
 

2013 年度 ソニー子ども科学教育プログラム 応募論文 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

愛知県⻄西尾市⽴立立鶴城中学校 
	 
	 	 	 

           校    長  木下   一 
	 
	 
	 	 	 

           ＰＴＡ会長  石川 竜司 



目  次  
 Ⅰ はじめに  〜研究５年次を迎えて〜 
 
                                   ･･･  1 
 

 Ⅱ 2013 年度の教育計画の概要 
 
 研究主題  ･････････････････････････････････････････････････････････  1 
 本校の「子どもの姿」 
 本校がめざす「科学が好きな子ども」像 
 研究仮説 研究構想図  ････････････････････････････････････････････  2 
 「科学が好きな子ども」にせまるための手だて 
   手だて① 教材・単元の工夫 
   手だて② 全教科による小グループ活動 
   手だて③ チャレンジタイム  ･････････････････････････････････････  3 
   手だて④ 科学への夢を育む取り組み 
 手だての有効性の検証方法 ～「科学が好きな子ども」にどれだけ近づいたのか～ 
 
 Ⅲ 2013 年度の教育実践 
 
 授業実践例１ ２年「化学マジックを解明しよう」（手だて①②③） ････････  4 
 授業実践例２ ３年「天体の動きを解明しよう」（手だて①②） ････････････  9 
 授業実践例３ ３年「イオンって何？」（手だて①②） ･････････････････････ 11 
 授業実践例４ ２年「電力を飛ばそう ―無接点充電のしくみ―」（手だて③④） ･･ 12 
 授業実践例５ １年「水で見えたり消えたり」（手だて③） ････････････････ 12 
 授業実践例６ ２年「遺伝子技術の未来を考えよう」（手だて④） ･････････ 13 
 授業実践例７ ２年「本物の臓器から学ぼう」（手だて④） ････････････････ 14 
 その他の授業実践例 ････････････････････････････････････････････････ 15 
 科学への夢を情醸成する展示・掲示、科学部によるサイエンスショー ･･･ 15 
 

 Ⅳ  2013 年 度 の 教 育 実 践 の 評 価 ・ 考 察  
 
 「科学が好きな子ども」にせまるための各手だての有効性  ･･･････････ 16 
 探究の積み重ねによる生徒の育ち  ･････････････････････････････････ 17 
 2013 年度の教育実践の総括と 2014 年度の教育計画の基本方針  ･･････ 19 
 
 Ⅴ  2014 年 度 の 教 育 計 画  
 
 本校の「子どもの姿」  ･･････････････････････････････････････････････ 20 
 本校がめざす「科学が好きな子ども」像  ･････････････････････････････ 21 
 研究仮説・研究主題・研究構想図 
 「科学が好きな子ども」にせまるための手だて  ･･････････････････････ 22 
   手だて① 教材・単元の工夫 
   手だて② 全教科による小グループ活動  ･･･････････････････････････ 22 
   手だて③ チャレンジタイムの設定  ･･･････････････････････････････ 24 
   手だて④ 科学への夢を育む取り組み 
 手だての有効性の検証方法 ～「科学が好きな子ども」にどれだけ近づいたのか～ ････ 25 
 

 Ⅵ  お わ り に  〜「求む、夢のある計画 情熱のこもった取り組み」にこたえて 〜 
 
                                   ･･･ 25 



－ 1 － 

 Ⅰ はじめに  〜研究５年次を迎えて〜 
 
 本研究は2009 年度から始まった。「自分事の問題として科学的探究にのめり込み、探究の成功体験
をいくつも積めば、生徒は科学のよさや探究のおもしろさを実感するだろう」 この４年半、私たちは
この単純明快な考えに真正面から取り組んできた。しかし、生徒を「探究の主体」にするのは容易で
はなく、はじめは試行錯誤の連続だった。教材研究・指導案検討・授業研究を積み上げ、授業づくり
や指導技術を学び合ってきた。その成果として、開発・改善してきた多くの教材・単元は財産となり、
科学が好きな生徒の育ちが様々な場で見られるようになった。その間、貴財団から３度の優秀校と１
度の奨励校の高い評価、熱心な指導、多大な支援をいただき、私たちの何よりの励みとなった。 
 年間を通して生徒を「探究の主体」にする体制が概ね整ってきたと考えている。そして、研究５年
次の今年度は、この体制を基盤に、「科学への夢を抱く生徒」をめざす新たな取り組みに踏み出した。
こちらの実践はまだ少なく、科学の有用性や理科を学ぶ意義を実感させられたとは言い難い段階であ
る。それでも、それぞれの実践の効果は認められている。今後、実践の質と量が向上することで、「科
学への夢」を育む体制も整っていくと期待している。 
 私たちは、未来の世界とこの国を担う生徒たちが、科学のよさやおもしろさを知り、生涯にわたっ
て科学への関心をもち続ける人に育ってほしいと願っている。そのために、中学校教育の段階ででき
ることは、まだたくさんあると考えている。今年度も、以下にまとめた実践と計画に対し、忌憚のな
い批評・指導をいただくことで、さらなる教育研究の充実・発展に生かしていきたい。 
 

 Ⅱ 2013 年度の教育計画の概要 
 
 以下に今年度の教育計画の概要を示す（詳細は2012 年度の応募論文を参照）。   
 研究主題 
 
 本校の「子どもの姿」  
 今年度の教育研究において、私たちは目の前の生徒の実態を次のとおりとらえた。  
 ○ 主体的に探究しようとする生徒の姿がたくさん見られる。 
 ○ どの教科の授業でも、意欲的に仲間とかかわって深め合う活動に取り組む姿がたくさん見られる。 
 ○ 全体的に理科の授業への関心や探究活動への期待感が高い。 
 △ 全体的には主体性や探究心が伸びてきたが、一部、科学的な思考力や表現力、知識・理解、技能
が十分に身についておらず、探究や深め合う活動に主体的に取り組めない生徒がいる。 

 △ 理科で学んでいる内容が、生活や社会を豊かにする科学と結びつき、自分と直接関係していると
認識している生徒は少ない。    

 本校がめざす「科学が好きな子ども」像  
 生徒の実態をもとに、めざす「科学が好きな生徒像」を次のとおり設定した。  
 (1) 自分自身の問題意識をもち、それを解決するために観察・実験を通してねばり強く探究しようと

する生徒                               ＜感性・主体性＞ 
 (2) 観察・実験の計画、予想や結果の考察などで、自分の考えをもち、それを仲間と話し合うことで、

深めたり改めたり新たな問題を見出したりして、互いに高め合おうとする生徒  ＜創造性＞ 
 (3) 探究する力（科学的な思考力・表現力、知識・理解、技能）を身につけている生徒 
 (4) 生活や社会を豊かにする科学の価値を実感し、科学に積極的に関わっていこうとする生徒 
                                 ＜感性・創造性・主体性＞  
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 研究仮説 
 
 
 
 
      
 研究構想図 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 「科学が好きな子ども」にせまるための手だて 
 
   手だて①  教材・単元の工夫 
 「おもしろい」「すごい」「やってみたい」と生徒が興味・関心をもってとびつき、「なぜ」「お
かしい」「不思議」と疑問や矛盾が生まれる教材に出合わせる。この問題意識が探究に向かう原動力
になる。教材との出合いの場は、驚きや感動をともなう演出をして、探究への意欲をかきたてたい。 
 生徒の問題意識や思考を柱に探究の道筋を単元として構想する。単元の中に「探究する力（科学的
な思考力・表現力、知識・理解、技能）を育てる場」「かかわり合いの必然性」を設ける。 
 
   手だて② 全教科による小グループ活動 
 本校では、全教科で小グループ活動を核に「全員参加で高め合う授業」をめざしている。小グルー
プは原則４人である。全員が互いに話し手・聞き手になる活動の人数は４人が最適である。グループ
編制は通常は座席通りだが、活動の目的によっては考えの同質・異質で編制する場合もある。 
 全教科で培った高め合いの素地の上に、理科の探究では「協働による主体性の持続」「科学が好き
な生徒による牽引」の効果を生かしたい。また、すべての個が活躍するために、「個の学びの保障」
「個への支援」「司会等の役割分担」「ホワイトボード（以下ＷＢ）の活用」「具体物の提示」など、
補助的な手だても必要に応じて取り入れる。 
 

科学が好きな子ども 
(1)主体性 (2)協働性 (3)探究する力 (4)科学への夢 

教材・単元の工夫

小グループ活動

魅力ある教材  生徒の問題意識を大切に 
探究する力を育てる場  かかわりの必然性 

手だて① 

手だて② 

手だて④

手だて③ 

全教科による全員参加の高め合い 役割分担 
個への支援 ホワイトボード 具体物 

授業で本物にふれる  実際につくる  先端技術や生活と結びつける 
科学への夢を醸成する展示・掲示    科学部の活動紹介 

チャレンジタイム

発展的な内容 
思考の自由度が高い探究 

 手だて①「教材・単元の工夫」、手だて②「小グループ活動」により、生徒主体の探究を実現する。
発展的内容の探究「チャレンジタイム」（手だて③）にも取り組み、探究の成功体験をいくつも積み
重ねることで、探究のおもしろさを実感するとともに、主体性・協働性・探究する力が育つだろう。 
 授業の中に、「本物にふれる」「実際につくる」「先端技術や生活と結びつける」場を積極的に取
り入れたり、「先端技術」「生活の中の科学」「科学のおもしろさ」などを展示・掲示で伝えたりす
ることで、科学への願い・有用感・感動が育つだろう（手だて④「科学への夢を育む取り組み」）。 
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   手だて③ チャレンジタイム 
 身につけた力を活用して発展的な内容で探究する場として「チャレンジタイム」を設定する。各単
元の終末などで、短時間の探究の場を積極的に取り入れていく。 
 
   手だて④ 科学への夢を育む取り組み 
 「科学への夢」を育むために以下に取り組む。 
  ・学習内容と先端技術や生活を結びつける  ・授業で本物にふれる、ものづくり  
  ・科学への夢を醸成する展示・掲示     ・科学部による「サイエンスショー」  
 
 手だての有効性の検証方法  ～「科学が好きな子ども」にどれだけ近づいたのか ～  
 まず、授業における各手だての有効性は、授業記録や行動観察、生徒の振り返りから検証する。 
 次に、「年間を通した探究の積み重ね」の有効性の検証は以下の方法で行う。各学級で「科学が好
きな生徒に近づけたい生徒」（ａ抽出）１名、「（既に科学が好きな生徒で）さらに好きにしたい生
徒」（ｂ抽出）１名を抽出生とする。探究の授業の抽出生の様子を録画して授業記録に起こし、抽出
生のワークシート（以下ＷＳ）や振り返りを記録していく。抽出生の記録を継続的に分析することで、
探究の積み重ねによる変容をとらえられるだろう。 
 さらに、生徒全体の意識をとらえる方法として、各学年の４領域の終末で、選択式の意識調査を行
う。項目の観点は、科学が好きな生徒像の(1)主体性、(2)協働性、(3)探究する力、(4)科学への夢と、
(5)理科への関心とする。毎回同じ項目で行う。これは自分内評価であって生徒の実態を表すものでは
ないが、全体的な傾向をつかむことができると考える。 
 各手だての有効性、継続的な抽出生の変容、意識調査による全体的傾向を分析することで、「科学
が好きな生徒」に近づいたかどうかを検証する。 
 
 
 Ⅲ 2013 年度の教育実践 
 
 2013 年度（前学年＝2012 年９月～2013 年３月、現学年＝2013 年４月～７月）の実践単元を以下の
表に示す。理科は、教科特性からどの内容も探究的・問題解決的に展開するが、本研究における「主
体的な探究」として実践した単元を★、チャレンジタイムを◆で示す。 
 

年 度 １年生 ２年生 ３年生 
 
2012 

年度 

 
 

前 
 

学 
 

年 

 
2012 年 

９月 
 
 
 
 
 
 
2013 年 

３月 

 
物質のすがた 
 ★気体 ◆２色の噴水 
 状態変化 ★水溶液  
身近な物理現象 
 ★光 ◆鏡の私は身長が半分 
 ◆水で見えたり消えたり 
音 ★力と圧力  

大地の変化 
 火山 地震 地層 大地 

 
動物の生活と生物の進化 
 ★からだのはたらき 
 ◆小腸のはたらき 
 動物のなかま分け 進化 
電流とその利用 
 ★電流と回路 ★静電気 
 ★電流と磁界 
 ◆無接点充電のしくみ  
気象のしくみと天気の変化 
 気象観測  水蒸気の変化 
 前線と天気 日本の気象 

 
自然界のつり合い  
化学変化とイオン 
 ★水溶液とイオン 
 ★酸・アルカリ  
地球と宇宙 
 ★日周運動 ★年周運動 
 ★太陽と月 太陽系と銀河系  
自然と人間と科学技術 

 
2013 

年度 
 

現 
 

学 
 

年 
 

 
2013 年 

４月 
 
 
 
 
     

７月 

 
植物の生活と種類 
 ★植物のつくりとはたらき 
  植物のなかま分け 
 
 
物質のすがた 
 ★いろいろな物質 
 ◆物質の正体をつきとめろ 

 
★化学変化と原子・分子 
 物質の成り立ち 化学変化  
 化学変化と質量 
 化学塩化と熱の出入り 
 ◆白い粉末が消える現象  
 
動物の生活と生物の進化 
 細胞 

 
運動とエネルギー 
 ★力 ◆ついたて振り子台車 
 ★物体の運動 
 ★仕事とエネルギー 
 ◆なぞのジェットコースター 
 
生命の連続性 
 成長とふえ方 ★遺伝 
 ◆遺伝子技術の未来 

 
 この中から、今年度開発・改善した表中   の単元の実践について、次頁から詳細に述べる。 
 以降、小グループ活動は「班」と呼び、個々の生徒名は、単元ごとにそれぞれＡからアルファベッ
ト順にあてる。別の単元で登場する生徒Ａは別の生徒である。授業者はＴで記述する。 
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 授業実践例 １  ２年「化学マジックを解明しよう」（手だて①②③）   2013 年 4～6 月 
 
 「探究の主体」に導く教材・単元 

 本単元は、研究１年次に提案的に開発され、
その後、改善を重ねて実践されてきた。一般
的な素材を用いながら、単元の流れや教材と
の出合わせ方の工夫により、多数の探究を実
現している。私たちにとって、モデルとなる
教材・単元である。単元構想概略を資料１に
示す。大きな特徴として、次の３点をあげる。 
・最初に原子概念を学び、それを使って様々
な化学変化の現象の問題を探究していく。 

・化学変化の概念獲得の場は、原子 C, H, O
でできた物質だけを扱い、原子の組み合わ
せの変化を発見的に解決していく。原子を
表す具体物として、原子モデル（資料２、
以下モデル）を生徒一人ずつに用意した。 

・化学変化の現象面に生徒の問題意識が生ま
れるように、各教材との出合いを工夫した。  
   個の主体性を持続する小グループ活動 

 個への支援、司会等の役割分担により、全
員参加による班の探究を実現したい。本単元
は小さな探究を重ねる構造なので、個→班で
の解決をめざし、学級は確認の場として進めたい。班で探究の成功体験を重ね
ることで、すべての個の主体性を持続してほしい。 
 初めの３探究は、原子の組み換えの解決に重点を置き、化学変化の概念の定
着を図るが、それ以降は、組み換えの考えを実験で確かめることに重点を置く
ことで、班の中で互いに思考力や表現力を高め合うことができると考える。  
   授業の実際  
 物質は何からできているのだろう 
 物質のつくりに着目させるため、次の現象に出合わせた。水 50mLとエタノー
ル 50mLを混合すると、体積が 100mLより小さくなる現象である（資料３）。
生徒は「あれ？何で」と驚いて疑問をもった。１年「状態変化」の学習を想起さ
せ、「水やエタノールは何でできているんだったかな」と問いかけると、「粒」
「粒子」の発言があった。物知りの生徒からは「原子」「分子」の発言もあった。
水とエタノールの粒子の大きさの違いを伝え、それ
を表す具体物として、米粒と小豆がそれぞれ 50mL
入ったメスシリンダーを見せた。黒板にも、米と小
豆で 50mL分を埋めた模式図を示した。そして、「な
ぜ、混合すると体積が 100mL より小さくなるので
しょう」と問いかけた。個で考え、班で話し合い、
学級で多くの班が「小豆のすき間に米が入るから、
全体の体積が減る」という考えであることを確認し
た。メスシリンダーの米と小豆を混ぜ合わせると、100mLより小さくなることを確かめた（資料４）。 

資料１ 単元構想概略（38時間完了） 
時数 学習内容・生徒の思考 

 
  
３ 
 
 
 

★物質は何からできているのだろう 
・１年で粒子でできていると習ったよ。 
 ○水とエタノールを混ぜると体積が減る 
 ○電子顕微鏡写真などの情報 
 ・物質は原子でできているんだね。 
 ・CO2やH2Oは知っているよ。 
★化学マジック①「黒い個体が消える現象」 
 ・CとO2が CO2になったんだね。 

 
 
 
 
  
33 
 
 
 
 
 

○この現象を原子モデルで解明しよう 
 ★化学ﾏｼﾞｯｸ②「気体が消える現象」 
 ・H2２つとO2１つがH2O２つになった。 
 ★化学ﾏｼﾞｯｸ③「黒い粉末が白くなる現象」 
 ・Ag2O２つが Ag４つとO2１つになった。
 ・化学変化のきまりが分かったぞ。 
★他の11現象の解決、用語、化学反応式 
○化学変化と質量について考えよう 
 ○質量に関する５現象 
 ・反応前後で質量は保存されるんだ。 
○化学変化と熱の出入りについて考えよう 
 ・化学変化では熱が出たり入ったりする。

２ ★ラスト･マジック「白い粉末が消える現象」 
 ・予想を実験で確かめられたよ。 

★の探究について、以下で詳細に述べる 

資料２ 原子ﾓﾃﾞﾙ 

資料３ 水50mLと 
ｴﾀﾉｰﾙ 50mLの混合 

 

資料４ 米・小豆モデルによる現象の説明 
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 「粒子は見えないけど、この現象から、水やエタノールが粒子でできている
ことが分かるね。この粒子を分子と呼びます」と伝えた。さらに、分子（物質）
は、原子が結びついてできていることを伝え、米・小豆の模式図を原子モデル
HOH, CCHHHHHOHで置き換えた（資料５）。この段階ではH, C, O原子の
名称には簡単にふれた。原子の電子顕微鏡写真や、他の物質の原子・分子のＣ
Ｇも見せ、原子のイメージを深めた。その上で、それ以上分けられない粒子、質量や大きさがそれぞ
れ異なる、種類や数は変化しない、などの原子の性質をおさえた。 
 次の時間、H, C, Oの３原子と、３原子でつくられたH2, C, O2, H2O, CO2, CH4の６物質の名称と
化学式表記をおさえた。分子の概念と、６物質の中で炭だけは分子をつくらないことも説明した。生
活の中で既に知っている物質や化学式がほとんどなので、すべてをすぐに覚えることができた。  
 化学マジック①「黒い個体が消える現象」を解明しよう 
 本単元の実質的な導入はこの時間である。 
 化学マジック①と称し、班で次の実験を行った（資料６）。
試験管に「黒い固体」と称した炭のかけらを入れ、「O2」の
表示があるボンベから気体を満たし、風船で栓をして加熱し
た。風船は、気体膨張の圧力を密閉したまま逃がすためで、
現象には関係しないことを伝えた。火花とともに固体が消え、
生徒は歓声をあげた。一部の生徒は「炭」「二酸化炭素」と
つぶやいていた。「何が起きたのか、原子モデルを使って考
えよう」と投げかけた。その後の個→班→学級の様子を、生
徒Ａ（ａ抽出）の記録を中心に述べる。 
 個で考えをまとめる時間、Ａは何もしていないように見え
たので、個への対話でＡの考えを引き出した（資料７）。Ａ
は火花に着目し、C原子が飛び散ったと考えた。その後の班
の話し合いを資料８に示す。Ａは他の３人の考えを聞いて「そ
う思ったから」と、自分の考えを出さなかった。学級では、
すべての班が「CとO2が結びついて、気体の二酸化炭素 CO2

になったので見えなくなった」と考えたことを確認した。「確
かめてください」と投げかけ、班で実験をした。Ａは、石灰
水が白くにごったのを見て「本当だ」とつぶやいていた。 
その後、生徒が考えたとおり、原子の組み合わせが
変化すると物質が別の物質に変化し、これを「化学変
化」と呼ぶことをおさえた。Ａの振り返りを資料９に
示す。「C と O2がくっついて…。自分でとけなくて
くやしかった。今度は自分でときたい」の記述から、
班で化学変化の概念を獲得でき、新たな探究への意欲
をもっていることが読み取れる。個への支援によって、
誤認識であっても自分の考えをもって班活動に臨んだ
ことが、Ａにとっては有効だったと考える。  
 化学マジック②「気体が消える現象」 
 マジック②と称し、気体が消える現象に出合
わせた。下の水槽から水を満たしたチューブに
水素と酸素を２：１で入れて火花放電をすると、
爆発音とともにチューブが水で満たされて気体
が消えたように見える（次頁資料10、演示実験）。

資料５ 
水とｴﾀﾉｰﾙの原子 

資料６ 黒い個体が消える現象 

資料７ Ａとの対話で考えを引き出す 
Ｔ どう？ 
Ａ 分かりません。 
Ｔ 黒い個体は何？ 
Ａ 炭。 
Ｔ 原子モデルだと？    → 
Ａ C(左の写真) 
Ｔ 入れた気体は？ 
Ａ O2(同) 
Ｔ で、加熱すると、何が起きたの？ 
Ａ 火花が出て消えた。 
Ｔ 原子モデルを使って表すと？ 
Ａ こう？（Cを移動、右の写真） 
Ｔ これは、何が起こったの？ 
Ａ 飛び散った。 
Ｔ 炭が飛び散ったから、見えなくなっ
たって考えたのかな？ 

Ａ うん。 

資料８ 班の話し合い 
Ｂ(司会) Ｃさんから言ってください。 
Ｃ 炭が酸素とくっついて、二酸化炭素になっ
たから、消えた。（下のモデル操作） 

Ｄ 私も同じ。 
Ｂ 同じ。Ａ君は？ 
Ａ ぼくはちがってたけ 
  ど、みんなのを聞い     → 
  て、そう思ったから。 
Ｂ どう考えたの？ 
Ａ いいや。 

資料９ Ａの振り返り 
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生徒は歓声をあげ、「水素の爆発」「水ができた」などとつぶ
やいていた。H, O原子は単独で存在できないことを確認した上
で、「何が起きたのかを原子で考えよう」と投げかけた。 
 Ａの個・班の活動を資料11に示す。個で、ＡはモデルでH2と
O2からH2Oをつくり、O原子が単独で余る問題を考えていた。解
決ではないが、既に自分の考えをもっているので、「班で疑問の
ままぶつけて」と励ました。全体では、個で解決できた生徒と、
Ａと同じ考えの生徒が半々だった。そこで、班に「考えがしっか
りまとまっていない人から言うように」と指示した。 
 班で、Ａはモデルを操作して「こうなったと思うんだけど、こ
いつ(O)が…」と、疑問のまま自分の考えを表出した。Ｃも「同
じで…」と続いた。それに対してＤが、H2

が２つあればOが余らない考えを示した。Ａ
は「H2を２つにしていいの」と質問し、Ｄが
「H2とO2はいっぱいある…」と詳しく説明
し、Ａは「なるほど」と納得できた。 
 学級では、確認として、H2１つの考えを起
点に問題を解決した。演示実験で水素を空気
中で爆発させ、水の発生を塩化コバルト紙で
確かめた。さらに、気体が消えたように見え
た現象について、生成した水蒸気が冷えて水
になり、真空になった空間に水槽の水が吸い
上げられた、と理解を深めた。 
 ＡとＤ（ｂ抽出）の振り返りを資料12に示
す。「H2が２つあれば…パズルみたい」の記
述と自己評価の理解○（肯定的な方から◎○
△×、以下同様）から、Ａが班活動を通して
化学変化の概念を理解できたことが見取れ
る。「また自分で解けなかったのでくやしい。
今度こそ自分で解きたい」からは、探究への
さらなる意欲も読み取れる。また、Ｄは、「今
日の授業でおもしろいと思いました」と記述
し、O原子の問題解決を「ひらめいた」「嬉
しかった」と表現した。探究のおもしろさや
原子概念のよさを実感した姿だととらえる。
Ｄのように個で解決した生徒も、自分の中で
斬新な発想が生まれたことを、喜びとともに
振り返っていた。また、Ｄたちが個で解決し
たり、ＡやＤが理解したりする過程で、モデルが思考・表現の媒介として不可欠だったことが分かる。  
 化学マジック③「黒い粉末が白くなる現象」 
 新たに原子 Agと物質 Ag、Ag2Oを知識として追加した後、マジック③と称して酸化銀の熱分解に
出合わせた。生徒は、黒い粉末が白く変化していく現象を見て、歓声をあげながら「銀だ」などとつ
ぶやいていた。「何が起きたのかを原子で考えよう」と投げかけた。 
 Ａは、個で解明でき、「先生、できた！」と笑顔で伝えてきた。理科への関心が低かったＡが大き
く変容した姿から、これまでの授業の流れや個への支援、班活動が、Ａにとって有効だったといえる。 

資料10 気体が消える現象 
 
 
 
 
           水面→ 
 
           → 
          爆発 
 
 
 
  
                ←水面 

資料 11 Ａの個・班の活動 
【個】              
Ａ Oが余っちゃうから･･･  (Ａのモデル) 
Ｔ よく考えてるね。班で、ここまで考えたけどって、

疑問のままぶつければいいからね。 
Ｔ（全体へ）では時間です。今回は考えがまとまっている

人が少ないので、班では、考えがまだしっかりまと
まっていない人から言うように進めてください。 

【班】 
Ｃ(司会) できた人？（Ｂ、Ｄが挙手）じゃあ、Ａ君。 
Ａ こうなったと思うんだけど（操作） 
  こいつ(O)がいちゃだめだから… 
Ｃ 私もＡ君と同じで、Oが･･･ 
Ｄ 最初は２人と同じように考えたんだけど、H2が２つ

あれば、こうなって（操作）Oが余らないでしょ。 
Ｂ ぼくも同じ。 
Ａ H2を２つにしていいの？ 
Ｄ H2とO2はいっぱいあるで 
  しょ。その中のH2２個と      → 
  O2１個が、こうなれば… 
Ａ ああ、なるほど。 

資料12 Ａ・Ｄの振り返り 
                        Ａ 
 
 
 
 
                        Ｄ 
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 班で、Ａは自分の考えをモデルで説明し、個で解明できなかったＣ
から「なるほど。Ａ君すごい」と賞賛され、Ｂ・Ｄから同じ考えであ
ることを認められた。その勢いで、Ａは学級でも挙手した。指名する
と、無言で黒板のモデルを操作した（右写真）。「白くなったのは」
と促すと、Agを指して「銀ができたから」と説明できた。その後、白
い粉末が銀（金属）であることを班で確かめ、酸素の生成を演示実験
で確かめた。Ａは、叩いて展ばした銀をつまみ上げて見つめていた。 
 Ａの振り返りを資料13に示す。「はじめて
自分でできたのでうれしかった」の記述や、
自己評価の個◎・班◎・理解◎から、主体的
に探究したことが見取れる。Ａが「理科は苦
手だったけど…分かった…おもしろい」と書
いたように、この５時間で、挙手するほどに
主体性や意欲が高まった。今後は、原子組み
換えの解決で満足せず、考えを言葉や図で表現する姿勢を身につけてほしいと、朱書きで励ました。  
 その他の現象の解明と用語など 
 以上３つの探究では、原子組み換えの解決に重点を置き、主に化学反応の概念の理解を図ってきた。
Ａのように、ほとんどの生徒が着実な理解をもとに探究への意欲を高めた。そこで今後は、考えを確
かめる実験方法まで示すこと、考えの根拠を示すこと、考えを正しく伝えることを適宜呼びかけた。
互いに表現を意識する状態をつくることで、個の思考力・表現力の向上を図った。 
 その教材として計16の化学変化の現象に出合わせ、同様の探究を積み重ねた。その中で、他の原子・
物質、化合と分解、酸化と還元、化学反応式の表記、質量保存の法則などを理解していった。 
 化学反応式は、モデル操作で原子の組み換えは既に理解できているので、それを表記法に当てはめ
るだけだ。しかし、「2Ag2Ｏ→4Ag＋Ｏ2」などの表記は記号と数字によるもので、具体物（モデル）
の操作に比べ、多くの生徒にとって難解だった。折を見て何度も小テストを行い、習得を図った。 
 これらの探究を通してＡの主体性、思考力、表現力はさらに高まった。例として、以下２つの探究
について述べる。  
 炭酸水素ナトリウムの熱分解 
 炭酸水素ナトリウム（以下NaHCO3）の熱分解について、次の流れで探究した。まず、班でNaHCO3

を蒸発皿で加熱した。これまでと違い、見た目には何の変化も認められないが、反応前後の水溶性と
フェノールフタレイン液での変色を調べると、性質が変化したことが分かる。疑問をもった生徒に、
反応前はNaHCO3、反応後は炭酸ナトリウムNa2CO3であることを伝える。何が起きたのかを考え、
それを実験で確かめる、という流れである。Ａの個のＷＳ、班のＷＢ、Ａの振り返りを資料14に示す。 
 Ａは、個でCO2とH2Oの発生を予想できた。確かめる実験方法として、二酸化炭素は「石灰水」で、
水は「塩化コバルト紙」でと、使用する指
示薬を記すことができた。以前のＡからす
れば、既習の知識をもとにした思考を評価
したい。しかし、具体的な実験方法として
は不十分な表現である。そして、班のＷＢ
には、具体的な実験方法が図示されている。
Ａは、自己評価で個△・班◎、また、振り
返りに「実験の方法は、もっとちゃんと考
えないといけない」と省みている。これら
から、Ｂは、班活動を通して、思考や表現
を他から学ぶことができたと考える。  

資料 13 Ａの振り返り 

資料 14 ＡのＷＳ、班のＷＢ、Ａの振り返り  
Ａの          班の 
ＷＳ          ＷＢ 
 
 
 
 
 
  
Ａ 
の 
振 
り 
返 
り 
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 二酸化炭素中でも燃焼は起こるのか 
 生徒は、二酸化炭素は燃焼で発生する気体で、酸素がない中では燃焼は起こらないと思っている。
だから、二酸化炭素で満たした集気びんの中で激しい音をたてながら燃焼するマグネシウムリボンを
見て、歓声の声をあげた。驚きの現象に出合い、生徒は「なぜ燃焼したのか」の探究に動き出した。 
 資料15にＡのＷＳと班の話し合いを示す。
Ａは、個で「CO2＋2Mg→2MgO＋Cが起き
て、CO2の中のOがマグネシウムと酸化した
から。びんの黒いものは炭、白いものは酸
化マグネシウムだろう」と記述した。科学
的な思考と的確な表現を高く評価したい。
班でもＡは自分の考えを述べ、びんの中の
生成物に考えが及ばなかったＢ・Ｃから「す
ごい」と認められた。班の話し合いを通し
て「燃焼したのは、2Mg＋CO2→2MgO＋C
の反応が起きたから。反応後の／・黒色の
物質…炭→(確)燃やすとCO2石灰水で／・白
色の物質…酸化マグネシウム→(確)???」」
とＷＢにまとめた。学級で、燃焼後の黒色の物質を取り出して燃焼させて
二酸化炭素の発生を確かめた（演示実験）。酸化マグネシウムの同定は難
しいと伝えた。Ａの自己評価は、個○班◎理解◎であった。 
 これに付随し、「マグネシウムは水中でも燃焼するか」と投げかけると、
ほとんどの生徒が「燃焼する」「H2OのO原子が酸化するから」と予想し
た。実際に演示実験で確かめた（右写真、実際は沸騰水）。  
 ラスト・マジック「白い粉末が消える現象」を解明しよう 
 単元終末にチャレンジタイムを設けた。ラスト･マジックと称し、試
験管中の白い粉末を加熱すると消えていく現象である。粉末の化学式
N2H8CO3（資料16）だけを伝えた。資料17にＡの探究の様子を示す。 

資料15 ＡのＷＳ、班の活動とＷＢ 
Ａ 
の 
Ｗ 
Ｓ 
【班の活動】 
Ｂ 2Mg＋CO2→2MgO＋C が起きた。 
Ａ ぼくも同じ。酸素はないけど、二酸化炭素の中のO

がマグネシウムと酸化した。だから、この黒いもの
は炭で、白いものは酸化マグネシウムだと思う。 

Ｄ いっしょ、いっしょ。  
Ｂ･Ｃ あっ、本当だ。すごい。 
Ｄ それを確かめる実験だけど、 
  炭は一番最初にやった実験 
  で確かめれるけど、酸化マ 
  グネシウムを確かめる方法 
  が分からないよね。 
 

資料 16 白い粉末 
(NH4)2CO3炭酸アンモニウム。 
アンモニアの生成が類推される
ので名称はふせた。( )表記は学
習しないので N2H8CO3と示す。

資料17 班の活動 
【班】                                           ＡのＷＳ 
Ａ これが起きて、アンモニアと二酸化炭 
  素と水になった。だから、全部気体に 
  なって、消えたように見えた。調べる 
  方法は、水上置換法で３本集めて、臭 
  い、石灰水、塩化コバルト紙で調べる。 
Ｂ ぼくも、Ｂ君と反応は同じだけど、調べる方法は、アンモニアは水によく溶けるから上方置換法で

集めて臭いをかぐ。二酸化炭素は水上置換法で石灰水、水は多分、炭酸水素ナトリウムの反応と一
緒で、試験管に水滴がつくから、塩化コバルト紙で調べる。 

Ａ あっ、アンモニアは水に溶けるね。水蒸気も冷えて、水になるし。 
Ｄ だいたいＢ君と同じ。気体の調べ方がちょっとちがうだけ。 
Ｃ 私はこの反応が起きて、メタンと窒素と水素と酸素になったんだと思

う。調べる方法は、メタンは火をつける。水素も火。酸素は火のつい
た線香で。窒素は分からない。 

Ｃ みんな、ｱﾝﾓﾆｱが出てるけど、臭いしなかったでしょ。(全員賛同) 
  私もみんなと同じように考えたけど、やっぱりおかしいと思って。 
Ｂ 水も出てくるから。溶けたんじゃない。 
Ｄ でも、水蒸気になってもアンモニアが溶けてるのかな。 
Ｃ で、その水も、先生の実験で試験管に水滴がつかなかったでしょ。 
  だから、水蒸気も出てないと思ったから、こうしたんだけどね。 
Ｂ Ｃさん、すごいよく見てるし、すごい考えてるね。（全員賛同） 
Ｃ 多分、くもらなかったと思うんだけど。 
Ｄ 水蒸気が全部逃げていけば、くもらないよね。（全員賛同） 
Ａ 気体を集めて、火をつけてみれば分かるんじゃない。（全員賛同） 

↓

↓ 
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 個で、Ａはモデルで様々な気体の組み合わせを考えた末、2NH3, CO2, H2Oに変化したとまとめた。
確かめる方法も図を使ってまとめることができた。Ａの思考力・表現力の向上を高く評価したい。 
 班で、Ａは上の考えを出した。Ａは、気体を水上置換法で集めると考えていたが、Ｂの「アンモニ
アは水に溶けるから上方置換法で」の意見に納得し、「水蒸気も冷えて水になる」と自ら訂正した。
その後、Ｃが「2N2H8CO3→2CH4＋2N2＋4H2＋3O2」の考えを出してきた。Ｃの「臭いがしなかった」
「試験管がくもらなかった」の根拠にＡたちも賛同した。しかし、自分たちの考えも捨てられなかっ
た。Ａが「気体を集めて、火をつけてみれば分かる」と意見を出し、実験を行うことになった。 
 加熱してすぐ、気体を集めるまでもなく、アンモニアの臭いを確認した。前頁資料17の写真は、刺
激臭を確認したＢたちの複雑な喜びの表情である。その後、二酸化炭素と水の発生も実験で確認した。 
 Ａの振り返りを資料18に示す。「Ｃさん
がちがう意見を出してきて、根きょもあっ
たので、実験のときは…とてもどきどきし
た…うれしかった」の記述から、自分の考
えが正しいかどうかを確かめる強い目的
意識をもって話し合いや実験に取り組み、
解決の喜びを実感したことが分かる。 
 

 授業実践例 ２  ３年「天体の動きを解明しよう」（手だて①②）     2012 年 11 月 
 
 「探究の主体」に導く教材・単元 

 地球の自転・公転の関係は、これまで授業者
が説明して理解させてきたが、単元の導入で、
これを探究して獲得する展開を考えた。非日常
の現象の「白夜（や極夜）」に出合わせる。生
徒は白夜を社会科で学習しており、両極付近で
見られることも知っているが、現象のしくみを
理解しているわけではない。そこで、科学的に
白夜に着目させることで、「なぜこんな現象が
見られるのか」と問題意識をもつだろう。この
探究を通して、自転・公転の関係が理解できる。
そして、小学校でも学習した天体の地上での見
かけの運動（日周運動・年周運動）に着目させ
れば、獲得した理解を用い、しくみを探究する
だろう。以上の考えで資料19の単元を構想した。 
 この探究は、地球を表す具体物として何を使
うかが肝心である。地軸が固定された通常の地球儀では、自転・公転の関係
を考えないまま解決に至ってしまう。そこで、白夜の探究ではどの方向にも
自由に回転する「フレキシブル地球儀」(資料20、以下Ｆ儀、一班一個)、日
周運動･年周運動では手持ちの「地球モデル」(同、一人一個)を用いた。  
   授業の実際 

 「白夜」は地球のどこで、なぜ見えるのだろう 
 白夜の連続写真に出合わせた（資料21、電子黒板で左から順に表
示）。太陽が地平線に沈むかと思いきや、再び昇ってきた。驚いて
いる生徒もいれば、「白夜」「北極」とつぶやいている生徒もいた。
「地球上のどこで、なぜ見られるのでしょう」と投げかけた。 

資料18 Ａの振り返り 

資料 19 単元構想概略（11時間完了） 
時数 学習内容・生徒の思考 

 
  
３ 
 
 
 

★白夜は地球のどこでなぜ見えるのだろう 
・北極や南極で見えるんだよね。 
・地軸が傾いているからだよね。 
・太陽側に傾いている極では白夜になるね。
○極夜はなぜ見えるのだろう 
 ・太陽の反対側の極では極夜になるね。 
○地平線とはどこの線だろう 
○天球と地平線の関係を考えよう 

 
 
  
８ 
 
 

○一日の太陽の動きを解明しよう 
○一年の太陽の動きを解明しよう 
 ○太陽の南中高度の変化 
 ○日の出の方位の変化 
 ○昼の長さの変化 
○一日の星の動きを解明しよう 
○一年の星の動きを解明しよう 
 ○季節による見える星座の変化 

★の探究について、以下で詳細を述べる 

資料 20 地球の具体物 
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ地球儀 地球ﾓﾃﾞﾙ 

資料 21 白夜の連続写真 
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 生徒Ａ（ａ抽出）の探究の様子を述べる。 
 個の時間、Ａは白夜に興味をもったが、考えが
進まない様子であった（資料22）。Ａへの対話で、
「北極」「自転」の言葉は引き出せたが、空間的
な位置関係を考えることはできなかった。地球と
太陽の関係を考える具体物がないため、他の多く
の生徒も考えられなかった。今年度は、班に１つ
Ｆ儀を用意したが、発泡スチロール球でもよいの
で一人ずつ具体物を渡すべきだった。 
 班活動では、互いの考えを伝え合うための具体
物として、Ｆ儀と電球（太陽）を用意し、暗室に
して行った。Ａの班の活動を資料23に示す。Ａは、
自転について「どう回るんだっけ」と質問し、Ｂ
が「北極と南極を軸にして…」とＦ儀で説明し、
Ａは「ああ、そうか」と理解した。その後、Ｃが
「北極では一日中太陽が見える」という考えを出
したが、Ａは理解できずに質問した。Ｃが、Ｆ儀
と電球で「自転してもずっと太陽の光が当たって
いる」と説明し、Ａは理解できた。このように気
兼ねなく質問でき、全員参加で進めていくところ
が、全教科で培った小グループ活動のよさである。
その後、Ｂが「北極から太陽を見てると、地平線
の上すれすれを…」などと、地上での見かけの太
陽の動きを説明したが、Ａは理解できなかったようだ。 
 学級で確認すると、Ａのように３分の１ほどの生徒が、白
夜の太陽の動きを理解できなかった。なぜ、太陽が写真のよ
うに動いて見えるのかについて、数人がＦ儀を使って前で説
明したが、Ａたちは今一つ理解できなかった。そこで、地上
での視点と、地球と太陽の関係を結びつける教具として、Web
カメラを導入した（資料24）。バランス
ボール（地球）の上に立つ人に見える映
像が電子黒板に映る。ボールの縁が地平
線で、その向こうに電球（太陽）が見え
る。生徒がこの教具を使って説明する様
子を資料25に示す。地球を自転させなが
ら太陽の見える位置を記録していくと、
資料21と同じような弧を描いた。これによって、白夜の現象のしくみをほぼ全員が理解できた。 
 次の時間、極夜（一日中太陽が昇らない現象）についても探究し、自転・公転の関係を理解した。 
 資料26にＡの振り返りを示す。「カメラの説明がとても分かりやすかった。地球の自転と、地上で
見ている太陽の動きが一つにつながった」の記述から、Ａが、個で考えをもてない問題でも班の協働
によって主体性が持続し、学級の場で
自分の問題解決ができたととらえる。 
 このWebカメラシステムは、この後
の日周運動の探究でも生徒の理解を
助けた。 

資料22 Ａの個の活動 
Ｔ どう？ 
Ａ 分かりません。 
Ｔ どこで見られるの？ 
Ａ 北極と南極。 
Ｔ それは知っているんだね。太陽が動くのは？ 
Ａ 地球が自転してるから。 
Ｔ そうだよね。じゃあ、自転している地球の北
極から太陽を見ると、写真みたいに見える？ 

Ａ うーん… 

資料 23 班の活動 
Ａ 自転って、どう回るの？ 
Ｂ 北極と南極を地軸にして 
  こう回る（Ｆ儀操作）。 
Ａ ああ、そうか。 
Ｃ で、自転してても、北極 
  では一日中太陽が見える 
  よね。（Ｆ儀操作） 
Ａ・Ｄ え？何で？ 
Ｃ 北極を見てて。地球が自転してもずっと太陽
の光が当たっているでしょう（Ｆ儀操作）。 

Ａ・Ｄ ああ、本当だ。なるほど。    
Ｂ 北極から太陽を見てる 
  と、地平線の上すれす    ＷＢ 
  れを太陽が動いていく。 
Ａ・Ｄ ？？？ 
Ｂ 北極に立ってると、こ 
  れが地平線で…(ＷＢ) 
Ａ・Ｄ (分からない様子) 

資料24 Web カメラとその映像 

資料 25 学級の活動 
Ｅ 今ここに太陽が見えるよね。    電子黒板 
Ｔ じゃあ、記録しておこうか。 
Ｅ で、地球が少し自転すると、 
  太陽はここに来る。 
全 おお。 ああ、なるほど。 
Ｔ 記録するね。 
Ｅ また少し自転すると… 

資料26 Ａの振り返り 

ボールの縁 
↓（地平線） 
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 授業実践例 ３  ３年「イオンって何？」（手だて①②）            2012 年９月 
 
 「探究の主体」に導く教材・単元 

 イオンや電離の概念は、これまで授業者が説
明して理解させてきたが、単元の導入で、水溶
液中の粒子が電気を帯びていることを発見的に
探究する展開を考えた。本校教諭が参加したソ
ニー科学教育研究会（以下SSTA）第６期全国特
別研修会８班の実践である（資料27）。 
 水溶液に電流が流れることと粒子の状態に着
目させるために、水（純水）と食塩にはそれぞ
れ電流が流れないことを確認し、水に食塩を少
しずつ溶かしていくと電流が流れる現象に出合
わせた。生徒は歓声をあげ、「何で」とつぶや
いていた。水溶液中の粒子の様子を図にかいて
考えたが解決できない。他の物質も水に溶かし
て調べ、電流が流れるものと流れないものがあ
ることが分かった。ここで、塩化銅水溶液と塩
化鉄水溶液に電流を流し、電極の様子を詳しく
観察し、水溶液中で起きていること考えて話し合った。以下では、この時間の探究の様子を述べる。 
 その後、イオンのつくりや電離、電解質をおさえた上で、水溶液中や電極で何が起きたのかを考え、
電気分解を理解した。その理解を用いて、塩酸の電気分解で起きる現象を予想し、実験で確かめた。  
   授業の実際（塩化銅水溶液、塩化鉄水溶液に電流を流して、電極の様子をくわしく観察しよう） 
 塩化銅水溶液から塩素と銅、塩化鉄水溶液から塩素と鉄の生成を確認した。塩化鉄では、炭素棒に
きらきらと鉄が付着し、生徒の興味を引いた（新品の塩化鉄(Ⅱ)でないと鉄が析出しない）。その後、
水溶液中で何が起きたのかを図にかいて考えた。個では、多くの生徒が考えをもてなかった。 
 資料28に、生徒Ａ（ｂ抽出）の班活動を示す。
Ａの「塩素は－の電気をもっている」の考えに、
「何で？」などの質問が出た。Ａは、どちらも
陽極から塩素が発生したことを根拠に「＋極に
引きつけられたから」などとていねいに説明し
て理解させた。それをもとに、班員から「銅や
鉄は＋の電気をもっている」「水に溶けると、
塩素と銅、塩素と鉄に分かれる」などの考えが
出て、「CuCl2が溶けるとCuとCl2とに分かれ
て、＋のCuは－極に、－のCl2は＋極に集まる」
とまとまった。Ａは、班を牽引しながら、全員
参加での解決を意識して班活動を進めている。
これまでの２年半の全教科の小グループ活動
でみがき合ってきた協働の姿勢だととらえる。 
 学級全体では多くの班がＡたちと同じ考えだった。考えがまとまってい
ない班の疑問を起点に話し合い、Ａたちと同様に全員参加の理解ができた。
このようにして、誤認識を含みながらも、水溶液中の粒子が電荷を帯びて
いることを生徒が発見できた。次の時間、イオンのつくりや電離、電解質
をおさえた上で、電荷を帯びた粒子の正体がイオンであることを伝えた。 

資料27 単元構想概略（６時間完了） 
時数 学習内容・生徒の思考 

 
１ 
 

○水・食塩には電流が流れないのに 
 なぜ食塩水には電流が流れるのだろう 
 ・陽極で発生した泡は何だろう。 
 ・他の物質も水に溶かすと流れるのかな。

 
 
 
 
４ 
 
 
 
 
 

○他の物質も水に溶かして調べよう 
 ・流れるものと、流れないものがあるんだ。
★塩化銅水溶液、塩化鉄水溶液に電流を流し 
 て、電極の様子をくわしく観察しよう 
 ・陽極には塩素が発生したよ。 
 ・陰極には金属が出てきたよ。 
 ・水中の粒子は電気をもっているのかな 
 ○イオンのつくり、電解質、電離 
○塩化銅水溶液の電極で何が起きたのだろう 
 ・電子の受け渡しが起きたんだ。 
 ・イオンが物質に変化したんだ。 

１ ○塩酸に電流を流すと何が起きるだろう 
 ・塩素と水素が発生するだろう 

★の探究について、以下で詳細を述べる 

資料 28 班活動 
Ａ 塩化銅も塩化鉄も陽極     ＡのＷＳ 
  から塩素が発生したか 
  ら、塩素は－の電気を 
  もってるんだよ。 
Ｂ 何で？ 
Ａ ＋極に引きつけられた 
  から。 
全 ああ、なるほど。 
Ｃ じゃあ、銅や鉄は＋の 
  電気をもってるんだ。 
Ｄ 水に溶けると、塩素と銅、塩素と鉄に分かれるって
こと？ 

Ａ CuCl2が溶けると Cuと Cl2とに分かれて、＋の Cu
は－極に、－の Cl2は＋極に集まるんじゃない。 

Ｄ それで、銅と塩素が出てくるってことか。 
Ｂ だから、塩化鉄の方も陰極から鉄が出てくるのか。
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 授業実践例 ４  ２年「電⼒を飛ばそう ―無接点充電のしくみ―」（手だて③④） 2012 年 12 月 
 
 充電式の電動歯ブラシは、本体表面はすべてプラスチックで金属の接点がない。パッドに置くだ
けで充電できる携帯電話やスマホもある。電流は導体を流れると学んだ生徒が、この無接点充電の
しくみに着目すれば、「導線がつながっていないのに、なぜ電流が流れるのか」と疑問をもつだろ
う。電磁気単元の終末の「チャレンジタイム」として、無接点充電のしくみの探究を実践した。 
 しくみに着目させるため、電動歯ブラシを班に一つずつ渡して疑問がないかを問いかけると、「ど
こを電流が流れているの？」「なぜ充電できるの？」「プラスチックに電流が流れるの？」と問題意
識をもった。防水防錆等の利便性を説明し、「無接点充電のしくみを解明しよう」と投げかけた。解
明する対象は、充電機能を除き、「充電器と導線でつながっていないのに本体に電流が流れるしくみ」
とした。充電器で豆電球を点灯させられることを伝え、その方法としくみを探究した。資料29にＡの
班の活動の様子を述べる。 
 プラスチックには電流が流れない
ことを実験で確認した後、本体や充電
器を分解したいと伝えてきた。そこで、
充電器と本体の内部の写真を見せ、ど
ちらにもコイルがあることを確認し
た。導線で20回巻きほどのコイルをつ
くって充電器の上に乗せると、豆電球
が点灯した。Ｃ「電流が流れるのは、
コイルで電磁誘導がおきてるからだ
よ」、Ｄ「充電器は磁石が動くように
なってるのかな」、Ｃ「磁石がなくて
も、充電器のコイルの電流が大きくな
ったり小さくなれば…」「電流を大き
くすると…Ｎ極が近づいたのと同じ
になる」などと話し合いが進み、資料
29のＷＢのように、無接点充電のしく
みを解明できた。 
 学級では、Ａたちの考えの電流の変
化ではなく、交流電流の考えが多く出
された。実際には、交流電流であるこ
とをオシロスコープで確かめた。 
 その後、このしくみは、携帯電話・スマホの置くだけ充電や、かざすだけで清算ができるICカード
（トイカやマナカ、スイカなど）のICの電源など、生活の中にある科学技術であることを紹介した。 
 

 授業実践例 ５  １年「⽔で⾒えたり消えたり」（手だて③）      2012 年 11 月 
 
 光の単元の終末のチャレンジタイムと
して、次の現象に出合わせた。資料30の
ように、バケツの底の中央に固定した人
形に、底を黒く塗った透明なコップをか
ぶせてボンドで固定する。このバケツに
水を入れていくと中の人形が見えなくな
る現象である。生徒は、「あれぇ、何で？」

資料29 班活動 
（プラスチックに電流が流れないことを実験で確かめた後） 
Ａ 先生、分解して中を見ちゃ 
  だめ？ 
Ｔ 分解は困るけど、内部の写 
  真があります。どうぞ。 
全 コイルがある。 
Ｂ じゃあ、充電器にコイルを （↑充電器） （↑歯ブラシ） 
  乗せれば豆電球が点くんじゃない。(↓実験で点灯を確認) 
全 やった。すごーい。 
Ｃ 電流が流れてるってことは、 
  このコイルで電磁誘導がお 
  きてるからだよ。 
Ｄ じゃあ、充電器は磁石が動 
  いているのかな？ 
Ａ 磁石はないよ。コイルだけだ。 
Ｃ 磁石がなくても、充電器のコイルの電   （↓ＷＢ） 
  流が大きくなったり小さくなれば、磁 
  界も強くなったり弱くなるから、電磁 
  誘導がおきるんじゃないかな。 
Ｂ ああ、分かった。 
Ａ・Ｄ どういうこと？ 
Ｃ （右図ＷＢをかいて）充電器のコイル 
  に電流が流れると、上がＮ極の電磁石 
  になるでしょ。で、電流を大きくする 
  と磁界も強くなるから、Ｎ極がを近づ 
  いたのと同じになるでしょ。 
Ａ・Ｄ ああ、なるほど。 

資料30 水を入れると中の物が消えるバケツ  
  水なし→ 
 
 
 
  
  水入り→ 



－ 13 － 

と歓声をあげ、何度も水を入れ直していた。この探究では、考える図が肝心なので、バケツ・人形・
コップの平面図を印刷した個のＷＳや班のＷＢを渡した。以下、生徒Ａの探究を述べる。 
 資料31に、ＡのＷＳ、班活動の様子を示す。 
 個で、Ａは、人形が見えなくなったのは全
反射による現象だと考えた（ＷＳ）。 
 班では、はじめＡ・Ｂ・Ｃが全反射だと考
えていた。Ｄだけは全反射ではないと考えて
いた。３人はＤの考えに納得し、再び考え出
した。ここで、全体的に班活動が停滞してい
たので、授業者が「人形の１点から出た光の
道筋を考えよう」と助言した。Ａたちは、人
形の頭から出た光の道筋を考えた。コップで
の屈折は、一度は迷ったが、これまで身につ
けた理解・技能で正しく作図できた（ＷＢの
右の線）。水面での屈折は容易である。Ａが
「壁じゃん」（側面に当たってしまう）、Ｂ
が「だから目に届かないんだよ」と、解決で
きた。さらに、Ａの発案で、バケツの側面を
手で押して歪めれば、屈折して壁に当たって
いた光が目に入ることができると考え、実際
に人形が見えることを確認した。 
 学級でも、水がないときには真っ直ぐ目に
届く光（ＷＢの左の線）が、水が入ることで
２回とも側面の方に屈折するので、側面に当
たって目に入らない、と解決した。さらに、
Ａの発案を学級で発表させ、バケツを歪める
と見えることを全員で確認し、光の屈折の理
解を深めた（このような発想をしたのは、１
年生11クラスでもＡだけだったので、他クラ
スでは授業者がこの方法を紹介した）。 
 

 授業実践例 ６  ３年「遺伝⼦技術の未来を考えよう」（手だて④）    2012 年７月 
 
 遺伝の単元で、ＤＮＡが生物の体の設計図であることを学んだ後、遺伝子技術の未来について考え
る場を設けた。これまで学習してきた遺伝子の機能を想起させた上で、中山伸弥教授のノーベル賞受
賞で有名になった「iPS細胞」について次のことを伝えた。iPS細胞は皮膚の細胞からつくられ、手足
の骨や筋肉、内臓、神経、精子や卵などのあらゆる細胞に変化させられること。将来は、自分の体細
胞からつくられた臓器を移植することが可能になると期待されていること。そして、「将来、どんな
ことに使いたいかを考え、班で話し合おう」と投げかけた。 
 個で考える時間に出たアイデアを、いくつか資料32に示す。その中から「自分の体の悪いところを
新しくして長生きする」と「好きな人をもう
一人つくる」について、班での話し合いの記
録を次頁資料33、34に示す。調べ活動は入れ
ていないので想像の言い合いではあるが、「健
康になるために･･･いいことだと思う」などの 

資料31 ＡのＷＳ、班活動 
Ａ 全反射じゃない？  Ａの 
Ｂ 私も。…略…    ＷＳ 
Ｃ ぼくも。…略… 
Ｄ 私も最初は、そう思っ 
  たんだけど、全反射は 
  水から空気へ進むとき 
  に起こって、空気から 
  水では起きないんじゃ 
  ない？ 
Ａ・Ｂ・Ｃ えっ？ 
  （以前の授業のＷＳで確認）本当だ。 
Ｂ 今は、人形から出た光は、コップの空気から外の水
へ進むから、全反射は起きないね。 

Ｄ そうでしょう。だから、分かんないんだよ。 
Ｔ（全体へ）前回のお椀のときと同じように、人形の１
点から出た光の道筋を考えよう。 

Ｃ ここ（ＷＢの人形の頭） 
  からにしよう。ここから 
  出て、ここ（コップ）ま 
  では真っ直ぐね。で、水 
  に出るときに屈折するか 
  ら、こう（上に屈折）？ 
Ｂ まって。真っ直ぐよりも 
  （補助線を引いて）水が 
  好きだから（屈折の暗記 
  法）逆だよ。(ＷＢ右線)     ＷＢ 
Ｃ あ、そっか。 
Ｄ そこからは、真っ直ぐで、 
  ここ（水面）でまた屈折 
 するから、こうね。 
Ａ 壁じゃん。 
Ｂ だから目に届かないんだ。 
Ａ じゃあ、こうすれば（バ 
  ケツの側面を横から押し 
  て歪める）、見えた！ 
Ｂ・Ｃ・Ｄ 本当だ。すごい。  

資料32 iPS 細胞の活用アイデア 
・自分の体の悪くなったパーツを新しくして長生きする 
・好きな人をもう一人つくる 
・死んだ人の遺伝子を使って生き返らせる 
・賢い人の脳をつくって自分に移植する 
・色白、美脚、小顔など、自分の体のパーツを変える 
・弱視の左目を治したい  ・家族の癌を治したい 
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ように有用性を感じたり、「自分勝手すぎない？」「そういう使い方は禁止」などのように倫理感を
問うたりする姿をたくさん見ることができた。学級では、班の話し合いのまとめを発表し合った。 
 資料35にＡの振り返りを示す。「…もうそんなに進んでるんだ。ガンなどになってもiPSで再生で
きたら、ずっと健康にすごせる時代
が来るのかな。人の寿命はどうなる
んだろう…」の記述から、自分の将
来の生活に直結するものとして考え
たことが読み取れる。 
 

 授業実践例 ７  ２年「本物の臓器から学ぼう」（手だて④）       2012 年９月 
 
 ２年「からだのはたらき」では直接体験を大切にし、ブタの臓器を
用いた授業を行った。その中でブタの肺を用いた授業の様子を述べる。 
 ブタの肺を見せ、実際には膨らんだ状態なので、授業者が気管に息
を吹き込んだ。赤い肉の塊が、うすピンク色の肺の形に膨らむ様子に、
生徒は驚いて歓声をあげた（右写真）。「気管から入った空気がどう
なるのかを調べよう」と投げかけ、班で肺のつくりを調べるために解
剖を行った。衛生面から手袋やマスクをつけて行った。気管を切り開
くと内側にいくつも穴が空いている。その穴はさらに細い気管である。さらに気管を切り開いていっ
た。気づきをまとめたＷＢ（資料36）の「気管支の中に穴があいてる」「中に切っていくにつれて細
くなっていく」などの記述
から、気管が枝分かれして
いるつくりがよく分かっ
たことが読み取れる。 
 学級で気づきを発表し
合った後、細い気管に空気
を吹き込んだ状態をルー
ペで観察した映像を提示
し、肺胞を確認した。 
 最後は、勉強させてもら
ったブタの命に合掌した。 

資料34 班の話し合い 
「好きな人をもう一人つくる」 

 
Ｅ 好きな人をもう一人つくりたい。 
Ｆ それキモイ。その人の知らないうちに、自分
と同じ人間ができているってことでしょ。 

Ｅ でも、人格とかは別なんだから、気にしなけ
ればいいじゃん。見た目はいっしょでも別人
なんだから。 

Ｇ 勝手に遺伝子とられるとか、絶対にイヤ。 
Ｅ だってさあ、好きな芸能人を自分の子どもと
してつくることができてもイヤ？ 

Ｈ それはちょっといいかも。 
Ｇ でも、そんなことが本当にできたとしたら、
本当の親子関係ってどうなっちゃうのかな。

Ｈ 血のつながりがないけど、好みの子どもをつ
くるってことだよね。 

Ｆ 自分勝手すぎない？ 
Ｇ もし技術的に可能でも、そういう使い方は禁
止しないといけないと思う。 

資料33 班の話し合い 
「体の悪くなったパーツを新しくする」 

 
Ａ 自分の体の悪くなったパーツを新しくして、
長生きする。 

Ｂ それいいね。老化して悪くなったパーツを取
り替えていけば、永遠に生きられるんじゃな
い。 

Ｃ シワシワの顔も若い顔と取り替えるとか。 
Ｄ そのうち、元の自分の体の部分が一つも残っ
ていないかもね。 

Ｃ でも、平気寿命が延びて、人口が増えすぎち
ゃわない。  

Ｂ 日本は少子だから、いいかも。 
Ｄ でも、脳は無理じゃね。もし、移植できたと
しても、今の記憶はなくなるし、別の人格に
なるんじゃないの。それって自分なのかな
あ？ 

Ａ 健康になるために、体のパーツを移植するの
は、いいことだと思う。 

資料35 Ａの振り返り 

資料 36 授業の様子 
 
 
 
気 
管 
の 
穴 
↓ 
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   その他の授業実践例 
 
   １年「物質の正体をつきとめろ」 （2012 年 10月） 

 未知の物質をつきとめるチャレンジタイムを実践した。食
塩の巨大結晶（写真Ａ）、ポリエチレンの粉末（Ｂ）、アル
ミニウムの粉末（Ｃ）のように、既習の物質を見たことのな
い形状で出合わせ、問題意識を生んだ。アルミニウムの粉末
は、水に溶けず燃えないので、金属だと考えて叩くと展性を
示す。粉末のまま密度を測定して同定できる。取扱いには注意が必要。詳細は2012年度の論文を参照。  
   １年「君はゼリーに乗れるか」（圧力）（2012 年 12月） 

 ゼリー（寒天）を崩さずに乗る方法を考え、実際に乗ったり崩したり
する体験から、圧力の概念を探究的に獲得する実践である。紙コップな
どではなく、ゼリーを用いるのは、圧力＝力÷面積の「面積」を生徒に
見出させるためである。実際に「ゼリーの崩れやすさ＝体重÷ふれてい
る面積」という考えが生徒から出てくる。詳細は2011年度の論文を参照。  
   ３年「運動とエネルギー」の教材群 （2013 年４･５月） 

 力学単元の教材が充実した。100円ショ
ップの玩具で合力の概念を獲得する「電
車でGo力」、そのチャレンジタイムの「つ
いたて振り子台車」、仕事の原理を体感
して探究する「人力エレベーター」、エ
ネルギー単元のチャレンジタイムの「な
ぞのジェットコースター」など、今年度
も充実した探究が展開できた。詳細は
2009～2012年度の論文を参照。  
   ものづくりの実践 

 上で述べた「無接点充電」の他、シャープペンシルの芯を
使った電球、はく検電気、整流子つきモーター、エビぞり湿
度計、ＣＤと風船を使ったホバークラフトなど、短時間でで
きる「ものづくり」を実践した。実際に作ることを通して、
そのしくみをより深く理解できたと考える。 
 
   科学への夢を醸成する展示・掲示、科学部によるサイエンスショー 
 
 ３教室ある理科室の長い廊下に、「パラボラ空気電話」、

「10○ｍの世界」、「お天気かえる」、「ヒトゲノムマ

ップ」、「あなたは脳にだまされている（錯覚）」など、

生活の中の科学、科学のおもしろさ、先端技術を伝える

展示・掲示を施した。放課に、展示で

遊んだり、掲示を見たり読んだりして

いる生徒がよく見られる。 
 また、今年度のサイエンスショーは、
空気の性質についての実験で全校を盛
り上げた。毎年、科学部が何を見せてくれるのか、生徒も楽しみにしている。 
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 Ⅳ 2013 年度の教育実践の考察･評価 
 
 「科学が好きな子ども」にせまるための各手だての有効性 
 
   手だて①  教材・単元の開発と改善 
 Ⅲ実践で述べたとおり、探究のための教材・単元は、生徒を「探究の主体」に導く手だてとして概
ね有効だった。ただし、すべてが十分だったとはいえない。下表に、Ｐ.３に示した★◆の探究の各単
元の私たちの自己評価を示す。授業者の主観的な印象が主になるが、◎は「完成度が高い」、○は「十
分」、▲「改善を要す」である。▲の改善の具体案は、Ⅴ計画で述べる。 
 年.月 単元（略称） 評  価 

１
年
生 

2012. 9 
10 

     11 
     11 
2013. 1 

気体 
水溶液 
光 
圧力 
（大地の変化） 

○気体の性質を用いた「２色の噴水」を解決できた 
○再結晶に関わる問題解決ができた 
◎鏡・お椀・バケツ等、探究の教材が充実し、意欲的に探究できた 
◎ゼリーの探究を通して生徒から圧力の概念を引き出せた 
▲生徒主体の探究が実現できる教材・単元の開発ができなかった 

2013. 4 
      7 

植物 
物質 

○光合成と呼吸に関する探究に意欲的に取り組めた 
◎身につけた知識を活用して物質の正体をつきとめた 

２
年
生 

2012. 9 
     10 
2013. 1 

からだ 
電磁気 
（気象・天気） 

○ブタの眼球と肺を用いて探究的に授業を展開できた 
○教材が充実し、意欲的に探究できた 
▲生徒主体の探究が実現できる教材・単元の開発ができなかった 

2013. 4 化学変化 ◎単元を通して原子による現象の探究が意欲的にできた 

３
年
生 

2012.10 
     11 

イオン 
宇宙 

▲導入の実験には興味をもったが、問題意識が持続しなかった 
◎Ｆ儀・地球モデルを使ってたくさんの問題を解決できた 

2013. 4 
      7 

運動 
遺伝 

○「電車の綱引き」で生徒から合力の概念を引き出せた 
○身近な題材で遺伝の規則性を学ぶことができた 

 
   手だて② 全教科による小グループ活動 
 Ⅲ実践で述べたとおり、全教科の小グループ活動による全員参加の高め合いの素地の上に、「協働
による主体性の持続」「科学が好きな生徒による牽引」の有効性が随所で見られた。また、「個の学
びの保障」「個への支援」「司会等の役割分担」「ホワイトボードの活用」「具体物の提示」など、
すべての個が活躍するための補助的な手だても概ね有効だったと考えている。 
 また、小グループ活動によって個・学級が育った段階で、個→班→学級の基本型だけではなく、各
活動に応じて、個→学級、班→個→学級など、最適な学習形態で展開することで、より多くの個を活
躍させることができた。ただし、小グループ活動で育った個が、個として探究する場が少なかった。 
 
   手だて③ チャレンジタイム 
 Ⅲ実践で取り上げた「白い粉末が消える現象」「無接点充電」「水で見えたり消えたり」など、の
べ10実践のチャレンジタイムで、身につけた力を生かして主体的に探究する生徒の姿をたくさん見る
ことができた。ただ、各実践では不十分だった点も多いので、今後、教材の出合わせ方や授業展開を
改善し、新規開発も含めてさらに充実していきたい。改善の具体案は、Ⅴ計画で述べる。 
 
   手だて④ 科学への夢を育む取り組み 
 Ⅲ実践で取り上げた「無接点充電」「遺伝子技術の未来」「ブダの臓器」など、学習内容を先端技
術や生活と結びつける実践や本物にふれる実践によって、科学の有用性や理科を学ぶ意義を感じた生
徒が見られた。今年度の実践を受けた改善の具体案を、Ⅴ計画で述べる。 
 また、「10○m の世界」「あなたは脳にだまされている」「パラボラ空気電話」などの掲示・展示
は、放課に多くの生徒が見たり体験したりする姿が見られた。統計的に感想等を取ってはいないが、
生徒からは「おもしろい」「すごい」「知らなかった」など、関心をもった声をたくさん聞くことが
できた。展示の内容が授業の発言につながった例もある。 
 まだ数が少ないので、増設していきたい。科学部によるサイエンスショーも継続したい。 
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 探究の積み重ねによる生徒の育ち   
   全体的な生徒の意識の推移 
 全体的な生徒の意識をとらえるためのＰ.３の「単元末アンケート」の結果を資料37に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)主体性、(2)協働性、(3)探究する力、(5)理科への関心は、どれも「よく（だいたい）できた」
「よく（まあまあ）あてはまる」を合わせた割合が、年間を通して各学年の４領域で75％以上で推移
している。この調査方法では、探究の積み重ねによる生徒の育ちを、相対的な「伸び」として見取る
ことはできないが、年間を通して大半の生徒が、主体的に、協働的に、科学的に探究できたと意識し
ており、理科への関心が高い状態が維持されているといえる。 
 ただし、(4)有用性・意義は、60％前後で推移しており、他の項目に比べて低い。 
 
   抽出生の継続的な分析 
 Ｐ.３に示したとおり、2013 年度の 28学級（４～７月）で、「科学が好きな生徒に近づけたい生徒」
（ａ抽出）１名、「さらに科学を好きにしたい生徒」（ｂ抽出）１名をそれぞれ抽出生として継続的
に追跡した。その分析を以下に述べる。  
 主体性・協働性・探究する力が育った生徒１６名〔ａ抽出〕 
 Ⅲの２年「化学変化と原子・分子」で詳しく変容を述べたＡのように、主体性・協働性・探究する
力の向上が客観的に認められ、科学が好きな生徒に近づいたと考えられる生徒は、ａ抽出28名のうち
16 名であった。すべてのａ抽出の生徒の成長を認めることはできなかったが、半数以上の生徒には、
手だて①②③が複合的に作用した「年間を通した探究の積み重ね」の有効性が認められたといえる。  
 主体性・協働性・探究する力の向上が認められなかった生徒１２名〔ａ抽出〕 
 その一方、ａ抽出のうち12名は、有意な変容を認めることができなかった。一例として、生徒Ｂの

資料37 各学年の４領域末意識調査の結果(上) と アンケート(下) 

(1) 自分の問題としてとらえ、自分で仮説や実験計画を立てたり、自分で考察したりできましたか。 
(2) 友達と話し合ったり協力し合ったりして、問題の解決に取り組むことができましたか。 
(3) 科学的に正しい方法で調べたり考えたりすることができましたか。 
(4) 理科は、自分にとって、日常生活にとって、大切だと思いますか。 
(5) 理科は好きですか。理科はおもしろいと思いますか。 
 
    よくできた  だいたい  あまりできなかった   できなかった   
(1)   ４    ３     ２       １          ･･････ 主体性 
(2)   ４    ３     ２       １      ･･････ 協働性 
(3)   ４    ３     ２       １      ･･････ 探究する力 
(4)   ４    ３     ２       １      ･･････ 有用性・意義 
(5)   ４    ３     ２       １      ･･････ 理科への関心 
  よくあてはまる  まあまあ  あまりあてはまらない  あてはまらない 

とらえる観点（生徒には示さない） 
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様子を述べる。Ｂは理科全般に苦手意識をもち、１年生では意欲的に参加できないことが多かった。
そこで、２年「化学変化と原子・分子」では、上のＡと同様に、班活動の前の対話で自分の考えをも
たせる支援を継続的に講じ、他の班員にはＢの参加を促すように依頼してきた。 
 化学マジック①～③では、現象に興味をもち、個への支援によりモデル操作で自分の考えをもつこ
とができ、それを班で発言することもできた。振り返りには「何となく分かった」と記述した。しか
し、その後の様子を観察すると、「2H2＋O2→2H2O」や「2Ag2O→4Ag＋O2」の複数の分子（化学式）
が反応・生成する考え方が理解できなかったようである。そのため、それ以降の探究で、解決への見
通しがもてずに、個での解決はほとんどできなかった。それでも、個への支援を積み重ね、単元の後
半では、いくつかの探究はモデル操作で原子の組み換えの解決ができた。特に質量保存の法則につい
てはよく理解でき、「原子の種類と数が変わらないから、質量も変わらないことが分かった」と振り
返っている。化学反応式の表記はなかなか習得ができず、理科への苦手意識がさらに増大してしまっ
た感がある。ラスト・マジックでは、個で「N2H8CO3→N2＋4H2＋CO2＋O」のモデル操作をし、O
が単独で存在できないことを理解できていなかった。班では発言せずに聞くだけになってしまった。 
 Ｂは、１年生の単元末アンケートで(1)～(5)すべての項目に×（肯定的な方から◎○△×）と答え
ており、２年生でも向上は見られなかった。また、行動観察から、班の他の生徒たちとともに活動し
ているものの、どの場面でも「自分で解決したい」という問題意識をもっていたとはいえず、やはり
科学が好きな生徒に近づいたとはいえないだろう。それでも、教材には興味をもち、個の支援や班の
牽引によってあきらめずに考えようとする姿は見られた。 
 Ｂにとって各手だての有効性は認められないが、全く無効だったわけではないだろうと考える。 
 また、理科の教材特性として、前の単元の学びでつまずいても、新しい単元では別の内容を扱うの
で、他の生徒とほぼ同じスタートラインから学びを始められるよさがある。今回、12名の生徒につい
て追跡調査した単元の中では有効性が認められなかったが、上のＡと同じように、新たな単元では成
長が見られる可能性がある。  
 さらに科学が好きになった生徒〔ｂ抽出〕 
 ｂ抽出 28名は、既に科学が好きな生徒である。このすべての生徒については、Ｐ.11 の「イオンっ
て何？」で示した生徒Ａのように、主体的に探究に取り組み、班や学級で中心となって牽引する姿が
随所で見られた。振り返りには、次のような記述が見られた。  
・水を入れると見えなくなるのは、おもちゃみたいでおもしろかった。そのしくみを自分で解明する
ことができて、とてもうれしかった。            【１年 水で見えたり消えたり】 

・みんなでいろいろ考えて、一日中太陽が沈まないのを地球儀で確認できたときは、とても嬉しかっ
た。北極に行って本物の白夜を見てみたい。            【３年 太陽が沈まない】 

・原子の組み合わせの変化が、本当に起きているんだなあと思った。原子の組み合わせが変わっただ
けで、別の物質に変わるのはなぜだろうと思った。原子を見てみたくなった。【２年 化学変化】 

・レンズが、細胞でできている生き物の一部とは思えないほど、透明できれいな球だった。自分の目
もそうやってできてて、ものが見えることがよく分かった。        【２年 本物の臓器】 

・太い気管の内側の穴が次の細い気管につながっていて、枝分かれしていくのがよく分かった。気管
に空気を入れると、肉のかたまりがふくらんで肺の形になったのもびっくりした。    【同】 

・そういうしくみになってたんだ、と思った。将来、コンセントがなくなったら便利だ。理科の勉強
がいろんなところに使われている。これからよく考えていきたい。    【２年 無接点充電】 

・iPS 細胞で体の部品が再生できる技術は、すごいと思う。将来、自分や家族が治らない病気やケガ
になったときに本当に使えたらいい。              【３年 遺伝子技術の未来】 

・人をもう一人つくったり、体の部品をいいものにとりかえる使い方は、人がそこまでしていいのか
と、こわい気持ちになった。将来、人は永遠の命を手に入れるかも知れない。      【同】 

 
 探究のおもしろさを実感するだけでなく、自然の精巧さや科学の有用性、倫理観にまで意識が広が
っていることが読み取れる。これらは、さらに科学が好きになった生徒の姿だととらえる。 
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 2013 年度の教育実践の総括と 2014 年度の教育計画の基本方針   
   生徒が「探究の主体」になるための取り組みについて（手だて①②③） 
 これまで開発・改善されてきた数多くの教材・単元と、全教科の小グループ活動により、年間を通
して生徒が主体的に探究する体制がほぼ整ってきたと考えている。この体制は、科学が好きな生徒を
育てる母体として継承し、さらに充実させていきたい。 
 ただし、小グループ活動の位置づけについては見直したいと考えている。理科で実践されている小
グループ活動は、迷いや誤認識を含めた多様な個の考えの表出から始まり、より科学的に妥当な考え
や表現に洗練していき、問題解決に至る展開がほとんどである。小グループ活動によって個を育てて
いるが、育った個が「個で探究する場」がほとんど設定されていない。 
 小グループでの探究は既に安定感があり、生徒も授業者も、そこに頼ることが楽である。小グルー
プでも解決の満足感は得られるので、生徒から「一人でやりたい」という願いが表出されることはな
いだろう。しかし、小グループ活動は、その成立が目的ではなく、協働によって主体性を持続させる
とともに、個々の探究する力を高め合うための手だてである。写真や言葉だけでの学びが雲散霧消し
ても直接体験がずっと残るのと同じように、一人で探究して解決できた喜びや解決できなかった悔し
さこそ、真の探究のおもしろさとして心に刻まれると考える。私たちは、生徒一人一人を「探究の主
体」にするという最終的な目標を見失ってはならない。 
 2014 年度の探究では、小グループで育った個々の力を発揮する場として、単元の終末のチャレンジ
タイムを中心に、小グループの場を減らし、主に個で探究する場を多く設けていきたい。また、可能
な限り、一人一実験を取り入れていきたい。 
 
   生徒が「科学への夢」を抱くための取り組みについて（手だて④） 
 意識調査では「科学の有用性、理科を学ぶ意義」を感じている生徒の割合が低かったものの、それ
ぞれの具体的な手だての有効性は以下に示すとおり認められた。 
 まず、「学習内容を先端技術や生活と結びつける」取り組みとして、２年「無接点充電」、３年「遺
伝子技術の未来」を実践した。直接体験や生活に密着した素材の効果は大きく、Ⅲ実践やＰ.18 のｂ
抽出の生徒の姿で示したとおり、「将来、本当に使えたらいい」「人がそこまでしていいのか」「理
科の勉強が使われている」など、科学の有用性や倫理観、学ぶ意義を実感する姿が見られた。 
 また、「本物にふれる」として２年「本物の臓器」、「ものづくり」として「無接点充電」「電球」
「はく検電器」などを実践した。「自分の目もそうやってできてて」「枝分かれしていくのがよく分
かった」「そういうしくみになってたんだ」「コンセントがなくなったら便利だ」など、自然の精巧
さを感じたり、学びを自分や生活に関連づけたりする姿が見られた。 
 「無接点充電」の効果として、単元末アンケートの「有用性・意義」が72％と高かった。「遺伝子
技術の未来」も、自分事の問題として切実感のある話し合いが成立した。アンケートの「有用性・意
義」は73％と高かった。しかし、どちらも以降の単元では60％程度に低下している。ここから、この
取り組みも年間を通していくつも実践することが大切だと考える。 
 「科学への夢を醸成する展示・掲示」は、授業では伝え切れない科学の有用性やおもしろさを伝え
ていく方法としては有効だと考えている。今後、展示・掲示を増やし、さらに充実させていきたい。 
 今年度、１年生の総合学習で、Ｈ２ロケットをつくっている現場で話を聞く体験活動（2012 年 10
月）、３年生の修学旅行で、JAXAへの体験学習があった（2013 年６月）。ロケットの見学や宇宙服を
着る体験などから宇宙への関心を高め、真剣に話を聞く姿がたくさん見られた。授業での直接体験が
大切なのと同じように、その分野の最前線で活躍する「人」に直接ふれて話を聞く機会は、科学の有
用性や学ぶ意義を心に刻むことになると考える。2014 年度は、これを授業に取り込みたい。「学習内
容と先端技術や生活とのつながり」「科学技術の有用性」「地元の科学技術の現場」などを、授業の
中で直接伝えていただく場を設けたい。また、今後、総合学習（１年生職場訪問、２年生職場体験、
３年生修学旅行）において、科学分野への訪問・体験を増やしていきたい。   
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   「科学への夢を抱く生徒」を見据えて 
 私たちは、昨年度、新たなめざす生徒像を授業の中に見出した。それは、「できないことをできる
ようにしたい」という願いをもったり、「生活や社会でこんなふうに役に立っているんだ」という科
学の有用性を感じたり、「自然はなんと精巧にできているのだろう」という自然への感動を抱いたり
する姿である。これら科学への「願い」「有用感」「感動」は、主体性・協働性・探究する力よりも、
ずっと根源的な心情であり、今も昔も科学の進歩の原動力であろう。私たちは、これを「科学への夢」
と呼び、「科学が好きな生徒像」に科学への夢を抱く生徒の姿を加えることにした。 
 科学には世界を変える力がある。世界を豊かにする力がある。生徒には、将来、この科学の力を正
しく認識し、科学に積極的に関わるような豊かな人間性をもってほしい。例えば、親になったとき、
自分の子どもが昆虫や身近な現象に夢中になっている姿に微笑んで寄り添い、子どもの科学への夢や
探究心を大切に育ててほしい。例えば、科学の第一線で活躍する人は、この世界を、この国を、そし
てまわりの人を豊かにする気概をもち、好奇心と倫理観を失わず、自分の夢を、科学の夢を開花させ
てほしい。また、科学に関わる職業に就いても就かなくても、天然資源に乏しいこの国のエネルギー
問題や環境問題に常に関心をもってほしい。そして、東日本大震災からの復興をめざし、この国を創
っていく世代としての強い意志をもってほしい。あの日、私たちは自然の脅威をあらためて思い知ら
され、日本の科学技術への信頼は一変した。それでも、私たちの生活や社会が科学技術に支えられて
いることは、今後も変わらない。エネルギーや放射能の問題と無縁な人はいないはずである。 
 今、様々な再生可能エネルギーが実用化され、はやぶさの快挙、ヒッグス粒子の発見に続き、iPS
細胞の臨床応用も始まった。科学は、どの分野も凄まじい勢いで進歩している。世界を豊かにする科
学の価値を正しく知り、積極的に関心をもち、明るい夢を思いえがく人に育ってほしいと願う。 
 そのために中学校の教育活動の中でできることは限られてはいるが、まだたくさんあると考える。
私たちは、この科学への夢を抱く生徒の将来像を見据え、目の前の生徒を育てていきたい。   
   教師集団の「持続可能な取り組み」の精神の伝承  
 本研究で、教師集団の中で大切にされてきた精神は「持続可能な取り組み」である。あの先生だか
らできる授業、たいへんな手間や費用がかかる教材、指導要領から離れすぎたおもしろネタでは、単
発的な効果はあるだろうが、次年度以降の実践にはつながりにくい。だから、私たちは常に「次年度
以降も、どの先生でも使える」の考えのもと、教材・単元の開発・改善を積み重ね、授業研究を積み
重ねてきた。その結果、開発してきたたくさんの教材・単元は本校の財産になり、教師の指導技術も
向上した。今あるこの持続可能な教師集団の体制こそ、科学が好きな子どもを継続的に育てる基盤だ
と考える。今後も、この「持続可能な取り組み」の精神の大切さを伝えていきたい。 
 
 

 Ⅴ 2014 年度の教育計画    
 Ⅳ考察・評価をもとに、2014 年度の教育計画を以下のとおり考えた。  
 本校の「子どもの姿」  
 私たちは目の前の生徒の実態を次のとおりとらえた。  
 ○ 主体的に探究しようとする生徒の姿がたくさん見られる。 
 ○ どの教科の授業でも、意欲的に仲間とかかわって深め合う活動に取り組む姿がたくさん見られる。 
 ○ 全体的に理科の授業への関心や探究活動への期待感が高い。 
 △ 全体的には主体性や探究心が伸びてきたが、一部、科学的な思考力や表現力、知識・理解、技能
が十分に身についておらず、探究や深め合う活動に主体的に取り組めない生徒がいる。 

 △ 理科で学んでいる内容が、生活や社会を豊かにする科学と結びつき、自分と直接関係していると
認識している生徒は少ない。   
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 本校がめざす「科学が好きな子ども」像  
 生徒の実態をもとに、めざす「科学が好きな生徒像」を次のとおり設定した。  
 (1) 自分自身の問題意識をもち、それを解決するために観察・実験を通してねばり強く探究しようと

する生徒                              ＜感性・主体性＞ 
 (2) 観察・実験の計画、予想や結果の考察などで、自分の考えをもち、それを仲間と話し合うことで、

深めたり改めたり新たな問題を見出したりして、互いに高め合おうとする生徒  ＜創造性＞ 
 (3) 探究する力（科学的な思考力・表現力、知識・理解、技能）を身につけている生徒 
 (4) 生活を豊かにする科学の有用性や理科を学ぶ意義を知り、科学に積極的に関わっていこうとする

生徒                            ＜感性・創造性・主体性＞ 
 
 研究仮説・研究主題・研究構想図  
 科学が好きな生徒像にせまるための研究仮説、研究主題、研究構想図を以下のとおり設定する。 
 
【研究仮説】 
 手だて①「教材・単元の工夫」、手だて②「小グループ活動」により、生徒主体の探究を実現する。
探究をいくつも積み重ね、手だて③の発展的内容「チャレンジタイム」にも取り組むことで、探究の
おもしろさを知るとともに、主体性 

生徒像(1)、協働性(2)、探究する力(3) が育つだろう。 
 授業に「学習内容と先端技術や生活を結びつける」「本物にふれる」「ものづくり」「最前線の人
に学ぶ」の機会を積極的に取り入れ、「先端技術」「生活の中の科学」「自然のすばらしさ」などを
展示・掲示で伝えることで、科学の有用性や理科を学ぶ意義を知り、科学に積極的に関わっていこう
とする生徒(4)が育つだろう（手だて④「科学への夢を育む取り組み」）。    
【研究主題】 
 
【研究構想図】 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

科学が好きな子ども 
(1)主体性 (2)協働性 (3)探究する力 (4)科学への夢 

教材・単元の工夫

小グループ活動

魅力ある教材  生徒の問題意識を大切に 
探究する力を育てる場  かかわりの必然性 

手だて① 

手だて② 

手だて④ 

手だて③ 

全教科による全員参加の高め合い 役割分担 
個への支援 ホワイトボード 具体物 
個の探究をめざす ＜新規＞ 

先端技術や生活と結びつける  最前線の人に学ぶ ＜新規＞ 
本物にふれる  ものづくり  
科学への夢を醸成する展示・掲示    科学部のサイエンスショー 

チャレンジタイム

身につけた力を活用する探究 
発展的な内容 
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 「科学が好きな子ども」にせまるための手だて 
 
   手だて① 教材・単元の工夫 
 生徒主体の探究実現の柱は、以下の性質・構造をもった教材・単元である。 
 生徒にとって魅力的で問題意識が生まれる教材 ＜継続・改善＞ 
 生徒が「おもしろい」「すごい」「やってみたい」と、興味・関心をもってとびつく教材に出合わ
せる。意外性や楽しさで目をひくだけでなく、生徒の中に「なぜ」「おかしい」「不思議だ」という
疑問や矛盾が生まれなければならない。この問題意識が探究への原動力になる。 
 問題意識を大切にした単元構想 ＜継続・改善＞ 
 教材との出合いによって生まれた問題意識を大切にして、生徒が探究する道筋を単元として構想す
る。特に教材との出合いの場は、驚きや感動をともなう演出をして、探究への意欲をかきたてたい。 
 はじめから探究をおもしろいと感じるのは、能力の高い一部の生徒だけである。特に１年生でまだ
力が育っていない段階では、１・２時間程度の探究が適当である。探究活動に慣れ、力も育った段階
で、数時間の探究を設定することで、探究の本質的な醍醐味を味わわせることができると考える。 
 探究する力を育てる場 ＜継続＞ 
 探究に必要な力（科学的な思考力・表現力、知識・理解、技能）を育てる場を単元の中に組み入れ
る。具体的には、生徒が科学的に妥当な思考や表現を互いに検討し合う場や、ＷＳの図や具体物の工
夫により思考のきっかけや解決への見通しをもたせたり、互いの考えを明確に表現させたりする支援
である。また、必要な知識・理解、技能を「小テスト」などで確実に定着させることも大切である。 
 かかわり合いの必然性 ＜継続＞ 
 手だて②「小グループ活動」による深め合いを成立するためには、探究の過程でかかわる必然性が
なければならない。予想や考察、実験の方法、結論など、共通基盤の上で個の考えに差異がある状況
をつくることで、生徒は自分の考えを主張したくなり、仲間の考えを聞きたくなるのである。 

 探究の積み重ねと年間指導計画 ＜継続＞ 
 年間を通して探究をたくさん積み重ねることが大切である。探究の成功体験はさらなる探究への意
欲となり、その積み重ねによって主体性やねばり強さが培われていく。探究には時間が多く必要とな
る。限られた理科の時間数の中で、探究の積み重ねを実現するためには、他の単元を効率的に進めて
時間数を確保し、探究の単元にその時間を充当した年間指導計画が必要である。 
 探究的に知識を獲得する単元づくり ＜継続・改善＞ 
 探究の教材・単元は充実してきたが、Ｐ.３に示したとおり、２分野の探究が少ない。２分野の学習
内容は、１分野のように探究としての展開が難しい特性がある。それでも、今年度の「白夜」や「ブ
タの肺」のように、「どういうしくみになっているのか」という問題意識をもって探究し、知識を獲
得する展開が可能な素材もある。今後は、２分野の探究の教材・単元の開発に力を入れたい。  

 開発・改善に力を入れたい教材・単元 具体案  
 １年生「火山」 
 砂や火山灰にホウ砂を混ぜ、電子レンジで加熱することで、マグマのように融解
させる実験を取り入れたい（SSTA第６期全国特研７班の実践）。この実験を軸に、
身近な土、火山灰、火成岩などを結びつけて単元を構想できると考える。 
２年生「水蒸気の変化」 
 ２年「水蒸気の変化」（気象・天気）の雲ができるしくみについて探究を実現したい。まず、断熱
膨張の再現実験に出合わせ、フラスコ内で雲が発生するしくみを理解する。さらに、その理解と既習
の知識を用い、実際の大気中で雲が発生するしくみを解明する展開を考えている。 
３年生「イオンって何？」 
 Ⅲ実践で述べた食塩と水の実験に生徒は興味をもったが、その後のいくつかの探究が「なぜ電流が
流れたのか」の問題解決にはなっておらず、生徒の問題意識が持続しなかったと考える。全国特研８
班の研究成果を参考に、電気泳動も取り入れ、生徒の意識・思考を大切にして単元を改善したい。 
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   手だて② 全教科による小グループ活動 ＜継続＞ 
 本校では、全教科で、小グループ活動を核に「全員参加で高め合う授業」をめざしている。小グル
ープは原則４人である。全員が互いに話し手・聞き手になる活動の人数は４人が最適である。 
 全教科で培った「互いに高め合う集団」の素地の上に、理科では「生徒主体の探究」の実現のため
に、「協働による主体性の持続」「科学が好きな生徒による牽引」の効果を生かしたい。探究する力
が十分に育っていない生徒にとって、個で取り組むことは難しい。そんな生徒にとって、一緒に取り
組む仲間の存在は大きな支えである。「自分で」は難しくても「みんなと」なら取り組める。これが
「協働による主体性の持続」である。また、十分に探究する力をもつ生徒には、グループの中で中心
的に活躍して他のメンバーを牽引してほしい。これが「科学が好きな生徒による牽引」である。科学
が好きな生徒が他の生徒を巻き込んで高め合うことで、全体がめざす生徒像に近づくと考える。 

 グループの編制について  
 ＜座席順通り＞ 
 グループ編制は、座席順の４人組が大半である。無作為な席順では人間関係の問題が心配されるが、
本校では全学級で資料38の座席決めが定着しており、全グループで活動が成立する工夫をしている。  

資料38 座席順の決め方（全学級）  
 本校では、学級の生活でも個・集団を育てる取り組みとして、「生
活班」を取り入れている。給食や掃除、学級活動などで、それぞれが
役割と責任をもって班・学級のために活動している。前期・後期で、
それぞれ学級で班長６人を選ぶ。室長２人、議員１人、班長６人の計
９名の学級企画委員会で、担任の指導のもと、生活班のメンバー編制
を行っている（原則、年２回）。もちろんその目的は、「授業や生活
が成立するための班編制」である。月１度の学級企画委員会で、生活
や授業での問題があれば相談・対応をしている。 
 そして、毎月の席替えでは、「生活班の位置」と「生活班内の個の
座席」を変えている。生活班は６人が基本であり、授業の小グループ
は４人が基本である。そこで、右図のオレンジ色の座席の生徒が、授
業で小グループの４人組になる。互いの人間性を考慮して、「話し合いが成立するメン
バー」という目的で、毎月の席替えの際に、生徒たちが考えて決めている。 
 学級によっては、男子どうし・女子どうしのかかわりになりがちな実態もあり、担任
の判断で、右下図のように男女を斜向かいにする学級もある。  
 ＜考えの同質・異質によるグループ編制＞ 
 活動の目的を達成しやすくするために、考えの同質・異質による編制をする場合もある。 
 類似の考えどうしで編制した場合は、グループの思考を一つの方向で深めるのに有効である。異な
る考えどうしで編制した場合は、互いの思考を広げることができる。意見の対立があるため、個の考
えに根拠が求められ、互いの科学的な思考力・表現力がより磨かれる効果がある。 

 各グループへの支援 ―すべての個が活躍するために―  ＜継続＞ 
 すべての個が活躍するために、以下の補助的な手だてを必要に応じて取り入れていく。 
・小グループ活動の前に自分の考えを構築する「個の学びの時間」の保障 
・個との対話や朱書きで考えをもたせたり、励まして意欲を持続させたりする「個への支援」 
・一部の生徒だけの話し合いにせず、班・学級で多くの個が活躍するための「司会」「ホワイトボ
ード係」「発表係」などの役割分担（授業者指定や希望制） 
・全員の考えを文や図で整理し、話し合いへの参加を促す「ホワイトボードの活用」 
・全員の考えをより明確に示し、話し合いへの参加を促す「具体物の提示」 
 個の探究の場をめざす ―「小グループ活動」の位置づけの再認識― ＜新規＞ 
 小グループ活動は、その成立が目的ではなく、個々の主体性を持続させるとともに、個々の探究す
る力を高め合うための手だてである。また、小グループは学習形態の一つであり、いつも個→班→学
級という展開をする必要はない。生徒一人一人を育て、「探究の主体」にすることが最終目標である。
そこで、単元の終末のチャレンジタイムを中心に、個で探究する活動を多く設けていきたい。また、
可能な限り、一人一実験を取り入れていきたい。 

■ ●  ■ ● ■ ●
■ ●  ■ ● ■ ●
■ ●  ■ ● ■ ●

    
■ ●  ■ ● ■ ●
■ ●  ■ ● ■ ●
■ ●  ■ ● ■ ● 

生 
活 
班 

  

４人の小グループ 

■ ●
● ■
■ ●

男 女 
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   手だて③ チャレンジタイム ＜継続・改善＞ 
 2011 年度の論文で計画した「チャレンジ単元」は、発展的・領域横断的内容で、探究の単元をつく
るという取り組みであった。全学年１単元ずつ実践して生徒は意欲的だったが、時間の確保が非常に
困難だったという私たちの反省をもと、今年度は「領域横断的」「単元」の要素を外し、「チャレン
ジタイム」とした。単元の終末などに、身につけた力を活用して発展的な内容で探究する場である。
10 実践を行うことができた。この紆余曲折は、私たちが大切にしている「持続可能な取り組み」の精
神が生きたものだと考える。この教訓を忘れず、新規開発・改善を重ね、さらに充実させていきたい。 
 今年度の「無接点充電」に、手だて④「最前線の人にふれる」を取り入れた改善案を後述する。 
 
   手だて④ 科学への夢を育む取り組み 
 授業で学習内容と先端技術や生活を結びつける ＜継続・改善＞ 
 生活や先端技術が理科の学習内容と直接的・間接的に結びついているものはたくさんある。今年度
は「無接点充電」をチャレンジタイムとして、「遺伝子技術の未来」を話し合いとして取り上げた。
今後もこの取り組みを充実していきたい。これまでも、水切り、ベーキングパウダー、緊急地震速報、
iPS 細胞、カーボンナノチューブ、ミドリムシで走る車などなど、理科との結びつきを紹介してきて
いるが、Ⅳ考察・評価で述べたように、生徒の探究や学習活動として取り組む効果は大きい。今後も、
生活の中の科学や先端技術を教材化していきたい。 
 授業で「最前線の人」に学ぶ ＜新規＞ 
 その分野の最前線で活躍する「人」から直接話を聞く機会は、科学の有用性や理科を学ぶ意義を心
に刻むことになると考える。最前線の人から、「学んでいる内容と先端技術や生活とのつながり」「科
学技術の有用性」「地元の科学技術の現場」などを、授業の中で直接伝えていただく場を設けたい。
具体案としては、以下の単元や教材と結びつく分野の「最前線の人」を考えている。 

単元・教材 伝えていただきたいこと その分野の最前線の「人」 

１年「大地の成り立ちと変化」 隕石がぶつかってできた地球 生命の海科学館（蒲郡市）学芸員 
２年「無接点充電」 無接点充電技術の未来 電器メーカー、電気自動車の研究員
２年「からだのつくり」 再生医療の未来 再生医療機器メーカー研究員 
３年「遺伝子技術の未来」 遺伝子技術の未来 自然科学研究機構（岡崎市）研究員
３年「自然と人間と科学技術」 石油をつくる藻 デンソー西尾研究員 
 また、今後、総合学習（１年生職場訪問、２年生職場体験、３年生修学旅行）において、科学分野
への訪問・体験を増やしていくように学校全体の意識を喚起したい。 
 授業で本物にふれる、ものづくり ＜継続・改善＞ 
 文字や写真だけによる学びは残りにくいが、直接体験は強く心に刻まれる。授業に本物を持ち込め
るものは、積極的に本物にふれさせたい。生徒がつくれるものは実際につくらせたい。「からだのは
たらき」では、今年度、ブタの眼球と肺を持ち込んだが、心臓や小腸、腎臓なども手に入れることが
できる。それぞれの器官のはたらきを実物で探究させたい。命の大切さにふれる機会にもなる。また、
「無接点充電」のように、生活の中にある科学のしくみを自分でつくる場も設けたい。「うまくでき
ているなあ」と、自然や科学技術の精巧さや有用性を実感してほしい。 
 科学への夢を醸成する展示・掲示 ＜継続＞ 
 指導要領になく授業では扱わないが、生徒に伝えたい「最先端の科学技術」「生活の中の科学」「自
然の壮大さや精巧さ」「科学のおもしろさ」はたくさんある。理科室の廊下の展示・掲示で伝えたい。
理科室に行くとおもしろいものが待っているわくわく感は、授業への期待感にもつながるだろう。 
 生徒の関心の高いものに焦点化した構成、一目で内容が分かるような図・写真の工夫、平坦な掲示
物よりも実物や体験ができるもの、すべてを説明せずに好奇心や探究心を生むものにしたい。 
 科学部の活動紹介「サイエンスショー」 ＜継続＞ 
 サイエンスショーは、全校生徒1000 人（正確には 1042 名）による実験を実施したい。何ができる
かはまだ計画中だが、参加型のイベントで科学への夢を育む取り組みとして進化させたい。  
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 授業でその分野の「最前線の人」に学ぶ 具体案  
１年生「大地の成り立ちと変化」 
 火山、地層、プレート、マントルなどは地学という分野で一括りにされるが、生徒にとって内容的
にはつながっていないだろう。それらは、「隕石がぶつかってできた地球」で結びつけることができ
る。これをこの分野の専門家に登場して話していただきたい。地球の歴史や生物の進化、小惑星探査
機「はやぶや(１･２)」などにもふれることで、宇宙や地球の歴史の壮大さを実感させられるだろう。 
２年生「無接点充電技術の未来」 
 今年度の実践では、チャレンジタイムで、無接点充電のしくみを解明した後、授業者が、携帯電話
やスマホ、さらにはトイカ、マナカなどの ICカードにも応用されている技術であることを説明した。
電気自動車が道路から充電できる構想もあるそうである。ここで「最前線の人」（電器メーカーや電
気自動車の研究員など）が登場し、この技術の「未来」や「夢」を語っていただきたい。 
３年生「iPS細胞がもたらす未来」 
 今年度は「遺伝子技術の未来」で話し合いの場を設けた。互いの想像の交流なので開放した形で終
わったが、それでも科学の有用性・学ぶ意義への意識は高まった。そこで、この分野の専門家から、
最新の研究や将来像を伝えいただきたい。生徒が考えた iPS細胞の使い道についても、倫理的な問題
を含めて考えを語っていただきたい。    

 科学への夢を醸成する展示・掲示 具体案  
「石油をつくる藻」 「最前線の人」でも取り上げたが、地元の企業で、世界のエネルギー問題を
一変させるかも知れない技術が研究開発されていることを伝えたい。 
地球の年表 今年度つくった掲示「10○mの世界」の時間版である。宇宙 137 億年、地球 46 億年、
生物多様性の壮大さに対する人類の歴史の短さや環境破壊についてもふれたい。 
塩ビ管楽器 様々な長さでカットした塩ビ管の端を掌でたたくことで、音階を奏でられる楽器を展
示したいと考えている。１年の音の単元で、教材として用いることができるだろう。 
１回で止まる磁石の振り子 磁石の振り子の最下点の下に厚手のアルミニウム板を敷くと、手を触
れないのに１回で止まる（NHK「考えるカラス」より）。「おもしろ現象」として紹介したい。 

 
 手だての有効性の検証方法 ～「科学が好きな子ども」にどれだけ近づいたのか～  <継続>  
 手だての検証方法は、Ｐ.３,17,18 で詳しく述べた 2012 年度の方法と同じでよいと考えている。 
 
  
 Ⅵ おわりに 〜「求む、夢のある計画 情熱のこもった取り組み」にこたえて 〜 
 
 ５度の応募論文で示してきたように、失敗や試行錯誤を繰り返しながらも、科学が好きな生徒をた
くさん育てることができたと考えている。私たちの取り組みの柱は「探究」である。斬新な理論や特
別な手だての研究ではなく、授業で生徒を「探究の主体」にする方策を地道に模索してきた。その歩
みで私たちが手に入れたのは、数多くの教材や単元だけではない。今ここに真にあるものは、「どう
したら生徒が探究に走るだろう」と、ひた向きに考えようとする教師の意志とチームワークである。 
 教育は人が人を育てる営みである。いくら立派な理論や教材があっても、教師に情熱や意志、技術
がなければ子どもを育てられない。その意味で、教師の意志やチームワークが培われたことこそ、本
研究の最大の成果だと考えている。振り返れば、これを校内の声だけで始めるのは至難の業であった。
貴財団から「求む、夢のある計画 情熱のこもった取り組み」といただいたチャンスに始められたこ
と、温かいご指導・ご支援によって育てられ支えられてきたことに、心から感謝したい。 
 今年度も、教師の意志とチームワークによって、新たな挑戦があり、成果と反省があり、また新た
な計画が打ち出された。今後の鶴中理科教育に大きな期待がふくらんでいる。 

【執筆者】鶴城中学校 理科部・研究推進部  【研究代表】三浦 真一 




