附属長岡校固

教育理念 ｢
主体的に自己を確立する人間の育成｣

個性的で豊かな人間性をもつ子ども

連携研究主題

｢
創造的な知性を培う｣
｢
創造的な知性｣
新たな概念,認識,価値観を創 りあげる能力

｢
感 性｣

｢
科学的なものの
見方 ･考え方｣

学習対象 と してのひ と ･
もの ･こ とと自分 とのか
か わ り を感 覚 と知 覚 に
よ っ て把 握 し, 自分 に
と っ て の価 値 を感 じ取
り,追求 してい こうとす
る能力

問題 の解 決 を図 るための
分析的,総合的 な思考 力

今,時代 は社会の変化 に柔軟 に対応で き,経済,科学,技術 などの様々な面で,国際社会,地域社会 に貢
献 してい くような人材 を求めている｡ そのため,教育 において も,個人の多彩 な能力 を開花 させ,創造性,
独創性 を滴養 してい くこと, また,その知識や能力 を実社会で生か してい くことので‑
きる社会性や倫理観,
道徳心 など,豊かな人間性のは ぐくみが重要な課題であると言われている｡
･では,実際にどの ような方法 をもってすれば,創造性や独創性の滴養,豊かな人間性 をは ぐくめるのであ
ろうか｡
わた したちは,子 どもたちが新たな概念,認識,価値観 を創 りあげる学習経験 を通 して,そこに迫ろうと
考えて きた｡
学習対象 に追求の価値 を兄いだ し,その意味や構造 を把捉 した り,既有の知識や他領域 と関連付 けた りす
ること,それを日常生活 に生か してい こうとす ることによって,新たな概念,認識,価値観 を創 りあげる｡
そこで達成感 を味わった子 どもは, また新 たな学習対象 に出会 った ときに,主体的,能動的に学んでい くと
考 える｡
このような学 びが,子 どもたちの ｢
創造的な知性 を培 う｣ ことにつなが り,幼 ･小 ･中1
2
年間の学びで求
める人間像 ｢
個性的で豊かな人間性 をもつ子 ども｣の育成 につながってい くと考 える｡
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1 幼 ･小 ･中連携研究

｢
創造的な知性 を培 う｣

校 園の子 どもたちの実態 と教 師の願い,校 園の教育理念,そ して,前述 した社会 の要請 とい う面か ら,
｢
創造性 を伸 ばす｣ ことと ｢
豊かな知性 を育てる｣ ことが大切であると考 え,連携研究主題 を ｢
創造的

2年間を見通 した連携教育課程研究に踏み出 した｡
な知性 を培 う｣ と設定 し,幼 ･小 ･中1
校 園全体 の連携研究主題 ｢
創造的な知性 を培 う｣ に迫 るためには,子 どもたちが新 たな概念,認識,
科学的な ものの見方 ･考 え方｣ を段階的には ぐくむこ
価値観 を創 りあげる学習経験 を通 して,｢
感性｣｢
とが必要であると考 えた｡そこで, これ までの各校 園独 自の研究への取組の成果 をもとに しなが ら,本
格 的に幼 ･小 ･中連携研究 を平成 1
5
年度 にス ター トさせた｡
科学的な ものの見方 ･考 え方｣を校 園では以下の ようにとらえている｡
｢
感性 ｣｢

学習対象 と してのひ と･もの･ことと自分 とのかかわりを感覚 と知覚 によって把握 し,自分に とっ
ての価値 を感 じ取 り,追求 していこうとする能力｡

｢
科学的なものの見方 ･考え方｣
問題の解決 を図るための分析的,総合的な思考力｡
分析 的な思考力 とは,学習対象 を深 く見つめた り,多面的に見つめた り, 自分 との影響関係 を見つめ
た りして確 かな概念,認識,価値観 まで高めてい く力である｡ この力のは ぐくみによって,従来か ら大
切 にされている教科 の学 び方 をより実証性の高い ものにす ることがで きる｡
総合的な思考力 とは,全体的な視野 に立 ち,学習対象 を取 り巻 く自然,人間,社会,文化 などとの関
係か ら学習対象 を理解 し,判断,行動,実践 してい こうとす る力である｡

2 科学系教科 を重点教科 に
幼･
小･
中1
2年間を見通 した連携教育課程研究では,｢
創造的な知性 を培 う｣で大切 に している｢
感性｣
｢
科
学的な ものの見方 ･考 え方｣ をは ぐくんでい くことを目的 とし,以下の点 を勘案 し,科学系教科等 を重
点教科 と定めて,全教科 ･領域で研究 を進めることとした｡
当校 園は,新潟大学 の附属校 園である とい う利点 に加 え,近隣には長岡技術科学大学,長 岡工業高等
専 門学校 な どがあ り,充実 した科学教育 を推進す るのに大変恵 まれた環境 にある｡
現代社会 は生命倫理 に関する問題 な どの さまざまな問題が顕在化 し,科学や技術 に対す るわた したち
の感性が大 きく問われている｡ 学校教育 において も,科学的 リテラシーの滴養 , これまでの個別の学問
領域か らのアプローチでは解決で きない ような複雑 な要 因のか らまった現代 の諸 問題 を解決で きる力,
新 たな科学や技術 を生み出す力 をは ぐくむことが求め られている｡
当校 園では,平成 1
5
年度〜1
8
年度の 4年 間,文部科学省 の研究開発学校 としての指定 を受 け,研究開
発課題 ｢
創造的な知性 と自然 との共生の心 を培 う 『
科学的な感性,科学的な ものの見方 ･考 え方』 をは

2年 間 を見通 した教育課程 の研 究開発｣ に向けて,現行 の指導要領
ぐくむ幼稚 園 ･小学校 ･中学校 の1
によらない特例措置 を受 け,先進 的で提案性 のある幼 ･小 ･中連携 の姿 を示 そ うと ｢自然科学科 ｣｢
科
学/技術科｣等 の新設教科 の設定,算数科 ･数学科 の時数増 を行 い,教育課程 の改善 に取 り組 んで きて
いる｡
なお,｢
科学的な感性｣ を校 園では以下の ようにとらえている｡

｢
科学的な感性｣
外界 のひ と ･もの ･ことか ら構成 される学習対象 と自分 とのかかわ りを感覚 と知覚 によって把
握 し, そのかかわ りの中に科学的に探究する価値 を見出 し,追求 していこうとする能力
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3 連携研究 における教育課程編成の基本方針
｢
科学的な感性,科学的な ものの見方 ･考 え方｣ をは ぐくむ教育課程の編成 を以下の基本方針 に従 っ

5
年度か ら平成 1
8年度 まで文部科学省の研究開発校 に指定 され,
て作成 している｡ なお,本研究 は平成 1
現行の指導要領の枠 にとらわれずに教育課程 を編成す ることが可能 となっている｡
(
1
) 幼稚固
幼児の ｢
科学的な感性,科学的なものの見方 ･考 え方｣のめばえをは ぐくんでい く姿 を, より適切
にとらえられるよう,幼稚園教育要領 5領域 に示 されている5
0の内容 を科学教育の連携 とい う視点で
再構成 し,内容領域 ｢かが く｣｢
表現｣｢かかわ り｣｢
せいかつ｣ を設けて きた｡
内容領域 ｢
かが く｣においては,
幼稚 園教育要領 5領域の内容の中で,
幼児が 自然の事物 ･
現象,
数量 ･
図形 にかかわる中で,それ らの面白さや性質 ･仕組みなどに目を向け,感覚 を豊かに した り,主体的
にかかわろうとした りする心情 ･意欲 ･態度面 をは ぐくむ内容 を中心 にまとめた｡
(
2) 小学校

新教科 として,従来の理科の学習内容 に ｢
暮 らしと人の知恵｣ という視点 を加 えることで学習内容
を膨 らませた,｢自然科学科｣ を新設 した｡算数科 では,概念 と概念 を結 び,再体系化 をはかること
に重点を置 き,時数増 を図って きた｡ また,総合的な学習の一環 として,各教科等の学習内容 との関
連 を図 りなが ら,科学的な根拠や規則性 をもとに して総合的な思考力 を働かせ る学習場面 として ｢
科
学探究科｣ を新設 し,｢
科学的な感性 ｣｢
科学的なものの見方 ･考 え方｣ をは ぐくむ教科群の中心 に据
えた｡

8
年度は,
理科の時数全て と,｢
総合｣の時数の一部で,
｢自然科学科｣｢
科学探究科｣
時数について平成 1
L
J
l

の新設 と算数の時数増 を行 っている｡
(
3) 中学校

中学校では新教科 として, これか らの科学や技術 と人間社会 とのかかわ りについて理解 を深め,人
間 としての 自分の在 り方 を問 う ｢
科学/技術科｣ を新設 した｡｢
科学/技術科｣の学習内容 は ｢
生命科
学 と人間｣｢
地球環境 と生活｣｢
技術革新 と社会｣ を扱 う｡ 数学科では,各領域 にある概念 を再体系化
し, 自己の数学的概念 をつ くりあげる新たな内容 を取 り入れるために時数増 を行 った｡理科では,中
学校 1年生か らの物質概念の構築 を目指 し,実験実習の充実のための時数増 を行 った｡ また,科学 に
かかわる教科 (
数学科,理科,技術 ･家庭科,｢
科学/技術科 ｣
) では ぐくんだ ｢
科学的な感性｣,｢
科
学的なものの見方 ･
考 え方｣,
知識 ･
技能 を総合的に生か しなが ら学習する場面 として ｢
サイエ ンス コー
ス｣ を新設 した｡｢
サイエ ンス コース｣以外 にも ｢アー トコース｣｢コミュニケーシ ョンコース｣ を設
け,選択 に基づ くコース学習 を教科やの学習の発展 と据 えた｡数学科及び理科の時数増,｢
科学/技術
科｣ と ｢コース学習｣の新設のための時数は,総合的な学習の時間及び選択教科の時間を充てている｡
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