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はじめに

本校は数年来、ソニー子ども科学教育プログラムへの取り組みを通して「科学が好きな

生徒」の育成に取り組んできた。その中でも、授業への取り組みを重視している。授業で

は「学ぶ」「かかわる」「活かす」の３つの場を設定し、科学が好きな生徒の育成を行っ

てきた。授業を通して、資料１のように生徒が、目の前の事象に疑問をもって、主体的に

追究する姿が見られた。また、学んだことをもとに身の回りを振り返る生徒が増えてきて

いる。そこで、昨年度のプロジェクトをさらに発展させ、生徒がより一層、主体的に追究

したり、学んだことから日常を振り返ったりすることができるように本年度のプロジェク

トを行うことにした。

Ⅰ 本校が考える科学が好きな生徒

Ⅱ 2013年度の実践

１ 自ら進んで科学を学ぼうとする生徒にするために―「学ぶ場の工夫」―

（１）生徒のなぜを誘発する提示の工夫

「物質のすがた～死海の水にボウリングの球が浮く！？～」の実践より（2013年７月）

密度の授業の導入を工夫し、密度という概念をより身近

にさせる実践を行った。初めに、生徒を CCBOX に集め、飽
和食塩水を大きな透明のプラケースに入れた物を用意し、

発砲スチロールを浮かべようとしながら、「これは、浮きま

すか、沈みますか」と尋ねた。生徒はほぼ 100 ％「浮く」
と答えたので実際にやって浮くことを確認した。（写真１）

次に鉄球を出して、「これはどうかな」と尋ねると、ほぼ 100
％の生徒が「沈む」と答えた。これも同じく実際にやり、

沈むことを確認した。生徒からは「やっぱり」という声が上がった。そこで、ボウリング

の球を提示し、「じゃあ、これはどうだろう」と尋ねると、「めちゃくちゃ重いし、絶対

沈みます」という声が聞こえ、他の生徒も「うん間違いなく沈むよ」と納得していた。「じ

ゃあやってみるよ」と言ってボウリングの球を飽和食塩水に浮かべると、「え、なんで」

「おぉ、すごい」と歓声が上がった。（写真２）そこで、「実はこれはちょっと普通の水

じゃないんです。実はこの水は、こんな場所から取ってきた水なんです」と言って、死海

写真１ 発泡スチロールを浮かべる

資料１生徒の授業日記から

ボウリングの球が死海の水に浮いたときは、本当に驚きました。（物質のすがた～死海の水にボウリングの球

が浮く！？～）

スキーや滑り台も力の分解が使われていますね。（運動エネルギー～身近なところに力の分解・合成が～）

科学が好きな生徒像

① 自ら進んで科学を学ぼうとする生徒 （学ぶ）

○目の前の事象に興味をもち、疑問を抱く生徒

○主体的に解決しようとする生徒

② かかわりの中で、考えを深められる生徒 （かかわる）

○自らの意見を積極的に発言をする生徒

○友達の意見を聞き、自分の考えに広がりをもつことができる

生徒

③ 学んだことを活かして、よりよく生きようとする生徒 （活かす）

○学んだことをもとにして、身の回りや自分自身を振り返るこ

とができる生徒

○学んだことをもとにして、さらなる追究を目指す生徒

科学が好きな生徒

（１） 刈南理科カリキュラムの作成を行う
（２） 指導力アップに向けた取り組みを行う
（３） 刈南学区理科授業研修会を立ち上げる＜連携＞
（４） 科学が好きな教師の卵を育てる＜連携＞

教師を育てる

（１）学んだことを活かして、
よりよく生きようとする
生徒にするために

－「活かす」場の工夫ー
【創造性】

（１）主体的な追究を行わせる
ために

－「学ぶ」場の工夫－
【感性・主体性】

（２）友達とのかかわりの中で
考えを深めさせるために

－「かかわる」場の工夫－
【主体性】
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の海の写真を提示した。すると、「あ、これ知ってる、死海の水でしょ」と呟く生徒がい

たので、すかさず「死海の水ってどんな水なの」と尋ねた。生徒は「死海の水は、すごく

塩分濃度が高いんだ」と説明をした。すると生徒 A が「じゃあ、どうして死海の水だと
ボウリングの球は浮くんだろう。普通の水では浮かないのか

な」と言うので、同じように透明なプラケースに水を入れて、

ボウリングの球を浮かべようとした。生徒は、瞬きもせず、

ボウリングの球がどうなっているのか見つめていた。実際に、

沈んだことを目の当たりにすると、「えっ？どうして？何が

違うの？」「どうしてなんだろう？」とたくさんの生徒が問

題意識を芽生えさせていた。そこで、学習課題を「なぜ死海

の水にボウリングの球が浮くのか」とし、「密度」の学習に

移った。密度の学習を終えたあと、再び「なぜ死海の水にボウリングの球が浮くのか」と

尋ねると、多くの生徒が挙手をした。生徒 B を指名すると、「普通の水ではボウリングの
球より密度が小さいので、ボウリングの球が沈むんだけど、死海の水は、普通の水よりも

密度が大きくなっていて、ボウリングの球より密度が大きいからボウリングの球が沈みま

せん」と自信をもって答えることができた。生徒 B の授業日記を見ると、以下のことが
書かれていた。

このように、授業の初めに生徒の「なぜ？」を大切に導入することで、生徒は目の前の

事象に疑問を抱き追究意欲が高まっているといえる。

（２）生徒が疑問を抱く教材・教具の工夫

「電流と抵抗～人が抵抗？人間回路の秘密にせまる～」（2012年11月）

オームの法則を学んだ生徒に，音楽プレーヤーとスピーカー

をコードでつないだ状態で音が鳴るかどうか尋ねた。当たり前

の光景に生徒Ａは「鳴るにきまってるじゃん」と笑顔で答えて

いた。音楽が流れサビにさしかかった瞬間，教師がコードの真

ん中をはさみで切った。生徒の「あっ」という声とともに音楽

が鳴り止んだ。生徒は「先生，なんでコード切っちゃうの…聞

こえないじゃん」とつぶやいた。「仕方ないなぁ」といって切

れたコードの両端を生徒 A に触れさせた。すると教室に音楽が
流れ始めたではないか，生徒は口々に「えっ鳴ったよ」と声を上げた（写真３）。「なぜ

流れるの？」生徒は（コードを切ったはずなのに）両端に人が触れただけで音が鳴り始め

たことに驚いた。「なぜ音が鳴ったのかな」と生徒に問いかけると、生徒 B が「音が鳴る
ということは、電流が流れているってことだよね」とつぶやいた。その言葉に反応して生

徒 C が「人間にも電流が流れているんだね」とつぶやいた。そこで人の代わりに豆電球
を使い、光っているところを見せると「あっ光ってる」「そうか人は豆電球と一緒なんだ」

とつぶやいた。「人数を増やしたらどうなると思う」と問いかけた。生徒Ｂがすぐに「小

さくなるにきまってる」と発言した。生徒Ａも横で軽くうなずいた。生徒二人が直列につ

ながるような状態でコードに触れさせた。音は一人の時よりも小さくなって聞こえてきた。

「やっぱり小さくなった」と多くの生徒が納得していた。次に、「こうしたらどうなると

思う」と並列につながるように並べて尋ねた。生徒Ａは「音がもっと小さくなるよ」と答

えた。なぜかと理由を聞くと、「オームの法則だと並列にすると電流はちいさくなってい

たじゃん」と自信をもって答えた。多くの生徒も「そうだよね」と生徒 A の意見に同意

写真２ ボーリングの球を浮かべる

写真3 人間回路を体験する

資料２ 生徒Bの授業日記

ボウリングの球が死海の水に浮いたときは本当に驚きました。でも、密度を勉強したので、これで水に何が

浮いて、何が沈むかも絶対に分かります。ボウリングの球が浮く理由も完璧です。
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した。そこで、生徒 A と生徒 C に並列になるようにコードに触れさせた。すると、スピ
ーカーから流れている音が急に大きくなった。生徒たちは「えっ大きい」「なんで」とま

たも驚きの声を上げた。各班に豆電球などを入れた回路セットを渡して追究させた。生徒

は並列の回路と直列の回路をそれぞれ作り、抵抗の大きさについて比較しながら追究した。

授業を終えて生徒 Aは授業日記に以下のことを書いた。

生徒は人間回路を体験することにより、抵抗のつなぎ方によって流れる電流の大きさが

異なること、抵抗の値が変わることをより強く意識することができた。このように、生徒

が当たり前と思っている内容が覆され、生徒の追究意欲が高まったことが明らかである。

（３）視聴覚機器の効果的な活用

①自作消音ＶＴＲを使って音が振動で伝わることを実感させる

「音の性質～まわるダンシングスネークの謎～」の実践より

（2012年11月）

授業の初めに、生徒にダンシングスネーク（写真４）を声の振動

によって回している自作 VTR を消音状態で視聴させた。生徒は、紙
コップの上のモールが回ると、「え？何で？」「すごい！」「おぉ！」

と思い思いに歓声を上げた。中には、「何で息を吹きかけるだけで

回っているんだろう」とつぶやく生徒もいた。（写真５）

自作ＶＴＲの視聴を終えた後、生徒を CCBOX に集め、感想を尋ねると、「なんであん
なにくるくる回るの？」「作ってみたい！」という声が多く上がり、多くの生徒に問題意

識が芽生えていることが分かった。そこで、生徒一人一人に、紙コップやモールを配り、

自由に作って回してみることにした。生徒はすかさず自席に戻

り、ダンシングスネークを作り始めた。５分ほど経過すると、

早く作り終えた生徒たちから「先生、全然回らないよ。どうし

たら回るの？」「あれ、作り方おかしかったのかな？」という声

が飛び交った。「息が足りないのかな？」と言って、全力で息を

吹き込んでいる生徒も見られた。生徒Ａは「うーん…先生のは

何で回ったんだろう？」と考え込んでしまった。

10 分が経過しても誰も回すことができず、「あー！何で回ら
ないんだ！」と生徒Ｂが、声を出しながら息を吹きかけ始めると、「おぉ！やった！回っ

たぞ！」と声を上げた。それに反応した生徒たちは、一斉に「うー！」「あー！」と声を

吹き込み始めた。「誰が一番速く回せるか勝負だ！」と言いながら、回す速さにこだわっ

ている生徒も多く見られた。多くの生徒は、大きな声や高い声を出すなど工夫して、ダン

シングスネークを回すことに熱中した。すると、Ｓ１が「なんで、声を出すと回るんだろ

う？」と疑問に感じて調べていたので、一度 CCBOXに生徒を集め、疑問を発表し合った。
すると、多くの生徒が「なぜ回るのか。」ということに強く疑問を抱き、「なぜ紙コップ

の上の蛇は声を出すと回るのだろうか」と共通課題をもった。すると、「声を出すとコッ

プの振動が蛇に伝わる」「大きな声を出すと蛇が速く回る」「高い声を出しても蛇が速く

回るよ」と話をしながら疑問を解決していこうとする姿が見られた。視聴覚機器を活用す

ることで生徒が疑問を抱き、主体的な追究活動をすることができたと言える。

２ 友達とかかわりの中で考えを深めさせるために―「かかわる場の工夫」―

（１）自分の考えを人に分かるように伝える

写真４ ダンシングスネーク

写真５ 自作VTRを消音で視聴する

資料３ 生徒Aの授業日記

人数が増えているのに音が大きくなったことに驚いた。つなぎ方が違うだけで、抵抗が増えても電流が多く

流れるなんて不思議だった。もし、抵抗のつなぎ方で大きさが変わるのだったら、並列につないだ時にはたく

さん電流が流れると思う。もっとたくさんの人数が手をつないだらどうなるかやってみたい。
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「モンシロチョウを育てよう～幼虫がキャベツをたくさん食べることができるからだの秘

密をみつけよう～」の実践より（2013年５月）

本校では、生徒の思考を深めるために、互いの考えを発表し

合わせる授業を行っている。そこで、図のような「かかわり合

い」のルールを全教室に掲示し、全教科・領域の授業にわたっ

て、教師・生徒共に「かかわり合い」を意識した授業を行って

いる。そこで今回は、特別支援学級においてもかかわり合いの

力が必要と感じ、本実践を行った。

「モンシロチョウを育てよう～幼虫がキャベツをたくさん食べ

ることができるからだの秘密をみつけよう～」の実践より

（2013年５月）

授業の初めに、幼虫のからだを観察することにした。しかし、

特別支援の生徒が双眼実体顕微鏡を完璧に操作することが難しいと考えられた。そこで、

あらかじめ、粗動ねじで顕微鏡の高さを固定し、さらに幼虫が動かない工夫をした。調節

ねじだけでピントが合わせられるようにすることで、全ての生徒が「あっ！幼虫が見えた」

と喜び、「幼虫にも歯があったよ！」「前脚と後脚で形の違う脚があるよ」と気付いた生

徒もいた。

その後、気づいたことをまとめさせた。し

かし、これまで自分の考えを書くことができ

ないことが多かった。そこで、「幼虫の口は

○○です。」といった定型文に書かせるとい

う支援をした。すると、「幼虫の口はギザギ

ザで折れ曲がった形です。幼虫の歯は、きば

みたいなところとギザギザしているところが

２つあったところです。」と自分の考えを書

くことができた。その様子を見て「すごいこ

とに気付いたね」と声をかけると、とても喜

んでいるようであった。特別支援の生徒に適

切な支援をし、事象提示を行うことで、興味をもって主体的な追究ができるようになった。

次に、自分の考えを書いたもとで生徒を CCBOXに集めて話し合いを行った。

資料６の生徒の会話から「幼虫の口は○○です。」といった定

型文に書かせるという支援を行うことで、いつもは発表するこ

とができない生徒が、自分の考えを自分の言葉で発表すること

ができた。また、生徒 A は、「Cさんに付け足しで、幼虫の前脚
はトゲトゲで、後脚は平らです」と生徒 Cの意見に付け加えて、
自分の考えを発表することができた。

授業後に、生徒Ａは以下のように授業日記を書いた。

資料６ 授業記録（ＣＣＢＯＸでの話合い）

Ｔ ：モンシロチョウのからだを観察して分かったことは何がありますか。

Ｓ１ ：幼虫の歯はギザギザです。

Ｓ２ ：Ｓ１さんに付け足しで、幼虫の歯は曲がった形です。

Ｓ全員： 賛成！（生徒全員が、納得した表情でハンドサインを出していた。）

Ｔ ：幼虫の歯ってそんな形をしているんだね。歯以外に分かったことはありますか。

Ｓ３ ：幼虫の脚は前と後で違う形です。

Ｓ４ ：Ｓ３君と少し違って、幼虫の脚は２列に横に並んでいたことです。

Ｓ全員： 賛成！（ここでも生徒は全員が一斉に声を挙げて賛成していた。）

資料４ かかわり合いのポイント

資料５ 生徒が用いたワークシート

写真６ 自分の考えを発表する
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生徒 A の授業日記「今日の授業は…できました。」から、「幼虫の口は○○です。」とい
った定型文に書かせるという支援を行ったことで、自分の考えを自分の言葉で発表するこ

とができ、考えを深めることができたと言える。

（２）思考を深める教材・教具の開発を行う

「モンシロチョウを育てよう～幼虫がキャベツをたくさん食べることができるからだの秘

密をみつけよう～」の実践より（2013年５月）

モンシロチョウのからだの特徴を発表した後、生徒の学びをさらに深めさせるために、

モデル幼虫を提示した。「これはモンシロチョウのモデル幼虫です。このモデル幼虫を完

成させられますか」と、問いかけると以下のように授業が展開していった（資料８）。

生徒 B や C の意見交換を通して、生徒 A は、思わず「そうだったのか！」と声を上げ
たり、うなずいたりして、クラスメイトの考えを聴き自分の考えを深めることができた。

授業後に書いた生徒 Aの授業感想をみると以下のように書いていた。

生徒 A は、はじめの観察では、幼虫の細かな歯の形を見ることができなかった。しか
し、生徒 B が発表でモデルに歯を付けたことで、生徒 A は生徒 B の発表から自分の考え
をさらに深めることができたと言える。

（３）理科室掲示によるかかわりあい

本校では、生徒に週に一度、１週間の学習の定着を図るため、

昨年度より「復習プリント」というものを生徒に取り組ませて

いる。本年度は、模範生徒の復習プリントを各理科室に掲示し

た。（資料 10） 放課などには、その掲示物に人だかりができ、

じっくり見入っている生徒も見られた。中には、「すげー」「絶

対に掲示されたい！」と声を出して感心している生徒もいた。

これらのことから、理科室の掲示に生徒の学びの足跡を残すこ

とで、生徒の学習意欲を喚起したり、生徒の基礎基本の定着を

させたりすることができた。また、他の生徒のノートから新た

な発見をしたり、理解が不十分であったところの理解をしたり

資料７ 生徒Aの授業日記

いつも私は、授業で分かっていても言葉にできず、発表することができませんでした。しかし、今日の授業

は、幼虫の口は○○です。と書いてあって、気付いたことがとても書きやすかったです。自信もって自分の意

見を発表することができました。

資料８ 授業記録

Ｔ ：これはモンシロチョウの幼虫モデルです。みんなが観察した幼虫

と同じように歯や脚が付けられますか。

生徒B：はい。観察した歯は、ギザギザだったから、この歯が正解だと思

います。

（歯がモデル幼虫についた瞬間生徒Aから「そうだったのか」と声がでた）

Ｔ ：みんなも同じ意見ですか。

Ｓ ：賛成！（生徒全員が納得した表情だった）

Ｔ ：脚はどんな形でしたか。

生徒C：前脚がとがっていて、後脚が丸い形をしていました。だから、こう

やって付けたら良いと思います。

Ｓ ：賛成！（生徒Aは思わず大きくうなずいていた）

写真７ 観察した結果を発表し合う

資料９ 生徒Aの授業日記

今日は、モンシロチョウの幼虫の歯や脚を観察しました。顕微鏡で、幼虫の細かい歯の形が見えず、自信が

もてませんでした。しかし、生徒Bが歯をモデルに付けた瞬間、はっきりと幼虫の歯のつくりが分かり、思わ

ず声が出てしまいました。また、幼虫の脚の形が、生徒Cと同じ意見で、さらに自信がもてるようになりまし

た。

資料10 模範生徒の復習プリント
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することができた。

３ 学んだことを活かし、よりよく生きようとする生徒にするために

（１）理科の授業で学んだことと科学がつながる ―「活かす」場の工夫―

① 授業の振り返りの場の工夫をする

授業の終わりには、自分の学びをもう一度見直し、価値

づけるために毎授業後、授業日記を書くようにしている。

（資料 11）「分かったこと」「疑問に思ったこと」「生活
との関わり」など、ただ感想を書かせるのではなく、意

図的に振り返りを行うようにしている。

酸化銅の還元の授業の日記には「炭素のように銅より

酸素と結びつきやすい物質を入れて加熱すれば、銅の還

元ができると思いました。だからいろいろな金属を取り出したければ、その酸化物よりも

参加しやすい物質を探せば取り出せると思います」と書いた（資料 12）。このように、学
んだことを振り返る中で、自分の考え方を深めることができた。また、「二酸化炭素が増

加しているという問題があるが、炭素より酸素と化合しやすい物質があれば、二酸化炭素

が減らせるかもしれないし、そうすれば環境問題が解決していくと思います」と書いた（資

料 1３）。このように学んだことを生活に関わらせて考えることができた生徒もいた。

② 科学を学ぶ意義・有用感を感じさせる

「運動とエネルギー～身近なところに力の分解・合成が…～」の実践より（2013年５月）

力の合成・分解の授業では、理科がより身近に感じら

れるように導入や終末に工夫を加えた。生徒を CCBOX に
集め、授業の初めに「合掌造り」の写真（写真８）を提

示し、「どうして、雪国ではこんなに急斜面の屋根なのか」

と尋ねた。すると、「急な方が雪が落ちやすい」という意

見が大半を占めた。しかし、どうして落ちやすいのか、

説明できる生徒はいなかった。そこで、台ばかりと台車を

使った実験を班で行い、斜面の角度が大きくなると斜面に沿う力が大きくなり、斜面に垂

直な力が小さくなっていることを突き止めさせた。そして、再度、「どうして、雪国では

こんなに急斜面の屋根なのか」と尋ねると、資料 14のように話し合った。

Ｓ４の言葉にもあるように、理科で学んだことが日常生活に活かされていることを実感

資料12 授業日記

今日の授業では銅の還元をやりました。酸化銅と炭素の混合物を加熱すると赤色の銅が出てきました。他

の班は加熱していると激しく赤く光って、塊の銅がとれたようでした。炭素のように銅より酸素と結びつき

やすい物質を入れて加熱すれば、銅の還元ができると思いました。だからいろいろな金属を取り出したけれ

ば、その酸化物よりも参加しやすい物質を探せば取り出せると思います。また、いろいろな化学反応を体験

してみたいです。

資料13 授業日記

還元の授業を行いました。酸化銅は加熱をしても分解しないけど、炭素と加熱すると銅になりました。酸

化銀は炭素を入れてなくても分解するのはとても疑問です。二酸化炭素が増加しているという問題があるが、

炭素より酸素と化合しやすい物質があれば、二酸化炭素が減らせるかもしれないし、そうすれば環境問題が

解決していくと思います。

資料14 授業記録（CCBOXでの話し合い）

Ｓ１：斜面が急になればなるほど、斜面に沿う力が大きくなるから、滑り落ちやすくなるんだね。

Ｓ２：そうだね。だから雪国では、こんな屋根が多いんだね。

Ｓ３：それだけじゃないと思うよ。斜面に垂直な力が小さくなるから、もし雪がたくさん積もっちゃっても、

そう簡単に家がつぶれなくなっているんじゃないかな。

Ｓ４：なるほど、それもあるね。合掌造りって本当に工夫されてできてるね。

資料11 学習ノートの振り返り

写真８ 合掌造りで雪が落ちやすいのは
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させることで、理科を学ぶ意義を感じさせることができたと言える。

また、授業の最後に、レインボーブリッジの写真（写

真９）を提示し、「このレインボーブリッジにも、実は今

日学んだ工夫があるんだけど分かるかな」と尋ねた。生

徒は周囲の生徒と話をしながら、橋を支える支柱の高さ

に目を付け、「これが高くなればなるほど、橋に対して垂

直な力が大きくなるから、より力強く支えることができ

るんじゃないかな」と生徒の力で結論にたどり着くこと

ができた。この日のＳ１は授業日記に、以下のことを書いた。

Ｓ１は、この授業を通じて、理科を学ぶ意義や有用性を感じることができたと言える。

③ 作品応募にて自己肯定感を高める

本校では学んだことを活かす場として、一人一研究やアイデア工作などに取り組んでき

た。その作品を様々なコンクールに応募し優秀な成績を収めることができた。外部団体か

ら評価されることにより生徒は自己肯定感を高めることができた。

2012年度の受賞歴

ジュニア発明展 優秀賞「マジックエコバック」（全国２位）

子どもの科学賞「緊急時簡易洗面台」（全国８位）

学研賞「開かない？貯金箱」（全国９位）

佳作「丸いもの何でも切り取り器」

学校賞

科学技術週間標語 最優秀賞「何でだろう？そう思えばほらスタートライン」

優秀賞

「開けていこう「なぜ？」の鍵で科学の扉」

「あなたの不思議は あなたの成長」

「1つの疑問で 無限のアイデア」

「おどろき ひらめき 科学の木 みんなで育てて 明るい未来」

愛知県学生科学賞 最優秀賞「餅の膨らみの不思議～美しく餅を膨らませるには～」

優秀賞「ナナカマドは燃えにくいのか」

「ドライアイスの上にスプーンを置くと振動するのはなぜか」

日本学生科学賞 入選１等「餅の膨らみの不思議～美しく餅を膨らませるには～」

（２）夢講演会で素敵な生き方に触れさせる

年に２回程度、各分野で活躍されている方をお招きし、生徒に少しのきっかけを与えら

れたらと考え、講演していただいている。

JAXA（宇宙航空研究開発機構）加藤恵理氏「地球の周りをとぶ人工衛星とそのセンサに

ついて」（2013年6月）

今年度も JAXA の方に講演していただくことができた。そこ
で、宇宙についての話や JAXA が打ち上げてきた人工衛星とそ
の目的についての話をしていただいた。話を聞いた生徒の感想

は資料 16 のようである。講演の感想からは、宇宙についての
憧れであったり、身近にあるものが宇宙ではとても貴重な資源

であること、中には話を聞いて「夢は宇宙飛行士になりたい。」

資料15 Ｓ１の授業日記

力の分解がこんなに身近なところにあったことに驚きました。スキーや滑り台も力の分解が使われてますよ

ね。探してみたらもっとたくさんありそうです。

写真９レインボーブリッジの支柱が高いのは

写真10 JAXA 加藤恵理氏の講演
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と書いている生徒も見られた。日本で一番宇宙に近い場所で働いている方にお話を聞くこ

とで、普段の生活では意識していなかったことを感じさせることができた。また、将来に

ついてより強い興味を抱くきっかけになった。

（３）地域の教育力の導入

科学好きな生徒を育てるためには、様々な視点から科学を見つめることも大切である。

本校が位置する学区には６つの幼稚園と３つの小学校、さらには３つの高等学校と多くの

教育機関がある。また、トヨタ系列の会社の本社がいくつもある地域である。そこで、こ

れらの機関と協力し、生徒の成長を促す実践を行ってきた。

① 地域企業との連携「特別支援学級 間伐材工作教室」の実践より（2013年６月）

特別支援学級の作業の授業では、市内にある豊田紡織の方に

講師として来ていただき、間伐材を用いた工作教室を行ってい

ただいた。まず、講師の講義から間伐が森林の成長や保護に必

要であることや間伐材の利用が地球環境の保護活動になること

を学習した。その後、実際に間伐材を使って工作を行った。そ

のとき一人の生徒に一人の講師の先生が付いて指導をしていた

だいた（写真 11）。コマ作りではいつも以上に丁寧にコマに色
を塗る姿が見られた。また、椅子作りでは、部品を組み立て、

やすりでの仕上げを行った。特別支援の生徒が一人では上手に

できない時、講師の方が適切に支援をおこなっていただいたお

かげでとてもきれいな作品を作ることができた。日頃うまくい

かずにあきらめてしまうことが多い生徒も、最後まで集中して

作品作りに取り組み、できたときには「やった」と満足げな様

子であった（写真 12）。
地域の専門的な技術を持つ方を講師に招いて授業を行うこと

で、生徒は日頃できない体験をすることができた。また、専門の道具を使ったとしても、

適切な支援が受けられるので、生徒は成功体験を得ることができた。

② 幼稚園児との交流「保育実習 僕らは科学の伝道師～遊びと科学～」（2012 年 12 月）
本校３年生は家庭科の授業の一環として昨年度より 7 月と 12 月にクラス単位で幼稚園

を訪問し保育実習を行っている。その際、夏の体験では園児の実

態を知るという観点での活動を行うが、2 回目の訪問となる 12 月
の訪問では生徒が科学の伝道師となり、園児に対して糸電話や独

楽回しなど、科学を使ったおもしろい遊びを紹介しながら交流を

資料16 講演の感想

・宇宙という環境ではコップ1杯の水が、水が本当に大切な資源なんだとと改めて感じました。

・今日の話で、人工衛星が天気予報や資源の観察に使われていることを初めて知った。

・宇宙は意外と近いんだなと感じた。

・僕の将来の夢は宇宙飛行士です。今日の話を聞いてもっと宇宙にいきたくなりました。

資料17 生徒の感想

日頃の技術の授業では、電動ドリルなどの専門の道具はつかったことがありませんでした。でも、今日の工作

教室で、先生たちに手伝ってもらいながらいすやコマができたのでとてもうれしかったです。また、工作教室を

やってみたいです。今日はありがとうございました。

写真11 講師の方といす作りをする

写真12 丁寧に作品を完成させた

写真13 園児と遊ぶ生徒たち

資料18 生徒の感想

Aくんと糸電話で話しているとき、Bちゃんに糸をつまんでもらいました。する

とAくんが「声が聞こえなくなったよ」と言ったのでBちゃんに手を離してもらう

と「すごい！聞こえるようになったよ」と喜びました。糸に伝わる声の振動を体験

してもらえ、うれしかったです。
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行った（写真 13）。
生徒の感想から、園児と糸電話で遊ぶ体験から科学のおもしろさを伝える楽しさを感じ

始めていると言える。

③ 高等学校との交流（2012年9月・11月）

本校の近くにある刈谷高等学校との交流を行ってきた。生

徒の交流としては、科学部の生徒が刈谷高校の物理部の先輩

から研究の新たな視点やアドバイスをいただいている。また、

本校の研究発表会に刈谷高校の先生方にも参加していただき

より専門的な考え方を聞いた（写真 14）。また、本校の理科
教員が刈谷高校の公開授業を参観させていただいたりする機

会にも恵まれた。

４ 教師を育てる＜人材育成＞

（１）科学を好きにさせる刈南理科カリキュラムの作成を行う

異動などによって、せっかくの優れた実践が埋もれてしまうことを防ぐため、昨年度よ

り実践の足跡を刈南理科カリキュラムカリキュラムという形で残してきた。以下には今年

度追加したカリキュラムを載せる。

刈南理科カリキュラム（2012年度および13年度追加分）

学 単元名 学 かか 活 内容 および 手だて
年 ぶ わる かす
１ 音 ○ ○音を視覚的に捉えさせる「ダンシングスネーク」
年 密度 ○ ○ ○ボーリングの玉が水に浮く
２ 電気 ○ ○ ○ ○人間回路を作り，並列につなぐことでスピーカーからの音が
年 大きくなることに疑問をもたせる
生き物の体 ○ ○ ○イカの解剖手順シート

３ 地球と宇宙 ○ ○ ○ ○四季の変化が起きる理由、南半球で季節が逆転する理由を自
年 作モデルで考える
共 科学と夢 ○ ○「夢講演会」にて科学技術に関連した講師を招聘する
通
（２）指導力アップに向けた取り組みを行う

① 全職員の公開授業

教科にかかわらず様々な授業を参観することで、お互いに良い点を学び取ったり改善点

を見いだしたりすることができた。

② 教務通信「玉不磨無光２」

ほぼ日刊で教務主任より発刊された「教務通信 玉不磨無光２」

では、学級作りから授業のコツ、相互週間での授業の感想など、

われわれ教師の力量を高める為に、その時々に応じた教師とし

ての取り組み方やあり方を教えていただけた。

（３）刈南学区理科授業研修会を立ち上げる＜連携＞

「学区丸ごと科学好き」にするために、研究発表会に学区だ

けでなく小学校、中学校の先生方に加えて高等学校の先生方に

も参加していただけた。

（４）科学が好きな教師の卵を育てる＜連携＞

昨年度より愛知教育大学の学生が、授業ボランティアとして

参加している。活動内容は、実験補助や、生徒への細かい支援

である。昨年度からの理科と特別支援に加え、国語、社会に学

生ボランティアが入っている。入っている学生に話を聞く

資料１9 教務通信 玉不磨無光２

写真１4 先輩とともに

写真１5 小中高の先生が集まった研究会
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と、「現場を知ることができてうれしい」と言っていた。

５ 「学ぶ」「かかわる」「活かす」の３つの場を設定した単元を通して科学が好きな子

を育てる「天体の１年の動き～地球と宇宙～」の実践より（2012年11月）

（１）冬の星座「オリオン座」が夏に見られない理由を考える生徒

事前に、生徒に右のような情報（資料

20）を与えた状態で、生徒を CCBOX に
集め、「オリオン座は、どうして夏には見

られないの？」と生徒に問いかけた。す

ると、「冬の星座だからだよ。」と言うの

で、「どうして冬の星座は夏には見られな

いの？」と問いかけると黙ってしまった。少し待った後、

「今日は、このオリオン座が夏に見られない理由を解明

しよう。何もないと考えられないので、今日はこうしま

す。」と言って電気を消し、「今日は理科室が宇宙です。

そして宇宙の真ん中には太陽があります。」と言って、理

科室の中心に置いてある白熱電球を光らせた。そして太

陽モデルの四方に、季節の星座の図を貼った。「地球儀モ

デルを渡すので、オリオン座が夏に見られない理由を考

えてください」と言って、地球儀モデルを渡した。生徒は

地球儀モデルを持って実験に向かった（写真 16）。
10 分ほどすると、「分かった！」という声が上がってきたので、生徒を再度 CCBOX に

集めて、オリオン座が夏に見られない理由を尋ねた（資料 21）。理科室を宇宙と見立てて

モデル実験をすることで、オリオン座が夏に見られない原因に迫ることができた。このこ

とから、理科室を宇宙と見立ててモデル実験を行ったことで生徒の考えを深めることがで

きたと言える。納得の表情を浮かべている生徒に、「ちょっとこれを見て。これはある星

の昼の様子です。」と言って、水星の昼の写真を提示した。

資料 22 で、水星の昼の写真を提示したことで、生徒は、「明る
いから見えない」という既習事項を覆され問題意識をもつこと

ができたと言える。時間が止まったかのように黙ってしまった

ところに、「もしかして、大気が関係しているのかな？」とＳ

４が呟いたので、その意見を採り上げ、「大気があるとどうな

る？」と問いかけると、「光が反射したり、屈折したりするん

じゃない？」という呟きが聞こえてきた。その呟きを拾いなが

ら、生徒は自ら昼にオリオン座が見えない理由の原因が地球に

資料20 生徒に与えた情報

①季節の代表的な星座は以下の星座である。

しし座→春の星座 さそり座→夏の星座、

ペガスス座→秋の星座 オリオン座→冬の星座

②季節の星座は、その季節の真夜中に南の空で見える。

③地球は反時計回りに太陽のまわりを公転している。

資料21 授業記録（CCBOXでの話し合い①）

Ｓ１：明るくて見えないんだよ。

Ｔ：どういうこと？

Ｓ１：地球儀のモデルを使ってもいいですか？（地球儀のモデルを渡す）

Ｓ１：ちょうど日本が夏のときは、オリオン座は太陽と同じ方向にあるんだ。だから、太陽の光で見えなくな

っているんだよ。（生徒一同が納得の表情を浮かべる。「そうか」という声もあがる）

資料22 授業記録②（CCBOXでの話し合い②）

生徒多数：太陽が昇っているのに真っ暗だよ。

Ｓ２ ：あれ？この星は太陽が昇っているのに星が見えるよ？

Ｔ ：どこ？

Ｓ２ ：ここです。（と言って指を指した。）【写真17】

生徒Ａ：おかしいよ。太陽の明るさで見えないはずなのに何で？

Ｓ３ ：太陽の光が明るくて見えないって言ってたオリオン座もそれ以外の理由があるのかな？

写真16 明るいとオリオン座は見えない

写真17 水星では昼でも星が見える
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存在する大気による光の散乱であることに迫っていった。CCBOX で生徒の「もしかして
大気が関係あるのかな」という呟きを拾い、他の生徒に広めたことで、生徒は問題意識の

焦点化につながり、自分の考えを深めることができた。授業を終えた生徒Ａは授業日記を

資料 23のように書いた。

生徒Ａが理科室を宇宙と見立て、モデルを使って考えたことで理解が深まっていること

が明らかである。また、水星の昼の写真を提示することで、生徒は考えを揺さぶられ、強

い問題意識をもつことができたことも分かった。さらに、「身の回りを見てみると･･･」

に続けて書いたことで、オリオン座が夏に見えないことを身近なこととして捉えることが

できたと言える。

（２）地球が地軸を傾けながら公転していることに気付く生徒

授業の初めに、生徒を CCBOXに集め、「こ
れは地球上のある地点のある時刻の太陽の

動きを記録した写真です。」と言って、グ

リーンランドの太陽の動きを記録した写真

（資料 24 一番左）を貼った。さらに順を
追って、１時間ごとの太陽の写真を貼って

いった。６枚目の写真を貼ったとき、生徒から「あれ？」「何で昇り始めるの？」と声が

上がった。そのまま７枚目、８枚目と貼っていくと、「え！？太陽が沈んでないよ？どう

して？」と驚きの声が聞こえた。

続けて、「今の写真と同じ日の違う地点での太陽の動きを記録したものがあります。」と

言って、同じように貼っていった。（資料 25）
すると、「太陽なんて全然写ってないじゃ

ん！」「太陽が昇らないこともあるの！？

なんで？」と驚きの声が上がった。白夜と

極夜の１時間ごとの連続写真の提示によ

り、生徒は既成概念を覆され、強い問題意

識をもつことができたことが分かる。そこで、「じ

ゃあ、今日はこの謎を解き明かそう！」と言って

課題を提示した。アストロテントを吊し、太陽モ

デルと 360 度自在に回転する地球儀（写真 18）を
渡し、「なぜこんなことが起こるか、このモデルを

使って考えていこう！」と伝えた。

少し時間が経つと、真っ先に生徒Ａのグループ

から、「先生分かった！」という声が聞こえた。

行くとすぐさま生徒から説明を始めた（写真 19）。その後、ど
のグループからも教師を呼ぶ声が止まなかった。自分たちの力

で太陽が一日中沈まない現象や一日中昇らない現象を解明でき

たことに興奮気味であった。そこで、CCBOX に集め、「どうし
て太陽が一日中沈まない現象や一日中昇らない現象が起こるの

か説明をしてください。」と言うと、多くの生徒が、先を争う

ように挙手をした。生徒Ａを指名すると、「前に出て説明して

資料23 生徒Ａの授業日記

身の回りを見てみると、冬に何気なく見ているオリオン座も、夏には昼中にちゃんと南の空に出ていたこと

がモデル実験で分かって驚きました。モデルで考えると、すぐ分かったので嬉しかったです。でも、太陽の光

が散乱していることにまでは気づけませんでした。でもＳ４の意見で大気があるからこそ、オリオン座が見え

ないということを改めて理解することができました。

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

資料２5 1日中昇らない太陽の1時間ごとの写真

資料２4 1日中沈まない太陽の1時間ごとの写真

写真18 地軸が傾いてい
ることに気付かせる

写真19 地軸が傾いている
ことを示す

写真２0 モデルを使って説明する

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
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もいいですか？」と自分から申し出て、説明を始めた。（写真 20,資料 26）生徒Ａの意見

にクラスの皆が大きく頷いていた。３６０度自由に回転する地球儀を用いることで、生徒

が「地軸が傾いていること」に気づき、考えを深めることができたと言える。さらに、地

軸が傾いていることを知った生徒に、「家に地球儀ある？」と尋ねると、Ｓ５が突然、「あ

ぁ！そうか！だから傾いていたんだ！」と呟いた。「何を言っているの？」とＳ６が問い

返すと、「地球儀って少し傾いてるんだよ。傾いてた方がかっこいいからだと思ってたけ

ど、ちゃんと理由があったんだなと思ったんだよ。」と答えた。教師が意図的に身のまわ

りのものに目を向けさせることで、生徒は理科が実生活と結びついていることに気づくこ

とができたと言える。そしてその後、「これも、グリーンランドの同じ場所で太陽の動き

を記録した写真です。」と言って、資料 27の写真を１枚ずつ貼っていった。すると、「え？
今度はなんで太陽が昇らないの？」と疑問を

唱える生徒の声が聞こえ、生徒はざわつき

始めた。「先生！これもモデル実験で分かる

んですか？」と聴いてくる生徒がいたので、

「じゃあ今度はこの 100 均で買った最初か
ら傾いている地球儀（写真 21）を使って考
えてみましょう！」と言って再度グループ

に戻ってモデル実験を行うことにした。数分後、「そうか、そういう

ことだったのか！」「分かった！」という声がいたるところから聞こ

えてきた。そこで、再度生徒を CCBOX に集めた。グループの中では
納得のできなかった生徒（Ｓ７）が話し合いの口火を切ると、自然に

意見交換が始まった（資料 27）。生徒は、地軸が傾いている地球儀モ
デルを使って、「地軸の延長線上を同じ方向に向けて地球が太陽のま

わりを公転していること」を発見することができた。このことか

ら生徒の考えを深めるための教具として、地軸が傾いている地球

儀モデルは有効であったと言える。生徒Ａは今回の授業を終えて

以下のように授業日記を書いた

（資料 28）。
生徒Ａの授業日記から、アス

トロテントを使ってグループご

とにモデル実験を行うことで、

個の考えを練り上げられたこと

が明らかである。また、Ｓ 10
の発言を意図的に取り上げたこ

とで、生徒Ａが生活の中で不思

資料26 授業記録（生徒Aの意見）

生徒Ａ：まず、地球はこうやって傾いています。（地球儀モデルを傾けてみんなに見せる）そうすると、この位置（グ

リーンランド、北極付近）がいくら地球をくるくる自転させても、ずっと太陽の光が当たってます。で、次はこの

位置を見てください（南極付近を指指して）。ここはどれだけ地球を自転させても、光が全然当たりません。だから、

グリーンランドでは太陽が一日中沈まないし、南極では太陽が一日中昇らないんです。

資料２7 授業記録（CCBOXでの話し合い）

Ｓ ７：何でグリーンランドで昇らない太陽ができたの？

Ｓ ８：こうやって太陽のまわりを地球が回ってるんだよ。

（地軸を一方方向に傾けたまま公転していることを指で表す）

Ｓ ９：そうか、同じ方向に傾いたまま公転してるんだ！

Ｔ ：ちょっとＳ８！前でやってもらえないかな？

（Ｓ８が前に出てきてモデルを使って説明をする）

生徒達：そうか！なるほど！やっぱり！（など感嘆の声があがる）

Ｓ１０：あぁ、そうか！だから北極星の位置が変わらないんだね。

Ｔ ：いいことに気づいたね。みんなＳ10の言ったことわかる？

（Ｓ１０が再度モデルを使いながら呟いたことの意味を伝える）

資料28 生徒Ａの授業日記

今日は、実際に班ごとにやったモデル実験はすごく分かりやすく自分の力で解明することができました。

Ｓ１０が言った言葉は最初はよく分からなかったけど、モデルを見ながら説明をしてもらえてよく分かりま

した。北極星が動かないのがなぜかずっと気になってたけど、今日勉強したことでやっとモヤモヤが晴れま

した。グリーンランドは一日中太陽が昇らなかったり、沈まなかったり忙しい国だなと思いました。それに

しても、地軸が少し傾くだけでこんなことが起こるなんて宇宙ってやっぱりすごい。

資料２7 今度は昇らないのはなぜ？

写真２1 地軸の延長線上を同じ
方向に向け、地球が太陽のまわり
を公転していることに気付かせる
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議に思っていた北極星が動かない理由を解明することができた。これは理科と実生活の結

びつきを実感することができた何よりの証である。

（３）日本の四季の変化がどうして起こるのかモデルを使って考える生徒

生徒を CCBOX に集め、「これは刈谷南中学校の校門の夏至のときの写真と冬至のときの
写真です。」と２枚の写真を提示した。「どんな違いがある？」と尋ねると、資料 29 のよ
うに盛んに意見が出た。

意見が出きったところで、「じゃあ、この写

真を見てください。」とＡ地点（オーストラリ

ア）の８月の写真（写真 22）を提示「これは
ある場所の写真です。何月の写真だと思う？」

と生徒に問いかけると、「雪があるし、１２月

ですか？」と答えた。そこで、「これは、実は

８月の写真です。」と伝えると、生徒は驚きの

声を上げた。さらに、「同じ地点の１２月の写

真です。」と言って、サンタがサーフィンして

いる写真を提示すると、「日本と逆だ！何で？」

と生徒が呟いたので、「そうだね、確かに日本

と四季が逆になっているね。これをＡ地点とし

ます。」と答え、すかさず、「もう一つ、違う場

所での８月の写真があります。これをＢ地点と

しましょう」とＢ地点（インドネシア）の８月の写真

（写真 23）を提示すると、「あぁ、これは確かに８月
だ。夏っぽいもん」と生徒が呟いた。「この地点の１２

月はこうなっています。」と言ってインドネシアの１２

月の写真を提示すると、「え！？ずっと夏じゃん？」と

生徒たちは驚きの声を上げた。少し間が空いた瞬間、

「ん？そもそも日本ってなんで四季の変化が起こるの？」

と問いかけると、「え、確かにどうして？」と生徒Ａが呟

いた。その言葉を取り上げて、「日本の四季の変化はなぜ起こるのか」課題を提示した。

生徒は、オーストラリアやインドネシアの写真を提示することで、今まで当たり前だと思

っていた日本の四季の変化に問題意識をもつことができた。生徒に地球儀モデル（写真 24）
と太陽モデルを渡し、前時と同様にモデル実験を行うことにした。生徒はそれぞれの考え

のもと、実験に取りかかった（写真 25）。生徒Ａのグループの実験に机間指導に入ったと
きの記録を資料 30 に示す。生徒Ａのグループは人型モデルの影の長さに着目して、モデ

資料29 授業記録⑤

Ｓ１１：夏至は葉が緑色だけど、冬至は綠がないよ

Ｓ１２：夏至は影が濃くて、冬至は影が薄いです

S１３：夏の方が光が強くて、冬のが光が弱いんじゃない

Ｔ ：なるほど、影についての意見が出たからちょっとこ

れ見て。

（夏至と冬至の南中の正門の監視カメラの映像【右】を提示）

Ｓ１４：あ、夏至のが影が短くて、冬至のが影が長いね。

Ｔ ：確かに、でも何で？

Ｓ１５：太陽が夏のが高くて、冬のが低いからだよ。

Ｔ ：なるほど、じゃあ写真以外に、夏と冬の違いは？

Ｓ１６：夏が暑くて冬が寒いよ。

Ｓ１７：夏のが昼が長いよ。冬は夜が長い。 影の長さや濃さの違いに気付かせる

写真22 日本と四季が逆転しているオーストラリア

写真２3 常夏のインドネシア

写真２4 地球儀モデルと人型モデル
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ル実験を行い、夏と冬の区別をすることができた。

授業の始めに刈谷南中学校の校庭の写真と監視カメラの画像を見せることで、生徒は季

節により影の長さが異なることを強く意識でき、季節の変化を人型モデルの影の長さによ

って判断することができた。このことから、季節の違いが分かる写真資料を与えたり、地

球儀モデルと人型モデルを使ったりすることによって、生徒は追究をより深めることがで

きたと言える。15 分ほど追究の時間を取った後、再度 CCBOX に生徒を集め、「四季の変
化の原因について、分かったことを教えてください。」と問いかけると、生徒たちは、グ

ループで話し合ったことをモデルを使って述べ始めた（資料 31）。

生徒Ａがモデルを使って説明をしたり、教師の出

場を工夫したりしたことで、多くの生徒が納得し、

個の考えを深めることができた。Ｓ 25 の意見が出
たところで、話し合いが止まり、みんな考え込ん

でしまったので、「じゃあ、何が変わるか、秘密兵

器を出しましょう。」と言って、自作器具（写真 27）
を出して、光が斜めから入射したときと、真上から入射し

たときの違いを、実物投影機を使って提示した。映像を見

て、Ｓ 26 が「そうか！」と言うと、生徒Ａが「何か分か
ったの？」と問いかけた。するとＳ 26 は、「同じだけの光
が注いでいるんだけど、夏は一点集中で、冬は広い範囲に

分散されてるから夏のが暑いんだよ！」と自信をもって答

えた。生徒Ａはそれを聴いて、納得の表情を浮かべてい

た。しかし、Ｓ 27 だけが納得のいかない顔をしていたの

写真25 モデルの影の長さで季節を判別

資料30 授業記録⑥（生徒Ａのグループのモデル実験）

Ｔ ：どうだい？何か分かった？

Ｓ１８：多分、ここが夏（太陽に地軸を傾けてるとき）で、この真逆のここ

が冬（太陽と反対側に地軸を傾けているとき）だと思います。

Ｔ ：どうしてそう思ったの？

生徒Ａ：最初に影の短い方が夏で、長い方が冬って確認したから、この小さ

い人形の影の長さを見てみたら、ちょうど長さが違っていたからで

す。

Ｔ ：なるほどね。じゃあ、なんで夏は暑いの？

生徒Ａ：え？これで分かるんですか？うーん･･･。

資料31 授業記録⑦（CCBOXでの話し合い①）

生徒Ａ：みんな、ここの人形の影の長さをよく見ててね。ここに地球があると、（太陽に地軸を傾けてるとき）

影が短いから夏で、真逆の場所にぐるっと移動すると･･･（太陽と反対側に地軸を傾けている場所へ

移動）、見て！影が長くなったでしょ？ここが冬になるんです。

生徒たち：おぉー！

生徒Ａ：でも先生に言われたけど、夏が暑くて冬が寒いのが何でか分からないです。

Ｓ１９：それって、（前に出てきて）夏のときは太陽の方向に傾いてるから、太陽と私たちの住んでる場所が近

くなるからなんじゃない？（一同納得の様子）

Ｔ ：ん？待って、太陽と地球ってこれだけめちゃくちゃ離れてるよ？（資料提示【写真26】）
生徒Ａ：そうか、それならちょっと傾いたくらいでそんなに大きく変わらないんじゃないかな？

Ｓ２１：そうか、確かに。じゃあ何であんな気温の差ができるんだろう？

Ｓ２２：太陽の当たり方じゃない？冬は斜めに当たって、夏はほぼ真上から当たってるよ。（モデルを使って説

明）

Ｓ２３：太陽の当たり方が違うと、何が変わってくるの？

Ｓ２４：光の強さが変わらないかな？

Ｔ ：じゃあこれをつかって確認してみよう。（光電池と電子オルゴールのセットを透明半球の位置に取り付

けて演示で夏と冬の光の強さの違いを示す。）

Ｓ２５：あ、ほんとだ。でもなんで？

写真26 地球と太陽はすさまじく離れている

写真27 高度が高くな光の照射範囲が狭い
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で、「分からなか

った？」と尋ね

ると、「昼が夏の

が長い理由が分

からなくて･･･」

と答えた。生徒

たちは、まわりと考えを確認し合っていた。すると、

生徒Ａが手を挙げ、「間違ってるかもしれないけど･

･･。」と言いながら、モデルと実物投影機を使って

説明を始めた（資料 32,写真 28,29）。地球儀モデルを
有効に使うことで、昼夜の長さまで生徒の考えを広

げることができた。ほとんどの生徒が生徒Ａの説明

に大きく頷いていたので、「じゃあ、気温が変わっ

たり、昼の長さが変わったり、太陽の高度が変わったりするのはなぜですか？」と発問す

ると、近くの生徒と相談した後、多くの生徒が挙手をした。Ｓ 29 を指名すると、「地軸が
傾いたまま公転しているからです。」と答えた。そこで、「じゃあ、もし地軸が傾かなか

ったらどうなる？」と問いかけたところ、生徒Ａが、「季

節がなくなってしまう。」と答えた。そこで、地軸を縦に

して、太陽モデルのまわりを公転させて見せると

「なるほど！」と声が上がり、納得しているようだった。

最後に、春夏秋冬の風景の写真（写真 30）を提示しなが
ら、「日本人はとっても色彩感覚が豊かだと言われます。

日本では虹が７色に見えるのと言いますが、虹が３色という

国もあります。なぜこんなに日本人の色彩感覚が研ぎ澄まされたと思いますか？」と問い

かけると、生徒Ａが、「それは、地軸が傾いていることによって、こんな美しい色彩豊か

な風景に日本が囲まれているからなんです。」と語った。そして、最後に授業の感想を３

人の生徒に発表させた。また生徒Ａは授業日記に以下のように記述した（資料 33,34）。
自作の地球儀モデルを使って実験を行ったり、CCBOX で他の生徒と意見交流を行った

りすることで自分の考えを深めていることが分かる。また、四季の写真を提示することで、

地軸の傾きが四季の美しさを生むことに感動し

たり、神秘さを感じたりしていることが分かる。

（４）Ａ地点で四季が逆転し、Ｂ地点でずっと夏になってしまう理由についてモデルを

使って話し合う生徒

四季がなかったり、四季が逆転したりすることに強い問題意識をもったところで、「な

資料32 授業記録⑧（CCBOXでの話し合い②）

生徒Ａ：まず、夏の位置に地球があるよね。これを上から見るとこうなります（写真28）。

そして、逆に冬の位置の地球を上から見るとこうなる（写真29）。

Ｓ２８：分かった！光の当たる範囲が全然ちがう！

生徒Ａ：そう！だから昼の長さが変わってくるんじゃないかな？

Ｓ２７：すごい！そういうことか！

写真28 夏は昼が長い 写真29 冬は昼が短い

写真30 日本には美しい四季がある

資料33 指名した生徒３人の授業の感想

①今まで四季の変化がなぜ起こるかなんて考えたこともありませんでしたが、地軸が傾いているからこそ四季

があることがよく分かりました。地球儀を使ってやったからとてもよく理解できました。

②日本の四季は他の国にはないとても貴重なものだと感じました。普段、何気なく感じている暑さや寒さも全

て、今日習ったことにつながるのかと思うと感動しました。日本人に生まれてよかったです。

③最初は全く分からなかったけど、友達の意見を聴いているうちに分かってきました。私たちは当たり前のよ

うに虹は７色だと思っていました。それが違うことにびっくりです。Ａ地点やＢ地点の季節はどうなってい

るのか、とても楽しみになりました。

資料34 生徒Ａの授業日記

日本に四季があるのは当たり前と思っていたけれど、当たり前ではないことを実感しました。四季のない国

があるなんで知りませんでした。日本に生まれなかったら、あんな自然が創り出す綺麗な風景を見ることがで

きなかったと思うと日本に生まれて幸せだなぁと感じます。でも、何で四季がない国ができるのか、早く知り

たいです。次の授業が楽しみです。
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ぜＡ地点では日本と四季が逆転し、Ｂ地点ではずっと夏が

続くのだろうか」と課題を与えた。すると、生徒は、自分

の考えのもと、モデル実験に取りかかった。人型モデルを

つける場所を変えることで四季が逆転したり、常夏になる

理由を考えていた（写真 31）。１５分ほど時間を取った後、
CCBOX に集めて、四季が逆転する理由と四季がなくなって
しまう理由について問いかけた（資料 35）。
自作地球儀モデルを用いることで、生徒はＡ地点とＢ地点

がどこであるかを自ら発見することができた。このことから、自作地球儀モデルを使って、

実験を行うことで生徒の考えを深めることができたと言える。生徒Ａは授業日記に以下の

ように書いた（資料 36）。

生徒Ａは、日本の位置にいるからこそ四季を体験できていると感じている。また、オー

ストラリアやインドネシアだけでなく、北極や南極が本当にずっと冬であるかについてま

で考えを巡らせていることが分かった。これは生徒Ａが学んだことをもとに身のまわりを

振り返っていることの証拠に他ならない。

（５）単元をふり返る生徒

単元の最後に単元全体をふり返り、単元のまとめの感想を書かせることにした。生徒Ａ

は単元をふり返って、以下のように思いを作文にした（資料 37）。

単元を通じて、常に身近なものに立ち返らせるような手立てを講じたり、事象を提示し

たりすることで、理科を生活と関係ないものと捉えていた生徒Ａが、理科をとても身近に

感じられるようになったことが分かる。

写真31 オーストラリアの影を調べる

資料35 授業記録⑨（CCBOXでの話し合い）

Ｓ３０：Ａ地点はオーストラリアだと思います。

Ｔ ：どうして？

Ｓ３１：これを見てください。（前に出てモデルを使って説明を始める）日本の影が長いとき、ちょうどオー

ストラリアは影の長さが短くなっているんです。（→生徒一同納得の表情）

Ｔ ：さすが、その通りだね。じゃあ、四季がないＢ地点は？

生徒Ａ：赤道付近の国だと思います。赤道付近だと、夏の位置に地球を置いても、冬の位置に地球を置いても

ほぼ影の長さは変わりません。（→同じく生徒一同納得の表情を浮かべた）

資料36 生徒Aの授業日記

日本が北緯３５°くらいにあって、そんな土地に生まれた自分に感動をしました。モデルを使って、考えて

いたら、南極や北極付近に人形を置くと、やっぱり影がずっと長かったので、「あぁ、ここはずっと冬が続く

んだなぁ」と感じました。色々な条件が重なった結果、地域によって特色のある気候が生まれていると思うと、

宇宙って本当にすごいと思いました。

資料37 生徒Ａの単元を終えての作文

「宇宙のことなんて勉強して何になるんだろう？意味がない」と初めは思いました。社会に出たら、専門家に

でもならない限り、出会うことはないと思っていました。でもこの単元を終えて、その考えは大きな間違いだ

と知りました。単元をやっていけばいくほど、冬に見えるオリオン座も、地球が地軸を傾けていることも、四

季の変化も、とても身近なことばかりでした。

小学校の頃、オーストラリアに旅行に行ったことがありました。そのとき、日本は冬でとても寒かったです。

でも母は、夏服をスーツケースに詰めていました。そこで、「なんで寒いのに夏服つめてるの？」と聞いたら、

「オーストラリアは夏だからだよ。」と言われました。当時、何も知らなかったのですごく不思議に思いまし

た。ただ時差があるからなのかなぁと思っていました。この単元で、その理由がはっきり分かりました。地軸

がホントに少し傾くだけで人々の生活に大きく影響することを実感しました。

また、地球儀や電球、アストロテントを使って宇宙空間を再現して、班のみんなでああでもないこうでもな

いと言いながら自分たちの力で謎を解明することができたときにはとても感動しました。

なにか、この単元を終えて、今の日本、今の地球があるのは、宇宙の神秘だなと感じました。
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Ⅲ 13年度実践の考察

（１）授業の中では「学ぶ」「かかわる」「活かす」の３つの場を意識した問題解決を行

ってきた。その結果、自ら疑問を感じ、主体的に解決しようとする姿が多く見られるよう

になってきた。今後も、問題解決を重視した授業の流れをさらに取り入れて行きたいと考

えている。しかし、中には問題解決がうまくいかなかったことがあった。

①「学ぶ」の場面では…

事象を与えても興味や不思議さ、疑問を感じず、問題意識をもつことができないことが

あった。これまでは教師の側から見て「おもしろい」「不思議に思うだろう」といった事

象を多く提示してきた。今後は、生徒の意識や経験、知識に基づいて、不思議さや疑問を

「感じる」ことができるような事象提示をして行く必要があると考えられる。

○授業の中における不思議さや疑問を「感じる」場面の設定とその工夫

○生徒たちの立場にたった事象提示の工夫と教材教具の開発

○生徒の思考を深める学ぶ場の工夫と教材の開発

②「かかわる」の場面では…

かかわり合いの活動が活発に行われないことが多々あった。一部の生徒によって進めら

れることが多く、クラス全体と考えるとうまくいっていないといえる。自分の考えをもつ

ことができなかったり、考えに自信をもつことができなかったりした。より関わりやすく

するための環境作りや、考えをもつための教材の工夫や支援が必要であると考えられる。

○個の考えをもたせるために、教材とのかかわりや必要な体験を十分に行い個の考えをも

たせる。

○意見に自信をもたせるために立場を確立する。

③「活かす」の場面では…

日常との関わりを感じることができるような課題を提示することで、知識を活用し考え

を深めることができた。授業日記で今までの活動の振り返りを行うことで、科学と生活と

の関わりを感じる生徒が見られるようになってきた。このような生徒をさらに増やしてい

くために、「活かす」場面をさらに充実して行く必要があると考えている。

○各単元の最後に知識や経験を「活かす」発展的課題を提示する。

○毎時間終了後授業日記を行う。

（２）授業以外の場面では、生徒の経験や学びを活かすために、地域の企業や各分野の著

名人を招いて講演や授業を行ってきた。その結果、学んだことをもとにして、身の回りや

自分自身を振り返ったり、さらなる追究をしようと試みたりする姿を見ることができた。

また、教師の力量を高めるために、授業を見合ったり、協力して教材開発を行ったりする

ことができた。

① 企業や研究施設との協力では…

「 JAXA」や「ヤクルト」など学校外の団体や会社等の人に来てもらい、話や体験をして
もらうことで、これまで学んだ知識をさらに深めることができるとともに、科学と生活と

のかかわりを感じることができとても有効であった。しかし、今までの実践では、研究単

元としてその年限りの活動が多かった。

○年に２つ程度の単元で系統的・継続的に取り込んでいくカリキュラムの作製

② 地域の教育力を活かすでは…

地域の企業である「トヨタ紡織」との地域の活動を行うことができた。生徒にとっては

本物に触れる機会があり、日々の授業を受けているだけでは得られない特別なものである

と考えられる。しかし、他の教育機関との交流は、実施するにとどまっている。

今後は、目的を明確化した上での教育機関や様々な企業との連携をさらに継続して取り組

んでいきたい。
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③ 教師を育てるでは…

良い授業をするために「授業力の向上」を目指して実践を行ってきた。昨年度は教務通

信や、授業公開をベテラン教師が中心に行ってきた。今年度の理科部は 30 代以下の若い
教員で構成されている。今後は、授業を大切にという意思を引き継ぎ、共に考えて授業力

の向上を進めていきたいと考えている。

○授業研究会・教材開発の研究会の実施

Ⅳ 14年度の計画

13 年度の実践の反省から、授業の展開や教材・教具の工夫など授業を中心とした「学
びプロジェクト」、生徒が学んできたことをもとに、最先端の科学技術に触れ、生徒に夢

を抱かせる「架け橋プロジェクト」、教員の力量の向上を図る「力量アッププロジェクト」

の３つのプロジェクトを教育の柱とし、新たな教育計画として、「科学が好きな生徒を育

てる刈南プロジェクト 2013」を立ち上げた。
＜研究構想図＞

科学が好きな生徒像

① 自然事象に「あれ・なぜだろう」を感じることができる生徒 （感じる）

○目の前の事象に興味をもち、疑問を抱く生徒

② 自ら進んで科学を学ぼうとする生徒 （学ぶ）

○主体的に解決しようとする生徒

③ かかわりの中で、考えを深められる生徒 （かかわる）

○自らの意見を積極的に発言をする生徒

○友達の意見を聞き、自分の考えに広がりをもつことができる生徒

④ 学んだことを活かして、よりよく生きようとする生徒 （活かす）

○学んだことをもとにして、身の回りや自分自身を振り返ることができる生徒

○学んだことをもとにして、さらなる追究を目指す生徒

科 学 が 好 き な 生 徒

活 か す
生 活 と 学 び 、 科 学 を 結 ぶ

か か わ る

学 ぶ

感 じ る

生 徒 の 思 考 を 深 め る

生 徒 に 「 な ぜ ？ 」 を 誘 発 す る

生 徒 の 考 え を 広 げ た り
深 め た り す る

学 び
プ ロ ジ ェ ク ト

経 験 ・ 知 識 を 広 げ 、
生 徒 た ち に 夢 を も た せ る

架 け 橋
プ ロ ジ ェ ク ト

授 業 体 験

教 師 の 力 量 ・ 学 習 環 境

力 量 ア ッ プ
プ ロ ジ ェ ク ト
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１ 授業を軸にして科学好きの生徒を育成する「学びプロジェクト」

上に示したような「科学が好きな生徒」を育てるためには、やはり日々の授業が最も大

切である。すなわち、３つの柱のうちの「学びプロジェクト」が重要な意味をもっている。

そこで、昨年度までの「学ぶ」「かかわる」「活かす」の３つの場に加えて、「感じる」場

を設定することにした。「感じる」場とは、授業や単元の始めに生徒が「なぜ？」と疑問

を抱く場のことである。「感じる」場で生徒が、「なぜ？」と疑問を抱くことができたら、

追究に必然性が生まれ、より主体的な追究が可能になると考えた。この考えをもとに「刈

南理科カリキュラム」の再編を行うことにした。

（１）生徒に「なぜ？」を誘発する「感じる」場の設定

① 問題意識を芽生えさせる教材や事象の提示

学年 単元 教材名 教材の説明や提示の方法

１年 音の性質 ダンシングスネーク 音の振動により、紙コップの上を丸めたモー

ルがくるくる回る現象を録画し、消音状態で

視聴させる。

物質のすがた 三角フラスコにゆで卵が 三角フラスコの中に少しの水を入れ加熱し、

入っちゃう 沸騰したら三角フラスコの口にゆで卵を置

き、水を冷やすと、ゆで卵が三角フラスコ内

に入っていってしまう。

２年 化学変化と 炭酸アンモニウムの分解 炭酸水素ナトリウムの熱分解や酸化銀の熱

原子分子 分解では、必ず固体として残るものがある

が、炭酸アンモニウムの分解では固体が残ら

ない。

動物の生活と ベンハムゴマ・錯視 黒と白の模様のはずなのに、回すと他の色

種類 が見える。動いていないものが動いて見え

る。

電流とその利用 人間回路 人が抵抗になって、電流が流れる。人が直列

に並ぶと、電流が小さくなるのに、並列だと

大きくなる。

３年 化学変化と フェノールフタレイン液を混 フェノールフタレイン液を混ぜた食塩水を電

イオン ぜた食塩水の電気分解 気分解すると、フェノールフタレイン液が赤

色に変化する。

② 既存の知識や生活体験を覆す教材や事象の提示

今までは、このような事象をただ提示するだけで終わっていることが多かった。そこで、

既存の知識を覆す事象をただ提示するのではなく、一度既存の知識や生活体験を振り返っ

た上で生徒の既存の知識や生活体験を覆す教材教具の提示をすることで、生徒は強く疑問

を抱き、より主体的な追究が可能になると考えた。

学年 単元 生徒の既存知識や生活体験 覆される事象

１年 物質のすがた 重いものは水に沈む 飽和食塩水にボウリングの球が浮く

力の性質 ドラム缶は人が乗ってもつぶれ 水を入れて加熱したドラム缶をふさい

ない で冷水をかけると、ドラム缶がつぶれる

力の性質 コップに入っている水をひっく コップをひっくり返しても水が落ちる

り返すと下に落ちる

力の性質 容器に穴が空けば水がこぼれ ペットボトルに穴が空いてもこぼれな

る い

２年 化学変化と原 水は火を消すものである 硝酸アンモニウムと塩化アンモニウム
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子分子 に亜鉛粉末をかけて、水をかけると炎

を上げて亜鉛が酸化する

化学変化と原 二酸化炭素中ではものは燃え 二酸化炭素中でのマグネシウムの酸

子分子 ない 化

化学変化と原 水中ではものは燃えない 水中で花火が火を出す

子分子

動物の生活と レモンは酸っぱい ミラクルフルーツを食べた後レモンを

種類 チョコレートは甘い 食べると酸味がない。ギムネマを食べ

た後、チョコレートを食べると甘くない

３年 地球と宇宙 朝太陽が昇り、夕方太陽が沈 一日中昇らない太陽がある

む 一日中沈まない太陽がある

（２）生徒の思考を深める「学ぶ」場の工夫

「学ぶ」場を充実させるために、生徒の主体的な追究や思考を深めるための手助けにな

る教材教具の開発を今後も行っていく。

学年 単元名 内容・手だて

１年 植物の生活と種類 ○胞子嚢が動く瞬間の観察から、その秘密に迫る。

光の性質 ○スモークマシンを使った光の直進性の体感

○自作「ピンホールカメラ」

○自作「レンズ付きカメラ」

音の性質 ○ビーカーで演奏会をしよう

○音を視覚的に捉えさせる

○自作「パラボラアンテナモデル」

○自作「簡易骨伝導装置」

地震 ○初期微動と主要動の違い、地盤の違いによる揺れの違いを気

づかせる自作装置

２年 電流とその利用 ○静電気によってネオン管や蛍光灯を点灯させる実験

○百人おどし

○圧電素子を使った落雷モデル

○導線やコイルの回りにできる磁界の様子を観察する自作実験

器具

○整流子のついていない自作モーター模型と、整流子のついて

いる自作モーター模型

動物の生活と種類 ○点滴を提示し、なぜ点滴は血液の中に入れるのか考えさせる

○胎児の血液循環は右心室から左心室へ直接流れるのはなぜ

か考えさせる

○腎臓のはたらきのモデル図を考え、そのモデルのよい点と不十

分な点を考える

○腎動脈から墨汁を注入した腎臓を使っての観察法

○ブタの腎臓の解剖手順シート

化学変化と原子分子 ○ホワイトボードとマグネットを使って化学反応式を考える

○立体原子モデル

３年 生命の連続性 ○染色体モデルを一人１セット与えて遺伝のしくみを考えさせる。

地球と宇宙 ○地軸が傾いていることに気付かせるフレキシブル地球儀

○アストロテントと太陽・地球モデルを使って、四季の変化が起こ

る理由や、南半球で式が逆転する理由を解明する。
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（３）生徒の考えを広げたり深めたりする「かかわる」場の工夫

生徒の思考を深めるために、かかわり方は次にあげたパターンが考えられる。

生徒たちが互いに自分の意見を発表し、考えを磨き合うことで問題解決をすることできる

と考えられる。しかし、ただかかわり合いの場面を設けるでは、なかなか意見を言えなか

ったり、考えが深まる関わり合いができなかったりすることがあった。そこで、これまで

の実践を基に以下のような流れでかかわり合いの場面を設定することとした。

① 教材・教具を操作したり、観察したりするなど、個人でじっくりとかかわり自分な

りの考えをもつ場面の工夫と手だて

ア 考えをもつための教材・教具を各班に与え、自由に操作をさせる環境を整える

問題を解決するために必要な経験や知識が不足していることがあった。そのようなもの

を補うための教材・教具を工夫して各班に与える。

イ じっくり思考するための時間を確保する

教材教具を十分に操作したり、考える時間を十分に確保したりすることで、自分の考え

をもつことができると考えた。単元構想を考えるときには思考をするための時間をあらか

じめ十分に確保しておく。

ウ 自分の考えを表しやすいワークシートの作成をする。

頭の中では考えをもてたとしてもでは思ってもそれを上手に表すことができない生徒が

見られた。生徒の発達段階や現状を踏まえて、定型文を与えたり、モデルを与えたりして、

自分の考えを表現しやすいワークシートを作成し与えるようにする。

② グループで意見交換をし、様々な考えを知る場面

ア ３～４人で意見交換をする場面を設定する。

たくさんの生徒の前ではなかなか意見を言えない生徒も多い。そこで、少人数での発表

の場面を設定する。そのとき、順番を決め自分の意見を必ず発表させるようにする。また、

そのとき①同じような意見をもっているグループ②異なった意見をもっているグループ③

異なる実験を行ったグループなど、意図的にグループを作りかかわり合いをさせるように

する。

③ 全体で意見を発表し合い、考えを磨き、問題を解決する場面。

ア CCBOXでかかわり合いを行う。

理科室は構造的にクラス全体でかかわり合いをするのには不向きである。そこで、教卓

の前に集めて（CCBOX）かかわり合いを行う。
イ 意思表示カードの作成

今の考えを全体に分かるように表示をしてかかわり合いに参加させる。（たとえば考え

Ａならば青色のカード、考えＢならば赤色のカード）生徒たちの考えがすぐに読み取れ、

対立意見を出し合うことによって、それによって効果的なかかわり合いができ、考えを深

めあうのに有効であると考えた。

（４）生活と学び、科学を結ぶ「活かす」場の工夫

科学は有用なものであり、私たちの生活に大きく関わり豊かにしているものである。し

かし多くの生徒はそのことを感じていないのが現状である。その原因として考えられるこ

とは理科の授業で、生活と科学の関わりを取り上げてこなかったり、そのような取り組み

を行ってきたとしても、単発的なものになっていたりすると考えられる。新たな計画では

「生かす」場面を増やし充実させていきたい。

① 日頃の授業から、生活と科学の関わりを取り上げ語りかける機会を設ける。

①教材・教具を操作したり、観察したりするなど、個人でじっくりとかかわり自分なりの考えを持つ場面

②グループで意見交換をし、様々な考えを知る場面。

③全体で意見を発表し合い、考えを磨き、問題を解決する場面。
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日頃の授業から生活との関わりを感じる生徒が少ないのは、教科書等の授業の内容から

ではそのようなことを感じるのが難しいと考えられる。そこで、教師が生活との関わりを

感じることができるような小話や簡単な教材を用意し、毎時間１以上語りかけたり見せた

り、問いかけたりするようにしていく。

② 授業日記で学んだことと生活との関わりを考える機会を毎時間設ける。

授業の終わりに授業日記を書かせてきた。しかし多くの生徒は今日分かったことのみを

書いてくることが多かった。そこで、「学んだことと生活との関わりを書きましょう」と

いう項目を独立させかけるようにする。日頃の教師の語りを参考にさせたり、科学事典等

を自由に使うことができる環境を整備したりする支援をする中で、少しずつかけるように

して行きたいと考えている。

③ 発展的な課題、今日的な課題に挑戦をする機会を設定する。

発展的な学習内容を全単元の中に設定する。今ある知識や経験を総動員して、追究して

いくことで、見方や考え方が広がり科学の有用性を感じることができると考えた。そして、

科学の有用性を強く感じることができると考えた。現在以下のような単元を考えている。

学年 単元 内容

１年 光の性質 ～カメラのワイドとズームの仕組みを考えよう～

レンズと光の進み方からカメラの仕組みを考える。

１年 大地の変化 ～緊急地震速報の仕組みを考えよう～

地震波の性質からなぜ地震予測ができるのかを考える。

緊急地震速報が出たときにどんな行動をすべきか仕組みか

ら考える。

１年 植物の生活と種類 ～植物の巧みさを知ろう～

植物の種子の飛ばし方と環境の関わりを調べる。

植物のからだのつくりと環境との関係を調べる。

２年 動物の行動の仕組み ～３Ｄ画像が見える秘密を追究しよう～

感覚器官や脳のはたらきや仕組みから３Ｄ映像が見える理由

を考える。

２年 化学変化と原子分子 ～私たちの身の回りの化学変化を調べよう～

化学カイロのように生徒の身近にある化学変化を調べる

２年 天気の変化 ～明日の天気を予測しよう～

季節の変化や雲のでき方など学習したことと前日の天気図か

ら、明日の天気を予測する。

３年 生命の連続性 ～ｉＰＳで何ができるか～

ｉＰＳ細胞とは何か調べ、これからの私たちにとってどんなこと

が有益か、どんな問題があるのかを考えていく。

３年 化学変化とイオン ～身の回りの電池の仕組みを調べよう～

マンガン電池からリチウムイオン電池など身近にある電池の

仕組みとそのよさや問題点を調べる。

この先どんな電池を作ることができるか考えていく。

３年 運動とエネルギー ～これからの発電を考える～

エネルギー変換を学習をもとにして、様々な発電の方法とよ

さ、問題点を考えていく。
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（４）「感じる」「学ぶ」「関わる」「活かす」の活動を通して理科好きを育てる単元の構想

３年運動とエネルギーの発展問題「るんるんトレインで100％的中！」の計画

るんるんトレインで遊ぶ

るんるんトレインの運動を考える

100％的中の法則を探す

条件を変えて挑戦する

るんるんトレインとは等速運動を

する電車の模型に電磁石をつけたも

のである。電磁石のスイッチを入れ

ると鉄球がくっつき、スイッチを切

ると鉄球が自由落下するようになっ

ている。電車の模型が止まっている

状態では簡単に的に鉄球を落とすこ

とができるが、動いている状態では

なかなか的に落とすことができない

ようになっている。

①「なぜ100％的中する？？」疑問を

「感じる場面」

CCBOX で「るんるんトレイン」
提示し、電車が動いている状態で鉄

球を的の上に落とすように何人かの

生徒に試させ、なかなか的に落とせ

ないことを体感させる。次に教師が

100 ％的に落とす様子を生徒たちに
見せ、「なぜ 100 ％的中させること
ができるのだろう」という疑問をも

たせたいと考えている。

②「100％的中させる秘密を探ろう」自

分なりの考えをもつ「学ぶ場面」

疑問を感じた生徒たちに、その理

由を考える場面を設定する。これま

での学習で学んだことを参考にさせ

たり、各班１セットずつ「るんるん

トレイン」与え、自由に実験をさせ

たりしてその秘密を探らせるように

する。

③考えを出し合い深め合う「かかわり

合いの場面」

学ぶ場面ででもった自分の考えを

グループ、CCBOX で発表し合う場
面を設定し、自分たちの考えを深め、

疑問を解決する。

④「速さを変える」「高さを変える」様々

な状況を考える「活かす場面」

電車の模型の速さを変えたり、電

磁石から的までの距離を変えたりし

たときの鉄球を落とすタイミングの

決まりをこれまでの学習を活かして

考える場面を設定する。この追究を

通して運動やエネルギーのきまりに

ついて考えを深めさせたい。

生徒に「なぜ？」を誘発する「感じる」場
・何度も成功する生徒の姿に、「なぜ」を感じる
・どうすれば成功させることが出来るのかな

生徒の思考を深める「学ぶ」場
・何回も繰り返すことで、感覚的に的に入る場所をみつけ
る
・２種類の運動が混じっていることに気付く

生徒の考えを広げたり深めたりする「かかわる」場
・るんるんトレインに触れ、仕組みを理解する
・グループ活動で友達の考えを聴く

生徒の思考を深める「学ぶ」場
・的に入るのが必然となる法則をみつけようとする
・運動を分析し、速さや距離、高さとの関係性を追究する

生徒の考えを広げたり深めたりする「かかわる」場
・友達が見つけた100発100中の法則を聴いて、試すこ と
で自分でも法則を見いだす

生活と学び、科学を結ぶ「活かす」場
・今までの学び・経験を振り返り、条件をかえた実験に取り
組む
① トレインの「速さ」を変えて
② 的とトレインの距離（高さ）を変えて
③ 的が動くように変えて

生徒の考えを広げたり深めたりする「かかわる」場
・変えた条件について、班で協力しながら、100発100中の
法則を見いだす

100％的中の法則を導く



- 24 -

２ 生徒たちの経験・知識を広げ、生徒たちに夢をもたせる「架け橋プロジェクト」

科学は私たちの生活を豊かにするものであり、そして生活に深く関わっているものであ

る。しかし、様々な国際調査においても日本の生徒は科学と生活との関わりや科学の有用

性を感じていないという結果が得られている。その原因として考えられるのは、今まで科

学の有用性等を考える機会があまりなかったからであると考えられる。そこで、理科の学

習で得た、経験や知識をひろげることで、科学の有用性を感じさせ、「科学が好きだ」、「科

学は役に立つ」「将来は科学に関わる仕事をしたい」という気持ちをもたせたいと考え、

以下のようことに取り組む計画を立てた。

地域の研究所や企業

などと連携をし、より

専門的な話を聞く機会

を設けることで、生徒

たちは科学の有用性を

感じるとともに、将来

科学に関わる仕事をし

てみたいと感じる野で

はないかと考えた。昨年度はヤクルトの方を今年の６月には JAXA の方を招いて話を聞い
た。これからも学年で年に１～２回程度外部の方を招いていきたいと考えている。

３ 科学好きな生徒を育てるための「授業力向上プロジェクト」

生徒たちを科学するために私たち教師も常にアンテナを高くし、新たな教材を開発した

り、指導力を向上させたりしていくことが必要であると考えている。また、昨年度まで在

籍した、経験豊富な教員が人事異動し本校の理科部は若いメンバー４名のとなった。この

ような状況の中で、今まで以上に理科部員が力を出し合い授業力の向上を目指していきた

い。

（１）教材研究の会の開催

生徒たちがより感動したり、科学に興味をもったりするために、新たな教材を開発した

り、よりよい指導法の研究をして行く必要があると感じた。そこで、定期的に自主研「教

材研究の会」を開催することにした。これまでに以下のような提案を行っている。

担当 単元 内容

水谷 モンシロチョウを 特別支援の生徒が双眼実態顕微鏡を

育てよう（特別支 使って、モンシロチョウの幼虫を観察

援学級） することは非常に難しいと考えられる。

モンシロチョウの動きを制限して観察

しやすくすするための方法を提案した。

近藤 化学変化と原子・ ものが燃えるのは火をつけたと考え

分子 ている生徒が多く見られる。実際は化

（２年） 学反応が起こる時にエネルギーが出て

いるがこれまでの経験のためにそのよ

うに考えることができない。そこで、

火をつけなくても炎が出る安全な化学

反応の実験を提案した。

外部との連携を予定している単元
１年 大地の変動 ２年 生物の進化と動物の体のつくり ３年 地球と宇宙
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深谷 運動とエネルギー 台車に付いているおもりを台車の

（３年） 壁にぶつけた時、台車はどのような

動きをするか、エネルギーの概念を

用いて生徒に考えさせる教材として

提案した。

平澤 地球と宇宙（３年） 太陽高度と気温の変化について感

覚的には理解しても太陽光が当たる

密度によって変化することを理解す

ることは難しい。そこで、太陽光に

見立てたライトを動かし、理解を促

すための教具の工夫を行った。

今後は１ヶ月の２回程度定期的にこの会を行い、自分たちの指導力を向上させていきた

いと考えている。

（２）研究授業の実施

授業力向上のためには実践を積み重ねていくことが必要である。年に１回以上研究単元

を構想し、研究授業を行うことにした。また、指導案の検討、教材の作成の時は理科部員

全員で行うようにすることとした。本年度は以下のような実践を行う予定である。

担当 時期 単元 研究テーマ

水谷 ６月 チョウをそだてよう ・特別支援の生徒への理科の指導の工夫

（特別支援学級） ・関わり合い活動の工夫

近藤 11月 電流と回路 ・生徒たちが意欲的に問題解決に取り組むための

工夫

・電流単元の教材開発

深谷 11月 物質のすがた ・生徒が主体的に取り組む工夫

・単元を通しての粒子概念の形成

平澤 11月 化学変化とイオン ・生徒の主体的な取り組みの工夫

・電池の仕組みを探る

おわりに

今、我々に求められているものは何なのか、感性・主体性・創造性を備えもった生徒を

育てるためには、やはり日々の授業を大切にしていくことが何よりも１番であることを改

めて感じることができた。そして、この一人ひとりが若く力をもったメンバーと「共に」

研鑽を積み先輩方に少しでも近づけるよう努力していこうと強く感じた。

研究代表 平澤 学 執筆者 近藤正紀 深谷 瞬 水谷成吾


