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 戦後間もない昭和２２年，香理研は誕生しました。

当時は，小・中の区別なく，「理科教育を何とか

よいものにしたい」と願う同志が，物資も乏しく，

交通の便も悪い中，自費・手弁当で集い，教材研

究や議論を重ねたようです。 

それから７１年，人々の暮らしぶりは変わり，環

境も，子どもも変化しました。理科の内容も方法

論も変遷してきました。けれども，当時と変わら

ない先生方の熱意で香理研が支えられ，香理研が

香川の理科教育を支えているということに変わ

りはないでしょう。特に近年は，各学校での研修

時間が少なくなり，理科のように専門性の必要な

教科研究ができにくくなっていますから，香理研

のような研究組織の役割は大きくなっていると

いえます。伝統を踏まえつつ，将来を見据えて理

科教育を考えていくことが大切でしょう。 

 

四国理科教育・全小理香川大会に向けて 

本年１０月２５日（木）香小研の統一研究日に，

四国理科教育研究発表会を香小研大会と併せて

丸亀市立城西小学校にて開催します。城西小学校

の研究主題は，「進んで問題解決に取り組む子ど

もの育成 －理科の見方・考え方を働かせ，問題

を解決するための支援の工夫－」です。これは，

城西小学校が，新学習指導要領の趣旨を先進的に

捉え，「主体的・対話的で深い学び」実現のカギ

となる「見方・考え方」に着目して研究に取り組

んでいることを意味します。また，今回の研究発

表会では，午前中の授業公開（６学年）に加えて，

参加する香小研会員のために，午後に５本の授業

公開（１～５学年）を行います。城西小学校の先生

方の熱意に感謝します。 

当日は，各授業の討議を組み入れる時間はあり

ませんが，まとめとなるシンポジウムの中で，各

実践を取り上げて，新学習指導要領が目指す授業

について議論が深まることを願っています。シン

ポジウムの登壇者には，城西小学校研究主任，県

理科部会研究部長，義務教育課指導主事，文科省

教科調査官を予定しています。教科調査官の鳴川

先生には，夏季研修会を含め度々ご来県いただき

ご指導・ご助言いただいています。今回も，今後

の理科教育を考える大きな機会となるはずです。 

平成３４年にあたる年には，全国小学校理科研究

協議会研究大会（全小理）香川大会を開催するこ

とが決まっています。昨年度までに，大会の会場

は「高松」「丸亀」「仲善」の３郡市から選出され

る学校３校とすること（３校開催）が決まってい

ます。本年度は，その発表校を決めていく年とな

ります。 

前回の全小理香川大会は，３０年前，瀬戸大橋が

開通した昭和６３年，県下５校での開催でした。会

場となったのは，高松市立二番丁小学校，高松市

立四番丁小学校，丸亀市立城坤小学校，坂出市立

林田小学校，大野原町立大野原小学校です。この

頃は，奥井教科調査官のご指導の下，次期学習指

導要領を指向し，新内容「人体」，個性化・個別

化，理科・社会統合による１・２年「生活科の創設」

ということがしきりに研究されていました。そし

て，５校を取り巻く各郡市が協力体制をとり，厚

みのある研究大会を開催しました。 

時代は移り変わり，目指す教育論は異なっても，

前回同様，全県を挙げた協力体制の下，意義深い

全小理香川大会にすることが，これからの香川の

理科教育にとって重要です。 

 

若い力の活躍に向けて 

教員の世代交代が進んでいます。数年後には，

20 代・30 代の先生が理科教育を含め学校教育の

推進役となります。ところがこの中に“理科が専

門”といえる人は少なく，また，免許教科が理科

でも，大学の履修内容は以前の専門的なものとは

かなり異なっているようです。 

「子どもは理科が好き。でも，先生は理科が苦手。

その訳は，実験・観察があるから…」そんなこと

がＪＳＴ等の調査にも表れています。元来理科は，

「チョーク＆トーク」ではまかなえない教科，そ

れだけに「学びの本質」に迫るものだと思います。

“事実に基づいて自然の不思議を探る”学習理論

や教育技術以上に，その楽しさや醍醐味を若い世

代に伝えていくことが，今求められることかも知

れません。香理研にかかわるみなさんを通して，

「自然や科学のことが好き」「実験や観察が好き」

そんな先生の輪が広がることを願います。 

 

香川の理科教育 これまでとこれから  
香川県小学校教育研究会理科部会会長  髙橋 佳生  
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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，自然事象との関わりを通して，自然の原理に迫る鋭さ（理科の見方・考え方）を身に

付け，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，自然の事物・現象を注

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，自分がそれまでに持っていた自然観を捉え直していくことである。自然観が豊かになっ

平成３０年度の研究 

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～ 
香理研 研究部 
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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。同じ自然事象に直面しても，それらの事実が何を示しているか，その解釈は人によって少

しずつ異なることがあるため，自然観は子ども一人一人に個別に存在すると捉えている。しかしながら，

理科という教科が，事実を基にしながら，より説得力のある論理を求めていく教科である以上，子ども

の自然観をつくるための拠り所となる認識や法則は，様々な具体的事実に支えられ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。 

自然観の構築が重要な概念形成の先にあるものと考えると，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。 

ここで改めて留意しておきたいのは，新学習指導要領に示された資質・能力のうち，特に「学びに向
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かう力」については，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。このような考えから，研究部で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」を設定したのである。 

(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。単元化の工夫についてはこ

れまでの研究授業において様々なパターンが示され，その有効性が示されてきた。共通して言えるの

は，子どもの問いがつながるために有効な単元化とは，導入やまとめの段階にトピック的な内容を入

れるというものではなく，単元で扱うべき知識や技能の関係を系統的に捉え，そこに子どもの思いや

願いをうまく取り入れながら，教師と子どもが単元全体のストーリーを共に描いていくという方法で

あることが検証されてきた。こういった，本時主義ではなく単元で授業を作ること，長期的に子ども

を高めていくことは香理研における授業づくりの基本となりつつあると感じている。 

(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り，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。ここで改めて確認したいの

は教材と教具の違いである。教材は「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，単元で中心的に扱う学習内容であり，それらの内容（自然）

と子どもを結びつけるのが教具である。このような整理のもとで研究を進めるうちに，子どもの問い
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がつながるために有効な教材についてもたくさんの事例が上がってきている。限られた時数の中で，

何を主教材として設定するのか，その教材からどのような発見が生まれるのか，教師は想定しておく

必要がある。このような教材研究，そして教師自身の教材に対する深い思いがあってこそ，さらに楽

しく更に深みのある理科授業が展開できると考える。 

(4) 単元化と教材化の関係について 

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

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

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

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

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

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

な理科の授業が生まれてくるのである。 

【本年度の重点と決意】 

単元化と教材化の工夫は既に香理研にとって不易のものとして定着してきている。本年度はそれらを 

前提として授業づくりを行いつつも，これから私たちが目指すべき新テーマについても考えたい。 

 早いもので，７年前に夢を描いた全小理まであと４年となった。ここまで県下一丸となって研究推進 

を進めてきた香理研である。４年後の全小理では，理科の本質を追究しながらも，全国が刺激を受ける 

新しい理科授業の形を示せるものと信じている。まずは何といっても丸亀城西発の四小理である。四国 

大会での発信は私たちにとって大きな成長の機会である。これまでの研究を整理しつつ，情熱をもって 

臨みたい。 

 

４ 参考文献 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文責 香理研研究部） 

○文部科学省 HP，(2017)．小学校学習指導要領解説理科編  

○文部科学省 教育過程企画特別部会 論点整理 補足資料 

○理科の学習指導の改善・充実に向けた調査分析について 国立教育政策研究所 

○川勝博，(2015)．川勝先生の初等中等理科教育法講義－科学リテラシー教育への道（上・下） 

○石井 英真，(2014)．指導と評価 21 世紀をよりよく生きていくのに必要な資質・能力をとらえる枠組み  

－目標の分類と構造化－ 日本図書文化 

○村川 雅弘，(2013)．初等教育資料 自己の生き方を考える教育活動の推進 

○田中 耕治 他，(2009)．時代を拓いた教師たちⅡ －実践から教育を問い直す－ 日本標準  

○鹿毛 雅治，(2007)．子どもの姿に学ぶ教師 教育出版   

○奈須 正裕，(2002)．学校を変える教師の発想と実践 金子書房 

○岩川 直樹，汐見稔幸編，(2001)．「学力」を問う 草土文化 

○平野 朝久，(1994)．はじめに子どもありき －教育実践の基本－ 学芸図書 
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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 ～ 

土庄町立土庄小学校 三枝 貴也 

 

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 26日 研究組織の決定 

年間研修計画の立案 

６月 21日 研究テーマの検討 

研究授業の教材研究 

１１月 15日 研究授業 

第５学年 「未定」 

授業者 岡 正隆 教諭 

 

４ 実践事例 

(1) 夏季研修会提案について 

本年度の研究テーマとの関連から，「自分

事」「単元化」「教材化」の観点と，研究の

方向である「主体的な学習を生み出す単元構

成」「教材の工夫」「見通しと振り返り」の

観点から，提案内容について検討した。また，

「ジグソー学習」や「未知検」の実践につい

ても話し合った。 

(2) 郡夏季実技研修会について 

若い教員が増えていることから，実際に理

科の実験や観察をする上で，どんな悩みや不

安があるのかを出し合った。そこから，基本

的な観察や実験の基本操作についての演習を

中心に行うことになった。 

    ・薬品の希釈方法 

    ・加熱器具の使い方 

    ・リトマス紙，示温インク 

    ・顕微鏡（デジタル，写真） 

    ・ものづくり 

理科部員にも若い教員が増えたことから，指

導者も若返りを図り，研修者と同じ目線で実技

を行っていくことにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ５ 成果と課題 

○ 夏季研修会の提案内容について全員で

話し合い，検討することで共通理解が図れ

た。 

○ 経験の少ない教員の授業や実験の悩み

をもとに実技の内容を考えることができ

た。 

● 部員の減少と理科授業の経験が少ない

若手教員が増えたので，実技研の指導が難

しくなってきた。
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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化・教材化の工夫～ 

東かがわ市立大内小学校  村尾 篤史 

 

１ 研究の概要 

(1) 主題について 

問題解決に向けて，見通しを持って理科学習

に主体的に取り組む子どもの姿をイメージして

いる。理科で学習したことが，授業の時間に限

らず生活の中の様々な場面で生かし，役立て，

問いを持って自ら科学的に学び続けることので

きる子どもを育てたい。 

(2) 副題について 

子どもたちの自然事象に対する気付きを大切

にし，見通しを持って問題解決に取り組むとと

もに，観察・実験を実施した後，結果を整理し，

自分の予想や仮説が立証されたかどうかを考察

することによって，問題解決の過程全体を通し，

見通しを持った学習を行うことができると考え

る。 

そこで，単元化・教材化に視点を置いて研究

を深め，授業の質を高めていきたいと考え，こ

の副題を設定した。  

① 問題解決を大切にした理科学習 

小学校理科において，問題解決の能力を高

めるため問題解決の過程の充実を図ることが

いわれている。新学習指導要領においても，

これまでの問題解決の過程を引き続き重視し

ている。そこで，問題解決するために必要な

資質・能力を育成するための過程は，次の８

つのプロセスで示される。 

このような過程を通して，知識・技能を習

得したり，思考力・判断力・表現力が高めら

れたりしていくと同時に，『理科の見方・考

え方』が豊かで確かなものになっていくと考

える。 

 

自然事象との出会い（気付き） 

問題の把握（見いだし） 

予想・仮説の設定 

検証計画の立案 

観察・実験の実施 

結果の整理 

考察 

結論の導出 

 

② 単元化について 

子どもの意識の流れに沿うために，柔軟性

を持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，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

づけや構成を新たに考えて研究してきた。 

単元展開の工夫においては，子どもの問題

意識に合わせて適切な順序で配置され，子ど

も自身の問いがつながっていく構成の工夫に

ついて研究を進めていきたい。 

③ 教材化について 

ここで考える教材化は，子どもたちの身の

回りにある自然の事物・事象の一部を切り取

り，学習内容として教材としたもののことで

ある。教材は，子どもの興味を引きつけるだ

けのものではなく，単元の終末で，学びを深

め広げられるものであることが望まれる。 

子どもの学びの様子を想定し，質の高い問

題解決を求めるため，よりよい教材を工夫す

ることが大切である。そして，その教材とど

のように出合わせるかを子どもや学校の実態

や地域の環境に即して考え，計画することが

大切であると考える。  

 

２ 活動予定 

６月１２日(火) 第１回教科研究会（造田小） 

７月２５日(水) 実技研修会  (さぬき南小) 

９月２０日(木) 科学体験発表会一次審査会 

                （津田小） 

１０月５日(木) 科学体験発表会二次審査会 

              (さぬき南小) 

１１月６日(火) 第２回教科研究会 (本町小) 

 

３ おわりに 

今年度も研究活動を通して，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，自ら科学的に学び続ける子どもたちを

育んでいけるように研究を深めていきたい。 

 

４ 参考文献 

平成 29年度香小研理科部会夏季研修会 

平成 29年度研究主題提案資料 

（香理研研究部） 

見通し 

子
ど
も
の
価
値
あ
る
問
い 

見
通
し
と

つ
な
い
だ

考
察 
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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』 

～自ら理科の見方・考え方を働かせる単元化・教材化の工夫～ 

高松市立多肥小学校  羽原 壮希 

 

１ 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，本当に

学ばせるべき理科的な見方や考え方の育成が難

しいので，子どもと共に問いを共通理解するこ

とで，解決しがいのある，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，興味・関心をもたせるた

めに，強く印象付けられる魅力的な教材や半知

半解の教材と出合わせ方などの教材研究が必要

である。自然の事物・現象と子どもの既存の知

識とのズレが生じた際に出てくるつぶやきを教

師が拾い，子ども自らが教材に対してこだわり

のある問いをもてるよう支援することが大切で

ある。そこで，問いを立てる工夫として，以下

の２つが考えられる。 

①やってみたいと思える問いの工夫 

②流れが生まれる問いの工夫 

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，さらに，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だす力などがあ

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自らの学びをつなぐ 

②友だちの考えとつなぐ 

③生活とつなぐ 

 単元全体を通して，また本時の中で立てた問

いを解決するために，友だちと対話したり，学

習した内容を振り返ったりしながら，自然の事

物・現象を自分なりに捉え直すことが「学びを

つなげる」ことであると考える。 

(3) 「理科の見方・考え方」とは 

現行の学習指導要領では，「科学的な見方・考

え方」とは，「問題解決の活動によって児童が身

に付ける方法や手続きと，その方法や手続きによ

って得られた結果および概念を包含する」という

表現で示されてきた。理科の授業においては，子

どもなりの見方や考え方を「科学的な見方・考え

方」に変容させるべく，問題解決の過程を大切に

した授業展開を工夫してきた。 

しかし，新学習指導要領においては，資質・能

力をより具体的なものとして示し，「見方・考え

方」は資質・能力を育成する過程で子どもが働か

せる「物事を捉える視点や考え方」であること，

さらには教科ごとの特徴があり，各教科を学ぶ本

質的な意義や中核をなすものとして全教科を通

して整理されたことを踏まえ，理科の特質に応じ

て「理科の見方・考え方」と表現された。 

「理科の見方」とは，問題解決の過程で，自然

の事物・現象を捉える視点とされ，領域ごとの特

徴から以下のように整理された。 

内容領域 見方 その他の見方 

エネルギー 
量的・関係的な

視点 

・原因と結果 

・全体と部分 

・定性と定量 

       

  などの視点 

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・空間的な

視点 

それぞれの領域ごとの特徴から整理された「見

方」は，言い換えるとそれぞれの領域の自然の事

物・現象の面白さをより引き出す視点ともいえ

る。「理科の見方」を働かせて，着目してみるこ

とから見いだされる面白さや見いだされた問題
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を科学的なアプローチで解決していく楽しさは，

これからの授業を作っていく上で大きなヒント

となると考えられる。 

「理科の考え方」とは，問題解決の過程におい

てどのような考え方で思考していくかという思

考の枠組みとされ，以下のようにこれまで理科で

育成をめざしてきた問題解決の能力を基に整理

された。 

学年 考え方 

３年 

比較して調べる活動を通して 

自然の事物・現象について追究する中で，

差異点や共通点を基に問題点を見いだ

し，表現すること 

４年 

関係付けて調べる活動を通して 

自然の事物・現象について追究する中で，

既習の内容や生活経験を基に，根拠のあ

る予想や仮説を発想し，表現すること 

５年 

条件を制御しながら調べる活動を通して 

自然の事物・現象について追究する中で，

予想や仮説を基に，解決の方法を発想し，

表現すること 

６年 

多面的に調べる活動を通して 

自然の事物・現象について追究する中で，

より妥当な考え方をつくりだし，表現す

ること 

「理科の見方・考え方」を自在に働かせるこ

とができる子どもは，どのような視点で自然の

事物・現象を捉え，どのような考え方で思考す

ればよいのかを自覚しながら，自然の事物・現

象に関わることができる。それは，「深い学び」

を実現することにつながる。子ども自らが「理

科の見方・考え方」を意識的に働かせながら，

繰り返し自然の事物・現象に関わることで，子

どもの「見方・考え方」は鍛えられていき，そ

れに伴い，理科において育成をめざす資質・能

力がさらに伸ばされていくことになる。 

 単元を通して，あるいは本時の中で，意識し

て子どもたちが理科の見方・考え方を働かせる

ことができるようするためには，教師が単元や

本時の中で働かせることができる見方・考え方

を意識しておくことが必要である。そして，子

どもの発言を価値付けたり，授業の中で理科の

見方・考え方を全体で共有したりすることで，

子どもたちが理科の見方・考え方を働かせるこ

とができるようになると考える。 

 

２ 研究仮説 

 昨年度の研究で，子どもの興味・関心を刺激し

ながら，児童の意識に寄り添った単元構成をし，

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，

子どもたちが主体的に探究する姿が見られるよ

うになってきた。 

本年度の研究では，昨年度に引き続き，自ら問

いを立て，学びをつなぐことで，子どもが主体的

に探究する力や新たな問いを見つけ，さらなる学

びへとつなげていくことで理科の見方や考え方

がより深まると考える。また，疑問に対して友だ

ちと対話することで，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。 

また，子ども自らが「理科の見方・考え方」を

意識的に働かせながら，繰り返し自然の事物・現

象に関わることで，子どもの「見方・考え方」は

鍛えられていき，それに伴い，理科において育成

をめざす資質・能力がさらに伸ばされていくこと

になると考える。 

 

３ 参考文献 

○ 小学校学習指導要領解説理科編 

／文部科学省 

○ 小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説

理科編／文部科学省 

○ 小学校 新学習指導要領 ポイント総整理 

理科／片平克弘・塚田昭一編著 東洋館出版社 

○ 筑波発「わかった！」をめざす理科授業／筑

波大学附属小学校理科研究部編著 東洋館出

版社 

○ 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 

◯ 理科の学習指導の改善・充実に向けた調査分

析について／国立教育政策研究所 

◯ 全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた理

科の観察・実験に関する指導事例集 

／国立教育政策研 

○ 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 

 



- 10 - 

 

 

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きた。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。 

本年度はこれまでの取組の集大成として，子

どもたちの問いがつながる単元化や教材化の工

夫について検証した。 

 

２ 実践事例 

第６学年「太陽と月の形」（坂出市立金山小

学校：藤川教諭）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化・教材化の工

夫」「学び合う力の育成」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 

 ① 太陽や月への興味･関心が高まる単元構

成の工夫 

本単元では，太陽や月の観察を通して，月

の形は，地球から見た太陽と月の位置関係に

よって変わることを推論する能力を育成す

る。事前のアンケートより，児童は理科や実

験は好きだが，宇宙に関する興味関心があま

り高くないことが分かった。 

そこで，太陽と月の形への興味関心が高ま

るように，単元の学習を始める前から月を観

察し，月の位置や満ち欠けについて記録する

活動を位置づけた。今まで何気なく見ていた

月だが，毎日の観察を通して，「月の形はな

ぜ変わっているのだろう」といった疑問をも

つ児童が増え，学習活動への意欲化につなが

った。 

単元の導入で太陽や月について知りたいこ

とを書き出した。「太陽や月の温度はどのく

らいだろう」「太陽や月の表面はどうなって

いるのかな」という問いを全体で話し合い，

共有することで，児童はこれらの問いがクラ

ス全員の学習問題となった 

 

また，自分たちの問いについて調べること

ができるように，教室内に太陽や月に関する

本を展示し，自由に閲覧できるようにした。

太陽や月に関することを調べる学習を通し

て，「もっと太陽や月について調べたい」「調

べることが楽しい」といった感想を理科日記

に書く児童も増え，子どもの問いが単元を通

して貫かれたものになっていた。 

単元の最後には，調べたことをパンフレッ

トにまとめ，お家の人や全校生に紹介すると

いう構成にした。このように，クラス全員で

太陽と月について調べ，まとめて発表したこ

とは，児童一人ひとりの達成感や自己有用感

につながっていた。 

② 太陽，月の位置関係を推論するための教材

の工夫 

地球から見た太陽と月の位置の関係から月

の形の変化について考えられるよう，模型を

用いて予想と実験を行った。 

予想の発表は，バランスボールを太陽に見

立て発泡スチロールのボールに竹串を付けた

ものを月に見立てて行った。大きさの異なる

模型を用いることで，太陽と月の位置関係の

説明がしやすくなったと考えられる。 

坂出・綾歌支部の研究 

『自ら科学的に学び続ける子どもを育む理科学習』 

～子どもたちの問いがつながる単元化・教材化の工夫～ 

坂出市立松山小学校 島田 明季 

【自由に閲覧できる太陽や月に関する本】 

【模型を使っての説明】 
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【拡大提示を用いて説明する様子】 

次に，教室の中心に太陽となる光源を置き，

予想で使った月に見立てた発砲スチロールを

使って実験を行った。その際，地球から見た

方位を常に意識できるよう，方位を示したア

ースヘッドをかぶって実験を行った。方位を

常に確認しながら実験を行ったことで，考察

でも方位を意識してまとめることができた。 

(2) 学び合う力の育成 

① ワークシートの工夫 

 学び合い活動には言語活動が必要なこと

から，自分の考えをしっかりと書き込めるワ

ークシートを活用した。月の形が変わって見

える理由を自分なりに予想してワークシー

トに書くことができていた。この活動が，実

験方法を皆で考え，意欲的に実験に取り組も

うとする態度につながった。 

② 交流場面の工夫 

  児童一人ひとりが考えを書いても，なかな

か発表するまでには至っていない。そこで，

ホワイトボードを用いて，全体の場でも自信

をもって考えたことを発表することができる

ようにした。また，このホワイトボードを拡

大提示することで，全員で考えを共有するこ

とができ，より分かりやすく伝えることがで

きただけでなく，友だちから学ぼうとする姿

勢も見られた。 

 

３ 成果と課題 

○ 太陽と月について調べたことをパンフレ

ットにまとめ紹介するという単元構成にし

たり，調べることをまとめた掲示があった

りしたことで，児童の太陽と月への興味関 

心が高まり，次は○○を調べたいといった

感想が生まれ，単元を貫いて太陽と月につ

いて学ぼうとする姿勢が見られた。 

○ アースヘッドで常に方位を確認しながら

月の形の変化を調べることができたので，

考察や「○時に△の方位にある月の形は」

といった問題に生かすことができ，違うと

ころはどうだろうといった問いが次々と生

まれた。 

● 学習した月の満ち欠けの原理などを自然

現象に当てはめたり，今後の観察に生かし

たりすることで，さらに深い学びに結び付

けることができると考えられる。例えば，

月の写真を見て月と太陽の位置関係を考

えたり，太陽と月の位置関係について詠ま

れている和歌を紹介したりすることなど

である。 

● 学習意欲を高めるために，学習したこと

を意識した振り返りができる時間を設け

ることが必要である。さらに「太陽や月に

ついて知りたかったことや疑問に思って

いたことが解決できた。しっかり考えるこ

とができてよかった。」という自分を見つ

め直す振り返りができるよう，単元や教材

を工夫していくことが大切である。 

 

【実験方法を確かめる】 【実験の様子】 
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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』 

～ 理科の見方・考え方を働かせ，問題解決するための支援の工夫を通して ～ 

丸亀市立城辰小学校 宮花 昂平 

 

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

どもたちには，「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”が必要である。また，新たな学習指導要

領が示す「主体的・対話的で深い学び」の実現

に向け，言語活動や観察，実験，調査，見学な

どの活動を重視する「体験的な学習」，知識や

技能を活用する「問題解決的な学習過程」，子

どもが主体的・協働的に学び合う「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目指し

てきた。また，観察・実験の結果を整理し考察

・表現するなど，子どもが協働的に学ぶ場を通

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

する学習を追究してきた。 

新学習指導要領においては，このような理科

学習の特質を「理科の見方・考え方」という面

から整理し，それらを働かせて「深い学び」を

実現することを求めている。 

 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，「理科の見方・考え方を働か

せ，問題解決するための支援の工夫を通して」

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。 

 研究に当たっては，本年度四国理科教育研究

発表会を開催する丸亀市立城西小学校と連携・

協働し，子どもが「理科の見方・考え方」を働

かせ，科学的に学ぶための教材・教具や単元構

成の在り方を追究していく。 

 

２ 研究の視点 

(1) 子どもが「理科の見方・考え方」を働かせ

て学びを深める教材・教具の工夫 

子どもの問題意識，探究意欲，科学的な認 

識に結びつく教材・教具の工夫や開発 

 

 

(2) 子どもが主体的に「理科の見方・考え方」

を働かせて問題解決する単元構成の工夫 

主体的な探究を生む導入，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) 教科研究会（5 月 30日，11 月 28 日） 

テーマをもとに，研究授業における教材・

教具，指導方法を検討する。 

① 第１回四国理科研究大会に向けた授業検

討会 

② 理科の見方・考え方につながる教材・教具

検討（実技研修） 

(2) 香理研郡市研究会（6月 16日） 

四国理科研究大会に向けた提案・授業検討 

(3) 香小研理科部会夏季研修会（7月 27 日） 

四国理科研究大会に向けた検討会 

(4) 四国理科教育・香小研理科部会研究発表会 

  城西小学校研究会開催の協力・支援 

 

４ 年間計画 

４月１８日  丸小研（城坤小） 

 組織作り・年間計画 

５月２４日     事前研修会（城西小） 

 指導案検討事前検討会 

５月３０日     丸小研（城西小） 

 四国大会の授業内容検討 

７月２７日     香小研理科部会夏季研修会 

城西小提案・指導案検討 

１０月 １日 市科学体験発表会（城北小） 

１０月２５日 四国理科教育研究発表会 

(城西小) 

１１月 ４日 県科学体験発表会 

(高松テルサ) 

１１月２３日    四国科学体験発表会 

１１月２８日 丸小研（城西小） 

 実技研修（丸亀城） 

来年度の方向性検討
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仲多度・善通寺支部の研究 

『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～ 

善通寺市立竜川小学校  竹内 泰大 

 

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～ 

 

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 

新学習指導要領では，「理科の見方・考え方

を働かせ」ることが重要な目標として位置付け

ている。 

「小学校理科の教科の目標」 

＜学習指導要領より抜粋＞ 

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。 

①自然の事物・現象についての理解を図り，観

察，実験などに関する基本的な技能を身に付け

るようにする 

②観察，実験などを行い，問題解決の力を養う。 

③自然を愛する心情や主体的に問題解決しよ

うとする態度を養う。 

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

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。 

・ 予想の根拠を言わせたり書かせたりするこ

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

で振り返りの場を設けることが有効だった。 

・ 班ごとの実験結果を話し合って考察するこ

とを前提にすることで，それぞれの実験にお

いて条件がそろうように気を付けながら進め

ることができた。また，他の班が疑問に感じ

たことについて，互いに情報を共有し解決す

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。 

・ 実験や観察で得た数値や手ごたえなどの結

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

とで考察する力を高めることができた。 

・ 観察・実験や考察の場面で ICT を使うこと

で結果の共有が容易になったり，考察を深め

たりすることができた。 

課題 

・ 問いを自分たちで見出していくための，単

元構成の見直しや観察や実験などの手立ての

工夫が必要。 

・ 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

が必要である。また，児童の考えを関係付け

る支援の工夫が必要。         

・ 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し，規則性に気付くため

の手立てが必要。 

・ 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や働きかけが必

要。 
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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。 

子どもの意識が流れるような教師が資質向上

への意図のこもった単元構成や教材開発をめざ

し，研究を進めていく。 

 

２ 研究の視点と内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 自然事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 
 
学習の主体となる子どもたちが，自ら事象に働

きかけ，問題をとらえて，自分事として問題解決

を図っていこうとする態度を育成するための教

材や学習展開，指導・支援の在り方を探る。 

 

具体例：H28年度 第４学年 

「電気のはたらき」西川実践より 

「単元化」 

・単元を通しての学習問題を「モーターカーの

製作」ではなく，「自分だけの電気で動くおも

ちゃを作る」とし，児童が主体的に取り組める

場をつくった。 

「教材化」 

・実験前に乾電池とモーターのみが描かれたモ

デル図を配布し，児童が考えをもって作業に取

り組めるように支援した。また，モデル図には，

あらかじめ，乾電池と電池ボックスが書かれて

おり，児童だけでは考えることが難しい並列回

路にも気づかせることができた。 

(2) 実験や観察の結果を表やグラフに整理し，

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 
 
結果を表やグラフに整理し，友達と情報を比較

したり，関係付けたりして子どもの思考を深め，

考察を導き出せるようにする。学び合いを通して

予想や仮説と関係付けながら考察していく場を

設け，子どもの科学的な思考力や表現力を育成す

る指導・支援の在り方を探る。 

 

３ 年間活動予定 

  ６月１２日（火） 

第１回 研究授業 「太陽と月の形」 

善通寺市立竜川小学校第６学年 

       授業者 教諭 竹内 泰大 

 

７月２５日（水） 

   仲善支部夏季研修会 

 

 １０月 ５日（金） 

   郡市科学体験発表会 

 

 １１月 ４日（土） 

   県科学体験発表会 

 

 １１月１４日（水） 

第２回 研究授業 「 未定 」 

       善通寺市立南部小学校第４学年 

       授業者 教諭 中野 衣梨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 15 - 

 

 

 

 

１ 研究の概要 

(1)  メインテーマについて 

 ① ｢自ら｣とは 

  人は自ら学ぶとき，何らかのこだわりをもっ

ている。そのこだわりによって学ぶ意味や必然

性が生じ，自ら学ぼうとするのである。子ども

自ら学ぶ姿とは，問題解決が自分事になってい

るということである。学びが自分事になって初

めて，実験や観察によって見いだされた事実を

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，導入段階で，自然

事象に十分親しませ，一人ひとりに疑問をもた

せるなどし，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 ｢自然と対話する｣とは 

  子どもの自然認識の深まりは，自分自身の既

有の見方・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，子どもは，対

象(自然の事物や事象)に働きかけ，あるいは他

者の見方・考え方を受容・共有しながら絶えず

自己との対話を繰り広げていると考える。この

ように対話を捉えるとき，子ども自ら問題解決

するとは，自ら自然(自己・他者)と対話しなが

ら学ぶことに他ならない。また，｢自ら自然と対

話する｣には，以上述べた自然認識過程という

捉え方とともに｢自然に親しむ｣という意味を

も含んでいる。つまり，子どもが知的好奇心や

探究心をもって自然に親しむことを｢自ら自然

と対話する｣と言い換えているのである。 

(2)  サブテーマについて 

 ① これまでの研究実践から 

昨年度，６年｢大地のつくりと変化｣では，野

外観察やモデル実験を３人一組のグループで

取り組ませた。そうすることにより，教材や人

との関わりの中から問いを生み出す子どもの

姿があった。また，地元の教材を活用したこと

で，子どもの意識に沿った課題となった。さら

に，４コマ漫画の活用は，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，時間的・空間的な見方を育

てることに有効であった。 

 ② 本年度の研究の方向性 

 そこで，今年度はサブテーマを｢見方・考え方

を働かせ，資質・能力を育成する教師の働きか

け｣とし，どのように授業づくりを行えば，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ができるのか

を研究する。また，どのように教師が働きかけ

れば，問題を科学的に解決するために必要な資

質・能力を育成することができるのかを研究す

る。 

【めざす児童の姿と教師の働きかけ】 

 

２ 研究の具体 

(1)  授業づくりついて 

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・能力を育成す

るためには，｢問題解決のプロセス｣を大切にし

た授業づくりが重要であると考える。 

そこで，｢都小理型問題解決プロセス｣(H29全

小理東京大会)を参考に，一つ一つの学習活動

を大切にした授業づくりをしていく。 

【都小理型問題解決プロセス】 

三観支部の研究 

『自ら自然と対話する子どもの育成』 

～見方・考え方を働かせ，資質・能力を育成する教師の働きかけ～ 
観音寺市立豊田小学校  尾﨑 一郎 
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(2)  教師の働きかけについて 

下の図は，問題解決のプロセスを具体化した板

書モデルである。それぞれのプロセスで，思考力

・判断力・表現力を育成するために，教師はどん

な働きかけをすべきであるかを強く意識して学

習指導にあたるようにする。観察・実験の前に，

｢結果の見通し｣を位置づける。振り返りは，振り

返りⅠ・Ⅱとし，｢問題⇔結論の導出｣｢予想・仮説

⇔結果の考察｣の関係を重視する。 

【問題解決のプロセス】 

① 問題を見いだす力 

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。 

 ② 根拠のある予想や仮説を発想する力 

根拠を明確にした予想を立てさせることで，

目的意識をもって問題解決に取り組めるよう

にし，明らかになったことを考察できるように

する。 

 ③ より妥当な考えをつくり出す力 

 ｢問題⇔結論の導出｣の関係を重視し，予想や

仮説を振り返らせる。 

④ 学び続ける力 

  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」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。 

 
【子どもの意識を考えた単元構成】 

⑤ 実社会・実生活との関連 

｢見通し｣では，予想の根拠を実社会・実生活

とつないで考えさせる。｢振り返り｣では，予想

の根拠が妥当であったかを考え，既習の知識や

スキルを使って，実社会・実生活に関連する事

象を説明させる。 

(3)  対話を重視した学びについて 

 ① 自然との対話 

・ 自然事象と関わる中で，不思議に解決する

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。 

 ② 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づき，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。 

 ③ 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，比較しよう

とする。 

・ 違いを認めたり，共通点を見いだしたりし

ようとする。 

・ 個人の結論からクラスの結論へ，妥当性を

高める。 

(4)  理科授業向上の環境作りについて 

 ① 教材の開発と蓄積・共有 

  子どもの学習した知識や技能が活用できる

教材を開発していく。自然や日常生活の中で容

易に確かめられたり，見方・考え方を可視化し

たりできるかを考える。 

三豊市と観音寺市のサーバーに｢三観小研理

科部｣のフォルダを作成し，開発した教材の写

真や文章等を保存する。 

 ② 理科室経営の工夫 

  各学校の理科主任を中心として，実験器具の

整理・整頓，教材や薬品の準備などを行い，誰

もが使いやすい理科室をめざす。 

③ 教師の観察・実験技能の向上 

  子どもたちが理科を学ぶ意義を実感し，理科

好きになるために，教師自身の理科授業実践力

の向上を図る。 

  ・ 自然観察会の開催 

(ミジンコ採集・博物館見学など) 

  ・ 理科教育についての相談や予備実験 

  ・ 実践報告(授業の様子，板書の写真) 

④ 教科書・デジタル教科書の活用の工夫 

  教科書の巻末資料の活用し，記録カードの書

き方や話し合いの仕方などを育成する。
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