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地域の自然を生かした理科の授業づくり 

―日高川の教材化を通して― 
 

日高川町立笠松小学校 

教諭  北 山 憲 昭 
 

１ 研究のねらい 

所属校は日高川町のほぼ中央に位置し、四方を山が囲む自然豊かな地域にある。校区

には日高川が流れ、県内最大規模の椿山ダムがある。このような環境で育つ児童は、山

や川で遊び、多くの自然体験を積んでいる印象が強かった。しかし、毎年本校で実施す

る生活アンケートの結果から、児童はテレビを見たり、ゲームをしたりするなど屋内で

過ごす時間が多く、あまり野外で遊んでいない実態が明らかになっている。 

こうした児童の実態を踏まえ、授業では、可能な限り児童を校外に連れ出し、地域の

人々や自然と触れ合う指導を心がけてきた。特に、理科においては、季節ごとに校庭や

近くの山や田畑などで、動植物や自然現象の観察を行った。さらに、実験やものづくり

などを大切にした授業展開をするため、理科の授業は理科室で行うようにした。その結

果、すべての児童が役割をもって積極的に観察、実験などを行う様子が見られた。児童

が理科の時間を待ち望んでいるように感じた。 

しかし、単元終了後、新たな疑問をもったり、問題を見出したりするなど、学習内容

への関心の高まりが持続していないと感じることがあった。これまでの指導や扱ってき

た教材では、学習内容を日常生活と結びつけたり、地域の自然に興味・関心をもたせた

りすることが十分ではなかったと考えられる。 

第５期きのくに教育協議会（平成17年）は、「和歌山をフィールドにすることで新展開

を模索することは、ライフスタイルの画一化からの脱却であり、地域に根ざした『学び』

の創造でもある。（中略）和歌山にある様々な教育素材を活用しながら『学び』の楽しさ

を発見するような、子どもたちの幅広い人間力の育成につながる『学び』を創造したい」

（※１）と述べている。この提言の具現化を考えたとき、日高地方に数多く存在する文化

財・自然等の中でも、児童にとって身近な日高川は、学習を進めるうえで好適な教育素

材と判断できる。 

以上のことから、研究主題を「地域の自然を生かした理科の授業づくり―日高川の教

材化を通して―」と設定し、児童が直接関わりながら学習することができる日高川を取

り上げ、教材化し、その活用について研究することとした。 

 

２ 研究仮説 

現行の学習指導要領では、理科において、児童生徒が自然に親しみ、目的意識をもっ

て観察、実験を行い、科学的に調べる能力や態度を育成するとともに、科学的な見方や

考え方を養うことが重要としている。中でも、目的意識をもたせるためには、学習内容

を自然体験や日常生活と関連付けるとともに、自然環境と人間との関わりを一層重視す

ることが必要である。小学校理科においては、児童が身近な自然について自ら問題を見

つけ、予想や仮説を立てて観察、実験を行い、問題を解決することを通して、自然につ

いての見方や考え方を身につけることが重要である。自然の事物・現象について、感じ、

考え、理解していくことが理科の学習と言える。地域の身近な自然を教材化し、活用す

ることは、児童が理科の学習を進めるうえで重要である。 

本研究では、第５学年理科「流れる水のはたらき」の単元において、日高川を教材と

して活用した授業の在り方を探るものとする。地域での野外学習を通して、観察する力

を高めていけば、自然の事物・現象に興味をもち、自然のすばらしさを実感できると考

え、研究仮説を以下のように設定した。 
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３ 研究の内容と方法 

（１）理科教育の現状 

児童生徒の学力の課題については、国際的な学力調査の結果等から明らかとなって

いる。例えば、PISA 調査（2003）では、学力は国際的にみて上位にあるものの、文

章を総合的に読み取ること、資料を読んで解釈すること等が課題であるとしている。

また、国立教育政策研究所の「教育課程実施状況調査」（平成 16 年）では、基礎的事

項の徹底については一定の成果が現れ始めているが、記述式の問題の正答率が低下す

るなど、表現力に課題があるとしている。 

このような現状から、中央教育審議会の「審議経過報告」（平成 18 年）では、「基礎

的・基本的な知識・技能を徹底して身に付けさせ、自ら学び自ら考える力を育成する

というねらいが必ずしも十分に達成できていない状況がみられる」（※２）としている。

現行の学習指導要領のねらいを実現するためには、指導者が小学校理科の目標を把握

し、学習指導の工夫改善を図るとともに、その最も重要な場である授業の在り方につ

いて考えを深めていく必要がある。 

平成 18 年度和歌山県学力診断テストの小学校第６学年理科における、流れる水の働

きについての出題では、設定正答率 70％のところ正答率は 47.7％であった。実施報告

書では、「防災と関連付けて実感を伴った学習に繋げたい内容である」と分析している。

これまでの自身の実践を振り返ってみても、児童は学習内容に興味・関心は示すもの

の、考察が苦手な傾向にあったと感じている。学習内容を身近な生活と結びつけ、実

感を伴った理解ができるような授業づくりをしていかなければならない。 

 

（２）地域の自然を生かす 

ア 意義 

先に述べた「審議経過報告」は、「TIMSS 調査の小学校理科において実体験が裏

付けとなっている設問において正答率の低いものが見られる。我が国の子どもが、

自然事象に接する機会が乏しくなっている状況を踏まえて、自然事象についての体

験的な理解を重視する必要がある」と指摘している。そして、「子どもが自然事象に

ついて、知的好奇心を高め科学的な認識の基礎を養うことができるよう必要な指導

を充実することについて検討する必要がある」とし、「我が国は北から南まで様々な

自然の特性があることから、理科において、地域の特色を生かした取組や生活と密

着した取組を一層推進することが重要である」（※２）と述べている。 

国際調査によって明らかになった課題を解決するとともに、児童が自然の事物・

現象を対象とした問題解決の活動を行ううえで、地域の自然を教材化し、自分の住

んでいる地域を学習の場とすることは意義が大きい。ねらいを明確にして、この素

材を教材化し、直接経験に基づいた指導をすることは、児童に対して、次のような

ことが期待できる。 

・自然に対する興味・関心を高めることができる。 

・感動を得たり問題を発見したりするなど、多くの気付きがある。 

・科学的な見方や考え方をもつようにすることができる。 

・自然を愛する心情や生命を尊重する態度を育てることにつながる。 

・理科を学習する意味やその有用性を実感できる。 

   以上のような意義を踏まえ、身近な地域の自然を生かす指導方法を探っていきたい。 

 

 

理科において、児童が地域の自然を生かした学習を行うことにより、自然への興

味・関心を高めるとともに、学習内容を日常生活と結びつけ、実感を伴った理解を

図ることができるであろう。 
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イ 方法 

  地域を生かした指導には、現地調査や教育素材の収集などが必要である。ここで

は、以下の５点について述べる。 

（ア）野外学習の実施 

野外学習は地域の自然を生かす際の最も重要な方法である。下野編（1997）で

は、野外学習の７つの型（※３）が示されており、学習内容によって選択する。 

①解説型…自然の事象を見て、指導計画やテキストに沿って内容の解説をする。 

②検証型…教室で既に学習した内容を野外で実物と対比して確認する。 

③発見型…仮説を立て、それを実物で確かめながら規則性等を見つける。 

④課題研究型…事前学習で設定した学習テーマに沿って、野外で学習を進める。 

⑤体験型…ねらいを定めないで野外に出て、体験する中で知識等を得る。 

⑥問答型…教師と児童との間で、発問・応答を繰り返して発展していく。 

⑦指示型…教師の指示した通りに児童が行動することにより、発展していく。 

（イ）試料の採取 

実物に触れながら体験的な学習を進める方法として、上記の野外学習の他に、

岩石や植物等の試料を提示することも重要である。特に、野外学習が実施できな

い場合やデジタルコンテンツを提示するときなどに有効である。 

（ウ）デジタルコンテンツの作成 

直接経験を補ったり、学習内容を整理して理解を深めたりするため、デジタル

コンテンツは積極的に活用すべきである。その際、地域の自然を扱うことはもち

ろん、他地域のものも合わせて提示することにより、それらを比較、関連させて

考察を深めることが可能となる。 

（エ）モデル実験の考案 

自然はすばらしい教育素材ではある。しかし、多くの情報を含んでいることか

ら、指導者が明確なねらいをもって扱わなければ、かえって児童は理解しづらく

なることもある。自然の事物・現象を、それに関わる条件に焦点を当てたり、量

的変化や時間的変化に着目したりして、計画的に観察、実験を行うことが重要で

ある。モデル実験の結果を野外学習で得たデータと比較しながら、学習内容の理

解を深めることが必要である。 

（オ）市町村沿革誌等の活用 

各市町村では、沿革誌が発行されている場合が多い。そこには、地域の自然や

歴史等、地域を理解する資料が記載されている。台風や地震等による災害の状況

が記録されているものもあり、実生活に密着した内容で指導を行うことができる。

読み物教材を発掘し活用することは、実感を伴った理解を図るうえで有効である。 

 

ウ 視点 

  地域の自然を生かした指導を行ううえで、以下の３点の視点が重要であると考え

る。 

（ア）地域の人々との連携 

平成 18 年度当センターの研修員による研究「地域との連携を重視した防災教育

カリキュラムの研究－串本町潮岬における防災教育の実践を通して－」では、地

域の人々との連携を重視した体験型の学習により、防災意識の向上を図った実践

が紹介されている。地域の自然とそこに住む人々のくらしは深く関係している。

理科の学習においても、地域の自然を扱う際に、地域の人を講師として迎え、話

を聞くことも重要な視点であると考える。例えば、実際に水害を経験した人から

聞き取りをすることは、学習内容を地域社会と結びつけるとともに、防災に役立

てることにより、学習の有用性を実感させることもできる。 

（イ）他地域の学校との交流 

平成 17 年度当センターの研修員による研究「IT を活用した授業づくり－地震・
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津波に対する防災能力の育成を目指して－」では、地震を想定した防災教育にお

いて、津波をテーマとして学習を進めた白浜町の小学校と、液状化をテーマとし

た静岡県の小学校が連携した実践が紹介されている。互いの学習内容を交流する

ことで、共通する要素、異なる要素を見つけることができ、改めて自分の地域を

理解するとともに、自ら新たな課題を見つけ、その解決に向け学習を深めるきっ

かけとなったのである。 

地域の自然を生かした学習は、児童にとって身近なものであり、地域の特色が

濃く現れたものである。地域の自然を生かすためには、他地域の学校との交流は

有効な手立てである。 

（ウ）建造物の扱い 

地域の自然を生かすとは、その自然のみを教材化して指導するだけではないと

考える。地域の人々が自然と関わりあって生活を営んでいる以上、人間は自然に

対して様々な働きかけをしている。つまり、状況に応じて自然に手を加え、人工

的な物を建造するのである。それは、地域の自然の特性を反映したものと捉える

こともできる。 

例えば、日高川にはいくつかのダムがあり、富田川のようにダムのない川とは

様子が異なる。所属校の近くには椿山ダムがあるが、このダムを通して日高川の

自然を考えることも可能であろう。地域の自然を生かす際には、これらの建造物

も含めて、指導者がねらいを明確にして教材化することで、様々な切り口から指

導法を考えることができる。 

 

エ 教材化 

日高川を教材化して学習活動を展開することは、児童に自然への関心を高め、学

ぶ意欲をもたせるとともに、実感を伴った理解を図るうえで効果的と考える。具体

的には、以下の２点について教材化を進め、指導方法について考えていく。 

（ア）日高川に関する教育素材を収集して教材化を図る。 

・現地調査を行い、試料・静止画・動画等を収集する。 

・直接経験に適した場所を調査する。 

・日高川に関する歴史（仕事、生活、災害等）を聞き取り調査する。 

（イ）野外観察、ICT 機器の利用などを生かした指導方法を検討する。 

・他地域の川と比較・関連させた指導について検討する。 

・モデル実験を考案する。 

・他地域の学校とテレビ会議等を使った交流学習を計画する。 

理科では、児童が自然の事物・現象を対象として学習活動を行う。地域の自然を

教材化するにあたっては、まず、「身近」であることが大切だと考える。「身近」

とは、児童が普段から接したり、目にしたりしている事物・現象であるということ

である。ただし、あまりに身近すぎて、無意識に接していることもある。児童にと

って学習のきっかけとなり、学習内容を深めるための教材とするには、指導者がね

らいを明確にして指導を行うことが重要である。 

児童が学習を日常生活に結び付け、実感を伴った理解ができて初めて、「身近」

な自然が教材となるのである。そういう点から、例えば、典型的なものではなくと

も、学校近くの山や川などを教材とし、児童が見たり触ったりして得た多くの情報

から、科学的な見方や考え方をもつように指導することは十分可能であると考える。 

なお、検証授業では「流れる水のはたらき」において日高川の教材化を進めるこ

ととするが、この研究の成果を踏まえて、第３～６学年の理科の指導計画を立てて

いきたい。 

 

（３）検証授業について  

  ア 単元名 「流れる水のはたらき」 
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  イ 単元目標 

流れる水の様子を観察して、地面を削ったり、石や土・砂を運んだり積もらせ

たりする働きに気付き、水の量や速さが増すと、災害が起きることもあることを

とらえるようにする。 

 

  ウ 指導計画  
小単元 時 主な学習活動 地域の教材 

流れる水の 
はたらき 

１ 
大雨とその前後の川の写真を見て、川の流
れや水の量の変化、川原や川岸の様子など
に関心をもつ。 

・日高川と富田川の写真（増
水時とその前後） 

２ 
校庭で雨水の流れた跡を観察し、流れる水
の働きには、どのようなものがあるか予想
する。 

・砂浜を流れる水の動画 

地面を流れる水 

３ 
４ 

【モデル実験１】流水実験を行い、削る・
運ぶ・積もらせる働きについて調べる。 

・日高川の流路を再現し、水
の流れる様子を調べる実験 

５ 
モデル実験１の結果から、川の水の流れと
川原、川岸の様子を予想する。 

・モデル実験を撮影した動画 
・野外観察現場の写真 

川の流れと 
そのはたらき 

６ 
７ 

【野外観察】予想をもとに川を観察するこ
とにより、流れる水の速さや量と、削る・
運ぶ・積もらせる働きの関係を考える。 

・日高川（滝頭地区）の観察 
・日高川の上・中・下流の石 

川とわたしたち 
のくらし 

８ 
流れる水の働きと災害との関係を踏まえ、
ダムや堤防等の防災施設の役割を考える。 

・日高川の写真（椿山ダム建
設前後、７・１８水害） 

学習したことを 
まとめよう 

９ 
既習内容を整理すると共に、生物に配慮し
た防災の工夫等について考える。 

・日高川の写真（防災施設、
源流域でくらす生物） 

わかるかな？ 
チャレンジ！ 

10 
【モデル実験２】保水実験を行うことによ
り、森が自然のダムになっていることを知
る。 

・５種類の土や砂など（日高
川流域、運動場、学級園） 
・日高川と天竜川の写真 

 

４ 研究結果の分析と考察 

（１） モデル実験の工夫 ―校区における日高川の流路の再現― 

  ア 授業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

※準備物…地区名等の札、児童数のミニカー 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ モデル実験の概要 
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前述の通り、児童は日高川で遊んだ経験が少なく、川への関心が低い。流れる水

の働きについて実感の伴った学習を進めるためには、校区を流れる日高川の流路を

再現したモデル実験を行うことが最善と考えた。このことは、後に実施する野外観

察において、児童が見通しをもって観察を行ううえでも意義は大きい。 

図１のように、航空写真（Google）を参考に校区を流れる日高川のモデルを、縦

３m 横４m の範囲の中で学級園に再現した。その際、椿山ダムはコンクリートブロ

ックを代用し、ダム湖も作った。水を流す前に、地区名や建物の名前を札にして児

童に立てさせ、地域を流れる日高川に対する実感をもたせた。また、ミニカーを全

員に与え、各自に観察のポイントを考えさせた。 

 

  イ 考察 

    まず、水を少し流して、平常時の穏やか

な日高川の流れを再現した。児童が流れる

水の様子を観察して、「いっぱい水きたら、

うちはだいじょうぶかなぁ」「○○ちゃんの

家の下、けずれてきた」「A 工場、危ない所

にあるなぁ」「滝頭地区は川の内側にあるか

らけずられていない」等、自分や友だちの

家、地名、橋・工場の名前などを出して説

明しており、実際の日高川の流れを見てい

るようであった。流水実験の場を生活する

地域と重ねることで、流れる水の働きにつ

いて実感を伴った理解を図ることができた

と言える。さらには、地域と日高川に関心

をもたせるうえで十分な効果があったと考

える。 

次に、椿山ダムに見立てたブロックを取り除き、増水時の日高川の流れを再現し

た。川の外側が削られ、置いていたミニカーが流されそうになったり、下流に流さ

れたり、土に埋もれてしまったりする様子に、児童は興味深く見入っていた。ミニ

カーを視点とした観察をすることにより、増水時には流れる水の働きが大きくなり、

土地の様子が大きく変化する場合があることをとらえていたようである。 

モデル実験終了時には、児童から、「日高川でも、内側に土や砂が積もっているの

か見てみたい」「日高川で曲がっている所の様子を見てみたい」等の感想が出され、

後日実施する野外観察の見通しをもたせることができた。流れる水の働きによって

自身や友達の家が災害を受けるかもしれないという感覚と、水の怖さを感じさせる

ことができた。 

さらには、「流れの外側に住むのはあぶない」「A 工場においた車が、滝頭まで流

された。本当にのっていたら死んでしまう」「実験なのに、ぼくの家の近くに水が

たくさん流れてきたとき、どきどきした」等、増水時には流れる水の働きが変化す

ることを自然災害と関連させて考える児童もいた。このことは、学習内容を日常生

活や防災施設と関連付けることにもつながるものと考える。 

以上のことから、モデル実験で身近な日高川を再現することは、児童の生活の場

で起こる現象を意識させ、流れる水の働きを実感しながら学習を進めるうえで有効

であった。 

 

（２）野外観察の工夫 ―モデル実験と関連させた指導― 

  ア 授業の概要 

    観察、実験を行うときは、見通しをもって行うことが重要である。ここでは、モ

デル実験の結果から、川の水の流れと川原・川岸などの様子を予想させたうえで、

 
 
 

写真１ 

モデル実験の様子 
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野外観察を行った。 

まず、橋の上から川を広く観察させ、内側に川原、外側にがけがあることを確認

させた。その際、川の深さや流れの速さが内と外で違うことを確認するよう指示し

た。次に川原に下り、川岸の様子、川の流れを観察させた。その後、川原の石へ目

を向けさせるため、わかやま環境学習プログラム「いろいろな石を探そう」を使っ

て、石の形や大きさ、色について調べさせた。他の流域（大熊の源流近く、椿山ダ

ムから約３㎞上流の糠崩橋、御坊市の野口橋、美浜町浜の瀬の河口）の石を試料と

して提示し、流されていくうちに石の形や大きさが変化していくことをとらえさせ

た。 

 

  イ 考察 

    モデル実験後の授業で、実験結果が実際の川にもあてはまるのかどうかを考えさ

せた。ほとんどの児童はあてはまるものと予想したが、現地で川の様子を確かめた

いという意見が多数出された。野外観察の場は、モデル実験で流れる水の働きが顕

著であった、愛徳橋下流の滝頭地区の川原を選び、実験結果と実際の川の様子を比

較させることとした。このように、野外観察の事前指導において、学習内容に対す

る興味・関心・意欲を高め、観察するねらいを明確にできたことで、円滑に野外で

活動をすることができた。 

まず、愛徳橋から日高川を広く観察させると、児童からは、「外側には川原がない

なぁ」「外側の方が深いんちがうか」「川原に草がいっぱいある」などの声が聞こえ

た。この場所はすべての児童がよく知っているが、誰も行ったことはないとのこと

であった。改めて、今回の野外観察が児童の目を地域へ向けさせるきっかけになっ

たと感じた。 

    次に、川原に下りて、児童に時間を与え、川岸の様子を観察させた。モデル実験

の結果と実際の川を比較して観察するというねらいを明確にしていたため、ワーク

シートには、「外側はがけ、内側は小石がある」「内側にはススキが生えている」と

いう記述が見られるなど、児童はポイントをおさえて観察することができていた。

また、川の流れの観察では、水の流れの速さ、川の深さが内側と外側で違うことが、

実験の時よりもわかりやすいという声があった。実験での小さな流れでは、それら

を認識することは難しかったようだ。 

さらには、ある児童は川の外側の流れが速いところにある堤防をスケッチしてい

た。その場所は、モデル実験で流れる水によって土が最も削られていた箇所にあた

っていたことから、土地の浸食を防ぐという堤防の役割について自らの力で気付く

ことになった。このように、モデル実験と野外観察の結果が関連付けられ、流れる

水の働きと土地の変化の関係について考えることができた。 

野外観察後の感想の中で、「実験では友達の家がある滝頭地区が水につかってしま

ったが、実際はダムや堤防があることで水害にならない工夫をしていることがわか

った」との内容を記述した児童が数名いた。モデル実験において、多くの児童が、

滝頭地区に水害が起きるのではないかと心配していた。実際の川でもあてはまるの

かという課題をもとに野外観察を行うことにより、本時の授業で触れる予定でなか

った防災にまで考えを深めることができた。 

以上のように、野外観察と地域を流れる日高川をモデルにした実験を関連させる

とともに、学習内容を自然災害等の日常生活と結びつけることは、児童に学習の過

程で生じた疑問や課題を解決するため、目的意識をもって学習しようとする意欲的

な態度につながったものと考える。 

    なお、わかやま環境学習プログラム「いろいろな石を探そう」は、楽しみながら

石の形、大きさや色などを調べることができた。 
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（３）教材化の工夫 ―建造物（防災施設）の活用― 

ア 授業の概要 

  まず、増水により流れる水の働きが非常に大きくなったときに、自然災害が起こ

る場合があることを確認した。その際、教科書に掲載されている災害時の写真だけ

でなく、日高川での災害時の写真も活用し、自分たちが住む地域が過去において甚

大な被害を受けたことをとらえさせた。 

  同様に、防災施設の役割を考えさせる際にも、教科書の資料に加え、日高川の防

災施設も紹介し、安全にくらすための工夫について理解させた。椿山ダムの建設も

その一つであり、その教材化を図ることは地域の自然を生かすことにつながると考

える。 

続いて、教科書の「生物を育てる川」を読み、人間と川でくらす生物が共に住み

やすい環境づくりをしていかなければならないことを考えさせた。ここで、日高川

の生物を写真で紹介し、安全にくらす、自然を大切にする、災害への備えの３点に

ついて話し合わせた。 

 

  イ 考察 

    昭和 28 年の「７・１８水害」により、日高川でも全

流域において甚大な被害を受けた。この水害を学習に

取り入れたのは、単元目標の一つである「水の量や速

さが増すと、災害が起きることもある」ことを実感さ

せるためである。普段、児童は日高川や防災施設（椿

山ダム、堤防など）を意識せず生活している。校区内

や旧美山村内で撮影された７・１８水害の様子をスラ

イド（写真２）で提示することで、災害が身近で起こ

りうることを感じ取らせることができた。 

    防災施設についても、椿山ダム等の日高川に作られ

ているものをスライド（写真３）で提示することで、

自分たちは水害等の自然災害から守られているのだと

いう意識をもたすことができた。 

前述の増水時の日高川の流れを再現したモデル実験

において、校区と設定した場所が泥水に飲み込まれて

いく様子を見て、児童は水害について疑似体験をして

いたと考えられる。モデル実験を過去の水害の様子や

現在の防災施設と関連させることにより、防災施設の

設置されるべき場所や設置理由を理解するとともに、

防災について意識させることができたと考える。 

また、椿山ダム建設後に川の様子や水質が変わっ

たとの地域の人からの話を伝えた後、日高川でくら

す生物をスライド（写真４）で紹介したところ、児

童は予想以上の関心を示した。児童からは、「源流で

撮影した生き物を見てみたい」「ダムの近くには何が

住んでいるのだろう」などの声が聞かれた。地域の

題材をもとに指導したことで、児童は防災施設が

人々の安全に役立つとともに、川でくらす生物への

配慮が大切であると気付くことができたのである。 

授業のまとめとして、安全にくらす、自然を大切

にする、災害に備えるの３点について話し合わせた。防災施設の建設に対して肯定

的には「人間の命が大切」、批判的には「生き物がかわいそう」という意見が出た

が、どちらとも言えないという意見に変わっていった。これは、流れる水の働きを

写真４ 「川でくらす生物」 

 のスライド 

写真３ 「防災施設」の 

  スライド 

写真２ 「過去の災害の様子」 

のスライド 
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調節する役割を果たすダムが、児童の目の前にあるという現実をとらえ、自分たち

と生物のくらしの関係を考えることができた結果だと言える。 

    以上のことから、地域の建造物（防災施設）をもとにした授業は、地域の自然災

害に関心をもたせるだけでなく、防災を考えるまでに発展させることができた。こ

のように、地域の自然を生かす方法として、地域の建造物を教材化することは、学

習内容を日常生活と結びつけ、実感を伴った理解を図るうえで効果的であった。 

 

（４）アンケートから 

   検証授業の実施前・実施後に、学習内容とその関心について、児童の意識の変化を

把握するため、アンケートを行った。 

図２の通り、「流れる水の働き」につい

て、すべての児童が「よくわかった」「わ

かった」と回答しており、本単元目標を

達成できたと考える。特に、日高川を教

材化したことについては、「教科書の実験

だけでなく、日高川で考えたことがわか

りやすくなった」「日高川の観察や学級園

の土で実験してよかった」等の感想があ

り、実感を伴った理解を図るうえで効果

があったと言える。 

単元終了後のテストでは、知識・理解だけでなく、観察・実験の技能・表現、科学

的な思考の正答率も高かった。知識・理解の定着とともに、それを日常生活に生かす

力を育成することができたと考える。 

図３からは、「日高川の災害を防ぐ工

夫」について、すべての児童が「よくわ

かった」「わかった」と回答しており、学

習の成果があったと言える。児童からは、

「実験と同じで、外側がけずられていた。

実験は土ばかりだったけど、実際の川は

堤防やダムなどがあって、被害が出ない

ようにしているのだとわかった」「本物の

川に行ってみたら、水での災害を防ぐ方

法があることがわかってよかったと思 

った。今までそんなこと考えていなかった。わたしの家も危なくない所にあるんだと

観察に行ってわかった」「日高川の歴史や日高川にはどんな災害があったかがわかっ

た」等の感想が出され、学習内容を日常生活に関連して考えることができたと考える。 

   図４から、「日高川を知りたいか」につ

いては、実施後にあまり意識の変化は見

られない。その要因としては、図２・３

から児童は、日高川について一定の理解

ができたことで、学習に対する達成感を

得たためだと考えられる。 

ただし、数字には表れていない児童の

意識の変化が、このアンケート項目の理

由の記述から汲み取れる。「日高川の長さ、

どこからどこへ流れるのか知りたい」で 

あったが、実施後は、「日高川の源流に行って、水や生き物を自分の目で見てみたい」

であった。ただ単に知識を求めていたものが、自分で調べてみたいという意識に変わ

ったと考えられる。地域の自然を生かした学習を行うことにより、自然への興味・関

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施後

実施前

よ く知っている よくわかった 知っている    わかった

あまり知らない あまりわからなかった 知らない    わからなかった

 
図３ 日高川の災害を防ぐ工夫 
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とても思う 思う

あまり思わない 思わない

 
図４ 日高川のことを知りたいか 
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図２ 流れる水の働き 
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心が高まり、地域の自然について自ら学習を深めていきたいという態度を育てること

ができたと考える。 

 

５ 研究のまとめ 

（１）成果 

日高川を再現したモデル実験で、児童は実際の川を思い浮かべ、流れる水の働きを

予想したり、災害の擬似体験をしたりして、自ら疑問や課題を見つけることができた。

さらには、このモデル実験と野外観察を関連付けることで、生活する地域を学習の場

とすることができた。このことが、野外観察のねらいを明確にさせることとなり、児

童の意欲的な観察態度につながるとともに、学習内容と防災を関連させて実感を伴っ

た理解を図ることができたと考える。 

また、椿山ダムを教材として流れる水の働きを考えさせ、ダムの役割を理解させた

ことは、学習内容を日常生活と関連させることにつながったと言える。その結果、児

童の災害に対する意識が高まり、くらしの安全と自然環境の調和への考えが深まった

と考える。 

このように、地域の自然を生かした学習は、自然への興味・関心を高め、実感を伴

った理解を図れただけでなく、児童に理科の学習に対する有用感をもたすことができ

たと考える。 

 

（２） 今後の発展 

日高川を教材化して理科の授業を展開したことは、自ら問題を発見して解決したり、

実際に地域に出て調べたいという意欲をもったりするなど、児童の姿に様々な良い変

容が見られた。本研究の成果を踏まえ、以下の２点について実践していきたい。 

①本研究は「C 地域と宇宙」の内容であったが、「A 生物とその環境」、「B 物質とエ

ネルギー」の内容においても、地域の自然の教材化を図る。 

②地域の自然を生かすためには、他地域の自然を取り上げ、比較・関連させること

も重要である。日高川については、流域による比較、他の川との比較をするため、

他校児童と交流学習をするなどの指導の工夫・改善を図る。 

これからも、和歌山をフィールドとした理科の指導の在り方について研究を深め、

児童に学びの楽しさを実感させていきたいと思う。 
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