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科学が好きな子どもの育成
科学し続ける「六華ミニ科学者」育成プラン2013

１ はじめに
４月，あるテレビ局の方２名が本校を訪れた。「五月のゴールデンウィークに三河台小の子ど

もたちに福島県内各地を取材してもらい，福島県のよさを紹介する番組を制作したい」という依
頼のためである。話を聞くと，たまたまテレビ局の２人は，本校出身者で小学生当時実験や自然
の観察が大好きで，自分が思った疑問や不思議を先生が丁寧に教えてくれる理科の授業がとても
楽しみであったこと，それだけでなく，理科に興味を持ち，それが理系の大学に進むきっかけと
もなったということも話された。局内の特集のスタッフ会議の中で，子どもならではの鋭い観察
力と発想力を生かすことが新たな視点からの福島県のよさの発見につながるのではないかと提案
し，その企画が採用されたのだというのである。
もちろん二つ返事で学校としてできるかぎり協力することとしたが，自分の小学校のことを熱

く語る２人の姿を見ていると，私たちの日々の真摯な取り組みがその子たちの将来の道筋を付け
ているんだという実感を呼び起こさせていただいた瞬間でもあった。
１０年後，今の子たちの中には，もう社会に巣立つ子もいる。まして，東日本大震災や原子力

発電所事故の影響を受けた福島の子どもたちには，将来を踏まえどんな力を付けてやらなければ
ならないのか。私たち教師の役割は重要である。
本校は，２０年を超える長きにわたって理科の研究を推進してきた。その研究の柱となってい

るのが，ソニー論文への参加である。１年も途絶えることなく応募し続けることができたのは，
全教職員が理科教育・科学教育の重要性を理解し，日々子どもの輝く笑顔を求めて活動してきた
結果であると考えている。このよさは，今後も大切にしなければならない。この２人のテレビ局
の方も当時理科の研究に関わった子どもの一人だったのだから。
さて，今年度の教育計画では，本校の理科研究のあゆみを振り返り，科学を学び，科学のすば

らしさ，科学の好きな子どもを育てることの意味を共有し，「子どもの未来を」「子どもの輝く
笑顔を」を合言葉として，また新たなアクションを起こすことにした。

２ 六華が目指す「科学が好きな子ども」とは
（１）追究の連続を大切に
第４学年の『ものの体積と温度』の単元で，金属の体積変化を

確かめる授業のときである。金属球を使った定番の実験であるが，
子どもたちは空気，水の体積変化を確かめたときのように，まず
はお湯で金属球を温めた。すると金属球は輪を通った。子どもた
ちは予想と異なる結果に首をかしげる。「この程度温めてもだめ
なんじゃない。」ともっと別の方法で確かめてみたいという思い
が高まってくる。金属の体積変化については，鉄道レールの体積
変化から，ほとんどが体積が増えると予想していた。そこで，「ど
うやって確かめたいですか？」と問い返すと「もっと熱くすれば
いい。」「お湯じゃなくて火を使うといいと思う。」と「お湯」を
使った追究から「火」を使った追究へつながっていった。そこでアルコールランプで金属球を熱
し，輪に通してみる。「ほら，やっぱり大きくなるよ。」と確認し，『金属は熱せられると体積が
大きくなる。』と熱するという言葉を使ってまとめた。
さらに，熱した金属球を水で冷やす追究活動が続く。金属球は輪を通り，『冷やすと体積は小

さくなるよ。』とほとんどの子がまとめる。しかしＭ子はちがった。「熱したのを冷やしたのは
冷やしたって言えないんじゃない。そのままの金属球を氷で冷やさないと確かめられないと思う
から，私は納得できません。」という意見である。他の子どもたちもこの意見を聞いてそれをさ
らに確かめようということになった。
このように，子どもたちの問いが次へとつながり，追究が連続していった。これまでの授業で

は，学習内容のまとめにこだわり，子どもたちの「別な方法で」や「納得いかない」意見を取り
上げることが少なかった。しかし，こういった思いを取り上げ，さらなる追究意欲に結び付け確

【アルコールランプで実験】
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かめていくことが，追究し続ける子ども，つまり科学し続けるミニ科学者を育てることにつなが
り，科学が好きな子どもを育むことができると考えた。

（２）六華が考える「科学が好きな子ども」とは
これまで本校では４年間「手で科学する」をキーワードに科学教育を推進してきた。理科・生

活科の授業を中心に手立てを講じてきたが，単発の授業の検証が主になり，指導方法の検証にな
りがちであった。子どもたちの問いの連続をもっと大切にしていくことで，科学が好きな子ども
の育成につながるのではないかという反省点があった。そこで科学が好きな子どもの姿を次のよ
うにとらえることにした。

＜科学し続ける「六華ミニ科学者」の姿＞
１ 好奇心・感性をもった子ども…なぜ，どうしてを口にする子ども やってみたいと思う

子ども 自然の営みを素直に感じる子ども
２ 追究心をもった子ども…自分で確かめる子ども 活動に没頭する子ども
３ 探究心をもった子ども…さらに追究する子ども，身近な生活との関連を考える子ども

繰り返し活動し，様々なことに気付く子ども

※ 本校では，『追究』を，学習問題を単位時間で解決していくこと，『探究』を，追究を積み重ねて納得できない

ことや新たな学習問題を解決していくことととらえ，問いの連続による追究の連続を探究ととらえる。

理科でも生活科でも，「なぜ・どうして・やってみたい」を１回の追究や活動で終わるのでは
なく，追究や活動から生まれる新たな「なぜ・どうして・もっとやってみたい」をさらに追究し，
連続して問題解決をしたり，活動したりしていく過程で科学の面白さ，不思議さを感じながら科
学的な見方や考え方を身に付けた「ミニ科学者」を育てることを目指すことで，科学し続ける子
どもが育ち，科学が好きな子どもの育成につながると考える。

３ 今年度の実践
（１）科学し続ける「六華ミニ科学者」を育てる全体構想

科学し続ける子どもの育成
問いが連続したり，こだわって関わったりすることができる教材・学習材の工夫

（好奇心の育成）
明確な学習問題による問題解決やこだわりのある活動の重視（追究心の育成）
単元を通した思い・考え・問いの連続による科学の生活化（探究心の育成）

校舎内・校舎外の科学的な環境の整備
（花壇・ビオトープ・飼育小屋・ワンダーステーション・六華プロジェクト掲示板等 ）

これまでの研究では，豊かな体験を通して科学的な見方や考え方を育むために，「手で科学す
る」をキーワードに問題解決的な学習を大切にしてきた。震災からの教育復興も少しずつ進み，
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少しずつ日常が戻ってきている。復興における学校の役割は，今の子どもたちに「生き抜く力」
を育むことだと考えている。本校では，これまでの研究を生かし，さらに深化させることにより，
科学し続ける子どもを育てることで，子どもたちは，解決した喜びを実感できるとともに，解決
したことを自分の生活と関連させて考える力が高まり，自然の事物や事象について理解を深める
ことができ，それが「生き抜く力」に結び付いていくと考えた。
そこで，①「理科・生活科の授業実践」②「六華プロジェクトの企画・運営」③「科学ネット

ワークの構築」の３つの柱で研究を進めてきた。
理科・生活科の授業を柱とし，授業における資質・能力を育む支えとしての六華プロジェクト

の実施や科学ネットワークの構築を図りたいと考えた。

（２）「科学し続ける六華ミニ科学者」を育む理科の授業の考え方
昨年度まで「手で科学する」問題解決的な学習を展開してきたが，単発的な問題解決に終わっ

てはいないか？という反省が挙げられた。これまでの授業では，問題解決後に新たに生まれた子
どもの疑問や考え，思いを適時適切に取り上げることが少なかった。そのため，つながりのある
学習展開がなかなか具現できなかった。そこで，教材の開発や子どもが関わる学習材の工夫をす
るとともに，子どもたちの問題解決後の新たな問いややってみたい思いなどを教師が確実に把握
しながら単元を通した追究が連続していく工夫をしていけば，子どもの問いが連続し，追究が新
たな追究を生んでいき，探究心をもった子どもが育まれると考えた。
そのために，言語活動を重視し，問題解決的な学習の過程で子どもたちが思考したことを表現

につなげていくことを大切にする。また，表現されたことをしっかりと見取って次の学習につな
げる我々教師のコーディネート力を磨いていくことにより，科学し続ける子どもを育てていきた
いと考えた。

（３）「科学し続ける六華ミニ科学者」を育む生活科の授業の考え方
子どもの思いや願いを生かした豊かな体験の充実を根底に据えながら，単なる活動の繰り返し

ではなく，こだわりのある活動や体験から生まれた気付きを高めていく意味付けや価値付けをし
ていくことで，連続した深まりのある活動につながると考えた。そのために大切なのは，学習材
の見直しである。五感を使って対象に働きかけるということをこれまでも考えてきたが，活動自
体に没頭はするものの，「音」「におい」「色」「手触り」「温かさ」「冷たさ」など具体的な視点
で気付きを十分高めていくことが弱かった。『学習材』の視点を絞り込むことで子どもたちの活
動はこだわりのあるものになっていき，質の高い気付きになっていくと考えた。さらに，子ども
たちの気付きを高めるために，気付きを表現させる場の設定や表現した気付きを共有することが
大切になってくると考えた。

（４）授業を支える六華プロジェクトの考え方
六華プロジェクトとして，３つのプロジェクト（①わくわくショータイム②おもしろパーク③

ワンダーステーション）を展開する。特に表現力の向上を目指した『わくわくショータイム』を
重点化し，授業で学び取ったことを全校生に向けてプレゼンテーションする力を高めくことにし
た。このことにより，授業で学び取った知を定着させたり，考察したことを相手に伝える能力を
高めたりしていきたいと考えた。
また，ものづくりのワークショップである『おもしろパーク』で作成したおもちゃを，本校の

ミニ科学館『ワンダーステーション』に展示して，日常的に科学に触れる楽しさを実感させたい
と考えた。

（５）授業を支える科学ネットワークの考え方
科学ネットワークを生かして，近隣の小学校や異校種の学校との子どもたち同士の交流を通し

て，それぞれの学校の取り組みの良さを伝え合ったり，教育施設や教師間で情報を共有し，授業
の質的改善に努めたり，さらには地域人材の活用を図ったりして，科学し続ける環境を整えてい
きたいと考えた。また，福島の科学教育の充実を図るための中心的役割を担っていくことで，福
島の復興に少しでも貢献することができればと考える。今年度は新たに，高校生（ＳＳＨ；スー
パーサイエンスハイスクール）との交流も取り入れ，高校生から学ぶことで，科学への興味・関
心をさらに高め，あこがれを持つことで小学校・中学校・高校と長きにわたって追究し続けるミ
ニ科学者を育みたいと考えた。
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４ 構想に基づく実践例
（１）ミニ科学者を育むための理科の単元展開の例１（平成２５年６月）

～さぐろう！車が速く走るひみつ～（第４学年：電気のはたらき）

① 単元構想

本単元では，生活経験や既習内容をもとに，乾電池や光電池の働きについての実験を繰り返

しながら電気との関わりを深めていき，乾電池のつなぎ方や光電池に当てる光の強さと回路に

流れる電流の強さとを関係付ける能力を育てること，また，電気の働きについての見方や考え

方をさらに深めることができるようにすることをねらいとしている。

おおよそ男子は電池で動かすおもちゃで遊んだ体験を持っているが，女子はこういった体験

が少ない。しかし，男女とも実験に関する興味・関心は高い。

そこで，学習内容を実生活と関連付けて考える力を育む工夫として，まず『乾電池で動くお

もちゃ』と出会わせることにした。また，一人一人にモーターカーを持たせ，単元を通して「車

を速く走らせたい」という思いを柱に展開していくこととした。この思いを単元の柱に据える

ことで問いが連続し，追究を積み重ねるミニ科学者を育むことができるのではと考えた。また，

環境とエネルギーについての見方や考え方を育む第１歩になると考えた。

明確な学習問題 教 材 子どもの思い

第一次 モーターの回る向きは何によって変わる

（３時間） のか？ 乾電池１個 モーターをつないで車を

走らせたいな。

第二次 乾電池を使ってモーターカーを速く走

（６時間） らせるにはどうすればよいか？ 乾電池２個 もっと速く走らせたいな。

第三次 光電池を使ってモーターカーを速く走

（４時間） らせるにはどうすればよいか？ 光電池 マイエコカーを作りたいな。

好奇心 ミニ四駆の自動車はなんであんなに速く走るんだろう？ 自分も作ってみたいな。

追究心 乾電池２個つなぎで速く走るモーターカーを作るには，どうつなげばいいかな？

探究心 光電池を使って速く走るマイエコカーも作ってみよう。

もっと光電池について知りたい。どこで利用されているのかな？

② 授業の実際

わーっ すごい！ （好奇心）

「やってみたい。」「おもしろそう。」教室にミニ四駆を走らせ

るコースを設置すると，子どもたちは口々に言う。Ｂ男は遊ん

だ経験があり，真っ先に車を手にとって遊んでいる。Ｂ男が走

らせると「わーっ すごい！」と歓声が上がった。女子も興味

津々である。Ｂ男に教えてもらいながらＩ子が走らせた。「おも

しろーい。」とモーターカーに関心を高めていった。そこから理

科の学習に入り，モーターを使った「マイモーターカー」の製

作に入った。第３学年時に学習した『回路』を思い出す。「そうだ。輪のようにつなぐんだっ

たよね。」と確認しながら作っていく。女子はなかなかうまく作れない。男子は得意げになっ

て教える。普段はあまり話をしないＮ男が女子にモーターのつなぎ方を説明している。Ｎ男を

褒めると満面の笑みになった。

このように，教室に設置したコースから，モーターカーへの関心が高まっていったのである。

さらにミニ四駆で活動したことにより「もっと速く走らせたい。」という思いが強くなってい

った。この思いを単元の柱に据えることにした。

【教室に設置したコース】
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どうやったら速く走るの？ （追究心）

「どうしたら速く走るのか？」という明確な学習問題のもとに話し合いが始まる。「乾電池

２個にすれば良い。」というのが大方の予想である。しかし，つなぎ方は試行錯誤した。思う

ようにつなぐことができない。Ｂ男やＮ男は，「真っ直ぐつなげばいいんじゃない？」と言い

ながら早々と速く走らせることができた。しかし，Ｙ男は「なんか同じ速さだなあ。」とつぶ

やく。並列つなぎである。Ｂ男のモーターカーとＹ男のモーターカーを比べた。確かにＢ男の

モーターカーは速い。乾電池２個は同じなのにどうして？とみんなの問いになっていく。「じ

ゃあ，つなぎ方を比べてみよう。」ということになった。Ｎ男は，小さい声で「まっすぐじゃ

ないからだよ。」といった。もう一度説明してもらった。「Ｂ男君のは，輪の中に２個つなが

ってる。」「Ｙ男君のはなんか２段になってる感じがする。」と直列つなぎと並列つなぎの違い

に気付いていった。

光電池でも速く走るの？ （探究心）

「テレビで見たことがあるんだけど，ソーラーカーだったかな。」とＮ男が言った。Ｎ男は

自動車への興味・関心がとても高い。太陽電池を載せて走る自動車のことを思い出したようだ。

「あっ，分かる。」とすかさずＹ男が言う。そこで，光電池を提示し，豆電球がつくかどうか

確かめた。「ついた。」と初めての経験に驚く。他にも電子オルゴールやプロペラなどでも確

かめた。するとやはり，車でも確かめてみたくなった。屋上に出て確かめる。「走った。走っ

た。」と光電池で動いた車を見て喜んでいる。しかしＹ男は違った。「なんか，スピードが違

う。光が強く当たるときに速く走るんじゃないかな。」とつぶやく。このつぶやきを取り上げ

た。

学習問題を「光電池をつけたモーターカーはどんなときよく走るのか？」とした。予想とし

て出たのが，「日光がよくあたるとき。」が多かった。また，Ｙ男は「光が強く当たるときだ

よ。なぜなら電灯を二つにしたときモーターが回ったから。一個の電灯じゃ，車が走らなかっ

たからね。」と演示の実験を根拠にあげていた。子どもたちは，次のように２つのことを確か

めることにした。

実験① 光の当て方を変えるとどうなるのか？

・ 垂直に当たるように車をおくと

・ 横むきに車をおくと

・ せをむけて車をおくと

実験② 日かげの車は，鏡を使うと走るのか？

屋上で実験を行った。日なたにおくと勢いよく走る。

「光が強いと速く走るね。」「垂直に日光を当てると，よく

走った。」「平らにするとあまりよく走らない。」と光の強

さや光の当たる角度が関係していることに気付いていった。

実験②についても「日光を鏡で当てると少し走った。」「少

しおそいが走った。」「日光がよく当たらないのか，走らな

かった。」「おしたら走った。」などの気付きがあった。

まとめでは「光電池をつけたモーターカーは，光電池に

日光が垂直に当たったときよく走る。」となった。

理科日記にＲ男は「鏡をふやして走らせたら，もっと速

く走って，鏡が１まいのときよりも，どのくらい速くなる

か調べたいです。」Ｓ子は「この次は，日なたで鏡をたく

【拾ったつぶやきを学習問題に】

【鏡で光を当てて，日かげの車を動かす】
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さん使ってどれだけ電流が流れるのか検流計で調べたいで

す。」Ａ子；「日かげで，鏡を２倍にするとモーターカーがど

れくらい走るのかと，日光が垂直に当たるとどれくらいの電

流が流れるのか調べたいです。」Ｋ男は「やってみたいこと

は，光電池を２まい使って走らせることです。」などさらな

る問いが生まれる。Ｍ子は３年生での学習を思い出し，「鏡

で日光を重ねたら車は走るかな？去年重ねた日光の光でゆで

たまごができたよね。だから，光を集めればきっと速く走る

と思うよ。」とつぶやいた。

そこで次の新たな実験をすることになった。

実験①光電池に鏡を使って光を重ねると，車は速く走るのか。

実験②光電池を２枚使ったら，車は速く走るのか。

結果として，「日なたにおいた車に鏡を使って光を重ねると，

車は重ねないときより速く走った。」「日かげにおいた車に鏡を

使っていくつか光を重ねると，１このときより速く走った。５

こ重ねるともっと速く走った。」「光電池を２こ使うと，車は１

このときより速く走った。」「電流の強さを検流計で調べたら，

１このときメモリ1.2，２このとき1.8だった。」などの発表があ

った。

これらの実験結果から「鏡や光電池が多くなると車は速く走

る。」「光電池の面積が広いほど，光を受けて電流が強くなる。」「鏡

をふやすと光電池に当たる光がふえ，車が速くなる。」などの考

察ができていった。

このようにすることによって，追究からまた次の追究が生まれ，

自分がやってみたいことに挑戦していく探究心を育むことができ

たのである。

Ｙ男を見ても同様のことが分かる。Ｙ男はこの単元の学習が始

まるとミニ四駆に興味を示し休み時間もたくさん遊んでいた。自

分のモーターカーを手にしてからは，いかにスピードアップを図

るか熱心に取り組み，乾電池２個直列に気付くと改造をしていた。

さらに，豆電球を２個自分で用意し，並列つなぎを活用してヘッ

ドライトを装着させ走らせるなど，追究を繰り返していた。

（２）ミニ科学者を育むための理科の単元展開の例２（平成２５年５月～７月）

～ビオトープのメダカをふやそうプロジェクト～（第５学年：魚のたんじょう）

① 単元構想

本単元では，魚を育てることを通して，卵の変化の様子や水中の小さな生き物を調べ，動物の

発生や成長についての見方や考え方を持つことができるようにすることをねらいとしている。本

校の中庭には，ビオトープがあり，様々な水生生物が棲んでいる。しかし，５年生は震災後それ

らの生き物に触れることは少なかった。本単元をビオトープを中心教材として進めていくことで，

まずは，子どもたちの思いや願いを引き出し，ビオトープを自分たちで守っていこうという意識

を持たせたい。クロメダカは，絶滅危惧種になっている。本校のビオトープのクロメダカ（以下

メダカ）も少なくなってしまった。その上，今年度はメダカの放流に協力していただいていたボ

ランティアの方が一線を退き協力は得られない。しかし，『ピンチはチャンス』で，子どもたち

の手で何とかメダカを増やす良い機会である。このことを柱に単元構想を工夫すれば，問いが連

続し，追究を積み重ねるミニ科学者を育むことができるのではと考えた。また，生命の連続性に

ついての見方や考え方がよりいっそう育まれ，ビオトープの良さも実感していくと思われる。

【光電池を２枚使ってみる】

【鏡の光を重ねてみる】

【子どものノートより】
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明確な学習問題 教 材 総合的な学習の時間

第一次 ・メダカを育てるには何が必要なのか？

（３時間） ・オスとメスではどこがちがうのか？

第二次 ・たまごの中でどんな変化が見られるか？

（５時間）

第三次 ・魚は何を食べているのか？

（３時間） ・水槽の中にはどんなものがいるのか？

・ビオトープにもいるのか？

好奇心 教室でメダカを育ててみたい。 どうして減ってしまったのだろう。

感性 たまごの中はどうなっているのかな。

メダカが口をぱくぱくしている。何か食べているのかな。

追究心 オスとメスの違いは他にもあるのかな。

ビオトープの水にも小さな生き物がいるのかな。

探究心 もっとメダカを増やす方法を調べて，メダカを増やそう。プランクトンも増やすと

いいね。子メダカをすくってあげないと。夏休みも続けよう。

② 授業の実際

ビオトープがピンチ！ （好奇心・感性）

「なんかメダカ少ないよね。」ビオトープを見に行ったときの

このＡ子の言葉から，メダカが少ない理由を子どもたちは話し

始めた。「カラスが食べているんだよ。」「つっついてるの見たこ

とある。」「親はたまごを食べちゃうんだって。」「赤ちゃんもだ

よ。」「かわいそう。」まだまだ，人ごとである。

ビオトープができたときに，多くのメダカを放流し，その後

毎年メダカ博士にお世話になり，子どもたちはメダカの放流を

していた。しかし，今年からその博士が高齢のため来ることが

できなくなり，メダカの数自体が少なくなっていた。それに気付いたのが，Ｙ男である。「ビ

オトープ，ピンチだね，先生。メダカがなんか少ない感じがする。」

「教室にメダカを連れて行って育てたい。」Ｙ男がつぶやく。さらに，Ｎ子が「ビオトープ

となるべく同じような環境にした方がいいんじゃない。」と意見を出す。話し合いを通して「メ

ダカをふやす！」という問題意識が高まっていった。その後，自分たちの思いを校長先生にも

伝え，ビオトープのメダカを教室で育てて増やすことになった。

どうしたらたまごをたくさんうむのかな？ （追究心）

教室に連れてきたメダカが卵を産んだ。歓声が上がる。「たくさん産まれてくるといいね。」

と期待も膨らむ。しかし，しばらくたつと，卵を産まなくなってきた。増やしたいという思い

だけではいけないということに気付いてきた。子どもはその理由をいろいろと話し合った。

・水の温度が関係しているじゃないのかな？

・メダカのメスが少ないんじゃないのかな？

・一度卵を産むとしばらくの間産まなくなるんじゃないのかな？

・えさが足りないんじゃないのかな？

様々な考えがでてきた。次の日，Ｅ子がインターネットで調べてきた。日照時間，オスとメ

ビオトープ

水槽

水槽

ビオトープ

ビオトープを見に行こう。

メダカが少なくなっている。

自分たちで守って増やそう。

卵を産ませるのに必要なことは何かな。

もっとメダカを増やしたい。

プランクトンも増やしたい。

なかなかつかま

えられないな。
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スの割合，えさの量，水温が大切であることをみんなに伝え，水槽を確かめることになった。

水温は大丈夫。しかし，オスとメスはどうやって調べるのかが困った。「オスとメスってど

こか違うの？」「そういえば体のつくりが違うって聞いたことがあるなあ。」と理科の時間に

調べることになった。「なんか背びれのところが違うようね。」「本当だ。」「しりびれも違うよ。」

と気付いていく。オスとメスの違いを理解した後で，数を調べたが，オス，メスの割合に問題

はなかった。そこで「えさを増やせば卵を産むのではないか」という考えがＲ男から出てきた。

本などにはメダカのえさは，１日２回程度と書いてあったが，こまめに４回に分けてやること

にした。すると，メダカが再び卵を産みだした。つぶやきノートからも分かるように子どもた

ちは，えさの重要性を実感し，これで増やせるという自信を持っていった。

【つぶやきノート（※１）より】

※１ 日々の観察で気が付いたことを水槽の前に置いたノートに書き込むようにした。

メダカをえさにしてもいいですか？ （感性）（探究心）

メダカを増やそうとがんばっているときに，３年生から手紙をもらった。「わたしたちは，

こん虫の学習をしていて，ビオトープにいるヤゴを教室で育てたいと思います。ヤゴはメダカ

を食べるので，えさにしてもいいですか。」という内容だった。

さて，困った。子どもたちは悩んだ。「増やしたいと考えているメダカをえさにしていいの

だろうか？」と。３年生が帰った後，「先生ちょっと時間ください。」そして相談を始めた。

・ヤゴだって生きて行くにはえさを食べなければだよね。

・ビオトープはメダカだけのものではないんじゃない。

・ビオトープのメダカを食べてしまうのは仕方が無いけど，えさとしてはちょっとな。

・ヤゴってメダカ以外に何を食べるのか調べて教えたら。

などいろいろな考えが出された。結論として子どもたちが書いた返事は次のようになった。

野生のメダカは数が少なくなっていて，三河台小学校ではそれを守っています。私たち

は，そのメダカを増やそうとしています。ヤゴは，ミミズなども食べるようなので，他の

えさをあげてください。プランクトンも食べます。

３年の教室に直接行き，納得してもらった。『生命のつながり』を子どもたちに考えさせる

ことは大切である。３年生からの手紙をきっかけにしてビオトープに棲む生き物の命について

考えることができた。さらには，自分たちの学校のビオトープのよさや，自分たちがやってい

ることの意義について，さらに深く考えることができた。そしてこのことは，今後の食物連鎖

の学習にも生きていくことだろう。

大きくなってね。 （探究心）

見つけた卵は，ペットボトルのミニ水槽に移して，大人の

メダカと一緒にしても大丈夫になるまで育てた。そして，自

分たちが育てたメダカをビオトープに放流した。その数は，

４３匹だった。自分たちでメダカを増やした満足感がある。

しかし，「４３匹ではなあ。」と数の少なさにがっかりしてい

る。Ｙ男やＮ子たちは「もっと増やしたい」という思いがさ

らに強まっていく。「もっと増やそうよ。」と増やすための相談は，まだまだ続く。
【ミニ水槽をしずめる子ども】
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もっとメダカをふやそう！ （探究心）

理科で，『メダカは水中のプランクトンを食べること』を調べた。ビオトープにもたくさん

のプランクトンがいることが分かった。ここからプロジェクトがさらに進んだ。子どもたちが

やりたいことは大きく２つに分かれた。１つはミニビオトープを作って，外敵から守って増や

す(メダカ養殖チーム)。もう１つは，ミジンコをたくさん増やしてビオトープのえさを増やす

（プランクトン養殖チーム）。養殖場は，中庭の網で囲まれた飼育小屋の空き部屋に作られた。

メダカ養殖チームは，発泡スチロールの容器に，赤玉土と，ホテイアオイと，アオミドロなど

を入れ，オスとメスの数を数えながらメダカを入れた。プランクトン養殖チームは，捕まえた

ミジンコとアオミドロを入れた。

しかし，このままでは，生まれた子メダカを守る

ことはできない。「こまめに様子を見に行き，子メダ

カを見つけたらすくって別の容器に移そう」という

ことになった。メダカを増やすには，えさと日光と

人の手が必要だと学んだことから，このような計画

が進んだ。子どもたちは，夏休みに入っても養殖場

に足を運び，つぶやきノートに記録している。この

プロジェクトは，現在も継続中である。

【夏休み中のつぶやきノートより】

ビオトープのメダカを増やしたいという子どもの思いを柱に単元を構成したことで，理科の学

習での追究活動に必要感が生まれた。この追究活動で解決した『卵の中の成長』『オスとメスの

分別』『魚のえさ』のことを，メダカを増やす活動に生かし，総合的な学習でプロジェクトを展

開することで，動物の誕生を探究し続ける「ミニ科学者」が育っていった。

（３）ミニ科学者を育むための生活科の単元展開の例（平成２５年６月～７月）

～だいすき ぼくたち わたしたちの三河台～（第２学年）

①単元構想

子どもたちは，２学年に進級し，家庭から地域へと行動範囲が広がりつつある。しかし，その

行動範囲は登下校の道路周辺が主で，自分が住んでいる地域のことをよく知らない子どもが多い。

そこで，この単元では，互いに知っている場所や情報を共有する中で自分と地域との関わりを深

めていくことをねらいたい。そこで，三河台地区の中で自分が知っている「耳」「鼻」「手」「目」

「口」など五感を通して感じた生活経験を紹介し合い，「三河台わくわくマップ」にまとめなが

ら，情報を伝え合う。その情報について「もっと知りたい。」「もっと調べたい。」という意欲を

高め，児童の思いや願いを生かしたこだわりのある活動ができるようにしたい。こだわりを持っ

た探検の連続によって，気付きの質が少しずつ高まっていき，地域との関わりが深まりさらに興

味や関心が高まるであろう。「三河台わくわくマップ」にも気付きの質が高まった情報が増えて

いき，それを共有していくことで，思いや願いを連続させた追究活動，探究活動が生まれ，地域

【メダカ・プランクトンの養殖場】

【ビオトープのメダカを守ろう】
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と自分の関わりに目を向けていく子どもや地域の良さを発見する子どもが育っていくであろうと

考えた。

予想される学習活動 学習材

第一次 町のひみつを教えるよ

（４時間） ・気になる場所を紹介しよう 『音』

１ ・行きたい場所を決め，探検の計画を立てよう 『におい』

学 第二次 町探検に行こう 町のことを伝え合おう 『味』

期 (13時間） ・町探検をしよう ・探検してきたことを 『手ざわり』

（繰り返しの活動） みんなに教えよう 『色』

『もの』

第三次 町探検 PartⅡの計画を立てよう 『人』 など

（３時間） ・もっと探検したいところ・人を決めよう

２ 第四次 町探検 PartⅡに行こう 町探検したことを わくわくマップ

学 (12時間） ・町探検をする 発表しよう

期 （繰り返しの活動） ・工夫して発表しよう

・お世話になった方を

発表会に招待しよう

好奇心 知らない場所にも行ってみたいな。

追究心 あの『におい』は何のにおいかな？行ってたしかめよう。

探究心 他にも『におい』がする場所があるんだ。何があるかまたたしかめよう。

そこの『人』にインタビューして話を聞いてみよう。

②授業の実際

「いろいろな音・におい・物・味・人が…。」 （好奇心・感性）

「あそこの店はいいにおいがしたよ。」「いつもつまずく石ころが

あるんだよね。」「不思議な道があるんだよね。」「風がふっと吹く場

所があるよ」などと自分が知っている情報をどんどん出し合ってい

く。登下校などで子どもが得た「色」「におい」「音」「手ざわり」「人」

に関する感覚である。その情報を「わくわくマップ」まとめると，

「わたし，花屋さんに行ってみたい。」とＳ子。みんなも行きたい

場所がはっきりとしてきてＳ子に賛同した。

「もっと知りたいな，行ってみたいな。」 （好奇心）

いろんな場所に行ってみたいという意欲を高めた子どもたちは，話し合いの後，情報をまとめ

たマップをじっと眺める。自分が持っている土地勘と地図を整理しているようだ。しかし，その

場所へ行くにはどうしたらいいかわからない。「先生，わかんなくて行けないよ。」と相談して

くる。「じゃあ，どうしたら行くことができるかな。」と投

げかけると「知っている人と一緒に行けばいいかな。」「み

んなで相談すればいいんじゃない。」となり，さらに話し

合いを持つことになった。『もっと知りたいところ』や『行

ってみたいところ』について話し合う。「私は花屋さんに

行って，花のにおいをたしかめたいな。Ｒ子さんに教えて

もらいたいです。」するとＲ子は「いいよ。いっしょに行

こう。」と笑顔で返してきた。その他にも「転ぶ石を見て

みたーい。」「ふしぎな道を見てみたい。」などそれぞれの

思いを膨らませ，計画を立てていった。

地
域
の
中
の

【わくわくマップへ書き込み】

「ここに行きたいよー。」
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さあ，町探検に行こう。 （追究心）

いよいよグループごとに町探検に出かける。Ｓ子は，行ったこと

のない『花屋さん』に行くことになった。Ｒ子と一緒である。花屋

さんで「わー，かわいい。においもする。この花なんて言うのかな

あ？聞いてみよう。」すると花屋さんが「かすみ草だよ。」と教えて

くれた。Ｓ子はさらに「なんか見たことあるんだけど，どんなとき

に売れるんですか？」とインタビュー。「バラとかと一緒に贈り物

にする人が多く買いますね。」Ｓ子は「あっ，そうだ。先生方のお

別れの式のときに見た。」と思い出す。花屋さんに花の種類につい

て教えてもらった子どもたちは，「いいにおい。においをかいでもいいですか？」とにおいにこ

だわっていく。「においがちがう。」「この花のにおいが好き。」とこの日の花屋さん探検は終わ

った。

あのにおいはなんだろう。 （探究心）

花屋の帰り道に，ある店の前を通った。Ｒ子が「なんか，いいにおいがする。」Ｓ子たちも「本

当だ。食べ物のにおいだよ。」「この次は，ここに来てみようよ。」実は焼き鳥屋の前を通ったの

である。しかし，子どもたちは何屋さんかはわからない。帰校してからの話し合いでさっそく，

「花屋さんではいいにおいの花がいっぱいありました。この次は帰り道にあったいいにおいのす

る店に行ってみたいな。」とにおいにこだわって次の探検へと向かった。

次の探検ではその焼き鳥屋に出かける。「何の店ですか？」とＳ子が質問する。「焼き鳥屋で

すよ。」と返事をもらい，子どもたちは，「焼き鳥のにおいだったのか？」「おいしそうなにおい

だったもんね。」と納得していく。店の人が「昼はそんなににおわないと思っていたんだけど，

やっぱりにおうんだね。」と言うと「どうしてですか？」とすかさず質問する。「店はね，夕方

からしかやってないんだよ。」と教えてもらい，営業時間があることに気付いていった。「じゃ

あ，夜はもっとにおいがするんだね。」というと，「今度来たら，焼いているところをみせてあ

げるよ。そしたらもっとにおいが分かると思うよ。」と言ってもらい，もう一度，訪問すること

になった。再度の訪問で実際に焼いてもらうと，換気扇からのにおいに，「いいにおいだね。お

客さんもたくさん来るんじゃない。」などとつぶやいていた。

町探検したことを伝えよう。 （探究心）

探検したことを振り返り，見つけた物，聞いたこと，調べ

たことを新聞やパンフレットなどを作成して伝え合った。Ｓ

子は，新聞形式にまとめ，「三河台には，いいにおいのする店

屋さんがありました。花屋さん，焼き鳥屋さんです。他にも

ないか２学期に確かめてみたいです。」と発表した。においに

こだわったことを称賛すると，もっと調べてみたいという意

欲がさらに高まった。

においにこだわったＳ子の例を述べてきたが，他にも『色』，

『花』，『音』，『道』，『石』にこだわる子どもの姿があった。

しかし，まだこだわりを見つけていない子どももいる。いろ

いろなことに好奇心を持っている子どももいるので，それも

認めていきながら２学期の活動では気付きの質を高めるよう

にしていきたい。こだわりを持っている子どもは，繰り返し

探検に行く意欲や２学期にも行ってみたいという思いが連続

していった。繰り返しの活動と気付きの拾い上げによって，

次の活動で気付きの質が高まっていった。

「この花はかすみ草です。」

【まとめた新聞】
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（４）六華プロジェクトの実践
①わくわくショータイムで表現力の向上を
第３学年「チョウの成長～卵から成虫まで～」（平成２５年７月）
「みんな聞いてくれるかな？」「チョウ博士は来てくれるかな？」と緊張気味の３年生。わく

わくショータイムの直前の子どもたちの言葉である。今まで育ててきたモンシロチョウとアゲハ
チョウの成長の様子を全校生に向けてプレゼンすることになった。
「いろんな方法で発表すれば，みんな喜んでくれるかもしれないよ。」とＫ子の提案で発表方

法をみんなで話し合った。Ｔ子は，「今までチョウ博士にお世話になったから，招待したいです。
勉強したことを聞いてもらえればいいと思います。」と提案。招待状を書いて来てもらうことに
なった。
それまで，チョウ博士に協力してもらいながら卵から成虫までの変 ＜考えた発表方法＞

化の様子をモンシロチョウとアゲハチョウを比べながら毎日観察して ・パソコンで写真提示

きた。羽化の瞬間も見逃さずに観察することができ，「でてきた，で ・劇

てきた。すごーい。」「羽をかわかしてるよ。」など感動していた。そ ・絵本

の感動を伝えようと，発表方法ごとに分かれた班で伝える内容を考え ・ペープサート

ていった。 ・巻き物

パソコンで写真を提示する班では，最初は「これは卵の写真です。 ・ポスターセッション

大きさは１ mmぐらいです。」という説明だった。ところがＹ男が， ・紙しばい

「写真の説明だけじゃだめじゃない。ぼくたちが感じたことも言おう
よ。」と提案し，「モンシロチョウの卵の大きさは，1mmぐらいで見つけるのがたいへんでした。
肉眼ではなかなか見えないので顕微鏡で見てみました。するとトウモロコシのような形をしてい
ることが分かりました。アゲハチョウの卵は球のような形だったけど，モンシロチョウの卵はと
んがっていました。」という発表になっていった。

ペープサートの班では，「この大きさじゃあ，みんながわ
からないよ。もっと大きく作り直してやってみようよ。」と
チョウの卵や幼虫の絵を大きく描き直していった。絵を大き
くしたことで動かし方も工夫し，「おいしい葉っぱだ。どん
どん食べて大きくなろう。」と幼虫の気持ちになって上手に
伝えることができた。
チョウ博士の前で劇で

発表した班のＳ子は，「チ
ョウ博士が来てくれて，
とってもうれしかった。」，
１年生の前で発表したＲ
子は，「真剣に聞いてくれ
てうれしくなった。」と感

想を述べた。学習してきたことを相手意識を持って発表の仕
方を考えたことで，自分たちが観察してきたことをさらに実
感して新たな知となっていった。このように六華プロジェク
トで相手意識を強く持つことで表現する力がさらに高まって
いった。

第６学年「わくわくサイエンスショー」（平成２５年７月）
６年生が科学の面白さ・不思議さを追究する場，そして科学の面白さを伝える場として毎年取

り組んでいるプロジェクトの１つである。全校生を相手に発表するだけでなく，科学ネットワー
クの連携校である「清明小学校」の２年生を招待する壮大な発表
の場となっている。
６年生の子どもたちは一か月前から総合の学習「キッズプロジ

ェクト」と関連させながら，グループごとに実験テーマを決めて
きた。様々な実験内容が子どもたちから挙げられた。その際「理
科で学習したことをもっと追究したい。」「知っているけどその理
由を知りたい。」「テレビで見た実験に興味をもち自分でも調べた
い。」「科学クラブで行った実験をみんなにも伝えたい。」といった
子どもたちの思いや願いが出され，子どもたちの日常的な科学へ
の関心の高さがうかがわれた。
実験の進め方や方法，科学的な根拠などを明らかにするために何度も実験を行ったり資料で調

べたりするなど，まさに試行錯誤しながらの取り組みが続いた。なかなか成功に至らない実験も
あったが「なぜ上手くいかないのか」をみんなで思考し実験を繰り返すことで，そこから科学的

【科学的な言葉の説明】

【パソコンで写真を提示】

【ペープサートで動きを工夫】
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な根拠の理解が深まる姿も見られた。また「ショーであること」「発表
の対象が下学年である」ということも意識させ，相手に興味をもたせ
るような発表方法，内容，話し方などを工夫するよう働きかけた。そ
の結果，実験の必然性を劇化する，クイズにする，絵図でまとめる，
体験させるなどして低学年の児童にも大きな驚きや科学の楽しさを伝
えることができた。

子どもたちは「不思議な実験が楽しく
できた。」「やっているうちに科学者のよ
うな気持ちになれた。」「みんな楽しそう
に聞いてくれて嬉しかった。」など，自分
たちの手で科学を追究し発信できたとい
う満足感や科学の楽しさを改めて実感で
きた。聞き手を意識した表現活動の発表
の場としても，たいへん有効な実践であ
った。

②おもしろパークとワンダーステーションの活性化
おもしろパークとワンダーステーションとの連携（平成２５年５月～７月）
もの作りを通して，科学の楽しさや不思議さを伝える「おもしろパーク」。そして，実験や観

察ができる「ワンダーステーション」。どちらも子どもたちに人気である。今年度は，この両者
を連携して行うことで，子どもたちの科学に対する興味や関心をさらに高めることができるので
はないかと考えた。
５月の「おもしろパーク」で，ベンハムのコマ作りを行った。子どもたちは，白黒のもようの

コマを回すと，色が見えることが不思議で，何度も回して確かめていた。
そこで，ワンダーステーションに，「不思議なコマを回すと何が見えるかな？」と題して，ベ

ンハムのコマの他，写真のようなホログラムシートを貼ったコマを置いたコーナーを設置した。
すると，子どもたちは，「色が見えるのは不思議だね。」「光が浮き上がって見えるね。」などと
つぶやきながら興味深げにコマを回していた。
しばらくすると，ベンハムのコマについて調べ「今度は，このもようのコマを作ってみたい」

と提案する子どもの姿や，実際に右下のコマを作った子どもが見せに来たりするなど，興味を持
って取り組んだ子どもも見られた。
このように，「おもしろパーク」と「ワンダーステーション」を連携することによって，より

子どもたちの科学や自然に対する興味や関心を深め，追究する意欲を高めることができたと考え
る。今後もこの取り組みを続けていきたい。

さらに，「自分たちで創ろう！ワンダーステーション」と称し子
どもたち自身の手で新しい物を設置しようと考えた。
職場体験で本校に来ていた中学生たちが，お世話になったお礼

として，ワンダーステーションに，ビー玉を転がしてレールの上
を４回転する新しいコーナーを作った。
このコーナーは，たちまち人気となった。しかし，徐々に，高

学年の子どもを中心に「もっと，たくさん回転させたい！」とい
う声が大きくなった。その願いを受け止め，希望した子どもたち
にコーナーを延ばすことに挑戦させることにした。
なかなかうまくビー玉が転がっていかなかったが，子どもたち

は創意工夫し，うまく転がるレールのつなぎ方や転がす玉の重さ
など，次第にコツを突き止め，ついに完成した。
このような姿は，まさに本校で求める「科学し続けるミニ科学者」の姿であると考える。ワン

【下級生と一緒に実演】

【ベンハムのコマ】 【子どもが作ってきたコマ】【展示したコマの一つ】

「もう少しで完成だ」

＜実施した実験内容＞

・ゴムの力

・物質と温度の関係

・水中シャボン玉

・ダイラタンシー

・比重

・果物電池

・大気圧

・小麦粘土

・表面張力

・人工イクラ

・スライム
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ダーステーションは，子どもたちが創り上げ，発信していく場としても活用していきたい。

（５）科学ネットワークの構築
本校では，これまでも地域ボランティアの方や教育施設と連携して，理科や生活科の授業だ

けでなく他教科や他領域との関連を図ったり，日常的に科学に触れる面白さや楽しさを味わわせ
てきた。今年度は，これまで行ってきた他の小学校や地域ボランティアの方との連携などにプラ
スして，新たに高校生（スーパーサイエンスハイスクール指定校）との活動や，全国の科学好き
の先生方によるサイエンスワークショップ，各種の科学的なイベントへの参加，県内の理科が苦
手な教員向けホームページ（福島県教育センター）への授業実践掲載の中心的役割などを充実さ
せたいと考えた。

①宇宙飛行士『山崎直子』さんの講演会への参加（平成２５年７月）
宇宙飛行士の『山崎直子』さんの講演会があり，科学教育

を推進している本校へ参加の誘いがあった。メダカを増やす
作戦を展開している５年生のＳ子は，『宇宙メダカ』のことを
知り，メダカの実験の話を聞きたいと，次の質問をした。「宇
宙ではメダカはどうやって泳ぐんですか？」山崎さんは，メ
ダカの実験はしていないということだったが，「宇宙では，無
重力なのでいろんな方向を向いて泳いでいるようです。でも
慣れてくると地上と同じように泳ぐようになるのですよ。」と
丁寧に答えてくれた。Ｓ子は直接教えてもらったことに感激
していた。メダカへの興味・関心は『宇宙メダカ』にまで広
がっていた。問い続ける姿がここにもあった。

②モモの木プロジェクトへの参加（高校生と共に 平成２５年８月）
福島県立福島高校では，スーパーサイエンスハイスクールとし

て様々な事業に取り組んでいる。今年度は，課題研究に取り組ん
でいる生徒たちとの交流会を１０月に企画し，今検討会が実施さ
れている。この交流会では，小学生でも分かる「生物」「物理」
の交流会にしようと打合せ会を何度か持っている。本校にとって
は，すごい研究を分かりやすく説明してもらい，自分も本気で理
科の学習を頑張りたいという思いを持たせるとともに，身近な存
在である高校生に対してあこがれを持たせたいというねらいもあ
る。この取り組みはこれからであるので本論では述べられないが，
その１つとして福島高校が「福島の復興」をねらいとして立ち上
げたプロジェクトに本校の５年生が参加した。

このプロジェクトは，高校の生物研究班の生徒が，自らの手で福島の象徴でもある桃の木を放
射線に影響なく，安全にしかもおいしい桃を育てるという取り組みであるが，高校生の育て方の
工夫を理解するとともに植物の成長についての学習を深めるきっかけとなればと考え，交流する
ことになった。
◇ 収穫に参加した子どもたち ～同じ木でも桃はそれぞれ色が違うんだね～
実際にモモの収穫に参加した子どもたちは，上の方の桃と下の方の桃の色が違うことに気付い

ていく。Ｒ男は「太陽がいっぱい当たる上の方のモモが甘いんじゃないか。」と予想していたの
で上と下のモモの違いにすぐに気が付いた。「上の方は色が紅いのが多くて，下の方は白っぽい
のが多いよ。」Ｋ男がすかさず「本当だ。全然違う。でもなんでかなあ。」と不思議がった。Ｋ
男は近くにいた高校生に聞いてみた。「上の方は太陽がいっぱい当たって紅くなるらしいよ。」
と教えてもらった。Ｒ男は「やっぱりそうだ。じゃあ，上の方のモモをとろう。」と脚立を使っ
て丁寧に採り始めた。
その後，実際に食べてみる子どもたち。しばらくしてＲ男は，

ねえ，下の方の桃も採って食べ比べてみない。お兄さんいいで
しょう」高校生も了解してくれ，全員で食べ比べてみることに
なった。「なるほどやっぱり味も違うんだね。」同じ木の桃では
あるが，実の場所によって味が違うことに驚きを持って学んで
いった。
収穫したモモを見ると，枝がモモに食い込んで傷がついてい

るものが多い。子どもたちもそのことに気が付いていき，「こ
れどうするの？」と疑問が生まれた。高校生に「こういうのは，
ネクターっていう飲み物になるんだよ。」と聞いて一安心。
その後，小学生と高校生との意見交換を行った。子どもたち

【山崎直子さんへ質問】

【脚立を使って上の方のモモを収穫】

【高校生と意見交換】
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は，改めて身近なところに豊かな自然があることを実感することができた。高校生からは，「い
つも食べている桃も，実際育ててみるとたいへんな苦労もあるし，味にも取り組み方（愛情のか
け方）で微妙な違いがあるんだよ」「実際に自分の力でチャレンジしていくことが大切だよ」な
どと教えていただいた。
体験を通して植物の成長について考える機会を得ることができた子どもたちであるが，これが

きっかけとなって福島の豊かな自然に関心を持ったり，直接見たり聞いたすることの大切さを実
感することができたと考える。この秋行われる予定の，研究交流会もますます楽しみであり，様
々な人との交流を通して科学を楽しく，そして学び続ける子どもを育んでいきたい。

③科学好きな先生方によるワークショップ（平成２５年４月）
全国の科学好きな先生方によるワークショップが本校で開催され

た。それぞれの専門性を生かして小学生向きの科学実験やものづくり
コーナーを設けた。子どもたちは自分が興味あるところに行って，科
学実験などを体験。普段はなかなか体験することができない貴重な科
学体験をすることができた。時間もたくさんあったため，たくさんの
ワークショップに参加することができ，科学の不思議さやおもしろさ
を肌で感じることができた。
最後に感想を発表したＥ子が「たくさんのものを作ることができて

とても楽しかったです。特にテレビ石は不思議でした。」と述べたよ
うに充実した時間を過ごすことができた。

④理科ペディア（理科が苦手な教員向けの授業実践紹介ホームページ；福島県教育教育センター）
への授業実践掲載会議の本校での開催（平成２５年８月）
平成２４年度に立ち上げられたこのホームページに本校の実践を紹介している。しかし，紹介

されている実践の数がまだまだ少ない。さらに充実させようと本校を会場として、連携している
学校の教員やＳＳＴＡ会員が集まり，ホームページの作成に当たった。本校のみならず，他校の
優れた実践も県内の各校へ発信できるシステムなので，今後も科学教育の中心的役割を果たして
いくことができればと考えている。

５ 実践から見えた成果と課題
（１）授業実践から
① 改めて感じた教材・学習材の重要性
「科学する」ことの始まりは，「あれ！」「どうして！」など子どもが持っている知的好奇心

がゆさぶられることにある。そのためには，子どもたちが出合う「材」を工夫していかなければ
ならない。「科学し続ける」ためにも，興味・関心が持続したり，こだわりをずっと持ち続けた
りする「材」が必要である。
４学年理科の実践では，教室に「ミニ四駆を走らせるコース」を設置したことで，「マイモー

ターカー」への関心が高まり，「速く走らせたい。」という願いから乾電池のつなぎ方・数，モ
ーターの回り方を追究する学習へ必然的に結び付いていった。また，「マイモーターカー」を単
元を通して活用したことで乾電池だけでなく光電池でも車を走らせたいという願いが生まれ，光
電池を使った学習の追究に結び付いていった。
５学年理科の実践では，ビオトープがピンチであることを引き出すために，子どものつぶやき

を取り上げていった。今年度は，これまでお世話になった『メダカ博士』が一線を退いたことも
伝えた。そこから，「自分たちの手で」なんとかメダカを増やしてビオトープを守っていこうと
いう意欲を引き出すことができた。ビオトープという「材」を単元を通して活用することで，メ
ダカの雌雄の区別を追究する活動やメダカの食べ物を追究する活動へと必然的に結び付いていっ
た。
２学年生活科の実践では，「わくわくマップ」を活用して単に生活経験を紹介するのではなく，

「音」「におい」「味」「手ざわり」「色」など好奇心や感性を発揮させる視点を明確にして紹介

【カルメ焼きワークショップ】 【ふわふわダコで遊ぶ子どもたち】

＜実施されたワークショップ＞

・ コップの中に虹を作ろう

・ ふきゴマを作ろう

・ カルメ焼きを作ろう

・ 偏光板で見てみよう

・ ふわふわダコを作ろう

・ タンポポの違いを見つけて

押し花を作ろう

・ 桜島の火山灰を見てみよう

・ テレビ石を見てみよう

・ 風船の不思議をさぐろう

など
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し合ったことで，自分もここに行ってみたいという思いを引き出すとともに，視点に沿ったこだ
わりのある活動に結び付いていった。
このように，好奇心を育むには，「材」との出合いや取り上げ方を工夫することが大切で，そ

のことが，追究やこだわりのある活動に結び付いていくことを改めて実感することができた。
しかし，教材を意識しすぎると，教材・学習材ありきの授業になってしまい，その教材や学習

材を使うことが目的のようになってしまうこともあった。教材・学習材を子どもたちの思考の流
れに沿ってうまく活用していかなければならい。

② 明確な学習問題の必要性
追究活動に入ったときは，「～しよう。」のめあてではなく「～なのか？」と「？」のつく学

習問題を明確にしていった。これまでの授業を振り返ったときに，追究活動の際も「～しよう」
という行動目標が掲げられることが多かった。このことで，追究内容が不明確となり，まとめも
あいまいになっていた。
第４学年理科の実践では，「モーターの回る向きは，何によって変わるのか？」や「乾電池を

使ってモーターカーを速く走らせるにはどうしたらよいか？」などを学習問題とした。このこと
で考察もこの視点に沿って行うことができ，追究のねらいに迫ることができた。第５学年理科の
実践でも，「ビオトープにメダカのえさとなる生き物はすんでいるのか？」や「オスとメスでは
どこがちがうのか？」という学習問題がメダカを増やそうプロジェクトの活動から自然と生まれ，
追究する意欲の高まりが見られた。また，育てることと自然の営みの厳しさなどをビオトープで
の活動（同居する肉食のヤゴとメダカの成長）で葛藤する姿，感性が研ぎ澄まされる悩みも，実
はこれからの科学教育では大切であると考えている。
第２学年生活科の実践では，「におい」などの視点を明確にしたため，活動の中の気付きから

次の活動へのこだわりが生まれ，また行って確かめようという連続した活動となっていった。
このように，追究心を育むには前述の「材」を工夫すると共に，学習問題や活動の視点を明確

にすることが大切で，視点がずれずに考察できたり，気付いたことに対して適切な意味付けや価
値付けができたりすることが実感できた。
しかし，考察や話し合いの際に自分の考えや感じたことをうまく言葉で伝えることができない

ことが多い。特に理科の場合は根拠を明確にした説明ができないこと，生活科の場合は，対象と
の関わりが薄い子どもがいて，気付きの質の高まりがあまり見られないことなどが課題としてあ
げられる。

③ 問いの連続による学習の継続性
追究活動が終わると，教師としては教科書に載っている言葉でまとめたくなる。結果が多少違

っても強引にまとめに持っていってしまう傾向がある。これでは，次の問いはなかなか生まれて
こない。問いを連続させるには，考察をしていく中で生まれる新たな疑問や納得できないことを
見逃さない教師の目が必要になってくる。
第４学年理科の実践では，「マイモーターカーを速く走らせたい」という子どもの思いを柱に

据えたことで，追究活動の後にも「もっと速く走らせるには…」「光電池を使っても…」などの
新たな願いや問いが生まれた。第５学年理科の実践では，「メダカを自分たちの手でふやそう」
という願いを柱に据えたことで，ふやすためにはどうしたらよいかという大きな問題を解決して
いくために理科の授業と総合的な学習の関連を図り，追究の場と活動の場を保障したことで，「メ
ダカは何を食べているのか？」「ビオトープにもえさとなる生き物がいるのか？」など問いが連
続していった。
第２学年生活科の実践では，「音」「色」「におい」などを子どもたちに五感を意識させたこと

で，こだわりのある活動が生まれ，次はここに行ってみたいという願いを持ち，活動が連続して
いった。
このように，子どもたちの思いや願いを単元の柱に据えて単元を展開していくことで，問いが

生まれ，追究意欲が高まり，次の追究へ結び付いて，「科学し続ける」子どもを育むことができ
た。単なる理科，生活科の一単元の学習だけでなく，子どもの思いや願いを柱にし，他教科や他
領域と関連を図った大単元構想が「科学し続ける」子どもを育むことに必要なことが見えてきた。
しかし，まだまだ子どものつぶやきを教師が見逃している場合がある。問いを連続させるため

に，理科では，話し合いの充実と理科日記の活用，生活科では，気付きを拾い上げ，適切な言葉
かけをしていくことを日々忘れてはいけない。

（２）六華プロジェクトから
① わくわくショータイムで表現力の向上を
授業で学んだことを，聞き手を意識して発表することは，知の定着を図ったり，コミュニケー

ション能力やプレゼンテーション能力といった表現力を向上させることにつながる。
第３学年の「チョウの成長」の発表や第６学年の「わくわくサイエンスショー」の発表では，
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子どもたちが思い思いに表現方法を考え，「どうしたらわかってもらえるかな。」と聞き手のこ
とを考えて発表する力がたいへん高まった。発表し終わった子どもたちの感想には，「真剣に聞
いてもらえるのか不安だったけど，一生懸命聞いてくれたのでうれしかった。」「科学者のよう
な気持ちになれた。」などの声が聞かれた。「科学し続ける」ためには，このような活動で「ミ
ニ科学者」の意欲を高めていくことはたいへん有効である。

② おもしろパークとワンダーステーションの連携
教師によるものづくりワークショップ「おもしろパーク」で作ったものをワンダーステーショ

ンに展示したり，子どもの手で工夫した物を展示したりしたことでワンダーステーションの活用
が図られ，日常的に科学にふれる楽しさを味わわせることができた。
今後も常に科学的な環境の整備に目を向ける六華プロジェクトの推進が必要である。

（３）科学ネットワークの構築から
今年度から構想した科学ネットワークであるが，本校がこれまで科学教育を推進してきたこと

が浸透していて，宇宙飛行士の講演会への参加や高校生とのコラボレーション，全国から集まっ
た科学好きの先生によるワークショップの開催等，少しずつではあるがつながりが広がり，それ
が子どもたちの「科学し続ける」様々な活動の支えとなってきている。これまでも，他校との交
流や地域の人材活用などを行ってきたが，こういった科学的な活動でのつながりを深いものとし，
福島の科学教育の中心となっていくことは，本校の科学教育の推進にもつながる。
今後もさらに，高校生との学習や他校との学習の充実を図っていきたい。また，理科ペディア

の作成にも協力し，本校の実践を発信して，科学教育の中心的役割を担っていきたい。

（４）アンケート・学力検査の結果から
福島県が昨年１１月に実施した第５学年理科の学力テストの結果は，下の通りである。おおむ

ね良好で，高い水準を維持している。
全国平均値 福島県平均値 本校
６７．３ ６７．４ ７６．４

また，本校が独自に継続的に行っている意識調査でも，予想を立てながら観察や実験を行うこ
とが好きで，わかったことをしっかりとまとめていることがうかがえる。
しかし，項目 11 の「どうしても知りたいと思って…」の肯定的回答は約７３％で，まだまだ

好奇心への刺激が足りないことが分かる。また，項目 12 の「自分の考えを説明したり…」の肯
定的回答は約６２％で，分かったことを論理的に説明する表現力がまだまだ身に付いていないこ
とが分かる。さらに，項目６「…生活の中で…」項目７「…疑問を質問したり調べたり…」の肯
定的回答率は低く，自分の生活と関連付けて考えること，いわゆる科学の生活化が十分なされて
いないことも分かる。
これらのことから，理科の追究活動には意欲的に取り組むが，それが子どもの思いや願いとま

だまだ結び付いていないことが伺える。やはり，身近な生活と関連を持たせた単元構想の中で，
追究を連続させていくことが必要になってくることがさらに見えてきた。

＜アンケートの結果（平成２５年７月）＞
■情意面調査 「いつも」「だいたい」の肯定的な思考の回答率（単位％）

３年 ４年 ５年 ６年 全体

１ 理科は好きだ。 90.7 98.6 95.5 92.6 94.5
２ 理科の学習は大切だと思う。 84.1 96.1 98.5 95.5 93.5
３ 理科で学習したことは，自分の生活や将来の役に立つと思う。 68.3 93.6 95.9 94.1 87.8
４ 観察や実験を行うのが好きだ。 89.3 94.9 95.8 98.4 94.5
５ 家で理科の自主学習をしたことがある。 35.4 56.8 51.3 65.1 51.9
６ 理科で学習したことを，生活の中で観たり試したりしたことがある。 57.8 68.2 54.0 57.1 59.6
７ 科学や自然についての疑問を質問したり調べたりしたことがある。 60.4 65.7 53.9 55.0 59.0
８ ワンダーステーションを活用したり，ビオトープを観察したりしている。 70.9 73.3 77.0 68.8 72.5
９ わくわくショータイムやおもしろパークの時間が好きだ。 88.6 83.4 90.6 89.8 88.0
10 理科の授業はよく分かる。 82.8 93.6 89.5 94.1 89.9
11 「どうしても知りたい」と思って理科の学習に取り組んでいる。 59.1 80.6 68.8 84.0 72.9
12 理科で自分の考えを説明したり発表したりしている。 56.5 63.2 60.7 69.4 62.3
13 理科で自分の予想を持って実験観察を行っている。 74.9 96.1 90.4 98.5 89.9
14 理科で観察や実験の結果をもとに分かったことをまとめている。 77.5 94.8 86.4 99.9 89.5
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６ 次年度の教育計画
次年度も，「科学し続ける」をキーワードに次のような構想を教育計画に位置付けて実践を積

み重ねていきたい。
（１）全体構想

科 学 が 好 き な 子 ど も の 育 成
～科学し続ける「六華ミニ科学者」育成プラン２０１４～

科学し続ける子ども

身近な事象や「人・もの・ 「なぜ・どうして？」の事 確かめた事象と身近な生活
こと」に対して「なぜ・ど 象に対してを自分から確か との関連を考え，主体的に
うして？」をもつ子ども められる子ども 関わろうとする子ども
好奇心と感性をもった子ども 追究心をもった子ども 探究心をもった子ども

主体的な問題解決学習の充実

授業実践 日常的な科学
大単元構想 とのふれあい

プラン１（新規） プラン２（修正）

問いが連続する単元構想 教材・学習材の工夫 六華プロジェクトの企画・運営
・子どもの思いや願いを生 ・好奇心をくすぐる教材 ・ワンダーステーションの整備

かした単元構想 ・追究心をかきたてる教材 ・わくわくショータイムの実施

・他教科，他領域との関連 ・探究心がふくらむ教材 ・おもしろパークの実施

言語活動 科学ネットワークの連携

プラン３（新規） ・スーパーサイエンス校との連携

言語活動の充実 ・連携校との相互交流

・「発表プラン」の活用 ・地域の教育資源の開発

・科学的な見方や考え方を広げる表現活動 ・ネットワークの有効活用

科 学 の 生 活 化

子どもが本来もっている好奇心・向上心 素朴な概念

これまでの成果と課題をもとに，上の図のように次年度の研究の構想を考えた。子どもたちの
変容やこれまでの取り組みから，「科学し続ける子ども」を次のようにとらえたいと考える。

１ 好奇心・感性をもった子ども…身近な事象や「人・もの・こと」に対して「なぜ・どうし
て？」をもつ子ども 自然の営みを素直に感じる子ども

２ 追究心をもった子ども…「なぜ・どうして？」の事象に対して自分から確かめようとする
子ども

３ 探究心をもった子ども…確かめた事象と身近な生活との関連を考え，主体的に関わろうと
する子ども
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（２）次年度の研究構想の柱
２０１３年度は「科学し続ける子ども」の育成をテーマに，「授業実践」を中心として「六華

プロジェクト」「科学ネットワーク」の３つを柱に実践を行ってきた。教材や学習材を工夫し，
学習問題を明確にすることにより，子どもたちの思考・判断を促し理解につながったと思われる。
しかし，実践を通して私たちは次のような子どもの姿もとらえている。
授業の学習が終わるとともに子どもたちの興味や関心も薄れてしまう。←意欲の持続
授業だけの学び（科学的思考力）にとどまりがちである。←活動の場の広がり・深まり
私たち教師が理想と願う「科学し続ける子ども」にはまだまだ程遠い状況である。この課題の
解決には「子どもの思いや願いに即した単元展開の見直し」「単元展開に見合った教材・学習材
の工夫」そして，「生活との関連を意識した日常，即ち科学の生活化」に焦点を当てた研究が必
要と考えた。さらに，科学的な見方や考え方を養うためには「論理的な思考力」が重要になって
くる。「論理的な思考力」を育むためには論理的に話す表現力も必要であると考えた。そこで，
２０１４年度は「大単元構成」「言語活動」を授業実践の要としてプランを立て実践していきた
い。
① 科学し続けるための大単元構想
「大単元構成」とは，生活科・理科だけではなく他教科等との関連を図った横断的な単元構成
のことを指す。子どもの活動の広がりと深まりは，時として教科の枠を離れることが多い。今年
度の実践で，理科を中心とした大きな枠組みの単元の構想が重要であることを実感した。
そこで，子どもたちの願いや活動の広がりを予見した大単元構想を設計することにより，子ど
もの主体的な活動を具体的に支援していけるのではないかと考えた。「主体的な活動」とは，子
どもの問いやこだわりが連続し，身近な事象や自分自身への気付きを深めながら科学的な見方や
考え方を広げる姿である。すなわち「科学し続ける子ども」である。総合的な学習の時間や他教
科との関連をもたせることは，子どもたちの幅広い資質・能力を生かすことにもつながると考え
ている。
次年度も，全ての学年で研究的に実践する。生活科，理科との関連の内容，方向性を図に示し
た。

図 ＜生活科と他教科等との関連指導＞
○道 徳

生活科の内容 ・自分自身に関するこ

＜他教科の関連する と

内容＞ （１）学校と生活 ・他の人とのかかわり

○国語 （２）家庭と生活 ・自然や崇高なものと

・話すこと・ （３）地域と生活 のかかわり

聞くこと （４）公共物・公共施設の利用 ・集団や社会とのかか

・書くこと （５）季節の変化と生活 わり

○図工 （６）自然や物を使った遊び

・表現 （７）動植物の飼育・栽培 六華プロジェクト

○音楽 （８）生活や出来事の交流

・表現 （９）自分の成長 ○特別活動

・学級活動

・学校行事

図 ＜理科と他教科等との関連指導＞

＜他教科の関連 理科の内容
する内容＞ ・エネルギー ○道 徳

○国語 ・粒子 ・自分自身に関すること

・話すこと ・生命 ・他の人とのかかわり

・聞くこと ・地球 ・自然や崇高なものとのかか

・書くこと わり

○算数 ・集団や社会とのかかわり

・量と測定

・数量関係

○総 合 ○特別活動

生活科，理科の大単元構想 ＜キッズプロジェ ・学級活動

の事例をP.２０～P.２２に取 クト＞ ・学校行事

り上げる。 ・環境
・生物 六華プロジェクト

・科学

表現への

動機付け

資質

能力

補充

進化

統合

実 践 力

発展

発展

きっかけ

表現への

動機付け

補充

進化

統合

発展

きっかけ

発展

動
機
付
け

発
展
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＜理科大単元構想の例① ～３年～＞
は問いや思いを柱とした追究の連続の例

単元名 「わたしたちのムシムシランド！」
ポイント 前年度生活科からの継続的学習！

理 科 の 学 習 活 動 ＜他教科・他領域との関連＞

＜好奇心・感性＞
第一次 チョウをさがしに行こう！ （６時間） 【２年生の生活科】

スズムシが産んだ卵をきっ

① ビオトープや校庭にいるチョウを見つけに行こう。 かけに虫を育てたいという

意欲を高める。

【総合】

② モンシロチョウの卵を見つけよう。 ＜虫を育てよう＞

・スズムシを育てよう。

・モンシロチョウも育てて

みよう。

・ モンシロチョウの卵の色や形、大きさなを調べよう。
③ モンシロチョウを卵から成虫まで飼ってみよう。

・ モンシロチョウの成長を観察していこう。

第二次 わたしたちもチョウ博士になろう！（１０時間）
【総合】

① アゲハチョウを飼ってみよう。 ＜虫を育てよう＞

・アゲハチョウを育てて成

長を観察しよう。

・ アゲハチョウの卵から成虫までを観察しよう。
② チョウのからだのつくりを調べよう。

【総合】

＜虫や花を育てよう＞

言語活動 ・生まれたスズムシを観察

・ チョウのからだはいくつに分けられるのか？ しよう。

・ チョウの足は何本で、どこから出ているのか？
・ チョウはどのように育つのか？
③ チョウの卵から成虫までの変化について記録を整理し、発
表しよう。 【六華プロジェクト】

・ モンシロチョウとアゲハチョウの似ているところや違う ・虫について分かったこと

ところはどこだろう。 を全校生に伝えよう。

【学活】

第三次 ヤゴを飼ってみよう！ （７時間） ・チョウ博士を招待しよ

う。

① 他の虫が学校にいるのか話し合おう。
【総合】

＜虫を育てよう＞

・ ヤゴをさがそう。 ・ヤゴも育てよう。

② ヤゴを育てよう。

言語活動 【道徳】

・ トンボの成長を、チョウやスズムシと比べるとどこが 「虫の命」 生命尊重

同じでどこがちがうか？。
③ こん虫の食べ物やすみかをまとめよう。 【総合】

＜こん虫ランドを作ろう＞

・こん虫がすめるところを

学校にも作ろう。

スズムシは卵を産んだけど，チョウも

卵を産むのかな？

チョウ博士に聞いてみよう。

キャベツを植えてモンシロチョウ

をよぼう。
キャベツに卵を産むのかな？

スズムシだけじゃなくてモンシロチョウも

育てよう。
アゲハチョウも育てたいな。

アゲハチョウの卵はモンシロチョウと同じかな？

アゲハチョウはどこに卵を産む

のかな？

スズムシと育ち方がちがうの

かな？

チョウの体のつくりとスズムシの体のつくりは同じなのかな？

チョウ博士に聞いてみよう。

チョウやスズムシについて分かったことをいろいろな方法で伝えよう。

学校田のハスのくきにヤゴの抜け殻があったよ。

ヤゴはどのように成長するのかな？

学校にもこん虫のすみかがあるといいな。

ヤゴを教室で飼ってみよう。
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＜理科大単元構想の例② ～６年～＞

単元名 「救え われらの地球！」 は問いや思いを柱とした追究の連続の例

ポイント；スーパーサイエンスハイスクール部との連携を視野に入れて

理 科 の 学 習 活 動 ＜他教科・他領域との関連＞

＜好奇心・感性＞

第一次 水よう液のちがいを調べよう。 （５時間） ブドウジュースに，塩酸

① なぞの透明な液（食塩水，石灰水，炭酸水，アンモニア水， ・水酸化ナトリウム・炭酸

塩酸）の正体を調べよう。 水・食塩水などを入れ，色

の変化の要因を考えること

で水溶液の性質に興味・関

心を持たせる。

② いろいろな水よう液をリトマス紙につけて，性質を調べよ

う。 【総合】

＜環境問題について考えよ

う＞

言語活動 ・校舎内で塗装がとれてし

・ 水よう液には，どのような仲間にわけられるのか？ まったところの原因を考え

・ 水よう液には，何がとけているのか？ よう。

・酸性雨について考えよ

う。

第二次 金属に水よう液を注ぐとどうなるか （７時間）

① 水よう液には金属を変化させるはたらきがあるのか調べよ 【総合】

う。 ・酸性雨について調べよ

う。

・高校生にいろいろ聞いて

学ぼう。

② 塩酸にアルミニウム（または鉄）がとけた液を蒸発させて，

出てきた物の性質を調べよう。

【総合】

・調べたことをプレゼンし

よう。

言語活動 【総合】

・ 出てきた固体はいったい何か？ ・酸性雨がなぜ被害をおよ

・ 水よう液には，どんな性質があるのか？ ぼすのか整理しよう。

・他の物も溶かすのか試し

③ 水溶液の性質とはたらきについて学習したことをまとめよ てみよう。

う。 ・紫キャベツ，ブドウ，ナ

スなどで指示薬を作ってみ

よう。

・高校生からプレゼンの

仕方を学ぼう。

【国語】

・リーフレットにまとめよ

う。

水溶液は性質がちがうの？
酸性雨っていうことは，酸性の他にも何

か性質はあるの？

水溶液は仲間分けできるかな？

金属って，本当に溶けてしまうの？

酸性雨が金属を溶かすんだよね。

溶けたアルミニウムはどこへ行ったの？ 蒸発させたら，何か出てくるの？

金属も溶かしてしまうなんてびっくりし

た。酸性雨のことが分かってきたね。

金属以外の物も溶けるのかな？たまごのからは？わりばしは？石は？ガーゼは？

自分たちで指示薬を作れないかな？

調べてみよう。

リトマス紙を使おう。

金属に塩酸を注ぐとどうなるの？

炭酸水のあわの正体は何？

出てきた物は溶けていた物なの？

これからの環境についていろいろ考えていこう。
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＜生活科大単元構想の例 ～１年～＞
「だいすき！みかわだいしょうがっこう」 は思いやこだわりの連続の例
ポイント；二つの単元・道徳・他教科・他領域を関連させた構想

生 活 科 「単元名」○時数 道徳‣他教科‣他領域

『きせつとなかよし』㊵ 「いきものだいすき」⑮
○遊びを通して，季節を感じながら気付い ○植物や生きものを育て，世話をし
たことを伝え合う。 ながら，気付いたことを伝え合う。 【生活科】がっこうた

んけんをしよう

「あそぼうよ（はる）」② 《花をそだてよう》⑫
・はるのこうていであそぼう

学校探検で発見したものから好奇心・感性を 【学活】お花畑を作
（遊具，草花，ビオトープ，飼育小屋，学校田など） ろう

＜※草花へのこだわり（追究心・探究心）の例＞
「あそぼうよ（なつ）」⑬ 学習材；マイアサガオ，マイフラワーへのこだわり

・あそびのそうだんをしよう ・たねまき ・たねまき
【国語】こんなことし

・こうえんをたんけんしよう たよ・えにっきをかこ

う

・なつのあそびをしよう(水遊び)
・なつのあそびをしよう 【体育】水遊び

(シャボン玉・色水遊び) 【道徳】「ぼくのあさ

がお」動植物愛護

【図工】

どろんこわあい

「あそぼうよ（あき）」⑯
・あきをみつけよう 【国語】はなしたいな

・あきのこうえんをたんけんしよう ききたいな・おもいだ

してかこう

・見つけたもので作ろう。 《むしとなかよし》③ 【図工】むしのえをか

・そだてたいな こう

・かってみよう 【図工】いしやきでつ

・みんなであそぼう くろう ・はっぱをへ

んしんさせよう

【国語】じゅんじょよ

・いっしょにあそびたいな くかこう

【体育】雪だるまを作

「あそぼうよ（ふゆ）」⑨ 《ふゆの花を育てよう》② ろう

・チューリップ・ヒヤシンス・パン
ジー・菜の花 【学活】1年生を迎え

・ふゆのこうていであそぼう る準備をしよう

・みんなでふゆのあそびをしよう
・もっとあそぼう

花壇にきれいな花

を咲かせたいな。

もっと広いとこ

ろで遊びたい

みんなで遊ぼ

う。
2年生のチューリップがきれいだね。

ぼくたちも育てたいな。

ふかふかの土にアサガ

オのたねをまこう。

おしろい花を育てた

いな。

支柱を立ててあげた

いな。
並べ方はどうする。

押し花にできるかな。

水遊びをしたいな。

水がかかったらすずしいよ。

花で色水を作りたいよ。

シャボン玉を大きく作るにはどうすればいい

のかな。

はっぱの色が変わったね。

はっぱが落ちてきたよ。

実を見つけたよ。
公園で虫を見つけたよ。

タネがたくさんとれたね。どうする。

どのこまが回るかな。 もっと遊びたいな。

幼稚園の友達を今度はぼくたちが招待したいね。

きれいな花をみんなに

見てもらいたいね。

来年入学する1年生にきれいな花で喜んで
もらいたいな。

雪だるまを作ろう。
そりすべりをしよう。

子どもの思い・気付き

はっぱがふえてきたね。

つるがのびてきた

よ。どうしよう。
花だんにうえかえよう。

花がさいたよ。

自分の鉢で育てたいな。

タネを使ってあそぼう。
つるを使ってリースもで

きるよ。

○○を作ろう。

タネで楽器を作ったよ。ふると音がするよ。

楽器やリースを幼稚園の友達にプレゼン

トしたいな。

1年生に花のタネを
プレゼントしよ

う。

虫をつかまえよう。

言語活動

言語活動

言語活動
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3～5年生の「わくわくショータイム」は，総合

的な学習の時間で調べた内容の発表の場として，

多様な発表方法を選択できる力を育てる。

② 言語活動の充実について
次に次年度の「言語活動」について述べたい。「論理的に話すように」といっても，ただコミ

ュニケーション活動を取り上げれば育めるというものではない。ある程度の話型を指導し，スキ
ルを身に付けることも大切であると考えた。そこで論理的に話すことが必要な場面における話の
仕方「発表プラン」をまとめ，発表の場面で活用できるようにしたい。留意すべき点は，言語活
動だけを切り離して考えるのではなく，体験（思考）とセットで捉えていけるように指導するこ
とである。

学習場面 説明の内容 話 型 の 例

○結論を先に述べ後 ・わたしは○○だと思います。理由は△こあります。
で根拠・理由を説明 一つめは□□だからです。二つめは…だからです。

予想の ○学習したことや身の ・今まで学習した○○から，△△ということが考えられます。
場面 回りのことから説明 ・身の回りにある○○から△△になると予想します。

○仮説を引き出して ・もし○○ならば，△△になると思います。
説明

○事実から考えを説 ・実験（観察）結果から考えると，○○ということが言える
明 と考えました。
○学習したことから ・今まで学習した決まりと結びつけて考えると，○○ではな

考察の 説明 いかと思います。
場面 ○結果を身の回り ・実験（観察）結果から，○○の場面にも当てはめて考える

のことに当てはめ ことができます。
て説明 ・実験（観察）結果から，生活の中にある○○と同じといえ

ると思います。

（３）次年度の六華プロジェクトの実践計画
次年度の六華プロジェクトの企画・運営においては，子どもたちに聞き手を意識したプレゼン
テーション力を培うための系統性に重点を置く。
「わくわくショータイム」は，伝える対象を全校生として，聞き手を意識し，実験，クイズ，
劇，ポスターセッションなどの多様な表現方法から，よりよい表現方法を自ら選択できるように
する。これまでは，表現力の向上という点で６年間のスパンをあまり意識してこなかったが，下
の図のように発達段階を考慮した「わくわくショータイム」のあり方を検討していきたい。

＜６年間を見通したわくわくショータイムでの表現力の向上＞

・実験用具等の準備，発表の場の設定，資料活用，

・プレゼンテーション内容

・パソコンで写真提示，劇，絵本，ペープサート
巻物，ポスターセッション，紙芝居等

・発表の素地(声の大きさ，話し方），カード

1・2年「わくわくショータイム」
生活科を中心として （素地）

1・2年生の「わくわくショータイム」は，生活

科などの調べ活動などを生かした発表の場とし

て，聞き手を意識した発表に慣れるようにする。

6年 「わくわくサイエンス」

これまで培った科学的な知識や表現力を生かす。

よく伝わるにはどのよう

に発表すればいいかな。

○年生の学習を

生かした実験を

したいな。

3～5年「わくわくショータイム」
理科・総合的な学習など

劇にして発表してみ

よう。
クイズにしてみよ

う。

6年生の「わくわくサイエンス」は，既習の科

学的な知識を生かしたサイエンスショーであ

り，そのプレゼンテーションは6年間の集大成の

場として位置付ける。下級生の模範ともなり，

他校との交流を図り，発信する力を育てる。

大きな声で発表したいな。
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発表力の向上のためには，国語科と関連を持たせ，多様な表現の仕方を身に付けさせていく。さ

らに，発表プランを活用し，学年の発達段階に応じた論理的な表現方法を各教科・総合・学校行事等

と関連させ，発表の場を確保しながら，培っていくことができるようにする。

「おもしろパーク」では，ものづくりを通して，子どもたちに科学の芽を育てていくことをねらい

とする。子どもたちが夢中になって作り，遊ぶことを通して，動きのおもしろさを実感したり，動き

の原理に気付いたり，さらに工夫を凝らしたりすることができるようなものづくりを提案する。その

ために，適時性や実態把握など，日常的に情報を収集することに努める。

「ワンダーステーション」は，子どもたちが日常的に遊びを通して実験観察することができる場で

ある。「わくわくショータイム」と「おもしろパーク」の発表内容を展示物に取り入れたり，学習と

の関連を持たせたりしながら，子どもたちの興味・関心を高め，科学的なものの見方や考え方を養っ

ていくようにする。

（４）科学ネットワークの実践計画

構築した科学ネットワークをさらに発展させ，その活用の充実を図るため，次年度では，次の
二点を新たに取り組むことにする。

① 身近な高校生と共に学ぶ機会の設定
子どもたちは，学校の先生である「大人」より，身近な存在の学生の方が，その学び方や取

り組む姿に触発されることがある。
今年度，福島高校の協力を得て行われた，桃の木プロジェクトに参加した子どもたちは，高
校生たちが手際よく活動を進めていく姿や分かりやすく説明する姿に感銘を受け，「あんな高
校生になりたい。」「高校生たちのように説明がうまくなりたい。」と感想を述べるとともに，
「そのためには，学習をがんばらなくては！」と，学習への意欲を高めていた。また、高校生
にとっても、研究したことをいかに分かりやすく伝えればよいかを学ぶ機会ともなり、いわば
双方向の連携である。
そこで，来年度は，理科の学習の中に，高校生と一緒に学ぶ機会を設けることにした。この

活動を通して，子どもたちが，高校生の姿から刺激を受け，自らの学びをふり返ったり，その
よさを取り入れたりすることになるものと期待している。
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② 子ども同士の交流活動の実施
同じ理科の学習でも，他の小学校では，違った視点や流れで学習していることが多い。他の

小学校の学習の様子を知ることは，子どもたちの視野を広げ，学習に深まりをもたらすものと
考える。
そこで，次年度では，連携校との子ども同士の交流活動を行うことにした。
この交流活動は，近隣の小学校の子どもを招待し，自分たちの学習の様子や成果を発表する

ものである。発表をし合うことにより，子どもたちは，自らの学びに自信をもつと同時に，他
者の学びに刺激を受け，さらに追究活動に意欲を高めるものと期待している。
なお，訪問が難しい小学校については，活動を撮影したものをやりとりしたり，ホームペー

ジに記載したりする等の方法で，交流を図ることを考えている。

７ 計画の成果の評価方法
科学し続けるミニ科学者を育むことを柱として研究しているが１時間１時間の授業を大切にす
るだけで，即ミニ科学者が誕生するというわけではない。科学が好きになる子どもを育てる各種
計画やアクションプランという長いスパンを経て，ようやく基盤が醸成され，それぞれの子ども
が種を発芽させ，育てていき花や実をつけるものであろう。科学し続ける子どもを育成するため
には，計画がどのように実践されどんな成果や課題があるか絶えず洗い出していくことも重要で
ある。
◇ 「授業実践」…授業を通して，科学し続ける子どもの育成をめざす。そのために大単元
構想を取り入れて，より機能的に各教科等を合体・精選し独自のプランを打ち立てる。
○ 単元を通して子どもの変容を見取って行くためにくわしい見取り計画（評価規準表の
活用）を作成し，活用する。興味・関心，思考表現，技能，知識理解など４項目だけで
はなく子どもなりのセンスを表現したものや，子どものつぶやきなどから検証する。
○ 授業研究では，変容を期待できる子どもの抽出・または，発見に努める。授業で期待
できる子ども像をあらかじめ段階ごとに明記しておき，チェックする。

◇ 「六華プロジェクト」…資質・能力を高め，いかに授業とリンクさせるか検討する。
○ 表現活動「わくわくショータイム」…子どもたちの関心や創造性を生かした発表方法
になっているか子どもの姿で見取る。
○ ものづくり活動「おもしろパーク」…授業では味わえない科学的な工作や新しい科学
的概念を追究できるものへの挑戦ができているかを見取る。
○ 実施後のアンケートや発表の様子の記録（写真・感想文）などから検証する。

◇ 「科学ネットワークの充実」…どれだけネットワークの効果をあげることができるか。
○ 「近隣小学校との交流」・・・子どもたちの交流・実践の発信の有用性を検証する。
○ 「子どもの夢を育む施設こむこむとの連携」・・・連携の有用性を検証する。
○ 「福島大学・福島高校スーパーサイエンス校，隣接中学校との連携」

・・計画の有効性を検証する。
○ 「地域人材」・・チョウ博士・昆虫博士・森の案内人との交流の効果性を検証する。

８ おわりに
宇宙飛行士山崎直子氏は，小学校時代の理科の学習で星に興味を持ち，何度もプラネタリウム
を見に行ったり，夜になれば星空を観察したりする子どもであったという。その時に抱いた夢や
思いを追い続け，宇宙飛行士となったのである。
私たちは，このような姿を今の子どもたちと重ね合わせたい。福島の未来を担う目の前の子ど
もたちも，「科学が好きな子ども」として夢を追い，大きく羽ばたいてほしいと願っている。そ
のために，「好奇心と感性」「追究心」「探究心」をもった科学し続ける子どもたちを育てるため
の努力を惜しまない教師でありたい。
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