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Ⅰ ごあいさつ 

 

理科教員高度支援センター長 

松浦 執          

 

 

令和３年３月３１日 

 

 令和２年は新型コロナウイルス感染拡大に始まった。教育現場においてもオンライン授業や分散

登校，簡易給食，行事の見直しなど，教員は日々正解の見えない模索を迫られた。子どもが学校や

学童保育などの集団生活に通えなければ，親の勤務にも支障が生じ，社会活動に影響する。その一

方でGIGAスクールの必然性が急激に進み，児童生徒には一人一台の端末が学習ソフトウエアとと

もに行き渡り，学校のLANが活用されるようになった。Beforeコロナで当然とされたことがWith

コロナでは貴重なことになる一方，新しい可能性も目に見えるものになった。 

 令和２年度の本センターは，大学への一般の方の入構が制限されたことに伴い，通常の研修の大

部分を中止とせざるを得なかった。本センターの研修は，実験・観察を実体験するものが大部分を

占めることが特徴的である。研修を実施する兼任教員の方々には，次年度以降に備えていただくこ

と，オンライン化も検討いただくことをお願いした。次年度以降には，実験室の定員を規定の半数

と考えて開講すること，研修者同士で距離を保ちながら静穏に行うことなど，新たな状況を想定せ

ねばならない。これはまた学校現場にも同様である。 

 研修についてはコロナ感染とは別の事情も抱えている。昨年度まで本センターの研修は東京都教

職員センターの研修として行われていた。従って本センターで独自に研修の公知を図る必要なく，

研修希望者は東京都教職員研修センターにより集められていた。それが今年度から本センターの研

修は独立して行うこととなった。そのため，本センターで独自に公知を図り，受付管理し，受講証

明書を発行するなどの業務が必要になった。この宣伝については，東京都各学校の現職教員に本セ

ンターが研修業務を行っていることを知らせるところから始めねばならない。チラシとweb媒体と

をQRコードで連携し，チラシも現場教員の目に触れるところまで届けねばならない。兼任の先生

方にはwebでの宣伝のために共通のフォーマットで説明と画像を準備いただいた。受付管理につい

てはwebサービスを利用して自動化，可視化を図った。 

 例年行われてきた理科教育シンポジウムは，初めてオンラインライブでの開催に踏み切った。4

部構成で収録とライブを組み合わせ，対談形式で対話的に展開する形態に挑戦した。出張収録も行

った。本センタースタッフには全くの未経験のことばかりなので，本学メディアカフェオフィスの

スキルと機材をお借りし，その経験を生かして今後はオンライン研修とともに，我々自身で実施で

きるようになることを目指した。シンポジウムのオンライン化により，その聴講者は東京都にとど

まらず，遠く米国やモンゴル国にまで及んだ。視聴を研修の一環と認定してくださる市もあった。

シンポジウムの対談は英訳し，英語読み上げも付加して公開した。 

 令和２年度の本センターは，コロナ禍にあってなお果たしうる機能の発揮やその準備に尽力した

つもりである。次年度にはこの準備を生かしうる状況が実現することを期待するばかりである。  
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Ⅱ 教員研修プロジェクト 

≪本年度は全てオンライン研修（Zoom 使用）≫ 

 

本年度はコロナウィルス感染拡大防止のため学外者の入構が規制され，対面による研修の実施が

困難であった。状況改善による実施再開を期待したが，それも儘ならず，センターとしては未経験

のオンライン研修を模索した。その結果，5研修（教育委員会等連携プロジェクトの研修を含める

と6研修）でオンラインによる実施を試みることとなった。9月以降に準備のできた研修から，セ

ンターのホームページ上で募集を開始したが，年度初めの研修一覧による募集と異なるため周知が

困難であり，応募があった研修は4研修（5研修）に留まった。本年度のオンライン研修は試行と

いうこともあり，参加者は少なかったが，研修を通じて，カメラ，マイク，スイッチャー，スタジ

オ環境，Zoom等の知識と技能をセンター所員が幾ばくでも習得できたことは，次年度以降にも想

定されるオンライン研修への明るい材料となった。 
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【1】天気図で学ぶ天気予報と気象学（低気圧編） 

 

日時： 2020年10月15日 13:30～16:30 

担当： 佐藤尚毅 

参加者：2名 

 

Ⅰ 研修の概要  

防災上も重要性の高い，急速に発達する温帯低気圧，いわゆる爆弾低気圧を例に挙げ，天気図の

作成や利用について学んだ。天気図を作成，利用する上で必要となる基礎的な理論を確認したうえ

で，地上天気図を実際に作成し，ウェブで公開されている各種専門天気図も活用した実況把握や，

将来予測について学習した。小学校，中学校の理科第２分野，高等学校の地学の気象に関する部分

の指導にあたって有用な知識を習得することを目的とした。 

具体的には，２０１２年３月３１日６時の天気図を用いて，天気図の作成の練習と，低気圧通過

時の気象観測データの解析，専門天気図を用いた気圧配置や天気の予想を行った。温帯低気圧が急

激に発達しながら災害をもたらす様子に注目し，高層天気図を含めた前線解析や，数値予報資料を

用いた降水分布の予想のような発展的な内容を取り入れた。 

 

Ⅱ 今後に向けて(課題等) 

今年度はオンラインでの開催となった。オンラインでの実施は試行の段階に近く，受講者は１名

と少なかったものの，参加者は山口県の教員研修施設の方であり，有意義な研修になったと思われ

る。担当講師にとっても慣れないオンラインでの研修であったが，機材の準備，運営などの面で理

科センターの先生方や事務の方の支援もあり，おおむね順調に実施できた。今後も状況に応じ，オ

ンラインでの開催も視野に入れていきたい。 
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【2】ウィンタースポーツのための天気図入門講座 

 

日時： 2020年11月26日 13:30～16:30 

担当： 佐藤尚毅 

参加者：1名 

 

Ⅰ 研修の概要  

学校行事や課題活動で実施されるスキーやスノーボード，冬山登山など冬季の野外活動における

安全確保のために，有用な気象に関する実践的な知識を学んだ。小学校の理科や中学校の理科第２

分野，高等学校の地学の気象に関する部分の指導にあたっても有用な知識を習得することを目的と

した。 

具体的には，気象に関する基礎的な理論を解説したうえで，地上天気図だけでなく，高層天気図

や，その他ウェブで公開されている各種専門天気図を活用した，実況把握や将来予測について学習

した。今回は，冬型→移動性高気圧型→低気圧型→冬型という冬季の典型的な気圧配置のサイクル

を取り上げて，２，３日先までの山の天気を的確に予測する方法の習得を目指した。専門性を含む

が，図を用いた理解を中心とし，理科が専門ではない方も無理なく学べるよう解説した。 

 

 

Ⅱ 今後に向けて(課題等) 

 今年度はオンラインでの開催となった。オンラインでの実施は始まったばかりであり，受講者は

１名と少なかったが，アメリカの日本人学校の先生であり，通常の研修とは少し異なった意味でも

意義があったと思う。担当講師にとっても慣れないオンラインでの研修であったが，理科センター

としての支援もあり，おおむね順調に実施できた。コロナ対策のために導入されたオンラインでは

あるが，遠方の参加者希望者にとっては積極的な意味もあると思われ，今後も状況に応じ，オンラ

インでの開催も視野に入れていきたい。 
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【3】放射線の基礎と霧箱（オンライン：Zoom使用） 

 

日時： ２０２１年１月６日（水），１月７日（木）15：00～16：30 

担当： 大西和子 

参加者：2名 

※オンラインにて研修を実施。研修申込者に事前に実験キットを送付して実施した。 

 

Ⅰ 研修の概要 

（ねらい）放射線について基礎知識の確認と，放射線を科学的に理解するために，生徒たちが思考

しながら実験を行う活動について考える。 

（内容） 

第1回（1/6）：放射線の基本の確認と，放射線計測機（Radi等）の授業での活用について。 

第2回（1/7）：簡易型の霧箱を実際に作成し，身近な材料で作るポイントとその見せ方について考

える。 

 

第1回は，主に講義を行った。前半は放射線の基本事項について，後半は身近な放射線の測定とそ

の実践についての内容を扱った。 

放射線の単位（BqやSv）の他，自然放射線は私たちの生活の身近なところにあることや，常に線

量が変動していること，環境によってその測定値が変化することなどを，事例を挙げながら紹介し

た。また，簡易放射線測定器であるRadi（ラディ）を生徒に使わせた実践例を紹介，測定の様子や，

放射線量の違いについて考えさせるポイントなどを解説した。 

 

第２回は，コールドプレートを用いた霧箱の作成（実験キットとして事前に送付）とその動作，ド

ライアイス式霧箱の実践の紹介を行った。コールドプレート式の霧箱は，寒剤を学校等の冷凍庫で

準備でき，ドライアイスなどの入手に労力のいる低温寒剤が不要な霧箱で，学校現場で活用しやす

いことが期待される。研修では，送付した実験キットのうち，観察槽部分の組み立てをオンライン

で行い，事前に凍結させておいた寒剤と線源を用いて，放射線の飛跡の観察を行った。 

後半はドライアイスを用いた霧箱について，放射線の遮へいの実験を生徒に考えさせる実践の紹

介を行った。 

 

Ⅱ 今後に向けて（課題等） 

 オンライン研修のため，長時間の講義は受講側の負担が大きいと考え，2 回に分けての研修とし

た。1日目を講義，2日目を実験キットの作成とした。研修スケジュール的には負担感の少ない研修

になったのではないかと考える。 

 1日目は放射線の基本的な事項の確認だけでなく，Radiを使っての実践例を紹介した。環境放射

線の測定については，簡易放射線測定器の貸し出しを行っている団体の紹介も行い，受講者の学校

の生徒たちも身近な放射線の測定ができることを伝えた。 

 2日目は，霧箱のキット作成をオンラインにて行った。事前に実験キットの送付を行い，寒剤（食

塩水）を研修前に作成し，3 日間以上冷凍庫で凍結させるよう指示をしていたが，参加者の寒剤が

凍結できず，参加者の手元での霧箱の飛跡の観察ができなかったことが課題となった。原因として

は， 
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・受講者が凍結させようとした冷凍庫が，食塩水を凍結させるだけの低温が確保できない可能性の

ある冷凍庫だった。 

・寒剤作成と凍結時間が研修直前になってしまった可能性。 

などが考えられる。来年度以降の対策としては 

・実験キットの送付をより早い段階で行い，寒剤か完全に凍結できるまでの時間を確保する。 

・送付する寒剤を塩化ナトリウム（-20℃）から，塩化アンモニウム（-18℃）に変更する。 

これらの対策を行い，参加者が手元での霧箱での飛跡観察の成功率を高めていきたい。 

 

1 日目の講義の様子 

 

 

 

2 日目の実験キット作成の様子 
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【4】環境変化を理解する指導の工夫 －ICTを使った河川環境づくり－ 

日時： 2021年3月26日（金）13:30～15:30  

担当： 真山茂樹 

参加者：3名 

 

Ⅰ 研修の概要  

 はじめに，中学校，高等学校理科の新学習指導要領に示された生命分野における内容構成から，

生命と環境，生態系と環境保全を，また，思考力，判断力，表現力，さらに学びに向かう力，人間

性に関する項目から，自然環境保全に向かう態度について解説をおこなった。その後，インドの現

在の河川の状況を示すビデオ，過去の日本の河川の状況を伝える写真や新聞記事を紹介し，先進国

と途上国の河川環境の過去と現在は逆であることを伝えた。この情報をもとに，過去の水質を科学

的に知る方法を考え，珪藻標本が有用であることを考えさせた。次いで，過去と現在の日本，イン

ド，アメリカの河川の珪藻標本の写真を見せ，その珪藻群集が出現する河川流域環境を河川生態シ

ミュレーターであるSimRiverを使用して再現を試みた。最後に，環境のシュミレーションから何が

わかるかを考えると共に，参加者間でどのような授業を行いたいかを討論した。 

 

Ⅱ 今後に向けて(課題等) 

今回の参加者は 3 名と少なかったが，いずれも過去に SimRiver を使用した授業実践の経験者であ

り，参加者による討論は経験をもとに話し合うことができ興味深いものとなった。 

また，講師も含め参加者全員で条件を揃えてシミュレーションをおこない，結果を合算することで，

ブレの少ない大きなデータとして検証することができたことはよかったと思う。今後はオンライン

の参加者の人数に応じて最適な研修方法を考えていくことが大切である。 
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【5】事後アンケート調査 

 

教員研修プロジェクトによる研修（4回），および教育委員会等連携プロジェクトによる研修（1回）

では，研修後にMicrosoft Formを使用したアンケート調査を実施した。ここでは，各研修に共通の

調査項目の回答について，総括を記載する。個別の調査項目回答および全調査データは理科教員高

度支援センターのホームページにファイルをアップロードした。 

 

[回答者数 9人] 

 

[選択肢で回答する質問] 

・年齢： 20代(2)，40代(6)，50代(1) 

・教員経験年数： 4～6年(1)，11～15年(1)，16～20年(6)，26～30年(1) 

・学校種： 小学校(1)，中学校(1)，中高一貫校(2)，高等学校(2)，日本語補習校(1)，教育研修所

(1) 

・出身学部／学科等： 教育学部／教育学科(1)，教育学部／初等教育課程（理科）(1)，教育学部／

中学校教員養成課程（理科）(2)，教育学部／特別教科教員養成課程（生物）(1)，理工学部／地

球惑星物理学科(1)，大学院／理科教育講座（生命科学）(1)  

・受講理由： 授業に関わらず，興味があったから(5)，研修内容・ねらいが自分のニーズにあって

いたから(5)，実施日時がよかったから(3)，最新の知識を学びたかったから(3)，今年度の授業

で必要だから(2)，いつか必要になると思ったから(2)，ともかく勉強したかったから(2)，他の

教員と情報交換をしたかったから(1) 

・オンライン研修の場所：自宅から(5)，学校から(3) 

・一番得意な理科の分野： 生物(5)，化学(2)，地学(1)，物理(0) 

・一番得意でない理科の分野： 物理(3)，生物(2)，地学(2)，化学(1) 

・研修時間： ちょうどよい(8) 

・研修内容： 授業で活用できる(7)，教材づくりの基礎技術として役立てられる(6)，クラブ活動・

指導に役立てられる(4)，授業に直接活用はできないが実験・観察の授業への自信の基礎になる

(1) 

・研修で学びたいこと： 教科書にはないが児童・生徒の知的好奇心を高めるような実験・観察(6)，

不思議に気づく感性を育てていく試みや方法(5)，いかにして自分の頭で考えていくかの方法(5)，

先端科学の内容が理解できる実験・観察(4)，科学的な議論や発表の方法(4)，授業でそのまま使

える教科書の内容に合った実験・観察(4)，自然科学の基礎が理解できる実験・観察(3)，観察や

実験の評価の方法(3)，実験・観察の基礎的・基本的操作方(2) 

・今後のオンラインによる教員研修： 積極的に参加したい(4)，日程が合えば参加したい(3)，参加

しない(1) 

 

[自由記述で回答する質問] 

・普段の授業で気になっていること： 新学習指導要領における評価について； オンライン授業で

の理科実験の進め方について; 深い考察をいかにさせるか; 生徒にレポートを課した場合の評

価が客観的にできているかどうか 

・実験を取り入れることが難しい単元： <物理分野> 電熱線の太さと発熱（電源装置，電熱線，時
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間計測)，手回し発電機での発電と利用（手回し発電機，電子）。<生物分野> 受粉と実のでき方

（袋がけ，成長)；進化の単元；「生物基礎」免疫に関連する単元.。<地学分野> 地球領域の内容

－特に天体や地層など；大地や気象；地学の全般。<生物・地学分野> 中学校では，野外実習な

どはできると嬉しいですが，なかなかできていない。 

・児童，生徒が難しいと感じる単元： エネルギー領域，特に学年が上がるごとに抽象的になってく

る内容，地球領域の天体などの空間認知の内容，手回し発電機での発電と利用，電気を利用した

ものづくり，原子やイオンなどの粒子概念，代謝・光合成・呼吸・遺伝子の発現・発生の各単元

における分子生物学的なアプローチから理解する分野。 

 

以下は参加したオンライン研修に対する，全体的な感想である。 

・天気についての専門的な先生から，授業レベルにつながる内容でとても勉強になった。個人的に

は教育学部出身で専門の科目がなく広く浅くの人間なので，専門的な視点から授業レベル内容

について知ることができとても感謝している。実験などはオンラインでは難しかと思うが，天気

図を書くなどの実習がある内容はオンラインで良いと思った。例えば，ズームの双方向でやり取

りできる良さを利用して，大学の先生から評価について講義をしてもらった後，一つの単元の評

価規準を参加者全員で考えて，協議をしたり，評価問題を作ってみるなど，オンラインで行うの

もよいと思った。オンラインであれば，私のように遠方でも参加できるので，今後もぜひ続けて

もらいたい。 

・専門的な内容も丁寧な説明と豊富な資料で，楽しく理解でき，大変有意義な講座だった。 

・放射線の原理は難しいと思っていたが，生徒にも考えさせることができる内容で，とても収穫の

多い研修であった。 

・オンラインのため遠隔地から参加でき，非常にありがたかった。また，実験セットも郵送しても

らえ，実際に実験をすることができたのが良かった。今回のように長期休暇中に研修があると非

常に助かると感じた。 

・事例やその解説がわかりやすかった。オンラインの研修を頻繁に実施してほしい。 

・授業実践されている先生方のお話を伺えて，大変参考になった。 

・今後，求められる学力観を育むための必要な教育的要素を多く含んだ，大変有意義な研修だった。

科学的に物事を捉え，理解し，自分の考えを持つこと，そして，世界的な視野を持って，「科学

的に探究しようとする態度」は，通常の実験からは培うことができない難しい力だと思う。今後，

授業や部活等で試み，そのような力を育んでいきたいと思った。  
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Ⅲ シンポジウムプロジェクト 

 

第11回 理科教育シンポジウム 

テーマ： オンラインと対面授業の下での主体的な学びへのスイッチ 

日 時： 2020年11月11日 

場 所： オンライン（YouTube Liveで配信） 

趣 旨： 2020年の新学期，急ごしらえのオンライン教育にもかかわらず，講師も学習者も，こ

れまで意識していなかったメリットとデメリットを感じ取っている。大学生も，対面教育とオ

ンライン教育の新たな複合的な導入が，今後の教育のあり方として有効な学びの機会をもたら

す可能性を感じ取っている。新しい教育の目的のひとつは，学習の主体性を高めることであ

る。オンライン教育も対面教育も，そのままでは主体的な学習にはつながらない。それらの相

乗効果により，学習者を枠にはまった学習から自立した学習へと解放することが期待されてい

る。特に理科では，数学と実験・観察の両方が不可欠である。対面指導と実験・観察指導に主

体的に没頭することが求められる理科学習を，オンラインと対面の相乗効果で豊かにするため

には，どのような問題を解決しなければならないのか。本シンポジウムでは，これから学ぶ子

どもたちのために，主体的な理科学習への「どこでもドア」を見つけたい。 

 

・第 1 セッション 「進化するオンライン授業と，つながる子どもたち」 

登壇者： 赤尾綾子（洗足学園小学校教頭），北澤 武（東京学芸大学教職大

学院）  

赤尾氏は本学理科教育出身であり，洗足学園小で短

期にオンライン教育を進化させ，児童の対話的で主体

的な学習を誘発，保護者の信頼度の高い教育を実現し

た。本学の北澤氏はICT利用教育のプロジェクトを推

進されており，GIGAスクール構想においても具体的

実践的レベルで広く公立学校と協議をしてきている。

赤尾氏とは共同研究されてきており，実地のレベルで

主体的学習の誘発と展開を検討いただいた。 

 

・第２セッション「GIGA スクール構想と質の高い学習資源」  

登壇者： 高橋純（東京学芸大），小宮山利恵子（ 

リクルートマーケティングパートナーズ，スタディサ

プリ教育AI研究所，東京学芸大学大学院），松瀬尚

（NHKエデュケーショナル） 

オンラインでの主体的な学習に注目できる状況とな

ったのは，ひとえにこれまでに築かれてきたオンライ

ン学習資源の質の高まりによる。その中でも体系的か

つ質の高さで特筆されるのはリクルートのスタディ・

サプリやNHK for schoolのオンラインコンテンツで

ある。これらを推進してこられたリクルートの小宮山氏，NHKの松瀬氏に，オンライン学習資源と
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その下での，いわば学校を超えた学びの動向を伺った。また，教育ICTの国家施策に詳しく，次世

代の学校を先導される本学の高橋氏に学校内外での学びの可能性についてお話しいただいた。 

 

・第 3 セッション「元気いっぱい，ひらめきとふしぎの新たな源泉」 

登壇者：市岡元気（サイエンスアーティスト），大西和子（ASCeST） 

市岡氏の考える主体的な学びについて語っていただいた。市岡氏 

は本学理科選修（生物）出身であり，米村でんじろう

氏の下でサイエンスプロダクションを学ばれた後に独

立した，人気のサイエンスアーチストYouTuberであ

る。YouTuberは小学生に人気の職種である。小学生

にとっては情報の受け取りも発信も動画が基本であり

典型である。新しい子ども目線での学びに関する実感

と，新規なメディアの可能性を語っていただいた。 

 

・第 4 セッション「学びの自由と自己デザインへ」  

登壇者：野村竜一（Manai Institute of Science and Technology）， 

大澤俊介（東京学芸大学附属世田谷小学校），松浦執（ASCeST） 

マナイは国際的な高校生ネットワークとコミュニケ

ーションをとりながら，個人で科学研究に没頭できる

ユニークで先駆的な教育機関である。一方，研究開発

型小学校である附属世田谷小学校は，「自分の学びを

自分でデザインできる子ども」の育成を目指し，実験

活動を中心とした学校生活の構築を試みている。発達

段階の異なる年齢の子どもたちに，主体的な学びへの

没入をどのように誘発・支援するか，その実践と今後

についてお話をいただいた。 

     
・参加申込者と事後アンケート調査 

シンポジウムの事前参加登録者は212人で，その       表 1. 地域・職種別参加者 

居住地は23都道府県および海外4カ国に分布して

おり(表1)，オンラインの特徴がよく現れてい

た。Google Analyticsによる解析では，シンポジ

ウム中の視聴者は常に90名を前後していたが，こ

れは3時間を越える長丁場のため，視聴者の出入

りが絶えずあったためであろう。 

事後後の調査では34人から回答があった。その

1/3は20代の学生であり，それ以外は10代から

60代までの年齢層でまんべんなく視聴されていた

(図1, 2)）。また，視聴者の職種は学生以外では

大学に勤務する者が多かった。視聴理由では内容

に関する選択肢の回答が多くを占めた(図3)。 

学生 教員 教育関係者 会社員 その他 不明 合計
モンゴル 1 3 2 6
アメリカ 1 1
マレーシア 1 1
台湾 1 1
北海道 1 2 3
岩手県 2 2
秋田県 1
宮城県 1 1 1
茨城県 2 3
栃木県 2 2
群馬県 1 2
埼玉県 15 2 15
東京都 73 37 3 5 120
千葉県 2 1 3
神奈川県 10 7 20
山梨県 1 1 1
長野県 1 1
新潟県 1 2 1（サイエンスカフェ） 1
静岡県 1 1 2
愛知県 3 1 3
大阪府 3 1 1 5
奈良県 2 2
兵庫県 3 1 1 5
和歌山県 1 1 2
広島県 1 1
香川県 1 1
福岡県 1 1
登壇者 1 1
不明 1 1 1 1 1 5
合計 125 62 11 9 1 3 212
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      図 1. 視聴者年代層         図 2. 視聴者職種        図 3. 視聴の理由(複数回答可)    

 

 シンポジウム全体に対する記述回答からは，視聴者は GIGA スクール構想でネット環境が整備さ

れつつある教育現場におけるオンライン授業の学び方や，実践例の最新情報を得られたことが読み

取れた。また，今後もオンラインによるシンポジウムの開催や，スキル向上のための情報提供を望

む声が散見された。さらに，オンライン配信による優位性（遠隔地でも視聴可，終了後も YouTube

で視聴可）が記述される一方で，長時間にわたる講演のため途中に休憩時間が欲しい，質疑応答の

時間が欲しい等，今後のオンライン開催への課題も明らかにされた。 

 

個々のセッションには多様な感想が述べられたが，以下にその代表的なものを挙げた。全文につ

いては，理科教員高度支援センターのホームページにファイルをアップロードした。 

[第１セッション]  

・おそらく本シンポジウムの目的に最も即した内容だったはずだが，洗足学園での取り組みに関し

て具体的な内容とそれに対する十分な議論が不足していた。 

・先進的な取り組みを学べた。特に組織づくりの面，公的自己意識の調査は参考になった。 

・可能であればデメリット部分，苦労した点，心配な点等を詳しく知りたかった。 

・児童が主体的に学ぶためには，表現方法の選択，共有と共同作業，質問に答える双方向のやり取

りが必要であることが今後のヒントとなった。 

・よい取り組みを継続的に行うためには，ビジョンをもって組織的に進めることが必要だと感じた。 

[第２セッション]  

・これからの教師の役割は「コーチ」「伴走者」であり，「観察力」が求められるということについ

ては，「指導と評価の一体化」とも合致する内容で，児童生徒の学びを捉えて個に応じたアドバ

イスが可能になるという点で納得した。 

・「先生が授業をすること」がなくなるという認識でよいのかわからないが，とても衝撃的で夢のあ

る話だと思った。 

・NHK for School は教諭のときにかなり活用していた。「『コンテンツの教授性』と授業づくり」に

あったように，授業者が授業をつくるときに効果的な使い方を選んでいけるとよいと思った。 

[第３セッション] 

・理科を探究することへの興味の入り口としてよいものだと思った。市岡先生の動画を見て，理科

の授業への取組が主体的になったり，自由研究に取り組んだりする児童生徒が増える気がした。 

・純粋な思いを持って世の中に発信していくことは，好きなものを追い求める大人の像としても良

い影響を与えると思う。 

・人を惹きつける動画には，実に細かい配慮がなされているのだということを知った。  

・理科の授業だと誰でもが簡単にわからないけれどすごい実験授業を見ることができるのでモンゴ
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ルの教員にも教えてあげたいと思った。 

[第４セッション]  

・「問題を見つける能力を得る」など，納得の多いセッションだった。またその一方で実現が極めて

困難な内容であると感じ，同時にどのようなことができるのか考えていく必要を改めて感じた。 

・MANAI は取り組みとしては面白いのが，結局資格を取るために掛け持ちをするなど，好きなこと

だけに没頭していないという現実があるように感じた。 

・「まちづくり」を例にあげていたが，これは教員が提示したテーマでプランされたことであり，生

徒がデザインしていないように思った。これも枠組みの中での取り組みでしかないように感じ

た。 

・そもそも主体的とは何か？ということを根本から考えさせられた。ただし，主体性を促した時点

で，どうしても主体的に見せかけた受動的な行動になってしまう点が難しいと感じた。 

  

アンケートでは，今回のシンポジウム以外の事柄も何点か調査した。今後のシンポジウムで聞き

たいトピックとして，以下のものが挙げられた。 

l 今後の理科教育の話題について多面的にディスカッションするもの 

l 今後のGIGAスクールの実態と課題 

l オンラインでできる理科の学習 

l コロナ禍で学びを継続させるための実践例 

l 深い学びのための理科の授業展開の実践例 

 また，今後のシンポジウムをオンラインの形で希望すると答えた視聴者は，回答者のほぼ2/3に

あたる22人であった。一方，本センターがオンラインの教員研修を実施していることを知っている

人は，半数に満たなかったが，今後，機会があればオンライン研修に参加したいと答えた人は 2/3

であった。 

 さらに，教員のみに回答を依頼した，勤務校のインターネットの利用に関する調査では，各部屋

でWi-Fiを使って教員・生徒が共に利用可能と答えた参加者が最も多かった(図4)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4. インターネットの利用 
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Ⅳ 教育委員会等連携プロジェクト 

 

【1】 品川区教育会理科部会 

内容： 藤森克彦部会長（品川区立大井第一小学校長）から，区内小中学校理科部所属教員対象の理

科に関するオンライン研修の依頼 

日時： 2021年2月24日 15時～16時30分  

担当： 吉原伸敏 

研修： 理科室の安全な管理の仕方と安全な実験方法 

 

Ⅰ 研修の概要  

 今回の表記の研修は，私にとって初の試みであるZoomを用いたオンラインでの研修であった。そ

のため，理科室の管理の仕方の講義を中心に行い，その後行っている実験は省略した。 

 この研修では，対面での研修と同様に，以下の内容で講義を行った。 

１ 理科室の管理の仕方，２ 化学実験の事故例と原因について，３ ガラス器具の扱い方 

 １の理科室の管理の仕方では，理科室の整備，理科準備室の整備，学習意欲を喚起する理科室に

ついて，薬品以外の廃棄物の処理に関する内容について実例を示しながら行った。 

 ２の化学実験の事故例と原因についてでは，安全に対する３つの考え方を示し，水素の実験やア

ルコールによる引火事故など実際の事故例について原因を考えてもらい，その対処法について講義

した。 

 ３のガラス器具の扱い方に関しては，実験に使用してはいけないガラス器具の話と洗浄法につい

て講義した。 

 

Ⅱ 今後に向けて(課題等) 

 初めてのオンライン研修ということもあって，受講者の顔色を見ながら講義をすることができず，

話が棒読みになってしまったきらいがあった。また，研修の2の事故の原因についての意見交換が

しにくかったという反省もある。今後，コロナの影響もあって，オンラインでの研修を実施する機

会が増える可能性もあり，話し手と聞き手とのコミュニケーションをどうとるか，ということにつ

いて考えていきたい。 
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Ⅴ ウェブ化プロジェクト 

  

ASCeSTで実施する全ての教員研修の紹介をSwayを用いて作成し，センターホームページにリン

クを掲載した。さらに，研修を紹介するチラシを40,000枚（東京都の公立小学校全教員数＋想定

される中学校，高等学校の理科教員数）作成し，配布計画を立案した。 

研修紹介のウェブペ

ージで表示した

Sway へリンクしたサ

ムネイル(左)，紹介

ページへのアクセス

用 QR コード（上）  
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広報用に作成したチラシ。デザインを内製し，印刷のみ

業者に依頼した（右： 表面，下： 裏面）  
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