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２ 感動体験の共有化を図る理科授業の工夫

下松市立東陽小学校

教諭 生田 光徳

(1) はじめに

子どもの理科離れが危惧されている昨今、

いかに「理科好き」な子どもを育てていくか

は、極めて重要な課題である。

「 」 、学問に対して起きる 好き という感情は

何より心的衝撃が要因となることが多い。中

でも理科においては、特に感動体験に起因す

ることが多いと考える。

また、児童の考えを大切にして課題づくり

から授業に取り組む場合、個別実験等の活動

だけでは、実験や観察での児童一人一人の感

動が共有されにくい面がある。感動体験は、

授業の中での偶発的副産物ではなく、意図的

に仕組むことが可能であり、さらに、一人一

人の感動を共有することにより、科学への興

味・関心は深まっていくと考える。

そうした感動体験の積み重ねにより、今回

の学習指導要領改訂の基本方針にある「目的

意識をもって観察、実験を行うこと」が達成

でき、児童が興味をもって主体的に理科の授

業に取り組むようになると考える。

(2) 研究の目的と内容

そこで、まず、理科における感動体験を分

類し、授業の中にその体験の場を位置付けて

授業研究を進めることにした。

次に、授業での感動の共有の場を設定し、

児童一人一人の発見や驚きを広める活動を行

うことで、理科に対する興味・関心を高める

ことにした。

ア 感動体験の分類

本研究の１年次において、三つの感動体験

の場を授業のどこで設けるかを考えた。三つ

の感動とは前述の事象的感動、理性的感動、

集団的感動である。

私は、この三つの感動がそれぞれに独立し

て働くのではなく 「三つの感動が重なり合う、

とき、理科に対する楽しさが深まる」との仮

説を立て、三つの感動の関係を のように図20

考えた。

図20 感動の関係図

事象的感動に理性的感動や集団的感動が加

わることで、より高い感動につながると考え

たからである。

イ 昨年度の取組

平成14年度は、本校の島田教諭が「感動の

集積とものづくり」をキーワードに第４学年

「ものの温度とかさ」の単元で、本研究に取

り組んだ。その学習活動と工夫点は次のとお

りである。

＜学習活動＞

児童一人一人が、自然界の不思議を実感

し、その体験を基にしてグループで協力し

て､噴水や玉とばしの遊び道具を作る｡

＜工夫点＞

① 複線型の授業形態を導入した実験を行

う。

② 授業の導入時に、噴水実験を行い、児

童の興味・関心を喚起する。

③ 児童一人一人が考えた予想や仮説を個

別に確かめる実験を行う場を保障する。

④ 実験から得られた知識を生かして遊び
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道具を作る。

日常生活に身近な材料を用いて実験を行わ

せることにより、児童は、生活経験から試行

錯誤しながら課題解決に向けて主体的に取り

組むと考えた。また、ものづくりを取り入れ

ることで、学習の深化を図ろうとした。

しかし、反省点として 「感動したことを学、

級の仲間に広め共有していくためには、感動

、 。した時を逃さず その場で対応するのがよい

タイムラグが生じると感動が薄れる 」という。

ことが挙がった。

ウ 今年度の研究の方向性

昨年度の成果や反省点を踏まえ、今年度の

研究の方向性を次のように考えた。

授業は、複線型を取り入れ、児童一人一人

の思いを授業に反映できる場を確保する。実

験場面における「その場での対応」は、他の

実験等をストップさせることになるため、そ

。こではクラス全体での感動の共有は図らない

しかし、別の時間を設けて、全員が全ての実

験等を目の当たりにする場面を設けたり、実

際に自分で行ったりするようにした。

複線型では 「自分の実験については深く理、

解するが、他の班の内容については分からな

い」となることが危惧される。しかし、どの

内容も感動をもって体験できれば必ず生きて

「 」 。働く 知識 が得られるに違いないと考える

以上のことから、今年度は次の６点に力を

入れて取り組んだ。

① 三つの感動を授業の中に位置付けて授

業計画を立てる。

② 課題づくりの際に、ウェビング法を用

いて、児童一人一人の思いを反映させる

ことで、自己選択・決定の要素を取り入

れる。

③ 複線型の授業形態を導入し、自己の責

任において、見通しをもって問題解決し

ていく場を保障する。

④ 自分たちの実験成果を他の班に広げる

、 。活動の場を設定し 感動の共有化を図る

⑤ 評価規準を明確にし、各時間ごとに２

観点ずつ重点的に評価を行うことで評価

のスリム化を図る。同様の観点で児童も

自己評価を行い、振り返りをする。

、 。⑥ ものづくりにより 感動の深化を図る

(3) 研究の実際

（ ）本年度は５年生39名 男子20名・女子19名

のクラスを担任しており 「もののとけ方」の、

単元で、本研究に取り組むことにした。

ア 指導の立場

本学級に限らず、多くの児童は、普段の生

活の中で 「ものが水に溶ける」現象について、

日常的に経験している。しかしながら、児童

が普段利用している「とける」という言葉に

は ものが水に溶ける 現象だけでなく 熱、「 」 、「

でバターが融ける 「ソフトクリームが融け」、

る 「氷が融ける」といった現象も含まれて」、

おり 「とける」現象についての概念はかなり、

曖昧であると考えられる。そこで、科学的な

意味での「水に溶けた」状態（水溶液）を明

確にしながら学習を進めていく必要があると

考えた。

本単元では、まず、ものが水に溶けた状態

を科学的に明確にしていく。そして次に、水

の温度や量の条件を変えて、ものを水に溶か

す実験を行う。さらに、ものが水に溶ける量

を調べさせ、ものが水に溶ける量には限界が

あることや、水の温度や量、溶けるものの種

類が変わるとものの溶ける量が変わることが

とらえられるようにする。また、ものを溶か

す前の水とものとの重さの和と、溶かした後

の全体の重さを比較し、ものが水に溶けても

全体の重さは変わらないことを、定量的にと

らえられるようにする。

こうした活動を通して、ものが水に溶ける

ときの規則性についての見方や考え方を育て

るとともに、ものが水に溶ける現象に興味・
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関心をもたせ、それらの規則性を計画的に追

究する力を養うことをねらいとした。

本単元は、目前で起こる現象に、科学的な

不思議さを含んだものが多い。また、児童が

課題を設定し、それを自分なりの感じ方や考

え方で追究し、解明していくことができる学

習活動を仕組むことで、発見した性質や規則

性を実感することができると考える。

ここでは、見えないものを見えるような形

で実証していくために、実験の条件整備や定

量的な見方を育てたい。さらに、正確な結果

を得るための実験器具（アルコールランプ・

上皿天秤・電子天秤・メスシリンダー・温度

計）等の適切な操作やその安全な扱い方につ

いても、児童に習得させたい。

そこで、指導にあたっては、次の５点に留

意した。

① 自然事象の直接観察・体験的活動を効

果的に仕組み、児童の思いや願いを引き

。 （ ）出す 事象的感動

、身近にある様々なものを水に溶かす活動や

一人一人がシュリーレン現象を直接観察する

活動を通して、自然の不思議さを感じさせる

ことで、自らの課題をもち、見通しをもって

実験に取り組めるようにしたい。

② 複線型授業による課題選択・自己決定

・見通し・追究活動の場を仕組む。

（ ）理性的・集団的感動

「なぜだろう 「不思議だな」と感じた自」、

らの課題の中で、本単元の学習課題と合致す

る、あるいは調べてみたいと思う内容を自己

選択させ、課題別にグループを編成して追究

活動を行わせる。また、予想した結果が得ら

れなかった場合も、その有用性を理解させ、

そのことにより何が分かったのかを考えさせ

るようにする。

③ 一人一人の感動を意識する場や、お

互いの感動を共有する場を設ける｡

（ ）事象的・理性的・集団的感動

ものが水に溶けるときの規則性について得

た情報だけでなく、感動も振り返って確認さ

せることにより、科学への興味・関心を育て

たい。また、複線型の授業では 「自分が追究、

した課題以外はよく分からない」といったこ

とになりかねないので、今回の授業は、各自

が取り組んだ課題についてその成果を発表

する場を設け、実際に実験経過や結果を見せ

。 、 、合う活動を仕組む そうすることで 児童が

互いに感動を共有し、結果を実感として受け

止めることができると考える。

④ 学習の中で抱いた自然の事物・現象に

ついての感動や理科に対する楽しさを深

。 （ ）める 事象的・集団的感動

本単元の中で感じた科学的な現象に対して

の不思議さや驚きを 「結晶作り」でさらに深、

めさせたい。ふたを開けないで待つ間のわく

、 。わく感は 感動をさらに大きくすると考える

⑤ 評価規準に基づく評価の仕方を工夫す

る。

指導と評価の一体化を図るため、下松市の

評価規準を若干構成し直し、評価規準表を作

成した。評価のための授業とならぬように工

夫する。

イ 指導の実際

単元の指導計画は、 のとおりである。表１

単元の中で、教師の働きかけとして「理科好

きな児童を育む」に関わると思われる部分に

下線を引いて確認した。また、複線型の授業

における各班の発表場面の本時案は、 の図21

とおりである。
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（総時数14）表１ 単元の指導計画

次 学習活動・内容 教師の働きかけ(配時)

第１次 とけるって、どういうこと？ ・生活の中で水に溶けそうなものを自由に持って

（２） ○「溶ける」とはどういう現象な きて実験してみることで 「溶ける」という現象、

のか考え、理解する。 に対しての自分の考えを明確にし、科学的な興

味をもてるようにする。

・氷砂糖等のシュリーレン現象を観察しながら、

自然事象への不思議さを感じ「ものの溶け方」

について、疑問に思うことや、調べてみたいこ

とを考えさせる。

第２次 とけ方の不思議を話し合おう ・前時に出した疑問点をウェビング法を用いて分

（２） ○ものが水に溶けるときの様子を 類・提示し、学習計画を立てさせる。

調べ、学習課題を共有する。 ・三つの学習課題（①・②－１・②－２）につい

①溶けたものの重さ て、最も興味をもった内容ごとにグループ化を

②ものが溶ける量 図る （自己決定・自己選択）。

②－１溶ける量の限界 ・それぞれの課題について、予想を立てさせるこ

②－２温度と溶ける量の関係 とで、結果に対する見通しをもたせ、確証を得

③溶けたものの取り出し方 るための実験計画を立てさせる。

第３次 とけ方のきまりを発見しよう ・グループの全員が、役割を担うことの必要性を

（２） ○学習課題を追究する。 考えさせたい。

・前時に立てた実験計画に基づき ・情報交換は同一課題のグループ間で常に行って

準備 実験する。 よいことを知らせ、クラス全体で課題解決に臨

実験 んでいる雰囲気を作る。

まとめ ・予想の当否ではなく、得られた結果から何が分

かったのかしっかりと考えることを促す。

（２） ○結果について検証し、発表準備 ・予想と異なる結果も、反証として価値あるもの

をする。 と位置付ける。

・次時の発表の準備をする際には、皆のために、

同様の実験器具を複数用意することなど、感動

の共有のための手だてを助言する。

（２） ○グループごとに学習課題と実験 ・各グループの説明を受けながら自由に実験でき

、 。方法をプレゼンテーションし合 る時間を設け 感動を共有できる場を提供する

本時 い 興味をもった課題について ・ものが水に溶ける際の規則性について、話し合、 、

自由に実験をして確認する。 わせる中で、規則性を見つける形をとる。

第４次 とけたものを取り出そう ・これまでの実験結果から、食塩とミョウバンの

（２） ○溶けたものを取り出す方法を考 特徴を話し合わせ、取り出す方法を考させる。

え話し合う。 ・溶けているものによって、取り出す方法が異な

・析出し、ろかした後の液にも、 るため、食塩とミョウバンの両方で実験を行わ

ミョウバンが含まれているのか せたい。

予想し、実験をして確認する。 ・ろかの操作方法について指導する。

、○ミョウバンの飾り作りを行う。 ・ミョウバンの大きな結晶や美しい飾りを見せて

（１） ・大きな結晶を作る。 意欲を喚起する。

・美しい飾りを作る。 ・ここでは、一人一作品に取り組ませる。

第５次 （１） ・学習の評価とまとめ
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＜ 本 時 の 活 動 計 画 ＞

１ ねらい

ものを水に溶かしたときの溶け方について、調べてきた実験過程や結果を発表し合う活動を通

して、ものの溶け方の規則性を、実感をもってとらえることができる。

２ 準備物 各班が用意した実験道具 ワークシート

３ 学習の展開

子 ど も の 活 動 子どものかがやきを生む指導

ものが水に溶けるときのきまりを見つけ合おう

(1) それぞれのグループが取り組んだ ・自分のグループが追究した学習課題以外で、自分が

学習課題や実験方法等を簡単にプレ 聞いてみたい・やってみたい内容を考えながら聞か

ゼンテーションする。 せることで、以後の活動に主体性をもたせたい。

(2) 三つの学習課題について、実験を ・それぞれのグループが追究した課題について効果的

交えて結果を発表し合う。 に発表できるよう、前時まで準備させておく。

水に溶けると、溶けたものの ・感動の共有のため、必ず実験を取り入れ、誰もが結

重さはどうなるのだろうか。 果を実感できるようにさせる。

ものの溶ける量には、限りが ・グループの中の発表者以外は、自由に他グループの

あるのだろうか。 発表を聞くことができる。発表者は15分ごとに交代

ものの溶ける量は温度に関係 する。発表は、グループの全員が経験し、達成感を

があるのだろうか。 味わわせたい。

(3) 新しい発見や驚きを、各自で振り ・水にものが溶けるときの規則性について得た情報だ

、 、返る。 けでなく 感動も振り返って確認させることにより

科学への興味・関心を育てたい。

(4) ものが水に溶けるときの規則性に ・自分が体験した感動を出し合う中で、水にものが溶

ついて、実験結果に基づいて、まと けるときのきまりを作り上げていく。

めを行う。 ○ものが水にとけると、とけた分だけ重くなったぞ。

○一定量の水にとける量には、限りがある。

○とける量は、ものによって違ってるよ。

○水に、たくさんとかすには水の量を増やすといい。

○温度による変化はものによって違うようだ。

(5) 本時の学習の反省をする。 ・ワークシートに自己評価を記入させる。

４ 評価

○ 実験器具を安全に正しく使用して、実験を行い、結果を表やグラフなどで効果的に説明する

ことができる。 ＜発表・ワークシート＞

○ ものの溶け方における他者の学習課題について、発表を聞いたり、実験したりする中で、新

しい規則性について実感をもって考え、とらえることができる。 ＜発表・ワークシート＞

図21 グループごとに行ったの発表会の本時案（第３次）
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(4) 授業の考察と今後の課題

ア 授業の考察

(ｱ) ウェビング法の効果

図22 ウェビング法を使った課題づくり

課題づくりを重視するため、 のような図22

ウェビング法を使って、児童全員の意見が黒

板に必ず反映されるようにした。その際の喜

びは、次の子どもの感想にも表れている。

はじめてみんなの意見をまとめてみるのに

たいへんだなあと思いました。その中に私の

。意見も出ていたのでとてもうれしかったです

そして（課題追究のグループは）私の意見の

所に入れたので良かったです。※( )は筆者

児童が取り組む課題も、黒板上にある自分

の考えの中から選択できたため、グループ化

もスムーズに行えた。授業前の指導案作成の

ときは 「量 「温度 「重さ」についての、 」、 」、

課題が児童から出るであろうと予想していた

が、実際は「速さ」に注目している児童も多

く 「ものがとける速さは何に関係するのだろ、

うか」という課題が新しく設定された。

指導計画にはない新しい課題なので、どの

。ような結果が出るか楽しみにして取り上げた

その班は 「とける速さは温度に関係するもの、

としないものがある」という結論を出し、こ

のことは、温度と溶ける量の関係を調べたグ

ループの結果と整合していたので、私自身も

感動した。

このように、課題づくりにウェビング法を

用いたことで、自分の考えと違う考えを知る

ことができたり、同じ考えの仲間でグループ

づくりができたり、新たな課題が作られたり

するような効果があった。

(ｲ) 感動の共有化

自分たちが発見した現象を他の仲間に伝え

ようとするときには、その現象の再現性が問

題となる。また、実験結果により客観性をも

たせるためには、条件を統制し定量的に実験

を行う必要も出てくる。

そこで、子どもたちは、授業だけでなく、

昼休みの時間も使って準備したり、実験して

みたりと、意欲的に取り組み、実験結果の精

度を高め、客観性をもたせることができた。

ただ、時間が足りないという問題があった。

しかしながら、 のように、本時では、発図23

表者（各グループ１～２人ずつ）が交代しな

がら何とか分かってもらおうと、実際に実験

してもらったり、表やグラフを活用したりし

、 。て 懸命に発表している姿が印象的であった

図23 発表している様子

発表者の熱意は、真剣な表情からも伝わっ

てくる。他のグループの子どもたちは、発表

を聞いたり、実際に実験を体験して、その結

果に驚いたり、目の前で起こる現象に見入っ

たりしていた。

このように、自分たちが発見したことを他

のグループに伝える手段として、発表の中で

実際に実験を行い、その事象を相手に見せる

ことで、自分たちと同じ感動を味わわせよう

とした取組が、感動の共有化の場面となる。
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ただし、問題点もある。実験結果が得られ

ただけで満足してしまう傾向が見られたので

ある。つまり、課題に対する答えをそこから

導き出さず、現象に満足してしまっている児

童も見受けられたということである。

また、授業の最後に、黒板を使って「もの

のとけ方」のきまりをまとめていく前に、児

童が気付いたことを書き込んでいるワーク

シートの重要な意見を見逃したことは残念で

ならない。児童のワークシートの中には 「と、

けたものの重さは、ものの種類に関係なく、

水の重さととけたものの重さをたした重さに

なっている」という質量保存に迫る重要な意

見を記述している者もいた。その意見を授業

の中で取り上げることができれば、本人はも

ちろん、他の児童の理科に対する興味・関心

を、さらに増すことができたかも知れないと

反省している。

(ｳ) 感動の分析

児童が体験する感動を分類し 「理科好きな、

児童」を育てるために重要な項目を調べるた

め、今回の単元の学習前に、 に示す項目図24

のアンケートを行った。

(1) 理科は好きですか？

(2) 実験や観察をすることは楽しいで

すか？

(3) クラスの仲間と学習するのは楽しい

ですか？

(4) 自分で考えたり、工夫ができたりす

るのは楽しいですか？

５ ４ ３ ２ １

とてもそう思う そう思う ふつう そう思わない 全くそう思わない

図24 アンケート項目

アンケートは、それぞれの項目ごとに「と

てもそう思う」から「全くそう思わない」ま

での５段階があり、五者択一式で行った。

アンケートでは、感動を「楽しさ」と考え

てとらえることにし 「(1)理科好き 「(2)事、 」、

象的感動 「(3)集団的感動 「(4)理性的感」、 」、

動」の満足度を調べようと考えたのである。

、 、事後には それらの変容が確認できるよう

質問項目の整合性を図り、より具体的な質問

を行った（ 。図25）

図25 児童の事後アンケート

その結果 「とてもそう思う」を満足度100、

％と考え、全児童の事前、事後アンケートの

結果を点数化してグラフに表すと、次のよう

になった（ 。図26）

図26 理科好き並びに三つの感動における満

足度の推移（全児童の平均値）
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、 。中でも 理性的感動のアップに注目したい

事前アンケートでは理性的感動の項目は59％

で「ふつう」程度を示していたが、事後アン

ケートでは77％を示し 「自分で考える」こと、

を楽しいと感じる度合いが増してきたと考え

られる。

自分で課題をつくり、その解決に向けての

取組を工夫していく道のりを肯定的にとらえ

始めたことを示している。そして、それぞれ

の感動の重なりが増したことにより 「理科好、

き」のポイントがさらにアップしたと考えら

れる。ウェビング法を用いた課題づくりに力

点を置いた成果かもしれない。

「事象的感動 「理性的感動 「集団的感」、 」、

動」のそれぞれの場面において、児童の自己

評価の中にも、楽しさや驚きがなどが伝わっ

てくる文章が多く見られた（ 。図27）

図27 事後アンケートの自由記述欄からの抜粋

(ｴ) その後の授業

本単元では、第４次においても複線化を図

り、グループごとに実験方法を工夫して、再

結晶の様子を観察する実験に取り組ませた。

食塩とミョウバンの性質の違いを生かして、

析出や蒸発法を用いた方法で物質を再結晶さ

せたが、目の前で起こる現象の不思議さや美

しさに対して、児童は歓声をあげるなど、純

粋に感動していた。

の授業後の児童の感想文中の「そのと図28

きはすごくどうゆうふうにあらわしたらいい

か分からないけど やったという気持ちでいっ、

ぱいでした 」という児童の言葉は、事象的感。

動だけでなく、理性的感動や集団的感動をも

体験して、より高い感動を味わった素直な気

持ちではないだろうか。

最後に、 のように、塩化アンモニウム図29

を使って溶けきれなくなった結晶が雪のよう

に析出する様子を全員に見せたところ、初め

てシュリーレン現象を見たときと同様の歓声

。 、 、がわき起こった しかも 今回特筆すべきは

自分でもやってみたい という意見が多かっ「 」
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たことである。

第５次では、児童一人一人がミョウバンの

飾り作りに挑戦した。夏休みの自由研究で、

一辺１cmほどの結晶をすでに作成していた児

童に、その結晶を見せてもらい、その後に全

員が作成した。このことも結晶づくりの学習

の深化につながったと考える。

図29 塩化アンモニウムが析出する様子

図28 児童の感想文

イ まとめと今後の課題

今回の研究では、偶発的副産物として「楽

しい」と感じることを期待するのではなく、

単元内の「感動」をあらかじめ分類して、意

図的に体験できる場を設定したことで 「理科、

好きな児童の育成」につながったと考える。

また 「感動の共有化」をねらった第３次の、

授業では、お互いの実験結果だけでなく、追

、究過程の工夫や努力までも感じることができ

全員で問題解決に向かう意識も高まった。第

４次の授業には、その成果もあり、自主的に

生き生きと活動している雰囲気があった。

しかし、自分が考えて行った実験と他者が

行った実験の最終的な理解度に、どうしても

差が出てしまう部分がある。それはどんなに

説明されても、また、用意された実験をして

その結果を目の当たりにしても、試行錯誤の

。プロセスがそこにないからではないだろうか

これは、複線型授業の大きな課題であり、そ

の点を考慮して、今後、さらに授業を工夫し

ていきたい。




