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 平成 29 年３月，新・学習指導要領が公示され，

６月には各教科の解説も示されました。今回の学習

指導要領は，「生きる力」すなわち“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，自らを律しつ

つ，他人と共に協調し，他人を思いやる心や感動す

る心などの豊かな人間性，たくましく生きるための

健康や体力など－Ｈ８中教審答申－”の理念をとら

え直し，その具現化のための方策を示すものであり，

学習指導においては“学びの質”をこれまで以上に

問うものといえるでしょう。 

これを受け，多くの学校・研究組織では，授業改

善の視点となるキーワード「主体的・対話的で深い

学び」や，その実現に向けて示された「見方・考え

方」に着目して研究・実践に取り組み出しています。

本会研究部や，四国理科教育研究発表会を本年開催

する丸亀市立城西小学校においても，これらの趣旨

を踏まえ，理科学習の在り方について研究を進めて

います。「資質・能力」「見方・考え方」といった事

項の整理をはじめ，主体的で深い学びとなる学習方

法，新たに追加される内容：３年「光と音の性質」

４年「雨水の行方と地面の様子」６年「生物と環境」

への対応など，2022年開催の全小理香川大会を見据

え，これから益々研究の充実が求められます。 

 

主体的な学びを創る単元構成 

新・学習指導要領解説（理科編）には，「単元な

ど内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む

資質・能力の育成に向けて，児童の主体的・対話的

で深い学びの実現を図るようにすること。その際，

理科の学習過程の特質を踏まえ，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

などの，問題を科学的に解決しようとする学習活動

の充実を図ること」と示されています。 

香川の理科学習では，これまでも，１単位時間で

の問題解決に終始せず，事象との出合わせ方や教材

を工夫し，単元全体を通して子どもが主体的に問題

解決する授業が進められてきましたが，そういった

取組の重要さが改めて示されたといえるでしょう。 

単元導入時の事象との出合わせ方には，“生活経験

の想起”“教師による現象提示”がよく使われてき

ましたが，これからは，自由度のある活動ベースの

導入に期待が持てます。「自由試行（Messing About）」

は，子どもが教材に触れ“いろいろなことをやって

みる”中から，事象への“気付き”や“問題意識”

を導き出そうとするものです。この手法は，1980年

代アメリカでの研究が元ですが，生活経験が少ない

現代の子どもには，“事象にかかわる共通の体験が

できる”“学習に必要な観察・実験技能を習得でき

る”などの利点もあります。そこから，それぞれの

疑問や探究したいことを分類・整理していけば，子

ども主体の学習単元が構成されていきます。これに

は，磁石・電気など物質・エネルギーの学習が適し

ていますが，“校庭や地域の自然観察”“動植物の

飼育・栽培”などに応用すれば，生命・地球領域の

学習にも広がる可能性があります。 

 

理科の見方・考え方 

香川では，理科に限らず，体験や“根拠に基づい

て議論し，妥当な考えを導き出す”といった「学び

合い」を通した問題解決を重視してきました。そう

いった学習過程で，教科の特質として新たに示され

たのが「理科の見方・考え方」でしょう。これは，

「科学的な見方・考え方」が“問題解決の方法や手

続きとそれによって得られた結果や概念を包含す

る”とされるのに比べ，概念などを含まず“児童が

働かせる物事をとらえる視点や考え方”と解説され

ています。そして，＜見方＞については領域ごとに

「エネルギー：量的・関係的な視点」「粒子：質的・

実体的な視点」「生命：多様性と共通性の視点」「地

球：時間的・空間的な視点」と示され，＜考え方＞

については，「比較・関係付け・条件制御・多面的

に考えること」が示されています。大切なことは，

それぞれの学習における見方・考え方を明らかにす

ることにとどまらず，“子ども自身がそれらを働か

せて問題解決する学習を創る”ということでしょう。 

 

新学習指導要領に基づく教育研究は，容易ではな

いように思えます。でも，香川の理科教育にはこれ

までの下地があります。それに，理科は本質的に深

く学ぶほど楽しいものです。楽しくて，子どもの資

質・能力育成につながる研究・実践が進んでいくこ

とを願います。 

 

新・学習指導要領と香川の理科学習 
香川県小学校理科教育研究会副会長  髙橋 佳生 



 

 

 

 

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

平成２９年度の研究（成果と課題） 

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～ 
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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，「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・能力は各教科の問題解決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

的な教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，主体的・対話的で深い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。 

○単元化と教材化の一体化を図ったことで，単元全体を通して子どもの意欲が高まり，問題解決に主体

的に取り組もうとする態度がより一層育まれてきた。また，単元化と教材化を関連付けながら単元構

想をしていくことで，その単元で身に付けるべき知識や技能だけでなく，様々な現象の説明に耐えう

る上位概念を見出すことができ，質の高い問題解決を導くことにつながった。 

○本年度は，新学習指導要領に示された「見方・考え方」を働かせることの具体的イメージについても

理解を深めることができた。特に，研究理事を中心とした研修会では，各教科の「見方・考え方」を

教師の机上のものとしてもっておくだけではなく，それらを平易な言葉で表し，学習者自身が意識し

ながら使っていけるようにすることが大切であるということも明らかになってきた。 

【次年度に向けての課題】 

△ 授業における子どもの姿から，単元化と教材化を効果的に行うことにより問いが生まれ，主体的な

問題解決につながることが明らかになった。今後は，子どもの育ちのさらなる検証のために，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，

子どもの変容とテーマとの関連を見ていくようにしたい。 

△ 国が求める「資質・能力」や「見方・考え方」等のキーワードに対する理解は深まってきたが，そ

れらを理科授業の中でどう求め，どう育んでいくのかという具体的方策については研究の途上である。

次年度は，子どもたちが「見方・考え方」を働かせながら問題解決をしている姿の具体について，実

践を通して考えていきたい。 
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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』 

～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 

１ 研究主題について 

   小豆支部では，理科はおもしろいと感じる

子どもの育成をめざし「感じ，考え，自然の

おもしろさを実感する子どもの育成」をテー 

マとし，研究を進めている。 

  そのためには問いを自分事として考え，主

体的に問題解決する学習活動が展開される必

要がある。 

 そこで，単元化，教材化を中心に，昨年度 

研究してきた見通しやふり返り，対話につい 

て引き続き研究実践を行った。 

  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 実践事例 

 「５年 物のとけ方」 

 （土庄町立土庄小学校 三枝 貴也 教諭） 

(1)  単元構成の工夫 

① 児童と共に考える単元構成   

児童の実態を知るために，事前に「水にと

ける物には何があるか」「100ｇの水に 10ｇ

の角砂糖を入れると重さはどうなるか」等を

問うアンケートを行った。水に溶ける物とし

て，食塩や砂糖以外にも氷やみそ，小麦粉等

も挙げられており，「溶ける」ということに

対してまだ，曖昧な理解であることが分かっ

た。また，シュリーレン現象を見た感想につ

いても聞き，それらをもとに，児童と一緒に

調べてみたいことや問題を出し合いながら

単元構成を考えていった。 

 

② 導入の工夫 

調べてみたいことを話し合う中で，「物を

溶かしてみたい」をいう意見が多く聞かれた

ので，まずは，児童が溶かしてみたいと思う

物を身の回りから選び，実際に溶かしてみる

活動を行った。17種類の物質を溶かしていく

中で，児童は「溶ける」「水溶液」というこ

とについて理解を深めていった。そして，

「溶けた物はなくなるのか」「溶ける限界は

あるのか」という新たな問いをもつことがで

きた。 

【自由に物を溶かしたときの結果（掲示物）】 

(2)  教材の工夫 

① 電子天秤の活用 

「物は水に溶けると，なくなってしまうの

だろうか」という問題を解決するために授業

研究を行った。数値を読むときの混乱を少し

でも無くそうと，０補正のできる電子天秤を

用いて実験を行った。児童は，０補正を上手

に用い，スムーズに計測を行っていた。 

【電子天秤と計測容器】 

②  手順を簡略化できる容器の使用 

軽量で蓋付きのプラスチック容器を準備

し，容器本体に水を，ふたに食塩をのせて計

測することにより，水や物質を測り取る手順

を簡略化できるようにした。手順はワークシ

ートで示し， 誤操作がでないように配慮し

た。計測後は，ふたに乗せた物質を容器に入

れ，ふたをして揺することで，物質を溶かす

作業がスムーズにできるようにした。 



【ワークシートに示した手順】 

(3)  自分事として考えるための手立て 

① 予想図をかく 

物が溶けるということを粒子で捉えられ

るように，そして，溶けるということはその

粒子がどうなることなのか，きちんとイメー

ジをもって実験に取り組めるように，自分の

予想をイメージ化した予想図をかいた。言葉

では分かっていても，イメージ図にするのは

難しかったが，助言をしながら図にしていく

ことで，予想やその理由をより具体的にもつ

ことができた。 

 
【児童の予想】 

② 見通しをもつ 

実験に入る前に，それぞれの予想をもとに

見通しを立てた。「物が溶けてなくなるとい

うことは物の重さが０になることなので全

体の重さは 100ｇになるはずである」等，結

果の数値が表す意味を考えておくことで，よ

く理解して実験を進められるようにした。 

 

【見通しを立てた予想（板書）】 

③ ジグソー学習 

自分事として問題解決できるように，ジグ

ソー学習を行った。溶かす物を食塩，ミョウ

バン，砂糖，重曹の４種類にし，班の中で役

割分担して調べたい物の実験を行い，また，

班に戻って自分が調べてきた物の結果を知

らせ，話し合った。実験後，班に戻って必ず

報告しなければならないので，「自分がしな

ければ」という意識が高まり，実験等を普段

は見ていることが多い児童も積極的に実験

を行っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実験中の児童の様子】 

３ 成果と課題 

○  児童の「○○してみたい」という思いを大

切にし単元構成を考えることで，主体的な意

欲につながった。調べたいことや問いが生ま

れる導入を工夫することが大切であること

が分かった。 

○  実験の道具を工夫することで，結果の処理

に対する混乱を少なくすることができた。 

○ ジクソー学習等，学習方法を工夫すること

で，全員が主体的に参加できるようになるこ

とが分かった。 

○ 意味を理解し，実験を行うことは大切であ

る。そのためにも，しっかりと見通しをもっ

ておく必要がある。 

● 結果をもとにグループで話し合う時には，

しっかりと意見を交流することが大切であ

る。対話し考えが深まるよう，何を話し合う

のか明確にしておく必要がある。 

● 児童のふり返りから次の問いが生まれる

よう工夫していく必要がある。 

 

【討議の様子】 



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 はじめに 

今年度は上記のテーマに基づいた，２本の授

業実践をもとに研究が深められた。以下は１１

月の研究会の様子である。 

２ 実践事例 

第４学年「水のすがたと温度」 

授業者 さぬき市立長尾小学校 角友 清志 

(1)  単元の工夫 

本単元では，水が温度によって状態が変化す

ること，状態が変化する時にはそれまでとは異

なる温度変化を示すことを確かめる実験を行

う。まず第１次・第２次では，水の温度を上げ

る実験を行い，沸騰している状態では温度が一

定になることを確かめた。これまでの生活経験

から，児童は各実験に対する予想や考察を活発

に行えた。 

第３次の冷却実験は，児童が日常ではあまり

目にすることのない現象なので，第１･２次の実

験結果を示したり，使用する教具に工夫をした

りすることで，児童が根拠のある予想や仮説を

発想し，表現できるように配慮した。また，第

３次の第１時で，温度計を使用せずに冷却実験

を行った。この際児童は過冷却を経験し，実験

中に試験管を時々軽く振ることの必要性を認識

できた。さらに，冷却時の 試験管中の水の変

化をよく観察し，「凍り始め」「一部凍り始め

る」「全体が凍る」等の現象を言い表す言葉を

学んだ。このことは第２時（本時）での，児童

の観察記録記入時に大きく役立った。 

 

(2)  教材の工夫 

水の過熱・冷却時の状態変化時に温度変化が

なくなり，グラフが平たんになる部分ができる。

この温度を１００度・０度とし，「℃」の単位

のもととなった科学者セルシウスの話を取り入

れ，「沸騰」「凝固」時の温度変化についての

考察の助けとした。 

実験に用いた温度計は「長さメモリ温度計」

（後述）であったため，児童は自身の結果の数

値にとらわれず話を聞き，水の状態変化に伴う

温度変化についての考察を深めることができ

た。 

また，酢酸ナトリウム三水和物の凝固熱を利

用した「ミラクルカイロ」（参照：まなびねっ

と群馬ＨＰ）にも触れ，物質の凝固熱を体感さ

せた。この体験が，水が凝固熱と，周囲の氷か

らの冷却熱との相殺により，温度の低下が遅れ，

温度変化のない部分が生まれるという冷却実験

時の現象への考察の助けとなった。 

【液体のミラクルカイロ状態を確認】 

【凝固熱を確かめる】 

(3) 教具の工夫 

① 目盛りのない温度計に，手書きで液だめ

からの長さの目盛りを記入した「長さメモ

リ温度計」を作り，実験に使用した。それ

により１００度や０度を意識することな

く，目盛りの値に意識が集中し，記録表を

もとにグラフ化した時にも，温度の変化の

様子についてのみ意識して考察を進めるこ

とができた。そのため，沸騰の際にも凝固

の際にも，グラフの変化の中に平坦な部分

が現れることを，際立ってとらえることが

できた。 

② 冷却実験時の温度計の先端に約１.５cm

のビニール管を差し込んだ。この管がある

ことによって先端が試験管に接することが



なくなり，試験管内の水（深さ４cm）の中

央に液だめがきちんと配置できるので，水

温の変化を正確に読み取ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【加熱実験結果】 

【冷却実験結果】 

③ 氷をいっぱいに入れた１Ｌのビーカーの

中に，あらかじめ空の試験管を立てておい

た。そこに食塩２５０ｇを振り入れ，水２

００ｍｌを入れる。試験管の周りの氷が固

まったら，水と温度計の入った水温測定用

の試験管と入れ替えるようにした。 

このことによって，温度計を入れた試験管

の中の水が冷やされ始めた時間からの温度

変化を測定することができた。 

④ 試験管を入れ替えると同時にストップウ

ォッチで時間の計測を始め，１分毎に目盛

りを記録し，１５分間測定を続けた（室温

約１８度）。この１５分間で，６班とも低

下を続けた水温が，途中で温度変化をしな

くなり，数分後，再度低下を始めたことが

記録できた。 

 

(4) 成果と課題 

本単元の構成により，児童はそれまでの経験

や前時の実験結果から課題を見つけ，実験結果

の予想を立て，実験により正確な値を測定し，

考察をすることができた。 

また，この単元における実験は，一般的に「100

度にならない」「過冷却により０度以下まで下

がり続ける」等，児童の意識が，本来の水温の

変化の様子ではなく，実験中の水の温度の数値

に向かいやすく，課題意識がぶれやすい。それ

らの点を解決するために，「長さメモリ温度計」

を使用したことで，温度変化という本来の視点

に児童の意識が集中できて良かった。 

本時は暖かい日であったので，室温に合わせ

て，氷を入れるビーカーを１Ｌという大きなサ

イズにしていた。温度計にもビニール管を付け

る等，細やかな実験準備があり，より正確な実

験結果に結びついた。 

それらの教具の工夫があったからこそ，セル

シウスの話・「ミラクルカイロ」の教材が効果

的となった。 

上学年の理科の授業を行う教員の中にも，理

科を専門としておらず，実験道具の準備に苦労

している教員も多い。本時のような授業の実験

装置の写真を撮り，必要な器具の数量や液量・

注意事項等を書き込んだものをラミネート加工

して，実験器具とともに保管しておけば役立つ

のではないか，という意見が出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ おわりに 

今年度も，２本の研究授業をもとに，多くの

実践的アイデアが出され，研究を深めることが

できた。この成果が，部会員だけでなく，理科

を行う教職員の間で共有され，実際の授業の中

で生かされ，児童の学びが深まるよう情報共有

できる手立ても，今後併せて考えていきたいと

思う

 



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 

１ 研究主題について 

(1) 「自ら問いを立てる学習」とは 

「なぜ」「どうして」という自然の事物・事象

と出会った時に出てくる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展開

していく学習である。 

そのために，科学的な事象に対して解決したい

問題（問い）を児童がもてるよう，自由に教材・

教具に触れる時間を確保する必要があると考え

る。そうすることで，解決したい自分の問いが明

確になるはずである。 

(2) 「学びをつなげる」とは 

児童の意識に寄り添った単元構成をしていく

ことである。児童の意識と教師の学ばせたい意図

が同じになるよう，意識を読み解いて単元構成す

ることで，主体的に探究する力の育成を目指す。 

 

２ 実践事例（北ブロック） 

 

 

 

 

(1) 主張点 

・ 一人一人の問いを生かして単元を貫く課題を

設定することで，児童が主体的に問題を解決す

ると考える。 

・ 個の問いを保証したことで児童一人一人の豊

かな学びにつながると考える。 

・ 実験の材料を児童自らが選択，決定すること

で，問題解決に向けて自然に対話が生まれ，考

えが深まると考える。 

(2) 児童とつくる単元を貫く問い 

単元の導入では，懐中電灯を提示することで，

その仕組みに興味をもち，明かりを使ったおも

ちゃを作ってみたいという思いが高まった。そ

のためには，明かりが付く仕組みを学習する必

要があることから，単元を貫く課題の設定を行

った。 

(3) 個の問いを保証 

児童とつくった単元を貫く課題が解決される

と，個の問いも解決される。また，個の問いを

解決していく中で単元の問いの解決に寄与する

内容が出てくるため，個の問いを保証すること

で単元全体の豊かな学びとなった。 

 

(4) 自己選択・自己決定の場の保証 

電気を通す物と通さない物を調べる実験で

は，児童が持ち寄った物を自由に調べる実験を

行った。自由に行うことで，自然と対話が生ま

れ，問題解決のヒントとなるキーワードがたく

さん出ていた。その言葉を教師が取り上げ，ま

とめていくことで，より深い学びにつながって

いた。 

 

 

 

 

 

 

(5) 研究討議から 

○ 自分が調べたい物を持ち寄り，実験していた

ため，主体的に取り組む姿が見られた。前時か

ら学んだこととつないで予想が考えられてい

たので，目的を明確にして実験を行っていた。 

○ 個別に器具が用意されていたことから，自己

選択・自己決定をして活動できていた。 

● 単元を貫く課題をもっと強く意識した授業

構成が必要だった。おもちゃづくりを意識した

振り返りをしていくことで，児童の変容が見ら

れたのではないか。 

● 「明かりが付かないのはなぜか」など理由や

原因について対話を通して内容が深められる

と良かったのではないか。 

 

３ 実践事例（南ブロック） 

 

 

 

 

(1) 主張点 

・ 児童が本気で解決したくなるような単元レ

ベルでの問いをもつことが大切と考える。児

童が自ら問いをつくり，学級全体で共有する

ことで，問題解決に対する意欲も高まると考

える。 

・ 児童が「調べたい」と思った物を用いて，

実験できる場を設定することで，より意欲的

な問題解決ができると考える。 

(2) 単元を貫く問いの設定 

単元の導入では，身の回りの物を使って重さを

日時：９月２８日（木） 

単元名：第３学年「明かりをつけよう」 

授業者：香川大学教育学部附属高松小学校 

尾形 美裕 教諭 

日時：６月８日（木） 

単元名：第３学年「物の重さをくらべよう」 

授業者：高松市立十河小学校  

納田 健太 教諭 



体感したり，比べたりする活動を行った。そこで

でてきた児童の素朴な気付きを大切にし，個の問

いにつなげた。  

物の形や材質等を基にした個の問いやこれま

での活動から気付いたことを交流し「置き方によ

って重さは変わるのか」「形を変えたら重さは変

わるのか」という個の問いを表出させた。 

児童と共に解決する順序を話し合い，単元を貫

く問いを共有した。 

(3) こだわりのある問題解決 

活動を通して高まってきた意欲をもとに，本時

は身の回りから調べてみたい材料を持参し問題

解決に取り組んだ。「置き方によって重さは変わ

るのか」に注目した児童は紙コップの重ね方をい

ろいろ試していた。「形を変えたら重さは変わる

のか」に注目した児童はアルミホイルを伸ばした

り丸めたりして調べていた。「身の回りには，ま

だ調べていない物がある」と本時の実験だけでは

なかなか納得できない児童もいたが，自由な発想

で実験を行ったことで問いを解決できたと実感

する子どもが増えた。 

(4) 研究討議から 

○ 個の問いから単元レベルの問いをつくった

ことで，子ども主体の授業となっていた。 

○ 身の回りにある物を使って実験を行ったこ

とで，児童がこだわりを持って問題解決に取り

組んだ。 

● 多くの材料があったため，実験の目的が曖昧 

になっている児童も見られた。材料の精選も必 

要だったのではないか。 

 

4 実践事例（南ブロック） 

 

 

 

 

(1) 主張点 

・ 単元の導入では，空気や水を使った道具を

自由に使う活動を行うことで，水と空気の性

質について興味をもち，単元を貫く問いを意

識しながら主体的に学習を進めることができ

ると考える。 

・ 言葉や図等を使って空気や水のイメージを

説明する活動を繰り返し行うことで，粒子に

ついての基本的な見方や考え方を育むことが

できると考える。 

(2) 価値ある問いを生むために 

単元の導入では，空気や水を閉じ込めた道具や

おもちゃを使い，手応えを確かめることで空気や

水の存在を体感する場を設定した。イメージする

ことの難しい空気や水の様子について，自分の言

葉や図等で表現することで「なぜ，ボールは弾む

のか」という価値ある問いが生まれた。 

(3) 空気や水のイメージを表現するために 

閉じ込められた空気や水が，どのような性質を

利用して使われているのかについて，自分の言葉

で説明することは難しい。そこで児童がもってい

る空気や水のイメージを体で表現するなど様々

な方法を使って考

えを膨らませる活

動を繰り返し行っ

た。 

(4) 研究討議から 

○ 単元導入時に 

 体験活動を充実 

 させることで，空気や水について自分のイメー 

 ジを言葉や図で表現できるようになってきた。 

○ 動作化を行うことで，目に見えないものを 

表現する力がついていた。 

● 粒子概念の扱いについては学習指導要領の 

内容ではないため，板書の構造化を行ったり， 

キーワードを活用したりと教師が意識をもっ 

て授業をする必要がある。 

 

5 成果と課題 

自ら問いを立て，学習を進めることは，豊かな

学びにつながり，科学的な見方や考え方を養う上

で大切な過程だということが分かった。そして，

教師は個の問いを共有し，価値付けながら児童と

共に学習計画を立てることで，目的意識をもち，

主体的に探究する姿が見られるようになってき

た。 

しかし，単元を貫く問いを設定する場合，どの

ようにして児童の意識をつないでいくかについ

ては，今後さらに研究を進めていく必要がある。

単元によっては問いを立てやすい教材もあれば，

立てるのが難しいものもある。自由に体験させな

がら，気付きを深めていく場面は必要であるが，

教師が学びのきっかけを与える場面とのバラン

スを考えながら授業を展開していかなければい

けないと考える。 

今後も「なぜ」「どうして」という疑問を解決

できる児童を育てるために，単元構成や児童の学

びをつなげるための教師の支援や手立てについ

て研究を進めていきたい。 

日時：９月２８日（木） 

単元名：第４学年「とじこめた空気と水」 

授業者：高松市立一宮小学校 

滝野 桂子 教諭 



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～ 

坂出市立松山小学校  島田 明季 

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」について研究を行っている。これまでの実

践から，児童の興味関心を促す教材や単元の導

入の工夫，単元を貫いて児童の問いがつながる

単元構成の工夫などによって，自ら問題解決し

ようとする児童の姿が見られた。 

本年度もこのような取り組みを継続して行

い，子どもたちの問いがつながるような単元構

成や教材化の工夫についての研究に取り組んで

いる。 

 

２ 実践事例 

第４学年「とじこめた空気と水」（坂出市立

東部小学校：前田教諭，藤井教諭）を実践事例

として取り上げ，「子どもの問いがつながる単

元の展開・教材の工夫」「根拠を共有し，自分

の考えをもつための話し合いの場の設定」につ

いて説明する。 

 

(1) 子どもの問いがつながる単元化・教材の工夫 

本時における児童の問いは，「閉じ込められ

た空気は，どれだけ圧し縮められるのだろうか。

また，空気の量が多いと空気でっぽうの玉がよ

く飛ぶのはどうしてだろうか」であった。そこ

で，閉じ込めた空気を圧し縮めるという実験と，

圧し縮めた空気の圧し返す力を調べる実験を行

った。 

 ① 意欲的に取り組むための導入の工夫 

 本単元では，空気や水の体積の変化や圧し

かえす力とそれらの性質とを関係付ける能力

を育成する。事前のアンケートより、児童は

空気という存在は知っているが，生活体験の

中で空気の性質について感じた経験が少ない

ことが分かった。 

そこで，単元の導入で袋の中に空気を閉じ

込めて抱きしめたり圧したりする活動や，ペ

ットボトルを水中で開け放す活動を行い，空

気の存在や弾性に気付かせるようにした。 

また，ペットボトルロケットを飛ばす演示

も行い，空気や水の性質に関心を持てるよう

にした。「ペットボトルロケットは空気と水

が押し縮められ押し返す力で飛ぶのだろう」

「なぜ，水を入れるのか，空気だけでは飛ば

ないのか」「空気と水の割合で飛ぶ距離は変

わるのか」などの問いや予想が生まれた。空

気と水の性質を調べ，なぜ飛ぶのかと遠くへ

飛ばす秘密を調べたいという願いが生まれ，

その秘密を調べるために空気でっぽうを用い

て調べていこうという単元を組み，児童の意

欲化につながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【水槽でボトルの中の空気を確かめる】 

 

またこれ以外にも学習の最後に，空気や水

の性質が使われている道具を紹介したり，そ

れらで遊んだりするという内容を単元として

構成した。これにより児童は，様々な道具で

遊ぶためには空気や水の性質を知る必要があ

る，ということを意識して実験を行うと考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【空気でっぽうを飛ばす】 

 

 



② 児童のイメージ図と近い教材の工夫 

目に見えないものを言葉で説明することは

難しい。そこで「もしも空気が見えたなら」

と問いかけ，個々に図に表現し発表した。そ

の後，空気が粒であることを伝え，それが表

現できている図を称賛した。そして，学んだ

空気の性質を理解するために，簡便でイメー

ジしやすい，「  (空気くん)」を使って空

気を表現することにし，見えない空気の様子

を予想し，自分の考えを表現する場面で活用

した。 

 また，児童のイメージ図の空気くんと近い

教材として，注射器の中にスポンジの魚を入

れ，空気を圧し縮める実験を行った。空気を

圧し縮めると，中のスポンジも小さくなって

いく。このスポンジの様子は，児童が考えた

イメージ図と非常に近く，目に見えない空気

くんを実際に観察できることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スポンジの魚の大きさを確かめる】 

 

(2) 根拠を共有し，自分の考えを持つための話

し合いの場の設定 

・ 全体で話し合う場の設定 

自身の生活体験から予想を立てることはでき

るが，自信を持って発表するまでには至ってい

ない。そこで，全体で話し合う場を設定し，友

達の考えから自分の意見を広げたり深めたりで

きるようにした。その時に，意見の共通点や相

違点を見つけるよう助言をすることで，自身の

意見が確立できると考えた。 

「空気くんが圧し縮められるとどのくらい圧

し返すか」の学習場面では，「もとの 10目盛り

までもどる」「もとの 10目盛りよりは下」「も

との 10目盛り以上にもどる」の三つの予想がで

た。それぞれ，「空気の量は変わらないから」

「縮まった空気はそのままだろう」「圧し返す

力がはたらく」などの根拠が出され，共感し自

信を深めたり，揺らぎ予想を考え直したりする

様子が見られた。全体で話し合い，意見を交流

することで考えを深めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ICT を用いて考えを発表する児童】 

 

３ 成果と課題 

○ 導入部分でペットボトルロケットを用いた

り，袋の中の空気を抱きしめたりしたことで，

児童に空気や水の存在についての興味関心を

持たせることができた。 

○ 児童のイメージ図に近い事象となる教材の

工夫をすることで，考えを確かめやすくなっ

た。さらにイメージ図を活用するために，圧

し縮められたときに空気くんがどのようなこ

とをつぶやいているか，また空気くんの数に

着目させたりすることで，児童から多様な反

応が予想されると考えられる。 

● ペットボトルロケットと実験で用いた空気

でっぽうは仕組みが少し異なる。そのため，

単元の最後にペットボトルロケットを使う

ときにその説明をする必要がある。 

● 予想を全体で話し合う中で，様々な意見が

出てきたことで交流は深まったが，初めにノ

ートに考えて書いていたものを消して，予想

を書き直していた児童も見られた。その場面

で，どうして考えを変更したのかなどについ

ても考えればさらに話し合いが活発になる

のではと考えられる。 



１ 研究授業について 

丸亀支部では，平成 29 年度に２回の研究授業

を行った。平成 30 年度に四国大会を開催する丸

亀市立城西小学校の教諭２名がそれぞれ授業を行

い，研究討議を行った。 

 

２ 研究の視点 

○ 子どもの「科学的な学び」を生む教材・教具

の工夫 

○ 子どもの「科学的な学び」を生む単元構成の

工夫 

 

３ 実践事例「３年 風やゴムで動かそう」 

（丸亀市立城西小学校 北村聖子教諭） 

(1) ゴムで動く車の車体や発射台の工夫 

３年生の児童がゴムの伸びと車の走る距離を関

係付けながら集中して実験できるようにするため

には，児童の使用する教材が非常に重要である。 

車は，扱いやすく丈夫な作りであることから市

販の教材の中から最もよいものを選択したが，ゴ

ムを長く伸ばして勢いが増すと，走行途中で曲が

る難点があった。そこで，車体の前部にゴムをか

ける部品を付け，車体の後部に尻尾状のテープを

取り付けて改良した。尻尾状のテープを持ち，後

ろにまっすぐ引っ張ることでゴムを伸ばす長さを

長くしても曲がらずに走るようになった。 

また，発射台は，市販の

コードカバーにめもりを

書き込み手作りした。手作

りの発射台にすることで

１ｍ近くまでめもりのあ

る長く安定した発射台に

なった。 

           

(2) 児童の気付きを引き出し広げる展開の工夫 

ゴムで動く車の導入では，一般的な＃１６の輪

ゴムを児童一人に１本ずつ渡し，自由にゴムを引

っ張ったり，ねじったりする時間を設けた。身近

にあるゴムを１本だけ渡すことでゴムの特性につ

いて集中して観察することができていた。 

また，「ゴムの力はどうだったか」という教師の

問いに対し，「伸びてその後，元に戻る」などゴム

の伸びる性質だけでなく元に戻る性質にも目を向

けた意見が出た。ゴム

の力で車を動かせる自

由試行の場面では，「ゴ

ムで車を動かせる」と

答えた児童が多かった

が，具体的にどうやれ

ばよいかまでは考えら

れていなかった。車を

走らせる方法に気付き，実際に走行させることが

できた時は，「すごい！むちゃくちゃ進んだ」と歓

声を上げて喜んでいた。「車が曲がって困った」と

いう児童にも「後ろの尻尾をつかむとまっすぐ走

るよ」と学び合っていた。発見したことを発表す

る場では，始めは車の動きだけについての意見だ

ったが，教師の「ゴムは？」という声かけで「ゴ

ムを短く伸ばすと少し動き，長く伸ばすと遠くま

で動く」「ゴムはバネのようだ」と比較したり，関

係付けたりして，児童自らが問題を発見し，次時

の問題解決につながる展開となった。 

 

４ 実践事例「４年 もののあたたまり方」 

（丸亀市立城西小学校 大西祐子教諭） 

(1) 「水はどうして上から温まるのか」の予想を

確かめるための多様な実験 

前時，実験で「水は上から温まる」ことを学ん

だ児童の疑問は，「なぜ，水は上から温まるのか」

ということであった。「温められた水は軽くなるか

ら」と「温められた水は体積が大きくなったから」

の２つの予想が出ていた。本時は，予想を確かめ

るため，温められた水と冷たい水を比べる６つの

実験を行った。 

色分けされた水

を冷たい水と温め

られた水の重さを

比べるグループは，

同じ大きさのペッ

トボトルに入れ，て

んびんや電子ばかり

で重さを比較して，

温められた水が軽いことをつきとめた。別のグル

ープは，２本のペットボトルを水槽に入れ，温め

【自分の考えを話す児童】 

【車体と発射台を工夫】 

【車を走らせ歓声を上げる児童】 

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 



られた水の入った

ペットボトルは浮

き，冷たい水の方は

沈むことをつきと

めた。２つの水を合

わせるグループは，

青い冷たい水を上，

赤い温められた水

を下にして混ぜ合

わせると，混ざり

あって黒くなるが，

青い冷たい水を下，

赤い温められた水

を上にして混ぜ合

わせると混ざらず，

水の上下の移動を

確かめた。水風船

を使ったグループ

は，温めた赤い水

風船は水の中で浮

き，氷水で冷やし

た青い水風船は沈

むことをつきとめ

た。 

このような多様な実験のため，教師は用いる材

料を研究して準備していた。    

 

(2) 児童の疑問を追究していく授業展開 

本時は，前時，水の温

まり方を実験した後にさ

らに児童から出てきた疑

問を追究する授業展開だ

った。多くの児童が金属

とは違う水の温まり方

に疑問を抱いていたた

め，どのグループも意欲

的に実験に取り組み，他

のグループの実験も進

んで見に行っていた。 

授業のまとめに，児童

が前時に描いた水の温

まり方のイメージ図と本

時学んだことをつないで

説明した。授業全体を通 

して，児童の問題意識に 

沿った授業展開となって 

いた。 

 

 

５ 成果と課題 

３年「風やゴムで動かそう」の実践では，児童

が自由試行の中で問題意識をもち，問題解決して

いくための教材・教具を工夫した。教材研究にお

いて，ゴムの種類も様々なものを試したが，「ゴム

の伸びと車が走る距離の関係」を明確にできるよ

う，１種類に絞って実験することにした。また，

児童がゴムの伸びを意識できる発射台や，まっす

ぐ引っ張るための尻尾状テープを工夫したことで，

児童が余計な条件に左右されることなく本質に迫

る実験を行うことができた。 

４年「もののあたたまり方」では，水のあたた

まり方の不思議さを多面的に追究できる教材を工

夫した。児童の意識に沿った実験が正確にできる

よう，ペットボトル，水風船，混ぜ合わせる容器

を研究して実験を行った。 

単元構成については，どちらの授業も導入時に

体験を通して問題意識がもてるよう工夫していた。

児童の意識に沿った学習の展開と，それを可能に

する教材の工夫を今後とも重視したい。 

   

【前時とつないで説明】 

【はかりで重さを量る】 

【てんびんで重さ比べ】 

【温度差のある水を混ぜる】 

【水風船を使った実験】 

【水槽に入れる】 



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～ 

仲多度郡まんのう町立満濃南小学校  藤木 一真 

１学期

比
較

モンシロ
チョウ

チョウ 昆虫

ホウセンカ
ひまわり

身近な植物

２学期以降

くらべてさぐる○○のひみつ

○こん虫

○植物

太陽とかげの動きを調べよう

太陽と光を調べよう
 

１ 研究主題について 

仲善支部では，今年度から「自ら科学的に学び

続ける子どもを育む理科学習」をテーマに掲げ，

研究に取り組んできた。「自ら学び続ける」ため

には身の回りの事象に興味をもって疑問を探し

出す着眼点，そしてなぜ・どうしてと調べ続けよ

うとする探究力が必要となってくる。 

それらの能力を子どもに育成するためにサブ

テーマとして「子どもたちの問いがつながる単元

化・教材化の工夫」と設定し，以下の２つの視点

を本年度の研究の柱に据えた。 

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 

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 

 

２ 実践事例① ３年「こん虫を調べよう」 

授業者 善通寺市立西部小学校 

都築 智恵教諭 

(1) 単元化・教材化の工夫 

東京書籍での教科書では，前単元の「チョウを

育てよう」で学習した内容からつなぎ，本単元へ

と展開している。また，その単元構成の内容は，

第１次「昆虫のからだの仕組み」→第２次「昆虫

の成長の仕方の違い」→第３次「昆虫のすみか」

となっている。 

前単元が終了した時点で行った実態調査から

昆虫に対しての興味や理解度が低い児童がクラ

スの４割程度を占めていることが分かった。また，

昆虫と昆虫でないものの違いを問う問題につい

ても正答率は 60％程度であり，比較する視点がま

だ十分には身についていないと考えられた。その

ため上述した単元の展開では，第１次で児童の意

識が途切れ，意欲が低くなり学びが止まってしま

うと考えた。 

そこで１学期に扱う動植物の単元を統合し，比

較し，共通点・差異点を見つける力を高めること

を目的とした大単元として扱い，それを構成する

一つとして，本単元を扱った。 

昆虫を扱うため直接触れることに苦手意識を

もつ児童も多かっ

た。 

そこで，透明なプ

ラスチック容器を

使うことで，昆虫が

苦手な児童が昆虫

を観察しやすくし，

また実際には持ち

あげないと見るこ

とができない昆虫

の腹部の様子を全員が観察することができた。 

 

(2) 友達と協力するための対話や議論を生み出

す場面の設定 

本実践では，昆虫のからだの構造を胴体のみで

簡潔に示しワークシートを使用した。脚の本数や

からだのどこから生えて

いるのかが見やすいため，

対話する時間を多く確保

することができた。また，

自分の描いたものと友達

の描いた物を見比べ比較

することでねらいとして

いた比較する力を育むことができた。 

 

(3) 成果と課題 

〇 単元終了後に実態調査を行ったところ，前回

の調査に比べ比較に関する問いの正答率が約

３割上昇した。 

△ 児童が観察を希望した昆虫すべては確保で

きなかった。時期の関係から植物の単元と組み

替えることも有効だと思われる。 

 

 

 



 

 

東京書籍 

てこをかたむける

はたらきへの意識

が薄い。 

てこのつりあい 

てこの原理について

知識・理解 

てこの原理を 

利用した道具 

本実践 

てこの原理について

知識・理解 
 

てこの原理を 

利用した道具 
 

てこのつりあい 

 

３ 実践事例② ６年「てこの原理」 

授業者 まんのう町立満濃南小学校 

藤木 一真 教諭 

(1) 単元化・教材化の工夫 

東京書籍の教

科書では単元構

成を「てこのはた

らき」→「力のつ

り合い」→「てこ

を利用した道具」

としている。しか

し，この単元構成

では，支点・力点・作用点の関係について学んだ

後に力のつり合いに進むというように，力学的な

理論の学習を終えた後に身の回りのてこを利用

した道具へと学習を展開してしまうため，本学級

の児童にとっては第２次で意識が途切れてしま

うのではないかと考えた。   

そこで，本実践では単元構成を「てこのはたら

き」→「てこを利用した道具」→「力のつり合い」

とし，てこを利用した道具の最後の例として天秤

棒を扱い，第３次の力のつり合いへと展開した。 

本時では，重さ 13㎏の石を運ぶ活動を行った。

13 ㎏は児童にとって持ち運ぶことは難しい重量

であった。そこで，てこの原理を活用した道具と

して天秤棒を紹介し，どのようにすれば天秤棒が

水平につり合い，上手に運ぶことができるかを考

えさせた。 

(2) 対話や議論を生み出すための場面の設定 

本時は，13㎏の重りを

(８，５)，(４，９)，(３，

10)の３つのパターンを

つくり，あらかじめ重さ

が分けられるようにし

た。重さが等しくならな

いため，前時までの学習

を活用し，「重い物は支点の近くにすればいい

よ。」とてこの原理を意識しながら作業に取り組

む姿を見ることができた。 

ワークシートには，各班でつりあった際の中心

からの距離(支点からの距離)とつり下げた重さ

を記録し，実験結果を全体で共有させた。他のグ

ループの実験結果と比べることで共通性を見つ

け出し，次時の水平につりあう際の条件へと展開

していった。 

(3) 成果と課題 

〇 てこを利用した道具の一つとして天秤棒を

扱うことで，第２次から第３次の力のつり合い

へとスムーズに展開することができた。 

〇 生活経験と結びつけることで，児童の意欲を

引き出すことができた。 

△ 天秤棒に示している支点からの距離の数値

が明記されていなかったため，判断しづらかっ

た。 

△ 実験結果と全体の共有が十分に行えていな

かった。曖昧な結果であっても全体と共有する

ことで結果をすり合わせていくことが必要だ

った。 

 

４ 今年度の成果と課題 

２つの実践を通して，児童の思考の流れを意識

した単元構成は児童の意欲を高め，学び続ける子

どもを育む支援として有効であった。また，その

流れの中で児童の好奇心を駆り立てるような教

材を扱ったり，提示の方法を工夫したりすること

で探究心を育むことができたのではないかと考

えられる。 

その一方で，話し合い活動はできていても，学

習課題に迫るための本質的な対話や議論が児童

の中で主体的に行われていたとは言えない状態

が見られた。単元化・教材化の工夫を図るととも

に，本質につながる対話や議論を促すためにはど

のような支援や場の設定が有効となってくるの

かを来年度の研究の視点の一つとしていきたい。 



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，サブテーマは「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 

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」（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。 

【自然事象との出会いの工夫】 

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 実践事例 第 6学年「大地のつくりと変化」 

  授業者 三豊市立下高瀬小学校 尾﨑一郎 

(1) 対話を重視した協働的な学びの創造 

①【自然との対話】 



地層の観察に適した場所が校区内にないた

め，財田町の猪ノ鼻峠と灰倉で現地観察を行っ

た。猪ノ鼻峠では，地層の広がりや重なりとと

もに，層を構成する岩石（砂岩，泥岩）を観察

した。灰倉では，層に含まれる化石（海の生物）

を採取した。これらの学習から，流水の働きと

地層のでき方には何らかの関係があることをつ

かませ，自然事象とのつながりを確認しながら，

実験を計画する時間を設定した。 

②【自己との対話】 

「下高瀬は，どのよ     

うにして，海からでき   

たのだろう。」という  

問いに，児童は，大地 

ができたイメージを 4 

コマ漫画で表現した。( 

右図)児童は，知らない 

間に，大地ができる場 

所は，水の中であり，水によって土が分類され， 

大地ができることを理解した。さらに，大地の 

でき方の時間・空間的な見方が４コマ漫画で表

現できた。 

③【他者との対話】 

授業では，主体的に観察・実験に取り組ませ

るために，予想と同じ仲間と３人１グループに

なり実験を行っ

た。３人にするこ

とで，考察での話

し合いが深まっ

た。 

さらに，結果を   

共有することで，  

グループの結論か 

らクラスの結論へ，妥当性を高め，考察できた。 

(2)  理科授業力向上の環境づくり 

・ 教材の開発と蓄積・共有 

下高瀬小学校は，平安時代，三野津湾の海底で

あり，その後，南北に流れる高瀬川の運ぶ土砂が

堆積して，大地となった。本研究では，下高瀬の

大地がどのようにしてできたのかを解決すること

を課題として学習を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単元導入では，古地図，ボ

ーリング資料と，第５学年「流

水の働き」とを関連付けて，

下高瀬の大地は海に土砂が堆

積してできたことを発想させ

た。 

３ 成果と課題 

・ 野外観察やモデル実験を 3人１グループでさ

せることにより，教材や人とのかかわりの中か

ら問いを生み出す児童の姿があった。 

・ 地元の教材を活用したことで，児童自身の課

題，児童の意識に沿った課題となった。 

・ ４コマ漫画は，大地のつくりのメカニズムを

表現するだけではなく，実際の地層と関係付け

ることで，1 コマ 1 コマが時間・空間的な見方

を育てる教師の支援として，有効であった。 

４ 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行った。また，三観の研究

テーマを再構築し，四国理科教育研究大会に向け

て研究を深めていきたい。 



平成 29年度 香川県小学校教育研究会理科部会 夏季研修会 

 

日 時  平成２９年７月２６日（水） ９：３０～１６：２５ 

会 場  香川大学教育学部附属高松小学校 

主 催  香川県小学校教育研究会 

     香川県小学校教育研究会理科部会 

後 援  香川県教育委員会 

     香川県小学校長会 

 

日 程 
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〇 郡市提案発表（１０：２５～１１：４０） 

分科会 郡市 学年・単元 提案者 司会者 記録者 助言者 

１ さぬき 

東かがわ 

第４学年 

「電気のはたらき」 

山下 智 

（東・大内小） 

角友 仁 

（東・引田小） 

松岡 弘秋 

（さ・志度小） 

奥  由美 

（東・引田小） 

 

小早川 覚 

（附高小） 

２ 高松 

 

第４学年 

「電気のはたらき」 

堀上 洋平 

（高・亀阜小） 

筒井 康平 

（高・牟礼小） 

住田 隆之 

（高・木太小） 

今瀧 美帆 

（高・亀阜小） 

 

尾形 美裕 

（附高小） 

３ 丸亀 

 

第６学年 

「てこのはたらき」 

宮花 昂平 

（丸・城辰小） 

大西 明代 

（丸・城坤小） 

琢磨 佳世 

（丸・城辰小） 

竹森 大介 

（附坂小） 

４ 仲多度 

善通寺 

第３学年 

「こん虫を調べよう」 

都築 知恵 

（善・西部小） 

住友 俊介 

（仲・四箇小） 

藤木 一真 

（仲・満南小） 

中家 啓吾 

（附坂小） 

 

〇 四小理に向けた学年別分科会（１３：２０～１４：３５） 

学年 単元・提案者（丸・城西小） 司会者 会場 

１ 

２ 

「たのしもう あき」   

三宅 隆子・西原 麻衣子 

「おもちゃをつくろう」  

米澤 亜矢子・山田 祐美 

尾形 美裕 

（附高小） 
生活科教室 

３ 「じしゃくにつけよう」 

        北村 聖子・北野 麻未 

濟城 智哉 

（附坂小） 
理科室 

４ 「物のあたたまり方」 

        大西 祐子・川田 剛 

中家 啓吾 

（附坂小） 
ランチルーム北 

５ 「物のとけ方」 

        永井 愛実・百相 智代 

小早川 覚 

（附高小） 
ランチルーム南 

６ 「水溶液の性質とはたらき」 

        五嶋 隆裕・池田 和樹 

竹森 大介 

（附坂小） 
恵心館南２F 



 



【平成２９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） 
 NO．１  

  

分 科 会 さ・東 第４学年の実践 

郡市のテーマ 
『自ら科学的に学び続ける子どもを育む理科学習』 

～子どもが問題解決の意識をつなぐ単元・教材の工夫～ 

提 案 者 東かがわ市立大内小学校  山下 智 
東かがわ市立引田小学校  角友 仁 

司 会 者 さぬき市立志度小学校    松岡 弘秋 

記 録 者 東かがわ市立引田小学校   奥  由美 

会  場 香川大学教育学部附属高松小学校 

討   議   記   録 

発言者 
（所属，氏名） 

 
質 問 ・ 意 見  等 

 

 
提 案 者 か ら 

 
長炭小 
三谷 
 
 
 
 
 
 
 
 
宇多津北小 
中島 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案者より 
 
 
 
本山小 
福田 
 
 
 
 
 
 
 
屋島小 
大村 
 
 
 

・授業の中で，並列つなぎをどのようにとり
上げたのか。 
 
 
 
 
・ワイヤーを加工するものは，どこで購入で
きるのか。 
 
 
・＜角友の授業について＞磁石を使って電池
２個をつなぐ時に，どのような助言を行った
のか。 
 
 
 
・＜山下の授業について＞まとめについては
教師主体であったのか，児童主体であったの
か。 
 
 
・並列つなぎを，児童の中からスムーズに出
させるための支援の方法があれば教えてほし
い。 
 
・以前授業をした時に，第１時に教科書にあ
る横向きの乾電池が２段に並んでいる図を描
いたワークシートを印刷・配布して，回路図
を描かせると，児童から並列回路がたくさん
提案された経験がある。その後，第２時には
電池の配置を変えて，分類した。電池の置き
方まで自由に考えさせると，直列回路しか出
てこないのかもしれない。 
 
・児童から出た様々な回路が，すべて同じ「
並列つなぎ」であると，児童に理解させるに
は，どのように説明すればよいのか。 
 
 

・山下の授業では，児童からは自然
には並列つなぎの考えが出てこなか
ったので，教師から別のつなぎ方の
例として教えた。角友の授業では，
白紙の用紙に自由に考えさせると並
列つなぎの考え方が出た。 
・工具名「ワイヤーストリッパー」 
インターネット販売やホームセンタ
ーで2300円程度で購入可能 
 
・①「磁石でつないでも電気が通る
事を確認しましょう。」②「磁石で
つないだ方が簡単なので，今回は磁
石で電池をつないで回路を作りまし
ょう。」と助言を行った。 
 
・本時は，児童から出てきた複数の
つなぎ方を紹介するだけで終わり，
分類・まとめの活動は行う事が出来
なかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・むき出しにした導線を使って，接
点を変えながら，モーターの回転が
変わらないことを示して同じ並列つ
なぎということを確認した。 
 



 NO．２ 
 

討   議   記   録 

発言者 
（所属，氏名） 

 
質 問 ・ 意 見  等 

 

 
提 案 者 か ら 

 
長炭小 
三谷 
 
 
 
 
中央小 
近藤 
 
 
 
 
 

・＜山下の授業について＞「パワーアップさ
せよう」という課題設定であったため，並列
回路が出なかったのではないか。「いろいろ
なつなぎ方を考えよう」という課題であれば
並列回路も児童から出たのではないか。 
 
・「導線を何本使っても良い」と提案すれば
児童から並列回路が出やすいのではないか。 
・ベンハムのこまを使った掲示物は，プロペ
ラを使うよりも回転数の違いがはっきりと
分かってよかった。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指導・助言 
 
附属高松小 
小早川 

１ 新学習指導要領解説について 

・ 理科の見方・考え方（資料参照P.41）  
       ↓ 
   どう見て，どう考えるか。 
   ○○に着目して， 比較して   考える。（資料参照P.42） 
            関係づけて 
            条件 
            多面的に 
・光電池→６年生の学習内容となる。 
 
 
２ 本単元・本時について 
教材・教具の工夫により，児童が意欲的になる。 
半立体回路は考えやすく，交流しやすい。 
     
              ② 

①  
 

     
 
 
 
半立体回路を使ってまず，自分の考えを明確にしてから交流したことが良か 
った。  

 
 
 
３ 児童に並列つなぎをどう納得させるか。 
電池の直前の導線を１つ抜くと，直列つなぎの場合はプロペラが止まる。 
並列つなぎの場合は，プロペラは止まらないということも，一つの目安になるの
ではないか。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

抽
象 

半
立
体 

具
体 



 
 

【平成２９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） 
 NO．１  

  

分科会 高松 第４学年の実践  

 
郡市のテーマ 
 

 
『 自ら問いを立て 学びをつなげる理科学習 』 

提 案 者          高松市立牟礼小学校   筒井 康平 

         高松市立亀阜小学校   堀上 洋平         

司 会 者              高松市立十河小学校   納田 健太       

記 録 者              高松市立亀阜小学校    今瀧 美帆         

会  場 香川大学教育学部附属高松小学校         

討   議   記   録 

 
発言者 

（所属，氏名） 

 
質 問・意 見  等 

 

 
提 案 者 から 

 
東部小 
三好 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
琴南小 
岡田 
 
 
 
 
 
 
 

・自由試行の場は単元計画のどの辺
りで特に取り入れたのか教えてほ
しい。また，自由試行をさせるとき
に教師が子どもたちにどんな声か
けをしたのか知りたい。（自由試行
の場面と教師の支援の在り方につ
いて） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・どんな問いかけをして，子どもた
ちがマイハンディファンを作って
いったのか，また，次時につながる
子どもたちのつぶやきはどのよう
に拾っていったのか。 
 
 
 
・乾電池のつなぎ方を考える第６次
について３点質問したい。 
①つなぎ方が書けない子やショー
ト回路を作ってしまう子がいたの
ではないか。ワークシート等の工夫
について知りたい。 
②それでも書けない子への手立て
として，交流の仕方はどのようにし
たのか。 

・問いを作るまでの５時間を特に力を入れて自
由試行を行った。実際に作って回してみること
で出てくる疑問，例えば，プロペラの回る向き
を変えるためには電池の向きを反対にすれば
良いんだということも自由試行をたくさん取
ることによって生まれた。また，そこから見え
ない電流がどうなっているのか知りたいとい
う問いへと意識がつながった。自由試行は単元
の導入でたくさん行ったが，場合によっては１
時間の授業の中の最初に行うときもあり，随所
に取り入れた。 
 教師の声かけについては，調べることが明確
に決まっている場合は，その問いに注目して考
えていくようにと助言をした。（次時につなが
るような理科的な言葉が出てきたら賞賛した
り，全体の問いを集約するような声かけを行っ
たりした。） 
 
・（追加）全１２時間の中で５時間しっかりと
子どもたちが教具と触れ合うことによって，た
くさんの疑問が出ていた。また，子どもたちが
これから行っていきたいことが明確になって
いた。教師が授業のつなぎを行わなくても，５
時間の自由試行のおかげで，子どもの意識がつ
ながっていたことが，授業を見てよく分かっ
た。 
・主に振り返りを書かせるときに拾っていっ
た。抽象的な言葉で表現している子どもについ
ては，教師が問いかけて具体的な言葉にしてい
った。毎時間振り返りを書かせたことが有効だ
った。 
 
 
 
・①ワークシートには，上から見たモーターの
図を印刷した。更に乾電池２個のモデル図を子
どもたちに渡した。それを自由に動かして，自
分なりの回路ができたらのりで貼らせた。ショ
ート回路やつなぎ方がおかしい物も出てきた
ので，分類する際に声かけを行い，バットエン
ドつなぎとして振り分けた。 
②個人で書くときも，隣の子どものアドバイ

スがあり，自然な交流があった。だから，何も



 
 
 
 
 
 
（グループ討議後） 
琴南小 
岡田 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
城南小 
岩崎 
 
 
 
 
 
 

③実際の子どもの姿を詳しく教え
てほしい。 
 
・子どもの願いから始まり，子ども
の願いで終わることでオープンエ
ンドな学びにつながっていた。 
 課題として，電流の強さが並列つ
なぎになったときに小さくなった
ことに対して疑問に思った子がい
た場合，どのように授業につなげた
り広げたりすればいいかが難しい
と感じた。また，「もっと速く，も
っと長く」回る願いを同時に満たす
つなぎ方だと焦点化が難しいと考
えられる。つなぎ方に目を向けた導
入の仕方をしてはどうか。 
 
・何時間もかけて子どもが納得する
まで実験をさせたことが，子ども
の，追究したいという姿勢につなが
ったのではないか。 
 今回は，元から並列つなぎになっ
ているハンディファンを用いたが，
並列つなぎが分からないように自
分たちで並列つなぎを作るキット
を使っても良かったのではないか。 

書けないという子はいなかった。 
 ③分類を行う際，自分のつなぎ方と友だちの
つなぎ方をよく比べながら考えられていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指導・助言 
 
附属高松小 
尾形 
 

高松市の研究テーマの「自ら問いを立て」とは個々の問いを共有することで，集
団でこだわりのある問いを作っていくということ，「学びをつなげる理科学習」と
は，児童の意識に寄り添った単元構成をして，主体的な学びを作っていくというこ
とである。教師の予想と子どもの実際の反応を擦り合わせながら単元を構成してい
くことが大切である。教科書では問いが単発的に出てくるが，これは教師が学ばせ
たいことで，子どもの問いにすることが課題となってくる。 
（単元化の工夫） 
今回の実践では，問い作りに５時間使い，教材にたっぷり触れる時間を取ること

で子どもの疑問がたくさん出てきた。教師から与えられた問いではなかったため，
自分の問いとして持つことができ，こだわりのある問いが自分事として続いてい
た。 
（学びをつなげる理科学習） 
 第２次の単元構成について説明する。「乾電池を２個にすればもっと速く長く回
るのではないか」という問いから「乾電池２個のつなぎ方を考えたい」という子ど
もの思いへとつながった。そこからつなぎ方を考えた子どもたちは，「プラマイつ
なぎにすると１個の時より速く回っている」ことに気付き，モーターの働きについ
て知りたいという意識の流れになった。そして直列つなぎについて考えていく際
に，教師が「プラマイつなぎは直列つなぎというのだよ」と言葉を置き換えること
で，緩やかに理解できるようにしていた。直列つなぎを理解できた子どもたちは，
「並列つなぎならもっと速く長く回るのではないか」と期待をもちながら，並列つ
なぎの特徴を調べていった。このようにして単元が続いていった。 
 それを，子どもの感覚ではなくワークシートで共有していた。時間や電流の強さ
を比較できるような表を用いたことで根拠に基づいて話をしていくことができた。 
（まとめ） 
「自ら問いを立て」というのは，教材にたっぷり触れる時間が確保されていたか

らこそ問いが子どもの中でゆっくり醸成されて全体の問いになっていった。「学び
をつなげる」というのは，問いが自分のものになっており，その次に子どもの意識
に沿った単元構成が作られていく，だからこそ主体的な学びが展開される。本時で
はたくさんつぶやきが聞こえてきた。また，自分の問いになっているからこそ，た
くさんノートも書いていた。個々の問いをもち，集団で解決し，個々の概念へとつ
なげたところが，従来の授業と違い，素晴らしいところである。これからの時代は，
本単元だけで授業が終わるのではなく，その学びから大人になったときにどんな力
を育めるか，そういう資質能力の育成が大切になってくる。 
光電池の扱いが難しいが，次期の学習指導要領では，６年生に移行する。 
今回の高松市の提案は，国が出している「学びに向かう力」「人間性」に当ては

まる。私たちが育成しなければいけない資質能力は３本柱になっているので，その
他の力も高松市で整理していくことで子どもの深い学びへとつながる。 
 

 



【平成２９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） 
 NO．１  

  

分科会   丸亀 第６学年の実践  

郡市のテーマ 
『 自ら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～   

提 案 者           丸亀市立城辰小学校  宮花 昴平 

司 会 者 丸亀市立城坤小学校  大西 明代 

記 録 者 丸亀市立城辰小学校  琢磨 佳世 

会  場 香川大学教育学部附属高松小学校 

討   議   記   録 

 
発言者 

（所属，氏名） 

 
質 問・意 見  等 

 

 
提 案 者 から 

 
太田小 
横山 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
岩井 
  
 
 
 
仁尾小 
小山 
 
 
 
詫間小 
長谷川 
 
 
 
 
 
 

・導入の自由試行では，どのような
ものを用意して具体的にどのよ
うにしていたのか。 

 
 
 
・目盛りは誰が打ったのか。教師が
打ったのか。 

 
 
・支点がずれていることに子ども達
は気づいているのか。 

 
 
・支点は子ども達が決めないと意味
がないのではないか。 

 
 
・上からつっているのは意味がある
のか。 

 
 
・下からつったらまた形が変わる。 
 
 
 
・自由試行によって，どのような疑
問が出てきて，どんな思考になっ
ていったのか。 

 
 
 
・支点からの距離について考えるた
めには，不均一なてこは重要。 

 
 
 
・どのような科学的な学びを生まそ
うかと考えているのか。 

 
・支点からの距離に目を向けさせる
ために，形が違っても同じだとい
うのが目的なのか。 

 

・体育の棒やおもり１０ｋｇを用意していた。 
・指先一つで（簡単な力）でもち上げるにはど
うすればよういのかという助言を行った。 

 
 
 
・教師が打った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・支点を子ども達が探すことが重要。 
 
 
 
・授業者ではないので詳細が分からない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・不均一なものでもきまりが使えることで，生
活経験につなげられる。 

 
 
 
 
 



詫間小 
長谷川 
 
 
 
 
宇多津小 
江渕 
 
 
 
 
 
 
 
豊田小 
笠井 

・下にひっかけると答えが変わる。 
 生活につなげるのであれば，バッ
トのほうがよいのではないか。 

 
 
 
・てこを利用した道具にいくときに
てんびんとペンチがつながりに
くい。幅広いてこにつなげられる
ような教材を用意することが大
切だと感じた。 

 
 
 
・児童はどのくらいのレベルだった
のか。 

 
 
・子ども達には難しかったのではな
いか。 

 
 
・子ども達の実態がもう少し聞きた
かった。それによって教材につい
て深めて考えていけた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

討   議   記   録 
指導・助言 
 
附属坂出小 
    竹森 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ １本の棒でこれをイメージすることで子どもからどんな疑問が生まれてくるの
かをイメージした上ですべきではないか。 

・ 自由試行は幅がとても広くなる。教師の明確なねらいが必要になってくる。 
・ 不均一なてこを扱うために導入の時点でバットや大根などをしこんでいくこと
は大切である。すると不均一なてこにつながっていく。 

・ 単元のどこでどんな問いが生まれていくのかを想定することが大切。さらに生
まれてくる問いもある。 

・ 子どもの疑問をどうやって引き出すのか。 
・今回は，支点は教師側から提示したが，支点を子どもと一緒に考えるという方法
もある。 

・ つり合わすにはどうすればよいという思考が生まれ，つり合いを探す。 
・ つり合った状態から支点からの距離にもっていくのはどうか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



【平成２９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） 
 NO．１  

  
 

分科会 
 

仲・善 
 

 
第３学年の実践  

 
       
郡市のテーマ 
 

『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～ 

 
提 案 者 

         善通寺市立西部小学校     都筑 知恵 

         まんのう町立満濃南小学校  藤木 一真         
 

司 会 者              多度津町立四箇小学校    住友 俊介          

 
記 録 者              琴平町立象郷小学校       嵐 雄亮          

 
会  場 香川大学教育学部附属高松小学校 

 
討   議   記   録 

 
発言者 

（所属，氏名） 

 
質 問・意 見  等 

 

 
提 案 者 から 

 

麻小学校 

新延 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平井小学校 

藤井 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学び続ける子どもの育成というテ

ーマに沿って単元構成から取り組

んでいることに提案性がある。 

・バッタは７月の生き物。捕まえる

ところから始めて，飼育することで

自然から学び，思考力や表現力も高

まるのではないか。 

・アンケートで１０ポイント上昇と

あるが，どんな方法でアンケートを

したのか。理由を書く欄はあったの

か。 

・毎時間の振り返りをしている。意

欲・思考・技能・知識で5点評価を

させ，その際，必ず理由を書かせて

いる。そうすることで子どもたちの

意欲が持続し，検証にもなる。 

 

 

・大単元についてもっと詳しく教え

てほしい。昆虫は昆虫で流して植物

は植物で流すというのであれば，今

までの単元構成と同じではないか。

・アンケートの結果から子どもたち

はいろいろな種類の昆虫が好きだ

と言っているが，なぜありとダンゴ

ムシにもっていったのか。子どもの

好きなものを育てることで興味関

心もわくし，昆虫についての新しい

知識も昆虫から学ぶことができる

のではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事前のアンケートでは虫が好きか嫌いか，ど

んな虫を知っているかというアンケートを取

った。その際には理由を聞いたが，事後のアン

ケートでは聞いていなかった。そこを聞いてお

くともっと説得力が増していた。 

 

 

 

 

 

・すべての単元を通して子どもたちに「比較し

て考える」視点をもたせるために，植物の単元

から子どもたちに「比べて探ろう」ということ

を伝え，比較の視点を意識させた。植物の単元

で学んだ「比べて探る」というとを昆虫の単元

でも生かし，さらには次の単元へとつないでい

くねらいがある。 

・子どもたちがダンゴムシに興味をもっていな

かったわけではない。第一時で身近な生き物の

観察をしたが，子どもたちが一番興味をもった

のはダンゴムシだった。そのころからダンゴム

シの飼育を始め，チョウの学習の後で「ダンゴ

ムシは昆虫じゃないんや。」というつぶやきも

聞こえた。 



  NO．２  
 
 

討   議   記   録 
 

発言者 
（所属，氏名） 

 
質 問・意 見  等 

 

 
提 案 者 から 

 

氷上小学校 

木村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林小学校 

村田 

・生活科で身近な生き物を育てたり

植物を育てたりするが，3年生で昆

虫や植物を学ぶねらいは何か。 

 

 

 

 

・どのようにしてカブトムシを用意

したのか。  

・せっかく観察するのだったら，特

徴的な体の部分を観察するだけで

なく，なぜそうなっているのかを調

べていくということも大切。 

 

・大単元化の仲善支部としての定義

づけを教えてください。 

・２年生は飼育はするが，あくまで生命と親し

むということがメイン。3年生では体のつく

りや生活環境等，科学的な視点を持って学習

を進める。共通点から決まりを見つけ，それ

を他のものに当てはめるという理科的な考

え方や見方を身に付けさせるためのものに

ならなければならない。 

・ペットショップで購入した。ただ，現実的で

はないので，時期を選んで学習するようにした

い。 

 

 

 

 

・ ３年生で学習する単元を通して「比較して

考える」という見方をつけさせるために，「

比べて探ろう」を合言葉に単元を構成した。 

指導・助言 

 

附属坂出小 
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【単元化】 

問いを大切にして授業作りをしてくれている。子どもの意識がつながるように単

元構成されているところが良い。アリ・ダンゴムシから子どもの好きなものを扱う

流れの中で，比較する見方が身につき，主体的に学ぶ姿勢も身についてきている。

その中で違いにも目を向けさせていることもよい。新学習指導要領の生物の領域で

は「理科の見方・考え方」の中に共通性と多様性という視点が含まれており，同じ

ところだけでなく違うところにも目を向けさせることが必要。 

教科書会社によって昆虫の扱い方はバラバラ，実態を踏まえて教師の意図をもっ

て単元化させることで科学的に学び続ける子どもが育った。いつ扱うかについては2

社は一学期，残りの3社は2学期に扱うことになっている。実態を踏まえてやりやす

いところで考えていくのが大切。 

【教材化】 

子どもの興味を持った虫を用意したことで意欲的に観察できた。何よりも実物が

あるということが大切。ワークシートにもうひと工夫あってもよい。胴体だけ記入

したワークシートは書きやすい子どもと書きにくい子どももいるので実態を把握し

て選択制にするなどの工夫もできた。 

大単元は見方・考え方を身につけさせて次の学習にも生かしていこうとするとい

う取り組み。生活科では触れ合って親しむことを大切にすること。それを科学的に

見ていくのが３年。若い先生を中心に授業作りを相談しながらまた，協力しながら

進めていることが素晴らしい。 



 



 

新学習指導要領で養うのは，あくまで資質・

能力である。その資質・能力を養うために，こ

れまで理科で大事にしてきた問題解決の活動を

今後も大事にしていかなければならない。その

問題解決の活動の中で，子どもたちが「見方・

考え方」を働かせて，自然の事物・現象に関わ

っていくと，その結果，資質・能力が育成され

ると考える。そして，資質・能力が育成される

と，「見方・考え方」もさらに働かせられるよ

うになる。 

1 小・中・高を通じて育成を目指す資質・能力

の三つの柱 

 育成を目指す資質・能力（何ができるように

なるか）の三つの柱とは，次の学力の三要素に

整理された。第１の柱は知識・技能（何を理解

しているか 何ができるか）である。次に第２

の柱は思考力・判断力・表現力等（理解してい

ること・できることをどう使うか）である。最

後に第３の柱は学びに向かう力・人間性等（ど

のように社会・世界と関わり，よりよい人生を

送るか）である。 

 

(1) 生きて働く「知識・技能」の習得とは 

基礎的・基本的な知識 

技能を着実に獲得しなが

ら，既存の知識と関係付け

たり組み合わせたりしてい

くことにより，学習内容の

深い理解と，個別の知識の定着を図るとともに

社会における様々な場面で活用できる概念とし

ていく。 

 例えば，ものの温まり方で，金属や水，空気

の温まり方を調べることで，ものの温まり方と

いう概念（物によって温まり方が違う。）を形

成していく。 

(2) 未知の状況にも対応できる「思考力・判断

力・表現力」の育成とは 

物事の中から問題を見いだし，その問題を定

義し解決の方向性を決定し，解決方法を探して

計画を立て，結果を予測しながら実行し，振り

返って次の問題発見・解決につなげていく。（問

題解決能力が求められる。） 

(3) 学びを人生や社会に生かそうとする「学び

に向かう力，人間性等」の涵養とは 

「学びに向かう力，人間性等」の涵養とは長

いスパンでゆっくりと時間を掛けて育てるとい

う意味である。新学習指導要領においては「各

学年の目標及び内容」で目標では明記さている

が内容においては書かれていないこともある。 

また，素晴らしい能力をどう使うかは，その

人の人間性であり，理科教育の本質としては，

自然とどう関わり生きていくのかとか，科学技

術とどう付き合っていくのかを問われている。 

２ 次期学習指導要領における小学校理科目標

の在り方 

現行の目標「観察，実験など」の「など」の

位置が変わった理由は，飼育，栽培，ものづく

りだけでなく，考察や結論を出すといった活動

を入れて問題解決のための一連のプロセスを通

して資質・能力を育成するためである。また，

科学的とは実証性，再現性，客観性の側面から

検討することである。そのために必要な資質・

能力が目標の(1)(2)(3)である。理科はまさに科

学的に解決する教科であり，理科の見方・考え

方を働かせて問題解決を行い，その結果，資質

・能力が育成される。 

まず，生きて働く「知識・技能」の習得では，

自然の事物・現象に対する概念や原理・法則の

理解，科学的探究や問題解決に必要な観察・実

験等の技能などが求められる。例えば小学校で

は「自然事象に対する基本的な概念や性質・規

講演 

『これからの理科教育の在り方』 

文部科学省 初等中等教育局 教育課程科 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 



 

則性の理解」「科学的に問題解決を行うために

必要な観察・実験等の基本的な技能」などの項

目が挙げられる。 

 次に，未知の現状にも対応できる「思考・判

断力・表現力等」の育成では，問題解決能力な

どが求められる。例えば小学校では，「３年：

自然現象の差異点や共通点に気付き問題を見い

だす力」「４年：見いだした問題について既習

事項や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説

を発想する力」「５年：予想や仮説などをもと

に質的変化や量的変化，時間的変化に着目して

解決の方法を発想する力」「６年：自然事象の

変化や働きについてその要因や規則性，関係を

多面的に分析し考察して，より妥当な考えをつ

くりだす力」などが挙げられる。どの学年でも

問題解決を行うので４つの力はどの学年におい

ても大切な力であり，４年間で付けていく力で

ある。そして中学に進学してもっと発揮しなく

てはいけない。具体的な例として，第６学年「植

物の養分と水の通り道」の学習で，ジャガイモ

の葉に日光を当てると「でんぷん」ができるこ

とを知った児童が，「では，校庭のクローバー

に日光が当たっても『でんぷん』ができるのか」

と発言した。学んで得た知識を基に，新たな問

題を見いだす力が育まれている姿といえる。だ

から問い続けていくことが大切であり，こうい

った児童の姿は以前から目指してきた姿であ

る。このように，特別に新しい高度な力を要求

しているのではなく，これまでも私たちが大事

にしてきた力である。 

 最後に「学びに向かう力・人間性等」では，

主体的に探究しようとしたり，問題解決しよう

としたりする態度が求められる。例えば小学校

では，「自然に親しみ，生命を尊重する態度」

「失敗してもくじけず挑戦する態度」「根拠に

基づき判断する態度」「知識・技能を実際の自

然事象や日常生活などに適用する態度」などが

挙げられる。 

３ 理科の特質に応じ育まれる「見方・考え方」 

 資質・能力の育成のために中核的な役割を果

たすのが，各教科等の本質に根ざした「見方・

考え方」である。また，各教科等の特質に応じ

た物質を捉える視点や考え方であり，各教科等

の学習の中で働くだけではなく，大人になって

生活していくに当たっても重要な働きをするも

のとなる。 

 学んだ結果得られる知識は，資質・能力の知

識及び技能になる。では，比較するとか，関係

付けるということは，子どもが問題解決の過程

で働かせる「見方・考え方」の考え方だと整理

し，比較するという考え方，関係づけるという

考え方を働かせると考えており，道具のような

ものである。 

 見方については，例えばエネルギーならば量

的・関係的な視点というような，各領域の見方

について示している。例えば，３年の「太陽の

光を調べよう」の学習で，鏡の枚数を１枚２枚

と増やすほど温度が上がるとか，「風やゴムの

力の働き」の学習では，風が強ければ強いほど，

車が進むというのも量的・関係的視点である。

そういった視点で見ていけるようになると，ゴ

ムの場合でも，「風が強かったらたくさん進む

のだから，ゴムもたくさん引けば進むかも」と

考えるようになる。これは量的・関係的な視点

である。 

 「見方・考え方」は一単元で身につくもので

はないので，学年を追って繰り返すことが大切

である。そこで，教師は意図的に場を設定した

り，見方のできている児童の発言を取りあげた

り称賛することが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 「主体的・対話的で深い学び」の実現とは 

 「主体的・対話で深い学び」の実現とは，「主

体的な学び」，「対話的な学び」，「深い学び」

の三つの視点に立った授業改善を図り，学校教

育における質の高い学びを実現し，資質・能力

を身に付け，生涯にわたって能動的（アクティ

ブ）に学び続けるようにすることである。これ

らの三つの視点はそれぞれ独立しているもので

はなく，相互に関連し合うものであるが，児童

の学びの本質としての重要な視点を異なる側面

から捉えたものである。これらの視点を基に日

々の授業の改善を行い，児童の資質・能力を伸

ばしていく必要がある。 

（文責 三木町立田中小学校  児玉 博美） 



 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

班だけ数値がかなり遠のいてしまった。その結果

を受けて，「実験を正しく行うには，３つの条件

以外に気をつけなければならないことがあるの

ではないか？」と気付いた子どもたちは，再度実

験をするために揃える条件を洗い出していった。

例えば，おもりを離す位置，振り子台を水平な場

所に置く，おもりがどのように動けば１往復と数

えるか，おもりから手を離すのと，ストップウォ

ッチを触るのは同じ人がやり，誤差が出ないよう

にする等である。この活動をすると，はじめの実

験と後の実験で条件が変わってしまい，正しく条

件制御ができたとは言い難い。しかし，新学習指

導要領にある５年で育てたい「解決の方法を考え

る力」に繋がる学びであると感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 分科会提案 

５年「物の溶け方」 

 新学習指導要領にも

明記されている「見方・

考え方」を明らかにし，

「理科の見方・考え方を

働かせて学ぶ子どもの

育成」というタイトルで

発表した。見方・考え方を働かせるようになると，

自然事象を科学的に捉えられるようになり，理科

を学ぶ意義を感じたり，生涯の学びへと繋がった

りするのではないかと考える。本実践では，水に

溶ける物を「粒」で捉え，溶けても目に見えない

小さな粒となって水の中に存在していると考え

ていく中で，見方・考え方を働かせることをねら

った。 

 見方・考え方を働かせるための方策として，以

下の２つを考えた。 

・ 見方・考え方を働かせられる問いをもてるよ

うにすること          →教材化 

・ 単元，領域という長いスパンで見方・考え方

を働かせられるような場面を設定すること 

→単元化 

本実践であれば，教材化として子どもがこれまで

に認識している「溶ける」には，「溶ける」と「混

ざる」の２つの意味があり，本当の溶けるとは物

の様子が違うことを実験で明らかにすることで，

「溶けるとはどういうことか」という問いを子ど

もがもてた。また単元化として，溶けた粒の行方

を考えるためにイメージ図を用いたり，異なる２

つの物を溶かしてその様子を比較することで，物

によって粒がどのように違っているのかを考え

たりできるような時間を設定し，繰り返し見方・

考え方を働かせる状況をつくった。 

 三豊市立財田小学校の宮武昭一先生と茨城大

学の宮本直樹先生から，見方・考え方を働かせる

前に，まず育むという順序性は大切であることや，

「粒」という意識をもって単元の学びを続けるこ

とで，粒子領域の見方・考え方を働かせやすかっ

たのではないかというご指導をいただいた。 

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 

【正確に実験をしようとする子どもたち】 
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