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子ども
-ー体験や友との関わりを通して自ら対象に近づいていく子ども

Ⅰ はじめに

【５年生：生命の誕生（魚）での子どもの姿から】
「このメダカ，背びれが大きいからオスだよ」
「ぼくのオスが３匹みたい。誰かメスと交換して」
「オスとメス丁度２匹ずつになった。バッチリだ」…
魚の誕生の単元では，一人４匹ずつメダカすくいを

行い，マイメダカとしてペットボトルや小型水槽を各
自が持ち寄って飼育することから学習が始まった。
大きな水槽に３００匹近いメダカが泳いでいる中，

一人一人がマイメダカを選んで決める時には，お互い
に教科書の写真や資料の図を見ながら，すくい上げた
メダカの様子を観察していた。子どもたちは目を輝か

。 ，せながらその後の飼育に期待を寄せていた さんは
４匹のメダカをすくい終えた後，一言も語らずにじっ

とメダカを見つめていた。しばらくしてから「先生，エサはどうするの？」と一番最初に尋ね
てきた。
エサの学習に入ると，メダカの棲む田の水から，アオミドロとカイミジンコを観察した。子

どもたちは，糸のようにしか見えないアオミドロが顕微鏡で見ると節があって緑色の粒が多く
入っている様子に驚いていた。さらに，すばしこく動き回るカイミジンコの様子を見て 「本当，
に貝みたい 「何か中から手みたいな物が出ていてすごい」など，話していた。 さんは「竹」，
みたいな節目がある。イネみたい。黒っぽくてエビみたい」と記録し，疑問として「カイミジ
ンコは本当にエサになるのか」と記した。
そこで，実際にカイミジンコが入っているビーカーに子どもたちのマイメダカを入れ，様子

を観察することにした。最初はカイミジンコに興味を示さないメダカを見て 「やっぱり食べな，
いのかなあ」とつぶやく さん。数分後，他の班から「食べた！」という歓声が上がると，

。 ， 。駆けつけて様子を確かめていた しばらくすると 何も言わずに自分の班に戻り観察を続けた
班の友だちと「これは金持ちだからカイミジンコみたいなものは食べないんだ 「メダカにも好」
き嫌いがあるんだ」という会話の最中，突然メダカが小さなカイミジンコを食べた。その瞬間
から さんの目はメダカに集中した。メダカは小さなカイミジンコを食べた後，横の大きな

， 。 ， 。カイミジンコを口に入れ すぐにはき出す しばらくしてまた口に入れては はき出していた
その様子を見ながら， さんはメダカが口を動かしながら食べることに気づき 「少しずつ味，
わいながら。何かじゃりじゃり 」とつぶやいた。すると，同じ班の 君は「食べられたカイ。
ミジンコも生きているから自分から出ちゃうのかもしれ
ない。口の中で動き回るから出てしまうのかも」と返し
ていた。このようにして， さんは小さなカイミジンコ
は食べるけど，大きなカイミジンコは食べないらしいこ
とを捉えていった。この時間，教師は「みんなよく見て
いたね」と共感し 『メダカは水の中の生き物をエサにし，
ている （のかなぁ？ 』とまとめ，その後の飼育・観察。 ）
への期待感を与えながら本時を終えた。
その後も さんは休み時間等にも継続してマイメダカ

に関わり，自らエサを与えたり，卵を観察したりしなが
ら命の不思議さに触れていった （ 年 月～ 月実施）。



本校で目指す『科学が好きな子ども』像
本校で目指す科学が好きな子どもは であ『願いを持ち 関わり続け 手応えを感じる子ども』

る。前述した５年生の子どもの姿からその具体を示してみたい。

願いを持ち
子どもたちが自分のメダカを 匹選ぶ際には，自然にオスとメスを 匹ずつ求め，自ら教

科書の写真や解説の記述を探ろうとしていた。自然に友だち同士で交流が生まれ，知識とし
て得た情報を目の前のメダカに当てはめようと試みる様子が見られた。おそらく 匹ずつ得
たであろうメダカでも，本当にそうなのか不安なため，ここでも友だちや教師にその真偽を
確かめようとしていた。
また， さんのように，マイメダカを得た子どもたちはその先の世話（飼育）に目を向け

始めていた。だからこそ生きていくために必要なエサの情報を求めて動き出したのだろう。
マイメダカを慕い，大切に育てていきたいと願う子どもたちだったからこそ，自然に向いて
いった方向だったのではないか。
科学が好きな子どもは，主体的に事象に働きかけ，真理を求めようとする。

関わり続け
マイメダカを飼育し始めた子どもたちは，メダカのエサに興味を持ち始める。マイメダ

カたちは市販されているエサを食べているが，小川や田んぼにいるメダカは何を食べてい
るのか，疑問を持った。 さんはエサをあげていないメダカが水槽の縁をぱくぱくしなが
らつつく様子から，メダカが水の中の生き物を食べているのではないか，という意見を持
った。そこで，田んぼでとったカイミジンコを与えることにした。
メダカにカイミジンコを与えることは「メダカは水の中の生き物を食べているのではな

いか」という子どもたちにとって仮説を実証する場面となった。最初 さんはカイミジ
ンコを与えても無反応なマイメダカに対して予想と反する事実に戸惑いを感じていたに違
いない。だからこそ「やっぱり食べないのかなあ」とつぶやいたり 「食べた！」という，
他の班の声に素早く反応したりしたのだと思う。しかし， さんにとっては他の班のメダ
カではなく，マイメダカが何よりも大事であり，再び目の前のメダカが対象となった。
科学が好きな子どもは，目の前の事象に働きかけ，これまでの経験や既習内容を想起し，

当てはめながらその事象を捉え，事象に対するイメージを更新させていく （新たなイメージ。
の創造・構築）

手応えを感じる
じっくり観察する中で，大きなカイミジンコに対してはメダカは一度口にしても吐き出し

てしまう事実に出会う。じっくり観察をする中で，マイメダカに心を寄せながら「味わって
食べている」という考えを持った。これは自分自身とメダカを重ね，メダカの口の動きを自
分の経験と重ね合わせた瞬間に出た言葉だったように思う。一方で， 君はカイミジンコ
の立場から「 カイミジンコは）動き回るから自分で出ちゃう」という さんとは全く違っ（
た方向で意見を語った。どちらももっともな考え方である。自然事象に対して関心を寄せて
関わると，このように多様な見方が語られる事実を見ることができた。

， ， 。さんは その後もマイメダカを大切に世話を続け 命の不思議さを感じることができた
科学が好きな子どもは，友と共に事象についてのイメージを交流する中で，事象がもつ本

， 。来の姿に触れながら自らの考えを修正・深化させ 期待感をもって事象を見つめ直していく
（感性が磨かれていく）

願いを持ち 関わり続け 手応えを感じる子どもは，
と捉える。体験や友との関わりを通して自ら対象に近づいていく子ども

これは，最初に感じた事象に対する素朴なイメージを対象との関わりや友の考え方との違い
から見つめ直し，新たなイメージを形成していく過程に他ならない。

本テーマとした研究も 年目を迎え，本年度がその総括の年となった。今までの研究成果を基
にしながらも，目の前の子どもたちの学びの姿を真摯に受け止め，教師としてよりよい手立ての
方向や学校としてよりよい学習環境の場のあり方を提案したい。



Ⅱ 科学が好きな子どもを育てる「中洲教育」２０１２

１ 研究の経過
本校では，２００８年度より『科学が好きな子ども』の姿を，

と捉え，実践を積んできている。主な研究内容は以下の通りである。

第１年次 『科学が好きな子ども』を
（２００８年度） と捉え，さらに 『科学が好きな子ども』が『真に科学が好きな人（共，

生力，真理探究力，想像力を自ら培っていく人 』に育てていくために，交）
流学習，理科学習，ものづくり学習から働きかけていく研究。

第２年次 を「振り返り吟味し検討を加えながら追究を深め手応えを
」 ， 。（２００９年度） 感じていく子ども と捉え直し そのような姿が表れるための支援の研究

ⅰズレをきっかけに子どもの考えが揺さぶられ，必要感に迫られた吟味検
討のあり方。

ⅱ生活経験や既習の知識・技能と照らし合わせて考えを吟味し，検討を加
えるための想起のさせ方，経験や知識の掘り起こし方。

「 ， ，第３年次 を イメージ豊かに自然事象を捉え 的確に表現しながら
（２０１０年度） 期待感を持って追究を深めていく子ども」と捉え直し，形成されたイメー

ジを表現につなげていくための支援のあり方の研究。
○第２年次のⅱを「イメージ豊かに自然事象を捉える」ための大切な支援
と位置づけた。的確に表現するための表現手段の検討。

第 年次 を「表現をもとに，話し合いを深め期待感をもって追究し
(２０１１年度) ていく子ども」と捉え直し，表現された自然事象のイメージをその後の追

究につなげていくための支援のあり方の研究。
○表現された見方や考え方を友の見方や考え方との違い（ずれ）と重ねる
ことで事象を見つめ直していくための支援のあり方の検討。

○力・電気・粒子・気体など目に見えない事象について，イメージ豊かに
自然事象を捉えたときに子どもがどう表現できるかの研究。

○第 年次のⅱから，生活経験や既習の知識・技能を想起できるようにす
るための教育環境の整備。

を という一般的な表現に変更した。

昨年度の時点で，２０１２年度に向けて次のような計画を立てた。

第５年次 を中心
（２０１２年度） 事象に対して，生活経験・既習内容とつ に，子ども達が「科学が好き

なげたり，身につけてきた表現手段を活 な子ども」に育っているかを
用したりして，問題解決を行い，事象に 左の 視点から検証し，研究
対する更新されたイメージを形成してい の総括を行う。
るか。
問題解決力が向上しているか。
心が育っているか。

この２０１２年度に向けた計画は，２０１１年度の成果と課題を受けて設定した内容である。
， ， ，改めて見返したとき 特に や については 意味する内容のレベルが大きく違っていたため

きちんと定義しないと言葉だけが一人歩きしてしまいそうなことを反省した。
そこで，これまでの研究を改めてもう一度見直し， から の視点を設定した時の思いは大事

新たな視点を立てて研究のまとめにつなげることにした。に継承しながらも，



２ 研究の見直しと新たな研究計画
１ 研究の見直し
当初は，サブテーマとして「～多様な追究をもとに，期待感をもって事象にはたらきかけてい

く子どもたち～」としていた。これは事象に対して創造的にはたらきかけ，事象に対して更新さ
れたイメージを形成していく子を願い，そうした子どもが集まれば，自然に追究は多様性を示し
ていくと考えたからである。また，その評価を「手応えを感じる」場面で探ろうと考えていた。
一方 Ⅰ はじめに では 子どもたちの様子から 本校で目指す科学が好きな子どもを 体，「 」 ， ， ，「

験や友との関わりを通して自ら対象に近づいていく子ども」と捉えた。研究の方向として，この
ような子どもを目指していく際には 「手応えを感じる」だけでなく「願いを持ち 関わり続け」，
にも視点を当てて関わっていくことが総括につながると考えた。そこで，サブテーマとして，本

『体験や友との関わりを通して自ら対象に近づ校で目指す科学が好きな子ども像の具現化を願い，
と設定した。いていく子ども』

その上で，目指す子ども像を，前頁“ ～ ”と比較することにした。すると，以下のように
当初の研究の視点と目指す子ども像との視点が合致した。

①主体的に事象に働きかけ，真理を求めようとする子。
…これは，前頁“ ”の意味と重なる。子どもが最初にもっていた素朴な見方や考え方では
説明のつかない事象とのずれや友だちの考え方とのずれから，理を求めて主体的に事象に
働きかけているか追究の姿や学習記録から検証する。

②目の前の事象に働きかけ，これまでの経験や既習内容を想起し，当てはめながらその事象を
捉えようとする子 （新たなイメージの創造・構築）。
…これは，前頁“ ”の意味と重なる。生活経験や既習内容とつなげながら，事象に対する
更新されたイメージを形成できているか，モデル図等を活用しながら検証する。

③友と共に事象についてのイメージを交流する中で，自らの考えを修正・深化させながら期待
感をもって事象を見つめ直していく子 （感性が磨かれていく）。
…これは，前頁“ ”の意味と重なる。理科での心の育ちを，感性の輝きと捉え，事象に対
する驚きや感動，畏敬の念や愛しみなど心を寄せているか感想や追究の姿から検証する。

そこで，子どもたちの追究の全ての場面から，子どもと対象との関係を子どもの追究の姿から
考察し，その子どもの姿を生み出すきっかけになったであろう手立てや課題を明らかにしていき
たいと願った。さらに，昨年度に引き続き，子どもが自ら対象に近づいていけるようにするため
の科学的な学習環境の充実も図りたいと願った。
また，昨年度の研究内容ではモデル図の活用に重点を置いていたこともあり 「物質・エネルギ，

ー」の区分が多かったが，③の“感性”に寄せて「生命・地球」の区分からも実践を行いたいと
考えた。

２ 新たな研究計画

【研究の視点】第５年次
主体性（２０１２年度） ①「願いを持ち」…主体性が発揮されているか

～意外性や友の考え方との違い等から，理を求めて継続的に事象と関わろ
うとしているか。また，生活経験や既習内容を事象に当てはめようとし【本年度】
ているか。～

創造性②「関わり続け」…創造性は育まれているか
～事象に対する素朴な見方や考え方から，追究を通して更新された見方や
考え方に深まっているか。～

感性③「手応えを感じる」…感性が磨けているか
～事象に対する驚きや感動，畏敬の念や愛しみなど，心を寄せているか～

理科学習では①～③の視点から子どもの育ちを受け止めると共に，それを
支える支援について考察を加える。
理科学習では，全学年，全区分を通して実践を行い，私たちの願う「科学

が好きな子ども」に育っているか，有効な支援（手立て）は何か検証する。
教育環境の充実では，①～③の視点から子どもたちにとってのよりよい環

境整備を進め，子どもたちの様子から考察を加える。



３ 実践の成果と課題
１ 理科学習から
昨年度の論文の計画を基に，子どもの実態に合わせながら修正を加え実践を行った。

＊５年「電流のはたらき（電磁石 」は 年 ～ 月に実践した （紙面の都合上掲載なし）） 。
＊「物質・エネルギー」と「生命・地球」の両区分から実践を行うことにし，５年「流水のはた
らき」を加えた。

（ ）（ ） 「 」１ ４年 もののあたたまり方 の実践より 前年度計画 2012年6月～7月実施
☆：研究の視点 ★：修正を加えた視点

①★コの字型の銅板の温まり方や水の温まり方を予想する場面では，べっこう飴作りや生活経
主体性験，既習内容を基にしながら，より期待感を持って実験に臨むのではないか。

②☆風やゴムのはたらきで矢印を使った表現手段をできるようになった子どもたちなので，色
分けや色の濃さの表現手段を加えながらコの字型の銅板や水のあたたまり方を予想し，モ

創造性デル化によって整理し，更新されたイメージを形成していくのではないか。
③★水のあたたまり方では，金属のあたたまり方との違いを捉え，事象の不思議さを感じるこ

感性とができるのではないか。

初めて使用することになるアルコールランプとマッチの使い方を兼ねて，べっ甲飴作りを行っ
た 「アルコールランプは真ん中だよ」と，水で溶いたグラニュー糖が入ったアルミホイルに炎が。
当たるように声を掛け合い，アルコールランプを動かす子どもたちの姿が見られた。そこで，教
師が「どうして炎が当たるようにしたの」と尋ねると，子どもたちから 「炎が当たっている所か，
ら温まっていくから 「料理をするとき，フライパンも火が当たっている所から熱くなったよ」と」
自分の生活経験から，問いに答える子どもがいた。
そこで，本当に炎が当たっている所から温まっていくのか“金属板を中心から熱すると，どの

ように熱が伝わって温まっていくのだろう”という学習問題で単元がスタートした。
子どもたちの予想は 「物を熱すると火を当てている所から焦げていくから 「アメを作った時， 」

真ん中からじわじわ沸騰するのを見たから」等，自分の経験やべっ甲飴を作った体験から全員“
熱が真ん中から，端の所に伝わって温まっていく”だった。しかし，その考えを図で表現させる
と，図１と図２のように違いが見られた。
この考えのずれを意識させたことにより，

子どもたちは金属板に塗られたロウが溶け
る実験を真剣に観察し，結果の図は「コン
パスを使って描きたい （図３）と正確に捉」
えようとする姿につながった。
子どもたちは，矢印だけでなく，色の濃

さや色を変えるだけでなく，ロウが溶けて
いく順番を数字を書き加える（図４）など，
図の表現の仕方にも変化が見られた。
次に 「炎を当てる位置を左下にしたらど，

のように温まるかな」と聞くと 「４分の１，
の円の形ですみまで温まる」という答えが
返ってきた。どの子もその予想に納得し，
演示を行うと，子どもたちから「やっぱり」
という声があがった。
「じゃあこれならどう？」と切り込みの入った金属板を見せた。そして「コの字型の金属の板

を左すみから熱すると，どのように熱が伝わって温まるのだろう」という教師の問いに，今まで
積極的に手を挙げていた子どもたちが，誰も手を挙げなかった。じっと考える子どもの中から，
ぽつぽつと手が挙がり始めた。考えを聞くと 「切れている所は温まらないと思う 「金属のある， 」
所だけが温まっていくと思う」と，自分の考えを語り始めた。そこで，どのように温まると思う

図１ 丸く温まる 図２ もやもや温まる

図３ 同心円による表現 図４ 番号による表現



のか図で表すようにすると，図５と図６の
考えにそれぞれ分かれた。
教師は，二つの対立する考えを取り上げ，

どのように熱が伝わっていくのかについて
話し合わせた。熱した
所から対角線の右上が
一番遅く温まると予想
した さん（図５）
は切っていない正方形
の金属板を左隅から熱したときの実験が根拠となっていた。一方遠回りを
して右下が一番遅く温まると予想した さん（図６）は，切っていない
所は熱を通さないから 遠回りをして熱が伝わると考えた 話し合いの後， 。 ，
人中 人は さん（図５）のように右上が一番遅く温まると予想した。

残りの 人は， 君（図６）のようにコの字型の形に沿って熱が伝わり，右下が一番遅く温ま
ると予想した。
実験に移ると，子どもたちはろうが溶けていく様子をじっと観察していた。結果が分かれ始め

ると，各班から「 案だ！」という声が上がった。 君は「やったぁ」と同じ考えの友だちの
所へ行って握手をしていた。
その後，金属棒の温まり方，傾いた金属棒の温まり方を予想・実験した。子どもたちは金属板

の温まり方の結果を生かして考え，金属棒は熱した所から順に温まることを理解していった。
金属（金属板と金属棒）の温まり方について学習した子どもた

ちに，べっこう飴作りでは，砂糖水を熱したときにぶくぶくと泡
が出てきたことを話題にしながら水の温まり方について聞いてみ
た。多くの子は「 金属と同じように）熱した所から順に温まる」（
と言い 「よくわからない」という子もいた。そこで，写真にある，
ような斜めにした試験管を見せ 「この真ん中から熱してみると水，
はどのように温まるだろう」と発問した。この際に，水の温度変
化が液体の色で分かるように “感熱液 （＊）を教材開発した。， ”

モデル図にかくことを指示すると左図
のような予想がかかれた。ここでは金属
の温まり方に見られたように，矢印の表
現に加えて，色の濃さや順番を番号で示
す表現の工夫が見られた。言葉では，全
員が「金属と同じように熱した所から順
に温まる」と予想していたが，モデル図

を細かく読み取ると，表現の違いから事象をより深く捉えようとしている様子が感じられる。事
象への捉え方に多様性を見ることができた。
実験が始まると，子どもたちは真剣な眼差しで感熱液の入った試験管を見つめていた。熱を加

えた箇所からもやもやとした物が上にいき，感熱液の上部が黄色に変色する。次第に上から加熱
部まで黄色が降下し，そこで色の変化は終わった。小さな泡が出始めた時点で加熱をやめるよう
に指示したが，試験管の底の色は褐色で，触
っても冷たいままであった。観察後，実験結
果を予想と同様のモデル図でまとめると，全
員が予想とは違う結果をかいた （表紙の写。
真参照）
結果の発表後「上から温まるのが不思議」

という意見から，その理由を別のモデル図に
， 。かくようにすると 図７～９のようになった

友だちとの考えの違いが明らかになり，その後，味噌粒の動きを観察する実験から，図９のよう
に水は温められた水が回転して動きながら全体が温まることを捉えていった。

＊感熱液：水・洗濯のり（ ・ヨウ素液との混合溶液。常温ではヨウ素でんぷん反応により褐色であるが，加熱することにより褐）

色を呈さなくなる。

図５だんだん温まる 図６ 遠回りして温まる

考えを語る 君

図 下から上 図 上下に動く 図 回転する



○：成果 ●：課題
①○予想の場面では直前のべっこう飴作りを基に金属板の温まり方を考えようとしていた。

その後の予想では生活経験というよりは直前の学習結果を基に予想を立てようとしてい
たと思われる。同じ形式『問題提示→モデル図を用いた予想→友の考えとの交流→実験
→モデル図に結果をかく→結果を基に考察→次の問題』で視点を変えながら繰り返し事

主体性象と関わることや，友だちの考え方の違いが，主体性をより高めていった。
②○モデル図を使って，予想と結果を比較することで子ども自身が自らの対象に対してのイ

。 。メージの変化を知ることにもなった そのイメージを支える感熱液の開発も有効だった
また，３年生の頃に身に付けた表現方法は４年生になっても活用できた。色の濃さや番

創造性号による表現等，新たな工夫も生まれていた。
， 。③●実験を見つめる子どもたちの真剣な表情の中に 事象の不思議さを感じる様子が伺えた

また，モデル図に書き込まれた記録を見ると実に多様な子どもらしい見方が表現されて
感性いた。ただ，このことを感性とどう結びつけていけばいいか課題が残された。

（ ）（ ） 「 」２ ６年 電気の利用～発熱～ の実践より 前年度計画 2011年9月～10月実施
☆：研究の視点 ★：修正を加えた視点

①☆太いニクロム線の方が発熱量が多い事実に対して，電流の強さが関係しているか予想し，
主体性電流計を使って調べる実験方法を主体的に考えることができるのではないか。

②★実験ごとにその前後でモデル化した図をかき，比較することで発熱に対する更新されたイ
創造性メージを形成していくのではないか。

③☆電流が発熱する道具はドライヤーや炊飯器など身の回りに数多くあることと結びつけ，電
感性気は幅広く利用されていることに気づくことができるのではないか。

電気はモーターを使ってつくることやコンデンサーにためることが
できることを学習した子どもたちに，電熱器を提示して熱にも変わる
ことを紹介した。より高い熱を発生させるためにどのようにしたらよ
いか話し合いの場面を設けると 「電流を強くする」ことが挙げられ，
た。予想を元にして実際に０．３㎜の電熱線をろうそくに通し，電池
２個分で電流を流してろうそくが落ちるまでの時間で比べる実験をし
て確かめると，電流を強くすることで電

熱線は熱くなり，予想通りの結果に満足した子どもたちであった。
次に同じ電池の個数では太い電熱線と細い電熱線ではどちらが熱

くなるのかを聞き，実際に直径が０．４㎜と０．２㎜の電熱線で提
示した。多くは細い電熱線の方が熱くなると予想しながら，太い方
が熱くなる，電池の数が同じなので変わらないの３つに分かれた。
主な理由は次の通り。

＜細い方が熱くなる（左図）＞
・電流が電熱線にすぐ行って，熱をはやく出すから
すぐ熱くなると思う。

・太いと電流がはやく行かなくて細い電熱線より体
積が大きいからあまり熱くない。

＜太い方が熱くなる（図は次ページ）＞
・太いと電流を細い方よりたくさんためて一気に出
すから熱くなると思う。

・細いと電流をためようとしても太い方よりためき
れないからあまり熱くならない。



＜電池の数が同じなので変わらない（下図）＞
・太いとたくさ
んためられる
けど時間がか
かって，細い
と電流が速い
からあまり変
わらないと思
う。

， ，子どもたちが考える理由は 直前のコンデンサーの学習とつなげて
電流の速さや電熱線にたまる電気の量に着目したことが多かった。電 太い電熱線 細い電熱線
熱線を通したろうそくが切れて落ちるまでの通電時間を計ると右のよ
うな結果になった （班の平均値，電圧は電池２個分の３ ）細い方 １０秒 ２３秒。
が熱くなると予想した子どもたちは「あれ？ 「おかしい」等と言い」
ながら，落ちたろうそくを再び電熱線に当てて切れる感触（熱さの違い）を確かめていた。

結果を確認し 「なぜ太い方が熱くなったのかな？」と発問する，
と 「太い方が電流が細い方よりたまるから熱くなったと思う 「太， 」
い方が流れる速さが速かったのかもしれない 「太い方がいっぱい」
電流がいくから限界が大きいから熱く
なると思う」など，これまでの予想を 太い電熱線 細い電熱線
基にした考えが発表された。どうやっ

たらはっきりするか聞くと 「電流計を使って電流の強さを調べれば ２ ０．７，
いい」との意見が出された。電流の強さを比較すると右のような結果
が出た。太い電熱線の方が電流が強いため熱くなることを確認した後で，わかったことを自分の
図でまとめることを指示した。予想通りだった子は予想と同様の図をかいたが，予想に反した子
は「太い方が熱くなる」図をかいた。
まとめた図を元に考えを紹介し合うと 「太い方がたくさ，

ん熱が作られた。細い方がためられる量に限界があって少
ししか熱が出ない 「太い分電流の流れがよい。細い分電流」
があまりたまらない分流れない 「電気はプラスからマイナ」
スへと一周している。太い方が流れがいい」等の意見が出
された。電熱線で電気がためられると考えた子が多いと判
断した教師は，教材開発した電流モデル装置（＊）を使っ
て電流の動きをイメージできるようにした （右写真）太い。
管の方が細い管に比べて一気に流れてしまう事実を子ども
たちは興味深く見つめ，電気がたまって熱くなるのではな
く，電流が一気に流れて熱くなることを捉え直していった。
この後，子どもたちの疑問にあった「長さの違う電熱線」でも同様の実験を行い，短いほど電

流が強く，発熱も大きいことを学習していった。
○：成果 ●：課題

①○「電流の強さ→電熱線の太さ→電熱線の長さ」と視点を変えながら繰り返し同様の実験
を行ったことで友だちの考えの違いが明らかになり，より期待感を持って事象と関わろ

。 ， 。うとする姿に結びついた また 電流計を使って調べる実験方法を考えることができた
主体性

②○４年生の物の温まり方同様に，モデル図を使った予想と結果の比較はその子が事象に対
創造性してもつイメージを更新させる上で有効であった。電流モデルも有効だった。

③●子どもたちの予想の根拠は直前の学習からのことが多かった。発熱の学習からは電気の
利用までは広がらなかった。ただ，本単元後半では授業として扱い，電気の良さについ

感性ては意識を向けることはできたが，感性とどう結びつけていいか課題が残った。

＊電流モデル装置：太さの違う管にプラスチックの小さな玉を一斉に流す装置。太い方が多く流れ，細い方は少ししか流れない様子

がよくわかる。太さの違う電熱線を流れる電流を動的に捉えるのに有効である。



（ ）（ ） 「 」３ ３年 チョウを育てよう の実践より 前年度計画 2012年6月～7月実施
☆：研究の視点 ★：修正を加えた点

①☆幼虫の期間，成長を見守りながら，毎日継続的に餌やり等の世話を行うことができるので
主体性はないか。

②☆３年生は昨年度生活科で「蚕」について飼育・殺蛹を体験している。このことから蚕で学
んだことを生かしながら蚕の成長とつなげた見方・考え方で学習を進めていけるのではな
いか。また，モンシロチョウに自らの感情を重ね合わせ，擬人化した表現で成長の様子を

創造性記録できるのではないか。
③★モンシロチョウの立場に立ち，成虫を放してやろうとするのではないか。他の昆虫や動物

， 。にも関心を寄せ 棲んでいる環境を考えながら世話をして飼育しようとするのではないか
感性生き物を大事にしようとするのではないか。

自分たちが苗から育ててきた大事なキャベツの葉を食べつくそうとする青虫を見つけた子ども
たちは，キャベツも青虫の命もどちらも大事にするために，青虫を飼育ケースに移し『くいしん
ぼう』と名前をつけて飼育を始めた。大きくなるにつれ『くいしんぼう』がモンシロチョウの幼
虫であることに確信が持てると 「見つけた時には青虫だったくいしんぼうは，どうやって私たち，
のキャベツに来たのか」という疑問が生まれた。教科書や本でしか卵の姿を見たことがなかった
子どもたちは 「風に乗って飛んできた」といった発想も生まれ，本当に卵から生まれるのかこの，
目で見てみたいという期待が高まり，成虫になった『くいしんぼう』を自然に返し，戻ってきて
くれることを願うようになる。全員で校庭へ移動し放す場面では 「じゃあね。元気でね 「結婚， 」
して戻ってきてね」と飛び立つ「くいしんぼう」を笑顔で追いかける姿があった。

それから１週間後，モンシロチョウの卵を探しに畑の道の
脇にあるキャベツを調べに出かけた。ここは校地内のビニー
ルハウスの移設により，広げられた畑の中央を花の道として
環境整備した場所である。４年生が栽培する“ひょうたんト
ンネル（棚 ”や３年生が活用する“ひまわりの小径”等が計）
画されていた。キャベツの葉を裏返してみると教科書にある
ようなとても小さな卵を見つけ，子どもたちは「くいしんぼ
うの卵見つけた」と大喜びだった。
一人一つの卵をと願っていたが，残念ながら捕れた卵は９

個，そこで 班を編制して各班ごとにイチゴのケースに入れて飼育することにした。教室に戻る
と自分たちで“ちびたろう “つばさ１号 “チョコたん”等の名前をつけたり，ケースを飾った” ”
りして，卵を歓迎していた。
この日からモンシロチョウの観察が始まった。観察する際には 『きろく上，

手（スケッチしたものに矢印などを用いて説明を加える ，くらべ上手（昨日）
と違う点，他の動物と違う点などを探し出す ，たとえ上手（どんな物に似て）
いるか 』の三点を大事に記録するようにした。また，一人一つずつ昨年度ソ）
ニーより寄贈されたルーペを持ち，必要に応じて拡大して見ることができるよ

う解剖顕微鏡もグループの数ずつ用
意し，飼育ケースと一緒に教室に置
いた。すると授業時間以外にも顕微鏡を使って幼虫の
成長の様子を毎日観察する姿や，休み時間のたびに飼
育ケースの中の様子を確認したりする姿が見られた。
一人が何らかの成長の様子や変化に気づくと，そこに
友だちが集まるため，孵化する瞬間，脱皮する瞬間，
さなぎになる様子など，大切な瞬間を見逃さずに観察
することができた。クラス全体では“卵 “１令幼虫””
“４令幼虫 “蛹 “成虫”の５回を１時間の授業とし” ”
て観察し，左のような記録に残していった。



昨年度，生活科学習で「蚕」を題材として扱った経験のある くんの観察の様子（ ）を中◎
心に，その他の子どもたちの観察の様子や記録（ ）を紹介する。○

月 日（火）卵の観察
◎たまごは小さくてトウモロコシみたいでオレンジでした。おカ
イコ様のたまごは丸いけどチョウのたまごは細長い。
月 日（金）幼虫（ 令）の観察
◎青虫はたまごからかえってすごく元気。だいたい１㎜から２㎜。
顔の毛は長くて体の毛は白い。食べる時ジャワジャワといって
食べていた。

○動いているときはおさんぽしているみたい。
（この頃運動会のダンス発表に向け○頭を動かしているので，頭で「イカのおすしのダンス」

をおどっているみたい。て， 年生が練習していたダンス）
…観察の際，元気にキャベツを食べる様子を見て， くんはカイコは音を立てて葉を食べて
いたことを思い出し，視覚だけでなく聴覚も用いて観察しようとしていた。
月 日（水）幼虫（４令）の観察
◎おカイコ様は足があってきゅうばんみたいの（ねんちゃく）がついてたけど，青虫はおし
りだけにねんちゃくみたいのがついていた。
○ なぜ大きくなるとはずかしがりやさんになってかくれる（葉の裏側に多くいることから）
のか知りたい。もしかしたらおおきくなったらかくれんぼしているのかもしれない。

…動かない幼虫を見て くんは「おカイコ様は糸を吐く時止まるから，もしかしたら蛹にな
るかもしれない」と発言する。その後，脱皮をしてもう一回り大きくなった幼虫を観察する

ことができた。蚕と同様に蛹になる前に何度も脱皮を
して大きくなることを捉えていった。
月 日（金）蛹の観察

◎さなぎになるときにぬいだ皮はタコみたいだった。
おカイコ様とちがってさなぎは緑色。おカイコ様は
まゆの中は茶色だった。おカイコ様は糸をはいたら
まゆになるけど，青虫はまゆにはならなかった。

○ ちがう虫から（蛹に棘のような物があることから）
身をまもっているのかな。

授業での全体発表では子どもたちに気づいたことをどこからで
もいいから発表してもらい，教師の側で“色 “形状 “動き “” ” ”
その他”の観点を設けて整理しながらまとめた。繰り返し行うこ
とで，子どもたちにとって観察のポイントがよりはっきりした。
授業以外に，脱皮の瞬間を見ることができた。脱皮後，体の皮

は幼虫が食べてしまうが，顔に当たる部分は仮面のようにポロリ
ととれて残されること（右写真参照）も子どもたちが発見した。
喜んだ担任は，自ら校長先生に「見てください」と報告した。
その後，成虫に変化したモンシロチョウは「元気でね」とキャベツの畑に放たれ，帰された。

先生あのね，わたしは理科がすきだよ。なぜかというといろん
な物にふれあえるからです。わたしはミミズやイモムシが大きら
いでした。でも，理科の時間に青虫を見てはじめてかわいかった
から大切に育てようと思いました。それから毎日，通学路を歩い
ている時に学校へ行って青虫の観察をしたいなと思うようになり
ました。ミミズやイモムシも同じ生き物だから大事にしようと思
いました。これからも理科を楽しくがんばってやろうと思います。



○：成果 ●：課題
①○子どもたちは自分が親になったかのように教室にある観察用具を使って，毎日熱心に幼

虫と関わっていた。自分たちで見つけた卵だったからこそ，その成長（変化の様子）を
主体性見届けたいと願ったのではないか。

②○ くんの記録や行動からも生活科での飼育体験が 年理科の観察に大いに生かされて
いることが明らかになった。蚕と比較しながら幼虫を捉え直していた。また，幼虫を擬

創造性人化しながら一緒に楽しもうとする姿も見られた。
「 」 。③○子どもたちは最初の くいしんぼう との別れとその後の別れの 回の別れを体験した

愛しみの心や観察時の感動体験など，感性が磨かれていく姿が見られた。また，最後の
感性日記にあるように他の生き物も同じ生き物として大事にしようとする心も育った。

（ ）（ ） 「 」４ 5年 流れる水のはたらき の実践より 2011年11月～12月実施
☆：研究の視点

①☆「雨の日の校庭→流水モデル（実験）→実際の川」というように流水の働きを場面を変え
ながら繰り返し関わることで，観察の観点を意識して主体的に関わろうとするのではない
主体性か。

②☆流水の３つの作用（浸食・運搬・堆積）を早い段階で扱うことで，重要語句を用いながら
創造性その意味を捉え，流水の働きについてのイメージを形成していくのではないか。

③☆流水の働きが大きくなると大きな被害につながることを学習を通しながら気づき，自分た
感性ちの生活に生かしていこうとするのではないか。

強い雨が降りしきる中 「雨の日の校庭の様子を調べよう」，
と投げかけ，傘を差して校庭の様子を観察した。雨が水の流
れとなり，川をつくって水たまり等の低い方にたまる様子が
顕著に見られる絶好の日だった。子どもたちは「すごい 「茶」
色の水が流れている 「土が削られて川になっている 「速い」 」
所とゆっくりの所がある」など普段の校庭には見られない様
子から，予想以上に流れが生じている事実を驚きを持って意
欲的に観察していた。
教室に戻り，気づいたことをノートにまとめた後，それぞ

れの気づいたことを発表し合う場面を設けた 「透明な所の土が削れていた 「急な所では小石が。 」
流されていた 「たまっている所は色が茶色 「ミルクティみたいな色」等観察したときに着目し」 」
た水の色と流れる水の働きとを関係づけた発言が続いた。発表された気づきは，流れている雨水
の色 流れの中の土や石の様子 流れてきた雨水がたまっている所の様子 の３つの観点に分け
て次のように板書した。



ここで，子どもたちの気づきに表れた流水の３つの作用（浸食・運搬・堆積）について，教科
書に示された重要語句を用いながら しん食＝けずるはたらき 運ぱん＝運ぶはたらき たい積
＝つもらせるはたらき を説明した。
次に雨の日の校庭に見られた現象は，傾斜やカーブではどのようになっているかを実際に土を

盛った板に傾斜を付け，水を流して確かめるモデル実験
で確かめることになった。子どもたちは進んで活動に取
り組んだ 「いくよ」のかけ声と共に水が流れ出すと「す。
ごい，削れている。浸食だ浸食！ 「大きな石も流れてい」
る。運搬もあるよ 「最後はたまっているから堆積だね」」
など，重要語句を頻繁に使った会話をしながら観察を続
ける様子が見られた。カーブの外側では流れが速く削る
様子が激しいことを「 カーブの外側を（
指さして）ここは水がぶつかって流れ
が速いから浸食も大きい」と表現し，

斜面が急な所では「流れが速いから大きな石も運搬している 「下ではもう流」，
れないから堆積だよ」などとつぶやく言葉の中に大切な気づきが重要語句と共
に表現されている様子が見られた。 さんは実験の後で気づいたことをノー
トにまとめる際に教科書の写真と実際の実験とを比較しながら進めようとして
いた （右写真）。

その後，雨の日の校庭や流水実験で確かめ
たことが実際の川でも同じようにいえるか確
かめるために学校の近くを流れる宮川に出かけた。子どもたち
は，カーブになっている所では確かに外側の流れが速いことを
草を流したり，流れが緩やかなよどみには小石や砂が多く堆積
している事実を実際に手ですくってみたりして確かめていた。
それと共に流れの速いカーブの外側はコンクリートで護岸工事
がされていて削れないように工夫されている事実にも気づくこ
とができた。ここでも実際の川を指さしながら「きっとあそこ
は浸食だね 「流れが速いから運搬しているよ」等の重要語句を」
巧みに使って川の様子を捉えようとする姿が見られた。

学習の最後に，インターネットの映像を使って洪水の様子を見ながら感想を出し合う場面を設
けた 「水が多くて浸食も大きい 「家や橋も流されているなんてすごい運搬だ 「流された土と。 」 」
かはどこに堆積するのかな」など，流水の働きが大きい事実を捉えながら，その驚異さを感じる
ことができた。

○：成果 ●：課題
①○子どもたちにとっては雨の日の校庭の様子が強く印象に残り，普段の校庭との様子の違

いから意外性を強く感じたのではないか。このことが，その後の流水モデル（実験）や
主体性川の観察の主体的な姿につながっていたように思う。

②○最初の段階で重要語句を説明したことにより，子どもたちはその後の学習で頻繁にそれ
らの語句を用いていた。同じ言葉を繰り返し使うことでその言葉の意味を事象と結びつ
け，本当の意味で言葉を獲得していくのではないか。また，雨の日の校庭の様子から子

， ，どもたちが気づいたことを観点別に板書したことで 一見バラバラな気づきが整理され
流水の働きを観点別に捉えられることにつながったように思う。また，観察の気づきか
らいえそうなことを実験して検証し，最後には実際の川でも確かめていく中で，流水に

創造性対するイメージがより確かなものに形成されていったのではないかと考える。
③●授業の最後に災害を扱ったが，インターネットの映像では流水の威力のすごさに目が向

いてしまい，被災した立場からの気づきは語られなかった。道徳資料等も活用して，合
科的に扱うことで，理科で学んだ事実を基にした心情面の揺さぶりをかけることもでき

感性たように思う。今後の課題としたい。



２ 「科学が好きな子ども」を育む環境づくり
（１）理科の指導に連携、協力して取り組む職員組織
① 教師の持ち味を生かす指導体制
理科の指導が苦手であると感じている教師は少なくない。本校教諭の中では、理科免許保有

者が 名であり、そのうち 名は低学年担当者のため、実際には 名の教諭が理科指導の牽引
役を担っている。昨年度から実施している理科専科と学級担任との連携による指導体制を充実
させながら今年度も継続している。 年から 年までの理科担当者は以下のようである。

学年 年 年 年 年
組 １ ２ ３ ４ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ １ ２ ３

学級担任 ○ － ○ ○ 生 生 生 － ○ ○ 生 － － －

理科専科職員 － ○ － － △ △ △ ○ － － △ ○ ○ ○
（註）○：全領域指導 △： エネルギー・粒子・地球」を指導 生： 生命」を指導「 「
本校では、理科のみならず様々な教科で 指導や授業交換などを積極的に進めており、教

師の持ち味を生かした指導に心がけている。そこには、学ぶ側も教える側も新鮮な気持ちを保
ち出会いを大事にした学習を展開してほしいという願いがある。また、このような指導体制を
構築することによって、理科指導以外の場面でも、教師相互の交流や連携がスムーズに行われ
るなどのよさが見られる。連携した指導体制によって理科指導を継続していく上で、配慮した
点は次のことがらである。
・理科専科職員が 年から 年までの全ての学年の授業に携わる。

、 。・経験年数や校務分担との関係で 担当者や持ち時数の調整を行う
・理科専科職員は指導資料を蓄積し活用できるように整備する。
・ 生命」に関する内容は学級担任が指導し、他の分野は専科職員「
が指導するように分担する。

・理科指導の堪能な職員が先行して授業を行い、教材の準備や授業
糸を出し動かない幼虫展開についての情報を他の職員に伝える。

② 研究グループによる教材研究や模擬授業形式による授業研究会
理科免許の有無に係わらず、子どもの視点から教材研究や授業展開に関する研究を深めた。

また、実験や観察の進み具合や子どもの様子等を気軽に話し合える雰囲気が作られていた。
エピソード モンシロチョウの幼虫が朝から全く動かない。でも糸がある。そして昼。幼虫の

。「 。 。」 。頭の形が変化したことに気付いた子どもたち わー！脱いでる 脱いでる と人垣が出来た
（２ “ひょうたんトンネル"“ひまわりの小径" 理科園手作り大作戦）

それまで畑の仕切り① 理科園の整備
として使われてきたコンクリート製の
テストピースを全て取り除き、代わっ
て木柱を仕切りとして配置したり小径
の縁に利用したりした。小径には樹木
チップを敷き詰めた。耕すなどの整備
作業には、児童の他に、 施設部員
と 役員、学校運営協議会の施設支
援部員が協力して完成させた。

年度当初に② 間仕切り自由の理科園
学級からの要望に応じて間仕切りを行
い栽培観察活動が始まった。今年度は
「 」「 」ひょうたんトンネル ひまわりの径
「落花生畑 「ダイズ畑」などが誕生し」
た。収穫された後は、製作活動や交流
活動等に生かされる。子どもたちはも
ちろん、学級担任も主体的に栽培活動

新しく生まれ変わった理科園スケッチに関わるきっかけとなった。

ひまわり小径(3年)

ひょうたんトンネル(4年)

ダイズ畑(2年)

落花生畑(1年)

カボチャ畑(3年)

カリン(1,6年)

ﾅｰｾﾘｰ花壇(5,6年)



（３ “中洲NOW掲示板"や教室での“消えない板書"等の校内掲示の工夫）
掲示物を見つめる子どもたちの姿を見つけると、教育環境が子どもたちの個性的で伸びやか

な追究を支えていると感じとることができる。子どもが静かに掲示を見つめる時、それは自ら
の考えを深め確かめている時だと受け止めている。

校内の教育① 教育活動を一目で紹介できる中洲 掲示板
活動を写真を中心に紹介する企画で、各学年が情報を出し合って互
いに見合う場として活用している。また、四季の移り変わりを記録
した「中洲の四季」や学校の宝物として大事に保管されている青い
目の人形に関する記録をとりまとめた「メリー・アンとその妹人形
スーザン」などは、子どもたちだけでなく来校者にも情報発信して
いる。参観日などを中心に、子どもたちの活動の様子をまとめた映

掲示板像を紹介するなど、掲示内容を工夫しながら充実に努めている。 ↑ 中洲
また、話題になっている科学情報や学校行事の様子、諏訪

に関するミニ知識紹介、 活動、学校運営協議会の活動紹
介など、掲示板を使い分けて、様々な情報を発信している。

各学② 子どもたちの学習の記録「消えない板書」の掲示
級では、一連の学習の様子を写真などを交えて模造紙などに
まとめながら記録し、学習の振り返りやまとめに活用してい
る。掲示による学習の整理は、教師にとっての実践の振り返
りでもあり、新たな発想を生み出す構想の場でもある。

学習の記録（消えない板書）↑
（４）家庭と連携した「科学が好きな子ども」の育成とキーワード「科学する心を育む」

家庭において、科学的な事象への関心が高まることは、興味関心が高まり、科学が好きな子
どもの育成につながると考えた。そこで、保護者には「科学する心を育む」をキーワードに学
校の取り組みを広く知らせると共に、広報・啓発活動に力を入れた。

全校で日食観察会を行い① 日食に寄せる期待感をふくらませる校長講話（ 月 日実施）
たいという願いのもと、科学的な視点を持って世紀の大天文ショーを観察するというねらいで
取り組んだ。日食の仕組みや現象の不思議さを感じとってほしいと願い、太陽と月の見かけの
大きさを表した色ケント紙などを使って、太陽と月が重なって見える様子をモデル化しながら
日食の見え方を説明した。その際に、同じ月でも地球との距離が変化することで見え方が変わ
るということと、地球の外から見れば月の影が地球表面上を移動するのが分かるはずの 点に
絞り込んで説明し、視点を変えることによって見え方が変わることを伝えようとした。

年度当初の保護者への教育方針説明の場面で、② 保護者向けの校長講話（ 月 日実施）
児童に話した内容を保護者にも伝えた。説明に使用した色ケント紙や天体シミュレーションソ
フトも動かしながら、科学的な視点を持って観察する気持ち（期待感）を高めようとした。
校長講話 テーマ「視点を変えると見え方が変わります」
（前略）ところが、 月 日の場合は少し違います。どこが違うか見ていてください。

。 。この日の月は太陽の姿を全て隠すことができません このように太陽の輪が見えている状態です
これを「金環日食」と言います。この時、子どもたちはしーんとなってよく聴いていました。
さて、ここで「月の大きさ」で気付いたことを発表してもらいました。金環日食の方は皆既日

、 。 、 、食に比べて月が小さく見えると 子どもたちはすぐに気付いてくれました では ということで
「 」 、 。 「 、この気付き を元にして 次の問題を考えて見てください 問題 皆既日食と金環日食とでは
地球から遠い方の月はどちらでしょうか？」すると、なんと一年生も手を挙げてくれて、その一
年生に答えてもらいました。一年生は少し緊張しながら「キンカン」と答えました。月というの
は、いつも同じ距離ではないのですね。近くなったり遠ざかったりするのですね。
そして、この 画面を見てもらいました （プロジェクターで提示しながら）時刻を今に合わ。

せます。時間を進めます。月の影を付けます。この影が地球に落ちます。そこに私たちが入って
いるということです。いま、ちょうど金環食の時です （中略）。
そこで、お願いです。当日、天体望遠鏡を持参して手伝っていただける方は、私または学校ま

で連絡をください （後略）。



③ 金環日食観察会当日（ 月 日 ））
当日は朝から快晴の絶好の観察日和に恵まれた。自動追尾装置付きの６ 屈折赤道儀望遠

鏡を提供してくれた保護者の協力も得た。また、地元の新聞社から日食観察グラス１００枚の
無償提供を受けることもできた。多くの方々の力添えで全校観察会が実施できた。好機を逃さ
ず、職員が協力して子どもたちと貴重な観察会を体験することができ、参加した全ての人の心

。 、 、に金環の太陽がしっかりと刻まれたと受け止めている 後日 この時の様子は次に示すように
会報「梶の葉 （№ ）によって全家庭に周知された。」

（前略 「その時」まであと十分。子どもたちが集まりました。澄み切った青空の中で輝く太陽）
の日射しが少し弱く感じられました。金環日食の見えている時間はわずかです。地表に落ちた月
の影が、南九州から関東方向に向かって移動してきます。それは地球を回る月の動きでもあり諏
訪は影の通る道筋に入ります。その瞬間が近づくにつれ、日射しはいっそう弱くなりました。
七時三十二分。金環日食となりました。日射しに力強さがなくなり、投影盤には確かに光のリ

ングが見えました 「あっ （金環日食に）なった 「見えた！ 「すごい 「きれい 」あちこち。 。 。」 」 。」 。
で歓声が上がりました。観察用眼鏡で太陽を見つめる子。投影盤の太陽をのぞきに来る子。ピン
ホールで結んだ太陽の形を見つめる子。フィルターを通した望遠鏡で太陽を食い入るように見つ
める子。木漏れ日に映る欠けた太陽を眺める子。月をかすめて届いた光が結ぶ奇妙な形に視線が
集中し言葉が消えていきました。それは、初めて見る、そして不思議な感覚でした。
「少し暗くなって草の影を見るとその日食の形と同じになっていたのですごかったです 「最。」

初はただ感動して見ていたけれどだんだん太陽と月が動いているのが分かりました。自然ってす
ごいと思いました 」など、子どもたちの文章には観察から得られた実感が込められていました。。
本物に触れる機会は貴重で、しかも、豊かな学びがあります。
このような自然観察にとどまることなく、学校ではさまざまな体験を

通した学びの場があります。喜怒哀楽さまざまな感情が入り交じり、時
間と共に蓄積された体験は、やがて貴重な経験となって、その後の生活

。 、に生きて働く力になるに違いありません 学校が担う役割の一つとして
体験を通した学びがあります。その体験を通して「科学する心」を育み
たいと考えています。
自然科学・社会科学・芸術・文学など全ての学びから得られた体験に

太陽投影盤に映ったよって科学する心が育まれ、同時に多くのドラマが生まれます。この世
金環日食に一つしかない学びのドラマが誕生する学校でありたい。子どもの数だ

け誕生するドラマ創りを互いに楽しみ味わう私たちであり続けたいと思うのです。
④ 部分月食と金星日面通過観察会の実施
○部分日食観察会 あいにくの曇天にもかかわらず、夕刻には 名以上の親子連れが集まっ
た。実際の観測はできなかったが、月食の起こる理由などの天体スライドを楽しんだ。

○金星日面通過 観察を行い、その時の様子は学校便りで全家庭に伝えられた。
□ 金星太陽面通過 観察 □ （平成24年6月6日） 学校便り（№５）より転載

、 、 。天候に恵まれ 太陽面を通過している金星を 投影盤の上でとらえることができました
また、太陽の縁に重なった金星の姿も観察できました。子どもたちは、太陽観察眼鏡を使っ
たり投影盤の影を見たりしながら、この偶然の巡り合わせを楽しみました。
（写真 ：左 観察風景 中 太陽の縁に重なった金星

右 太陽面を通過中の金星 （黒点も見える）



親子の会話に科学に関する話題が盛り込まれることを期待して、親子科学⑤ 親子科学教室
教室を開催した。第１回科学教室（ 月 日）では、ピンホールカメラの原理・ソニーからの
寄贈ルーペを使ったレンズカメラの製作・液体窒素を使ったアイスバー作りなどを行った。
また、第２回科学教室（ 月 日）では、夏休み自由研究のアドバイス会を開いた。夏休み

は親子で科学に触れるよい機会であるととらえ、自由研究の進め方やまとめ方に、親子で見通
しを持ってもらうようにアドバイスをした。
これらの親子科学教室には保護者から次のような声が寄せられている。理科教育のよさや可

能性に触れた感想は大きな励みになると共に、これを核に更に学びの輪を広げたいと考える。

レンズカメラの製作⑥ 学校評価アンケート（ 月下旬）からみた保護者の声
本校は年２回、質問用紙による学校評価アンケートを実施している。その中に、科学に関す

る取り組みについて、次のような声が寄せられていた。
・お忙しい中、数多く理科関係のイベントを開催して頂き本当に有り難うございます。おか
げさまで子どもが今まで以上に理科学習に興味を持てるようになりました （６年生の母親）。

・今年度は、日食月食の観察会や科学教室などを企画してくださり、とても有り難く思って
います。親子共々楽しむことができました。今後もこのような会があれば嬉しいです。陸

、 。 （ ）上教室もとても楽しかったようなので 続けてほしいです ２年生の母親
・金環日食、部分月食、金星の太陽面通過と学校で沢山の友だちと観測する機会を与えて頂
き有り難うございます。我が子が完全に理解するにはまだ難しい部分もありますが、天体
に興味を示すようになりました。子どもたちが、星空観測があればいいなあと言っており

。 。 （ ）ます 是非よろしくお願いします ３年生の母親
科学への興味関心は親子の対話を生み出し、学校に関わるきっかけ作りにもつながった。科

、 、 。学に触れあうことは 子どもだけでなく 親の心も明るく前向きにしているように感じられた
（５）自然や科学的な事象との触れあいを更に広げる取り組み

生活科では昆虫や小動物と① 小動物飼育やベランダ菜園（生活科）
、 。 、の触れあい 栽培活動等を中核とした活動が展開されてきた 教室には

学校周辺でつかまえた昆虫や家から持ち寄った小動物の入った水槽が並
び、子どもたちは世話をすることを通して、生き物の特徴や住む環境に
ついての知識や経験を広めてきた。また、一人一鉢の野菜作りに取り組
んだ学級がある。ミニトマトやなす、しそ、イチゴなどの苗を育てベラ

一人一鉢ンダで収穫することができた。教師自らが野菜作りのノウハウを学び、
ベランダ菜園子どもや野菜の生長に応じて個別の支援に心がけていた。

玄関前の花壇には今年も色鮮やかな花々が咲きそろった。子② 学校花壇コンクールへの参加
どもと教師が共に苗を育て地道に世話を続け創り上げることができた。FBC（学校花壇コンクール）
では「奨励賞」を頂き子どもたちの励みにもなった。見頃を迎える頃には、地域や保護者の方にも
楽しんでもらい 「花を育て花が好きになる子ども」の姿を地域や保護者と共に認め合いたい。、

クラブが行ってきた農③ コミュニティー・スクールとしての活動 ものづくり教育部会の中洲
業体験や交流教育部会が進めてきたカリン栽培とカリン漬けづくりなどの活動は、自然との触
れあいに加えて、保護者や地域の人々との交流に大切な意味や願いがこめられている。地域が
育み地域に信頼される学校づくりの活動が今年度も継続されてきた。

子ども④ 八ヶ岳自然文化園や諏訪博物館、風樹文庫（岩波茂雄創設）等の社会施設の活用
たちの科学的な興味関心を幅広く育む機会として、遠足や学校周辺での野外活動で社会施設見
学活動を積極的に組み入れてきた。実施後には親子で再び訪れる場合もあって、保護者の参加
も嬉しい姿であると受け止めている。

・大人も楽しむことが出来
ましたし、子どもと作業が
出来ました。改めて、教育
における理科は現在身の回
りにある技術の基本だと感
じました。

・教科書だけでなく、実験で本
物を自分の目で感じることがで
き、子どもも一つ一つの事に驚
き感動できたと思います。この
ような事で今後の自分の夢の形
を見つける思います。



４ 実践の考察・総括
１ 実践からの考察

有効とされる理科学習からの実践を研究の視点から振り返り，成果（○）と課題（● 「），
」を洗い出してみると，以下の一覧のようになった。手立て

① が発揮されているか ② は育まれているか ③ が磨けているか主体性 創造性 感性

事例 ○金属板→コの字の金属板→ ○ ●実験を見つめる子どもの真モデル図による予想と結果
１ 金属棒→傾けた金属棒→水と から目に見えない熱に 剣な表情，モデル図に書き込（ ） の比較

いうように 対するイメージが更新される まれた多様な表現から事象の別の事象でも同じ
様子が見られた。 不思議さを感じたり驚いたり問題解決の形態で追究させた コの字型金

で，生活経験や既習内容 する姿が見られた。こと 属板や感熱液等の変化が目に
を根拠に予想を立て友との考 からの支援も 一方でこのことが感性とど見える形の教材
えの違いから期待感を持って 有効だった。創造的に事象を う結びつくかについては課題
事象を見つめ直していた。 捉える子どもの姿になった。 が残された。

事例 ○電流の強さ→電熱線の太さ ○ ●子どもたちは直前の学習をモデル図による予想と結果
２ →電熱線の長さというように から目に見えない電気 根拠に期待感を持って実験や（ ） の比較

に対するイメージが更新され 観察をしながら本単元終了ま別の事象でも同じ問題解決の
で，友 る様子が見られた。 でに電気の良さに意識を向け形態で追究させたこと 電流モデ

の考えの違いから期待感を持 ることができた。ル装置による動きのある教材
って事象を見つめ直してい からの支援も有効だった。創 一方でこのことが感性とど
た。また，既習内容を生かし 造的に事象を捉える子どもの う結びつくかについては課題
て検証方法を考え出せた。 姿になった。 が残された。

生活科での飼育体験が生き 子どもにとって自ら働きか事例 ○卵探しや観察用具を教室に ○ ○
直接体験を大事に る教材の設定 けることで変化を捉えやすい（ ） ， ，３ 置く等 し により，蚕とモ

ンシロチョウとを比較しなが により，継続的に視点（記録上手・比べ上手・ 教材の設定
ら共通性や差異点を見つけ， 関わる中で些細な変化にも喜例え上手）を与えて繰り返し

で，対象と 創造的に事象を捉える子ども びをもって関わり続ける子ど観察を続けたこと
なる幼虫に対して期待感を持 の姿になった。 もの姿に感性の輝きが感じら擬人化した表

現を認め，共感したこと 教師自ら驚き等を共感って変化を捉えようとしてい も有 れた。
た。 効だった。 も有効に働いた。する姿勢

事例 ○日常とは違う校庭の様子に ○ ●子どもたちは意欲的に実験雨の校庭→モデル実験→実
４ ついて し， や観察をしてきたが，直接体（ ） 直接観察を大事に 際の川という流れで教材を設

により，流水のは 験ができない災害について，視点（浸食・運搬・堆積）を 定したこと
たらきに着目しながら共通性 被災した立場からの気づきは与えて，事象を変えながらも
を見つけ，創造的に事象を捉 語られなかった。感性を磨く繰り返し観察を続けたこと

最 防災教育等の別ので，対象となる流水に対して える子どもの姿になった。 ためには，
初の段階で重要語句を説明し 視点からの揺さぶりが必要で期待感をもって共通性を捉え

ようとしていた。 も有効だった。 。たこと はないか

「物質・エネルギー」の区分 目に見えない事象に対して 子どもが，直接関わること
。では，問題→予想→検討→実験 モデル図による予想と結果の ができる教材を設定すること

→考察→疑問→問題 という追 比較から，更新されたイメー 教師自身が子どもの言葉や行
究の過程を繰り返すこと，考え ジの自覚化を図ること，教材 動に対して素直に共感する姿
の違いをモデル図で具体的に示 開発によって事象に対する見 勢を心がけること。
す中で期待感をもたせること。 方に揺さぶりをかけること。 （他教科や他領域を含め，合
「生命・地球」の区分では， 素朴な見方・考え方を更新 科的に心情面の変化を読み取

観察の視点を与えた上で，対象 された見方・考え方に高める ること）
に対して直接関わること，繰り ために，同様の体験を繰り返 感性をどうとらえ，どう→
返し対象と関わる時間を保障す すこと，言葉に対して敏感に いう方法で評価していく
ること。 対応していくこと。 か再検討が必要。

主 体 性 感 性創 造 性 手立て



２ 願いを持ち 関わり続け 手応えを感じる子ども（研究の総括）
本年度は 『体験や友との関わりを通して自ら対象に近づいていく子ども』をサブテーマに据，

えて研究を進めてきた。実践や考察を進める中で 『願いを持ち 関わり続け 手応えを感じる，
子ども像 （本校が捉える科学が好きな子ども）は次のような子ども像であると考えた。』

主体性…自然事象のもつ理に向けて，自ら事象に関わっていこうとするはたらき
創造性…生活経験や既習内容を基に，繰り返し関わる中で，対象に対するイメージを更新さ

せていくはたらき
感 性…その子自身にある対象に対する感覚（センス）

＊感性はその子らしさの基盤としてあるもので，図ではどの位置からも輝いて表出され得るも
のであると捉える。そのため，この模式図の中に位置として表現することは控えた。

子どもは，事象と十分に関わったり観察したりする中で驚きや不思議さと共に願いを持ち
多様な気づきを持つ。事象に対して，最初の素朴な見方・考え方を表現したり友との気づき
を出し合い共通性を見つけ合ったりすることを通して，友の考え方との違いに着目し，主体
性を発揮しながら，期待感をもって再び事象を見つめようとする。

子どもは，自分の考えを事象に繰り返し確かめる中で，事象に対するイメージ関わり続け
を更新させていく。また，自分の事象に対するイメージを更新する際には，既習内容や生活
経験を基にして事象が示す新たな事実や事象の持つ普遍性に触れながらイメージを形成させ
ていく。この繰り返しによって，創造性を育みながら更新された見方・考え方を獲得する。

子どもは，事象と関わる中で時にはっとさせられるような呟きや行動を手応えを感じる
示す。事象との関わりが繰り返されるほどにその感性の輝きが増し，イメージ豊かに事象を
捉え直していくのではないか。

子どもは主体性を発揮して事象に関わっていくと，創造性を育みながら更新された見方・考え
方を獲得していく。このサイクルを繰り返す中で，子どもにとっては一つの到達点がその子にと
っての事象との一体化であり，私たち教師からは自然事象のもつ理との距離を縮めている姿とし
て捉えられることが見えてきた。その過程では，子どもの学びを支えるために前頁に示した手立
てや生活経験を支えるための教育環境の整備を心がけ，子どもの追究の姿を捉える努力を惜しま
ず続けていかなければならないのだと感じる。
一方で，子どもの感性をどうとらえ，評価していけばいいのか課題が残された。



Ⅲ 科学する心を育む「中洲教育」２０１３

２０１３年度の計画

豊かな感性を育むいのちの教育
１ 全体計画
１ テーマ設定の理由

１頁「はじめに」でメダカの餌の学習をした子どもたち
朝登校してくるとは，マイメダカが次々に卵を産み続け，

，友だちと真っ先に自分のペットボトル水槽をのぞき込み
卵の数や「何か （メダカの名前）元気ない私のめいちゃん

」 ， 。んだけど 等 メダカの健康状態について話題にしていた
日たまた，卵を見ながら「目が見えた 「動いている 「」 」

」等の会話をするようになったからそろそろふ化するかな
った。全員のマイメダカが卵を産んだ頃，すでに 匹以
上の稚魚が稚魚専用のペットボトルの中を泳ぎ回るように
なった。
そこで，理科の授業として生まれたての卵→３日後の卵

→ 日後の卵と繰り返し 回に分け，卵の観察を行った。
最初は何もない卵から，次第にメダカの体ができ，最後は

， 「 」動く心臓 血流を目の当たりにした子どもたちは すごい
感動し「赤い物を何か食べている 「動いている！」等，」

丁寧にスケッチをして記録に残していった。 さんは 日後の卵につた言葉を交わしながら
いて上図のように記録にまとめた。 ，卵の中の様子を「前の時よりも目がはっきりしている」

。 （ ）血流を 等と表現して記録した 年 月実施「 」まるで迷路のように血管が流れている

私たちは 「科学が好きな子どもを育てる中洲教育」と題し，科学が好きな子どもを「願いを持，
ち 関わり続け 手応えを感じる子ども」と据えながら，子どもの学びを見つめ，主体性や創造
性についての本校としての方向性を定めることができた。一方で，感性については，どう捉えど
う評価していけばいいか課題が残された。そこで大きなテーマを 「科学する心を育む中洲教育」，
と題し，子どもの内面にある感性に焦点を当てた研究を進めていくことにした。
上記の事例は，メダカの誕生について学習している子どもの姿である。登校するとすぐにマイ

メダカの様子を気にしてのぞき込んだり，マイメダカに名前をつけたり，友だちの卵の様子を情
， ，報交換する中でふ化の日を予想したり 卵の中で日々変化する様子に対して素直に感動したり等

主体的にメダカに関わりながらもその子らしい関わりや科学的な感覚の鋭さを感じる。また，卵
のスケッチでは，これまでに観察した卵との比較や“迷路のように”と別な物に例えながら様子
を捉える姿からこれまでに身に付けてきた観察の視点 比べ上手，例え上手等 ９頁参照 を生かし（ ， ）
てこの子らしい比べ方，例え方をしているのだと感心する。こうした学習では，私たち教師も一

， ， 。緒になって観察を楽しみ 子どもの感覚のよさに共感したり 共に稚魚の誕生を願ったりできる
この事例から見られる子どもから，感性の鋭さや輝きを捉えることができる。感性とは，その

子自身にある対象に対する感覚（センス）であり，その子らしさの基盤として表に現れる。それ
が事象に対して直感的，統合的に語られたり，行動によって現れたりしたときに，科学する心が
育まれていくのではないだろうか。
そこで， 年度の研究テーマを「豊かな感性を育むいのちの教育」とし，生物分野（植物・

動物・人）を糸口にして “いのち”に迫る子どもの姿を追っていきたい。また，理科だけでなく，
他教科や他領域からのアプローチを試みながら，感性をどう捉え，どう評価していくか，そして
子ども自身が自分らしさを発揮しながら自然事象のもつ理との距離を縮めていけるようにするた
めの支援の方向はどうあったらよいかについて探っていきたいと思う。



２ 研究計画
◎研究の視点

子どもが発した言葉や表現された記録，友や周囲の人との関わりの中で，その子らしい発
想や気づき，表に現れる行動の様子を記録し，累積しながら，感性が磨かれるとはどういう
ことか考察する。その中で，支援の方向を探っていきたい。
子どもの姿を追っていく際には次の 点を視点に置く。

Ａ 対象との関わりから磨かれる感性…対象に対しての気づきや働きかけ等
Ｂ 友との関わりから磨かれる感性……友だちのよさに響いた気づきや行動等
Ｃ 教師や周囲の大人との関わりから磨かれる感性…教師の働きかけによる気づきや行動等

（周囲の大人は，家族や外部講師，地域の方々など）

◎研究を進めていく中で大事にしていくこと
これまでの研究の成果を生かし，次の 点を心がけて子どもの事象との関わりを支える。

① 直接体験・直接観察できる物を工夫し，事象と十分に関わっていける時間を保障する
こと

② 繰り返し関わっていける題材を工夫すること
③ 観察の際には視点を与え，自由に表現活動ができるようにすること
④ 直接観察できない物（目に見えない物）を扱う際にはモデル図を工夫して子どもの見
方や考え方の変容を追うこと

⑤ 教師自身が言葉に対して敏感になること，驚きや感動を子どもと共に共感すること

◎研究の内容
理科，生活科の２教科を中心に，総合的な学習の時間とものづくり科（＊）からも子ども

の学びの中に輝く感性を探っていきたい。また，これまで同様に，生活経験として子どもた
ちの学びを支えていくための学習環境の充実も図っていきたい。

生活科 理科 総合的な学習の時間
ものづくり科 等

○対象と向かい合い，一体とな ○対象との距離を縮めようと ○身近な自然や現在の社会に，
って活動に浸りこむ学習 主体性を発揮して創造的に 目を向け，正しい知識を求

対象を捉え直していく学習 めて自己を高めていく学習

年生：わたしのあさがおさん 年生：身近な自然の観察 年生：マリーゴールド染め
年生：むし・虫・ランド 年生：季節の自然の観察 年生 ひょうたんからの
年生：ﾏｲｶﾞｰﾃﾞﾝや・さ・い 年生： 命の誕生 贈り物

ﾏｲｶﾞｰﾃﾞﾝお・は・な 魚・植物・人 年生：私が育てるお米（ ）
年生 ずっといっしょだよ 年生：人と環境 年生：学校花壇作り

お蚕さん →総合的な学習の時間と合科 年生：放射線って何？

学習を支えるための環境整備
○昆虫の食草（カラタチ等）の植樹 ○地域との関わり ○保護者の共感
○教師の見届けや眼差し 等

□囲み について，具体的計画を次頁以降に掲載する。

＊ものづくり科：平成 年から長野県諏訪市が立ち上げた独自の教育課程で，正式には「相手意識に立つものづくり科」という名称
の一つの教科。文部科学省の教育課程特例校として承認された。



２ 科学する心を育む教科等の学習から
１ 生活科での具体的計画
（１）１年「わたしのあさがおさん」
研究の視点から期待したい姿

Ａ…“私”の朝顔を愛着をもって関わり、大切に育てようとする姿
Ｂ…朝顔が折れてしまい涙を流す友だちの様子から自分の朝顔をもっと大事にしようとする姿
Ｃ…朝顔を使うと楽しいことが何かできそうだという働きかけから色水遊び等調べ始める姿

（ ）学習活動 ・：期待したい子どもの様子や発言 ○：支援 ■期待するその子らしさ 感性
○種を触ったり虫眼鏡で見たりして、どんな花朝顔の種を発芽させる

・朝顔さんをお腹で温めて芽を出させよう が咲きそうか発表させる。自分の種をぬらし
・いっぱい芽が出た。うれしいな。 てお腹で温め発芽できるようにする。
・間引きって何？せっかく出たのに… ■間引いた芽は捨てずに何とか
・間引いた芽、捨てたくないな。 しようとしているか（Ａ）
・６年生のﾍﾞﾗﾝﾀﾞで緑のｶｰﾃﾝにしてもらおう
・折れてしまった○○さん、かわいそう… ■折れて涙を流す友だちに対して共感している
・みんなの朝顔さんにしてみよう。 か（Ｂ）

○朝顔を使うと何か楽しい活動ができそうなこ花を使って色水遊びや押し花を作る
・いっぱい色があって楽しいね。 とを伝える。
・○○さんはきれいだな。真似したいな。 ■進んで活動を見つけようとしているか（Ｃ）

○最後の種の扱いを子どもたちに決めるようにできた種を大切な人に贈る
・１つの種からいっぱい種ができたよ。 話し合いの時間をとる。
・遊んでくれた６年生、喜んでくれるかな。 ■種を大事に扱おうとしているか（Ａ）

（２）２年「ずっといっしょだよ お蚕さん」
研究の視点から期待したい姿

Ａ…蚕さんを大事に飼育し、お別れの場面で涙を流す姿。その後一人で思い詰める姿
Ｂ…桑の葉をみんなで探そうとする友だちに賛同する姿
Ｃ…繭の糸から何かできそうだという働きかけからランプシェードや綿作り等調べ始める姿

（ ）学習活動 ・：期待したい子どもの様子や発言 ○：支援 ■期待するその子らしさ 感性
春蚕を育てる
・桑の葉をもりもり食べていてすごいな。 ○蚕と関わる時間を確保し、体のつくりや餌の
・糸を出して繭になっちゃった。 食べ方、うんちの形や大きさに着目してぐん
・ガが出てきてすごい卵を産んだよ。 ぐん成長する様子を捉えさせる。

春蚕の繭で繭人形作り
・繭を使うと工作ができて面白いね。
・もう一度、今度は卵から飼ってみたいな。 ■もう一度飼育してみたいという気持ちがある

か（Ａ）秋蚕を育てる
・卵から出た幼虫ってすごく小さいね。 ○秋蚕の卵を手配し、ふ化から関わらせる。
・桑の葉が足りないよ。どうしよう。 ■みんなで探そうという友の呼びかけに賛同し

ているか（Ｂ）殺蛹を決定し、蚕とお別れをする
・ガで死んじゃうなら糸に残してあげたい。 ■自分たちでお別れを決めたのにためらったり
・さようなら、お蚕さん。 悲しんだりしているか（Ａ）

■進んで活動を見つけようとしているか（Ｃ）繭の糸でランプシェードを作る



２ 理科での具体的計画
（１）３年「身近な自然の観察」
研究の視点から期待したい姿

Ａ…生活科での虫探し体験を思い出して、狙いをつけて生き物を探そうとしている姿。
Ｂ…友だちの気づきを取り入れて、自分から生き物を見つけようとする姿
Ｃ…発見の１枚を撮影しようという呼びかけに対して、こだわって探そうとしている姿。

（ ）学習活動 ・：期待したい子どもの様子や発言 ○：支援 ■期待するその子らしさ 感性
○デジタルカメラを使って「自然の中で発見の学校のまわりの自然観察

・露に濡れたこの草、きれいだな。 １枚を撮影しよう」と投げかける。撮影した
、 。・アリが行列でいっぱいいておもしろいな。 自然から植物と動物とに分け 関心を高める

■ﾍﾞｽﾄｼｮｯﾄにこだわり、活動しているか（Ｃ）学校のまわりの植物の観察
・赤や白のチューリップが咲いていた。 ○植物と動物と分けてそれぞれ発見博士になる
・大きな植物や小さな植物があった。 よう呼びかけ、観察に入る。観察のポイント
・タンポポは綿毛と花と２つあったよ。 を伝える （くらべ上手、たとえ上手）。

学校のまわりの植物の観察
・ミミズがたくさんいる所知ってるよ。 ■生活科での虫探し体験を生かして、狙いをつ
・川には小さな魚が泳いでいたよ。行ってみ けてすみかを見つけようとしているか（Ａ）
よう。 ■友だちの投げかけに賛同して自分からもその

（ ）・ダンゴムシや魚はすみかにいると見つけに 場所の生き物を見つけようとしているか Ｂ
くい色をしているね。 ■動物のすみかをその動物の

・いも虫は葉の裏側にいたよ。きっと食べら 行動から考えて探そうとし
れないようにしているんだよ。 ているか（Ａ）

（２）５年「命の誕生（魚・植物・人 」）
研究の視点から期待したい姿

Ａ…マイメダカを増やしたいと願い、主体的に関わながら大切に飼育する姿
Ｂ…友だちが継続して観察する姿を見て、自分も大切にズッキーニを育てていこうとする姿
Ｃ…自分の誕生をさかのぼって調べようという提案に対し、興味を持って調べようとする姿

（ ）学習活動 ・：期待したい子どもの様子や発言 ○：支援 ■期待するその子らしさ 感性
○マイメダカで卵の観察をする。メダカの誕生

・生まれたばかりの卵は泡がいっぱいだ。 ○教室に解剖顕微鏡を置いておき、いつでも観
・心臓が動いている。血も流れている。 察できる環境を整える。
・稚魚はかわいいね。大きくしたいな。 ■卵を大事にかえして、メダカをふやしたいな

という願いを行動に表しているか（Ａ）ズッキーニの花と実（植物の誕生）
・花粉をつけないと実が大きくならないで枯 ■継続観察をする友だちの姿から、一緒に観察
れちゃった。 を始めようとしているか（Ｂ）

・花粉には色んな形や大きさがあるね。
・受粉して実ができるのはメダカと一緒だ。 ○今の身長や体重と１年生の頃や生まれた頃と

比べ、自分の誕生に意識が向くようにする。人の誕生
・私はお母さんのお腹の中ではどうやって息 ■お母さんのお腹の中にいる自分をイメージし
をしたりおしっこしたりしてたんだろう。 て、進んで調べようとしているか（Ｃ）

・私の最初の形ってどうだったんだろう。 ■動物、植物、人の共通性に気づいているか
・メダカも花も人も同じなんだなあ。 （Ａ）



３ 総合的な学習の時間・ものづくり科での具体的計画
（１）４年「ひょうたんからの贈り物 （ものづくり科）」
研究の視点から期待したい姿

Ａ…今までの活動を思い出しながら慎重に模様を書き込む姿
Ｂ…種出しでは、工夫して上手くいっている友だちのやり方を取り入れようとする姿
Ｃ…教師から聞いた発芽温度を気にして、温度を気にしながら発芽させようとする姿

（ ）学習活動 ・：期待したい子どもの様子や発言 ○：支援 ■期待するその子らしさ 感性
○ヒョウタンの作品を見せ、関心を高める。ヒョウタンを栽培する

・今日はとても寒い。発芽するかな。 ■教師から聞いた発芽温度を気にして、寒い日
・アブラムシがいたよ。消毒しよう。 には保温したりなど工夫しているか（Ｃ）
・ひょうたんの実ができた。うれしいな。 ■ヒョウタンの成長に関心を寄せ、進んで関わ

っているか（Ａ）ヒョウタンを加工する
・水に浸けるととても臭い。大丈夫かな。 ○ひびのヒョウタンを割ってみせて、種がたく
・ひょうたんの中はやっぱり空なんだな。 さんあることを伝える。
・種だしは難しいな。水の勢いで何とか出せ ■口の径と種の大きさの関係に着目し、工夫し
そうかな。 て種出しを行っているか （Ａ）。

・○○さんのやり方いいな。真似しよう。 ■針金を巧みに使って種出しする友だちの良さ
を取り入れようとしているか（Ｂ）できたヒョウタンを加工し大切な人に贈る

・このまま作品にしたいな。
・ひょうたんの葉っぱの模様を描こう。 ■これまでの栽培を振り返り、慎重に模様を書
・おじいちゃんに七味入れで使ってもらおう き込んでいるか（Ａ）

（２）６年「放射線って何？ （総合的な学習の時間）」
研究の視点から期待したい姿

Ａ…ガイガーカウンターを用いて、積極的に放射線量を測って比較しようとする姿
Ｂ…がれき問題について、友だちの考えに耳を傾けながら、自分としての意見を持つ姿
Ｃ…放射線学習の前後でモデル図に変化があり、そのことからさらに知りたいと願う姿

（ ）学習活動 ・：期待したい子どもの様子や発言 ○：支援 ■期待するその子らしさ 感性
○市が行う校庭の放射線量測定の様子に着目さ自分たちで身の回りの放射線量を測定する

、 。・見えないけれど数が増えている。放射線っ せ 何をしてるか伝え放射線に関心を向ける
てここにもあるんだ。 ○放射線のイメージをモデル図でかかせる。

（ ）・肥料は普通より少し多いね。 ■放射線に関心を寄せ進んで調べているか Ａ
・東北地方はもっと多いのかな。 ○空間線量のデータから東北地方もそれほど変
・放射線ってどこにもあるんだ。放射線のこ わらないことを伝える。
と、もっと知りたいな。 ○放射線副読本(文部科学省)を用いて、放射線

の理解を深め、その後モデル図にまとめさせ放射線について学習する
・光やレントゲンも放射線の仲間なんだね。 放射線に対するイメージの変容をとらえる。
・外部被爆より内部被爆の方が怖いんだね。 ■放射線について、さらに知りたいという願い

を持つことができたか（Ｃ）がれき問題について考える（道徳）
・がれきを受け入れる所と受け入れていない ○道徳でがれき問題を提示し、現在の様子を自
所があるんだ。受け入れればいいのに。 分だったらどう考えるか発表の場を設ける。

・放射線のこと、知らない人が多いから受け ■友だちの考えにつなげながら自分の意見をも
入れないんだよ。もっと知識を得たいな。 つことができているか （Ｂ）。



３ 科学する心を育む学校環境作りから
１ 学校と地域・保護者の力が融合した人的環境を整える具体的計画

☆：研究の視点、深めたいこと
☆多くの教科で教師の持ち味を生かした指導体制の構築を継続する （交換授業や 指導等）。
☆学習支援ボランティアや保護者の学習参加を進め地域や保護者の力を授業充実に役立てる。
☆科学する心の育成につながる事例を挙げながら、物事に主体的に関わることのよさを伝え続
ける学校からの発信（校長講話・広報紙など）を充実させる。

①教師同士の連携や協力体制を維持強化
教師の持ち味が十分に発揮される体制を整えたい。授業交換や 指導によって、担任以
外の職員から教わる時間は子どもたちにとって貴重な時間である。複数の教科を調整し合い
ながら、時には学年を超えた授業交換を行って、教師相互のつながりを生み出してきた。こ
のような取り組みを通して、教師自身が互いに学びあい、自己課題を明確にして日々の授業
改善に取り組むきっかけにしてほしいという願いがある。
一人の子どもの様子について複数の教師から様々な姿が語られる。学級担任は別の角度か

、 。ら見た子どもの姿に触れることで 児童理解が深まり自らの指導を見返すきっかけにもなる
学年職員が連携しあう姿はその学年の子どもたちのつながりに優しさとして広がっている。

）このような指導体制を今後も出来る限り継続していきたい。 （写真下：学習ボランティア
②学習支援ボランティアと保護者の学習参加の活性化
コミュニティースクールである本校には、 つの部会で活
動をすすめる学校運営協議会が位置付いている。学習支援ボ
ランティアは、学習支援部会やものづくり教育部会の活動と
重なる部分が大きい。教師の授業構想をもとに、時には外部
講師として、時には共同追究者として、子どもたちの学習の
ふくらみを支えている現在の体制を、更に充実させたい
また、保護者の学習参加を企画し進めたい。授業参観と異なり、授業参加は教師の計画に
従って子どもたちと共に学ぶなかで、思いや感動を共有してほしいと願っている。授業や学

、 。習に関する家庭間での話題も豊富になり 担任にとっては大きな力添えであると考えている
さらに、 行事として取り組んでいる地域公開講座は、地域の方々が児童と交流しなが
ら地元に伝わる文化や技術に直に触れることの出来るよい機会である。同じ地域に住む人同
士がつながりあう貴重な場面である。人とのつながりを通して、ふるさと中洲への思いを育

。んでいきたい
③充実した学校からの発信（校長講話や広報活動）
学校と地域を結びつける取り組みの先頭に立つのは校長であると受け止めている。地域に
立脚した学校作りを進めるためにビジョンを示したり、保護者の願いや思いを受け止めて活
動に反映させたり、教師がのびのびと持ち味を発揮できる環境を整えたりする等の役割を担
っている。
子どもに対しても保護者や地域の人々に対しても、開かれた学校作りに向けて取り組み続
ける学校の姿を発信する役割を担っていることを重く受け止めたい。
科学する心は科学だけにとどまらず、様々な対象に興味関心を寄せて主体的に歩む生き方

。を示していると受け止め、科学する心の動きを具体的な場面で示しながら伝え続けたい
２ 子どもの興味関心を高める物的環境の充実を目指した具体的計画

☆：研究の視点、深めたいこと
☆校地内の栽培活動をすすめる理科園と水辺の生き物を見るビオトープ的な環境の整備を継続
し、学校花壇作りが培うよさを認めながら、学びと憩いのある学習空間作りに努める。

☆学校行事や学年での活動の様子を積極的に保護者に伝える。
☆話題になっている事象（自然事象・社会事象など）を紹介するコーナーを充実させる。



①理科園と沼地と学校花壇の活用
本校には子どもたちの生きた体験ができる場所が数多くある。恵まれた環境を十分生かし
ていきたい。理科園はそのレイアウトが自由に出来るよさがあり、担任や子どもたちを栽培
活動に誘う魅力がある。秋と春に理科園全面を耕して、気持ちも新たに栽培活動に取り組む
ことが出来るように心がけている。今後も継続したい。また、学校の隣には人の手の入って
いない湿地があり、水量さえ管理調整すれば、水辺で生きている生き物との出会いが期待で
きる。子どもたちに中身の濃い体験が出来る場所を確保し提供することに心がけたい。
中洲小学校には大きな花壇があり、毎年花作り活

動が受け継がれている。校舎の正面を飾る花壇に花
を咲かせることは、関わった子どもたちにとって大
きなテーマとなり得る。育苗や水管理、草とりなど
の日常の関わりは、子どもの確かな体験の場となっ
ている。親子で世話に通う姿は貴重で、連帯感や所
属感を育む機会として位置づけたい。

咲きそろった花を描く子どもたち②映像で綴る中洲小学校の子どもたち
参観日に保護者に対して、日常の子どもの様子を写真や動画で紹介したところ大変好評だ
った。同じものを子どもたちに紹介したところ、どの子も生き生きとした表情で映像を見つ
めていた。映像の持つ力の大きさを実感すると共に、親としてなかなか見る事の出来ない場
面を伝えたことが、生活の場としての学校の姿を理解してもらえたものと感じた。このよう
な取り組みは、外に向かって学校を開くことにつながり、保護者の信頼を得ることに役立っ
ていると感じている。今後も、機会をとらえて、広く発信していきたいと考えている。
③中洲NOWコーナーや俳句コーナー等の充実
中洲 コーナーや俳句コーナーは、子どもたちの姿を見合ったり、作品を通して子ど
もたち相互の見方や考えを交流したりすることに役立っている。
学校を訪れた保護者の多くが掲示された内容に丁寧に目を通している。学校内の行事や取

り組みのよさを保護者自身に伝えることは、我が子の通う学校のもつよさを保護者自身に手
。 、応えとして感じてもらうことにつながると考えている 子どもにとっても保護者にとっても

。共通の掲示板機能を果たすことができるように、その充実に取り組みたい

Ⅳ 終わりに
メダカの世話を続けた子どもたちの中には、授業のある度に小さな水槽を抱えて登校する
姿も見られた。メダカの学習を終えてしばらく立った頃、うまく世話が出来ずに途絶えてし
まった子どももいたなかで、最初 匹だったメダカが 匹以上にも増えた子どもがいた。メ
ダカに思いを寄せ心を動かされて取り組んだ姿があったのだろうと想像した。理科学習が教
室から外に広がった姿であると受け止めている。
科学が好きな子どもを育てることを目指した実践を通して、自然事象のもつ理に惹かれ浸

り込む子どもたちの輝く姿を数多く見る事が出来た。そこには、見つめる大人の心や社会を
明るく豊かなものにする力強さが秘められている。科学する心が動き始めている。
子どもが通う学校に、教師も保護者も地域の人々も関わり続けて、子どもたちの輝く姿を

見つめ続けることが、社会の中で学校に託されている夢や希望を確かな形に創造する営みに
つながると信じている。

、 。笑顔の通い合う場所としての学校を形にする決意を新たに 明日も子どもたちを迎えたい

学校長 德原 嗣久
ＰＴ 会長 竹澤 英樹
研究代表 清水 秀朗

執筆 清水 秀朗
德原 嗣久




