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１ はじめに 

この実践では，「STEM（もしくは STEAM）教育を参考に，単に科学が得意になることではなく, 
コンピュータやネットワークの普及によって可能になった『課題を立て, 自ら学びとる力』を育成

すること」「ネットワークの発達に伴うデジタル機器の普及を背景として，子どもたちが自ら学べ

る環境を整え，都市圏とそこから離れた地域の教育機会の格差を限りなく小さくすること」を目標

に 2 年間の活動をおこなってきた．そんな活動の最中に起こったのが新型コロナウイルスの拡大で

あった．これによって，皮肉にもこれまで不十分であったデジタル機器の活用が促進されるように

なった．学校の一斉休校下では，生徒・教員ともに画面越しでのオンライン授業に対応せざるを得

ない状況に置かれ，本校でも Zoom 等を活用したオンライン授業を実施することになった．このよ

うな状況下で，学校教育に求められることは「これまでオフラインでおこなっていたことをそのま

まオンラインに移行させること」ではなく，「オンラインを活用していかにオフラインでの子ども

たちの自発的な学びを引き出すか？」であると考えられる． 
これまでのような 1 ヶ所に集まった活動が思うように実施できず，当初の予定を変更したり中止

したりと，連携校の先生方と試行錯誤する 1 年間であったが，ニューノーマルに対応した今後の学

びのあり方を以下の 3 つの視点から考える良い機会となった 1 年でもあった． 
① コロナ禍における児童生徒の多様な学びを実現する 
② プログラミングやデジタル工作機器を活用した学びを実現する 
③ 高校生による実験教室等を通じた，近隣の小中学生への科学振興とノウハウを蓄積する 

２ 実施内容 

２－１ 活動内容 一覧 

☆実験教室・サイエンスカフェ・講座の取り組み 

日程   内容                   参加者 

① 5/2・5  おうち de アート思考（オンライン）     市内小学生・保護者 15 名 

② 8/15   親子理科実験教室（オンライン）      小学生〜高校生 56 名 

7/5-8/30 プログラミング講座（全 8回オンライン）    小学生〜高校生 8 組 13 名 



 

 

9/22     3D 設計ワークショップ（オンライン）     市内小学生 7 名 

12/5   ハンドクリームを作ろう！         市内小学生・保護者 7 名 

☆小中学校との連携授業 

日程     内容                   参加者  

11/14     情報：３Ｄ設計                坊津学園   7年生 12 名 

11/27   高校生による出前授業           坊津学園 4・5年生 25 名 

2/ 1   職員研修                 勝目小学校     職員 15 名 

2/16   理科：プログラミング           勝目小学校  6年生 14 名 

3/13   高校生による出前授業           勝目小学校 4・5年生 24 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真１ 自作した機織り機でコースター作り      写真２ 色が変わる実験に興味津々 
以上の取り組みのうち，下線①②について詳細をまとめたい． 

２－２ おうち de アート思考について 

国の緊急事態宣言により GW に外出できない小学生向けに，オンラインで「おうち deアート思

考」を企画した．アート思考とは，その人自身の「好き」「気になる」「ワクワクする」等を大切

にして，それらをもとに世界を見つめてみる思考法のことである．おうち de アート思考では，そ

の思考法を活用して，図鑑を調べながらおこなう従来の植物観察のプロセスとは異なる，アートの

視点から捉える植物観察を参加者に提案した．目の前の植物を見て「どんなことを感じるのか？」

「何が気になるのか？」といった観察者の内面の状態を可視化することを 1番の目標とし，「①植

物の名前をあえて調べない（むしろ名前をつける）」「②	自分の感じたことをかきとめる」「③ 
自分が気になった特徴をぬきだしてみる」といった 3 つのルールを参加者には意識してもらった．

さらに，オフラインでも学びを深めてもらうように，オンラインでは「アート思考のエッセンスを

伝え，植物を観察しに行きたい！といったワクワク感を高めること」，オフラインでは「自分自身

の感覚を一番に大切にして植物を観察し，感じたことをアウトプットすること」を目的とした．そ

のため，オンラインだけで完結させないよう 2日間に分けて実施し，オンラインとオフラインをう

まく組み合わせられるような時間を設計した． 
Ⅰ．実施概要 
日時：1日目 2020 年 5月 2日（土）10時～11時 
   2日目 2020 年 5月 5日（火）10時～11時 
1日目の流れ： 

10時 00 分 受付・接続確認 
 10時 15 分 目的やグランドルールの共有 
 10 時 20 分  Zoom の使い方を踏まえたアイスブレイ

クと「これ…な〜んだクイズ」 
 10時 25 分 ワーク① 植物の写真を見て思ったこと 

・感じたことを書き出す 
10時 30 分 共有① ブレイクアウトルームに分かれて，意見交換 
10時 33 分 ワーク② 書き出したことに問いかけてみよう！  

写真３ 「これ…な〜んだクイズ」

を考える参加者たち 



 

 

10時 38 分 共有② 感想共有 
10時 41 分 植物観察のコツと TinkerCAD の使い方 
10時 55 分 まとめ・チェックアウト 

2日目の流れ： 
10時 00 分 受付・接続確認 

 10時 15 分 目的やグランドルールの共有 
10時 20 分 アイスブレイク 
10時 30 分 ブレイクアウトルームに分かれて， 

植物観察した結果を共有する． 
10時 50 分 振り返り・チェックアウト 

  
当日の様子：Zoom をはじめて使う参加者ばかりであったが，Zoom の機能を使ったアイスブレイク

（チャットを使ってみる，リアクションをしてみる等）を導入の段階に組み入れることによって，

楽しくオンラインに慣れる時間を作ることができた．さらに，オンライン疲れを起こさせないよう

に聞くだけの時間を極力抑え，実際に手を動かしたり，意見交換をする時間を多くとった． 
1日目の「これ…な〜んだクイズ」では，普段気に留めて観察することの少ない身近な植物（雑

草と呼ばれる）たちをミクロレンズを通して観察してもらった．さらに，観察して感じたこと（「ざ

らざらしてそう」や「美味しそう」など）を紙に書き出してもらい，書き出したことに対して参加

者自身に問いかけをおこなってもらった．（※「見てわかること」から「見て感じること」へ変換

する問いは「そこからどう思う？」であり，「見て感じること」から「見てわかること」へ変換す

る問いは「どこからそう思う？」である．） 
2 日目は，1 日目を踏まえて各自おうちのまわりで植物を観察し自分なりにアウトプットした成

果を参加者同士で共有し，意見交換をおこなった．参加者は絵や写真，3D 設計等を活用し作品を

アウトプットしていた． 
 
Ⅱ．実施後アンケート結果とその考察 

1日目の講座終了後に実施したアンケートでは，「アート思考について理解できたか？」という

質問に対して受講者全員がプラスの評価を示した．オンラインであっても，インプットの時間だけ

でなく，実際に参加者に手を動かして理解してもらう時間を確保することが大切であることがわか

った．さらに「おうちのまわりで植物を観察したいという気持ちは高まりましたか？」という質問

に対しても，受講者全員がプラスの評価を示した．ミクロレンズ等を活用して，小さな世界を可視

化してあげることでおうちのまわりにある植物であっても，「観察したい！」という意欲を引き出

すことが可能であることがわかった．集まって何かを学ぶことが難しかった緊急事態宣言下であっ

ても，子どもたちの知りたい！学びたい！を引き出し，学びを止めない活動を実現することは可能

であることを確認することができた活動であった．この活動は，今後オンラインだけではなく小学

校向けのワークショップにカスタマイズし，出前授業としても継続して実施していきたいと考えて

いる． 

２－３ オンライン版 親子理科実験教室について  

毎年，8 月に近隣の小中学生向けに実験ブースを 10 個程度設け，親子理科実験教室を実施して

いた．しかし，今年度は新型コロナウイルス感染対策を第一に考え，オンライン版の親子理科実験

教室を企画した．普段の実験教室と最も異なる点は，参加する子どもたちによって環境（実験の材

料や道具がそろっているかどうかなど）が多様であったことだ．そのため，事前に Web 等を活用

して親子実験教室の概要や事前に準備するものを参加者に伝えたり，画面越しにおこなう実験の見

せ方等を工夫したりなど，実験教室当日よりも準備のほうに多くの時間を要した．  
Ⅰ．実施概要 
日時：2020 年 8月 15日（土）9時 30 分～11時 30 分  

写真４ 観察した植物の特徴を抽

出して 3D設計した作品 



 

 

9時 30 分 タツノオトシゴハウスライブ中継 
10時 00 分 実験教室の説明 
10時 05 分 煮干しの胃袋に星空★ 

広がるプランクトンワールド 
10時 25 分 このあとどうなる！？ 

ドキドキ★実験クイズ 
10時 45 分 モビールで考えてみよう！ 
11時 05 分 暑い夏にぴったり！ 

アイスをつくってみよう 
11時 20 分 全体を通しての質問タイム 

当日の様子：実験教室の冒頭では，近隣の施設であるタ

ツノオトシゴハウスの方と連携して，タツノオトシゴ

の特徴をライブ中継を交えて参加者の方に学んでも

らった．インプットだけでなく，参加者の方からも質

問をしてもらい，学びを深めた． 
各実験では，市販されている煮干しを活用してプラ

ンクトンや生態系について学んだり，理科の原理原則

を踏まえた実験クイズを出題したり，10 分でできるア

イスを参加者と一緒に作ったりなど，画面越しでも児

童生徒に理科を楽しんでもらえるよう工夫した． 
 
Ⅱ．実施後アンケート結果とその考察 
実験教室終了後に実施したアンケートでは，「理科や観察・実験への興味や関心は高まったか？」

という質問に対して，生徒全員がプラスの評価を示した．参加者の感想には「理科って凄いと改め

て思いました．」「モビールの意味がわかって嬉しかった．」といったものが見られた．さらに，

「オンラインでの参加のしやすさはどうだったか？」という質問に対しても多くの参加者が参加し

やすいといった反応を示していた．これまでの 1 ヶ所に集まる実験教室では，まわりの雑音でどう

しても説明が聞き取れないことや手元が見えないことがあったり，順番を待つ時間が長かったり，

先着順で参加できないこともあった．今回の参加者の感想には「説明や実験，手元がよく見えるの

がうれしかった．」「どんな場所からでも参加できることがよかった．」といったものが見られ，

実験教室をオンラインで実施することの利点を感じることができた．もちろん，対面で実施する実

験教室だけでしか得られない身体的な体験も重要であるが，それ以外の価値がオンライン版の実験

教室にもあるということを確認することができた． 

３ まとめ 

計画変更等もあり，予定よりも活動の時間をはあったが，コロナ禍という弱みを強みに変えられ

るような実践をおこなうことができた．さらに，連携校ではなかった小学校とも連携してプログラ

ミング教育を実践する機会を得ることができたことは大きな成果であった．1 年目から継続して実

施している 3D設計といった連携授業や，新たに加わったオンラインの活用等を今後も改良を加え

ながら，子どもたちが学びを深めることのできるプラットフォームを形成していき，鹿児島県の南

薩地域全体で将来を見通した教育環境について試行錯誤し発信していきたいと考えている． 
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以上 

写真５ タツノオトシゴの特徴につい

てライブ中継で学ぶ児童たち 

写真６ 煮干しの胃に入っているプラ

ンクトンを観察している様子 


