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Ⅰ 本校が目指すもの 

１ 本校の目指す科学が好きな子ども 

(１) 本年度の取り組みに際して 

２つの学校が統合し富士見中となって開校４年目を迎えた。開校以来「知的好奇心を高め，

自らの夢に挑戦することができる生徒」の教育理念のもと，学校が一体となって日々の授業改

善に取り組んでいる。 

昨年度は，科学が好きな子ども（生徒）についてとらえ直しを行い，科学が好きな子どもは，

６つの科学する心をもっていると考えた（２０１２年度論文 Ｐ１）。 

そしてその「科学する心」が育まれているか，科学する心をどのように涵養していくかを理

科の授業改善の柱として取り組んだ。その結果，「理科の授業に生き生きと自分の仮説をもって

追究し続ける生徒」が大半を占めるようになってきた。しかし，実践の中で以下のような課題

が生まれた。 

 

○その１時間の中で「科学することが楽しい！」「追究し続けられた！」という行為のもとと

なっているのは，前述の科学する心のどの部分だったのか，分析が不十分なため，さらに

生徒の「追究したい！」という欲求に応えられない授業構成になっている部分があった。 

○科学する心が十分涵養されていったとき，生徒たちはどのような行動を見せるのかについ

て具体的な姿としての蓄積が不十分だったため，授業者の授業評価，活動主体である生徒

の自己評価，それぞれの振り返りの観点が不明確であった。 

○多様な考えをもつ生徒ひとりひとりの考えを表現させ，有機的に結び付けながら科学的真

実に迫り，その追究の過程でひとりひとりの科学する心のどの部分が深まったのかを検証

しきれていない。 

 

これらの課題を受け，今年度は，科学する心の具体的な姿の表出をテーマとし，生徒が問い

を解き明かすことを主体的におこなう，よりよい授業づくりを目指したい。 

特に科学する心の始まりは，生徒の「なぜ？」からであることから，「なぜ？」が生まれ追究

へとつながっていく過程を大切にしたいと考えた。そして科学する心の中で特に感性・創造性・

主体性の３点に焦点を当て，前年度まで研究してきた「授業改善」，「人に学ぶ」，「環境から学

ぶ」という３つの視点を含めた富士見中の「学舎」（まなびや）を完成させたいと願い，実践を

積んできた。 

 

(２) 科学が好きな子ども（生徒）とは 

 

昨年度と同じく，科学が好きな子ども（生徒）は次のような心をもっていると考える。 

 

① 自然の事物・現象に深く感動する心 

② 真実を素直に認め決してごまかさない心 

③ 偏りや思い込みなしに素直に判断し行動する心 

④ 自然の中に活かされる命を大切にする心 

⑤ 多様性を学び相手を思いやる心 

⑥ 本当にそうであるのか自分自身で確かめようとする心 
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①については，昨年度「自然のすばらしさに深く感動する心」としていたが，本年度は「自

然の事物・現象に深く感動する心」と改変した。科学していく中で観察する事物や実験中の現

象自体に対して感動した経験を積み重ねていくことが，大局的な「自然のすばらしさ」に深く

感動することにつながると考えたからである。 

 

「科学する心」をもった生徒は，単に理科の授業で扱う内容が好き，実験や観察が好きとい

う段階に留まらず，科学的に物事を考えることの有用性を実感し，暮らしの中での科学の重要

性を理解し，実践的な取り組みをして社会と関わっていけるようになる。そしてよりよい自分

の暮らしや地域社会，日本全体，世界全体にまで活かし，かけがえのない自然や環境の保全，

科学技術の発展のために大いに発揮してもらいたいと願っている。 

 

 よって，「科学する心」を育むことは，「科学が好きな子ども（生徒）」となると共に，本校の

教育理念でもある，「知的好奇心を高め，自らの夢に挑戦することができる生徒」の育成に，直

接つながっていくと考える。 

 

つまり，富士見中が願う「科学が好きな子ども」とは， 

「科学する心」を持ち，可能性を広げ高める中で，自己実現をし，よりよい社会と環

境づくりに貢献しようとする生徒 

である。 

 

２ 「科学する心」をどのように涵養するのか 

(１) 「科学する心」を持った生徒の姿と手だて 

「科学する心」を持った生徒はどのような姿を示すのか，またそのために必要な手だては何

かを，次の表のように考えた。今年度焦点をあてた，サブテーマの「感性」「創造性」「主体性」

は，それぞれ科学する心の①，⑤，⑥と深く関わっているととらえた。なお，「②真実を素直に

認め決してごまかさない心」，「③偏りや思い込みなしに素直に判断し行動する心」の手だては

相互に密接な関係があると考えているため，手だてを分けることはしていない。 

科学する心 涵養されることで現れる様相 

具体の姿 

涵養するために必要な手だて 

①自然の事物・
現象に深く感
動する心 

・深く感動した生徒が，その思いを
身体や言語による表出をおこな
い，その思いを伝えようとする
姿。 

 

＜感性の育成＞ 

A 自然の仕組みやバランスの精巧さを感じるよう
な素材の教材化 

B 時間と空間を感じることができる素材の教材化 
C 物理や化学法則から世界を捉え直し，俯瞰するこ
とができる授業 

D 人の力では及ばない自然の力への畏敬の念をも
つような素材の教材化 

②真実を素直に
認め決してご
まかさない心 

・自分の予想とは異なる結果でも冷
静に受け止め自分の考えを再構
築する姿。 

 

E 理由と共に自分の予想を述べることができるよ
うな日常的な指導。 

F 考察の場面で仲間の考えをもとに自分の考えを
見直していくことの習慣化。  

G 結果の分析を自己に有利な誘導をしていないか
互いに判断しあう習慣を身につける。 

H 他教科（例えば道徳，学活，人権同和教育）と連
携しながら深める。 

③偏りや思い込
みなしに素直
に判断し行動
する心 

・事実と考察を分けて考えることが
できる姿 

・自分の予想へ誘導するような結果
の取り方はしない姿 

・実験をおこなう際に確証だけでな
く反証もおこなおうとする姿 

④自然の中に活
かされる命を
大切にする心 

・命を扱う教材の時に，素材に対す
る感謝を表現したり素材の立場
に立って思いやりのある行動を

I 命がある事への感謝，命を頂いている事への感謝
ができるような素材の教材化 

J 自然との繋がりを実感したり，身近に感じたり対
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したりする姿。 象に触れたりする学び←①にも関わる 
K 学活や道徳での学習と連携させた学び 

⑤多様性を学び
相手を思いや
る心 

・自分がおこなっていない実験の結
果も取り込んで考えを深める姿。 

・自分の考えや行動から積極的に学
ぶ姿。 

＜創造性の育成＞ 

L 対立する考えを検証する中で，因果関係を明らか
にしそれぞれが考えを深める学習。 

M 自分とは異なる意見でも，その意図を理解し，
考え方の違いがあることを認識する。 

⑥本当にそうで
あるのか自分
自身で確かめ
ようとする心 

・確認方法を与えられた方法ではな
く自分が納得いく方法で調べよ
うとする姿。 

＜主体性の育成＞ 

N 導入でズレを生みだし，主体的に追究したいと思
うような事象の提示  

 

学校活動全体として，他教科・領域とも連携しながら「科学する心」を育んでいくが，その

中心はやはり週３～４時間学んでいる理科の授業である。この理科の授業の中で「科学する心」

を涵養するための授業構造については２０１２年度論文 Ｐ３を参照いただきたい。 

Ⅱ 実践 

１ 主体性の育成（科学する心⑥）に寄せた実践  

(１) 実践にあたって 

１学年の大地の学習の中で，生徒たちは火山灰中の鉱物を分類したり，火成岩のつくりをス

ケッチしたりする活動を根気よく行っていた。このように大地の一部分を理科室に持ち込むと，

その様子をありのままにつかみ，対象から気づくことが得意な生徒たちである。しかし，地層

の広がりについての学習では，立体的な観点を持ちながら追究させられるような授業を行うこ

とが困難であった。 

そこで，色別の寒天を地層に見立て，それを重ね合わせて丘に見立てたモデルを用いて表面

の一部分の観察とストローによるボーリングで，地層がどのように広がっているのかを推測す

る授業を考えた。この授業を通して，生徒が仲間の多様な仮説から自らの考えを振り返り，立

証の方法を計画し，主体的に追究し続けることを願い，実践計画を立てた。 

(２) 展開及び記録（2013年 4月 27日 授業学級 ２年２部 授業者 伏見之孝）  

 

学習活動（教師の発問） 生徒の考え・感想 

この地層モデルは，ほとんどの場所が

アルミはくでおおわれていて見えま

せん。実際の地層も，ほとんどの場所

は草や木，コンクリートなどでおおわ

れていますね。アルミはくをはずした

ら，かくれている地層はどのように広

がっているでしょう？ 

 

 

A 生「表の２カ所，地層が見えている部分は，地層が横につな

がっていそうだ。」 

B 生「裏の１カ所見えているところは，表と違う地層になって

いるよ。」 

C 生「あれ？平らに広がっていると思ったのに・・・裏側につ

ながっていないよ」 

 

 

ズレを生じる問題提

示 

 

表の 2 カ所から見る

と水平に重なってい

るように見える地層

だが，裏から見ると

表と水平につながっ

ていない。 
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自分の予想発表してくれる人。 

（投影機で予想を投影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 生「後ろにいく間に，地層が急に      

変わると思う。」 

E 生「途中でずれるのだと思う。」 

F 生「わかった！間に断層があるん 

だよ。」 

 

G 生「褶曲じゃないの？」 

H 生「途中で，ぐにゃっと曲がって

いるのだと思う。」 

 

I 生「まっすぐ，斜めに上がっている

のだと思う。」 

 

 

この容器を外さないで，自分の予想を

確かめる方法は，何かないかな。 

 

ストローで，ひとり 1 カ所，ボーリン

グ調査をしてみよう。ボーリングした

い場所と，どのようにボーリングでき

るかの予想図をかいてみよう。 

 

J 生「別のところの表面のアルミをはがせばい 

い。」 

K 生「断層があると予想したから，断層のとこ

ろまでは，表と同じ地層の様子だろう。」 

L 生「褶曲にそったカーブが見られると思う。」 

M 生「ボーリングした地層も，まっすぐ斜めに

重なっていると思う。 

自分たちの予想に合わせてボーリン

グ調査をしてみよう。 

ボーリングする順番を班の仲間と相

談して始めよう。 

 

 

N 生「刺した後，持ち上げてくるのが難しいよ。」 

O 生「きれいに取れた！」 

P 生「あれ？斜めに重なっているよ。」 

Q 生「３本中３本全部，斜めだったよ。」 

R 生「見えている部分より地層が上に上がっている気がする。」 

S 生（２カ所のボーリングを比べて）「裏に向かって，だんだ

んに上がっている。」 

 

結果について発表しよう。 

 

T 生「ストローの中身は，斜めになっていた。」 

U 生「どこをボーリングしても斜めに重なっていてそれが裏の

方にいけばいくほど地層が上がっていく感じだった。」 

V 生「表の下側の地層は斜めに上がっていって，裏の一番上へ

との地層につながっていた。 

では，アルミケースをあけて，地層

がどのようになっているのかを見て

みよう。それぞれで考察しよう。 

 

（発表） 

W 生「予想は断層だったけど， 

ストローボーリングをし

たところ，ストローの中

の寒天も斜めになってい

た。斜めに傾いていて，

表と裏とでは層が違って

見えることが分かった。」 

X 生「予想通りで，斜めに傾いていた。２つ穴の下の方と 

１つ穴の上の方の色が同じだから，１つ穴の方に向かっ

て斜めに上がっていた。」 

仮説の対立 

 

 

多様な仮

説・予想から

共に学ぶ 

学習問題： 
かくれている地層はどのようになって
いるのだろう？ 

 

考察 

自分の仮説を

もとに，仮説と

合致していた

のか。合ってい

なければ何が

違っていたか

解釈をする。 

観察 

 

自分の仮

説を証明で

きる場所の

ボーリング

調査を行い，

地層の重な

り方を調べ

る 

結果の報告  

自己の結果と他者の

結果を比較する。 
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では，今日の学習について，感想，

まとめを記入しよう。 

 

（発表） 

Y 生「本当の層を調べるために，ボーリングを使うのは大事だ

と思った。」 

Z 生「予想通り斜めだったけどなぜ斜めになったのか分からな

い。家で２層ゼリーを作った時はまっすぐだったは

ず・・・」 

ａ生「予想とは違った。本当に断層が斜めになっているとは思

わなかった。本物の地層を自分の目で見てみたい。」 

ｂ生「ボーリングを行うのは楽しいが，褶曲と見分けがつかな

かった。でもこの実験で，地層は斜めに入っていること

が分かった。」 

ｃ生「斜めの地層だったけど自分の考えが持ててそれを証明す

るための実験をするところまでできたので良かった。」 

ｄ生「同じ素材なのに場所によって見え方が違うのは，褶曲と

断層だけじゃなく，斜めになっているものもあることが

分かりました。 

 

(３) 実践から得られた事 

○表から見たら層が平行に積み重なっているように見えるが，裏から見ると違う層が見えてい

るという事象提示のズレから，生徒は主体的に自分の仮説をもとうとした。このことはこれ

まで本校が大切にしてきたことが有効であることが更に示されている。これまでの学習を活

かし，水平な地層という観点から仮説を立てた生徒は断層が存在するのではないかと考え，

斜めもしくは曲がっている地層だという観点でとらえた生徒は，斜めに平行な地層もしくは

褶曲している地層だという仮説をもった。 

○ストローによるボーリングを行うという活動を用意したことで，「自分の仮説が正しければ，

ここをボーリングした時，こういう層がストローの中に見えるはずだ！」というように自分

の仮説を立証する観点をもつことができた。同時に班の仲間にボーリング予定の位置を示す

ことで，地層を立体的にとらえて討議し，お互いの仮説が本当にそうであるのかを確かめよ

うとする姿がみられた。 

○ストローボーリングの結果，地層が傾いていることに気づいた生徒の中で，「平行に斜めに積

み重なっているので褶曲ではないだろう。」と考えた生徒と「褶曲かどうか，はっきり分から

なかった。」と考えた生徒がいた。この話し合いから，実際の地層において，斜めに平行に積

み重なっているように見える地層も，もとは褶曲からできていて，スケールの大きさの違い

の問題なのではないかということに生徒たちは気づくことができた。対立やお互いのものの

見方の違いも，納得できる真実に近づく手だてとなった。 

○自分の仮説（断層説）を実証するために，「斜めにボーリングしたい」という要望を出した生

徒がいた。「ボーリングは地球の中心に向かって垂直に行うもの」「柱状図は地面と垂直なも

の」という前提を超えた生徒の発想と追究意欲に感嘆するとともに，そうした前提や制約が

生徒の発想を妨げるものにならないように配慮することが大切だと感じた。 

○一人一人がどのような思考で検証しようとしているのか，どのような疑問を持っているのか

机間支援を丁寧におこない，それぞれの追究の過程を更に支えていく必要がある。 

 

２ 創造性の育成（科学する心⑤）に寄せた実践 

(１) 実践にあたって 

２学年の気象の単元では，気象観測の基礎から学習を始め，霧や雲のでき方，日本付近の四

季の天気の特徴へと進んでいく。天気，気温，湿度などの変化のメカニズムを学習する生徒た

ちだが，本来もっとも身近な科学である「この後の天気はどうなっていくのか？」「この後の気

温はどうなっていくのか？」といういわゆる「天気予報」については，発達したメディアやネ

論議 

多様な考

えから学ぶ 

残された疑

問を明らか

にする 
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ットからの情報に頼ってしまい，自ら探究する喜びを味わうことができないまま単元が終わっ

てしまうことが多かった。 

そこで，偏西風・高気圧・低気圧・前線などのメカニズムと天気の変化について学習した後，

連続した３日間の天気図から次の日の天気を予想する学習を計画した。 

天気予報の学習の利点として， 

１．低気圧・前線の雲域と雲の厚さについて理解していれば，悪天候になる地域がわかる 

２．過去数日間の天気図から高気圧・低気圧の移動方向と速度を読み取れば（例：西から東

へ約 1000ｋｍ/日），それを延長して未来の予測できる 

３．結果の自己評価がしやすく，次の予報にその経験を活かすことができる 

 などが挙げられる。いずれも，実際の１時間～数日間先の予報に使われている手段である。 

本時では，授業日の５日前～３日前の３日間の天気図を与え，授業日の２日前の天気を予想

させた（生徒にそのことを伝えたのは，予報の活動を終了した後である）。授業日の２日前は，

激しい雨が降っており，生徒の記憶に新しい特徴的な天気の日について予報することにより，

予報の評価がしやすいと考えたためである。 

なお，資料選定や予報の評価は，気象予報士でもある本校理科教諭，五十嵐啓一が行った。 

(２) 展開及び記録（2013年 4月 17日 授業学級 ３年１部 授業者 伏見之孝） 

 

学習活動（教師の発問） 生徒の考え・感想 

天気の学習の最後に，天気予報をし

てみましょう。 

 

資料は，ある 3 日間の実際の天気図

とその時の衛星画像です。この次の日

の天気を予想してみましょう。 

考えのもととして，前の時間までに学

習したことを整理しましょう。 

 

これらのことをもとに，C 日の翌日 15

時の予想天気図を書き，各地の天気を

予想しよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ生「え～，どうやってやるの？」 

Ｂ生「A 日の次の日が B 日ってこと？」 

 

 

 

 

 

困っている仲間もいるね。こうやれ

ばいいんじゃないかなあ，という自分

の予想を発表してくれる人。 

 

（投影機でＡ日～Ｃ日の天気図と

雲画像が示されているプリントを電

子黒板に投影。その前で説明。） 

 

Ｃ生「天気図の何を見て考えればいいの？」 

Ｄ生「西から東ってどっち？何が動くの？」 

 

Ｅ生「Ｂ日にはもう長野県の西に雲が来ているから，C 日は富

士見は天気が悪いと思います。」 

Ｆ生「本当だ。雲がかかっている。雨か曇りになる。」 

Ｇ生「次の日も雨なんじゃないかなあ。」 

Ｈ生「いや，雲が抜ければ晴れるかも。」 

Ｉ生「高気圧が日本から離れて行って，代わりに前線がやって

きている。」 

学習問題： 
C日の翌日 15時の天気図は，どのようになっているのだろう 

前時までの学習内容 

・日本付近では，天気は西から東へ移り変わる(偏西風の影響) 

・低気圧や前線付近の天気は，雨や曇りになりやすい 

・高気圧の中心付近では，晴れや快晴になりやすい 

学習事項の想起と課

題把握 

 

前時までの学習事項

をもとにして，予想

天気図を描き，天気

予報の仕方をつかむ 
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ではこれらの仲間の意見を参考に，学

習カードに予想天気図を描いてみま

しょう。 

 全ての等圧線を整える必要はあり

ません。日本付近に影響を与えそうな

低気圧，前線，高気圧だけでもいいで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｊ生「東北地方に向かっている低気圧が，次の日の日本の天気

を悪くすると思う。」 

Ｋ生 

 

 

 

 

 

 

 

Ｌ生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｍ生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料として渡した A 日～C 日は，先週

の金曜日，土曜日，日曜日のものでし

た。だから皆さんは，一昨日の月曜日

の天気を予想したことになります。 

 月曜日の天気はどうだったでしょ

う？ 

 

Ｏ生「雨だった。」 

Ｐ生「激しく降って，帰る頃にはやみそうだった。」 

Ｑ生「やっぱり雨だった。予想が当たっていた。」 

Ｒ生「雨が降った後，天気が良くなるというところまで当たっ

ていた！」 

 

 

 

 

今日の授業の感想を書きましょう。 

 

 

 

 

（発表） 

 

Ｓ生「気圧や前線から読み取るのは難しかったけれど，おもし

ろかった。」 

Ｔ生「いろいろな人の意見を聞いてみて，納得できました。け

っこう天気を予測するのはとても難しくて，人それぞれで

も，雨のち晴れという人もいたので，すごいと思った。」 

Ｕ生「天気図によって，明日の天気などが分かるのはすごいと

思う。低気圧のあるところは雨が多いという感じ。」 

Ｖ生「天気図を見て予想天気図を描くのは難しかったです。他

の人の意見を聞いて少し分かったので良かったです。東西南

北を覚えたいです。」 

仮説の対立 

 

 

多様な仮

説・予想から

共に学ぶ 

「私，気象予報士みたい！」 

とポーズをとるＮ生 

「太平洋を進んでくる前線の
影響で，明日は雨でしょう。」

と予報を語るＩ生 

論議 

多様な考

えから学ぶ 

残された疑

問を明らか

にする 
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(３) 実践から得られた事 

○天気予報という未来を予測する活動について，想像以上に「楽しい」と感じる生徒が多くい

た。同時に，正確に予報を出すことの難しさも実感できたようだ。実際の天気予報も科学的

根拠をもった「仮説」である。科学的根拠をもって仮説を生み出すことを楽しいと感じるよ

うな日々の実践を積み重ねていけば，ますますこのような未来を予測する活動を楽しいと感

じる生徒が増えるだろう。 

○ほとんどの生徒が「天気が悪くなる」と予想した点だけを見れば，意見の対立や認識のずれ

が生じなかったように見えるが，「天気は悪いがだんだん回復するはず。」「いや，しばらく雨

が降り続くだろう。」というような時間的スケールでの違いや「太平洋にある前線の雲が近づ

いてくるから雨が降る。」「いや，東北の方にかかってくる低気圧の影響だと思う。」といった

予報の根拠の違い，「富士見は雨だけど沖縄は晴れ。」「いや，沖縄は曇りだと思う。」という

地域への予報の違いなどが随所にみられ，それを発表しあうことを通して天気予報に関わる

多様な要素を知り，それを分析・解釈する仲間の考えの多様性から学ぶ中で，自分の考えを

見返し更新する生徒の姿が多く見られた。 

○天気予報を行うための基礎力として，以下のことを生徒が素地力としてつけていることが大

切だと感じた。 

１．日本付近の地図上の東西南北を正確に理解していること。特に緯度，経度を表している

線に平行な方向が東西線及び南北線であり，紙面の辺に平行な線が東西線，南北線では

ないことをつかんでいる。 

２．等速直線運動（３年での学習内容）的な考えで，低気圧・高気圧の中心や前線の進行方

向，移動速度を過去の天気図からつかみ，予想天気図に表せる。 

３．温帯低気圧と前線雨域について理解している。 

○気象の単元で学んだことを生活に活かす上で，大変有効な活動だと感じた。更に，気象の単元

を終了した後でも，体育祭，修学旅行等行事前や，運動系部活の大会前など，「明日の天気を

知りたい」という欲求度の高い時期に行うと良いと感じた。その際，単に時間を指定して天

気を予想させるだけでなく，雨や雪であれば降り出しや降り終わりの時間も，科学的な根拠

をもって予想させていきたい。授業の終末で実際どのような予報が出されているか，気象各

機関の予報を示すとともに，事後に自分の予報の評価もさせたい。 

○実際の天気予報は１０種類を超えるデータや図表を用いるが，中学２年生の段階としては地上

天気図と雲域画像（衛星画像）の２種類が量的にも適切であると感じた。 

３ 思いこみなしに分析・解釈する力の育成（科学する心③）に寄
せた実践  

(１) 実践にあたって 

３学年の運動の単元では，導入時から「物体の運動」というタイトルと自分たちがもってい

る学習イメージが合わないためか，受け身の学習姿勢になる生徒が多かった。 

そこで昨年度秋，１．速さが変化するかしないか，２．運動の向きが変わるか変わらないか，

の２つの観点で合計４種類の運動（①速さも向きも変わる運動②速さは変わるが向きは変わら

ない運動③速さは変わらないが向きは変わる運動④速さも向きも変わらない運動）について，

自分たちで動画におさめ，発表し合う授業を行った。録画はデジカメのムービー機能を使い，

その録画ファイルは無線機能（Wi-Fi）を利用して自動的に理科室のサーバーに取り込んだ。必

要に応じてこれらの映像を再生し授業に活用した。同時にタブレット端末を導入し，互いの意

見を効率よく交換した。 

本時では，4 種類の運動を紹介し合った後，運動の速さと向きの変化という視点をもった生徒

たちが，自分たちの撮った映像を重ね合わせた連続写真上で，運動の速さや向きの変化はどの

ように表れているかという規則性について追究した。 
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(２) 展開及び記録（2012年 10 月 4日 授業学級 ３年３部 授業者 伏見之孝） 
学習活動（教師の発問） 生徒の考え・感想 

前時紹介したビデオの中で，運動の向

きについて結論が出ていなかったも

のがありました。 

 これらの，回転して円を描くような

運動の向きは，変わっていると言える

でしょうか，変わっていないと言える

でしょうか？ 

 

では，時計の針を例にして，進もうと

している方向を矢印で表してみよう。 

 

前回君たちがとった「向きが変わら

ない運動」のいくつかを連続写真にし

てみました。これらの「向きが変わら

ない運動」の画像に共通していること

は何でしょう？ 

 

（天井用扇風機の回転運動を撮影した班の映像と地球儀を回

転させて北極上空方向から撮影した班の映像を見て） 

 

A 生「変わっていない。一周して元に戻るし，同じところを通

っているから。」 

B 生「変わっていない。一定の角度で動き続けているから。」 

C 生「変わっている。扇風機の映像では，羽が，右側に曲がり

続けていると思う。」 

D 生「変わっている。進もうとしている方向が，場所によって

違っていると思う。」 

 

E 生「やっぱり変わっている。12 時の時と 6 時の時とでは，進

む向きが反対になっている。」 

 

F 生「物体はまっすぐ進んでいる。」 

G 生「物体を結ぶと，直線になる。」 

では，速さが変わる運動，変わらない

運動は，どのような決まりがあるので

しょうか？ 

 

 

 

 

 

自分の予想発表してくれる人。 

（投影機で予想を投影） 

 

向きが変わる運動でも，同じことが

言えるのかな？ 

 

 

 

 

 

 

H 生「速さが変わらないときは，物体と物体の間の距離が同じ

だと思う。」 

I 生「同じ意見で，速さが変わらないときは等間隔の写真にな

る。」 

J 生「速さが変わるときは，間隔が変わる。」 

K 生「向きが変わるときは・・・微妙。」 

L 生「向きが変わるときも，等間隔になっていると思う。」 

タブレットに映し出された３枚の連

続写真を見てみましょう。 

自分の仮説が正しいかどうか，写真か

ら考えて，発表したとき仲間が分かり

やすいように，工夫してペイントや書

き込みをしてみましょう。 

M 生「ものさしをあててもいいですか？」 

N 生「物体の間の距離を測って書き込もう！」 

O 生「同じ長さだよってことが分かれば，マークだけでもいい

のでは？」 

P 生「やっぱり，だんだん 

早くなる時は，距離 

がどんどん伸びてい 

っているよ。」 

Q 生「扇風機の運動も， 

羽が同じ間隔で 

動いているよ。 

速さが変わって 

いないというこ 

とだ。」 

 

結果について発表しましょう。 

 

R 生「転がしたボールの写真だけど，ボー 

ルとボールの間隔が全て３ｃｍ 

くらいで，同じだった。」 

S 生「ボールを落とした写真では，下に行 

くほど間隔が広がっていた。速 

くなると，間隔が広くなるんだと 

思います。」 

T 生「回転する扇風機も，一定の速さで 

回っているから，間隔が一緒だった。」 

仮説の対立 

 

 

多様な仮

説・予想から

共に学ぶ 

学習問題： 
速さが変わる時，変わらない時の，連続写真に表れる
「決まり」は何だろう？ 

ズレを生じる問題提

示 

 

回転している物体の

運動（円運動）は，

運動の向きが変わっ

ていると言えるか，

変わっていないと言

えるか 

 

結果の報告  

自己の結果と他者の

結果を比較する。 

運動の向きについて決まり： 

向きが変わらない運動は物体が直線上を移動する。 

向きが変わる運動はそうなっていない。 

観察 

自分の仮説

を証明し，友に

分かりやすく

説明できるよ

う，タブレット

に映し出され

た連続写真に

ペイントをし

たり書き込み

をしたりする。 
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では，結果をもとに考察しましょう。 

 

（発表） 

U 生「速さが変わらない運動では，連続写真の物体は，等間隔

になる。」 

V 生「速さが変わらないとき，連続写真では，物体が同じ距離

だけ進む。」 

W 生「だんだん速くなる時は，連続写真の物体の間隔がだんだ

ん広くなる。遅くなるときはだんだん狭くなる。」 

 

では，今日の学習について，感想，

まとめを記入しましょう。 

 

（発表） 

 

連続写真は，一定の時間ごとに，物

体のある位置を記録したものです。 

「一定の時間に進んだ距離＝速さ」

になります。 

 

X 生「予想通りだったけど，人に分かるように説明するのが難

しかった。」 

Y 生「連続写真の作り方や仕組みを知りたい。」 

Z 生「タブレットにペイントソフトでペイントするのが楽しか

った。またやりたい。」 

 

 

(３) 実践から得られた事 

○運動の向きと速さについての決まりを考える展開で，自分たちが撮影した動画や，仲間が物

体を運動させた画像を扱うことにより，身近で興味をもって授業に臨む姿が見られた。Wi-Fi

を利用して動画や画像を自動的に取りこむシステムを構築したため，生徒も教師も機械操作

の煩わしさが軽減され，スムーズに活動することができた。 

○物体の運動を検証する際，生徒は「だんだん速くなっているように見える」「速さが変わらな

いように見える」等，自分の感覚を頼りにし，時にはそれを科学的な根拠にすることがある。

感覚から仮説を立てていくことは大切なことだが，実験から見出していく規則性は，図や表，

数値データなどで表される「事実」であることが必要である。その点で，自分たちが実際に

運動させた物体の映像を連続写真化し，図や数値データという事実を根拠として運動の向き

と速さについて考察した生徒が多かったことは，自然事象を偏りや思い込みなしに素直に判

断する心を涵養することができたのではないかと考える。 

○運動の向きの決まりについて追究する場面で，回転運動について生徒間で思考のズレが生ま

れた。前時に「向きは変わるが速さは変わらない運動は何だろう？」と疑問に持ち，時計や

地球の運動にたどり着いたグループが，「回転運動は向きが変わり続けている」ことを説明し

た。教科書の写真等で運動の向きと速さについて分類させるより，向きと速さについて変わ

る，変わらないという条件を与え，どんな運動があるか考えさせ動画等におさめさせること

の方が，科学的根拠をもって説明する力をつけることにつながると感じた。 

○運動の速さについての連続写真上での決まりについては，思考のズレや意見の対立がほとん

どなかったが，タブレット上でペイントさせたり書き込みをさせたりすることで，視覚的に

説明する力や，距離を測り数値で説明できる力など，課題と感じていた表現力を伸長させる

きっかけになったと考える。 

○背景の部分を消したり，説明用の目盛りを打ったりするなど，独創的な説明を描いた生徒数

人に発表させて授業を終えたが，全員が描いたものを生徒自身が自由に閲覧し，思考のヒン

トにできるような仕組みも作っていけると良いと感じた。また，時間が許せば連続写真の作

製も体験させ，等間隔の時間ごとの移動距離が示せることを，生徒自身に活動から気づかせ

ることも大切だと感じた。 

  

論議 

多様な考

えから学ぶ 

残された疑

問を明らか

にする 

 

 

考察 

自分の仮説を

もとに，仮説と

合致していた

のか。合ってい

なければ何が

違っていたか

解釈をする。 
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４ 感性の育成（科学する心①）や創造性の育成（科学する心⑤）
に寄せたシステム構築  

(１) 実践にあたって 

仲間とともに理科を学ぶことの一番の素晴らしさは，仲間の発見や考えに触れ，そこから学

べたり自分の思考を広め深められたりすることである。顕微鏡をのぞいて発見した美しい細胞

の並び，実験上の条件整備を行ったことにより的確な結果を得られた化学実験の様子，細部へ

の気づきを正確に表したスケッチ…このような，生徒たちが「見て見て！」と伝えたくなるよ

うなものごとや，授業者が全員に広めたくなるようなものごとも，対象が微小であったり教室

外にあったりすると，うまく映像で伝えられなかったり時間がかかって発見の感動が即座に伝

わらなかったりする。 

そこで昨年度より，液晶 TV モニターとパソコン，無線 LAN アクセスポイント，Eye-Fi シ

ステム，実物投影機を組み合わせ，広めたい画像や学習カードに書かれた内容を即座に液晶テ

レビモニターに表せるよう環境を整備した。 

 

また，離れたところにあるモニターを見るより更に画像・映像が見やすく，主体的な学びを

支援できるものがタブレット端末である。信州大学との共同研究として１教室の１人１台分に

あたる 40 台を貸与される機会に恵まれたため，科学する心をより育てるための活用方法を探っ

てきた。 

 

(２) 実践 

 ①Ｅｙｅ-Ｆｉのシステム図とそれを使用した実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無線ＬＡＮ 

 

アクセスポイント 

 

 

 

デスクトップ

パソコン 

 

デジカメ 

Ｅｙｅ-Ｆｉカード 

（１０台） 

 

実物投影機 

 

 

液晶ＴＶモニター 
 

 

○１学年 「春を探そう」 

 １班に１台ずつデジカメを渡し，発見した春について記録させた。生徒たちが理科室に帰ってくるとほぼ同

時に，Ｅｙｅ－Ｆｉによって自動的に画像がパソコン内に取り込まれた。即座に発表活動に入れたため，生

徒の発表意欲を充足させることができた。 
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 ②タブレット端末を使用した実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「解答ボード」という機能を用いることで，タッチディスプレイに教師が書いた図や文字

を生徒ひとりひとりがもつタブレットに送り，そこに生徒が情報をペンで書き加えて送り

返すと，全員の考えを同時もしくは個別にディスプレイに映し出すことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１学年 「水の中の小さな生物」「花のつくり」 

 顕微鏡で生徒が発見したものや工夫されたスケッチをデジカメで撮影すると，即座に液晶ＴＶモニターで表

示できる状態になる。対象物を探すヒントになったり，学習の振り返りに活かしたりすることができた。 

 

タブレット端末 

  （４０台） 

 

 

無線ＬＡＮ 

 

アクセスポイント 

 

 

 

ノート 

パソコン 

 

 

タッチディスプレイ 
 

 

教師から生徒全員に送信した図 Ａ生が描き加えた後，送り返した図 

○１学年 「気体の性質」 

 生徒から「知っている気体」として挙げられた４種類の気体について，知っていることを発表し合った。 
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(３) 実践から得られた事 

○画像や図で発見や思考を表現し伝えるような学習場面で，このようなＩＴ機器のシステム構

築は以下の点で大変有効であると感じた。  

 ・大型画面，またはタブレット端末を用いると，大きく，詳細に見て学ぶことができる。 

 ・無線ＬＡＮの使用により，表示までの作業量や時間が大幅に短縮され，生徒の追究意欲を

そぐことなく活動意欲を持続させることができる。 

 ・デジカメで撮った画像やタブレット端末で描き加えた情報がパソコンに個別に保存される

ため，学習の記録や振り返りに役立たせることができる。 

 ・デジカメやタブレット端末から送信された情報を一覧で見ることができるため，生徒ひと

りひとりがどのような考えを持っているかをおおまかにつかむことができる。 

・生徒が「発見したよ！」「みんなに広めたい！」と感じたものを仲間と共有することにより，

感性を育んだり多様性から学んだりすることが可能なシステムである。 

○更に工夫が必要な点として，以下のものが挙げられる。 

 ・生徒に送信する図や表のデザインを練り，一目で見やすく，描きやすく，かつ思考の自由

度を制限しすぎないようなものにしていく必要がある。 

 ・タブレット端末の使用について，飲み込みの速さや特性の活かし方に個人差があるため，

習熟させるのにある程度時間がかかる。導入する機種に応じて，使い方の指導がスムーズに

行えるよう事前に準備しておく必要がある。  

○２学年 「だ液のはたらき」 

 だ液のはたらきを調べるにあたり，自分の仮説

を検証する実験方法を考える場面で，お互いの

考えを発表し合った。 

○１学年 「気体の性質」 

 それぞれが持ち寄った身近な物質に含まれてい

る気体を特定する実験を終えた後，お互いの結果

を発表し合った。 

○３学年 「物体の運動」（実践３） 

 仲間が撮影した物体の運動の様子を連続写真に

し，タブレット端末に送信した。生徒は物体の

間隔に注目し，速さとの関係について考察した。 

○２学年 「だ液のはたらき」 

 なぜデンプンを消化によりブドウ糖に変える必要

があるのか？という問いに対する考えを，イメー

ジ図で表し発表し合った。 
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５ 感性の育成（科学する心①）に寄せた実践  

(１) 実践にあたって 

 これまでのイオンの学習については知識の注入が先行し，確認のための実験になりやすいと

いう反省があった。この反省を基に昨年度は「日常的に自分の考えを持ち追究した C生」（本校

2012 年論文）の事例にあるように自分の考えを確かめ，追究していくことでイオンの学習を深

めていくことができることを示した。残された問題として，イオンという粒の存在に目を向け

た生徒が，すぐに「ボルタの電池」に意識は向きにくい，という部分が残った。電池になると

いう不思議さを抱いた生徒が，どのようにして電池になるのかという部分を理解したいと思い

ながらも，イオン化傾向についての理解が不十分なために，モデルで表した時に混乱してしま

っていた。生徒の一人は「なんで銅は塩酸の中に入れても水素が出ないのかわからない。亜鉛

は水素が出るのだから何か規則性があるのか」という問いをした。生徒からすれば当然なこと

で，電池を学習するときにこの部分を明らかにしておくことは生徒の理解を深め，さらなる問

題意識を喚起することができると考えた。そこで本年度は生徒の学びの連続性を大切にしなが

ら，その中で「イオンになりやすさに違いはあるのか」を追究する中で得た知見を利用して「電

解質から電流を取り出すことはできるか」という課題に取り組む糸口にしたいと考えた。 

(２) 展開及び記録（2013年 6月 6日 授業学級 ３年３部 授業者 名取克裕） 

 

学習活動（教師の発問） 生徒の考え・感想 

「前時の結論は何だっただろう。」 

 

 

 

 

「目に見えないけど，イオンというも

のがあるんだね。 

では，いろいろな原子があるのだけれ

どもみんなイオンになるのかな？イ

オンになりやすい，なりにくいってあ

るのかな？」 

 

 

 

 

 

 

 

F 生のノート 

 

 

   G生のノート 

 

 

「どうやれば調べられるかな。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 生 水溶液はイオンになっていることで電極で電

子をやりとりして電気が通ることをモデルで

考えました。 

B 生 原子が電子のやり取りでイオンになることを

学習しました。 

 

 

 

 

C 生 なりやすい，なりにくいっていうのはあると

思う。 

D 生 ならないっていうのもあるんじゃないかな。 

E 生 銅はなりやすいと思う。塩化銅みたいに○○

銅っていう物質はたくさんあるから。 

F 生 水素はイオンになりにくいと思う。すぐ，気

体になってしまうから。 

 

 

G 生 イオンの仕組みを学習した時，電子が逃げて

いったりくっついたりしたことがきっかけな

ので，持っている電子が多いほどイオンにな

りやすく，電子の数が少ないほどイオンにな

りにくいと思う。 

 

F 生 塩酸に銅や鉄を入れると水素の気体が発生す

れば，水素より銅や鉄がイオンになっていく

ことが確かめられる。 

 

G 生 塩化銅や塩化鉄に銅や鉄を入れてみてもわか

ると思う。 

 

 

 

 

 

ズレを生じる問題

提示 

 

元素は全てイオ

ンになるのか，イオ

ンになりにやすさ

に違いがあるか考

える 

仮 説 の 対

立 

 

 

多 様 な

仮説・予想

か ら 共 に

学ぶ 
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生徒⑧が立てた課題 

 

塩化銅，塩化鉄，塩化水素水溶液を用

意し，そこへ 鉄（スチールウール） 

銅（網）を入れて，どのような変化が

起きるか確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１班の実験風景 

 

 

 

 

「実験の結果をまとめて，整理してみ

ましょう。」 

 

 

 

 

 

 

Ｇ生の実験記録→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１班の記録 

H 生「あれ？塩酸の中に銅を入れても泡が出ない。」 

I 生 「本当だ・・・。鉄は出るよね。」 

（塩化銅に鉄を入れる） 

J 生 「すごい！みてみて！一瞬で銅になっちゃっ

た。」 

K 生 「もう一度やって。」 

（新しいものを持ってきて再度実験） 

K 生 「すごい！すごい！こんなに早く？」 

 

 

 

（３年３部全ての班で，塩化銅とスチールウールの

変化を見て歓声があがっていた。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自分の考えを書きましょう。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自分の考察を発表しましょう」 

 

「では，自分の考えを課題として書き

表しましょう。」 

 

 

 

 

 

「結論として，何が言えるか書きまし

ょう。」 

 

「イオンになりにくい金属として，銅

各自自分の考えを学習カードへ記入する 

F 生の考察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 生「自分の予想とは違って水素が一番イオンにな

りにくい訳ではなかった」 

J 生「どの液体に入れても，銅には変化が無く，塩

化銅に鉄をいれると鉄と銅が置き換わるの

で，銅はイオンになりにくいと言える。」 

A 生「鉄は銅と置き換わったり，水素と置き換わっ

て水溶液に溶けていったのだと思う。」 

C 生「水素が一番イオンになりやすいと思う」 

 

F 生「やっぱり，原子には，イオンになりやすい原

子となりにくい原子があるんだって，よくわ

かった。」 

 

実験 

塩化水素，

塩化銅，塩化

鉄に銅や鉄を

入れて変化を

みる 

結果の整理  

自己の結果を整理し

て記録をおこう。 

 

 

考察 

自分の仮説を

もとに，仮説と

合致していた

のか。合ってい

なければ何が

違っていたか

解釈をする。 
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の他に，銀，白金，金が挙げられます。」 

 

 

 

「では資料で，どのような元素がイオ

ンになりやすいのかなりにくいのか

調べてみましょう。」 

 

B 生「そうか，それってメダルの金属だ」 

A 生「イオンになって変化しやすい奴はつかえない

んだな」 

 

F 生「カリウムとか，カルシウムとかナトリウムは

イオンになりやすいんだ」 

K 生「カリウムとかどんな金属だっけ？」 

J 生「カルシウムとかナトリウムって金属なの？」 

・多くの生徒が授業後

の感想で「もしかし

たら，銅になるかも

しれないと思ったけ

ど，あまりにも一瞬

でとにかく驚いた。」

「こういう原理とか

原則はすごいと思っ

た」「メダルや通信に

なぜ銅などが使われ

るかわかった気がす

る」と述べている。 

次時の導入で，電解質から電子の流れを発生させ電池とするならば，どのような電極を入れた

らよいだろうか。という発問に， 

「イオンになりにくい金属どうしで電子がひろえるのではないか」 

「イオンになりやすい金属と，なりにくい金属の組み合わせが良いと思う」 

など，イオンになりやすさ（既に「イオン化傾向」という言葉は使った）と結びつけながら電

池の電極について予想をおこない，電池の授業では考察場面でもイオン化傾向と関係づけて考え

ることができた。さらに，電極はイオン化傾

向が離れているもの同士を用いると高い電

圧を生じることがわかった生徒が，「強い電

池を作る条件として，電極だけなのか」とい

う意見を出すことで，さらに強い電池の条件

探しをおこなう授業もおこなった。 

 

(３) 実践から得られた事 

○生徒は，はじめの時点で塩酸に銅を入れると水素が発生すると信じていた。これは，中学校

で銅からは水素が発生しないということを学習していなかったからと考える。 

○３年３部の生徒全員が，一瞬で鉄が銅に置き換わるのを見て感動に近い驚きの言葉を発して

いた。徐々に進行する変化もあるが，イオンが物質の表面でおこなっている現象が一瞬であ

ることを実感することができたと考える。 

○何人もの生徒が，スチールウールと塩化銅の反応を複数回観察していたことから，大きな驚

きとして自分の経験に刻まれる内容であったと考える。 

○イオン化傾向を学習した後に電池の学習をおこなうと，電極についてイオン化傾向を踏まえ

て予想や考察をする。これは，電極をどうすれば良いかと考えた時に明らかに思考の手助け

になる情報だからである。イオン化傾向の差によって電子が移動するということは，生徒に

とって納得しやすいことになり，本年度は電気分解と電池の仕組みについてモデルで表す時

に混乱する生徒はあまり見受けられなかった。 

論議 

 

多様な考え

から学ぶ 

残された疑

問を明らか

にする 
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６ 横断的な学習で感性と主体性の育成（科学する心①と⑥）を図
った実践  

(１) 実践にあたって 

 昨年度論文で計画にも挙げた，教科間で連携しながら「科学する心を育む」取り組みの１つ

として，1 年における理科と国語の実践を紹介する。 

 入学当初，富士見中学校ではまだまだ寒く春が遅いので他の学校でおこなわれるような「春

探し」はできない状況だった。しかし，今年は４月上旬に桜の花もほころびはじめ，他の花々

も咲く気配を見せたため，季節感に対応して臨機応変にカリキュラムを変更して春探しをおこ

なうこととした。 

 一方，国語科でも年度当初「野原はうたう」という題材があり，自然の事物を叙情的で，擬

人的に捉えることを目的としている。二つの共通する素材を関係させて学習活動に繋げること

ができるかそれぞれ各生徒の思いや学びについて教諭同士で話しあい，連携をおこなった。 

(２) 展開及び記録 （2013年 4 月 授業学級 １年２部 

                 授業者 理科：名取克裕，国語科：大井悠己） 

 

理科 国語 

学校内を巡り，「春探しビンゴ」を用いて，９つの観点で春

と関係するものを記録をおこなった。 

・さわってみて ・ルーペで拡大して ・日陰にいるもの ・

耳をすませて ・「面白い」と思ったもの ・見上げて気づ

いたもの ・においを嗅いでみて ・根本を掘ったり，さが

したり ・日向にいるもの 

 

気になったものを写真に撮って互いに発表しあう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ生は実際にタンポポの根を掘ったり，ツクシ

の花粉を観察したりした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春探しビンゴで探したものの中で一番気に入ったものをじ

っくり観察して，気づいたことを書いてみよう。 

・それぞれの生徒が自分の気に入ったものを選んで点描画を

おこなった。 

 

Ｈ生は，ウメを題材に選んで丁

寧に点描画を描き， 

「梅の花の形はとても桜に似て

いた。でも，花の生え方が少し

違っていた。不思議なのは桜と

とてもよく似ているのに咲く時

期は違うということ。ウメを見

て春だなあと改めて感じた」と

記した。 

第一時 

「野原はうたう」を読んで，音読をおこなう。 

 

第二時 

「野原はうたう」の題材２つ「たんぽぽ」「カマ

キリ」にはどのような気持ちがこもっているの

か読み取る 

 

自分の気になったものを発表するＮ生 ５班の生徒が見つけて

きた在来種のタンポポ

(シナノタンポポ) 
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画を国語の担当教諭と検討する 

○それぞれの生徒はどのような部分を見ていたのか。 

○同じものを見ても感じ方はどのように違っていたのか。 

 ○面白さや，不思議さをそれぞれの生徒がどの部分に感じていたのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三時 

第二時で読み取った気持ちを活かしながら，ペ

ア，グループで音読をおこなう。 

 

第四時 

外に出て，観察をおこないながら詩の創作をお

こなう。 

 

Ｈ生は，理科で観察したウメの花を題材に詩に

した。このときは既にほとんどが散ってしまっ

ていたために，残り少なくなったウメの花に思

いを寄せて表現していた。 

 

 

(３) 実践から得られた事 

○生徒の育ち。連携しておこなわなかった学級と比べると細かいところまでしっかりと観察を

おこない，取り上げる点の視点が広がっている。 

○理科の観察でじっくり点描したような生物は，その生徒にとって気になる存在となっている。

M 生は同じサクラを選んで，最後のサクラが散る時を詩にしている。 

○作品と生徒の行動をもとに，生徒がどのように考えているのか国語科教諭と話し合いを重ね

て持った。その中でそれぞれの授業でどのような反応をしているのか，わかると同時に教科

で大切にしているポイントを理解して協力体制をとることができた。 

○教科が連携しながら取り組むことで生徒自身が関係づけて細かい部分まで観察をおこなった

り，取り上げながら擬人化したりするなど学びを深められる。 

○子どもの学びが深まる原因は，国語の教諭（本年度本校へ赴任の教諭）との話し合いの中か

ら生徒を中心に連携が取れたこと，互いの活動を理解しつつ，本教科会で大切にしている「科

学する心」の内容について理解を得たことも大きいと感じた。 

○理科で大切にした素材は，国語でも大切に扱おうとしていた。よく見て観察した対象は思い

が深まると考えられる。 

○擬人化して捉えるためには，国語科のように十分に時間をかけて醸成していく必要もある。

その意味で，理科の短い時間だけで自然の対象物に思いを寄せるよりも表現上の深さの面で

大いに効果があった。 

 

  

Ｍ生はツツジは知らないが，ハイビスカスを
知っていて対比をおこなっている。 
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Ⅲ 実践から浮かび上がる成果と課題 

１ 「科学する心」に関する成果 

(１) 自然の事物・現象に深く感動する心に関して【感性の育成】（科学する心①） 

○ 季節に適した題材や横断的な授業など，機会をとらえて自然現象や環境に触れることは生徒

の関心を大きく高めることにつながる。 

○ それまでもっていたイメージや不確かさから来る既存の知識とのずれや仲間同士の多様なも

のの見方から生まれるずれがあった時，生徒は自

然の事物や現象に対してよく見ようとしたり関

わろうとしたりし，それが感動する心をもつこと

につながる。 

○ 知識として「わかっているつもり」であることと

「身をもって知る」ことには大きな違いがあり，

知識や理論ではなく本物の事物や現象に触れた

り見たりすることができた時，つまり「身をもっ

て知る」ことができた時，生徒は歓声を挙げたり，

追究の意欲を高めたり，経験と知識の統合をはかったりすることができる。 

(２) 真実を素直に認め決してごまかさない心・偏りや思い込みなしに素直に判断し行

動する心に関して（科学する心②③） 

○ 連続する問題解決的な学習は真実を認め決してごまかさない態度の涵養につながる。問題が

連続するために，生徒一人一人がどのような取り組みをして何に気づいているのか，また，

どのような疑問を持っているか丁寧な机間支援おこない生徒理解を大切にすることが重要で

ある。そのため今年度全学年で実施しているＴＴによる連携が大変有効である。 

○ 連続する問題解決的な学習は，生徒が苦手とする「直接目には見えない現象」にも積極的な

かかわりをうながし，考えを深めさせることができる。生徒が抱いている概念の中で実証さ

れていない「思い込み」の部分を明確にし，仲間の多様なものの見方をとりいれながら科学

的真実に迫らせる授業作りにより，生徒自身が「そうか！」と納得することができていた。

このことは「自分を広げること」＝「可能性を広めること」につながっている。 

(３) 自然の中に活かされる命を大切にする心に関して（科学する心④） 

○ 問題解決的な学習を繋げていく中で，自分の発想が仲間に認められたり自分が設定した課題

を解決したりすることができたとき，自分の個性に自信をもち，自分の存在を肯定的にとら

えている姿が見られた。この自己肯定感が，自然の中で生かされている命の認知につながる

と感じた。 

○ 「苦手」と感じていることでも，その重要性や価値を十分に理解し学ぶことができれば，克

服し，偏りや思い込みなしに素直に判断し行動することができる。また，理論や原理で留ま

るのではなく，生活の中や科学技術の中でどのように活かされているのかを理解することに

より，科学の有用感を感じたり生かされている自分を感じたりすることができていた。 
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(４) 多様性を学び相手を思いやる心に関して【創造性の育成】（科学する心⑤） 

○ 仲間の意見は，本人が自覚あるなしに関わらず「自分の考え」に影響を与えている。ほとん

どの生徒は実験後考察場面では結果に応じて友の考えを一部分採用しながら考えを深めてい

る。採用しなかった考えであっても，その多様性に興味と敬意を示している姿が随所に見ら

れた。 

○ 仲間とものの見方にずれが生まれた時，単にどれが

正しいのかという論議に留まらず，「見方を変えれ

ばＢとＣは同じ考えなのではないか」など，視点の

持ち方を変えて多様性を整理し，分析・解釈する姿

が出始めた。 

(５) 本当にそうであるのか自分自身で確かめよう

とする心に関して【主体性の育成】（科学する

心⑥） 

○ ズレの生じる事象提示から生徒は，今までの自身のものの見方や友のものの見方との違いに

気づき，「なぜ？」「どうして？」「不思議！」という気持ちから主体的に自分の仮説を持ち，

検証し，本当にそうであるのか確かめようとする姿がみられた。 

○ 前提（共通基盤）となる「学習のふり返り」は，問題解決の視点を見出す上で重要であった。

また，「Ａという仮説通りならば，Ｂという結果になる。Ｃという仮説通りならば，Ｄという

結果になる。」といった形で，実験前に生徒自身が仮説と結果のつながりを語れるようにして

おくこともひとつの前提（共通基盤）であり，主体性の持続につながった。 

 

２ 今後への課題（不十分な取り組みは何か） 
 

 本年度不十分だった取り組みに，以下の点がある。これらについては取り組むための計画が

具体的でなかったり表面的な追究で終わらせてしまったりした部分がある。 

 

●１時間の授業や単元全体の目標と照らし合わせたとき，中心となる評価項目について全て満

足できる部分まで達成した生徒に対して，学びを更に深め，発展させる素材の教材化が不十

分である。 

●追究の過程で，生徒の内面で科学する心がどのように変化しているのか，また，評価主体を

生徒とした時に１時間の授業，１単元の授業にどの程度の満足感をもって終われたのかとい

う点で，とらえが不十分である。 

●学習した内容と身の回りにある現象や利用されている科学技術等について，関連づけて考え

させたり有用性を実感させたりする活動が不十分である。 

●通年で観察・実験する計画を立てていたものについてタイミングを逃してしまっていた。 

●科学する心をさらに将来に，社会に広め高めていくために，「自分の将来をこのようにしたい」

「このことを生かして社会の中で生きていきたい」という自分や社会へ向ける意欲を高める

ような総合的な学習，道徳，学活などとの連携がさらに必要である。 

●科学する心が極限まで育った時，生徒は自分に対して自信を持ち，多様なものの見方の中か

ら真実を探る生き方に誇りを持ち始め，自己肯定感が高まると考えている。自己肯定感が低

い生徒に対して，科学する心の涵養を通して自己肯定感の高まりが見られるようにしたい。 
 

以上の成果と課題を元に，２０１４年度の計画を立案した。 
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Ⅳ ２０１４年度の計画 

 

１ 心の動きを記しながら自己評価をし，自己肯定感を高める授業
（通年） 

ＩＥＡ国際数学・理科教育動向調査の 2011 年調査（TIMSS2011）において，「理科が好き」

と答えた生徒の割合は５３％であり，国際平均の７６％より大きく下回っている。また，2011

年に日本青少年研究所が行った，高校年代の 4 カ国比較調査の結果，米国と中国の高校生は自己

肯定感（自尊感情）が強く，日本の高校生の自己評価が最も低い。 

（以下の数値は「全くそうだ」の比率） 

「私は価値のある人間だと思う」：日本 7.5％，米国 57.2％，中国 42.2％，韓国 20.2％。  

「自分を肯定的に評価するほう」：日本 6.2％，米国 41.2％，中国 38.0％，韓国 18.9％。 

 

自己肯定感が高い米国，中国は理科好きの中学生の割合が高く，自己肯定感が低い日本と韓国

は理科好きの中学生の割合が低いことから，「理科好き」と「自己肯定感」の間には何らかの相

関があるのではないかと推測する。 

 

本校の生徒たちは，県内他地域の生徒と比較すると，大変素直に物事を受け止め，粘り強く学

習に向かったり和を大切にして人と関わったりすることができる。そうした具体的な姿を他者か

ら肯定的に評価されると喜び，次の活動への意欲へとつなげることができるが，生活調査等の結

果を見るとやはり自己肯定感の数値が低く出ている生徒が多い。 

 

「科学する心」が涵養されていけば，様々な事物に対して感動を味わい，生かされている自分

を感じ，多様性を学ぶ中で自分の個性や新しい価値観を発見し，生活の中で生じる諸問題を主体

的に解決する意欲と技能をもつことができると考えている。これはそのまま自分の生き方への自

信につながり，自己肯定感（自尊感情）を高めることにつながっていくだろう。自己肯定感の高

まりと科学する心を涵養する過程の取り組みにおいて，生徒はより科学が好きになるのではない

かと考える。 

 

 そこで今後，松本勝信博士（前大阪教育大学教授）が提唱している「能動的自己評価」を，

今まで以上に本校の生徒，及び理科の授業構造に合った形で取り入れられるよう，研究していき

たい。 

具体的には，以下のような方策を考えている。 

 

１．毎時間生徒が記入している学習カードの中に， マークを入れる。このマークの横に，

短くても良いので，その時の気持ちを「つぶやき」の形で記入させる。全てをうめる必要

はないが，できるだけ記入できるようにさせる。 

２． マークは，全ての記入欄の下部に設ける（仮説，学習課題の自己設定，検証方法，結果，

考察，結論，感想等） 

３．開始時はどのような記述も認め，下記のような記述について発表させていく。 

  ①興味をもてていなかったものに興味がもてるようになったことへの喜び（興味・関心） 

  ②発見や気づきができたり，仲間の意見に感嘆したりしたことへの喜び（意欲） 

③できなかったことができるようになったことへの喜び（技能） 

④分からなかったことが分かるようになったことへの喜び（思考・表現） 

⑤１時間の学習を通しての満足感，次時への学習意欲 
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【学習カードの例（3 年 電流が流れる水溶液 片面）】 

 

これまでの実践でも授業の終末に，１時間

の追究についての楽しさや発見の喜び，友の

考えへの驚き，満足感などが書かれていた。

教師側が記述を読んで満足するだけならそ

れで充分だが，活動ごとに気持ちを書くこと

により，評価者である生徒自身が，常に自分

の心を振り返り，活動ごとの科学する心を活

性化させ，その心の動きの連続が効力感につ

ながると考えた。 

  

 今まで授業が終わると，授業者である教師

は，「授業の目標（つける力）が達成できた

か」という観点を中心に授業評価をしていた。

今後もその視点は大切ではあるが，本当に生

徒の中の科学する心を育むには，生徒自身の

内面がどのように変容しているのかをもっ

て，授業者自身の授業評価にしていくことが

大切だと考えた。 

今までは「楽しそうに活動してだ液のはた

らきについて仮説を検証できたようだ。」と

いうように大まかに生徒の心の動きをとらえていた。今後は「仮説を出し合った時には自分の

考えに自信がもてずに悩んでいたが，実験中に自分の仮説を立証する方法に気づき，立証し，

それを仲間に伝えられたことに大きな満足感をもったようだ。」というように，より生徒の内面

にせまるとらえができる。また，生徒自身が活動のどの場面に満足感をもつのか，どのような

活動をさせると有能感が増すのか，どの場面で「なぜ？」という疑問が深まるのかなどについ

て心の動きを分析することにより，授業展開の改善に活かすことができる。 

 

 こうした能動的自己評価からの授業改善を通年、普段の授業で行っていき，生徒自身が科学

する心から自己肯定感を高められるよう，実践を重ねていきたい。 

 

２ 総合的な学習（キャリア教育・進路教育）との連携（2014年 4月～） 
 

本校では開校当初から１年次に職場見学，２年次に上級学校（大学や専門学校）見学と３日

間の職業体験学習を行ってきた。そこに加え今年度より１年次にキャリア教育コンサルタント

の方によるキャリア講座，適職診断を，２年次に「なるには教育」（地域の２０～３０代の先輩

から就いている職業についてのお話や，どのようにしたらその職業に就けるか等のお話を聞く）

を行うようになった。 

３年次にはそれらの見学や体験，講話などから学んだことを総合して自分の進路を選択して

いく。 

 

本年度４月に行われた２学年の「なるには教育」で，自動車整備士の先輩が新鮮なオイルと

使い古したオイルの両方を示した時，自動車整備士という仕事に興味をもっていた H 生が目を

輝かせ，実際にその２種類のオイルが入った容器を手に取り，様子をじっくり観察していた。 
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また，H 生の「自動車整備士になるには，どんな勉

強をしていけばいいのですか？」という問いに，先輩

は「車のからだの調子を整えるお医者さんのようなも

のなので，普段の勉強に加えて，どこに問題があるの

か，どうやったらそれを解決できるのかを考えていく

といいと思います。」と答えた。以前から理科には興味

を持って授業に臨んでいた H 生だったが，それ以降更

に積極的に仮説を立てて立証し，その過程を積極的に

発言するようになった。 

また，左の表は M 生（女子）に，「なるには

教育」の直前に渡された適職診断表の一部であ

る。質問紙への解答から，その生徒にお勧めの

職業や学習上のアドバイスをコーディネータ

ーの方が分析したものである。 

 

来年度も４月に行われる予定の「なるには教

育」に際し，以下のような取り組みで、将来の

目標である職業と科学する心とのつながりを

生徒につかませたい。 

 

１．「あなたにお勧めの仕事」のシートを理科の授業に持参させ，興味がある仕事と理科での

学習内容，科学する心との関連を考えさせ，学習カードに記入させる。理科担当教諭は

後日コメントを加えて評価すると共に記録を蓄積し，その後の単元展開に活かしていく。 

２．科学的な内容を常時扱っている職業（医療関係や開発研究職）や科学的な思考（問題解

決や計画，企画，分析など）を活用している職業の方に，「なるには教育」終了後インタ

ビューをし，その様子を録画して関わりのある内容を扱った授業後に放映する。 

３．「なるには教育」の講師選定や各種講演会の講師選定に，科学する心と関連した分野で活

躍している方を紹介し，講演後の授業で科学的な観点から解説を加える。 

 

以上のような連携を図ることで，科学を学ぶことの意義や生活や社会の中での有用性を実

感させられると考えた。 

 

３ 生徒の学びを広げ，深める発展的な学習の導入 
 

本年度生徒の思考を深めることを目的として，イオンのしくみから電池に学びを繋ぐ場面で

「イオン化傾向」を取り扱った。結果的にこのことで生徒の学びは深まり，電池の条件を考え

るときにも生徒は自分なりの根拠を示すことが可能になった。このような発展的な題材を目的

に応じて導入することは生徒の学びを広げたり深めたりすることが期待できる。そこで，来年

度は次のような内容に触れながら学習を展開していきたいと考える。 

 

変成岩の成因から学ぶ地球規模の活動（２０１４年１０月） 

 富士見町は糸魚川－静岡構造線で断ち切られると同時に，東は北米プレート，西はユーラシ

アプレートのプレート境界になっている。このうち，西のユーラシアプレート側は付加体であ

り，石灰岩や泥岩だけでなく，マントル直上にあった蛇紋岩や片岩，片麻岩などの変成岩が多

エンジンオイル

の汚れ方の違い

を説明する自動

車整備士の先輩 
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数存在する。このような変成岩の成因を考えながら，身近な地域の学習を通して大きな地球規

模のしくみを考えていくことは自然のダイナミックさを感じることにつながると考えた。 
 学習問題 学習活動 

一
次 

立場川と釜無川の岩石は同じな
のだろうか 

立場川(八ヶ岳側)と釜無川(入笠側)の河原の石を持ち寄り，
ハンマーでたたいたり，ルーペで観察したり，用意された薄
片を用いて両者を比較し，岩石名と特徴を調べる。 
○釜無川の岩石には，押しつぶされたような岩石を含め種類が
多様であることを確認する。 

○産総研の資料，図鑑を使って岩石名を調べる。 
○火山岩，堆積岩，変成岩に分類できることを学ぶ。 
○立場川は同じ岩石でできていることに気づく。 

二
次 

  

三
次 

  

四
次 

釜無の河にある岩石はどこから
やってきたのか 

富士見町の地質図と比較しながら釜無の岩石はどこから供
給されたのか，でき方から釜無山はどのような場所だったの
かまとめる。 

釜無川にある石はどうやってで
きたのだろうか。 

高い圧力と高い温度になる状況を自分なりに考えながら発
表をおこなう 

地中深くの岩石が地上に現れた
のはなぜだろう 

プレートテクトニクスと付加帯について学び，日本がどうや
ってできたか考えた平先生の研究やウェゲナーの探究に学
び，自分の考えと比較する。 

プレート境界にある富士見 
 

北米プレートとユーラシアプレートの境界を地図に記入し，
どこを通っているのか確認して，考えられることを述べあ
う。 

五
次 

  

 

身の回りにあふれる電波（２０１５年３月） 

 私たちは普段，何気なくテレビやラジオを見聞きし，携帯電話をかけ，Wi-fi や Bluetooth，

無線 LAN を使用している。このような状況で，「電波とは何か」「電波はどのように利用するの

か」という部分について広げることにより，日常は科学技術に支えられているという実感を得

るだろう。このことは，生徒の興味や関心や自ら研究して調べようという意欲を高めるものと

考える。 

 １年 

   ＜光の学習と音の学習が終わったところで＞ 
 学習問題 学習活動 
１
時 

音声を伝える方法を考えよう 
 

糸電話を使って，特性についてまとめる 
 

光で音は伝わるだろうか 
 

「ソニーもの作り講座」の光通信を利用して，光で
音を伝えながら，光通信と光の特性について考え
る。 

２
時 

光も糸もなくて遠くまで音を伝える
方法はないか 

普段の生活を想起して，テレビやラジオが電波を利
用していることを学び，手作りのワイヤレスマイク
を用いて電波の性質について予想し，追究する。 

 この学習では，光通信の場合は経路の途中に障害物があっ

て光が伝わらないと音は鳴らないが，電波の場合は障害物に

関係なく伝えることができる波の性質と同時に，光の一種で

もあるので光の性質も持つことが確認できる。現在，部品点

数が少ない自作のワイヤレスマイクについて考えており，２

年や３年で興味関心のある生徒には作り方講座を開いて，２

年で学習した電流や電流と磁界，３年で学ぶエネルギーと関

係づけながら自主的な探究を薦めてみることも考えたい。 

昨年と同じ計画（2012 年度論文 Ｐ20） 

昨年と同じ計画（2012 年度論文 Ｐ20） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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４ 年間を通して観察する学習の計画（2014年 4月～） 
 

 本年度の反省として，年間通しておこなう実験は年度当初に時期を決めて計画を立て，あら

かじめ生徒も理解している必要があるということがわかった。年度の途中の場合授業進度の関

係や生徒意識の連続性を考えてしまい，観察に踏み出せなくなってしまったことがあった。従

って，年度当初に以下に挙げるような内容を，どの時期にやるのか予め年度当初のオリエンテ

ーションで生徒に伝え，年間の観察を意識づけておくことで自然な流れで観察ができるように

しておきたい。 

２年 季節の温度変化 ･･･火曜，水曜，木曜，金曜の朝８：１０（部活終了後）と１３：３０

（給食終了後）に気温と，天気，湿度，風向，風力を測定する。こ

のとき，例えば火曜日は１部というように，曜日で学級の担当を割

り振る。湿度は乾湿計を用いて湿度表から求め，天気は雲量から判

断させたい。この計画でいけば少なくとも一人は一回観察すること

になり，年間のデータ作りに全員が関与したという意識を持つこと

ができる。 

３年 太陽高度の変化 ･･･ 年間４回 ４月当初，オリエンテーションとして全員で観測。 

             ６月１９日（金），９月２５日（木），１２月２２日（月）に観察。 

これらの３日間は１日あたり各学級４人編成の３つの班，１２名で

おこない，４月と併せて年間２回は観察できるようにする。 

３年 季節による星座 ･･･年間４回，４月当初に各個人で夜１０時に南にから天頂方向にある

星座を観測する。その後は原則として太陽高度の変化を観測する日

の夜１０時，全員が観測し，記録を取る。 

 以上の内容は，年度当初におこなっている「理科のオリエンテーション」で伝え，年間通し

て観測する技能を習得する時間にする。 

 

５ 他教科間との連携を密にする（通年） 
 

これまでに本校では「科学する心を育む理科教育」の推進を理科教科会でおこなっているこ

とは全職員で周知している。また，教科間の連携を深めることでさらに科学する心が深まるこ

とを確認しあった。来年度はさらに，全校体制で次のことを確認したい。 

① 科学する心を育むことは，狭隘に理科という教科を好きになることを目指しているのではな

く，自ら未知のものを知に変えていく問題解決ができる生徒を育むこと， 

② 本校の教育目標である，つながりを求める人間性，可能性を引き出す知性，明日を切り拓く

感性と「科学する心」は親和的であること 

以上を確認した上で，「学校教育目標を達成するための視点」として「科学する心」を全体研

究の中に据えることができるように，話し合いたい。その中で，理科に限らず相互に関係し合

う教科で無理せずに連携が可能である部分については話し合いを進めて教科横断的な学習がで

きるようにしていきたいと考える。 

 

学校長    三村 昌弘 

PTA 会長   名取 朗博 

研究代表   伏見 之孝 

執筆者及び研究メンバー 筆頭 伏見 之孝 三村 昌弘 

     名取 克裕 五十嵐啓一 

     湯田坂 拓 大井 悠己


