
２０１２年度 ソニー子ども科学教育プログラム 

主題：「科学が好きな子どもを育てる」 

～「なぜ」を大切に／感性・創造性・主体性の育成～ 
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はじめに 

 ある保護者から「先生、『スライム』を作るときに混ぜる水溶液って、ホウ酸ですよね？」という質

問を受けた。「なぜですか？」と聞くと、子どもが学校でやった「スライム」を家でも作りたいと言っ

たそうである。そこで、材料を買ったが、間違ってホウ酸を買ってしまい、うまくいかなかったとのこ

と。それを聞いていた別の保護者が「うちの子も学校でやって楽しかったから、家で作っていた。学校

のことをあまり言わない子どもだったからびっくりした。」とうれしそうに話してくれた。この話を聞

いて、子どもたちが「能動的に科学を楽しむ」ようになり、親も子どもたちの成長を実感し、うれしく

感じていることを知った。 

 

１．科学が好きな子とは  

（１）本校の教育目標と科学教育の深いつながり 

本校の教育方針の柱は、今年度も「根を養えば樹は自ずから育つ」という言葉である。「根」と

は、子どもが本来持っている好奇心や向上心である。これを伸ばさない限り、目的に向かって努力

する子どもが育たないと考える。その好奇心や向上心を育むためには、子どもたちの「～したい」

「～をやらずにはいられない」という子どもの思いを大切にしていかなければいけない。それをも

っとも具現化できるのが、子どもが事象を実際に体験でき、事象に直接働きかけることができる「科

学教育」なのである。そこで、今年度も「科学教育」を軸に、子どもたちの「根」を大きく太いも

のにしていきたいと考え、実践の積み重ねを行っている。 

（２）本校が目指す「科学が好きな子ども」とは 

５年間の実践を通して、子どもたちは「楽しい」と思うと、能動的に学習に取り組んだり、積極

的に物事に打ち込んだりすることが分かった。また、その取り組んだことから感動を覚え、それが

新たな「楽しみ」になり、次への活動の原動力になることも分かってきた。このようなサイクルが

繰り返されて、学校目標である「かがやく子」のように「輝き」を放つ子も増えてきている。この

ことから、本校が考える科学が好きな子どもは「科学を能動的に楽しむ子ども」とした。その楽し

むことを次の３つに分類した。 

①体験を能動的に楽しむ子 

はじめは受動的かもしれないが、自然体験や科学体験によって、仕組みの巧みさに驚いたり、不

思議に感じたりする。そのことで、子どもたちの感性や好奇心などが刺激され、能動的に楽しむ子

の育成につながると期待できる。 

具体的な姿 

・休みの日などに進んで自然体験（昆虫採集や植物採集など）をする。 
・休み時間などに進んでものづくり（分解や組み立ても）をする。 
・科学読み物、図鑑などを進んで読む。 
・採集した生き物を飼育する。 

②追究（発見の過程）を能動的に楽しむ子 

高まった感性から生まれる「なぜ？」を能動的に追究していく活動によって、新しい発見をした

り、より深い理解が得られたりする。その喜びを感じることを楽しむことで、「もっと知りたい」

と能動的に追究するようになり、子どもの思考力を高めることにつながると期待できる。 

具体的な姿 

・休み時間などに納得するまで実験・観察を繰り返して行う。 
・不思議に思ったことをインターネットや本で調べる。 
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・新聞などで科学的なニュースを見つけ、分かるまで調べたり質問したりする。 
・自由研究を一人で進めることができる。 
・生活の中で科学がどのように使われているか、授業で習った以外の事象も見つけようとする。

③発信（関わり合い）を楽しむ子 

自分が考えたこと、発見したことを発信し、自分から人と交流する活動を通して、他の人に認め

られたり、考えを共有したりする楽しさを味わうことで、子どもたちの表現力や協同意識を育むこ

とができるようになると期待できる。 
具体的な姿 

・調べたことや考えたことを、作品（新聞や絵など）で表現する。 
・考えたことや調べたことを、図などを使って友達に分かるように何度も説明する。 
・自分が発見したことやその時の気持ちを進んで発信する。 
・友達との会話で頷きながら聞いたり、進んで質問したりする。 
・研究成果を友達や他の学校などに向かって、進んで発信しようとする 

 

２．２０１２年度の実践（「５ＵＰ作戦」の実践） 
「科学を能動的に楽しむ子ども」の育成のために、５ＵＰ作戦（「授業充実ＵＰプラン」「センスＵ

Ｐプラン」「タフネスＵＰプラン」「表現力ＵＰプラン」「科学教育関心度ＵＰプラン」）を実践した。

次からその実践について紹介したい。 

(1)子どもの科学的思考力、科学する心を育てる「授業充実 UP プラン」 の実践 

【実践１】五感作文の活用が感性を高め合う【４年「空気と水」】 （2012 年 5 月～6 月実施） 
①この単元での「授業充実ＵＰプラン」の重点 

 この単元では、子どもたちが目に見えない空気の力を体感することで、空気の存在を意識させる

ことがねらいとしてある。そのために、空気でっぽうを使っての導入を行うが、どうしても問題を

感じることができない子どももいる。そこで、「五感作文」を活用することで、問題を感じ取れな

かった子どもにも問題を共有できると考えた。このような取組みを行うことで、子どもたちに新た

な視点を与えることができ、これからの「ものの見方」が豊かになることが期待できる。それが、

子どもたちの感性を育てていくことにつながると思う。 

また、この学習では「粒子の存在」ということと共に、「エネルギー」という見方を身につけさ

せたいと思った。そのために、空気の力を体感させる活動を取り入れることで、生活に活用されて

いることに気づかせたい。そのことが、科学の有効性という視点を子どもたちに与えることができ

ると考えた。 

②単元構成（１１時間扱い） 

子どもの素朴概念 

・空気や水は伸びたり、縮んだりしない。 
・空気には力がない。 
・空気の存在をあまり意識したことがない（あって当たり前のもの）。 

学  習  内  容 

わくわく 

Enjoy 
３時間 

・空気でっぽうの球をもっと飛ばすにはどうしたらいいのだろうか。 
（自由な試行活動）

・五感作文を書こう。 

とことん 

Enjoy 
５時間 

・筒を長くするとどうして球が飛ぶのだろうか。 
・筒の中に水を入れても球が飛ばないのはどうしてだろうか。 
・空気や水がみえるとしたら？【科学史の活用】ドルトンの粒子論 

なるほど 

Enjoy 
３時間 

・空気の力を体感しよう。 
・「浮沈子」を作って、その仕組みを説明しよう。 

授業後の子どもの ・空気は縮んだり、元に戻ったりしようとする。そのとき、大きな力が出る。
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概念 ・水は、縮むことはない。 
・空気や水の力を使ったものが生活の中にたくさんある。 

③指導の実際 

○わくわく Enjoy 学習では 

 子どもたちが夢中になる教材「空気でっぽう」から学習に入った。30cm の筒にスポンジの玉を

つけて飛ばした。「ポン」という音を立てて筒から飛び出す様子を見て、子どもたちは大喜び。何

回か操作させたあと、距離で得点が決まるゲームを行った。これは、飛べば飛ぶほど得点が多くな

るゲームである。子どもたちは張り切って行ったが、2m ほどしか飛ばない。そうなると子どもた

ちから「もっと飛ばしてみたい」という欲求が出てくる。そこで、「子どもたちにどうすればもっ

と飛ぶようになるのか」という問題を提示した。子どもたちは次のように考えた。 

①素早く押し棒を押す。 
②玉をスポンジよりもっと重いものにする。 
③筒をもっと長くする。 
④中に水を入れる。 

 この考えを元に、自分で確かめたい方法を、自由な試行活動で確かめさせた。そして、その活動

後「五感作文」を書いてもらった。授業で使った作文は、下のものである。 

＜分かったこと＞ 
・空気でっぽうの玉は、長い筒に変えるとよく飛んだ。 
・玉を厚くすると、手応えが強くなり、やっと押せた。球が飛び出すときの音がすごく大きかった。

・長い筒で玉を厚くすると、球が飛び出すときにけむりのようなものが筒から出た。 
・素早く押しても、あまり玉が遠くに飛ばなかった。 
・水を入れると、全く球が飛ばなかった。手応えもなかった。 
＜考えたこと＞ 
・長い筒を使うと空気がたくさんはいるから、球がよく飛ぶのだと思った。 
・どうして水だと球が飛ばないのか不思議だった。 
○とことん Enjoy 学習では 

 子どもが書いた五感作文を全員に紹介したところ、子どもたちがまず考えてみたいと思ったのは、

「なぜ、長い筒を使うと球が遠くまで飛ぶのか」ということであった。これを学習問題として、子

どもたちに予想させたところ、「長い筒には空気がたくさん入っているから（遠くまで飛ぶ）」とい

う意見にまとまった。そこで、長さ 1m、直径 2cm のアクリ

ルパイプと長さ 60cm、直径 10cm のパイプを提示して、ど

っちが遠くに飛ぶか予想させた。子どもたちは「空気の量は

どっちが多いのかな？」と悩んでいたので、水の中で空気の

量を測った。すると、長さ 1m のパイプには約 500ml、長さ

６０cm のパイプには約 1500ml の空気が入っていた。子ど

もたちは「絶対空気が多い方が飛ぶよ。1m のパイプより３

倍飛ぶに違いない。」と話していた。そこで、60cm のパイプ

で玉を飛ばしてみると、３倍どころか半分も飛ばなかった。

何回やっても飛ばない。この結果から、子どもたちは「空気の量の違いで飛んでいるのではない。

もっと何か違うものが関係しているはずだ。」と考えを修正し始めた。 

考えるヒントを与えるために「五感作文」をもう一度読み直しさせたところ、「玉を厚くすると、

よく飛んだ。」という記述に目がとまった子が「これ、何か関係あるんじゃないかな。」といった。

子どもたちは、玉が薄いときと厚いときとの筒の中の空気の違いをじっくりと比べてみていた。す

空気でっぽうに入っている空気の量を測

る。この数値が、子どもたちの考えを揺

さぶることになった。 
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ると、M 子が「玉が薄い時より、厚い時の方が筒の中の空気が縮んでいる。もしかしたら、空気の

縮み方が飛ぶ距離に関係しているかも。」とつぶやいた。そのつぶ

やきに、子どもたちは同調した。そこで、アクリルパイプを床に

置き、上から、玉を押してみると、だんだん手応えが大きくなっ

ていくのが分かる。子どもたちは「空気が縮むと、棒を押し返そ

うとする力が大きくなる。」と新しい「気づき」を話していた。あ

る子どもが、棒を離すと、棒が上に飛んで、押した玉が元の位置

近くにもどった。子どもたちはその現象を見て、「空気は縮められ

ると、元に戻ろうとするんだ。」「細くて長いパイプだと、空気が

押し縮められるのが大きいけれど、太いパイプだと、空気が押し

縮められるのが小さいんだ。だから、長いパイプの方が飛ぶんだ。」と論理的に話していた。その

後、注射器を使って閉じこめられた空気を押し縮めると元にもどること、閉じこめられた空気を縮

めてもなくならないことなどを確認した。子どもたちは、この実験を行って、「やっぱり自分たち

の考えたことは正しかった」と胸を張った。このあと、空気でっぽ

うの球が飛び出す理由を空気のイメージ図で書かせると、「粒子」

の考えを使って、空気を表現している子どもが多くいた。そこで、

「昔の有名な科学者の中にも、みんなと同じように見えない空気を

粒の形で考えた人がいたんだよ。みんなは、その科学者と同じ発想

をしたんだね。」と話すと、子どもたちは得意気な顔になっていた。 

次の課題は、「空気の代わりに水を入れると、なぜ球は飛び出さ

ないのか」というものである。子どもたちは空気でっぽうの球が飛

び出す理由がわかったので、すぐに水は縮んでも元に戻らないのではないかという予想を立てた。

そこで、注射器を使って実験すると、水は元に戻らないどころか縮まらないことが分かった。 

○なるほど Enjoy 学習では 

 「生活との関わり」として、この空気と水の性質が、自分の

生活の中に活用されているものを見つける学習を行った。提示

したのは、「エアポット」である。子どもたちはエアポットの上

部のボタンを押すと水が出てくることは知っていたが、仕組み

については分からないようであった。そこで、ポットの中を見

せたところ、管が一本入っているだけである。「これでどうやっ

て水が出るの？」とざわつき始めた。そこで、ポットのモデル

をフラスコで作り、実際に体験させた。空気入れで空気を入れ

ると、中の水が押されて、管の中に入り、管から水が出てくる

現象を見て、「エアポットと同じだ。」「こうやって水が出るのか。」と目を丸くしていた。この仕組

みを説明させたところ、全員が粒子の考えを使って説明することができた。 

 「もっと空気の力を体感させたい」と思い、「空気の力で、人を持ち上げられるかな？」と尋ね

てみた。子どもたちは、「できるわけがないよ。」と言ったので、タイヤに板を乗せ、その上にクラ

スで一番体重が重い子を乗せ、空気詰めでタイヤに空気を入れた。すると、タイヤが膨らみ、子ど

もが持ち上がった。子どもたちは驚きの表情で見ていた。「もっとたくさんの人が乗っても大丈夫

かな？」と言ったので、やってみることにした。子どもたちは喜び勇んで全員が乗ろうとしたので、

いくら押しても戻ってくるし、 後

まで押せない。これで、空気の力を

実感できた。 

粒子で考えた子どもの空気のイメ

ージ図。縮むと空気の密度が多くな

っていることが表されている。

空気ポンプを押すと水が飛び出す。こ

の体験が、空気と水の特徴をしっかり

つかませることにつながった。
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４人ずつ乗せることにした。さすがに空気詰めでは大変なので、エアポンプ

を使った。すると、４人でも持ち上がった。子どもたちからは「空気の力っ

て、すごいね。」と感動の声が上がった。 

 後に「浮沈子」を作った。子どもたちは、ペットボトルを握ると沈み、

放すと浮き上がる浮沈子の動きを楽しんだ。そこで、この浮沈子にも「水と

空気の性質」が利用されていることを教え、説明させてみた。子どもたちは

謎を解決しようと試していた。そのうちに「握ると浮沈子の中の空気が押

し縮められて水が入る。そして、浮沈子が重くなって沈む。放すと空気が

水を押し戻して軽くなって浮く。」という浮沈子の仕組みが発見できた。自

分たちが思いもよらなかった仕組みを発見して、子どもたちから「科学っ

て面白いね。」という言葉が自然に出てきた。子どもたちが「科学の面白さ」

を実感した瞬間であった。 

【実践２】モデル実験と他教科との関わりで理解を深める【６年 大地のつくり】 

（2011 年 10 月～11 月実施） 

①この単元での「授業充実ＵＰプラン」の重点 

 この単元では、子どもたちに実際に地層に触れさせ、地層の成り立ちにおける地球の壮大なエネ

ルギーをイメージしてほしいと思った。また、この単元は、一見自分たちの生活と関わりが少ない

と思われがちな単元であるが、火山灰による農作物の違いや水はけの良さからくる地下水の利用な

ど生活に密着していることを学ばせたいと思った。 

②単元構成（１１時間） 

子どもの素朴概念 

・地面には土や石、砂などがあることは分かっている。 

・地面の微妙な色の違いはあるが、大きく変わることはないと思っている。

・地面の中で土や砂、小石などは交じり合っている。 

・地層は見たときはあるが、それがどのようにできたのか、何で層のように

重なり合うのかは分からない。 

・地面は昔から今のようにあると思っている。（隆起したり沈降したりする

ことはない）また、火山や地震などで地面が変化するとは思っていない。

・溶岩などはイメージできているが、火山灰などはイメージできていない。

学習問題サイクル 

わくわく 

ENJOY 
３時間 

・地層を観察しよう。 

とことん 

ENJOY 
６時間 

・なぜ、地層の色が違うのか。 
・違う種類の土が、なぜ、きれいに地層になるのか。 
・なぜ、水の中でできた地層が今地表に見えるのか。 
・なぜ、学校の周りには火山灰が多いのか。 

なるほど 

ENJOY 
２時間 

・地震や火山活動はどうして起こるのだろうか。 
【科学史】ウェーゲナーの大陸移動説（プレート・テクトニクス） 

・地層は生活の中でどのように活用されているのだろうか。 
（地下水の利用、鉱山の利用） 

授業後の子どもの

概念 

・水の中で地層ができるものもある。 
・地層には、水の働きでできたものと火山の働きでできたものがある。 
・地層は地面の隆起や海退が原因で地表に現れる。 
・火山や地震のエネルギーは大きなエネルギーで、地面を変化させる。 
・今でも大地は動き続けている。 

空気に持ち上げられる

体験。子どもたちは少

しずつ持ち上がる感覚

に、空気の力を感じて

いた。 
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③指導の実際 

ここの単元は、実生活とのかかわりを実感させる部分を中心に紹介したい。 

水の中でできた地層が陸上にある理由を学習した子どもたちは、「土の粒を顕微鏡で見たとき、

粒が角張っていたものがあった。水の中でできたのなら、粒は丸くなるはず。」という疑問を持っ

た。「どこでできたと思う？」と聞き直すと、「陸でできた。

しかし、雪は積もるけど、土が陸で積もることもあるのか

な。」という答えが返ってきた。そこで、｢土が降ってくる

ことはないかな。｣と聞くと、「土じゃないけど、修学旅行

で火山灰が降ってくるのを見た。火山灰かもしれない。」と

考える子どもがいた。しかし、なかには「七戸町の周りに

火山はない。こんなに厚い層ができるくらいの噴火があっ

たとは思えないし、火山灰が何層にもなるくらい、噴火し

たとは思えない。」と言う子もいた。十和田湖が火山の働き

でできたことを知らないので、火山灰が地層に厚くあるこ

とが不思議でしょうがなかったのだった。そこで、青森県

の掲示用の大きな地図を用意した。そして、十和田湖を指

して、大きな火山があったことを知らせ、噴火して十和田

湖ができたことを教えた。子どもたちはそれだけでも驚い

たが、その火山灰がどのくらい、どんな範囲で降るのかモ

デル実験で確かめた。火山に見立てたコップに片栗粉を入

れ、空気ポンプで空気を送る。すると、コップから出た片

栗粉(火山灰)が飛び出す仕組みになっている。実験してみる

と、火山灰は青森県の地図の上全体に広がり、さらに太平洋まで飛んでいった。それをみて、子ど

もたちは火山の噴火のすごさを少し感じ取ったようだった。十和田湖は 低２回噴火しているので、

2 回目は 1 回目と違いが分かるように入浴剤(火山灰)を入れて行った。すると、さっきと同じよう

に片栗粉の地層の上に入浴剤の地層が積もっていった。両方積もったところを指で切ってみると、

その断面がきれいに層になっていた。子どもたちはその様子を見て、「火山灰が積もってこんなに

きれいな地層になるのか。火山灰の地層が何層もあるということは、それだけたくさん噴火したこ

とになるんだ。」と納得したようだった。このような実験を行うと、偏西風の関係で上北地方には

火山灰が多く、津軽地方には少ないことが理解できる。これを社会の学習に結びつけて、津軽地方

と上北地方の農業の違いについて説明すると、子どもたちは、この地域の地層が自分たちの生活に

関係があることを知り、非常に納得した表情で話を聞いていた。 

 この後、地震や火山について学習をした。地震の被害などについては、３・１１の東日本大震災

を経験しているので、ある程度子どもたちは分かっていた。しかし、地震が起こる仕組みについて

は、テレビで見て何となく知っているという程度であった。火山については、被害やメカニズムに

ついてほとんど知らない状態であった。両方とも地球の内部の様子やプレート説などが元になって

いるので、科学史を活用してプレート・テクトニクス説や大陸移動説を「地震発生モデル」を使っ

て説明した。子どもたちは、日本の近くにプレートの沈み込んでいる場所があること、そのプレー

トのひずみで地震や噴火が起こること、恐竜の時代と現代の大陸の様子が違うことなどを学んだ。

また、ヒマラヤ山脈や日本アルプスなどはプレートがぶつかった時にできたことを話すと、「だか

一回目の噴火（上）と二回目の噴火（下）。

同じように火山灰が広がり、その下に地層

ができる。このモデル実験から「陸ででき

る地層」を実感した。 
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ら、エベレストの頂上付近に貝の化石が出るんだ。」と納得していた。この学習のあとに書いた感

想の中に、「大陸が動くなんて信じられない。」「日本に住んでいる限り、地震から逃れられない。

地震での被害を少なくする方法を考えたい。」というものがあった。特に、地震や火山についての

マイナス的に考える意見が多かった。しかし、「自然との共存」という観点から考えるとプラス面

も知る必要がある。そこで、人間の役に立っている事例についても紹介した。 

 子どもたちに宝石や鉱石の展示物を見せた。子どもたちは「きれい。」「これが鉄やアルミになる

んだ。すごい。」と言いながら見ていた。そのとき、「これは地球が生

み出したものなんだよ。」と教えると、「どうやってできたの？」とす

ぐに質問が返ってきた。そこで、火山や地球内部の活動でできたこと

を説明すると、「火山活動や地球の動きがなければ、こういうものが

できないんだ。これがなければ、僕たちの生活はこんなに便利になら

なかったかもしれない。」と地球の営みについて、見方が変わってき

た。次に、地下水の学習も行った。地震や火山の活動で地面が隆起し

たり、沈んだりすることで粘土の層の上に石や砂の層が作られ、その

おかげで、人間がきれいな水を手に入れることができるようになった

ことなどを、モデル実験で説明した。この学習のあとの子どもたちの

感想には、「地震や火山の活動は悪い面だけでなく、人間にとってい

いこともしているんだ。うまくつきあう方法を考えていくことが一番

大切なことだ。」ということが書かれていた。「自然との共存」の大切

さを理解したようだった。 

【実践３】科学史の活用による実践  (2011 年 9 月～現在) 

科学史の活用はいろいろな単元で行っている。ここでは、紙面の関係上、全てを紹介できないの

で、いくつかの実践について簡単に紹介したいと思う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このように、科学史を活用することで、子どもたちの思考を引き出したり、誤概念を理解しやす

いため、子どもの思考の流れに合わせた単元構成が構成しやすくなった。これからも有効な活用方

法を考えていきたい。 

【実践４】生活科・総合的な学習の時間での科学的な授業の導入 

その１ 理科的アプローチで気づきの質を高める【２年生活科 「ジージーゼミ」で遊ぼう】 

（2011 年 11 月） 

①この単元での「授業充実ＵＰプラン」の重点 

子どもたちは音楽の時間に笛を吹いたり、オルガンを弾いたりして、音を出す活動には触れてい

５年「振り子の働き」での実践 
ガリレオの「シャンデリアの逸話」

の模擬体験。この体験から学習問題

を発見した。 

５年「電流の働き」での実践 
電流に磁力があるかを「エールステ

ッド」の実験で確かめる。磁力の発

見に感動。 

４年「温度とかさ」の実践 
「熱」にものを動かす力があると考

え（熱素の理論）、それを確かめる。

その結果、「熱にはものを動かす力が

ない」ことを確認 

地層のモデルに水を入れた。粘土

の上の層からしか水が出ない。し

かも、きれいな水が出ることから

地下水についての理解が深まっ

た。 
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る。しかし、「なぜ、音ができるのか」ということには全く疑問を感じていない。そこで、振り回

すことによって振動が伝わり、音を出す「ジージーゼミ」を使って「音」についての関心を高めた

いと思った。その活動の時、「比較する」「自由な試行活動の導入」など理科的な視点を意識して取

り入れることで、子どもの気づきの質が高まり、創造的な思考力が育つと期待し、実践した。 

②単元構成（９時間） 

子どもの素朴概念 ・「音はなぜ出るのか」ということに疑問を感じていない。 

問題解決サイクル（学習内容） 

わくわく 
ENJOY 

３時間 
・ジージーゼミを体験して、「五感作文」を書こう。 
・ジージーゼミを作ろう。 

とことん 
ENJOY 

３時間 
・ジージーゼミの音を変える工夫をしてみよう。 

なるほど 
ENJOY ３時間 

・他に音が鳴るおもちゃを作ろう。 
・ジージーゼミを使った「演奏会」をしよう。 

授業後の子どもの

概念 
・音は、何かが震えて出る。 
・音を出すものは、自分の周りにたくさんある。 

③指導の実際 

○わくわくエンジョイ学習の場面 

 子どもたちに二つの「ジージーゼミ」を見せた。一つは糸と割り箸の結び目に松ヤニを塗ってい

ないもの、もう一つは松ヤニを塗ったものである。見た目ではその違いは分からない。松ヤニを塗

っていないジージーゼミを持ち、「これを回してみるとどうなると思う？」と問いかけてみると、

子どもたちは「回るよ。」と答えた。実際に回してみたら、音も鳴らずに紙コップが回るだけであ

る。子どもたちは「当たり前じゃない。」といった表情である。つぎに、松ヤニを塗ったジージー

ゼミを回して見せると、ジー、ジーと音が鳴った。子どもたちは、「何で、何で？」と言いながら、

二つのジージーゼミを比べていた。はじめはコップに違いがあるのかと思い、コップを詳しく見て

いたが違いはない。次に、糸に違いがあるか調べてみたが、それも違いがない。子どもは食い入る

ように「何か違いがあるはずだ。」ともっと詳しく見た。そうすると、割り箸と糸の結び目に何か

粉のようなものが塗ってあることに気づいた。「ここに何か塗って

いるよ。これは秘密じゃない？」とＡ子がいうと、「そうかもしれ

ない。何を塗っているのかな？」と粉の正体の方に関心が移って

いった。「実はこれを塗ったのです。これは松ヤニです。これは松

の木から採れるものなのです。」と教えると、「本当にそれを塗る

と、音が出るようになるの？」と疑心暗鬼の表情になった。そこ

で、さっき回しても音が出なかったジージーゼミの結び目のとこ

ろに松ヤニを塗り込んで、回してみると、「ジー、ジー」と大きな

音を出して回った。子どもたちは「すごい、すごい。」と言いなが

ら大喜びをしていた。子どもたちから「もう一度ジージーゼミを貸して」という声が出たので、全

員で回してみた。子どもたちはますます大喜びである。このことを「五感作文」に書かせると、Ｒ

子が「結び目から音が出るのは分かったけど、ここを手で回しても今のような大きな音が出ない。

だから、ここから音が伝わってコップのところで大きな音になるのかなと思った。だから、コップ

や糸を変えると、違う音ができるかなあと思った。」と書いていた。音が出る仕組みについて考え

ていたのである。早速このことを全員に伝えると、子どもたちは「そうかもしれない。やってみた

ジージーゼミを回して喜ぶ子ど

も。この体験を五感作文に書かせ、

学習が始まった。 
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いな。」「私もそう思っていた。やってみたい。」と反応し、次の学習課題が決まった。 

 「音を変える」という発想は出てこないと思っていたが、子どもたちからそういう発想が出てき

たのが驚きだった。子どもたちは「比較」によって、新しい視点で見るようになったことがよく分

かった。 

○とことんエンジョイ学習の場面 

 音を変えるために、子どもたちはいろいろな方法を考えてきた。大きく分けると、コップを変え

る（大きさ・形など）、糸を変える（長さ、種類など）があった。本当に音が変わるか、確かめる

ために自由な試行活動を行い、子どもたちは真剣に取り組んでい

た。その結果、コップの大きさや形を変えると音が少し変わるこ

と、糸の長さを変えると音が変わること、糸の種類を変えると音

が鳴らなくなることなど、様々なことに気づいた。さらに、この

年代は、自分のやったことを正当化したい気持ちになるものだが、

「これは音が変わらない。これは違うな。」などと、客観的にもの

を見るようになっていた。 

この自由な試行活動は、もうひとつ一つ大きな効果をもたらし

た。それは、子どもたちの「ものづくり」の技能が飛躍的に向上したことである。自分の考えたこ

とを確かめるために、繰り返しものづくりを行わなければならなかったので、カッターの使い方や

糸の結び方などの技能が非常に高くなったのである。今まで一回しか作らないことが多かったが、

同じものを何回も作ることで、子どもは技能を習得していったのである。自由な試行活動でのもの

づくりを行っていくことで、さらにいろいろな技能が身に付くと期待できる。 

○なるほどエンジョイ学習の場面 

 「ジージーゼミ」のあと、音が出るいろいろなおもちゃ(ストロー笛、空き缶笛)を作って遊んだ。

その活動の中で、子どもたちが「笛がなるときに、何か震えているよ。震えないときは音がしない。」

という発言が出た。「じゃあ、ジージーゼミもどこか震えているのかな？」と聞くと、「多分どこか

が震えている。」と返ってきた。ジージーゼミの糸の部分をつかんで、手で割り箸にこすり合わせ

ると、手に震えが感じられる。子どもたちは、「糸が震えている。糸のふるえが音の原因だったん

だ。」と音の秘密を発見してうれしそうだった。 

こうしていろいろな「ジージーゼミ」を作った子どもたちは、「ジージーゼミ」を使って、合奏

を行いたいと考えた。しかし、これだけでは、音階がつけられず、メロディができないことに気づ

いたので、鍵盤ハーモニカやオルガンでの発表に、効果音として登場させることになった。そして、

練習や準備を子どもたちが自主的に行い、学習発表会で披露した。聞いていた保護者から大きな拍

手をもらい、子どもたちも大変満足そうだった。学習発表会後には「もっと考えたことを発表して

いきたいね。」とにっこりほほえんで話していた。 

その２ 地域の自然環境を科学的に考える【５年総合的な学習の時間 「絶滅危惧種救出作戦」】 

（2012 年 5 月～2012 年 7 月） 

①この単元での「授業充実ＵＰプラン」の重点 

 総合的な学習の時間で、地域の自然環境の保全につながる学習を「理科の活用場面」として行う

ことで、理科の有効性を感じ取らせることができると期待している。さらに、自分たちが調べたこ

とを地域に発信していく活動を通して、発信することの面白さを体験させたい。 

 

いろいろ工夫してジージーゼミを

作る。糸やコップの形で音が変わ

ることを発見。 
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②単元構成（３０時間） 

子どもの素朴概念 

・イバラトミヨなど、メダカと同じところに住んでいる魚類は、メダカと似

たような生活をしている。 
・メダカと同じメカニズムや条件（水温・日照時間など）で生殖活動を行っ

ている。 

問題解決サイクル（学習内容） 

わくわく 
ENJOY 

３時間 
・プール・ビオトープの生き物調査をしよう。 

とことん 
ENJOY 

20 時間 

・なぜ、イバラトミヨだけが減ったのか原因を考える。 
・イバラトミヨの生態について調べる。 
・自分が予想したことについて調べる。 
・他の魚についても住みやすい環境について考える。 
・ふるさとの水環境について、調査する。 

なるほど 
ENJOY 

7 時間 
・自分たちが調べたことを分かりやすく発信する。 
・ふるさとの水環境について、自分たちなりの改善点を発信する。 

授業後の子どもの

概念 

・生き物によって、適した生活環境が違う。 
・生き物を保護するためには、生き物のえさなど生活を支える環境全てを保

護していかなければいけない。 
③指導の実際 

この学習は現在進行中であるので、これまで実践したところについて紹介したい。 

○わくわくエンジョイ学習の場面 

 ４年生時に地域の生き物を調査し、その中で、自分たちが増

やしたい種類をプール・ビオトープ（子どもたちの公募により、

「水辺教和国」と命名）に放流した。子どもたちは、昼休みや

放課後になると、水辺教和国に行き、魚の観察をしていた。５

年生になり、水辺教和国で一冬越した生き物たちの個体数を調

べることにした。 

 子どもたちは生き物を種類ごとに分別していった。昨年度は

クロメダカ（青森県レッドデータブックＢ）、イバラトミヨ（青

森県レッドデータブックＢ）、ウグイ、タナゴ（青森県レッドデ

ータブックＡ）をそれぞれ２０匹ずつ放流した（その他にもコオイムシやゲンゴロウなどの昆虫類

も放流したが、秋頃には見えなくなっていた）。それが今年の調査の結果、クロメダカが７８匹、

タナゴが５３匹、ウグイが４６匹と個体数が大きく増加していたが、イバラトミヨだけは７匹と減

っていた。子どもたちにとって、この結果は大きな驚きであった。それはこれらの生き物はみんな

「同じ場所から採ってきた」ものだからである。同じ場所で生活してきた生き物なのに、イバラト

ミヨ以外は増え、イバラトミヨだけが減ってしまったのである。子どもたちは、「なぜ、イバラト

ミヨだけが減ってしまったのか。」という課題をもった。 

○とことんエンジョイ学習の場面 

 イバラトミヨが減った問題を考えるとき、二つの原因が考えられる。一つは「死滅」であり、も

う一つは「繁殖ができない」ことである。子どもたちがこの問題に取り組んだとき、考えたことは

「死滅」の方であった。なぜ死んでしまったのか理由と聞くと、答えられない。それは、子どもた

ちがイバラトミヨの生態についてあまり知らなかったからである。そこで、子どもたちと一緒にイ

バラトミヨの生態について調べることから学習を始めた。すると、次のことが分かった。 

真剣な表情で、生き物調査する子ども

たち。イバラトミヨだけが減ったこと

に驚きの表情を浮かべた。 
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・イバラトミヨは青森県が南限だから、水温２０°くらいの冷たい水を好む。 
・寿命は１～３年である。 
・わき水が出るところを好む。（冷たい水＋きれいな水） 
・えさは甲殻類や蚊の幼虫。 
・水草に巣を作り、その中で産卵する。 

生態を調べた結果から、子どもたちは、減った原因について

話し合った。「去年水を触ってみたら温かかった。きっと水辺教

和国の水温の上がりすぎて死んでしまったんだよ。」「理科の授

業で微生物を観察したとき、教和国の水に動物プランクトンが

少なかった。ヨコエビもいなかったのでえさが少なくて死んで

しまった。」「去年に比べて、水が濁った感じだよ。きっと、水

質が悪化して、死んでしまったんだ。」という意見が出た。その

中に「水草が去年枯れてしまって、全くなくなっていた。だか

ら、卵を産めないで増えなかったかもしれない。メダカは、水

草がなくても卵を産むけど、イバラトミヨは水草で巣を作らないと産めないから、そこが違うよ。」

という「繁殖」という考えも出てきた。こうした様々な意見から、現在「えさ」「水草」「水温」「水

質」の各グループに分かれて調査活動をしている 中である。「えさ」グループはえさのヨコエビ

が繁殖できる環境づくりを行い、「水草」グループはどんな水草が巣作りしやすいかを調べている。

「水温」グループは日影を作る工夫や浮遊植物を使って水温が下げられないかを調べ、「水質」グ

ループは植物や二枚貝を使って水質を改善できないかを実験している 中である。 

 自分たちの手で自然保全ができるのか、子どもたちは期待しながら学習を続けている。 

 

(2)豊かな感性を育む「センス UP プラン」の実践 

 センス UP プランでは「五感作文で見る力、感じる力の育成」「自然基礎体験の充実」「科学体験

の充実」「自然体験の環境整備」「命の尊さに触れる飼育体験の充実」

の５つのプランを計画し、それぞれ実践している。「五感作文」は、

実践１や実践４で紹介したとおり、理科や生活科、総合などの各授

業で行われ、子どもの視点を広げることに活用されている。また、

「飼育体験」は、子どもたちが「ひがし自然体験」などで採集して

きたいろいろな生き物の飼育を始めている。子どもたちは、「早く

赤ちゃんが生まれないかな。」と言いながら協力して、えさをやる

などの世話をしている。このように生き物を大切にしようとする気

持ちが育ちつつある。ここでは、それ以外の実践について簡単に紹

介したい。 

【実践５】自然基礎体験の充実【１年生活科「草木染めをしよう」】（2011 年 9 月～2011 年 10 月） 

 ここでは、生活科で行った「植物体験」の実践について紹介したい。 

 生活科でアサガオの栽培をし、そのアサガオの花を使って、色水遊びを行った。アサガオの花を

搾った汁を酢に入れて、紫色だった色が赤く変化する様子を子どもたちに見せた。すると、子ども

たちは、「どうして、色が変わるの？」と驚きながらも「酢以外でも色が変わるのかな？」と興味

津々であった。次に、石けん水を入れたら、今度は青い色に変わった。子どもたちは「今度は青に

変わった。違うものだともっと色が変わるかもしれないぞ。」と、学校や家にあるいろいろなもの

どの水草で巣を作るか確かめるため

に、いろいろな水草を移植する。 

やっと羽化したカブトムシの世

話をする１年生。命の大切にする

気持ちが育ってきている。 
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で色が変わるか確かめてみることにした。子どもたちは、家から砂糖水や食塩水、醤油やソース、

オレンジジュースやグレープフルーツジュースなどを持ってきて、色が変わるか確かめた。「砂糖

や塩では色は変わらなかった。」「オレンジジュースやグレープフ

ルーツジュースだと赤に変わったよ。」と言いながら、楽しそう

に行っていた。そのうち、子どもたちから「この色で何かしたい

な。」「違う花でも色がつくのかな？」という意見が出た。 

そこで、「草木染め」をすることにした。草木染めのやり方を

説明すると、子どもたちはもうやる気満々。「ぼくの家の近くに、

ヤマブドウがなっていた。それでもできるのかな？」「学校の花

壇に咲いているマリーゴールドなどの花でもできるのかな？」な

ど、もう何で染めるのか考えていた。次の生活科の時間、子ども

たちの机は、家から持ってきた植物で一杯になっていた。子ども

たちは「こんなにいろいろな色があるなら、きっとたくさんの種

類の染め物ができるぞ。」と言っていた。実際、草木染めをやっ

てみると、きれいに染まるものと染まらないもの、色が変わって

しまうものなどいろいろあった。そのたびに子どもたちは「これ、

すごくきれい。」「これは、なんか期待はずれだな。」などと言い

ながら、草木染めを楽しんでいた。この学習後、子どもたちに感想を聞くと、「いろいろな色がで

きて、面白かった。」という声とともに、「きれいに染まるものと染まらないものがあって、不思議

だなと思った。」というものも多かった。子どもたちにとって、植物の楽しさや不思議さに触れた

時間となった。 

【実践６】科学体験の充実 

その１ 科学クラブの実施（2012 年 5 月～現在） 

科学クラブの時間では、ものづくりの楽しみと科学のいろいろな現象を楽しむことをねらいとし

て活動している。2012 年度も継続して行っている。今回の科学クラブのメンバーは過去に科学ク

ラブを経験したことがある子どもが多くいるので、「研究」の視点も加えて活動している。 

①2012 年度の計画 

１学期 ストロー飛行機（５月） ペットボトルロケット（６月～７月・・・２時間）、 

２学期 大型シャボン玉作り（８・９月・・・２時間）  紙飛行機作り（９月・・・２時間） 

ペットボトル顕微鏡（１０月・・・２時間）  タワッチくん（１１月・・・２時間） 

綿あめ作り（１２月・・・１時間） 

３学期 べっこう飴作り（１～２月・・・２時間）、スライム作り（２月・・・１時間） 

②ペットボトルロケットの実践 （2012 年 6～７月実施） 

ペットボトルロケットは毎年のように行っている。子どもたちは「ペットボトルを遠くに飛ばし

たい。」という意欲はある。そのとき、４年生の「空気と水」の単元で学習した「空気の量を多く

して、強く圧縮すると飛ぶ」と考えているため、今までは水の量を少なくしがちであった。そこで、

今回は空気の圧縮だけではなく、水の量や翼の働きについても考えさせたいと思った。子どもたち

は、ロケットに翼をつけるとき、四角や三角、平行四辺形や台形のものなどいろいろ考えて作って

いた。さらに、「多かったら重くなって飛ばないかも。」「少なかったら、逆に安定しないと思う。」

などと枚数の工夫もした。その上、「生活科で翼を少し斜めにつけたら、回転して遠くに飛んだ。

酢を入れて赤くなったアサガオの

汁を見てびっくり。 

マリーゴールドできれいに染まっ

て満足そうな笑顔を見せる。 
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少し斜めにつけてみよう。」と翼の付け方にも工夫が見られた。 

 いよいよペットボトルを飛ばす段階である。水をタンクの 1/4、

1/3、1/2、2/3 になるようにしっかりと測って打ち上げた。子ども

たちは 1/4 が一番飛ぶと思ったが、全員の結果をまとめてみると、

1/3 や 1/2 の方が飛んだ。子どもたちは「水が少ないと空気がたく

さん入って多く飛ぶと思っていたけど、水がある程度入った方が

飛ぶんだ。」「きっと、水が噴き出す力がペットボトルを遠くに行

かせていると思う。」「ある程度の重さが必要なんだよ。実際水を

入れないと軽すぎてあまり飛ばなかった。」などと論理的な話をし

ながら楽しんでいた。翼に関しても、今回は４枚のものが一番飛

んだのだが、「工夫次第では３枚の方が飛ぶはずだ。飛行機は４枚も翼がついていない。」と話し合

っていた。このことから、視点を与えて、試行錯誤を行うことで「体験を楽しむ」ことから「探究

を楽しむ」ことにステップアップできることを実感したのだった。 

その２ 図工による科学体験 （2012 年 6 月） 

 図工の時間に「フラワー落下傘」を作った。「フラワー落下傘」は、２

０cm×１５cm の紙の下の部分を５mm 間隔で切って作る。そして、そ

れを上から落とすと必ず右周りに回りながら落ちるというものである

（「コリオリの力」が働いていると言われるが、実際は違うらしい）。子

どもたちに作り方を教えたら、早速上から落としてみた。「回った、回っ

た」「色を付けてみよう。きれいだと思う」といって、楽しんでいた。そ

のうち、「逆にしても回るのかな」と反対に落とす子どもがいた。反対に

落としても右回りにしか回らない。ここで、子どもたちから「右にしか

回らないのかな？」「大きさを変えても回るのかな？」「花びらを太くし

ても回るのかな？」「紙を厚くしても回るの？」などいろいろな思いが出

てきた。その思いついたものを実際に作らせて、遊ばせた。すると、「大

きくしても小さくしても回るよ。」「足を少し太くしても回った。」「左に

回転させても、落ちてくるときは絶対右に回りながら落ちる。」など、フラワー落下傘の不思議さ

を十分味わいながら、楽しんでいた。 

 

【実践７】自然体験の環境整備 （2012 年 5 月～現在） 

 昨年度プール・ビオトープが整備され、今年度はそこに全校児童でヘイケボタルの放流も行った。

夏休みに入り、ホタルが羽化し、姿を見せるようになった。子どもが保護者と一緒に、夜にビオト

ープに訪れ、夜空に飛び交うホタルをうっとりとして見る姿があった。 

2012 年度は、ＪＡゆうき青森の協力で学校の近くの畑を借りられた。しかし、自由にいろいろ

なものを植えるという当初の予定と変更し、七戸町が生産日本一である「アピオス（別名アメリカ

ホドイモ）」を栽培している。子どもたち自身が働き、収穫したもので 3・11 の被災者支援をする

ことにした。子どもたちは、自分たちの手で支援したいという気持ちを持って、アピオスの世話を

一生懸命している。この栽培活動を通して、植物の生命力の強さや世話をすることの大切さを感じ

取ってくれるに違いない。 

 

慎重にロケットを作る。今回は、楽

しむだけでなく実験の要素も取り

入れたため、真剣そのもの。 

（上）フラワー落下傘。 
（下）必ず右周りになるこ

とを不思議に感じて

いた。 
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(３)たくましい精神力を育む「タフネス UP プラン」の実践 

 タフネス UP プランの大きな柱の一つである縄文キャンプは、2011 年度は７月実施だったが、

2012 年度は子どもたちが「自分で育てた野菜を食べたい」ということで、９月に実施することに

なった。そのため、ここでは紹介することができないので、それ以外の二つのプランについて、簡

単に実践を報告したい。 

【実践８】ひがし自然体験の充実 （2012 年 7～8 月実施） 

 夏季休業を利用して、ふるさとの自然にたっぷり触れることを目的に「ひがし自然体験学習」を

実施した。2012 年度のアクティヴィティは下の５つである。なお、子どもたちの実態や発達段階、

安全性の確保を考慮し、学年を制限して行うことにした。 

○絶滅危惧種探し隊（３～６年） ○七戸川源流～中流体験（５・６年）○昆虫採集（１～６年）

○大坪川源流川遊び体験（４～６年）  ○小川原湖水草観察会（３～６年） 

 どの活動でも、子どもたちが生き生きと活動していた。また、町のバスを利用する関係で平日の

開催が多かったが、数名の保護者の参加もあり、子どもと一緒に活動を楽しんでいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実践９】五感作文や体験活動を活用した自由研究への挑戦 （2012 年 5～9 月） 

 はじめは体験後に「五感作文」を行い、自由研究への意欲付けや視点を与えようと考えたが、「五

感作文」を書かなくても、様々な活動によって、自由研究に挑戦しようとする子どもが増えてきた。

個別指導のとき、夏休みに取り組む研究の内容について話し合った。それが次の通りである。 

○水生生物で一番泳ぐのが得意なのは？ 
○ミズカマキリはなぜ潜れる？ 
○ペットボトルロケットを一番遠くにとばせる工夫は？ 
○天の川はどこまで見えるのか？ 
○いろいろな標本づくりに挑戦（昆虫、水環境の指標生物、水草 など） 

 子どもたちは、夏休みに研究している 中である。果たして、どんな研究成果を発信してくれる

のか楽しみだが、まず、自由研究に挑戦しようとする子が増えたことをうれしく思う。 

 

(４)しなやかなコミュニケーションを育む「表現力 UP プラン」の実践 

 今年度から新たに取り組むことになっている「ひがし児童博物館」であるが、総合的な学習のま

とめとして取り組むことになった。今年度は実践の途中の段階であるが、子どもたちがどのように

実践をまとめるのか、今から楽しみである。 

【実践１０】オープン型ルーブリックの活用と１枚レポートの実践 （2011 年 9 月～現在） 

 ２０１１年度と同様に、話し合い活動時や１枚レポート時にオープン型ルーブリックを活用して

いる。今年度は、それに加えて、総合的な学習の時間のポートフォリオ評価にも活用している。こ

の活用によって、子どもたちが、自分でどのくらいまで到達するといいのか、目標を持てるように

七戸川源流～中流体験。水の冷たさ

や流れの速さに驚き、水のきれいさ

に感動していた。 

大坪川川遊び。ラフティングなどを

体験した。大自然にふれ、楽しさを

満喫。 

絶滅危惧種探し隊。タナゴやゲンゴ

ロウなど５、種類の絶滅危惧種を発

見。保護者も参加し楽しそうだった。 
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なり、話し合い活動などが活発になってきた。また、説明する時も聞くときも、レポートに書くと

きも、相手意識を持って、表現できるようになってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５)教師や地域の科学教育の関心を高める「科学教育関心度 UP プラン」の実践 

【実践１１】科学教育主任の設置の実践 （2011 年 9 月～現在） 

 子どもたちの論理的思考力や表現力の向上のため、本校では「科学教育」を柱に取り組んでいる

が、教師の中には「理科は苦手」という人もいる。子どもたちが「科学が好き」になるためには、

先生方にも「能動的」に科学に楽しんでもらうことが重要である。そこで「科学教育主任」を置き、

先生方に科学教育の楽しさを体験してもらおうと考えた。 

その１ 示範授業の実施 （2011 年 11 月） 

山本五十六の言葉に「やって見せ、言って聞かせて、させてみ

て、ほめてやらねば人は動かじ」という言葉がある。理科の授業

の楽しさをあまり味わったことのない先生方はなかなか「動けな

い」のである。そこで、示範授業を行い、全職員に授業参観をし

てもらった。４年生の「ものの温まり方」のはじめの時間を参観

してもらったが、そのあとの協議会で次のような意見（感想）が

聞かれた。 

・子どもたちがとても生き生きとした表情で授業を受けていた。難しいと思う課題にも積極的に取

り組んでいてすごいと思った。 

・授業の準備が大変だと思ったけど、子どもたちの素晴らしい表情が見られるなら、自分も是非挑

戦してみたいと思った。 

 上のレポートを見て分かるように、図をうまく使いながら、自分の意見をまとめていることが分かる。こうして、

自分の意見をまとめて書ける子どもが８割程度になった。これも、目的を持って取り組む「オープン型ルーブリック

評価」の成果だと思う。 
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・この学校にいるうち、理科や生活科をしっかり勉強して「理科好きの先生」になりたいと思った。

 このように、先生方は子どもたちの表情をみて、理科の教科の楽しさや素晴しさを感じ取ってい

た。実際に、２０１２年度の校内研修では、「もっと研究したい」と、理科や生活科を研究教科に

選ぶ先生が増えた。 

その２ 科学教育通信の発行 （2012 年 9 月～現在） 

 昨年度の９月から科学教育通信「忙中、感あり」を発行し、自分の担当している教科やクラブ活

動、科学教室などで実践したことや、子どもたちの様子をＡ４一枚にまとめて発行している。小学

校の場合、全教科を担当することが多いため、他の先生の授業を参観する機会が少ない。また、研

究会も自分が好きな教科など限られたものにしか参加しないことが多い。そのため、理科に興味が

ない先生は、理科の指導法や教材を知る機会が少ない。そこで、この科学教育通信を発信したとこ

ろ、大変興味深く読んでいる。２０１１年９月以降で７６号、２０１２年度は８月の段階で５２号

発行した。転勤した先生からも希望があり、送付している。この通信で紹介した教材を使って実際

に授業を行い、大変楽しかったという感想をもらい、先生方の科学教育に対する意欲を高めるのに

役立っているという実感を得ている。 

その３ 公開研究会の実施 （2012 年 9 月） 

 教師間で一緒に教材研究をすることは、何かきっかけがないとなかなか難しい。そのきっかけと

して公開校内研究会を開催することにした。授業のための生活科、理科、総合的な学習の時間の指

導案を作成するに当たり、先生方と一緒に教材研究を進めていった。本校の先生方は、理科の研究

の経験が少なかったが、一緒に教材を作ったり予備実験を行ったりしたことによって、次第に理科

の授業の面白さを実感したようで、 後には、「こうしたらどうだろうか」と色々なアイディアを

出すようになった。研究会には、上北地方のほか、三八地方や青森市からの参加者もあり、７０名

の先生方が参加した。授業についての協議会で高評価をいただき、先生方も自信を深めていったよ

うだった。これをきっかけに、一緒に教材研究を行うことが多くなり、理科・生活科の垣根が低く

なった。さらに、自分で教材開発を行ったり、単元構成を工夫したりと積極的に理科や生活科の研

究に取り組む先生も見られるようになった。 

  

３．成果と課題 

本校で目指す「科学を能動的に楽しむ子ども」が育っているのかを確かめるために、子どもの行

動や授業後の感想などを十分に観察している。授業中の反応や休み時間の取組などから、かなり自

分から進んで活動に取り組んできているように感じる。しかし、それだけでは全員の子どもたちの

意識が読み取れるわけではないので、2008 年度から「理科で楽しいと感じること」について、ア

ンケート調査を行っている。4 年間の子どもの変化は次の通りである。 

質問項目 2009 2010 2011 2012 

①あっと驚くような現象を見たとき（科学の楽しさ） 86 92 96 100 
②自分で不思議なことを見つけたとき（感性の豊かさ） 83 83 92 ９５ 
③問題について自分で予想をするとき（科学的思考） 45 53 60 ８５ 
④自分の予想を確かめる方法を考えるとき（科学的思考） 44 52 67 ８７ 
⑤友達と一緒に実験するとき（追究力） 93 93 96 ９５ 
⑥自分ひとりで実験するとき（追究力） 34 75 61 ６６ 
⑦先生の実験を見ているとき（追究力） 72 85 93 ９５ 
⑧実験結果からいろいろなことを考えるとき（科学的思考） 57 61 75 ８７ 
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⑨みんなで話し合いをしているとき（思考・表現） 40 58 72 ８４ 
⑩何か新しい発見を見つけた(ひらめいた)とき（科学的思考） 75 73 88 ９８ 
⑪新しい疑問を見つけたとき（科学的思考） 65 72 79 ８３ 
⑫自然って面白いと感じたとき（感動する心） 81 81 90 ９２ 
⑬自分の考えをみんなが認めてくれたとき（表現力） 43 70 76 ９０ 
⑭自分の考えをみんなの前で発表するとき（表現力） 30 48 61 ６６ 
⑮自分の考えをみんなが納得するように発表できたとき（表現力） 43 58 74 ８６ 
⑯自分で自由な課題を学習するとき（追究力） 51 75 86 ８６ 
⑰自分が知らなかったことが分かったとき（感動する心） 75 75 90 ９４ 
⑱難しい課題に取り組んでいるとき（追究力） 41 53 64 ８５ 
⑲ものづくりをしているとき（技能） 75 93 91 ９７ 
⑳理科で学習したことが生活の中に使われていることが分かったとき（感動す

る心） 70 83 85 ９１ 

（過去 4 年のデータ。数値はすべて％） 
このアンケート結果をみると、この 4 年間で、どの項目も子どもが楽しいと感じている割合が多

くなっていることが分かる。特に、「科学的な思考」に関係する項目（質問項目③④⑧⑨⑩⑪）と

「表現力」の関係する項目（質問項目⑨⑬⑭⑮）が大きく伸びていることが分かる。 
また、昨年度から「科学が好きな子どもを育てる中で、一体どのくらいの子どもが将来、科学に

関係した仕事に就きたいと思っているのか」ということについても調査したが、今年度の結果は下

の通りである。 
質    問   項   目 3 年 4 年 5 年 6 年 全校平均 昨年

将来、科学者や技術者など科学に関係した仕事に就き

たいですか。 ５４ ４４ ７３ ２６ ４９ 36 

理科を学習して、これから社会に出たとき役立つと思

いますか。 ８５ ８９ 100 ８９ ９１ ／ 

（数値はすべて％） 
昨年度は約１／３の子どもだったのが、今年度は約半数の子どもが「科学に関係した仕事に就き

たい」と思っていることが分かった。これは、子どもたちの中に「研究する」ということも将来の

夢の中に加わってきたことを証明するものである。さらに、国際的な学力検査で日本の児童生徒の

意識が低かった「理科の学習が社会に出たときに役立つか」という項目も調査してみたところ、ほ

とんどの児童が「役に立つ」と答えている。このことから見ても、子どもたちにとって「理科は楽

しいし、将来役に立つもの」という意識であることが分かる。 

では、このような意識調査の結果と子どもたちの学力との相関関係はどのようになっているのか、

CRT 式学力検査の結果と合わせて考えてみた。 
 思考・表現 技能 知識・理解 総合 

2009 年度 １０７．２ １０４．０ １０５．２ １０７．５ 

2010 年度 １１３．０ １０９．６ １０６．１ １０８．４ 

2011 年度 １１６．０ １１１．４ １０９．０ １１１．３ 

（数値は全国平均を 100 としたときの本校の平均点を指数で表したもの） 

これを見ると、過去 3 年間では上昇傾向にある。特に、「思考・表現」や「技能」は大幅な伸び

を見せている。これは、前述のアンケート結果と比例している。これらを総合して考察すると、本

校の取組は「科学を好きな子ども」を育てるために効果的であったといえる。 

しかし、さらによく見ていくと新たな課題が二つ見えてくる。一つめは、アンケートの数値が 90％

を超えているものは「自然や科学へ感動する心」はほとんどで、「科学的思考力」に関するもの、「表

現力に関するもの」は伸びてはきているが 80％台にとどまっているものが多い。つまり、「自然や
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科学に対して感動する心」はほとんどの子どもが感じているが、追究したり、表現したりしようと

する態度は「やや受動的」であるといえる。二つめは、「自分一人で実験」したり、「自分の考えを

みんなの前で発表」したりすることが苦手だと感じている子どもが多いことである。みんなと一緒

だと楽しいし、助け合えるので安心できるが、一人で行うことには、やや抵抗があると読み取れる。

これは、共に行う楽しさを味わわせるために「協同」で活動させることが、友達への依存度を高く

させ、子ども一人ひとりへ自信を持たせることが少なかったのが原因ではないかと考えられる。 

このことから、今までのプランに合わせて、科学的思考力や表現力を高める取組や友達と協力し

て学習する場面、一人で取り組む場面のバランスをとりながら進めることが必要となってくる。 

 

４．2013 年度の取組 

 子どもたちのアンケート結果や学力テストの結果を見ても、今までの取り組みが効果的であり、

成果が出始めていることが分かる。このことから 2013 年度は今までの取組の充実をベースとし、

その上で科学的思考力や表現力、たくましさや自信を高めていく取組を加えて、2012 年度の取組

みを再編し、「科学を能動的に楽しむ子を育てるパワーアップ作戦」として実施していきたい。 

（１）「科学を能動的に楽しむ子どもを育てるパワーアップ作戦」の概要 

作戦 1 子どものパワーアップのためのプラン 

○子どもの科学する心と思考力を育む「授業充実プラン」 

①理科・生活科・総合的な学習の時間での子どもの真の問題で形成し、思考力を育む単元構成の

工夫《継続》 
②考える力や先人への尊敬の気持ちを育む科学史の活用の充実《継続》 
③多面的なエントリー・ポイントの導入《新規》 
④「自由学習タイム」の導入《新規》 

⑤実生活への活用や他教科との関わり、生き物の知恵のすばらしさなどに触れる「科学活用発見

タイム」の充実《継続》 

作戦２ 子どものベースアップのためのプラン 

その１ 子どもの豊かな感性を育む「センス UP プラン」 

①子どもの視点や感じる心を広げる「五感作文」の導入《継続》 
②自然への感動を体験するふるさと科やひがし自然体験学習での自然基礎体験の充実《継続》 
③科学の面白さに触れたり他教科とのつながりを深めたりする科学体験の充実《修正》 
④命の尊さに触れる飼育体験の充実《継続》 

その２ 子どものたくましい精神力を育む「タフネス UP プラン」 

①自然との共存を体験する「縄文キャンプ」の実施《継続》 
②生活の不自由さを克服するエコ体験の挑戦《新規》 
③自分たちの手で被災地を援助する「Save The 被災地」活動の充実《新規》 
④自分でやり抜くたくましさを育む「ミニ論文」への挑戦《新規》 

その３ 子どものしなやかなコミュニケーションを育む「表現力 UP プラン」 

①表現力・説明力向上のためのオープン型ルーブリック活用と見直し《継続》 
②コミュニケーションスキルの定着と充実を図る「学び合い」の場の設定《新規》 

③発信・受信の楽しさを味わわせる「ひがし児童博物館」の充実と「科学祭」の開催《修正》 

作戦３ 子どものバックアップのためのプラン 

○教師や地域の科学教育の関心を高める「科学教育バックアッププラン」 

 ①科学教育主任の活動の充実《継続》 

②諸団体や地域との連携の深化と活動の充実《継続》 

③自然環境・科学環境の整備《継続》 
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（２）「科学が好きな子ども」と「科学を能動的に楽しむ子を育てるパワーアップ作戦」の関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

（ゴシック体太字が「新規の取組」「修正した取組」） 

 

 

科学を能動的に楽しむ子ども 

作戦１ 子どものパワーアップのためのプラン 

子どもの科学する心と思考力を育む授業充実プラン 

理科･生活･総合の

授業の充実 
なるほど Enjoy 学習

↑ 

とことん Enjoy 学習

↑ 

受動から能動 

↑ 

わくわく Enjoy 学習

①理科・生活科・総合的

な学習の時間での子

どもの真の問題で形

成し、思考力を育む単

元構成の工夫《継続》 
 
②考える力や先人への

尊敬の気持ちを育む

科学史の活用の充実

《継続》 

③多面的なエントリー・

ポイントの導入《新規》 

④「自由学習タイム」の

導入《新規》 

⑤実生活への活用や他教

科との関わり、生き物の

知恵のすばらしさなどに

触れる「科学活用発見タ

イム」の充実《継続》 

パワーアップ 

作戦２ 子どものベースアップのためのプラン 

豊かな感性を育む「センス UP

プラン」 
①子どもの視点や感じる心を広げ

る「五感作文」の導入《継続》 
②自然への感動を体験するふるさ

と科やひがし自然体験学習での

自然基礎体験の充実《継続》 
③科学の面白さに触れたり他教科

と科学のつながりを深めたりす

る科学体験の充実《修正》 

④命の尊さに触れる飼育体験の充

実《継続》 

たくましい精神力を育む「タフネス

UP プラン」 
①自然との共存を体験する「縄文キ

ャンプ」の実施《継続》 
②生活の不自由さを克服するエコ体

験の挑戦《新規》 

③自分たちの手で被災地を援助する

「Save The 被災地」活動の充実 

《新規》

④自分でやり抜くたくましさを育む

「ミニ論文」への挑戦《新規》 

しなやかなコミュニケーショ

ンを育む「表現力 UP プラン」
①表現力・説明力向上のためのオー

プン型ルーブリック活用と見直

し《継続》 

②コミュニケーションスキルの定

着と充実を図る「学び合い」の場

の設定《新規》 

③発信・受信の楽しさを味わわせる

「ひがし児童博物館」の充実と

「科学祭」の開催《修正》 

ベースアップ 

作戦３ こどものバックアップのためのプラン 
○教師や地域の科学教育の関心を高める「科学教育バックアッププラン」 

①科学教育主任の活動の充実  ②諸団体や地域との連携の深化と活動の充実  ③自然環境・科学環境の整備 

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
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５．「科学を能動的に楽しむ子どもを育てるパワーアップ作戦」で期待すること 

 2012 年度までの実践で子どもたちが科学を楽しむベースが出来てきた。2013 年度の「科学を能

動的に楽しむ子どもを育てるパワーアップ作戦」では、文字通り、子どもたちの「能力（パワー）」

を引き上げることをねらいとしている。 

「子どものパワーアップのためのプラン」では、授業を中心に、子どもの科学的思考力の向上を

図り、科学の関心を高めながら自分の夢や希望を持たせるようにしたい。そのことで、子どもたち

の能力を高めていけると考えている。 

「子どものベースアップのためのプラン」では、理科だけではなく、他の教科でも必要な感性、

表現力、たくましさ（粘り強さ）を身につけさせたい。そのことによって、子どもの素養も高まっ

ていくと考えている。 

「子どものバックアップのためのプラン」では、子どもたちの人的・物的環境を整えることで、

さらに子どもたちの能力が引き出せると思う。子どもを取り巻く環境もパワーアップしていくこと

で、子どもだけではなく、学校全体や学校を取り巻く地域のパワーアップにつながると期待してい

る。 

 なお、ここでは紙面の都合で全てのプランについて説明することは難しいので、新規のプランを

中心に説明していきたい。 

 

作戦 1 子どものパワーアップのためのプラン 

 子どもの科学する心と思考力を育てる「授業充実プラン」では 

子どもたちの思考力を伸ばすために、授業が大きな役割を果たすことはいつの時代も変わらない。

2012 年度には理科だけではなく、生活科、総合などでも「子どもの思考に沿った単元構成」や「科学史

を導入」することで、子どもたちが能動的に考えることを楽しむようになった。また、「科学活用発見

タイムの充実」を実施したことで、子どもの科学に対する見方も価値の高いものに変わってきた。

2013 年度は、「わくわく Enjoy 学習」ですべての子どもが授業に関心が持てるように「エントリー・

ポイントの導入」を、「とことん Enjoy 学習」で自力で追究する喜びを味わわせる「自由学習タイ

ム」を導入し、このことで、子どもたちの科学する心やたくましい思考力を育んでいきたい。 

③の「多面的なエントリー・ポイントの導入」で、こう変わる 

子どもが学習に没頭するには、学習に関心を高めなければいけない。しかし、子どもの中には理

科が好きな子ども、国語や社会のように文系が好きな子どもも、図工や音楽のような芸術系に関心

が高い子どももいる。その子どもたちを理科や科学的な学習に関心を持たせるためには、いろいろ

な学習の入り道(エントリー・ポイント(ＥＰ))が必要になる。EP とは、簡単に言うと「学習の入

り口」という意味だが、その入り口を何種類も用意しておくことで、子どもたちの好奇心を揺さぶ

ることができるという（これは、ハーバード大学のハワード・ガードナー教授が唱える「マルチプ

ル・インテリジェンス」の理論が根拠となっている）。そこで、理科の単元でも今までの理科のよ

うに一つのＥＰ（理科の場合は、その教科の特性上、どうしても「経験的ＥＰ」や「論理的ＥＰ」

での導入が多い）ではなく、いくつかのＥＰを導入して、多くの子どもに関心を持たせるようにし

たい。ちなみに今考えられているＥＰは次の７個である。 

①審 美 的ＥＰ ･･････ 絵や色で美的感覚を刺激する 

②説 話 的ＥＰ ･･････ 物語や話などで刺激する 

③論 理 的ＥＰ ･･････ 論理的な推論（こうなればこうなるだろう）で刺激する 

④量   的ＥＰ ･･････ 数字や量などで刺激する 

⑤根 拠 的ＥＰ ･･････ 「なぜ」や「何が」など物事の原因となる形で刺激する 

⑥経 験 的ＥＰ ･･････ 実際の体験で刺激する 



21 
 

⑦共同製作ＥＰ ･･････ ディベートやロールプレイなどグループの活動で刺激する 

そこで、この７つのＥＰを全てに導入することは難しい。しかし、３～４個でも導入するだけで

子どもたちに刺激になり、これからの学習への関心が高まると思う。 

＜導入する単元例＞ 

 単元名 考えられるエントリー・ポイント 

３年 明かりをつけよう 

審美的 （暗闇での）豆電球の明るさを体験する。 

説話的 エジソンについての業績を紹介する。 

経験的 電池で豆電球をつける。 

４年 季節の生き物たち 

説話的 季節に関係した生き物が登場する詩を朗読する。 

審美的 季節に咲いている花の写真を掲示する。 

    季節を色で表してみる。 

経験的 ネイチャーゲームを行う。 

５年 振り子の運動 

説話的 ガリレオ＝ガリレイの業績を紹介する。 

審美的 ガリレオ＝ガリレイの自画像からの印象を話し合う。 

経験的 ガリレオが振り子の法則を発見したときの様子を追体験させる。 

根拠的 ガリレオが気付いたことをクイズ形式で質問する。 

量 的 追体験時のおもりの重さや振り子の糸の長さを計測させる 

６年 月と太陽 

量 的 月と太陽の大きさや地球までの距離を数字で提示する。 

説話的 月と太陽に関係した俳句を紹介する。 

審美的 満月の写真を提示し、どんな模様が見えるか話し合う。 

経験的 実際に月の模型を作る。（クレーター） 

③の「自由学習タイムの導入」で、こう変わる 

 理科の授業で、子どもたちが「こんなことをしてみたい」「これはどうなっているのだろう」と

思うことは多い。しかし、授業時間の関係や周りの目が気になって確かめられないことが多いので

はないだろうか。こういうことが子どもたちの「能動的な姿勢」や「意欲」をそいでしまっている

かもしれない。そこで、理科の時間や本校で設定している「主学タイム」を活用し、自分の考えた

ことを実際に確かめる時間を確保したい。実は、３年前に実践していたのだが、「科学活用発見タ

イム」を充実させたことであまり課題がなくなってしまい、自然に行われなくなってしまった。２

０１３年度は、この活動を復活することで、子どもたちは自力で自分の課題を解決でき、学習に対

する満足感を覚えるだろう。そして、そのことが自力で解決する意欲を高めることにつながると期

待できる。 

＜自由学習タイムの例＞ 

 単元名 考えられる児童の課題 

３年 明かりをつけよう 
・乾電池（単Ⅰやボタン電池など）を替えても豆電球の明るさは同じなのだ

ろうか。 

４年 電流の働き 
・光電池を直列にしたり並列にしたりすると、乾電池と同じように電流の量

が変わるのだろうか。 

５年 振り子の運動 ・振り幅を変えても同じ時間で往復するのは、速さと関係があるのだろうか

６年 ものの燃え方と空気 
・２本のろうそくを上下に入れて、ふたをすると下のろうそくから消えるの

だろうか？（二酸化炭素が重いため） 
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作戦２ 子どものベースアップのためのプラン 

その 1 豊かな感性を育む「センス UP プラン」では 

２０１２年度の「五感作文の実施」「自然基礎体験の充実」「科学体験の充実」「飼育体験の充実」

の 4つのプランによって、子どもたちはいろいろな視点でものを見ることや自然や科学に対して素

直に感動する心が育ってきている。今年度は今までの活動に加え、科学体験の充実をさらに深める

ために、国語の説明文に出てくる科学読み物の実体験など、他教科との関連を深めることで科学に

対する視点を広げていきたい。 

③「科学の面白さに触れたり他教科とのつながりを深めたりする科学体験の充実」で、こう変わる 

 科学のおもしろさに触れる実践として、「図画工作でのものづくり体験」を紹介した。このよう

に、見直すと実は他教科でも科学体験を実践できるものがたくさんあることに気付いた。そして、

科学教育と他教科とのつながりを広げることで、理科は少し苦手だが、図工や国語など他教科が得

意だという子どもにも、科学に関心を持たせることができるのではないかと考えた。ここでは、国

語の教科書に出てくる教材と科学とのつながりを考えていきたい。 

＜国語の教材（光村図書出版）と考えられる科学体験（例）＞ 

 教材名 教材の内容 科学体験 

１年 みいつけた 生き物の隠れ場所について 
実際に虫探しを行ったり、生き物の「擬態」の写真など

を見せたりして、生き物の体を守る知恵を体験する。 

２年 
タンポポの 

知恵 

タンポポが天気によって姿を

変えることについて 

いろいろなところに生えるタンポポの大きさ比べをす

ることで、生き物が繁殖するときの知恵の素晴らしさを

体験する。 

３年 アリの行列 アリが行列する秘密について

実際に砂糖などでありを引きつけ、その行列を観察す

る。また、実際に同じ実験をしてみることで作者との共

有を図る。 

４年 
ウナギのなぞ

を追って 

ウナギの卵を産む場所の秘密

やその生態の秘密について 

魚の回遊や淡水から海水にでるときの体の変化につい

て説明し、魚の生態についてのおもしろさに触れる。 

５年 
生き物は 

円柱形 

生き物の体は円柱形が多く、

それは生きていくうえで都合

がいいことについて 

生き物を観察させ、円柱形になっているか観察させる。

６年 
生き物はつな

がりの中に 

動物は周りのものを食べなら

が、必要なものに作り直して

いることについて 

ネイチャーゲーム等で動物と周りの環境についてのつ

ながりを確かめる。 

その２ たくましい精神力を育む「タフネス UP プラン」では 

②の「生活の不自由さを克服するエコ体験の挑戦」で、こう変わる 

 2012 年度は５・６年生が「縄文キャンプ」を秋に実施する。これで自分の思い通りにならないこ

とを体験することで、精神的に大きく成長してくれると期待できる。しかし、これは全校体制での

実施ではないため、成長できる学年が限られている。そこで、2013 年度は全校で、困難に立ち向か

縄文キャンプの実施で不自由な状態でもあきらめずにやり遂げようとする気持ちが育ってきた。自

由研究なども取り組もうとがんばる子どもがいるのだが、全員が行うことはなかった。そのため、

いろいろな面で自分に自信を持てず、友達に頼ろうとする子どもがいた可能性が高い。そこで、2013

年度は「エコ体験」で不自由な生活に打ち勝つ強さを、「Save The 被災地」「ミニ論文」で自力で

やり遂げることの素晴しさを体験させ、最後までやり通す強さ意志の強さを身につけさせたい。 
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う体験を行うことで子どもたちが大きく成長すると考えた。2011 年 3 月に起こった「東日本大震災」

を教訓に、エネルギーの大切さをもう一度子どもたちに体験させたいと考え、冬に「ノーエネルギ

ーディ」を実施する。青森の冬は寒さが厳しいが、普段の子どもたちは、ふんだんにエネルギーを

消費して暖房しているため、不自由さをあまり感じていない。そこで、電気を使わずに 1日生活を

することで，エネルギーの大切さを実感させたい。また、そのとき、ただ我慢させるだけではなく、

鉄粉を使った手作りカイロや廃油で作ったろうそくを使って、明かりや暖をとらせたい。そうする

ことで「科学」の素晴らしさも体験できると思う。こうして 1日だけだが、全校で「エネルギーの

ない不自由さ」を克服することで、少しのことではくじけない強い心が育つと考えている。 

③の「自分たちの手で被災地を援助する『Save The 被災地』活動の充実」で、こう変わる 

 実践７で紹介したとおり、被災地支援のために全校でアピオスの栽培を行っている。野菜の栽培

はいいものを作ろうとすると、暑い日の草取りや水の管理などいろいろ大変である。自分たちで食

べるものだと「いいものでなくてもいいや」と少し手を抜くことも可能だが、「被災地のために」

育てるとなると、手間を惜しむわけにはいかない。実際に夏休みの暑い日でも、数人の子どもたち

が当番で草取りを行っている。こういう「人のためにがんばる」ことは、たくましさを育てるため

には非常に有効だと思う。被災地復興のためには、数年かかると言われているので、今年だけでは

なく、これからもこうした活動を続けていきたい。そのことで、「自分や他の人のためにがんばる」

子どもが育つと期待できる。また、現物を送るだけではなく、被災地の現状や問題点を考えながら、

お金が必要なら育てたアピオスを販売しその売り上げを義援金として送るなど、子どもたちの問題

解決の能力も向上することも期待できる。 

④の「自分でやり抜くたくましさを育む『ミニ論文』への挑戦」で、こう変わる 

 学習のたくましさを身につけさせるためには、学習を対象とした方が効果的だと思う。学習のた

くましさとは「 後までやり続けること」「困難でもあきらめないこと」だとすると、自分でやり

遂げられる学習を行うことが一番効果的だということである。そこで、自分で学習したことを『ミ

ニ論文』としてまとめる活動を行う。この論文のテーマは、「自由研究」「ものづくり」「自由学習

タイムでの実験を加えた理科の単元」と決める。こうすることで、書くことがないと悩む子がいな

くなり、能動的に進められると考える。また、1 ヶ月のうち 1 週間主学タイム（学校で設定してい

る自由学習の時間）をこの活動に当てるなど、じっくり行える環境を整えることで、子どもたちは

粘り強く活動に取り組めるようになり、やり抜くたくましさが身につくと期待できる。 

その３ しなやかなコミュニケーションを育む「表現力 UP プラン」では 

「オープン型ルーブリック」の活用によって、明確に目標を持ってコミュニケーションを行える

ようになってきた。また、みんなで一緒に仕上げる「ひがし児童博物館」の活動も能動的に行って

いる。しかし、自分から進んでコミュニケーションをとろうとすることはやや苦手なようなので、

一人一人がコミュニケーションスキルを確実に身につけられるような指導とそれを生かす場の設

定の工夫をしたい。そのことで、さらにコミュニケーションする楽しさを実感でき、能動的に発信

や受信をするようになると期待している。 

②の「コミュニケーションスキルの定着と充実を図る「学び合い」の場の設定」で、こう変わる 

 コミュニケーションスキルの定着を図るために、学び合いの場の設定とその場にあった話型を示

してあげることが必要だと考える。話型にこだわった指導を進めていくと、子どもたちが話型に沿

った話し方しかできなくなり、かえって自由なコミュニケーションがとれなくなる心配から、あま

り徹底した指導は今までやってこなかった。しかし、不安を持たせないためには、ある程度の型に

合わせた指導が必要だと考え直した。また、「論理的な思考力」を育むためには、論理的に話す話
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型の指導も必要だと考えた。 

 ただ、自分で一方的に話をしてもコミュニケーションスキルは身に付かない。そこで、相手がい

る状況を作り、その場で「話型」に沿った話合い活動（学び合い）を進めていく。はじめから大人

数の前で話すのは勇気がいるので、３人のグループで始める。なぜ、３人かというと、２人だとど

ちらかの考えに依存してしまうことが考えられるためである。３人だと二人の意見を聞いて、聞き

手が二人の意見を比較しながら判断できるためである。学び合いの場とそれにあった話型は次のよ

うに考える（三森ゆりか著「論理的に考える力を引き出す」〔一声社〕を参考）。ただし、話合いに

時間をとられ、実験時間が削られることがないようにグループでの学び合いの場は、「予想を考え

る」場面と「考察する」場面に限定したい。 

「学び合い」時のルール 

（基本的な考え） 

・主語と述語をはっきり話す。  ・立場をはっきりさせる。 

・センテンスは短く話す。    ・否定的な発言をしない。（「それは違う」など） 

学び合いの場 話   型 

予想を 

考える 

場面 

○立場をはっきりさせる。理由もはっきりさせる（ナンバーリングを取り入れる場合もある） 

・ぼくは○○だと考えます。 

理由は○こあります。一つめは△△だからです。二つめは□□だからです。 

・ぼくはまだ分からないです。理由は○○が納得出来ないからです。 

○賛成か反対か立場をはっきりさせる。理由も必ずつける。 

・ぼくは○○君の意見に賛成（反対）です。 

 理由は△△が同じだからです。（理由は、○○君の△△の部分が納得できないからです） 

・ぼくは○○君の意見と似ています。 

 似ているところは○○で、違うところは△△です。 

○質問するときも具体的に言う。 

・ぼくは、○○君の意見で聞きたいことがあります。 

何が変わったのか分からないので、教えてください。○○がどのように変わったのか教えてください。

○○が何が原因でそうなったのか教えてください 等 

考察する 

場面 

○立場をはっきりさせる。理由もはっきりさせる（ナンバーリングを取り入れる場合もある） 

・ぼくはこの結果から○○だと考えます。 

根拠は○こあります。一つめは△△だからです。二つめは□□だからです。 

○賛成か反対か立場をはっきりさせる。理由も必ずつける。 

・ぼくは○○君の意見に賛成（反対）です。 

 理由は△△が同じだからです。（理由は、○○君の△△の部分が納得できないからです） 

・ぼくは○○君の意見に付け足します。 

 ○○だから△△も付け足した方がいいです。 

 上記の下線部のところが、キーワードとなるところである。下線部の部分を具体的に言うことで

論理的なコミュニケーションができるようになり、慣れてくれば、自然と話すことに抵抗がなくな

ると考える。また、「発表のオープン型ルーブリック」の内容を見直し、提示することによって、

定着の進度が速まると期待できる。なお、この話型は理科だけでなく、全ての教科で行うことがで

きるので、全教育活動で取り組んでいきたい。 

 

 



25 
 

③の「発信・受信の楽しさを味わわせる『ひがし児童博物館』の充実と『科学祭』の開催」で、こ

う変わる 

 ふるさと科で調べたことやひがし自然体験学習で体験したことを、まとめて展示する「ひがし児

童博物館」を開催するために、現在子どもたちが準備している 中である。しかし、展示物だと子

どもたちは自分たちが調べたことや思いを一方的に発信していることになる。そのような展示で

人々の目を引きつけるプレゼンテーション能力も必要だが、やはり、双方向のコミュニケーション

が子どもの表現力の向上に大きな役割を果たすと思う。そこで、考えたのが「ひがし児童博物館」

に解説員として、展示物について説明する活動や今まで生活科や科学クラブなどで作ったおもちゃ

や実験などを実際に地域の人に見せて、説明したり質問に答えたりする機会があれば、子どもたち

の発信力やコミュニケーションスキルがさらに向上すると考えた。そこで、「ひがし科学祭」とし

て、参観日や学習発表会の時に、地域の保護者や大人の人を招待して、おもちゃの特性や展示物の

説明を子どもたちが自ら行うようにし、保護者とのふれあいがあれば、子どもたちの自信につなが

るし、保護者の科学教育に対する理解度も向上することが期待できる。 

 

作戦３ 子どものバックアップのためのプラン 

教師や地域の科学教育の関心を高める「科学教育バックアッププラン」では 

子どもの「科学する心」を育てるためには、子どもを取り巻く物的・人的環境も大きな影響力を

持つ。2012 年度の取組で、物的環境（ビオトープや学校畑など）や人的環境（教師や保護者の意

識の向上、諸団体との連携など）はだいぶ整ってきた。このプランを継続していくことで、子ども

を取り巻く環境がますます整備され、子どもたちが加速的に成長することが期待できる。 
①「科学教育主任の活動の充実」で、こう変わる 

 科学教育主任の活動として、2012 年度は下記のものに取り組んできた。 

○示範授業の実施             ○科学教育通信の発行（教材･教具の紹介も含む）

○チーム･ティーチングによる授業の実施   ○指導計画の共同作成 

 このような活動は、同僚教員から「非常に役に立った」との評価を得ている。そこで、同じよう

な活動を継続していくことで、全職員が共同でこのプランを実行できると考える。また、2013 年度

の新しい取組として、４月に職員全体で「科学教育」についての共通理解を図る場を教務と連携し

て確保していきたい。そのことで異動してきた職員もこれまでの概要を理解できるので、スムーズ

に活動が行われ、「科学を能動的に楽しむ子ども」が育っていくと期待できる。 

 

終わりに 

５年間このプログラムに応募しているうちに、子どもたちから初年度はあまり聞かれなかった

「今日の理科の授業、面白かったね。」という声がよく聞かれるようになった。同僚教員も積極的

に科学的な取組みに協力してくれるようになり、終わったあとなど「楽しかった」という声が聞か

れるようになった。地域からは「東小の取組は素晴らしい。」と評価を得るようになった。学校が

変わり、地域が変わってくる様子を見て、改めて教育の素晴しさを実感できたこの５年間は素敵な

時間であった。６年目は、一体どんな進歩を見せてくれるのか今から楽しみである。   

研究代表者（執筆者） 松山 勉 


