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ＩＴを活用した授業づくり
－学校間交流により、地域の自然を学び合う理科学習－

有田川町立田殿小学校

教諭 伊 藤 孝 典

１ 研究のねらい

科学技術振興機構が運営するインターネットサイト「理科ねっとわーく」には、小学

校から高等学校までの理科の全内容に関するデジタルコンテンツが、指導案等の活用例

とともに公開されている。これらの資料をはじめとして、教材として活用できる動画や

、 。 、静止画等は豊富にあり その入手も容易となっている これらのデジタルコンテンツは

授業の導入において児童の興味を引いたり、児童の学習内容に対する理解を助けたりす

るうえで、効果的に活用されている。

しかし、コンピュータ等のＩＴ活用がどのように進んでも、理科においては、児童に

よる自然の事物や事象についての観察、実験を通した学習活動が大切である。日置光久

、「 、 」 。 、(2005)は 理科は自然に入り 科学をつくる 教科であると述べている このように

自然に親しみ、自然から学ぶことによって、科学的な考え方を育み、自然に対する興味

・関心を高めることは、とりわけ小学校段階において重要であろう。理科においては、

自然に対する知的好奇心や探究心、学ぶ意欲を引き出すことを目的としたＩＴ活用が必

要であると考える。

、 。 、本校は 有田川をはじめ様々な恵まれた自然に囲まれた立地条件にある これまでに

理科だけでなく総合的な学習の時間においても、これらの自然を活用した学習を行って

きた。身近な自然は、児童がじっくりと観察し、深く学ぶことができる題材を提供して

くれるが、その一方で、児童の好奇心や探究心等を高める対象となりにくいのも事実で

ある。日頃から見慣れており 「よくわかっている」という思い込みをしてしまいがち、

だからである 「わかったつもり」になっている身近な自然から、児童が疑問点を見出。

して学習課題を設定できるようにする手立てが必要となる。

ここでは、理科の学習過程におけるＩＴの活用として、他校との学習を交流する活動

を取り入れることの意義について研究する 「ＩＴで築く確かな学力 （文部科学省。 」

平成14年）では、学級や学校間の枠を超えた共有・交流を行うことの意義として 「他、

と学び合いながら、多様なものの考え方を知り、自己考察を深める」ことが示されてい

。 、 、 。る ここでは 学習の交流を行うにあたり 主たる目的として次の２つを設定している

１つは、地域の自然に対して、理科に関わる興味・関心を高めること、もう１つは、主

体的に自然から学ぼうとする態度を養うことである。交流の際に、それぞれの地域にお

ける自然を共通テーマとすることによって、児童は身近な自然の特徴を再認識し、課題

を明確にして学習活動に取り組むことができると考えるからである。学校間交流によっ

て、児童の学びの広がりと深まりを支援していきたい。

２ 研究仮説

共通した学習テーマにもとづいて、他校と学習内容を交流することにより、

地域の自然に対する興味・関心を高め、主体的に自然から学ぼうとする態度を

養うことができる。

３ 研究の内容と方法

(1) 研究の内容

ア 他校との学習内容の交流 －きのくにｅラーニングシステムの利用－

和歌山県教育センター学びの丘では、平成17年度より、きのくにｅラーニングシ



小学校理科研究グループ*1
教育センター学びの丘が実施した平成17年度学習システム活用研修講座における研究グループのひと

つ。当研究グループは、内容項目「土地のつくり」における授業づくりを研究テーマに設定し、研究

を行った。
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ステム（以下 「きのくにｅラーニング」と記す ）の運用を開始した。このシス、 。

テムは、児童生徒の学力向上を図るために教員相互の学び合いを推進することを目

、 、的とし 指導案や教材等の教育用コンテンツの作成機能や検索機能をはじめとして

グループウェアメールや掲示板、チャット、ＴＶ会議等の意見や情報を交流する機

。 、 、能を統合したものである 今回の検証授業では 学習内容の交流を図る手段として

きのくにｅラーニングを活用する。

交流の相手校は、小学校理科研究グループ に属するメンバーの勤務校から選定*1

した。ここでは、上富田町立岩田小学校を相手校とし、本校との２校間において、

きのくにｅラーニングの掲示板とＴＶ会議の機能を用いて交流を行う。

掲示板を活用する利点は、時間的な制約を受けることが少ないことである。申し

合わせた日時までに、相互に交流するデータを書き込んでおけば、交流した内容を

授業で活用することができる。ここではこの機能を用いて、教員相互の授業の進め

方についての意見交換とともに、単元始めの学習内容をはじめとし、これに対する

感想や疑問、さらに、ＴＶ会議で用いる資料データ等、児童が学習した内容を交流

する。なお、ここで交流する情報は、デジタルコンテンツ教材として蓄積し、活用

していくことができる。

掲示板による交流は手軽であるが、児童にとって実感が伴いにくいにという欠点

がある。これを補うために、児童がリアルタイムで映像や音声をやりとりするＴＶ

会議を行う。これによって、児童は相手校をより身近に感じ取ることができ、学習

に対する興味・関心を高めることができると考えられる。

イ 交流の共通テーマ「川原の石」 －川原の石を出発点として－

本研究では、学習を交流する際の共通テーマとして、内容項目「土地のつくり」

に関わった「川原の石」を設定する。以下に、その理由について述べる。

地域の自然から課題を見出すには、動物や植物を扱うＡ区分、もしくは天体や天

気、土地のつくりを扱うＣ区分から題材を設定することになる。平成15年度教育課

程実施状況調査では、小学校理科の内容項目の中で、教師が「児童にとって理解し

」 「 」 、 「 」にくい かつ 児童が興味をもちにくい と答えた項目は Ｃ区分の 天気の変化

と「土地のつくり」であった。特に 「土地のつくり」については、まさに児童の、

“足下”について学ぶ単元であるにもかかわらず、指導が難しいとされている。

一般に、Ｃ区分における学習の対象は、空間や時間スケールが大きいため、ここ

で扱う自然現象を構成する要因が複雑になる傾向がある。岩石や地層、化石等の教

材を校区内で揃えるのは、不可能であることも多い。これらの自然現象から、児童

が一定の関係性を見出すには、地域の自然だけでなく、他地域の自然も学習の対象

とする必要がある。

地域でみられない自然について学習する場合には、児童の興味を持続させたり、

学習理解を助けたりするために、教科書に示された資料とともにデジタルコンテン

ツを利用する。しかし、これだけでは地域の自然を出発点とした「自然に入り、科

学をつくる」学習活動を展開することはできない。そこで、距離を隔てた相手校と

交流すれば、地域の自然を扱いながら学習対象の空間スケールを広げるとともに、

多様な内容について学習することができると考えられる。

本校の近くの有田川は、変成岩分布域と堆積岩分布域の境界付近を流れている。

校区内には、変成岩やチャートという岩石を観察できる場所はあるものの、砂岩や

泥岩の地層観察に適した場所がない。このため内容項目「土地のつくり」に関して

は、教科書での学習内容を、地域の自然の成り立ちに関連付けることができず、児
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童の興味・関心をとらえ続けることが困難であった。しかし、見方を変えれば、変

成岩やチャートが分布していることによって、川原では、多くの種類の石を観察す

ることができる。緑や赤、白、黒など、様々な色をしたものや、縞々や粒状等の特

、 、 。徴的な模様のあるもの また 円盤状や棒状の形をしたものなど変化に富んでいる

これらは、本校の児童にとっては見慣れた自然物であるが、紀南地方の河川や海岸

ではほとんど見ることができないものである。

今回の相手校である上富田町立岩田小学校は、紀南地方に位置している。岩田小

学校の付近では砂岩や泥岩からなる地層を観察できるが、川原では、礫岩、砂岩、

泥岩のみしか見られない。本校と相手校それぞれの地域の自然において、共通して

いる要素は、近隣に川があるということであり、川原でみられる石の特徴は大きく

異なっている。ここでは、学習を交流するにあたっての共通テーマとして、特徴が

異なっている川原の石を設定する。互いに、身近な川原にある石の種類について交

流を行うことによって、それぞれの地域の土地のつくりの違いに特徴があることに

気付くことができる。石は大地のかけらである。川原の石についての学習を出発点

として、主体的かつ意欲的に大地の成り立ちについて探究できると考えられる。

なお、変成岩やチャート等の岩石は、小学校では学習対象ではないため、川原の

石を扱うにあたっては、岩石の種類の知識の定着を図るのは、砂岩等の堆積岩にと

どめ、児童の負担加重になることのないよう留意する。

(2) 検証授業の計画

ア 単元名 「川原の石から大地をさぐる」

本単元は「大地をさぐる （全14時間）の第２次に相当する。」

イ 単元目標

・有田川の川原において、その特徴から礫岩、砂岩、泥岩を見出すとともに、それ

、 。以外にも様々な色や模様の石があることを見出し 結果をまとめることができる

・川原の石が有田川とその支流流域にある山から運ばれたものであり、川原の石か

ら大地のつくりを推定できることを理解できる。

・川原の石の種類の違いをもとに、他地域における土地のつくりの特徴が田殿地域

とは異なることを推定することができる。

ウ 授業計画

時数 主な学習活動

１ ２時 ・川原の石を観察し、採集する。、

・石の特徴から、礫岩・砂岩・泥岩を識別する。

３時 ・川原で採集した石の特徴をまとめ、結果を相手校に送る。

４時 ・相手校から送られてきた結果をもとに、それぞれの地域の特徴につい

て話し合う。

・有田川の石について、今後の学習課題を設定する。

５時 ・身近にある崖や谷川で見られる石の種類を想起し、流水のはたらきと

関連付けながら、有田川の石がどこから運ばれてきたかを考える。

６時 ・本単元の学習内容を整理し、次時に行うＴＶ会議の準備をする。

７時 ・ＴＶ会議により、相手校と学習内容を交流する。
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４ 研究結果の分析と考察

(1) 検証授業の概要

検証授業では、きのくにｅラーニングを活用して、相手校と交流を行った。単元全

体の学習の流れと、きのくにｅラーニングを活用した交流の概要を図１に示す。

以下は、授業の概要である。

ア 第１、２時

有田川の石を題材とした学習を行うこと、他の

学校と交流することなど、一連の検証授業の進め

方についてガイダンスを行った。

川原での観察の前に、既習の礫岩、砂岩、泥岩

の標本を示し、それぞれの特徴を確認した。石の

特徴を観察しやすくするとともに、児童の石への

興味・関心を高めるために、ここでは岩石の切断

面を研磨した標本を用いた（図２ 。また、石を）

観察するときのポイントや安全面の注意点を指導

して、有田川の川原に観察に出かけた。

川原では、児童はグループに分かれて活動した

（図３ 。事前に指導した観察方法により、児童）

、 、 、は石の特徴を注意深く観察しながら 礫岩 砂岩

泥岩とその他のいろいろな種類の石を採集した。

図３ 川原での観察の様子

図２ 研磨標本と作成方法

図１ 検証授業の流れときのくにｅラーニングを活用した交流の概要
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イ 第３時

グループで前時に採集した石を整理して、種類

ごとに区別した。礫岩、砂岩、泥岩以外の石につ

いては、その石の色や模様に分類して、その特徴

をもとに児童が名前を付けて画用紙に整理した。

例えば、緑色の石（緑色片岩）を「青 、赤色の」

石（チャート）を「朱（しゅ 、変成岩特有の）」

縞状の模様が観察できる石を 層岩 あるいは ス「 」 「

トライプストーン 、鉱物の斑状結晶が観察され」

る石（変はんれい岩）を「つぶ岩」と名前を付け

た（図４ 。班ごとにまとめたものは、次時に行う交流のため、教師がきのくにｅ）

ラーニングの掲示板に書き込んだ。

ウ 第４時

川原で採集した石について、相手校

と学習内容を交流した。ここでは、掲

示板を利用して、前時に学習したそれ

ぞれの学校付近の川原で観察した石の

種類について デジタルコンテンツ 図、 （

） （ ）。５ を紹介し合った 図１：交流１

本校では、送られてきた富田川の石

のデジタルコンテンツをもとに、児童

は思ったことや考えたことを話し合

い、感想や疑問を書いた。田殿小学校

の児童は富田川の石の種類の少ないことに、岩田小学校の児童は有田川の石の種類

の多いことに、それぞれ驚き、興味をもったようであった。これらの児童の感想や

疑問を、再度、掲示板を用いて交換（図１：交流２）し、第７時のテレビ会議で、

互いの疑問に答え合う資料とした。

学習内容の交流で他地域と比較することによって、児童は自分たちが観察した川

原の石の特徴を、明確に認識することができた。どの児童も、交流をもとにそれぞ

れの学習課題を見出すことができた。その中で、本校においては、次時からの学習

課題として 「なぜ、有田川にはいろいろな石があるのか 「この石はどこから運、 」、

ばれてきたのだろうか」を設定して学習を進めることとした。

エ 第５時

、 、前時に設定した学習課題のうち 有田川の石がどこから運ばれてきたかについて

特に児童が「青」及び「朱」と名前を付けた石に焦点を当てて考えた。これらは、

色が特徴的であり、校区を流れる３本の支流において、児童が目にしやすい石であ

る。

授業では、支流の様子や、崖に見られるチャート層の様子等とともに、第３時で

児童が作成した資料のデジタルコンテンツを提示

することによって、３つの支流に「青」や「朱」

の石が分布していることに気付かせた。また、こ

れらの石を観察できる場所を児童に想起させ、図

６のワークシートの地図上にそれぞれの石を置か

せた。各グループで作ったこの資料をもとに、黒

板に掲示した校区周辺の地図に整理した。これに

、 、よって 校区における有田川北岸の山々において

「青」や「朱」の石が有田川に沿って連続して分

布していることに気付いた児童がいた。 図６ 児童の成果物②

図４ 活動の様子と児童の成果物①

図５ 交流に使用した資料の例



発表に関する資料*2
次のように作成、利用した。①前時までに児童が作成した資料を画像データにする。②発表順に連番

でファイル名を付ける。③画像データを発表ごとに圧縮して１つのファイルにまとめる。④圧縮ファ

イルを掲示板で交換する。⑤圧縮ファイルをダウンロード、解凍したものを、発表時にスライドショ

ーとして提示する。画像の切替は、児童たちの発表の際「次、お願いします 」の合図に合わせて行う。。
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この後で、礫岩や砂岩などがどこから運ばれたかについて、校区周辺の地質のあ

らましについての説明を加えた。

オ 第６時

各グループごとに、次時のテレビ会議での発表の準備を行った。発表のテーマは

「有田川の石の特徴 「有田川にたくさんの種類がある理由 「有田川周辺の土」、 」、

地の様子」などである。これまでの学習内容を相手校の児童に伝えるためには、学

習した内容の確かな理解と、学習対象である地域の自然に対して愛着や興味を深め

る必要がある。相手校の質問に対する回答を準備したり、発表原稿や資料を作成し

たりする児童の様子は、普段以上に真剣であった。発表練習を行うことで、学習内

容を再確認することもできた。発表時に必要な資料については、教師が掲示板を通

して相手校に送付した（図１：交流３ 。）

カ 第７時

テレビ会議による学習の交流（図１

：交流３）を行った。ビデオプロジェ

クターを２台使用し、２つのスクリー

ンを用いて会議を進めた。一方のスク

リーンではwebカメラで撮影した互い

の児童の様子を中継し、もう一方のス

クリーンでは発表に関する資料 を投*2

影した（図７ 。）

両校の児童たちにとって、テレビ会

議は初めての活動であった。まず本校

が、有田川の紹介、石の紹介、石のふ

るさとについて発表した。続いて岩田

小学校の質問に対する回答を行った。

その後、岩田小学校が、富田川の下流から上流にかけての様子、紀南地方の砂岩、

泥岩の地層の様子について紹介した。本校の児童は高角度で傾斜する地層や褶曲し

た地層に興味をもったようであった。また、相手校では、本校の発表を聞いたこと

によって、もう一度川原の石を詳しく調べてみたいという意欲を高めた児童が多か

った。

ＴＶ会議終了後 学習の交流を終えての感想等を書かせ 再度 掲示板で交流 図、 、 、 （

１：交流４）した。

(2) 授業の考察

ア 学校間交流について

交流することについて児童がどのようにとらえているのかを把握するため、検証

授業の実施前と終了後にアンケートを実施した。

検証授業前では、交流することについて36名中35名の児童が「楽しみ」と答え、

「やりたくない」と答えた１名も 「交流を始めると楽しくなるかもしれない」と、

コメントしていた。検証授業終了後のアンケートでは、交流する学習に「やる気が

出た」と答えた児童は全体の86％を占め、また全員が「交流する学習を行ってよか

った」と答えた。このように、児童たちは終始、交流する学習を前向きにとらえて

図７ テレビ会議の様子と使用した資料
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いた。

当初は 「教えたり、教えられたりするのが楽しみ」といった単に交流を楽しみ、

にしている感想や 「田殿と岩田のちがいを見つけたい 「他の場所のことをもっ、 」、

と知りたい」といった感想が多かった。ＴＶ会議へ向けての準備段階では 「田殿、

のことを調べて、知らせたい 「交流すると聞いて、他の地域の自然に興味をも」、

ったし、田殿の自然について調べようと思った」といった、伝える活動への意欲の

高まりが表れた記述が多かった。ＴＶ会議終了後は 「地層をもっと知りたい、調、

べたい、見てみたい 「石のことをもっと知りたい」など、地域や他地域の自然」、

についての興味・関心が高まっていることを伺える記述が多かった。学習が進むに

連れて、交流に対する児童のとらえ方は 「交流に対する興味・関心」から 「自、 、

分たちの住んでいる地域のことを調べて、知らせようという意欲」へ、そして最終

的には「地域や他地域の自然についての興味・関心」へと質的に変化している。

交流を取り入れたことによって、相手の学校に伝えるために学習したことを真剣

、 。にまとめ 表現しようという児童たちの意欲を引き出すことができたと考えられる

また、相手校と対面してリアルタイムで交流するＴＶ会議では、学習内容の発表と

ともに、相手校の児童の発表を聞き取ろうとする真剣な姿が見られた。互いの成果

を出し合い学び合うという学習活動そのものが、学習過程の様々な場面において学

習意欲や興味・関心を引き出すうえで効果的であったといえる。

「ＩＴで築く確かな学力 （文部科学省 平成14年）では、学級や学校の枠を超」

えた共有・交流は、思考力、判断力、表現力の育成に関わって有効であると示され

ている。今回の交流では、児童が意見を交わし合って討議するまでには至らなかっ

たが、相互に自然への興味・関心を高め合い、主体的に学習する態度を引き出すこ

とは十分にできた。理科の学習におけるＩＴを活用した交流の意義として、次の３

つが考えられる。

１つめは、相手校の地域の自然とを比較することで、疑問を見出しにくい身近な

自然の中から、学習課題を設定するうえで有効であるということである。本校の児

童は 「石の種類はなぜ少ないのか 「どんな種類の石が多いのか 「れき岩、砂、 」、 」、

岩、でい岩が多いのはなぜか」という疑問を、相手校の児童は 「どうして石の種、

」、「 」、「 、類が多いのか なぜカラフルな石があるのか 変成岩を見たことがないので

手にとって見てみたい」という疑問や感想をもった。これらの疑問や感想を相互に

交流することで、本校の児童は、それまで疑問に感じていなかった「有田川に石の

種類が多い」ことが地域の特徴であることに気付くことができた。地域の地質学的

特徴を比較するためには、少なくとも10 以上の規模の距離を隔てた地域を対象km
とする必要がある。有田地方と西牟婁地方のような距離的に隔たりのある地域間で

、 、 。は 周囲の地質学的特徴が大きく異なっており 交流を効果的に行うことができた

２つめは、自分たちの地域の自然について学習し理解を深める必然性が生じると

いう点である。学習内容を交流する最大の利点が、この点であると考える。相手へ

の興味・関心だけでは、どんな交流も十分に深めることはできない。まず、身近な

自然についてよく理解し、愛着やこだわりをもって相手に伝えようとする態度が重

。 、「 、要である 地域を知る学習を進めることで 田殿は自分が生まれたところだから

もっと知りたい 「田殿の大地をさぐる勉強をして、興味がわいた」という感想」、

とともに、61％の児童が、地域や周辺の自然に興味をもったと答えている。児童自

身が自分の住んでいる地域に興味を示し、地域のことを知っておきたいという意欲

を育成することができたと思われる。22％の児童については 「田殿の周りの大地、

に興味がない」等のために興味をもてなかったと答えているが、これらの児童のほ

とんどは 「発表は楽しかった」あるいは 「他地域の自然については興味をもっ、 、

た」と答えており、学習を交流したことによって、本単元への学習意欲を持続させ

ることができたと考えられる。

３つめは、他地域の自然へと児童の関心を広げることができる点である。ＴＶ会

議終了後の本校児童の感想は 「層のようにかさなった、礫岩、砂岩、泥岩をぜひ、
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見てみたい 「大きい崖で地層を見てみたい」などで、紀南地方で見られる地層」、

に強い興味を示すものが多かった。一方、相手校の児童の感想は 「いろいろな変、

成岩を見てみたい 「田殿小のみんなと有田川でいろんな石をさがしたい 「有田」 」

川には、いろいろな変成岩があることがわかってびっくりしました」など、本校付

近の有田川の石の特徴である変成岩に興味を示しているものが多く見られた。相手

校では、ＴＶ会議を終えた後も、児童の石への興味・関心が高まったため、再度、

有田川の石と比較するために、川原へ石の観察・採集を行った。

イ 共通テーマの設定と本単元における実践について

川は、その流域の大地をつくる岩石を浸食、運搬して、川原に礫として堆積させ

る。このため、周辺の大地の成り立ちを考える教材として川原の石を活用すること

ができる。川原の石は、教室に持ち込んで児童一人ひとりが手にとって観察できる

教材である。また、他地域と比較する対象としても手軽である。これらの理由によ

り、本研究においては、川原の石を交流の共通テーマとした。

今回の検証授業において川原の石を扱ったことで明らかになったこととして、次

の３つが考えられる。

１つめは、川原の石の切断面を研磨した標本が、児童の興味・関心を高めるうえ

で、有効であるということである。

川原の石を教材として扱う試みは、大阪市立自然史博物館の事業として実施され

ている（川端 2005 。中・下流域における川原の石は、比較的円磨されているた）

、 。 、め 市販の岩石標本よりも色や模様等の構造の観察には適している 同博物館では

大阪府内の３河川において観察できる石について、切断面を研磨した標本を６セッ

ト作成し、自然観察学習を支援する「川原の石ころ」として貸し出しサービスを行

っており、多くの教員に利用されている。このようにあらかじめ種類が同定された

研磨面をもつ標本を用いれば、初めての観察も容易に行うことができる。

本研究の検証授業においては、児童が石を観察する際の標準標本として、上述の

例を参考にし、９種類の研磨標本を用いた。研磨面のある標本を与えると、予想通

、 、 。 、り 児童は何も指示しなくとも 標本を顔に近付けて詳しく観察していた 児童は

見慣れた有田川にある石の意外な美しさに興味をもつことができた。石は 「児童、

が興味をもちにくい」と思われがちであるが、工夫次第で「児童にとって魅力的」

な教材となることがわかる。なお、研磨面を作成するには、器具や時間を要する。

簡易な方法として、透明のラッカースプレーで表面を塗装する方法もある。児童の

多くは、自分も研磨標本を作ってみたいという希望をもった。検証授業終了後に、

紙ヤスリを使って全員が研磨標本を作製した。なお、このときの岩石試料は、検証

授業前に余分に切断しておいたものを提供したものである。研磨標本作成にあたっ

ては、第３時に自分で観察して特徴をまとめたときと同じ種類の石を選び、完成し

た標本を大切そうに持ち帰った。児童の身近な石への興味・関心の高まりを示して

いると考えられる。

２つめは、教科書では扱われていない変成岩が、児童の興味・関心を高め、主体

的な学習を促す教材となりうるということである。

検証授業において変成岩を観察する際には、児童は色や模様などの特徴を観察し

た結果をもとに、自分たちなりに石に名前を付けた（図４ 。教科書に示されてい）

、 。ないからこそ 自分で工夫して命名に結びつく特徴を見出そうとしたと考えられる

一方、相手校の児童は、本校児童がまとめた資料をきっかけとして 「富田川の石、

をもう一度詳しく調べてみる」という課題を自ら設定するに至った。変成岩は、紀

南地方の児童にとっても、その興味・関心を高め、主体的な学習を促す教材であっ

たといえよう。

紀ノ川から有田川に至る地域は、変成岩が分布している地域である。この地域に

は、児童数が多い小学校も多い。これらの小学校は 「土地のつくり」について学、

習する際に、本校と同様に、地域の自然を題材としにくい状況にある。今回の検証
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授業のように、紀南地方の相手校と交流するなどの工夫をすれば、身近にある変成

岩を教材として有効に活用できると考える。

３つめは、地域の自然に対するデジタルコンテンツを蓄積できたということであ

る。検証授業では、教師が作成したものや、児童が学習過程で作成したものなど、

。 、 （ ）、多くのデジタルコンテンツを活用した 前者は 川原の石の表面や切断面 図２

川やそこに流れ込む支流の様子、校区内で観察できる崖や地層の様子などである。

また、後者は、児童がまとめた川原の石の種類や石の特徴（図４、５ 、石がどこ）

（ ） 。から運ばれてきたかについて考えた結果 図６ などをデジタル化したものである

これらは、相手校と学習を交流する際の資料としても活用した。

石や地域の自然の様子のデジタルコンテンツを使用することで、児童は自分たち

の住む地域をイメージすることができ、教室にいながらにして、あたかも実際に校

区各地を見学しているような気分で、その場所について思考することができた。支

流の谷川の様子を積極的に発言しようとするなど、学習課題に対して意欲的に取り

組んでいた。

今回のように、川原の石に関する資料や、児童が「土地のつくり」に関して、地

域の自然について学んだ成果等のデジタルコンテンツは、教師と児童が共同で手作

りする地域の自然に密接に関連したものである。このようなコンテンツは「理科ね

っとわーく」等のサイトでは入手できないものであり、今後、地域教材として活用

できるであろう。

この検証授業を共同研究した小学校理科グループには、５校からメンバーが集ま

っていた。このうち、今回本校と学習を交流したのは１校のみであったが、今後、

和歌山県内各地の小学校が参加して、同様の授業実践を行えば、さらに充実したコ

ンテンツを蓄積することができる。

学習内容の交流によって児童が学び合うように、これに関わる教師も、学習にお

ける児童の反応や指導方法について意見を交換することによって、相互に学び合う

ことができた。きのくにｅラーニングでは、こういった児童、そして教師もともに

学び合う機会としくみが提供されている。また、グループウェアメールや掲示板、

ＴＶ会議などのツールも機能統合され、さらに作成したデジタルコンテンツを蓄積

し公開するサイトの機能を備えている。各校のホームページで成果を蓄積するより

も、このように集約しておけば授業で活用しやすく、その有用性が高まる。

ウ 今後の課題と発展

学習の交流を行う場合には、相手校をどのように選定するかが大きな課題であろ

う。懇意な教師仲間で交流することも考えられるが、この場合でも、県内の地質概

要を理解するか、あるいは、専門家の助言をもとに、交流する学校周辺の特徴を理

解したうえで指導計画を作成する必要がある。きのくにｅラーニングを活用した研

究グループを立ち上げて取り組めば、グループのメンバーや教育センター学びの丘

の指導主事からの助言を受けることができる。

川原の石を題材として行う交流として、今回のような内容以外にも、次のような

内容を考えることができる。例えば、同一河川の流域内に位置する学校間で交流す

れば、流域における土地のつくりを比較することによって、互いの地域について一

致する特徴や異なる特徴を見出し考察する学習ができるであろう。また、新宮市や

串本町などの火成岩分布地域と他の地域の交流を行えば、和歌山県にかつて火山活

動があったことを扱うことも可能である。

今回は、２校間での交流であったが、これに専門家を交えて交流を行うことも考

えられる。これはＴＶ会議本来の利用方法であり、交流しながら専門家による指導

を得られ、児童の学びに一層の深まりが期待できる。

今回のＴＶ会議では、相互の発表時間が多くなり、意見交換の時間を十分に確保

できなかった。改善策として、事前に掲示板やグループウェアメールによって発表

のビデオを交換するなどして、ＴＶ会議では質疑応答の意見交換のみを行う方法が
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考えられる。この方法は、回線や機器の利用に不安がある場合にも応用することが

でき、３校以上の学校間交流を行う際にも有効であろう。

OECDによる生徒の学習到達度調査（PISA2003）の結果報告（文部科学省 平成17

年）では、我が国の子どもの学ぶ意欲や読解力の低下が指摘されている。ここでの

読解力は、文章を読み取るだけにとどまらず、図やグラフ等の様々な情報を読み解

き、自分の考えを伝えることまでを含んだものである。このような読解力を育成す

るうえで、理科教育が果たす役割は大きく、今回の検証授業で実施した学習内容の

交流は、その有効な方法であると考えられる。今後、読解力の向上に関わって、石

の種類や大きさを定量的に調べてグラフ化する学習を加える等さらに工夫し、今回

の成果を活用していきたい。

５ 研究のまとめ

本研究では、身近な川原の石を共通テーマとして、他校と学習内容を交流する活動を

。 、 、取り入れた検証授業を実施した 交流にあたっては 紀南地方の小学校を相手校として

きのくにｅラーニングシステムの掲示板及びＴＶ会議機能を活用した。

児童は、距離を隔てた地域にある他校との交流すること自体に興味をもち、本単元の

学習活動を通して、意欲的に学習に取り組むことができた。

掲示板を用いた学習内容の交流によって、児童は見慣れた身近な自然の特徴に気付く

、 。 、 、とともに 明確な学習課題を設定することができた また ＴＶ会議を実施したことで

学習した内容を伝えようという意欲を喚起し、地域の自然をよりよく理解しようとする

態度を養うことにつながった。さらに、地域の自然はもとより、相手校の周辺の自然ま

で、児童の興味・関心を広げることができた。

内容項目「土地のつくり」で扱う空間的スケールが大きい内容は、他校と学習内容を

交流するテーマとして適している。特に、大地のかけらともいえる川原や海辺の石は、

教室で、児童が直接手にすることができる格好の教材である。また、ＴＶ会議等で交流

を行う際に作成された石の写真や児童がまとめた資料は、地域の自然に関するオリジナ

ルのデジタルコンテンツとして蓄積することができた。

今後、さらに交流の輪を広げて、デジタルコンテンツを充実させるとともに、教師が

共同でよりよい授業づくりを目指していきたい。ＴＶ会議の運用方法等、指導の工夫を

加えながら、理科における他の学習領域や、総合的な学習の時間においても、この交流

を用いた学習過程を応用していきたいと考える。
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