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新プランとリンクした先進的研究 

『共有』のために･･･ 



 

小中連携を進めるために 

～児童生徒へのアンケート結果から考える～ 

（中条小学校  稲垣 雅紀）  

１．アンケート実施の目的  

  調査研究所員会は、毎年テーマを設定し、それにそって児童生徒や教職員の方々

へのアンケート等を通して、調査・研究を行っている。  

今年度は、「小中連携を進めるために～児童生徒へのアンケート結果から考える」

というテーマで調査・研究を進めている。今年度のテーマ設定について、茨木っ子

ジャンプアッププラン 28 の中で挙げられている保幼小中連携について、特に小中

連携にスポットを当てることとした。  

児童･生徒へアンケートを実施し、その結果から小学生の意識、中学生の意識の

変化を数値化し、その関係を調べて小中連携に役立てるポイントを明らかにしてい

くことを目的としている。今回のフォーラムでは、実施したアンケート結果とそこ

から考察した内容について取り上げる。  

 

２．アンケート内容  

  実施したアンケートの内容は以下のとおりである。小学校 6 年生及び中学校 1 年

生をアンケート対象とし、取り扱う内容としては、小学校は、外国語活動、中学校

は、英語科にしぼり、以下の項目についてアンケートを実施した。  

小学校 6 年生  

（１）「はい」「いいえ」の 2 択が 8 問  

（２）平日の家庭での学習時間  

（３）休日の家庭学習時間  

（４）学校の外で英語に触れる機会について  

（５）英語で出来るようになりたい、やってみたいこと  

（６）「そう思う」・「どちらでもない」・「思わない」の 3 択が 20 問  

（７）外国語を習うことについての自由記述  

  中学校 1 年生  

（１）「はい」「いいえ」の 2 択が 8 問  

（２）平日の家庭での学習時間  

（３）休日の家庭学習時間  

（４）英語で出来るようになりたい、やってみたいこと  

（５）「そう思う」・「どちらでもない」・「思わない」の 3 択が 13 問  

（６）小学校の外国語活動に関して 2 項目。内 1 項目は 2 択が６問  

（７）今、英語で苦手と感じたり、やりたくないことについて  

（８）英語の学習についての自由記述  
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３．アンケート結果について 

  実施したアンケートの結果と考えられる傾向について、以下に述べていく。アン

ケート実施校により多少の違いがあるが、合計数で考察を進めていくものとする。 

小学校 6 年生  

（１）「はい」「いいえ」の 2 択が 8 問について  

①家の人と学校での出来事を話しますか？  

 

②家の人に勉強を見てもらうことがありますか？  

 

 

③朝ごはんを食べて、学校に来ていますか？  

 

   ④学習塾に通っていますか？  

 

⑤いばらきっ子スタディ（e-learning）は利用したことありますか？  
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⑥外国に行ったことはありますか。  

 

⑦私立の中学校へ行く予定をしていますか？もしくは行きたいですか？  

 

⑧勉強が好きですか？  

 

（２）平日の家庭での学習時間  
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（３）休日の家庭学習時間  

 

 

（４）学校の外で英語に触れる機会について  

 

（５）英語で出来るようになりたい、やってみたいこと  
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（６）「そう思う」・「どちらでもない」・「思わない」の 3 択が 20 問  

小学校全部の合計  そう思う  どちらでもない  思わない  

英語であいさつが出来た。   202 55 11 

英語活動で、ゲームやクイズをすることが好き

だ。  
172 78 25 

外国人先生の授業は楽しい。   158 88 21 

英語活動で、先生の言うことがだいたいわか

る。   
134 100 38 

英語の歌を聞くことが好きだ。   133 110 30 

英語活動が好きだ   129 109 37 

黒板よりも、教室のテレビで勉強すると楽し

い。   
125 112 34 

英語活動では、聞くことが好きだ。   122 109 39 

習った英語で話したりするのが楽しい、話して

みたい。   
122 115 34 

もっと英語活動の時間があった方がいい。   119 104 49 

英語活動は難しいと思う。   114 96 61 

英語活動では、話すことが好きだ。   102 113 54 

友達と英語で会話が出来たときは楽しかった   98 127 48 

英語活動では、書くことが好きだ。   97 117 59 

英語活動で、外国人先生の話す英語を聞くのが

好きだ。   
95 144 32 

英語活動では、読むことが好きだ。   92 118 66 

インターネットを通じて海外の人と話してみ

たい、もしくは今している。   
62 73 134 

友達と英語で話をするのが恥ずかしかった   49 127 95 

英語活動はつまらないと思う。   28 90 152 

英語活動は役に立たないと思う。   15 40 215 
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（７）外国語を習うことについての自由記述  
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中学校 1 年生（卒業小学校別）  

（１）「はい」「いいえ」の 2 択が 8 問  

①家の人と学校での出来事を話しますか？  

 

②家の人に勉強を見てもらうことがありますか？  

 

③朝ごはんを食べて、学校に来ていますか？  

 

④学習塾に通っていますか？  

 

⑤いばらきっ子スタディ（e-learning）は利用したことありますか？  
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⑥海外に行ったことはありますか。  

 

⑦勉強をするのは、テストでいい点を取るためでしょうか？  

 

⑧勉強をするのは、家族や先生にほめられたいからでしょうか？  

 

（２）平日の家庭での学習時間  
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（３）休日の家庭学習時間  

 

（４）英語で出来るようになりたい、やってみたいこと  

 

（５）「そう思う」・「どちらでもない」・「思わない」の 3 択が 13 問  
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（６）小学校の外国語活動に関して 2 項目。内 1 項目は 2 択が６問  

①小学校の外国語活動を思い出してください。あてはまるものを塗りつぶして

ください。  

 

 

②小学校での外国語活動を思い出して下さい。小学校で習ったことでよかった

と思えることはなんですか。役に立っていると思う、役に立っていないと思

うの 2 つから選んでください。  

  

 

 

 

 

57



 

（７）今、英語で苦手と感じたり、やりたくないことについて  

   

 

 

（８）英語の学習についての自由記述  
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４．アンケート結果の解釈  

  アンケート結果から以下の点が考えられる。学習の状況に関しては、学習にかけ

る時間は、小学校と中学校では、中学校の方が多い傾向がある。特に、休日の学習

時間に違いが見受けられる。小学校では、学習時間が減少するのに対し、中学校で

は、学習時間が増加する。その違いとして、「ほめられるため」ではなく「テスト

でいい点を取る」ことに意識が強くあるためではないか。小学校の外国語活動に関

して、「小学校の外国語活動はテストがなかったので良かったと思う」が多く選択

されているように、やはり、中学校では、「テスト」が学習の上で大きなウェイト

を占めていることがわかった。 

 

  英語の学習に関しては、小学校では、クイズ・ゲームなどの取組から前向きなと

らえ方をしていたり、中学校で学習することもあるので必要性を感じていたりする

児童が多く見受けられた。アンケートにあるようにあいさつやアルファベットにつ

いては出来たという実感を持っていることもあると考えらる。しかし、中学校では、

教科としての学習となり、文法や様々な英単語を習得する必要があるため、そこに

壁を感じている生徒もいるようだ。 

 

以上のことから、小中連携を進める上でのポイントとなってくるのは、やはり、

「授業」であると考えられる。小学生は、楽しく感じた「英語の歌やゲーム」だが、

中学生にとっては、役に立たないと感じている。また、「読む」・「話す」ことにつ

いては、小学校・中学校ともに３割（英語が好き、聞く、書くことについては、４

割強が好きと答える）が好きと答えていることから、この２点について苦手意識の

ある子どもがいることも見えてきた。  

 

アンケート結果から見えてきたことは、今まで言われてきた内容とあまり変わら

ないものとなりました。それは、やはり、連携を進める上でのポイントであること

を改めて確認することになったように感じた。  

  また、今回の調査研究所員会のアンケート結果は、調査研究所員会のみでなく特

別講師として、大阪大学大学院人間科学研究科  中澤 渉 准教授にも考察をお願

いしている。年度末には、中澤先生からの考察結果も含め一つのものにまとめてい

くので、教育センターの研究紀要をご覧いただきたい。 
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視点を変えると子どもが見える！ 

不登校児童生徒へのアセスメント 
教育センター  佐藤 雅昭  

１．はじめに 

茨木市では年間 30 日以上欠席の不登

校児童・生徒が毎年 200 人を超えている。 

その原因は、心因性不登校を筆頭に、愛

着障がいや発達障がい、コミュニケーシ

ョン力が低い、などの課題を抱えた不登

校の子どもが多くいる。  

    その子どもに対し、大人は「不登校」   

という枠に入れて、大人の固定観念で考  

えてしまいがちである。視点を変えて不  

登校の子どもの考え方を理解すると子  

どもの姿が見えてくる。  

 

 

２．不登校の仕組み（右図） 

  ここでは不登校の仕組みを「青信号・黄

信号・赤信号」に分けて考える。  

  青→黄→赤と進むにつれ、行動できる

時間が少なくなり、それと反比例して、

考える時間が増えていくものと捉えて

いる。  

 

＜不登校児童・生徒への信号別対応＞ 

(1)青信号…学校に行っている状態。（行動できる）  

   ⇒サインを見逃さない。本当に「体調不良」なのか？安心できる教室作り。 

    休日明けに欠席が多いのか？週末に欠席が多いのか？  

(2) 赤信号…引きこもり（考えすぎて外に出ることすら難しい）  

   ⇒家を「心理的」に快適にする。チャレンジしても戻れる家に。  

    保護者と本人の関係はどうか？  

(3) 黄信号…不登校・休みがち。（学校には行けないが、外には出られる）  

   ⇒安心できる学校以外の環境で「大切で必要な存在」と認識する働きかけ。  

    保護者や学校が正論を押し付けていないか？  

茨木市では不登校児童・生徒支援室「ふれあいルーム」を活用。 

 

不登校児童・生徒  

        

 

あの子は「不登校」だから…  

・どうして外に出られないの？  

・何で不登校の子は○○なの？  

・何を考えているかわからない。  

3-2 
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４．ふれあいルームの活動 ～集団活動を通して、学校復帰、社会復帰を目指す～ 

(1)ふれあいルーム入級生について（１月現在）  

      H26 年度は 23 名が入級 

※水曜日は学校登校などのチャレンジデー  

  ふれあいルーム時間割  

 
月  火  木  金  

9:30 開室・自習・自主活動タイム  

10:00 朝の会  

10:10 社会  数学  国語  英語  

10:55 休み時間  

11:05 数学  国語  英語  社会  

11:50 振り返りタイム  

12:00 昼食・フリータイム  

13:00 総合学習  

14:00 スポーツ  

14:45 そうじ  

14:50 終わりの会・振り返りタイム  

15:00 自習タイム  

16:00 閉室  

 

 

 

 

 

 

 

(2)ふれあいルームと学校の連携  

ふれあい担当教諭による学校訪問、密な電話連絡など、学校と連携して児童・生徒

の学校復帰を目指す。あくまで「主体は学校」であり、ふれあいルームに子どもをつ

ないで終わりではなく、そこから踏み出す一歩を学校と共に考えていきたい。  

 

詳しい活動内容等はお問い合わせいただくか、パンフレットをご覧ください。茨木

市教職員の方は教育センターイントラネットをご覧ください。また、随時見学・参観

も行っています。 

 

ふれあいルーム（教育センター支援ルーム） 

担当指導主事   田中 賢一郎 

担当教諭    佐藤 雅昭  

連絡先    626-4407 

 学習時間は自習形式  

 

休み時間  

ＳＳＴ 

＜総合の時間＞  

・自分でやりたいことを考えて活動する「やってみようデー」。  

・毎月定期的にＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）の実施。  

・調理実習や遠足、所外活動、車いす体験など社会体験学習。  

・スポーツや工作、話し合いなどを通したグループ活動。  
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茨木市不登校児童・生徒の支援における関係機関 

 

※１ 茨木市教育センター適応指導教室「ふれあいルーム」及び不登校相談 

  ☆「ふれあいルーム」 

  対  象：不登校状態にある小・中学生 

  活動内容：一人ひとりの興味・関心を尊重した教科学習・スポーツ・集団活動など 

  ※不登校支援員（学生ボランティア）の家庭・学校別室への派遣も行っている。 

  ☆不登校相談 

  対  象：不登校児童・生徒支援室「ふれあいルーム」入級の小・中学生とその保護 

      者 

 相談内容：学校に行きにくい，行きたくないなど不登校・登校しぶりに対する支援に

ついて専門の相談員（学校心理士）が相談を受ける。 

 

※２ 茨木市教育センター面接相談 

対  象：小・中学生とその保護者 

  相談内容：不登校・情緒不安定・対人関係の悩み・神経症などの心理的・情緒的な問

題に関する個別相談を専門の相談員（臨床心理士）が受ける。 

       必要に応じて「心理療法」・「心理検査」などを行う場合がある。 

 

※３ 茨木市教育センター発達相談 

  対  象：小・中学生とその保護者（お申し込みは小１の５月～中３の６月まで） 

  相談内容：勉強についていきにくい，集団行動やコミュニケーションが苦手などの発

達の悩みに関する個別相談を専門の相談員（特別支援教育士・臨床心理士

・言語聴覚士）が受ける。 

       必要に応じて「発達検査」などを行う場合がある。 

 

※４ 専門の医師等による特別教育相談（茨木市教育センター） 

  対  象：小・中学生とその保護者 

  相談内容：心理面（年３回）及び発達面（年 12 回）についてそれぞれ専門の医師等が指導・

助言を行う。 

 

※５ 男女共生センター ローズ WAMによる女性相談・DV相談・仕事相談等 

  対  象：主に女性 

  相談内容：DV・仕事・恋人・（性）暴力等女性が抱える悩み全般の相談を専門の相談員が行う。 

 

※６ ＳＣ（スクール・カウンセラー） 

  配備状況：小学校 32 校中 30 校 ３名（月１～２回）、中学校全校（14 校週１回程度） 

 

※７ ＳＳＷ（スクール・ソーシャル・ワーカー） 

  配備状況：全中学校区（14 校４名 週１回程度） 

 

※８ 茨木市少年サポートセンター 

  大型ショッピングセンターや繁華街における街頭補導活動を行うほか，関係機関と連

3-2 
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携して，問題を抱えた少年の立ち直り支援活動として，川掃除等の社会貢献活動，ゴ

ーヤ等の野菜を育てる農業体験，また，収穫した野菜を使った料理教室，表札作りや

バルーンアート体験等を開催する等，少年問題に様々な方面から働き掛け，少年の非

行防止活動に取り組んでいる。 

 

※９ 茨木市要保護児童対策地域協議会 

  保健，福祉，医療，教育，警察等の関係機関が連携を図り共通認識のもと，要保護児

童の早期発見，迅速かつ適切な保護と児童虐待の防止を図るために設置 

  構成機関：大阪府吹田子ども家庭センター・大阪府茨木保健所・（社福）茨木市社会

福祉協議会・大阪府茨木警察署・茨木市民生委員児童委員協議会・茨木市

人権擁護委員会・（一社）茨木市医師会・子ども“わいわい”ネットワー

ク茨木・市内児童養護施設代表・茨木市私立保育園連盟・茨木市私立幼稚

園連合会・市民文化部/人権･男女共生課・健康福祉部/福祉政策課・障害

福祉課・保健医療課・こども育成部/こども政策課・子育て支援課・保育

幼稚園課・学童保育課・消防本部/警備課・教育委員会教育総務部/青少年

課・教育委員会学校教育部/学校教育推進課・教育センター 

       （下線は、実務者） 

→児童虐待を疑う子ども（小・中学校）が見つかったときは，管理職を通じて教育委員会

学校教育推進課(072-620-1683)へ連絡する。 

 

※10 大阪府茨木保健所 

  相談内容：統合失調症，気分障害，パーソナリティ障害，アルコール依存症，薬物依

存，認知症等に関する診断や医療機関受診に関する相談 

       本人及び家族からの療養や生活上困難に関する相談 

       医療機関等の情報提供 その他 

  相談担当：精神保健福祉相談員・保健師・精神科医 

 

※11 障害福祉課 

  相談内容：精神保健福祉手帳や療育手帳の申請やさまざまなサービスの利用について

の相談 
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各校のデータ共有を目的として「市内共有フォルダ」があるのはご存じてすか。このフォルダ内には小学校３２校、中学

校１４校のフォルダがあり、そこにあげられたファイルはどの学校からでも閲覧可能です。大容量のデータのやりとりやブ

ロック間での指導案練り上げ、ワークシート、自作コンテンツなどの情報共有の場として効果的にご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

教
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「クラスに不登校の子がいるけど…ふれあいルームってどんなと

こで、どんな活動してるんやろ？」そう思われた場合は、イント

ラネットをご覧ください。入級手続きやＱ＆Ａも載ってます。 

お問い合わせは 教育センター分室 ６２６－４４０７ まで。 

担当指導主事…田中賢一郎 担当教諭…佐藤雅昭 

Click Here！ 
 

ふれあいルームの通信や

過去の活動もここを見れ

ばバッチリわかる！ 

＜利用する上での注意事項＞ 
１ 共有フォルダを利用される場合には、必ずバックアップをとっておいて下さい。 

２ 他の方のデータを利用する場合には、必ず自分側にコピーしてから利用して下さい。 

３ 個人情報はのせないで下さい。 

４ 限られた容量でのフォルダなので、計画的に利用し、作業終了次第、各自で消去して下さい。 
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分析解釈シートを用いた思考力を育む授業  

東雲中学校 田淵 梨沙  

１．はじめに 

  中学校の理科で出てくる計算問題は小学校で習う算数の学習範囲であるのに、理

科で出題すると解けない生徒が多い。それはなぜだろう。理科で出てくる計算問題

よりもっと難しい問題を数学で解いているのに、どうして解けないのだろう。数学

では法則（公式）を学び、それを活用し問題を解く。ところが、理科では法則を活

用する前に、法則をどこで、どうやって活用するか考えなければならない。そのた

めには問題の本質をしっかり理解していなければならない。これが「科学的なもの

の見方・考え方ができる」につながっているのではないだろうか。では、如何にし

て生徒（児童）に問題の本質を理解させる力を身につけさせればいいか。科学的な

ものの見方・考え方ができる力を身につけさせればいいのか。その一助となるもの

として分析解釈シートを紹介する。  

 

２．分析解釈シートについて 

  この分析解釈シートは、大阪府教育センターの竹村美徳氏が考案したワークシー

トである。形としては、英語や国語のノートと同じである。  

例えば、英語では教科書の英文をノートに写し、その英文に単語の意味や英熟語

の意味を書き込む。国語でも同様に、俳句や短歌などをノートに写し、枕詞や季語

などの説明を書き込む。この分析解釈シートは、英文の代わりに実験の方法を写し、

単語の意味や熟語の意味の代わりに実験の様子や結果、実験の中で疑問に思ったこ

となどを書き込んでいく。  

今までのワークシートでは、答え（＝結果）を書き込み、与えられた課題（＝考

察）を考えるだけだったが、この分析解釈シートを用いることで、生徒の観察眼が

するどくなり、生徒が目的をもって取り組むようになったと感じる。  

 

３．分析解釈シートを用いた実践例  

(1) 沢池小学校 5 年生（久田先生）  

「もののとけ方」の学習の活用として、児童たちが能登半島に伝わる揚浜式塩作

りについて分析解釈シートを用いて思考した実践例を紹介する。  

揚浜式塩作りには５つの工程がある。①塩田に海水をまく。②塩田を日光にあて

る。③①②の作業を繰り返す。④砂を集めて沼井にいれ、海水をかけて出てきた

液体を集める。⑤集めた液体を加熱する。『なぜ、海水をそのまま加熱するのでは

なく、４つの工程を経て、集めた液体を加熱するのか。』この工程に詰まった先人

の知恵を、分析解釈シートを用いて科学的に考えていく。  

 

(2) 西陵中学校 1 年生（髙岡先生）  

「身のまわりの物質」の単元において、生徒たちはこれまで学習したことを踏ま

えて「梅干しから塩を取り出すにはどうすればいいか。」という課題に取り組んだ。 
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自分たちで実験方法を考え、実際に実験してみると、思ったように白い食塩（塩

化ナトリウム）が取り出せず、ほとんどの班が黒く焦げて終わった。そこから分

析解釈シートを用いて、成功事例の実験を分析し、自分たちの実験に足りなかっ

たことを見つけていった。  

そして、「黒く焦げ

て終わった前回の実

験結果から、食塩を

取り出すにはどうす

ればいいか。」という

御題（課題）にチャ

レンジした。  

 

 

４．おわりに 

私自身もこの分析解釈シートを用いてみて、生徒の観察眼がするどくなるなど、一定の

効果があり、生徒の取り組む姿勢が変わってきたように感じる。この分析・解釈シートは

どこ+でもいつでも使えるものではないが、これを積み重ねていけば、確実に、生徒の観

察眼は変わり、考える力が身についていくと私は考える。題材によっては、この分析解釈

シートを用いれば、有益な効果が得られるものもあるので、この分析解釈シートをおすす

めしたい。  

 

事物（実験内容）・現象（結果）       実験開始      分析・解釈  

 

①  鉄粉7gと硫黄4gを乳鉢でよく混ぜ合わせ       

て、2本の試験管A・Bに半分ずつ分ける。  

 

②  試験管Bに入れた混合物の上部を加熱する。 

 

③  赤く色が変わり始めたら、加熱をやめ、変

化のようすを観察する。              

 

④  変化が終わったら、試験管を金網の上に置

き、温度が下がるのを待つ。  

 

⑤  2本の試験管A・Bにフェライト磁石を近づ

け、つき方を比べる。  

 

⑥  それぞれに、５％の塩酸を２・３滴入れて、

発生する気体のにおいをかぐ。  

実験終了  

実験の方法をわかりやすく書く。 

実験の疑問やようすなどを細

かく書く。  

左の事物・現象に対して、分

析・解釈したことを書く。  

   

左：成功事例              右：生徒の事例  

①から⑥の方法の間のすきま

には、実験でどのような現象

がみられたかを記入する。  
 

赤く色が変化したところが光と熱を出

している。 
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備えあれば…実りあり！ 

天王小学校 宮﨑 悠  

１．ステージ０～準備の準備～ 

  「あなたの学校の理科室、準備室は整理整頓されていますか。」こんな質問をする

と、きっと中学校では「当たり前！」、小学校では理科専科がいたり、整理に携わ

る部会がしっかりと機能していれば「たぶん大丈夫。」と返答がありそうです。本

来なら備品点検などもあり、各校整理されているべきなのですが、果たして現状は

そうでしょうか。少なくとも本校では数年前まで、点検の際に少々整理されても、

しばらく見ない間に実験後のセットがほぼそのままで放置されていたり、器具があ

るべき場所になかったりして、大変使い辛かったのを覚えています。確かにその原

因は使用した人の責任もあるでしょう。しかしもう一つの大きな要因は理科室や準

備室が使いやすい状態にあったかということです。本校では教務の先生や事務職員

と協力して、計画的に理科室、準備室の整備を進めてきました。誰もが使いやすく、

そして片付けやすいことが重要と考えています。整理棚やプラケースを利用し、学

年や単元ごとにまとめて収納することで見やすいだけでなく、準備室から理科室や

教室へと持ち運びもしやすいようになっています。また、昨年度の所員の研究授業

からは児童が自分達で実験の準備・片付けをしてこそ、経験・知識として蓄積され

るのでは？という提案もありました。理科室では器具類のわかりやすい掲示や使用

後に洗って「乾燥させる」＝「収納」となるような工夫もなされています。つまり

整理整頓は大事ですが、整理整頓がしやすいような環境を整えているかが最も重要

であると言えます。それこそ、「準備しやすい仕掛け」＝「準備の準備」なのです。  

 

２．ステージ１～授業の準備～ 

  理科の授業の「準備」と言えば、予備実験や次の日の実験器具をセットすること

を思い浮かべられるかもしれません。しかし、私がここで提案したいのは、校外に

出て研修に参加することです。もちろん、皆さんが日々の業務に忙殺されているこ

とは百も承知です。それでも、茨木市の理科研修はそれを考慮してもなお、十分な

参加する機会と価値を与えてくれています。まず、市内の理科教育担当者が行う理

科研修は回数、質ともに他市では類を見ないぐらい充実しています。そして、府セ

ンターと連携した研修では、講師からより専門的な見解や最新の教育方針事情など

を交えた情報が聞くことができます。中学校の目標準拠評価を意識してアンカーシ

ートを取り入れた授業やその研究討議の持ち方、また分析解釈を行いながら子ども

の思考を深める方法は、今年度所員の授業でも小中学校ともに取り入れています。

また、所員が行う研修や市教研理科部の活動では理科専攻の先生ばかりではないの

で、現場での悩みや解決策が共有できたり、新たな視点での発見が多くあることと

思います。つまり、直接的な授業の準備だけではなく、先生方自身が校外へ一歩踏

み出すことで、より多くの情報と関心を得ることができます。そのことが、授業全

般の「準備」となり、子ども達に還元されることは明らかではないでしょうか。  
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３．ステージ２～子どもの意欲関心の向上～ 

  ここからは「余力があれば」の話になります。しかし、その分提供する側の自由

度は高く、子ども達の受け取り方や意欲関心の高まり方もさらに自由になります。

つまり、子どもの「理科」分野全般においての興味を引き上げる「準備」と言えま

す。さきほど言及した理科室の整理ですが、もう一つ注目してほしいのは、理科室

前のショーウィンドウです。そこには何が展示してありますか？誰も見向きもしな

い実験器具の紹介や鳥の剥製だけですか？これらが悪いわけではないですが、この

スペースをもっとうまく活用しない手はありません。本校では動画が再生されるフ

ォトフレーム、鉄球がエンドレスで転がり続けるおもちゃ、目の錯覚を利用したの

ぞき穴など、子ども達が思わず見たくなるような展示物を工夫しています。また電

気を使うものは電源タイマーを使い、必要な時間帯だけ稼働させるというこだわり

です。また私が活動の拠点にしている算数教室では理科的な知識や技術を使ったお

もちゃが置いており、子ども達が実際に体験できるコーナーを設けています。そし

てより発展的な内容としては、校内理科教室や認定会を行いました。校内理科教室

では学期末などの休み時間を利用し、校内全体に呼びかけて実験を行います。今年

度はバンデグラフを使った静電気実験と発泡スチロールをスライスしてアルソミ

トラの種モデルを作りました。認定会の大元は、理科室横の階段側面に周期表と惑

星・準惑星の掲示物を貼っていたことからです。初め、子ども達は楽しんで、口ず

さみながら階段を上がっているだけでしたが、せっかく取り組んだことを無駄にせ

ぬようにということで、認定会を実施し、合格した人には賞状を渡すことにしたの

です。どちらも強制ではありませんが、気軽に体験できて、小学校では習わない内

容ながらも「入り口」から「奥の深さ」が垣間見えるようで、子どもや職員から好

評をいただいています。  

 

４．さいごに 

  『備えあれば憂いなし』とはよく言ったもので、誰がどんな教科、どんな場面で

使おうとも当てはまる故事成語と言えます。それは、理科教育においても例に漏れ

ることはありません。しかし、「備え」を実験の準備や授業の準備だけに留まらず、

前述のような広い枠組みで捉えるならば、理科教育では「備え」こそ肝心要である

と言えるのです。つまり子どもの学習や取り組みの前提には意欲関心の高さが根底

にあると思われますが、それを高めるための教師の「備え」が「憂いなし」どころ

か大いに「実りある」展開にしていくのです。そして、その子ども達の意欲関心を

他教科・他分野に、また「世界」という舞台に広げていくスタート地点が、“理科”

であったらいいなと考えているのです。  

理科準備室  

理科室掲示  

分析解釈シート  

のぞき穴から  

見える靴の絵  

階段掲示  
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