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６ 生徒が感動できる活動を組み込んだ授業

の構築

長門市立深川中学校

教諭 林 意知朗

(1) はじめに

現在、本校では少人数編成クラスによる授

業やＴ･Ｔによる授業が行われている。このよ

うな指導形態は、個に応じた学習指導の一環

として、生徒一人一人にきめ細かな指導を行

うことで効果を上げようとする方策である。

しかし、今回の研究は少人数やＴ･Ｔによる授

業ではなく、これまでの理科の授業の中で、

生徒により感動を与える授業を仕組むにはど

のようにすればよいかを考え、その方向性を

定めた。そのためには「感動できる場を授業

の中でどのようにつくり出すか」が理科好き

な生徒を育むための教師に課せられた重要な

課題であると考えた。

本研究のアンケートによると 「理科は生活、

の中で大切であるか という質問に対して そ」 「

のように思う」と答えた児童生徒は、いずれ

の学年も40％に満たなかった 「理科は仕事に。

役立つか」という質問に対しても同様の結果

であった。

これらの結果から、児童生徒の理科離れの

原因の一つは、理科教育と日常生活との距離

が大きいことに関係があるのではないかと考

えた。

(2) 研究の目的

理科好きな生徒を育むためには、まず、生

。徒が理科の授業を楽しいと感じることである

そのために教師は、授業の中で生徒が感動で

きる活動（体験）を意図的に設定していくこ

とが大切となる。また、生徒が学習活動を意

味あるものにして、主体的に学習活動を行う

ためには、指導する教師がその生徒自身の探

究の過程を尊重していくことも忘れてはなら

ない。

、そこで次の２点について重点的に取り組み

そのときの生徒の様子を調べることにした。

① 事実を教え込むだけではなく、生徒が

自ら調べ、発見する活動を増やす指導の

工夫

② 生徒が仮説を立て、実際に調べる場面

を増やす支援

（実験の目的意識の涵養と個別化）

、この二つの項目に重点を置いて授業を行い

それをもとに、生徒が感動できる活動は授業

のどのような場面でつくられるのかを考察し

。ていくことを目的に研究を進めることにした

(3) 研究の実際

ア 単元「自然と人間 （３年）の授業」

日常生活の中で土に触れたり、植物を育て

たりしている生徒はあまり多くない。土壌の

中には多くの生物がいるにもかかわらず、実

際に土の中の小動物を捜させても、ミミズや

ダンゴムシなどの限られた動物しか目に留ま

らない生徒が多いのが現実である。

そこで、３年生の単元「自然と人間」の学

習において、生徒が、直接土に触れ合う体験

活動を取り入れ、土の中に生きる多くの生物

に出会うような場を単元に設定し、授業を実

践することにした。

(ｱ) 導入の工夫

単元の導入段階では、落ち葉の下に潜む小

動物が食べた葉を提示し 「落ち葉を食べてい、

る生物はどんな生物なのだろうか」という疑

問を出発点に、生徒の関心・意欲を高めるこ

とをねらいとして、授業を行った。

は、ダンゴムシによって食べられてい図58

く落ち葉の様子をコピーしたものである。教

師は、落ち葉が小さくなる原因がダンゴムシ

であることにはふれず、落ち葉が次第に小さ

くなっていく様子だけを見せて、それから受

ける第一印象を重視した 「落ち葉が欠けて小。

さくなる原因は何だろう。もっと自分で調べ

てみたい」という生徒の学習意欲を高めるこ
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図58 小動物によって食べられていく落ち葉

とをねらいとしたからである。

また、感光したフィルムを有機物を多く含

んだ肥沃な土に３日間埋めたものと、運動場

から採取した砂に３日間埋めたものを提示し

た。有機物を含む肥沃な土に埋めたフィルム

では、顕著な「色あせ」を確認することがで

きる。導入段階で肥沃な土と砂の違いを提示

し、疑問を抱かせることによって、授業に取

り組む生徒の学習意欲を高めることをねらい

としたからである。

このように、導入段階で生徒に疑問を抱か

せる自然事象を提示することで、その後の学

習への意欲を高め、生徒の興味・関心をもた

せる工夫を行った。これが事象的感動を体験

させる工夫と考えることもできる。

(ｲ) ワークシートの工夫

ワークシートは実験・観察の記録として、

多く使われる教材の一つであるが、発想を変

えて、ワークシートにゲーム的要素を取り入

れて、土の中の小動物を観察させた。

生徒が土の中の小動物を採取し、それを観

察するとき、生徒は足の数によって小動物を

分類する。分類の方法は を使い、そこに表４

記載されているグループに該当しているもの

が見つかれば、その点を加算していく。でき

るだけ多くの小動物を観察することが得点を

高くすることにつながるといったゲーム的要

素を取り入れることで、生徒がより観察を意

欲的に行うようになった。

表４ ワークシートに取り入れたゲーム的要素

足があるもの 得点

多いもの ２点

７対あるもの ２点

４対あるもの １点

３対あるもの １点

はねがあるもの ２点

足がないもの 得点

ミミズのなかま １点

幼虫と思われるもの １点

、 、また 生徒によっては多少時間がかかるが

自分が採取した土の中から見つけた小動物の

うち、特に印象深い生物をスケッチさせた。

理由は「自分の手で見つけた」という達成感

が強まることを期待して、レポートを工夫さ

せたかったからである。

は、ある生徒のスケッチの部分を抜き図59

出したものである。節のある体の様子などか

、 。ら 観察への高い意欲を感じることができる

図59 生徒によるスケッチ

(ｳ) 感動場面を予測した授業の流れ

、 。単元の学習の流れは のとおりである表５

導入から７時限までの各授業で、生徒の感動

場面を予測したものである。

理科好きな児童生徒を育む指導の在り方に関する研究 －小学校・中学校の理科を通して－



- 111 -

表５ 単元の学習計画表

時数 探究の流れ 実験・観察 予測される感動場面

導入 落ち葉はなぜ小さくなるのだろう ・変わりゆく落ち葉の変化を ・２週間でこんなに形が変わ

か。 観察する。 るなんて。

１ ①小さな虫などが「えさ」として食べて

いるのではないか。

②腐っているのではないか。

・森の中に入って落ち葉のようすを調べ ・肉眼で落ち葉の中に見られ ・小さな生き物がたくさんい

てみよう。 る生物を観察し、落ち葉の る。

２ 下の土を持ち帰る。 ・下の方は形がわからないほ

どだ。

・葉の裏には白い糸のような

ものがついていた。

・どうやって調べればよいだろうか。 ・ツルグレン装置のつくりを ・不要品だけで作られる簡易

３ ・①を検証するため、土の中の動物探し もとに自分で用意した廃品 な装置で生き物が採取でき

をしてみよう。 を利用し、簡易ツルグレン るのだろうか。

装置を製作する。

・ツルグレン装置を製作し、土の中の小 ・２人で１台の双眼実体顕微 ・いっぱい集まっている。

４ 動物の採取しよう。 鏡を用いた小動物の観察を ・いろいろな生物がいる。

行う。 ・見たこともない生き物だ。

・すごい形をしているよ。

・小動物だけで落ち葉が小さくなってい

くのだろうか。

・前回の観察で見られた葉の裏の糸のよ ・寒天培地をつくる。 ・寒天で何をするんだろう。

５ うなものの正体を調べよう。

・②を検証するため寒天培地の上に土を ・寒天培地の上に、水の中に ・これで何がわかるのかな。

置き、放置してみよう。 土を入れた上澄み液を一様

にのばす。

・寒天の中にびっしり糸のようなものが ・顕微鏡を使ってカビの菌糸 ・カビの固まりができている。

伸びているのが分かる。 の観察を行う。 ・寒天の中にいっぱい見える

６ 白い糸のようなものは何だ

ろう。土の中に含まれてい

たものが成長したのか。

・分解者のはたらきを考える。 ・カビや細菌も落ち葉を食べ

て（分解して）いたのか。

７ ・葉が小さくなっていくのは、

カビ（分解者）や小さな生

物が原因だったのか。

８ 自然界における炭素の循環
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(ｴ) 簡易ツルグレン装置の製作

生徒一人一人に のような簡易ツルグレ図60

ン装置を自作させた。個別に観察させるため

には、個別の装置が必要だと考えたからであ

る。 の ～ については、次のような使図60 Ａ Ｄ

用済みのプリンカップやペットボトルなどの

不要品を家庭から持参させて、全員に自作さ

せた。

：大きめのゼリー用のカップＡ

：園芸用のネットＢ

：ペットボトルを切断したものＣ

：プリンなどの入っていたカップＤ

図60 自作ツルグレン装置の構造

教科書などでは、土の中の小動物が光や熱

をきらい、下の容器に落ちる習性を利用した

ツルグレン装置が記載され、そこには光源を

使用するようになっている。しかし、今回の

実験では、一人一人が自作のツルグレン装置

を使ったため、光源を使わずに、窓際の明る

い場所に装置を置くことにした。それでも半

日くらいで数多くの小動物が採取できた。

生徒が採取した小動物で、個体数が多かっ

たものを挙げると、次のようになる。

トビムシ類、ダニ類、センチュウ類、ア

リ類、甲虫類の幼虫、ハエ類の幼虫、多

足類、ミミズ類、ワラジ虫類、クモ類

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

土

このように、不要品を使った自作簡易ツル

グレン装置でも多くの種類の小動物が観察さ

れたことから、この装置は、生徒の個別観察

に大変有効であった。

(ｵ) 単元を終えて

単元を終えた後の生徒の感想では 「実際に、

装置を作ってみて、あんなに簡単なものでた

くさんの生き物が見つかったのでびっくりし

た 「ゲーム感覚で生き物を見つけたり、ス」、

ケッチしたりしておもしろかった 「トビム」、

シやカニムシなどが自分の取ってきた土の中

にいるのには驚いた 「たくさんの生命が潜」、

んでいることがわかり、土がいとおしくなっ

た」など、実際に手で土を触れ、自分で装置

を作り、自分の採取した土から未知の発見が

できたという一連の流れが、生徒の感動体験

。の場面づくりにつながっていることが分かる

また、自分が採取した土の中から見たこと

もない小動物が発見できた時、生徒は喜びの

声をあげるなど、感動している様子をはっき

りと感じ取ることができた。

このように、生徒が事象的感動を体験する

、 、ことで 意欲的に学習に取り組むようになり

また 「土がいとおしくなった」という感想に、

もあるように、身近な土に目を向け、その土

（自然）を大切に思う心までも育まれようと

していることが分かった。

イ 単元「化学変化と原子・分子 （２年）の」

授業

質量保存の法則を実験を通して探究する場

合、現在使用している教科書に従えば「気体

が発生する実験を行い、化学変化の前後で質

量が変化しないことを、容器のふたを閉めた

場合と、ふたを開けた場合で比較して導き出

す」ことになる。

この方法で実験を進めていくと、質量保存

の法則を検証することはできるが、生徒が自

らの疑問を追究する学習の流れにはなりにく

い。また、マニュアル通りに実験を進めてい

く方法では、見通しをもって実験を進めるこ
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とは困難であろうし、思考力をはたらかせて

。試行錯誤しながらの探究活動にはなりにくい

そこで、生徒が見通しをもって疑問を追究

するためには教師はどのような支援ができる

かということについて、授業実践を通して研

究することにした。

(ｱ) 自分の行う実験に見通しをもたせて取り

組ませるための支援

観察や実験を個別化し、見通しをもって実

験に取り組むという点に力を入れて、感動場

面を仕組むための授業を考えた。

「化学変化と物質の質量」において、生徒

の見通し（予想）を出発点として、実験を進

めさせた。実際には、次の実験Ａから実験Ｃ

のような三つの実験を準備し、生徒はこの中

から二つを選択して実験を行わせた。

＜実験Ａ＞ 水酸化バリウム水溶液とうす

い硫酸を反応させると沈殿ができる。

＜実験Ｂ＞ ふたのない容器内で炭酸水素

ナトリウムとうすい塩酸を反応させると

気体が発生する。

＜実験Ｃ＞ ふたのある容器内で炭酸水素

ナトリウムとうすい塩酸を反応させると

気体が発生する。

その後、それぞれの結果を比較しながら化

学変化と物質の質量について分かったことを

まとめるという流れで実験を進めることにし

た。また、二つの実験を選ぶ際には「どのよ

うな理由で二つの実験を選んだのか、それぞ

れの結果から何を比較したいのか」というこ

とを考えた上で選択するように指示した。

このような方法で実験に取り組ませること

によって、生徒は自分の選択した実験に、意

味や見通しをもって取り組むであろうと考え

たからである。

(ｲ) 生徒が二つの実験を選択した理由

まず、実験Ａと実験Ｃの組み合わせを選ん

だ生徒の考えは 「実験Ｃではふたがあるが、、

実験Ａでは容器にふたがない。この容器の違

いによって、質量の増減に違いがみられるの

ではないだろうか」というものであった。ま

た「実験Ａと実験Ｃでは生成する物質が異な

る。このような影響も、実験Ａと実験Ｃを選

ぶことによって分かるのではないだろうか」

という理由もあった。

予想される結果については、次のようなも

のが多かった。

＜実験Ａと実験Ｃの結果の予想＞

・違いはない。

・ふたがないので両方とも軽くなるかもし

れない。

・できる物質がちがうので質量の変化はそ

れぞれの実験で異なるだろう。

次に、実験Ａと実験Ｂの組み合わせを選ん

だ生徒の考えは 「実験Ａと実験Ｂではどちら、

。 、も物質を入れる容器にふたがない そのため

結果は同じになるのではないだろうか 「化」、

学変化後に発生する物質によって質量は違い

があるのではないだろうか というものであっ」

た。

予想される結果については、次のようなも

のが多かった。

＜実験Ａと実験Ｂの結果の予想＞

・違いはない。

・ふたがないと、できた気体が逃げるかも

しれない。

最後に、実験Ｂと実験Ｃの組み合わせを選

んだ生徒の考えは 「この二つは同じ化学反応、

、 」、であるが 結果に何か違いはあるのだろうか

「ふたがある容器とふたがない容器ではどこ

に違いがあるのかを実験で見極めてみたい 、」

「容器の違いは、質量変化の違いをもたらす

のだろうか」というものが多かった。ふた以

外の条件は同じであるという視点は条件統一
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という大切な視点である。

予想される結果については、次のようなも

のが見られた。

＜実験Ｂと実験Ｃの結果の予想＞

・ふたには関係がない。

・ふたがないとできた気体が逃げ、質量は

減少するのではないか。

(ｳ) 実際の実験の流れと生徒の反応

個別実験であるので、実験の流れは生徒に

よって異なるが、実験Ａと実験Ｂを選択した

生徒の実験計画例を、下の に示す。図61

図61 生徒が考えた実験手順

図62 生徒による実験の結果と考察

は、生徒による実験結果の記録と考察図62

の一部である。実験Ｃのふたをゆるめたとた

んに気体が逃げ出したことと、その後の質量

の減少にも気付くことができている。同じ班

の他の生徒と結果を比べることで、実験Ａ～

実験Ｃを総合して結論を導くことが可能に
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なったようである。

教科書では、あらかじめふたをゆるめた後

の質量も測定するように指示してある。しか

し、そのような方法では、ほとんどの生徒が

気体が抜け出すことを予測した上でふたをゆ

るめることになると思われるので、感動の大

きさが小さくなってしまうのではないだろう

か。

(ｴ) 事後アンケート結果

この授業の後に 「楽しく授業に取り組めた、

か」と尋ねたところ、下の のような結果図63

が得られた。

図63 授業後のアンケート結果の一部

８割近い生徒が「たいへんそう思う」と回

答しているところを見ると、個別実験の効果

があったのではないかと考えられる。

そこで、自分で実験を選択して個別に行う

実験と、班単位（２～４人）で行う実験との

比較についての事後アンケート調査をしたと

ころ、個別実験を「またやりたい」と答えた

生徒が全体の約82％ 「どちらともいえない」、

と答えた生徒が約12％、そして「あまりやり

たくない」と答えた生徒が６％であった。

やりたい と答えた生徒の感想として 自「 」 、「

分の力が試せておもしろい 「うまくいかな」、

くてももう一度できるから 目的意識をもっ」、「

て思い切ってできるから」という感想があっ

た。

また 「どちらともいえない」と答えた生徒、

楽しく授業に取り組めたか

3%

0%

79%

18%

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

そう思う

たいへん
そう思う

あまりそ
う思わな
い

の意見としては 「わかるときにはよいが、理、

解できない部分があったときが不安である 、」

「協力してやりたいときに一人ではそれがで

きない」というものがあった。

また 「あまりやりたくない」と答えた生徒、

の意見としては 「だんだん不安になってく、

る 「他の人に頼ることができないから」と」、

いうものであった。

今回は個別実験が可能であったため、実験

器具は家庭で不要となった容器を生徒個人に

用意させ、一人で実験を行わせた（ 。ま図64）

た、実験を行う時に、三つの実験から二つを

選択させ、実験の意味をよく考えてから行わ

せることにより、実験を行おうとする意欲と

実験後の達成感（感動場面）が高くなってい

ることが、授業後に行ったアンケート結果か

らも分かった。

図64 個別実験の様子

(4) 成果と今後の課題

２年間の研究の成果として、次の四つのこ

とが明らかになった。

① 生徒が見通しや予想を立てて実験に取

、り組めるような教材提示の工夫を行えば

感動体験の場面を増やすことができる。

毎時間の授業の中で上記のような工夫をす

ることは容易ではないが、例えば前述した質

量保存の法則を導く実験に取り組む時など、

一つの自然事象を対照実験や複数の実験の結
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果をもとに考えさせることは、思考力を伸ば

すために意義のある方法であると考える。

生徒に提示する自然事象は、事象的感動を

体験するものか、それとも理性的感動を体験

するものかという教師の明確な意図があって

提示することが大切であることは言うまでも

ない。

② 生徒は予期せぬ事象と遭遇した時、探

究への達成感を高めたり、感動したりす

ることができる。

あらかじめ単元の中のどの授業で上記のよ

うな感動体験の場を設定できるのかを計画し

て、そのための準備をしておけば、スムーズ

に授業を実践することができる。一つでも新

たに実践していくことが我々理科教師に課せ

られた使命であろう。

③ 実験を個別化することによって、探究

の意欲が高まる。

生徒の感想からもうかがえるように、自分

のプランで個別に実験を行うことは、緊張感

を伴い、探究心を深め、科学する心を大いに

刺激することになる。ただし、複雑な実験操

。作や危険が伴うものは個別実験には適さない

また、Ｔ･Ｔや少人数指導体制を組み入れる

ことでより大きな成果を上げることができる

が、たとえ教師一人による一斉指導であって

も、家庭にある身近な不要品を用いたり、簡

易的な装置で実践できれば、個別実験は可能

であり、生徒に感動を与える場が生まれやす

くなる。

④ 生徒は、目に見えない自然事象が見え

たり、見えない事象の存在を五感などで

感じたりしたときに感動する。

生徒によって、自然事象の認識のしかたに

は個人差があるが、多くの生徒は、見えない

ものが見えるようになったときに、理科が楽

しいと感じることが分かった。生徒に感動を

与えるためには、見えない世界を自分の認識

でイメージさせていくことが大切になる。そ

のためには、教師はどの教材で生徒に何をイ

メージさせるのかをはっきりと意識しておく

ことが重要である。

例えば、電流と磁界の学習で、電流のまわ

、 、 、りに生じる磁界を 導線とコイル 電源装置

、鉄粉などを自由に使って調べさせた実験では

生徒は、次のような感想をもっていることが

分かった（ 。図65）

図65 生徒の感想文

感動場面を組み込んだ授業を構築するため

、 、には 単元全体の指導計画をしっかりと立て

様々な方法で機会を逃さず、感動できる場を

生徒に提供する努力が不可欠である。そのた

めには、教師は時間をかけて指導内容を吟味

しておかなければならない。そうすれば、ど

の場面で、どのような感動を生徒に提供でき

るかが見えてくるはずであるし、毎時間見通

しをもって授業を実践することも可能になっ

てくる。また、そのことは生徒が観察、実験

に見通しをもって取り組むことにつながって

いくであろう。

これからの授業実践の中で、生徒の自己評

価、授業評価を行い、その資料に基づいての

授業分析を進めることによって、授業改善を

図り、生徒が感動できる活動を組み込んだ授

業を地道に増やしていけば、次第に理科好き

な生徒が増えていくと確信している。




