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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 

～子どもが根拠をもった予想をもち、問題を把握する指導の工夫～ 

 

北九州市立熊西小学校 

校 長  蒲 原 路 明 

 

＜論文要旨＞ 

 

キーワード： 知的好奇心，科学的な見方や考え方，言語活動モデル 

       指導過程，「出会う」「かかわる」段階 

 

 本研究は，平成１７年度から取り組んできた「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法の研究について，本年度の研究のま

とめとなるものである。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」を具体的方策として，

授業実践に取り組んできた。特に昨年度からは，それまでの研究の成果（「言語活動

モデル」の有効性）を生かし，予想と照らして考察することができるようになること

をねらい，問題把握場面においても言語活動モデルを設定して実践研究に取り組むと

ともに、指導過程の工夫として「出会う」段階，「かかわる」段階に焦点を当て実践

を行った。 

 その結果，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，レディネスをそろえることや自然事象

への興味・関心を高めることにも有効であることが分かった。また，知的好奇心を喚

起され，言語活動モデルを活用した学習を進める中で，自然事象に対する素朴概念が，

科学的な見方や考え方として磨き上げられていくことからも明らかとなった。以上か

ら，「出会う」「かかわる」段階を設定した指導過程の工夫は，これまでの本校の研

究の柱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

であることが明らかとなった。 

 しかしながら，研究を進める中で，いくつかの課題も明らかになってきた。そこで，

今後は，「出会う」「かかわる」段階において「何と出会い、どのようにかかわるの

か」を各学年の単元ごとに更に試行錯誤を繰り返しながら資料を蓄積し，子どもの実

態により応じた問題把握場面での言語活動モデルの構築などの改善を行いながら，研

究を深めたい。 
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１ 主題の意味するもの 

(1) 「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。 

 (2) 「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，関係づけに誤りがあ

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・判断し関係づけた

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２７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 
～子どもが根拠をもった予想をもち，問題を把握する指導の工夫～ 
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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，情報などを関係づけたり，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。 

 (3) 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，子どもの生活経験や

体験，既習学習等を考えの理由とした，しっかりとした根拠を伴って想像した子ども自身の考えである。 

 (4) 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。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。「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。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，「問題把握場

面」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。 

 

２ 主題設定の理由 

 (1) 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
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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。また，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，子ども自らが根拠をもった予想をもち，意欲的に問題解

決をしてく授業の改善を図ることが必要であると考える。 

 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。 

 (2) これまでの本校の研究から 

 本校では平成１７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。 

 しかしながら，これまでの研究の結果，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

追究していく中で，子どもが主体的な問題把握をしているかどうか，つまり根拠をもった予想をもち，子

どもが問題を把握しているかという課題が残った。 

 このような課題に対して，平成２６年度から，問題解決の指導過程の中に，「かかわる」段階を新たに加

え，「見通す」段階に言語活用モデルを設定し，子どもが主体的に問題を把握することができる指導の工夫

を行っている。そして，「考察・結論」段階においては，これまでの言語活動モデルを見直し，＜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てきている。 

 

３ 研究のめざすもの 

(1) 研究の目的 

 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
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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。 

 (2) 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 

(1) 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・結論」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。子どもにとっては「学習過程」であり，学習

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， 

                      主体的に問題を把握し，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，「問題把握場面」と「問題解決場面」

の活動の工夫と言語活動モデルの改善を行い，段階的な指導を行えば，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。 
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していくステップを表しているものである。 

 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

題を把握する「問題把握場面」と，問題を解決する「問題解決場面」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「か

かわる」段階や「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。上記の指導過程は，２単位時間で解決する場合を想定している。１単位時間で解決

する場合や２単位時間以上かかる場合も考えられるが，それは，学年や単元の内容によって，授業づくり

の際に検討していく。 

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，自分がすでにも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，「やってみたい」という意欲や「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，平成 26年度から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づけを行いながら，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）

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，結果を出す。（観察，実験，結果の集約・図表化） 

⑤ 考察・結論 … 結果の確認，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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出会う まとめる かかわる 見通す 考察・結論 観察，実験する 振り返る 

  事象と出会う 

  疑問をもつ 

一般化 情報収集 

疑問の焦点化 

予想・方法 

結果の見通し 

結果の確認 

考察，結論 

検証実験 

結果の整理 

「問題解決の指導過程」 ※１つの問題を解決するための流れ 

問題把握場面 問題解決場面 

新たな問題が生まれたときは，繰り返す。 
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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，子どもが事象とかかわることができるために必要な時間を確保する。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，

整理したりする教師の問いかけや発問などを工夫する。 

⑴  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，事象とのかかわりで考えた自分の考えを出し合う過程や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，予想・方法を共有化したり実感を伴った理解を図

ったりす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，思考の深まりを，「事実確認」「関係づけ」の 2つのステップや前者に「意味付け」を

加えた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，関係づけの対話，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，その子なりの予想や仮説をもつ過程やそ

の予想や仮説を，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，

また，子どもがしっかりとした根拠を伴って想像した子ども自身の予想をもってい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，「問題把握場面」における事象提示の工夫と「かかわる」段階での言語活動モデルの見直しと

活用を研究し，検証を行ってきた。 

＜「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 

 

関係づけ 

対話① 

 

・「かかわる」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 

予想（個） 

 

 

予想（全） 

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ための

発問 

Ｃ：期待する子どもの記録や発言 

 

Ｔ：予想を出し合い，話し合うた

めの発問 

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 
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 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だけではなく，「かかわ

る」段階での共通体験で得た事実を根拠に予想や仮説をもつことができるよう，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」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 

意味付け 

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。 

 なお，具体的な授業づくりの時には，学年や単元に応じて，言語活動プランのステップを考え，「対話」

と「書く・描く」活動の順序や回数を具体化していくようにする。 
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６ 研究の実際と考察 

 (1) 実践１－３年生 単元「風やゴムでものをうごかそう」 

  ① 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）について 

   ・知的好奇心の喚起について 

 本単元の「出会う」「かかわる」段階において，知的好奇心

を高めるために次の３つの工夫を行った。 

 まず初めに，単元の導入場面「出会う」段階において，８

月の台風被害の様子（校庭の大木が倒れたり，大きな倉庫が

動かされたりしたものなど）を写真（図１）で提示した。そ

れにより，風のもつ大きなエネルギーにふれさせ，次に風車

やヨットの写真を提示したり，生活科の学習を想起したりす

ることで，風の利用について意識させた。そして無風状態で

は動かない車を動かす事象提示から，動力としての風に着目できるようにし，自分たちで動かしてみたい

という気持ちをもつことができるように工夫した。 

次に，風で車を動かす場面での「かかわる」段階では，風を起こす道具について自由に話し合わせ，下

敷きや大きさの異なるうちわ，吹くなど，子どもがさまざまな方法で取り組むことができるようにした。

そして車の走る様子と風の送り方を話し合わせ，風の力と車の進む距離との関係づけ（定量）へとつなげ

ていった。そして「風以外に車を動かせる動力」として，ゴムで車を動かす活動へと知的好奇心が向かう

ように工夫した。 

 その後，ゴムで車を動かす場面での「かかわ

る」段階では，「距離の違う二つのゾーンに車を止

めることができるだろうか」というゲーム性を取

り入れた方法で知的好奇心を喚起する工夫を行っ

た。車を走らせるという活動を十分に行い，一見

遊びのように見える活動の中に，赤ゾーン側から

車を走らせるグループと青ゾーン側から車を走ら

せるグループをつくり，意図的な場（図２，３）

を工夫した。 

 これらの工夫によって，子どもは風やゴムの力によって車を動かすことができること，風の強弱やゴ

ムを引く長さによって車の進む距離を変えることができること，そしてゴムが意図的に活用しやすいこ

とを実感し，より身近なエネルギーとしての意識をもつことができた。 

 特に，「かかわる」段階での場づくりの工夫によって，赤ゾーン・青ゾーンに車を止めるという意識を，

双方の「距離」の違いに目を向けさせることができた。そして，それぞれのゾーンに近い所から車を走ら

せるグループがあることで，ゴムの引き方の強弱に矛盾が生まれ，子どもの意識をゴムの引き方と車の進

む距離の関係性につなげることができた。 

 また，ゴムと聞いて「紙を丸めて止める物」というイメージしかもっていない子どもに対して，ゲーム

性をもたせた活動の中で動力としてのゴムに関わらせたことで，ゴム動力の性質を導き出す科学的な視点

に気づかせることができたという点において，この「かかわる」段階の活動は有効な手立てであった。 

   ・指導過程の工夫について 

 指導過程の工夫としては，初めに考えなければならなかったことは，本単元を「風のはたらき」と「ゴ

図１ 

図２ 図３ 
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ムのはたらき」の二つの小単元で考えることであった。 

 今年度はそれぞれの小単元に「かかわる」段階を設定し，そこで見いだした問題についての「見通す」

段階から「まとめる」段階を設定した。これにより子どもが根拠をもった予想をもち，問題を把握し解決

することができると考え取り組んだ。 

【本校の指導過程（モデル）】 

【３年の指導過程】 

 ３年生においては，風の力の「かかわる」段階において，

風を起こす道具を考えて実際に活動をさせることで，考え方

を絞ることができた。このように，「かかわる」段階を取り入

れたことで，子どもははっきりとした自分の経験を根拠にし

た予想（図４）を立てることができた。 

 特に，昨今外遊びなどの体験活動が少ない子どもが多い中

で，どの子どもにも同じような体験（事象とのかかわり）を

意図的に行わせることは，レディネスをそろえる意味という

意味でも大切である。 

また，「かかわる」段階を経てることで，子どもは，体験を

基に，自分の言葉で，実験方法を考え始めた（図５）。このこ

とから，まだ理科入門期といえる３年生においても主体的に

思考することができたと十分に考えることができ，この「か

かわる」段階を位置づけた指導過程の価値を感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出会う まとめる かかわる 見通す 考察・結論 観察，実験する 振り返る 

  事象と出会う 

  疑問をもつ 

一般化 情報収集 

疑問の焦点化 

予想・方法 

結果の見通し 

結果の確認 

考察，結論 

検証実験 

結果の整理 

「問題解決の指導過程」 ※１つの問題を解決するための流れ 

問題把握場面 問題解決場面 

新たな問題が生まれたときは，繰り返す。 

 

Ｃ：でも，私は息でフーフーしてもいっ

ぱい進んだよ。 

Ｃ：ぼくの息ではちょっとしか進まなか

ったよ。 

Ｃ：先生，みんなの風の大きさがばらば

らだから，はっきりしないんじゃな

い？風の強さがそろう方法はない

かな？ 

Ｔ：そんなときは，送風機があるよ！ 

Ｃ：それ，いいね。先生それを使ったら

調べられるね。 

 

Ｃ：ぼくがさっき車を走らせた時，小さ

なうちわでもいっぱい車が進んだ

から，うちわの大きさじゃなくて風

の強さだと思う。 

図４ 

図５ 
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  ② 具体的な方策２（言語活動モデルを活用し

た段階的な指導）について 

 ここで示しているのは，ゴムの力について「見通す」

段階における言語活動モデル（図６）と実際の授業場

面での言語活動の記録（図７）である。 

 「かかわる」段階において，赤ゾーンと青ゾーンを

設定し，双方向から車を走らせ，少しゴムを引いたら

赤ゾーンに止めることができた子どもと青ゾーンに

車を止めることができた子どもの食い違った意見を

取り上げ，「見通す」段階においてゾーンの色ではな

く，距離の違いに目を向けさせるようにやはり言語活

動モデルを活用し，科学的な視点をもった思考へと導

いた。 

 子どもの思考の流れを踏まえ，どのように発問する

のかが明確なので，確実に子どもの思考を事実から移

行させることができた。予想を立てる段階で，どの子

どもも確実に「赤ゾーン・青ゾーン」ではなく，「遠

い・近い」という言葉に置き換えることができていた。 

 また，事実の確認や関係づけを全体で行うことで言

葉を共有化することができ，予想を各段階においても

自分の言葉で書くことができる子どもが増えてきた

ことを実感した。 

 これらのことから，３年生の学習において「見通す」

段階における言語活動モデルは非常に有効であると

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係づけ 

対話① 

 

 

 

・「かかわる」段階

で明らかになっ

た事実の確認を

する。 

 

 

・事実の中から ，距

離・ゴムの引き方

というキーワー

ドの抽出を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・得られた事実を  

基に，距離とゴム

の引き方につい

ての関係付けを

行う。 

Ｔ：赤い ゾーンにはどうやったら入れることがで

きたのですか？  

Ｃ：赤のゾーン にはちょっと引っ張ったら入った

よ。 

Ｃ：赤のゾーン にはいっぱい引っ張ったら入った

よ。 

Ｔ：あれ？反対の意見が出 ましたね。ということ

はゾーンの色ではなく 何が違うのかな？  

Ｃ：赤と青は発射台からの距離が違います。   

Ｔ：遠くのゾーンと近くのゾーンに入れた時で

は，何が違ったのですか？  

Ｃ：ゴムの引き方です。  

Ｔ：遠いところの ゾーンに入れる時と近くの ゾー

ンに入れる時では ，ゴムの引き方がどのよう

に違うのですか？  

Ｃ：遠い ゾーンの時にはいっぱい引っ張って，近

いときには少し引っ張ったよ。  

Ｃ：遠くの ゾーンの時には強く引っ張ったよ。近

い時には弱く引っ張ったよ。  

Ｔ：つまりゴムの伸ばし方が変わると車の何が変

わるのですか？  

Ｃ：ゴムの伸ばし方で車の進む距離が変わると思

います。 

 
予想(個) 

  
 
 
 
 

予想(全) 

書く・

描く① 

 

 

 

 

対話② 

・３cm と 10cm にゴ

ムを引くとどう

なるのか，事実を

根拠に予想する。  

 

・自分の予想を出  

し合う。 

Ｔ：では，ここからゴムを３㎝引いた時と 10 ㎝

引いた時では ，車の止まる場所はどのように

違うと思いますか？  

Ｃ：３㎝の時は近くて 10 ㎝の時の方が遠くに止

まると思います。  

Ｔ：どうしてそう思ったのですか？  

Ｃ：さっき車を発車させた時 ，遠くのゾーンに入

れた時はいっぱい引っ張って ，近くのゾーンに

入れた時は少し引っ張ったからです。  

 

図６ 図７ 
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考えられる。 

 (2) 実践２－４年生 単元「電池のはたらき」 

  ① 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）について 

   ・知的好奇心の喚起について 

 本単元の「出会う」「かかわる」段階において，知的好奇心を高めるために次の３つの工夫を行った。 

 まず，「出会う」段階では，直列と並列の回路（電池部分に

ふたを被せ，つなぎ方を見えなくした回路）を提示し，モー

ターの羽根が回る速さの違いを意識するよう工夫した（図８）。 

 次に，モーターの回り方の違いは，２つの回路のつなぎ方

にあることに，子どもが気づくように回路を観察させ，徐々

に視点を絞っていくことができるように工夫した。さらに，

電池のつなぎ方に意識を向け，「どんな回路を作ると違いがあ

るのかな。」「回路を作って試してみたいな。」という子どもた

ちの興味・関心を高めていくように考えていった（図９）。 

 さらに，「かかわる」段階では，子どもが自分でつな

ぎ方を考える際に，ノートに記述して，実際に回路を

作るようにした。これにより，自分の考えがしっかり

と記録として残ることになり，さらに子どもの思考が

途切れないように，四つ切画用紙に乾電池の絵図をは

り，太いペンで配線をかくよう工夫した（図１０）。 

 この工夫によって，作業の時間を確保することがで

きただけではなく，視覚的にとらえやすくなり，その

後の言語活動の際に，自分の記録を基に，自分の言葉で考えを発表することができ，予想をつくり上げて

いく場面で非常に有効であった。 

 

 

 

 

 

   ・指導過程の工夫について 

 指導過程の工夫としては，本単元の導入において，「出会う」段階，「かかわる段階」を設定し，そこで

見いだした問題についての「見通す」段階から「まとめる」段階を設定した。これにより子どもが根拠を

もった予想をもち，問題を把握し解決することができると考え取り組んだ。 

【本校の指導過程（モデル）】 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ：２つの回路でモーターを回すね。 

Ｃ：２つのプロペラの回る速さが違うよ。 

Ｃ：黄色の箱のモーターの方が遅いよ。 

Ｃ：青色の箱のモーターの方が速いよ。 

Ｃ：何が違うだろう。 

Ｃ：回路は一緒だから電池のつなぎ方かな。 

Ｃ：箱の中を見たら違いがあると思う。 

Ｃ：自分で回路を作って確かめてみたいです。 

図９ 

図１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

出会う まとめる かかわる 見通す 考察・結論 観察，実験する 振り返る 

  事象と出会う 

  疑問をもつ 

一般化 情報収集 

疑問の焦点化 

予想・方法 

結果の見通し 

結果の確認 

考察，結論 

検証実験 

結果の整理 

「問題解決の指導過程」 ※１つの問題を解決するための流れ 

問題把握場面 問題解決場面 

新たな問題が生まれたときは，繰り返す。 

図８ 
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【４年の指導過程の一部】 

 ４年生においては，「直列つなぎと並列つなぎの違い」において，複数の乾電池のつなぎ方が電流量に違

いを生み，それによってモーターの回る速さが変わったり，豆電球の明かりの強さが変わったりすること

を学習する。また，直列つなぎと並列つなぎで電池の持続時間が違うことも学習する。 

 ここに示した指導過程は，「電池のはたらき」の学習の中でも特に「直列つなぎと並列つなぎの違い」に

ついてのものであるが，本校では，「かかわる」段階において十分な活動時間を確保し，「見通す」段階に

おいて疑問を焦点化し，問題へと高めることで，「直列つなぎでは電流量が増えるのではないか」というこ

とだけではなく，「並列つなぎは持続時間が長いのではないか」ということも意識できるように取り組んだ。

これによってＥＳＤの視点をもち，ものづくりなどにおいても「速い」や「強い」だけではなく，「長持ち

する」という大切な意識をもてるように指導過程を工夫した。 

 このように取り組んだ結果，問題解決場面において次のような予想と考察が生まれた。 

 図１１の予想と考察では，直列つなぎと並列つなぎにおいて，電流量に着目して，モーターの回る速さ

の違いについて記述す

ることができ，図１２

の予想と考察では，電

気量と持続時間につい

ても意識して記述する

ことができている。そ

して，何を目的として

電気を使うかに応じて

つなぎ方を変えること

にも触れるなど，この

指導過程が有効であっ

たことの価値を感じる

表現が多くみられた。 

 

 

 

図１１ 図１２ 
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  ② 具体的な方策２（言語活動モデルを活用した段階的な指導）について 

 ここで示しているのは，電池の働きについて「見

通す」段階における言語活動モデル（図１３）と

実際の授業場面での言語活動の記録（図１４）で

ある。 

「かかわる」段階において，「モーターの回る

速さの違う２つの回路づくり」という活動を

子どもに自由に行わせ，事象とかかわらせること

で，回路のつなぎ方に興味・関心をもち，進んで

調べていこうとする態度が高まっていくように考

えた。そこで考えたつなぎ方をしっかりと記録し，

それを基に「見通す」段階の言語活動モデルを活

用し，科学的視点をもった思考へと導いた。 

 この言語活動において「直列つなぎ」「並列つな

ぎ」のつなぎ方に焦点化し，さらに「モーターの

回り方」を視点に速さに着目すること，「豆電球の

明るさ」を視点に強さに着目させることで問題解

決に向けて自分の見方や考え方を高めていくこと

ができた。 

 このことから，「見通す」段階の言語活動モデル

は，子どもの見方や考え方を深めることに非常に

有効であったと考えられる。 

 

 

 

 

 
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：1 個のモーターと 2 個の乾電池を使ってモ

ーターがより速く回ったり、1 個の乾電池の

ときとあまり変わらなかったりするつなぎ

方を見つけよう。  

Ｃ：どんなつなぎ方をすると、モーターの回る

速さに違いがでるのかな。 

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：どんなつなぎ方を見つけましたか。 

Ｃ：電池ホルダー縦に 2 個つないで電池を入れ

ると、モーターの回り方が速くなった。 

Ｔ：モーターの回り方が速くない回り方を見つ

けましたか。 

Ｃ：電池ホルダーを横に並べ、同じ極同士でつ

なぐとモーターの回り方は速くなくなるよ。 

 

Ｔ：乾電池のつなぎ方には、速く回るつなぎ方

(直列つなぎ)と 1 個の乾電池のときの回り

方とあまり変わらない 2 個の乾電池のつな

ぎ方(並列つなぎ)があるね。 

Ｃ：この２つのつなぎ方でモーターの回り方が

違うのかな。 

Ｔ：次時は、モーター・豆電球・乾電池・スイ

ッチを使って回路を作り、予想を確かめて

いくとよいですね。  

Ｃ：次の学習では、黒板のように２つの回路を

作ってモーターの回る速さや豆電球の明る

さを比べるといいね。 

 

教師の主な発問 児童の反応 

Ｔ：まとめた紙を前に持ってきてくだ

さい。 

Ｔ：Ｓさん、どうぞ。 

 

 

 

 

Ｔ：２つのボックスで言えば、どっち

だった。 

Ｔ：Ｓさんと同じつなぎ方を見つけた

人いますか。Ａさん、どうぞ。 

 

Ｔ：これ以外のつなぎ方を見つけた人

はいますか。Ｒさん、説明してく

ださい。 

Ｔ：このつなぎ方を見つけた人は、他

にいますか。Ｙさんも見つけたん

だね。 

Ｔ：このつなぎ方をしたときに、ある

ことに気付いた人がいるよ。Ｔさ

ん、発表して下さい。 

Ｔ：１個電池をはずしても回るという

ことは。 

 

Ｔ：どうやら乾電池には、モーターが

速く回る回り方とおそく回る回り

方があるようだね。 

Ｔ：モーター以外にこんなつなぎ方を

してさが出るものってあるかな。 

Ｔ：豆電球？本当に差がでるの？ 

Ｔ：本当に差がでるのかな？  

 

Ｔ： 今日はみんな本当によくがんばっ

たね。次回の学習では、みんなで

この２つのつなぎ方をしてみて、

本当にモーターの回る速さに差が

あるのかどうかを試してみましょ

う。 

 

 

Ｃ：電池を、縦に 2 個つなぐとモーターの回り方が速くなっ

ていました。 

 

 

 

 

Ｃ：青の方でした。 

Ｃ：（多数挙手） 

Ｃ：Ｓさんと同じつなぎ方をして、速さは青のボックスと同

じ速さでした。 

 

Ｃ：このつなぎ方をしたら、黄色のボックスのモーターの速

さと一緒でした。回る速さは、遅かったです。  

 

Ｃ：（３分の１ぐらいの児童が挙手。） 

 

Ｃ：２個の電池のうち、１個をは 

ずしても回ったよ。 

Ｃ：黄色のボックスと速さは同じ 

でおそいです。 

Ｃ：２個のうち１個の配線をはず 

しても回ったよ。 

 

 

 

Ｃ：豆電球。 

Ｃ：２つのつなぎ方で、豆電球の明るさに差がでると思うよ。 

 

Ｃ：うーん、分からなくなった。 

 

 

 

教師の主な発問 児童の反応 

（何も言わず、２つのモーターを回す。

回路は、見えないように箱でかぶせて

いる：ブラックボックス） 

Ｔ：２つのモーターの回り方を見て、

何か気づいたことはないですか。 

 

 

 

 

 

Ｔ： そうだね。でも、どちらも電池２

こ何ですよ。 

 

Ｔ：今日は、いろいろとつないで試し

てもらおうと思います。その中で

も、絶対にやってはいけない回路

のつなぎ方があります。 

Ｔ：これはショート回路といいます。

絶対にしないでください。 

 

Ｔ：今日のめあてをかきます。みんな

で言いましょう。さんはい。 

 

Ｔ：では、やってみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ：見つけたつなぎかたを、ワークシ

ートに書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事実確認：対話①） 

Ｃ： 黄色のボックスの方がおそいです。 

Ｃ：青色のボックスの方が速いです。 

 

Ｃ：つなぎ方が違うんじゃないかな。 

Ｃ：つなぎ方やん！ 

 

 

 

Ｃ：はい。 

 

 

 

 

（めあて） 

Ｃ：モーターの回る速さのちがう二つの回路はどんなつなぎ

方をしているか考えよう。 

 

（書く・描く①） 

 

Ｃ：このつなぎ方（直列）はモーターの回り方が速い。 

Ｃ：あれ？このつなぎ方（並列）だと電池１個でも回った。 

 

 

 

 

 

Ｃ：このつなぎ方（並列）は電池 1 個の時と同じ回り方だ。 

Ｃ：このつなぎ方だと、青よりもおそいな。 

Ｃ：あ！これは青のボックスと同じ速ささの回り方だ。 

 

（事実確認：対話②） 

図１３ 図１４ 
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 (3) 実践３－５年生 単元「生命のはたらき（５）」 植物の実や種子のでき方 

  ① 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）について 

・ 知的好奇心の喚起について 

 本単元の「出会う」「かかわる」段階において，知的好奇心を高めるた

めに次の３つの工夫を行った。 

 まず初めに，子どもが，アサガオの花の作りや結実について「知って

いるつもり」の自分に気付くところから学習を始められるように考えた。

そのため，１学期からベランダのプランターを活用して，アサガオだけ

でなく，雄花と雌花をもつ小玉スイカやヒョウタンを意図的に育てる工

夫を行った（図１５）。 

 この栽培経験は，「アサガオにもスイカのように雄と雌の花があるの

か」や「アサガオはどのようにして実や種を作るのか」という子どもの

知的好奇心を高めるだけでなく，そこで得られた経験や事実が，自分な

りの予想の根拠として効果的に働くことを期待して行った活動であった。 

 次に，単元の導入場面「出会う」段階において，メダカや人の誕生について図に表し，それらと比較し

ながらアサガオの結実について考えられるように工夫した。オス･メス，受精などの言葉を書き込むと，子

どもから「えっ，待って。アサガオにはオス･メスはないよ。」「いや，人やメダカと同じなら絶対あるはず。」

と相反する考えが出され，活発に意見が交わされた。 

 これらの工夫によって，よく知っているはずのアサガオについて，「実はよく知らなかった自分」に気付

かせることで，一人一人が疑問をもち，改めてアサガオを観察することへの意欲を高めることができた。 

 そして，「アサガオにも，もしかしたらオスとメスがあって，受精のような事実が起きているのではない

か」という考えをもち，予想したり，観察を行ったりすることができた。つまり，メダカや人の生殖とア

サガオの結実を対比しながら考えたり，子どもの「知ってるつもり」を揺さぶったりしたことが観察の必

然性を高め，子どもの知的好奇心を喚起する工夫として有効であったといえる。 

 また，実際にアサガオに「かかわる」段階では，アサガオには「オ

ス・メスがある」「オス・メスはない」「全く分からない」という自

分の考えに基づいて，観察を行った（図１６）。 

 観察に適したアサガオを夏休みから準備を行い，太陽に当てる時

間を変えて咲く時期を調節したり，十分な観察が行えるようにプラ

ンターの数を増やしたりするなど工夫した。 

 これによって，どうしても花の中を見たいと考えた子どもや花の

根元の部分に秘密があると考えた子どもには，花を一輪切り取って

調べさせるなどの子どもの知的好奇心に応える活動を行うことがで

きた。 

 これまで，本単元の実践では，教師が問題を順次提示し，花のつ

くり，開花前後の花粉の変化，おしべやめしべの詳しい観察へと学

習を進めることが多かった。しかし，これでは受け身の学習となり

がち子ども自身の学習への意欲を高めることが難しかった。 

 このような点からも知的好奇心を喚起する「出会う」「かかわる」段階での手立ては有効であったという

ことができる。 

図１５ 

図１６ 
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   ・指導過程の工夫について 

 指導過程の工夫としては，本単元の導入において，「出会う」段階，「かかわる段階」を設定し，そこで

見いだした問題についての「見通す」段階から「まとめる」段階を設定した。これにより子どもが根拠を

もった予想をもち，問題を把握し解決することができると考え取り組んだ。 

【本校の指導過程（モデル）】 

【５年の指導過程の一部】 

５年生「生命のつながり（５）植物の実や種子のでき方」においては，植物の結実の様子について興

味・関心をもって追究する活動を通して，植物の受粉と結実が関係していることについて条件を制

御して調べる能力を育てるとともに，それらについて理解を図り，生命を尊重する態度を育て，植

物の結実とその条件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。 

ここで示した指導過程の一部は，「生命のつながり（５）植物 

の実や種子のでき方」の学習の中でも，「アサガオの結実」に

ついてのものであるが，Ａ領域の学習とは少し異なり，「かか

わる」段階から「見通す」段階において一本の線で結ばれるの

ではなく，複数の線が絡み合いながら，撚り合っていく様なイ

メージで学習が進んでいく。そのため，「アサガオの結実」に

ついての複数の予想を，観察を通して一つ一つ検証しながら，

「おしべ・めしべによる受粉」へと集約されていくように指導

過程を工夫した。 

 この取り組みで，右のような子どもの記録が見られた(図１７)。 

 ここには，「オス・メスの代わりに雄花と雌花があると思う」とい

う予想から，様々な観察，検証を経て「おしべとめしべがあり，受

粉することで実や種子ができる」という考えをもつに至っている。 

 このことから，この指導過程の工夫が子どもの見方や考え方を深

めることに非常に有効であったということができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出会う まとめる かかわる 見通す 考察・結論 観察，実験する 振り返る 

  事象と出会う 

  疑問をもつ 

一般化 情報収集 

疑問の焦点化 

予想・方法 

結果の見通し 

結果の確認 

考察，結論 

検証実験 

結果の整理 

「問題解決の指導過程」 ※１つの問題を解決するための流れ 

問題把握場面 問題解決場面 

新たな問題が生まれたときは，繰り返す。 

図１７ 
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  ② 具体的な方策２（言語活動モデルを活用した段階的な指導）について 

 ここで示しているのは，「生命のつながり（５）

植物の実や種子のでき方」について「見通す」

段階における言語活動モデル（図１８）と実際

の授業場面での言語活動の記録（図１９）であ

る。 

「かかわる」段階において，「アサガオにオ

ス・メスがあるのか」という観察活動を子ども

に自由に行わせ，事象とかかわらせることで，

アサガオの花のつくりの中で，「多分，雄花・雌

花の区別はないこと」や，「花の根本がだんだん

膨らんでいくこと」「花の中に何かがある」「指

に粉のようなものが付いた」などに着目し，「花

のつくりをもっと詳しく観察したい」という意

識を高めるように言語活動モデルを活用するよ

う工夫した。 

 この言語活動において「花のつくりについて

もっと詳しく調べてみたい」という考えに焦点

化し，さらに「具体的に調べたい部分はどこか」

という発問から個々の疑問を問題へと高めるこ

とで知的好奇心を喚起し，見方や考え方を深め

るための意欲をもたせることができた。 

 このことから，「見通す」段階の言語活動モデ

ルは，子どもの見方や考え方を深めることに非

常に有効であったと考えられる。 

 
思考の 

ステップ 
学習活動 発問と子どもの発言 

 

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。 

 

 

 

※気付きを，観

点で整理しな

が ら 板 書 す

る。 

Ｔ：アサガオがどのように種を作っているのかについ

て，何か手がかりはありましたか？ 

Ｃ：根元が膨らんだ特別な花（スイカの雌花のような

もの）はありませんでした。    （花の比較） 

Ｃ：花の中心には，棒みたいなものと白い粉がありま

した。             （花のつくり） 

Ｃ：花の根本の部分がだんだん膨らみ，実の中心がと

がっています。   （花から実への過程・変化） 

Ｔ：アサガオにも動物と同じようにオス・メスの区別

や受精のようなことがあるのでしょうか？ 

Ｃ：全部に実ができているし，根元や花の中がみんな

同じに見えるから，多分，動物とは違うと思います。 

関係づけ 

書く・描く① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対話② 

 

・事実を根拠に

自分の考えを

書く。 

 

 

 

 

・自分の予想を

出し合い，話

し合う。 

 

 

 

 

・今日分かった

こと，わから

ないこと，も

っと知りたい

ことなどを話

し合う。 

Ｔ：では，ここまでに分かったことをもとに，アサガ

オがどのように種をつくるのか自分の考えを書き

ましょう。 

Ｃ：アサガオは，多分オス・メスの花の区別はないけ

ど，くわしく調べてみたら，花の中や根元に何か特

別の仕組みがあって，種ができるのかもしれない。 

 

Ｔ：考えを発表してください。 

Ｃ：花の見かけが一緒だし，どの花にも種ができたか

ら，全部メスの花かもしれない。 

Ｃ：一つの花の中に，オスとメスが入っているかもし

れない。 

Ｃ：スイカにあるのだから，アサガオにもやっぱりオ

スとメスがあって種ができると思う。 

Ｔ：アサガオがどのように種を作っているか，他にど

んなことを調べれば解決できそうですか。 

Ｃ：花を分解してつくりをもっと詳しくスケッチした

り，膨らんでいく花の根本を調べたりすればいいと

思います。 

見 
 
 
 
 

通 
 
 
 

 

す 

 

教師の主な発問 児童の反応 

 

Ｔ：花から実だから、変化としましょう

か。 

Ｔ：次の時間、どこを見たいですか？ 

 

Ｔ：原さんが、たくさん種を集めていた

ね。 

Ｔ：次の時間は、花を開いて中を見たり、

青い実を切ったりしたいんだね。 

Ｔ：今、みんなは、どんなふうに種がで

きると思っているの？  

 

 

 

Ｔ：分からないことがはっきりしたこと

は、花丸ですね。 

 

４ 本時を振り返り，次時の学習につい

て話し合う。 

＜今日の考え＞ 

 

 

 

Ｔ：今日の勉強で，すごいと感じた人は

いましたか？ 

Ｔ：アサガオをそんなふうに見たことは

なかったね。 

Ｔ：みんなもたくさん見つけていたね。 

Ｔ：何度も考えを出したのは？ 

Ｔ：自学や休み時間にやったことをつな

いで考えた人は？ 

Ｔ：理科の時間だけでなく、学びをつな

いでいくことは素晴らしいね。 

Ｃ：右は、花から実になる時のこと。 

 

 

Ｃ：花の中が見たい。 

Ｃ：実の中。本当に種があるのか。 

Ｃ：実が茶色くなったら、黒い種ができていました。 

Ｃ：緑の時も、種があるのかは分からない。 

 

 

Ｃ：花の根元が、だんだん膨らんで種になる。 

Ｃ：花の中には、棒のようなものや粉があって、関係があり

そう。 

Ｃ：オスとメスがあるかは、まだ分からない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ：アサガオも、もしも、人間みたいにオスとメスに分かれ

ているのならすごいです。 

Ｃ：福田さんが、カードを 3 枚も書けていて、疑問も書けて

いたのですごいです。 

 

Ｃ：高瀬さん。 

 

Ｃ：尾道さん。石松さん。原さん。 

 

アサガオは，動物のようにオスの花・メスの花に分かれているかどうかは分からないが，種

を作って命をつないでいる。花の中や実の中をもっと詳しく調べてみたい。 

教師の主な発問 児童の反応 

２ アサガオを自分なりに観察して，疑

問や考えを出す。  【かかわる段階】 

 

 

 

 

 

 

・ 一人一人、アサガオの花や実の様

子を観察し、気付いたことをカー

ドに記入する。 

 

 

 

 

 

３ アサガオを観察して見つけたことを

話し合う。     【見通す段階】 

Ｔ：観察して発見した事実を発表してく

ださい。    【対話① 事実確認】 

 

Ｔ：下の方？ 

 

 

Ｔ：これ？ 

 

 

 

 

Ｔ：みんなが「白い粉」と言っていた物？ 

Ｔ：花の中をよく見たら、確かにいろい

ろな物が入っているね。 

 

(2) 自分の考えを書く。【書く・描く①】 

(3) 考えを出し合い，話し合う。 

【対話② 関係づけ】 

Ｔ：今日の発見をグループ分けしていま

す。分かりますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 児童の主なつぶやきや活動  

 ・花の中に、何かたくさんあるよ。  

 ・花びらを開いて、観察してみよう。  

 ・この花の中身は、１つだけ先の形がちがうよ。  

 ・２つの花を比べたら、オス・メスが分かるかも。  

 ・指を入れたら、何か、白い粉がつく。これが花粉？              

など  

 

※花の中身を観察する児童、子房の膨らみを追う児童、

複数の花を比べる児童が多く見られた。 

Ｃ：花が咲いて、しおれて落ちたらその下に実があっ

て、種になります。 (変化 ) 

Ｃ：花の下の方に、実がありました。  

Ｃ：下の、花の根元のところ。  

Ｃ：しおれて落ちた花の中に棒みたいなものがあって、その

先に白い粉みたいなものがついていた。(実物) 

Ｃ：スイカみたいに、これで、実ができるんじゃない？ 

Ｃ：オスとメス、これで分かるかも。 

Ｃ：時間がたつと、色や様子が変わっていました。 

(実物を提示装置で見せ、共有する) 

Ｃ：これの先に、花粉がついていた。 

Ｃ：そうそう。 

 

Ｃ：何か棒みたいなもの。おしべ？ めしべ？ 

 

時間が不足し、実施できなかった。 

 

 

 

Ｃ：左は花の中。 

Ｃ：右は、花から実になる時のこと。 

図１８ 図１９ 
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 (4) 実践４－６年生 単元「てこのはたらき」 

  ① 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）について 

   ・知的好奇心の喚起について 

 本単元の「出会う」「かかわる」段階において，知的好奇心を高めるために次の４つの手立てを行った。 

 初めに単元の導入以前に防災教育の一環として災害レスキュー隊

の活動映像を用いる工夫を行った。 

 映像の中で，人の力で大きな石やコンクリートブロックなどを動かしていることに驚くとともに，

レスキュー隊の方からのメッセージから「何か自分達でもできることは」と強く関心を抱いた。そ

の際，「棒を使うことで持ち上げることのできない石などを誰でも動かすことができる」という場

面では,「自分にもできるのだろうか。」「ぜひ，できるようになりたい。」と振り返り，ノートに多

く書かれていて，てこの働きに関する興味・関心が感じられた。また，その映像の中に「てこを利

用して」という言葉はでてきたが,その原理や仕組み，規則性があることを知らない子どもの方が

多かった。 

本時の導入場面「出会う」段階において，重くて持ち上が

らない荷物（２０ｋｇ）を体感させた後，実際に棒（実用て

こ）を用いた事象提示を行った。が，簡単には持ち上がらな

い様子をもつ場所(力点)に視点が向くように工夫して行った。

「端を押してみては？」「先生，力入れて下さい。」などてこ

の要因に注目された発言があり，てこの様子については，「レ

スキュー隊の方がしていた。」「自分もしてみたい。」などの発

言から興味・関心の高まりが感じられた。 

 次に「かかわる」段階では，班ごとに棒（実用てこ）を使って活動を行った。始めに，安全面に関する

指導を行い，その後，棒（てこ）を班ごとに渡して活動を行えるようにした。 

 事象提示の際に感じた２０ｋｇの重さをについて，どのようにすれば「小さな力で持ち上げる」ことが

できるのかと「てこの要因（支点・力点・作用点）」を基としてかかわる活動に入るように工夫した。 

 子どもが，事象提示で関心をもった要因の力点や作用点を変えたりしながら，班ごとに活動する中で，

同じ重さの物が重く感じられたり，軽く感じられたりすることから，なぜそのような手応えの違いが生ま

れるのかと疑問をもち，「てこの働き」への興味・関心をさらに高まるように取り組んだ。この時，「棒を

どのように使うと重い物を持ち上げられるだろうか」というめあてを常に意識した活動を行えるように工

夫した。その中で，支点，力点，作用点をどのように動かして活動しているかを見取り，「手応えはどうだ

ったか」を問いかけることで，「見通す」段階での言語活動モデル

を活用した段階的な指導につなげられるように工夫した。 

 本時の振り返りの感想では，予想と共に「次時の実験が楽しみ

である。」や「早く調べたい。」と多数あり，本時の活動が知的好

図２０ 

図２１ 

図２２ 
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奇心を喚起・継続したものであったと考える（図２２）。 

   ・指導過程の工夫について 

 指導過程の工夫としては，本単元の導入において，「出会う」段階，「かかわる段階」を設定し，そこで

見いだした問題について「見通す」段階から「まとめる」段階を設定した。これにより子どもが根拠をも

った予想をもち，問題を把握し解決することができると考え取り組んだ。 

【本校の指導過程（モデル）】 

【６年の指導過程の一部】 

 ６年生「てこのはたらき」の「出会う」段階において実際に棒（実用てこ）を用いた事象提示を行い，

「小さな力を大きな力に変える」ことへの興味・関心を高めた。その後，「かかわる」段階において各自で

活動を行う中で，手応えが変化することを通して，そのはたらきの不思議さについて実感しながら，どの

ような要因が関係しているのかを意識できるように工夫した。このように手応えに関して視点をもって「か

かわる」段階を行うことで，子どもは自分の体験を根拠に予想を考えた。（図２３，２４） 

 また，実験後は，結果の整

理のために一覧表示を用いて

結果を整理し，その規則性を

とらえられるようにすること

ができ，言語活動モデルを活

用した段階的な指導を行った

ことで，てこのはたらきつい

て理解を深めることができた。 

 授業中の子どもの様子や記

録からも「かかわる」段階を

位置づけた指導過程の工夫に

 

 

 

 

 

 

 

 

出会う まとめる かかわる 見通す 考察・結論 観察，実験する 振り返る 

  事象と出会う 

  疑問をもつ 

一般化 情報収集 

疑問の焦点化 

予想・方法 

結果の見通し 

結果の確認 

考察，結論 

検証実験 

結果の整理 

「問題解決の指導過程」 ※１つの問題を解決するための流れ 

問題把握場面 問題解決場面 

新たな問題が生まれたときは，繰り返す。 

図２４ 図２３ 
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価値を感じることができた。 

  ② 具体的な方策２（言語活動モデルを活用した段階的な指導）について 

 

 ここで示しているのは，「てこのはたらき」につい

て「見通す」段階における言語活動モデル（図２５）

と実際の授業場面での言語活動の記録（図２６－１，

２）である。 

「かかわる」段階において，「出会う」段階での意

識を大切に，視点をもたせた上で子どもが「実用てこで重いものを持ち上げる」という活動を行った。 

 これによって実用てこの手応えの変化に興味・関心をもち，進んで調べていこうとする態度が高まって

いくように考えた。この「かかわる」活動において気がついた要因「支点，力点，作用点」や「手応えが

大きい，小さい」という科学言語を言語活動モデルの中で指導しつつ，科学的視点をもった思考へと導く

図２５ 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係付け 

対話① 

 

・「かかわる」段

階で明らかに

なったてこの

仕組みについ

て気付いたこ

とを確認する。 

 

・力点，作用点，

支点，手応えな

どの言葉を教

え，表現を整え

ていく。 

Ｔ：自分でてこを使ってみて，気付いたことを発

表しましょう。 

Ｃ：持つ場所を端にすると簡単に物を持ち上げる

ことができた。 

Ｃ：物を三角の所に近づけるとあまり力を使わず

に持ち上がる。 

Ｔ：みんなが，手で持って力を加えている場所の

ことを力点，物をつるしている場所のことを

作用点，三角の支えている場所を支点といい

ます。 

Ｃ：力点を支点に近づけると力が必要だった。 

Ｃ：作用点を支点から離すと重たくなった。 

Ｃ：棒を端っこに寄せて，長い方を持って，短い

方に物をかけると，一番力が必要なかった

よ。 

Ｔ：みんなが，「軽い」「小さな力」や「重い」「大

きな力」といっていることを「手応え」とい

う言葉を使って「手応えが小さい」「手応え

が大きい」とそろえよう。 

予想（個） 

 

 

 

 

 

 

 

予想（全） 

書く・

描く① 

 

 

 

 

 

 

対話② 

 

・事実を根拠に 

予想する。 

 事実を根拠に

力点，作用点，

支点と手応え

を関係付けて，

考えをまとめ

る。 

・予想を出し合 

 い話し合う。 

・実験方法を考

え，話し合う。 

Ｔ：力点や作用点の位置をどのように変えると，

小さな力で持ち上げることができるか書き

ましょう。 

Ｃ：力点を支点から遠ざけると持ち上げる手応え

が小さくなる。 

Ｃ：作用点を支点に近づけると持ち上げる手応え

が小さくなる。 

 

Ｔ：みんなが整理したことを（言葉，絵図を用い

て）発表しましょう。 

Ｃ：力点を支点から遠ざけると持ち上げる手応え

が小さくなると思います。 

Ｃ：作用点を支点に近づけると持ち上げる手応え

が小さくなると思います。 

Ｔ：２つの点を変えたらいいんだね。力点と作用

点を同時に変えていけばいいかな。 

Ｃ：２つを変えるのはいけないと思います。 

Ｃ：変えていいのは１つだけだと思います。 

 

学習活動と指導上の留意点、教師の主な発問 児童の発言と反応 

２ 安全の確認をしてから，班ごとにてこを用

いて活動する。  

○  実用てこと２０ｋｇ程度の重い物 

を準備する。  

○ 掲示資料を用いて，安全に関する指導

を行い，その後，かかわる活動の時間を

確保できるようにする。  

Ｔ：みんなで，実際にてこを使ってみましょう。 

  ただし，棒が重くて危ないので，次のルールを

守ってください。 

 

 

 

 

 

 

Ｔ：できそうですか？ 

  大切なことは，めあての「小さな力で」だ 

  からね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  てこを用いた活動で気付いたことを話し

合う。  

 ⑴ 「かかわる」段階の事実を確認する。  

        【対話①】 

○ 「見通す」段階の言語活動モデルを活

用し，子どもが自分の気づきと友達の気

づきの共通点を意識できるようにする。 

 

Ｔ：実際に活動してみて，分かったことを教えてく

ださい。 

  先生が，やったことは， 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ：実際の重さを体験するために，荷物を持ってみ

る。→重い・・・ 

 

Ｃ：普通に物よりも軽いけれど・・・ 

Ｃ：なんか、棒から落ちそう。つるす所を変えてみ

よう。 

 

 

 

 

 

 

Ｃ：あまり、軽くなった感じがしないよ。 

Ｃ：ものすごく重く感じる。全然小さな力じゃない！ 

Ｃ：ものすごく軽くなったよ。たぶん、片手でも持 

てる。 

Ｃ：どうしたら、小さな力で持ち上がるんだろうか。 

Ｃ：この位置なら、片手で上がる。 

Ｃ：指一本でもいける。 

Ｃ：すごいね、小さい力で持ち上がったよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ：この位置に物をつるすと、軽く感じました。 

学習活動と指導上の留意点、教師の主な発問 児童の発言と反応 

  先生が，やったことは， 

 

 

 

  これよりも軽い（小さい力）で持ち方は？ 

Ｔ：この方法で試した人は？ 

  手応えはどうでしたか？ 

Ｔ：他のやり方は，どうでしたか？ 

 

 

 

 

 

Ｔ：どうしたの？その微妙な反応・・・ 

 

 

 

Ｔ：今，みんなが発表してくれたものはどれも先生

が感じた手応えよりも軽い手応えでできたもの

だね。（「手ごたえが小さい」と記述） 

 

 ⑵ 事実確認したことをノートに整理して，

てこの働きについて自分の考えを書く。         

【書く・描く①】  

○ 関係する要因を整理し，科学言語を用

いてノートに考えを書くことができる

ようにする。  

Ｔ：てこの勉強をしていく中で，覚えてほしい言葉

があります。 

Ｔ：この言葉を使って，「どうすれば小さな手応えで

重い荷物を持ち上げることができるか」の予想

を書きましょう。 

 

 

 

 

 

 

(3) 自分の予想を出し合い，話し合う。  

Ｃ：この位置に物をつるすと、軽く感じました。 

 

 

 

 

Ｃ：はい（いくつかの班が挙手） 

Ｃ：軽く感じた。手応えが小さいと思った。 

Ｃ：この方法も軽くなりました。 

 

 

 

 

 

 

Ｃ：あまり、軽くなかったと思う。 

Ｃ：それよりも、こっちの方が軽かった。 

 

 

Ｃ：これだと、指一本でも大丈夫。 

Ｃ：めっちゃ，軽かったです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ：さっき、試した時みたいに力点は端にした方が 

いいと思う。 

Ｃ：作用点も変えた方がいいよね。 

 

 

 力を加える所，支える所，荷物をつるす所を

力点，支点，作用点ということ。手応えは「重

い」「軽い」ではなく，「大きい」「小さい」と

表現する。 

学習活動と指導上の留意点、教師の主な発問 児童の発言と反応 

 

(3) 自分の予想を出し合い，話し合う。  

 【対話②】 

○  てこの働きに関係する要因を意識 

して話し合いができるように，子どもの考

えを図を使って構造的に板書する。  

Ｔ：集まってください。「こうすれば，小さい力で重

い物を持ち上げられる」という予想を教えてく

ださい。 

 

 

Ｔ：みんなが教えてくれたものは，２つの変える所

が入っていて，何が原因になっているか分かり

にくいんだけれど・・・「こうしたらいい」とい

う方法はないかな。 

Ｔ：では，どれを変えて，どれを変えないようにし

たらいいのかな。 

 

 

 

 

Ｔ：この方法で変えないものは何？ 

Ｔ：他にはないかな？ 

 

 

 

Ｔ：この方法で変えないものは何？ 

 

Ｔ：支点を変えると，両方の支点からの距離が一緒

に変わってしまうよね？上の２つは，片方の距

離を固定しているから。この２つの方法で，実

験してみよう。 

４ 本時の学習を振り返り，次時の学習につい

て確認する。 

○ 本時の学習を通して，自分達の考えを出

し，考えをまとめていくことができたこと

を賞賛し，次時の実験への意欲をもてるよ

うにする。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ：力点を支点から一番遠くにして，作用点を支点

に近くするほど・・・持ち上げる力は小さくな

ると思う。 

Ｃ：作用点を支点に近づけて，力点を支点から離す

と手応えは小さくなる。 

Ｃ：とりあえず，１つずつ変えて，それ以外は変え

ずに実験したらいいよね？ 

Ｃ：３つとも試して，１つだけ軽くなったら，それ

が原因になるんじゃない？ 

 

Ｃ：１つの条件だけ変えて，他は変えない。 

 

Ｃ：力点だけを支点に近い所，中ぐらいの所，遠い

所にして試してみる。 

 

 

Ｃ：支点と作用点。 

Ｃ：作用点だけを支点に近い所，中ぐらいの所，遠

い所にして試してみる。 

 

 

Ｃ：支点と力点。 

 

 

 

学習活動と指導上の留意点、教師の主な発問 児童の発言と反応 

  先生が，やったことは， 

 

 

 

  これよりも軽い（小さい力）で持ち方は？ 

Ｔ：この方法で試した人は？ 

  手応えはどうでしたか？ 

Ｔ：他のやり方は，どうでしたか？ 

 

 

 

 

 

Ｔ：どうしたの？その微妙な反応・・・ 

 

 

 

Ｔ：今，みんなが発表してくれたものはどれも先生

が感じた手応えよりも軽い手応えでできたもの

だね。（「手ごたえが小さい」と記述） 

 

 ⑵ 事実確認したことをノートに整理して，

てこの働きについて自分の考えを書く。         

【書く・描く①】  

○ 関係する要因を整理し，科学言語を用

いてノートに考えを書くことができる

ようにする。  

Ｔ：てこの勉強をしていく中で，覚えてほしい言葉

があります。 

Ｔ：この言葉を使って，「どうすれば小さな手応えで

重い荷物を持ち上げることができるか」の予想

を書きましょう。 

 

 

 

 

 

 

(3) 自分の予想を出し合い，話し合う。  

Ｃ：この位置に物をつるすと、軽く感じました。 

 

 

 

 

Ｃ：はい（いくつかの班が挙手） 

Ｃ：軽く感じた。手応えが小さいと思った。 

Ｃ：この方法も軽くなりました。 

 

 

 

 

 

 

Ｃ：あまり、軽くなかったと思う。 

Ｃ：それよりも、こっちの方が軽かった。 

 

 

Ｃ：これだと、指一本でも大丈夫。 

Ｃ：めっちゃ，軽かったです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ：さっき、試した時みたいに力点は端にした方が 

いいと思う。 

Ｃ：作用点も変えた方がいいよね。 

 

 

 力を加える所，支える所，荷物をつるす所を

力点，支点，作用点ということ。手応えは「重

い」「軽い」ではなく，「大きい」「小さい」と

表現する。 

図２６－２ 

図２６－１ 
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ことができた。 

以上のように，言語活動モデルは，子どもの思考の流れを踏まえ，どのように発問するのかが明確なの

で，確実に子どもの思考を体験した疑問を問題へと高め，予想をつくり上げることができた。 

 このことから，「見通す」段階の言語活動モデルは，子どもの見方や考え方を深めることに非常に有効で

あったと考えられる。 

 

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２つの具体的方策の有効性について

述べてきた。ここでは，具体的な方策のために各学年が取り組んだ手だてやその様子，そしてそれら全て

の方策や手だての結果として，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」「科学する力」が育ったか  

 本校では，「科学する心」とは「知的好奇心」であるととらえ，それは「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である」と考えている。また，「科学する力」とは「科学的な見方や

考え方」であるととらえ，それは「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」と考えている。このことから，各学年の子どもの様子や授

業中の発言，ノート記述などを振り返ると子どもの「科学する心の育ち」「科学する力の育ち」を見とるこ

とができた。 

 まず，３年生「風やゴムでものをうごかそう」では，子どものノートに次のような記述が見られた。 

 ３年生の子どもの振り返り（図２７），では，「（ゴムを）もっ

とのばしてもっと遠くに進ませてみたいです」とある。 

 これは，車の進む距離が，伸ばしたゴムの戻ろうとする力に

よって決まることを学び，さらに車を遠く進めるためには，「ゴ

ムをもっと伸ばしたい」と科学的な見方を高めた上で，知的好

奇心を育てている姿だと考えることができる。 

 同じ３年生の振り返り（図２８）においても，「ゴムの数を増

やすともっととぶ（進む）と思う」とある。 

 これは，ゴムの力で車が進むことを理解した上で，「ゴムの数を増やせば，もっと車が進むのではないか」

というゴムの力に対する生活経験（ゴムの本数を増やすと力が強くなる）を基にしての知的好奇心が高ま

ってきた姿が表れたものである。 

 また，「かかわる」段階において，ゾーンに入れることだけに必死になっていた子どもに対して，「どの

ようにゴムを引くとどうなったのか」「次にはどうすれば入ると思うか」といったゴムの引き方に視点を当

てた個への手立てにより，意識してゴムを引くようになった。また，一度ゾーンに入り，安堵している子

どもには，「いつでも何回でも入るコツを教えて？」という声かけに，さらなる意欲をもち，ゴムの伸びの

定量化・数値化へと向かわせることができた。このような姿から科学的な見方や考え方の育ちを見とるこ

とができた。 

 次に，４年生については，「電池のはたら

き」の学習の後半，並列つなぎ良さを考え

る場面で，その持続力に驚いた子どもは，

直列つなぎと並列つなぎについて右のよう

 
基本の回路 

（電池１つ） 

直列つなぎ 

（電池２つ） 

並列つなぎ 

（電池２つ） 

電流量 基準 ２倍の量 同じ量 

持続力 基準 同じ？ ２倍の時間？ 

図２７ 

図２８ 

図２９ 
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な考え（図２９）をもち，「科学する心と力」にあふれた発想を見せた。それは，「並列つなぎは，本当は

どのくらい長持ちするのか？」という問題であった。ただ，「長持ち」というだけではなく，「どのくらい」

という問題を持ち，追究していこうとする姿であった。 

 検証実験を行った結果は，右の通り（図３０）である。 

 この結果から，子どもは，「直列つなぎは，電流の大きさ

は２倍になるが，持続時間は半分くらいになる」また，「並

列つなぎは，電流の大きさは変わらないが，持続時間は２

倍くらいになる」ということを学び，ＥＳＤの視点をもち，

電気を適切に使えるように使う目的に応じてつなぎ方を変

えることの大切さを実感していた。これらのことから科学

的な見方や考え方の育ちを感じることができた。 

 次に，５年生「生命のつながり（５）植物

の実や種子のでき方」においては，ワークシ

ートを活用して学習を進めた（図３１）。 

この学習において，始め人間やメダカと比

較し，「同じようにオス･メスはある。」と考え

ていたが，学習が進むにつれ，他の子どもの

考えに触れ「なぞは増えるばかりだ」と悩む

場面も見られた。最終的にはおしべとめしべ

という動物とは少し違う仕組みに気付き，「調

べてみると，おしべとめしべが１つの花にい

っしょにあってびっくりしました。」と述べている。スイカやヒョウタンのように雌雄が別の花もあるが，

「受粉をすれば実や種ができることは絶対とわかりました。」「予想と違っていたけど，詳しく分かり楽し

くなりました」とまとめている。また，花の比較から，雄花・雌花の区別はないことを捉えたり，花の根

本がだんだん膨らんで実や種子になることを推論したりすることができた。また，おしべ，めしべ，花粉

などについての詳しい観察を通して，受粉の仕組みにも目が向いてきた。顕微鏡を使っておしべやめしべ，

花粉などを詳しく観察する際には，自分で撮った写真を示しながら，アサガオの「自家受粉」という優れ

た仕組みに気付き，その巧みさから，植物が子孫を残すための知恵や生命の神秘を感じ取ることもできた。 

以上のことから，「科学する心と力の育ち」を見とることができ，５年生の指導においては，「出会う」

「かかわる」段階の有効性と言語活動モデルを活用した段階的な指導が有効であると考えられた。 

 最後に，６年生「てこのはたらき」においては，「かかわる」段階において，子どもが，てこの手応えが

変わる要因についてそれぞれに視点をもちながら活動した。そこ

で生まれた疑問を問題へと高めていったが，その言語活動の中で，

常に意識されたことは体験したことに対する驚きである。 

 検証実験後の子どもの感想（図３２）には，「てこは，支点や力

点，作用点の場所を変えるだけで，とても小さな力で物を持ち上

げられてとてもおどろいた」とある。また，てこの働きに驚き，

「生活に役立てたい」という思いをもつようになった。 

  感想（図３３）には，実験用てこの検証実験後，実用てこで

感じていた自分の疑問が解決した喜びが感じられ，さらに感想（図３４）には，導入前に用いた防災学習

図３０ 

図３１ 

図３２ 
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での災害レスキュー隊の活動にまで立ち戻って，学習内容に価

値を見いだすことができている。 

 このように，指導過程の工夫を行い，「出会う」「かかわる」

段階を設定し，何を事象提示するのかを十分に考え，かかわる

際の視点を子どもがもてるように支援を行うことや言語活動モ

デルを活用し，子どもの疑問を問題へと高め，問題解決を図っ

ていくことで，子ども達の感想などに「科学する心と力」の育

ちを感じることができる。 

 以上のことから，それぞれの学年において，子どもが，知的好奇心と科

学的な見方や考え方に支えられた問題解決を行っていると考えられる。そ

れは，「出会う」「かかわる」段階を経て知的好奇心を喚起され，学習を

進める中で，自然現象に対する素朴概念が，科学的な見方や考え方として

磨き上げられていくことからも明らかとなった。 

 ⑵ 研究の成果 

 以上のことから，本研究の具体的方策１及び２は，子どもの科学する心と力を育てることに効果的な手

立てであることが実証された。 

 特に，昨年度から取り組んでいる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，レディネスをそろえることや自然事象への興味・関心を

高めることにも有効であった。そして，この指導過程の工夫は，これまでの本校の研究の柱である言語活

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。 

 ⑶ 今後の課題 

 ここまで本研究の有効性を述べてきたが，さらに充実した研究にしていくためには，以下の課題を解決

していかなければならない。 

 課題の１つ目は，「出会う」段階において，子どもへの「何」を事象提示として行うかということであ

る。昨年度から取り組む中で，子どもの実態に応じた事象提示，「科学する心」をかき立てる事象提示の

工夫は，今後も研究していかなければならない。 

 課題の２つ目は，「かかわる」段階において，子どもに事象と「どのように」かかわらせていくかとい

うことである。これも昨年度からの課題であるが，子どもがどのように「かかわる」ことで，それぞれに

疑問をもち，問題への高めることができるのか，更なる研究が必要である。 

 課題の３つ目は，子どもの主体的・協働的な学びが深まれば深まるほど，必要になってくる言語活動モ

デルの具体化である。子どもが一人一人の学習を深める中，その子どもに応じた指導が必要になる。そこ

には，言語活動モデルの更なる具体化が必要となり，そのためには，子どもの見取り（評価）が必ず必要

である。基本となる現在の言語活動モデルを大切にしながら，学年に応じた，また単元に応じた言語活動

の充実が必要となっている。 

 今後は，以上の３つの課題を解決するべく，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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