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 香理研における研究の経緯から 

今、香理研では「自然観を豊かにする」という

キーワードをテーマに研究を進めているところ

ですが、このようなキーワードを用いて本格的に

研究を始めたのは、平成 13年度でした。 

それは、理科の本質や理科の存在意義をどう考

えるのかという議論から始まりました。例えば、

理科の存在意義を「自然科学を教え自然科学につ

いての理解を得させる」といった学問主義的な考

えで捉えるのか、「自然を対象とする人間の文化

の生産・変容能力を育てる」といった未来志向の

能力・態度形成の考えで捉えるのか。また、「人類

文化を次世代に伝える教科」なのか、「科学という

人類文化を用いる教科」なのかといったことです。 

そういった議論から導出された理科学習の本

質を「自然現象を詳しく見たり、そこに潜む個と

類の関係や因果関係を見いだしたりする力（自然

認識力）を育て、自然に対する見方（自然観）を

より豊かにしていくこと」と考えました。具体的

には、次のような学びです。 

① 自然の姿を鋭くとらえ 

 〇感覚的認識（色、音、におい、手触りなど）  

 〇空間認識（形、大きさ、長さ、位置など） 

 〇時間認識（時点、順序、連続など） 

↓ 

② 自然のきまりを鋭く見いだし（関係・問題 

解決） 

 〇個と類の関係（分析・分類） 

 〇因果関係（原因と結果の関係） 

↓ 

③ 自然に対する見方を高める（より豊かな自 

然観）  

 〇領域的な側面（４つの観） 

  生命観、エネルギー観、物質観、地球・宇 

宙観 

 〇規則的な側面（５つのきまり） 

  固有性と共通性、因果性、保存性、時間・ 

空間性、複雑性 

↓ 

④ そうすることで、自然を愛する心情と生活

に生かす力を培い、学びの楽しさを味わう 

学習指導要領の変遷から 

理科の本質を考えることとなった背景の１つ

には、当時の理科の学習指導要領（H10）では、時

間数削減の中で、各学年における資質・能力の育

成が重視されていたということがありました。私

見ですが、方法
．．

にシフトしていた感がありました。 

そこで、香理研では、自然認識力（方法
．．

）と同

時に自然観（内容
．．

）も大事にしようとしました。 

すると、次の学習指導要領（H20）では、「エネ

ルギー」「粒子」「生命」「地球」などの科学の基本

的な見方や概念を柱として、内容の構造化が図ら

れたのです。香理研の「４つの観」が反映された

のでは？と思ったことを覚えています。一方で、

内容
．．

にシフトした感を持ちました。 

そして、来年度から全面実施となる学習指導要

領では、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向

け、「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。「見方・考え

方」は、「問題解決活動によって児童が身に付ける

方法や手続きと、その方法や手続きによって得ら

れた結果及び概念を包含する」という表現で示さ

れていたものが、「物事を捉える視点や考え方」と

いうように方法
．．

にシフトされました。 

個人的には、「得られた結果や概念」それに付随

させたい「自然観」（生き物は生きるための巧みな

しくみをもっているなど）を含めて用いていた

「見方・考え方」という用語の使用に戸惑うと同

時に、授業を通してどんな子どもを育てたいかと

いう文脈に「自然観を豊かにする」という内容
．．

が

欠落しないだろうかという危惧を感じています。 

 

全小理香川大会（第 55回大会）に向けて 

大会まで約２年半と迫ってきました。各会場校

での研究や事務局を中心とした運営の計画、体制

づくりを本格的に進めていくことが必要です。 

大会では、香理研として各会場校と連携し、理

科の本質を踏まえ、これからの理科教育の在り方

を全国に発信する場にしたいものです。 

そして、その研究の成果が、約 10年先の学習指

導要領改訂に生かされる研究になればと思って

います。 

 

理科の本質を踏まえ、これからの理科教育の在り方を発信 
                       香川県小学校理科教育研究会副会長  倉沢 均  
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Ⅰ 研究テーマ設定の背景 

１ 主題設定にあたり 

これからの社会を生き抜く子どもは、様々な課題に直面することが予想される。社会に出た子ども

たちが今まで学んできた知識や経験だけでは乗り越えることができないような課題と直面するかも

しれない。このような中、課題を解決するために自ら進んで情報を集め、他者と考えを交流し、科学

的により妥当な解に迫っていく力を育むことが重要になってくると考える。 

本県理科部会は長年、子どもの自然観を豊かにすることを大切にして研究を行ってきた。子どもは

本来、好奇心旺盛で常に自分の身の周りの変化に気付き、「どうして」「なぜ」という疑問をもちなが

ら生活している。また、身の回りの自然を見て「きれいな花が咲いている」「チョウが花の蜜を吸って

いる」と何気なく感じる瞬間が度々ある。このように、自然の事物・現象を見る目が自然観である。

また、目の前の自然の事物・現象を見て感じるだけでなく、その変化に気付いたり、目の前の疑問を

自ら解決したりすることを通して自然を鋭く見る目を育み、自然を豊かに捉え直すことができるよう

な子どもを育てたいと考えている。 

 

 ２ 目指す子どもの姿 

本県理科部会が目指す子どもの姿は、理科授業を通してその子どもの自然観が豊かになることであ

る。自然を見る目が豊かになれば、今まで見ていた自然の事物・現象の捉え方が変わり、世の中の見

え方が変わり、自らの生活がより豊かになるのではないかと考えている。例えば、一枚の樹木の写真

を見たとする。自然観が豊かに育っている子どもは、この一枚の写真から様々なものが見えてくるだ

ろう。「擬態しているナナフシがいた」「落葉している木とそうでない木がある」「枯れ木の中にカブト

ムシの幼虫が隠れているのではないか」など何気ない森林の景色から様々な自然の変化や生物の命を

見つけ出すことができるようになるのではないか。また、「チョウが花の蜜を吸っている」としか感じ

ていなかった子どもが生物の成長について学習することで「チョウは命をつないでいくために蜜を吸

い、生きていくために適した場所で卵を生んでいる」というように、昆虫への捉え方が変わってくる。

このように、自然観はその子によって様々であるが、領域や単元を通して自然の事物・現象に対する

自然認知が深まることで、子どもなりの捉えがより科学的なものへと変化したり、深まったりするも

のだと考えている。もともと子どもがもっていた自然観がより豊かになっていくということである。

そして、問題解決の過程の中で、学びに向かう力や人間性に関する情動面も高まっていく。このよう

に、問題解決の原動力となる情動面と課題を解決するために上っていくその原動力を間接的に伝える

部分が自然認知ということである。実験方法の立案や考察の場面など問題解決の場面においてより妥

当な考えを求めていくことを繰り返していくことで、自然を鋭く見る目が育まれ、その子どもの自然

観が豊かになると考えている。このようなことから、香川県小学校理科部会では本研究テーマを設定

し、問題解決の過程を通して自然観を豊かにする子どもを育てていきたい。 

 

香小研理科部会研究テーマ 
自然観を豊かにする子どもの育成 



Ⅱ 研究テーマについて 

１ 自然観とは 

  本県が長年大切にしてきた自然観とは、もともと子どもがもっている自然の事物・現象を見る目の

ことである。例えば、「きれいな花が咲いている」「この石は丸い形をしている」というような、その

子なりの自然の見え方のことである。つまり、自然認識のことである。ただし、新学習指導要領の中

に新しく明記されている「理科の見方・考え方」とは資質・能力の育成に向かう学習の過程で働かせ

るものであり、自然の見え方とは違うものである。 

 

２「自然観を豊かにする」とは 

自然観を豊かにするとは、子供たちが自然の事物や現象を何回も何回も捉え直しを行うことで、科

学的な自然認識を深めてくことである。そして、その認識を深めていく過程の中で「もっと知りたい」

「自然ってすごい」というような学びに向かう力・人間性等の情動面も高めていくことで科学的な自

然観を豊かにすることにつながる。例えば「きれいな花が咲いている」という認識が、授業を通して

「春に咲くアブラナという植物で、この花はその後、実となり新しい命をつないでいる」という生命

の連続性における新たな捉えが生まれる。このように、自然観を豊かにするとは自然認識が再構築さ

れていくと同時に、科学的な問題解決の過程を通して情動面も高まっていくことである。そうするこ

とで、自然の事物・現象に対して科学的な根拠をもち論理的に説明できる子どもや自らその課題を解

決していこうとする子どもを育てることができると考える。さらに、Ⅰの２で述べたように、自然観

を豊かにするということは、自然を見る目がより鋭くなるということである。問題解決の過程の中で、

何が本当なのかという妥当性を見出す目を育むことである。そのためには、観察や実験などを通して

事実やデータを根拠としながらより妥当な考えをつくりだす過程を繰り返し行っていくことが重要

である。 

 

 ３ 問題解決の力と自然観を豊かにすることとの関係性について 

  問題解決の力について新学習指導要領では、「子ども自らが自然の事物・現象に働きかけ、そこから

問題を見出し、予想や仮説を基に観察、実験などを行い、結果を整理し、その結果を基に結論を導き

出すといった過程を通して、育成するもの」と示されている。具体的には以下の４つが示されている。 

【問題解決の力】 

これらの力はその学年で中心的に育成するものとして示されている。しかし、実際の指導について

は、どの学年においても問題解決の力を働かせる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して育成していく必要がある。 

例えば、６年生では「より妥当な考えをつくり出す力」を中心的に育成するものと示されていて、

問題解決の過程を通してどの学年でも育みたい力である。今まででも述べてきたが、妥当性を求め続

けていくことで、自然を見る目が鋭くなり自然観が豊かになるからである。本県のメインテーマを実

現するためには、この力を全学年の問題解決の過程で重点を置いた授業づくりにこだわっていきたい。

妥当性とは、「科学的に正しい」「より科学的に客観性のある解を導き出す」というものである。しか

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 



し、妥当な考えをつくり出し、その認識が実社会・実生活で生かされる場面にもどすことが大切だと

考える。「その花はきれいだな」「生き物を大切にしていかなければいけないな」「地震の時には、津波

に気を付けなければいけない」という理解だけで終わるのではなく、解決したことをもう一度自然の

事物・現象に当てはめて考えることで今までとは違う自然の姿が見えてくるようになるだろう。 

 

Ⅲ 方策について 

 本県は平成 27 年度から平成 30 年度まで、「自ら科学的に学び続ける子どもを育む理科学習」という

メインテーマのもと、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サブテーマで研究を行

ってきた。本年度は、今まで大切にしてきた単元全体を流れる子どもの意識が連続するような単元構成

の工夫や子どもの心を揺さぶるような魅力的な教材との出会いの場の設定を土台としながら問題解決

の力を育んでいきたい。 

１ 単元化・教材化の工夫を土台とした授業づくり 

① 単元化について 

単元化とは、どの単元または領域で扱うべき内容を系統的に整理し、学ぶ内容の位置付けや構成

を新たに考えていくことである。ここで大事なのは、単元展開の工夫によって子どもの問いがつな

がり、教師から与えられた課題を解決していくのではなく、子ども自身が問題解決する学びへと転

換していくことである。 

 

② 教材化について 

教材化とは、自然の事物・現象を一部切り取り、学習内容として扱うことである。教材化の工夫

とは、その切り取った内容を授業でどのように扱うかを考え、実践することである。教材化の工夫

を行うことによって、子どもたちは学校での学びと自らの生活をつないで考えたり、新たな理科の

視点で見たりすることができるようになる。教材化の工夫の例は、以下のようなことが考えられる。 

本来、多様で複雑な自然界の出来事をあまりにも簡単に結論付けてしまってはいけないのではな

いだろうか。納得がいかないことに対して、色々な方法を試しながら自分が納得のいく結論を導き

出したいという、情動的側面を刺激する教材を用意しておきたい。ここで大事なのは、何について

考え、解決していくことが子どもの自然観を豊かにすることなのかということである。 

 

 ２ より妥当な考えをつくりだす力を育むために 

  「妥当な考えをつくりだす」とは、子どもがもともともっている考えを検討し、より科学的なもの

に変容させることである。問題解決の過程で妥当な考えをつくりだす場面には、問題の見出し、予想・

仮説の設定、検証計画の立案、結果の整理、考察などが考えられる。問題解決を進めていく中で、よ

り妥当性の高い問題を見出したり、予想を考えたり、実験計画の立案をしたりするために、具体的な

手立てを考えていきたい。 

 

 

 

「本当にこの結果でよいのか」と直ぐに結論を出すのではなくその結果を批判的に見ていくことで、

より妥当な考えをつくりだすことにつながる。友達と意見を交流したり、目の前の観察や実験などの

事実やデータにこだわって考えたりすることができるように、支援を考えていきたい。 

○ 友だちの予想や仮説を互いに吟味し、考えを深める。 

○ 観察や実験などの結果をもとに、本当にこの結果で良いのかと立ち止まって考える。 

○ 複数の観察や実験を行い、その結果をもとに考察する。 



Ⅳ 子どもの姿の検証について 

 本年度は、自然観が豊かになった子どもの姿と検証方法についても考えていきたい。ここでは、その

検証方法の一例について以下のような提案をする。 

 

 

 

①については、子どもの変容を分析しやすい方法である。継続調査必要なため、抽出児童を決めて追

跡調査を行う方法が考えられる。また、振り返りを書く際には、書く視点をあまり絞りすぎない方がよ

い。一人一人の気付きや生活との関連を図っているものなど、授業を通して自然の事物・現象を見る視

点がその子なりに変容した部分について意識的に見取っていく。②については、子どもの姿やつぶやき

を見取るのは大変難しい。そこで、気が付いたことはノートに記録しておいたり、写真を撮ったりする。

問題解決の過程において、子どもが予想を立てる場面や観察や実験の結果を考察する場面でどのように

思考しているのかを見取り、より妥当な考えをつくりだしている姿を検証していきたい。これらは、一

例として挙げているので、その他に検証可能な方法があれば、各郡市で検討していただけたらと思う。 

 

Ⅴ 本年度の成果と課題 

 １ 成果 

  各郡市の教科研等で、問題解決の力の育成に重点を置き、実践を積み積み重ねたことで子どもの自

然の事物・現象の捉え方に変容が見られる場面があった。そこでは、従来の展開の仕方に捉われるこ

となく、より妥当な考えをつくりだすための手立てが考えられていた。単元を通して何を身に付けさ

せたいのかという明確なゴールを見据えることで、目の前の子どもに合った手立てをさらに考えてい

きたい。 

 

 ２ 課題 

  自然観が豊かにするための迫り方についての具体的な実践は各郡市の研究で深まってきたが、自然

観が豊かになった子どもの姿を検証する方法を改めて考えていく必要がある。年間、単元を通して継

続的に子どもの姿を見取るための方法も具体的に検討していく。例えば問題解決の考察部分だけでな

く、問題解決の場面においてもより妥当な考えをつくりだすための方法を自然観が豊かになった子ど

もの姿を学年や単元を通してどのように見取っていくのか。という部分に課題が見られた。目指す子

どもの姿として、単元レベルで見取れる方法を考えていく必要がある。 

  （文責：香小研理科部会研究部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 毎時間の子どものノートや振り返りの記述を拠り所としながらその変容を分析する。 

② 授業での子どもの姿やつぶやきを見取り、分析する。 
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１ 研究の概要 

(1) 「自然観」と市のサブテーマとのつながり 
「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、
予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
ていくことである。 
これを受けて高松市では、「問題解決の力」や

「納得解」というキーワードを取り入れたサブテ
ーマを設定した。「問題解決の力」は、問題を見
出す・根拠ある仮説を立てる・実験方法を発想す
る・より妥当性の高い解をつくる力のことであ
る。「納得解」は、事実をよりどころにした自分
も周りも納得できる解のことである。つまり、納
得解を導き出すために問題解決の力を働かせる
ことで、子どもたちは予めもっている素朴概念を
より妥当性の高いものに更新していくのである。 
(2) 「２つの事実を基にした問題解決」とは 
ここでいう事実には大きく分けて２つのもの

がある。「１つ目の事実」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、「２つ目の
事実」が目の前の観察・実験で得た共有の事実で
ある。「１つ目の事実」を大切にすることで、子
どもたちは自ら問題を見出し、根拠のある予想を
立てることができる。ここで考えたことは、問題
解決を行う上での大きな原動力となる。「２つ目
の事実」を大切にすることで、子どもたちはより
妥当性の高い解をつくり出すことができる。この
妥当性の高い解こそが「納得解」だと言え、この
過程を繰り返すことで自然観を豊かにすること
につながるのである。 
２ 実践事例（北ブロック） 

(1) 主張点 
・ 単元を通してモーターカーを使って電流の働
きを自由に調べる時間を十分に確保すること
で、自分事の問いを見出し、納得するまで追究
していけるようになるのではないか。 

・ 一人ひとりがモーターカーの研究員となり、
研究所を作り、協同で課題解決していく場を設
けることで、実験や話し合いに主体的に参加
し、研究結果をもとに納得解を導き出すことが
できるのではないか。 

(2) 自由に教材とかかわる場の設定 
 単元の導入から子どもたちがモーターカーに

触れる時間を十分に確保した。そうすることで、
「まっすぐ走らせたい」「もっと速くしたい」「ど
うして逆走するの」などの願いや問いを生むこと
ができた。子どもたちから出た願いや問いに寄り
添った学習展開は納得するまで追究しようとす
るエネルギーとなっていたと言える。また、この
時間の経験を生かして、問いに対する仮説を立て
ることにもつながった。 
(3) 一人一人の事実を大切にした考察 
 多様な実験結果
を基に考察を行う
場面があった。そ
こでは各班が考え
た実験から分かっ
たことを発表す
る。ほとんどの班
が同じ考察で考えがまとまる中、少数の班から違
う考えが発表された。この少数の班の結果を大切
にしながら「なぜ、そうなったの？」と考える場
を作ることで、より納得する解を導く出すことが
できた。  
(4) 研究討議から 
〇 単元導入の自由試行が子どもたち自身の問
いや根拠ある仮説につながっていた。 

〇 違う実験結果に対して、立ち止まる子ども、
教師の姿が見られた。 

●「速さ」「個数」「電流の大きさ」と調べる観
点が多く、考えるのが難しかった。 

３ 実践事例（南ブロック） 

(1) 主張点 
・ 単元の導入に 1 つ目の事実との出会いを確保
することで「つるお遊園地を作ろう」という願
いをもち、主体的に問題解決することができ
る。 

・ 自分の願いにあった教材を選択し問題解決を
行うことで、電気の感覚をより豊かにすること
ができる。 

(2) 単元を貫く願い 
 「遊園地の遊具を作ろう」という大きな願いの
基に学習がスタートした。そうすることで、「ど
うすれば長く光るの？」「どうすれば速く回る
の？」という価値のある問いを生み出すことがで
きた。これらの問いをつなぐことで子ども主体の
問題解決的な学習となった。 
(3) 教材の自己選択の場を設定 

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  

日時：６月６日（木） 

単元名：第４学年「電気のはたらき」 

授業者：亀阜小学校  石田 充史 教諭  

日時：６月６日（木） 

単元名：第４学年「電気のはたらき」 

授業者：鶴尾小学校  瀧本 和代 教諭  



 本実践では、モーター、豆電球、発光ダイオー
ドと 3つの教材を扱った。子どもたちは自分の思
い描く遊具に必要な教材を選択する。このよう
に、様々な教材を活用しながら問題解決すること
で、光が強くなったし、モーターは速く回ったと
いうように、より納得できる解を導き出すことが
できた。また、電気は運動だけでなく光など他の
エネルギーに変換することも実感できた。 
(4) 研究討議から 
○ 単元を貫く大きな願いが子どもたちの問題
解決の主体性につながっていた。 

○ モーター、豆電球、発光ダイオードのそれぞ   
れの実験から得られた事実を基に考察するこ
とで「どんな場合でも言えそうだ。」と納得す
る子どもの姿が見られた。 

● 導線をつなぐことに困難さを示す子どもに
も簡単にできる教具の工夫があるとその後の
思考につながったのではないか。 

４ 実践事例（北ブロック） 

(1) 主張点 
・ 粒子領域をつなぐ表現物を作成する活動を設
定することで、高まった捉えで自然を観ること
ができる。 

・ 子どもの新たな疑問を大切にして学習展開
を工夫することで、実験で得られた多様な事実
を基に納得解を導き出すことができる。 

(2) 単元をつなぐ「大図鑑」 
 ４年生の粒子単元は「閉じ込められた空気と
水」「温められた物と体積」「物のあたたまり方」
など多く単元が連続している。その単元同士をつ
なぐ活動として、学習と生活がつながる事物現象
を見つけ、図鑑に載せる活動を行った。例えば、
閉じ込められた空気の学習を梱包材とつなげる
ことで、閉じ込められた空気は押し返す力で物を
守ることもできると学びを深める姿が見られた。
このように豊かになった自然を観る目で生活の
事象を捉え直す活動が子どもたちの自然観を豊
かにしている。 
(3) 新たな問いを大切にした学習展開 
 まず、金属の温まり方について簡単な実験を行
い、「多分金属は熱源から順に温まる」をまとめ
る。すると子どもたちは、「角度を付けても？」
「どんなに曲がっていても？」「金属の種類が変
わっても？」など本当にそうなのか疑問が生まれ
た。そこで、様々な視点で追究する学習を行った。
このように納得いくまでそれぞれの視点で実験
しても「熱源から順に温まる」ことからより納得
した解を導き出す子どもの姿が見られた。 
(4) 研究討議から 
○ 金属の温まり方についての子どもの疑問に
沿った学習展開を工夫することで、主体的に問

題解決する姿が見られた。 
○ 「曲がっても？」「違う種類の金属でも？」  
「形や傾きが変わっても？」という児童の疑問
を解決できる教材を準備することで、納得する
まで追究する子どもの姿が見られた。 

● 班ごとに発表する時間があり、一つ一つの   
事実を大切にすることができたが、４５分内に
全ての活動が収まらなかったため、交流の仕方
も検討が必要ではないか。 

５ 実践事例（南ブロック） 

(1) 主張点 
・ 多様な事実を共有する場を設定することで、
水の温まり方についての納得解を導き出すこ
とができる。 

・ 粒子領域の学習を金属・水・空気を常に比較
しながら進めることで、各物質に対するイメー
ジをより豊かなものに更新することができる。 

(2) 多様な事実を基にした考察 
 水のあたたまり方について調べるために、４
つの実験を行い、考察を行った。また、交流の
方法にはジグソー学習を用いた。子どもたちは
それぞれの実験を比較し、共通点や差異点を見
つけることで、正しい水の温まり方に迫ること
ができていた。 
(3) 各物質を比較する活動 
 粒子単元を通して、空気、水、金属を比較す
る活動を行うことで、よりそれぞれの物質の性
質を捉えることができた。各単元で比較し、性
質について考えることで、それらを生かして仮
説を立てる姿が見られた。 
(4) 研究討議から 
○ 水の動きや温度の変化が分かる実験を一つ
ではなく複数準備することでより科学的な解
を導き出すことができた。 

○ それぞれの実験で見た事実を基に話し合う
ことで、自然と質問する子どもの姿が見られ、
答える方も根拠を示して話すことができた。 

● 共有の体験を保証することで、話し合いの土
台ができ、さらに子どもたち自身で解を導き出
すことができたのではないか。 

６ 成果と課題 
問題解決の過程を重視することで、子どもが問

題に本気で向き合い、納得するまで解決しようと
する姿が見られた。また、事実を基に考察するこ
とでより科学的な解につながることも分かった。 
しかし、納得解を導くための交流の仕方につい

ては今後研究を進めていく必要がある。 
今後も「本当にそうかな？」と疑いの視点もっ

て事実と関わり、納得するまで問題解決する子ど
もの姿を目指して研究を進めていきたい。その学
びが子どもたちの自然観を豊かにすることにき
っとつながるだろう。 

日時：１１月７日（木） 

単元名：第４学年「物のあたたまり方」 

授業者：太田南小学校  田川 亜季 教諭  

日時：１１月７日（木） 

単元名：第４学年「物のあたたまり方」 

授業者：国分寺南部小学校 二川 綾介 教諭  



１ 研究の概要 

 坂出・綾歌支部では、今年度より新テーマとな

り、研究を行ってきた。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」を意識しな

がら、問題解決学習に必要な支援について考えて

きた。その際、これまでの研究で大事にしてきた

(1)「単元化・教材化の工夫」と、新たに(2)「UD（ユ

ニバーサルデザイン）を生かした支援の工夫」を

研究の重点におき、「自然観を豊かにする子どもの

育成」を目指した。 

前期の「生命」領域の実践では、「共通性・多様

性の視点」を働かせ、「比較する」ことで問題解決

できるような支援を行った。児童の興味・関心を

促す教材の提示や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。また、UD

を生かした支援としてベン図を取り入れることで、

視覚的に分かりやすく共通点と差異点について整

理し、比較することができ、生物の多様性につい

ても思考を広げていく様子が見られた。 

 今回の「粒子」の領域でも、２つの重点を具現化

し、子供の様相から研究を進めていった。 

  

２ 実践事例 

 第６学年「水溶液の性質とはたらき」（坂出市立

坂出小学校：増田教諭）を実践事例に取り上げ、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、指示薬を用いたり、加熱したり、金

属などの物質に触れさせたりして調べる活動を通

して、水溶液の性質をとらえることをねらいとし

ている。また、学習を通して獲得した知識や技能

を活用し、新たな視点で身の回りの水溶液につい

て見直していくことで、興味・関心をもってその

性質と利用について探求していくことができる。 

実態調査から、身の回りの水溶液について既習

内容である食塩水とミョウバン水以外を見つけら

れない児童が多く、学習したことを、実際の生活

と結びつけて考えを深めることに課題があること

が分かった。そこで、本単元では、酢や消毒液など

身の周りで利用されている児童の調べたい水溶液

を扱い、意欲的に水溶液の性質を考える活動を設

定した。 

 

【身の周りの水溶液の性質調べ】 

 

また、リトマス紙で学ぶだけではなく、身近に

あるムラサキキャベツの汁も指示薬として使用し

た。学校の教材だけでなく、児童にとって身近な

物を教材として使用することで、学習したことが

より生活と結びつき、実感を伴った学びとなるよ

うにした。 

 

【身の周りにある水溶液の液性の分類】 

 

(2) ＵＤを生かした支援の工夫 

本時では、ムラサキキャベツの指示薬を使用し

て、グループごとに水溶液の性質を調べた。リト

マス紙の実験の時と同じ水溶液を調べたことで、

それぞれの結果を比較しながら水溶液の性質につ

いて多面的にとらえることができた。 

ムラサキキャベツを使った指示薬での実験を始

める前には、前時で学習したリトマス紙の実験結

果を板書で確認したり、５種類の水溶液（塩酸、炭

酸水、食塩水、石灰水、アンモニア水）を教師実験

で見せたりすることで、見通しをもって実験に臨

めるようにした。実験時には、塩酸（赤）、食塩水

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～ 

  宇多津町立宇多津小学校 江淵 健太朗  



（紫）、アンモニア水（緑）に変化したムラサキキ

ャベツの指示薬を各グループに用意し、色の変化

の指標とした。 

 

【色の変化の指標となる教師実験】 

 

また、ムラサキキャベツの指示薬を使うことで、

リトマス紙では、はっきりと分からなかった液性

の強弱に着目させることができた。教師実験では、

意図的に弱アルカリ性（青）と強アルカリ性（黄）

の結果を提示しないようにし、グループでの実験

の際、強弱の並び替えで迷う場面を作りだし、話

し合う必然性を生み出した。その後、原液のアン

モニア水の黄色の結果を提示することで、解決の

糸口となるよう支援した。 

  

【主体的・協働的に実験を行う児童】 

 

 

【液性の強弱ごとに並び替え】 

 

 

 

 

３ 成果と課題 

○ 塩酸やアンモニア水などの薬品だけではなく、

洗剤や調味料などの児童にとって身近な水溶液

の液性調べを行ったことで、意欲的に探究し、

多面的に水溶液の性質をとらえることができた。

また、リトマス紙だけではなく、ムラサキキャ

ベツの指示薬を使ったことで、児童が質的・実

体的な視点を働かせ、液性の強弱の理解が深ま

った。 

○ ムラサキキャベツの色の変化の指標として、

強アルカリ性（黄）を意図的に提示しなかった

ことで、実験結果の整理をする際、児童の迷い

を生み、グループや全体での積極的な話合いに

つながった。前時のリトマス紙の結果や原液の

アンモニア水をムラサキキャベツの指示薬で調

べた結果などから、「黄は強いアルカリ性で、青

は弱いアルカリ性だ」と考え、学びを深めるこ

とができた。  

○ 授業の振り返り時では、「スティックのりの色

の変化も、今日の実験とつながるのかな」、「混

ぜると色が変わるお菓子も、そうなのかな」な

どのように、生活と結びついた発言が見られた。

学校の学びが生活へとつながり、児童の自然観

を豊かにした。 

● 全体での交流時、リトマス紙の３分類から液

性の強弱を加えた６分類にする際、水溶液の数

が多かったことで視覚的に分かりにくかった。

洗剤グループや調味料グループなどのように同

じカテゴリーで分類すると、水溶液の性質と利

用が結びつきやすく、さらに深い学びとなった

と考えられる。 

● 授業の振り返り時に、前時のリトマス紙の結

果も掲示した方が良かった。リトマス紙とムラ

サキキャベツの結果を比較することで、身の周

りの水溶液の性質についてさらに詳しく分類で

きたという成果を実感することができたと思わ

れる。 



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 研究授業について 

丸亀市部では、令和元年度に２回の研究授業を

行い、研究討議を行った。研究の視点は以下の

とおりである。 

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単元の導入、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 

 

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 

 

２ 実践事例「３年 植物を育てよう」 

（丸亀市立郡家小学校 秋山慎吾 教諭） 

(1) 単元について 

本単元では、ホウセンカやヒマワリなどの植

物の栽培活動を通して、植物ごとの成長の差異

点や共通点という視点から比較しながら調べ、

問題を見いだし、見いだした問題を興味・関心

をもって追究できるようにしていく。その際に、

自然の事物・現象にみられる共通性や相互の関

わり、関係などについての見方・考え方を働か

せていく。 

植物の育ち方には、種子から発芽し、子葉が

できた後には出て葉がしげり、花が咲き、果実

がなって種子ができた後に個体は枯死するとい

う一定の順序があることを捉えられるようにす

る。そして、植物の体のつくりに着目し、複数

の種類の植物の体のつくりを比較して調べる活

動を通して、

植物の体は

根、茎及び葉

からできてい

て、根は地中

にあること、

茎は葉や花を

つけることな

どの体のつく

りを捉えられ

るようにする。 

(2) 問題解決の力を養うために 

ア 教材・教具の工夫 

植物の継続的な観察活動において、前後の日

付の様子と比較しやすくするために、スケッチ

による記録以外にタブレットＰＣを使って写真

による記録を残していく。全体像と、変化の様

子を拡大したものを撮影することで、子葉の付

き方や本葉の広がり方にも着目しやすくなると

考えた。写真はファイリングすることで変化の

様子を可視化できるようにしていく。 

撮影する際に木枠を植物の周りに置き、これ

に合わせて撮影することで、大きさを統一し比

較しやすくなるとともに、撮影する時間短縮に

結びつけた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 児童が理科の見方・考え方を働かせたと

きの反応例を予想しておく 

児童が、理科の見方・考え方を働かせなが

ら問題を解決しているかどうかを見取るため

に、教師が児童の反応を予想しておくことが

必要である。今回は授業の事前研で、児童の

反応例を予想しまとめたうえで授業研究に臨

んだ。 

【本時の児童の反応例】 

・ 子葉と葉の形・大きさが変わった。 

・ 前と比べて、葉の枚数が増えたな。 

（数値をあげて具体的に） 

・  友だちのホウセンカと同じで（違って） 

・・・・です。（友だちとの比較） 

・ どの植物にも・・・がある。 

ほかの植物も同じかな？ 

・ ほかの植物はどうなっているのかな？ 

・ これから・・・なるだろう。 

 

 

 【図１撮影する様子】 

【図２ 全体交流の様子】 



３ 実践事例「５年 物のとけ方」 

（丸亀市立城辰小学校 宮花昂平 教諭） 

(1) 単元構成の工夫 

○ 児童が学習への意欲を高め主体的な問題解

決をするため、単元導入時に、さまざまな物

を水に溶かす「自由試行」の時間を設定する。 

北野麻未教諭実践（四国理科教育研究発表大

会、城西小、2018）をもとに、単元を構成した。

物が「水に溶ける」ことについて、児童の疑問

をもとに学習が展開されるよう、単元の初めに

いろいろなものを溶かしてみたり、物が水に溶

ける現象をじっくりと観察したりした。これに

より、溶けるということの不思議さに注目させ、

学習への意欲を高め、主体的な問題解決につな

がると考える。 

〇 児童の意識が単元を通してつながるよう

に、単元の初めに児童の疑問を整理する。 

単元の初めにイメージマップを使い、児童の

生活経験・素朴概念から物が「水に溶ける」こ

とを考えた。ここから単元全体の疑問を出し整

理することで、児童が見通しをもち安心して学

習できると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 本単元でめざす子どもの姿を考える 

資質・能力が育成されたか子どもの姿で検証

するために、本単元でめざす子どもの姿を具体

的に設定した。（以下、一部） 

知識及び

技能 

蒸発させたり、重さの変化を調

べたりする中で、 物が水に溶けて

目に見えなくなっても、水の中に

存在することを理解する。他省略 

思考力・

判断力・ 

表現力 

 条件を制御する考え方をもと

に、物をさらに水に溶かす方法を

調べる実験を友だちと話し合い、

絵や図、言葉でまとめる。 

学びに 

向かう力 

人間性等 

 「水に溶ける」ことについて、

ほかの物や方法ではどうなるかを

考え、継続的に学ぼうとする。 

 

４ 成果と今後の課題 

(1) 単元構成の工夫 

・ 「もののとけ方」のようなＡ領域では、単

元導入時に「自由試行」の活動を行うこと

で、児童の関心や疑問を引き出し、児童主

体の問題解決を構成することができた。 

・ 「自由試行」の活動により、児童の経験の

差を埋め、観察・実験の技能を向上させる

ことができた。 

・ 生物領域では、日常の継続観察を活用する

ことで主体的な問題解決に結び付けること

ができる。 

・ 単元導入時の児童の疑問や発見を、分類・

整理することで、児童主体の単元を構成す

ることができる。イメージマップは、その

表出や単元の見通しをもつのに有効であっ

た。 

(2) 教材・教具の工夫 

・ タブレットＰＣを用いて観察記録を残すこ

とは、成長の過程を写真で何度も見直すこ

とができ、形、色、大きさの視点で児童が

発表できるなど有効であった。 

・ 「植物を育てよう」で用いた木枠のスケー

ルは、他のものとの比較や時間経過を明確

にするのに有効であった。更に、ものさし

やしま模様を貼ることで、数値化に結び付

けたい。 

(3) 理科の見方・考え方の反応例・本単元でめ

ざす子どもの姿の設定 

・ 児童の反応例を予想し、称賛することで、

理科の見方・考え方を広げることができた。 

・ 児童から出た見方・考え方に、教師がどの

ように関わるかを考えたい。 

(4) 若い理科教師の育成 

教員の世代交代が進み、若い教師、理科を

専門としない教師が増えている。「理科が好

き」「観察・実験が楽しい」という教師が増

えるよう、研究授業や研究部の活動に参加す

るように声をかけたい。また、理科の教材や

授業の仕方、理科のおもしろさなどを、ベテ

ランの教師が伝達していける場も設定してい

くことが大切と考える。 

これまでに、多くの教師が、観察・実験の

ためにふさわしい教材・教具を工夫してきて

いる。しかし、伝達されていないものも多い。

次年度は、今まで実験・観察のために使った

教材・教具を伝達していく機会をもちたい。  

 

【図３ 物が「水に溶ける」ことに 

    ついてのイメージマップ】 



１ はじめに 

 実験や観察を行っている時間帯は、児童が活

発に活動しているように見えたのに、考察をす

る時間帯になると、とたんに静かになって下を

向いてしまうことがある。さ・東支部では、こ

れらの原因は、見通しをもたないまま実験や観

察を行っていることと、活動前や途中、活動後

に思考のための時間が十分に確保されていない

からではないかと考えた。 

そこで、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。 

 

２ 実践事例 

 第５学年「物の溶け方」 

 授業者 さぬき市立志度小学校 土居 浩太朗  

ここでの学習のねらいは、食塩水の重さは水

と食塩の重さの和になることから、溶けた食塩

は消えてなくなるのではなく溶液中に存在して

いることがわかることである。 

 

(1) 子どもが価値ある問い見通しを見出す場面 

まず、乳製品の小さなボトル（112ｍL）に食

塩と水を入れ、キャップを閉じて振るという手

順を丁寧に見せた（本時の実験で使用する器具

の扱い方を見せるねらいもあった）。 

 

 

 

 

 

 

 

【全体で水に溶けた食塩のゆくえを予想する】 

 

水に溶けた食塩のゆくえは、目視では判断で

きない。児童は個々に食塩のゆくえについて予

想し、ワークシートに記述した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分の予想が正しいかどうかを確かめるため

に、どのような実験を行えばよいか。その実験方

法を考える場面で、授業者は以下の３通りを提示

した。 

 

 

 

 

 

観察や実験は、あくまで解決したい問題に対す

る自分たちの予想を確かめるために行うもので

ある。「この実験は～を確かめるために行ってい

るよ」「もし～ならば、～なるはずだ」などと、

児童と対話しながら確認したい場面であった。 

 

(2) 目的に応じた観察・実験の場面 

本時は、目に見えないものの存在を捉えるた

めに、溶質と溶媒の重さと、それらを合わせた

水溶液の重さを比較する実験を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童の「知りたい」「確かめたい」「もっと

深めたい」という気持ちを大切に考え、目的が

達成されるために、実験教材の工夫や実験技能

指導の工夫があった。授業の単元の組み立ても

児童の探究したい内容に合わせて組み換えるな

どの工夫があった。 

 

さぬき・東かがわ支部の研究 

 『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  

【予想をワークシートに記入】 

 

【全体で実験方法を確認する】 

 

【実験方法を立案する場の工夫】 

。 

技能指導の工夫 

水に溶けた食塩は 

・すべてある。 

・一部なくなった。 

・すべてなくなった。 

などの考えが出た。 

食塩水中の食塩が…… 

全てある場合➡水の重さ＋物の重さ 

一部ある場合➡水の重さ＋物の重さの一部 

全てない場合➡水の重さだけ 

 



今回の実験では、様々な教具の工夫があったので

紹介する。１つ目は、112mLの容器の活用である。

112mL の容器は、細いので溶質を溶かした際液面

の上昇が良く分かる。物を溶かしたときの体積の

変化に気付いた児童がいた。 

 

 

 

 

 

 

 

２つ目は溶質の入った容器と溶液の入った容

器に貼られた○シール、板書の文字が同じ色で

示されている。実験や観察を行う際に有効だっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３つ目は、プラスチック製の漏斗の活用であ

る。漏斗は、口の細い容器に溶質を入れる際に

活用した。洗濯ばさみで漏斗の口を挟み、容器

の中の溶質に漏斗が浸から 

ないように調整したり、必 

要なら割りばしで溶質を押 

し込めるよう準備したりと 

細かな工夫があった。 

 

 

 

 

 

 

(3) 結果を整理し、問いと見通しとをつないだ

考察の場面 

「食塩だけではなく、他のものでも確かめたい」 

児童のつぶやきがあり、食塩だけでなく、砂

糖、ミョウバンなどについても同じ実験を行い、

物は水に溶けても重さが変わらないことを確か

めることとなった。 

理科室では、食塩、砂糖、ミョウバンを前に、

児童同士の熱い対話が繰り広げられた。 

「同じように溶けるんじゃない？」 

「溶かしても重さは変わらないんじゃない？」 

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。 

食塩だけの実験でまとめることをせず、複数

の溶質を用意したことは、物が水に溶けてもな

くならず、水と物とを合わせた重さが変わらな

いことを捉えることに有効であった。 

また、結果を可視化するなどの表現方法の工

夫が見られた。砂糖・食塩・ミョウバンについ

て８班分の結果を３種類とも一覧表にして掲示

したのがそれである。他班の結果と見比べ、結

果の共通性や傾向性を把握したり、事実やデー

タを全体的に捉えて解釈したりする考察ができ

ていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ まとめ 

事前にさ・東支部では担当支部の 5年生全員

に「物の溶け方」に関するアンケートを行った。

授業後の変容も調査する予定である。生活経験

に差があることや、自然の捉え方が曖昧な者が

多いことなどが分かった。単元のはじめに自由

試行の時間を設け、体験や経験の差をならすよ

うな機会を設けることが有効であると考える。 

 

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。 

【112ｍLの容器と色シールを使って実験する児童】 

 

【板書の文字の色分け】 

【112ｍL容器】 

今量ってい

るのは青シー

ルだから砂糖

水だね。 

容器の色と

対応して提示

してある。 

【漏斗】 

あれ？ 

食塩を溶か

したら、液面

が 上 昇 し た

ぞ？ 

【溶質入れの容器】 

【８班分の実験結果を提示】 

【112mL の容器にさした漏斗】 



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 第４学年 

「とじこめた空気と水」 

授業者 青木 鵬人 教諭 

 

４ 実践事例 

(1) 第３学年「どれくらい育ったかな」 

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付き、

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、本当に全ての植物は根、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」と言い切る

ことはできないのではないかという予想を立て

る児童がいるなど、自分事として問題解決でき

る教材化を提案した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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～ 

小豆島町立苗羽小学校  福家 里佳 



【黒板にワークシートを並べる】 

授業後の討議では、次のような意見が出た。 

○ 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。 

○ 写真に書き込めるようにしていたことで、 

 意欲的に取り組めていた。 

○ 前時までに共通教材を使って根のつくりを 

 観察しているのがよかった。 

● 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。 

● 最初は子どもたちに学習の記録を残すため 

 各自のワークシートがあるとよかった。 

 

(2) 第４学年「とじこめた空気と水」 

９月 19 日には、青木 鵬人教諭による「とじ

こめた空気と水」の研究授業が行われた。前時

までに、様々な容器の中に空気を閉じ込め、そ

れらを弾ませたり圧したりする活動を通して、

空気のもつ弾性に気付くことができた。 

前時には、空気鉄砲を用いて弾を遠くまで飛

ばすためにはどうすればよいのかを考え、閉じ

込めた空気を圧すと体積は変わるのかを予想し

た。本授業では、その予想を基に注射器を使っ

て実験を行った。実際に注射器を使って空気を

圧し縮めることで、途中で固くなり動かなくな

ることや手を離すと元の位置に戻ることなどを

通して体積は小さくなるがなくならないこと、

体積を小さくすると圧し返す力が大きくなるこ

とに気付くことができた。 

また、演示実験では、注射器の中に風船を入

れることで、空気が縮まる様子を見ることがで

き、理解を深めていた。討議では、次のような

成果と課題が明らかになった。 

○ 注射器を使ったことで、目盛りを見ること

が可能となり、実験方法を統一することがで

き、結果を共有しやすくなった。 

○ 子どもたちがワークシートに自分なりの予

想を立てられていた。 

● 演示実験を行う時に、タブレットで提示す

ると、風船の動きが見えにくくなってしまっ 

たので、直接見せた方がよかった。 

● 子どもの言葉を大切にするとともに、科学

の言葉でも表現させる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ワークシートを並べて比較する】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【児童のワークシート】 

 

５ 成果と課題 

・ 「自分事」として問題解決に取り組むには、

単元の導入時に児童の課題意識を高めること

や、単元や１単位時間における学習の見通し

をもたせることが大切である。２つの実践事

例では、児童一人一人、または、グループ単

位で関わる対象となる教材・教具を用意する

ことで、自然事象に対する興味・関心を高め、

学習内容を「自分事」として捉えることがで

きた。 

・ 自分だけで問題解決が困難だと思われる場

合や、考えをより豊かにしたい場合に、ペア

やグループでの交流が必要となる。ただし、

交流の場を設定するだけでなく、交流のねら

いや仕方を十分に吟味しておくようにした

い。 

・ 自分事として取り組む問題解決が、自然観

を豊かにすることに、どうつながっているの

かを明確にする必要がある。 

・ 授業での学びが実生活につながっている、

役立っているという実感をもてるように単元

構成や教材を工夫することが大切である。 

・ 学習内容によってはＩＣＴの活用は効果的

であるが、理科学習では、視覚・触覚・聴覚

などの諸感覚を使った観察や実験といった基

本的な直接体験の重要性を忘れてはならな

い。 



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 実践事例① 

第５学年「植物の発芽と成長」 

  授業者 善通寺市立筆岡小学校 

 教諭 狩生 歩 

(1) 教材の工夫 

「ファストプランツを用いた植物の成長の観

察・実験」 

本実践では、植物の成

長について、ファストプ

ランツという発芽から開

花までの期間が２週間程

度の植物（成長条件の実

験は、１週間程度で結果

が出る。）を用いて実験

を行った。 

 

(2) つなぎ合い問題解決の力を働かせる姿 

「時間軸を意識した観察や考察をする力」 

植物の成長の条件を調べる学習では、発芽し

てから成長するまでの過程を、タブレットＰＣ

の写真記録とスケッチを活用した。写真記録は

手軽な方法である一方で、葉の色や大きさ、茎

の太さや長さなどを正確に表すことが難しい。  

そこで、スケッチも同時に用いることで、成

長の変化を詳細に読み取れるようにした。自分

たちが記録した写真やスケッチを基に、植物の

成長には【日光】と【肥料】が必要かどうか話

し合った。目の前の実験結果だけでなく、どの

ような変化が起こったのかを時間軸を戻しなが

ら自分の考えを発表した。葉や茎の様子の変化

の視点から説明する姿も見られ、記録の方法を

２通りの方法で行ったことが有効だったのでは

ないかと考えられる。茎の色の変化や葉の色や

手ざわり等、微細な違いをとらえている児童も

いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 自然観を豊かにする姿 

 「仮説や経験と結果との違いから身に付く見

方・考え方」 

ファストプランツを用いることで短い期間

で成長の条件について考察することができ

た。しかし、今回の実験では、肥料について

は実験結果にはっきりとした差が出ておら

ず、成長に必要かどうか判断できないという

結論になった。これまでの経験から肥料は必

要だろうと短絡的に判断するのではなく、実

験結果から純粋に結論を保留としたのである

（見方の深まり）。そこから、実験の問題点

について考えた。「液体肥料の与え方は正し

かったのだろうか。」「実験中の気温の変化

で実験結果が左右されたのではないか。」と

実験の仕方を分析し、解決の方法を発想する

姿が見られた。話し合いの結果、実験始めの

比較対象の大きさを揃えるために種子の発芽

からやり直し、個体数をもっと増やすことで

発芽しない場合に備えるなど、失敗から学び

解決しようとする力が身に付いたと考える

（考え方の深まり）。 

 

２ 実践事例② 

第６学年「電気と私たちのくらし」 

授業者 まんのう町立高篠小学校 

教諭 竹内 泰大 

(1) 教材の工夫 

 「マイクロビットを用いたセンサーのプログ

ラミング」 

仲善支部では、次年度の新学習指導要領の全

面実施に向けて、「電気の利用」のプログラミ

ングに関する内容の実践を行った。 

教材については、マイクロビット・プログラ

ム制御スイッチ・メーター付きコンデンサー・

【前時までの既習事項とつないで考察する】 

【ファストプランツ】 



手回し発電機・プロペラ付きモーターを使用し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラミングに関する教材の導入に当たっ

ては、採択する教科書や予算との関連もあり判

断が難しいところである。今回、マイクロビッ

トを中心として教材を組んだ理由は次の２点で

ある。 

１つめは廉価であること。本学級は在籍３４

名であり、基本的な班編成は５～６名の６班で

ある。その人数では、傍観者が生まれ全員がプ

ログラミングを体験することができない。でき

ればペアで学習をさせたいため、本学級の場合

１７セットは必要となる。数を集めるためには

廉価であることは必須となる。 

２つめは、既存の教材が使え、回路等の既習

事項を生かしながら学習が進められることであ

る。本実践の場合、学校にある教材や、児童が

個人購入するキットとも安易に接続できるた

め、教師や児童の心理的な負担を軽減できる。

また、プログラムの基盤等をそれらの教材の回

路につなぐことで、プログラムしたスイッチが

センサーとして働いていることを、４・５年生

で学習した内容とつないで考えることができ

る。 

 

(2) つなぎ合い問題解決の力を働かせる姿 

本時では、プログラミン的思考を働かせなが

ら試行錯誤し、電気を効率的に使うことができ

るプログラムを作る技能を、体験的に学習する

ことを目標としている。また、そのプログラム

により電気を効率的に使えているのかを検証

し、考察して考えをまとめることも狙っている。 

プログラムを作る際には、フローチャートの

設計図とタブレットＰＣの画面を比べて不具合

を修正したり、他のペアと上手にできるポイン

トを共有したりしていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検証では、コンデンサーにモーターを直接つ

ないだ回路Ａと、その間にプログラムされたセ

ンサーをスイッチとして挟んだ回路Ｂとの電力

消費の時間や量を計測して比較した。（回路Ａ

は付けっ放し、回路Ｂは１０秒置きにセンサー

によるスイッチのオンとオフを繰り返した。）

その結果から、電気を無駄なく効率的に使う方

法を考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 自然観を豊かにする姿 

上記の実験から、児童は電気を効率的に使う

ためには、「必要なときに必要な分だけ無駄な

く使う」ことに気付いた。そこに早く気付いた

児童は、自分の生活場面と結び付けて説明する

ことができていた。自分の経験や行動と重ねて

考えることや、発電や蓄電等の既習内容と組み

合わせて考えることで、電気と生活と自然とを

つないで自然観を豊かにする児童の姿が見られ

た。

【プログラムの入力と確認を主体的に行うペア活動】 

【情報を共有して、ペア同士がつながり合う姿】 

【時間はグラフに、残量はメーターに結果を集約】 



 



１ 研究の概要 

(1) 研究テーマについて 

三豊・観音寺支部では、メインテーマを香理研

の｢自然観を豊かにする子どもの育成｣に揃えた。

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」とし、理

科の見方・考え方を働かせる場や問題解決の力の

育成に重点を置いて研究を進めた。 

｢理科の見方｣とは、それぞれの領域における特

徴的な視点であり、次のように整理されている。 

領 域 領域における特徴的な視点 

エネルギー 量的・関係的な視点 

粒  子 質的・実体的な視点 

生  命 多様性と共通性の視点 

地  球 時間的・空間的な視点 

｢理科の考え方｣とは、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。 

 

(2) 問題解決の力の育成に向けてのポイント 

問題解決の力を育成するために、次のように授

業作りを行う。 

① 問題を見いだす力 

自然事象との出会いを工夫し、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

方で検討する。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。 

 

 

２ 実践事例 

第３学年「明かりをつけよう」（三豊市立比地

大小学校：太田利也教諭）を実践事例に取り上げ、

「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」について説明する。 

 

(1) 理科の見方・考え方を働かせる場 

「明かりをつけよう」は、エネルギー領域であ

る。学習の中で大切にする理科の見方は、量的・

関係的な視点である。本単元では、関係的な見方

を働かせる場を、全６時の第４時に位置づけた。

身の回りのどんなものが電気を通すか比較した

り、関係づけたりする中で、差異点や共通点をも

とに、金属は電気を通し、非金属は電気を通さな

いという見通しを持った。その後、終末にアルミ

缶が電気を通すかどうかを調べた。アルミ缶は金

属であるということを根拠にして、電気を通すと

いう予想をもっていた。しかし、実際に実験を行

ったところ、電気が通らないという驚きで学習を

終えた。次時でアルミ缶に電気を通すには、どの

ようにすればよいかを考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アルミ缶が電気を通すか調べている場面】 

 

(2) 問題解決の力の育成 

① 問題を見いだす力 

第１時には、生活経験をもとに乾電池と導線付

きソケットをどのようにつなぐと豆電球に明か

りがつくのかを考えさせた。児童が考えた図をも

とに実験を行い、電気を通す物と電気を通さない

物を分類した。 

さらに、電気を通す物比較していき、電気を通

すつなぎ方の共通点を見つけ、明かりがつくつな

ぎ方や電気を通す物と通さない物を考えるとい

う単元を貫く問題作りをすることができた。 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【つなぎ方を分類している場面】 

 

② 根拠のある予想や仮説を発想する力 

第４時の身の回りの物でどんな物が電気を通

すか調べた際には、１円玉、アルミニウムはくを

扱った。それらが電気を通した結果と、アルミ缶

もそれらと同じ物質のアルミニウムできている

ということをつなぎ、終末では、アルミ缶も電気

を通すと予想することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【電気を通す、通さないで分類した板書】 

 

③ 解決の方法を発想する力 

実験方法をイメージできるように、実際にアル

ミ缶を全員が持ち、缶の隅々まで調べる活動を行

った。電気が流れる部分を発見した児童の発言を

全体に広め、どのようにすればアルミ缶に電気が

流れるかを話し合わせた。その中でアルミ缶の表

面には、電気を通さない物がぬられているという

気づきがあった。それをのけたいという思いか

ら、表面を削ればよいという発想が生まれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【電気が流れた部分を確認している場面】 

 

④ より妥当な考えをつくりだす力 

実験からアルミ缶の表面には電気を通さない

物がぬられていること、電気を通さないところを

削ればアルミ缶は電気を通すと考えた。アルミニ

ウムとプラスチックで作った教具で可視化して

表すことで、より実感を伴った理解に近づけるこ

とができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察で使った教具】 

 

さらに、表面の電気を通さない物を削ることで

回路ができ、電気が流れたことを図と動作で確認

した。実物とイメージを繰り返しまとめていくこ

とで、より妥当な考えをつくりだすことができ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【電気の流れない物を削ることの意味】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一つの輪になったことを示している様子】 

 

３ 成果と課題 

○ アルミ缶を使ったことで、子どもの身近にあ 

る物で問題解決の力を育成する理科学習がで 

きるというよいモデルとなった。 

○ 板書では、予想は短く、課題とまとめは言葉  

を精選し、視覚的に分かりやすかった。 

● 結果から考察への展開は、差異点・共通点を 

もとに考えていくことが大切である。 
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○ 郡市提案発表（１１：００～１２：００） 

分科会 郡市 学年・単元 提案者 司会者 記録者 助言者 

１ 高松 第４学年 

「電気のはたらき」 

石田 充史 
（高・亀阜小） 

町川  大 
（高・川添小） 

鈴木 貴也 
（高・栗林小） 

中曽 友里 
(高・新版丁小） 

橘 慎二郎 
（附高小） 

２ 丸亀 第３学年 

「じしゃくにつけよう」 

北村 聖子 
（丸・城西小） 

宮花 昂平 
（丸・城辰小） 

 

田中 祐希 
（丸・城辰小） 

 

 

中家 啓吾 
（附坂小） 

３ 仲・善 第５学年 

「植物の発芽と成長」 

竹内 泰大 
（仲・高篠小） 

狩生  歩 
（善・筆岡書） 

嵐 雄亮 
（善・与北小） 

中野 衣梨 
（善・南部小） 

竹森 大介 
（附坂小） 

○ 授業づくり研修会（１３：００～１４：３０） 

会場 郡市 主な研修内容 講師 準備物 

１ 小豆 

さ東 

第５学年「ふりこのきまり」 

ふりこの実験装置を制作し、ふりこを

使った各種実験を行う。 

 ふりこの規則性を見つけ出す方法に

ついて提案する。 

白澤 孝雄 

（さ・志度小） 

・はさみ 

・スティックのり 

２ 高松 第６学年「てこのはたらき」 

 単元の中で、子どもから問いが生ま

れるような体験・実権を行う。それら

の問いに基づいて、子どもの意識の流

れを踏まえた単元の授業展開を考えて

いく。 

羽原 壮希 

（高・多肥小） 

有馬 弘之 

（高・山渓小） 

※ 特になし 

３ 坂・綾 第４学年「雨水の行方と地面の様子」 

 土の粒の大きさによる水のしみ込み

方の違いについて、水のしみ込み方の

違いを調べる測定器作りを行い、実験

や支援の際の工夫について提案する。 

大林 紀章 

（綾・滝宮小） 

・カッター 

４ 三・観 第３学年「明かりをつけよう」 

・豆電球の中はどうなっているのか？ 

（豆電球の分解） 

・大型豆電球の作成 

片山 惠富 

（三・山本小） 

太田 利也 

（三・比地大小） 

・ラジオペンチ２本 

・豆電球 数個 

・みのむしクリップ導線 

２本（赤・黒） 

・ゴム栓８号１個 

・丸底フラスコ(500mL)１個 

・カッターナイフ 

 



【令和元年度 香小研理科部会夏季研修会 郡市実践発表記録】 

分科会１ 高松 

郡市研究

テーマ 

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” 

実践名 第４学年「電気のはたらき」 

提案者 高松市立亀阜小学校 

高松市立川添小学校 

石田 充史 

町川 大 

司会者 高松市立栗林小学校 鈴木 貴也 

記録者 高松市立新番丁小学校 中曽 友恵 

 

討議記録 

発言者 
（所属・氏名） 

質問・意見 等 提案者から 

三渓小 

有馬  

 

 

 

 

 

 

 

新番丁小 

石船  

 

 

 

 

 

白方小 

有木  

 

 

 

 

 

 

 

林小 

村川  

・「１つ目の事実」があることで、何が生まれるのか。 

・「１つ目の事実」があった方が、より主体的な学びに

なるということなのか。 

 

 

 

 

 

 

・３年生の電気の学習で学んだことは、本時の「１つ目

の事実」に入るのか。 

・体験に関わることは、それぞれの子どもによって違う

ので、「１つ目の事実」を持っている子も持っていない

子もいる。「１つ目の事実」は、予想や考察をする時に、

より重要になると理解した。 

 

・全般的なアプローチの仕方は素晴らしいが、素朴概念

の捉え方が違っているかもしれない。素朴概念は、生活

経験の中で得たものの中で、変換しにくいもの。子ども

たちが得たすべての概念を「１つ目の事実」と捉えるの

ではなくて、一番変換しにくい概念は何かを見つめてお

くことが大事。そのためには、最終的に、子どもたちを

どのようにもっていくかの目標が大事。 

 

・「２つの事実」の言葉の意味が分かりづらい。「１つ目

の事実」は、それぞれがもっている生活経験であって、

一人一人違う。このことを話し合わせることによって、

考えていこうということ。「２つ目の事実」は、どれが

正しいのかを実験や観察を通して分かること。「１つ目

の事実」は、概念であり、「２つ目の事実」は、理科的

な解(正しい部分)。「２つの事実」は繋がっているよう

で事実の中身が違うので、誤解を生んでしまう。そのた

め、定義付けをして提案が必要。もしくは、事実という

言葉を変える必要がある。 

・予想を立てたり、問いを見

い出したりするときに「１つ

目の事実」が重要で、問題解

決の原動力になる。「２つ目の

事実」は、妥当性を検証する

ための事実。「１つ目の事実」

は始めに発揮されて、「２つ目

の事実」でより妥当性の高い

解になる。 

・入る。 

・生活経験のない児童もいる

中で、「１つ目の事実」を単元

で保障する。経験はあるが実

験と繋がっていない子が、友

達の意見を聞き共有すること

で、根拠のある予想を立てる。

問題解決が子ども主体となる

と考える。 

・「１つ目の事実」と素朴概念

の線引きをしながら研究は進

めていた。素朴概念のもとと

なる事実に出合わせてあげる

ことが大切。 

 

・文言や定義についての討議

を進めていきたい。 



                                    

指導・助言  附属高松小  橘 慎二郎 

・「２つの事実」について 

アクティブラーニングという言葉が出始めた時に、子ども達がアクティブに議論をしていたらいい

という考えが出たことがある。予想や仮説を活発に話し合う授業がたくさん行われてきたが、香小研

では、これを重視するのではなく、妥当性を求める考察の場面に焦点を当てるべきではないか。「２つ

目の事実」である妥当性を求めることが、自然観を豊かにできる。前時や前単元で分かったことが、

次の単元で使えるということであれば価値がある。素朴概念と切り分けて考えることが大事である。 

モーターカーのスライドにおいて、「１つ目の事実（黄緑色）」として書かれている「モーターカー

がまっすぐ走らない」「なぜ逆走するのか」は素朴概念とされているが、「２つ目の事実（黄色）」でな

いか。言葉の整理が必要である。 

 

・立ち止まることの大切さ 

クラスの多くの児童（赤チーム）が、「電流の大きさが大きくなれば、働きも大きくなること」を納

得し、共通認識ができていた。本時は、８つの班すべてが納得しているのではなくて、「そうではない

のではないか」という違う意見の班（青チーム）が出できたことが授業の要である。クラスの多くの

児童がそう思っているけれど、本当はそうではないという意見が出たときに、立ち止まったところに

価値がある。 

今の学習指導要領での問題解決の力については、学年ごとに重点を置いて指導するとある。しかし、

香川県としては、学年ごとに切り分けて重点化するのではなく、問題解決の一連の流れとして、どれ

も大事な力であると考えている。問題解決を貫くプロセスがあって、より妥当な考えを作り出す力は、

３年生であっても必要である。これがあることによって、概念が形成されていく。６年生であっても、

問題を生み出す力は必要である。４つの力すべてが働いていくことが、妥当な考えを作り続けるため

に必要。このことは、科学を追体験していくプロセスそのものであり、現在の科学者も行っている。 

 

・現在の科学者も行っている科学の追体験の例（問題解決の力の大事さ） 

最近の研究では、恐竜はトカゲではなくて、今の鳥こそが恐竜なのではないかといういろいろな説

が出てきている。この説には、やみくもに言われている訳ではない。ティラノサウルスと鳥の骨とを

比較すると、二足歩行していることや、骨の形が似ていることなどの共通項が見つかったという根拠

がある。今までの姿と違うのではないかという疑問や仮説が出できた。差異点や共通点を見いだし、

根拠のある予想や仮説を発想する力を働かせるなど、科学者たちも問題解決の力を働かせたというこ

と。 

ディロングという恐竜（の骨）は、ティラノサウルスと似通ったところがたくさんある恐竜である。

琥珀の中からディロングの羽毛化石の発見があった。ティラノサウルスと同じ特徴を持つ恐竜から羽

毛が発見されたのであれば、ティラノサウルスも同じ特徴を有していたと思うのは当然である。これ

は、事実を基にした根拠である。いろいろな事実を根拠にして、問題解決の力を順番に働かせていき、

妥当な考えを作り出しているということ。今の科学者の中にとってはトカゲではなくて、鳥の方が妥

当性としては高い。 

恐竜の長い手の骨の発見で、巨大恐竜がいたのではないかとずっと謎であった。しかし、最近にな

って頭や胸の骨が見つかり、前進を組み合わせてみると手がとても長い恐竜だと分かった。過去に手

が長い恐竜がいたのかについて骨の骨盤の形を調べると、鳥の骨との共通項が見つかった。恐竜の化

石は、恐竜が鳥と似通っているということを示す大きな事実である。前はトカゲとしか見られなかっ

たものが、たくさんの事実を並べると鳥に見えてくる。定説とされていたものに、いろいろな事実を

持ってきて、新たな通説を作ろうとしている科学者の姿が素晴らしい。 

 

・本時の授業に返って 

もう１班、青いホワイトボートの班（異なる意見を持つ班）があった。乾電池２つの時は 1.5アン

ペアだったが、１個の時は 1.2や 1.3だった。この 0.2や 0.3の違いを、子ども達の解釈では、関係

しているという解釈もあるが、あんまり関係ないと捉えた。この考えが出た時に、授業が止まり、実

験の仕方が悪かったのではないかとなってしまった。考察は次回に持ち越しになったが、立ち止まる

先生の姿があり、立ち止まる学級の姿があることが良かった。この班の実験方法がよかったかどうか

ではなく、定説を疑っていくような、科学者の卵を育てるような姿にとても価値があった。 



 



【令和元年度 香小研理科部会夏季研修会 郡市実践発表記録】 

分科会２ 丸亀 

郡市研究

テーマ 

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～ 

実践名 第３学年「磁石であそぼう」 

提案者 丸亀市立 城西小学校 北村 聖子 

司会者 丸亀市立 城辰小学校 宮花 昂平 

記録者 丸亀市立 城坤小学校 田中 祐希 

 

討議記録 

発言者 

（所属・

氏名） 

質問・意見 等 提案者から 

城東小 

三谷 

 

 

 

 

 

 

宇多津小 

江口 

 

 

 

 

 

昭和小 

濟城 

・見方・考え方の価値づけについて子どもの言

葉で価値づけていたのが効果的だと感じた。 

・児童から出てきた見方・考え方をはたらかせ

た言葉をどのように取り上げてめがねボー

ドにまとめているのか。 

 

 

 

・「割った磁石も磁石だ。(NS極がある)」とい

う意見をどう取り上げたのか。 

・わくわく実験教室ではどんなことをしてい

るのか。また、費用はどこから出ているのか。 

 

 

 

・理科めがねボードに領域ごとに整理するの

はどのようにしていったのか。 

 

・他教科でもめがねボードは活用されている

のか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「前時とつなげたんだね。」「見えない物

を見えるようにしたんだね。」「今日の

中でどの伝え方がよかった？」などの

声をかける中で取り上げた。児童のノ

ートから取り上げることもあった。 

 

・児童の体験によるものなので簡単に取

り上げた。 

・ペーパークロマトグラフィーや水中

花、ホワイトボードインクを使った実

験、ビニールクラゲ、ダイラタント流

体を使った実験などを行っている。費

用は学校から出ている。 

・どの領域でも使う物は１番左に、領域

がかぶる物はその間に貼るようにし

た。 

・他教科でも理科めがねボードを活用し

ている。そうすることで理科で使った

言葉ややり方が他教科でも生かされ

ている。 

 

 

 

 

 



討議記録                                     

指導・助言 

附属坂出小 

中家 啓吾 

城西小の実践から 

①子どもの思いや願いを大切にしている 

 ・単元構成が自由思考から始まっており児童の思いが膨らんでいる。 

  (自由思考が有効かどうかは単元によるが、この単元では効果的) 

 ・今までに別単元で使った教材を使うことで予想・比較がしやすく、認識が膨

らんでいる。 

②問題解決に向けた手立てがされている 

 ・児童の言葉を使って一緒に理科めがねボードを作っていくことで使いやすく

なる。 

 ・理科めがねボードは話形として使うこともできるため支援になる。 

 ・教師間での共通理解もできているので価値づけがしやすい。 

③教具の工夫 

 ・児童の「したい！」という思いが実現できる教具になっている。 

 

※問題解決の中ででてきた課題をつないでいったことが分かるようにその過程も

提案の中で出てくるとよい。 

※「力を実体的に捉える」という言い方は正しいのだろうか。 

 

 



【令和元年度 香小研理科部会夏季研修会 郡市実践発表記録】 

分科会３ 仲多度・善通寺 

郡市研究

テーマ 

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～ 

実践名 第５学年「植物の発芽と成長」 

提案者 善通寺立 筆岡小学校 

まんのう町立 高篠小学校 

狩生   歩 

竹内 泰大 

司会者 善通寺市立 与北小学校 嵐  雄亮 

記録者 善通寺市立 南部小学校 中野 衣梨 

 

討議記録 

発言者 

（所属・

氏名） 

質問・意見 等 提案者から 

中央小 

岡 

 

 

 

 

 

 

 

 

綾上小 

杉原 

 

 

 

円座小 

磯野 

 

 

 

 

 

 

城乾小 

小西  

 

 

・発芽実験はどのような条件下で行ったのか。 

・ファストプランツ･･･再実験できるよさがあ

る。うまく育たなかったときの考察をさせる

にはよい教材。 

・再実験したときに，児童はどのような反応だ

ったのか。 

 

 

 

・インゲン・オクラ・ヒマワリ・トウモロコシ

の４種類の植物を選んだのはなぜか。 

 

 

・ファストプランツとはどのような植物なの

か。 

 

 

 

 

・どのように管理したのか。 

 

・今回の実験でファストプランツが枯れてし

まった理由を，教師としてはどう考えている

か。 

 

・同じ場所で箱を被せ，水はどちらにも

与えた。 

 

 

 

・水の量や肥料の量等，細かいところま

で目を向けて，植物の成長に必要な条

件を再認識していた。また，発芽の段

階に戻って考察する児童もいた。 

 

・豆・野菜・花等なるべく違う分類の植

物を選ぶようにした。児童がこれまで

育てたことのある植物も考慮し，児童

と話し合って決めた。 

 

・ファストプランツはアブラナ科の花

で，研究用に開発された。インターネ

ットで５０粒１５００円程で購入す

ることができる。育てる際には光源を

使うことが主流で，日光では成長が安

定しないという短所もある。 

・土はバーミキュライトを使用し，休日

には教師が水やりをした。 

・光源ではなく，日光で育てたことも一

因と考えられる。また，水のやりすぎ

や，液体肥料の量までは指定していな

かったこと等の管理面も原因だと考

えている。この要因を踏まえ，再実験

では，大きなプランターで育てること

で成長が安定した。 

 



討議記録                                      

発言者 

（所属・氏

名） 

質問・意見 等 提案者から 

豊田小 

尾﨑 

・ファストプランツは枯れた後に種はとれる

のか。 

・発芽実験で空気が必要かどうかは，どのよ

うにして調べたのか。 

 

・成長の記録は，時間的なつながりが分かる 

 ように掲示したのか。 

 

・種をとることは可能だが，今回はとっ

ていない。 

・まずは実験方法を児童に話し合わせた

が，考えることが難しかったので，教

師から水に入れる方法を提案した。 

・掲示はできていない。並べて見比べる

ことができるようにすればよかった。 

 

指導・助言 

附属坂出小 

竹森 大介 

１ 仲善支部の研究について 

(1) サブテーマ「つなぎ合う」 

  ・自分と友達をつなぐことで，より妥当な考えを導き出すことができる。グループ

や全体を見て話し合うことで，自分だけでは見えなかったことが見えてくる。 

  ・児童が事象や友達とつないで思考している様子を，どう表現するのかは課題とい

える。 

(2) 検証の仕方 

  ・提案授業での児童の様子を，教師がグループ単位で見取っていく方法は有効であ

る。ノートやワークシートの記述だけでなく，瞬間の表情や発言を見取ることが

できる。 

  ・見取った児童の様子から，授業の中での教師の手立てが有効であったかを共有し

ていくことが大切。 

２ 提案授業について 

(1) 考察のさせ方 

  ・全体を通して，子どもたちが話し合って決める場面をたくさん設けている。 

今回も，無理に結論を出さず，うまくいかなかった原因を子どもたちに考えさせ

ることが，実験方法を見直して次の実験方法を発想する力を付けることにつなが

る。 

(2) ４種類の植物 

  ・１種類の植物だけで実験を行って，「植物は･･･」とまとめることはできない。複

数の植物を比較して考察することで，より妥当な考えを導き出すことにつなが

る。 

(3) 単元計画 

・この単元のゴールをどこに設定するか。家で育てている植物に活用する，ビニー

ルハウスで育てている理由を考える等，日常の中の事象に学習したことを生かせ

るとよい。 

 

 



第52回全国小学校理科研究協議会研究大会（岐阜大会） 

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「理科の見方・考え方を意識的に働かせ、自然を追究する理科学習」 
～問題を科学的に解決するための資質・能力の育成を目指して～ 

      香川大学教育学部附属坂出小学校  米谷 直樹 

１ 大会概要 

(1) 大会開催日 

 令和元年 11月７日（木）、８日（金） 

(2) 大会日程 

 大会１日目は理事会、総会、全体会、記念講

演レセプションと例年と同じ日程で行われた。

２日目は会場が３校に分かれ、授業公開Ⅰ、授

業公開Ⅱ、授業討議、学年別分科会、全体会が

行われ、研究主題にある「意識的に見方・考え

方を働かせ、自然を追究する」姿が子どもの姿

として具体化がなされていた。 

(3) 研究の方向性 

 岐阜県では、「ものに始まり、もので追究し、

もので終わる」を大切に、事象を提示しながら

事実を基に考える子どもの育成を目指してい

た。まず、見方・考え方を意識的に働かせるた

めの工夫として、単元構成図と教材・教具の工

夫の手立てについて説明があった。授業ごとに

大切となる見方・考え方が示されたり、目指す

べき子どもの姿が子どもの言葉で示されたりし

ていた。次に、問題解決の力を育成するため指

導の工夫として、学習過程の工夫と各問題解決

段階における指導・援助の工夫についての説明

があった。指導・援助については、これまでに

学んだ見方・考え方を予想の根拠に含めたり、

実証性・再現性・客観性の３つの観点から考察

を行わせたりするなど、提案性のある内容であ

った。 

最後に、学び方のよさや高まりを自覚するため

の評価の工夫として、振り返りの工夫と終末事

象の工夫について説明があった。 

 

２ 研究の具体 

 授業公開は瑞穂市立牛牧小学校での研究会に

参加した。 

(1) ５年「もののとけ方」 

 本時は溶かした食塩やミョウバンをどうすれ

ば取り出すことができるのかという問題を見い

だし、実験の見通しを立てる授業であった。主

張点としては個人とグループの２段階で解決方

法を考えることで、実験の目的や方法をより具

体的にイメージさせること。また、温めてたく

さん溶かした際の実験を基に解決方法を発想で

きるように側面掲示を活用するということであ

った。実際、ほとんどの子どもが実験方法から

結果の見通しまで考えることができていた。グ

ループになった段階で、温度について自由に考

えている子どもに対して、側面の掲示を指しな

がら、温めたときの実験を基に考えた自分の方

法を説明する姿が見られた。ただ、条件制御に

ついては、ミョウバンと食塩を同時に扱ったこ

とで、温度を変えているのか、扱う物質を変え

ているのか理解できていない子どももいたの

で、教師の支援が必要と感じた。学び方振り返

りシートで自らの学びを振り返っていたのも良

かった。単元を通しての自分の学び方が見比べ

られることで、自らの成長を自覚させることが

できると思った。ただ、子どもによって「◎を

増やしたい」など質には差があったので、運用

の仕方に工夫が必要と感じた。 

(2) ３年「じしゃくにつけよう」 

 公開Ⅱで参観したの

は、学んだ内容を生かし

て課題を解決する時間で

あった。右にあるような

教具を用いていた。チョ

ウを助けるために、子ど

もたちは磁石の数を増や

したり、強い磁石に変え

たりするなど、これまで

に学んだ磁力を強くする方法を生かすことがで

きていた。また、蜘蛛から何センチ放すことが

できたか分かる目盛りも付けておくことで、量

的・関係的な見方ができるよう工夫されていた。

このような活用の時間を設けることは学んだ内

容を定着させるだけでなく、磁石に対する認識

を深めるきっかけになると感じた。 

 

３ まとめ 

 教師が単元のどの場面でどのような見方・考

え方を働かせるのかを明確にし、教材化・単元

化を行っていく必要があると感じた。今後も見

方・考え方を働かせた姿を具体化し、そのよう

な姿を増やすための手立てを考えていきたい。
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