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1．研究のねらい

理科のねらいは、様々な自然に対する働きかけを通し

て「児童一人一人に科学的な見方や考え方を身につけさ

せる」ところにある。理科の目標に関する観点は「自然

に対する関心・意欲・態度」「観察・実験の技能・表現」

「自然事象についての知識・理解」「科学的な思考」の4つ

であることは周知の通りである。本プロジェクトではこ

の4つの観点にかかわって、これからの理科学習を進める

上での能力としての基礎・基本をどこにおくべきかを検

討した。結果、「科学的な思考」及び「観察・実験の技

能・表現」の2つの観点が互いにかかわり合いをもちなが

ら高まっていくことが、児童一人一人の科学的な見方や

考え方を養う上で中心的な能力であると結論づけた。

そうしたとき、学校放送番組は自然や社会・人に対す

る子どもたちの興味・関心を高めたり、学習をすすめる

ヒントや自然や社会・人についての見方、考え方を示し

たりしてくれる。また、情報がインターネットを介して

配信されている「デジタル教材」は、放送番組と連動し

た学習を支援するための教材としてたいへん有効なもの

である。今後、番組のデジタル化がさらに進むことが予

想される中、これまでの「放送教育」の考え方を生かし

ながら、科学的な見方や考え方を養っていく上で、放送

番組及びデジタル教材がどのような役割を果たしていけ

るのかを実践を通して研究を深めていきたいと考えた。

2．5年生理科番組「サイエンス・ゴーゴー」
及び番組Webについて

5年生理科番組「サイエンス・ゴーゴー」は今年度より

の新番組である。番組は、自然事象のおもしろさ、自然

にかかわることの楽しさを、テンポ良く映像で示すもの

である。そして、自然の様々な事象を分かりやすく提示

し、自然に対する子どもの興味・関心を高める。さらに、

自然を見つめ探求する過程で、子どもに問題を解決する

ための見方、考え方を示している。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、自分自身がかか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。

番組Webは、大きく「テレビ」「クリップ」「ホームペ

ージ」「けいじばん」の4つのカテゴリーで構成されてい

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」などで構成され、「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5年生と交

流できるようになっている。

以上のように、NHKデジタル教材「サイエンス・ゴー

ゴー」は、番組とWeb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。その際、

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

立させるためには

教師の意図的・計

画的な支援や働き

かけが大切である。

番組Webを活用した実践事例（3）

第5学年　理科「サイエンス・ゴーゴー」
及び番組Webの効果的な活用を通して
～科学的な見方や考え方を養う放送学習～
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3．実践の概要

（1）単元名　「花から実へ」

（2）単元の目標

花が2つある植物と1つの植物の花から実への変化に

興味をもち、花のつくりを調べて、花はめしべのもと

の部分が実になる共通性をとらえることができるよう

にする。

そして、めしべのもとの部分が実になるときのおし

べのはたらきに問題をもち、めしべにおしべの花粉を

つけたものとつけないものの結実のしかたを調べ、花

が実になるには、めしべの先に花粉がつく必要がある

ことをとらえることができるようにする。

（3）単元について

本単元では単性花や両性花の花と実のようすから、

実になるのは花のどの部分かを予想して花のつくりを

観察し、花にはおしべやめしべなどがあること、めし

べのもとの部分が実になることをとらえる。そして、

おしべの花粉の働きについて考え、受粉実験を行って、

植物は花粉がめしべの柱頭につく（受粉する）と実が

できるという見方や考え方ができるようになることが

ねらいである。単元の展開にあたっては、NHK学校放

送5年理科番組「サイエンス・ゴーゴー」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、番組Webにある「クリップ」を必要に応

じて視聴させる。

学習は大きく2つの小単元で構成している。始めに、

どこが実になるのかを考え、観察していく。次に花全

体のつくりを見て、おしべとめしべを虫眼鏡などで観

察する。花には単性花と両性花があることを知り、ど

ちらもめしべのものと部分が実になることを認識させ

たい。

おしべの働きについては、ヘチマだけでなく、学校

に咲いている花を扱うようにして身近なところから結

実のしくみを調べていく。また、花粉にはさまざまな

形や大きさがあること、植物によっていろいろな受粉

の仕方があることをとらえさせ、生命の連続性につい

ての見方・考え方を深められるようにしたい。

（4）5年理科番組「サイエンス・ゴーゴー」『花粉のひみ　

つ』番組活用に際して

①番組は単元「花から実へ」全体の内容を扱うもので

なく、学習の主なねらいである受粉を中心に取り上

げているものである。したがって、番組視聴以前に

実のでき方や花のつくりについて学習した。

②花粉症に対する内容やナビゲーターである幹てつや

の歌などねらいと直接かかわりをもたない場面が少

なからず見られるので、番組視聴後子どもの興味・

関心や学習課題がねらいから外れないよう視点を示

して視聴後の話し合いや学習活動を行うこととした。

③視聴後、興味を持続し、子ども自身の疑問を解決す

る手だての一つとして「クリップ」を活用した。「ク

リップ」の活用による学習は、より具体的なねらい

をもったものになると考えた。

（5）指導にあたって

○本単元にかかわる児童の実態及び授業の構想

この学習にあたって、生活経験とのかかわりで花

粉に関する聞き取り調査を行ったところ、花粉につ

いて知っていると答えた子どもは23名中21名であっ

た。その内3分の1程度の子どもは塾等の学習によっ

て得た「知識」であると思われ、生命の連続性の中

で花粉の役割というものをしっかり捉えられている

とは考えにくかった。そこで、どのようにして実が

できたのかを具体的な事実として捉えさせるところ

から学習を始める事が大切と考え、実際に自分たち

が育てているキュウリに目を向けさせた。その後、

そうした観察体験を生かして、花と実の関係を明ら

かにし、実ができるための花のつくりとめしべの役

割について捉えさせることとした。さらに、花のつ

くりの学習からおしべの役割に注目させ、観察と放

送番組、「クリップ」の活用を結びつけることで結実

のための花粉の働きについてしっかりと理解させた

いと考えた。また、学習の終末では、生命の連続性

についての見方・考え方を花粉の働きとのかかわり

で捉えさせたいと考えた。

5．抽出児（Kさん）を追って

（1）児童について

理科の学習は好きである。区で行っている科学教室

にもすすんで参加している。普段の学習にもすすんで

取り組み、自然に対する興味・関心は高い。観察や実

験においては具体的な視点を提示すると、ねらいを達

成しようと努力するが、問題解決や観察・実験に時間

がかかることが多い。

（2）本単元での学習の様子

番組視聴中は画面によく集中していた。視聴後、番

組から興味をもったこととして「人も植物もそれ以外
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の生物もみんな受精や受粉の仕方が似ている」とカー

ドに書いた。

前単元の『魚や人のたんじょう』の学習と結び付け

ながら、動物との共通性を考えようとしている。

また、疑問に思ったこととして「どうして虫は花粉

を運ぶのか」と書いた。

この受けとめ方は事実とは違っていることを担任は

気付いたが、自分自身で事実を正確にとらえさせた

いと考え、そのまま疑問として残した。そして、そ

の後の「クリップ」を個別に活用した学習の際に、

虫にかかわる「クリップ」を視るよう働きかけた。

すると『レンゲソウの花～実』の「クリップ」から、

ミツバチがレンゲソウの受粉にかかわっていることを、

『ツユクサの受粉のしかた』の「クリップ」から、虫に

運んでもらわなくても自家受粉する花があることに気

付いた。この授業のまとめでは「虫は花粉を運んでい

るのではなく、知らないうちに運んでいた」「虫に運ん

でもらわなくいても受粉できる花はある」ということ

を学習カードに記述している。

「クリップ」を活用し、具体的な映像から受粉の様子

を視ることで、虫のかかわり方について知ることが

できた。植物と生き物のかかわりについて考えるき

っかけとなった。

また「花粉の大切さが分かった」ということも記述

しており、「花粉はどのくらい大切なのか」という課題

をもった。

花粉はどのくらい大切なのか」は、この単元のねら

いであり番組のねらいでもある。「クリップ」を視聴

することで、「受粉における花粉の役割」にかかわる

新たな課題をもつことができた。

次時の活動ではもう一度「クリップ」「スイカの花」

を視聴し、花粉の働きについて確かめた。こうした

「クリップ」を活用した学習を通して、実際に自分たち

が育てているスイカやキュウリの実が付いている様子

を自分なりの視点をもって観察できるようになった。

この学習後も実が大きくなる様子をよく観察し、担任

や友達に報告した。

続けて、花壇に咲いていたキバナコスモスの花粉を

採取し、顕微鏡で観察した。観察中は友達のもってき

たそれぞれの花粉の形や色、大きさが違うことに気付

き、カードにていねいに記述した。また、花粉の周り

がギザギザしていることに「くっつきやすいのかな」

など自分なりに花粉の仕組

みについて思考する場面も

見られた。

本単元のまとめに書いた

学習カードには、それぞれ

の花粉の形や色、大きさが

違うことや花粉の役割に気

付いたことが記述されてい

る。また、動物とのかかわ

りに気付き、科学的に考え

ようとしていることが分か

る。「学習を振り返って」の

欄には、番組から、虫と花

粉について興味・関心をも

ったことや、「クリップ」を

活用することで花粉という

ものについて考えようとす

るきっかけになったことが

読み取れる。「自然に種を落

として、また、育つという

くり返し」という記述では

生命の連続性について考え

を深めていく様子がうかが

える。

番組視聴によって自分が

疑問に思ったことを具体化

することができた。また、目的をもって個別に「クリ

ップ」を活用をすることで課題解決に直接的に生かさ

れ、学習を焦点化し、より深めることとなった。Kさん

に関しては、番組視聴が自然に対する興味・関心を広

げ、課題作りに生かされた。さらに、個別の「クリッ

プ」活用では、自分の考えと違う映像に触れることで

自然の事象に対する新たな見方・考え方が子ども自身

の中に生まれたと考えられる。また、実験・観察の方

法や視点を得たことで自分自身の力で観察や実験に取

り組むことができ、主体的に学ぶ楽しさを味わうこと

ができたと考えられる。

6．実践を振り返って

○子どもたちの姿より

・子どもたちは自分たちの育てているスイカやキュウ

リ、イネに対してより興味・関心をもって観察し、

また校庭の様々な花が咲く様子や違う学年が育てて

いる植物の実が大きくなる様子を注意深く観るよう

になった。また、生命を尊重する態度も見られるよ
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うになってきた。

・「自然に種を落としてまた育つ」や「受粉して花が

枯れて実ができて、また種から芽が出て」など生命

の連続性についての見方、考え方をする子どもが見

られるようになった。

・その後の実験や観察も合わせ、受粉しなければ結実

しないという本単元のねらいを達成することができ

た。

・「受粉と受精の仕組みって似ている」など既習事項

と結び付けて考えたり、「植物と動物は支え合ってい

る」など自然に対する見方、考え方の広がりが見

られるようになった。

○サイエンス・ゴーゴーと番組Webの活用を通して

すすんで自然とかかわりをもつようになり、自然に

対する関心を高めていった。また、番組や「クリップ」

から観察や実験の方法や視点を得ることにより、主体

的に目的をもって学習に取り組むようになってきた。

観察・実験の技能・表現の高まりは一人一人の問題解

決の力を支えるとともに、自然への見方・考え方を深

めていくことが分かった。

番組視聴と番組Webの活用、観察・実験を有機的に

かかわり合わせることにより、一人一人の子どもが、

自分自身の学習の意味や目的をしっかり理解し、主体

的・意欲的に学ぶことで、より効果的な学習が期待で

きることが分かった。こうした取り組みを積み重ねる

ことで、子どもたち一人一人に「科学的な見方や考え

方」を養っていくことができると考えた。

理科の学習は、直接、子どもが自然に働きかけ、そ

のことにより自然に対する科学的な見方・考え方を身

につけることを大きな目標としている。なによりも、

自然と直接かかわる学習が大切である。そうした時、

子どもたちの学習をより広げ、深めるためには、教育

番組や資料映像（動画教材）を教師がしっかりしたね

らいをもち意図的・計画的に活用していかなければな

らないと考える。その際、子どもたちの実態に応じた

手だてをきめ細かく行うことが、一人一人の学習をし

っかりと成立させる上で大切である。

○「クリップ」の活用について

実践を通して、「クリップ」は次のような場面で活用

できると考えられる。

【教師による一斉提示】

教師の意図にそった資料教材として活用する。そ

の際はプロジェクターで一斉に提示するか、グルー

プソフトウエアを活用し、個々のPCに配信する。

【子どもが個別に活用する】

子ども自身が自らの課題にそった学習材として活

用する。その際、自分の目的にあった「クリップ」

を選択できるよう、教師は必要な手だてや働きかけ

を行う必要がある。

「クリップ」は、一つ一つのねらいが明確になって

いるので、個々の子どもや具体的な学習課題にきめ

細かく対応できるよさがある。

○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、放送番組とデジタル教材を教室で活用

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、教室でこうした教材を学習に生かしていく

姿勢を、教師は常にもっていることが必要であると考

えた。

本実践を通して、こうした教材を学習に活用するに

は少なからず準備が必要であるし、個々の子どもの能

力や実態に合わせたきめ細かい働きかけが必要である。

しかし、放送番組もデジタル教材も手軽に活用でき、

しかも、子どもたちの学習に大きな効果をもたらすも

のであるので、今後も、理科に限らず、他の教科・領

域でも大いに活用し、一人一人の学びを広げ、深める

ものとしていきたい。


