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は し が き 

 
 「学習とは本来探究であるべきである」とは、「ＢＳＣＳ生物」の編集者として知られるＪ．Ｊ．シュ

ワブ（Schwab）が 40 年も前に提唱したことであるが、中でも理科とか科学においては探究行
動が不可欠である。学習者が自分で現象と向かいあって、これは何だろう、何故だろうと探究

していくこと、そのことなしには科学を学んだといえない。 

 最近、児童生徒の「理科離れ」が問題になっているが、それは学習の場から「探究する活動」

が消えてしまったことが大きな原因ではないか。生徒のみならず、教師が、教師になるまでの

学習プロセスにおいても「探究する活動」はほとんどない。このことから教師の「理科嫌い」も増

えているという。科学技術創造立国を目指す日本にとっては由々しき事態といわねばならな

い。 

 我々は、何とかして児童生徒が自分で調べたり、作ったりして、興味をもって学習する理科授

業を実現したいと考えて、昨年から学校現場との共同研究を開始した。 

 紀要 72 号に続いて、本号もその研究の中間報告としてまとめたものである。各位のご批判・
ご指導をいただきながら、さらに研究を進めたいと考えている。 

 研究は、研究開発部長矢口哲郎と研究員白尾彰浩が中心になって行った。本号の執筆に

は白尾彰浩が主として当たった。 

  

 この機会に、研究の場を提供していただいた東京都三鷹市立第二小学校の先生方に心か

ら感謝申し上げたい。新しい授業のために連日遅くまで教材準備に当たっていただくなどの

協力がなければこの研究は成り立たなかった。改めて厚く御礼申し上げる次第である。 

 

 2004年 6月 
 

                                           常務理事 小澤秀子 
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Ⅰ．授業づくりの報告  
 

１． はじめに 

平成 15年 9月からの半年間、長男の通う小学校でパソコン授業のお手伝いをしていた縁から、現場
の先生方といろいろなことをお話しする機会がありました。能力開発工学センターが開発した電気領域

の学習教材を紹介し、その後、それを土台として６年生の３学期にある「電流のはたらき」という単元の

授業づくりにいっしょに取り組むことになりました。 

この間に、授業参観日とは違うまったく普段の授業や先生方の日常の一端に接し、いろいろなことを

感じました。たとえば、先生方が忙しいと言われる実際の様子。確かに忙しいのです。昼間子どもたち

がいる間は当然授業があり、職員室には物騒と思えるほど誰もいません。昼の給食指導から帰りのホー

ムルームまで、教室と職員室の間を走り回っています。休んでいる子どもの家庭への連絡、病院へ行っ

て遅れてきた児童や相談があって来た親への応対と休む時間はありません。さらに、校内・校外の公式

な教育研究会、職員会議、学年会議など授業以外にいろいろな予定が毎日入っています。 

こうした忙しい合間をぬって、電磁石の授業の相談を進めました。この単元は初めてという教員４年

目の若い先生、社会科が専門の先生、理科は少し苦手という先生、みなさん、３クラス共に真剣に取り

組んでいただきました。電磁石については教科書の使い方の手引きである教師用指導書に説明があり

ますが、実験の意味や条件には曖昧なところがあり、実際に実験してみるとそれがよくわかりました。 

棒磁石や方位磁石のＮ極Ｓ極は必ずしも固定しているものではなく、条件や使い方によっては磁力

が弱まったり極性が変化したりするということや、磁石の形や種類によってはＮ極、Ｓ極が一様でないこ

となどを見つけて驚きの連続でした。また、モーターがなぜ回るのかということについても、理屈ではわ

かっていたことですが、実際の電気の流れと磁力の関係から回るためのブラシと整流子の見事なからく

りを実験の中から実感しました。 

年が明け今年の１、２、３月は材料の買い出しから加工まで、児童 100 名分の教材準備は夕方から

夜９時近くになることもありました。これだけの準備のお陰で、３人の先生方による電磁石の授業は３月

の卒業式前に無事に終わりました。子どもたちは熱心に課題に取り組み、家でも作って見たいと興味を

示した子どももいます。もちろんこれは理科のほんの一部ですから、これだけで結果を云々することはで

きないと思います。しかし、私自身を含めて実施した先生方は、手ごたえを掴んだと言えます。こうした

地道な努力の積み重ねによって授業を少しでも変えていくことが教育改革なのだ、という自信がもてま

した。 

それにしても、今回は、小学校一教科の一単元の準備のことです。毎日、毎日他の教科も指導して

いる現場の先生方。先生方が授業づくりに使える時間は限られています。その時間をどのように確保す

るか、そしてそれを現実に即した形で支援する専門スタッフの必要性を強く感じました。毎日の授業を

本当の意味で支援するしくみは、人的にも制度的にもほとんどないというのが現実です。 

「教育改革」は現場が主役であり、現場が本気で動きやすくするための仕掛け作りでなければならな

い、と今回の取り組みを通じて改めて強く感じています。                       

(白尾彰浩) 
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２． 活動の概要と経緯 

 本報告は、児童が自ら学び自ら考える授業について、当センターの長年の理科教育研究で築き積み

上げてきたものを教育の現場に生かすべく、三鷹市立第二小学校（以下、三鷹二小と略記）６年生担当

（平成 15 年度当時）の３教諭との共同研究の形で、新しい授業づくりに取り組んだ記録である。 

 

２．１  共同研究チーム 

三鷹市立第二小学校教諭    内野 睦美，秀島 直哉，齋藤 暁 

（財）能力開発工学センター   矢口 哲郎，白尾 彰浩 

 

 

２．２  研究の対象とした単元 

６年生理科の３学期に行われる「電流のはたらき」   授業時数 １５～１６時間 

 

 

２．３  授業までの経過 

平成 15 年（2003 年）９月より授業実施の１６年２月、３月まで、教員たちは日常の校務の合間を利用

して取り組んだ。 

 

平成 15 年 9月  ： 「みんなの電気シリーズ教材」（注１）を三鷹二小教員に紹介 

10 月  ： 校内研究会授業記録を支援 

11 月  ： 開発中の電気教材（注２）利用の可能性を６年担当教諭に打診 

12 月  ： ６年生の授業内容と日程を相談 

  1 月  ： 同 電気教材を使って実験・検討会（２回） 

「電磁石」、「クリップモーター」、「紙コップスピーカー」、 

「紙コップ電流計」等を試作・実験しながら教材検討 

児童が作成する教材製作の材料を準備 

2 月～3月  ： 授業実施（２クラス、週２回）、15～16時間 

（１クラスは研究授業のためにのべ 20 時間） 

（注１）能力開発工学センターが開発した「電気」「電子」「磁気」に関する入門学習教材 

（注２）能力開発工学センターが茨城県の小学校と共同研究開発した６年生電磁石教材 

 

 

２．４  授業の準備について 

  授業の準備は、教員３名と白尾が連絡を取り合い、準備検討のための会合を重ねることで進めた。具

体的には、 

・ 秀島教諭を窓口にEメール、FAXで４人の都合があう日程を連絡しあって予定を決め、２，３週に１度

程度のペースで検討・準備会を開き、相談した。 
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・ 主な検討材料、電気教材は能力開発工学センターが提供した。 

・ 実験に利用する特殊な器具（電流調節器）は、やはり能力開発工学センターと共同研究を進めてい

る茨城県の豊岡小学校から借用した。 

・ 授業実施にあたっては、先行してこの単元の研究授業を行った茨城県の豊岡小学校の実施状況を

参考情報として得て、それを当校にあわせてアレンジした。 

（豊岡小学校での研究の内容と結果については、紀要７２号を参照されたい。） 

 

 

 

３．指導案と教材 
 

３．１ 指導案 

齋藤教諭からの指導案を基に相談して準備を進め、授業開始後は各クラスの進捗状況に応じて軌

道修正していった。指導の流れの概略は次の通り。 

 

学習の段階 ねらい 学習行動 主な教材 

第一段階 

（１～３校時） 
身近にある電気と磁

石の応用であるモー

ターの存在に気づき

関心をもたせる 

・ 身の回りにある電気で動くものを探す。 

・ おもちゃを動かして、中の動力源（モー 

 ター、電池）を見る 

・ モーターを分解して中を見て、観察する 

自動車模型 

（ミニ四駆） 

モーター 

（実物、分解用） 

第二段階 

（４～10 校時） 

電流と磁力の間に関

係があることをつかむ 

・電流の向きと磁界の

向き（N極、S極） 

 

・ エナメル線１本に流れる電気と磁界を調

べる 

・ 自分で電磁石をつくる 

・ 電流と電磁石の関係（強さ、向き）を実 

験して調べる 

電磁石 

（エナメル線、 

アクリルパイプ、ボ

ルト等） 

第三段階 

（11～15 校時） 

永久磁石とコイルを組

み合わせることでいろ

いろな働きが作り出せ

ることをつかむ 

・ 磁石とコイルを利用した３種類の教材を 

調べて、原理をつかむ。 

その後、希望によってその３種（３コー 

ス）に分かれて自分たちでその教材を製

作する 

紙コップ電流計 

紙コップスピーカー 

クリップモーター 

学習シート 

製作ガイド 

第四段階 

（16 校時） 

身の回りには電気と磁

力を応用した様々な

工夫がさわれているこ

とに関心を広げる 

・身の回り物の中に使われている機器を

観察して、磁石とコイルがどの部分に使

われているかを調べる（まとめ） 

携帯電話、時計 

（実物、分解用）な

ど 
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３．２  利用した教材 

 

 従来は、市販の単元キット教材を購入して、ロボットや自動車を組み立てて授業を進めることが多かっ

た。今回は、能力開発工学センターが「電流のはたらき」についての独自の教材およびカリキュラムの研

究に取り組んでいたため、その教材と考え方を利用する方針で準備を進めた。 

 主な教材は次の通り。 

 

 

(１) 自動車模型とモーター [第一段階] 

 導入として身の回りの電気で動くものを考えさせ、各グループで観察す

るものとして模型の自動車を用意した（市販ミニ四駆自動車）。また、中の

モーターを観察するため、模型用モーターの中が取り出せるようにツメを

開いたものを用意した。 

 

 

 

(２) 電磁石 [第二段階] 

児童が自分たちで製作可能な大きさで、その後の鉄心を入れるなど

の実験がしやすいようにしたアクリルパイプとボルトを利用した電磁石。

必要な材料を事前に購入し、アクリルパイプカットなどして準備の加工

をした。 

 

 

 

(３) 磁石とコイルの応用モデル教材 [第三段階] 

後半の授業では、磁石とコイルを応用して使われている例として、３種類のモデル教材を用意して、そ

れぞれの動作とそのメカニズムを調べられるように準備した。 

 

クリップモーター        紙コップ電流計          紙コップスピーカー 
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(４) 携帯電話・時計・スピーカー電話 [第四段階] 

 この単元のまとめとして身の回りにある機器を中を分解して中を観察できるようにした教材を用意した。

応用としてスピーカーを２つ接続してインターフォンのように話ができる実験ができるように準備した。 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

(５) 学習用のプリント類 

単元の後半の授業[第三段階]では、次の３種類のものを用意した。 

「学習ナビシート」  ： 児童ができるかぎり自主的に学習に取り組めるように、実験の進め方や課題

を提示するもの。 

「学習ワークシート」 ： 調べたことや疑問に感じたことなどを記入するもの。 

「製作ガイド」     ： モデル教材を製作するための作業順序やポイントを指示するもの。 

  巻末にその一部を示したのでご覧いただきたい。(理科付属資料) 

 

なお、各教材の詳細については、能力開発工学センター研究紀要７２号『教員の授業力育成につい

ての実践的研究－理科発展的学習における試み』第Ⅲ章を参照されたい。 
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４． 授業の様子と児童の感想 
 

４．１ 授業の様子 

 授業は基本的にはグループで実験に取り組み、話し合いながら調べていく形で進めた。 

 

・ 単元前半の電磁石を作って、調べる授業は、３教諭が打ち合わ

せをしながら、各担任クラスを指導した。 

・ 単元後半の３種類の応用教材を扱う授業は、能力開発工学セ

ンタースタッフ１名が教材準備などの補助として支援・協力して

指導にあたった。 

・ 後半の３コースの製作・実験では児童の希望により参加コース

を選択させ、３教諭が各コースに分かれて指導した。その際に、

保護者３～４名がサポータとして授業に加わって支援した。 

 

（クリップモーターを調べる）     （紙コップ電流計を調べる）    （紙コップスピーカを調べる） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（電磁石の実験に取り組む） 
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４．２ 児童の感想（学習後のアンケートより抜粋） 
 

<自分で作ってみてしくみがよくわかった> 

・ モータを作ってしくみがだいたい分かってよかったです。あと、他のしくみも分かってよかったけど、他

のものが作れなくて残念だった。 

<自分で作ってみて、驚いた> 

・ スピーカーを作ってそのスピーカーから音が出て、すごいと思った。 

・ 紙コップでラジオの音が聞こえるなんてすごい＆不思議だと思った。 

・ 手作りで電流計などを作れるとは思わなかった。 

・ 電磁石を強くするのは、思っていたこととちがってびっくりした。 

<身近にある電気と磁石に気がついた> 

・ 電流の力でいろいろなものが動いているのがわかった。 

・ コイルや磁石は身近にあるいろんな電気きかいの中にくみこまれていることがおおのだなあと思いま

した。 

<むずかしかったがよかった> 

・ クリップモータを作るのは、たいへんだったけどまた作ってみたい。 

・ 紙コップスピーカーは、作るのも、聞くのもむずかしかった。 

・ 内容はむずかしかったが、いろいろ作れてよかった。 

・ 全体的にちょっと難しかったけど、がんばって、わかった。 

・ 最初のころはよくわからなかったけど、どうしたら電磁石が強くなるかなどいろいろ考えている間にこ

の単元もわかるようになったし、好きになれました。それにスピーカーを作るときにはみんなでいろい

ろ考えて楽しかったしこんなけいけんは二度と出来ないと思うので本当に楽しかったです。 

<コースが選べたのでよかった> 

・ 自分の好きなコースにいってやるのは楽しかった。 

<作るのは大変だった> 

・ 不器用なので、とてもコイルを巻くのが大変だった。 

<電気ではない自然のことの方がよい> 

・ 電流のはたらきの勉強より、自然の事や植物の事の方がいい。 

<まだよく分からなかった> 

・ 前よりは多分わかるようになったけどイマイチよくわからナイ。電磁石、作ったけど、一人一人作らなく

ても良いと思う。（時間がかかるし） 
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５． 総括 

 今回の取り組みは、正式な研究授業としてのものではなく、まったく普段の理科の一単元の授業を行っ

たにすぎない。この学校の授業支援に以前から関わっていた外部の教育機関の職員と、校内の教員た

ちが協力して成り立ったものである。ある学年の一教科、一単元ではあるが、日常の授業づくりがどのよう

に成されるのか、より授業を充実したものにするためにはどのような支援や体制が必要なのか、毎日行っ

ている日常の授業をよりよくしていくことにつながる授業研究のあり方などを考える好機となった。 

 授業終了後、翌週には今回学習した子どもたち 106 名は卒業式を迎え卒業していった。以下は卒業
式翌日(2004/3/26)に行った今回の単元「電流のはたらき」の授業に関する反省会からの抜粋である。反

省会は今回の授業に取り組んだ教員３名と協力した能力開発工学センター研究員２名が集まって行った。

(T)三鷹二小教員、(J)能力開発工学センター研究員。 
（詳細については、Ⅱ章 座談会『授業づくりから得たもの』を参照されたい。） 

 

［この単元（電気）に対する教師の意識］ 
・ 電気は目に見えず苦手とする単元であった。(T1) 
 

［これまでの授業との違い］ 
・ 通常であれば、市販の自動車、ロボットなどのモーターを使った教材を購入して授業を進めていたが、

今回は外部のサポートと協力して、手作りの教材で準備を行った。(T2) 
 
［共同で準備することについて］ 
・ 準備は大変だったが、準備の過程で３人で協力して行った実験の数々はとても勉強になり、面白か

った。(T3) 
 
［子どもたちの反応は］ 
・ 市販教材を利用したときと違い、子どもたちはいろいろな実験を考えて取り組んだ。(T1) 
・ 子どもたちの反応は、積極的な子から回りにあわせる子などひとり一人いろいろであった。(T2) 
 
［個に応じた指導のために必要なもの］ 
・ 個々の違いに応じてアドバイスするサポートは、担当教師ひとりではとても十分にはできないと感じた。

アシスタントやアドバイザーが必要。(J1) 
・ つまずいているときにタイミング良くアドバイスでいると一番よいが、そのためにはやはりひとりの担任

だけでは無理がある。(J1) 
 
［外部からのサポート］ 
・ 今回は、外部からのサポートがあったため、その外部支援者の都合にあわせて相談や準備を進める

ことができた。現場のペースに応じた外部からのサポートが役に立った。(T2) 
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・ 最終の授業では、保護者にも入ってもらって、授業を進めることができよかった。(T2) 
 

［理科として育てるものは何か］ 
・ 内容はどれも奥が深いので、時間が不足しがちである。理科では内容以上に、調べて、考えていく

プロセスを大事にする必要があると思う。(J1) 
・ 実験でうまくいかないときに、原因を考えて、調べていくことが理科では大事と考える。(J2) 
・ 教科書の内容にも目的が曖昧な実験がある。小学校から中学校まで見通して見直す機会があるとよ

い。(J2) 
 

以 上 
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       Ⅱ． 座談会「授業づくりから得たもの」 

 
               出席者  三鷹市立第二小学校教諭   内野 睦美 

〃            秀島 直哉 

〃            齋藤 暁 

（財）能力開発工学センター   矢口 哲郎 

司 会         〃            白尾 彰浩 

 

 

 

１．学習の展開について 

●子どもが発見する展開、新鮮だった 

白：６年生の理科の１単元についてだけの取り組みですが、最初のきっかけを含めると足かけ半年、具

体的準備としては１２月からの２ヶ月は大変だったと思います。如何でしたでしょうか。 

Ａ：私は教師になって、７回目の６年生担任でした。電流などの関係は苦手でしたので、これまで「電流

のはたらき」の単元は、市販教材の自動車を走らせるものなどを購入し、その教材に付属の指導案を

参考にして授業をする形で終わっていました。もちろん理科の教科書にある「電磁石とはどういうもの

か」「電磁石を強くするにはどうしたらよいか」というところは押さえながらやっていました。 

しかし、今回のようにコイルと（永久）磁石がこんなに身近な生活の中でいろいろ使われているという

ことを子どもが改めて発見するような展開になった授業に取り組んだのは初めてだったので、とても

新鮮で、とてもよかったという感想です。 

●子どもから課題が出てくる展開は、これまでには無かった 

Ａ：最後の時間には、携帯電話や時計など身近なところでもコイルや磁石が組合わさって使われている

ことを子どもたちに見てもらってまとめとしました。 

白：６年生は、毎年この時期にこの電磁石の単元をやるわけですが、これまでの市販教材を利用してい

たときと、どのあたりが異なると感じたでしょうか？よい点も悪い点もどちらもあったかとも思いますが、

そのあたりは如何でしょうか。 

Ａ：電流を流すとＮ極、Ｓ極になるという点は、これまでの授業では、今回ほど丁寧にはやっていません

でした。モーターのしくみを理解するにも教科書を読んで、終わってしまったような展開の場合もあり

ました。電磁石も作ってはいましたが、市販の教材キットの中のものを使っていました。それはとても

小さいものでしたから、今回のようなある程度の大きさがあって扱いやすく、見やすいものではありま

せんでした。ですから、子どもたちが、「もっと強くするにはどうする」といったことを子どもたちが自分

たちから言い出すという展開は今までにはないことでした。 
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市販教材を使った場合には、“電磁石”は最終的に動く自動車を作るための部品のひとつでしか

ありませんでした。いつの間にか自動車を動かすことが目的になって、「いつ作れるか」、「次の時間

に作れるか」って調子で子どもたちはやっていました。 

白：プラモデルを作るという感じでしょうか。 

Ａ：そうですね。 

Ｂ：作ってレースして終わりって感じですね。 

●もう少しの時間と指導のサポートがあれば、どの子にももっとよくわからせてやれた 

Ａ：ただ時間的に卒業間近になり、本当はもっとじっくり取り組めたらよかったという点がいくつかありまし

た。たとえば、電磁石を強くするところまではよいが、その後の３コースに分かれて調べたり、作ったり

するところは、時間が足りなかったと思います。あとせめて２時間くらいと指導をサポートしてくれる人

がいれば、どの子にももっとよくわかるようにしてあげられたと思います。 

最後にとったアンケートでは、興味を持ってやっている子は「とても楽しい」といろいろコメントを書

いていますが、なんとなく友達についていっているような子は「楽しかったけれども仕組みまではわか

らなかった」という感じでした。楽しく終わることと、理解して終わるというところが少し不十分でした。３

コースの内容はよかったけれども、指導の時間と人手がもう少し必要だと感じました。 

白：３クラスそれぞれの授業時数は 1組 2組が１５時間、１６時間で、研究授業を行った３組は２０時間だ

ったと思います。当初の予定が（１５時間＋予備）でしたから、概ね予定通りだったようです。 

●子どもの興味や関心はひとりひとり違いがある 

白：授業の様子は全体としてどうでしたか？ 

Ｂ：私のクラスは「なんとなくわかった」というところで進歩が止まってしまう子と、「わかった」ところからさら

にどうしてそうなるのだろうと興味・関心が持てる子の差があったと思います。興味・関心が持てる子

はじっくり取り組んでいたが、「ふうん」と思った子はとりあえず、先に行けばいいのかなということでど

んどん進んでいました。 

白：子どもの反応はいろいろですね。ワークシートに取り組んでいるときにも、グループで調べるために

使う教材が前の教壇に並べてあったのですが、前に来て教材を少し見て、「答えがわかったからもう

いい」と言って教材を持っていかずに戻っていった子もいました。このワークシートの答えを書けばそ

れでいいんだというような姿勢の子どももいました。  

Ａ：答えが分かればそれでいいという姿勢は確かにあり

ましたね。巻いてあるコイルを見つけて、その回りにあ

るのは「磁石だ」と調べないですぐに書く子もいました。

「本当に磁石？」と尋ねると、そこではじめてどうやっ

て調べようかと考えていました。実際に確かめようとし

ない。そういうしっかり観察させたいのに何となくやり

過ごしてしまいそうな場面で、サポートする人がいれ

ばそういう子の何気ないつぶやきを拾って、ちょっと一

言アドバイスができるのではないかと思いました。 
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Ｂ：扱っている内容によって、子どもの興味や関心はひとりひとり違いがあると思います。また、声のかけ

方ひとつでも、本人が直感的に「こうだ」と言ったときに、教師が「ほんとうにそうなの？」と問いかけた

場合に、じゃあ、調べてみようかと思う子と、そういう教師の言い方に反発して「先生は知っているくせ

に、私たちにやらせようとするところがいやだ」という子たちもいます。 

矢：６年生ぐらいになると先生の意図を先回りしていますね。 

Ａ：また、ある子どもは紙コップの電流計を調べようと張りきっていたのですが、調べるために使った方位

針の極が狂っていたことに気づかず混乱して、時間もなくなり、まあいいやとなってしまったことなどは

反省点です。 

●苦労を克服して成し遂げた喜びを体験してきていない 

Ａ：子どもたちは、作ったものが動いた時に素直に喜ぶ子もいましたが、中には、“当たり前だ”という見

方で冷めた態度の子もいました。 

白：その違いは何なのでしょう。アンケートにもその姿勢の違いが素直に表れているようです。みんなが

みんな同じように“何でだろう”と思わないのは当然としても、もう少し素朴に不思議に思わないもの

か。 

また、回転電磁石がうまく動かず、私と先生がいっしょに原因を調べているときに、子どもたちは他

を向いてしゃべっていて、先生にお任せという態度がありました。もう少し、関心を向けさせる方法は

ないものかと思いました。 

●ひとりひとり違いがあるのを前提に、それぞれにどう興味・関心を持たせるかを考える 

矢：みんなが同じ時期に、同じ内容に興味を持つということはないのが自然でしょう。子どもはどこかのタ

イミングで、ガラッと変わることもあるので、どこかで、何かでその子の興味や関心に引っかかるものが

あればよいと考えるのでよいと思います。 

  また、普段は何かをやればすぐに結果や反応があるゲーム的なものが多いので、苦労しながら何か

に取り組んで、ようやくうまくいった喜びみたいなことはほとんど経験していないでしょう。ちょっと動か

なければやめる、だめなら別のものというのが普段の日常生活です。だから、みんなが今回の教材を

面白がる訳ではないことを前提に、もっといろいろな手で何か引っかかるものを提供していく必要もあ

ると考えています。最後のところは携帯電話、時計などだけではなくもっともっといろいろあってもよい

し、どこかで子どもの関心にふれるところがあればよい。今回作成した３種類がすべてではないだろう

し、限られた学校の時間の中ですべてやれるわけではない。 

●有効な保護者のサポート、ただし事前の準備が必要 

矢：一番大事なことは、つまずいたところ、うまくいかない場面でどのくらい目をかけ、手をかけて、一緒

に考えてあげられるかだと思います。そのためには、３０人をひとりの先生で見るのはとても無理があ

るような気がしました。最後の製作の授業では保護者の方が参加していらっしゃいましたが、子どもが

ひっかかった場面で、うまく一緒に考えてもらうと随分違ってくるように思います。 

Ｂ：今回授業に入ってくださったお母さんに後で話を聞きました。今回は、単元全体まで広げたサポート

を考えていたわけではありませんでしたので、製作する授業に限って手助けをお願いしました。です
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から、授業の前の話し合いとか、授業のそもそものねらいなどの細かい打ち合わせはないまま授業に

入ってもらいました。どんな場合でもそうですが、授業のサポートに入っていただく場合に、一度打ち

合わせをしてから入っていただかないと無理だなと改めて思いました。 

矢：そうですね。やはり、接し方などについて少し考えておく必要があるでしょう。答えを教えるとか、知

っていることを説明するのではなく、一緒に考えるというのがよいのではないでしょうか。材料を使って、

考えること、考えてやってみることが大事だと思います。 

Ｂ：そこが難しかったです。 

Ａ：そうですねえ。 

●保護者は先生の代わりではない。教えるのではなく、知らない立場でともに考えるのがいい 

矢：前もって、どういうねらいで、どんな風に接してくださいということが伝われば、先生方もだいぶ楽に

なるのではないでしょうか。保護者が先生の一部を代わるということではなく、一緒になって考える、ど

うしてなのかなと子供と一緒に行動するのがよいのではないでしょうか。 

白：紙コップ電流計の作成に取り組んだクラスでは４グループに分かれ、それぞれに保護者の方がひと

りずついらっしゃいました。 

Ａ：はい。授業の直前に集まってもらい、製作のガイドを見ながら、作っていく過程で針が反対に振れる

など予想とは違うことがあったときには、「どうしてだろう」だけでよいので、声をかけてくださいというお

願いをしました。お一人は工業高校の電子科の先生で、そのグループは、とても綿密に進めていまし

た。エナメル線を削るときでも、「まだだめ、もっと削ってください」という感じでした。 

白：今回、保護者に入ってもらったのは最後のところだけでしたね。 

Ａ：電流計のクラスのサポートは４，５人にひとりの方がついて頂いたので、みんなうまくできたし、しくみ

もみんな分かって、満足していました。サポーターの中に、私のように電気が苦手のお母さんがいて、

電流計がうまく動いたときに拍手して「よかったあ」と喜んでいました。 

矢：そういう感じで、いっしょに勉強するのがよいのではないでしょうか。知っていて教えるということよりも、

知らない立場でともに考えることの方がいい意味のサポートになる。先ほど話に出た「知っているのに

隠しておいて」みたいなことではなく、本当にいっしょに考えるということです。そのようないっしょに考

えるという接し方は、ふだんの生活の中で親にとっても必要なことかもしれません。 

   今回のことを通じて、授業に協力してもらう人にどのように関わってもらえばよいかを考えるヒントに

なったように思います。 

Ａ：電磁石に方位針を近づけて、Ｎ極、Ｓ極になっているのを見て「本当だあ」と感心していました。 

矢：そういう感動とか、驚きが学習する上ではとても大切ですね。 

 

 

２．理科学習のねらいは「知識」ではない 

●理科は覚えるのでなく、うまくいかない場面でその原因解明に取り組むところに意味がある 

矢：私は、スピーカー製作の授業を見ていましたが、ちょっとやってうまくいかないと思考が止まってしま
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う、つないで音が出ないともうあきらめてしまうという場面がありました。線が切れているかも知れない、

何かがはずれているかも知れないというところに気が及ばないのは仕方ないかも知れない。けれども、

そういう場面で、どういうふうにしたらよいかをアドバイスしながら、いっしょに探ってあげるとか、支援

する人の役割が大きいと思います。 

茨城の小学校では、１グループ５，６人で、２グループに１人くらいはアシスタントでアドバイスできる

人がついていました。そのくらいが必要だと思います。理科というのは、本来、そういうなかなかうまく

いかない場面で、どうしてかな、何とかしようと自分で考えて取り組むところが大切な教科ではないで

しょうか。覚えることではないし、やればすぐわかるということではないでしょう。うまくいかない場面でじ

っくり考えるところに、もっと手をかけないといけないように思います。 

  子どもたちがある程度見当をつけて、予想した上で実際にやってみる。いざやってみると、なかなか

うまくいかない、予想とは違う結果になったなどの場面で、指導する側がどのような形でアドバイスし

てやれるかが大切だと思います。茨城でとりくんだ授業では、「自分で考えて、自分でやってみる」そ

ういうことを積み重ねて、“問題解決の力”をつけていくことを大きな目標においていました。普段の授

業でもその点を踏まえていましたが、特に理科ではその点が重要だと思います。 

  内容の方に中心がいくと、どうしてもここまで進まないといけないということになってしまいますが、そ

こへ進むプロセスでどのように考えていくかが、理科の本当の意味でのねらいとするところではないで

しょうか。何かをこなしていくのではなく、自分で考えて問題を突破していくことに意味があり、そこで

扱う内容は、いろいろ考えるための具体的な材料にすぎないと言えるでしょう。 

●目標は、「電磁石」を知ることではない。生活の中で使われている理科をとらえる目・行動姿勢 

白：この理科のこの単元のねらいとして、目標はどのようなものと先生方はとらえていますか。 

Ａ：教科書に載っていますから、どうしても「電磁石を強くする方法」をやるということになってしまいます。

巻き数を変えるか、電流を変えるかということになっていきます。 

矢：今回は、発展的学習の中に位置づけて生活とのつながりでやってみるともっと興味が持てるのでは

ないかと考えてやってみたわけです。そうすると、“電磁石”というよりも電気によって作られる磁力が

私たちの生活の中に非常に多く入って使われている現実があり、そういうことを見ていける目を育て

ていかなければ、この単元の本当の目的は達しないのではないかと考えました。こういう学習をするこ

とで、子どもが自分の家に帰って、どこかにコイルはないかとちょっとのぞいてみたり、調べる気になっ

たりする、そのように子どもの行動が変わることが本来の目的ではないかと考えています。その点から

して、“電磁石”そのものが目的ではないと言えます。そうではなくて、身の回りにはコイル、磁石は本

当にたくさんあり、モータはもちろん電気で動きを作り出すものには必ず使われています。時計もフロ

ッピーディスクにも磁石、コイルは使われています。そういう生活そのものの実際につながるところをス

タートに、改めて“電磁石”をどのように位置づけるかを今回考え直してみたわけです。 

  我々の生活の中に理科的なものの捉え方、見方をどこまで身につけていないといけないのかをあら

ためて考えてみて、その観点から教科書のあり方や、授業でどうすればよいか、どう扱っていくかを考

えていけるのではないかという気がします。 

●「教科書を教える」から「教科書を通じて何を身につけるべきか」へ。限られた時間の中で 
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矢：先日、茨城の先生とも話をしたのですが、先生方にとっては、教えなければいけないことが教科書

にあると考えるのは当然ですが、結果として教科書の内容がすべてになってしまいがちです。その点

を改めて考えて、もう少し違った角度、生活の視点、行動の視点で捉えると、もう少し目標の見え方が

変わってくるのではないかと思います。 

   教科書にとらわれない我々の立場からすれば、磁力を強くするということは定量的なことで、きちん

と電流によって１本によっても磁力が生まれているという現象を定性的にしっかり捉えることができれ

ば、必ずしもたくさん巻いて強くすることを実験して学ばなければならないとは考えなくてもよいと思い

ます。現場の先生方としては、教科書に載ってしまうとどうしてもそれをその通りに取り上げないと考

えてしまい勝ちです。 

  もちろん、理科で教えているのは「電気」だけではありませんね。非常に幅広いいろいろな分野を扱

っているわけですから、ひとつひとつを改めて、これを何のために、どのように教えるのがよいのかを

考えていく時間はありません。さらには理科だけではなく、全教科を扱っているのが小学校です。そ

のような中で、現状をすぐに変えることは難しいところです。 

ですから、我々は外からの視点で先生方の日常に合わせてサポートするような形で教科書の内容

を踏まえながらそこに不足しているものを取り込みながら提案しているのです。そういうことをやってい

かないと、子どもたちの興味・関心を伸ばして、日常に対する見方が変わっていくということにつなが

っていかないような気がしています。電磁石は分かったけれども、家に帰ればそれまでで、はいまた

次の勉強というのではなく、やはり学んだことがもとになって、まわりの見方、見え方が変わってくると

いうことでないと、本来の理科のねらいは達しないのではないでしょうか。 

Ｂ：でも、それはどの教科でもそうなのではないでしょうか。今日やったことが面白かったから、もう一度

やってみよう、もう少し調べてみようということにつながらないといけない。 

矢：その通りだと思います。算数くらいだと、習った計算は、買い物などで身近に感じることもあるかも知

れませんが、理科の場合、物理・化学は改めてそういう目で捉えないと見えてこない面があります。そ

のあたりのことが、理科離れ、理科嫌いといわれている最近の傾向と関係しているのではないでしょう

か。 

 

 

３．授業づくりの進め方について   
－共同での取り組み、外部の協力の意味 

 

●授業作りは 2段階かかる。 教師が理科の面白さを体 

 験すること、そしてその伝え方を考えること。 

矢：（それを解決するための授業作りには）まず、先生方

自身にいろいろ経験してもらう必要があります。 

教科書に載っていることだけをやってみても電気など 

に関してはなかなかわからない。そのあたりをもう少し 

広い立場で補って、なるほどこういうことかと実感して 
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もらうような機会を増やしていく必要があると考えてい 

ます。 

Ｂ：今回、準備しているときにいろいろな実験をしてとて 

  も面白かったです。 

矢：先生方がまず、面白い、なるほどと感じられたことが 

あった。その上で、それをどう子どもたちに伝えていく

かという２段階がありました。 

白：これは１月に準備で実験をしているときの写真です。 

２回くらいは、この教室で相当夜遅くまで実験をしなが

ら、どうしてそうなるのかを黒板で図を書きながら白熱

した議論をしました。電流がどちらから流れて、Ｎ極、

Ｓ極がどうなる、磁石がどうなってと相当いっしょに悩

みました。 

矢：大人がそのようにひとつのことを 1 時間かかって 

理解するとすれば、子どもはその２倍、３倍かけない 

となかなかそこまでいかないでしょう。自分たちが悩ん 

で考えたようなことをそのまま体験させようとすると時間

がかかり、全体の授業時間が足らなくなる。そうすると

やはり、内容を絞る必要が出てきます。何を本当につかませるのかをよく考える必要があります。 

  その前提にまずは教師自身が何をつかめばよいかの実感を持つことと、子どもに対する指導内容と

やはり２段階という気がします。 

 

●個人の研究では、理科・社会のような広がりのあるテーマは敬遠しがち 

矢：最近の小学校では理科を専門でやってこられた先生は大変少なく、理科主任のような方は別です

が、理科教育の内容を指導する立場でしっかり学んだ方はほとんどいないのが現状ではないでしょう

か。我々が以前に行ったアンケートでも理科を苦手とされている先生方が大変多いという結果が出て

います。理科がそれほど得意ではないというごく普通の先生が、たとえば電気のように目に見えずつ

かみにくい内容をどう指導していくか。理科自体も幅広くいろいろな分野、内容がありますからひとつ

ひとつが大変です。 

理科の授業を充実させるというのは、個人の先生が自分で努力すればなんとかなるというレベルの

ものではなく、それぞれの単元のねらいをしっかりつかみ、新しい教材を研究していくというのは日常

のクラスを担当しながらでは容易ではありません。それは茨城の学校でも同じような状況でした。 

茨城での理科の授業は、担任の先生とＴＴ（Team Teaching）の先生がアシスタントで、我々も参
加しましたので、クラスを４人で見ました。ですから、１０人弱の子どもをひとりで面倒を見たことになり

ます。ＴＴの先生も理科の専門ではなく、急遽担当になった方でしたから、直前までこの教材で自分

が勉強しながら内容をつかんでもらって授業に臨んだような次第でした。 
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子どもに対してどのように指導するかということは、まだまだ検討しなければいけないことがたくさん

あります。全体の時間のこと、進め方のこと、個々の子どもたちに対してどのように指導していくかとい

うようないろいろ考えるべきことがあります。材料の準備だけでもそれなりの仕事があり大変です。 

Ａ：準備して、保管して、管理して、それは一人ではとてもできません。これまで、この学校ではここ数年、

個人テーマで授業研究に取り組んできましたから、学年でこのような形で共同して取り組んだのは最

近はなかったことだと思います。 

白：以前は全体で取り組んでいたと聞いています。ここ数年は、大勢が参加して同じテーマに取り組む

よりも、ひとり一人の先生により積極的に取り組んでもらうために個人テーマで校内研究を行っている

と以前、校長先生からお話を伺いました。 

Ａ：「総合」が始まったときには学年でやっていましたが、通常の教科の中で、共同したのは私の経験と

しては初めてでした。個人テーマで取り組むと自分のやりたいことはできるのですが、少し大がかりな

準備とか、理科、社会などの広がりあるテーマは敬遠しがちになります。 

白：３クラスあれば、３クラスで同じ内容をやるわけですから相談しながら進めるわけですよね。 

Ａ：理科であれば水溶液とか、大きなところは学年として準備しますが、ある学年では学年としてではな

くそれぞれの先生が準備した場合もありました。 

 

●日常の指導で共同することはなかなか難しい 

矢：事前準備を普段の中で、いっしょにやるということは実際には時間やいろいろな都合でなかなかで

きないという状況は他の学校でも同じような話でした。 

Ｂ：学年で取り組むというのは、それなりのつもりで取り組まないとちょっと、という感じです。 

白：それは、時間の調整とかの問題ですか？ 

Ａ：時間もありますし、実際にはなかなか言いづらいなどの、お互いの関係もあります。 

白：自分の得意でないものなどは、自分で改めてひとりで勉強しながら進めるのは大変ではないでしょう

か。連携するためには、連携するための材料も必要ですね。材料の購入や加工など、今回の場合に

はいっしょにやることがいろいろ具体的にありました。 

Ａ：そうですね。 

Ｂ：学校の中だけのメンバーでは、なかなか時間をとるのが難しい。 

白：今回の場合、私が外部からいつ来るということがありましたが、そのような外部との関わりがあるかど

うかも校内の共同を進める上で関係があります

か。 

Ｂ：確かに、それはあると思います。 

矢：日常の校内のやりとりでは、毎日の目前のこ

とが優先ですから、明日に延ばせれば明日と

いうこともあるかもしれません。外部から誰かが

来るとなれば、それにある程度あわせる必要も

出てくると思います。そういう意味で、今日の
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反省会も外部の我々が伺っていることがきっかけのひとつになっているのかも知れませんね。 

白：日常の校務、担任クラス運営とのバランスをとりながら、無理のない形で時々、外から相談にくるとい

うようなペースがよいのでしょうか。 

Ｂ：そうかもしれません。 

Ｃ：共同してやることに関しては、いっしょにやる先生によると思います。ご家庭があったりとか、いろいろ

な理由でどうしても時間がとれない先生もいらっしゃいます。私はまだひとり身ですので、比較的自由

に、夜遅くでも時間がとれます。共同してやりたいけれども、ひとりでやらざるをえないというケースも

あります。今回は先輩の両先生とも忙しい中いっしょにやってくださったので、その点に関していえば

とても恵まれた条件でした。 

 

●現実の問題を踏まえながら、そして学校全体の取り組みに 

Ａ：茨城の学校のように学校の校内研究テーマとして設定されれば、時間の割り当て方も全然違ってく

ると思います。 

矢：茨城の場合には校長先生も理科出身でとても熱心でした。市内の小学校９校、中学校３校の中で

もそれだけ理科に力を入れていたのはその学校だけでした。理科にそれだけ力を入れる学校は少な

いと思います。今回はいろいろ条件が揃いました。 

Ａ：茨城で夏休みに実施された、教員が自主的に取り組める研修はとても大事だと思います。こういうの

をやってみようかなと思っても学校によってはなかなかやれない場合があります。三鷹は来年小中一

貫の話がありますから、そのような中で理科を９年間通して考えるとよいかも知れません。 

白：今、検討されている小中一貫も、先に内容が決まってそれを実施するのではなく、現場の先生方が

現実の問題点を踏まえながら、いろいろなことを考えて取り組むきっかけになるならば、それはそれで

よいことだと思います。逆に言えば、現場の日常における状況を踏まえずに、形として進めるとうまく

いかないかも知れません。 

 

 

 

４．小・中学校の学習のつながりについて 

－中学校で増える理科嫌いをどう解決するか 

 

●小学校では体験中心、整理が十分でない。 

中学校は体験が少なく、概念・知識の整理が中心   

矢：小学校の時は楽しかったが、中学校になっていやになる子が極端に増えるとよく言われています。

中学校に行くと、電流、電圧などの概念として出てくるために実験よりも知識として整理していくことが

中心になるので、あまり授業が面白くないということも言われています。基本的な実験はやらないです

ませることもあります。このあたりも理科の考えなければならない問題のひとつだと思います。小学校

から中学校にどのようにつながっていかなければならないかということです。今は、小学校ではいろい

ろ体験中心でやらせてその意味はあまりやらずに、中学校では今度はそれを体験を抜きにして、概
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念で知識的に覚えていくというようになっている。そうすると、みんなそこでいやになってしまいます。 

  そのあたりを小学校、中学校の現場の先生方が検討していくということになれば、なかなか意味のあ

る面白い展開といえるでしょう。今回の電気の教材は、ものづくりも含めて中学でやるような内容が含

まれていますが、そう言う意味でも小学校だけではなく、中学校の先生にも見て検討してもらいたいと

思っています。 

白：これは中学校の教科書です。静電気という小学校にない項目もありますが、豆電球でランプをつけ

るなど小学校と重なっているところもあります。ただそれはすぐに電気回路図になって電流値・抵抗

値ということになり、計算式で数学のようになっていきます。内容的には重なることであっても、改めて

実験はしないで図で覚えて計算、となればなじまない子もいることは予想されます。 

●知識として覚えさせるからいやになる 

矢：たとえば「オームの法則」を覚えるということになるので、多くの子がいやになってしまうようです。「オ

ームの法則」は電気回路を設計する人、修理する人、作る人には必要ですが、通常（電気を）使う上

では必要なことではありません。電流、電圧、抵抗の関係は捉えておくことは必要でしょうが、それを

細かく計算させようとしています。また、２つに分岐したところで電流がどうなるというようなことを、やは

り計算をさせようとしています。そのあたりが、本当に何のために、何を目的にしているかが曖昧なとこ

ろです。６年生の「電磁石を強くする」というところ、４年生の電池の直列つなぎ並列つなぎの部分に

共通している問題です。意味を捉えるのではなく、知識として覚えさせるということになっています。 

今度は４年生の電気の内容をその目的と生活とのつながりから改めて見直してみようと考えていま

す。私たちの生活の中では、電池を並列につなぐということがありません。並列つなぎは、位置づけ

が変わると思います。本当はやらなくてもよいくらいです。 

Ａ：“並列つなぎをやらない”。へえ、面白いですね。考えたこともありませんでした。 

矢：やらないわけではありませんが、扱いが軽くなるのではないでしょうか。 

白：４年生では、電気に関しては電池のつなぎ方と光電池ですね。 

矢：そこで電流計で電気を測るけれども、とても中途半端で曖昧な実験です。我々からすればもっと、

電流を測る位置を変えてみてそれぞれでどうなっているか、向きを変えるとどうなるのかなどをもっとじ

っくりやってよいと思います。電気は電流計などのメーターを使わないと目に見えませんから、そのあ

たりをしっかり実験して電気のイメージをつかむと６年生あたりがもっと充実してくると思います。５年

生では電気の単元がありませんから、６年までに間があいてしまいます。４年生でどのような内容をや

るかが非常に大切だと思います。もう少しそのあたりを見直して、先生方に体験していただこうと考え

ています。 

白：教科書にあるから、「直列」「並列」をやるというのではなく、それを何のためにどのようにとらえればよ

いのかという観点でもう一度位置づけをはっきりさせていくということです。そうすると、結果として教科

書の内容をもっと現実に即して重みをつけることができるように思います。 

矢：「並列」をやってももちろんよいが、身近にはどこにもない。電池メーカーによれば、「並列」に電池を

つなぐと両者の電圧の違いから片方に流れ込むため「並列」にはつながないようにと言っています。 

また、考え直してみるもうひとつの例に“ショート”があります。ランプやモーターをつながずに
．．．．．

直接
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電池のプラスとマイナスをつないではいけない、と教科書や指導書に書いてあります。けれど実際に

は子どもたちはやってしまっています。そうすると熱くなってどんどん電池がなくなっていきます。そう

いうことも子どもたちにきちんとやらせてみようと我々は考えています。プラスとマイナスを直接つなぐ

と、どのくらいの電気が流れてどうなるのかをやってみる。結果として負荷をいれないと電気がどんど

ん流れ熱が出る、そして電池がもっている電気はなくなってしまう、ということをつかむ。「負荷」という

言葉は難しいでしょうから、電気を使って働くもの、つまりランプやモーターを間に入れるということに

なります。ショートさせると電池は６０度くらいまでとても熱くなります。 

教科書には“やってはいけない”という注意はあっても、それ以上はほとんど触れていません。“な

ぜ、やってはいけないのか”ということは、実際にやってみないと本当には分からないんです。 

また、アルカリ電池、マンガン電池というのもその違いはよく分かるようにはなっていません。でもア

ルカリだ、マンガンだといろいろな種類が使われています。身近にある電池ですが、電池がどういうも

のかはあまり触れないで曖昧なまま進んでいるように思います。 

●どうしたら理解しやすく面白く学習できるか、小・中学校を通して考えていく必要がある 

矢：小学校では曖昧さを残したままいろいろやっている、それが中学校になると今度はあまり実際には

やらずに計算になって覚えることが増えてきて急に難しくなる。それが理科離れにつながっているの

でしょう。先生方も日常、じっくり考える時間がない、準備する時間がない、勉強する時間がない、と

なればなおさらです。日常の仕事がありますから、個々の先生が努力して何とかなるという範囲のこと

ではないと思っています。 

いずれにしても小学校の電気から中学校までを通して見直してみて、こういう流れでやっていけば

もっと理解しやすく面白くなる、というものを考えていく必要があると思います。 

白：中学校の教科書を見ると。電気の後には「磁力」という単元があり、今回いろいろ考えたような構造

を解説する図があります。ちょっとみてください。 

Ｂ：なるほど、確かにそうですね。 

白：その点で確かに小学校から中学校までつながる要素というのはあるのだと思います。 

矢：中学校の先生からすれば、できないのは小学校でしっかりやっていないからだと言っているでしょ

う。 

Ａ：物理系だけでも一貫した計画が立てられるとよいですね。 

白：確かにあれもこれも一度にすべてでは無理がありますから、どこかの単元に絞ってそういうことに取り

組めるとよいでしょう。どこか、やりにくい、指導しにくいようなところを現場の先生方が出し合って検討

が進められるとよいと思います。 

矢：化学や地学などのつかみにくい分野も取り組んでみたいですね。化学でいえば水溶液のあたりで

しょうか。 

白：今後、小中一貫という方向があるならば、現場の先生方がざっくばらんに現状を話し合って、問題

点を出して考えていくということがとても重要だと思います。親はもちろん協力はできても指導の内容

に入って検討することはできません。やはり、先生方どうしがこれまでの実践の中の経験を元に、問

題点をしっかり共有することが出発点になるように思います。小学校の先生と、中学校の先生方が捉
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えている、感じている問題点には相当な違いがあるのではないでしょうか。 

矢：今回の取り組みは、現場で自主的に行われたものとしてはとても貴重なことだと思います。具体的な

日常の中でどのような形ならば取り組めるのか。どういう進め方をすればよいのかなどを考えるきっか

けになればと思います。 

 

 

５．今回の取り組み、そして今後 

●電気は苦手な分野だったが 

Ａ：昨年９月に来てもらった「電気シリーズ教材紹介」はとてもよかったです。こんなのがあるのか、こんな

のを子どもたちもやれたらいいなあと思いました。そういう紹介がなかったら、いつもの通り、市販教材

の自動車を走らせて終わっていたかも知れません。 

白：去年の暮れには、どの教材を選ぼうかといくつか見本教材を持ってきて見せてもらいました。 

この単元を初めて取り組まれた先生としては、今回の取り組みは如何でしたか？ 

Ｃ：私は個人的には理科を個人研究のテーマにしていて、来年で３年目です。確かに自分は生物は専

門なのですが、化学とか物理とかは不得意な分野です。ですから電気はどうしようかなあと思ってい

ました。ただ、実際には日常いろいろありますから、ある程度せっぱ詰まらないとなかなか本格的に準

備を考えることはできませんでした。この単元は、３学期の最後ということで、正直に言えば、見てみ

ない振りをしていました。きっと、また教材を買って教科書の通りにやるのかなあと予想していました。 

今回は、去年の９月やそれ以前から少しずつお話を聞いていましたから、そこから電気のしくみ、

磁石の性質から勉強することができたということはとても貴重な体験をしたと思いました。今回の経験

をしたことで、また５年生や６年生を受け持っても同じように取り組めるかなあと思いました。また、やっ

てみようかなあという考えはあります。 

●学習の評価について 

白：今回の授業についてはどのように評価をされたのでしょうか。児童の成績ということですが、テストを

したのでしょうか。 

Ｃ：今回は、最後は３コースに分かれて進みました。ですから共通の教科書の内容をしっかり押さえる必

要があると思いましたので、その内容と半分は自分たちがやったことを自由に書かせることをしました。

最後のまとめをやって、お互い他のコースの発表などを聞いて意見交換をしましたのでそれなりにで

きていたと思います。 

Ａ：３コースに分かれてやっていくなかで、ちょっとお客さん的になってしまった子どもはあまり分かって

いなかったようです。 

Ｃ：３コースの中では電流計の原理はよくわかっていましたが、クリップモーターは少しむずかしかったよ

うです。なぜ回るのかを説明するには国語力も相当必要です。スピーカーは、交流のプラスとマイナ

スのところが難しかったようです。やはり、３コースは内容が多かったようです。 

白：そういうテストをしてよくわかっていなかったところを、もう一度じっくり復習したりできると理想的です
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ね。 

●あげればきりがない、いつも苦労する単元 

Ｂ：実際にはどの単元もぎりぎりまでやって、なんとかテストにこぎつけるというのが本当に精一杯です。

どこかに時間をかければ、どこかを削らないといけない。どの単元もそのような感じです。 

白：今回の準備の時に取り組んだようにモーターなどひとつひとつをじっくりよく見るということはよほど

でないとないですね。 

Ａ：それがまずかったと反省しています。私は６年生７回の内、２回は理科専科の先生がいて生物以外

は教えていないという年がありました。 

白：自分が直接経験されていないような内容についてはどのように指導されているのでしょうか。 

Ａ：同じ学年で詳しい人に聞きながら進めていました。 

白：いつも苦労する単元はありますか？ 

Ａ：「光電池」や今回の「電流のはたらき」のところもそうです。そのほか、準備が大変だったのは「てこ」

のところ。そのほか「天秤」。天体などもやりにくい、「月」はよいのですが「星」はとくにやりにくい。実

際になかなか見えない。コンピュータの画面と実際の大きさは全然違う。子どもは実際の星座を見て

その大きさに驚いていました。 

 そのほか挙げれば切りがないくらいです。 

Ｂ：植物も難しい。 

Ｃ：天気に関係したものは難しいと思います。でんぷんの実験は前日、当日の午前中晴れていないとで

きない。 

Ｂ：発芽の実験も、うまくいかない。発芽しないはずなのに発芽したりする。 

Ｃ：肥料を入れたのに、肥料を入れていない方がよく育つとかがある。 

Ｂ：今回はこうなったけれども、本当はこうなんだよと教科書にあわせてしまう（笑）。 

Ｃ：受粉させなかったのに実がなったこともあります。 

Ａ：本当に挙げれば切りがない。「大地のつくりと変化」もビデオを見て終わりました。 

Ｃ：地層や断層などもビデオや写真を見せましたが、子どもはつまらなそうでした。 

●現場と教育研究機関の連携による授業改善のためのカリキュラム・教材の共同研究 

白：こういう手伝いがあったらよいということはありますか。 

Ａ：理科に関しては授業の時の手がまったく不足しています。手伝って欲しいところです。 

矢：理科はＴＴなどの支援がどうしても必要でしょう。行政からの人的支援も必要だと思います。 

白：教材は使っているうちに壊れますから、次のクラスが使うまでに修理することも必要になってきます。

今回もコードが切れていて子どもたちは、「動かない、動かない」と実験が始まらないということもありま

した。共同で使う道具の状況や、子どもたちの反応の様子など授業の状況を、次に実施するクラスに

伝え、指導する上での注意点やポイントなどの情報交換ができるとよいと思いますが、現状は時間的

にも人的にも厳しいですね。 

矢：普通は、教科書があり、指導書があって、それをもとに指導案を立てているわけですからその範囲

を超えていろいろ考えることは容易ではありません。そこを変えていくのは一朝一夕にはいきません
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から、現場での実際の取り組みの一例として今回のことが今後の役に立てればお手伝いした甲斐が

あったと考えます。 

   我々としても、今回の様子をずっと見てきてまだまだ教材も改善点がいろいろあることが分かりまし

た。今回は、３種類のものを最初に調べて、それから分かれて１つを選んで製作するようにしましたが、

順序を入れ替えて、電流計などどれか１つを全員でじっくり調べて作ってみる、その上で最後に応用

でほかのものも軽く調べるという展開も考えられると思います。電磁石を全員で作った後、もうひとつく

らいを全員でじっくり取り組むのも一案です。いろいろあるということで３つを紹介することに比重がい

って、今回は時間が不足してしまったようです。 

   モーターはそのしくみとしてはいろいろ調べる要素があります。理科の本来のねらいを踏まえて、

その本来のねらいのために時間が十分かけられるように、内容を見直して絞り込む必要を感じました。

大人がやれば、面白いことでも、子どもは一度にあれこれありすぎると、消化しきれないかもしれませ

ん。ひとつにじっくり取り組み、それを土台に少し広げるというのもよいと思います。 

白：時間になりました。日々の授業をよりよくしていくために、今回の経験をぜひとも今後に活かしたいも

のですね。ありがとうございました。 

                                                        （ 以上 ） 
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       １． 理科学習ナビシート ＜モーターコース＞ 

 

       ２． 理科学習ワークシート ＜モーターコース＞ 

 

       ３． 製作ガイド 
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資料１ 理科学習ナビシート 
 

 ６年  組 グループ           名前             
 
 
 
 
 
 
 
※ グループ内で交代で読みながら，学習を進めましょう。 
※ 調べたことやわかったこと、気がついたこと、疑問に思ったことなどを「学習ワークシー
ト」に書いてください。 

 
① 写真のような実物のモーターを用意して，
乾電池につないで回してみましょう。 
 
電流が流れていることを確かめるために，

必ず電流計もつないでください。 
 
□ モーターのどの部分が回っています

か？ 
触ってみてください。 
 

□ どのくらいの電流が流れていますか？ 
   

 
 
②電池の接続を変えて、電流の向きを逆にしてみよう。 
電流計のつなぎ方も反対になるので、よく考えてつなぎなおしてください。 

 
□回り方はどうなりましたか？ 

 
③ 写真のような分解したモーターを用意
して中をよく見てみましょう。 
 
中にはいっているのは、何でしょう。 
クリップなどを使って調べてみてください。 
 
電気はどこからどこへ流れるのか、たどっ

てみよう。よく観察して、図を書いてみると

よいでしょう。     
 

 
 
 ●電気を流すと、モーターが回るのはどうしてだろう？ 

電磁石やコイルのはたらきを利用した電気器具を調べてみよう 

理科学習ナビシート ＜モーターコース＞ 

学習ワークシートへ 
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                                                  理科学習ナビシート 
 

 
 
 

 
④ 写真の回転棒磁石を用意しよう。 
 
回転台にとりつけてある棒磁石を、もう１本の棒磁

石で回転させるにはどうすればいいでしょう。みん
なで考えて、いろいろやってみてください。 
 
・ もう１本の棒磁石の位置を変えないで回す

方法を考えてみよう。 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 
 

⑤ 回転台の棒磁石を電磁石に変えたらどうなるで
しょう。写真のような回転電磁石を用意して、
乾電池をつないでみましょう。 
 
この電磁石は、みなさんが作ったものと同じです。

電池をつないだら、電磁石を軽く押して回してみ

てください。どうなりますか？ 
 
※ 電流計も必ずいっしょにつないで、針の振れ方
をよく見てください。 

 
 
⑥ 電磁石が回転しつづけるためには、１８０度回転
したところで、電磁石のＮ極とＳ極が反対になら

ないと回りません。どのようにして、Ｎ極とＳ極が

入れかわるのか、矢印の部分をよく見て話し合っ

てみましょう。 
 
（ヒント）電流の向きと電磁石のＮ極・Ｓ極の関係 
 
 

※この棒磁石の位置を変えない

で、回転させる方法は？ 

●モーターが回るしくみを調べていこう 
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                                                  理科学習ナビシート 
⑦ 両端にあるふつうの磁石をとりはずして、電磁石
を手で回してみましょう。このときに、写真のように

方位針を使って、電磁石のＮ極とＳ極がどのよう

に変わるかを調べてみてください。 
 
調べる前にどうなるかをグループで予想してみよ

う。 
 
 
 

⑧回転電磁石がまわりつづけることができるのはどうしてでしょうか？ 
  電磁石の回転とＮ極、Ｓ極の状態をグループで言いながら、話し合ってみてください。 
     

話し合ってわかったことを 
 
 

 
 
 

⑨ コイルと磁石を組み合わせると、とてもシンプルな
モーターができます。写真のクリップモーター
を用意してください。 
 
・ 乾電池と、電流計をつないで、コイルを軽く回

してみてください。どうなるでしょう。 
 

・ 電流計の針の振れ方にも注意してください。 
 

 
⑩ うまくまわりましたか？ 
磁石の裏表（Ｎ極、Ｓ極）を替えると、回転はどうなるでしょうか？ 
グループで予想してから、やってみましょう。 
 

やってみた結果を 
 
 
 

⑪ 電流の向きを変えるとどうなりますか？ 
予想してやってみてください。 

 
やってみた結果を 

●クリップモーターを回そう 

学習ワークシートへ 

学習ワークシートへ 

学習ワークシートへ 
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                                                  理科学習ナビシート 
 
⑫クリップモーターはどうして回るのでしょうか？ 

コイルの両端のクリップに触れている部分のエナメル線がどうなっているか、近づい

てよく見てください。どうなっていますか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   矢印の部分を比べてみよう。違いはないかな？ 
                    気がついたことを 
 
 
 
⑬コイルに電気が流れると磁力がおきることは、すでに学習しましたね。 
 
   （１）電気が流れるとコイルに磁力がおきる 
（２）いま調べたエナメル線の右と左の違い 
（３）コイルの下に置いた永久磁石 

  
 この３つの関係で、クリップモーターが回る理由をみんなで考えてみてください。 
  
 クリップモーターを実際に使って実験しながら考えてもよいです。 
 
     話し合ったこと、考えたこと、思いついたことを 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学習ワークシートへ 

次の時間には，実際にクリップモーターを作ります。 
今日の学習を生かして，よく回るモーターを作りましょう。 

学習ワークシートへ 
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資料２ 学習ワークシート 
 
  ６年  組 グループ          名前              

 
                          
 
 
※ 調べたことやわかったこと、気がついたこと、疑問に思ったことなどを書いてください。 
 

① モーターのどの部分が回っていますか？ 
  
 

 
 
どのくらいの電流が流れていますか？ 

   
 
 
 
② 電池の接続を変えて、電流の向きを逆にしてみよう。回り方はどうなりましたか？ 
 
 
 
 

③ 分解したモーターの中にはいっているのは、何でしょう。 
 
 
 
 
 

電気はどこからどこへ流れるのか、たどってみよう。よく観察して、図を書いてみるとよいでしょう。     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④もう１本の棒磁石の位置を変えないで回す方法を考えてみよう。 

 
 
 
 
 
 

理科学習ワークシート ＜モーターコース＞ 

 

 

 

 

 



能力開発工学センター紀要 73号 2004年 

31            ©20040215（財）能力開発工学センター 

 
                                                 理科学習ワークシート 

⑤電池をつないで、電磁石を軽く押してみる。 
 
 
 
 
⑥Ｎ極とＳ極が入れかわるのか、矢印の部分の役割。 
 
 
 
 
⑦ 電磁石のＮ極とＳ極がどのように変わるかを調べる。 
 
 
 
 

⑧ 回転電磁石がまわりつづけることができるのはどうしてだろう？ 
 

 
 
 

⑨クリップモーターをまわす。 
 
 
 
 

⑩磁石の裏表（Ｎ極、Ｓ極）を替えると？ 
 

 
⑪電流の向きを変えると？ 

 
 

⑫クリップモーターのコイル 
 
 
 
 
⑫ クリップモーターが回るのは？ 
 
 
 
 
◆今日の学習の感想や疑問に思ったことなどを何でも自由に書きましょう。 
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資料３  製作ガイド  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

クリップモーター 
を作ろう 
作り方 

①エナメル線でコイルを作ります。 
・単三電池をしんにして、１０回くらい巻きます。 

 
②エナメル線をはがします。 
・片側は全部、もう片方は半分だけはがすのがポイントでした。 

 
③ペンチを使って、クリップを曲げます。写真をよく見て曲げてくだ

さい。 
  ・すでに曲げてあるクリップがあれば、自分で曲げなくてもよい

のでそれを利用してください。 

④２つのクリップを台に、画びょうま

たはセロテープで固定しよう。 
・最初に作ったコイルを乗せるの

に、ちょうどよい幅にする。 
・横から見て、エナメル線をとお

す穴の位置が同じ高さになるよ

うにする。 

⑤コイルをクリップの穴に通して、できあがり。乾電池をつ

ないで、磁石をおいて回るかどうかテストしてみよう。 
 ※電流計もつないでおこう。 

ここを変えて、もっと早く回るように工夫しよう 
・ コイルの左右のバランス、大きさ 
・ コイルの巻き数（あまり重すぎると回らない） 
・ コイルと磁石の距離 

※クリップモーターの回転を逆にするには、どこを変えたらいいか考えてみよう。 
（電池の＋と－を逆にする以外にも、方法があるよ！） 


