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はじめに

今日地方の小学校では、多学年を同一学級内で指導する複式学級や学級編成標準 40 人の半数以
下の少人数学級が増加している。その一方で、効果的・安全な観察・実験活動の実施や、少人数で
も多様な考えの創出を行うための理科指導方法は開発・体系化されてもおらず、学術的な知見に基
づいた教員養成・教師教育も十分ではない。そこで本助成事業では、現職教師と教職課程の双方を
対象として、小学校の複式学級・少人数学級に対応する理科指導力の育成・向上に資するプログラ
ムを開発し、実践することをねらいとした。具体的には、鹿児島大学教育学部で提供する既存の授
業科目・講習科目の改善・拡充に加えて、新規の科目や活動の開発を行った。既存の科目や授業研
究等については、平成 29 年改訂の学習指導要領に対応する授業・講習内容への変更を図った。新
規に科目・活動については、離島の小学校複式学級での理科授業研究プログラムの開発・実践と、
鹿児島市立科学館において理科ものづくりワークショップの開催に取り組んだ。
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小学校教師の理科指導力の向上に向けた取り組み
２－１

理科の授業研究・教員研修

理科の授業研究・教員研修の取り組みとして、第一に、
平成 29 年改訂の小学校学習指導要領の本格に向け
て、当該指導要領の改訂の要点とそれを受けた授業実
践の方策に関する研修を実施した。具体的に、教員免
許状更新講習では、エネルギー・粒子・生命・地球領
域の基礎的な観察・実験に関する講義・演習からなる
『小学校理科基礎実験』（教育学部講師 4 名で担当）
を開講し、16 名の受講生があった（6 月 16 日実施）。
図 1．講演資料（一部）

また、鹿児島県総合教育センターとの提携事業
として、小学校・中学校・高等学校理科教師を
対象とする短期講座において、『科学的に探究
するために必要な資質・能力を育成する指導の
在り方』という題目で講演を行った（10 月 23
日実施）。平成 29 年改訂小学校学習指導要領
の要点を踏まえた上で、「疑問を見いだす力」
「思考・表現・判断する力」を指導する上での
留意点について、小学校・中学校の具体的な教
育内容を事例として演習を交えた講演を実施
した。
第二に、鹿児島市立田上小学校での授業研究
会の一環として理科授業を参観し、当該学校の
教諭の授業改善の支援・助言を行った。田上小 図２．６年「吸う空気と吐く空気」（田上小学校）
学校では、「『深い学び』の実現に向けた授業
改善」をテーマとして実践研究が進められてお
り、理科の見方・考え方をはたらかせる理科授
業の模索が進められていた。研究授業の内容
は、３年「チョウの幼虫」（5 月 9 日実施）、
３年「チョウの幼虫」６年「吸う空気と吐く空
気」（5 月 24 日実施）、３年「ゴムのはたら
き」（11 月 18 日実施）、５年「水の温まり方」
（2 月 3 日実施）であった。
また、鹿児島大学教育学部附属小学校で
は、新しい理科指導法の開発を促進する観点か
ら、理科授業の参観を行い、当該学校の教諭の
授業改善の支援・助言を行った。鹿児島大学と
学術交流協定を結んでいるドイツのカール・フ 図３．ドイツの教授とのセミナー（鹿児島大学）
ォン・オシエツキー大学オルデンブルクより、
ベリーナ・ピーツナー教授他 5 名が鹿児島大学
教育学部附属小学校を訪問して、6 年生の水溶
液の性質に関する理科授業を参観した。授業後
に、当該学校の理科担当教諭と意見交換を行い
（10 月 3 日実施）、ドイツの教授と学部生・大
学院生とセミナーを実施した
（10 月 4 日実施）
。
セミナーのテーマは、ドイツの理科教育と教員
養成、不登校の問題であり、学部生・大学院生
より、日本との違いが生じる社会文化的・制度
的な要因に関する質問が出されるなど、活発な
意見交換がなされた。
図４．子ども科学教育研究全国大会鹿児島大会
その他に、公益財団法人ソニー教育財団に
（鹿児島大学教育学部附属小学校）
よる「子ども科学教育研究全国大会鹿児島大
会」において、「鹿児島の自然に親しみ、学びの価値を実感する授業」をテーマとする授業公開が
行われた。そのときの授業を踏まえて、当該学校の教諭と意見交換を行った（11 月 29 日実施）。
研究授業の内容は、３年「磁石の性質」、４年「水のゆくえ」、５年「電流のはたらき」６年「電
気の利用（プログラミング）」（５・６年複式）、６年「大地のつくりと変化」であった。
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小規模学級・複式学級での理科指導研究

鹿児島県内の離島域の小規模学級・複式学級
での理科指導法の研究を進めた。奄美大島群島
区を所管する大島教育事務所を訪問して、小規
模学級・複式学級の教育課題、複式学級での教
科指導の方法に関する情報収集と担当指導主事
との意見交換を行った（10 月 18 日実施）。ま
た、奄美市立宇宿小学校（10 月 18 日実施）の研究
公開に学部生 4 名と参加して、複式学級での教科
指導に関する情報収集を行った。
喜界町立早町小学校（11 月 8 日実施）と喜界町
立喜界中学校を大学院生 3 名と訪問して、離島域
における小規模学級・複式学級の現状と校種間の連
携に関する取り組みや課題を探った。早町小学校で 図５.５年「物のとけ方」・６年「てこのはたら
は、国立教育政策研究所による教育課程研究指定
き」（５・６年複式）（長谷小学校）
校に指定され、伝統文化教育の一環として、奄美方
言の継承等を目指し教育実践に取り組んでいた。ま
た、同町にある喜界島サンゴ礁科学研究所と連携し
た取り組みも行われており、地域の教育リソースを効
果的に活用している試みを確認することができた。
南種子町立長谷小学校では、学部生１名と訪問し
て、５年「物のとけ方」・６年「てこのはたらき」（５・６年
複式）の授業を参観した。授業後に、複式学級の理
科指導に関する授業研究を行い、複式学級での課
題などについて意見交換を行った（11 月 22 日実
施）。また、学部生 2 名が学級担任との協力・指導の
下に、アメリカで実践されているエンジニアリン
図６.「落書きマシーンをつくろう」①
グデザイン（Engineering Design）1)と呼ばれるも
（５・６年複式）（長谷小学校）
のづくり活動を参考にした授業を開発・実践し
た（12 月 16 日実施）。エンジニアリングデザイ
ンの教材事例としては、アメリカの代表的な教
材として知られている「落書きマシーン」2）を
選択した。「落書きマシーン」というエンジニ
アリングデザインの教材は、モーターとペンを
使い，自動で絵を描くマシーンを作るという活
動であり、ハイテクとローテクを組み合わせた
教材であり、科学・技術・工学・数学（Science,
Technology, Engineering, Mathematics）を統合的
に学べる期待される。エンジニアリングデザイ
ンは、単純に何かしらのものをつくるような組
図７. 「落書きマシーンをつくろう」②
立型のものづくりとは異なり、子どもが主体的
（５・６年複式）（長谷小学校）
に計画を立て、試行錯誤しつつ、お互いの考え
を共有して、問題を解決することが求められるような創造的な構成型のものづくりと言える 3）。
児童のワークシートとアンケートから、今回のエンジニアリングデザインの考え方を導入した理
科授業は、2 時限の限られた実践ではあったが、ものづくりの作業を進めるだけの活動とは異な
り、自分の考えを活用する意欲やものづくり活動への体系的な理解、多様な検証から最適化する
態度を促すことができる可能性が確認された。
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学校外での理科学習支援活動

理科学習支援活動として、学部生延べ 40 名
ほどが鹿児島市立科学館での青少年のための科
学の祭典に出展・協力した（7 月 27 日・28 日実
施）。当該イベントには、2 日間で幼児から大人まで
の延べ一万人近くの参加者があった。学部生は、
「スライムづくり」のブース出展を行う一方で、その他
のブースを担当する講師の実験補助に協力するな
どの活動に取り組んだ。
理科教材に関する授業科目での学習成果に基
づいて、学部生 14 名が鹿児島市立科学館で理
科ものづくりワークショップを開催した。当該
ワークショップでは、「シュワシュワ入浴剤を
つくろう」「浮き沈み自由自在 浮沈子をつく
ろう」「きらきら偏光万華鏡をつくろう」「人
工いくら風ゼリーをつくろう」の 4 つのものづ
くり活動を提供し、延べ 248 名の子ども達が参
加した。ワークショップ後の大学生の振り返り
には、対象に応じて柔軟に説明を変化させるこ
とや分かりやすい説明、子どもの興味・関心を
引きつける方策に関する考察が見られた。
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まとめ

図８.青少年のための科学の祭典鹿児島 2019
（鹿児島市立科学館）

図９.ものづくりワークショップ
（鹿児島市立科学館）

小学校の複式学級・少人数学級に対応する理科指導力の育成・向上に資するプログラムを開発し、
実践することをねらいとして、理科の授業研究・教員研修、小規模学級・複式学級での理科指導研
究、学校外での理科学習支援活動に取り組んできた。今年度の授業研究・研修では、指導要領改訂
の要点について、授業を通じて現職教師ともに考えることができた。また、小規模学級・複式学級
への訪問は、学部生にとって実際の教育現場を知る貴重な機会となった。また、学校外での理科学
習支援活動は、多様な学習者に対して科学を教えることの指導力を実感できるものとなった。今後
さらに改善を図る方向性を探っていきたい。
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