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1．実践に対する視点

学校放送番組は子ども自らが意欲的に学んでいくこと

を支援できるたいへん優れた学習材である。さらに、近

年、放送番組のデジタル化がすすみ、番組だけではなく、

関連WebSiteを活用できる条件が大きく広がり、両者のメ

ディア特性や役割を吟味の上、学習過程に位置づけるこ

とで、多様な子どもの実態に即した学習が可能になると

考えた。

フルデジタル教材は、放送番組の視聴によって、課題

に対する興味・関心を深めることや問題解決の考え方や

方法を学ぶことができる。一方、観察・実験の初め、途

中、終末、まとめで番組に関連したWebSite中のクリップ

やゲームなどを必要に応じて使うことで、観察・実験の

方法を確かめたり、発展させるヒントを得たり、自分の

学習の意味を確かめたりすることができる。

以上のことから、学校放送番組及び関連WebSiteを意図

的、計画的に活用することで、子どもたちは自分の取り

組んでいる学習の意味や価値を明確につかみ、ねらいを

もった充実した学びができると考えた。

2．3年生理科番組「ふしぎいっぱい」及び
関連Web Siteについて

3年生理科番組「ふしぎいっぱい」は自然の様々な事象

に対して、いろいろな疑問をもち、問題をもつところか

ら番組が始まる。そして、解決の方法を考え、実際に自

然を見つめ探求する事で、自分自身が問題を解決して番

組は終了する。こうした番組にふれた子どもたちは、同

じように自然に対する興味・関心を高め、今度は、自分

自身が関わる自然に対して問題をもつようになる。こう

した意欲こそがすすんで学ぼうとする子どもたちの学習

を支える大きな力となる。また、番組で示される、問題

解決の過程は、自然に対する意欲だけではなく、解決す

るための能力も高めていく。

関連WebSiteは、大きく「テレビ」「クリップ」「ホームペ

ージ」「けいじばん」の4つで構成されている。「テレビ」

は、放送で流された番組がインターネットを介していつ

でも視聴でき、もう一度番組を視たい子どもや部分的に

内容を確かめたい子どもには大変有効である。クリップ

は、番組内容に関連する1・2分程度の動画が複数配信さ

れており、子どもが自分の課題に応じて個別に視聴し、

解決のための手だてにしたり、教師が授業をすすめるう

えでの学習材として活用したりできる。その他「ホーム

ページ」は「こどものページ」と「先生のページ」で構

成され、「けいじばん」は、参加登録した学校同士で番組

についての意見を発表したり、テーマを決めて話し合っ

たりすることで、違う地域の3年生と交流できるようにな

っている。

以上のように「NHK フルデジタル教材、ふしぎいっぱ

い」は、番組とWebSiteが連動して、一つの教材・学習材

として構成されている。子どもたちは、番組を視聴する

ことで映像によって示された様々な事象・現象に興味・

関心を広げ、自分から「確かめてみたい」「やってみたい」

と意欲を高める。そうした意欲を具体的な活動に結びつ

け、一人一人の学習をきちんと成立させるには、きめ細

かい教師の働きかけが必要である。そうした時、デジタ

ル教材は、こうした教師の役割を一部であるかもしれな

いが、担ってくれるものと考える。

番組サイトを活用した実践事例（2）

第3学年　理科「ふしぎいっぱい」（授業研提案）

目黒区立下目黒小学校 鈴木　衆
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4．授業研究

（1）単元名 「明かりをつけよう」

（2）単元の目標

明かりのつくおもちゃに興味をもち、豆電球、乾電

池、導線をどのようにつなぐと明かりがつくかを比較

しながら調べ、回路ができると電気が流れ、明かりが

つくことをとらえることができるようにする。次に、

いろいろなものを回路につないで明かりがつくかを比

較しながら調べ、電気を通すものと通さないものを判

別し、それらを利用して、おもしろいスイッチを工夫

してつくることができるようにする。

（3）単元について

本単元は、豆電球が点灯する基本的な回路や、もの

には電気を通すものと通さないものがあるという見方

考え方ができることがねらいである。単元の展開にあ

たっては、導入でNHK学校放送3年理科番組「ふしぎい

っぱい」を視聴し、子どもたちの興味・関心を高める

と同時に、自分たちの学習のねらいをしっかりもたせ

るようにする。また、課題をよりはっきりさせたり、

実験の仕方や留意点を確認したり、自分たちの実験の

結果を吟味したりする学習場面で、関連WebSiteにある

3．3年理科年間指導計画及び3年理科番組「ふしぎいっぱい」年間計画

月 単　　　元

4 1 植物をそだてよう 3（4）

5 2 チョウをそだてよう 6（8）

6 3 植物のからだをしらべよう 5（6

7
4 こん虫をしらべよう 4（5）

○ わたしのけんきゅう 1（1

9 ○ わたしのけんきゅう 1（1）

5 花と実をしらべよう 2（3

10
6 日なたと日かげをくらべよう 6（8

11 7 光を当てよう 6（8

12
8 明かりをつけよう 7（8

1 9 じしゃくにつけよう 8（11

2

3 ● つくってあそぼう 7（7）

3年理科番組「ふしぎいっぱい」

1）アリからみると？ 4／9・11・16・18

2）たねをまこう 4／23・25・30、5／2・7・9

3）あおむしのへんしん（1）5／14・16・21・23

4）虫のくらし 5／28・30、6／4・6

5）草花のからだ 6／11・13・18・20

6）あおむしのへんしん（2）6／25・27、7／2・4

7）夏休み自由研究 7／9・11・16・18

8）虫の育ち方 8／27・29、9／3・5・10・12

9）虫のからだ 9／17・19・24・26

10）花のさいたあと 10／1・3・8・10

11）ひなたとひかげ 10／15・17・22・24

12）光をあててみよう 10／29・31、11／5・7

13）あかりをつけよう 11／12・14・19・21

14）冬の生き物 11／26・28、12／3・5

15）みんなのふしぎ大集合 12／10・12・17・19

16）じしゃくにつけよう 1／7・9・14・16・21・23

17）じしゃくのふしぎ 1／28・30、2／4・6

18）目指せ科学者迴 2／13・18・20

19）つくってあそぼう 2／25・27、3／4・6

20）ふしぎいっぱい もうすぐ4年生 3／11・13・18・20

3年生理科の年間指導計画と学校放送番組「ふしぎいっぱい」の年間放送計画の関係は以上のようになっている。番組は、

VTRに録画し利用しているので、ほぼ、教科書を中心にした年間指導計画に番組視聴を組み込んで利用することが可能で

ある。
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「クリップ」を必要に応じて教師が選んで視聴させる。

学習は大きく3つの小単元で構成している。初めに、

豆電球が点灯する回路について、豆電球と導線の組み

合わせだけではなく、その他の金属でできたものやア

ルミホイルを使って調べていく。次に、回路を使って

電気を通すものと通さないものを調べる。さらに、そ

れまでの学習を生かして「スイッチ」を作り、おもち

ゃ作りに発展させていく。

回路の考え方は、導線と豆電球という組み合わせで

考えたり、実験すれば、点と線の組み合わせになるの

で比較的理解がしやすいが、アルミホイルやフォーク

などの面との組み合わせになると理解が困難になるこ

とが予想される。そこで、実験では、乾電池の扱い方

や豆電球の仕組みなどの基礎的な内容を確認すると同

時に、面を含んだ回路作りに取り組ませ、豆電球に明

かりがつくための考え方をしっかりと身につけさせた

い。

電気を通すものと通さないものについては、まず、

素材の違いに着目させ、電気を通すものが基本的には

金属であることをとらえさせたい。その後、金属であ

っても、表面に塗装がしてあったり、被膜が施されて

いるものは、そうしたものを取り除かないと電気は流

れないことをとらえさせたい。

スイッチづくりから始まる「おもちゃ」作りは、子

どものアイデアを生かした活動としたいので、3学期に

磁石の学習と統合して発展的に行うことを考えている。

（4）3年理科番組「ふしぎいっぱい」『あかりをつけよう』とWebsite／クリップ

「あかりをつけよう」番組の展開

あかりをつけよう

乾電池と豆電球をつないであかりを付けるとき、あかりがつくつなぎ方には

どんな決まりがあるのか、そのヒントをいくつか紹介します。

あかりがついた！

子供たちが“一つながりの回路”に気づけるように、いろいろな回路を紹介

します。

フォーク迴

キャラクターが、回路の中にフォークを見つけます。導線を使わなくてもあ

かりがつくことから、電気を通す物があることに気づきます。

電気を通すのは？

クリップ、消しゴム、鉛筆の芯など、いろいろな物をつないでみて、電気を

通す物と、通さない物を探します。

くらべてみよう

電気を通す物と通さない物を較べると、どんな決まりが見つかるでしょう。

スイッチ

点滅している豆電球。どうやら秘密はスイッチにあるようです“物作り”の

学習につながる、おもちゃ作りのヒントを紹介します。

きょうのふしぎ

あかりがつくときのつなぎ方（回路）電気を通す物と通さない物、スイッチ

の構造、いろいろなあかりのふしぎが見つかりました。どんな決まりがある

のか、調べてくれるように教室の子供たちに呼びかけます。

（5）指導にあたって

「明かりをつけよう」の学習にあたって、乾電池、

豆電球に関する生活経験の聞き取り調査を行った。乾

電池については全員（22名）が知っていた。実際、懐

中電灯・ゲーム・リモコン・電話の子機などで使われ

ていることを知っていたり、使った経験があると答え

たりした。また、豆電球については、全員が知ってい

ると答えたが、実際にさわったことのある子どもは半

数ほどであった。さらに、実際に豆電球に明かりをつ

けたことのある子どもは4名だけであった。全体的に、

乾電池、豆電球ともその存在や使われ方の一部は知っ

ているが、当然ながら、それぞれの仕組みやくわしい

内容を理解している子どもはいなかった。

こうした実態を踏まえて、学習の初めの段階では、

乾電池とソケットと豆電球を使って「回路」の基本的

な考え方をしっかり身につけさせたいと考えた。その

クリップ

「まめ電球とソケットのしくみ」

「いろいろなかん電池」

「みのまわりの電池」

「いろいろな電池ボックス」

「電池ボックスのしくみとやくわり」

「まめ電球のつなぎかた」

「どう線を長くしてあかりをつ

けよう」

「まめ電球の中」

「電気を通すものを調べる」

「金ぞくをつなげてあかりを

つける」

「テスター」

「スイッチのしくみ」

「スイッチを作ろう」

「とうだいを作ろう」

「アルミはくであかりをつけよう」
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後、豆電球やソケットについてのくわしい内容につい

てはクリップや実物を活用して理解させ、回路につい

ての見方・考え方を身につけさせたいと考えた。

さらに、電気を通すものと通さないものについては、

「金物は電気を通す」ということを知っている子どもが

多い。しかし、具体的に通すものと通さないものを正

確にわけることはできないと予想される。そこで、

色々なものを使って実験し確かめることで、はっきり

とした概念を身につけさせたいと考えた。

おもちゃ作りに関しては、活動を広げ内容を豊かに

するためと、学習時間を効率よく運用するために「じ

しゃくにつけよう」の学習後に両単元の学習を生かし

て実施したいと考えている。

（6）指導計画（全8時間）

評価の観点・その他

●「あかりをつけよう」を視聴し学習

意欲を高めると同時に、学習する内

容をとらえさせる。

◇番組視聴から、豆電球に明かりをつ

けることに興味をもちすすんで明か

りをつけようとする。 （関意態）

◇ソケットつきの豆電球と乾電池をつ

ないで豆電球の明かりをつけること

ができる。 （技表）

◇明かりがつくときとつかないときを

比較して、明かりがつくときの電気

の通り道を、豆電球、乾電池、導線

のつなぎかたと結びつけて考えるこ

とができる。 （思考）

◇電気を通すものにはどんなものかに

興味をもち、進んでいろいろなもの

を調べようとする。 （関意態）

◇回路をつくり、身の回りにあるもの

を比較しながら調べ、電気を通すも

のと通さないものとに分け、記録す

ることができる。 （技表）

●クリップ「金ぞくをつなげてあかり

をつける」を活用する

◇電気を通すものと通さないものを判

別し、金属は電気を通すと考えるこ

とができる。 （思考）

◇スイッチづくりに興味をもち、すす

んで独創的なスイッチをつくろうと

する。 （関意態）

◇電気を通すものと通さないものを組

み合わせて、スイッチをつくること

ができる。 （技表）

学 習 活 動

豆電球に明かりをつけよう

○学校放送番組「あかりをつけよう」を視聴し、学習の見通し

をもつ

○ソケットつきの豆電球と乾電池を使って明かりのつくつなぎ

方を調べよう

○明かりのつくつなぎ方をカードに記入する

○クリップ「豆電球のつなぎ方」を視聴し、カードに記入した

ことを確かめる

○導線を長くしても豆電球に明かりがつくか調べる。

○ソケットを使わないで豆電球に明かりをつけることができる

か調べる

○豆電球の明かりがつく時の電気の通り道についてまとめる

電気を通すもにをさがそう

○クリップ「電気を通すものを調べる」を視聴し、物には、電

気を通すものと通さないものがあることに興味をもつ

○身の回りにあるいろいろなものを導線と導線の間につない

で、電気を通すものと通さないものを見分ける

○アルミホイルやはさみなどの金属をつなげても電気の通り道

ができることを確かめる

○金属は電気を通すことをまとめる

○導線（被覆したもの）、エナメル線、スチールの飲料缶など

を調べて、電気を通すものであっても、表面に塗料や被覆

があると電気を通さないことを知る

スイッチをつくろう

○クリップ「スイッチのしくみ」を視聴し、スイッチについて

知る

○簡単に明かりをつけたり消したりできるように、回路を切っ

たり、電気を通すもの通さないものを組み合わせたりして、

工夫してスイッチをつくる

次

第

一

次

第

二

次

第

三

次

時間

1

本時

2

2

1

2

〔知識・理解〕の評価の観点

○豆電球と乾電池をつなぎ、電気の通り道ができると、豆電球の明かりがつくことを理解する。

○ものには、電気を通すものと通さないものがあり、金属は電気を通すことを理解する。

○電気の通り道にいろいろなものをつなぐと、電気を通すものと通さないものを見分けられることを理解する。
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○オープニングの歌に合わせて子どもたちは口ずさむ。

○番組内容は前述

○回路の一部にものをはさんで電気が通るか通らないかの場

面では、「つく」「つかない」と積極的に予想をたてていた。

おもちゃが場面に現れた場面では、「すげえ！」「どこに仕

掛けがあるんだ？」と身を乗り出していた。

○「光るものは電気を通すかと思っていたけど違ってびっく

りした」

「電気って不思議だなって思った」

○『確かめたり・やってみたいと思ったことはどんなことで

すか』

「どんな物が電気を通すのか実験してみたい！」 「電球を

使ったおもちゃを作ってみたい！」

○『それはすぐにできる？その前に考えなきゃいけないこと

があるんじゃないの？』

『もうひとつ、おもちゃを作るのに大切なことは？テレビ

にも出てきたよ』

◆スイッチの役割・考え方の確かめをクリップの活用を通し

て行う

※一本の番組に単元全体の内容が入っていたため、番組内容

を整理し、学習課題を段階的

に整理する必要があった。

番組視聴により、子どもたち

は意欲的な学習の様子を見せ

ていたので、そうした意欲が

継続するよう配慮した。

○豆電球と乾電池を各自に配る。子どもたちはそれを受け取

って、うれしそうに実験を始めた

○『何か決まりを発見できた？』

「電池の力は端からくるから導線を端につけないとだめ」

○電球と乾電池のつなぎ方を各自書く

○回路についての考え方を確

かめる

○「あかりがつくもの、つかないもの」のクリップを提示し

て、自分で調べてみたいものを持ってくるように呼びかけ

て終了

（7）授業の実際

○ねらい　豆電球と乾電池と導線をつなぎ、電気の通り道ができると、豆電球の明かりがつくことをとらえる。

番組やクリップの視聴を通して明かりのつくものに興味をもつ。

○展開

【番組視聴】

●3年理科番組「ふしぎいっぱい『あかりをつけよう 』」

を視聴する。

【話し合い】

●番組を視て、興味をもった場面・事柄を発表し、話し

合う。

【クリップの活用】

●「スイッチ」に関するクリップの活用

【学習内容とねらいの確かめ】

漓豆電球と乾電池と導線をつないで明かりをつけてみる。

滷電気を通すものと通さないものを調べる

澆スイッチを工夫する。

という順序で学習を進めることを知る。

豆電球と乾電池をどのようにつなぐと明かりが

つくのだろうか

【実験】

●ソケットから出ている2本の導線を乾電池のいろいろな

ところにつないで、明かりがつくか調べる。

●明かりのついたつなぎかたをカードに図でかく。

豆電球と乾電池をつないで、明かりのつくつな

ぎ方を見つけよう

【クリップ視聴】

●「豆電球のつなぎ方」を視聴し、カードにかいたこと

を確かめる

【予告】

●「あかりがつくもの、つかないもの」を視聴し、次時

に取り組むことを知らせる
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（8）授業を終わって

■番組の活用について

「明かりをつけよう」の単元にかかわる番組はこの

「あかりをつけよう」1本だけである。したがって、一本

の番組に単元のねらいにかかわる内容すべてが網羅され

ている。当然、番組内容が広がり、情報量も多くなるの

で、子どもたちの興味・関心も広がりを見せる。本研究

でも、子どもの興味・関心が「ものづくり」「おもちゃ

づくり」に一方的に流れないように、教師が、ねらいや

指導計画にそって番組内容を体系的に整理し、学習の目

的や活動の流れをしっかりとつかませるようにした。

子どもたちは番組視聴を通して、豆電球と電池、導

線を使って明かりをつけることに興味・関心を示した。

それは、学習の目標が番組の中でしっかりと示され、

着実な学習の結果として、おもちゃづくりなど、自分

の興味・関心を満たす活動に取り組めることが分かっ

たからである。

■クリップの活用について

実践の結果、クリップは次のような場面で活用でき

ると考えられる。

（1）子どもたちから、ねらいや学習課題にせまる考えがなかなか出ないとき

（2）学習のふり返り、確認をするとき

（3）これからやることを提示するとき

（4）学習や課題への興味・関心を一層高め、焦点化するとき

クリップは、一つ一つのねらいが明確になっている

ので、個々の子どもや学習の具体的な課題にきめ細か

く対応できるよさがある。

今回のように「教師からクリップを提示していく」

というスタイルは、3年生という子どもたちの実態を考

慮して行った。この学習形態は、文部科学省より示さ

れた、2005年ミレニアムプロジェクトで示された内容

をモデリングしている。

デジタルコンテンツをネットワークを介して教室に

取り込み、プロジェクターを使って子どもたちに一斉

提示するという学習形態は、ともすると教師主導型

（教授型）の授業になりやすい。教師主導型の授業が必

ずしもすべて問題であるということではないが、学習

者である子どもたちを中心とした、授業をデザインし、

実践していくためには、いくつか留意すべき点や解決

すべき事柄があると考えた。

教師が留意すべき事柄は、

漓事前に想定した学習過程や準備したコンテンツ・

資料と子どもたちの課題に対する意欲、問題意識、

理解の内容などを総合的にかつ現在進行形で考え、

判断し、その時点での適切な情報を示していくこ

とが必要である。事前に準備した学習過程にこだ

わるあまり、また、子どもたちの実態が正確に認

識できないために行われる、教師からの一方的な

授業では、子どもたちの多様で主体的な学びを保

障することはできない。

滷教師が子どもの求める情報を的確に理解し、リア

ルタイムに学習過程に組み込んでいくためには、

教師自身の「情報活用能力」を一層身につけるこ

とと、学習のねらいにかかわる情報・コンテンツ

についての事前の理解が必要である。

解決すべき、または、さらに発展すべきことがらは、

漓子どもや教師が求める情報を即座に、かつ速やかに

取り込むためには、より高速のネットワークのシ

ステムが必要である。また、情報の検索をよりス

ムースにするためにコンテンツの体系的な整理が

必要である。

滷クリップやWebSiteからの情報の内容、質について

は、常に子どもの学習に生かしていく場面などを

想定し、よりよいものになっていくよう、制作者

と実践者（利用者）が情報交換していくことが必要

である。

■デジタル教材と番組内容のかかわりについて

番組に対するデジタル教材のかかわり方は、「補充型」

「関連型」「発展型」「スキル型」「興味・関心高揚型」「思

考・判断うながし型」があるが、クリップの性格によっ

て、学習における「導入」「追究」「まとめ」のどの場面で

活用するかがおおよそ決まってくる。したがって、教師

はそうしたクリップの性格を事前に見極める必要がある。

■おわりに

地上波デジタル放送の開始が具体的な日程に上って

きている現在、放送番組をデジタル教材とともに活用

していくことは、今後一層増えてくると考えられる。

番組がデジタル教材と一体のものとして発信される時

代がくるのか、あくまで放送番組を補完するものとし

て位置づけられるのか、さらに、デジタル教材中心の

放送番組になるのかは、現在の所確定できるものはな

い。ただ、教室では、こうした情報を学習に大いに生

かしていくスタンスを、教師は常にもっていることが

必要であろう。

教室で、ネットワーク接続された一台のコンピュー

タとプロジェクターを活用し、学習の展開に合わせて、

リアルタイムに動画や静止画・文字情報を収集し、学

習や活動に生かしていくためには、漓必要な機器が簡

便・気楽に準備できること。滷教科・領域のねらいに

せまるコンテンツが十分に準備され、教師はそうした

コンテンツについて、内容や構成を十分に理解してい

ることが必要である。現在NHKではデジタル教材の開

発を行っているので、それを十分生かしていくと同時

に、他の動画や静止画のデータベースを校内に導入し

たり、校内でコンテンツを作成していくことも考えて

いかなくてはならない。


