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１ はじめに

近年，教育に関する課題の複雑化および多様化が進み，小学校教員の理科に関する専門的資質・

能力の必要性が増している。これからの小学校の理科授業では，アクティブラーニングの視点に立

った授業の実施をはじめ，「プログラミング教育」の導入，自然体験活動の促進としてのフィール

ドを活用した学習指導といった，探究的な学習活動の充実が課題となる。このように，小学校で理

科を担当する教員には多くの専門的資質・能力が求められているものの，それらを育成し，評価・

保証するための教員養成・研修制度が十分であるとは言い難い。例えば，『平成 30 年度教育課程

編成・実施状況調査』によると，公立学校における理科の教科担任制の実施割合は，第 5・6 学年

で約半数である。しかし，その教科担任制教員の専門的資質・能力を評価・保証する資格制度はな

く，それらの教員を対象とした研修制度も十分ではない。これからは，新たな視点に立って，小学

校理科に必要な専門的資質・能力の同定，それらを備えた教員の養成・研修をするための一体的な

システム，専門的資質・能力を育成するための教育プログラムを検討することが必要である。

そこで，山形大学と山形県・山形市教育委員会が協働して教員養成・研修コンソーシアムを組織

し，山形大学附属小学校および上山市立南小学校を中心に，山形県の小学校教員を対象とした，小

学校理科に関する専門的資質・能力を評価・保証する資格認証制度を確立することである。この資

格は「理科マイスター」と呼ばれるものであり，大学生や現職教員が所定の単位取得と認定試験合

格によって，山形大学が資格認証するものである。この資格制度の確立により，小学校で理科の授

業を行うために必要とされる教員の専門的資質・能力を同定し，それらを育成するための教員養成・

研修システムを構築できるだけでなく，オンラインキャンパスシステムを活用することにより，理

科授業に対して意欲的な山形県内外の小学校の先生方を支援することができると考えている。この

システムの中核となる教育プログラムの具体的な内容は，喫緊の理科教育の課題であり，本申請共

同実施小学校の現職教員からの要望に応じて，「プログラミング教育」，「フィールドワークの活

用」，「理科室の管理・運営」，「理科授業研究」の主に 4 つのテーマとした。さらに「理科マイ

スター」教育プログラム受講後の教員が，本申請共同実施校等にて，教育プログラムで習得した資

質・能力を発揮して，プログラミングや自然体験活動を取り入れた理科授業を実践することを支援

する。この取り組みは，山形大学が「平成 30 年度文部科学省委託事業教員の養成・採用・研修の

一体化改革推進事業」に採択され実施した「『理科マイスター』資格認証制度を活用した教員の専

門的資質・能力を育成するための教員養成・研修システムの構築」の継続的で，発展的なものであ

る。



 

 

２ 「理科マイスター」教育プログラムについて 

２－１ 「理科マイスター」教育プログラムの内容構成 

この制度は，原則，1 単位あたり 15 時間の学修を積み重ね，合計 20 単位程度の教育プログラム

の単位取得と最終試験の合格によって資格を認定するものであった。なお資格授与者は山形大学学

長であった。具体的には育成すべき教員の資質・能力を規定した上で，5 つの教育プログラムを開

発・実施し，質問紙調査を実施した。 
 
 
 
 

 
 
 

 
図１．「理科マイスター」の資質・能力のイメージ 

 

 

 

図２．「理科マイスター」の案内   

 

本取り組みが助成に採択されたため，これまで結果を踏まえて，①「教育プログラムを改良する

こと」，②「教育プログラム受講後の教員による理科授業を支援すること」に取り組んだ。 
 

表１．「理科マイスター」教育プログラムの一覧 
講座名 日程 会場（集合） 担当教員 定 員

(名) 

参 加 者 数

（名） 

講座の概要 

フィールドワーク
１：火山と火山噴

出物 

10 月 10 日
（ 土 ） 8:50

～16:10 

山形大学小白川
キャンパス 

大友幸子（山形
大学）渡邊弘晶

（山形大学附属
小学校） 

20 12 蔵王火山（お釜周辺，滝山）の火
山噴出物や火山地形を見学し，火

山の形成過程を理解する。 

理科の授業構

成の理論と実践
（１） 

10 月 21 日

（水）15:00
～17:00 

山形市総合学習

センター 

今村哲史（山形

大学）浅野祥子
（山形市総合学
習センター） 

16 17 小学校理科における授業構成の

基本的な考え方を解説する。その
上で，具体的なテーマを設定し，
各グループでプログラミング学習

の授業案を試作して発表する。 

理科の授業構

成の理論と実践
（２） 

11 月 14 日

（土）13:00
～16:30 

山形大学小白川

キャンパス 

今村哲史（山形

大学）浅野祥子
（山形市総合学
習センター） 

16 6 科学的な探究能力の育成を目指

した授業構成の方法について解
説する。このことを踏まえて各グル
ープで具体的な授業案を作成し，

これをもとに意見交換を行う。 

理科授業研究
の進め方 

12 月 5 日
（ 土 ） 8:50

～16:10 

山形大学小白川
キャンパス 

山科勝（山形大
学 ）鈴木宏昭

（山形大学） 

20 23 理科の内容構成と子どもの思考に
基づく理科授業づくりを学ぶ。グル

ープで教材研究，授業構想に取り
組む。また，光学顕微鏡や実体顕
微鏡を用いた動植物の観察の工

夫を学ぶ。 

理科室の管理・

運営 

12 月 19 日

（ 土 ） 8:50
～16:10 

山形大学小白川

キャンパス 

後藤みな（山形

大学）浅野祥子
（山形市総合学
習センター） 

20 11 理科室の整備，化学薬品の安全

管理，学校での観察・実験時の注
意事項を学ぶ。グループで観察・
実験を含んだ授業を構想する。 

 
今年度は，新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，実施期間等を縮小したものとなった。

なお，参加者の総数は延べ 69 名であった。 
 

小学校教諭免許（必要修得単位数 59 単位） 

中学校又は高等学校 

の理科の教諭免許 
    （30単位程度） 

「理科マイスター」 

小学校理科の資質・能力 
（20 単位） 



 

 

２－２ 「理科マイスター」教育プログラムの実施報告 

（１）「フィールドワーク１：火山と火山噴出物」（担当：大友幸子教授） 

この教育プログラムは，当初，10 月 10 日（土）

に実施する予定であったが，悪天候のため，10 月

15 日（木）に実施した。この教育プログラムで

は，蔵王火山（お釜周辺，滝山）の火山噴出物や

火山地形を見学し，火山の形成過程を理解するこ

とが目的であった。まず，エコーラインの大露頭

（馬の背火口噴出物）全体が見える場所から概要

の説明を受けてスケッチを行ったあとに，近づい

て露頭の火山噴出部（スコリア，火山弾，層状構

造等） を観察した。 
写真１．スケッチ活動の様子      その後，大黒天近くの斜面でさらに火山噴出物

を細かく観察した。次に火山地形から火山活動史を理解するため，馬の背カルデラ，五色岳，お釜

の地形を観察した。また，蔵王温泉，西蔵王の地形を観察し，山体の崩壊によって形成される地形

も観察した。今回登山道を大黒天に降りていくときに眼下に広がった温泉変質作用によって岩石が

真っ白になった風景に参加者が驚きの様子だったので，地下で起こっている現象を理解するために，

蔵王温泉二度川の源泉にも追加で訪れた。 
（２）「理科授業研究の進め方」（担当：山科勝准教授・鈴木宏昭准教授） 

この教育プログラムでは，まず，理科教材に関

する論文などを中心に，教材研究に関する研究動

向を踏まえつつ，動植物の顕微鏡観察の工夫につ

いて解説した。その後，実際に，植物の維管束な

どを顕微鏡観察した。次に，現代理科教育研究の

動向を踏まえつつ，理科の授業研究における理科

授業づくりのポイントについて解説した。特に，

児童の思考の特質（発達の過程など）に基づく授

業実践構想について重点的に解説した。そして最

後に，受講者相互で作成した学習指導案を検討し

た。 
写真２．講義受講の様子 

（３）「理科室の管理・運営」（担当：後藤みな講師・浅野祥子山形市総合学習センター指導主事） 

この教育プログラムでは，まず，諸研究で指摘

されている事故につながりやすい薬品について，

その取り扱い方や管理の仕方を解説した。次に，

学校現場における理科主任の役割を理科室経営

（ハード面）と校内研修の推進（ソフト面）の観

点から解説した。その後，化学実験における安全

教育として，危険図を用いて危険が潜む場面と行

為を検討した。最後に，事故防止と探究力の向上

を図る授業（実験場面を含む）を受講者が考案し，

工夫した点やポイントなどを発表した。 
 
 

写真３．実験に潜む危険性検討の様子 

（４）『初等理科教育ハンドブック』の作成 

 本申請書事業の「理科マイスター」教育プログラムのテキストとして、『初等理科教育ハンドブ

ック』（編者：今村哲史）を作成し、山形市内の公立小学校を中心に配布しました。 



 

 

２－３ 理科授業支援活動 

写真４．理科授業における ICT教材の活用 写真５．オンラインでの理科授業研究会の実施 

 
 本事業では，「理科マイスター」教育プログラムの実施のほかに，理科授業支援活動を展開した。

今年度は，年度当初から新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，通常の理科授業からの変更

を求められることなった。例えば，これまでの理科授業では，理科実験等の演示などを実施する際，

教師用教壇のまわりに児童が集まることがある。この時，児童が密集してしまうため，感染症対策

の観点からすると，授業の中で実施することが難しい。そこで，まず，共同実施校の山形県上山市

立南小学校では，ＩＣＴ教材（大型液晶モニタなど）を活用して，感染症対策を実施しつつ，充実

した理科授業を実施することを志向することとした。また，共同実施校の山形大学附属小学校では， 
理科授業研究会の実施形態をオンラインで実施することとした。授業研究会の事前検討会をオンラ

イン会議システム Zoom を用いて実施したり，理科授業の様子を動画配信サイトにてインターネッ

トで配信したりすることとした。こうした取り組みを実施することで，これまでの教育活動の価値

を再認識するとともに，理科授業研究における本質的な要素について再考することができた。 

３ まとめ 

本申請の取り組みは，共同実施校を中核として，山形県内「理科マイスター」資格認証制度を活

用した教員養成・研修システムという仕組みを導入することで，小学校教員の理科に関する専門的

資質・能力の育成，解決することを試みることであった。新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

より，本年度の実施では当初の計画とおり実施することができなかったものの，計画・実践・運営

の面からも一定の成果が得られたと考える。例えば，教育プログラムの実施を通じて，山形大学の

教員養成と山形県・山形市の教員研修の一体化を推進することができたとともに，山形大学と山形

県・山形市の教員委員会との連携強化を図ることができた。来年度は，新型コロナウイルス感染症

の状況を考慮しながら，8 つの教育プログラムを実施し，最終的には，山形県内外における現職教

員の学び続ける意欲を高め，その資質・能力の高度化を図りたい。 
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