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理科教育のあるべき姿を問い続ける 
香川県小学校理科教育研究会会長  岡 村  寧 

 

１ 子メダカにもオスとメス 

 先日，５年の子ども達が，生まれたばかり

の子メダカを見て，目を輝かせている場面に

出会いました。しばらく交代しながら観察を

したところで，担任は，「子メダカに名前を付

けなさい。」と言いました。私の感覚で言うと，

子メダカは，一つの教材でした。しかし，生

命尊重を学びの最終目標とするならば，名前

を付けることは，とても自然なことです。私

の近くのグループの子どもは，最初，「メダカ

だからメーちゃん。」と言っていました。しか

し，ある子どもが，「オスかメスかわからんか

ら，名前は付けにくい。」と言い出しました。

「オスかメスかわかるの？」とそれを聞いた

子どもが，尋ねました。すると，その子は，

「子メダカでも，オスとメスに分かれている

はずや。」と言いました。きっと，この子ども

達は，子メダカを大切に育て，その過程で子

メダカもオスとメスがいることを確認し，生

命のつながりを実感していくでしょう。 

２ 今年の研究内容と１年の流れ 

 今年度の研究主題は，『自ら科学的に学び続

ける子どもを育む理科学習 ～子どもたちの

問いがつながる単元化・教材化の工夫～』で，

その最終的な目標は，「日常生活のあらゆる場

面において，学び続け，問い続けながら，自

分なりの解釈を楽しんでいける子どもの育

成」です。そして，“教材化”とは，「子ども

が瞳を輝かせ，自ら関わろうとする事象は何

か？」を吟味することであり，“単元化”とは，

「子どもが自ら既習の内容を駆使し，事象に

問い続ける過程をどのように構成するか？」

を検討することです。“教材化”と“単元化”

がうまくいけば，先の子ども達のような姿が

見られるのではないでしょうか。 

 さて，本年度の研究の流れは，次のとおり

です。まず，県下の理科部員が参加する，夏

季研修会では，“教材化”や“単元化”につい

て，郡市の提案発表がなされます。次に，８

月の本部研修会では，夏季研の提案を整理し

ます。最後に，整理した内容に基づき，１０

月と２月に行われる月例研究会では，研究授

業を通して，具体策を検討するという流れに

なっています。さらに，研究の客観性を高め

るため，県の代表者が，１１月に開催される

四国理科教育研究大会（徳島大会）や，全国

小学校理科研究大会（大阪大会）で， “教材

化”や“単元化”について提案発表を行い，

県外の方からも御意見をうかがうことになっ

ています。 

３ 問題解決とアクティブ・ラーニング 

 「理科の授業は，問題解決の学習だ。」とい

うことは，私たちの先輩も，私たちも，ずっ

と言い，実践の中でも特に大事にしてきまし

た。そのような中，新学習指導要領等が検討

され，アクティブ・ラーニングと言う言葉が，

改定の目玉として登場してきました。アクテ

ィブ・ラーニングは，①問題発見・解決を念

頭に置いた深い学びの実現，②自らの考えを

広げ深める対話的な学び，③自らの活動を振

り返り次につなげる主体的な学び，が重視さ

れていると思われます。これは，理科におけ

る問題解決の学習と非常に近いのではないか

という感覚はあります。しかし，安易に，「問

題解決の学習と同じだ。」と決めつけることは

避けたいと思います。そして，鳴川教科調査

官等のお話をよく聞き，「どこが同じで，どこ

がちがうのか。」をしっかり考えたいと思いま

す。そうすることが，「理科教育のあるべき姿

を問い続ける」という７０年にわたり受け継

がれてきた香理研の良き伝統を継承し，平成

３０年度の四国理科研究発表会（城西小）や，

３４年度の全国小学校理科教育研究大会香川

大会を充実させることになると思います。 



 

 

 

 

 

１ はじめに   

子どもは本来，好奇心旺盛で探究的であり，常に「学びたい」「関わりたい」という意識を持っている。

身の回りの事物や現象に興味を持ち，自分なりの問いを持ったり，何とかして解決方法を探ろうとした

りする姿は，子どもが生まれながらにして持っている知的好奇心や探究心によるものである。これから

の教育では，子どもが本来持っている「知りたい」という知的な欲求を引き出しつつ，子ども一人一人が

学びの意味を実感できるような支援を行っていくことが大切である。 

これからの社会を生き抜く子どもは，様々な課題に直面することが予想される。日々，社会の様子は大

きく変容し，多様な価値観があちこちで生まれている。実社会や実生活では，それまでに学んで獲得して

きた知識や，個人の経験だけでは乗り越えることができないような，複雑で困難性の高い課題と出合っ

ていく。そんな中，自ら進んで情報を集め，他者と考えを交流し合い，客観的な視点を持ちながら新たな

解決方法を探っていける力を育むことは，これからの激動の時代を生き抜く子どもたちにとって重要な

ことであると考える。このようなことから香理研では，昨年度より「自ら科学的に学び続ける子どもを育

む理科学習」をテーマとして設定し，日常生活の事物・現象との出会いなどから問いをもち，それらを主

体的に追究していく過程を通して自らの自然観を豊かにする子どもを育てたいと考えた。 

 

２ 理科の本質について 

理科の本質は，自然を観る鋭さと自然を愛する心情を育み，自然観を豊かにすることである。ここでの

「自然観を豊かにする」とは，ありのままの自然の姿を注意深く観察したり，条件を整えながら意図的に

働きかけたりすることによって，自然界に存在する物事の理を見出し，自分なりの見方や考え方を構築

していくことである。自然観が豊かになった子どもは，身の回りで起こる様々な現象を，原因と結果を結

び付けながら論理的に説明できるようになったり，それまで何気なく見ていた自然の中から，不思議さ

や面白さを発見したりすることができるようになる。自然観は，子どもがそれまでに持っていた概念と，

実験や観察を通して新たに獲得した概念とを比較したり関係付けたりしながら再構成し，さらに上位の

概念を形成していく過程において豊かになる。したがって，理科の授業をつくる際には，子どもが「何を

学ぶか」という内容知と，「どのように学ぶか」という方法知の両面を大切にしながら進めていく。 

当然のことながら自然の摂理や法則は人智の及ばない所で既に形成されているものであり，その法則

は我々の意思とは関係なく「ただあるがままに」働いている。人がどのように祈ろうとも大地は動き，台

風は訪れ，大きな被害をもたらすことがある。形あるものはやがて壊れ，命あるものはやがてその生を終

えていく。そういった意味では，人は自然の前で謙虚にならざるを得ない。理科の学習を通して私たち

は，自然界を司っている目に見えない力や物の存在を注意深く感じ取り，自分なりの問いをもちながら，

「ひと・もの・こと」と関わり，何が本当かを正しく見極めていく子どもを育てていく必要がある。理科

は人の解釈を超えた真理を追究していく教科であるが，自然界は複雑で，多様性に満ちており，そこから

本当に正しいかどうかを判断していくことは難しい。だからこそ理科では多様な考えをもつ人と関わり，

データを出し合い，目の前の事物や現象の背景にあるものを共に探りながら，より妥当性のある自分な

りの概念をつくっていくことが求められる。ここでは，問いに向かう問題解決が概念をつくり，概念の獲

得がまた新たな問いをつくっていく。このようなプロセスを繰り返しながらより妥当性があり，説得力

のある概念を形成していくことが，理科教育の本分であるといえる。 

３ メインテーマについて 

平成 28 年度研究テーマ 

自ら科学的に学び続ける子どもを育む理科学習 

～子どもたちの問いがつながる単元化・教材化の工夫～ 
 



(1) 「自ら」とは 

自ら学ぶ姿とは，端的に言えば，問題解決が自分事になっているということである。例えば，自然の中

から問いを生み出し，それらを解決するために実験や観察の方法を生み出したり，結果の信頼性につい

て吟味を重ねたりする姿がこれに当たる。学びが自分事になって初めて，子どもは実験や観察によって

見出した事実を実感として捉え，自然観を豊かにしていけると考える。問題解決に「自ら」取り組もうと

する態度を育むためには，まずは自然の事物・現象から不思議さや巧みさ，面白さや美しさを感じられる

ような状況をつくることを大切にしたい。認識のずれを生み出すような魅力的な教材と出合わせたり，

実生活や実社会との関連を図ったりすることで，子どもが問いを持ち，何とかして知りたい，解決したい

という思いや願いが生まれるようにしていく。時には，教師も子どもの心情に寄り添い，子どもと共に自

然の理を明らかにしていこうとする立場で，問題解決を共に楽しもうとしていくことも必要であると考

える。いずれにしても，問題解決の原動力となる子どもの主体性を高めることが，授業づくりの第一歩で

ある。 

(2) 「科学的」とは 

自然観は，最終的には一人一人の子どもそれぞれが自分自身の認識を整理しながら構築していくもの

であるが，子どもが自然観をつくるための拠り所となる認識や法則は，様々な具体的事実に支えられ，客

観性を伴ったものになればなるほど，汎用性の高い，説得力を帯びたものとなる。認識や法則は，条件を

制御した条件下で行われる実験や観察で得られた結果など，具体的な事実を積み重ねることによって獲

得されていく。例えば，「乾電池を直列つなぎにすると，回路に流れる電流が強くなる」という仮説は，

乾電池が１個の回路と，２個直列の回路に豆電球をつないで明るさを比較することによって確かめられ

る。さらに，モーターや電子ブザーなど豆電球以外のもので試してみても同様の結果が得られた場合，こ

の法則はより確かなものとして認識できるようになる。１つの実験や観察の結果だけでなく，複数のデ

ータを積み上げていくことにより，認識や法則の客観性は高まっていくのである。 

このように実験や観察を通して事実を積み上げ，帰納と演繹を繰り返しながら自然界の真理を求めて

いくことが「科学的に学ぶ」ということである。ここでいう事実は，実験や観察によって実証されたもの

であることが望ましいが，季節の移り変わりや天体の動きなど，人の手によって実証が難しいものにつ

いては，対象を日々観察し，再現されている事柄を分析していくことで，より確からしいと思える認識へ

とつながっていく。このような科学的な手続きを踏みながら対象に繰り返し関わり，根拠となるデータ

を集めていくことが，自然観を豊かにすることにつながっていくのである。 

(3) 「学び続ける」とは 

ここでいう「学び続ける」とは，単に単元の内容を求めていくということだけではなく，身に付けた知

識や技能をこれからの自分の生活にどのように生かしていくべきか，というところまでを含んでいる。 

教科の本質が科学的な概念形成にあることから考えると，理科教育においては「何を学ぶか」という視点

は外すことのできない重要なポイントである。さらに，子どもが学習内容を実感として深く理解できる

ようにするためには，アクティブ・ラーニングの考えなどから「どのように学ぶか」という視点も大切に

なってくる。 

これからの教育においては「何を知っているか」「何ができるか」といういわゆる教科の知識・技能と，

「知っていること・できることをどう使うか」という思考力・判断力・表現力が一体となって行われるこ

とが大切である。これまでに理科教育で大切にされてきた，系統的な学びがもたらす内容理解と，そこで

学んだことを実生活・実社会に当てはめて考えようとする生活への転移が両輪となることで初めて，子

どもの自然観はより上位の概念へと高まっていくのである。ここではさらに，そのような学びを展開す

る過程の中で，間接的にではあるが，主体性や協働性，学びに向かう力などの資質・能力が育まれていく

と述べられている。メインテーマに示された「学び続ける」態度も，このような資質・能力のうちの一つ

である。「学び続ける」態度が育まれた子どもは，単元や領域に関わらず，身の回りの自然から自ら問い



を生み出し，進んで「ひと・もの・こと」と関わりながら，問題を解決していこうとすると考える。教科

の時間に限らず，日常生活のあらゆる場面において，学び続け，問い続けながら，自分なりの解釈を楽し

んでいける子どもを育てたい。 

ここで改めて確認しておきたいのは，資質・能力は本質的な理科の学習を通して間接的に育まれるべき

ものであるという点である。つまり，子どもの主体性や，協働的に学ぼうとする態度を，教師の助言やグ

ルーピングの工夫などによって直接的に引き出そうとするのではなく，あくまで子どもにとって魅力的

な理科の授業を展開していく中で，子どもたちが自ら「学びたい」「関わりたい」と思えるようにしてい

くことが大切である。魅力的な教材との出合いがあれば子どもの解決意欲は自然と高まり，問いも生ま

れてくる。また，解決すべき問題に適度な壁があり，教室内に支持的風土が醸成されていれば，子どもは

自然と他者との協働的な問題解決を求めていこうとすると考えられる。このような子どもの姿を求めて

いくための視点として，本年度は新たにサブテーマを設定した。「教材化」と「単元化」の工夫により， 

真のアクティブ・ラーニングの学びが展開されることをねらっていく。 

 

４ サブテーマについて 

(1) 「問いがつながる」とは 

 ここでは単元全体を流れる子どもの意識が連続していくことを目指していく。例えば，教材との出合

いによって単元の前半で生まれた問いが，単元の終末まで一貫して続いていくことや，問題解決を行い，

１つの疑問が解決されることによってまた新たな問いが生まれていくような，問いの連鎖が生まれるこ

となどを想定している。そのためには子どもの意識が連続するような単元構成の工夫を行ったり，子ど

もの問いが生まれていく過程に着目し，子どもの心を揺さぶるような魅力的な教材との出合いの場を設

定したりする必要がある。そこで本年度は，子どもの問いがつながるための視点として「単元化」「教材

化」の工夫について考えていきたい。 

(2) 単元化について 

単元化とは，その単元または領域で扱うべき内容を系統的に整理し，学ぶ内容の位置付けや構成を新

たに考えていくことである。単元化の工夫としては，例えば以下のようなことが考えられる。 

 

 

 

 

 ここで，５年生の「ふりこのきまり」単元を例に挙げる。本単元では，おもりの重さ，振れ幅，振り子

の長さを変えながら，振り子が一往復する時間を調べ，等時性に関わる条件を見出すことがねらいであ

る。また，内容知とは別に，方法知として，条件制御の考え方を身に付けさせることも本単元の重点の一

つである。東京書籍の教科書においては，「①問題把握」→「②振り子の長さを変えて実験」→「③おも

りの重さを変えて実験」→「④振れ幅を変えて実験」→「⑤結果の整理」→「⑥振り子の性質を利用した

ものづくり」という流れで単元が展開していく。ここで，単元化の工夫としては，例えば子どもの問題意

識に合わせて，②～④の順序を入れ替えるということも考えられる。当然教科書のように，②から入り，

振り子が１往復する時間は振り子の長さによって決まるということをある程度認識させておいてから，

③と④を行い，さらなる納得へとつなげていくという方法でももちろんよい。また，多くの子どもがおも

りの重さによって周期が変わると予想した場合，③の実験を行った後に②に入っていくという方法もあ

る。ここでは，どのような順序で展開することが最もよいか，という議論ではなく，子どもの意識の流れ

に添うために柔軟性を持たせながら単元を展開することもできる，ということである。また，①の後に，

すぐに②～④のような条件が整理された共通実験へと入っていくのではなく，個々の問いに合わせた自

由試行の場面を取り入れ，問いを深めていくという方法も考えられる。その後は問いを集約し，従来の展

○子どもの意識の流れがつながるように，単元で学ぶべき内容を問題解決ごとに適切な順序で配置する。 

○単元の上位概念を意識しながら，逆向きに本時を付加したり修正したりする。 

○単元または次を貫く課題を設定し，長いスパンでの問題解決の軸を設定する。 



開で単元を進めたり，または個別の問題解決を継続させ，ジグソー的に⑤を行ったりしていくことも可

能であろう。さらに，①の段階で「どのようにすれば，糸とおもりだけを使って時計（１秒振り子）を作

れるのだろうか？」という単元を貫く問いを設定し，この問いを解決していく過程を通して，本単元で獲

得させたい内容知，方法知の両側面に迫っていくことも単元化の工夫の一つであるといえる。 

このように，一口に単元化といっても様々な方法が考えられるが，大切なのは単元展開の工夫によって

子どもの問いがつながり，毎時間，教師から与えられ，導かれる学びではなく，子ども自身が解決したい

学びへと転換していけるようにすることである。ここで示した例に限らず，子どもの意識をつなぐ単元

化の工夫についてアイデアを出し合い，それぞれの有効性を検証していきたい。 

(3) 教材化について 

教材化とは，自然の事物・事象の一部を切り取り，学習内容として扱うことである。教材化の工夫と

は，自然の事物・現象を授業としてどのように扱うか考え，実践することである。教材化の工夫を行う

ことによって，子どもたちは学校での学びと自己の生活をつないで考えたり，身の周りに広がる世界

を，新たなフィルターを通して見たりすることができるようになる。教材化の工夫としては，例えば以

下のようなことが考えられる。 

 

 

 

 

教科書では，ある科学的法則を証明するために最も適切な事物や現象を実験，観察として取り上げ，

帰納的に検証していくという問題解決のパターンが多く示されている。例えば三態変化では，空気，

水，金属を教材として取り上げ，そのどれもが温められることによって体積が大きくなり，冷やされる

ことによって体積が小さくなるとまとめられている。ここでは気体の代表として空気，液体の代表とし

て水，固体の代表として金属が取り上げられており，実験結果のまとめ方でも，「気体は温められると

体積が大きくなる」という汎用的な物の見方ではなく，「空気を温めると・・・」という個別の認識を

単元の結論として置いている。必要最小限の情報で，より多くの科学的な認識へと到達させるために

は，このような教材の取り上げ方は有効であるともいえるが，弊害についても考えておく必要がある。

例えば水は液体の代表として様々な単元に登場する。人が日常生活で体験する範囲の温度変化で三態に

変化する水という物質は，子どもにとっても身近で，実験に用いやすい液体ではあるが，冷やされて固

体になると体積が膨張するという固有の性質を持っており，子どもによってはそれが液体の一般的な性

質であると誤解をしてしまうこともあると考えられる。ここで，例えば蝋を液体から冷やして固体にす

るという活動を取り入れることで，子どもは水の体積変化を例外として認識できる可能性が生まれるの

ではないだろうか。他にも，植物の発芽と成長の単元において，インゲンマメの他に，子どもにとって

より身近な種を用いて実験を行ったり，物のとけ方の単元において，日常生活で水に溶かして使う様々

な調味料を発展的に扱ったりすることなども考えられる。時数の関係もあり，発展教材ばかりを扱うわ

けにはいかないが，本来多様で複雑な自然の世界を，あまりにも単純化して結論付け，知識の定着を急

ぐのではなく，子どもにとって“色々試していくうちに納得のいく説明に近付いた”という経験をさせ

ることも大切なことであると考える。教材化の工夫としては他にも，市販されている玩具の原理を考え

ていく過程を通して科学的な認識を深めたり，皆既日食や金環日食を教材として取り上げることを通し

て，学びを日常生活と関連付けて捉えられるようにしたりするなど，様々なパターンが考えられる。い

ずれにしても，ここで大切にしたいのは，単に子どもの興味を惹き付ける道具（物）を扱うのではな

く，「何について考えることが，子どもの問い続ける態度や自然観を豊かにすることにつながるか」と

いうことである。一見，分かりそうで分からないが，問題解決の終末には実感として納得できる，そん

な教材を探したい。 

○共通教材に加え，子どもたちにとって身近で興味が湧きやすい事物や現象を関連教材として取り扱う。 

○日常生活で利用する道具や機器を一部加工したり他の物と組み合わせたりして，教材として利用する。 

○テレビや新聞で取り上げられる科学ニュースを学習内容の一部として取り上げる。 



(4) 単元化と教材化の関係について 

端的に言えば，「単元化」，「教材化」の工夫とは，「理科の学習において，何にどう触れさせるか」とい

うことであり，両者は互いに深く関わるものである。例えば，子どもにとってどれだけ身近で，魅力的な

教材があったとしても，それを教師が直接的に示し，解決の方法を与えていく方法では，子どもの問いは

醸成されにくい。また，単元展開が工夫され，課題との出合わせ方や問題解決のプロセスがしっかりと想

定されていたとしても，教材自身の魅力が薄ければ，問題に主体的に取り組もうとする態度は育まれに

くくなる。「何をどう扱うのか」という，単元化と教材化の両側面の工夫があってこそ，魅力的な理科の

授業が生まれてくるのである。本年度の研究を通して，子どもが心から理科を楽しみ，本気になって問題

解決をする姿があちこちから生まれてくることを期待する。 

 

５ 子どもの姿の検証について 

 本年度は，ここまでに示した「単元化」や「教材化」の工夫が，「子どもが問いを持つこと」や「学び

続けようとする態度を養うこと」にどのように影響していくのかを年間を通して検証していくようにし

たい。ここではメインテーマまたはサブテーマに掲げる子どもの姿に迫れているかどうか，その検証方

法の一例について提案する。大きくは以下の３点である。 

 

 

 

  

①について 

これは，アンケート調査などを通して，子どもの意識の変容を追っていくという方法である。質問の内

容や回答の仕方（選択式または記述式）は子どもの発達段階等を考慮した上でよりよい方法を選択する

必要があるが，いずれにしても教師の意図が反映され，肯定的な回答を誘導しないように配慮する必要

がある。実施の時期については，単元の前後だけでなく，次の前後などでも行うことが考えられる。 

②について 

最も分かりやすく，説得力のある検証方法である。ここでは，子どものどのような姿が「問いをもち，

学び続けようとしている」姿なのかを明解に想定しておく必要がある。期待する子どもの姿は，予想につ

いて話し合ったり，実験結果をもとに考察をしたりする場面において特に発揮されやすいと考えられる。

ただ，一部の子どもの発言を中心に交流が進められた場合，発言の機会をもたない他の児童について意

識の変容を見取ることは困難である。そこで，子どもを類型化し，抽出児を追うことで子どもの変容のパ

ターンを追うことや，情報機器を活用し，子どもの姿を記録していくという方法も用いたい。 

③について 

 子ども一人一人の思考の道筋を見て取るために有効な検証方法であるといえる。ここでは特に，振り

返りの視点を教師が狭めすぎないことが大切であると考える。単元の内容定着を意識するあまり，その

日の問題解決に対する振り返りという視点で書かせてしまうと，記載される内容は小グループの実験結

果や，全体交流で共有されたことばかりになり，その子らしさが失われていくという危惧がある。このノ

ートは子ども一人一人の学び続け，問い続ける態度が，どのように育まれてきているかを教師が見取る

ことに留まらず，授業改善に生かすという目的でも活用することができる。子どもが今，何を疑問とし，

何をイメージしているのか。また，学んだことをどのような事実とつなげようとしているのかなど，その

子どもの疑問や成長をまるごと受け止め，次時の指導に生かしていくようにしたい。 

 ここでの振り返りは，毎時間の終末に教師の指示によって書かせるものではなく，あくまで学習者で

ある子ども自身が書く内容と時間を欲していくことが望ましい。子どもが外部からの評価を求めてでは

なく，自分の学びを意味付けるために書く記述だからこそ，そこにはその子どもが持っている素朴な問

①学習前後で子どもの意識調査を行い，その変容を分析する。 

②毎時間の子どもの姿で授業評価を行う。 

③ノートや子どもの表現物を拠り所にしながら，単元を通しての子どもの変容を追う。 



いや課題意識が記されていくのである。学習問題を自分事として捉え，主体的に問題解決に取り組もう

としている子どものノートには，自分なりに文献で調べたり，家庭で自主的に実験を行った際の考察結

果が記されていくことがある。これは，学校での学びをその時間だけで終わらせるのではなく，日常的に

も問いをもち続け，解決方法を考え続けていることの証拠である。また，自分の考えをもちながらも，そ

れを絶対のものとせず，常に妥当性を模索している子どものノートには，友達の考えを称賛したり，また

は論理的に反論しようとしたりと，他者の学びへの反応が見て取れる。これは，共感的・協同的な姿であ

る。もちろん自由記述である以上，その記述は時には稚拙だったり整理していくことが難しい内容であ

ったりすることもある。それでも，子どものありのままの考えを継続的に追っていくことで，子ども一人

一人の伸びが見えてくるのではないだろうか。 

 子どものノートを見ていると，時には，教師も思いつかないような実験方法を見出したり，小学校の段

階では到達することが難しいような上位の概念につながる発想が感じられたりすることもある。そうし

た際には全体の場でそれらの考えを取り上げたり，その子どもに語らせる機会を設けたりすることで，

他の子どもにも考える機会を与えることができ，さらに新しい考えが広がっていくのである。ノートの

記述の分析をしていくことで，授業では積極的に手を挙げて発言することが難しい子どもについても，

自然に問い続け，学び続けながら，主体的に問題解決に取り組んでいる様子が見て取れるようになる。 

こうしたことからも，自由記述できる振り返りノートは，子ども一人一人の育ちを保障するために有効

であると考える。 

（文責 香理研研究部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文責 香理研研究部） 
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小豆支部の研究

『感じ，考え，自然のおもしろさを実感する子どもの育成』
～科学的な見方・考え方を育成するための主体的・協働的な学びを生かした問題解決学習～

土庄町立土庄小学校 山本 義博

１ 研究の概要 ４ 実践事例

子どもたちが，自然事象を豊かに感じ取り， (1) 主体的・協働的な学びの過程を生かした問題

主体的・協働的に学び，自然の巧みさやすばら 解決学習の工夫

しさを実感していく学習を進めることが重要で 第５学年「植物の発芽と成長」

ある。 ① 問題意識をもたせる場面

理科では，自然の事物・現象を対象にして， 単元の導入で，既習事項である３年生の時

観察や実験などを通して調べ，科学的な理解を に学習したホウセンカや４年生の時に学習し

図っていく。この過程で，子どもの主体的・協 たヘチマの育つ順序や育ち方，気候と成長の

働的な学びを生かした問題解決学習を充実して 関係を提示し，「種子が発芽するためには何

いきたいと考える。観察・実験は，目的的・意 が必要か」という問題意識をもたせた。

図的な体験活動である。子どもが主体的に問い 本時は，発芽までの意識の流れが分かるよ

や見通しをもてるように，自然の事物・現象や うに，学習の経過を掲示しておくと共に，本

既有の枠組みに働きかけをする意図的な体験が 葉が出たインゲンマメの苗を提示し，「この

必要である。また，その体験で子どもたちが目 後大きく成長するには何が必要か」という問

的を達成でき，学ぶ意欲が継続できるような教 題意識をもてるようにした。

材を工夫することも必要である。 ② 予想の場面

理科学習において，問いをもつ段階，予想す 「インゲン豆をも

る段階，実験方法を計画する段階，実験・観察 っと成長させるた

の結果を表やグラフ等に整理する段階，はじめ めに必要な条件は

に立てた予想に照らして考察する段階で，他者 何だろう」という

との協働的な学びを生かし，科学的な言語や概 学習問題から，こ

念などを使用しながら考えたり，説明したりで の後大きく育つた

きるように学習活動を工夫し，充実することが めに必要な条件を

必要である。 考えた。絶対に必要なものとして「水」を押

これらの活動を通して，自然の巧みさやすば さえてから，水以外に必要なものを考えて予

らしさを実感し，自然と学習していく楽しさや 想と理由を書かせた。一人で考える時に，「発

喜びといった意欲を大切にしたいと考え，本テ 芽」の条件を思い出して考える児童もいた。

ーマを設定した。 そこで，「学習問題をもう一度確認しよう」

２ 研究の方向 と助言することで，「○○があればもっと成

(1) 授業実践（主体的・協働的な学びの過程を 長できそう」「それは発芽するときだ」とい

生かした問題解決学習の工夫） った会話が聞かれるようになった。全体の話

(2) 子どもが自ら学び続ける観察・実験教材の し合いでは，既習の実験や経験などから理由

工夫 をつけて発表するようにし，もっと成長させ

(3) 見通しと振り返りの充実 るための条件として，「肥料」と「日光」の

３ 研究計画 二つの予想にまとまった。

研 修 日 研 修 内 容 ③ 実験方法・結果の見通しを考える場面

４月 27日 研究組織の決定・研究テーマの 観察や実験を自分事の問題解決にするため

設定・年間研修計画の立案 に，実験方法を自分で考えたり，実験の目的

６月 24日 研究授業「５年植物の発芽と成長」 を明確にするための結果の見通しを考えるよ

授業者 山本 義博教諭 うにする。実験方法などを交流するときには，

11月 24日 研究授業「未定」 自分の考えを明確にし，自分とは異なる考え

授業者 廣玉 智也講師 を知り，そして，自分だけでは思いつかなか

研修のまとめ った考え方をグループやクラスで作り上げて

いく活動にすることで，協働的な学びになる

ようにしていく。本単元では，制御すべき条

件と制御しない条件とを区別しながら，条件



を制御して実験を行う資質や能力を育てるこ の計画を考えて

とが大切である。そのため，交流においては， いくことも考え

調べたいもの以外の条件をそろえるという考 られる。児童も，

え方を大切にして話し合いをさせる。 自分が問題解決

本時では，「成 をしてきて身に

長」に必要な条 つけたことを振

件として，「日 り返ることがで

光」と「肥料」 きる。また，1 時
を確認した後， 間ごとの授業の

ネーム磁石を使 後に，今日の学

って，自分が調 習で一番大切だ

べたい条件を選択した。調べる条件ごとにペ と思うことを書

アを作り，実験の計画を立てるようにした。 くことによって，

その際，考える視点として，「条件統一」と 児童がその時間

「結果の見通し」のキーワードを確認した。 に何を考え，何

まず，自力でノートに実験方法とそろえる条 を学んだか把握

件を考えて書いた。ペアで話し合う際に，そ する手がかりに

ろえる条件や実験の方法が少し違っていると なる。感想や次

ころなどは，発芽の実験時の条件のそろえ方 の問いを書くこ

を思い出したり，ノートや掲示シートを振り とによって，児

返ったりしながら，二人で相談してワークシ 童の思いがわかり，次の問いをもとに次の授

ートにまとめていった。 業を考えていくこともできる。そうすること

全体交流では，実験方法とそろえる条件， で，児童にとって自分事の問題解決が連続し

調べた条件が成長に必要ならば実験結果がど て行われるようになればと考えている。

うなるかを代表のペアが発表することで，同 ４ 成果と課題

じ予想をしているペアの考え方や別の予想を (1) 主体的・協働的な学びの過程を生かした問題
している考え方を共有することができた。 解決学習の工夫から

(2) ＯＰＰシート(One Paper Portforio)の活用 ○ 掲示物やワークシートなどを工夫すること

① 振り返りの場面 で，主体的に自分の考えを書いたり，話し合

自分の学びの足跡を振り返るとともに，教 ったりできる児童が増えてきた。

師も児童の学びの変容を見取ることができる ○ 実験方法を自分で考えたり，結果の見通し

ように考えて，ＯＰＰシートを用意した。Ｏ をもったり，それらについてペアやグループ，

ＰＰシートとは，１枚の紙に単元全体を通じ 全体で話し合いを行ったりすることで，自分

て子どもの考えや疑問，気づき等の変容を見 事の問題解決になってきた。

ようとするものである。 ● 条件や実験方法に対する児童の思い(こだ

ＯＰＰシートには，小単元の最初にその単 わり)をどこまで受け入れるかを考えていき

元で身に付けさせたいことについて知ってい たい。

ることを 書くようにする。また，１時間ご (2) ＯＰＰシートの活用から
との授業後には，今日の学習で一番大切だと ○ 大切な言葉や次時の実験への思い，次にし

思うことや感想，次の問い等を書くようにす たいことを素直に書けるようになってきて，

る。そして，小単元の終わりにはその単元で ノートと併せて自分の学びの足跡を振り返る

学んだことをもとに知ったことを書くように ことができるようになってきた。

する。ＯＰＰシートに，単元で学んだ大切な ○ 学習前にもつ児童の素朴概念の把握やその

ことや分かったこと，実験に対する思いを書 １時間に児童が何を学んだか，児童の思いや

くことで，自分で，単元のつながりや変容を 次の学習問題など，ＯＰＰシートは児童の評

振り返ることができる。 価に生かしていける。

② ＯＰＰシートの効果 ● ＯＰＰシートを書くには，時間を確保しな

ＯＰＰシートを利用することで，学習前と ければならない。

学習後の児童の概念把握ができる。学習前に

もつ児童の素朴概念を把握することで，単元



さぬき・東かがわ支部の研究 

『自ら科学的に学び続ける子どもを育む理科学習』 

―子どもが問題解決の意識をつなぐ単元・教材の工夫― 

                                                                さぬき市立 志度小学校 大野 弘城  

１ 研究の概要 

（１）研究テーマについて 

理科学習の本質は、問題解決にある。児童に

とって価値ある問題解決を行っていくには、主

体的な学びの姿が必要であり、児童が知りたい

という思いや願いをもって学習に臨むことが

大切である。併せて、科学的に解決していくた

めに、問題解決の過程を踏まえたり、対話等の

協働的な学びを取り入れたりした、適切な学び

方を身に付けていく必要もある。これらの点を

踏まえて問題解決を進めていくことができれ

ば、児童は自ら科学的に学び続けることができ

ると考える。 

そこで、自ら科学的に学び続ける児童を育む

ために、主体的な問題解決を促す教材の工夫と

単元の工夫が有効であると考え、以下のような

手立てを中心に研究を進めていくことにした。 

教材について 単元について 

・児童のこだわり

や興味、半知半

解の状態を生み

出す教材 

・実証や再現がし

やすい教材 

・実社会、実生活

とつなぐことが

できる教材 

・適切な困難性を

伴う教材 

・自ら見通しを持ち、学び

たくなる単元展開 

・問題解決の意識を継続で

きる単元展開 

・自己選択や自己決定を保

障することで自ら交流し

たくなる単元展開 

・新たな問いが生まれる単

元展開 

・学ぶ喜びや有用性を実感

できる単元展開 

・対話を通して学ぶことが

できる単元展開 

（２）研究計画 

月 日 研修内容 

4月30日 組織、計画作り 

6月16日 

第１回教科研究会 

研究授業 志度小 新開宏典 

5年「魚のたんじょう」 

7月23日 さ・東夏季研修会（実技研修） 

11月４日 

第２回教科研究会 

研究授業 長尾小 角友清志 

「（未定）」 

1月 研究のまとめ 

 

２ 実践事例 

３ 研究協議から 

（１）教材の工夫について 

・研究授業では、単元を通して意識をつなぐ問

題解決にするために、一人一人が卵からメダ

カを育てる活動を取り入れたのはよい。 

・本時では、観察により気付いた変化を交流す

ることにより、協働的に学ぶことが大切であ

る。 

・児童の採取したメダカの卵は、採取日によっ

て成長の段階に違いがある。それを生かした

成長の変化を一連の流れとして捉えさせる

ことが大切なのではないか。 

・メダカを日々飼育・観察する児童の様子から

は、卵の変化について興味をもち変化に対す

る問題意識が継続していた。 

（２）スケッチの技能の習熟について 

「観る力を育てる指導の工夫」について、提案

発表があった。「メダカ日記」の作成を通して、

学習が進むに従い、技能も向上していったり、小

さな生命を大切にしようとする心情面が高まっ

たりする、児童の姿が見られた。観察記録を「メ

ダカ日記」とすることで、児童の意欲の継続や完

成した時の達成感も味わうことができた。 

以下のポイントを今後の指導に活用する。 

・ 一本の線で描く 

・ 周囲の線は必ず閉じる 

・ 影を描かない 

・ 濃淡は点描で描く 

・ 線や点を丁寧に描く 

今後も、研究テーマに沿って研究を深めていく。 

○授業研究 志度小 新開 宏典 教諭 

5年「魚のたんじょう」 

○提案発表 本町小 木村 良子 教諭 

 5年「魚のたんじょう」 



 

 

 

 

 

１ 研究主題について 

(1)「自分事の問題解決」とは 

「自分事の問題解決」とは，子どもが主体

となり，本気になって事象を捉え，他者と吟

味し，考察する問題解決であると捉える。子

どもがもっている考えを顕在化し，他者との

共有化を図りながら，子どもの考えを科学的

にしていくために，子どもが主役となる問題

解決を大切にしていきたい。 

 

(2) 単元化・教材化の工夫で自然から科学の

方向へと“つなぐ” 

理科における「自然」と「科学」のつなが

りについて，日置(2005)は，「『自然』という

人間とは独立して存在する事物や現象を対象

にして始まった理科の学習は，観察，実験な

どを通して，『科学』という人間がつくった体

系を参考にしながら，子どもが自らの『見方

や考え方』をつくっていく営みであるという

ことができる。」と，述べている。 

理科の目標を基盤に，今子どもがどのよう

な考え方をもっているのか，そこからどのよ

うな考え方をもてるようにしていきたいのか

という指導の方向性をしっかりもった実践研

究に取り組むことを大切にしていきたい。 

このような，「自然」から「科学」へのつ

ながりを意識し，子どもが自ら学び続け，問

題解決の力を養い，自分なりの自然観を創っ

ていくことを目指し，以下のことを重点に授

業づくりの実践研究を行う。 

・ 子どもの学びをどのようにつないでい

くかということに関する単元化の工夫 

・ どのような教材を通して自然と子ども

をつないでいくかということに関する教

材化の工夫 

 

 

 

 

 

２ 実践事例 

(1) 学校名・学年  

三木町立白山小学校 第 5学年 

(2) 単元名 植物の発芽と成長 

(3) 主張点 

・ 「大きく育てようプロジェクト」という

課題を設定したり，自分が育てたい植物を

栽培するという関連教材を用いた共通体

験を取り入れたりした単元構成の工夫を

することで，児童一人一人が自分事として

主体的に活動を進めることができる。 

・ 共通教材と関連教材を用いることで，身

に付けた知識･技能を活用しながら植物の

発芽と成長に関する科学的な見方や考え

方を深めることができる。 

・ 「成長チェックシート」を児童と作成し

て活用することで，植物の成長とはどのよ

うなものであるかを捉え直し，必要な条件

について科学的な根拠をもって考えるこ

とができる。 

 

３ 成果と課題 

本事例は「植物の発芽と成長」の学習にお

いて，単元を通して子どもにどのような力を

付けていくか，子どもの学びをどのようにつ

ないでいくか，どのような教材を通して自然

と子どもをつないでいくかということに関す

る工夫を主として考え，授業改善に取り組ん

だ。その結果，児童は学習したことを実生活

に生かして栽培活動に取り組む姿等が見られ，

自分事の問題解決の力を高めることに有効で

あったと考えられる。 

今後も，単元化・教材化の工夫を中心にさ

らに実践研究を蓄積し，有効な手立てを分析

していくことが必要であると考える。 

高松支部の研究 

自分事の問題解決の力を高める理科学習 

～“つなぐ”ことを大事にした授業つくり～ 

高松市立木太小学校  住田 隆之 



【 単 元 計 画 】 

１ 研究の概要 

坂出・綾歌支部では，一昨年度より「自ら科学的に

学び続ける子どもを育む理科学習」をテーマに児童の

主体的な問題解決を促す単元・教材について研究を進

めてきた。研究授業を中心とした実践より，児童の興

味関心を喚起する教材や単元の導入の工夫，見通しを

もった実験・観察，写真やグラフでの結果の視覚化・

共有化といった支援の有効性が明らかになってきた。 

本年度もそうした取り組みを継続するとともに児

童の問題意識や思考が連続するための工夫に重点を

置くようサブテーマを「子どもたちの問いがつながる

単元化・教材化の工夫」とし単元化，教材化に研究の

視点を置き取り組んでいる。 

 

２ 実践事例 

第５学年「つながる命 －魚編―」（宇多津町立宇多

津小学校：堀金教諭）を実践事例として取り上げ，「①

子どもの問いがつながる単元化の工夫」「②子どもの

問いがつながる教材化の工夫」，加えて「③情報を共有

化する教具の工夫」について説明する。 

① 子どもの問いがつながる単元化の工夫 

 単元をスタートする際に，ワークシート（マトリッ

クス表）にメダカについて知りたいことや調べたいこ

とを書き，一つ一つを付箋紙に書き写し，児童がグル

ープごとに，自分たちが書いた付箋紙をＫＪ法的に分

類し，画用紙に貼って整理した。その画用紙をもとに

全体で交流し，共通な項目をもとに単元の計画をした。 

全員分の付箋紙をまとめた表を授業の際に教室に

掲示したり，ワークシートにして配布したりすること

で常に児童が意識することができ，児童自身の学びの

振り返りチェック表としても活用できた。 

 

 

上記の単元計画に基づいて，児童が学習したことを，

随時パソコンを使ってまとめる活動を取り入れた。

「メダカの飼い方」や「顕微鏡の使い方」といったマ

ニュアル的な内容は，カラー印刷して次年度の 5年生

への活用を考えている。また，「メダカの卵の成長」や

「水中の生物」といった内容は，ホームページに UPし

保護者に向けての情報発信の 1つとしている。単元の

最終時では，パソコンでお互いに発表する時間を位置

づけ交流することで児童の意欲や理解を広げること

ができた。 

しかし，全体で立てた計画に沿って学習を進めてい

くと「メダカにはどんな種類があるの？」「メダカの寿

命は？」といった児童のいくつかの疑問が残ってしま

う。また，学習を進めていくうちにも「ミジンコは何

を食べているのだろう？」と新たな疑問を持つ児童も

いる。こうした疑問を全体の課題として取り上げてい

くことは，時間の制約上できないので，個別に図書室

やインターネット等で調べていくように促した。その

内容もパソコンでプレゼンテーションソフトを使っ

てまとめ，他の児童に発表する場を位置づけることが

できた。 

 

② 子どもの問いがつながる教材化の工夫 

第三次において，児童がいだいた疑問は，「川や池な

どの水中に，メダカのえさとなる小さな生き物がいる

のか。」である。これには，「小さな生き物がいるのか。」

と「それを実際に食べるのか。」の２つの段階がある。  

そこで，教材として「ミジンコ」に視点を当てた。

ミジンコは，川や田などにも多くいて，児童が目で見

ることができ，この疑問を解決するために扱う教材と

して適していると考えためである。 

坂出・綾歌支部の研究 

「自ら科学的に学び続ける子どもを育む理科学習」 

― 子どもたちの問いがつながる単元化・教材化の工夫 ― 

綾川町立滝宮小学校 大林 紀章 

【児童のワークシート】 
【全員の付箋紙を使って整理】 

調べる順番 

１ メダカのオスとメスの見

分け方 

２ メダカの世話の仕方 

 えさ，水そう，水（準備，温

度） 

３ 卵のようす 大きさ，数，色 

４ 卵の中での成長 

５ うまれてからの成長 

 



授業の中でも児童は，下記のように問いをつないで

いき，「きっと他にも小さな生き物がいる。」「もっと小

さな生き物がいるのでは？」とさらに次の問いへと深

め・広げていくことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ミジンコを可視化することでつながる児童の問い】 

 

③ 情報を共有化する教具の工夫 

本時でミジンコを観察する器具として，解剖顕微鏡

と並行してデジタル顕微鏡を取り入れた。このデジタ

ル顕微鏡は，50倍の倍率でパソコンに USB接続するこ

とで汎用のカメラとして動作する。タブレット画面に

表示されるので，複数の児童が同時に様子を確認する

ことができ，タブレットパソコンを操作することで簡

単に写真や動画を撮影し 1番いい状態の写真を見て観

察したり，記録したりすることができた。 

記録する先を無線 LANで接続した校内サーバーにす

ることで児童の撮影した動画をリアルタイムで共有

化できた。本時でも教師用のパソコンを使って児童が

撮影した動画を大きく表示することで，ミジンコの生

きた姿を実感することができた。 

 

 

 

 

３ 成果と課題 

○単元の導入で児童の疑問や調べたいことをもとに

単元計画を児童とともに行うことで児童自身の理科

学習に対する意識をつなぐことができた。その際，KJ

法的な手法は児童自身で内容を整理するのに有効で

あると考える。児童自身が単元の学習を俯瞰したり，

振り返ったりすることは，「自ら科学的に学び続ける」

ためにこれからも大切にしていきたい視点である。 

○デジタル顕微鏡を取り扱うことは，情報の共有化や

児童の意欲化の面で大変有効であった。パソコンで学

習をまとめる活動にもつながりやすくこれからいろ

いろな面で活用を図りたい。 

一方，従来から扱っている顕微鏡や解剖顕微鏡の取

り扱いも汎用性や画面の解像度の点で大切にしてい

く必要がある。 

○ミジンコを小さな水中の生き物の入り口として取

り上げることは，児童が思考をつないでいく上での効

果として，授業後の討議でも認められた。 

一方，事象を単純化してしまうデメリットも指摘さ

れた。ミジンコと同じように視覚的にとらえられる植

物プランクトン（例ボルボックス等）も並行して扱う

ことにより対話や交流の機会が増え，「他にも小さな

生き物がいるのではないか。」と児童の思考が広がる

ことができるという意見が出された。自然の事象をど

う切り出し児童に提示するかという教材化の視点で

さらに検討していきたい。 

○パソコンを使って学習をまとめることに対して，児

童が大変意欲的に取り組んだ。編集の操作等も教師が

思った以上に早く慣れていった。本校には，タブレッ

ト型の機器が導入され他の教科での活用が進んでい

ることもその要因であると考える。このスキルを 2学

期の「つながる命 ―人編―」の学習では，調べたこ

とをポスターセッション形式で発表する活動へと生

かす予定である。 

○単元名を「つながる命 ―〇〇編―」として人，魚

の誕生や花粉の働きを学習することについては，本時

の最後に「ミジンコからメダカへと命がつながってい

る。」という児童の意見が出るなどの効果があった。 

しかし，本当の効果は，5 年の 3 つの単元の学習を

終えてからである。本単元での取り組みを生かして，

他の 2つの単元での学習につないでいきたい。 

 

①水中に何かいる？ 

 

②どんな形かな？ 

③名前は何かな？ 

④実際メダカが食

べるの？ 

⑤他にも，メダカの

エサとなる小さな生

き物はいるのかな？ 

【デジタル顕微鏡】 【ペアでミジンコを観察する児童】 



 

 

１ 研究テーマについて 

  「21世紀型能力」「アクティブ・ラーニング」

などが取り沙汰されているように、変化の激し

いこれからの社会を生きていく子どもには、「生

きる力」と表現されるような「自ら課題を見つ

け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行

動し、よりよく問題を解決する資質や能力」が

必要である。また、それらを育むために、「体験

的な学習」「問題解決的な学習」「学び合い」な

ど指導の充実が求められている。 

このようなことから、県のテーマである「自

ら科学的に学び続ける子どもを育む理科学習」

の趣旨を踏まえつつ、「子どもの科学的な学びを 

生む教材・教具・単元構成の工夫」をサブテー

マにして、よりよい理科学習指導の研究に取り

組みたい。 

２ 実技研修会 

⑴ 身近な地域教材の開発（丸亀城の活用） 

  野外観察における教員の力量向上のため、６

月１日（水）に、丸亀市立城西小学校で実技研

修を行った。城西小学校のすぐ近くにある丸亀

城での現地研修と、たたき染めによるヨウ素液

での葉のデンプン反応の実習である。ここでは、

この実技研修会の状況について報告する。 

  子どもの継続的な学びを生むには、地域の

「物・人・事」を活用するのが有効である。理

科学習においては、自然の事象を体験できる地

域教材の開発が重要であり、城西小学校では、

隣接する丸亀城の活用が考えられる。 

  実際に子どもが野外で学習をする場合、次の

ような価値が考えられる。 

○観察、遊び、探索などの体験を通して、自然

に親しむことができ

る。 

○五感を通して物事  

 を理解する感性を培 

うことができる。 

○環境学習など総 

 合的な学びにつな 

がる。 

  丸亀城では、樹木や野草が多数観察できた。

ムラサキカタバミ、クズ、ヤエムグラ、ヘビイ 

チゴなど、草花遊びに利用できるもの、ノアザ 

ミ、チガヤなど群生して目立つ植物も確認でき 

 

 

 

 

た。また、帰化植物のチリーアヤメの存在や下

層部にセイヨウタンポポが多いことなど環境を

考えるのに役立つものも確かめられた。           

⑵ 学び方を学ぶ 

  野草は種類が多

い上、似通った亜種

や季節で変化する

ものもある。園芸種

や帰化植物も増え

ている。 

  このようなこと

から、博学的な知識の伝達は役に立たない。そ

れよりは、どのように調べるか調べ方を学び、

学ばせることが大切である。ふつうの植物図鑑

では調べても分からない場合は、帰化植物図鑑

や樹木観察図鑑，写真検索を用いた図鑑、イン

ターネットなどの活用などで調べることができ

る。教師も子どもと共に調べる姿勢をもつこと

が大切である。３、４年生の生物単元では、こ

のような学び方を学ばせることが有効と考える。 

⑶ 科学的な学びへの活用 

クズ、サクラ、ヨ 

モギ、ヤエムグラな 

ど、採取した葉を使 

ってたたき染めを 

行った。日光をよく 

浴びた葉は、 

ヨウ素液によ 

く反応し、美しい青紫色になった。  

このような科学的な実験と野外観察の関連

が単元の工夫に利用できる。 

３ 成果と課題 

  今回は授業研究ではなく、教員の実技研修を

通して、教材に関する研究を深めることができ

た。このことは、理科を専門としない若い教員

が増えている今日に重要な研修と考えられる。

教員自身が「理科が楽しい、自然がおもしろい」

と感じ、力量を高めることが、今後の教育の為

に重要だからである。 

  このような研修を生かして、実際の授業の充

実につなげたい。 

 

               （文責・大西） 

丸亀支部の研究 

    『自ら科学的に学び続ける子どもを育む理科学習』 
～子どもの科学的な学びを生む教材・教具・単元構成の工夫を通して～ 

                             丸亀市立城坤小学校 大西 明代 

＜帰化植物のチリーアヤメ＞ 

＜丸亀城での現地研修＞ 

＜たたき染めによる葉のデンプン反応＞ 



 

１ 研究の概要 

  仲善理科部会では,昨年度から「科学的な思考力

や表現力の育成を図る理科学習」をテーマに掲げ,

研究に取り組んできた。この実践を進めていく中

で課題として多く上げられたのが,「児童が自然と

主体的にふれあい,興味関心を高めるための場の

設定」「子どもたちの問いが生まれる観察や実験

への手立ての工夫」「考えを練り合うなどの言語

活動の充実」などである。そこで今年度はサブテ

ーマを「子どもたちの問いがつながる単元化・教

材化の工夫」とし,以下の 2点を指導支援の視点と

して本年度の研究の柱に据えた。 

 ① 自然現象への働きかけを通して児童が自ら問

いをもち,予想,見通しを立てて問題解決を図っ

ていくための単元化・教材化の工夫 

 ② 実験や観察の結果を表やグラフに整理しなが

ら考察し,友だちと練り合いながら表現させる

指導・支援の在り方 

         

２ 実践事例 ４年「電気のはたらき」 

授業者 まんのう町立仲南小学校 西川 泰永教諭 

 

① 単元構成の工夫 

 本単元は第１次「電気の

はたらき」,第 2次「乾電池

のつなぎ方」,第 3次「光電

池のはたらき」で構成され

る。子どもたちから「解決

したい」と思えるような問

いが生まれ,つながってい

くように,単元を通して子どもたちにおもちゃ作り

を意識させる単元構成にした。第１次の始めに教師

が乾電池を使って動くおもちゃを見せ,「作ってみた

い」という意欲を高めた後で子どもたちは,自分の作

りたいおもちゃの設計図をかく。第１次で電気のは

たらきについて学習した後で１回目のおもちゃの改

良を考える。そして第 2次で電池のつなぎ方を学ん

だ後で,もう一度おもちゃの改良を考え,第３次の最

後におもちゃ作りを行う。本時の乾電池のつなぎ方

を考える場面でも,「モーターを早く回したい。」,

「おもちゃ作りに生かしたい。」など子どもたちは

おもちゃ作りを意識しながら意欲的に学習に取り組

むことができた。 

② ワークシートの工夫 

 本時は電池 2個を使っ

てモーターを速く回すつ

なぎ方を考える活動であ

った。まず,一人一人に導

線をかき込む小さなワー

クシートを配り,自分の

考えをもたせた。その後でグル

ープで意見交流ができるように

大きなワークシートをラミネー

ト加工したものを用意し,その

上で意見交流を行った。ワーク

シートはモーターと乾電池の位

置を制限したことで,考えが出にくい並列つなぎも

たくさんの子どもたちが考えることができた。また,

水性ペンでかいたり消したりできるワークシートを

使うことで活発な意見交流が行えた。個人でしっか

りと考えをもつことができているのでどの子も話し

合いに参加することができた。 

③ 実験時の工夫 

 実験を行う際に,ワークシ

ートにかいた回路を実際に組

み立てることが難しい児童の

ために,あらかじめつないで

おいた実験装置を写真に撮

り,印刷したものを用意した。

子どもたちはその写真を見な

がら,自分たちで考えた回路

を組み立てることで意欲的に

実験を行っていた。ワークシ

ートに回路をかくことは難し

くはないが,思っていたようにつなげられないとい

うつまずきを防ぐことができた。 

 

３ 成果と課題 

 ○ 単元を通しておもちゃ作りを意識させること

で,どの授業も意欲的に取り組むことができた。 

○ グループ学習用と個人用の二つのワークシー

トを用意すること活発な意見の練り合いが行え

た。 

● モーターの速さの比較が不十分であった。乾

電池一個の回路も用意しておいて,比較させる

などの手立てが必要であった。 

仲善支部の研究 

『科学的な思考力や表現力の育成を図る理科学習』 

～子どもたちの問いがつながる単元化・教材化の工夫～ 

 

琴平町立象郷小学校  嵐 雄亮 



  三豊・観音寺支部の研究 

『自ら自然と対話する子どもの育成』 
〜問いを生み出す支援と環境づくりを通して〜 

三豊市立仁尾小学校  片山 惠富  

 

１ 研究の概要 

(１) 本年度の研究について 

子どもの自然認識の深まり

は，自分自身の既有の見方や考

え方に基づいて自然の事物や

現象に働きかけ，自然から得ら

れた情報を獲得し，それに基づ

いて自分自身の見方や考え方を見直していく過

程の連続である。このように自然認識を捉えると

き，その過程は，まさに自然との対話であり，自

己との対話であり，それに伴う他者との対話であ

る。つまり，対話を通した協働的な学びによって，

子どもの自然認識が深まっていくと考える。 

本年度は，サブテーマを「問いを生み出す支援

と環境づくりを通して」とし，子どもが自ら問い

を生み出すための支援の在り方や平素の授業を

さらに充実させる総合的な環境づくりについて，

研究していくことにした。 

(２) 研究の具体 

① 対話を重視した協働的な学びの創造 

【自然との対話】 

○ 自然事象と関わる中で不思議に気付き，解

決する過程で新たな疑問や課題をもつ。 

〇 学びをもとに，身近な自然・事象に新たな

価値を見いだす。(実社会・実生活との関連) 

【自己との対話】 

○ 学んだことを言葉やグラフ，表や図等で表

出し，他者に表現する。(考えの可視化) 

○ 素朴概念の矛盾に気付き，実験や観察等を

通して新たな知識や考えを再構成する。 

○ 自己の考えの変容や学びを振り返る。 

【他者との対話】(学び合い) 

〇 対象とかかわる中で得た不思議や驚き，実

験や観察から得た結果を共有したり，比較し

たりしようとする。  

〇 違いを認めたり，共通点を見いだしたりし

ようとする。 

〇 個人の結論からクラスの結論へ，妥当性を

高める。 

② 問いを生み出す支援の工夫 

〇 単元化の工夫 

子どもの意識が連続するように，毎時間の

終わりには，必ず，振り返りの場を確保し，

「今日の発見」（わかったこと，考えられるこ

と，新たな疑問）や「次時の学習計画」を子

どもと一緒に考えることで，子ども自身が解

決したい学びへと転換していくようにする。 

〇 自然事象との出会いの工夫 

導入段階で，疑問をもたせる活動を仕組む。

教師がタイミングを捉えて「なぜだと思う？」

と問いかけることによって仮説を立てさせ，

解決すべき問題の形にする。  

〇 実社会・実生活との関連 

③ 理科授業力向上の環境づくり 

〇 教材の開発と蓄積・共有 

〇 理科室経営(理科準備室)の工夫 

〇 観察・実験講習会(教師の技能の向上) 

〇 新教科書・デジタル教科書の活用の工夫 

２ ミジンコ採集ツアー(観察・実験講習会) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若手教師の技能向上をめざして，三観地区の５

年生担任の先生方等を対象に，「ミジンコ採集ツ

アー」を実施した。当日は９名の参加があった。

ミジンコや海水中のプランクトンの採集方法の

実習をしたり，野生のメダカの生息場所を案内し

たりした。参加した先生方から，「メダカがミジン

コを食べる瞬間を子どもに観察させることがで

きた。」「今度から自分でも採集できそうだ。」等の

声が聞こえてきた。 

日 時：Ｈ28年 6月 1日(水)18:00〜19:30 
場 所：観音寺市南町，観音寺港周辺等 
講 師：尾崎一郎教諭(三豊市立下高瀬小学校) 



３ 三観小研理科部員研修会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) コリウスの有効性について(教材開発) 

本単元では，ジャガイモを教材として扱い，日

光を当てて，でんぷんができることを確かめる。

また，「日光以外の光では？」等，子どもの問いを

追究するための教材として大変有効である。 

コリウスとは，東南アジア原産のシソ科の多年

草で，多種多様な葉があり，初夏から秋(６～10

月)にかけて見ごろになる観葉植物である。 

◎ コリウスを使うメリット 

・ 室内の LED蛍光灯(1300ルクス以上)でも十

分に光合成を行うことができるので，天候に

左右されない。 

・ たたき染め法の実験中，コリウスの葉が，

赤色から緑色に変化する場面を見せること

で，緑色(葉緑素)とでんぷん生成は関係があ

ることに気付くことができる。 

・ １鉢 100円と安価である。 

▲ コリウスを使うデメリット 

・ コリウスの葉でできたでんぷんが種子に貯

蔵されるというイメージは，ジャガイモのイ

モに貯蔵されるイメージに比べて弱い。 

 (２) 本時における協働的な学びの創造 

【自然との対話】 

〇 植物(コリウス)を１人１鉢育てさせた。 

 

〇 葉(緑色)に日光を当てて，でんぷん反応を

調べた。(LED光も実験) 

 

 

 

〇 葉(斑入り)に LED蛍光灯の光を当てて，で

んぷん反応を調べた。 

 

 

  

〇 葉(赤色)に LED蛍光灯の光を当てて，でん

ぷん反応を調べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自己との対話】 

子どもの疑問を付箋紙

に書かせ(理科コーナー)

次時の学習計画を一緒に

考えた。このことにより

子ども自身が解決したい 

学びへと転換したり，自己の考えの変容に気付

かせたりすることができた。 

【他者との対話】 

〇 予想の段階で，それぞれの考えや意見を話

し合う活動を設定。⇒自他の考えを比べ，共

通点や相違点を見つけることができた。 

〇 ホワイトボードに実験結果をまとめ，考察

した。⇒全体で結果の共有が容易になり，個

人の結論からクラスの結論へ，妥当性を高め

ることができた。 

 (３) 研究討議より 

◎ 子どもの主体的な学びづくりのために，授

業の感想や疑問をまとめた掲示板(理科コー

ナー)を活用し，問いの追究ができる単元構

成や授業づくりとなっていた。 

◎ コリウスのメリットを活かして，光合成と

葉緑素の関係にも気付けるような発展的な

学習であり，子どもの興味・関心が高まった。 

▲ 日光と LED蛍光灯の光は違う。しかし，今

回の授業展開のように，葉に日光が当たると

でんぷんができるということを十分押さえ

た上で，発展的な学習として本時を捉えてい

くのはよい。 

４ 成果と課題 

ミジンコ採集ツアー等の観察会は，若手教員の

理科教育への興味・関心を高めることになった。

理科部員研修会へ向けての授業づくりを通して，

熱心な議論や深い教材研究ができた。今後，さら

なる問いを生み出す支援を工夫していきたい。 

日 時：Ｈ28年 6月 24日(金)13:50～16:30 
単元名：６年「植物のからだのはたらき」 
授業者：新延貴弘教諭（三豊市立麻小学校） 

 

理科コーナー 

ＬＥＤ蛍光灯で育てても成長するんだな。 

緑色の部分が青紫色に
変化しているよ。 

日光あり 日光なし
(変化な

青紫色に変化したよ。 
 

葉に日光を当てるとで
んぷんができるんだ。 

LED光あり LED光なし
(変化な

緑色が関係している？ 

赤色 緑色 青紫色 

漂白剤で洗う
と，赤色が消
えて緑色に変
化したよ。 

でんぷんができる場所は，緑色の部分だ。 

赤色だから，でん
ぷんはできないだ
ろう。 

コリウスは成長している
から，赤色の葉でもでん
ぷんができるはずだ。 



平成２８年度 夏季研修会 日程

9:30 9:55 11:35 12:35 13:25 14:35 14:50 16:20

受 開 授 昼 研 意 丸 研 移 郡 移 講 閉

会 業 究 見 亀 究 市 会

行 づ 研 主 交 城 提 研 演 行

付 事 く 修 四 食 題 流 西 案 動 究 四 動 事

り 会 会 提 大 発 会

場 案 会 表 場

○ 授業づくり研修会（９：５５～１１：３５）

会場 郡市 主 な 研 修 内 容 講 師 準 備 物

第６学年 「電気と私たちのくらし」 角 友 仁 ･手回し発電機

１ さぬき 豆電球との比較のために，豆電球のソケットを使 （東･大内小） ･コンデンサー

ったLEDを制作し，明るさや発電効率など授業での ･はんだごて（ある方）
活用の仕方について提案する。

第３学年 「物の重さをくらべよう」 今瀧 美帆 ※特になし
経験豊富で体積をそろえる操作がしやすい水と油 （高･古高松南）

２ 高松 を用いることで子どもの意識をつなぐ重さ比べの実
験を行う。授業展開に沿って実際に追体験しながら
授業づくりを考えていく。
第５学年 「電流がうみ出す力」 宮花 昴平 ･トイレットペーパーの芯

３ 丸亀 ５年生で学習する電磁石の働きについての概念を （丸･城辰小） ･はさみ,セロハンテープ
用いて乾電池チェッカー等の生活に役立つ道具作り ･紙やすり（エナメル線
を行い，教材の可能性を探る。 のエナメルをはがす）
第４学年 「水のすがたと温度」 嵐 雄 亮 ※特になし

４ 仲多度 水を冷やしたときの様子や温度と体積の変化を実 （仲･象郷小）
善通寺 験で調べていく際の支援の方法や実験の工夫につい

て提案する。

○ 郡市研究提案（１３：４０～１４：３５）

分科会 郡市 学 年 ・ 単 元 提 案 者 司 会 者 記 録 者 助 言 者

三枝 貴也 坂本 芳徳 高島 かな 小早川 覚
１ 小豆 第５学年 （小･土庄小） （小･土庄小） （小･豊島小） （附･高松小）

「植物の発芽と成長」 山本 義博
（小･土庄小）

芥 慎太郎 瀧本 和代 石川 瑛莉子 山下 美裕
第５学年 （高･川東小） （高･鶴尾小） （高･亀阜小） （附･高松小）

２ 高松 「植物の発芽と成長」 浦上 珠美
（木･白山小）
松原 早百合
（木･白山小）

３ 坂出 第５学年 堀金 伸幸 瀬尾 完治 江淵健太朗 竹森 大介

綾歌 「つながる命－魚編－」 （綾･宇多津小） （綾･羽床小） （坂･坂出小） （附･坂出小）

４ 三豊 第６学年 新延 貴弘 片山 惠富 高橋 良和 中家 啓吾

観音寺 「植物のからだのはたらき」 （三･麻小） （三･仁尾小） （観･一ノ谷） （附･坂出小）
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【平成２８年度 香小研理科部会夏季研修会 郡市実践発表記録】
（敬称略）

分科会１ 小豆 第５学年の実践

『感じ,考え,自然のおもしろさを実感する子どもの育成』
郡市のテーマ ～科学的な見方・考え方を育成するための

主体的・協働的な学び方を生かした問題解決学習～

提 案 者 土庄町立土庄小学校 三枝 貴也 ・ 山本義博

司 会 者 土庄町立土庄小学校 坂本 芳德

記 録 者 土庄町立豊島小学校 高島 かな

会 場 綾川町立滝宮小学校

討 議 記 録

発言者 質 問・意 見 等 提 案 者 から
（所属，氏名）

田中小 ・実験方法を考える際，教科書の ・本授業でもいろいろな条件を書いている
児玉 ように水以外の条件で考えていく 様子が見られた。

と，意見として肥料は子どもたち ・水については，生きていくことに必要だ
から出やすく，日光は出づらいこ から，今回は省いて考えた。意見を集約す
とが多く見られる。 る際に，理由を確認していくと，子どもた
・提案では，比較的スムーズに意 ちは生活経験から次のような理由を述べて
見がまとまっているが，子どもた いた。
ちからどのように出てきたのか。 日光･･･今まで植物を育ててきた時，日な

たに置いていたから。
肥料･･･野菜を育てていて，肥料をあげた

らよく育ったから。
・ノートには，空気や適度な温度といった
条件を書いている児童もいた。条件につい
て考える際に，発芽と関連させながら考え
ていた。比較的，素直に日光・肥料の２つ
の考えが出てきた。
・日光や肥料については，ＯＰＰシートに
も書いている児童がいた。

大野小 ・ＯＰＰシートは，教師側からす ・１学期から取り入れた。初めてのことに，
溝渕 ると一目で分かってよい面もある 興味もあって子どもたちはよく書いてい

が，子どもたち側からすると煩わ る。
しさはないのか。 ・子どもたちにとって，よさが２点あると
・また，子どもたちにとってどん 考える。１点は，１ペーパーで見通せるこ
なよさがあり，どう感じられるか。 とである。もう１点は，自分の成長を感じ

られることである。単元の終わりに学んで
きたことの振り返りを書くようにしてい
る。学びが深まることで，書く内容が増え，
書く楽しみも感じられると思う。
・煩わしい部分もあるかもしれないが，評
価等に活用できる点もある。また授業の組
み立てにも生かすことができる。

国分寺北部小 ・子どものノートを見ると，肥料 ・問いかけとしてコメントをした。
を調べる時，教師から「水と空気 ・肥料を調べる際に，日光は両方に当てる
は与えましょう。日光は？」とコ という考えだった。どちらも日かげという
メントがあるが，クラス全体とし 考えは出てきていない。
てどうだったのか。

仁尾小 ・ＯＰＰシートはよい実践だと思
木谷 う。しかし長く続かないように思

う。
・全員が書くというのではなく，
書きたい児童は書くという形で取



NO．２

討 議 記 録

発言者 質 問・意 見 等 提 案 者 から
（所属，氏名）

り組んだことがある。
・その際，教師と子どもが評価を
共有するために項目を立てて実践
した。すると自分のよいところを
知ることができたり，友達同士で
認めったりすることができる。子
ども同士で共有できる評価がある
とみんなが分かりやすく長く続く
と思う。

大野小 ・ＯＰＰシートに書く内容が増えて ・結果の見通しを大切にしている。また，
寺田 いくことが楽しく感じられ，よいと 自分の考えをノートやワークシートに記入

思う。また，グループで交流させ， してから交流するようにしている。
考えの幅が広がるように取り組んで ・授業の進め方としては，見通しをもち，
いるところを参考にしたい。 実験をして考察していく形で進めている。
・考察の場面，結果が出た場面のペ 考察では，課題の答えとなるようにまとめ
アでの話し合いの様子，考察から導 るようにしている。
かれた子どもたちの考えはどんなも
のだったのか。

指導・助言 理科教育について，今後求められる資質・能力を育むためには，主体的・協
働的な学びが不可欠である。新学習指導要領に向けて，見方・考え方が全ての

附属高松小 教科において大切にされており，視点も多面的であり多様になっている。
小早川 今回の提案のキーワードとして，発想が挙げられる。学びを深めるために，

分からないことを知るために，どんな方法で実験していくのか，実験の方法を
各自が発想して，立案することができていた。
学び方として「深い」「対話的」「主体的」という３つの視点を大切して学び

合いをさせていくことが重要である。予想を話し合ったり，今回のように実験
方法を話し合ったりする中で，まず自己を大切にしていることがよい点である。
また，話し合うためには一人一人が自分の考えや意見をもつことが重要であり，
今回の提案の中でも子どもたちが自分の意見をもって学びを深められていた。
ＯＰＰシートについては，自己と向き合う１つの方法となっている。また，

自分の成長を理解することができるというよさもある。評価のための評価にな
るのは，子どもも教師も負担になるため，すべての単元で活用することは難し
いと思われる。
気になる点として，発芽と成長の条件の関係性が曖昧になっていないかであ

る。適度な温度・空気について，成長に必要かどうかを子どもたちは本当にわ
かっているのだろうか。また，発芽と成長が細切れになっているのではよくな
い。必要に応じて話し合い，確認等の実験が必要である。
植物の発芽と成長の単元では，生命観をどう育てるかが大切である。植物の

すばらしさを子どもたちが感じられたかを大事にしてほしい。また，理科を楽
しむ授業の発想を大切にして，授業を進めていってほしい。



【平成２８年度 香小研理科部会夏季研修会 郡市実践発表記録】
（敬称略）

分科会２ 高松 第５学年の実践

『自分事の問題解決の力を高める理科学習』
郡市のテーマ

～“つなぐ”ことを大事にした授業つくり～

提 案 者 高松市立川東小学校 芥 慎太郎
三木町立白山小学校 浦上 珠美
三木町立白山小学校 松原 早百合

司 会 者 高松市立鶴尾小学校 瀧本 和代

記 録 者 高松市立亀阜小学校 石川 瑛莉子

会 場 綾川町立滝宮小学校

討 議 記 録

発言者 質 問・意 見 等 提 案 者 から
（所属，氏名）

多肥小 ・自分の植物を家で大きく育てる
湊 ために、学校での学習内容を家に

持ち帰り、どう育てていくか考え
ているところが「自分事の問題解
決」になっていたと思う。

・家では実験とは関係なしに「大 ・学校ではインゲンマメを使い、その実験
きく育てる」ことを目的にし、学 を通して分かったことを、家で育てている
校では別の植物を使って「実験」 植物に生かした。全員が大きく育てられた
をしたということでよいか。 わけではなく、植え替えをした子どもとそ

うでない子どもがいるなど、子どもによっ
て技能に差があったが、この形で行った。

・扱ったのは実がなる植物が多い。
葉ができる時と実がなる時とでは
必要となる栄養分に違いがあるた
め、効く肥料にも違いがある。今
後、葉がよく茂っても実はうまく
ならないことも予想されるが、子
どもがそれを「なんでだろう？」
と思うのか「これはうまくいかな
いものなんだ」と思うのか、授業
では扱わない部分だが今後どうな
っていくのか楽しみである。

新番丁小 ・私は、インゲンマメの学習をし
磯野 た後、子どもたちが種を拾ってき

たので、発芽や成長が同様になる
のか調べることにした。本実践を
通して、どれだけ初めに自分たち
にとっての学ぶ価値を感じられる
か、そこから何を学ぶかが大切だ
と感じた。本実践では一人ひとり
が選んだ種を育てたので多様性が
出たが、学年園などで育てると育
ちもある程度揃い、本実践のよう
に単元の始めで子どもが「自分事」
として捉えている姿が見られたか
もしれないと感じた。



NO．２

討 議 記 録

発言者 質 問・意 見 等 提 案 者 から
（所属，氏名）

附属高松小 ・この提案は種のいのちを粗末に
橘 しないところによさがある。条件

制御の面で考えると、一方は育ち
他方は枯れる。「条件制御の考え方
を身につけさせる」または「生命
尊重の気持ちを育む」のどちらを
大切にするかであるが、生物分野
では自然を大切にする気持ちを教
師がもつことは非常に価値がある
と思う。

城西小 ・植物の命を大切に育てるという
伊藤 のが印象的。城西小では子どもた

ちの「不思議」をそのままにせず
クラス全体で取り上げたり、他の
子どもに聞いてみたりして大切に
している。

亀阜小 ・「自分事」として常に問い続ける、
堀上 学校だけでなく家に帰っても考え

続けられるのが良い。家の人のコ
メントをもらったり家で活用した
りというのが大事。学校で見取れ
ない部分を、本当に理解している
かを理科日記を通じて見取ること
ができる。

四箇小 ・自己決定の大切さを感じた。
住友 ・蒔いた種が多様だが、全部発芽 ・１種だけ植えた子も５～６種植えた子も

したのか。失敗などした場合、ど いる。スイカは６月に発芽、ホウレンソウ
んな様子だったのか教えてほしい。 は発芽しなかった。全く発芽しなかった子

は１名。その子は２回目は教師の提案で首
から提げる袋にダイズ（枝豆）を植えたが、
寝ている間に踏みつぶしてしまった。その
後インゲンマメとトウモロコシを持ち帰り
植えた。５～６種植えた子は種まき用土を
持参し、すべて発芽したのだが、家に持ち
帰ってすべてダメにしてしまったのでもう
一度植えた。全ては把握できていないが、
何かしら育てていると思う。

指導・助言 本実践では『自分事の問題解決の力を高める』ための手立てが３点あった。
①単元化 「大きく育てようプロジェクト」

附属高松小 教科書通りでは、子どもの思いは十分出にくい。
山下 ・どうして発芽しないの？→種子が発芽するために何が必要か。

・どうして子葉は枯れたの？→子葉はどんな働きをしているのか。
・みんなで共有した“大きい”状態になるには？→成長するための条件は？
単元の課題を子どもと設定しているから、子どもの思いが連続した。

②教材化
（１）多様な種子を用意→自己選択、自己決定の場を与えた。
（２）共通教材、関連教材を扱う→関連教材（自分で選んだ植物）を扱うこ

とで、共通教材（インゲンマメ）で獲得した知識を使って考えること
ができた。

③評価 理科日記
（１）学習内容について考え直すきっかけになった。
（２）子どもの意識を細かく見取ることができた。

協働的な学びの観点でみると、発芽した子は発芽しなかった子から学べたか疑
問。全員が絶対に枯らしてはいけない状況を設定してはどうか。



【平成２８年度 香小研理科部会夏季研修会 郡市実践発表記録】
（敬称略）

分科会３ 坂綾 第５学年の実践

『自ら科学的に学び続ける子どもを育む理科学習』
郡市のテーマ

～子どもたちの問いがつながる単元化・教材化の工夫～

提 案 者 宇多津町立宇多津小学校 掘金伸幸

司 会 者 綾川町立羽床小学校 瀬尾完治

記 録 者 坂出市立坂出小学校 江淵健太朗

会 場 綾川町立滝宮小学校

討 議 記 録

発言者 質 問・意 見 等 提 案 者 から
（所属，氏名）

志度小 ・マトリックスを使って単元計画 ・児童が単元計画を考える前に，単元の大
新開 を児童と一緒に行ったのがよかっ まかな内容を伝えた。「これからメダカの

た。しかし，児童に任すことで教 卵の中の成長を調べていくんだよ。どんな
科書の内容から抜け落ちてしまう ことを調べたい？」と問いかけた。いろい
内容が出てくる危険性があるので ろな意見が出てきた後は，共通を見つけて
ないか。そうならないための支援 まとめていくようにした。順番も必然的に
は？ 決めていき，子どもから出てこなかったエ

サについては，教師から話をして出した。

香西小 ・「つながる命」と５年生の教材を ・単元の最後に食いつきが悪いことがあっ
小野山 まとめていたことがよかった。い たので，最初から単元化を図った。今後は

つもは教師が振り返りを行わない パワーポイントを使って，調べたことを友
といけないが，最初からつないで 達に広げる場を設定していきたい。
いると自然と思考がつながってい
く。今後はどのように学習を進め
ていくのか？
・デジタルカメラでの観察で成長 ・朝に卵がないか確認して，見つけた卵を
段階の調整はどのように行ったの 「1日目」として分けた。
か？

羽床小 ・児童にどんな生命観を育てたい ・「発生」についての生命観を育てたい。
瀬尾 か？ また，児童の中から食物連鎖に関する反応

もあったので，６年生の学習につなげたい。
・問い続けている児童になってい ・児童の思考はノートを見て評価してい
るかの評価はどのように行ってい る。その中でまとめが有効で，児童が「こ
るか？ こを調べたい。」「ここに興味がある。」と

考えているのが分かった。また，友達の発
表を聞きながら，教師が思っている以上に
メモが取れていて，感想も書けていた。児
童同士で相互評価ができていた。さらに，
座席表や名簿を使って，児童の授業中の学
びを看取っている。



NO．２

討 議 記 録

発言者 質 問・意 見 等 提 案 者 から
（所属，氏名）

指導・助言 ・単元化については，「つながる命～魚編～」とすることで，他にも，「植物編」
「人編」と自然に比較することができ，学年を越えての次への見通しにつなが

附属坂出小， っている。児童から「魚と人ってどこが同じなんだろう？」「生まれるまでの期
竹森 間は？」「成長の仕方はどうかな？」というように比較して考えていける。

・マトリックスは有効だった。児童から様々な問いが出てきたのを共有化する
ことができ，児童の考えが広がっていた。さらによくするための工夫が２つあ
る。１つ目は解決できた問いも共有化していくとよい。２つ目は観察を通して
新たな問いが生まれた時に付け加えるとよい。
・教師が児童から出た問いをほったらかしにしていないのがよい。教師の支援
で疑問を解決していくことで，「解決できてよかった。」「これからも疑問を解
決したい。」という児童に育っていく。また，パワーポイントを使って発表会を
行ったり，ホームページに活動の様子を載せたりして，全体に広げようとする
取り組みがよかった。
・教材化の工夫で目に見えるミジンコを使って生き物の世界の知識を広げるこ
とができていた。そのミジンコをメダカに食べさせることで弱肉強食につなが
る考え方を獲得して全体に広げることができていた。ただ，メダカは人間の目
に見えるミジンコだけ食べると思っている児童がいるので，後のフォローが必
要だ。これから育てているメダカの観察を行う中で，草をつつくメダカの姿か
ら「もしかして目に見えていない生き物もいるのではないか？」と発展させて
いくとよい。
・教具のデジタルカメラはお手軽で複数で見ることができ，交流が生まれるの
でよかった。



【平成２８年度 香小研理科部会夏季研修会 郡市実践発表記録】
（敬称略）

分科会４ 三観 第６学年の実践

『自ら自然と対話する子どもの育成』
郡市のテーマ

～ 問いを生み出す支援と環境づくりを通して ～

提 案 者 三豊市立麻小学校 新延 貴弘

司 会 者 三豊市立仁尾小学校 片山 惠富

記 録 者 観音寺市立一ノ谷小学校 高橋 良和

会 場 綾川町立滝宮小学校 図書室

討 議 記 録

発言者 質 問・意 見 等 提 案 者 から
（所属，氏名）

川東小 ・LED の蛍光灯とは？ LED 証明 ・こういう形のものを蛍光灯と認識してい
佐光 とはどう違うのか？子どもに間違 た。

った知識を植え付けるのではない
か。
・コリウスは昔から中学校の教科 ・教科書には今回の改訂でコラムとして扱
書に入っている。光合成について っているだけである。今回の授業では葉緑
葉緑体が必要だということで扱っ 体までは目を向けない。緑色らしいという
ている。今回わざわざコリウスを ところまで。中学校の内容までは踏み込ま
持ってきて子どもたちが混乱する ない。中学校の教科書を見ると，葉緑体と
のではないか？葉緑体のところま 光と水によってでんぷんができることをお
でつなげるつもりで扱ったのか？ さえて，さらに水の中での光合成に入って
中学校の内容まで踏み込むのか？ いく。今回は，たぶん緑っぽいものが関係

しているのではないかというところまで授
・コリウスでなくてもいいのでは 業で扱った。
ないか？ふ入りは必要ないので ・コリウスが１番でんぷん反応が出やすい
は？ というのが使った理由。誰がやっても失敗

がほとんどない。１年中手に入る。先生方
に，こういった教材も使えるというのを知

・インゲンマメでもよかったので ってもらうために使った。
はないか。

・指導要領では，植物の養分と通
新番丁小 り道のところで，植物の葉に日光 ・日光で育つことを学習した。しかし，コ
藤田 が当たるとでんぷんができること リウスは部屋の中で育つ。子どもたちから，

をおさえるとあります。先生は蛍 部屋の中の観葉植物はどうして育つの。日
光灯の光が当たるとでんぷんがで 光と蛍光灯の光は違うのに。こんな疑問が
きることを調べるとしている。小 出てきた。植物の葉が太陽の方を向こうと
学校では，自然とつなげて日光で することも発見した。蛍光灯で育っている
学習するが，子どもたちは蛍光灯 のに，どうして太陽の方に向くの？太陽の
でどのようにとらえることができ 光と蛍光灯の光が同じだと結びつかない。
たと考えているか？ そういう疑問が出たので，このような流れ

になった。自分がわざと室内で育てたので，
・時間が足りないのに，２時間も このような疑問が出てきた。
ここで使った。日光とでんぷんの
関係をとらえることがめあてであ
って，日光と LEDの光を比べるこ
とではないのに，わざわざする必
要はなかったのではないか。



NO．２

討 議 記 録

発言者 質 問・意 見 等 提 案 者 から
（所属，氏名）

高松市立 ・問いを生み出すということだが，
一宮小 香理研が求めているのはあくまで
田中 本来の学習指導要領の中で，どの

ように子どもたちから問いを生み
出していくかを追究していくので
はないかと思う。今回の実践は提
案としては興味をもって聞いたが，
問いを生み出すのをこの場面で生
み出すことを求めていたとすると，
少し違うのではないか。あくまで
日光からでんぷんができるところ
から問いを生み出すことを香理研
は考えていると思う。

・６月の梅雨の時期に，ジャガイモで実験
できなかったことがある。インゲンマメも
難しい。
・光と日光を中学校に入るまでにきちんと
学習させたいと思っていた。

指導・助言 教材としてコリウスには魅力がたっぷりある。中学校では，ふ入りがテスト
で出てくるが，小学校の教科書では使われていなかった。ジャガイモは５社で

附属坂出小 使われている。５年生と関連して，インゲンマメも５社で使われている。発展
中家 として，シロツメクサ・オオバコ・ホウセンカ・ヨモギ・アジサイも掲載され

ている。
大事にしてもらいたいのは，県のテーマともつないで，子どもの問いとどう

つなげていくかということである。ジャガイモだと身近なものなので，調べて
みたいと問いが生まれる。今回，学校の取り組みとからめてコリウスを育てた
のは，いい手だなと思う。いかに興味を持たせるかというところで，常時行っ
ている活動とつなぎながら，コリウスを使い，学習していく中でさらに問いが
生まれ，それに合わせて学習が進んでいくのであればいい。そして，学習して
いく中で，観葉植物などに興味をもって，調べてみたいとなったのであればい
いのではないか。時間数については，家で調べてこさせたり，夏休みの自由研
究を勧めたりすることもできるが，ほとんどの児童がどうしても調べたいとな
ったのであれば，時間割をどうにかやりくりして授業の中で取り扱うのも１つ
の手かと思う。出会わせ方を工夫することで，問いを生み出していくことがで
きる。
６年生でコリウスを使っておくと，中学校で出てきたときに入ってきやすく，

定着するという良さもある。種子とのつながりということで他の植物のように
はいかないところもあるが，演示実験でジャガイモを使うなどすればいい。今
回は指導要領にかかれている内容が全て入っている流れなので問題ないかと思
う。
教師の思いが強いと，せっかく子どもがもった問いも，取り上げられなくて

しぼんでしまうこともあるので，生み出した問いはできる限り授業で扱えるよ
う教師は支援したい。新延先生の理科コーナーはいい。ノートだと教師と子ど
も１人だが，こういったものがあると，友だち同士が自然と交流できる。１人
の問いが他の友だちの問いを生む出すこともあるので，このようなオープンに
付箋などを貼っていくコーナーはすばらしいと思う。
実生活につなぐところで，工場で植物を育てることを扱っているが，大日本

図書は同じようなことをコラムのような形で紹介している。知識として伝えた
ので終わりというのではなくて，素朴な問いがつながっていくと学び続けると
いうことになるのではないか。教師が，教えるべき内容と限られた時間の単元
計画と折り合いをつけながら，単元を工夫したり，教材を導入したりすること
を大事にしたい。



平成２８年度 夏季研修会 講演 

「新しい理科教育の動向」 

 

文部科学省 初等中等教育局 教育課程課 教科調査官 

国立教育政策研究所 教育課程研究センター 

研究開発部 教育課程調査官・学力調査官 

鳴川 哲也 

 

現行学習指導要領の成果と課題 

OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）においては、数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシーの

３分野において、平均得点が比較可能な調査回以降、最も高いといった結果が得られた。しかし、TIMS

２０１１質問紙調査結果からは、国際平均に比べて、日本の中学生は理科学習の楽しさや実社会との関

連に対して肯定的な回答をする割合が低く国際平均を下回っており、学習意欲面で課題があると言える。

平成２７年度全国学力・学習状況調査の結果からは、小学校において「理科が好き」と肯定的な回答を

した児童の割合は高いが中学校では下がっている。また、「理科の勉強は大切である」とか「理科の勉強

は役に立つ」に肯定的に回答した児童の割合は、国語、算数・数学に比べ低い傾向にある。質問項目間

のクロス分析からは、教師は「理科の指導として、自ら考えた仮説をもとに観察、実験の計画を立てさ

せる指導を行った」と考えていても、「自分の予想をもとに観察や実験の計画を立てている」と思ってい

ない児童が一定の割合いるということが分かった。また、教師が「理科の指導として、観察や実験の結

果を整理し考察する指導を行った」と考えていても、「観察や実験の結果から、どのようなことが分かっ

たのか考えている」と思っていない児童が一定の割合いるということが分かった。 

 

次期学習指導要領改訂に関する今後のスケジュール 

次期学習指導要領改訂に関する今後のスケジュールは、まず、学校段階等別・教科等別にワーキング

グループを立ち上げ８回にわたり論点整理を行う。そして教育現場との対話を行った後、平成２８年度

内に中央教育審議会として答申を出す予定である。（解説にいたっては平成２９年始め頃）その後、各学

校等への周知を行い、教科書の作成及び検定・採択等を経て、小学校は 32 年度から、中学は 33 年度か

ら全面実施を行う。 

 

学習指導要領改訂の背景 

「人工知能が進化して、人間が活躍できる職業はなくなるのではないか。」とか「今学校で教えている

ことは、時代が変化したら通用しなくなるのではないか。」といったことが懸念される中、子供たちに、

情報化やグローバル化など急激な社会的変化の中でも、未来の創り手となるために必要な知識や力を確

実に備えることのできる学校教育を実現することが求められる。 

 

 

 



改訂の方向性 

改訂の方向性として、３つのポイントが挙げられる。１つ目に「何ができるようになるか：未来の創

り手となるために必要な知識や力を育む」２つ目に「何を学ぶか：新しい時代に必要となる資質･能力を

踏まえた教科･科目等の新設や目標･内容の見直し（注）学習内容の削減は行わない」３つ目に「どのよ

うに学ぶか：主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・ラーニング」）の視点からの学習過程の改善を

行う。また、新しい時代に必要となる資質・能力の育成のための三つの柱として、第１の柱は「何を知

っているか・何ができるか：個別の知識や技能」第２の柱は「知っていること・できることをどう使う

か：思考力・判断力・表現力等」第３の柱は「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか：

主体性・多様性・協働性、学びに向かう力、人間性など」があげられた。これらには学びに向かう力や

自己の感情や行動を統制する能力（メタ認知）なども含む。 

 

次期学習指導要領における小学校理科の目標 

現行では 

自然に親しみ、見通しをもって観察、実験などを行い、問題解決の能力と、自然を愛する心情を育

てるとともに、自然の事物・現象についての実感を伴った理解を図り、科学的な見方や考え方を養う。 

次期学習指導要領では 

理科の見方・考え方を働かせて自然にかかわり、問題を見いだし、見通しをもって観察・実験など

を行い、より妥当な考えを導き出す過程を通して、自然の事物・現象についての問題を科学的に解決

するために必要な資質・能力を次のとおり育成する。 

① 自然の事象・現象に対する基本的な概念や性質・規則性の理解を図り、観察・実験等の基本的な

技能を養う。（知識・技能） 

② 見通しをもって観察・実験などを行い、問題を解決する力を養う。（思考力・判断力・表現力等） 

③ 自然を大切にし、学んだことを日常生活などに生かそうとするとともに、根拠に基づき判断する

態度を養う。（学びに向かう力・人間性等） 

理科の領域を「エネルギー」「粒子」「生命」「地球」の４領域とし、各領域の見方は「エネルギー」で

は主として「量的・関係的な視点」で捉え、「粒子」では主として「質的・実体的な視点」で捉え、「生

命」では主として「多様性と共通性の視点」で捉え、「地球」では主として「時間的・空間的な視点」で

捉える。小学校理科における「見方・考え方」を「身近な自然の事物・現象を、質的・量的な関係や時

間的・空間的な関係などの科学的な視点で捉え、比較したり、関係付けたりするなどの問題解決の方法

を用いて考える。」とする。 

目標を受けて理科において育成すべき資質・能力とは、６年では「より妥当な考えをつくりだす力」、

５年では「解決の方法を発想する力」、４年では「根拠のある予想や仮説を発想する力」、３年では「問

題を見いだす力」と考える。 

最後に、学習内容の深い理解や資質・能力の育成、学習への動機付けにつなげる深い学び、自らの考

えを広げ深める、対話的な学び、見通しを持って粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り返って次に

つなげる、主体的な学び（「アクティブ・ラーニング」）の視点から学習・指導方法の改善を行う。そし

て、「アクティブ・ラーニング」と「カリキュラム・マネジメント」を連動させた授業改善がそれぞれの

学校の実態を基に展開されることが求められる。               （文責 児玉 博美） 
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