
第６学年 理科学習指導案 

                                                             

１  単元名  電気の性質とはたらき 

２  授業づくりの視点  

○ 子どもの興味・関心の実態 

 普段，何気なく使っている電気について尋ねてみると

「必要なもの」「身近にあるもの」「灯り（光）」や「もの

を動かす」「発電」「節電」を連想する子どもが多く見られ

た。電気で動くものについては，テレビ・エアコン・パソ

コンなど日常生活で使う電化製品を挙げられ，電気が身近

にあり，生活に欠かせないものであることがわかる。限り

ある資源として，不必要な電気を使わないことが節電にな

ることも理解していた。また，電気はつくられており，「太

陽光」や「風力」，「原子力」によって発電することを知っ

ている子どももいたが，多くの子どもたちは「電気がどこ

でどのようにしてつくられているのか」ということに疑問

をもっていた。「太陽光発電」や「風力発電」は非常に身

近に感じており，「原子力発電」はニュースで取り上げら

れているため聞いたことがあるという子どもが多かった。 

これまでの生活や学習で，ゲーム機や携帯などの蓄電（充

電）や太陽光や風力等の発電に触れているため，電気をた

めることや作り出すことに対する関心・意欲は高まってい

る。 

 

○ 子どもの能力の実態 

 本学級の子どもたちは，日常生活において，テレビやＣ

Ｄラジカセ，携帯ゲームなど，電気を利用した道具や機械

を当たり前のように使用している。また，光電池付き電卓，

ドライヤー，発光ダイオードを利用したイルミネーション

などを使用した経験もあり，それらがすべて電気によって

働いていることも理解している。 

しかし，それらの現象を，「発電」，「蓄電」，「変換」と

いう電気の性質が利用されているという見方で捉えるこ

とはできていない。また，身の回りの電気機器には，発光

ダイオードに代表されるように，限られたエネルギーをよ

り効率よく利用する工夫があるという見方で捉えること

も十分ではない。また，ほとんどの子どもたちが疑問につ

いて予想や仮説を立て，結果と結びつけながら考察を書く

ことができるようになってきたが，きちんと根拠をもった

予想を立てることができていないため，考察に深まりが見

られない。 

○ 教材の分析 

 本単元のねらいは，生活に見られる電気の利用について

興味・関心をもって追究する活動を通して，電気の性質や

働きについて推論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，電気はつくったり蓄えたり変換したり

できるという見方や考え方をもつことができるようにする

ことである。 

 現代社会において，私たちの生活の中で電気が担ってい

る役割は非常に大きく，その電気も限りあるエネルギー資

源であることを意識し，電気を効率的に使う事が強く求め

られている。 

電気は私たちの生活を豊かにするものという一面的な見

方だけでなく，電気はつくったり蓄えられたりでき，それ

らを効率的に利用することを学習する本単元は，エネルギ

ーの生成，保存，変換，有効利用という見方を育むという

点から大変意義深い。 

  

 

 

○ 本単元の系統 

 本学級の子どもたちは，第３学年で，乾電池に豆電球な

どをつなぎ，電気を通すつなぎ方や電気を通す物を調べ，

電気の回路について学習してきた。また，第４学年で，乾

電池や光電池に豆電球やモーターをつなぎ，乾電池や光電

池の働きを調べ，電気の働きについて学習してきた。さら

に第５学年で，電磁石の導線に電流を流し，電磁石の強さ

の変化を調べ，電流の働きについて学習してきた。 

そこで，本単元では，手回し発電機などを使い，電気の

利用の仕方を調べ，電気の性質や働き（発電，蓄電，変換）

について学習する。 

これらのことは，中学校で電流回路についての観察，実

験を通して，電流と電圧との関係及び電流の働きについて

調べる活動，及び日常生活や社会と関連付けながら電流と

磁界についての初歩的な見方や考え方を養う学習へと発展

する。 



３ 単元の目標 

＜自然事象への関心・意欲・態度＞ 

 ○ 電気の利用の仕方に興味・関心をもち，自ら電気の性質や働きを調べようとする。 

 ○ 電気の性質や働きを適用してものづくりをしたり，日常生活に使われている電気を利用した道具を見直し 

たりする。 

＜科学的な思考・表現＞ 

 ○ 電気の性質や働きとその利用について予想や仮説をもち，推論しながら追究し，表現することができる。

○ 電気の性質や働きとその利用について，自ら行った実験の結果と予想や仮説を照らし合わせて推論し，自 

分の考えを表現することができる。 

＜観察・実験の技能＞ 

 ○ 電気の性質や働きとその利用の仕方を調べる工夫をし，手回し発電機などを適切に使って，安全に実験す 

ることができる。 

○ 電気の性質や働きを調べ，その過程や結果を定量的に記録している。 

＜自然事象についての知識・理解＞ 

 ○ 電気は，つくりだしたり蓄えたりすることができることを理解している。 

○ 電気は，光や音や熱などに変えることができることを理解する。 

○ 電熱線の発熱は，その太さの違いによって変わることを理解する。 

４ 展開計画と評価規準（総時数８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，電気の性質 

＜第１時＞ 

身の回りにある電気の性質や働

きを利用したものを調べなが

ら学習問題をつくる。① 

○生活の中にある電気について，発電の方法や電

気の利用などを視点に話し合い，学習の見通しを

もつことができるようにする。 

【関】身の回りの電気の性質や働きを

利用した道具に興味・関心をもち，自

ら調べようとしている。 

＜第２時＞ 

手回し発電機を使って電気

を作り，乾電池と同じように

はたらくのか調べる。① 

○手回し発電機を使い，豆電球や発光ダイオード

を点灯させたり，電子オルゴールを鳴らしたり

する活動を行い，発電に関心をもてるようにす

る。 

◎豆電球と発光ダイオードを点灯させた時の手

ごたえの違いを取り上げ，電気の使われ方の違

いに目を向けさせることができるようにする。 

【技】手回し発電機を適切に使って電

気の性質を調べることができる。 

  

＜第３時＞ 

 作った電気を蓄え電気を使

っていろいろなものを働かせ

その働きについて調べる。① 

○コンデンサーには，電気をためることができる

ことを知り，電気は光・音・動力・などに変換

できることをとらえさせるようにする。 

◎豆電球と発光ダイオードの点灯時間に差があ

ることに目を向けさせておく。 

【知】電気は，光や音を出す働きがあ

ることを理解している。 

 

２，電気の利用 

＜第１時＞ 

豆電球と発光ダイオードの

点灯時間に目を向けさせ，使

われる電気の量の違いについ

て予想を立てる。 ① 

 

◎豆電球と発光ダイオードでは使われる電気の

量に違いがあるのかを，既習の学習内容や生活

経験から根拠を明確にあげながら予想を立て，

実験方法を考えることができるようにする。 

 

 

【思】豆電球と発光ダイオードの使わ

れる電気の量について予想や仮説を

もち表現している。 

 



＜第２時＞ 

 豆電球と発光ダイオードの

点灯時間を比べ，使われる電

気の量の違いを見つけ，効率

的な電気の利用の仕方につい

て考える。①  

◎豆電球と発光ダイオードの点灯時間を表に表

し，一覧表示をすることで，友達と意見交流を

しながら電気の使われ方の違いについて推論

することができるようにする。 

○発光ダイオードの方が省エネルギーであるこ

とをとらえることができるようにする。 

【思】結果と予想を照らし合わせて考

察し自分の考えを表現している。 

【知】豆電球と発光ダイオードの電気

の使われ方が違うこと，効率的な電

気の利用の仕方を理解している。 

＜第３時＞ 

 電熱線の太さと発熱量の関

係を見つけ，効果的な電気の

利用の仕方について調べる。 

② 

◎ドライヤーや水槽用のサーモスタット等の電

熱線を提示することで，使われている電熱線の

太さが違うわけについて根拠を明確にあげな

がら予想を立てることができるようにする。 

○ろうの溶ける速さを表やグラフに表し，一覧表

示をすることで，友達と意見交流をしながら電

熱線の太さと発熱の関係について推論し，まと

めることができるようにする。 

【技】電熱線を適切に使用し，安全に

電熱線の太さによる発熱の様子を調

べ，その過程や結果を定量的に記録

している。 

【知】電気は熱を出す働きがあり，電

熱線の発熱はその太さに関係してい

ることを理解している。 

３，道具作り〈第１時〉 

電気の変換や発電，蓄電を 

利用したものづくりをする。① 

○電気の変換（光，音，熱，動力，磁力）や発

電，蓄電を利用したものづくりをし，電気の

性質と働きについてまとめる。 

【関】電気の性質や働きを活用したお

もちゃ作りをしようとしている。 

 

 

６ 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過程や事象提示の工夫 

   現代社会は，家電製品や電気製品といった電気が必要不可欠な中で過ごしている。そして，電気を効率的

に使うために節電や省エネになるように工夫したものに多く接することが増えてきた。そこで，単元全体を

通してエネルギーの効率的な利用の仕方について考える力を育むために，身の回りで使っている電化製品を

調べ，実際に電気の発電，蓄電，変換を実感しながら電気の性質を学び，電気の働き方を推論しながら，電

気の使い方について考える流れで学習を展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 着眼１：「出会う」段階で事象提示の工夫 

「電気はつくることができるのか」「電気はたくわえることができるのか」という子どもたちの疑問のも

と，自分たちで電気をつくったり，蓄えたりする活動を行う。その際，手回し発電機やコンデンサーを使

って，豆電球や発光ダイオードを点灯させる活動を取り入れる。そして，手回し発電機を回した時の手応

えの違いや点灯時間の違いを体験させ，電気の使われ方の違い目を向けさせておく。 

② 着眼２：「かかわる」段階での工夫 

 豆電球や発光ダイオードを点灯させるために手回し発電機を回した際の手応えの違いや点灯時間の違

いがなぜ起こるのか比較する場面において，手回し発電機を使って再度豆電球と発光ダイオードを点灯さ

せ，その手ごたえの違いを試させる。また，昔の信号機と今の信号機を提示し，なぜ発光ダイオードが使

われるようになってきた理由を考えさせたり，前時に使ったコンデンサーにつないだ時の点灯の仕方等を

想起させたりして，根拠をしっかりもたせた予想や実験方法を考えさせる。 

 その様子から自分なりの考えを持たせ実験に取り組ませていく。 

 

 

 

指 導 過 程 

出会う かかわる 振り返る 

着眼１ 着眼２ 着眼３ 着眼３ 

予想・方法 

結果の見通し 

見通す 

 
実験する 

結果を確認する 

調べる 

交流する 

考察 まとめる 



 （２） 言語活動モデルを活用した段階的な指導 

着眼３の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「考察する」段階にお

いて，「使われる電気の量のちがい」に対する見方や考え方を深め，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。 

     見通す段階において，自分の根拠をもった予想を書くことができるように，既習学習や体験・これまで

の知識を基に自分の考えを書かせる。次に全体で実験方法を考えさせ，対話を通して，比較するためにそ

ろえる条件やその条件のもと点灯時間がどうなると使われる電気の量が多いのか少ないのか，実験に対す

る見通しをもたせる。このように実験への見通しをもたせることで，豆電球と発光ダイオードでの使われ

る電気の量のちがいを考えさせ，自分の考えを確かめ表現できるように言語活動を充実させる。 

結果の考察から結論に至るまでの過程において，子どもが友だちとの対話を通して，点灯時間と電気の

使われる量の関係をとらえることができるように，言語活動モデルに基づき以下のように言語活動プラン

を作成し活用する。ここでは，結果を整理し，自分なりの考察をまとめる。その後，事実確認，関係付け，

意味付けの順に対話を行う。事実確認の段階では，豆電球と発光ダイオードの点灯時間をグラフに一覧表

示し，同じ電気の量で働かせた時の点灯時間の違いを確認できるようにする。関係付けの段階では，同じ

電気の量で長く点灯することから使う電気の量について考え，電気は利用される物によって使う量に違い

があることを推論できるようにする。意味付けの段階では，発光ダイオードに替わっているところやなぜ

発光ダイオードに替わってきているのかを考えることで生活の中に目を向けさせるようにする。 

過程 学習活動 発問と予想される子どもの発言 手立て 

結

果

の

確

認 

 

 

事

実

確

認 

 

 

豆電球と発光ダイオー

ドの点灯時間を表に表

す。 

Ｔ：同じ電気の量を使って明かりがつく時

間は，豆電球と発光ダイオードではど

う違いましたか。 

Ｃ：豆電球は３０秒 発光ダイオードは３

分以上 

Ｃ：発光ダイオードの方が長く明かりがつ

いていた。 

・豆電球と発光ダイオードの点

灯時間を表に表す。 

 

考 

 

 

察 

関

係

付

け 

 

結果を基に，豆電球と

発光ダイオードの使われ

る電気の量の違いについ

て考察する。 

 

Ｔ：この時間の違いから，どのようなこと

が分かりますか？ 

Ｃ：豆電球の方が使われる電気の量が多

い。発光ダイオードの方が使われる電

気の量が少ない。 

Ｃ：手回し発電機を使った時に，豆電球の

方が重く感じたのは，たくさん電気を

使っていたからだろう。 

Ｃ：それに比べて，発光ダイオードを点灯

させた時は手ごたえが軽かった。きっ

と使われる電気の量が少ないからだ

ろう。 

Ｃ：物によって使う電気の量が違う。 

・点灯時間と電気の使われ方の

違いを構造的に板書する。 

・事実と考察を分けて書くため

に同じ電気量で点灯時間に長

短が現れたことと使う電気量

とを結び付けて考えさせる。 

（キーワードの提示） 

「発光ダイオードの方が…」 

・点灯時間と既習の知識や経験

をふり返らせ，根拠を明確に

して自分の考えを書かせる。 

ま 

と

め 

意

味

付

け 

 

めあてと結んで，まと

めを書く。 

Ｔ：豆電球と発光ダイオードの使われる電

気の量がちがうということから，使わ

れ方にどのような違いがあるといえ

ますか？  

Ｃ：自宅の照明や信号機，コンビニの照明

に発光ダイオードを使っているのは

電気をむだなく使っているのだろう。 

Ｃ：発光ダイオードを使うと省エネなん

だ。 

・一般化を図るため，学びのあ

しあとを活用したり，他の生

活場面を想起させたりする。 

 

 



（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立て 

  個に応じた適切な支援を行うために，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。 

 

 

 

 

評価の場面＜思考・表現＞ 
判断の基準及び方法 

おおむね満足（Ｂ） 十分満足（Ａ） 

結果や考察を記述する場面 

 

 点灯時間と使われる電気の量の違い

について，自ら行った実験の結果と予想

を照らし合わせて考察し，自分の考えを

表現している。 

（発言分析，記述分析） 

 点灯時間と使われる電気の量の違い

について，日常生活の経験を関係付け，

自ら行った実験の結果と予想を照らし

合わせて考察し，自分の考えを表現して

いる。      （発言分析，記述分

析） 

予想される子どもの姿 

■Ｂと判断した例                        ■Ａと判断した例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【判断のポイント：Ｂ】  
・点灯時間と使われる電気の量を関係付け 
るとともに，自分の予想と照らし合わせて， 
電気の使い方について，自分の考えを記述 
している。 

 
【判断のポイント：Ａ】  
・点灯時間と使われる電気の量，体験を関 
係付けるとともに，自分の予想と照らし合 
わせ，予想と同じところや違い，電気の使 
い方について，自分の考えを記述している。 

◆ 【指導の手だて：Ｃ】 

 ＜結果＞の欄に，「発光ダイオードの方が点灯時間が長い」と記述している子どもには，「点灯時間が長

いのは，使われる電気の量がどうなのか」と助言し，使われた電気の量について考察できるようにする。

また，＜考察＞の欄に，「発光ダイオードは使われる電気の量が少ない」と記述している子どもには，「ど

っちを使った方がいいと思う」，「予想と同じところ，予想と違うところはどこかな」と問い，自分の予想

と結んで考察することができるようにする。 

予想と同じで，発光ダ

イオードの方が点灯時

間が長かった。豆電球に

比べて発光ダイオード

の方が使われる電気の

量が少ないと思う。豆電

球より発光ダイオード

を使った方がいいと思

った。 

手回し発電機を回して豆電球と

発光ダイオードを点灯させた時に，

発光ダイオードの方が回す重たさ

が軽かったので，使う電気の量は発

光ダイオードの方が少ないと思っ

た。発光ダイオードを使った方が，

節電になると思った。 



７ 指導の実際        

（１） ６年生の実践 

① 展開 

 

 



② 実践の考察 

（１）知的好奇心を喚起し、見方や考え方を深める単元展開や事象提示の工夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 発電と蓄電による豆電球と発光ダイオードのちがいに目を向けさせる事象提示 

      （第２次第１時・第３次１時） 

    

第

２

次

第

１

時 

 

 手回し発電機を使い、豆電球や発光ダイ

オードを点灯させたり、電子オルゴールを

鳴らしたりするだけでなく、手応えの違い

を取り上げ意識を向けさせておく。 

・私の予想と同じだった。豆電球と

発光ダイオードはどちらとも光っ

た。でも、豆電球と発光ダイオー

ドでは回す手応えがちがった。電

気の使われ方にちがいがあるのか

な？ 

・予想と同じで電気はつくれて使え

た。（略）豆電球と発光ダイオード

で手応えがちがうのは不思議に思

った。発光ダイオードは軽く回し

ただけで光ったし、豆電球より明

るかった。 

第

３

次

第

１

時  

 

 コンデンサーに電気をためて使い、豆電

球や発光ダイオード、電子オルゴールを点

灯させたり鳴らしたりする。その際にも豆

電球と発光ダイオードの点灯時間の差に

目が向くよう、気づいた子どもの発言を取

り上げておく。 

・予想と同じで電気はコンデンサー

にためることができ、使うことが

できる。豆電球より発光ダイオー

ドの方が長く光った。豆電球と発

光ダイオードでは、使う電気の量

が違うのでは？と思った。 

・豆電球   すぐに消えた  

発光ダイオード   長くついた 

 使われる電気の量が少ない？ 

電気をつくる・ためるといったことができるのかという検証を豆電球や発光ダイオード、電子オルゴールを使

わせる中で、その手応えの違いを印象づけることで、その後の学習において予想を立てる手立てとなった。この

時のかかわりがその後の思考の伏線となっていった 

 

○豆電球と発光ダイオードの点灯時間を視覚的・量感的にとらえやすくする事象提示 

図表２は、結果の一覧表示である。点灯

時間をグラフ化することで、自分たちの

実験結果が他のグループにも同じように

言えることが瞬時につかめ、結果や考察

へと結びつけることが容易に行えた。 

 

図表１ 

○「出会う」段階での事象提示の工夫 

 「電気をつくる」「電気をたくわえる」経験は、子ども達によって経験・未経験のばらつきが多い。そこで学

習に取り組む以前から、教室に手回し懐中電灯を置き、誰でも自由にさわることができる環境をつくっておい

た。「これは何？」と言いつつ回したり触ったりする中で、「回したらついた」「回して電気をためてから光らせ

ることもできた」と言った経験をある程度そろえておいた。このことは、学習に入った際に「電気はつくるこ

とができるだろうか？」という疑問に対して「教室の手回し懐中電灯を光らせることができたからつくれると

思う」という予想の根拠とすることができていた。根拠をもって思考する活動にたいへん有効であったといえ

る。 



○思考の深まりを支援する段階的な指導 

本時の学習において、子ども達の思考の流れを阻む要因が、「点灯時間が長い」という事象が「使われる電気の量

が少ない」という考えに結びつきにくいことにある。そこで、見えない電気を可視化し、量感的にとらえさせる

工夫として、マグネットボードに同じ量の電気をためた状態を色画用紙で表示したものを用意した。電気が使わ

れていく様子を幅のちがうテープ紙で表し、「点灯時間が長いということは、使われる電気の量が少ない（少しず

つ使われている）」ということを視覚的にとらえさせた。これにより、ほぼ全員が「点灯時間が長い＝使われる電

気の量が少ない」ということを理解することができた。これにより、確かな思考へと導くことができた。 

 

○指導過程における「かかわる」段階の有効性① 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○見通す段階において、「豆

電球と発光ダイオードでは、

使われる電気の量にちがい

がありそうだ」という疑問を

元に予想を立て実験方法を

考える活動を行った。事前の

活動で豆電球と発光ダイオ

ードに十分かかわっていた

ので、予想を立てる際にはそ

のかかわりをいかし、根拠を

もって考えることができて

いた。「出会う段階」「かかわ

る段階」は思考の深まりを促

す有効な手立てであったと

言える。 

図表４ 



予想を立てた後、実験方法

を考えさせる場面において、

子ども達は「手回し発電機で

は回す人による誤差が出る。

光電池を使って蓄電した方が

誤差が少なくてよいのではな

いか」という方法が提案され

た。手回し発電機と光電池を

使う際のメリット・デメリッ

トを子ども達なりに議論し合

った。子ども達の科学的思考

の高まりの現れであるといえ

る。その思いを満たすべく、

まずは手回し発電機で実験を

行い、次に光電池でも行うこ

とにした。学習計画を１時間

増やしての取り組みではある

が、自分たちの考えたことが

実際に形となる喜びに、子ど

も達の関心・意欲はさらに高

まった。その思いは、その時

間のポートフォリオに顕著に

表れた。本単元の「かかわり」

だけでなく、これまでの理科

学習の「かかわり」「学び」が、

学年をさかのぼっていかされ

ていると言える。 

後日、光電池でも手回し発

電機と同じ結果を得て、子ど

も達は大変満足をしていた。 

○指導過程における「かかわる」段階の有効性② 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表５ 

このように、明確な根拠をもって予想を

立てられるようにしたり、自分たちで実験

方法を考えたりすることで、子どもは知的

好奇心を高揚させるとともに思考を高め

ていくことができた。 

「楽しみだ」「調べてみたい」「おもしろ

い」「だから、○○になっていたんだ」と

言った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

をしている子どもが毎時間どのくらいの

割合だったかをグラフに表してみた。（図

表６）このグラフから、毎時間８０％以上

の子ども達が意欲的に取り組んでいたこ

とが分かる。 

図表６ 



（２） 言語活動モデルを活用した段階的な指導 

過程 学習活動 手立て 

結

果

の

確

認 

 

 

事

実

確

認 

 

 

豆電球と発光ダイオー

ドの点灯時間を表に表

す。 

・豆電球と発光ダイオードの点

灯時間を表に表す。 

 

  

考 

 

 

察 

関

係

付

け 

 

結果を基に，豆電球と

発光ダイオードの使われ

る電気の量の違いについ

て考察する。 

 

・点灯時間と電気の使われ方の

違いを構造的に板書する。 

・事実と考察を分けて書くため

に同じ電気量で点灯時間に長

短が現れたことと使う電気量

とを結び付けて考えさせる。 

（キーワードの提示） 

「発光ダイオードの方が…」 

・点灯時間と既習の知識や経験

をふり返らせ，根拠を明確に

して自分の考えを書かせる。 

ま 

と

め 

意

味

付

け 

 

めあてと結んで，まと

めを書く。 

・一般化を図るため，学びのあ

しあとを活用したり，他の生

活場面を想起させたりする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果の一覧表示 

 

電気量の可視化 

 

 

 実験の結果考察から一般化を図り、LEDの

特徴をとらえさせる。 

＜学びのあしあと＞ 



（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立て 

  ＜結果＞と＜考察＞を分けて予想と照らしあわせて記述することは、ほとんどの子どもができる。これは、

言語活動モデルを活用し、段階的に指導を行った成果であると考えられる。さらに自分の体験を関係付けるとと

もに、自分の予想と同じところや違うところ、電気の使い方にまで自分の考えを記述できる子どもが１２％いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９ 研究の成果と課題 

【科学する心が育ったか】 

 右図は、６年生２クラスの一枚ポートフォリオを分析した結果 

（「おもしろかった」「すごいと思った。」「わかってよかった」「調 

べたい」等の表現が、単元の総時数の７0％以上に見られる児童数 

の割合）である。 

 ９割を超える多くの子どもたちが，知的好奇心に支えられて問題 

解決を進めていることが分かる。 

「科学する心」が育ったと結論づけることができる。 

【科学する力が育ったか】 

右図は，Ｓ児の１枚ポートフォリオの 

中の学習前と学習後の，「電気」という 

言語に対する概念地図である。これを単

元で、ねらう電気の性質やはたらきに関

する言語に着目して分析する。 

学習前は、「テレビ」「自動車」など

の電気を使う製品や、日頃の生活でよく

使う「電池」という言語が書かれていた。 

学習後には，「つくる」「ためる」や、 

「変化する」－「音」・「光」「動く」 

「熱」という言語が書かれており，電気 

の性質や働きについての考えをもつよう 

になっていることがわかる。さらに、「 

省エネ」「少しの力で電気ができる」と 

いう言語が書かれており、電気を効率的 

に使う利用の仕方についても考えをもつ 

ようになっていることがわかる。 

これらは，本単元で身に付けさせたい 

科学的な見方・考え方であり，Ｓ児は， 

科学する力が育ったということができる。 

 右グラフは，先述のＳ児と同様の方法 

で，第６学年２クラスを分析した結果で 

ある。電気の性質とはたらきに関するい 

ずれの言語も発現率が高くなっている。 

つまり，本単元でねらう見方や考え方が 

高まっていると言える。 

 

＜成果＞ 

○ 単元の「出会う」段階で、豆電球と発光ダイオードを同時に使って体感させたことで、同じように明

かりをつけることができるのだが、その違いを感じ、興味・関心をもつことができた。また、手回し懐

中電灯を学習前から教室に置き、自由に触らせたことで生活経験の個人差を少しでもそろえることにつ

ながった。「かかわる」段階で、明かりをつけたりオルゴールを鳴らしたり、電気をためたりする活動

を通して、光の明るさや手ごたえなどと点灯時間に対しての問題意識を高めることができた。子ども達

は事象とかかわりながら情報を収集し、その情報や既習学習・経験などを基に、自分の予想を立てるこ

とができた。単元導入時の共通体験や事象提示の工夫が、根拠をもった予想を立てる上で、効果的であ

ったといえる。 

○「予想の根拠と照らして考察することが，高学年の子どもたちの思考を高めることが明らかになった。

において，予想と照らして考察することを取り入れた５・６年生の言語活動モデルは，子どもの思考を
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高めるという意味において効果的である。 

○ ①「出会う段階」「かかわる段階」を踏まえたこと、②これまでの既習学習の定着、③本単元におけ

る共通の経験により子ども達は、「見通す段階」において「きっとこのようになるだろう」「そのため

には４年生の時にやったあの光電池を使えばよいのではないか」「５年生の時に学習した条件をそろえ

ることが必要だ」といった経験と思考を使いしっかりと見通すことができた。これは、この段階をおっ

た指導を含めこれら取り組みの有効性を表しているといえる。 

○ 自作教具の工夫により、思考を深化させることができた。目に見えない電気の使われ方を可視化する

ことで、豆電球と発光ダイオードの消費電気量の違いを実感することができ、効率的な電気の使い方へ

と思考を深化させることができた。 

○ 子どもの思考の高まりを見取る判断の基準は，個に応じた支援をするために効果的である。 

＜課題＞ 

 ○ 言語活動モデルを活用した授業実践を積み重ねながら，内容に応じた【意味付けの対話】の内容や，

判断の基準の妥当性について研究を深める必要がある。 


