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道徳教育及びキャリア教育の視点を取り入れた理科教育の充実

秋田大学教育文化学部附属小学校

教諭 髙橋 健一

１ はじめに

小学校第３学年の学級担任を務めた昨年度（平成

26年度），理科学習との関連を図った道徳授業の工

夫に取り組んだ。理科における「ホウセンカの栽培」

と道徳の時間における「生命尊重」とを関連させた

実践は，その取組の一つである。この実践では，道

徳教育という視点を意識することで，理科の目標に

示されている「自然を愛する心情を育てること」「実

感を伴った理解を図ること」について，指導の充実

を図ることができた。また，そのような指導の充実

は，「一人一人の社会的・職業的自立に向け，必要

な基盤となる能力や態度を育てることを通して，キ

ャリア発達を促す教育」であるキャリア教育の推進

という点でも意義があることに気付いた。そこで，

小学校第５学年及び第６学生の理科専科を務めてい

る今年度は，道徳教育及びキャリア教育の視点を取

り入れた理科教育の充実を目指すこととした。

２ 研究仮説

道徳教育及びキャリア教育の視点を取り入れた理

科の単元構成を工夫することで，理科教育の充実を

図ることができるのではないか。

３ 研究計画

(1) 小学校理科における道徳教育及びキャリア教育

の位置付けの検討

(2) 道徳教育及びキャリア教育の視点を取り入れた

単元構成の工夫と実践

(3) アンケート調査に基づいた児童の変容の分析

４ 取組の推移

(1) 理科における道徳教育の位置付け

現行の『小学校学習指導要領解説 理科編』の

第４章１(4)には，「栽培や飼育などの体験活動を

通して自然を愛する心情を育てることは，生命を

尊重し，自然環境を大切にする態度の育成につな

がるものである。また，見通しをもって観察，実

験を行うことや，問題解決の能力を育て，科学的

な見方や考え方を養うことは，道徳的判断力や真

理を大切にしようとする態度の育成に資するもの

である。」という記述がある。この記述からは，「生

命尊重」「自然愛」「真理探求」という道徳的な価

値を読み取ることができる。また，日々の授業実

践を通して，「創意・進取」や「畏敬の念」にか

かわる理科の学びがあることを実感している。そ

こで，理科教育における道徳教育，及び理科学習

との関連を図った道徳の時間を大切にしていきた

いと考えた。

(2) 理科におけるキャリア教育の位置付け

現行の『小学校学習指導要領解説 理科編』の

第４章１(3)には，「博物館や科学学習センターな

どと連携，協力を図りながら，それらを積極的に

活用するよう配慮すること。」という記述がある。

これは，施設や設備の活用という点から理科にお

けるキャリア教育を推進する手掛かりとなる。ま

た，キャリア教育につながる人材の活用について

も示唆していると考えることができる。そこで，

子どもたちが学習内容にかかわる専門家とかかわ

りをもちながら学習する機会を位置付けた理科の

授業展開を大切にしたいと考えた。

(3) 実践事例を通して

平成27年６月に取り組んだ小学校第６学年理科

の単元「大地のつくりと変化について調べよう」

において，道徳教育及びキャリア教育の視点を取

り入れた実践を行った。以下に，その取組の内容

を紹介する。

① 単元の概要

本単元は，地層の存在やその特徴及び，火山

の噴火や地震による土地の変化を学習の内容と

している。そこで，今回の実践では，学校の土
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地のつくりやでき方について興味・関心をもっ

て追究することを通して，その手掛かりとなる

情報から土地のつくりやでき方を推論したり，

過去に起こった火山の活動や大きな地震によっ

て土地が変化したことを推論したりする単元構

成を工夫した。そして，その工夫の一環として，

キャリア教育の視点を取り入れた専門家との連

携を試みた。また，観察や実験の工夫に内在す

る道徳的な価値に着目し，それに関連させた道

徳の時間を本単元の事後に位置付けた。

② 本単元におけるキャリア教育

本単元では，土地の形成過程や変化にかかわ

る観察や実験の工夫が期待される。各出版社の

教科書では，露頭に見られる地層の観察，ボー

リング調査の試料の活用，海や湖の底に堆積し

てできる地層のモデル実験について紹介されて

いるのが一般的である。しかし，土地のつくり

や変化の特徴は，その地域によって様々で，教

科書に例示されていない観察や実験が必要とな

る場合がある。例えば，本校が立地している地

域の地下50ｍほどまでの土地は沖積層に分類さ

れ，およそ１万年の間に雄物川の氾濫が繰り返

されて形成されたとされている。そのため，海

や湖の底に堆積してできる地層のモデル実験だ

けでは，身近な土地のつくりについての実感を

伴った理解を図ることは難しい。さらに，火山

の噴火や地震による土地の変化については，各

教科書ともそれらに関連する画像が紹介されて

いる程度で，観察や実験の例示は皆無である。

そこで，秋田大学の地質学及び火山学の専門

家の協力を得ながら，授業のねらいに応じた観

察や実験を工夫したり，授業に参加していただ

いたりした。その実際は，次の通りである。

ア 川の氾濫によって形成される地層のモデル

実験の開発

写真１の装置は，次のような状況を想定し

て筆者が開発したモデル実験の装置である。

ａ 大量に降った雨水の流れによって地面

が大きく侵食され，大量の砂や泥が運搬

される。

ｂ その砂や泥を含んだ水が，川のカーブ

の外側に溢れ出す。

ｃ 溢れ出した砂や泥の水分が地面に染み

込み，砂や泥の地層ができる。

写真１〈川の氾濫による地層形成のモデル実験〉

この装置の開発に当たっては，秋田大学の

地質学の専門家の助言が役に立った。子ども

たちは，この実験の様子を観察することで，

川の周りにも地層ができる場合があることに

ついて確信をもった。さらには，このことに

ついての専門家の説明に触れ，海や湖の底に

堆積した場合とは違う地層のでき方について

の見方や考え方を明確にしていった。

イ ゲストティーチャーの協力を得た地震によ

る地すべりのモデル実験の導入

写真２は，秋田大学の火山学の専門家にゲ

ストティーチャーとして授業に参加していた

だいた場面の様子である。「ユレオ」と名付

けられた実験装置を用いて，地震による地す

べりのモデル実験を紹介していただいた。子

どもたちは，地震の揺れが大きくなったとき

に，山に見立てた盛土の表面に亀裂ができ，
もりつち

その亀裂の部分が一気に崩れていく様子を目

の当たりにした。

写真２〈地震による地すべりのモデル実験〉
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③ 本単元における道徳教育

本単元における観察や実験には，様々なアイ

デアが生かされている。このことは，「創意・

進取」という道徳的な価値と関連が深い。『小

学校学習指導要領解説 道徳編』における第５

学年及び第６学年の内容１－(5)では，「真理を

大切にし，進んで新しいものを求め，工夫して

生活をよりよくする。」という記述がある。

そこで，「創意・進取」に焦点を当てた道徳

の時間を本単元の事後に位置付け，理科学習に

内在する道徳的な価値を補充・深化・統合する

試みを行った。

ア 道徳資料の開発

今回の実践では，『ぼくにとっての大きな

宿題』という道徳の読み物資料を開発し，理

科学習との関連を図った道徳の時間に生かす

試みを行った。この資料は，前述した地すべ

りのモデル実験でゲストティーチャーとして

登場していただいた林信太郎先生（秋田大学

教育文化学部教授）の著書『世界一おいしい

火山の本』の内容を，著者の許可を得て編集

し，資料化したものである。

本資料を通して子どもたちに着目させたい

のは，アイデアを生かすことを楽しんでいる

林先生の姿である。林先生は，火山にかかわ

ることを子どもたちに楽しく学んでもらうこ

とを目的に，チョコやココアを使った「キッ

チン火山実験」を考案した。火山に関する難

しい専門知識を分かりやすく伝える方法を考

えることは，決して容易ではない。アイデア

を生かすことが思い通りにいかずに，悩んだ

こともあるはずである。そこで，林先生が自

称「キッチン火山学者」になるきっかけやそ

こに至るまでの思いを推察することで，アイ

デアを生かすことの喜びや楽しさに気付くこ

とができるのではないかと考えた。

イ 道徳の時間の実際

『ぼくにとっての大きな宿題』を資料とし

た道徳の授業では，林先生をゲストティーチ

ャーとして招き，直接話を聞く場面も設定し

た。その授業のねらいと展開は次の通りであ

る。なお，理科専科という立場のため，道徳

の授業は，担任とのＴＴという形で実施した。

【ねらい】

悩みや大変さを乗りこえながらアイデアを

生かそうとする理由について考えることを通

して，自分たちのアイデアで学校生活をより

よくしていこうとする意欲をはぐくむ。

【授業展開】

・ 学校生活の中で，アイデアを生かそうと

して，悩んだり苦しんだりしたときのこと

を紹介し合った。

・ 資料『ぼくにとっての大きな宿題』を読

み，アイデアを生かすことの意味について

考えた。

〈問い〉なかなかうまくいかないことが

あっても，アイデアを生かそうとするの

はどうしてだろうか。

・ アイデアを生かすことに対する自分の考

えを学習シートにまとめ，本時の学習をふ

り返った。

写真３〈道徳授業の板書の一部〉

【学習シートの記述より】

今日の話合いで，自分は知らず知らずに

アイデアを生かそうとしていることが分か

りました。運動会でも，下学年にも喜んで

もらえるように，優勝，応援賞を取るため

の達磨のアイデアを考えていました。たし
だ る ま

かに目標を持ち，実現させるためにアイデ

アを生かすのは大切だと思います。そうす

ることで，誰かのためにもなるし，いつか

自分のためにつながると思うので，これか

らの行事でもアイデアを生かすということ

も頭に入れて考えてみたいです。
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④ 子どもの変容

道徳教育及びキャリア教育の視点を取り入れ

た理科学習における子どもたちの意識をとらえ

るために，次のようなアンケート調査を行った。

【実施対象】第６学年Ａ組（32名）

【実施時期】理科「大地のつくりと変化を調

べよう」の実施途中（６月18日）とその事

後の「道徳の時間」終了後（９月17日）の

合計２回。

【アンケートの内容】

問１ 理科の学習は，「心の豊かさ」につな

がると思いますか。あなたの気持ちに

近いものに印をしてください。

□ とてもそう思う □ そう思う

□ 思わない □まったくそう思わない

□ 分からない・どちらでもない

問２ 理科の学習は，「自分の生き方」に役

立つと思いますか。（以下は，問１と同

じ）

【問１における６月と９月の結果比較】

「とてもそう思う」「そう思う」の合計が，

18.8ポイント上昇した。

【問２における６月と９月の結果比較】

「とてもそう思う」の割合が，9.3ポイント

上昇した。
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５ 結論

６月と９月のアンケート調査における「心の豊か

さ」に対する問１の結果比較においても，「自分の

生き方」に対する問２の結果比較においても，肯定

的な変容を確認することができた。このことから，

理科の単元構成の工夫に道徳教育及びキャリア教育

の視点を取り入れることは，理科教育の充実に寄与

すると考えてよいであろう。

６ おわりに

今回の実践を通して強く感じたことは，理科の授

業づくりに道徳教育及びキャリア教育の視点を積極

的に取り入れることの効果である。６月のアンケー

ト結果において，「とてもそう思う」「そう思う」の

合計値が問１で71.9％，問２で100％と元々高かっ

たことから，従来通りの授業でも，理科における道

徳教育及びキャリア教育はある程度成立していたと

考えられる。それは，理科の学習内容や問題解決の

過程に，道徳教育及びキャリア教育の要素が内在し

ているためであろう。そこで今回は，それらの道徳

教育及びキャリア教育の要素を具体的にとらえ，積

極的な取組を行った。専門家の協力を得た授業づく

りを推進したこと，子どもたちがその専門家とかか

わる機会を位置付けたこと，理科学習に内在する道

徳的な価値を補充・深化・統合する道徳の授業を位

置付けたことが，「心の豊かさ」や「自分の生き方」

に対する意識をさらに高め，理科教育そのものを充

実させたのだと考えている。

今年度も「全国学力テスト」の結果が公表され，

その課題の一つとして中学生の理科離れが話題にな

った。小学校における今回の実践は，中学校の理科

離れを改善する手立てとしても有効なのではないだ

ろうか。
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