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ⅠⅠ 目目指指すす子子どどもも像像とと昨昨年年度度のの課課題題をを踏踏ままええたた平平成成２２５５年年度度のの実実践践

１ はじめに『意欲をもっていきいきと取り組む子どもを育てるために』

本校がとらえる科学が好きな子どもとは、研究主

題にある『意欲をもっていきいきと取り組む子ども』で

あると考える。その具現化を目指し、昨年度からは、

理科教育で「主体的に問題解決をする授業の推進」

生活科教育で「ふれあいを通して豊かな心を育てる

授業の推進」とのテーマを掲げ、研究を進めてきた。

その手立てとして、理科教育では、子ども達が主体

的に問題解決できるように「大宮北小サイエンス・ス

タンダード」を作成し単元構成を工夫した。また、生

活科教育では、「動物介在教育」と「幼小連携」に力を

入れてきた。

そして、そうした研究の成果が、子ども達のアン

ケートからも見られるようになってきた。アンケート調査１から現 6 年生の結果をみると「理科の授業は好

きですか？」との質問において、平成 23 年度 12 月調査(4 年生の頃)結果では、「はい」と答えた児童が全

体の79％だったのに対し、平成 25年度 7月調査結果では91％にあがった。この結果から、科学が好きな

子どもを育てることができたと考えられる。また、その他にもアンケート結果からさまざまな成果をみるこ

とができたが、それについては実践の評価にて詳しく述べていく。理科・生活科の研究を進めて本年で５年

目。真に「科学が好きな子ども」を育てていくために本年度の実践から評価・考察を行い、課題を見出して

次年度につなげていきたい。

２ 『大宮北小サイエンス・スタンダード』について

本校が理科教育で研究を進めている「大宮北小サイエンス・スタンダード」は２つの意義をもっている。

１つめの意義としては、理科教育で目指す子ども像「自ら問題を見いだせる子」「自分の考えをもって追究

できる子 」「観察、実験からしくみやきまりを見いだせる子 」「学習と実生活を結び付けて考えられる子」

の実現のためである。平成 23年度で、問題解決の流れの中に子ども像を設定し、単元の流れを作り上げた

ことで大きな成果を上げることができた。そして平成24年度は、そうした問題解決の流れをスタンダード(標

準化)にすることで、真に科学が好きな子どもに迫っていけると考え、実践をしていった。その結果、スタンダード

の可能性を大きく見出すことができたのである。

もうひとつの意義としては、教師の理科に対する苦手意識克服のためである。もともと本校が理科教育の

研究を始めた経緯としては、普段の理科授業への不安からであった。そうした理科授業への不安を取り除く

ために今日まで研究を進めてきた。また、さいたま市内の理科授業についての研修会では、「理科の授業を

どうやっていいかわからない。」「理科の授業が苦手で、その克服のために研修会に参加している」という教

員が多くいる。そうした昨今の現状を踏まえ、「苦手意識をもっている先生でも効果的に理科授業ができるた

めのスタンダード」を作っていこうと考案されたのが「大宮北小サイエンス・スタンダード」なのである。

このように、「大宮北小サイエンス・スタンダード」は、科学が好きな子どもを育てる手立てだけではな

く、科学が好きな子どもを育てる教員への指標となっていってほしいと考えている。

３ 研究の構想(昨年度の課題を踏まえて)

昨年度は、科学が好きな子ども像を「理科」と「生活科」においてそれぞれ設定し、具体的な手立てをお

こなってきた。そしてそれぞれの教科において大きな成果が得られたといえる。しかし、成果とともに新た

な課題も生まれた。

まず、理科教育においては「自ら問題を見出す」ことの定着と、「自分が解決していく」子どもの育成に

ついては課題が残った。そのために、サイエンス・スタンダードの見直しと、それに合わせた理科授業がどの学

年においてもできるようにする必要があると考えた。

また、生活科教育では、年間を通した飼育活動(動物介在教育)を通して、命の大切さを感じ、豊かな心を

育てるとともに、子ども達の「気付きの質」を高めていくことができた。しかし、もう一つの手立てである「人

＜アンケート１＞

対象：6学年児童(平成23年68名、平成25年65名)

７９％

９１％
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や地域とのふれあい」については不十分であった。幼稚園や地域と深く連携し、人や地域とのふれあいに可能

性を見出していきたいと考えた。

そうしたそれぞれの課題を踏まえ、研究の構造を見直して平成25 年度の研究を進めていった。構造図は

以下のとおりになる。

＜研究の構想図＞

理科教育では、「大宮北小サイエンス・スタンダード」を昨年度立てた 3つの仮説をもとに、単元の流れ

を「導入」「探究」「活用」に分けて作り上げていくこととした。そして６つのスタンダードを単元の流れに

位置付け、手立ての明確化を図った。また、生活科教育では、幼小の連携を「ハッピースタート！1 年生」

と称して深めていった。1年生になったときだけでなく、1 年生になる前からの連携を深め、幼稚園と小学

校が相互にかかわりあい、豊かな心を育てていくことを目指していった。

そうした具体的な実践を、これより理科教育・生活科教育・その他の実践で合計10 個の事例を通して説

明していく。
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４ 具体的な実践

（１）理科教育

昨年度、本単元において「大宮北小サイエンス・スタンダード」の基礎が作られ、大きな成果をあげるこ

とができた。しかし、その一方で２つの問題点が見えた。1 つ目は「並列つなぎ」定着への難しさである。

並列つなぎは子ども達が実際につなげるには難しいつなぎ方である。また、つなげたとしても1つの時と変

わらない。子ども達は並列つなぎの良さをあまり感じられず、つなぎ方の違いについての見方が定着してい

かなかった。2つ目は「使用する教材」である。今まではモーターカーを教材として使用していたが、そう

すると子ども達は「もっと速く走らせたい」との願いが強くなり、「直列つなぎ」だけに目を向けてしまっ

た。その結果、余計に「並列つなぎ」に意識がいかなくなってしまった。今年度はこの２つの問題点を踏ま

え、単元のスタンダードを構成し、実践した。

導 入 スタンダード①『自然事象の体験活動から問題を見出す単元導入の工夫』

昨年度は、モーターカーを教材として単元のスタンダードを構成していったが、今年度

は手持ちの扇風機を教材として使用した。導入では昨年度同様、身近なものから「電気の力

が利用されているもの」をあげ、その代表としてプロペラモーターを体験した。電池の向

きを変えるとプロペラモーターの風向きがかわることを体験ながら、「電流」という見方を

おさえた後に、手持ちの扇風機が登場。「あぁ～、気持ちいいなぁ。」「先生、何それ？」「扇

風機。ディズニーランドとかでも売ってるよね。モーターってこんなところでも使われて

るんだよ。」子ども達の視線は扇風機にくぎ付けである。「欲しい？」と聞くと、みんなが

「欲しい！」と言った。「でもこれって先生が作ったんだ。みんなも作りたい？」と子ども

達に聞くと「作りたい！」「涼しそう！欲しい！」との声が。子ども達の願いから一人ひと

つの「手持ちの扇風機」を作ることとなった。説明書もなく、ヒントになるのは大きく映

し出された扇風機の写真と、ワークシートに書かれた回路図。それでも、子ども達は早く作ろうと意欲的に取り

組んでいった。そして、完成した扇風機のスイッチを入れると、「涼しい！」「家で

も使いたい！」と言いながら風に当たっていた。

このように、昨年まで教材として使用していた「モーターカー」を、「手持ちの扇風

機」に変えることによってモーターの働きについてより身近に感じることができた。

昨年度はプロペラモーターからモーターカーへつなげたことで単元の流れが不自

然になったが、手持ちの扇風機という教材に向かっていくことで自然に単元が流れ

ていった。扇風機が完成した後、子ども達の「もっと涼しい風に当たりたい！」

との願いから、「扇風機をもっと速く回すにはどうしたらいいのだろうか」という調べ

たい問題を見出していった。（昨年度より、4 年生では問題を「調べたい問題」

という言葉で位置付けて定着を図っている。）

スタンダード②『問題解決の能力を身につける学習の定着 』

スタンダード③『表現力を高めるノート・ワークシートの活用』

昨年度より、見出した問題を「予想」「方法」「結果」「わかったこと」の流れに沿って解決していくこととしている。

【スタンダード②】 そして、問題から解決までの流れを定着させるために、ワークシートを共通のものにしてしよ

うしていった。【スタンダード③】 ワークシートについては単元によって表を加えたり、大きさを変えたりして

使用している。本校では中学年用・高学年用でワークシートを作成し、全学年通して活用している。

子ども達は、電池を直列につなぐと扇風機が速く回ることを解決するとともに、「並列つなぎ」への疑問

をもち始めた。「電池を2個使っているのにどうして速く回らないのだろう？」という問題から、検流計を

使って、電流の強さを調べた。直列つなぎでは検流計の針は大きくふれたが、並列つなぎでは電池１個の時

とほとんど変わりない。この結果から、子ども達は「並列つなぎは長持ちするためのつなぎ方であることが

わかった」とまとめをした。

実践事例１ スタンダード①②③④⑤⑥

『電気のはたらき』（平成25年5月実施） 授業者 中村 誠、佐々木隆太

探 究

手持ちの扇風機

完成した扇風機の

風にあたって『涼しい～！』
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しかし、子ども達に「本当に長もちするの？」と聞

いてみるとどこか自信がなさそうだった。それは、子

どもたち自身が「並列つなぎは長もちする」というこ

とを確かめていないからである。ここで、「並列つな

ぎにすると長持ちするのだろうか」という新たな「調

べたい問題」が生まれた。子ども達は「長持ちすると

思う。理由は電池2個でも1個と同じ速さで回ってい

るから。」「長持ちしないと思う。直列つなぎと同じく

らいだと思う。」などの予想とともに、ワークシート

にある自信度バロメータを塗りつぶした。ワークシー

トに自信度を書くことで自分の考えに自信をもっている

かを図ることができる。それをもとにして、話し合いでは

自信のない人から意見を言うようにしていった。

予想をした後、どうしたら確かめられるのか方法を

考えていった。ずっとモーターを回しっぱなしにする

と何日かかるか分からない。そこで、充電式乾電池を

短い時間充電して並列つなぎ・直列つなぎ・電池1個

でのモーターの回る時間を計測することにした。充電

時間は30秒・60秒・90秒。それぞれストップウォッ

チを使ってモーターが回る時間を調べた。

「見て！直列つなぎだと50秒だったのが並列つなぎだと2分以上

長持ちしたよ！」「並列つなぎは長持ちするんだね！すごいね！」

実験の結果がでてくると、子ども達から驚きの声が次々と上がっ

ていった。そして実験後の話し合いをもとにわかったことには並列

つなぎは電池 1 個や直列つなぎよりも長持ちするということが書

かれた。「並列なぎが長持ちしたのがすごかった！」「充電した時

間よりも 3 倍近く長持ちしたのにびっくりした。並列つなぎはエ

コなのかも。」など、ワークシートの思ったこと・感じたこと欄には子

ども達のさまざまなつぶやきが書かれていた。

このように、「予想」「方法」「結果」「わかったこと」という問題解決へ

の流れを、ワークシートを通して定着化していくことで子ども自身が主体的に問題を解決していく基礎を養うこと

ができた。また、「並列つなぎは本当に長持ちするのか？」という見出した問題から充電式乾電池を使用して実

験を行うことで、並列つなぎの良さを感じることができたといえる。

探 究 スタンダード④『問題解決の流れをとらえられる学習履歴』

平成23年度から、問題解決の流れを黒板に掲示することで問題の

ふりかえりや新たな問題への見通しなどができると考え、模造紙に

問題解決への履歴を書き込んでいくことを実践している。そうした

学習履歴の効果は高いことは昨年度までで実証されたが、あまり複

雑なものにしてしまうと授業中に書き込むタイミングが難しいとい

う問題点が生まれた。

そこで、少しでもシンプルにできるよう 1 枚の模造紙で、「予想」

「方法」「結果」「わかったこと」をまとめられるようにしていった。なるべ

くマジックのみで書きこむようにし、子どもの意見をその場でまと

められるようにした。自分の意見が学習履歴に書き込まれていくと

子ども達はいきいきと意見を発表していく。このように、学習履歴を

掲示することで、子ども達が問題についての予想やわかったことにつ

いて話し合う際の参考にできた。話し合いの中で学習履歴を参考にして

いる班の場面は多くみられた。

充電式乾電池で実験をする様子

「電気のはたらき」 学習履歴

「方法」と「結果」が対比し

て見られるようにワークシ

ートを工夫した

自信度バロメータ
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探 究 スタンダード⑤『思考・表現を高めるメディア活用』

本単元では、新たなメディアの活用も行った。「扇風機をもっと速く回すに

はどうしたらいいのだろうか」との問題で、子どもが作った電池2個のつな

ぎ方をタブレットで撮影し、その場で STB（セットトップボックス）を通して大型テ

レビに写していった。「みてみて。O君はこんなつなぎ方をしたよ。」と先生

が並列につなげたO君の扇風機を画面に写した。

「あれ？私のと少し違うね。」「僕のと似ているよ。」

子どものたちは自分のつなぎ方とO 君のつなぎ方を

比べ始めた。O君のつなぎ方と何が違うのだろう？

もしかしたらつなげ方は1 つだけじゃないかもしれ

ない。子ども達のつなげ方に対する思考が深まって

いく。また、うまくつなげていない子どもは、O 君

のつなぎ方を参考にして自分の扇風機の回路をつな

いでいった。O君も映してもらったことが嬉しいようで、他にもつなげ方がないか、作り直していった。

このように、子どもの作品などをタブレットを使用して撮影し、STB を通してすぐに画面に映し出せることで、子

どもの思考を促すメディア活用をすることができた。

また、「並列つなぎにすると長持ちするのだろうか」との

問題の際、モーターの回った時間の実験結果を、ノート PC を

使って入力していった。すべて班が入力を終えると、テレビ画

面に大きく棒グラフが現れた。グラフを見ると並列つなぎが

長い時間回っていることがわかる。しかもすべての班で並列

つなぎが長持ちしたという結果が一目でわかった。このグラ

フをもとに「わかったこと」を各班で話し合い、「並列つな

ぎは電池1個や直列つなぎよりも長持ちする」という結論に

至った。

このように、PCを使ってすべての班の結果をデータとしてま

とめ、そのデータをグラフ化することにより、確実な実験結果となって考察が正確なものになっていった。

昨年度同様、「予想」「方法」の場面では、ワークシートを実物投影機で大きく映し発表できるようにして

いる。子ども達自身が書いた絵や表などで自分の考えを発表できるので、いきいきと発表することができ、

表現することへの意欲も高められている。

活 用 スタンダード⑥『実感を伴った理解につながる単元終末の工夫』

すべての問題が解決した後、子ども達に、「限

りのあるこの2つの電池を、扇風機で有効に使う

としたら、みんなはどのようなつなぎ方をする？」

という質問をした。「直列つなぎ！短い時間でも

強い風に当たりたい！」「涼しいほうがいいよ！」

といった意見が多くあったが、その中で「長く当

たりたいから並列にしたい！」「並列のほうがエ

コでいいよね！」という意見も多くあった。結果、4年生 45人中 11 人が並列つなぎを選んだ。教材を扇風

機にしたことと、充電式乾電池での実験を通して、並列つなぎの良さを実感させることができたといえる。また、

直列つなぎが並列つなぎかを自分なりに考えて選択できたことで、エネルギーの有効利用の基礎を考えさせる

ことができたといえる。

直列つなぎか並列つなぎかを選択した後、「自分だけの扇風機を作ろう！」として、扇風機の改造を行っ

た。子ども達は、いろいろな飾りをしたり、プロペラを大きくしたりといろいろな改造をしていった。そん

な中、T君は電池ボックス４つを使って「直列つなぎの並列つなぎ」の扇風機を考えた。直列つなぎを並列

につなげることで、扇風機を速く回して長もちさせることができると考えたのである。T 君の扇風機を全体

に紹介すると「すごい！発明だ！」といってT君に拍手を送った。T君はとても嬉しそうだった。その他

STB（セットトップボックス）を通して画面をすぐ映し出した。

タブレットを使って撮影

入力した―データをグラフにして画面に映し出した。

並列つなぎを選んだ

子どものワークシート
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にも「置き型にして便利にしたい！」「光電池をつけて普段は電池を使わなくてい

いエコな扇風機にしたい！」「直列と並列を切り替えできないかなぁ。」などと、

自分の使用目的に合わせた改造している子が多くいた。

このように、最初に自分の使用目的に合わせて直列つなぎと並列つなぎを選択さ

せたことで、その後の改造が自分の生活に合わせたものに発展していった。子ども

達が、単元で学んだことを実感して活用していると考えられる。

活 用 SPP『環境エネルギーへの意識を高める授業』

本年度も、本校は SPP(サイエンス・パートナーシップ・プログラム)に採択さ

れ、電気単元の「活用」の場面で埼玉大学教育学部山本利一教授に講師をしてい

ただいている。本単元では光電池の働きについて授業をしていただいた。東日本

大震災以来、環境問題とエネルギー利用についての関心が高く、太陽光発電についてもより身近になってき

ている。そうした現状も考え、光電池の働きに加えて、どのくらい電気ができるかを数値化して体験できる

ようにしていった。

山本教授は「みんなの扇風機に光電池をつけるとしたら、どの

ようにつなげたらいいかな？」と言って子ども達に光電池を配っ

た。子ども達は今までの学習を生かして扇風機に光電池をつなげ、

窓際にいってプロペラが回るかどうかを確かめた。「あ！回っ

た！」「電池と同じようにつなげばいいんだね！」「光をあててな

いと扇風機が止まっちゃうよ。」「光にあたっていればずっと回っ

ているね！」光電池の働きについてさまざまなことに気がつく。

子どもの気がついたことをまとめると「光があたっている間は扇

風機が回って、光があたらないと回らなくなる。」「光が強いほう

が扇風機は速く回る。」となった。そこで、山本教授が「光が強

くなるとどのくらい電気が起こると思う？」と、光電池に流れる

電流を計測できる装置を提示。その装置を使って実験を行った。

「ライト2つの光を重ねたら電流が上がったね！」「光の強さで

流れる電流が多くなるんだね！」と光の強さで電流の量が変わることを定量的に実験することができた。こ

の実験後に K さんは「今までエネルギーという言葉にあまり興味がなかったけど、エネルギーについて色々調

べたくなりました。」と感想を書いた。

子ども達が見出した問題に対して子どもたち自身が計画して追究していってほしい。そうした願いをもっ

て本単元のスタンダードを構成していった。

導 入 スタンダード①『自然事象の体験活動から問題を見出す単元導入の工夫』

「ガリレオ・ガリレイはシャンデリアがゆれる様子を見てふりこのき

まりを見出していった。」そんな話から単元の導入を行った。ではガリレ

オ・ガリレイがきまりを見出したふりこってどんなものなのだろうか。

大きなふりこの動きを観察した後、班ごとにふりこを体験してみること

にした。子ども達はおもりをたくさん付けたりひもの長さを変えたりし

てふりこの動きを観察していった。「おもりをたくさんつけると速く動い

たよ。」「いや、ひもを短くしたほうがもっと速く動いたよ。」子ども達の

意識は「ふりこの動きがどうしたら速くなったのか」ということに向け

られていった。ここで「ふりこの動きは何によって変わるのだろうか？」という問題が生まれた。

T君が改造した扇風機

光電池に流れる電流を計測できる装

置を見せる山本教授

実践事例２ スタンダード①②④

『ふりこのきまり』（平成24年 11 月実施） 授業者 金銅道子、上村 朗

大きな振り子を体験している
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子ども達はふりこの動きは「おもりの重さ」「ひもの長さ」「角度(ふれ幅)」で速くなると考えた。そして、

考えたことをもとに「調べる条件」と「同じにする条件」を整理し、実験計画を立てていった。「どの実験

からやっていく？」と教師がきくと、子ども達は「ひもの長さからがいい！」と答えた。教師としては 3

つの条件の中で唯一変わるのが「ひもの長さ」であるのを知っているので、できれば「ひもの長さ」につい

ては最後に行ってほしいと考えていた。しかし、子ども達はひもの長さを最初に調べたいという。「どうし

てひもの長さを最初にするの？」と聞くと、「だって先生。ひもの長さを変えたら明らかに動きが速くなっ

たよ。わかりきっていることを最初にやっちゃおうよ。」と答えた。子ども達は、3 つの条件のうち「ひも

の長さ」については、必ず速くなると考えている。そして「おもりのおもさ」と「ふれ幅」については少し

あやふやなところがある。だから最初にわかっていることを実験しようと考えたのである。そうした話し合

いのもと、①ひもの長さ、②おもりの重さ、③角度（ふれ幅）の順番で学習問題を作っていった。（昨年度より、

高学年では問題を「学習問題」という言葉で位置付けて定着を図っている。）

このように、教師が調べていってほしいと考えることと、子どもが調べたいと思っていることが食い違うときが

ある。その時には、子どもの考えを大事にして学習計画を立てていくよう心がけている。自分達が考えた計画な

ので子ども達はいきいきと実験をしていった。

スタンダード②『問題解決の能力を身につける学習の定着 』

スタンダード④『問題解決の流れをとらえられる学習履歴』

本単元においても、「予想」「方法」

「結果」「わかったこと」の流れで問題を

解決していった。【スタンダード②】また、

学習履歴についても問題解決の流れ

をもとにして模造紙にまとめていった。

【スタンダード④】

本単元の実験は、調べる条件を変

えて同じような実験を 3 回行うので、

実験を進めていく中で、学習履歴を

参考にしながら話し合う場面が多く

みられた。特に、実験方法を考える際

に学習履歴に書いてある内容を参考

にして話し合いをしていた。

１つめの実験で、ひもの長さを変えるとふりこの速さが変わる

ことを実感することができた。子ども達は「当然だよ。」という感

じであった。子ども達はおもりの重さでも、当然変わるはずだと

考えて 2つ目の実験をしていった。すると…「あれ？おかしいな？

あんまり変わらない。」「変わると思ったのに！」子ども達はおも

りを変えてもそれほど変わらなかったことに驚きを隠せなかった。

2つ目の実験でわかったことは「おもりの重さではふりこの速さは

あまり変わらない」ということ。実験後にY君は、「僕は絶対に変

わると思ってたのでびっくりしました。やっぱりなんでも確かめるということは大事なんだなと思いました。」と感

想を発表した。

角度（ふれ幅）で速さが変わるのか？という３つめの実験では、子ども達は冷静に予想をしていった。2つ

目の実験の際、学級 33 人中 28 人が「速さが変わる」と予想したが、3 つ目の実験では速さが変わると予

想したのは20人に減ってしまった。結果、角度（ふれ幅）を変えてもふりこの速さはあまり変わらなかっ

た。3 つの条件のうち、「ひもの長さ」だけがふりこの速さをかえることができるということに、子ども達

は驚いた。「ガリレオはよくこんなきまりを見つけられたね。」「ガリレオってすごいね。」そんな言葉が子ど

も達から聞こえてきた。

このように、子どもたち自身が立てた計画には子ども達なりの意図がある。その子ども達の願いを大事にする

とともに問題解決への流れを定着させていくことを大事にしていった。すべての計画を終えたとき、子ども達は

ふりこのきまりについて「実感を伴った理解」を深ることができたといえる。

探 究

子どもが立てた学習計画

「方法」の場面では、学

習履歴参考にして話し

合いを進めていた。

あれ？おもりの重さではあまりかわないなぁ。



‐8‐

スタンダード②の「予想」「方法」「結果」「わかったこと」については、実験を行う際の流れでは有効で

あるが、植物や生き物の観察の場合は、どういった問題解決の流れが必要になるのだろうか。5年『魚のた

んじょう』では、意欲をもっていきいきと観察ができるようスタンダードを構成していった。

導 入 スタンダード①『自然事象の体験活動から問題を見出す単元導入の工夫』

本校にはメダカが生息している「メダカのビオトープ」がある。そ

こから卵を採取し、産まれたばかりのメダカを「理科コーナー」に置

いた。本単元は、その赤ちゃんメダカの様子を観察するところから導入を

行った。

「みんなも赤ちゃんメダカ育てたい？」「そりゃ、育てたいよ。」「ど

うやったら育てられると思う？」「まず卵を産ませなきゃ。」子ども達

の中で、メダカに卵を産ませるにはどうしたらいいかという学習問題

が生まれた。子ども達の話し合いの中では「オスとメスが必要だよ。」「水草が必要だよ。」と、さまざまな

意見交換がされていった。話し合いを通して、子ども達は飼育方法について調べる必要があると感じる。次

の時間、本やインターネットを利用しオスとメスの違いや飼育環境・卵の産ませ方について意欲的に調べて

いった。そして、子ども一人ひとりが２Lペットボトルにオスとメスを2匹ずつ入れ、飼育してくこととな

った。（ペットボトルでの飼育については平成22 年度からの継続実践）

このように、単元の導入で学校にあるメダカのビオトープから産まれたメダカの赤ちゃんを観察することで、子

ども達にメダカが卵を産むことが身近に感じ、「自分も育ててみたい！」という意欲につなげることができた。こ

の後、子ども達は早く卵を産んでほしいとの願いから、一生懸命メダカのお世話をしていた。

スタンダード②『問題解決の能力を身につける学習の定着 』

スタンダード③『表現力を高めるノート・ワークシートの活用』

メダカの卵を意欲的に観察できるよう、昨年度までは卵が育っていく様子を 4 コマ漫画風に予想してか

ら観察していった。目の前にある卵をじっくり観察するために、「どのように育っていくのかな？」という

見通しをもつことが必要であると考えたからである。しかし、子ども達が見通しをもって観察活動をするに

はまだ不十分であった。そこで、「予想」→「観察」を繰り返す学習の定着を図るため、昨年度まで使用していた

ワークシートを改良して継続観察を行った。

産まれたばかりの卵を観察

した後、「この後、メダカの卵

はどのように育っていくのだ

ろう？」という問いに、子ど

も達は「目ができるよ！」「骨

から作られるんじゃない？」

「心臓ができるはずだよ！」

と、さまざまな予想をしてい

った。そして、具体的にどの

ように育っていくのかワーク

シートに予想図を書いていっ

た。「私はまずここに心臓がで

きると思います。」「僕は、こ

の泡が集まって骨になると思

います。」と、子ども達は書い

た予想図を実物投影機に写し

て説明していった。

実践事例３ スタンダード①②③

『魚のたんじょう』（平成25年6月実施） 授業者 中村 誠

理科コーナーで育てて

いるメダカの赤ちゃん

探 究

次はどのように育

つのか予想を書く

B さんは赤い部分を

口だと考えた。

産まれたばかり

の卵の様子をス

ケッチする
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そして次の日、卵の様子を双眼実体顕微鏡で観察すると「あ！なんだあの赤いのは！」「なにかが流れて

るぞ！」と、卵の中でさまざまな変化が見られたことに驚いていた。卵をじっくり観察した後に、次の成長

の予想図を書いていった。Bさんは赤い部分から何かが流れているのを見て、赤いつぶのようなものはメダ

カの口だと考えた。そしてその赤い部分から栄養を吸い取って大きくなっていくと予想した。

2 日後、3回目の観察でもメダカの赤い部分から何かが流れてい

た。B さんはやはり、吸い取った栄養で大きくなったと思ってい

た。しかしじっくり観察すると口というより胴体に近い部分にあ

ることに気がついた。B さんは、口ではなく魚の「へその緒」じ

ゃないかと考えた。そして「へその緒から栄養が送られてきてい

る」と考えを変更した。

そして 3 日後、メダカは卵から孵っていた。元気に泳ぐメダカ

を一生懸命実体顕微鏡で追った。するとメダカの胴体の真ん中に

赤い部分があった。B さんはここで赤い部分が心臓なんだと気付

いた。Bさんは「心臓って最初のほうにはもうできているんだね。」と感想を述べた。

このように、じっくり観察をした後に予想するという学習の流れを繰り返すことで、子ども達の観察への意欲を

高め、細かいところに注目することができるようになったを考えられる。「予想」→「観察」との観察の流れを定着

化させていくことで、観察の

能力を高めていくことができ

たといえる。

先にも述べたが、東日本大震災以来、環境問題とエネルギー利用についての関心が社会的に高くなってい

る。本単元は学習指導要領において「エネルギー資源の有効利用」という位置づけをされ、新たに追加され

た内容である。子ども達に電気エネルギーについてより身近に感じ、有効利用について考えていってほしいと

の願いから、本単元のスタンダードを構成していった。

導 入 スタンダード①『自然事象の体験活動から問題を見出す単元導入の工夫』

東日本大震災が引き起こした福島第 1 原発の事故。日本には他にも原子力発電所が存在する。しかし、

発電というのは原子力だけではない。他にはどんな発電方法があるのか？本単元の導入では、いろいろな発

電方法についてあげていくことから始めていった。「火力発電！」「風力発電がある！」「水力発電って聞い

たことがあるよ！」など、子ども達は知っている発電の方法をどんどん発表していった。そんな中「発電方

法っていろいろあるけど、どうやって発電をしているのだろう？」という疑問が生まれてきた。考えていく

が子ども達はなかなか思いつかないようだ。そこで「レゴ・サイ

エンステクノロジー・キット」を使って風力発電機を作ることにし

た。

風力発電機を回してみると、子ども達はさまざまなことに気

付いた。「このモーターみたいな部分で電気が作られているみ

たいだね。」「これはモーターなのかな？」すると、今度はモー

タ部分に電池をつなげてプロペラを回した。「ほら！これはモ

ーターなんだよ！モーターで電気が作られるんだよ！」子ども

達がモーターが回ることで電気が作られることを実感した瞬

間だった。ここで、日本の主な発電所はタービンという大型の

モーターを回すことで発電をしていて、原子力や火力というの

はタービンを回すための方法であることを説明した。

赤ちゃんメダカを追いかけて観察する様子

単元後に書いた子どもの感想

実践事例４ スタンダード①⑥

『電気とわたしたちのくらし』（平成 25年1月実施）

授業者 福田重夫、佐々木祥子

風力発電を作って発電の様子を見る。
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「モーターってすごいんだね！」そう実感した子ども達は、この後手回し発電機を使って電気を作る体験

をしていく。このように、風力発電のモデルを使って発電方法を体験することによって、どうやって電気が作ら

れていくのかを実感することができた。そして、発電への興味関心が高まり、発電した電気の使われ方や、発電

したものをためる活動などに自然と意識を向けることができた。

本単元での教材教具の工夫

本単元では、手回し発電機やコンデンサなどの教材について、一人ひとつ

の教材が確保できるよう、市販のキットを使用した。市販のキットは安全且

つ正確に実験ができるよう工夫がされている。しかし、キットの箱や説明書

には実験の方法や答えが書いてあるため「与えられた実験」になりがちなる。

そこで、市販のキットを部品ごとに整理し、必要な時に必要なものを与えら

れるようにして授業を進めた。子ども達の思考の流れを大事にして単元を進め

ることができたとともに、市販のキットを効果的に使用することができた。

活 用 スタンダード⑥『実感を伴った理解につながる単元終末の工夫』 ※SPP事業

電気がどのように作られ、どのように利用されているのかを追

究した後、「活用」として電気の有効利用のためにどのような工

夫がされているかを体験していった。本単元においても埼玉大学

教育学部山本利一教授を講師としてお招きし、「センサー」の利

用について学んだ。日常生活で、電気が無駄に使われないよう工

夫されている一例として「センサー」をあげた。その「センサー」

がどのような場面で利用されているのだろうか？「レゴ・マイン

ドストーム」を使って体験していった。

子ども達が作ったものは

「エスカレーター」「自動ドア」「エレベータ」などの日常生活で見ら

れるもの。その作品を、赤外線センサーを使って自動で動くようにノ

ート型PCを使ってプログラミングしていった。「10秒だと短いね。も

う少し時間を長くしよう。」「そういえば近くのデパートのエスカレー

ターは近づくと動きだすね。センサーって色々なところで利用されて

いるね。」子ども達がセンサーの利用について実感をしていく。もっと

省エネにならないかと考え、ある班では自動ドアとエレベータを組み

合わせて作った。

このように、電気が無駄に使われない工夫はさまざまな方法で行われ

ていることを「センサーの利用」を体験することで実感することができた。

この体験をもとに、電気の有効利用についての関心をさらに高めることが

できたといえる。

本校では「プールのヤゴ救出大作戦！」と称して、プール清掃前にヤゴをす

くい上げ育てている。平成 23年度までは、教員がヤゴをすくい上げて理科コー

ナーに設置した水槽でトンボになるまでを観察していった。また、昨年度は、

プールの改修工事があっためヤゴが成長する前に水を抜いてしまったので、す

くい上げることができなかった。今年度は、子ども達と一緒にヤゴをすくい上

げてトンボになる様子を観察していこうと考えた。そこで、本単元の導入とし

て、プールのヤゴをすくい上げ、子ども達一人一人がヤゴを育てながら観察を

していけるようスタンダードを構成していった。

実践事例５ スタンダード①

『こん虫を調べよう』（平成 25年6月実施） 授業者 金銅道子、新井良美

コンデンサは、電気がたま

るとランプがつくようにな

っていて安全性が高い。

『自動エスカレーター』

人形が近付くと動く仕組みになっている。

自動ドアとエレベータを組み合わせた

プールでとれたヤゴがトンボになった瞬間



‐11‐

導 入 スタンダード①『自然事象の体験活動から問題を見出す単元導入の工夫』

「プールの中にはヤゴっていうトンボの幼虫がいるんだよ。」「知っ

てる！理科コーナーで見たことあるよ！」「みんな、育ててみたい？」

「育てられるの？育てたい！」子ども達は大喜びであった。後日、

ペットボトルを半分に切った容器と割り箸を持参して、プールに集

合した。子ども達は、プールからみんなですくい上げられた枯葉な

どの中からヤゴを探し出していった。先生が「これがヤゴだよ。」と

見せると「わぁ！かわいい。」「とっても小さいね。」と言って喜んで

見ていた。子ども達は、手や割り箸でつまんで持ってきたペットボ

トルの中にヤゴを入れていった。ヤゴを捕まえながら、ヤゴにも何

種類かあることに気づく。「あれ？僕のヤゴと少し形が違うね。」「私のはみんなのより少し大きいかな。」と、

ペットボトルに入ったヤゴを観察して違いを見つけていった。

捕まえたヤゴをじっくり観察しながらワークシートにスケッチを

していった。中にはどのくらいの大きさか定規を使って測っている

子どももいた。「足が6本あるね。」「背中に黒い模様があるよ。」「茶

色だと思ってたけど、よく見ると緑色だね。」「こんな小さいのにト

ンボみたいに大きくなるんだね。」子ども達はスケッチをしながらさ

まざまなことに気付き、ワークシートに書き込んだ。

このように、単元の導入でプールのヤゴを捕まえる活動をすることで、

子ども達の育てたいという気持ちとヤゴってどんな虫だろうという興味

を引き出すことができた。本単元では、学年園で育てたキャベツからモンシロチョウの卵を採取して、青虫から

育てる活動もしている。「ヤゴ」「モンシロチョウ」そして「トンボ」と、3つの昆虫を比べて観察することで「頭・胸・腹」

などの昆虫のつくりについて、実感を伴った理解をすることができた。

（２）生活科教育

本校では、昨年度より「ハッピースタート！1 年生」と称して、幼小連携につい

て研究をしている。小学校に入する前の園児達は、小学校への期待をしつつも、大

きな不安も抱えている。入学前から学校との交流をすることで幼児教育から小学校

教育への円滑な移行ができると考えた。また、小学校では一番下の学年である1年

生が、入学前の園児達と交流を重ねることで「お兄さん・お姉さん」になる自覚も

養っていく。そうした、幼小連携の可能性について、共栄大学教育学部若手三喜雄

教授よりご指導をいただきながら研究を進めてきた。

子ども達は、もうすぐ 2 年生。入学当初不安をかかえていた子もスタートカリキュラムや他学年との関わり

を通して、小学校生活に慣れ、伸び伸びと学校生活を送ることができるようになった。入学前の園児達は、

「どんな先生がいるのかな」「教室はどんなところかな」「お兄

さんやお姉さんと仲良くなれるかな」「友だちができるかな」

等、様々な思いを抱いていた。その不安を「お兄さん・お姉さ

ん」との交流を通して、小学校を身近に感じることができ、入

学時の不安を和らげることにつながった。３学期を迎え、そう

した経験から今度は自分たちが新１年生に小学校を身近に感じ

てほしいという気持ちが強くなってきていた。

小学校を身近に感じてもらうには、交流会をもつことがよい

と考え「あたらしい１年生といっしょにあそぼう」というめあ

てをもち、園児達と遊ぶ内容を考えていった。「一緒にこまで

遊びたいね。」「どんぐりでつくったマラカスであそぼうよ！」

実践事例６ 幼小連携『ハッピースタート！1年生』

『もうすぐ２年生』(平成25年2月実施) 授業者 三角真智子、新井良美

プールのヤゴをすくいあげる様子

共栄大学教育学部

若手三喜雄教授

子どもが書いたヤゴの絵

大きさも測って細かくスケッチしている。

園児達にこまの遊び方を教えている
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など、今まで「あきのおもちゃづくり」や「昔の遊び」の経験を通して新

１年生と遊ぶ内容を決めていった。また、何かお土産をもって帰ってもら

いたいと考え、招待状つきの名札や「あきのおもちゃ」で拾ったどんぐり

を使って、ストラップを作りプレゼントにすることにした。

そして新１年生との交流会当日。地域にある「神戸幼稚園」と「大宮愛

仕幼稚園」の園児が参加した。園児たちは緊張している様子だ。はじめの

あいさつが終わると、一人ひとりに手作りの名札が首に掛けられた。その

後、教室へ行って、福笑い・けん玉・マラカスなどの遊び方を、園児たち

に教えながら一緒に遊んだ。「ほらもう少しみぎ。そうそう。」「こうやってなげる

とカップに入るよ。」「こうやって使うといい音が鳴るよ。」と、遊んだ道具の使い方のコツを子どもたちなりに教え

ていった。そして、終わりの会では手作りのキーホルダーをプレゼントした。プレゼントをもらった園児た

ちは大喜びであった。後日、園児たちに感想を聞いたところ「お兄さんお姉さんがとっても優しかった。」

「学校へ行くのが楽しみになった。」と言っていた。そのことを子どもたちに教えるととても嬉しそうであ

った。

こうした、幼稚園との交流を通して、「こうしたら喜んでくれるかな。」「この遊びはこうしたら楽しんでくれそうだ

な。」と、何かを伝える・教えるという行動の中にさまざまな気づきが生まれていった。かかわることを目的とした

活動を通して、情緒的な心身の発達とともに気付きの質も高められたと考えられる。

平成 24年6月、2年生は1年生へモルモットの「チョコ」と「しま」を

引き継いだ。その後、子どもたちは飼育小屋にいるウサギと仲良くなりた

いと考えた。ウサギとふれあう中で「ウサギとモルモットは何が違うんだ

ろう？」という疑問が生まれてきた。「しまちゃんよりちょっと大きいね。」

「チョコちゃんよりすばしっこいよ！」自然とモルモットとの違いに気付

いていった。1 年間モルモットの飼育を継続したことで生きものへの興味

関心も高く、飼育委員会の子どもでもなかなか抱っこできなかった「ブラ

ック」というウサギを簡単に抱き上げた子どももいた。そんな子どもたち

に、ワークシートに気付いたことを書きながら「ウサギともっと仲良くな

りたいな。」という願いが強くなってきた。「どうしたらウサギと仲良くなれるのだろう？」と、先生が子ど

もたちに聞くと「チョコちゃんみたいにつむじをなでるといいかな。」「しまちゃんみたいにおなかをやさし

くもって抱っこしてみたらいいかな？」モルモットの飼育経験を生かしていろいろな意見が出されていく。

そこで、ウサギの気持ちをもっと知るために、学校獣医師である西角井開先生に教えてもらうことになった。

「ほら、心臓の音が聞こえる？ウサギも生き

ているんだよ。」西角井先生は聴診器を子ども

の耳に当ててウサギの心臓の音を聴かせた。子

ども達はウサギも人間と同じで命があるとい

うことを実感した。そして授業後、ウサギへの

思いやりの心がはぐくまれ、飼育委員会と一緒

に意欲をもって飼育活動をしていった。

このように、モルモットの飼育経験からウサギ

の飼育をしていくことで、モルモットとウサギを比

較して考えることを自然に行うことができた。そし

て、心臓の音を聞くことによって自分と同じで生き

ていることを実感し、生きものを大切に育ててい

こうという思いやりの心を育てることができたとい

える。

実践事例７ 動物介在教育

『生きもの なかよし 大作せん』(平成24年9月実施)

授業者 賀川幸子、山本麻矢

ウサギと触れ合ってみると

「あれ？モルモットとちょっと違うね」

子どもが書いたワークシート

学校獣医師

西角井開先生

園児達にプレゼントした

「招待状ペンダント」
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（３）その他の実践

日本のものづくり技術の素晴らしさを子どもたちに実感してほしい。そのために日本が誇る数あるものづ

くり技術の中で「ロボット技術」に注目した。世界トップクラスである日本のロボット技術を題材にして、

日本の素晴らしさを実感するとともに試行錯誤することの楽しさや、大切さを学んでいってほしいと考え、

本単元を開発していった。

「ロボットっていうと何を想像する？」と子どもたちに聞く

と「ガンダム！」「鉄腕アトム！」など、アニメのキャラクタ

ーがあげられた。中には「ルンバ！」と、実際にあるロボット

を紹介する子もいた。そこで、工業用・宇宙探査用・さまざま

なロボットを紹介していきながら「ロボットっていうのはさま

ざまなところで活躍しているんだよ。日本はそんなロボットづ

くりが世界でもトップクラスなんだ。」と話していった。

さらに、子どもたちがロボットのことをもっと身近に感じて

ほしいと考え、埼玉大学教育学部山本利一教授に「最近のロボ

ットについて」授業して頂いた。「今のロボットってね、こんなことできるんだよ。」と言いながら、綱渡り

をするロボットの動画をみせると、子ども達から「おぉー！」という驚きの声が聞こえてきた。次に山本教

授は「レゴ・マインドストーム」で作ったロボット「やまけん 3 号」を披露。やまけん 3 号は 2 輪のタイ

ヤでうまくバランスをとって自由自在に動いた。ちょっと突っついていじわるしたら人を避けて動くように

なると「すごい！」「生きてるみたい！」と子どもたちはさらに驚いた。「みんなもロボットを作ってみたい？」

と山本教授が聞くと「もちろん！作りたい！」と答えた。そこで教授は「でも、すぐには作れるようになら

ないんだよ。作れるようになるには考えることも必要だよ。」と言って、試行錯誤することの大切さを教え

た。試行錯誤する大切さを学ぶため、次の時間からは「レゴ・サイエンステクノロジー」を使ってさまざま

な体験をしていくことを伝え授業を終えた。

「レゴ・サイエンステクノジー」では、車やロボットなどの作

品が作れるだけでなく、さまざまなものの「原理」を学ぶことが

できる。そこで、まずは「歯車の原理」を体験することから始め

ていった。同じ大きさの歯車を組み合わせて棒を動かす。そこか

ら「もっと棒を早く動かせるんだけどどうしたらいい？」と聞い

た。「歯車を変えればいい。」と考えた子どもたちは、違う歯車を

組み合わせて確かめていった。「あれ？遅くなっちゃった。逆かな。」

「ほら！早くなったよ！もっと大きい歯車をつけてみようよ！」

と、試行錯誤を繰り返しながら速く回る組み合わせを見つけ出し

ていった。結果、力を入れるほうの歯車が大きいと速く回るとい

うことが分かった。歯車の原理を体験しながら考えていくことによって、自然と試行錯誤をすることができた。

歯車の原理を体験した子どもたちが次に作ったのは「パワーカー」。簡

単につくれて色々な改造ができ、歯車を変えると走るスピードが変わる

ので歯車の原理を活用できる。説明書通りにパワーカーを作った後、「こ

のパワーカーが役に立つように改造するとしたら？」と言って改造をする

ことにした。子どもたちはまず、速く走れるようにモーター側に大きな

歯車を付け替えて改造していった。速くなったパワーカーのタイヤを大

きくして色々なところを進めるようにしたり、荷台をつけて荷物を運べ

るようにしたりと、さまざまな改造をしていった。「でこぼこになったと

ころでも走れるようになったよ。」「これで何か運べるようになったよ！」

と役立つように改造したパワーカーを説明していった。ただ単に改造をするのではなく、「役立つように」とい

う目的をもたせたことによって、子どもたちが試行錯誤を重ねて意欲的に改造をしていくことができた。

実践事例８ SPP『サイエンス・パートナーシップ・プログラム』

『未来にかがやくロボット技術』(平成25年1月実施)

授業実践者 島﨑真弓・中村 誠

レゴ・マインドストームを使って

ロボットを披露する山本教授

どうしたら速くできるんだろう？

歯車の組み合わせを試行錯誤する。

タイヤを増やして荷物を運べるようにした
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試行錯誤することの大切さを学んだ子ども達は、「レゴ・マインド

ストーム」を使ってロボットづくりをしていった。まずは、説明書

通りにロボットを完成させた。そして、役立つように改造すること

を考えさせていった。「自由自在に荷物を運べるといいね！」「ボー

ルを打ったりできるかな？」色々な考えをもって改造を始めた。最

初はなかなか思うように改造ができなかったが、試行錯誤を重ねて

いくうちに自分たちが目指したものに近づいていく。あるグループ

では荷物を引っ張って移動し、目の前に物があるとどかせて進める

ように手をつけた。マインドストームはPCを使ってプログラムを組

んでいくことが必要であるが、本体でも簡単なプログラムを作るこ

とができるので、グループの実態に合わせてどちらかを選択させる

ようにした。そうした試行錯誤を重ねて、子ども達はロボットを完

成させていった。授業後、Kさんは「日本人はこんな苦労をして大きなロボットや家庭に役立つロボットを作って

世界を明るくしているのかな？と思いました。日本ってすごーい！」と感想を書いた。K さんは試行錯誤すること

の大切さとともに、日本のものづくり技術の素晴らしさを実感することができたといえる。

マインドストームでのロボットづくりを終えて、子どもたちに「世の

中に役立つロボットを作るとしたらどんなロボットを作るか？」と言っ

てロボットの想像図を書かせた。子どもたちは「お手伝いロボット」や

「ペットロボット」などさまざまなロボットの想像図を書いていった。

中には「火星で温度を測って住めるようにするロボット」や「震災の時

に人を助けられるロボット」など、世の中に役立つロボット考えた子ど

ももいた。

この単元を通し「何かを作り上げるには試行錯誤を重ね、できるまで努力

をする」ということを学んでほしいと考え、子ども達がおおむね実感できたといえる。また、子ども達が日本の「も

のづくり技術」の素晴らしさを実感することができたともいえる。できることなら、子ども達が大人になって、単元

最後に考えたロボットを作るような職業に就いてくれる子が一人でもいてくれたらと思う。

本校では、さまざまな外部講師に来ていただき授業を行って頂いている。

平成23年度から大宮国際動物専門学校の学生たちによる海洋生物体験学習

も継続して行っている。（昨年度論文参照）科学が好きな子どもを育てるため

に、さらに連携機関を増やして出張授業を行ってもらった。

さいたま市青少年宇宙科学館『スクール・サポート・サイエンス(人と環境)』

6 年生理科の『人と環境』において、環境をテーマにした発電方法を学

ぶ学習を、さいたま市青少年宇宙科学館の先生方に来ていただき、体験的

な授業をして頂いた。蒸気を使ってタービンを回す発電以外に、振動を使

った発電やペルチェ素子を使った発電などクリーンな発電方法を体験させてくれた。『電気とわたしたちの

くらし』終了後に行ったということもあり、子ども達が興味をもって取り組むことができた。

東京ガス出張授業『燃料電池について知ろう』

サイエンスクラブに所属する子どもたちは、毎回のクラブ活動

を楽しみにしている。1 学期最後のクラブ活動で、東京ガス出張授

業で燃料電池について体験した。子ども達は微量の水素を燃料電

池に通してLEDをつけたりプロペラモーターを回したりした。「燃

料電池ってすごいね！」「まだモーターが回っているよ！」と驚い

ていた。火力発電や原子力発電に比べて効率がいいことを説明さ

れると、4年生のM君が「エコのために色々なことがされているんだね。」とつぶやいていた。今、期待されて

いる発電方法を楽しく体験することができた。

実践事例９・１０ 外部講師による出張授業

『人と環境』(平成25年2月実施) 『燃料電池について知ろう』(平成25年7月実施)

子どもが改造したロボット

震災で人命救助をするロボット
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ⅡⅡ 実実践践のの評評価価・・考考察察・・課課題題をを踏踏ままええたた平平成成２２６６年年度度のの計計画画

１ 実践の評価・考察

先に述べたとおり、本年の実践について、子ども達の

アンケート結果から大きな成果をみることができた。

アンケート調査２から、現4年生は平成24年4 月の調

査結果では「自分で調べよう」という意欲をもっている

子どもは半分にも達していなかった。しかし、1 年間の

授業実践により、65％まで上がっている。理科の授業で、

子ども達の「なぜ？」「どうして？」という気持ちを大事にし

て問題解決をしていった成果であり、目指す子ども像「自

ら問題を見いだせる子」「自分の考えをもって追究できる

子」の改善につながったと考える。

アンケート調査３から、「予想・方法・結果・わかった

ことという学習の流れはわかりやすいですか？」という

質問に対して、どの学年においても90％の子どもが「は

い」と答えた。この結果から、問題解決のための学習の

流れが明確であることが子ども達の学習定着に有効であ

ったと考えられる。また、この学習の流れで授業を進める

ことは教師にとってもわかりやすい。スタンダード②につ

いては子どもたちにとっても教師にとっても大きな成果が

見られたと考えられる。

アンケート調査４から、現6年生の平成23年4 月調査

と平成25年 7月調査を比較すると、質問A「予想を立

てるのが好きですか？」との質問では、69％から 82％

まで上がった。また、B「実験結果からきまりをみつけ

るのは好きですか？」との質問では、46％から 75％に、

上がり、さらにC「わかりやすくまとめるのは好きです

か？」との質問では 49％から 71％に上がっている。こ

の結果から、単に実験が好きというだけでなく、子どもた

ちが主体的に問題を解決していこうと考えていることがわ

かる。まさに「意欲をもっていきいきと取り組む子ども」を

育てていくことができたと考えられる。

生活科教育においても大きな成果が見ることができ

た。アンケート調査５によると、現2年生では、D「気付

いたことや思ったことを発表するのは好きですか？」と

の質問で、平成 24年7月の調査結果では全体の 43％で

あったが、1年間の実践で91％に上がった。また、E「活

動した後に、生活科カードなどに書くのは好きですか？」

との質問でも、1年前の調査結果では 59％であったが、

本年7 月の調査結果では91％まであがった。

子ども達は、たくさんの事物現象に気づきをもっている

が、発表やカードに書く方法がわからず、「好きだ」という

気持ちになれなかったのだと考えられる。そして、実践を

重ねていくことで子ども達がたくさんの気づきに対して表

現する方法を学び、発表したりカードに書いたりするのが

好きになってきたのであると考えられる。

＜アンケート２＞

対象：4学年児童（平成24年43名、平成25年45名）

＜アンケート３＞

対象：4～6学年児童195名 平成25年7月実施

＜アンケート 4＞

対象：6学年児童(平成23年68名、平成25年65名)

＜アンケート 5＞

対象：2学年児童(平成24年44名、平成25年43名)

42％

65％

92％

95％

93％

93％

43％

91％

69％

82％

46％
75％

49％

71％

91％59％

91％43％
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２ 実践の考察から見た課題

アンケート調査の結果ら見て、理科教育・生活科教育の実践は大きな成果をみることができたといえる。

さらに、各教科の実践を考察し、次年度への課題を見出していく。

＜理科教育＞

スタンダード①『自然事象の体験活動から問題を見出す単元導入の工夫』について

それぞれの単元において、「体験的な活動から問題を見出す」ことに重点をおいて導入を行ってきた。

そして、子ども達が十分な体験をすることで問題を見出すことができたといえる。しかし、体験するだけ

では問題を見出すことはできない。体験活動の中に教師の意図的な支援・言葉かけが必要である。次年度

は、単元で「捉えさせたい見方や考え方」を明確にし、体験活動の中での教師の支援や言葉かけを大事にし

ていきたい。子どもたちが自然に問題が見出せるように導入を研究していく。

スタンダード②『問題解決の能力を身につける学習の定着 』について

「予想」「方法」「結果」「わかったこと」の学習の流れについては、子どもにとっても、教師にとっても有効で

あることが実証された。しかし、それは実験を主とする単元の場合のみなっていないかという課題も生まれた。

実践事例３を基礎として、観察活動が主となる単元においての学習の流れをさらに研究していく必要がある。

スタンダード③『表現力を高めるノート・ワークシートの活用』について

スタンダード②の学習の定着を図るためにも3年～6年まででワークシートを共通なものにしたことは

子どもにとってもわかりやすい。次の学年になっても学習スタイルは変わらないことが子どもたちも安心

して学習できる。そのためにも全学年を通して、今後も効果的に活用していきたい。また、学年が上がるにつ

れてワークシートからノートに移行し、子どもたちの考えをさらに自由に表現できるようにしていきたい。

スタンダード④『問題解決の流れをとらえられる学習履歴』について

学習履歴については、どの単元においても大きな成果が見られた。話し合いの中で学習履歴を見ながら

取り組むことで自然と既習事項を参考にする力がつく。問題になったのは、学習履歴をいつ書くかという

ことである。充実したものにしていきたいため授業後に書くこともあったが、それだと授業の中での活用

が不十分になってしまう。子どもが考えたことをその場で書き込んで、授業の中でも積極的に活用できるよう、

有効な活用方法をさらに研究していきたい。

スタンダード⑤『思考・表現を高めるメディア活用』について

実物投影機で自分のワークシートなどを映しながら説明する活動についてはここ数年の実践で定着が図られ

てきた。そして今年度はタブレットの活用や、PC によるグラフ化なども行い、メディア活用に大きな可能性

が見えてきた。今後は、教師のスキルアップが課題となっていく。メディア使用について苦手意識をもつ教師でも簡

単に使える方法を研究していきたい。また、メディア活用が中心にならないよう活用する場面の精選をしていく。

スタンダード⑥『実感を伴った理解につながる単元終末の工夫』について

「導入→探究→活用」の流れを単元を通して進めていくことで「実感を伴った理解」が深められたとい

える。しかし、真に活用とは何か？未だ不明確な部分がある。それぞれの単元にある「捉えさせたい見方や

考え方」を明確にしてそれぞれの単元での活用についてさらに研究していく必要がある。

＜生活科教育＞

幼小連携『ハッピースタート！１年生』について

入学する前の期待と不安をわかってあげられるのは、前の年に同じ経験をした1年生である。そんな1

年生が、これから入学する園児達に「安心して学校に来てね。」との思いで交流をすることは非常に価値

があるものであった。また、1 年生という、誰かをお世話するということの経験が少ない学年で、園児と

交流することにも大きな意味があった。今後も幼小の連携をさらに深めていきたい。そして、交流活動から

「気付きの質」を高めていくとともに園児達もめあてをもった交流活動ができるように、連携する機関との話し

合いを深めて取り組んでいきたい。

動物介在教育について

本年度で動物介在教育を進めて 3 年目となる。生き物と触れ合う活動を通して「命を大切にする豊か

な心」がはぐくまれていったと考える。今後も動物介在教育を継続し、長期間での子どもの変容を見とって

研究を深めていきたい。

そして、「幼小連携」「動物介在教育」を通して、ふれあう活動について可能性を見出すことができた。

今後は、それ以外にも地域の人とのふれあいや、家族とのふれあいなど、様々な場面でふれあいを深められ

るような取り組みを行っていきたい。そしてふれあいを通して気づきの質を高められるようにしていきたい。
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３ 平成２６年度へ向けて

理科・生活科教育を研究して5 年、「科学が好きな子ども」を育てるためにそれぞれの教科で大きな成果

をあげることができた。しかし、真に科学がすきな子どもとは理科・生活科だけで育っていくのであろうか？

実践を重ねていく中で、理科・生活科以外の教科の重要性に気付くことができた。平成 26 年度は、昨年度

の課題を踏まえた理科・生活科のさらなる向上とともに、教育活動全般を通して、科学が好きな子どもを育てる

ための取り組みをしていきたい。以下が次年度の構想図となっていく。

本校がとらえる科学が好きな子ども像「意欲をもっていきいきと取り組む子ども」を育てるため、各教科

で子ども像を設定し、「意欲をもっていきいきと取り組む子ども」をどのように育成できるか、具体的に計

画していく。そして、各教科での子ども像が、理科・生活科にどのようにかかわっているかを踏まえ、理科

教育では「大宮北小サイエンス・スタンダード」のさらなる向上への実践計画、生活科教育では「人や生き

物、地域とのふれあい」通した実践計画を立てていく。

また、学校のみでなく地域や外部機関との連携を深めてい

きたい。現在、本校では埼玉大学・大宮国際動物専門学校・

さいたま市青少年宇宙科学館・東京ガスなど多くの機関と連

携をしている。そうした連携機関を増やしていくとともに、

授業や学校行事等での連携を計画し、学校や地域全体で「科

学が好きな子ども」を育てていく実践計画を立てていく。

これより、新たな構想図をもとにした具体的な実践計画を、

（１）理科教育の実践計画、（２）生活科教育の実践計画、（３）

理科・生活科を柱とした「意欲をもっていきいきと取り組む子ど

も」を育てる教育活動計画の順で説明をしていく。本年度、環境整備として校内植物マップを作製した(校長作)
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４ 平成２６年度の具体的な実践計画

（１）理科教育の実践計画

今年度の課題を踏まえ、次年度は「大宮北小サイエンス・スタンダード」をより確かなものにしていきた

い。そのためには単元で「捉えさせたい見方や考え方」を明確にすることが必要であると考えた。子ども達

にどんな見方や考え方を捉えさせたいのかを教師側がしっかりと把握し、単元を進めていくことが大切であ

る。スタンダードを構成していく際に、単元で捉えさせたい見方や考え方を明確に示すとともに、その見方

や考え方が「導入」「探究」「活用」のどの場面で捉えられるか位置付けていきたい。

３年『風やゴムのはたらき』で捉えさせたい見方や考え方は、

①風は物を動かす力があり、風が強くなると物を動かす力が強くなる。

②ゴムには物を動かす力があり、ゴムを長く伸ばすと物を動かす力が強くなる。

③風やゴムの力を利用すれば物を動かすことができる。

という 3 点であると考える。つまり「物を動かす力はその力が強くなるのに比例して強くなる」という見

方や考え方を捉えさせ、「その力を利用することで物が動く」という考え方が、エネルギーの見方への基礎

となっていく単元である。そのことを踏まえ、スタンダードの「導入」「探究」「活用」に位置付けて単元構

成をしていく。

まず、本単元の構成としては、①風の働きで「導入」「探究」

を行い、次に②ゴムの働きで「導入」「探究」を行っていく。

そして最後に、「活用」の場面で「風やゴムの力を利用すると

どのような車のおもちゃを作ることができるのか」を考えさせ

ていきたい。

風の力で動く自動車で遊んだ子ども達は車を「もっと遠くま

で動かしたい」と考える。そこで「風で動く自動車をもっと遠

くまで走らせるにはどうしたいいか」という調べたいことを見

出していく。（昨年度より、3 年生では問題を「調べたいこと」

という言葉で位置付けて定着を図っている。）子ども達は予想

の場面で「風を受けるための帆を大きくしたい」「タイヤを大

きくすればいいのではないか」などの予想をしてくると考えら

れる。しかしこの単元で捉えさせたい見方や考え方は風は物を

動かす力があり、風が強くなると物を動かす力が強くなるという

ことである。子ども達の意識を捉えさせたい見方や考え方に向

かせるために、ここでは「自動車のおもちゃは改造しない」という

条件を付けて考えさせていきたい。子ども達は「強い風を当てれ

ば車が遠くまで走るのではないかと思い、風の強さを変えて実

験をしていく方法を考える。実験の結果がでたら、「強い風を

自動車に当てれば遠くに走らせることができる」というわかっ

たことを見出させていきたい。ここで、子ども達が捉えさせた

い見方や考え方を実感することができると考える。また、ゴム

の働きの場合でも、風の働きと同様の流れで進みゴムには物を

動かす力があり、ゴムを長く伸ばすと物を動かす力が強くなると

いう見方や考え方を実感できると考えた。

そして「活用」の場面では、利用するということをキーワー

ドにそれぞれでできなかった自動車の改造を行っていきたい。

「もっと帆を大きくすると強い風をたくさん受けることができるんじ

ゃないか？」「2 本のゴムをねじったりしたら強くなって遠くまで走

らせることができるのでは？」など、子ども達がエネルギーの有

効な利用の基礎となる考え方を実感させていきたい。

＜単元の流れ(風のはたらき)＞

『風やゴムのはたらき』単元構成

実践計画１ スタンダード①⑥を充実させるために (11月頃実施予定)

３年『風やゴムのはたらき』 捉えさせたい見方や考え方を明確にした単元構成
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６年『てこのはたらき』で、捉えさせたい見方や考え方は、

①ある一点を支え(支点)にして、一部に力を加える(力点)と楽に荷物を持ち上げる(作用点)ことができる。

②作用点から支点までの距離に比べ、支点から力点までの距離が長いほど小さい力で持ち上げることができる。

③てこが水平につりあう時「おもりの重さ（力の強さ）×支点からの距離」が等しい。

④身の回りの道具で、てこの規則性が利用されているものがある。

という４点であると考える。この４点をスタンダードの「導入」「探究」「活用」の中に位置付けた場面で実感さ

せていきたい。

子ども達に、てこの原理を使って重たいものを持ち上げる体

験から「てこってすごい！」という感動もってもらいたい。そ

こで、導入では重たい荷物を持ち上げる体験をしてから「重い荷

物を１人で楽に持ち上げるにはどうしたらいいか？」と考えさせ

ていくことにする。子ども達は一人で楽に持ち上げるには「道具

を使う」ことを考える。ここで、教師が用意した道具を提示。

用意する道具は「ロープ」「棒」「イス」「木材」など。子ども

たちは用意された道具を使って楽な持ち上げ方を試行錯誤す

る。子ども達が自然と「てこ」を作り上げ、重たかった荷物を

楽に持ちあげる。この時に①の見方や考え方を実感することが

できると考える。

また、この単元では「探究」の場面では、てこの原理を使っ

て楽に持ち上げることを「数値化」していくことになる。「力

を入れる場所は遠いほうが楽」という見方から「どのくらい楽

なのか？」に疑問をもち「おもりの重さ（力の強さ）×支点か

らの距離」という関係を見出していく。そのために、「実用てこ」

を使った実験から「実験用てこ」を使用する間に、実用てこを使っ

て数値化する活動を取り入れていきたい。まず、実用てこを使っ

て「支点から力点が遠いほうが楽」「作用点が支点から近いほ

うが楽」ということを実感する。この時、②の見方や考え方を

することができると考える。その後、子ども達は「どうして楽な

んだろう？」「どのくらい楽になっているんだろう？」という

疑問が生まれくる。その時に実用てこで、「力」を「砂を入れたペ

ットボトル」に置き換えて実験をさせていきたい。「１０ｋｇの荷

物は、３の場所でペットボトル４個分の力で持ち上がった」な

どと力を物に置き換えることで実験用てこを使った実験につ

ながり、③の見方や考え方をより深く実感することができると考

えた。

そして、活用の場面では、子ども達一人ひとりが「さおばかり」

を作成していきたい。さおばかりは、てこの働きが実感できる

教材であると考えている。そのさおばかりをつくりながらてこ

の規則性を実感してもらいたい。その後、てこの働きが利用さ

れている道具等を調べる活動を行っていく。まずは「くぎ抜き」

を体験し、支点・力点・作用点を探す活動を通していく。そし

て、くぎ抜きの楽な使い方を考えさせていきたい。「くぎ抜き

の持ち手を遠くにすると楽に釘が抜ける。」ということ実感し

てもらいたい。ここで④の見方を実感することができると考えら

れる。

実践計画２ スタンダード①⑥を充実させるために (10月頃実施予定)

６年『てこのはたらき』 捉えさせたい見方や考え方を明確にした単元構成
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本年度の実践では、5年「魚のたんじょう」で「予

想」→「観察」の流れの基礎を作ることができた。

次年度は他の観察を主とする単元でもこの流れを

実践していきたい。

本単元では、地域にある大宮公園の自然を1年間

観察していきたい。まず、4 月での大宮公園の植物

や生き物の様子を観察した後、「大宮公園の植物や

昆虫は、5月になるとどう変わっていくのか？」を

予想させていく。子ども達は、5月の観察活動で、予

想したことをもといいきいきと観察するとともに、観察

の視点が焦点化されてくると考えられる。そして、5

月の自然観察後には7月→10 月→1月→3月と「予想」→「観察」を繰り返した観察活動をしていきたい。

また、自然観察のスケッチとともに昨年度まで行っていた植物や生き物をデジカメで撮影する活動も一緒

に行ってきたい。スケッチでの観察だと、絵を描くことが上手な子にいきがちだが、写真で撮影することで

子どもがどの部分を焦点化して観察をしているかがわかる。そのようなスケッチが苦手な子どもでもいきいき

と活動できるようにしていきたい。

問題解決への流れを捉えさせたい見方や考え方に向けてい

くためにも学習履歴の活用が欠かせないと考えている。また、

問題から次の問題へと子どもの意識をつなげていくためにも

今までの流れが履歴として残っているのはとても有効である。

次年度は、学習履歴を統一したものにし、子ども達が見やすいも

のにしていきたい。そうすることで、教師も書きやすくなると

考えた。よりシンプルにできるようにしていきたい。

「沸騰した水から出てくる泡の正体は何か」という調べたい

問題に対して、捉えさせたい見方や考え方は水の温度が変わる

と姿を蒸気に変えて見えなくなることである。それを踏まえ、子

どもの作った問題から、「予想」「方法」「結果」「わかったこと」の

段階をあらかじめ学習履歴に書いておく。予想の際には、①ワ

ークシートに自分の考えを書く。②グループ内で発表する(そ

の際、いいなと思った意見については緑のペンで付け足す。)

③クラス全体で意見交換する。という順で進めていく。学習履

歴にはクラス全体でまとめた意見を書き込んでいく。「あわの正

体は空気だよ！」「いや、水だよ！」という子どもの意見をま

とめ、その意見の人数も記入すると子ども達の実験への意欲と

目的感が高まる。

方法では、①グループで話し合う。②考えた方法をクラスで

発表する。③全体の意見を聞いてもう一度考える。④方法の決定という順で進めていく。「あわをあつめよ

うよ！」「袋にあつめてふくらんだら空気だね！」と実験結果の見通しも考えられるようにしたい。学習履

歴には方法の決定を書き込んでいく。「ふくらんだよ！けどしばらくしたらしぼんじゃったよ。」「袋の中に

水だけが残ったよ。」など結果が出てくる。そして、結果がどうなったかをグループごとに発表する。それ

を全体でまとめたものを学習履歴に書き込む。「最後に水が残ったから水なんだね。」「でもビニール管の中で

実践計画３ スタンダード②③を充実させるために (4月～3 月で実施予定)

４年『季節と生物』 「予想」→「観察」の流れの定着

実践計画４ スタンダード④を充実させるために (12 月頃実施予定)

４年『水のすがたとゆくえ』 「学習履歴」のさらなる効果的な活用

観察した様子

についてスケッチす

観察した様子をもとに

次の季節の予想をかく。

学習履歴例
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は水は見られなかったよ。」「水が見えなくなって移動したのかな？」と最後に、わかったことについて話し

合う。「結果を見て問題に対して何がわかったか？」を①ワークシートに自分の考えたわかったことを書く

②グループで発表しあう(予想の時と同じようにいいと思った意見は緑のペンで付け足す)。③全体で発表し

た後に「あわの正体は、水がすがたをかえて出てきた何かであることがわかった」とまとめをする。そこで

「何か」というのは水蒸気と呼ぶことを教師が説明していく。

学習履歴は、本年度までの実践で、「前の実験を参考にして予想や方法を考える。」「結果までの流れを見

ながらわかったことを考える。」という場面で多く活用される。そうした場面でよりよく活用できるように教師

の書くタイミングやレイアウトなどをスタンダード化していきたい。

子ども達が自分の考えを発表する際、実物投影機を使って自

分のワークシートを大きく映し出し説明していくことを、平成

22 年度から行っている。本校の理科室では、実物投影機のス

イッチを入れればいつでも使えるように常設している。また、

本年度さいたま市から実物投影機がクラスに1台配当された。

教室で授業することが多い 3 年や 4 年についても積極的に活

用していけるようにしたい。そのためにも、すべての教師が活

用できるようメディア実践研修を行っていきたい。

また、実践事例１で紹介したタブレットの活用方法について

もさらに向上させていきたい。5年『流れる水のはたらき』で

行う水の流れる様子を観察するモデル実験は、再現することが

難しい。そのため、平成23年度よりデジカメの動画機能を使うと何度も繰り返し見ることを実践し、子ど

もの思考を高めるために有効であった。しかし、デジカメの画面は小さくわかりづらい。また、テレビにつ

なぐのに手間がかかってしまうという課題も見られた。そこで、本年度実践事例１ように、流れる水のモデ

ル実験をタブレットの動画機能で撮影することがいいと考えた。タブレットをグループで１台ずつ持ち、流れる

水の様子を撮影することで、大きな画面で繰り返し見ることができる。また、STB を使って大画面に映す

ことはそれほど手間ではない。子どもの思考を高めていくメディア活用ができると考えた。タブレットにつ

いてはまだまだ可能性を秘めている。使うことに主眼をおくことなく、子どもの思考力・表現力を高めるためのメ

ディアの活用方法をこれからも研究していく。

（２）生活科教育の実践計画

動物介在教育と幼小連携について研究を深めていった結果、ふれあいやかかわりあいから多くの気付きが

生まれ、子どもたちがいきいきと活動することができたといえる。次年度は、より深めていくために「人や

地域」「生き物」という２つの領域に広げ、ふれあいやかかわりあいを通した活動を充実させていきたい。

前単元である１年「たのしさいっぱいあきいっぱい」では、いろい

ろな秋をみつける活動から季節の変化に気付いたり、自然の面白さや

不思議さに気付いたりすることをねらいとしている。本単元では、前

単元の活動でみつけたドングリや木の実などを使って自然を使った遊

びを楽しみながら自然の面白さや不思議さへの気付きを深めていく。

以前より地域にある大宮公園へ行ってたくさんの秋をみつける活動を

行っているが、次年度ではその際に幼稚園との交流活動を目的にして実

践していきたい。「地域の幼稚園児に、大宮公園で拾ったドングリや木

の実などでおもちゃや遊びを考えて教えてあげよう」というめあてを

実践計画５ スタンダード⑤を充実させるために (10 月頃実施予定)

５年『流れる水のはたらき』メディア活用の向上と教師のスキルアップ

実践計画６ 人や地域とのふれあいを充実させるために(11月頃実施予定)

１年『あきのおもちゃだいしゅうごう』 幼稚園との計画的な交流活動

写真のようにいきいきと発表する子どもを育ててい

くためのメディア活用をさらに充実させてきたい。

大宮公園は自然豊かな公園である。
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もち、本単元をスタートさせていく。

本年度は、園児達が入学する直前の 2 月に交流会を行ってきた。

次年度は、本単元実施の 11月と「もうすぐ2年生」を実施する2月

の 2 回を予定している。また、各幼稚園との連携を深め、11 月では

「小学校を身近に感じよう。」2 月では「入学前に小学校のことを知

ろう。」という園児達のめあても設定していった。本単元では、子ど

も達に「小学校のことをもっと身近に感じてほしい。」との願いをも

って活動していってほしい。そうした他者への願いをもとに活動を深

めていくことで、気付きの質が高まっていくと考えている。

また、秋のおもちゃや昔遊びなどについては、地域の方々をゲス

トティーチャーとして招いて遊び方を教えてもらう活動も実践していきたい。「一緒に遊ぶこと」からの気付

きを深められるよう実践していく。

次年度は、幼稚園との交流を2 年生でも行っていきたい。本単では、身近にあるものを使って動くおもち

ゃをつくり、自分なりに改良することを通して、動くおもちゃのおもしろさや不思議さを実感するとともに

遊び方を工夫しながら、みんなと遊びを楽しむことができることをねらいとしている。ねらいでいう「みん

なで遊ぶ」という場面で、園児達と一緒に遊んでいくこととしていく。本年度実践で、他者とのふれあいから気付

きの質を高めることができることに成果が見られた。次年度は実践を広げていきたい。

実践計画６と同じように、「小学校を身近に感じよう。」という園児のねらいを設定して実践していきたい。

2年生の子ども達は、身近なものから動くおもちゃを考えて作り上げる。ゴムや磁石・風車など、動くおも

ちゃを考えながら「こうしたら動く」という気付きをもち活動を深める。そして「園児達に動くおもちゃで

遊んでもらう」という新たな目的をもつことで「こうしたら楽しんでもらえるかな。」「こうするともっとた

のしいかな」と、気付きの質が高まっていくことが考えられる。一方、園児達も 1 年だけでなく 2 年も交

流活動を行うことで小学校のことをより身近に感じていくと考えられる。お互いにふれあう活動を計画的に

行っていくことで、自然と様々な学びを重ねていくことができると考える。そうした幼稚園と連携した交流活動を 1

年間通して計画的に行っていきたい。

また、「生き物とのふれあい」では、1 年「いきものとなかよくなろう」においてモルモットの継続的な

飼育活動を行い、2年「いきものなかよし大さくせん」においてウサギの継続的な飼育活動を、それぞれ実

践している。次年度も 2 つの継続的飼育活動を行っていきたい。また、モルモットの土日のホームステイ

を通して保護者との連携も深められることができた(平成 23 年度実践参照)。しかし、学校としてのしっか

りしたシステムがきちんと出来上がっていないという課題もある。動物介在教育については深めていくとい

うより、今までの活動を維持・継続していくシステム作りを計画していきたい。

実践計画７ 人や地域とのふれあいを充実させるために(11 月頃実施予定)

２年『うごくうごくわたしのおもちゃ』 幼稚園との計画的な交流活動

2 月にプレゼントしたドングリストラップ。次年

度は色々な秋を体験する活動を計画する。
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（３）理科・生活科を柱とした「意欲をもっていきいきと取り組む子ども」を育てる教育活動計画

先にも述べたとおり、本校が捉える科学

が好きな子「意欲をもっていきいきと取り組

む子」というのは、何も理科・生活科にお

いてのみで育つというわけではない。むし

ろ、様々な教科が相互にかかわりあって育

てることができると考える。そこで、理科・

生活科教育を柱として他教科がどのように

かかわっているか示していった。

国語においては、スタンダード②におけ

る「予想」「方法」「結果」「わかったこと」

の流れのなかで行う言語活動が深くかかわ

っていると考える。それを踏まえ、「自分

の考えを表現できる子」という国語で育て

る科学が好きな子ども像を設定して実践を

考えていく。また、社会科では社会的事象

から問題を見出す場面が理科教育の学習過

程に似ている。そこで「先人の知恵や努力

から学べる子」と設定し、社会的事象を問題

解決的に進める授業を目指す。算数では、

1つの答えを試行錯誤して見出していくことがスタンダード②の「結果」から「わかったこと」への流れに

かかわっている。また、実験での数値化なども深くかかわっている。そこで「自ら追究して答えを導き出せる

子」と設定して進めていく。総合的な学習の時間・道徳では、人や地域を通して地域愛など育むことをねら

いとする学習が多い。そこで「人や地域を愛する心情をもつ子」を目指して学習を進めていきたい。そして音

楽・図工では芸術作品作成や演奏・そして鑑賞活動を通して、芸術的感性を養っていく。それは、自然事象

から何かを感じ取る感性養うことにかかわっていく。そこで「芸術的感性から自己を磨ける子」を目指してい

きたい。体育では、運動を通してできることの達成感を味わう。体育から学ぶ「何かを達成する喜び」を感

じることが理科の中でもできるよう「運動を通して達成感を味わえる子」を目指していきたい。

実践計画としては、国語・社会・算数・総合の４つを示していく。

6 年「学級討論会をしよう」では、相手の意図を聞き取り、自

分の主張を伝えることをねらいとする単元である。理科の学習の

時、特に「予想」の場面では、問題に対しての自分の考えを主張

することが大切になる。しかし、主張するにしても表現する力が

なければ相手に伝わらない。国語授業の「話す・聞く活動」を通して

自分の考えを相手に伝えることを学び、理科授業につなげていっ

てほしいと考えた。

6 年の理科において身につけさせたい問題解決の力は「推論す

ること」である。「この結果からこのようなことが考えられる」

と推論していくことには、表現力が必要になる。そこで、本単元

で「わたしはこの理由でAのほうが正しいと思う。」と論をもっ

て主張することを身につけていく必要がある。クラスで話しあう

議題を考え、A グループと B グループに分かれて①初めの主張

②質問とその答え③最後の主張の順で討論をしていく。

こうした「話し合う」「伝える」活動から「自分の考えを表現できる

子」が育っていくと考え実践していきたい。

実践計画８ 他教科とのかかわりを深めるために(6月頃実施予定)

６年 国語『学級討論会をしよう』 「自分の考えを表現できる子」を目指して



‐24‐

さいたま市内には、見沼代用水が流れ、見沼田んぼがある。そ

して、見沼代用水から芝川に船を送る「見沼通船堀」も現存して

いる。利根川からさいたま市までの流れる見沼代用水を井沢弥惣

兵衛という人がわずか半年で完成させた。「一体どうやって作って

いったのだろうか？」完成させた弥惣兵衛の知恵や努力から、さ

まざまな科学を見ることができる。そうした見沼代用水や通船堀

の科学的な仕組みやそれを見出す努力などをさまざまな資料を調べ

る活動を通して学んでいきたい。またそれは、問題を見出し解決する

理科の学習にかかわっていると考える。

まずは、見沼代用水がどういったものなのかを知る。写真や資

料、また、地図などから見沼代用水のことを学んでいく。そして

作られたのは江戸時代、作った人は幕府から命をうけた井沢弥惣

兵衛という人物であることを学ぶ。

井沢弥惣兵衛は当時の技術なら 2 年以上かかる工事をわずか 6

カ月で完成させた。なぜそのような短い期間で完成させることが

できたのか。資料や写真などを使ってその知恵と努力を学んでい

く。「荒川の水流を使用して用水路をつくる距離を短くした。」「山

側を少し削るだけで作れるよう地の利を生かした。」「東べりと西

べりを作ることでまんべんなく田んぼに水が送れるようにした。」

など、さまざまな工夫と努力を学んでいく。

本単元は、問題解決への流れがスタンダード②の流れにかかわっているとともに、5 年「流れる水のはたらき」

でも、先人の工夫で「導入」や「活用」の場面で取り入れることができる。次年度は社会科で学習したことを理科

に生かす実践をしていきたい。

本単元では、平行四辺形・三角形・台形・ひし形などの面積の

求め方を理解して、公式を作り出して求めていくことをねらいと

する。決まった問題を解いて答えを導き出すのではなく、今まで学

習したことを活かして新しい問題を解き、答えを導き出す活動を大事

にしていきたい。それが、理科で言う「予想」や「結果から分かったこ

と」を見出す活動にかかわっていると考える。

平行四辺形の面積を求める際、今まで習った長方形や正方形の

面積の求め方をもとにしなければいけない。しかし、形が異なる

ため、平行四辺形を長方形に変形することが必要になる。変形さ

せて考えるためにワークシートを用意して自由に書き込めるようにした。子ども達は切ってうつしたり、付

け加えて長方形に直したりして面積を求めていった。この時、スタンダード⑤で行っている実物投影機を使用

した発表を行っていきたい。

今までの学習を活かして平行四辺形の面積を求めたら、今度は面積の公式を考えて

いく。ここでは、子ども達が考えた公式について話し合い活動を取り入れていきたい。

今までの実践で、理科の学習では活動グループを3人にしていた。本単元でも3 人グ

ループが有効であるか検証していきたい。また、現実的に3 人のグループを作るのが

困難な場合は、左図のようなレイアウトにして話し合いを進めていきたい。そしてグ

ループから全体への練り上げをして公式を導き出していきたい。

実践計画９ 他教科とのかかわりを深めるために(10月頃実施予定)

４年 社会『見沼代用水を引く』 「先人の知恵や努力から学べる子」を目指して

実践計画10 他教科とのかかわりを深めるために(11月頃実施予定)

５年 算数『面積の求め方を考えよう』 「自ら追究して答えを導き出せる子」を目指して

方眼用紙に平行四辺形を書き、

自由に書き付け足すようにした
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本校の地域には、世界に誇れる技術である「アライヘルメット」

の拠点であり、「世界の盆栽」の中心都市である。そんなアライ

ヘルメットや盆栽について学び、さいたま市の素晴らしさを感じ

郷土愛につなげていきたいと考え「さいたま発世界行き」という

単元が作られた。

盆栽というとなにか古臭いイメージがある。しかし今や世界各

国で「BONSAI」という名で老若男女問わず親しまれている。

その中心地がさいたま市であるということ知るため、盆栽美術館

の方をゲストティーチャーとして招いていきたい。「盆栽の楽しみ方は、木のふもとに小さな自分がいるこ

とを想像して見るんです。それが日本人の美的感性なのです。」と美術館の方は語ってくれた。そうした日

本古来の感性を大事できるよう、本単元で盆栽の良さを取り上げていきたい。日本古来の感性を大事することが、

自然事象から科学を見出す感性につながっていくと考えている。

また、世界最高峰のモーターレースでシェアNo,1を誇るアライヘルメットの本社工場は、本校から徒歩

で15分のところにある。また、本校の子ども達は登下校にヘルメットをかぶる。そのヘルメットがアライ

ヘルメットで作られている。そんな「世界のアライ」をもっと身近に感じるため、工場の見学や製品の見学

を行っていきたい。日本のものづくりの素晴らしさを4年「未来にかがやくロボット技術」で学んでいる。

5 年生になり、世界のものづくり技術が自分たちの地域にあることを誇りに思ってほしい。そして、ものづくりへ

の興味関心を高めていくことが「活用」につながっていくと考える。

埼玉大学が中心となり、本年度からCST(コア・サイエンス・テ

ィーチャー)事業が開始された。本校教員にも、CST候補生がいる

ので、次年度は、受講機関であるさいたま市青少年宇宙科学館と連

携して、「親子天体観望会」と「プラネタリウム鑑賞教室」を行っていき

たい。(12月頃実施予定)

昨年度、実施した「スクール・サポート・サイエンス事業」に

は、天体観望会の出張授業もある。そこで、宇宙科学館へ行って

顕微鏡の使い方や、星の観察の仕方を受講することで本校CST候

補生が中心になって実施することができる。外部機関の講師が行う

より「自分の学校の先生が特別なことを教えてくれる。」との気持

ちから意欲を高められるのではないかと考える。

また、毎年4年生で行っているプラネタリウム教室に関しても、

CST候補生が星空観察の仕方を実施していきたい。(10 月頃実施予定)自分の学校の先生が星空解説してくれ

るということで、子ども達は意欲を高められると考えている。それ以外にもCST事業と連携して、埼玉大学

や青少年宇宙科学館とさまざまな取り組みを行っていきたい。

５ おわりに

相対性理論で名高いアルベルト・アインシュタインの言葉に、「教育とは、学校で習ったすべてのことを忘

れてしまった後に、自分の中に残るものをいう。そして、その力を社会が直面する諸問題の解決に役立たせる

べく、自ら考え行動できる人間を作ること。それが教育の目的といえよう。」とある。科学が好きな子どもを育て

ることで未来の日本を築き上げることができるとの思いで、これからも情熱をもって教育活動に邁進してい

きたい。

研究代表・執筆者：中村 誠

実践計画11 他教科とのかかわりを深めるために(5月頃実施予定)

５年 総合『さいたま発世界行き』 「人や地域を愛する心情をもつ子」を目指して

実践計画12 外部との連携を深めて科学が好きな子を育てる ※コア・サイエンス・ティーチャーの活用

親子天体観望会 プラネタリウム鑑賞教室

3年生が盆栽美術館を見学する様子


