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説明を見ながら、撮った写真を印刷する子 

はじめに 
「コクワガタ見つけたよ」、「先生、緑と青のきらきら光った虫を見つけたよ」と、子どもたちがデジ

カメを手に撮った写真を見せてくれる。昨年１０月から子どもたちが自由に使えるデジタルカメラを置

いてからこんな光景がよくみられるようになった。 
本校は、刈谷市内では、最も自然環境に恵まれた学校である。この自然を生かすことを考えながら、

この４年間「自然とともにあゆむ 北っ子科学大好きプロジェクト」と題して研究に取り組んできた。

理科・生活科・総合的な学習を中心に、自然と人がかかわり合っていく中で、感じ、考え、実感しなが

ら問題を解決していく子どもの育成を目指している。 
第１章「科学が好きな子ども」を育てるための基本的な考え方 
 １ 本校が考える「科学が好きな子ども」とは 

 
２ ２０１３年度の研究構想 
今年度は下の点を重視して実践に取り組んだ。(昨年論文の次年度計画プランＤはプランＡに含めた) 

科学が好きな子ども 
 
 

プランＡ 
自然に浸り、 

自然とともにあゆむ 
 自然と親しむ活動から、自然
を見つめる目を育てること

の重視(プランＤ含む) 

プランＢ 
じっくり考え、 
解決し活用する 

 じっくり考えることを重視 
 

プランＣ 
表現力と 

コミュニケーション 
 友だちと関わる活発な話し
合いの重視 

第２章これまでの研究実践 
 １ プランＡ 「自然に浸り、自然とともにあゆむ」 
（１）「しぜんはっけんマップ」いつでも使えるカメラの設置【2012年 10月より実施】 
２０１０年からスタートした「しぜんはっけんマップ」

は子どもたちに定着している。しかし、校内で、子ども

が何か発見した時、「写真を撮ってください」と、職員室

にお願いに来る場面がたびたび見られた。そこで、自分

たちが見つけたときに、デジタルカメラで写真が撮れる

ようにいつでも使えるカメラを設置し、さらに、自分で

プリントアウトできるようにプリンターを設置した。 
この結果、教師にお願いするのを遠慮していた子ども

たちも、気楽に写真が撮れるようになった。そのため、

これまで「はっけんカード」をあまり書かなかった子も

書く機会が増えてきた。 

 自然に浸り、自然とともにあゆむ中から、多くの気づきや疑問、感動をもつことができる子 
 自ら抱いた問題を、じっくり考え解決していく中で、自ら学ぶことの楽しさやわかることの喜び
を知り、習得した知識や技能を身近な生活や活動に活用できる子 

 自らの達成感や喜びを人に伝え、自分の考えを表現し、コミュニケーションできる子 
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ハイタカの剥製 

大盛況の「北っ子の森動物展」の様子

行列ができたタッチペンのコーナー 

（２）「いつでも観察（身近な教室の廊下に顕微鏡を設置）」【2012年 10月より実施】 
３・４年の教室がある２Ｆは理科室前の廊下に、５・６年の教室がある３Ｆには５年２組の廊下に、

顕微鏡と、双眼実体顕微鏡を置いた。 
子どもたちは、ハチの巣はきれいな六角形がいくつも並んでつくられていることや、昆虫の眼を拡大

してみると、いくつもの眼が集まっていることがよく分かり、「わあ、すごい」とか、「へえ、こんなふ

うになっているんだ」とか感動して思わず声を出している姿が見られた。 
（３）「しぜんはっけんのプロフェッショナルから学ぶ」【2013年 2月実施】 
２月１８日（月）に桜花学園大学客員教授の杉浦渉先生をお招きし、自然発見集会を開催した。 

よく目を凝らして周りを見てみると、身近なところにも不思議な発見が一杯あることを教えていただ

けた。「チョウトンボやルリモンハナバチなど、きれいな興味深い昆虫を紹介していただき、これらの昆

虫は実際に刈谷市内にいるのだが、ほとんどの人は気が付かず、知らない」と、例をいくつか挙げて、

子どもたちの興味を引きながら、わかりやすくお話していただけた。 
（４）もっと「北っ子の森」を知ろう！『北っ子の森動物展』【2013年 2月実施】 
冬休みに学区の方からいただ

いたハイタカ（死体）を剥製に

したことを契機に、北っ子の森

で見かけられた動物の剥製１７

点を中心に展示して「北っ子の

森動物展」を開いた。 
動物展では、タヌキやカモな

どの剥製を触ることができる

「さわってみようタッチコーナ

ー」、ペンタッチで鳥の鳴き声が

聴ける「きいてみようとりのこ

えコーナー」、北っ子の森で子育

てするオオタカの写真が並んだ「オオタカコーナー」、学区の洲

原池で見られるカワセミとＮＨＫの『ダーウィンが来た＝カワ

セミ東京に進出中―！』が視聴できる「カワセミコーナー」、ハ

イタカをよく観察して色を塗る「ハイタカぬりえコーナー」な

どを設けた。 
「さわってみようタッチコーナー」では、普段は動物になか

なかさわる機会のない子や、生きた動物にさわることが苦手な
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「宇宙一日出前授業」曽根先生の講演 

子なども喜んでさわる様子が見られた。また、「ぬりえコーナー」では、ハイタカの剥製を見ながら楽し

そうに塗り絵をする子の姿がたくさん見られた。さらに、「きいてみようとりのこえコーナー」では、ど

の鳥がどんな鳴き声なのか必死に覚えようとする姿が見られ、行列ができるほどの大人気だった。 
この展覧会には、何回も見に来る子どもや、子どもの話を聞いて訪れる保護者が何人も出るなど大盛

況のうちに終了することができた。 
この展覧会で、鑑賞に来た子どもや保護者は、北っ子の森や動物との結びつきが深まった。 
（５）プロフェッショナルに学ぶ！「宇宙一日出前授業」【2013年 6月実施】 

６月６日（木）ＪＡＸＡの曽根理嗣先生をお迎えして「宇

宙一日出前授業」を行った。曽根先生は、「はやぶさ」の

電源関係を担当してみえ、はやぶさの帰還カプセルがオー

ストラリアに帰ってきた時の回収チームの一員だった。光

り輝きながら、燃え尽きていくはやぶさを見た時の感動や

カプセルからの信号をキャッチした時の興奮を子どもたち

に、楽しく伝えていただいた。中には、一般報道には出し

ていない貴重な映像もあり、子どもたちも画面に食い入っ

て見ていた。最後に「将来宇宙関係の仕事に就きたいと思

う人。」という質問に１０名以上の挙手があった。曽根先生も「宇宙飛行士を目指して２回も試験を受

けましたが、だめでした。でも、夢をあきらめず仕事を続けていたら、ＪＡＸＡの仕事をすることにな

りました。」と努力することや健康であること、そして、あきらめないことの大切さを話してくださっ

た。 

 （６）知ろう！北小の自然!!「富士松北小自然のアルバム」の発行【2013年 5月～】 
教師が自然に親しまないと、子どもも自然に親しめないと考え、教師向けに「富士松北小自然のアル

バム」を発行している。 

 
   

教師向けに発行している「富士松北小自然のアルバム」
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地面から浮かび上がるソーラーバルーン 

 
児童Ａのノート：バルーンが浮いたわけを図と言

葉を使って表現している。 

２ プランＢ「もののあったまり方」（４年理科）【2012年 11月～12月実施】 
（１）ソーラーバルーンが浮かんだ理由は？ 

ソーラーバルーンに愛着を持たせるため、クラス全員で

農業用マルチシートを切り貼りしてソーラーバルーンを作

った。翌日、校庭にソーラーバルーンを置き、浮かぶ様子

を観察した。子どもたちは、どうしてバルーンが浮かんだ

のかと疑問をもった。 
子どもたちの多くは、バルーン内の空気が温まり、浮か

んだと考えた。教師の「温まると、バルーンの中の空気は

どうなるのか」という問いかけに、児童Ｃが「空気が温め

られて広がっていくから、ビニールを圧す力で浮かんだの

だと思う。」という考えを出した。子どもたちは空気が温め

られて広がってビニールを圧すことは納得したが、その力

で上に上がるとは思わない子も多くいた。その中で、児童Ｂが「空気が温められて、軽くなったから浮

かんだんだと思う。」という考えを出した。浮かんだ理由を「空気が温まった」からだとしか考えらえて

いなかった子どもたちにとって「温まった空気が軽くなる」という児童Ｂの意見は、新たな見方でソー

ラーバルーンの中の空気を見ることをできるように

させた。そこに、児童Ａの「Ｂさんの意見に似てい

て、温められて空気の体積が大きくなって軽くなっ

たんだと思います」という意見が出された。児童Ａ

の意見は「空気は温度が上がると体積が大きくなる」

ことと、「温められて空気が軽くなること」を結びつ

ける貴重な意見だった。 
しかし、「空気は温められると体積が大きくなる」

ということは前単元の既習内容から確かだが、「温め

られて体積が大きくなった空気は軽くなって上に行

くのか」という児童Ａの考えが本当かどうかという

ところに子どもたちの関心が集った。そこで、『ソー

ラーバルーンが上に上がったのは、ソーラーバルー

ンの中の空気があたためられてかるくなったからか』

を問題にして、追究が始まった。 
このように、ソーラーバルーンが浮かんだ現象を

見て、バルーンの中の空気について考えることは、

子どもたちからいくつかの異なった考えを出させ、その考えがつながったり、新たな考えを生み出した

りして、子どもたちが問題をもつには有効であったと考えられる。 
（２）温まった空気は軽くなり上に行くのかな？ 
子どもたちは問題を解決するため、『温められた空気の動きを目に見えるようにする』ことをポイント

に実験方法を考えさせた。 
子どもたちは、空気の動きを目に見えるようにするものとして、風船やシャボン玉、ドライアイスで

出る白い煙、線香の煙を使うことを考えた。これは、風で風船が飛ばされたことやシャボン玉遊び、ア
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火が消えていると、下へ火が点いていると、上へ 

イスクリームが溶けないように入れられたドライアイスの様子を見たことなどから考えたものである。

また、空気を温めるものとしてアルコールランプを始め、ドライヤーやストーブ等を使う方法を考え出

した。このように、子どもたちはこれまでの既習内容や生活経験をもとに考えていた。 
児童Ａは、下のように煙を利用して温めた空気の動きを目に見えるようにしたり、温めた空気をビニ

ール袋で受け止めるようにしたりする実験を考え、発表した。 

児童Ａのように、子どもたちは多様な実験方法考え発表した。その中で、学校にあるもので行えそう

な実験を話し合い。下記の６つの実験を行うことになった。 
① アルコールランプで空気を温め、風船をその上に持ってきて風船の動きで空気の動きを見る。 
② アルコールランプで空気を温め、シャボン玉で空気の動きを見る。 
③ ドライヤーで温かい空気と冷たい空気をシャボン玉に吹き込み、違いがあるか確かめる。 
④ 温めた空気を袋で受け止め、袋が上に行くか確かめる。 
⑤ ストーブで温まった空気がどこに行くかシャボン玉や風船で確かめる。 
⑥ 透明な容器に煙を入れて温めて空気の動きを見る。 
実験①のアルコールランプで温めた

空気の動きを風船で確かめる実験は、

空気の流れに風船が乗らず、風船の重

みで、アルコールランプの火の上に落

下して、風船が割れてしまい、失敗に

終わった。 
②のシャボン玉を使った実験では、

右の写真のようにアルコールランプに

火がついている時は、シャボン玉が上

に上がり、火が消えている時は、シャ

ボン玉が下に落ちていった。 
この結果から、温められた空気は、上に上

がっていくことがわかった。 
③の実験では、ドライヤーの温かい空気を

漏斗で集めシャボン玉を飛ばした場合と冷た

い空気の場合を比較した。 
右の児童Ａのノートのような結果になり、

温かい空気の入ったシャボン玉は上に上がり、

冷たい空気の入ったシャボン玉は下に落ちて行った。 

  
児童Ａの考えた実験（ノートより） 

児童Ａの実験③を表現したノート 
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大きな段ボール箱の一面を透明なビニール板で 
覆い、中に電球スタンドで空気を温めた実験 

児童Ａの水の温まり方の予想（ノートより） 

他の④、⑤の実験でも下の写真のように温められた空気が上に上がっていく様子が見られた。 

   
実験⑥は、アルミホイルでふたをして、中に線香の煙を入れたビーカーの底をアルコールランプで熱

して実験した。その結果、線香の煙は温められたところから上に上がり、上に上がった煙は横に流れ、

その後下に行き、というように、ビーカーの中を回るように動き、対流する様子が見られた。 
このことから、子どもたちは、熱せられた部分の

空気が温められて温度が上がって上の方へ動き、上

の方にあった温度の低い空気が下がってきて、全体

が温まっていくということを理解していった。 
この実験後、温められた温度の高い空気が上の方

に動いて行って、下の方の空気は温度が低いのかを

実際に確かめるために、追加実験を行った。右の写

真のように透明な容器の代わりに、大きな段ボール

箱の一面を透明なビニール板で覆い、内側に入れた

スタンドの電球で空気を温めて実験をした。空気の

動きがわかるように線香の煙を中に入れ、温度計で

上の方と下の方の温度を測った。 
その結果、線香の煙が上に上がり、横に流れている様子を見ることができた。そして、温度計の温度

は、上の方は 25.2℃で、下の方は 21℃を示し、上の方に温度の高い空気が行き、下の方に温度の低い空
気が来ることがよく理解できた。 
このように子どもたちは自分たちが考えた実験を数多く行い確かめることで、自分たちが抱いた問題

を主体的に解決していくことができた。 
（３）湯をアイスボールで冷やすとどうなるの？ 
そこで、水はどうなるのかを考えさせるため、は

じめに、アイスボールを水に浮かべて冷やすとどの

ように冷えていくかを考えさせた。子どもたちは、

この単元学習前に空気と水、金属が、温度による体

積変化がそれぞれ少しずつ違うことを学習してきて

いるため、水はどう温まるかということに興味を向

けた。 
児童Ａは右のノートのように、「空気は温めると上

 
温まった空気が上に上がり、ふくらんで浮いた
ビニール袋 

 
ストーブで温められた空気によって体育館の
天井高くまで上がった風船 
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上、中、下３か所の温度を測る 

にいっていて、冷えると下に行っていたので、水も同じように温まると上に行き、冷えると下に行く」

と考えた。 
子どもたちの予想は、空気のように冷やされた水が下に

いくという考えと、空気とは異なり、冷たさが、インクが

紙に落ちて広がるように四方八方に広がっていくという考

えの２つが出された。 
実験は、アイスボールに絵の具をつけて、絵の具の動き

で水の動きを見る方法と、温度計を上、中、下の３か所に

入れて温度を測る方法、試験管の水を温めてどこから温ま

るかサーモテープを使って調べる方法の３つが出された。 
まず、右の写真のように、上、中、下の３か所に温度

計を入れて実験をした。しかし、この方法では、どの温

度計も同じ温度となり、違いが分からなかった。 
次に、右の写真のように、アイスボールに絵の具をつ

けて、その絵の具がどのように流れて行くかで、水の動

きを見る実験を行った。 
その結果、アイスボールについていた絵の具は、溶け

ると下に流れて動いていく様子が観察できた。これで、

冷やされた水は下に動いていくと子どもたちの多くは考

えた。しかし、冷たさが四方八方に広がると考えていた

児童Ｃは「絵の具が重かったから下に流れて行ったのか

もしれない。」という疑問を出した。 
そこで、逆に、ガスレンジで水を温めて、ビーカーの

底に入れた絵の具の動きを見ることにした。絵の具が重

たいのなら、絵の具は上に動かない結果になると考えて

のことである。 
実験の結果は、ビーカーの底の絵の具が上に動いてい

く様子（右の写真）が観察できた。水は空気と同じよう

に熱せられた場所が温まり、あたたまった水が上に動き、

上の方にあった温度の低い水が下に動いて、このように

水が対流して全体が温まっていくことがわかった。 
最後に、試験管にサーモテープを入れて水を温める実

験も行い、サーモテープの色の変化で、試験管の上の方から水が温まっていくことを確かめることがで

きた。 
（４）実験で起きたことは、地球でも起こっている！ 
ここで、左の写真のように仕切りを挟んで、温かい水

と冷たい水を水槽に入れ、仕切りを取るとどうなるのか

子どもたちに考えさせる演示実験を行った。 
これは、温かい水は軽く上に行き、冷たい水は重く下

に沈み込むということを理解するとともに、この実験で

ガスレンジで温められた水が上に動くの
が、絵の具の動きでわかる 

仕切りを挟んで温かい水(左)と冷たい水(右)が
入っている

 
絵の具の動きでアイスボールで冷やされた水
が下に動くのがわかる 
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児童Ａの仕切りを外した時の予想（ノートより） 

児童Ａの仕切りを外した一連の実験の感想（ノートより） 

起こっていることが、壮大な地球でも起こっていることを子どもたちに知ってもらい、その自然観，世

界観が変わり，見方や考え方を発展させてほしいと願ってのことだ。 
この実験では、多くの子は、温かい水が冷た

い水の上に行き、冷たい水は温かい水の下に入

り込み、２つの層に分かれると予想した。児童

Ａは右のように、二つの色の水が混ざると予想

した。

実際に行うと下の写真の①ように、はじめ温

かい水が勢いよく冷たい水の上に流れ込むと同

時に、冷たい水が温かい水の下に入り込んだ。

しばらくすると、写真２のように動きが止まり、

完全に上下に２層に分かれた。 

   
ここで、アイスボールを温かい水の上に浮かべ、温

かい水を冷たい水（常温の水）より、冷やすとどうな

るかと子どもたちに尋ねると、冷えた水は下に流れて

行くと答えた。そこで実際にアイスボールを浮かべる

と、右の写真のように、子どもたちの予想通りアイス

ボールで冷やされた水は水槽の底に流れ込み、水槽の

底に沿って流れて行った。 
水槽の仕切りを外すと、温度の高い水

と低い水が混ざると予想した児童Ａは、

右のような感想を書いている。この実験

の結果から、温度の高い水と温度の低い

水は、すぐには混ざることがないこと、

アイスボールを浮かべた実験から、温度

の高い水を冷やして、温度を低くすると、

下の方へ沈んで流れて行くこともわかっ

た。 
ここで、子どもたちに、掲示用の世界地図を使ってメキシコ湾流がグリーンランド付近まで流れてい

ることを話した。深層海流については、『NHK for School』で配信している「海底を流れる深層海流」
を見せた。グリーンランド沖で冷やされた海水が深層海流となり、太平洋まで流れ、太平洋から海洋面

に出て、またグリーンランドまでやってくるという内容である。その流れは、1 回りするのに 2000 年
かかることも伝えた。 

仕切りを外した様子 
冷たい水の上に温かい水が流れ込んでいる

水の流れが落ち着き、温かい水が上の層、冷たい
水が下の層の２層にはっきり分かれる 

① ② 

アイスボールを浮かべると温かい水が冷やされ
下へ流れて行く 
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ビーカーに入れたお湯の中に金属のスプー
ンの先を入れる 

今、水槽で起こっていたことと、地球規模で起こっている深層海流の現象が同じ原理だということが

分かり、子どもたちはとても驚いた。 

 
水の温まり方の学習の最後に、水槽に温かい水と冷たい水を左右に入れて仕切りを外す実験と、深層

海流の話からそれを結びつける授業は、上の感想の「すごい」、「びっくりした」という子どもの言葉か

ら、子どもたちに新たな見方や考え方を培ったと考えられる。 
（５）金属はどうなの？ 
空気と水の温まり方がわかったところで、次は既習の温度と体積変化の学習で、空気と水、金属は違

いがあったことから、金属についてはどうかという興味を子どもたちが示した。 
そこで、スプーンを熱い湯に入れてさわりながら

温まり方を確かめてみた。 
その結果、「湯につけたところから、遠くへだんだ

ん温まっていく」というように考えて、金属は温め

たところから遠くの方へ温まっていくというように

考えた。 
そこで、ろうをぬった正方形の銅板をスタンドで

水平に固定して、その角をアルコールランプで熱し

て実験を行った。 
その結果、熱したところから遠くの方へ温まって

いき、子どもたちの考えた通りになった。 
ここで、子どもたちの考えを揺さぶるため、『銅板が垂直だったら、やっぱり、熱したところから遠く

の方へだんだんと温まっていくのか』と切り返してみると、児童Ａが、「前に実験した空気や水は、上の

方から温まってきたから、金属も温めたとことから上の方へと温まっていき、次に下の方が温まってく

ると思います」いう意見を出した。この意見から、熱したところから遠くの方へだんだん温まっていく

という考えから、ひょっとすると児童Ａの言うように温かさは下の方へは伝わっていかず、上の方に先

に伝わるのではないかと考えを変える子も何人か出た。 
そこで、銅板に切れ込みのあるもの（次ページ写真①）と、銅板を上下方向へ曲げたもの（次ページ

写真②）を用意してどのように金属が温まっていくかを予想した。 

仕切りを外す演示実験を見て、深層海流の話を聞いた子どもたちの感想 

   
↑児童Ａの感想 
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切れ込みの入った銅版の方は、ほとんどの子が下の児童Ａのノートのように、熱したところから銅板

の上を遠くの方へ温まることを予想したが、児童Ｂは切れ込みを越えて反対側からも温まると予想した。 

   
また、上下方向へ曲げた銅板は、下の児童Ａや児童Ｂのノートのように、ほとんどの子が上に先に上

の方へ温まっていってから下の方へ温まっていくという予想をたてた。これは、これまでの空気と水の

温まり方が温まった空気や水が上の方に動いて上の方から温まったから、金属の場合も温かさは上に行

くと考えたからだった。 

   
しかし、「金属は水や空気と違い、動かないから上下にしても、水平のときと同じで、熱したところか

ら遠くの方へ温まっていくと思う」という考えが出された。 
実験の結果は、切れ込みが入っていても熱せられたところから銅板がるところを順に遠くの方へ向か

ってろうが溶けていった。また、上下方向に曲げたて銅板でも、上下方向同時にろうが溶けていく様子

が見られた。 
この結果から、金属は熱せられたところから遠くの方へ温まっていくことがわかった。 
児童Ａ、児童Ｂとも予想とは違った結果になったが、金属はどんな場合も、熱せられたところから遠

くの方へと温まっていくということをかえってよく理解できたようだ。 

 
切れ込みの入った銅板 上下方向への温まり方のわかる銅板 

 
児童Ａの予想（ノートより） 児童Bの予想（ノートより） 

 
児童Ａの予想（ノートより） 

 
児童Bの予想（ノートより） 

① ② 
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 ３ プランＢ｢自然に親しみ、よさを知り、自然を大切にしよう！｣(４年総合学習) 
【2012年 5月～2013年 2月実施】 

（１）北っ子の森で自然のよさやすばらしさを知ったよ 
子どもたちは、北っ子の森（学校に隣接する

森で、森には岩が池という池もある）にはよく

行くが、まだ、森には子どもたちの知らないも

のがたくさんある。そこで、北っ子の森に行き、

自然に親しむ活動から始めた。 
森では、四角にくりぬいた画用紙を持ち、く

りぬいた部分から覗いて普段は見逃してしまう

ところも自然に見つけられるようにして右の写

真のように森を歩いた。 
子どもたちはダイザギやアオサギが池でえさ

を探してとっている姿や、コアジサシが池にダ

イビングしてえさを取る姿を見つけたり、オオタカが営巣して子育てする姿を見つけた。 

 
また、下の写真のように、丸まった葉の中に幼虫を見つけたり、クモが葉を丸めていたり、チョウの

幼虫が葉を食べていたり、アブラムシにアリや小さな虫が共に行動していたり、葉のこぶの中に幼虫や

さなぎを発見したりした。四角くくりぬいた画用紙を使うことで、視点を絞ることができ、今まで気づ

かなかった小さな生き物や虫こぶなどに気が付くことができたと考えられる。 
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子どもたちの「土の中の生き物観察」の感想 

9 月、子どもたちは左下の写真のように環境学習コーディネーターの高山博好先生（エコたん）の指
導の下で、北っ子の森の土を採取し、その中から見つけた生き物を双眼実体顕微鏡で観察して調べた。 

北っ子の森から採取してきた土の中に生き物を見つけると、「あ、カニムシだ」、「え、これはトビムシ

だ」、「ワラジムシもいたよ」と、『エコたん（高山博好先生）』に教えてもらったり、プリントで見たり

した虫を見つけると、嬉しそうに大きな声で虫の名前を呼んでいた。子どもたちが見つけた虫の一部を

撮影したものが右下の写真である。 

  

この授業で、土の中に生き物

がいろいろいるとは思っていな

かった子どもたちは、右の感想

からもわかるように、土の中に

たくさんの生き物がいることが

分かり、これまで知らなかった

ことを知ることで、北っ子の森

を見る見方が変わった。 
ここで、エコたん（高山先生）

から、「食物連鎖の頂点にいるオ

オタカのいる森は、豊かな森で

たくさんの生き物がいる」と、いうことを教えていただいた。 
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愛・シンパシーゲームの進め方 

子どもたちは、この話を聞き、いろいろな生き物に目が向いた子どもたちは、さらに、前ページ左下

や、下の写真のようないろいろな生き物を森で見つけていった。 

  
（２）自然を守るには人が上手に手を入れることが大切なんだ 
これと並行して、下の写真のように、社会科で学区にある小堤西池の国の天然記念物のカキツバタ群

落を守るためのボランティア活動を見学したり、北っ子の森の竹を切るボランティア活動に参加したり、

授業では竹炭をつくったりした。このことで、子どもたちは「自然はそのままにしておくと荒れてしま

う」ことを学び、上手に手を入れて自然を守ることの大切さを感じ取ることができた。 

  

（３）動物の気持ちになって、自然環境や人間と動物の関係について考えたよ 
子どもたちが自然のよさや自然を守

るためには人が手を上手に入ることが

大切だとわかったところで、環境問題

講師の今井光代さんに「愛・シンパシ

ーゲーム」を行ってもらった。このゲ

ームはカードゲームで、森にくらす動

物の気持ちになって、自然環境や人間

と動物の関係について感じ考えること

をねらいとするゲームで、進め方は右

の通りである。 
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愛・シンパシーゲームの具体的な内容 

具体的な内容は右の図に示す

ような内容である。 
はじめ、人間が森の仲間に入

らない間は、動物たちは食べ物

を分け合って生きていける。つ

まり、カードをどの動物もある

程度均等にとることができるこ

とになる。 
しかし、そこに、人間が入る

と、人間がたくさんの食べ物（カ

ード）を取っていくことになる。

さらに、ゲームを進めて、人間

がブラックカードを持ち込むと

食べ物が取れないどころか、ゲ

ームアウトになって死んでしま

う動物も出る。 
  このゲームで、子どもたちは人間の行っている
ことの中には、動物たちの食べ物を知らず知らずの

うちに奪っていたり、動物たちがすめない環境にし

ていたりしていることを痛感した。 
また、人間が行っていることで地球の自然環境の

バランスが崩れてしまっていることの例として地球

温暖化の話（左下の写真）などをしていただいた。 
地球温暖化が進むと南極の氷が溶けて海に浮かぶ

小さな国ツバルという国などは陸地だったところが

海になることや、流氷が早く溶けてしまって、アザ

ラシの赤ちゃんが流氷に守られずに生きていけなく

なることなどを教えてもらった。 
地球温暖化は、二酸化炭素というガス（ＣＯ₂）を人間がたくさん出

し過ぎることで起こっていることも教えてもらった。 
さらに、1992年の
ブラジルでの国連の

『地球サミット』で

「この星をこれ以上

壊さないで」という

ことを訴えた１２歳

のセヴァンさんの話

（左の写真）をして

もらい、自分たちで

でも行動を起こせば、
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エコライフチェックシート

できることがあるということを学んだ。 
子どもたちの感想

（右）から、地球の

自然環境をよくして

動物と仲良くくらし

ていかなくてはいけ

ないことを感じてい

ることがわかる。 
また、自然を大切

にし、守るために自

分たちも小さなこと

でも努力してやって

いこうという気持ち

がもてたことがわかる。 
（４）自分たちにできることをやってみよう 
今井先生の授業で、地球の環境をよくするために、自分たちができることを考え、やってみようとい

う気持ちになった子どもたちは、さっそく、そのことを実行に移していった。 
まず、下のような「エコライフチェックシート」（川口市民環境会議 2009）を使い、自分の生活が地
球にやさしいかをチェックした。 

この結果、小さいことでも積み重ねてみんなで実践すれば、温室効果ガス（二酸化炭素）を減らし、

地球にやさしいことに子どもたちは気がついた。 
そこで、子どもたちは、「エコアクションチェックシート」（参考：川口市民環境会議）を使い、エコ

愛・シンパシーゲームを終えた 

子どもたちの感想 
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エコアクションチェックシート 

エコアクションをして思ったこと(ノートより)

アクションを起こした。 
 このシートには、自分で考えた地球にや

さしいことも記入できる部分もある。自分

たちで考える参考になるように、「ＮＨＫエ

コチャンネル」や、サイエンスチャンネル

の「リサイクル今昔物語～江戸のエコ知恵、

現代のエコ技術～」などを視聴したり、エ

コ関連番組を見たりして自分たちでできる

エコアクションを実践していった。 
めあてを決めて、子どもたちは積極的に

エコアクションに取り組み、チェックシー

トの毎週の振り返りでは「めあてが達成で

きた」と、書いている子（右資料）が多く

見かけられ、充実感や達成感を味わってい

た。 

（５）これまでやってきたことを発表しよう 
このエコアクションシート使った実践を４週間行

った後、エコアクションをして思ったこと（右資料）

を発表した。子どもたちはこれまで学習したことを

広めたいという気持ちをもった。 
そこで、これまで学習してきた北っ子の森のよさ

やすばらしさ、自然の大切さを知ってもらうと同時

に、この自然を守るために地球にやさしいことをし

てもらおうという願いをもって集会をもち、発表す

ることにした。 
４年生の保護者や３年生を招待して発表会を行っ

た。この発表会では、これまで学習してきたことを

パソコンのパワーポイントを使い、劇やクイズなど

を交えながら発表を行った。発表の最後に、自分た

ちの思いと一致した歌『ＭＩＤＯＲＩ～繋がる輪～』

を合唱した。 
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グループトークの様子

｢みたよ・きいたよ・おもったよカード｣ 
を持っての聞き取り調査の様子

４ プランＣ「ぼく・わたしのお兄さん・お姉さんのお仕事探検隊！」1年生活科 

【2013 年５～７月実施】 

 単元の導入では、子どもたちが放送に改めて興味をもつことができるように、教師がお昼の放送に出

演し、６年生と１年生の

交流の様子を写したビデ

オを紹介する。そして、

教師がその時放送室で見

つけてきたものを写真に

とって紹介した。写真は

あえて一部分しか写さず、

何があるのか自分でみた

いという気持ちがおこる

ように工夫した。 

そして、実際に放送室

の見学に行く。見学をす

る時のマナーや、見つけ

る時の視点などを伝え、

じっくりと見学させる。

その後、放送室の見学で

見つけたものを発表させ

る。その中で、放送委員

のお兄さんやお姉さんの

存在に注目させた。 

 次は、ペアが同じ委員会である子でグループをつくり調べ活

動を行った。話し合いで学校にはさまざまな委員会があること

を知り、どんなことをしているのか予想しながらイメージをふ

くらませた。 

その後は、子どもに質問すること、調べることを課題として

与え、行うことを明確にして子どもたちに自信をもって調べ活

動に取り組ませた。聞く内容は、ペアの６年生の委員会と活動

内容、仕事の内容、委員会の時間にしていることである。それ

以外にも、自分が聞きたいことは積極的に聞いてよいことにし

た。「みたよ・きいたよ・おもったよカード」を作り、聞いてき

たことを書きためて積み重ねていくようにした。 

また、グループで自分が調べてきたことを「ベンチトーク」

や「グループトーク」で交流し合い、自分が調べたこと以外に

も友達が調べたことから気づきを深めたり、確かめたりできる

ようにした。「お兄さん・お姉さんのお仕事を紹介しよう」では、

各自が調べたペアのお兄さん・お姉さんの仕事についてグルー

プごとに発表させた。 

 
お昼の放送での気づき（板書） 

放送室見学での気づき（板書） 
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具体物を使ってのお仕事紹介 

全体への発表活動は初めての経験だったので、

子どもが自信をもって調べたことを発表できるよ

うに、具体物を使うこと、仕事の様子を劇化する

ことのなどアドバイスをして、多様な方法で表現

させるようにした。 

その結果、具体物を使ったり、図や写真を使っ

たり、劇化したり多様な表現で発表することがで

きた。 

発表後はお仕事をしているお兄さん・お姉さん

へ伝えたいことを話し合う。子どもたちに仕事をがんば

っているお兄さん・お姉さんの思いを考えられるように

切り返していかせた。 

最後は、委員会の様子を実際に見学し、自分たちが家

に帰っている時間に委員会が行われ、活動している様子

を見ることで自分たちが知らなかったことを知ることで、

新たな見方をもたせ、実際にペアの子と一緒にお仕事体

験をさせた。 

そこで感じたことや考えたことを、ペアの子への手紙

で表現させた。 

 

上の手紙から、子どもたちが、「おしごとやめないでね。がっこうのひとがこまっちゃうから」という

言葉や、「みんなのために がんがえてくれてありがとう」という言葉から学校生活には多くの人が協力

し合い、自分たちを助けてくれていることに気づいている様子が分かる。 

委員会の仕事について、インタビュー、活動見学、お仕事体験などをして調べたことを「ベンチトー

ク」や「グループトーク」で人に話す活動を繰り返したことが、自分の気づきを確かめたり、友達が調

べたことを聞いたりすることで、気づきを深めていったと考えられる。 

 

   
子どもたちの６年生にあてた手紙 

 
委員会のお仕事体験の様子 
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第３章 成果と課題 
 １ これまでの研究成果と課題  
（１） プランＡ 
① 成果 
○ 「はっけんカード」では、デジタルカメラを自由に使えるようにしたことで、いろいろな

子どもが気兼ねなく写真を撮影してプリントアウトできるようになったこと。 
○ 「いつでも観察」の廊下に設置した双眼実体顕微鏡や顕微鏡は子どもたちが興味を持って

見ている姿がよく見かけられ、大きく見ることができることで、新しい発見をしている子

がいたこと。 
○ 「北っ子の森動物展」は大盛況で、

子どもたちが剥製にさわれたり、鳥

の鳴き声を聞けたりと、生き物に対

する興味関心を高めていたこと。 
○ その道のプロフェッショナルから学

ぶ体験は、右の感想から分かるよう

に、嫌いで見向きもしなかった虫も

人間と同じように一生懸命生きてい

ることやきれいな虫もいて虫への見

方が変わった様子が分かる。このよ

うに子どもたちが見方を変えたり、

新しい見方を身につけたりできたこ

と。 
○ 富士松北小自然のアルバムは、多くの教師が興味を持って読んでいること。 
② 課題 
● これまで「はっけんカード」は、「しぜんはっけんマップ」をつくるための「はっけんカー

ド」だった。そのため、文房具や身近な道具などの工夫の発見や、ものの動きについての

発見には目が向いていないこと。 
● 興味関心を高めた後の子どもたちのステップアップがなされていないこと。 

（２） プランＢ「もののあったまり方」（４年理科）実践 
① 成果 
○ 子どもが考えた実験をいくつか行った点については、下の子ども感想「みんなの考えた実

験方法がおもしろくてなるほど、と思いました」とか、「ぼくはこのじゅぎょうをとおして

実験とはこんなにおもしろいんだなあーとおもいました」という言葉から分かるように興

味や関心をもって実験を行えたこと。 

  

単元の学習を終えた 
子どもの感想 

自然発見集会感想 
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○ 温かい水と冷たい水を、水槽に仕切りを挟んで入れて、その後、仕切りを外す実験をし、

アイスボールを浮かべ冷やされた水が水槽の底へ沈み底に沿って流れて行く実験を取り入

れた。この実験にと、地球規模で起こっている深層海洋水の流れが結びつくことによって、

子どもたちが新たな見方、考え方を培ったこと。 
○ 金属の実験では、はじめの地面に水平な銅板を使った実験で、「金属は熱したところから遠

く方へ温まっていく」と結論が出た後、金属板を上下にたてにすることで、一旦獲得した

知識が不確かなものになる。このように、子どもに自らの考えを見直し、練り上げを促す

場を設けた点で、新しい見方、考え方を生み出すことができたこと。 
② 課題 
● 深層海流の説明場面で、映像と地図での説明を入れたが、一部の子どもは、深層海流と目

の前の実験が結びつかずにいて、あとから補足が必要だったこと。 
● 子どもたちが考えた実験も代表で行ってもらう場面が多くあったこと。 

（３） プランＢ｢自然に親しみ、よさを知り、自然を大切にしよう！｣(４年総合学習) 
① 成果 
○ 土の中の生き物調べで、子どもたちが今まで知らなかった土の中に生き物がいっぱいいる

ことを知ることができ、北っ子の森の豊かさを知ったこと。 
○ 自分たちの一年間通した学習をまとめて発表し、他学年の子どもや保護者に発信できたこ

とで、子どもたちが、達成感や充実感を得られたこと。 
② 課題 
● 愛・シンパシーゲームで、一気に地球温暖化の話になり、温室効果ガスを減らす活動に入

ってしまい、これまでの学習とのつながりがうまく取れなかったこと。 
（４） プランＣ「ぼく・わたしのお兄さん・お姉さんのお仕事探検隊！」1年生活科 
① 成果 
○ 自分たちがもっている力を出し切って、お互いの前で委員会の仕事の内容を聞き合ったり、

発表したりして表現力やコミュニケーション能力を身につけたこと。 
○ 「ベンチトーク」や「グループトーク」が有効に機能して、学び合いが進んだこと。 
○ 入学したばかりの１年生が、６年生と交流しながら行うことで、学校生活の見通しがもて、

成長できたこと 
② 課題 
● 委員会やペアになった６年生によって仕事が違うところや、６年生の答え方や言動によっ

て学びの深さが個人によって違ってくること。 
 ２ 次年度への方向付け 
（１）科学が好きな子どもの定義について 
２年前に起きた東日本大震災を受けて、自然とのかかわりを考え、見直したが、科学が好きな子ども

の定義を今回もう一度見直すことにした。まず、「自然に浸り、自然とともにあゆむ中から、多くの気づ

きや疑問、感動をもつことができる子」をどんな気づきかを具体的にすることにし、『神秘さ・素晴らし

さ・不思議さ・巧みさ』を付け加え、「自然の事物や現象にふれ、神秘さ・素晴らしさ・不思議さ・巧み

さに気づき、疑問や感動をもつことができる子」と、した。さらに、これに付け加え、自然と人とのつ

ながりの大切さ考え、「自然と自分とのつながりを感じることができる子」を付け加えた。 
次に、問題解決がしっかりできることが第一だと考え、「自ら抱いた問題を、じっくり考え解決してい
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く中で、自ら学ぶことの楽しさやわかることの喜びを知り、習得した知識や技能を身近な生活や活動に

活用できる子」を、「自ら抱いた問題を、見通しをもって主体的に解決することに楽しさや喜びをもてる

子」とした。 

最後に、人とかかわり、学び合いながら新しい見方や考え方を身につけることで、成長することがで

きれば、学びが好きになると考え、「自らの達成感や喜びを人に伝え、自分の考えを表現し、コミュニケ

ーションできる子」を「仲間とかかわりながら、新しい見方や考え方を学び、自分を成長させることの

できる子」とすることにした。伝えるだけでなく、仲間からも学ぶ姿勢を大事にし、新しい見方や考え

方を学び身につけることで、これまで科学が好きな子の２つ目に入っていた「習得した知識の活用」が

できると考えてのことである。 

そこで、新しい「科学が好きな子」の定義は次のようになる。 

 
（２）新プロジェクトに向けて 

『科学が好きな子』の定義の①、②は感性、③は主体性、④は創造性を育てると考えている。次に、

それぞれの育成について考えていることを述べる。 

◎【感性】の育成について 

『感性』の育成については、子どもたちが自然にふれる体験を多くすることが大事であると考えてい

る。本校の子どもたちは、「はっけんカード」をもとによく自然にふれてきている。しかし、発見から疑

問を持ち、それを解き明かそうという行動がなかなか見られない。また、生き物以外でもいろいろな発

見ができると思うが、現在は生き物が中心である。 

このことを踏まえ、ＮＨＫ for School「考えるカラス」を利用して、ふしぎな自然現象に目を向け

る楽しさやおもしろさを感じさせたい。見慣れた自然も少し視点を変えることで、いろいろなところに

いろいろなおもしろさが潜んでいることを知ることで、おもしろい自然現象を見つけていけるきっかけ

となると考える。 

さらに、本校が行っている夏休みの理科研究・創意工夫工作のテーマ決めにもつなげていけるとよい

と考えている。 

◎【主体性】の育成について 

『主体性』の育成には、子どもたちが自ら抱いた問題を解決していく過程を楽しみ、解決できた経験

を持つことが大事だと考えている。基本的には、理科・生活科の授業を中心に問題解決をする学習を行

っていく。特に、来年度は問題を解決していく過程を大事にしたいと考えている。試行錯誤しながら追

究する場、みんなで学び合う場、追究の過程をふり返る場を意識して単元構想をする。また、子どもの

見方や考え方や世界観が変わる場面を入れた授業を考える。 

   ◎【創造性】育成について 

『創造性』の育成には、子どもたちが仲間と話し合い、異質な考えとかかわり、互いに理解しながら

新たな考えを生み出すことが大事だと考えている。そうすることで、新しい見方や考え方を学び、成長

すると考えている。 

○ 自然の事物や現象にふれ、神秘さ・素晴らしさ・不思議さ・巧みさに気づき、疑問や感動をもつ

ことができる子（感性） 
○ 自然と自分とのつながりを感じることができる子（感性） 
○ 自ら抱いた問題を、見通しをもって主体的に解決することに楽しさや喜びをもてる子（主体性）

○ 仲間とかかわりながら、新しい見方や考え方を学び、自分を成長させることのできる子（創造性）
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子どもたちがお互いに仲間とかかわり合う話し合い活動には、次の３つのことが大切だと考えている。 

 
また、『知恵と技』を競う競技を行うことを考えている。内容は、決められた人数のチーム（例えば:

５人）で、決められたもの（例えば：高い塔）を、決められた時間内（例えば：５分）に、決められた

材料（例えば：Ａ４のコピー紙２０枚、ストロー１０本、アドレスシール１２枚）と、決められた道具

（例えば：はさみ、三角定規）を使って、作ることを競う。 

この競技をグループで行うことで仲間と話し合い、作り上げていくことで、異質な考えとかかわり互

いに理解しながら新たな考えを生み出す場となると考えてのことである。 

 

第４章 ２０１４年度「自然とともにあゆむ北っ子科学大好きプロジェクトⅥ」 

 １ めざす子ども像と研究構想 

 
 

 

プランＡ（感性） プランＢ（主体性） プランＣ（創造性） 

○ 「はっけんカード」継続発展 

○ ＮＨＫ「考えるカラス」の利用 

○ 理科研究・創意工夫工作テーマ

につなげる 

○ プロフェッショナルとの出会い 

○ 問題を解決していく過程を大事

にする 

○ 試行錯誤しながら追究する場、

みんなで学び合う場、追究の過

程をふり返る場を意識した単元

構想 

○ 異質な考えとかかわり、互い

に理解しながら新たな考え

を生み出す話し合い 

○ 『知恵と技』を競う競技 

 

 

 ２ 【プランＡ】自然の見方を伸ばす 

 （１）ＮＨＫ番組「考えるカラス」利用と「はっけんカード」の理科研究・創意工夫工作への発展 

ＮＨＫ番組「考えるカラス」を昼の放送で放送したり、授業で見せたりして、「はっけんカード」の書

く内容を広げる。ＮＨＫ「考えるカラス」を見させた後、どこにでもある自然や道具にも見る視点を変

えれば、発見があることを子どもたちに分かるように補足が必要なことは教師が補足する。 

「はっけんカード」は子どもたちが保管できるようにし、毎年、夏休みに全校児童が行う「理科研究」

のテーマや、「創意工夫工作」のヒントになるようにする。 

（２）プロフェッショナルとの出会い 

自然の見方をいろいろな視点でみるとおもしろいことが分かるように、自然の眼の付け所をプロフェ

ッショナルから教えていただく機会を設ける。 

① 相手の考えが自分の考えと異なることに気づき、見方の多様さを感じ取ることができる。 
② 異なる考えにふれることで、自分自身の考えをふり返ることができる。 
③ 相互に刺激し合い、能動的に考えることができる。 

① 自然の事物や現象にふれ、神秘さ・素晴らしさ・不思議さ・巧みさに気づき、疑問や感動をもつ
ことができる子（感性） 

② 自然と自分とのつながりを感じることができる子（感性） 
③ 自ら抱いた問題を、見通しをもって主体的に解決することに楽しさや喜びをもてる子（主体性） 
④ 仲間とかかわりながら、新しい見方や考え方を学び、自分を成長させることのできる子（創造性） 
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３ 【プランＢ】理科・生活科の授業 

（１）「秋となかよし」１年生活科 

今年度は、本校の地域性を生かした活動を行いたいと考え、単元名を「富士北の秋となかよし」とし

て、本校でしか体験することができない内容を中心に、自然に親しみをもつこと、地域に愛着をもつこ

とを目標に単元を構成したいと考えた。 

 本校の１年生は、地域の方のご厚意で毎年、ぶどう狩りに招待していただいている。子どもたちがと

ても楽しみにしている行事の１つである。例年は、ぶどう狩りを楽しむだけで終わりだったが、今年は、

そのぶどうの皮を使って、ぶどう染めに挑戦したい。また、ぶどう狩りで触れ合った農園の方にお礼の

手紙を書いたり、ぶどう染めの袋をプレゼントしたりすることで、地域の人との触れ合いをさせたい。 

 本校は、北っ子の森があり、放課に自分たちで森に行くことができ、秋を感じるたくさんの自然があ

る。また、愛知教育大学が学区にあり、そこで、マテバシイなどのさまざまなどんぐりをたくさん取る

ことができる。さらに、家庭にも協力をお願いし、公園や神社などでもどんぐりを集めさせたい。集め

たどんぐりで、どんぐりごまを作る活動を通して、どんぐりといってもたくさんの種類があり、大きさ

や形が違うことに気付かせたい。また、マテバシイを使ったどんぐりクッキーづくりを通して、食べる

体験をさせる。ここでは、どんぐりは遊び道具だと考えていた子に、食べ物にもなるという新しい気付

きをさせたい。最後に、いろいろなどんぐりの特性を生かしたおもちゃ作りに取り組みたい。 

 北っ子フェスティバルという本校の学習発表会で、他学年や保護者、地域の人に、どんぐりのおもち

ゃを紹介する。そこでは、おもちゃの説明だけでなく、がんばった自分を認められるような発表ができ

るように支援したい。また、振り返りを通して、子供たち自身にも、自分の成長を感じられるようにさ

せたい。 

さまざまなどんぐりに触れながら秋を感じる活動を通して、自然の面白さや良さに気付くことができ

ることを願っている。  

 

 学   習   活   動 

 １ ぶどう狩りに行こう。 

  ・ぶどう狩りを楽しもう。 

  ・ぶどう染めをしよう。（追究する場） 

  ・鈴木農園の人にお礼をしよう。（ふり返る場） 

・学区にぶどう園がたくさんあるんだね。 

・ぶどうの皮でそめものができるんだ。 

・おじさん、おばさんおいしいぶどうをあり

がとう。 

 ２ どんぐりパーティーをしよう。 

  ・いろいろなどんぐりをあつめよう。 

  ・どんぐりごまを作ろう。 

（追究し、話し合う場） 

  ・どんぐりクッキーを作ろう。 

  ・どんぐりを使ったおもちゃを作ろう。 

（追究し、話し合う場） 

大学にどんぐりを拾いに行こう。 

・どの種類のどんぐりで作るとよく回るこま

ができるかな。 

・えー、どんぐりって食べられるの？ 

・ころころころがそうかな。 

・並べてみようかな。 

 ３ 北っ子フェスティバルを成功させよう。 

  ・おもちゃをわかりやすくせつめいしよう。 

              （話し合う場） 

  ・がんばった自分をふり返ろう。（ふり返る場） 

・お客さんに楽しんでもらいたいな。 

・大きな声で言えるように練習しよう。 

・はずかしかったけど、顔を見ながら話した

よ。 
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（２）４年理科「温度を変えてかさの変化を調べよう（空気）」 

 導入では、空気温度計を利用して、温度計の水が動いたのはどうしてかを考えていく。その追究過程

で試行錯誤しての実験や、話し合い、ふり返りを入れる。 

内容 時数 子どもの活動 留意点 

「動く水」
作りと追究
課題の設定 

２ 
 
 
 
 
 
 
 

話し合
う場 

１ 教師が提示した「動く水」（空気温度計）
作りをする。 

２ 作った「動く水」を日向に置いたり、
日陰に置いたりして、温度が変化する
と細いビニール管内の水が動くことを
観察する。 

・ 子どもたちには、温度計ということは知らせずに
「動く水」作りをするということを伝える。 

・ 「動く水」を作る過程で、冷蔵庫から取り出し食
紅で染めた水がどんどん細いビニール管を上って
いく様子や日向から日陰に置いた時に水がどんど
ん下がっていく様子をペットボトル内やビニール
間に注目して観察させるようにする。 

３ 「動く水」の観察から疑問に思ったこ
とを発表する。 

・ どうして水が動くのか。 
・ 温度が変わると、どうして水が上が
ったり下がったりするのか。 

４ 温度が変わると水が上がったり下がっ
たりするのは、どうしてか話し合う。

・ ペットボトル内の空気が温度によっ
てかさが増えたり、減ったりしてい
るから。 

・ ビニール管の中の水が、温度によっ
てかさが増えたり、減ったりしてい
る。 

 

・ 「あれ」「どうして」「ふしぎ」と思った内容を発
表させる。 
 
 
 

・ 温度の変化によって起こっていることをペットボ
トル内やビニール管の中に目が向くような方向
で、話し合いをさせる。 

・ 水についての意見が出た場合は、空気と水の両方
を行っていくが、空気を先に行うことを子どもた
ちに知らせるようにする。 

 
「空気は温
度によりか
さが変わる
か」の追究 

 
５ 
追究す
る場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

話し合
い、ふり
返る場 

 
１ 理科室にある器具や道具などをヒント

に実験方法を考える。 
 ◎予想される実験方法 
① フラスコに風船をかぶせてフラスコ
を冷水と湯に入れることでフラスコ
内の空気の温度を変化させて、風船
が膨らんだりしぼんだりする実験 

② 空気を閉じこめたペットボトルを温
水と冷水を入れたそれぞれの水槽に
入れてペットボトルの変化を比べる
実験 

③ 試験管やフラスコに石鹸膜を張り、
温水と冷水を入れたそれぞれの水槽
に入れて石鹸膜の変化の様子を見る
実験 

 
・ 理科室内に実験に使える器具や道具などを用意し
て、子どもたちが実験方法を考えるヒントにする。
また、教師が湯と冷水を用意しておくことを伝え
る。 

・ 実験でどうなると、空気のかさが変わったことが
証明できるかをはっきりさせる。 
 

２ 自分たちで考えた実験を行う。 
・ ２つ以上の実験を行う。 

３ 実験の話し合いと追究をふり返る。 
 ・ 空気は温度が上がるとかさが増え、

温度が下がるとかさが減る。 

・ 湯を使うので、扱いに注意させる。 
・ 実験は１つだけでなく、２つ目を行う時間を取り、
実験させる。 

・ 実験結果から無理なく、結論できるようにする。 

「空気は温
度によりか
さが変わる
こと」の活
用 

話し合
い、飛躍
する場 
２ 

① ゆで卵が入ったフラスコを見て、ど
うしてフラスコ内にゆで卵が入っ
たかを考え、話し合う。 

② 自分たちの考えた方法でフラスコ
内にゆで卵を入れる 

③ フラスコ内からゆで卵出す方法を
考える。 

④ フラスコ内からゆで卵を出す。 
⑤ フラスコ内にゆで卵を入れたり、出
したりできたのはフラスコ内でど
んなことが起こっていたかを説明
できる。 

・ ゆで卵を崩さないように入れることを知らせる。 
 
 
 
 
 

・ 図や絵を使ってわかりやすく説明できるようにさ
せる。 

 

問題：温度が変化すると空気のかさも変わるのか？
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４ 【プランＣ】 
（１）異質な考えとかかわり、互いに理解しながら新たな考えを生み出す話し合い 
いろいろな教科の授業の中に「グループトーク」を入れるようにする。 
話し合いの中では、教師は次のことを考えながら話し合いを行わせる。 
① 「うなずく」 それぞれの子どもの思いを共感的に受け止める。 
② 「確認・整理」子ども考え方を問い直し、様々な考え方や意見のずれを整理して、話し合い
の焦点化を促す。 

③ 「切り返し」子どもに自らの考えを見直させ、練り上げを促す働きかけをする。 
（２）『知恵と技』競技会 
長放課に『知恵と技』競技会を開催する。 
第１回の内容については、次のように考えている。 
① 参加者 

４人グループで参加希望グループを募る。 
② 内容 
○ 問題 

５０ｃｍ隔たった机の間を渡る頑丈な橋を作りましょう。 
○ 制限時間 

７分 
○ 使える材料 

Ａ４のコピー用紙１５枚、クリップ１０個、輪ゴム５本、紙コップ４つ、紙皿２つ 
○ 使える道具 

はさみ１つ 
○ 判定方法 
・橋ができているか。 
・橋の上に単三乾電池を置いていき乗った数が得点になる。 

上記のような競技会を行っていく。学期に１～２回程度行っていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【研究代表者：池田正紀】 
【執 筆 者：池田正紀、奥村なつみ、山田真規子】 


