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科学的根拠　総合的な思考　自分の在り方

・三三‥主　張

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新たな価値

観を創りあげる子ども」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′　それら事象を成り立たせて

いる科学的根拠が内在している。子どもたちは.事象を歴史的視点・社会的視点などから多

面的に調べていくことで′　自分にとっての価値や科学的根拠に目を向ける。さらに,観察・

実験などの体験的・実践的な活動によって科学的根拠を解き明かすことにより′　歴史的視点・

社会的視点などから拡張した知識と関係付けて総合的に思考し′　事象の意味や価値を実感す

る。

このようにして,事象の意味や価値を実感し′　事象とのかかわり方や自分の在り方を考え

ていく姿を明らかにした。
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Ⅰ 科学的根拠を基に総合的に思考し,自分の在り方を
考えていく新たな価値観を創りあげる科学探究科

1.科学探究科で求める子ども

研究主題 ｢創造的な知性を培う｣のもと,科学探究科では,｢科学的根拠を基に総合的に思考し,

自分の在 り方を考えていく新たな価値観を創 りあげる子ども｣を目指す｡

これは,身の回りにあるくらしにかかわる事象に内在する科学的根拠を明らかにするとともに,

明らかになった科学的根拠とそれまでとらえてきた事象の歴史的価値や社会的価値などとを関係

付けて総合的に思考することにより,事象の意味や価値を実感し,事象とのかかわり方や自分の

在 り方を考えていく子どもである｡

総合的な学習は,実施当初から ｢知の総合化｣が叫ばれていながら,平成15 年10 月の中央教育

審議会答申で改めて ｢総合的な学習の時間の一層の充実｣について明示されたように,具体的実

践がなかなかなされてこなかった｡そこで3年次では,知の総合化をより意識し,単元における

学習過程の整理に取 り組んだ｡1の過程において,これまでの社会科,総合学習などで培った資質･

能力をもとに,歴史的視点 ･社会的視点から事象をより多面的にとらえ,知識を拡張する｡ 2の

過程においては, 1の過程における追求の中で見えてきた事象に内在する科学的根拠を,これま

での自然科学科,総合学習などで培った資質 ･能力をもとに科学的に追求し,明らかにする｡ そ

れにより, 1の過程で習得した知識との関係付けを図る｡ 3 の過程においては,学習の中で関係

付けられた様々な知識から総合的に思考し,具体的に事象とのかかわり方や自分の在 り方を考え

ていく｡ さらに,自分の学びや学びによる成長を表出していく中で,国語科,総合学習,社会科,

算数科などで培った資質 ･能力の活用を図る｡ し

上記 3 つの過程において,追求の中で得た様々な知から総合的に思考していくことにより,そ

れまで何気なく見ていた事象の意味や価値を実感し,事象とのかかわり方や自分の在 り方を考え

ていく姿を期待する｡

2. カリキュラム改善の視点

(1) カリキュラム改善の視点

科学的根拠が内在する事象を単元化する｡ その際,歴史的価値や社会的価値などを持つとと

もに,子どものくらしにかかわる事象を十分に吟味して取り上げる｡ 自分のくらしの在 り方や

事象とのかかわり方を考えていく子どもの姿につながる｡

(2) 小 ･中連携カリキュラムとしての視点

科学探究科および中学校総合 ･サイエンスコースにおいて,小学校3年生から中学校3年生

までの7年間を小学校 3･4 年,小学校 5･6 年,中学校 1･2 年,中学校 3年の4 区分に分

ける｡ さらに,科学的な感性を ｢問題発見力｣という言葉に置き,科学的なものの見方 ･考え

方を ｢問題解決能力｣という言葉に置いて,7年間ではぐくみたい資質 ･能力として段階的に

措き,授業実践に当たる｡

;捕,-:(〇､~-/≡;ヱ～○…0…法務､li…; 中学校 1.2 年 中学校 3年
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3.授業改善の方策

科学探究科における学習過程を整理 し,｢感性,科学的な感性,科学的なものの見方 ･考え方｣

の働きを以下のように位置付けた｡

(学習過程) (教師の働きかけ)

○事象と自分とのかかわりを
振り返る場の設定

○事象を歴史的視点 ･社会的
視点などから調べて事象を
とらえ,事象の意味や価値
をはっきりさせる場の設定

･資料,インターネットの利用

･聞き取り調査,見学
･専門家とのかかわり など

○事象について体験的,実践
的に調べ,事象に内在する
科学的根拠を明らかにする
場の設定

○明らかになった科学的根拠
と歴史的価値や社会的価値
などと関係付ける活動の組
織

○事象と自分とのかかわり方
や在り方を考えていく場の
設定

･科学的根拠が見えてきて,より自
分とのかかわりや大切さがわかっ

たな｡もっとこう考え,こうして
いきたい｡

･このような学びができたぞ｡自分
の学びのよさや成長があったな｡

4. 評価方法

(1)探究マップによる評価

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

から科学的なものの見方 ･考え方について評価する｡

(2) ポー トフォリオの活用

子どものノー ト-の記述,調べたことや自分の考えをまとめたレポー トなどから,科学的な

感性,科学的なものの見方 ･考え方が働いた姿を評価する｡ また,思考の変容の過程や態度が

はぐくまれたかを評価する｡

(3) 自己評価ノー トの活用

単元を終えた子どもたちが,自分の学びや学び方,考え方の変容などをまとめた自己評価ノー

トへの記述から科学的なものの見方 ･考え方が働いた姿を評価する｡
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Ⅱ-1 実践の概要

第3学年 ｢すごいぞ ! 工夫がいっぱい附小の給食｣

1.科学的根拠を基に総合的に思考 し,自分の食の在り方を見直していく学び

本単元では,子どもたちにとって身近な学校給食を取 り上げる｡ 給食には,取 り入れられてき

た意味(歴史的価値)や作る人の思い(社会的価値)が込められているにもかかわらず,子どもたち

は,つい好きなものばかり食べたり,嫌いなものを残 したりする｡

給食の意味や ｢残さず食べてほしい｣という作る人の思いを調べることによって,健康や成長

を考えて作ろうとする工夫,おいしく作ろうとする工夫,残さず食べることによりバランスよく

.栄養が取れるという科学的根拠が見えてくる｡

実際に観察や調理などの実験を通して,給食のおいしさや体によい工夫を実感的に明らかにす

ることにより,作る人の思いと給食を食べることの科学的根拠やそのための工夫とが結び付 く｡

明らかにした科学的根拠を基に総合的に思考することで,何気なく食べていた給食を食べること

に価値を感じて,自分の食の在 り方を見直していく姿を期待 した｡

2. 単元の構想 (16時間配当)

(1) 単元の目標

給食が作られてきた意味や作る人の思いを調べ声り,給食のおいしさや体によい工夫を明ら

かにしたり,それらを結び付けて給食を食べることの意味を考えたりしていく中で,よりよい

成長や健康のために栄養のバランスが考えられた給食をなるべ く食べることの大切さに気づき,

これからの自分の給食の食べ方を見直していこうとする意欲を高めることができる｡

(2) 追求の構想 (16時間)

1次 給食とのかかわり (5時間)

給食には,作られてきた意味や作る人の思いがあるのに,つい自分は好きなものばかり食べてしまって

いる｡ 給食が作られてきた意味や作る人の思いをもっと知らないといけないな｡

◎玲食の意味や作る人の思いを調べよう｡

･給食は最初,栄養をとることを目的に始まった｡ ･今の給食はバランスよく栄養が取れる｡

･バランスよく栄養が取れる工夫,残さず食べてもらうための調理方法や味付けの工夫,適温で出す工夫

などがありそう｡ 詳しく調べてみたい｡

2次 給食のおいしさや体によいわけ (8時間)

◎給食のおいしさや体によいわけを明らかにしよう｡

様々な食品を取り
入れて,栄養のバ
ランスよく作る

調理方法や
味付けを工
夫する

体によい
材料を取
り入れる

新鮮な地場
産の材料を
取り入れる

温かいもの
を温かいま
まで出す

不足しがちな
野菜 ･海草を
取り入れる

【給食のおいしさやからだによいわけを資料や専門家とかかわって調べる】

【給食のおいしさや体によいわけを観察や調理などの実験によって確かめる】

･同じ食材でも,新鮮な食材は甘みがあり,歯ごたえもよいから,本当においしいことがわかる｡

･野菜の切り方によって煮え方や味のしみ込み方に違いが出る｡おいしく残さず食べる工夫が科学的にある｡

･日々多くの食品を取り入れ,黄,赤,緑の栄養がすべてバランスよく取れるようになっている｡

【バランスよく栄養を取ることの大切さについて栄養士,養護教諭から話を聞く】

残さず食べてはしいという思いのもと,バランスよく栄養を取るため,調理方法を工夫して作っている｡

栄養が足 りないと,健康な体になれない｡簡単に残してしまう自分,好き嫌いをする自分はいけないな｡

3次 これからの食生活の在 り方 (3時間)

◎これまでの自分の給食の食べ方を見直そう
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3.授業の実際

(1)給食の作られてきた意味や作る人の思いを調べたい｡(事象を多面的にとらえる第 1 の過程①)

自分の好きなものだけでなく,栄養のバランスよく食品をとることの大切さについて,何気

なくわかっている子どもたち｡しかし,給食時における子どもたちの様子を見ると,きらいな

野菜に箸をつけることなく残したり,お肉等自分の好きなものだけを好んで食べたりする姿が

日常的に見られる｡ これは,家庭における食事についても同様のようである｡

そのような子どもたちに,給食を食べる毎日の自分を振 り返ってみるよう促 した｡

｢好きなものばかりたくさんおかわりしてしまう｡｣

｢完食しようと思っているけど,やっぱり嫌いなものは食べない日が多い｡｣

このような発言が続いた後,亜紀さんが次のように発言した｡

｢給食には,わたしたちの成長や健康のために作られてい

るという意味や作る人の思いがあってとてもありがたい

はず｡でも自分は残している｡｣

亜紀さんの発言を聞き,すかさず拓哉さんが挙手をし

た｡

｢作る人たちの思いがあるのに,ぼくは,嫌いな野菜を

後回しにしてしまう｡ そして,時間が来てしまうと,そ

の野菜をつい残 してしまう｡｣

給食には作られる意味や作る人の思いがあるにもかか

わらず,つい好きなものばかり食べたり,嫌いなものを

残したりしている自分が見えてきた子どもたち｡

【発言する拓哉さん】

その後,｢給食を作る人たちの思いを実際に聞きたい｡｣
詳しく知る必要がある｡｣などの意見が出された｡さらに,

｢給食が作られてきた意味をもっと

恵さんが ｢給食がなぜ行われてき

たか,給食が作 られた意味や作る人の思いがわかると,できていない自分たちが見直せる｡｣

と発言した｡恵さんの意見をうなずきながら聞く子どもたち｡恵さんの発言を受け,給食が作

られてきた意味や作る人の思いを詳しく調べていくこととした｡

(2) 残さず食べてバランスよく栄養を取るために,おいしくしたり体によいものにしたりする工

夫がありそう｡

【お話をする栄養士さん】

(事象を多面的にとらえる第 1の過程②)

拓哉さんは,給食の作られてきた意味について資料を探し,調べ

始めた｡給食は,食べるものがあまりなかった120 年 くらい前,ま

ず栄養を取ることを目的として始まったこと,現在では,バランス

よく栄養を取るという目的があることを調べてきた｡

さらに,拓哉さんをはじめとする学級の大勢は,給食を作る人の

思いについて,｢実際に栄養士さんをお招きして話を聞きたい｡｣と

考えてきた｡そこで,栄養士さんから給食を作る人の思いを直接聞

くことにした｡

栄養士さんからは,バランスよく来着が取れるように子どもたち

の健康や体のことを考えて作っていること,そのような給食を残
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さず食べてもらうために,よりおいしく作る工夫をしてい

ることなどについて話を聞いた｡真剣なまなざしで話を聞

いた拓哉さんは,学習の最後に次のように発言している｡

拓哉さんは,給食には栄養

のバランスが取れているとい

う科学的根拠があり,残さず

食べてもらうための工夫があ

ることに目を向けてきた｡他

にも,バランスよく栄養が取

を使う工夫,地場産や国産の新鮮な野菜を取 り入れる工夫,適温で出す工夫などに着目してき

た子どもがいた｡科学的な感性を働かせている姿が読み取れた｡

この後,給食がおいしく体によいことはわかってきたが,詳しくはわからないから実際に調

べていこうとする子どもたちの意識を受けて,｢給食のおいしさや体によいわけを明らかにし

ていこう｡｣と,追求問題を設定 した｡個 々が興味 ･関心を持った工夫について詳しく調べて

いくことにした｡

(3) 給食のおいしさや体によいわけを明らかにしたい ｡ (科学的根拠を明らかにする第2 の過程①)

図書館で資料を探 したり,専門家に電話をしたりして調べていく子どもたち｡拓哉さんは,

栄養士さんや調理員さんに直接話を聞いて調べた｡ノー トに,｢じゃがいもなどの野菜は,同

じ大きさに切ると熟が通 りやす く,味も同じによくしみるのでびっくりした｡なので,おいし

いということがわかった｡大きさのちがう切 り方をして,火の熟が通っていたり昧がちゃんと

しみたりしておいしいかをくらべてみたい｡｣とまとめた｡

その他にも,給食で使われている実際の食品を黄 ･赤 ･緑の食品群に分類 し,本当にバラン

スよく栄養が取れるかを調べようとする子どもたち,給食で使う新鮮な野菜と輸送で1日経っ

た野菜を調理して味や歯ざわりなどを比較 しようとする子どもたち,温度を変えて味噌汁を作

り,温度の違いによって味やにおいを比較しようとする子どもたちなどがいた｡バランスよく

栄養が取れる給食を残さず食べてもらうための工夫が具体的に見えてきた子どもたちである｡

新鮮な野菜の味や歯ごたえにこだわっていた舞さんは,｢栄養のバランスが取れている給食

を残さず食べてもらうために,嫌いな野菜をおいしくしている工

夫を自分たちも調理 して確かめてみたいです｡｣と発言した｡拓

哉さんも,大きな声で ｢同じです｡｣ とすかさず反応 した｡観察

や調理などの実験への意欲を高めてきた子どもたちの姿と見とり,

給食のおいしさや体によいわけを調理 して調べることにした｡

まず拓哉さんは,栄養士さんに手伝ってもらい,同じ大きさに

切ったじゃがいもとふぞろいの大きさに切ったじゃがいもを同量

用意した｡さらに,同量の醤油だLで,同じ時間,同じ火力で煮

込む実験に取 り組んだ｡二つの違いを熱心に観察する拓哉さん｡

沸き立つ泡の様子を見て,｢同じ形に切った方が早 く煮える｡｣と, 【実験に取り組む拓哉さん】
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つぶやいた｡さらに,実際に楊枝を突き刺して固さを比較したり,包丁で切ってみて,固さや

醤油の色のしみ込み具合の違いを確かめた｡

そして,実際に二つを食べ比べ,給食を作る人たちが心がけている同じ大きさに切り分けて

いる食品の方が,火熱がよく通り,味もしみておいしいことを確かめた｡｢事象のもつ科学的

根拠を主体的に明らかにしていく科学的なものの見方 ･考え方｣を働かせて追求している姿で

ある｡ 拓哉さんは,観察 ･実験終了後,ノー吊こ次のようにまとめている｡

【熟の通りを確かめる拓哉さん】

この観察 ･実験を終えた後,わかったことや自分の

考えを出し合う活動を組織 した｡｢給食は,切る大き

さはばらばらではなく,ぜんぶ同じ大きさ｡ 附属の給

食は工夫しているので,おいしくて思いが込められて

いる給食だということがわかった｡｣と発言した拓哉

さん｡

このような拓哉さんの姿に接 し,給食を作る人の思

いと給食の科学的根拠やそのための工夫とを一層結

び付けて総合的に思考し,これまで何気なく食べてい

た給食に価値を感じて,自分のこれからの給食の食べ

方を具体的に考えていく姿を願った｡そこで,バラン

スよく食べることのよさについて栄養士さんや養護教諭から話を聞く活動を組織 した｡

(4) 健康や体のことを考えて残さず食べることが大切なんだ｡

(自分の在り方を考えていく第3の過程①)

次の時間,栄養士さんから,｢三色のうち一つでも残すと,栄養のバランスが悪 くなり,成

長途上の大切な体に影響してしまう可能性がある｡｣と話を聞いた拓哉さん｡さらに,養護教

諭から,黄 ･赤 ･緑の栄養の一つでも足 りなくなることにより,体に具体的な影響が出ること

を聞いた｡話を聞いて拓哉さんは,｢バランスよく栄養を取るため,栄養士の先生は,残さず

食べてもらいたいという思いのもと,調理方法を工夫して作っていた｡栄養がたりないと,体

の調子がくずれたり,健康でなくなったりする｡ だから,簡単に残す自分はいけないな｡｣と,

まとめている｡

給食を作る栄養士さんの ｢残さず食べてほしい｣という思いとそのための調理方法の工夫,

給食はバランスよく栄養がとれるという科学的根拠とを結び付けて思考し,簡単に残す自分を

見直す必要があると考え始めている｡ ｢総合的に思考しながら,事象との関係をとらえ直したり,

事象とのかかわり方を見直したりしていく科学的なものの見方 ･考え方｣を働かせている姿で

ある｡

(5) これからの自分の給食の食べ方を考えていこう｡ (自分の在り方を考えていく第 3 の過程②)

この後,子どもたちは,｢これまでの給食の食べ方を見直そう｣という追求問題を設定し,
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自分の食の在 り方を具体的に見直した｡拓哉さんは,次のようにまとめた｡

バランスよく栄養を取るという給食の意昧や栄養士の先生の ｢残さ

ず食べてほしい｡おいしい給食を作りたい｡｣という思いが分かった0

思いがあって′野菜を同じ大きさに切るなどの工夫があることがわ

かったp -つでも残すと栄養のバランスが悪くなる｡健康やよりよ

い成長のために残さないほうがいいO好きなものばかり食べて′つ

い時間がくると残してしまったけれど′残さないで食べる.苦手な

野菜も好きなものと交互に食べて′時間内に食べるようにしたいO
【ノー トをまとめる拓哉さん】

科学的なものの見方 ･考え方を働かせて,具体的に自分の食の在 り方について考え始めてい

る姿がうかがえるのである｡

4. 探究マップによる評価

○ 科学的根拠が内在化する事象は,今の子どもの日常や実態に深 くかかわった事象を取 り上

げることが,自分の今のくらしの在り方 ･生き方を具体的に考えていく姿につながる｡

今回,子どもたちの食に関する好 き嫌いが激 しく,毎日たくさんの給食を残すという実態

から,給食にかかわって単元を取 り上げた｡子どもたちは,残さず食べる必要がある給食には,

バランスよく栄養がとれるという科学的根拠があること,そのような給食を残さず食べるた

めの給食をおいしくしたり体によいものにしたりする工夫について主体的に明らかにし,今

の自分･の行動と結び付けて自分の在 り方を考えていった｡

今の子 どもの日常や実態に深 くかかわった日常の くらしにかかわる事象を取 り上げること

が,自分の今のくらしの在 り方を具体的に考えていく姿につながる｡

○ 子どもの発達段階に応 じて,より精轍に働きかけを考えていく必要がある｡

第 1の過程において,事象を歴史的視点 ･社会

的視点などの複数の視点から調べ,事象の意味や

事象のもっている価値を多面的にとらえる中で,

事象を成 り立たせている科学的根拠に目を向ける｡

第 2 の過程において,事象のもつ科学的根拠を観

察 ･実験を通 して体験的に明らかにし,さらに,

それまでにとらえた事象の歴史的価値や事象にか

かわる人の思いなどの社会的価値などと結び付け

て総合的に思考 し,事象の意味や価値を実感する｡

笥課程欝慧詔

三 ㍉ 藁 ∴ 誓 十エ ー 完 済

blttL をqM.

弼 盤 慧
-451)馳 潤 牒 欝 も
一つ " h首1 ､-37/岬 ニス 軸 ちか拙宅鞄を雀

【拓哉さんの探究マップ】

第 3の過程において,具体的に事象 とのかかわり方や自分の在 り方を考えてい く｡ このよう

な科学探究科の学習過程については,昨年度文部科学省より認めていただいたように確立さ

れてきたところであり,その有効性が子どもの姿として探究マップからも読み取れる｡

しかし,今回の 3年生の実践では,子どもたちが総合的に思考してしミくためには,話 し合い

の前に,明らかになった科学的根拠とそれまでに学んできた事象の価値について,もう一度結

び付けるための手立て (栄養士や養護教諭の話)が有効であった｡子どもの発達段階に応 じて,

より精微に働きかけを考えていく必要があることが見えてきた｡

(吉田 孝則)

- 128-



Ⅱ-2 実践の概要

第4学年 ｢ホトケドジョウがすむ栖吉川の環境を考えよう｣

1.ホ トケ ドジョウのすみやすい環境から,自分と栖吉川とのかかわりについて意思
決定していく子ども

本単元では,子 どもたちの遊びや活動の場として親 しみをもっている栖吉川とそこにすむ絶滅

危倶種のホ トケ ドジョウを取 り上げる｡ 子どもたちは,昔の栖吉川の様子や上流,中流,下流に

どのような生き物がすんでいるのかを知ることで ｢感性｣を働かせ,栖吉川への見方を広げて く

る｡ ｢科学的な感性｣を働かせ,ホ トケ ドジョウが栖吉川のどこにすんでいるのか,それはどの

ような環境なのかを追求問題として焦点化 してくる｡ ｢科学的なものの見方 ･考え方｣を働かせ,

観察や実験データからホ トケ ドジョウがそこにすむ科学的根拠を実証的に見出すことが期待でき

る｡ 今は少なくなってしまったホ トケ ドジョウのすみやすい環境から,歴史的な環境の変化を視

点として環境をとらえていくことができる｡ そうすることで,科学的根拠 と栖吉川の生 き物のた

めに活動 している専門家の考えや拡張 した栖吉川-の見方を ｢科学的なものの見方 ･考え方｣を

働かせながら相互に関係づけてい く中で,栖吉川と自分とのかかわり方を見直し,これからの栖

吉川と自分とのかかわり方について主体的に意思決定 してい く姿を願った｡

2. 単元の構想

(1)単元の目標

栖吉川の上流,中流,下流の水の様子やすんでいる生 き物について観察 ･実験を通して明ら

かにし,ホ トケ ドジョウが生きる環境 と比較 したり関係づけたりする中で,栖吉川には,水温

や水の汚れの程度,エサやすみかによって生き物ごとにすみやすい環境が存在することに気づ

き,栖吉川や身の回りの環境について考えていこうとする意欲を高めることができる｡

(2) 追求の構想 (18 時間)
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3.授業の実際

(1) 栖吉川のよさをみつけ,いいかかわりをもちたい ｡

(知識等の拡張により事象に対する見方の広がりをねらう第 1 の過程)

栖吉川を遊びや学習の場 としてとらえている子 どもたち｡児童会行事である栖吉川フェス

ティバルで水遊びをしたり,様々な種類の魚や水生昆虫をつかまえたりしてきている｡

栖吉川のことをより知るために,川の専門家から昔の栖吉川の様子や上流にすむ魚のことを

聞いたり,地図で実際の栖吉川の流れ方を調べたりすることから学習をスター トした｡

自分の考えにこだわって自然にかかわっていく美佳さん｡他者の考えを取 り入れたりするこ

とで,広い視野から自然に対するかかわり方を,身近な栖吉川にすむ生き物の視点から見直し

ていってほしいと願った｡

美佳さんは,川の専門家が上流でつかまえてきた魚を紹介すると,どんな魚なのか急いで前

に出てきた｡専門家の ｢昔は川がきれいで,手で捕まえられるぐらいたくさん魚がいた｡｣と

･いう話をじっと聞き,ノー トに ｢上流にすむ魚の名前を調べたり,観察 したりして栖吉川のよ

さを見つけ,いいかかわりをもちたい｡｣と記述 した｡

昔の栖吉川の様子

専門家の話から

｢芋よりもずっときれいだっ

た｡｣

｢よく学校帰りに川に入って

遊んだ｡捕まえたオイカウ

を焼いて食べた｡｣

p----- r ■-IIlql IIld - - .l 1

: 歴史的視点 :■--------1---■

栖吉川の生き物 栖吉川の流れ方

地図で調べる活動から

｢けっこう長いんだ｡｣

｢町の中を通っているからき

たないんだ｡｣

｢自分の家の近くを栖吉川が

流れていたんだ｡｣

p - - 1- - - - - - - - - 1

: 社会的視点 :

L - - - - - - r - - - - J

｢感性｣を働かせ,昔の栖吉川のきれいさに目を向け,昔の人と栖吉川 とのかかわりや,上

流にすむ生き物を知ることで栖吉川を多面的にとらえ,栖吉川に対する見方を広げようとして

きた姿である｡

(2) ホ トケ ドジョウは,上流,中流の間にすんでいるのかな?

(科学的に追求する力を活用することで科学的根拠を明らかにしていく第 2 の過程①)

水槽に入れたホトケドジョウの様子を

観察する美佳さん

栖吉川のすむ生き物や,上流,中流,下流の環境の違い

を調べ始めた美香さん｡ 以前,川の専門家が紹介 した魚が

ホ トケ ドジョウであることを知ると,｢ホ トケ ドジョウっ

て絶滅危倶種なんじゃない ?｣の仲間の発言に対 して,びっ

くりした表情で反応すると,すぐにホ トケ ドジョウについ

て図鑑やインターネットで調べ始めた｡ホ トケ ドジョウの

特徴を確認 しようと水槽に入れたホ トケ ドジョウをじっく

りと観察する美佳さん｡｢ホ トケ ドジョウのひふに砂や土

がついているから,上流と中流の間にすんでいるのかな｡｣

と発言 し,他の子どもたちも大きくうなずいた｡
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ホトケドジョウがどんな場所にすんでいるのか関心を高めてきている子どもたち｡ 実際に専

門家と一緒に上流に出かけ,すみかや水について調べていくことにした｡

田んぼ脇の小川で,専門家がホトケドジョウをつかまえると子どもたちから大きな歓声が上

がった｡しかし,学校の脇を流れる中流の様子とは違って,生い茂った草や大きな石,川底に

はどろがあり,どこがすみかなのかはっきりしない｡その場でペットボトルに川の水を入れて

観察すると,｢きれいだ｣｢どろかあってきたない｣と意見が分かれた｡

美佳さんは,プリントに｢ホトケドジョウのすみかもどろの中なのかな｡水についてはきた

ないのかはっきりしない｡｣と記述した｡｢科学的な感性｣を働かせ,絶滅危倶種のホトケドジョ

ウがすみやすい栖吉川のすみかや水,科学的根拠に目を向けてきたのである｡

っ 壷 二__毒 三 二可

丁_i三t･

亘 ~ -:-: FIT:I-i

水 の き れ い さ

専門家とホ トケ ドジョウを探す美佳さん

(3) ホ トケ ドジョウが生きていくためには,どろときれいな水が大切 !

(科学的に追求するj]を活用することで科学的根拠を明らかにしていく第2 の過程②)

ホトケドジョウのすみかの条件をはっきりさせるために,みんなで話し合うことにした｡

-i:- ｢

美佳さんは,｢川底の石やどろが隠れ家になっていると思う｡｣と発言した｡仲間の ｢ホトケ

ドジョウのエサがあるところにすみかを作っていると思うよ｡｣｢水生昆虫はどろの中にたくさ

んいるから,ホトケドジョウがいる｡｣という発言に対して ｢えさがあって自分のすみかにも

なるどろのあるところにいる｡｣と力強く発言 した｡

栖吉川についての砂 ･土 ･どろなどの知識から仮説を立て,仲間とすみかについて話し合う

中で,体験や仲間の発言から,隠れ家としてのどろとエサがあるどろとをつなげ,すみかの条

件をとらえてきた姿である｡
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しかし,ホトケドジョウがすむ水については,きれいな水なのか,にごった水なのか観察した

だけでは,はっきりせず子どもたちの中で意見が分かれた｡そこで自作透視度計を使って,上流,

中流の水とホトケドジョウの水のきれいさについて比較した｡

上流の水を透視度計に入れ,上から覗くと ｢こんなところからでも上流は見えるよ｡｣と仲

間に話す美佳さん｡ ホトケ ドジョ'ゥがすむ水を見ると,びっくりした表情で ｢ホトケ ドジョウ

の水はちょっとにごった感じだと思っていたけど,上流の水 と変らないくらいきれい-｡｣と

不思議そうにつぶやいた｡｢えさはきたないどろの中にいるのに,なんでホ トケ ドジョウはプ

ラントクンのいないきれいな水にいるの ?｣ と首を傾げた｡すみかとして大切なはずのどろと

きれいな水とがいっしょにあることが納得できない美佳さん｡

そこで,中流の水とどろとホ トケ ドジョウがすむ場所の水 とどろの両方を全体に提示した｡

かき混ぜながら,どろと水の様子をじっくりと観察する美佳さん｡中流の水とどろは,かき混

ぜた後ずっとにごったままだった｡しかし,ホトケ ドジョウがすむ場所の水とどろは,時間が

どろの比較

たつときれいな水とどろに,はっきり分かれることを確かめ

た｡｢ホ トケ ドジョウが生きていくためには,どろときれい

な水が大切｡｣とノートに書 くと,｢今は水がきれいではなく

なって,えさがあるどろも少なくなったから,ホトケ ドジョ

ウも減ったんだと思います｡｣と発言してきた｡

｢科学的ものの見方 ･考え方｣を働かせ,ホトケ ドジョウの

すみやすい環境について科学的根拠を見出し,昔の栖吉川の

様子と今も栖吉川に残る環境とを結びつけながらとらえつつ

ある姿である｡

(4) もっと自然とふれ合い,生き物の気持ちを考えていけるといいな｡

(これまでの学習を生かし,自分の在り方の見直しをねらう第 3 の過程)

貴重な生き物であるホ トケ ドジョウがすむ栖吉川｡｢その栖吉川とこれからどのようにかか

わっていくか｡｣を問うと,｢大切にしたい｡｣｢ホ トケ ドジョウの子どもを増やしたい｡｣など

の意見が出された｡美佳さんは,｢子どもをふやす｣とノートに書き,｢すみか ･えさ｣と書い

た場所に ｢この自然をくずさない｣と付け加えた｡学級で意見を交流 し合う場では,｢ホ トケ

ドジョウが安心して子どもを増やせる環境を守っていきたい｡｣と発言した｡
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専門家を招いての発表会では,｢ゴミを捨てない｣｢すみか

をこわさない｣｢むやみにつかまえない｣などホ トケ ドジョ

ウを増やすために大切にしたい栖吉川のかかわり方について

提案した｡発表後,専門家からクラスの取組を評価 してもら

う場を設けた｡｢みんなが言っているように,たくさんの生

き物がいて触れ合うことができる栖吉川や長岡の自然を一緒

につ くっていきましょう｡｣という話にじっと聞き入る美佳

さん｡プリントに自分の考えを次のようにまとめた｡ 仲間と提案する美佳さん

ホ トケドジョウの学習を通して′自然′生き物がとても大切

なことがよくわかった｡また′干種類もいる絶滅危慎種を′

専門家の人がふやそうと活動していることに感激した｡自分

も自然と触れ合い′生き物の気持ちを考えてきたい｡

第 1 の過程において,栖吉川の場所による生き物の違いに興味 ･関心を高め,歴史的 ･社会

的視点から栖吉川に対する知識や見方を拡張し,第 2 の過程において,ホトケドジョウの住み

やすい環境を明らかにしていこうと意欲を高め,科学的に追求する力を活用して,ホトケ ドジョ

ウと栖吉川とをどろ ･えさ ･水という観点から関係づけ,第 3 の過程において,栖吉川とのか

かわりの意欲を高めた美佳さん｡ 生き物の様子を詳しく調べたり,仲間や専門家の考えを取 り

入れたりすることで,自分の自然とのかかわり方を見直していった姿ととらえる｡

4. 探究マップによる評価

美佳さんの探究マップ

キーワー ドと絵を用いて,自分や学習したことを複

数関連させ,時系列で振 り返る探究マップから,｢感

性｣｢科学的な感性｣｢科学的なものの見方 ･考え方｣を

総合的に評価した｡左の探究マップからは,栖吉川に

すむ生き物 と自分とかかわらせながら学習を進めて

いったことがわかる｡

ホトケ ドジョウのすみやすい環境を守ろうと,第 1

の過程での専門家の話と,第2の過程で追求したホト

ケ ドジョウのすみやすい環境とをつなげながら,｢科

学的なものの見方 ･考え方｣を働かせ,総合的に栖吉

川とのかかわり方を見直す様子が見取れる｡ 専門家の

話とホ トケ ドジョウをふやすための考えとを線でつ

なぎ ｢昔にもどれるように-｣と記述した (矢印■)｡

ホトケドジョウの環境を守るためには,昔の自然を大

切にしてい く必要があると意思決定に向かう姿が評

価できる｡
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5.実践を振り返って

○第 1の過程では,｢感性｣を繰 り返 し働かせることで,学習内容の獲得 しながら,｢より広い見

地からの習得｣を促すようにすることで,栖吉川 と人,栖吉川と自分のかかわり方について

見方を広げていった｡第2の過程では,絶滅危倶種のホ トケ ドジョウを取 り上げることで,｢科

学的な感性｣を働かせ,今 も昔 もホ トケ ドジョウが栖吉川にすむ科学的根拠に目を向けるこ

とができた｡そして,｢科学的なもの見方 ･考え方｣を働かせながら,体験 したことや実験 し

たことを基にホ トケ ドジョウがすみやすい環境の条件 としての科学的根拠をとらえることが

できた｡ここでは,拡張された知識 ･技能等を関係づけながら活用 してい くようにすること

が大切である｡ 第 3 の過程では,学級やかかわってきた専門家に伝える場を設定することが

有効であった｡さらに,関係づけられた知識 ･技能等を自分の学習とつなぐことで,学ぶこ

との価値を実感 していくようにすることが大切である｡

○自作透視度計において,透視度板の線の太さを細 くし,筒に目盛 りを入れないことで,見た

目で単純に比較 したり,定規を持ち出し出してより客観的に比較 したりするなど多様な思考

の働きが見取れた｡中流の水 とホ トケ ドジョウがすむ水 との違いが実感できる教材であった｡

○自然との共生を科学探究科で取 り上げる場合,科学的根拠を基に意志決定に向かう学びが見え

てきた｡生 き物 とのかかわりが深い中学年の段階で位置づけることは,妥当ものであったと

考える｡ さらに自然との共生を視点とした柱で中学年,高学年のカリキュラムの編成について,

どのように内容関連を図っていくとよいのか検討 していく必要がある｡

(丸田 俊一)

Ⅲ 成果と課題
○ 科学探究科として取り上げる事象について

科学的根拠が内在する事象は,子どもの日常や実態に深 く関わったものや,学ぶ意味や価値

を見出せるものを発達段階に合わせて取 り上げることが必要である｡ 高学年では,より学ぶ価

値を実感させるような事象を取 り上げ,カリキュラムへ位置づけていく｡

○ 学習過程と働きかけについて

第 1の過程から人の行為にかかわる事象を取 り上げることで,子ども自身が行為を見直すこ

とで意思決定へと向かうことができる｡ また,事象 と人や自分との関係について実感を伴って

とらえることができるように働 きかけていくことが必要である｡

第3の過程において,第2の過程での学びをどうつなぎ,子どもたちの学びのよさを実感さ

せていくのか,評価方法を含め検討 していく必要がある｡
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