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資質・能力を育む理科の問題解決
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表紙写真の解説

乙 女 椿

賢い東洋のバラ
８年ぶりに母校のキャンパスへ足を運ぶと，椿たちのファッション
ショーが開かれていた。和菓子のような上品な桃色の花を咲かせていた
のは「オトメツバキ」。淡いピンク色の花で，モダンな顔を見せていた
のは七分咲きの「ヤエヒメ」であった。
そういえば，真冬の雪の中でも立派に咲き誇る椿の姿を目にしていた。
冬に花を咲かせるのは，鳥のエサが減るこの時期に，敢えて花を咲かせ
ることで，他の花よりも鳥を独占し優位に立つためだそうだ。鳥たちに
つつかれても花弁が落ちないように，散る時には花ごと頭を落とす。花
弁の筋トレに，葉の保湿のためのクチクラ層，種子には椿油。美人は影
で努力を惜しまない。
（ 坂元 美緖 ）
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特集題：子どもが理科の見方・考え方を働かせるとき
特集キーワード：①資質・能力 ②問題解決 ③見方・考え方 ④深い学び

2019年度の編集テーマは「資質・能力をはぐくむ理科の問題解決 ～理科の見方・考え方を働かせ
る深い学びの具体～」と設定した。テーマの実現をめざす手段（副題）を，教師による授業改善の実
現（2018）から，問題解決の過程を経て到達する児童の具体を明らかにすること（2019）へ変更した。
ここで言う「深い学び」とは，学習指導要領が示す「深い学び」と同一である。

「深い学び」については，以下の視点から，授業改善を図ることが考えられる。
・「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
・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
（小学校学習指導要領解説 理科編 p.95 骨子）

そこで，本号では，「子どもが理科の見方・考え方を働かせるとき」と題して，子ども自身が「見
方・考え方」を意識的に働かせ，より豊かにしていくための教師の指導や支援とそれによる子どもの
具体について扱う。「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」であるため，資質・能力とは異なることにも留意が必要である。
「見方・考え方」には，教師の板書や発問等の指導により意図的に与えるものもあれば，子どもが
既に有しているものもある。子ども既有の「見方・考え方」は，どのように引き出し，働かせること
ができるだろうか。

また，「見方・考え方」を働かせることで既習事項をこれからの学習とつなげて捉えたり，考え方
を他の場面でも適用させたりすることができる。例えば，第3学年で植物を共通性・多様性の視点で
捉えられることを学んだ後に，昆虫も同様の捉え方ができると気付かせていくことができる。第２学
年までの生活科で「身近な生活に関わる見方・考え方」を生かしてきたことが，第3学年から「理科
の見方・考え方」を働かせていくことにつなげることもできる。このように単元や領域，学年のみな
らず，さらには校種を越えた接続も考えられる。
「理科の見方・考え方」を自在に働かせる子ども，意識的に働かせる子ども，より豊かにしてく子
どもの具体を，理論と実践の両面から明らかにしたい。

（担当／富田瑞枝・辻

健・尾崎幸哉）

論説
１
「見方・考え方」を働かせる

文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官

１

鳴川 哲也

力を育成する過程で働く，
「物事を捉える視

はじめに

点や考え方」として全教科等を通じて整理さ

私は，現職に就くまでは，小学校の教員と

れたのである。

して理科教育に関わってきた。
「科学的な見

中央教育審議会答申（平成 28 年 12 月 21

方や考え方を養う」ことを重要な目標として

日）においては，
各教科等の特質に応じた
「見

位置付け，実践を行ってきた。しかし，今回

方・考え方」の説明において，
「“どのような

の改訂では，教師が「見方や考え方を養う」

視点で物事を捉え，どのような考え方で思考

という文脈から，子供が「見方・考え方を働

していくのか”という，物事を捉える視点や

かせる」
という文脈で使用されるように整理

考え方も鍛えられていく」と記されている。

された。これは，全教科等を通しての整理で

そこで，理科において，自然の事物・現象

あり，これからの授業づくりにおいては，こ

をどのような視点で捉えるかという「見方」

の変更への理解が不可欠である。そこで，本

については，
理科を構成する領域ごとの特徴

稿では，３つのフェーズに分けて，
子供が
「見

から整理を行った。
「量的・関係的」，
「質的・

方・考え方」を働かせることについて考えて

実体的」などである。なお，それら以外にも

みたい。

「原因と結果」
「部分と全体」，
，
「定性と定量」

２

などといった視点もあることに留意してい

第１フェーズ：何が違うの？

ただきたいところである。

現行学習指導要領の「見方や考え方」につ

さらに問題解決の過程において，
どのよう

いて，小学校学習指導要領解説理科編（平成

な考え方で思考していくのかという「考え方」

20 年 8 月）には，
「問題解決の活動によって

については，
これまで理科で育成を目指して

児童が身に付ける方法や手続きと，その方法

きた問題解決の能力を基に整理を行った。

や手続きによって得られた結果及び概念を

「比較」
，
「関係付け」
，
「条件制御」，
「多面的

包含する」と示されている。一方，新学習指

に考えること」などである。

導要領では，育成を目指す資質・能力を具体

これらの「見方・考え方」は，問題解決の

的に示し，
「見方・考え方」はその資質・能

活動を通して育成を目指す資質・能力として
4
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の「知識」や「思考力，判断力，表現力等」

考え方も働かせている。

とは異なることに留意する必要がある。

３

第２フェーズ：「働かせる」とは？

これまで，小学校理科では「問題解決の能
力」の育成を重要な目的の１つとして掲げ，
「比較して調べる」，「関係付けながら調べ
る」，
「条件に目を向けながら調べる」
，
「推論
しながら調べる」
といった
「問題解決の能力」
の育成を目指してきた。今回の改訂において，
「比較する」
「関係付ける」
「条件を制御する」
「多面的に考える」を「考え方」として整理
したわけだが，これらの「考え方」を働かせ
ながら問題解決していく子供の姿は，イメー

このように，筆者から「量的・関係的な見

ジしやすいのではないかと考える。

方を働かせていますね」などと指摘をされれ

筆者自身も小学校の教員として授業を行

ば，
「確かにそうだ。」と納得していただける

っていたわけだが，これらの点については，

と思うが，指摘をされなければ，「見方・考

当然のことながら意識して授業を行ってい

え方」を働かせていたとは自覚できなかった

た。一方，
「物事を捉える視点」としての「見

かもしれない。では，小学生ならばどうか。

方」については，意識して授業づくりを行っ

この２枚の写真を見れば，小学生であっても

てきた教師は多くはないのではないかと考

同じように考えるであろう。つまり，私たち

えている。そこで，以下は，主に「見方」に

は，自覚はしていないかもしれないが，
「見

重点を置いて，それらを「働かせる」ことに

方・考え方」を働かせているのだと考える。

ついて述べていくこととする。

私は，
「見方を働かせる」ことを，
「メガネ

次の２枚の写真を見て，この状況をどのよ

をかける」という比喩表現を用いて説明する

うに把握しただろうか。
「風が弱く（強く）

ことが多い。この場合，皆さんは無意識に
「量

なったから，こいのぼりが泳がなくなった

的・関係的なメガネ」をかけていたというこ

（泳ぎ出した）
」と思ったのではないだろう

とになる。それを私に「量的・関係的なメガ

か。

ネをかけていますね」と指摘され，
「言われ

そのように皆さんは，
「量的・関係的」な

てみれば，確かにそうですね」と自覚したと

見方を働かせて，この状況を捉えようとした

いうことになる。

ということである。さらに，「比較」という

では，
「空間的なメガネ」をかけて，この
5
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写真を見たらどうだろうか。「風は左の方か

っとたくさんゴムを引けば，体育館の端まで

ら吹いている」と捉えることができるであろ

走るはずだよ」とつぶやくかもしれない。こ

う。当然のことながら，「空間的なメガネ」

のつぶやきこそが「量的・関係的」な見方を

をかけて見た人の方が正解で，
「量的・関係

働かせているということである。しかし子供

的なメガネ」
をかけた人は不正解であるとい

は，それを自覚しているとは限らない。そこ

ったことはない。自然の事物・現象を様々な

で，このようなつぶやきから，
「量的・関係

見方で捉えることができたほうが，より理解

的」な見方を働かせているよさを見取り，価

が深まったり，よりよい社会や自らの人生を

値付けることで，
自覚化を促すことが大切に

創り出したりすることができると考える。本

なると考える。

論から少し外れるが，自然の事物・現象のみ

しかし，この場面での教師の支援だけで，

ならず，世の中の様々な物事を理解しようと

子供が「量的・関係的」な見方を，急に自覚

するとき，理科だけではなく，様々な教科等

的に働かせるようになるとは限らない。この

の学びの中で鍛えられた「見方・考え方」を

ような支援を繰り返すことで，次第に子供の

働かせることが大切であり，特に小学校の教

中で，
「量的・関係的」なメガネをかけてい

員には，各教科等と特質に応じた「見方・考

るということを自覚していくと考える。教師

え方」を理解する必要があると考えている。

は，学習内容を踏まえ，どのような「見方」

子供は，
日々の学習や生活の中での様々な

を働かせることが重要なのかを考え，子供が

経験を通して，様々なメガネを獲得している

思わず「見方」を働かせてしまうような事象

と考えている。しかし，それを自覚している

提示や活動の場を設定し，子供の姿を見取り，

とは限らない。
「比較」
，「関係付け」などと

価値付けることで，自覚化を促すことが大切

いった考え方を働かせることについても同

であろう。

様で，自覚しているとは限らない。教師は問

一方で，教師の都合で，
「この見方で見な

題解決の活動の中で，
子供が
「見方・考え方」

さい」
と押し付けることは避けたい。
違う「見

を働かせている姿を見取り，そのよさを価値

方」を働かせることによって，違った視点で

付けることが大切である。

自然の事物・現象を捉えることもできる。子

そのためには，教師の意図的な働きかけが

供同士が，それぞれが働かせた「見方」を尊

重要になってくる。例えば，第３学年「風と

重し合いながら，
自然の事物・現象に関わり，

ゴムの力の働き」において，ゴムで走る車を

問い続けることを大切にしたいものである。

作成し，教室で走らせるという活動をしたと

また，
「振り返り」も重要な活動となるで

する。その後，子供たちの「もっと遠くまで

あろう。「振り返り」を行う際の視点は様々

走らせたい」といった思いを基に，活動場所

であるが，本時の学びを全体で振り返って，

を体育館に移したとする。そこで子供は「も

「今日はどのような学び方をしてきました
6
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か？」と振り返ることで，
「見方・考え方」

くまで走ったのに…。
」という振り返りをし

を自覚できるようにすることも考えられる。

た子供がいた。これは，過去において，
「量

「今日は，どのような物が磁石に引き付け

的・関係的」な見方を働かせた経験を基に，

られるかを調べたけど，物によって違うのか

根拠のある予想や仮説を発想し，実験に取り

な？と考えながら調べました」
「電気の勉強

組んだということである。つまり，子供が自

をした時も，同じように，物によって違うの

覚的に「見方」を働かせることができるよう

かな？と考えながら調べたね」と，学び方を

になれば，たくさんの経験の中から，目の前

振り返ることで，どのような
「見方・考え方」

の問題を解決するための根拠を，「片方の量

を働かせているのかを自覚させることで，同

が変われば、もう片方の量も変わるのか」な

じような学習において，自覚的に働かせるこ

どといった「量的・関係的」という検索キー

とができるようになっていくと考える。

ワードで絞り込むことができるようになる

４

ということである。このように，「見方」を

第３フェーズ：「資質・能力」の育成

働かせることが，
「既習の内容や生活経験を

今回の改訂において，
「見方・考え方」は，

基に，根拠のある予想や仮説を発想する力」

資質・能力を育成する過程で子供が働かせる

の育成につながるのである。

ものであると整理されている。
「見方・考え

また，
「共通性・多様性」の見方を働かせ

方」を働かせながら問題解決を行うことが，

ることによって，
「昆虫は６本あしだけど，

資質・能力の育成にどのようにつながるのか

いろいろな形のあしがあるなあ。昆虫ってす

を考える必要があるのである。

ごいなあ」といったように，人間性を涵養す

前述したように，
「見方」については，理

ることもできると考える。

科を構成する領域ごとの特徴から整理した。

「見方・考え方」を働かせながら問題解決

つまり，資質・能力でいうのであれば
「知識」

を行うことが，資質・能力の育成にどのよう

との関係が深いと考えることができる。一方， につながっていくのかについて，子供の姿を
「考え方」は，これまで育成を目指してきた

基にした議論を期待したい。

問題解決の能力を基に整理したので，「思考

参考・引用文献

力，判断力，表現力等」との関係が深いと考

中央教育審議会『幼稚園，小学校，中学校，高等

えることができる。

学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及

しかし，
一対一という単純な構図ではない

び必要な方策等について（答申）
』
（2018）

であろう。第４学年「電流の働き」の学習に

文部科学省『小学校学習指導要（平成 29 年告示）

おいて，「乾電池を２個にしたのに，車が速

領解説 総則編』
，東洋館出版社（2018）

く走らなかった。３年生のとき，輪ゴムを１

文部科学省『小学校学習指導要（平成 29 年告示）

本から２本にしたら，
ゴムの力で走る車が遠

領解説 理科編』
，東洋館出版社（2018）
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主題研究 １
子どもが見方・考え方を働かせるとき
～第６学年「土地のつくりと変化」を例に～
町田市立七国山小学校

１

中村 大輝

考え方」
を働かせる姿というのは必ずしも具

子どもが見方・考え方を働かせる場面

体的ではない。そこで，子どもが「見方・考

平成 29 年版小学校学習指導要領解説理科

え方」を働かせた際の具体的な姿や，それら

編においては，理科の目標として，子どもが

の姿を引き出す教師の手立てを示すことを，

「理科の見方・考え方」を働かせて，観察・

本稿の第一の目的とする。

実験に取り組むことで，資質・能力を育成し

また，子どもが「見方・考え方」を働かせ

ていくことが示されている（文部科学省，

ることが，どのようにして資質・能力の育成

2018）
。

につながるかについてもこれまであまり議

このうち，
「見方」とは，自然の事物・現

論されてこなかった。そこで，
「見方・考え

象を捉える視点であるとされ，理科の４領域

方」を働かせることで，資質・能力が育成さ

それぞれに特徴的な見方が整理されている。

れるメカニズムを示すことを，本稿の第二の

例えば，地球領域では，「時間的・空間的な

目的とする。

視点で捉えること」が，見方として示されて

２ 教師の手立てと子どもの姿

いる。
一方，
「考え方」とは，子どもが問題解決

ここでは，第一の目的を達成するために，

の中で用いる様々な考え方であるとされ，問

第６学年「土地のつくりと変化」の単元を例

題解決の過程に対応して４つの考え方が整

として，子どもが「見方・考え方」を働かせ

理されている。例えば，変化させる要因と変

た際の具体的な姿や，
それらの姿を引き出す

化させない要因を区別する考え方として
「条

教師の手立てについて検討していく。

件を制御する」考え方が示されており，これ

読者の先生方は，
この単元をどのように始

は観察・実験の過程に対応するものと考えら

められるだろうか。もしお手元に教科書があ

れる。

れば，この単元の最初のページを開いてみて

これら「見方・考え方」を子どもが働かせ

欲しい。どの教科書においても，最初のペー

ることで，資質・能力の育成を目指すという

ジに地層の写真が大きく掲載され，キャラク

訳である。しかしながら，子どもが「見方・

ターが吹き出しで，地層の縞模様やその成り
8
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C2「地層もマットみたいに重なってできて

立ちについて不思議がる様子が掲載されて
いる。

る。」
C3「最後に重ねたマットが一番上になって
いるんだから，地層も一番上の草が生え
ているところが新しいのかも」
C4「マットみたいに，奥まで真っ直ぐ広がっ
図 1 教科書の記載例

ている？」

地球領域の主な見方が，「時間的・空間的

といった発言が出てきた。これこそが，子ど

な視点で捉えること」であることから考えれ

もが「見方・考え方」を働かせた姿だと考え

ば，導入場面では，時間的に長い年月をかけ

る。ここで筆者が用いた手立ては，子どもが

てこのような地層ができたことや，地層の空

類推と呼ばれる類似性に基づいた推論を行

間的な広がりに目を向けさせたい。しかしな

うことを期待したものである。このように，

がら，地層を見せるだけでは，そのような見

言葉による働きかけでなくても，問題事象と

方を働かせられない子どももいる。全員が，

の出会いを工夫し十分な思考時間をとるこ

教科書のキャラクターのような問題を見出

とで，子どもの見方を引き出すことができる。

すわけではない。ここで，教師の手立てが重

３ 資質・能力の育成とのつながり

要となる。
筆者は，地層の写真を見せる際，
「何か似

では，子どもが「見方・考え方」を働かせ

ているもの見たことない？」と問いかけ，図

ることが，どのようにして資質・能力の育成

２に示す体育館のマットの写真を併せて見

につながるのだろうか。第二の目的を達成す

せた。

るために，先ほどの実践の続きを例に資質・
能力とのつながりを検討していく。
筆者は，地層の堆積実験までを終えた後，
層が分かれて見える理由を子どもに問いか
けた。
すると，
「重い粒がはやく落ちるから」
と言い出す子どもが現れ，周りも同調し始め
図 2 体育館のマット

たので，
「それが見えたの？」と揺さぶりを

すると，地層とマットを「比較」する考え

かけてみた。

方を働かせた子どもが，地層の写真を新たな

C5「重い粒がはやく落ちるから」

視点で見始める。具体的には，

T「それって見えたの？」

C1「マットの色が違う。地層も色が違うから

C6「一瞬すぎて見えない」
T「そもそも，この実験のやり方でよかった

分かれて見える。
」
9
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のかな？」
※本物の地層の写真と海の断面図のイラス
トを示す
C7「深さが違う」
C8「大きさが違う」
C9「もっと時間がかかってる」
ここでは，
教師の揺さぶりによって実験を
振り返らせ，
「時間的・空間的」な広がりを
意識させたり，実験方法に問題はなかったか
を「多面的に考え」させたりしている。

図 4 ノートの記録

こうして，実験方法が不十分であったとい

追加実験では，長さ１ｍのアクリルパイプ

う意識が共有された後，追加実験を行った。

に水を満たし，れき・砂・泥の３種類の粒を
上から落とし，落下にかかる時間を記録した。
そして，
粒の種類ごとに平均的な落下速度を
計算し，
粒の大きさによってどれほどの差が
あるかを考察した。こうして導かれた考察は，
粒の種類ごとの落下速度の違いを，具体的な
数値によって議論するものとなる。これは，
C5 の「重い粒がはやく落ちるから」という
考えに比べて，より科学的に妥当な考えだと
言える。
新学習指導要領で育成が目指される３つ
の資質・能力のうち，
「知識及び技能」に当
たるものとして，この単元では，「ア（イ）
地層は，
流れる水の働きや火山の噴火によっ
てできること」を習得させる必要がある。今
回の実践事例では，地層ができたという結果
だけでなく，
水中で地層ができるプロセスを

図 3 追加実験の様子

時間的・空間的な視点で捉えさせることで，
より深い理解につながっていると考える。
「思考力，判断力，表現力等」に当たるも
のとしては，
「イ
10
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いて追究する中で，土地のつくりやでき方に

で，
あまり多くの事例は紹介できなかったが，

ついて，より妥当な考えを作り出し，表現す

他の単元においても参考となる枠組みを示

る」力を育成する必要がある。今回の事例で

すことができたのではないかと思う。

は，
「時間的・空間的」な広がりを意識させ，

具体的には，①導入の場面では，類似性を

実験方法に問題がなかったかを
「多面的に考

基に比較して考えさせることで，子どもの見

え」させることで，追加実験へと繋ぎ，地層

方のつぶやきを引き出し，問題の見出しにつ

のでき方についてのより妥当な考えを導く

なげられること。
②考察の場面では，
現実（本

に至った。

物の海や地層）とモデル（堆積実験器）を比

「学びに向かう力，人間性等」に当たるも

較させることで，実験方法を再検討し，多面

のとしては，粘り強く問題解決に取り組み，

的に考えることで，より妥当な考えにつなげ

自らの学びを調整する態度を涵養する必要

られることの２点を示した。

がある。粘り強く問題解決に取り組む姿とし

最後に本稿の課題を述べる。今回紹介した

ては，
実験結果に満足せず，
「多面的に考え」

実践例では，
教材の工夫や教師の発問によっ

ようとすることや，複数回の実験を行い正確

て子どもが「見方・考え方」を働かせること

に記録しようとすることが，粘り強く問題解

を意図したが，
子ども自らが意識的に
「見方・

決に取り組む態度の涵養につながるものと

考え方」を働かせるまでには至っていない。

考えられる。自らの学びを調整する態度とし

今後は，理科の「見方・考え方」を自在に働

ては，一連の問題解決過程を自ら振り返り，

かせる子どもの姿を検討していく必要があ

実験方法に問題がなかったかを考え，周囲に

る。

同調し，流されるのではなく，自ら課題を見

参考・引用文献

出して取り組んでいこうとする中で涵養さ
れていくものと考える。その際には，自身の

文部科学省（2018）
『小学校学習指導要領解

思考過程を振り返るメタ認知や，実験方法や

説 理科編』
，東洋館出版社

結果を吟味する批判的思考が重要になると
考えられる。

４

まとめ

本稿の目的は，子どもが「見方・考え方」
を働かせた際の具体的な姿や，それらの姿を
引き出す教師の手立てを示すとともに，どの
ようなメカニズムで資質・能力の育成につな
がるかを検討することであった。紙数の都合
11
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多様な「見方・考え方」を働かせる理科授業の工夫
～第 6 学年「大地のつくり」の単元計画を通して～
埼玉県羽生市教育委員会 指導主事

１

柿沼 宏充

妥当な考えを作り出す力を育成するため，

問題の所在と研究の目的

主体的・対話的で深い学びの視点を導入し

理科においては，従来「科学的な見方や

た逆向き設計の指導計画※を考案し，第６

考え方」を育成することを重要な目標とし

学年「大地のつくり」を事例に実践した。

て位置付け，資質・能力を包括するものと

※ヴィギンズとマクタイ(2012)の「カリキュラム
の逆向き設計」の考え方とは，まず学習のゴー
ルを明確にする。そしてそのゴールに向け，子
供たちが獲得していくべき証拠を決定する。最
後にそのゴールに向けどのような学習と指導に
よって，求められるゴールに達成することが可
能となるのか意図的に設計した学習計画

して示してきた。しかし今回の指導要領の
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「視点と思考の枠組み」とし
て全教科等を通して整理されたことを踏ま

２ 見方・考え方を働かせる授業の工夫

え，理科の「見方・考え方」を次のように
検討している。

（１）研究対象・実施時期

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の問題解決の方法
を用いて考えること

埼玉県公立Ａ小学校第 6 学年 27 名
平成 28 年 11 月～12 月
（２）実施単元

地学領域では，
「地球や宇宙に関する自然

第 6 学年
「大地のつくり（地学領域）」

の事物・現象を主として時間的・空間的な

授業実践は「単元を貫く問い」を与

視点で捉える」とされている。それらの視

え，子供の思考の変遷を意図した問題

点を踏まえて，６年生で育成を目指す資

解決型単元（授業）を計画した。

質・能力の「思考力・判断力・表現力等」

本実践では主体的・対話的で深い学びを「能
(脳)動的学修：子供たちが既存の概念を基に主
体的に脳を活発に働かせ，対話を通して新しい
概念を獲得していく深い学び」と捉える。授業
の中で AL となるような「AL の視点（子供た
ちをゆさぶる事象の提示から，必要感のある
問いを協働的に設定する。その問いの解決を
目指し，主体的に仲間と関わり合い，科学的
な見方・考え方を働かせた対話を通して深い
学びを目指す）を導入し，単元を計画した。

では自然事象の変化や働きについてその要
因や規則性，関係を多面的に分析し考察し
て，より妥当な考えをつくりだす力を挙げ
ている。そこで本研究では，地学領域の「見
方・考え方」だけにとらわれず，多面的な
見方・考え方で事象を分析・考察し，より
12
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（３）単元計画

びになっていくと考えられる。

⑤ 得られた結果をもとに考察を行い，
本時

AL の視点を導入した時間
第１時 私たちの住んでいる大地は，どのような物ででき

の問いの答えを個々で記述する（振り返り）。

ているのか，資料を見て話し合う。単元を貫く問い
「地層の縞模様はどのようにできただろうか」を提示
第２時 いろいろな地層を観察し，共通点を洗い出す
問題→地層を構成する粒子はなんだろう？★

※協働的な解決を通して，今までに学んできた
「見方・考え方」を働かせながら，地層の縦
【時間的（時間の流れ）
】のつながりや横【空

第３時 ボーリング試料を調べ，地層のでき方を考える
問題→学校の下に地層はあるだろうか(パート１)

間的（広がり）
】のつながりを実感させる。量

第４時仲間とデータを共有，学校の地下の様子を把握する★

的・関係的，質的・実体的，共通性・多様性

問題→学校の下に地層はあるだろうか(パート２)

第５時火山灰と学校地下の砂層を比較する

などの見方も問題解決に必要なものを取り上

問題→学校の下に火山灰はないのか？
第６時 流れる水の働きの岩石と火山の働きの岩石を比較する
問題→堆積岩と火成岩の違いは？
第７時 流れる水のはたらきでできた地層を実験で作ってみよう
問題→流れる水によって堆積した地層の様子は？

げ，意図的に働かせる仕掛けを取り入れる。

⑥ ②～⑤を各時間繰り返し，
各時間終了後
に本時の問いの答えを自身の言葉で記

第８時 礫層が上に？こんな地層を実験で作ってみよう

述(表現)させる。

問題→礫層が上にある地層はどうできたか？

第９時学習したことをまとめよう。たしかめ・発展

※子供たちの理解をはかるパフォーマンス評価

問題→地層から学校の土地のでき方を読み取る

として OPPA を活用した。単元を貫く問いの変
遷を記述により記録し，自身の考えの変化を

本実践では AL の視点を導入し，児童の思

メタ認知させる。構成概念を把握し，指導計

考に沿った授業展開を意識した①～⑥に示

画を適宜修正した。

す指導方法の授業を行った。
① 単元を貫く問いをはじめに設定する
② 単元を貫く問いを毎時間意識させなが

３ 授業実践（第３～５時を例に）

ら，子供たちの意識の変化に沿って協働

第３・４時は，学校の複数あるボーリン

的に各時間の問いを設定する(解決すべ

グ資料をもとに視点をずらした複数の観察

き問題を焦点化)

をクラスで並行しながら探究させ，相互に

③ 各自の予想をグループで共有する

説明させた。エキスパート班で各地点のデ

④ 問題解決に向けた協働実験を行う

ータから柱状図を作成させた。しかしこの

※★マークのついている授業は，視点をずらし

ままでは空間的な広がりがわからないため，

た複数の観察をクラスで並行しながら探究

ジグソー班へ結果を持ちより，空間的広が

させ，相互に説明・検証するという授業方略

りを比較・検討しながら協働的に確認させ

(簡易型ジグソー)を実施した。互いにチェッ

た。話し合いの中で火山灰についてある子

クさせながら確認させていくことで自ずと

から疑問がでてきた【発話記録①】。そこで

主体的になり，対話の中で新たな発見をしな

全体へ問い返し，
子供の思考をゆさぶった。

がら考え，判断し表現していくことで深い学

13
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の氾濫原のため，既習の流れる水のはたら

B-1,B-2,B-3,
A-1 地 点 の ボ
ーリング資料
を班の代表者
が振り分け分
担して解析。

きで働かせた見方・考え方を想起させるこ
とで，地層の成り立ちの謎を解明する仮説
を見つけることができた。
第５時は，前時の仮説を証明するために

分担して得た
情報を自分の
班に持ち帰り，
報告。問いに関
する答えを協
働的に構築。

火山灰と地層の堆積物（砂）を顕微鏡で確
認した。

発話記録①ある班の話し合いの様子 A～D 児
A 下の方に礫層があった。みんなの班は？
B うちの班もあった。固いシルトって，ここも同じ
だね。
C 厚さは微妙に違いそうだけど，似たような層の
順番だね。
D 横につながっているのが並べてみるとよくわか
るね。
【中略】
Ｃ あれ？火山灰層ってないね？
B どの地点にもないよね。でも先生が前富士山
とかの火山灰がたくさん降ったって社会でい
ってたよ？
A 関東ローム層が厚く堆積してるって・・・。でも
ないじゃん。もっと下の方にあるのかな？

火山灰

地層の砂

火山灰の中にはたくさんのキラキラ輝
くきれいな石がたくさんある。（質的）
地層の中にある砂の層にも同じ色の石が
ある。こっちは角が取れているね。（実体
的）
5 年生の川の実験で下流はどんどん流
れが変わって洪水で水浸しになった
りしたね。流されたのかも？

周りにたくさんの火山があ

（時間的・空間的）（量的・関係的）
発話記録②ある班の話し合いの様子 A～D 児
A 火山灰は粒が細かいから，洪水で泥みたいに運
ばれそう！？
B ★学習後，５年生の学習と結びつけ，流
角が取れたカンラン石(※カンラン石については
指導)は，流されてきたんだろうね。
れる水のはたらきでできた地層と火山のは
C じゃあ，砂の中に火山灰が隠れているってこと？
たらきでできた地層の違いを自分の言葉で
D 火山灰も含めて混ざったものが砂として堆積して
いるのかも。こっちのシルトももしかしたら混ざ
まとめることができました。
っているかもね・・・

り，社会でも関東ローム層っ
て習ったよね。火山灰はどこ
へ？

この他，第８時の学習においても流れる
水のはたらきや身近な現象に基づいた見
方・考え方を働かせた問題解決（添付指導
案参照）を実施した。
Ａ小学校があるところが古くから利根川

これらの実践から観察を通して，既習事
14
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主題研究２

項と結びつけ，流れる水のはたらきででき

見方・考え方で事象を分析・考察し，より

た地層と火山のはたらきでできた地層の関

妥当な考えを作り出す力を育成するために

係を，
全員が見方・考え方を働かせながら，

有効であることが示唆された。

自分の言葉でまとめることができた。

一方，本研究の課題としては，子供たち
の学びをコーディネートする単元設計力が
教師に求められる点が挙げられる。本実践
も発展途上であるが，今後多くの単元で見
方・考え方を有効に働かせ，子供たちの学
びを保証する単元計画を考えていきたい。
御意見・御指導を賜れたら幸いである。

４

成果と課題

「逆向き設計」の視点を導入した指導計
画を構築することで子供たちがその時間の
ねらいを達成できるよう，思考(構築してい
く概念)に沿った授業が展開された。以下に

※指導案は第８時のもの，資料は使用した OPP

成果を記載する。
・授業後の OPPA により，子供たちの学び

参考・引用文献

を見取り，次時に活かせる「見方・考え

Ｇ．ヴィギンズ・Ｊ．マクタイ(西岡加名恵

方」をもう一度振り返ることができる。

訳)(2012)「理解をもたらすカリキュラム設計

・子供たちの学びを見取ることで，
「思考に

―「逆向き設計」の理論と方法」『日本標準』

沿った授業改善」を常に意識することが

文部科学省（平成 24 年）
「科学的思考力の戦略的

できる。思考に沿った授業改善を意識す

育成について」
『中央教育審議会初等中等教育

ることで，子供たちが働かせる見方・考

分科会教育課程部会（第 83 回）の配付資料』

え方を実態に合わせて促し，広げること

p.１

ができる。

西岡加名恵(2005)「ウィギンズとマクタイによる

これらのことから，小学校第６学年「大

「逆向き設計」論の意義と課題」
『カリキュラ

地のつくり」
の学習において，
「逆向き設計」

ム研究 』(14), 15-29

の視点を導入した指導計画(カリキュラム)

田島充士(2010)「
『分かったつもり』のしくみをさ

を立案し，実践することは地学領域の「見

ぐる」
：ハブチンおよびヴィゴツキー理論の視

方・考え方」だけにとらわれず，多面的な

点から」,ナカニシヤ出版

15
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大きくなあれ わたしの野さい
～

めざせ！「野さい名人」 ～

金沢市立戸板小学校

順教寺

文代

方につながっていく。

１．内容の系統性
(1)１年生での学習との関連

２．資質・能力を育てるために

子どもたちは，
１年生の時にアサガオを育

学習指導要領のねらいに迫るために，
以下

てる経験をしてきた。
アサガオの成長の過程

の２点を大切にしたい。

を観察したり，世話したりした。アサガオを

①一人一人が，責任をもって継続的に栽培活

育てた時に身につけた観察や世話の仕方を

動に取り組むことができたという達成感

生かして，他の植物も育ててみたいという思

を味わうこと。

いや願いを持つようになってきている。

②自分の育てたい野菜を選んで育てる喜び

(2)本単元

や，色々な野菜を育てて交流する楽しさを

本単元は，学習指導要領の内容（７）「動

味わうこと。

植物の飼育・栽培」を受けたものであり，身

①について，一人一鉢のミニトマトを栽

近な野菜の栽培に関心をもち大切に世話す

培する。自分一人でお世話することで，心を

る中で，
それらが生命をもっていることや成

寄せて世話を続けることができると考えた。

長していることに気付くとともに，愛着をも

②については，子ども達とどんな夏野菜を

って継続的に育てることができるようにす

育てたいかを話し合い，畑に８種類の野菜を

ることを目標としている。更に，継続的な活

植えることにした。育てていく際には，観察

動を通し，育てた野菜への気付きだけでなく， したことを，友達と交流したり，家の人にも
野菜に心を寄せながら大切に育てることが

伝える活動を取り入れる。自分が育てている

できた自分自身の成長にも気付かせていく

野菜に対しての気付きを伝える喜びが，観察

ことをねらっている。

やお世話の意欲につながることを期待した。

(3)3年生以降の学習との関連

３．授業計画と授業の実際

Ｂ区分「生命」，３年「身の回りの生物」
４年「季節と生物」５年「植物の発芽，成長，

(1)指導計画

結実」６年「生物と環境」などの見方や考え

単元を大きく３つの場面に分
16

● 初等理科教育 19.4/5 ●

けて，活動を考えた。

行く時間をもった。
「本当に，トウモロコシ

第一次「つかむ」

からフサフサが出てきている。」
「○○君が言

野菜決め・単元のゴール設定

ったとおり，
実の赤ちゃんがあった。」
など，

第二次「かかわる・あらわす」

交流での気づきを確認している姿があちら

観察・お世話の継続

こちらで見られ，
そのことが観察する意欲や

第三次「まとめる・生かす」

伝える喜びにつながったように思う。

お家の人，野菜名人さんとのカレーパーテ

さらに，国語科「かんさつ名人になろう」

ィー・単元のふりかえり

と併せて学習を進めた。観察の視点を「五感

(2)授業の実際

＋心情」に「計る・数える・例える・比べる」

第一次「つかむ」

等を追加し，対象物を詳しく観察するための

単元の導入で，まずはどんな野菜を育てた

視点をレベルアップさせた。全体交流では，

いかを理由とともに考えさせた。

「前の観察の時と比べて，○cm 大きくなっ

「甘くておいしいから。
」
「自分が好きだか

たよ。
」
，
「葉っぱが，○枚増えたよ。
」など，

ら。
」という理由だけでなく，
「収穫した野菜

視点を意識した発表が増えていった。

をみんなで食べたい。
「家族にも食べさせて
」

また，単元のゴールに親子での活動を設定

あげたい。
」という思いを持っている子が沢

したため，育てている野菜の成長を家族と共

山いたので，
「おいしい野菜を育てて，みん

有させたいと考えた。そこで，観察シートを

なでカレーパーティーをしよう。」という単

書く度に，家庭に持ち帰らせて保護者にコメ

元のゴールを設定した。

ントをもらうことにした。
「細かいところま

そのために頑張りたいことを問いかけ，

でよく見ているね。カレーを作るのが楽しみ

「観察・お世話を続ける」という単元を貫く

です。
「
」もう，つぶつぶが沢山できたんだね。

めあても設定し，意欲を持たせることができ

暑くなってきたから，
水やり忘れずに頑張っ

た。

てね。
」など，野菜の成長についてのやりと

第二次「かかわる・あらわす」

りや励まし，
一緒にカレーを作ることを楽し

「観察・お世話」を継続的に取り組み，野

みにしていることなど，温かいコメントをも

菜への新たな発見や成長を子ども達と共有

らうことで，
意欲を継続させることができた。

した。

中には，
両親そろってコメントをくださる

「観察」に関しては，観察後に，自分達が

方もいらっしゃり，生活科での野菜作りを通

発見した野菜への気付きを交流する時間を

して，親子の温かいやりとりが生まれたこと

設け，その度に友達が育てている野菜を見に

も，成果の一つであった。

17
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「お世話」に関しては，地域の野菜名人さ

が入ったカレーは格別で，みんなが大満足の

んをゲストティーチャーに招き，「野菜名人

活動となった。お世話になった野菜名人さん

さんとのお世話の会」の時間を持った。

も招待し，今までのお世話のことも振り返り
ながら，カレーを味わうことができた。
「カレーにズッキーニを入れたら，とても
おいしかったです。妹にも食べさせてあげた
かったです。」
「カレーは嫌いだけど，自分で
作った野菜が入っていたから，今日のカレー
はおいしかったです。
」と，微笑ましい感想
を絵日記に書く子が沢山いた。また，「家で
も，夏野菜カレーを作ったよ。
」と報告して
くる子もいて，実生活に広がりのある活動と

[野菜名人さんとのお世話の会]

なった。
それぞれの野菜に合ったお世話の仕方を
学んだり，キュウリの棚を一緒に作ったりし
て，
野菜への気付きや愛着を深めることがで
きた。
「肥料や水はいっぱいあげないとだめだ
と思っていました。でも，あげすぎると，根
腐れしてしまうと分かってよかったよ。」，
「畝作りが大事。
肥料は根っこから離してあ
げるよ。」など，教えていただいて分かった

[野菜名人さんを招いたカレーパーティー]

ことを振り返りに沢山書いていた。
観察のたびに，野菜への気持ちを吹き出し

第三次「まとめる・生かす」
夏野菜の良さは，植えてから収穫までの早

の中に書いてきた。単元末のふりかえりの際

さにもある。単元のゴールである，お家の人

には，
「いっぱい実をつけてくれて，カレー

とのカレーパーティーを開く頃には，どの野

をおいしく食べられたよ。
」
「おいしかったよ。

菜も実をつけ，
「カレーパーティーに間に合

大好きだよ。これからも見守っていてね。」

いそう。」
「おうちの人に食べてもらえる。」

「来年も家で育てるからね。」と，野菜を大

と喜ぶ姿が見られた。

切に育ててきたことや，愛着が増したことが
うかがえる吹き出しがたくさん見られた。

それまで自分たちで大切に育ててきた野
菜，
お家の人とも成長を喜び合ってきた野菜
18
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４．本単元における資質・能力の評価
単元のゴールやめあてを子ども達と共有
し，思いや願いを膨らませながら，ゴールに
向かって繰り返し野菜と関わったり，保護者
や地域の方と関わったりする活動を組み込

[野菜ブック]

んだ。
そうすることで，
ほとんどの児童が
「野
屏風型のブックに並んだワークシートを

菜名人になれた・近づけた！」と振り返りに

見ると，
野菜の成長を一目瞭然に確認できる。

書くことができ，充実した単元となった。

野菜の成長の仕方が分かったことや，観察活

単元のゴールやめあては，常に意識できる
よう，
教室に掲示し，
授業のたびに活用した。

動で観察の視点が増えたことなどから，自分
たちも野菜のお世話を通して成長したこと

本時レベルで，どんなことができたらよいか

に気付くことができた。

を確認し振り返ることで，花丸がどんどん増
えていったことも，少しずつ「やさい名人」

「いろんな野菜のいろんな育ち方が分か
ったから，野菜名人になれたよ。」「観察で

に近づいているという実感につながったよ

野菜のことの発見をいっぱいして，毎日心を

うだ。

込めてお世話をしたから，野菜名人になれた
よ。」と，振り返ることができた。

[児童のワークシート]

参考・引用文献
[単元を貫くゴールと，活動目標]

文部科学省（2018）『小学校学習
指導要領解説 生活編』，東洋館出版社

単元を通して，野菜ブックも作り，観察の
たびにページを増やしていった。
19
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身の回りの生物
観察技法の工夫～ルーブリックの活用～
草加市立草加小学校

古卿 聡

１．内容の系統性
４年「季節と生物」
理科の学習は，児童が自然に親しむこと

・動物の活動と季節

から始まる。新学習指導要領では，
「単に

・植物の活動と季節

自然に触れたり，
慣れ親しんだりするとい
うことだけではない」とある。児童は，植

２．見方・考え方とその指導

物の栽培や昆虫の飼育という体験活動を
通して，その成長を喜んだり，昆虫の活動

本単元に関わる「生命」の領域における見

の不思議さや面白さを感じたりすること

方は「共通性と多様性の視点で捉える」とあ

を以下の系統性で学ぶ。

る。そして，多様性を探るために，さらに「部
分と全体の視点で捉える」ことも必要である
と考える。

２年 生活科「身近な自然の観察や季節

全体と部分の視点

による生活」
・身近な自然を観察する。

全体の視点

・季節や地域の行事に関わる。

・植物，動物全体の観察

・自然の様子や四季の変化に気付く。

部分の視点
・植物の根，茎，葉
・動物の頭，胸，腹

３年「身の回りの生物」

今回は，主として植物を扱い，ホウセンカ

・身の回りの生物と環境との関わり

の観察方法で実践した。

・昆虫の成長と体のつくり

考え方は第３学年で「比較して調べる活動

・植物の成長と体のつくり

を通して自然の事物現象について追究する
中で，差異点や共通点を基に，問題点を見い
20
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だし，表現すること。」とある。児童を揺さ

だったかと頭をかかえる。ここで，観察の問

ぶる発言をすることで，問題を自分のものと

題点を児童が自覚する。実際に児童にかかせ

して捉え主体的に考えるきっかっけを作る。

ると，ホウセンカではなく，どの植物にもあ
てはまるような絵をかく児童が多かった。

３．授業の実際

（２） 記録したものをグループで見合う。

現場では，観察が確実に行われない学習が

同じものをかいたはずが，人によって大き

多く見受けられる。そのため，学ぶべき自然

く異なっている。よりよいものにするために

の事物・現象を捉えることができず，考察が

どうしたらいいか確認して話し合わせる。上

いい加減になってしまい，
「深い学び」に結

手にかくことができている人は，どこが上手

び付かない。このため，観察の視点・理科の

なのか，ポイントはどこかを友達に説明させ

目をもって観察に取り組むことが大切であ

る。

る。視点をもつことで，漠然と見ていたもの
が確実に分析的に見えるようになり観察事
実が問題解決のデータとなる。
そこで描画法と観察したことを深い学び
に結び付けるための『ルーブリック（教師と
子供で作る）
』を用いて観察技能を向上させ
たい。
（１） 対象物を想像でノートに記録する。
４月から毎日水やりをしたホウセンカの

写真：話し合いながらポイントを確認す

葉を記録する。教室にて，ホウセンカの葉を

る様子

かくように指示した。
上手にかく必要はない
ことを説明してから取り組ませた。

（３）クラス全員で対象物のポイントを確
認する。
この単元では，ホウセンカを扱った。葉の
周りの形，
茎との繋がりの形，葉の先端の形，
などヒントを与えながらどうなっていたか
まで答えさせる。児童は自分達の観察記録ど
おりになっているか不安になる。児童はもう

児童 A

児童 B

一度観察したいと発言する。

児童は，毎日見ているにもかかわらず，どう
21
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自分たちの決めたポイントももちろん
だが，クラス全員で確認したポイントも見る
児童がいる。そしてさらに，同じ葉でも異な
るところを比べ始め，新しい発見をする児童
もでてくる。（多様性と共通性の視点）
（６）グループで協力し，話し合いながら
各自が観察結果を記録する。
教室に戻ってからも，お互いの観察記録を
写真：特徴をクラス全員で確認する。

見合いながらよりよくしていく。
ここで以下のような発言が見られた。

（４）評価基準をグループ全員で決める。
クラス全員で確認したポイントなどから，
自分たちで特に気を付けたいポイントを絞

C「この書き方だと，葉の周りがギザギ
ザになってないよ。
」
C「葉の先端が丸くなってるよ。」

る。その項目で後程，相互評価することも伝

C「葉の根元が細くなっていて上手だ

える。
（ルーブリックの活用）全員ができて

ね。」

いるところなどは項目に入れないなど，お互

C「あ，本当だ。この葉は，ここに穴が

いのよいところを見合うことを話し合って

あいているね。
」

いた。

C「葉がほかの植物に比べて細いね。」

（５）再度，観察し，記録する。
もう一度観察をしに行く。
ここで児童は自
分たちの基準について真剣によく見る。

写真：お互いに評価をする様子
4 人グループ（◎３点 〇２点）とし，自
分以外の３人から３項目について評価をも
写真：正しい観察に気付いた児童 B

らう。その点数はあくまでも参考とすること
22
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と声をかける。

葉の観察を想起させ，観察を行った。

写真：児童 A のケヤキの葉
多くの児童が，植物の部分を見るポイント
を押さえ，観察技能を向上させていること，
そして，観察技能を習得させていることが分
かった。３年生，４年生そしてその後の学年
でも観察するポイントを明確化し，観察技能
を向上させたことから，正しい観察結果を表
現することができるようになると考えられ
る。

写真：児童 A の変容

４．本単元における活用の場面
ここでは，植物観察の技能が身に付いてい
るかを検討するため，
総合的な学習の時間に
生かせているかどうか，場面を設定した。春

参考・引用文献

に観察した児童が 6 カ月たった際，総合的

文部科学省（2011）「小学校理科の観察，実

な学習の時間には，植物を観察する時間があ

験の手引き」

るため，本校の植物でもある，けやきを観察
する際，ケヤキの葉に着目し，ホウセンカの
23
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電流の働き
～乾電池の直列つなぎにおける子どもの納得の形成を中心に～
山形県教育センター

飛塚 健史

主として，量的・関係的な視点で捉え

１．内容の系統性

ること。

本内容は第３学年「Ａ(５)電気の通り道」
の学習を踏まえて，
「エネルギー」について

また，第４学年で大切にしたい「考え方」

の基本的な概念を柱とした内容のうちの

は以下の通りである。

「エネルギーの変換と保存」に関わるもの

自然の事物・現象同士を様々な視点か

であり，第５学年「Ａ(３)電流がつくる磁

ら結びつけることであり，
変化とそれに

力」の学習につながるものである。

関わる要因を結びつけたり，既習の内容
や生活経験と結びつけたりすること。

３年「電気の通り道」
・電気を通すつなぎ方

上記の「見方」や「考え方」を用い，第４

・電気を通すもの

学年においては，
以下の問題解決の力を育成
することをめざしている。
既習の内容や生活経験を基に，
根拠の

４年「電流の働き」

ある予想や仮説を発想する力

・乾電池の数とつなぎ方

３．育てたい資質・能力と手立て
本単元で育てたい資質・能力と，めざす
子どもの姿を以下のように設定し，実践を行

５年「電流がつくる磁力」

った。

・鉄心の磁化，極の変化

＜育てたい資質・能力＞

・電磁石の強さ

複数の乾電池を使った場合のつなぎ

２．大切にしたい見方や考え方

方で働きに違いがあることに疑問を感

本単元は，「エネルギー」を柱とする領域

じ，要因を見いだそうとする力

であり，「見方」は以下の通りである。

乾電池の直列つなぎ，並列つなぎの変
24
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考えた。

化によるモーターが回る速さや豆電球

さらに，
めざす子どもの姿に近づく授業づ

の明るさの変化と，導線に流れる電流の

くりのための子どもの見取りを重視し，１時

大きさとのつながりを見いだす力

間の授業ごとに，
子どもがどのようなストー

＜めざす子どもの姿＞

リーを描きながら学びを進めているのかと

乾電池を直列や並列につなぎ，
回路に

いうことを見取りながら実践を行うことを

流れる電流を可視化しながらその働き

重視した。本稿では，抽出した子ども（以下

とつなげながら見つめようとする子ど

「Ａ児」）の思考の流れを中心にした子ども

も

の見取りを進めている。
４

４．見方・考え方とその指導

授業の実際
子どもが「見方」や「考え方」を働かせ，

単元の導入では，
乾電池１つの場合での導
線に流れる電流について，その向きや大きさ

めざす資質・能力を身につけることができる

を考える活動を行い，
これまで見えていなか

ように，まず，第３学年で既習の電気の通り

った電気の流れを検流計などを使い，科学的

道を用いた回路づくりから学習をはじめた。

な根拠をもとにしながら考えていくように

まず，子どもたち一人一人に乾電池１つ，豆

した。そこから，子どもは「もっとモーター

電球１つを与えた。子どもたちは，回路を上

を速く回したい。」などの思いをもとに，乾

手に作り豆電球を光らせていく。加えて「ス

電池の数を増やし，そのつなぎ方について追

イッチ」を配付。スイッチの「入」「切」で

究していくことが予想された。回路のつなぎ

「輪のように全部がつながる」と豆電球の光

方を追究していく中で，乾電池の個数と，そ

がついたり消えたりすること（３年生での既

の電流が作用するものの働きのイメージの

習事項）も全員で確認。子どもたちもその様

ズレから，回路に流れる電流の大きさや向き

子を導線も含めた絵にし，丁寧に記録してい

について検証していくことで，乾電池の直

た。ここで「回路の様子を簡単に表現する記

列・並列では，その働きが違うことや，働き

号」を紹介した。

の違いの要因が流れる電流の大きさにある

次に，豆電球に変えてモーターを回す活動

ことなどを見いだしていくものと考えた。
そ

を行った。既習の学習から子どもたちは上手

うした追究活動の中で，目的によって回路の

に回路を作りモーターを回していく。そこか

つなぎ方を変えることの良さを見いだして

ら「見たこと・起こったこと」
「考えたこと」

いくものと考えた。

をまとめた。
「見たこと・起こったこと」を全体で交

そして，そうしたことが，物事の背景を探
りながら量的・関係的に見て，より深く物事

流した。モーターから吹き出る風に前向き，

を見つめていこうとする姿勢につながると

後ろ向きがあることについて，「乾電池の
25
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向き」により違っていたという気付きがあ

れからの共通の目標として定めた。そのた

った。ここから，風の向きには乾電池の向

めの方法として，「乾電池を増やす」こと

きが関係していそうだとの予想から，乾電

を全員で確認。乾電池を２個にしてこれか

池を入れ替えてもう一度モーターを回して

らの学習を進めていくこととし，これから

事実を確認した。その事実から「考えたこ

の学習の課題「モーターや豆電球のパワー

と」の話し合いでは，乾電池を入れ替える

をレベルアップさせるには？」を設定した。

と「回路が反対になる」「電流の向きが逆
になる」ことが出された。その考えを仮説
として取り上げ，検流計を使って検証を行
うことにした。確かめた結果，乾電池を入
れ替えると，
検流計の針は反対方向に倒れ，
向きが逆になることが立証された。「言え
ること」として，見いだしたことは次の２

モーターをレベルアップさせるためにい

つ。
○

ろんなつなぎ方がありそうだということか
電流には向きがあり，電気は乾電池の

ら，はじめに個人でいろいろなつなぎ方を

＋極からでて，－極に戻ってくること。
○

検討した。次にグループでの交流を行うと，

乾電池を逆にすれば，電流の向きも逆

回路のつなぎ方によって，モーターはいろ

になること。

んな回り方をしそうだということから，以

Ａ児のグループでは，前時でも，乾電池

下の３つにわけて考えてみることとした。

の向きとモーターの回る向きの変化に気づ

○

いていた。そのため，
「言えること」がまと

ギュンギュン回るつなぎ方
…Ａつなぎ

まる際には，意見の考えを重ね，自分の納

○

得をつくっていた様子があった。Ａ児は，

あまり回らないつなぎ方（乾電池１個
と同じまわり方）…Ｂつなぎ

「電気が見えてきたのでうれしかった。
」
と

○

回らないつなぎ方…Ｃつなぎ

まとめている。電流の存在が無意識的なも

便宜上，Ａ～Ｃつなぎとし，「モーター

のから意識的に見つめようとする目が育っ

をパワーアップさせるために，試してみた

てきていると洞察した。

いつなぎ方」をグループでいくつか選び，

その後，これからの学習で明らかにした

試してみることとした。

いこと，やってみたいことを確認すると，

Ａ児ははじめ，次の４種類のつなぎ方を

「モーターを（もっと）ギュンギュン回し

予想している。直列つなぎであり，「Ａつ

たい」「豆電球を（もっと）ビカビカにし

なぎ」であると予想し，乾電池の向きで電

てみたい」との子どもの願いを確認し，こ

流の向きが変わることをモーターからの風
26
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の向きと関連させて考えていることがうか
がえる。しかし，乾電池と乾電池の間があ
いていると，「Ｂつなぎ」ではないかと予
池の間を含め３カ所を測定し，どの場所も電
流の大きさは同じであることを見いだして
いる。この検証実験から，Ａ児にとってモー
ターのまわり方と可視化された電流の大き
さがつながりをもった根拠として確認され，
納得をつくることができたと考える。

Ａ児が構想したつなぎ方
想している。このあたりにＡ児の電流の大
きさに関する根拠があると推測される。
感覚的なとらえを言葉に出してみること
により，現時点での電流に対するとらえが
より明確になってきているものと考える。
続いて，モーターを回してみると，回り方

実際にモーターを回して試す様子

から一人一人が考えたつなぎ方が
「Ａつなぎ」
～「Ｃつなぎ」に分類された。

最終的には，分類した「Ａつなぎ」～「Ｃ
つなぎ」において，それぞれ電流の大きさと

結果からＡ児は，「Ｂつなぎ」だと思って

向きを測定していくことで，子どもが根拠を

いたことが「Ａつなぎ」であったことに納得

もって自分の仮説と検証実験の結果をつな

がいかない様子であった。
Ａ児に代表される

げて考え，電流の働きについてのとらえを更

ように，見えない電気の流れを可視化し，よ

新させていく姿があった。

り明確な根拠をもってモーターのまわり方

参考・引用文献

との関係を捉えることができるように，簡易
検流計を用いて，電流の大きさをたしかめて

文部科学省（2018）『小学校学習指導要領
(平成 29 年度告示)解説 理科編』，東洋

みることになった。
グループごとに検証の実験を進めると，Ａ

館出版社

児の班は，気になっていた直列につないだ電
27
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流れる水のはたらきと土地の変化

佐賀市立高木瀬小学校

１．内容の系統性

秋次 裕輔

２．大切にしたい見方や考え方

本内容は，第４学年「Ｂ(3)雨水の行方と

流れる水のはたらきと土地の変化につい

地面の様子」の学習を踏まえて，「地球」に

て，水の速さや量との時間的・空間的な視点

ついての基本的な概念等を柱とした内容の

で捉える見方を働かせて，資質・能力を育成

うちの「地球の内部と地表面の変動」，
「地球

する。そのために，「見方」について，本内

の大気と水の循環」に関わるものである。

容では，次の３つの見方で捉えた。
① 川を流れる水の速さや量について，それ

４年「雨水の行方と地面の様子」

らと川原の石の大きさや形との時間的・

地面の傾きによる水の流れ

空間的な視点で捉える。

土の粒の大きさと水しみ込み方

② 川を流れる水の速さや量について，それ

※次期学習指導要領から実施

らと土地の変化との時間的・空間的な視
点で捉える。
③ 雨が短期的に多量に降ったり，長時間降

５年「流れる水の働きと土地の変化」

り続いたりしたときの川を流れる水の

流れる水の働き

速さや量について，それらと土地の変化

川の上流・下流と川原の石

との時間的・空間的な視点で捉える。

雨の降り方と増水

考え方については，本内容では，流れる水
のはたらきと土地の変化について，それらの
要因を抽出し，「条件を制御」して問題解決

６年「土地のつくりと変化」

を図っていくことで，
その規則性や関係性を

土地の構成物と地層の広がり
（化石を

見出していく。

含む）

水を流す前と流した後の土地の様子を比

地層のでき方

較して，
流れる水と土地の変化に因果関係が

火山の噴火や地震による土地の変化
28
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あることを見出したり，人工的につくった川

器を用いて，削

の流れを再現した実験を取り入れて，流れる

る，運ぶ，積もら

水の速さや量といった条件を制御して検証

せるはたらきに

したり，問題解決することができるようにす

ついて学習を進

る。

めていった。
その際，２つ

３． 見方・考え方とその指導

の傾斜の雨どい

校庭につくった小高い真砂土の山の上か

に水を同時に流

らホースやバケツを使って水を流す実験や

し，流れ方の違

流水実験機に水を流し，そこから，侵食，運

直線で実験している様子

搬，
堆積の３つのはたらきを同時に実験する

いから，傾
斜の違いに

ことが多い。これでは，児童は，水の速さ，

よる流れる水の速さという要因を抽出させ

水の量という要因に対して，それぞれに川の

た。その後，抽出した要因を基に実験方法を

直線部分，曲線部分の複数箇所を同時に観察

考えさせ，それぞれの傾斜における削るはた

することになる。児童によっては，流れる水

らきや運ぶはたらきについて実験を行わせ

のどの部分を見ていいのか分からず戸惑い

た。
抽出した要因である速さの違いによって

ながら実験を行っていることも多いのでは

土地がどのように変化するかについて条件

ないかと考えた。そこで，事象の要因を整理

を制御させながら自分たちで問題を解決で

して抽出させ，それぞれの要因に対して，川

きるようにした。
また，実験器具については，

の直線部分と曲線部分に分けて実験を行わ

自分たちで考えた実験に必要なものを発想

せてはどうかと考えた。
これにより，
時間的・

に合わせて準備できるように，理科室内に複

空間的な見方を整理することで，それらを働

数のバットとバケツに真砂土を入れて用意

かせて事象をみることができるのではない

し，
必要に応じて実験に使用できるようにし

かと考える。

た。

まず，単元の最初に，児童に川の流れを

抽出した要因である流れる水の速さによ

想起させたものと川の流れの鳥瞰図とを比

って土地がどのように変化するかについて

較させ，川には直線部分や曲線部分，流れが

問題を解決しようとしているため，自分たち

速い部分，遅い部分などがあることについて

で条件を制御しながら実験が行われていた。

空間的に捉えさせ，流れる水のはたらきにつ

また，繰り返し実験をして再現性を高めたり，

いて学習することに対する関心を高めた。
次

真砂土の詰め方が柔らかすぎて実験ができ

に，流れる水のはたらきについて，バットと

なかったときに，
もう一度やり直したりする

真砂土，たらいを使った小型の簡易流水実験

こともできていた。
29

● 初等理科教育 19.4/5 ●

実験結果の記録を見ると，速さという１

問題を解決していった。

つの要因に対して川の直線部分にしぼって
実験を行うようにしたことで，川の傾きでは
なく，流れる水が速いか遅いかで結果を分け
てみることができている。土地の様子につい
ても，流れの速さによって土が流されている
ことや流れずに広がっている様子を記録で

直線で条件を制御して水量の違いで実験

きている。

をしている様子
水量という要因に対して，ここでも川の直
線部分に焦点化させて実験方法を考えるよ
この部分

うにし，
条件を制御しながら実験を行わせた

は，次時以

ことにより，削る，運ぶ，積もらせるはたら

降に実験

きについて時間的・空間的に捉えやすくなっ

を行った。

たと考える。
このように，流水実験のどこを見るのか
の結果の見通しを持つことができ，時間的・

直線で実験した結果

空間的な見方をし，共通点・差異点に着目す

流れる水の速さという要因に対して，川

る考え方をしながら事象を見ることになっ

の直線部分に実験の対象を焦点化させて実

た。要因を抽出し，「条件を制御」して問題

験を行ったことにより，削る，運ぶはたらき

解決を図っていくことで，その規則性や関係

について，水の速さと土地の変化との時間

性を見出していったと考える。

的・空間的な見方で実験結果を捉えやすくな

４．本単元における活用の場面

ったと考える。
水量の違いによる，削る，運ぶ，積もらせ

直線における実験を活用して，曲線の場合

るはたらきについては，前時の学習を基にし

の実験方法を考えさせた。直線の場合の見方，

て，考えさせた。ここでは，傾斜を一定にし

考え方を活用させ，実験方法を自分たちで考

た上で，水量の違いによる流れる水の速さを

えることができた。川の曲線部分で，流れる

事象提示し，水の量という要因を抽出させ，

水の速さによって土地がどのように変化す

水量の違いにおける削る，運ぶ，積もらせる

るのか，
水量によって土地がどのように変化

はたらきについて実験を行わせた。児童は，

するのか，２つの実験を区別して実験を行う

抽出させた要因である水量の違いを基に傾

ことができていた。直線における実験におい

斜角度による水の速さなど条件を制御して

て，水の速さを比較するために，バットの傾
30

● 初等理科教育 19.4/5 ●

斜角度を変え，その他の水量などは変えない

で話し合って実験方法を選定し，問題解決す

と考えて実験ができていた。また，水量の違

ることができていた。

いについても，バットの傾斜角度は一定にし
て，
ペットボトルに入れた水の量にも気を配
り，
条件を制御した実験で問題解決をおこな
っていた。水量の実験をしていると，途中で
傾斜角度まで条件が変わってしまっている
実験をしている班があったが，実験を進める
中で，条件が２つ変わっていることに気付き，
条件を制御した実験にやり直している様子
も見られた。空間的に見る部分を明確に持っ
ているため，
真砂土をつめなおして実験をし
直したり，再現性を高めるためにもう一度実
験を行ったり，自分たちが納得するまで繰り

参考・引用文献

返し実験を行っていた。

新教育評価研究会（2017）
『新学習指導要領
における 資質・能力と思考力・判断力・
表現力』文溪堂
教育課程研究会（2016）
『アクティブ・ラー
ニングを考える』東洋館出版社
日置光久・田村正弘・川上真哉（2017）
『小
曲線で条件を制御して実験している様子

学校教育課程実践講座 理科』ぎょうせ

結果を記録する際は，ノートの記述を見る

い

と，自分たちで話し合って，見るべきポイン

文部科学省（2011）「小学校理科の観察，実

トを明確に持って実験を行っていることが

験の手引き」

分かる。また，結果から言えることとして，
流れが速い場合（傾斜が急）と遅い場合（傾

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

斜が緩やか）を比較して，記述することがで
きていた。
時間的・空間的な見方で捉えていたことで，
川の曲線部分でも，条件を制御しながら，水
の量，傾斜角度による速さの違いを自分たち
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てこの規則性
～「より妥当な考えをつくりだす力」を育む手立ての工夫～
旭川市立大有小学校

１．内容の系統性

池田 悠亮

２．見方・考え方とその指導

本内容は，
第５学年
「Ａ(2)振り子の運動」

本単元は，「エネルギー」を柱とする領域

の学習を踏まえて，
「エネルギー」について

であり，「見方」は主として量的・関係的な

の基本的な概念等を柱とした内容のうちの

視点で自然事象を捉えることが求められる。

「エネルギーの捉え方」に関わるものであり， そして，第６学年の「考え方」として，主に，
中学校第 1 分野「(1)ア(イ)力の働き」の学

より妥当な考えをつくりだすといった問題

習につながるものである。

解決の力の育成のために，自然事象を複数の

ここでは，子どもが，加える力の位置や大

側面から捉え，多面的に考えることが大切で

きさに着目して，
これらの条件とてこの働き

ある。

との関係を多面的に調べる活動を通して，
て

まず，出会いの場面では，自由な試行活動

この規則性についての理解を図り，観察，実

を通した問題意識の醸成を大切にする。そこ

験などに関する技能を身に付けるとともに，

で，複数の異なるてこを用意し，自由な試行

主に，より妥当な考えをつくりだす力や主体

活動を行うことで，量的・関係的な視点を働

的に問題解決しようとする態度を育成する

かせながら，てこの仕組みについて問題意識

ことがねらいである。

を醸成させる展開を考えた。
また，仲間とともに妥当な考えをつくりだ

５年「振り子の運動」

すために，予想や仮説を基にした複数の実験

・振り子の運動

を同時に行い，条件と働きとの関係を多面的
に調べることにした。加えて，考察を充実さ
せる手立てとして，実験結果を比較・検討し
やすくできるようなホワイトボードの活用

中学校１年「力の働き」

を考えた。

・力の働き
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３．授業の実際

自由な試行活動は，グループごとに行った。

学習計画は次のとおりである。手立てと

力点の位置を自由に変えながら，活動してい

その実際について述べる。

る様子が見られた。初めに触れたてこでは，

１次「てこのはたらきのきまり」

力点の位置によって手ごたえが違うことに

１時間目 ８種類のてことの出会いによ

気付く様子が見られた。

る自由な試行活動→手立て（１）

２種類目以降のてこに触れているときは

２時間目 問題意識を基にした仮説の設定

「○番のてこと比べてみると・・・」といっ

仮説を基にした検証方法の立案

た，他と比較した感覚の違いを表現していた

３時間目 実験を行い，それぞれの実験
４時間目

り，「こっちのてこの方が，小さい力で，重

結果からてこの規則性について

いものを持ち上げることができるよ。」とい

考察し，まとめる→手立て（２）
２次以降も含めた詳細は web にて紹介

った量的・関係的な見方を働かせた発言が聞

（１）問題意識を醸成させる出会いの工夫

かれたりするようになった。このように，複

自然事象との出会いの場面では，番号を付

数のてこによる自由な試行活動から，「てこ

けた８種類のてこを体育館に用意した。８種

には何かきまりがあるのだろうか」という問

類のてこは，
支点と作用点の距離が違ってい

題意識を醸成させることにつながった。

たり，作用点にかかっているおもりの重さが

仮説を交流する中で，子どもから，「てこ

違っていたりする。これらのてこについて自

では，どのくらいの重さのものを持ち上げら

由に触れながら，てこの働きの違いを，体感

れるのだろう」という声が聞かれた。さらに

によって捉えられるようにした。
この自由な

交流を進めていくと，小さい力で持ち上げら

試行活動を行うにあたり，
交流の際や問題意

れるのだから，普段は持ち上げることのでき

識を共有する際に必要な，支点，力点，作用

ない先生だって持ち上げることができるは

点の言葉を事前に指導した。

ずだ，という展開になっていった。○番のて
こは一番小さい力で持ち上げられたから，そ
れについて詳しく調べたいなどと発言し，
「先生を持ち上げたい」ということが子ども
の目的意識となり，てこのきまりについて主
体的に学習を進めることにつながった。

写真１ 自由試行をしている様子
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（２）考察を充実させるためのホワイトボー
ドの活用
検証計画の立案の場面では，子どもから
複数の仮説が出されることが考えられる。
そこで，異なる仮説ごとに実験を行い，結
果と考察を交流しながらより妥当な考えを
つくりだす展開を計画した。複数の仮説や
検証の過程を共有する手段として，ホワイ
トボードを活用することにした。仮説が同

写真２ ホワイトボードにまとめた様子

じ者同士で集まったグループに 1 つずつホ

それぞれのグループの実験を基に全体で

ワイトボードを渡し，仮説，実験方法，結

考察をまとめる場面では，ホワイトボードを

果の見通し，考察をホワイトボードに記入

黒板に並べて掲示しながら行った。黒板では，

できるようにした。このように，ほかのグ

マトリクス形式でホワイトボードを並び替

ループがどのような実験をしているのかが

えて分類し，
それぞれの実験結果から見えた

一目で分かるようにすることで，量的・関

共通点や差異点と，その後のグループごとの

係的な見方を働かせながら交流できるよう

考察を摺り合わせ，
「支点から力点までの距

にした。

離が長いほど持ち上げるために必要な力は

実験では，
力点と作用点のどちらかは固定

小さく，短いほど大きい」こと，「支点から

し，他方は少しずつ動かして実験し，その時

作用点までの距離が短いほど持ち上げるた

の記録を書き込むようにした。また，作用点

めに必要な力は小さく，長いほど大きい」と

には教師の写真を貼っておき，
「てこのきま

いう妥当な考えをつくりだすことができた。

りを見付けて先生を持ち上げよう」という単
元を通した目的意識を持続できるようにし
た。
考察では，「遠い・近い」「長い・短い」
や「重い・軽い」「大きい・小さい」など，
言葉がばらばらになり全体で考察する際に
混乱が生じてしまうことが懸念された。そこ
で，
支点からの距離については
「長い・短い」
に，持ち上げるために必要な力は「大きい・

写真３ ホワイトボードを並べた様子

小さい」
のように使う言葉を統一させてまと
めることとした。
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第３次では，子どもは「これはてこかな」

４．本単元における活用の場面

と，はさみを使うときに先の方と根元の方で

単元の学習を通して，力を加える位置や，

切り具合を比べていた。量的・関係的な見方

力の大きさとてこの働きの関係をつかんだ

を働かせながら，学んだことについて活用し

子ども達は，
学んだことを活用して先生を持

ようとする姿である。このように自ら学んだ

ち上げる活動を行った。自分たちより体重の

科学的な見方を働かせ，理解を概念的に深め

重い先生を持ち上げるためには，
どの位置に

られるような手立ての工夫が大切であると

どのような大きさの力を加えるのか，
これま

考える。

でに学んだ規則性を活用する姿が見られた。
子ども達は，
当然のようにてんびんではな
く，
１次で用いたてこの性質を利用していた。
支点から作用点までの距離を可能な限り近
付け，反対に支点から力点までの距離を長く
するように装置を作成していた。その結果，
学級で一番小柄な子どもの力でも教師を持
ち上げることができた。このように，
「先生
を持ち上げよう」
という目的の達成に向けて，
これまで学んできたてこの規則性を，
どのよ

写真５ 教師を持ち上げている様子

うに活用すればよいのか，
改めて確認する学
習となった。

《単元計画》
《８種類のてこについて》

写真４ 子どもの考察の様子
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発芽の適温をさぐる学び
～小学校５年，発芽の学習～
新潟大学教育学部附属新潟小学校

１

はじめに

竹内 義雄

「結局，何℃になったら発芽するんだろ

理科の学習ではこれまでも，
「本物から得

う」という疑問は解消されなかったのであ

られる事実」
「事実に基づいた考察」が大切

る。この問題を解決するためにはいくつか

にされてきた。このことは学習指導要領が

の乗りこえるべきハードルがある。

変わった今も理科という学習の本質である

１

ことに変わりはない。

気温のコントロールをする設備は小

学校には存在していないこと

子どもはいつも「本物」によってたくさ

２

畑やプランターを用いて実験しても，

んの感動を受ける。この感動を与える学習

春に行うため外気温の変動が激しいこ

こそ理科なのだ。だからこそ，本物が大切

と

なのだが，どうしても本物を伝えきれない

３

ものもある。その一つが気温である。この

しまうこともあること

気温をなんとかコントロールして子どもと

これらを乗りこえるための方策を考える

ともに学習を深めたいという願いから本自

必要があった。

由研究は生まれた。

２

子どもの見ていないときに発芽して

３ 改善のために

問題の所在

私が考えた改善策は次の通りである。

気温のコントロールというと大げさだが，

（１）気温の低い時期に実践をする単元

要は「発芽の温度」が案外分かりづらいと

構成にすることで温度の管理をできる

いうことが問題の発露である。
「何℃になっ

ようにする

たら発芽するか」ということは学習のなが

（２）加熱する機器をコントロールでき

れでは必要ないかもしれない。しかし，子

る装置の開発をする

どもに問いかけていく中で必ず出てくるの

この二つを用いて，
「発芽する温度」を

は，
「何℃になったら発芽するんだろう」と

確かめる学習活動を設計した。

いうことである。そこで，温度を日々観察

４ 実践について

させて，発芽する様子と関係付けさせても
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（１）気温の低い時期に実践する単元構成

り，ノートに記録した温度から発芽した時

はじめに気温の低い時期に実践をする工

の温度を確かめたりした。

夫である。通常この学習は自然に発芽する
４月下旬から５月上旬にかけて実施される。
しかし，思ったようには発芽してくれない
のでほかの単元と平行しながら行われるこ
とが多い。また，この単元は発芽だけを扱
うのではなく，
「成長に関係する要因」につ
いても学習する。
そこで，適切な日に種子を植えて発芽す
る様子を確認した上で，成長させて，収穫
させることを目的に植物の変化を記録させ

子どもが実際に使用した気温のグラフ

た。子どもは植物が生長する様子を記録し
ながら「日光」
「水」
「空気」
「肥料」などの

すると子どもは
「おそらく 18℃から 24℃

成長に必要な要因を見いだし，結論付ける

くらいの間で発芽するのではないか」と予

ことができた。ここで，子どもからは温度

想することができた。そこで，この温度で

については気付く様子が見られなかった。

種子を温める装置を提示した。

このように温度，とりわけ気温は日常生

それが次の写真の装置である。

活と密接すぎて子どもにはなかなか気付け
ない要因なのである。この成長に関係する
要因は単元の時数を分割して，発芽の温度
を追究する時数を２月に送った。新潟の２
月は気温が０℃に達するほど寒い。この寒
い気温を利用して，
「何℃まで温めたら発芽
するか」という学習の見通しを持たせた。
（２）加熱する機器をコントロールできる
装置の開発
気温が低い状態でも発芽できることを知

子どもが実際に使用した発芽装置

った子どもは「いったい何℃にまで温めた

この装置について説明する。小学校では

ら発芽するのか」と予想をし始める。子ど

なかなか温度をコントロールする装置は少

もは４月や５月の平均気温や最高気温を気

ない。高価であることと管理が難しいこと

象庁のデータベースから取り出して調べた

が主な要因であると考える。
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そこで比較的安価に作成することができ，
子どもにも扱うことが簡単な装置を目指し
て作成した。この装置は制御装置と加熱装
置の二つの部分から成る。
①温度の制御装置

装置の全体像
この装置を用いて発芽の温度を見つける
学習を行った。なお，この装置は種子をシ
ャーレに入れて水槽に浮かべるが，浮かべ
方にはもう一つのパターンを子どもには示
した。
温度を検知して電流を制御するボード
このボードはセンサーで検知した温度に
よって接続している電気器具をオン・オフ
する。これに加熱器具を接続する。
②加熱器具
今回は発芽の学習をすることと，種子の

装置の全体像

周辺も温める必要がある。そこで，水を温
めて，温めた水に種子を浮かべて発芽する

この装置ではシャーレではなく，ネット

実験装置にした。そのために，加熱器具と

を木枠に張ったものに種子を浮かべた。こ

して水中ヒーターを用いた。水中ヒーター

うするとシャーレのように水の追加をする

で水を温めることで水面の空気も暖めるこ

ことがないことと，水温に保たれるので発

とができるため発芽実験には適していると

芽温度に近い状況で実験することができる。

考えた。

ただし，種子の排泄物の影響も強く受ける
ので水替えを頻繁にするか水質管理の装置
も必要になる。
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５

高かった24.5℃がインゲンマメの発芽には

問題解決の能力を育てること

適した温度だと結論付けることができた。

実践を通して，子どもは予想についてこ
れまでの実践とは比べものにならないくら
い詳しく追究する姿が見られた。

実践を通して得られた結果の集約板書
子どもはこの実験から得られたデータを
集約した。集約したデータはグラフなどに
まとめ分析をする姿が見られた。

考察を記したノート
本自由研究では，比較的安価な温度コント
ロールの装置を作ることで，子どもの追究意
欲を高めることができた。また，これまで小
学校の学習ではなかなかコントロールさせ
ることができなかった気温のコントロール
も可能にすることができた。
結びに。今回の２月に発芽させたインゲン
はその後，保温させながら育て上げ，５月に
種子を収穫させることができた。子どもは，
この活動を通して，一年を通しての栽培の難

子どもの結果の集約ノート

しさや栽培の工夫などにも思いを巡らせる

こうして得られた結果から次のように考

ことができたのである。

察を記述した。この考察を基に最も発芽率が
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筑波の先生の研究①

理科教育における系統指導の可能性
～ 重さの系統指導①

～

佐々木 昭弘

筑波大学附属小学校

１

単純に考えれば，直接「密度」につながる内

「重さ」の系統性

容は，同体積で重さ比べをする第３学年「物と

「密度」へつながる系統指導が可能と思わ

重さ」の学習のみである。詳しくは後述する

れる「重さ」の指導内容を，『学習指導要領

が，第３学年から第６学年の指導内容の中に

解説理科編』から洗い出してみる。

は，「密度」の考え方を適用して初めて説明で
きる現象が，いくつか存在している。

第３学年「物と重さ」

例えば，第４学年の「物の温まり方」の学習

ア(ｱ) 物は，体積が同じでも重さは違う
ことがあること。

では，「水は動きながら温まっていく」といっ

第４学年「金属，水，空気と温度」

た単なる現象（対流）の確認だけに留まる。し

ア(ｱ) 金属，水及び空気は，温めたり冷

かし，「なぜ，温めて体積が大きくなると水が

やしたりすると，それらの体積が

上へと動くのか？」といった問いを引き出す

変わるが，その程度には違いがあ

ことによって，他者とも共有できる科学的な

ること。

理論に基づく意味理解を子どもたちに促すこ
とが可能となる。

(ｳ) 金属は熱せられた部分から順に

第５学年「物の溶け方」では，水と食塩水を，

温まるが，水や空気は熱せられた
部分が移動して全体が温まるこ

同体積で重さを比べることによって見分けさ

と。

せる活動を設定する。さらに，溶かすと重さが
軽くなる炭酸入浴剤の水溶液を扱うことによ

第５学年「物の溶け方」

って「二酸化炭素」という空気より重い気体へ

ア(ｱ) 物が水に溶けても，水と物とを

の興味・関心を高めておく。

合わせた重さは変わらないこ

第６学年「燃焼の仕

と。

組み」の学習では，こ

第６学年「燃焼の仕組み」
ア(ｱ) 植物体が燃えるときには，空気中

れまでの「密度」に関

の酸素が使われて二酸化炭素が

わる重さの見方や考え

できること。

方をもとに，空気の出入りを確保することに
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よって燃焼し続けるという身の回りの道具の

どもたちでも「鉄」と答える。しかし，小さな

仕組みや，火災時の避難の仕方の理由等，学習

パチンコ玉と大きな木製の球を提示すると，

内容と実生活とのつながりを実感させてい

子どもたちは「ずるい」と口にする。そして，

く。

大きさを同じにしなければ，重さ比べはでき

このように，第３学年で学習したことを，そ

ないと主張する。この事実は，「同体積で重さ

の後の全ての学年で活用させてみたい。活用

比べをする」という密度に近い見方や考え方

させることによって，理科の学習が単なる現

を，すでに子どもたちがもっていることを示

象の確認ではなく，科学的な理論に基づく意

している。

味理解を子どもたちに促すことができる。

２

例えば，右の写真は，左から鉄・木・アルミ
である。３年生の子ど

重さの系統指導

もたちに提示すると，

（１）３年「物と重さ」Ａ物質・エネルギー

鉄と木であれば重さ比

『学習指導要領解説理科編』には，系統性に

べをしてもいいが，ア

ついて次の記述がある。

ルミは重さ比べができ

「本内容は，『粒子』についての基本的な概念

ないと言う。その理由は，「大きさ」「長さ」

等を柱とした内容のうちの『粒子の保存性』に

「広さ」「量」が違うからであり，全てを同じ

関わるものであり，第５学年『Ａ(1)物の溶け

にすれば重さ比べをしてもいいと主張する。

方』の学習につながるものである」

「かさ」という言葉も出てくるが，理解できな

物の形を変えても，物を水に溶かしても，物

い子もいる。算数（２年）で学習する「かさ」

質を構成している粒子が保存されている限

は，容器に液体を入れて調べる量であるから

り，重さは変わらない。つまり，物の出入りが

と思われる。

ない限り，物の重さは変わらないという「質量

そこで，今度は同じ１kg の重さで販売され

保存」に関わる概念の素地を培うことが，この

ている食塩とグラニュ糖を提示し，
「同じ重さ

学習がねらう中心となっている。

なのに，どうして大きさが違うのか？」と子ど

ここに加えたいことは，中学校の学習内容

もたちに問う。すると，食塩の方が重いからだ

である「密度」への布石として，同体積で重さ

と言う。

比べをすることの必然性を高めた活動を設定

かつて学習指導要領には，重さを等しくし

することである。

たときに体積に違いがあることを調べる学習

そもそも，同体積で比較したとき，物によっ

が設定されていた。この視点からのアプロー

て重さが違うのは当たり前である。繰り返し

チも面白いかもしれない。

筆者が主張していることだが，
「木と鉄のどち

～ 次号につづく ～

らが重いでしょうか？」と問えば，１年生の子
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②

栓が飛ばない！？
どうなっているんだ？
筑波大学附属小学校

辻󠄀

健

本時では，水と空気を入れたフラスコを温

１．はじめに

めると栓が飛ぶという事象をきっかけに，圧

児童ができるようになっていく自分に気

縮や温度の変化による空気や水の体積変化

付くこと，いわゆる自覚化は，コンテンツベ

について学習し，学習したことをもとに，よ

ースからコンピテンシーベースへ転換して

り遠くに玉を飛ばすにはどうしたらよいか

いくこれからの時代の学習において重要で

について考える。

あることは，言うまでもない。
新学習指導要領のもとで行う評価につい

栓がフラスコを温めたことで飛んだ要因
を特定する過程で，児童が既習事項を想起し，

ても，学びに向かう力・人間性において，自

その要因とどのように関わっているかを考

己調整学習１）という言葉で説明がなされて

える。さらに児童は，温度の高低や水や空気

いる。学習の到達点に対して，自分はどのあ

という物の違いで変化する体積は，どのくら

たりまで進められているのか。目的を達成す

い違うのかについてもあわせて考え，玉が飛

るためには，
どのようなことを行うべきかを

ぶ原因に，水や空気の温度による体積変化が，

常にモニタリングし，
自分たちで学習をコン

どのように関わっているかについて考える。

トロールしていくためにも，自覚化は不可欠

フラスコの栓を遠くに飛ばすという活動に

である。本稿では，児童に学習の自覚化を促

関連のある単元を並べ替えるという構成も

すための一つの手段として「失敗」を取り入

行った。

れた授業展開を提案したい。

（３）想定する児童の姿

２．第 4 学年「物の温度と体積変化」
（１）単元展開(全 11 時間

本時では，どのようにしたら栓を遠くに飛
ばすことができるかについて考えるため，空

本時 第 7 時)

気，水による体積変化の違い，また温度によ

第１次 温度変化による空気の体積変化③

る体積変化の違いなども勘案して問題解決

第２次 温度変化による水の体積変化⑤

する姿を想定している。児童は，栓を飛ばし

第３次 温度変化による金属の体積変化③

た後の結果と，予想したこととを比較し，考

（２）本時（第 2 次 4 時間目）に至るまで

察する場面で問題解決の過程と向き合う。
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３．授業の実際
（１）考えるきっかけとなる単元構成

気と水の割合について言及した。水が多い班
が飛ばなかったということは，空気の方が水
よりも温まりやすく，
体積変化も大きいので

児童は，
班毎に水と空気をどのくらいの割

はないかという考えが出された。また，お湯

合で入れるか作戦を立てた。
これまでの授業

を入れた班が栓を飛ばせなかったというこ

で，温めることにより，空気も水も体積が大

とは，温めるためのお湯とフラスコ内の温度

きくなることは理解している。

の差が小さかったから，体積が大きくならな

しかし，
空気と水の体積変化の大きさの違
いや温度による体積変化の大きさの違いと

かったのではないかという考えが出された。
栓が上手く飛ばなかったことから，児童は，

いう量的な見方については児童はあまり意

次こそはもっと遠くへ飛ばしたいという意

識していない。そこで，この授業を通して，

欲を喚起した。学級では失敗した原因をみん

物による体積変化の大きさの比較や温度変

なで分析し，
温度と体積変化の量との関係や

化と体積変化との関係について考える契機

物による変化の大きさの違いに目を向け，学

となるよう単元を構成した。

級全体で深く考えることができた。
（なお，
この実験で一番大きな体積変化は，水が水蒸
気に状態変化することに伴うものであるこ
とは，次時で示す。
）

４．おわりに
児童が自ら「あれっ？」と感じる瞬間から
問題解決はより深まり，必要感を伴ったもの
写真１：スポンジの栓を飛ばそうとする児童

になる。教師がその「あれっ？」を見逃さな

結果は，空気の割合を多くした班ほど，遠

いこと，徹底して付き合うことが，学びを深

くへ栓を飛ばすことができた。水の割合を多

めるためには不可欠であることを日々の実

くした班は，
遠くへ飛ばすことができなかっ

践を通して実感している。
「あれっ？」を多

た。
また，
フラスコの中にお湯を入れた班は，

く生み出す「失敗」には大きな可能性を感じ

スポンジの栓を飛ばすことができなかった。

る。実践を通し更なる追究をしたい。２）

（２）できなかった理由を考える
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本号では，子ども自身が「見方・考え方」を意識的に働か
せ，より豊かにしていくための教師の指導と子どもの具体
を明らかにすることをめざしました。論説では，鳴川氏に，
子どもが「見方・考え方」を働かせることについて，「旧学習
指導要領と何が違うのか」「『働かせる』とはどういうことか」
「『見方・考え方』を働かせながら問題解決を行うことが，資
質・能力の育成にどのようにつながるのか」という３つの
フェーズで整理していただきました。主題研究１では，子ど
もが「見方・考え方」を働かせた際の具体的な姿や，それら
の姿を引き出す教師の手立てとともに，どのようなメカニズ
ムで資質・能力の育成につながるのかを示していただきま
した（中村氏）。また，主題研究２では，多面的な見方・考え
方で事象を分析・考察し，より妥当な考えを作り出す力を
育成するため，主体的・対話的で深い学びの視点を導入し
た逆向き設計の視点を導入した指導計画を示していただき
ました（柿沼氏）。本特集が「理科の見方・考え方」を，自在
かつ意識的に働かせる子ども，より豊かにしていく子ども
の具体を考える一助となれば幸いです。
(４／５月号 担当／富田瑞枝・辻 健・尾崎幸哉)
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