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人・自然と共生し，未来を創り出す感性豊かな子どもを育てる Do science plan! 
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１ 本校がとらえる「科学が好きな子ども」とは 

本校の概要 

本校は，明治８年 10 月に広島県公立師範学校附属小学校

として設立された。昭和 36年 10月には養護学級が設置され，

昭和 47年４月には複式学級が開設した。そして，平成 17年

10月には，創立 130周年記念式典が行われた。 

 このように本校は，たいへん歴史のある学校であり，その

教育理念は「東雲教育」と呼ばれている。そして，この教育

理念は，広島県をはじめ日本各地に広がり，毎年行われている研究会には日本各地から

数多くの先生方が参加される。本校の特色の一つとしては，単式学級（各学年２クラス

の計１２クラス）だけでなく，複式学級（低・中・高学年の３クラス）や特別支援学級

（低・中・高学年の３クラス）があることが挙げられ，複式学級だけの複式公開研究会

も毎年行われている。現在の児童数は４９２名（平成２５年４月１日現在）である。 

（１）21世紀を生き抜く子どもに必要な力「共生」について 

現代は，地球規模の環境破壊や地球温暖化，エネルギーや水などの資源保全の問題な

ど様々な問題が起こっている。さらに，２年前には東日本大震災も起こり，現在の私た

ちは，今の生活は将来にわたって持続不可能なのではないかという不安に陥っている。

そんな中，ＥＳＤ（Education for Sustainable Development）が誕生した。ＥＳＤと

は，未来に向かって持続可能な社会の担い手を育む教育のことである。 

このＥＳＤの実践には，以下２つの観点が必要だと言われている。 

①人格の発達や，自律心，判断力，責任感などの人間性を育むこと

②他人との関係性，社会との関係性，自然環境との関係性を認識し，「関わり」，「つな

がり」を尊重できる個人を育むこと

本校においては，第２の観点に着目した。他人との関係性，社会との関係性，自然環

境との関係性を認識するとは，「他人」「社会」「自然環境」と共生することの大切さを

知り，共生しようとする態度を養い，実際に共生していくことができる実践力を培うこ

ととほぼ同義ではないかと考えられる。２１世紀を生き抜く子ども達に必要な力は，そ

ういった周りの人たちを含めた様々な環境と共に生きていくことができる「共生」する

力が必要なのではないか。そして，「共生」の大切さについて考えたり，実際に他人や

自然の動植物と触れ合ったりしていく中で，人や自然など周りの環境に畏敬の念を抱き，

「関わり」や「つながり」を尊重することができるようになるのではないかと考えた。 

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

共生社会に主人公として学び育つ子どもを育てる 

本校の学校教育目標 
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（２）本校がとらえる「科学が好きな子ども」と 2013年度の研究構想 

本校がめざす子ども像を図に表すと下図のようになる。 

この本校がめざす子ども像は，まさに「科学が好きな子ども」像であると言える。 

【本校がとらえる「科学が好きな子ども」】 

◆自ら進んで自然の動植物とふれあい，喜びを感じることができる子ども 

◆自然との出会いを通して「なぜ？」を見つけ，最後まで挑戦し続ける子ども 

◆課題について予想し，予想を確かめるための方法を工夫して考え出す子ども 

◆他者と協力し，他者の考えを受け入れながら，自分の考えを深めていく子ども 

◆自然事象と向き合いながら，自分の予想を振り返り，高まろうとする子ども 

そして，この「科学が好きな子ども」と「共生」する力との関係を表したのが次ペー

ジの研究構想図である。「科学が好きな子ども」を育てるプランは大きく二つある。 

第一は，理科や生活科の学習の中で，「共生」そのものに関する内容を取り扱ったり，

問題解決の活動を通したりする中で育てるプランである（“Do science planⅠ”）。問題解

決の活動の流れを，①事象との出会い→②課題設定→③仮説設定→④実験方法立案→⑤

実験実施→⑥結果整理→⑦考察とした。この問題解決の活動では，下の表に示したよう

に，人や自然と共生する場面がいくつもある。 

問題解決の活動と共生との関係 

①事象との出会い 自然との共生…「なぜ？」と思う自然事象と出会う。 

②課題設定 人との共生…他者と課題を設定していく。 

③仮説設定 人との共生…他者の考えを聞き，自分の考えを明らかにする。 

④実験方法立案 人との共生…他者と協力して，方法を工夫して考え出す。 

⑤実験実施 自然・人との共生…自然と向き合う。他者と協力して実験する。 

⑥結果整理 人との共生…自分と他者の結果を比較する。 

⑦考察 自然・人との共生…人や自然と向き合う中で，自分の考えを見直す。 

最後まで…！ 

こうすれば… 

いっしょにやろう！ なるほど… 

どうだったかな…？ 

やってみよう！ 
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 このように，問題解決の各過程において，人や自然と共

生し合う場面は多数ある。そういった一つ一つの過程を，

「共生」という視点でとらえ授業を進めていくことでより

共生する力は養われていくであろう。 

 第二は，第３学年以上で行われている宿泊学習である

（“Do science planⅡ”）。本校では，３年生は１泊，４年生

は２泊，５・６年生では３泊の宿泊学習が行われている。これらの宿泊学習には，子ど

もの「自立」という大きな目標があるが，それ以外に人や自然と多くふれあう機会があ

る。詳しくは第２章の「これまでの研究実践」で述べるが，ここでの様々な体験活動は

子どもにとって，まさに「共生」を実践する場でもある。人や自然と共生することで，

人や自然との「関わり」や「つながり」を尊重する態度を養うことができる。 

2013年度の研究構想図 

科学が好きな子ども 

問題解決の活動 

Do science plan Ⅰ Do science plan Ⅱ 

３年「三滝の学習」 

５年「山の学習」 

６年「旅の学習」 

４年「海の学習」 

海の動植物との共生 

山・川の動植物との共生 

人や自然との共生 

宿泊学習 

①事象との出会い

②課題設定

④実験方法立案

⑤実験実施

⑥結果整理

⑦考察

山の動植物との共生 「共生」
そのものの

内容に関わ

る授業 

【講師】 
・広島大学教授 

人

や

自

然

と

の

共

生 
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オクラ ナス 

１ “Do science plan Ⅰ” の実践 

 生活科では，一人一鉢の栽培活動に取り組んだ。自分の植物を責任もって育てるこの

一人一鉢の栽培活動は様々な学校で行われている。そして，その多くがクラス全員で同

じ花を育てるというものである。子ども一人一人が自分の花に水をやり責任もって育て，

その成長を見守っていくこの活動の意義は大きい。しかしながら，そこでの問題点は，

本当に一人一人の子どもが自分の育てる植物に愛着を感じているかということである。 

 本校では，一人一人の子どもが自分の植物に愛着をもつことができるよう，栽培する

植物を子ども自ら選ぶ活動を取り入れている。

そして，それらの植物は花ではなくて，キュウ

リ，ナス，オクラ，枝豆，ミニトマト，ピーマ

ンといった実のなる野菜である。これらの野菜

を育てることで，花を楽しむだけでなく，花が

咲いた後に実がなる喜びを味わうことができ

る。さらに，収穫し食するという楽しさもある。 

子ども達は，まず，６種類の野菜の中から，

自分の育てたい野菜を選んだ。「トマトが好きだから。」「家族が大好きだから。」「おじ

いちゃんに食べて欲しいな。」と自分や家族への思いから選ぶ子どももいれば，「オクラ

ってどんな野菜？どん

なふうに実をつける

の？」と成長の仕方への

興味から自分の野菜を

選ぶ子どももいた。  

苗植えをするときは，

友達と一緒に助け合い

ながら植えたり，自分の

苗に名前を付けたり

（例：枝豆を育てている

子どもが付けた名前「え

まみちゃん」）する姿が

見られた。 

第２章 これまでの研究実践

共生に喜びを感じ，主体的に問題解決に取り組む感性豊かな子どもの育成 

（１）植物の成長にふれ，植物を育てる楽しさを 

感じることができる授業 

「自分だけの野菜を育てよう！」 

まだ，３つしかめができて

いないので，もうちょっとく

ふうをしてみます。 

（げん気）となづけました。

げんきにそだってほしいか

らです。 

人と 

共生 

自然 

共生 
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 水をあげているところ 

収穫したきゅうりと一緒に 

また，様々な野菜を植えるので，友達の野菜を見て，「枝豆も育ててみたいなあ。」と

興味の幅を広げていた子どももいた。さらに，自分の育てている野菜の芽の数がどうし

たらもっと増えるのか，自分なりに工夫してみようとする姿も見られた。 

種植えや苗の植え替えをした後，子ども達は毎日水をやり，支柱立てを行うなどして

観察を続けていった。花をつけ，その花が散った後に

小さな実ができ，だんだんとその実が大きくなる様子

を観察しながら，「やったー。大きくなったぞ。」と声

に出して喜ぶ子どもや，「もっと大きな実をつけてほ

しいなあ。よし，もっと水をやるぞ！」など，自分の

好きな野菜を育てているからこそのつぶやきを多く

の子どもがしていた。 

また，この栽培活動を通じて，子ども達は野菜の成長を五感を通して感じていた。 

例えば，きゅうりを育てている子どもが，きゅうりのみずみずしい香りをかいで「プ

ールのにおいがするなあ。」とつぶやいたり，トマトを育て

ている子どもが「くきはトゲトゲだけど，さわってみると

つるつるだなあ。」とつぶやいたりしていた。 

 そして，育てた実は家に持って帰り，ほとんどの子ども

が家族の人と一緒に食べた。子どもの日記には，家族の人

と一緒に野菜を食べて嬉しかった様子が多数書かれていた。

また，教育相談（個人懇談）では，保護者の方から「子ど

もとおいしくいただきました。」など，嬉しい言葉を数多く

いただいた。 

 わたしは，きゅうりに，「おいしくなってね。」

とか，「かれないでね。」とか，「大きくなって

ね。」とかをいったら，本とうにはっぱが，大

きくなったり，きいろい花がさきました。 

 かおを近づける

と赤いトマトのに

おいがしました。

色は，みどり色と

きみどり色がまざ

っています。 

自然 

共生 

自然 

共生 

自然 

共生 
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 第５学年の理科の単元に「植物の発芽と成長」というのがある。ここで，おさえるべ

き事柄の一つに発芽条件がある。種子が発芽するためには，「水」と「空気」，そして「温

度」が必要であるというものである。この三つの条件の中で，種子が発芽するために「空

気」が必要かどうかについては，空気に触れている種子と空気に触れていない種子（種

子を水の中につけて空気に触れさせないようにする）を比較して実験を行う。子ども達

も実際に，問題解決の活動を通して，空気にふれていない種子は発芽しなかったという

結果から「空気」も発芽条件の一つであると結論付けた。 

しかし，考察段階において，ある子どもが疑問を抱いた。その疑問は， 

というものである。 

 確かに，空気の発芽条件について，各自が予想し，それについて話し合っているとき

に様々な意見が出てきた。 

 そこで，では実際に，土の中に「空気」があるかどうか，みんなで確かめてみようと

いうことになり，これを課題として設定した。 

 まずは，子ども達に，「どこの土を調べてみたい？」と尋ねた。すると，子ども達は，

５ヶ所（畑の土，中庭の土，砂場の砂，グランドの砂，池の底の土）の土や砂の名前を

挙げた（児童から土だけでなく，砂についても意見が出たので取り上げることにした。

また，児童の中には「グランドの砂」のことを「グランドの土」と発言する子どももい

たが，土と砂についてこちらから取り上げて明確に区別させることはしなかった）。 

これらは，全て校内にある土や砂である。子ども達は，畑の土やグランドの砂がやわ

らかいこと，グランドの砂や中庭の土（本校の中庭の土はたいへん固い）が固いことを

日常の経験から知っている。 

５月１７日        ５月２９日 ６月６日 
（２）子ども自らの「なぜ？」を大切にした課題追求型

の授業 

「発芽条件の空気は，本当に“土”の中にあるの？」 

土の中には，本当に「空気」があるの？ 

『空気』は必

要ないよ。だ

って，種を土

の中に埋める

じゃない。土

の中には『空

気』がないか

ら。 

そんなことはな

いよ。土の中に

も『空気』はあ

るよ。土はふか

ふかしているか

ら，土のかたま

りの間に『空気』

があるよ。 

固い土には，『空

気』はないよ。

種を植える土は

いつもやわらか

いし，種を植え

る前に耕したり

するでしょ。 

自然 

共生 

人と 

共生 
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次に，これら５ヶ所の土や砂の中に，空気が含まれているかどうか予想を立てさせた。 

予想の結果は次の通りになった。 

畑の土 中庭の土 砂場の砂 グランドの砂 池の底の土 

空気はある ３８人 １９人 ３７人 ２４人 ７人 

空気はない ０人 １９人 １人 １４人 ３１人 

土（砂）の中に空気はあるかどうかの予想結果（３８人中） 

このように，畑の土，砂場の砂以外は，意見がほぼ半々に分かれた。 

予想した理由を聞いてみると，畑の土に「空気」がある理由としては，「実際に畑に

植物の種子を植えたら発芽したから。」という体験に基づくものや「耕したときに空気

が含まれたから。」というものがあった。 

意見が半々に分かれた中庭の土については，様々な意見が出た。 

【空気はある】           【空気はない】 

 

 

砂場の砂に関しては，土との粒の大きさの違いをもとに，「砂場の砂の粒は大きいで

しょう。だから，粒と粒との間にたくさん空気が入っていると思います。」という意見

が出された。 

 グランドの砂についても意見がほぼ半々に分かれ，様々な意見が出た。「空気」はあ

ると答えた子どもの意見としては，「グランドは土ではなくて砂だと思うので，粒と粒

の間に空気が入り込んでいると思います。」「グランドだって人が走り回らない周りには，

木や雑草が生えているので，空気はあると思います。」があった。一方，「空気」はない

と答えた児童の意見としては，「グランドはみんなが走り回っているので，押し固めら

れて空気はないと思います。」が最も多かった。 

 池の底の土について「空気」はあると答えた子供の意見としては，「実際に池の底か

らぶくぶくと空気が出ているのを見たことがあるから。」といった意見や，「空気」はな

いと答えた児童の意見としては，「たとえ空気があったとしても，今はもう出ていって

畑の土     中庭の土  砂場の砂 グランドの砂 池の底の土 

中庭の土がいくら固くても植物が

生えているでしょう。だから，土

の中には空気があるはずです。 

中庭でミミズをつかまえたことが

あります。ということは，ミミズ

が土を耕しているから空気はある

と思います。 

中庭の土はすごく固いでしょう。

だから，空気があるはずはないと

思います。 

中庭はいろいろな人が歩き回り

ますよね。だから，踏み固めら

れて空気はないと思います。 

人と 

共生 
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しまってると思います。どうしてかというと，池の水の表面に空気の泡は見られないか

らです。」などが出た。 

 そこで，実験方法をみんなで考えることになった。「実際に種子を植えたらいいんじ

ゃない？」「でも，時間がかかるよ。」などの話をしていると，ある子どもが「土を水の

中につけたらいいと思います。空気があったら，泡が出てくると思います。」と言った。

この発言が出ると，子ども達は「おお～。」「いいねえ。」と歓声をあげた。 

しかし，そこで，ある子どもが，「土を水の中に入れるときに，上手に入れないと空

気が入るんじゃない？」と発言した。その意見に対してしばらく沈黙が続いたが，ある

子どもがこう発言した。「ビニール袋の中に土を入れて，ぺしゃんこにして全部空気を

出してから，袋の中に水を入れて泡が出るかどう

か確かめたらいいと思います。」「でもそれだった

ら，土の中の空気も抜けてしまうのではないです

か？」などなど・・・。 

このように，様々な意見が出された中で，子ど

もが発想した，水の中に土を入れて泡がでるかど

うか確かめるという方法を取り入れることにした。

そして，土を取る時は空気が入らないように缶を

使って取ることを子ども達に提案した。 

上で示したような砂場の砂の取り方をビデオで見せた後，実際

に子ども達と土（砂）を採取した。中庭

の土は固かったためハンマーで缶をた

たいて土の中に缶を埋め込んだ。グラン

ドの砂は，ハンマーでたたいても無理だ

ったので，スコップを用いてかたまりを

取ることにした。池の底の土は，砂場の

砂場の砂（畑の土）の取り方 

グランドの砂 

自然 

共生 
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砂を取ったときと同じように水底の土の中に缶を入れ，空気が入らないようにラップで

おおい水面にあげて採取した。 

続いて，採取した土や砂を水の入った水槽の中につけて，空気が出るかどうか実験を

行った。 

実験の結果は，次のようになった。 

畑の土 中庭の土 砂場の砂 グランドの砂 池の底の土 

様子 

たくさんの泡

が長い時間出

続けた。 

畑の土より泡

の出る量は少

なく，出る時間

も短かった。 

たくさんの泡

が一気に出た

が，時間は短

かった。 

小さな泡が時

間をかけて少

しずつ出た。 

出なかった。 

 中庭の土は，ハンマーでたたかないと缶が埋まらないほど固いのに，泡が出てくる様

子を見て子どもたちはたいへんびっくりしていた。また，グランドの砂からも少しずつ

ではあるが，数か所から小さな泡が出てくるのを見て，

泡が出る度に，「うぉ，出た！」と声を上げて驚いて

いた。 

そして，これらの実験結果をもとに，考察を行った。

考察では，まず実験の結果を文章でまとめ，自分の予

想（仮説）と結果を比較させた。最後に，課題に対す

る答え（結論）をまとめさせた。ある子どもは，自分

の予想が結果と一致しなかったことを振り返り，土や

砂には一般的には空気は含まれていると結論付ける

ことができた。さらに，コンクリートの隙間から植物

が生えているのを思い出し，コンクリートの下の土に

ついても空気があるかどうか調べてみたいと次への

疑問を書いていた。 

中庭の土 グランドの砂 実験を観察している様子 

ある子どもの考察場面の記述 

自然 

共生 

自然 

共生 
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 本校の教育目標の中にある「共生」は，未来に向かって持続可能な社会の担い手を育

む教育，即ちＥＳＤの考え方に基づいている。そして，このＥＳＤは，生物多様性と深

く関わっている。なぜなら，生物多様性の悪化は，生き物の持続可能性に大きな悪影響

を及ぼすからである。 

 生物の多様性とは，「様々な生態系が存在すること並びに生

物の種間及び種内に様々な差異が存在すること」をいう（生物

多様性基本法，2008）。そして，この生物多様性は，「種の多様

性」「生態系の多様性」「遺伝子の多様性」の大きく３つに分け

ることができる。 

「種の多様性」とは，種間の多様性ともいわれるように，ある地域に生息する生物種

が様々であることをさしている。「生態系の多様性」とは，どの生物もお互いに依存し

合いながらコミュニティを作ったり，すみわけしたりしながら自然条件に適応して生き

ていることをさしている。そして，「遺伝子の多様性」とは，同じ種でも生息している

地域などによって持っている遺伝子が異なることをさしている。 

小学校理科では，自然界の様々な生き物の暮らしを扱ってきているが，この生物の多

様性の概念に基づいた実践は少ないといえる。そこで，第５学年「メダカのたんじょう」

の単元において，生物の多様性の中の「遺伝子の多様性」について考えさせることがで

きないかと考え本実践に取り組んだ。 

よく知られている通り，近年メダカの生息地は急速に失われ，１９９９年２月に発表

されたレッドリストに「絶滅危惧Ⅱ類」として掲載された。野生メダカの保護運動に取

り組んでいる愛知教育大学名誉教授の岩松鷹司氏は，「野生メダカの生息調査から見た

生物多様性国家戦略の現状」（2009）という論文の中で，次のように述べている。 

 そこで，「遺伝子の多様性」に関して，次の２点を子ども達に理解させたいと考えた。 

１．メダカが絶滅しようとしている現状を知りその原因について理解することができる。 

２．同じメダカであっても違いがあり，購入したヒメダカや川で捕まえたクロメダカを

安易に放流することはいけないことを理解する。 

（３）生命の神秘に感動し，動物と共生していこうとする 

態度を育てる授業 

「メダカを守り増やすにはどうしたらいいの？」 

環境相は，「旧生物多様性国家戦略」の中で，学校教育において植物や動物の生活と

種類，生物のつながり，生物多様性やその保全の重要性について指導していると述べて

いるが，ペットやレジャー用の外来生物を自然環境へ放置するとか，理科の授業に用い

た教材ヒメダカを周りの水辺に放流している実態から推しても理念の指導が反映され

ていない。理科教育における「生命の尊重」の誤認，または個人的感傷が先行し，自然

環境の保全が重視されていない表れである。 

水草についたメダカの卵 

自然 

共生 
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 まずは，子ども達がメダカを好きになり，メダカの成長に興味をもつことが大切だと

考えた。そこで，メダカを理科室から子ども達の教室に置き，世話をすることにした。 

すると，毎朝，水草に卵を付けているかどうか確認する子どもが出てきた。しばらく

すると，自分たちで水草を切り離し，別のビーカーに卵を移動させる子どもも出てきた。

また，私が毎朝，採卵している方法を見て，「僕にも，メダカをとらせて。」と言って，

網を使ってメダカの卵を採取する子ど

もも出てきた。 

 このように毎日メダカの卵を採取し

ては，チャック付収納パック（85㎜×

60㎜）の中に水と一緒に入れた。収納

パックには採取した日付を油性ペンで

書くようにした。 

 そして，約３週間かけて卵を採取し

た後，それらを３種類の顕微鏡を使っ

て観察した。 

 子ども達は，卵の中を顕微鏡で観察

して，大きな目玉や心臓の動き，血液

の流れに驚いていた。 

 

 

 

 

メダカの卵を採取しているところ 

顕微鏡で     双眼実体顕微鏡で

解剖顕微鏡で

 私は，けんび鏡でメダカの卵を見て，最初は「気

持ち悪い」と思ったけど，後から，すごいなと思い

ました。理由は，オスの出した精子がメスの卵に，

何個もある中から 1個だけ入って，どんどん卵の中

で成長して，体の形が変わっていくのが，「すごいな」

とも思ったし，不思議でおもしろかったからです。 

 けんび鏡でメダカの卵を見た時，心ぞうがドクド

ク動いていたり，血が流れてたりするけど，私が一

番すごいと思ったことは，今にも生まれそうで元気

よく動いていることでした。理由は，私にとって，

そうあることが，元気に生まれてくるということな

ので，安心だからです。 

ある子どもの観察記録 観察を終えた後の感想 

自然 

共生 

自然 

共生 
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 このようにメダカに対する興味・関心が高まり，愛着をもつようになった後，実はメ

ダカは絶滅危惧種であることを話した。子どもの中には既に知っていた者もいたが，多

くの子どもにとっては初めてのようであった。 

そこで，メダカを守り増やしていくにはどうしたらいいのだろ

うか，と課題を設定した。そして，まずは一人で考える時間をと

った。多くの子どもが考えた方法は，水槽の中でメスとオスを飼

い，卵を数多く生ませて子メダカになるまで育てて，川に放流す

るというというものであった。 

その後，各自の考えを班で交流させ，話し合った内容を画用紙にまとめさせた。 

 画用紙を黒板に貼り，班長に自分たちの班の考えについて発表

させた。その後，休憩をとったが，子ども達は休憩の間も各班で

どのような考えが出たのか，興味を持って見ていた。 

そして，休憩の後，話し合いを行った。子ども達から出た具体

的な方法は，大きく以下の５つに分けることができた。 

①今ある環境を良くする（川を汚さない，田を増やす，ゴミを捨てないなど）！

②外来種を放流しない！

③メダカをとらない！

④メダカを増やして放流する！

⑤メダカが多い場所のメダカを，メダカが少ない場所へ移す！

 そこで，子ども達に何か質問や反対意見はないか尋ねた。すると，６班の画用紙に書

かれていた“外来種”や４班の画用紙に書かれていた“クローン”の意味について質問

があったので，子ども同士で説明させた後，教師が補足説明をした。その後，ある子ど

もが次のように発言した。 

話し合いの様子 

１班 

２班 ３班 

４班 

５班 
６班 ７班 

８班 

子どもが考えたメダカを守り増やす方法 

人と 

共生 

自然 

共生 



13 

 この意見に対して反対意見はなかった。そこで，教師から「だったら，気候の似たよ

うな地域だったら移してもいいのかな？」と発問した。すると，子ども達は悩んでいた

ようではあるが，何の反対意見も出なかった。改めて，「この五つの方法でいいですか？」

と聞いたところ，上記①～⑤（⑤については気候などを考慮することが前提となるが）

について，子ども達は賛成したようであった。 

 そこで，子ども達には，メダカが絶滅しようとしている原因について二つ話した。そ

の二つとは，ア．生活排水や農薬などによる水の汚れ，イ．カダヤシ，ブラックバスな

ど外来種の増加，の二つである。アの原因に対しては①の方法，イの原因に対しては②

の方法が対策として当てはまること，そして，③ももちろん方法の一つとして考えられ

ることを確認した後，実は④⑤はいけない方法であると説明した。 

その理由について，図を使いながら大きく３つに分けて説明した。 

 

 

第５学年の子ども達にとって「遺伝子」の概念を理解することは

難しいと思われる。そこで，身近な例として親

子や兄弟が似ていることや，同じ種であっても

遺伝子が異なっていることを色分けしたメダ

カで示すなどして，「遺伝子」についての理解

を図ることができるよう指導の工夫を行った。 

そして，最後に授業の感想を書いた後，「メ

ダカを守り育てるためのポスターを書いてみ

よう。」と呼びかけ各自ノートに書いた。 

メダカを違う場所に移すのはいけないと思います。例えば，九州のメダカを
寒い地域へ移すと環境に慣れていないので，死んでしまうと思うからです。 

①みんなが飼っている朱色のメダカはヒメダカといって野生のメダカとは異なること。

→ヒメダカをいくら放流しても，メダカを守り増やすことにはつながらない。

②同じメダカであっても，北日本集団と南日本集団に分

けられること。さらに，南日本集団はさらに９つに分

けられること。

→例えば，南日本集団のメダカを北日本で放流しても，

メダカを守り増やすことにはつながらない。 

③川からメダカを取ってきて増やして同じ川に放流しても，同じ性

質のメダカばかりが増え，環境の変化が起きたときメダカが絶滅

してしまうこと。

→川からメダカを取ってきて増やして，元の川に戻してもメダカを

守り増やすことにはつながらない。 

授業後に子どもが書いた感想 

人と 

共生 

自然 

共生 
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事前学習の発表風景 

タコを手にとっている様子 

２ “Do science plan Ⅱ” の実践 

 第４学年では，毎年９月に「海の学習」を行う。この「海の

学習」は本校近くの広島港から船で約１時間半かけて，広島県

呉市蒲刈町に向かう２泊３日の宿泊学習である。ここで行う宿

泊学習のねらいは，①生活をつくる！②海，自然とのふれあ

い！③仲間との関わりを深める！の三つである。ここでの主な

自然体験は，一日目に行う天体観測と二日目に行う漁体験＆調

理体験，そして選択学習である。 

事前学習としては，海の魚やタコ壺漁の仕方などについて調

べ，その内容をお互いに発表し合った。 

 一日目の天体観測では，本校の前校長である広島大学の林武広先生をお迎えして観測

会を行った。月の裏側の写真を見せていただいたり，星の色の話を聞いたりした後，実

際に天体望遠鏡をのぞいて星や月を見た。この日は，天候が悪くうまく観察することが

できなかった。しかしながら，次の日に行ったナイトハイクでは，この日に聞いた話を

もとに子ども達は，満天の星空を眺めて，「これが，夏の大三角形だね。」「あれは，～

座だ！」「星の色って分かりにくいけど少し違うな。」と声を上げていた。 

 二日目の漁体験では，実際に船

に乗ってタコ壺漁に出かけた。海

のにおいを感じながらタコ壺を，

漁業組合の方と一緒に引き上げ，

タコを壺の中から見つけたとき，

子どもが書いたメダカを 

 守り育てるポスター 

（１）海の自然とふれあい，海の楽しさを 

感じる「海の学習」 

自然 

共生 

自然 

共生 

人と 

共生 
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自分が開いたアジと一緒に 

子ども達はとても喜んでいた。そして，我先にとタコをさわり頭の上にのせたり，腕に

タコを置いたりして，ぬめぬめとした感触を楽しんでいるようであった。「わあ，タコ

ってこんなに力が強いんだ。」と吸盤の強さに子ども達は驚いていた。 

続いての調理体験では，実際に包丁を持ってアジを開いた。包丁を持つのが初めての

子どももいたが，漁業組合の方の手ほどきもあってだんだ

んと上手になっていった。そして，ほぼ全員の子どもが上

手に包丁を使ってアジを開くことができた。自分でアジを

開くことができた子ども達の表情は満足感でいっぱいであ

った。そして，これは各自お土産として持って帰った。 

 二日目昼からの選択学習は，釣り，カーヤック，藻塩作

り，クラフトの四つの中から，子ども自らやりたい活動を

選んで行う。釣りでは，初めて海釣りをする子どももいた。

餌を針に付けることができずに，友達に付けてもらってい

る微笑ましい姿があった。全く魚を釣ることができない子

どももいたが，海に糸をたらして

太陽の光を浴びながらのんびりと釣りを楽しんでいた。また，

藻塩作りにチャレンジした子ども達は，「熱い。熱い。」と言

いながらタオルで顔を拭いて，壺の中に海水を入れていた。

そして，海水の水が蒸発して塩がとれたときは，「できた～。」

と言って喜び，壺の中の天然の塩を「いつも食べている塩よ

りもおいしい。」「これでおにぎり作りたい！」と言いながら喜んでなめていた。 

 第５学年では，毎年９月に「山の学習」を行う。この「山の学習」は本校からバスで

約１時間 40 分かけて，広島県廿日市市吉和の広島県立もみのき森林公園に行って活動

する３泊４日の宿泊学習である。ここで行う宿泊学習のねらいは，①生活づくり！②支

え合う仲間！③自然との会話の三つである。ここでの主な自然体験は，二日目に行う沢

登りと三日目に行う選択学習である。 

 事前学習としては，山で気を付けなければいけない植物やマムシ，キノコ，鳥などに

ついて学習係が中心となって調べた。そして，全員で内容を読み合わせて確認を行った。 

 二日目に行う沢登りは，全員の子どもが行う。これは，吉和の山や川について詳しい

森林インストラクターの竹田先生を呼んで毎年行っている。竹田先生が先頭を行き，そ

の後，約 90 名近い子どもが一列で着いていく。途中，子どもの身長ほどもある深いと

ころがあり，その淵には石の上から跳び下りて泳いで渡る。また，流れの速いところも

藻塩作りの様子 

（２）山・川の動植物とふれあい，自然の 

偉大さを感じる「山の学習」 

自然 

共生 

人と 

共生 

自然 

共生 

人と 

共生 

自然 

共生 
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あり，そこでは前の友達に手を引っ張ってもらってのぼる。何度も水に流されながらそ

れでもあきらめずに，チャレンジしてやっとのぼることができる子どもも多い。 

三日目には，選択学習を行った。この選

択学習には，「森の恵み」，「冠山登山」，「ス

ーパー沢登り」，「河童の川流れ」の４つが

あり，子どもが自分の好きな活動を選択し

て行う。 

「森の恵み」では，山に生えている草花

などの植物について，植物の専門家の方

の話を聞きながら，散策して歩く。そして，散策した後には，たんぽぽなど食べること

のできる野草を自分で取ってきて，てんぷらにして食べる。塩だけをつけて食べるので

あるが，どの子ども達も「おいしい。」と言いながらたくさん食べていた。さらに，山

で集めてきたきのこを，きのこの専

門家の方に見ていただき，食べられ

るかどうか判断してもらった。する

と，ほとんどが食べることのできな

いきのこであることを知り，子ども

達はがっかりした様子であった。し

かし，きのこについていろいろなことを知ることができてとてもいい表情をしていた。 

 「冠山登山」では，1003ｍの冠山の頂上をめざして歩いた。ここでは，山の専門家の

方をお呼びし，その方の後に続いて子ども達は登っていった。途中，いろいろな小動物

や野草を見つけては，専門家の方の説明を聞いた。そして，頂上に着くまでに，本校近

くを流れる一級河川である太田川の

源流の一つを訪れ，そこの水を水筒の

コップに入れて飲んだ。子ども達は，

山登りの疲れもあって，このわずかな

水を「氷水みたい！」と言いながら，

とてもおいしそうに飲んでいた。 

「スーパー沢登り」は，二日目の沢登りをさらに厳しくしたもので，川の流れはとて

も速かった。無事に上流にたどり着くと，そこには滝があった。子ども達は，滝壺に入

り，滝の流れの下にもぐって下から上を眺めた。いつもは，周りからしか眺めたことの

ない滝の流れを滝壺から見上げるその神秘的な光景に子ども達は静かに見入っていた。 

「河童の川流れ」は，沢登りとは違い，上流から下流に向かってライフジャケットを

着て流れに沿って浮かんだまま流れていく。ここでは，水生昆虫の専門家の方をお呼び

し，水生昆虫を実際に観察して，その生態について話を聞いた。水生昆虫が水のきれい

さの指標になることについて，子ども達はとても興味深そうに話を聞いていた。 

４つの選択学習 

野草の説明      きのこの説明 

  太田川の源流到着 

人と 

共生 

①森の恵み

②冠山登山

③スーパー

   沢登り 

④河童の川流れ

自然 

共生 

自然 

共生 

自然 

共生 

自然 

共生 
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１ これまでの実践に対する成果と課題 

本校の「科学が好きな子ども」像をもとに成果と課題をまとめと以下のようになる。 

◆自ら進んで自然の動植物とふれあい，喜びを感じることができる子ども 

○各学年の宿泊学習で，子ども達は山・川・海における様々な動植物に実際にふれるこ

とができた。その際，様々な専門家の方の話を聞くことができて，自然の動植物に対

する興味・関心を高めることができた。その結果，多くの子ども達が，動植物と共に

生きること（共生）に対して喜びを感じることができていた。

○第２学年の実践「野菜を育てよう！」では，一人一鉢を使って自分の好きな野菜を選

び育てた。それによって，多くの子どもが興味・関心をもって自分の野菜を育てるこ

とができた。そして，収穫の喜びを感じることができた。

△野菜の実のなる時期がちょうど夏休みと重なる野菜があった。天候が影響すると考え

られるので実のなる時期を予想することは難しいが，育てる時期について再考する必

要がある。 

◆自然との出会いを通して「なぜ？」を見つけ，最後まで挑戦し続ける子ども 

○第五学年の実践「空気は，本当に“土”の中にあるの？」では，「水」「適温」「空気」

が発芽条件であることは分かったが，土の中に本当に「空気」はあるのか，という「な

ぜ？」を子ども自ら発想することができた。ここでの問題解決の活動に対しては，子

ども自ら発想した「なぜ？」を解決する活動であったため全ての子どもが楽しかった

と答え，その学習意欲は最後までなくなることはなかった。

△各学年の宿泊学習では，必ず事前学習を行った。そこでは，調べ学習を行ったが，「な

ぜ？」という疑問はあまり生まれることがなかった。調べ学習を充実させる中で，子

ども達に「なぜ？」という疑問をもたせ，その疑問を解決することができる宿泊学習

にしてもいいのではないか。 

◆課題について予想し，予想を確かめるための方法を工夫して考え出す子ども 

○第五学年の実践「空気は，本当に“土”の中にあるの？」では，全ての子どもが五ヶ

所の場所の土や砂に空気があるかどうか，理由をつけて予想することができた。

△土や砂の中に空気があるかどうか確かめる実験方法を考えることができた子どもは，

数名であった。また，実際に考えることができた実験方法の中には，本当にこれで確

かめることができるのか疑問が残るものもあった。 

○第五学年の実践「メダカを守り増やすには？」では，全ての児童が自分なりの具体的

な方法を考え出すことができた。これは，それまでの学習で子ども達がメダカを育て，

卵の観察をしっかりと行い，メダカに対する愛着が生まれていたからだと考えられる。 

◆他者と協力し，他者の考えを受け入れながら，自分の考えを深めていく子ども 

○第５学年の実践「空気は，本当に“土”の中にあるの？」では，全ての子どもではな

いが実験方法について自分の考えを発表し，全体で練りあうことができた。そして，

第３章 成果と課題
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自分の考えを振り返りながら，友達とともに考えを作り上げていくという人との共生

に喜びを感じることができた。 

○第五学年の実践「メダカを守り増やすには？」では，授業前には 28人もの子どもが，

メダカを育て増やして放流すればいいと考えていた。しかし，授業後には，その数は

０人になった。これは，メダカを守り育てる方法について友達や先生の考えを受け入

れて，自分の考えを深めることができたからだと考えられる。

△第五学年の実践「メダカを守り増やすには？」では，メダカを守り増やすための方法

について，各自が自分なりの考えをもつことができた。しかし，そこから話し合いを

通して自分の考えを深めていくことは難しかった。メダカに関する知識が少なかった

こともあるが，本当にそれでいいのかクリティカルな思考を子ども達に育てていく必

要がある。 

◆自然事象と向き合いながら，自分の予想を振り返り，高まろうとする子ども 

○第５学年の実践「空気は，本当に“土”の中にあるの？」では，全ての子どもが自分

の立てた予想と実験結果を比較し，一致していたかどうか振り返ることができていた。 

△予想と結果を比較することはできていたが，どうしてそのような結果になったのか，

自分の考え方の何がおかしかったのか，修正することができていた子どもはわずかで

あった。 

２ 次年度への方向づけ 

 これまでの実践に対する成果と課題をもとに次年度への方向づけ行う。 

◇ 本校における宿泊学習はたいへん充実したものである。第４・５学年についてのみ

実践で述べたが，第３学年では１泊２日の「三滝学習」，第６学年では３泊４日の「旅

の学習」がある。そこで，来年度は，宿泊学習を「人や自然とのふれあい」という視

点でまとめ，総合的な学習との関連をさらに図ることで充実させる。 

◇ 本校の教育目標の中にある「共生」という考え方を大切にしていく上で，理科にお

ける生物の多様性に関する学習内容の充実を図る。今年度は，生物の多様性に関して，

○共生の立場から，人や自然とふれあう活動の充実をはかる。

○子どもの「なぜ？」が生まれる活動を増やす。

○子どもから生まれた「なぜ？」を解決する活動を充実させる。

○考え方（思考スキル）を与え，一人一人が考えをもった上で話し合い活動

を行い，自らの考えを深める活動を行う。

○自分や友達の考えが正しいかどうか疑問をもち，解決を図るクリティカル

な思考をもたせる取り組みを行う。

課題のまとめ 
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「遺伝子の多様性」のみ取り扱った。次年度は，残りの二つ「種の多様性」「生態系

の多様性」を扱った授業づくりに取り組んでいく。 

◇ 子どもの「なぜ？」を生み出し，主体的に解決していく活動の充実を図る。そのた

めには，子どもから発せられるつぶやきや思いなど常にアンテナを張り巡らせておく

ことは当然であるが，それ以外に，問題解決の考察場面において，新たな課題を書く

活動を行いたい。これまでは，結果の文章化→予想と結果の比較→結論付けの大きく

３段落に分けて考察を書くよう指導してきたが，これに課題も書くよう指導していく。 

◇ 各自が自分の考えをもつことができるように問題解決の過程において，考える術，

即ち思考スキルを与えるようにする。スキルを与えることによって全ての子どもが自

分の考えをもつことができるようになるであろう。そして，さらに自分の考えや友達

の考えについてクリティカルな視点で振り返りをするよう指導する。 

科学が好きな子ども 

問題解決の活動 

３年「三滝の学習」 

５年「山の学習」 

６年「旅の学習」 

４年「海の学習」 

海の動植物との共生 

山・川の動植物との共生 

人や自然との共生 

宿泊学習 

①事象との出会い

②課題設定

④実験方法立案

⑤実験実施

⑥結果整理

⑦考察

山の動植物との共生 

「種の 
 多様性」 
の授業 

「生態系の 
多様性」 
の授業 

「遺伝子の 
多様性」 
の授業 

生物の多様性 
の理解 

思
考
ス
キ
ル
・
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
思
考 

2014年度の研究構想図 

【講師】 
・広島大学教授 

2014年度の研究構想図 

総
合
的
な
学
習
や
学
年
間
の
関
連
を
図
る「なぜ？」 

を大切に！ 

児童会活動 
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【単元構成】 

◆事象との出会い 

発芽した種子と発芽していない種子 を提示 

     

 問題解決の活動 

水・空気・適温 が必要 

 

問題解決の活動 

植物によって発芽適温は異なる  

低温で発芽する植物がある（高温で発芽しない） 

 高温で発芽する植物がある（低温で発芽しない）  

成長していくときに種子がしぼんでいく様子を観察 

    

問題解決の活動 

種子の中のでんぷんが発芽・成長に使われた 

 問題解決の活動 

植物がより成長するには肥料や日光が必要である 

種の多様性 

１ “Do science plan Ⅰ” 

（１）第５学年 種子の発芽条件に着目して，種の多様性について考える授業 

第５学年の単元「植物の発芽と成長」において，発芽条件に着

目した授業を行う。ここでは，種子の発芽条件について，「水」「空

気」「適温」の三つを学習する。そして，この中の「適温」については，教科書によっ

て「適した温度」「適当な温度」と二通りの書き方があり，「20℃くらい」と示している

ものもある。つまり，ここでの「適温」とは「20℃くらいのあたたかさ」が想定されて

いると言える。しかしながら，実際には，種子の発芽適温は種によって様々である。 

種子の発芽適温 

スイカ 
25～30℃ 

ホウレンソウ 
15～20℃ 

キャベツ 
15～30℃ 

メロン レタス カリフラワー 
カボチャ 

＊適温以下，以上であっても発芽することは考えられます。 

そこで，本来ならインゲ

ンマメのみを用いて発芽条

件を調べるが，低温でも発

芽するキャベツやカリフラ

ワーなど様々な種子を用い

て実験を行うことで発芽条

件は種によって異なること，

即ち「種の多様性」を理解

させることができるのでは

ないかと考え，本単元を構

成した。 

 その際，問題解決の活動

を行い，考察場面における

子どもの「なぜ？もっと知

りたい！」を大切にしてい 

く。そして，「なぜ？」をも

とに問題解決の活動を行っ

ていくことで，子どもの主

体的な取り組みになるよう

にする。 

第４章 次年度の教育計画  “Do science plan 2014”

なぜ？ 

なぜ？ 

どうして発芽していないのかな。発芽する
ためには何が必要なのかな。 

植物によって発芽適温は違うのかな。 

なぜ？ 成長していくにつれて種子がしぼんでい
くけど，どうしてかな。 

なぜ？ 種子の中のでんぷんがなくなったから，も
っと成長するには，肥料が必要かな。 
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特定外来生物に関する内容 

特定外来

生物 

ウシガエル，アライグマ，カダヤシ，ブルーギル，オオクチバス，ジャワマング

ース，カミツキガメ，アルゼンチンアリなど９７種類 

特定外来

生物導入

の理由 

【例】ジャワマングース・・・毒蛇であるハブの退治 

オオクチバス・・・釣り， アライグマ・・・ペット 

アルゼンチンアリ・・・船や飛行機の荷物の中 

実際に生

態系が壊

されてい

る例 

①ブラックバスが琵琶湖に持ち込まれ，ブラックバスの生息域と在来魚の産卵場

が重なり，孵化した仔稚魚等を多数食べる事態が起こった。また，同じくアメ

リカから導入された雑食性のブルーギルが個体数を増加させ，エビ類や稚魚，

魚の卵，水草など様々な生物を食べた。そのため，琵琶湖の生態系にゆがみが

生じている。

②ペットとして導入されたアライグマが逃げたり逃がされたりした結果，野外で

繁殖し，全国 47都道府県で分布が確認されている。そして，各地で農作物を食

害する報告がなされており，全国で約２億円の被害（2008年）を出している。

生態系の多様性 

水の大切さを感じさせる活動 

＊地球上の水の量を１Ｌとすると… 

淡水の量 
フィルムケース一杯 

（約 25ml） 

氷河を除いた水の量 
ペットボトルのふた一杯

（約 7.5ml） 

地下深く流れている

水を除いた水の量

フィルムケースのふたの

くぼみ一杯 

（約 0.8ml） 

汚染された水を除い

た使える水の量 

スポイト一滴 

（約 0.04ml） 

（２）生態系に関心をもち，多様な動植物と共生することの大切さを感じる授業 

第６学年の単元「生物と環境」では，①生物の間には，食う

食われるという関係があること，②生物は，水及び空気を通し

て周囲の環境とかかわって生きていること，の大きく２つの内容について学習する。 

 従来の指導では，生き物どうしは食べたり食べられたりする関係でつながっているこ

と（食物連鎖）や食べ物のもとは全て植物に行きつくことを，子ども達は資料を使って

調べて理解を図る。本単元ではさらに一歩踏み込んで，その「食う食われるの関係が，

壊れることはあるのだろうか。」「壊れたらどうなるのだろうか。」という課題を子ども

と一緒に考えていきたい。その際，生態系に被害を及ぼすおそれのある特定外来生物と

は何か，なぜ特定外来生物が日本に入ってきたのか，実際に特定外来生物の侵入によっ

て生態系が壊れた例などについて子どもと一緒に調べていきたい。 

 このように食う食われるの関係，即ち食物連鎖を壊している特定外来生物の事実や実

際に生態系が壊されている事実を調べることによって，子ども達は生態系を守ることの

大切さを感じ，守ろうとする意欲をもつことができるであろう。 

また，生物は，水及び空気を通して周囲の環境とかかわって生きていることに関して，

人間の吐き出した空気は吸う前の空気

に比べて酸素量が少なく二酸化炭素量

が多い，物を燃やしたら空気中の酸素

が使われて減るなどの既有知識をもと

に，空気中に酸素を出しているもの（植

物）について，問題解決の活動を通し

て調べていきたい。 

水に関しては，海の水が蒸発して雲

になることや雲は移動すること，そし
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７つの思考スキル 

①比較 ②関連付け ③条件制御 ④仮説演繹

⑤確認・修正 ⑥★他者との比較 ⑦★他者とのかかわりによる確認・修正

問題解決の過程で活用される「思考スキル」の例 

１．課題設定 比較…事象と事象を比較することによって課題を設定する。 

２．仮説設定 関連付け…既有知識や体験と関係付けながら仮説を設定する。 

３．実験方法立案 条件制御…

４．結果の予想 仮説演繹…

５．結果の整理 関連付け…

６．考察 確認・修正…

７．結論付け 関連付け…課題と結果を視点をもとに関連させ結論付ける。 

て雨の水は川となって流れていき再び海に戻っていくことなどの既有知識を関連させ

て，地球上をめぐっていく水について考えさせていきたい。その際，前ページ下の表の

「水の大切さを感じさせる活動」をペットボトルやフィルムケースを実際に使いながら

行う。それによって，水の大切さを子ども達に体感させる。 

２ “Do science plan Ⅱ” 

（１）全学年 言語活動の充実を図り，思考スキルを活用して考えを深める授業 

「言語活動の充実」はあくまで手段であり目的ではない。理科教育の目的の一つに，

問題解決の活動を通した思考力の育成がある。つまり，書いたり話したりするなどの言

語活動を充実させることによって，思考力を育むことが大切である。 

思考力を育成する際，「考え方」を子ども達に獲得させることは重要である。なぜな

らば，考えることができない子どもの多くは，どう考えたらいいのか，その考え方が分

からないために思考することができないと考えられるからである。そこで，この「考え

方」を子ども達に獲得させることが重要であると考え，問題解決の過程における「考え

方」を「思考スキル（すべ）」と呼び，この「考え方」を獲得，そして活用させる授業

を行っていく。そして，その「思考スキル」をもとに考えたことを，書いたり話したり

させることによって，言語活動が充実しより思考力を高めることができるであろう。 

「思考スキル」を問題解決の各過程に合わせて大きく７つに分けた。そして，それら

の「思考スキル」が問題解決の各過程のどこで活用されるのか以下の表にまとめた。 

「思考スキル」の中で，⑥★他者との比較とは，問題解決の各過程において友だちが

出した意見と自分の意見を比べて考えることである。⑦★他者とのかかわりによる確

認・修正とは，友だちが出した意見をもとに自分の考えを再度見直し，確認・修正する
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「思考スキル」を獲得させる手立て 

ことである。よって，この⑥⑦は，問題解決の過程において友だちとの話合いを設定し

た場合，常に必要となる「思考スキル」であると考えられる。 

 この「思考スキル」は，考え方のことであり，まずは教師が積極的に提示するなどの

手立てを行い，子どもに獲得させることが重要であると考える。そして，子どもの実態

を把握しながら，徐々に手立てを少なくしていき，最終的には，子ども自らこれらの「思

考スキル」を使って考えることができるようになることを目標としている。 

 手立てとしては，例えば，「これまでに学習したことを思い出して考えましょう。」「両

方の結果を比べて考えましょう。」といった曖昧な声かけではなく，もっと具体的な言

葉がけをする。そうすることによって，考えるとはどういうことなのか，考えるときの

比較や関連付けなどの仕方が分かり，それを繰り返していくことにより自ら考えること

ができるようになるであろう。 

（２）全学年 クリティカルな思考を身に付け，緻密に問題解決の活動を行う授業 

 クリティカルな思考とは，合理的で反省的な思考であると言われる。合理的思考とは

筋道立てて考えること，反省的思考とはじっくり考えることである。 

問題解決の活動において，このクリティカルな思考を身に付けさせるには， 

①問題解決の活動を行い，考察では仮説と結果から結論を導き出す活動を行う。

②問題解決の各過程において，自らの考えを客観的に見直したり，友だちの考えを聞い

て見直したりする活動を行う。 

 クリティカルな思考を身に付けさせるために，ワークシートの工夫をする。一般的に

使われているワークシートは，問題解決の過程にそって枠が書かれているものである。

その各過程の枠を二重にする。そして，内側の枠には自分の考えを書き，外側の枠には

友だちの考えを書く。さらに，友だちとの話し合いを通して，最終的に自分の考えを見

直し，赤鉛筆で記入する。 

また，子どもがクリティカルな思考を働かせることができるように，単元初めにクリ

ティカルな思考を行うことの大切さを伝えたり，実際にクリティカルな思考を使った問

これまでに学習した
ことを思い出して考
えましょう。 

両方の結果を比べ
て考えましょう。 

○○のときは△△だった
ね。今回は，○○が××に
変わったんだよね。という
ことは・・・？ 

大切なことは○○だよね。
○○が両方で，どのように
違うのかな。 
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題解決の活動を仕組んだりするなどして，ワークシートの工夫以外にもクリティカルな

思考を高める様々な工夫を行っていく。 

 

 

 

 

各過程が二重枠で問題解決の過程にそって書かれたワークシート 

３ “Do science plan Ⅲ” 

（１）生活科や総合的な学習との関連を図り，系統的な宿泊学習による活動 

 本校で行われている第３学年以上の宿泊学習（第３学年「三滝の学習」，第４学年「海

の学習」，第５学年「山の学習」，第６学年「旅の学習」）の系統性を図ることで，体験

活動をより充実したものになるようにする。 

 そこで新たに，共生をキーワードに，これらの宿泊学習を「人」「自然」の二つの視

点で関連付けることにした。 

 このように「人」と「自然」の二つの視点で関連を図ると，「人」との結びつきが友

達から地域の方，遠く離れた広島県内の方，そして沖縄の地元の方へと広がっているこ

とが分かる。また，「自然」に関しても，身近な川遊びから近くの瀬戸内海の海，県内

仮説（理由）
の設定 

課題の設定 

話合い後の
最終仮説 

実験方法の
立案 

結果の予想 

実験結果の
整理 

考察 

人 自然 宿泊学習 

第３学年「三滝の学習」 

第４学年「海の学習」 

第５学年「山の学習」 

第６学年「旅の学習」 

川の自然（川遊び，川の
動植物）との共生 

海の自然（海水，海の動
植物）との共生 

山の自然（山・川の動植
物，川の源泉）との共生 

海・山の自然（自然本来
の海や山）との共生 

友だちと共生 

友だちや漁業組合の人と
の共生 

友だちや植物・きのこ・
水生昆虫など専門家の人
との共生 

友だちや民泊を通した，
沖縄の地元の人との共生 
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第４学年 総合的な学習 
「太田川探検」 

様々な活動を通して太田川に愛着をもつ 

第５学年 宿泊学習 
「山の学習」 

太田川の源流を探す 

左…２年２組の向日葵 高さ 221.5 ㎝ 
右…各クラスの向日葵 

の遠く離れた山や川の自然，そして沖縄の海や山へと広がっていることが分かる。こう

いった視点をより明らかにすることにより，前の学年で学んだことを生かしながら本学

年，さらには次学年の宿泊学習へとつなげていきたい。 

また，これらの宿泊学習と生活科や総合的な学習との関連を今まで以上に図っていく。

例えば，第２学年の生活科では宇品港に行き，磯辺の動物を探す「宇品探検」，第４学

年の総合的な学習では「太田川探検」を行う。太田川とは広島市の中心を流れる一級河

川である。この「太田川探検」では，選択活動として，グループに分かれて生き物調べ

や水質調べ，魚とりなどを行う。そして，グループ毎に活動した内容を発表することを

通して，子ども達は太田川に愛着をもつ。そして，そこで生まれた「太田川の水はどこ

から流れてくるの？」という子どもの「な

ぜ？」を次学年の「山の学習」につなげて

いく。そして，「山の学習」では，第４学年

での学習を思い出しながら，冠山に登り，

太田川の源流を探す。このように今までは

あまり意識していなかった総合的な学習と

の関連を図ることにより，体験活動をより充実したものしていく。 

（２）児童会活動 東雲小学校を花いっぱいにしよう大作戦パートⅡ 

 本校では，「東雲祭」や「東雲発表会」など様々な学校行事を児童会の子ども中心で

行っている。そこで，来年度は，この児童会活動をさらに充実させ，子ども達が自然，

特に草花が好きになるような取組を行っていきたい。主体的な活動にするために，児童

の思いを大切にしたい。今年度は，子どもたちが発案した主体的な取組と

して，「ひまわりの花を咲かせよう！」という活動を行った。 

まずは，児童会の子ども達が活動内容をまとめ，職員会議に参加して先

生方の了承を得た。そして，各クラス一つ向日

葵の苗と鉢を渡し，各クラスで責任をもって育

てる。そして，どのクラスの向日葵が最も大き

く成長するか競うという活動である。 

今年の夏はどのクラスの向日葵も見事な花

を咲かせた。この結果は，「東雲祭」で発表す

る予定である。 

○おわりに

本校では，共生をキーワードに今日的課題であるＥＳＤに取り組む一方，宿泊学習な

ど子どもの感性を育てる体験活動を数多く行っている。また，理科における「なぜ？」

を大切にした子どもの主体的な問題解決の活動も積極的に行っている。来年度も今年度

の取組をベースにして“ Do science plan! ” をさらに発展させていきたい。 

（執筆代表者 中山貴司） 


