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１ はじめに 

 子どもが羽化直前のセミの幼虫を見つけてきた。担任が、窓

際のカーテンに止まらせ、みんなで観察することにした。１時

間目の休み時間に羽化が始まった。子どもたちは、隣の１組と

２組に急いで知らせにいく。２年生みんなで、感動的な瞬間の

共有である。背中が割れて、セミが落ちそうになりながらひっ

くり返っているとき、「先生、もうすぐセミが腹筋するよ。」という。図鑑でしっかり調べている

子どもである。セミが起き上がるとき、子どもたちは「本当に

腹筋したね。先生！」と感動している。羽がしっかり乾いた頃、

もう大丈夫かな、飛べるかなとベランダから外に放すことにし

た。セミが飛び立った瞬間、子どもたちの「やったー！いって

らっしゃい！がんばって！」の声があがった。 

子どもが感性を存分に発揮し、セミと一体となるとき、子ど

もたちの心のなかにセミを見守る温かい気持ちが生まれている

ことを実感した。 

また、運動場でセミに出会うと、「おかえり！」とセミに声をかける。セミに対する見方や考

え方が変わったのである。自然とのかかわりは子どもたちに豊かな感性をはぐくむ。そして、子

どもたちの興味・関心を高め、主体的な追究活動に導き、日常生活における自然の見方や考え方

までが変わってくることが分かる。 

私たちは、この子どもたちのように、自然の事物・現象と意欲的にかかわり、豊かな感性を働

かせ、主体的に追究し、さらに次々と活動をつくりだし、自分の世界を開いていく子どもを育て

ていきたい。 

 

２ 本校が考える「科学が好きな子ども」とは 

 私たちは「科学が好きな子ども」をつぎのように捉えている。 

 

自然の事物・現象に、興味・関心をもって、感性を存分に働かせながら（豊かな感性）、主体

的に追究し（主体性）、日常生活等で身に付けた知識や経験を総動員して、自分なりのイメージを

創造しながら（創造性）、推論と検証をくりかえし、自分なりの文脈（ものがたり）を構築し、さ

らに新しい活動をつくりだす子ども 

 

そこで、次のような三つの視点から、実践研究に取り組むことにした。 

 

□ 豊かな感性をもつ子     （感 性） 

□ 主体的な追究活動ができる子 （主体性） 

□ 日常生活と結びつけさらに活動をつくりだす子（創造性）            

 

Ⅰ 本校が考える「科学が好きな子ども」とは 
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□ 豊かな感性をもつ子 

 自然の事物・現象に触れながら、そこから何かを正しく認識するためには、感性の働きが重要

である。子どもの感性が鋭く働くとき、自然のもつ仕組みやきまりの素晴らしさ、今まで考えも

しなかったことに気付くようになってくる。感性の働きが学習の原動力となっているのである。 

子どもたちが、自然の事物・現象を自らの感覚でしっかりととらえ、とらえた事実を手がかり

にしながら、より深く追究していくためには、子どものもつ感性をいかにして磨き、育てていく

のかが大切になってくる。ここでは、子どもが感性を存分に働かせる場の設定を工夫し、自然の

不思議さや巧みさに気付かせたい。 

 

□ 主体的な追究活動ができる子 

 鋭い感性は、主体的に追究する活動を通して育ってくる。子どもは、自然の事物・現象に興味・

関心をもち、自分なりの問題を切実感をもって追究していく。そして、自分ならではのかかわり

を通して、「なるほど」と納得したり、「自分はこう考える」と自分の考えをはっきりさせたりし

て、主体的に追究する。そこで得た科学的な見方や考え方は、生きて働く実質的な学びとなる。 

また、友達との情報交換の場においても、友達の話を、自分に引きつけ、「なぜそう考えたの

か」と素直に聞き、「どういうことなのか」と考えようとする主体的な構えによって、感性が研ぎ

澄まされ、科学的な見方や考え方が深まってくる。ここでは、子どもたちが興味・関心をもって主

体的に取り組むことができる教材の研究、追究していく切実感の生まれる導入、そして、お互い

の考えを共有できる板書などを工夫し、みんなで問題を解決していく楽しさを味わわせたい。 

 

□ 日常生活と結び付け、さらに活動をつくりだす子 

 子どもたちが感性を働かせ、自然の事物・現象とかかわるとき、「○○みたい。」と何かにたと

えたり、日常生活における自分の経験した内容と結びつけたりして、自分なりのイメージを創造

する。そして、友達と話し合ったり、事実を確かめたりする活動を通して、「あっ、そうか！わか

った、こうなっているんだ。」と納得し、さらにイメージをつくりかえていく。 

ここでは、子どもが創造性を働かせて、自分なりのイメージをもち、主体的に追究していくな

かで、さらにイメージをつくりかえ、再構成していく過程を、ノートやワークシートに、絵や言

葉で表現する場を工夫し、自分の考えの深まりを実感させ、創造性を発揮しながら追究していく

価値に気付かせたい。 

 

 

 

 

１  科学的な見方や考え方を深める ７つのプラン  

 鳥生小プロジェクト２０１２においては、「感性をはぐくむ環境づくり」「主体的、創造的な授

業づくり」「創造性を育む表現活動」の三つを柱に、心が動くかかわりについて７つのプランを設

定し、取り組んできた。しかし、実践を通して、次のような課題が見えてきた。 

 

 

Ⅱ 鳥生小プロジェクト２０１３ 
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□ 子どもの目線に立ち、主体的にかかわる環境づくり 

□ 自然の魅力を実感でき、共有できる場の工夫 

□ 科学的な見方や考え方の素地を養う生活科の在り方 

□ 理科の授業における切実感のある導入と情報を共有できる板書の工夫 

□ 情報を共有し、創造性をはぐくむ多様な表現活動の工夫    など 

 

そこで、鳥生小プロジェクト２０１３においては、これらの課題を解決するために、引き続き

「感性をはぐくむ環境づくり」「主体的、創造的な授業づくり」「創造性をはぐくむ表現活動」の

三つの柱で、「科学的な見方や考え方を深める」をキーワードして、科学が好きな子どもの育成に

取り組むことにした。 

 

鳥生小プロジェクト２０１３ 

― 科学的な見方や考え方を深める ７つのプラン ―  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

                     

   

 

 

（主体的、創造的な授業づくりパートⅡ） 

プラン４ （生活科）科学的な見方や考え方の素地を養う授業づくり 

プラン５ （理 科）自分なりの考えをもって追究できる授業の導入と板書の工夫 

（創造性をはぐくむ表現活動パートⅡ） 

プラン６ （生活科）科学的な見方や考え方の芽を育てる表現活動の見取りと支援 

プラン７ （理 科）自分の考えの深まりを実感できるノートの工夫 

（感性をはぐくむ環境づくりパートⅡ） 

プラン１  子どもの目線に立ったビオトープの開発 

プラン２  繰り返し体験できる地域の自然とのかかわり 

プラン３  自然の魅力を実感できる場の工夫 

 

 

 

 

 

【 主体的、創造的な授業づくりの課題 】 

課 題４ 生活科における科学的な見方や考え方の素地の見取りと支援 

課 題５ 切実感のある導入、科学的な見方や考え方を養う板書の工夫 

【 感性をはぐくむ環境づくりの課題 】 

課 題１ こどもの目線に立った校内ビオトープや身近な地域の自然の開発・整備 

課 題２ 五感や体験を重視した身近な地域の自然とのかかわりの工夫 

課 題３ 簡単な道具を使った身近な自然の魅力を実感できる場の工夫 

【 創造性をはぐくむ表現活動の課題 】 

課 題６ 表現活動を見取り科学的な見方や考え方の芽を育てるかかわり方の工夫 

課 題７ 自分の考えや自分の追究の過程を絵や言葉を使ってわかりやすく書くノートの工夫 

 



 4 

２ 科学的な見方や考え方を深める ７つのプランの実践事例 

（１） 感性をはぐくむ環境づくりパートⅡ 

プラン１  子どもの目線に立ったビオトープの開発 （2012年 9月～2013年 8月 ）  

 本校にはＰＴＡの協力によってつくられた夢トープがある。ヤゴのいる池やアゲハチョウの幼

虫のいるミカンの木がたくさんある魅力的な場所である。ここでの活動が契機となって、子ども

たちの生き物への興味は次々と広がっていく。ばあちゃんちの庭、地域のレンコン畑、用水路、

植木鉢の下などなど、子どもたちは自分たちにとってかけがえのないビオトープを次々と発見し

てくる。与えられたビオトープではなく、自分たちが主体的に見つけ出したビオトープである。

このような身近で主体的に取り組める自分たちが発見したビオトープのなかで感性が磨かれる。 

 

◇ 鳥生公園の前のはたけでアカハライモリを見つけたよ！ 

ぼくは イモリをみつけました。見た目はトカゲみたいだ

けど、おなかの赤いもようがおもしろいと思いました。よく

観察してみたらイモリは４本の足で、前の足のゆびが４本、

うしろの足のゆびは５本にわかれていました。あるかせてみたらトカゲとはちがって、のろのろ

おそかったです。さわってみたらツルツルしていました。かわいいです。 

 

 ときには、大好きな生き物が死んでしまうこともある。朝の健康観察のとき、「はい、元気です。」

という男の子が「今日は、ダンゴムシが死んだのでとても悲しいです。」と答える。メダカがかわ

いくてたまらない女の子は、手に載せてメダカの口や尻尾をさわりすぎたため、メダカを死なせ

てしまった。そして、とてもそのことを気にしていた。生き物とのかかわりを通して、子どもた

ちは心を痛め、さまざまなことを学ぶ。このような学びを大切に見取り、支援していきたい。 

【 鳥生のいいところ、いっぱい発見！ 】  

子どもたちは、発見するとすぐ教師に知らせにくる。

そこで、発見した生き物マップをつくることにした。水

の中の生き物は水色の紙、草むらは緑、空を飛んでいた

チョウは黄色、土の所の生き物は茶色の紙に書いて貼る

ことにした。この工夫によって、子どもたちは、何色に

書くか友達と相談することで、すみかを見直すようにな

った。また、上級生の子どもたちが、マップを見て、こ

の川にもメダカがいるよと情報を提供してくれる。生き

物を飼っている様子を見て、「こんな飼い方じゃあだめだ

よ。新鮮なえさをやらないと。」とアドバイスしている姿

も見られるようになった。保護者も「こんなところにウナギがいるんだね。」とマップに関心をも

って見てくれている。 

 一枚のマップづくりが、子どもたちの楽しい生活空間を広げるとともに、上級生とのかかわり

が生まれたり、保護者への関心を高めたりして、本当に価値ある場、みんなの感性を刺激する場

となることを実感した。そして、子どもたちと一緒に地域の自然を探検することによって、教師

が、身近な自然の不思議さやすばらしさを子どもと共に実感し、教師の感性も磨かれ、生き物へ

の愛着もさらに深まってきた。 
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（ ２０１３年に取り組んだ単元名 ）       

第６学年 エコ！に取り組もう        

第５学年 米づくり体験           

第４学年 元気！野菜村           

第３学年 レンコン栽培            

第２学年 蒼社川探検をしよう           

第１学年 蒼社川探検をしよう   

プラン２ 繰り返し体験できる地域の自然とのかかわり（２０１３年５月～） 

 感性を存分に発揮する場として、魅力のある地域

の自然と体全体でかかわる生活科や総合的な学習の

時間がある。子どもたちにとって、感性を存分に働

かせながら夢中になって活動する場である。 

ここでは、第１学年に引き続き第２学年でも繰り

返し取り組んだ「蒼社川探検をしよう」の実践を紹

介したい。  

※ 計画していた第５学年の水田の生き物への取

り組みは時間の確保が難しく次年度の課題としたい。 

 

□ ダイナミックな自然体験  第２学年 蒼社川探検をしよう (２０１３年６月４日)  

 この記録は、蒼社川探検に取り組んだ教師の感想である。教師にとっても、本当に生き生きと

した子どもの姿と生き物に対する感性の鋭さに、発見がいっぱいの活動であった。 

 

生活科「生きものとともだち」の学習で、「蒼社川探検」に行きました。1 年ぶりの川探検で

す。バケツ、虫かご、あみ。朝から準備万端です。

「やっぱり、さかなはかくれているよね。石をのけ

たら、さかながかくれていました。」「カニとエビ

を見つけました。カニが手でエビをつかんで食べて

いたのでびっくりしました。」「こんなにとれると

は、おもわなかったよ。ぼくは、いっぱいとれたか

らたのしかった。」「カニは、かくれんぼじょうず

だね。小石ににているね。」「石をもちあげて、１

びょうもしないうちにあみで、すくうのが、さかな

をとるこつだね。」「エビの体は、とうめいで、り

っぱでながいひげが生えていました。エビやさかなは、どうして石の下にいるのかな。」「すす

きがたくさん生えていたところに、小さなあながあって、そのあなをほると、カニが、ええ！！

とおもうほど出てきました。」驚きと、発見に満ちた時間でした。帰り道、子どもたちの虫かご

やバケツの中には、小さな宝物がいっぱいでした。子どもたちの心の中も、宝物でいっぱいにな

っているようでした。今、2年生の教室は、生き物でいっぱいです。生きものと共に過ごす毎日。

驚きと発見はまだまだ続きそうです。 

 

子どもたちの記録を見ると、自信に満ちた言葉や存分に活動した実感、さかなを手で捕まえた

ことの感動や触感が書かれており、絵を見ても本当に楽しかった様子がよくわかる。 

そうじゃ川にいきました。ぼくは、どんことかにとえびを

つかまえたよ。でっかいどんこを一匹だけつかまえたよ。お

おきな石の下にいっぱいいたよ。手ででとれたよ。さかなはぬ

るぬるしていたよ。また、いっぱいつかまえたいな。 
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□ 日常生活での飼育活動（ミニ研究）への発展 

この感動的な体験活動は、これで終わりではない。ここから、さらに子どもたちは生き物とか

かわり、調べ、育てる追求活動が始まる。次の記録のように、子どもたちにとって、本当に楽し

い時間であるし、鋭く感性を働かせていく日常的なミニ研究の時間でもある。 

 

 

カニはいつもは、大きいはさみをとじているけど、おこったら

大きいはさみをだすのかな？とふしぎだなあと思いました。えさ

は何をたべるのかわからないです。だけれども、すみかをちょっ

と変えてみたりえさをかってきてあげたり、そういうお世話をい

っぱいしたいです。カニの名前は、赤みみガニだとみんないって

ましたが、本当にその名前であっているのかな？それも、調べて

みたいです。「赤みみガニさん、きみ、かくれんぼじょうずだね！」 

 

 

プラン３  自然の魅力を実感し共有する場の工夫 （２０１３年６月～） 

□ 発見や情報（ミニ研究）を共有し、感性を高める 

子どもたちは、生き物とかかわり、次々と発見して

くる。これを本にまとめる（ミニ研究）だけでなく、

この発見を他の友達と共有したいと思うようになって

きた。そこで、右のように「お知らせします」という

コーナーをつくり常に情報交換できる場を設定した。 

 

ぼくはカニをいっぱい見つけました。一番大きなカニ

をかんさつしました。このカニは、川の土をほったら出

てきました。ほかのカニとちがって、はさみがとても大

きくて、まるくてびっくりしました。あと、はさみの先

は、白くてギザギザでした。おなかも白かったので、こ

のカニはすごくおもしろいなと思いました。 

 

ここでは、男女関係なく自分たちが発表したい生き物つながりのグループができた。同じ生き

物へのこだわりが、普段かかわりの少なかった子どもたちを結び付けている。子どもたちは、発

見を紙芝居にしたり、新聞やクイズにしたりして、多様な方法で楽しく発表することができた。 
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□ 繰り返し見る、さわる、試すことのできる場を設定し、感性を磨く 

この発表の後で、子どもたちの思いは、お互いの生き物を、実

際に触ってみたいということであった。そこで、見てさわって、

確かめる場を設定した。この活動によって、観察する視点をはっ

きりもって、情報交換しながら生き物とふれあうことができた。 

子どもたちは、ここで初めてイモリをさわれるようになって自

信をもったり、生き物への愛着を深めたりした。まさに、感性を

磨き、高め合いながら主体的に活動できる場となった。 

 

手にかめをのせるとつめがながいことに気がつきました。つめ

で手がいたかったです。でも、気持ちよかったです。かわいいか

めです。また、いつでもさわりたいです。 

 

 

 

□ 日常的なものづくり活動の場の設定（理科室）（２０１２年１０月～） 

子どもたちが身近な自然の不思議さに気付き、何度も

繰り返し体験したり、つくって試したりすることのでき

るコーナーを理科室の背面に設置した。 

空飛ぶ種の模型をつくってみようのコーナーでは、カ

エデやマツの種の模型を紙でつくり飛ばしてみる。本物

の種もくるくる回って落ちるのか、校庭から種をとって

きて、実物と比べる子どもも出てくる。この活動にはか

なりの子どもが夢中になり、家に帰ってからもつくって

試している子どもが多数いた。このような焦点化した体験コーナーを設定することでさらに自然

の事物・現象とのかかわりが深まり、自分の力で問題を追究する楽しさを実感している。これま

で設置してきたテーマは、下記のようなものである。今後は、地域の専門家の指導も受けながら、

さらに楽しいものづくりの活動を企画してみたい。 

○ 空飛ぶ種を作ってみよう   ○ 糸電話、風船電話づくり                   

○ ホバークラフトづくり    ○ 手首の脈を調べる装置づくり  など         

  

□ 虫眼鏡や顕微鏡などの道具を使った日常的な観察活動の場の設定（２０１３年２月～） 

次の記録は 砂鉄を顕微鏡で見た子どもの感想である。 

 

さてつは触った感じは、さらさらだったけど、顕微鏡で見てみ

ると、黒いダイヤモンドみたいにキラキラ光っていました。大き

いのもあって、さわろうとして顕微鏡から目をはなすと、どれか

わからなくなりました。 

 

「先生、砂鉄と砂鉄がくっついているよ。くぎとくぎがくっついていたのと同じだ。砂鉄も磁

石になったのかな？」子どもたちのこの感性の鋭さには驚いた。学んだこととすぐに結び付けて

意味付けようとする、この発想の豊かさに教師も学びたい。顕微鏡の魅力ある世界は、教師が思

っている以上に子どもの創造性を高めていく可能性を実感した。 
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（２） 主体的、創造的な授業づくりパートⅡ 

プラン４ （ 生活科 ）科学的な見方や考え方の素地を養う授業づくり 

子どもは、自然とかかわり夢中になって遊んだり、野菜と一体になる体験活動を通して、感性

を存分に発揮し、主体的に取り組むなかで、科学的な見方や考え方の芽が育ってくる。子どもは

遊びのなかで次々と活動をつくりだし、繰り返しかかわるなかで気付きを深めていく。また、植

物の生長や変化に感動し、友達と情報交換しながら愛着をもってかかわる。ここを見取り、賞賛

したり、意味や価値を知らせたりして、自覚させることによって、さらに活動をつくりだすよう

支援していきたい。 

□ 第１学年 たのしくあそぼう（１３時間）  （２０１３年７月～ 実践） 

この単元は、季節の変化に関心をもち、自分でしたこと

をみつけて、みんなで楽しく遊んだり、生活したりしよう

とすることをねらいとしている。土や砂や水で遊ぶ活動は、

自分の思いをふくらませることのできる素材であり、科学

的な見方や考え方の素地となる。 

○ ダイナミックな自然のなかでの遊び 

 ― 蒼社川でのダムづくり体験 ― 

本校の１年生は、６月末に近くの蒼社川に親子で出かけ、

みんなで魚やカニをつかまえたり、石や砂で水をせき止め、ダムをつくったりして、自然と存分

にかかわった。砂で遊ぶだけでなく、池をつくって魚を入れた

り、川に笹舟を流したりと、次々と活動が発展していく。工夫

する材料は存分にある。学びの宝庫である。このダイナミック

な自然の中での活動を繰り返し体験させていきたいが、時間的

に年間１回の活動しか保障できない。しかし、保護者が蒼社川

の魅力を体験し、これを契機に親子で蒼社川に出かけ、遊んで

いる子どもが増えてきた。 

○ 学校の砂場で遊ぶことで科学的な見方や考え方の素地を養う  

子どもは砂遊びが大好きである。休み時間になると砂場で遊んでいる。そこで、生活科の時間

に砂場で存分に遊ぶ時間を保障することにした。子どもたちは砂に水をかけ、砂山をつくり始め

る。「水をかけると、砂がかたまるよ。山が強くなる。」といって、プラスチックの容器に水を入

れ運んでくる。普段、友達とのかかわりが少ない子どもも、自分から水を運んでいる。遊びが子

どもたちを主体的にする。そこに枝や木の葉を立て、砂山がお城になる。そのお城の周りに堀を

つくり、水をためる。水をどんどん入れていくと、堀が決壊する。そこからさらに川ができる。

この川が隣のグループの川とつながり、さらに活動が広がってくる。何回も、パックを使って水

を運んで池をつくっていた子どもは「何回水を入れても、水がなくなる。砂場には池はできん。」

と自分でつぶやいている。「砂は、水がしみこむんよ。」と他の子どもが言うと納得した顔になる。

子どもは遊ぶなかで、様々なことを学んでいる様子がわかる。本当にやりたいことに夢中になっ

ているときは、少々、友達の水がかかったり、トンネルを掘っている砂がかかったりしても、「い

いよ。大丈夫！」と何事もなかったかのように、友達を許すことができる。科学的な見方や考え

方の素地と、豊かな感性が育つ貴重な学習の場となっていることがわかった。遊び時間だけでな

く、生活科の単元として、このような時間を大切に保障していきたい。 
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□ 第２学年 野菜をそだてよう （２０時間）   （２０１３年５月８日～ 実践） 

この単元では、季節の変化に関心をもち、自分たちで育てたい野菜を選び、世話をしながら、

野菜の生長に関心をもち、愛着をもって育てることができることをねらいとしている。ここでは、

主体的に野菜とかかわる活動を通して、それらが大きくなっていることを実感したり、花が咲い

たり、実ができたりする様子を体験させ、科学的な見方や考え方の芽を養いたい。 

  

 

◇ ナスさん、つぼみができてたんだね。 

わたしが最初気付いたのは、きのうまでつぼみが付いていなかった

のに、つぼみが一つありました。はっぱも大きく育っていました。一

番大きい葉っぱは、１５㎝でした。これから、つぼみはだんだん中か

らでてきて、きっとナスがいつ収穫できるか楽しみです。 

 

文章にはなってないが、発見や思いが伝わってくる。この気付き

を大切にし、共有したい。 

 

○ 楽しく多様な活動のなかで科学的な見方や考え方の素地が育つ 

生活科の時間に、それぞれの子どもが自分の好きな野菜の苗をもってきて、自分たちの教室の

すぐ外、２階のベランダで育てている。毎日さわったり、友達と比べたりして、次々と発見し、

報告にくる。「葉を触わると、ピーマンは、つるつるしているのに、キュウリはざらざらで、音

がする。」「トマトの苗に、黄色の小さな花が咲いている。トマトの葉は、触るとトマトのへた

のおいしそうなにおいがする。」「キュウリは、ざらざらのぎざぎざの葉っぱなのに、下の方に、

丸っこい普通の形の葉っぱが２つある。」子どもたちが主体的に取り組んでいるときの観察力は

本当にすごい。「ミニトマトは、青いときにとっても熟れるよね。」経験と結び付けている子ど

ももいる。「このトマトぬくい。」と言って食べていた子どもは、次にできたトマトはお姉ちゃ

んのお弁当に入れてあげると話す。オクラを収穫した子どもは、「はじめて、オクラがなってい

るところを見たよ。上を向いているよ。お父さんがゆがいてくれて、サラダにして食べたよ。」

と普段あまり話さない子どもが話しにくる。「先生、ぼくのキュウリは、ようけ（たくさん）花

が咲くのに、実ができん。小さいキュウリがない花がいっぱいある。」と雄花と雌花があること

に気付き始めている子もいる。子どもにとっては深刻な問題である。自分の野菜だけでなく、友

達の野菜も観察することが楽しい。比べなさいと言われなくても、「○○ちゃんのピーマン大き

くなっているよ。もうすぐとれるよ。」と報告にくる。 

この時期の子どもは、野菜を育てていくなかで、思いや願いをもち、それを実現しようと、意

欲的に問題解決に取り組んでいる。理科的な要素だけを取り出して扱うのではなく、このような

楽しく多様な活動のなかで、科学的な見方や考え方の素地が身に付き、豊かな感性が育つことを

実感した。  

 

http://toriu-e.esnet.ed.jp/cms/modules/wordpress0/attach/h25-.JPG
http://toriu-e.esnet.ed.jp/cms/modules/wordpress0/attach/h25-.JPG
http://toriu-e.esnet.ed.jp/cms/modules/wordpress0/attach/h25-.JPG
http://toriu-e.esnet.ed.jp/cms/modules/wordpress0/attach/h25-.JPG�
http://toriu-e.esnet.ed.jp/cms/modules/wordpress0/attach/h25-.JPG�
http://toriu-e.esnet.ed.jp/cms/modules/wordpress0/attach/h25-.JPG�


 10 

プラン５ （ 理 科 ）自分の考えをもって追究できる授業導入と板書の工夫 

子どもたちが自然の事物・現象とかかわるとき、「おもしろそうだ！やってみたい。」と興味・

関心が高まり、意欲的に取り組む魅力ある教材が必要である。そして、繰り返しかかわるなかで、

疑問をもち、「調べてみたい。」「きっとこうなっているはずだ。」と自分なりのイメージをもち、

主体的に問題解決していく切実感が生まれる導入の場を工夫したい。 

そのためには、自分の考えやイメージと友達の考えやイメージを共有し、さらに自分の考えや

イメージを確かにしていく場が必要となってくる。 

ここでは、教師がアイデアを出し合ってつくりだした教材と、それを使った導入の場面、そし

てそれぞれの考えやイメージを視覚化し、共有できる板書の工夫に取り組んだ。 

【実践事例】  （※ 実践事例は、授業者が変わったため、計画案と単元が異なっている。） 

第５学年 理科「電流のはたらき」（２０１２年１１月１５日実践） 

（ア）好奇心を揺さぶり、ねらいの本質に迫る教材研究 

この単元は、電磁石の変化や働きを調べていく魅力的な単元であ

る。しかし、子どもたちは電磁石の性質や働きには興味を示すが、

コイルの働きには意識が向きにくい。そこで、導線を巻いただけの

コイルに電気を流すと、中に入っている鉄芯が磁石になるというコ

イルの働きや不思議さに子どもたちの意識が向く(焦点化する)教材

を開発した。（写真）                       コイルの働きを意識させる電磁石 

この教材は、今までただの鉄だったものが、コイルの中にあるときだけ磁石になり、コイルか

ら出るとただの鉄に戻るという不思議さや、コイルとボルト（鉄心）の間にはすき間があるのに

ボルトが磁石になるという不思議さを実感でき、興味・関心をもって追究すると考える。 

（イ）切実感の生まれる導入の工夫 

 ここでは、まず、電流を流したコイルに鉄のボルトを入れると鉄

の釘がたくさん付く様子を見せた。このとき、コイルには箱形のカ

バーを施し、ブラックボックスにした。子どもたちはブラックボッ

クスの中に興味をもち、強力な磁石が入っていると予想した。しか

し、その中にはペットボトルに導線を巻いたもの(コイル)だけしか

ない。子どもたちは、コイルに電流を流しただけで鉄のボルトが磁

石なることに驚き、意欲的にコイルの働きを調べていった。       ブラックボックスの演示 

   

         

コイルの働きを調べる子どもたち 
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(ウ) 考えを視覚化し、共有する板書の工夫 

子どもたちは、電源装置の電池の数を増やすと釘がたくさ

ん付くこと、ボルトをコイルに突っ込んで釘を持ち上げると

き、コイルから上には持ち上がらないこと、コイルにボルト

を入れると棒磁石のように釘がつくことなど、たくさんの事

実をとらえた。 

そして、ホワイトボードに発見したことや自分の考えを書

き、黒板に掲示することで、一人一人の考えを視覚化し、情

報を共有できるようにした。 

 

 

・ 導線を巻いたペットボトルとボルトはくっついていないのに磁石のようになるのは不思議に

思いました。コイルから何か力が出ているのかな。  

・ おどろいたのは、ボルトにＳ極とＮ極があるということです。磁石を水に浮かべると、ボル

トの方に磁石が動いたのでびっくりしました。コイルの中のボルトはどういう仕組みで磁石に

なるのかなと思いました。 

 

 子どもたちは気付いたことや考えたことをノートに絵や言葉でかく中で、自分の活動をじっく

り振り返り、とらえた事実や考えを焦点化していった。そして、そのような手続きを踏む中で、

新たな疑問が生まれていた。 

ボルトではなく他のものをコイルの中に入れても磁石になるのか、電池の数を多くするともっ

と強い磁石になるのか調べてみたい、自分たちで電磁石を作ってみたいなど、子どもたちの興味・

関心の高まりや次の活動への意識の流れを、捉えることができた。 

 

【実践事例】 第４年生理科 「ものの体積と温度」（２０１２年１０月２６日実践） 

(ア) 好奇心を揺さぶり、ねらいの本質に迫る教材研究 

この単元では、温度による空気のかさの変化をシャボン

玉の膨らみ方でとらえさせようと考えた。そのためには、

温度によるシャボン玉の変化を観察しやすくするため、大

きくふくらみ、割れにくいシャボン玉を教材研究した。 

試行錯誤の結果、お湯（水）、界面活性剤が多く含まれる

台所の洗剤「キュキュット」、グリセリンを１：１：３の割

合で混ぜてシャボン玉の液をつくると子どもが扱いやすい

シャボン玉になることがわかった。グリセリンが多いと、しぼむときにシワシワになる。 

（イ） 切実感の生まれる導入の工夫 

本単元の導入では、容器の口に石けん水を付け、

手でそっと触れているだけでシャボン玉が膨らむ様

子を演示し、観察させた。 

子どもたちに、「押していないのに、なぜ、シャボ

ン玉が膨らむのか。」と疑問をもたせ、自分たちがや

っても同じなのかなと確かめさせた。実際に自分で

確かめることで、子どもたちは手の温かさがシャボ

ン玉が膨らむことに関係していることに気付き始め、
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友達と一緒に手で温めたり、日光の当たる場所に容器を置いたりした。活動に十分時間を取った

後で、「中の空気がどうなったのだろう。」と投げかけ、今の自分の考えを話し合った。ここでは、

ほとんどの子どもたちが「空気が温まって上の方に行ったのでは。」という考えをもっていた。子

どもたちが、見通しをもって主体的に問題解決していくためには、このように自分なりの考えを

持って実験や観察に取り組むことが大切である。そこで、「空気をもっと温めるともっと大きなシ

ャボン玉ができるのかな。」と問いかけた。すると、「きっと大きく膨らむよ。」という答えが返っ

てきた。そこで、見通しをもって問題解決できるよう、お湯やカイロ、ドライヤーやストーブな

ど、子どもたちが考えた温める方法を視覚化し、共有化した。 

お 湯          ホットカーペット       ドライヤー 

                子どもたちが考えた方法 

自分たちが考えた方法なので、子どもたちはとても意欲的に実験に取り組んでいた。お湯やド

ライヤー、ストーブなどで温めた子どもたちからは、みるみる大きく膨らむシャボン玉に歓声が

上がった。 

３年生の日光の学習を思い出した子どもは、ペットボトルに

シャボン玉の液を付けて、日向に出して温めようと考えた。し

かし、透明のペットボトルなので温まらない。しかし、「シャボ

ン玉が膨らむはずだ！」とあきらめず挑戦する。「３年生のとき

黒い紙を使わなかった？」と話しかけると、「あっそうか！」と、

黒い紙をペットボトルの後ろに置いた。日光でも、シャボン玉

が大きく膨らむ。３年生の学習が生きて働く場面である 

子どもたちが、問題を解決する切実感をもつためには、この

ように一人一人の子どもの多様な発想を大切にし、工夫しなが

ら自分の考えを確かめる場が必要である。子どもたちは、横にしたり、下にしたりしてもシャボ

ン玉が膨らむことや、続けて実験するとシャボン玉が膨らむ大きさが違うこと、冷えてくるとシ

ャボン玉がペットボトルの中で逆さまに膨らむなど、いろいろなことを発見していった。これら

の発見が子どものなかでつながり、新たなイメージが生まれてくる。 

（ウ) 考えやイメージを視覚化し、共有する板書の工夫 

ここでは、自分の考えをもてるようになるまで、十分に観察・

実験の時間を確保した。子どもたちは、繰り返し確かめたり、友

達の考えを聞いたりする中で、自分がとらえた事実や自分なりの

考えがもてるようになる。そして、温めたことで中の空気がどう

なったのか、事実から考えられることや自分のイメージを、ホワ

イトボードを使って、絵や図、言葉で視覚的に表現し、説明する

場を設定した。 
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（空気が上に行く）   （いろいろなところに行く）   （空気の粒がふくらむ）  

                                  

 子どもがホワイトボードにかいたイメージ 

子どもたちは、目に見えない空気を丸い粒で表し、「温められた空気が上に行く」「空気の粒が

温められ、ふくらんだ」「空気の粒が熱くって暴れている」などと自分の考えたイメージを説明し

た。ここでは、いろいろな考え方やイメージがあることを知る。このような見方や考え方が粒子

概念の基礎となると考える。 

子どもたちは、「温まった空気が冷えると、シャボン玉が

下に吸い込まれる。」という。そこで、今度は氷で冷やして

みようということになった。氷で冷やしていくと、シャボ

ン玉が下にふくらむ。子どもたちは、「冷やすと空気が縮む、

これをまた、温めるとまた、膨らむんだ。」と説明する。そ

して、自分のイメージをさらにつくりかえていく。 

この場面での課題は、どの考えが正しいのかということにとらわれ、自分のイメージが深まっ

たり、変わったりしていることに価値があるということに気付いてないことである。一人一人の

ノートにコメントを入れ、価値に気付かせたい。 

 

【実践事例】 第３年生理科「風やゴムのはたらき」 

          （２０１３年６月２５日実践） 

(ア) 好奇心を揺さぶり、ねらいの本質に迫る教材研究 

この単元では、風やゴムの働きについて興味・関心をもって追究

する活動を通して、風やゴムを働かせたときの現象の違いを比較し、

風やゴムの力をエネルギーの視点からとらえるようにしていくこと

をねらいとしている。ここでは、自由に作り替えることのできる車を教材に使うことで、楽しく

工夫しながら、風やゴムの働きを実感できると考えた。 

（イ） 切実感の生まれる導入の工夫 

 導入では、図画工作の学習で作製した風で動くおもちゃを想起さ

せ、風の力で車を動かせないか投げかけた。車輪だけがついた車だ

けでは、うちわであおいでも思うように進まないことから、紙コッ

プや紙皿を船の帆のようにするとよく走ることに気付く。そして、

作っては、うちわの風で走らせるという試行錯誤を通して、風の強

さと工夫した車の動きの関係について気付き始めた。やがて、うちわでは、あおぐ人やあおぎ方

によって車の進み方が違い、正しいデータをとることができないことが分かってきた。そこで、

送風機を提示し、風の強さを一定にして、走る距離を測定することにした。 
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これは、そのときの記録である。 

 

うちわだと、あおいだときだけ一瞬早くなるけど送風機だと、 

同じ速さで走ることがわかりました。送風機の強ですると、１０

ｍ近くまでいった。弱だと、４ｍちょっとでした。送風機をコッ

プの位置に合わせるといっぱい進むと思いました。れんくんのは、

じょうずにつくっていてすごいなと思いました。 

 

送風機の風は、車の紙コップに当たって、車をおしていった。  

強いときは、タイヤが早く回転し、弱い風では、遅く回転します。

タイヤを見ていると遅いか早いかがわかります。  

 

子どもたちは、車を繰り返し走らせながら、風の強さやエネル

ギーを体感する。そして、もっと風を受け止めることができたら、

もっと走るはずだとさらに工夫をし始めた。 

 

 

 

 

 

また、ここでは、走った距離をまきじゃくで測定し、強の風で走っ

た記録は赤いシール、弱の風で走った記録は青のシールを黒板に貼っ

ていった。 

(ウ) 結果を視覚化し、共有する板書の工夫 

これを見ると、どの子どもの記録も赤の強い風がよく走って

いることがわかる。また、どの子どもの車がよく進んでいるか

もわかる。子どもたちが一人一人自分のデータを黒板に貼って

いるからこそ、この表の意味が分かる。３年生の子どもたちに

とっても、無理なく結果を視覚化し、情報を共有できる板書の

工夫である。個人の記録を比べるときは、その子どもの記録だ

け焦点化できるよう右のような中を切り抜いた紙を用意した。改善点としては、結果を表に表す

とき、うちわのデータも入れたため、全部で３種類のデータが表に入った。この３種類のデータ

を見て分析することは難しく、３年生の子どもたちにとっては、２種類までなら、全体から分か

ったことなどをとらえやすいことが分かった。 

 

【実践事例】 第６年生理科「ものの燃え方と空気」  （２０１３年６月実践） 

(ア) 好奇心を揺さぶり、ねらいの本質に迫る教材研究 

この単元では、ろうそくが燃え続けるということを、空気と

のかかわりでとらえさせることがねらいである。子どもたちは、

燃えるためには空気が必要であることはわかっているが、常に

新しい空気と入れ替わることが必要であることには気付いてい

ない。この教材では、広口びんの上をふたで閉じてしまい、下

の部分だけに穴を空けて、ろうそくの火が燃えるかどうかを確
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かめさせさせる。子どもたちのほとんどは、下に穴を空ければ、燃え続けると考えているが、ろ

うそくの炎は消えてしまい、追究せざるを得ない切実な問題が生まれると考える。 

 

（イ） 切実感の生まれる導入の工夫 

 導入では、子どもたちに広口瓶の底にある粘土を切り取って、

穴をあけ、広口瓶のふたをしたままで、ろうそくを燃やし続け

ることはできないかと投げかけた。 

 子どもたちは、ろうそくが燃え続けるには、底に空気が入る

穴さえあれば大丈夫と考えている。ものが燃えるときには、空

気に質的な変化が起きていること、そして新しい空気が必要で

あることもわかっている。「きっと、底に穴があれば、そこから新しい空気がはいってくるはずだ。」

と考えているのである。燃えるという現象を、空気とのかかわりでとらえる、目にみえない空気

の変化、空気の流れが見えるようになることが、この単元のねらいでもある。 

 しかし、ここで子どもたちは矛盾に出会う。燃え続けるはずのろうそくが、消えてしまうので

ある。どのグループも、下に穴を開けただけでは、燃え続けることはなかったのである。ここで、

底に穴を開けても、新しい空気は入っていないのか？ということが切実な問題となってくる。 

確かめざるを得ない問題である。ここで、線香の煙を使って空気の動きを確認することになる。

底に穴があるだけでは、線香の煙は動かない。しかし、広口瓶の上の口を少しでも開けると、線

香の煙が吸い込まれる。空気の流れが起こるのである。ここではじめて、空気の流れが見えてく

る。子どもが、始めに持ったイメージを変えざるを得ない場面である。 

 

(ウ) 実験方法を視覚化し、共有する板書の工夫 

ここでは、こうすれば必ず燃え続けるはずだと思

う実験方法を黒板に掲示し、それぞれの考えを出し

合い、共有する場とした。最初のイメージをもつ場

面である。子どもたちの意識は、「穴を空ければ、新

しい空気が入ってくるはずだ。」「新しい空気と、使

われて質の変化した空気が入れ替わるはずだ。」と空

気の流れを考え、予想することができている。ほと

んどの子どもが、この状態で燃え続けると考えてい

る。ここに、子どもたちが見方や考え方を変えざる

を得ない場がある。 

 

生活科や理科の授業を通して、このような魅力ある教材を使って、切実感のある問題解決活動

となるよう導入を工夫したり、考えやイメージを視覚化できる場を設定したりしてきた。子ども

たちが興味・関心をもって追究していく活動をつくることはできたが、主体的に取り組んでいる

かについては、まだまだ課題がある。 

（３） 創造性をはぐくむ表現活動パートⅡ 

 子どもにとって表現活動は、自分を振り返る場である。教師は、子どもがどのような追究をし、

自分なりの物語をつくっているのかを知り、その意味や価値に気付かせたい。また、教師の考え

を超える発想の豊かな子どもから、主体的な問題解決の姿を学ぶ場でもある。 
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プラン６ （ 生活科 ）科学的な見方や考え方の芽を育てる表現活動の見取りと支援 

□ 夢中になっている活動から見取る（２０１３年６月） 

生活科の学習において、子どもが自然の事物・現象と夢

中になってかかわるとき、五感を存分に発揮する。写真の

子どもは、「ぼくにも持てたよ。とても重いよ。ガメラとい

う名前だよ。こうやって、歩くんだよ。」と得意な表情で話

してくれた。カメの手触り、重さ、カメの歩き方など、真

剣に観察している。科学的な見方や考え方の芽がはぐくま

れている瞬間である。自信ができたこの子どもは、それか

らも繰り返し、カメに触れていた。このようなかかわりを大切にしたい。「さわれるようになって

よかったね。」「歩き方本当によく見てたね。そっくりだよ。」などと、子どもの表現を意味付けた

り、自分とのかかわりに気付かせたりする支援が、子どもに表現してよかったという満足感や自

信をもたせることになる。そのためにも、子どもの何気ない言葉や表情もみのがさないようにし

たい。 

□ 観察カードから見取る（２０１２年１１月） 

この観察カードは、２年生がおもちゃをつくって

みんなで遊んだときのものである。 

 

ぼくは、わゴムとばしをやりました。１６日にお客さんがきたときに、一つのバネはよかった

けど、一つはあんまりとばなかって、ばねを直そうかなと思いました。当日の本番前に決意をし

ました。バネをなおすことにしました。時間がなかったのでさっさと直しました。そしたら、本

番ではよわかったところもあったけど大成功でした。ぼくは直しをしとってよかったと思いまし

た。飛ばなかった原因は、バネをケント紙じゃなくて、色画用紙で作ったからです。 

 

自分で作ったおもちゃの状態を、きちんと観察し、「本番前に決意をしました。」と、どうする

かを自分で決定している。そして、その後ももう一度活動を振り返り、活動の評価をしている。

さらに、不具合の原因まで突き止めている。これは、まさに問題解決力である。このような力を

教師が見取り、評価し、意味付けや価値付けをしてやりたい。科学的な見方や考え方、問題解決

していく力など、生きて働く力を身に付けていく契機となる。 

□ 多様な表現活動から見取る（２０１３年６月） 

子どもたちは、新聞や紙芝居、クイズなど多様な方

法で表現してくる。この一人一人の思いや願いを大切

にし、自分たちが伝えたい方法でわかりやすく整理す

ることで、自然に対する見方や考え方が深まってくる。  

この情報交換の場で、大切にしていたメダカが死んで

しまったと聞いた男の子は、次の日に、メダカを捕まえてきて、その子にメダカを渡していた。

情報交換をするということは、ただ聞いているだけでなく、「ぼくが捕ってきてあげるよ。」と相

手のことを考え、その子のためにメダカを捕ってくるという、次の行動にまで発展する。この子

どもの行動を賞賛するとともに、教師も情報交換の意味や価値をさらに捉え直したい。 
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プラン７ （理 科）自分の考えの深まりを実感できるノートの工夫 

□ 子どもが楽しく書くノート（２０１２年１２月） 

 ３年生の子どもたちは「ぱっくんちょ君（磁石が口につい

ている）に食べさせてみよう！」の授業で磁石の秘密を発見

し、その驚きや不思議さを絵や言葉でノートにかく。そこに

はその子どもの内面が表出されてくる。 

◇ 食べるものは鉄ということがわかりました。磁石は少し

離れていても、力があるということがわかりました。楽しか

ったので、またやりたいなと思います。楽しかったです。 

◇ 鉄が紙におおわれてもくっつくなんてびっくりした。 

 上記のように、生活科の時間に発見や自分の思いをノートに

書いてきた子どもたちは、理科の授業でも不思議さや発見を

次々とノートに書いてくる。この自由に書くという活動を大切

にしてやりたい。ここでの発見を焦点化し、情報を共有しなが

ら、見方や考え方を深めさせたい。もちろん書くことが苦手な子どももいる。詳しく書いてなく

ても、一文でもいい、その子どもにとって本当に心を動かす発見が書いてあることを見逃しては

ならない。「紙におおわれてもくっつくなんてびっくりした。」「磁石はこんなに強いとは思いませ

んでした。磁石は、家で楽しく遊ぶものやかざりかと思ったら、こんな力があるとはびっくりし

ました。」など、少ない文章でも、磁石に対する見方や考え方が変わってきていることが分かる。

このように、子どもが楽しく書いてくるノートから、磁石の見方や考え方の変容をとらえ、主体

的な問題解決の学習につなげていきたい。 

□ 自分の活動を振り返って書くノート（２０１２年１０月～２０１３年６月） 

昨年度の３年生の磁石の学習で一番心にのこったことについ

ては次のように書いている。 

◇ 私が一番心にのこったのは、磁石を水にうかべたら、どちら

を向くかを調べたことです。方位磁針が磁石でできていることを

知ったときはびっくりしました。だから方位磁針に鉄や磁石を近

づけるなと聞いたことがあるんだと思いました。 

 また、右の記録は、３年生「風で車を走らせよう」

の授業のまとめで、最初つくった車と新しく改造した

車を比べて「これで７m ぐらい、新しく改造した。こ

れで９ｍぐらい」とメモし、風の力で改造した車が動

くイメージをまとめている。２学期、ゴムの学習で、

どのように書いてくるのかが楽しみである。 

このように、学習の最後に活動を振り返らせ、自分

の考えや見方が変わったことを実感させたい。活動の

振り返りを見直すことによって、自分の成長に気付き、さらに、自然事象に対して興味をもって、

問題を追究していく科学が好きな子どもに育っていくと考える。         
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Ⅲ 実践を通して見えてきた成果と課題 

鳥生小プロジェクト２０１３の「科学的な見方や考え方を深める ７つのプラン」の取り組み

の成果と課題をまとめてみたい。 

〔 感性をはぐくむ環境づくりパートⅡ 〕 

プラン１  子どもの目線に立ったビオトープの開発 

プラン２  繰り返し体験できる地域の自然とのかかわり 

プラン３  自然の魅力を実感できる場の工夫 

成 果 ○ 子どもの目線に立ったビオトープとは、地域の畑や用水路、近所の空き地など、子

どもたちが生き物を見つけ出した場所であった。子どもたちがつくった地域の生き物

マップが、子どもたちの目線に立ったビオトープであった。ここには、上級生や保護

者からの積極的な情報提供があり、生き物を通して、人とのつながりができた。 

    ○ 地域の自然と主体的にかかわることのできる体験活動の場は、子どもたちが感性を

働かせる絶好の機会となった。この活動が生活科や理科の学習に生きて働く。 

課 題１  子どもの目線に立ったビオトープは、低学年だけでなく、中学年、高学年の視点か

らも開発されるものである。さらに生き物と五感を通してかかわる場を広げたい。 

課 題２  地域の専門家をゲストティチャーとして招き、ものづくりだけでなく、ものづくり

の魅力や生き方を学ぶ機会とし、科学的な見方や考え方、生き方にせまりたい。 

 

〔 主体的、創造的な授業づくりパートⅡ 〕 

プラン４ （生活科）科学的な見方や考え方の素地を養う授業づくり 

プラン５ （理 科）自分なりの考えをもって追究できる授業の導入と板書の工夫 

成 果 ○ 生活科においては、共に活動する仲間や家族などとのかかわりによって、活動がよ

り主体的になり深まってくる。このかかわりの中で豊かな感性が育ってくる。 

    ○ 理科の授業においては、魅力的な教材、切実感のある導入、視覚化し、共有できる

板書の工夫によって、興味・関心を高め、科学的な見方や考え方につながった。 

課 題３  生活科においては、自然の事物・現象と夢中になってかかわるとき、人とのかかわ

りを大切に見取りながら、科学的な見方や考え方の素地を育む必要がある。 

課 題４  理科の授業において、まだ、子ども自身の問題となっていない傾向がある。子ども

が自分なりの問題をもって主体的に追究し、価値を実感する学びとしたい。 

 

〔 創造性をはぐくむ表現活動パートⅡ 〕 

プラン６ （生活科）科学的な見方や考え方の芽を育てる表現活動の見取りと支援 

プラン７ （理 科）自分の考えの深まりを実感できるノートの工夫 

成 果 ○ 生活科では、多様な表現活動から次々と活動を創り出していることが分かった。 

    ○ 理科においては、特に中学年の学習において、楽しく書いたり振り返ったりして、

自分の見方や考え方の変容に気付くようになってきた。 

課 題５  子どもの表現活動や発表の場を、次への活動につながる場としてとらえ、活動が広

がっていくように支援する必要がある。 

課 題６  高学年において、自分の考え方の深まりを実感できるノートの工夫が課題である。 
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Ⅳ 平成２６年度の計画 

１ 鳥生小プロジェクト２０１４の構想 

 鳥生小プロジェクト２０１３においては、「感性をはぐくむ環境づくり」「主体的、創造的な授

業づくり」「創造性を育む表現活動」の三つを柱に、科学が好きな子どもの育成に取り組んできた。

しかし、実践を通して、子どもにとって価値ある環境づくり、子どもたちが主体的に取り組み、

価値を実感する授業づくり、学んだ知識が生きるものづくりなど、いくつかの課題が見えてきた。 

そこで、鳥生小プロジェクト２０１４においては、子どもたちが感性を働かせ、興味・関心を

もって、より主体的・創造的に追究していくなかで、「自然ってすごい。」「学んでよかった。自信

ができた。」「共に学び合う仲間がいる。」「知識を使うことができるようになった。」と、学ぶ喜び

や価値を実感できる子どもを目指したい。そこで、「学ぶ喜びや価値を実感する」をキーワードに

「主体的、創造的な授業づくり」「知識を生かすものづくり」「豊かな感性が働く環境づくり」の

三つの視点から、７つのプランを設定し、科学が好きな子どもの育成に取り組むことにした。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主体的、創造的な授業づくり 

五感の重視・繰り返し体験 

豊かな感性が働く環境づくり 

【 プラン６ 子どもの目線に立ったビオトープの開発 （継続）   】 

【 プラン７ 子どもたちがつながり情報交換できる生き物広場（新規）】   

本校が目指す「科学が好きな子ども像」 

自然の 

事物・

現象 

子ども 
学びの実感ノート 

自信・有用感 

他 者  考えの視覚化 

板書による共有 

 

知識を生かすものづくり 
【 プラン４ 学んだ知識が生きるものづくり （新規）        】 

【 プラン５ 科学的な見方や考え方・生き方を専門家に学ぶ（新規）  】   

 

                    

学ぶ喜びや価値の実感 

主体的に取り組む問題解決活動 

プラン１ （生活科）科学的な見方や考え方の素地を養う授業づくり（継続） 

プラン２ （理 科）自分なりの考えをもって追究できる授業の導入（継続） 

プラン３      自分の考えの深まりを実感できる「学びの実感ノート」（継続） 

学ぶ喜びや価値を実感する ７つのプラン 

仲間・保護者・地域の人 
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２ 学ぶ喜びや価値を実感する ７つのプラン 

（１） 主体的、創造的な授業づくり 

プラン１ （生活科）科学的な見方や考え方の素地を養う授業づくり（継続） 

プラン２ （理 科）自分なりの考えをもって追究できる授業の導入（継続） 
プラン３  自分なりの考えの深まりを実感できる「学びの実感ノート」（継続） 
 子どもたちが自分の考えをもって主体的に追究していくとき、そこで得た科学的な見方や考え

方は、生きて働く学びとなる。ここでは、教えられるのを待っている受け身の子どもではなく、

問題を発見し、自分の力で意欲的に問題解決に取り組む子どもに育てたい。そのためには、子ど

もたちが感性を働かせ、意欲的にかかわり、創造性を発揮して、問題を解決していく喜びや価値

を実感することが大切である。しかし、教師が子どもに分からせたいという思いが強くなり、無

意識のうちに、子どもの疑問が生まれても、教師の意図に合わないものは取り上げていないこと

がある。その結果、教師が教えたい問題をだし、子どもはそれを待って予想をするという展開に

なってしまっている傾向があった。 

 ここでは、子どもが積極的に自然の事物・現象（教材）にかかわり、子どもから驚きや感動・

疑問が次々と生まれてくるような教材研究と授業の導入について、引き続き研究していきたい。

また、疑問そのものに気付かなかった子やあたりまえだと思っていた子が、疑問をもち、一人一

人の見方や考え方が認められ、みんなの力で問題を解決していくことができたことを実感できる

話し合いの場（板書の視覚化と共有化）についても工夫していきたい。そして、追究の過程を振

り返り、学びの価値に気付いていく「学びの実感ノート」についても研究していきたい。 

プラン１ （ 生活科 ）科学的な見方や考え方の素地を養う授業づくり（継続） 

生活科の学習においては、子どもが思いや願いをもち、夢中になって活動していくなかで、学

ぶ楽しさを実感する。ここでは、友達や家族、そして地域の方とかかわり合い学ぶことが、子ど

もの主体性を高め、学びの喜びを実感する大きな要因になっていることが分かった。子どもたち

が日々の生活や授業で、自然の事物・現象にかかわるとき、他者（仲間や家族・地域の方）とど

のように学び合い、科学的な見方や考え方の素地が育っていくのかをとらえたい。 

【 授業実践計画 】 

第２学年 生きもの大すき（全６時間）     （２０１４年７月 実践予定） 

 

【 ねらい 】 

生きものと継続的にかかわる活動を通して、変化や成長の様子、生命のあることに気付き、

大切に飼育することができるようにする。 

【 育てたい子どもの姿 】 

○ 生きものを飼育する楽しさを感じる子ども 

○ 飼育活動を通して、人とのかかわりを広げる子ども 

○ 生き物に自分を重ねて、生命を感じる子ども 

○ 自分の思いや願い、発見、不思議などを多様な方法で表現する子ども 
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【 単元について 】  「生きもの大すき」子どもの意識と単元の流れ 

 
 おばあちゃんちの川にオタマジャクシがいたよ  ハムスターを飼っているんだ  カタツムリを飼ってみたいな   

    

ぼくも わたしも 生き物を飼ってみたいな 
 

校舎の裏にダンゴムシがいるんだよ  ミカンの木にアゲハの幼虫がいたよ   ザリガニのいる池を知ってるよ                                              

みんなで採りに行きたいね      ウサギの赤ちゃんが生まれたんだって   本で調べたザリガニの好物はね… 

○○さんに教えてもらってカタツムリのおうちを作ったよ    

  毎日えさをあげよう        なかよくしよう      お掃除もしてきれいにするよ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぼくのアゲハチョウ物語を聞いてよ    ザリガニ新聞を作ったよ     ウサギがこわがらないように抱くよ 

                                           

○○君は虫博士だよ            見て見て カタツムリの       病気にならないように 

虫のことなら何でも教えてくれるよ     足が波みたいに動くよ       ハムスターに野菜をあげるよ 

                                   

家へ連れて帰ってお世話しよう     捕まえた場所に帰してやろう     ずっとずっと一緒だよ 

 

 

プラン２ （ 理科 ）自分なりの考えをもって追究できる授業の導入（継続） 

 疑問は自然の事物・現象に働きかけているときに、子どもの意識のなかに直観的に生まれる。 

そして、経験された内容に刺激されて「きっとこうなっているんだ」とイメージを描く。この子

どもが問題をもつ場面を工夫していきたい。 

                          子どもの意識 

子ども                事実        経験 

        （感性）              「ずれ・矛盾」  

                        「あれ？おかしいな？」疑問  

  自然の事物・現象  

興味・関心が高まる教材 

「おもしろそう」「どうなるのかな？」   

「確かめてみたい。」 

アゲハチョウ・テントウム

シ・ダンゴムシなど 

 

ようちゅうって毎日大きく

なっていくよ 

ふんも大きくなっていく 

さなぎの色が変わってきた 

テントウムシの赤ちゃんは

何を食べるのかな 

カエル・ザリガニ・カタツムリなど 

 

ダンゴムシの赤ちゃんが生まれたよ 

かわいいね 

オタマジャクシに後ろ足がはえた 

今度は前足がはえてきたよ 

ザリガニが脱皮したよ  

ニンジンを食べたカタツムリの 

うんちはだいだい色だよ 

ウサギ・モルモット・ハムス

ターなど 

 

ウサギはふわふわしてあった

かいな 

モルモットをだくと心臓がド

キドキしていたよ 

ハムスターはひまわりの種を

上手にむくんだね 

イメージの表出 

一人一人の考えの視覚化と板書等による共有化 

生き物とのかかわりを通して、友達、上級生、家族、地域の方と心がつながる！ 

気付きの深まり → 科学的な見方や考え方の素地 

きっと・・・！ 

子どもが問題をもつ 
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【 授業実践計画 １ 】第４学年  電気のはたらき（１１時間）（２０１４年６月 実践予定） 

【 ねらい 】 電気による現象を、電気の働きと関係付けながら調べ、見出した問題を興味・

関心をもって追究したり、ものづくりをしたりする活動を通して、電気の性質や

働きについての見方や考え方を養う。 

【子どもの興味・関心が高まる教材研究】 

 本校における４年生の子どもの実態は、ものづ

くりが苦手で、電気の流れが目にみえない電気教

材には抵抗が大きい。また、回路図についても、

実際の配線と回路図が結びつかない傾向がある。  

 そこで、できるだけ回路図への抵抗が少なくな

くなるよう、回路が分かりやすくなっていて、トラブルが少ないプロペラカーを自作することに

した。また、みんなで情報を共有したり、話し合ったりする場面においても、車の実験を想起で

きるよう、タイヤを外した車と同じボードを自作し、黒板に掲示することにした。 

 検流計についても、まずは、身近な方位磁針を使って自作したものを使わせ、機器への抵抗を

なくしたい。 

【 単元の展開 】 

第１次 電池でプロペラカーを走らせよう（３時間） 第２次 もっと速く走らせよう（５時間） 

第３次 光電池で走らせよう（３時間） 

【子どもの発想が生まれ、イメージしやすいように発問を工夫する】 

ここでは、子ども自らが問題を意識し、解決しようとする意欲をもたせたい。事象とのかかわ

りから生まれた疑問や矛盾を大切にし、問題意識を深めながら解決への意欲を高めていく。 

第２次「もっと速く走らせよう」の導入では、電池を２個与え、「もう１個電池を増やして、

速く走るよう応援してみよう」と子どもに問い掛け、さまざまなつなぎかたを工夫させたい。２

個の電池を直列につなげば、速く走ることはすぐ分かる。問題は並列つなぎである。「２個つない

だのに、速くならないのは、なぜだろう？もう１個の電池が応援してないのかな？」と疑問をも

つ。そして、電池をはずしたり、付け替えたりしてどちらの電池が応援しているのかを確かめる。

友達と話し合ってみると「応援していなのではないか？」とか「両方の電池が半分ずつ力を出し

ているのかな？」などといろいろな考えが出てくる。このイメージをホワイトボードに視覚化し、

黒板に掲示して共有化したい。そうすることで、「もし、応援しているとしたら、電池から導線に

ちゃんと電流が出ているはずだ。確かめたい。」と、主体的に次の活動が生まれてくると考える。

実際に実践して、子どもが主体的に学ぶ姿をとらえたい。 

【 子どもが主体的に学ぶ姿の想定 】 

□「もう１個電池を増やして、速く走るよう応援してみよう。」    （教師の発問） 

□ さまざまなつなぎかたを工夫 直列につなげば、速く走る。   （事実から考える） 

□ ２個つないだのに、速くならない。もう１個の電池が応援してないのかな？（疑問をもつ） 

□ どちらの電池が応援しているのかを確かめる。        （事実を確かめる） 

□ 友達と話し合う。「応援していなのではないか？」「両方の電池が半分ずつ力を出している？」

□ このイメージをホワイトボードに書き、黒板に掲示する。   （自分のイメージを書く） 

□ もし、応援しているとしたら、電池から導線にちゃんと電流が出ているはずだ。確かめたい。 

子どもが問題をもつ場面（見通しをもって確かめる） 
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【 授業実践計画 ２ 】第４学年 空気と水（７時間）（２０１４年５月 実践予定） 

【 ねらい 】 閉じこめた空気及び水に力を加え，その体積や圧し返す力の変化を関係付けな

がら調べ，見いだした問題を興味・関心をもって追究したり，ものづくりをした

りする活動を通して，空気及び水の性質についての見方や考え方を育てる。 

【子どもの興味・関心が高まる教材研究】 

ここでは、大きなビニル袋とビニルタイを用意して、空気をビニル袋に集め、口をビニルタイ

で結び、閉じ込める。さわるだけでなく、袋に乗って、空気のふわふわする感じを体感させたい。

ビニル袋の種類でふわふわ感が変わり、厚みがあるとビニルタイで結びにくくなる。事前に教師

が何種類か実験し、扱いやすい物を探したい。また、体験しておくと子どもの言葉に共感できる。 

【 単元の展開 】 

第１次 とじこめた空気を調べよう（３時間） 

第２次 空気と水の性質を比べよう（２時間）第３次 空気や水の性質を利用して（２時間） 

【子どもの発想が生まれ、イメージしやすいように発問を工夫する】 

ここでは、目に見えない空気が見えてくるとき、子どもの活動は主体的になってくる。空気に

対する先行経験は不足しているので、空気の存在を確認することを大切にしたい。 

【 子どもが主体的に学ぶ姿の想定 】 

□「ビニル袋に空気をいっぱい入れてみよう。」              （教師の発問） 

□「ビニル袋に、空気を閉じ込めてみましょう。どんな感じがするかな。」  （教師の発問） 

□ とじこめた空気をおすと，どんな感じがするか話し合う。      （イメージ共有化） 

□ 袋に乗ったとき、空気はどうなっているのかな。          （事実を確かめる） 

 ・ 空気はおされて小さくなっている。 ・ 空気はおされて別のほうに移った。（矛盾） 

□ 透明のアクリルの筒を見せる。空気を閉じ込めておすと、どうなるだろうか？（イメージ） 

□ このイメージをホワイトボードに書き、黒板に掲示する。     （イメージの共有化）     

・ きっと、おすと、空気が小さくなる。      

・ きっと、空気は行くところがないから、おせない。 

子どもが問題をもつ場面（見通しをもって確かめる） 

子どもが主体的に学ぶ姿をこのように想定していくことで、実際の授業を通して、子どもの姿

から授業の改善を図ることができる。また、子どもがどこで学ぶ喜びや価値を実感しているのか

を探ることもできる。疑問や子どものイメージは一人一人異なる。これを表出させることで、疑

問やイメージを持ちにくかった子どもが疑問を感じるようになったり、違った考えがあることに

気付いたりして、さらに追究意欲が高まる。みんなで話し合ったり、確かめ合ったりする価値に

気付かせ、学ぶ喜びを共有したい。 

プラン３ 自分なりの考えの深まりを実感できる「学びの実感ノート」（継続）    

（２０１３年９月～） 
このような主体的な学びの過程を、「学びの実感ノート」として書かせていきたい。生活の時

間には、意欲的に書いていた子どもが、高学年になるにつれて書かなくなる傾向もある。それは

理科の授業が、本来の子どもが主体的に取り組む授業になっていないことが原因なのか、子ども

が主体的に学ぶ喜びや価値に気付いてないことが原因なのか、今後探っていく必要がある。 

ただ、書くことが苦手な子どももいる。書く視点が明確になっていたり、ワークシートのよう
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に、書くことが決められていたりすると、書く意欲が高まる場合もある。多様な表現方法を工夫

しながら、子どもにとって価値のある「学びの実感ノート」にしていきたい。 

この記録は、２年生の生活科のワークシートである。大きくカードの工夫で、詳しく絵を描く

ようになった。また、「つぎの中の、どのことを書くつもりかな？」という視点に○を付けさせる

ことで、書きたいことがみつかる。 

◇ 植木鉢の下にいたダンゴムシがだっぴしました！ 

 だんごむしがだっぴしました。だっぴは、白かったです。先

生にも見せてあげました。先生は、「わあ、すごいね。」といっ

てくれました。赤ちゃんがいっぱいいました。生まれたてのあ

かちゃんから大きくなっていました。もっと成長してね。 

 

中学年、高学年についても、書きたくなるワークシートの工夫に取り組みたい。 

 

（２） 知識を生かすものづくりプラン４ プラン５  
プラン４ 学んだ知識が生きるものづくり（新規）（２０１４年４月～） 

右の写真は２年生の子どもが生活科「つくって遊ぼう」で、ビー玉

を紙の筒に入れ、坂をころがしているところである。友達と一緒に坂

に布をしいて滑り具合を何回も確かめている。ものづくりはなかなか

思い通りにいかない。しかし、子どもはあきらめず、粘り強く取り組

み、問題を解決していく。そして、自分たちの力でやりとげたという

自信をもつ。 

この絵は、３年生が風で動く車を改造してものである。「風を受け止

め、エネルギーに変えるための紙皿の羽、上に風がいくので重くなら

ないように切って付けた。紙皿では重いので、ラップに変えた。」と書

き込んでいる。自分で問題をもち、試行錯誤しながら知識や体験を生

かして、工夫し作り上げていることがよく分かる。 

 このような子どもの姿を見ると、ものづくりの活動で、自信をもったり、学んだ知識が生かさ

れたりしていることが分かる。全学年を通して、ものづくりの活動を位置付け、時間を保障し、

子どもたちの豊かな発想やどのような科学的な見方や考え方が育っているのかを見ていきたい。 

【 ものづくりを取り入れた生活科・理科の学習計画 】 

１年生 生活科 秋とあそぼう  ドングリゴマなど 

２年生 生活科 つくって遊ぼう 手づくりおもちゃなど 

３年生 理 科 乾電池や豆電球、磁石を使ったおもちゃ、風やゴムでうごく車など 

４年生 理 科 乾電池やモーター、光電池を使ったおもちゃなど 
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５年生 理 科 振り子を使ったおもちゃなど 

６年生 理 科 風力発電模型づくりなど 

 また、地域に電子工作に詳しい専門家がいる。夏休みや放課後、ラジオづくりなどのものづく

り教室を開催したい。 

プラン５ 科学的な見方や考え方・生き方を専門家に学ぶ（新規）（２０１４年４月～） 

 この写真は中学校の理科の教師が、６年生に出前授業をしてく

れたときの、水素の実験の様子である。子どもたちは、理科の専

門の先生に学ぶことで、水の見方がさらに深まり、科学への興味・

関心が高まった。このような、その道の専門家に学ぶことは、科

学的な見方や考え方だけではなく、生き方まで子どもたちに影響

を与える。四国電力の方によるエネルギーの授業、日本野鳥の会

愛媛県支部の方による鳥生の野鳥観察会、環境教育のプロに地域の絶滅危惧種の生き物について

学ぶなど、専門家に学ぶ機会を増やしていきたい。 

 

（３） 豊かな感性が働く環境づくりプラン６ プラン７  

プラン６  子どもの目線に立ったビオトープの開発（継続）（２０１３年９月～） 

２年生の生き物マップを契機に、子どもにとってのビオトープは、鳥生小の校区にたくさんあ

ることがわかった。さらに、中・高学年の子どもたちの目線に立っ

たビオトープを、保護者や地域の方、専門家等の協力を得て、子ど

もたちと一緒に校区を調べ、開発していきたい。この写真は、教師

が地域を探検した時のものである。教師が、自分たちの足で歩いて、

自然の魅力を探ることで、子どもの発見に感動し、学び合うことの

できる、さらに魅力あるビオトープを開発することができると考える。 

プラン７ 子どもたちがつながり情報交換できる生き物広場（新規）（２０１４年４月～） 

 子どもたちが日常生活の中で、鋭い感性を働かせ、夢中になって取り組むのは、生き物とのか

かわりである。夢トープという本校の池の周りでは、子どもたちが毎日のように、アゲハの幼虫

やカナヘビを追いかけている。そして、生き物がきっかけになり、今まで話したことのない子ど

もたちが、友達になっている。そこにハムスターやウサギがいるだけで、みんな笑顔になる。こ

のような大人も子どもも心がつながる生き物広場を、子どもたちと校内や校庭に広げていきたい。 

【ハムスターコーナー・カブトムシコーナー・メダカコーナー・幼虫飼育コーナーなど】 

３ おわりに 

 生活科や理科の学習が好きな子どもが育っている学級は、担任である教師も自然とのかかわり

が好きで、植物や生き物の観察を、子ども以上に楽しんでいる。また、保護者も子どもと一緒に

なって楽しみ、地域の方も応援してくださる。子どもと教師と保護者、そして、地域の方が一体

となって自然とのかかわりを楽しむ環境が、科学が好きな子どもをはぐくむ。地域の方から、「子

どもたちと一緒にラジオづくりをしてみたいですね。ものづくり教室しませんか。」とお話があっ

た。このような科学が好きな地域の方とのふれあいを大切にし、保護者や地域と一体となって、

鳥生小プロジェクト２０１４を推進していきたい。     （ 研究代表者 越智 徳郎 ） 


