
○ 子どもの興味・関心の実態 

 身の回りには，文房具や家電製品など磁石を利用

した物が数多くある。磁石は，子どもたちにとって

も身近なものであり，実際に手にして遊んだ経験も

多い。しかし，磁石そのものの性質に目を向けてい

る子どもは少ない。 

黒板の磁石やホワイトボードの磁石など，日ごろ

から教室の中で磁石を使用することが多く，磁石に

ついて尋ねると，答えられない子どもはいない。「名

札の安全ピンは磁石につくよ」「窓枠にもつくよ」

「鉛筆にはつかないよ」など，磁石に引きつけられ

るものと引きつけられないものを区別できる子ど

もも多く，磁石に対する興味・関心は高い。 

○ 子どもの能力の実態 

 子どもたちにとって，磁石は便利なものという認

識が強い。しかし，種類や形状が様々であり，用途

も広いことから，磁石そのものの性質や働きに驚き

や疑問をもつ子どもは少ない。また，磁石の指北性

や磁化作用については，ほとんど知らない。 

 学び方については，ヒマワリやホウセンカの種子

の違いや植物・昆虫の生態などを比較する活動を通

して，差異点や共通点を見出す学習を経験してい

る。しかし，観察する際に，観点をもって観ること

ができなかったり，図や絵，文章で観察記録をとる

ことが十分にできなかったりして，自然事象の共通

性や相互の関わりについて整理する力が十分に育

っていない子どもが多い。 

授業を通して，観点をもって観察する力や比較し

て差異点や共通点を見出す力，根拠をもった予想が

できる力などの育成を図りたい。特に考察の段階

で，めあてとまとめの対比をていねいに繰り返す活

動を重視して，違いに気づく力や比較する力の育成

を図りたい。 

第３学年の実践 

 

 

 

１ 単元名  「じしゃくのふしぎをしらべよう」 

 

２ 授業づくりの視点  

 

○ 教材の分析 

 本単元のねらいは，磁石の性質について興味・関

心をもって追究する活動を通して，磁石につく物と

つかない物を比較する能力を育てるとともに，それ

らについての理解を図り，磁石の性質についての見

方や考え方をもつことができるようにすることが

ねらいである。子どもたちの身の回りにある磁石

は，子どもたちには扱いやすく，学習しやすい素材

である。また，目に見えない磁力がおよぼす様々な

現象は，実に不思議で面白く，子どもたちの知的好

奇心を擽る本単元は，「エネルギーの見方」の基礎

を養う上で，大変意義深いと考える。さらに，学ん

だことを生かしてものづくりを行い，学習内容の深

化を図る本単元は，第３学年の目標「磁石を働かせ

たときの現象を比較しながら調べ，見出した問題を

興味・関心をもって追究したり，ものづくりをした

りする活動を通して，それらの性質や働きについて

の見方や考え方を養う」上で効果的である。また，

見通しをもって問題解決をするためにも意味があ

る。 

○ 本単元の系統 

 子どもたちは，４月に初めて理科の学習に出会

い，自然観察を通して，植物の色，形，大きさに違

いがあることを学んできた。また，飼育・栽培活動

を通して，植物と昆虫の育ち方には，一定の順序が

あることも学習している。ここでは，「物質・エネ

ルギー」の領域の入門時であることを意識して，磁

石の性質についてていねいに調べる活動を通して，

磁石や物質についての見方や考え方をもつことが

できるようにする。そこで，本単元では，身の回り

の磁石を利用した道具やおもちゃなどを活用した

り，一人実験をしたりする場を設定して，問題解決

学習を展開する。また，磁石の周りにある見えない

パワーを可視化する活動も取り入れる。これらのこ

とは，「エネルギー」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「エネルギーの見方」「エ

ネルギーの変換と保存」にかかわるものであり，第

４学年「電池のはたらき」，第５学年の「電磁石の

性質」，第６学年「電気の性質とはたらき」の学習

につながるものである。 



３ 単元の目標   

自然事象への 

関心・意欲・態度 

〇 磁石に物を付けたり自由に動くようにしたりしたときの現象に興味・関心をも

ち，進んで磁石の働きや性質を調べようとする。 

○ 磁石の働きや性質を使ってものづくりをしようとする。 

科学的な思考・表現 

○ 磁石に引き付けられる物と引き付けられない物や，磁石同士や磁石に引き付けら

れる物との間を空けても引き付ける力が働いている現象を比較して，それらについ

て予想をもち，表現することができる。 

観察・実験の技能 

○ 磁石を使って付く物を調べたり，着磁させたり，ものづくりをしたりすることが

できる。 

○ 磁石に付く物や磁石の極性を調べ，その過程や結果を記録することができる。 

自然事象についての 

     知識・理解 

○ 物には，磁石に引き付けられる物と引き付けられない物があることや，磁石に引

き付けられる物には，磁石に付けると磁石になる物があることを理解する。 

○ 磁石の異極は引き合い，同極は退け合うことを理解する。 

 

４ 展開計画と評価規準 （総時数９時間） 

主な学習活動・内容 
○指導・支援上の留意点 

◎特に，言語活動を意識した指導・支援 
評価規準及び評価方法 

１ 磁石の性質を調べる。 

(1) 身の回りの物に磁石

を近付けて，磁石に引

き付けられる物と引き

付けられない物を調べ

る。 

 ・教室の中の物を調べる。 

① 

 ・いろいろな素材で調べ

る。（本時）    ① 

 

 

 

 

(2) 磁石と鉄の間を空け

たり，間に物を入れた

りして，引き付ける力

が働くか調べる。 ① 

 

 

(3) 磁石の極同士の反

発・吸引を調べる。① 

 

 

 

 

 

(4) 磁石の極の指す向き

を調べる。    ① 

 

２ 磁石の働きを調べる。 

(1) 磁石に引き付けられた

○ 磁石に物が引き付けられることに興

味・関心をもたせるために，磁石にク

リップが引き付けられる現象を提示

し，磁石を使って，身の回りの物を調

べようとする意欲を高める。 

○ 材質を観点に磁石に引き付けられる

物と引き付けられない物について考え

ることができるように，「見通す」段階

のはじめに，「かかわる」段階で見つけ

た事実を確認し，「書く・描く①」の活

動，対話に取り組むようにする。 

 

 

 

○ はさみのプラスチックに囲まれた部

分が磁石に引き付けられた事実から，

磁石と鉄の間を空けたり，間に物を入

れたりしたときに引き付ける力が働く

か疑問をもたせる。 

 

○ 「見通す」段階、「考察・結論」の段

階において言語活動を位置づけ、段階

的な指導を行うことで，磁石の極を観

点に，異極は引き合い、同極は退け合

うこと，また，指北性について考える

ことできるようにする。 

 

 

 

 

○ 磁石に引き付けられた鉄が，磁石に

なっていることに問題をもつことがで

【関】磁石に物が引きつけられること

に興味・関心をもち，磁石の働きや性

質を進んで調べようとしている。 

（行動観察，発言分析） 

【技】磁石を使って付く物を調べるこ

とができる。   （行動観察，記述） 

【思】磁石に引き付けられる物と引き

付けられない物を比較して，それらに

ついて予想をもち，表現している。 

      （記述・発言分析） 

【知】物には，磁石に引きつけられる

物と引きつけられない物とがあり，磁

石に引きつけられる物は鉄であること

を理解している。 （記述・発言分析） 

【思】磁石に引き付けられる物との間

を空けても引き付ける力が働いている

現象を比較して，それらについて予想

をもち，表現することができる。 

（記述・発言分析） 

 

【思】磁石同士も引き付ける力が働い

ている現象を比較して，それらについ

て予想をもち，表現することができる。 

（記述・発言分析） 

【知】磁石は，同極は退け合い，異極

は引き合うことを理解している。  

（記述・発言分析） 

【技】磁石を使って着磁させることが

できる。     （記述，行動観察） 

 

 

【知】磁石に引き付けられる物には，



鉄を調べる。     ② 

 

 

３ 磁石の性質や働きを利

用したおもちゃ作りをす

る。        ② 

きるように，単元の導入で提示したク

リップを磁石に付けた事象を再度提示

し，考えさせるようにする。 

○ 実感を伴った理解を図るために，学

習した磁石の性質や働きを利用したお

もちゃを作ることができるようにす

る。また，生活体験と当てはめて考え

る時間を設定する。 

磁石に付けると磁石になる物があるこ

とを理解している。（記述・発言分析） 

 

【関】磁石の働きや性質を使ってもの

づくりをしようとしている。 

(行動観察) 

【技】磁石を使ってものづくりをする

ことができる。 （記述，行動観察） 

 

５ 本単元における具体的手立て 

 （1）知的好奇心を喚起し，見方や考え方を深める指導課程の工夫 

子どもの知的好奇心を喚起し，見方や考え方を深めることができるように，指導過程を工夫する。そして，

出会う段階での工夫，かかわる段階の位置づけと工夫を行う。 

＜指導過程＞ 

 

 

   

 

 

 

    

○ 問題解決の指導過程 

   指導過程とは，子どもが学習していく流れを表している。上記の指導過程は，問題解決の指導過程である。

子どもが自然の事物現象と出会い，問題を把握し，解決するまでの一連の流れである。この流れで，１つの

問題を解決することになる。新たな問題が生じた場合には，その新たな問題を解決するために「見通す」段

階より学習を繰り返していく。１つの問題を解決する時間は，学年や単元の内容によって異なる。１単位時

間で解決する場合もあるが，２単位時間，または，それ以上かかる場合もある。 

 

 

 

 

 

① 「出会う」段階での事象提示の工夫 

単元の導入時に，子どもが疑問を持つことができるように，自分がすでに持ち合わせている知識（概念）

や今まで経験したこととの間に，矛盾やずれを感じ，「おかしい。どうしてそうなるのかな。」と思うことが

できるような事象を選定し，その事象との出会わせ方を工夫する。そして，「もっと見たい」，「自分でもや

ってみたい」という「知的好奇心」をもつことができるようにする。 

本単元では、単元の導入で，磁石にクリップを付ける事象提示を行い，クリップが磁石に引き付けられる

ことに興味をもたせ，「やってみたい」と思うようにする。そして，教室内の物で，磁石に付く物と付かな

い物を見つける活動を行う。ここでは，「自分でもやってみたい」という「知的好奇心」をもつことができ

るようにする。 

② 「かかわる」段階での工夫 

事象提示の後，子どもたちが事象に主体的にかかわることができるように位置づけた段階である。子ど

もは，事象とかかわりながら対象から情報を収集し，その情報を基に，思考して自分の考え（予想）を構

築していく。収集した情報（事実）からの思考であるため，根拠を伴って想像した子ども自身の予想にな

「問題解決の指導過程」※ １つの問題を解決するための流れ 

出会う  かかわる  見通す  観察、実験する  考察・結論 
 

まとめる  振り返る 

事象と出会う  情報収集      予想・方法     検証実験        結果の確認     一般化                  
疑問をもつ   疑問の焦点化    結果の見通し    結果の整理       考察、結論     

 

新たな問題が生まれたときは、繰り返す 

① 出会う …… 単元導入時に自然事象に出会う。単元の途中で事象提示をする場合もこの段階に戻る。 

② かかわる …… 自然の事象に子ども自らがかかわる（やってみる，試す）。疑問の焦点化。 

③ 見通す …… 子ども自らが予想し，解決方法を考える。【言語活動モデル】 

④ 観察，実験する …… 予想したことを観察，実験で確かめ，結果をもとに考察する。（観察，実験，結果の集約・図表化） 

⑤ 考察・結論 …… 結果の確認，予想と照らして考察の順に，書く・描く活動と対話を行い，段階的に思考を高める。 

【言語活動モデル】 

⑥ まとめる …… 導いた結論をめあてと結んでまとめ，一般化する。 



ると考える。 

本単元では，事象提示で「自分でもやってみたい」という知的好奇心をもった子どもが，実際に自らか

かわり，磁石を使って身の回りの物を調べていく活動を設定した。そこで，子どもが教室内の物が磁石に

つくかどうか調べる活動を十分にとり，事象にかかわることができる時間を確保するとともに，見つけた

事実を記録する活動を重視する。さらに，子どもが疑問を焦点化し，問題意識を高めてくことができるよ

うに，事象とかかわっている子どもの考えを引き出したり，整理したりする発問を工夫する。 

 

(2) 言語活動モデルを活用した段階的な指導 

根拠をもった予想をもたせる「見通す」段階と，結果から結論を導き出す「考察・結論」段階において，

子どもが友だちとの対話を通して考えを深め，実感を伴った理解を図ることができるように，言語活動プラ

ンを用いた段階的な指導を行う。 

３年生の学習では，指導過程の「出会う」「かかわる」段階に時間をかけ，見いだした問題を予想する段

階から解決に至るまでを１単位時間で計画する単元もある。そこで，予想・方法を考える「見通す」段階と

結果を確認し，「考察・結論」の段階までを以下のプランで指導していく。 

＜「見通す」段階の言語活動モデル＞ 

過程 思考のステップ 学習活動 発問と子どもの発言 

見
通
す 

関係づけ 

書く・描く① 
 
 
 
 
対話① 

 

身の回りの物が，磁石に付くか
どうか予想する。 
・事実を根拠に予想する。 
・自分の予想を出し合い話し合う。 
 
・実験方法を考え，話し合う。 

Ｔ：前時の結果（事実）から，準備した物がじ
しゃくに付くかどうか予想して，書きまし
ょう。 

Ｃ：準備した物がじしゃくに付くか付かないか
記録。 

Ｔ：どんな予想をしましたか 
Ｃ：クリップは付く。鉄だから。割りばしは付

かない。木だから。 
Ｔ：どんな方法で，調べますか。 
Ｃ：じしゃくで付けてみます。 

  まず，前時の「かかわる」段階で明らかになった事実を確認する。次に「書く・描く①」の活動に取り組み，

個々の子どもが，明らかになった事実を基に，自分の考え（予想）を書かせるようにする。その後，自分の考

えを出し合う「対話①」を行い，予想を共有する。そして，予想を確かめる方法の話し合いを行うようにする。 

 このようなステップで，その子なりの素朴概念や既習経験を根拠に予想を持つことができるように，段階的

に思考を深めるようにする。 

＜「考察・結論」段階の言語活動モデル＞ 

過程 思考のステップ 学習活動 発問と子どもの発言 

観
察
，
実
験
す
る 

事実確認 対話② 

結果を基に，磁石に付く物と付
かない物について話し合う。 
 
・「観察，実験する」で明らかにな
った事実の確認。(結果の表) 

 
 
 
Ｔ：表を見て，結果の確認をしましょう。 
Ｃ：クリップは，じしゃくに付きました。 
  割りばしは，付きませんでした。 

考
察
・
結
論 

関係づけ 

書く・描く② 
 

 
対話③ 

 
 

・予想がどうであったかを踏まえ
て，自分の考えを書く。 
 
 
・自分の考えを出し合い話し合う。 
 
 

Ｔ：結果から，予想どおりであったか考えて、
自分の考えを書きましょう。 

Ｃ：予想と同じで，じしゃくに付いた物は，鉄
だけみたい。 

  他の物は，付いてないね。 
Ｔ：磁石に付く物は，どんな物だと言えますか。 
Ｃ：磁石に付く物は，鉄です。 
Ｃ：木やプラスチックはつきませんでした。 

鉄だけがじしゃくに付くんじゃないかな。 

ま
と
め
る 

意味づけ 

対話④ 
 
 
 
書く・描く③ 
 

・類似の事象との関係づけ。 
 
 
 
・めあてと結んで，まとめる。 
・1枚ポートフォリオを書く。 

Ｔ：はさみの持つとことにじしゃくが付いたの
は，どうしてかな。 

Ｃ：中に鉄が入っているから。 
Ｔ：では、めあてと結んでまとめましょう。 
Ｃ：じしゃくに付くものは，鉄だけである。 
 科学用語：じしゃくに付く⇒引き付ける 

「観察，実験する」段階で出た各班の結果は，一覧表示し，全体の結果として表す。その表を基に，事実を



確認する「対話②」を行う。次に，「考察・結論」段階のはじめに，「書く・描く活動②」に取り組むように

する。ここでは，個々の子どもが，事実と事実を関係づけて，予想がどうであったかを踏まえ，自分の考え（結

論）を書くようにする。その後，関係づけた個の考えを出し合い，話し合う活動「対話③」を行い，思考を深

めることができるようにする。 

最後に，日常生活への適応や類似の事象との関係づけ「対話④」を行い，めあてと結んでまとめを書く「書

く・描く③」を行う。 

 

（3）子どもの思考の深まりを見取る判断の基準と個に応じた指導の手だて 

   言語活動モデルは，子どもの実態に合わせて，段階的な指導を考えることが大切である。そこで，個に

応じた適切な指導をすることができるように，子どもを的確に見取るための評価計画を立てる。 

下の図は，評価計画の例である。本時に行う科学的な思考・表現の評価については，評価規準を基に，

学習活動に即した具体的な判断の基準を設定する。判断の基準については，子どもの記述例を想定して，

評価を行うとともに，個に応じた指導を行う。 

本年度は，＜予想＞の段階の子どもたちの思考の状況の見取りと，それと照らした＜考察＞の状況の見

取りを行い，指導と評価の一体化を図ることができるように，＜予想＞の場面の判断の基準も作成し，指

導にあたるようにする。 

【「考察する」段階】 

評価規準＜思考・表現＞ 
判断基準及び方法 

おおむね満足（Ｂ） 十分満足（Ａ） 

学習ノートに考察を記述す
る場面 

物には，磁石に引き付けられる物と引
き付けられない物がある。磁石に引き付
けられる物は，鉄である。 

（発言分析，記述分析） 

さらに，前時の結果（黒板，ホワイ
トボード，はさみ）や生活体験と関係
付けている。 

    （発言分析，記述分析） 

評 価 事 例 

 ■Ｂと評価した例                           ■Ａと判断した例                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価のポイント：Ｂ】 
・調べた結果を基に，自分の予
想と照らし合わせて，自分の考
えを記述している。 

◆ 【指導の手だて：Ｃ】 
 ・ 結果を基にかんがえるように声かけをする。 
 ・ 予想と比べて考えるように助言する。 
 ・ どんな材質でできているのかを問う。  

予想どおり，磁石に引き付け
られる物は鉄だけだね。 
磁石に引き付けられない物

は，鉄以外の物だね。 
【評価のポイント：Ａ】 

・前時の結果や生活体験と当ては
めて記述している。 

黒板やホワイトボードやは

さみに磁石が付いたのは，鉄が

あったからだね。 



【判断の基準をもとに個に応じた支援】 

６ 指導の実際 

①� ３年３組の実践 

 教師のはたらきかけ 子どもの反応 
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T１「みんなで予想を出し合っていきましょう。」 

関係付ける活動 

Ｔ２「結果を発表しましょう。」 

Ｔ３ 「表にはったシールを見たら、結果がよくわかりま

すね。いくつか気になる結果があるので、確認してみま

しょう。」 

く対話（関係づけ） 

構造的な板書 

対話（関係付け） 

意味づける活動② 

Ｔ４「つく→引き付ける」のキーワードを使って 

今日の学習をまとめましょう。 

どうして、そのよう

に予想したのか、理由

もかいてみましょう。 

根拠をもった予想 

（既習内容をもとに） 

めあて 

磁石につくのは鉄だけなのだろうか。 

C1「前の学習でアルミホイルは電気が通ったから

です。」 

           ・・・引き付ける理由 

C2「アルミホイルはうすいから、つかないと思い

ます。」 

 

 

 

 

 

実験結果を視覚的にわかりやすく掲示 

（自分でシールを貼る） 

C5「持つところは、

プラスチックだから、

つかないと思います。」 

材質に着目した予想 

C5「予想と違って、１０円玉は磁石につきません

でした。」 

 

C6「予想と同じで、鉄は磁石につきました。」 

 

C7「アルミホイルは電気を通したので、磁石につ

くと思ったけど、予想とちがってつかなかっ

た。」 

         ・・・既習事項を生かして 

 

 

 

 

 

まとめ 

磁石に引き付けられるものは鉄だけであう。 

C8「電気がついてものでも、磁石につくものとつ

かないものがあることがわかった。」 

C9「磁石に引き付けられるものは、鉄でした。」 

 

 

 

 

対話（意味付け） 



② 実践の考察 

○ 知的好奇心を喚起し，見方や考え方を深める指導課程の工夫 

単元の導入で，磁石にクリップを付ける事象提示を行い，クリップが磁石に引き付けられることに興味をもた

せることができた。そして，教室内の物で，磁石に付く物と付かない物を見つける活動を行ったが、ここでは，

「自分でもやってみたい」という「知的好奇心」を高めることができた。 

事象提示の後，子どもたちが事象に主体的にかかわることができるように位置づけた段階も効果的であった。

子どもは，事象とかかわりながら対象から情報を収集し，その情報を基に，思考して自分の考え（予想）を構築

していった。収集した情報（事実）からの思考であるため，根拠を伴って想像した子ども自身の予想になってい

た。 

本単元では，事象提示で「自分でもやってみたい」という知的好奇心をもった子どもが，実際に自らかかわり，

磁石を使って身の回りの物を調べていく活動を設定した。そこで，子どもが教室内の物が磁石につくかどうか調

べる活動を十分にとり，事象にかかわることができる時間を確保するとともに，見つけた事実を記録する活動を

重視した。さらに，事象とかかわっている子どもの考えを引き出したり，整理したりする発問を工夫することで、

子どもが疑問を焦点化し，問題意識を高めてくことができた。 

 

 

 図表２は，Ｈ児の毎時間のふり返りを１枚

にまとめたもの（１枚ポートフォリオ）であ

る。１枚ポートフォリオの分析を通して単元

構成の有効性を検証する。 

 Ｈ児は，第１次第１時のクリップの事象提

示や教室内のものが磁石に引き付けられる

か試す活動を通して，次のようにふり返りを

書いている。「磁石は、鉄につくことや、プ

ラスチックや木につかないだろうというこ

とが分かりました。今度は、本当に鉄だけが

磁石につくのが調べます。本当に鉄だけがつ

くのか楽しみです。」（図表２①）また，第

１次第２時の活動の後には，「磁石は、鉄を引き付けても、銅は

引き付けなかった。前の学習で豆電球のとき、電気を通したので

磁石に引き付けられると思ったけど、引き付けるものは、予想と

違って、鉄だけだった。電気が通っても磁石に引き付けらるもの

と、引き付けられないものがあるんだなと思いました。」と書い

ている。（図表２②） 

このことから、根拠をもった予想をもたせる「見通す」段階と，

結果から結論を導き出す「考察・結論」段階において，子どもが友

時 導入時の興味関心を高める事象提示 導入時のふり返りに見られた記述 

① 

一
次
１
時 

 

 

 

 

 

磁石にクリップを付ける事象提示を行い，クリップが磁石に

引き付けられることに興味をもたせることができた。 

そして，教室内の物で，磁石に付く物と付かない物を

見つける活動を行った。ここでは，「自分でもやってみ

たい」という「知的好奇心」をもつことができた。 

 

・磁石につくのが鉄だけなのかが疑問でした。 

・ホワイトボードやストーブも磁石がつくという

ことがわかりました。 

・今度は、本当に鉄だけが磁石につくのか調べて

みたいです。 

・鉄以外にも磁石につくのか今度調べてみたいと

思いました。 

図表１ 

図表２  

① 
Ｈ児 ポーフォリオ 

 ② 

③ ④ ⑤

５ 
⑥

５ 

⑦

７

５ ⑧ 

 電気の時と、結

果が似てるけど、

違うみたいだね。 

 本当だ。つく場所の

材質でも結果が違う

みたいだね。 



0

50

100

① ② ④ ⑤ ⑥

学習への意欲の高い子どもの割合(3

年生)

だちとの対話を通して考えを深め，実感を伴った理解を図ることができるように，言語活動プランを用いた段階

的な指導が効果的であったと考える。また、既習学習を生かした予想をたて、学びを深めることができたと考え

る。 

 

 

 

図表３は、他の子どもた

ちのふり返りをまとめた

ものである。どの時間の

ふり返りにも，H児と同様，

知的好奇心の高揚を表す

記述が数多く見られる。

特に、「電気がついてもの

でも、磁石につくものとつ

かないものがあることがわ

かりました。」「アルミホイ

ルは電気を通したので、磁

石につくと思ったけど、予想とちがってつかなかった。」は、根拠をもった予想をしっかりもって実験に取り組み、

磁石の不思議を一つ一つ解明していく楽しさを感じていることが分かる。知的好奇心に支えられ、磁石の性質の

規則性についての味方や考え方を深めるためにも、単元導入時の事象提示は有効であったと考える。 

「びっくりした」「楽しみだ」「調べてみたい」等の知的好奇心の高揚を表す記述は単元を通して多く見ら

れた。このような記述をしている子どもたちが、毎時間どのくらいの割合だったのかをグラフに表してみた。

（図表４）このグラフ，８０％以上の子どもたちが，毎時間，意欲的に学習に取り組んでいたことが分かる。 

また、Ｈ児の学習全体のふりかえりでは、「磁石の勉強で鉄しか磁石に引き付けられないことがわかった

り、鉄の間に薄いものがあっても、磁石に引き付けられることがわかったりした。厚いものだと、引き付け

られなかった。磁石についてクリップが少しの

間、磁石になることがわかった。驚いたり、す

ごいと思ったりしたことがあって、楽しい学習

でした。」と記述している。（図表２⑧）学習

への意欲の高い子どもの割合のグラフとＨ児

の記述から，子どもが追究意欲を高め，磁石の

性質についての見方や考え方を深めることが

できたという意味において，本単元の単元構成

や事象提示の工夫は有効であったと言える。 

 

 

７ 単元を通しての考察 

（１） 知的好奇心を喚起し，見方や考え方を深める指導課程の工夫 

子どもの知的好奇心を喚起し，見方や考え方を深めることができるように，指導過程を工夫した。そして，出

会う段階での工夫，かかわる段階の位置づけと工夫を次のようにした。 

① 「出会う」段階での事象提示の工夫 

単元の導入時に，子どもが疑問を持つことができるように，自分がすでに持ち合わせている知識（概念）や今

まで経験したこととの間に，矛盾やずれを感じ，「おかしい。どうしてそうなるのかな。」と思うことができるよ

うな事象を選定した。その事象との出会わせ方を工夫することで，「もっと見たい」，「自分でもやってみたい」

という「知的好奇心」をもたせることができた。 

単元の導入で，磁石にクリップを付ける事象提示を行い，クリップが磁石に引き付けられることに興味をもた

せ，「やってみたい」と思うようにできた。そして，教室内の物で，磁石に付く物と付かない物を見つける活動を

行った。ここでは，「自分でもやってみたい」という「知的好奇心」をもつことができた。 

②   「かかわる」段階での工夫 

時 問題追究段階のふり返りに見られた記述 

一
次
２
時 

 ・磁石に引きつけられるのは、鉄でした。 

 

・電気がついてものでも、磁石につくも

のとつかないものがあることがわかり

ました。 

 

・アルミホイルは電気を通したので、磁

石につくと思ったけど、予想とちがって

つかなかった。 

図表４ 

図表３ 



事象提示の後，子どもたちが事象に主体的にかかわることができるようにこの段階を位置づけた。子どもは，

事象とかかわりながら対象から情報を収集し，その情報を基に，思考して自分の考え（予想）を構築していくこ

とができた。収集した情報（事実）からの思考であるため，根拠を伴って想像した子ども自身の予想になった。 

事象提示で「自分でもやってみたい」という知的好奇心をもった子どもが，実際に自らかかわり，磁石を使っ

て身の回りの物を調べていく活動を設定するために，子どもが教室内の物が磁石につくかどうか調べる活動を十

分にとり，事象にかかわることができる時間を確保するとともに，見つけた事実を記録する活動を重視した。さ

らに，事象とかかわっている子どもの考えを引き出したり，整理したりする発問を工夫することで、子どもが疑

問を焦点化し，問題意識を高めてくことができるた。 

（２）言語活動モデルを活用した段階的な指導 

根拠をもった予想をもたせる「見通す」段階と，結果から結論を導き出す「考察・結論」段階において，子ど

もが友だちとの対話を通して考えを深め，実感を伴った理解を図ることができるように，言語活動プランを用い

た段階的な指導を行うことで、子どもの思考を深めることができた。 

３年生の学習では，指導過程の「出会う」「かかわる」段階に時間をかけ，見いだした問題を予想する段階から

解決に至るまでを１単位時間で計画する単元もある。そこで，予想・方法を考える「見通す」段階と結果を確認

し，「考察・結論」の段階までを言語活動モデルで指導していくことで子どもの発表の回数も増えた。 

 

８ 研究の成果と課題 

【科学する力が育ったか】 

第３学年 M児の概念地図の変容 

[学習前]       [学習後] 

                            

 

         ⇒ 

 

磁石に引き付けられるもの 

 

 

 

                          

磁石の材質 

                             磁石の性質 

上左図は，M児の学習前と学習後の「じしゃく」という言語に対する概念地図である。これを単元でねら

う磁石の性質に関する言語に着目して分析する。 

 学習前は「つめたい」「かたい」ような直観的な感じの言葉が記述されている。しかし，学習後には，「北

と南」，「N極と S極」のような磁石の性質についての考えをもつようになっていることがわかる。 

＜成果＞ 

○ 磁石の性質についての見方や考え方を深める単元構成や事象提示の工夫、及び言語活動モデルを活用

した段階的な指導は、科学する心と力を育むために有効な手立てであった。 

（指導課程の工夫について） 

○ 単元導入時に試すな活動を取り入れたことで、楽しみながら磁石の不思議を体感し、その規則性に対

する問題意識を持ったことは、追究意欲を持続させる上で大変効果的であった。 

（根拠のある予想・子どものノート記述などの変化について） 

○ 中学年の言語活動モデルは，子どもたちの思考の深まりを支援する上で，効果的であることが実証さ

れた。特に，予想と結んで考察を書くことが，子どもたちの思考力を高める事がわかった。 

（子どもの思考の深まりについて） 

＜課題＞ 

 ○ 予想と照らして自分の考えを書くことができる子どもがまだ半数以下であることから、支援のあり方

をさらに充実させていく必要がある。 



・ ＜予想＞を立てる段階で、その根拠を考え、文章化しておくことが、＜考察＞における個に応じた 

 支援の手がかりとなるので、今後，＜予想＞の根拠が一人ひとりにしっかりと立てられるような研究

を進めていく必要性がある。既習学習の内容の教室内の提示も必要と考えた。 


