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第 33回 四国理科教育研究発表大会（香川大会） 

平成 30年度 香川県小学校教育研究会理科部会研究発表会 
 

平成 30年 10月 25日（木）第 33回 四国理科教育

研究発表大会（香川大会），併せて，平成 30年度 香

川県小学校教育研究会理科部会研究発表会を，青空

の下，丸亀城のたもと丸亀市立城西小学校にて盛大

に開催することができました。 

当日は，文部科学省初等中等教育局教育課程課教

科調査官 鳴川哲也 先生，香川県教育委員会事務局

義務教育課長 小柳和代 様，丸亀市教育委員会教育

長 金丸眞明 様 はじめ，多数のご来賓の皆様にご臨

席いただき，また県内外・四国各地から約３００人

の教員が参加する大きな大会となりました。 

午前中は，香小研理科部会研究部と城西小学校か

らの提案発表，６年「水溶液の性質とはたらき」の

全体提案授業と討議会を行いました。また，学年別

分科会では，徳島・愛媛・高知から各１本，香川か

ら５本の提案発表とその協議を行いました。 

開会行事後，午後から参加する多数の香小研会員

のことを考慮し，１～５年の５つの授業公開を行い

ました。城西小学校の先生方の熱意に感謝いたしま

す。各授業についての討議を行う時間はありません

でしたが，まとめとなるシンポジウムの中でそれぞ

れの実践を取り上げ，これからの理科学習について

具体的な議論を深めることができました。 

シンポジウムでは，香川県教育委員会義務教育課 

東条主任指導主事様にコーディネーターをお願いし，

教科調査官 鳴川先生と，城西小学校の研究主任 北

村先生，香小研理科部会・香理研研究部長 橘先生と

で「これからの理科学習」について議論を深めてい

ただきました。また，これに引き続き，鳴川先生に

はまとめの講話もしていただきました。これらがこ

れからの理科教育・授業の在り方を考える有意義な

機会となり，参加いただいたみなさんの今後の教育

実践に役立つものと考えています。 

本研究発表会開催にあたりご支援いただいた文部

科学省，香川・徳島・愛媛・高知４県の各教育委員

会，丸亀市教育委員会をはじめとする関係機関の皆

様，開催校の鎌谷校長先生はじめ城西小学校の先生

方，運営にご尽力いただいた役員、理科部会事務局・

部員の皆様に心から感謝申し上げます。 

これからの理科学習に向けて 

新学習指導要領の全面実施が間もなく始まります。

理科の解説には，「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。 

今回の研究発表大会では，城西小学校が，この新

学習指導要領に示される「理科の見方・考え方」に

着目し，“それぞれの単元で働かせる主な見方・考

え方の明確化”を図り，それを“子どもの言葉にし

て捉える”という試みを提案しました。また，子ど

もが理科の見方・考え方を働かせるための教師の支

援として，“単元構成の工夫，教材・教具の工夫，

価値づけ”ということを具体的な授業で示しました。

このことは，理科部会が研究してきた内容ともつな

がり，これからの理科学習を方向付けるものだと思

います。 

シンポジウムでは，この「理科の見方・考え方」

は，問題解決の過程で子どもが働かせるもので，ね

らうのは「資質・能力の育成（知識・技能の習得，

思考力・判断力・表現力等の育成，学びに向かう力・

人間性の涵養）」であることが明確になりました。

また，具体的な授業では，教師側の都合や“教える

べき知識ありき”ではなく，子ども側に立った「問

題解決」の重要性が確認できたように思います。 

研究大会の内容のほか、城西小学校の提案・公開

授業では，若い先生・理科を専門としていない先生

の活躍が目立ちました。これは，教員の世代交代が

進む現在を象徴しているようです。「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…」そんな悩み解消のヒント

も，今回の研究大会の中にあるように思います。 

 

2022年，高松・丸亀・仲善の３郡市で「全国小

学校理科研究協議会研究大会（全小理）香川大会」

を開催します。これからの香川の理科教育の充実に

向けて，今回の研究発表大会は様々な面での成果を

もたらしてくれたと感じます。 

 

四国理科教育研究発表大会とこれからの理科学習 
香川県小学校理科教育研究会会長  髙橋 佳生  
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会 場 丸亀市立城西小学校

主 催 四国理科教育研究会 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

香川県小学校理科教育研究会 丸亀市立城西小学校

共 催 丸亀市教育委員会

後 援 香川県教育委員会 香川県小学校長会 香川県教育会 丸亀市小学校長会

愛媛県教育委員会 高知県教育委員会 徳島県教育委員会

１ 日程

研 提 授 開 公 閉

究 案 業 会 開 会

提 授 討 行 授 行

案 業 議 事 業 事

２ 香小研理科部会研究主題

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 ～

３ 城西小学校の研究主題

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 ～

４ 研究提案

理科部会提案 香小研理科部会研究部長 香川大学教育学部附属高松小学校 教諭 橘 慎二郎

会場校提案 丸亀市立城西小学校 現 職 教 育 主 任 教諭 北村 聖子

５ 提案授業

学年 単元名 授業者 協力者 会場

中名 信(高松 国分寺北部小)

６年 「水溶液の性質とはたらき」 永井 愛実 難波 友郁(仲善 長炭小) 体育館

大西 明代(丸亀 城坤小)

６ 授業討議

提案者 司会者 指導者 記録者 会場責任者 会場

文部科学省初等中等教育局

教育課程課教科調査官 体育館

鳴川 哲也 先生

第 3 3 回 四国理科教育研究発表大会(香川大会）

平成30年度 香川県小学校教育研究会理科部会研究発表会

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

移

動

移

動

移

動

移

動

受

付

昼

食

分

科

会

永井 愛実

（丸亀 城西小）

鎌田 明美

(丸亀 飯山北小教頭)

宮花 昂平

（丸亀 城辰小）

鎌谷 敦之

（丸亀 城西小校長）

１０：１５～１１：００

９：３０～１０：１５

９：００～９：２５

8:30 9:00 9:25 9:30 10:15 11:00 11:10 12:30 13:30 13:50 14:00 14:45 15:00 16:20 16:25
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８ 開会行事

開会あいさつ 香川県小学校教育研究会理科部会 部 会 長 髙 橋 佳 生

来賓あいさつ 香川県教育委員会事務局義務教育 課 小 柳 和 代

丸 亀 市 教 育 委 員 会 教 育 長 金 丸 眞 明

９ 公開授業

学年 単元名 授業者 協力者 会場

１年 宮本 朱美 生活科室

２年 米澤 亜矢子 ２年１組教室

村尾 篤史(さ・東 大内小)

３年 「じしゃくにつけよう」 野口 裕子 宮本 陽子(三観 上高瀬小) ３年１組教室
中尾 真弓(丸亀 飯山北小)

町川 大 (高松 川添小)

４年 「物のあたたまり方」 池田 和樹 三好 立美(坂・綾 東部小) 理科室
丸岡小百合(丸亀 飯野小)

田中 健太(仲善 東部小)

５年 「物のとけ方」 北野 麻未 片山 惠富(三観 仁尾小) 家庭科室
福家 大和(丸亀 城東小)

10 シンポジウム

テーマ 「これからの理科学習」

コーディネーター 香川県教育委員会事務局義務教育 課 主任指導主事 東条 直樹

登 壇 者 丸 亀 市 立 城 西 小 学 校 現職教育主任 北村 聖子

香川県小学校教育研究会理科部会 研 究 部 長 橘 慎二郎

登 壇・まとめ講話 文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官 鳴川 哲也 先生

11 閉会行事

会場校あいさつ 丸 亀 市 立 城 西 小 学 校 校 長 鎌谷 敦之

７ 分科会 研究発表及び協議 １１：１０～１２：３０
学年 提案者 司会者 指導者 記録者 会場責任者

伊藤 友美 児玉 博美
小島 ふみ子

十河 淳 年祐
(高知 高知大学教育学部附属小）

(香川 高松
(高知 宿毛市 山奈小教頭)

(香川 高松 (香川 高松
納田 健太

平井小教頭）
倉沢 均

亀阜小) 多肥小校長)
(香川 高松 十河小） (香川大学教育学部附属高松小副校長)

美馬 武宜 有岡 博祥
中野 裕文

角友 和世 山田 正
(徳島 徳島市 八万南小）

(香川 さ・東
(徳島 鳴門市 明神小校長)

(香川 さ・東 (香川 高松
羽原 壮希，山本 梨夏

志度小教頭）
瀬詰 昌弘

さぬき南小) 川岡小校長)
(香川 高松 多肥小，屋島小） (香川 高松 花園小校長)

中野 豪 奴賀 要 陶山 紀宏 松永 和之 尾崎 定義
(愛媛 愛媛大学教育学部附属小）

(香川 坂・綾
(愛媛県総合教育センター指導主事)

(香川 坂・綾 (香川 仲善
江淵 健太朗

坂出小教頭）
猪原 眞治

西庄小) 多度津小校長)
(香川 坂・綾 宇多津小） (香川 坂・綾 羽床小校長)

高島 かな 森 真佐純
小早川 覚

真鍋 佳子 大森 隆司
(香川 小豆 豊島小）

(香川 三観
(高松市総合教育センター指導主事)

(香川 三観 (香川 小豆
尾崎 一郎

柞田小教頭）
林 雄二

勝間小) 土庄小教頭)
(香川 三観 豊田小） (香川 三観 財田小校長)

３年

４年

５年

６年

課 長

１３：３０～１３：５０

１４：００～１４：４５

１５：００～１６：２０

「おもちゃをつくろう」

（生活科）

「たのしもう あき」

（生活科）

松岡 典子(小豆 土庄小)

亀井 久美(さ・東 神前小)

渡部 由美(丸亀 郡家小)

小早川宏子(高松 浅野小)

中島 雅美(坂・綾 宇多津北小)

長尾 一慧(丸亀 富熊小)

１６：２０～１６：２５
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第３３回四国理科教育研究発表大会  提案授業 授業記録 

学年 ６年 単元名 水溶液の性質とはたらき 

授業者 丸亀市立城西小学校    永井 愛実 

記録者 高松市立国分寺北部小学校    中名 信 

授 業 記 録 

学習活動 児童の姿 教師の指導 

１ 前時の学習を

振り返り，本時

の学習問題を確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 実験をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 結果から分か

ったことや考え

たことを交流す

る。 

 

 

 

 

 

 

・ 前の授業では，なぞの４つの水溶液の正体を解明

するために実験を行った。 

・ 炭酸水だけ何も出てこなかったので，気体が溶け

ているのではないかと考え，何が溶けているか予想

した。 

「あしたも学習問題は『炭酸水の泡の正体は何だろ

う』で，予想は窒素。理由は，窒素は水の中にある

だけで，まったく害のない気体だから。」 

「予想は酸素。理由は，人の体にいいものだから。」 

「予想は空気。水は凍らせると空気が入っているの

で，炭酸水も凍らせると水と同じようになると思う

から。」 

「予想は二酸化炭素。理由は，二酸化炭素には炭酸

水の『炭』という字と『酸』という字が入っている

から。」 

「予想は二酸化炭素。理由は，水の中で息をすると

泡が出てくるので，その泡と炭酸水の泡は同じだと

考えたから。」 

 

・ 実験方法と結果の予想を発表した。 

「気体検知管で酸素，二酸化炭素の割合を調べる。」 

「石灰水で二酸化炭素なのかを調べる。予想が正し

ければ，石灰水が白く濁る。」 

「線香で実験をする。予想が正しければ，線香は激

しく燃える。」 

 

・ 実験で気を付けることを確認した。 

「線香の実験をするときは，２㎝くらい水を残して

おく。試験管の底に水を残していないと，線香の火

で試験管が割れてしまうから。」 

「石灰水は飲まない。」 

「目に当たらないように，保護メガネをする。」 

・ 友だちと協力して，炭酸水の泡を試験管にとり，

ふたをした。 

・ 自分のしたい実験コーナーに移動し，実験を始め

た。 

・ 違う実験コーナーに移動し，実験を行った。 

 

 

 

 

 

・ 実験が終わったら，実験結果をノートと前の黒板

にかいた。 

・ 結果から分かったことを発表した。 

「石灰水が白く濁り，線香がすぐに消えたという結

果から，泡の正体は二酸化炭素だと分かった。」 

「気体検知管で二酸化炭素を調べると大量に出て

きたので，炭酸水の泡の正体は二酸化炭素だと分か

った。」 

「二酸化炭素の割合が空気より多かったので，炭酸

水の泡の正体は二酸化炭素だと分かった。」 

・ 今までの学習を振り返ることがで

きるように，前時までの学習内容を掲

示しておいた。 

 

 

・ 見通しをもって実験に取り組むこ

とができるように，自分の予想した気

体を確かめるための実験方法と結果

の予想をノートに書かせておいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 多面的に調べることによって妥当

な考えをつくることができるように，

一人一実験ができるような場を設定

した。 

・ 自分のしたい実験方法に合わせて

実験を選択したり，解決するために

様々な実験を自由に行ったりできる

ように「気体検知管」「石灰水」「線香」

の実験コーナーを設置した。 

・ 実験の留意点を確認した。 

 

 

 

 

・ 実験コーナーでは，主体的に問題解

決を行い，安全に実験を行うことがで

きるように，同じ実験をする友だちと

協力して自分の実験を行うようにし

た。 

・ それぞれの実験コーナーで，実験の

様子や実験結果を確認して回った。 

 

・ すべての結果を一目で比べること

ができるように，実験が終わったら自

分の結果を黒板に書いたり，ネームプ

レートを貼ったりするようにし指示

した。 

・ 全体の結果ら分かることを発表し

たり，実験の結果に対し，質問したり

している児童を称賛することで，より

妥当な考えをつくることができるよ

うにした。 
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授業記録（Ｃ：児童の発言  Ｔ：教師の発言） 

１前時の学習を振り返り，本時の学習内容を確認する。 

※ ノートや周りの掲示を見ながら前の勉強を思い出すように指示 

Ｃ：前の授業では，なぞの４つの水溶液の正体を解明するために実験を行いました。 

Ｃ：「炭酸水の泡の正体は何だろう」で，ぼくの予想は窒素です。理由は，窒素は水の中にあるだけで，まったく害のな

い気体だからです。 

Ｔ：なぜ炭酸水を調べたいと思ったのかな。 

Ｃ：４つの水溶液の正体を解明するときに，炭酸水だけ何も出てこなかったので，何が溶けているのか分からなかった。

そこで，気体が溶けているのではないかと考え，何が溶けているか予想しました。 

Ｔ：〇〇さんは，窒素だと予想しました。予想したのは１人だけど，頑張って調べてみてください。 

Ｃ：酸素だと思います。理由は，人の体にいいものだからです。 

Ｃ：空気だと思います。水は凍らせると空気が入っているので，炭酸水も凍らせると水と同じようになるからです。 

Ｃ：二酸化炭素だと思います。理由は，二酸化炭素には炭酸の「炭」という字と「酸」という字が入っているからです。 

Ｃ：二酸化炭素だと思います。水の中で息をすると泡が出てくるので，その泡と炭酸水の泡は同じだと考えたからです。 

Ｃ：二酸化炭素だと思います。理由は，炭酸水を飲むと「ぷふぁー」とゲップをして，二酸化炭素は体に吸い込めないか

ら，炭酸水の泡と同じと考えたからです。 

２実験をする。 

Ｔ：二酸化炭素と予想した人はたくさんいます。今日は，証拠集めをするためにどんな実験を考えていますか。 

Ｃ：１，試験管を水の中にしずめる。 

２，炭酸水の泡を試験管に入れて，泡をとる。 

３，水の中で，アルミホイルで気体にフタをする。 

Ｃ：その閉じ込めた気体を，ぼくは気体検知管で調べます。 

Ｃ：石灰水で二酸化炭素なのかを調べます。 

Ｔ：あなたの予想が正しければ，どうなると考えていますか。 

Ｃ：予想が正しければ，石灰水が白く濁ると考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 本時の学習を

振り返る。 

 

 

・ 気体検知管の酸素の割合の結果のばらつきについ

て話し合った。 

 「酸素の割合はみんなばらばら。」 

「試験管の中に酸素が入っていたのだと思う。人に

よる個人差だと思う。」 

「もしかして，アルミホイルの隙間から酸素が入っ

たのかもしれない。」 

「気体検知管を時間が少したってから入れたので

酸素が残っていたのかもしれない。」 

「これは予想だが，水の中にも，酸素や二酸化炭素

が溶けているというのを聞いたことがあって，酸素

が空気中に出たのではないかと思う。」 

・ 炭酸水の泡の正体について意見を出し合った。 

「二酸化炭素だ。」 

「石灰水をやると，ほとんど白く濁ったが，ちょっ

とだけ酸素もあったので，主に二酸化炭素だ。」 

「二酸化炭素の割合は多くて，酸素はそうではない

ので二酸化炭素だ。」 

「酸素もちょっとくらい反応が出たということは，

主に二酸化炭素が多いということになる。」 

「二酸化炭素だ。少しでも酸素が入っていたら，す

ぐに消えるのではなくてちょっとは燃えてから線

香は消えるから。」 

「酸素がなかったとしても，窒素があったのですぐ

消えたのではないか。」 

「石灰水が白く濁らなかったこともあったので，二

酸化炭素がすべてではない。」 

「それだったら，窒素の方が空気中の割合が多いの

で，窒素の確率が高い。」 

 

「炭酸水の泡の正体は，主に二酸化炭素。」 

 

・ 水に二酸化炭素を溶かして，飲んでみた。 

 

 

・ あえて気体検知管の酸素の割合の

結果にふれることで，この結果をどの

ようにとらえるか考える場を設けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ すべての実験結果から，炭酸水の泡

の正体は何か考えさせた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 意見交流と全ての実験結果を踏ま

えながら，線香と石灰水の実験結果に

立ち返り，炭酸水の泡の正体について

まとめた。 

 

・ 学習したことをもとに，水に二酸化

炭素を溶かして炭酸水をつくること

ができるか，実際に実験を行い，次時

へとつないだ。 
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Ｔ：白く濁るか，楽しみですね。あと，もう一つの実験は。 

Ｃ：線香で実験をします。ぼくの予想が正しければ，線香は激しく燃えると思います。 

Ｔ：そうですね。楽しみですね。 

Ｃ：線香の実験をするときは，２㎝くらい水を残しておくことが分かりました。 

Ｔ：なぜでしたか。 

Ｃ：試験管の底に水を残していないと，線香の火で試験管が割れてしまうからです。 

Ｔ：試験管が割れないように気を付けて実験をしていきましょう。石灰水の実験で気を付けることは何でしたか。 

Ｃ：飲まないことです。 

Ｔ：絶対に飲んではいけません。 

Ｃ：目に当たらないように，保護メガネをすることです。 

Ｔ：石灰水コーナーがあります。ここで保護めがねをしてからしてください。それから後ろを見て下さい。気体検知管コ

ーナーがあります。二酸化炭素と，酸素が右側にあります。それから奥に線香コーナーがあります。火の取り扱いに

気を付けてしてください。 

Ｔ：実験ですが，まず，泡を取ります。１人で取るのは大変なので友だちと協力して行ってください。実験が終わったら，

ノートに自分の結果を書いて，前にも実験結果を書きに来てください。石灰水と線香はこの紙に書きます。 

Ｔ：気体検知管の二酸化炭素は，数字で書いてもいいけれど，ちょっと見えにくいよね。どうしましょう。 

Ｃ：気体検知管をかいて，何％だったかを斜線で色をつける。 

Ｔ：斜線で色を付ける？ こんなのを用意してきました。 

Ｃ：おー，分かりやすい。 

Ｔ：グラフを使うと分かりやすいね。グラフを用意していますので，シールに名前を書いて貼ってください。同じ実験結

果でしたという人は，こちらに磁石を張りに来てください。何か質問がある人？ 

Ｔ：最後，実験が終わって，正体が分かったら，正体のところに投票してください。自分が正解だなと思うところに試験

管を置きに来てください。もう，どうしても分からないという場合もありますので，みんなで考えても構いません。 

Ｔ：さて，みんなの予想はあっているのでしょうか。楽しみですね。それでは実験を始めてください。どうぞ。 

※ 予想したところに置いてある試験管を取りに行く。 

※ （２，３人組で）試験管を沈める。炭酸水を振り，泡を試験管に入れる。アルミホイルでふたをする。 

Ｔ：※ それぞれの水槽を見て回る。※ それぞれの実験コーナーの児童の様子を見て回る。 

Ｔ：どうやった？次，何する？ 

Ｃ：二酸化炭素を調べる。 

Ｃ：全部実験をやったから，結果をかいてもいいですか。 

Ｔ：いいですよ。 

Ｃ：空気，終わった。 

Ｔ：次，何の実験をする？ 

Ｃ：気体検知管。 

Ｔ：気体検知管で何をする？ 

Ｃ：二酸化炭素。 

Ｔ：そっか，空気じゃなくなったのね。 

Ｃ：あー，夢が消えた。 

Ｔ：残念。 

Ｔ：炭酸水，足りなくなったら，ここに新しいのがあるので使ってください。 

Ｔ：（二酸化炭素は）どうなりましたか。めもりはどうですか。 

Ｃ：Max。 

Ｔ：泡の正体は何でしたか。ノートに書いて，前に書いてください。○○さん，どうでしたか。 

Ｔ：違うかった。残念やな。 

Ｔ：どうぞ，ほかの実験をしてきてもいいよ。 

Ｃ：確定したからいい。 

Ｔ：そろそろ，もう実験が終わった人で，正体が分かった人，ここに正体を投票しに来てください。 

Ｔ：今，やっている実験が終わったら帰ってきてください。 

Ｔ：結果を書きに来てください。 

Ｔ：まだ，前に結果を貼りに来ていない人は，貼りに来てください。 

Ｔ：ノートに結果が書けたら前に結果を書きに来てください。 

Ｔ：ノートに結果と考察を書いていってください。 

Ｔ：結果が出た人はノートに考えを書きましょう。 

※ 結果を前に書いた人から，ノートに考えたことを書いていく。※ 前で同じ実験結果に名前磁石を張っていく。 

３結果から分かったことや考えたことを交流する。 

石灰水 白く濁った（２３人） 

線香 すぐに消えた（２０人） 

酸素 １１％（２人）７％（２人）０％（１人） 二酸化炭素 最大（１６人） 

※ 机間巡視をする。（二酸化炭素から窒素，空気，酸素の予想に） 

Ｔ：実験していて，「えー」とか「あー」とか「やったー」とか聞こえてきました。実験してみてどうでしたか。どんな

ことを考えましたか。 

Ｃ：石灰水が白く濁り，線香がすぐに消えたという結果から，泡の正体は二酸化炭素だということが分かりました。 



 

- 7 - 

 

Ｃ：気体検知管で二酸化炭素を調べると大量に出てきたので，炭酸水の泡の正体は二酸化炭素だということが分かりまし

た。 

Ｃ：二酸化炭素の割合が空気より多かったので，炭酸水の泡の正体は二酸化炭素だと分かりました。 

Ｔ：空気より多いというのが出てきましたが，二酸化炭素は空気中にはどれくらいあるのでしたか。 

Ｃ：０.０４％ 

Ｔ：このグラフでいうとどれくらい。線を引きに来てくれる。（グラフに線を引く） 

Ｃ：これくらいだと思いますが，みなさん，どうですか。 

Ｃ：同じです。 

Ｔ：これぐらいやったんやって。もともと，これくらいだったのに，実験してみてどう思いますか。 

Ｃ：最初は気体検知管で酸素をしました。 

Ｔ：酸素をしてみて，どう思いますか。 

Ｃ：酸素は反応しませんでした。 

Ｔ：０％やね。皆さん，これを見てどう思いますか。 

Ｃ：○○さん以外，全員５％です。 

Ｔ：気体検知管の目盛りはないけれど，どう思いますか。 

Ｃ：気体検知管の結果はみんなばらばらです。 

Ｔ：どうでしょう，これ。なぜ，そうなったと思いますか。 

Ｃ：試験管の中に刺す時に酸素が入っていたのだと思います。人による個人差だと思います。 

Ｔ：実験してみた○○さん，どんなふうに実験したか教えてもらっていいですか。 

Ｃ：入れるのが少し遅れてしまったので，その時に空気が入り込んで酸素が出たのかもしれません。 

Ｔ：と，言っています。どうしょう。 

Ｃ：もしかして，アルミホイルのふたがちゃんとできてなくて，その隙間から酸素が入り込んだのかもしれません。 

Ｔ：○○さん，酸素の実験してみてどうでしたか。 

Ｃ：気体検知管を開けてから時間が少したってから入れたので酸素が出たのだと思います。 

Ｔ：だけど，ここが出てしまった。○○さんは１１％，○○さんは７％より少し下くらい。 

Ｔ：まとめ，どうしましょう。みなさん，実験してみて，炭酸水の泡の正体は何だと思いますか。 

Ｃ：二酸化炭素だと思いました。 

Ｃ：石灰水をやると，ほとんど白く濁ったのですが，ちょっとだけ酸素もあったので，主に二酸化炭素だと思います。 

Ｃ：二酸化炭素の割合はすごく多くて，酸素はそうはならないと思うので二酸化炭素だと思います。 

Ｃ：酸素がちょっとくらい反応が出たということは，主に二酸化炭素が多いということになると思うのですが，皆さんど

う思いますか。 

Ｃ：これは予想なのですが，水の中にも，酸素や二酸化炭素が溶けているというのを聞いたことがあって，酸素が空気中

に出たのではないかと思います。 

Ｔ：という意見も出てきましたが，さあ，まとめ，炭酸水の泡の正体は，二酸化炭素だ。主に二酸化炭素だ。この結果を

見て，どうしますか。 

Ｃ：二酸化炭素だと思います。少しでも酸素が入っていたら，すぐに消えるのではなくてちょっとは燃えてから線香は消

えるからです。 

Ｃ：酸素がなかったとしても，窒素があったので結局すぐ消えたのではないですか。 

Ｔ：窒素が出てきた。 

Ｃ：始めは窒素だと思っていたけれど，石灰水が白く濁らなかったこともあったので，二酸化炭素がすべてではないと思

います。 

Ｃ：それだったら，窒素の方が空気中の割合が多いので，窒素の確率が高いと思います。 

Ｔ：さあ，困ったぞ。この出てきた実験の結果からどうまとめましょうか。 

Ｔ：ここの出てきた結果と，すべてを踏まえて，今日のまとめはどうしましょう。窒素もあるかもしれん。酸素も入って

いるかもしれない。だけど．．．。 

Ｃ：炭酸水の泡の正体は主に二酸化炭素だということが分かりました。 

Ｔ：ということでいいですか。ここには酸素もあった，もしかしたら実験の方法が関係あるかもしれないけれども，それ

以外の証拠，線香がすぐに消えた，石灰水が白く濁ったという証拠から主に二酸化炭素というまとめでいいですか。 

Ｔ：まとめを書きましょう。 

４本時の学習を振り返る。 

Ｔ：今までの実験を丁寧に一生懸命やってくれたおかげで，炭酸水の泡の正体をつきとめることができました。 

正体をつきとめましたが，さあ，何かしてみたいことはないですか。 

Ｃ：飲みたい，炭酸水をつくってみたい。 

Ｃ：自分好みの炭酸水をつくりましょう。 

Ｔ：何がいりますか。 

Ｃ：二酸化炭素と水。 

Ｔ：実は用意してきました。作ってみたい人。二酸化炭素を入れたい人。 

Ｔ：おいしい水を用意しました。 

※ 水に二酸化炭素を入れていく。 

Ｔ：飲んでみてください。どうぞ。 

Ｃ：もう少し入れたほうが， 

Ｔ：そしたら，次の時間，自分好みの炭酸水を作ってみましょうね。 
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第３３回四国理科教育研究発表大会  提案授業 討議記録 

学年 ６年 

提案者 丸亀市立城西小学校    永井 愛実 

司会者 丸亀市立飯山北小学校    鎌田 明美 

指導者 
文部科学省初等中等教育局  

教育課程課教科調査官    鳴川哲也 先生 

記録者 丸亀市立城辰小学校    宮花 昂平 

研 究 発 表 及 び 協 議 記 録 

質疑・討議項目 
質疑に対する応答及び討議内容の詳細 

所属 発言者名 

授業者 

城西小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
城辰小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会者 

城坤小 

 

 

 

 

 

 

永井教諭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
笠井教諭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大西教諭 

 

 

 

 

 

 

・ 単元全体として，見方･･･質的・実体的 考え方･･･多面的を主とした。 

 

・ 本時までに４つの水溶液に何が溶けているかといった未知検をやってい

る。炭酸水を蒸発させても何も残らないという結果から，「炭酸水には何が溶

けているか」ということを考え，子どもたちが実験方法を考えた。 

 

・ 本時は，グラフや表を使って，一目で実験結果が分かるように工夫。 

・ 交流の場面では，酸素や窒素で迷っていた子供たちがいた。 

・ 単元構成の工夫・・・身近な生活とつなげて考えたり，次の疑問につなが

ったりするようにした。 

・ 教材・教具の工夫・・・一人一実験にして，一人ひとりが実験方法を選び

ながら実証できる環境を整える。 

 

 
・ たくさんの支援があり，子ども一人ひとりが思考していた。 

・ 予想の場面で酸素，二酸化炭素，窒素，空気の 4 つの選択肢があったが，

子どもの中で，他の気体の選択肢が出なかったのか？ 

 → 水素，ヘリウムは子どもたちからも出てきた。しかし，子どもたちが，

おそらく身近な気体だろうと考えて選択肢として消えた。 

  なぜ，おそらく身近なものだろうと考えたのか？ 

→ 炭酸という漢字から想像し，酸素，二酸化炭素が出てきた。 

 

・ 酸素の検知管の結果を通して，実験の精度について，子どもたちはどこま

で考えているのか？  

 → 普段から，誤差を考えて実験している。本時であれば，酸素の検知管の

結果を考える中で，実験の精度について考えることができた。 

 

・ 酸素の検知管を使う理由はあるのか。子どもたちの混乱を招いたのではな

いか？ 

→ 子どもたちが実験方法を考えた中で出てきた。酸素の検知管の結果をみ

んなで話し合う価値はあったと考える。 

 

 

 
 

・ 私が事前に授業をした時は，窒素，空気という予想は出なかった。 

・ 本時は子どもたちが自分の知っている実験方法で，追及していく姿が現れ

ていたのは良かったのではないか。 

・ 実験の精度についても意見が出たが，子どもが実験している姿がよかった

のではないか。 
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協力者 

国分寺北

部小 

 

 

 

 

 

協力者 

長炭小 

 

 

 

 

司会者 

飯山北小 

 

 

 

 

 
指導者 

 

 

 

 

 

中名教諭 

 

 

 

 

 

 

 
難波教諭 

 

 

 

 
鎌田教頭 

 

 

 

 

 

 

鳴川先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 炭酸水の泡の正体は何かという課題から，主体的に取り組むことができて

いた。 

・ 自分たちの調べたい方法で調べられた。（一人一実験） 

・ 一人一実験にすることで，実験の結果に差が表れたのではないか。 

・ 考察では，多面的に考えられていた。 

 

 

 

・ 気体検知管の結果から，不備があったのではないかと考える姿は子どもた

ちが主体的でよかった。 

 

 

 
・ 酸素の気体検知管の扱いについては，事前の準備でとても悩んだ。 

・ 酸素の気体検知管の結果が出てきたことで，子どもたちの今までの生活経

験を活用しようとしていた。 

 

 

 

 
・ 子どもたちがよく育っている。 

・ 子どもの問題解決に寄り添った授業であった。 

 

授業づくりのポイント 

① 解決したい問題に対して，問題への答えが結論になっている。 

② 実験の結果（事実）をもとに，結論付けている。子どもが考えている。 

  結果と考察をしっかりと分けて考えられていた。 

③ 酸素の検知管の結果に触れることで，より妥当な結論を導いていた。 

現行学習指導要領では，知識のみ。知識に加えて，思考力，学びに向かう

人間性を付け加えている。今日の授業は，友だちと話し合うことで，思考力，

学びに向かう人間性を身に付けていた。 

 

多面的について 

・ 必ずしも，いろんな方法で実験しなければいけないことはない。 

本時では，「わたしは二酸化炭素だと思う。けれど友だちは酸素だと思って

いる。」お互いの意見を尊重しながら，みんなで同じ実験をするのも多面的に

考えたことになる。 

 

 

・ 本時の結論を導き出すために，もっとシンプルな方法は考えられないか。

という視点をもってほしい。10通りの実験方法が出てきたら，10通り実験を

行うか？ 

→ より妥当な解決方法を考えることが大切。子どもたちに，より妥当な解

決方法や結論を導き出す力が身につく。 

 

・ みんなで考えながら問題解決していくことを毎時間するのは大変である。

カリキュラム・マネジメントをしながら，トータルでこうした力を子どもた

ちに身に付けさせてほしい。 
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第３３回四国理科教育研究発表大会  分科会 

学年 ３年 

提案者 
高知大学教育学部附属小学校 伊藤 友実      

高松市立十河小学校 納田 健太 

司会者 高松市立平井小学校  児玉  博美 

指導者 
宿毛市立山奈小学校  小島 ふみ子    

香川大学教育学部附属高松小学校  倉沢 均 

記録者 高松市立亀阜小学校  十河 淳 

研 究 発 表 及 び 協 議 記 録 

質疑・討議項目 
質疑に対する応答及び討議内容の詳細 

所属 発言者名 

提案 

高知大学教育

学部附属小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案 

十河小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑 

十河小 

 

応答 

高知大学教育

学部附属小 

 

 

伊藤 教諭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納田 教諭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納田 教諭 

 

 

伊藤 教諭 

 

 

・ 好奇心が旺盛な第 3 学年の子どもたちに，単元の導入で事物を触ったり遊んだりし，

自由に試行させることで，驚きや疑問をもったり，「なぜかな？」「調べてみたいな」

などの思いをもつことができると考え，本授業を計画した。 

・ 単元の導入では，音を出すと物が震える現象に興味をもたせ，問いが生まれるよう

な音との出合いに重点を置いた。 

・ 7 種類の楽器（大太鼓・小太鼓・タンバリン・トライアングル・シンバル・カリン

バ・ギター）を用意し，音が出ている時の様子について共通点を見つけさせるようし

た。タンバリン以外は「震える」という共通点に気付くことができたが，体感には個

人差があった。そこで，震えを視覚的に捉えられるよう，デコレーションボール，虫

眼鏡，ワッシャーに糸をつけたものを用意した。その結果，タンバリンも震えている

ことを意識させることができた。 

・ 楽器が震えていると意識付けることはできたが，音の大きさによる震え方の違いや

音を止めると震えも止まることへの気付きは不十分であった。楽器の種類が多く，「震

える」という事象に焦点化できなかったことが原因だと考える。 

・ 実践後に助言者の方から，「早い段階で震えるということを子どもに意識させた方

がよい」「1 つの楽器にしぼり，その楽器で見つけたことから目的意識をもたせ，別の

楽器でも確かめていくようにするとよい」と助言を頂いた。 

・ 導入では，「たたいた後も音が出るのはどうしてだろう？」という問いが生まれた。

また，「ジリジリする。」「ブルブルする。」といった子どもなりに震えを意識できた。 

・ 今回の実践では，楽器を一つにしぼり，その現象にじっくりと向き合うことで，音

と震え方の関係に着目することができ，問いを見いだすことができた。 

 

・ 教科書では粘土を用いて調べた結果のみから「物は形を変えても重さが変わらない」

と一般化していることに課題があると感じ，本実践を行った。 

・ 単元レベルでの問いを子どもたちが自らつくり出し学級全体で共有することで問題

解決に対する意欲が高まると考え，①生活経験の想起→②重さの体感・重さ調べ→③

個の問いを表出→④集団での問いの共有という課程で単元全体の問いを共有した。 

・ 自分の体や粘土，新聞紙で「どんな形にしても，細かく分けても重さは変わらない」

ことを確かめた後，「本当に身の回りのどのような物でも重さは変わらないのか」とい

う新たな疑問が生まれ，自分が調べたいと思った物でも確かめることになり，自分の

予想に強いこだわりをもって取り組めた。 

・ 単元全体のストーリーを教師だけでなく子どもももっておくことで，新たな問いが

連続して生まれ，問いが深まっていった。さらに，問題解決の中で自分が学習してい

る内容はどのような位置付けにあるのか見通しをもてる子どもが増えてきた。 

・ 子どもたちの「満足感」と「不満足感」がバランスよく連続するようコントロール

していくことが，主体的な学びの１つの指標となると考える。 

・ クラスみんなで顔を付き合わせて学ぶ中で論をつくっていく感覚を大切にし，一人

一人の考え方の違いを可視化することが対話的な学びに必要だと考える。 

・ 「どのような物でも」という部分にこだわり，実験結果に納得できなかった子ども

もいたので，物の素材から導入してもよかったかもしれない。 

 

・ 子どもたちは感じたことについていろいろな表現をするものだが，音が出ている時

の様子として「震える」と「跳ねる」の捉え方の違いは？ 

 

・ 虫眼鏡を使って調べた子は「震える」と表現していて，デコレーションボールを使

って調べた子は「跳ねる」と表現していた。震えているからボールが跳ねるという捉

え方は難しかった。 
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感想 

横内小 

 

 

 

感想 

加茂田小 

 

応答 

十河小 

 

 

 

 

質疑 

山奈小 

 

 

 

応答 

十河小 

 

 

 

 

感想 

附属坂出小 

 

 

 

指導 

山奈小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導 

附属高松小 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
村田 教諭 

 

 

 

 

河井 教諭 

 

 

納田 教諭 

 

 

 

 
小島 教頭 

 

 

 

 

納田 教諭 

 

 

 

 

 

溝渕 教諭 

 

 

 

 
小島 教頭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

倉沢副校長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ いろんな物に触れて，いろんな現象に触れることはとても大切だと感じた。高学年

になると，教科書に書いてある通りに簡単に納得してしまい，思考が深まることがな

い。先生方が提案されたように，中学年の段階で自分たちが調べたいことを納得する

まで何度もやらせてもらえるという経験は後の学習につながっていくと思う。 

 

・ 3 年生の段階では，調べる道具として虫眼鏡や上皿自動ばかりのように精度があま

り高くない物をあえて使うことも工夫として必要だと思った。 

 

・ はかりにはとても苦労した。電子天秤ではどんなに厳密に実験しても重さが変わっ

てしまう。エアコンの風や人が通っただけでも変わってしまう。業者の方から上皿自

動ばかりで 0 から最大値の半分までなら誤差が比較的小さいと聞いたので，上皿自動

ばかりを用いるようにした。 

 

・ 提案に登場した「重さが変わる物があるに違いない」と考えていた子は，どのくら

いの追究過程を経て最後に納得したのか。 

・ 彼は主にアルミニウムについて調べていて，小さく固めると重くなるはずだと考え

ていた。おそらく５０回以上は調べていたと思う。 

  

・ 音の大小で震え方が違うことに気付けていないという課題があったが，デコレーシ

ョンボールの登場のさせ方を単元構成の中で考えれば効果的だったと思う。どちらの

提案でも 3 年生という発達段階を考えて，できるだけ誤差がでないように工夫されて

いた。今日の城西小の 6 年生の授業では誤差がでることで考えを深めていっていた。

誤差についても学年に応じて段階的に考えさせる必要があると感じた。 

 

・ 中学校では音の学習があるが，小学校では学習しないことになっている。中学校で

は音を伝える媒体（空気）について主に学習するが，やはり音源についても学習して

おく必要がある。学習指導要領の改定によって小学校で音の学習が始まり，音と震え

の関係について学習することで，中学校での学習へとつなげられるようになった。 

 

・ 帰納的な手法は理科の伝統的な手法であり，様々な対象を調べることで決まりを見

つけて演繹的な学習に入っていく。帰納的な学習をしている段階で子どもたちが同じ

問題をもって調べているかどうかがとても重要である。帰納的な学習をしている段階

で，時間がかかり過ぎてしまうことが考えられるので，子どもたちの実態に合わせた

カリキュラムマネジメントが必要である。 

・ 事前のアンケートによって，子どもたちが音と震えの関係性に気付いていないとい

うことを明らかにした上で，ならば授業をどのように展開すればよいかを考えられて

いた。このようにエビデンスに基づいた学習指導を行うことはとても重要である。今

後は，子どもたち一人一人が学習を通してどのように変容しているかを明らかにして

いくことで，学習がさらに充実するであろうし，指導の幅も広がるだろう。 

 

・ 子どもたちが生活経験や知識をしっかり出しながら集団で問いをつくっている。さ

らに，その問いが大きな学習問題でもあり，具体的な学習課題にもなっている。「本当

に全ての物がそうなのか？」と演繹的に追究する中で，質的・実体的な見方や考え方

を子どもたちは自然にはたらかせている。教師が提示するのではなく，「どんな物を調

べたい？」「どんな方法で調べたら分かる？」と子どもたちに考えさせ，それができる

場を作ることが主体的な学びにつながる。例えば，4 年生の金属球の実験では，金属

の体積変化は目に見えない。では，どうすれば金属の体積変化が分かるかを考えて追

究することが主体的な学びになる。 

・ 重さについての学習では，粘土の粒子モデルとして透明なアクリル板にビー玉を入

れたようなモデルも考えられる。置き方を変えても，分けてもビー玉の数は変わらな

いので重さは変わらないと理解できる。濡れた雑巾が乾くことで重さが変化すること

を提示し，その理由を問うことで，空気中に出て行った水の粒と雑巾を構成する粒を

考えさせることができる。これは，他の単元の学習にも結びつけることができる。 

・ 素材を意識して指導することが重要。電気や磁石はエネルギー領域だが，扱う物に

目を向けると粒子領域であり質的な見方が必要である。単元を考える際には，領域間

での関係性や同じ領域内での関係性も考えなければならない。 

・ 3 年生では単に比較するのではなく，どんな視点で比較するかが重要。自然を見る

目の鋭さ，「私の自然観察めがね」といった自然観を身に付けていく必要がある。昆虫

は 6 本の脚を持っているで終わるのではなく，生きるために巧みな働きをもった脚を

持っていると考えられるようになってほしい。新しい学習指導要領では，見方・考え

方が注目されがちだが，その先にある概念や自然観の重要性を見失ってはいけない。 
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第３３回四国理科教育研究発表大会  分科会 

学年 ４年 

提案者 
徳島市立八万南小学校  美馬 武宜   

高松市立多肥小学校   羽原 壮希    高松市立屋島小学校   山本 梨夏 

司会者 さぬき市立志度小学校  有岡 博祥 

指導者 
鳴門市明神小学校    中野 裕文    

高松市立花園小学校   瀬詰 昌弘 

記録者 さぬき市立さぬき南小  角友 和世 

研 究 発 表 及 び 協 議 記 録 

質疑・討議項目 
質疑に対する応答及び討議内容の詳細 

所属 発言者名 

提案 

 八万南小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋島小 

多肥小  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美馬教諭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教諭 

羽原教諭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主体的・対話的で深い学びを実現するための理科教育における支援 

－４年生「空気の温度と体積」の学習を通して－ 

・ 主体的な学びにするために，自然事象との出会いを工夫することで，子ども自らが問題を見出

し，主体的に事象と関わることが出来ると考え，ここでは「空気」との出会いを大切にするため，

前単元「閉じ込めた空気」の導入の時点から，空気の存在を意識させる様々な遊びを行った。こ

れらの遊びによって，目に見えない空気の存在を意識する子どもが増え，前単元でも，空気には

押し返す力があることや，その力を利用した道具がたくさんあることに気付いていた。 

・ 本単元では普段の生活の中で空気を温める機会にあまり出会わない子どもたちに，「サイエン

スマジックに挑戦しよう」と題して，ペットボトルに載せた１０円玉を動かす手品を行った。手

品の後に，互いに気づいたことを伝え合う時間を設けた。一人一人が「思ったこと」や「わかっ

たこと」，「次に調べてみたいこと」を付箋に書き出した。それらを班で画用紙を用いて整理し，

クラス全体で話し合うことで，それぞれの意見を共有した。この活動の中で，自分たちで空気と

温度の関係について調べていこうとする主体的な姿が見られた。ただ，図と説明が異なることが

多くあり，互いの意見を理解するのに多くの時間を費やしてしまったことは今後の課題である。 

・ サイエンスマジックで出てきた，「もっと高い温度で温めてみたい」や「シャボン液を付けてみ

たい」，「堅い容器でやってみたい」という子どもたちの意見を元に，第２次では，シャボン玉液

を試験管の口に塗り，６０度の湯で温めて，膜の様子を観察する実験を行った。シャボン玉液の

膜が膨らんだ理由について考え，イメージ図を描いた。このイメージ図の活動で，子どもの素朴

な概念や自由な発想を大切にするため，「空気君」などの自然物の擬人化やストーリー性のある 

考えを認めた。 

・ 対話的な学びにするための支援として，イメージ図という共通のツールを使って話し合いを進

めた。互いの意見の違いや似ているところに気付くとともに，友達の意見を参考にして自分の考

えを見直すなど，意見を共有し，クラス全体で考えを高めることができた。 

・ 深い学びにするための支援として，段階的な実験の方法をとった。試験管による実験を４段階

に分けて行ったことで，子どもの持つ素朴な概念が，より科学的な認識に深めていくことができ

た。一方で，子どもが考えた実験方法をより科学的で，ふさわしい検証にするための手だての必

要性を感じた。 

 

自ら問いを立て 学びをつなぐ理科学習 ～単元化・教材化の工夫を核として～ 

・ 自ら問いを立て，学びをつなげるためには教材化を工夫することで，理科の内容そのものの面

白さを追究することができ，単元化の工夫をすることで，子どもの思考に寄り添い，学びを深め

ていくことができると考え，取り組んできた。 

・ 単元化の工夫として，単元の始めである第１～３次の学習活動で，自由試行の場を十分に設定

し，単元の終わりの第１０時の学習活動で，自分に合ったマイ・ハンディファン（以下 小型扇

風機）を作る単元構成とした。単元を通して主体的に学ぼうとする子どもの姿につないだ。 

・ 自由試行時に，風が逆向きに吹く小型扇風機を作ってしまった経験をもとに，話し合い活動を

通して乾電池の向きとモーターの回る向きの関係に気付くことができた。 

・ 教材化の工夫として，直列つなぎだけでなく，並列つなぎのよさにも目を向けることのできる

教材（小型扇風機）を使用した。 

・ 直列つなぎでは２個つないだ時の方が，乾電池を１個つないだときよりもモーターが速く回っ

たことを体感すると同時に，電流の強さとモーターの回る速さの関係についても検流計で測定

し，確認した。 

・ 長持ちさせたいということから出た子どもたちの疑問を調べようと，直列つなぎ・乾電池１個・

並列つなぎで，回し続ける実験を行った。この実験から，並列つなぎのよさに目を向けることが

できた。 

・ 乾電池のつなぎ方が変わっただけで，モーターの働きの違いがなぜ生まれるのか，子どもたち

は不思議に思い，進んで予想・実験・考察をした。 

・ 電流の強さの予想値を，シールで貼って示したドット図を見ながら話し合いを進めることで，

それぞれの子どもの予想が共有化され，話し合いが進み，考えを深めることができた。 

・ 予想時に作成したドット図と，実験結果の値を比較・整理する事で，考察が深まった。 

・ 第１０次には，直列つなぎと並列つなぎの両方の良さを回路に組み込もうとした子どもが多く

いて，２つのつなぎ方の良さをしっかりと学ぶことができた。 
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質疑 

丸亀市立 

城辰小 

 

 

 

 

 

 

 

 

応答 

八万南小 

 

 

質疑 

丸亀市立 

城辰小 

 

 

応答 

屋島小 

 

 

 

質疑 

丸亀市立 

城辰小 

 

 

応答 

屋島小 

 

 

 

 

感想 

琴平町立小 

 象郷小 

 

 

質疑 

さぬき市立 

 志度小 

 

 

応答 

八万南小 

 

 

 

指導 

明神小 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花園小 

   

 

 

 

 

 

 

笠井教諭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美馬教諭 

 

 

 

 

笠井教諭 

 

 

 

山本教諭 

 

 

 

 

 

笠井教諭 

 

 

 

 

山本教諭 

 

 

 

 

 

正教諭 

 

 

 

 

有岡教頭 

 

 

 

 

美馬教諭 

 

 

 

 

中野 裕文 

校長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬詰 昌弘 

校長 

 

（美馬教諭に対して） 

・ 両端切りの試験管を準備されるなどの工夫が見られ，教諭の授業に対する熱意を感じた。 

・ ピン球を膨らませるという方法も，子どもたちにとっては身近な現象につながるのではない 

か。 

・ 予想の段階で，その予想からはどのような結論に結びつくのか，根拠を明確にする話し合いは 

行われたのか。  

・ 子どもの「空気の粒が増えて，膜が膨らんでいる」という仮説を確かめるために，風船に空気 

を入れる前後の重さを確認する実験を行っていた。その後で，風船にお湯をかけず，試験管の石 

けん膜による実験に戻ったのはなぜか。 

 

・ 予想の分類に時間がかかったので，根拠を尋ねるまでの話し合いは行っていない。 

・ 事前実験で，風船にお湯をかけてみたが，その体積変化の様子は見た目では分かりにくかっ

た。結果がシャープに分かる試験管に戻した。 

 

・ （山本教諭に対して）結果が出てから分析していたが，予想を分析してから実験してはどうか。 

 

 

 

・ 予想の段階ではドット図を全体で完成させ，それぞれの考えを共有するだけで，その分析まで 

はできなかった。 

・ 結果の一覧表としてもドット図を活用したことで，おおよその結果より自分の値がずれたと分 

かった児童が，再度実験をし直す姿が見られた。 

 

 

・ 予想の段階で「（並列つなぎも）パワーが２個あるから」という意見も出そうなのでは，と感 

じた。 

 

 

 

・ 実験後の考察時間をしっかりとると良いと考え，取り組んだ。 

 

 

 

 

・ 子どもたちの姿が素晴らしかった。 

・ 話し合いの過程の中で，互いの考えの良さを認め合う形態をとっていると思った。 

・ （美馬教諭に対して）「あばれる説」が消えてしまったのは残念。 

 

 

・ 全員が自分の考えをもって話し合うことが素晴らしい。 

 （美馬教諭に対して）全員に意見を持たせるための手立ては？ 

 

 

 

・ ４月の学級開きの頃にはあまり意見が出なかったが，話し合い活動を繰り返す中で，意見がた 

くさん出てくるようになってきた。今後も指導を続けていきたい。 

 

 

 

・ 指示・配慮の大変さから，理科を苦手とする若手教員が多い中，今日の発表を聞くことができ， 

明るい気持が持てた。 

・ 子どもたちの自由試行の時間を長く持たせることは重要な基礎作りとなると考える。 

・ （美馬教諭に対して）「あばれる説」をなくしてしまったが，それを考えた子どもには膨張説 

につないでいくような助言や「すごいなあ，高校に進んだら，その考え方は役に立つよ」などの 

助言があるとよい。 

・ 空気中で空気の重さがどれだけ正確に測れるのかとか，「イメージ図」の是非とかについては 

意見の分かれる所であるが，子どもの意見をつないでいくことで，子どもたちは腑に落ちてい

る。今回は良い流れとなった。 

 

・ 自由試行の時間に予想を生み出した根拠を考える事が重要であろう。 

・ 興味を持つ子どもたちの意見を分類分析し，実験につないでいくところに教師の力量が問わ

れる。 

・ （山本教諭に対して）根拠のある予想を立てるには経験や知識が必要。授業の中での経験が次 

の思考へのつながりとなっているところが素晴らしい。「イメージ図」の取り入れ方についても 

今後検討してほしい。 

 



 

- 14 - 

 

第３３回四国理科教育研究発表大会  分科会 

学年 ５年 

提案者 
愛媛大学教育学部附属小学校    中野 豪  教諭    

宇多津町立宇多津小学校    江淵 健太朗 教諭 

司会者 坂出市立坂出小学校    奴賀 要  教頭 

指導者 
愛媛県総合教育センター   陶山 紀宏 指導主事  

綾川町立羽床小学校    猪原 眞治 校長 

記録者 坂出市立西庄小学校    松永 和之 教諭 

研 究 発 表 及 び 協 議 記 録 

質疑・討議項目 
質疑に対する応答及び討議内容の詳細 

所属 発言者名 

提案 

  愛附小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宇多津小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   陶小 

 

 

 

 

 

 宇多津小 

 

 

 

 

 

 

 

中野教諭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江淵教諭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出口教諭 

 

 

 

 

 

江淵教諭 

 

 

 

 

 

 

研究主題 「子どもが学びに夢中になる理科授業の在り方 －メダカの学校大作戦－」 

そのための手立て 

 （１）子ども自らが問いを見出す導入の工夫 

 （２）学び続けるために必要な環境づくり 

 （３）子どもの認識を揺さぶる教材提示の工夫 

 （４）新しい見方や考え方を促す授業構成の工夫 

〈成果と課題〉 

（１）子ども自らが問いを見出す導入の工夫 

 ○ マイメダカとしたので，自分ごととして調べる活動を行った。 

 ● メダカを持ち帰った後の事後指導に工夫が必要である。 

（２）学び続けるために必要な環境づくり 

 ○  ペットボトル水槽にしたので，移動させやすく観察しやすかった。 

● もっと他者と関わる手立てを講じるべきだった。 

（３）子どもの認識を揺さぶる教材提示の工夫 

 ○ 意図的に発達段階の違うたまごを観察させたことで問題を見出していた。 

● ０日～１０日までのたまごの標本を観察させたが，本物のたまごを用意したらよ 

かった。 

（４）新しい見方や考え方を促す授業構成の工夫 

 ○ ミジンコの出産で観察させたので命についての考え方がより深まった。 

 ● 総合的な学習の時間や特別活動と関連させるともっと発展させることができた。 

 

 

研究主題 

「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－ 

単元化の工夫 

 ・ 導入で新鮮なキュウリをかじり，意欲化を図る。 

 ・ 農家のおじさんに発芽のさせ方を聞き，実生活との関連を図る。 

 ・ 子どもたちの問いや願いをつないでいく単元になるよう構成を工夫する。 

教材化の工夫 

 ・ キュウリの種子が他の野菜の種子より大きく観察しやすい。 

 ・ キュウリが子どもたちの一番人気だった。 

 ・ キュウリは種まきから収穫まで，約３か月で完結する。 

 

・ 転校する予定の児童がすきな野菜がキュウリだった。みんなでキュウリを食べて， 

思い出をつくろうという状況も意欲につながった。 

 ・ 絵や言葉を使って，条件制御をしながら発芽・成長の条件を考えさせた。 

 ・ グループ間交流では，ホワイトボードに絵カードを貼りながら話し合わせた。 

 

〈成果と課題〉 

○ 子どもたちが通る道へキュウリを置き，必然的に観察の機会が増えた。その内容 

を書いた３行日記も取り上げ，目的意識を継続させることができた。 

○ 条件制御を考える際，絵で表すワークシートを使用することで，条件を意識しな 

がら，グループで話し合うことができたので，考えが深まった。 

○ 家庭科でピザづくりに取り組み，より達成感が得られた。 

● 振り返りの時感想や分かったことを述べるにとどまる子どもがまだまだ多いの

でその振り返りが新たな問いにつながるような手立てを用意する必要がある。 
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質疑 

  城辰小 

 

 

応答 

  愛附小 

 

 

応答 

   陶小 

 

応答 

 宇多津小 

 

質疑 

多度津小 

 

応答 

   陶小 

 

 

質疑 

  坂出小 

 

応答 

  愛附小 

 

 

指導 

 愛媛県総

合教育セン

ター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導 

  羽床小 

 

 

 

 

宮花教諭 

 

 

 

中野教諭 

 

 

 

出口教諭 

 

 

江淵教諭 

 

 

尾崎校長 

 

 

出口教諭 

 

 

 

奴賀教頭 

 

 

中野教諭 

 

 

 

陶山 

指導主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猪原校長 

● １学期中に結実条件を調べる時間が取れず，食べるだけになってしまったので，

単元計画を工夫し発芽から結実まで子どもの思考や問いが途切れずに学習を進め

られるようにしたい。 

 

・ （提案者２人に対して）問いがつながっていくように工夫できていたか，香小研

でも「学び続ける」ことがテーマになっているが，単元が終わった時に「学び続け

る」のは難しいと思うが子どもの様子はどうだったか。 

 

・ マイメダカを家に持ち帰り，学校で学んだノウハウを生かして，継続して飼育し

ている。子どもによっては，学校内の池に放す子どももいる。６年生になった今も，

教師にメダカの様子を報告してくる子どももいる。 

 

・ キュウリの栽培が終わった後も，他の植物の水やりに進んで取り組んだり，家庭

で畑仕事を手伝ったりする子どもがいた。 

 

・ 出口先生の授業を見た時，子どもたちが生き生きと学習に取り組んでいたので感

心した。先生方に，インゲン豆以外の実践例があれば聞きたい。 

 

・ キュウリを育ててみての留意点を聞きたい。 

 

 

・ 病気に弱いので，予防の薬をやらなければいけない。 

・ 水やりが大変であった。 

・ キュウリはよく実がなるので，収穫が間に合わないこともあった。 

 

・ メダカの実践の苦労を聞きたい。 

 

 

・ キュウリの実践と共通点があった。たまごを管理する入れ物を選ばせる際，ポケ

ットに入れて持ち歩くタイプのものを選ぶ子どもが多かった。やはり，命を大切に

思っている，自分ごとになっているから，その意識が生まれた。 

 

（中野教諭へのご指導） 

・ メダカのオスとメスが混ざった水槽の中から，子ども一人ひとりがオスとメスを

１匹ずつ採取する活動を設定することで，子どもたちがオスとメスの体の特徴を調

べなければいけないという状況を作っていた。ただ，与えるのではなく，子どもた

ちが「知りたい」という状況を作っていたのがよかった。 

・ 成長具合の違うたまごを比べさせる状況を作っていた。自分ごととして考えさせ

ることや他人と比べること，自分の成長を感じさせることができていた。 

・ メダカやミジンコを扱うことで，様々な見方を養うことができていた。主体的・

対話的で深い学びに取り組めていた。ぜひ，続けてほしい。 

・ 顕微鏡を使う活動は，どうしても１対１になってしまう。タブレットとカメラを

顕微鏡に取り付けみんなで見られるような自作のボードを開発した。ミラーリング

やＷＩＦＩ環境が整えば，もっと，多様な学習につながる。 

・ 教科横断的な取り組みについては，ただつなげただけではだめで，目標やねらい

をしっかりと定めて実践していくことが大切である。 

 

（江淵教諭・出口教諭へのご指導） 

・ 見方・考え方について，比較・関係付けるという視点で，問題解決につながって

いた。単元化に工夫があった。比較・関係付けが自然に取り上げられていた。条件

制御と生活とつなぐという柱が相互につながり関わり合う授業であった。転校生の

エピソードも情意面と理科がつながるところがすばらしい。模造紙を掲示していた

のもいい。欲を言えば，最後に子どもたちで振り返ったり，廊下に掲示して，授業

参観等で保護者に紹介したりするのもいい。 

・ 子どもの思考を深める手立てについて，条件を順序立てて考えさせていくことが 

大切。ホワイトボードと絵カードは，動かせることで，思考が深まりやすいちょっ 

とした教師の工夫がいい。 

・ 家庭との連携にぜひ取り組んでほしい。例えば，理科新聞を出したり，家庭学習 

とつなげたり，教師がニュースなどを紹介する。  

・ 子どもたちに寄り添うという出口先生の言葉が印象的だった。 

・ 「自分たちが常に学び，問い，常に行動する」教師を目指してほしい。 
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第３３回四国理科教育研究発表大会  分科会 

学年 ６年 

提案者 
土庄町立豊島小学校   高島 かな    土庄町立土庄小学校   三枝 貴也 

観音寺市立豊田小学校    尾崎 一郎 

司会者 観音寺市立柞田小学校    森  真佐純 

指導者 
高松市総合教育センター    小早川 覚     

三豊市立財田小学校    林 雄二 

記録者 三豊市立勝間小学校    真鍋 佳子 

研 究 発 表 及 び 協 議 記 録 

質疑・討議項目 
質疑に対する応答及び討議内容の詳細 

所属 発言者名 

提案 

豊島小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊田小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高島教諭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾崎教諭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主体的な学習を生み出す単元構成の工夫 → ジグソー学習 
・ コミュニケーションを活性化し，協働的な学びの場をつくる。 
・ 未知検の際，班の中で１人１種ずつ液を分担して調べ，班に持ち帰って結果報告 
し，何の水溶液か検討した。５年「物のとけ方」でも取り入れた。 

２ 問いを生み出す魅力的な教材の工夫 
 ・ 未知検では，教科書掲載の５種の水溶液の他，溶質名を伏せた「ミスターX」を調

べ，最後に教師が明かした。手順を簡略化できる容器の使用（５年 物のとけ方） 
 ・ 学習の経過を掲示し，学んだ知識と技能を｢使える｣｢分かる｣ようにすることで，

理解の深化を図った。 
３ 見通しと振り返りの充実 OPP(One Paper Portfolio)シートを単元を通して活用 
 ・ 単元全体を１枚のシートに表し，１時間ごとの振り返りを記入する。 
 ・ 子どもの考え･疑問･変容をとらえる。 
４ 自分事として考えるための手立て（５年｢物の溶け方｣） 
 ・ 導入段階では｢とける｣という概念が未分化（味噌がとける，氷が融ける…） 
 ・ 予想図をかくことで，物がとける様子を粒子としてとらえられるようにした。 
 ・ 水に４種の物質を溶かしたときの重さ 
 ・ 予想図と数値の意味が整合性をもっているか考えさせた。 
＜成果と今後の課題＞ 
○ ジグソー学習は，自分の役割が明確になり，責任をもって実験に取り組めた。 
○ OPP シートを活用して児童の学びの変容を見とるだけでなく，1 時間ごとの学びを

把握することで自分事の問題解決を連続することができた。 
● 十分に協働的な学習ができるよう，議論して対話する必要のある場面や話し合いの

視点を明確にして，授業の流れを工夫したい。 
 
支部では『自ら自然と対話する子どもの育成』をめざし，「問題解決の８つのステッ

プ」を大切にした授業づくりを行っている。その中でも特に，③予想･仮説の設定，⑤観
察･実験の実施，⑥結果の処理に重点を置いている。 
１ 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
ができる授業づくり 

（１） 地域教材の活用 
Ａ 古地図・ボーリング柱状図の使用（下高瀬地区） 

大地が変化したことに児童は驚きをもち，疑問につながった。 
  Ｂ 警報発令時の高瀬川の様子を録画したもの（流れる水のはたらき 浸食・運搬) 
    時間的なとらえ方を育て，実験のイメージをもたせる。 
  Ｃ 野外観察  堆積による地層・岩石・化石（三豊市財田町 猪ノ鼻峠周辺） 
    空間的な見方の育成を図る。 
（２） 教具とグループ学習 
  Ｄ 4 コマ漫画による表現 

 時間的な見方の育成を図る。考えの変容もとらえることができた。 
  Ｅ 地層のモデル実験（使用する土と砂の沈降速度を速めるための工夫） 

操作者と観察者双方に分かれ，何度も実験をして自分の考えを確かめさせた。 
２ 科学的な問題解決のための資質・能力を育成するために行った教師の働きかけ 
（１）問題を見出す力を育てるために 
  Ａ 年代別の古地図の比較…下高瀬が海だったことを発見，児童の驚きが単元を貫

く問いに。 
（２）根拠のある予想や仮説を発想する力を育てるために 

Ａ 古地図で山・川・海の位置関係を押さえる 
    ボーリング柱状図から，水のはたらきが下高瀬の大地をつくったと考えた。 

Ｄ 下高瀬の大地のでき方を 4 コマ漫画で表現 
（３）より妥当な考えをつくり出す力を育てるために 
  Ｄ 4 コマ漫画で予想や仮説を細かく見取った。 
（４）学び続ける力を育てるために 
 ・ 子どもの意識が連続するように，毎時間ふり返りの場を確保。 
（５）大地の変化を時間的・空間的にとらえるために 

ＡＣ 古地図で発見したことを野外観察で確認した。財田町猪ノ鼻峠周辺で野外観察
を行った。海の生物の化石採取。露頭の写真を示し，２地点のつながりをイメ
ージさせた。 

Ｂ ５年「流れる水のはたらき」とつなぎ，堆積についての実験方法を考えさせた。
子どもたちは何度も調べて，自分の考えを確かめた。 
（授業の録画で，「やっぱり。」などと発言している児童の姿を示す。） 
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＜成果と課題＞ 
○ 古地図，ボーリング柱状図，現地観察，4 コマ漫画による表現は，大地の変化を
とらえさせるのに有効な手立てとなった。 

● 空間的な見方が育つのは時間がかかる。 
   ⇒地図にプロットし，野外観察・実験結果とつなぐ。 
    装置を並列して実験を行うことで，空間的な広がりを意識させたい。 
 

・ 古地図等の入手の方法は？ 
 
 
・ 古地図は三豊市図書館で入手した。多数あったが，授業に使える物を選んだ。 

 
・ 土と砂の沈降速度を速めるための工夫はどのようにしたのか？ 
 
 
・ 三観地区の海水浴場を巡り粒の大きさの違う砂を採取した。土は，篩いにかけて水
で洗った。 

 

・ 「物のとけ方」での質量保存の指導について。実感させるために工夫したことは？ 
 

・ 電子天秤の上で，余分な物を省いて（容器と測りたい物だけにして）計測した。薬
包紙不使用。 

 
＜ジグソー学習について＞このような形態で実践したことがある人の意見を募りたい。 
・ 時間短縮のため，児童が分担して実験したことはある。（５年｢物のとけ方｣）食塩グ
ループとミョウバングループに分けて行った。他グループの反応を気にする児童が目
についた。 

・ 水溶液を１人１本担当させた。班の中で解決のためのフローチャートを作り，テー
ブルごとに実験をした。 

・ 違う水溶液とは？ 
・ 単元の終末で未知検を行う際にジグソー学習を活用した。正体不明の水溶液を｢ミ 
スターX｣として提示し，意欲化を図った。 

 
 
・ 考察はどの時点で行ったのか。交流はどのように行ったか。ジグソー学習の効果は
どうか。 

・ ジグソー班で話し合い，各自の担当した水溶液が何であるか考えた。但し，自分の
担当した水溶液しか分からないので，断定はできない。他の水溶液の情報も必要であ
る。結果に対する考察と予想に対する考察を行うことが必要である。 

 
＜４コマ漫画について＞ 意見を求めたい。 
・ この授業を参観させてもらった。自分の考えにこだわりがある児童の変容が見て取
れた。｢山の層がそのまま流れていく｣と考えていた児童が，実験のようすを表現する
ことによって変容していった。 

・ 単元を通して４コママンガを使った。何も描けなかった児童が，単元の終末では，
警報時の事象を見て表現した。子どもたちが表現を通して考察していることを教師が
しっかり見取っていかなければならない。 

 
・ 単元を通して，見通しとふり返りの充実を図ることが大切である。教師が何を見取
り，子どもに還元するか。評価のための評価にしないことが大切だ。 

・ 見通しをもって実験に向かうこと，予想の根拠を重視し，児童のこだわりにどう向
き合っていくか。 

・ ジグソー学習については，メリット・デメリット両方がある。一人ひとりが責任を
もって実験を行い，説明する児童を育てることは大切だ。 

・ ６つの試験管で分担する方法をとっていたが，リトマス紙・蒸発など，実験方法で
分担すると，総合的に考えることへ意識が向きやすいのではないか。５年振り子の実
験でも，振り子の長さ・振れ幅・おもりの重さで分担して実験に取り組ませることは
ある。しかし，振れ幅や重さの担当になった児童には，周期が変わることが実感でき
ないだろう。理科では，目の前の事象にふれながら学習を進める大切さがあることを
忘れてはならない。 

 
・ 時間的・空間的尺度のスケールが大きく，児童にとってとらえることが難しい単元
である。自分が立っている大地について，自分事として学習することが大切なのだが，
「大地ができる・変化する」という前提をとらえさせることが難しい。 

・ 自分たちが住んでいるところの大地の変化を，古地図によってとらえた。自分事と
して学習に向き合うための資料の活用ができている。三観地区では，このような実践
が積み重ねられているが，海に近いところとそうでないところなど，地域によって自
ずと授業プランは異なってくるだろう。 

・ 時間的・空間的な見方を育てることについて。４コマ漫画を通して，大地の変化と
いう見方がクローズアップされた。地球の変遷から見ると古地図からの情報は短い時
間内の変化かも知れないが，児童の実感としては長い時間である。表現することで長
い時間での変化を理解することができたのではないか。 

・ ボーリング資料は情報量が多いので，必要な部分のみを提示して有効に活用したい。 
・ 実験について。教具と教材について香理研の提案にあった。沈降速度を速めるよう
工夫した土砂は教具だが，ペットボトルに入れて持ち運びができるようにしたことは
教材化である。 

・ 空間的な見方を養うためには大きな規模でつなぐ部分が増えることが必要だ。野外
観察，実験装置を並列して設置するなど。間の空間に価値がある。空いているところ
も水の働きがあるだろうという考えをもたせることが大切である。 
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・ 新学習指導要領では，主体的・対話的で深い学び，カリキュラムマネジメント，プログラ

ミング教育といった改訂のキーワードが示されている。理科としては，これまで大切にし

てきた「問題解決能力を含めた科学的な見方・考え方の育成」から「問題解決の過程の中で

理科の見方・考え方を働かせて資質能力を育成する」への転換が大きなポイントとなる。具

体的には，これまでの理科学習と何が変わるのか，何に気を付けて指導すべきなのかを御

参会の先生方の多くが求められていると思う。今から，「これからの理科学習」というテー

マで先生方から御意見を頂きたい。 

 

・ 城西小学校では，問題を考え，とことん解決しようとする児童を育てたいということで

取り組んできた。子どもたちは理科の見方・考え方を働かせて問題を解決していく。子ども

たちにその力をつけて，将来，問題にぶつかった時に解決できるような児童を育てたいと

いうことで取り組んできた。そこで，私たちは，新学習指導要領に示された理科の見方・考

え方を子どもの言葉に直す作業から始めた。理科の見方・考え方を働かせる場面を見つけ，

それらを価値付け，賞賛していくことができる，または，共有していくことができると考え

ている。例えば，質的な見方であれば「物によって違うよ。」となり，実体的な見方であれ

ば「目には見えないけどあるんだ。」とした。また，考え方についても児童の言葉に直した。

ただし，これらはこれまで理科で大切にされてきた「比較する」「関係づける」「条件を制御

する」「多面的にとらえる」と同じと考えた。 

・ 午前中に行われた 6年生の公開授業では，「炭酸水の泡の正体は何か」という課題で授業

を行った。子どもたちの予想は，酸素，二酸化炭素，窒素，空気であった。子どもたちは，

自分の予想をもとに，実験方法や結果の見通しをもった。例えば，酸素だと予想した子は，

線香を入れると激しく燃えるだろうと予想した。二酸化炭素だと予想した子は，気体検知

管で調べると二酸化炭素が 0.5％以上になるだろうというように，具体的な見通しをもっ

た。しかし，ここまでは，これまでの授業でも行われてきていることと同じである。実験結

果を見ると，石灰水が白く濁り，線香の火が消え，二酸化炭素用の検知管でも高い濃度が出

ているとなっているので，間違いなく泡の正体は二酸化炭素だと結論付けることが多かっ

たと思う。しかし，本校では，「本当に自分たちの実験結果や結論は正しいのか。」というこ

とにこだわって追究して欲しいと願い，酸素用の気体検知管の結果が０％ではなかったこ

とを子どもたちに考えさせた。少し酸素が入っていた理由として，「調べている最中に試験

管の中に外から酸素が入ったのではないか。」という意見が出された。ある子は，「水の中

にも酸素が少し溶けていると聞いたことがある。」と発言し，ある子は，「酸素が少し入っ

ているとしたら線香の火があんなにすぐに消えるはずがない。」と発言した。「窒素が入っ

ていたのでは？」と発言する子や「僕が石灰水で調べると白く濁ったけど，白色が薄いとこ

ろがあった。」と発言する子もいた。ある子は，「自分が酸素用の気体検知管で調べると０％

になったから酸素は入っていないはずだ。」と発言した。これらのやり取りは，ぐるぐると

回っていて，結論に向かっていないように思えるかもしれないが，これこそが理科の見方・

考え方を働かせて問題解決をしている子どもの姿であると考える。炭酸水の泡の正体は一

体何なのか，既習事項や生活経験や今回のいくつかの実験結果などから多面的に考え，よ

り妥当な考え方をつくり出そうとしている子どもたちの姿。私たちはそんな子どもたちを

育てていきたいと考えている。 

・ 今年度の全国学力学習状況調査での理科に関する質問紙の結果は，全国平均を大幅に上

回っていた。特に「理科は好きですか？」や「社会に出たとき理科は役に立つと思います

か？」という質問に対して，かなり高い割合で肯定的に答えている。子どもたちに追究しよ

うとする力が少しずつついてきていると感じている。 

 

・ 香川県としても見方・考え方は注目しているキーワードである。見方・考え方を働かせな

いと解決できないような問いに向かって子どもが一生懸命問題解決をしていくことが大切

だと考えている。今日の城西小学校の６年生の公開授業では，炭酸水の泡の正体について

いろいろな考えが出されて最後は正体がはっきりとしないままになった。このことについ
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ては様々な意見があるかと思うが，香川県としても城西小学校としても結果ではなく過程

を重視することが大事だと考えている。泡の正体は二酸化炭素だと教師が教え，だから石

灰水が白く濁るという実験結果を裏付けることも簡単である。しかし，泡の正体は何なの

かを追究していく過程にこそ大事なことがあると思う。今日の授業で「泡の正体は空気だ。」

と考えている児童がいた。この子は，まず試験管の中に線香を入れてみて，すぐに火が消え

ることが分かった。それでも，あきらめきれず，次は石灰水を使って調べていた。石灰水が

白く濁ったことから，泡の正体は二酸化炭素だと考えを変えた。結果だけを考えると，空気

だと考えていたが二酸化炭素だと分かったということになる。しかし，この子はこの実験

方法で調べれば二酸化炭素かどうかが分かるんじゃないかと考え，自分で実験方法を選ん

だことに価値がある。県としては見方・考え方を大事にしながら授業づくりを進めていく

が，そのポイントは問いを強く意識させておいて，子どもたちが調べる方法を選んで問題

解決していけるような環境をつくっていくことだと考える。 

 

・ 先生方の話から，見方・考え方は大事なところではあるが，それらが働くような子どもの

問いを大事にしていきたいということが分かった。香川県として，このような捉え方でよ

いのか。新学習指導要領で求められていることも含めて，鳴川先生の御意見を頂きたい。 

 

・ 私は，「見方・考え方」という言葉を新学習指導要領で示すことを初めて聞かされた時，

とても驚いた。これまで見方・考え方は養うものだったのに，見方・考え方は働かせるもの

になるというのだから，先生方も困られたことだと思う。新学習指導要領のキーワードを

整理すると，まずは，育成すべき資質・能力が整理されて示された。ここで重要になってく

るのは，各教科でどういうプロセスで資質・能力を育成していくのかということである。小

学校理科では，問題解決を通して資質・能力を育成するとなっている。これまでの科学的な

見方・考え方は養うことは目的であったが，理科の見方・考え方は，それらを働かせながら

問題解決をすることで，資質・能力を育成することが目的になっている。主体的，対話的で

深い学びは，授業改善の視点として示されているものであり，主体的，対話的で深い学びを

実現することが目的ではないので誤解しないように。 

・ 見方・考え方とは，物事をどのように捉えるかという視点と考え方である。例えば，理科

の粒子領域での見方は，質的・実体的な見方とされている。しかし，質的・実体的な見方と

いわれても教える側としては分かりづらい。今回の城西小学校の取り組みでは，理科の見

方・考え方を子どもの言葉で書き直そうとしている。ここまで子どもの言葉で落とし込ん

で考えている実践は他にはない。とてもおもしろい取り組みであるし，研究の方向性は間

違っていないと思う。例えば，量的・関係的な見方ができていれば，授業の中で子どもたち

からこのような言葉が出てくるであろうと教師が予め想定しておけば，それらを価値付け

ることができる。しかも，子どもたちも納得できるものになっている。子どもの言葉に置き

換えるという実践は，全国に誇れるものだと思う。 

 

・ 続いて第２部では，見方・考え方を働かせて資質・能力を育成するために，私たち教師は

どのような働きかけをすればよいのかについて聞かせていただきたい。 

 

・ 本校では，子どもたちが見方・考え方を働かせるための教師の支援をいくつか考えた。 

・ まず１つ目の支援は，これまで何度も話をしているが，見方・考え方を子どもの言葉に直

すということである。さらにそれらを明確化するために，「理科めがねボード」を作成し，

全ての教室で掲示している。理科めがねボードには，授業の中で子どもたちから出てきた

見方・考え方，働かせた見方・考え方が示されており，クラスごとに表現の仕方も多少異な

ったものになっている。生活科でも生活科の視点を踏まえためがねボードを作成している。 

・ ２つ目の支援は，単元構成の工夫と教材・教具の工夫である。例えば，３年生の単元構成

では，最初に自由な試行を取り入れることで，子どもたちが様々な疑問をもてるようにし

ている。そこで，子どもたちから出てきた疑問をみんなで解決していこうという構成にな

っている。また，それぞれの単元では，主にどのような見方・考え方を働かせることが重要

かを考えるようにしている。例えば，６年生の単元構成では，全ての授業の中で質的・実体

的な見方を働かせるようになっている。子どもたちは，質的・実体的な見方を何度も繰り返

し働かせることで，その力を身に付けていけるようにしている。さらに，子どもたちが見

方・考え方を働かせ進んで問題解決をしていくことを目指すためには，夢中で取り組める

教材・教具を工夫することも重要になってくる。例えば，今日の５年生の食塩水の重さにつ

いて調べる授業では，顕微鏡を用いた。これは，子どもたちから，目に見えなくなって水に

溶けている食塩を顕微鏡を使って見てみたいという願いがあり，それに応えたものである。

次に，４年生の水の温まり方を示温インクを用いて調べる授業では，同じ実験をしても，そ

の結果を書く際に，水の動きと温まり方の表現が子どもによって少しずつ違っていた。そ

こで，本当にそうなのか，もう一度確かめたいということで再実験をしていた。再実験をし

ながら，子どもたち同士で水がどのように温められていくのかを真剣に話し合っている姿

は，私たちが狙っていた授業だと感じた。次に３年生の割れた磁石では極がどうなるのか
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を調べる授業では，好きな箇所で割って調べやすい磁石や割るための道具を用意していた。

しかし，子どもたちの技能では，なかなか思った箇所で割ることができなかった。でも，半

分に割れなくても，細かく割れてしまっても N 極と S 極ができるということを発見するこ

とができた。こだわって調べていた子どもが発見したことを教師が取り上げ，全体に広げ

る場面もあった。どんな磁石でも極ができるのか，他の形の磁石でも調べてみたい，追究し

たいという子どもたちの願いを大事にした授業になっていた。生活科においても２年生で

は，自分が作ったおもちゃをパワーアップさせようということで，身近にある材料をたく

さん用意し，改良して挑戦したくなるような課題になっていた。どこまで跳んだかが分か

るように目盛りを書くなど，子どもたち自身が調べる方法を考えることができていた。１

年生では，自分のめあてに合ったスーパーどんぐりゴマを作ろうということで，本当に一

生懸命取り組んでいた。生活科では，自分のめあてを達成するために，何度も何度も試して

みて，分かるまで追究するということを大切にしている。 

 

・ 県としては，見方・考え方を子どもが働かせるために，教師がどのようなことをしていけ

ばよいかということで２つのことを考えている。 

・ １つは，子どもが探究に向かうことができる時間や場所を保障することである。例えば，

たくさんのどんぐりがあれば子どもたちはどんぐりゴマを作り始める。さらに回す場所が

あるなど環境が設定されていれば，子どもの問題解決はどんどん進んでいくものである。

子どもたちが自由にできる場を作っていくことが大事である。例えば２年生であれば，た

くさんの材料があって車を走らせる場があれば，子どもたちは何度も試しながら走らせる

であろう。こうした環境設定はとても大事だと思う。３年生なら，磁石を自分が思ったよう

に割れる場を保障されていた。４年生では，水の温まり方を観察しながら先生からの指示

がなくても自然と子どもたちが話し合うような場が設定されていた。５年生では，塩が溶

けてなくなったかどうかを横から一生懸命見ながら考えていた。こうした物や場を準備し

ておくことはとても大事だと思う。授業で「実感」がキーワードになっていた頃は，先生が

教えたいことがあって子どもがどうやれば誤差なくその実験ができるかを考えていたが，

これからは分かっていることをみんなでも確認して「やっぱりそうだったでしょう。」とい

う授業はもう古いのではないかと思う。教科書のまとめで結論づけられていることでさえ

本当のことかどうかは実は分からない。子どもたちが結果をつないで本当かどうかを確か

めていくことがやはり大事だと思う。これが２つ目に考えている先生の授業観である。こ

れから授業はこのように子どもたちが自分で見つけていくことを基準にしなければならな

いと考えている。 

 

・ 授業改善の工夫として，子どもが見つけていくということを大事にして，教材開発や単

元計画を行っていくことが大切だということだった。鳴川先生の御意見を伺いたい。 

 

・ 見方・考え方を子どもたちは学習のどの段階で働かせていくのかについて話したい。お

茶のペットボトルを持って各教科の教科調査官にどのような見方・考え方をするのか聞い

てみた，図画工作科の教科調査官に造形的な見方・考え方を訪ねると，「緑色は何をイメー

ジしているのか」「竹筒かな」と答えた。家庭科の教科調査官に尋ねると，「健康と表記され

ているから，このお茶を飲むと自分の体にどんな影響があるのか」「リサイクルとしてペッ

トボトルと紙パックではどっちがいいのか」という問題が見えると答えた。社会科の教科

調査官は，「どこで作られ，どのような流通経路を経てきたのか」「ペットボトルにお茶を

入れたのはいつだろうか」という問題が見えると答えた。国語科の教科調査官は，「”おー

いお茶”と“おいお茶”では１文字違うだけで状況がどう違うのか」という問いがうまれ

ると答えた。つまり，見方は，物事を捉える視点であり，同じ物を見ても視点が異なれば捉

え方や生まれる問題が全然違ってくる。僕は，見方・考え方を働かせるのは，その事物・現

象に出会った時だと思う。どんな眼鏡で見るかによって，見えてくる問題は違ってくる。な

ので，事象の提示であったり，どのように事象と出会わせるかが非常に重要だと思う。例え

ば，６年生の燃焼の実験で，燃えているろうそくに瓶をかぶせると消えた時に，質的な眼鏡

で見ると瓶の中の空気の性質が変わったのではないかと捉えるであろう。しかし，全員が

同じ見方をするとは限らない。瓶の中の空気がなくなってしまったのではないかと考える

子は，質的より実体的な眼鏡で見ている。さらに，もっと大きな瓶ならもっと長く燃えたの

ではないかと考えたとすれば，それは量的・関係的な眼鏡で見ている。つまり，同じ現象を

見ても，かけている眼鏡が違うと見えてくる問題も違うと言える。この燃焼の学習で必要

なのは，質的な眼鏡であるが，他の眼鏡をかけている子を切り捨てるのではなく，お互いの

眼鏡を共有し合い，話し合いながら問題を解決していくことが大切であり，ポイントであ

る。ゴムで走る車の写真を見て，進んでいる距離が違うことから，ゴムを引っ張った長さが

違うのではと考えた方は，既に量的・関係的な見方を働かせているが，そのことに自分では

なかなか気がつかないものだ。だから，子どもたちも意識せずに働かせた見方・考え方でつ

ぶやき，声に出す。教師がその声を見取って，見方・考え方を働かせたことを価値付けてい

くことによって，子どもたちは自覚できるようになる。最初はこれでいい。すぐに見方・考
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え方を働かせられるようになるのではなく，３年，４年，５年，６年と時間をかけて少しず

つ見方・考え方を働かせることを学んでいけばいい。 

 

・ 最後に，今日，城西小学校さんの授業を見せていただいて，理科をどの先生も先生自身が

楽しんで授業をされているなあという印象を受けた。また，研究主任だけが進めるのでは

なく，学校全体が一つになって研究を進めてきたこともよく分かった。今回，城西小学校さ

んが研究を受けて学校全体で取り組もうとする風土をどうやって作っていったのかについ

て教えていただきたい。 

 

・ 実は，本校の職員で理科の教員は私を含めて２名だけだ。今日，授業を公開した教員も全

員，理科を研究教科としていない。最初は，「理科ってどうやって教えればいいの？」から

始まったが，少しずつ，我々教員も理科の見方・考え方を働かせて物事を見るようになって

きた。他の先生の授業を参観しても，子どもがこんな見方・考え方を働かせているというこ

とが見えてきたと話す先生もいた。これが大きな成果だと思う。今回，研究を受けて良かっ

たことは？と若い先生に尋ねると，「子どもから“楽しい”とか“もっとやらせて”という

声が聞こえてきて，自分も嬉しくなって，もっと考えさせたいなと思うようになった。」と

答えてくれた。 

・ 学校として取り組んだことは，まずは，分からないことをみんなで共通理解して考える

ようにした。最初は，理科の見方・考え方とは何かが全く分からなかった。それでも，みん

なで何度も話し合う中で，理科の見方・考えを簡単な子どもの言葉に置き換えれば，私たち

教員も子どもたちも分かるということになり，研究を積み重ねていった。また，理科めがね

ボードの作成やわくわく理科教室などに全校一斉に取り組んだ。さらに，互いに授業や模

擬授業を何度も見せ合い，課題などを話し合うようにした。 

 

・ 今日の研究大会での授業やこのシンポジウムを受けて，これから県の研究はどのように

進んでいくのかについてお聞きしたい。 

 

・ 香理研としても，次の研究についていろいろと考えるチャンスを頂いたと思っている。

単元化・教材化，見方・考え方というのは，授業改善の視点であって目的ではない。私たち

は，理科の学習でこそ育つ子ども像，育てたい子ども像を考えないといけない。そう考える

と，今日の子どもたちのように，目の前の一つ一つの事実や実験結果を真摯に受け止めて，

今の自分たちで考えられる一番もっともらしい答えをいかに求め続けていくかというよう

な謙虚さのようなものが理科の学習では大事なのかなと思う。これからも方法に特化する

研究ではなくて，やはり香理研として求めたい子どもの姿を話し合い，そこに向かってい

くための視点を求め続けていきたいと思う。 

 

・ 今回の改訂の目玉の一つとして見方・考え方を働かせるというのがあるが，文部科学省

初等中等教育局財務課長の合田課長は，ある人に「大人になって因数分解なんて使わない

ですよね。」と尋ねられ，「確かに大人にとって因数分解はやらないかもしれないが，同じ

もの同士でまとめるという考え方は使いますよね」と答えたそうだ。見方・考え方を働かせ

るというのは学校教育の中で目標に位置付けられているが，これは大人になっても大事だ

ということだ。だからこそ，今，小学校でも中学校でも働かせましょうということになって

いる。私としては，我々大人も見方・考え方を働かせられる大人になってほしいし，働かせ

ることを楽しんでもらいたい。いろんな教科の見方・考え方を理解しなければ我々は共存

することができない。私が福島県の教員だった当時は比較・関係付け・条件制御・推論とい

う考え方は染みこんでいた。しかし，今でいう見方・考え方というのはこれまで意識したこ

とがなかった。今の職になり，見方・考え方を働かせるとはどういうことなのかを日々考え

て生活するようになった。そのおかげで，例えば外に出ると私は植物の葉っぱの一つ一つ

の形が違うところに無意識に気が付いてしまうようになった。昆虫の脚を見てもいろんな

脚があるなあと思ってしまう。このような見方・考え方は生活を豊かにしていると思う。皆

さんも見方・考え方を働かせている自分を自覚して，それを楽しんでもらえれば，それを子

どもたちにもフィードバックできるのではと思う。 

 

・ 教師自身が見方・考え方を働かせることを楽しむこと，見方・考え方を働かせて資質・能

力を育成する授業を子どもたちの思いを大切にしながら行っていかなければならないこと

が分かった。このことを研究で終わらせるのではなく，いかに日常の指導につなげられる

か，日常化するかという話もあった。研究の方向性については，鳴川先生からもお墨付きを

頂けた。 

・ ここで，全国学力学習状況調査における香川県の結果について気になっているデータに

ついて話をする。質問紙の問題で，「観察や実験はどのくらい行いましたか」の回答は全国

平均を上回っていた。つまり，香川の先生は理科の授業の中で観察実験をしっかりと行な

っていることがうかがえる。しかし，「観察や実験を行うことは好きか」「自分の予想をも
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とに観察や実験の計画を立てているか」という質問になると全国平均を下回っている所が

ある。つまり，一生懸命観察や実験を行っているが子どもの思いを大事にするとか子ども

たちに実際にさせてみるというところがなかなか全体に広がっていないのかなと思う。今

日の城西小学校の研究発表を見ていると，本当に先生方全員が理科の見方・考え方を駆使

して，楽しんで授業を考えているなあ，研究を行っているなあと感じた。そういったところ

を県全体でも充実させていければと思う。 

 

 

・ 皆さんは，この写真（明るさの違う豆電球が並んでいて，乾電池の部分が隠されている）

を見ると，明るい方が乾電池 2 個直列つなぎで暗い方が乾電池１このつなぎだと見えるは

ずだ。明るさが違うということは電流の大きさが違うはずだと考えた人は，量的関係的な

見方考え方を既に働かせている。では，この写真（風に鯉のぼりがなびいているが，一方は

少しだけなびいている）はどうか。風の強さによって鯉のぼりのなびき方が違うと見たな

らば，これも量的関係的な見方だ。私たちの回りにも子どもたちの回りにも日常生活には

こういった見方が溢れている。しかし，自覚できていないので自覚させようということだ。

鯉のぼりがこちらになびいているということは風の向きはこちらになり，これは空間的な

見方だ。見方や考え方は私たちの日常にあるが，ただ自覚してないだけなんだという意識

に立つと，子どもたちから，こんな言葉が出てくれば見方・考え方を働かせているんだとい

うことを明らかにしたのが城西小学校さんの研究であり，そこに価値がある。 

・ 資質・能力は，３つの柱で整理されている。今日の午前中の 6 年生の授業の中で炭酸水

の泡の正体は何かを調べていたが，「泡の正体は二酸化炭素だよ。」と教えようと思えば簡

単である。それが知識となって定着すればいいといった授業を，もししているとすれば，資

質・能力として身につけているのは知識だけになる。新学習指導要領は問題解決の活動を

通して，これら３つの資質能力を育成しようとしており，知識だけを獲得するだけで終わ

ってはいけない。理科は内容が明確となっている教科である。問題を見つけ，問題を解決す

ることによって，そこで得たものを知識として獲得するのは勿論だが， それだけではなく，

そのプロセスの中で問題を見出したり，根拠のある予想を立てたり，解決する方法を考え

たり，より妥当な考えを作り出したりすることで，思考力判断力表現力を育成したり，主体

的に学習に取り組む態度や粘り強く取り組む態度，他者と関わりながら頑張るという態度

まで育成しながら資質能力を育成していくようになっている。知識の獲得だけでなくその

プロセスも重要である。 

・ 見方・考え方を働かせるといった時に，全国を見ると大きく３つ段階（フェーズ）がある

と思う。第１フェーズは，今までの科学的な見方・考え方と理科の見方・考え方を働かせる

というのでは何が違うのかという段階である。それが分かってくると次の第 2 フェーズに

なり，見方・考え方を働かせるってどういうことなのか，見方・考え方を働いているってど

ういうことなのかという段階になる。そして，最終の第３フェーズになると，見方・考え方

を働かせることがどういう風に資質・能力の育成に繋がっていくのかを考える段階になる。

なかなかまだ第 3 フェーズには行っておらず，第１，第２フェーズ辺りで皆さん悩んでい

らっしゃるのが現状だと思う。  

・ 見方と考え方をこれほど明確に分けて示している教科は理科だけである 具体的に分けす

ぎているのでそれが吉と出るか凶と出るかだが，今のところ吉と出ていると思う。量的・関

係的な見方は，エネルギー領域，質的・実体的な見方は粒子領域というように，領域ごとに

特徴的な見方があると整理されている。領域は，学習内容であるから，見方は学習内容に依

拠しているといえる。例えば，水に溶かした食塩が見えなくなったら，食塩はそこに存在す

るのかしないのかを考えることは実体的な見方で見ることである。実体的な見方で見るか

らこそ，そこに存在するのかしないのかという問題が見えてくる。その問題を解決する方

法として，重さを計ることや水を蒸発させることを考え調べることで，そこには食塩が存

在することを確かめることができる。つまり見方と内容は繋がっていると言える。一方，考

え方は，問題を見いだす際に「比較する」という考え方を用いて差異点や共通点を明らかに

したり，予想や仮説を発想する際に「関係付ける」という考え方を用いたりする。また，問

題を解決する方法を発想する際に「条件を制御する」という考え方を用いたり，予想や仮

説，実験方法を再検討したり，複数の観察，実験などの結果を基に考察する際に「多面的に

考える」という考えを用いると，新学習指導要領解説に示されている。繰り返すと，見方は

知識に親和性があり，考え方は思考力・判断力・表現力に親和性があるといってよい。しか

し，これらは決して１対１の関係ではない。例えば，４年生で１個の乾電池につないだモー

ターをもっと速く回す方法を考える際に，子どもは乾電池の数を増やせば良いのではと考

える。その理由として，３年生の時にゴムで車を走らせた時に，ゴムの数を増やすと速く遠

くまで走ったという量的・関係的な見方を働かせた過去の経験を関係づけて，根拠のある

予想や仮説を立てたといえる。つまり，見方は知識だけにつながっているのではなく，もし

かするといろいろな資質・能力につながっていくのかもしれない。子どもたちが，見方・考

え方をもっと自覚的に働かせながら学んでいく，そしてそれが資質・能力の育成に繋がっ

ていく，そんな学びになっていくことを期待している。 
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・ こんな話がある。ある子どもが飼育しているカエルの成長記録を付けていた。父親が成

長記録を見ると，カエルの変態期間が動物学の本に記されている日数より１ヶ月も長くか

かっていることに気が付いた。父親は，子どもが日数を間違えていると考え，日数を動物学

の本にある通りに書き直させてしまった。子どもは一生懸命観察したのに，父親から間違

っていると指摘されてしまった。このような扱いを受けた子どもは，間違いのない事実，言

い換えれば自然現象の中にある真実をこれからどのように考えるであろうか。皆さんは，

この話を読んで父親が酷いと思うかもしれないがこういったことは普段の理科の授業の中

で結構あるのではないかと僕は考えている。子どもは一生懸命実験しているが，先生は「本

当はこうなるんだぞ。」と理想的な数字や結果を示す授業。こういった授業が繰り返される

と，子どもたちは「先生，僕たちは何の為に実験しているんですか。」ということになる。

やはり，子どもが実験をしたならば，その結果をもとにみんなで考えることが重要だとい

うことだ。実は，この話は，昭和２７年の小学校学習指導要領に書かれている。つまり，小

学校理科という教科は，日本で理科教育が始まるスタートのころから，子どもの問題解決

を大事にしている教科だということだ。子どもが自然の事物・現象に関わって，そこに問題

を見いだし，それをみんなで解決していくことを大事にしている教科だということだ。 

・ 今日の午後から見させていただいた授業で気付いたことを話させていただく。５年生の

授業では，問題が「水の中に溶けた食塩はなくなってしまったのだろうか」となっていた。

これは，実体的な見方を働かせたからこそこの問題が出てきたと言える。つまり，どういう

見方を働かせたかによって，そこから出てくる問題もその見方を反映した問題になると言

える。みんなで話し合って重さを調べてみようとなった時に，ある女の子がすかさず「３年

生の時に，物は形が変わって物の重さは変わらないってやったんだよね。」と言った。３年

生の時の内容を想起して，「だから見えなくなっても重さはあるんじゃないか。」と言った。

これは素晴らしいことであり，子どもが育っていると感じた。４年生の物の温まり方の学

習では，空気，水，金属と質的な見方が大事になってくる。前時に金属について学習してい

て，本時は水について調べる時間だったが，板書に「金属のように…」という表記がされて

いた。金属はこうだったけど水も同じなのか，それとも違うのかと質的な見方を働かせな

がら学んでいる姿が見られた。３年生の磁石の授業では，棒磁石を割っても N 極と S 極が

できることが分かったが，他の磁石についてもやってみないと分からないと子どもが言っ

ていた。この姿はさすがだなと思った。１つの物で分かったことを他の物でも当てはめて

考えようと３年生がしていることがすごいことであり，子どもが育っていると感じた。生

活科の２年生の「おもちゃをパワーアップさせよう」という授業では，先生が子どもに「何

を変えた？」と問いかけていた。これは，おそらくゴムの数やゴムを引っ張る長さを変えた

ということであり，量的・関係的な見方である。生活科は別に理科の土台になる教科ではな

い。生活科の学びの中にも，量的・関係的な見方を働かせることは大いにあるのだと思っ

た。生活科の１年生の授業では，教室にいろいろな種類のどんぐりがたくさん並んでいた。

それだけで，生物の共通性・多様性な見方だなと思った。 

・ ６年生の授業を公開された先生のクラスのノートに「１つの実験だけでなく複数の実験

結果から考察できていて素晴らしい。」と書かれていた。こうした先生の一言一言の賞賛の

コメントや声掛けの積み重ねが子どもたちを成長させていくのだと思う。 
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 平成２８年度からの３年間，「子どもたちの問いがつながる単元化・教材化の工夫」という，授業づく

りの不易ともいうべきテーマで研究を進めてきた。３年前はちょうど学習指導要領改訂の端境期で，「科

学的な見方や考え方を養う」という目標から，「理科の見方・考え方を働かせて資質・能力を育成する」 

という新たな理科学習のゴール像が示された時期でもあった。そうした中，あえて流行ではなく不易の

部分に着目して研究を進めることには不安もあったが，今改めて思うと，不易に着目したからこその大

きな成果があったと感じている。３年間の研究の成果として，以下の３点を挙げる。 

 

１ 子どもの変化 

 まずは，３年間の実践の積み上げを経ていく中で，メインテーマにも掲げているような，自ら科学的

に学び続けようとする子どもの姿が見られるようになってきたことである。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。「単元化・教材化」の工夫という授業

づくりのアプローチは，そうした，子どもが本来持っている探究心を十分に発揮できるようにするため

の，いわゆる間接的支援であったと捉えている。問いに対する直接的な解決の糸口，つまり問題解決の

方法を直接与えるのではなく，教師の仕事を，子どもが対峙する価値ある自然事象との出合いの演出に

留めることで，子どもが自由に，探究的に問題解決を進める余地が出てきたと感じている。 

 何とどう出合わせると子どもが探究的になるのか。この「何」を考えることが「教材化の工夫」であ

り，「どう」を考えることが「単元化の工夫」である。各支部の研究において，単元の冒頭に子どもの探

究心を満たす自由試行を取り入れたり，子どもの意識に合わせて実験の順序を入れ替えたりすること，

また，教科書を飛び越え，実生活での場面を意識した現象を取り扱うことなど，様々な具体的実践事例

が報告されてきた。どの実践も子どもへの押し付けではなく，“子どもが自由に考えられるようにする”

という子ども中心で作られた授業だということに大きな価値がある。 

 

２ 教師の変化 

 理科という教科の特性上，科学的な概念の形成は必要不可欠である。しかし，忘れてはならないのが，

そうした概念は子どもの自然事象への認識の過程で，徐々に広がり，深まっていくということである。 

「単元化・教材化」の工夫によって，単元で扱うべき知識の順序や関連性が見えてくるようになり，そ

れまでの本時主義の考え方からの転換が図られた。単元という中・長期的なスパンで子どもの認識の過

程を見守ることができたことで，教師自身の指導観や授業観が少しずつ変化してきたと感じている。ワ

ークシートや思考ツール，またはグルーピングの工夫のような，いわゆる「方法」の研究が中心になる

平成３０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～ 
香小研理科部会研究部 
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と，授業は教師中心のものに傾いていく。教師が想定する姿を子どもに求め，そうなるように様々な方

法を与えていくやり方では子どもは育たない。「単元化・教材化」という，間接的支援を行い，子どもが

本来の探究心を発揮していくのを“待つ”ことができるようになったことは，我々教師の大きな成長で

ある。こうした子ども中心の指導観や授業観をこれからも大切にしていきたい。 

  

３ 熱量の高まり 

シンプルなテーマだからこそ工夫は生まれやすく，その成果や課題も共有しやすくなる。時代や集団

に依らない視点で研究を進めたことで，多くの支部が，共通の視点をもちながら授業づくりを進めるこ

とができてきた。県のテーマとの関連を図りながら授業実践に挑戦してきた各郡市の取り組みがあるか

らこそ，論はその都度修正され，「単元化・教材化」の工夫は，今では香川の授業づくりのスタンダード

として定着しつつある。 

このような熱量の高まりを，そのまま全小理につながる次年度以降の研究に生かしていきたい。理科

学習，授業づくりの不易の部分は前提として大切にしながらも，どこかに香川らしいこだわりがきっと

見えてくると期待している。 

 

遠い話だと思っていた全小理まであと３年。これまでの研究の積み上げを生かしつつ，何か新しい手

ごたえを求め続けていく姿勢を大切にしたい。 
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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 母倉 秀敏

１ 研究の概要 ４ 実践事例

中央教育審議会答申によると，日本は理科 (1) 夏季研修会提案について

が好きな子どもが少ない状況にあることが示 本年度の研究テーマとの関連から，「自分

唆されており「理科はおもしろい」と感じる 事」「単元化」「教材化」の観点と，研究の方

子どもの育成は今日的課題といえる。そこで 向である「主体的な学習を生み出す単元構成」

「感じ，考え，自然のおもしろさを実感する 「教材の工夫」「見通しと振り返り」の観点か

子どもの育成」を目指して研究を進めていく。 ら，提案内容について検討した。また，「ジ

そのためには，主体的な学習活動が展開さ グソー学習」や「未知検」の実践についても

れる必要がある。子どもたちが見出した問い 話し合った。

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 (2) 郡夏季実技研修会について

切だからである。 若い教員が増えていることから，実際に理

自分事として考えるためにはまず，教材と 科の実験や観察をする上で，どんな悩みや不

の出会いが大切である。導入では「どうして」 安があるのかを出し合った。そこから，基本

「なぜ」という単元を貫く問いが生まれる教 的な観察や実験の基本操作についての演習を

材を工夫していきたい。ただ，単元の中で扱 中心に行うことになった。

う学習内容は一つではない。それらが問い→ ・薬品の希釈方法

問題解決→新たな問いと子どもたちの主体的 ・加熱器具の使い方

な活動によってつながるような，一つひとつ ・リトマス紙，示温インク

の教材を工夫して単元を組んでいく必要があ ・顕微鏡（デジタル，写真）

る。 ・ものづくり

また，自分事として問題解決を図るために 理科部員にも若い教員が増えたことから，

は学習過程も大切になってくる。そこで，昨 指導者も若返りを図り，研修者と同じ目線で

年度研究してきた「見通しや振り返り」「対 実技を行っていくことにした。

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 (3) 授業研究について

４月26日 研究組織の決定 第５学年 「物のとけ方」

年間研修計画の立案 本単元は，物が水に溶けるときの規則性に

６月21日 研究テーマの検討 ついての見方や考え方をもつようにするとと

研究授業の教材研究 もに，物が水に溶ける現象に興味関心をもち，

11月15日 研究授業 その規則性を計画的に追究していく能力を育

第５学年 「物のとけ方」 てるのに適した教材である。

授業者 岡 正隆 教諭
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児童に家庭の中で見つけた溶けそうな物を

持ちより，水と混ぜ合わせることで，物によ

って混ざり方が異なることに気づかせ，「溶

ける」という状態を視覚的に実感させた。

次に，物が水に溶けたら「溶けた物の行方

はどうなったのか」に注目させ，この疑問を

解決させるための方法を話し合った。その後，

「物は水にいくらでも溶けるのか」という新

たな問いかけをすることで，結果から生じた

新たな疑問を次回の学習課題にとして捉え，

問いの繋がりを意識しながら理解を深めてい ③ 見通しと振り返りの充実

けるようにした。

水の量を２倍，３倍・・・にすると溶ける

① 主体的な学習を生み出す単元構成の工夫 量が２倍，３倍・・・より多いか少ないか予

想させる際，ネームプレートを活用して黒板

導入で児童にとって身近にあるものを持ち に貼ることによって自分の予想を明確ににす

寄り，溶け方を調べることで意欲化を図った。 ることで見通しをもたせた。その際，理由を

その中で水の量によって溶ける量の顕著な食 意見交流することで，どうしてそのように予

塩と温度によって溶ける量の顕著なミョウバ 想したのかを既習の実験から導いて考えさせ

ンを扱うことで質的な見方に気づくことがで た。

きるよう単元を構成した。

また，４人グループで一人に一つずつ実験 ５ 成果と課題

ビーカーを用意して，食塩またはミョウバン ○ 夏季研修会の提案内容について，全員で話

の溶ける量を調べさせることで，自分事とし 合い，検討することで，共通理解が図れた。

て実験に関われるようにした。また，ペアに

よる同時進行で溶かしていくため，数え間違 ○ 経験の少ない教員の授業や実験の悩みを元

いをなくすとともに丁寧かつ正確に実験を進 に実技の内容を考えることができた。

めることができていた。

○ 授業研究を通して，実験の基礎基本を再確

認することができた。

○ 学習の展開として，「前時の振り返り→課

題→予想→見通し→実験の手順→実験→結果

→考察→感想」という順序を意識した実践で

あった。

● 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。

② 問いを生み出す魅力的な教材の工夫 ● 授業実践では，丁寧に実験できていたが反

面時間の確保が難しかった。どのように時間

自分の実験結果をドット図にそれぞれシー を見出すかが課題として挙げられたが，「実

ルを張ることで，全体の結果を他のグループ 験セット」を用意して準備の時間を短縮させ

と比較しながら考察できるようにした。数値 るとか，食塩は６杯め，ミョウバンは３杯め

にはばらつきがあったが，班で見ると比例し から実験を開始するという方法もある。また，

ている場合もあった。 思い切って２時間扱いにして前時を食塩，本

時はミョウバンを扱うという方法も考えられ

る。

【一人一実験】

【結果をドット図にシールで貼る】
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１ はじめに 

 今年度は上記のテーマに基づいた，2 本の授

業実践を通して研究を行った。以下は 6 月の研

究会の様子である。 

 

２ 実践事例 

 第 3 学年「こん虫を調べよう」 

 授業者 さぬき市立造田小学校 松岡 弘秋 

(1) 単元化の工夫 

ここでの学習のねらいは，昆虫の体のつくり

や成長の順序に着目して，複数の種類の昆虫の

体のつくりを比較しながら調べ，差異点や共通

点を基に問題を見いだし，表現するとともに，

昆虫の体のつくりや成長の順序の特徴を周囲の

環境との関わり方を通して捉えることである。 

まず，誤ったモンシロチョウの体のつくりを

記したイラストを提示し，間違い探しをした。

これによって，観察するときの視点を確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童自身が採集した身近な生き物（昆虫や昆

虫以外の生き物）の体のつくりを調べる活動を

取り入れ，比較して観察することで，昆虫の体

のつくりについての理解の充実を図った。 

まず，対象となる昆虫のあしの本数や体ので

き方等について，個々に予想を立てた上で，自

分なりの考えを発表し合い，その考えが正しい

かどうか，正確に判別する方法について話し合

った。班で，図鑑や写真，標本などを使い，実

際に判別し，ワークシートにまとめた後，全体

の場で交流した。ここでの気付きや疑問を整理

し，「昆虫」の定義を明確にした。 

ここで生じた新た 

な気付きや疑問など 

から次の学習課題を 

決め，児童の意識の 

流れを中心に，単元 

構成も柔軟に変更した。ただし，抑えるべき重

要なポイントについては教師が持っておき，指

導上前後すべきでないものは変更しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 教材化の工夫 

 ① 身近な生き物を対象とする 

理科室では，ザリガニやカマキリを前に，児

童同士の熱い対話が繰り広げられた。「（ザリ

ガニの）ハサミは手だから足は６本。昆虫だ。」

「カマキリのカマは手。足が４本だから昆虫じ

ゃない。」 

この状況は対話を生み，「問題を解決したい」

という意識をつなぐことになった。 

児童自らが身近な地域で採集した昆虫を観察

対象としたことは，その後の環境とのつながり

を考える際にも有効であった。 

 

 

 

 

 

 

 

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化・教材化の工夫～ 
東かがわ市立大内小学校  村尾 篤史 

【採集した生き物を紹介し合う児童】 

 

【全体で体のつくりを確認する】 

 

すごい，どこで
とったの？ 

【予想をワークシートに記入】 

 

周辺環境と
の関わり。 

 
 
 
 
採集した昆虫の体のつ

くりをモンシロチョウと
比較しながら分類（本
時）。 

モンシロチョウの体
のつくりの確認。 

昆虫の成虫
は頭，胸，腹
からできてい
る。胸に３対
６本のあしが
あり，頭には
目や口，触覚
がある等。 

トンボやハチとの体
のつくりの比較。 

身近な昆虫（児童が昆
虫と考えている）を児
童自身が採集。 

 カマキリ

等１対目の

足が特殊な

ものもある。 

 昆虫のえさやすみか
等をまとめる。 

モンシロチョウの飼育観察。 

昆虫の育ち
方には一定の
順序がある
（完全変態と
不完全変態）。 

トンボやバッタの飼育観察。 

モンシロチョウとトンボや
バッタの成長の順序を比較し
昆虫の育ち方をまとめる。 

【柔軟に変更する単元構成案】 
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(3) 教具の工夫 

ダンゴムシやクモ等の体のつくりを調べる際

は，体の分かれ方では判別が難しいので，あし

の本数による判別を中心に学習をすすめた。 

この際，児童の興味や関心を高める手立てと

して，デジタル教材や標本，図鑑等を活用し，

昆虫や昆虫以外の虫の体のつくりの違いがはっ

きりと分かる資料を提示した。これらの資料は，

児童同士の対話を活発にするのに有効だった。 

 

① ジッパー付きの小袋の活用 

採集した昆虫はジッパー付きの小袋に入れ

て観察した。実物は，その動きを見て各部位

の働きを実感できる。 

 

 

 

 

 

 

 
 
② デジタル教材（ＮＨＫ for school 

『ものすごい図鑑』）の活用 

観察や説明の手助けとした。好きな角度で

見られ，拡大もできるため，全体の場で話し

合う場面で最も有効であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 樹脂標本の活用 

樹脂標本は，実物の大きさを実感しながら，

あらゆる角度から観察できるという良さがあ

る。支部内の小学校で協力し，６種類の昆虫

の入った樹脂標本をグループごとに準備し

た。昆虫の苦手な児童にも有効だった。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 図鑑やイラスト等の活用 

図鑑やイラストを多数準備し，観察や説明

の手助けとした 

 

 

 

 

 

 

 

 

面白かったのは，それぞれの特徴を児童自身

が活動を通して気付き，それらを活用してさら

に学びを深めていたことだ。 

 

３ まとめ 

校区内には小川流れ，田畑があり，草原があ

り，クヌギの生える里山まである。身近に数多

くの昆虫が生息している自然環境の豊かな土地

である。生活科などを通して，昆虫採集の経験

もある。しかしながら，児童の実態として昆虫

を身近に捉えているものが４２％と半数を切っ

ており，そもそも昆虫に触れることが苦手なも

のが６１％あった。「はさまれた」「さされた」

「親も苦手」など理由も様々である。 

そこで，児童自らが身近な地域で採集した虫

を観察対象とした。これは，その後の環境との

つながりを考える際にも有効であった。さらに，

昆虫以外の動物も多く集まり，昆虫の定義を考

えるときに有効であった。そして何より，児童

が身近な自然に目を向けるきっかけとなった。 

 

４ おわりに 

今年度も，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，教職員間で共有され，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。 

【思わず生き物に手をのばす児童】 

 

【ジッパー付き小袋を使って観察する児童】 

 

【図鑑を使って確かめ合う児童】 

 

【デジタル教材を活用して説明する児童】 

 

 

 

【樹脂標本を使って確かめる】 

 

 

 上からだと， 
よく見えない。 
もっとちゃん

と確かめたい。 

 

ここを見てください。モンシ
ロチョウと同じで，胸の部分か
ら，足が 6本で出ています。 

本当だ。形が
違うけど，あし
なんだね。 
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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 研究主題について 

(1) 「自ら問いを立て」とは 

「自ら問いを立て」とは，「なぜ」「どうし

て」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。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の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

の既存の認識とのズレが生じた際に出てくるつ

ぶやきを大切にし，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

が大切だと考える。 

(2) 「学びをつなげる」とは 

「学びをつなげる」とは，児童の意識に寄り

添って単元構成をしていくことである。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，友達と対話したり，学習した内容

を振り返ったりしながら，自分の考えを広げた

り，深めたりしていくことができると考える。 

(3) 「理科の見方・考え方」とは 

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，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 実践事例（北ブロック） 

 

(1) 主張点 

・ 児童の「自分のハンディファンをもっと速

く，もっと長い時間回す方法を知りたい」と

いう問いから単元を構成することで，児童に

とって必要感があり単元を通して解決したい

と思える問いが生まれる。 

・ モーターが回転する「速さ」だけでなく「時

間」にも注目できる教材を使うことで，乾電

池の直列・並列つなぎの特徴を児童が主体的

に追究する学びとすることができる。 

(2) 根拠のある予想を立てる 

 一人ひとりの結果

を大切にするため

に，予想や結果を数

直線図に表した。そ

して，これまで学習

して来たことをもと

に，「電流の大きさ」

「回る時間」「乾電池の個数」などの，どの点に

着目して予想を立てたのかを説明し合った。 

(3) 研究討議から 

〇 一人ひとりが予想をもち，更に友達との予

想を比較することができていた。 

〇 並列つなぎの電流の強さの結果を直列つな

ぎの結果と比べた時に児童から歓声が上がっ

た。直列つなぎとは明らかに違っていること

がよく分かった。 

● 予想の根拠をどこまで児童に意識させるの

か。全体でする必要があったのか。グループ

で行うのでもよいのではないか。根拠があり

すぎて迷っている児童もいた。 

● 本時では画一的な実験だったので自由度が

あれば違う気付きがあったり，次につながる

問いが生まれたりしたかもしれない。 

３ 実践事例（南ブロック） 

 

(1) 主張点 

・ 自ら問いを立てるために人間の体や仕組み

の素晴らしさ，巧みさを感じ取るような教材

との出合いを工夫する。 

・ 学びをつなげるための教材を工夫する。 

(2) 教材との出合い 

 高度なダンスの動画から，骨や関節のつくり

や働きに着目したり，筋肉の働き方を考えて真

似してみたりと，学習したことをもとに新しい

視点でダンスを確認し，学びをつなげていった。 

また，自分の体のつくりというのは，見るこ

とができずイメージしづらいため，腕の中の様

子を模型の教材を使って可視化した。そうする

日時：６月７日（木） 

単元名：第４学年「動物の体とはたらき」 

授業者：浅野小学校  谷口 昌史 教諭  

日時：６月７日（木） 

単元名：第４学年「電流のはたらき」 

授業者：屋島小学校  大塚 真主美 教諭  
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ことによって，共通のイメージの上で意見を出

し合い，考えを広げたり深めたりしていった。 

(3) 研究討議から 

〇 導入で見せた筋肉の動画は子どもたちの調

べたい気持ちを高めるのに有効だった。 

〇 筋肉のつき方をよく考えていた。模型を使っ

て，ここがちぢんだり，ゆるんだりと，いろい

ろと考えていた。 

● 巧みさを感じさせたいのなら，じっくり動い

ているのが分かるように，再生スピードをおと

して見せてもよかったのではないか。 

４ 実践事例（北ブロック） 

 

(1) 主張点 

・ 児童の生活経験・素朴概念から問いを共有

する時間を設定する。 

・ 身近な教材を使い，実験する環境を設定す

る。 

(2) 問いの共有 

 図工で磁石を使った工作を振り返り，「もっ

と工夫したおもちゃにできないかな」という子

どもの思いをスタートとした。その後，実験や

観察を続けながら得られた結果を生活経験や素

朴概念と結び付けながら考察し，そこで生まれ

る個の問いを全体に広げて練り上げることで，

全体の問いを共有することができ，学びの深ま

りや学んだことを価値付けていった。 

(3) 研究討議から 

〇 驚く声やわき上がる声があった。生活科や図

画工作科とつなげて理科を学ぶという興味を

高め，子どもたちが張り切って探究しようとい

う意欲が見られた。 

〇 用意した実験道具は身近なもので，適切だっ

た。教師が金属についての知識を話し，児童が

素材の名前を耳にするのがよかった。 

● 調べようとする複数のものの中から，最初に

いくつかとって調べてみる。次にいくつかとっ

て調べる時に，前の結果と比べて･･･というよ

うに根拠を持って実験ができるのではないか。 

● 教師が実験をすると目が輝いた場面があっ

たが，その実験を子どもたちがすべきではない

か。そうすると，磁石とクリップの間にたくさ

ん紙などをはさんで実験をする児童も出てき

て，思考が深まるのではないか。さらに，Ｎ極

やＳ極の学習につながっていくのではないか。 

 

５ 実践事例（南ブロック） 

 

(1) 主張点 

・ 児童の発想を重視した単元構成の工夫をする

ことで，児童の意識の流れがつながり，一人ひ

とりが課題意識をもって主体的に活動を進め

ることができる。（OPP シートの活用） 

・ てこを利用したいろいろな道具を準備し，自

由に使わせることでてこの働きの便利さをよ

り実感できる。 

(2) OPPシートの活用 

 「てこってなんだろう」という児童の漠然とし

た疑問から始まり，児童の意識の流れに沿った授

業を進めていくために OPP シート（one paper 

portfolio）を活用し，毎時間の児童の気付きや

分かったこと，そしてその時間に獲得した，てこ

についての新たな知識を書いていった。 

(3) 研究討議から 

〇 OPP シートは，一人ひとりの思考の過程を残

すことで，自らの学びを振り返ったり，これま

での学習で身に付けてきたことの確認をした

りするためには有効だった。 

〇 道具と向き合って，試行錯誤している子ども

たちの姿が見られた。力の大きさだけでなく，

どんなことができるか，どんなことがしやすい

のかということも試したり，話し合ったりする

ことで，てこを利用した道具のよさがさらに分

かるのではないか。 

● OPP シートに書く内容と，ノートやワークシ

ートに書く内容が重なる部分が多いのではな

いか。何をどのような視点で書かせるのかを明

確にしておくことが必要である。 

● ４つの道具のうち，１つしか体験しておら

ず，残りは報告を聞くだけだった。この後に，

自分の触れていない道具にも触れる時間があ

れば，理解がさらに深まったのではないか。 

６ 成果と課題 

 理科という教科そのものの面白さを感じるこ

とができるように教材化を工夫したり，学んでい

く過程の面白さを感じることができるように，単

元化を工夫したりすることで，子どもたちが自ら

問いを立て，学びをつなげ，主体的に学習に取り

組む姿が見られるようになってきた。 

 しかし，児童の活躍の場を教師主導で行ってい

ることもある。教師が児童に気付かせたいことや

学ばせたいことを，児童の言葉から引き出せるよ

うに授業展開を工夫する必要があると考える。 

日時：９月２７日（木） 

単元名：第６学年「てこのはたらき」 

授業者：塩江小学校  十河 拡美 教諭  

日時：９月２７日（木） 

単元名：第３学年「電流のはたらき」 

授業者：高松第一小学校  金澤 邦子 教諭  
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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。 

本年度は，これまでの取り組みの集大成として，

子どもたちの問いがつながる単元化・教材化につ

いて検証していく。 

 

２ 実践事例 

 第５学年「物のとけ方」（綾川町立滝宮小学校：

杉原教諭）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」について説明

する。 

(1)子どもの問いがつながる単元化の工夫 

本単元では，食塩やミョウバンを用い，物の溶

け方について興味・関心をもって追究する活動を

通して，物が水に溶ける規則性について条件を制

御して調べる能力を育成する。また，物の溶け方

について追究する中で生まれた疑問を解決するた

めの方法を自分たちで考える活動を通して，予想

や仮説などを基に解決の方法を発想し表現するこ

とができるようにする。実態調査から，理科の授

業や実験・観察をすることは好きだが，結果から

考察をまとめたり，新たな問いを生みだしたりす

ることに苦手意識をもっている児童が多いことが

分かった。そこで，考察の時間を十分に確保した

り，児童の問いや願いを大切に取り上げたりして

授業を進めた。 

①単元全体を通しての取り組み 

単元の導入では，食塩が水に溶ける様子を見て

疑問に思ったことをノートに書き出すよう指示し，

児童から出た疑問を「学級の疑問」として目に見

えるように掲示した。さらに，授業を通してそれ

らの疑問が一つずつ解決していくことの喜びを学

級で共有できるようにした。また，一つの疑問を

解決して終わりではなく，授業の終末の振り返り

の時間を大切にして，学んだことから新たな問い

を生みだすことができるようにすることで，主体

的な問題解決の流れにつながっていった。 

 

 

【児童から出た学級の疑問】 

 

②児童の問いや願いを大切にした試み 

児童の自由な問いを大切にするために，実験を

して生まれた疑問を班ごとに解決することができ

るように追実験する時間を設けるようにした。実

験中に出てきた新たな疑問や調べてみたいことを

友だちと共有し，自分たちの考えた実験を通して

解決に向かうことで，主体的，対話的で深い学び

につながった。もし，追実験が上手くいかなかっ

たとしても，自分たちで課題解決のための適切な

実験を考えるよい機会となった。 

 

 

【学級の疑問から問いがつながっていく授業】 

 

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  
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(2)子どもたちの問いがつながる教材化の工夫 

 本単元では，教科書で扱われている食塩とミョ

ウバン以外に，重曹と三温糖を用意して実験を行

った。さらに，水に溶かす物を入れる時に従来の

スプーンのすり切り何杯ではなく，ｇ数で考える

ようにし，時間の短縮を図った。 

【はかりを使った溶かす量の計測】 

 

食塩やミョウバンを溶かす実験では，結果から，

「溶ける量には限りがあるのかもしれない」と思

った児童から「他の物にも，このきまりは当ては

まるのか」という新たな疑問が生まれた。この疑

問を重曹と三温糖を用いて追実験することで，見

つけたきまりを確認することができた。 

また，水の量を２倍，３倍に増やすと，食塩が水

に溶ける量も２倍，３倍と増えていった実験結果

から，「食塩以外の物でも，このきまりは当てはま

るのか」と問いがつながっていった。 

 

【グループごとに考えた追実験】 

 

 実験結果の考察をノートに書いた後，グループ

で話し合ってまとめる時間を設けた。その際，新

たな疑問が生まれ，それをグループで共有してい

く様子も見られた。 

 

【グループの考察】 

 

３ 成果と課題 

○  食塩とミョウバンだけでなく，重曹と三温

糖も扱って実験したことで，より妥当な考え

方へと考察を深めることができた。また，食塩

と比べて，見た目は似ているが常温ではあま

り溶けない重曹と，大量に溶ける三温糖の実

験を経て，物の溶け方についてより多角的に

考えることができた。 

○  児童の問いや願いを大切にし，個々の疑問

を「学級の疑問」として共有したり，児童の「も

っと調べたい」という気持ちを大切に追実験

の場を設けたりするとで，児童は意欲的に問

題解決的な学習に取り組むことができた。 

●  本時の授業の中で，大半の児童が食塩以外

の物も水の量を増やすとそれに比例して２倍，

３倍と増えていくと予想していた。時間短縮

のために，最初から予想の量を水に入れて溶

かそうとした。その結果，なかなか溶け切らず，

すっきりしない結果になってしまった。 

●  三温糖を用いて実験をしたことで，水に物

が溶けた時には均一に広がっていくことがよ

く分かった。しかし，溶かせば溶かすほど，と

ろみが出てきて，長くかき混ぜても完全に溶

けているか判断できない様子だった。「２分か

き混ぜても粒が残っていたら実験終了」のよ

うに，判断基準をしっかりと決めておけばよ

かった。 
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１ 活動について 

  平成 30年 10月 25日「四国理科・香小研理科

部会研究発表会」が丸亀市立城西小学校におい

て「自ら科学的に学び続ける子供を育む理科学

習」－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－のテーマのもと開催

される。そこで，今年度の丸亀支部の活動は，

城西小学校の研究授業や研究内容について他郡

市の協力を得ながら検討を重ねることに重点を

おいた。 

 

２ 活動内容   

(1) 概要 

 

   ５月 23日 丸小研第１回教科研修会 

授業単元・内容検討 

 

６月 16日 郡市研究会 

全体提案内容検討 

 

７月 27日 夏季研修会・全大会・分科会 

全体提案，指導案検討 

 

10月 ６日  月例研修会 

模擬授業を通しての授業検討 

 

11月 28日 丸小研 第２回教科研修会 

       実技研修会 

  

(2)  全体提案発表についての協議 

 

郡市研究会，夏季研修会を中心に，城西小学校

の全体提案を検討した。 

協議の中では，「理科の見方・考え方」を学習

指導要領に示された各単元において明確化する

だけでなく，子どもの姿や表現で示していること

のよさが指摘された。また，「見方・考え方」は

ゴールではなく，それを働かせる子どもが問題解

決できること，そのための単元構成や教材の工夫

など教師の支援が大切であるということが確認

できた。提案のプレゼンについても，参観者によ

り分かりやすい表現となるよう，参加者から意見

を頂いた。 

 

 

 

 

(3) 提案授業・公開授業についての協議 

  

  四国大会・香小研理科部会研究発表会では， 

 1年生から 6年生まで 1つずつ授業公開する。 

そこで，丸小研として各学年の協力者を選出し，

事前の実施などを進めることにした。また，丸

小研第１回教科研において，単元の流れや教材

研究を行い，夏季研修会に臨んだ。 

 郡市研究会，第 2回月例研究会では，大会当

日に向けた模擬授業を行い，協議を深めること

ができた。以下，その際の各協議の状況をまと

める。 

 

第１学年 生活科「たのしもう あき」 

          （授業者 宮本 朱美） 

  教材であるどんぐりごまがうまく回るように

するため，参加者からどんぐりの先を削るとよ

いことや楊枝の長さや楊枝を刺す場所を工夫す

ることなどの意見が出た。また，ポイントとな

る交流の場では，どのようなワークシートを使

用すればよいかや「友だちに〇〇を教えてもら

った」などの発言ができるような発問を入れる

ことなどを話し合った。 

 

第２学年 生活科「おもちゃをつくろう」 

（授業者 米澤 亜矢子） 

授業者から，「昨年度の２年生は，自分なりの

工夫をしておもちゃを作ったり，遊び方を追及

したりすることができていたので，今年度は，

子ども同士の交流を重視したい」という思いが

出た。そこで，「相手意識をもたせること」や「交

流の目的をはっきりさせること」などが大切で

あるということになった。また，ボードなどを

使い，「成功ゾーン」と「失敗ゾーン」を分けて

掲示し，改良回数を重ねると「成功」が増え，

「交流したおかげ」につながるなどの意見が出

た。「見たよシール」や「すごいねシール」を使

ったり，作る場と遊ぶ場を区別したりして，安

全に一人ひとりが楽しめるよう配慮する意見も

多く出た。 

  

 第３学年 理科「じしゃくにつけよう」 

            （授業者 野口 裕子） 

  授業者から，磁石について児童は，既に様々

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～ 

     丸亀市立城坤小学校  大西 明代  
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な予備知識を持っているので，「磁石を割るとど

うなるか」という，敢えて教科書に載っていな

い内容で，児童が疑問に思うことを追究する授

業を行いたい旨の発表があった。 

  そこで，学習問題を「極はあるのだろうか」

と「極はどうなるのだろうか」などどのように

表現すれば，児童の意欲がより高まり，思考が

深まるかを検討した。また，教材の磁石は，棒

磁石，ゴム磁石，Ｕ字磁石などの中で，どれが

適切か，方位磁針はどこに置いておくとよいか

などを話し合った。磁石を割ると新しい極がで

きるという事実に児童が興味をもつことは予測

できるが，結果を図で表すなどまとめの工夫に

ついて話し合った。 

 

４学年 理科「物のあたたまり方」 

（授業者 池田 和樹） 

授業者から，「質的・実体的な見方」と「関係

づける考え方」に重点をおいて進めていくこと

や固体・液体・気体を意識させたいという発表

があった。そこで，「予想と比べてどうだった？」

などの発問を入れると予想と結果を比べて考え

られることや，金属と比べさせることが大切で

あるといった意見が出た。また，使用する教材

についても，ビーカーの置く位置や示温テープ

の使用上の注意点，水の動きをみるための七味

を入れるタイミングなど細かい技術について話

し合った。 

  

 ５年生 理科「物のとけ方」 

            （授業者 北野 麻未） 

授業者からは，第１次に物を水に溶かす活動

を自由思考として構成し，そこから出てくる疑

問を追究させたいという発表があった。事前に

第１次を行った協力者からは，自分の学級でど

のような疑問が出たかや実験を行うときの留意

点などが出された。本時で行う授業の模擬実験

の後，参加者から，「実験を行うグループごとに

塩や水の量を変えておく方が，他の班の結果も

考慮しながら実験の前後で重さを比べ，『水や食

塩の量が違っていても，重さは変わらない』と

いう結論に行き着く」という意見が出た。また，

児童が物が水に溶けたときの様子をイメージ図

に描く活動では，「粒の数を指定しておくとその

後，話し合いしやすい」という意見が出た。 

 

 

 

 ６学年 理科「水溶液の性質とはたらき」 

            （授業者 永井 愛実） 

研究大会当日，

６学年の授業は，

体育館での全体

提案授業となる。

そこで，模擬授

業も実際の場所

を想定して実施

した。児童役と

して参加した参

加者からは，「導

入の際，実際に

炭酸水がシュワ

シュワしている

様子を見せ，こ

の泡の正体を見

つけよう！と呼

びかけ，意欲を高めてから実験に移るとよいこ

と」や板書の予想の横に「炭酸水に含まれてい

る気体が酸素なら～なる」「二酸化炭素なら～な

る」のような「結果の見通し」があるとよいな

どの意見が出

た。また，酸素

と二酸化炭素

の気体検知管

の値の取り扱

いや値を表す

グラフについ

ても様々な意

見が出た。その中で，理科の力が育っていれば

酸素の存在にこだわるかもしれないので，「酸素

の検知管は取り扱わない方がよいのではないか」

という意見も出たが，理科としてきれいな結果

を出すということにこだわるより，「帰納と演繹

を繰り返しながら考えを深めるという過程が大

切だ」ということを城西小学校が主張できるこ

とをこの授業で見せられるという意見で締めく

くった。 

 

３ 今後の活動 

10 月 25 日には，香理研の先生方の協力を得な

がら城西小学校が研究を重ねてきた成果を四国大

会・香小研理科部会研究発表会において発表する

ことができた。 

今後は，全小理香川大会に向け，また，若年教

員の育成を考慮して教材研究，授業研究に取り組

んでいく予定である。 
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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～ 
善通寺市立竜川小学校  竹内 泰大 

１ 研究主題について 

 仲・善支部では，昨年度より『自ら科学的に学

び続ける子どもを育む理科学習』をテーマに，研

究を進めてきた。サブテーマには～子どもたちの

問いがつながる単元化・教材化の工夫～を引き続

き設定している。また，研究主題の達成に向けて

の具体的な視点として，次の２つを目標に活動を

してきた。 

(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 

(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 

 

２ 実践事例① 第６学年「太陽と月の形」 

  授業者 善通寺市立竜川小学校 

             教諭 竹内 泰大 

(1) 単元化・教材化の工夫 

①「単元化」  

「児童の経験や体験」→「モデル実験」→

「自分が観察した事象との一致（天動説）」

→「理解した科学的事象の説明・紹介」→「新

たな問い（地動説）」 

月や太陽等の天体に興味をもち，本単元の

学習後にも，地球や宇宙などについて自ら科

学的に学び続ける子どもを育むことを目指

すための単元化を行った。 

②「教材化」 

今回のモデル実験では，月の形の見え方の

変化を観察する「モデル（大）」と，太陽と

月の位置を俯瞰した角度から観察する「モデ

ル（小）」を活用した。 

  本時では，最初に師範実験としてボールの

右側から光（ＬＥＤライト）を当てて，日没

直後の月の形の見え方を再現した「モデル

（大）」。 

      

次に，「モデル（小）」（小さな球形の置

物）をいくつか用意して光（ＬＥＤライト）

が当たる位置に置き，日没直後の三日月を見

付けさせた。その三日月を起点として，日没

直後の半月や満月に見える位置を見付けさ

せた。三日月や半月（上弦・下弦），満月や

新月が見える位置を見付けたら，それぞれが

見えた位置にモデルを置かせた。それによ

り，教科書の挿し絵のような，月を真上から

見た形に近づくことができた。そこから，月

は常に半分だけ太陽の光を反射しており，地

球からの見え方が違うことで，月の形が変わ

って見えることに気付くことができた。 

  

【「モデル(小)」球形の置物を活用した実験】 

最後に，「モデル（小）」の実験を行いな

がら，ボールを使った「モデル（大）」の実

験を同時に行った。小さなモデルで考えたこ

とが確かであるか，複数の実験を通して多面

的に調べることができた。 

 

(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 

「モデル（大）」で月の形を確認できたら，

「モデル（小）」の結果とつなげて考察し，

太陽と月の位置関係についてより妥当な考

えがつくれるように話し合って推論させた。

同じ場所から観察した月の形や，月は常に半

分だけ輝いて見える等の事象を行き来しな

がら，月の形が変わって見える理由を考える

ことができた。 

 

 

 

 

 

【「モデル(大)」ボールを活用した実験】 
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３ 実践事例② 第４学年「物の体積と温度」 

  授業者 善通寺市立南部小学校 

              中野 衣梨教諭 

(1) 単元化・教材化の工夫 

 ①「単元化」 

単元の導入で行う試験管の先につけた石

鹸水の膜を膨らます実験では，空気だけでな

く水も入れて実験させた。その実験結果か

ら，何の働きによって石鹸水の膜が浮くらむ

のかを予想させた。それにより，「まずは空

気を調べたい」，「次は水を調べたい」とい

う子どもたちからの問いが生まれた。 

本時では，様々な容器やボール等を使って

空気の体積変化を調べた。また，本時の振り

返りでは，「水を温めたり冷やしたりして体

積が変化するのか調べたい。」と，児童の言

葉から次時の課題が設定できた。 

      
【試験管の石鹸水の膜を膨らます実験での考察】 

 ②「教材化」 

   空気の温度による体積変化を調べるため

に，身の回りにある様々な物を温めたり冷や

したりした。ゴムボールや風船，ビーチボー

ル等，子どもが選択した物を使って何度も繰

り返し実験を重ねることで，空気の体積変化

に対する妥当な考え方が出た。 

○児童が行う教材化 

・ 温度の上昇で体積が大きくなることを

見通して，「ペットボトルはへこまして

から実験してみたい」，「風船に絵を描

いてみたい」と児童自らが工夫して，教

材・教具を作り上げる姿が見られた。 

・ 多様な道具を使って実験をすること

で，より妥当な考えをつくり出すことが

できた。それにより，共通性や多様性と

いう見方・考え方が深まり考察の段階が

高まった。 

 

 

 

 

 

(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 

「学びを深めるための目的意識をもたせた

交流活動」 

   グループでの実験の結果を，違う方法で実

験したグループに説明する活動を設定した。

その際に使用するワークシートには，図で表

現できる枠や，ステップチャートで順序立て

てまとめることのできる図を作った。思考ツ

ールを上手に活用したことで，自分たちの実

験結果について，相手に分かりやすく説明す

ることを意識させることができた。また，説

明を聞く際には，自分達のグループとの相違

点を見付けながら聞くように助言した。 

     
【ステップチャートを活用したワークシート】 

     
【ワークシートに書き込みながら説明】 

 

(3) 本時における課題の解決に向けての手立て 

   本時の実験は数値化が難しいため，考察の

際に明確な根拠もって説明することが困難

であった。そのため，体積変化が分かりやす

い教材を考えていくことを話し合った。 

   その後，他校においてペットボトルを用い

て次のような実験を行った。 

  

【身の回りの物を活用した実験】 

①食器用洗剤等で膜を作る。 

②ペットボトルを温める。 

「実験前」 「温めた後」 

膜の下の気体の体積

が大きくなり，膜が上

昇する。 

体積の変化の差 
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１ 研究の概要 

(１)本年度の研究について 

今年度は，サブテーマを「見方・考え方を働かせ，

資質・能力を発揮させる教師の働きかけ」とし，どの

ような教師の働きかけによって，子どもからどのよう

な見方･考え方を引き出し，資質・能力を発揮させるこ

とができるのかを研究する。 

 

(２)研究の具体 

① 問題解決のプロセスを大切にした授業づくり 

 
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，問題解

決プロセスをを大切にした授業づくりをしていく。 

② 問題解決のプロセスを具体化した板書モデル 

 

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かを

強く意識して学習指導にあたるようにする。振り返り

Ⅰ･Ⅱとして，「問題⇔結論の導出」「予想･仮説⇔結果

の考察」の関係を重視する。観察･実験の前に「 結果

の見通し 」を位置付ける。 

２ 本年度の実践 

(１)三観小研理科部(部員)研修会（研究授業） 

 

 
① 葉に日光が当たるとでんぷんができる(推論の場) 

ジャガイモの葉のでんぷんの有無について，エタノ

ールで，葉の色素を抜いたり，たたき染めをしたりし

て調べた結果を，自分の予想と照らし合わせて考察す

ることができた。 

 

この実験は，当日の天気に左右されるとともに実験

時間を極力午後に設定しなければならないなど，計画

通りに進めるのが難しい実験でもある。晴れの日に採

取した葉を茹でて，冷蔵庫で冷やしておくと，約１週

間は保存でき，ヨウ素液で青紫色も確認しやすい。 

② 植物の体の働きについて（深め合う学び合い） 

前日の葉には，でんぷんができていたはずなのに，

次の日の朝になると，無くなっているわけについて，

ジャガイモのモデル図を用いて，グループや全体で，

話し合うことができた。 

 

三豊・観音寺支部の研究 

『自ら自然と対話する子どもの育成』 

～見方・考え方を働かせ，資質・能力を発揮させる教師の働きかけ～ 
三豊市立仁尾小学校  片山 惠富 

日 時：2018年6月15日(金)14:30～16:30 
場 所：三豊市立笠田小学校 
単 元：６年「植物のからだのはたらき」 
授業者：真鍋 秀樹 教諭 
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(２)三観小研理科部夏季研修会（指導案検討） 

 

 
１１月の三観地区小学校教育(理科)研究発表会に

向けての指導案検討を部会に分かれて行った。 

(３)自然観察会（年４回を予定） 

① 第１回自然観察会「ミジンコ採集ツアー」 

 

 
理科部員だけでなく，５年担任や理科に興味のある

先生方を対象に，淡水や海水中のプランクトンを採集

した。また，ミジンコが懐中電灯の光に集まる様子や

メダカがミジンコを食べる様子を観察できた。 

② 第２回自然観察会「博物館バックヤード見学」 

 

 
理科部員を対象に，徳島県立博物館バックヤード見

学をした。学芸員さんから，博物館の役割や資料保存

の仕方，珍しい標本や資料等の説明を受けた。 

③ 第３回自然観察会「ドングリ採取ツアー」 

 

 
１年担任や理科に興味のある先生方を対象に，生活

科「秋の物を使った遊びや物作り」に役立つドングリ

やオナモミ，マツボックリ，ススキ等を採集した。 

(４)三観地区小学校教育(理科)研究発表会 

 

 
① ３年「明かりをつけよう」（奥田 真理子 教諭） 

電気を通す物と通さない物を仲間分けし，「アルミ

や鉄などの金属は電気を通すはずだ。」という見通し

を子どもにもたせ，再度，空き缶に着目して実験をす

ることができた。また，金の色紙など，身の回りにあ

る物についても，塗料を剥がして通電実験できた。 
② ５年「電流が生み出す力」（伊丹  徹  教諭） 

身近な物体から，コイルの中に入れると，鉄を引き

つける力を強くするものを調べる実験では，鉄だけが

コイルの磁力を強めることが分かった。そこで，３年

「磁石のはたらき」で学習した「磁石は，鉄を磁石に

してお互いに引き合うもの」から，「磁石につくものを

コイルの芯にしたとき，磁石になって鉄を引きつける」

ことが考察できた。また，ハサミなどの鉄製品を芯に

しても，コイルの磁力を強めることが確かめられた。 

(５)香理研後期郡市研究会 

 

 
① 研究提案・実践発表 

研究提案では，今年度の研究テーマや活動について

提案した。また，実践発表では，６年「大地のつくり」

（尾崎実践）について報告し，教材開発した「何度で

も流水実験ができる砂」を紹介した。 
② 現地研修「和泉層の見学と化石採集」（平木將尊氏） 

現地研修では，財田町灰倉に移動し，和泉層の成り

立ちや地層の見方，化石の採掘の仕方の講習を受け，

イノセラムスなどの貝や植物化石が採取できた。 

３ 成果と課題 

(１)成果 

〇 若手会員の増加もあり，理科授業力向上を目指し

て，学習会や自然観察会の回数が多くしたことによ

って，会員相互の仲間意識や役割意識が向上した。 

(２)課題 

● 研究テーマや問題解決のプロセス、教材開発や

日々の授業で大切にすべきことなど，理科教育の基

本的なポイントの共通理解を十分図ることが必要。 

日 時：2018年7月25日(水)9:00～11:45 
場 所：三豊市立笠田小学校 
単 元：５年「電流が生み出す力」伊丹 徹 教諭 
単 元：３年「明かりをつけよう」奥田真理子教諭 
 

日 時：2018年6月1日(金)18:00～19:45 
場 所：琴弾公園・観音寺漁港周辺 

日 時：2018年8月12日(金)10:00～15:00 
場 所：徳島県立博物館 

日 時：2018年11月10日(金)15:00～16:40 
場 所：興昌寺山(一夜庵)，財田川土手沿い周辺 

日 時：2018年11月14日(金)14:00～16:30 
場 所：三豊市立笠田小学校 

日時：2018年11月17日(土)9:00～12:00 
場所：三豊市役所財田支所財田公民館，財田町灰倉 
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１ 理科学習の中で大切にされてきたもの 

(1)昭和２７年の指導要領から 

 ①カエルを飼育した子どもの観察記録 

  ある子どもがカエルを飼育し観察記録をつ

けた。父親が観察記録を見ると変態期間が動

物学の本の記載と１ヶ月もずれていることに

気付き，子どもの記録を動物学の本にある通

りに書き直しさせた。このような扱いを受け

た子どもは自分が確かめた間違いのない事実

をどう受け止めるのだろうか。 

  この話を聞いて，皆さんは父親のことをひ

どいと思うかもしれない。しかし，このよう

な理科の授業が日本全国で行われているので

はないかと私は危惧している。 

②問題解決をする子ども 

  ある子どもがオタマジャクシを洗面器で飼

育していたが，毎日，数匹が逃げ出した。ど

うして逃げ出すのかと思い，今までの経験等

から成体になると陸地も必要になるのではな

いかと考え，陸地を作り金網で覆いをした。 

  この子は自分で問いを見つけ，これまでの

経験から根拠のある予想を立て，実際に試し

てみることで問題を解決している。これこそ

が問題解決である。 

③知識の更新 

  ４歳の子どもと７歳の子どもではもってい

る知識が違う。これは当然であり，知識は常

に更新されていくものだ。これは大人でも科

学者でも同じである。 

今日，当たり前だと考えられていることが

実は間違っていたということもあるかもしれ

ない。PISA調査では，「科学の本に書かれて

いる見解が変わることがあると思うか？」と

いう問いに，日本の高校１年生の76.9％が肯

定的に答えている。しかし，この割合は諸外

国に比べると低い。自分たちが行った実験結

果よりも本や教科書に書かれていることの方

が正しく，テストでも教科書通りに答えれば

良い成績がとれると思わせてしまうような指

導をしていないだろうか。 

  提示した資料は昭和２７年の学習指導要領

に書かれていたものである。理科学習の中で

子どもの問題解決は脈々と大切にされてきた

ものであり，これからも大切にしなければな

らないものであることがよく分かる。 

 

２ 新学習指導要領のキーワードとポイント 

(1)キーワードの整理 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

学習評価の対象はあくまで資質・能力であ

り子どもたちが授業中に理科の見方・考え方

を働かせられていないからといって理科の

成績が悪くなる訳ではない。主体的・対話的

で深い学びは授業改善の視点である。 

(2)資質・能力について 

 ①知識・技能 

  知識では，一問一答のように理解するので

はなく，一つ一つの知識と知識をつなぎ合わ

せて概念として理解してことが大切。技能で

は，安全に配慮して実験器具を適切に操作す

る力と実験結果を適切に記録する力が求めら

れる。問題解決の中で考察の拠り所となるの

は実験結果であり，とても重要な力である。 

 ②思考力・判断力・表現力 

  理科では，各学年で育てたい力として，例

えば３年生であれば，「差異点や共通点を基

に，問題を見いだす力」としている。しかし

，この力だけを育成しておけば良いという訳

ではない。どの学年でも問題解決の活動をす

るのだから「根拠のある予想や仮説を発想す

る力」「解決の方法を発想する力」「より妥

当な考えをつくり出す力」を含めて４つの力

をどの学年でも育成しなければならない。 

 

平成３０年度 夏季研修会 講演 

 『新学習指導要領が目指す理科の学習』 

文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官 

鳴川 哲也 先生 

【キーワードの整理】 

問題解決の活動 

理科の見方・考え方を 

働かせて 【資質・能力】 

●知識・技能 …習得 

●思考力・判断力・表現力…育成 

●学びに向かう力・人間性…涵養 

主体的・対話的で深い学び 
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③学びに向かう力・人間性 

  理科での人間性は「生命を愛護する態度や

生命を尊重する態度」として，学びに向かう

力は「粘り強く問題解決しようとする態度や

学んだことを日常生活に当てはめようとする

態度」で表出するであろうと考える。 

 

３ 香川県の研究テーマと関連して 

(1)新学習指導要領との関連 

研究テーマにある「自ら科学的に学び続け

る子ども」とは，どんな資質・能力が育成さ

れた子どものことをいうのかをこれから考え

て欲しい。サブテーマにある「子どもたちの

問いがつながる」は，問題解決の力の１つ「

問題を見いだす力」と深く関わってくるだろ

うと考えられる。 

(2)単元化・教材化の工夫 

 ①「振り子の運動」の実践から 

「全国学力・学習状況調査の調査結果を踏

まえた理科の学習指導の改善・充実に関する

指導事例集」から，５年生「振り子の運動」

の実践例を挙げる。振り子の周期は何によっ

て変わるのかを調べる実験で，おもりの重さ

を変えて調べたグループの中で，あるグルー

プだけ周期の変化が見られた。同じ実験をし

ているのにどうして違う結果になったのかを

子どもたちは話し合い，実験方法を見直すと

そのグループはおもりを縦に数珠つなぎして

いたことが分かった。振り子の長さを変えて

調べた子の結果とも結びつけながら，おもり

を縦につなぐと振り子の長さも変わってしま

い，それで周期が変化してしまったことが分

かったという授業である。この実験をさせる

時に，先生たちは，正確な実験結果を出させ

ることを考え，「おもりを縦につながないよ

うに。」と事前に指示をしてしまってはいな

いだろうか。こうした丁寧な御膳立ては，本

来，子どもたちに育成されるべきだった問題

解決の力を奪ってしまっているのではないだ

ろうか。このようにどのように教材を使って

どのように展開するのかは，とても重要だと

思う。また，ある学校での実践では，振り子

が１０往復する間に摩擦等の関係で揺れが減

衰してしまうことに着目していた。おもりの

重さや振り子の長さを変えた時，振れ幅も減

衰してしまうのに，１０往復の時間を１０で

割って調べる方法は妥当なのを考えていた。

そこで，まずは振れ幅を変える実験から始め

ていた。振れ幅が違っても周期は変わらない

ことを確かめた後なら，たとえ他の実験で振

れ幅が減衰しても周期に影響しないから１０

往復する時間を調べる方法は妥当であると確

信がもてるからである。 

目の前の子どもたちにどんな力を身に付け

させたいのかを考えて，単元化・教材化を工

夫していく必要がある。 

 ②「昆虫の脚」の実践から 

  私の実践だが，ある子どもが「カマキリは

昆虫ではない。」と発言した。その理由を聞

くと，「カマキリのかまは手なので，脚は４

本しかない。」と答えた。そこで，私はカマ

キリのかまは手か脚かという授業をすること

になった。さらにその後，様々な昆虫の脚に

ついて考える展開にした。例えば，カブトム

シの脚の先は木につかまりやすいようになっ

ているし，バッタの長い脚は高くジャンプで

きるようになっている。このように昆虫の脚

には多様性があり，それらはその昆虫の生活

スタイルと密接に関係しているという共通性

という見方を働かせる学習になった。私は，

ある子の発言から，偶発的に単元をつないで

単元構成を変えることになったが，香川県の

提案として，理科の見方・考え方を働かせる

ことを想定して教材研究し，そのための単元

展開を構想すれば，より豊かな学びになると

思う。 

 ③「水の沸騰」の実践から 

  これも私の実践だが，実験用コンロを使っ

て水は約100℃で沸騰して，それ以上は温度が

上がらないことを確かめている時に，ある子

が「火力が足りないからだ。」と発言した。

そこで，もっと火力の強いガスバーナーと火

力が弱いアルコールランプでも同じように実

験し，やはり100℃で沸騰し，それ以上は上が

らないことを確かめた。すると，「水以外の

液体ならどうなるの？」と発言した。新学習

指導要領でいう質的な見方を彼らは働かせて

いたといえる。 

 

４ 城西小学校の研究テーマと関連して 

(1)理科の見方・考え方を働かせるとは 

城西小学校の研究では「理科の見方・考え

方を働かせる」という視点が多くを占めてい

る。理科の見方・考え方とは，どういう視点
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で自然の事物・現象を見るか，捉えるかとい

うことであり，私は「めがね」という表現を

している。新学習指導要領では，理科の４領

域でそれぞれに特徴的な見方・考え方がある

と整理して示した。城西小学校の研究では理

科の見方・考え方を子どもの言葉に変換しよ

うとしており，これはとても大事なことであ

る。また，子どもたちから表出された見方・

考え方を掲示するという取り組みは，かなり

先駆的な取り組みであり，参観される先生方

もとても参考になると思う。予め，子どもた

ちが紡ぎだすであろう言葉を教師が想定して

おけば，見取ることもでき，価値付けてフィ

ードバックさせることもできる。 

(2)子どもはいろいろな見方・考え方をする 

  ６年生の燃焼の実験で，集気瓶の中でろう

そくの炎が消えた時，ある子は「質的な見方

」で瓶の中の空気の性質が変わったのではな

いかと捉える。また，ある子は「実体的な見

方」で瓶の中の空気が無くなってしまったの

ではないかと捉える。また，ある子は，「量

的・関係的な見方」でもっと大きな集気瓶な

らもっと長く燃えるはずだと捉える。この単

元では，質的な見方が最も大切だが，かとい

って他の見方を否定することはない。 

(3)見方・考え方を自然に働かせてしまう場面 

皆さんは，この写真（明るさの違う豆電球

がならんでいて，乾電池の部分が隠されてい

る）を見ると，明るい方が乾電池2個直列つな

ぎで暗い方が乾電池１このつなぎだと見える

はずだ。明るさが違うということは電流の大

きさが違うはずだと考えた人は，量的関係的

な見方考え方を自然に働かせている。では，

この写真（風に鯉のぼりがなびいているが，

一方は少しだけなびいている）はどうか。風

の強さによって鯉のぼりのなびき方が違うと

見たならば，これも量的関係的な見方だ。鯉

のぼりがこちらになびいているということは

風の向きはこちらになり，これは空間的な見

方だ。イチョウの葉をイメージしてかいても

らうと大体よく似た形になるが，実際の葉の

形は様々で多様性があることに気付く。この

ように，私たちは見方・考え方を思わず働か

せてしまっているといえる。 

(4)これからの教材研究の視点 

「風とゴムのはたらき」の授業で，①どの

ような場（活動）を設定すると，②どのよう

な見方・考え方を働かせることができ，③ど

のようなつぶやきが表出されるかを，これか

ら我々は考えていく必要がある。これまでの

教材研究とは違った視点である。例えば，ゴ

ムの力で走る車が2台あり，走った距離が異な

る写真を見せれば，子どもたちは量的・関係

的な見方・考え方を働かせ，長く走った方は

ゴムをたくさん伸ばしたのではないかと考え

るだろう。もう少し質問していけば，風で走

らせた時も風を強くすれば長く走ったからと

学習経験を結びつけて考えるだろう。 

  ゴムの力で走る車の発射台にはゴムをど

こまで伸ばしたかが分かるような目盛りが

書かれていることが多いが，全く書かれてい

ないもので実験すればどうだろう。最初は，

感覚的に実験していても，中には自分で目盛

りを書き込んで定量的に比較しようとする

子が出てくるかもしれない。すると数値化し

て比べることができたと価値付けできる。ま

た，種類の違う輪ゴムを用意しておくと，同

じ種類のゴムで比べないとだめだと考える

子は，条件制御ができたと価値付けできる。 

 

５ さいごに 

  お茶のペットボトルを持って各教科の教科

調査官にどのような見方・考え方をするのか

聞いてみた，図画工作科の教科調査官に造形

的な見方・考え方を訪ねると，「緑色は何を

イメージしているのか」「竹筒かな」と答え

た。家庭科の教科調査官に尋ねると，「健康

と表記されているから，このお茶を飲むと自

分の体にどんな影響があるのか」「リサイク

ルとしてペットボトルと紙パックではどっ

ちがいいのか」という問題が見えると答え

た。社会科の教科調査官は，「どこで作られ，

どのような流通経路を経てきたのか」「ペッ

トボトルにお茶を入れて販売し始めたのは

いつ頃からだろうか」という問題が見えると

答えた。国語科の教科調査官は，「”おーい

お茶”と“おいお茶”では１文字違うだけ

で状況がどう違うのか」という問いがうまれ

ると答えた。 

  つまり，同じ物を見ても視点が異なれば捉

え方やうまれる問題が全然違ってくるという

ことだ。子どもに理科の見方・考え方を働か

せてもらうためには，どの教材をどのように

提示すればよいのかを教師は考える必要があ

る。これからは，これまでの教材研究とは違

った新たな視点で考えて欲しい。 
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第５１回 全国小学校理科研究協議会茨城大会 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「科学する面白さを感じながら，身の回りの現象とかかわっていく子供の育成」 

香川大学教育学部附属坂出小学校  中家 啓吾 

 

大会１日目 

平成 30年 11月８日（木），９日（金）と，

茨城県で開催された全国小学校理科研究協議会

研究大会に参加させていただいた。 

１日目は，理事会，総会，研究全体会，記念

講演会，レセプションが行われ，私は総会から

参加した。参加人数は，200 名程度ではないか

と思われた。 

基調提案では，茨城大会の研究主題「科学す

る面白さを感じながら，身の回りの現象とかか

わっていく子供の育成」の設定理由について，

茨城県の実態やこれまでの取り組み等と共に説

明がなされた。「面白さを感じる」とは，よさ

や有用性に気付いたり，内発的動機によって活

動に取り組んだりすること，さらに活動後，分

かったことを基に，身の回りのことを見直し，

新たな意味を見いだすことだそうである。また，

「科学する面白さを感じる」場面を①事象と向

き合うとき，②自分の考えを友達と交流すると

き，③自分自身の考えを更新していくときと，

三つ想定して，それぞれの場面で「理科って面

白い」と感じさせることが，身の回りの事象か

ら問いを見いだすことや，自分事となった問題

解決につながるという主張であった。 

その後の指導講話では，教科調査官の鳴川哲

也先生が，自身の経験を踏まえて「科学する面

白さ」についての見解を述べるとともに，茨城

の研究について価値付けていった。茨城の研究

と学習指導要領をつなぎながら説明し，「科学

する面白さ」がどうして大切かが伝わる内容で

あった。 

記念講演会では，慶應義塾大学の福田真嗣先

生が『もう一つの臓器 ～腸内細菌叢から学ぶ

「層別化」の重要性～』という演題で話をされ

た。前半は，自身の研究についての説明で，腸 

 

内細菌の有用性に着目し，最先端テクノロジー

を用いて，便から健康情報を抽出し，個々人に，

還元することで病気を未然に防ぐ病気ゼロ社会

を実現するというものであった。壮大な話で，

大変興味深かった。講演の後半では，自身の小

中学生時代の様子について語りながら，情熱を

もって行動することがよい出会いにつながり，

今の研究に至っていることも話されていた。 

大会２日目 

 水戸市立笠原小学校での研究会に参加した。

日程は，午前中に授業が二つと，それらについ

て学年別での授業分科会（生活科は２学年合同）

があり，午後から学年別分科会と全体会，指導

講話であった。 

 笠原小学校は，学級数が２５学級，児童数が

743名の中規模校である。 

 １，２年の生活科も含め，各学年二つずつの

12の授業が公開されていた。その中で，４年「も

ののあたたまり方」の授業を参観した。単元計

画では，水→空気→金属の順で扱っていた。 

授業Ⅰが単元の５時間目，金属の温まり方を予

想する時間，授業Ⅱが６時間目，金属の温まり

方を実験によって確かめる時間であった。単元

構成については，水，空気での学びを金属の予

想の際に活用できるようにという意図であると

伺った。 

参観した授業 

では，金属板の 

温まり方を調べ 

ることで，ホッ 

トプレートのど 

の位置で肉を焼 

くとよいかを捉 

えさせることを 

目的の一つとし 

ていた。授業Ⅰ 

の予想の記述及び話合い，授業Ⅱの考察はいず

れも充実していた。ただ，教師が示温テープの

枚数を制限して実験させたり，最後に示温イン

クを塗った金属板による演示実験で確認させた

りした活動には疑問が残った。 
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