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 令和という新たな時代となり、戦後間もなく発

足した香川県小学校理科教育研究会（香理研）も、

新たな１歩を歩もうとしています。この 72 年の

歴史の中で、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、理科教育の充実を願

う先生方の熱意が香理研を支え、香理研が香川の

理科教育を支えていることに変わりはないでし

ょう。学校の多忙化や働き方の問題が問われる今

日、各学校での研修時間確保は難しくなっていま

すから、理科のように専門性を要する教科研究に

は、香理研のような研究組織の役割・存在意義が

大きくなっているといえます。これまでの伝統を

踏まえつつ、将来を見据えて理科教育の今後を考

えていくことが大切です。 

令和２年度には、新たな学習指導要領が全面実

施となります。「主体的・対話的で深い学び」の実

現に向け、そのカギとなる「理科の見方・考え方」

を子どもが働かせ、資質・能力を育む学習が求め

られます。昨年 10 月に「四国理科教育研究発表

会」を開催した丸亀市立城西小学校では、この「理

科の見方・考え方」を子どもの言葉として把握し、

それを働かせるための“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。この成果を生かし、研究が更に

進んでいくことを願います。 
 

自然観を豊かにする子どもの育成 

四国理科教育研究発表会をひとつの節目とし、

香理研では、新たなテーマを設けて研究・実践の

活性化を図ります。そのテーマは『自然観を豊か

にする子どもの育成』です。 

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“生きて働く

知識・技能の習得”“未知の状況にも対応できる思

考力・判断力・表現力等の育成”“学びを人生や社

会に生かそうとする学びに向かう力・人間性等の

涵養”が必要とされます。 

では、自然・科学を学習対象とする「理科」の

視点から子どもに必要な力、目指す子ども像は、

どのようなものでしょう？それが、“人工知能や

情報技術が発達した超スマート社会”であろうと

“自然破壊が進み異常気象・環境問題が行き詰ま

った世界”あるいは“生命科学の進展が人間の在

り方を問う時代”であろうと、「理性と感性を働か

せ、自然を愛する心情や問題解決力をもち、自然

の事物・現象のイメージや概念をより妥当なもの

更新していき、よりよい地球社会形成に参画する」

とうことであり、『自然観を豊かにする子ども』に

は、そんな思いを込めています。様々な角度から

検討しつつ、実践を通して、研究が活性すること

を願います。 
 

全小理香川大会（第 55回大会）に向けて 

令和４年（2022年）には、全国小学校理科研究

協議会研究大会（全小理）香川大会を開催します。

昨年度までに、会場校は「高松市立多肥小学校」

「丸亀市立城西小学校」「善通寺市立中央小学校」

の３校とすること（３校開催）が決まりました。

本年度からは、大会に向けての研究の深まりとと

もに、運営の計画、開催に向けた体制づくりを進

めていくことが必要です。 

前回の全小理香川大会（第 21回大会）は、昭和

63年、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の５校開催でした。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。時代は変わっ

ても、前回同様、全県を挙げて、意義深い全小理

香川大会にすることが、香川の理科教育にとって

重要です。 
 

若い力の活躍に期待して 

教員の世代交代が進んでいます。大学の履修内

容も昔とは異なり、“理科が専門”という小学校教

員は益々少なくなっています。「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。 

学習理論や教育技術以上に、理科の楽しさや醍

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期待

します。 

 

新 し い 時 代 を 歩 む 香 川 の 理 科 教 育 
香川県小学校理科教育研究会会長  髙橋 佳生  



令和元年 香小研理科部会研究の方向性 

 

 

 

 

Ⅰ 研究テーマ設定の背景と目指す子どもの姿について 

１ これからの時代に求められるもの 

  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。次年度から全

面実施となる新学習指導要領では、この「生きる力」を捉え直し、「生きて働く知識・技能の習得」「未

知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等の育成」「学びを人生や社会に生かそうとする学び

に向かう力・人間性等の涵養」と整理している。 

また今日、人口知能（AI）、ビッグデータ等の先端技術があらゆる産業に取り入れられ、社会そのも

のが劇的に変化していくと予想される。政府が示す「Society5.0」では、仮想空間と現実空間の融合

により人間中心の超スマート社会が到来し、そこでの人材育成には、文章や情報を正確に読み解き対

話することや科学的に思考・吟味すること、価値を見つけ生み出す感性や好奇心、探究心などが必要

とされている。 

２ 目指す子どもの姿 

  新学習指導要領によると、これからの子どもたちには、予測困難な社会の変化に主体的に関わり、

感性を豊かに働かせながら、未来を創ったり、社会や人生をよりよいものにしていったりする目的を

自ら考えて、自らの可能性を発揮しよりよい社会と幸福な人生の創り手となる力を身に付けることが

重要であると示されている。そこで、香小研理科部会研究部として、「自然観を豊かにする子ども」と

いう理科で目指す子どもの姿を設定し、研究を進めていく。このテーマは、今までの香川県の理科学

習で大切にされてきたことであり、不易なものだと考える。 

  単に理科で得た知識・技能が生活とつながっているということを理解するだけでなく、現実の世界

で自然の事物・現象を見たときに新しい気付きや疑問をもち、その問題を自ら進んで創造的に解決し

ていく子どもの育成を目指す。つまり、理科という教科を通して、身の回りの自然を科学的な視点で

見ることができる「理科めがね」を子どもが獲得し、日々の生活の中で自然を観る目が変わっていく

ことを目指していく。 

３ 研究の重点 

このような背景から、今まで研究してきた単元化・教材化の工夫を土台にして問題解決の過程に焦

点を当て、研究を進めていきたい。既有の知識・技能を生かしながら問題解決の過程の中でも特に考

察の場面に焦点を当てて研究を進めていきたいと考えている。この過程を通し、自然観が豊かな子ど

もの姿の片鱗が見えてくると考える。また、身の回りの自然事象を新しい知識へと更新することがで

きるのではないかと考える。 

Ⅱ 研究テーマについて 

１ 自然観を豊かにするとは 

「自然観を豊かにする」とは、感性と理性を働かせ、自然を愛する心情や問題解決の力を育み、あ

らかじめもっている自然の事物・現象へのイメージや素朴概念などを、より妥当性の高いものに更新

していくことと捉えている。 

研究テーマ 
自然観を豊かにする子どもの育成 



自然を観る目は個によって様々なものがあるゆえ、長い時間をかけて形成されていくものである。

個がもつ自然観を豊かにしていくことは、自然と共生し、他者と協働することで人間の形成につなが

ると考える。 

そこで、理科学習においては、個が自然と関わることで、自然の不思議さや巧みさに魅力を感じ、

自然に対する畏敬の念を深めることを大切にする。また、問題解決の過程を経ることで、あらかじめ

もっている自然の事物・現象についてのイメージや素朴概念をより妥当性の高いものに更新していく

必要がある。このように、自然観が豊かになることを直接的に求めることが素晴らしいのではなくて、

「豊かにする」ために、単元で達成すべき目標に向かっていくその過程が重要であり、その結果問題

解決の過程も豊かになれば、その子どもの自然観が育つのではないかという考えである。 

２ 各領域でねらう自然観が豊かになった子どもの姿 

  子どものイメージや素朴概念をより妥当性の高いものへとしていくためには、まず、各領域でねら

う自然観がどのようなものかを把握しておく必要である。そして、その自然観をどのように高めてい

くかという方向性をもち、授業構想していく必要があると考える。新学習指導要領で整理されている

「エネルギー」「粒子」「生命」「地球」の４つの領域でねらう子どもの姿を以下のように示す。 

領域 単元での具体的な子どもの姿 
自然観が豊かになった 

子どもの姿 

エネ 

ルギー 

・電気が１個のときより明るいのは、電気の大きさが関係して

いる。 

・風の強さによって車の進む距離が変わる。 

・鏡の枚数によって、明るさが変わる。 

目には見えないが、変化の

原因があることに気付く。 

粒子 

・ろうそくが消えたのは、空気が変化したから。 

・目に見えないけれど、蒸発すると何か白いものが出てきた。 

・無色透明の液体だけど、リトマス紙の色の変化が違う。 

見かけは変化しても、変化

しないものがあることに

気付く。 

生命 

・カブトムシはチョウと一緒であしが６本あるが、育ち方は違

う。 

・植物によって種の形は違うが、根、茎、葉と同じつくりであ

る。 

生き物は、生きていくため

に巧みな仕組みをもって

いることに気付く。 

地球 

・星の位置が１時間前と違う所に動いている。 

・影は、時間が経つごとに形を変えながら移動している。 

・太陽の動きと共に影も動いている。 

長い時間と空間の中で、今

もなお変化し続けている

ことに気付く。 

【各領域でねらう自然観が豊かになった子どもの姿】 

  ただし、自然観は人によって様々であり、このような子どもの姿を目指さなければいけないという

達成目標ではない。単元を通してどのような自然観を高めていくのかという目指す子どもの姿を示す

ことで、単元の内容を教える堅い授業ではなく、子どもと共に考える柔らかい授業になると考える。 

３ 問題解決の力について 

  自然観が豊かになったかを本単元の子どもの姿で見ようとしたとき、それを直接検証することは難

しいかもしれない。そこで、新学習指導要領で示されている理科の３つの資質・能力が育成されたか

という視点を基に検証していきたい。 

【小学校理科の目標】 

 

 

 

 

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。  

(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。  



自然観が豊かになることを直接的に求めることが素晴らしいのではなくて、単元で達成すべき目標

に向かっていくその過程が重要である。つまり、問題解決の過程が豊かになれば、その子どもの自然

観が豊かになるのではないかという考えである。そのためには、３つの資質・能力が三位一体となっ

て働く状況をつくらなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自然観を意識した問題解決のイメージ】 

  （１）自然の事物・現象についての理解や基本的な技能（３）自然を愛する心情や主体性において

は、昨年度までの実践「教材化・単元化の工夫」が有効であることが実証されているので、本年度は、 

（２）問題解決の力が働く場面において、研究を進めていく。学習指導要領では、問題解決の力とし

て以下の４つが設定されている。 

３年 差異点や共通点を基に、問題を見出す力 

４年 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する力 

５年 予想や仮説を基に、解決の方法を発想する力 

６年 より妥当な考えをつくり出す力 

  これらの力は、その学年で中心的に育成するものと示されているが、指導に当たっては、どの学年

の子どもも問題解決を行うことに変わりはないので、他の学年で掲げている力の育成についても十分

配慮する必要があると指導要領に記載されている。 

 

Ⅲ 研究の具体 

１ 領域でねらう子どもの姿を明確にして単元構成を行う 

  子どものイメージや素朴概念をより妥当性の高い概念へとしていくには、まず、子どもがもつイメ

ージや素朴概念の把握が必要である。そして、どのような授業構想をしていく必要があるのかを考え

る。まず初めに領域における自然観を考え、次に単元の学習目標、そして単元を達成するための単元

構成というように頂上を意識しながら単元構想を行っていくことも考えられるだろう。また、問題解

決の過程の中で帰納的な考えばかりで進めるのではなく、演繹的な考えも取り入れながら単元の問い

に迫っていくことが大切になってくるのではないだろうか。 

Ａ､Ｃ･･･誤概念を含む素朴概

念が妥当性を伴う科

学的概念へ高まった

状態 

Ｂ  ･･･もともと科学的に正

しい概念がより深ま

った状態 

 



２ 考察の場面に重点を置く 

  考察とは、観察・実験の結果から何が言えるのかを考えることである。考察の場面は、問題解決の

過程の中でも、科学的な概念の深まりが見られる所である。予想や仮説と観察・実験の結果を照らし

合わせながら考えたり、事実やデータを全体的に捉えて、より妥当性のある解を吟味したりすること

に、子どもたちの自然観が豊かになる姿が現れてくると考える。そのためには、実験を複数回行った

り、多様な実験結果から検証したり、結果の妥当性を吟味する場を保証する工夫が必要である。 

３ 検証の方法について 

子どもの自然観が豊かになったかどうかを直接検証することは難しい。しかし、授業の中で自然観

が育ちつつある姿は、たくさん見られるはずだ。そこで、新学習指導要領の目標にある理科の資質・

能力がいかに育成されたのかを子どもの姿で検証していく方法を例として挙げる。例えば、目標の

「（２）観察、実験などを行い、問題解決の力を養う。」であればⅡの３で示した問題解決の力が本時

または、本単元の子どもの姿としてどのように現われていたのかを議論することで検証が可能である

と考える。より妥当な考えに向かう問題解決の過程を子どもの発言やノート記録から検証していきた

い。また、理科の資質・能力が現れている様子をエピソードとして記録しつつ、子どもの実際の姿か

ら検証していくことが可能である。 

４ サブテーマ設定について 

本年度のサブテーマ設定においては、各郡市に委ねるものとする。研究テーマにある目指す子どの

姿を念頭に置き、各郡市でサブテーマを設定し、実践を積み上げていく。そして、各郡市からの実践

を検証しながら来年度以降のサブテーマ（研究の方向性）について決定したい。サブテーマの設定の

際には、「自然観を豊かにする子どもの育成」に向けた問題解決の力に焦点を当てた研究を進めるこ

とも可能であると考える。各郡市が今まで研究されてきた内容を基盤に、新学習指導要領の目標と関

連を図りながらサブテーマを決定し、次年度以降、全小理香川大会に向けて研究の方向性の具体を検

討していきたい。 

 

Ⅳ 終わりに 

いよいよ４年後となった全小理香川大会。本大会では、香川県が今まで取り組んできた研究成果を全

国に向けて発信する場でもあると同時に、今後の理科教育の方向性を示す機会だと考えている。本年度

は、理科の資質・能力を育成するために、本県が積み上げてきた研究と新学習指導要領で述べられてい

る重点項目の融合を目指していきたい。さらに、２年後には全国に発信できる授業づくりの視点を県下

で統一し、研究のまとめを行う。３年後には練り上げてきた論を基に、目指す子どもの姿が現れる授業

を具現化する。そして、４年後の全小理香川大会では他県の先生方に自信をもって発信していきたい。 

（文責：香小研理科部会研究部） 
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〇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 

〇平成 30年度 全国学力・学習状況調査 報告書 国立教育政策研究所 

〇鳴川哲也・山中謙司 他（2019） イラスト図解ですっきりわかる理科 東洋館出版社 
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研究の概要 

1 「自然観を豊かにする子ども」とは 

自然観とは、「～とはどういったものか」とい

うように自然の事物・現象に対する捉えや概念の

ことである。子どもが元々もっている自然の事物

・現象に対する誤概念や素朴概念を観察・実験を

繰り返すことで、科学的な自然観に高めていくこ

とが理科の本質であると考える。例えば、第３学

年「こん虫を調べよう」では、これまでの生活経

験から「昆虫は歩くものだ」と考えていた子ども

が観察したり、知識を共有したりする中で、「昆

虫は飛ぶこともできるものだ」「昆虫は環境にあ

った体のつくりをしているものだ」というように

より科学的な概念を作り上げていくことが、自然

観を豊かにしていくということである。 

自然観が豊かになった子どもは、身の回りで起

こる様々な現象を原因と結果を結びつけながら

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。そう

することで、日常で出会う事物・現象に対して問

題を見いだし、理科の視点をもちながら解決方法

を探っていける子どもに育つのである。 

 

２ 「問題解決の力」とは 

問題解決の力は、学習指導要領において以下の

ように整理されている。 

３年 差異点や共通点を基に、 

問題を見いだす力 

４年 既習の内容や生活経験を基に、 

根拠ある予想や仮説を発想する力 

５年 予想や仮説を基に、 

解決の方法を発想する力 

６年 より妥当な考えをつくりだす力 

 

これらの力は、自然の事物・現象に対して「比

較」「関係づけ」「条件制御」「多面的」などの

理科の考え方を駆使して行われる問題解決の過

程の中で育成される。例えば、第 4学年では主に

自然の事物・現象を関係づけて考えることで、既 

 

 

 

 

 

 

 

 

習の内容や生活経験を基に根拠ある予想や仮説

を発想する力を育成することが求められている。

そこで「もののあたたまり方」の学習では、「山

登りの経験を基に、上に行くほど気温は低かった

から温かい空気は下に動くだろう」と考えたり、

「冬の部屋は足下が寒いから膝掛けをしている

経験を基に、温かい空気は上に動くだろう」と予

想したりする中で、子どもたちは生活と問題を関

係づける。その過程を重視することで、問題解決

の見通しが立ち、考察場面でも実験で得られた知

識と根拠を示した仮説を比較し、より妥当な考え

をつくりだすことができるのである。このような

生活経験を基に、問題解決の力を意識した学習の

展開や単元化の工夫などを行うことで、子どもた

ちは自然事象への捉えを更新し、自らの自然観を

より豊かにしていくと考える。 

 

３ 「納得解を導き出す子ども」とは 

ここでいう納得解を導き出す子どもとは、教科

書や参考書から情報を得たり、その情報だけで課

題の答えを求める子どもではなく、目の前の多様

な事物・現象から得られた情報をよりどころにし

て、自分も周りの人間も納得する解を導き出す子

どもである。納得解を導き出そうとすると、目の

前で起こった事実を基に、考えたり、話し合いが

行われたりするのである。例えば、実験場面で１

つの班だけ他の班と違う結果がでたときに、「ほ

とんどの結果が○だったから○だよね。」と結果

をまとめるのではなく、「１つだけ結果が△だっ

たよ。どうしてかな。」と一つ一つの結果を考え

ることを大切にする。このように、みんなが納得

するまで追究することが納得解を導き出す子ど

もである。また、目の前の事実を基にした話し合

いは理科だからこそ特に実現できるものであり、

理科学習の楽しさの本質でもある。このように、

理科の中で納得解を模索する学習過程でこそ子

どもたちは、理科の楽しさを感じながら自然観を

豊かにしていくと考える。 

 

 

 

高松支部の研究 

『自然観を豊かにする子どもの育成』 
～問題解決の力を働かせ、科学的に納得解を導き出す子どもの姿を目指して～ 

“２つの事実を基に、問題解決の過程を重視した理科学習” 

高松市立川添小学校  町川 大 



４ 「２つの事実を基にした問題解決」とは 

理科では、既習や生活での経験で出会った事実

や観察・実験で共有した事実を基に、学習するこ

とが重要である。ここでいう事実には大きく分け

て２つのものがある。一つは「子どもが元々もっ

ている素朴概念の基になる事実」であり、もう一

つが「目の前の観察・実験で得た共有の事実」で

ある。根拠ある仮説を立てるには「子どもが元々

もっている素朴概念の基になる事実」が大切であ

り、より妥当な考えをつくるには「目の前の観察

・実験で得た共有の事実」が大切にされなくては

ならない。事実と異なる空論では科学的な根拠が

ない学びとなってしまい、既存の知識を教え込む

形の学習になるからである。そのため、本年度は

特に、子どもが生活で見た事実を大切して仮説を

立てたり、観察・実験で共有した多様な事実を基

に考察したりする問題解決の過程を重視した理

科の学習を目指したい。 

 

《２つの事実を基に、問題解決の過程を 

重視した理科学習の５つの視点》 

(1) 体験の補充と自由試行（導入場面） 

体験が乏しい子どもにも、問題を見いだした

り、根拠ある仮説を立てたりすることができるよ

うに、その基となる体験の機会を保証する。また、

自由な試行活動において必要な刺激を加えるこ

とで、児童が課題意識を持ち、主体的に行動を行

うようになる。（１つ目の事実） 

(2) 体験の共有の場の設定（仮説を立てる場面） 

一人一人が既習事項や生活経験と学習課題を

つなげて、根拠ある仮説が立てられるように、そ

れぞれの経験を基にした仮説を共有する場を設

定する。（１つ目の事実） 

(3) 実験の実証性を検討する場の設定 

（実験方法を発想する場面） 

子どもの発想した実験方法が仮説を確かめる

手立てとして有効かどうか検討する場を設定す

る。（２つ目の事実） 

(4) 多様な実験結果を基にした考察（考察場面） 

ある問題に対して、一つの実験結果だけでなく

多くの結果から得られた情報を基に、考察できる

ように多様な実験結果との出会いを確保する。

（２つ目の事実） 

(5) 学びと生活の繋がりの場（振り返りの場面） 

学習で得た知識を生活に生かす場や日常生活

で使用している道具・現象とつなげて考えられる

場を確保する。（２つ目の事実） 

 

 

５ 研究仮説 

これまでは、授業づくりの過程や子どもの学び

の過程に重点を当てて研究を進めてきた。単元化

や教材化の工夫により子どもの意識に寄り添い

学習を進めることで、主体的な問題解決が行われ

科学的に学び続ける子どもの姿が見られた。これ

までの研究結果を大切にしつつ、本年度は子ども

の学びの結果である自然観がどのように養われ

たのかまで検証していく。 

２つの事実に重点をおいた学習を行うことで、

課題と生活をつなぎ根拠ある仮説を立て、観察・

実験から得られた共有の事実を基により妥当な

考えをつくりだそうとするだろう。その多様な事

実を基に、より妥当な考えをつくりだす過程を大

切にすることで、科学的に納得解を導き出す子ど

もの姿につながる。そして、事実を基に納得解を

模索する中で子どもたちは自然観を豊かにして

いくだろう。また、それは、本県の子どもたちの

課題でもある「思考・判断・表現」や「学びに向

かう人間性」の育成にもつながると考える。 

 

６ 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 

○ イラスト図解ですっきりわかる理科 

／鳴川哲也・山中謙司・寺本貴哲・辻健 

○ 探究する資質・能力を育む理科教育 

／小林辰至 

○ 平成 30年度 香川県学習状況調査報告書 

／香川県教育センター 

〇「資質・能力」と学びのメカニズム 

／那須正裕 

〇 平成 29年度改訂小学校教育課程実践講 

／日置光久・田村正弘・川上真哉 
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／佐々木昭弘 



丸亀支部の研究 

『自然観を豊かにする子どもの育成』 

～理科の見方・考え方を働かせ、問題を解決する理科学習の展開～ 

丸亀市立城辰小学校  宮花 昂平 

１ 研究のテーマについて 

学習指導要領や「21世紀型能力」などが示す

ように、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、そのため、学

習指導においては「主体的・対話的で深い学び」

と示されるように、子どもが主体的・協働的に

学び合う学習の充実が必要であり、そのための

「言語活動」や、観察・実験・調査・見学など

を重視する「体験的な学習」や「問題解決的な

学習過程」、「学び合い」などによる学びの深

まりが重要である。そして新学習指導要領の各

教科の解説では、「深い学び」の軸となる各教

科の「見方・考え方」が示された。 

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、「自然観」（科学的な見方や考え方、資質

・能力）を養うことを基本としてきた。また、

観察・実験の結果を整理し考察・表現するなど、

子どもが協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展開す

ることを重視してきた。 

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、県テーマに沿って「自然観を

豊かにする子どもの育成」を研究テーマとし、

「理科の見方・考え方を働かせ、問題を解決す

る理科学習の展開」をサブテーマに、四国大会

の成果を引き継ぎながら、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、子どもが理科の見方・考

え方を働かせながら、主体的、科学的、協働的

に「学びたい」と思える教材・教具の工夫、単

元構成や教師の支援の工夫を主眼に、よりよい

指導の在り方を追究していく。 

 

 

 

 

 

 

２ 研究の視点 

〇 子どもの主体的・協働的で深い学びを生む

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・開発 

 

〇 子どもの主体的・協働的で深い学びを生む

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、理科の見方・考え方を働か

せる学習となるための単元構成、教師の支援

の工夫・改善 

 

３ 研究の方向 

(1) 丸小研理科部会としての研究推進 

〇 授業研究（5月 29日、11月 27日） 

教材・教具の工夫、単元構成の工夫を通じて、

子どもが理科の見方・考え方を働かせながら問

題解決しているかを評価・検証し、授業改善に

結び付ける。 

・ 5月 29日（水） 

授業者：秋山 慎吾 教諭（郡家小） 

３年 単元「植物を育てよう」 

・ 11月 27日（水）      

授業者：宮花 昂平 教諭（城辰小） 

（単元等未定） 

〇 丸亀市小学校児童科学体験発表会運営 

10月７日（月） 城西小学校 

 

(2) 香川県小学校教育研究会（香小研）理科部

会としての研究推進 

〇 夏季研修会 ７月 26日（金）附属高松小 

研究提案発表 北村 聖子 教諭（城西小） 

 

(3) 香川県小学校理科教育研究会（香理研） 

丸亀支部としての研究推進 

〇 総会・理事会 ５月 11日（土） 

〇 夏季研修会（香小研理科部会との共催） 

   ７月 26日（金）附属高松小学校 

〇 郡市研究会 

〇 月例研究会 

〇 編集委員会 

〇 県科学体験発表会 11月３日（日） 

高松テルサ 



１ 研究の概要 

 坂出・綾歌支部では、昨年度までは「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、児童の「問いがつながる単元化・教材化の工

夫」について研究を進めてきた。その中で、研究

授業を中心とした実践から、児童の興味関心を喚

起する教材との出会わせ方や児童の問いがつな

がる単元構成の工夫などにより、自ら問題解決し

ようとする児童の姿を見ることができた。 

 本年度は新たに「自然観を豊かにする子どもの

育成」をメインテーマに、これまでの単元化・教

材化の取り組みを継続しつつ、新学習指導要領に

おける理科学習の特質「理科の見方・考え方」を

研究の重点におき、「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」というサ

ブテーマを設定した。研究の視点として、「教材

化・単元化の工夫」、「②ＵＤ（ユニバーサルデザ

イン）を生かした支援の工夫」を設定し、児童が

どのような理科の見方・考え方を働かせ、どのよ

うな自然観を育んでいくのか、児童の言葉で表出

し、研究を進めていく。 

２ 実践事例 

 第３学年「チョウを育てよう」（宇多津町立宇

多津小学校：江淵教諭）を実践事例として取り上

げ、児童に見方・考え方を働かせるための支援と

して、「①教材化・単元化の工夫」、「②ＵＤを生

かした支援の工夫」について説明する。 

① 教材化・単元化の工夫 

 本単元では、身近な昆虫について生活経験や生

活科での学習経験を基に、昆虫の成長過程と体の

つくりを比較する能力を育てるとともに、昆虫に

ついての見方・考え方を高めることをねらいとし

ている。 

事前のアンケートより、児童の三分の一が虫が

好きではなかったり、学校以外で虫を飼ったこと

がなかったりすることが分かった。そこで、今回

導入では、チョウの卵を採取し観察した後で、「み

んなでチョウ博士になろう」と単元を貫く目標を

設定し、グループで１匹のチョウを大切に育てる

ことで、虫が苦手な児童の負担を減らし、グルー

プ内で同じ個体についてじっくり話し合える環

境を作った。 

 

また、チョウの卵から成虫への成長の変化や体

のつくりの特徴を共通性・多様性の視点で捉え、

比較して考えるためにモンシロチョウだけでな

く、アゲハとの２種類のチョウを育てることにし

た。アゲハは、モンシロチョウを育てた後、児童

から「同じチョウの仲間であるアゲハも育ててみ

たい」、「モンシロチョウの観察だけでは、チョウ

博士になれない。」という言葉から取り上げ、以

前に育てたモンシロチョウの成長の様子と比較

しながら、観察を進めていった。 

 

 

② ＵＤを生かした支援の工夫 

本時グループでの話合いでは、モンシロチョウ

とアゲハの見た目や育ち方等について、事前に

個々で観察しているワークシートを基に、成長段

坂出・綾歌支部の研究 

『自然観を豊かにする子どもの育成』 
～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～ 

坂出市立坂出小学校 増田 洸一 

卵の色は似

ているけど、形

は違うね。 

【グループごとのチョウ】 

【自分のグループのチョウを観察する児童】 



階（卵、幼虫、蛹）ごとにベン図を用いて、共通

点と差異点を交流し整理していった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 観察したことを記入するワークシートからベン

図の形でまとめておくことで、児童が自然とモン

シロチョウとアゲハの共通点と差異点に気付き、

焦点化して注目できるようにした。また、個々の

ワークシート、班での交流の際のベン図と板書を

対応させた構成にすることで、児童の思考がつな

がりやすく、より多くの気付きがクラス全体で確

認しやすいように工夫した。交流の際には、児童

の目の前にそれぞれの成長段階のチョウの実物を

用意しておくことで、新しい気付きに対して、実

際に児童が確認できるように支援し、見つけた「同

じ」と「ちがい」をより実感をもって振り返るこ

とができた。 

 

 

 

 

 

 

３ 成果と課題 

○ 「モンシロチョウ、アゲハを２種類育てるこ

とで、時間の経過及び、種類ごとの比較ができ

た。同じチョウの仲間でも詳しく比較すると、

差異点が見つかる経験を積み、共通点ばかりと

思われていた中に、違いが多いことに気付き、

「もっとよく見てみよう」、「この観点ではどう

だろう」と比較の基礎となる学習になった。 

○ ベン図を使うことで、視覚的に分かりやすく

「同じ」と「ちがい」を整理し、比較すること

ができた。 

○ 本単元で育みたい自然観として、「生命の巧

みさ」を設定した。ふり返りでは、「チョウの

差異点・共通点への更なる関心の高まり」と「生

き物を大切にしたい」という児童の思いが表れ

た。 

● 単元の導入で「チョウ博士なろう」という動

機付けを行ったが、何ができたらチョウ博士な

のか明確にしておけば、より児童の思考や願い

に沿った授業になった。 

● 児童が全体で発表する際には、どの観点に注

目して見つけたことなのか、教師が確認をし、

板書することで新しい気付きをより共有しや

すくなる。 

● 今回の２種類のチョウを同時進行で育てた

り、より多くの種類をグループごとに育てたり

するなどの単元構成も考えられる。 

 

全 体 で

発表 

板書に 

まとめる 

グループ

で交流 

すごい。 

そ んなと

こ ろまで

観 察して

見 つけた

んだね。 

 【ワークシート】 【グループでの交流の様子】 

【グループでまとめたベン図】 

【板書】 

【全体での発表の様子】 

【グループごとのチョウ】 

 

どっちも卵か

ら幼虫、蛹、成虫

になるけど、細か

いところは違う

ね。見比べると卵

の形も違うよ。 



小豆支部の研究 

『自然観を豊かにする子どもの育成』 

～自分事として問題解決できる単元化・教材化の工夫～ 

土庄町立豊島小学校  山田 泰平 

１ 研究の概要 

中央教育審議会での論点整理によると、児童

が学習する楽しさや、学習する意義の実感の充

実を図ることを目指すために、日進月歩で発展

する科学技術と自然の事物・現象との関係を実

感する機会をもたせることが示されている。そ

こで、本年度は、「自然観を豊かにする子ども

の育成」を目指して研究を進めていく。しかし、

特に、第５学年、第６学年で学ぶ化学分野など

で、児童によっては自分とは関係のない「他人

事」として捉えることもあると推測される。そ

のために、自然事象との関わりを「自分事」と

して捉え、児童が主体的に問題解決を進める学

習活動が展開される必要がある。 

自分事として捉えるためには、まず、学習の

課題が児童にとって追究したい課題であること

が重要である。幸い、都会に比べて小豆郡の学

校やその周辺には多くの自然が残っており、児

童は自然体験をする機会に恵まれている。その

ような環境の中で、生活の中から生み出された

疑問の解決や、授業での学びを生活の中で活か

すことを目指した単元化・教材化を行うことで、

児童の主体的な活動へとつなげていく。 

また、課題意識を高め、持続させるためには、

単元の導入や見通しが鍵となる。単に児童の興

味や関心を引き出せる教材ではなく、導入から

単元の主発問へとつながる、単元を貫く課題を

常に意識できる教材や、昨年度から継続研究し

てきた「前時の授業の振り返り」、「見通しを

もつことのできる板書」、「結果だけではなく

根拠を基に予想すること」を本年度も引き続き

実践を行っていく。 

本年度の研究を通じて、問題解決の中で豊か

な自然観を育成することを目標としていきたい

と考える。 

 

２ 研究の方向 

・ 主体的な学習を生み出す単元構成の工夫 

・ 問いを生み出す魅力的な教材の工夫 

・ 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 25日 研究組織の決定 

年間研修計画の立案 

研究主題の設定 

５月 29日 研究授業 

第３学年「どれくらい育ったかな」 

授業者 松本 卓也 教諭 

９月 19日 研究授業 

学年や単元は未定 

授業者 青木 鵬人 教諭 

４ 実践事例 

５月 29 日に松本卓也教諭により、「どれく

らい育ったかな」の研究授業が行われた。前時

までに植物の成長の変化や根の存在に気づき、

植物のからだのつくりについて関心を高めな

がら、植物は根，茎，葉でできていることを確

認した。授業では、身近にある植物も全てそう

なっているのかという疑問から、児童が集めて

きた身近にある植物を観察する活動を通して、

全ての植物が根、茎、葉に分かれていることを

確認した。 

本授業では、本当に、すべての植物は根，茎，

葉でできているのだろうかという問いに対し

て、サボテンの例を根拠に、「全ての」と言い

きることはできないのではないかという予想を

立てること児童がいるなど、自分事として問題

解決できる教材化を提案した。 

 

【ワークシート】 

○ ＩＣＴを積極的に利活用することで、よ

り視覚的に分かりやすくなった。 

● 実物ではなく写真を利用したことにより

実感を伴いにくかった。

 

 

【黒板にワークシート

を一覧で並べる】 

 



１ 研究の概要 

「自然の原理原則」に迫る子ども 

子どもたちが科学的探究に興味をもつよう

になるためには、眼前の現象の背後に目に見え

ない「自然の法則」が存在することを確信する

ことと、そのような法則の解明を試みてみたい

という強い動機がなければならない。理科学習

の展開の中で、どのようにしてそのような確信

と動機を子どもたちにもたせるかが問題とな

る。 

さ・東支部では、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

ことを実践してきた。今後も、単元化の工夫を進

め、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

について研究を進めていくものとする。 

 

「問題解決の力」を働かせる授業展開 

小学校の理科の最大の特徴は、教育内容のすべ

てを「実験や観察、栽培、飼育など、自然事物・

現象への意図的な働きかけ」を通して学ばせると

ころにある。このような活動をすること自体が、

ひとつの目標になっている。「実験、観察」があ

まりにも多くて、単元や活動の本当の目的や目標

がなんであったのか。つまり、それらを通して

「何」を理解することが目的であったのかを、児

童が意識し続けることが困難ではないかと思わ

れることもある。子どもたちの意識が、実験や観

察の具体的操作（何をどうするか）に集中してし

まい、その実験や観察を何のために行おうとする

のか、その実験や観察の結果が何を意味するの

か、といった本筋の方が児童の意識から薄れてし

まうからである。実験や観察の操作活動の時間帯

は、児童が活発に活動しているように見えたの

に、その実験や観察の結果から何が明らかになる

のか、何が分かったのかを考えようとする最後の

時間帯になると、とたんに静かになって下を向い

てしまうことに出くわすことがある。あまりに実

験や観察といった直接体験に重点をおきすぎ、思

考のための十分な時間が確保されなくなると、児

童の理科に対する親和度が減少するように感じ

る。 

 

 

 

 

ただし、逆に、抽象的な思考過程（なぜだろう。

～すれば確かめられる？）と関連性をもった形で

実験や観察を位置付けることのできる児童にと

っては、理科は非常に興味深い教科となると考え

られる。 

そこで、以下に挙げる４項目を中心に、今年度

は児童自身が主体的に問題解決の力を働かせ、自

然の原理原則に迫れるような授業展開を行って

いくための手立てを研究したい。 

 

・ 指導と評価の一体化を目指した教師の 

声掛け。 

・ 自然事象に対する気付きを大切にした 

自由試行。 

・ 見通しを持って問題解決に取組む力の 

育成。 

・ 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  

うかを考察できる力の育成。 

 

 

長期的なスパンで児童の自然観を豊かにし

ていくとともに、45分の授業の中で、児童の自

然の捉え方がどのように変容し、高まっていっ

たかを見取ることができる検証方法について

も研究したい。 

２ 活動予定 

  6月 28日(金)  第１回教科研究会（寒川小） 
  7月 24日(水) さ東小研夏季研修会（寒川小） 
 7月 26 日(金) 香小研夏季研修会 

  9月 19日(木) 科学体験発表会一次審査会 
10月  3 日(木) 科学体験発表会二次審査会 
11月 22 日(金) 第２回教科研究会 (志度小) 

３ おわりに 

今年度も、さ・東支部理科部会の研究活動を通
して、多くのアイデアが出され、それが部会員の
実際の授業の中で生かされ、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 30年度香小研理科部会夏季研修会 

（香理研研究部） 

「理科」の再発見 小川正賢著 

さ・東支部の研究 

 『自然観を豊かにし続ける子どもの育成』 

 ～問題解決の力を働かせ、自然の原理原則に迫る理科学習の展開～ 

東かがわ市立大内小学校  村尾 篤史 



仲多度・善通寺支部の研究 

『自然観を豊かにする子どもの育成』 

～つなぎ合い問題解決の力を働かせる理科学習～ 

まんのう町立高篠小学校  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 29-30年度テーマ＞ 

自ら科学的に学び続ける子どもを育む理科学習 

～ 子どもたちの問いがつながる単元化・教材化

の工夫～ 

 

(2) サブテーマと学習指導要領との関連 

【学習指導要領の目標】 

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。 

(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 

 

 

「～つなぎ合い問題解決の力を働かせる理科

学習～」 

 上記の①、②について、以下のような仮説を

設定し研究を進める。 

① 〈目標(1)の下線部と関連〉 

  事象と自分、友達の考え等をつなげること

を通して、課題を見付けたり問題解決への道

筋を探ったりする力。 

（体験や経験から生まれる疑問・仮説） 

 

② 〈目標(2) (3)の下線部と関連〉 

「予想や仮説」→「考察」→「理解」等の学

習過程の中で、問題解決の力を働かせ「科学

概念」を更新する。 

また、授業を通して自然に対し問いかけ、

様々な問題を主体的に解決することで、理科

の見方・考え方を高めさせる。それにより、

共通化された自然観や、より深められた自分

の自然観を豊かにして、新しい社会で生きる

力を育てる。 

２ 子どもの思考力の検証方法及び高め方の研

究について 

子どもの姿で検証する場合、検証の根拠が曖昧

であったり、教師の主観による部分が多くなった

りすることが考えられるため、検証の方法につい

ても研究を進めたい。 

子どもの思考力は、様々な学習過程で育まれる

ものであり、問題解決の力の根幹になることであ

る。また、思考力を高めるためには、自分と事象、

自分と友達をつないで考えを深めたり、新たな発

見に出会ったりすることも大切であると考えら

れる。 

これらのことから、仲善支部では令和４年度の

全国大会に向けて、今年度は児童が問題解決の力

を働かせる過程を子どもの姿から見取る方法を

研究する。児童が、記述した事柄や、実験や観察

中の表情や言葉、考察の際に交わされる文章表現

等、様々な角度から多面的に児童が成長する姿を

検証していきたい。 

 

３ 年間活動予定 

 

６月 11 日（火） 

第１回 研究授業 「植物の発芽と成長」 

善通寺市立筆岡小学校第５学年 

      授業者 教諭 狩生 歩 

 

７月 24 日（水） 

  仲善支部夏季研修会 

７月 26 日（金） 

  香小研夏季研修会 研究提案発表 

10月４日（土） 

  郡市科学体験発表会 

11月３日（日） 

  県科学体験発表会 

 

11月 15 日（金） 

第２回 研究授業 「 未定 」 

      まんのう町立高篠小学校第６学年 

      授業者 教諭 竹内 泰大 

 

開催日未定 

香理研郡市研究会（後期）

 

① ② 

【仲善支部サブテーマ】 



三豊・観音寺支部の研究 

『自然観を豊かにする子どもの育成』 

～理科の見方・考えを働かせ、問題解決の力を育成する理科学習の展開～ 

観音寺市立豊田小学校  尾﨑 一郎 

１ 研究の概要 
(1) 新研究テーマ設定について 
 ① 昨年度までの研究実践から 

昨年度までは、研究テーマを「自ら自然と
対話する子どもの育成」、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、問題解決の８つのス
テップをもとにして、次のことを研究してき
た。 
・ 自然、自己、他者と対話しながら学びを
深められる教材・教具の開発 

・ 自然に親しみ、理科の見方・考え方を働
かせる授業作り 

・ 問題を科学的に解決する資質・能力を育
成する教師の働きかけ 
その成果として、｢単元化・教材化｣を工夫

した実践が蓄積され、自ら問題を見いだし、
科学的に学び続ける子どもの姿についての研
究が深まった。 

 ② 本年度の研究 
メインテーマは、香理研の｢自然観を豊かに

する子どもの育成｣に、三豊・観音寺支部も揃
えることにする。｢自然観を豊かにする｣とは、
感性と理性を働かせ、自然を愛する心情や問
題解決の力を育み、あらかじめもっている自
然の事物・現象へのイメージや素朴概念など
を、より妥当性の高いものに更新していくこ
とと、研究部より示された。研究の方向性と
しては、新学習指導要の目標 「(2)観察、実
験などを行い、問題解決の力を養う。」に焦
点を当て、授業作りや子どもの学びの過程に
重点を当てることとなっている。 
そこで、本支部のサブテーマは、「理科の

見方・考えを働かせ、問題解決の力を育成す
る理科学習の展開」とする。「見方・考え方」
は、資質・能力を育成する過程で働く、物事
をとらえる視点や考え方である。「理科の見
方」は、それぞれの領域における特徴的な視
点として次のように整理されている。「エネ
ルギー」領域は量的・関係的な視点、「粒子」
領域は質的・実体的な視点、「生命」領域は
多様性と共通性の視点、「地球」領域は時間
的・空間的な視点である。「理科の考え方」
は、問題解決の過程を通じた学習活動の中で、
比較したり、関係付けたりするなどの科学的
に探求する方法を用いて、事象の中に何らか
の関連性や規則性、因果関係等が見いだせる
かなどについて考えることである。この「考
え方」は、物事をどのように考えていくのか
ということであり、資質・能力としての思考
力や態度とは異なる。問題解決の力は、その
重点項目が学年ごとに示されている。これら
の力は、問題解決の過程に合わせて、全学年
で育成することをめざしている。 

   
２ 授業づくりの視点 
(1)  育成すべき問題解決の力 

育成すべき問題解決の力は、次のようなも
のが例としてあげられる。 
・ 差異点や共通点を基に、光と音の性質に
ついての問題を見いだし、表現すること 

・ 雨水の流れ方や行方を既習の内容や生活
経験を基に、予想や仮説を発想し、表現す
ること 

・ 物の溶け方の規則性についての予想や仮
説を基に、解決の方法を発想し、表現する
こと 

・ 電気の量と働きとの関係、発電や蓄電、
電気の変換について、より妥当な考えをつ
くりだし、表現すること 

(2) 問題解決の力の育成に向けてのポイント 
 ① 問題を見いだす力 
   自然事象との出合いを工夫し、疑問を持

たせる活動を仕組む。その際に、教師が「な
ぜ？」「どうして？」と問いかければ、仮
説を立てて解決すべき問題の形になる。 

 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、目的意識をもって課題解決に取り組め
る。予想の根拠としては、体験活動、生活
経験、既習の知識、物質の違いなどがあげ
られる。 

 ③ 解決の方法を発想する力 
調べたい課題をはっきりさせ、条件制御

の考え方で見当する。実験、観察の前に方
法を十分検討するとともに、事後に振り返
る活動を取り入れるようにする。 

 ④ より妥当な考えをつくりだす力 
振り返りの時間を大切にし、観察、実験

などの結果から導きだした結論を生活経験
や既習の内容を基に意味づけたり、予想や
仮説を基に関係付けたりする。 

 
３ 検証方法 
(1) 議論の視点 

例えば、問題解決の力が本時または、本単
元の子どもの姿として、どのように現れてい
たのかを議論する。 

(2) 検証する物 
・ 子どもの発言やノート記録 
・ 子どもの様子を記録したエピソード

３年 差異点や共通点を基に、 
問題を見いだす力 

４年 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する力 

５年 予想や仮説を基に、 
解決の方法を発想する力 

６年 より妥当な考えをつくりだす力 
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