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ともに，よい理科授業を求めて 
香川県小学校理科教育研究会会長  岡 村  寧 

 

１ 教材化＋単元化＋指導技術等＝子どもの

納得 

 私は，若い頃，研究授業をするたびに香理

研の先輩から「君の授業は，大風に灰をまく

ような授業だ。一見派手だが，子どもの中に

定着するものが少ない。」と注意されました。 

 私なりに，研究授業の前には，たくさんの

本を集め，研究授業の単元について書かれた

ページを片っ端から読みました。その中では，

面白い教材や，教科書とは違う様々な単元構

成の例が紹介されていました。私は，面白そ

うな教材や，納得できる単元構成を選び，研

究授業に役立てようとしました。 

しかし，研究授業をした後，子どもから「納

得できた」「腑に落ちた」という反応を得るこ

とができたかというと，非常に心許ないもの

でした。そのことを先輩は，「大風に灰をまく

ような授業」と表現されたのだと思います。 

よく考えると，その理由は，「実験の問題の

把握は，どのような手を打てば，それぞれの

子どもに一般化し，確実なものになるのか」

「解決の予想と計画の指導はどうすればよい

のか」「予想と実験の結果の事実を強力に結び

つけるにはどのようにすればよいのか」等，

授業を行う上で，最後の詰めに必要な指導技

術等を，私が，十分にもっていなかったから

だと思います。 

今年度，香理研は，研究主題を『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～』として研究を進めます。これは，香

理研が伝統的に大切にしてきた，子ども自ら

の手で自らを育てていくことを願ったもので

あり，方向性としてはよいと思います。しか

し，単元化・教材化と同等に大切なことは，

授業を行う上で，最後の詰めに必要な指導技

術等だと思います。この指導技術等を身に付

けていくことで，単元化や教材化が，真の価

値を発揮するのではないかと思います。その

ために，私たち香理研のメンバーは，毎日の

理科授業の中で，指導技術等を考え，実践し，

改良を加え，相互交流によって共有していく

ことが必要だと思います。 

 

２ 問われているのは，学びの「質」 

 平成３０年度には，丸亀市立城西小学校で

四国大会が，３３年度には香小研の研究発表

会が，３４年度には全国大会が予定されてい

ます。新学習指導要領の移行期間に四国大会，

全面実施の２年目に香小研発表，３年目に全

国大会となります。 

 新学習指導要領の理科の目標は，「自然に親

しみ，理科の見方・考え方を働かせ，見通し

をもって観察，実験を行うことなどを通して，

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

り育成することを目指す。」となっています。

そして，各学年の目標及び内容を見ると，現

学習指導要領と大きな違いはありません。そ

れでは，何が新しいのかというと，私は，学

びの「質」を高めることが求められていると

ころではないかと思います。そのために，教

師は，全ての教育活動において“つながり”

を意識したり，単元全体を通して習得・活用・

探求のバランスをとったりすることが必要で

す。また，１時間の授業の中では，子どもが

先行体験を使おうとする思考体制，心に強烈

に刻まれる一塊の体験が必要です。 

 このような視点で，教材，単元，指導技術

等を見直し，作り直し，提案する。そのよう

な，四国大会，香小研発表会，全小理であり

たいと願っています。そのために，香理研の

皆さんの英知が必要不可欠です。ともに，よ

い理科授業を求めていきましょう。 



 

 

 

 

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

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
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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。「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。 

 

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。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。 

○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。 



(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

○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。 



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。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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文責 香理研研究部） 
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１ 研究の概要 

  中央教育審議会答申によると，日本は理科

が好きな子どもが少ない状況にあることが

示唆されており「理科はおもしろい」と感じ

る子どもの育成は今日的課題といえる。そこ

で「感じ，考え，自然のおもしろさを実感す

る子どもの育成」を目指して研究を進めてい

く。 

  そのためには，主体的な学習活動が展開さ 

れる必要がある。子どもたちが見出した問い 

を自分事として考え，実験や観察等を通して 

自力で問題解決をし，喜びを味わうことが大 

切だからである。 

  自分事として考えるためにはまず，教材と 

の出会いが大切である。導入では「どうして」 

「なぜ」という単元を貫く問いが生まれる教 

材を工夫していきたい。ただ，単元の中で扱

う学習内容は一つではない。それらが問い→ 

問題解決→新たな問いと子どもたちの主体

的な活動によってつながるような，一つひと

つの教材を工夫して単元を組んでいく必要

がある。 

  また，自分事として問題解決を図るために 

は学習過程も大切になってくる。そこで，昨 

年度研究してきた「見通しや振り返り」「対 

話」についても引き続き実践を行っていく。 

  本年度の研究を通して，「理科はおもしろ 

い」と感じる子どもを一人でも多く増やして 

いきたいと考える。 

２ 研究の方向 

(1) 主体的な学習を生み出す単元構成の工

夫 

(2)  問いを生み出す魅力的な教材の工夫 

(3)  見通しと振り返りの充実 

 

 

 

 

 

３ 研究計画    

研修日 研修内容 

4 月 27 日 研究組織の決定 

年間研修計画の立案 

5 月 31 日 研究テーマの検討 

研究授業の教材研究 

9 月 29 日 研究授業 

第５学年「ものの溶け方」 

授業者 三枝貴也教諭 

４ 実践事例 

(1) 研究テーマについて 

本年度の研究テーマについて部員全員で

話し合った。県の研究テーマや新学習指導要

領（平成２９年３月公布）の内容をもとに，

サブテーマを中心に話し合いが進んだ。テー

マについて検討することで，全員がテーマに

ついて共通理解を図ることができた。 

 また，新学習指導要領の変更点についても

知ることができ，今後の研究の見通しをもつ

ことができた。 

(2) 研究授業のプランづくり「物のとけ方」 

「自分事」「単元化」「教材化」をキーワ

ードにし，授業プランを考えていった。 

自分事…結晶を作る実験や子どもたちが自

由に物を溶かす実験から始める等，導  入

で単元を貫く問いが生まれるような実験が

できるとよいのではないか。 

単元化…意図的な実験から自由思考によっ

て問いを生み出し，問題解決に向けて探究し

ていく方法はどうか。 

教材化…結果に驚きを伴う，とけた食塩水の

重さを調べる実験や実験結果にばらつきが

出やすいミョウバンの温度によるとけ方の

実験等を工夫していくとよいのではないか。 

５ 成果と課題 

○ テーマを共通理解し，研究授業のプラン

づくりに生かすことができた。 

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』 

～自分事として問題解決できる単元化・教材化の工夫～ 

小豆島町立安田小学校  濱元 員代 



○ 部員の意見をテーマに反映できた。   

● 教材の実技演習もできるとよかった。 



さ・東支部の研究 

 『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～ 

さぬき市立さぬき南小学校  角友 和世 

１ 研究の概要 

(1) 主題について 

『自ら科学的に学び続ける子ども』とは，理

科教育を通して学んできたことを「実生活・実

社会において当てはめて考える事ができる子ど

も」「身につ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考える

ことのできる子ども」の姿をイメージしている。 

理科の学習を通して，授業の時間に限らず生

活の中の様々な場面で，学習したことを生かし，

役立て，問いを持って自ら学び続ける子どもを

育てたい。 

 

(2) 副題について 

 ① 問題解決を大切にした理科学習 

『小学校理科の観察，実験の手引き』指導

資料（文部科学省， 2011）の中で「問題解決

の過程」が次の８つのプロセスで示されてい

る。 

ⅰ）自然事象への働きかけ 

ⅱ）問題の把握・設定 

ⅲ）予想・仮説の設定 

ⅳ）検証計画の立案 

ⅴ）観察・実験 

ⅵ）結果の整理 

ⅶ）考察 

ⅷ）結論の導出 

このような問題解決の過程を体験する中

で，問題解決の能力が育成されていくことが

期待されている。 

児童が自然の事物・現象に触れ，そこから

問題を見出し，自らもった予想や仮説の基に

観察・実験などを行い，結果を整理，考察し，

結論として科学的な見方や考え方をもつよう

になる過程の中で，問題解決の能力が育成さ

れていくと考えられる。 

しかし，このようにきれいにモデルどおり

に授業が行われ，教師側が意図したように子

どもの思考が流れることは難しいことが多い

のが現状である。そこで，単元・教材に特に

視点を置いて工夫していくことで，授業の質

を高めていこうと考え，副題を設定した。 

② 単元について 

各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

に考えて研究していく。 

特に子どもの意識の流れに沿うために，柔

軟性をもたせながら単元を展開していくとよ

いのではないかと考え，子ども自身が解決し

たい学びへと転換していけるような単元展開

の工夫について，研究を進めていきたい。 

③ 教材について 

子どもたちの身の回りにある自然の事物・

現象を学習内容として工夫して扱っていくこ

とで，子どもたちが学校で学んだことを，自

身の生活の中で起こる現象と結びつけて考え

る事が，より容易にできるようになるだろう

と考えられる。 

また，教科書教材に合わせた関連教材とし

て，どのような教材を取り上げるとよいか，

日常生活で利用されている道具や機器を示し

たり，その時にニュース等で話題になってい

る事象を取り上げたりするなど，様々な工夫

が考えられる。 

さらに，その教材は子どもの興味を引きつ

けるためだけのものではなく，単元の終末に，

学びを深め広げられる教材を開発していく。 

 

２ 活動予定 

  6月 22日(木)第 1 回教科研究会（大内小） 

  7月 24日(月)さ東小研夏季研修会（本町小） 

  9月 14日(木)科学体験発表会一次審査会 

                （志度小） 

10月 5日(木)科学体験発表会二次審査会 

              （三本松小） 

11月 28 日(火)第 2回教科研究会（長尾小） 

 

３ おわりに 

今年度も，さ・東理科部会の研究活動を通し

て，多くのアイデアが出され，それが部会員の

実際の授業の中で生かされ，研究会に参加して

良かったと思ってもらえる１年となるように研

究を深めていきたい。 

 

参考文献 
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高松支部の研究 

『自ら問いを立て 学びをつなげる理科学習』 

高松市立亀阜小学校  堀上 洋平 

 

研究の概要 

１ 「自ら問いを立て」とは 

「なぜだろう」「どうしてだろう」という素朴

な疑問から問いをつくり，子どもの興味・関心を

刺激しながら学習を展開していくことである。し

かし，様々な個の疑問だけでは，学ぶべき科学的

な見方や考え方の育成が得られにくいことから，

子ども同士で問いを共有することで，意味のある

問いが生まれてくると考える。 

その手立てとして，魅力的な教材や半知半解の

教材と出合わせる工夫が必要であると考える。自

然の事物・現象と出合った時に出てくる子どもの

つぶやきや「どうして」という既存の知識とのズ

レを教師が拾い，子ども自らが教材に対してこだ

わりのある問いがもてるよう支援することが大

切である。 

では，どのように問いをもたせることが有効な

のか具体例を２つ示す。 

 

(1) 「やってみたい」と思える問いの工夫 

授業の導入場面では，教材との出合わせ方が重

要である。授業を左右する大きな場面であるた

め，教師は子どもの興味・関心や疑問を引き出す

ことが大切である。しかし，導入の段階で多くの

時間を使うことができないため，複数の要素を含

む教材の工夫を行う必要がある。第４学年「電気

のはたらき」の導入時，速く走るモーターカーを

提示することで「こんなに速く走る車をつくりた

い」と子どもは思うはずである。そこから，子ど

もは乾電池の数や乾電池の並べ方，モーターに何

か秘密があるのではないかと，知りたいことが次

々と生まれてくる。そこから，「知りたい」「調

べてみたい」という問いを自ら立て，問題解決の

学習を進めていく。 

理科にしかない好奇心や驚きを大切にしなが

ら，教師は子どもの「やってみたい」という意識

を常に刺激しながら単元構成や教材開発を行う

必要があると考える。 

 

(2) 流れが生まれる問いの工夫 

問いを立てる際，本時や単元を通したものもあ

れば，１学期間という長期的なものもあると考え

られる。第５学年「流れる水のはたらき」では，

川に見学に行った後「川岸になぜコンクリートの 

 

壁があるのか」「川の底になぜ石が並べられてい

るのか」という疑問が出てきた。学習を進めてい 

く中で，子どもは疑問を問いとして意識しながら

学習を進めていく。その後，これらの問いを観察

や実験を通して解決していき，川岸のコンクリー

トは大雨が降った時に川が決壊しないように工

夫しているものだと知った。そして，災害から私

たちの町を守るための工夫を家族や地域の人に

紹介したいという願いが生まれた。そこで，防災

に関するリーフレットを作ったり，川の氾濫を防

ぐための川の土手等の工夫を説明したりするこ

とで科学的な見方や考え方がさら深まった。 

このように，子どもの意識に寄り添い，子ども

と共に学習の流れをつくり上げていくことで新

たな問いが生まれてくるのではないかと考える。 

これらの点を意識することで，主体的に探究す

る子どもの姿が見られるようになるはずである。

そのために教師は，子どもの前で発言する場面や

内容を見極め，授業をコントロールしなければな

らない。個人の問いから集団の問いに広げていく

ことで科学的に「何を」「どのようにして」学ぶ

のかを再確認していく。そして，理科の面白さや

楽しさを実感し，日常生活の場面でも様々な問い

を立て，子どもが自ら主体的に探究する学びの姿

を育てていきたい。 

 

２ 「学びをつなげる」とは 

科学的に問題を探究する子どもを育てるため

に「学びをつなげる」ことを意識していきたい。

「学びをつなげる」とは，理科の学び方の有用性

に気付き，次の学びへとつなげようとする力や，

根拠に基づき判断する力，また，その考え方が妥

当かどうかを検討する力，さらに，学んで得た知

識を基に問題を見い出す力などがあると考えら

れる。また，子どもの意識に寄り添った単元構成

を展開していくことが，子どもの学びをつなげる

理科学習になると考える。そこで，「学びをつな

げる」ことについて３つの具体例を挙げて考えて

みる。 

 

(1) 自らの学びを振り返り，次の学びへとつ

なげる 

第６学年「水溶液の性質」では，アルミニウム

が溶けた塩酸からアルミニウムを取り出した時，



その物が元の金属とは違う性質になっているこ

とを，子どもと共に実験を行い，振り返りながら

見つける。その子どもの振り返りの文章の中に，

「１つの実験では分からないことも，色々な実験

を行い，それをつなぎながら考えると新しい発見

があった」と述べられていた。自らの学びを振り

返ることで，理科の学び方の有用性に気付き，次

の学びへつなげる態度が育っていると考える。 

 

(2) 自分と他者の考えをつなげる 

理科学習の中で自分と他者の考えをつなぐ場

面は数多くある。例えば，問いの設定や検証計画

の立案，実験・観察の結果を基に考察する場面，

さらには振り返りから新たな問いを見付けてい

く過程などで対話的に交流する場面である。 

しかし，ただ自分の意見を相手に伝えるだけで

は，思考の深化は見られない。まずは自分の考え

を明確にもつ時間を設定し，その後，友達と議論

を交わしながら自分の考えをより科学的に妥当

なものにする「対話の場」が必要であるが，試行

錯誤しながら自らの考えをより客観的なものへ

と高めていくための話し合いこそが理科におけ

る「対話」であると考える。 

そのために教師は，子どもの「話したい」とい

う必然性や必要性をもったテーマとなるよう内

容を吟味し，そして，子どもに問いかける発問を

用意するとともに，「何のために話し合いをする

のか」という対話の意図を子どもに明確に示し，

話し合いをコーディネートする必要がある。ま

た，単なる伝え合いにならないよう，自分と他者

の考えをつなげられるよう支援することで，根拠

に基づき判断する力や問題解決の過程に関して

その妥当性を検討する態度など，学びに向かう力

や人間性等が深まるのではないかと考える。 

 

(3) 学びを日常生活とつなげる 

第６学年「植物のからだのはたらき」では，ジ

ャガイモの葉に日光を当てるとでんぷんができ

ることを学ぶが，この学びを日常生活とつなぎ，

「他の植物でもでんぷんができるか」という問い

を立てる。学んで得た知識を基に，日常生活に適

用し，新しい問いにつなぐことで理科学習の有用

性が実感できるのではないかと考える。 

また，ここで大切にしたいのは，単に子どもの

興味・関心を高めるためのものとして扱うのでは

なく，日常生活とつながりのある自然の事物・現

象を紹介し，子どもの言葉で問いを立て，つなが

りを考えることで自然観を豊かにできると考え

る。教師から「～をしよう」と提示するのではな

く，子どもから「学習したことを使って～がした

い」という言葉が自然と出てくるような単元構成

や教材開発を進めていきたい。 

 

３ 自ら問いを立て，学びをつなげることの効果 

（仮説） 

本年度の研究では，自ら問いを立て，学びをつ

なぐことで，子どもが主体的に探求する力や新た

な問いを見付け，更なる学びへとつなげていくこ

とで科学的な見方や考え方がより深まると考え

る。また，疑問を解決するために友達と対話する

ことで，自分の考えを明確にしたり，互いの良さ

を認め合ったりすることができると考えている。 

自分の考えを常に見つめ直し，見通しをもちな

がら問題解決の学習を進めることこそ，次期学習

指導要領にも述べられている理科の資質・能力を

読み解いていく鍵となるはずである。そのために

は，教師と子どもが自然の事物・現象と真剣に向

き合い，友達と共に思考錯誤しながら，問いを解

決していく手立てを見付けていきたい。 

 

４ 参考文献 

○ 小学校学習指導要領解説理科編:文部科学省 

○ 次期小学校指導要領(案)理科編:文部科学省 

○ 次期学習指導要領に向けたこれまでの審議

のまとめ(素案)のポイント:文部科学省 

○ 理科ワーキンググループにおける審議のと

りまとめについて:文部科学省 

○  初等教育資料(平成２７年１１月号) 

◯ 授業で育てる対話力:多田孝志著 教育出版 

◯ アクティブ・ラーニングの授業展開：森田和

良(編)日本初等理科教育研究会(著) 東洋館

出版社 

○ なぜ，理科を教えるのか―理科教育がわかる

教科書:角屋重樹著 文溪堂 



１ 研究の概要 

 坂出・綾歌支部では，「自ら科学的に学び続け

る子どもを育む理科学習」をテーマに子どもたち

の「問いがつながる単元化・教材化の工夫」の視

点から３年目の研究に取り組んでいる。これまで

の研究から，児童の興味関心を促す教材の提示や

単元を貫く児童の問いから始まる単元構成の工

夫により，児童が問題解決に向かって主体的・協

働的に学習に取り組む姿が見られた。 

本年度も，研究授業に向けての指導案検討や授

業実践，授業後の討議などにより，本テーマにお

ける研究の有効性を検証するとともに，児童に理

科の見方や考え方が身に付き，資質・能力が向上

したかについて検証していく。 

 

２ 実践事例 

 第５学年「植物の発芽と成長」（綾川町立陶小

学校：出口教諭）を実践事例に取り上げ，「子ど

もの問いがつながる単元化・教材化の工夫」「条

件制御の能力を段階的に育てる工夫」について説

明する。 

(1) 子どもの問いがつながる単元化・教材化の工夫 

 本単元では，種子の発芽や植物の成長に必要な

条件を考え，条件を制御して調べる能力を育成す

る。また，生命を尊重する態度を育て，植物の発

芽，成長とその条件についての見方や考え方をも

つことができるようにする。事前の調査から自分

で育てて収穫した新鮮な野菜を食べたことがあ

る児童が少ないことと，多くの児童がキュウリを

好きだと答えたことから，キュウリを中心教材と

した単元化・教材化の工夫が図られた。 

① 児童に目的意識をもたせ意欲を高める工夫 

単元の導入では，児童の好きなキュウリを教

材とし，一人一鉢栽培していき，最終的に自分

で育てたとれたてキュウリをかじろうという

目標を設定し，意欲的に活動できるように単元

構成の工夫をした。また，農家のおじさんの知

恵から学ぶという活動を単元の導入部分に入

れ，濡れたティッシュペーパーでキュウリの種

子を包み，ビニール袋に入れて体温で発芽させ

るという方法にチャレンジし，後日全員が発芽

させることに成功させた。この体験から自分の

キュウリに愛着が沸くとともに「農家のおじさ

んの知恵で発芽したのはなぜだろうか。」と問

いが生まれ，インゲンマメを用いて発芽と成長

に必要な条件を考えてキュウリの栽培に生か

していくという主体的な問題解決の流れが構

成された。 

 

【児童の目的意識を大切にした掲示】 

 

② 児童の問題解決を活性化させる教材提示の工夫 

  本時において，児童の問いは「キュウリがよ

り元気に育つための条件は何だろうか。」であ

った。そこで教師があらかじめ２つの苗（成功

例と失敗例）を育てておき，授業の導入で２人

の教師がそれぞれ児童に提示した。 

まず，担任がこっそりと肥料を与えて同じ時

期に植えたはずの児童の苗より大きく成長さ

せた苗を提示して，「どうして，みんなの苗よ

り元気に育っているのか」考えさせ，肥料の必

要性に気付くように仕組んだ。次に，別の教師

が「室内で肥料を与えて水やりもしっかりとし

たのに」と言いながらしおれている苗を提示し，

日光の必要性に気付くように仕組んだ。 

 

 
【二人の教師による成功例と失敗例の提示】 

  この２つの苗を見て成長条件を予想させた

後，「キュウリがより元気に育つために必要な

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～ 

  宇多津町立宇多津小学校  江淵 健太朗 



条件を調べるには，どのような実験をすればよ

いだろうか」と問いがつながっていき，児童の

問題解決が活性化していった。 

 
【児童の成長条件の予想】 

 

(2) 条件制御の能力を段階的に育てるための工夫 

① 年間を通した段階的指導計画 

  本単元は，５年生が初めて出合う条件制御を

用いた実験になる。条件制御の能力を身に付け

活用していくために，実験計画を立てる時に，

初めはある程度，教師が主導して行っていき，

徐々に児童が主体となり実験計画を立てるこ

とができるようにしていった。 

本単元で実践した植物の発芽条件の実験に

おいては，教師が主導し，実験方法をともに考

えることで条件制御の考え方に慣れることを

ねらった。 

 

【発芽条件の学習の跡】 

 

本時の植物の成長条件の実験においては，児

童から出された条件を板書上で整理し，意図的

にしぼることで，実験が多岐に渡り複雑になる

ことを避けた。これにより，現時点で条件制御

の考え方に不慣れな児童が段階的に条件制御

の考え方を身に付けられるようにした。 

次単元の受粉・結実の実験では，これまでの

条件制御の考え方を生かして，なるべく児童自

身で実験方法を考え，自力解決できるよう支援

していく。 

② カード操作による話合い活動の工夫 

  本時では，まずワークシートを用いて個人で

実験方法を考えその後，ホワイトボードを用い

てグループで実験方法を話し合った。その際，

できるだけ児童が主体となり実験方法を考え

ることができるよう，視覚的支援を行った。 

 植物の成長に必要な条件（日光か肥料）を調

べる実験をするために，２つの苗の図を載せた

ワークシートに整える条件を絵や言葉で書き

込んだ。そして，その考えを元にしてグループ

で話し合う際に，ホワイトボードに変える条件

と同じにする条件を絵カードで貼っていった。

カード操作を通して，変える条件以外の物が全

てホワイトボード上に並ぶことで，視覚的に

「どの条件を変え，どの条件を揃えるか」が理

解できるように支援した。 

  

【児童のワークシート】【グループでの話し合い】 

 

３ 成果と課題 

○ 農家のおじさんの工夫を単元の導入部分で

取り入れ一人一人が自分の体温で発芽させた

ことで，児童がキュウリに愛着をもって意欲的

に学習に取り組めたことが良かった。また，食

べるキュウリではなく食べないインゲンマメ

を使って実験を行ったことも児童の気持ちと

合っていて，問いがつながっていった。 

○ 条件制御の考え方を生かした実験計画を考

えるにあたり，児童が自主的にノートで既習事

項を振り返る場面が見られた。段階的に条件制

御の能力を育てることが有効的であると感じ

た。 

○ カード操作で植物の成長条件を調べる実験

方法にについて考えたことで，条件制御の考え

方が感覚的に身に付いて良かった。 

● 本時の授業の中で一部の児童の中で「大切な

キュウリの苗をよりよく成長させるために」と

いう目的意識が薄れていたように見えた。教師

があらかじめ用意していた成功例と失敗例の

苗をずっと提示して，適宜言葉をかけ意欲を高

めると話し合いの活性化が見られたかもしれ

ない。 



 

 

 

 

 

 

１ 研究テーマについて 

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「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，「主体

的・対話的で深い学び」の実現に向けて「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る。 

理科教育では，これまでも観察・実験といった

体験を重視し，子どもが自ら問題解決する過程を

通して，自然の事物・現象についての理解と，科

学的な見方や考え方を養うことを基本としてき

た。また，観察・実験の結果を整理し考察・表現

するなど，子どもが協同的に学ぶ場を通して，仮

説の検証など科学的な手続きに基づく活動とと

もに，共に学ぶ豊かな人間性育成に資する学習を

展開することが求められている。 

このようなことから，丸亀市小学校教育研究会

理科部会では，「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 研究の視点 

⑴ 子どもの「科学的な学び」を生む教材・教具の工夫 

子どもの問題意識，探求意欲，科学的な認識に

結びつく教材・教具の工夫・開発 

⑵ 子どもの「科学的な学び」を生む単元構成の工夫 

主体的な探求を生む，導入，単元構成，教材提

示などの工夫 

問題解決の継続，科学の方法を学ぶ単元構成，

教師の支援の工夫・改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 研究の方向 

(1) 授業研究（５月，10月） 

テーマをもとに，年２回の研究授業を行い，指

導方法を検証する。本年度は，平成３０年度四国

大会を見直し，城西小学校との連携を図って教

材・教具の工夫，単元構成の工夫について，授業

研究・実践し，公開・提案する。各会員は，役割

分担して授業観察し，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，子どもの反

応など事実から検証し，更なる改善のための協議

を行う。 

(2) 香小研による授業提案発表（７月） 

昨年度研究授業を行った丸亀市立城西小学校

の山口誉之教諭の実践を発表する。 

４ 年間計画 

４月１１日  丸小研（城西小） 

    組織作り・年間計画 

５月１９日  事前研修会（城西小） 

研究授業事前検討会 

５月３１日  丸小研（城西小） 

研究授業・討議 

授業者 北村 聖子教諭 

       ３年 単元「風やゴムで動かそう」 

７月２６日  香小研理科部会夏季研修会     

授業提案 

提案者 宮花 昂平教諭 

１０月 ２日 市科学体験発表会（城坤小） 

１０月２９日 丸小研（城西小）  

研究授業・討議 

授業者 大西 祐子教諭        

４年 単元「 未定  」 

平成３０年度 四国大会（城西小） 

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 



仲・善支部の研究 

『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～ 

まんのう町立満濃南小学校  藤木 一真 

・ 観察・実験や考察の場面で ICTを活用する

ことで結果の共有が進んだり，考察を深めた

りすることができた。 

課題 

・ 習得した知識や技能を次の問いにつなげた

り，他の様々な場面で活用したりできるよ

う，基本的な問題解決の手順を繰り返し体験

させることや実験技能を十分に習得させる

手立て，また，児童の考えを関係付ける手立

ての工夫が少なかった。         

・ 自分なりの予想や仮説を立て，それらと関

係付けながら科学的な用語や言語を用いて

説明したり考察したりすることが難しかっ

た。 

・ 見い出した規則性が，どのような場面で生

かされているか実感する工夫が必要だった。 

１ 研究テーマ設定に至る背景について 

(1) これまでの実践から 

＜平成 24～26年度テーマ＞ 

科学的な思考力や表現力の育成のための指

導の工夫 

～結果を整理し，問い・見通しとつなぐ考察の

在り方～ 

＜平成 27年度テーマ＞ 

科学的な思考力や表現力の育成を図る理科

学習 

～自ら問いをもち，結果を整理し，考察へとつ

なぐ指導・支援の工夫～ 

＜平成 28年度テーマ＞ 

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～ 

 

上記のテーマの基，研究を進めていく中で，成

果や課題として，以下のような点が挙げられてい

る。

 

上記のような視点が成果にも課題にもなりう

る。教師の提示する教材や問題から，子どもの「な

ぜ」「どうして」といった自発的に問題に取り組

もうとする気持ちや姿勢を育んでいく必要があ

る。そのためにも，年間を通して，教師が意図を

もち，単元化・教材化を工夫していくことが大切

である。 

 

(2) 理科教育の充実の視点から 

新学習指導要領における小学校理科の目標で

は，「見方・考え方」に目を向けている。理科教

育における見方・考え方とは，「自然の事物・事

象を量的・関係的，質的・実体的，多様性・共通

性，時間的・空間的な関係などを科学的な視点で

捉え，比較したり，関係付けたりするなど科学的

に探求する方法を用いて考えること」とされてい

る。 

これらを踏まえ，仲善理科部会では「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～」

をテーマに研究を進めていくこととした。 

成果 

・ 基本的な問題解決の手順（問題把握－予想

－観察・実験－結果－考察）を繰り返し体験

することで，見通しをもった学習を行うこと

ができた。 

・ 予想の根拠を話し合うことで，問いが自分

たちのものとなり，意欲的な観察・実験につ

ながった。また単元の中で振り返らせる場を

設けることが有効だった。 

・ 個々が違うものを観察したり異なる実験を

したりする機会をもたせることで,自ら問題

解決をしていこうとする意識を高めること

につながった。 

・ 結果を図や表，グラフなどに整理し，考え

を比較したり，自分の予想と関係付けたりす

ることで考察を深めることができた。 



 

２ 研究の視点と内容 
  

(1) 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 

単元化の工夫と    

しては以下のよう

な視点が考えられ 

る。 

● 子どもの意識      

がつながるよう  

に学習内容を適 

切に配置する。 

● 子どもがより  

上位概念を意識  

できるように時 

数を計画する。 

ここで大事にしたいのは，子どもの実態に沿っ

た単元化の工夫である。子どもの実態に即してい

ない単元の流れでは，子どもの学びの意識が途切

れてしまう恐れがある。第４学年の「電気のはた

らき」を例に挙げると，東京書籍の教科書では単

元の最後に電気自動車をつくる学習活動が設定

されている。この活動を単元の最初に設定し，「自

分だけの電気で動くおもちゃを作る」活動として，

子どもに提示することで，自分が作ろうとしてい

るおもちゃはどうすれば作れるのか，作るために

必要な技能や知識を授業を通して獲得していけ

るのではないかと考えられる。これは単元化の工

夫の一つである。大切にしたいことは，単元展開

の工夫によって子どもの問いがつながって，子ど

もが解決していきたい学びに変換していくこと

が重要である。 

また，子どもが自ら問いをもつような教材化の

工夫としては以下のようなものが考えられる。 

● 子どもたちにとって身近で興味のわきやす

い事物・現象を取り上げる。 

● 生活で使用している道具や機器を加工し，教

材として使用する。 

 

● テレビやニュースで取り上げられた科学ニ

ュースを学習内容の一部として取り上げる。 

例えば，第６学年の内容として「物の燃え方と

空気」を取り上げる。東京書籍の教科書では，第

１時に集気瓶とろうそくを用いた実験で空気の

流れを考える実験を行っている。ここで例えば，

穴を開ける道具と缶，そしてたくさんの割り箸を

配布し，速くよく燃やすためにはどのような工夫

ができるかと問いかけることで，生活での経験を

使って考えることができないだろうか。上記のよ

うな子どもが自分事として考えていける教材を

開発していきたい。 

 

(2) 友達と対話や議論を通して，協力しながら

問題を解決する場面の設定 

理科において，「対話的な学び」を生み出すた

めには，自然の事物・現象について，人と対話し

ながら考えを発展させ問題解決することが必要

となってくる。そのためにも，「人」と「人」と

が「自然の事物・現象」や「事実」を介して関わ

ることができるような場を作る必要があると考

えられる。例えば，第３学年の「ゴムの働き」で

は，ゴムのねじる回数と物が動く様子を調べ，ゴ

ムの働きについて考えをもつ活動がある。その際

に自分たちのグループの実験結果から考察する

のではなく，他のグループの結果についても考察

し，全体の傾向や共通性から考えることができる

ように支援していく必要があると考えられる。ま

た，単元を通して，友達の考えと自分の考えを視

覚的につなげるイメージマップや思考ツールを

効果的に使うことで，子ども同士の学び合いが進

むように支援していきたい。 



三観支部の研究 

『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～ 
三豊市立麻小学校  新延 貴弘 

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

基づいて見方や考え方を見直していくプロセスの

連続である。このように自然認識を捉えるとき， 

① 自然との対話 

② 自己との対話 

③ 他者との対話 

を重視した協働的な 

学びの学習のプロセ 

スが子どもの自然認 

識を深めていく。 

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

を深めていく。 

 

(2) 研究の具体例 

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。 

○ 問いをもとに，身近な自然・事象に新た

な価値を見いだす。 

【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，他者に表現するなど考えを可視化

する。 

○ 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】 

○ 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 

【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」（分かったこと，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。 

【自然事象との出合いの工夫】 

導入段階で，既習事項や生活経験とのずれ

や疑問をもたせる活動を仕組み，教師による

問いかけなど適切な支援を工夫し，解決すべ

き問題の形にする。 

③ 理科授業力向上の環境づくり 

・実社会・実生活との関連 

・教材の開発と蓄積・共有 

・理科室経営の工夫 

・観察・実験講習会等での教師の技能の向上 

・デジタル教科書等，ＩＣＴ活用の工夫 

 

２ 今後の展望 

本年度は，９月に第６学年｢大地のつくりと変

化｣の単元の研究授業を実施予定である。研究テー

マに沿って，自ら自然と対話する子どもの育成に

ついて研究を進めていく。また，三観の研究テー

マを再構築し，全国小学校理科研究会に向けて研

究を深めていきたい。 
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