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＜論文要旨＞ 

 

キーワード： 知的好奇心，思考力，指導過程 

       言語活動モデル，事象提示，評価計画 

 

本研究は，平成１８年度より取り組んできた「科学する心（知的好奇心）と力（科

学的な見方や考え方）」を育成するための指導方法の研究を受け，新しく３ヵ年計画

で取り組む研究である。本研究では，「知的好奇心を喚起し，見方や考え方を深める

指導過程の工夫」，「言語活動モデルを活用した段階的な指導」，「子どもの思いや願い，

思考の深まりを見取る多面的な評価と個に応じた適切な指導」を具体的方策として，

授業実践に取り組んできた。 

これは，昨年度まで研究の中心となる方策であった「言語活動モデル」の有効性を

生かし，根拠のある予想をもつことによって子どもが考察を深めていくことをねら

い，指導過程に「かかわる」段階を新たに加えて実践研究である。 

 その結果，「かかわる」段階において事象に十分に接することにより，自分の疑問

や考えをもち，それを新たに設定した「見通す」段階での言語活動モデルを活用する

ことによって問題へと高めていくことで妥当性のある根拠をもった予想を立てられ

るようになることが分かった。さらに，単元導入時の共通体験や各時間の事象提示の

工夫が子どもの知的好奇心を喚起し，科学的な見方や考え方を高めることに資するも

のであることが明らかになった。また，これまでの研究で明らかとなっている子ども

の思考の高まりを見取る判断の基準は，個に応じた指導をするために効果的であるこ

と，高学年の判断の基準は，子どもの思考の高まりに合わせて見直しが必要であるこ

とも明らかになった。 

本研究により，「かかわる」段階を設定した指導過程は，科学する心と力をもった

子どもを育てるために効果的な手だてであることが実証された。今後は，各学年及び

単元ごとの「かかわる」段階での活動をどのようにすればよいか，指導過程を見通し

ながら授業実践と言語活動モデルを積み重ね、更なる研究を深めたい。 
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１ 主題の意味するもの 

⑴ 「科学する心」（知的好奇心）とは 

  ① 知的好奇心 

 子どもは，ひとつの自然事象に出会うと，「おもしろい」，「不思議だな」，「すごいな」という感じとりを

する。この自然事象に対する情的な感じとりを知的な認識にまでつくり上げていく際にいだく，「もっと見

たい」，「自分でやってもそうなるのか」，「どうなっているのだろう」，「なぜそうなるのか明らかにしたい」

という明確な目的や自然事象に意図的に働きかけていこうとする意志を含んだエネルギーが「知的好奇心」

である。これを本校では「科学する心」と定義する。 

  ② 知的好奇心の引き出された姿 

 知的好奇心の引き出された姿（「科学する心」をもった姿）とは，「これまでの経験をもとに，その子な

りの予想や仮説をもって対象に意図的に働きかけ，新しい認識を得ようとしている姿」である。「おもしろ

そう」，「やってみたい」，「なんだろう」，「どうなっているのだろう」，「不思議だな」といった珍しいもの

や未知のものに対する興味，いわゆる好奇心のみに拠る姿とは異なり，明確な問題意識のもと，自ら新た

な認識を得ようと熱中して問題解決に取り組んでいる姿である。 

 ⑵ 「科学する力」（科学的な見方や考え方）とは 

  ① 科学的な見方や考え方 

 科学的な見方や考え方とは，自然を追究し，自然の法則性の発見にかかわる「目的・手段」の遂行に関

する思考の様式及び思考の結果得られた概念のことである。 

 つまり，①問題解決の活動によって習得する方法や手続き ②その方法や手続きによって得られる結果

や概念であるとともに，それらが，実証性（観察・実験などで検討できる），再現性（同一条件下では，同

一結果が得られる），客観性（仮説が多くの人によって承認される）という条件を満たしたものである。こ

れを本校では「科学する力」と定義する。 

  ② 科学的な見方や考え方が高まった姿 

 子どもは，学習内容の自然事象に関して，学習

前から既に何らかのとらえ（素朴概念）をもって

いる。この素朴概念は，生活経験や既習経験に起

因しているため，子どもによっては違いがある。

また，その素朴概念は一面的であったり，関係付

けに誤りがあったりと，いわば誤概念である場合

も多い。 

 このような素朴概念を科学的な見方や考え方へ

と高めるのが理科学習の重要な役割である。子ど

もは，知的好奇心に貫かれた問題解決を通して，

新しく出会った事実や体験，情報を吟味・判断し関係付けたり，意味付けたりしながら，また，今までの

考えを修正したり，新しい考えを付加したりしながら，よりよい考えをつくっていく。 

平成２６年度 研究主題 

科学する心と力をもった子どもを育てる理科授業の創造 
～根拠をもった予想を立て，子どもが問題を把握することができる指導の工夫と 

評価規準の妥当性の吟味～ 
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 即ち，科学的な見方や考え方が高まった姿としては「学習前の素朴概念から，主体的な問題解決を通し

て，経験，知識，事実，情報などを関係付けたり，意味付けたり，付加・修正したりして，客観性のある

よりよい考えをつくりあげ，自然事象に対する心情の深まりを伴った知的な認識へと変容した姿」である。 

 ⑶ 根拠をもつた予想とは 

  ① 予想 

 事物が現在の状態からその後の変化に期待をこめて想像したり，過去および現在明らかにされている事

実や法則に基づいて未知を想像したりすることが予想である。この想像は，対象となる事物・現象につい

て，直感的，総合的に生起する場合と，その事物・現象についてある程度の情報処理に基づいて得られた

結果を根拠として生起する場合とがある。 

 予想は，問題解決の牽引力として大きな意味をもつということができる。子どもの予想を大切にし，学

習の出発点を子どもの今の見方や考え方を肯定したところからはじめることが重要である。 

  ② 根拠をもつた予想 

 予想は，直感的，総合的に生起する場合と，ある程度の情報処理に基づいて得られた結果を根拠として

生起する場合とがある。３年生の予想では，前者が多いと考えられる。高学年になるに従って，後者の予

想になる。直感的，総合的に生起する場合も，情報処理に基づいて得られた結果を根拠として生起する場

合においても，根拠がなければ予想とは言わない。つまり，根拠をもつた予想とは，根拠を伴って想像し

た子ども自身の考えである。 

 ⑷ 子どもが問題を把握するとは 

  ① 問題 

 「問題」は，疑問とは区別される。「問題」は，子どもの意識であり，子どもが選び，子どもがつかんだ

ものである。疑問は，ある事象と，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，矛盾やずれを感じたとき，「おかしい。どうしてそうなるのかな。」と思うことがある。 

 このように，問題は，直感的に生じた疑問とは違い，先行経験とのずれ，類似現象の想起など，理論的・

構造的に思考がなされ，何がどのようにおかしいのか，また解決するにはどのようにしたらよいのかなど

見通しがたったときに，子どもは問題をもった状態になると考える。 

  ② 問題を把握するとは 

 子どもが自然の事象と出会い疑問をもつ。そして，その疑問に思う事象とかかわり，本当にそうである

のかやってみたり，試してみたりして調べ，事実を集める。その事実と既有の知識や先行経験によって関

係づけられ，疑問が焦点化され，それを検証する方法も見えてきたときに子どもは問題をもった状態にな

る。その状態が，子どもにとって「問題把握」がなされた状態である。 

 問題解決学習の成否を決するものは，子どもの主体的な問題把握にあるといえる。よって，問題を把握

する段階において，教師から与えられる課題ではなく，子どもが主体的に，また解決せずにはいられない

という心から湧き出る欲求にもとづいた問題把握を行わなければならない。そうすることで，それ以降の

問題解決の過程は，意欲的，探究的であるし，それを解決し得たときの喜びは大きく，そこで深められた

知識は，生きてはたらくものとなるのである。 

 (5)  評価基準の妥当性の吟味とは 

 子どもの思考の深まりを見取り，個に応じた適切な支援を行うために，授業の中で行う科学的な思考・

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。そして，そ

の基準に沿って見取を行い，Ｃ評価と判断した子どもには，計画した支援を行う。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。 
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評価基準の妥当性の吟味とは，設定した判断の基準が妥当であったかを検証していくことである。 

 

２ 主題設定の理由 

 ⑴ これからの理科教育の視点から 

 学習指導要領は，「基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着」「科学的な思考力・判断力・表現力の育

成」「観察・実験や自然体験，科学的な体験の一層の充実」等を柱に改訂され，平成２３年４月から全面実

施された。さらに，理科教育において，子どもの学習意欲を中核に据えながら，子どものもつ既有の知識

や考えを，子ども主体の問題解決の中で，科学的な見方や考え方へと変容させることができるように指導

の改善を図ることが必要であるとしている。 

 一方，本校の研究は，知的好奇心の引き出された子どもの，その子なりの素朴概念や既習経験による予

想や仮説を，観察や実験の結果からまとめに至る過程において，科学的な見方や考え方へと変容させ，「自

然事象に対する心情の深まりを伴った知的な認識へと変容した姿（科学的な見方や考え方を高めた姿）」，

つまり，「ああ，そういうことか」「だから，そうなんだね。」「わかってスッキリした」という子どもの姿

を具現化しようとするものである。まさに，現在の理科教育が目指す子ども像を実現するための指導方法

の研究という意味において，意義深い。 

 平成２４年４月には，全国学力・学習状況調査において，国語，算数に加え，理科も実施された。その

結果，「観察・実験の結果を整理し考察すること」や「科学的な言葉や概念を使用して考えたり説明したり

すること」が主な課題としてあげられた。さらに，言語活動の充実が急務とされ，現場では，様々な研究

が進められているが，対話や書く活動に時間を費やし，観察・実験の時間が十分に確保されていない等の

問題点もあげられている。このような現状の中，「いつ」「何を」対話したり，書いたりすると，子ども達

が思考を深めるのかを明らかにし，効果的な言語活動を取り入れることができるようにすることは，これ

からの理科学習において，重要な課題であると考える。 

 以上のことから，本校の研究主題「科学する心と力をもった子どもを育てる理科授業の創造」は，意義

深いと考える。 

 ⑵ これまでの本校の研究から 

 本校では平成１８年度より，対話を具体的方策の中核に据えて研究に取り組んできた。その研究の中で

明らかになった様々な手立てを構造化したものが，言語活動モデルである。さらに研究を進める中で，学

年の発達段階や子どもの実態に応じて，＜書く・描く活動＞の位置付けや内容を変えることが，子どもの

思考を深めるために有効であることが分かってきた。例えば，理科を始めたばかりの３年生では，＜書く・

描く活動＞と＜対話＞を交互に行うことによって，それぞれのステップの内容の理解を図り，学び方の定

着をねらう。一方，５・６年生では，まず自力で結果から考察までを書き（＜書く・描く活動＞），それを

もとに＜対話＞を行うことにより，思考の高まりを目指して指導を行うことができる。 

 昨年度までの研究の結果，予想や仮説と照らして自分の考えを書くことの指導のあり方を追究していく

なかで，子どもが主体的な問題把握ができているかどうか，つまり根拠をもった予想をもち，子どもが問

題を把握することができているかという課題が残った。 

 そこで，本年度は，問題解決の指導過程の中に，「かかわる」段階を新たに加え，子どもが主体的に問題

を把握することができるようにする。そして，これまでの言語活用モデルを見直し，＜結果＞から＜まと

め＞に至るまでの過程で，より主体的な問題解決ができるよう研究を深める。また，昨年同様，＜予想＞

の段階の子ども達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により，科学する心と力をもった子どもの育成を目指す。 
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３ 研究のめざすもの 

 ⑴ 研究の目的 

 根拠をもった予想を立て，子どもが問題を把握することができるように問題解決の過程と言語活動モデ

ルの見直しを行い，授業づくりを実践し，子どもの知的好奇心や科学的な見方や考え方の高まりと手立て

の有効性を検証することで，科学する心と力をもった子どもを育てるための理科授業のあり方とその具体

的方策を究明する。 

 ⑵ めざす子ども像 

 

 

 

 

４ 研究の仮説 

 

 

 

 

５ 仮説実証のための具体的方策 

 ⑴ 具体的方策１：知的好奇心を喚起し，見方や考え方を深める指導過程の工夫 

 子どもの知的好奇心を喚起し，主体的な問題把握を行い，見方や考え方を深めることができるように，

問題解決の指導過程に「かかわる」段階を新たに加え，以下のようにする。そして，「出会う」段階では，

子どもが知的好奇心を喚起するような事象提示の工夫を行う。さらに，「見通す」段階と「考察」「まとめ

る」段階において，言語活動モデルを活用した段階的な指導を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 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，理科の一般的な問題解決

の指導過程であり，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。 

 

 

 

 

 

 

自ら学び，自ら考えながら，問題を追究し続ける子ども 

○ 自然事象と出会う中で，問題解決に向けた知的好奇心を抱くことのできる子ども 

○ 進んで自然事象や友だちと関わりをもち，思考を働かせながら，主体的に問題を解決する子ども 

○ 学ぶ意味や価値を感じ，身につけたことを生活や学習の中で活用することができる子ども 

 理科の学習において，子どもが知的好奇心を喚起し，科学的な見方や考え方を深めることができるよう

に，問題解決の指導過程や事象提示の工夫を行う。その上で，言語活動モデルを活用した段階的な指導を

行うとともに，評価計画を活用して子どもの思考の深まりを見取り，個に応じた適切な指導を行えば，子

ども一人一人が思考を深め，科学する心と力が育つであろう。 

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，段階的に思考を深める。 

【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。 

 
「問題解決の指導過程」 ※１つの問題を解決するための流れ 

新たな問題が生まれたときは，繰り返す 

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     

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 
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  ① 「出会う」段階での事象提示の工夫 

 単元の導入時に，子どもが疑問をも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。」という思い

をもつ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。そのためには，子ども

がその事象に出会ったときに，「えっ！どうして？」「不思議だな」という疑問をもち，事象に対する興味・

関心が高まることが重要である。 

 「出会う」段階は，単元の導入時に行う。１つの問題が解決し，「振り返る」段階で新たな問題が生まれ

た場合には，その問題を把握する段階「かかわる」段階や「見通す」段階へ戻って，２つ目の問題を解決

する学習を行う。しかし，単元の途中で再び事象と出会わせる必要が出てきた場合は，初めの「出会う」

段階へ戻って再び学習をスタートすることになる。この点は，単元構成の際に，十分配慮する必要がある。 

  ② 「かかわる」段階での工夫 

 事象提示の後，子ども達が事象に主体的にかかわり，根拠をもった予想を立てることがることができる

ように新たに位置づけた段階である。 

 ここでは，事象提示で「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った子どもが，

実際に事象と自らかかわり，要因の抽出やその要因と現象との関係付けを行いながら，問題意識を高めて

いく段階である。この段階は，あくまでも個が自分の考え（予想）をもつことを目的とした段階である。

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

になると考える。 

 そこで，子どもが十分にかかわることができる時間を確保する。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。 

 ⑵ 具体的方策２：言語活動モデルを活用した段階的な指導 

 言語活動モデルとは，結果の処理から考察，まとめに至るまでの過程において，見方や考え方を深め，

実感を伴った理解を図るための様々な手立てを構造化したものである。 

このモデルでは，結果の処理からまとめに至るまでの子どもの思考の深まりを，「事実確認」「関係付け」

「意味付け」の３つのステップに分け，そのステップに応じて「視覚化」（結果を図表やグラフ，構造的な

板書等），「言語化」（文言の統一，生活言語から科学用語への変換，キーワードの提示），「一般化」（活用

場面の設定，つくりあげた見方や考え方の強化）等の手立てを位置付けている。さらに，これらの基本的

な手立てに加え，「意図を明確にした発問」（事実確認の対話，関係付けの対話，意味付けの対話）や「書

く・描く活動」を各ステップに効果的に位置付けている。 

この言語活動モデルは，知的好奇心の引き出された子どもの，その子なりの素朴概念や既習経験による予

想や仮説を，観察や実験の結果からまとめに至る過程において，段階的に思考を深め，科学的な見方や考

え方へと変容させる方策である。このことにより，「自然事象に対する心情の深まりを伴った知的な認識へ

と変容した姿（科学的な見方や考え方を高めた姿）」，つまり，「ああ，そういうことか」「だから，そうな

のか」「わかってスッキリした」という子どもの姿を具現化できると考える。 

 言語活動モデルを活用した指導は，子ども達の追究が，知的好奇心に支えられた追究活動であることが

前提であり，「どうなっているのだろう」，「なぜそうなるのか明らかにしたい」という子ども達の強い思い

や願いがなければ，単なる形式的な活動に陥ってしまう。知的好奇心（科学する心）に支えられた追究活
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動なくして，科学する力を育てることはできないのである。 

 本年度は，これまでの研究の成果に加え，「見通す」段階での言語活動モデルの活用を新たに設定する。

また，言語活動モデルの表記について見直しを行い，研究を進めている。しかし，言語活動モデルの理念

を変更したわけではない。 

＜「見通す」段階の言語活動モデル＞ 

 思考のステップ 学習活動 発問と子どもの発言 

見
通
す 

事実確認 
対話① 

 

・「かかわる」の段階で明ら

かになった事実の確認。 

Ｔ：事実の確認を問う発問 

Ｃ：期待する子どもの発言 

関係づけ 

書く・描く① 

 

 

対話② 

 

・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：事実を根拠に予想する発問 

Ｃ：期待する子どもの記録 

 

Ｔ：予想を出し合い話し合う発問 

Ｃ：期待する子どもの発言 

Ｔ：実験方法を問う発問 

Ｃ：期待する子どもの発言 

 まず，「かかわる」段階で明らかになった事実を確認する「対話①」を行う。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②」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や仮説を

も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＞ 

 思考のステップ 学習活動 発問と子どもの発言 

考
察
・
結
論 

事実確認 
対話③ ・「観察，実験する」で明ら

かになった事実の確認。 

Ｔ：事実の確認を問う発問 

Ｃ：期待する子どもの発言 

関係づけ 

書く・描く② 

 

 

対話④ 

・事実と事実を関係づけて，

予想がどうであったかを

踏まえて，自分の考えを

書く。 

・自分の考えを出し，合い

話し合う。 

Ｔ：関係づけを問う発問 

Ｃ：期待する子どもの記録 

 

Ｔ：関係づけた個の考えを出し合

い，話し合う発問 

Ｃ：期待する子どもの発言 

ま
と
め
る 

意味づけ 

対話⑤ 

 

 

 

書く・描く③ 

 

・日常生活への適応。 

・類似事象との関係づけ。 

・一般化。 

 

・めあてと結んで，まとめ

る。 

Ｔ：日常生活への適応を図る発問 

  類似の事象との関係づけを図

る発問 

一般化を図る発問 

Ｃ：期待する子どもの発言 

 「観察，実験する」段階で出た各班の結果を一覧表示し，全体の結果として表す。そして，その結果を

確認する「対話③」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④」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，一般

化などを図る「対話⑤」を行い，めあてと結んでまとめを書く「書く・描く③」を行う。 



9 

 

 ⑶ 具体的方策３：子どもの思いや願い，思考の深まりを見取る多面的な評価と個に応じた適切な指導 

  ① 子どもの思考の深まりを見取る判断の基準の作成と，個に応じた指導の手だての明確化 

 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＞の段階の子ども達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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 一枚ポートフォリオを活用した子どもの思いや願いの見取りと，自己の学びの意味や価値への

気付きを促す個に応じた支援 

 単元の学習前と学習後の概念地図，毎時

間の学習後の振り返り，単元を通じてのふ

り返りを１枚の評価用紙に記入できる「一

枚ポートフォリオ」を活用する。この「一

枚ポートフォリオ」に，学習をふり返って

の自分の気持ちや考えとその根拠となる事

実などを記入することで，子ども自身が見

方や考え方の変容や学習全体の学びを評価

することができる。また，自己の変容を認

識することによって，自分の学び方の高ま

りや学ぶことの意味や価値を見出すことができると考える。教師は，子どもの記述から，子どもの思い

や願い，学びの状況を見取るとともに，子どもの学びを価値付けるための支援を行うようにする。 

【一枚ポートフォリオの例 】 

【判断の基準・予想の場面】 【判断の基準・考察の場面】 
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６ 研究の実際と考察 

 ⑴ 実践１－３年生 単元「じしゃくのふしぎをしらべよう」 

  ① 具体的方策１ 

○「出合う」段階での事象提示の工夫 

この単元の導入時の事象提示は，これまで数々の実践がなされている。 

磁石を使ったおもちゃの提示，手品のような提示などである。どの事象 

提示も効果的であったという報告が多くなされているが，おもちゃや手 

品に着目する児童も少なくない。そこで，今回は，磁石にクリップが引 

きつけられているところを強調するために，シンプルな事象提示を行う 

こととした。 

単元の導入で使用する磁石と引きつけられる物(クリップ)を次の観点 

から選定した。 

・児童の身近にあるもの ・操作に無理がない ・知的好奇心を引き出す現象が見られる 

選定した磁石とクリップを使って，資料１のようにクリップが引きつけられているところを強調する事象

提示を行った。児童は，磁石にクリップが引きつけられる現象をみて，「わー，すごい」「ぼくも，磁石を

使ってみたい」「くっつくか，やってみたい」という声が上がった。このように，シンプルな事象提示をし

た結果，肝心の現象（磁石にクリップが引きつけられる現象）だけに注目することができ，知的好奇心を

引き出すことができたと考える。 

○「かかわる」段階での工夫 

事象提示で知的好奇心を引き出された児童は，指導過程に新たに位置づけた「かかわる」段階で，教室

内の物，机や椅子，黒板や窓サッシなどに磁石をつけてみて，磁石に付く物と付かない物を見つける活動

を行った。 

 右に示したＨ児の気付き（資料２）にもあるように，この活動を通して，子ども達は，主体的に事象に

かかわりながら磁石の性質について自分の考えをもち，それをもとに活動を続け，さらに思考して自分の

予想をもつようになった。気づいたことを記録する時間も含めて，かかわる時間を十分に確保することで，

活動中に子ども自身が思考を深めていくことができ，根拠が

はっきりとした予想を立てることができたといえる。 

時 「かかわる」段階での活動 導入時のふり返りに見られた記述 

① 

一
次
１
時 

 

 クリップが磁石に引き付けられる事象提示で知的好奇心

を引き出された児童は，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，どの児童も

「自分でもやってみたい」という「知的好奇心」をもち，

磁石に付く物と付かない物を見つける活動に集中すること

ができた。 

・ 机や椅子の鉄の部分に磁石が付

いた。 

・ 黒板やホワイトボード，ストー

ブも磁石がつくということがわ

かりました。 

・ 窓の枠に付くと思っていたけれ

ど，付かなかったのでびっくりし

た。 

・ 鉄じゃないと思うけれど，黒板

に付いたのが不思議。 

・ 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

も調べてみたいと思いました。 

資料１ 

 

資料２ 
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                          左図は，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（資料３）。

１枚ポートフォリオの分析を通して，「出合う」

「かかわる」段階の工夫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，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。」（資料３①）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

を通すものでも，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。（資料３②） 

このことからも，子ども達が，主体的に事象にかかわりながら磁石の性質について自分の考えをもち，

それをもとに活動を続け，さらに思考して自分の予想をもつことができた。そして，次時では，調べた結

果から，予想と結んで考察している。「出合う」段階の事象提示の工夫と指導過程に新たに「かかわる」

段階を位置づけた結果，児童の見方や考え方を深めることができたと考える。 

  ② 具体的方策２ 

 事象とかかわった子どもの考えを

引き出したり，整理したりする際に，

発問を工夫した言語活動モデルを活

用した。 

 この段階的な指導を通して，子ど

もの疑問を焦点化し，問題意識を高

めていくように取り組んだことで，

子ども達それぞれがもっていた素朴

概念や既習経験から，予想を共有化

でき問題把握ができた。  

また，言語活動モデルを活用することで，子ども達が

お互いの考えを交流しやすくなり，思考を深めていくこ

とにつながった。（資料４） 

 右図（資料５）に示すように，かかわる活動の中でも

子ども達がそれぞれに交流をしながら磁石に引き付けら

れる物の材質に着目をしたり，アルミニウム（鉄以外の

金属）を引き付けることはできないことに気が付いたり，

再度確かめるための活動をするなど，言語活動モデルを

活用した段階的な指導は，教師と子どもの間での思考の

深まりだけではなく，子どもと子どもの間での思考の深

まりができるだけの対話を生み出すことができた。 

【判断の基準をもとに個に応じた支援】 

 教師のはたらきかけ 子どもの反応 

実

験 

・ 

観

察 

 

 

 

 

 

 

事

実

の

確

認 

 

 

 

 

 

関

係

付

け 

 

 

 

 

意

味

付

け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

 こっちの缶は付く

よ。スチールって書

いてあるけど，前の

はアルミだったよ。 

 同じ缶でも付く缶と

付かない缶がるのは

どうしてだろう。違う

ところあるかな。 

資料３ 

① ② 

③ ④ ⑤

５ 
⑥

５ 

⑦

７

５ 

⑧ 

見
通
す 

資料４ 

資料５ 
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学習意欲の高い子どもの割合(３年生)

  ③ 具体的方策３ 

 左図（資料６）は，他の子ども達

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

いたものでも，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，根拠のある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，先に挙げた一枚

ポートフォリオを活用し，その学習ごとに子ども達の気づきや考え，その根拠になるものを教師が把握し，

評価をしていくことで次時への意欲をつなぎ，学びの価値付けを行えるようにした。 

 この一枚ポートフォリオを活用すると子ども達の「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達が，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（資料７）。このグラフから，８０％以上の子ども

達が，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３⑧）。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，「出合う」段階や「かか

わる」段階での工夫は有効であったと言える。 

 ⑵ 実践２－４年生 単元「ものの温度と体積」 

  ① 具体的方策１ 

○「出会う」「かかわる」段階での事象提示の工夫 

単元の導入「出合う」「かかわる」段階では，見えない空気の存在に意識を向け，空気に変化が起きて

いることに気づき，空気の体積変化への追究意欲を高めることができるように，事象提示を工夫した。 

 資料８と資料９は，単元の導入時（第１次第１・２時）に行った事象提示との「出合い」と「かかわり」，

その時間に書いた事実と予想に見られた子どもの記述である。これにより，子ども達の意識は見えない空

気に対してその存在をはっきりととらえ，変化に目を向け追究意欲が高まっていることが分かる。 

 

 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。 

・電気がついたものでも，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。 

資料７ 

資料６ 
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第
一
次
一
時 

「出会う」段階での授業の様子（事象提示） 

 ・ 先生は押してないのにシャボンの膜

が膨らんだ。なぜだろう？ 

・ お湯に浸けただけでシャボン膜が膨

らんだ。不思議だ？ 

・ どうして何もしていないのにできる

のかな？ぼくもやってみたい。 

・ ペットボトルの中の空気にひみつが

あるのかな？ 

↓ 

「ひみつ（要因）を見つけたい！」 

 ペットボトルのふたを外し，シャボンの膜を張る。そ

れを持ったままでいると，手の熱でペットボトル内の空

気が膨張し，シャボンの膜が膨らむ。 

 

 「かかかわる」段階での授業の様子（空気の存在を意識付けと温度変化と体積変化に目を向けさせる） 

第
一
次
一
時 

 ・ お湯の中にペットボトルを入れてみ
るとシャボン液が膨らんだ。 

・ ペットボトルの中に入っている空気
が外に出ようとしてシャボン液が膨ら
んだと思う。 

・ 空気は水蒸気みたいに上へ移動した
と思う。 

・ 空気が温められて大きくなってシャ
ボン液を膨らませたと思う。  シャボン膜で空気を閉じこめたペットボトルをお湯に

浸けたり手で覆ったりして温める。シャボン膜が膨らん
だという事実から，子ども達は空気がシャボン液を膨ら
ませたと考える。 
 
 
 

第

１

次

第

２

時 

 ・ ペットボトルは，温めると膨らみか
たくなった。冷やすとへこんだ。 

・ ビーチボールは，温めるとパンパン
に膨らみ，冷やすと空気が抜けたよう
にへこんだ。 

・ 温度によって空気が増えたりや減っ
たりして変わると思う。 

・ 空気を閉じこめて新しく入れていな
いのに，ふくらんだから，温度を上げ
るとやはり空気の体積が変化している
と思う。 

・ ペットボトルが固くなった。それは，
中で，空気が増えたからだと思う。 

・ お湯と氷水では温度がぜんぜん違う。
もっと調べたい。 

・ 空気てっぽうでは押すと空気は縮ん
だけど押さなくても閉じこめた空気の
温度が変わると空気が縮んだり，膨ら
んだりすると思います。 

・蓋をしたペットボトルをお湯につけて温めたり，冷や
したりする。 
・空気を閉じこめたビーチボールを温めたり冷やしたり
する。 
・空気の出入りができない状態でのペットボトルやビー
チボールの状態変化を実際に見て触って体感させる。 
・この導入段階における活動の流れは，目に見えない空
気を意識させ，温度変化に伴う体積変化へ結ぶことをね
らう。 

 この「出会う」「かかわる」段階を経て子ども達は，温度による空気の体積変化に目を向け，変化の要因

を意識しながら予想をすることができるようになった。 

資料１０は，Ａ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。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。 

 横を向けたペットボトルを温めると，同じように膨らむ。このことから，空気の移動ではなく，体積

変化に目を向けることができるようになる。 

① ② 

資料２ 

資料２ 

資料８ 

資料９ 
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Ａ児は，第１次第１時でペットボトル

のふたの代わりのシャボン膜が膨らんだ

事象提示を通して，自分の体験を重ねて，

その要因を考えている。（資料１０①）

また，第１次第２時では，ペットボトル・

ビーチボールの膨らみやへこみ，シャボ

ン膜の変化の事象を通して，「温めると，

空気が膨らんで冷やすと縮む。つまり，

空気は温度が変わると体積がかわる。空

気の体積が変わることは知っていたが，

温度によってかわることにびっくりし

た。」と要因に目を向けていることがわかる。（資料１０②）さらに，空気の体積実験を行った第１次第

３時では，この時間に知り得た空気の体積変化の事実を確認し，次時の「水はどうなのか？注射器実験を

基に温度を変えても体積は変化しないと思う。」と記述されている。既習学習から理由を考え，追究意欲

が見られた。その後の金属でも生活体験から予想をたてて追究意欲が持続されていることがわかる。最後

に生活化の段階では，身の回りから温度による体積変化を利用した事象提示を通して，「空気も水も金属

も温めると体積が増えて冷やすと体積が減る。つまり，温度が変わると体積も変わる。生活の中で使う道

具にもこれらを利用しているものがある。これからも生活の中で学習したことを探していきたい。」資料

１０③）とある。これらの記述から，Ａ児が見えない空気の存在を意識し，事象提示内容を通して思考を

深め，温度による体積の変化に意欲を高めていることが分かる。これは温度変化と，金属，水及び空気の

体積変化の関係の不思議さを実感しながら，金属，水及び空気の性質についての見方や考え方を深めた姿

であると考える。 

Ａ児のふり返りに見られた，「知りたい」「調べてみたい」等の記述は，クラス全体でも多く見られた。 

このような学習への意欲を表す言葉を記述している子ども達が，どのくらいの割合だったのかグラフ（資

料１１）にしてみた。このグラフを見ると，９５％以上の子ども達が，毎時間，意欲的に学習に取り組ん

でいたことがわかる。1 組より 2 組では，導入の「かかわり」活動の時間を多くとった。すると知的好奇

心の持続につながっていることがわかる。以上のことか

ら，「かかわる」手だてとしてビーチボールを取り入れた

ことが追究意欲を高めといえる。温度変化と，金属，水

及び空気の体積変化の関係の不思議さを実感しながら金

属，水及び空気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，「出会う」段階の事

象提示の工夫や新たに位置づけた「かかわる」段階の活

動が好奇心をたかめることに有効であったといえる。  

② 具体的方策２ 

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，空気の性質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った。 

学習ノートの記述に見られる思考の深まりを分析し，言語活動モデルを活用した指導の有効性を検証す

る。 

資料１１ 

③ 

① 

② 

資料１０ 
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〈事実〉の欄には「温めるとシャボン膜が膨らん

だ」など，どの図からもペットボトルの中の見えな

い空気を意識していることが分かる。そこから，〈予

想〉の欄では「温めると空気の体積が増える」とい

う科学言語に変換されて記述されている。Ｂ児の思

考が深まっていることがわかる。この段階は，あく

までも個が自分の考え（予想）をもつことを目的と

した段階である。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，根拠をともなって

想像した子ども自身の予想になると考える。 

これは指導の実際にあるように，「シャボン液の

膜の変化」を「空気の体積の増減」に置き換え，Ｔ

「空気を温めたり冷やしたりすると，体積はどうな

ったと言えますか」という関係付けを図る発問を行

って，対話を行った成果であると考える。このよう

に，〈事実〉と〈予想〉を分けて書くことができた

子どもは，９２％であった。段階的な指導を積み重

ねることにより，ほとんどの子ども達が〈事実〉と

〈予想〉を分けて書くことができるようになった。

また，Ｃ児の「ペットボトルの中は空気でいっぱい

になっている。」の記述は，意味付けの段階におけ

る発問によるものであると考える。Ｃ「私の予想と

同じで，空気は，温められると，体積が増えました。

だから，ペットボトルを温めたとき，シャボン液膜

が膨らんだと思います。ペットボトルの中の空気の

体積が増えて，シャボン液を押したと思います。」

Ｃ「ぼくの予想と同じで，空気は温められると体積

が増え，冷やされると体積は減りました。栓をした

ペットボトルがへこんで，ぶよぶよになったのは，

空気の体積が減ったからだと思います。」の発言か

らも，Ｔの発問は，子どもが一般化へと思考を深め

るために有効であったと言える。 

③ 具体的方策３ 

・「見通す」段階での思考の深まりの見取りと個に 

応じた指導の手だて 

 第１次第２時のめあて「空気を温めたり，冷やしたりするとどのようになるのだろうか。」に対して，

「空気を温めると体積が増え，冷やすと体積が減ります。その理由は前時の実験でペッとボトルを温める

とシャボンがふくらみ，ペットボトルを冷やすとシャボンの液が下がったから。」のような予想が一番多

第１次１時 空気を温めたり冷やしたりして体積の

変化を調べよう 資料１２ 
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かった。次に多い予想が，「空気を温めると上に行くと思う。空気を冷やすと下に行くと思う。」で，「そ

のわけは，前時の実験で温められた空気が固まって上にいこうとするからシャボンができた。冷たい空気

が下へいこうとするからシャボン液が下がった。」という内容であった。 

資料１３は，Ｂと判断したＴ児のノートである。Ｔ児は，「空気を温めると上に行くと思います。空気

を冷やすと下にいくと思います。」そのわけは前時の学習から，「お湯で温めるとシャボンが上にあがっ

て，水で冷やすとシャボンが下にひっこんだからです。」と記述している。 

Ｔ児に対しては，実験の際にプラスチック管に取り付けている目

盛りに着目して水の量の変化を見るように助言を行った。Ｔ児の考

察には具体的数値は出なかったものの「予想はあたった。空気を温

めたら少しずつ上に上がって，冷やしたら少しずつ下に下がってい

った。」など今まで以上に具体的な語彙を出してより詳細に書いて

いこうとしていた。 

・「考察・結論」段階での思考の深まりの見取りと個に応じた指導の手だて 

資料１５，１６は，Ｃと判断し

たＭ児のノートである。予想では，

「空気を温めると上にいくと思い

ます。空気を冷やすと下にいくと

思います。そのわけは，空気をお

湯で温めたらシャボンが上にいく

からです。空気を水で冷やしたら

シャボンが下にいくからです。」

と記述（資料１５）してあり，考

察もほぼ同じ文章であった。そこ

で，「Ｍ君の予想に対して，結果

はどうだったの。温めたら上にいった。冷やしたら下にいった。ということは空気の体積はどうなったの。」

と問いかけるなど温度と体積変化を関連づけて考察ができるように助言をしたところ，水の体積変化の実

験後に行った考察では「水の体積は変わる」「水のほうの変わり方は小さい」（資料１６）のように変容

してきた。 

⑶ 実践３－５年生 単元「もののとけ方」 

① 具体的方策１ 

○「出会う」段階での事象提示の工夫 

 単元の導入場面では，子ども達が，「ものが溶ける」ということを考えるきっかけになる事象を提示し

ようと考えた。 

 そこで，子ども達に「溶けるということは，水の中で目に見えないほど小さい状態まで細かくなる」と

いうことを体感させるために，教科書にも示されているシュリーレン現象と一粒の食塩を用いるシュリー

レン現象を提示した。 

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 

温度と空気の体積変化について，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） 

さらに，前時の学習や生活体験と関係
付けながら自分の考えを表現している。    
（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】 
・温度と空気の体積変化を

関係付け，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。また、事象提示と結論
を結んで考えている。 

◆ 【指導の手だて：Ｃ】 
 ・ 結果と考察を分けて書いていくよう支援する。 
 ・ 温度と体積変化を関連付けて考察ができるように助言する。 
 ・ 自分の予想と照らし合わせて考察することができるように助言する。  

 予想と違って空気は，温め
ると体積がふえ，冷やすと体積
がへる。だから，ビーチボール
やペットボトルを温めると膨
らみ，冷やすとへこむ。 【評価のポイント：Ａ】 

・温度の変化による体積の膨
張を，生活体験と当てはめて記
述している。 

 予想と違って空気は温度

によって体積が変化する。だか

ら，お湯にビーチボールを入れ

ると膨らんだのは空気の体積

が増えたからなんだ。 

資料１３ 

資料１４ 

資料１６ 
資料１５ 
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「出会う」段階での授業の様子（事象提示） 

第
一
次
一
時 

 ・ 水の中にモヤモヤしたのが見える

よ。 

・ 入れていた食塩がどんどん減ってい

るよ。 

・ 消えている。見えなくなったよ。 

・ 食塩の粒もだんだん小さくなって，

消えたね。 

・ 見えなくなったのは，溶けたんだ。 

・ 溶けるってすごい。 
 食塩を包んだティーパックを水に入れる。そのまま様

子を確認すると，すぐに食塩が溶け，水の中でシュリー

レン現象が確認できる。子ども達が，「溶ける」という

ことを確認できるように食塩の粒を一つずつ落とす。 

 

「かかわる」段階での授業の様子（自分で「溶ける」様子を確かめ，問題づくりにつなげる） 

第
一
次
一
時 

 ・ 見えなくなったっていうことは，溶

けたっていうことだよね。 

・ 何粒かまとめて入れてもそれぞれ小

さくなっていき，最後には溶けてしま

ったよ。 

・ 溶けた食塩はどうなったんだろう？ 

・ たくさん溶かしたら，水の量が増え

た気がするよ。 

 食塩を一粒ずつ水に入れる。子ども達は，１ｍのアク

リル管の中で小さくなりながら溶けていく姿を確認す

る。それによって，溶けた後の食塩がどうなったのかを

意識できるように問いかけていく。 

 「かかわる」段階を位置づけ，活動時間を十分確保したことで，子ども達は，「溶ける」という現象を

確かめ，「溶けた食塩がどうなったか」「溶ける限界はあるの

か」という問題づくりを行うことができた。 

 資料１９は，「かかわる」段階に子ども達がもった考え（疑

問）を生かして，予想を立てていく段階での記述である。 

 十分に事象とかかわった子ども達は，それぞれの疑問をもと

に問題をつくることができ，またその経験をもとに根拠のしっ

かりとした予想を立てることができた。 

 このことから，「出会う」「かかわる」段階を大切にした指導過程を考えることは，「ものが溶ける」

ということについて子ども達の意欲関心を高め，知的好奇心を喚起することにつながったということがで

 水の中に食塩が残っているの

かどうしたら調べられるだろう。 

 食塩はどのくらい溶けるんだ

ろう。もっと溶かしてみたいな。 

資料１７ 

資料１８ 

資料１９ 
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きる。 

 左の感想は，第一次一時の学習後の感想で食塩が

水の溶けた様子について書かれている。（資料２０） 

 他のものの溶ける様子についても興味をもってい

た感想が多く見られたため，この学習後にホウ酸や

ミョウバン，砂糖などでも溶ける様子を確認した。 

○ 知的好奇心を喚起し，食塩・ホウ酸の溶け方についての見方や考え方を深める指導過程の工夫 

右表（資料２１）は，Ｏ児の学習ノートである。単元の

導入では，食塩のシュリーレン現象を見せた。学習後の感

想（①）には，「食塩をもっと入れてやってみたい。どん

なものでも水は溶かせるのか疑問に思う。」と記述してい

る。溶け方の不思議を感じ，新しい学習に進んで取り組ん

でいこうとする「知的好奇心」をもった姿が見える。 

第１次の２時（②）では，「体積は，どうなるのかやほ

かの水溶液と比べて体積は同じ量増えるのか，疑問に思

う。」と記述している。このことから，実験中に食塩を溶

かすたびに，水溶液の量が増えていることに気づき，そこ

から新たな疑問が生まれ，問題意識を高めている姿勢が見

える。 

第２次の１・２時（③④）では，「水が温かくなると，

もっと溶けると思う。」「みょうばんでも調べてみたい。」

と記述している。 

次時の実験への予想や温度が上がると溶ける量がかなり

増えるみょうばんに興味を示していて，理科の時間を心待

ちにしている様子が分かる。 

第２次の５時では，とけ残ったホウ酸を溶かす実験を行

った。ここでは，食塩とホウ酸の溶け方の違いを自分なり

に分析し，「溶けるということは，つぶが小さくなることだと思う。」と結論付けている。このことは，

ものの溶け方の規則性についての見方や考え方を広げ深めたり，意欲的に問題解決しようとしたりしてい

ることだと言える。 

このような学習への意欲を表す言葉が記述されている子ども達が，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。 

右図がそのグラフである（資料２２）。このグラフを見ると，８割以上の子どもが実験に楽しく取り組

み，問題解決を楽しみに学習を進めていたことが

わかる。 

以上のことから，子どもが追究意欲を高め，も

ののとけ方の規則性についての見方や考え方を広

げ，深めながら学習を進めることができた点にお

いて，本単元の指導過程の工夫は有効であったと

いえる。 
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② 具体的方策２ 

授業の実際（資料２３）では，事実確

認の場面では，グループで行った実験結

果を図や文で学習ノートに記入し，さら

にグループの結果を一覧表示として黒板

に掲示した。その際，色シールで一覧表

示することで視覚的に訴え，グループで

の対話やクラスでの対話において共通認

識を図る上で有効であった。 

関係づけの場面では，まず実験結果か

ら考えたことをいろいろと発表させた。

その後，「溶け残っていたホウ酸は，ど

うなりましたか。」と発問することで「ホ

ウ酸は，水を増やすと少し溶けた。温め

るとよく溶けた。」「ものによって，溶

け方の違いがある。」というホウ酸の溶

け方の規則性について，思考を広げるこ

とができた。しかし，発問を重ねる際に

ぶれが生じたため，子どもの思考を少し

混乱させていた。意味づけの場面では，

食塩とホウ酸のものの溶け方の一般化を

図るために，「温度が高くなると溶ける

量はどれも増えるが，溶ける量はものに

よって違いがあること」をおさえることができた。特に，食塩とホウ酸を比較し溶け方の違いに着目する

ことができ，さらにノートには他のものの溶け方にも考えが広がっていたことから，言語活動モデルを活

用した段階的な指導は，子どもの見方や考え方を深めるために有効な手立てであるといえる。 

③ 具体的方策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 

資料２４は，Ａと判断した児童のノートである。 

予想の段階で，食塩のとかし方と比較して考えを書くこと

ができており，考察段階では，それを振り返り，「このこと

から，・・・」と文章をつなぎ，記述することができている。 

多くの子ども達が，継続的な指導の中で考察を書く際に，

予想と結果，結果と要因などを結んで考えることができるよ

うになってきている。 

このことから，子どもを見取り，個に応

じた指導を重ねていくことは子どもの科学

的な見方や考え方を高めることに有効であ

ったといえる。 

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） 

○ ホウ酸の溶け方とその

要因について，水の量や水

の温度と関係付けて考え，

自分の考えを図や絵など

を用いて表現している。 

・ ホウ酸の溶け残りは，水の温度を高

くすると溶かすことができると考え

ている。 

・ ホウ酸の溶け残りは，食塩と違う

ことを確認し，ものの溶ける量は，

それぞれ水の量や温度によって違

うことを考えている。 

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】 
・ホウ酸の水に溶ける量
は，水の温度により影響
を受けることを考えて
いる。 

◆ 【指導の手だて：Ｃ】 

 ・予想が正しいか，間違っているかではないことを，学習の足あとを振り返り，確認する。 

 ・考察が書けない子どもに対しては，前時の考察の書き方を振り返らせ，予想と結果を照らし合わせる

ことができるようにする。 

 ・自分の考えを表現できるように，言葉だけではなく，絵や図でも表現してよいことを伝える。 

・ ホウ酸は水溶液の温度を高

くすると，溶け残りを溶かすこ

とができる。 

・ ホウ酸の水溶液を温めると、

溶け残りを溶かすことができ

る。 

・ ホウ酸の水溶液は，水の量を

増やすよりも水の温度を上げ

た方がよく溶ける。 

【評価のポイント：Ａ】 
・食塩とホウ酸をもとに，
他の物も水の量や温度
によって溶け方が異な
ることを考えている。 

・ ホウ酸は，食塩と違って水の

温度によって溶ける量が違う。

だから，他の物でも水の量や温

度によって溶ける量が違うと

思う。 

・ 食塩と水で溶け残りを溶か 

しきる方法が違った。このこと

から，物は水の量や温度によっ

て溶け方が違うことがわかる。 

資料２３ 

資料２４ 
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 ⑷ 実践４－６年生 単元「電気の性質とはたらき」 

  ① 具体的方策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，子どもの生活に応じて経験・未経験のばらつきが多いと

感じた。そこで本単元の導入前に，教室に手回し懐中電灯を置き，子ども達が自由にさわることができる

環境をつくった。子ども達は，「これは何？」と言いながら回したり触ったりする中で，「回したら明かり

ついた」や「回して電気をためてから光らせることもできた」と言うなど，経験をある程度そろえること

ができ，授業場面で手回し発電機を使う際にも「あぁ，これで電気をつくることができそうだ」という考

えをもつことにつながった。 

 また，この手回し懐中電灯を用いた事象提示は，子ども達が学習の中で「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。だから，つくれると思

う」という予想の根拠となっていた。 

 このことから，「出会う」段階での事象提示の工夫は，根拠をもって思考する活動にも大変有効であると

いえる。 

○「かかわる」段階での工夫 

・ 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工夫 

（第２次第１時・第３次１時） 

第
２
次
第
１
時 

 ・ 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。 
 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，それに意識を向けさせておく。 

第
３
次
第
１
時 

  ・ 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」このことから，

使われる電気の量が少ない？ 
 コンデンサーに電気をため，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。 

 「電気をつくること，ためることができるのか」という検証を豆電球や発光ダイオード，電子オルゴー

ルで行う中で，その手応えの違いを印象づけることができ，その後の学習においても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，言語活動モデルを活用した指導によって予想へとつながった。 

資料２５ 
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 資料２６は，「かかわる」段階に子どもがもった考

えを生かして，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る

のではないか」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。「かかわる」段階で豆電球

と発光ダイオードに十分かかわっていたので，その

経験をいかして根拠のある予想を立てることができ

た。このことから，「出会う」「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いえる。 

○指導過程の工夫についての考察 

 ２次１時に「豆電球と発光ダイオードで使われる電気の量の違い」について予想を立てた後，実験方法

を考えさせる場面において，子ども達から「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。 

 そこで，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。 

 上記の感想にもあるように４年生の学習を子ども達自身が振り返りながら，実証性，再現性，客観性が

より高い実験方法はどれかを考えることができた。これは，６年生までの理科学習の積み重ねであり，子

ども達の科学的思考力の高まりの現れであるといえる。 

 この議論の結果から「手回し発電機を用いた方がより確実ではないか」という結論に至り，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ったが，子ども達にとっては，自分達の議論したことの検

証にもつながり，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「かかわる」段階だけでなく，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いえる。また，後日，光電池でも手回し発電機と同様の実験結果が得られて，子ど

も達は大変満足をしていた。 

 このことから，「知的好奇心を喚起し，見方や考え方を深める指

導過程の工夫」が非常に有効な方策であるといえる。 

 このように，子どもが明確な根拠をもって予想を立てられるよ

うにしたり，自分達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。 

４年生の時のかかわり（既習事項）を生かした考えの交

流により科学的探究心がゆさぶられ次時への感心意欲に

つながっている。 

資料２６ 

資料２７ 
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 「楽しみだ」「調べてみたい」「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かをグラフに

表してみた。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。 

②  具体的方策２ 

○言語活動モデルを活用した段階的な指導 

 右図の授業の様子をもとに，言語活動モデルの有効

性を検証する。（資料２８） 

 本時は，豆電球と発光ダイオードの使う電力の量に

ついて実験で確かめていく場面であったが，実験方法

を各自がしっかりと理解していたことで順調に実験を

行うことができた。 

 まず，Ｔ２の問いは，「事実の確認」として行われ，

一覧掲示をもとにして実験結果を全体で確かめた。そ

して，Ｔ３の問いは，「同じ電気の量で長くついたとい

うことは・・・」という「関係づけ」を行う対話で，

「点灯時間が長いということは，発光ダイオードのほ

うが使われる電気の量が少ない」「発光ダイオードは少

ない電気の量で明るいのでエコだと思う」という考察

を引き出した。 

 最後に，Ｔ４の問いでは，「めあてと結んで，まとめ

る」意味づけを行い，「発光ダイオードは効率よく電気

を使っている」「だから，発光ダイオードがよく使われ

るようになったんだ」という自分たちの生活とも合わ

せて時間をともなった理解につながっている。 さらに一般化を図るために，「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して理解を深めていく。（資料２９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 具体的方策３ 

○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一覧掲示 

 図表２は，結果の一覧掲示である。（資料３０） 

点灯時間をグラフ化することで，自分達の実験

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。 

学びのあしあとの一例（前時の学習をまとめたもの） 

 生活の中で目にしたことのあるも

のと関係づけて，発光ダイオードに

ついて考えることができている。 
資料２９ 

資料３０ 

資料２８ 
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学習意欲の高い子どもの割合(３年生)

○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。（資料３１） 

 ＜結果＞と＜考察＞を分けて予想と照らして記述することは，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いえる。さらに自分の体験を関係付け，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。 

 

７ 研究の成果と課題 

これまで，授業の実際と子どもの変容をもとに，仮説実証のための３つの具体的方策の有効性について

述べてきた。ここでは，その結果として，子どもの「科学する心」と「科学する力」が育ったのかを検証

し，本研究の成果と課題を明らかにする。 

⑴ 科学する心が育ったか 

 以下のグラフは，３～６年の全児童の，実践単元における１枚ポートフォリオを分析し，「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をしている子ども達が，単元の学習中，ど

のくらいの割合だったのかを表したものである。 

 このグラフを見ると，どの学年も８０%以上の子ども達が，毎時間意欲的に学習に取り組んでいたことが

分かる。このことから，子どもが，知的好奇心に支えられた問題解決を行っていると考えられ，「科学す

る心」が育ったと結論づけることができる。 
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 ⑵ 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後の，「電

気」という言語に対する概念地図である（資料３６）。単元

でねらう電気の性質や働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，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（資料３７）は，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。電気の性質と働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。これらのことから，科学的な見

方や考え方つまり，科学する力が確かに育ったということができ

る。 

 上記のグラフを見ると，子どもが初めにもっていた自然現象に対する素朴概念が，科学的な見方や考え

方へと高まりを見取ることができ，つまり，「科学する力」が育ったと結論づけることができる。 

 ⑶ 研究の成果 

 以上のことから，本研究の手だては，子どもの思考を高めるために効果的な手立てであることが実証さ

れた。特に，指導過程の工夫における「出会う」「かかわる」段階は，子どもの予想の根拠を確かなもの

にするために有効であり，これまでの本校の研究である言語活動モデルと両輪としてこれからの研究を支

えていくものである。しかし，「かかわる」段階に関しては，子ども達を「何」と「どのように」かかわ

らせるかは，本実践以外の多くの単元でいまだはっきりさせることができていない。 

 ⑷ 今後の課題 

 今後は，各学年及び単元ごとの「かかわる」活動をどのようにすればよいか，指導過程を見通しながら

授業実践と言語活動モデルを積み重ねながら研究を深めたい。 
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