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1。はじめに

岐阜県博物館は岐阜県百年公園内にあり、里山の自然

を残している。このような豊かな自然環境を求めて来館

される一般の方や学校団体は大変多い。

当館の来館者数の中で、学校団体が利用する割合は全

体の30％になる。特に、小学校の1・2年生の利用が多

く、その主な目的は岐阜県百年公園での生活科的な活動

である。また、関市教育委員会のご理解のもとで、関市

内の全小中学校が複数の学年で利用されている。一方、

「総合的な学習の時間」としての利用も多く、環境学習

の重要な場となっている。

このような中で、多様な活動を開発していくことが急

務であると考えた。既存の活動中に見られる児童の実態

を考慮した体験的な活動をどのように開発したかについ

て、実践的に試行した事実から報告する。特にここでは、

利用の多い小学1年生から4年生までの活動について開

発したことを紹介する。

2，既存の活動の中に見られる児童の実態

（1）館内ビンゴゲーム

ビンゴゲームを通して展示物を探し、展示物に対す

る興味・関心を深める活動である。
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写真1　ビンゴゲームの様子

①低学年の実態

・図1のビンゴゲームの説明文や館内のキャプション

を読むことはほとんどできない。

・ペアでの行動が可能である。

・生き物に対する興味・関心は高い。

・展示コーナーの番号の意味が十分理解できないため、

順番ではなく無作為に館内を動き回って探していく

ことが多い。

自然展示室1のビンゴゲームをしよう
小学校伍・中学年用
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図1　ビンゴゲーム

②中学年の実態
・ビンゴゲームの説明文を読むことができる。

・4－5人のグループ行動ができるようになる。

・ビンゴゲームの中の展示物を探すだけでは、物足り

ないようである。

・展示物の細部まで観察しようとする。

・展示コーナーの番号を利用した動きをとることがで
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きる。

・仲間が見つけたら自分で確認することなく次へ移動

する子も見られる。

（2）グリーンアドベンチャー

当館の裏に、樹木の観察を目的としたコースが設定

してある。このコース番号に従って、設問の樹木を検

索していく活動である。検索を行う基礎を培う活動で

あり、中・高学年で可能を活動である。

①中学年の実態

・樹木の検察の方法を十分理解することができない面

がある。

・コース番号に従って樹木の検索をするが、非常に活

動的なため他の事物に興味がいきやすい。

・山の中のため、グループで行動しようとする。

②高学年の実態

・コース番号に従って樹木の検索をしていく。

・自然を細部まで観察できる。

・植物のつくりなどに興味・関心がある。
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写真2　4年生のグリーンアドベンチャーの様子

3，開発したい活動内容

児童の実態から、新たに開発したい活動内容は次の3

点である。

（1）中学年のビンゴゲームを使った活動

・展示物を探すだけでなく、特徴を観察していけるよ

うな活動を生み出すビンゴゲームにする。

（2）低学年の自然物を使った活動

・低学年の活動性を考慮するとともに、生き物に対す

る興味・関心を生かした活動にする。

（3）中学年の自然を対象とした活動

・中学年で、グリーンアドベンチャーの内容も残しな

がら、既存の観察コースを利用したフィールドワー

クの活動を行う。特に、グループ行動を重視した活

動も取り入れる。

4，開発した活動内容

（1）中学年用の観察ビンゴゲーム

3年生から理科や社会科の学習が始まる。これは、

比較を通して観察力を培う時期のためである。そこで、

展示物を探すだけのビンゴゲームから、展示物の観察

を重視したビンゴゲームに改善した。

しせんてんじしっ1のがんきつビンゴゲームをしよう
小学校中学年用
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図2　中学年用の「観察ビンゴゲーム」

①工夫したところ

このビンゴゲームは、中学年用に次のような工夫を

している。

ア、コーナー番号を明確にした。

ィ、観察をして、理由を尋ねる問いを設けたり、匹数

を調べたり、触った感想を害いたりするものにした。

ウ、スケッチをする問いを設けた。

16の設問中、展示物を見つけるのは3問である。
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写真3　手でさわった感想を書こう
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写真4　サクラスミレの葉をスケッチしよう

②児童の様相

観察を取り入れたビンゴゲームにしたことで、次の

点で明らかに児童の様相に違いが出てきた。

・グループ単位で行動することができる。

・館内を走ったりして探すことがなくなった。

・何度も数えたり、スケッチし直したりしてじっくり

観察する姿がみられる。

③成果

説明を含めて1時間の活動であるが、じっくり観察

しても飽きない活動である。また、スギの年輪に触っ

たり、ジオラマの中のハリヨの数を調べたりする設問

は、展示物へのかかわりを深め、興味・関心を生み出

すものになっていると考える。

（2・）低学年の自然物を使った活動

低学年の博物館を活用した活動として、晴天時の生

き物ビンゴなどがある。しかし、雨天時の活動が少な

いため、学校のニーズに応える活動を開発した。

里山に見られる植物を使って、「もりのくさや木とあ

そほう！」の活動を実践した。
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写真5　活動への提示

①工夫したところ

低学年用に、この活動で工夫したことは次のことで
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ある。

ア、低学年の児童は生き物に興味があるので、森にい

るカエ）レやフクロウをつくる提示をした。

ィ、自然物として百年公園に多く見られるアベマキ・

コシダなどの植物を使い植物に親しむようにした。

ウ、十分な物と時間をとり、活動の広がりが生み出せ

るようにした。
子ヽ、 剪�㌻藩主 儉��&����)�(���9~ﾉ~ﾉwxｽ鞁��ﾘｽ驢(ﾆ��X�X��-H�H�H���H�ﾈ�H�H�IJﾘｶ8ﾚxｴY)YdHﾚr�<HﾕIzﾙw8ﾖi�����H�h��ｹﾙkh��/｢���98�X�I>ｸｺﾘﾙ�淑}X����ｨ尨ｫHﾚx�Y:�ｻ�ﾉyﾙｲ�

：：：‥離豪語 ��hﾋ��ﾙ�6Hﾝy6969_�ﾙ�~ﾒ�剿ｶ ����&����

緩緩　総態態慈 ��h�h�x��5b�ﾚy�(*��x�R�剪�

・；緩簿澄 ：・霧喜霧 剪�

jj 怒窯：繍鱗● ：i灘‘ 一年 ∴：ゝ ：霧 シ：ぐ 劔種：： ・㌻：・・ 宥"�‘”・：手書 � �ｨﾋ��h�x�(���ﾈ����� �4(�ｲ�H���X�R���ｼ��：＼∴－嶋 �� 冤b�．衆：．． ，・ノー1°・ ��∵ くべ ��X-x�h�f2�ﾄ��*ﾘ�R�*ﾘ*ﾒ��x�X�H�R�・撥鸞 ‘′‘々 ∴： ヽ′： 

「∴ 剏ｾ．● � ��劔 ��x��x�x�r�� ��

蚤終；； 剪� ������ｬ竸ｸ����ｹﾒ��� 剏qi； ��ﾈ�h������：÷ �� 剪�蓬 ． 子● ��

・擢 畑����������ﾈ���劔言語駁瑳議一・撥 � ����h+H���b��)飲������劔 �� ��翁 霧 挽l怒・ 雛 蕊・．・ � ��� 劔凵�� 嚢 ��

綴喜　　　‥薄話 剪� 

調．．謡緩幾 劔劍���X������ﾆ��B��X�h�X�H�"�海輸 ���� 
・　　を： 剪� ������-8�h���一・∴∴∴∴∴ ��：楽章i享 劔� ��t ��

・言霊賞与：譲 剪���季語；；≡ �� �� �� �� �� 

i：・嘉〆・ ��劔 ��X旗-h�H�B��8�H����� 亢R�∴：シ ／－霊媒；： ����X�h�X�ﾈ��� 僖ﾈ�h�R� ����ﾔb����を：i真 滝湛鮨 ����X�H�X���B����h�ﾈｸ���H�H�B� �5h�Hx��H�b�

写真6　コシダを使ったカエルつくり

②児童の様相

コシダの三ッ又の葉柄部分にカエルの形をした画用

紙を貼り、葉柄を押すと勢いよく飛び上がる。児童た

ちは喜びの歓声をあげ、競争もした。また、アベマキ

の葉を使ったフクロウの造形は、児童の発想からどん

どん広がりを見せた。写真7の左2つが提示したもの

である。一方、右側は2年生のA子がつくったもので

ある。コシダを羽にしたり、コシダの葉柄をうまく使っ

て木の枝にしたりして造形遊びを楽しんでいる。

ヤ・： ・ノ′： 離． 

i慾※瀦・懇話：・ � ��������

鴫 �� �� 

写真7　広がりを見せた児童の作品

（3）中学年の自然を対象とした活動

中学年の野外での自然を対象とした活動として、既

存の「観察のこみち」を使ったものを考えた。特に、

活動的な学年の実態から、学習内容を広範囲に捉えて、

多様な活動を仕組んだ。
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「績豪の3持ちフィールドゥーウ」白話相続　11月～12月用

年　　紅　　　班　名前（　　　　　　　　　　）

番号 冢(�������������������������答　え 

1 冦ｨ,ﾉ��,ﾉ�X*ｸ,盈�,ﾉwH,ﾘ��,h*ｨ,�,H*(.�*���ｭｸ*(*��"� 

2 ��ｸ.�,h,ﾉ��,X��ｼh*ｨ.(.)Fx*H,�,H*(.�,ﾈ,ﾘ鵁,ﾈ,x.ｨ,X+x*��"�記号で答える （） 

養　イ鮮ウ屋や 
3 ��ｸ.�,h,ﾈ5h5�,ﾉwH,ﾉWH*ｹ_ｸ,ﾘ,x/�,鞍�*�,��"�記号で答える 

ア栄奪　イ雌　ウ韓 ������������｢�

4 �,ﾘ.�,ﾈ.h*H,�)gｸ,ﾉwH���H*)m�,ﾉNx��4ｨ�ｸ6維h,ﾉ�X*ｸ,盈�,ﾉkﾂ� 

前はなにかな。 

5 ��i~ﾉ�)~ﾈ��/�4�8ｸ��7h,X��x�� 

6 �ｨ,ﾉ_ｸ/�ﾊ�-ﾈ+X.X*H�)&駘ｨ,凅�+�,H*(.偃�,ﾈ-�.x,ﾈﾆ�/�+X+ﾓR� 

枚の葉を見つけ、5枚の葉をスケッチしましょう。 

7 冦�,�-ﾈ*ｸ,(*(,H,ﾈ-�,H*(.���Z�/�ﾊ�,(*�+ﾘ.x�ｸ/�,(*�-ﾈ+X.X*H�"� 

8 �4ｨ�ｸ6ヨ,ﾉm�,�,(*(,H*(.�4ﾈ6ﾘ5(/�+8.ﾘ,�,HｫI�ｨ/���+�*H�"� 

9 �:饂���+�/�(���7�7�5�,�,x�ｨ/�ﾊ�,(*�+ﾘ.s�/�,(*�-ﾈ+X.X*H�"� 

10 �+�,ﾈｽ�*ﾘ,�4ﾈ6ﾘ5(*ｨ*�.�-ﾈ+x�(+ｸ,ﾈﾆ�/��,(5�5�6(6�+X-ﾈ+X.R� 

う。 

11 �ｨ,ﾈ4ｨ�ｸ6�*ｨ,(*(,H*(.冦�,ﾉkﾉ��,ﾘ巉,X+x*��(�仗�*ﾘ,ﾉ:�+im�,冖ﾂ� 

前が響いてあるから見つけよう） 

12 �-ﾘ,ﾘ.x+Y�H,Y�Y�ｨ/��+X,H-ﾈ,h-ﾈ.�/�ﾊ�+�.h*H�"� 

（年　組　班　ガンバルゾー） 

日　比野利弘

の中を走り回ってコーナー番号を探す姿がどの学校で

も見られた。活動的に探すだけでなく、長さを推測し

たり、スケッチしたり、耳を澄ませて鳥の鳴き声を聴

いたりする。
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図3　中学年用の「観察のこみちフィールドワーク」

①工夫したところ

このフィールドワークは、中学年の生物に関わる野

外活動として次のような工夫をしている。

ア、植物を観察して回答する問題を多く取り入れた。

ィ、植物の実を探し、拾ってくる問題を設定した。

ウ、野鳥や昆虫などを対象とした問題を設定した。

工、大声を出したり、ジャンケンをしたりするコーナー

を設け、班の凝集力を高めたり、教師とのふれあい

を求めた。

活動時間を45分間とし、時間内に十分活動して達成

できるように25の問題を設定した。

1－－年i高言 冑　　g　一／ 劔 ���� ��X��_�ﾙ�����耳������ �� 
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写真8　グ）レープごとの活動の様子

（DJ巳童の様相

自然の中で活動を好む学年であるため、班ごとに山

写真9　班の団結を示す大声コーナー

学習の対象を生物ばかりでなく、大声を出すことで

班の力を示したり、教師とジャンケンをしたりして、

仲間とのかかわりも重視した。

コーナーへ行って、木につるしてあるカードの記号

を書く問題も設定してある。フィールドワークは、多

様な活動が設定してあるところにおもしろさがある。
績　国子繋∴子細言〇一∴ �� �� ��！ ����� � ��：灘 く・“‥ 

・：・ヽ �� 劍�ｸ�����ｲ���
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◆ �� 劔 � 

：轡　　　　　　、　　　　　子 �� �� ��◆ � � � ���� 
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写真10　記号を写し取る問題

5，おわりに

新しい活動の開発を行い、児童の主体的な様相を見る

ことによって、実践的な確かさを感じ取っている。しか

し、まだ内容的な面や季節的な面から改善をしていく必

要が多く残されていると考える。特に、室内での活動を

さらに工夫していくことを課題にしたい。
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