子」をキーワードに取り組んだ。、
① 親子で計画、親子で実験
夏休み前に、どんな研究をするかテーマを決める時間を設定

した。テーマは、資料 のように日常生活や理科の学習内容を
発展させたものを意識させた。家庭で相談するよう呼びかける
と、中学年では科学好きな親が一肌脱ぐ家庭もあった。
夏休み期間中、一週間程度理科室を開放し、理科教員も実験

を支援した。資料 の３年生のＯ子のように、夏休みのひとと
き、母親と実験をする子どもの表情は、とてもうれしそうであ
った。資料 の保護者の感想の下線部からも、実験がうまくい
かなかったけれども、かえって母親がどんどん夢中になってい
った様子が伝わってくる。

② Ｐ男の取り組み
６年生のＰ男は酸性雨に興味を持ち、実際に酸性雨を作り、その影響を調べた。父親と協力して、

大がかりな装置を作り上げた。小学校最後の一人一研究を親子二人三脚で取り組み、心に残る実験に
なったことであろう(資料 )。

③ 発表会で成果を披露
夏休みが明けた９月、恒例の一人一研究発表会を行った。今年も各学年から力作が出品された。発

表会は、プロジェクターを使ってわかりやすく行われた。平日ではあったが、関心のある保護者にも
参加していただいた。計画から発表まで 「親子」を意識した一研、
究の取り組みができ、資料 のように参加者からも好評だった。

学年 テ ー マ
アリの大好物調査３年
えき体が氷になるまで〃
保冷効果の研究４年
ペットボトルろ過そうちで〃
水はきれいにできるか
野菜くずを育てよう５年
最強のシャボン玉を作ろう〃
醤油から塩の結晶を作ろう６年
酸性雨を作ってみよう〃

資料18 Ｏ子の生活日記
今年の夏休みはお母さんと一研究をしました。学校の理科室で、お菓子に入っている油を調べました。

お母さんがマッチで火をつけてくれました。学校の先生が用意してくれたビーカーにお菓子を入れてぐつ
ぐつにると、みるみるうちに油がういてきました。こんなにたくさんの油がお菓子に入っているなんて、
びっくりでした。お母さんもむちゅうになっていました。とても楽しかったです。

Ｏ子の母の感想
今日は、一日仕事を休んできました。子どもといっしょに考えて計画表を出しましたが、思って

いたほど、うまくいきませんでした。でも、あれこれ考えてやると楽しいです。今日は、娘と一日
いっしょに、ふれあえてよかったです。

資料19 Ｐ男の生活日記
今年の一研究は、有毒な雨と言われている酸性雨が、僕たちの生活

に及ぼす影響を調べました。
水槽の中でビニルを燃やして、酸性雨を作ることにしました。水槽

にかぶせるふたができずに困っていると、お父さんが手伝ってくれま
した。水槽のわくにぴったりはまるふたができ、煙がもれずに酸性雨
を作り出すことができました。お父さんとやってよかったです。

一人一研究発表会

お母さんと実験できてうれしいな

親子で製作した実験装置

資料20 一人一研究発表会後 参加保護者の感想
初めて参加しました。よく調べているなあと感心しました。う今回

ちでも、子どもとやりましたが、これまでにまとめるのも大変だったと
思います。大きな画面で見せてくれたのでよくわかってよかったです。
毎年親子でどうするか悩んでいますが、すごく参考になりました。



（３ 「中畑科学大好き絆ネットワーク」を活用した、創造性を高め感性を磨く環境づくり）
① 「福寿会」の昔遊びものづくり体験（２０１２年 １月実施）
今年度は 中畑科学大好き絆ネットワーク ２０１１年度論文Ｐ、「 （

資料 」の中から校区のすばらしさを教えてくださる人材に重点を）
置いて、人的な環境づくりをしてきた。地域の老人会「福寿会」の方
に来ていただいて、ものづくり活動を行った 「福寿会」の紙飛行機名。
人やパッカン名人たちに、ていねいに折り方を教えていただいた。
紙飛行機づくりに挑戦していたＲ子は 「おじいちゃんに、よくとぶ、

紙飛行機の折り方を教えてもらったよ。先っぽをちょっと折るともっ
と遠くまでとぶんだって 」とうれしそうに話している。そして、教え。
てもらった折り方を他の友達に自慢気に教えていた。資料 でも述べ
ているように、その後、ものづくりコーナーへ行き、自ら違う折り方を工夫してみたり、紙を新聞
紙や折り紙に変えてみたりと、試行錯誤しながら自
分で工夫してつくるＲ子の姿を見かけた。
地域の老人会の方に講師として来ていただき、お

年寄りの知恵を教えてもらうことで、もっとつくり
たいという意欲を喚起できたと感じた。また、世代
を超えてものづくりを一緒に楽しむ、温かい光景が
見られた。

資料21 Ｒ子の感想
おじいちゃんにおしえてもらって、たのしか

った。とおくにとばすおりかたもおしえてくれ
て、おじいちゃんすごいなあとおもった。
もっと、ほかのひこうきのおりかたもしりた

いな。またおしえてほしいな。

こんなふうに折るんだね

② 理科支援ボランティアの支援によるミニサイエンスコーナー
本校では、理科支援ボランティアの神本さんが、矢作川教室の整備

やミニサイエンスコーナーの設置に力を貸してくださっている。
、 。矢作川教室には 矢作川の生き物や地元の魚たちが飼育されている

今年度は、それに加えて身の回りにいる昆虫の体の細部が見られるよ
うに顕微鏡が設置された。放課にはたくさんの子どもたちが矢作川教
室に訪れて 「顕微鏡で、今日は何が見られるのかな 」と楽しみにし、 。
ている 夏になると蚊の足が見られるように準備をしてくださった 蚊。 。「
の足に、いっぱい毛が生えてるなんて知らなかった 」という驚き。
の声が聞こえてきた。
昇降口の (資料 には、季節に合わせミニサイエンスコーナー ）

た植物の写真が展示され、クイズや説明が添えられた。
７月の朝、登校した子どもたちは、蓮の花の写真に気付き 「こ、

の花なんていう名前かな 」と興味深そうに見ていた。神本さん手。
づくりのパネルの説明を読んで「へえ、この花の根っこがレンコン
なんだって 」と友達に語る姿が見られた。日常的に地域の自然を。
知る環境を整えてもらえることで、身近な自然に「はてな？」と目
を向ける感性が芽生えてきている。

蚊の足って毛がいっぱいだね

資料22 ミニサイエンスコーナー

③ 「虫博士」中根さんの虫クイズ（２０１２年 ６月実施）
、 。６月 地域ボランティアの中根さんによる虫クイズが行われた

には、珍しいカブトムシやクワガタムシが何サイエンスコーナー
匹も並べられた。休み時間になると、たくさんの子どもたちが虫
かごのまわりに集まって、じっと見入っている。１年生の子は、
「このカブトムシ強そうだね 」と目を丸くして、ヘラクレスオ。
オカブトを見つめていた。
虫博士が考えたクイズも張り出され、虫の図鑑やずらりと並ん

だ昆虫を見ながら、クイズに答えていく。全問正解すると虫博士
からの幼虫やカブトムシのプレゼントがあるので、真剣である。
「去年の虫クイズでもらった幼虫が、クワガタになったよ 」と、。
家から昆虫をもってきて、うれしそうに友達や虫博士に見せている。

、 、 、実際に目で昆虫を見て触れる体験ができたことで 子どもたちは 昆虫に興味をもつだけでなく
虫のことをもっと知りたい、自分でも虫を飼ってみたいという思いを強くしていた。

このクワガタ大きいぞ！



３ 【プラン３】 中畑ドリームアクションプラン
（１）地域の教育資源とかかわり合いながら、気付きの質を高める生活科の授業

１年 生活科「カレーパーティーをしよう （２０１１年１０月～１２月実施）」
生活科は 「身近な人・もの・こと」とかかわることを大切にした教科であるため、地域の方と連、

携していくことが学習効果を上げる。そこで 「中畑科学大好き絆ネットワーク （２０１１年度論文、 」
Ｐ 資料 参照)を使い、地域の人材から学ぶ体験を大切にした単元を組み立てた。カレーパーテ
ィーを開くことを目標として野菜栽培を行い、また自然と親しむだけでなく、インタビューやお手伝
いをすることで家族とのかかわりを大切にしたいと考えた。そのなかで、対象や自分自身への気付き
を高めていくために言語活動を工夫した。
① 地域の教育資源から学ぶ体験活動
カレーづくりをめざし、 に取りジャガイモ栽培（秋ジャガ栽培）

組むことにしたが、１年生の子どもたちは野菜を作ることが初めて
地域の野である。何をどうしたらよいのかも分からない。そこで、

に教えて頂くことにした。菜作り名人の稲垣さん
名人から「ジャガイモにもおへそがあるんだよ 」と教えてもらう。

と 「すごい、人間みたいだね 」と子どもたちは目を丸くしていた。、 。
芽かき、種芋植えを名人に手ほどきを受けながら行う子どもたちの
顔つきは、真剣そのものだ。
子どもたちはジャガイモの収穫を楽しみにしているが、土の中の

ジャガイモは目に見えないため、どれくらい大きくなっているのか、
いつ収穫したらよいかわからない 「名人、ジャガイモは、いつとれ。
るの 」と、Ｓ男が尋ねると 「ジャガイモさんはね、１２月くらい。 、
にとれるよ。楽しみだね 」と、優しく教えてくれた。Ｓ男は、それ。
を聞いて 「１２月まで、お世話をがんばるぞ。カレーを食べられる、
のは１２月かあ 」と栽培活動への意欲を燃やすとともに、学習の見。
通しをもつことができた。子どもたちは、名人に教えてもらった世
話の仕方をよく守って、栽培活動に取り組んだ。

１２月、ジャガイモの収穫が近づいて来た。カレーに入れる具をみ
お家んなで考えることになり、家のカレーには何が入っているのか、

をしてくることになった 「お母さんがカレーが甘の人にインタビュー 。
くなるって言っていたから、絶対にタマネギは入れたいよ 「とろけ。」
ておいしいからチーズを入れたい 」と話し合い、班ごとにこだわりの。
具を決めていった。

に出かけたＴ子は 「お学校の近くにある八百屋の丸新商店へ買い物 、
じさん、タマネギください 」と緊張しながら大きな声で買い物をする。

。 「 。」 、「 、 。」ことができた 八百屋のおじさんに 何を作るの と聞かれ 自分たちで カレーを作るんだよ
と嬉しそうに答えるＴ子。普段は恥ずかしがり屋のＴ子の様子からは、想像できない姿だった。
収穫の日。ジャガイモは、びっくりするくらい大きかった。子どもたちは、

「顔と同じぐらい大きいよ 」と、大喜びである。野菜作り名人に助けてもら。
ったからこその豊作であった。

じゃがいもにもおへそがあるんだよ

大きい芽を残すんだね

タマネギください！

顔ぐらい大きいよ！

資料23 Ｔ子の生活日記より
カレーパーティー、とてもたのしかったよ。みんなでつくったカレーはとてもお

いしかったです。名人におしえてもらってつくった大きなじゃがいももおいしかった
し、やおやさんでかったやさいもおいしかった。２年生でもカレーパーティーをした
いな。



子どもたちは、地域の教育資源である、野菜作り名人や地域の八
百屋のおじさんとかかわることで、より豊かな体験活動をすること
ができた。単元の最後には、お世話になった人や、インタビューに
答えてくれたお家の人を呼んでカレーパーティーをした。資料 の
Ｔ子のように、まわりの人に助けてもらいながら、自分たちで学習
を進めていくことで、大きな達成感を得ることができた。

② 気付きの質を高める言語活動の工夫
栽培活動は、はじめは子どもの興味・関心は高いが、収穫までの

間に意欲が低下していってしまうことが多い。とくにジャガイモは、
地中で大きくなっていく過程が目で実感できず、意欲が減退しやす
い。また、その場限りでは、気付きの質は高まっていかない。そこ
で、ジャガイモを植えた日からの できるように振り気付きを可視化
返りの方法を工夫した。
教室の背面掲示版に、気付きを書いた 。上へ上短冊を貼っていく

へと貼っていき、ジャガイモの成長とともに気付きを積み上げ
ていく。短冊の色を、嬉しい時は赤、悲しい時は青、不思議な
時は黄色と し、一人一人の思いや気持ちもすぐに見取る色分け
ことができるように工夫した。
子どもたちは 「信号みたいだね、面白そう 「信号カードっ、 。」

信号ていう名前にしようよ 」と言って、この振り返りカードを。
（資料 ）と名付けた 「ジャガイモのめが出てきてうれカード 。

しいです 」と赤カードに書いたり 「どうしてジャガイモにも。 、
おへそがあるの 」と黄カードに書いたり 「ぼくのジャガイモ。 、

、 。」 、 。が虫にくわれていて かなしい と 青カードに書いたりした
Ｓ男は、Ｔ子の信号カードを見て 「Ｔちゃん、葉が虫にくわれちゃったなら、名人に聞いてみた、

らどう 」と交流を始めた。友だちにアドバイスをもらったＴ子は、名人に「これは大丈夫だよ 」。 。
と言ってもらい、ほっとした顔をしていた。Ｕ子は 「この前は、葉っぱが１０枚だったけど、今日、
は２０枚になっていました 」と、前に書いた信号カードの内容と比較して振り返ることもできた。。
そのうちに 「友だちのカードに答えを書、

きたいよ 」と、Ｓ男が言い出した。そこで、。
友だちのカードに答える （資「お答え付箋」
料 ）をつくることにした 「ジャガイモは。
どうやってきろうかな 」という黄カードに。
は 「うちでは、サイコロにきっているよ 」、 。
と答えるなど、子どもたち同士で交流が深まっていった。資料 のように、Ｖ子の「めが出ていな

。」 、「 。」 。くて～ という青カードには それはざんねんだったね とＳ男の励ましのお答え付箋がついた
収穫後のＵ子の信号カードに「しゅうかくしたジャガイモにもおへそがありました 」という気付。

きが書かれているのを見て 「気付かなかったよ。もう一回見に行ってみよう 」と、Ｓ男は外に飛び、 。

出して行った。その日のＳ男の生活日記には、資料 のように友だちの気付きに感心する言葉が書

今日は収穫して嬉しいから、赤カード

資料24 信号カードの説明掲示

自分たちで作ったカレーは最高の味！

資料25 お答え付箋

資料26 Ｓ男の生活日記より
Ｕちゃんのしんごうカードを見て、とったじゃがいもを見にいきました。そうしたら、ほんとうにおへそ

がありました。ぼくたちがうえたたねいもと、そっくりでした。とったじゃがいもを土にうめておいたら、
またじゃがいもができるのかな。

「みんなめが出てるのに、
めが出ていなくて、ざん
ねんだったよ （Ｖ子）。」

「 。」それはざんねんだったね
（Ｓ男）



かれるとともに、そこから生まれた新たな疑問が書かれていた。このように、一人一人の気付きを信
号カードとして掲示することを通して、子どもたちは自分と友だちの気付きを比べたり、自分の気付
きを振り返ったりして、気付きの質を高めることができた。また、授業外で､学級の子どもたちの心
をつなぐものとなった。

（２） 豊かな自然体験を通して、ふるさとを愛する心を育む｢矢作川単元学習｣
５年 矢作川単元学習「矢作川プロジェクト学習 （２０１１年１０月～２０１２年２月実施）」

高学年の総合的な学習の時間では、主体的に追究し、発信する活動を中心とした学習を構成する必
プロジェクト要があると考えた。そこで、５年生では、子どもたちが受講する講座を自主的に決める

を行った。 を招き、追究を深めていく。子どもたちは興味を持学習 一講座（テーマ）ごとに、一講師
った｢矢作川の野鳥｣｢矢作川の流れ｣｢矢作川の環境｣の３つの講座に分かれて、追究活動を行った。こ
のことにより、教師一人だけではなかなか手が回らない に出かけることも可能になフィールドワーク
った。
① 講師の言葉から気付く、矢作川の豊かな自然

、｢矢作川の野鳥｣の講座では を招き、西三河野鳥の会の宮原さん
矢作川で見られる野鳥の種類や、鳴き声で鳥を見分る方法やスコ
ープの使い方など詳しく教えていただくことができた。｢矢作川に
は、ムクドリやヨシキリなど、すごくたくさんの野鳥がいるんだ
。 、 。 、よ ｣｢耳を澄まして 鳥の鳴き声をよく聞いてごらん 一羽一羽

鳥の鳴き声が違うんだよ。｣という説明があると、子どもたちから
｢知らなかった！｣｢すごい。一度聞いてみたいな。｣という声がた
くさん聞かれた。今まで生き物にあまり興味を示さなかったＷ男
も、宮原さんの目を見て、真剣な表情で話を聞いている。｢早く
鳥を見に行きたいな。｣｢観察に行ったら、１０種類以上は鳥を見
つけるぞ。｣というＷ男のつぶやきが聞こえてきた。子どもたち
の感性に訴えた宮原さんの言葉が、子どもたちの追究意欲を高め
ていることがうかがわれる。
１月の寒空の中、子どもたちは講師の宮原さんの言葉を確認す

るように、目をこらしてスコープをのぞき込み、生き生きと野鳥
観察に取り組んでいた。
後日 お礼の手紙を書いた子どもたち一人一人に 宮原さんから手紙 資料 が届いた 資料、 、 （ ） 。

のＸ子の感想の下線部のように、耳や目を働かせて野鳥を追うことや宮原さんとの温かな交流を通し
て、矢作川の豊かな自然に気付き、ふるさとを大切にしたいという思いをもつことができた。

あの鳴き声はどこから聞こえるのかな

鳥の鳴き声が一羽一羽ちがうよ。

資料28 Ｘ子の野鳥観察後の感想より

わたしは、野鳥を１０種類以上見つけることができ

ました。トビとタカの区別も分かりました。宮原さん

の言われた通り、鳥のなき声は鳥の種類によってちが

っていて、びっくりしました。

宮原さんの手紙にもあったけど、矢作川に、たくさ

んの草や花が育ち、そして、きれいな水が流れている

、 。おかげで 鳥もたくさん矢作川に来るのかなと思った

矢作川で、これからもたくさんの野鳥が見られるとい

いなあ。

資料27 宮原さんからの手紙



② 追究を深めるフィールドワーク
｢矢作川の流れ｣の講座では、ふかめる段階で、学校近くの矢作川の下流と、愛知県豊田市の水源公

園近くの矢作川の上流へ へ出かけた。フィールドワーク
｢矢作川の流れ｣を調べていたＹ子は、川の流れの強さを調

べる実験で、進んで川に手を入れ、矢作川の下流と上流の川
の流れの速さの違いを調べる実験をしていた。上流の川に入
れた時は、下敷きの上に乗せた砂が１０秒程で、ほぼなくな
り、Ｙ子は、｢すごい。川の流れの速さが下流の時とは、全然
違う。｣と驚いていた。また、｢矢作川の流れ｣の講座の子ども
たちは、それまで川の流れの速さしか調べてこなかったが、
実際にフィールドワークへ行き、流れの速さによって岸の様
子が変わっていることを発見した。｢これからは、川の流れの
速さと岸の関係について調べたい。｣と新しい課題を見つけ、主体的な追究活動が始まった。このよ
うに、実際に足を運んで目で確かめることのできるフィールドワークへ出かけることは、子どもたち
の追究を深めるために有効であったと考える。

③ 発信する力を養う矢作川学習発表会
単元の最後に、子どもたちは、図鑑やインターネットを使

った調べ学習や、矢作川上流・下流へのフィールドワークを
通して学んだことを としてまとめていった。矢作川新聞
｢矢作川の環境｣を調べていたＺ男は、学習した内容を新聞

にまとめるだけでなく、｢これからは、矢作川にヨシなどの
植物をたくさん植えて、ゴミ一つない愛知県自まんの川にし
ていきたい｣という自分たちの願いを、新聞に大きな見出し
で書いていた。学んだことを４年生に発信するということも
あり、子どもたちが、自分たちの思いが伝わるように、わか
りやすい新聞を心がけて作っていることが伝わってくる。
４年生の子たちを招待して行った矢作川学習発表会では、

新聞の絵や図、写真を指しながら、自分たちが追究してきた
内容を伝えることができた。４年生の子も、身近な川である
矢作川の内容に興味を示し、５年生の子どもたちの話を食い
入るように聞いていた。
学習発表会を終えて、４年生のＡ子は｢矢作川のことは知

、 。っているつもりだったけど 知らないことがたくさんあった
５年生の子の話を聞いて、矢作川が大好きになりました。｣
と言っていた。また、それに対して、Ｚ男は、資料 の下

、「 。」線部のように 矢作川が好きになってくれてうれしかった
と書いている。学習してきたことを発信することで、充実感
を得ることができた。そればかりでなく、発信する力が養われるとともに、大好きな矢作川をこれか
らも大切にしよう、みんなにも大切にしてほしいという思いが醸成されてきたことが分かる。

上流と下流だと流れの速さがちがうね。

知らなかったことがいっぱいだ

４年生の子によく伝わる新聞を作ろう

資料29 Ｚ男の矢作川学習発表後の感想より
今まで、みんなと矢作川のことを調べてきてよかったです。４年生の子が「矢作川が大好きになった」と

言ってくれて、うれしかった。勉強したことを４年生に伝えることができて、本当によかったです。みんな
で、矢作川を大切にしていきたいな。



第３章 成果と課題
１ これまでの研究の成果と課題

２ 次年度への方向づけ

実感のある学びを展開する理科・生活科アクションプラン〈プラン１〉
○問題解決の過程を楽しみながら実感のある学びをめざした理科の授業づくりでは、教材教具を
工夫することで、子どもたちが目を輝かせて問題解決をする意欲を引き出すことができた。
○チャレンジ学習を単元の最後に設定したことで、子どもたちが学んだことを生かして自分のつ
くりたいものを追究してつくる楽しさを実感することができた。
○理科の授業づくりでは、言語活動を充実させ、シンキングタイムとかかわり合いの場を工夫し
たことで、科学的な思考力や表現力を育成することができた。
●授業研究を進める中で、主体的に追究するための「はてな （追究課題）づくりが、子どもの」
思考に沿ったものでなく、教師主導になりがちな実態が分かってきた。

地域とともにみんなでサイエンスアクションプラン〈プラン２〉
○｢親子サイエンス講座｣を年間行事に組み込み、計画を立てて実施したことで、参加する保護者
がだんだん増えてきており、科学に関心をもつ保護者の意識の高まりが見られた。
○夏休みに親子で取り組むチャレンジ講座を設定したり、親子で一人一研究に取り組む機会を増
やしたりしたことで、保護者からの要望や協力の申し出があり、積極的にかかわろうとする姿
が見られるようになった。
○サイエンスコーナーを使って、ものづくり体験や虫クイズなど、地域の教育資源による人的な
環境を充実させることができた。
●親子サイエンス教室の参加者が固定化している。学校行事の際のサイエンス教室だけでなく、
単独でのイベントにも、参加者をもっと幅広く増やしたい。

●｢科学が好きな子ども」を育成するための取り組みも７年目を迎え、科学好きな子どもが増え
てきた。これまでの研究の成果をふまえながら、めざす子ども像の見直しが必要である。

、 。●地域の豊かな環境に甘んじることなく 感性を研ぎ澄ませ新しいことを創造する力を育てたい
●感性と主体性、創造性を育成するために授業づくりに的を絞った手だてが必要である。子ども
たちが 「はてな？」と身の回りから疑問を見つけ出す課題づくり 「なるほど」と実感するこ、 、
とのできるかかわり合いのあり方 「もっと！」と学びをもとに新しいことを主体的につくり、
出すための単元構想について、研究を深めたい。
●子どもたちの感性を磨き、創造性を高めるために、サイエンスコーナーやものづくりコーナー
等の校内の環境づくりを充実させたい。
●｢学校・地域でサイエンス｣を合い言葉に 「中畑科学大好き絆ネットワーク」を機能させて、、
地域とともに、地域の自然やすばらしさを親子で実感する機会を増やす必要がある。
●理科指導のスキルを向上させるために、校内研修会（実技講習会・教材研究会）の充実が必要
である。
●単元を通しての一単元一講師の生かし方を、理科学習や矢作川単元学習において探っていく。

中畑ドリームアクションプラン〈プラン３〉
○地域の教育資源から学ぶ体験活動を経験したことで、子どもたちが「もっと調べたい 「もっ」
と学びたい」という追究意欲をもつことができた。
○信号カード等により、言語活動を工夫したことで、気付きの質を高めることができた。
○一単元一講師により、矢作川単元学習に幅と深まりが生まれ、子どもたちの学びが深まった。
○矢作川単元学習では、学びを生かした発信活動に力を入れたことで、身の回りの自然のよさや
不思議さを伝えようと、他者に目を向け、ふるさとを愛する心を育むことができた。
●生活科や矢作川単元学習では、成果をあげることができたので、理科学習においても、地域の
教育資源の活用を単元のどこに位置づけるか、人材活用のあり方を探る必要がある。



１ めざす子ども像と研究構想図

これまでの成果と課題をもとに、上の図のように、次年度の研究構想を考えた。子どもたちの変
容やこれまでの取り組みから、本校がとらえる｢科学が好きな子ども」を見直し、図のように、

←＜かんじる＞「はてな？」感性の育成
←＜ふかめる＞「なるほど」主体性の育成
←＜ひろげる＞「もっと！」創造性の育成

を本校のめざす｢科学が好きな子ども」とした。
、に取り組むことで

｢科学が好きな子ども」が育つと考える。身の回りの自然や事象から心を動かされるような体験を大
子どもたちが 「はてな？ 「どうしてかな？ 「たしかめてみたいな」と感じる心＝科学切にし、 、 」 」

子どもも教師も をめ的な感性を育てたい。 「はてな？ 「なるほど 「もっと！」と実感できる授業」 」
ざし、楽しんで教材研究に取り組みたいと考えている。
そのために、２０１３年度は の三つを理科、生活科、総、「はてな？ 「なるほど 「もっと！」」 」

「感合的な学習の学習過程に位置づけていく。地域に根ざした教材の工夫と問題解決の過程により、
を展開していけば 「科学が好きな子ども｣を育成性を磨き主体性と創造性を育む実感のある学び」 、

できると考える。授業づくりでは、子どもたちが 「はてな？」と身の回りから疑問を見つけ出す、
課題づくり 「なるほど」と実感することのできるかかわり合いのあり方 「もっと！」と学びをも、 、

科学が好きな子ども

①身近な自然や自然事象
から、「はてな？」を見つけ
る子

②仲間とかかわり合い、主体
的に自分の考えを深める子

③学びをもとに、創り出そ
うとする子

身近な自然や自然事象に進んでかかわり、 意欲的に学ぶ中畑っ子

「はてな？」「なるほど」「もっと！」と実感できる 中畑アクションプラン

言語活動の工夫サイエンスノートの工夫 話型 キーワードの提示 発問･板書・学級づくり
校内研修会（指導スキル）の充実 教育機器の活用 地域の自然・矢作川ふれあい活動

プラン１
プラン２

プラン３

はてな？

もっと！

はてな？

なるほど！

は新規、 は重点項目

もっと！



とに新しいことを創り出すための単元構想について、研究を深めたい。
さらに を合い言葉に「中畑科学大好き絆ネットワーク｣（２０１１、「学校･地域でサイエンス」

年度論文Ｐ 資料 ）を教育活動に生かし、地域の自然やすばらしさを実感する指導を充実させ
る。以下 「はてな？ 「なるほど 「もっと！」と実感できる中畑アクションプランの具体的な計、 」 」
画を述べる。

２ 【プラン１】 感性を磨き、主体性と創造性を育む「理科･生活科アクションプラン」
（１） ｢五感＋心で感じる」 感性を磨く生活科の授業づくり

２年 生活科 「やさいとなかよし」
生活科では、子どもたちの感性

を磨くために 「五感＋心で感じ、
る」ことを大切にしていく。そこ
で２年生活科、地域単元「やさい
となかよし」において、科学的な
感性を磨いていくことを考えた。
資料 は、その単元構想であ
。 、 、る まず 教材提示の工夫として

野菜の絵本の読み聞かせを行う。
子どもの野菜栽培への興味・関心
を高めたところで、育てる野菜を
一人一つ決める。野菜には自分で
名前を付け、 に心を寄せマイ野菜
て世話ができるようしたい。
苗植えの際には、地域の野菜作

り名人に助けてもらう。子どもた
ちは、地域の野菜作り名人とかか
わりながら、楽しく苗植えができ
るだろう。

キーワード野菜の観察では、
みつける 「くらべる 「たと（「 」 」
）と による観点える 五感マーク」

を提示し（資料 、諸感覚を使）
って観察を行えるようにする。心
で感じることを大切にするため
に、 （ハート君とはて心感マーク

ワークシートな君）も提示する。
思考と表現にもマークを提示し、

の一体化を図る。このように諸感
覚を意識させていくことにより、
子どもたちの科学的な感性を磨く
ことができるだろう。
観察後、それぞれが観察したこ

とを交流するかかわり合いの場を
もつ。まず、同じ野菜を育ててい
る子同士で意見を交流させる。自

資料31 キーワードと五感マークの提示
みつける 思考を にすることで自覚させる（ノート）絵や言葉

五感マークで観点を提示する

五感マークに 取り入れる心感マーク（ハート君とはてな君）を
くらべる 「前と比べて～ 「～とくらべて～」」

たとえる 「～のような 「～みたいな」」

言語活動の工夫かかわり合いの場

一人一つのマイ野菜

資料30 2年「やさいとなかよし」の単元構想（１４時間完了）
かんじる段階

やさいのお母さん、お父さんになろう

○夏野菜について知ろう①
「ナスやピーマン、ミニトマトがあるんだね 」。

○育てたい野菜を考えよう②
「ぼくは、ミニトマトが好きだから、ミニトマトだな 」。

○持ってきた苗に名前をつけよう③
「ミナミにするよ 「大切に育てるからね 」。」 。

ふかめる段階
やさいパーティーのじゅんびをしよう

○マイ野菜を畑に植えよう④
「どうやって植えたらいいのかな 」。
「名人が教えてくれたから、植え方がよく分かったよ。ありがとう 」。

○お世話をしよう⑤
「肥料をあげるよ 「支柱をさすよ 」。」 。

○野菜はかせになろう

○できた野菜でしたいことを考えよう⑫
「家にもって帰りたい 「おじいちゃんにプレゼントしたい 」。」 。
「みんなでパーティーをしたいな 」。

ひろげる段階
やさいパーティーをしよう

○野菜をプレゼントしよう⑬
「お手紙をつけてみよう 「喜んでくれるかな 」。」 。
○野菜パーティーをしよう⑭
「みんなの野菜まぜまぜサラダを作ろう 」。
「とても美味しいよ、野菜さん、ありがとう 」｢名人にもあげたいな 」。 。

五感マーク

図書の活用

名人とのかかわり

キーワードの提示

●葉のひみつを見つけて、教えよう⑥⑦
「ざらざらしているよ 「紅葉みたいな形だよ 」。」 。
「 、 。」「 。」すごい 匂いが本当にする 野菜によって葉も違うんだね

●花のひみつを見つけて、教えよう⑧⑨
「トマトの花は黄色です 「真ん中にくさい粉があるよ 」。」 。
「トウモロコシの花は変わっているね 「色が違うね 」。」 。

●実のひみつを見つけて、教えよう⑩⑪
「 。」「 。」花のところに実ができたよ きゅうりはちくちくするよ

絵本の読み聞かせ



分の気付かなかったことに気付いている子に感心する場面も見られるだろう。その後、グループ発
表形式で全体交流をする。野菜ごとに分けてグループ発表をすることにより、それぞれの野菜の違

かかわり合いの場 言語活動を工夫し、多いを意識して聞くことができるだろう。このように、 での
を取り入れながら、個の気付きや学びをつなげて ていく。マイ野菜を育てる様な表現活動 価値づけ

中で、科学的な感性を磨くとともに、命を大切にし、心で感じる態度を養っていきたい。

（２）科学的な見方や考え方を育て、主体性と創造性を育む理科･生活科の授業づくり
① 「はてな？」 豊かな体験から「はてな」を見つけ、科学的な見方や考え方に導く

３年 理科 「進め！ぼく、わたしのスーパーカー ―風とゴムのはたらき―」
「はてな？」と科学への扉が開くために、事象提示 豊かな子どもたちの心が「はっ」と動き と、

を大事にしたい。その中から価値ある｢はてな｣を見つけ出すかかわり合いを取り入れた単体験活動
元を考えた。資料 は、３年理
科「進め！ぼく、わたしのスー
パーカー ―風とゴムのはたら
き―」の単元構想である。
かんじる段階では、風やゴム

の働きを体感するために、風や
ゴムを使ったおもちゃ作りを行
う。子どもたちは、風車やピン
ホール、車など、様々なおもち
ゃを作るであろう。その後、自
分で作ったおもちゃを使って、

をする。楽しかったお自由遊び
、 、もちゃの中から 車に着目させ

速く走るマイカーづくりへと誘
自由に試行う。子どもたちは、

しながらより速く走るマイカー
づくりに夢中になるであろう。
このような自由遊び、自由試行
の中から 「はてな」を見つけ出、
していく。
「はてな」につながる事象は

いくつもある。多くは、事象が
見えている段階でとどまってい

る。 （どこから、どれくらい、どんな）を決めて 「よく見観点 、
る 「見つめ直す」ことで、よりよい「はてな （追究課題）が生」 」
まれる。その上で、子どもたちが、｢はてな｣を見つける際には、
事実の上に｢なぜ｣｢どうして｣｢本当に｣の言葉をつけるように促し
ていく。｢風の強さの違いによってマイカーの進み方が違った｣と
いう事実の上に｢本当に｣という言葉をつける。すると、｢本当に、
風の強さの違いによってマイカーの進み方が変わるのだろうか｣
という｢はてな｣になる。子どもたちは、たくさんの「はてな」を

条件制御

チャレンジ学習

はてな作り

資料32 ３年｢進め！ぼく、わたしのマイスーパーカー｣の単元構想（１７時間完了）
かんじる段階

風やゴムのはたらきを体感しよう

○風やゴムを使ったおもちゃを作って遊び、マイカーを作ろう。①～⑤
｢ゴム鉄砲なら保育園の時にしたことあるよ。｣｢ヨットは風で動いているよ。｣
｢車のおもちゃが楽しかったよ。また、やりたいな。｣
｢マイカーをうちわを早く扇ぐとたくさん進むぞ。｣｢ 君の車はぼくの車より速
いな。なんでだろう？｣｢ゴムの本数を変えて、実験をするぞ。｣

○みんなのはてなから、クラスのはてなをつくろう。⑥
はてな[追究課題]

はてな１ 本当に、風の強さは車の動く距離と関係があるのかな？
はてな２ 帆の大きさや形は、車の動く距離と関係あるのかな？
はてな３ ゴムの本数を変えることは、車の動く距離と関係あるのかな？
はてな４ ゴムの伸ばし方を変えると、車の動き距離と関係あるのかな？

ふかめる段階
風やゴムのはたらきを知ろう

○風を使ってマイカーを走らせよう。⑦～⑩
はてな１ はてな２
●風の強さを変えながらマイカーを ●帆の大きさや形を変えて、マイカー
走らせよう を走らせよう
｢風が強い方がたくさん進んだよ ｣ ｢ぼくの車は６ｍ進んだよ。帆が大き。

いほうがよかったかな。｣
｢帆を曲げたら前より１ｍ増えたよ。｣

○ゴムを使ってマイカーを走らせよう。⑪～⑭
はてな３ はてな４

●ゴムの本数を変えながら、マイカ ゴムを伸ばす長さを変えながら、マ●
ーを走らせよう。 イカーを走らせよう。
｢ゴムが１本より２本の方が、たく ｢ゴムの引っぱり方で走る距離が変わ
さん進んだぞ。｣ るんだ。｣

ひろげる段階
中畑杯スーパーカーレース大会に参加しよう

○中畑杯スーパーカーレース大会に参加しよう。⑮～⑰
｢風とゴムを両方使うルールにしよう。｣
｢帆をどのようにしようかな。｣

自由遊び 自由試行

比較実験 問題解決ワークシート

事象提示

資料33
価値ある「はてな」の観点

１指導要領に示された内容か。
２追究できる「はてな」か。
・解決の糸口があるか。
見通しがもてるか。

・子どもで実験方法が考えられるか。
・きちんとした結果が出るか。
・授業時間内に解決するか

３思いや願いが十分にあるか。
４追究課題がいくつかあるか。
・中学年は単線型
・高学年は複線型

５問題解決後も活用できるか。
・チャレンジ学習
・生活への一般化が図れる。



考えつくであろう。そして、子どもたち一人一人の「はてな」を練り上げ、クラスの追究課題にし
ていく。その際には、資料 の を教師が意識し、子どもたちが主体となってかか｢価値あるはてな｣
わり合いながらつくりだすことができるように支援していく。そうすることで、より科学的な見方
や考え方ができ、子どもの思考にそった価値ある｢はてな｣をつくり出すことができると考える。

② 「なるほど」 仲間とかかわり合い、主体的に考えを深める
６年 理科「てこのひみつを探ろう」
６年生では、仲間とのかかわり合いを通して子どもが主体的に考えを深めるために、単元「てこ

のひみつを探ろう」を考えた。資料 は、その単元構想である。
、ふかめる段階 はてな１「 」では

を使い、サイエンスグル大型てこ
ープと実験グループを効果的に組
み入れた （Ｐ 資ジグソー学習
料 ）を導入する。

サジグソー学習の段階１では、
を中心に活動すイエンスグループ

。 、る 個々で立てた仮説を出し合い
条件制御の必要性に着目した話し
合いに導きたい。子どもたちは、
「力を加える位置を変える 「お」
もりの位置を変える 「支点の位」
置を変える」等、それぞれ一要因
を変化させた実験方法を見い出す
と考えられる。その後、グループ
内で実験の分担をする。予め子ど
もたちにジグソー学習の大まかな
展開を知らせておくことで、個々
の意欲を喚起したい。
段階２では同じ条件で実験をす

る子を組とした で活実験グループ
動する。仮説の修正を行い、でき
るだけ小さな力（手ごたえ）で物
を持ち上げる方法を検証実験で追
究させる。実験後には、各自が実
験した結果・考察を発表する。互
いの考察を聞き合い推論する活動
を通し、思考を深めることができ
ると考える。さらに、ここでは、
段階３で発表するための準備時間
も確保したい。

もとのサイエンス段階３では、
に戻り、実験の結果や結果から分かったことなどを伝え合う時間とする。その際、一方的グループ

な伝達型ではなく、双方的な参加型の学びとなるよう、他の子にも大型てこで体感させながら説明
するようにする。また、 させたい。子どもたちは「なるほど」と共感し図や表などを効果的に活用
ながら思考を広げ、明確な結論としてとらえ、考察を練り上げていくにちがいない。

資料34 ６年「てこのひみつを探ろう」の単元構想
かんじる段階 （１４時間完了）

てこのはたらきを調べよう

○棒を使って重い物を持ち上げてみよう。① ※大型てこの活用
「昔は長い棒と丸太を使って石を動かしていたんだって 」。
「こっちを押してみて。軽く感じるよ 」。

○気づいたこと、不思議に思ったことを話し合い ※支点・力点・作用点
はてなづくりをしよう② 語句説明

はてな〔追究課題〕
はてな１ どうしたら、一番楽に物を持ち上げられるかな
はてな２ かたむける働きと支点・力点・作用点はどんな関係があるの

かな

ふかめる段階
てこのひみつを探ろう

はてな１
○より小さな力で物を持ち上げる方法を見つけよう。③④ ※ジグソー学習

※大型てこの活用

「そろえる条件と変える条件を決めないとね 」。
○分担した課題を実験で検証しよう。⑤⑥⑦

力点の位置を 作用点の位置を 支点の位置を
変えてみよう 変えてみよう 変えてみよう

○検証実験で分かったことを伝え合おう。⑧

「おもりの位置が支点に近づくほど手応えが小さくなったよ 」。
はてな２
○力を重さに置き換えて実験しよう。⑨⑩⑪ ※実験用てこの活用

同じ重さのものをつり 左右の重さを変えて てこが水平につりあう時
下げて実験しよう。 実験しよう。 のきまりを見つけよう。

「 、「棒は傾かないんじゃ 「おもりをスライドして おもりと距離が２と３
ないかな 」 いったらつり合ったね。 １と６でつり合うね」。
○傾けるはたらきと支点・力点・作用点の関係を話し合おう。⑫

「実験結果の表を見ると、支点からの距離と重さが反比例になっているよ 」。

ひろげる段階
てこのはたらきを使った道具を調べよう

○身の回りでてこのはたらきを使った道具を調べよう。⑬
「どの道具も力点・支点・作用点があるんだね 」。
「やっぱり支点からの距離によって、力の大きさが変わるんだ 」。
○ＣＭ発表会をしよう。⑭
「枝切り鋏は支点から作用点が短く、持つところが長くなっています。堅い枝
も楽に切れるように工夫されています 」｢生活に活かされているんだね 」。 。

仮説の設定 サイエンスグループでかかわり合い 課題別検証の分担

実験グループとのかかわり 検証実験 考察

サイエンスグループとのかかわり 確認実験 考察

予想 シンキングタイム 言語でのかかわり合い 考察

チャレンジ学習



は、他のメンバーに調べたこジグソー学習
とを伝え、説明する責任があり、必然的に主
体性を促すことができると考える。さらに、
追究は一人一実験が中心となるが、同じ目的
を持った子が集結した実験グループで行うた
め、検証や考察時など疑問が生じた時には、
アドバイスし合うことができるというメリッ
トもあり、普段実験学習に受け身になりがち
な子にも効果的に働くと考える。子どもにと
っては、より主体的な活動となり、思考力を
働かせるとともに、表現力を高める学習が可
能になると考える。

③ 「もっと！」 試行錯誤の中から､創造する楽しさを実感する
２年 生活科「お気に入りのシャボン玉をとばそう」

２年生では、試行錯誤の中か
ら、創造する楽しさを実感する
単元「お気に入りのシャボン玉
をとばそう」を考えた。資料
はその単元構想である。
シャボン玉遊びは、どの子も

一度は遊んだことのある馴染み
深い遊びである。また、液や道
具を工夫することで遊びを発展

試行させることができるので、
錯誤の中から創造する楽しさを

である。実感するのに適した教材
ふかめる段階では 「はてな」、

を解き明かし、分かったことを
生かして、お気に入りのシャボ
ン玉を作っていく 「はてな１」。
では、液の工夫をする。自分の
液だけでなく友達の液も試しな
がら、お気に入りのシャボン玉
液を見つけていく。次に 「はて、
な２・３」では、はてなを解き
明かすために、道具を一人一つ
作って、試す活動をする。試し
ていく中で、友達のシャボン玉
を見て 「私もあの子の道具でや、
ってみたい 」という思いをもつ。
であろう。そこで、あらかじめ、

を準備しておき、試しながら道具を作り変えることができるようにする。 の材料バンク 材料バンク
材料を使ってすぐに改良することができるので、お気に入りのシャボン玉ができるまで、何度も試
して作ることができる。子どもたちは、そのような試行錯誤の中から生まれた「お気に入りのシャ

資料36 ２年「お気に入りのシャボン玉をとばそう」の単元構想（１１時間完了）
かんじる段階

シャボン玉で遊ぼう
○シャボン玉で遊ぼう ①
「シャボン玉がたくさんとんだよ 「シャボン玉は手でも作れたよ 」。」 。
「シャボン玉遊びは楽しいな 」。
「もっと大きなシャボン玉が作りたいな 」。

○遊びの中で見つけた「はてな」を発表しよう ②
「どうしたら大きなシャボン玉ができるのかな 」。
「一回でたくさんのシャボン玉を作るには、どうしたらいいのかな 」。

はてな［追究課題]
はてな１ どうしたら割れにくいシャボン玉ができるのかな
はてな２ どうしたら大きなシャボン玉ができるのかな
はてな３ どうしたらたくさんのシャボン玉が作れるのかな

ふかめる段階
シャボン玉を作ろう

○お気に入りのシャボン玉を作ろう ③～⑧

○お気に入りのシャボン玉を試してみよう⑨
「 、 。」ハンガーに糸を巻いて 網みたいにするとたくさんシャボン玉が作れたよ
「お気に入りのシャボン玉を誰かに紹介したいな 」。

ひろげる段階
お気に入りのシャボン玉を紹介しよう

○一年生とシャボン玉を作って、遊ぼう⑩
「ぼくのシャボン玉の作り方を教えてあげるね 」。
「一年生と楽しくシャボン玉遊びができたよ 」。

○全校の子とシャボン玉を作って、遊ぼう⑪
「ペア学級の子とシャボン玉を作って、遊ぼう 」。
「けやき広場に を設置して、シャボン玉コーナー

全校の子とシャボン玉遊びをしよう 」 ※シャボン玉コーナー。

シンキングタイム 生活科ノート 言語でのかかわり合い

⑦⑧はてな３
●シャボン玉をたくさ
んとばそう

「虫取り網をつかうと
たくさんのシャボン
玉ができるよ 」。

言語でのかかわり合い・生活科ノート

自由試行

生活科ノート

⑤⑥はてな２
●大きなシャボン玉を
とばそう

「ハンガーの周りに毛
糸を巻くといいよ 」。

「あの子の道具を真似
したいな 」。

③④はてな１
●割れにくいシャボン
玉液を作ろう

「のりを入れて、ねば
ねばさせよう 」。

「友達は何をいれたの
かな 」。

チャレンジ学習

材料バンク

資料35 ジグソー学習の形態



ボン玉」に自信をもち、自慢したいという思いをもつであろう。
では、これまで追究してきたシャボン玉液や道具の工夫を、お気に入りのシャボンひろげる段階

玉遊びとして、多くの子に発信する を行う。一年生の子にお気に入りのシャボン玉チャレンジ学習
を紹介する。子どもたちは、自分の紹介したお気に入りのシャボン玉で一年生が楽しそうに遊んで
いる姿を見ることで 「シャボン玉をもっといろいろな人に紹介したい」という思いをもつであろ、
う。その後、ペア学級の子や全校の子にシャボン玉遊びを広げることで、学びを発信する楽しさや
「もっと！」と広げる楽しさを味わうことができると考える。

３【プラン２】 実感のある学びを支える｢学校・地域でサイエンスアクションプラン」
（１） 親子サイエンス教室
本校では、今までに地域の教育資源を活用して 「地域とともにサイエンス」を推進してきた。、

来年度は ２０１１年度論文Ｐ 資料 をさらに活用し 学、 （ ） 、「「 」中畑科学大好き絆ネットワーク
校・地域でサイエンス」を合い言葉に、科学的な体験活動を展開していくことで、子どもたちの実
感のある学びを支えていきたい。その中で 「親子サイエンス教室 「親子チャレンジ講座 「親子、 」 」
で理科一研究」を整理統合し (資料 )として充実させていきたい。、「親子サイエンス教室」

親子サイエンス教室に参加した保護者からは、子どもと共に自然や科学にふれることのすばらし
さやおもしろさを味わった感想が多く寄せられている。次年度も継続して行い、親も子も、家庭も
学校も科学の話題にあふれる環境を作り、科学に対する関心を高めていきたい。

資料37 親子サイエンス教室 －次年度の予定－

教 室 名 内 容実施月

４ 月 親子校庭植物観察会 校庭の植物観察を行う。フィールドビンゴの手法を用いて、五感を使いながら校
庭の植物を観察する。

５ 月 矢作川ヨシ原観察会 国土交通省と協力して、矢作川の河岸にヨシの茎植えを行う。併せて、ヨシをす
みかとする生き物の観察をする。

６ 月 矢作川遠足 矢作川河川敷の植物観察を行う。また、シジミ採りをしながら、水生動物の観察
も行う。

７ 月 魚つかみ大会 魚つかみ名人の指導のもと、矢作川周辺の小川や用水路で魚つかみを行う。捕獲
した魚は、マイ水槽や校内の水槽で飼育する。

親子で一人一研究 理科室を開放し、親子で一人一研究に取り組む。

８ 月 親子チャレンジ講座 開講する講座に、科学に関連する講座を設定する。
【開講予定講座】
①おもしろ科学実験室②草木染め ③サイエンスものづくり
④サイエンス料理教室⑤水鉄砲を科学する⑥微生物を見つけよう

訪問科学実験教室 愛知教育大学の学生による訪問科学実験教室に親子で参加する。

９ 月 ハゼ釣り大会 ボランティア団体『親父の会』の協力のもと、矢作川でハゼ釣り大会を行う。併
せて、河川敷の植物や昆虫の観察を行う。

10 月 親子ものづくり教室Ⅰ 地元企業の方を講師に招き、電池、モーター、電磁石を使った工作をする。

、 、 。11 月 野鳥観察会 地元野鳥の会会員を講師に招き 矢作川の水鳥 神社や草原の野鳥の観察をする

１ 月 里山を守る会 校区に住む中根さん、理科ボランティアの神本さんを講師に招き、里山保存、環
境破壊の現状を話していただく。

２ 月 矢作川であそぼう 親子で凧揚げ大会をする。また、矢作川の自然を生かした遊びに取り組む。

親子ものづくり教室Ⅱ 理科教員ボランティアや福寿会のものづくり名人を講師に招き、身のまわりにあ
る材料で工作をする。



（２）環境づくり・実技講習会・教育機器の活用
① 子どもたちの感性を磨くためのサイエンスコーナーと今月の五・七・五
本校では、子どもたちが楽しみながら科学に触れられるように、サイエンスコーナーを設けてい

る。さらに、 に力を入れ、子どもたちの科学への興味関心が感性を磨き創造性を高める環境づくり
高まるようにする。
次年度は、子どもたちの「なるほど、おもし

ろいな 「もっと知りたいな、やってみたいな」」
サイという気持ちがさらに高められるように、

エンスコーナーやものづくりコーナーをリニュ
し、環境整備に力を入れていきたい。ーアル

そのために、資料 のように、季節や授業に
合わせたサイエンスコーナーの を立て年間計画
て取り組んでいく。夏休み前には、過去の卒業
生たちが残した一人一研究を掲示し 「親子で、
一人一研究」の参考にさせたい。秋には、校庭
でとれるどんぐりやまつぼっくりを利用したお
もちゃを紹介し、自分たちで制作できるように

ものづくりコーナーや材道具を用意するなど、
を充実させる。使い方や楽しみ方をビ料バンク

デオ放送で紹介し、多くの子どもたちが積極的に活用できるよう
にしたい。
また本校では、言語力育成のために毎週金曜日の朝１０分間を

「かくかくタイム」として設け、全校で「１００マス作文」とそ
の内容を要約した「五・七・五づくり」に取り組んでいる。理科
や生活科でも、授業等の感想を五・七・五で表現することを積極
的に取り入れている。身の回りの自然や自然事象から心が動いた
ことを五・七・五の短い言葉にのせることで、感性豊かに表現で
きると考える。
来年度は、昇降口に という掲示スペース「今月の五・七・五」

をつくり、科学の不思議さやおもしろさを、鋭い感性で表してい
る子の作品の紹介を行う。よい作品に触れることで 「はてな？」、
と感じたことを言葉で表現し 「もっと！」と伝えたいという思、
いをもたせたい。

② 教員のための校内研修会と教育機器を活用した授業
「はてな？ 「なるほど 「もっと！」と、児童が実感でき」 」

る授業をめざし、教員の校内研修に力を入れていきたいと考
えている。 では、理科指導のスキルを磨くために、校内研修会
全職員で教材・教具のアイデアを話し合っていく。また、理
科の専門の講師を招いて実験器材の使い方の注意点や教材の
扱い方の研修会も開きたい。電磁石や顕微鏡など実際に手に
とって教員が実験を行うことで教材の特徴を知り、より児童
が追究しやすい手立てや、思考が深まる発問の仕方などを協
議することで研修会を充実させたい。
また、教育機器を積極的に取り入れた魅力的な授業が展開

資料38サイエンスコーナーものづくりコーナー年間計画

４月 トリックアート （★）

５月 いろいろなふりこ （◆）

６月 虫博士の虫クイズ （★）

７・８月 先輩たちの一人一研究 （★）

９月 創意工夫展・一人一研究展 （★）

10月 虫博士の虫クイズ （★）

11月 どんぐりごまを作って遊ぼう （◆）

12月 聞いてみよう もしもしホーン （★）

１月 作って挑戦！知恵の輪 （◆）

２月 バランスおもちゃ やじろべえ （★）

３月 ペットボトルで顕微鏡をつくろう （◆）

※サイエンスコーナー（★）ものづくりコーナー（◆）

わたしと感じ方が違うね五・七・五

サイエンスコーナーのふりこで遊ぼう

２０１１年８月・校内実技講習会



できるように研究していく。一つの例として、 や を積極的に授業に活用しデジタル教科書 電子黒板
ていきたい。実験の方法や注意事項を確認するために映像を見せたり、実験の結果を集約したり比
較したりする場面で活用すれば、視覚に訴え、子どもの思考が深まる授業が展開できると考える。
フィールドワークや実験結果を発表する場面には、デジタルカメラで撮った画像を使用し、考察や
レポートを発表する場面をもちたいと考えている。

４【プラン３】 ｢一単元一講師」で、地域とともにつくる｢中畑ドリームアクションプラン｣
昨年度より として、「中畑科学大好き絆ネットワーク」の中から地域の教育資源を一単元一講師

単元を開発してきた（資料 。今年度は、さら矢作川単元学習や理科・生活科の授業に活用した ）
に、生活科でのものづくり単元を新規に取り入れた。理科学習においても、地域の教育資源の活用
を単元のどこに位置づけるか、人材活用のあり方を探る必要がある。授業と地域や学校あげての体
験活動が有機的に結びつき、子どもたちが 「なるほど」と、より実感する学びになるにちがいな、
い。

｢一単元一講師」 教育資源（人材）活用プラン ２０１３版

単元名 人材 （｢中畑科学大好き 親子サイエンスやふれあい
絆ネットワーク」より） 活動との関連

１年 カレーパーティーをしよう ・地元商店｢丸新商店」生 「 」
・野菜作り名人稲垣さん活

「虫となかよし」 ・虫博士中根さん・親父の会 ６月虫クイズ科
２年「野さいを育てよう」 ・野菜作り名人稲垣さん

「へんしんダイズ」 ・学校栄養士
「町たんけんをしよう」 ・地元商店｢丸新商店｣「魚庄」

・ＰＴＡ

６月ＰＴＡ親子ものづくり教室理科 ものづくり
「 」単元 マグネットで小物づくり

４年 ｢ものの温度と体積｣ ・愛知教育大学 ８月訪問科学実験１分野
｢電池のひみつをさぐろう｣ ・理科支援ボランティア 親子チャレンジ講座

５年「ふりこ」 ・鶴城丘高校 ・元教職員 ８月サイエンスものづくり
｢電磁石｣ ・デンソー出前授業 ・阪部工業 10月親子ものづくり教室Ⅰ

３年｢こん虫を育てよう｣ ・虫博士中根さん ６月虫クイズ地域単元
２月星座観察会２分野

５年 ｢植物の発芽と成長｣ ・米作り農家稲垣さん ８月草木染めに挑戦
・元教職員 ・染織名人 ８月訪問科学実験

６年「生物と環境」 ・愛知教育大学 月里山を守る会１

１年「やはぎ川とあそぼう」 ・親父の会 ＰＴＡ ４月春の植物観察会矢作川
２年「シジミと友だち」 ・地元商店「魚庄」シジミ博士 ６月矢作川遠足（シジミ取り）単元学習
３年「矢作川の生き物」 ・碧南海浜水族館学芸員 親父の会 ７月魚つかみ大会（親父の会）

９月ハゼ釣り大会（親父の会）
５年 矢作川プロジェクト学習 ・国交省職員 野鳥名人（野鳥の会） 11月野鳥観察会
６年「矢作川一人一研究」 ・元教職員 理科支援ボランティア



（１ 「はてな？ 「なるほど 「もっと！」を導き出す地域の教育資源） 」 」
３年 理科 「じしゃくのふしぎにせまろう」
３年生では、地域の教育資源を単元構想の各段階に、一単元一講師として取り入れた単元「じし

ゃくのふしぎにせまろう」を考えた。資料 はその単元構想図である。
① 地域の教育資源による教材提示の工夫

、 、 。 、磁石は 生活の中でごく普通に使われており 子どもたちにとっても身近なものである そこで
で、 に行き、磁石で空き缶の分別を行っている様子を見学かんじる段階 地域のリサイクルセンター

する。磁石につくものとつかないものがあることや身近に磁石が役に立っていることをつかむこと
で、教材への興味関心が高まるような学習のあり方を探りたい。
また、 の協力を得て、 を行愛知教育大学の「ものづくり教室」 マイ磁石づくり（ものづくり１）

う。フェライト粉末とエポキシ樹脂を混ぜて硬化剤を入れて磁化するという行程や、好きな形にで
きあがったマイ磁石は、子どもた
ちの興味関心を大いに引きつける
であろう。その後、完成したマイ
磁石で自由に遊んだり試したりす
る時間をたっぷりともつ（自由遊
び･自由試行）ことで、子どもた
ちは、目を輝かせて「はてな」を
たくさん見つけるにちがいない。
ここから、自ら問題を解決しよう
とする態度が育っていくと考え
る。
② 「なるほど 「もっと！」と」
追究を深め、ひろげる講師の活用
ふかめる段階では、子どもたち

が練り上げた「はてな」を追究し
ていくために、自ら実験方法を考
え、一人一実験をすることで、磁
石の不思議を解明していく。子ど
もたちの 「はてな」が自分たち、

ものづくで解決できないときは、
に支援していただく。磁石り名人

の働きについての話をしていただ
いたり、磁石を使ったおもちゃの
仕組みを紹介をしていただいたり
して、子どもたちが、ものづくり
で「なるほど」と実感できるよう
にしていきたい。

、 、そして 学んだことを生かして
での磁石を使ったチャレンジ学習
（ものづくり２）おもちゃづくり
。 、につなげていきたい このように

単元を通した各段階で、地域の教
育資源を活用することで、子どもたちは「はてな？」を感じ 「なるほど 「もっと！」と追究する、 」
喜びや学びを生かして創り上げる楽しさを実感すると考える。

資料40 ３年「じしゃくのふしぎにせまろう」の単元構想（１８時間完了）
かんじる段階

じしゃくを作って、遊ぼう
○リサイクルセンターに空き缶の分別を見学に行こう ①②
「磁石で鉄やアルミの缶を分けられるんだね 」。
「磁石につくものとつかないものが
ありそうだよ 」。

○マイじしゃくを作って、遊ぼう ③④⑤⑥
「どんな形の磁石にしようかな 」。
「できた磁石で遊びたいな 」。

○発見したこと・疑問に思ったことを話し合い、はてなづくりをしよう。⑦

はてな〔追究課題〕
はてな１ 磁石につくものとつかないものがあるのかな？
はてな２ 磁石とつくものの間にものがあるとどうなるのかな？
はてな３ 磁石と磁石をつけると、どうなるのかな？
はてな４ 磁石の力は移るのかな？

ふかめる段階
じしゃくのふしぎにせまろう

○磁石の性質を調べよう。

はてな１ はてな２ はてな３
●磁石につくものとつ ●磁石と磁石の間に物 ●磁石の極を調べよう
かないものを調べよう があるとどうなるか調 「磁石と磁石を近づける
「磁石につくか、つか べよう と、ついたり逃げたり
ないか、予想しなが 「磁石と鉄の間に物が するね 「Ｓ極とＮ極。」
ら調べよう 」⑧ あっても、つくと思 があるんだ 「マイ磁。 。」

う。｣「水の中でも 石の極はどこかな 」。
つくのかな 」⑨ ⑩⑪⑫。

はてな４
○磁石の働きを調べよう。⑬
「鉄くぎを磁石にする方法を考えよう 「Ｎ極とＳ極ができたよ 」。」 。

ひろげる段階
じしゃくを使ったおもちゃを作ろう

○磁石を使ったおもちゃのしくみを調べよう。 ⑭
「磁石でついたり離れたりするね 」。
○磁石の性質を利用しておもちゃを作ろう。⑮～⑰
「魚釣りゲームはどうかな。名人に相談しよう 」。
○友だちに作ったおもちゃを紹介しよう。⑱

ものづくり１

シンキングタイム サイエンスノート 言語でかかわり合い

ものづくり２

サイエンスノート 言語でかかわり合い チャレンジ学習

愛教大「ものづくり教室」とのかかわり

地域のリサイクルセンターとのかかわり

サイエンスノート 言語でかかわり合い

自由試行・自由遊び

ものづくり名人とのかかわり

ものづくり名人とのかかわり



（２ 「なるほど」と実感する一単元一講師）
４年 矢作川単元学習 「ぼくら矢作川調査隊」
本校では、校区を流れる矢作川を学びのフィールドとし、１年生から６年生が、発達段階に応じ

た総合的な学習「矢作川単元学習」を進めている（２０１１年度論文Ｐ２４資料 参照 。低学年）
では矢作川にたっぷりと触れる活動、中学年では水質や水生生物をじっくりと調べる活動、高学年

「ぼくら矢作川調査では主体的に追究し発信する活動を中心に学習を構成した。資料 は、４年生
の単元構想である。隊」

① 単元を通した一単元一講師とのかかわり合いで追究を深める
かんじる段階 一単では、子どもたちと教材とのインパクトのある出会いを設定したい。そこで、

。 、元一講師 碧南水族館学芸員として考えている の亀蔦さんの話を聞く場面を設定する 亀蔦学芸員は
本校の子どもの保護者であり、矢作川の水質について長年研究をしてこられた方である。その方か

ら、子どもたちがこれまで学習して
きた矢作川に生息する生き物、そし
て、それにかかわらせた矢作川の水
質について話をしていただく。子ど
もたちの興味は、矢作川の水質へと
向くであろう。そのうえで、実際に
矢作川へ出かけていき、諸感覚から
紡ぎ出された「はてな」づくりへと

ふかめるつなげていきたい。また、
の話し合い活動など、講師には段階

単元を通してかかわっていただき、
その都度、子どもたちへのアドバイ

。スをしていただきたいと考えている
② リーフレット作りで地域へ発信
ひろげる段階では、それまでの調

リーフレ査、話し合いなどの結果を
にまとめる。矢作川の様子、パット

ックテストの結果、そして矢作川を
守るための提案などが盛り込まれる
であろう。講師には、リーフレット

。作りの監修にもかかわっていただく
そのリーフレットをもとに、保護者
や地域に向かって提案する機会を作
りたい。授業参観における発表や回
覧板を使った地域への発信などが考
えられる。多くの人の前で提案する
ことによって、子どもたちの矢作川
を大事にし行動に移そうとする気持
ちを培うことができるだろう。

○おわりに
本校では、７年間、｢科学が好きな子ども」を育てる研究に取り組んできた。本年度の応募は、と

りわけ、続けてきた意義を再認識することになり、このような機会を与えていただいたことに感謝
。 、 「 」 。している 人やものが変わろうと ゆるがない 中畑らしさ をわたしたちは大切にしていきたい

（研究代表者）榊原真由美
（執筆者） 榊原真由美牧野 伸斉藤茂樹占部 香寺本やよい 鈴木直美鈴木ひさ子笹尾知史石原 誠

資料41 ４年 ｢ぼくら矢作川調査隊｣ 単元構想（１７時間完了）

かんじる段階
矢作川の水はきれいなの？

○碧南水族館の方の話を聞こう①
○矢作川遠足で矢作川を観察しよう②
「小さな魚がいる 「ヨシが生えている 」。」 。
○矢作川についての「はてな」をつくろう③
「どんな魚がいるのかな 「どんな植物が生えているのかな 」。」 。
「水はきれいなのかな 「どんな鳥がいるのかな 」。」 。

○水質検査の計画をたてよう④
「パックテストで調べよう 「矢作川だけでなく堀割も調べたいな」。」

ふかめる段階
矢作川の水を調べよう

○パックテストをしよう⑤⑥⑦⑧
｢矢作川の値は○だったよ。｣「場所によってずいぶん値が違うね 」。

○場所によって違いが出る理由を調べよう
●矢作川はどのくらい汚れているのだろう⑨
「どうして場所によって汚れの違いがあるのだろうか 」。
「よく知っている人はいないかな 」。

●矢作川と堀割の様子を比べてみよう⑩⑪
｢矢作川にはヨシがいっぱい生えているよ 」。
｢堀割は回りがコンクリートで固めてあるよ 」。
●どうして場所によって汚れの違いがあるのか考えよう⑫
「生活排水が流れ込んでいるからだよ 「流れの速さが違うから 」。」 。

ひろげる段階
矢作川を守るためにみんなでできることを提案しよう

○矢作川をよごさないためにみんなでできることを考えよう⑬
「生活排水をできるだけ出さないようにする 」。
「矢作川のごみを出さないようにする 」。
○調べたことをリーフレットにまとめよう⑭⑮
●矢作川と堀割の値の違いの理由がわかるようにまとめよう

○リーフレットで提案を地域に発信しよう
●授業参観で保護者に発信しよう⑯
●回覧板を使って、地域へ発信しよう⑰

ワークシート

水族館職員の話 シンキングタイム

「 検査」によるパックテスト

※一単元一講師
碧南水族館職員

大型校区図

聞き取り調査 図書館資料

ワークシート

リーフレット作り 発表会




