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1 はじめに

　新しい教育課程では，学校と家庭・地域の
結びつきと連携や地域に開かれた学校・特色
のある教育・学校作りが強調されている。三
者の密接な連携を軸とし，地域の教育関連機
関などとも連携しながら，身近な素材から学
ぶことを通し「生きる力」を育み，ふるさと
を根底に未来を見通す「ふるさと教育」の試
行が行われてきている。生活科や理科・総合
的な学習の時間では，こうした，地域の自然
を活用し探求したり，体験したりして豊かに
学ぶことのできる教科である。
　地域の自然とのふれあいを通しての学びで
は，豊かな感性を育て，自然認識・自然理解
や生命尊重にもつながる多様な価値観や生き
方にも影響をあたえると思われる。また身近
な自然での体験的な活動は，興味関心を抱き，
知的な認識もしやすい，探求心や科学的な思
考力を育てる，到達目標も多様化できる，多
くの気づきから自然の法則を一般化できるな
どが可能だと思われる。また地域の自然や人
間生活を対象にした学習により，「身近な素
材から観察によって」「正確に表現する能
力」「自然に親しみ自然への興味関心を高
め」「自然を統一的に見る見方態度」「共同社
会的心情」「郷土愛」が育成できるとされて
きている。そして，自然科学的・技術的領域
の科学的学習スキルの目標として，科学的な
学習方法の習得が強調されている。
　このように，学校・地域・家庭の三者や教
育機関との連携と地域の自然体験的な学習活

動を通して，感性知性を豊かにしたり，科学
リテラシーを形成したり，科学的コミュニケ
ーション力を含めた人間形成・人格形成を育
成したりすることにも大きな成果が期待でき
ると思われる。　
　本地域は，房総丘陵の中央部に位置し，四
季折々に豊かな清澄山系の自然を観察できる
環境にある。また，学区には養老川と夷隅川
が流れており，特に養老川は源流から上・中
流部も観察できる。また「ふるさと老川プロ
ジェクト学習」と称し，地域の教育的資源を
積極的に学習に活用しようとする試みを行っ
ている。そうした環境や条件を生かしながら，
様々な教科で地域の素材を教育活動に取り入
れ，地域の教育資源を発掘し体験的な活動を
工夫することを通して，生きる力・確かな学
力・ふるさとを大切にしようとする意識の向
上をめざしている。地域の教育的素材を授業
にとりいれ，ふるさと（地域）への夢をもて
るようにするとともに，日々の学習への目標

（夢）が達成できるようにさせたい。また自
然・地域の人々と共に，ふるさと老川を共感
しながら科学的な方法の力の習得・探求的な
学習のスキルを学び，確かな力を身につけさ
せていきたい。

（1）川（養老川）の教材化
　川は，全国に大小あるが，全国津々浦々に
存在し，それぞれの地域を蛇行しながら様々
な景観を見せている。また川は人と自然と深
く関わりあい，その姿を変えながら身近に観
察できる。本地域で南北に75キロの流路で流
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れている川は，養老川である。
　上流部では地学的な見所として，深海性の
貝化石が山間部に見られたり，渓谷や滝・地
層や不整合面・縄文海進時の跡など観察でき
る。それらは川の流域や川沿いに多数点在し
ており，身近で重要な教育的資源である。
中・下流域では，河岸段丘が形成されるとと
もに，水に関わった昔の人々の苦労の跡であ
る川廻し・舟運の足跡，更に川に関わる民話
も数多く残されている。下流域では，汽水域
や湾処などだけでなく，生活と川を密着させ
た人文的な自然もある。
　川では，川そのものの特徴や流域の自然・
環境に視点をあて，児童の実態・関心・意欲
や地域の実態に応じたテーマで追求すること
ができると思われる。また様々な視点から選
定した教育資源を学習素材として活用し，理
科だけでなく総合的な学習の時間でも活用す
ることができると考えられる。そのために現
地調査や資料データを収集し，養老川や水環
境を中心に教材化して有効活用を図り，授業
実践をしたい。また地域の自然だけでなく，
教育的施設等と積極的に関わり，専門的な知

識を学んだり，一歩進んだ体験や事象を観察
したい。
　全国どこにも川はあり，川にかかわる自然
を軸に人・生物相・植物相・環境などの視点
で総合的にとらえ，理科学習や総合的な学習
の時間なども視野に入れ，その活用方法を模
索したい。

（2）養老川の観察ポイント
　養老川を教材とするに当たり，どのような
視点で観察させたいかを調査する目的で，事
前踏査を４回にわけて実施した。４回のうち
の２回を千葉県立中央博物館の小川氏と行っ
た。養老川は75キロの流路で，房総丘陵から
西北方向に蛇行しながら東京湾に注ぐ。上
流・中流・下流の３ブロックに分け，生物・
地学・人とのかかわりに分けながら，また理
科学習・総合的な学習の時間で活用できるか
という視点，そして ①観察②比較・類別・
測定③採集・整理・分類・系統付け④解釈・
解明⑤実験・調査・構成⑥一般化・普遍化⑦
モデル化⑧計画・企画などの科学的な方法の
力の習得も目指していきたいという視点にた

教育資源（生物・
地学・人文） 観察の観点・特徴など 理科・総合的な学習の

時間における活用例　
科学的コミュニケ
ーションのスキル

上　
　
　

流

①源流 
（地学）

・国土地理院２万５千分の１の地図上の源
流が麻綿原へ向かう道路の下に観察可能。
水の流れた跡が確認できる。

・理科５年「流れる水の
働き」の学習上流の川
の様子

・上流の石の採集。

①観察②比較・類
別・測定③採集・
整理・分類・系統
付け

②分水嶺 
（生物・人文）

・夷隅川と養老川の分水嶺。夷隅川側は急
ながけ，養老川側はなだらかながけにな
っている。千葉営林署の作った看板があ
る。

・総合「川の流れから考
えよう」の学習で，分
水嶺について調べる。

①観察②比較・類
別・測定

⑧シロウリガイ
化石（生物・
地学）

・粟又修業橋上流の転石にシロウリガイ化
石が見つかる。シロウリガイは，深海性

（1000～2000メートル）の貝で熱水のわ
き出るところにすむ。今は，山間部の川
が，深海だったという矛盾・不思議さ。

・６年理科「土地のつく
りとはたらき」で地層
の 構 成 物・ 広 が り

（Kd37･38）の観察や
化石の採集。

①観察②比較・類
別・測定③採集・
整理・分類・系統
付け⑤実験・調
査・構成

⑨粟又の滝 
（地学・生物）

・川幅30メートル，落差20メートルの滝。
房総半島で最も大規模の滝。滝つぼ・遊
歩道があり，毎年10万人以上の観光客が
訪れる。

・理科６年「土地のつく
りとはたらき」露頭観
察ができる。総合で滝
の形成と後退の観察。

①観察②比較・類
別・測定③案採
集・整理・分類・
系統付け

⑪品の川水路
（地学・人文）

・会所から小田代まで約10キロメートルの
水路トンネルを小田代の中村多左右衛門
が計画し，全財産を使って作ろうとした
が，半ばで断念。孫の伝治が完成。取水
口や水路を観察できる。現在も使用。

総合・社会「郷土の開発
につくした人々」の教材
開発。
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ち25ポイントに絞った。（表－1抜粋）

（3） 養老川の学習計画（理科・総合）と博物
館等との連携における科学コミュニケー
ションの展開

　地域の教育資源を活用する際に，より深く
専門的に理解したり，体験を工夫したりする
ことをめざし，千葉県立中央博物館及び海の
博物館・神奈川県生命と地球科学館の方々な
どとの連携における科学コミュニケーション
の展開を行った。（表－2）

2 実践の概要

（1）養老川の水生生物調査における連携
　５年・６年の児童は，５月から６月にかけ
て，養老川上流３カ所を計６回，水生生物調

査を行った。そのうちの２カ所２回の調査に，
千葉県立中央博物館小川氏を要請し，同行し
て頂いた。そこでは，児童の水に対する向き
合い方や採集の方法，種の同定など協力して
頂いた。また，２カ所のポイントのうち，ど
ちらの方が水がきれいかを指標生物により決
める方法を指導していただいたり，水の色や
生物を構成している色についても指導を頂い
た。児童の生物や水に対する関心が高まり，
生き生きと生物の採集やその種の特徴などを
調べる姿がみられた。
  その日採集した水性生物の数種は，教室に
持ち帰り，名前を決めて飼育観察することと
した。今３月も川で採集した生物の飼育は，
行われている。その後さらに，10月に行われ
た千葉県立中央博物館・神奈川県自然博物館
などの方々と休耕田の水生生物調査を行った。

●表1／養老川に関する教育資源とその活用ポイント（抜粋して掲載）

教育資源（生物・
地学・人文） 観察の観点・特徴など 理科・総合的な学習の

時間における活用例　
科学的コミュニケ
ーションのスキル

上　
　
　

流

⑬外出川・蕪来
川・水穴・不
動滝・水田（生
物・地学・人

・養老川支流になる。水生生物が多く観察
できる。

・民話「ぼてふりのへいさん」「弘文天皇
と十市姫」も残されている。貝化石あり。
露頭観察ができる。

・理科５年「生命のつな
がり」水生生物を生命
誕生の学習に活用。

①観察定③採集・
整理・分類・系統
付け⑤実験・調
査・構成

⑭弘文洞跡 
（生物・人文）

・弘文天皇にまつわる伝承話がある。川回
しのために，山に穴をほり，蕪来川が本
流に流れ込んでいる。切り立った崖が観
察できる。河原に石が多くある。

総合「川の流れから考え
よう」生命を宿す川や水
環境・川回しについての
学習。５年理科「流れる
水のはたらき」堆積

①観察②比較・類
別・測定⑤実験・
調査・構成

中　
　
　

流

⑳日の先大橋 
（地学）

・大きな河岸段丘が，橋の上からと，橋の
下からも観察できる。崖の浸食作用も観
察できる。

総合「川の流れから考え
よう」河岸段丘のでき方。
５年理科「流れる水のは
たらき」堆積・

①観察②比較・類
別・測定⑤実験・
調査・構成

㉑高滝ダム・高
滝ダム記念館

（人文）

・工業用水・農業用水・治水のためのダム。
洪水被害も軽減された。つりやボートな
どで楽しめる。桜の名所。高滝神社があ
る。高滝ダム記念館で，舟運，藤原式揚
水機模型，かつての川の氾濫を調べる。

総合「川の流れから考え
よう」人のくらしと川

（洪水）について考える。
５年理科「流れる水のは
たらき」洪水を防ぐ

⑤実験・調査・構
成⑥一般化・普遍
化

下　
　
　

流

㉓西広堰 
（人文）

・農業用水の確保と汽水をせき止める目的
で，夷隅郡山田村（現大原町）渡辺善右
衛門が二度の失敗の後，明治18年木造の
堰を作った。日本の残しておきたい景色
の百選。今は人工の稼働堰。説明板有

総合「川の流れから考え
よう」人と川との関わり。
郷土を築いた人。

㉔潮見大橋付近
（生物・人文）

・下流の川の様子が観察できる。カワウ・
カルガモ・スズガモ・ホシハシロなどの
鳥や海岸植物・魚類など。干潟ではカモ
メ類ウミネコなど。川幅の測定。気水域。
両岸が住宅地・工場。

・ねんどもある。

５年理科「流れる水のは
たらき」下流の川の観察。
堆積・流れる速さ・川幅
などの観察。総合　水環
境について。

⑤実験・調査・構
成⑥一般化・普遍
化②比較・類別・
測定
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そこでは41種の生物が確認された。その時に
採集した生物も加わり，教室だけではなく，
玄関や通路で「老川生き物ワクワク広場」と
名付け，全校をあげて様々な生物の飼育が継
続されている。地域の水性生物の関心意欲や
地域への豊かな思いも高まっている。

（2）水を知る体験・授業実践
　身近な水について知り，水の循環や性質を
科学的な視点から観察したり，体験したりす
る学習の場を，中央博物館から講師をお願い
し，全校で授業を受けた。
　はじめは，身近な水についての話し合い，
そして，生活の中に，また生命を支えている
という貴重な水でありながら，その存在は身
近すぎて気づいていない児童もいたが，クイ
ズや生活経験を交えて話し合い，その存在と
大切さ・不思議さに気づいていった。
　次に，「水のオリンピック」という活動を
行った。ここでは，水の性質をつかめるよう

スポイトで１円玉の上に水滴を落とす活動や
水の上にクリップを浮かべる活動を行った。
予想より，多くの水滴が乗ることやその形が，
半球状になり美しくゆれているのを観察でき
た。また，クリップを浮かべる活動は，予想
以上に盛り上がり，家に帰ってからも家族と
行った児童も多くいた。
　最後に，さいころを振りながら水の三体や
循環のお話をつくり，水が地球上を循環して
いることを疑似体験した。更に，そのお話を
朗読しながら，即興で音楽をつけていただい
た。頭の中に自分が水滴になったり，水蒸気
になったり，雪になったり，氷河になったり
などの想像がしやすくなり，豊かに思いをめ
ぐらせることができた。

●表2／地域の教育施設等との連携計画

月 テーマ（教科等） 連携コミュニケーション
内容 支援の方法・内容 連携施設

５ 養老川から考えよう（総合）
「生命のつながり」水生生物（春）
（理科）

・水生生物の同定
・指標生物
・調査方法の指導

・川に同行し，共に調査。
・種名や特徴など説明。

千葉県立中央博物館

６ 海の学校と交流しよう（総合）
・磯の生物観察
・磯の生物調査

・磯の生き物の同定
・観察方法の指導
・特徴等の説明

・磯に同行し，共に調査。
・種名や特徴などの説明。
・名前の由来など。水環

境

千葉県立中央博物館
分館海の博物館

・水辺（休耕田）の生物〔春〕 ・休耕田にすむ生物の
採集と現状

・同定・環境と生物の
関わり

・採集方法説明
・生物と環境を提示説明
・自然環境と保護

千葉県立中央博物館
神奈川県自然博物館

10 養老川から考えよう（総合）
・生命のつながり
・ 水生（休耕田）生物〔秋・理科〕

・休耕田にすむ生物の
採集と現状・同定

・環境と生物の関わり

・採集方法説明
・生物と環境を提示説明
・自然環境と保護説明

千葉県立中央博物館
神奈川県自然博物館

11 養老川から考えよう（総合）
・ 水の不思議（性質）・養老川の

事前調査土地の作り（理科）化
石採集 ・路頭観察

・水のおもしろ実験
・水の循環と性質
・観察ポイントの決定

・授業実践協力
・道具等準備・借用

千葉県立中央博物館
産業技術総合研究所
千葉県河川事務所

12 養老川から考えよう（総合）
流れる水のはたらき（理科）
・ 養老川の水になって75キロの旅

をしよう

・源流さがし
・川の流れとはたらき
・土地の作り・上流中

流下流

・川の旅に同行し，養老
川の特徴を説明。

・土地の走行・傾斜・汽
水域・河口

千葉県立中央博物館
千葉県河川事務所

２ 養老川から考えよう
（総合）（理科発展）
・水展展示見学

・水の性質
・水の三態
・水の循環など

・水展参加体験
・創作物語やパンフレッ

ト制作展示

千葉県立中央博物館
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（3）理科の授業での連携　
　養老川を教育資源として活用する試みとし
て，５年「川の流れの働き」６年「土地のつ
くりと変化」の理科の授業を行った。そこで
は，養老川や近隣で見られる露頭・化石・千
葉県立中央博物館の資料教具（養老川GIS・
拡大写真・養老川模型など）を活用した。身
近にありながら改めて見る郷土の写真や化石
に感動するとともに，地域の貴重な資源に気
づくことができた。また，学習における探求
のスキルを身につけることができた。

（4） 養老川の水になって75キロの旅をしよう
（総合的な学習の時間）

　事前踏査をふまえ，25の観察ポイントを巡

検し，児童の疑問に答えた。源流から河口ま
での水になっての旅で児童は喜びを感じ，意
欲的に探求できた。千葉県立中央博物館の小
川氏らとの活動も回数を重ねるたびに，会う
ことへの喜びや，今日はどんなことを尋ねよ
うか，また教えてもらえるかと，期待をしな
がら参加することができた。道すがら聞く内
容も，次第に充実したものとなった。高滝ダ
ムの水はなぜ青いか，汽水域の水は塩水と淡
水がどう重なっているか，なぜ，養老川は太
平洋に流れないで東京湾に注ぐかなど，子ど
もの疑問を中心に回答していただいた。河口
までたどり着いたときの児童の感想では，こ
の旅の満足感を感じさせるものが多く聞かれ
た。そして，水の不思議さや養老川の旅につ
いて，個々に新聞やパンフレットに表現した。
自分の調べたことばかりでなく，実際の体験
や博物館の先生方に聞いたことなどを表現し
た。自分たちの撮影した写真も取り入れた。
　また，その旅を思い出しながら，主人公し
ずくちゃんと自分たちの思いや体験，そして
学んだことを重ね合わせた創作物語「しずく
ちゃん物語」を制作し，場面ごとにパソコン
に写真を取り入れながら物語を作った。
　それらを千葉県立中央博物館の企画展示室
に展示していただき，見学にいった。そこで
の感動はいうまでもなく，自分たちの作った
作品や，養老川の航空写真などの展示を大変
喜んでいた。また，南極の氷・ダイヤモンド
ダスト・雲の写真・地下水の体験など，普段

●写真1／水滴の実験

●写真2／養老川での現地観察

●写真3／パンフレット
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体験することのできない経験をさせていただ
いた。見学学習後の水展新聞では，それらの
喜びや驚きの様子が生き生きと表現されてい
た。その後，「しずくちゃん物語」は保護者
や６年生を前にして「６年生を送る会」で劇
にして発表し，大きな拍手と感動をいただい
た。　

3 児童の学習の様子と評価

　地域の教育資源を活用する目標として，
『地域の自然や人間生活を対象にした学習に
より，「身近な素材から観察によって」「正確
に表現する能力」「自然に親しみ自然への興
味関心を高め」「自然を統一的に見る見方態
度」「共同社会的心情」「郷土愛」が育成でき
るとされてきている。そして，自然科学的・
技術的領域の科学的学習スキルの目標として，
科学的な学習方法の習得が強調され①観察②
比較・類別・測定③採集・整理・分類・系統
付け④解釈・解明⑤実験・調査・構成⑥一般
化・普遍化⑦モデル化⑧計画・企画などとい
われている』1）

があげられている。
　そこで，①観察力（実験観察ができたか）
②表現力（よくかけたか）③興味・関心（楽
しかったか）④自然への見方・考え方（よく
考えたか）を自己評価カードで，⑤共同社会
的心情⑥郷土愛が培われたかを一言感想やワ
ークシート・学習時の観察から評価してみた。

（1）自己評価カードから
　学習に関しての理解，観察力，表現力，見
方・考え方について，どの項目も８～９割肯
定的に評価した。関心・意欲については，全
員が肯定的に楽しかったと答えている。地域
の教育資源を活用することは，校外で学習す
る開放感や，身近な地域のことでありながら
新しい発見があるからという声が聞かれた。

（2） ワークシートの一言感想・学習時の観察
から

・養老川の水になって75キロの旅をして，川
幅や周りの様子が上流中流下流でとてもち
がうことがわかった。流れる速さ・色・川
はばなどのちがいがわかった。

・水になって河口から海に出たときとても広
くてびっくりした。でも水がよごれている
と思った。

・上流は（老川付近），水がきれいでいろい
ろな生き物がたくさんすんでいた。中・下
流になると水の色が緑や茶色になり，底も
見えなくなっていった。水をもっときれい
にしたい。

・中央博物館の先生と勉強して，水の実験や
養老川の旅，地層から水がしみ出ているこ
となど初めて知ったり，水になって体験で
きた。老川で分水嶺や源流がみられてよか
った。

・養老川（老川）には生き物がたくさんいる
し，水がいろいろな生き物を生かしている
と思った。

・パソコンで新聞作りをしたり，インターネ
ットで調べたりして楽しかった。みんな新
聞に工夫してあった。いろいろな川をもっ
と調べてみたい。

・劇を作ったり発表したりして楽しかった。
パンフレットもみんなに見てもらいたい。

※川での体験や実験，河川事務所の方や博物
館の方のお話から考えたこと，水環境につ
いてなど様々な感想がかかれていた。また，

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

よくわかった

実験観察ができた

よく考えた

記録できた

楽しかった

とても
そう思う

あまり
思わない

全く
思わない

少し
そう思う
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関心意欲も高まり，前向きに学習に取り組
む姿勢がみられた。日ごろ集中力が持続で
きない児童も熱心に耳を傾けたり，実験に
集中して取り組んだりする姿が見られた。
地域の再発見や自己表現，人とのかかわり
にも積極的になってきた。

・学校の周りや出かけたときにしま模様を見
つけるようになった。

・しま模様を作る実験がうまくできてよかっ
た。

・化石探しで，老川が二百万年前深い海の底
だと知っておどろいた。

・大きなシロウリガイ化石やほかのオウナガ
イ化石が見つかってよかった。

・2000メートル海の底だったところが標高
200メートルの山になったので，自然の力
はすごいし，どんなふうに土地ができたか
みてみたい。

・老川が200万年前海の底だとわかって信じ
られない気がした。老川ってすごいところ
だと思った。

・貝や骨をうめて化石を作ってみたい。本物
は無理でも模型の化石を作ってみたい。

・中央博物館の模型やGISなどいろいろなも
のから調べることができた。

・シロウリガイのほかにもいろいろな化石が
あることがわかった。もっと化石を調べた
い。

・パキスタンやスマトラ沖の地震や津波，新
潟の地震など，とてもこわいと思った。

・友達の新聞を見たり発表を聞いたりして，
わたしももっと調べてみたくなった。

※課題選択学習もあり，個々の学習への関心
意欲の高まりを強く感じた。地域のことで
ありながら，深海の化石が山でみつかるこ
とに疑問をもち，推論することができ見方
や考え方が高まってきた。実際に化石探し
をしたり，養老川の模型をつくり砂を流し
たり，実験・体験の大切さを感じた。感想
にも実感を伴ったものが多くかかれた。化

石のでるふるさとという新たな思いで，郷
土を見つめ直すことができた。

〔課題〕安全面への配慮，柔軟な計画立案，
関係機関との互いの得意とするところを引
き出す十分なうち合わせなどいくつかの，
憂慮すべき事柄もあげられる。また科学的
な学習スキルの評価についても今後検討を
していきたいと考える。

4 終わりに

　地域の教育資源は，教師の見方により数多
く存在すると思われる。またその活用方法は，
理科だけでなく，様々な学習にもおよぶと思
われる。また地域の教育資源を活用すること
で，何よりも児童の目がかがやき，追求活動
が活発になり，自ら考え追求しようとする力，
まさに「生きる力」をはぐくむ一助になると
感じる。そしてそれが，地域の特色・学校の
特色を出すことになり，「確かな力」の育成
にもなっていくと思われる。また，児童の地
域や自然環境などへの見方・考え方を広げる
ことができた。地域をみつめ直し様々な機関
と連携することで，様々な立場から郷土を見
つめている人々の存在に気づき，様々な実験
観察から一般化することができた。そして郷
土のよさを感じ，いろいろな人とのコミュニ
ケーション活動も積極的になってきたり，じ
っくりと考え友達の良さも見つけあうなど，
人間形成にも大きく関与してきているなどの
成果があった。千葉県の特筆する地域の教育
資源活用の効果は大きい。今後も千葉県や地
域の教育資源の発掘・活用を継続し科学的な
学習スキルを身につけた理科好きな児童を育
成したい。

【参考・引用】
1） 寺川智祐『理科教育そのダイナミクス』

P236～ 242




