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科学する心を育む「中洲教育２０１３」

豊かな感性を育むいのちの教育
ー自分らしさを発揮しながら対象（自然事象）に近づいていく子ども-

Ⅰ はじめに

【５年生：いのちの誕生（メダカ）での子どもの姿から】

一人 4 匹のマイメダカを選ぶとき，ＹＫさんは友だち
の「黒い方がオス，赤いのがメスだよ」という言葉から

黒っぽいメダカを 2 匹，赤っぽいメダカを 2 匹すくい上
げた。1 週間後，クラスの半分の子のマイメダカが次々
に卵を産む中，ＹＫさんは「オスとメスがいるのに何で

卵を産んでくれないんだろう」と自分のペットボトル水

槽をのぞき込む日が続く。マイメダカが，すでに 20 個
以上卵を産み，得意になっていたＮＹさんはＹＫさんの

水槽を見て「オ

スが 4 匹じゃないの」と言い，図鑑を持ち出してひれ
の形をＹＫさんに伝えた。「えっ，色じゃないの？」

と，もう一度自分のペットボトル水槽をのぞき込みメ

ダカをじっと見た。その後２人は，一緒になって大水

槽から 2匹のメダカを注意深くすくい上げて交換した。
翌々日，ＹＫさんは，「私のメダカ，やっと卵を産ん

でくれた！最初はオスが 4 匹だったみたい。オスとメ
スは色じゃなくてひれの形で見分けるんだね！これか

ら楽しみ」と，満面の笑顔で語った。

マイメダカが産んだ卵が続々と稚

魚になってきた頃卵の中で稚魚はど

うなっていたのか調べることになっ

た。産卵後 1 日目の卵，子どもたち
の話題は中にある泡と卵の周りの毛

で終始した。メダカらしき物は何も

なく，「泡がメダカになる」と予想す

る子が大半だった。産卵後 3 日目の
卵，体の中心が決まり，全体の筋や

目玉の輪郭が現れた状態の観察である。教師は子どもたちが「メダカの形がぼんやりとできて

きた」ことに気づくと考えていた。しかし，子どもたちは「毛はまだある」「泡が１つになった」

「メダカはこの泡の中でまだ小さいと思う」等，全く

気づいていない。産卵後 5 日目の卵の観察でようやく
「いた！」「いるよ！」の歓声と共にメダカの存在を認

識し，口の辺りの規則的な動きに注目していった。メ

ダカがいると分かるとＮＪ君は「丁度口の辺りで動い

ているから何か飲んでいる」とリズミカルな動きは口

の動きではないかと考えた。ＨＴ君は管が卵全体を一

周していることを全身を使って表現して発表した。（表

紙写真参照）教師は「心臓」という気づきを予想して

いたが，それが解決されたのは産卵後９日目の卵の時

だった。 （前年度計画2013年5月～７月実施）

産卵後１日目の卵 産卵後３日目の卵

産卵後５日目の卵を説明するＮＪ君

水草に卵がついているかな？

メダカすくいの様子
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前頁の事例は，メダカの飼育を通してメダカの誕生について学習している子どもの姿である。

ＹＫさんは最初は色を根拠にオスとメスを選んだ。周囲と違って自分のメダカが卵を産まない

とき，ＹＫさんは①時間がある度にマイ水槽をのぞき込んでいた。マイメダカが卵を産まない焦

りや不安や心配の気持ちでいっぱいだったに違いない。しかし，たくさん卵を産んで自信を得て

いたＮＹさんとの関わりがきっかけとなってこの気持ちは一転する。ひれの形という視点を得た

ＹＫさんは②再びマイメダカをのぞき込む。何度も何度も見ていたマイメダカが，今までとは別

の姿に見えた。「全てオスだったのではないか」という思いを持ちながら，ひれの形に注目して選

び出し、マイメダカを４匹そろえた。２日後，③マイメダカが卵を付けて泳いでいる光景はＹＫ

さんにとって素晴らしい瞬間だったように思える。

同じメダカを見ていても，ＹＫさんは①と②では全く別な姿を見ている。卵を産ませたいと

いう強い願いがあったからこそ，③は心ゆさぶる感動の瞬間だったに違いない。見る側の視点

によって同じ物でも全く別の姿を示すのだろう。

卵の観察からも同じ事がいえるのではないか。産卵後１日目の卵が，子どもたちの卵との出会

いであった。顕微鏡を通さなくては見えないミクロの世界の不思議さや面白さの中にあわや毛と

いう確かな物を見つけている。多くの稚魚を見ていた子どもたちは稚魚の始まりという視点で見

ていたに違いない。①泡の中からメダカができるという仮説が生まれたのだろう。３日目の卵，

子どもたちは教師の思惑と全く別の反応を見せた。教師からは明らかにメダカがいるのに，②子

どもたちはひたすらあわや毛に注目していた。見えども見えずの状態である。そして５日目の卵，

くっきり見えた目玉や何かが動いている様子から③メダカの存在に気づいた子どもたち。「あった」

ではなく，「いる」「いたよ」という親しみのこもった表現が歓声となって教室内を包み込んだ。

しかし新たに視界に入った拍動や血流の認識については，９日目の卵の観察までお預けとなった。

同じ卵を見ていても，教師と子どもでは見え方が違っている。①の視点を捨てきれず②を見

ているため見えないのである。だからこそ③での子どもたちの喜びは格別だったに違いない。

見えていても意識できなければ見えないことがあるのだろうと思う。

これらの子どもの学びの姿を振り返ったとき，左の

金子みすゞの詩の一節が思い浮かんだ。見えなかった

ものを見えるようにする営みを丁寧に紡いでいくこと

こそ，私たちが願う授業のあり方のように思えてきた。

また，このことは本校の教育目標の１つである「できなかったことができるようになる」ことの

具体として合致するのではないか。

○本校が目指す『科学が好きな子ども』像
前頁の子どもの姿は，それぞれが自分らしさを発揮しながら対象に働きかけ，対象との一体化

を求めて対象に近づこうとする姿と捉えることができる。私たちは子どもが対象に近づこうとす

る働きを「科学する心」と呼び，自分らしさを発揮することを「感性が表出された姿」として子

どもたちを見つめてきた。

さらに，前述した内容より，授業の中で「豊かな感性を磨く」とは，「見えなかったものが見え

るようになる営み」として据えていきたい。

本校が目指す「科学が好きな子ども」は，

自分らしさを発揮しながら対象（自然事象）に近づいていく子どもである。
これは，その子らしい豊かな感性で対象を見つめ，それまでにその子自身には見えなかった

ものが見えるようになる過程に他ならない。

＊「金子みすゞ童話絵本 ほしとたんぽぽ」（1985年 JULA出版局）より 一部引用

みえぬけれども あるんだよ，
みえぬ ものでも あるんだよ。
金子みすゞ ほしとたんぽぽより（＊）
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Ⅱ 科学する心を育む「中洲教育」２０１３

１ 研究テーマ・研究計画
研究テーマ

豊かな感性を育むいのちの教育
～自分らしさを発揮しながら対象（自然事象）に近づいていく子ども～

昨年度までの５年間の研究から，次のことが明らかになった。

子どもは主体性を発揮して対象（自然事象）に関わっていくと，創造性を育みながら更新さ

れた見方・考え方を獲得していく。このサイクルを繰り返す中で，子どもにとって一つの到達

点がその子にとっての事象との一体化であり，私たち教師からは自然事象のもつ理との距離を

縮めている姿として捉えられる。その過程では，子どもの学びを支えるために昨年度論文 17頁
に示した手立てや生活経験を支えるための教育環境の整備を心がけ，子どもの追究の姿を捉え

る努力を惜しまず続けていかなければならないのだと感じる。一方で，子どもの感性をどう捉

え，評価していけばいいのか課題が残された。 （昨年度本校論文 18頁より 部分修正後引用）

昨年度の課題を受けて，本年度は「主体性」「創造性」「感性」から『感性』に焦点を当てた研

究に取り組むことにした。研究テーマを「豊かな感性を育むいのちの教育」とし，サブテーマに

「～自分らしさを発揮しながら対象（自然事象）に近づいていく子ども～」を据え，生物分野（植

物・動物・人）を糸口にして“いのち”に迫る子どもの姿を追っていくことにした。

なお，自分らしさを発揮することは感性が表出された姿とし，同時に感性が磨かれる場である

という立場を大切にしたい。さらに，感性が磨かれる場とは「見えなかったものが見えるように

なる営みの場」として，授業や教育実践を基に，テーマに迫る子どもを見つめていきたい。

○研究計画
＜明らかにすること＞

１，子どもにとって豊かな感性を磨くとはどういうことか，「見えなかった物が見えるようにな

る」過程を分析しながら考察する。

２，一人一人が自分らしさを発揮しながら対象（自然事象のもつ理）との距離を縮めていける

ようにするための支援の方向。

＜実践する教科等＞

生物分野の“いのち”をテーマに置くことで，理科に限らず生活科（自然領域）や総合的

な学習の時間（生命に関わる内容），ものづくり科（＊）からのアプローチ，学校及び学校を

取り巻く環境からの教育実践を試み，様々な手立てを講じながら，子どもたちの学びの姿を

追っていく。

＜研究の視点＞
実践を行う際には，次の３点を意識しながら子どもたちの姿を追っていく。

Ａ 対象との関わりから磨かれる感性…対象に対しての気づきや働きかけ等

Ｂ 友との関わりから磨かれる感性……友だちのよさに響いた気づきや行動等

Ｃ 教師や周囲の大人との関わりから磨かれる感性…教師等の働きかけによる気づきや行動等

（周囲の大人は，家族や外部講師，地域の方々など）

＊ものづくり科：平成 15 年から長野県諏訪市が立ち上げた独自の教育課程で，正式には「相手意識に立つものづくり科」という名
称の一つの教科。文部科学省の教育課程特例校として承認された。
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２ 実践の成果
１ 教科等の学習から
昨年度の論文の計画を基に，子どもの実態に合わせながら修正を加え実践を行った。

＊１年「わたしのあさがおさん」は 2013 年 5 月～ 9 月に実践した。（紙面の都合上掲載なし）ま
た，学習環境とのつながりが見えやすいため，1年「しぜんのともだち，こんにちは」を加えた。
＊６年「放射線って何？」は子どもの実態から「プロジェクトＮ」（後述）に変更・実施した。

（１）生活科

①1年「しぜんのともだち，こんにちは」の実践より （2013 年 4 月～ 7 月実施）

当たり前のようにある樹木やふれあい農園周辺の自然の中でたっぷり時間をかけて自然遊び

に没頭する学習。対象となる“自然物を使った遊び”の中に現れるその子らしさ。繰り返し関

わる中で磨かれる感性。何でもないような場所が子どもたちにとって大切な場所になっていく。

入学したばかりの頃，子どもたちは校庭やその周りの水路へ遊びに行き，遊びに夢中になって

いた。多くのシロツメクサをひたすら摘み集めるＵＹさん，タニシを見つけ大喜びして報告する

ＮＮさん，水路をのぞき込んでカエルが泳いでいる様子をじっと見つめるＳＭ君など，学校の周

りの植物や生き物に関心を持ち，自ら関わろうとする子どもたちの様子があった。

4 月から 5 月にかけて，生活科でネイチャービンゴを扱
った。「あたたかいもの」「ふわふわするもの」等，目・

手・鼻・耳・舌等の五感を使って校舎の周りの自然に触

れ合う学習である。子どもたちは日の当たる石を触って

「ここ，温かいよ」と言い合ったり，ふわふわするタン

ポポの綿毛に息をそっと吹きかけ飛んでいく様子を楽し

んだりしながら少しずつ学校の周りにある物を知ってい

った。虫の気持ちを知ろうと樹液の味を確かめようとす

る姿もあった。何度も植物や虫を見つける活動を繰り返

す中で，ビンゴカードにある物探しをしていた子どもた

ちが，次第にカードにない物も見つけ出して「この木固

いよ」等と，気づいたことを友だちに広める姿も多くなってきた。子どもが自ら働きかけること

で，今まではただそこにあった物が子どもたちにとって大切な物に変わっていった。

6 月に入ってからは，「きょうのともだちカード」をかき，その時間に遊んだ物や見つけた生き
物を絵や文字でかいてきた。「葉っぱじゃんけん」「ヘビの穴ほり」「ミミズ探し」「花束作り」「草

で戦いごっこ」「葉っぱでおままごと」等。積極的に自然と関わる中で，「桜の葉っぱがいいにお

い！」「さくらもちのにおい！」「枝がはね返ってすごい！」等，毎時間が発見の連続だった。

6 月下旬の授業，授業開始前の葉っぱじゃんけんの時から，木
の周りで「登ってもいい？」と話すＴＳ君の姿があった。ＴＳ

君は活動開始の瞬間からふれあい農園近くのお気に入りのサク

ラの木に登り始めた。夢中になって驚くほど高いところまで登

ると「みんな，見て！」と友だちや教師を呼び，みんなから「す

ごい！」とほめられて満面笑顔の表情を見せた。下りる際には

今まで以上の恐怖を感じてか木にしがみつきながらゆっくりと

足場を確かめて下りる姿もあった。願っていた挑戦が成功した

喜びと下りる際の慎重な感覚というこれまでにないＴＳ君の姿

があった。また，人気の木登りでは順番待ちをする子どもたち

が，「はやく！」「急いで」等相手をせかすことなく友だちの姿

を見つめ見守っている姿があった。

ＨＪさんはこれまで葉っぱをお金や魔法の葉っぱに見立てて

一人遊びを楽しんでいた。この時間，剪定された枝がたくさん

カブトムシの“みつ”って甘いの？

みんな，見て！
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あり，最初は一人でいつものように葉っぱを集めていたが，突然「葉っぱプロジェクトにご協力

くださあい！」と指揮台から周囲の友だちに呼びかけた。すると，別な遊びをしていた子どもも

何人か寄ってきて葉っぱ集めに協力したり，中には枝ごと葉っぱを届けたりする様子が見られ，

ＨＪさんはとてもうれしそうな表情を見せた。友達の輪が広がり，さらに楽しめた姿を見ること

ができた。教師はその様子を見ながらニコニコと笑顔で見守っていた。

まとめの場面では全体で感想を語り合った。「面白かった」「またやりたい」「楽しかった」と

語る子どもたちに，教師は「どんなことが楽しかったの？」「どんなことをまたやりたいの？」と

切り返した。ＴＳ君は「（木の上を指さし）あそこまで登ったから今度は（別な木を指し）こっち

に登りたい」，ＨＪさんは「みんながいっぱい葉っぱを持ってきてくれて楽しかった」と語った。

ネイチャービンゴという手立てで，自然観察の基礎となる五感をフルに使って楽しむ活動

から入った学習。次第に思い思いの遊びを見つけ，校内の自然の中で遊びに没頭したり，友

だちを巻き込んだり，遊びを広げていったりする子どもたちの姿に出会うことができた。一

見何でもないようなことだが，入学したばかりの子どもたちが，わずか 3 ヶ月間で目の前の
自然物に浸り込めたことや仲間を広げる営みを習得していることは，改めて考えるととても

すごいことのように感じる。一緒に活動する友だちや温かく見守っていてくれる教師の存在

が，“自然物を使った遊び”という対象に向けて，安心して関れる雰囲気をつくり出し，対象

に近づいていった姿と捉えられる。

【視点Ａ：対象との関わり】

活動を繰り返す中で葉っぱの形の違いや新しい葉っぱを発見したりできるようになった。

虫についても今までは気づかなかった小さな虫まで気がついたり動きを追って楽しんだりす

ることができるようになった。少しずつ，見えなかった物が見えるようになってきている。

【視点Ｂ：友との関わり】

ＨＪさんのように，一人遊びから友だちとの遊びに広がっていく様子は活動を追うごとに

増えてきた。相手に働きかけたり相手に応えたりする人間関係構築の基礎が学習の中に位置

付いていたように感じる。これら同一体験の繰り返しはさらに高いレベルの信頼関係につな

がっていくのだろうと思う。

【視点Ｃ：教師や周囲の大人との関わり】

教師は子どもたちの活動を温かな目で見守り，時には「すごいね」と認め，「そうだね」と

共感し，「やらせて」と働きかけることを心がけてきた。この関わりが子どもたちの中に安心

して活動に浸り込むことにつながったように思う。また，子どもたちが短い言葉で発信する

思いを「どんなこと？」「何が？」と問い返すことで，子どもたちにとって，思いを具体的に

語れる素地を培うことができたように感じる。

②２年「おかいこさまがきたよ！」の実践より （前年度計画 2013年６月～７月実施）

春蚕を 2齢幼虫から育てて繭まで見守ってきた子どもたちの対象は“おかいこさまの命”。こ
れまでの蚕との関わりや生活経験の中に現れるその子らしさ。「命を止めること」を真剣に考え

る中で磨かれる感性。きっと体験を通して「慈しむ」ということを獲得していくのだろう。

6 月 5 日，子どもたちが待ちに待っていた「お蚕様」が教室にやっ
てきた。岡谷蚕糸博物館の専門員の林さんから 2 齢幼虫を約 300 頭い
ただき，この日から子どもたちの蚕と関わる学習がスタートした。

諏訪は製糸業で発展した地域である。以前は多くの桑畑が存在した

が，今はほとんどない。そのため子どもたちの活動は蚕の餌となる桑

の葉の確保から始まった。聞き取り学習から，ＧＹさんの祖母の家に

たくさんあることを知った子どもたち。早速おじゃましてみんなで桑

の葉をいただいた。「これで足りるかなあ」「桑の実が赤くなってる」

等，心配したり発見したりして 1つの問題を乗り越えた。 ぷにょぷにょしてるよ
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子どもたちは手のひらにのせてつついたり，友だちと蚕の

様子を語ったりと休み時間にも進んで関わっていた。そして，

国語の「かんさつ名人になろう」の単元とつなげて蚕の観察

も行った。「カイコに毛がはえていました」「カイコの頭が黒

かったです」「うんちをはかったら３㎜でした」等，様子や

色・大きさを丁寧に記録する様子や，「食べている時にサク

サク音がしました」「からだはぷにょぷにょしておもしろか

ったです」等，音や手触りに関する記録，「何だか人間のよ

うです」といった例え等，多くの視点から蚕の様子をまとめ

た。そして約 1ヶ月後，ほとんどの蚕が繭になった。
「繭になったお蚕様を，これからどうする？」当然成虫に

すると考えている子どもたちにこのことを投げかけた。「蛾

を見たい」「繭から出てくるところを見てみたい」「蛾にして

卵を産んでもらってもう一度育てたい」「糸を取ってみたい」

等思い思いの発言があった。その結果，「蛾になって出てき

た後の繭で糸を取る」という結論に達した。

そこで，どうやって糸を取ればいいかもう一度蚕糸博物館の林さんに来ていただいて教えても

らうことにした。意気揚々と糸の取り方を質問する子どもたちに林さんは「蛾にしてから糸を取

ることは切れてしまうのでできません。羽化させて卵をかえしても全部育てるには桑の葉が足り

なくて死んでしまうお蚕がたくさんになってしまいます」と応えてくれた。さらに「お蚕は昔か

ら糸を取るために飼われていました。そのためには蛹で命を止めなければならないのです。そし

て糸にすることで命を生かしてきました」と続けた。話し終えた時，子どもたちからは笑顔が消

えていた。そこに林さんのお話を真剣に受け止め

ようとしている心の葛藤を感じた。

この後，成虫にする繭をいくつか残し，残りは

殺蛹して糸取りに使うことになった。羽化した蛾

を大事そうに手に乗せ「かわいい」と呟くＹＳさ

ん，動かなくなった蛾に対して「春蚕が死んじゃ

った」とじっと見ているＨＫさん等，そこには命

のはかなさを受け入れようとする子どもたちの姿

を見ることができた。

子どもたちは殺蛹した蛹，死んでしまった蛾の

ためにお墓を作り，手を合わせた。子どもたちは，

「楽しかったよ」「天国でも楽しくくらしているよね」「今までありがとう」と声をかけていた。

お墓の前で手を合わせている子どもたち，春蚕を世話する中で楽しかった思い出が巡って

いた。ひょっとすると自分たちの手で命を止めたことの後悔の念や繭工作で命を生かす決意

も込められていたのかもしれない。“おかいこさまの命”という対象に対して，自分の願いに

かなわない事実により新たな視点を得てグッと対象に近づいていった姿だと捉えられる。

【視点Ａ：対象との関わり】

自分たちで桑の葉を探し，国語の単元とつなげながら多くの視点で蚕の観察を重ねてきた

ことで，その後の成長への期待感を増しながら蚕への愛情が深まっていったように思う。短

期間で成虫まで変化する蚕の特性も生かされていた。また，この子たちはその後秋蚕にも挑

戦する。2サイクルを 1年間で体験することで経験化も図れるのではないか。
【視点Ｃ：教師や周囲の大人との関わり】

岡谷蚕糸博物館の林さんとの関わりにより，子どもたちは専門的な立場から「命を止める」

という命題を与えられた。自分たちが出した結論は通じず，蚕に与えられた命の宿命を目の

当たりにした子どもたちは，何とかその後の命を生かそうと決意を新たにしたのであろう。

教師ではない専門家の重要性と共に，そのタイミングも大切にしたい。

いっしょにいてくれてありがとう
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（２）理科

①３年「身近な自然の観察」の実践より （前年度計画 2013年4月～7月実施）

班の友だちと自然の中で発見した『スゴイ物』を撮影したスペシャルショット，ポスターセ

ッション型の発表会で友と伝え合いその驚きを共感し合う学習。対象となるのは“見つけた生

き物”。時期や時刻の偶然の中で，それを友と一緒に発見し味わう中で磨かれる感性。

3 年生になり，クラス替えを経て新たな集団でスタートした。初めての
理科や総合的な学習の時間等，新しい環境を楽しみながら過ごす子ども

たち。これまでの生活科では，生き物探しとして学校の周りを探検した

り，アサガオ・大豆・ミニトマトなどの植物を栽培したりして身近な自

然に関わってきた。「休み時間に春探しをしてきたよ」と花を摘んできた

りカエルや虫を捕まえてきたりと身近な自然への関心の高い子どもたち

である。

4 月，春探しに出かけた。そこでは
ふわふわする鳥の羽を見つけたり，色

や大きさの違う葉っぱを集めたり，カメムシの赤ちゃんを見

つけ「初めて見た！」と喜んだりする子どもたちの姿があっ

た。教師は子どもたちが見つけた物を写真に収め，教室で改

めて鑑賞する時間を設けた。写真は動きはわからないものの，

小さな部分が拡大されたり，動かないので比較が容易だった

り，一つの物をみんなで見たりできる良さがある。そこで教

師は班ごとに，「自然の中の『スゴイ物』をスペシャルショッ

トにして発表し合おう！」と投げかけた。

3 年生の子どもにとってデジタルカメラのズーム等の操作が困
難であること，撮影よりも発見に重点をおきたいことから撮影は

教師が行った。観察には十分な時間を確保し，班ごとに活動した。

わずか 2 週間でも時間の経過による新たな発見を期待し，春の観
察会として 5月下旬と 6月中旬の 2回行うことにした。
野外に出ると，班ごとに目当ての場所に向かって走り出した。

きっとこれまでの生活科や生活体験の中で，「○○に行けば△△が

いるだろう（あるだろう）」という感覚を身に付けてきたのだろう。

そしてすぐに「先生！」と叫ぶ子どもたち。観察の時は

教師は大忙しだった。ある班は重なっているカエルを発

見した。「カエルが結婚していたから卵を産みそうだ」と

班全員でじっと見守り，休み時間になっても腰を下ろし

てじっと観察を続けている姿が見られた。また，「どこど

こ？」と言っている班では，一生懸命「ほら，あの葉っ

ぱの奥！」と説明する子どもがいる。同じ色の木の間に

いるカメムシを発見し伝え合っている場面だった。同じ

ように同じ色をしたクモが

見えなくなったと驚いてい

る様子も見られた。『生き物

はすみか（環境）に合わせ

た体のつくりをしている』

ことを実感を通して学んだ。

他にも姿の違うマツボック

リや鮮やかな色のカメムシ

など発見の連続だった。

ほら，ふわふわ！

大きさの違う葉っぱを見つけたよ

これ，すごいね！

葉っぱの奥に緑のカメムシ発見！

３つのマツボックリ，みんなあったよ
こんな色のカメムシいるんだね
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何枚か撮った写真から，班ごとにスペシャルショット

を選び，発表会を行った。子どもたちが自分に関心のあ

る発表を選ぶことで，より主体的な発表会になることを

願い，ポスターセッション型発表形式”を考え，一度に 2
つの班が発表し，聞く子どもたちは自由に行き来できる

ようにした。自分たちが「すごい」と思った瞬間をみん

なにもぜひ知ってもら

いたいと願った子ども

たちは，発表原稿を作

り合い，身振り手振り

を加えながら何度も練習をし，当日に臨んだ。

3 班は一匹だけ金色で丸まらないダンゴムシを発表した。聴
いていた子達から「何で違うの」と質問を受けると「ダンゴ

ムシは脱皮をすると白くなるから」「でも金色じゃん」「ひょ

っとして脱皮中なんじゃないの」「脱皮中は殻が固くなるから

丸まれないんじゃないの」「へえ，そうなんだ」と次々に会話が続いた。

また，ナメクジの排泄の瞬間（表紙写真参照）を見つけた 4 班のＫＨ君の
発表を聞いていた子どもたちは「すごい！よく見つけたね」と賞賛した。Ｋ

Ｈ君はさらに「ナメクジはカタツムリと一緒で目が４つあってカタツムリの

殻がとれるとナメクジになります」と続けた。それに対して「えっ，本当？」

と盛り上がる子どもたち。発表原稿を見ていた教師は，ここで先生のスペシ

ャルショットとして，カタツムリの写

真を登場させた。２枚の写真を見比べ

る子どもたちは，「目は４つ【注：実際は触覚で目は２つ】

だよね（同じだね）」「うんちする穴はカタツムリは殻の

中にありそう」等気づいたことを出し合っているとＫＨ

君は「先生！ナメクジとカタツムリは違うんだ！」と興

奮しながら語り，その日の学習シートに『なめくじとか

たつむりのちがいは なめくじはひらべったいけど，かた

つむりは せなかがかぎになっている』と記録した。

スペシャルショットをきっかけに身近な自然を観察してきた子どもたちは，普段は見過ご

してしまうような木々の間や石の隙間など細かな所まで探索していた。大きさを比較したり，

成長の違いを比較したりして，生き物が生息する空間と自分とを重ね，自分自身がその生き

物になって楽しむ姿があったように思う。“見つけた生き物”という対象に対して，友や教師

と関わりながら，「比較する」という科学的な見方を獲得しながら対象に近づいていった姿だ

と捉えられる。

【視点Ｂ：友との関わり】

「スペシャルショット」という言葉の響きが，班で協力しながらすごい物を探し出そうと

いう意識を高めていたように思う。また，ポスターセッション型の発表形式を取り入れたこ

とにより，子どもたち相互の自然なディスカッションが生まれ，１枚の写真から生き物の特

性に触れる事柄に気づき，共有し合うことにつながったのではないか。

【視点Ｃ：教師や周囲の大人との関わり】

発表会では各グループごとに教師が撮影した「先生のスペシャルショット」を準備してあ

った。ナメクジの例にあるような，子どもたちの見方や考え方に揺さぶりをかける物や，共

通性を意識できる物（カメムシとクモの擬態等），成長の過程を振り返ることができる物（し

っぽが残るカエルとオタマジャクシ等）である。効果的に働いた。また，この学習をきっか

けに教師自身が高性能なデジタルカメラを購入し，自然の撮影に浸り込むようになった。教

師自身が対象の面白さを感じ浸り込んだからこそ，子どもにも響くものがあったのだろう。

となりの班はどんな発表かな

ナメクジの排泄を説明するＫＨ君

カタツムリ

ＫＨ君の学習シート
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②５年「いのちの誕生（人）」の実践より （前年度計画 2012年11月～12月実施）

10 ～ 11 年間の“私”の歴史をさかのぼる。対象は“私のいのち”誕生日は生まれた日。で
もその前から“私”は存在していたはず。お母さんのお腹の中で“私”はどんなくらしや形を

していたのだろう？問いの連続から磨かれる感性。きっと感謝や畏敬の念が増していくだろう。

「私の歴史を振り返ってみよう」と投げかけ，家族に聞き取り調査を行うことにした。調べる

のは生まれた頃と生まれる前のエピソードについて。保護者に協力を依頼して発表し合った。「私

は生まれる前に足が長かったみたいです」「ぼこぼこお腹をけ飛ばしていたみたい」「お母さんは，

赤ちゃんが成長していないので入院をしたらしい。しかも逆子だったようです」「いつの間にかお

腹が大きくなって早く会いたいと思っていた」等，具体的な話が語られた。すると，『何で足の長

さが分かるの?』『逆子って何』等，よくわからないことが出てきた。特に「逆子だった」という
子どもは１０人ほどいた。

教師は子どもたちに

胎児 へそのお 子宮の

言葉を与え，「お母さ

んのお腹にいたときの

“私”を思い出して絵

にかいてごらん」と投

げかけた。すると，図

にあるようにへそのお

は母親のへそとつなげ

る子がほとんどだっ

た。また，頭は横・上・下の３方向，「子宮には水が入っていた

って聞いたことがある」等，モデル図を比較することでイメー

ジの違いが明らかになった。『へそのおは本当にお母さんのおへそのつながっていたの？』『水の

中に胎児がいて大丈夫なの』『逆子って，頭はどっちのことかな』等，聞き取り調査の結果も含め

ながら自分自身の置かれていた環境について，子どもたちはいくつかの問いを持った。

これらの問いについて，一つ一つ教師（担任）が教

えていくこともできるが，専門の立場から教えてもら

うために，養護教諭とＴＴを組んで授業を展開するこ

とにした。まずは子宮に見立てたビニール袋，胎児と

なる沐浴人形，そしてへそのおに見立てたホースを用

意し，子どもたちの目の前で母体内の様子のイメージ

化を図った。まずは胎児の向きである。多くの子が「頭

は下」と言うので，沐浴人形を下向きにビニール袋に

入れた。次は羊水である。多くの子が「水があった」

と言うので，羊水に見立てたバケツの水を流し込んだ。

見ていた子からは「あっ，息ができない」「口まで入

っちゃう」と叫びの声が聞こえてきた。そしてホース，

「この先はどこだろう？」と聞くが子どもたちは分からない。もう一度「知りたいこと」を整理

した。すると，『水の中で息はしているのかな』『おしっこはどうするのかな』『へそのおはどこ

につながっているんだろう』等，具体物によってより具体的な問いが生まれた。

ここから先は実際に観察はできないため，「人体」のＶＴＲの

視聴により，羊水・へそのお・胎盤についての情報を与えた。「へ

え」「そうだったんだ」と，子どもたちは熱心にＶＴＲを見てい

た。しかし，ＶＴＲを見ることでさらに分からない事も出てく

る。『おしっこは飲んでるけど，うんちはどうなんだろう』『お

しっこを飲むけど，お母さんのおっぱいはもう出るのかな』『産

まれてくるとき，胎盤はどうなるんだろう』『僕は双子だけど僕

はどうなっていたんだろう』等である。ＴＴの利点を生かし，

子どもたちの質問にオンデマンドで答えてもらった。（質問のい

くつかは予想し説明用の図を用意してあった）

担任と養護教諭のＴＴによる授業

オンデマンドで質問に答える
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母体内の環境の不思議について問いを解決できた子どもたちは次に母体内の形づくりの不思議，

そして生命誕生“受精”の神秘についても同様にＶＴＲやオンデマンド型のＴＴで解決を繰り返

した。学習の終わりには，「今の私がここにいるって奇跡だなって思いました」「私は３億から生

き残ったたった１つの精子だなんて不思議です」「僕もメダカと同じように受精してできたと分か

りました」「産んでくれたお母さんにありがとうって言いたいです」等の感想が語られた。

“私”自身を過去へと時間をさかのぼって，問いを連続させながら追究してきた子どもた

ち。調べ学習が中心の理科の学習だったが，より主体性を発揮しながら取り組めた。“私のい

のち”という対象は，かけがえのない自分そのものであり，自分が今ここにいるという不思

議さに気づき、そこから切実な問いとなって対象に近づいていった姿と捉えられる。

【視点Ａ：対象との関わり】

客観的な「人の誕生」としてではなく，「私の誕生」として自分自身に焦点を当てたことで，

具体的な事実を取り込み，その子らしい問いを連続させることができた。このことにより，

実際には見えない妊婦さんのお腹の中も，胎児の姿・形・働きをイメージしながら見えるこ

とができるようになっていった子どもたちである。

【視点Ｂ：友との関わり】

この学習は性教育としても大切にされている。性を扱うため，冷やかしや恥ずかしさが出

てくると科学的な追究は難しい。「おっぱい」という言葉を素直な疑問として発することがで

きる子がいた背景には安心して言葉を語れる学級集団があったからこそと考える。素直な言

葉や感情を語り合える学びの集団づくりは大切である。

【視点Ｃ：教師や周囲の大人との関わり】

オンデマンド型のＴＴ学習は，より専門的な情報を子どもの求めに応じて提供でき，その

場で解決できる利点があった。今後も積極的に活用していきたい。

（３）総合的な学習の時間・ものづくり科
①４年「ひょうたんからの贈り物」【理科・総合・ものづくり科の合科】の実践より

（前年度計画 2012年9月～12月実施・ひょうたん栽培同年5月～10月含）

自分，そして仲間との思いが詰まった世界にたった一つのひょうたんを加工して大切な人に

贈る学習。対象となる“お守りとしてのひょうたん”に現れるその子らしさ。一つ一つの活動

を紡ぐ営みによって磨かれる感性。きっと物に対する見方や考え方も広がっていくのだろう。

5 月，育苗箱に種まきがされると，寒さに弱いという話から育
苗箱にビニールをかぶせハウスのようにして教室のストーブの横

に置かれることになった。また，ベランダに日が当たると進んで

重い育苗箱を運び出し，下校時には再びストーブの横へと繰り返

す日々が続いた。

定植が終わった活動の節目に今までを振り返る場面を設けた。

ある子が「ピンチがたくさんあった」と振り返ると，「ピンチも

たくさんあったけど，奇跡もたくさんあった」という声が挙がっ

た。両方の発言に周囲の児童が大きくうなずく姿から教師はそれらの具体を全体に問い返した。

【ピンチ】 【奇跡】
・連休明け，ポットの苗がたくさん枯れた！ ・しおれていた苗から本葉が出てきた！
・トンネルにするには苗の数が足りない！ ・KSさんのお母さんがお店で苗を発見！
・予約した店の苗が病気になってしまった！ ・TR君のおじいちゃんが苗をわけてくれた！

子どもたちは自信を持って発表しながら，「そんなこともあったよね」と嬉しそうにつぶやいた。

定植後も朝や放課後，休日にはふれあい農園のひょうたんゾーンに足を運ぶ子どもたちの姿が

あり，草取りは常に行われ摘芯の後も見られた。ひょうたんの栽培記録や子どもたちの思いは，

消えない黒板としての模造紙黒板によって教室内に掲示された。

早く芽が出て欲しいな
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9月，ふれあい農園には見事なひょうたんトンネルが完成した。
実が大きくなり始めると，加工について心配する声が挙がった。

子どもの祖母の妹がひょうたん作りをしているという情報から気

軽に来てもらえると思う子どもたち。しかし高齢のその方は「恥

ずかしい」と了解を得られない。そのことを子どもたちに返すと

何とか来て欲しいと願い，「一人一人が自分の思いを書き，絵や

写真等で貼り合わせ大きなメッセージ本にして届ける」ことにな

った。本を届けた TI さんは「○○
さん，感動して泣いていた。来て

くれるって！」と大喜びで報告した。その後，名人の方はひょう

たん仲間と一緒に収穫や製作等必要な場面で何度も来校してくだ

さった。「○○さんこれどうしたらいい？」「△△さん，棒２本ち

ょうだい」など，子どもたちの関わり方はまるで自分の祖父母と

過ごすようだった。名人への親しみと信頼がその後のものづくり

でもよりよい作品作りを目指す子どもたちの態度につながった。

ものづくり科の授業，ひょうたんを大切な人に贈るため，

筆で文字や絵をかく場面。ひょうたんにかく前に紙に練習す

る時間を設けたが，練習は授業時間にとどまらず，多くの子

が帰宅後も行っていた。ひょうたんにかく時と近い状態で練

習しようと，丸い物を持参してそこに紙を貼りつけ練習する

姿もあった。「練習だから」という気軽さはない。叔母のた

めに鶴の絵を描いた HS さんは６回も描く練習をしたが，毎
回手を震わせるほど慎重に取り組んでいた。「太い所と細い

所を区別できるようになった」等と自信をつけていった。

下書きを筆ペンでなぞる緊張の場面。子ど

もたちは抱え込むようにひょうたんを持ち，ゆっくりゆっくり筆を運んでいく。

時折，筆を止めては「ふう」とため息をつきながらも，集中して取り組んでいた。TY
君は祖母に病気にならないようにという願いを込め，自分が頑張っていることも

伝えたいと「サッカー魂」の文字のデザインを考えた。たった１つの小さなひょ

うたんに 30 分の時間を全て費やして描き終えた。「緊張で手が震えたけど，しっ
かり描いて，おばあちゃんに贈ろうと頑張った」と満足した表情で感想を語った。

ニスを塗り紐も付けて，完成したお守りに，どの子もとても満足していた。

今日はお守りが完成になりました。５月から友だちや自分で草取りや水やりを頑張ってきたか

らいいひょうたんがいっぱい育って，いいひょうたんのお守りができたからうれしかったです。

絵や字をいっぱい練習してきて，やっと完成したひょうたんは，いっぱい願いが込められてい

て，とてもすごいです。自分でもよくここまで頑張ったなあと，とても思います！なので，大切

に飾ってほしいなと思います。私が込めた願いが叶うとうれしいです！

心を込めて「お守り」を作る子どもたちの姿に出会えた。「失敗が許されない」という題材

の特性に加え，「自分たちの活動」として，種や苗からひょうたんを大切に育ててきたこと，

これまでに共にピンチを切り抜けてきた仲間の存在，名人を含め多くの人の協力に応えたい

という思い，贈る相手に喜んでもらいたいという相手意識…，と多くの要素が絡み合い，こ

の姿につながった。まさに“お守りとしてのひょうたん”という対象に向けて，一人一人が

自分らしさを発揮しながら対象に近づいていった姿であると捉えられる。

【視点Ａ：対象との関わり】

対象と十分に関わる場の保障（体験の重視）によって対象への思い入れが増し，「ただのひ

ょうたん」が「私（たち）のひょうたん」という思いに変容していった。放っておくと流れ

てしまう子どもたちの気づきが模造紙黒板によって正確に記録され残されることで子どもた

ちの意識の中に体験が経験として位置付いていったのではないか。

【視点Ｂ：友との関わり】

具体的な内容で事実や考えを伝え合うことによって一人では気づかなかったことや友との

ひょうたんトンネルの完成！

名人はさすがだね

失敗は許されない真剣勝負

お守りの完成
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考え方の違いを意識し，その後の活動へ期待感を増していった子どもたちである。さらに，

共に困難を乗り越えた仲間と交わす懐かしさが内面から発せられる素直な言葉（美しい言葉）

で語られることで子ども同士がつながりを感じられるのではないか。

【視点Ｃ：教師や周囲の大人との関わり】

自分たちの願いの実現のために，相手意識をもって心のこもった言葉で伝えようとしたこ

とは名人の心と通じ合うきっかけになった。専門的なアドバイスや姿勢はより深い対象の理

解につながる。さらに，名人との関わりを意図的に仕組むなど，授業構成をデザインする教

師の出（教師自身の豊かな感性）も大切なのではないか。

②６年「プロジェクトＮ～ニッコウキスゲ増殖までの道～」
【総合的な学習の時間】の実践より （2013年2月～7月実施）

諏訪市の宝「霧ヶ峰高原」。以前は初夏にニッコウキスゲの群生が見られ霧ヶ峰の代名詞とま

で言われていた。今ではシカの食害に遭い激減している。育苗・探索・調査を経て対象はいつ

しか“自分を含めたニッコウキスゲやシカとの関係”に移行する。その移行時に磨かれる感性。

子どもたちは昨年度の 2 月，激減しているニッコウキスゲ
を復活させようと育苗活動を呼びかける小和田牧野農協さん

らの活動に参加することになった。種を１人３粒ポットに蒔

き，水やりの仕方を考えたり日向へ場所を移したりして，発

芽させるための条件を探りながら育ててきた。その間ニッコ

ウキスゲ減少の原因がシカによる食害であることやニッコウ

キスゲは開花までに 3 年かかることを学び，なんとかしてニ
ッコウキスゲを自分たちで咲かせて守りたいと考えた。

６年生になった子どもたち，４月には待望の発芽を確認し，喜んで「先生！芽が出たよ！」と

報告にきた。5 月には合計 4 本の発芽が確認された。ＳＫ君の「ニッコウキスゲを食べちゃうシ
カなんていなくなればいいんだ」という語りや，ＨＮさんの「そもそも霧ヶ峰ってどんな所？」

という呟きがきっかけで霧ヶ峰のことを話し合うことにした。「霧ヶ峰ってどんな所なのだろう。

行ったことあるかな」という教師の問いに，「行ったことはあるけど」と困ってしまう子どもたち。

そこで，「霧ヶ峰について知っている人にきいてみよう」と調査を始めた。そんな中，霧ヶ峰の広

い範囲で山火事が発生し霧ヶ峰そのものが広く注目されることになり，子どもたちの調査意識も

高まった。「霧ヶ峰は本当に霧が多いらしい」「昔は本当にニッコウキスゲでいっぱいだった」「霧

ヶ峰以外にもシカはすごい増えているらしい」等，結果を確認し合いながらも「でも，実際に行

ってみないとわかんない」という子どもたちの意見から霧ヶ峰を探索することにした。

6月上旬，霧ヶ峰探索当日を迎えた。子どもたちは「昔と今の霧ヶ峰の様子に違いはあるか」「ニ
ッコウキスゲはどうして，どこで減ったのか」「シカはどうして増えたのか」「シカは減らせるの

か」「シカ肉料理とはどんな物なのか」「山火事とニッコウキスゲ

に関係はあるか」等，個々に課題を持ち，霧ヶ峰自然保護センタ

ーや花畑（ニッコウキスゲを定植させる場所），車山肩（辺りが

見渡せる場所）に実際に行った。センターの方に質問したり，ニ

ッコウキスゲを守る防護柵（電気の柵）に直接触れ電気を確かめ

たり，実際に花芽がシカに食べられた跡を確かめてきた。

霧ヶ峰探索で，シカがニッコウキスゲ減少の主な要因であるこ

とをつかんだ子どもたちに『シカは悪者か？』と問うてみた。一

瞬，沈黙が生まれた教室の中で，「シカだって生きているんだよね」「でもニッコウキスゲはシカ

のせいで絶滅の危機になってきた」と語り始めた。意見が対立しそうであると捉えた教師は，『シ

発芽したニッコウキスゲの幼苗

ビリッとくるね
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カについていろんな人の考えを聴き，自分の考えを持とう』と投

げかけ，子どもたち一人一人に根拠ある自分の考えを明らかにす

ることを課した。

プロジェクト会議と名付けられた意見交換の場では，子どもた

ちはそれぞれの考えを持ち寄り相互

指名で話し合いは進んだ。

【シカは悪者】 【シカは悪者ではない】

・農家も被害を受けている。 ・シカも生きている。

・ニッコウキスゲの減少。 等 ・悪循環の元は人間。

教師は、「農家の人が被害を受けているので悪者だと思う」というＴＫ君の発言から事前に農家

の町田さんにインタビューしたＶＴＲを準備したり，「ニッコウキスゲを育てている小和田牧野農

協の方はどんなふうに考えているのかな」というＨＳさんの発言について，農協の藤森さんのイ

ンタビューＶＴＲを提示したりした。藤森さんは「シカは悪者ではありません。そもそもシカか

ら被害を受けている人にとっては悪者で，そうでない人にとっては悪者ではない。立場によって

違うのです」とＶＴＲの中で語り，それを見た子どもたちから「ああ」「そうか」というつぶやき

が聞こえてきた。自然保護センターの小松さんのＶＴＲからは『共生』という言葉が出された。

早速国語辞典を持ち出して調べる子どもたち。ＭＳ君は「2 つ以上の生き物が争わずに暮らして
いくこと」と発表した。「2 つ以上の生き物？何のことを言っているんだろう」という発問に，子
どもたちは 30 秒ほど沈黙の中で考え込んだ。沈黙を破ったのはＨＡさんだった。「シカとニッコ
ウキスゲだと思います」その発言を皮切りに「自然保護センターの小松さんも入ると思います」「県

の人」「ハンター」…そして「僕たちもだ

と思います」とＳＳ君は発言した。次々

と出された意見に対し，教師は板書され

た各項目を色チョークで強調し，最後は

線で結んだ。それを見ていたＳＫ君は「あ

あ」と静かにつぶやき，「僕たちも含めて

たくさんの生き物がこの世界で一緒に暮

らしているんだと思いました」と感想に

まとめた。

「シカは悪者か？」という問いに対し，自分の体験や資料を根拠に○か×かの二者選択し

ていた子どもたち。しかし選択しても，もやもやとした思いがきっとあったのだろう。『共生』

というキーワードをきっかけに今まで個々に存在していた物や人が一気につながった。霧が

晴れ一気に視界が開けるがごとく子どもたちは「つながり」という今までぼんやりとしてい

た対象を具体的に捉えた瞬間だったと思う。これまではニッコウキスゲやシカという個々の

存在だった対象から，“自分を含めたニッコウキスゲやシカとの関係”という対象に近づいた

姿と捉えられる。

【視点Ａ：対象との関わり】

育苗や霧ヶ峰探索など実体験を大事にしてきたことから，具体的なイメージを元により主

体性が生まれた。新聞の霧ヶ峰の記事に敏感になったり，家族でジビエ料理を食べに行った

りする子どもたちの姿があった。まだ一度も会っていないシカを痕跡や状況からイメージし

存在を感じられた子どもたちは，まさに見えない物が見えるようになった姿ではないか。

【視点Ｃ：教師や周囲の大人との関わり】

教師は農家や農協の方，センターやシェフの方等 5 人に取材し，意見をＶＴＲに収めてあ
った。子どもたちの発言に合わせ，オンデマンドで見せることにより，子どもたちに新たな

視点を与え，子どもたちの思考を効果的につないでいくことができたように思う。また，Ｖ

ＴＲに合わせて板書を工夫することは，最初は別々だった物や人を最後は強調させ，線で結

ぶことができ，で『共生』の意味を考え合うのに有効に働いた。

消えない板書

プロジェクト会議

「つながり」が意識できた板書
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２ 科学する心を育む環境づくり
（１）「科学する心」を育む土壌となる無為の時間

朝。大きな網を担いで「今日は虫探しに出掛けるんだ」と意気揚々と登校する姿も見られ

る。また，両手で大事に抱えてきた水槽の中にはザリガニがいる。カエルがいる。教室の中

には，子どもたちが持ち込んだ生きものの他に，カメやモンシロチョウ，蚕にメダカなど様

々な生きものが息づいている。子どもたちはそれら生きものと共に学びの時間を歩んできた。

このように，本校では生きものとの触れあう時間を大切に受け止め，「マイ水族館」「ベラ

ンダ栽培」「ふれあい農園での栽培活動」など，子どもが安心してたっぷりと生きものに関わ

る場を設けてきた。生きものと向き合い，手に取り見つめ語りかける無為の時間は科学する

心を育む土壌に欠かせないと受け止めている。

（２）「科学する心」の育成を発信し続ける学校経営

①中洲ＮＯＷ掲示板

全校の活動がひと目で分かる掲示板「中洲ＮＯＷ」には，写真を中心にした取り組みが紹

介されている。写真には教師がとらえた子どもの輝く姿が残されている。保護者も外部から

の訪問者も気軽に楽しむことが出来る掲示板である。

掲示板を見つめる子どもたちは，自らの追究を振り返り互いに見合いながら，活動から得

られた感動や成就感を味わい直すことになる。さらに，写真の中の他学年の姿はあこがれの

姿として心に焼き付けられ，次の追究のエネルギーへと転嫁していくはずである。

②子どもにも保護者にも科学するよさを伝える校長講話

科学を題材とした子どもへの校長講話を続けてきた。その時の話題になった出来事を子ど

もたちの紹介し続けている。また，保護者には，学校便りで講話の内容を伝えることを通し

て，科学する心を育む学校の取り組みを支えて欲しいと願い発信してきた。

○テーマ「iPS 細胞発見の山中伸弥教授の研究姿勢に学ぶ」（平成 24年 12月 27日）
今年，山中伸弥教授がｉPS細胞を作った研究で，ノーベル医学・生理学賞に輝きました。

ｉＰＳ細胞が誕生した時，山中教授はアメリカの研究室で，日本から送られてきた映像を見

つめていました。山中教授が日本にいる研究員の髙橋さんにメールで尋ねました。

「どうなっていますか？」

すると，髙橋さんからの返信メールが届きました。そこには，「拍動しています」の文字

がありました。 細胞の固まりがトクトクと一定のリズムを刻んで動いていたのです。山中教

授は「間違いない」 とつぶやきました。皮膚の細胞を万能細胞に変化させ，心臓の筋肉の細

胞を創り出すことにみご と成功した瞬間でした。 （中略）

２０１２年。今年は，生命科学の新しい扉が開かれた年でした。

さて，苦手なことに取り組んでいるとき，うまくいかないとき，山中教授のあの言葉を思い

出したい。「９回失敗しないと成功しない」「常識にとらわれない自由な発想も大切」

（校長講話より抜萃）

科学の話題が，専門用語や理論の難解さによって敬遠されるとしたら残念なことである。

しかし，画像等を交えできるだけかみ砕いて紹介するように工夫すれば，たとえ難しい内容

であっても，子どもたちは興味をもって受け止め聞き入っている。新たな扉を開き，偉業を

達成した人々の凌ぎを削る生き様に，「科学する心」を感じ子どもと科学とをつなぐ懸け橋の

一つになりたいと思う。耳を澄ませて聞き入る子どもたちを前に講話の手応えを感じている。

あさがおの世話（１年） 綿の花（３年） ふれあい農園での栽培
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（３）親子で育む「科学する心」の輪

①「子育ての輪」を強く太く

子どもたちが「科学する心」を育む学びに没頭するためにも，家庭における子育ての輪が

強く太くなっていてほしいと願い，保護者へのメッセージを送り続けている。それは，子ども

のすぐそばにいる大人の生き方が問われていると感じたからである。

○学校から保護者へ送るメッセージ「輪の中の子どもたち」 （PTA会報「梶の葉」より）
（前略）６月１日に行われた運動会。中洲台地に集う大勢の保護者や地域の方々に子どもた

ちの輝く姿を見ていただくことができました。午前の部が終わり昼休みになりました。子ども

たちは教室に入りお弁当をいただきます。一方，グラウンドでは軽快な音楽が鳴り止み，穏や

かな空気が流れていました。保護者席には色とりどりのご馳走を囲む「お座敷」が幾つもでき

あがっていました。家族総出のご家庭もありました。いずれものどかなひと時を楽しむ「家庭

の輪」です。屋外で食べるお弁当の味は格別です。柔らかい日射しの中で穏やかな風に吹かれ

て，それは絶好の運動日和，そしてお弁当日和でした。そこには子どもを育む確かな輪がいく

つもいくつもありました。

この輪の中で育まれた子どもたちが学校に通っています。子どもたちは，家庭と学校のいく

つかの輪をくぐりながら，悩み考え，「今」という人生を豊かに生きています。それは，輪の中

に「今」を精一杯生きている人がいてくれるからこそできることと思っています。

子どもにとって，身近にいる大人が心豊かに生きていることが重要なのであって，子ども

の[科学する心」と大人の「心豊かな生き方」とは実は強く結びついているはずである。

それは，子どもと親という関係に留まらず，子どもと教師の関係にも言えることである。

②科学する心を育む講演会「わくわく数の世界の大冒険」桜井進氏（平成２５年６月２７日）

サイエンスナビゲーター・桜井進氏を外部講師として，子どもたちを対象にして「数の世

界の大冒険」と題して講演会を行った。聴講を希望する保護者も一緒になって，講師のパワ

フルな講演に引き込まれて，子どもたちが数の世界の大冒険を大いに楽しむことができた。

○保護者の感想から

"数"と聞いただけで苦手意識がありました。算数が得意かどうかは小さい時の導入が全
てだと思います。子どもにどうやって苦手意識を持たせないようにするか悩んでいました。

理系の家族でなくてもこんなに楽しくドキドキと算数の勉強ができるんだ！と感動しまし

た。子どもが小さいときにこんな素晴らしい講演会に触れあえて幸せだと思います。

これを機に私も算数に対する考えが変わりました。子どもたちの飾らない質問や感想が

とてもかわいらしく改めて子どもを惹きつける先生の素晴らしさを知りました。

講演「わくわく数の世界の大冒険」との出会いを素直に

受け入れ，子どもたちの素朴さやひたむきさに気付く姿勢が，

科学する心を育むことにつながっていると思われる。

講演会の後，算数の少人数教室ではさっそく講演会で話

題となった「大きな数の読み方」の単位が板書されていた。

素直に受け入れる教師の取り組みが，子どもの興味関心を膨

らめると共に，科学する心の芽生えを見落とさない教師の目

につながっていると考えている。

③親子星空観察会（平成２５年７月２５日・７月３１日）

「こんなにきれいに見えるんですね！」望遠鏡で土星を初めて

見たある母親の声である。感動的な触れあいを求めて星空観察

会を企画したところ，２回で２００名を超える親子が集まって，

「宵の明星」「土星」の美しさに出会え大いに楽しんだ。

星空を眺めながら，「皆さんよくご存知ですよね。」「私もっ

と若い頃に勉強しておけばよかったと，つくづく思うんです。

この頃，息子にいろいろ教えてもらっています。」と話す保護

者。観察会に足を運び自然との出会いを素直に受け入れ，親子

で共に学ぶことに価値を見いだした「子育ての太い輪」があると受けとめた。

大きな数の読み方（板書）

親子星空観察会
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（４）互いに響き合う人間関係力を高める活動

子どもにとって居心地のよい学級は，科学する心の育成のみならず，全ての力を高めるため

に決して欠かすことのできない重要な要素である。とりわけ，人間関係力の育成には子ども同

士の関わりが重要であり，全校で「聞く」「待つ」「見守る」を基本に力を注いできた。

①異年齢集団による活動・児童集会

一人の６年生がリーダーになって，１年から６年

までそれぞれの学年１～２人ずつで構成されたグル

ープ（縦割り班）を作って様々な集会活動を行って

いる。児童の人間関係力の育成には，異年齢集団で

の関わりが欠かせないという考えに基づいて継続し

て取り組んでいる。子どもたちは，クラスの仲間と

一緒にいる時との違いを感じながら，みんなといる

けど一人になる経験を積んでいる。どの学年の子どもに

とっても，自律心を育み，友だちと関わる力を磨く時間

となっている。

また，児童が企画運営する児童集会は交流しあう楽し

さを全校で共有する心地よさを味わう場として位置づけ

ている。突然登場する「中洲チャレンジャー」は子ども

たちに大人気で，集会を盛り上げたり，場の雰囲気を引

き締めたりするキーパーソンの役割を果たしている。

②作品への相互評価を通して響き合う子どもたち

夏休みには「自由研究」

を課題として取り組んでい

る。休み明けには多くの作

品が集まる。その評価にお

いて，作品を前に発表会を

行ったり，一人一人にコメ

ントを書いた作品票を貼っ

たりして，取り組みの様子

を相互に評価しあう場を設

けている。このような地道な取り組みが，学級に流れる温かな雰囲気を醸成している。

③実践を通して響き合う教師集団

理科専科と学級担任が分野を分けて授業を分担し理科

指導に当たるという指導体制を継続している。理科免

許のある職員が指導的な立場に立ちながら，学年の職

員構成に応じて，工夫しながら継続されてきた。

自然に触れる栽培観察場面は，子どもの素直な姿を

とらえる貴重な機会である。児童理解を深め，指導の

手がかりについての意見交換を行い授業構想を考え直

すなどの授業研究に大いに生かすことができる。教師

の指導力向上につながる。

授業研究の場では指導案を作成し模擬授業を行って，子どもの反応や問題意識のつながりを

大事にした展開に配慮してきた。また，学習進度が先行している実践からの情報を参考に実験

を工夫したり，授業交換を行ったりしてきた。職員相互の関わりを深めながら同僚性を高める

ことが，互いに学びあい切磋琢磨しあう教師集団づくりには欠かせない。響き合う子どもを育

むためには，教師も響き合う関係でなくてはならない。

このように，「科学する心」換言すれば「豊かな感性」を育む環境づくりとして大切にとら

えてきたことは，教室においても家庭においても，子どもの伸びやかな自己表現を支え，子ど

もが相互に関わり合うコミュニケーション力を高めようとしてきたことである。同時にそれは，

関わる全ての人の自己肯定感が高まる営みと重なると受け止めている。

児童会役員が演じるチャレンジャー

仮装を楽しむハロウイン集会

コメントを寄せ合った作品掲示 説明を聞き合う発表会

理科室前のアサガオ
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３ 実践の考察・総括
１ 実践からの考察
これまでの実践を研究の視点から振り返り，感性が磨かれた原因を洗い出してみると，以下
の一覧のようになった。（“ ”：子どもたちにとっての対象）

教科 単元 Ａ対象との関わりから磨か Ｂ友との関わりから磨かれ Ｃ教師や周囲の大人との関
等 （題材） れる感性 る感性 わりから磨かれる感性

“自然物を使った遊び”を 一緒に活動する友だちがい 子どもの活動を温かい目で
繰り返す中で葉の形の違い ることで自然物を使った遊 「見守る」「認める」「共
や小さな虫に気づいたり高 びに広がりが生まれ，この 感する」「働きかける」「問
いところまで木登りができ 繰り返しがさらに高いレベ い返す」営みにより対象と
るようになってきた。 ルの信頼関係につながる。 向き合える環境となる。

自分たちで桑の葉を探し， 思いが通らない現実を専門
蚕との関わりを重ねるこ 家から伝えられたとき“お
と，国語の説明文を生かし かいこさまの命”にぐっと
た観察を繰り返すことで蚕 近づいた。タイミングを演
への愛着が増した。 出する教師の出も重要。

ｽﾍﾟｼｬﾙｼｮｯﾄという言葉の響 「揺さぶりをかける」「共
きが協力性を高めた。ﾎﾟｽﾀ 通性を意識できる」「成長
ｰｾｯｼｮﾝ型発表形式で自然な の経過を振り返られる」物
ﾃﾞｨｽｶｼｮﾝになり“見つけた の提示，一緒に浸り込む教
生き物”を共有し合えた。 師の姿勢が効果的だった。

「私の誕生」として自分自 安心して言葉を語り合える オンデマンド型のＴＴ学習
身に焦点を当てたことで， 学級集団づくり。素直な言 はより専門的な情報を子ど
“私のいのち”に近づこう 葉や感情を語り合える学び もの求めに応じて提供で
とする主体性が高まり，問 の集団作りを日常的に組織 き，その場で解決しながら
いが連続した。 すること。 情報を共有できた。

十分な関わり，共に追究し 共に困難を乗り越えた友が 名人のアドバイスから専門
た友の存在，協力した人へ 仲間としての存在になり， 的な視点を得られた。この
の感謝の思い，相手意識が 安心感から，内面から発せ 名人との出会いや関わりを
“お守りとしてのひょうた られる素直な言葉（美しい 意図的にデザインする教師
ん”への強い愛着となった。言葉）として語られた。 の出（教師の感性）が重要。

育苗や霧ヶ峰探索等，実体 各専門家の意見をオンデマ
験を大事にしたことで，共 ンドで紹介，つながりのあ
通基盤に立って具体的なイ る板書という教師の出によ
メージを元にした意見交換 り“自分を含めたﾆｯｺｳｷｽｹﾞ
が成立した。 やｼｶとの関係”に迫れた。

磨かれる感性

【対象との関わり】 【友との関わり】 【教師や周囲の大人との関わり】
子どもは対象と関われば関わ 関わり方の工夫によって， 専門家との関わり，タイミ

るほど，対象への思いや願いを 友との共通体験の積み重ねが ングを逃さないための教師の
増し，主体性や愛着，気づきや 協力性を生み，安心して素直 出やオンデマンド型の授業展
応用等，対象に対する見方・考 な言葉を交わし合える学びの 開の工夫等教師が子どもと対
え方に広がりや深まりを持って 集団を形成していくのではな 象とのつながりを見守り強化，
いくのではないか。 いか。 深化していくのではないか。

手立て

【対象との関わり】 【友との関わり】 【教師や周囲の大人との関わり】
①体験を重視する。（対象への ①考えを伝え合う場を設ける ①心のこもった言葉で伝えよ
思い入れを大切にする） ②具体的な表現から，自らの うとする状況をつくる。（相

②対象に対しての気づきを正確 考えをもったり友の考えと 手意識を大切にする）
に記録できるようにする。（体 の違いに気づいたりする場 ②対象の深い理解につながる
験の経験化を図る） を大切にする。 専門的な関わりを重視する。

③図や表で表現することを積極 ③子どもが発する美しい言葉 ③教師自身が豊かな感性で子
的に促す。 を逃さない。 どもと学習を創る。
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２ 自分らしさを発揮しながら対象（自然事象）に近づいていく子ども（研究の総括）
◎豊かな感性を磨くとは
【見えなかったものが見えるようになる】過程における心の働き

体験レベル 発見レベル 放っとけんレベル

対象との関わりがほとんどない 対象と重なり始め，対象が見せ 霧が晴れるがごとく，喜びや
状態。見えども見えず，又は全 る姿への気づきが生まれる。対 感動を伴いながら対象と自分
く気がついていない，意識にな 象と自分との関係を模索し始め とが重なって一体となる状態。
い状態。 る状態。 対象を放っておけなくなる

↓手立て ↓手立て ↓手立て
体験の重視，学習展開をイメー ずれ（矛盾）を与え，自ら問い 内面から発する素直な言葉（美
ジし，子どもと対象との関わり をもって対象に働きかけられる しい言葉）を逃さない。対象
をしかける。 ようにする。 と一体化する喜びを共感する。

「見えなかったものが見えるようになる」過程を体験→発見→放っとけんの３段階で示した。
自分にとって全く別物だったものが友との共通体験の積み重ねからぐっと近づき，問いを持ち
ながら関わりを深めることで，子どもと対象とが一体となる。（私たち教師からは自然事象の
もつ理との距離を縮めている）この段階までいくと，対象に対して放っておけなくなる。つま
り，子ども自身にとって対象が価値あるものに変容することではないか。自然事象との関わり
において磨かれる感性とは価値あるものに気づく感覚を研ぎ澄ませていく営みであると考える。

の大きさは主体性を表している。対象との距離が縮まる程，主体性もより発揮される。

◎一人一人が自分らしさを発揮しながら対象（自然事象のもつ理）との距離を縮めていけるよ
うにするための支援の方向
子どもが対象に対して「見えなかったものが見えるようになる」営みにおいて，言うまで

もなく対象との関わりの繰り返しが必須である。この中で教師が，対象その物や友，専門家
と子どもをどう関わらせるか，子どもと対象との距離の段階【体験レベル・発見レベル・放
っとけんレベル】を見極めながら，授業をデザインして，子どもに投げかける，また子ども
の気づきを信じてじっと待ちつつもタイミングを逃さずに出る時は出る，といったオンデマ
ンドの支援が大切ではないか。子どもの先頭に立って教えこむのではなく，先を見据えて子
どもを歩ませる支援である。このことはつまり“教師の感性”によるものではないか。３年
生の事例にあるように教師自身が対象に浸り込み，教師自身が対象との距離を縮めていく営
みを続けることで，子どもへの支援もより鋭角的になるのだろう。
また，共に学ぶ集団としての友との関係も欠かせない。安心して気づきや思いを語れる集

団づくりを心がけ，考え方のずれを取り上げたり，感動体験を共有したりできるようにする。
そして，対象と向き合った子どもたちの内面から発する素直な言葉（美しい言葉）や放っ

ておくと流れてしまう子どもたちの気づきを見える形にして残し，共感の姿勢を崩さずに子
どもたちと共に歩む教師でありたい。

３ 今後の課題
私たちは“感性”を観点に『豊かな感性を育むいのちの教育』と題して，生物分野を糸口と

しながら科学する心を育むために大切な教師の支援の方向について研究を深めてきた。この中
で子ども自身が対象としてきたものは，“いのち”であり，“本質”や“摂理”“自然の理”等
にも置き換えることができる。“いのち”という言葉の響きは生き物や生命の営みを連想させ
られるが，“本質”や“理”の意味を含めると物理化学分野や地学分野も包括し，自然事象全
てを対象としてもよいのではないか。
また，感性が磨かれた姿として「見えなかったものが見えるようになる」ことは，価値ある

ものに気づく姿であるならば，自然の法則性や事象が示す規則性等にも価値はあるだろう。気
づかなかった規則性や等時性等に気づき，応用する姿はまさに感性が磨かれた姿となる。
一方で，「見えなかったものを見えるようにする」ために，物事の関係を結びつけたり関係

づけたり意味づけたりする心の働きは“創造性”の育ちの中に現れるように感じる。つまり，
自ら主体性をもって対象となる自然事象に関わろうとする子どもの心にその子らしい関連のさ
せ方やつなぎ方，関わり方があり，これは既習内容や生活経験が重要な素地となるであろう。
そこで，今後は“創造性”を観点に，科学する心を育むための方向性を探っていきたい。

自 分 自 分対 象 対 象
自分と対象
との一体化
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Ⅲ 科学する心を育む「中洲教育」２０１４
２０１４年度の計画

たくましい創造性を培ういのちの教育
～「あっ，そうか」とつながりに気づきながら自ら対象（自然事象）に近づいていく子ども～

１ 全体計画
１ テーマ設定の理由

１年生の図工「はこはこはこ」で，空き箱を使ってロボット

や車，家作りをしてきた子どもたちは，作るとすぐに遊び出す。

しかしテープで固定されていて腕が動かないロボットやタイヤ

が回らない車では思うように遊べず，物足りなさを感じていた。

「しょうがないよ」と諦める子どもがいる中で，「ぼく，タイ

ヤが回る車の作り方を知ってるよ」とＡＳ君が改造を始めた。

すると「本当に回る！本物みたい。教えて！」と回る仕組みが

一気に広がった。

２年生になり，１年生の頃のおもちゃ作りをさらに発展させたいと願い，生活科で教師は大

量の輪ゴムを用意した。「割り箸鉄砲」や「飛び出すロケット」等，動きのあるおもちゃ作りに

子どもたちは飽きることなく没頭した。子どもたちは自分のおもちゃを作りながらも，近くの

友だちの作るおもちゃをのぞき込み，工夫や成果を語り合いながら活動を進めていた。そこで

教師は「見て見てタイム」を設定し，うまくいったことや見てほしいことができたら「見て見

てコーナー」に行って周囲に呼びかけ，発表できる場を整えた。

ＳＭさんは牛乳パックをつなげたバスを走らせようと工夫を重ね

ていた。最初は形を整えていたが，「見て見てタイム」でゴムの力を

使うとタイヤが回る仕組みができることを知ると，長い車体のバス

に応用を試みた。大きな車体のバスはタイヤの軸の位置取りが難し

かったり，最初牛乳瓶のふたをタイヤの材料にしたため不安定だっ

たり，タイヤの接地面にゴムを付けようとしても操作が難しかった

りと思うようにいかない。そのうち，牛乳瓶のふたからプリンカッ

プにタイヤを変えて回るようになると自ら「見て見てタイムのコー

ナー」に行き，そのことを生き生きと発表する。さらに「（タイヤだけでは回るけど，床に置く

と回らない）どうしてかな？誰か教えて！」と呼びかけた。（2013年 1月～ 2013年７月実施）

私たちは，「科学する心を育む中洲教育」と題し，科学が好きな子どもを「自分らしさを発揮し

ながら対象（自然事象）に近づいていく子ども」と据えながら，学習環境を整え，子どもの学び

を見つめる中で，『見えなかったものが見えるようになる』過程の中に『価値あるものに気づく感

覚を研ぎ澄ませていく営み』の大切さや支援の方向性を定めることができた。

上記の事例は，おもちゃ作りに没頭しながら作品の価値を高めている子どもの姿である。初め

て作ったおもちゃに物足りなさを感じたり，一人の友だちの発言から「教えて！」と解決の方法

を求めたりする様子に，友と共によりよいおもちゃ（対象）にしようとする強い願いを感じる。

また，ＳＭさんの姿からは友だちの仕組みからヒントを得て自分のおもちゃに取り入れ，困難を

乗り越えながら作品作りに浸り込む貪欲さや諦めない強さ，自分の喜びを発表するだけでなく解

決策を友に求めようとするひたむきさを感じる。

この事例に見られる子どもから，たくましい創造性を捉えることができる。“たくましさ”とは

自分の内側にある可能性に対する期待で，折れない・ぶれないといった心の強さである。また，“

創造性”とは「新しい何かを考え出すこと」であるが，その子自身の既習内容や生活経験が基盤

となり，事象とそれらのつながりに気づいたときに直感的に語られたり，友と共に語り合う中で

関係を見い出したときに表出される。このことは知恵（活用する力）となって積極的に事象に働

きかけていく原動力（自主性）になると思う。子どもたちがたくましい創造性を発揮することで，

事象と事象の背後にある事柄とがホリスティックに結びつき，科学する心が育まれていくのでは

ないだろうか。

回る仕組みを語るＡＳ君

活動に浸り込むＳＭさん
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そこで，2014 年度の研究テーマを「たくましい創造性を培ういのちの教育」とし，“いのち”
を“自然事象の理”と意味づけ，生物分野にとどまらず，物理化学分野や地学分野も包括して，

生活科・理科の教科を糸口に“いのち”＝“自然事象の理”に迫る子どもの姿を追っていきたい。

また，「見えなかったものが見えるようになる」時，子どもは「あっ，そうか」という心が躍動し

ながら納得する感動を伴う。そこで，子どもたちが対象が示す姿に秘められた背後の関係や働き

を自らつなげ，そのつながりに気づいたときの「あっ，そうか」という呟きに込められる思いを

大切にしたいと考え，“「あっ，そうか」とつながりに気づきながら自ら対象（自然事象）に近づ

いていく子ども”のサブテーマを据え，支援の方向を探っていきたい。

２ 研究計画
◎研究の立場

右の図は，昨年度の研究総括である。昨年度私たちは創

造性を『生活経験や既習内容を基に，繰り返し関わる中で，

対象に対するイメージを更新させていくはたらき』とした。

子どもがイメージを更新させていくことが対象との距離を

縮めている姿とし，生活経験や既習内容を取り込む働きを

創造性としたのである。本年度の感性を視点にした研究か

らも，子どもにとって対象と一体になることが「見えなか

ったものが見えるようになる」ことであり，豊かな感性を

磨いている姿としている。つまり，子どもが対象に近づく

とき，創造性も感性も育まれているのである。

そこで次年度は“たくましい創造性”を培うために，『つながる』『気づく』という視点を切り
口にして，「包括されたイメージを持つ対象（下の表参照）」に向かって，どれだけのつながりを
子どもたちは取り込んでイメージを形成させていくのかを見極めたい。そして，イメージの形成
や更新のきっかけをより深く洞察することで，科学する心を育むための支援のあり方を探ってい
きたいと願う。

◎研究の視点 ●印の単元は次頁以降に具体的計画を掲載する。

視点となる対象 単元（学年） 視点となる対象 単元（学年）

人間生活と環境の関係 ●人と自然（６年） 生命の連続性 ●昆虫の育ち方（３年）

循環 ●水のゆくえ（４年） ●物のとけ方（５年）

有限性

平衡 ○てこのつり合い（６年） ○電気の利用（６年）

＊生活科ではつながりに気づく体験の積み重ねを願っている。この積み重ねがたくましい創造性を培う

という立場で子どもの姿を追っていきたい。 【●どんぐりごまを作ろう （１年）】

◎研究の進め方（→：本年度の研究成果から大切にしていくこと）

① 前提となる子どもの考え（その根拠）を明らかにする。
→子どもの既習内容や生活経験を知る努力をする。それを踏まえて，体験の場を設定
し，問いを生むための共通基盤を整えながら，事象と十分に関われるようにする。

【体験レベルの支援】
② 子どもの思考に沿った学びのプロセスを保障する中で，子どもの追究の姿を追う。

→子どもの予想や友の考え方とのずれが意識できる事象提示を工夫し，モデル化やお
互いの考えの重ね合わせをしながら，問いの解決に向けてより具体的なイメージを
形成できるようにする。 【発見レベルの支援】

③ 子どもにとっての対象の意味を考察する。
→「あっそうか」と呟く子どもを見逃さない。教師は，それまでの子どもの追究を「学
びのエピソード」として具体的に語れるようにする。【放っとけんレベルの支援】
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２ 科学する心を育む生活科・理科の学習から

１ 生活科での具体的計画

（１）１年「どんぐりごまを作ろう」
研究の視点から期待したい姿

自然遊びから手に入れたどんぐり。そのどんぐりを使って様々な遊びをする中でこま遊びを

取り上げる。よく回るこまと回らないこま，友だちの工夫や軸の長さや位置を工夫し，子ども

たちが願う「よく回る」こまの完成に近づける。平衡の概念の素地となる学習。

学習活動 ◆期待するつながりの気づき（創造性）○：支援

自然遊びの中でどんぐりをたくさん拾う ○季節遊びの経験を生かしてどんぐりで何か作

◆夏の汁遊びみたいにどんぐりで作りたい。 りたいという願いを取り上げる。

◆保育園の頃，どんぐりごまを作ったよ。 ○入学前にどんなどんぐり工作をしたか把握し

よく回るこま作りをする ておく。

◆○○さんは軸が長くてよく回るね。 ○友だちとの交流を大いに認め，関わりの中か

◆丁度真ん中に楊枝を入れるとよく回った。 ら工夫が生まれるようにする。

２ 理科での具体的計画

（１）３年「昆虫の育ち方～チョウを育てよう～」
研究の視点から期待したい姿

畑で栽培中のキャベツが穴だらけ。よく見ると青虫がいる。教室で飼うことになり観察を続

け，羽化の感動を味わう。羽化できなかった蛹もいたことから，もう一度卵から飼育を行う。

２サイクルの飼育観察，昨年度の蚕の飼育ともつなげながら生命の連続性に気づく学習。

学習活動 ◆期待するつながりの気づき（創造性）○：支援

畑のキャベツを見に行こう ○子どもたちとはキャベツを食べるために育て

◆去年の大豆みたいに虫に食べられている。 るようにし，青虫との出会いを演出する。

青虫を飼育してチョウになるか確かめよう ○蚕や子どもたちの飼育体験を発言できるよう

◆去年の蚕さんみたいだけど，とても小さい。 促し，消えない黒板に残す。

２回目も同じようにチョウになるか確かめよう ○２サイクルを繰り返すことによって完全変態

◆チョウは卵，幼虫，蛹，と繰り返すんだね。 するチョウの変化に気づけるようにする。

（２）４年「水のゆくえ」
研究の視点から期待したい姿

運動会練習でぬれたタオルをベランダと教室に干す。３時間後に乾き方の違いから，水がど

こに行ったか考え合う。「親子カード型学習シート」を活用し「日向と日陰の違い」「晴れと雨」

等，個の追究を支える。社会科の上下水道の学習とも関連させながら水の循環に気づく学習。

学習活動 ◆期待するつながりの気づき（創造性）○：支援

ぬれたタオルの乾き方の違いとの出会い ○ぬれたタオルを日向と日陰に置き，どちらが

◆そういえば雨の日は乾きにくいよね。 早く乾くのか問う。

水はどこに行ってしまったのだろう ○「親子カード型学習シート」を活用し，一人

◆湯と水では湯の方が蒸発しそうだよ。 一人の追究の足跡を残せるようにする。

◆空気中の水蒸気は水に戻せないのかな。 ○理科の学習と同時進行で，社会科「水道水や

プールや土からも蒸発しているか調べる 下水道」の学習を進め，相互に関わりが持て

◆見えないけれど空気中に水蒸気があるのは るようにする。

不思議。私たちも川の一部なんだね。 ○子どもの素直な気づきを聞き逃さない。
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（３）５年「物のとけ方」
研究の視点から期待したい姿

シュリーレン現象の不思議さから溶けることに関心を寄せ始める子どもたち。一定量の水に

溶ける量に限りがあることを調べる。溶けたはずの水溶液から析出するミョウバンの不思議さ

は結晶作りに発展。見えないけれど存在することをイメージしながら有限性に気づく学習。

学習活動 ◆期待するつながりの気づき（創造性）○：支援

食塩のシュリーレン現象の観察 ○シュリーレン現象の観察では，「比べ上手・

◆滝や油のようにどろどろ流れている。 例え上手・記録上手」の観察の視点を与える。

◆透明だからなくなってしまったのかな。 ○とけて見えなくなった水の中にも食塩が含ま

ミョウバンと食塩の溶け残りを溶かそう れているのか問い，モデル図を活用する。

◆紅茶は熱いと砂糖がよく溶けたから温めれ ○モデル図に表された記入内容の違いから，は

ば溶けると思うよ。 っきりさせたいと願う子どもたちの期待感を

◆食塩とミョウバンはとけ方に違いがある。 高めるようにする。

◆湯で溶けたはずなのに，ミョウバンが出て ○条件制御しながら実験が進められるようにす

きたよ。 る。ここでも「親子カード型学習シート」を

様々な物の結晶作りに挑戦しよう 活用し，一人一人の追究過程を記録する。

◆砂糖はほとんど溶けてしまう。氷砂糖のよ ○学習の発展として，子どもたちが持ち寄った

うにきれいな結晶にしたいな。 ミョウバンや砂糖・食塩等を使って結晶作り

◆お湯に溶ける物の方が早く結晶ができた。 を行う。既習内容とつなげながら手際よく進

◆物によってとけ方に違いがあるんだな。 められているか経過を見守る。

（４）６年「人と自然」
研究の視点から期待したい姿

これまでの学習を想起しながら「食べる食べられる関係」，「空気中の酸素や二酸化炭素の循

環」，「雨や川といった水の循環」を扱う。それぞれが個々に存在するのではなく，つながりの

中で生きていることに着目しながら人間生活と環境の関係に気づく学習。

学習活動 ◆期待するつながりの気づき（創造性）○：支援

食べる食べられる関係調べ ○給食のメニューの食材を洗い出し，食べる食

◆食べ物の始まりを調べてみると，全部植物 べられるを視点として元を考え合うようにす

になっているね。 る。

◆動物の糞は植物の肥料になっているからう ○行き着く先は植物だが，動物も植物に肥料を

まくつながっているよ。 与えていることに気づけるようにする。

空気中の酸素や二酸化炭素の量調べ ○光を当てた植物は酸素を出していることを実

◆人は呼吸以外にも車や暖房で二酸化炭素を 験を通して理解できるようにする。

多く出している。 ○植物，動物，人，それぞれをカードで板書し，

◆植物は酸素を出しているって聞いたことが それぞれ矢印で気体の動きを示す。板書によ

あるよ。 ってつながりに気づけるようにする。

◆空気中の酸素や二酸化炭素も前と同じよう ○読書の読み聞かせで「地球環境問題」を扱う。

にうまくつながっているんだね。 それぞれのつながりの均衡が崩れたらどうな

水のゆくえ調べ るか，均衡が崩れることはあるのか等，話題

◆前にやったように水は氷や水蒸気に変化し にして話し合う。

ながら地球上をくるくる回っている。 ○これまでの学習との関連も生かし，多くのつ

◆こうしてみると，地球上の生き物は全部つ ながりの環の中に自分自身も入っていること

ながっているんだね。 に気づけるようにする。
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３ 「科学する心」を育む環境作り2014

対象に向き合いその学びに没頭する子どもたちは，快活で個性的で心が解き放たれてい

る。その時の子どもも学習集団も目的意識が明確であり，自律的である。それは同時に，

教室内に，友と共に学ぶことへの安心感や自己肯定感が，その根底に流れていなくてはな

らない。学びに心地よい機能的な物的環境を整えることに加えて，自分らしさが発揮でき

る心的環境をどう構築するかという視点が重要である。

１ たくましい創造性を育む心的環境を整える具体的計画

（１）子どもを育てる輪の重なりを受け入れ指導に生かす教師

子どもたちは，幾つもの輪をくぐりながら様々な力を伸ばし成長しているという認識に立

って，教師自身ができるだけその輪の中に入り，自らの授業力向上に取り組むことが重要で

ある。授業交換や TT 指導など指導形態が変わったとしても，指導の持ち味を発揮すること
ができる教師の努力が必要である。担任以外の職員から教わるこれらの取り組みは，子ども

たちにとって貴重な時間であるばかりでなく，教師にとっても日々の授業改善に結びついて

いる重要な取り組みである。

一方，グループ・学級・学年・児童会など形や大きさの異なる輪を通して，じっくりと経

験することが，安心感のある学びの集団づくりには欠かせないと考えている。

学年集会や全校児童集会，姉妹学級との交流会，校長講話などで，全職員がそこで育てる

子どもの姿（力）を共有し心を揃えて取り組もうとする，このような指導体制を今後も出来

る限り継続したい。そして，追究を深めたり新たな挑戦を重ねたりする子どもたちの学びを

支える安心感や自己肯定感を育んでいきたい。

（２）学校支援活動に取り組む地域力と保護者の授業参加

学校運営協議会を持つ本校は，コミュニティースクー

ルとしての活動を毎年充実させている。学習支援や登下校

の安全見守り，農業体験など 6 つの部会に分かれた活動に
主体的に取り組んでいる。多くの方々が学校運営や学習活

動に関わってきた。その取り組みのなかで，課題として挙

げられることは持続可能な支援体制の維持にある。そして，

導き出された結論の一つとして次のことが挙げられる。す

なわち，地域の人々にとっても，学校支援活動を通して得

るものがなければならないということである。支援活

動は，学校にとって都合のよいことばかりを考えてい

てはひずみが生じてしまう。

農業体験活動（中洲クラブ）に関わる方の言葉が心

に残っている。それは，「よく『子どもから元気をも

らう』と言うけれど，そんなことはないだろうという

思いで取り組んできたが，長年関わってきてそのこと

は本当だなあと思う。畑をやったり田んぼの準備をし

たりしながら，私自身楽しみになってきた。」という

ものである。ライフワークとしてやりがいや張り合い

をもって取り組んでいる地域の方の関わりに，学校がそして，子どもの育ちが地域の輪のな

かにあることを感じとることができた。

一方，学級における学習に保護者が参加することもある。アサガオの蔓を使ったリースづくり

や初めて小刀を使って飾り鉛筆を制作する場面などでは，グループ毎に保護者や地域の方の支援

をいただきながら学習が展開される。「自分の子どもをみることも楽しみにしてきたけれど，気

軽に声をかけてきてくれたので，（我が子の）クラスのお友達とも仲良くなれてとても嬉しかっ

たです。」という感想もいただいた。

担任にとっても教室内に地域からの力や保護者の支援があることが心強い支援となっている。

たくましい創造性を育む環境作りとして，このような関係を継続させていきたいと考えている。

稲刈りを学ぶ（中洲クラブ）

外部講師（ひょうたんお守り）
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（３）親子で学ぶ場の充実

本校では親子で学ぶ場を企画実践している。親子観劇会や親子保健学習会，親子観察会や

夏休み中の親子共同制作課題などである。前述の中洲クラブなどもあげられる。保護者に対

して学校を開くという点でも，親子の話題を盛んにするという意味でも，今後も継続させた

い内容である。

保護者にとって学校が身近で親しみの持てるコミュニティーセンターとしての役割を持ち，

保護者の願いや思いを肌で感じ取るよい機会であると考えている。

２ たくましい創造性を育む物的環境の充実を目指した具体的計画

（１）植物を世話する子どもの足音を聞かせて育てるふれあい農園や学校花壇での栽培活動

朝登校するとペットボトルに水を入れて自分が

育てているものに通う子どもたちの姿が見られた。

夏休みには早朝から育てている植物の世話に訪れ

る親子の姿も見られた。自由なレイアウトができ

るふれあい理科園へも広い花壇へも，子どもたち

は主体的に働きかけ，その動きが家庭にも広がっ

て保護者の関心も高まっている。校地が広く恵ま

れている環境を十分生かして，価値ある体験を

重ねていきたいと考えている。

（２）学習の足跡を記す学習掲示の活用

子どもたちの気付きの深まりをとらえるとき，

模造紙などに記録された「消えない板書」の活

用は重要である。また，教師にとっても子ども

にとっても大切な学習の記録となる。さらに，

写真や映像などを交えた学習の記録は，成長や

変化の様子を振り返る場面でも大いに活用する

ことができる。現在「中洲NOW」の掲示板で各

学年の活動を紹介しているが，教室における学

びの文化として，子どもたちが学習の手応えを

感じて活用できる掲示環境を，各教室で整えて

いきたいと考えている。

（３）中洲小学校の宝物や中洲美術館の充実

歴史と伝統のある本校のあちこちに，先輩や地

域から贈られたり作られたりした宝物がある。そ

れは，中洲小学校に学ぶ子どもたちに寄せた願い

や思いの表れである。例えば，清水多嘉示作のブ

ロンズ像（「雄飛」），平和と友愛のメッセージが

込められている青い目の人形「メリーアン」と「ス

ーザン」，校章である「梶の葉」と梶の木，諏訪

の樹木「カリン」の木，地域の方々と共に整備し

た昇降口前のエントランスエリア，上社相撲保存

会の方の力を得て整備している土俵，盛り土され

て水はけがよくなった校庭などである。

これらの宝物に寄せられた温かな思いに触れ，

子どもも職員もそのよさを感じながら，受け継

ぎ引き継ぐ思いで日々の活動に専念していきたいと考えている。

また，中洲美術館として校内に児童の作品が数多く展示されている。絵画指導の成果とし

ても，事前指導の資料としても幅広く活用することができる。今後，活用方法を検討して，

理科的な環境と共により充実するように努めたい。

ふれあい農園でのかかわり

学校花壇に咲きそろう花々

掲示板「中洲 NOW」
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Ⅳ 終わりに
本研究の出発点は，対象との関わりを深め

ていく子どもの追究過程を，「主体性」「創造

性」「感性」の 3つの切り口で明らかにしよう
と取り組んだことだった。この 3 つ切り口か
ら子どもの追究をとらえてみると，3 つの輪
はそれぞれ重なり合いつながり合っていて，

その中心には，その子の追究が軸のように貫

かれているように感じられた。

（右がイメージ図）

3 つの輪を軸から取り外すことはできない
し，3 つの輪以外にも軸に係る様々な輪があ
ることも考えられた。

今年度は「感性」に焦点を当てて，子ども

にとっての対象が価値あるものに変容する（対

象との一体化）感覚を感性ととらえた。

感性が磨かれるに従って，今まで見えなかったつながりや関係性がとらえられるようにな

り，新たな見方を獲得することにつながっている。それはまるで立ちこめていた霧が次第に

薄くなり，やがて色鮮やかな景色が眼前に現れることに似ている。霧の有無にかかわらず，

色鮮やかな景色は最初から存在しているのである。

一方，「もっと知りたい」「もっとできるようになりたい」という願いをもって，対象に近

づこうとして繰り広げられる追究のプロセスでは，対象の本質を明らかにするという手応え

を感じることができるとともに，実は，自分らしさを発揮しながらそれまで気付かないでい

た自分のよさや可能性を追い求めていく，言い換えれば，自己の充実を求めていく営みにつ

ながっているのではないかととらえてみた。つまり，自己の充実を求める潜在的なエネルギ

ーが対象に近づこうとする追究の原動力となっているのではないかと考えた。

このような子どもの内面の動きを論じあうことは，子どもをとらえる教師の視点の広がり

や深まりにつながり，教師の実践力を裏から支えることにつながっていると受け止めている。

目に見えない子どもの心の内を理解しようとするには，私たちは大きさの異なる輪を幾つも

持ち合わせていなければならないと感じた。

さて，子どもたちはそれぞれが自分の輪の中で

生きている。そして，それは子どもたちだけの話

ではない。また，輪の中だけが全てではないこと

も明白である。見えていないだけで，輪の外の世

界が必ずある。最終的には，自然という大きな輪

の確かな存在に触れるとき，人はただ受け入れる

術しか持ち得ないことを実感させられる。

本研究を通して，目の前の子どもの表情をその

まま受け止め，その動きをそのまま受け入れるこ

とのできる教師としての自分づくりに励み続けた

いと改めて感じた。

学校長 德原 嗣久

ＰＴA会長 三澤 隆二

研究代表 清水 秀朗

執筆 清水 秀朗

德原 嗣久

主体性

感性

創造性

追究

「感性」「主体性」「創造性」のイメージ図


