学びを促す映像教材の開発
「水はどこから」と「森林といきる」を題材とした映像教材の授業活用
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「生きる力」という理念が知識基盤社会の時代においてますます重要となっている。その「生きる力」
をはぐくむ学習のひとつに体験的・問題解決的な学習があり、一層の充実が求められている。本研究会
議では、児童生徒が課題に興味・関心をもち、自分で調べた知識や収集した情報を、比較したり、関連
付けたりしながら、総合的に思考・判断して、自分の考えを他者に伝えたり、表現したりすることを「学
び」ととらえた。自ら課題を発見し、興味・関心や学習意欲をもって学習を進める中で、新たな課題を
見つけ、更に進んで取り組むスパイラルな学習ができる子どもたちの姿をねらいとした。
その学びを支える教材のひとつに映像教材が有効であると考えた。検証の場を小学校４年生社会科の
「水はどこから」と小学校５年生社会科の「森林といきる」に設定し、映像教材を４つのカテゴリーに
分類して、それらを単元計画の中に位置づけることによって学びを促すことができると考え検証した。
その結果、映像教材は興味・関心を高めたり、自ら課題を見つけたりするなど、様々な学びを促すこと
に有効であることがわかった。
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目

次

Ⅰ 主題設定の理由 ････････････････････142

４開発映像教材のねらい･･･････････････148

Ⅱ 研究の内容･････････････････････････143

(1)映像教材「くらしの水」のねらい･･148

１研究の概要･････････････････････････143

(2)映像教材「水はどこから」のねらい 149

２映像教材の位置づけと先行研究･･･････143

(3)映像教材「水を守る仕事」「漏水調査」

(1)映像教材の位置づけ･･････････････143

「水を守る人のインタビュー」のねらい･･150

(2)ＮＨＫ学校放送と

５検証授業の実施・分析････････････････150

ＮＨＫデジタル教材のニーズ･････144

(1)単元「水はどこから」の検証授業１･･150

(3)先行研究から学ぶ････････････････145

(2)単元「水はどこから」の検証授業２･･151

３映像教材の開発について･････････････146

(3)単元「森林といきる」の検証授業３･･153

(1)興味・関心や意欲を高める映像教材･････146

Ⅲ

研究のまとめ･･･････････････････････155

(2)新たな気づきや課題を見つける映像教材･147

１研究の成果･････････････････････････155

(3)学習意欲を促す映像教材･･････････147

２今後の課題･････････････････････････156

(4)考えを確かめる映像教材･･････････148

参考文献･･･････････････････････････････156
指導助言者･････････････････････････････156

川崎市立野川中学校教諭（長期研究員）
川崎市立東柿生小学校教諭（研究員）

４

1

２

３

川崎市立橘中学校教諭（研究員）

川崎市立下小田中小学校教諭（研究員）

- 141 -

Ⅰ

主題設定の理由

新学習指導要領では「生きる力」という理念が知識基盤社会の時代においてますます重要となってい
る。その「生きる力」をはぐくむ学習の一つに体験的・問題解決的な学習があり、一層の充実が求めら
れている。新学習指導要領の教育課程実施上の配慮事項 12 項目の中に、体験的・問題解決的な学習及
び自主的、自発的な学習の促進が盛り込まれ、「問題解決的な学習は、主体的に学習に取り組む能力を
身に付けさせるとともに、学ぶことの楽しさや成就感を体得させる上で有効である。」そして、
「児童の
興味・関心を生かすことは、児童の学習意欲を喚起する上で有効であり、また、それは自主的、自発的
な学習を促すことにつながると考えられるからである。」1) と述べられている。
先行研究において映像教材は理解を深めたり、多面的に読み取ったり、多様に考えたり、動機付けで
あったり、情意面を揺さぶったりすることなどが明らかにされている。映像教材の活用を通して、課題
解決に知的好奇心を持ち、学ぶ意欲や考える力が高まり、話し合い活動や学び合いがより充実すること
で、児童生徒の主体的な学びを促すことができると考えられる。
そこで、児童生徒の自主的・自発的な学習を支える教材としての映像を開発し、進んで課題解決に取
り組む力の育成を目指したい。児童生徒が課題に興味・関心をもち、自分で調べた知識や情報を収集し、
比較したり、関連付けたりしながら、総合的に思考・判断して、自分の考えを他者に伝えたり、表現し
たりすることを「学び」ととらえた。自ら課題を発見し、興味・関心や学習意欲をもって学習を進める
中で、新たな課題を見つけ、更に学習に進んで取り組むスパイラルな学習ができる子どもたちの姿をね
らいとしたい。
映像教材の制作にあたっては、児童生徒からねらいに沿った疑問が出るのか、新たな気づきや見方を
発見できるのか、どうすれば多様な見方や考えを深めることができるのか、話し合いのきっかけになる
ような映像はどのような映像であるのかを視点にして研究を進めたい。また、川崎市総合教育センター
映像開発の流れをくみ、地域教材の開発に取り組むこととした。一般的な映像教材ではなく、川崎の地
域に根ざした映像教材を学ぶことは、自分の住む地域のことを学習するきっかけとしてその意義は大き
いと考える。そして、地域のことを知ることだけでなく、自分の住んでいる地域を好きになることにも
結びつくと考えた。そこで、４年生の社会科、
「健康なくらしとまちづくり」という大単元の中の「水
はどこから」では浄水場の学習などがあり、この後に取り上げる二ヶ領用水も地域の学習に関連が深い。
また、５年生社会科、「住みよいくらしと環境」の小単元「森林といきる」では県内の水源涵養林を取
材した映像を学習に生かすことができると考えた。
学習に活用できる地域映像教材を開発することで、子どもたちは、身近なものから興味・関心や意欲
を高めることや学習意欲を促すことができると考えた。その制作にあたっては、進化し続けるデジタル
の特性を生かして、教師が短い時間で利用できる映像教材の開発をめざした。さらに、社会科の小学校
４年生「健康なくらしとまちづくり」小学校５年生「住みよいくらしと環境」の学習や、総合的な学習
の時間等での活用を想定し、映像教材（DVD-Video，動画・静止画）が、どのように授業の中で活用で
きるかを検証していく。こうした視点を踏まえた映像教材を授業の中で適切に活用することが、子ども
たちの「学び」を促すと考え、次のような主題を設定した。

1)

文部科学省『小学校学習指導要領解説

総則編』

2008 年
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学びを促す映像教材の開発
―「水はどこから」と「森林といきる」を題材とした映像教材の授業活用―

Ⅱ

研究の内容

1 研究の概要
研究を進めるに当たり、次の 4 つの段階に分けて考えていくことにした。
(１)先行研究を学ぶ
本研究会議は「学習効果を高める映像教材の開発研究」2)で開発された「飲み水の旅」(小４)を中心に、
これまで川崎市総合教育センターで行われてきた先行研究を分析し、開発された映像教材を視聴し、蓄
積されている映像・静止画が活用できないかを検討した。また、教育的ねらいや活用方法について理解
するとともに、制作のねらいや撮影、音声、編集方法、構成などについて分析した。
(２)映像教材の開発と授業デザインづくり
教師が授業で活用する映像教材の開発を進める。単元計画の中での映像教材の位置づけや内容を検討
し、映像の素材収集のための取材、撮影を行う。その教育的効果について考えながら編集・制作を行う。
また並行して映像教材の活用方法や活用資料等の授業デザインづくりを進め、映像教材の活用場面・活
用時間・活用方法の効果について検討する。
(３)授業による検証
映像教材を活用した授業を行い、子どもたちの学びにおける映像教材の効果について検証する。授業
の中での映像教材の効果や有用性を、子どもたちの反応や感想、ふりかえりシートへの記述等から分析
する。
(４)見直し・まとめ
授業検証の後、映像教材の構成や内容、教育的効果について見直し、さらにより効果が上がるよう、
修正を加える。開発した映像教材が市内小中学校において有効に活用されるように検討する。

２ 映像教材の位置づけと先行研究
（１）映像教材の位置づけ
学びの過程で映像教材の位置づけを図に表すと次のようになる（図１）。先行研究 2)では映像教材を３
つのタイプに分け、意欲教材・思考教材・理解教材に分類している。意欲教材では児童の興味・関心や
意欲を高めることを主な目的とした教材である。本研究会議では、意欲教材をさらに目的を焦点化して、
映像教材から子ども自身が疑問をもち、それを解決していこうとする態度をもたせたいと考えた。思考
教材は、思考や話し合いのきっかけをつくることを主な目的としたもので、児童の既習の知識や考えを
ゆさぶることによって学習意欲を促すことができるのではないかと考え制作した。理解教材は、未知の
事柄について説明し理解することを主としたものであるが、考えを確かめるための映像は自分で考えた
ことを映像教材によって気づいたり、理解したりすることを目的としているので理解教材に位置づけら
れると考えた。問題解決的な学習の過程の中に映像教材を導入し、図１の学習をスパイラルに学習して
いくことで、今、求められている自ら進んで思考・判断し、表現し、他者の考えを聞くことなどによっ
て、自分の考えを導き出せると考えた。

2)

川崎市総合教育センター研究報告「学習効果を高める映像教材の開発研究」1994 年
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先行研究3)では「単元計画の中

既習の知識・経験

に映像教材を位置づけて開発
していくことは、学習の流れ
に沿うことができるため、学

興味・関心や意欲を
高める映像教材
(意欲教材)

新たな気づきや課題を
見つける映像教材
(意欲教材)

習効果を高めることができ

疑問をもつ

る。」と明らかにしている。し
たがって、単元計画を十分に
練り、映像教材の構成・内容

新たな気づき・課題

や必要性、映像教材の位置づ
けを工夫し、ねらいを明確に

確かな学力

することが大切であるといえ

情報の収集・交換
解決方法、予想など

る。
（２）ＮＨＫ学校放送とＮＨ
Ｋデジタル教材のニーズ
ＮＨＫ学校放送は 15 分の

課題解決

番組で構成されている。小学
生から高校生、教師まで幅広

考えを確かめる映像教材
(理解教材)

く利用することができ、教科

学習意欲を促す映像教材
(思考教材)

新たな知識・技能の獲得

のみならず、道徳、特別活動、
総合的な学習の時間、特別支
援など多岐にわたっている。

図１

映像教材の位置づけ

2008 年度のＮＨＫ学校放送利用状況調査4)では利用率は 70％台であるが、例年利用率は横ばいの傾向
にある。一方、ＮＨＫデジタル教材(資料１)は 2001 年度から、インターネット上で学校放送番組の内容
に連動した教材を提供している5)。クリップ形式で、どのクリップもおよそ１～３分の番組になってい
る。小学校の利用率(ＮＨＫデジタル教材単独で利用とＮＨＫ学校放送と両方利用している学校を含む)
は 2006 年度 14.9％から 2008 年度は 24.7％と高くなっている6）。
ＮＨＫデジタル教材は子どもの調べ学習や教師の教材提示を目的として制作されたもので、利用した
い時にいつでも利用できる便利な教材であることと、どの教材も時間が２分程度であるので手軽に授業
に使えるものになっている。NHK 学校放送と NHK デジタル教材を連動させて利用したり、それぞれ
単独で利用したり、学校放送番組の利用形態は多様化している。一方、学校のパソコンの整備は国が推
進する「教育の情報化」7)計画の中で、2000 年度から急速な進展を見せたが、まだ目標達成に至ってい
ないのが現状である。しかし、今年度の「スクール・ニューディール構想」8）に盛り込まれた、ICT 機

3)

川崎市総合教育センター研究報告「学習効果を高める映像教材の開発研究」1994 年

4)

2 年に 1 度実施。全国の幼・保・小・中・高等学校の抽出校から郵送法による調査。

5)

回線やファイルの容量によって、すぐに表示されないことがある。
2006 年度 学校放送利用率 73.4%(テレビ放送のみの利用 58.5%両方の利用 14.9%)
2008 年度 学校放送利用率 73.7%(テレビ放送のみの利用 46.3%両方の利用 27.4%)3)
7) 教育の情報化 ミレニアムプロジェクトｅ－Japan 重点計画 2004
8)「スクールニューディール構想」教育環境の抜本的充実のための構想。テレビのデジタル化 100%の整
備などが国の目標として掲げられ、ＩＣＴ環境の整備や校舎の耐震化なども含まれている。
- 144 6)

器の教育環境整備について予算化され、環境の充実が図られようとしている。川崎市では普通教室に校
内ＬＡＮを整備しているのは平成 21 年度全市立学校の６割を超えている。また、今年度末には各学校
の普通教室に 50 インチの地上デジタル対応テレビの設置、電子黒板も各学校に 1 台導入される予定で
ある。さらに、普通教室でＮＨＫのデジタル教材の視聴や地上デジタル放送受信のためのアンテナ工事
が順次進められており、映像教材などが高画質、高音質に利用できる環境整備が整いつつある。
教育の情報化と教材のデジタル化によって利用形態も多様化している。教師が、簡単に、素早く利用す
る環境が整いつつある。本研究会議では教師の利用形態の多様化をふまえ、それらに対応できるデジタ
ルコンテンツを開発することが学習効果を上げるために大切であると考え、クリップタイプの映像教材
開発をすることにした。
（３）先行研究から学ぶ
①先行研究で開発された映像教材
映像教材開発のため、先行研究のねらいや映像構成を中心に撮影・編集方法などの分析を行った。
様々な地域学習の題材の中には川崎独自のものがいくつか挙げられるが、その中で先行研究9）で開発
された、
「飲み水の旅」という映像教材を視聴した。小学校４年生の社会科「くらしのなかの水とゴミ」
という大単元の中の「飲み水の旅」という単元で取り上げている。水道の水は多くの人たちの努力や工
夫によって、遠いところからやってきて、きれいな飲み水にされていることや飲み水の確保のため、ダ
ムの底に沈んでしまった村の様子を子どもたちに伝え、これからの水の利用について考えさせることを
意図とした教材となっている。この映像教材を、教材という観点から内容の分析を試みた(図２)。
映像教材①「水の旅」(意欲教材)
ねらい 水道の水がどこからくるのかを順番にとらえ、
他の水系にも興味をもつ。
構 成 相模湖、津久井湖、沼本ダム、下九沢分水等を
経て、潮見台・長沢浄水場へ水が送水される
ことがわかる構成になっている。
映像教材②「浄水場へ行こう」(意欲教材)
ねらい 汚れた水がどうやってきれいになるのか浄水場を
見学する意欲や学習課題を見つける。
構 成 ダムにたまるゴミ、アオコの発生している水から
どうやって水をきれいにするのか。また長沢浄水
場のしくみに興味・関心をもたせる構成になって
いる。
映像教材③「水源を守る」(意欲教材)
ねらい 大切な水源は様々な努力と工夫で守られている
ことに気づく。
構 成 ダムにたまるゴミを取り除く仕事、相模湖のアオ
コを防ぐエアレーション、水質汚濁防止車の水源
地のパトロールなどから学習意欲を高めるられる
構成になっている。
映像教材④「宮ヶ瀬ダム」(思考教材)
ねらい 人々の苦労や犠牲について考える。
構 成 宮ヶ瀬ダムのおかげで水は豊かになったが、
ダムの底に沈む村の人たちは故郷を離れなければ
ならない。その人たちの苦労や想いを考えさせる
構成になっている。

図２
9)

分析Ⅰ
学習単元計画から、どんな
場面で、どんな映像が必要
か吟味する。

分析Ⅱ
映像教材の有効性を考え、
他の資料場面の妨げになら
ないようにすること。映像
教材のみに頼るような構成
にしないようにする。

分析Ⅲ
ねらいにせまるため、映像
のタイプは意欲・思考・理
解のいずれかに決める。

分析Ⅳ
映像からの情報をどこまで
提示するか考慮する。与え
すぎたり、与えなかったり
すれば意欲や思考が停滞す
る。

開発されている映像教材「飲み水の旅」の分析
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以上の分析をふまえ、研究を進めることとした。また、編集を工夫することにより、認知性を高める
ことが必要であると感じる場面もあった。編集についてはパソコンでの編集が容易になり、技術も進歩
し、より高度な効果を挿入することや、音声のレベル、タイミングなども簡単に加工できるようになっ
ている。このことから、映像教材をよりわかりやすくすることや臨場感を出すことで実体験に近い体験
が可能になり、これらの機能を生かして、学習のねらいや内容をふまえた映像教材にしていくのか課題
となった。
②映像教材の分類・タイプ
先行研究では、映像教材を開発する上で、ねらいにせまるため映像教材を 図２のような映像タイプ10）
に分けている。本研究会議ではこれを継承した上で、具体的な映像教材のねらいを取り入れ位置づけを
考えた。教材の制作にあたっては映像教材のねらいを４つに分けた(図３)。それぞれの構成や編集の方
法に対しての期待される効果を考慮して、撮影及び編集作業に取り組んだ。

先行研究の映像教材タイプ

映像教材

教材内容

３

新たな４つの映像

教材のタイプ

図３

認知的教材

情緒的教材

理解教材

意欲教材

知識・理解を中心
とした映像教材

考えを確かめる
映像教材

学習に対して興味・
関心や意欲を高める
ことを主な目的とした
映像教材

興味・関心や意欲を
高める映像教材

思考教材
思考や話し合いの
きっかけ、気づきな
どを促すことを主な
目的とした映像教材

学習意欲を促す
映像教材

新たな気づきや課題
を見つける映像教材

先行研究の映像教材のタイプと新たな４つ映像教材のタイプ

映像教材の開発について

（１）興味・関心や意欲を高める映像教材(意欲教材)
映像教材によって、興味・関心や意欲を高めるために、どのような映像を活用したらよいのか先行研
究やＮＨＫ放送番組等を分析した。子どもたちの身近なものから、興味・関心をもつ素材を選び、映像
にしていた。その映像の観点は以下のように高めることができると考え、それを含むように編集を行っ
ていた。

興味・関心や意欲を高める映像の観点
今までの生活経験や学習体験などが含まれ、実生活と関連付けられる。
身 近
展
10)

開

次の展開がどのようになるのか、結末がどうなるのか、展開に興味が出てくる。
「次はどうなのかな」 「もう少し見てみたい」

川崎市総合教育センター研究報告「学習効果を高めるビデオ教材の開発」
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1989 年

予想

予想できるもの。自分の予想を越えたり、意外性のあるもの。

未知

知らないことや不思議なことがある。「これなんだろう」「どうしてかな」

先行経験

過去に経験・体験したことや既習の学習体験が含まれている。
「見たことがある」「行ったことがある」「前に調べたことがある」

感動

人の営みなどから心が動くもの。「なるほど」「すごい！」「自分もやってみたい」

同年代

近い年齢や同じような立場や境遇の人が活動しているもの。

図４

興味・関心や意欲を高める映像の観点

このような観点(図４)をいくつか含んでいると映像教材が興味･関心や意欲を高めると考えた。
（２）新たな気づきや課題を見つける映像教材(意欲教材)
小学校新学習指導要領の社会科の中学年の目標 (３)に、「地域社会の社会的事象の特色や相互の関連
などについて考える力、調べたことを表現する力を育てるようにする」11)と述べられている。このこと
は、地域社会の社会的事象の特色や相互の関連などについての考える力を育てるために、比較・関連付
けて見たり考えたりすることができるように求められていると考えた。子どもたちは映像を比較・関連
付けして見ることで、課題を見つけることや、新たな気づきから疑問をもつことができると考えた(図５)。
具体的には、学校のプールに水が入っていな
いときから満水になるまでの時間の経過を映

新たな気づきや課題を

像化し、その変化から水の量に気づく。
「プー

見つける映像教材

ルの水はどれくらい使っているのか」という
疑問から関連付けて「自分たちはどれくらい

比較できるような

関連付けることが

水を使っているのか」という思考の流れにな

映像を挿入

できる映像を挿入

るのではないかと考えた。汚れた水ときれい
になった水の比較と時間の経過を映像化した
教材を通して、どのようにしてきれいになっ

図５

新たな気づきや課題を見つける映像教材の観点

たのかという疑問が生まれると考えた。また、自分たちの使う水はどこから来ているのかという疑問を
もたせるために、川の水、岩から染み出す水、地中から出てくる井戸水など様々な映像を挿入し、関連
付けて考えられるように構成を工夫した。こうした構成の工夫を通して、自分の使う水はどこからきて
いるのか疑問をもつことができるように映像教材の開発を進めた。
（３）学習意欲を促す映像教材(思考教材)
子どもたちの学習意欲を促すために、課題に興味・関心をもつことや思考をゆさぶることなどが必要
である。「ゆさぶる」ことに対して、北俊夫は「子どもの心情や意識、思考に衝撃を加え動揺を与える
ことである。不安定な状態を作り出すことである。その不安定な状態を安定化させようとするところに、
一層思考がはたらき、学習意欲がかきたてられる。」12) と述べている。本研究会議では、ゆさぶりによ
って思考がはたらくことをねらいに開発を進めたいと考えた。図６のように学習意欲が高まると考えた。
見えないものを見えるようにするために、編集は関連付けを重視して組み立てた。関連が途切れると
思考も停止してしまうことも考えられるので、関連付けできる素材を組み立て、展開の順番も考慮した。

11)
12)

小学校学習指導要領解説 社会編 平成 20 年 8 月
北 俊夫『ゆさぶりのある社会科授業を創る』 明治図書
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1991 年

映像には映らない事象
でも、□□は？

何があるのかな？

イメージ
情報交換・ 自分との対話・ 既習知識の活用な ど
△△ではないのかな？

前の時間は○○だったのに

思考がはたらき、見方や考え方が深まる
学習意欲が高まる
図６

学習意欲が高まる流れ

また、先行研究13）では「指導内容をどこまで提示するか考慮する。与えすぎたり、与えなかったりす
れば停滞する」と述べられている。それを考慮し、映像教材の中に静止画やグラフ・表を挿入すること
で多角的に考えられるようにした。また、ナレーションやタイトルも映像のタイミングと合わせ、本来
のねらいと違う方向に思考が向かないように考え制作した。
（４）考えを確かめる映像教材
学習活動を進めていく中で、子どもに調べてほしい事やじっくり考えてほしい事がある。そのような
部分が一本の映像教材の中にすべて入っていると、調べることも、考えることもなく、子どもは学習す
る必要性を感じなくなってしまうことがある。この教材は、短い時間で制作してあるので、話し合い活
動をしてから見せることや、調べる活動をした後に見せることもできる。また、授業の中でいろいろな
考えが出てきた後に見せることも可能である。また、映像教材のメリットのひとつであるインタビュー
や実験の映像を挿入することを考えた。インタビューや実験は手軽にはできないものであり、映像教材
であるがゆえに効果的に視聴させることが可能である。さらに、インタビューから新たな疑問や気づき
があるように、インタビューの質問もすべてを含まないようにした。

４

開発映像教材のねらい

映像教材「くらしの水」
「水はどこから」は「興味・関心や意欲を高める」「自分で課題を見つける」
という２点に重点をおいた。映像教材「水を守る仕事」「漏水調査」では子どもたちの思考に、ゆさぶ
りをかけることを目的に開発した。
（１）映像教材「くらしの水」のねらい
単元の導入時なので、興味・関心や意欲を高めること、学習するねらいを自分なりにはっきりさせる
ことが重要である。特に各自で課題をもつことができれば、学習意欲を持続することが可能であると考
えた。子どもは、学校や日常生活の中で、水を飲むことや手を洗うこと、水泳や掃除のとき、トイレや
お風呂、洗濯、食事などの経験から水がよく使われていることは簡単に理解することができる。しかし、
それ以外でも商店、生き物、憩いの場などで、水が様々に利用されていることになかなか気づかない。
例えば、自転車屋では通常水は関係ないが、パンクの修理のときに水はなくてはならないものである。
身近な自転車で意外な水の利用方法を知ることは、他の水の利用方法を考えるきっかけになったり、学
13)
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習への興味・関心や意欲を高めるのではないかと考えた (表１) 。映像教材によって様々な水の利用方
法や使われる場所を見て、身近な水だけでなく、自分たちが考えている以上に水が大量に多用途に使わ
れていること、生活に欠かせないことなどをさらに印象付けることができる。様々な水の利用を知るこ
とによって、視野や見方を広げ、これからの学習へ興味・関心が高まり、意欲づけや課題の発見になる
ように制作した。
（２）映像教材「水はどこから」
のねらい

イメージ

映像教材「くらしの水」では、

表１
容

内

映像教材「くらしの水」の概要
イメージ
内 容

水飲み

親水公園

身近・同年代

先行経験

材からも課題をもつことを想定し

魚屋

池
鴨と亀

た。映像教材「くらしの水」で、

身近・未知

いろいろな場所で水が使われてい
ることに気づくことから、水の使
われ方や量について、この映像教

先行経験

いくつかつかんだ課題をもっと広
自転車屋
パンク修理

げるために、次の映像教材「水は
どこから」でも、子ども自身が課

身近・未知

題をもてるような映像教材の開発

水車
未知

を進めた。
生まれた時から水は蛇口をひねれば当たり前のように出てきて、特に家庭生活や学校生活において、
今まで何不自由なく水を使ってきた。水はいつも身近にあり、当たり前のように出てくる水について関
心はもちにくいと考えた。そこで、学習に対する興味・関心を高め、学習意欲を持続させるためにも、
子どもたちのくらしの中から生まれた課題をもたせたいと考えた。自分自身で問いをもつことができれ
ば、それについて調べる意欲が高まり、思考し、また新たな課題をもち、さらに追究していく態度が期
待できるからである。
表２
映像イメージ

映像教材「水はどこから」の概要

水
の
量

ねらい
・自分たちが使う水の量に
ついて、水を使う時間や
時間経過などから気づか
せたい。

水
の
浄
化

・水道水がきれいになって
いく様子から水をきれい
にしている場所や方法な
どに疑問をもたせたい。
・水はどこから来ている
のか疑問をもたせたい。

水
は
ど
こ
か
ら

この映像教材は(表２)、「自分たちの使っている水の量」「水はどうやってきれいになるのか」「水は
どこから来ているのか」の３つを子どもたちが課題としてもつことができるように制作した。映像教材
の見せ方も一度にすべて見せる場合だけでなく、「水の量」に課題をしぼって授業を展開させたい場合
は「水の量」のクリップ映像を使い、じっくり考えさせることもできる。例として、単元のはじめでは
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「水の量」について課題をもたせ、浄水場の学習の前に「どうやって水がきれいになるのか」という課
題をもたせることができる。また、一度に見せる場合は、すべての課題が出てくるとは限らないので、
出てこなかった課題は必要に応じて、その授業の前に再度見せることもできるようにクリップ別にして
ある。課題が見つけやすいように、水がきれいになる前と後や、水が溜まる前と後などの「違い」や「驚
き」を利用する工夫も行った。よく目にする蛇口から出る水でも「飲める水と飲めない水」があること
を知ることによって何が違うのかを感じることができるようにした。驚きの部分では、大きいプールは
５日もかけて水を入れていることや、汚れている水がきれいになっていく様子を映像の中に入れて制作
した。
（３）映像教材「水を守る仕事」
「漏水調査」
「水を守る人のインタビュー」のねらい
単元「水はどこから」では、『ダムに貯められた水が浄水場できれいにされて、自分たちのもとに届
いている』という一連の学習がなされている。その一連の学習をより深めるために、思考のゆさぶりが
必要になってくる。水が届けられるまでに、水を作っている人だけでなく、水を守っている人など多く
の人が携わっている。具体的には水道管を埋設する人、水質検査をする人、漏水調査をする人、その中
でも昼に働く人、夜に働く人、様々である。普段なかなか目にすることができない働く姿を見ることで
新たな気づきが生まれ興味・関心が高まり、学習意欲が促されると考えられる。例えば、深夜に働く漏
水調査のようにゆっくり歩き、機器を装着して漏水音を聞いている姿を目にすることは少ない。そのよ
うな姿や仕事内容などを知った時に、思考がゆさぶられると考えた。単に漏水調査の存在を伝えるので
はなく、漏水調査の映像は見えないが、いろいろな映像からの情報を関連付けることによって学習のね
らいである漏水調査をする人や仕事の実際が見えるように映像教材の構成の順序をわかりやすいよう
にした。子どもたちが映像を見るとき、様々な映像場面を比較・関連付けて考えたり、推測したり、予
想したりしながら、画面には出てこない存在に気づき、発見するような思考を期待している。見えなか
ったものを見えるようにするとき思考が働き、見方や考え方が深まると考えた。また、インタビューの
映像教材では自分の考えを確かめることや新たな気づきから課題の発見につながるように、インタビュ
ーの中にすべての要素を含まないように制作した。

５

検証授業の実施・分析

検証のポイント

（１）単元「水はどこから」の検証授業１
日時 平成 21 年７月６日 ５校時
川崎市立Ａ小学校４年生

対象児童数

・水に対する興味・関心や意欲を高めることができるか
・水に対する新たな気づきや課題を見つけられたか

36 名
新しい発見はありましたか？

児童の反応１
―水に対する興味・関心や意欲を高めることができるか―
映像教材「くらしの水」は、次から次へと水を使っている場

20
15

たくさんあった
いくつかあった
あまりなかった
全然なかった

10人

面が展開するように制作している。次第に興味・関心をもって

10

見ることができていた。授業終了後、ビデオの内容についての

5

アンケートを行った。「ビデオを見て、新しい発見がありまし

0

たか」という問いに対して図７のグラフのようになった。また、

18人

図７

6人
1人

授業後のふりかえり１

ワークシートの記述の中に「水はぼくたちの知らないところでも使われている」「これほど水はいろん
なものに役立っている」「水はみんながつかっているといつかはなくなると思います。みんな水をたい
せつにしないでつかっていると、なくなってしまうんですね。もうちょっと水をつかわないほうほうは
ないのかな」などの感想があり、驚きや疑問が広がったようである。
「あまりなかった、全然なかった」
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については、どんな視点で見ればよかったのかはっきりしなかったようである。あまりなかったという
子どもの中に「ほとんど知っている」とつぶやく児童がいた。その児童は水の利用方法に「蒸気機関車」
をあげていた。水車の映像からそのような視点が生まれたと考えられるが、さらに興味・関心を高めた
り、多面的に水の利用方法をとらえるためにもそのような視点の映像の挿入も考えられる。
児童の反応２

―水に対する課題を見つける―

「自分で課題を見つける」「疑問をもつ」というねらいで、
映像教材「水はどこから」を制作・編集した。水は常に身近に
あり、生まれてきた時から何不自由なく使えることに疑問をも
たずにきた児童が多い中、
「水はどこから」
「どうやってきれい
にしているのか」「どれくらい使っているのか」などの課題を
見つけることができるかを検証した。
ワークシートで複数回答記述式の結果が図８のグラフで「ど
れくらい使うの？」「水はどこから？」という課題を見つけら
れた子どもが半数近くいた。その他の回答として、水を使いす

勉強してみたいと思ったことは？
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

図８

19人
17人
15人

どれくらい使う
の？
水はどこから？
水ができた場所

4人

その他

授業後のふりかえり２

ぎてもだいじょうぶなのか（２人）。水は何日ぐらいたったらのめなくなるのか（２人）。水なしで人間
はいつまでいきられるの？（２人）。つめたさがかわるのか（２人）。なぜ水はいろいろなことに使われ
るのか（２人）。水がなくなったらどうするの？(２人)。などがあった。無回答は 0 人であった。ねらい
のひとつである「どうやって水がきれいになるのか」が出てこなかった。「水がきれいになった」とか
「水をきれいにする」という経験がほとんどない日常生活の中では、どうやって水がきれいになるのか
という疑問をもちづらかったのではないかと考えた。映像で「水をきれいにする」部分では、水がきれ
いになる様子をスローモーションをかけて強調してあったが、さらにナレーションも入れて何が変わっ
ていくのかビデオを止めてじっくり考えさせることでより多くの気づきや疑問が出たのではないかと
思われる。
映像でなければわかりにくい部分を言葉や文字で説明しよ
うとしても、複雑になり、難しくなりやすい事象を、映像なら

ビデオは役立ちましたか？
25

多数の場所を短い時間で見せたり、動きや音声によって端的に

20

伝えたりすることができ、新たな気づきや疑問が出やすいと考

15

えられる。今回の授業でも「私の思いつかないところででも水

10

が使われているのに気がついた」「ビデオを使うと勉強がわ
かりやすいので楽しかった」という感想があった。自分たちの

5

21人

とても役立った

13人

役立った
あまり役立たな
い

1人

0

図９

授業後のふりかえり３

身の回りの水しか気づかなかった多くの児童が見方を広げていた。図９のように、多くの子どもが「役
立つ」と感じ、映像による気づきや疑問を広げること、課題の発見に有効であったと考えられる。
(２)

単元「水はどこから」の検証授業２

ダムに貯まった水が浄水場を経て、自分たちの元に届いていることを学習した後に水道事業が様々な
人々の工夫と努力によって計画的に行われていることを学ぶ。地面の下には水道管が無数にある。その
水道管を日夜点検している人たちの存在に気づくことがさらに学習意欲を促すことと考え、映像教材を
開発し、（表３）ゆさぶりの教材として適切なのか、水道事業者の努力や工夫を学ぶことができるのか
検証した。
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表３

映像教材「水を守る仕事」「漏水調査」「水を守る人のインタビュー」の概要

水を守る仕事
内
容
イ メ ー ジ
道路の下から水を排
出している様子から、
水道管から水漏れが
起こっている。

漏水調査
内
容
イ メ ー ジ
夜11時から始まる仕事
がある。今日調べる地
区の打ち合わせが始
まる。

川崎市内では２年間
に２千件近くの漏水が
起きている。
市内の漏水状況分布
を色分けしている。

深夜にゆっくり歩きな
がら、水漏れがしてい
ないか調べている。

水漏れ箇所を特定し
て、水漏れを止めてい
る。

水漏れが起きている水
道管がいつ埋設された
ものなのかや材質など
を照会している。

水漏れの原因は水道
管の亀裂によるもの。

水漏れの原因を住民
に説明することも大事
な仕事のひとつ。

日時

平成 21 年９月 25 日
川崎市立Ａ小学校
対象児童数

児童の反応１

５校時

水を守る人のインタビュー

イメージ・内 容

・なぜ、夜に調査するのか。
・何時から何時まで仕事
するのか。
・どれくらいの距離を調べ
るのか。
・仕事で大変なことはどん
なことか。
・水漏れが見つかったら
どうするのか。
など。

検証のポイント

４年生

・ゆさぶりの教材として適切か

36 名

・水道事業者の努力や工夫を学ぶことができるか

－ゆさぶりの教材として適切か－

ほとんどの子どもたちは深夜に働いていることに対して驚
きと興味を示した。身近な水であるが、映像教材を通して、知

新しい発見や気づいたことはありますか
25

らない仕事を知ることで学習意欲が高まっていた。子どもたち

20

の感想・疑問の中に、
「どうして水漏れが起こるのか」
「こんな

15

仕事があるなんて知らなかった」という感想をもった子どもが

5

いた。図 10 のように、多くの子どもは新しい発見や気づきが

0

あった。「どうして水漏れが起こるのか」という疑問は、子ど

10

22人

7人

たくさんあった
いくつかあった
あまりなかった
なかった

6人
1人

図 10 授業後のふりかえり

もたちの学習意欲の高まりであり、腐食などは他教科への興味・関心につながる部分である。また、こ
れから始まる下水処理の学習に興味をもつことができた子どももいた。
児童の反応２

－別の見方から水の大切さや水道事業者の努力と工夫を知ることができるか－

映像教材「漏水調査」「水を守る人のインタビュー」の視聴から深夜に働いていることや歩いて街中
の漏水箇所を探していることから、水道事業者の努力や工夫を知ることができていた。感想の中に「水
道管しゅうりの人は夜おそくに仕事をしているので、すごいなと、思いました。水道管しゅうりの人は
音をきき分けるのが、すごいむずかしくてもがんばっているんだよ。というきもちがよくつたわりまし
た。」「夜中の 12 時～３時ぐらいまでこんなおそくに調さしてくれているなんてはじめてしりました。
こうやって水もれがないかを調べてくれているなんて感しゃしないといけないと思いました。」
「ビデオ
を見て、なぜ夜にやるのかがよくわかりました。夜をねないでやるのがたいへんそうだなと思いまし
た。」という感想などから、水道事業者の努力や工夫を違った角度から学ぶことができたようである。
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映像教材の見せ方に工夫が必要である。映像教材は、子どもの思考に残りづらく、どんどん流れてし
まうことがある。じっくり考えさせたい場合は、映像教材「漏水調査」の冒頭部分でビデオを止め、深
夜に器具を装着して道路の音を聞く姿を見せ、「この人たちの仕事は何だろう」と発問してから映像を
見せることも可能である。その後にどんな水漏れだったかは、映像教材「水を守る仕事」を見せて自分
たちの考えを確かめることに使うことができる。このように、映像教材も順番を入れかえて使える可能
性がある。
(３)単元「森林といきる」の検証授業３
小学校社会科５年生で扱う単元「環境を守る」にある小単元「森林といきる」での映像教材の開発を
行った。小単元「森林といきる」での活用のねらいは、子どもたちにとって森林はあまり身近なもので
はなく、映像教材を活用することによって思考に具体性をもたせ、学びを促せることができると考えた。
また、単元「水はどこから」の中で水源涵養林は扱われることから、映像教材「神奈川県の森林では」
「なぜ森を守るの？」では売るために木を切り出しているのでなく、水源を守るために間伐・枝打ちを
する内容を扱った。子どもたちに水の大切さや水が多面的・多角的に守られていることを気づかせたい
時、単元「水はどこから」や小単元「森林といきる」では、映像教材「森の土の力」「神奈川県の森林
では」「なぜ森を守るの？」などを組み入れて考えさせることが可能である。また、総合的な学習の時
間の環境分野でも扱うことができると考え、映像教材「森の土の力」では土の保水力についての実験映
像を挿入し、木材ばかりではなく、土の重要性について気づかせることからも様々な学びにつながると
考え、映像教材の開発を行った。

表４

〔検証授業１〕平成 21 年 11 月 9 日実施
対象

川崎市立Ｂ小学校５年生

単元

森林といきる

対象児童数

33 名

(２/６時間目)

映像教材「森の土の力」の概要

森の土の力
内 容
イ メ ー ジ
森林の土の断面。下
層の粘土質の土との
色の違いがわかる。

前時に森林のはたらきやよさを考えた。授業のふりかえりで
は、
「二酸化炭素を吸って空気をきれいにする」
「雨や雪・風か
ら守ってくれる」という発言があった。子どもたちは森林には
保水能力があることは漠然とは理解しているようである。しか

砂、裸地、森林のそれ
ぞれの土の保水力実
験からそれぞれの土
の保水力を知る。

し、あくまでもイメージだけで実際には理解していないことも
ある。砂・裸地・森林の土の保水力の差の実験映像(表４)を視
聴させることで、森林の役割や水資源としての重要性を考えさ

水を入れて10分後の
様子。裸地にはまだ
水が表面に溜まって
いる。

た。この授業では、ビデオを途中で止めて、実験結果の予想を
させた。ビデオを止めることによって、実験の意味や自分の考
えを整理させるなどの時間を保証することができると考えた。
自分なりの考えをまとめるために、まずは考える拠り所が必

水を入れてから１日半
後の様子。
森林の土からはまだ
水が出ている。

要であると考えた。単元のはじめに知識としての映像教材で理
解を促した。授業後の感想では、「今まで、森林のことや土のことなんて気にしていなかったけど、ビ
デオを見て興味を持ちました。本やパソコンでもっと調べてみたいと思います。
」
「森林の土については
少し予習していたのでなんとなく分かっていたけれど今日のビデオでの説明を聞いて『やっぱりそうだ
ったんだ』などしっかりなっとくできました。ビデオを使った授業はわかりやすいと思います。
」など、
これから始まる単元への興味・関心が高まっていた。また、自分の考えを確かめている感想もあり、漠
然とした知識を確かなものにしていた。６人の子どもから「実験を自分でもやってみたい」という感想
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があった。他に「砂や都会、森林の土の中に水を入れたら森林だけ、1 日半たってもまだ、水が出続け
ていて、そのことを知ってよかった。」などの感想は多くあり、森林の土には他の土と比べ、保水力が
あるということを理解できていた。
〔検証授業２〕平成 21 年 11 月 27 日実施
対象

川崎市立Ｂ小学校５年生

単元

森林といきる

対象児童数

表５

33 名

(４/６時間目)

前時までに、「日本の国土の特徴」
「森林のはたらき」「林

映像教材「神奈川県の森林では」の概要

神奈川県の森林では
内
容
イ メ ー ジ
神奈川県のある山の
中に作業員が入って
いく。

業について」
「日本の木材が売れない」「木材輸出国の環境」
について学習してきた。子どもたちは、森林破壊は環境に悪

間伐作業の様子

影響があることなどを学び、「木を切ることは、いいことで
はない」という感想をもった。しかし、次の時間のはじめに
映像教材「神奈川県の森林では」(表５)で枝打ちや間伐の作
業を見るが、木が切られて、しかも使われていないことを知

枝打ち作業の様子

る。伐採は環境によくないという概念にゆさぶりをかけ、学
習意欲を促すことをねらいとした。木が切り倒される映像を
見て、子どもたちは、使われない木を切ることに疑問を感じ
ていた。子どもの発言に、２時間目に視聴した映像教材「森

作業した後に、木が
切り倒されたままに
なっている。

の土の力」から得た知識を利用して、
「よい土を作るために、
木を切っていると思う」という考えを発信する場面が見られ
た。

表６

また、この時間の「森を適正な状態に保つためには、ある
程度の間伐は必要である」というねらいに迫るために映像教
材「なぜ森を守るの？」(表６)を視聴させ、グループによる

映像教材「なぜ森を守るの？」の概要
内

容

なぜ森を守るの？
イ メ ー ジ

インタビュー
なぜ神奈川県の職員が森
を守っているのか。
→高齢化、外国産の木材

話し合い活動を行った。話し合い活動はスムーズであり、
「今
日は木を切る良さについても悪さについても、どちらも考え
ました。悪い所だけしか分かっていなかったので、今日の授
業で木を切る良さにについて分かったのでよかったです。
」
「自分でもいろいろぎもんなど友達に話すことができまし

荒れた森林と整備された
森林の様子。荒れた森は
薄暗く、地面には草も生え
ていない。
整備された森は多くの草
が生え、森林の働きを守
る一助をしている。

た。とてもうれしかったです。もっとはつげんできるように
がんばりたいと思いました。」などの感想からもその様子が
森を守るため、土をつくる
ため、ある程度の間伐が
必要であることを知る。

うかがえた。
また、「木を切ることは悪いことですか」という発問に対
して、
「悪いこともあれば、いいこともあると思う。」という

発言があり、切りすぎると環境に悪影響があることは前時で理解し、切らないと荒れた森になることを
本時の映像教材等から学び、適正に間伐する必要性をとらえていた。
また、「荒れた森になると自分たちの生活とどのような関わりがあるのか」を考えさせたりした。感
想では、「何で売るためじゃないのに木を切るのかと最初は思ったけれど、森のために切ることがわか
りました。」
「ビデオを見てかんばつしないとあれた森になるということがわかりました。あれた森にな
ると生き物が少なくなったり、木が弱くなったりするんだなと思いました。手入れが必要な木はある程
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度切ることが大切なんだなと思いました。」など知りたい、調べたいという感想は前時と比較して数が
多くなり、子どもたちはゆさぶりによってさらに学習意欲が高まっていた。
〔検証授業３〕平成 21 年 12 月 1 日実施
対象

川崎市立Ｂ小学校５年生

単元

森林といきる

対象児童数

33 名

表７ 映像教材「水源林を守
る人のインタビュー」の概要
水源林を守る人のインタビュー

イメージ・内 容

(６/６時間目)

前時に神奈川県の林業や森林について調べ学習をした。子ど
もたちは４時間目に「なぜ、木を切ってしまうのか」「神奈川
県の森林の取り組みはどうなっているのか」などの疑問を解決
するために、資料１やインターネットを使って調べている。６
時間目に調べたことを発表して、調べたことの再確認や水源林
を守っている人の努力や工夫を気づかせるために、映像教材
「水源林を守る人のインタビュー」(表７)を視聴させた。子ど
もの感想には「木を切った事でそのあとは放っておくとどしゃ
くずれをふせげたりするというのがわかったし、水はないとい

・仕事の工夫している点
・この仕事の大変な点
・森を手入れしないと、ど
うなってしまうのか。等

けないというのにも気づきました。」「実際に土が減りすぎて、

資料１ 「神奈川
の森林・林業」
「かながわ水源
の森林づくり」

木が倒れた事はあるのか知りたいです。あと、土が流れて、漁業が大変になったことはあるのか知りた
いです。なかなか知ることができないので調べて良かったです。」などの感想があり、単に理解教材と
してだけでなく単元計画や発問等を工夫すれば、さらに学びを促すことができると考えられる。

Ⅲ
１

研究のまとめ
研究の成果

（１）ねらいをもった映像教材を単元計画に位置づけることで学びが促されることが明らかになった。
ねらいをもった映像教材の制作にあたっては、次の工夫が必要である。
・興味・関心や意欲を高めるには今回の研究をもとにした映像の観点から構成すること
・自ら課題を見つけるために映像を比較・関連付けして制作すること
・映像教材を理解教材だけの位置づけにしないで、映像教材をゆさぶりの資料として開発すること
学習意欲を高めるために、映像教材を使って子どもの既成概念にずれを生じさせた。それによって、
子どもの思考を刺激し、疑問や新たな気づきから学習意欲を促すことができた。映像教材のタイプを４
つに分け、単元計画に位置づけて授業を行ったことによって、学習への興味・関心や意欲を高めたり、
自ら課題を見つけたりするなど、子どもたちは学習のねらいが明確になった。
（２）映像教材は写真・グラフなどの資料を併用すること、活用方法を工夫することなどで子どもたち
の学びが広がり、深まることにつながる。
映像教材は音声で情報が伝わったりする。言葉で説明してもわかりにくいことがとらえやすく、森林
の土の実験の映像や神奈川県の森林の取組を見て、子どもたちは内容を明確にとらえ、興味・関心や意
欲の高まり、進んで学ぶ楽しさを感じる子どもが多くなった。
映像教材や活用方法を工夫することや写真やグラフなどの資料のよさを生かすことが、子どもたちの
学びを促すにはとても大切なことである。映像教材はある瞬間だけを見せるには適さないが、その前後
の時間的な流れがわかることから、全体の概要をつかむことやイメージを直感的にとらえやすく、子ど
もたちの話し合い活動や発言が活発になり、自分の考えをまとめやすいことなど、学びの広がりや深ま
りにつながっていくことがわかった。
- 155 -

小学校社会科の活用を例に挙げたが、学校や地域性に応じて総合的な学習の時間でも活用できるよう
に、視聴時間が短いクリップタイプの映像教材を開発した。このようにクリップタイプにすることで、
教師が手軽に目的に応じて活用することができることや単元計画にも組み入れやすいように活用の幅
をもたせた。「学びを促す」授業でこのような活用方法があるという授業デザイン例を示せたことは成
果として挙げられ、映像教材を授業で活用する機会も設定できた。また、子どもたちの様々な反応から、
映像教材の可能性をあらためて実感することができた。

２

今後の課題

子どもたちの学習や生活経験、発達の段階によって映像から内容を読み取る力の差は大きい。今回の
研究で制作した映像教材はねらいや内容をおおむね読み取ることができるように制作したが、さらに、
映像の長さやタイトル、ナレーションなどの情報量の増減や編集方法は子どもの実態、発達の段階など
を考慮して制作する必要がある。
制作した映像教材を活用してもらうため、映像教材のみの配布だけでなく、単元計画や授業展開例、
発問、使用した資料、映像教材の内容や子どもに気づいて欲しい点などがすぐにわかる資料を添付する。
また、映像の修正やタイトル、ナレーションなどもさらに修正して配布したい。

最後に、研究を進めるに当たり、適切なご助言をいただきました先生方、取材に協力していただきま
した川崎市水道局や市内各施設・諸機関の皆様、研究にご支援いただきました所属校の校長先生を始め
学校教職員の皆様に心より感謝し、厚くお礼申しあげます。
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東洋館出版社

2002 年

安野
北

基礎・基本と学習指導の実際』

功『活動と学びを板書でつなぐ全単元・全時間の授業のすべて』小学校３・４年生

俊夫・片上

宗二『新学習指導要領の展開』

下

東洋館出版社

2005 年

明治図書

2008 年
2009 年

川崎市水道局『川崎市の水道』
【指導助言者】
目白大学教授（川崎市総合教育センター専門員）

原

克彦

川崎市立小学校社会科研究会長（川崎市立大師小学校長）

武山

豊彦

川崎市立小学校情報教育研究会長（川崎市立岡上小学校長）

栗田

博美

川崎市立小学校情報教育研究会副会長（川崎市立南野川小学校長）

高橋

邦夫

多摩美術大学

林

知明

小松

良輔

メディアセンター

川崎市総合教育センター指導主事
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