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Ⅰ はじめに 

 足下に咲く小さなパンジーに目をとめる生徒は多

くない。資料１は西中ブログにアップされたものであ

る。本校のブログには生徒の活動の様子以外に、この

ような学校の自然を紹介する記事がある。この記事が

アップされた数日後、部活動に来ていた生徒がこのパ

ンジーをじっと見て、手に水をためてそっとかけてい

た。その後、「こんなに小さい葉っぱなのに、あっち

（花壇）のと花は同じ大きさだよね。根っこが違うの

かな。」とつぶやいていた。健気に咲く花に心を動か

されつつも、見えないコンクリートの隙間で何がおこ

っているか知りたいという素朴な好奇心につき動か

されての一言であろう。このような自然への好奇心や

豊かな感性こそが、「科学を楽しんで学ぶ」ことにつ

ながっていくのだと思う。 

平成１８年度に文部科学省からだされた「キャリア

教育推進の手引」に基づき、西中キャリア能力表の開

発と研究を行なってきた。私たちは「自分の将来を切り拓いていくことができる生徒」の育成をめ

ざし、教育活動すべてに視点をあて、全校体制で取り組んできた。理科部では、このキャリア教育

を受け、理科という教科の特性を生かしながら新たな研究の構想を構築し、深められるように３年

計画で研究を進めてきた。本年度はその最終年である。これまで取り組んできた実践を振り返り、

足跡をここにまとめた。忌憚のない御批評・御指導をいただき、来年度からの新たな研究に生かし

ていきたいと考えている。 

 

Ⅱ 研究の概要 

１ 昨年度までを振り返って 

  [手だてとその成果・反省] 

手だて 成果と反省 

①西中キャリア能力の育成 

「思考力」と「言語力」を高める 

理科の授業づくり 

 

※思考力→情報収集力・計画立案力 

 言語力→相互理解力・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力 

「思考力」と「言語力」をセットにして単元を構想

したことは有効であった。 

しかし、自然事象から読み取りをする力（情報収集

力）の育成が不十分であった。考えを構築するために

は、そのための情報（材料）が必要になってくる。そ

の情報を得るための視点を明確にする必要がある。 

②心を動かす体験の場の設定 

 教材の開発 

出会いの場の工夫 

科学する心を育む環境づくり 

自然や科学の「不思議」にふれる体験の場を設ける

ことで、生徒は自然に夢中になって追究をした。 

授業では強い問題意識、強い達成欲求を生徒に感じ

させられるような教材の開発、そして、それらとどの

ような出会わせ方をするかを考えていく。 

Ａ棟東の非常階段下のコンクリ－トのわずかな

隙間から、パンジ－が健気に精一杯花を咲かせま

した。さすがに丈は短く、こぢんまりしています

が、青紫色の清々しい花です。きっと昨年春に咲

いた花壇の花の子孫なのでしょう。植物の生命力

に驚きます。（教頭） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ パンジー（3月 31 日ブログより） 
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手だて 成果と反省 

③学習形態の工夫 

①１人 ②ペア ③グループ  

④一斉全体型 ⑤交流全体型  

の使い分け 

ペア活動やグループ活動での考えの交流は活発に

行われるようになってきた。 

一斉型全体になると、まだ伝えるスキル・聞くスキ

ルが身についておらず、話し合いが深まらなかった。 

 

〔本年度に生かしたい課題〕 

○自然事象からの読み取りの「視点」を明確にしたり、情報の取捨選択の場を設けたりすることで

「情報収集力」を育んでいく。 

○教材開発に取り組んでいく。 

○仲間とのかかわり合いを深めるために、伝えるスキル・聞くスキルの向上をめざしたい。 

○科学が好きな生徒を育む環境を整備していく。 

 

２ 本校の考える科学が好きな子どもとは 

 

本校のめざす生徒像は「自分の将来を切り拓いていく

ことができる生徒」である。現代社会で必要とされてい

るのは、「主体的に考え、決断し、行動できる」人間だ

と考えるからである。自らが置かれた現状から問題を把

握し、それを解決に導くことのできる力、つまり問題解

決能力を身につけることが大切である。その力を育むた

めに、問題（課題）解決を単元構想のメインにおき、そ

の過程で７つのキャリア能力（計画立案力・情報収集力・

相互理解力・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力・選択力・役割認識力・将来展

望力）の育成をめざしてきた。授業研究会のほか、自主研修会などを開き、教員の力量アップにも

努めている。 

また、昨今の教育界では 21 世紀型スキル（学力）の重要性が叫ばれ始めている。正解のない問

いのあふれる社会を生き抜いていく力を身につけることの必要性を誰もが感じ始めてきたのであ

ろう。本校で育もうと研究をしてきた西中キャリア能力は、この 21 世紀型スキルの土台となる力

なのだと考えている。 

この西中キャリア教育を受け、理科部としてめざす『科学が好きな生徒像』を次のように考えて

いる。 

  

 

 

 

[メインテーマ] 

明日の自分をつくる この学び 

考える楽しさ、わかる喜びを感じる理科学習の実践を通して 

[めざす科学が好きな生徒像] 

・豊かな感性で自然事象に触れ、体験し、その中で疑問を抱き、 

それを主体的に追究しようとする（問題解決をしようとする）生徒

・自ら考え、その考えを実現しようとする生徒 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 授業研究会 
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３ 研究の構造 

（１）研究の仮説 

 めざす科学が好きな生徒像の実現に向け、次のような仮説を立てた。 

 

 

 

 

 

 

（２）研究の構想 

①考える楽しさ・わかる喜びを実感する理科の授業 

めざす科学が好きな生徒像をあらわすキーワードの一つに「問題解決能力」がある。生徒が問題

を解決するためには以下の二つが必要になってくると考える。それは生徒が問題を解決しようとす

る“心”をもっていることと、問題を解決する“方法”を知っていることである。 

まず大切にしていきたいのが、「わかった！」「できた！」「やってみてよかった！」と感じら

れる授業づくりを行うことで、主体的に科学しようとする“心”を育むことである。科学する“心” 

が芽生えてきさえすれば、問題を解決する“方法”を身につけることは容易であると思う。これを

実現するため、本校では考える楽しさやわかる喜びを実感できる授業づくりに取り組んでいる。 

 手だてとして、以下の 3点をあげる。 

手だて１ 「思考力」と「言語力」を意識し高める理科の授業づくり 

手だて２ 心を動かす体験の場の設定と工夫 

手だて３ 仲間と学び合うための学習形態の工夫、伝えるスキル・聞くスキルの向上 

 

（ア）手だて１ 「思考力」と「言語力」を意識し高める理科の授業づくり 

 「頭ではわかっているんだけど、言葉にするのは難しい。」考察の時に生徒がよく言う台詞であ

る。自分の考えを言葉というツールを使って組み立てることは難しい。けれど、言葉で表現するこ

とで頭の中が整理されて、考えの構築が行われていく。また、その考えを他者と言葉で伝え合うこ

とで考えが深まっていく。（→手だて３へ）資料２に書いたように思考と言語は切っても切れない

関係にある。自ら考えることのできる生徒、考えることを楽しめる生徒をめざすためには言語力の

向上が必要になってくる。そこで、生徒が自らの考えを書いたり、考えの交流をしたりする場（＝

思考と言語を一体にする場）を単元の中に明確に設け、展開するようにしてきた。 

 それに加え、本年度はその前段階に注目した。資料２でいう「言語力①豊富な言葉の獲得」と、

「思考力①事象・文献の読み取り」である。ここで言う言葉とはただ単なる単語のことではなく、

理科的な概念と同等の意味をもつものである。考えを組み立てる前に、考えを構築するための材料

が生徒の手元になければならないと考えたのである。まず一つとしては単元のあり方を考えた。単

元のはじめに最低限の知識や技能を身に付ける時間を設け、その後、その知識を活用する段階で「思

考力」と「言語力」を一体にして自らの考えを構築、深化させる時間を十分にとっていく。二つ目

は、生徒が自ら必要とする情報を収集する力を育んでいけるように支援することである。読み取り

の視点を明確にしたり、情報の取捨選択の場を設けたりしていく。 

[研究の仮説] 

心を動かす科学を体験する場を設定したり、 

「思考」と「言語」を一体に考えた単元を構想したりすることで、 

考える楽しさやわかる喜びを感じる理科の授業が展開でき、 

感性・主体性・創造性をもっためざす生徒像にせまることができるであろう。
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（イ）手だて２ 心を動かす体験の場の設定と工夫 

 「すごい！」と自然に感動する教材。 

「どうして？」「なぜ？」と疑問のつぶやきがこぼれる教材。 

「なるほどね」と思考の手助けとなる教材。 

これらの教材を開発する（写真２・３）ことはもちろん、最も効果的な出会い方を工夫すること

で生徒の知的好奇心がくすぐられていく。それが、生徒の主体的に学ぼうとする姿勢につながって

いくと考える。教材の開発とともに、出会いの場の設定の工夫に取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 2013 年度の研究の構造 

言語力②言葉の組み立て 

思考力②考えの構築 

言語力③言葉で伝え合う 

思考力③考えの深化 

思考力①事象・文献の読み取り

心を動かす体験の場の設定 

教材の開発と出会いの場の工夫 

＋事象からの読み取りの視点 

言語力①豊富な言葉の獲得

キャリア教育（全教育活動） 

＋基礎知識・技能の習得 

を単元に配置

学習形態の工夫 

 考えの構築・深化の支援 

＋伝えるスキル・ 

聞くスキルの獲得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 熱で色が変わった！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 音を見よう！ 
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（ウ）手だて３ 仲間と学び合うための学習形態の工夫、伝えるスキル・聞くスキルの向上 

 生徒の実態、活動のねらいや内容によって、学習形態を変えることで学習効果が高まってくる。

基礎基本を徹底する場、考えを構築する場、深化させる場、それぞれの場でふさわしい学習形態を

選び、授業を展開していく。 

特に重視したいのが、考えを深化する場である。他者とのかかわり合いによって、自分の考えを

再構築し、深めていく。この場ではペア学習、グループ学習、全体学習の形態を用いて、考えを伝

え合っていく。その際に必要なのが伝えるスキル・聞くスキルである。特に一斉型の全体学習では、

わかりやすく伝えるためには話型が必要になる。意見のつながりを意識した発言ができるようにし

ていきたい。また、他の考えを聞き流すのではなく、メモをとって自分の考えの再構築に生かせる

ようにしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②科学が好きな生徒を育てる環境整備 

（ア）科学の心を育む環境整備 

昨年度から始めた観察池付近の整備を継続して行っている。この整備については極力業者の

手を借りず、科学部や西中親父の会のメンバーの手で行うことにしている。そうすることで、

観察池付近の自然の変化を敏感に感じるともに、全校生徒にとっても自分たちの仲間が関わっ

ているという意識が生まれ愛着が湧いてくると考えたからである。最終的には、愛知県の絶滅

危惧種に指定されているカワバタモロコを放流し育てていきたいと考えている。 

また、理科室の前の廊下に科学ブースを設置して

いきたい。科学にかかわる書籍やその時々に学習を

している内容にかかわる展示を行っていきたい。 

（イ）科学部の活性化 

科学部では部員それぞれがテーマをもち、科学実

験や地域の自然観察を行っている。個人追究のレポ

ートの中で優秀なものは外部のコンテストなどに応

募していきたいと考えている。また、その内容を校

内で発表する場を設け、活動を広めていきたい。 

場 面 学習形態 
基礎基本の徹底 一斉型全体 基本的知識技能を学ぶ。（+集団で思考する場面） 

考えの構築 個人 一人一実験・一観察を行ったり、 
個別に考えを構築したりする。 

考えの深化 

ペア 二人。気軽に考えを交流できる。しかし、考えの交流が固定的に
なってしまうことに注意する。 

グループ 
３～４人のグループ。編成は意図的に行う。子どもの興味・関
心や習熟の程度の違いに対応可能である。※目標の実現のため
のグループ編成を工夫することが大切。 

全体（一斉） いわゆる一斉授業型。まとめを行うなど集団で思考する。 
（+基本的知識技能を学ぶ場面） 

全体（交流） 自由にクラスの誰とでも考えの交流ができる。多様な考えを交
流させることができる。より思考の質が高まると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 科学部、大活躍 
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Ⅲ ２０１３年度の研究実践 

１ 考える楽しさ わかる喜びを実感する理科の授業 

（１）３年「宇宙の楽園“地球”」の実践 

 生   徒   の   活   動 手だて 

つ

か

む 

 

 

・実際の太陽や星の観察とＭＩＴＡＫＡソフトによるバーチャルな宇

宙空間を体験し、宇宙の神秘や不思議に興味をもつ。 

・宇宙の学習には、人の目と宇宙と時間と空間を超越した神の目の両

方が必要であることを知る。 

 

ふ

か

め

る 

 

 

 

・地球儀とライト（太陽・星）などを使った天体モデルを使って、グ

ループごとに実験をする。 

・実験結果をもとに与えられた課題について個人で考察し、グループ

→全体と意見の交流を行い、考えを深めていく。 

・パワーポイントを用いて太陽や星、地球の動きを確認することで考

えを整理し、再構築する。 

 

 

    ・人の目、神の目、両方の視点から太陽と地球について考え、

それをわかりやすく他者に伝えるためにまとめる。 

    ・全体の場での意見の交流により、考えを深める。 

 

 

      Ａ    Ｂ    C    Ｄ   … 

  距離  ０   １００  １５０  ３００  … 

温度      ５００   Ⅹ   －６０    Ⅹ＝？ 

      A＝太陽 Ｂ＝金星 C＝地球 D＝火星  

・上の問題を解き、数学としての解と実際の地球の温度との差に疑問 

に思い、なぜそのような差があるのか考える。 

・調べ学習を行い、自分の考えをまとめた後、自由に全体で意見の交

流を行う。その後、一斉にまとめを行う。 

 

ま

と

め 

 

 

・この広い宇宙の中に第 2 の地球があるかどうか、自分なりの考えを

まとめ、ペアで話し合う。 

・地球の素晴らしさと宇宙の無限の可能性を感じる。 

 

 

①宇宙の神秘や不思議を感じよう（つかむ） 

生徒の中には天体観測をしたり、プラネタリウムなどに行き宇

宙のことを調べたりする生徒もいるが少数である。また、天体の

学習について苦手に思っている生徒もいる。理由としては、実物

に触れることができないことや、宇宙は空間的にとても大きな広

がりがあること、天体の動きを時間的な流れでとらえなければな

資料１ MITAKA 

太陽や星座の天球上の見かけの動きと地球の運動には、どのよう

な関わりがあるのだろうか？ 

宇宙のすごさに感動

する教材との出会い 

宇宙の神秘や不思議を感じよう！

→ 沈まない太陽、昇らない太陽について考えよう。

第 2 の宇宙の楽園はあるのか！？

学習形態(グループ→個人

→グループ→全体) 

学習形態（個人→交流型全体

→一斉型全体） 

矛盾から疑問をもつ

教材との出会い 

情報を収集し、追究

に生かす力ＵＰ 

根拠を明確にさせる

ことで、思考力ｕｐ

をねらう 

基礎知識を習得し、考

える材料を得る場  

生徒の理解を支援す

る教材の利用 

宇宙の楽園“地球”からとび出てみよう

MITAKA 

資料３ MITAKA 

学習した知識を活用

し、思考力＆言語力の

ＵＰをねらう場 

自然の不思議さを感

じる教材の利用 
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らないことが考えられる。しかし、だからこそ宇宙に対して不思議さを感じるとも言える。天体の

学習については小学校でも行なっているが、そこでは天体の運動を観察者中心の見方で学んでいる。

本単元では地球上から地球外へと視点を移動して天体の動きを考えていく。天体の相対的な位置関

係と地球の運動、それによっておこる天体の見かけの動きや地球上の気温や季節の変化などを、じ

っくり考え生徒自身のことばで説明できる力を育みたいと考えている。 

そこで、まず宇宙に関する興味関心をひくため、パワーポイントを用いて大画面で天体の写真・

動画を提示した。流れ落ちる流星や美しい星雲の姿を見て、生徒たちは素直に「わぁ、きれい。」「本

当にこんな風になっているの？」と声をあげた。その後、国立天文台ＨＰよりダウンロードした

MITAKA（資料３）を用いて、視点の変換について考えさせた。MITAKA の画面はとても美しく、操作

も簡単で見たいものをすぐに見ることができる。また、地球上にいる人の視点から、宇宙全体を外

から見ている神の視点へと連続して移ることができる。今後の学習に必要な視点の変換の意味をこ

こで押さえた。資料４は生徒の理科日記の一部である。実際に自分の目で見たい、難しいけどでき

るようにしたいという文章からも、意欲づけを行うことができたことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

②天体の見かけの動きと地球の運動について考えよう 

（ふかめる①基礎知識・技能を身につける→言葉で思考力を育む） 

 私たちにとって最も身近な太陽という天体の見かけの動き（日周運動）と地球の運動（自転）に

ついて学んだ。透明半球を用いて実験をすると同時に、地球儀やライトなどでモデル実験をグルー

プごとに行なった。自分たちの手で太陽の見かけの動きや地球の運動について再現でき、サイエン

スノートに自分の考えを記入する際に助けとなった。また、全体でのまとめの場でもパワーポイン

トを用いて、それぞれの天体の動きをシミュレートし、生徒の理解を支援した。その後、１年間の

天体の見かけの動きと地球の運動（公転）についての学習へと移った。 

 太陽の日周運動の学習では、太陽は東から昇り南の空を通って西に進むという見かけの動きが地

球のどのような運動によるものかを考えなければならない。生徒の半数は最初「？？？」の顔をし

ていた。何を聞かれているのか、どう考えていいのかわからなかったようであった。そこで、神の

目から考えることと、そのための小道具としてモデル（地球儀とライト）を使ってもよいことを伝

えるとようやく考え始めることができた。人から神への視点の変換は思っていた以上に難しいこと

を悟った。そこで、少しでも考えの手助けとなるように小さな紙粘土の自分人形を用意し、地球儀

につけられるようにした。こうすることで、宇宙全体を外から見ているのか、地球上の自分が見て

いるかをはっきりと分けられるようにした。 

日周運動の授業の後、教卓に集まっていた数人の男子生徒から「先生、人とか神とか難しいよ。」

という言葉が出てきた。やっぱり難しいのかと思ったのだが、通りかかったＢが「ちょっと難しい

けどさ、今は人の目、今は神の目っていう風に整理していくと、けっこう簡単だよ。教えてやるよ。」

と話しかけた。このときの男子生徒の中にＣが入っており、Ｂに視点の変換を教えてもらったＣは

 宇宙の写真がすごかった。バラ星雲とか本当にあんな風に見えるのかな？あと、流星群が見てみたいって思った。 

（Ａの理科日記より） 

 人の目と神の目のちがいがなんとなくわかった。でも、わかったようなわかってないような。視点の変換は難しそ

うだけど、これからできるようにしていきたい。宇宙の勉強が楽しみです。        （Ｂの理科日記より） 

資料４ 宇宙の神秘や不思議にふれて（理科日記） 
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この後天体の学習に驚くほど意欲的に取り組んでいった。 

 見かけの動きと地球の運動につ

いて学習をした後、沈まない太陽

（白夜）と昇らない太陽（極夜）に

ついて提示し（資料５）、なぜこの

ような現象が起こるのかを考える

授業を行なった。西の空に沈んでい

く太陽が沈み切らずに昇っていき

北側を通って一周するという不思

議な現象に驚きの声があがった。また、逆に、たった３時間しか太陽が昇らず、また暗闇に戻って

いく極夜についても同様である。この人の目で見るとただ単に摩訶不思議な現象を、神の目を用い

て説明できるようにすることが目標である。 

 この現象を理解するには地軸の傾

きが気づくことが大切である。そのた

め写真５にあるように、地軸が固定さ

れていないフレキシブルな地球儀を

用いた（丸）。暗くした状態で実験を

行うため各グループについたて（四

角）を用意し、それぞれのグループで

用いるライトの灯りが他のグループ

の邪魔にならないようにした。また、解決の糸口がなかなか見つからないグループに対しては、ヒ

ントカードを用意しておいた。Ｃは自分が人の目と神の目の切り替えを苦手としていることがわか

っていたので、最初から自分人形をはりつけて考えていた。そうすることで、今自分たちが求めて

いるのが、一日中あかりが当たっている場所を探すことだということがわかった。何度も地球儀を

回していると、グループのメンバーが地軸が傾いていればよいことに気づいた。 

 しばらくすると、他のグループでも白夜・極夜が地軸の傾きによるものであることに気づく生徒

が出てきた。しかし、この後苦手としている気づきをことばに直すことで考えを構築していくこと

になる。今回グループで実験を行なった理由は、もちろん実験器具の問題もあるが、曖昧な考えを

ことばにして話すことで、考えを組み立てる手助けとなると考えたからである。すぐに自分のノー

トに書くのではなく、まずグループで話をして考えをまとめた。一枚の大きな紙にグループの考え

をまとめていく内に、自分だけでは気づけなかった部分が明確になっていきった。逆に、グループ

で考えても分からない部分も明確になっていった。その後、自分の考えを構築しノートにまとめ、

全体での意見交流に備えた。 

また、ついたての思いもよらない効果がここで発揮された。ついたてによって自分の周りが何を

話しているのか全く分からないので、他グループの考えを取り入れることなく、自分のグループの

考えが深まっていった。逆に、考えがまとまらないグループは他グループの考えが気になって仕方

なくなり、全体の場でかかわり合いに真剣に臨むことになった。資料６はその時の授業記録である。 

 白夜・極夜の理解は難しく、なかなか発言をしづらい雰囲気になってしまうことが多い。しかし、

途中までグループで考えをまとめたことで、自分の考えに自信をもって挙手できていた。資料６か

 

 

 

 

 

 

資料５ 白夜・極夜の不思議 疑問を投げかけるパワーポイント 

 

 

 

 

 

 

写真５ 白夜・極夜の不思議 考え中… 
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ら、短い発言も含めて多くの生徒がかかわり合いに参加していることがわかる。また、自分の考え

をもって全体でのかかわり合いに臨んだＣは、モデルを用いて自信をもって発言していた。そして、

自分の考え以上のことが他グループから発表されたとき、それに対して「どういうこと？」と自分

事として疑問に思い、理解しようとしている。真剣に尋ねる仲間に対して真剣に答えようとしてい

るＢの姿も素晴らしいと感じた。 

話し合いの後、C は自分のグループでまだ理解していなかったＤに自分が理解していることを教

えていた。これにより話し合いで得た知識をより自分のものにする手助けとなったようであった。

また、それを Bに「合ってる？」と聞き、自分の考えを再構築を図っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③宇宙の楽園“地球”からとび出してみよう（ふかめる②調べ学習→言葉で思考力を育む） 

生物の住むことのできる惑星“地球”と近い位置にある二つの惑星、金星、火星の違いは何だろ

うか。様々な違いがあるが、太陽からの距離と表面温度に着目した。この関係をまず単純な数学の

比の問題として生徒に提示した。生徒はいろいろな計算方法で答えを出してきたが、実はどれも正

解ではなかった。頃合いを見計らって、「A＝太陽 Ｂ＝金星 C＝地球 D＝火星」であることを伝

えると、資料集や教科書、理科室にある書籍で調べ学習を始める生徒が出てきた。 

では、なぜ計算で求められないのか。そこに矛盾が出てくる。計算で出た答えと実際の地球の表

面温度の違いはどこからきたのか、個人で追究していった。一人調べの時間を設け、西尾市の図書

館から借りた書籍やパソコンを使って、それぞれが様々な角度から答えを求めた。このとき、一つ

だけ条件を出したことがある。それは「小学校 6 年生に理解できるように、レポートを書く」（情

報の選択）ことである。たくさんの情報があふれているもののそれを自分の考えにするには、自分

で言い換えることができなければならないと考えたからである。Ｂは地球温暖化ガスの一つである

CO２が大きく関わっているのではないかと考え、それぞれの惑星の大気組成から調べていった。Ｃ

はどこかで聞いたことのあるキャッチフレーズ「水の惑星、地球」からＨ２Ｏの有無やその状態に

ついて仲間と調べていた。もちろん、何から調べていいのかわからず、手あたり次第三つの惑星に

ついての情報を調べていた生徒もいた。そ

こで、交流型の全体学習の場を設けた。と

言っても、かしこまって交流するような形

ではなく、調べ学習の一環として仲間のま

とめている内容をちらりと見せてもらう

Ｃ （この現象が起こる）場所は北極とか南極とかで、理由は地球がちょっと斜めを向いているからだと思います。 
Ｔ 地球儀を使って説明ができる？ 
Ｃ こうやって、地球がちょっと斜めで、こっちから太陽があたるとして。（同じグループのＤが手伝い始める）地
球がこうやって自転するから、ここはずっと太陽の光が当たっている。だから、沈まない太陽の場所になる。 

Ｔ 地球の自転は、どう回るんだっけ？ 
Ｅ 地軸を中心に回っています。で、地軸が傾いているから、こっち（北極側）はずっと太陽が当たって、こっち（南
極側）はずっと太陽が当たらない場所になります。 

… 省略 … 
Ｂ 地球は太陽の周りも回っている、公転しているから、ずっと太陽が昇っているわけではなくて、季節によって変
わる。 

Ｆ 反対になる。 
Ｃ どういうこと？何で季節とか関係してくるの？ 
Ｂ だから、こうやって（地軸が）傾いていて、でもって、太陽の周りも回っている 

から、こっちの位置になるときは北極の方が沈まなくて、こっちになると南極が 
沈まなくなるの。 

Ｃ ･･･あぁ。わかった！地軸はいつでも同じ（傾きで回っている）ってこと…？ 
Ｂ そう。（写真） 

資料６ 百夜と極夜の不思議 全体でのかかわり合いの場（授業記録） 

 

 

 

資料７ 調べ学習をして（Ｃの理科日記） 
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ような形をとった。短時間にしたため丸写しになることはなく、そこから再度調べ学習を行い、自

分の考えをまとめていた。その後、全体での考えの交流を行った。資料７は C の理科日記である。

「みんな、いろいろ調べていてすげ～と思った。」と書かれているように、Cは他者から学んで自分

の追究に生かしているようである。 

 

④第二の宇宙の楽園はあるのか！？（まとめ） 

 単元の最後に「宇宙の楽園“地球”は一つしかないのだろうか？」という明確な答えのない問い

に対して考える場を設けた。それぞれが個別に考えをまとめた後ペアで考えの交流を行うことにし

た。また、答えがない問いなので、どんな考えを発表しても良いのだが、根拠をしっかり述べるよ

うに伝えた。 

 地球のような星がこの宇宙のどこかに「ある」とした生徒がほとんどであった。その根拠として

生徒があげたものが、宇宙の広がりは無限大であること、火星に生き物の痕跡があったこと、UFO

の目撃証言が全世界であることなどであった。Ｂは前におこなった調べ学習で水があった痕跡があ

る星があったことに注目し、この広い宇宙のどこかで地球ほどではないけれど水が液体として存在

している星はあるとまとめていた。確かめようのない問いであ

るが、だからこそ自由に考えをまとめることができた。また、

考えの交流の場では当初ペアとだけと思っていたが、自然とグ

ループ同士や近くにいる生徒同士で読み合っていた。 

 資料８は最後の理科日記である。「…今日みたいに、自由に

考えて仮説をまとめるのはおもしろかった。…」「…前までは、

考察って言われると何を書いていいかわからなくなってきら

いだったのですが、ちょっとできるようになったかなと思いま

す。…」「…自分の考えを話すことも大事だけど、みんなの意

見を聞くことも大事というか。まだ、あんまりできていないけど、…」と言うように、天体の単元

を通して、自分の成長を感じることができたようであった。考えることの大切さを感じたり、おも

しろさを少し味わったりしている生徒や、伝え合うことが自分の成長につながっていることに気づ

いた生徒がいて良かった。このような生徒を増やしていくために力を尽くしたい。 

また、「奇跡の星、地球ってよく言われているけど、本当のことだと実感しました。…」とある

 みんなの仮説がすごいおもしろかった。Ａの宇宙人のはありえないって思ったけど、火星の話とかあって、地球の

ような星があるかもって思う。あってほしいと思う。今日みたいに、自由に考えて仮説をまとめるのはおもしろかっ

た。今までのようなやつだと、考えるのはあんまりできないけど、がんばっていきたい。   （Ｇの理科日記より） 

 天体の学習を終えて、人の目と神の目の使い分けが難しかったことが一番の印象です。あと、前までは、考察って

言われると何を書いていいかわからなくなってきらいだったのですが、ちょっとできるようになったかなと思います。 

（Ｈの理科日記より） 

 白夜と極夜のところがおもしろかった。Ｂがいろいろ教えてくれて、わかった気がした。挙手をたくさんすること

を目標にして３年生はやってきたけど、挙手だけじゃだめだと思った。オレの考えを話すことも大事だけど、みんな

の意見を聞くことも大事というか。まだ、あんまりできていないけど、次もがんばる。    （Ｃの理科日記より） 

 奇跡の星、地球ってよく言われているけど、本当のことだと実感しました。マンガなんかだと他の星に移住とかあ

るけど、そんなことはまだ無理だと思うから、大切にしないとと思います。できることは小さいけどエコな行動をと

っていきたいと思います。                               （Ｉの理科日記より） 

資料８ 天体の単元を終えて（理科日記） 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ 考え中です・・・ 
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ように、地球の素晴らしさを感じてくれた生徒もいる。宇宙から日本人宇宙飛行士が子ども向けに

実験授業をするまでになった今、生徒たちは宇宙に関する興味を何かしらもっている。本単元を終

えた生徒が科学の知識を用いて夢を語ることができたらよいと思う。 

 

 このクラスでは、道徳でコミュニケーションすることの大切さや難しさについて学び、学活でコ

ミュニケーションカードを利用して楽しみながら伝え合うことを学んできた。わからないことをわ

からないと言える雰囲気が素地としてあったことがＣの理科日記につながっているように思う。学

習形態で言う一斉型の全体での学習は、伝えるスキルはもちろんだが、それよりも聞くスキルを生

徒がもっていることが大切だと感じた。このことは来年度以降の研究に生かしていきたい。 

 

（２）１年「粒子でとらえよう 状態変化」の実践 

 生   徒   の   活   動 手だて 

つ

か

む 

 

 

・いろいろな物質で遊びながら、物質について学ぶ。 

・小学校で学んだことをおさらいし、物質の状態について知る。 

・物質の状態と温度との関わりに関心をもつ。 

 

ふ

か

め

る 

 

 

・ろうとエタノールを用いて、状態変化時の質量と体積の変化につい

て実験をし、考えていく。 

・エタノールの気化についてモデル（ＢＢ弾）を使って考え、それぞ

れの状態のときの粒子のあり方を自分の言葉で説明する。 

・状態変化と温度の関係について実験し、考える。 

 

 

 

    ●第一関門「塩を確保せよ」 

●第二関門「水を確保せよ」 

●第三関門「エタノールを確保せよ」 

   ・個人で実験方法を考えた後、グループで考えの交流をしよ

り良い実験計画をたてる。 

   ・結果からの考察については、個人→グループで話し合った

後、全体の場での考えの交流を行い深めていく。 

 

ま

と

め 

 

 

・日常の中にどんな状態変化があるかを探し、自分の言葉で説明でき

るようにする。 

 

①いろいろな物質で遊ぼう（つかむ） 

 最初に小学校での既習事項の確認を含めて、物質の状態について復習を行った。ここでは、氷・

水・鉄・酸素・ヘリウム・水銀（映像で確認）・ドライアイスといった物質を遊びながら紹介をし、

それぞれの状態を確認した。生徒は様々な物質の状態を固体・液体・気体に区別することができた。

そのままじっくり観察をしていると、氷が水になり、ドライアイスは少しずつ小さくなり消えてき

た。ここで「気づいたことはあるかな？」と質問をすると、これらは室温で状態変化をしているこ

質量と体積に注目して、状態変化を観てみよう

物質のおもしろさに

触れる教材の利用 
いろいろな物質で遊ぼう 

→ 無人島でサバイバル！？ 

 科学の力で生き残れ 8 組探検隊 

日常の中の状態変化をさがそう

学習形態(個人→グループ

→全体) 

学習形態（個人→グループ→

全体） 

学習した知識を活用

し、思考力＆言語力

のＵＰをねらう場 

生徒の理解を支援す

る教材の利用 

基礎知識を習得し、

考える材料を得る場 

生徒の意欲を継続さ

せる教材の利用 
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とがあげられた。また、「ドライアイスって液体にはならないのかな？」という疑問を口にした生

徒もいた。 

 

②質量と体積に注目して、状態変化を観てみよう（ふかめる①基礎知識・技能を身につける） 

 「様々な物質の状態」の授業を終えた感想の中に「物質の状態がかわると形が全然違うものに変

わる」「固体のドライアイスは気体になると重さはなくなるのかな」といったものがあった。これ

らの感想から、生徒が物質の状態変化のしくみについて、より深く興味をもちはじめたことがわか

る。この疑問をプリントにまとめ生徒に配布し、これを追究していくことを告げた。自分たちの疑

問で学習が進められていくことを知り、意欲が増したようであった。 

最初に、状態変化と質量・体積の変化についての学習を行った。「ろうが固体→液体→固体に変

わる変化」と「エタノールが液体から気体に変わる変化」の二つの実験を取り上げた。 

（ア）「ろうが固体→液体→固体に変わる変化」 

液体から固体への状態変化は、水から氷の変化のように日常生活でよく見る現象である。しかし、

水は物質の中では特殊であり、一般的な物質の状態変化とは異なる。そのため、知識の一般化が可

能な「ろう」を用いて実験を行った。固体のろうを提示し、加熱をして液体にすると質量・体積は

どうなるか尋ねた。J のワークシートには「質量の変化はせず、体積は変わらない」と書かれてい

た。そこで、この予想をより深めていくために、「なぜ質量は変わらないのだろう。」と根拠を尋

ねた。そこで、Ｊは根拠を示すことの大切さに気づいたようであった。この後、Ｊのノートには根

拠が書かれるになった。 

 

（イ）「エタノールが液体から気体に変わる変化」 

 次に液体から気体に変わる状態変化について学習を進めた。エタノールは生徒にとって身近では

あるが実際には知らない物質である。そこで、教材との出会いを大切にし、エタノールの性質に気

づけるような体験の場を設定した。 

 演示実験で「魔法の液体Ｘを浸けたチョークで起きる不思議な現象」を行った。これは、エタノ

ールの強い揮発性を利用して、時間が経過するとチョークで書いた字や絵が後から浮かび上がって

くる実験である。この現象に出会い、生徒は大いに魔法の液体Ｘに興味をもった。生徒の意見で水

ではないか、というのが多かったので、チョークを水につけて実験を行った。しかし、水では時間

がたってもなかなかチョークの時は浮かび上がってこなかった。ここで、生徒にこの液体Ｘはエタ

ノールであることを伝えた。ここで、「この現象からエタノールにはどのような性質があるのだろ

う」、と質問を投げかけた。その後、エタノールの可燃性や、皮膚につけるとスースーする感覚が

あること、すぐに乾いてなくなることを体験させた。エタノールとの出会いを終えて、Ｊは次のよ

うな感想（資料９）を書いた。Ｊは、現象に興味をもったことで、科学的に理由を考えていくこと

の楽しさに気付き始めていると感じた。 

 エタノールとの出会いを終え、この物質が状態変化を起こしやすいことをとらえた上で、エタノ

 魔法の液体Ｘが楽しかったです。エタノールはすごく乾きやすいことがわかりました！起こったことの「なぜ？」

を考えるのが楽しいです。水はいつまでも水で、水蒸気になるまでに時間がかかるけど、エタノールはすぐに乾いて

なくなった。状態変化しやすい物質もあるんだなぁと、びっくりしました。 

資料９ エタノールとの出会いを終えたＪの感想 
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初めの図では粒子は停止し
ていた。話し合いを終えて、
Ａはビニール袋がふくらん
だことと粒子が運動してい
ることを関連してイメージ
図でとらえられている。 

資料 10 状態変化を粒子で表したＪのワークシート 

ールが液体から気体に状態変化するときの質量・体積の変化を調べていくこととした。ビニール袋

の中に液体のエタノールをいれて密閉し、熱湯をかけることで、気体にする実験をした。生徒は、

ろうの実験を踏まえて「質量は変わらない」と予想した。Ｊも変わらないと予想し、理由に「袋が

しばってあるから、気体になっても中身は逃げないので質量は変わらないはず」と答えた。実験を

行い、生徒は液体のエタノールが熱湯によって沸騰し、気体になる様子を興味深そうに観察し、し

おれていた袋が気体になったエタノールでパンパンに膨らんだことに大変驚いていた。質量を計測

したところ、予想に反して質量は減少していた。この結果を踏まえて、「なぜ質量が減ったのか」

を考えた。他にも「しっかりしばったのなぜ気体が逃げてしまったのか」「なぜ気体になるとあん

なに袋がパンパンになるのか」についての疑問をもった生徒が多くいた。ここでもう少し深く考え

させたいと考え、物質の状態を「粒子」という新しいで考え方でとらえさせることにした。粒子の

モデルとしてＢＢ弾を用いて、固体・液体・気体について考えていった。 

 前時の液体のエタノールが入った袋が、気体になったエタノールでふくらんだ現象を粒子で考え

た。液体の状態を 20 粒のエタノール粒子として、気体になりふくらんだ袋の中でエタノール粒子

がどのような状態になっているかを考えた。Ｊの個人の考えとグループでの話し合いによる変容を 

資料 10 に示した。 

 Ｊは話し合いによって、「液体から気体になっても質量が変化しないこと」に注目して、状態変

化を粒子で表す考え方を深めることができた。この後、状態変化は物質をつくっているごく小さい

粒子の集まり方がかわることによって起こる、という基礎知識をおさえた。固体、液体、気体の状

態をＢＢ弾のモデルで表現し、より理解が深まるようにした。授業を終えて、Ｊは「物質が粒子か

らできていて、集まり方で状態がかわるとわかりました。気体になると粒子は元気にとびまわるか

らあんなにパンパンにふくらむと知ってびっくりしました。目の前で起こったことがなぜかわかる

と楽しいです。」と感想を書いた。自分が体験した現象を科学的な視点で考えることの楽しさに気

づきつつあることがわかる。 

 

（ウ）状態変化と温度との関係をはっきりととらえる 

 今までの授業では、物質の状態変化によって何が変化す

るかに注目してきた。ここからは、どのような条件で物質

の状態がかわるのかを考えていく。 

 まず、生徒にパルミチン酸を紹介した。パルミチン酸は

はじめの実験で使ったろうに含まれている物質であるこ

とを伝えた。これを液体にするにはどうすればよいか、と

質問した。生徒はすぐに加熱すると答えた。では何℃で液

体になるかと聞くと、水と同じ 100℃と答える生徒もいた

 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ 今、何度かな？ 
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が、ほとんどの生徒は物質が

違うので融ける温度も違うで

あろうと予想した。そして、

パルミチン酸を加熱して、固

体から液体に状態変化する時

の温度変化を調べる実験を行

った。（写真７） 

 実験結果からわかったことをグループで話し合う時間を設定した。Ｊは実験の時から、加熱をし

ているのになかなか温度が上がらない期間があることに疑問をもっていた。このグループの話し合

いと、机間指導をしていた教師との対話を資料 11 に示す。 

このグループの温度変化の気づきを、Ｊは全体の場で発表することができ、全体での考えの交流

を助けた。このグループの発表を踏まえて、状態変化と温度変化の関係を解説した。生徒はパルミ

チン酸をこのまま加熱すると温度はどうなるかに興味をもっていたが、パルミチン酸の沸点が

351℃と高く、実験が困難なため、固体・液体・気体の状態変化が理科室で可能な水を用いて、温

度変化の解説を行った。 

 

③無人島でサバイバル！？ 科学の力で生き残れ 8 組探検隊（ふかめる②言葉で思考力を育成） 

生徒はこれまでで予想や実験を行いないながら状態変化についての基礎知識を学習してきた。し

かし、これでは知識の習得に終わり、「科学が好きな生徒」の育成を達成することはできない。そ

こで、理科の学びを生かして考えることの楽しさを実感するため、様々な課題を今までの知識を生

かして解決していく学習を進めることにした。予想・実験・考察の反復を継続していくことで、物

事を科学的に考えることの楽しさを実感することができるのではないかと考えた。 

（ア）おもしろそうだ！無人島探検隊！ 

 様々な現象に対する生徒の興味・関心の土台がなけれ

ば主体的に問題解決に臨んでいかないと考え、「無人島

でサバイバル！？ 科学の力で生き残れ 8組探検隊」と

いう小単元を設けた。クラス 32 人が無人島で遭難した

という設定で、無人島で生き残っていくために様々な科

学の力を活用していく授業を展開していく。様々なミッ

ションを提示することで生徒は意欲的に実験や思考に

取り組むであろうと考えた。また、これまで学んできた

知識や技能を生かして、主体的に学べるように工夫をし

た。生徒に無人島で遭難した、という条件設定を少しでも楽しんでもらえるよう、資料 13 のよう

な教員で作成した遭難までの自作ムービーを上映し、単元へと進んだ。 

 生徒は授業では見慣れない展開にとても興味をもち、ムービーを楽しんでいた。上映を終えて、

生徒から「どんなミッションがあるのかな」「道具って何があるんだろう」「何が起きるんだろう」

と次々に感想がでた。生徒が単元について意欲を高めているチャンスと思い、ミッションは小グル

ープで協力して解決すること、限られた道具の中で解決策を考えること、必ず安全を考えながら実

験の計画などを行うこと、などのルールを解説して授業を終えた。 

Ｊ：加熱しているのになかなか温度が上がらなかったときがあるよ。 

Ｋ：でも加熱し始めてからはずっと温度は上がってたよね。 

Ｊ：途中から全然温度が上がらなくなったよね。グラフも全然変化してない。 

Ｔ：温度が上がらなくなった期間にパルミチン酸に変化はありましたか。 

Ｌ：パルミチン酸がとけ始めて液体が見え始めたころじゃないかな。 

Ｊ：ほんとだ、とけ始めてからはずっと温度は変わらないね。 

Ｋ：このまま加熱し続けたら温度はどうなるのかな。 

資料 11 Ｊのグループと教師との対話 

 

 

 

 

 

 

 

資料 12 自作ムービーの上映 
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解決策を考え、どの

ような実験するか

を考える。 

実験に必要な道具

を考え、実験の手順

など計画を立てる。

成功・失敗の理由を

考え改善策など結

果を考察する。 

資料 13 ノートの工夫 

資料 15 Ｊのノートより 

 

（イ）第一関門「卵をおいしく食べるために，塩を確保するにはどうするべきか！？」 

 第一関門として、生き残るために「塩を確保するにはど

うするべきか！？」を提示した。資料 13 に示すノートの

形を基本とし、予想・実験・考察のサイクルが可能なよう

にした。 

 Ｊは第一関門に対して、「絶対うまく塩を確保する！」

ととても意欲を高めていた。塩の確保のために、海水を活

用することに気づき海水を蒸発皿を用いて加熱する実験

を計画した。自分の考えをまとめる時間を終えて、グルー

プ内で予想や計画を話し合う時間を設けた。Ｊはグループ

内で解決策を発表し、グループのメンバーとも意見が一致

していたことから、自分の考えにより自信をもったようで

あった。予想の段階を終えて実験を行った。生徒たちは各

グループで計画した実験を意欲的に取り組んでいた。Ｊのグループを含めてほとんどのグループが

海水から塩を確保することに成功した。 

 実験を終えて、結果を考察した。Ｊは全体での発表に最初は戸惑っている様子であったが、「似

ている考えでも○○さんと同じで～のようにつなげて自分の言葉で伝えればいいよ」の声かけに、

緊張しながらも自分の意見を発表することができた。 

 グループで計画した実験は、生徒の意欲を高めるために有効であったと言えるが、実験結果の考

察に課題が残った。Ｊは目の前で起きた現象がについてはノートに書くことができたが、その現象

がなぜ起きたかまでは書かれていなかった。原因として、予想の段階で学習した知識を意識せず直

感で実験方法を考えたことが考えられる。この点を反省し、実験結果の考察を改善しながら再度行

うとともに次から予想の段階での支援を改善していった。 

 実験結果の考察の改善であ

るが、まず目の前で起きたこ

とが「なぜ」起こったのかを

科学的に考えることが大切で

あると伝えた。そして、紀州

の知識を活用するように話し

をした生徒は加熱をすると塩

が出てくるという現象を改め

て考え始めた。Ｊはどうやって知識とつなげて考えるかに困っている様子であった。Ｊのグループ

と教師との対話を資料 14 に示した。 

 Ｊは対話とグループでの話し合いから、再結

晶と水の量の関係をとらえた。全体での発表の

場面ではＪは自分の考えを発表するまでには至

らなかったものの、ワークシート(資料 15)では

「水が蒸発したことで溶解度が低下した・溶け

Ｊ：どうやって考えていいのかよくわからない。 
Ｔ：現象に注目してみよう、塩が海水から出てきた、塩はもともとどこにあっ
たのかな。 
Ｋ：海水だから、塩は水の中。 
Ｊ：でもはじめは見えなくなてったから、水にとけてた。 
Ｔ：とけてたものが出てくるっていう現象はなにかヒントがありそうだね。 
Ｊ：あ！再結晶だ！でもミョウバンは冷やしたら再結晶したよ。 
Ｔ：再結晶には温度以外に何が関係していたかな。 
Ｋ：水の量かな。 

資料 14 Ｊのグループと教師との対話 
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資料 16 Ｊのグループの実験計画書 

きれない塩が再結晶した」という点に注目して、起こったことを科学的に考察することができてい

た。今回は教師が主導する形になってしまったが、この支援が、次回からＪが考察を行う時のヒン

トになることに期待していきたい。 

 

（ウ）第二関門「生きていくには飲み水がたりない。飲み水確保にはどうするべきか！？」 

 第二関門として、「飲み水を確保するためにはどうするべきか！？」を提示した。今回より、ワ

ークシートに予想の段階で「班で出した結論」と、「実験を計画した理由」の項目を追加した。前

時の反省で、学習した知識を生かして予想するという点の改善をねらった。 

 海水から水をとりだす解決策はすべてのグループに共通であったが、海水のろ過と海水の蒸留の

２パターンの実験方法にわかれた。Ｊのグループは海水をろ過することで水と塩を分けることがで

きるであろう、と予想した。Ｊのグループの実験は失敗し、得られた水はしょっぱいものだった。

ここから、Ｊは失敗から原因を科学的に考え、改善策を見つけていいた。 

この結果に「何がいけなかったのかな。」と真剣な表情でグループの仲間と原因を考えた。全体

での話し合いに真剣に臨み原因をつきとめ、改善策を考えて見事に水を確保することに成功した。

ノートには「水には溶解度があり温度を下げても 100％の塩を再結晶させることができない。」の

記述があり、Ｊが学習した知識を生かして、科学的に原因を究明し、解決することができたことが

わかる。また、この授業を終えてＪは「よく考えると沸点がちがうことがわかって、モヤモヤがス

ッキリした！」という感想を書いている。ここからも、Ｊが科学的に物事を考える楽しさに気づき

始めていると思う。 

 

（エ） 第三関門「仲間がケガをした！消毒用のエタノールの確保するにはどうするべきか！？」 

 生徒はこれまで予想・実験・考察を行いながら課題を解決してきた理科日記からも「考えて実験

することが楽しい」「次にチャレンジしたい」などの意欲的な感想が多く見られるようになった。

最後に第三関門として、「ワインから消毒用のエタノールを確保するためにはどうするべきか！？」

を提示した。確保したエタノールが消毒用としてふさわしいかどうかは燃焼時間で確かめていく。 

 各グループは協力して予想・実験の計画を立ててい

った。お互いに意見を出し合いながら、計画をより正

確なものに深めていった。相談したことをその場で書

いていくことで、疑問点が生まれてきたり、よりよく

するためにはどうしたらいいかアイデアが生まれて

きたりする。ここまでくると、この活動が定着してき

たようで、グループ内で意見を述べては考え、他者の

意見も取り入れよりよい計画をたてていけるように

なってきた。資料 16 に示すＪのグループの計画書を

見ると、単に蒸留の実験を行うのではなく、エタノールや水の沸点に注目して、温度管理に気をつ

けること、ある温度で出てくる液体がエタノールであると予想するなど、科学的に現象を予想して

実験の計画を立てることができている。計画をもとに実験へと進んだ。各グループで確保したエタ

ノールと予想される液体をもちより、エタノールの燃焼実験を行った。10 秒ほどで消えてしまうグ

ループや、Ｊのグループを含めた少数のグループでは５分以上燃焼を続けるという結果となった。
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資料 17 実験終えたＪの考察 

Ｊたちは結果に大変満足した様子であった。この結果はうまく確保できなかったグループの「な

ぜ？」をより高めるきっかけとなった。 

 うまくいかなかった生徒は、うまくいったグルー

プと何が違うのかに疑問意識を高めていた。結果を

考察して話し合うことによって、うまくいったグル

ープも成功の鍵を科学的に深めていけると考えた。

Ｊは資料 17 のように結果を考察した。Ｊはエタノ

ールと水の沸点の違いに注目して、ワインを加熱し

たことがよかったと書かれており、２種類の物質の

沸点の違いという性質を理解した上で実験を予想

し考察することができていることがわかる。 

 各自での考察を終えて全体での発表に移った。成功のグループもうまくいかなかったグループも

多くの生徒が挙手をして自分の意見を述べることができた。Ｊも自分の言葉で考えを発表するとと

もに、うまくいかなかったグループの原因を予想して指摘することができた。 

授業と単元を終えての感想でＪは資料 18 のように書いた。「ただ実験するのではなくて、自分

で考えて予想したり実験の計画を立てていくと「なんでこうなるの？何が起きてるの？」っていう

疑問がわかっていって楽しい」という感想から、Ｊが、現象を科学的に考察していくことの楽しさ

を実感することができたといえる。 

 この状態変化の単元は「物質はすべて粒子でできている」という概念に沿って、2 年生の化学変

化、3 年生のイオンへの学習へ移っていく。今回実践として書いた単元では言葉で思考力を育むこ

と、問題解決をしようとする心に火をつけることを意識して展開している。ただ、粒子論の側面か

ら考えるともう少し単元の流れを考えていかなければならないと感じた。来年度の課題である。 

 

 以上のように考える楽しさ・わかる喜びを実感する理科の授業づくりの実践に取り組んできた。

この二単元以外に、１年「二つのゾウから光の性質を考えよう」、2 年「ヒトのからだはすごい～

腎臓のはたらき～」の実践も行なってきたが、科学が好きな生徒の育成を達成するにはまだ不十分

な点があると感じている。 

 

２ 科学が好きな生徒を育てる環境整備 

（１）科学の心を育む環境整備 

 三年前から観察池の整備をしているおかげで、様々な生物が観察できるようになってきた。1 年

生の植物の学習はこの場所で行っている。キュウリグサ・スズメノエンドウ・ツメクサなど植物の

名前が書いてある台紙と図鑑を持ち、生徒は採集に走っていく。これだと思った植物が違ったり、

足元にあるのにうろうろ探し回ったりと楽しそうであった。生徒は図鑑に書かれている生育場所を

 ワインからエタノールをとりだすのにただ加熱するんじゃなくて、沸点の違いとか加熱のしかたに注意しないとうま

くいかないことがわかりました。自分で考えた実験で成功することができてよかったです。予想でしっかり勉強したこ

とを生かせたのが良かったです。ただ実験するだけじゃなくて、自分考えて予想したり実験の計画を立てていくと「な

んでこうなるの？何が起きてるの？」っていう疑問がわかって楽しかったです。化学っておもしろいなと思いました。 

資料 18 単元を終えてのＪの感想 
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探し、写真と実物を見比べて花弁の数や葉のつき方を観て正解をみつけようとがんばっていた。 

6 月のある日、朝部活の前に、男子生徒が輪にな 

って何かを見ているので近づいていくと、そこでは 

セミが脱皮をしているところだった。（写真８）授 

業でも普段の生活でもちょっとした自然を感じるこ 

とのできる大切な場所である。科学部員と親父の会 

の方たちが心をこめて手入れしてくださっているお 

かげだと思う。 

しかし、本校の観察池は常に水が流れているわけ 

ではないため、夏には水が緑色に濁ってしまう。このことが予想されていたため、５月に科学部は

クリーンプロジェクトを立ち上げた。写真９のように話し合いを 

重ね、水辺の植物を採ってきたり、カキの殻の浄水作用を調査し 

たりした。これは何とか観察池をきれいに保とうと考えた部員の 

自主的な活動である。最終目標はカワバタモロコを放流すること 

であるが、それにはまだまだやるべきことがたくさんあり科学部 

員の活躍は今後も続いていくと思われる。 

 理科室前の科学ブースでは、図鑑などの書籍はもちろん昆虫標 

本やどんぐり標本などを展示している。期間限定で近くの田んぼ 

に発生したホウネンエビの展示をすることもある。また、授業のノートのとり方を学ぶことを目的

として、まとめが上手な生徒の単元ノートを 10 冊ほど展示することもある。通りかかった生徒は

自由に手にとり、学習の参考にしている。 

（２）科学部の活性化 

 先にも述べたが、科学部のせいとたちは観察池の整備に一役かっている。また、それぞれの研究

を日本学生科学賞へ応募することはもちろん、今年は理科検定へチャレンジをしている。秋には第

2回目の理検チャレンジが行われる。 

 

Ⅳ 成果と課題 

１ 研究の手だての考察 

（１）考える楽しさ・わかる喜びを実感する理科の授業づくり 

①手だて１ 「思考力」と「言語力」を意識し高める理科の授業づくり 

 昨年度から引き続き、思考と言語をセットにして単元に配置し、意識して授業を行った。これは

考えを構築し、仲間とのコミュニケーションの中で深化させる場面ためである。それに加え、本年

度はその前段階である「言語力①豊富な言葉の獲得」と、「思考力①事象・文献の読み取り」にも

力を入れてきた。 

 単元のふかめる段階において、基礎知識・技能を身につける場と言葉で思考力を高める場の両方

を設け学習を進めてきた。考える上で共通の土台に全員がのっている状態で追究を深めていくこと

ができたように思う。状態変化の学習ではそれが効果的であった。ワインからエタノールを取り出

す際、状態変化の間は温度変化がないことをすでに学習しているので、温度に気をつけて実験計画

をたてることができた。また、自信をもって考えを語れるので、意見交流が活発になった。その余

 

 

 

 

 

 

写真９ ｸﾘｰﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

 

 

 

 

 

 

写真８ 何を見ているの？ セミでしょ。
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裕もあってか、話し合いの場で仲間の意見を聞くことの大切さに気づいた生徒もいる。（資料８） 

 また、生徒の情報収集力を身につける支援として、読み取りの視点を常に意識させるようにして

実践を進めてきた。天体の学習では、導入でＭＩＴＡＫＡを使い視点の切り替えについて話をした。

その後の学習でも人の目、神の目、どちらから見ているかを生徒に確認しながら進めた。そうする

ことで、太陽や星の動きと地球の運動について整理して考えられるようになった。読み取りの視点

に関しては、まだ研究の余地があると考えている。来年度の課題となる。 

 

②手だて２ 心を動かす体験の場の設定と工夫 

 体験の場  生徒の心 

３年 
宇宙の楽園 
地球 

・ＭＩＴＡＫＡソフトによるバーチャルな宇
宙空間を体験 
・地球儀・ライトを使ったモデル実験とそれ
を補完するシュミレーション映像を体験 
 
・不思議な白夜・極夜を考える体験 
・なぜ？地球の気温の不思議に出会う体験 

 「きれい！もっと知りたい。」 
感動＝心を動かす出会い 

試行錯誤しながらの追究 
→「そうか、わかった。」 
満足感＋達成感 

「地球っておもしろい。」意欲ＵＰ 
矛盾から始まる追究 
→「何がちがうんだろう？」疑問 

１年 
状態変化 

・いろいろな物質で遊ぶ体験 
 （エタノールの不思議） 
 
・物質を粒子であらわす体験 
・無人島探検隊！ 

今までのことを生かして考えよう。 

 「おもしろいな。」「すごい」 
「もっと知りたいな。」 
 感動＝心を動かす出会い 
「こんな風になっているんだ。」 
試行錯誤しながらの追究 
→「そうか。」満足感＋達成感 
 「何がちがうんだろう。」疑問 

生徒の心を揺さぶる教材や理解を助ける教材を考え、単元のどこで出会わせるかを考えて学習を

進めてきた。これ以外にも、ノートの工夫によって問題解決能力の育成をはかった。また、壁新聞

や西尾市図書館から借りてきた書籍を用意したり、理科室にＰＣを一台導入したりするなど行って

きた。これらにより、生徒は興味関心をもって学習に取り組み、「できた」「わかった」と達成感

や満足感を味わうことができたと考える。今後も強い問題意識、強い達成欲求を生徒に感じさせら

れるような教材の開発、そして、それらとどのような出会わせ方をするかも継続して研究しく。 

 

③手だて３ 仲間と学び合うための学習形態の工夫、伝えるスキル・聞くスキルの向上 

 仲間と学び合うための学習形態の工夫については、ある程度の成果をあげられるようになってき

たように感じる。特に、グループでの学習については考えを深めていく場面が見られるようになっ

てきた。その中で、聞くスキルの重要性が浮き彫りになった。今後は、この学習形態の工夫や伝え

るスキル・聞くスキルについて全教科か取り組む必要があると感じた。 

 

（２）科学が好きな生徒を育てる環境整備 ＆ 科学部の活性化 

観察池では、毎日科学部員が気温、水温や透明度、生き物の様子などを調査し、環境の改良を行

っている。その成果で少しずつである整備が進み、科学部以外の生徒もそれに関わるようになって

きた。観察池を利用する授業が行われるようにもなってきた。主に理科の授業であるが、国語では

俳句の授業が行われた。また、外部講師として年間を通して来てくださっている俳句の先生がよく

観察池を利用してくださっている。また、科学部としての活動にも幅が出てきており、５月に科学

ブースを利用した全校に向けての発表も行われた。 
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Ⅴ ２０１４年度の研究計画 

１ 研究の構想 

今年度は問題解決能力の育成に重きをおき、自ら追究することができる生徒の育成を目指してき

た。特に生徒の情報集力を育成するための手だて（読み取りの視点、情報の取捨選択など）や伝え

るスキル・聞くスキルを向上させるための手だてに力を入れてきた。一定の成果はあがってきたよ

うに思えるが、まだ不十分の点が多い。中には、全教科での取り組みへと発展させていきたい部分

もある。 

 また、今年度は科学が好きな生徒を育むプロジェクトの３年計画の最終年であり、これまで継続

して実践をしてきた西中キャリア教育の一応の集大成の年である。つまり、来年度以降西尾中学校

として、どのような研究を行っていくかは未定である。しかし、どのような研究になったとしても

西中キャリア能力が基盤となっていくことは間違いない。理科部としては、来年度にまったく異な

る新たな研究を立ち上げるのではなく、今年度の反省を生かしつつ新たな研究へとゆるやかに移行

していこうと思っている。 

 これらのことを踏まえて、資料 19 に２０１４年度の研究の構想を示す。これまでの研究を整理

し、来年度の研究を考えた。キーワードは「言葉」と「問題解決能力」である。この二方向からの

アプローチに取り組むことで、科学が好きな生徒を育んでいきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 19 201４年度の研究の構造 

科学が好きな生徒
①身の回りから疑問を見つける 

②自ら問題を解決しようとする 

③論理的に考え、追究する 

④他者と考えを交流し、深化させる 

キーワード②問題解決能力 

→「問題解決しようとする心と 

   その方法を併せもつ生徒」 

・科学がつくる希望
ゆ め

を体験 

・わかる授業、 

楽しんで考える授業づくり 

 

理科（科学を体験する場） 

キーワード①言葉 

→「言葉で思考を磨く生徒」 

 

・国語で学び、 

他教科（理科）で磨く 

・コニュニケーションスキル UP 

＆心を語ろう

全教育活動 
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資料 20 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｶｰﾄﾞ（例）

２ 研究の計画 

（１）言葉で思考を磨く生徒を育むために 

 これまでの実践でも、考えるに当たって言葉が大切だということは述べてきた。先日、英語の授

業を参観させていただいたおり、言葉の選択について考えさせられた。見ることを表現するのに、

生徒は「see、look、watch」のいずれを使うか迷っていた。see とはどういう状況を表すのか？look

は？watch は？言葉の後ろには概念が存在する。言葉を学ぶことは概念を学んでいくことだと思う。

日本語ならば、国語や普段の生活で言葉をしっかり学んでいくことが大切である。その上で、理科

的な言語を学び、追究を深めていきたい。 

また、道徳や総合学習の時間、学活などでコミュニケーションスキ

ルについても学んでいく必要がある。例えば、学活でコミュニケーシ

ョンカード（資料 20）を使って遊びながら伝えるスキル、聞くスキ

ルを学んでいく。二人一組で片一方はカードをもち、そこに書かれて

いる図について説明する。そして、もう一方はそれを実際に図で表し

ていく。道徳では「背中合わせのコミュニケーション」などの学びを

通して、聞く上で大切なことを身に付けていく。このように２０１４

年度は、全教育活動で年間計画とたてて、言葉を学び、言葉を磨いて

いきたいと考えている。 

 

（２）問題解決しようとする心とその方法を併せもつ生徒を育むために 

 生徒の問題解決能力を育むために、心と方法の二面からのアプローチを考えている。 

 生徒の心に問題解決をしようとする思いを湧き立たせるためには、「魅力ある教材の開発と出会

いの工夫」が必要になってくる。合わせて、科学を体験する環境の整備により、生徒それぞれがも

っている「科学的な概念の幅を広げる」ことも大切だと考えている。（→（４）へ）そして、問題

解決の方法を生徒が身に付けるためには、質、量ともにすぐれた問題解決の場を体験することが必

要である。そのために、「わかる授業、楽しんで考える授業」のあり方を探っていく必要がある。 

①科学がつくる希望（ゆめ）を体験  ～魅力ある教材の開発と出会いの工夫～ 

 魅力ある教材は生徒を引きつけるものであり、その力は出会いの演出によってより効果的にな

る。「はじめて！」の体験や「えっ、そうなの!?思ってもみなかった」という再発見の体験などは、

生徒を追究に向かわせていく。「できた！」という成功体験や「おかしい…できない…」という失

敗体験などは生徒の追究に対する意欲を継続させていく。このような生徒の心を様々な方向から揺

さぶる教材の開発や出会いの場の工夫を、今後も継続しても研究していきたい 

はじめて！の体験 

【つかむ・ 

ふかめる段階】 

※感動ある教材との

出会いで、興味関心を

高める。 

教室に地層を持ち込もう １年「地層」の学習 

 三河湾に浮かぶ西尾市佐久島にはとてもきれいな地層が見られ

る。そこで、地層のはぎ取り標本で実際の質感や地層の美しさを感

じられるようにしていきたい。 

昆虫標本をつくろう ２年「動物」の学習 

 個人的に昆虫標本を集めてみえる町の先生がみえる。この方に教

えていただき、樹脂標本づくりを行う。普段は見逃してしまう昆虫

の美しさや細かいからだのつくりを発見する。 
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再発見の体験 

【つかむ・ 

ふかめる段階】 

※当たり前すぎて考

えたこともなかった

ことを提示されるこ

とで、追究意欲が増し

ていく。 

生きていた証 １年「植物」の学習 

 落花生をじっと観察すると、その瓢箪型の表面に網目模様が浮き

出ていることがわかる。これは何に由来するものだろうか？ 

 木の角材の一方の先端を水に入れ、他方から息を吹き込むとブク

ブクと泡が出てくる。空気はどこを通っていったのだろうか。 

胃腸薬で水あめがつくろう ２年「動物」の学習 

 消化酵素によってでんぷんは糖に分解されること、胃腸薬には消

化酵素が含まれていることという学習内容を結び付け、生徒の思っ

てもみないことを行う。 

成功体験と失敗体験 

【ふかめる段階】 

※失敗することで意

欲が継続し、追究がよ

り良いものになる。意

図的に失敗体験を経

験させる。 

水は本当に１００℃で沸騰するのか １年「状態変化」の学習 

 実際に実験をすると、水が沸騰するときに温度計が示す値は１０

０℃にならない。（失敗体験）これには様々な要因が関わってくる

が、生徒がその要因を予想し実験を行うことで成功につながる。 

自作モーターをつくろう ２年「電流と磁界」の学習 

 モーターをつくるのはそれほど難しいものではないが、より良い

ものを求めると試行錯誤が必要になる。試行錯誤したいと思える失

敗、成功体験が味わえる。 

 

 これに加えて、２０１４年度は「科学がつくる希望（ゆめ）」の教材化を行っていきたい。西尾

市とその周辺の地域には、最新の科学的技術を扱っている企業や団体が存在する。また、社会で話

題となっている問題に取り組んでいる人たちもいる。このような町の先生を活用した授業づくりを

していきたいと考えている。そうすることで、理科室で学んでいることと実生活との関わりを実感

し、理科の有用感を味わうことができると考える。 

藻から石油が！ 

１年「植物」の学習 

原油価格の高騰や原発事故の影響で、石油やウランといった従来

の燃料とは異なる新エネルギーの開発がすすめられている。西尾市

にある自動車部品大手のデンソーでは、藻からバイオ燃料をつくる

研究がされている。 

 地理的に本校から近い場所にある会社で、全世界を動かすかもし

れないものが研究されていることに感動する。生徒がこの感動を味

い、「将来、自分たちも！」と次に続く気持ちをもってほしいと願

っている。 

ウナギが絶滅!? 

２年「動物」の学習 

 西尾市一色町はウナギ養殖の盛んな地域である。本校の生徒は毎

年ウナギの養殖場で職場体験を行わせていただいている。生徒たち

は仕事のやりがいや命を扱っている大変さを学んでくる。それとと

もに、ウナギ養殖に携わっている方たちの思いにもふれてくる。ニ

ホンウナギはレッドリストにのっており、完全養殖に向けて様々な

場所で研究がされてきている。一色町でもその研究に注目をしてい

る人たちがいる。その方たちから学び、科学が希望（ゆめ）を創り

出せることを知ってほしい。 
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再生医療に携わる人々 

３年「遺伝」の学習 

西尾市から少しだけ離れた場所に、再生医療製品を扱っている会

社がある。ここでは、再生医療の研究開発から製造、販売まで行っ

ている。ほんの少しの表皮を人工的な培養によって、全身を覆うほ

どに増えていく。そして、それが自分の命を救うことになる。再生

医療に関しては、教科書にもｉＰＳ細胞についての記述がのってい

るほど、世の中で注目されている。 

これから先の医療に欠かせない再生医療の分野を担っている会社

が近くに存在しているのである。ここで働く方々から学び、「次の

時代を担っていく」という強い思いをもたせたい。 

  

 日常生活には様々な科学があふれている。しかし、それらは生徒が理科室で学ぶ理科とはかけ離

れている。あまりにも複雑で難しいのである。それでも、今学んでいることが自分たちの将来を助

ける研究の基礎になることを感じてほしい。世界の中の日本はとても小さく、そこで生き残ってい

くためには科学の力や精密なものづくりが必要になってくる。今、理科の有用性を感じることで、

将来、科学で希望（ゆめ）をつくることのできる人になってほしいと願っている。 

 

②わかる授業、楽しんで考える授業づくり 

 わかる授業、楽しんで考える授業をつくるために大きく二つの手だてを考えている。一つは単元

の工夫、もう一つはノートを含めた教材の工夫である。 

（ア）単元の工夫について 

 単元の中に、必ず「習得」と「活用」を位置付けて考えていく。今年度の研究の構想でも述べた

が、思考するには言葉が必要になってくる。材料がなければ、考えることなんてできない。その獲

得を生徒のこれまでの理科的体験にだけ頼っていては学習が深まることはない。そこで、基礎的な

知識・技能を習得する場とそれらを活用して言葉で思考を磨く場を設けていく。 

 また、単元を構想する際に、生徒の考えに沿って問題意識をループさせることに気をつける。教

師が与える課題ではなく、生徒が追究していきたいと思える問題で単元をきちんと考え授業に臨み

たい。時には授業を進めていく中で、随時単元の改変もしていくことも必要になると考える。 

 習得・活用とくれば「探究」である。生徒が自分で見つけた問題を自分の手で解決していく。理

想である。しかし、まだ探究に耐えうる生徒が育ち切れていないと考える。そのため、各学年で一

年間に一回、「探究」を組み込んだ単元を展開していくことにする。 

（イ）ノート・教材の工夫 

 教材の工夫については前述した通りである。わかる授業、楽しんで考える授業のためには魅力あ

る教材の開発とその出場を考える必要がある。それに加えてノートの工夫をしていきたいと考えて

いる。今年度の研究実践「粒子でとらえよう 状態変化」でも述べたが、問題解決の段階をきちん

と身に付けるための手だてとして、ノートに少なくとも、問題・予想（仮説）・実験・考察の欄が

必要になってくる。とともに、朱書きや対話による個に応じた支援も行っていく必要がある。２０

１４年度はこのノートを理科部として共通して使用し、より良いものへと改訂していきたいと考え

ている。現段階では、ここに書かれていることに加えて、毎時間生徒が書く理科日記を学習にフィ

ードバックできるようにする手だてを考えている。また、学年の最初に定型文を使ったレポートの
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指導を行うことも考えている。定型文にこだわりすぎては生徒の自由な発想を阻害するかもしれな

いが、それによって思考の整理がしやすくなることも確かであると考えている。 

 

（３）２０１４年度の実践単元 

 以上のことを生かして、来年度の実践単元を次のように計画している。 

３年「目に見えない世界を説明しよう ～電気分解～」 

２年生から続く「電気分解」の学習では、目に見えない世界をイメージしなければならない。具

体物がないので言葉の重要性が増す学習である。また、生徒個人がそれぞれ潜在的にもっている科

学的体験も少なく、思考の手助けとなるものが少ない学習である。そこで次のような単元を考えた。 

 生   徒   の   活   動 手だて 

つ

か

む 

 

 

・硫酸ナトリウム水溶液にＢＴＢ液を入れ電気分解をすると、青色と

黄色に分かれる。電気分解と液性の関わりを考える。 

※教材の工夫 

不思議に出会う教

材→興味・関心 UP

ふ

か

め

る 

 

 

・液性がイオンと大きく関わっていることを学び、電気分解もイオン

との関わりがあるのではないかという予想をもつ。 

 

 

・塩化銅水溶液だけでなく塩酸、塩化ナトリウム水溶液の電気分解を

実験する。 

・イオンモデルを使い、わかりやすく説明する。（＋イメージ化） 

・つかむ段階で行った実験について自分の言葉で説明できるようにす 

る。（＋イメージ化） 

 

 

・金属メッキによって、銅が銀色や金色に変化していくさまを見て、

その原理を考える。 

・既習知識と実験をやってわかったこと、調べ学習で得た知識を組み

合わせ、自分なりの考えを構築する。 

・グループで考えを交流し、全体発表へと進めていく（考えの深化）。 

※単元の工夫 

知識の習得と知識

を活用して考える

場面の設定→言葉

で思考を磨く 

※ノートの工夫 

電気分解の実験で

は、問題解決の手順

を学ぶ→問題解決

の方法を身に付け

る 

※教材の工夫 

不思議に出会う教

材→意欲の継続 

※単元の工夫 

グループから全体

での意見の交流→

考えの深化 

ま

と

め 

 

 

・塩化銅水溶液での銅メッキは学習済みだが、これをより美しくメッ

キをするためにそれぞれが追究する。 

※単元の工夫 

個人追究をするこ

とで「探究」の学習

に備えて能力 UP 

 

 小学校からここまでの学習の中でイオンに関わるものとして、電気分解と液性（酸性・中性・ア

ルカリ性）があげられる。この二つを組み合わせた実験「硫酸ナトリウム水溶液の電気分解」（Ｂ

ＴＢ液入り）を行う。この実験を行うと、気体がたまっていくのと同時にそれぞれの極付近の水溶

液の色が変化していく。少し時間をかけると、青色、黄色の２色に見事に分かれる。それぞれの極

付近の水溶液が酸性とアルカリ性に変わったことは、生徒にとって理解できる。しかし、それがな

ぜなのかはわからないであろう。ここで、この結果に対する原因が何なのかを考えていくことを告

げる。ヒントとして、コロイドが電気に反応して集まるところを教師が演示することも考えている。 

 その後、イオンに関する知識や実験技能を習得することになる。ここでは特にノートを活用し、

酸性・中性・アルカリ性って何だろう？

２色に分かれた！ 電気分解の秘密って？

電気分解の実験を行い、現象を粒子概念を用いて説明しよう

職人になろう！ 電気メッキにチャレンジしよう

銅メダルを銀メダルに！そして金メダルに！
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問題解決の手順をおさえる。また、実験は二人一組のペアで行い、実験技能の習得の手助けとする。

そこで得られたものを土台とし、活用の授業へと進んでいく。銅で作った小さなメダルを銀メダル

に、そして金メダルにする実験にチャレンジする。そこで気付いたことと既習の知識、そして理科

室に用意しておく書籍を使った調べ学習によって、金属メッキの現象を言葉で表現する。この過程

で思考が磨かれていき、仲間と関わることで考えが深化していく。習得でわかる授業を、活用で楽

しんで考える授業をつくり、科学が好きな生徒の育成を図っていきたい。 

 

 これ以外に、１年の植物単元「世界を支える植物」や２年動物単元「生命の神秘を感じよう」な

どで実践を考えている。理科部全体、学校全体で科学が好きな生徒の育んでいきたいと考えている。 

 

（４）科学する環境整備 

科学的な概念の幅を広げていくために科学する環境整備を進めていかなければならない。これま

でも理科室に一台パソコンが常備されており、それを使用した学習も進められてきた。今年度の秋

頃に電子黒板の導入も決まっている。これについては、まだ手探り状態ではあり、今後も使用ソフ

トなどを購入する必要がある。活用できるように整備を行っていきたい。 

観察池については、科学部員が「なんとか自分たちの手で再生したい」と考え、クリーンプロジ

ェクトを実践している。親父の会や教員が手助けはしているが、科学部員の構想から外れることは

していない。しかし、これから生徒の手では何ともできないこともおこると考える。生徒が納得の

いく形でその支援をしていき、夢であるカワバタモロコの放流を実現させたい。 

 

Ⅵ おわりに 

 今年は天気の二極化による水不足と水害が各地でおこっている。幸運なことに本校のある西尾地

区では被害は最小限で抑えられている。年々、気象の異常は顕著になっている。そして、これから

はもっと世界規模で環境の変化が進んでいくであろう。このことの恐ろしさについて、知ってはい

るが本当に理解している人はどのくらいいるのだろうか？ まだ他人事のように思っている人も

多いと思う。だからこそ、理科教育に携わっている私たちはこの事実をもっと真剣に伝えなければ

ならない。そして、それが科学の力によって解決できる可能性があることを未来ある子どもたちが

理解し行動にうつしていけるように、力を尽くしていきたい。 

３年間、ソニーの論文を書いてきたが、自分たちを冷静に振り返るよい

機会だったと思う。この論文応募にかかわったことで、自分自身を振り返

り、現状に満足することなく、努力し続ける姿勢の大切さに改めて気づく

ことができた。このような機会を設けてくださったソニー教育財団の方々

に感謝である。 

夏のある日 西尾中学校にて 
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