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本研究では「科学的根拠を墓に総合的に思考し′ 自分の在り方を考えていく子ども」を目
指す。
子どもの身の回りには′ くらしにかかわる様々な事象があり′ そこには′ 人々が事象とか
かわる暗に生まれる「願いと実際」が存在する。体験や人々との出会いを通して問題を見出
した子どもは′ 実際の姿を願いに向けて近付けていくために,どのように事象とかかわって
いったらよいかを′ 科学的根拠に着目しながら探っていく。そして,観察・実験などを通し
て体験的に明らかにした科学的根拠と′ 歴史的・社会的な意味や価値とを関係つけていく過
程において′ それまでもっていた「事象の意味や価値」に対する見方を更新し′ 事象とのか
かわり方を両構成してくる。
このようにして′科学的根拠を生かしながら実際の姿を願いに向けて近付けていくために′
事象とのかかわり方や自分の在り方を考え′ 実践への意欲を高めていく姿を日月らかにした。

‑133‑

Ⅰ 科学的根拠 を基 に総合的に思考 し,
自分の在 り方 を考 えてい く科学探究科
1 .科学探究科で求める子 ども
求める子 ども
科学的根拠を基 に総合的 に思考 し,自分の在 り方を考えてい く子 ども

科学探究科 とは, くらしにかかわる事象の価値 を歴史的 ･社会的視点 と科学的根拠か ら明 らか
にし,事象 とのかかわ り方 を学んでい く総合学習である｡
普段何気 な く見ている身の回 りの環境や文化,生産物など, くらしにかかわる事象 には,人々
がかかわって きた歴史や社会 における意味や価値があ り,規則性や仕組み といった科学的根拠が
生かされている 科学探究科では,事象 と自分 とのかかわ りか ら問題 を見出 し,観察 ･実験 など
｡

によって体験的に明 らかにした科学的根拠 を基 に,人々がかかわって きた歴史的 ･社会的な意味
や価値 を関係づけなが ら, これか らの事象 とのかかわ り方や自分の在 り方 を考 える子 どもを求め
てい く｡
そこで,第 2年次研究では,人々が事象 とかかわる時に生 まれる ｢
願い と実際｣ に着 目した｡
自分 に引 き付 けた追求問題 をもち,願いに向けて実際の姿 をどう近付 けてい くかを考 えなが ら問
題解決 してい くことで,自分の在 り方に迫ることがで きると考 えたか らである｡
そのために,事象 について歴史的 ･社会的視点か ら調べた り,かかわる人々か ら話 を闘いた り
しなが ら,人々の思いや願いを受けて事象が発展 した り変化 した りしてきたことを浮かび上が ら
願い と実際｣に気づいた子 どもは,実際の姿 を願いに向けて近付 け
せてい く｡ 事象 にかかわる ｢
てい くためにどの ようにかかわっていった らよいかを,科学的根拠 に着 目しなが ら探 ってい く

｡

そ して,観察 ･実験 などを通 して明 らかに した科学的根拠か ら,｢
事象の意味ヰ価値 ｣ に対する
見方 を更新する

｡

このことにより,それまで調べて きた歴史的 ･社会的な意味や価値 と関係づけ

て,事象 とのかかわ り方 を再構成 し, 自分の在 り方 を考 える子 どもに追ってい くことを期待 した｡

2. カリキュラム改善の視点
(
1
) 日常生活や実生活 とのかかわりを重視 した単元の作成
学習指導要領改訂の趣 旨を受け,子 どもたちの 日常生活や実生活 とのかかわ りを重視 した単
元 を作成 してい く｡ また,総合の時数の削減に伴い,各教科等の中で培 った資質 ･能力 を発揮
した追求が行われるよう,
＼関連 を明確 にしてい く｡
(
2) カリキュラムの段階性
u
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i 棄 身のまわ りの事象 の もつ不思議 さ 事象 との関係 を科学 的根拠 を基 に 科学的根拠 を生か して,.自分 の生
見出す○
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3.授業改善の方策
(
求める総合(
科学探究科)
の学びを具現するための学習過程)
○事象を直接体験し,自分とのかかわりを考える｡

追求 の足場 をつくる 過 程

◎事象のもっている歴史的 ･社会的価値への問い

く教 師 の 働 き か け )
○事象を直接体験 し, 自分との
かかわりを振 り返る場の設定
○事象 について,歴史的視 点,
社会的視点から調べ る場の設
定

･
取り組んでいる人々とのかかわり
･聞き取り調査
･資料やインターネットの活用

歴史的 .社会的価値と人々の取組にある願いと実際から,

○事 象 の もつ歴 史 的 ･社 会 的
価値 について調べ たことを交
流 し,願いと実際か ら問題 を
見出す活動の組織

○問題解決に必要な科学 的根拠を,観察 .実験 を通して,
体験的.
.実践的に明らかにする9
‑

事象の意味や価値に対する見方の更新
事象 とのかかわり方の再構成

妻… ≒

≡≡

̲ ̲

二

4. 評価 法
○ 探 究 マ ップ
単元後 に学 習 した流 れ を探 究 マ ップ に表 す場 を設 定 し, キー ワー ドや学 習 のつ なが りの分析
か ら, 問題発 見力 や 問題解 決力 が どの ように発揮 され たのか を評価 す る ｡

○

わか くさノー トの記述
自分 の学 びや学 び方 ,考 え方 の変容 な どを ま とめ た わか くさノー ト‑ の記 述 か ら,事象 との

かか わ り方 や 自分 の在 り方 につ い て の思考 力 が働 い た姿 を評価 す る｡
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Ⅱ 実践 の概要

第4学年

｢
工夫 しよう 環境を考えた涼 しいくらし｣

1 .環境にかかわる願いと実際か ら, 自分の在 り方 を考 えてい く学び
本単元では,知識 として知 っている気温の上昇が身近 な地域 で も起 こっていることについて考
え,生活の仕方 と環境 との関係 を,科学的な視点か ら追求 してい く 身近 な地域や環境 に 目を向
｡

けて きた この時期 の子 どもにとって, 自分 自身の生活の仕方が環境問題 と結 び付 いていることを
知 り,生活 を見直 していこうとす る姿が期待 で きる｡
長 岡市の ｢ヒー トアイラン ド現象｣ について,専 門家や対策 に取 り組 んでいる方 との出会 いか
ら人々の思いや願いに触れ,縁 を増や し排熱 を出 さない生活への願い とエ アコンに頼 っている実
際 を知 った子 どもたちは,｢エ アコン｣ と ｢
電気 を使 わず に涼 しくす る方法｣のそれぞれの よさ
を生か しなが ら,涼 しく住 まう工夫 に迫 ってい く そ して,グリー ンカーテ ンの中にある ｢
遮光｣
｡

｢
通風

｣｢気化熱｣ などの働 きをもった方法 とエアコンとを組み合 わせ ることによって,涼 しくな

りエ アコンの排熱量 も減 らす ことがで きるとい う科学的根拠 を実験 を通 して明 らかにす ることで,
涼 しくす る工夫 に対す る見方 を更新 し, 自分の住 まい方の工夫 を再構成 してい く

｡

この ように して,｢エ アコン｣ と ｢
電気 を使 わず に涼 しくす る方法｣ を組 み合 わせ ることの価
値 を実感 し,実際の姿 を願 いに向けて近付 けなが ら環境 に配慮 した生活 を してい こうとす る意欲
の高 ま りを願 った｡

2. 単元の構想
(
1
) 単元の 目標
環境 に負担 をかけず に涼 しく生活す るには,エアコンに遮光,通風,気化熱 な どの働 きを組
み合 わせ た工夫 を してい くことが大切 なことに気づ き,生活の中に取 り入れてい こうと意欲 を
高めることがで きる｡
(
2) 追求の構想

2次

(
全0
2 時間)

生活の中で涼 しさを生み出す工夫 について明 らかに しよう (7時間)

･グリー ンカーテ ンの仕組み を生か して,電気に頼 らずに涼 しくしている取組があるだろうか｡
( ブライン ド ⊃ (
二亘 麺 ⊃

⊂垂麺 ⊃

( 九‑

⊃ (
二
重 亘丞⊃

◎窓あけやカーテ ンをエアコンと組み合わせて使 うことのよさを明 らかにしよう｡
組み合わせて使 う

涼 しさ+排熱が減る

3 次 身の回 りの環境 とこれか らの 自分のかかわ り方 について考 えよ う 3( 時間)
◎ これか らの 自分の環境 とのかかわ り方や生活の仕方を考え紹介 しよう｡
･自分 の生活 に取 り入れ られる工夫 を考えよう｡

‑

1
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3.授業の実際
(
1
) グ リーンカーテンのよさって何 だろ う
観察 ･実験 な どの活動 に意欲的に取 り組み, 自分 の 目で確 かめ ようとす るよさのある沙希 さ
ん｡本単元では,観察 ･実験その ものに意欲的に取 り組 むだけでな く,明 らかに したことか ら
追求 を連続 させ,わかった ことや考 えたことを生活 に生かしていこうと意欲 を高める姿を願った｡
夏 を迎 え,暑 さを しの ぐためにほ とん どの家庭でエアコンを使い始めた｡部屋 の中の涼 しさ
と室外機付近の暑 さとの違い を体験 し,声 を上 げて驚いた沙希 さん｡エ アコンが環境 に与 える
影響 について調べ てい く中で,大都市で問題 になっているヒー トアイラン ド現象が,長岡に も
あるか どうかが話題 になった｡そ こで,専 門家の方の話 を聞 く場 を設定 した｡
長岡でも, ヒー トアイラン ド現象 は年々強 くなっています｡
原因は,緑が減 っていることと,人間が熟 を生み出 していることなどです｡

｣

｢この ままでは どん どん暑 くなる ｢
何 とか して防 ぎたい｣ と発言が
続 き,実際 に対策 に取 り組 む議員 さんや市民の方 々か ら話 を聞 くこと
に した｡
議員 さんの緑 を増や して排熱 を減 らす取組 や, 自宅 にグ リー ンカー
テ ンをつ くっている前 田 さんの

専門家の方のお話

｢5 ℃くらい温度が違 う時 もあるんで

す よ｣ とい う話 にうなず き,ノー トに ｢グリー ンカーテ ンを家で もや りたいです｣ と記述 した
沙希 さん｡｢グ リー ンカーテ ンは効果があ りそ う ?｣ と問いかける と沙希 さんをは じめ多 くの

,｢5℃はち ょっ と大 げさ じゃないの ?｣ といった発言 もあった｡そ

子が手 を挙 げた｡一方で

こで, グリー ンカーテ ンが部屋 を涼 しくす る仕組み について明 らかにす ることを,追求問題 に
設定す ることに した｡

｣｢光 を当てる｣｢窓 を葉で覆 った もの と覆

実験方法 を問 うと,｢同 じ大 きさの箱 を用意す る

わない もの とで温度の変化 を比べ る｣ な どのアイデ ィアが 出 された｡｢
温度 は微妙 だか ら,同
時に計 らない といけない｣ と見通 しをもって きたので,実験 を始めることに した｡
【5 分後に上昇 した温度】

･哀糎 や蚤
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…
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実験 の結果,本物 の葉で窓 を覆 った部屋 では,温度
の上昇が抑 え られた｡ また,偽物 (
造花) の葉 で も,
水 で濡 らせば本物 の葉 と同 じように温度の上昇が抑 え
られることがわかった｡
実験 の結果 と話 し合 いを基 に,沙希 さんは右 の よう
にノー トにま とめた｡ グ リー ンカーテ ンに古
.
ま ｢遮光｣
｢
通風

｣｢気化熱｣ な どの仕組みがあ り,電気 を使 わず

に涼 しくなるよさがあることを足場 として とらえて き
た姿である｡
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グリー ンカーテ ンの涼 しさを生み出す仕組みがわかった子 どもたち｡教室の窓の外で育てて
いるヒ ョウタンを見 なが ら,｢これが成長 した らグ リー ンカーテ ンになるかな｣ と話す｡その

｣

一方で,｢
今か ら植 えて も間に合 わない よ ｢
家 はマ ンシ ョンだか ら‑｣ とつぶや く子｡ 自分 の
場合 は どうだろうと,実際にで きる方法 を考 え始めている姿 ととらえた｡
そ こで,｢グ リー ンカーテ ン以外 に も,同 じような仕組み を使 って涼 しくしている ものがあ
打 ち水 ‑水 の蒸発
りそ う ?｣ と問いかける と,｢ある,ある｣ と探 し始 めた｡｢

｣｢カーテ ン‑

光 をさえ ぎる｣ な どの方法 をメモ し,仲 間の発言 にうなず きなが らチェ ック してい く沙希 さん｡
まとめに ｢
電気 を使 わな くて もいっぱいあ りま した｣ と記述 した｡｢グ リー ンカーテ ンに頼 ら
ない方法で も,電気 を使 わず に涼 しくで きそ うですか｣とい う問いかけにうなず く子 どもたち｡
グリー ンカーテ ン以外 に も,
‑涼＼
しくす る工夫 を していけそ うだ と意欲を高めてきた姿 と評価 した｡
(
2) エア コンと組 み合 わせて涼 しくする工夫ができないかな

グリー ンカーテ ン以外 に電気 を使 わず に涼 しくす る方法 として,次の ような ものが出て きた｡
【
電気 を使 わずに涼 しくする方法】
<光 をさえぎる>
<風通 し ･風 をつ くる>
<水 の蒸発 >
すだれ
･ブライン ド ･網戸
･窓開 け
･打 ち水 ･木や緑
カーテン ･障子
･扇子
･うちわ
木や緑
･メッシュの服

,

電気 を使 わない方法が,こんなにた くさんあってびっ くりした｣と綾子 さん｡ 広太 さんは ｢こ
んなにた くさん方法があるな ら自分 に もで きそ う｣ とまとめに書いた｡｢
電気 を使 わな くて も,
うちわな どを再利用すればいい｣ と書 いた未紀 さん｡ 電気 を使 わない方法で涼 しくす ることに,
自信 をもって きた姿 ととらえた｡そ こで, これ らの方法 を使 えばエ アコンを使わな くて も過 ご
せそ うか を問 うと,｢
打 ち水 もす るけれ ど,エ アコンも使 っている｣ と沙希 さん｡｢
エアコンを

｣｢エアコンを使 うのを我慢すればいいん じゃない ?｣｢自分 はよ くて も,

全 く使 わないのは無理

家族がエアコンを使 うか ら‑｣ と発言が続 く｡ 電気 を使 わず に涼 しくしたい とい う願い と,エ
アコンに頼 らざるを得 ない実際の間で,迷いが見 えて きた子 どもたちである｡
そ こで,エアコンの特性 に 目を向けるために,エアコンの よさと問題点 を話 し合 った｡

(
よさ)

(
問題点)

見比べていた慎太郎 さんが,｢
涼 しくしてか らエ アコンを使 えば,排熱が減 らせ るか もしれ
ない｣ と発言 して きた｡｢
設定温度 にい くまで,負担が減 らせ る｣ と正夫 さん｡エ アコンと組
み合 わせ る工夫がで きそ うか投 げかけると,沙希 さんや他 の子 どもたち もうなずいた｡｢
排熱
を出 さない願い｣ と ｢エ アコンを使 っている実際｣ に 目を向け始めて きた姿である そ こで,
｡

エアコンと電気 を使 わない取組の よさを組み合 わせ,環境 に配慮 した涼 しくする取組 について
考 えてい くことを追求問題 に した｡カーテ ン,窓開け,打 ち水 などとエアコンとを組み合 わせ
る方法が出された｡エアコンとの組み合 わせ方 について,具体 的な見通 しをもって きた姿 と評
価 した｡そ こで,子 どもたち と相談 して, カーテ ンとエアコン,窓開け とエ アコンの 2つの組
み合 わせ について,実験 を行い調べてい くことに した｡
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(
3) こうすれば涼 しくなって排熱 も減 らせるぞ

5℃ だった として,窓 を開けて風 通 しをよ くして,2
7℃
｢
設定温度が2
か ら 1℃下 げてか らエアコンをつ けた ら,その分排熱が少 な くなると思
う｡
｣慎太郎 さんが,窓開け とエ アコンとを組 み合 わせ る実験‑ の見通
しを話す と,｢いい と思います｣ と賛成す る沙希 さん｡
そ こで,エ アコンの設定温度が 1 ℃変わると,使 う電気や排熱の量が
約01
%

減 る とい う資料 を提示する と, うなず きなが らじっと聞いている｡

その後,｢窓 を開けて下敷 きであおいで,温度が下がればいい｣ とつぶや くb窓 を開けて風通
しをよ くす ることによって,温度が下がるかどうかをはっきりさせたいと考えてきた姿 ととらえた｡
仲 間 と一緒 に,部屋 に見立てた段 ボール箱 の中の温度変化 を計 ってい く沙希 さん｡ 4分たっ

.
1
℃あった温度が,窓 を開けて換気 をす ることで
た ところで,窓 を開けてあお ぎ始 める と,31
2
9
.
9
℃ まで下が った｡笑顔で ｢下が った｣ と言い, ノー トに ｢クーラーが少 しですむ｡ はい熱

̲三

三≒

享

享

二三

譲

軒学的根拠 を確 かめ.その よさを発ヨ
?
噂
由■‑
⊥

さんの詔 を聞 く場 を設定 した

沙希 さんは､｢窓t

てい ますか｡一つ開けて もあんま り風が通 らないで しょう｣ とい う話 を真剣 に聞いた後,｢み
んな も工夫で きそ う ?｣ とい う問いかけにうなず き,次の ように記述 した｡
私 は,
,窓開 けL
を:
するとクーラ‑が少 レですむ し排熱が減 らせると思 賢
p
ト､
ま した‑
. 力‑テ ンでも涼 しく
‑
なって, クーラ‑が少̲
し‑
ですむと思 い
ましたo家で も実験 したことをやって,七 一 卜アイラン ドを少 しでも
遅 くしたり減 らしていきたいですo関 さん.
が, まだいろいろな実験が

｢グリー ンカーテ ンは,遮光,通風 ,気化熱 な どの働 きがあ り,
涼 しくす る工夫 に対す る見方 を,
電気 を使 わず に涼 しさを生み出す ことがで きる｣か ら,｢グリー ンカーテ ンの働 きを生かす と,
電気 の無駄 をお さえ,環境 を考 えた涼 しさを生み出す ことがで きる｣ と更新 し, 自分 にで きる
組み合 わせ を工夫 してい こうと意欲 を高めて きた姿 ととらえた｡
そ こで, これ までの学習 を生か し, 自分の生活の中で, どんな工夫や組み合 わせがで きるか
話 し合 った｡｢
打 ち水 してか ら,すだれ とエ アコンとを組み合 わせ る｣｢アコーデ ィオ ンカーテ
ンで仕切 って部屋 を小 さ くす る｣ な どの発言 を受 けて,沙希 さんは,｢
網戸 に して風 を通 して
か ら,窓 を閉め,カーテンを してか らクーラーをつける と涼 しくなる｣ と発言 した｡ これまで
学習 して きた,風 を通す窓開け と光 をさえぎるカーテ ンの効果の両方 をエ アコンと組み合 わせ
ることによって, 自分ので きる涼 しくす るための工夫 を再構成 して きた姿 と評価す る｡

‑

1

39‑

(
4) こんな涼 しくする工夫 もできそ うだ

これ までの学習で,環境 に配慮 した涼 しくす る工夫がいろいろで きそ うなことに気づいて き
た子 どもたち｡学習 を生か して家で実際に取 り組 んだ ことを紹介 し合 った｡
沙希 さんは,｢
車 を駐車す る時 に,窓 を開けておいて暑 くな らない ように した｡｣ と発言 し,
これ を受 けて,車 の窓の開け方やサ ンシェー ドを使 うことな どが出 された｡ また,｢
扇風機 と
クーラーを組み合 わせて使 うと, クーラーだけの時 よ りも電気 を使 わず に涼 しくなる｣ と発言
し,多 くの子 どもが賛同 した｡話 し合いの後の振 り返 りで,沙希 さんは次のようにノートに記述 した｡
〜略〜 私 も,節約やいろいろなことをして,ヒー
トアイラン ドをお くらせたり,少 しでもへ らせた
らいいなと思っています｡そ して,未来はすごし
やすい社会に したいです｡そ して,みんなが くら
しやす く, しあわせに くらせる地球 (
未来)に し
ていきたいです｡
沙希 さんの探究マ ップか らは, グリー ンカーテ ン
の涼 しくす る仕組み を足場 に し,エアコンと組み合
わせ なが ら追求 をつなげていった ことが読み取れる

｡

ヒー トアイ ラ ン ド現象 を出発 点 に し, グ リー ン
カーテンを軸 として実験でその よさを明 らかに しな
が ら追求 を続 けていった沙希 さんが, ヒー トアイラ
ン ドを防 ぎ環境 に配慮 した涼 しくす ごすための工夫 を自分 の生活 に結 び付 けて再構成 し,最後
にみんながす ご しやす く暮 らしやすい未来 に したい と考 えることがで きた と評価す る｡

Ⅲ

成果 と課題
【
鹿果】願いに向けて実際o
)姿 をどう近付 けてい くか を考 えなが ら問題解決 してい くことで,

本単元では,願 いに向けて実際の姿 を近付 けなが ら問題解決 してい くことで,｢
涼 しくす る
工夫｣ に対す る見方の更新 に向か った｡｢エアコン｣ と ｢
電気 を使 わず に涼 しくす る方法 ｣ の
それぞれの よさを組み合 わせ ることにより,自分 の生活 に引 き付 けた工夫 を考える姿が見られた

｡

【
課題】子 どもの追求の中で価値 ある実験 となるよう,｢
更新

｣ ｢再構成｣ を生み出す実験 の

本単元では,子 どもたちの予想 の範囲を超 えて新 たな気づ きを生み出す観察 ･実験 とまでい
かなか った｡そのため,観察 ･
実験 だけか ら子 どもたちが取組 の よさを実感す ることには,やや
弱 さが見 られた｡｢
更新｣｢
再構成｣を生み出す価値 ある実験 を取 り入れてい くことが課題である

｡
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