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ⅠⅠⅠⅠ    はじめにはじめにはじめにはじめに 
  本校の「科学好きな子どもを育てるプロジェクト」 

の応募は、今年度で 15 年の継続となる。小中併置校の  
優位性を生かした系統的な理科授業の計画と「学びの 
サイクル」の授業実践並びに、科学に対する興味・関 
心を喚起させる「おもしろ科学祭り」や地域や自然の 
恩恵を得る行事としての「うつぐみ集会」など、竹富 
小中学校独自の取組みを継続、発展させつつ、子ども 
たちの「なぜ？」「どうして？」などの気づきを喚起さ 
せ、これらの体験活動を通して、感性豊かな児童生徒の 
育成を図っている。 

  特に、小中併置校であることを生かす取組として、年間を通しての中学生と小学生の縦割り

活動が挙げられる。毎朝の清掃活動、各種の学校・地域行事での活動の際、中学生がリーダー

となり、小学生をまとめ、良き見本となる行動をとっている。中学生はリーダーとしての自覚 
を高め、後輩に教えるため、物事に対し、より深く考える機会を多くもつ。また、小学生は、 
中学生の様々な取り組みを見ながら、新鮮な学習の機会を得、学びに対する意識を高めている。 

ⅡⅡⅡⅡ    科学好科学好科学好科学好きなきなきなきな子子子子どもをどもをどもをどもを育育育育てるプログラムてるプログラムてるプログラムてるプログラム 
１１１１    これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組みみみみ 

   竹富島は沖縄県の八重山諸島に位置し全島が隆 

起珊瑚礁でできているため極めて平坦で最高標高 

でも 21ｍしかなく、南北に長い楕円形の形をした 

周囲 9.2 ㎞、面積 5.4ｋ㎡の小さな島である。川が 

存在せず、島の先人たちは、井戸水と天水に頼っ 

た生活を余儀なくされてきた。年間 20 数回もの五 

穀豊穣を祈る農耕儀礼を今に伝えているのもその 

ような先人たちへの敬愛心のあらわれである。特に 

種子取祭（タナドゥイ）は、約 600 年の伝統があると言わ 

れており、島の行事の中で最も盛大で、1977 年に国の「重要無形民俗文化財」の指定を受け 

ている。そんな大きな行事も「協同・共生・相互扶助」の意識のもと一致協力の体制が整っ 

ている。島ではこの精神文化を『うつぐみの心』と呼び、島全体で協力して文化、自然、地 

域など、教育環境を守っている。 

     そんな環境の中、「科学好きな子どもを育てる実践」は、学校を主体として、地域の協力 

の下、様々なアイデアを出しながら、自然体験やものづくり体験などの地域の素材を生かし 

た身近な体験学習を中心に、継続実践してきた。昨年の活動（授業の工夫、親子体験学習、 

地域企業との連携、動物の飼育、科学祭りなど）の成果として、子どもたちの「はてな？」 

を発見する目、ものの多面的な見方が育ち、体験活動の継続、学習環境の整備が子どもの学 

習意欲の喚起につながることがあげられた。 

このように、「ソニー教育論文への応募、継続研究」の中で、児童・生徒は、身の回りで起 
こる様々な事象に大人も驚くほど、よく気づき、興味を注ぐ。学習に対しても、意欲的に 
取り組み、楽しみながら身の回りの不思議を解明していこうとする姿勢が育っている。 

写真写真写真写真 1    竹富島竹富島竹富島竹富島のののの風景風景風景風景 

写真写真写真写真 2    伝統行事伝統行事伝統行事伝統行事へのへのへのへの参加参加参加参加 
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 2    今年度今年度今年度今年度のののの取組取組取組取組みみみみ 
現竹富校の課題として、自主的に実験・観察で習得した知識を生活に関連付けること、生活 

の中で活用すること。また、既習事項を用いて表現することが挙げられている。 
そこで、今年度は、小中併置校である利点を生かした取り組みを中心に「科学が好きなこど

も」を育成していきたいと考え、サブテーマを「小中併置校を生かした体験活動の充実」とし、

「うつぐみプロジェクト 2013」を計画した。毎年、工夫を繰り返す「おもしろ科学祭り」、PTA
と連携した「親子体験学習」に加え、今年の縦割り活動で新しく取組んだものに、中学生によ

る「出前授業」がある。また、小学生は、海岸清掃やエコ活動など新たな取り組みを開始した。 
今年も、小中併置校の特性を活用し、子どもたちが切磋琢磨する中で、子どもたちが「わく

わくする」ような学習課程、環境を設定し、探究活動を楽しませ、科学が好きな子どもを育成

していきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
      (1)(1)(1)(1)学学学学びのサイクルとびのサイクルとびのサイクルとびのサイクルと研究仮説研究仮説研究仮説研究仮説 

身のまわりの事象に目を向け、「なぜ？」を解決する探究活動を「学びのサイクル」（① 

課題発見→②課題追究・解決→③まとめ・発表→④活用・深化）とし、次の２つの研究仮

説を立て研究を進めた。 

①①①①研究仮説研究仮説研究仮説研究仮説１１１１    

     小中併置校の特色を生かした系統的な理科の授業を展開し、探究活動を工夫すること

により、科学に興味を持ち、楽しみながら科学できる、科学好きな子どもが育つであろ

う。 

②②②②研究仮説研究仮説研究仮説研究仮説２２２２    

竹富島の地域素材を教材化し、身近な理科を意識させることで、科学的に物事を考え 
る習慣が身に付き、科学の楽しさに気づく機会を増やすことができるであろう。 

      (2)(2)(2)(2)    プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの構想構想構想構想とととと身身身身にににに付付付付けさせたいけさせたいけさせたいけさせたい力力力力 

        うつぐみプロジェクト構想図（P3、図 1 参照） 

        ①①①①    うつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクト 1111【「【「【「【「学学学学びのサイクルびのサイクルびのサイクルびのサイクル」」」」をををを生生生生かしたかしたかしたかした授業授業授業授業】】】】    

          小中併置校の優位性を生かした、系統的な理科・生活科・総合的な学習の授業等の 

展開と充実を図り「科学が好きな子ども」の育成に直接的に迫る。 

        ②②②②    うつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクト２２２２【【【【わくわくサイエンスわくわくサイエンスわくわくサイエンスわくわくサイエンス体験体験体験体験】】】】    

          子どもたちがわくわくするような目的が明確な体験的な活動をとおして         

て、科学に対する興味・関心を喚起する。 

        ③③③③    うつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクト３３３３【【【【はてなはてなはてなはてな？？？？発見発見発見発見ランドランドランドランド】】】】    

          学校全体を「はてな？発見ランド」と捉え、環境整備に取り組むことで子どもたち

の「見る目」、「感動する心」を育む。 

本校の考える「科学が好きな子ども像」 

１ 様々な事象に「なぜ？」を発見し、楽しみながら解明しようとする子ども 

２ 不思議に対し「予想」を立て、見通しを持って、解決しようとする子ども 

３ 探求し、得られた結果や考察を創造性豊かにまとめ表現できる子ども 

４ 探求活動を通して得られた知識、技能をより生活や新たな探求活動へ活用・深化させ

ようる子ども     
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プロジェクト１ ～学びのサイクルを生かした理科の授業～ 

 小中併置校の優位性を生かした、系統的な理科の授業の展開と充実を図り、「科学が好きな子ども」

の育成に直接的に迫る。 

 

   理科における系統性 

気づく 小 1・2 年生活科 

↓ 

関係づける 小 3・4 年理科 

↓ 

多面的に考える 小 5・6 年理科 

↓ 

科学的に思考し、判断する 中学校理科 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図図図図１１１１    うつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクト構想図構想図構想図構想図 

科学が好きな子ども（自ら探究する子ども） 

プロジェクト２ ～わくわくサイエンス～ 

 

子どもたちがわくわくするような体験活動を通し

て科学に対する興味・関心を喚起する。 

 

１ 親子体験学習（島の自然）  

２ おもしろ科学祭り 

３ うつぐみ集会 

プロジェクト 3 ～はてな？発見ランド～ 

 

学校全体を「はてな？発見ランド」と捉え、子ど

もたちの「見る目」「感動する心」を育む。 

 

１ 食草園・蝶園の活用 

２ タケトミ農場・中学部農場での栽培活動 

３ ヤギの飼育と学級花壇の活用 

 

①いろいろな事象に自ら目を向け「はてな？」を発見することができる子ども（課題発見力） 

②いろいろな事象から課題を見いだし、追究・解決しようとする子ども（課題追究・解決力） 

③見通しを持って探究活動に取り組み、その結果を創造性豊に表現できる子ども（表現力） 

④探究活動を通して生まれた新たな課題を継続・発展して探究できる子ども（深める） 

 

課題発見 

まとめ 

発表 

課題対応 

課題解決 

活用・ 

探究 

地域素材地域素材地域素材地域素材のののの教材化教材化教材化教材化 
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ⅢⅢⅢⅢ    うつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクト 2013（（（（平成平成平成平成 24 年年年年 9 月月月月～～～～平成平成平成平成 25 年年年年 8 月月月月のののの具体的具体的具体的具体的なななな実践実践実践実践）））） 
    １１１１    うつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクト１１１１～～～～学学学学びのサイクルをびのサイクルをびのサイクルをびのサイクルを生生生生かかかかしたしたしたした理科授業理科授業理科授業理科授業～～～～ 
  (1)    小学小学小学小学１１１１・・・・２２２２年生年生年生年生    生活科生活科生活科生活科のののの実践実践実践実践【【【【発見発見発見発見のののの喜喜喜喜びがびがびがびが気気気気づくづくづくづく力力力力へへへへ】】】】 

①①①①    テーマテーマテーマテーマ～～～～身近身近身近身近なななな自然自然自然自然とのとのとのとの関関関関わりをとおしてわりをとおしてわりをとおしてわりをとおして～～～～ 
②②②②    テーマテーマテーマテーマ設定設定設定設定のののの理由理由理由理由 

     好奇心旺盛な低学年。多くのことを体験する中で、たくさんの気づきや発見が起きる。

また、身の回りには、日頃気づかない不思議が多くある。その未知の世界を様々な体験

をとおして気づき、他者と共有することができれば、その不思議をさらに追究しようと

する意欲へつながるであろうと考え、このテーマを設定した。 
        ③③③③    実践実践実践実践 

    アアアア    季節季節季節季節みつけみつけみつけみつけ 
     単元名単元名単元名単元名：：：：わたしとさんぽわたしとさんぽわたしとさんぽわたしとさんぽ「「「「はる･なつ･あき･ふゆビンゴはる･なつ･あき･ふゆビンゴはる･なつ･あき･ふゆビンゴはる･なつ･あき･ふゆビンゴ」」」」 
      校庭の植物や生物の変化に触れることで、｢はる・な  

つ・あき・ふゆ｣の四季の変化に気づくことができた。 
季節を通して五感をフル活用できる「ビンゴカード」を 
取り入れ、楽しみながら季節を感じていた。また、1･2 
年生ペアにすることで、2 年生は、これまでの経験と知識 
を生かし、１年生へ積極的にアドバイスする姿が見られた。(写真 3)  

    イイイイ    葉脈葉脈葉脈葉脈についてについてについてについて 
     単元名単元名単元名単元名：：：：植物植物植物植物のののの不思議発見不思議発見不思議発見不思議発見～～～～葉脈葉脈葉脈葉脈でしおりづくりでしおりづくりでしおりづくりでしおりづくり～～～～ 
      植物の葉には、栄養を送る管(葉脈)があり、その働きについて理解するとともに、葉

脈にもいろいろなタイプがあることを知ることができた。実際にクロキ(リュウキュウ
コクタン)を用いて、葉脈のしおり作りに挑 
戦した。以下の手順で行った。 
①葉を柔らかくする液につける。 
②柔らかな葉を優しく拭き取る。(写真 4) 
③葉脈を残し、葉を全てはがす。(写真 5) 
④葉脈をタオルにはさみ水気をとる。 
⑤葉を取った葉脈を色染めする。  
⑥色づけした葉脈を乾かしラミネートすると完成。  
葉脈の働きを知った子どもたちは、校庭に落ちている葉脈を見つけては、嬉しそう

に友だちに見せたり、見つけた場所を教えたりするようになった。 
    ウウウウ    おもちゃランドおもちゃランドおもちゃランドおもちゃランド(身近身近身近身近なななな自然自然自然自然をををを活用活用活用活用したおもちゃづくりしたおもちゃづくりしたおもちゃづくりしたおもちゃづくり)  
     単元名：つくってワクワク!! あそんでワイワイ!!  

木の実や木の葉、枝などを利用して、おもちゃ作りに取り組 
んだ。モモタマナの実を｢魚つりゲーム｣の魚に(写真 6)したり、 
ドングリの実でドングリごまを作りゲームの賞品にしたりと 
身の回りの自然を活用したおもちゃランドを楽しんだ。また、 
紙コップを「クレーンゲーム」の景品にしたり、ペットボトル 
を「ボーリングゲームやわなげ」のピン(写真 7)に活用したり 

写真写真写真写真３３３３    春春春春のののの芽芽芽芽みつけたみつけたみつけたみつけた 

写真写真写真写真４４４４ 写真写真写真写真５５５５ 

写真写真写真写真６６６６ 
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と、身の回りの物をリサイクルし、おもちゃづくりを 
楽しむことができた。 

エエエエ    野菜野菜野菜野菜のののの栽培栽培栽培栽培 
     単元名単元名単元名単元名：：：：やさいやさいやさいやさい作作作作りにりにりにりに挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（季節季節季節季節のののの野菜野菜野菜野菜づくりづくりづくりづくり）））） (写真 5) 
      冬やさいのジャガイモ作りに挑戦。これまでは、種からの栽 

培が多かった子ども達。種イモを畑に埋める際に、「どうして？」  
「なぜジャガイモ埋めるの？」など、これまでとは違う栽培方 
法に驚いていた。あまり水をかけすぎないことや、葉や茎が枯 
れてきたら収穫時期など、初めてのジャガイモ栽培に戸惑いな 
がら取り組んでいた。 

ジャガイモは収穫できたが、肥料不足か、実はやや小さく(写 
真 8)、数も少なかった。それでも、自分たちで植えたジャガイ 
モが実をつけ、収穫することができ、満足していた。また、 
野菜作りの難しさや世話をすることの大切さを感じていた。 

オオオオ    植物植物植物植物のののの栽培栽培栽培栽培 
                    単元名単元名単元名単元名：：：：わたしのはなわたしのはなわたしのはなわたしのはな そだてたいなそだてたいなそだてたいなそだてたいな！！！！ 
      小学１年生にとって初めての栽培活動。アサガオとの出会い。種の観察から、まき 

方、肥料のやり方など、一人一鉢でアサガオの栽培方法を体験することができた。そ 
の活動から、発芽、双葉、本葉、つる、つぼみ、はな、たねとアサガオの成長過程を 
観察した。毎朝の水かけの時に「わぁー！」と子ども達の驚きや喜び、発見の瞬間が 
あった。毎日、何か変化を見つけようと、意欲的にアサガオへのお世話に取り組んで 
いた。「花の色のちがい」「葉の大きさのちがい」「花の大きさのちがい」など友達のア 
サガオと比較しながら、多くのちがいを見つけていた。アサガオの花を集めて、色水 
遊びを行った。また、マリーゴールドの花びらでも、やってみた。「ぶどうジュースみ 
たい！」ときれいな紫色の色水を使って、和紙に色つけし、素敵な模様の作品ができ 
た。それぞれの仕上がりに、嬉しそうな表情で見せ合っていた。 

 
    ④④④④    成果成果成果成果 
     ア 年間を通して、定期的に校庭の自然を観察することで、四季の変化に気づき、普 

段は見落としてしまうような発見をすることができた。 
     イ 低学年には難しい「葉脈」という内容を、「葉脈のしおりづくり」をとおして、楽 

しみながら取り組み、植物の器官の役割を理解することができた。 
     ウ 植物や野菜の栽培活動をとおして、植物の成長過程や不思議、野菜による栽培方

法のちがいなどに気づくことができた。 
⑤⑤⑤⑤    課題課題課題課題 

     ア 校庭の自然観察で採取した生き物を飼育活動へと発展充実する工夫。 
     イ 身近な自然を活用した物づくりや取り組み内容の新鮮さと面白さの追求。 
 
 
 

写真写真写真写真７７７７ 

写真写真写真写真８８８８ 
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(2)(2)(2)(2)    小学小学小学小学３３３３・・・・４４４４年生年生年生年生のののの理科理科理科理科のののの実践実践実践実践【【【【比較比較比較比較するするするする能力能力能力能力・・・・関連関連関連関連づけるづけるづけるづける能力能力能力能力】】】】    

①①①①    テーマテーマテーマテーマ「「「「生生生生きききき物物物物をじっくりをじっくりをじっくりをじっくり観察観察観察観察しようしようしようしよう」」」」    

②②②②    テーマテーマテーマテーマ設定理由設定理由設定理由設定理由    

    これまでに子どもたちは、校内の植物の観察を通して、校内にある様々な植物があるこ 

とを理解している。その観察を通して、校内に多くの生き物がいることに気づいてきた。 

特に、オオゴマダラ、カバマダラ、モンシロチョウなど多くの種類の蝶が校内に飛んでい 

ることを観察している。しかし、なぜ多くの蝶が校内にいるのかを食草と関係づけて考え 

ることはできていなかった。そこで、３年生は、昨年、観察を通して気づいた４年生から 

食草と蝶の関係を教えてもらい、関係に気づかせ、４年生は、季節によって生き物の種類 

や数が変化することや昆虫の種類によっても成長の様子が違うことを関係づけ、考える 

ことができると考え、本テーマを設定した。 

③③③③    実践実践実践実践    

課
程

 

３年生の学習内容 ４年生の学習内容 

ふ
れ

る
・

つ
か

む
 

「校内の蝶を調べよう」 

～校庭にいる蝶とその数～ 

 

 

 

 

 

 

子どものノートから 

○オオゴマダラ・・・・８匹 

○カバマダラ・・・・１３匹 

○モンシロチョウ・・・２匹 

○ツマベニチョウ・・・１匹 

「春の生き物を探そう」 

～校庭にいる生き物の種類と数～ 

□観察記録の方法 

 ○全学年を通して行われている生き物ビ

ンゴカードを使って調べた。 

【表：竹富ビンゴカード（春の生き物）】 

バッタ カマキリ テントウムシ 

クモ チョウ ハチ 

オタマジャクシ さなぎ つばめ 

○食草が多くあるから蝶は多い。 

○生き物の種類は多い。 

○これから夏に向けて増える。 

関
係

づ
け

る
 

「蝶が集まる理由を知ろう」 

（なぜ、校内に多くの蝶がいるのか？） 

①蝶の食べ物が多くある。 

②蝶の家（住処）がある。 

③幼虫の食べ物がある。 

  

 ①の予想の観察 

 (知識)   蝶の食事は、花の蜜である。 

 (発見) 花が咲いていないところにいる。 

 (結果)   蝶は食べ物に集まっていない。 

 

  

「春と夏の生き物を比べよう」 

【表：竹富ビンゴカード（夏の生き物）】 

バッタ カマキリ テントウムシ 

セミ チョウ ハチ 

コガネムシ かえる カミキリムシ 

○春よりも種類が増えている。 

○ビンゴカードに書ききれない生き物もい

た。 

○春には見られなかった生き物がいる。 

○種類だけでなく数も多くなっている。 

 

蝶の観察の様子 オオゴマダラ発見 

発見発見発見発見    

予想予想予想予想    

予想予想予想予想    

発見発見発見発見    
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関
係

づ
け

る
 

②の予想の観察 

(知識) 葉っぱの裏や木に昆虫はいる。 

 (発見) どこを探しても蝶はいない。 

 (結果) 蝶の住処ではな 

い。 

  

③の予想の観察 

 (知識) 幼虫は葉っぱを食べる。 

 (発見) 葉っぱの裏に卵と幼虫を発見。 

 (結果) 蝶は卵を産みに集まってくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生き物を発見した場所をもう一度詳しく

調べて種類や数が増えた理由を見つける。 

追
求

す
る

 

「蝶と食草の関係を知ろう」 

○蝶の幼虫が食べている植物の名前を知る。 

・昨年学習している４年生から教えてもらう 

 

蝶の名前 食べていた植物 

オオゴマダラ ホウライカガミ 

カバマダラ トウワタ 

ツマベニチョウ 魚木 

モンシロチョウ セイヨウフウチョウ 

 

 

 

 

 

 

 

○教科書では、モンシロチョウの幼虫が食べ

るのはキャベツだとあったが、他にも食草

があることに驚いていた。 

「生き物の数が増えた理由を知ろう」 

【表：植物の成長記録カード】 

植物の種類 春 夏 

さくら 480cm 492cm 

アカギ 207cm 258cm 

校庭の芝生 8cm 18cm 

農園の植物 14cm 52cm 

○どの植物も生長している。 

○アカギの葉っぱの数は、144 枚から 372 枚

になっていた。 

  

 

 

 

自分たちの予想をもとに図書資料やインタ

ーネットを活用して調べる 

 

 

 

 

 

④④④④    成果成果成果成果    

    ア 毎年、第３学年で行われる蝶と食草の関係について４年生が伝えることができた。 

    イ 自分たちの予想をもとに、調べ学習を通して結論に結びつけることができた。 

    ウ 生き物が増える結果と理由を知ることで、因果関係と科学の「原理」を考えること

ができた。 

   ⑤⑤⑤⑤    課題課題課題課題    

    ア 生き物の種類や数は調べたが、からだのつくりなどの観察が充分にできていない。 

    イ 多種多様な表現活動の掲示と発表活動の工夫。 

蝶の幼虫を探す様

疑問疑問疑問疑問    

なぜなぜなぜなぜ、、、、種類種類種類種類やややや数数数数がががが増増増増

え て き た の だ ろえ て き た の だ ろえ て き た の だ ろえ て き た の だ ろ

うううう？？？？    

卵の発見 観察記録ノート 

植物植物植物植物のののの生長生長生長生長とととと生生生生きききき物物物物のののの数数数数はははは関関関関

係係係係があるのではないだろうかがあるのではないだろうかがあるのではないだろうかがあるのではないだろうか。。。。    

植物が生長していく 

植物をえさとするバッタが増える 

バッタをえさとするカマキリやカエルが増える 

発見発見発見発見    
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(3)(3)(3)(3)５５５５・・・・６６６６年生年生年生年生    理科理科理科理科のののの実践実践実践実践    

①①①①テーマテーマテーマテーマ    「「「「生生生生きききき物物物物がががが生生生生きていくためにきていくためにきていくためにきていくために必要必要必要必要なものをなものをなものをなものを調調調調べようべようべようべよう」」」」    

②②②②テーマテーマテーマテーマ設定設定設定設定のののの理由理由理由理由    

    子どもたちは、日々校庭や集落の中でいろいろな生き物を見たり鳴き声を聞いたり育て 

たりしている。その中で、生き物には好む食べ物（食草など）があることを学習、体験し 

てきた。 

    高学年では、肉眼では見えない食べ物や体の中で消化されていくものへ関心をもたせ、 

多面的に推論し、自ら調べることで、植物と動物では栄養の摂取のしかたにちがいがあり、 

生命の源となっているのは植物のはたらきであることを学んでほしいと考える。また、「生 

きる」ということが、どのようなことなのか、実験を通して、実感する中で、再認識し、 

いままでは、当り前だったことを科学的に考えてみる、科学的な視点をもって物事をみて 

ほしいと考える。食べ、食べられる生命の連鎖の中で生きていることを学ぶ中で、食べ物 

に感謝し、生命の偉大さに気付けるような取り組みとしていきた 

いと思い、本テーマを設定した。 

③③③③実践実践実践実践    

   アアアア    単元名単元名単元名単元名：：：：メダカをメダカをメダカをメダカを育育育育てようてようてようてよう（（（（５５５５年年年年））））    

    メダカが生きていくために必要なものは何かを多面的に考え 

させた。これまでの学習から水や適度な温度と答えとともにエ  

サという答えもあった。しかし、水の中にいる微生物までの想 

起はできなかった。 

    その後、池にいるグッピーにエサをあまりやっていないのに  

なぜ、生きていけるのかとの発問に、池のコケや虫を食べてい 

るとの回答があった。 

    そこで、顕微鏡の使い方を習い、池の水をすくいプレパ

ラートを作り観察（写真 16）すると、ミジンコ・ゾウリム

シ・ミドリムシなどの微生物を発見し、感動の声が上がっ

ていた。また、これらの微生物が、グッピーのエサになっ

ているであろうという予想が立てられた。このように児童

の考えを根底から覆すような発見が得られた授業であった。 

メダカの飼育水槽に池の水・水草、そこに付着しているであろう微生物を入れ育てる

ことにした。学級で飼育し、観察を続けているとメダカは生存し続けた。また、お腹や

水草に卵を発見し、卵のついた水草を別のビーカーに入れ、インターネットで育て方を

調べ、全員が観察し、ふ化（写真 17）したときには全員で万歳した。 

    

イイイイ    単元名単元名単元名単元名：：：：動物動物動物動物のからだのはたらきをのからだのはたらきをのからだのはたらきをのからだのはたらきを調調調調べようべようべようべよう（（（（６６６６年年年年））））    

本時は、動物の呼吸の授業実践について取り上げる。「呼吸により、何が吸われ、何が 

吐き出されるでしょうか？」の発問に対し、児童たちは得意げに「酸素が吸われ、二酸

化炭素が吐き出されます。」と答える。実際にはどうなっているのか、児童たちに実験に

取り組んでもらった。 

写真写真写真写真 17    孵化孵化孵化孵化したメダカのしたメダカのしたメダカのしたメダカの稚魚稚魚稚魚稚魚    

写真写真写真写真 16    微生物微生物微生物微生物のののの観察観察観察観察    
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 「吐き出された息の入った集気瓶の中にろうそくを入

れたらどうなるか？」の問いに「ろうそくは消える。」

と回答がくる。実験（写真 18）をしてみると、ろうそく

は燃え続けるという現象が起こり、児童たちは「なん

で？」「なぜ？」と戸惑っている。 

 ここで、気体検知管を使って、空気中の酸素と二酸化

炭素の量、呼気中のに酸素と二酸

化炭素の量を調べる実験を行い、

ノートに結果をまとめた。（写真

19） 

 児童は、吐き出した呼気の中に

は、二酸化炭素だけでなく、酸素

も多く入っていることについて、

実験を通して把握した。また、教

師の解説により、空気中には、

様々な気体が混じっていること

を伝えると、「なるほど！！」と

納得の笑顔を見せてくれた。 

 実験では、児童の中にある固定 

概念を覆すような取り組みとなるよう、教師側の意識が重要となる。 

 

④④④④    成果成果成果成果    

    ア 前学年までの学習を基礎として推論したり仮説をたてたりすることができた。 

    イ 空気中の見えないものに対して関心を持つ子がでてきた。 

    ウ 友達の予想から、さらに考えを発展させる子がでてきた。 

  

⑤⑤⑤⑤    課題課題課題課題    

    ア 理科的な用語の習得 

    イ 多面的に考えさせるための教師の発問の工夫 

    ウ 年度をまたがる計画の引継の工夫 

    エ 複式学級に適した指導の工夫 

 
  (4)中学生中学生中学生中学生のののの理科授業実践理科授業実践理科授業実践理科授業実践（（（（科学的科学的科学的科学的にににに思考思考思考思考しししし、、、、判断判断判断判断するするするする）））） 

①①①①テーマテーマテーマテーマ「「「「身身身身のののの回回回回りのりのりのりの理科理科理科理科をををを実感実感実感実感できるできるできるできる授業授業授業授業づくりづくりづくりづくり」」」」 
②②②②テーマテーマテーマテーマ設定設定設定設定のののの理由理由理由理由 

     本校の生徒は、さまざまな科学現象や多種多様の生物に囲まれて生活している。しかし、 
理科の授業を通して得た知識や科学的な思考を実生活で活用できる様子があまりみられない。 
物事を科学的に捉える、思考する機会をどのように工夫するかが大切となる。そこで、生徒 
が、理科授業の内容を繰り返し活用し、実生活の中で実感を伴う科学体験をすることで、よ 

写真写真写真写真 18    呼気呼気呼気呼気のののの中中中中でででで燃燃燃燃えるろうそくえるろうそくえるろうそくえるろうそく    

写真写真写真写真 19    実験結果実験結果実験結果実験結果    
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り理解を深め、理科に対する興味関心がさらに高まるであろ 
うと考え、このテーマを設定した。 

③③③③実践例実践例実践例実践例 
    アアアア    １１１１学年学年学年学年「「「「水中水中水中水中のののの小小小小さなさなさなさな生生生生きききき物物物物」（」（」（」（中学生中学生中学生中学生によるによるによるによる出前授業出前授業出前授業出前授業）））） 
     中学生は、１学期の前半に学習した顕微鏡の扱い方、各部位の名 

称や水中の小さな生き物の採取、観察、スケッチの仕方を３・４年 
生に教える機会を設けた。３・４年生の「身近な昆虫の観察」を発 
展させる内容となる。中学生は、小学生により良く教えようと、集 

中して学習に取り組み、楽しみながら出前授業に取り組んでいた。 
    ・小学生の感想より 
    「池の中に、小さな生き物がたくさんいて、びっくりした。○○姉 

さんがわかりやすく説明してくれて、顕微鏡の使い方がよくわかっ 
た。」 
・中学生の感想より 

   「自分が小学生に教えてあげるのは初めてだったから、少し難しか 
った。だけど、顕微鏡の使い方をちゃんと教えてあげれたから良った。上等ミジンコを見せ 
てあげたかった。○○さんが真面目に聞いてくれて説明しやすかった。」 

     このように、中学生は、各学年とも小学生への出前講座を行い、教える側として繰り返し、 
学習する機会を与え、既習事項の定着を図った。また、小学生は、中学生の指導という刺激 
を受けながらの、発展学習となるとともに、中学で習う範囲の予習にもつながっている。 
イイイイ    ２２２２学年学年学年学年「「「「身近身近身近身近なななな生物教材生物教材生物教材生物教材としてのとしてのとしてのとしてのグッピーのグッピーのグッピーのグッピーの活用活用活用活用」」」」 

     竹富島には、川がなく、ほとんどの池には、グッピ 
ーが自生するようになっている。そこで、動物分野で 
は、教材としてメダカではなく、グッピーを活用する 
ようにしている。身近な生物を教材化し、理科の実験 
や観察に興味・関心を高めることを狙いとしている。 
身近な生物が予想外の行動をとることで、感動し、今 
までとは異なった視点で物事や生物の観察を行うよ 
うになるであろうと考えた。池で採取したグッピーは 
実験後、理科室の水槽で生徒が飼育している。 

  
 
 a    グッピーのグッピーのグッピーのグッピーの回避回避回避回避、、、、流水流水流水流水にににに逆逆逆逆らうらうらうらう行動行動行動行動のののの観察観察観察観察（（（（発問発問発問発問のののの工夫工夫工夫工夫）））） 

    T：なぜ、手を近づけたとき、グッピーは回避行動をとるの 
だろう？ 

    S：敵から逃れるためだと思います。 
    T：では、グッピーは流れに逆らって泳いだけど、なんでだ 

ろうね？ 
      ここで、生徒は、思考を巡らせ、回答するが、すぐに 

写真写真写真写真 21 顕微鏡顕微鏡顕微鏡顕微鏡のののの扱扱扱扱いいいい方方方方をををを習習習習うううう小学生小学生小学生小学生 

写真写真写真写真 20    校内校内校内校内のののの池池池池にてにてにてにて微生物微生物微生物微生物探探探探しししし 

写真写真写真写真 22    板書板書板書板書とととと発問発問発問発問のののの工夫工夫工夫工夫でででで思考思考思考思考時間時間時間時間をつくるをつくるをつくるをつくる 

写真写真写真写真 23 流流流流れにれにれにれに対対対対しグッピーのしグッピーのしグッピーのしグッピーの反応反応反応反応をををを調調調調べたべたべたべた 
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は正解が導き出せない。ある程度、思考させ、正解が出ない場合、ヒントを出し、生徒自 
身が正解を導き出せるように支援する。 
T：流れに逆らわないとどうなるのかな？ 
T：淡水魚は海水で生活させるとどうなるかな？ 

このように、発問を工夫し、小さな生物でも理にかなった行動をとる。生物の行動には、

一つ一つ、理由があり、それが何なのか、考える、話し合う機会を設けている。 
ｂｂｂｂ    グッピーのグッピーのグッピーのグッピーの尾尾尾尾びれのびれのびれのびれの観察観察観察観察 
グッピーのオスは尾びれがカラフルで観察に向かないが、メスの尾びれは血球の観察に適 

している。また、メダカよりも生命力が高く、実験を行った後、生存率が極めて高い。実験

を行う前、グッピーを生きたまま観察できる方法を考えさせる時間を設け、思考する機会と

する。また、小さな生き物を大切に扱う中で、生徒の道徳性を高めていきたい。 
        ウウウウ    中学中学中学中学３３３３年生年生年生年生    「「「「分解者分解者分解者分解者のののの観察観察観察観察」」」」（（（（日常生活日常生活日常生活日常生活とととと理科理科理科理科をををを結結結結びびびび付付付付 

けるけるけるける授業授業授業授業）））） 
            竹富小中学校の朝は、清掃活動にはじまる。このとき、落ち 

葉を集め、堆肥場にて腐葉土づくりを行っている。この土を校 
内の花壇で活用し、土壌改善に役立てている。日頃の清掃活動 
により土作り、花作りへとつながり、環境美化のサイクルがで 
きている。この「分解者の観察」は、生徒が日常生活の中で生 
物とどのように関わっているのか実感できる活動になると考 
えた。 

   この腐葉土ができるのに、「分解者」の存在が欠かせないこと 
を学習する為、生徒自身でツルグレン装置を作成し、堆肥場の落  
ち葉、腐葉土中の微生物を観察した。 
ツルグレン装置を作成する中で、土の中の微生物がどのような 
特徴を持っているのか、考える機会となった。また、堆肥場内で 
は土の中の温度を調べ、微生物の活動により、熱が発生している  
ことなどを確かめるなど、より多くの体験的な活動を取り入れ、 

身の回りの「不思議」「なぜ」を日常的に感じさせる取り組みを 
行った。 

④④④④    成果成果成果成果 
   ア 身近な理科を感じる体験を通して、科学的に物事を考える習 

慣ができてきた。 
イ 身近な理科教材を活用する事で、日常会話でも、理科用 
語を用いる様子が伺えるようになった。 

⑤⑤⑤⑤    課題課題課題課題 
   ア より多くの話し合い活動を設定し、多様な表現を活用する機会をつくる 
   イ 実験・観察などの体験活動で全生徒が積極的に関わるための役割分担などの工夫 
 

写真写真写真写真 24 ツルグレンツルグレンツルグレンツルグレン装置作装置作装置作装置作りりりり 

写真写真写真写真 25    堆肥場堆肥場堆肥場堆肥場よりよりよりより腐葉土採取腐葉土採取腐葉土採取腐葉土採取 

写真写真写真写真 26    土壌土壌土壌土壌よりよりよりより見見見見つかったつかったつかったつかった微生物微生物微生物微生物のひとつのひとつのひとつのひとつ 



12 
 

2    うつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクト２２２２～～～～わくわくサイエンスわくわくサイエンスわくわくサイエンスわくわくサイエンス～～～～（（（（理科好理科好理科好理科好きなきなきなきな子子子子どもをどもをどもをどもを育育育育てるてるてるてる様様様様々々々々なななな行事行事行事行事）））） 
        (1)    親子体験学習親子体験学習親子体験学習親子体験学習（（（（平成平成平成平成 25 年夏休年夏休年夏休年夏休みみみみ開催開催開催開催）））） 
            ①①①①テーマテーマテーマテーマ「「「「島島島島のののの自然自然自然自然からのからのからのからの恩恵恩恵恩恵恩恵をををを感感感感じようじようじようじよう」」」」 
            ②②②②ねらいねらいねらいねらい 
    ア 竹富島、周辺海域で釣りやシュノーケル、調理（島の食材）などの体験活動を通して 

島の豊かな自然を感じるとる機会とする。 

    イ 親子、地域、学校職員とともに体験活動を行い、夏休みの思い出をつくる機会とする。 

      ③③③③取取取取りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容    

                アアアア    シュノーケルシュノーケルシュノーケルシュノーケル教室教室教室教室    

                    保護者より講師（属真也さん）を依頼し、保護者監視の 

下、シュノーケル体験を行った。 

基本的なシュノーケルの技術を習った後、透明度の高い 

海中の生物を観察した。顔を水につけることができない児  

童や足の届かない海域でパニックを起こす児童がいたが、 

多くの保護者の目があり、即時対応ができていた。体験の 

終了前に、児童に対し、シュノーケルの基本事項を把握で  

きているか試験し、充実した体験活動を行うことができた。 

                イイイイ    沖釣沖釣沖釣沖釣りりりり体験体験体験体験    

                    地域より講師（田中耕治さん、野原健さん）を依頼し、 

保護者監視の下、沖釣り体験を行った。船 2 艘で魚の数、 

大きさを競って楽しみながら体験活動を行った。講師の方 

が釣り方、釣れた魚（タカサゴ、アカジン、アオチビキ、 

バラハタ、アオヤガラなど）について丁寧に教えていた。 

帰港後、調理前の下処理体験（絞める、えら、内臓をとる、 

氷づけ）を行った。この時、「なぜ、下処理をするのか」な 

ど、一つ一つの処理についても解説があった。 

                ウウウウ    島島島島のののの素材素材素材素材をををを活活活活かしたかしたかしたかした料理教室料理教室料理教室料理教室    

                    保護者より講師（根原哲也さん）を依頼し、保護者指導 

の下、生徒たちによる島の食材を活かした料理（グルクン 

のムニエル、もずくのカレーてんぷら、グルクンと島野菜 

のソーメン、各魚の刺身など）作り体験を行った。生徒た 

ちは、それぞれの料理のコツを講師より習いながら、慣れ 

ない手つきで調理していたが、後半には、素早い動きをみ 

せ、学習能力の高さに感動させられた。また、料理の味も 

素晴らしく、保護者、児童・生徒、職員ともに、楽しい一  

時を過ごす事ができた。 

 

 

写真写真写真写真 27    シュノーケルシュノーケルシュノーケルシュノーケル試験試験試験試験のののの様子様子様子様子    

写真写真写真写真 28    グルクンのグルクンのグルクンのグルクンの下処理下処理下処理下処理    

写真写真写真写真 29    魚魚魚魚のののの三枚三枚三枚三枚おろしおろしおろしおろし指導指導指導指導    

写真写真写真写真 30    魚魚魚魚のムニエルのムニエルのムニエルのムニエル作作作作りりりり指導指導指導指導    
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エエエエ    クイズクイズクイズクイズ大会大会大会大会    

                    中学校理科担当による「竹富横断ウルトラクイズ」を行った。一昨年の親子体験学習か 

ら、今回の親子体験学習で学んだことについての復習となる内容での出題で、10 名×４チ 

ームでの開催となった。天体、川、海水魚など以前、習った内容に１０名のメンバーが力 

を合わせて回答していた。 

   ④④④④    成果成果成果成果    

    ア 竹富島の自然の恩恵を感じる機会とすることができた。 

    イ 保護者と児童・生徒、教師で協力して行事のねらいを意識した取り組みができた。 

   ⑤⑤⑤⑤    課題課題課題課題    

    ア 継続的な島の自然体験の計画づくり 

   

(2)(2)(2)(2)おもしろおもしろおもしろおもしろ科学祭科学祭科学祭科学祭りりりり（（（（H25H25H25H25 年年年年 9999 月開催月開催月開催月開催））））    

①①①①    テーマテーマテーマテーマ「「「「理科実験理科実験理科実験理科実験をおもしろくパフォーマンスしてみようをおもしろくパフォーマンスしてみようをおもしろくパフォーマンスしてみようをおもしろくパフォーマンスしてみよう」」」」 
②②②②    ねらいねらいねらいねらい 

    ア 不思議に感じる科学的な現象を探求する。 
    イ おもしろ実験の調査、予備実験、発表、体験を通して理科を楽しむ。 

③③③③方方方方針針針針 
    ア 中学生を４つのグループに分け、各々で実験テーマを設定し、探究活動を行う。 
    イ 夏休みに登校日を設定し、実験内容と予備実験を検討する時間とする。 
    ウ 実験のレポートを作成し、実験内容及び解説、考察を明確にする。 
    エ 「おもしろ科学祭り」の当日、おもしろ科学実験を小学生や保護者へ発表する。 
    オ 実験内容を基礎に、発展内容を自由研究につなげる。 

④④④④    おもしろおもしろおもしろおもしろ科学祭科学祭科学祭科学祭りりりり実施日時実施日時実施日時実施日時：：：：平成平成平成平成 24 年年年年 9 月月月月 
⑤⑤⑤⑤    当日当日当日当日のおもしろのおもしろのおもしろのおもしろ実験内容実験内容実験内容実験内容 

    ア 中学生の 4 グループは各テーマごとに実験・発表の準備をする。 
    イ 中学生の 4 グループはテーマごとに４つの実験コーナーを設ける。 
    ウ 小学生は 4 グループに別れ、各実験コーナーを回り、わかったこと、感想を提出する。 
    エ 各グループのテーマと内容、当日の様子は下表の通りである。 
 
グループ名 テーマ 主な内容 科学祭りでの様子 
チ ー ム

HMMK 
ペットボトルロケ

ット実験 
・ペットボトルロケット、発射台の

作製 
・より遠くへ飛ばす工夫 
・ロケットが飛ぶ原理説明 

 

写真写真写真写真 31    ロケットロケットロケットロケット発射発射発射発射のののの様子様子様子様子 
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上間探偵事務

所 
指紋を調べよう 
～犯人は誰だ？～ 

・指紋とは？ 
・指紋検出体験 
・ドラマ仕立てのプレゼンテーショ

ン 
 

写真写真写真写真 32 指紋指紋指紋指紋のついたのついたのついたのついた缶缶缶缶をををを回収回収回収回収 

バウンドガー

ルズ 
弾むスライム ・スライムの作り方解説 

・弾むスライム、弾まないスライム

作り体験 
・より高く弾むスライムを作る工夫 

 

写真写真写真写真 33    スライムのスライムのスライムのスライムの調合中調合中調合中調合中 

愛梨とゆかい

な仲間たち 
綿菓子製造器の開

発 
・物質の状態変化の説明 
・わたあめ製造機の開発 
・大きなわたあめを作る工夫 
・わたあめづくり体験 

 
写真写真写真写真 34    綿菓子製造中綿菓子製造中綿菓子製造中綿菓子製造中 

⑥⑥⑥⑥    成果成果成果成果 
    ア 各グループともテーマに沿った探究活動を行うことができた。 
 イ 発表の方法を工夫し、実験をおもしろく演出することができた。 
 ウ 実験の方法や原理をわかりやすく伝えることができた。 
⑦⑦⑦⑦    課題課題課題課題    

    ア 探究活動や実験準備などの時間の確保 

    イ 教育課程にあわせた実験テーマの精選 

 

  (3)(3)(3)(3)うつぐみうつぐみうつぐみうつぐみ集会集会集会集会のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

            うつぐみ（竹富の方言で「共同・連帯」）集会は、４つの集会で構成される。科学の好奇心

を喚起すること、社会変動を科学的にとらえること、島に住む人々の生活の知恵を学ぶことを

目的としている。自然体験学習を多く取り入れ、子どもたちの「はてな？」の発見を行うこと

ができる環境作りに取り組んでいけるようにした。次ページ（ｐ15）の表でその内容を紹介す

る。 

    ①①①①成果成果成果成果    

     ア 海の子、土の子集会を通して竹富島の自然で得られる恩恵について学習することが 

できた。 

     イ 島の歴史や伝統、知恵にふれ、竹富島について学習することができた。 

    ②②②②課題課題課題課題    

     ア 地域の教材の活用方法の工夫 
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１．ねらい 

周囲を海に囲まれた竹富島での自然の恵みを

喜ぶとともに、海を大切にする心情を育てる。 

（５月）もずく採り体験 

（２月）アーサ採り体験 

 

 

 

 

 

 

 

○中学生と小学生のバディを組み、体験する。 

○子どもたちが採ったもずくやアーサは、学校

給食へ提供し、自分たちで食べていく。 

○もずくやアーサの保存方法を学び、年間を通 

して食材を活用する。 

 

 

１．ねらい 

 （１）植物が育つための土について考え、土

作りを通して土の感触を知る。 

 （２）植物と季節の関係を調べ、種まきから

草取り、水まきと農作業を通して五感を

育てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．ねらい 

 「戦争」「平和」「人権」「環境」等について、

各クラスで課題を設定し、調べ学習を通して平

和を愛する心を育てるとともに、調査方法やま

とめ方、発表の方法など主体的に学習に取り組

む姿勢を身につけさせる。 

 

 

１．ねらい 

 （１）島の文化・歴史・人々の心・生き方な

ど体験を通して学んでいく。 

 （２）地域の伝統文化を調べていく中で地域

の歴史を学習し、自分たちが大切に伝

えていく一員であることに気づく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

海海海海    のののの    子子子子    集集集集    会会会会    

もずく採り体験 もずくについている砂や

ごみの除去 

土土土土    のののの    子子子子    集集集集    会会会会    

収穫の様子① 収穫の様子② 

土作りの様子 植付けの様子 

平平平平    和和和和    集集集集    会会会会    

６月 23 日の慰霊祭

への参加 
平和の唄 
詩への取組 
新聞作り 

沖縄戦の歴史 
戦争マラリア 

平和宣言 
平和集会の感想 

島島島島    のののの    子子子子    集集集集    会会会会    

もの作り教室 種子取祭への参加 

凧作り教室 奉納芸能の意味調

御獄調べ 竹富方言教室 

童唄教室 竹富島にある祭り 



16 
 

 3    うつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクト３３３３～～～～はてなはてなはてなはてな？？？？発見発見発見発見ランドランドランドランド～（～（～（～（理科好理科好理科好理科好きになるきになるきになるきになる学校環境学校環境学校環境学校環境づくりづくりづくりづくり））））     
        本校は、県花であるデイゴをはじめとするたくさんの樹木が植樹され、年中、緑豊かな校庭と 
なっている。各花壇にも季節に応じた草花が植えられ、四季を花で感じることのできる学校を児

童・生徒、職員とともに造りだしている。 
  一昨年より、「蝶が舞う学校環境づくり」に取り組み、意図的な校庭の環境づくりを行ってきた。

また、校内の小学部と中学部の畑（タケトミ農場）を活用し、地域の野菜を栽培している。 
  うつぐみプロジェクト３では科学好きになる学校環境づくりをテーマとして、児童・生徒が「は

てな？」「なぜ？」を発見できるような校庭の学習環境の維持、継続活用に取り組んでいきたい。 
  (1)食草園食草園食草園食草園とととと蝶園蝶園蝶園蝶園のののの活用活用活用活用 
            ①①①①    テーマテーマテーマテーマ    「「「「蝶蝶蝶蝶がががが舞舞舞舞うううう学校環境学校環境学校環境学校環境づくりづくりづくりづくり」」」」 
            ②②②②    ねらいねらいねらいねらい 
    ア 校庭に計画的に蝶の食草を栽培、保全することで、蝶が飛び交う学校環境をつくる。 

イ 自然の中で蝶や蝶の成長のようすを食草に関連づけながら、観察できる環境をつくり、

興味関心を喚起する。 
ウ 地域との連携で、町蝶となるツマベニチョウの個体数を増やす。 

③③③③    実践内容実践内容実践内容実践内容     
ア 計画的な食草の栽培と保全（３年目）   

食草となる植物を理科の観察園や小学校の花壇の周辺、蝶園などを中心に、継続して、

表１に明記した植物を計画的に栽培、移植し、意図的に保全したりして環境を整備した。 
表表表表１１１１    栽培栽培栽培栽培またはまたはまたはまたは保全保全保全保全したしたしたした植物植物植物植物とととと校庭校庭校庭校庭にににに出現出現出現出現するチョウするチョウするチョウするチョウ一覧一覧一覧一覧 

○栽培した植物 ●保全した植物 △移植した植物 食草とするチョウ 
 食 草 H24 H25 
ホウライカガミ   ○   ● オオゴマダラ 
セイヨウフウチョウソウ   ○   ○ ツマベニチョウツマベニチョウツマベニチョウツマベニチョウ 
ギョボクギョボクギョボクギョボク（（（（地域地域地域地域とととと連携連携連携連携でででで栽培栽培栽培栽培））））     ○○○○    △△△△     ○○○○    △△△△ 
トウワタ   ○   ○ カバマダラ 
ハネセンナ ○  △   ● ウスキシロチョウ 
 
シークァーサー 

  ●   ● シロオビアゲハ 
クロアゲハ 
ナガサキアゲハ 

ガジュマル   ●   ● イシガケチョウ 
リュウキュウコスミレ   ●   ● ツマグロヒョウモン 
カタバミ   ●   ● ヤマトシジミ 
オオバコ   ●   ● アオタテハモドキ 
ノカラムシ   ●   ● アカタテハ 
ゲットウ   ●   ● クロセセリ 
スベリヒユ   ●   ● メスアカムラサキ 
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校庭には、ホウライカガミ、トウワタ、ハネセンナ、リュウキュウコスミレ等のチョウの 
食草がたくさんの花を咲かせている。そのため、オオゴマダラ、カバマダラ、ウスキシロチ 
ョウ等、たくさんのチョウが飛び交っている。しかし、竹富島では、町蝶となるツマベニチ 
ョウがみられなくなっていた。地域から情報で、食草となるギョボクが島から無くなったか 
らであると知らされる。現在、竹富島では、地域全体でギョボクを植え、ツマベニチョウを 
島に復活させようと取り組んでいる。竹富小中学校もギョボクを提供（婦人会）してもらい、 
栽培、保全を続けている。 
 また、蝶園には、ホウライカガミ、トウワタ、ギョボクを中心に植えている。生徒の調べ 
学習により、食草となる植物やチョウの紹介をパネルで表示している。 

 
写真写真写真写真 37    蝶園蝶園蝶園蝶園のののの様子様子様子様子                                                写真写真写真写真 38    蝶園入蝶園入蝶園入蝶園入りりりり口口口口                                        写真写真写真写真 39    食草食草食草食草のののの紹介紹介紹介紹介パネルパネルパネルパネル 

  (2)タケトミタケトミタケトミタケトミ農場農場農場農場・・・・中学部農場中学部農場中学部農場中学部農場のののの活用活用活用活用 
            ①①①①土土土土のこのこのこのこ集会集会集会集会（（（（サツマイモのサツマイモのサツマイモのサツマイモの栽培栽培栽培栽培）））） 
                本校は、児童の縦割り活動の１つに「土の子集会」がある。 
   タケトミ農場を活用して、サツマイモの植え付けから、収穫 

までの栽培活動を行う。（写真 40、41）昨年 6月、校庭の堆肥 
場から腐葉土と 牛糞で作った土を畑に客度した。植え付け後、 
児童で当番を組み、灌水、雑草抜きなどの活動を行った。2月 

に収穫したサツマイモは給食や持ち帰りで、食材として活かさ 
れた。 
②②②②中学部農園中学部農園中学部農園中学部農園（（（（ヘチマやゴーヤーのヘチマやゴーヤーのヘチマやゴーヤーのヘチマやゴーヤーの栽培栽培栽培栽培）））） 

                中学校では、中学部農園を活用して、季節の野菜の栽培を行 
っている。今年度は、技術の授業の一環として、畑作りから収 
穫までを体験している。潅水や雑草抜きも生徒で当番を組んで 
行った。（写真 42、43、44） 

写真写真写真写真 42    整備前中学部農園整備前中学部農園整備前中学部農園整備前中学部農園                                写真写真写真写真 43    雑草抜雑草抜雑草抜雑草抜きききき終了終了終了終了                                        写真写真写真写真 44    堆肥堆肥堆肥堆肥のののの客土客土客土客土 

写真写真写真写真 40    飼育栽培委員飼育栽培委員飼育栽培委員飼育栽培委員によるによるによるによる植植植植ええええ付付付付けけけけ

説明説明説明説明 

写真写真写真写真 41 畝作畝作畝作畝作りりりり～～～～植植植植ええええ付付付付けまでのけまでのけまでのけまでの様子様子様子様子 
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            ③③③③ヤギのヤギのヤギのヤギの飼育飼育飼育飼育とととと学級花壇学級花壇学級花壇学級花壇のののの活用活用活用活用（（（（四季四季四季四季のののの花花花花でででで学校学校学校学校をををを彩彩彩彩ろうろうろうろう）））） 
    昨年度、8月に地域の方から頂いた、子ヤギは現在、職 

員、子どもたちのお世話の下、大きく成長しいる。子 
どもたちは、ヤギを飼育（写真 45）する中で、ヤギが食 
べる植物や好物である植物など把握するようになった。ま 
た、ヤギ小屋内の糞、尿を集め、堆肥場に運び、土に混ぜ 
る。（写真 46）堆肥場で、腐葉土に混ぜ合わせると、土 
中のリン成分が増え、開花によい効果をもたらすことも、 
学習し、実践している。この作業で出来上がった土を使 
って、今年の秋の花壇を整備していく予定である。ここで、 
児童・生徒は窒素循環（植物→ヤギ→糞→土→植物）のシ 
ステムを体験を通して得ることになる。 

    また、堆肥と腐葉土、土を適度に混ぜ、花が咲きやすい 
割合についても体験を通して学習した。（写真 47）土づく 
り、苗床づくり、鉢上げ、摘心、摘蕾、灌水、追肥、種子 
の採取など（写真 48、49、50）と花作りの一連の流れを体 
験し、児童・生徒が中心になって学校の花壇を彩るよう職 
員でサポートしている。学校の花壇はきれいに整備され、 
沖縄花のカーニバル 2013 では、2 年連続で、沖縄タイムス 
社賞を頂いた。 

   
  (3)成果 
   ①校内のチョウや食草を意図的に配置することで、日常的 

に昆虫の観察ができるようになった。 
   ②自分たちの学校を自分たちで彩る作業を通して、植物に 

対し、愛着をもつ児童・生徒が増えてきた。 
  (4)課題 
   ①ヤギのエサを収集するのに時間がかかる。 
   ②児童・生徒の灌水作業では灌水量が不足しがちである。 

写真写真写真写真 45    ヤギのヤギのヤギのヤギの飼育飼育飼育飼育 

写真写真写真写真 46        ヤギのヤギのヤギのヤギの糞糞糞糞、、、、尿尿尿尿のののの処理処理処理処理 

写真写真写真写真 47    土土土土のふるいのふるいのふるいのふるい作業作業作業作業 

写真写真写真写真 49    苗苗苗苗のののの鉢上鉢上鉢上鉢上げげげげ作業作業作業作業 写真写真写真写真 51 ボランティアボランティアボランティアボランティア終了後終了後終了後終了後、、、、赤山公園赤山公園赤山公園赤山公園にてにてにてにて 写真写真写真写真 50    苗苗苗苗のののの摘蕾作業摘蕾作業摘蕾作業摘蕾作業 

写真写真写真写真 48 苗床苗床苗床苗床づくりづくりづくりづくり 
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 ４４４４    仮説仮説仮説仮説のののの検証検証検証検証とととと成果成果成果成果とととと課題課題課題課題（（（（平成平成平成平成 24 年度年度年度年度 9 月月月月～～～～25 年度年度年度年度 8 月月月月のののの実践実践実践実践）））） 
  (1)仮説仮説仮説仮説のののの検証検証検証検証 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2)成果成果成果成果 
 
 

 

 

  (3)課題課題課題課題 
 

 

 

研究仮説研究仮説研究仮説研究仮説１１１１ 
○ 小中併置校小中併置校小中併置校小中併置校のののの特色特色特色特色をををを生生生生かしかしかしかし、、、、系統的系統的系統的系統的なななな生活科生活科生活科生活科・・・・理科理科理科理科のののの授業授業授業授業をををを展開展開展開展開しししし、、、、探究活動探究活動探究活動探究活動

をををを工夫工夫工夫工夫することによりすることによりすることによりすることにより、、、、科学科学科学科学にににに興味興味興味興味をををを持持持持ちちちち、、、、楽楽楽楽しみしみしみしみながらながらながらながら科学科学科学科学できるできるできるできる、、、、科学科学科学科学がががが

好好好好きなきなきなきな子子子子どもがどもがどもがどもが育育育育つであろうつであろうつであろうつであろう。。。。 

○ 小中併置校小中併置校小中併置校小中併置校のののの特性特性特性特性をををを活活活活かしかしかしかし、、、、生活科生活科生活科生活科・・・・理科理科理科理科のののの系統的系統的系統的系統的なななな授業授業授業授業のののの展開展開展開展開とととと充実充実充実充実をををを継続継続継続継続しししし

てててて行行行行うことでうことでうことでうことで、、、、各学年各学年各学年各学年のののの目標目標目標目標とするとするとするとする能力能力能力能力をををを高高高高めることができためることができためることができためることができた。。。。学年学年学年学年のたすきをのたすきをのたすきをのたすきを

つなぎつなぎつなぎつなぎ、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの理科理科理科理科にににに対対対対するするするする理解理解理解理解がががが深深深深まりまりまりまり、、、、科学科学科学科学がががが好好好好きなきなきなきな子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが育育育育

っているっているっているっている。。。。 

研究仮説研究仮説研究仮説研究仮説２２２２ 
○ 竹富島竹富島竹富島竹富島のののの地域素材地域素材地域素材地域素材をををを教材化教材化教材化教材化しししし、、、、身近身近身近身近なななな理科理科理科理科をををを意識意識意識意識させることでさせることでさせることでさせることで、、、、科学的科学的科学的科学的にににに物事物事物事物事

をををを考考考考えるえるえるえる習慣習慣習慣習慣がががが身身身身にににに付付付付きききき、、、、科学科学科学科学のののの楽楽楽楽しさにしさにしさにしさに気気気気づくづくづくづく機会機会機会機会をををを増増増増やすことができるでやすことができるでやすことができるでやすことができるで

あろうあろうあろうあろう。。。。 

○ 全職員全職員全職員全職員ともともともとも、、、、地域素材地域素材地域素材地域素材のののの教材化教材化教材化教材化をををを意識意識意識意識してしてしてして学校生活学校生活学校生活学校生活をををを送送送送るるるる中中中中でででで、、、、職員自身職員自身職員自身職員自身がががが身近身近身近身近

なななな理科理科理科理科をををを意識意識意識意識しししし、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの気気気気づきをづきをづきをづきを効果的効果的効果的効果的にににに誘導誘導誘導誘導することができるようになすることができるようになすることができるようになすることができるようにな

ったったったった。。。。しかししかししかししかし、、、、子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが、、、、科学的科学的科学的科学的にににに物事物事物事物事をををを考考考考えるえるえるえる習慣習慣習慣習慣をををを身身身身につけるにはにつけるにはにつけるにはにつけるには、、、、継継継継

続続続続したしたしたした取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。 

○ 小中併置校小中併置校小中併置校小中併置校のののの優位性優位性優位性優位性をををを活活活活かしかしかしかし、、、、系統性系統性系統性系統性をををを意識意識意識意識したしたしたした「「「「たのしいたのしいたのしいたのしい授業授業授業授業」」」」のののの展開展開展開展開がががが図図図図れたれたれたれた。。。。 

○ 地域素材地域素材地域素材地域素材をををを教材化教材化教材化教材化することですることですることですることで、、、、身近身近身近身近なななな理科理科理科理科をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ経験経験経験経験をををを積積積積むことができたむことができたむことができたむことができた。。。。 

○ 継続継続継続継続したしたしたした体験活動体験活動体験活動体験活動をををを通通通通してしてしてして、、、、多多多多くのくのくのくの効果的効果的効果的効果的なななな学学学学ぶぶぶぶ機会機会機会機会をををを得得得得ることができたることができたることができたることができた。。。。 

○ 複式授業複式授業複式授業複式授業のののの工夫改善工夫改善工夫改善工夫改善 

○ 地域素材地域素材地域素材地域素材のののの継続的継続的継続的継続的なななな教材化教材化教材化教材化 
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うつぐみプロジェクト１ ～学びのサイクルを活かした理科の授業～ 

 小中併置校の優位性を生かした、系統的な理科の授業の展開と充実を図り、「科学が好きな子ども」

の育成に直接的に迫る。地域の素材を教材化し 

 身近な理科を実践していく。 

   理科における系統性 

気づく 小 1・2 年生活科 

↓ 

関係づける 小 3・4 年理科 

↓ 

多面的に考える 小 5・6 年理科 

↓ 

科学的に思考し、判断する 中学校理科 

ⅣⅣⅣⅣ    うつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクト 2014（（（（平成平成平成平成 26 年度計画年度計画年度計画年度計画）））） 
 本校の科学が好きな子どをも育てるプロジェクトは、島の環境と密接に結びつけた取り組みを行

うことで、成果を上げてきた。これまでの取り組みを継続し、新たな地域素材、教材の開発を繰り

返し、より科学に対し、興味を引き出せる取り組みを実践継続していきたい。継続課題となってい

る表現活動に結果を出せるよう、次年度もうつぐみプロジェクトの継続、発展を図っていきたい。 
◇◇◇◇うつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクト 2014 構想図構想図構想図構想図 
 
 
                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

科学が好きな子ども（自ら探究する子ども） 

うつぐみプロジェクト２  

～わくわくサイエンス体験～ 

子どもたちがわくわくするような行事や体験活動

を通して科学に対する興味・関心を喚起する。 

１ 親子体験学習    ２ おもしろ科学祭り 

３ 地域の手わざ教室 ４ Let’s ｔｒｙ自由研究 

うつぐみプロジェクト 3 

 ～はてな？発見ランド～ 

学校環境全体を「はてな？発見ランド」と捉え、

子どもたちの「見る目」「感動する心」を育む環

境をつくる。 

１ 食草花壇    ２ タケトミ農場 

３ 中学部農場  ４ 校内の動植物調査 

①いろいろな事象に自ら目を向け「はてな？」を発見することができる子ども（課題発見力） 

②いろいろな事象から課題を見いだし、追究・解決しようとする子ども（課題追究・解決力） 

③見通しを持って探究活動に取り組み、その結果を創造性豊に表現できる子ども（表現力） 

④探究活動を通して生まれた新たな課題を継続・発展して探究できる子ども（深める） 

 

課題発見 

まとめ 

発表 

課題対応 

課題解決 

活用・ 

探究 

地域素材地域素材地域素材地域素材のののの教材化教材化教材化教材化 
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 １１１１    うつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクト１１１１～～～～学学学学びのサイクルをびのサイクルをびのサイクルをびのサイクルを活活活活かしたかしたかしたかした理科理科理科理科のののの授業授業授業授業～～～～ 
  科学の好きな子どもを育てるためには、理科授業での「楽しい授業」「わかる授業」の実践が不 

可欠である。理科は、生活科を含めて小学校 1 年生から中学校 3 年生まで 9 カ年をかけて系統性 
をもった学習を行う。この課程の中で、自ら問題解決を図るような力が身に付くと考えられてい 
る。 

  自然豊かな竹富島において、地域素材を教材として活かし、「実感を伴う理解」を図りながら、 
習得し、活用できる体験やものづくりを取り入れた授業実践を継続したい。また、小中併置であ 
る利点を最大限活かすような取り組みを工夫していきたい。 

(1)    小学校小学校小学校小学校１１１１・・・・２２２２年生年生年生年生    生活科生活科生活科生活科    ～～～～気気気気づくづくづくづく～～～～ 
        校庭の自然を活用した体験活動を多く取り入れ、気づきの質を高めさせる。また、植物の 
栽培活動を通して、子どもの責任感も養っていきたい。 
①①①①    生生生生きききき物物物物のののの飼育活動飼育活動飼育活動飼育活動にににに挑戦挑戦挑戦挑戦！！！！ 

    「季節みつけ」を発展させ、校庭の自然観察で見つけた生き物の飼育方法を調べ、期間を 
決めて生き物の観察を行う。飼育活動をとおして生き物に適した飼育方法や生き物の特徴 
を知る活動にしたい。 

   ②②②②    身近身近身近身近なななな自然自然自然自然をををを活用活用活用活用したしたしたした物物物物づくりづくりづくりづくり 
     夏に育てた「アサガオ」のつるを活用し、クリスマスリース作りに挑戦。また、防風林 

として植樹されている「テリハボク」の実を使った笛づくり。「ソテツ」の実を用いた飾り 
作りなど身近な自然を活用することで、植物の名前に関心を持たせたい。 

   ③③③③    アサガオでアサガオでアサガオでアサガオで緑緑緑緑のカーテンのカーテンのカーテンのカーテン！！！！ 
     毎年１年生が栽培活用で取り組む「アサガオ」の栽培範囲を広げて、緑のカーテン作り 

に挑戦。今年、採ったアサガオの種を活用し、たくさんの種をまいて緑のカーテン作りに 
トライ。どれだけ、つるが伸びるのか。今年の種が来年花をつけるかなど、「アサガオ」の 
不思議を発見する取り組みにしたい。 

(2)(2)(2)(2)    小学校小学校小学校小学校３３３３・・・・４４４４年生年生年生年生    理科理科理科理科    ～～～～関係関係関係関係づけるづけるづけるづける～～～～    

     竹富島は、周囲を珊瑚礁の海に囲まれた自然豊かな島である。児童は、この魅力あふれ 

る島が好きで誇りに思っている。しかし、島の魅力を十分に伝えることは苦手としている。 

そこで、環境問題としても取り上げられた「珊瑚白化現象」について考えていく。 

島の美しい自然、魅力あふれる島を守っていくために自分たちにできることは何かを考 

え、身近な珊瑚や星砂（有孔虫）の生態の探求を通して、島の自然環境を再発見させたい。 

  ①①①①    蝶蝶蝶蝶とととと食草食草食草食草のののの関係関係関係関係をををを調調調調べようべようべようべよう 
    昆虫のからだのつくり、成長の様子を調べる教材として、オオゴマダラやツマベニチョ

ウなど、校内にいる教材を活用する。4 年生は校内の様々な蝶を発見、調査させていきた

い。目指せ、蝶博士！！ 
  ②②②②    海岸海岸海岸海岸のサンゴのサンゴのサンゴのサンゴ調査調査調査調査 
    海水中のサンゴと死骸となった浜のサンゴを比較する。また、発展的内容として、「星砂

の正体」や「サンゴの白化現象」について様々な視点より調べ、お互いに発表しあう場を

設定する。 
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   ③③③③    海岸海岸海岸海岸のののの漂着漂着漂着漂着ゴミゴミゴミゴミ調査調査調査調査 
     昨年度の活動で、海岸清掃などを通して漂着ゴミの多さに驚かされた。次年度は、「漂着 

ゴミが生物に与える影響」や「どこからやってくるのか？」などの学習を通して、自分た 
ちができることについて考える機会を設けたい。 

  (3)    小学校小学校小学校小学校５５５５・・・・６６６６年生年生年生年生    理科理科理科理科    ～～～～多面的多面的多面的多面的にににに考考考考えるえるえるえる～～～～ 
    テーマを「私たちと関係の深い自然界の変化について調べよう」とし、５学年は天気や台 

風の変化・流れる水について、身近な素材を活用し調査したい。６学年は太陽と月の形・大 

地のつくりと変化についての体験活動を取り入れていきたい。 

   ①①①①    天気天気天気天気のののの変化変化変化変化 
     亜熱帯地域とされる竹富島ではあるが、実際にどのような変化をしているのか、年間を 

通して調査していきたい。 
   ②②②②    川川川川のつくりのつくりのつくりのつくり 
     竹富島では川がない。そのため、川の流動モデルを作製し、川の流れにより起きる変化 

を調べる。また、上流と下流にある石の違いについてもふれておきたい。 
   ③③③③    天体天体天体天体のののの変化変化変化変化 
     いつものように目にする、太陽や月はどのような変化があるのか、実際に調査し、太陽 

と月の変化について把握させたい。 
  (4)    中学校中学校中学校中学校    理科理科理科理科    ～～～～科学的科学的科学的科学的にににに思考思考思考思考しししし、、、、判断判断判断判断するするするする～～～～ 
    昨年度に引き続き、教材・教具の開発及び、出前授業を通して、中学生の科学的思考力を 

伸ばしていきたい。この取り組みを継続することで学習効果が大きくなる考える。 
①①①①    教材教材教材教材・・・・教具教具教具教具のののの作製作製作製作製とととと活用活用活用活用 
  下表のように簡単に手作りできる教材・教具を作製させ、その教具を各授業で活用し、 

知識・技能と物作りをタイアップさせた授業の展開を図っていきたい。 
教材・教具 活用できる観察・実験 
チョウマメの花の絞り汁による簡易 pH装置 ・水溶液の性質実験 
葉脈スタンプ ・葉脈の観察 
原子モデル ・原子のつくり 

・原子の結合 
・個体、液体、気体のモデルとしての活用 
・化学式での活用 
・化学反応式での活用 

月と太陽などの天体モデル ・月の満ち欠け 
ろ過装置 ・水溶液の性質 

表表表表    教材教材教材教材・・・・教具教具教具教具とととと活用活用活用活用できるできるできるできる観察観察観察観察・・・・実験実験実験実験 

②②②②出前授業出前授業出前授業出前授業（（（（各学年各学年各学年各学年にににに 1 回回回回）））） 
    中学生の習得ずみの知識・技能を活かして、小学生の理科授業を行う。中学生は自らの学 
びを活用し、活躍できる場とさせたい。次ページの表に予定を示す。 
 



23 
 

対象学年 単元 ○活用できる主な知識・技能 ●提供教具 
小学１・２年生 校内の植物探し ○校庭の植物名 

○植物の特徴 
●簡易顕微鏡 

小学３・４年生 校内の動物探し ○昆虫のからだのつくり 
○食草と昆虫 
○顕微鏡の使い方 
●簡易顕微鏡 

小学５・６年生 土を作る生物の観察 ○デジタル顕微鏡の活用 
○土中の微生物の特徴 
●ツルグレン装置 

表表表表    出前授業一覧出前授業一覧出前授業一覧出前授業一覧 

 
 ２２２２    うつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクトうつぐみプロジェクト２２２２～～～～わくわくサイエンスわくわくサイエンスわくわくサイエンスわくわくサイエンス～（～（～（～（科学好科学好科学好科学好きになるきになるきになるきになる行事行事行事行事）））） 
  小中併置校の特性を活かした子どもたちが、わくわくするような目的が明確な体験活動・行事 

を通して、科学に対する興味関心を高める取り組み 
(1)おもしろおもしろおもしろおもしろ科学祭科学祭科学祭科学祭りりりり 
 竹富小中学校の伝統となった「おもしろ科学祭り」である。毎年、中学生が工夫を凝らした 
実験を行い、小学生を驚かせたり、喜ばせたりしている。昨年度の課題として、教育課程外で 
原理説明が理解困難となる実験も行っていた。次年度は、これを改善し、基本的には、中学校 
の教育課程内で説明できる実験を選択して、科学パフォーマンスを行わせたい。次回の実験テ 
ーマを下表に示す。 

実験テーマ 内容 
大気圧実験 ・状態変化の説明 

・一斗缶をつぶそう 
紙ブーメラン実験 ・紙ブーメランづくり体験 

・紙ブーメランの飛距離を伸ばす工夫 
色の変わるカレーうどん ・酸性とアルカリ性の水溶液の性質 

・色の変わるカレーうどん試食 
土の中の微生物を探せ ・腐葉土の中から微生物を探そう 

・微生物のはたらき 
表表表表    おもしろおもしろおもしろおもしろ科学祭科学祭科学祭科学祭りテーマりテーマりテーマりテーマ一覧一覧一覧一覧 
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(2)うつぐみうつぐみうつぐみうつぐみ集会集会集会集会 
 毎年、恒例となっているうつぐみ集会では、竹富島の地域素材を活用する行事となる海の子 
集会や土の子集会や島の歴史や伝統文化を学ぶ場として平和集会や島の子集会を行っている。 
次年度も継続した取り組みとなる。 
 ①海の子集会 
  A もずく採り体験（4月） 

児童・生徒が浅瀬でもずくを採る。浅瀬の様々な動物も観察できる機会となる。採っ 
たモズクは給食のメニューとして活用される。 

  B アーサ（アオサ）採り体験（2月） 
    児童・生徒が潮間帯で干潮時アーサを採る。採ったアーサは年間を通して、給食の材 

料として使われる。 
 ②土の子集会 
  タケトミ農場でイモ類の栽培を行っている。次年度は、根菜類を植え、根菜チップスづく 

りなどへとつなげたい。 
 ③平和集会 
  終戦記念日や町の慰霊祭に向けて、戦争に関係する掲示物や集会をもって、平和を尊ぶ児 

童生徒を育成するための取り組みとしたい。 
 ④島の子集会 
  島の伝統となる「イーヤチづくり」や「種取祭」について、地域の識者を招いて教わる行 
事となる。島の歴史を知り、自己について考える機会としたい。 

(3)親子体験学習親子体験学習親子体験学習親子体験学習 
 夏休みの恒例行事となった親子体験学習である。PTA との相談の下、内容が決定される。次 
年度の案として、定置網体験、西表島横断体験、オモト岳登山、染物・織物づくり体験などの 
アイデアがある。 

 ３３３３    うつうつうつうつぐみプロジェクトぐみプロジェクトぐみプロジェクトぐみプロジェクト３３３３～～～～はてなはてなはてなはてな？？？？発見発見発見発見ランドランドランドランド～（～（～（～（科学好科学好科学好科学好きなきなきなきな子子子子どもをどもをどもをどもを育育育育てるてるてるてる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり）））） 
  学校全体の環境の中に、意図的に「なぜ？」「不思議」を作りだす取り組みである。 

(1)食草花壇食草花壇食草花壇食草花壇・・・・蝶園蝶園蝶園蝶園のののの活用活用活用活用 
 今年度と同じように、食草花壇、蝶園の保全を継続していきたい。特に、各チョウの見られ 
る時期や個体数などを調査できるような取り組みへとつなげる。 
(2)タケトミタケトミタケトミタケトミ農場農場農場農場・・・・中学部農場中学部農場中学部農場中学部農場のののの活用活用活用活用 
 昨年度とは異なる季節の野菜を栽培させ、子どもたちの経験の幅を増やす。 
(3)校庭校庭校庭校庭のののの草花草花草花草花・・・・樹木樹木樹木樹木・・・・動物動物動物動物のののの調査調査調査調査 
 年間を通じて、草花、樹木、動物がどのように変化するのか意識させる取り組みを仕掛ける。 
また、校庭の樹木、草花について、校内マップにまとめた後、子どもたちの校内の植物把握度 
を調査する。 
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ⅤⅤⅤⅤ    おわりにおわりにおわりにおわりに 
        本校は、北緯２４度１９分、東経１２４度０５分に位置し、石垣島の南西約６㎞の海上に盆を 

伏せたように浮かぶ周囲９.２㎞、面積５.４平方㎞の小さな島である。多くは隆起珊瑚礁から成っ 

ている。観光産業が主であるが、畜産業（黒毛和牛）や車エビの養殖も営まれている。 

  竹富島が重要伝統的建造物保存地区に指定されてから、年間約４０万人余が観光に訪れている。 

静かなたたずまいの中に集落とマッチした赤瓦の学校は、今年、小学校は創 立１２１年、中学 

校は創立６４年目を迎える小中併置校である。児童生徒の在籍数が、４１名の極小規模校である。 

  本年度は、前年度に引き続き「自ら探求する子どもの育成」をテーマに、～小中併置校の特性 

を活かした体験活動の充実～のサブテーマのもと、課題解決に向け取り組んできた。これまでの 

課題として、自主的に実験・観察で習得した知識を生活に関連づけること、また、既習事項を用 

いて表現することが挙げられている。 

   小学校理科の目標は「自然に親しみ、見通しを持って観察、実験などを行い、問題解決の能力 

と自然を愛する心情を育てるとともに、自然の事物・現象についての実感を伴った理解を図り、 

科学的な見方や考え方を養う。」と、学習指導要領に記されている。 

  中学校では「自然の事物・現象に進んでかかわり、目的意識をもって観察、実験などを行い、 

科学的に探求する能力の基礎と態度を育てるとともに自然の事物・現象についての理解を深め、 

科学的な見方や考え方を養う。」となっている。自然を対象としている教科である。幸いに竹富 

島は、自然環境に恵まれて島の自然全てが理科の教材たり得る。まさに「科学の好きな子どもを 

育てる」環境にあるといってよい。 

    本校の子ども達は、昆虫や魚、動植物、地球や宇宙のこと、自然や科学全般に興味・関心を持 

っている。それらに対し、素朴な疑問も抱いている。身の回りの事象に目を向け「なぜ？」を解 

決する探求活動を「学びのサイクル」（①課題発見→②課題追求・解決→③まとめ・発表→④活 

用・深化）とし、研究を進めた。 

   小学校低学年は「身近な自然との関わりをとおして」、中学年は「生き物をじっくり観察しよ 

う」、高学年は「生き物が生きていくために必要なものを調べよう」、中学生は「身の回りの理 

科を実感できる授業づくり」と、発達段階に応じテーマを設定し、取り組んできた。小中併置校 

の特色を活かしながら、９年間を見通し、体験を重視した授業を展開した。  

    知識基盤社会やグローバル化が進む中、教育を取り巻く環境は急激かつ複雑に変化している。 

学校や家庭、地域における教育力の問題等が指摘されている。 

  学校教育に期待される役割として、子ども達が自然環境の中で、自ら課題を見つけ学ぼうとす 

る姿勢や意欲を育てて行くことが重要である。私たち教師は、子ども達に「生きる力」を育むこ 

とを目指し、個性を生かす教育の充実に努めなければならない 

  結びに「科学の好きな子どもを育てるプロジェクト」「うつぐみプロジェクト」は、本校の特 

色ある取り組みである。学校・家庭・地域が一体となって、「生涯学習の基礎を培う」という「生 

きる力」の視点を大切にして、今を生きる子ども達のニーズに応じた、更に地域の実態にあった 

研究を今後も実践していきたい。 


