
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 「科学する心」（知的好奇心）とは 

  ① 知的好奇心 

    好奇心とは，自分にとって未知のもの，不明確なものに向けられ，それが明確になり完成させられるまで

続き，その探求の過程や結果が満足や喜びを生じさせるものである。好奇心の対象となるものは，自分にと

って，珍しさ，意外さ，曖昧さ，複雑さなどを感じさせるものである。そしてこの好奇心は，探索活動や認

識行動を誘発する内発的動機付けとなるものである。 

    知的好奇心とは，「環境内の新しい事物や現象に絶えず関心をもち，これらに働きかけていっそうの情報を

引き出そうとする欲求」（「知的好奇心」波多野誼余夫 稲垣佳世子 1973 中公新書）であるととらえる。 

    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（「科学する心」をもった姿） 

    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
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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。 

 

(3) 根拠を持った予想とは 

 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 根拠を持った予想 

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，根拠を持った予想とは，根拠を伴って想像した子ども自身の考え

である。 

 

(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。「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持つ。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。 

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。 

 

   

 



 

                    

 

(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」「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，子どもたち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成する理科授業の創造」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，つまり根拠を持った予想を持ち，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

どもたちの思考の状況の見取りと，それと照らした＜考察＞の状況の見取りを行い，指導と評価の一体化を図

ることにより，科学する心と力をもった子どもの育成を目指す。 

 

 

 

(1) これまでの本校の研究から 

根拠を持った予想を立て，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。 

 

 

 ３．研究のめざすもの 

 

 ２．研究主題設定の理由 

 



(2) 理科でめざす子ども像 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1)  知的好奇心を喚起し，見方や考え方を深める指導課程の工夫 

子どもの知的好奇心を喚起し，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

題解決の指導過程を下記のように工夫する。そして，「出会う」段階の工夫，「かかわる」段階の設定，「見

通す」段階と「考察」「まとめる」段階の工夫を行う。 

＜指導過程＞ 

 

 

 

   

 

 

 

    

○ 問題解決の指導過程 

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

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

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

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

決する場合もあるが，２単位時間，または，それ以上かかる場合もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 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。 

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 

 

 ４．研究の仮説 

 

 ５．仮説実証のための具体的方策 

 

「問題解決の指導過程」※ １つの問題を解決するための流れ 

出会う  かかわる  見通す  観察、実験する  考察・結論 
 

まとめる  振り返る 

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

 

新たな問題が生まれたときは、繰り返す 

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

② かかわる …… 自然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。 



① 「出会う」段階での事象提示の工夫 

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

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

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

ってみたい」という「知的好奇心」をもつことができるようにする。 

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」という疑問も持ち，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，子どもたちが事象に主体的にかかわることができるように位置づけた段階である。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。 

 

(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」「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，子どもたちの追究が，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」という子どもたちの強い思いや

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，科学する力を育成す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＞ 

過程 思考のステップ 学習活動 発問と子どもの発言 

見
通
す 

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を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持つことができるように，段階

的に思考を深めるようにする。 

 

＜「考察・結論」段階の言語活動モデル＞ 

過程 思考のステップ 学習活動 発問と子どもの発言 

考
察
・
結
論 

事実確認 対話① 
・「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① 

 

 
対話② 

・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③ 

 

 

 

書く・描く② 

 

・日常生活への適応。 

・類似の事象との関係づけ。 

・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①」を行う。次に，「考察・結論」段階のはじめに，「書く・描く活動①」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②」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③」を行い，めあてと結んで

まとめを書く「書く・描く②」を行う。 

 

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

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

あたるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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支援を行うようにする。 

 

 

 

 

○ 学校大好きオンリーワン事業 第Ⅰ期  

１年次(平成19年度) 【対話指導の具体的な方法の開発（モデルに基づくプランの作成・活用）】 

                 知的好奇心に支えられた追究活動を行い，科学的な見方や考え方を獲得する 

                ことのできる学習指導のあり方を深める。 

○ 学校大好きオンリーワン事業 第Ⅱ期 

２年次(平成20年度) 【熊西型対話指導モデル及びプランの作成】 

 ６．研究の計画 

 

 

 

【判断の基準・予想の場面】 【判断の基準・考察の場面】 

【一枚ポートフォリオの例 】 



                 知的好奇心に支えられた追究活動を行い，科学的な見方や考え方を獲得する 

ことのできる学習指導のあり方を確立し，その成果を「初等理科教育全国大 

会」で発信する。 

○ 学校大好きオンリーワン事業 第Ⅲ期 

３年次（平成21年度）【「書く・描く」活動を取り入れた対話指導プランへの改良】 

                 従来の「対話指導プラン」に，対話を活性化し，思考を深めるための「書く・

描く」活動を位置づけた「対話指導プラン」へ改良する。 

    ４年次（平成22年度）【「書く・描く活動モデル」の開発による，対話指導プランの改良】 

                 学年や内容区分によって特質がある「書く・描く活動モデル」の検証，改良，

及び開発を行い，「対話指導プラン」を改良する。 

    

○ 学校大好きオンリーワン事業 第Ⅳ期 

５年次（平成23年度）【言語活動モデル（「書く・描く活動モデル」を位置づけた「対話指導プラン」） 

を活用した授業実践】 

  学年の発達段階に即した段階的な指導を行う言語活動モデルの有効性を

検証する。 

   ６年次（平成24年度）【言語活動モデルを活用した授業実践と指導と評価の一体化】 

                知的好奇心に支えられた追究活動を行い，科学的な見方や考え方を獲得する 

ことのできる学習指導のあり方を検証し，その成果を「九州地区理科教育・福 

岡県小中学校理科教育研究大会」で発信する。 

    ７年次（平成25年度）【知的好奇心に支えられた追究活動を行い，科学的な見方や考え方を獲得すること 

のできる学習指導のあり方（熊西プラン）をまとめる】 

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学習指導の在

り方を（熊西プラン）まとめ、授業公開、ホームページで発信する。 

○ 学校大好きオンリーワン事業 第Ⅴ期 

    ８年次（平成26年度）【新たな指導段階を加えた指導過程に沿って学習を展開し，各段階での指導方法を

工夫し，根拠を持った予想を立て，子どもが問題を把握することができる指導の

工夫と評価基準の妥当性の吟味を行う。】 


