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１ 日本列島の生い立ち発見、起点の場 

 「これでも、ここが地向斜によってできた（現

地の浅い海が隆起した）ものだと言えますか。」 

そこにあるむき出しの岩を指しながら、当時の

地質学会を牽引する教授に対し、異を唱える若い

助教授。しかし、教授も頑として自説を曲げない。 

学生時代、研究室の仲間と香川大学の地質学の

先生、その友人の高知大学に勤務する先生方と高

知県のとある海岸を巡検で訪れたときのこと。そ

のあたりは、付近の浅い海が隆起して出来上がっ

た地層であるというのが当時の定説であった。そ

の若い学者は、自分が発見したこれまでの定説で

は説明できない様々な「事実」のある場所に私た

ちを誘った。 

まず、真っ赤な「チャート」と呼ばれる岩の塊。

その中には、放散虫の殻の石灰質の部分が全て消

えて硬いガラス質の芯の部分だけになったもの

が大量に含まれている。石灰質の部分が全てなく

なっているのは、大変大きな水圧がかかり水中に

溶けだしてしまったからと考えられるそうであ

る。それほどの水圧がかかるのは、水深２千メー

トル以上の深海底とのこと。次に、マグマが直接

水中に漏れ出ることによってできる「枕状溶岩」。

海岸に打ち寄せられるように佇む「海底火山」の

山体等。これらは太平洋沖合の深海底で生まれる

ものばかり。 

このような証拠から立てた仮説は、これらが、

プレートの移動により太平洋の彼方からこの地

にやってきたのではというものであった。 

さらに「自分たち地質学者は『昔、地球上で起

こったことは、今も起こり続けている。』といっ

た考え方をするので、今後この仮説を証明するた

めに海底探査を行い、太平洋沖から日本に向かっ

ている海底火山跡等を見付けたいと思っている」

と夢のような話をしてくれた。聞いていただけの

私もワクワク・ゾクゾクしたのを覚えている。 

 教職に就いて数年後、NHK スペシャルでその

時の若い学者が、日本列島の生い立ちを説明する

姿を見付けた。発見した、転々と列をなし日本に

向かう海底火山の列とともに。 

あのとき私たちは、若き科学者によって、日本

列島の生い立ちが明らかにされようとする、その

場に立ち会っていたのだった。 

２ 科学者の思考と「上位概念」・「見方・考え方」 

この学者は、確認した様々な事実と、それまで

もっていた「プレートテクトニクス」という「上

位概念」を結び付けて仮説をたて、「昔、地球上

で起こったことは、今も起こり続けている。」と

いう「見方・考え方」（時間的）をもって検証方

法を構想したのである。事実にあたり帰納する中

で仮説を生み出し、さらにその仮説から演繹的に

他の事実を見ていき、事実と仮説を往還しながら、

日本列島の生い立ちを様々な場所で検証し明ら

かにしていったとも言える。「認識の上り下り」

は、授業論というより、科学者の営みそのものな

のである。 

３ 授業に、生かす、生きる 

数年後、この時知った「昔、地球上で起こった

ことは、今も起こり続けている。」という見方を

用いて、単元化を行ったことがある。紙幅の関係

上、詳細の紹介ができないことをお詫びしたい。 

まだまだ数えきれないほどの自然が、見出され

ることを、じっと密やかに待ち続けているのだろ

う。小さな科学者（子どもたち）にとってみると、

これから学ぶことのほとんどがそのような事象

なのだ。そして子どもたちに、この発見の喜びを

味わわせることができるのは、我々教師。教師と

はなんて素敵な仕事なのだろう。 

私の自然観が豊かになったとき       

 
香川県小学校理科教育研究会会長  尾崎 定義 



 
 
Ⅰ 研究テーマ設定の背景 

これからの予測不可能な時代を生きていく子どもたちは、様々な課題に直面することが予想される。

日々、社会の様子は大きく変化し、多様な価値観が生まれている中、実社会・実生活では、これまで

に獲得してきた知識や経験だけでは、乗り越えることができない大きな課題に出合う。そのような中、

子ども自ら問いをもち、他者と協働的に問題解決を行っていくことで、これからの複雑な社会を生き

抜く力が養われると考える。 

だからこそ、目の前の事実をより所としながら真理を求めていく理科学習を繰り返し行うことで、

自然に対する捉え方を更新したり、深めたりすることができる子どもの育成を目指す。そこで、本県

では「子どもが自然観を豊かにする理科学習」という研究テーマを設定した。 

 

Ⅱ 研究テーマについて 

１ 自然観を豊かにするとは 

本県の理科教育で大切にしてきた「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る。また、｢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

念へと変容していくことであり、問題解決の過程を通して自然に対する驚きや感動などの情意面が高

まっていくことも含まれると捉えている。 
２ 「子どもが」に込められた思いや願い 

本県が大切にしているのがこのテーマの主語にあたる「子どもが」という部分である。そこには、

目の前の事象を捉え直し、子ども自らが認識を深めていく過程を大切にしたいという思いが込められ

ている。例えば、自然事象から問いを生み出し、それを解決するために子どもが自ら実験方法を考え

たり、結果の信憑性について吟味を重ねたりする姿がこれにあたる。｢やっぱり～なのか。｣｢～という

ことは、～だろう。｣と考えながら、子ども自身が観察や実験を繰り返し行い、これまでの問題解決の

過程で得た知識をもとに、発見的に科学的概念を見出していく。つまり、その学びがその子にとって

意味のあるものだと感じることで、子どもの自然観は豊かになっていく。 

ここで、学習を通して子どもが自然観を豊かに育んでいる姿が見られた実践を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  このように、「目に見えない電気をみる目」を豊かにすることを意識しながら授業づくりを行った

ことで、子どもが自然観を豊かにする姿を見ることができた。このように、これまでの学習で得た知

識を駆使したり、見方・考え方を働かせたりしながら科学的に問題解決していく過程で、自然事象を

捉え直すことが、子どもが自然観を豊かにする姿につながると考える。 

こうした姿を目指すために、Ⅲの【研究内容１】で述べる「単元化・教材化」の視点で授業づくり

令和３年度 香小研理科部会研究テーマ 

子どもが自然観を豊かにする理科学習 

【実践例①】「明かりをつけよう」（第３学年） 

本単元では、豆電球の明かりがつく「導線のつなぎ方」や「電気を通す物」についての理解を図

ることが目的である。そのために、本時の学習では、導線の形や長さを変えても電気は流れるの

かということを追究する活動を行った。その際、子どもたちは、実験を通して導線の形をぐるぐ

る巻きにしたり、導線を折り曲げたりしても、豆電球の明かりが付くことを検証していた。「一つ

の回路になっていれば、導線が長くなっても明かりが付いた」「導線を折り曲げたり、ばねのよう

にぐるぐる巻きにしたりしても、明かりが付いた」など、回路がつながっていることの重要性に

ついて自分なりの根拠をもって考えを創出しながら、自らの自然観を豊かにしていった。 



を行う。認識のずれを生み出すような魅力的な教材と出合わせたり、実社会・実生活と関連を図った

りすることで、子ども自らが問いをもち、「何とかして解決したい」という探究心を奮い立たせること

ができると考える。 

 

Ⅲ 研究の内容と方策 

  ｢子どもが自然観を豊かにする｣ことを実現するために、以下の点に着目して研究を行う。 

 

 

 

 

【研究内容１】「単元化・教材化」の工夫  

(1) 単元と教材を一体的に考えてきた背景 

本県では、長年に渡り、１時間単位の授業で理科学習をつくるのではなく、単元全体で理科学習を

つくっている。なぜならば、授業者が単元全体を俯瞰することで、子どもの認識のつながりを想定し

て実践につなげたり、目の前の子どもの姿から柔軟に授業を改善できたりするからである。 

  単元化と教材化について、本県では以下のように定義している。 

 

 

 

 

 

「単元化・教材化」とは、授業者が単元で獲得を目指す科学的な概念を系統的に整理した上で、学

ぶ内容の位置付けや構成を考えたり、どのような教材が適切なのかを考えたりすることである。つま

り、単元全体を通して「何を」「どのように」扱うことが子どもの自然観を豊かにすることにつながる

のかを教師が十分に想定することである。「単元化」と「教材化」の両者を一体的に行うことで子ども

の意識に沿った学習を展開でき、子どもが目の前の自然事象を捉え直すための道筋を、単元レベルで

描いていくことにつながるのである。 

(2)「単元化・教材化」の具体 

教師が「単元化・教材化」を行う際に、大切にしている項目は以下のものである。 

 

 

 

①本時レベルの目標だけでなく、単元レベルの上位概念をも踏まえた授業づくり 

「上位概念」とは、単元で学習する内容を包括した科学的でより汎用性のある概念のことをいう。 

先述したように、本県では単元全体で理科学習をつくっており、単元を通してどのような自然観を

身につけていく必要があるのか、教師が十分に想定しておくことを重視している。そこが明確になっ

ていれば、目の前の子どもの豊かな気付きや発想も、授業の中で柔軟に扱っていくことができる。単

元全体が俯瞰できているからこそ、理科の本質を外すことなく、子どもの多様な思考を受け止める、

教師の余裕が生まれると考える。 

このように、理科学習を通して豊かにしたい上位概念をしっかり意識し、目の前の自然事象と子ど

もを見ることで、授業づくりや子どもへの具体的なしかけや支援を考えることができる。教師は子ど

もの将来の学びを見通して、本単元において、どのような科学的概念の習得が必要なのかを具体的に

考えて授業づくりを行っていくことが重要である。 

【研究内容１】 

 「単元化・教材化」の工夫 

【研究内容２】 

 「振り返り」の充実 

＜単元化＞ 

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考えていくこと。 

＜教材化＞ 

自然事象の一部を学習内容として取り扱うこと。 

①本時レベルの目標だけでなく、単元レベルの上位概念をも踏まえた授業づくり 

②帰納的思考と演繹的思考が繰り返される問題解決の設定 



次の表は、授業づくりを行う際の単元の組み立て方を示したものである。 

 

 

 

 

 

 

②帰納的思考と演繹的思考が繰り返される問題解決の設定 

子どもが自らの自然認識を深めていくためには、問題解決の過程において、目の前の自然事象を何

度も捉え直していくことが必要である。 

例えば、教材との出合わせ方を工夫することで、子どもに認知的葛藤が生じ、自らの自然認識が本

当に正しいのかどうかを演繹的に考える場面を保障することにつながる。そのような場面では、子ど

もの知的好奇心は大きく揺さぶられ、教材の前で自ら帰納的思考や演繹的思考を繰り返しながら、自

然認識を深めていくのである。ここで、以下のような実践例を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)「単元化・教材化」の一方策 

これまでに述べた「単元化・教材化」を考える際の

手立ての一例として、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「認識ののぼりおり

表（2014 川勝）」の作成を挙げる。 

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、教材を考える際の手立てともなる。右の表は第５学年「流れる水の働き」の単

元で作成したものである。このように、単元で獲得したい上位概念（方向目標）を設定し、単元構成

を行うことで以下のような効果があると考えられる。 

 

 

 

 

【単元の組み立て方】 

１. 単元における次ごとのまとめを、科学的概念として整理する。 

２. これらの科学的概念が網羅された、汎用性のある転移可能な上位概念を、単元で獲得したい

上位概念として設定する。 

３. １で考えた科学的概念が見出せる事実について、単元で獲得したい上位概念を意識しながら

整理する。 

４. ３の事実が表出するような観察や実験を、本時レベルでの具体として考える。 

【実践例②】「流れる水のはたらき」（第５学年） 

単元の導入で、地域の洪水ハザードマップを見て、どのような場所で河川が氾濫しているのか

を分析した。そうすることで、「どうして川が氾濫するのだろう」という問題が生まれてくる。そ

して、その問題を解決するために川を流れる水の量や川の形によって流れる水の働きがどのよう

に変わるのかを実験で検証した結果、「水の量が多くなると流れる水の働きが大きくなる」「川の

カーブの内側よりも外側の方が浸食の働きが大きい」といった科学的概念を獲得した。これらの

獲得した知識をもとに、川の氾濫を防ぐ方法について、流水実験器を使って検証を行った。それ

らの活動では、川の働きを少しでも小さくしようと、川の外側をブロックで強化したり、水の流

れが分散するように、川を２本に分けたりするなど、様々な工夫が見られた。獲得した知識をも

とに、氾濫を防ぐための工夫を考えるという演繹的な問題解決を行うことで、単元で獲得させた

い上位概念へと高まっていった。 

・ 本単元で獲得を目指す達成目標が明確になり、どのような学習活動（観察や実験）を設定すれ

ばよいのか考えることができる。 

・ 子どもの思考を促す場面の焦点化を図ることができる。 

・ 問題解決の場面で働かせる「見方・考え方」の想定がしやすくなる。 

・ 単元全体を俯瞰して捉えられるため、子どもの行動や発言を幅広く捉えることができる。 

事実を基に科学的概念を見出していく帰納的思考 

科学的概念を新たな事実で検証していく演繹的思考 



【研究内容２】「振り返り」の充実  

(1) 自らの科学的認識を深める「振り返り」 

本県は、理科学習を通して、子どもが自然観を豊かにすることを目指している。だから、先述した

「単元化・教材化」によって、子どもが学んでいく道筋を描き、授業の中で子どもの科学的認識を深

めていく。その認識を深める大きな手段として、本県では「振り返り」を大切にしている。「振り返り」

があることによって、学びを子どもの中に意味付けることができ、子どもが自然観を豊かにすること

につながるのである。 

例えば、「振り返り」があることによって、その子どもが自分の言葉で、目の前で起こった自然事象

を捉え直していく。つまり、子どもに振り返る機会を与えることで、教師が正しい知識を教授する意

識から、子どもがその子なりの考えをつくる意識に変わるのである。それに加え、「振り返り」は、「単

元化・教材化」が効果的だったかどうか、すなわち、「子どもが」自然観を豊かにする授業であったか

の検証や、授業改善の視点としても効果的である。 

(2) 「振り返り」の具体 

子どもが自らの学びを振り返るために、例えば、学習を通して感じたことを発言したり、ノートに

書き綴ったりするなどの手段がある。どのような手段を用いたとしても、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が大切である。そうす

ることで、子どもが学びの成果を実感したり、新たな問題が表出し、次の学びに生かしたりすること

もある。 

ここで、第５学年「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学習したときの振り返り（授業終末で

のノート記述）に、「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、Aさんが言って

いたように、外側の方が内側に比べてより浸食していた。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ときに川の氾濫が起きていると思うと、台風が近付

いているときは危険なので、絶対に川に近付かない方がいいと思った。」といったものがあった。振り

返りを通して、自己の認識の深まりを実感したり、他者から学んだことや生活とのつながりを考えた

りすることにつながった例である。 

また、「振り返り」を学習の途中で効果的に取り入れることで、自らの学びを自己調整することにも

つながるであろう。そうすることで、より一層問題解決の過程が充実したものになると考える。立ち

止まって思考する時間を確保することは、自分の立場や考えをより明確にすることにもつながる。 

このように、理科学習を進めていく中で、子どもが自ら感じたことや思ったことを振り返る機会を

保障することは、学びをその子の中に意味付け、自らの科学的認識を深めていくことにつながる。つ

まり、「振り返り」を充実させることは、本県が目指す、「子どもが」自然観を豊かにする理科学習の

実現のためには必要不可欠なのである。  

          （文責：香小研理科部会研究部） 
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高松市立多肥小学校の研究 

『学ぶことを面白がる子どもの育成』 

～子どもが問いを生み、問題解決していく過程を重視した授業づくり～ 

高松市立多肥小学校  羽原 壮希 

１ 研究主題について 

（1）「学ぶことを面白がる」とは 

本校の学校教育目標は、「自ら考え 心豊

かに 共に生きる子ども」である。また、目

指す子ども像は「自分をみがく子 人とかか

わる子 未来をひらく子」である。ここに共

通することは、自ら進んで学び続けてほしい

という願いである。 

子どもたちは、「面白い」と思うことにつ

いては主体的に取り組んだり、一人で解決で

きないなら友達と協力して何とかしようと様

々な考えを生み出したりする。 

「学ぶこと」も同様に面白がることができ

れば、目の前の問題に対して主体的に対話的

に深く学ぶことができるのではないかと考え

る。それにより、これからの社会で、社会的

・職業的に自立した人間として自ら生涯を生

き抜く力をもった大人になるだろうと考え

る。経験したことのない問題が起こる社会の

中で、できるかできないかを問題にするので

はなく、どうやったら問題を解決することが

できるか、試行錯誤を繰り返しながら追究し

問題を解決していく力をつけていきたい。 

（2）昨年度までの取り組み 

昨年度は以下のように単元づくりに重点を

置き、学ぶことを面白がる子どもたちの育成

を目指し様々な実践を通して、子どもたちの

面白がる姿を追究してきた。 

【単元づくりのポイント】 

○単元を（およそ）貫く問題の設定 

これは子どもたちが単元全体の見通しをも

って、学習に取り組むことができるように、

大きな学習課題を設定することである。例え

ば、調べたことを最後に他の学年など誰かに

発表したり、学んだことを生かして、図鑑を

作成したりするなどの場を設定することであ

る。このように単元をおよそ貫く学習課題を

設定することで、子どもたち自身が、学習に

見通しをもち、学習することの意味を見いだ

すことができると考える。ただし、単元を必

ず貫くとは限らず、単元の中で、問いが連続

していく場合ももちろんあり得る。 

 

○実生活・実社会と結びついた問題の設定 

子どもたちにとって身近な事象や事柄から

課題を設定することで、学習課題を自分事の

問題として捉え、学習に見通しをもち、学習

することへの意味を見出し、主体的に学ぶこ

とにつながると考える。 

○個の追究の多様性の担保 

子どもたちが調べたいと思った事柄を自由

に調べる時間を設定したり、単元の中で１つ

の内容に収束せず、個の追究の願いを大切に

し、拡散的に調べをしたりする時間を確保す

ることで、子どもたち一人ひとりの学習意欲

が喚起され、より主体的に学習に取り組むと

考える。 

（3）今年度の取り組み 

単元に着目して学びを展開することで、学

ぶことを面白がる具体的な子どもの姿など、

一定の成果は得ることができた。 

そこで、昨年度までの単元づくりを継続し

つつ、本時や次単位での授業に研究の窓口を

絞ることで、子どもたちが学ぶことを面白が

りながら、教科の本質に迫ることができるよ

うにしていくべきだと考え、次の２つの視点

に絞り込んだ。 

 

【視点Ⅰ】「驚き」のある授業づくり 

 

 

【視点Ⅱ】「試行錯誤」のある授業づくり 

 

 

 

研究仮説① 

認識のずれや日常生活とのつながりに気付

くような「驚き」を授業の中に盛り込むこと

で、子どもたちが自ら問いを生みだし、進ん

で問題解決しようとする姿が見られるだろ

う。 

研究仮説② 

自由に試す環境や道具を準備したり自己選

択・自己決定の場を設定したりすることで、

子どもたちが、より主体的に学習に取り組む

ようになるだろう。 

 



２ 研究の内容 

「驚き」と「試行錯誤」の２つの視点に基づ

く授業づくりのポイントについて考えていく

が、昨年度までの単元づくりについては今年度

も行っていく。教科の本質を捉え、子どもたち

が学ぶことを面白がる単元を構想するために、

本年度は「認識ののぼりおり表」を作成する。 

 
【認識ののぼりおり表】 

【視点Ⅰ】「驚き」のある授業づくり 

（1）認識とのずれを生み出す事象との出合わせ方 

子どもたちは、既習の学習内容や、これま

での生活経験などから誤りも含めた認識を持

っている。それらの認識とのずれを生み出す

ような事象を見たときに、「思っていたのと

違う」と疑問を持ち、問題解決を始める動機

付けになると考える。つまり、問いが生まれ、

その問いを解決したいという意欲化が図ら

れ、主体的に問題解決していく姿が見られる

ようになると考える。 

（2）認識を深める事象との出合わせ方 

例えば、音を出しているものが震えている

ことを検証する際に、鳴らしたトライアング

ルを水の中に沈めると水しぶきが上がり、震

えていることを理解する。このような自分た

ちの仮説を検証していく中で、子どもたちの

発想にはない演示実験をあえて行うことで、

検証した結果をより強固なものにしたりより

深い理解につなげたりすることにつながると

考える。このような演示実験をどのようなタ

イミングで行うかによって、子どもたちの驚

きは異なってくると考える。 

（3）日常生活とのつながりに気付く場の設定 

  実験結果のみについて驚くだけでは、教科

の本質に迫ることは難しい。実生活・実社会

との結びつきを意識した単元を計画している

のであれば、授業の中においても実生活・実

社会とのつながりに気付く「驚き」がなけれ

ばならない。金属の膨張を学習した子どもた

ちが、「だから線路のレールは隙間が空いて

いるのか」というような身近な生活場面と結

びついたことによる「驚き」が必要だと考え

る。 

【視点Ⅱ】「試行錯誤」のある授業づくり 

（1）自由に試行できる環境や道具の工夫 

自然の事物・現象との関わる機会は子ども

によって様々である。そこで、単元導入時等

に共通体験できる場を設定したり、自由に試

せる場を設定したりすることで自然の事物・

現象と関わる機会を担保することができる。 

この自由試行の体験によって、今後の学習

を進めていく上での問いが生まれ、さらに問

題解決していきたいという意欲化につなが

る。また、子どもたちが議論する際にも、こ

の経験が生かされ、「あのときは、～だった

から･･･なるはずだ。」と根拠のある仮説を立

てる際にも役立つと考える。 

（2）自己選択・自己決定の場の設定 

授業の中で、与えられたものを与えられた

とおりにすることでは、問題を解決すること

ができたとしても、それは子どもたちにとっ

ての本来の問題解決ではない。子どもたち自

身で、方法を考え、道具を選び、実験する。

その中で失敗したり成功したりする経験を経

て疑問に対する答えを獲得することこそが、

子どもたちにとっての問題解決である。 

単元の計画の中で、知識として教える部分

は教えつつ、自己選択・自己決定できる場を

設定することで、より上位の概念を面白がり

ながら獲得し、教科の本質に迫っていくので

はないかと考える。 

（3）「試してみたい」と思える発問の工夫 

  そもそも子どもたちが「やってみたい」と

思うのはどのようなときなのであろうか。身

の回りで起きている自然の事物現象を当たり

前のこととして捉えていることが多い子ども

たちにとって、「当たり前がひょっとすると

当たり前ではないかもしれない」や「当たり

前だと思っていたけれど実はすごいことでは

ないのか」と思えるような、子どもたちの中

での当たり前を揺さぶるような発問が必要で

はないかと考える。 

 

３ 今年度の研究予定 

１１月１１日(木)に来年度と同じ日程・同じ

単元で自主公開研究会を行う予定にしている。

それまでに認識ののぼりおり表を作成したり、

日々の実践を積み重ねたりして、学ぶことを面

白がる子どもたちを育成していきたい。 



１ 研究主題について 

(1)「納得するまで追究する」とは 

「納得するまで追究する」とは、事実を基に、

科学的に問題解決することである。 

例えば、実験・観察等で予想と異なる結果が

出ても、それを失敗と捉えるのではなく、なぜ

そのようになったのか原因を追究することで、

思考を促し、より深い理解につなげることがで

きる。 

また、予想通りの結果が出ても、安易に「分

かった。」と解決したことにしてまとめてしま

うのではなく、他の班の結果や別の事象でも同

じことが言えるのかを追究することで、確かな

理解につなぐ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)「みんなで考え、解決しようとする」とは 

全ての児童が納得できる授業にするには、み

んなで意見を出し合い、多様な考えを尊重しな

がら、そこからより妥当な考えを作り上げる話

合いの場が大切である。 

予想場面では、個の疑問や、その根拠となる

互いの自然観を大切にしながら、疑問をみんな

で解決しようとする意欲と見通しをもたせた

い。 

また、考察の場面では、児童が自分と違う意

見を認め、比較したり関係付けたりしながら、

自分の考えをより深めるように支援したい。 

特に「解決しよう」にしたのは、「解決する」

ではなく、「解決しよう」という意欲をもつ子ど

もを育てたいという思いや、その子どもたちが

社会に出て問題にぶつかったとき、自分たちの

力で問題を解決していこうとすることができ

るようにという思いを込めている。 

 

 

(3)サブテーマについて 

問題解決の過程で特に大切にしたい、子ども

が思考する姿を具体的にイメージし、それが現

れる子どもの言葉でテーマを表した。問題解決

の過程における主たる思考の場面は、右下の図

の通りである。 

 

２ 研究の視点 

授業づくりにおいては、単元構成の工夫に重

点を置き、以下の３つの視点から工夫の仕方を

研究していく。 

 

 

 

 

 

 

特にここでは、３年「物とその重さ」の単元を

例に挙げ、説明する。 

 

(1) 見方・考え方を土台とし、子どもの意識の流

れを大切にする。 

 

第１次 

様々な物の重さ比べを行い、その中で、自

分自身で問題を見いだしたり、活動後の学級

全体での話合いで疑問を見つけたりすること

で、調べてみたいという意欲をもたせる。 

 

ここでは、重さ比べで使う物を工夫し、児童

から「そこでは、形が変わると重さは変わる

の？」「物によって同じ体積にすると重さは違

うの？」という疑問が自然と出るようにする。

ただし、児童から出た他の疑問も認め、自由に

調べるように促す。 

 

第２次 

児童から出た「物の形と重さの関係」の問

題解決に取り組む。 

 

ここでは、生活経験などを根拠として予想を

発想する力を大切にする。まず、形を変えやす

い粘土を用い、数値化して比較できるように電

子はかりを使う。実験後、「粘土の形を変えて

丸亀市立城西小学校の研究 

『納得するまで追究し、みんなで考え、解決しようとする子の育成』 
～「あれっ」「きっと…」「ということは…」「それなら…」が続く理科学習～ 

丸亀市立城西小学校  北村 聖子 

【納得するまで追究する子どもの姿】 

(1) 見方・考え方を土台とし、子どもの意

識の流れを大切にする。 

(2)  生き方を支える概念（将来につながる

大切な概念）を志向する。 

(3)  立ち止まらせる場面を明確にする。 



も重さは変わらない。」とまとめた後、「粘土

の結果だけで、物といっていいか。」と問い掛

ける。そこで出るだろう児童の「他でもそうな

るか調べたい。」という願いを大切にし、追究

する時間をとる。また、学んだことを生活に返

し、身近な物で形を変えても重さは同じか、と

問い掛けることで、調べてみたいと思う気持ち

を大切にし、それについても問題解決させる。 

 

第３次 

第１次で出たもう一つの問題「体積と重さ

の関係」について問題解決に取り組む。 

 

体積が同じで素材の違うブロックの重さを

測り、物によって重さが違うことを見つける。

その後、第２次と同じように「ブロックだけで

物といっていいか。」と問い掛け、他の物でも

調べてみる。ここでは、自分の体（体重）、水

や土という身近な物についても考える学習を

設定し、普段の生活の中の現象を学習したこと

から説明できる面白さに気付かせたい。それに

よって、自然の現象を見る豊かな目が育つだろ

うと考えた。 

 

（2）生き方を支える概念（将来につながる大 

切な概念）を志向する。 

これは、問題解決のためのもとになり、どの

ように社会・世界と関わり、よりよい人生を送

るかにつながる概念といえる。 

この単元は、粒子領域の粒子の保存性（物全

体の重さや性質は勝手に変化しない）に関わる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものであり、第５学年「物の溶け方」、第６学     

年「水溶液の性質」につながるものである。 

「物によって、重さは決まっている」「減らな

い限り、重さは変わらない。」「形を変えても、

重さは変わらない。」という概念に触れること

をねらっている。 

 

(3) 立ち止まらせる場面を明確にする。 

これは、じっくり考えさせる場面を明確に

した単元構成・１時間の授業を計画するとい

うことである。 

「あれっ？」「きっと…」「ということは…」

「それなら…」などの言葉に表れるように、児

童の謝った概念や、実験結果の違い等で、予想

や見通しとズレが起き、児童の思考が働くと

ころと考える。 

また、考察場面では、「それなら･･･」「きっ

と･･･」「ということは･･･」のように他の事象

に広げたり、生活につなげたりする思考が働

くと考えられる。 

具体的に、単元では「他の物でも同じことが

言えるのか（第２次２時、第３次２時）」にお

いて、学んだことを一般化したり、「身近なも

のでも言えるのか（第２次３・４時）」におい

て、生活場面での学び直しをしたりする。 

本時では、実験後、考察場面で、実験結果が

違う班を取り上げ、再実験する場面を大切に

したり、予想場面で、身近な現象、これまでの

学習から考えている意見を全体に広め考えさ

せたりする。 

このように、子どもの思考により、探究が続

く理科学習を目指したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



善通寺市立中央小学校の研究 

『かかわりの中で 学びを広げ 成長を実感する子どもの育成』 

～見通し、見直し、振り返りながら問題解決する理科学習～ 
善通寺市立中央小学校  西村 和世 

１ 研究主題について 

(1)  「かかわりの中で、学びを広げ、成長を

実感する」とは 

 ① 「かかわり」とは 

ここでいうかかわりとは、自分と自然事象、

他者、自己の３つとのかかわりを指している。 

自然自らが人に働きかけることはない。人

が自然事象に働きかけることによって初めて、

自然事象が人に応えるものである。自然事象

に目を向け、かかわることで、児童はこれま

での自分の経験や既習事項などと関係付けな

がら気付きや疑問をもつことができる。 

問題解決の過程で何度も他者とかかわるこ

とで、科学的な解決をめざすことができる。 

自己とのかかわりとは、問題解決前の自分、

解決後の成長した自分とのかかわりを想定し

ている。 

 

 ② 「学びを広げ」とは 

上記に述べた３つのかかわりのあり方に目

を向け、かかわりの場を工夫することで、児

童自らが気付きや疑問をもったり、問題解決

の力が養われたり、学習前には気付かなかっ

た考えができるようになったりする。また、

学習が進むにつれて、学ぶことの楽しさやそ

の有用性を感じ、主体的に学びに向かう態度

が育つと考えている。これらを総じて「学び

を広げる」ととらえる。 

 

 ③ 「成長を実感する」とは 

ここでいう「成長」とは、知識・技能面だ

けではなく、問題解決の力や学びに向かう

力、人間性等も含んでいる。問題解決の過程

をとおして得たこれらの力をメタ認知する

ことで、児童は、自分自身の成長を実感する

ことができると考えている。 

 

(2) 「見通し、見直し、振り返る」とは 

児童は、結果への見通しをもつことで、根

拠のある予想を立てたり、適切な実験・観察

方法を考えたりすることができる。さらに、

複数の実験・観察結果を比較することで、自

分たちの行った方法が適切だったのかを見直

し、場合によっては再実験・再観察を行うよ

う児童自らが調整する。先を見通したり、自

分たちがしたことを見直したりすることで、

問題解決の力を育てることをねらっている。 

さらに、何が分かったか、できるようにな

ったかも含め、問題解決の力や学びに向かう

力についても振り返る機会を設けることで、

豊かな人間性を育てることにつなげる。 

 

２ 取り組みの実際 

(1)   児童自らが問題を設定できる自然事象

との出合わせ方の工夫 

① 児童の疑問や関心を大切にした単元構成

の工夫をする。 

第３学年「あかりをつけよう」では、未完

成の「オリジナルクリスマスツリー」のピー

ス（１つは明かりがついているもの、もう一

つは点滅しているもの）を教師が提示した。 

その様子をもとに児童から出された疑問や知

りたいことを練り上 

げて、学習計画の作 

成を行った。単元を 

通して児童は、「オ 

リジナルクリスマス 

ツリー」を作るとい 

う目的意識をもって、 

学習を進めることが 

できた。 

 ② 「みどりタイム」を活用して、日常的に

自然と関わる。 

朝８時から８時 15 分までの時間を「みどり

タイム」と称して、自然観察や計測、緑化活

動等を行っている。日常的に自然と関わるこ

とで、自然の変化に気付けるようにしている。 

 ③ 土曜学習において、学んだことを活用す

る機会を設定する。 

善通寺市では、４～６年生が月に 1回「土

曜学習」（３時間授業）を行っている。その

うちの１時間を理科とし、既習を活用した内

容を扱っている。 

   「電気を通すか調べよう」では、３年時に

学んだもの以外に、「色紙の金」「鉛筆の芯」

「塩水」「人間」等に電気を通す実験を行っ



た。予想に反して明かりがつく様子に、児童

は驚いていた。 

 

(2)   問題解決の力を育むことができる交流の 

工夫をする。 

 ① 既習の内容を掲示する。 

第４学年「物の温度と体積」では、予想や

仮説を発想することができるように、前単元

「とじこめた空気と水」の既習内容を掲示し

た。児童は、予想の際、既習の内容を生かし

て根拠のある予想を立てることができた。 

 ② 実験結果の整理の工夫をする。 

第４学年「雨水の行方と地面の様子」では、

「なぜ砂場には水たまりができないのだろ

う。」という学習問題について、児童は、「粒

の大きさ」と「水のしみこみ方」に関係があ

ると予想した。そこで、砂と土それぞれの水

のしみこむ時間を調べる実験を行った。 

時間を計測後、各班の結果を１枚のグラフ

用紙に集約した。その際、砂の結果は用紙の

左側に青シールで、土の結果は右側にオレン

ジ色のシールで表した。 

実験の結果の傾向性を捉えると、砂の方がし

みこみやすいことが明確に分かり、児童は、粒

が大きいと水がしみこみやすいことに気が付

くことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 問題解決の過程を見直す場を設定する。 

第５学年「ふりこのきまり」では、振り子

が１往復する時間を調べる方法を考えた。初

め、各班で振り子の１往復の時間を計ったが、

同じタイムになるだろうという予想に反して、

タイムが班によって異なり、正確に計れない

ことに気づいた。そこで「どうすれば振り子

が１往復する時間を正確に計れるのだろう。」

と言う問題について意見を出し合った。「10

回分のタイムを計ればいい。」「何回か計っ

て平均すればいい。」と改善案が出された。

実際に 10 往復を計測して平均してみると、す

べての班の結果が揃った。児童から「やった。」

と歓声が上がった。 

 

(3) 成長を実感する振り返り活動の工夫 

① 振り返る内容を系統だてる。 

身に付けさせたい３つの資質・能力に沿った

内容について、児童に見通しを持たせたうえで、

問題解決後や単元の終末で振り返る場面を設

定している。 

「知識及び技能」に関しては、全学年共通の

視点で、「思考力・判断力・表現力」「学びに

向かう力、人間性等」については、学年に応じ

て段階を設定し、振り返りをしている。いずれ

も、振り返りの視点を与えることで、自分自身

の成長を実感できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 振り返る方法を工夫する。 

ノートに記述する、コンセプトマップにま

とめる、他教科との関連や自主学習で学んだ

ことを生かすなど、振り返る内容や学年に応

じて適切な方法を使っている。第４学年では、

実験を通して学んだことを発信するために、

「雨水新聞」を作って全校生に呼び掛けた。 

 

 

 

 

 

  

【上段が３年用、下段が４年用の振り返りシート 

点線部が４年では加わっている。】 

【学習後の児童の振り返り】 

【４年「雨水の行方と地面の様子」を学習後に、 
国語科と関連させて「雨水新聞」を作成】 

 

 

【各班の結果を１枚の用紙に集約した。】 
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