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Ⅰ．名久井スーパープラン（Ｖｅｒ．２０１３）とは 

１．スーパープラン (Ver.2013) の背景と改善の方向性 
2010 年度ソニー子ども科学教育プログラムにおいて最優秀校を

受賞した名久井小学校は、2011年 10月 7日、「子ども科学教育研
究全国大会」を開催した。しかし、それはゴールではなく、新たな
スタートの第一歩であったと考えている。だから、それ以降も我々
は歩みを止めていない。これまで同様、一歩一歩、科学が好きな子
どもを育てるために着実に前へ進もうと努力している。2013 年 5
月。高橋校長は、全校朝会の校長講話において、ある科学者の写真
を手に次のように子どもたちへ語りかけた。 

 
もちろん、「夢に向かって挑戦する子」を教育目標とする名久井小学校において、子どもたちに
学習や生活あらゆる場面で頑張って欲しいというエールであるが、科学教育において「困難に負け
ず主体的に学び続けて欲しい」という子どもへの思いとともに、名久井スーパープランの研究主題
である『一人一人を知の探検家に導く探究の学校づくり』が達成されるよう我々教職員に対するエ
ールでもあったと感じられた。そのためにも、改めてスタートラインに立ち、スーパープランを科
学論文として足元から見直す必要があると考え、改善の方向性を昨年度論文の審査講評に求めた。 
・実践では成果が出ている。個々の課題も抽出されると計画の根拠が明確になる。 
・プランの評価では、課題に対する改善策や試み案が次年度計画との関連で説明されると発展性が
浮き彫りとなる。                 （2012年度論文審査講評より抜粋） 

 つまり、「成果を強調するあまり大切な課題把握やそれをもとにした次年度計画との関連性がや
や疎かになっているのではないか」という指摘である。確かに、これまでの 7年間に及ぶ取組や全
国大会の報告も含んでいたため、昨年度の論文は 25 の実践事例を網羅することに気を配り、成果
と課題の把握や客観的な評価に基づいた改善計画の立案について細心の注意が払われてはいなか
った。よって、本論文は次の 3点に注意して進めていきたい。 
①各実践における成果と課題の把握を大切にし、計画の根拠とする。 
②科学が好きな子ども像の客観的な評価に努める。 
③改善の手立てとして関連性が明確で具体的な計画立案を行う。 
いずれも当たり前のことではあるが、新たなスタートラインに立ったという意識でもう一度大切に
考えたい。そして、そのゴールは「科学が好きで得意な子ども」を育てることであり、『一人一人
を知の探検家に導く探究の学校づくり』であることも忘れてはいけない。 
 
２．スーパープラン(Ver.2013)における科学が好きで得意な子ども像 
これまでスーパープランでは、「科学が好きな子ども」＝「科学が好きで得意な子ども」と捉え

その育成に力を注いできた。「科学が好きで得意な子ども像」は次の 5点である。 
⑴．知的好奇心と向上心が旺盛で現象に敏感に反応し、目を輝かせて探究する子ども。 
⑵．アンテナを広く張りめぐらせ、感性豊かに疑問を問いに昇華させ主体的に追究する子ども。 
⑶．失敗を恐れずチャレンジ精神旺盛に働きかける能動的な子ども。  
⑷．獲得した知識を活用して論理的に考えたり解釈したりする子ども。 
⑸．自分自身に自信があり、意欲的に自分の考えを語り表現する子ども。 

エジソンは、発明のためにおどろくほどたくさんの実験をしました。そして、そのほとんどすべてがう

まくいかなかったようです。しかし、どんなに実験がうまくいかなくても、彼はそれを失敗とは考えませ

んでした。「この方法ではいけないと分かった」と前向きに考えて、たくましく乗り越えて挑戦していっ

たのです。だからこそ、たくさんの発明ができました。名久井の子も夢に向かってたくましく挑戦してほ

しい。名久井のエジソンになってほしいと思っています。         （校長講話要旨抜粋） 
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そして、昨年度の成果と課題として次の点が明らかになった。 
○多くの子どもが「理科が好きで、難しくない(簡単だ)」と感じている。 
○主体的に追究する子が増えつつある。 
○「理科は役に立ち、難しくなく、好きだ」と考える子が圧倒的に多い。 
○見える学力の部分では、(学級差はあるが)本校の理科の学力は高いと言える。 
▲授業での発言が一部のメンバーに固定化しつつある。 
▲「よく考えた」と実感している子は減ってきている。 
▲「自分に自信を持つ子」が大きく減っている。 
スーパープラン(Ver.2012) における「科学が好きで得意な子ども」の実現率は７割程度と考えら

れ成果も多く見られたが、まだ十分ではなく、目標とする子ども像・教師像・授業像は今後も継続
すべきと考えている。しかし、その評価の観点は論文のテーマにある「感性・創造性・主体性の育
成」である。改善点や新たな視点をまとめ、よりグレードアップした「名久井スーパープラン
(Ver.2013)」の構想図は下記のようにまとめられた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一人一人を知の探検家に育てる探究の学校づくり・名久井スーパープラン Ver.2013(構想図) 

 

1.名久井サイエンスプログラム 

【実践事例①②③④】 

2.魅力的な科学体験の充実 

【実践事例⑤⑥】 

3.マクロとミクロの世界から 

【実践事例⑦⑧】 

1.コミュニケーション 

スキルアップ

【実践事例⑨⑩】 

2.自由研究で自分力アップ 

【実践事例⑪】 

3.冒険教育で自分力アップ 

【実践事例⑫】 

1.エネルギー環境学習の充実 

【実践事例⑬⑭】 

2.ふるさと学習の充実 

【実践事例⑮⑯】 

3. 農業と科学の街づくり 

【実践事例⑰】 

未知への挑戦 
(感性) 

自分への挑戦 
(主体性) 

未来への挑戦 
(創造性) 

⑷獲得した知識を活用して論理的に考えたり解釈したりする子ども。(主体性・創造性) 

⑶失敗を恐れずチャレンジ精神旺盛に働きかける能動的な子ども。(創造性・主体性) 

⑵アンテナを広く張りめぐらせ、感性豊かに疑問を問いに昇華させ主体的に追究する子ども。(主体性・感性) 

⑸自分自身に自信があり、意欲的に自分の考えを語り表現する子ども。(主体性・創造性・感性) 

科学が好きで得意な子ども像 

⑴知的好奇心と向上心が旺盛で現象に敏感に反応し、目を輝かせて探究する子ども。(感性・主体性) 

①科学史を学ぶことによって科学の進歩や科学者に感謝し、科学の役割や未来に希望を持つ教師 

②科学の進歩の時系列や教材への理解が深く子どもの思考回路を予測して追究心に火を灯す教師 

③子どもを未来の科学者とみなしてその可能性を信じ、あくなき探究心にどこまでも応える教師 

④学習を地球の営みや人間生活との関係にまで深め、子どもに世界観や人生観を思索させる教師 

自由闊達にして愉快なる理科の授業の創造 

目指す授業像 

目指す教師像 
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Ⅱ．名久井スーパープラン（Ｖｅｒ.２０１３）の実践 

１．子どもと教師の「感性」を磨く「未知への挑戦」の実践 
一人一人を知の探検家に導く探究の学校づくりを目指し、科学が好きで得意な子どもを育てるた
めには、何と言っても日々の理科の授業の充実が基本となる。私たちが目指す科学教育の根底を流
れる精神は、『自由闊達にして愉快なる理科の授業の創造』である。子どもが自由奔放に自らの世
界観や人生観を思索していくような心に響く授業、子どもが心の底から科学を楽しむ理科の授業が
１時間でも増えるように、これまでの積み重ねに新たな視点を取り入れて取り組んだ。それが「名
久井サイエンスプログラム」である。さらに、「魅力的な科学体験の充実」「マクロとミクロの世界
から」という視点を含め「感性」を磨く学びプランとしての「未知への挑戦」の実践を進めた。 
⑴．自由闊達にして愉快なる理科の授業「名久井サイエンスプログラム」 
「名久井サイエンスプログラム」を進めるに当たって、新たな２つの視点を授業に取り入れた。
１つ目は『自由な試行活動』である。これまでも単元によって取り入れていたが、もっと素材の持
つ魅力を信じ、子どもたちの力や自由な発想を引き出すためにも、たっぷりと教材と関わる時間と
場を保障するということである。それから、２つ目は単元において子どもたちの思考をどのように
変容させるかという『Before-After』を教師が的確に把握した授業設計である。 
【実践事例①】科学者に寄り添い、対話し、科学の面白さに気付く「５年理科：おもりのはたらき」 
 2013年 4月。５年生の振り子の学習。導入に『自由な試行活動』を取り入
れた。ブランコも考えられたが実験器具に一番近い形の「体育館の上り綱」
を活用した。「自由な試行活動①(自由な上り綱体験)」→「気付いたことや不
思議だと思ったことの共有①」→「試行活動②(確かめと自由な試行)」→「共
有②」→「試行活動③(モデルへ置きかえた自由な試行活動)」と、スパイラ
ルに自由な試行活動と気付きや「なぜ」の共有を行った。上り綱の経験(試行
活動①)だけで学習問題設定へ進む方法もあるが、全員が体験していないと問
題の共有化は困難であるし、モデルに置きかえた試行活動を取り入れること
で簡単な比較や検証も行え、より問題意識は明確になると考えた。その結果、
子どもたちの気付きは次のように整理された。 

1.一緒に始めても、行ったり来たり (１往復)の時間は、ずれていくようだ。 

2.体重(おもりの重さ)で１往復の時間は違うようだ(同じ気もする)。 

3.１往復の時間は、重い方が遅くて(早くて)、軽い方が早い(遅い)ようだ。 

4.重さによってスピード(勢い)が違うようだ。 

5.綱(ひも)が短い(長い)方が１往復の時間は短い(長い)ようだ。 

6.綱の長さが同じでも、背を伸ばすのと座った姿勢になるのでは１往復の時間が変わるようだ。 

7.大きく揺らすときと小さく揺らすときでは１往復の時間は違う(同じ)ようだ。 

 振り子の学習で追究すべき学習課題はすべて出されている。しかも 2,3,5,7 は試行活動③で直接
比較をしたり簡単な検証をしたりして見通しを持っている子も多かった。そのため、学習問題はす
べて自分たちで作ることができ、解決のための実験方法も計画することができた。学習問題も大き
く変化した。例えば、多くの子が「ふりこが短い方が１往復の時間が短い」と体験で分かっていた
ため、その場面の学習問題は「本当にふりこが短い方が１往復の時間は短いのだろうか」といった
具合である。自由な試行活動は学習問題設定のために有効であり、必要であると考えられる。 
 では、この単元における「Before-After」はどのようなことであろう。指導要領の範囲で言えば、 

Before…ふりこの１往復の時間は重さや振れ幅で違うようだ。 

After…ふりこの１往復の時間は振り子の長さによって決まる。重さや振れ幅で変わらない。 

ということになるだろうが、自由闊達な理科の授業設計として、ここに、科学史を活用したクリテ
ィカルシンキングの場面を意図的に設定した。それは「振り子の等時性の限界」についての追究で

自由な試行活動③ 
ふりこを使った試行 

自由な試行活動① 
上り綱を使った試行 
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ある。子どもたちは、「振れ幅の大きい時と小さい時とでは、振り子が１往復する時間はどちらが
短いのだろうか」という学習問題を設定し実験計画を立てた。その際、教科書例示のように 15 度
と 30 度で実験した後、60 度や 80 度のように振れ幅を大きくした実験を自由に
させたのである。その結果、１往復の時間として右の表のようなデータが出た。
この表から分かるように 50 度からは 0.1 秒の差が出てくるのだが、これを「ス
トップウォッチを押すタイミングの誤差」や「0.1 秒なんてほとんど差がない」
などと片付ける方法もある。しかし、子どもたちの計測は間違っていない。実
際には、30 度以下のような振れ幅の時が等時性の限界なのである。しかし、教
科書などで先に知識を持っている子どもや教師は都合のいいように解釈してしまうことがあるの
ではないだろうか。名久井小の５年生は、「誤差だ」という意見と「いや変わっている」という意
見と半々だった。そこで、「ガリレオはシャンデリアを見ながら振り子について考え始め、脈拍で
測っていたという説があること」「等時性は振れ幅が小さな時に限定されること」「ガリレオの弟子
のホイヘンスは改良を加えたサイクロイド振り子によって等時性を確立させ、振り子時計の精度を
あげていったこと」を話した。子どもたちは興味を持った様子でうなずきながら聞いていた。 
感想 ・自分の力でふりこの法則を見つけたガリレオはすごい。私もそんな人になりたい。 

・私はふりこの法則ができたのが今から 430 年も前だなんてビックリしました。ガリレオが本当に脈はくで

測っていたとしたら尊敬します。正確に測れなくてもしょうがないと思います。 

・ガリレオもちょっと気付いていたんじゃないかなと思うし、引き継いで研究したホイヘンスもすごい。ガ

リレオやホイヘンスがいなければ時計はできなかったんだから科学者ってすごい。 

・実験の結果をきびしく見ていくって大切だと思った。それが科学なんだなと思った。ガリレオのかわりに

何度の所からふりこの法則が当てはまらなくなるのか詳しく調べてみたい。 

教科書通りの展開では得られない科学者や科学を身近に感じている感想に手ごたえを感じた。 
○成果と課題 
・改めて自由な試行活動は子どもたちによる学習問題の設定に必要であることが分かった。 
・実験結果や考察において、納得できない点では立ち止まって論理的・客観的に考えようとする姿勢や
態度も科学が好きで得意な子どもに必要な感性である。そうした点を育てることが出来た。 

・この単元に科学史を活用することで、探究力を高めるだけでなく科学者や科学を身近とらえられると
言うことが分かった。その点では、After2…科学者に寄り添い、対話し、科学することの面白さに気
付く。という子どもの変容を設定することも大切であると考える。 

【実践事例②】磁力の世界の不思議と面白さに気付き深く考える「３年理科：磁石の性質」 
2013年 2月。３年生の「磁石の性質」。この単元における Before-After を次のように設定した。 
Before…磁石はいろんな金属につきそうだ。木やプラスチックにはつかない。磁石同士はついたりはな

れたりする。 

After…磁石に引きつけられる金属は(主に)鉄である。少し離れていても磁石の磁力ははたらく。 

目に見えない磁力の世界や磁石の仕組み・不思議さを考えようとする。 

３年生での学習は、「実験結果＝まとめ」とすることが多い。発達段階から見て
仕方がない部分もあるだろうが、科学が好きで得意な子どもを目指すなら、３年
生なりにより深いものの見方や考え方をしてほしいと考えた。「磁石の性質」で言
えば、目に見えない磁力の世界(イメージ)に思いをはせたり、磁石の内部(仕組み)
を考えたりする学習が山場になるのではないか。最終的に学習後、「磁石の中まで
考えた自分はすごいな。見えない磁石の力がどうなっているか考えることが出来
た自分はよく考えたな」と自己肯定感や成就感を持ってほしいと考えた。 
授業では、まず、磁石セット・釘・クリップを渡し、自由な試行活動で磁石の面白さや不思議さ
にどっぷりと浸らせた。はじめは見つけてほしい磁石の性質と関係ない遊びも見られたが、そうし
た無駄な活動は数分後にはなくなっていった。すぐ指示したり叱ったりするのでなく、子どもを信
じて待つことが自由試行では重要である。子どもたちが発見したことは次の通りであった。 

15 度…1.4 秒 
30 度…1.4 秒 
50 度…1.5 秒 
60 度…1.5 秒 
80 度…1.5 秒 
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・棒磁石のはじにくぎがつく。真ん中にはつかない。 ・はじに比べて真ん中の力が弱い。 
・磁石につけたクリップにもクリップがつく。 ・磁石からはなしたクリップにもクリップがつく。 
・ＮとＳがくっつく。 ・磁石とクリップの間に何か入れてもついた。 ・ＮとＮは逃げていく。 
 指導要領に示されている単元の内容は、自由な試行活動の中でほとんど発見できる。磁石につく
ものとつかないものを確かめたり、間に何か挟んでも(空間があっても)磁石の力がはたらくことを
確かめたりしたあと、子どもたちが疑問に思ったことを扱った。まず、「なぜ、磁石は少しはなれ
ていても鉄をひきつけるのだろうか」という学習問題が設定された。これは、教科書では、「磁石
と鉄が少し離れていたり、磁石につかないものにおおわれたりしていても磁石は鉄を引きつけま
す」とまとめになっている部分で、まさしく「実験結果＝まとめ」である。これでは、子どもたち
の本当の問いに答えたことにはならない。子どもたちに磁石の力のイメージを書いてもらい磁力の
様子を扱うことにした。 

       
ほとんどの子どもは、極と対象の間の部分だけに磁力のイメージを書いていたが、Ｄ図だけ違っ
た。書いたのは、もの静かで国語や算数ではあまり活躍しないＭ男だった。「いろんな方向から引
きつけようとしていたから、広がっている感じがする」小さな声でつぶやく彼の言葉を代弁してあ
げたが、賛同する子はいなかった(人数分布は左側数字)。その後、「磁石の極に釘やモールをつけ
る活動を行い、はじの方が強いことを確かめ、再び磁力の働くイメージを問うた(右側人数)。この
活動でイメージ分布が大きく変わると考えていたが予想に反した。そこで、「こんな方法なら見え
ないものが見えるようになるんじゃないかな」と言って黒い粉を取り出した。「そうか。砂鉄をか
ければ分かる！」。磁力線は３年生に教える必要はないものの、追究したい問題として設定し、全
員で考えてきた問題である。ここが教師の出番である。棒磁石にコピー用紙を乗せ、砂鉄を振りか
けた。「あっ、Ｍ男のが当たってる」一番自信なさげに答え、最後まで一人で考えを曲げなかった
Ｍ男のイメージが一番近かったのである。この後の学習で、Ｍ男は自信を持って発表できた。 
また、磁石をどんどん小さくしていってもそれぞれが極を持つ小さな磁石になることから、磁石
の内部(仕組み)を考えさせた。子どもたちは「磁石は小さな磁石が集まったもの」というイメージ
を持っていた。そこで、フェライト磁石をすり潰したものは磁力がないが、ネオジム磁石で極の並
びを揃えると磁力が復活するという実験を見せた。「やっぱりそうだ」子ど
もたちは自分たちが考えたイメージが具体化され、証明されたことに大喜
びした。単元終了後、糸でつないだクリップを磁石で引き付けて浮かせ、
間をはさみで切るしぐさをするとクリップが落ちる現象を見せた。子ども
たちは驚き、試し、次のような見方をよせた。 
・磁石の力がはさみにうつって届かなくなったんじゃないか。 
・クリップと磁石の間に働く力がくるってしまったんじゃないか。 
・磁石の力がはさみに集中してしまったんじゃないか。 
・磁石の力がはさみの鉄でさえぎられてしまったんじゃないか。 
さらなる追究はせず、「目に見えない磁石の力や磁石の仕組みのことを考えたみんなはすごいね」
と授業を終えた。子どもたちは満足そうだった。学習後、次のような感想を持った子がいた。「私
は磁石に近付けるとくぎやクリップが磁石のようになるけど、だんだん弱くなっていくことが不思
議だなあと思っていた。でも、今は、時間がたつと磁石の中の小さな磁石がバラバラになるからそ
うなると思っている。小さい磁石が入っているから、鉄も本当は磁石と言えるんじゃないかなと思
う」。目に見えない磁力の世界の不思議と面白さを感じさせることができたと感じている。こうし
た目で身の回りを見直したり深く考えていく子どもが増えることを期待している。 

Ｂ図：９名→７名 Ｃ図：１名→２名 Ｄ図：１名→１名 Ａ図：１１名→１０名 
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 ○成果と課題 
・素材に魅力があれば、自由な試行活動で黙っていても子どもは探究を始めていく。ただし、すべてを
子どもに任せるのではなく Before-After を明確にした授業設計をすることが大切である。 

・見えないもの(部分)を考えさせることは３年生でも可能であり、手立てをしっかり準備することで深
く思考することにつながる。そして、考え抜いたとき、達成感や自己肯定感につながる。 
【実践事例③】成長のための養分はどこから来るのか考える「５年理科；植物の発芽と成長」 

2013年 5月。５年生は、種子の発芽や成長を通して植物の不思議さについて
考えた。これまでの経験から、名久井の子どもたちは発芽や丈夫な成長の条件
として「土」の存在にこだわることが分かっている。今回もそうであった。し
かし、発芽については、実験によって明らかになるため子どもたちは納得した。
だが、成長についてはやはり「土に何か秘密やパワーがある」というのだ。詳
しく聞くと、「土から肥料(養分)を吸い上げている」という見方を捨てられない
らしい。そこで、単元末の本時の Before-After を次のように設定した。 

Before…植物の成長に必要なのは、日光と肥料である。でも、土から養分を吸い上げているような気が

する。土には何か秘密がありそうだ。 

After…「ヘルモントの実験」を通して、植物は土から養分を吸い上げているわけではないと考えられる。 

「ヘルモントの実験」とは、次のような実験である。『今から約 400 年前、「植物は土から養分を吸
い上げて成長している(植物は土から出来ている)」と考えたヘルモントは、およそ 3kg のヤナギの
木を約 90kg の土に植えて５年間水だけを与え成長させた。５年後、ヤナギの総重量は約 77kg にな
っていた。土の重さはどうなっていたか…』という実験である。子どもたちに予想させると、 

・やっぱり養分が吸い上げられて土の重さがぐっと減っている…23 名 
・土は成長に必要ないから変化なし…5名  ・増えるような気がする…2名  (計 30 名) 

となった。やはり学習後であるにもかかわらず、土の養分を吸い上げているという見方が圧倒的だ
った。結果は、『土の重さはほぼ変わらず、わずか数十グラム減っただけだった。そこで、ヘルモ
ントは「植物は(土を吸いあげているわけでなく)水を吸い上げて生きている。植物は水でできてい
る」と考察した。みんなならどう考えるか』と投げかけた。すると、次の結果となった。 
・ヘルモントの考察に反対。水からできているなんておかしい…16 名 
・ヘルモントの考察に共感。水からできている…10 名    ・その他…4名   (計 30 名) 

意外な結果だった。聞いてみると、だからといってヤナギの枝を切ったら水がダラダラ流れてくる
というイメージなのではなく、水と土が合わさって肥料(養分)になっているイメージなのだという。
そして、その考え方は、【実践事例⑮】の学習へとつながっていった。 
○成果と課題 
・やはり、ヘルモントの実験を考えるだけでは、結論には至れない(見方の変容を期待するには無理が
ある)ことが分かった。自分が実験・観察・考察してこそ、自由闊達な理科の授業である。目の前の
事実で考えさせるべきであった。科学史だけでは解決できない。 

【実践事例④】地球の秘めた大きな力と空間的時間的スケールに心を動かす「６年理科:土地のつくりと変化」 
2013 年 7 月。６年生は、修学旅行で北海道の有珠山・洞爺湖を訪れた。昭和新山は現在も隆起

が続きその様子を直接見学できる貴重な火山である。また、2000 年に大規模な噴火を起こした西山
火口周辺は現地ガイドの説明を聞きながら散策できるコースとなっている。災害の様子や火山の噴
火による土地の変化について詳しく教えてくれる現地ガイドの話と「土地のつくりと変化」単元を
どのようにつなぐことができるだろうか。Before-After を、次のように設定した。 

Before…土地は、砂や泥からできているけれどそれらは別なものである。地層は見たことがあるがどの

ようにしてできたか考えたことはない。溶岩は知っているけれど火山灰などは分からない。 

After…土地は、礫、砂、泥、火山灰、岩石からできている。地層は水の働きや火山の働きでできる。 

    地球が持つ火山や地震のエネルギーはとてつもなく大きく、その働きで地面は変化する。 
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    地球や土地には長い歴史がつまっているという見方ができる。 

学習後、「地球の力ってとてつもないな。僕が暮らしている名久井の大地は、最初は海底にあっ
て火山の力で隆起したんじゃないかな。地球の歴史からすると自分がいるのはほんの一瞬だ。この
大地を大切にしよう」という見方や考え方を持てるようにしたいと考えた。そこで、単元の導入と
して次のように活動をつないだ。「昭和新山が隆起していた事実から火山の力で土地の変化が起き
ることについて話し合う」→「噴石の履歴について考えを出す」→「名久井の土地の成り立ちや履
歴について予想してみる」→「サイエンスミュージアムの火山灰や火成岩を観察する」→「火山灰
や火成岩の履歴を考える」→「地球の持つエネルギーの大きさや履歴について考えてみる」という
展開である。子どもたちは、「北海道で起きていたことはかつて日本各地で起きていた、この名久
井でも起きていたのではないか、いや全国・全世界で起きていたのではないか」と考えた。しかし、
これは予想でしかない。意欲を高めて単元の学びにつなげ、「やっぱり、こういうことだったのか」
と問題解決していく中で実感させていきたい。 

    
 
 

感想・僕は昭和新山もすごいけど、よく考えたら名久井岳もすごいんじゃないかなと思った。 

・今まではただの石としか思えなかったけれど、有珠山の石も名久井の石も、ものすごい地球の歴史を背負

っているのかもしれない。 

・名久井岳も昭和新山のように隆起したとしたら、地球のパワーは、とてつもないなあ。 

・私は、ただの石にもすごい歴史があるような気がします。身の回りにある石全部がそうなのかもしれない

と思えてきました。大きな岩も小さな石も必ず歴史があるんじゃないかと思います。 

この単元の醍醐味は、推論にあると考える。単元の学習を通し、一般的な土地のつくりと変化に
ついてモデル実験などで学ぶ。そうして得た知識を使い、自分が立つこの名久井の大地がどのよう
にして成り立っていったのか自由闊達に推論していくことこそ大切な学びであると考える。もちろ
んそれは根拠を伴った自由な推論である。今後の学習に期待している。 
○成果と課題 
・修学旅行で現地ガイドの話を聞いたあと、Ｋ男が感想を述べた。内容は、「地球のもつエネルギーの
大きさと時間的空間的スケールの大きさに驚いた、感動した、地球を大切にしたいと思った」という
ものであった。その内容にガイドさんは驚いていたが、実はこちらも驚かされた。そうした感性はこ
れまでのスーパープランで磨かれたものである。今後も感性を磨き、Ｋ男のような子が一人でも増え
るように取り組んで行きたい。 

⑵．魅力的な科学体験の充実 
スーパープランでは、これまでたくさんの魅力的な科学体験を実践してきた。その中でも、子ど
もたちが目を輝かせて活動に集中するのが「ものづくり」である。ものづくりは理屈抜きに子ども
たちの心をつかむ。こうしたチャンスをつかんで子どもたちの「感性」を刺激しようと考え、理科
や生活科の中で、また、エネルギー学習の一部として、積極的にものづくりに取り組んだ。また、
生活科の中で、もっと、「なぜ○○なんだろう」や「○○すれば○○なるだろう」といった科学的
な見方や考え方の基礎を養いたいと考えた。そして、生活科におけるおもちゃづくりや、身の回り
のおもちゃの科学に気付くような環境整備に気を配った。 
【実践事例⑤】ものづくりを通して感性を磨く！「全学年（生活科・総合・理科）：ものづくり」 
 スーパープランでは、これまでの成果からものづくりの効果を次のように捉え全校で取り組んだ。 

北海道での現地ガイ
ドの話 

有珠山からの噴石を
手に履歴を考える 

名久井の土地モデル
から履歴を考える 

名久井の地層の石か
ら履歴を考える 
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効果①科学やものづくりへの興味や関心が高まる。または、そのきっかけとなる。 
効果②ものづくりに取り組むことで集中力が高まる。 
効果③普段の授業では身に付けられない技能を身に付けることができる。 
効果④学習したことを活用したり振り返ったりすることで実感を伴った理解へつなげられる。 

【スーパープラン(Ver.2013)・ものづくりラインナップ】 
題材名 教材の実際 学習内容と感想 

１年生活科 
「ブルブル動

く紙コップく

ん」 

2012年 12月 

県発明協会と連携。電池と導線で回路（電気の道路と説明）を作り、モ
ーターの軸におもりをつけその振動によってブルブルと紙コップが動
いていくおもちゃづくり。（効果①③） 
感想・でんきのどうろがあるってしりませんでした。モーターっていう
なまえをはじめてしりました。でんちがあんなちからをもっているって
しらなかったです。きょう、やすまなくてよかったです。 

２年生活科 
「モグモグ走

るおもちゃ」 

2012年 11月 

お楽しみ実験出前屋・萠出浩さんと連携。輪ゴムで引っぱった軸に巻き
付けたひもを、引いたりゆるめたりすることでモグモグという感じで走
り出す動きの楽しいおもちゃづくり。（効果①④） 
感想・コロコロころがるんじゃなく、モグモグ動くところがおもしろか
った。ゴムがねじれてもどるときにパワーになるとわかった。ほかのう
ごくおもちゃとにているとおもった。 

３年総合 
「モーターの

振動で走るタ

ワッチ君」 

2012年 2月 

名久井小理科部主催。本校教諭 Mr.クボックが講師。電池とモーターの
回路を背負ったタワシが、軸につけたゴム管の振動でユーモラスに動
く、スーパープラン定番のものづくり。（効果①④） 
感想・動きがとてもかわいかった。電気のエネルギーがものを動かす運
動のエネルギーにかわったとだれかがいったけれど、なるほどなあと思
った。そういうふうに考えたことがなかった。 

４年総合 
「走れプーリ

ーカー」 

2012年 12月 

県発明協会と連携。電池とモーターを使ったモーターカー作りだが、プ
ーリーを利用することで回転数や馬力の調整ができる。（効果①③④） 
感想・電気はすごい力があるんだなと思った。プーリーの大きさを変え
ると自転車のギアチェンジみたいに力が変わることがすごいと思った。
もうできている車を動かすより、自分で手作りで作ったから、今日のも
のづくりはとても楽しかった。 

５・６年総合 
「電撃イライ

ラ棒」 
2012年 11月 

お楽しみ実験出前屋・萠出浩さんと連携。簡単な基盤にハンダづけして
いく作業を含む。トランジスタを使い、迷路の壁に棒が接触するとブザ
ーが鳴る仕組みの「電撃イライラ棒」づくり。（効果①②③④） 
感想・ハンダづけは最初こわかったけれど、なれてくると楽しくなって
きた。職人さんのようでかっこよかった。ほんの少しでもはなれている
と電流は流れないと分かった。だから、電気が流れるということは、し
っかり回路になっているのだと分かった。 

科学マジック
クラブ 
(効果①②③④) 

2012年 9月。「ソー
ラーモジュールカ
ー」づくり 

 
2012年 10月。紙基盤
にダイオードなど配線
した「ゆらぐ LED ろう
そく」づくり 

 
2013年 1月。本校ク
ボックによる「ラジ
オメーター」づくり 

 
2013年 2月。左右のモ
ーターを独立させ動か
す「ロボット」づくり 

「体験で終わらせることなく、ねらいをもって学ばせてほしい。」ものづくりの前、我々に対し学
校長が述べた。理科なのか生活科なのかエネルギー学習なのか視点を明らかにした取り組みは今後
も大切にしたい。９割以上の子がプラモデルすら作ったことがない(名久井小調べ)という実態の中、
自分でものを作り出す楽しさを味わうことも重要である。そうした意味では、多くの子が「楽しか
った。またやりたい」「あっという間だった」と感想を述べるものづくりはとても機能している。 
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○成果と課題 
・子どもの興味や関心を高めるのには有効であった。しかし、不思議と感じても「問い」には昇華しな
かった。ものづくり後の振り返りの場面で教師側の問いかけや手立てに工夫が必要である。 

・自分でものを作り(創り)出すことが楽しいという感想が多かった。そういう点では、ものづくりは創
造性を育てている部分が大きいと言える。プランにおける位置付けを再考したい。 
【実践事例⑥】「おもちゃ」で科学的な見方や考え方を育てる！ 

「１年生活科：コマづくり、２年生活科：動くおもちゃづくり、校内環境：サイエンスワークショップ」 
生活科の中で知的好奇心や知的欲求が満たされる場面はどこだろう。また、科学的な気付きが生
まれる瞬間はどんな時だろう。それらは「おもちゃづくり」の単元にあると考えた。 

2013 年 6 月。１年生のコマづくりの授業。まだまだじっくり落ち着いて先生の話を聞く集中力
はない様子の中、指で回せる既製品のコマをたっぷりと教室へ持ち込んだ。「知ってる知ってる」「僕
できるよ」教室は大いに盛り上がった。「じゃあ、よい姿勢になったグループから渡すよ」教師の
声にみんなの姿勢がピンと伸びた。はじめからうまく回せる子もいるが、
親指と人差し指でうまくつまんで回すのは、意外に難しい。出来た子は
得意げにそのコツを教えた。重心が低く長くまわるコマや、回っている
うちに逆さになってしまうコマ…、あえてそこに「なぜ」は持ち込まな
かった。作ることが目的だからである。工作用紙を丸く切り取ることは、
思った以上に難しい。気付くとみんなだまってはさみをにぎっていた。
ものを作るときの真剣さは、大人も子どもも変わらない。切り取った円
盤にマッチの軸をさして、オリジナルコマの完成である。遊んでいる中で「コマに絵を描きたい」
という子が表れた。好きなキャラクターを描いて回した。すると驚きの声が上がった。聞いてみる
と、「絵が見えなくなった。そのかわり丸いもようや線が見えた」と言う。「僕には色が見えたよ」
「丸じゃないコマを作ったよ。でも、回すと丸く見えるよ」「マッチを真ん中じゃないところにさ
すとうまく回らない。どんな形でも真ん中あたりにさすといいよ」遊びの中から気付きがうまれた。 

2013年 5月。２年生との「動くおもちゃづくり」。この単元には、「教科
書に例示されているおもちゃでは工夫の余地があまりなく、作って遊んで
終わりになっている。気付きが少ない。画一的な取り組みとなり教科書に
書いてあるからやる雰囲気になっている」という課題があると考えている。
そこで、「動くおもちゃづくり」に「磁石」を取り入れた。理科では当然扱
うが、低学年ではなかなか扱わない素材。しかし、身近にあるのでみんな
知っている。百円ショップで何種類もそろえ、子どもたちに多めに配れる
ように準備した。渡すと早速子どもたちは遊び始めた。はじめは磁石の性質や不思議とは関係のな
い遊びをする子もいた。しかし、そうした余分な活動はやがて見られなくなった。さらに、クリッ
プや鉄心があるモールも渡して遊ばせた。すると、「磁石はおいかけっこする(くっついたり離れた
りする)」「うらがわに何かあってもくっつく(間にプラスチックがあってもつく)」「つくものやつ
かないものがある」といった気付きが発表された。そこで、「磁石を使って動くおもちゃを作れな
いかな」と投げかけた。すると、「できるできる」と言ってどんどん作り始めた。最初は「一人お
いかけっこ系」や「魚釣り系」が多かった。そのうち、画用紙の裏の磁石を使って道を進む「迷路
系」をＫ男が発明した。大いに褒めた。また、ある女の子は絵を描いた画用紙の上で磁石を動かし
ながら物語を作った。しばらくは一人で遊ぶおもちゃにみんな没頭していた。２時間目に入ると、
今度は磁石対磁石で相撲をとる「対戦系」が登場した。Ｒ子の発想は画
期的だった。それに触発されたのかクリップをつなげて両端を磁石で綱
引きするゲーム等出てきて、一気に友達と遊ぶ雰囲気になった。魚釣り
もバージョンアップして対戦形式を要素に取り入れ始めた。「くっつ
く・にげる・間を離しても・何か入れても・遠くからでも…」そうした
感覚を共有することが大事である。また、３年理科「磁石」の学習の素
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地をつくるという考え方も大切だが、ここでは、「友達・仲間」という視点も大切だと感じられた。
友達のよさに気付く、仲間(を楽しませる)のために何かをつくりだすことの価値に気付く、みんな
と一緒にいると楽しいことに気付く、それらもおもちゃ遊びの大切な視点だと気付かされた。 
○成果と課題 
・子どもの探究力という点では、１年生は気付きの質的変換がもう一歩であった。例えば、「回そう→
まっすぐ回そう→長い時間回そう」という意識を引き出すことで、さらなる気付きの質的変換が可能
だったと考える。また、２年生には「じしゃくの～な力が使えるから○○を作ったよ」という論理的
な考え方や見立てを期待した。机間指導で子どもたちに聞くと、全員が妥当な説明をできた。よって
科学的な気付きができていたと考える。また、それは素材としての「磁石」の力のように感じた。 

・感性を磨くという点では、低学年であるため「えっ」「すごい」「なんで」というつぶやきをもてれば
よいと考える。どちらの学習でもそうしたつぶやきは聞かれた。それらを黒板にネームプレートで残
しておいたりワークシートに書かせたりすることで客観的に授業を評価できる。今後にいかしたい。 

 「おもちゃは科学である」必ずその仕組みの中に科学的な原理や仕組み
が含まれている。そこから科学への関心を高めたい。そうした思いで校内
に設置したおもちゃの科学コーナー「サイエンスワークショップ(６カ所)」
の運営・管理に放送情報委員の子どもたちの力を取り入れた。これまでの
サイエンスワークショップの課題として、「①展示内容がマンネリ化して魅
力がなくなってしまう。②内容が子どものニーズに合っていないものがあ
る。③いくら指導しても後始末が悪い」といった点が挙げられた。しかし、
子どもたちを運営・管理に入れることで③がすぐに改善された。休み時間に自分が遊びながら声が
けできるからである。さらに、今年度は「特色ある取組」として町当局が認めてくれ、予算化も図
られた。①②も改善されそうであり、子どもたちの笑顔はまだまだ続きそうである。 
○成果と課題 
・感性を磨くという点では、興味関心を高めることに効果があった。１年生から６年生まで一緒に喜ん
で遊ぶ姿が見られる。やはりおもちゃの力は大きい。ただし、その仕組みや原理まで深く考えようと
する子どもは少ない。何らかの手立てが必要である。 

⑶．マクロとミクロの世界から 
宇宙と顕微鏡の中の世界。両極端なスケールだが、どちらもレンズを通して観察したり考えたり
する世界である。子どもたちの感性をどんどん刺激し磨くため、魅力的な学習に取り組んだ。 
【実践事例⑦】宇宙・火山・地球の内部にせまる！「校内環境：サイエンスミュージアム」 

2013年 4月～現在。宇宙・火山・地球の内部という広い視野で自然科学に興味を持ってもらう
ためにどの学年でも気軽に見たり触れたりできるサイエンスミュージアムを設置した。 

【スーパープラン(Ver.2013)・サイエンスミュージアムラインナップ】 
標本名 標本写真 活動内容と感想 

石質隕石と 
鉄隕石 

 

 

石質隕石(モロッコ)と鉄隕石(アルゼンチン)を展示し、ルーペで観察し

たりアルニコ磁石を近付けてみたりするコーナー。 

感想・本当に宇宙を飛んでいたかと思うと夢が広がる。宇宙が作った鉄

や石が目の前にあるなんて信じられない。 

地球のコア 

 

水深 1180m、深度 500m より掘削した地球のコア(下北八戸沖海底下堆積

物・JAMSTEC 協力)を双眼実体顕微鏡で観察するコーナー。 

感想・青森県沖の海底にこんなにきれいなものがあるなんてびっくりし

た。地球の内部のものを見られるなんて驚きだ。 

桜島の火山灰 

 

鹿児島県・桜島の火山灰(SSTA 全国特研にて入手)を双眼実体顕微鏡で観

察するコーナー。 

感想・見た目は鉄粉みたいに黒かったけれど、ライトをつけて見るとキ

ラキラ光ってとてもきれいだった。 
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御岳火山の 
噴出軽石 

長野県・御岳火山(SSTA リーダー養成セミナーにて入手)の ９～７万年前

の噴出物を双眼実体顕微鏡で観察するコーナー。 

感想･黄色い大きな粒で、桜島の火山灰と全然違ったからびっくりした。

軽石ということだけれど、赤土に見えた。 

化石に 
直接タッチ 

 

本校児童が自由研究で発掘・発見してきた化石標本を直接触ったり、ル

ーペで観察したり出来るコーナー。 

感想・化石がこんなに身近にあるなんてびっくりだ。僕も見つけてみた

い。これができるまでにどれぐらいの時間がかかったんだろう。 

他にも理科準備室にねむっていた火成岩標本セットをルーペや実体顕微鏡で観察したり、実際に
触ったりするコーナーや、簡単な天気予報が出来る水を使った気圧計を展示
しているコーナーもある。しかし、マクロな視点は欠けていた。小型望遠鏡
や天体望遠鏡といった具体的な天体観測のための展示も必要である。今後、
随時取り入れたい。また、SSTA 青森支部冬季研にて講師である JAMSTEC の小
俣珠乃氏は、探査船「ちきゅう」での活動を紹介するとともに、「地球は想像
以上の働きをしている。身の回りにはいろいろな鉱物がある。気付いていな
いだけ」というメッセージを残した。宇宙・地球分野にはまだまだ教材が隠されていると感じる。 
○成果と課題 
・感性を磨くという点では、感想にもあるように素直な驚きや感動を持てる素材である。また、レンズ
を通した観察は子どもたちの心を捉えて放さない。「うわっ」「すげえ」と思わず言ってしまうあの感
覚を大切にしていきたい。今後は、宇宙や天体に関する展示物を増やしたい。 

【実践事例⑧】ミクロの世界を通して感性を磨く！「５年理科：魚の誕生」 
2013 年 7 月。「魚の誕生」単元で、５年生は水の中の微生物やメダカ
の受精卵を観察するため顕微鏡を覗いた。この単元で科学が好きで得意
な子どもたちに気付いてほしいことは何だろう。プランクトンの名前や
受精卵の成長する順番、顕微鏡の名称や操作方法…もちろん、それらも
必要であるが、それ以上に、生命の神秘さ・尊さに気付き生物への愛情
を持ってほしいと考える。そこで、30 名全員にメダカの受精卵を渡し随
時観察し育てさせることにした。言うなれば「My 受精卵・メダカの里親制度」ということになる
だろうか。グループで育てているメダカの卵を集め、水槽の水とともに自分でチャック付きの袋に
入れた。指で直接触ってみると思った以上に硬い。「えっ予想と全然違う」子どもたちは宝物を抱
えるように喜んで持ち帰った。そして、時間を見つけては解剖顕微鏡などを使って、受精卵の成長
過程を進んで観察した。卵に名前をつけて語りかける子、途中で卵が白っぽくなり無精卵だと分か
りショックを受ける子など様々なドラマがうまれた。そうして、生命への愛情が芽生え、生物の発
生のメカニズムについても学んでいった。時期的には、夏休み直前であったため、孵化のタイミン
グは夏休みにかかりそうな子どもが多かった。夏休みに行われた保護者面談では、メダカの様子を
話題にする保護者も表れた。うまく育てて家族で面倒を見ている家族もあった。ミクロの世界から
生物や自分の生命を振り返るチャンスとなった。 
同時にこれまで廊下に設置していた「ミクロの世界からのメッセージ・実体顕微鏡コーナー」の
衣替えを行った。具体的には、理科室の一角(直射日光の当たらない明るい場所)に実体顕微鏡・解
剖顕微鏡・光学顕微鏡を並べて置いたのである。その結果、暑い夏休みの中、自由研究のために理
科室を訪れ、レンズを覗く子どもの姿も見られるようになった。 
○成果と課題 
・感性を磨くという点では、ミクロの世界には大いに期待したい。子どもたちはレンズを覗くと「すご
ーい」「何だこれ」と大いに沸く。しかし、そこで終わらせないためにも細かな観察の視点を与える
ことが大事である。せっかくミクロの世界を見ているのに大雑把に見ているだけではもったいない。
観察の視点の明確化や授業につなげる工夫が必要である。技能習得のため扱う機会も増やしたい。 
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・顕微鏡コーナーを理科室に開設したことで理科室の開放につながった。「理科室は気軽に入れて楽し
める」そんな空間にしたい。そのためには、さらに誰もが楽しめる科学的なコーナーの設置や科学読
み物の常設など工夫が必要である。 
 
２．子どもの「主体性」を育てる「自分への挑戦」の実践 
スーパープランでは、継続してコミュニケーションスキルの向上に取り組んでいる。その結果、
「全校での話し合い活動では、低学年が高学年に負けずに堂々と発表する姿が多く見られるように
なった。学校代表として情報発信した児童(学年)は、緊張感に負けず発表でき自信にあふれていた」
という成果がこれまで見られた。しかし、その一方で、「自信がさらに広がり、日常の生活や授業
場面で、一人で堂々と話せる子が増えてほしい。全校朝会での感想発表は上学年の一部の児童に限
られている」という課題も見られた。科学が好きで得意な子どもたちには、いかなる場面でも「自
分自身に自信があり、意欲的に自分の考えを語り表現する子」であってほしい。自分の壁をたくま
しく乗り越えるために、「コミュニケーションスキルアップ」「自由研究」「冒険教育」という３つ
の視点で自分力を高めるため、「自分への挑戦」の実践に努めた。 
⑴．コミュニケーションスキルアップで自分力アップ 
【実践事例⑨】校内研・自分の思いや考えを進んで表現する子の育成「５年理科：天気の変化、４年理科：電気の働き」 

2012 年 10 月。５年生は自分たちで集めた雲画像やアメダス情報、天
気図などをもとに天気の変化を予想した。コミュニケーションスキルア
ップのために配慮したのは、「①ペアで話し合ったりグループで話し合っ
たり全体でまとめたりして学習形態の工夫をする。②コミュニケーショ
ンスキル表を手元に置いて使えるようにする」という２点。どの話し方
が使えそうか考えさせ、「わけは～」「○○さんと同じで(違って)」とい
う理由付けや立場の明確化を意識させた。しかし、討論や話し合いとい
うレベルまで高まらなかった。用意した情報素材があまりにも多すぎて
相手の情報を理解するので精一杯だったとも言えるが、教師はスキル表
の活用に難を感じていた。「(手元の)スキル表を見ながら話すと言うのは
違和感がある。相手を見るべき。相手の発言に対し即座に答えるときはそもそも表は使わない。子
どもたちは使おうという意識はあるけれど…。」現場の教師の正直な気持ちである。 

2013年 6月。４年生は市販のミニ扇風機に電池を反対向きにセットしたらどうなるか考えた。「動
かなくなるんじゃないか」「もしかして爆発したりして…」そんな予想の中、Ｔ教諭は電池を反対
向きにセットしてスイッチを入れた。「ウィーン…」モーター音とともに
ミニ扇風機は回転した。しかし、心地よい風は吹いてこない。「逆に回転
している！」子どもたちはグループに分かれて実験で確かめ、逆に回転
した理由を考えた。コミュニケーションスキルアップのために配慮した
のは、「①自分の考えを持たせるために、予想を回路図で書く活動を設け
る。②回路図をもとに２人組で説明させることで、どの子にも伝え合う
場を保証する」という２点。実際の説明場面では、次のようなやりとりがあった。「私は、電流は
＋から導線を通って、検流計やモーターに流れて－にもどると思います。○○さんは、どう思いま
すか？」「僕も(は)、△△さんと同じで(違って)…」何かよそよそしく他人行儀に感じる。しかし、
子どもたちは、「パターンが分かってるから言いやすい。相手の立場が分かっていい。算数の授業
でもよく使うよ」と言う。そして、「でも休み時間は使わない。だって、友達の意見と比べる機会
がないから…」と続けた。話形があり安心する一方、うまく使いこなせない一面も見えている。 
○成果と課題 
・スキル表に示されているのは、やはり思考の方法(考え方)である。スキル表はツールの１つにすぎ
ない、場面や状況、発達段階に応じてスキル表から離れていくことが必要である。それができるよ
うになった時、コミュニケーションスキルがアップしたと言えると考える。また、話すことや聞く
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ことのスキルは身に付いてきたが、意見の積み重ねや討論には至っていない。話すことにまだ自信
がない児童は２割程度いる。意欲的に自分の考えを語り表現する主体性は十分ではない。 

【実践事例⑩】プレゼンテーション能力はプレゼンすることで向上する「４年総合発表：マイ如来堂川」 
2013 年 3 月。４年生は総合的な学習の成果を発表した。学区内を流れる如来堂川を学習ステー

ジにして、生き物調査・水質調査・サケの採卵や生育と放流・源流さがしなど多岐に渡る活動が展
開された。そうした内容を３年生にガイダンスしたのだ。活動ごとにいくつかのグループに分かれ、
学習して分かったことを再構成し、プレゼンテーションの準備をした。キーワードは、「３年生が(来
年の)総合を楽しみだと思うように」。模造紙にまとめ説明するポスターセッション、実物を取り入
れた体験型発表、クイズや寸劇を取り入れた発表など工夫を凝らしたものになった。 
４年生の感想・いつもよりはきはき話そうと思って頑張った。楽しみだと思ってくれたか心配だ。 
・恥ずかしかったけれどもがんばってできた。３年生が笑っていてうれしかった。 
３年生の感想・如来堂川には生き物がいっぱいいて面白そうだと思った。クイズが楽しかった。 
・水質調査をしているところがかっこいいと思った。僕もやってみたいと思った。 

これまでの本校児童の様子からも分かるが、こうした発表は、経験を重ねていくことで自信や内
容が深まっていく。他学年も参観日などを活用し、発達段階に応じたコミュニケーションスキルや
プレゼンテーション能力を鍛えている。 

    
 
 
また、こうした力は科学教育に限らず日常の場面でも日々鍛えていくことが大切である。本校研
修部が計画し、実践されている具体的な取組として次のようなものがある。 

    
 
 

○成果と課題 
・目的意識を持って何人かで協力し相手に伝えようとする発表能力は伸びてきている。 
・自信を持ち意欲的に自分の考えを語り表現するモデルとなる子がいると、他の子どもたちも自分の足
りないところを意識して改善しようとする姿が見られた。 

⑵．自由研究で自分力アップ 
【実践事例⑪】自分力アップは自分にしかできない「夏季休業課題：自由研究」 
自分で考えて自力で解決していく力を「自分力」と呼ぶのであれば、その力が発揮されるのも、
育てられるのも「自由研究」であると考えている。継続して取り組んでいる課題であるので、質的
な変化や向上、何よりも「自分力アップ」につなげたい。２年間の取組で課題となったのは、「１
つのことを調べて終わっている。そこから新たな追究が始まるような取り組みが必要」「文献で調
べるだけの安易な方向への取り組みも見られる。自分の五感を働かせた実験・観察・調査に取り組
ませたい」という２点であった。こうした課題を踏まえて、保護者への説明、子どもへの説明を行

イラストを使って説
明しよう(４年総合) 

実物演技を取り入れ
よう(４年総合) 

児童総集会・下学年
の発表(2013年)6月 

参観日・生活科町探検
発表(2013年)6月 

朝の会での１分間ス
ピーチ(2013年) 

代表の音頭で詩の音
読(2013年) 

My辞書活用で語彙を
増やす(2013年) 

全校朝会などでの感
想発表(2013年) 
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い自由研究に取り組ませた。その結果、今年度の取組は次のような実態だった。 
○研究や調査対象に量的な増加が見られる。これまでは「○○を調べよう」というタイトルで１種類か
２～３種類を調べていることが多かったが、５種類も１０種類も調べるようになってきている。 
○追究活動のサイクルが２段階にも３段階にもなっているものが出てきた。１つの疑問から問いがつな
がっている。特に下学年の内容が向上してきている。 
○時間的内容に変化が見られる。一度にまとめた作品よりも継続的に取り組んだものが増えた。 
○まとめ方が上達している。実物・写真・スケッチ・表などそれぞれをいかしてまとめようとしている。 
△結果から考察の過程がうまくできていない。結果がまとめになっている。文字が粗末である。 
△インターネットや本の丸写し、保護者の関わりが強すぎるものも見受けられる。 

例えば、「電気が通る物調べ」「如来堂川の生き物調べ」「月の動きを記録しよう」など学校での学び
をもとにした研究も増えてきた。また、宇宙を対象とした物や顕微鏡を利用した研究も増えてきた。前
年度の課題もクリアされ、教師も子どもたちも意識の変化が現れている。また、校内発表の方式では、
廊下へ掲示したものに対し自由に付箋紙でコメントできるように工夫が見られた。 

○成果と課題 
・今年度も全員が提出できたことは大きな成果である。しかし、中には保護者に頼ったものや何とか提
出したという内容のものもあった。休業前に方法まで明らかにし、内容の保証をしたい。 
・量的・時間的・質的な高まりが見られる作品が増えたことから子どもたちが主体的に取り組んだ様子
がうかがえる。しかし、結果と考察の違いが明らかでないなど教師の指導によって改善できる部分も
大きい。授業で取り組み、将来的に「子ども版科学論文」となるような自由研究に高めたい。 

⑶．冒険教育で自分力アップ 
【実践事例⑫】冒険教育で主体性を育てる！「３～６年総合；アドベンチャープログラム」 
「自分はやれるんだ」という自信を育てるために、冒険教育の積極的な導入に努めた。Ｂ＆Ｇ財団・
種差少年自然の家・ＰＴＡと連携を図り、ややマンネリ化していたプログラムに追加や変化を持た
せた。自分力アップのために取り組んだ活動ラインナップは次のようにまとめられる。 

【スーパープラン(Ver.2013)・アドベンチャープログラム】 
活動名 活動の実際 活動内容と感想 

３年総合 
「着衣泳」 

2012年 8月 

これまで４年生が行っていた着衣泳を３年でも導入。自分の命は自分で
守るため。また、次年度総合での安全対策。 
感想・服を着たままうかぶなんてできないと思っていたけれど、力をぬ
けば、かんたんだった。あまり泳ぐのはとくいではないけれど、やれば
できると思った。如来堂川の勉強が楽しみになった。 

４年総合 
「源流探し」 

2013年 6月 

Ｂ＆Ｇ財団と連携した「水に賢いプロジェクト」プログラム。地域の如
来堂川の源流を探した。森ややぶを抜け、やっと見つけた源流は、木の
根本の泉だった。予想と大きく違う事実から改めて川を見つめ直す。 
感想・どんどん山の中へ入って行ってどうなるんだろうと思った。川の
始まりは大きな池だと思っていたけれど木の下からわきでていた。びっ
くりした。少しの水が集まって川ができているとわかった。 

４年総合 
「カヌー体験」 

2012年 8月 

「水に賢いプロジェクト」プログラム。水をこわがらず、楽しむ・親し
むための冒険教育。本来は、馬淵川や如来堂川で行いたいが、水量や安
全面を考慮したプールでの活動。 
感想・はじめてのって最初はこわかったけれどだんだん楽しくなった。
スイスイと進むので気持ちよかった。本物の川でカヌーに乗れたらもっ
ともっと楽しいだろうなと思った。 

５年総合 
「イカダ体験」 

2013年 7月 

種差少年自然の家と連携。平板と角材を組み合わせたものに５本のタイ
ヤチューブをくくりつけ、実際の海に漕ぎ出す冒険教育。作る活動・遊
ぶ活動ともにチームワークを大いに必要とする。 
感想・息が合わなくて思った方向に進まなかったり、波が来てゆれたり
してドキドキした。海に落ちたらどうしようと思ったけれど、ぶじに終
わって楽しかった。みんなといっしょだからできたと思う。 
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５年総合 
「ナイトハイク」 
2013年 7月 

種差少年自然の家と連携。単なる肝試しではなく、五感を働かせて夜の
森を体感する冒険教育。明かりはペットボトルに入れたろうそくのみ。
最初は楽しそうだったものの、後半は泣き出す女子も。 
感想・夜の森は、予想以上にこわかった。でも、耳をすますといろいろ
な音が聞こえてきたし何か動く気配も感じた。夜でも、森の生きものた
ちは活動していると分かった。 

６年総合 
「名久井岳登山」 
2012年 10月 

 

ＰＴＡと連携した親子冒険教育。自分で作ったおにぎりを持ち、学校か
ら徒歩での登山。標高６１５ｍの名久井岳は、海底火山の名残を残し、
頂上付近は切り立つ崖でやや難所があり、登山にはちょうどよい。 
感想・最後にチェーンをつかんで登っていくところはつらかった。でも、
頂上から見たふるさと名久井はやっぱりきれいな所だった。 

配慮したのは、どの子どもにも成功体験を与えることと絶対の安全対策を取ることであった。活
動はダイナミックに、計画は緻密に、冒険教育での大切な部分は忘れずにいきたい。 
○成果と課題 
・感想からも分かるように「やればできる」「自分は頑張れるんだ」という自信は高まったと言える。今後
も適度な困難と普段では体験できないダイナミックさを持った冒険教育は必要である。 
・主体性は育ったのかと言う点では、どの活動でも子どもたちは主体的であった。しかし、そこで培われ
た力が他の場面で発揮できているかというと十分ではない。 

 
３．子どもの「創造性」を育む「未来への挑戦」の実践 
科学が好きで得意な子どもたちには、地域や自分たちの未来を科学の力で創造してほしい。地球
温暖化問題、震災からの復興、そしてこれからの地域づくりなど、子どもたちの目の前にある問題
はあまりにも大きい。本校では、全校体制で、「エネルギー環境学習」「ふるさと学習」「農業と科
学の街づくり」という視点で「未来への挑戦」の実践を進めた。 
⑴．エネルギー環境学習の充実 
【実践事例⑬】エネルギーの過去・現在・未来を考える「５年総合：発電の仕組み、情報発信：新エネルギー講演会」 

2012年 11月。５年生はエネルギー環境学習として発電の仕組みにつ
いて学んだ。火力発電や水力発電の仕組みは、実験器や社会科見学等で
知っているものの、なぜ、モーターで発電できるのか疑問が残っていた。
そこで、モーターを分解してコイルや磁石があることを確認し、「これ
で発電できるかな」と大きめに巻いたコイルと棒磁石、検流計を渡した。
理科「電流の働き」の発展や「電気の利用」の導入にもなる題材だが、
エネルギー環境学習の中で扱った。はじめはコイルにそっと近づけたり
クルクル回したりして「できない」と言っていたが、Ｓ男が偶然コイルの中にスッと入れたとき、
検流計の針がわずかに振れた。「えっ」という驚きと「もしかして」という雰囲気の中、他のグル
ープもコイルの中に磁石を出し入れし始めた。すると、「(発電)できた！」という声があちらこち
らから聞かれた。しかし、できた電流は本当に弱いものだった。しかも、「一瞬しかできない！」「疲
れる」。発電にはエネルギーが必要であることを実感したのだった。「ということは、やっぱりモー
ターで発電できるんだ」という声があがり、これまでの学びを次のように整理した。 

電磁石： 電流＋コイル(モーター)→磁力 
発 電： 電流←コイル(モーター)＋磁力 

すると「あっ、逆になってるだけだ」気付く声が聞こえた。そこで、「科学の歴史では、人類は発
電機を先に発明しました。そして、たまたま発電機同士をつないだら片方が勝手に動き始め、発電
機がモーターになることが見つけられたのです。私たちはモーターを発電機の代わりにしましたが、
人類は発電機からモーターを見つけたのです」と説明した。「へぇ、そうなんだ」「ふうん」驚きと
ため息が聞こえた。その後、発電機(モーター)を動かす力として、震災以降は火力が増えているこ
と、ＣＯ２排出抑制のため新エネルギーが求められている現状について目を向けた。 
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 2013年 2月。昭和シェル石油グループ・ソーラーフロンティア取締役の
栗谷川悟さん(青森県三戸町出身)を迎えて「新エネルギー講演会」を開催
した。栗谷川さんは、地元の高校から東海大へ進み、大学院では有機太陽
電池の研究に取り組まれ、同社のソーラーパネル製品の育ての親として活
躍している方である。現在、八戸には東北電力初のメガソーラー「八戸太
陽光発電所」があるが、そのパネル技術にも栗谷川さんの開発が生かされ
ている。震災以降、２４時間フル生産でも需要に対し供給が追いつかない現状だそうだが、「太陽
光発電や新エネルギーのこと」はもちろん、「なぜ、そうした道を歩もうと考えたのか」「どんな小
学生だったのか」などたくさんのことを語ってもらった。エネルギー環境学習の枠を超え、立派な
キャリア教育となる内容だった。また栗谷川さんは自らを「技術屋」と呼び、ものづくり・技術国
家としての日本を支える目の前の子どもたちにメッセージを送った。「(私たちが目指しているの
は)みんなが出来ないことを出来るようにすること。出来ないと思ったらそこでおしまい。出来な
いことを出来るように頑張る。これがその人の価値。チャレンジしなければ何も生み出せない」。
子どもたちは、「こんなすごい人が隣町の三戸から出ているのを知ってびっくりしました」と感想
を述べ、科学や科学技術、ものづくりへの夢や希望、あこがれを高めた。 
○成果と課題 
・エネルギー学習はキャリア教育の側面もあると分かった。将来へ夢や希望を持たせることができた。 
・みんなが出来ないことを出来るようにすることが自分の役目であり、新たなことに積極的にチャレン
ジしてほしいという栗谷川さんからのメッセージに、自分で新たな道を切り開くことが大切なのだと
子どもたちは感じることができた。 

【実践事例⑭】今こそＣＯ２削減について考える「６年総合：エネルギー環境学習、全校：ノー電気デー」 
2012年 11月。６年生は総合的な学習の時間に温室効果ガスとして
のＣＯ２について改めて考えた。教師のシナリオとしては、「本当に
ＣＯ２には温室効果があるか実験し確かめる」→「ＣＯ２には温室効
果がある」→「地球温暖化は進んでいる」→「ＣＯ２を削減しよう」
という流れを考えていた。しかし、子どもたちの方が探究的であった。
「植物体が燃えればＣＯ２ができるのは理科で勉強した。じゃあ、石
油(灯油)は植物なの？」という問いを持ったのだ。調べていくと有
機・無機いろいろな説が今も論じられていることが分かった。そんな
中、ガスやガソリンも全部石油からできているという事実から石油や化石燃料の有限性が問題とな
っていることも分かった。しかも、身の回りの化学製品は多くが石油資源からできているというの
だ。省エネやリサイクルには石油の無駄遣い減らしという意味があると気付いたのだ。そして、Ｃ
Ｏ２に温室効果があるかどうか調べた。ＣＯ２で満たした透明球と空気だけの透明球を光源で暖め、
内部の温度を比較した。18.0℃からスタートし、子どもたちは、「10℃ぐらい差が出るんじゃない
か」「5℃は違うだろう」といった予想をしていった。しばらくすると、ＣＯ2球内は 33.5℃、空気
球内は 32.0℃で安定していった。すると、「あれっほとんど変わってない」「1.5℃しか変わらない」
という見方が大半を占めた。そこで、温暖化傾向を示す平均気温の移り変わりのグラフを提示し、
その変化の幅をもう一度振り返らせた。「あっ、たった１℃の幅でしか上昇していない。」この事実
に全体の雰囲気は「1.5℃も変わった」と見方を変えた。さらに、自分たちがどれだけＣＯ２を排出
しているか「環境家計簿」で算出してみた。子どもたちは、「家ではどうなっているか計算したい」
と言いＣＯ２排出抑制へと意識は傾いた。さらに、東日本大震災のため京都議定書を達成できなく
なった日本の現状や、新たな枠組みを作ろうとしているがうまく進展しない世界情勢についても触
れた。分かってはいるけど、なかなか行動に移せない世界の動向に、自分たちができることとして
「３Ｒ」「省エネ」「少しだけ我慢する」「みんなに呼びかけていく」などの意見が出された。 

2012年 12月。本校のエネルギー環境学習の大きな特徴となっている「ノー電気デー」を開催し
た。前述の６年生たちがリードしているため、「電気エネルギーは限りがあり無駄遣いするともっ
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たいない。無駄使いせず節電しよう」という意識はもちろん、「電気を無駄遣いして余分なＣＯ２排
出を防ごう」という意識を育てることにねらいを置いて実施した。もちろん発達段階で子どもたち
の受け止め方は変わる。低学年は「電気がないと大変だ」、中学年は「電気
っていろいろな所に使われているんだな。みんなで節電しよう」、高学年は
「私たちはこんなに電気にたよっているんだ。計画停電のこともあるけれ
ど、一番はＣＯ２削減が問題だ。やはり節電が大事だし、新しいエネルギー
のことも考えければ」という感想を期待した。各学年の取組としては、高
学年は手作り化学カイロを作り全校へ配付した。また、２年生は手作りエ
コキャンドルにきれいな覆い(シェード)をかぶせて暗い廊下の明かりにし
た。さらに、校舎内のコンセントを数えてみたり、エコワットで待機電力を調べてみたり、エネル
ギーに関するものづくりを行ったり、自転車発電によるエコイルミネーションを点灯させたりして
ノー電気デーを通して効果的な学習の場づくりを行った。子どもたちの感想は次のようであった。 
・私はノー電気デーで電気の大切さを考えた。いつもなにげなく使っている電気ですが、電気がないとこん

なにも不便だと改めて知ることができた。今、日本は、原発が停止して火力発電などにたより温室効果ガ

スが増えている。よぶんな温室効果ガスが増えないように節電などを心がけて生活したい。（６年） 

・ぼくは、ストーブがなくて寒くてジャンパーをきました。ストーブを使っていなくてもコンセントをつけ

ているだけで電気を使うことになることがわかりました。ぼくは、電気をむだにしていたのでこれからは

大切にしたいです。（３年） 
エネルギー学習は探究の学びである。活動から問いがうまれ連続していく。しかもそれは自分た
ちの未来に直結している。今後も継続していきたい。 
○成果と課題 
・エネルギー学習を行い、現状を把握・分析していくと悲観的になり希望を持てなくなることがある。
そうした点を打破し夢と希望を持たせたい。創造性をはぐくめたのかという点では、不十分である。
もっと、ふるさとや地球、人類や科学の未来のためにアイディアを持たせる必要がある。 

⑵．ふるさと学習の充実 
これまでふるさと学習は、総合の柱として、３年生「郷土料理」、４年生「如来堂川」、５年生「農

産業」、６年生「大地や歴史」という学習ステージを設けてきた。しかし、マンネリ化も見られ始
めている。そこで、改めて身近なふるさとの植物や生き物からどんなことを学べるか取り組んだ。 
【実践事例⑮】ふるさとの植物から学ぶ！「３・４年理科：春の植物、５年総合：名久井農業達者人」 

2013年 5月。３年生と４年生は校庭へ春の植物探しに出かけた。在来種
のニホンタンポポ(このあたりでは特にエゾタンポポ)が校地内に咲いてい
ることを知っているＮ教諭とＵ教諭は、セイヨウタンポポとの見分け方を
教え、子どもたちに探させた。ただ漠然と「春の植物を見つけましょう」
と投げかけるのでなく、「タンポポの花の根元(総包が反り返っていないの
がニホンタンポポ)を見ましょう」と視点を与えたことで、子どもたちは目
的意識と方法を得て観察を行うことができた。外来種は自分の花だけで受粉(自家受粉)し、一年中
咲く。よって爆発的に増える。一方、エゾタンポポは自家受粉できず、ペアが必要となる。また、
春の一時期しか咲けない。観察できるのはわずかな期間である。３年生の子どもたちは、「タンポ
ポは全部同じだと思っていたのに、日本のものと外国のものがあるなんてびっくりした。形の違い
が分かった」「セイヨウタンポポの方が圧倒的に多いと分かった」という比較の視点で観察するこ
とができた。４年生の子どもたちは、「一本ずつ咲いているのでなく何本か集まって咲いている。
理由がありそうだ」ということを発見し、「ほとんどセイヨウタンポポだから、貴重なニホンタン
ポポを増やしたい」と綿毛になった種子を中庭に蒔いた。中庭は、校舎で取り囲まれ他の影響を受
けにくい。４年生のおかげで、来年は、新たなニホンタンポポのオアシスができるかもしれない。 

2013年 8月。５年生は無農薬無肥料農法についてダイズの根から考えた。きっかけは、【実践事
例③】の中の「ヘルモントの実験」であった。植物が丈夫に成長するために必要な肥料は、土から
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吸い取ったものではないと言えるけれど、まだ、何か根に秘密がありそうだという立場からの追究
だった。学級園からダイズを根ごと掘り出し観察した。ダイズを扱ったのは教師
が根粒菌の存在を知っていたからである。「先生、根に何かついている！種？い
も？」予想もつかないようだった。しかも、丈夫に育つための化学肥料をたっぷ
り入れた畝のダイズにはあまりついておらず、肥料なしのダイズには、びっしり
ついていた。「潰したら水っぽい。何か臭いがする。何だろう？」ここで、次のこ
とが書かれた根粒菌に関する資料を提示した。 
・ダイズの根にあるコブは根粒と呼ばれる器官で、この中に根粒菌という土壌微生物が住んでいること。 

・根粒菌は大気中の窒素をアンモニアに変換し、供給する働きをしていること。 

・化学肥料のアンモニアは 1000 気圧という超高圧、500℃という高温のもとで工業的に作られること。 

・根粒菌はこの反応を常温常圧でいとも簡単にやってしまうこと。 （秋田県立大学ホームページ参照） 

子どもたちは、「やっぱり根が関係していた」とホッとしていた。ただし、栄養
分を土から得ていたのでなく空気から得て、根から吸い上げていたというように
見方を変えた。「根粒菌はすごく役に立つなあと思いました」「人間がすごいエネ
ルギーを使ってつくるものを、簡単に作ってしまうのがすごい」「菌とついていた
ので悪いヤツかと思っていたけれど逆にいいものなのでびっくりした」「根粒菌が
いれば、化学肥料なんていらないと思った。畑がよくなると思った」「ダイズも根粒菌もすごい」
と尊敬の念を表す感想が多かった。さらに、マメ科には根粒菌が寄生することを知り、クローバー
の根も調べてみた。そして、かわいい大きさの根粒を発見し、「だから、校庭にどんどん生えてく
るんだ」と納得し、「今度の草取りの時は他の草の根を注意してみたい」と見方を広げていた。 
○成果と課題 
・ふるさとの植物に関する学びから、「夢や希望」「創造性」を育むことはできたのか。それは、大いに
出来たと考える。環境開発度の１つの指針であるニホンタンポポを増やそうという意識や、ダイズと
根粒菌の関係から植物の不思議さや自然への尊敬の気持ちを持ち無農薬無肥料農業への夢を持てた
ということは大きい。まだまだ学ぶべきことがあると思われる。 
・５年生の段階であるが、窒素(N2)について積極的に扱っていいと考える。窒素は６年生の燃焼単元で
空気の主な成分として登場し、その働きもあやふやなまま脇に置かれ学習が進んでいく。しかし、空
気中に窒素が大量にあることで植物は育っていけるのだ。窒素にも大切な役割がある。こうした機会
に肥料としての窒素に触れていくことは、６年生の学習へつながっていくと考えられる。 

【実践事例⑯】ふるさとの生き物から学ぶ！「校内環境：名久井の生き物コーナー、３年理科：昆虫の体のつくり」 
2013年春。継続して行われているＳ先生による「名久井の生き物コーナ
ー」が今年もスタートした。きっかけは、３年生が近くの用水路から見つ
け持ってきたタニシ。低学年教室前の廊下に、飼育ケースを置くと、「なん
だなんだ」とたくさんの子がのぞきに来た。だが、１年生はあまり興味な
さそうだった。１年生に乱暴な言動が見られ心配していたＳ先生は、ふる
さとの生き物と関わらせることで優しい心を育てたいと感じ、校地内のダ
ンゴムシの居場所を子どもたちに教えた。すると、２年生や興味を持った子どもたちがダンゴムシ
をつかまえて持ってきてくれたが、１年生は「こわい、気持ち悪い」という子が多かった。この後、
コーナーの住人はどんどん増えた。カタツムリは、梅雨のある日、交尾しみんなを驚かせた。カイ
コの幼虫は、１年生全員に触らせた。しかし、２４人の内１人触れない男の子がいた。夏休み前に
は、カブトムシやクワガタがどんどん集まった。Ｓ先生は、生きもの探しに子どもたちを誘った。
家から持って来たり校庭でつかまえてケースへ入れたりするだけで、１年生
はなかなか世話まではいかず２年生の子どもたちがその役目を担った。夏に
なり、コオロギ、アゲハの蛹や羽化、トノサマバッタ、キリギリス…、さら
にコーナーは充実していった。この頃になると、「先生、今日も虫取りに行こ
う」という１年生が増えた。そして、だんだん自分たちでエサを持ってくる
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ようになった。８月現在、観察しやすいようにと寝かせてある飼育ケースは８つを数えている。ト
イレに行くたび廊下のコーナーを見て「早く帰って来なさい」と叱られる子や帰りにじっと観察す
る子も出てきた。Ｓ先生は次のように語った。 
「生き物と関わるのは、生活科の授業だけでは窮屈だ。つかまえるのにたっぷり１時間。世話の準備に
１時間。時間割通りにはいかない。だから、授業より休み時間を使って自由に取り組んでいる。じゃあ
生き物単元の授業時間はいらないのかというとそうではない。だって、誘っても行かない子もいるから。
問題なのは、保護者や家庭が虫集めの環境にないこと。せっかく捕まえてきても『捨ててきなさい』と
言ったり虫カゴすら与えなかったり。『こわい、気持ち悪い』という生き物への思いを、世話をするこ
とを通して『みんな生きているんだ、大切なんだ』という思いへ少しでも変えていくことが目標。ハム
スターやモルモットもいいけれど、せっかく身の回りにこんなに生き物がいるんだから…」 
６０歳を越えてなおスクールサポーターとして授業にかかわり、休み時間は子どもたちと虫取り
に励む大先輩のＳ女史に子どもだけでなく我々も多くのことを学ばねばならない。 

2012年 10月。昆虫の体のつくりを学習し終わった３年生に、その特徴(体は頭・胸・腹に分か
れ、足は胸から３本ずつ対になって出ていること)を確認し、下図左のようなカードを見せた。「え
ー、何これ」子どもたちは一斉に笑った。SSTA福島支部Ｎ先生考案「昆虫足なしカード」である。
すかさず、「ところでこれはカマキリなんだけれど…」と言うと、「カマがないよ」「足がないよ」
という声が聞こえた。そこで、足りないものを書き入れてこの絵を完成してもらった。すると、書
きながら「あれっ」と首をひねり、「ん」と悩む子が続出した。あれども見えず、分かったつもり
の自分をメタ認知する「活用・出力型」の学習である。２０名の結果は次の通り。 

    
 

(出展「理科ペディア」) 
話し合っていくと、どれも矛盾点があり白熱した。「はやく見たい」。観察す
ると、胸からカマを合わせて６本の足が出ていた。Ｂ群の３名は足の付き方が
違っていた。「えーっ、みんなハズレだ」。しかし、みんなすっきりとした笑顔
だった。そして、右のような「昆虫足だけカード」を見ながら、虫の特徴とそ
れに特化している足の様子について考え、「虫って頭いいなあ。他のも見たいな
あ」と生物の多様性や不思議さに心躍らせた。 
○成果と課題 
・ふるさとの生き物たちって面白いな、不思議だな、もっとよく見てみよう、それらが住めるこの豊か
な自然を大切にしたいなというレベルにまで意識を高めたい。そうすれば、そのために自分に何がで
きるか、できることを考えられる。そうしたとき創造性は育まれると考えている。 

⑶．農業と科学の街づくりの充実 
スーパープランにおいて横の連携ネットワークは大いに構築された。最後に残ったのは、一番重
要である縦(幼・保、小、中、高)の連携であった。そこで、スーパープラン(Ver.2013)では、幼小・
小中・小高の連携について積極的に取り組んだ。 
【実践事例⑰】未来の科学はこの街から「幼小中高連携、科学の街づくりネットワーク」 

2013年 1月。名久井小１年生は、名川幼稚園児を迎え、生活科における「学校探検・学校紹介」
を行った。幼小連携の重要性が叫ばれている中、これまで名小教員が名川幼稚園で科学出前実験を
行うなどの交流はあったが、児童と園児が小学校を会場にして直接交流する機会はあまり持てなか
った。今回は、１年生が園児を招待する形で行った。通常、生活科の学校探検は、４月に２年生が
１年生を案内するという形で行われる。今回のようなケースはめったにない。園児の中には、隣の

Ａ群：足６本とカマ
２本…１４名 

Ｂ群：カマも足とと
らえて計６本…３名 

Ｃ群：その他…３名 「昆虫足なしカード」 
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小学校へ入学する子もいる。そうした中、小学校と幼稚園の違いや小学校とはこんな所だよという
紹介を行うのはなかなか難しい。しかも、卒園や入学を前に不安いっぱいの園児に希望を持たせる
活動を１年生が行うのだ。容易ではない。しかし、そこに意義があると考えた。この活動を終えた
後、１年生の子どもたちは自信に満ちあふれ、自分たちの成長に気付くに違いないと。この活動の
ために１年生は練習や相談を重ねた。園児でも分かるような話し方と内容、それでいて楽しくなる

ように…。相手に分かりやすく伝えることは、同時に、自分はどこまで名久
井小学校のことを知っているかメタ認知的に振り返ることになる。迎えた当
日。「ここは図書室です。本を読んだり借りたりする部屋です」「くつをぬい
で入るんだよ。廊下は静かに歩くんだよ」１年生は元気よく、そして、優し
く園児を案内した。１年生のスタートカリキュラムに対し、この活動は５歳
児への「アプローチカリキュラム」になりうると感じた。 

１年生の感想・幼稚園の子が来るとなんだかどきどきしてきました。あんまり返事をしてくれなくて少し悲

しかったです。でも、かわいいからいいやと思いました。私はあいさつができました。お姉さんになった

気分でした。２年生になったら優しく教えてあげたいと思いました。 

・今日、幼稚園の子と学校探検をしました。コンピューター室から順番にやりました。私は、お姉さんにな

った気分でした。優しくできてうれしかったです。幼稚園のみんなが１年生になるのが楽しみです。 

2013 年 5 月～現在。５年生は名久井農業高等学校とのコラボレーションを始めた。活動場所は
高校の実習園。活動内容はリンゴ栽培にかかわる実習。人工授粉・摘果(摘花)・袋かけなど園芸科
の高校生たちに作業の内容や意味を教えてもらいながらの活動。そうした中、教科書での学習より
先に、おしべやめしべの働き、他の果樹の様子、さらには高校生活についてまで、子どもたちはた
くさんのことを教わりながら活動を続けている。そんな中、摘果(摘花)を行っている最中、摘んだ
実と花を比べてこんな質問をした子がいた。「実を割ったら、種の部屋が５つに分かれていた。花
や実についているめしべの数も５本だった。何か関係があるんですか？」これには、高校生も困っ
ていた。ただ一緒に作業するのでなく、植物の不思議について語れる小・高連携というのは、科学
が好きで得意な子としては目指すべき姿である。 

    

５年生の感想・高校生のみなさんと一緒に作業するのは楽しいです。最初はあまり話が出来なかったけれど、

毎回同じ先輩が世話をしてくれるので慣れました。いろいろな話が出来て楽しいです。将来は名久井農業高

校でいろんな研究をするのもいいかなと思ってきました。 
 2013年 6月。新たなネットワークの１つとして「三沢航空科学館」が加
わった。４学年の親子レクとして科学館の出前実験授業を開催したのだ。
内容は、「よく飛ぶ紙飛行機、消える貯金箱、いろいろなシャボン玉づくり」
など。他にも、５年生が親子で焼き物の科学、２年生が親子エコキャンド
ルづくりを行うなど、ＰＴＡの視線も科学教育へ向いている。 
○成果と課題 
・小中連携については、授業参観しか行えていない。ぜひ、理科の授業交流を行うことでそれぞれの授
業スタイルや子どもたちの実態把握になると思われる。縦の連携を行うことで、特に低学年は自信に
つながったり希望を持てたりすることが明らかとなった。また、５年児童は高校生へのあこがれも持
てることが明らかとなった。 
・創造性をはぐくめたのかという点では、不十分である。もっと、ふるさとや地球、人類や科学の未来
のためにアイディアを持たせる必要がある。 
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Ⅲ．スーパープラン(Ver.2013)の評価 

「名久井スーパープラン(Ver.2013)」の評価のために、まず、「科学が好きで得意な子ども」が育
っているか 24 年度と 25 年度に実施したアンケートの比較や授業の様子から考察する。 

（対象は 4～6年。上段は 24 年度・下段は 25 年度の結果） 

科学が好きで得意な子どもに育っているか 

                 調査する設問 

はい(％) いいえ(％) 

４年 ５年 ６年 計 ４年 ５年 ６年 計 

①理科は難しいですか？ 
0 67 0 22 100 33 100 78
0 0 37 10 100 100 63 90

②理科で興味を持ったことを 

自分でさらに調べたことがありますか？ 

16 37 35 28 84 63 65 72
66 30 52 51 34 70 48 49

③理科は好きですか？ 
94 96 100 96 6 4 0 4 
93 100 85 93 7 0 15 7 

④理科の授業中よく考えていると思いますか？ 
10 96 65 54 90 4 35 46
27 80 11 39 73 20 89 61

⑤あなたは理科の時間に自分でやれるという 

自信を持っていますか？ 

19 11 0 11 81 89 100 89
15 43 0 19 85 57 100 81

⑥理科の勉強は、将来、役立つと思いますか？ 
100 96 100 99 0 4 0 1 
80 90 67 81 20 10 33 20

(1)「知的好奇心と向上心が旺盛で現象に敏感に反応し、目を輝かせて探究する子ども」の育ちは？ 
①から「理科は難しい」と感じる割合が大きく減少したことが分かる。特に、現６年生は 30 ポ

イントも改善している。これは、授業におけるワークシートや視聴覚教材の効果的な活用により、
思考が整理されたためと考えられる(教科担任・本校教頭)。また、③から「理科が好き」と感じる
子どもの割合の高さが継続していることが分かる。つまり、多くの子どもが「理科が好きで難しく
ない」と感じている。これは、昨年度からの傾向で高いレベルで推移している。よって、スーパー
プランが取り組む方向性に間違いはない。 
(2)「アンテナを広く張りめぐらせ、感性豊かに疑問を問いに昇華させて追究する子ども」の育ちは？ 
感性豊かに疑問を問いに昇華させて追究する子どもは、授業中よく考え興味を持ったことは自分
でさらに調べようとすると捉えられる。④「授業中よく考えている子」の割合は昨年度からさらに
15ポイント減少し過去最低である。②「興味を持ったことを自分でさらに調べる子」の割合は、昨
年度より 23 ポイント増加し過去最高である。つまり、プランを続ける中でよく考えている子は大
きく減り、興味あることを主体的に追究している子は大幅に増加していることとなり、大きな矛盾
が生じる。原因は、②について「自由研究」への取組を対象として自己評価する子が多く、評価し
やすくなったためと考える。授業の様子からは主体性が大きく育っているとは評価していない。 
(3)「失敗を恐れずチャレンジ精神旺盛に働きかける能動的な子ども」の育ちは？ 
 ⑵の結果と授業実践の成果と課題を合わせ考えると、失敗を恐れず思い切り問題解決に取り組ん
でいる様子も見られるものの、自己評価がとても低いのが気にかかる。危機感を持つべきは「授業
中(自分は)よく考えていない」と自己評価する子どもたちの姿勢であり、教師側は自分の授業スタ
イルを反省すべきである。「学習問題を自分たちで作る」「問題解決を自分たちでできたと思える」
授業スタイル、つまり問題解決の本質的な部分の見直しが今後の課題と考えている。 
(4)「獲得した知識を活用して論理的に考えたり解釈したりする子ども」の育ちは？ 
④「よく考えている」、⑤「やれると自信を持っている」と自己評価する子の割合から考えると、

前回から見て、「よく考えている子」は 15 ポイント減り、「自信を持っている子」はわずかに 8 ポ
イント上昇している。しかし、どちらもこれまででかなり低い数値となっている。予想の場面・実
験方法を考える場面・結果についてより深く考えさせる場面などでもっと子どもを活躍させ、子ど
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もたちが成功体験として成就感を感じられるようにすることが今後努力するポイントである。 
(5)「自分自身に自信があり、意欲的に自分の考えを語り表現する子ども」の育ちは？ 
校内研究のアンケートによると、78％の子どもが「話すのが好き」と答えている。この数値は昨

年度と同じ高いレベルだが、やや足踏み状態だと捉えている。課題として「スキルを意識して話す
子も増えているが、他の言い方も指導する必要がある」「発表意欲に個人差が大きい」「はっきりす
っきりした話し方を求めたい」「語彙の少なさや言葉の意味理解に難があることに起因している」
ことが挙げられた。子どもたちは「話すのが好き」なのかもしれないが、教師側は内容や質という
点で評価しており隔たりがある。⑥は昨年にくらべやや低くなったのが気になる。理科をはじめと
する科学教育や何より自分に自信を持ち意欲的に表現できる子どもを育てる必要がある。 

Ⅳ．名久井スーパープラン(Ｖｅｒ．２０１４)へ向けて 

 継続して取り組まれたスーパープランは、成果を挙げている。よって、よいものは続けるスタン
スでプランの見直しやバージョンアップをしている。『科学が好きで得意な子ども』を育て、『一人
一人を知の探検家に育てる探究の学校づくり』という目的や方向性はもちろん変わらない。そして、
その根底を支えるために、『自由闊達にして愉快なる理科や生活科の授業と科学教育』の充実を今
後も図っていく。スーパープラン(Ver.2013)の反省としては次の点が挙げられる。 
○課３つのプランを並列に扱うことにより実践は豊富に行われたが、焦点がぼやけたり目的意識が薄
れたりして効果が思うように上がらなくなってきている。活動が目的となってはいけない。 
○課自由闊達な授業や科学教育を求めてきたが、ダイナミックさに欠けてきた感は否めない。プラン
達成のためにももっと自由に理科・生活科の授業をデザインして充実させるべき。 
○課３つのプランの内容にもっと具体性や計画性を取り入れることで、さらなる効果が期待できる。
また、感性・主体性・創造性は独立して育つものではない。総合的に育て評価すべき。 

よって、スーパープラン(Ver.2014)では、「未知への挑戦」を重点プランとして位置付け、「自由
闊達な理科・生活科の授業」の実践に力を入れて取り組むこととする。下がその構想図である。 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．「未知への挑戦」は、こう変わる！ 
 「未知への挑戦」プランは、ねらいを次の２点に定め重点的に取り組む。①自由闊達にして愉快
なる理科や生活科の授業を通し子どもの探究力を高める。②教師の科学教育への資質を高める。 
⑴．名久井サイエンスプログラム 
実践から見えた課題をまとめると「子どもの豊かな発想を引き出し、自分の力で追究する過程を

 

 

 

Ⅰ．名久井サイエンス 

プログラム 

Ⅱ．ものづくりサイエンス 

プログラム 

Ⅲ．ワンダーサイエンス 

プログラム 

Ⅰ．名久井エネルギー環境学習 
プログラム 

Ⅱ．名久井ふるさと学習 
プログラム 

Ⅲ．名久井サイエンスタウン 
プログラム 

Ⅰ．コミュニケーション自分力アップ 
プログラム 

Ⅱ．自由研究自分力アップ 
プログラム 

Ⅲ．アドベンチャー自分力アップ 
プログラム 

一人一人を知の探検家に育てる探究の学校づくり～名久井スーパープラン(Ver.2014)～ 

未知への挑戦 自分への挑戦 未来への挑戦 

「科学が好きで得意な子ども」 2014 年度重点プラン 

自由闊達にして愉快なる理科や生活科の授業と科学教育 

「なぜ」を大切にして、感性・創造性・主体性を育てる 
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経験させていくべき」と考えられる。そこで、次の改善の視点を持つ。①「自由な試行活動によっ
て発想力を育てる」②「子どもたちの変容(Before-After)を意図した授業づくりを行う」③「予想・
実験観察結果・考察の場面における表現活動を重視する」④「これまでの実践をもとにして、子ど
もの思考の流れを意識した単元構成や授業づくりを工夫する」 
 単元名 授業イメージ 学習概要と留意点 
生
活
科 

昔の遊び・コ
マで遊ぼう 

 

いろいろなコマづくりやコマ遊びを通して、コマの持つ面白さや
科学性に気付く学習。県南地方に伝わるたたきゴマ(コマの側面を
たたいて回す)や蹴りゴマ(コマの側面を蹴って回す)は、回転する
方向を考えないとうまく回らない。これらで遊ぶ活動を通して、
そのこつや楽しさを伝え合う。(2010 年度本校論文参照) 

うごくおも
ちゃ (ふね )
をつくろう 

 

車づくりなどが多く行われるこの単元に「船づくり」を持ち込む。
「もっと速く」「もっと長く遠くへ」と願いや気付きが連続し、風
力・水力・ゴム・電気・熱などいろいろなエネルギーに気付き、
ものづくりの要素も含む大単元構想。(2011 年科学教育全国大会
公開授業・2013 年 SSTA 若手研提案) 

３
年 
光の性質 

 

虫眼鏡や光源装置を用いて光の性質について学習していく。そし
て、単元末で「フレンネルレンズ」を紹介し、学習した知識が身
の回りに活用されていることやその仕組みについて考えるととも
に、光の持つエネルギーの大きさについても学んでいく。(2010
年度本校論文参照) 

４
年 
金属・水・空
気と温度 

 

粒子の考え方を積極的に活用して、金属・水・空気の温まり方に
ついて考えさせる。その中で、空気は温められると軽くなるとい
うことを体積変化の視点からとらえさせ、モンゴルフィエ兄弟が
発明した熱気球と学習したことをつなぐ。目に見えない空気の重
さも考えさせる。(第 5期 SSTA 全国特別研修会 2班提案) 

５
年 
物の溶け方 

 

実験や観察を通してイメージ豊かに「ものが溶ける」現象につい
て考えさせる。そして、粒子の考え方を活用してものが溶けるイ
メージを積極的に表現させ目に見えない世界を考えさせる。単元
末では、コロイド溶液とレーザーポインターを使い「溶ける」イ
メージを豊かにする。(第 49 回日初理全国大会公開授業) 

６
年 
燃焼の仕組
み 

 

「集気瓶の中でろうそくがなぜ消えるか」問う前に、子どもたち
の本当の問いである「なぜ、ろうそくは燃えるのか」を扱い、燃
える気体や集気瓶の中の空気の変化についてイメージ豊かに表現
させ、最終的には、空気の組成の絶妙さや酸化のイメージづくり
まで子どもの思考を高める。(2008･2009 年度本校論文参照) 

⑵．ものづくりサイエンスプログラム 
「ものづくりサイエンスプログラム」としてものづくりに特化し重点を置く。実践から見えた課

題は「ものづくりにおいても子どもたちの『なぜ』を大切にし、仕組みや原理を深く考える場面づくり
をしていくべき」とまとめられる。そこで、次の改善の視点を持つ。①「ものづくりに活用される原理
や仕組みについて、ワークシートなどで振り返りながら授業を構成する」②「現象面の面白さやものづ
くりの楽しさだけにこだわるのでなく、発達段階や学習内容とリンクさせる」③「ソニーものづくり教
室・外部講師・各出前授業と連携を図り、積極的に開催していく」 

学年 作品名 理科・生活科との関連性や特徴 
１年 ベンハムのコマづくり 名久井サイエンスプログラムと連携。回すと色が見えてくる不思

議なコマづくり。(科学教育書籍等参照) 

２年 いろんな船をつくろう 名久井サイエンスプログラムと連携。風力・空気・水力・ゴム・
熱・電気の力によって進む船づくり。(SSTA 若手研資料参照) 

３年 タワッチ君 「電気の通り道」単元と関連。タワシの上にモーターと回路の乗
った本校定番ものづくり。(全国大会資料等参照) 

４年 ゴキロボくん 「電気の働き」単元と関連。２つの独立した回路を持ち独特の動
きをするモーターで動くロボットづくり。(県発明協会協力) 
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５年 コイルを使ったスピー
カーづくり 

「電流の働き」単元と関連。コイルと強力磁石を使ったスピーカ
ーづくり。(第 164 回ソニーものづくり教室参照) 

６年 分子モデルづくり 粒子モデルを活用した学習に関連し。発泡スチロールを使った分
子モデルづくり。(科学実験出前屋：萠出氏) 

⑶．ワンダーサイエンスプログラム 
「マクロとミクロの世界から」は、「ワンダーサイエンスプログラム」と改め、地球と生命の分

野をマクロとミクロの世界から考える。実践から見えた課題をまとめると「顕微鏡活用の機会をさら
に増やすこととが大切であり、宇宙や地球・天体に関する情報の提供機会を増やし感性を刺激するべき」
と考えられる。そこで、次の改善の視点を持つ。①「顕微鏡利用コーナーを理科室に常設し、校内の誰
もが使える環境をつくる」②「宇宙・地球・天体に関する情報コーナーを設ける」 

具体的な取組 
・太陽系スケールモデルの作成(太陽系の惑星の大きさと距離をつかむ) 

・理科室内に月の満ち欠けモデルを常設する(中央に光源を置き、周囲に発泡スチロール球を置く) 

・だれでも使える顕微鏡コーナーの設置(理科室に顕微鏡とプレパラートを常備) 

・科学教育に関する雑誌や書籍、ポスター、新聞資料などの展示 

・ＪＡＸＡやＪＡＭＳＴＥＣの最新情報公開 

２．「自分への挑戦」は、こう変わる！ 
「自分への挑戦」プランは、ねらいを次の２点に定め取り組む。①意欲的に考えを表現するため
にコミュニケーションスキルを高める。②自分力（自分で解決していく力）を高める。 
⑴．コミュニケーション自分力アッププログラム 
「コミュニケーション自分力アッププログラム」では、意欲的に表現する姿と力を子どもに求め、

次の改善の視点を持つ。①「理科の考察場面などでは、小黒板を活用しグループ討論の活性化を図る」
②「発表(表現)場面の積極的な設定を通して、コミュニケーションスキルアップにつなげる」 

場面 具体的な内容例 

学級内･理科授業 ・１分間スピーチ、詩や百人一首の暗唱、辞書活用、小黒板を活用した話し合い 

学年から 
・修学旅行(６年)、宿泊学習(５年)の全校への報告会 
・総合的な学習(３～６年)や生活科(１～２年)の報告会 

集会活動 
・自分たちの問題を話し合いで解決していく全校話し合い活動「児童総集会」 
・「全校朝会」や「児童朝会」での感想発表 

学校行事 ・学習発表会での表現力を意識した取り組み 

校内研究 ・自分の思いや考えを進んで表現する子の育成 

外部へ ・エネルギー環境学習にかかわる情報発信 

⑵．自由研究自分力アッププログラム 
「自由研究自分力アッププログラム」として自由研究に継続して取り組む。内容面の高まりとと
もに授業や学習を発展させて学ぶ姿と力を子どもに求め、次の改善の視点を持つ。①「夏季休業前の
準備を発達段階に応じ丁寧に行う」②「結果と考察の違いを授業で明らかにし、内容の向上を図る」 

時期 具体的な指導内容 

４～５月 授業の中で問題解決の手順や方法を(特に結果と考察の違い)学ぶ。 

６～７月 課題設定・仮説・調査方法・レポートの書き方（まとめ方）などの事前指導。 

夏季休業中 登校日を活用し、研究の途中経過を確認しアドバイス。 

８月始業日 完成した自由研究の学級内発表。 

８月下旬 全作品掲示と各学級代表による校内自由研究発表会の開催。 

９月以降 各自由研究コンクールなどへの積極的な出品、外部評価。 

⑶．アドベンチャー自分力アッププログラム 
「アドベンチャー自分力アッププログラム」として冒険教育に継続して取り組む。自分に自信を
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持たせることを目標にし、そこで得た自信が他の場面に発揮されて主体的に活動していく姿と力を
子どもに求め、次の改善の視点を持つ。①「今年度実施したプログラムは基本的に継続していく」②「命
を守る安全を第一に考えながら、ダイナミックな活動をさらに導入する」 
学年 Ver.2013 活動名 新規活動内容 
低学年 ― 夜の虫探し・伝統的な草木遊び 

３年 着衣泳 ホタル狩りと植物観察(マツヨイグサ・ツキミソウ) 

４年 源流探し・カヌー体験 ツリーイングやツリーハウス 

５年 イカダ体験・ナイトハイク 夜間登山(名久井岳登山を夜間に行う) 

６年 名久井岳登山 馬淵川川下り(タイヤチューブの活用) 

３．「未来への挑戦」は、こう変わる！ 
「未来への挑戦」プランは、ねらいを「ふるさとや地球、人類や科学の未来に夢と希望を持たせ
る」という１点にしぼり、総合的な学習や各教科との関連の中で実践する。 
⑴．名久井エネルギー環境学習プログラム 
これまでの実践をまとめ、継続・発展させる。エネルギー環境学習の視点から未来に夢と希望を
持つ姿と力を子どもに求め、次の改善の視点を持つ。①「これまでの実践を踏まえて系統的に整理す
る」②「現状を悲観することにとどまらず、子どもたちが夢と希望を語れるような学習展開を図る」 
学年 Ver.2013 単元名 新たに追加したい題材 
１年 ムダをへらそう！ ・学校のムダさがし隊 

２年 ゴミをへらそう！ ・ペットボトルのリサイクル(全国大会発表授業) 

３年 電気やエネルギーってどんなもの？ ・省エネクッキング 

４年 省エネ、リサイクル、今できること ・身近な物を使った燃料電池づくり 

５年 地球温暖化の過去、現在、未来 ・二酸化炭素吸収実験 

６年 エネルギーの過去、現在、未来 ・新エネルギーを使った未来のモデルハウスづくり 

⑵．名久井ふるさと学習プログラム 
ふるさとを学習ステージにして、ふるさとの未来に夢と希望を持つ姿と力を子どもに求め、次の

改善の視点を持つ。①「これまでの実践を踏まえてよい部分を継続していく」②「ふるさとの未来に対
し、子どもたちが夢と希望を語り実践できるような学習を展開する」 
学年 Ver.2013 単元名 新たに追加したい題材 
１年 たんけんしよう！みつけよう！ ・ネイチャーゲーム、生きものビンゴ 

２年 ふるさとの生きものや草花と友達になろう！ ・ニホンタンポポをふやそう 

３年 目指せ食キング～ふるさとの料理から学ぶ～ ・名久井をオリジナル郷土料理で盛り上げよう 

４年 マイ如来堂川～ふるさとの川から学ぶ～ ・如来堂川の水質改善・保全のために 

５年 目指せ農業達者人～ふるさとの農業から学ぶ～ ・名久井農業高校の研究への協力 

６年 名川歴史達者人～ふるさとの大地から学ぶ～ ・ふるさとサポーター、ふるさと応援隊 

⑶．名久井サイエンスタウンプログラム 
これまで構築された関係をいかし新たな連携を探り、次の団体と連携強化しネットワーク構築を
図りたい。目標は「科学教育と農業による街づくり」である。 
名川幼稚園、名川中学校、名久井農業高校、種差少年自然の家、ワクワク実験サイエンス(八戸児童科学館)、

三沢航空科学館、ＪＡＸＡ・ＪＡＭＳＴＥＣ、理科ペディア、ＳＳＴＡ各支部、ソニーものづくり教室 
 
○おわりに 
名久井小学校の本論文応募は今年で８回目を数える。全国大会を挟んだため、研究期間は通算９
年を数える。しかし、まだまだゴールにはたどり着いていない。いや、目標がどんどん遠くなって
いる感もある。だからこそ、我々は歩き続ける(実践を続けていく)。北の大地の片隅から一歩ずつ
「科学が好きな子どもを」育てるために。いつまでも。 （研究代表者・執筆者代表 久保慶喜） 


