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特集題：「深い学び」の視点に立った授業改善

特集キーワード：①深い学び ②理科の見方・考え方 ③授業改善

平成29年3月に公示された学習指導要領では，アクティブ・ラーニングという言葉から「主体

的・対話的で深い学び」という言葉に置き換わった。もちろん，国が求める「アクティブ・ラーニ
ング」の視点からの授業改善が，「主体的・対話的で深い学び」の実現につながることから，私
たちが行うことに何ら変化があるわけではない。むしろ，日頃の理科の授業の中で「主体的な
学び」「対話的な学び」「深い学び」について，どのように授業を改善していくか視点がより明確
になったと言える。ただ，「主体的な学び」「対話的な学び」については，その学びを実現した
子供の姿を明確にしている授業がある一方で，「深い学び」については，様々なとらえをして
実践している授業を散見する。

学習指導要領解説理科編では，「深い学び」について，以下のような視点から授業改善を図
ることが明記されている。

①「理科の見方・考え方」を働かせながら問題解決の過程を通して学ぶことにより，理科で育
成を目指す資質・能力を獲得するようになっているか

②「理科の見方・考え方」を働かせながら問題解決の過程を通して学ぶことにより，様々な知
識がつながって，より科学的な概念を形成することに向かっているか

③「理科の見方・考え方」を働かせながら問題解決の過程を通して学ぶことにより，新たに獲
得した資質・能力に基づいた「理科の見方・考え方」を，次の学習や日常生活などにおける問
題発見・解決の場面で働かせているか

上記の②の視点については，他学年とのつながりや内容の系統性を意識した授業改善が
考えられる。例えば，第３学年の「物と重さ」の単元で，「物は形が変わっても重さは変わらな
い」といった「質量保存」の基礎を学習する。この概念を第５学年「物の溶け方」の単元におい
て「物が水に溶けても水と物とを合わせた重さは変わらない」ことへ，子ども自身が「適用」し
て捉えている姿などである。これは，知識を関連づけて体系化することで，「わかった」というレ
ベルの知識から，自ら「使える」というレベルの知識になり，「深い学び」の実現に結びつくこと
になる例ではないだろうか。

本号では上記の視点だけでなく，「理科の見方・考え方」を働かせながら問題解決の過程を
通して学ぶことにより，理科で育成を目指す資質・能力を獲得するとは，どのような子どもの
姿か，また，新たに獲得した資質・能力に基づいた「理科の見方・考え方」を次の学習や日常
生活などにおける問題発見・解決の場面で働かしているとは，どのような子どもの姿かを明確
にしながら「深い学び」を実現する授業改善の方向を定めていきたい。「深い学び」を実現する
ために，理科の学習過程のどの場面で，どのような授業を行えばよいか，具体的な子どもの
姿をとおして現場から考えていきたい。最後になるが，「主体的・対話的で深い学び」について
は，授業改善の視点であり，子どもを評価する観点ではないことも留意をしていきたい。

（担当／辻 健・北條 諭）
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論説１ 

１ はじめに 

学習指導要領は，教育課程の在り方につい

て，その基準を定めるものであり，全国学力・

学習状況調査は，教育指導の課題を把握・分

析し，改善・充実を図るものであるので，学

習指導要領と全国学力・学習状況調査は，い

わば「入口」と「出口」の関係にあるといえ

る。 

文部科学省「全国的な学力調査に関する専

門家会議」の「全国的な学力調査の今後の改

善方策について（まとめ）」では，「全国学力・

学習状況調査の調査問題については，新しい

学習指導要領が求める育成を目指す資質・能

力を踏まえ，それを教育委員会や学校に対し

て，具体的なメッセージとして示すものとな

るよう検討を進める。」（下線強調は筆者）と

している。 

本稿では「出口」である全国学力・学習状

況調査の問題作成の趣旨や枠組みと，「入口」

である新学習指導要領が求める育成を目指

す資質・能力との関係から，新学習指導要領

で示している「深い学び」で求める具体的な

授業像について考えていく。 

 

２ 全国学力・学習状況調査の小学校理科

における調査問題作成の枠組み 

 

全国学力・学習状況調査の理科の調査では，

主として「知識」に関する問題では，身に付

けておかなければ後の学年の学習内容に影

響を及ぼす内容や，実生活において不可欠で

あり常に活用できるようになっていること

が望ましい知識や技能などを理解している

かどうか問うこととしている。 

また，主として「活用」に関する問題では，

理科の学習で学んだ知識・技能が実際の自然

の中で成り立っていることを捉えたり，日常

生活の中で役立てられていることを確かめ

たりすることができるかどうか，つまり，実

際の自然や日常生活などの他の場面や他の

文脈において，学習で身に付けた知識・技能

を活用しているかどうかを問うとしている。

特に活用に関する問題では，「適用」「分析」

「構想」「改善」の枠組みをもって問題を作

成している。これらの主な枠組みは，学校教

育法第 30条第 2項で示された３つの学力の

要素や，学習指導要領の理科の目標，OECD

による PISA 調査の概念的な枠組みの基本

である主要能力の１つである科学的リテラ

 

「深い学び」で求めるもの 

～全国学力・学習状況調査の活用に関する問題から～ 

北海道教育大学旭川校  山中 謙司 
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シーの枠組みなどを参考にして設定されて

いる。 

「適用」を枠組みとした問題は，理科で学

んだ自然の事物・現象の性質や働き，規則性

などに関する知識・技能を，実際の自然や日

常生活などに当てはめて用いることができ

るかどうかを問うものとしている。 

「分析」を枠組みとした問題は，自然の事

物・現象に関する様々な情報及び観察，実験

の結果などについて，その要因や根拠を考察

し，説明することができるかどうかを問うも

のとしている。 

「構想」を枠組みとした問題は，身に付け

た知識・技能を用いて，他の場面や他の文脈

において，問題点を把握し，解決の方向性を

構想したり，問題の解決の方法を想定したり

することができるかどうかを問うものとし

ている。 

「改善」を枠組みとした問題は，身に付け

た知識・技能を用いて，自分の考えた理由や

それを支える証拠に立脚しながら主張した

り，他者の考えを認識し，多様な観点からそ

の妥当性や信頼性を吟味したりすることな

どにより，批判的に捉え，自分の考えを改善

できるかどうかを問うものとしている。 

 

３ 「深い学び」について 

 

小学校学習指導要領解説理科編(2018)で

は，「深い学び」による授業改善の視点を次

のように示している。 

①「理科の見方・考え方」を働かせながら

問題解決の過程を通して学ぶことによ

り，理科で育成を目指す資質・能力を獲

得するようになっているか 

②様々な知識がつながって，より科学的な

概念を形成することに向かっているか 

③新たに獲得した資質・能力に基づいた

「理科の見方・考え方」を，次の学習や

日常生活などにおける問題発見・解決の

場面で働かせているか 

①について，小学校理科では，児童が「見

方・考え方」を自在に働かせ，自然の事物・

現象に繰り返し関わることで自然の事物・現

象から問題を見いだし，予想や仮説をもち，

その解決方法を考えたり，知識を関連付けて

より深く理解したりする，つまり理科で育成

を目指す資質・能力の育成につながることに

なる。 

例えば，第三学年の「身の回りの生物」の

学習では，モンシロチョウの成長を扱う。そ

のときに，「他の昆虫も同じように成長する

のかな」といった共通性・多様性の「見方」

を働かせたり，それらを比較しながら「調べ

る」といった考え方を児童が自在に働かせた

りすることで，バッタやトンボなど昆虫には

不完全変態するものがあるという捉えにつ

ながる児童の姿が考えられる。 

②については，例えば，第四学年の「金属・

水・空気と温度」の学習で，金属の熱の伝わ

り方を学習した後に，水や空気の温まり方を

扱うことで，水や空気は金属と違って上から

順に温まることを捉える際に，金属や水，空
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気それぞれの温まり方の知識が相互に関連

して熱の伝わり方に関する概念的な理解に

つながる児童の姿が考えられる。 

③に示す「次の学習につながる」例として

は，第三学年で電気の通り道，第四学年で電

流の大きさや向きを扱う電気の働き，第五学

年で電流がつくる磁力，第六学年で電気の利

用を学習する。それぞれの学年での学習内容

から派生して，次の学年の学習内容につなが

るような問題を見いだす活動が考えられる。 

これらの「深い学び」の実現に向けた授業

改善の三つの視点は，これまでも授業改善の

視点としてきた内容である。全国学力・学習

状況調査問題でも，１つの単元の内容だけで

はなく，複数の単元の内容を相互に関連させ

た問題を出題するなど，理科の学習で学んだ

知識・技能が実際の自然の中で成り立ってい

ることを捉えたり，日常生活の中で役立てら

れていることを確かめたりすることを求め

ている。 

 

４ 全国学力・学習状況調査の調査問題の

実際と資質・能力の関係 

 

ここでは，資質・能力の３つの柱の１つ「思

考力・判断力・表現力等」の位置付けられる

問題解決の力について考えていくこととす

る。 

(1)「適用」に関する問題 

「適用」の枠組みの問題として，平成 27

年度に実施した調査に，大問２(5)がある。 

この問題は，植物の適した栽培場所につい

て，成長の様子と日光の当たり方を適用して，

その内容を記述できるかどうかを問うもの

である。第三学年と第五学年で学習した「太

陽と地面の様子」と「植物の成長」について

獲得した知識を，実際の生活場面で適用する

力を求めている。まずは，このように実際の

生活経験で起こりうる未知の内容に出会っ

たときに，その内容を的確に理解し，それを

自分の知識や経験と結び付けて解釈してい

るかどうかが大切である。そして，既習の内

容や生活経験で得られた知識を適用してそ

の内容を解釈しようとしたときに，解釈でき

ない状態をモニタリングし，次の行動として，

問題を見いだし，解決していこうと自らをコ

ントロールする態度が大切である。この問題

を見いだす力は，新学習指導要領の第三学年

で主に育成を目指す問題解決の力の内容と

同じであるといえる。 

(2)「分析」に関する問題 

「分析」の枠組みの問題として，平成 27

年度に実施した調査に大問３(6)がある。 

この問題は，析出する砂糖の量について分

析するために，グラフを基に考察し，その内

容を記述できるかどうかを問うものである。

第五学年「物の溶け方」の学習で獲得した知

識を基に実験で得られた結果を分析して説

明する力を求めている。ここでは，提示され

た自然の事物・現象について視点をもって捉

え，その視点に応じて対象から情報を取り出

し，原因と結果などの関係で分析して考察す

ることが大切である。この分析して考察する

力は，新学習指導要領の第六学年で主に育成
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を目指す問題解決の力である，妥当な考えを

つくりだす力につながるものといえる。 

(3)「構想」に関する問題 

 「構想」の枠組みの問題として，平成 27

年度に実施した調査に大問１(1)がある。 

この問題は，振り子時計の調整の仕方を調

べるための実験について，条件を制御しなが

ら構想できるかどうかを問うものである。第

五学年「振り子の運動」の学習で獲得した知

識を基に，振り子が１往復する時間を変える

要因について確かめる実験方法を構想する

力を求めている。見いだした問題を児童自ら

が主体的に解決するためには，自然の事物・

現象について問題を明確にもち，変化したり

制御したりすべき変数は何か，どうすれば適

切なデータが得られるかなど，解決に向けた

方略をもっていることが求められる。その際

には，予想や仮説を基に，質的変化や量的変

化，時間的変化に着目して実験方法を構想す

ることが大切である。これは，新学習指導要

領の第五学年で主に育成を目指す問題解決

の力である，解決の方法を発想する力と同じ

ものであるといえる。 

(4)「改善」に関する問題 

「改善」の枠組みの問題として，平成 27

年度に実施した調査に大問３(3)がある。 

この問題は，水の温まり方を考察するため

に，実験結果を基に自分の考えを改善できる

かどうかを問うものである。第四学年「水の

温まり方」の学習で獲得した知識を基に，問

題に対する自分の予想について，実験から得

られた結果と照らし合わせながら，より妥当

な考えに改善する力を求めている。改善する

力は，自分の考えと他者の考えの違いを捉え，

多様な視点から自分や他者の考えを見直し

たり振り返ったりすることにより，多面的に

考察し，より妥当な考えをつくりだすことが

できるかが大切である。これは，新学習指導

要領の第六学年で主に育成を目指す問題解

決の力である，より妥当な考えをつくりだす

上で大切な力である。 

５ おわりに 

新学習指導要領は，「何ができるようにな

るのか」という観点から育成を目指す資質・

能力を整理している。この資質・能力の視点

は，全国学力・学習状況調査の問題作成にお

いても同じ視点である。新学習指導要領と全

国学力・学習状況調査の問題の趣旨を読み解

き，深い学びの実現に向けた授業改善が求め

られる。 

参考・引用文献 

文部科学省（2018）『小学校学習指導要領解

説 理科編』，東洋館出版社 

文部科学省 全国的な学力調査に関する専

門家会議（2017）「全国的な学力調査の

今後の改善方策（まとめ）」 

国立教育政策研究所（2015）「平成 27 年度 

全国学力・学習状況調査 解説資料 小学

校 理科」 
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「理科の見方・考え方を働かせ， 

知識・技能を活用する学びの創造」 

～適用・分析・構想・改善の視点～  前・新座市立野寺小学校校長 塚田昭一          

 

１ はじめに 

本号特集題「『深い学び』の視点に立った

授業改善」で明らかにしたい点は何か。それ

は，「深い学び」とはどういう学びか，改め

て明らかにすること。そして，その明らかに

なった「深い学び」の視点に立った授業改善

を行うと，これまで授業と何が違うのかを明

らかにすること。この2点が求められている。 

この2点について，結論から述べると，筆

者の考える「深い学び」とは，「知識・技能

が活用できる学び」である。そして，「深い

学び」の視点に立った授業改善を行うと，

「生活経験や複数学年で学んだ知識が体系

化されて保持でき，それを問題解決の過程

において，子供自身が必要に応じて必要な

時に知識を自覚しながら『使う』ことがで

きる」子供が育成されると考える。 

ところで，理科における活用の視点は，全

国学力・学習状況調査理科（以下，全国調査）

の活用問題の枠組みで４つの視点「適用・

分析・構想・改善」が示されている。この

４つの視点を授業改善の視点として意識し

た授業が「深い学び」につながる学びである 

と考える。なぜなら，これら４つの視点は， 

 

実際の自然や日常生活などの他の場面や他

の文脈において，一見すると教科書の内容と

は異なるように見える場面や課題であって

も，実は，教科書で学んだ知識が使え，同じ

原理や理解で解決するための橋渡しの役割

をするからである。つまり，教科書の限定的

な場面での「分かった」レベルから，未知の

場面でも知識・技能を自動化して，場面に応

じて「使える」レベルに達した子供の理解状

況を促すように思考を焦点化したものが活

用の４つの視点なのである。 

一方，「深い学び」を実現させるには，理

科における「見方・考え方」を働かせること

が新学習指導要領で示されており，小学校理

科では，身近な自然の事物・現象を，質的・

量的な関係や時間的・空間的な関係などの科

学的な視点で捉え，比較したり，関係付けた

りするなど，問題解決の方法を用いて考える

ことが重要であるとされている。 

そこで，本稿では，まず，(1)「深い学び」

とはそもそもどういう学びか，具体的には，

全国調査の活用問題の４つの視点と理科に

おける「見方・考え方」の関係を整理し，深

い学びとの関係性も整理する。次に，(2) 全

国調査問題の視点を踏まえた，「深い学び」

 

論説２ 
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に向けた授業改善例について述べていく。 

 

２ 全国調査活用問題の４つの視点と理

科の「見方・考え方」との関係 

 

本項も結論から先に述べると，両者（活用

における４つの視点と理科の見方・考え方）

ともに問題解決を行うための「方法」である。

つまり，目の前に見える現象とそこに働く原

理的な法則との関係性について，どのように

考えたらよいか分からない子供に対して，教

師の想定する目標としての理解に向けて，子

供が考えられるように仕向けてあげる「方法」

が，活用における４つの視点や理科の見方・

考え方なのである。子供が理解を深めるため

の思考の焦点化と言ってもよい。 

自由試行しながら自ずと気付き，帰納法的

に問題解決していく授業ももちろん大切で

はあるが，演繹的に視点を持たせ，働かせな

がら問題解決していく授業も新学習指導要

領において求められているのである。 

ここで一つ確認しておきたい。これまでの

小学校理科学習指導要領では，科学的な「見

方や考え方」は「養う」として示され，問題

解決のゴール，目標に位置付けられてきた。

しかし，今回の改訂により，「見方・考え方」

は「養う」のではなく「働かせて」と変更さ

れたことから，「資質・能力を養うための方

法」として示された。「見方・考え方」は資

質・能力を育成する「視点や考え方」であ

り，旧学習指導要領で示されてきた「科学的

な見方や考え方」の「見方・考え方」のよう

に資質・能力を包括するものではないのであ

る。「見方・考え方」の解釈が旧学習指導要

領とは違っていることに留意する必要があ

る。 

全国調査活用問題の４つの視点も，理科の

見方・考え方も，その視点から事象を切り取

ると，理科の原理・原則的な思考ができる「方

法」である言うことは先述のとおりである。

その関係性についてまとめると，以下の図１

のようになる。 

 

図１ 学力調査活用の４つの視点と理科の見方・考え

方との関係 

３ 全国調査問題の視点を踏まえた 

「深い学び」に向けた授業改善例 
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以下に，全国調査問題を踏まえた「深い学

び」に向けた授業改善例を２つ示す。1つ目

は，エネルギー領域に関する問題。2つ目は

生命領域に関する問題である。 

まず，1つ目に示す問題は，平成24年度全

国調査小学校理科の「知識」の問題である。 

 

 

【大問３（１）】 

この問題に示された車は，3学年で学習す

る「ゴムで動く車」，4学年で学習する「乾電

池で動く車」「光電池で動く車」である。２

つの単元は内容も学年も違うため，これまで

の授業や教科書では，関連性を持たせた指導

は行っていない。また，同一学年，同一単元

で学習する，乾電池で動く車と光電池で動く

車も関連性が明確でなく，乾電池の電気が無

くなり，モーターが止まった場合に，乾電池

の代替えとして光電池が扱われていた。 

しかし，新学習指導要領では，「エネルギ

ー」領域という同じ領域から見ることになり，

本領域の特徴的な見方は「量的・関係的」で

あることが示されている。このエネルギー領

域の見方を働かせて思考すると，３つの車が

つながって見えてくる。 

ゴムをねじる回数を多くすれば，ゴムが二

重になり，エネルギーが蓄えられているイメ

ージとなり（量的），結果，ゴム自動車は遠

くまで走る（関係的）。また，乾電池を1つか

ら2つに直列つなぎにすると，電流が大きく

なり（量的），結果，乾電池１つの時より速

く走る（関係的）。さらに，光電池に当てる

光を強くすれば，乾電池同様に電流が大きく

なり（量的），結果，速く走る（関係的）。こ

のように，これまで，電気単元ならば電気単

元のみの内容関連で指導してきたものが，エ

ネルギーを柱とする領域のつながりから，領

域の特徴的な「見方」をつなぐ授業デザイン

が可能となるのである。 

次頁2つ目に示す問題も，平成24年度全国

調査小学校理科の「適用」問題である。この

問題は，生命領域であり，本領域の特徴的な

見方は「多様性・共通性」である。大問２（２）

で示したように，サクラの成長も，学習した

ヘチマなどのように気温との関係で成長す

ることを「適用」して解答するものである。

その際，ヘチマとサクラという種類の違い

（多様性）の中から，植物全般にわたる成長
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と気温との関係（共通性）から思考すること

で，深い学びにつながっていく。 

【大問２（２）】 

また，大問２（３）のサクラ前線の問題で

は，「多様性・共通性」の見方だけではなく，

日本列島の北から南という「空間的」な見方

や，開花時期といった「時間的」な見方も同

時に問われている。このように，生命領域に

おいても「時間的・空間的」な見方を働かせ

て事象に着目することもあるので，固定的に

捉えないように留意することが大切である。 

これら２つの問題は，ある視点から見ると

これまで関係ないと思っていた様々な知識

【大問２（３）】 

がつながり，より科学的な概念を形成し，深

い学びに向かうことを示唆している。このよ

うに，活用の４つの視点や理科の見方・考え

方を働かせることにより、深い学びに向けた

授業改善が可能となるのである。 

４ おわりに  

「深い学び」が実現されるためには、知識

をただ単に集積しているのではなく、知識を

構造化し、カテゴリーごとにインデックスを

貼るようにキーとなる概念を整理しなけれ

ばならない。物質の理解として，粒子に着目

して整理することで，知識の活用を促し「深

い学び」が実現されるようになり，育成を目

指す資質・能力が獲得できるのである。 

【引用・参考文献】 

小学校学習指導要領解説理科編 平成29年6月 
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論説３ 

１ 授業改善の視点としての「深い学び」 

最近使われている「深い学び」という言

葉は，「主体的・対話的で深い学び」という

ワードからきており，社会で生かせる資

質・能力（資質・能力の 3 つの柱）を育成

するための，教師の“授業改善の視点”と

して位置づけられたものです。以前は同様

の意味の用語として「アクティブ・ラーニ

ング」と使われていましたが，現在では使

われなくなってきています。なぜならば，

アクティブ・ラーニングが話題になった当

初，「子どもが活動すればいいのでしょ？」

「○○ツールを使えば子どもは活動的にな

るから，どの授業も使うことが大切だね」

のように，話し合っている姿にすること自

体が目的化しているような活動主義的な考

えや，「（自分やお互い）説明さえできれば

主体的・対話的で深い学びになっている」

といった，一部の要素だけ切り取った偏っ

た方法論や指導観に基づいた授業が頻繁に

起きたからです。そこで，「主体的・対話的

で深い学び」という表現にシフトし，より

視点を明確にしたわけです。 

当時の間違った指導観に基づいた指導が

頻発したことから，中央教育審議会が， 

･･･こうした工夫や改善の意義について十

分に理解されないと，例えば，学習活動を

子供の自主性のみに委ね，学習成果につな

がらない『活動あって学びなし』と批判さ

れる授業に陥ったり，特定の教育方法にこ

だわるあまり，指導の型をなぞるだけで意

味のある学びにつながらない授業になって

しまったりという恐れも指摘されている。 

と指摘し，本来の趣旨のさらなる理解を促

したことからもうかがえます。  

本来，「主体的・対話的で深い学び」は，

教師の授業改善の視点として位置づけられ，

「深い学び」についても，「何のための活動

か」「学習の目的（ゴール）は何か」「目的

（ゴール）のためにどのような手順を踏む

のか」を緻密に考えたり，再考したりする

ために位置づけられたといえます。 

２「主体的・対話的で深い学び」が位置づ

けられた背景 

「主体的・対話的で深い学び」という言

葉は，以前からあったものではなく，もと

もと「アクティブ・ラーニング」という言

葉から使われていました。この言葉が大き

く注目されるようになったのは，2012 年に

大学教育に対して
．．．．．．．．

使われ始めたことがきっ

かけでした。その理由として，これからの

 

何が「深い学び」なのか？ 

～子ども自身が「学び方の質」を高める指導の充実を ～ 

國學院大學 人間開発学部 寺本 貴啓 
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人材育成を考えると，大学のような一方的

な講義形式から，学生が考える授業に改善

したいという方針からでした。そのため当

時は，大学以外の校種（小学校・中学校・

高等学校）においては特に意識されず，「ア

クティブ・ラーニング」という言葉すらあ

りませんでした。 

小学校・中学校・高等学校については，

2015 年の「論点整理」から「アクティブ・

ラーニング」という言葉が現れ，意識され

るようになりました。大学でも学生に考え

させる方向で授業改善をするため，講義一

方形式になりがちな高等学校や中学校でも

同様にその必要性が叫ばれるようになった

わけです。しかしながら，「アクティブ・ラ

ーニング」という言葉の曖昧さから，多様

な間違った考えが出てしまい，さらに目的

を明確にする必要があると考えられるよう

になりました。そこで，「主体的な学習」「協

働的な学習」の重要性，さらにそれらが「深

い学び」に繋がる必要性があるなどの論議

を経て，現在の「主体的・対話的で深い学

び」という言葉に落ち着いたわけです。 

３ 何が「深い学び」なのか 

「深い学び」は，教師が指導をする際に

気をつけていく「授業改善の視点」として

位置づけられたものというのは既に述べま

した。しかし，研究授業をみると時々「子

どもがどこまで深い学びをするか」という

ように，「子ども」を主語にして育成したい

ゴールを中心に検討がなされることがあり

ます。これは，本来の趣旨から考えると，

教師の授業のあり方が検討の中心にならな

ければなりません。とはいえ，子どものゴ

ールが決まらないと教師の指導は立てられ

ません。そこで，一般的に言われている「深

い学び」とは何かについて，以下に整理し

ます。 

【 深い学び 】 

◎ 学習内容の深い理解，知識の概念化 

（構造化，一般化，抽象化） 
・学習内容の転移などを指し，知識を日常に活かせる

ようになること 

・複数の知識を組み合わせられるようになること 

・汎用性のある知識にできること    など 

これを見ると，これまで主に行ってきた

「知識を教える」ことをメインにした指導

モデルでは，「深い学び」を誘導しないこと

がわかります。つまり，学習のある１つの

場面だけで学習を終わらせるのではなく，

異なった場面を想定しても学習した内容が

使えたり，学習した内容を応用して適用で

きたりすることが求められるといえます。 

もともと，「主体的・対話的で深い学び」

の考え方は，小学校から高等学校をひとま

とめにして理念が考えられています。その

ため，他校種と比べ，小学校課程の場合は，

発達段階の特性上，多くの学習内容は知

識・技能の習得に重点が置かれるため，上

述のように知識の活用場面は限られてくる

といえます。 

また「深い学び」とは，「浅い学び」と対

比された言葉です。したがって，ある学習

内容における子ども個々の
．．．．．．

「以前と今」「今

とこれから」の学習状況がどのように変化

したかなどのように，個人内の相対的な資
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質・能力の変化や，子ども
．．．

個々の
．．．

学習方法

の緻密さの程度を指すことになると考えら

れます。このことから考えると，教師の指

導改善の視点ということもあり，これまで

のような知識の評価目標のように，学級で
．．．

一律の
．．．

深い学びの姿を決めることに意味が

あるかどうかは疑問です。なぜなら，深い

学びを知識の評価みたいに「育成したい学

習内容のゴール」で考えると，学習内容や

個人の学習状況によって異なり，目標が多

様になってしまうからです。また，これか

らは自律した子どもを育てることが重要

になってきます。そのため，「ある一部の

学習内容がどれだけ深いか」とか，単に「お

互いに説明ができる（説明した内容）」こ

とが重要というよりは，「子ども自身が目

的達成のためにどれだけ深い学びに繋が

る学び
．．

方
．
ができるか」の方がより汎用的で，

重要になります。 

つまり，私は小学校段階における「深い

学び」は，子ども個々の資質・能力の変化

のために，個々の学習方法がより緻密にな

るような「子ども自身が学び方
．．．

の質」を高

めることそのものを指すと考えています。

学び方の質を高める―そのためには，「主体

的な学び」「対話的な学び」が不可欠となる

わけです。 

右上の図（寺本ら,2016）を見ていただく

と，「主体的な学び」「対話的な学び」が成

立することで，「深い学び」に繋がり，それ

が新しい学習者の姿として，求められる資

質・能力の育成へと導いていることがわか

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）主体的な学び 

主体的な学びは，「自分自身で判断し行動

できること」が重要です。自分自身で行動

するためには，まずは自分自身の「問題意

識」をもっていることが必要になります。

なぜならば，自分自身の問題意識をもって

はじめて，自分のやりたい方向性が明確に

なり，やる気につながるからです。車でい

うと，エンジンといえるでしょう。しかし，

やる気だけではその先の解決にはつながり

ません。なぜならば，自分自身で判断し行

動する際に必要な「知識・技能」や，自分

自身で判断し行動する際に必要な，ものの

解釈や認識のしかたである「とらえ方」や，

考える方法や状況に対する反応のしかたで

ある「考え方」も必要だからです。これら

は車でいうと，車の両輪といえるでしょう。 

自分自身で判断し問題を解決するにあた

って，この３つの要素で自分自身での解決

が可能となります。しかしながら，中には

自分自身の行動が間違ってうまくいかない

場合もあります。その場合は，自分自身を
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良い方向へ制御する必要があります。そこ

で，「メタ認知」の要素が必要になります。

車でいうと，ハンドルの役割といえるでし

ょう。このように，深い学びに繋がる「主

体的な学び」が成立する条件として，上述

の４つの要素が必要になると考えられます。 

（２）対話的な学び 

対話的な学びは，「新たな知識や考え方の

共有や創造をすること」が重要です。対話

を通して行動するためには，まずは集団と

して共通の「問題意識」を理解することが

必要になります。これは主体的な学び同様，

集団としての問題意識を共有してはじめて，

集団で追究する方向性が明確になります。

また，集団の個々の異なる意見から最適解

を選択する判断をするためには，意見が出

し合える人間関係や，誰もが納得できる落

とし所を見つけるために意見を整理・調整

できる「合意形成能力」が求められるとい

えます。さらに，集団の個々の異なる意見

から最適解を選択する判断をする際には，

他者の意見の問題点を指摘したり改善点を

提案したりする「批判的思考」ができるこ

とも求められるといえます。このように，

深い学びに繋がる「対話的な学び」が成立

する条件として，上述の３つの要素が必要

になると考えられます。 

４ 理科における「深い学び」とは 

深い学びのために授業改善をする際，「習

得・活用・探究という学びの過程の中で，

各教科等の特質に応じた『見方・考え方』

を働かせながら，知識を相互に関連付けて

より深く理解したり，情報を精査して考え

を形成したり，問題を見いだして解決策を

考えたり，思いや考えを基に創造したりす

ることに向かう『深い学び』が実現できて

いるか。」という視点で授業を見直すと述べ

られています（中央教育審議会, 2016）。 

理科においての「深い学び」は，「自然の

事物・現象について，『理科の見方・考え方』

を働かせて，探究の過程を通して学ぶこと

により，資質・能力を獲得するとともに，

『見方・考え方』も豊かで確かなものとな

ると考えられる。さらに，次の学習や日常

生活などにおける問題発見・解決の場面に

おいて，獲得した資質・能力に支えられた

『見方・考え方』を働かせることによって

『深い学び』につながっていくものと考え

られる。」と述べられています（29 年度版

小学校学習指導要領解説理科編）。 

理科において「深い学び」を実現するに

は，既習のどの知識を使うのか考えさせた

り，子どもが何気なく使っている「理科の

見方・考え方」を，どのように働かせるの

か子どもに気づかせたりするなど，教師は

「探究の過程をどうするのか」について，

あらかじめ考える必要があります。また，

子ども自身で解決する際に問題が起きたと

きに，しっかりと時間を確保して自らを振

り返らせ，再度挑戦させるようなことも必

要といえるでしょう。 

いずれにせよ，まずは教師自身の授業を

改善する意識からなのではないでしょうか。 
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主題研究 １ 

１ はじめに 

平成 29 年 3 月に公示された学習指導要

領には， 

単元など内容や時間のまとまりを見通し

て，その中で育む資質・能力の育成に向け

て，児童の主体的・対話的で深い学びの実

現を図るようにすること。 

と記されている。「主体的・対話的で深い学

び」の視点から授業改善を行い，資質・能

力を育成することが大切になるということ

である。では，これらの視点で授業をどの

ように改善していけばよいのだろうか。そ

こで，本稿では「学習指導要領解説理科編」

を基に，「深い学び」の視点に立った授業改

善を２つのポイントに絞った。 

① 「理科の見方・考え方」を働かせなが

ら問題解決・探究の過程を通して学ぶこ

とにより，理科で育成を目指す資質・能

力を獲得できるようにする。 

② 様々な知識をつないで，より科学的な

概念を形成することができるようにする。 

これらのポイントを基に「深い学び」は

もとより「主体的な学び」「対話的な学び」

の視点に立った授業改善を，第 3 学年「磁

石の性質」で行った。 

２ 「主体的・対話的な学び」について 

第 3 学年「磁石の性質」における指導計

画の作成に当たって，「主体的な学び」の実

現のために，「児童の手による学習計画の作

成」と「振り返りの時間の設定」を行うよ

うにした。学年では，単元の学習の初めに

「サイエンス探検」を行うようにしている。

このサイエンス探検では，児童が自然の事

物・現象と出会い，働きかけを楽しむこと

ができるような活動を設定している。さら

に，「磁石の性質」では主として量的・関係

的な視点で自然の事物・現象を捉えること

が特徴的な視点として整理されていること，

３年生として「比較する」「関係付ける」と

いった考え方を働かせることができるよう

にすることが大切であることから，以下の

4 つの場をサイエンス探検として設定した。 

①どれが磁石に引きつけられるかな。 

鉄・アルミニウム・木・プラスチック等の

素材を用意し，磁石を近づけて，引き付け

るかどうかを予想し，確かめる。 

 

 

「深い学び」の実現による資質・能力の育成 

～第3学年「磁石の性質」の学習を通して～ 

国立教育政策研究所 学力調査官（前・大阪市立中大江小学校 教諭） 有本 淳 
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②どのような模様ができるかな。 

クリアカードケースに鉄粉を封入し，それ

に磁石を近づけたときの鉄粉の様子を予

想し，確かめる。 

③何枚までクリップが動くかな。 

段ボール紙の上にクリップを載せて下か

ら磁石を当ててクリップを動かす。段ボー

ル紙を 2 枚，3 枚と増やしていった時のク

リップの動きを予想し，確かめる。 

④方位磁針はどのような動きをするのかな。 

方位磁針に磁石を近づけたときの針の動

きを予想し,確かめる。 

例えば，①の体験で見いだされる問題を

解決するにあたって，児童が主に【質的な

視点・比較する】といった見方や考え方を

働かせることができるよう設定した。また，

②の体験では主に【実体的な視点】【関係付

ける】，③の体験では主に【量的・関係的な

視点】【比較する】，④の体験では児童が主

に【関係的な視点】【比較する・関係付ける】

といった見方・考え方を働かせることがで

きるように設定した。 

4 つのサイエンス探検後，「気づいたこと」

や「疑問に思うこと」を出し合い，疑問の

中から「自分たちで実験等を行って解決で

きそうなこと」を問題として設定した。そ

して，それらの問題を，解決する順番に並

び替えて学習計画とした。児童自ら学習計

画(写真２)を立てることで，問題解決が主

体的な活動につながり，問題を見いだす力

や主体的に問題解決しようとする態度が養

われていくと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，児童は自然の事物・現象を目の当

たりにした際に，それぞれの持つ素朴概念

でその事物・現象について解釈を行う。素

朴概念の違いにより視点が大きく異なる。

さらに，観察の理論負荷性では，「観察事実

は理論を前提としており，その影響を免れ

ることはできない。」とされている。そこで，

同じ事物・現象を見たり体験したりするこ

とができるようにすることもサイエンス探

検の目的となっている。 

単元を通して，各時間の最後には「振り

写真２ 児童と作成した学習計画 
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返り」を行い，その時間に「何ができるよ

うになったのか」「何が分かったのか」を可

視化することで，次の問題発見・解決への

意欲につながると考える。 

また，「対話的な学び」の実現のために，

自分の考えを明らかにした上で，グループ

や学級全体で自分の考えを伝え，意見を交

わす等の意見交換を行った。例えば，予想

の場面では「様々な意見の存在」に気付く

ように意識させたり，考察・結論の導出の

場面では「より妥当な考え」となるように

対話を通して支援したりしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これら，「主体的・対話的な学び」を通し

て基本的な技能を身に付け，問題を見いだ

し表現したり，主体的に問題解決しようと

したりする態度が養われていくのである。 

３ 「深い学び」について 

ここでは，サイエンス探検の④より見い

だされた「磁石は方位磁針になるのかな」

という問題解決の時間(以下本時)を例に述

べる。 

(１)「理科の見方・考え方」を働かせて 

本時では，主に「比較する」「関係付ける」

という考え方を働かせることができるよう

にした。児童の身の回りに磁石は多く存在

している。学校では，黒板に紙を貼るとき

に丸い磁石を使ったり，家では冷蔵庫にク

リップの付いた磁石を使ったりしている。

学校で使用する磁石には棒磁石だけでなく，

見慣れないＵ型磁石もある。様々な磁石で

検証していくことで，「同じ磁石でも様々な

形の磁石があるが，それらの性質はどれも

同じだった。」という視点で磁石を見ていく

ことになる。本時では，「棒磁石だけでなく

Ｕ型磁石や丸形磁石でも試してみたい。」

「Ｕ型磁石は縦にした時と横にした時では

違うのかな。」等が意見として出され，様々

な検証方法が立案された。これによって，

磁石の形だけでなく，置き方でも比較がで

きるようになっていた。また，本時で用い

た方位磁針は社会科ですでに使用している。

その時には使用方法や，注意事項として，

「平らなところに置くこと」「金属を近づけ

ないこと」「方位磁針同士を近づけないこと」

を約束として確認していた。また，方位磁

針の針は，小さな突起物の上に乗せられ自

由に動けるようになっていることも確認し

ていた。そこで，検証方法の立案では磁石

の周りに金属や磁石を置かないことや，磁

石を自由に動くことができるようにするこ

とを留意していた。このように，これまで

に習得している方位磁針についての知識が

関係付けられていた。 

(２) 様々な知識をつないで 

本時の考察，結論の導出の際には，大型

写真３ 考えを伝えあいながら考察する様子 
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モニターに 8 つの班の実験結果を投影し， 

 

 

 

 

 

 

 

それを使いながら考察を行った。様々な結

果が出ていることから，「磁石は方位磁針に

なるのだろうか」という問題について多面

的に考察することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習の最後の「振り返り」では，「どの磁

石も…」「磁石をどのように置いてもやっぱ

り…」など，様々な磁石をまとめて，「磁石」

としてまとめることができていたことは本

時の成果であった。また，「磁石が方位磁針

になることが分かったので，次は計画通り，

どんな時に引き合ったり，反発したりする

のかを調べたい。」といった次時につながる

意見が出され，児童と作成した学習計画が

主体的な活動を促していることが明らかに

なった。 

４ さいごに 

「主体的・対話的な学び」は「深い学び」

ともちろん密接な関係であり，「深い学び」

はそれだけで実現するものではない。「主体

的な学び」「対話的な学び」がそれぞれ影響

し合って，「深い学び」が実現し，資質・能

力の育成につながっていくのである。その

ために本校では，「学習計画の立案」と「理

科の見方・考え方を基にした教材の選定」

について提案した。どのような資質・能力

を育成するのか，そのために，単元やその

時間でどのような「見方・考え方」を働か

せるようにすることが大切なのかを明らか

にし，教材研究していくことが大切なので

ある。今後も，「主体的・対話的で深い学び」

を授業改善の中心に据え，資質・能力の育

成につながるような実践を重ねていきたい

と考える。 

参考・引用文献 

文部科学省（2018）「小学校学習指導要

領」，東洋館出版 
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領解説 理科編」，東洋館出版 

N・R・ハンソン(1986)『科学的発見のパ

ターン』，講談社 

写真５ すべての結果をモニターに投影し考察

写真６ 各班が実験結果を発表する 

写真７ 各班の実験結果からの考察 
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主題研究 ２ 

１ はじめに 

新学習指導要領では，「見方・考え方」を

働かせることによって，「深い学び」につな

がっていくと示されている。本単元では，

水溶液の性質を「質的・実体的」「量的・関

係的」な視点で事象を見直すことで深い学

びに迫りたいと考えた。 

２ 実践内容 

(1) 単元について 

「水溶液の性質」は中学校の化学変化の

学習につながる単元である。中学校では目

に見えない現象を論理的に説明する化学の

分野に，苦手意識をもつ生徒が多い。小学

校段階で粒子と粒子の結びつきについて理

解を深めることで，中学校での化学変化に

対する苦手意識を改善したいと考えた。本

単元について，学習指導要領解説には「水

溶液には，（略）金属の表面の様子を変化さ

せたりするものがあることを捉えるように

する。」と記されている。また，大日本図書

発行の教科書では金属を変化させる水溶液

について，塩酸とアルミニウムを例に実験

が紹介されている。本学級の児童は，塩酸

にアルミニウムを溶かすと，アルミニウム

が別の物に変化すると結論付けることがで

きた。しかし，アルミニウムが別の物に変

化したことを，アルミニウムと塩酸の結び

つきとして捉えている児童は１割にも満た

なかった。そこで，粒子と粒子の結びつき

についての理解を深めるために「塩酸に溶

けた金属がどのように別のものに変化した

のか」について追究する学習を行った。 

(2) より妥当性の高い予想に絞り込む。 

前時までの学習は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

これらの事実を基に，児童は自分なりに

「塩酸に溶けた金属がどのように別の物に

変化したのか」について予想した。しかし，

自分が予想したことを言葉だけで友達に伝

えることは難しかった。そこで，自分の考

えを絵や図に表現し，それらを示しながら

説明し合う活動を取り入れた。その結果，

お互いの考えを理解することができ，【図１】

のように粒子と粒子の結びつきを視点に予

想を分類整理することができた。 

より深く学ぶ理科学習 

～「水溶液の性質」の実践を通して～ 

千葉市立宮崎小学校 兼子 稔 

 

(ア)亜鉛・鉄・アルミニウムを塩酸に溶かしたときに

共通して水素が発生した。 

(イ)どの金属も別の物に変化した。 

(ウ)「水素が発生したこと」と「金属が別の物に変化 

したこと」は同時に起こっている。 
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【図４】問題解決の見通し 

   

 

児童の予想 ○金…金属 ○水…水素 ○塩…塩酸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ）金属が水素と別の物に分かれた。 

ⅱ）金属と塩酸が結びついて別の物に変化した。 

ⅲ）金属と水素が結びついて別の物に変化した。 

ⅳ）金属と水素と塩酸が結びついて別の物に変化

した。 

ⅴ）金属と塩酸の一部が結びついて別の物に変化

した。 

ⅵ）金属から水素がでていき，残った金属と塩酸

が結びついて別の物に変化した。 

      【図１】児童の予想 

６つの予想の中で，話し合いの視点とな

ったのが「水素」の存在である。「水素はど

うして発生したのか」「水素はどこから発生

したのか」について話し合いを進めた。試

験管の中には金属と塩酸しかないことから，

児童は「金属か塩酸のどちらかに水素のも

とになる材料があるはずだ。」と考えた。そ

して，水素の存在が明確に示されていたⅰ，

ⅴ，ⅵの３つの予想が妥当であると考えた。

しかし，３つの予想の共通点や相違点に気

付いている児童は少なかった。そこで児童

の予想を教師が【図２】のようにまとめ，

提示した。教師が予想を整理したことで児

童は，【図 3】のようにそれぞれの考えの共

通点や相違点に気付くことができた。また，

【図 3】を基に問題解決の見通しを話し合

い，【図４】のような手順で追究する計画を

立てた。 

【図２】児童の予想を教師が図にまとめた図 

 

【図３】児童の予想の共通点や相違点を整理した図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○A （予想ⅰ） ○B （予想ⅵ） ○C （予想ⅴ） 

 水素          

             

       

 水素 

 

 

  水素 

 

 

○A (予想ⅰ) ○B (予想ⅵ) ○C (予想ⅴ) 

金属が分かれて別

の物に変化した 

金属と塩酸が結びついて別の

物に変化した 

金属から水素が発生した 
塩酸から水素

が発生した 

   

ⅰ ⅲ ⅱ 

ⅳ ⅴ ⅵ 

 

金属と塩酸が結びつい

て変化 

 
金属から

水素発生 

塩酸から

水素発生 

○A  

○B  ○C  

金属と分かれ

て変化 

金属 金属 塩酸 金属 塩酸 
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(3) 金属が別の物に変化した時の重さの変

化を考える。 

【図２】と【図３】を基に，予想を検証

するための実験方法を話し合った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

９割の児童は，○Ｂや○Ｃと考えた時の金属

の重さの変化がわからなかった。また，重

さの変化がわかった児童の説明を聞いても

８割の児童は理解することができなかった。

これは粒子と粒子の結合に関して，図だけ

では量感をイメージすることができなかっ

たからだと考えられる。そこで，立体モデ

ル（粘土）を操作しながら重さの変化を考

える活動を取り入れた。黒い粘土を金属，

白い粘土を塩酸とした。児童は，粘土をく

っつけたり離したりしながら重さの変化を

考えた。そして，それぞれの予想について

自分の考えを説明し合った。○Ｃは金属と塩

酸の一部が結びついて別の物に変化するこ

とから「重くなる」ことがわかった。しか

し，○B は重くなるという考えと軽くなると

いう考えの二通りあった。説明し合ってい

く中で，【図５】のように金属から出ていく

水素の重さと金属と結びつく塩酸の重さに

よって重くなったり軽くなったりすること

がわかった。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

話し合いの結果は次の通りである。 

 

  

 

この後，金属が別の物に変化したときの

重さの変化を調べる実験を行った。その結

果，金属と別の物の重さを比べると別の物

の方が「重くなる」ことが分かり，児童は○B

と○C の考えに絞り込むことができた。 

(4) 水素が金属と塩酸のどちらに含まれて

いるのか調べる。 

○B と○C のどちらの考えが正しいのかを調

べるために，水素が金属から発生したのか，

水素 

「金属が結びついたり，分かれたりして別の物に

変化するなら重さが変わるはずだよ。」 

「金属が別の物に変化したときの重さの変化を

調べれば，どの考えが正しいかわかるかもしれ

ないね。」 

「金属は別の物に変化すると重くなるのかな。軽

くなるのかな。」 

「○Ａは金属から水素が発生するから，別の物に変

化したら水素の分だけ軽くなるね。」 

「○Ｃは塩酸から水素が発生するから軽くなるの

かな。でも，金属はそのままだから別の物に変

化すると重くなるのかも…。」 

「○Ｂは…」    （児童の話し合いより） 

○Ａ…軽くなる 

○Ｂ…重くなるか軽くなるかわからない 

○Ｃ…重くなる 

軽くなる 

  

重くなる 

 

○Ｂの考え   ●…金属 ○…塩酸  

 

 

金属 塩酸 別の物 

【図５】金属が別の物に変化したときの重さの変化 
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塩酸から発生したのかについて調べた。実

際に金属が塩酸に溶ける様子を観察しても，

金属の表面（塩酸と金属の境目）から水素

が発生していることから，水素が塩酸から

発生しているのか金属から発生しているの

かはわからなかった。そこで，金属に水素

が含まれているのか，塩酸に水素が含まれ

ているかを調べることにした。３４名中３

０名の児童は，金属中に水素が含まれてい

ると考えていた。そのため，始めに金属中

に水素が含まれているかどうかを調べるこ

とにした。児童は，アルミニウムに含まれ

ている水素を取り出すために以下のような

実験方法を考えた。 

・水の中にアルミニウムを入れ，はさみで切った

時に発生する気体に着火する。 

・アルミニウムを火で燃やし，発生する気体に着

火する。 

しかし，これらの実験で水素が発生する

ことはなかった。実験結果から児童は塩酸

の中に水素が含まれているのではないかと

考えるようになった。塩酸の中に水素が含

まれていると考えた児童は，塩酸は塩化水

素という気体が溶けていることから「どう

にかして塩化水素の水素だけを取り出した

い。」と発表した。児童の知識では塩酸から

水素を取り出す方法を考えることができな

かったので，教師が塩酸の電気分解装置を

提示した。電気分解の結果，塩酸から「塩

素」と「水素」が発生することがわかった。

このことから，児童は塩酸に金属が溶けた

ときに発生する水素は塩酸から発生してい

ると結論付けた。 

(5) 実験結果から結論づける。 

実験結果 

 

 

 

児童は，予想○C

の考えが事実に合

っていると考察し

た。そこで，予想○C

の考えと実験結果

をもとに，もう 

一度図に表現させた。児童は予想と実験結

果を関係付けながら，【図６】のように表現

し，以下のように結論付けた。 

 

 

３ 成果〇と今後の課題● 

〇金属が別の物に変化したことを「質的・

実体的」「量的・関係的」な視点を働かせ

ながら事象を見直したことで，粒子の結

合としてとらえることができた。 

●児童は少しずつ違ったイメージを持って

いたため，考えを共有し，共通点や差異

点を分類整理していくのに時間がかかっ

た。児童の思考を視覚化する際，考える

視点を焦点化したり，分類する視点を明

確にしたりするなどの工夫が必要である。 

参考・引用文献 

小学校学習指導要領解説理科編（2017） 

初等理科教育（2011）５月号６月号 

【図６】実験結果から考察した図 

・金属が別の物に変わると重くなった 

・塩酸を電気分解すると水素と塩素が発生した 

 

 

塩酸の塩素と金属が結びついて別の物に変化した 
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主題研究 ３ 

１ はじめに 

新学習指導要領が公示され，現場では「主

体的・対話的で深い学び」を実現すべく，

授業改善を図っているところである。中で

も，「深い学び」については，授業レベルに

落とし込んだ時にどんな子どもの様相が

「深い学び」といえるのか，授業者自身が

迷いながら実践をしているところではない

だろうか。 

小学校学習指導要領解説理科編（文部科

学省，2017）には，「深い学び」について

以下のような記述がある。 

 

 

 

 

 

 

ここにもあるように，「深い学び」を実現

するためには「理科の見方・考え方」を働

かせることは欠かせない要素である。そこ

で，本稿においては，まず「理科の見方・

考え方」を働かせるために打った手立てに

ついて述べる。次に「理科の見方・考え方」

を働かせて「深い学び」を実現していると 

 

とらえられる姿を，第５学年「物の溶け方」

における実践を例に，具体の子どもの姿か

ら考えていきたい。 

２ 理科の見方・考え方を働かせるために 

本実践では「理科の見方・考え方」を働

かせるために次のような手立てを打った。 

  

 

 

 

 

 

上記の手立ては，「理科の見方・考え方」

を，①働かせている姿を教師が意識して見

取ること。②子どもに意識付け・価値付け

すること。③子ども自身が自在に働かせる

こと。という 3 点をねらったものである。 

本実践に入る前に，理科の考え方として，

帰納的に推論する考え方を「何回も調べ法」

とネーミングをして共有していた。（木下，

2016）また，「比べる」「関係づける」「批

判的に考える」といった考え方についても，

児童と共有していたため，考え方シートに

記述し，見える化した上で本実践に入った。 

 
子どもが働かせた 
理科の見方・考え方 
をつぶさに見取り， 
その都度，見方・考 
え方を共有して掲示 
していく。 

図１ 見方・考え方シート 

理科の見方・考え方を働かせて 

「深い学び」へ 

－第 5 学年「物の溶け方」の実践を例に－  

別府市立上人小学校 木下 順由 

「深い学び」については，例えば，「理科の見
方・考え方」を働かせながら問題解決の過程を
通して学ぶことにより，理科で育成を目指す資
質・能力を獲得するようになっているか，様々
な知識がつながって，より科学的な概念を形成
することに向かっているか，さらに，新たに獲
得した資質・能力に基づいた「理科の見方・考
え方」を，次の学習や日常生活などにおける問
題発見・解決の場面で働かせているかなどの視
点から，授業改善を図ることが考えられる。 

「見方・考え方」の見える化  
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３ 指導の実際 

１）見えなくなった食塩は水の中にすべ

てあるのだろうか。 

単元の導入場面では，1m のアクリルパ

イプに食塩を一つまみずつ入れ，食塩の粒

が落ちていく様子を観察した。子どもたち

は「消えた！」

「見えなくなっ

た！」「だんだん

底まで粒が残る

ようになった

よ。」「気づいた

ら水があふれそうになってる。」などと，発

話したり記録したりしながら観察した。そ

れらの気づきを全体で共有する中で，「見え

なくなった食塩は水の中にすべてあるの

か。」という問題に焦点化されていった。こ

のような問いが生まれたということは，事

象を「質的・実体的な視点」で見ることが

できたからこそであると見取り，「見えない

けれどそこにはあ

るという見方をし

たんだね。」と価値

付けをし，見え方シート（図２）に記して

共有した。 

 予想を共有している場面の児童の発話の

一部を以下に示す。（相互指名している） 

 

 

 

 

 下線は子どもたちが「質的・実体的な視

点」で予想の根拠を述べているととらえて

いる。「見えなくなったものがそこにあるの

か」という問題を設定しているからこそ，

予想を立てる段階で多くの子どもたちが理

科の見方を働かせて根拠を述べられたと考

えられる。 

 実験方法を考える場面では，見えなくな

った食塩があるのかを探るために次の方法

が挙げられた。 

①溶かす前後の水と食塩の重さを量り，

重さに違いが出るかを確かめる。 

②水に食塩を溶かし，蒸発させると食塩

が析出されるかを確かめる。 

この 2つの方法のどちらが適しているか

を議論している児童の発話を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C1 は実験方法を比較し，どちらが問題

を解決するのに適しているかを思考してい

る姿である。また，C2 は溶かす前後の重

さを比較することで問題が解決できる見通

写真 1 観察している様子 

 

図２ 見え方シート① 

 

C1：前にやった実験で（アクリルパイプに食塩
を入れるもの）食塩をどんどん入れていっ
たら水の体積が増えたから見えないけど
あると思います。 

C2：4 年生のときに水が水蒸気になって見えな
くなったけど，空気中にあるのと一緒で見
えなくなっただけであると思います。 

C3：食塩が落ちていくときに透明の糸みたいな
ものを出していたからあると思います。 

C4：糸みたいなものも結局見えなくなったから
そこにある理由にはならないんじゃな
い？ぼくは，見えないっていうのが何より
もの証拠でやっぱり少しは存在がなくな
っていると思います。 

C2：でも「なくなる」って「どこいったの？」
って話になるから。なんか納得できない。 

C1：②の実験だと「あるか」「ないか」はわか
るかもしれないけど，「すべてあるか」を
確かめるのには向いてないと思います。 

C2：「少しはなくなる」っていう予想の人もい
るし，重さの実験をする方が前と後で重さ
が変わらなければ「すべてある」って証明
できるし，シンプルでいいと思います。 

C3：それでいいと思うけど，溶けたものが本当
に蒸発したら取り出せるのかは確かめた
い。 

C4：それじゃあこの課題の結論が出てから，溶
けたものが取り出せるかを確かめたらど
う？ 
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しをもった姿である。C3・C4 児童は本単

元において解決すべき問題を自分たちで創

りだしている姿である。 

 実験場面では，すべての班で食塩を水に

溶かす前後で重さが変わらない結果を得た。

結果から考察する際に，見えなくなった食

塩をイメージ図でかき表してみると，液体

を「粒として見る」という見方を働かせて

説明する児童が多くいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のようなイメージ図を用いて，「見え

ないけどそこにある」「粒として見る」見方

を働かせて，「見えなくなった食塩は水の中

にすべてある」と結論づけた子どもたち。

問題設定から結論導出までの問題解決の中

で，随所に「理科の見方・考え方」を働か

せて得た一連の学びを「深い学び」を実現

している姿であるととらえた。 

２）食塩が水に溶ける量には限りがある

のだろうか。 

図５のイメージ図③をかいた児童の考え

をもとに，「食塩が水に溶ける量には限りが

あるのか」を確かめることを共有し，問題

を設定した。予想を共有している場面の発

話の一部を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちは，本単元における学びや海

水という自然の事物などを根拠にしながら

予想を立てている。この議論の中にも，質

的・実体的な視点で捉えている姿や関係付

けをしている姿などが見て取れる。「理科の

見方・考え方」を子どもたち自身が意識し

て思考している訳ではないかもしれないが，

確実に「理科の見方・考え方」をすること

ができるようになってきていると捉えるこ

とができる。 

議論の中にもあるように「水の量によっ

て食塩の溶ける量が決まるのでは」という

食塩と水の粒子が
それぞれ 1対 1でペ
アをつくることで
食塩水となり，見え
なくなると考えて
いる児童のイメー
ジ図。 

食塩と水の粒子が
食塩 1に対する水
との組み合わせ数
は決まりがないと
考えている児童の
イメージ図。 

イメージ図①の児
童と基本の考え方
は一緒であるが，ペ
アが作れないこと
で食塩が余ること
を考えている児童
のイメージ図。 

図３ イメージ図① 

 

図４ イメージ図② 

 

図５ イメージ図③ 

 

C1：前にアクリルパイプに食塩を入れていった
ときに，溶ける時間がだんだん長くなって
いったから，限りがあると思います。 

C2：見えないけどそこにすべてあるっていうこ
とは前回確かめられて，あるってことは入
るスペースが決まってるわけだからいつ
かは溶けなくなると思います。 

C3：○○さんのイメージ図で言うといつか水が
足りなくてペアができなくなると思うの
で限りはあると思います。 

C4：食塩と水で液体になったわけだから，液体
には時間がかかっても溶けると思います。 

C5：海水から食塩ができるけど，海では大量の
食塩があるわけで，食塩が下にたまってい
るのなんて海で見たことがないから限り
はないと思います。 

C6：でも海にはその分大量の水があるわけだか
ら，食塩がたまってないんじゃない？ 

C7：ぼくも C6 さんみたいに思っています。限
りがないって考えている人は，食塩が水よ
り極端に多くても溶けるってことなので，
それはさすがに無理な気がします。水の量
によって溶ける量は決まると思います。 
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考えから，水 50mL に対して 5g ずつ食塩

を足していくという実験方法を共有し，実

験を行った。結果を共有した後の子どもの

ノート（図６）からもわかるように，結果

をもとに結論を導き出し，イメージ図を使

ってその原理に迫る思考を多くの子どもが

していた。中にはノート 3ページに渡って

考察を書く児童もいた。このように，一つ

の問題解決において，結果という事実から

自分の考えを巡らせ，その考えをノートに

表現し，他者と交流していくことも「深い

学び」を実現するための大切な要素である

と再認識した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ おわりに 

 本実践を行うなかで，「深い学び」を実現

するために「理科の見方・考え方」を働か

せることに重きを置いた。板書（写真２）

にも多くの「見方・考え方」シートを位置

づけた。紙面の関係で紹介はできなかった

ものの，本単元の終末に差し掛かると，子

どものノートのなかに「粒として見ると」

や「多様性という視点で」「共通点としては」，

「何回も調べ法の考えで」「比較すると」な

ど「理科の見方・考え方」を自覚的に働か

せている表記が見られるようになってきた。

これらの「見方・考え方」も他単元で，他

教科で，他学年で繰り返し働かせることで

「自在」に働かせることができるようにな

っていくのだろう。また，それらを働かせ

て実現される「深い学び」の一部分を切り

取ることは難しく，やはり一問題解決，一

単元といったある程度長いスパンで実現さ

れる学びなのだと感じた。まだまだ手探り

な状態での授業改善ではあるが，今後も「理

科の見方・考え方」を働かせるとは，そし

て「深い学び」とは具体的にどのような子

どもの様相なのかを考えながら授業に臨み

たい。 

 

 

 

 

 

 

参考・引用文献 

文部科学省（2017）『小学校学習指導要領

解説理科編』 

木下順由（2016）「問題解決の能力を見取

る実践事例－第 6学年推論する力に着

目して－」『理科の教育』9月号，東洋

館出版社，26-28 

写真２ 第 8時の板書 

 
図６ 子どものノート 
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４年 「ものの温まり方」 

～一点だけを温める方法～ 

 

   千葉市立誉田小学校 前川 良平

１ ものの温まり方 

本単元は，金属と水，空気がどのように温ま

っていくのかを調べる学習である。そして，金

属は伝導，水と空気は対流を伴うという温まり

方の違いに気付くことをねらいとしている。今

回は，水の温まり方に焦点化して，実践提案と

ともに観察・実験の動画を考えていければと思

う。   

児童にとって，金属の温まり方は蜜蝋や蝋な

どを塗って，視覚的にも理解しやすい。しかし，

水や空気は温まり方を納得いくまで理解するに

至るという段階まで追究させることは容易では

ない。特に空気は直接，目には見えない。そこ

で，水に重点を置いて追究し，その後，空気も

水と似ていると気付かせていくことで，空気の

温まり方を具体的にイメージできるように支援

していきたいと考えた。 

２ 自作の器具の作り方 

まずは，使用する道具を以下に示す。 

③ 材木 ②段ボールカッター 

③のこぎり ④のみ ⑤やすり 

⑥釘 ⑦木ねじ ⑧銅線 

⑨ニクロム線 ⑩ワイヤー 

 のみ，のこぎり，ニクロム線以外は，すべて

100 円ショップで手に入れたものなので，週末

のお手頃 DIYという感覚で作ることができると

思う。 

 次に，完成図と実験の様子を写真で見ていた

だきたい。電熱線を使うので，電流の強さを連

続的に調整が可能であることも優れた点である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 では，具体的に作り方を説明していきたい。

右のように，糸鋸で木材

に１ｃｍ程度の幅の切込

みを入れて，のみで叩い

ていく。すると，凹み（ほ

ぞ）ができる。100 円シ

ョップの板なので，技術的にも困らずに２か所，

凹みを作ることができるだろう。 

観察・実験講座 
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図で表すと，上

のようになる。 

 そのほぞの

部分に，上の写

真のように木

材を両側に入

れていく。その

際，いくつかの

穴をキリで開けておくとよい。そうすることに

よって，温めるときの試験管の角度を細かく調

節できるからだ。 

 次に上の写真の赤枠で囲んだ部分（ヒーター）

の作り方を説明していく。 

銅線を写真のよ

うに通して，金魚

すくいのポイの

ような形にする。

銅線の先端を輪にしておく。そうした方がニク  

           ロム線を両端につなげ 

 

 

 

 

るときに使う，はんだがのりやすいからである。

左下の写真のように，細めのニクロム線を銅線

に巻き付けて両端をつなぐ。その時，コイルに

することで効

率的に熱源を

作るわけであ

る。竹串にで

もニクロム線

を巻き付けていくと，簡単にコイルはできる。

最後に，銅線とニクロム線を結んだ部分が固定

されるように，はんだ付けしていく。 

 この器具は，電熱線なので，電源装置につな

げて使用することになる。前ページの大きな写

真にあるような形にして，電源装置につなぐた

めの線を付けていって

完成である。 

 実際に動かしている

様子を動画で作成した

ので，ぜひとも実践に生

かしていただければ幸

いである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/HRI73iQI5MA
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「わたしのアサガオ」 

～入門期，何を大切にしなければならないか～ 

金沢大学 松本 謙一 

１．内容の系統性 

(1) 幼稚園・保育園との関連 

 花や野菜を栽培した経験のない児童はい

ないと思われるが，「〇〇な花が咲いてほし

い」などと自分の願いをもち，願い達成のた

め「自分の責任でお世話を続けた」という経

験をしている子供はほとんどいない。 

(2) 本単元 

 本単元は，内容（７）を受け，一人一鉢で

アサガオを種まきから種取りまで責任をも

って世話をする活動を５月上旬～９月にか

けて継続的に行い，それらが育つ場所，変化

や成長の様子に関心をもって働きかけるこ

とができ，それらは生命をもっていることや

成長していることに気付くとともに，生き物

への親しみをもち，大切にしようとすること

をねらったものである。 

  ＜資料１＞単元の概要 

 

(3) 3年生以降の学習との関連 

 Ｂ区分｢生命｣，３年「植物の成長や体のつ

くり」４年｢季節による植物の成長のちがい｣

５年「発芽や成長の条件」６年｢体のつくり

と環境との関わり｣などの見方や考え方に繋

がっていく。 

２．資質・能力を育てるために 

入門期，どんなことを大切にして指導に当

たる必要があるだろうか。ほとんどの子供は，

このあと大学までずっと『学校』で学ぶこと

を考えると，1 学期は子供にとって「学校っ

てどんな所か？」を認識することにも繋がる

重要な時期と言えよう。私は以下の２点が重

要だと考える。 

① 幼稚園・保育所と同じように，試行錯誤

を繰り返しながら，自分の願いを達成して

いくことができる時間と空間，そして多様

性が認められているところ。 

② 学ぶ前はできないのが当たり前，みんな

同じ。できないからやらないのではなく，

みんなで学び合いながらチャレンジして

いくところ。 

 子供たちは，授業のねらいを知らない。教

師の投げかけや単元導入時の約束を信じて，

願いを達成していく。その過程で，『主体的

で対話的で深い学び』を繰り返しながら，つ

けたい資質や能力を自然につけていく必要

がある。 

 

 

http://nisshori.sub.jp/memb1/201804/20180429.docx
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３．授業の実際 

石川県中能登町立鹿西小学校近江芳子先

生の実践（近江 2018）を例に紹介する。 

(1)アサガオを育てるのが楽しみだな  

① 導入の流れ 

単元の導入では以下の３つのプロセスを

経て行う。 

【場面１】：願いを膨らませる 

単元名を提示し，まず児童にどんなアサガ

オを育てたいのか，自由に語らせ，自分のア

サガオへの願いを膨らませた。 

【場面２】：『育てる過程』へ関心を高める 

小さな種を提示し，種から大きく成長し，

きれいな花が咲くことを伝え，育てていくプ

ロセスに興味をもたせる。 

【場面３】：『単元を貫く約束』を提示する 

一人一人に配る鉢を見せ，幼稚園と異なり

「自分のアサガオは自分で育てる」という単

元を貫く約束を知らせることで，チャレンジ

していこうとする意識を高める。 

② 指導のポイント 

【場面３】で，「私は育て方が分からない。」

などと，心配の子供が学級の中には必ず存在

する。このような子供たちにどう対応すれば

よいのだろうか。 

 「みんなで教えてあげよう」では，一時的

な解決になっても，「学校では分からないこ

とは先生に伝えれば解決してくれる」と，短

絡的な子供の学びにとどまってしまう。 

 ここでは，以下のような対応が望まれる。 

 1）（楽しみな仲間も）みんな育て方を知

らないことを明示する 

 2） まだ勉強していないのだから「知ら

ないのは当たり前」であることを伝える。 

 3） 学校は，知らないこと，できないこ

とを，みんなで勉強して，チャレンジす

るところであることを伝える。 

言ったところ，これまでとの違いから不安に

思った児童がでてきた。【場面３】では，「学

校はできなくて当たり前」という意識をもた

せることで不安感をぬぐうような，言葉掛け

をした。 

（2）何色の種をいくつ植えようかな 

「真っ赤なアサガオ」→ 種の準備 

「大きな花」 → 植える種の数を少なく

「たくさんの花を」→ 植える種を多く 

など，多様な願いをもたせたからには，何と

かして願いを達成しようと工夫できる場が

必要になる。 

 植える種の深さは「指導」すべき内容だが，

種の数は教師が限定すべき内容ではないと

考える（ここでは，２～６個とした）。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
【写真１：８枚のアサガオの写真を提示した後 

感情をあらわにしている子供の様子】 
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具体的な写真提示により，より自分の思

い・願い・夢が実現しそうな予感を感じたか

らこそ，このような反応になったと考える。 

（3）どの種にしようかな 

大きく育って欲しい子供は大きな種を選

択したり，模様がある種や変わった形の種を

選択したりしていく。みんな自分の願いにあ

った種を，思い思いに選択していくのである。 

種をスケッチするためではなく，自分の種

だからこそ，児童はみな真剣に種を観察する。

そして，それぞれの理由で種を選んでいく。

この自己決定が自分の願いの達成につなが

っていくと考えているからこそ，真剣な活動

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）「僕の鉢だけまだ芽が出ない・・・」 

同じ日に種を植えると，同じ日に発芽する

はず・・・と考える子供たち。実際はそうは

いかない。みんなが発芽して喜んでいる中，

中々発芽せず困っている子供は，ぜひ授業で

取り上げたい。 

既に発芽していて喜んでいた子供も，発芽

しない友達の気持ちを推し量り，優しく励ま

す，声をかけるといった授業が想定される。 

ここに学級としての育ちが生み出されて

いくのである。 

実際の授業では，「僕の種さん，僕とおん

なじで『恥ずかしがり屋』なんだね。早く出

てきてね・・・」と発言し，授業を終えた。 

2日後，ついに発芽したこの子供の喜びを，

仲間みんなで喜び合う姿が見られた。 

 類似の授業は，『教室で一番早く花が咲い

た子供』を取り上げる場面でも指導ができる。 

（5）鉢の場所をどこに移動しようかな 

 全員の芽が出たので，これまで横一列に並

べて置いていた鉢を，決められた範囲の中を

自由に移動してもよいことにした。図３に最

初の鉢の場所と，C6 児の移動の様子を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図 2 鉢の場所と C6児の鉢の移動経過） 

 子供たちは，必ずしも科学的とは言えない

が，成長具合を考慮しながら，自分の意思・

判断で，様々な観点から鉢の移動を繰り返す。 

（6）不思議なことを見付けたよ 

 アサガオの世話を続けていく中で，子供は

様々な発見をしてくる 

【写真２：真剣に自分の種を選んでいる子供の様子】 
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・ 土の中に入れた種が，双葉の『帽子』になっ

て出てきたよ 

・ 双葉の形や色が違うよ！何で？？花の色と

関係するのかな 

・ 最初の葉と，次の葉の形や手触りが違うよ。

この次はどんな葉がでてくるかな 

これらの発見を取り上げ紹介していくこと

で，子供の観察眼は研ぎ澄まされていく。 

（7)間引きをしようかな？でも，かわいそう 

  間引くことで大きく育つことは教える必要

がある。しかし，『間引かれた苗がかわいそ

う』と思う子供もいる。何を大切に世話をし

ていくかは，子供に任されているのである。 

（8) 集めた種，この後どうしようか？ 

まず，取れた種の数を話題にすることで，

少ない苗から多くの種ができること，人間と

の違いなどについて子供は話してくるだろう。     

更にここで，できた種をこの後どうするか

について話し合う。すると，①自分のものに

したい，持ち帰りたい ②僕たちももらった

から，年長さんにあげたい ③どちらもした

い，などの意見が出てきた。 

どの意見がよいというわけではない。どう

したいかを話し合う中で，これまでの活動の

意味を問い直すことが大切なのである。 

教師から「〇〇を作ろう！」と投げかけて

しまっては，その子にとっての学びを振り返

ることには繋がりにくいのである。 

(9) まだ生きているよ！また，芽が出たよ 

 枯れてきている鉢をどうするかについて

話し合う。 

・ まだ生きているからお世話を続けたい 

・ また，赤ちゃんの芽が出てきたよ 

など，様々な活動が展開されていく。 

 教師が「片付けよう」と投げかけたとき，

考えを述べる子供を育てていきたい。 

４．本単元における資質・能力の評価 

近江先生の実践における事後アンケート

から，以下の２点の特徴的な結果が見られた。 

(1) アサガオの育ち具合に関係なく，この

活動が楽しかったと捉える子供が多かった

こと（アサガオの育ちと子供の満足度に相関

性がないこと）。 

(2）子供の活動で特に楽しかった活動を挙げ

させたところ，心に強く残った活動は，全て

「願い達成のための自己決定にかかわるも

の」であったこと。 

 これらのことから，「将来の理科や社会な

どの学習に繋がる活動」という視点ではなく，

あくまで，「子供一人一人自分の願いを達成

していくための活動」という視点で単元を構

成することが効果的であると言える。 

 ただ，だからといって，「アサガオの種類

による双葉の形の違い」「双葉と本葉の違い」

など，活動中に見付けた子供の気付きを取り

上げ広げることも，子供の自然への関心を高

め，自然を見つめる目を研ぎ澄ます上で重要

であることも忘れてはいけない。 

参考・引用文献 

近江芳子（2018）小学校入門期における主体的・対話的

で深い学びを促す学習展開の一考察，金沢大学大学院

教職実践研究科修了報告書（印刷中・手記） 
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身の回りの生物 

～しぜんのかんさつ～ 

新潟大学教育学部附属新潟小学校 竹内 義雄 

１．内容の系統性 

本単元は理科入門期に初めて実施される

単元である。この単元は，小学校から中学校

へと続く理科学習において，中心的な活動と

なる観察の基礎を学ぶ。 

合わせて，生命の連続性，動植物の差異点

や共通点，生物と環境との関わりなど，本単

元と関連する学習も多く，その重要性や系統

性を大切にして扱うようにしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．見方・考え方とその指導 

本単元では，種子や成長の変化に着目し，

それらを比較することで問題を見い出し，主

体的に追究していく。 

例えば，子どもが花を見たときに，次のよ

うなとらえ方をすることが考えられる。 

A 「白い花だな」 

B 「花びらは何枚あるな」 

C 「昨日までつぼみだったのに，今日は

しっかり咲いているな」 

D 「この花はこの周辺だけに咲いている

な」 

言うまでもなく，Aは質的な見方，Bは量的

な見方，Cは時間的な見方，Dは空間的な見方

であり，このような見方でとらえたことを比

較して考えることが本単元で働かせる見

方・考え方である。 

この見方・考え方は，今後の理科学習で十

分に活用されるものであるが，それらを教師

４年「季節と生物」 

・動物の活動と季節 

・植物の成長と季節 

３年「身の回りの生物」 

・身の回りの生物と環境との関わり 

・昆虫の成長と体のつくり 

・植物の成長と体のつくり 

 

中学１年「生物の観察と分類の仕方」 

・生物の観察 

・生物の特徴と分類の仕方 



 

34 ● 初等理科教育 18.4/5 ● 

が価値付けてこそ，子どもは自分がしている

見方・考え方を自覚する。自覚させることで，

初めて見方・考え方を自ら働かせて，事象を

とらえることができるようになる。 

３．授業の実際 

子どもにとって本物の事象を観察し，課題

を見い出させることは思いの外難しいこと

が多い。対象が植物のような静的なものであ

るか，昆虫のような動的なものであるかによ

っても違う。 

当校では，タブレット端末を用いた学習を

推進し，一人が一台のタブレット端末を用い

た学習を行っている。虫眼鏡や鉛筆，紙とい

ったアナログな道具に加えてタブレット端

末を用いながら子どもに様々な見方・考え方

を引き出させ，資質・能力を育てる学習活動

を行う。例えば，離れた場所にある植物の葉

の形や色を，撮影した画像を使って比較し，

仲間分け(分類)の際に役立てる。 

 

春の植物の葉の形を観察している様子 

 

◆課題をつかむ 

課題をとらえさせるために，具体的には，

チューリップやタンポポのイメージと実物

の差を感じさせる。これは筑波大附属小の

佐々木教諭や森田前副校長がよく行ってい

る方法である。こうすることで，「本物には

よく分からないことがある」ことに気付かせ

る。それによって，子どもは「自然はもっと

観察すると他にも面白いことが見つかるか

もしれない」と対象に迫っていくようになる。  

単元の冒頭，子どもに，「前庭に咲いてい

るチューリップを見た人はいますか」と問い，

何人もがチューリップの咲いている様子を

見たことを確認した。そこで，「みんなが見

たチューリップはどんな様子でしたか。この

画用紙に描いてみて下さい」と，はがきより

少し大きめの画用紙を渡して描かせた。する

と，鉛筆をもったとたん子どもは悩み出した

のである。 

「うーん，たぶんこうだと思った」 

「あれぇ，どうだったっけ」 

子どもが発するこうした疑問は，実は見

方・考え方が引き出される瞬間でもある。言

葉にはならなくても「何枚だったっけ」と考

えていれば，量的に花の構造を見ようとして

いるし，「どんな色だったっけ」となれば質

的に見ようとしているのである。こうした様

子を見て「どうしたいですか」と問うと子ど

もからは「本物を見に行きたい」という声が

挙がった。そこで，すぐに連れて行きたい気

持ちをぐっとこらえて，  

「なぜ，本物をみたいと考えたのですか」 

と問いを引き出すようにする。子どもは， 

「花びらの枚数がはっきりしないから」 

「どんな色だったかを確かめたいから」 
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などと自分が何を見たいか，どこを見たい

かがはっきりと自覚できる。このように目的

を意識できたら，初めて本物を観察するため

に連れ出すのである。このとき，先ほど描い

た紙の裏側に本物を観察したチューリップ

を描くように伝える。 

  

 

 

 

 

 

 

 

左が観察前，右が観察後のスケッチ 

多くの子どもは花びらの形や大きさ，枚数

に目を向けながら観察スケッチを完成させ

ていく。ほとんどの子どもが観察前と後で自

分のスケッチが変化したことに気付く。そし

て，再び，観察したいと考えるようになるの

である。じっくりと観察するとたくさんのこ

とに気付くことができ，それが楽しいと感じ

るからだ。 

 

 

 

 

 

 

観察後のスケッチで内部を描いた部分 

はじめはチューリップを側面から見た絵

を描く。しかし，本物を観察した後では，上

の図の様に花の内部の構造もスケッチして

いる。花の中にも興味・関心が拡がったので

ある。 

  

観察をしてみて気付いたことを書く様子 

 

◆時間的・空間的な見方を促す 

ここで 45分の授業が終わる。ほとんどの

子どもが描き終えるが，子どもの中には「も

っと描きたい」「まだ描ききれていないとこ

ろがある」と訴えてくる子どもがいる。そこ

で，タブレット端末を用いて，その時のチュ

ーリップの写真を撮影させておく。 

日を改めて観察に行く。「前回の授業の続

き」として行くが，ここで子どもは新たな発

見をする。 

「前に見たときと違う」子どもがこう話し

たときに，何が違っているかと問うと，すか

さず植物のあちこちを指さしながら「前はこ

こが～だった」「そこが･･･だった」という。

しかし，これでは伝わらないと話すと，気付

いた子がタブレット端末を取り出して写真

を示し， 

「ほら，前はこうだったのに，今日のチュー
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リップはここが変わっている」 

と明確に説明する。前回の学習では，質的に

見たり，量的に見たりすることを価値付ける

ことができるが，こうして写真を比べること

で時間的，空間的な見方を働かせて植物の変

化や分布についても考えることができると

価値付けることができる。このような学習は，

タブレット端末を用いることができれば容

易に行えることだが，教師が写真を撮影し，

子どもに渡すことでも十分に対応できる。 

 このように，子どもがもっている見方・考

え方を引き出し，活用させてきた。そうして，

どんなことができるようになったかを価値

付けて自覚させていくことで，子どもは見

方・考え方を必要に応じて，引き出し，活用

することができるようになるのである。 

４．本単元における活用場面 

 植物の観察での子どもの追究の様子を中

心に述べてきた。植物の種類を比較したり，

成長の様子を記録したりする活動は，動物の

種類や成長の観察にも活用できる。 

 飛び回る昆虫の中でもチョウなどの危険

があまりない生き物や，ハチのように危険を

伴う生き物。子どもにとってこれらの生き物

を観察したいという気持ちもある。 

 そこで始めにどんな姿だったか，どんな動

きをするかなどを予想させる。子どもにとっ

て，植物の学習を十分に行ってきていれば，

予想することが十分にできるようになって

くる。また，こうして予想することが理科の

学習では必要な流れなのだと感じさせるこ

とも重要である。 

 予想すると，足の本数や色，形，動き，い

るところなど多くのことに「分からない」が

あることに気付く。ここで観察の視点をもつ

見方・考え方が発揮される。そこで，実際に

行ってみる。採集できる生き物ならば手にと

って観察するといい。動きが速かったり，危

険な動物だったりする場合は写真撮影し，比

較する。こうすることで，子どもは，身近な

生き物について，質的，量的，時間的，空間

的な見方を必要に応じて引き出し，比較して

考え，生きものの体のつくりをとらえていく。

このとき，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

を身に付けるという資質・能力を育成するこ

とが出来ている。これは，植物の観察から身

に付いた資質・能力が動物の観察へと転移し

た姿とも言える。合わせて，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

養うという資質・能力の育成も行われる。 

 新学習指導要領で言われている「深い学び」

とは，こうした見方・考え方を引き出し，理

科の目線で考え，追究することに他ならない

と考える。子どもの見方・考え方の傾向を把

握し，それを価値付けて，学習に生かしてあ

げられるようにすることがこれまで以上に

求められるようになっていく。 

参考・引用文献 

文部科学省（2017）『小学校学習指導要領解

説 理科編』，大日本図書 
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身の回りの生物 

―植物の育ち方①― 

新潟大学教育学部附属新潟小学校 加藤 聡 

１．内容の系統性 

本単元は，生活科「（７）動植物の飼育・

栽培」の学習を踏まえて，「生命」について

の基本的な概念等を柱とした内容のうちの

「生物の構造と機能」，「生命の連続性」，「生

物と環境の関わり」に関わるものである。以

下のような系統性を踏まえて，新学習指導要

領では，植物の成長のきまりや体のつくりに

ついて理解を図るとともに，問題を見出す力

や生物を愛護しようとする態度を育成する

ことをねらいとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．見方・考え方とその指導 

本単元に関わる「生命」を柱とする領域に

おける「見方」は，主として多様性と共通性

の視点で捉えることとなっている。また，問

題解決の過程において働かせる「考え方」に

ついては，３年生では問題を見いだす際に

「比較する」考え方を働かせることとなって

いる。 

本単元では，理科の「見方・考え方」であ

る複数の種類の植物を比較し，多様性と共通

性の視点で植物を観察し，差異点や共通点を

探す活動の中で，育つ過程には一定の順序が

あることや体のつくりのきまりを捉えさせ

たい。特に，多様性の視点では，植物の体の

つくりに違いがあること，そのために，ヒマ

ワリとホウセンカを育て，それらを比較しな

がら学習を進めていく。一人が一種類の植物

２年生活科「動植物の飼育・栽培」 

・動物を飼ったり植物を育てたりする。 

・変化や成長の様子に関心をもって働

き掛ける。 

 

３年「身の回りの生物」 

・身の回りの生物と環境との関わり 

・昆虫の成長と体のつくり 

・植物の成長と体のつくり 

４年「季節と生物」 

・動物の活動と季節 

・植物の成長と季節 
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を育てるようにするが，他方の植物を育てて

いる友達とペアを組み，観察する植物を交換

しながら観察したり一緒に世話をしたりす

ることができるようにしていく。 

比較し，差異点や共通点を見いだすために

は，どの視点で植物を観察すればよいのかを

明確にする必要がある。そこで，３年生の最

初の理科で，観察の視点について話し合った

結果，以下の視点が挙がった。 

 

 

 これらの視点を意識させながら，観察を進

めていくことにした。 

３．授業の実際 

（１）たねをまこう 

単元の導入では，本単元で扱うヒマワリと

ホウセンカの種を一人に一つずつ配り，ヒマ

ワリとホウセンカの花の写真を提示し，どち

らがどの種かを尋ねた。 

 

児童は，ハムスターを飼育していたときの

生活経験や，生活科でアサガオの花が咲いた

後に種ができた経験から，花の大きさと関係

付け，大きい方がヒマワリで小さい方がホウ

センカの種であると予想した。これは，既習

の内容や生活経験を基に根拠のある予想を

発想した姿である。 

その後，種の様子を観察させた。このとき，

両方の種を観察させることで，比較という

「考え方」を促し，児童は，大きさや色，形

など様々な視点で差異点を見付けることが

できた。 

 

 

【多様性に気付きやすい視点】 

・葉や花の形を見る。 

・葉や花の色を見る。 

・大きさを見る。 

【共通性に気付きやすい視点】 

・前に観察したときとの変化を見る。 

・目で見たことだけでなく，触った感

じやにおいを調べる。 

Ｃ 大きい方がヒマワリの種だよ。だっ

て，家のハムスターのえさにヒマワリ

の種が入っている。 

Ｃ ホウセンカの花は小さいから，小

さい種がホウセンカだよ。 

Ｔ どうして花が小さいと種が小さい

と思うのですか。 

Ｃ アサガオの時も花がさいた後に種

ができたでしょ。花が大きいと（その

後にできる）種も大きいと思う。 
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（２）芽がでた 

本葉が出てきたころ，芽の観察をさせた。

この時も，本人が植えたものだけでなく，ペ

アの子の芽も観察するようにした。これは，

本葉の付き方に共通点を見いださせるため

である。  

 

児童は，子葉と本葉の違いに気付くととも

に，ヒマワリもホウセンカも，本葉が子葉の

向きと直角に出ているという共通点に気付

き，葉っぱが重ならないようになっているの

ではないかと考えた。そこで，どうして重な

らないように出ているのかを尋ねた。児童は，

「交互に出た方が日光が当たりやすい」，「風

が通りやすい」，「雨が当たりやすい」など植

物のまわりの環境と関係付けて予想をもつ

ことができた。 

その後，これからどのように育つかを問う

と，「花が咲く」「もっと伸びる」「葉が大き

くなる」などの予想をもった。そこで，どの

ように成長するのかを観察するとともに，葉

の付き方にも注意して観察していくよう呼

びかけた。 

 

（３）茎が伸びてきた 

 育てている植物を観察する際には，必ず葉

の付き方にも注目して記録するように助言

した。児童は，観察の視点を基に，ヒマワリ

やホウセンカを観察し，様々なことに気付い

た。その中で，葉の付き方については，以下

のような記述が見られた。 

 

 

これらは，観察の視点である，大きさ，色，

変化に着目して観察した結果である。そこで，

ヒマワリとホウセンカに共通しているとこ

ろはどこかを尋ねた。すると， 以下のよう

に発言した。 

 

・下の方の葉は，茶色くなって枯れてき

ている。 

・子葉は枯れて小さくなっている。 

・ホウセンカは先っぽの葉は小さい。 

・どんどん大きい葉が出てくる。 

・ヒマワリは太陽の方に向いている。 

 

Ｃ 下の方の葉は，茶色くなって枯れて

きている。 

Ｃ 新しい葉が上から出てくる。 
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 そこで，「芽が出た」の頃の観察記録を見

直させ，芽が出た頃の葉の付き方と比較させ

た。すると，児童はヒマワリもホウセンカも

発芽の頃と同じで交互にいろいろな方向に

葉を出していることに気付いた。そして，太

陽の方に向いていることから，「日光がよく

当たるように葉を交互に出しているのだろ

う」という考えをもつことができた。成長の

様子を観察しながら，ヒマワリとホウセンカ

の共通点，芽が出た頃との共通点を基に，太

陽の動きや葉の向きなどを関係付けて考え

を導いたのである。 

４．本単元における活用場面 

 ここでは，関係付けるという考え方を活用

させて問題を解決する場面を設定した。 

具体的には，ヒマワリとホウセンカの苗を

畑に植え換える場面での活動である。 

◆畑に植え換えよう 

 ３年生の畑は２カ所あり，南北に並んでい

る。そこで，どちらに何を植えればいいかを

児童に尋ねた。 

 

 

「どんなところがよく育つと思うか」と尋

ねることで，日光がよく当たるところがよく

育つという生活経験と，既習の「太陽の動き」

の学習内容とを関係付けて考えることがで

きた。そして，ホウセンカやヒマワリの茎丈，

葉が交互に生える意味などの情報も活用し，

どちらもよく日光が当たるようにするため

の工夫を考えて，それぞれの植物を植える場

所を決めることができた。 

その日の観察記録には，以下のような記述

が見られた。 

 

  

参考・引用文献 

文部科学省（2017）『小学校学習指導要領解

説 理科編』，大日本図書 

Ｔ みなさんは，どんなところに植えた

らよく育つと思いますか。 

Ｃ 日光によく当たるところ。 

Ｃ ヒマワリは大きいから太陽のほうが

いいと思います。 

Ｃ だったら，ホウセンカは低いからヒ

マワリのかげになってしまう。 

Ｃ じゃあ，南側にホウセンカを植えて

北側にヒマワリを植えればいい。 

 

Ｔ どうしてそう思ったのですか。 

Ｃ そうすれば，背の低いホウセンカも

日光に当たるから。 

 今日は，ホウセンカを畑に植えました。

（中略）日光がよく当たるように，ホウセ

ンカは池の近く（南側）に植えました。ヒ

マワリは，大きくなるので広い方の畑に

植えていました。これからも，水やりをが

んばりたいです。 
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空気と水の性質 

～関係付ける対象を明確にし，意味理解を深める～ 

下関市立向井小学校 萱野 誠 

１．内容の系統性 

本内容は，「粒子」についての基本的な概

念等を柱とした内容のうちの「粒子の存在」

に関わるものであり，以下のような系統性を

もつものである。 

 

 

 

 

 

（以降，中学校への学びにつながる） 

 このような，目に見えない・見えにくい自

然事象を扱う単元において意味理解を深め

るには，事実をもとに「何がどのように変化

するのか」「変化の前後でどのような違いが

あるのか」丁寧につなぎながら学習する必要

があると感じている。 

２．見方・考え方とその指導 

第４学年およびこの単元における見方・考

え方については，学習指導要領をもとに，次

のように言うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 このような見方・考え方を養い，子どもた

ちが空気や水の性質について意味理解を深

めることができるよう，３つの支援を行った。 

【支援ア】空気鉄砲等で遊ぶ場を設定し，「働

きかけ」と共に気付きを記録するように促す

こと（“得られる手ごたえ”や“前玉が出る

様子”等との関係付け） 

【支援イ】空気や水に力を加えた時の，手応

えや体積の変化について，図や絵を用いなが

ら表現するように促すこと（関係を明確にし

た考えの表出） 

【支援ウ】空気や水について，子どもたちが

表現したものを分類して板書すること（共通

点や相違点への着目のしやすさ） 

学習指導案については，別添資料を参照し

ていただきたい。また，本稿は３年前の実践

の書き換えであることを申し添える。 

３．授業の実際 

空気や水の性質について，意味理解を深め

ることにつながった，第１次から第２次まで

小学校第４学年「空気と水の性質」 

・空気の圧縮 

・水の圧縮 

小学校第６学年「燃焼の仕組み」 

・燃焼の仕組み 

空気と水の性質について，問題解決の過

程の中で，質的・実体的な視点で捉える 

と共に，変化とそれに関わる要因を関係

付けたり既習の内容や生活経験と関係

付けたりする等しながら，様々な視点か

ら考えることができるようにする。 
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の学びを記す。 

① 空気は抜けているの？縮んでいるの？［第１次の学び］ 

まず，空気鉄砲等で遊ぶ場を設定し，働き

かけたことと共に気付きを記録するよう促

した。【支援ア】「ビーチボールを跳ね上げ

たりドリブルしたりできるのはどうして」と

問うていく中で，子どもたちは「空気をいっ

ぱい閉じ込めたビーチボールには，おしたり

投げたりした時に，はね返す力が出てくる」

といった，空気と力との関係を明確にするこ

とができた。 

空気鉄砲遊びでは，遠くへ飛ばそうと押し

棒を勢いよくつく子どもたちの姿が見られ

た。一方，押し棒をゆっくりついても遠くま

で飛ぶことに驚いたり，勢いよくついても前

玉が勢いよく飛ばないことに首をかしげた

りする姿も見られた。 

「空気が漏れると発射できないこと，押し

棒をついた時の手応えが変わること，玉をこ

める位置を変えると前玉の出る勢いが変わ

ること」について交流する中で，Ｆ児の「２

つの玉の距離を離しておくと，後玉が近寄っ

て飛ぶ」という気付きを紹介した。子どもた

ちの「どういうこと？」という反応をもとに，

前玉が発射する様子を捉えたスロー動画を

視聴した。（図１）

後玉が前玉に寄り

一瞬のうちに前玉

が発射される。複

数回視聴している

内に，前玉が飛ぶ

仕組みを説明しよ

うとする姿が見られた。そこで，その仕組み

について，押し棒を「つく前・ついている最

中・前玉が飛んだ時」で図示するように促し

た。【支援イ】「後玉におされた空気は筒の

中で縮まること，筒の中で縮まる空気は元の

大きさに戻ろうとすること，元の大きさに戻

ろうとする力で前玉が飛ぶこと」を確認しな

がら，ワークシートに図示する。それらのシ

ートを，筒の中の空気の量が変わらないもの

と，量が明確に記されていないものに分類し

て掲示した。【支援ウ】（図２）空気の量（○

の数で表現）が変わっている班のシートを見

て，前玉が飛ばないことを経験していたＹ児

は「空気が漏れているはずだ」と主張した。

言えることがまとまらない様子を捉え，前玉

が思ったように飛ばないことと空気との関

連を問題とし，学習の見通しを立てた。 

②  水と空気は似ているものかと思ったけれど，違うものなんだ！［第２次の学び］ 

 第１時では，筒の中の空気の体積が小さく

なる要因を調べた。「空気が漏れているのな

ら玉に勢いがなく落ちるだけ」「何回か前玉

は飛んだけれど，勢いよく飛ばない場合が多

かった」と，第１次の体験をもとに予想を述

べる。Ｔ児が提案した「前玉を飛ばないよう 

図２ 空気の量を視点に分類した板書 
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に固定して押し棒をつく」という方法に皆が

納得し，実験を始めた。押し棒をついた子ど

もたちは「固い，動かない」等の手応えや「手

を離すと後玉が戻ってきた」「後玉が勢いよ

く戻って押し棒が飛ばされたよ」等のおし縮

められた空気の力を体感していた。押し棒を

「つく前」「ついている最中」「ついた後」

の３段階に分けたワークシートに図示する

よう促した後【支援イ】後玉の位置を視点と

して分類された【支援ウ】（図３）シートをも

とに共通点に着目し「筒の中の空気は，前玉

を固定し後玉をおすと，縮む」「おし縮めら

れた空気は，元にもどろうとする力がある」

ことを導き出した。 

筒に閉じ込めた空気はおすと縮み，元に戻ろ

うとする力があることが分かった。その力で

玉が飛ぶことも分かった。空気の体積を変え

ても元にもどろうとする力はあるのかな。 

 これは，Ｙ児の振り返りである。前玉が飛

ぶ仕組みが分かったものの，第１次からもっ

ていた疑問を解決できずにいた。その振り返

りを取り上げ，第２時の課題とした。 

第２時において，第１次や第２次第１時で

の体験をもとに「空気の体積を変えても元に

戻ろうとする力はある」と考えていた。「ど

んなに体積を小さくしても元に戻ろうとす

る力はあるの」と問い返すと「閉じ込めてい

るのだから元にもどる力はあるはずだ」「体

積が小さいと，空気はおしつぶされるのでは

ないか」という考えに分かれた。後者は，第

１時で押し棒をついた後に元の位置まで戻

っていない後玉を見ている子どもたちの考

えである。第１時と同様に，前玉を固定して

実験を行った。各班が持ち寄ったシートを，

筒に閉じ込めた空気の量を視点に分類して

掲示する【支援ウ】と，子どもたちは共通点

を探り「どんなに空気の体積が小さくても，

閉じ込められた空気には元にもどる力はあ

る」ことを導き出した。この時間の振り返り

では，空気の体積が小さいときでもおし返す

力があることに驚きを感じつつ“体積が小さ

いときにはおし返す力がない”という考えを

修正していた。 

第３時では，筒の中に水を閉じ込めた場合

にもおし返す力があるのか調べた。水を閉じ

込め，前玉を固定し，押し棒をついて調べよ

うとする。ところが，一方に玉をこめ，筒を

水で満杯にし，もう一方に玉をこめようとす

ると，前玉が筒から落ちてしまうのである。

その様子を受け，注射器を使うことを提案し

た。 

第４時では，注射器を使った追究である。

注射器に水を入れ，ゴム栓で口を閉じて実験

を始める。すぐに「固い」というつぶやきが

各班から聞こえてきた。閉じ込めた水をおし

たときの手応えである。押し棒を「つく前・

図３ 後玉の位置を視点として分類した板書 
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ついている最中・ついた後」の段階で図示す

るよう促し【支援イ】その上で，押し棒をつ

いた後の変化で分類し，板書上に示した。【支

援ウ】（図４） 

共通点をもとに，それまでに見出した空気

の性質と比較しながら「押し棒は動かない。

水にはもとに戻ろうとする力はない」ことを

見出した。見出したことが明確になったた

め，「少し動いたのは，押し棒の先に付いて

いるゴムが（押し棒を）つくたびにペコペコ

と動く」ことに，再実験を通して気付くこと

ができた。 

このような学びを通して，空気や水の性質

について，自分たちの働きかけと関係付けな

がら追究することで明確にしていくことが

できた。 

４．本単元における活用の場面 

考えの表出のさせ方および分類 

表出のさせ方として，変化の前後に「中」

を入れることが，「後」に至る過程を表現す

ることにつながり，働きかけをもとにした，

その時点での空気や水の性質についての解

釈を引き出すこ

とにつながった。 

さらには，分類

の視点を明確に

することは，子ど

もたちにとって，

思考の整理しや

すさにつながり，「共通点からは“性質”を

見出すこと」「相違点からは“新たな疑問”

を生み出すこと」につながった。 

このようにして，働きかけによって得られ

た事実と，事実をもとにした考えとを丁寧に

つなぐ。その“丁寧につなぐこと”について

具体を考えることが活用のポイントとなる。 

 

第４学年 

「追究！空気と水の性質」 

学習指導案 

 

参考・引用文献 

□文部科学省（2017）『小学校学習指導要領

解説 理科編』 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou

/new-cs/1387014.htm 

■山口県教育委員会（2015）『小学校理科 

指導のポイント集』 

■山口県教育委員会（2017）『５分間の気付

いて学ぶ活動で変える理科授業づくり』

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/

a50900/sample/koujousiryou.html 

◇山口大学教育学部附属山口小学校（2014）

研究紀要「学びの実感がある授業をつくる」 

図４ 押し棒をついた時の変化（動かない・少し動いた）

の視点で分類した板書 

図５ ３つの段階で示す 

ワークシート 

http://nisshori.sub.jp/memb1/201804/20180444.pdf
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空気と水の性質 

～児童の思考に寄り添った教材提示の工夫～ 

山口大学教育学部附属山口小学校 森戸  幹 

１．内容の系統性 

 本内容は，｢粒子｣についての基本的な概念

等を柱とした内容のうちの｢粒子の存在｣に

関わるものであり，第６学年｢Ａ（１）燃焼

の仕組み｣の学習につながるものである｡ 

 

 

 

 

 

 

 

２．見方・考え方とその指導 

今回，紹介させていただく実践は平成２８

年６月に、当時の学習指導要領に基づいて行

ったものである｡現在の学習指導要領に照ら

し合わせてみると，第４学年および本単元で

求められる｢見方｣｢考え方｣は以下のとおり

である｡ 

本単元は｢粒子｣を柱とする領域に位置付

けられており，｢見方｣は主として質的・

実体的な視点で事象を捉えることであ

る｡第４学年の｢考え方｣として，自然事象

と既習の内容や生活経験とを関係付けた

り,自然事象の変化とそれに関わる要因

を関係付けたりすることが考えられる。 

上記のような｢見方｣｢考え方｣を児童が働

かせることができるように，今回の実践では

教材提示の工夫を支援として行った。具体的

には,｢児童の思考に寄り添い,児童が空気や

水の性質に着目することができるような教

材提示の工夫｣である。 

３．授業の実際 

ここでは，児童が空気の存在や空気や水の

性質に着目していった第１次と第２次の学

びの様子を中心に記す｡なお,児童が上記の

ような｢見方｣｢考え方｣を働かせている様子

についてはそれぞれの下線で示す｡   

①第１次第１時の学び 

はじめに，｢水道砲｣を 

用いて，自由試行する場 

を設けた｡水道砲とは， 

蛇口につないだホースの 

先にゴム栓をし，水を流  図１ 水道砲 

すことでゴム栓を飛ばす教材である｡児童は

はじめ，楽しみながらゴム栓を飛ばしていた｡

しかし，繰り返し飛ばしているうちに次    

４年｢空気と水の性質｣ 

・空気の圧縮 

・水の圧縮 

６年｢燃焼の仕組み｣ 

・燃焼の仕組み 
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第にゴム栓は飛ばなくなっていった｡その中

で，Ｋ児は，｢ホースの中の水を抜くと，ゴ

ム栓が高く飛ぶのではないか｣と考えた｡Ｋ

児はホースの中の水を抜いて試してみると

ゴム栓は高く飛んだ｡それを見た周りの児童

もＫ児の考えのよさに気付き,Ｋ児を真似て

ホースの水を抜いてゴム栓を飛ばした｡ 

 

 

 

 

 

 

 

図２ Ｋ児を真似て水を抜く児童 

 自由試行の後,児童は水を抜いた体験とゴ

ム栓が高く飛んだこととを関係付けて｢水を

抜くとホースの中に空間ができ，水の勢いが

ついてゴム栓が高く飛ぶ｣や｢水を抜くと空

気が入ってきて，空気の力でゴム栓が高く飛

ぶ｣と考えた｡しかし，｢なぜ,水を抜くとゴム

栓が飛ぶのかは分からない｣という児童も多

くいた。そこで，これらの児童の問題意識を

もとに，｢なぜ，水を抜くとゴム栓は高く飛

ぶのか｣について調べることとした｡ 

②第１次第２時の学び 

前時の活動の中で出た｢ホースの中を見た

い｣という児童の思いから，本時では図３の

ような透明な筒の水道砲を用いた｡実験では,

前時の活動を想起して,「水を抜く場合」「水

を半分抜く場合」「水を抜かない場合」の３

種類の水の量で栓の飛び方を比較した｡ 

 

 

 

 

 

図３ 透明な筒 図４ ３種類の水の量 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 水の量を変えて栓を飛ばす児童 

実験の中で，｢Ａは高く飛ぶはずだよ｣｢Ｃ

は水がいっぱいだから高く飛ばないと思う

よ｣と前時の体験や水の量と栓の飛び方とを

関係付けて考える児童の姿が見られた｡また,

水が触れていないのに栓が飛んだことから

｢筒の中の空気が栓を飛ばしているのではな

いか｣と考える児童が多くいた｡ 

③第１次第３時の学び 

前時の活動から，「筒の中の空気が栓を飛

ばしているのか」について調べていこうとし

た際，｢目に見えない空気が本当に筒の中に

あるのか｣と疑問に思う児童もいた｡そこで，

本時では｢筒の中に空気はあるのか｣という

学習課題を設定し，まず，筒の中の空気の有

無を確かめることとした。｢どうすれば,空気

があることを確かめられるか｣と児童に問う

と｢僕は，筒の先に風船を付けて，膨らむか

どうかで調べるよ｣｢風船だと中が見えない
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から僕はビニール袋をかぶせるよ｣と自由な

発想で実験方法を提案していった。自分達で

考えた方法を試す中で｢風船が膨らんだから

空気があるんだよ｣｢見て，ビニール袋に水に

圧された空気が入ってくるよ｣と，空気の有

無を確かめ，空気の存在を実感していった｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 空気の存在を実感する児童 

実験後には,全ての児童の納得のもと｢水

道砲は，筒の中に空気と水が入っていて，そ

の空気の力で栓を飛ばしているのではない

か｣という仮説を立てた。 

④第２次第１～３時の学び 

仮説を検証するために,｢空気と水を別々

に調べて行きたい｣という児童の思いから，

空気鉄砲を用いて栓の飛び方を調べる場を

設けた｡その中で｢押し棒で空気を圧すと反

発する｣ということに多くの児童が気付いた｡

しかし，この時の空気の様子を仲間に伝える

ことが難しかったので，筒の中の空気の様子 

 

 

 

 

図７ 児童がかいた空気のイメージ図 

をイメージ図で表すよう促した｡児童は空気

を圧した時の感覚と空気の様子とを関係付

けながら図７のようなイメージ図をかいた｡ 

各グループでかいたイメージ図を，表現の

仕方の違いで分類・整理し，黒板に示した｡

児童はイメージ図にある空気の縮み方の違

いに着目し，｢空気はどのようにして縮むの

か｣を調べたいという思いをもった｡そこで，

第１次で風船の中に空気を閉じ込めた体験

から，注射器の中に，空気に見立てた風船を

入れ，どのように縮むのかを確かめた｡実験

の結果，風船はつぶれずに，全体が小さくな

ったことから｢空気は圧されるとギュッと 

集まって縮まる｣｢空 

気は縮まると硬くな 

って，反発する｣とい 

う空気の性質を捉え 

ていった｡         図８ 空気を圧す児童 

⑤第２次第４・５時の学び 

 本時では水道砲の水も空気と同じように

圧し縮められるのかを調べた｡児童は，水が

流れたり，自由に動いたりする様子から空気

と同じように圧し縮められると予想した｡予

想を確かめるために空気の時と同じように

注射器の中に水を入れ，ピストンを押したが,

ピストンはびくとも 

しなかった｡｢固い！ 

水は全然押せない｣と 

空気との性質の違い 

を体感していった｡  図９ 水を圧す児童 

空気と水の性質を見出した後，｢水道砲の

栓がなぜ飛んだのか｣について,もう一度考
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える場を設けた｡児童は，｢水を抜くことで空

気が入ってくるのだよ｡そして，入ってくる

空気が多いほど圧し縮められて反発する力

も大きくなるから栓が高く飛ぶ｣と空気や水

の性質と栓の飛び方を関係付けて考えるこ

とができた｡ 

４．本単元における活用場面 

 今回の実践では，児童の思考に寄り添って,

教材を以下のように提示していった。 

①第１次第１時 

・「水を流すと栓が高く飛ぶ！面白いな」｢なぜ 

水を抜くと栓が飛ぶのかな」という思いを引き 

出すために中の見えない水道砲を提示した。 

②第１次第２～３時 

・「筒の中を見たい」という児童の思いから，中

が見える透明な筒の水道砲を提示した。 

③第２次第１～３時 

・｢筒の中を空気だけにして,空気が栓を飛ばすの

か調べたい｣という児童の思いから,空気鉄砲

や空気に見立てた風船を入れた注射器を提示

した｡ 

④第２次第４時 

・「筒の中を水だけにして,水も空気と同じよう

に圧し縮められるのか調べたい」という児童の

思いから,水を入れた注射器を提示した。 

 児童は,はじめ,興味・関心をもって水道砲

を体験し,「なぜ,水を抜くと栓が飛ぶのか」

という水道砲の仕組みに着目していた。しか

し,あえて中を見せない教材を提示していた

ことから，児童は「筒の中はどうなっている

のだろうか」と筒の中の様子に着目していっ

た。そして,筒の中が見える教材を提示し，

筒の中の空気や水で栓が飛ぶ様子を確認さ

せたことで，児童は「筒の中の空気や水に栓

を飛ばす力があるのだろうか」と,次第に空

気や水そのものに着目していくようになっ

た。そこで,空気鉄砲や注射器を提示し,空気

や水を圧し縮めたときの体積や圧し返す力

の変化を調べる活動を設定したことで，それ

らを関係付けながら，空気や水の性質を捉え

ていったのである。 

児童がどのようにして，空気や水の性質に

着目していくかをあらかじめ予想し,児童の

思考に寄り添いながら教材を提示していっ

たことは，第４学年および本単元で求められ

る｢見方｣｢考え方｣を働かせる児童の姿につ

ながっていったと考える。 

 

 

 

 

   学習指導案    指導計画 

 

参考・引用文献 

文部科学省（2008）『小学校学習指導要領解

説 理科編』，大日本図書 

文部科学省（2017）『小学校学習指導要領解   

  説 理 科 編 』， Retrieved  from 

http://www.mext.go.jp/component/a_me

nu/education/micro_detail/__icsFiles/afi

eldfile/2017/10/13/1387017_5.pdf 

 

http://nisshori.sub.jp/memb1/201804/20180448sidouan.pdf
http://nisshori.sub.jp/memb1/201804/20180448sidoukeikaku.pdf
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植物の発芽 

～ 適した温度 空気 ～ 

千葉市立誉田小学校 髙梨 英季 

１．内容の系統性 

本単元は，第４学年「B(２)季節と生物」

の学習を踏まえて，「生命」について基本的

な見方や概念を柱とした内容のうちの「生命

の連続性」にかかわるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．見方や考え方とその指導 

本単元では，「空気，水及び適した温度」

の３つが発芽には欠かせないという見方を

育てていくことが大切である。インゲンマメ

を中心教材として，実際に育てながら観察を

していくことで，これらの条件の必要性を実

感させていきたい。 

しかし，インゲンマメだけの実験を終えて，

「植物は…」と条件を一般化してしまってよ

いものだろうか。「植物の発芽」の条件を一

般化するのであれば，最低でも３つの植物は

育てたいところだろう。 

では，どんな植物でも３種類の植物で観察

実験しさえすればよいのだろうか。当然，そ

うではない。上述した３条件のうち，児童ら

が最も理解することがむずかしいのが，「適

した」温度である。この「適した」の意味を

理解するには，発芽温度帯が異なる植物を取

り上げていくことが効果的だと判断した。 

では，どのくらいの温度帯の種子が必要に

なってくるのだろうか。そこで季節ごとに春，

秋，夏，冬の平均的な温度で発芽する種子が

児童にとってわかりやすいだろうと考えた。 

 

３年「昆虫と植物」 

身近な昆虫や植物を探したり育てた

りして、成長の過程や体のつくりを調

べ、それらの成長のきまりや体のつくり

についての考えをもつことができるよ

うにする。 

○植物の育ち方には一定の順序があり、

その体は根、茎及び葉からできている。 

４年「季節と生物」 

 身近な動物や植物を探したり育てた

りして、季節ごとの動物の活動や植物の

成長を調べ、それらの活動や成長と環境

とのかかわりについての考えをもつこ

とができるようにする。 

○植物の成長は、暖かい季節、寒い季節

などによって違いがある。 
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そこで，約２０℃で発芽するインゲンマメ，

約３０℃で発芽するトウモロコシ，約５℃で

も発芽するライムギを使用することとした。 

（どの種子も様々な種類があるので，発芽す

る温度を確認してから購入することが必要

となる。） 

３．授業の実際 

インゲンマメの提示 

インゲンマメを提示すると，児童はその種

子を食い入るように見つめ，どこから発芽す

るのか考えていた。どのような条件が揃えば

発芽するか考えさせると，水，土，空気，日

光，温度という意見が出された。 

水については，１年生から４年生まで育て

てきた植物には必ず水やりをしていたこと

を想起して，否定されることなく条件に入れ

られた。水と同様に，空気も人間にとって欠

かせないという理由から，「生きている植物

にも必要なのだと思う」という意見が出た。 

そして，温度に関しては，花によって植え

る時期が異なることに着目し，関係している

のではないかと考えていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【インゲンマメ】 

 児童は，教科書通りに実験をしていくうち

に発芽までたどり着く。しかし，「２０℃で

発芽した」「５℃では発芽しなかった」と具

体的な温度での発芽の有無しか出てこず，

「適した温度」という言葉を引き出すことは

できなかった。 

【トウモロコシ】 

【ライムギ】 

そこで，花を植える時期が違うと答えたこ

とを想起させ，トウモロコシとライムギの種

子を提示した。今回は，時数の関係もあり，

班で活動するのではなく，教師が代表で実験

することにした。インゲンマメと同じ条件で

観察を始めたが，一週間が経過しても変化が

起こらなかった。発芽しない事実を目の当た
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りにして，児童は「冷蔵庫に入れたらどうか」

「もっと気温が高くなったころに，育ててみ

ればいいのではないか」と話し合っていた。 

そこで，２種類の種子をそれぞれ冷蔵庫と

定温庫（３５℃）の中に入れてみることにし

た。すると，一週間程度過ぎたときにどちら

も発芽する様子を見ることができた。この現

象によって児童は，「２０℃で発芽する」

「５℃では発芽しない」という考えから，「種

子によって発芽する温度は違う」＝「種子に

は発芽に適した温度がある」という見方へと

変容していった。 

ある児童は，人間に例えて話していた。「ぼ

くは，寒いのが好きだけど○○さんは苦手だ

もんね。植物も人間と一緒なんだ。」「植物だ

って，最初は赤ちゃんだから，自分が生きて

いられないときに発芽したらすぐに死んで

しまうかもしれない。」などと話していた。 

このことから，生命の基本的な見方，概念

の柱の一つが児童のなかに形成されつつあ

ることを垣間見えたように感じた。 

 ただし，ひとつ注意しておかなければなら

ないことがある。児童の発芽のとらえ方であ

る。インゲンマメの種子は，４０℃ほどでも

発芽に似た現象が起きていることがあるが，

それは，発芽ではないことをおさえたい。つ

まり，種子が水を吸収して膨張しているだけ

であり，発芽とは呼ばない。暴発しただけで

あり，成長につながりはしないのである。種

子には固有の発芽温度帯があるのだ。 

 

 

４．本単元における活用の場面 

今回は，温度だけに注目してきたが，空気

や水に対しても，思考を深める必要がある。

「空気や水は必要である」と当たり前のもの

として条件に加えてしまうのである。しかし，

それでは，植物がいかに環境に適応しながら

巧みな生き方をして生命を連続させている

のか，想いを馳せることはむずかしいだろう。 

児童が「空気（もしくは水）が必要でない

植物もあるのかもしれない」と心揺さぶる教

材を提示することで，植物が生命を連続させ

るというのは簡単なことではないという考

えに至らせるようにしていきたい。 

 では，どのような植物が考えられるだろう

か。 

１つには，水生の植物が考えられるだろう。

一般的に教科書や多くの実践で取り上げて

いるのは，陸生の植物である。 

しかし，それでは人間が呼吸するときに空

気を必要としているように，植物が生きてい

く上でも，空気は当たり前に必要だろうとし

か考えない。果たして本当に水の中では，ど

の植物も発芽しないのだろうか。 

このように，一度立ち止まって考えさせる

教材を扱うことで，植物が巧みに生命を連続

させ，それには水と空気及び適した温度が欠

かせないという見方ができるように育てて

いきたい。 

そこで今回はイネを使用し，観察をするこ

とにした。イネは水の中に浸っていても，水

に溶けている少しの酸素で発芽することが
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できるからである。そのことから，種子ごと

に発芽するタイミングは違ってくることを

理解させていきたい。 

 

イネの発芽を調べる 

児童から，「先生，水草とかは陸で発芽し

たものが水中に行くのですか？」「空気がな

い水の中では植物は育たないのですか？」

「根もあるし，移動することは難しいと思い

ます。」と話していた。そこで，イネの種子

を扱うことにした。イネは実がなったら，そ

のまま水の中に落ちていく。しかし，水底に

浸ることまで児童は知っていたが，どのよう

に発芽していくのかは知らなかったので，水

に全体を浸らせて観察してみることにした。 

 イネは，一週間もたたないうちに発芽した。

児童は，空気がないのになぜ発芽したのか疑

問を抱き始めた。「人間は，空気がないと死

んでしまうのに，どうしてイネは発芽できた

のだろう」。人間と結び付けて考えを組み立

てようとする児童が多く見られた。 

学習中にある児童が，「魚は水の中で生き

ているから，水の中にも空気が入っているの

ではないか。」と発表した。他の児童たちは，

「確かに。」と納得をしている様子だった。 

しかし，まだ実験する前から結論を出すの

は科学的ではないと考える児童もいた。 

そこで，水の中の空気をなくす方法があ 

ると話すと，やってみようということになっ

た。酸素の濃度を極力減らすために湯煎をし 

 

【イネの発芽の様子】 

て，児童にその様子を見せた。すると，湯煎

していない状態のイネよりも発芽の速度が

遅くなっていることに気付いた。発芽しない

わけではなかったが，児童の考えのなかに，

やはり水の中にも空気が存在し，その空気が

発芽を助けているのではないかという理解

につながった。 

※逆にエアレーションなどで水の中の酸

素を増やし，発育を促すこともできる。また，

溶存酸素計を使って湯煎をした後の水の中

の酸素量を調べてみると，湯煎前と大きな差

はなかった。 

本単元では，「適した温度ってなんだろう。」

「水草などもあるよね。ということは空気っ

て本当に必要なの？」という児童からの疑問

に即した種子を提示していただけたら疑問

の解決のお手伝いになるのではないだろう

か。これらのことにより様々な植物を一般化

するときに活用していただけたらと思う。 
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メダカのたんじょう 

～生命の巧みさを感じて～ 

千葉市立緑町小学校 鷲山 克彦 

１．内容の系統性 

本単元は第４学年「B（２）季節と生き物」

の学習を踏まえて，「生命」についての基本

的な見方や概念を柱とした内容のうちの「生

命の連続性」にかかわるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 植物と動物，すなわち「生き物」には， 

「生命のサイクル」があります。また，「命

をつなぐ」という使命もあります。植物や動

物，それぞれの「生命のサイクル」を追究す

る活動を通して，「生命の巧みさ」を子ども

たちに実感させたいと考えます。 

２．大切にしたい見方や考え方 

本単元において大切にしたい考え方は「生

命のサイクル」です。例えば，メダカは雄と

雌によってヒレの形に違いがあります。これ

は交尾をしやすくするためであって，決して

偶然ではありません。しかし，これを子ども

たちは，「雄と雌を区別するための目印」と

思って見るだけにとどまっていないでしょ

うか。子どもたちが，「なぜ，ヒレに違いが

あるのだろう。」「きっと，生きていくため

に必要なんだよ。」という意識でヒレを見つ

めることができたら，その体のつくりの巧み

さに気付くことができるのではないでしょ

うか。 

このように，メダカの体のつくりや生態に

ついて，「どうして？」ともう一歩踏み込ん

で見つめさせるには，メダカとじっくり向き

 

５年「植物の発芽、成長、結実」 

○植物は、種子の中の養分を基にして発

芽する。 

 

５年「動物の誕生」 

○魚には雌雄があり、生まれた卵は日が

経つにつれて中の様子が変化してか

えること。 

 

５年「動物の誕生」 

○人は、母体内で成長して生まれるこ

と。 
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合わせることが大切だと感じました。そして，

子どもたちが，「生命のサイクル」に目を向

け追究しやすいのは，卵の中でのメダカの発

生過程を追うことだと，私は考えます。 

では，どうすれば子どもたちを対象とじっ

くり向き合わせることができるでしょうか。

今回は，「生き物への愛着」や，「対象とか

かわる時間の確保や環境整備」と，観察カー

ドを活用した「気付きの共有」をもとに，学

習を進めていき，「生命の巧みさ」を感じら

れるようにしていきました。 

３．見方・考え方とその指導 

（１）単元構成について 

【第１次】 メダカの誕生 

１ メダカの観察 

２ メダカの雌雄を区別しよう 

３ メダカに卵を産ませる準備をしよう 

４ メダカの卵の観察 

５ メダカの発生順序をまとめよう 

【第２次】 水の中の小さな生き物 

１ メダカは何を食べて育つのか 

２ 水の中の生き物の観察 

（２）授業の実際 

①その気にさせる環境づくり 

 学習に入る前に，様々な環境整備を行いま

した。まずは，親メダカを十分に用意しまし

た。今回は，一人一人にメダカの卵を飼育さ

せたかったので，卵を産みやすいように雄・

雌のメダカの数を揃えました。 

 また，メダカの飼育や卵の観察を行ってい

く中で，多くの気付きが生まれました。そこ

で，それぞれの気付きを記録したり共有した

りするために，観察記録を残す方法として，

今回は，自作した「発見メダカード」（メダ

カ―ド）を用いました。このカードに記録さ

れた，子どもたちの気付きや疑問が，学習を

進めていく際の糸口にもなりました。 

 また，メダカの観察に用いる解剖顕微鏡も，

一人一人が使えるよう十分な数を用意しま

した。さらに，メダカに関連する図書を置い

たコーナーも設置し，メダカの飼い方やメダ

カの生態について，いつでも調べられるよう

にもしました。 

 このように，「どうして？」が追究できる

ような環境整備を行うことで，メダカに対す

る愛着が高まり，主体的な学習を促すことが

できました。 

②メダカとの出会い 

 

 子どもたちが朝教室に入ると，メダカの入

った水槽が教室の後ろに置いてあります。子

どもたちはすぐに水槽を見つけると，朝の支

度も終えずに，メダカの様子を食い入るよう

に見始めました。水槽の近くには，あらかじ

めルーペを用意しておいたので， ルーペを

使いながら，細かなところまで観察を始めま



学年の理科 ５学年-② 

55 ● 初等理科教育 18.4/5 ● 

した。 

 子どもたちは水槽のメダカを観察しなが

ら，「色が違うメダカがいる。」「ひれの形

が違うよ。」など，気付いたことをお互いに

話していました。 

子どもたちが交代でメダカの世話をして

いたところ，産卵前にメダカの雄が雌を追い

かける場面を目にした子どもがいました。こ

の子のメダカードを紹介したところ，他にも

同じような場面を発見していた子どもが多

数おり，「メダカは産卵前になると雄が雌を

追いかけるようだ」という仮説を立てること

ができました。 

メダカが卵を産み始めた頃，子どもの「メ

ダカの卵を育てたい！」という思いが強くな

り，メダカの雄と雌を飼って卵を産ませるこ

とになりました。ここで，メダカの雄と雌を

見分ける必要が生まれました。 

このときも，雄と雌のヒレの違いに気付い

た子どものメダカードを活用し，ヒレの観察

を行いながら，雄と雌を見分けていくことが

できました。 

 

③メダカの卵の観察 

 メダカを班ごとに飼い始めて間もなく，水

草にたくさんの卵がつきました。「先生！早

く育てようよ！」と，メダカの卵を興味深く

見ていました。今回は，フィルムケースにメ

ダカの卵を入れ，「マイ卵」として，一人一

人が育てられようにしました。メダカの卵を

水草から採り，それをティッシュの上で転が

して水カビを取った後，水道水を入れたフィ

ルムケースに入れました。この時も，「メダ

カの卵って簡単につぶれないんだね。きっと

敵から身を守るためだよ！」と，感動する子

どもがいました。 

 子どもたちは，休み時間などに，解剖顕微

鏡を使いながら，メダカの卵の様子を観察し
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ていましたが，誰でも十分にメダカの卵の観

察が行えるように，朝の時間をメダカの卵の

観察の時間とし，卵の成長の様子を毎日記録

していきました。 

 継続して観察していく中で，「目と目の間

に動いているものがある！きっと心臓がで

きたんだ！」「血流もよく見えるようになっ

たよ！卵の中でもメダカは生きているん

だ！」と，それぞれの卵の成長の様子を興味

深く観察していました。子どもたちの観察記

録から，卵の中でどんどん親メダカと同じ姿

になっていく様子を実感しながら観察を行

っていることが，わかりました。 

 

さらに，友達のメダカ―ドと比べて，自分

のメダカとの違いや，これからどのように成

長するのか見通しをもちながら観察を行っ

ていました。もし，教室にメダカ―ドを時系

列で掲示する場所があれば，より見通しをも

ちながら観察を行えると考えます。また，メ

ダカの卵の様子を書画カメラに映して，常に

その様子を観察することができれば，メダカ

の卵の中の様子について，より多くの気付き

を共有することができ，生命の巧みさもより

実感できるのではないでしょうか。 

４．本単元における活用の場面  

生物の「共通性・多様性」という見方を大

切にしたうえで，本単元の活用場面として，

「サケ」の卵の観察が挙げられるでしょう。 

本校では，生活科の学習で，ゲストティー

チャーを招いてサケについての学習を行っ

ており，その中で，いただいたサケの卵を飼

育し，孵化させています。 

 サケは，孵化までの期間や，孵化した後お

腹にある卵黄で成長するなど，メダカと共通

している部分が多くあります。サケの産卵時

期が９月～１月ですので，学習する時期を考

慮したり，水温を１５度程度に保てる環境が

必要だったりするのですが，サケの卵の観察

も並行して行うことで，「魚」の発生につい

ての共通性や多様性に気付きくことができ

るでしょう。また，これを踏まえて，「人」

の誕生についての学習を行うことで，より生

命の巧みさについて，実感を伴って理解する

ことができるのではないでしょうか。 
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植物の養分と水の通り道 

～主体的に児童が学ぶための手だてについて～ 

北九州市立藤松小学校 秋重 吉克 

１．内容の系統性 

本内容は「生命」の基本的な見方や概念を

柱とした内容のうちの「生物の構造と機能」

「生物の多様性と共通性」「生命の連続性」

に関わるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．見方・考え方とその指導 

本実践では，児童が自ら問題を見いだし，

実験を行うようにしていきたい。また，仮説

を立てるときは，日常経験や既習経験をもと

にした，理論的なものとなるよう，事象の提

示や発問の工夫をする。そのためにはジャガ

イモのでんぷんに着目させることを中心に

単元構成を工夫していくようにする。 

まず，導入においては，第５学年に埋めた

ジャガイモを掘りおこし，新しいジャガイモ

がたくさん増えていることに着目させたい。

ジャガイモの数が増えていること，つまりで

んぷんの量が増えていることに着目させ，

「どうやって，じゃがいもはでんぷんを増や

しているのだろう」と問題を見いだすように

していきたい。 

また，仮説を立てるときには，ジャガイモ

が土の中にあることに着目させたい。土の肥

料などにはでんぷんがないことをおさえた

上で，ジャガイモはどうやってでんぷんを増

やしたのか発問することで，児童の思考を動

物のように外部から，直接取り入れているの

ではないことに気付かせたい。さらに，日光

に当たっているジャガイモは数が多く，大き

３年「身の回りの生物」 

・植物の育ち方 

・植物の体のつくり 

４年「季節と生物」 

・植物の成長と季節 

５年「植物の発芽，成長，結実」 

・種子の中の養分 

・成長の条件 

６年「植物の養分と水の通り道」 

・でんぷんのでき方 

・水の通り道 
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く育っていることに対して，日陰で育ててい

るジャガイモは，数が少なく，小さいものが

多いことからでんぷんの増えている量が少

ないことに着目させ，日光がでんぷんの量に

関わっていることに気付かせたい。 

そのためにはジャガイモを育てる際に畑

ではなくプランターで育て，自由に移動でき

るようにすることが望ましい。 

３．授業の実際 

（１）導入の場面において 

第５学年に埋めたジャガイモを掘り起こ

すことから本単元は始めた。まず，教師はで

んぷんの量に着目させるため，「みんなの埋

めたジャガイモは何個くらい増えているか

な」と問いかけ，ジャガイモを掘り起こした。 

 児童は自分の思う個数を言いながら，堀り

起こしたジャガイモの数を数えていた。そし

て，掘り起こしたジャガイモに教師が「半分

のジャガイモが，なぜ５個に増えているの

か。」と発問した。すると児童は「ジャガイ

モが分裂した。」「埋めたジャガイモから子ど

もが生まれた。」と発言したので，その発言

をうけて，埋めたジャガイモの栄養（でんぷ

ん）を０．５と表し，分裂したのならじゃが

いもの栄養（でんぷん）はいくつになるのか

聞いた。すると「０.５÷５＝０.１？新しい

ジャガイモの栄養は埋めたジャガイモの５

分の１？」と，もとからあるジャガイモの栄

養（でんぷん）だけでは，新しいジャガイモ

を作ることができないことに気付くことが

できた。このように具体的な数値を教師が示

すことで，児童は栄養（でんぷん）が増えて

いることに気付き，「ジャガイモのでんぷん

はどうやって増えたのだろう」と自ら問題を

見いだすことができた。 

（２）「でんぷんはどこで作られているのか」

について，仮説を立てる場面において 

 ジャガイモのでんぷんはどこで作られて

いるのだろうと予想を立てる際には，論理的

な仮説を立てられるようにするために，まず

共通認識をもたせるようにした。それは，土

や水，空気中にはでんぷんがないことである。

実際にヨウ素液をそれぞれにかけることで

これは簡単に確かめられる。大人にとっては

当たり前のことだが，子どもにとっては，栄

養は外部から取り入れるものという認識が

強く，外からでんぷんを取り入れると考えて

いる児童にとって，この認識は重要である。

また，日あたりの良いところで育てたジャガ

イモと，日あたりの悪いところで育てたジャ

ガイモを提示した。掘り起こすと，数や大き

さに違いがあることに気付き，このことから，

日が当たるとでんぷんの量が増えているこ

とに気が付くことができた。このことを踏ま

えて，論理的に仮説が立てられるようにした。 

児童は，これらの事象から，外部（土や水

など）には，でんぷんはないので，植物によ

ってでんぷんが作られていること，日光が当

たると，でんぷんが多くなっていること，と

２つの事実から，「日光が一番よくあたる葉

がでんぷんを作っているのではないか。」と

仮説を立てることができていた。 
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（３）「でんぷんはどこで作られているのか」

実験方法を考える場面において 

葉にでんぷんが作られるか調べる実験に

おいては，日光があたっている葉と，当たっ

ていない葉の対照実験を行い，ヨウ素デンプ

ン反応によって，でんぷんの存在を調べてい

くことが考えられる。 

 この実験方法を考える場面において，最も

大切なのは「どのような結果になると，どの

ようなことが分かるのか」と児童が見通しを

もって実験に臨めるように，実験の計画を立

て，考えていくようにしなければならないこ

とである。 

 まず，教師は「どんな葉があると調べられ

るか」発問することで，実験方法を考えてい

くようにした。この発問によって，児童は「日

光に当たっている葉と，当たっていない葉」

と答え，片方の葉はアルミニウムはくで，お

おうことが必要だと考えることができた。こ

こで教師は次に「日光に当たっている葉にで

んぷんがあったとしたら，その実験結果だけ

で，でんぷんが作られたということが言える

のか」と発問をし，実験方法の見直しを促し

た。児童は「日光に当たっていない葉にでん

ぷんがないから，作られたと言える」と考え

たり，「最初からでんぷんがあった葉かもし

れない」と考えたりしていた。そこで教師は，

「作られるとは，でんぷんがどうなることか」

とさらに発問することで，児童は「０から１

０になるなど，増えると作られたと言える」

と導入時に数値を使って考えた経験を活用

し，まず，前日から葉を日光に当てないよう

にするなど，実験方法をより深く考えること

ができていた。 

４．本単元における活用場面 

「でんぷんはどこで作られているのか」を

調べる実験において 

 実験では午後から，班ごとに３枚の葉をア

ルミニウムはくで，おおっておくようにする。

そして次の日の朝，まずその内の１枚をとっ

て，でんぷんがあるかどうか調べる。この１

枚を調べることで，はじめに，でんぷんがな

いことを確かめることができるからである。

そして，１枚はアルミニウムはくを外し，日

光によく当て，４～５時間後に，日光に当て

た葉と当てていない葉にでんぷんがあると

どうか調べるようにする。 

 

 

 

 

 

実験を行う児童の様子 

参考・引用文献 

文部科学省（2008）『小学校学習指導要領解

説 理科編』，大日本図書 

 （2015）『新版たのしい理科６年教師用指

導書』，大日本図書 
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人の体のつくりと働き 

～理科の見方・考え方を働かせて挑む問題解決～ 

北九州市立藤松小学校 林 謙吾 

１．内容の系統性 

本内容は，第４学年「Ｂ⑴人の体のつくり

と運動」の学習を踏まえて，「生命」につい

ての基本的な概念等を柱とした内容のうち

の「生命の構造と機能」に関わるものであり，

中学校第２分野「３ア（ウ）動物の体のつくり

と働き」の学習につながる。以下のような系

統性を踏まえ，人や他の動物の体のつくりと

働きについての問題を解決するための資

質・能力を育成することがねらいである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．見方・考え方とその指導 

本単元では，人の体を中心に，つくり（臓

器）やそれらの働き（呼吸，消化・排出及び

循環）に着目して，生命を維持する働きを多

面的に調べていく。その際，呼吸の働きにつ

いては量的な視点から呼気と吸気の酸素や

二酸化炭素の割合の変化を，消化の働きにつ

いては質的な視点から唾液の働きによるで

んぷんの変化を，循環については平時と運動

時の拍動数，脈拍数を関係的な視点で，比較

したり関係付けたりするなど，様々な見方・

考え方を働かせて追究していくことが重要

である。また，共通性や多様性の視点から他

の動物と比較したり，部分と全体に着目して

調べたことを総合したりして，人や他の動物

の体のつくりや生命を維持する働きについ

て理解し，より妥当な考えをつくりだしてい

く力を養うことを目指す。 

本稿では，自分の体への理解を深めていく

探究の過程で，事象を既習事項と関係付けた

り，五感を使って変化を捉えたりすることで，

理科の見方・考え方を働かせて問題を追究す

る様子について，第二次の，量的・関係的な

見方を働かせ，呼吸の働きを調べる場面を取

り上げて述べる。 

 

 

６年「人の体のつくりと働き」 
・呼吸 
・消化・吸収 
・血液循環 
・主な臓器の存在 

４年「人の体のつくりと運動」 
・骨と筋肉 
・骨と筋肉の働き 

中２年「動物の体のつくりと働き」 
・生命を維持する働き 
・刺激と反応 
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３．授業の実際 

⑴ 単元構成 

第一次 学習問題をつくる① 

第二次 呼吸の働きについて調べる③ 

 ・ 呼気と吸気の違いについて予想し，

量的な視点で追究の見通しをもつ。 

 ・ 呼気と吸気の違いを調べる。 

 ・ 肺のつくりや働きについて調べる。 

第三次 食べ物の消化と吸収，排出につい

て調べる③ 

 ・ 唾液の働きについて調べる。 

 ・ 消化や吸収，排出の仕組みについて

調べる。 

 ・ 魚を解剖し，共通性と多様性の視点

で体のつくりを調べる。 

第四次 血液の循環について調べる③ 

 ・ 心臓の拍動や脈拍について，運動や

呼吸との関係的な視点で調べる。 

 ・ 血液の循環の仕組みと働きについて

調べる。 

 ・ 呼吸や消化・吸収と排出，循環の関

係をまとめる。 

 

⑵ 授業の実際 

  呼吸について調べていく際には，まず呼

気（吐いた空気）と吸気（吸う空気）には

違いがあることを捉える必要がある。そこ

で，追究の視点をもつために，呼気と吸気

を石灰水の中に溶かし，色の変化を観察し

た。吸気では石灰水は大きな変化を見せな

かったのに対し，呼気では石灰水が白く濁

ったことから，吸気に比べ，呼気には二酸

化炭素が多く含まれていることが分かる。 

  このことから，子どもには想起するもの

がある。それは，既習事項である「燃焼の

仕組み」で学習した空気の組成変化である。 

  そこで，既習事項と関係付けることで，

子どもは「吸う空気と吐いた空気には，酸

素と二酸化炭素の割合にどのような変化

があるのだろうか」という問題を設定した。 

  これは追究の入り口で，呼気と吸気につ

ての問題を，物の燃焼の仕組みと「関係付

けて考え」，酸素と二酸化炭素の「割合の

変化」という「量的」に捉えることのでき

る問題として設定したということであり，

これ以降呼気と吸気をこのような「量的」

な視点で調べていくということである。こ

れが，「量的な見方を働かせて追究し，問

題を解決する」ということであると考える。 

  また，既習事項を想起することで，空気

の組成を調べるには気体検知管を使えば

よいことにも気付いた。 

  実験に当たり，呼気に含まれる二酸化炭

素の割合について

予想する際に，も

う一つの事象提示

を行った。 

  呼気だけを集め

た集気びんにろう

そくを入れるとど

のようになるかを

予想し，確かめたのである。 

  多くの子どもが，「人が吸って吐いただ

けで，ろうそくの火が消えるほど酸素が減

り，二酸化炭素が増えているとは思えない」

と考えていたのに対し，実際はろうそくの

炎は呼気の中に入れた途端に消えてしま

った。この事象を見ることで，一体呼気の

呼気を集める様子 
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酸素と二酸化炭素の割合はどうなってい

るのだろうという問題意識はさらに高ま

ったと考える。 

  上記の事実をもとに，多くの子どもが呼

気には物を燃やした後の空気と同程度か

それ以上に酸素が減り，その分二酸化炭素

が増加していると予想し，検証の実験を行

った。そして，実際にそのような結果を得

ることができた。 

ここで重要なのは，結果が予想通りだっ

たということではなく，似た現象をもとに

割合としての量に着目して予想し，検証実

験を通してそれを証明することができた

という，自ら発想した科学的な手続きを踏

んだことである。この一連のプロセスを価

値付けることが，理科で育成する資質・能

力を育むことにつながると考える。 

４．本単元における活用場面 

 呼気の中の酸素と二酸化炭素の割合の変

化を調べ，呼吸の働きを明らかにした後，さ

らにその考えを深めるための活動を行った。 

「吐いた空気を吹き入れる人口呼吸は意

味があるのか」という問いを教師より提供し，

これまでの知識を生かして予想した。ろうそ

くの炎を消すほど酸素が使われ，二酸化炭素

の増えた呼気では，吹き入れても意味がない

のではないかという考えと，人口呼吸で助か

る人もいるのだから意味があるという考え

が拮抗し，実際に繰り返し空気を使うことで

酸素と二酸化炭素の割合が変化するのかを

調べることになった。袋の中に吹き入れた呼

気を，鼻をつまんで新しい空気が入らないよ

うに３度，吸っては吐き出した（安全上の理

由から３度と制限をする）。そして，気体検

知管で酸素と二酸化炭素の濃度を調べた。 

 結果から，人は炎も燃えない呼気（グラフ

中の赤シール）から，さらに酸素を吸収して

いることが明らかとなった（グラフ中の青シ

ール）。このような，「燃焼の仕組み」と比

較しつつ，人間の体の仕組みの巧みさを実感

することは，自分自身の体への理解を深める

学びとなると考える。 

 

参考・引用文献 

文部科学省（2017） 

『小学校学習指導要領解説 理科編』 
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自由研究 

１ はじめに 

本学級の子どもは，これまでの理科の学

習において，第５学年として目指す資質・

能力を身に付けてきた。例えば，自分で解

決の方法を発想する思考力，データを適切

に処理し表やグラフに表す技能，協働的な

問題解決の中で友達の考えを受け入れ，自

分の考えを見直す学びに向かう力などであ

る。一方，結果から考察し，表現すること

や，全体交流の際，自分の考えと友達の考

えとのつながりを見いだすことに課題があ

る。主体的，対話的に学んでいるものの，

深い学びに至るような教材化や教師の関わ

りに不足があったのではないかと考える。 

そこで，本実践では，資質・能力の育成

に向け，深い学びの視点から授業改善を試

みた。 

２ 実践の概要 

前単元の「電流の働き」では，「電磁石の

力を変化させたい。」という自ら立てた学習

目標の達成に向かい，変化の要因を計画的

に調べ，電流がつくる磁力に対する理解を

図る姿が見られた。第５学年の発達として， 

「自分の働きかけによって変化させたい。」 

 

という目標の達成を目指すことで，資質・

能力の育成に向かうことが，明らかになっ

た。一方，振り子の教材性として，周期を

変化させやすく，その要因との関係が見や

すいこと，電磁石等と比べて理論値との誤

差が小さいことが挙げられる。以上の実態

と教材性より，子どもが「自在に周期を変

化させたい。」という目標の達成に向かうこ

とで，自ら資質・能力を育むことができる

と考えた。 

この過程において，思い通りにならない

場を設定する。例えば，計測の仕方によっ

て結果にばらつきが出るため，変化の要因

を絞り込めない状況である。うまくいかな

いという思いを引き出し，「正確に測るには

どうすればよいか。」という問題の解決に向

かう。このような場面は他にも多くある。

これらを単元構成に位置付けることで，目

標の達成に向かい学び続けることが可能に

なる。 

 

 

 

 

 

子どもの目標達成と資質・能力 

～５年「振り子の運動」の実践より～ 

札幌市立円山小学校 杉野 さち子 

子どもの目標達成と資質・能力の育成 



自由研究 

66 ● 初等理科教育 18.4/5 ● 

単元の概略（１０時間扱い） 

 目標     問題    まとめ・結論 

【第１次 往復する時間を変化させられるか】(４時間) 

○学校の振り子時計を観察する。 

 

 

おもりや長さが変えられる。 角度はどうかな？ 

 

 

なかなか結果が揃わないな。 

 

 

1往復だとだめだ。 前のように平均をとろう。 

 

 

時計より遅いな。 いつも結果が違う。 

 

 

重いと遅くなる？ 振れ幅が小さいと速そう。 

 

 

 

 

【第２次 往復する時間を自在に変化させられるか】(３時間) 

 

 

長さでぴったりにならない。重さで微調整して。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

長さを半分にすれば。重さも少しは関係あるよ。 

 

 

長さではっきり変わる。重さや振れ幅では無理。 

 

 

【第３次 往復する時間をもっと大きく変化させられるか】(３時間) 

 

 

３ 実践の実際 

（１）思考力・判断力・表現力等の育成 

第１次では，本校の振り子時計の観察を

導入に，自作の振り子を作り，様々な要因

を試すことで変化への可能性を見いだし，

「往復する時間を変化させられるか。」とい

う目標を生んだ。子どもは，目標達成に向

かい，「１回では正確に測れないから，10

回測ろう。」「電磁石の時のように何度か計

測して平均をとった方が正確だ。」，「振れ幅

を大きくし過ぎると，結果がばらばらにな

る。」などと，計測の仕方を改善しながら，

変化の要因を絞り込んでいった。 

第２次では，変化の要因が少しずつ明ら

かになる中で，電磁石のときと比較させる

ことで，「自在に変化させられるか。」とい

う目標を生んだ。10往復 10秒の振り子を

作る活動の中で，自分の考えた方法では思

うように変化しない状況を捉え，「もっと近

付けるにはどうすればよいかな。」という問

題を設定した。この中で，子どもは，「どれ

にいちばんききめがあるだろう。」と考え，

明らかにするために，要因を一つだけ変え

て特定しようと繰り

返し振り子に関わっ

た。自ら条件を制御

する必要を感じ，重

さ，振り子の長さ，

振れ幅について周期

が変化する要因を調

べたのである。 

自分たちで振り子を作りたいな。 

１０往復で４回測って調べよう。 

正確に測るにはどうすればいいかな。 

往復する時間を変化させられるかな。 

往復する時間には何が関係あるのか

な。 

おもりの重さ，振れ幅，振り子の長さの 

３つが関係していそう。 

10往復 10秒の振り子を作れるだろう

か。 

どうしたら 10秒に近付けるかな。 

３つとも関係あるけど，10秒に近付けるに

は振り子の長さにききめがありそう。 

往復する時間を自在に変化させられるか。 

 

何とかして目標の時間に近付けたい。 

振り子が往復する時間を決めるのは，振り

子の長さだけだ。 

３０秒や４０秒の振り子も作れるだろうか。 

長い時間振り子が動くにはおもりの重さ

や振れ幅も関係あるんだね。 
長さだけ変えて… 

 。  
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このように，子どもは，自らの目標達成

に向かうことで，量的・関係的な視点を働

かせながら，解決の方法を発想し，計画的

に追究することができるようになっていっ

た。 

さらに，思い通りに周期を変化させると

いう目標達成に向かう活動では，「長さでし

か変化しないことを証明しよう。」と，振り

子の長さを様々に変えて確証を得るだけで

なく，重さや振れ幅では変化がないという

反証実験を行う姿も見られた。これらは，

思考力・判断力・表現力等が育成された姿

といえる。 

（２）知識・技能の習得 

思い通りに周期を変化させる授業では，

子どもは，活動を通して，「往復の時間を変

えられるのは長さしかない。」と結論付けた。

このときどのようにして理解に至ったか，

抽出児童 Aの変容を例に述べる。 

子ども 教師 

 

A：5秒にしたい 

A：なんとなく 

 

 

 

A：短くしよう 

A：10㎝で何秒？ 

B：8秒だよ 

A：え！もっと短く？ 

 

（長さを調整して） 

A：6㎝でできた！ 

A：振れ幅もやろう 

 

（振れ幅を変えて） 

A：変わんないな… 

C：振れ幅関係ないよ 

A：え？嘘だ 

A：長さだけど… 

今日は何をしたいの？ 

どんな作戦？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
長さだけで変化する？ 

 

 

 

 

 

 
決め手は何だった？ 

A：えー変わんない 

 

（班で話し合い） 

 

 

 

D：重さもちょっとだ

け関係あるよ 

A：ないよ！前におも

り 1 個と 20 個で比

べたけど変わらなか

った 

A：長さだけ！ 

 

 

 

 

 

 

自由に変えられた？ 

 

 

 

 

 
振れ幅は？ 

A 児は，授業の初めには要因を特定して

いなかったが，目標の振り子を作るために

活動する中で，仲間との関わり合いを通し

て，振り子の長さだけが変化の要因だと結

論付けた。 

さらに，次の時間では「周期をもっと大

きく変化させたい」という目標の達成に向

かい活動したが，最初から振り子の長さだ

けを変えて取り組む姿が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラス全体では，要因が特定できた子ど

もの人数は，ノートの見取りより，10秒振

り子の時 9／31人，自在に変化させる時 29

／31人，もっと大きく変える時 31／31人

だった。 

一つ一つの要因について順番に調べてい

振り子の周期を自在に変化させる活動 

全体で結果や考察の交流 

振り子の長さでしか変えられない！ 
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かなくても，子どもが目標達成に向かう活

動を繰り返すことで，問題解決を通して知

識・技能を獲得することができるといえる。 

（３）学びに向かう力・人間性等の涵養 

 １往復の時間がとても短い振り子や２秒

の振り子を実現した子どもは，「もっと時間

を長くできるだろうか。」という目標をもっ

た。第３次では，この目標に基づき，これ

までの経験を生かせる場を設定した。 

 「10 往復の時間をどこまで長くできる

か。」，「30 秒や 40秒を目指したい。」と，

振り子の長さを変えて取り組む中で，「おも

りも重くしないとすぐに止まってしまう。」，

「振れ幅は小さくなるけど，ゆっくりだ。」

と，他の要因にも目を向ける姿が見られた。 

 また，実際の振り子として，札幌時計台

を紹介した。30kgのおもりが使われている

ことが分かり，自作の振り子と比較しなが

ら，学んだことをつなげていた。これらの

姿は，学びに向かう力が表れたものと考え

られる。 

 本単元では，グループを基本として学ん

できた。子どもは，グループの仲間と一緒

に目標の達成を目指して考えを交わし，合

意を形成しながら学習を進めてきた。第３

次では，他のグループの結果を参考にしよ

うと交流を広げ，自分たちの振り子作りに

生かす姿が見られた。他の意見を取り入れ

ながら，自分の考えを見つめ直す様子から

も，学びに向かう力・人間性が育まれてい

ることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 単元の終末には，これまでに分かったこ

とやできるようになったことを振り返るこ

とで，自らの成長を認知できるようにした。 

４ おわりに 

深い学びという視点で，子どもの目標達

成に向かう教材化や教師の関わりの改善を

試みた。子どもの姿から，資質・能力の育

成がこれまでよりも進んだと感じる。 

一方，目標の達成に向かう子どもは夢中

になって事象や仲間と関わるため，教師が

整理して順番に学ばせる授業より，多くの

活動時間を要する。その中で，「書く」時間

が少なくなった反省がある。 

今後は，目標達成に加え，書くことで表

現する必要感や喜びが見いだせるような授

業改善を目指したい。 

 

参考・引用文献 

文部科学省（2017）『小学校学習指導要領

解説 理科編』 

文部科学省（2017）『新しい学習指導要領

の考え方』 

他のグループと違うのは…？ 
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AL の授業展開① 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主体的・対話的で深い学び 

平成 29 年に公示された小学校学習指導

要領解説では，全ての教科において(2)改訂

の基本方針の一つに，③「主体的・対話的

で深い学び」の実現に向けた授業改善の推

進の項目がある。そこには，以下のような

記述がある。 

「」かっこ 

 

 

 

次に，小学校理科における，「主体的・対

話的で深い学び」については，小学校学習

指導要領解説理科編（以下，解説）におい

て以下のような記述がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり，理科で育成を目指す資質・能力

を育むために，これからの授業では問題解

決の活動を通して，「主体的・対話的で深い

学び」の実現を図るという視点を踏まえ，

授業改善をすることが必要になってくる。 

２ 問題解決 

問題解決においては，小学校理科の教科

の目標の中で「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・能力を育成することを目指す」とある。

もちろん，ここでの「科学的」とは従来の

「実証性，再現性，客観性など」であり，

解説には以下のような記述がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクティブ・ラーニングと問題解決 

 

 

栃木県総合教育センター 研修部 北條 諭 

我が国の優れた教育実践に見られる普

遍的な視点である「主体的・対話的で深

い学び」の実現に向けた授業改善（アク

ティブ・ラーニングの視点に立った授業

改善）を推進することが求められる。 

理科においては，「理科の見方・考え方」

を働かせ，見通しをもって観察，実験を

行うことなどの問題解決の活動を通し

て，「主体的・対話的で深い学び」の実現

を図るようにすることが重要である。 

「主体的な学び」については，（略） 

「対話的な学び」については，（略） 

「深い学び」については，（略）などの

視点から，授業改善を図ることが考えら

れる。 

「問題を科学的に解決する」というこ

とは，自然の事物・現象についての問題

を，実証性，再現性，客観性などといっ

た条件を検討する手続きを重視しながら

解決していくということと考えられる。 

このような手続きを重視するために

は，主体的で対話的な学びが欠かせない。

児童は，問題解決の活動の中で，互いの

考えを尊重しながら話し合い，既にもっ

ている自然の事物・現象についての考え

を，少しずつ科学的なものに変容させて

いくのである。 
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３ 問題解決の過程の中で 

小学校の理科における，資質・能力の育

成のために重視すべき学習過程等の例とし

て，以下のような図が示された。この過程

の中で，児童が主体的・対話的で深い学び

の実現を図れるように，授業を改善してい

くことが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「主体的な学び」の実現を図るための一

つの方法として，見通しをもって観察，実

験などを行っているかなどの視点から授業

改善を図ることが考えられる。例えば「観

察・実験の実施」において，今，行ってい

る実験は，何を確かめようとしている実験

なのかということを，児童が意識できるこ

とが大切になる。その際，課題の設定の仕

方や授業の流れを見える化するなどの視点

で授業改善をしていくことが大切である。 

また，「対話的な学び」の実現を図るため

の一つの方法として，個人で考えた後，意

見交換したり，根拠を基にして議論したり

する中で，自分の考えをより妥当なものに

できているかなどの視点から授業改善を図

ることが考えられる。例えば「考察や結論

の導出」において，話し合いのテーマや場

の工夫を考えることが大切になる。その際，

話し合うことで自分の考えの妥当性が増し，

それに伴って喜びが生まれる学習となって

いるかなどの視点で授業改善をしていくこ

とが大切である。 

さらに，「深い学び」の実現を図るための

一つの方法として，様々な知識がつながっ

て，より科学的な概念を形成することに向

かっているかなどの視点から授業改善を図

ることが考えられる。例えば，「考察や結論

の導出」において，自分の考えを言語化す

ることが大切になる。その際，これまで曖

昧な理解だった言葉を整理し結びつけて考

えを話したり書いたりする場面を設定する

という視点で授業改善をしていくことが大

切である。 

「主体的な学び」，「対話的な学び」，「深

い学び」の視点から授業改善を図り，児童

が，より妥当な考えをつくりだしたり，科

学的な概念を形成したりできるようにした

いものである。 

参考・引用文献 

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』 

中央教育審議会教育課程部会理科ＷＧ(第

8回)資料(2016.5) 

検証計画の立案 

問題の見いだし 

予想・仮説の設定 

自然事象に対する 

気付き 

観察・実験の実施 

結果の整理 

考察や結論の導出 

見
通
し 

振
り
返
り 
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１ 本単元で大事にしたいこと 

本単元は，温度によって体積が変わる現象

について，金属，水，空気を「質的・実体的

な視点」で捉え，「比較したり，関係付けた

りする考え方」を働かせながら，理科におけ

る資質・能力を育むことが目標である。 

一方，内容の系統性については，「粒子の

もつエネルギー」に当たる小学校理科で唯一

の単元である。したがって，指導に当たって

は，発達段階に応じて，いかに系統性を鑑み

ながら，上記の見方で事象を捉え，考え方を

働かせるかを検討しなければならない。 

例えば，試験管に石鹸水の膜を張り，お湯

の入ったビーカーに浸けると，石鹸水の膜が

膨らむという実験結果を得られる。この実験

結果に基づけば，児童は「試験管の中の空気

の体積が大きくなったからだ。」と捉えるか

というと，必ずしもそうではない。「空気が

熱いところから逃げたから」「軽くなって上

に行ったから」など，同じ実験結果を得ても，

様々な捉え方をする。また，「体積が大きく

なった」と捉えたかのように見えた児童でも，

「試験管を下向きにしたらどうなるか。」と

問うと，「下向きだと体積は大きくなれない。」

等と予想することもよくある（図１）。 

このような児童の実態を前提とし，いかに

質的・実体的な視点で事象を捉え，比較・関

係付けて考えさせればよいのだろうか。 

それには，まず，予想の根拠や実験結果の

捉え方を表出させ，児童の論理を教師が見取

るとともに，児童が互いにその妥当性を吟味

しようとする状況をいかに保証するかにあ

る。このとき，有効な思考ツールの一つがイ

メージ図に表れるメタファーである。 

また，状況を少し変えた同じ事象の提示も

有効である。同じ論理で説明しようとしてい

た複数の児童による微妙な捉え方の違いを

４年「金属，水，空気と温度－温度と体積の変化－」 

～メタファーを使って，妥当な論理への変容を促す～ 

 

神奈川県 湯河原町立湯河原小学校 尾崎 幸哉 

 

図１ 試験管を下向きにして温めたら？ 
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明らかにしたり，妥当な論理への変容の契機

としたりするための有効な手段となる。 

２ 実践のポイント 

 (1)メタファーで子どもの論理を分類する。 

イメージ図に表れているメタファーの実

際を図２に例示する。 

「お湯くんが来て，空気はやけどしそうに

なって怒った。そして，抜け出そうとして，

上に行った。」というメタファーである。 

本児は，空気の実体的な変化を日常的な経

験や感情（熱い→火傷→怒る→逃げたい）に

価値づけて擬人的に理解しようとしている。 

 表１は，本実践で見られた児童の論理をメ

タファーで分類したものである。 

(2)メタファーを使って，妥当な論理への

変容を促す 

似たメタファーの児童で編成した小グル

ープによる話し合いをすることで，自分の考

えを明確化したり，より説得力のある説明が

できるようになったり，時には，矛盾に気付

いたりする。また，各グループの考えを聞き，

ぞれぞれの考えを比べることで，より妥当な

論理への変容を促す契機となる。 

本実践では，状況を少し変えた同じ現象

（図１）の結果を予想したり，実験結果の捉

え方を説明したりする場面でイメージ図を

描く機会を，単元中に３回採り入れた。適切

なタイミングと回数の計画が大切である。 

似たメタファーの小グループでの話し合

いを行った後，学級全体で各グループの説明

を交流し，その時点で個々が妥当と判断する

メタファーを再検討する，という活動を繰り

返した。その結果，単元末には，単元目標が

めざす論理へと変容していった。 

 より具体的な実践内容や指導上のポイン

トは，下記の文献を参照されたい。 

参考文献 

日本初等理科教育研究会著（2016）「アクテ

ィブ・ラーニングの授業展開 小学校理

科」東洋館出版社，58-59，92-97. 

 

図２ 児童の学習カードの例 

 

 

表１ メタファーの分類 
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筑波の先生の研究① 

 

 

 

 

 

 

 

～前号からの続き～

２ 水と氷の体積実験器 

４年「水の三態変化」

の学習では，水を冷や

した時の状態変化と温

度変化を調べる。ビー

カーに氷を入れて，寒

剤である飽和食塩水を

注ぐ。すると，温度は，

マイナス１０℃以下に

なり，試験管に入れた水の温度も下がり，０℃

近くで凍り始める。 

 ところが，困ったことが生じる。ビーカーの

外側に付いた水滴が凍り，びっしりと霜がつ

いてしまうのだ。非常に観察がしにくく，霜を

こすり落としながらの観察を余儀なくされ

た。そのため，いつ凍り始めていつ凍り終わっ

たのかを子どもに判断させることが難しかっ

た。 

（１）見える観察 

教科書会社（学校図書）の編集会議の席でこ

の話題を出したところ，同席していた編集者

の一人が， 

「ラーメン屋さんの水差しって，二重構造に

なっていて水滴がつきませんよね」 

と言う。 

なるほどと思い，

すぐさま２人でホ

ームセンターをう

ろうろしていると，

二重構造になって

いるビールグラス

を見つけた。実際に

試してみると，霜が付くことはなく，水が凍る

過程がくっきりと観察できた。 

その後，学校図書の編集者は，大きさの違う

ビーカーの間に気泡シ

ートをはさみ込んで作

る「保冷ビーカー」を開

発し，教科書に掲載し

た。〔参照：『みんなと

学ぶ小学校理科４年』

（Ｐ107）〕 

 既存のビーカーを利

用して簡単に作ること

ができ，その効果は二重

構造のビールグラスと

同じだった。 

子どもからのプレゼント 

～教材開発の裏話②～ 

 

筑波大学附属小学校 佐々木 昭弘 



筑波の先生の研究① 

76 ● 初等理科教育 18.4/5 ● 

（２）教材の商品化 

教材会社の「内田洋行」の教材開発会議の席

でこの方法を提案してみた。ところが，ホーム

センターで見つけた二重構造のビールグラス

のようなガラス製品で作ると，単価は３万ほ

どになってしまうという。市販教材には，大量

生産できない弱点があった。 

半分諦めかけていると，既存のプラスチッ

ク容器を若干加工すればできるかもしれない

との回答があり，試

作していただいた。

そして出来上がった

のが，右の「水と氷の

体積実験器」である。 

 透明のアクリル樹脂製の二重層になってお

り，付属品として（温度計，目盛り付き試験管，

試験管固定用蓋，試験管固定ゴムリング，温度

計固定用ゴム栓，水の高さ目印，クリップ）が

入って１台「8002円（税込）」である。 

実際に使用して

みると，右の写真の

通り，まったく曇る

ことがないため，水

が凍っていく過程

を温度の変化とい

っしょに観察する

ことができる。まさ

に，「水が凍る様子

を見逃さない」のである。 

 反対側から照明を当てれば，水が凍ってい

く様子をより鮮明に観察することもできる。 

〔右段上の写真を参照〕 

水を冷やしていくと，０℃近くで温度が変

化しなくなる。この現象は，これまでの実験で

も確認できる。 

しかし，それが水の凍り始めと凍り終わり

の部分であることを子どもたちに気付かせる

ことは困難だった。しかし，「保冷ビーカー」

「水と氷の体積実験器」を使うことで，この問

題のほとんどは解消されると言っていい。あ

とは教師の授業力次第である。 

 是非，試していただきたい。その効果は絶大

である。 

詳しくは，教育用品通販サイト UCHIDAS(ウ

チダス）をご覧いただきたい。 

www.uchidas.net/shop/g/g86152342/ 

http://www.uchidas.net/shop/g/g86152342/
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１ 深い理解と深い学び 

深い理解をしているということは，その

自然について，言葉として知っているレベ

ルではなく，使いこなすことができるレベ

ルの知識を身に付けているということにな

る。 

その深い理解を目指すのが，深い学びに

なる。もちろん，深い学びが目指すのは，

深い理解だけではなく，新学習指導要領で

示されている３本の柱全体である。（３本の

柱：人間性，資質能力，知識） 

この３本の柱はお互いに関わりをもって

いるが，今回は，特に深い理解に焦点をあ

てて授業改善を考えてみることにした。 

―深い理解をめざす７つの視点－ 

① 問題解決  ② 多様な体験 

③ 組織化   ④ 試行錯誤 

⑤ 協創    ⑥ 分析 

⑦ 意味理解 

 この７つの視点のうち，①問題解決，②

多様な体験については，先月号で述べてき

た。今回は，③組織化から考えてみたいと

思う。 

２ 組織化 

問題解決や多様な体験に比べて，組織化

というのはイメージしにくいかもしれない。 

簡単に言うと，何らかの基準を軸にして，

自然や現象をまとめ直してみることである。

軸になるのは，時間や空間，順序などにな

る。 

例えば，雲は１０種雲形が基本になるが，

この名前を羅列してもイメージをもちにく

く，使える知識にはならない。観察した雲

を，高さや形を軸にして，絵に描いたり，

綿で標本作りを行ったりすれば，雲という

情報が空間的に組織化されて理解できるこ

とになる。 

実験観察した結果や調べたことを，組織

化してまとめ，発表する場を設定していく

ようにする。 

特に，調べ活動では，どうしても資料の

丸写しになりがちになる。まとめ方の一つ

としての組織化を指導していくと，より理

解が深まる活動になりやすい。最初は，一

部の子しかできなくても，発表の場を設定

することで，それがクラス全体へ広がって

情報から知識へ     

～深い学びで授業改善～ 

 

筑波大学附属小学校 鷲見 辰美 
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いくよさも生まれてくる。 

 

 

継続した観察で，時間を軸にして雲の変化を

まとめ，発表する 

 

資料を基にして，高さ（空間）を意識して観

察した雲をまとめ，発表する 

 組織化のコツは，表やグラフ，図を用い

ることである。実験結果や調べた内容を表

や図にまとめようとすれば，自然に組織化

することになるのではないだろうか。 

３ 試行錯誤 

 きっとこうなるだろうと思って実験して

みると，思うような結果が得られないこと

がある。方法が間違っていることもあれば，

そもそもの見通しが誤っていることもある。

どちらにしても，自分の考えを再考しなけ

ればならず，友達との相談をする必要感が

生まれることも多い。 

 試行錯誤には，理解を深める要素が多分

に含まれているが，実際の授業ではなかな

か実行できないのが現状である。 

 教師による教材研究も，授業研究も，ど

ちらかといえば明確な結果が出る方向で進

められることが多い。決められた時間で行

うこと，全員が理解をするということを考

えると，当然その方向になる。 

 しかし，１回ぐらいは，試行錯誤で作り

上げていく単元にする努力も必要ではない

だろうか。単元が無理なら，１次単位でも

よい。時間や器具の制約もあり，安全性も

考慮するとなると，難しいのは確かであが，

実践する価値はある。 

 次の学習指導要領では，プログラミング

学習が導入される。このプログラミング学

習こそ，試行錯誤を行いやすい学習である。

まだまだ環境が整わないが，このプログラ

ミングの考え方を取り入れた学習を行うこ

とで，試行錯誤を取り入れた学習が出来る

のではないかと考えている。（次号へ） 
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１．はじめに 

新学習指導要領に示されている「考え方」

の説明には，以下のような説明がある。 

「比較する」とは，複数の自然の事物・現象

を対応させ比べることである。（中略）具体

的には，問題を見いだす際に，自然の事物・

現象を比較し，差異点や共通点を明らかにす

ることなどが考えられる。１） 

また，この比較という考え方を働かせ，「主

に差異点や共通点を基に問題をみいだすと

いった問題解決の力の育成を目指している」

２）とも書かれている。 

本稿では，児童が自然事象と向き合うとき，

差異点や共通点からどのように問題をみい

だすことができるのか，また，児童が比較を

行う際の思考の流れについても実際の授業

から考えてみたい。 

２．目的の植物を探して… 

第３学年「身の回りの生物」（現行では「身

近な自然の観察」）の授業。虫眼鏡を片手に，

児童は学校構内の花壇や草原に出かけて行

った。児童の目的は，ヒメオドリコソウとホ

トケノザ。ヒメオドリコソウを探してくる児

童と，ホトケノザを探してくる児童とに分か

れ，全員が目的の植物を探してくるという活

動内容。教科書に載っている写真をじっと見

て外へ飛び出していった。 

もちろん，教科書を見られるのは理科室の

中だけ。屋外へは持っていけない。児童は目

的の植物の特徴を十分につかんで観察に出

かけて行った。 

３．持ち帰った植物を比較すると 

（１）植物を比較する活動と授業の流れ 

自分の持ち帰った 1 本の植物が目的のも

のかどうか，教科書の写真や友達のものと見

比べる。児童は，花の色や形，葉の大きさや

形など視点を明らかにして比較していた。 

このとき，児童は，目的の植物を探してく

るという目標が影響して，同じ種類のものか

どうかという視点で見ているため，教科書の

差異点や共通点を明らかにする 

～子供が自然と向き合い，問題を見いだすとき～ 

 

筑波大学附属小学校 辻󠄀  健  
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写真や同じ目的で探した友達との共通点に

目が向いているようであった。 

学級の半数がホトケノザ，残りの半数がヒ

メオドリコソウを見事に探し当てたあと二

人組をつくり，２つの植物を比べて感じたこ

とをノートに記述するという活動を行った。 

その後の授業の流れは以下の通り。 

①比べて感じたことをノートに記述する。 

②ノート記述したことを黒板に一つ書く。 

※ルールとして誰かが既に書いたことと同

じことは黒板に書けない。 

③児童の記述内容をもとに似ているところ，

違うところと黒板に書く場所を分けた。 

 

（２）差異点から共通点へ 

黒板は，はじめに二つの植物の違いが記述

されていった。最初の 5分くらいで「違うと

ころ（差異点）」はいっぱいになった。しか

し，数分遅れて，「似ているところ（共通点）」

も書かれ始めた。結果的に時間差はあったも

のの，児童 31人中 18人が差異点，13人が

共通点を黒板に記述した。上述したルールに

同じものが書けないというルールがあった

ため，最初に頭に浮かんだことが書けなかっ

た児童もいた。そこで最初にノートに書いた

ことが差異点だったのか共通点だったのか

を児童に聞いた。すると，2種の植物の比較

から，最初に差異点を見付けた児童が 19名，

共通点を記述した児童が 8名であった。（他

は回答せず） 

児童数が 31名，本実践という状況ではあ

るが，次のようなことが言えないだろうか。 

児童は２つの植物を比較するとき，まずは

違いに目が向き，差異点を見つける。しかし，

それだけでは終わらず，今度は似ているとこ

ろ，つまり共通点を見つけだしていく。一般

に，児童は違いにばかり目が向くという声が

聞かれる。私もそのような傾向があると考え

ていたが，時間を確保し，児童相互や教師が

称賛するなどのきっかけを与えることによ

って，共通点にも数多く目が向くことが明ら

かになった。 

４．おわりに 

植物を持ち帰ったときは，教科書の写真や

同じものを探した友達との共通点を探して

いた。これは，植物の種類の同定という，明

確な枠組みがあったからであろう。しかし，

2種の植物の比較では，差異点から表現され，

共通点も見付かった。比較を行うときの状況

や目的，教師から出される指示によって，比

較するという思考は大きな影響を受ける。 

その後，児童は，学級で共有した差異点や

共通点を基に問題を見いだした。 

「他に紫色の花はないだろうか。」「葉には

どれも小さな毛が生えているのか。」そこで

は，児童が共通性・多様性の見方を働かせ，

問題がたくさん見出されていた。 
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１ あいさつ 

平成 30年 4月から，筑波大学附属小学校

で勤務をさせていただくこととなりました，

志田 正訓（しだ まさくに）と申します。

広島からやってまいりました。本校のシステ

ムに早く慣れるとともに，理科の研究につい

て，研鑽を積んでまいりたいと思います。 

２ 本稿の目的 

さて，こうして新しい学校に赴任したこと

を自分の研究の一つの節目と捉え，これまで

の研究について振り返っていきたい。そして，

これからの研究について示唆を得ることを

本稿の目的とする。 

３ これまでの研究について 

 では，これまでの研究を振り返るために，

本誌に執筆をさせていただいた記事と，その

概要を示していこう。 

研究(1) 2012年 4月号 

科学史を足場とした授業づくり 

～3年生「じしゃくのひみつ」の授業から～ 

 本研究では，磁石の概念と電気の概念が，

相互に関連し合って発展してきたことと，子

どもたちが「電気を通す

ものは磁石につく」とい

う誤概念を持たせないよ

うにするための教材の工

夫とについて，科学史に

基づいて考え，実践した

研究である。教材の工夫

については，科学史や系統性の観点から，金

メダルや鉄にメッキが施された銅メダルを

取り扱った。 

 筆者の所感として，このような教材の使用

を通して，金属の磁気的性質の違いを学習で

きたのではないかという結論に至っている。 

研究(2) 2014年 12・1月号 

理科の内容の深い理解を通してつまずきの

解消を目指す 

―第 6学年「てこの規則性」の実践から― 

 本研究では，てこの学習におけるつまずき

を分析し，てこの学習について，より深く学

ぶことを目指した教材の工夫を考案し，実践

を行っている。 

 具体的には，てこの規則性を表す式を学

習した後に，単に式に数値を当てはめるだけ

でなく，てこの傾きを回転運動として捉え，

重りの重さの向きやそれが回転に関係があ

これまでの研究とこれからの研究 

～ 自身の研究を振り返って ～ 

 

筑波大学附属小学校 志田 正訓 
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るのかを考えさせるために，右のような教材

を提示し，考えさせた。この装置について説

明をすると，実験用てこ

の左側に伸びる糸と鉄

製スタンドの棒により，

糸の端におもりを吊る

した場合には，実験用て

こにかかる力の向きが鉛直下向きから，左向

きに変わるようにしてある。 

 実践を通じて，筆者は，力の向きに着目し

たり，おもりの重さがてこの回転に関係があ

るのかないのかを考えたりすることができ

たという所感を得ている。 

研究(3) 2015年 10・11月号 

風やゴムのはたらき 

 本研究では，ゴムカーなどを用いて学習し

たゴムに関する内容を，ちがう文脈で活用し，

力という捉え方で，より深い理解をすること

を目指して，「物と重さ」の学習での教材の

工夫を行い，実践を行った。 

 実践では，教材の工夫として下のような装

置を作成し，子どもたちに

提示した上で，①の場合と

②の場合とで，重さが変わ

るのかを考えさせた。 

 実践を通じて，子どもた

ちが，ゴムが元に戻ろうと

する力に着目し，重さが変

わらないということを結

論付けることができたこ

とから，このような教材

が，ゴムカー等で学習した

ことを力という視点で捉えなおす実践とな

ったと位置づけている。 

４ 振り返りとこれからの研究について 

 これまでの研究を俯瞰すると，次の傾向が

明らかになった。 

 まず，筆者の研究領域は，理科の授業方法

よりは，むしろ学習内容に着目したものであ

るという点である。理科の学習内容について，

系統性という視点から捉え直したり，子ども

のつまずきの原因を学習内容から分析をし

たりする傾向があることが挙げられる。 

 次に，具体的な研究方法として，教材や教

具の工夫を行っていることが挙げられる。意

図がどうであれ，実践における教材に着目し，

教科内容に応じて新しい（と考えられる）も

のを提示し，実践している傾向がある。 

 自分の研究の傾向が見えてきた一方で，教

師に何かしらの意図があったとしても，その

ような教材で学習する際，子どもたちにとっ

ての必然性があったのか否かという点や，問

題解決の諸能力を育成するという，昨今の新

しい流れに対しては，どのような指導を行う

のかという点については，本誌では触れられ

ていない。また，そもそも理科に関する研究

のどの部分を取り扱っているのかという点

についても，全体像が定まっておらず，自分

の立ち位置は定かではない。 

本稿では，これまでの自分の研究を俯瞰す

ることを通して，研究の傾向と課題を明らか

にすることができた。本稿を参考にし，改め

て研究をスタートしていきたい。 

①  

②  
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「主体的・対話的で深い学びとメタ認知」（１） 

広島大学 湯澤 正通 

１ はじめに 

昨年，公示された新しい学習指導要領の解

説の中でのキーワードの一つが「主体的・対

話的で深い学び」である。「主体的・対話的」

とは，「どのように学ぶか」である一方，「深

い学び」とは，教育の目標であり，「生きる

力」，「活用力」，「PISA 型能力」などの用語

で表現されている学力でもある。 

もう一つ，新しい学習指導要領の解説で注

目すべきことは，「メタ認知」の用語が使わ

れていることである。例えば，「主体的に学

習に取り組む態度も含めた学びに向かう力

や，自己の感情や行動を統制する力，よりよ

い生活や人間関係を自主的に形成する態度

等が必要となる。これらは，自分の思考や行

動を客観的に把握し認識する，いわゆる「メ

タ認知」に関わる力を含むものである」（文

部科学省, 2016, P. 39）。 

「深い学び」を達成するためには，「主体

的・対話的」な教育方法が必要であり，それ

によって子どものメタ認知（ワーキングメモ

リ）の働きが促される。そんな関係である。

今回と次回は，このことを説明しよう。 

 

 

２ 小学校 3年理科「じしゃくにくっつけ

よう」の授業 

ここでは，もう 20 年くらい前の実践であ

るが，当時，広島大学付属小学校で教鞭をと

っていた中田晋介氏の小学校 3 年理科「じ

しゃくにくっつけよう」の授業（中田, 2003; 

湯澤, 2003）を事例に取り上げる。この授業

のビデオは，私が大学で担当する教育心理学

の授業で今でも使わせていただいている。年

がたっても色あせない全員参加型のとても

よい実践である。 

 子どもたちに与えられた課題は，「半分に

割った棒磁石の極はどうなるのだろうか」で

ある。子どもたちが磁石の基本的な性質につ

いて学んだ後の応用的な課題である。 

 実は，前の時間に子どもたちは，棒磁石を

わって，わった部分にクリップやクギが引か

れることを確認している。図１は，子どもた

ちが出した割れた棒磁石の極の予想である。

1 回目は，予想を発表した直後にそれぞれの

予想を支持した子どもたちの人数である。そ

の後，図２のような理由を発表し，話し合い

を行った後，再度，子どもたちの予想の変化

を調べたのが 2 回目である。 

連載：ワーキングメモリと理科 
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図１ 子どもたちの予想 

 

Ｓ1：２番だと思う。割れてないときは真ん中は何

極でもなかった。割れた磁石は割れてない磁石

と同じようにくっついたから，何極でもない。 

Ｔ：割れてないときにくっつかなかった。 

Ｓ2：３番。割れた磁石にくっつけたとき，クリッ

プは，片方にぶらさがったのに，全体にくっつ

いてたから，真ん中はくっつかなかったから，

片方だけしかくっつくはずだから，２番は違う

と思う。 

Ｔ：全体にくっついたから。 

Ｓ3：Ｕ字型磁石でやったとき，真ん中はくっつか

なかったけど，昨日，真ん中もくっついたから，

１番だと思う。 

Ｓ4：昨日，H 君が磁石の中に磁石があると言って

いたから，その磁石にもＮ極とＳ極がある。 

Ｔ：H 君の意見を聞きたいね。 

Ｓ5：磁石の中には小さい磁石があって，つながっ

ていると真ん中には極はできないけど，割れて

しまうと，小さい磁石が離れて，はじっこの方

にまたＳとＮができてしまうから，割れた磁石

にも極が２つできるはず。もし極が１つだけな

ら，磁石として動かなくなってしまう。 

Ｓ6：４番だと思う。極は極だから，ＳはＳ，Ｎは

Ｎだと思う。色が付いているのはＳとＮを分け

るためだから，４番だと思う。 

図２ 子どもたちの理由と対話 

 

 

３ 主体的，対話的であること 

子どもは，今の活動の目標が何であるのか，

そしてそのためにどうすればよいのか分か

っているからこそ「主体的」になれる。子ど

もたちは，「半分にわったぼうじしゃくの極

はどうなるのだろうか」という授業の大きな

目標を意識し，結果を予想するという場面で，

「主体的に」予想を考えることができている。

それは，図２で分かるように，子どもたちは，

それぞれの予想に対して，なんとなくではな

く，自分の経験や知識に基づいて理由（根拠）

を頭に描いているからである。 

そして，子どもたちは，それぞれ違った予

想に対して違った理由を持っているからこ

そ「対話的」になれる。理由と理由のぶつか

り合いであり，どれが最も説得的であるかの

勝負である。その判断にメタ認知が働く。 

 

参考・引用文献 

文部科学省（2016）『小学校学習指導要領解

説 総則編』 Retrieved from 

http://www.mext.go.jp/component/a_me

nu/education/micro_detail/__icsFiles/afi

eldfile/2017/07/12/1387017_1_1.pdf. 

中田晋介（2003）「子どもの学習の場を保障

する理科の授業づくり―認知的葛藤と

科学的概念転換プロセスから―」初等理

科教育，Vol. 38, No. 1. Pp. 58-61. 

湯澤正通（2003）「子どもの「素朴概念」を

考える―子どもは「小さな科学者」－」

初等理科教育，Vol. 37, No. 6. Pp. 

50-51. 
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１．小学校理科の目標 

現行学習指導要領における小学校理科の

目標は，ご存じのとおり以下のようになっ

ています。 

自然に親しみ，見通しをもって観察，実

験などを行い，問題解決の能力と自然を愛

する心情を育てるとともに，自然の事物・

現象についての実感を伴った理解を図り，

科学的な見方や考え方を養う。 

しかし，新学習指導要領では，小学校理

科の目標が次のようになります。 

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・能力を次の通り育成することを目指

す。 

⑴ 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

能を身に付けるようにする。 

⑵ 観察，実験などを行い，問題解決の力

を養う。 

⑶ 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。 

このように，書き方が大きく変わったの

です。今回の改訂について，キーワードを

基に、その背景について簡単に述べてみた

いと思います。 

２．育成を目指す資質・能力 

 これからの複雑で予測困難な時代の中で，

児童一人一人が，社会の変化に受け身で対

応するのではなく，主体的に向き合って関

わり合い，自らの可能性を発揮し，多様な

他者と協働しながら，よりよい社会と幸福

な人生を切り拓き，未来の創り手となるこ

とができるよう，教育を通してそのために

必要な力を育んでいくことが重要とされて

います。そこで，今回の改訂では，知・徳・

体のバランスのとれた力である「生きる力」

という理念をより具体化し，どのような資

質・能力を育むことを目指しているのかを

明確にしていくことが重要とされました。

そこで，資質・能力が「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」の三つの柱で整理され，こ

れに伴い，各教科等の目標や内容も三つの

柱に基づいて整理されました。 

 小学校理科の目標も（1）には「知識及

び技能」，（2）には「思考力，判断力，表

新学習指導要領と理科の授業 

～小学校理科改訂のキーワード～ 

 

文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官 鳴川 哲也 
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現力等」，（3）には「学びに向かう力，人

間性等」が示されています。 

３．「理科の見方・考え方」 

 理科においては，従来，「科学的な見方や

考え方」を育成することを重要な目標とし

て位置付け，資質・能力を包括するものと

して示してきました。しかし，今回の改訂

では，資質・能力をより具体的なものとし

て示し，「見方・考え方」は資質・能力を育

成する過程で児童が働かせる「物事を捉え

る視点や考え方」として，全教科等を通し

て整理されました。この変更についての理

解が非常に重要です。 

４．「主体的・対話的で深い学び」 

今回の改訂では，児童に必要な資質・能

力を育むための学びの質に着目して，授業

改善の取組を活性化していく視点として，

「主体的・対話的で深い学び」が位置付け

られました。「主体的な学び」，「対話的な学

び」，「深い学び」の視点から授業改善を図

ることが重要であるということです。 

５．教育内容の見直し 

TIMSS2015 において，小学校第４学年を

対象に行われた質問紙調査の結果，「理科は

楽しい」と回答した児童は約９割にのぼり，

国際平均を上回りました。また，「理科が得

意だ」と思っている児童の割合も増加する

傾向に見られます。 

これらの現状を踏まえ，これまでも重視

してきた「自然の事物・現象に働きかけ，

問題を見いだし，主体的に問題を解決する

活動」や「新たな問題を発見する活動」を

充実させていくことにしました。 

また，日常生活や他教科等との関連を図

った学習や，目的を設定し，計測して制御

するといった考え方に基づいた観察，実験，

ものづくりの充実を図るといった活動，自

然災害との関連を図りながら学習内容の理

解を深めるなど，理科の面白さを感じ，理

科を学ぶ意義や有用性を認識することがで

きるようにしました。 

６．プログラミング教育 

今回の改訂では，学習の基盤となる資

質・能力の 1つとして，情報活用能力が挙

げられ，それを踏まえ，児童がプログラミ

ングを体験しながら，コンピュータに意図

した処理を行わせるために必要な論理的思

考力を身に付けさせるための学習活動が位

置付けられました。小学校理科では，第６

学年Ａ（4）「電気の利用」において，この

活動の例示をしました。プログラミング教

育を教育課程にどのように位置付けていく

のかについては，悩みが大きいところかも

しれません。 

 

今回は，大きなキーワードを基に，新学

習指導要領の概観を示しました。次回から

は，それぞれのキーワードを基に，もう少

し詳しく述べていきたいと思います。 

参考・引用文献 

文部科学省（2018）『小学校学習指導要解 

説 総則編』，東洋館出版社 

文部科学省（2018）『小学校学習指導要解 

説 理科編』，東洋館出版社 
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１ はじめに 

新学習指導要領において，第３学年に「音

の伝わり方と大小」の内容が追加されるこ

とになった。ここでは，全国小学校理科研

究協議会研究大会東京大会において，多摩

市立多摩第二小学校で行った「光と音の性

質」の実践のうち，「音の大小」の展開を中

心に紹介する。 

２ 指導計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 子どもの気付きや疑問を基にした問

題づくり 

新学習指導要領において，第３学年では

学習の過程において，自然の事物・現象の

差異点や共通点を基に，問題を見いだすと

いった問題解決の力を育成することに重点

が置かれている。 

 

そこで，どのような学習活動を進めてい

くことで児童がより問題を見いだしやすく

なるのか手立てを考えた。 

(1)音の違いを体感できる事象提示の工夫 

問題を見いだす場面では，震える様子

が体感できる大太鼓を一人一人が使用し

て，大きい音と小さい音を出したときの大

太鼓の様子の違いから問題を見いだすよ

うにした。めあてを「大きい音を出したと

きと小さい音を出したときの太鼓の様子

について比べよう」として取り組み，太鼓

の表面の様子の違いに着目するようにし

た。 

(2)個人の気付きや疑問を学級の問題に集

約する 

問題づくりには，様々な方法があると

思うが，理科を学び始めた３年生にとっ

ては，難しい場合もある。ここでは，初

期段階における問題づくりについて紹介

したい。 

①自然事象を比較し，差異点や共通点を付

箋紙に書き，交流する。〔個人→学級〕 

・震えているところは同じ。 

・震えている大きさはちがう。 

②差異点や共通点について気付いたことや

光と音の性質 

～量的・関係的な視点で捉える～ 

 

東京都多摩市立多摩第二小学校 坂野 真貴子 

 

第１次 物から音が出るとき，物は震

えていること。（２時間） 

第２次 音の大きさが変わるとき，物

の震え方が変わること。 

（２時間） 

第３次 物から音が伝わるとき，物は

震えていること。（２時間） 
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疑問に思ったことをノートに書き，話し

合う。〔個人→学級やグループ〕 

・大きい音が出ているときと小さい音が出

ているときの表面の震え方はちがう。 

・触るだけでは震え方の違いはよくわから

ない。 

③気付いたことや疑問を基に問題をつくり，

類型化したり，集約したりして学級の問

題とする。〔個人やグループ→学級〕 

・大きい音が出ているときと小さい音が出

ているときの太鼓の表面の震え方はちが

うのか。 

 問題づくりに慣れてきたら，段階を減ら

していき，最終的には個人で問題をつくれ

るようにしたい。 

４ 量的・関係的な視点で捉える 

今回の改訂では，理科の目標の中に「理

科の見方・考え方を働かせ」という一文が

含まれている。小学校学習指導要領解説 

理科編には，「『見方・考え方』とは，資質・

能力を育成する過程で児童が働かせる『物

事を捉える視点や考え方』」であると記され

ている。 

ここでは，音の大きさが変わると物の震

え方が変わることについて，量的・関係的

な視点で捉えるようにする。 

 太鼓の表面が震えていることは，見たり

触ったりすれば分かるが，どれくらい震え

ているかについては分からない。そこで，

実験結果を数値化するために以下のような

手立てを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①太鼓の表面に発泡スチロール球を置き，

音が大きいときと小さいときのはねる高さ

で震え方を調べる。 

②目盛りのついた厚紙を太鼓に貼り付け，

発泡スチロール球がはねる様子をタブレッ

トＰＣで撮影し，その映像をスローモーシ

ョンで再生して，はねる高さを記録する。 

③グループ毎の実験結果を色シールで表し，

共有する。 

正確にデータを記録することで音の大き

さと物の震え方との関係について捉えるこ

とができるようにする。 

今後，様々な研究実践の積み重ねにより，

さらによりよい実験道具や実験方法が開発

されていくことを期待する。 

 

参考・引用文献 

全国小学校理科研究協議会研究大会 

東京大会 多摩地区指導案集 

（多摩市立多摩第二小学校）（2017） 

文部科学省（2017）『小学校学習指導要領

解説 理科編』 

 

発泡スチロール球のはねる高さの測定 

http://nisshori.sub.jp/memb1/201804/20180488.docx


書籍紹介（書籍画像をクリック！）

「ノート指導の基本とは？」「『結果』と『考察』ってどう違うの？」「教科書やセット教材って，どう使ったら
いいの？」など，理科授業の基礎技術が40のQ&Aにまとめられています。

編著：佐々木昭弘 著：白河市立白河第二小学校
『プロ教師に学ぶ 小学校理科授業の基礎技術Q＆A』

本書は，ハーバード大学の提唱するメソッドやクリティカル・シンキングをもとに筆者の実体験を踏まえ，
「考え抜く力」を伝授してくれる。自分の意見を作るための「考える手順」をステップ１から５まで示し，自
分で考え，鋭い意見をもつコツが紹介されている。

狩野みき 著／日本実業出版社
『「自分で考える力」の授業』

理科授業の準備過程が実感でき，達人の授業展開がイメージできる思考ノートを公開!
すぐに取り組める仕掛けが見つかり，達人の授業づくりを紙上体験できる。

森田 和良／学事出版
『秘伝 森田和良の理科教材研究ノート』

本書は，独創的なアイディアを生み出す思考のトレーニング法が紹介されている。考えるのが苦手な
子供に役立つ本である。考える力を養うためにはまず「問題を見つける力」を鍛えるとある。理科の目
標と合致するフレーズである。問題とは何か再考させてくれる。

上田正仁 著／ブックマン社
『「考える力」の鍛え方 』

学習科学のアイデアを基盤として,「学習開発」という考え方を軸に, より深く教育実践に踏み込む。21 
世紀型能力の育成など近年の議論や動向を受け, 学習研究や学習環境デザインのあり方を, 今日的
なトピックによって提起。「今- ここ」の21 世紀に見合った教育実践のあり方を探究する。

森 敏昭 ( 監修), 藤江 康彦 , 清水 益治 , 白川 佳子 ( 編集) ／北大路書房
『21 世紀の学びを創る: 学習開発学の展開 』

ワーキングメモリという言葉を聞いたことがあるでしょうか？子どもへの指示の出し方や，子どもの見取
りについて，「ワーキングメモリ」という視点から新しい視点を提供してくれるこの一冊。理論的なことだ
けでなく，各教科の教師が書いた実践的な部分もあり，大変参考になる一冊です。

湯澤正道・湯澤美紀編著／北大路書房
『ワーキングメモリと教育』

動植物が持つ驚きの能力をまねて、人間がつくり出した技術や道具を紹介。
全５巻。

鷲見辰美／学研
『自然界の超能力！』

科学の“ 考え方" を学ぶ本。「考える練習」20 回分が収載されており，お盆の上に風船を載せて手を
離すと，どんなふうに落ちるでしょう? など，そのテーマが興味深い。あなたは，日常の現象について，
どれだけ知っていますか？

川角 博・ＮＨＫ「考えるカラス」制作班／岩波書店
『NHK 考えるカラス―「もしかして?」からはじまる楽しい科学の考え方』

小学校理科アクティブ・ラーニングの決定版！ 小学校理科の授業改善にすぐ役立つ！！
学習指導要領の改訂による資質・能力の育成を見据え，より深い学びを目指して，本書では理論と実
践の両面からアクティブ・ラーニングの具体について明らかにしている。

編著：森田 和良 著：日本初等理科教育研究会／東洋館出版社
『小学校理科アクティブ・ラーニングの授業展開』

https://www.amazon.co.jp/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%90%86%E7%A7%91%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E6%8E%88%E6%A5%AD%E5%B1%95%E9%96%8B-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%88%9D%E7%AD%89%E7%90%86%E7%A7%91%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A/dp/449103253X/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1502424336&sr=8-3&keywords=%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%90%86%E7%A7%91%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%81%A8%E6%95%99%E8%82%B2-%E6%B9%AF%E6%BE%A4-%E6%AD%A3%E9%80%9A/dp/4762828599/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1502424357&sr=8-4&keywords=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%81%A8
https://www.amazon.co.jp/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%90%86%E7%A7%91%E6%8E%88%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%8A%80%E8%A1%93Q-%E3%83%97%E3%83%AD%E6%95%99%E5%B8%AB%E3%81%AB%E5%AD%A6%E3%81%B6-%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8-%E6%98%AD%E5%BC%98/dp/4491027641/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1502424383&sr=8-1&keywords=%E3%83%97%E3%83%AD%E6%95%99%E5%B8%AB%E3%81%AB%E5%AD%A6%E3%81%B6%E3%80%80%E7%90%86%E7%A7%91
https://www.amazon.co.jp/%E8%87%AA%E5%88%86%E3%81%A7%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E5%8A%9B-%E3%81%AE%E6%8E%88%E6%A5%AD-%E7%8B%A9%E9%87%8E-%E3%81%BF%E3%81%8D/dp/4534050909/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1502424414&sr=8-1&keywords=%E8%87%AA%E5%88%86%E3%81%A7%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E5%8A%9B
https://www.amazon.co.jp/%E7%A7%98%E4%BC%9D-%E6%A3%AE%E7%94%B0%E5%92%8C%E8%89%AF%E3%81%AE%E7%90%86%E7%A7%91%E6%95%99%E6%9D%90%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%8B%E3%82%89%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8B%E6%8E%88%E6%A5%AD%E6%88%90%E5%8A%9F%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%81%93-%E6%A3%AE%E7%94%B0-%E5%92%8C%E8%89%AF/dp/4761919124/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1502424435&sr=8-1&keywords=%E7%90%86%E7%A7%91%E6%95%99%E6%9D%90%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88
https://www.amazon.co.jp/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6%E8%80%85%E3%81%8C%E6%95%99%E3%81%88%E3%82%8B-%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E5%8A%9B-%E3%81%AE%E9%8D%9B%E3%81%88%E6%96%B9-%E4%B8%8A%E7%94%B0-%E6%AD%A3%E4%BB%81/dp/4893088025/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1502424459&sr=8-2&keywords=%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E5%8A%9B%E3%81%AE%E9%8D%9B%E3%81%88%E6%96%B9
https://www.amazon.co.jp/21%E4%B8%96%E7%B4%80%E3%81%AE%E5%AD%A6%E3%81%B3%E3%82%92%E5%89%B5%E3%82%8B-%E5%AD%A6%E7%BF%92%E9%96%8B%E7%99%BA%E5%AD%A6%E3%81%AE%E5%B1%95%E9%96%8B-%E6%A3%AE-%E6%95%8F%E6%98%AD/dp/4762828955/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1502424492&sr=8-1&keywords=21%E4%B8%96%E7%B4%80%E3%81%AE%E5%AD%A6%E3%81%B3%E3%82%92%E5%89%B5%E3%82%8B
https://www.amazon.co.jp/%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%95%8C%E3%81%AE%E8%B6%85%E8%83%BD%E5%8A%9B-%E5%85%A85%E5%B7%BB%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E5%A4%A2%E3%81%AE%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%82%92%E6%AC%A1%E3%80%85%E7%94%9F%E3%81%BF%E5%87%BA%E3%81%99-%E9%B7%B2%E8%A6%8B%E8%BE%B0%E7%BE%8E/dp/4058109769/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1502424514&sr=8-5&keywords=%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%95%8C%E3%81%AE%E8%B6%85%E8%83%BD%E5%8A%9B
https://www.amazon.co.jp/NHK-%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%B9-%E3%82%82%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%A6-%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AF%E3%81%98%E3%81%BE%E3%82%8B%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%84%E7%A7%91%E5%AD%A6%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9-%E5%B7%9D%E8%A7%92-%E5%8D%9A/dp/4140113367/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1502424537&sr=8-1&keywords=%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%B9


表紙写真の解説 アオスジアゲハとレッドロビンの花 
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チョウを呼ぶ木 

レッドロビンは人家の生け垣に植えられ，春になるとその赤い葉が目にとまる木であ

る。時間がたつとこの葉はいつの間にか緑色に変化していく。５月の上旬になると我が

家の下にあるレッドロビンの独立樹は木一杯に花房を身にまとう。この花の蜜を求めて，

数日間いろいろな昆虫たちが集まってくる。 

ハチのような小さな昆虫はよく見ないとその存在すら分からないが，大型のチョウの

飛来は直ぐに分かる。その中でも特に目立つのがアオスジアゲハだ。名前のようにその

青い筋が左右の羽にきれいに並んでいる。このチョウが群れをなして飛んでくることが

ある。その姿を高みより見るのは，正に至福の時である。 

（ 飯島俊幸 ） 
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■連載
観察・実験講座
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鷲見辰美
辻健
志田正訓
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2018年4月20日発行 第51巻第1号
第1版 2018年4月20日

今号では，「深い学び」の視点に立った授業改善を特集しました。

山中先生には，「『深い学び』で求めるもの」という題で論じていただ
きました。学習指導要領と全国学力・学習状況調査の関係は「入り
口」と「出口」の関係といえること、その「出口」部分である全国学力・
学習状況調査の「活用」の内容が、「深い学び」の実現に向けた授業
改善の三つの視点と大きく関係していることなどを具体的に示してい
ただきました。

塚田先生には、「理科の見方・考え方を働かせ、知識・技能を活用
する学びの創造」という題で論じていただきました。「深い学び」とは
どういう学びか，「深い学び」の視点に立った授業改善とはどのよう
な授業かということなどに加えて、理科の「見方・考え方」を働かせて
問題解決をすることが求められていることなどを具体的に示していた
だきました。

寺本先生には、「何が『深い学び』なのか？」という題で論じていた
だきました。「深い学び」とは「子ども自身が学び方の質」を高めるこ
とそのものであること、学び方の質を高めるためには「主体的な学
び」「対話的な学び」が不可欠であることなどを、具体的に示していた
だきました。

「深い学び」の視点に立った授業改善を図る上で、「理科の見方・考
え方」、全国学力・学習状況における「活用」、「主体的な学び」、「対
話的な学び」等の様々なキーワードがあります。それぞれのピース
がどのような関係にあるのか考えながら、授業改善していくことが大
切であると思いました。

(4/5月号担当北條 諭) 

https://www.facebook.com/nisshori


学校図書株式会社 〒 114-0001  東京都北区東十条 3-10-36
TEL : 03-5843-9432    FAX : 03-5843-9438 

理数教育へのつながりを考える

幼児の体験活動に見る「科学の芽」
　　　　　編著：森 本　信 也（横浜国立大学教授）
　　　　　　　　磯 部　頼 子（ベネッセ次世代育成研究所顧問）

●��幼児の体験活動に見られる「科学の芽」を，理科教育（森本）と幼児教育（磯
部）のそれぞれの視点で分析。
●��幼稚園教育における様々な実践から，科学的思考や知識の「芽生え」を
見いだし，価値付け，わかりやすく解説。
●��幼稚園はもちろん，小学校理科，生活科における科学的思考や表現力を
育む　支援のあり方が見えてくる。

A5 版並製・120 ページ
定価 1,500 円 + 税

好評増刷中

URL  http://www.gakuto.co.jp　　mail : suishin@gakuto.co.jp

A5 版並製・200 ページ
定価 1,500 円 + 税

好評増刷中
言語力の育成を重視した

みんながわかる理科教育法
   著 ：小田切 真（常葉大学教授）・寺本貴啓 （國學院大學准教授）

●�小学校理科の新指導要領で重視されている内容について，教材研究の仕
方や具体的な指導案を元に解説。
●�理科を久しぶりに担当する先生，苦手意識のある先生，これから教員を
目指す学生にも，具体的な事例と語句解説でわかりやすく説明。
●�問題解決学習の解説から，「言語力を重視した理科授業」を意識した評
価活動のありかたまで幅広く掲載。更に語句解説や特別支援の視点も交
えたコラムなども多数掲載。

「アクティブ・ラーニング」のための

表現力育成　　 のポイント（低学年編）
　　　  著 ：白石範孝　佐々木昭弘　夏坂哲志

●�表現力育成のポイントを，教科の特性との関連で考えた。「アクティブ・
ラーニング」推進のための待望のシリーズ第一弾。
●�表現活動は全ての教育活動でも行われ，全ての教科・領域で欠かせな
い指導である。何をどのように表現していくかという「方法」と「内容」
についてのポイントを，板書例，ノート例，作品例などとともに掲載。
●�第三章ではDVDに収録された各教科の授業について解説も掲載。A5 版並製・184 ページ

定価 2,000 円 + 税

最新刊 !!

10
国語 /理科・生活 /算数

　
　DVD 付き

160分



〒101ー0051　東京都千代田区神田神保町2-10　 TEL：03-3238-6811　ＦＡＸ：03-3238-6810
http://www.kyoiku-shuppan.co.jp

平成27年度版小学校教科書準拠

小学理科
デジタル教科書
未来をひらく 指導用 学習者用デジタル本文データ＋

だれでも使いやすいシンプルなデザイン1
見せたいところを自由に拡大して提示2
豊富なデジタル教材で理解を深める3

第 3学年～第 6学年  全 4 巻（学校内フリーライセンス※）

 価格 全巻セット価格

 各巻　75,000円  285,000円

※同一校内での使用に限り台数無制限でご利用いただけるライセンスです。
（価格は税別）

教えやすく，学びやすい授業を支援します



http://www.shinko-keirin.co.jp/



 



理科の教育書

　 美しい心を育む自然観察
「観察ってどうすればいいの？」

菅井 啓之  京都光華女子大学こども教育学部教授
後藤 紗貴  滋賀県大津市立青山小学校教諭

著者

発行　A5版 １00 ページ　　定価 本体 950円 + 税

7

⻆屋 重樹
広島大学名誉教授
国立教育政策研究所名誉所員
日本体育大学児童スポーツ教育学部教授

髙木 正之
国立市立
国立第八小学校教諭

監修 編著

発行　A5版 96 ページ　  定価 本体 950 円 + 税

　 学びが深まる〝活用〞授業アイデア集
－理科教育がわかる教科書（活用編）－
8

カラーで見やすい !
巻頭グラビア付
カラーで見やすい !
巻頭グラビア付

理科教育の

3本柱を
丁寧に解説

!! 教えるのか
なぜ

教えるのか
何を

教えるのか
どのように

ぶんけいが
紹介する

具体的な
実践例を
多数紹介 !!

明日からできる!! 活用の授業アイデアが満載!!

子どもと一緒に楽しく自然を観察したい先生へ

充実した写真 !
具体的な活動例 !!
分かりやすい解説 !!!
自然観察の
入門ガイド

　 なぜ、理科を教えるのか
－理科教育がわかる教科書－

⻆屋 重樹 広島大学名誉教授
国立教育政策研究所名誉所員
日本体育大学児童スポーツ教育学部教授

著者

発行　A5版 １１２ページ　　定価 本体 950円 + 税

寺本 貴啓
國學院大學
人間開発学部准教授

後藤 顕一
国立教育政策研究所
教育課程研究センター
基礎研究部総括研究官藤江 康彦

東京大学大学院
教育学研究科准教授

編著

発行　A5 版 112 ページ　　定価 本体 950円 + 税

4

13

本物の学習指導力をつけたい先生へ

“ダメ事例”から授業が変わる！
　 小学校のアクティブ・ラーニング入門
－資質・能力が育つ“主体的・対話的な深い学び”－

基本的な考え方が分かる !
豊富なイラスト !
具体的な実践例 !!
小学校のアクティブ・
ラーニングの決定版

なぜ、理科を
教えるのか
̶理科教育がわかる教科書

̶

4

⻆屋　重樹  著

くわしくは
コチラ
CLICK

くわしくは
コチラ
CLICK

くわしくは
コチラ
CLICK

13

“ダメ事例”から授業が変
わる！

小学校の
アクティブ・ラーニング入門
─資質・能力が育つ “主

体的・対話的な深い学び
”─

編著

寺本 貴啓

後藤 顕一 

藤江 康彦

くわしくは
コチラ
CLICK

新刊

http://www.bunkei.co.jp/books/details.php?9784799901847
http://www.bunkei.co.jp/kyoiku_book/rika.html
http://www.bunkei.co.jp/kyoiku_book/rika.html
http://www.bunkei.co.jp/kyoiku_book/rika.html
http://www.bunkei.co.jp


JIS鏡筒

照明電源は急速充電式､
10分の充電で約1時間
使用可能｡1コマの授業
なら､休み時間に充電す
るだけでOK！
携帯電話の充電器と同じ
で、充電中のみLEDが
赤に点灯。

LED急速充電

どんなメガネコンセントにでも合う。

サービスコンセント

クレンメルが片
手で簡単に上げ
られ､プレパラー
トをワンタッチ
で装着できます｡

イージー
ホルダー

面倒な焦点調整も簡
単！鏡体とステージ
についているマーク
を合わせることによ
り､おおよその焦点
が合います｡

イージー
フォーカシング

回転式鏡筒で、左右どちら
側からでも観察できます。

360 回゚転式鏡筒すべらないから持ちやすい。

イージーキャリング

くぼみがあるから持ち運びに便利！！

イージーキャリング

プレパラートをMステー
ジにセットし、ステージ
ごと移動・回転させます。
検鏡しながらでも簡単に
動かすことができます。

360 回゚転式Mステージ

使いやすさにこだわったスタイリッシュデザイン顕微鏡

生物顕微鏡 アトマ®シリーズ
D21-4150～2

テーブルタップと同じよ
うに使えるので顕微鏡の

児童にもらくらくイージーキャリング

連結OK！！

小･中学校で使用される
クラ ス の 生 物 顕 微 鏡
（300倍･400倍）では画
期的なJIS鏡筒を採用！
JIS規格の顕微鏡テレビ
装置につなげる。

Cat.No. 型　　　　式 価　　　格 ￥

39,800（税抜）
49,800（税抜）
41,800（税抜）
51,800（税抜）
44,600（税抜）
54,600（税抜）
41,800（税抜）
51,800（税抜）
44,600（税抜）
54,600（税抜）

D21-4150-01 @300（格納箱無）
@300-B（格納箱付）
@300MLED（格納箱無）
@300MLED-B（格納箱付）
@300MLED-M（反射鏡付・格納箱無）
@300MLED-BM（反射鏡付・格納箱付）
@400MLED（格納箱無）
@400MLED-B（格納箱付）
@400MLED-M（反射鏡付・格納箱無）
@400MLED-BM（反射鏡付・格納箱付）
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〈その他の共通仕様〉接眼レンズ：WF10×（JIS規格）、鏡筒長139mm、360°回転式、45°傾斜鏡筒、ステージ上下動式、標本破損防止装置
※「アトマ」はナリカの登録商標です。
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http://www.rika.com/
□本　　　社 〒101-0021 東 京 都 千 代 田 区 外 神 田  5 - 3 - 1 0  TEL.（03）3833-0741（代） FAX.（03）3833-0743
□仙台営業所 〒981-0932 仙台市青葉区木町 6 - 1 4  サン・レオ102  TEL.（022）272-8188 FAX.（022）774-1955
□大阪営業所 〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-16 永田中津ビル5階 TEL.（06）6451-3986 FAX.（06）6451-3925
□福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町 2-7 博多東エースビル7階 TEL.（092）432-6888 FAX.（092）432-7388

下のアイコンタッチで
動画をcheck!

http://narika.jp/movie/D21-4150_2.html


消費税価格欄には消費税8％を含めた価格を表示しています。

クリックでサイトを開く

http://www.yagami-inc.co.jp/view/index
http://www.yagami-inc.co.jp/view/index


授業ですぐ使える圧倒的な
商品数が揃っています！

電子カタログ〈eBook〉はこちら！

http://school.uchida.co.jp/

http://www.uchida.co.jp/education/catalog/science63-ele/pageview.html

公共本部

東京 東日本営業部
〒１３５-0016
東京都江東区東陽２-３-25
０３（５６３４）６２８０

大阪 西日本営業部
〒５４０-８５２０
大阪市中央区和泉町２-２-２

０１１（２１４）８６30

札幌 北海道営業部

 札幌市中央区北1条東4丁目1-1
 〒０６０-0031

福岡 九州営業部

０９２（735）6240

〒810-0041
福岡市中央区大名2-9-27

０６（６９２０）２４８０

一台でさまざまな
グループ実験にあわせて
ご利用いただけます。

Digital Checker for CO2 & O2

Example of  Experiment

□CO2/O2表示ランプ

わかりやすい%表示。

□デジタル表示

取り扱いはボタン操作のみで、
児童が簡単に扱えます。

□操作ボタン

実験で使いやすい分離タイプ。

□プローブ

燃焼前後の空気中に、どのくらい二酸化�
炭素や酸素があるか調べることができます。

植物の呼吸と光合成の違いを数値で確認�
することができます。

一番身近な気体である呼吸を測定することが
できます。

燃焼後の酸素、
二酸化炭素測定

葉の呼吸・
光合成測定 人の呼吸測定

測定方法 CO2／固体電解質センサー、O2／ガルバニ式センサー、拡散式

測定範囲 CO2／0.04〜5％、O2／5〜30％

精度 CO2／±30%rdg（読取値）、O2／±1％

表示分解能 CO2／0.01％、O2／0.1％

表示 デジタル表示（単位：％）、O2のみ・CO2のみ・O2 /CO2交互表示に切替可能

校正 外気でCO2 ／0.04％、O2 ／21%として校正（電源投入時自動/手動）

電源 単三アルカリ乾電池×4個（寿命約20時間）またはAC100V（専用ACアダプター使用）

使用環境 0℃〜40℃、80％rh以下（結露なきこと）

外形寸法
本体／77.5（幅）×44（奥行）×145（高さ）mm、プローブ／28（幅）×27

（奥行）×170（高さ）mm、コード長／約100cm

質量 本体／約250g（電池含む）、プローブ／約105g

付属品
プローブ、ACアダプター、ネックストラップ、単三アルカリ乾電池×4個、
500mL集気びん用フタ、取扱説明書（保証書印刷）

※プローブは消耗品です。交換の目安はおよそ3年です。

型番 型式 測定範囲（％） 本体価格 税込価格

8-151-0070 CD-2G CO2／0.04〜5（±30）
O2／5〜30（±1） ¥39,000 ¥42,120

デジタルCO2・O2チェッカー
Digital Checker for CO2 & O2

●濃度はわかりやすい%表示。
● �プローブは実験で使いやすいように本体と分離タイプです。�
（プローブは互換性あり）
●燃焼実験用に500mL集気びん用フタを標準付属しています。

測定範囲

0.04〜5％
（±30％）

二酸化炭素
測定範囲

5〜30％
（±1％）

酸素

理振
該当品
小学校
中学校
高等学校シンプルで使いやすい

デジタルCO2・O2チェッカー

Simple is Best.

実験例

CO2のみ：●点灯
O2のみ：●点灯
CO2/O2交互表示：�● ●�

交互に点灯�
（5秒間隔）
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