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 香理研では，テーマ「自ら科学的に学び続ける

子どもを育む理科学習」を前年度から引き継ぎ，

今年度新たにサブテーマ ― 子どもたちの問

いがつながる単元化・教材化 － を加えて，子

どもが主体的に問題解決する姿を目指して取り

組んできました。 

そして，去る２月１１日の今年度最後の第３回

月例研修会では，次年度の研究の方向についての

協議が行われました。附属高松小学校の橘先生の

４年生の授業ＶＴＲで子どもの姿を見ながら，各

郡市から参加した人たちが，自分たちの実践の成

果や課題を出し合って，問いがつながる単元化・

教材化などの視点を中心に，今後の在り方につい

て熱心で深い話し合いになったと思います。 

折しも，学習指導要領改訂のときであり，その

理念としての①生きて働く知識・技能 ➁未知の

状況にも対応できる思考力・判断力・表現力 ③

学びに向かう力・人間性の３つを核とした資質・

能力を獲得するために，その教科の見方・考え方

を大切にした主体的・対話的で深い学びの実現が

求められていることを念頭に置いた意見も多数

出されました。 

今後，香理研では，これまでの取り組みに加え

て，平成３０年度の四国理科教育研究大会，平成

３４年度の全国小学校理科教育研究大会に向け

た取り組みの方向を明確にすることが求められ

ます。 

このような流れの中で，時代の要請に応える理

科学習の在り方を考えるとき，どうしても次の２

点は大切にする必要があると思います。 

そのひとつは，香理研の研究の中核をなしてきた

「自分事としての問題解決」の実現です。このた

めに，香理研では，これまでにも，事象との出合

わせ方を大切にした教材研究や新たな問いを生

む単元計画の工夫には随分こだわってきました。

ですから，今後の授業実践において，子どもが自

ら主体的に問題解決をしていく時間である理科

学習の導入部分で，教師が「今日は，～をしても

らいます。」と言うようなことのないように気を

つけたいものです。 

もうひとつは，学校教育の目的である「人格の

形成をめざす」ことのために，小学校の理科学習

はその一端を担っているということを忘れない

ということです。この意味で，理科学習において

も「共に学ぶ」ことは大切にしなければなりませ

ん。 

このように，四小理，全小理に向かうこれから

の香理研の歩みとしての理科学習を考えたとき，

授業改善の視点として求められている「主体的・

対話的で，深い学び」の実現は，「主体的な問題

解決の実現」と「共に学ぶことで深い学びととも

に人間性を高める」という点でも，今後の理科学

習においても大切な視点であり目標であると思

います。 

この「理科研究１４７号」では，本年度の各郡

市ごとの研究テーマのもとに貴重な研究・実践が

展開されたことの記録とまとめが収録されてい

ます。真摯な取り組みをされた会員の皆様に敬意

を表し，お礼申し上げますとともに，平成３０年

の四小理，平成３４年の全小理に向かうこれから

の理科学習について皆様とともに考えることが

できたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

例年より遅い桜の開花を見つつ 

四小理，全小理に向かうこれからの理科学習 

香川県小学校理科教育研究会副会長  西吉 政和 



 

 

 

 

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，平成２７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，求めたい子どもの姿を明確にしながら授業づくり

を進めてきた。ここで，研究テーマについて述べていく。 

 

２ メインテーマについて 

(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 

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
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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，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，自然観をつくるための拠り所とな

る個別の認識や法則は，様々な具体的事実に支えられた客観性を伴ったものとなっていることが望まし

い。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。このように，

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，実験によって繰り返し実証されて

いくことが望ましいが，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。また，新学習指導要領に示されているように，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。「単元化」と「教材化」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。 

 

３ 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。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。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。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，そんな教材を探してみたい。 

(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。 

【本年度の成果】 

○ 各郡市の教科研等での実践を通して，子どもの問いを生み出すためのよりよい単元化や教材化の具

体が示された。そこでは従来の展開の仕方に捉われることなく，目の前の子どもの実態に合わせた柔

軟な指導と評価の在り方が明らかになってきた。特に単元化については単に本時レベルで内容を組み

替えることにとどまらず，単元を貫く問いを子どもと共有したり，総合的な学習の時間など，他領域

との関連を図ったりするようなダイナミックな提案もあった。 

○ 具体的な実践を通したことで，単元化と教材化はやはり切り離して扱うべきものではなく，子ども

の問いを生み出すためにはそれぞれを一体的に捉えることが重要であることが明らかになった。 

 

【次年度に向けての課題】 

△ 教師の実感としての子どもの変容は多々あったが，単元化と教材化の工夫が子ども一人一人の問い

の醸成につながっているのかどうかについては改めて検証する必要がある。単元前後の子どものワー

クシートやノートの記述を追ったり，抽出児の見取りを継続して行ったりしながら，子どもの変容と

サブテーマとの関連を見ていくことで，次年度以降の新たな研究の視点が生まれてくるのではないか。 

△ 新しい学習指導要領の改訂の根っこの部分は資質・能力の育成であり，現場にとっては新たな学力

観を求めるものでもある。他にもアクティブ・ラーニングや理科の見方・考え方など，新しい言葉が

たくさん示されてきている。まずは情報を整理し，改革の根底にあるものは何か，また，新しく変え

るべきことと継続して実践していくべきことを見極めるようにしたい。その上で具体的な実践レベル

で何をどう変えていくのか改めて考えるようにしたい。 
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１ 実践事例２ 

(1)  主体的・協働的な学びの過程を生かした

問題解決学習の工夫 

第６学年「水溶液の性質とはたらき」     

児童は実験に興味や関心をもって取り組む

反面，解決方法を自ら考える事を苦手とする児

童も多く，一部の児童が主導権を握って話合い

を進めるため，学びが深まらない場面も多く見

られる。そこで，コミュニケーションを活性化

させるジグソー法的な学習を取り入れた。グル

ープで６種類の水溶液を１人１種類ずつ分担

し，ジグソー班に分かれて５種類の方法で水溶

液の正体を突き止める実験を行った。その結果

を元のグループに持ち帰り，自分が実験してき

た結果をそれぞれが説明して，力を合わせて６

種類の正体を話し合い，解決していくことがで

きた。 

   グループやジグソー班の編制が十分に配慮

されていたことで，一人一人が自分の役割を意

識して学習に取り組み，活発に自分の考えや実

験で分かったことを説明し，話合いによって問

題を解決する協働的な学びとなった。 

 

(2) 子どもが自ら学び続ける実験教材の工夫 

単元の終末には，これまでの学習で身に付け

た知識と技能を活用させ，問題解決できる場面

を設定した。これまでに学んだことを教室の壁

面に掲示した。水溶液の正体を見つけるための

実験方法や，その結果の内容を掲示物で確認し

たり，自分の考えをつくる時の拠り所としたり

できた。 

 さらに，６番目の水溶液を「ミスターX」と

したことで児童が自ら学ぶ意欲につながった。

このように，子どもが自ら学ぶ実験教材を工夫

したり，掲示物などを工夫したりすることで，

これまでに学んだ知識と技能を単に活用する

だけでなく知識や技能が「使える」「分かる」

という理解の深化につながっていった。 

 

２ 成果と課題  

(1) 見通しと振り返りの充実から 

○ ＯＰＰシート（振り返りカード）やワーク

シート，掲示物を用いることで見通し・振り

返りをすることができた。ＯＰＰシートは習

慣化することで，児童が自らの学びを進めて

いくことにつながる。 

○ 見通しでは，授業者がどこまでの見通しを

もたせるのかを考えておくことで，学習の内

容や方法だけでなく，「何のための実験なの

か。」「こういう結果になれば，こういう事

が言える。」というところまでの見通しをも

つことができた。 

● 見通し・振り返りの時間を，無理なくどの

ように確保できるかを考えていきたい。 

   

(2) 主体的・協働的な学習から 

○ 児童の関心を高める教材や意図的な活用

を工夫することで，児童が自分事として考え

ることができた。自分のこだわりをもって実

験方法を考えたり，自分の役割を明確にして

責任をもって実験に取り組んだりすること

が，たいへん有効だった。   

○ 児童が協働する場を工夫することが大切

である。意図的なペアやジグソー班を組むこ

とが，協働的な学びにつながった。また，協

力して問題解決するように学習課題を工夫

することで，協働的な学びができるようにな

った。 

● 児童が単元を通して課題をもち，学習に取

り組めるようなことも考えたい。また，時間

や学習のねらいとの関連を考えて精選しな

がら，実験での児童のこだわりをできるだけ

実現できるようにしたい。 

● 児童が協働する場を設定するだけでは協

働的な学習とはなりにくい。議論して対話す

る必要のある場面を明確にして，授業の流れ

を工夫していきたい。  

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・協同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 



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 

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実践してきた。 

そこで，自ら科学的に学び続ける児童を育むた

めに，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

った。 

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 実践事例 

(1) 第１回研究会の成果と課題 

① 教材の工夫について 

ア 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。 

イ 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。 

ウ 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。 

エ 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。 

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，技能が向上し，小さな

生命を大切にしようとする心情が高まった姿

が，学習態度や表現物の内容から見られた。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 

(2) 第２回研究会の成果と課題 

① 授業書を活用した，児童主体の授業づくり

について 

ア 授業書を使って「問題・予想・討論・実

験」という形式で，帰納的に実験を行うこ

とを通して，「自分の予想が合っていた」

体験を積み重ね，直観から論理的思考を育

成すると共に，「理科好き」な児童を育成

することをねらった。 

イ 自分で実験を繰り返すことで，回路の概

念を学ぶことができた。 

ウ 子どもなりの表現「うすく光る」を丁寧

に扱うことで，児童の意識をつなぐ授業に

なる。 

② 天体のイメージの支援のための市販教材

や自作教材の活用について 

ア 家庭学習で観察する時の支援ツールと

して，市販教材が有効であった。 

イ 縮尺モデルを活用することで，天体の大

きさや距離のイメージがつかめた。 



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づくり～ 

高松市立木太小学校  住田 隆之 

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 

【北ブロック ６月９日】 

(1)  学校名・学年  

高松市立牟礼南小学校 第６学年 

(2)  単元名  

 「植物のからだのはたらき」 

(3)  主張点 

・ 児童が栽培している植物や身近にみられる植物を

教材として用いることで，より自然に親しみ，実感

をもって植物の体についての科学的な見方・考え方

をもつことができると考える。 

・ 児童一人ひとりがこだわりをもって植物の体のは

たらきについて調べた事をもとに交流活動を行い，

協働的に学習を展開することで植物の体のはたら

きについての理解を深めることができると考えら

れる。 

(4) 成果と課題 

児童が栽培している植物や身近にみられる植物を 

教材として用いることで，より自然に親しみ，実感を

もって植物の体についての科学的な見方・考え方をも

つことができると考えて実践を行った。本時において

は，児童一人ひとりがホウセンカとヒメジョオンを観

察し，観察結果を基に友だちとの交流を通して，植物

の体についての科学的な見方・考え方を高めることが

できていたと捉えられる。また，児童一人ひとりがこ

だわりをもって植物の体のはたらきについて調べた事

をもとに交流活動を行い，協働的に学習を展開するこ

とで植物の体のはたらきについての理解を深めること

ができると考えて，実践を行った。本時では，顕微鏡

使い方カードがあったことによって，児童はペアで顕

微鏡の使い方を確認しながら観察を行うことができて

おり，協働的な学びを高める教師の支援としてカード

は有効な手立てであったと考えられる。本時から次時

へ，１次から２次へと，児童の意識の流れをつなぐ授

業づくりの在り方をさらに見直すことで，児童はより

自分事の

問題解決

に取り組

み，主体

的な学習

活動を展

開するこ

とができ

ると考え

られる。 

【北ブロック １０月２７日】 

(1)  学校名・学年  

高松市立牟礼北小学校 第４学年 

(2)  単元名  

  「物の体積と温度」 

(3)  主張点 

・ 実験グループと交流グループを変え，ホワイトボ

ードやモデルを活用しながら交流することで，結果

からよりよく考察できる。 

【子ども同士の学びをつなぐグループ学習】 

・ 子ども達一人ひとりが実験を行ったことをもとに，

イメージマップをつくる活動に取り組むことで，物

の性質についての見方や考え方を広げたり，深めた

りすることができる。 

【子どもの学びをつなぐイメージマップづくり】 

・ 金属の温度変化による体積変化の性質を利用して

加工した物に実際に触れることで，実感をもって理

解を深めることができる。 

【自然事象と子どもをつなぐ教材の提示】 



(4)  成果と課題 

実験グループと交流グループを変え，ホワイトボー

ドやモデルを活用しながら交流することで，結果から

よりよく考察できると考え，実践を行った。本時にお

いては，児童は実験グループでの実験結果を基に，交

流グループに戻って交流する活動を通して考察を深め

ることができたと考えられる。実験グループでの実験

結果が重要になるので，結果の確認を大切にすること

が必要である。また，子ども達一人ひとりが実験を行

ったことをもとに，イメージマップをつくる活動に取

り組むことで，物の性質についての見方や考え方を広

げたり，深めたりすることができると考え，実践を行

った。本時ではイメージマップに加筆する時間が十分

に取れなかったので，時間の確保を行い言葉やイラス

トなどをかきこませることで，自分なりのイメージを

豊かにできるようにすることが大切であると考えられ

る。さらに，金属の温度変化による体積変化の性質を

利用して加工した物に実際に触れることで，実感をも

って理解を深めることができると考えて実践を行った。

本時では，焼嵌
やきば

めを児童に紹介したが，より日常生活

とつなが

りのある

ものを提

示するこ

とも大事

であると

考えられ

る。 

 

 

【南ブロック １０月２７日】 

(1)  学校名・学年  

高松市立国分寺北部小学校 第３学年 

(2)  単元名  

  「風やゴムで動かそう」 

(3)  主張点 

・ 車を動かすゴムを ①１本 ②２本 ③太く ④小さ

くなどと自分がやってみたい強さのグループに分

かれて実験する。伸ばされたゴムが元に戻ろうとす

る復元力が強いほど車を動かす力も強くなり，たく

さん引くほど走る距離がのび，少ししか引かないと

走る距離が伸びないという点ではどんなゴムを使

っても同じような規則性があることに気づくよう

にする。 

・ 「２回で１００点ゲーム」にすることで，必然的

に距離の異なる２か所に車を止めないといけない

（ゴムを引く長さを考えて調整しないといけない）

ようにする。 

(4)  成果と課題 

単に数値としてのデータだけでなく，手応えや車の

スピード感の違いなどを体感させることで，自分事の

実験として主体的に取り組んだ。本単元では，ゴムで

車を走らせる実験において，いろんな種類の中から自

分が使ってみたいゴムを選んで実験に取り組むことで，

どんなゴムを使っても同じような規則性があることと，

２回で１００点ゲームをすることで，ゴムを引く強さ

を変えることで力を調整できることの２つを児童が気

付くことを狙っている。本時では，２回目があること

で予想を立てる必然性が生まれ，児童はワークシート

やペア，グループでの交流を通して思考の深まりが見

られた。また，予想をするために，前時までに多くの

データを記録しており，それを有効活用することで自

力解決ができた児童も多く見られた。本研究から，一

人１実験でも，なかまとの活動があり，実験時にペア

で協力する必要があることから，児童が主体的に学ぶ

ことができることが考えられる。また，２回で１００

点をめざすゴールインゲームを取り入れることで，こ

れまでのデータをいかして予想を立て，実験を繰り返

すことで

本気にな

って事象

をとらえ

ることが

できてい

たと考え

られる。 

 

３ まとめ（成果と課題） 

 本年度は，自分事の問題解決の力を高めることをめ

ざし，“つなぐ”ことを大事にした授業づくりの実践に

取り組んだ結果として，次のような手立てが有効であ

ることが確認できた。 

【単元化・教材化の工夫】 

・ 単元を貫く課題の設定 

・ 自由試行と共通体験 

・ 共通教材と関連教材 

 一方で，単元化・教材化については，教師の意図性

に偏りがあると，誤概念を植え付ける可能性があると

いう課題があると考えられるため，十分な検討が必要

であると捉えられる。 



 

 

 

 

 

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を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３学年「明かりをつけよう」（坂出市立坂出

小学校：江淵教諭）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 

 本単元では，身の回りで使われているいろいろ

な明かりに興味をもち，乾電池，豆電球，導線を

つなぐ活動を通して，回路ができると電気が通り

豆電球に明かりがつくことをとらえさせる。今回

導入では，豆電球に明かりがつくことを利用した

玩具を提示し，その仕組みについて考えることで，

学習課題を見つけさせた。 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜアルミニウムの上を通ると豆電球に明かり

がつくのかという児童の疑問から始まる単元を構

成した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この単元の最後に，電気の性質を使った玩具作

りを計画していることを伝え，児童の意欲付けを

図った。上記の単元計画に基づいて，学習を進め

ていく中で，児童は「パトカーの玩具の仕組みは

どうなっているのだろう」「道路には他の物も使

えるのかな」という疑問をもち，自分の物づくり

に生かせることを探しながら実験をしていくこと

ができた。 

また，毎時間のワークシートには不思議に思っ

たことや調べたいことを書く場所をつくっておき，

振り返りから出た児童の疑問から新たな課題をつ

ないで次時のめあてとした。前時までの児童の問

いからめあてを作ることで児童が主体的にの授業

に参加でき，今は何のために実験を行っているの

かが明確になった。児童にとって調べたい，知り

たいことを実際に実験の中で確かめていくことで

問題解決的な学習を楽しみながら取り組めた。  

② 子どもの問いがつながる教材化の工夫 

 本時において，児童の疑問は「どんな物が電気

を通すのだろうか」であった。そこで，身の回り

にあるいろいろな物が電気を通すか通さないか，

回路の途中に入れ確かめた。調べる物も，事前に

教師が用意しておいた物だけでなく，児童が調べ

たいと思った物をそれぞれ持ってきて実験を行

った。教師が用意しておいた物は共通教材として

実験結果を共有しやすいが，さらに児童が持って

きた物の実験結果を共有することで，電気を通す

物と通さない物の分類がよりはっきりとできた。 

 

 

 

 

 

 

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～ 
坂出市立坂出小学校 増田 洸一 

 

【回路を利用した玩具の提示】 

 

① 「回路ができると電気が流れて豆電球が光る」 

② 「回路の途中に身近な物を入れても電気が通

れば豆電球が光る」 

③ 「物には電気を通す物と通さない物がある」 

④ 「電気が通る物と通さない物を組み合わせて

スイッチができている」 

⑤ 「学習したことを生かして玩具をつくる」 

【単元計画】 

アルミニウムの上を車が通る

と，どうして豆電球に明かりが

つくのだろう？どんな仕組みか

な？ 
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児童は自分の予想と比べながら実験を進めて

いき，電気を通す物に色や形などは関係なく，材

質が関係していることを確認していった。 

 しかし，実験を進めていく中で，途中で金属で

あるにもかかわらず電気を通さない物があると

いう矛盾を見つけた。そして，それを・解決する

ことが自然と次時のめあてとなり，児童の問いが

またつながっていった。 

アルミ缶やスチール缶の塗装を応用して，アル

ミニウムにセロテープを貼った道路をつくるな

ど，玩具づくりのヒントとして後に生かされてい

くこともねらいとしており，児童の物づくりへの

意欲も高めることができた。 

② 情報を共有化する教具の工夫 

回路について学習した後に，自分専用のマイテ

スターをつくった。自分のテスターがあることで

進んで実験に参加し，回路につなげる位置を変え

ながら繰り返し調べることもでき，実証性のある 

実験ができていた。 

 
 

 

本時では，電気を通す物と通さない物を分類す

るときに，○×の印のついたトレーを用意してお

いた。黒板にも同じように結果を分類できるよう   

に板書し，児童が分かりやすく全体で共有でき

るようにした。自分たちのグループで調べた結

果だけでなく，多数の結果を共有することでよ

り客観性のある結果を得ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 成果と課題 

○ 実験の中で，色や形，材質に注目し実験結果

に根拠をもって予想しながら取り組めていた。

材質に関係があると分かったら，考察に形や色

は関係ないという言葉が出てくるとさらに深

いまとめができた。 

○ ○×で実験の結果を分類することで，結果が

一目瞭然であった。しかし一方で，テスターに

よる仕分けを「○…常に電気が流れる，△…電

気が流れるときと流れないときがある，×…常

に電気が流れない」の３つにしておくと，後か

ら△に焦点が集まり話合いがより活性化しや

すかったという意見もあった。 

○ 児童が調べたい物を用意していたことは，意

欲化，主体的な解決につながる。周りの児童も

「横は？」「ふたは？」と声をかけて実験に参

加する場面が多く，問いがつながっていてよか

った。しかし，今回は４人１組で実験をし，テ

スターを操作するのは１人だったため，全員が

調べる楽しさや驚きを実感できるよう２人１

組や個人での実験も有効であった。 

○ 電気を通した物のどこが電気を通したのか，

シールを貼ったり，教材提示装置で拡大し大型

テレビで写したりするなど，児童にとってより

分かりやすい提示の仕方をこれからも考えて

いきたい。 

 

 

 

① 形をくしゃくしゃに 

変えてもアルミニウ

ムは電気を通すと明

かりがつくね。形は関

係ないのかな。 

③ 紙や木で 

できた物は 

明かりがつ 

かないね。 

家から持っ 

てきたノー 

トもつかな 

いよ。 

② ガラスはつかな 

 いね。１０円玉は 

 ついたから，ピカ 

 ピカしているかど 

 うかは関係なさそ 

うだな。 

【実験の様子】 

④ 他の自 

分たちが 

持ってき

た物でも

明かりが

つくか確

かめてみ

よう。 
⑤ アルミニウムや鉄 

 は明かりがつくのに 

 アルミ缶やスチール 

 缶はなぜつかないの 

 だろう…？ 

【児童のワークシート】 

【テスターを使う様子】 

【グループから全体への結果の交流】 



１ 研究について 

児童の主体的，科学的，協同的な学習となるた

めの「教材・教具の工夫」「単元構成の工夫」に

ついて，授業を通して研究・実践し，提案した。

各会員は，役割分担して授業を観察，教材・教具

や単元構成の工夫がねらいにつながっていたか

を，児童の反応など事実から検証し，更なる改善

のための協議を行った。 

２ 実践事例「５年 てこのはたらき」 

（丸亀市立城西小学校 山口 誉之 教諭） 

(1)  教材・教具の工夫  

本学級では，不思議に思ったことを追究しよう

という意欲的な児童が多い。そこで，本実験では，

何種類もの「不均一なてこ(左右の太さが違うて

こ)」を扱い，てこのきまりが使えるのかを考え

させた。児童の固定概念をゆさぶることで興味関

心を高め，問題解決の楽しさを味わわせることが

できると考えたからである。

また，各グループで，異なる

てこを扱うことで，結果に客

観性をもたせることができた。 

(2) 単元構成の工夫 

① 思考を可視化する小白板の活用 

友だちの考えを聞き，自分の考えをよりよい

ものにしようとする児童が少ない傾向にあっ

たため，各グループに「まなボード(掲示用に

工夫されたホワイトボード)」を配り，結果や

考察，疑問点を可視化して話し合う場を設定し

た。これにより，互いの考えの共通点を見付け

たり認め合ったりすることができた。また，グ

ループの掲示物をもとに全体で疑問点を発表

することで，次時へと意

識がつながり，単元全体

を通した深い学びへと

つながっていったよう

である。 

 

 

 

 

 

② 自由試行導入の工夫 

本単元では，てこの規則性について児童が主 

体的に推論し，問題を解決していく中で自分の

生活の身近なところでてこの原理が活用され

ていることを学ばせたい。そのために，導入の

段階では，いろいろな道具を使って自由に物を

持ち上げてみる活動を行い，そこから出てきた

疑問をもとに児童自らが解決したいと思える

学習課題をつくった。てこの規則性を見つける

学習でも，自由におもりをつるしてつり合わせ

てみる活動の中で，児童自らがてこの規則性を

見つけ出せるようにした。 

３ 成果と課題 

(1) 教材・教具の工夫 

① 教具の工夫を次に生かす研究 

  「てこのきまり」では，身近な物を使い，児

童が学びたいと思えるものを考えた。しかし，

児童の実態や技術の進展に応じて工夫・改善の

余地はまだまだある。「形を支点が中心にない

ものにしてはどうか？」「支点の色を赤でうっ

ておけば，よく分かるのでは？」などの意見が

出た。事実をもとに改善して，次に生かしてい

くことが必要である。 

② 工夫した教材・教具の伝達 

今までに，多くの教師が教材・教具の工夫を

行ってきている。しかし，その場限りで伝達さ

れていないものも多い。次年度は，今まで実

験・観察のために使った教材・教具を伝達して

いく機会を是非もちたい。 

(2) 単元構成の工夫 

今年度の研究では，児童が意欲的に学習に取り

組めるように，自由試行を最初に取り入れ意識を

つなぐ単元構成とした。学習の目標にあった疑問

が児童から出るためには，どんな教材に出会わせ，

どんな活動を入れたらよいのか大切になってく

る。また，自由試行から出た疑問だけでは目標が

達成できない場合や，最後まで意識がつながらな

い場合もある。今後も他の単元で構成の工夫につ

いて，研究を続けていきたい。 

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～ 

                             丸亀市立城辰小学校  宮花 昂平 

【不均一なてこ】 

【まなボードの活用】 



【タイマーを見ながら実験】 

【グラフを並べて表示】 

１ 研究の概要 

仲善支部理科部会では,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「水のすがたと温度」 

(1) 単元構成の工夫 

本単元は，温度変化と水の状態変化とを関係付

け，水の性質についての見方や考え方を深めるこ

とねらいとしている。また，前単元の「とじこめ

た空気と水」「物の体積と温度」と後で学習する

「自然のなかの水のすがた」「物のあたたまり方」

とつながり，空気や水

についての性質につい

て理解を深める単元と

なっている。そこで，

子どもたちが水や空気

の性質についてそれぞ

れの単元で学習したこ

とを関連付けながら理

解できるように，水と 

空気それぞれについて新しく学んだことを書き加

えていくマインドマップを教室に掲示・活用する

ことで，新たな知識を得るごとに整理していくよ

うにした。授業が終わるごとに書き加えていくこ

とで，わかったことが増えていくうれしさから，

意欲的に学習に取り組めたり，全単元で得た知識

と関連付けながら考えたりすることができた。 

また，本単元の導入において，氷を入れたビー

カーを熱することで氷が水になり，さらには水蒸

気になっていく様子をしっかりと観察する場を設

けた。氷が水になるときの様子や，沸騰するとき

の様子から，「なぜ氷は浮くのか」「沸騰したと

きの泡や湯気の正体は何だろう」「逆に凍るとき

の様子はどうなるのだろう」などの新しい問いが

生まれてきた。その問いを単元全体で解決してい

くよう構成することで,課題を自分事としてとら

え，意欲的に学習を進めていくことができた。 

(2)  実験時の工夫 

本時は水が凍る時の

温度と状態の変化を観

察する場面であった。記

録がしやすいように，ゴ

ム栓に温度計を通し，そ

れで栓をした試験管を

用意した。そうすること

でビーカーから取り出

して，様子や温度を観察

しやすくした。また，モ

ニターにタイマーを投

影し一斉に実験を始め

ることで，自分のグルー

プだけでなく，隣のグル

ープと比較しながら実

験を進め，実験の終わり

も揃えるようにした。実

験結果をまとめる際に

はグラフ作成ソフトを

使って，各班の実験結果

を一度にグラフに表し

た。そうすることで自分

の書いたグラフをもう

一度確認したり，ほかの

班の結果と比べたりす

ることが容易になった。 

３ 成果と課題 

○ マインドマップを用いて学習して得た知識を

そこに書き込んで共有していくことで単元を貫

いて思考することができた。 

● 結果から考察する場面で，パソコンで作成し

たグラフを用いたが，子どもたちのかいたグラ

フをもとに，気づいたことを発表させたり，書

き込みをしたりしながらみんなでしっかり考え

る時間を確保する必要があった。 

【記録用ワークシート】 

【マインドマップ】 

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 実践事例 

(1) 対話を重視した協働的な学びの創造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①【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) 

 

 

 

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） 

 

ＬＥＤ蛍光灯で育てても成長するんだな。 

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。 



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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②【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。 

③【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。 

(2) 問いを生み出す支援の工夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 単元化の工夫 

問題解決への意欲を高めるため教材の工夫と

して，単元を通してボタンが点灯する自作教材

「くまさん」を使った。一人ひとりに「くまさん」

を与えることで，自分の「くまさん」を点灯させ

たいという意欲をもたせた。児童は，教師の「く

まさん」の中身を知り，「乾電池と豆電球をどの

ようにつなぐと明かりがつくのだろうか？」とい

う問いをもつことができた。 

② 教師の支援の工夫 

児童に「ソケットがなくても明かりがつくのか

な？」という問いをもたせるために，教師の「く

まさん」のソケットを壊して提示した。 

③ 教材の視覚化 

乾電池のどの部分につな

ぐのかを明らかにするため

に，乾電池の大型模型を使っ

て児童に説明させることで，

視覚化を図り理解を深める

ことができた。 

(3) 理科授業力向上の環境づくり 

① 観察・実験講習会(ミジンコ採集ツアー) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 自然観察会(自然生態園ガイドウォーク) 

 

 

４ 成果と課題 

本年度は，研究発表会の年度であり，３本の授

業実践ができた。でんぷんが出てきた時の驚きの

顔，豆電球の明かりをつけようと実験に没頭する

姿，振り子の３要素を用いて実験に意欲的に取り

組む姿など，それぞれの実践を通して，観察・実

験データに基づいて考察したり，話し合いをした

りして，深まりのある学び合いができた。 

本年度目指してきた『学び続ける』という子ど

もの姿を描き，結論の導出にこだわりをもつこと

と，結論の導出後にさらに新しい問いを作るとい

う２つの視点については，今後も，子どもたちが

より知的好奇心や探究心を膨らませるように単

元構成や教材を工夫していきたい。 

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) 

理科コーナー 

LED光あり LED光なし
(変化な

緑色の部分が青紫色に
変化しているよ。 

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。 

日 時：Ｈ28年 11月 9日(水)14:00～16:30 
単元名：３年「明かりをつけよう」 
授業者：樫谷嘉子教諭（三豊市立桑山小学校） 

 

大型乾電池模型 

日 時：Ｈ29年 2月 26日(日)9:30〜12:00 
場 所：国営讃岐まんのう公園自然生態園 



 平成２９年１０月２７日（金）の全国小学校理

科研究大会東京大会に参加した。８会場で行われ

ていたが、渋谷区立西原小学校の授業参観と、分

科会の提案発表をさせていただいた。 

１ 授業公開 

 ５年「振り子の運動 

    ～どうやったら正確な数値になる～」 

 ５年生の振り子の授業を参観した。振り子は、

実験結果から３つの条件に目を付けて、どの条件

が振り子を遅くするのかと考える授業が主流で

ある。しかし、西原小学校では、３つの条件以外

の些細な条件も、実験に影響を及ぼすと子どもた

ちが捉え、どの班も正確に実験結果を得るにはと

のような実験をしていけばいいのかを考えてい

た。 

始めに、どの班も振り子の長さ、振り子の重さ、

振り子の振れ幅を揃えて実験を行ったが、ある２

班だけ数値だけを捉えどれを変えれば研究全体

会の中で，教科調査官の鳴川哲也先生が指導講話

をされた。次期学習指導要領実施に向けて，主体

的・対話的・深い学びの３つが大事だと言われて

いる。その中の対話的な学びに関しては，まずは

自分の考えをベースとして，考え，友達と広げ，

深めていくことが大切である。深い学びに関して

は，見方・考え方を働かせながら問いを見いだし，

追究，解決していくことが大切である。つまり，

問題解決の姿をつきつめていくことが深い学び

の具現化につながるということであった。 

 第３学年では差異点や共通点から問題を見い

だす力，第４学年では根拠のある予想や仮説を立

てる力，５年では解決の方法を考える力，第６学

年では妥当な考えを導き出す力をつけていきた

いということであった。ただ，これはその学年だ

けで付ける力ではなく，どの学年でも付けていく

が特にその学年でということであった。また，こ

れまでの比較や関係づけは見方・考え方として，

それを働かせながら問題解決を図っていけるよ

うにする。妥当な考えという以上，それが一人の

考えであってはならない。そこには自然と客観性

や再現性が含まれているし，協働が含まれている

のである。 

 記念講演では，近畿大学教授の升間主計先生が

近大マグロの完全養殖までの道のりや水産研究

所の歩みについてお話をされた学生達の発送を

生かすことや，繰り返し対象に関わることの大切

さを話され，まさに粘り強い問題解決の繰り返し

であったそうである。今，子どもたちに行ってい 

る理科教育もこういったところで力を発揮して

くれるのだろうと思える話であった。 

 その後のレセプションは 150名程度の方が参加

されていた。 

２日目 

 大阪市立古市小学校に参加した。古市小学校で

は対象の教材性を手がかりに単元を進めるもの

をミッション

型学習，子ども

の興味関心を

手がかりに単

元を進めるも

のをつながり

探究型学習と

位置づけ，それぞれの型を学年１本ずつ，理科で

合計８本，また生活科で４本。合計１２本の授業

公開をしていた。その中で６年「てこのはたらき」

の授業を参観した。本時までに，くぎぬきやドラ

イバーなどは力が何倍になるのかを支点からの

距離を測って式で求める学習活動をしてきてい

た。本時は，学校近くの商店街で発見したてこを

使った道具に

ついて，力が何

倍になってい

るのかを解明

していくとい

う活動だった。

近くの商店街

と協力してお

り，生活とつなぐための工夫は感じた。しかし，

それがどう子どもの意識から出てきたのかは分

かりにくかった。授業は個人で選んだ道具で説明

書を作っていき，それを班や全体で相互チェック

第 50回 全国小学校理科研究協議会東京大会 参加報告 

大会主題【グローバル社会を生き抜く心豊かな人間を育てる理科教育】 

研究主題【自然と向き合い、多様な考えを受け入れ、主体的に問題を解決する理科学習  

〜科学的に問題を解決するために必要な資質・能力の育成〜】 
                  香川大学教育学部附属高松小学校  尾形 美裕 



するという流れであったが，まず自分が選んだ道

具以外に目が向きにくいようであった。さらに全

体で発表させたワインオープナーは様々な機能

があり，説明者と聞いている側に大きなずれがあ

り，話し合いが成立しなかった。分かれて実験す

る場合など，お互いのしていることをいかに共通

理解させるのかが大切であると感じた。 
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