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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 

～言語活動モデルを活用した指導と評価の一体化を通して～ 

 

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、思考力、言語活動モデル、 

       単元構成や事象提示、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法の研究の、総まとめとなるも

のである。本研究では、「知的好奇心を喚起し、科学的な見方や考え方を深める単

元構成や事象提示の工夫」、「思考の高まりをねらう言語活動モデルを活用した段

階的な指導」、「子どもの思考の状況を的確に見取るための評価計画とそれを基に

個に応じた指導」を具体的方策として、授業実践に取り組んできた。その結果、

昨年度までに、中学年においては、＜結果＞と＜考察＞を分けて考えられるよう

になることが大切であり、それができるようになるための手立てをモデル化した

「言語活動モデル」の有効性が明らかになった。そこで、本年度は、予想や仮説

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、高学年の言語活動モ

デルを改良して実践研究に取り組んだ。 

 その結果、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り、５・６年生の言語活動モデルが有効であることが

わかった。さらに、予想の根拠と照らして考察するためには、妥当性のある根拠

をもった予想を立てられるようにする必要があり、そのためには、単元導入時の

共通体験や各時間の事象提示の工夫が大切である。また、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。 

 学年の発達段階に合わせた言語活動モデルは、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。今後は、言語活動モデルを活用した授

業実践を積み重ねながら、判断の基準の妥当性について研究を深めたい。 
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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，「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とは，「これまでの経験をもとに，その子なりの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，再現性，客観性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。即ち，科学的な見方や考え方が高まった姿とは，「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。 

 

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，学習指導要領では，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
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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」「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法の研究という意味にお

いて，意義深い。 

 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（具体的方策２参照）である。

このモデルでは，結果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】の３つのステップに分け，そのステップに応じて「視覚化」（結果の一覧掲示，構造的な板書

等），「言語化」（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を強化）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］を各ステップに位置付けている。特に，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。昨年度，各学年の［書く・描く活動］の内容について，細かく検証を行った結果，学年の発

達段階に応じたより効果的な言語活動のあり方について，次のようなことが明らかになった。 

・ 中学年では，＜結果＞と＜考察＞を分けて考えることができるようにすることが大切である。 

・ そのために，まず，理科を始めたばかりの３年生前期では，［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で何をすればよいのかを理解させる。次に，３年

生後期から４年生では，＜結果＞までを自力で行ったり，＜考察＞までを自力で行ったりという

ように，段階的な指導を行うことが有効である。  

・ 高学年では，予想や仮説と照らして考察を考えることが思考を高めるようだ。 

 また，課題として，次のようなことが残った。 

 ・ 予想や仮説と照らして自分の考えを書くことの有効性の検証 

 そこで，本年度は，これまで本校が取り組んできた３つの方策（次ページ仮説実証のための具体的

方策参照）の他単元での有効性の検証と，５・６年生の言語活動モデルにおける予想や仮説と照らし

て自分の考えを書くことの有効性ついて研究を深めたい。 

 

３ 研究のめざすもの 

 ⑴ 研究の目的 

これまでの研究によって明らかになった言語活動モデルを活用した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

もった子どもを育成す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 

 

 

 

 

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，見通しをもって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 
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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，科学的 

な見方や考え方を深める単元構 

成や事象提示の工夫 

子どもの心に働きかけ，知的好奇心 

に支えられた問題解決を通して，子ど 

もの素朴概念を科学的な見方や考え方 

へと深めることができるように，子ど 

もの思いや願いと知的認識の深まりを 

重視した単元構成の工夫を行う。 

            （図表１） 

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 

  

 

 

  Ａ 中学年言語活動モデル 

図表２は入門期（３年生前期）の言語 

活動モデルである。３年生の言語活動モ 

デルでは，【事実確認の対話】，【関係 

付けの対話】，【意味付けの対話】を行 

った後，その対話をもとに［書く・描く 

活動］（［書く・描く活動①，②，③］） 

を行うように計画している。入門期では， 

問題解決の学び方の導入として，＜結果＞ 

→＜考察＞→＜まとめ＞の学習過程や， 

それぞれの段階で何をするのかについて， 

理解を図るためである。 

それに対して，３（３年生後期）・４年 

生の言語活動モデル（図表３）では，［書く・描く活動①］において，子どもの実態に応じて，＜結

果＞（実験・観察の記録，結果を言葉で表す）までを自力で行ったり，＜考察＞（事実と事実を関係

付けて書く）までを自力で行ったりというような，段階的な指導を行う。その後，それをもとに【事

実確認の対話】，【関係付けの対話】を行うようにし，問題解決の学び方の定着を図る。［書く・描

く活動②］では，キーワードを確認して科学言語への変換を図るようにし，思考の高まりをねらう。 

 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，単元構成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高め，科学する心と力が育つであろう。 

子どもの素朴概念や既習経験による予想や仮説を，科学的な見方や考え方に変容させる（思考を深

める）ために，結果からまとめに至る過程において，学年の発達段階や子どもの実態に応じた言語活

動モデルを活用して言語活動プランを作成し，段階的な指導にあたる。 

 

図表２ 

 

図表１ 
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  Ｂ 高学年言語活動モデル 

 高学年の言語活動モデル（図表４）は， 

自分なりの問題解決を可能にし，子ども 

の主体的な問題解決や，思考の深まりを 

促すことができるように，＜結果＞＜考 

察＞までの段階をひとつながりの学習活 

動としてとらえ，子どもの実態に合わせ 

て，柔軟な対話ができるようにする。 

＜考察＞では，実験・観察の結果をも 

とに，自分の予想や仮説と照らして考え 

ることができるようにすることをねらう。 

そこで［書く・描く活動①］では，「予 

想と同じで・・・。だから，（既有経験 

や事象提示）が・・・なったと考えられ 

る。」（確証）「予想とちがって・・・。 

予想とちがう結果になったのは・・・と 

考えられる。」（反証）のような書き方 

のモデルを提示し，予想の根拠とした事 

象についての検証をするように指導する。 

 ⑶ 具体的方策３： 

子どもの思考の高まりを見取る判 

  断の基準と個に応じた指導の手立て 

  等の評価計画 

言語活動モデルは，学年ごとにモデル 

を提示しているが，学年に固定するもの 

ではなく，それぞれの子どもの実態に合 

わせて，段階的に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。 

図表５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 

た指導を行う。 また子どもの自己評価と 

して，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，単元を通じての振り返りを

１枚の評価用紙に記入できる「１枚ポートフォリオ」を活用する。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支援を行うようにする。 

図表５ 

 

【子どもの思考の高まりを見取る判断の基準】 

 

図表３ 

 

図表４ 
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６ 研究の実際と考察 

 本年度は，３年生「じしゃくのふしぎをしらべよう」，４年生「ものの温度と体積」，５年生「ふり

この動き」，６年生「水溶液の性質」の単元において実践研究を行った。（実践の指導案については別

添資料参照） 

 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  

 子どもが，磁石 

の性質や働きにつ 

いての見方や考え 

方を深めることが 

できるように「磁 

石の（不思議さ） 

特性を調べよう」 

という思いを核と 

し，磁石のもつ様 

々な特性を追究し 

ていくように学習 

を計画した。特に 

問題把握の段階で 

は，アルニコ磁石 

を使用し，一人一 

人が自由に何度も試行することにより，「磁石が引き付けられる物，引き付けられない物」「極の存 

在」「磁力」「磁化作用」などの磁石の特性に興味・関心をもつことができるようにした。（図表６） 

  ② 具体的方策２   

 本時は，磁化作用を確かめる場面である。図表７は本時に計画した言語活動プランと使用した学習

ノートである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表８は，本時の授業の様子である。言語活動プランがどのように活用されているかについて検証

する。 

  

  
  

【本時の学習ノート】 

 

 

本時 図表６ 

 

 図表７ 
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 本単元は１０月実践であ 

ったため， 入門期の言語 

活動モデルに基づいて計画 

したが，本時は，単元の後 

半であったため，＜結果＞ 

については，まず自力で書 

いてから（Ｔ４）【事実確 

認の対話】（Ｃ３～Ｃ５） 

を行っている。その後，関 

係付けを問う発問（Ｔ６） 

により，【関係付けの対話】 

（Ｃ６～Ｃ８）が行われた。 

対話により，実験の事実と 

磁石の性質（既習学習）を 

関係付ける発言（Ｃ７，Ｃ 

８）を引き出すことができ 

た。そこで，学級全員の思 

考を高めるため，［書く・描 

く活動②］を設定した。そ 

の際，考察を書くことに対 

する抵抗感をもつ子どもへ 

の指導として，「予想と○○ 

で」「だから」「きっと」等の 

言葉を提示した。（Ｔ７）そ 

の結果，Ｃ９「方位磁針に 

くっついた。だから，鉄釘は 

磁石と同じ仲間だと思いま 

した。」等の考察に至ること 

ができた。さらに，意味付 

けを問う発問（Ｔ８）によ 

りＣ１３「大きくても，鉄 

だから磁石になると思いま 

す。」等，一般化を図るこ 

とができた。 

 以上のことから，入門期 

の言語活動モデルは，理科 

を始めたばかりの子どもた 

ちが＜結果＞と＜考察＞を 

分けて考え思考を高めるた 

めに有効であったと考える。 

 

図表９ 【子どもの思考の高まりを見取る判断の基準（第３次第１時）】 

 

図表８ 
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③ 具体的方策３  

 図表９は，本時の科学的な思考・表現の評価のための 

判断の基準である。 

 図表１０のＴ児は，＜結果＞には，「アルニコじしゃく 

につけたあとの鉄くぎは，ほかのくぎをつけると，少し 

のあいだついた。」「さてつに鉄くぎを入れると少しだけ 

ついた。」等，実験中に起きた事実を記述している。また， 

＜考察＞には，「予想はあたった。くぎは，じしゃくにな 

る。じしゃくパワーがくぎまで入りこんだ。」と記述して 

おり，＜結果＞と＜考察＞を分けて書くことができてい 

る。さらに，「じしゃくパワーが入りこんだ。」という表現からは，見えな 

い磁力を捉えている様子が伺える。 児は，Ａと判定できる。 

一方，＜結果＞に「じしゃくパワーが鉄くぎにうつって，じしゃくになっ 

てくっついた。」「じしゃくパワーがくぎにうつって少しまわった。」等の記 

述も多く見られた。このような＜結果＞と＜考察＞を分けて書くことができ 

ていない子どもたちには，［書く・描く活動②］において，「『くっついた』 

『まわった』が実験の結果だね。だから，アルニコじしゃくにつけた鉄くぎは，じしゃくになったと

考えたんだね。『くっついた』『まわった』は＜結果＞に書こうね。『じしゃくになった』は＜考察＞

に書きましょう。」と個別指導を行った。図表９の判断の基準を，事前につくっておくことで，支援

が必要な子どもを見取り，個別に指導をすることが容易になった。 

 ⑵ 実践２－４年生 単元「ものの温度と体積」 

① 具体的方策１（図表１１） 

子どもが追究意欲を高め，温度変化と 

空気，水及び金属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 

ることができるように，「空気を温める 

と外から力を加えなくても栓が飛んだ。 

栓が飛ぶのはなぜだろう。」「空気を入 

れたり出したりしていないのに，膨れた 

りへこんだりするのはなぜだろう。」と 

いう子どもの驚きや不思議を核とし，空 

気，水及び金属の温度による体積変化を 

定量的に調べるという流れで学習を展開した。まず，導入では「ペットボトルのゴム栓が飛んだ」と

いう事象から，子どもたちが見えない空気の存在に意識を向け，空気の変化に気付くことができるよ

うにした。さらに，栓をしたペットボトルを温めたり冷やしたりする活動を取り上げることにより，

その体積変化を体感できるようにし，子どもたちの問題意識が温度変化によるものであることに焦点

化されていくようにした。問題追究の段階では，体積変化の大きい空気，水，金属の順に学習を展開

する。空気と水の体積変化の実験では細いプラスチック管を使用し，空気の体積変化と水の体積変化

を同じ器具で，比較して確かめることができるようにした。水の体積変化においては，赤く着色した

 

図表 10 

 

結果 

考察 

【Ｔ児の学習ノート】 

 

 図表 11 
本時 
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水を使用することで，子どもに「温度計」を連想させやすくしておき，生活化へとつなげていった。 

 図表１２は，問題追究の段階で行った事象提示の具体と子どもの反応をまとめたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この事象提示の工夫により，子どもたちは変化の少ない水までもはっきりととらえることができた。

同じ実験器具を使用したことにより，空気と水の性質の違いもはっきりととらえていることが分かる

（図表１２①）。空気を閉じこめるために，赤い印（赤い色の付いた寒天）を使ったことで，管の中

をスムーズに動き，また，視覚的にもとらえやすくなった。子どもたちにもその動きが，体積変化と

結び付き理解を深める事へとつながった（図表１２②）。水の体積実験においても，赤い色の水を使

ったことにより視覚的にとらえやすく，一見して温度計を連想させたことで，生活化へとつなぐこと

ができた（図表１２③）。以上のことから，問題追及段階での事象提示は有効であったと考える。 

② 具体的方策２   

 本時は，温めたり冷やしたりした時の水の体積変化を確かめる場面である。図表１３は本時に計画

した言語活動プランと使用した学習ノート，図表１４は本時の様子である。 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本時 学習ノート】 

  

 図表 13 

 

 図表 12 
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本時は，３（３年生後期）・ 

４年生の言語活動モデルに基 

づいて計画している。本単元 

は，１１月実践であったため， 

［書く・描く活動①］では， 

実験結果の記録，結果を言葉 

で表す，考察までを書くよう 

に指示をしている。（Ｔ１） 

その後，事実を問う発問（Ｔ 

２），【事実の確認の対話】が 

なされている。図表１２で述 

べたように，実験器具や一覧 

表示のよさから，実験データ 

のばらつきが少なく，どの子 

にも結果を共有することがで 

きた。次に，思考のステップ 

を高めるため，Ｔ３「水は温 

めたり冷やしたりすると体積 

はどのように変わったと言え 

ますか」という，温度と体積 

の関係を問う発問がなされ， 

【関係付けの対話】（Ｃ５～ 

Ｃ10）が行われている。その 

結果，「赤い水が上がった」は 

「水の体積がふえ」に，「赤い 

水が下がった」は，「体積がへ 

った」に変換され「水は温ま 

ると体積がふえ，冷やすと体 

積がへった。」という考察を 

見ることができた。さらに， 

Ｔ５「空気のときと比べて， 

どうですか。」と問うことによ 

り，【意味付けの対話】（Ｃ11 

～Ｃ15）へと発展し，子ども 

たちは，水と空気の温度に対 

する性質の同じところや違う 

ところ考えることができた。 

このような思考の高まりを見 

ることができたことから,  

３・４年の言語活動モデルは有効であると考える。 

 

 図表 14 

図表 15 

 

 

【子どもの思考の高まりを見取る判断の基準（第３次第１時）】 
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  ③ 具体的方策３ 

 ［書く・描く活動②］においては，図表１５の判断の基準 

を基に，子どもの見取りを行った。 

図表１６のＴ児のように，＜結果＞と＜考察＞を分けて 

記述している子どもは，７５％であった。＜考察＞において 

「温めると上がって，冷やすと下がった。」と記述していた 

Ｉ児（図表１７）には，「上がったということは，水の体積 

がどうなったのか」と問いかけた。 

３年生の実践と同様，事前に判断の基準を考えておくこと 

で，子どもの見取りが容易となり，適切な指導をすることが 

できた。子どもの思考の高まりを見取る判断の基準の設定は 

科学する力を育むための有効な手立てであると考える。 

 ⑶ 実践３－５年生 単元「ふりこの動き」 

  ① 具体的方策１ 

 子どもが，物の変化の規則性 

についての見方・考え方を深め 

ることができるように，「振り 

子の１往復する時間は，何によ 

って変わるのだろう。」という 

子どもの思いを核として，振り 

子の運動の規則性について見い 

出した問題を計画的に追究して 

いくように学習を展開した。 

 具体的には，問題把握の段階 

では，登り綱に乗ってゆれたり， 

振り子をゆらしたりして，その 

動きに興味・関心をもち，学習 

問題を立てることができるよう 

にした。問題追究の段階では， 

子どもが調べたい課題（振れ幅 

・おもりの重さ・振り子の長さ） 

について，条件を制御して調べ 

る活動を通して，振り子の運動 

の規則性をとらえ，振り子の運 

動の規則性についての見方や考 

え方をもつことができるように 

した。生活化の段階では，振り 

子の性質を利用したおもちゃづくりを通して，振り子の運動の規則性を生かした物について，興味・

関心をさらに広げていくようにした。（図表１８） 

 図表１９は，導入時の事象提示に対する振り返りや問題追究段階の振り返りをまとめたものである。 

図表 16 

 

【Ｔ児の学習ノート】 

 

図表 17 

 

【Ｉ児の学習ノート】 

 

図表 19 【単元展開や事象提示の工夫と子どもの振り返り】 

 

 

本時 
図表 18 
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単元の導入にあたっては，振り子の動きに規則性があるのではないかと，子ども自身が発見し，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。一次１時は，登り綱の長さや振れ幅が変

わるように場の設定を工夫し，自由に乗って揺れることができるようにし，１往復競争をしたことで，

振り子の動きに規則性がありそうだという気づきをもつことができた。一次２時は，振り子の重さ・

振り子の長さを自由に選ばせて振り子を作らせたことで，１時で感じたことを確かめようと，意欲を

もって活動することができた。しかし，はっきりとはわからなかったので，早く本当のことを知りた

いという追究意欲を次時につなげることができた。 

問題追究段階においても，知的好奇心の高揚を表す記述が数多く見られた。「私の予想と同じでふ

りこの長さが短いと１往復する時間が速くなった。次はふれはばが変わると１往復の時間が変わるのかの

実験をするので，とても楽しみだ。」，「今日は，また新たな発見をした。それは，ふりこの１往復する時間

にふれはばは関係ないということだ。予想がはずれたけれど，びっくりするしくみが分かったので，楽し

かった。」等の記述からは，根拠をもった予想をしっかりもって実験に取り組み，振り子が１往復する時間

の要因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，振り子の運動

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

  ② 具体的方策２ 

 図表２０は，５・６年生の 

言語活動モデルに基づいて計 

画した本時の言語活動プラン 

である。４年生のプランと同 

様，［書く・描く活動①］に 

おいて＜結果＞と＜考察＞を 

書くが，５・６年生では特に， 

予想と照らして自分の考えを 

書くことに力点を置いていく。 

 図表２１の授業の様子を見 

ると，Ｔ２「結果を発表しま 

しょう。」という＜事実＞を問 

う発問に続き，Ｃ３，Ｃ４が 

１往復する時間は同じだった 

という事実を発表している。 

その後，関係付けを問う発問 

Ｔ３「振り子の１往復する時 

間とおもりの重さとの関係は 

どう言えますか。」により， 

Ｃ５「つまり１往復する時間 

は重さと関係なかった。」と 

いう発言となった。そこでＴ 

４「みんな振り子の１往復す 

る時間とおもりの重さは関係 

があると予想したのにね。ど 

① 
図表１ 

② 

 
 

図表 20 

 

 

図表 21 
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うしてでしょう。考察を発表 

しましょう。」と問うことによ 

り，予想と照らした考察の対 

話へと進んでいる。予想と照 

らした考察についての対話 

（Ｃ６～Ｃ８）をみると，予 

想と違った理由を吟味し，Ｃ 

８「変える条件が１つではな 

かったからです。」と思考を 

高めていることがわかる。 

 以上のことから，予想と照 

らして考察を書くようにした 

５・６年生の言語活動モデル 

は効果的であると考える。 

  ③ 具体的方策３ 

［書く・描く活動①］にお 

いて， 「ふりこが１往復する 

時間は変わらない。」と記述 

していたＭ児に対しては，図 

表２２をもとに助言した。そ 

の結果，Ｍ児は「予想とちが 

って、重い方も軽い方も１往 

復する時間は変わらない。と 

いうことは，ふりこはおもり 

の重さによって１往復する時 

間は変わらない。」と書いて 

いる。 

 図表２３はⅠ児の考察であ 

る。Ⅰ児は「予想と違って１ 

往復する時間は同じだった。 

その理由はきっと，ブランコ 

のときに，こいだから勢いが 

ついて，速くなったと思う。」 

と書いている。Ⅰ児の予想では，「お兄ちゃんと二人で 

ブランコに乗った時は速くて，一人で乗ったとき遅かっ 

た。だから，おもりが重い方が速い。」と書いている。 

考察の段階で結果と予想を照らし合わせて考え，重さに 

よって１往復する時間が違うと予想したことの誤りを自 

分なりに考え，事象の要因について考え直していること 

が分かる。（反証） 

図表 23 

 

 

 

【子どもの思考の高まりを見取る判断の基準（第２次第４時）】 図表 22 

 

 

【Ｉ児の学習ノート＜考察＞】 
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このように実験結果の予想だけではなく，予想の根拠となる考えについても検証している子どもは

４０％であった。まだ，半数以下の子どもたちしか定着していないが，高学年の言語活動モデルの＜

書く・描く活動①＞における「予想や仮説と照らして自分の考えを書く （確証・反証…仮説）」を

継続的に行っていくことにより，６年生において，子どもたちへの定着が期待できるものと考える。 

 ⑷ 実践４－６年生 単元「水溶液の性質」 

  ① 具体的方策１ 

 子どもが，水溶液の性質や働 

きについての見方や考え方を深 

めることができるように，「い 

ろいろな水溶液の性質や働きを 

知りたい」という思いを核とし， 

第５学年「物の溶け方」の学習 

を生かして推論し，水溶液の性 

質や働きへと追究が深まるよう 

に学習を展開した。（図表２４） 

具体的には，問題把握におい 

ては，身近な水溶液の中でも， 

液性が明記してある洗剤を取り 

上げ，その品質表示から気付い 

たことや疑問点を話し合うことにより，「液性」「危険性」「金属を変化させる」等に関心をもつことが

できるようにした。また，５種類の透明な水溶液を区別する活動を仕組み，「何が溶けているのか」「区

別する方法はないのか」等の問題をもつことができるようにした。図表２５は，導入時に提示した事象提

示の具体と，その時間の終わりに 

書いた１枚ポートフォリオに見ら 

れた子どもの記述である。子ども 

が，「液性」，「何が溶けている 

のか」，「金属との反応」等につ 

いて問題をもち，追究意欲を高め 

ていることがわかる。特に，品質 

表示の表記から，「金属を溶かす 

のか」ではなく，「金属を変化さ 

せるのか」という問題をもつこと 

ができたことにより図表２４⑦⑧ 

時に「金属を溶かし，変化させる」 

という科学的な見方・考え方へと 

向かう追究に高めることができた。（授業の具体は，図表２７参照） 

「金属を変化させるのか」（図表２４の⑦⑧⑨））では，食塩水から食塩が析出することと比較したり，

食塩が水に溶ける様子と比較したりする手立てをとることにより，「物の溶け方」の学習を生かして推論

できるようにした。図表２６は⑦時の事象提示の具体と，その結果，子どもが立てた⑧時の予想である。 

大量の泡を発生し，発熱しながら塩酸に溶けていくアルミニウムを観察し，Ｒ児は「塩酸にアルミニ 

 

図表 24 

 

 

本時 

 図表 25 
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ウムを溶かしたら，あんなにかた 

いアルミニウムが溶けてなくなっ 

たからびっくりした。」と振り返り 

に書いている。にもかかわらず，  

「塩酸はアルミニウムを変化させ 

ない」と予想した子どもが１８人 

もいたのは，アルミニウム片が小 

さなアルミニウムの粒になって溶 

けている映像（双眼実態顕微鏡写 

真４０枚をフォトムービーで編集） 

を提示した成果であると考える。 

「食塩と同じで小さな粒になって 

見えなくなったから。」，「水溶液の 

中に，すごく小さくアルミニウムが入っているので，蒸発させるとまとまってアルミニウムが出てく

る。」等の予想の根拠に表れているように，「物の溶け方」の学習を生かして考えていることがわかる。 

 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することにより，子どもは知的

好奇心を高揚させるとともに，思考を高めることができた。ここでの共通体験や事象提示が，追究段

階での予想の根拠となり，子どもが思考を高めている様子について具体的方策２の中で明らかにする。 

  ② 具体的方策２ 

 図表２７は，５・６年生の 

言語活動モデルに基づいて計 

画した本時の言語活動プラン 

である。５年生と同様，［書 

く・描く活動①］において， 

予想と照らして書くことがで 

きるようになることをねらう。 

 図表２８の授業の様子を基 

に，言語活動モデルの有効性 

と子どもの思考の高まりを検 

証する。 

 本時は，析出物が塩酸に溶 

けたかどうかについて結果の 

ばらつきがあったため，考察 

を書き終わってない途中の段 

階で対話を行った。 

まず，Ｔ２「結果を発表し 

ましょう。」に続き，【事実の 

確認の対話】（Ｃ３～Ｃ６） 

が行われている。その後，Ｔ 

６「ということは？」という 

 

 図表 26 

 

 図表 27 

 

 図表 28 
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考察を問う発問を行った結果， 

Ｃ「（析出物は）アルミニウ 

ムではない。」「塩酸はアルミ 

ニウムを変化させた。」とい 

う考察を引き出した。（【関係 

付けの対話】）そこで，Ｔ９ 

「予想と照らして考察を書き 

ましょう。」と指示を出し， 

［書く・描く活動］を設定し 

た。その結果，Ｃ９～Ｃ１４ 

のような発言に結びついた。 

Ｃ９は，導入段階の事象提示 

で扱った洗剤の品質表示中の 

「金属を変色させる」という 

表記と結んで考察している。 

前時の事象提示から「食塩が 

水に溶けるのと同じ」と予想 

したＣ１３，Ｃ１４は，アル 

ミニウムが塩酸に溶ける現象 

は，食塩が水に溶ける状態変 

化とは違う，化学変化である 

ことに気づいている。特に， 

Ｃ１３は「食塩は水に溶かし 

ていたけれど，力の強い塩酸 

に溶かしたから，アルミニウ 

ムも変化した。」と溶質の違 

いに気づき，「水溶液には， 

金属を変化させるものがある 

こと。」を実感を伴って理解 

している。 

 このように，予想と照らして考察を書くことにより，子どもたちは，同じ実験をしていながらも，

「自分の予想の根拠を確かめるために，見通しをもって実験し，得た結果を基に自分の考えをまとめ

る」という問題解決の学びをしながら，思考を高めていった。 

図表２９は，Ｋ児の考察の記述である。予想と照らして 

書くことはできていないが，＜結果＞と＜考察＞を分けて 

書くことはできている。６年生の１１月段階では＜結果＞ 

と＜考察＞を分けて書くことについては，どの時間も，ほ 

ぼ１００％の子どもたちができる。図表３０は，＜結果＞ 

と＜考察＞を分けて書ける子どもの割合が，学年を追って 

どのように変化するかを表している。５年生では８割を越えていることがわかる。 

 

図表 29 

 

【Ｋ児の学習ノート＜考察＞】 
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 一方，予想の根拠と結んで考察を書いている子どもの割 

合（図表３１）は，４年生では１割程度であり，「予想の 

根拠と結んで考察を書く」ことをねらいとするのは，５年 

生になってからが妥当であると考える。 

 以上のことから，[書く・描く活動①]で予想（予想の根 

拠）と照らして考察を書くように計画する５・６年生の言 

語活動モデルは，子どもの思考を高めるという意味におい 

て，効果的であると言える。 

 ところが，予想の根拠を考察する時，図表２８のＣ 

１１のように，本時の実験では正しい解とならない場合 

が生じる。Ｃ１１の子どもは，塩酸に入れたアルミニウ 

ム片から盛んに気体が発生している事実から，「アルミ 

ニウムの成分が泡になってとんでいった」と考えたのである。本時では教師の意図的な指名（Ｃ１２）

により，白い粉が析出したことで，アルミニウムは泡になってとんでいってはいないと解決したが，

Ｃ１１の子どもは，本時の振り返り（１枚ポートフォリオ）で「塩酸はアルミニウムをアルミニウム

ではない物に変化させることがわかった。（略）はじめ，塩酸にアルミニウムを入れたとき，試験管

の上から何かが出ていたから，その時に成分のようなものが出たと思う。」と記述しており，納得し

ているわけではなかった。本時の展開の場合，【意味付けの対話】に問題があったのではないかと思

われる。子どもたちの思考は，Ｃ１３，Ｃ１４に見られるように，アルミニウムが塩酸に溶ける現象

は，食塩が水に溶ける変化とは違う「化学変化である」ことをつきとめたわけである。であるならば，

意味付けの対話は，「食塩が水に溶ける事象と同じところを考えること」ではなく，「化学変化」につ

いて，発展的な事実を提示することではなかったかと考える。本時の場合は，塩酸にアルミニウムを

入れたときに発生する気体を集めて，その気体が水素であることを見せる教師実験を用意し，意味付

けの対話を行えば，「アルミニウムが泡になってとんでいったのではない」ということだけでなく，

塩酸も塩酸ではない物に変化していることに気づく子どももいたかもしれない。予想（の根拠）と照

らして考察することに重点を置く５・６年の言語活動モデルでは，【意味付けの対話】で何を取り上

げるのかが，重要なポイントとなることが考えられる。 

  ③ 具体的方策３ 

 図表３２は本時の判断の基準で 

ある。本校では，これまで，＜結 

果＞と＜考察＞を分けて記述でき 

ているものをＢと判断し，それに 

加えて，既習学習や生活経験等と 

結んで記述できたものをＡと判断 

し，実践する授業内容に合わせて 

具体的な記述例を考えてきた。し 

かし，本年度の研究で，５・６年 

生では，予想の根拠と照らして考 

察できることをねらうことが，子 

どもの思考を高めることが明らか 

 

図表 30 

 

 

【子どもの思考の高まりを見取る判断の基準（第３次第３時）】 図表 32 

 

 

図表 31 
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になったので，６年生の判断の基準は，次のようになると考える。Ｂの判断のポイントは，「予想の

根拠と照らして考察し，塩酸はアルミニウムを変化させることについて自分の考えを記述している。」

となり，Ｂと判断した例は，例えば，「予想と違って，溶けていた物はアルミニウムではないものだ

った。つまり，塩酸はアルミニウムを変化させることがわかった。食塩と同じように，アルミニウム

も小さくなって溶けただけと思っていたけど，食塩が水に溶ける溶け方とは違うと思った。」となる。 

 予想の根拠と照らして考察が書ける子どもは，５年生の１１月段階で約半数（図表３３）であるこ

とを考えると，５年生前半では，４年生の判断の基準（Ｂ判断は，＜結果＞と＜考察＞を分けて書け

ること）で，５年生後半から６年生の判断の基準（Ｂ判断は，予想の根拠と結んで書ける事）に移行

すると効果的なのではないだろうか。今後の研究で明らかにしていきたい。 

 

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，仮説に基づく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 

 図表３３，３４，３５，３６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

どもたちが，毎時間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。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。 

⑵ 科学する力が育ったか 

 図表３７は，Ｒ児の１枚ポートフォリオの中の学習前 

と学習後の，「水溶液」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水溶液の性質に関する言語に 

着目して分析する。 

学習前は「食塩水」「ホウ酸水」等の水溶液の名前と， 

「とう明」という水溶液の定義が書かれている。学習後 

図表５ 

 

図表 37 

 

 

図表 33 

 

図表 34 

 

 

図表 35 

 

 

図表 36 
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には，「液性」「水溶液に溶けてる物」「金属に対する反応」等の言語が多数書かれ，水溶液の性質

についての考えをもつようになっていることがわかる。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，Ｒ児は，科学する力が育っ 

たということができる。 

 図表３８は，先述のＲ児と同様の方法で，第６学 

年３クラスを分析した結果である。水溶液の性質に 

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。 

 この第６学年の分析と同様の手法で，第３学年か 

ら第５学年までの概念地図を分析した結果が，図表３９，４０，４１である。この結果を見ると，い

ずれの学年においても，単元でねらう科学的な見方や考え方に関する言語の発現率が高くなっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 これまで見てきた第３学年から第６学年までの 

子どもの変容は，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 

へと高まったことを示している。 

 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 

 言語活動モデルは，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，

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り，

５・６年生の言語活動モデルが有効であることがわかった。さらに，予想の根拠と照らして考察する

ためには，妥当性のある根拠をもった予想を立てられるようにする必要があり，そのためには，単元

導入時の共通体験や各時間の事象提示の工夫が大切である。また，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。 

 ⑷ 今後の課題 

 今後は，言語活動モデルを活用した授業実践を積み重ねながら，それぞれの学年や内容に応じた【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たいと考える。 
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