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全小理香川大会に向けて 

今年度は過去に例を見ない異例の年となりま

した。未だに終息への予兆が見られないコロナ禍

で、香理研の総会等の諸会合や月例研などのほと

んどは中止や延期等になりました。また、編集作

業はメールでのやりとりに、夏季研や県（四国）

の科学体験発表会は中止といった状況です。 
 これまで当たり前のように県下の理科を研究

する仲間が集まり、香理研の運営や研究について

議論したり、先輩の先生方を含め懇親会等の場で

理科教育について語り合ったりという場がどれ

ほど貴重だったか、このような局面に対峙して改

めて思い知らされます。 
 そのような中ですが、令和４年の第５５回全国

小学校理科研究協議会研究大会・第３４回四国理

科教育研究発表大会に向けた研究は、本格的に始

動しています。 
 発表校である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では、香理研テ

ーマ「子どもが自然観を豊かにする理科学習」を

基にしたそれぞれの学校の研究主題に沿って研

究が進められています。 
そして、各発表校の指導者として、香川大学教

育学部教授 北林雅洋 先生、北海道教育大学教育

学部准教授 山中謙司 先生、東京大学大学院教育

学研究科附属海洋教育センター特任教授 日置光

久 先生にご指導いただいているところです。 
 
 
 
 
 
 
  
このような状況ですので、指導者の先生方にご

来校いただくことや研究を進めるための運営、授

業研究の実施方法など、各発表校には研究推進に

おいて例年にないご苦労があるかと思います。 
香理研として、事務局をはじめ、各発表校の関

係郡市、協力郡市の力を結集するとともに、香理

研先輩のご指導もいただき各発表校における研

究を一層深めていきたいと思います。 

コロナ禍で改めて考えたこと 

さて、改訂された学習指導要領が、今年度より

全面実施となりました。社会の変化が加速度を増

し、複雑で予測困難となってきていると言われて

いますが、新型コロナウイルス感染症の拡大によ

って、全面実施の初年度より、まさに予測困難な

状況になっています。 
 今年度開催予定であった全小理福岡大会は誌

上発表という形になりました。また、来年度開催

の兵庫大会も現在不透明な状況です。 
 一方、学校に目を向けると本校も今年度の入学

式直後から２か月近く臨時休業となりました。休

業中の学習支援の一環で、ＨＰやブログで学習サ

イトを紹介しました。ただ、「学校での学び」の代

替が問題の掲載されたプリントであることには

違和感をもちました。そして、次のような思いが

浮かびました。 
 ３年生の昆虫の授業で、生き物の「多様性や共

通性」といった見方
．．

が磨かれ、「比較する」という

考え方
．．．

の有用性を実感していれば、子どもの「見

方・考え方」が豊かで確かなものとなり、全員と

は言わないが、休業中に身近な昆虫などに働きか

ける子どもがいるはずだと。 
 ただこの時、教師によって「生き物は多様だよ、

一方で共通するところもあるよ」「比べるといい

よ」と「見方・考え方」を与えられたのでは、主

体的に働かせることにはならないでしょう。 
 誤解を恐れず述べれば、子どもが興味をもって

主体的に取り組む授業の様相（方法）と学んだこ

との価値（内容）の感得が必要だと思います。 
 「見方・考え方」を働かせるという方法的なこ

とを根底で支える豊かな価値観（生き物の巧みさ

など）です。この価値観につながるものが香理研

でいう「自然観」ではないでしょうか。 
 これによって、子どもの学びが理科の授業の枠

を超え、授業で学習したことをきっかけとして、

「見方・考え方」を働かせながら身近な自然にか

かわり、学習内容を深めたり新たな問題を見いだ

したりする姿が見られるのだと思います。 
それは生涯にわたって学び続けることを愉し

んでいる姿であり、全小理に向けた香理研の研究

がめざしている子どもの姿だと思います。 

 

全小理香川大会でめざす子どもの姿 
                       香川県小学校理科教育研究会会長  倉沢 均  

日置光久先生による授業参観及び講話（於：善通寺市立中央小学校 R2.12.9） 

 

 



 

 
 
 
Ⅰ 研究テーマ設定の背景 

コロナウイルス感染症の蔓延や豪雨災害など未曽有の事態が起き、多くの不安や被害が広がってい

る。こうした予期せぬ事態に直面したとき、身の回りの変化を察知しながら正しく判断し、いかにそ

の問題を解決していくかということは、私たちに求められる力である。だからこそ、科学的な手続き

をもって、客観的に真理を求めていく姿勢が大切である。香川県では、こうした事実を拠り所としな

がら真理を求めていく理科学習を行いながら子どもが自然観を豊かにしていくことを目指す。本テー

マは、子どもが科学的な手続きを行いながら自然と対峙し、自然に対する認識を深めていくことを意

識している。このような理科学習を繰り返し行っていくことで、その時の感情や直感だけでなく、観

察や実験結果などの事実や正しい情報をもとに考え、行動することができる子どもを育みたい。 

 

Ⅱ 研究テーマについて 

１ 自然観とは 

本県の理科教育で大切にしてきた「自然観」を改めて次のように定義する。「自然観」とは、子ども

が自然事象をどのように捉えるかという自然認識のことであり、その子どもなりの自然に対するイメ

ージのことであり、科学的に対象を捉える前の素朴概念も含まれる。ただし、素朴概念は観察や実験

を通して、科学的概念へと変容していくものとする。 
２ 自然観を豊かにするとは 

｢自然観を豊かにする｣とは、もともと身に付いている知識が他者との関わりによって再構成され、

より科学的な概念へ変容していく。また、その学習の過程を通して自然の巧みさや美しさなどの情意

面が高まっていくことと定義している。そこで重要になってくるのが、学習指導要領で示されている理

科の資質・能力である。「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」

をバランスよく育成する理科学習を展開していくことで、子どもが自然観を豊かにする姿が現れると

考える。要するに、「知識及び技能」をもとに「思考力、判断力、表現力等」を生かしながら、自然事

象に対して観察や実験結果から見出した事実を積み上げていくことで認識が深まっていく。それと同

時に、問題解決の過程の中で感じた自然事象に対する美しさや巧みさなどの情意面等も高まっていく。 

つまり、「自然観を豊かにする」とは、子どもの自然認識の深まりと情意面の高まりが大きく関わっ

ているということである。 

３ 育成したい子どもの姿 

  本県の研究テーマ「子どもが自然観を豊かにする」の「子どもが」という言葉には、子ども自らが

見出した疑問を、観察や実験結果を基に自分たちの手で解決していくという思いが込められている。

｢やっぱり～なのか｣｢ということは、～じゃないのかな｣と考えながら、観察や実験を繰り返し、学習

で得た知識を生かしてより妥当な考えを見出す子どもの育成を目指している。 

３年「じしゃくにつけよう」で具体的な例を挙げる。本単元は「磁石は鉄を引き付けることや極性

がある」ということを主な学習内容としている。子どもたちは、単元の導入でいろいろな物に磁石を

近づけ、どのような反応があるかを調べた。身の回りの様々な物に磁石を近づけ、磁石には鉄を引き

付けるという共通点があることに気付いた。また、磁石に極性があることにも気付き、学習内容を十

分に習得してきた。しかし、ある子どもから「磁石の力がなくなることはないの？」という疑問が生

まれた。子どもたちは、「そんなことはないよ」「水の中に入れると弱くなると思う」「割ったら力がな

くなるだろう」と新たな疑問を解決すべく、実験を行った。くぎが何個付くかという今までの実験を

用いて、磁石の力について比較して結論を出した。おそらく、磁力を測定できる計器を使えば、その

違いはすぐに分かる。しかし、３年生の子どもたちが習得している知識や技能を駆使して、今の段階

で可能な問題解決を行うことに価値がある。つまり、自然事象と対峙する子ども自身が他者との関わ

りを通して、発見的に科学的概念を見出すことができる場面を授業の中で保障していくことで、自然

観を豊かにする子どもが育成される。 

 

Ⅲ 子どもが自然観を豊かにすることと資質・能力の育成との関連 

Ⅱの２で自然観を豊かにするためには３つの資質・能力をバランスよく育成する必要性について主

張したが、その中でもとりわけ「知識及び技能」では、科学的概念の習得。「思考力、判断力、表現力

等」では、問題解決の力を身に付けること。「学びに向かう力、人間性等」では、情意面の変容を大切

にしたい。ここで、理科の資質・能力についての本県における捉えを確認する。 

令和２年度 研究テーマ 

子どもが自然観を豊かにする理科学習 



 

１ 知識及び技能 

単なる知識ではなく、学習を通して得た知識や技能が

自然事象についての認識を深めたり、次の問題を解決し

たりしていくための重要な手がかりの一つとなる。つま

り、習得した知識や技能は科学的に問題を解決していく

ための拠り所であり、単元における科学的概念の習得に

大きく関わる部分である。 

２ 思考力、判断力、表現力等 

これらは、問題解決の過程を通して育成されるもので

あり、学習指導要領では、各学年での重点的指導の内容が

示されている。このことから、全学年を通じてどの問題解

決の力も育成していく必要があることがうかがえる。そ

こで、本県ではこれらの中でも｢より妥当な考えをつくり出す｣ことを重視して授業づくりを行う。そ

れは、問題解決のどの過程においても必要な力であり、どの場面においても繰り返し行うことで子ど

もの自然観が豊かになっていくと考える。 
３ 学びに向かう力、人間性等 

「学びに向かう力」とは、一連の問題解決の過程を通して、子ども自らが自然事象に主体的に関わ

ろうとする力のことである。また、他者と関わりながら粘り強く問題解決したり、振り返りを通して

自分の考えを見直し、次の問題解決に生かしたりする態度のことである。「人間性」とは自然の美しさ

や巧みさ、生命を尊重する態度などの情意面に関わる部分である。 
 
Ⅳ 授業づくりの視点 

  子どもが自然観を豊かにできるように、２つの視点を研究の重点とする。１つ目は、「単元化・教材

化」の視点である。単元化・教材化の工夫を行うよさには、子どもの確かな概念形成が行われること

と、子どもの意識に沿った単元展開になることが挙げられる。２つ目は、「振り返り」の視点である。

振り返りを行うよさは、学びの成果を実感したり、新たな問いを見出したりするなど子ども自らが学

び続けるようになることが挙げられる。 

１ 単元化・教材化 

単元化・教材化とは、｢何を｣｢どのように｣扱うのかということであり、両者を、一体的に行うこと

で子どもの意識に沿った学習が展開できる。さらには、このような理科学習を意識することで確かな

概念形成が行われたり、学習における子どもの意識がつながったりするよさがある。そして、教師自

身の授業も目の前の自然事象を拠り所としながら学習内容に迫っていくというスタイルに変わり、子

どもの実態に応じた手立てや支援を考えることができる。つまり、教材をどのようなタイミングで、

どう出合わせるかということを一体的に考えることが重要である。 

(1)単元化 

単元化とは、単元または、領域で扱うべき内容を系統的に整理し、習得すべき学習内容の位置付け

や構成を考えていくことである。これらは、資質・能力を育む上で、ひいては自然観を豊かにするた

めに大切な授業づくりの視点である。その具体として以下のような例を挙げる。 

 

 

 

 

  単元化を行う際の一方策として単元構想図の作成について述べる。単元構想図とは、単元における

子どもの認識の変化を１枚の用紙にまとめたものである。子どもの認識の流れを縦向きに、観察や実

験の流れを横向きに作成することで、子どもの意識の流れに沿った学習活動を取り入れ、汎用性の高

い転移可能な上位概念へと高まっていく単元展開となる。また、観察や実験からどのような事実をつ

かませたいのかを考えることで、教材化の工夫を考える際の手立てともなる。作成については、以下

のような手順で行う。 

 

 

 

 

 

① ４５分の授業だけでなく、単元全体を通して習得すべき学習内容を想定して単元構成を行う。 

② 子どもの意識の流れを予想し、上位概念を意識した問題解決の場面を設定する。 

③ 認知的葛藤を繰り返す、帰納的・演繹的思考を意識した問題解決の場面を設定する。 

① 考察で分かったことが網羅された汎用性の高い転移可能な上位概念を想定する。 

② 実験や観察結果を考察して分かったことが何かを考える。 

③ 観察や実験などから得られる事実を考える。 

④ ③の事実が表出するような観察や実験などを考える。 



 

  ここで、大切にしたいことは、上や下に向かっている

矢印である。この矢印は、問題解決の力や理科の見方・考

え方の部分であり、３つの資質・能力の「思考力、判断力、

表現力等」の育成につながる。帰納的・演繹的な思考を繰

り返し行う学習過程を展開することで、子どもの科学的

概念が深まっていく。 

  例えば５年「植物の発芽と成長」の単元では、まず始め

に本単元全体を通して、習得すべき学習内容を意識しな

がら「植物は生きていくために、環境に合わせた様々な

仕組みをもっている」という上位概念を想定した。本単

元で学習する科学的な概念を網羅することができる上位

概念を想定することで、子どもがどのような観察や実験

を行う必要があるのかということを考えることができ

る。インゲンマメを使って発芽と成長の様子を条件制御しながら検証し、他の植物の発芽と成長と比

較しながら一般化を図っていく。また、空気がほとんどなくても発芽する植物や夏野菜と冬野菜の違

いなどについて紹介する場面を単元の中に取り入れていくことで、「だから発芽には水、空気、適当な

温度が必要なのか」「野菜に旬があるのは、発芽や成長を促すためには、丁度よい温度があるからだ」

とより深い理解を得ることができるだろう。 

(2)教材化 

  教材化とは、自然事象の一部を学習内容として扱うことである。そのために、事象そのものの面白

さを感じることのできる教材を考える必要がある。また、単元を通して主体的に問題解決が繰り返し

行われたり、他者との関わりが生まれたりするような教材であることで、科学的概念に迫ることがで

きる。その具体として以下のような例を挙げる。 
 
 
 
 
 
 

例えば４年「雨水の行方と地面の様子」の単元において、子どもたちにとって身近な運動場の土や、

運動場で見られた水たまりのでき方の違いを教材化する。子どもたちにとって身近な物を教材とする

ことで、根拠のある予想を発想しやすくなるだけでなく、「生活の中で自分たちが見出した問題を早

く解決したい」などと、追究意欲が高まるだろう。このように、問題解決を行うのは教師ではなく、

あくまで子どもである。自然事象そのものの面白さを感じながら目の前の事実をもとに育んできた

「理科の見方・考え方」を働かせ、問題解決できるような教材を考えていきたい。 

２ 振り返りの工夫 

振り返りとは、子どもが学びを通して、学習内容や問題解決の過程を整理したり、生活とのつなが

りを考えたりすることである。また、子どもの学びの足跡や変容を評価するだけでなく、次時以降の

指導に生かし、授業改善を行っていくことが重要である。 

(1)振り返りの目的 

振り返りには、子どもが学びの成果を実感したり、新たな問題が表出し次への学びへと生かしたり

する目的がある。子どもが学びを実感し意味付けることができれば自然観を豊かにすることへつなが

る。しかし、理科は観察や実験、結果の考察などの問題解決の過程に重点を置いているため、毎時間

振り返りの場面を設定するのは難しい。振り返りを毎時間行うのではなく、問題を解決する度に行う

ようにすることや、授業の中で子どもが自分のタイミングで思ったことや考えたことをノートに書き

綴ることで、そのときの子どもの思いや考えを後から見取ることができる。それを評価や今後の指導

に生かしていくことで授業改善が図れる。 
(2)振り返りの留意点 

  子どもが感じたことや思ったことが一瞬で消えてしまい、その機を逃すと子どもの大きな変容に気

付かぬまま授業が終わってしまうことがある。行うタイミングが重要となってくる。他者から学んだ

ことや生活とのつながり、さらには新たな問いなど、心が大きく揺さぶられる場面を予め想定してお

き、十分に時間を確保した上で、振り返りを行いたい。また、振り返りの視点を明示したり、単元の

中で同じ観点で繰り返し振り返りを設定したりするなど、方法を習慣化することで、子どもの思いを

表出しやすくなると考える。振り返りの視点として以下のような例を挙げる。 

① 日常生活で利用する道具の一部を加工したり、組み合わせたりして教材として利用する。 

② 子どもが主体的に自然事象と関わり、他者と協働しながら問題解決に取り組む面白い教材の

開発を行う。 

③ 多面的な見方や内発的な動機付けを生むことができる認知的葛藤のある教材を利用する。 



 

 
 
 
 
 
５年生「流れる水の働き」を例に具体的な子どもの姿を挙げる。水の量と流れる水の働きとの関係

について、実験結果を実際の川に当てはめながら土地の様子の変化について学習した時の振り返りに

「私は、川の内側と外側の浸食の様子は変わらないと思っていたけれど、〇〇さんが言っていたよう

に、外側の方が内側に比べより浸食していた。その違いが分かるように実験の方法を考えてもう一度

試してみたい」「実際の川でも大雨の時に川の氾濫が起きていると思うと、台風が近付いている時に

は川に近付かない方がいい」というようなものがあった。このように、振り返りを書く際の観点を明

確にしておくことで、子どもの姿に沿った内容を表出することができる。子どもたちがいつ、何を振

り返り、記述したか見取って評価にも生かしていきたい。 
 
Ⅴ 評価の考え方 

 香小研理科部会では、学習評価を子どもの成長を伸ばすものとして捉えている。全ての子どもの学び

を保障するために形成的評価を重視する。子どもの姿を見取り学習評価に生かすという考え方で評価を

行う。そうすることで、子どものどのような部分を見取る必要があるのかということが見えてくる。振

り返りを行う際、以下のようなことを大切にしている。 

 

 

 

 
 

そこで、Ⅳの２で述べた子どもの実際の姿や振り返りを参考に

しながら実態を知るとともに、その子どもの支援を考えていくこ

とで、指導に生かせる評価となる。検証については、子どものノ

ート記述や授業中におけるつぶやきなどを見取り評価していく

方法がある。ただし、「学びに向かう力、人間性等」の「人間性」

については、観点別学習評価に示しきれない評定や評価とし、教

師がノートに朱書きを入れたり、友達との交流を行ったりして自

然の捉え方が変容したことを自覚化できるようにする。 

 

 

 

Ⅵ 本年度の成果と課題 

 本年度は、今までの研究を土台に「単元化・教材化」のさらなる充実と「振り返り」という新たな視

点で研究を進めてきた。単元化・教材化については、単元構想図の作成により、概念形成に必要な学習

展開の方法が明らかになってきた。その中で、単元化を行うことで留意したのが、生活場面との関わり

である。生活場面から学習に入り、学習の終わりには改めて生活場面にもどるという単元構成の工夫を

行うことで、より実感を伴った理解となった。そして、教材化において留意したいのが、子どもの興味・

関心を引く面白い教材であることである。このような教材であれば、主体的に取り組み、自ずと協働的

に問題解決を行うようになるからである。これらについては次年度に継続し、子ども自身が目の前の事

実をもとに繰り返し問題解決しながら、より妥当な解に迫る単元化・教材化の工夫を考えていきたい。 

振り返りについては、さらに具体的な実践を積み重ねていく必要がある。特に、問題解決の過程を通

して子どもがどのように変容しているのかについては、子どもの記述や見取りをもとに、より効果的な

方法を探っていきたい。振り返りが「評価のための評価」とならず、あくまで子ども自身の概念形成に

寄与するプロセスとなるよう、観点や書き方などに縛られることなく、子どもの思いや考えが自由に記

述できるように留意したい。 

【参考文献】 
〇文部科学省(2017) 小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 理科編 東洋館出版社 
〇鳴川哲也・塚田昭一(2020) 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて 理科 東洋館出版社 
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 
〇角谷重樹(2019) なぜ、理科を教えるのか 文溪堂 
〇片平克弘・塚田昭一（2017） 小学校 新学習指導要領 ポイント総整理 理科 東洋館出版社 
〇石井英真（2017） アクティブ・ラーニングを超える授業 日本標準 
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②継続可能な評価 

③子どもが問題解決の過程を見直すことができる評価 

④教師自身が自らの授業を見直すための評価        



 

 

 

 

 

 

 研究の概要 

１「自然観を豊かにする」について 

自然観とは、自然認識と情意面を合わせたもの

である。そこには子どもなりの自然認識も含まれ

る。その認識を科学的な手続きを経て、より深い

ものにし、同時に情意面も醸成していくことが自

然観を豊かにすることである。そのためには、理

科の資質・能力をバランス良く育む必要がある。

なぜなら、自然観を豊かにすることは理科の本質

であり、理科の資質・能力が獲得された先にある

ものだと考えるからである。例えば、３年「身の

回りの生き物」の学習を終えた子どもが「生き物

は命をつなぐために、巧みな体のつくりをしてい

るんだ。すごいなあ。」と自然観を豊かにしたと

する。このような認識や感情にたどり着くには、

チョウやヤゴの飼育、その他の昆虫の観察から得

られた知識をつなぎ合わせたり、自分で生き物に

ついての問いを見出し、観察から得られた事実を

基に、より妥当な考えをつくったりする問題解決

の過程が非常に大切であると考える。生き物への

不思議を解決するために主体的に関わり続ける

ことで、もともともっている知識が再構成され、

より科学的な概念になると同時に、その巧みさや

神秘性に気付くことができるだろう。だからこ

そ、自然観を豊かにするには、理科の資質・能力

をバランス良く育むことが大切であると考える。

これまでの知識を拠り所にし、問題解決の力を発

揮しながら、主体的に目の前の自然事象に関わる

中で、子どもたちが自然観を豊かにしていけるよ

うに研究を進めていく。 

 

２「単元で創る」について 

単元で創るためには、各単元や領域での子ど

もの意識の流れや学習内容の構成を新たに考

え、想定することが重要だと考える。理科は教

材自身に魅力があり、ともすれば実験の楽しさ

や教材の面白さだけの本時主義的な学習になっ

てしまうことが少なくない。本時主義から脱却

するため、これまで単元化・教材化に焦点を当

てて研究を進めてきた。全国大会を３年後にひ

かえ、もう一度高松の理科の魅力である単元で

創ることに焦点をしぼり、これまで以上に研究

を深めることで、全国の先生方に発信したい。 

 

 

 

 

 

 

 

「単元で創る理科学習」の具体的な研究視点

は以下の３点である。 

 

 

 

 

この３つの視点について具体的に説明する。 

(Ⅰ)「概念構成の想定」について 

概念構成の想定とは、単元を通して獲得する上

位概念を明確化したり、単元または領域ごとの知

識構造を想定したりすることである。概念構成を

想定することで、一見内容から外れていると思え

る子どもの解釈も教師は柔軟に評価することが

可能となり、上位概念に向かうための新たな指導

に生かすことができると考える。そして、この単

元毎の上位概念や知識構造を明確に想定するた

め、高松では各単元・学年・領域の「概念構想図」

を作成していく。 

下の図は「概念構想図」の例である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「概念構想図」の作成は、実験や観察から得ら

れた様々な事実を基に、子どもたちがどのように

自然に対する認識を深めていくのかを想定する

教材研究の一環である。情意面を含んだ上位概念

やそこに向かう多様なアプローチが明確になり、

理科の本質を外すことなく、より柔軟な指導が可

能となると考える。 

高松支部の研究 

『自然観を豊かにする子どもの育成』 
～単元で創る理科学習～ 

高松市立川添小学校  町川 大  

３年「生命領域」 

チョウは卵か
ら幼虫、サナ
ギ、成虫と成
長する 

ホウセンカは
種から子葉、
葉、花、実、
種と成長する 

チョウは口
が長いがア
リは角張っ
ている。 

チョウの体
は頭・胸・
腹に分けら
れている。 

生き物の育
ち方には一
定の順序が
ある。 

生き物は大
きさや形・
色が違う。 

昆虫は頭・胸・腹 
植物は根・茎・葉
からできている。 

生き物の体は
周りの環境に
合わせて出来
ている。 

生き物の命は
受け継がれ繋
がっている。 

生き物は命をつな
ぐために、成長
し、巧みな体のつ
くりをしている。 

Ⅰ 概念構成の想定 

Ⅱ 単元の問いづくり 

Ⅲ 学びの流れ 



(Ⅱ)「単元の問いづくり」について 

 単元の問いとは、単元全体を貫く子どもの疑問

や願いを基にした問いのことである。問いづくり

の際、問いが子どものものになること、理科の本

質から外れないことの２つの視点を大切にする。

そうすることで、子どもは解決したい気持ちを強

くもちながら、本質から外れることなく学習でき

ると考える。そのために、以下のような工夫から

子どもの問いづくりを促進する。 

① 認知的葛藤があり、子どもの本気を引き出す

教材との出会い 
○既有の知識だけでは説明できない事象との

出会い 
○２つの事象の変化を比較し、違いに気付くこ

とで原因を追究したくなる事象との出会い 
 ○失敗を経験し、次の成功のために失敗の原因

を探りたくなる出会いの工夫 

② 子どもの願いを生む導入の工夫 
○なかなか達成できない目標を設定するプロ

ジェクト型の導入 

 ○勝敗が決し、その勝因・敗因を分析したくな

るようなゲーム型の導入 

③ 上位概念を意識したある程度の抽象度のある

問い 
○概念ピラミッドの上位概念に繋がる問い 

○１つの実験や観察では容易に答えに到達で

きない問い 

 この他にも、子どもが見出した問いを核とした

学習展開を模索し続けることで、子どもの本気を

引き出し、自然観を豊かにすることを目指す。 

 

 (Ⅲ)「学びの流れ」について 

 学びの流れでは、これまで説明してきた「概念

構成の想定」や「単元の問いづくり」を意識した

学習の具体的な流れを示す。下の図を基にどのよ

うに単元で創る理科学習を可能にするのかを具

体的に説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、Ａの「単元の問い」では、（Ⅱ）で説明

した単元の問いづくりを行う。このとき、上記に

あるような認知的な葛藤や子どもの願い、上位概

念を意識した単元レベルの問いを立てる。そのた

めにも、体験の補充や自由試行による個別の疑問

を生む教材との出会いを大切にしたい。 

次に、Ｂの「振り返り」では、「単元の問い」

を意識し、それについて気付いたことや考えが変

わったこと、新たに不思議に思ったこと等を振り

返る。そうすることで、常に問いを意識し、扱っ

ている対象への認識を深めていけるようにする。 

そして、Ｃの「個別の問題解決」では、単元の

問いに包含される小さな問いを基にした問題解

決を行う。例えば「水のすがた」の学習で「霧が

発生するのは、水がどうのように変化したためだ

ろう」という大きな問いを立てたとする。そのた

めに「水は冷えるとどうなるのか」「水は温めら

れるとどうなるのか」「なぜ水を置いておくとな

くなるのだろう」など小さな問いを一つずつ解決

していくことになる。この小さな問いを基にした

問題解決が「個別の問題解決」である。 

これらのＡ・Ｂ・Ｃの要素を大切にすることで

「霧は、自然の水が水蒸気に姿を変え、更に冷た

い空気によって冷やされることで目に見える水

の粒になったものなんだ」というように水への認

識を深めていくだろう。このように「単元の問い」

を核にして、「個別の問題解決」を行い、「振り

返る」過程を大切にすることで子どもたちの自然

観を豊かにしていきたい。 

これまで示してきた「概念構成の想定」「単

元の問いづくり」「学びの流れ」を行うこと

で、学習が子どもの問いで進み、教師は獲得さ

せたい資質・能力を意識しながら授業を支える

といった「単元で創る理科学習」が可能になる

と考える。そうすることで、子どもたちは学ぶ

ことをおもしろがり、学習を終えてもさらに自

然観を豊かにしていくだろう。 

 

３ 参考文献 
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１ 研究の概要 

 坂出・綾歌支部では、「子どもが自然観を豊か

にする理科学習」をメインテーマに、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

を働かせて、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、①「単元化・教材化の工夫」

②「ＵＤ（ユニバーサルデザイン）を生かした支

援の工夫」の２点を設け、児童がどのような理科

の見方・考え方を働かせて、自然観を豊かにして

いくのか、児童の言葉で表現し、研究を進めてい

る。 

昨年度には、第３学年「チョウをそだてよう」

（宇多津町立宇多津小学校：江淵教諭）、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）の実践を行った。 

第３学年「チョウをそだてよう」の実践では、

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るため

に、モンシロチョウだけでなく、アゲハとの２種

類を比較しながら育てた。「同じチョウの仲間で

あるアゲハも育てたい。」「モンシロチョウの観

察だけでは、チョウ博士にはなれない。」など、

児童の言葉を元に単元を構成し、モンシロチョ

ウ、アゲハの２種類を育て、時間の経過及び、種

類ごとの比較を、ベン図を用いて行った。同じチ

ョウの仲間でも、詳しく比較して差異点を見つけ

る経験を積むことで、共通点ばかりと思われる中

にも違いがあることに気づき、「もっとよく見て

みよう」と比較の基礎となる学習になった。 

 第６学年「水溶液の性質とはたらき」の実践で

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。その際、塩酸 

 

（赤）、食塩水（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、色の変化の指標にした。ムラサキキャベ

ツの指示薬を使い、身の回りの水溶液の性質を調

べた結果、リトマス紙でははっきりと分からなか

った液性の強弱に気づくことができた。 

 

２ 実践事例 

 本年度、コロナ感染症予防のため、坂出・綾歌

支部で研究授業が実施できていない。そこで、過

去の実践事例を取り上げ、児童が見方・考え方を

働かせる支援として、①教材化・単元の工夫、②

ＵＤを生かした支援の工夫について、改めて考察

していきたいと思う。 

 

(1) 実践事例の概要 

第４学年「動物の体のつくりと運動」（綾川町

立滝宮小学校：大林教諭）の実践（Ｒ元年度）を

取り上げる。この単元のねらいは、人体のつくり

と動き方について学習した後、他の動物の体のつ

くりと動き方について、人体との比較から共通点

や差異点を見つける学習を行い、生命の多様性と

共通性を捉えられるようになることである。 

 

(2) 教材化・単元化の工夫 

 「①人の腕や足⇒②人体のいろいろな部分⇒③

動物の体」の順に観察対象を配列した。このよう

に配列した理由は、観察対象が観察しやすいもの

（具体）から、やや観察しにくいもの（抽象）に

なるように配列することで、児童が実感を伴いな

がら理解を深められることをねらったからだ。 

本実践において、児童にとって身近な「自分の

腕や足」の観察から入り、できる・分かる授業を

通して児童の主体性を伸ばしていった。一方で、

坂出・綾歌支部の研究 

『子どもが自然観を豊かにする理科学習』 

 ～理科の見方・考え方を働かせて、問題を解決するための支援の工夫～ 

                            綾川町立滝宮小学校  大林 紀章 



自分の体を観察するだけでは、学習に限界がある

ので、模型や映像資料も積極的に活用した。自分

の体での直接体験と、骨や筋肉の模型や映像資料

による間接体験とを関連付けながら学習を進め

ていくことで、理解を深めていった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全身の関節の位置を意欲的に観察する児童】 

 

(3)ＵＤを生かした支援の工夫 

関節の場所を調べる活動において、腕や足など

関節が分かりやすい場所がある一方で、背骨など

分かりにくい場所もある。学級を 6つのグループ

に分けて関節の場所を調べる活動を取り入れれ

ば、班によって背骨の関節の捉えが異なってく

る。そこで本時では、この異なる結果をもとに「背

骨に関節はあるのか。」という新たな問いを立て

ることで、問題を焦点化し、児童同士の活発な対

話を促した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【異なるところに着目しやすくする】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【比較思考を促す教具】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【自分の考えを発表する児童】 

３ 成果と課題 

 「背骨」に着目することで、その後の授業にお

いて、「ヒト」と「ヘビ」の骨格の違いとそれら

の動きの違いについて理解を深めることができ

た。「背骨」以外にも、例えば「手」に着目すれ

ば、「ヒト」と「コウモリ」の骨格の違いとそれ

らの動きの違いについても理解を深めることが

できる。子どもが自然観を豊かにしていく理科学

習を実現するには、教師が子どもに何に着目させ

るかが重要だと言える。その際、教師が子どもに

着目させる過程において、その過程が子どもの問

題解決の意識に沿うよう、教材やその配列を工夫

していく必要がある。 

もし、背骨が１本の骨だったら、ど

うだろう？（問題の焦点化） 

もし、背骨が１本の骨だったら、おじき

をしたり、ブリッジをしたりできないか

ら、背骨は１本の骨ではないと思う。 



丸亀支部の研究 

『子どもが自然観を豊かにする理科学習』 

～理科の見方・考え方を働かせ，進んで問題解決する理科学習の展開～ 
丸亀市立城東小学校  高塚 理絵 

 

１ 研究のテーマについて 

理科教育では，これまで観察・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」（自然観の定義に

ついては，香理研提案を参照）を養うこと

を基本としてきた。また，四国大会では理

科の見方・考え方を働かせ，進んで問題解

決できるような単元構成や教材・教具の工

夫を行うことで，子どもが意欲的に学習に

取り組み，自分たちで問題解決しようとす

る姿が見られた。そして，子どもが理科を

好きになり，身近な自然を見る目も育って

きている。 
 そこで，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「子どもが自

然観を豊かにする理科学習」を研究テ

ーマとし，「理科の見方・考え方を働か

せ，進んで問題解決する理科学習の展

開」をサブテーマに，令和４年度の全

国大会を見据えて，よりよい理科学習

の研究に取り組みたい。 

 研究に当たっては，子どもが進んで

「学びたい」と思える単元構成の工夫，

そして振り返りを重視した授業づくり

を研究の視点とし，よりよい理科学習

の在り方を追究していく。 

 

２ 研究の視点 

(1)単元構成の工夫 

以下の点を考えた，単元構成を作成する。 

・子どもの意識の流れを大切にしたもの。 

・子どもが理科の見方・考え方を働かせられ

るもの。 

・学習後の子どもの自然観が豊かになるもの。 

 

(2)振り返りの工夫 

ここでいう「振り返り」とは，「子ども自

身が自然観を豊かにするための発問や場の

設定」のことである。振り返りを行うこと

で子どもの学びがより主体的となり，自然

観がさらに深まると考える。なお，単元や

一時間の授業のどのタイミングで子どもを 

 

 

立ち止まらせて考えさせることが効果的で

あるかは，子どもの実態等によって多様で

あるため，振り返りは授業の最後に一律で

とるものではない。 

 

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・授業討議 

１２月２日（水） 垂水小 

〇 丸亀市小学校児童科学体験発表会運営 

１０月５日（月） 城南小 

(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２８日（火） 

教育センター  ※丸亀は，実技研発表 

 

(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・歓送迎会 

５月９日（土） 

〇 夏季研修会（香小研理科部会との共催） 

７月２８日（火） 教育センター 

〇 郡市研究会  前期：小豆・さ東    

後期：坂綾 

〇 月例研究会 6月 20日（土） 

 10月 17日（土） 

     2月 13日（土） 

〇 編集委員会 

〇 県科学体験発表会      

１１月７日（土） 

穴吹学園（旧高松テルサ） 

〇 四国科学体験発表会     

１１月２２日（日） 

 

  

 



１ はじめに 

 小学校理科の大きな特徴は、「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」を通して学ぶところにある。しかし、実験

や観察を行う時、児童が活発に活動しているよう

に見えていたのに、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察す

る時になると、とたんに静かになりうつむいてし

まう場面に出くわす。児童の意識が、実験や観察

の具体的操作（何をどうするか）に集中する余り、

何のためにその実験や観察を行っているのか、更

にはその実験や観察の結果が何を意味している

のかといった重要なことについての意識が薄れ

ているからと考える。本支部では、これらの要因

は、指導過程で実験や観察といった直接体験に重

点を置く余り、考察のための十分な時間確保がさ

れてこなかったからではないかと考える。 

そこで、次の４項目を中心に、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うための手立てについ

て研究をしていきたい。 

２ 研究の概要 

（１）「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ある

目に見えない「自然の法則」が存在すること

を認識し、そのような法則の解明を試みてみ

たいという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

認識をもたせ、子どもたちに動機付けをさせ

るかが課題となる。本支部では、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ている。 

 

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

自身の問いが繋がっていくような構成につい

ての研究を進めていくものとする。 

 

（２）「問題解決の力」を働かせる授業展開 

理科学習の本質は、問題解決にある。児童に

とって価値ある問題解決を行っていくには、主

体的な学びの姿が必要であり、児童が知りたい

という思いや願いをもって学習に臨むことが

大切である。併せて、科学的に解決していくた

めに問題解決の過程を踏まえたり、対話等の協

働的な学びを取り入れたりし適切な学び方を

身に付けていく必要もある。 

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について研究

したい。 

 
（３）「自然観を豊かにし続ける児童の育成」→ 

その検証方法について 

単元の前後でのアンケート調査、ワークシー

トに書かれた言葉、授業での発言や普段のつぶ

やき等を通して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、児童が自然を捉えていく捉え方がどのよう

に変容し、高まっていったかを確認できる検証

方法についても研究したい。  

 

３ 活動予定 

本支部では昨年度に引き続き、５年生の児童

を対象とした研究授業を行い、授業の前後での

児童の変容は、アンケート調査等の結果から分

析していく予定である。 

 

４ おわりに 

今年度も本支部理科部会の研究活動を通し

て、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と考える。 

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～ 
  さぬき市立志度小学校  村尾 篤史   

・ 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 

・ 実験や観察を実施した後、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 



 

 

 

 

 

 

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

会を持たせることが示されている。そこで、本年

度は昨年度に引き続き、「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学年で学ぶ科学分野など

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察される。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

れる必要があり、これも昨年度に引き続き研究し

ていく。 

 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。そのためには、学習の課題が児童にと

って身近なものであり、実際に観察したり、児童

自身の生活体験から想起したりすることができ

る内容であることが必要であると考えられる。幸

い、都市部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繋

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

の主発問へと繋がる、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。 

加えて、今年度から「プログラミング教育」が

小学校で必修となったことも、重要な点として挙

げられる。理科はプログラミング的思考との関連

の深い教科のひとつとして挙げられており、特に

第６学年「電気と私たちのくらし」の単元ではコ

ンデンサーやセンサーを活用した物づくりの活

動があるなど、多様な実践が求められている。プ

ログラミング教育をより効果的に指導するため

には、教師がプログラミング的思考について理解

し、普段の理科学習で取り入れていくことが必要

である。 

 

２ 研究の方向性 

 ・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 

 ・プログラミング的思考を取り入れた活動 

 

３ 研究計画 

研修日 研修内容 

4月 23日 研究組織の決定 

研究主題の設定 

年間研修計画の立案 

11月 19日 研究授業 第 4学年 

※授業内容未定 

授業者 木村 拓統 教諭 

 

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～ 

小豆島町立池田小学校  青木 鵬人 



仲多度・善通寺支部の研究 

『子どもが自然観を豊かにする理科学習』 

～つなぎ合い問題解決の力を働かせることを通して～ 

善通寺市立南部小学校  中野 衣梨 

１ 研究テーマについて 

(1) 「つなぎ合い」とは 

 これからの新しい社会で生きる子どもたちに 

とって、自ら課題を発見し問題を解決していく力 

は全ての教科や活動において大切である。その力 

は、個人だけではなく、他者や事象とのつながり 

の中で高められるものだと考えられる。例えば、 

自分の考えと友達の考え、自分のもつ概念と目の 

前の事象などを、課題や学習段階に合わせてつな 

ぎ合うことで、共同的な問題解決が生まれ、自然 

に対する見方や考え方が豊かになっていく。これ 

は、長いスパンで考えると、よりよい未来を創る 

力や新しい社会で生きる力を育むことにつなが 

ると考えている。 

そこで、仲善支部では昨年度より、「つなぎ合

う」ことを思考の中心として、それをもとに問題

解決の力を働かせる児童の姿について研究して

いる。以下の〔表１〕が、「つなぎ合い」を大切

にした理科学習の具体的なイメージである。 

〔表１〕「つなぎ合い」の具体例 

つなぎ

合う 

対象 

対象の詳細や内容 

（主たる場） 

「働く問題解決の力」 

つなぎ合いを 

活発化する手立

て 

事象

と 

自己 

・目の前の事象と、自分の

中のこれまでのその事象

に対する概念の比較。 

（対象にかかる自己内の

自然観：生活体験からくる

もの、既習経験からくるも

の等） 

 

（主たる場：事象との出会

い） 

「差異点に気付き問題を

見出す」「根拠のある仮説

を発想する」 

生活経験の場合： 

・実態調査、掘り

起こし 

・焦点化した再体 

験の場づくり 

 

既習体験の場合： 

・関わる既習事項

の洗い出し 

・レディネスの再

整理 

自己

と 

他者 

・問いに対する、自分の仮

説と他者の仮説の比較。  

 

（主たる場：仮説交流・調

べる方法発想の場） 

「根拠のちがいや、ちがい

に応じた調べる視点や方

法を発想する」 

・仮説の根拠の顕

在化 

・根拠を含めた、 

共通性や差異性 

からの整理 

・そこからの調べ 

る視点や方法の 

発想・吟味 

 

事象

と 

事象 

・目の前の２つの事象の比

較。 

・各実験結果を総合して、 

考えられることの考察。 

（主たる場：事象との出会

い・結果交流の場） 

「差異点に気付き問題を

見出す」「より妥当な考え

を作り出す」 

・目の前の２つの 

事象の比較の場 

合は、両者の違い 

が見た瞬間に明 

確に焦点化され 

るものの準備 

・各実験結果を総 

合した考察の場 

合は、結果全体が 

一目で見渡せる 

表示の準備 

事象

と 

生活 

・実験等から見出し作り出

したより妥当な考えと、実

生活で見られる事象との

かかわりや転移活用でき

る事柄への発想。 

（主たる場：事象との出会

い・考察の場） 

「学びを応用する」 

・実生活で見られ

る事象について、

学んだ事をもと

に説明する場の

設定 

２ 研究の視点について 

① 単元の学習を通して、子どもが自然観を豊 

かにしていく姿とはどのようなものか。 

 ② 何と何をつなぎ合うことによって、どんな 

問題解決の力を働かせることができるよう

にするのか。 

 この２点を指導案上に明記し、目指す子ども

の姿を明確にした上で教材化・単元化を行う。 

３ 児童の姿を見取る方法について 

昨年度の提案授業では、ワークシートやノート 

の記述、グループでの話し合いでの発言内容、

子どもの表情等を複数の教員で見取り、授業後

の検討会で交流することで、子どもが何と何を

つないで考えていたのか、どのような過程で問

題解決を行っていたのかを検証した。授業者だ

けでは難しい部分も見取ることができ、研究を

深める手立てとしては有効であった。 

 さらに、県の提案でも重視されているように、 

効果的に振り返りを設定することで、子どもの考 

えの変容や、新たな気付きなどを見取ることがで 

きるようになると考える。いつ、何を振り返り、 

記述していくことで、子どもが自然観を豊かにし 

ていく姿を見取ることができるのかについても、 

合わせて研究していきたい。 



三豊・観音寺支部の研究 

『子どもが自然観を豊かにする理科学習』 

～学びに向かう力、人間性等を育む取組を通して～ 
観音寺市立豊田小学校  尾﨑 一郎 

１ 研究テーマについて 

(1) 昨年までの研究の成果と課題から 

昨年までは、メインテーマを県と同様に「自

然観を豊かにする子どもの育成」、サブテーマ

を「理科の見方・考え方を働かせ問題解決の力

を育成する理科学習の展開」としていた。その

テーマのもと、「教材化・単元化」を中心に研

究を進め、子ども達が単元のどの時間に、どの

ような理科の見方・考え方を働かせるのか、そ

の中でどのように問題解決の力が育成される

のかを研究してきた。３年「明かりをつけよう」

(太田利也実践)では、アルミ缶を教材化し、失

敗や成功を繰り返しながら思考する場面をつ

くり、問題解決の力を育成することができた。

また、６年「大地のつくり」(尾﨑一郎実践)で

は、地元の大地のつくりを調べるという単元を

貫く課題を設定して自分ごとの問題解決を進

めたり、短時間に繰り返し行える堆積実験の方

法を開発し、思考場面の時間を確保したりする

ことができた。これらの実践から、理科の見方

・考え方を働かせ、問題解決の力を育成する理

科学習についての成果を上げることができた

と言える。 

しかし、本年度の県の提案に示されている

「学びに向かう力、人間性等」の育成について

は十分研究を進めることができていなかった。

もちろん授業を通して、教師が子どもの高まり

を感じることができたていたのだが、子ども自

身が学びの成果を実感したり、自身の成長に気

付いたりする手立てを研究し、成果を上げるに

はいたらなかった。 

(2) 今年度の研究について 

そこで本年度は、メインテーマを県にそろ

え、サブテーマを「学びに向かう力、人間性等

を育む取組を通して」とし、子ども自身が学び

の成果を実感できるようにし、学びに向かう力

や人間性等を育むことに焦点を当てた研究を

進めることにした。そのために、学んだ事を実

社会・実生活などで積極的に活用したり、表現

（情報発信）する場を作ったりすることを大切

にしたい。子ども自身が学びの成果を実感した

り、自身の成長に気付いたりできているかにつ

いては、自己評価、他者評価、教師からの見取

りによって価値付けていきたい。 

２ 研究の具体 

(1) 学びの成果を実感できる授業づくりの視点 

全小理香川大会に向けて、今年度は、５年理

科を中心に、年間を通した取組を考え、実践を

積み重ねていくことにする。来年度は、今年度

の成果をもとに授業を行い、全小理の提案を練

り上げていく予定である。学びの成果を実感で

きるように、自己を見つめる場と実社会・実生

活とつながる場を授業づくりの視点とし、研究

を進めていく。 

① 自己を見つめる場 

ア 学ぶ前と後の比較「あしあと」 

東京書籍の指導書研究編には、学ぶ前と学ん

だ後を記録できるワークシートがある。それを

１冊の冊子にし、子ども達に配布し、記入させ

る。学ぶ前が残っているから、学んだ後と比較

することができ、自らの成長を実感する場面が

できるのではないかと考える。 

イ 毎時間の授業「振り返り」 

毎時間の振り返りが、新たな疑問を生み、子

ども主体の学習問題作りにつながる。学ぶ前と

学んだ後をつなぐ過程として、毎時間の「振り

返り」の中に、自分の気付きを残していく。そ

うすることで、単元を終えたときに学ぶ前の自

分と比較し、どの授業で学んだことが自分の成

長につながったのかを①の学んだ後の「あしあ

と」に残すことができると考えられる。 

② 実社会・実生活とつながる場 

ア 学びと生活をつなぐ仕掛け 

「プロジェクト」 

自らの取組が誰かのためになっていること

を感じ、それを喜びにできるような仕掛けを行

う。そのような取組の中で、子ども達の情意面

は育ちやすい。そこで、学習を通して、他学年

とつながることを大切にしていく。その一つと

して、理科では、どのような仕掛けができるか

を考えていく。例えば、天気を学習した際には、

行事･活動に向けて天気を調べ、予報を発進す

る。魚のたんじょうでは、代々育ててきたメダ

カを増やし、他の学級へ分けたり、地域の川へ

放流したりする。物のとけ方では、子どもがサ

イエンスショーを行い、他の学年を招待するな

どが挙げられる。５年生の単元を例にニュー

ス、サイエンスショー、プレゼント、紹介の活



動に分けた。 

ニュース 天気の変化 

台風と天気の変化 

魚のたんじょう 

流れる水のはたらき 

サイエンスショー 物のとけ方 

電流がうみ出す力 

ふりこのきまり 

プレゼント 植物の発芽と成長 

魚のたんじょう 

花から実へ 

紹介 人のたんじょう 

【他学年との関わらせ方】（５年理科） 

イ 実社会・実生活とのつながり 

「教科書の活用」 

東京書籍の教科書には「レッツスタート」「学

びを生かして深めよう」のコーナーが設定され

ている。そこでは、自然を愛する心を育むこと

や理科を学ぶ意義や有用性を実感できると考え

られる。積極的に活用していきたい。 

ウ 子どもと教材をつなげる特別な場所作り 

「学習環境・図書環境作り」 

理科は、日々変化する自然を通して学ぶ教科

である。その自然につながる空間は、屋外であ

ったり、理科室であったりする。理科の授業は

週に３時間であり、その間をうめることができ

るように、自然を感じる場を身近に作ることが、

学びに向かう力や人間性等を育むことにつなが

ると考えられる。そこで、教室に教材や図書を

整備し、自然を身近に感じる環境を作る。例え

ば、発芽と成長の場合、「窓際農園」「ちゃぐ

りん（ＪＡ発行）コーナー」を設置する。窓際

農園では、学級園よりも身近に植物を観察する

ことができる。また、ちゃぐりんを読み、どう

すれば収穫量を増やすことができるかを調べる

こともできる。魚のたんじょうでは、それぞれ

のシーン（受精、産卵、孵化）ごとに、「大水

槽」「産婦人科」「立ち会い孵化場」「保育園」

と名付けた水槽で、メダカの様子を見守ってい

く。解剖顕微鏡や教材提示装置により、卵の成

長の様子を常時提示し、出産予定日を予想する

活動も行える。メダカの孵化の瞬間を見ること

で、子ども達の情意面を育てることができると

考えられる。 

エ 家庭学習とのつながり「自由研究」 

ここで言う自由研究は、科学体験発表につな

がる物だけを指しているのではない。例えば、

植物の発芽と成長で収穫したインゲンマメをど

う料理するかや、茎が折れてしまった場合はど

う対処するかなどを自分で調べてくることも含

める。調理や栽培に関する内容も含めることで、

自分の生活に生かせているという実感がわくこ

とと考えられる。 

オ 掲示や放送による紹介「ニュース&クイズ」 

掲示や放送を有効に活用し、子どもが自然を

対象にして交流する手立てを考えていく。例え

ば、校内に学校近辺で見られる自然を掲示して

いる学校であれば、その掲示物から子どもが問

題を考える「理科クイズ」を作るなどが挙げら

れる。また、理科室に「理科ニュース」コーナ

ーを設け、学んだことが紹介できるスペースを

作るなども考えられる。 

カ 他者との関わりによる評価「学年だより」 

子どもの学びをつなげ、高め合う手段の一つ

に「学年だより」がある。学年たよりでは、他

者や教師による学びの価値付けを行うことがで

きる。これまで提案したことをつなぐ、大切な

役割を担っている。専科の場合も、学年に子ど

も達の情報を提供したり、理科室だよりなどを

発行したりすることができる。 

(2) 学びに向かう力、人間性等を育むサイクル 

  単元ごとに、①から⑤へのサイクルをイメー

ジして学びに向かう力、人間性等を育む。 

①「あしあと」学ぶ前のわたし 

・学ぶ前の自分：自然認識を確認 

・素朴概念の表出 

 ② プロジェクト 

・設定⇒実生活の中で活用・発信・実行 

③ 振り返り（毎時間） 

④ フィードバック（他者評価） 

・学年たより等、他者や教師による価値付け 

 ⑤「あしあと」 

・学んだ後の自分：子ども自身の気付き 

３ 評価について 

(1) 評価方法 

持続可能であることが条件である。評価する

ことで子ども達の学びに向かう力、人間性等が

育まれることを大切にしていきたい。 

①「あしあと」（自己評価） 

 ② 他者の感想（他者評価） 

 ③ 教師の見取り（教師からの評価） 

(2) 評価の観点 

先行研究（品川直子論文）を参考にし、評価

の観点の研究を進めていく。観点としては、「有

能性」「自立性」「関係性」「メタ認知」「新

たな問い」「人間性」などが挙げられている。 
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