特集 思考力，実践力を高めるためのアクティブ・ラーニングの有効性

今月のキーワード：深い学び，汎用的な知識，21世紀型能力
アクティブラーニング

思考力，実践力を高めるための
アクティブラーニングの有効性
中央教育審議会から出された「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」
（平成 26 年 11 月 20 日）において、「アクティブラーニング」という言葉が掲載された。そ
こでは「課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習」のことを「いわゆる『アク
ティブラーニング』」としている。アクティブラーニングとは，学習者中心の主体的・能動
的学習であり（文部科学省「用語集」）、大学や高校での授業改革として 2000 年代から使用
されていた。
最近では、学習者中心の主体的・能動的学習にするべく、ジグソー学習やディベート、グ
ループ学習など、様々な学習法を取り入れた授業実践が散見される。では、授業の方法を変
えることが、アクティブラーニングとなり、21 世紀型能力を育むことにつながるのだろうか。
また、理科では授業の中に実験や観察を取り入れた問題解決が行われていることで、既にア
クティブラーニングになっているという見方もある。小学校で行われている理科の学習は、
アクティブラーニングとなっているといって良いのだろうか。
主体的・能動的な学習になるということは、見
た目が活動的（アクティブ）になるのではなく、
学習者の思考そのものが活動的になることが重要
であると考える。つまり、学習者中心の深い学び
（DEEP LEARNING）が行われていなくてはなら
ない。学習法は、単なる手段であり、それがもと
になって学習者が深い学びを行うことができてい
るか、また、実験や観察を単に行っているだけで
はなく、それが学習者自身にとって目的的な活動
になっているかについて論じられなくてはならな
い。さらに、授業のなかで学んだ知識は、次の学習、
生活の中で生かされなくては 21 世紀型能力のな
かの実践力にはつながらないだろう。
例えば、小学校４年生の「水の自然蒸発と結露」
で日なたの水たまりが日陰よりも早く無くなって
いくことなどを理解するために、３年生で学習し
た「日なたと日陰の地面の様子の違い」とのつな
がりは欠かせない。生活の中で洗濯物が乾いてい
く様子について考えるときにも、ここでの学習が
生きてくる。このように、これまでに学んだことは、いつでも使えるようになっていること
が重要であろう。では、教師は学習者自身が学んだこと活性化させるために、どのような手
立てを行っているのか。また、ペアやグループといった学習形態の工夫、KJ 法やブレインス
トーミングなどの発想法の導入等、アクティブラーニングを行うための様々な方法は、学習
者中心の深い学びへどのようにつながっているのか。
本特集では、学習者が学習者中心の深い学びの中で学んだことを活性化させ、２１世型能
力の中の思考力、実践力へ高めるためのアクティブラーニングの有効性を各学年の実践を通
して論じていただく。
小学校理科における、アクティブラーニングとは、どのようなものかを考える一助となれ
ば幸いである。
（担当／辻 健・尾崎 幸哉）
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アクティブ・ラーニングの論点

信也

考え方の適用範囲を広げる」
ことが活動の要

周知のように,アクティブ・ラーニングは,

とされている。（教育課程企画特別部会 論

次期学習指導要領における指導方法の中心

点整理,2015,p.8）。

的な視点として示された。
その主要な目標は,

これらの学習の結果育成される べき資

子どもにおける思考力・判断力・表現力の更

質・能力として,三つの要素が挙げられてい

なる充実である。
次の問題意識の反映である。 る （ 教 育 課 程 企 画 特 別 部 会

論点整

「我が国の子供たちについては,判断の根拠

理,2015,p10）。これらは要約すれば次のよ

を示しながら自分の考えを述べることにつ

うに述べることができる。

いて課題」
（中央教育審議会への諮問,2014）
。

(1）個別の知識・技能：知識・技能の定着

そこで,同諮問ではこうした力を育成するた

を図るとともに,活用できる知識として

めに「課題の発見と解決に向けて主体的・協

体系化しながら身に付けていく。
(2)

働的に学ぶ学習（いわゆるアクティブ・ラー
ニング）
」の必要性を提言した。

思考力・判断力・表現力等：問題を

解決していくために必要となる思考。必

この提言にある学習過程のイメージは,教

要な情報を選択し、解決の方向性や方法

育課程企画特別部会による「論点整理」に見

を比較・選択し、結論を決定していくた

ることができる。
「主題に対する興味を喚起

めに必要な判断や意思決定。伝える相手

し」「目の前の問題に対しては,これまでに

や状況に応じた表現。
(3)

獲得した知識や技能だけでは必ずしも十分

学びに向かう力等：自らの思考のプ

ではないという問題意識を生じさせ,（中略）

ロセス等を客観的に捉える力、いわゆる

問題解決へ向けた学習活動を行い」さらに

「メタ認知」に関するもの。多様性を尊

「自らの学習活動を振り返って次の,学びに

重する態度と互いのよさを生かして協働

つなげる」。これらの過程では,「対話を通

する力。
(1)～(3)を見ると学校教育法にある学力の

じて他者の考え方を吟味し取り込み,自分の
3
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三要素と同質であることが明らかである。
ま

活動の成果に対して,彼らなりに意味付けを

た,特に(2)と(3)で目指す力を育成するには,

行っている」
（Lovell,K.1979）
。実際,現在の

問題解決へ向けて子どもに主体的・協働的な

理科授業において,子どものこのような活動

学習をさせることが必須であることが明ら

は現れる。例えば,小学校 6 年「水溶液の性

かである。アクティブ・ラーニングが何を目

質」の学習で,塩酸への鉄の溶け方について

指すのかが明らかになってきた。
理科授業に

予想をさせると,「鉄は目に見えないくらい

おける展開を考えてみよう。

小さくなって溶けている」
「鉄とは別のもの
になって溶けている」等の反応が返ってくる。

２

アクティブな学習者としての子ども

子どもは予想をすることにより,学習の見通

の思考と表現を軸にした理科授業の展開

しを行い,これから何を調べるのかを自覚し

アクティブ・ラーニングで実現すべき学

ている。子どもを能動的な学習者として捉え,

習過程を見るとき,そこには明白な学習観が

彼らの思考と表現を軸に理科授業を展開し

ある。それは,構成主義である。構成主義は

ようとする教師によって,こうした学習状況

行動主義の対極にある考え方である。構成主

は実現されている。問題を自覚し,主体的に

義では,子どもは自分なりの考え方を既に構

解決を図ろうとする子どもを育成すること

成（保持）している,という前提に立つ。こ

ができるからである。併せて,こうした授業

の考え方に則った授業では,先ず,子どもの

においては,予想についての議論をさせ,問

考え方を学習の出発点として位置づける。
そ

題解決の視点を明確にしたり,考察では事実

して,子どもが自ら考え方の深化を目指して,

から解釈できることを議論させる等,協働的

情報を取捨選択し,新しい考え方を構成する

に問題解決を行うことも実践されている。
子

ことを目指すのである。この考え方による授

どもの視点から学習を立ち上げ,その解決を

業展開を見れば,まさに,アクティブな学習

図ることをねらいとする構成主義的な授業

者としての子どもをその軸に据えているの

の構想が,能動的な学習者としての子どもを

が明らかである。

措定し,育成しようとしていることが明らか

国内外の理科教育研究において,このよう

である。

な考え方は 1970 年代後半より現在に至るま

こうした視点を理科授業デザインの前提

で隆盛である。例えば,1979 年の理科・数学

として展開をしようとするとき、いかなる成

教育の国際セミナーのレポートの冒頭で,既

果をこうした活動の証として捉えるのかが,

に次の指摘がなされた。
「人は能動的な学習

明らかにされなければならない。端的に言え

者である（active agent）
。学習において常

ば,上述したように,理科学習の成果として

に,進むべき活動の方向を自覚しながら,現

思考力・判断力・表現力をどのように評価す

在の活動状況を分析・解釈している。そして,

るかである。上述した論点整理には,問題解
4
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決を行った成果としての子どもにおける「深

deeply)」 (Sawyer,R.K.,2009) の分析は有

い理解」「深い学習」「深い学び」の実現,と

用である。この分析によれば,深い学習は大

いう同質の文言がいくつか現れる。この言葉

きく次に示す(1),(2)の視点から評価される。

の対極にある浅い理解とは,ことばや事実の

(1) 学習した知識を既有の知識や経験に

単純な記憶,という表面的な理解である。一

結びつけられる。さらにこれらを整理し,

方,深い理解とは,本稿の冒頭で紹介した「判

系統化して理解することができる。

断の根拠を示しながら自分の考えを述べら

例えば、小学校 5 年「物の溶け方」の学

れる」ことである。論点整理では,平成 27 年

習で,子どもは食塩を水に溶かし,目に見え

度全国学力・学習調査の児童質問紙の設問

なくなっても,水溶液の中にあることを推論

「話し合いを通して,自分の考えを深めたり,

できる。子どもは既に 3 年の「物の重さ」

広げたりしているか」という問いで,肯定的

の学習で,粘土の形を変えたり,細かくして

な解答を示した者がすべての教科で平均正

も重さを変わらないことを学習している。よ

答率が高く,こうした深い学習が,深い理解

って,食塩は溶けてバラバラになっても粘土

としての学力形成へ寄与したことについて

と同じように重さは変わらない,と考えるこ

言及している（教育課程企画特別部会 論点

とができるのである。既有の知識を基にして

整理補足資料,2015,p.21）。

新しい学習がなされるのである。物質の保存

上述したように,理科授業における主体

概念の適用範囲が拡大され,その結果二つの

的・協働的な活動は議論を通して充実した。

学習が子どもに意味を実感させながら結び

明確な事実を根拠として自らの考え方を述

付けられる。

べなければ,議論は成立せず,協働的な学習

科学概念の理解を保証するためには、さら

はなし得ないからである。
児童質問紙に示さ

に観察,実験から得られるデータを子どもに

れた活動が深い理解の成立に寄与すること

明確に示すことも重要である。予想を検証し

が明らかである。理科授業における思考力・

やすくするために,データを子どもに理解し

判力・表現力の充実,それはこうした子ども

やすいように示すのである。
データのどこに

への深い理解の支援によりなされる。
その評

着目すればよいのか子どもが判断できなけ

価の視点を明らかにしなければならない。

れば考察はおぼつかない。理科授業で,多く
のデータは表やグラフで示される。小学校 3

３

年に始まり 6 年に至るまで,表やデータの表

子どもによるアクティブな理科学習

の成果を評価する視点

現も徐々に複雑になっていく。こうした技能
の学年間での繋がりを,意図的に子どもに学

深い学習そして深い理解の評価において、
ソーヤによる最近の認知科学者が捉える
「知

習させることも,知識の系統的理解に寄与す

識についての深い学習(learning knowledge

る。
知識と技能とを車の両輪のように結びつ
5
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けることも,深い学習と深い理解を保証する。
(2)

知識が作り上げられる際になされた

話し合いの過程を咀嚼し,話し合いでの論理
を批判的に捉えることができる。
理科授業における子どもの中心的な活動
は,予想と考察である。予想では学習の見通
し,考察では学習の振り返りが行われる。こ
のとき,子どもはクラスのなかまの多様な考
図 1 電気の消費量についての子どもの説明

え方を受け入れ,その意味を吟味し, そして
合意の上で,自分たちにとって適切と思える
考え方を構成する。理科授業では,単純に観

拠にし,子どもなりに科学概念を咀嚼し,

察,実験データを蓄積し,科学概念を構成す

説明している様子が明らかである。上述の

ることを目標にはしないのである。子どもに

諸点が反映されている。子どもが問題を一

は自らの論理を徐々精緻化し,より科学的な

貫して捉え,能動的に解決を行なった成果

思考へ至ることを求めるのである。授業で子

である。理科授業におけるアクティブ・

どもが論証する活動の恒常化が必須である。

ラーニングは,今までの問題解決型授業実

それは,上述の(1)の視点の充実にも直結する。

践における,こうした視点の再確認の上で

確かに,こうした活動も深い学習,深い理解

進めたい。

の充実には必須であることが明らかである。

引用文献

(1),(2)の評価の視点の具現化が必要であ

Lovell, K. （ 1979 ） The Relevance of

る。それは,主に考察とその成果を表現させ

Cognitive Psychology to Science and

る際の指導と評価の視点である。
その視点は

Mathematics Education in Cognitive

次の諸点の充実である。図 1 はその具体例

Development Research in Science and

である(森本信也,2013)。

Mathematics
International

・（ノートやワークシートに）知識を示す

Proceedings
Seminar,

p.1,

of
The

University of Leed

ことばが記述される。

Sawyer,R.K.(2006)

・（ノートやワークシートで）知識が例え

The

Cambridge

やイメージ図などにより子どもなりに

Handbook of the Learning Sciences

表現される。

p4,Cambridge University Press

・（ノートやワークシートで）多様な情を

森本信也(2013)『考える力が身につく対話的

基に知識を説明しようとする。

な理科授業』pp.36-49,東洋館出版社

グループで考察した結果である事実を根
6

● 初等理科教育 16.4/5 ●

論説２
理科におけるアクティブ・ラーニング
～理科における資質・能力の育成とは～

常葉大学大学院 初等教育高度実践研究科

１

はじめに

文部科学大臣の諮問文

田代

直幸

をうまくすくい上げて「問題解決型の授業」
１）

をする授業名人の中にはすでにアクティ

に「課題の発見

と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習」

ブ・ラーニングの考えが活かされていると

（いわゆる「アクティブ・ラーニング」
）と

みることができる。しかしながら，これま

いう言葉が示されてから，
初等中等教育にお

での学習と異なる面が強調されてきてい

いてもにわかに「アクティブ・ラーニング」

る部分もある。そのことを整理しておく。

という言葉が聞かれるようになった。
「主体

１．目標が異なる

的」
「協働的」がキーワード，課題の発見も

学習内容の習得も重要であるが，これまで以上に「資質・

重要とされている。

能力の育成」に注目している。

アクティブ・ラーニングの考えに沿って授

２．評価が異なる

業を行って，理科ではどのような資質・能力

何が分かったかに加え，何ができるようになったかが評

をつけていけばよいのだろうか。

価される。また，学習後に加えて，学習中にどのような支
援を行うかという形成的な評価がこれまで以上に重視され

２

アクティブ・ラーニングの考え

る。そして，評価の客観性は引き続き重要ではあるが，そ

もともと「アクティブ・ラーニング」と

れ以上に付けたい能力を本当に測っているかどうかという

いう考え方は，講義を中心とする高等教育，

妥当性が重視される。

すなわち，大学（主として学部）の授業で

３．学習観が異なる

言われ始めたものである。大学が大衆化さ

知識は与えられて覚えるものというよりも，自らが知識

れ，以前のような講義型の授業だけでは立

をつくっていくという学習観で，その体験をさせることが

ち行かなくなってきている現状や企業等

重視される。

で必要とする能力が大学で育っていない

４．協働的な学びが重視される

というところから必要性に迫られて推進

ＩＣＴ等で個別の学びも進む一方で，協働的に学んでい

されてきたものである。

くことが一層重視される。

しかし小学校で言えば，子供たちの疑問
7
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アクティブ・ラーニングの「アクティブ」

説２

識して，提示する必要があるだろう。自然事

の主体は誰かといえば，教師ではなく児童

象とうまく出会えば，
児童は実に様々な疑問

である。「アクティブ」にするのは，児童

をもつことになる。

の行う活動ではなく，児童の頭の中と考え

しかし，そのままの疑問では，理科で解決

てもらえればよいだろう。もちろん，児童

するのは難しいことが多い。疑問を理科（科

の頭の中を覗くために，「思考させて表現

学）
で解決できる課題に置き換える必要があ

させる」という活動は増えるだろう。

る。課題というのは，具体的には実験で検証
できる作業仮説のことである。
「なぜ〇〇な

３

理科におけるアクティブ・ラーニング

んだろう」という疑問ではなく，
「もし△△

上述のようなアクティブ・ラーニングの考

すれば，☓☓となるだろう」という課題に置

えを受けて，理科の授業を構想するとすれば

き換えることが重要である。児童の見いだし

どのようなことが大切になってくるだろう

た「なぜ〇〇なんだろう」という疑問を，作

か。これまでの時代であれば，結果を分析し

業仮説という課題に置き換えることがポイ

たり解釈したりすることが重要視されてき

ントである。
「もし△△すれば，･･･」の「△

た面があるが，これからの時代には「自ら課

△」は，耳慣れた言葉でいえば，
「変える条

題を見つける力」や「構想したり，デザイン

件」にあたる。
「変えない条件」は固定して，

したりする力」などの汎用性のある能力・ス

「変える条件」だけ変化させて実験結果をみ

キルがますます重要度を増してきている。

るのである。
このような疑問の置き換えや作

（１）課題※を発見させる

業仮説の文章化については，上越教育大学大

「課題を発見させる」ためには，まず，児

学院の小林辰至氏の提唱する４ＱＳ (The

童が疑問を見いだすことが必要である。
自ら

Four Question Strategy)２）という指導法が

見いだした疑問の追究は，児童の主体性を高

参考になるだろう。

める。

（２）実験を計画させる

となると，児童への自然事象の提示の仕方

構想する力，デザインする力というのは，

が，これまで以上に，鍵となるだろう。教師

理科で言えば，主として実験を計画させると

が演示して一斉に見せるにしても，児童一人

ころで育てることができるだろう。
しかしな

一人が観察する場合でも，観察する際の視

がら，
「児童に実験の計画を立てさせるのは

点・注目すべき事柄などをこれまで以上に意

難しい」という声もあるだろう。実際，その

※ここでは，児童の疑問を発展させた「作業仮説」の

通りである。
大人に比べ体験が少ない児童が

ことを課題とよぶ。教師が与えたタスクとしての課題

自ら実験を計画するのは難しいし，
急に計画

ではなく，小学校でいうところの問題解決の「問題」

されても教師の準備も間に合わない。
しかし，上述の（１）で作業仮説がしっか

とほぼ同意である。

8
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論

説２

り立てられた場合には，児童でも実験を計画

断力・表現力等」
「学習評価の充実」と連動

することが可能となる。
第５学年の
「ふりこ」

することで「アクティブ・ラーニング」の考

の単元などは，実際，児童が実験を計画して

えに基づいた授業が生きてくるのである。し

実施している学校も少なくない。
「ふりこの

たがって，指導方法だけを変えても，アクテ

糸を長くすれば，ふりこの振れる時間が長く

ィブ・ラーニングにはならない。

なる」といった見通しのある作業仮説がたつ
からである。
また，一度行った実験の材料を変えてみた
り，
条件の一部を変更してみたりということ
なら，児童でも比較的簡単に計画でき，しか
も実際に実験を行うことも可能となる。
さらに，「ものづくり」のところでは，一
度つくったものをより早くとか，より遠くと
か，
より高くとかに改善する方法を考えると

図

いうのも，広い意味での実験の計画になる。

育成すべき資質・能力の三つの柱を踏まえ

た日本版カリキュラム・デザインのための概念

理科で学んだ法則や考えを使えば，
「こうす
る方がもっと早く温度が高くなるはずだ」と

とはいえ，一足飛びにセットでこれらを変

いう予想（作業仮説）を立てて，実際にやっ

更するのも困難な面もある。ということで，

てみて検証するというようなサイクルがで

「授業をアクティブ・ラーニングの考えに近

きる。発展系としては，
「この場所で止まる

づける方策」として，拙著『中学校理科 ９

車をつくってみたい」
などの児童の発言がで

つの視点でアクティブ・ラーニング』４）で，

てくれば，結果を「制御」する中で，理科で

以下の９つの視点をあげた。

学んだ法則や原理を試し，
その理解が深まっ

①授業中に感想カードを書かせる

ていく。

②児童生徒のつまずきを発見する確認テストを実施

（３）協働性を育む

する

ところで，アクティブ・ラーニングとは，

③ペア（グループ）で話し合いをさせる

「指導方法，評価，教育内容，身に付ける資

④Ａ，Ｂのどちらか好きな実験を“選ばせる”

質・能力」が一体となって実現するものであ

⑤コンセプトマップやマインドマップを使う

る。以下の図は，中央教育審議会の「教育課

⑥学んだことをプレゼンさせる

程企画特別部会

論点整理」３）の補足資料

⑦“意外性”のある実験を演示する

の中に示されたものである。

⑧“身近な”素材を生かす

図中の「個別の知識・技能」
「思考力・判

⑨児童生徒のアイデアを生かす

89
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論

説２

いずれの視点も児童生徒の「主体性」ある

いる能力を意識化させる（メタ認知）ことが

いは「協働性」を促進するものである。一般

今後重視されるということになるだろう。身

的な事柄であり，すでに多くの教師が意識

に付いた能力は，
それを使うことでさらに発

的・無意識的に使っている視点である。だか

展していく。

ら，第 10 の視点として「先生自身のオリジ

まとめて言えば，これからの資質・能力を

ナル」の視点を加えることをこの本では求め

育てる教育においては，身に付けた能力（ス

ている。教師自身も主体的で協働的なマイン

キル）を意識的に活用する場を提供するとい

ドを有していないと，アクティブ・ラーニン

うことが大切になってくるだろう。

グの考えに基づいた授業を行っていくこと

５

は困難だと考える。

おわりに

先が読めない時代，
「生きる力」では足り

４

どのようにして資質・能力を育てるか

ず，
「生き抜く力」が必要ともいわれる時代

汎用的な能力・スキルの育成に着目してき

である。そう聞くと，教育にとってもますま

たが，現行の学習指導要領には，小学校理科

す厳しい時代がやってくるようにも感じる。

で，
問題解決の能力を育てることが示されて

しかし，教育は本来，夢や未来を語るもので

いる。具体的には，
「比較しながら調べ（３

ある。
「アクティブ・ラーニング」という言

年）
」
，
「関係付けながら調べ（４年）
」
，
「条件

葉をきっかけに教育界が自信を取り戻し，子

に目を向けながら調べ（５年）
」
，
「推論しな

供たちの夢や希望をつくりだすことに貢献

がら調べ（６年）」と記されている。これを

できるようにしたいものである。

受けて，教科書でも学年に応じた能力を伸ば
すよう工夫されているし，
教師も学年の重点

【引用・参考文献】

である能力を伸ばす授業を行ってきている

１）
「初等中等教育における教育課程の基準

ところである。

等の在り方について（諮問）
」

しかし，育てている能力は身に付けば，ス

２）小林辰至 理科教育学研究室ＨＰ

キル（技術）として活用できるようになって

http://www.juen.ac.jp/scien/kobayashi_

いることが重要である。したがって，第３学

base/kobayashi.html（平成 28 年 1 月 25

年で身に付けた「比較」の能力は，第４～６

日確認）

学年でも，児童は意識的に使えるようになっ

３）
「教育課程企画特別部会における論点整

ていることが能力を付けたことになる。
その

理について（報告）
」

ためには，これらの問題解決の能力は教師に

４）
田代直幸・山口晃弘編著
『中学校理科 ９

だけ見えていればよいのではなく，
児童にも

つの視点でアクティブ・ラーニング』
（東

意識化されていく必要がある。
自らが使って

洋館出版社）
10
8
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より深く学ぶ姿を目指した指導の実際
主体的により深く学ぶ姿を目指した指導の実際
～第 3 学年でのアクティブ・ラーニングの実践を通して～

広島大学附属小学校

１

はじめに

志田

正訓

主体的に問題を解決しようとする姿が考え
られる。しかし，
それでは従来と変化がない。

これからの授業を語る上で，アクティブ・
ラーニングが重要であることについては贅

そこで重要になってくるのが，先に述べた学

言を要しない一方で，アクティブ・ラーニン

びの深まりではないだろうか。つまり，能動

グについては，様々なとらえ方がなされてい

的な学習への参加を含め，学習活動を通して，

る。どのように捉えるとしても，
アクティブ・

子どもたちが従来よりも深い学びをするよ

ラーニングは，子どもたちの学びが深まるも

うになったとき，それはアクティブ・ラーニ

のでないといけないのではないか。そこで本

ングになったと捉えることができるのでは

稿では，アクティブ・ラーニングの捉えにつ

ないだろうか。よく，アクティブ・ラーニン

いて論じたうえで，子どもの学びが深まるこ

グが目的となってはいけないということを

とを目指した実践事例を示し，アクティブ・

耳にするが，目的とならないといけないのは，

ラーニングについて，
学習内容と関連させな

あくまでその単元，もしくはその授業時間で

がらその指導のポイントについて明らかに

達成するべき目標であると考える。

することを目的とする。

以上のことから，実践では子どもが主体的
に且つ，より深い学びをすることを目指した。

２

アクティブ・ラーニングの捉え方

文部科学省の用語集(1)によれば，アクティ

３

第 3 学年「物と重さ」の実践について

ブ・ラーニングは「伝統的な教員による一方

本稿では，第 3 学年「物と重さ」の実践を

向的な講義形式の教育とは異なり，学習者の

取り扱う。本単元では，物は形が変わっても

能動的な学習への参加を取り入れた教授・学

重さが変わらないことや，物によっては同じ

習法の総称」とある。ここでは「能動的な学

体積でも，重さが違うことを学習する。しか

習への参加」がキーワードになると考える。

し，重さの保存については，粘土やアルミ箔

小学校理科の授業に即して子どもの姿で考

で学習をしても，違った文脈で問うとそれを

えるなら，子どもたちが自ら問題を見出し，

適用できない子どもがいる場合がある。これ

11
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主題研究 １

は，
科学的知識の規則性を子どもが適用でき

でもって調べたり，は

ていない点に問題あると考える。つまり，本

か り を用 いて 測 定し

単元で教材として主に用いられている粘土

たりする。

やアルミ箔は物の出入りがないという条件

・見た目が同じような物で

の下でそれらの形を変えており，
物質の総量

も，はかりで量ってみる

は変わっておらず，そのような条件下ではど

と，その重さが違うこと

のような物を用いて，
何度同じことをしても，

に気付く。

物の重さは保存されるという点に気付かせ

第2次

見た目が同じでも，素材に

ることが重要であり，
その点まで理解させる

（2 時間）

よって，物の重さが違うこ

ことが，本単元における「より深い学び」で

とについて理解する。

あると考えた。

・同体積で素材が違うもの

そこで，このような学びを可能にするため

（球形をした木，鉄，プ

に，単元構成，および子どもたちが主体的に

ラスチックや，同体積の

活動し，
問題を解決していこうとする場を設

砂糖と塩など）の重さを

定することが必要であると考えた。

比べ，物質によって重さ

単元構成の工夫については，限られた時数

が違うことに気付く。

の中で，
重さの保存を取り扱う時数を可能な

第3次

同じ物でも，物の出入りが

限り増やし，
活用する場面を設定していくこ

（4 時間）

なければ，形を変えても重

とを目指した。

さが変わらないことを理

子どもたちが主体的に活動し，
問題を解決

解する。

していこうとする場面については，単元の最

・物を，形を変える前と後

後に活用場面を設定し，重さの保存について

で重さを比較し，どんな

科学的知識の規則性に基づいたより深い理

ものでも，物の出入りが

解を得られるように，
子どもたちが試行錯誤

なければ，物の重さは変

しながら，重さの保存について違った文脈で

わらないことに気付く。

考えるような場の設定を目指した。

（2）第 3 次について

(1)単元構成

本稿では特に，重さの保存を取り扱った第

次・時数

学習活動の概要

3 次について述べていく。この場面では，粘

第1次

重さ比べを通して，物には

土やアルミ箔を用いて，重さの保存の基本的

（2 時間）

いろいろな重さがあるこ

な内容について学習するとともに，その他の

とを理解する

事象についても取り扱い，様々な事象から重

・いろいろな物の重さを手

さの保存について学習をする。例えば，組立
12
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主題研究 １

動へとつなげていくことが重要である。

式電池ボックスの組立前後の重さを取り扱
った。そして，最後の活用場面で，児童たち

例えば，右の

が実験を自ら考え，試行錯誤しながら解決で

写真は，体重計

きるように，
児童自らが体重計の上に乗って， に乗って，背伸
いろいろなポーズで体重を測る学習活動を

びをしている場

設定した。

面であるが，こ

これまでとは違う事象で，
学習したことを

のような乗り方

活用する場面が設定できる点と，
自分たちの

をしているとき

体のポーズを変えることは短時間で簡単に

には，体重はふ

でき，試行錯誤がしやすいという点から，こ

つうに乗る前後

のような学習の場を設定した。

で，重さは変わ
らない。
一方，右の

（3）活用場面について
まず，子どもたちに体重計を配付し，
「体

写真のよう

重計に乗って，背伸びをすると，体重は変わ

に，体重計に

るか」と問うた。ここで今後の活動を主体的

乗って，背伸

なものにするためには，子どもたちの立場を

びをしている

明確にすることが重要である。つまり，変わ

ところに，上

るか，変わらないかという自分の立場を明確

から引っ張る

にすることで，今後の実験の視点が子ども一

ようにする

人一人にできると考える。

と，体重が軽
くなる。この

そして，実際に体重計に乗って，背伸びを
する前後で重さを比べるが，本時では，子ど

ような場合をはじめとして，子どもたちが，

もたちが試行錯誤しながら，
重さの保存につ

試行錯誤しながら，体重計に乗るポーズを子

いて考える必要があることから，一回の実験

どもが考え，それを実験によって試すことを

で終わらないようにすることが重要である。

繰り返すことを通して，たくさんの実験結果

そこで，子どもから，
「他の乗り方をしたら

を得ることができる。それらを比較しながら，

どうなるのだろう？」
という考えを引き出し

結論を導き出すことで，本時のより深い学び

たり，
「他のポーズでは，体重は変わるだろ

として設定していた，物質の総量が変わらな

うか？」と教師から働きかけたりして，様々

いという条件下では，物の重さは変わらない

なポーズで体重計に乗り，
重さが変わるか変

ということに気づかせることができると考

わらないかを試行錯誤しながら実験する活

える。
13
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主題研究 １

そして，実験の結果が出そろったところで，
結果を表にまとめ，物の重さの保存の規則性
について考えていく。
その際に教師の働きか
けとして留意したい点は，
重さが変わる時と
変わらない時にどんな違いがあるのかを，
こ
れまでの事象も含めて比較させることであ
ると考える。
そのために，
本時で取り扱った，

とで，子どもたちが考える活動を補助する

体重計にいろいろなポーズで乗る前後の重

ことができると考える。ただし，ツールを

さの実験結果だけでなく，
本単元で取り扱っ

使いこなせるようになる場合は別として，

た，粘土やアルミ箔の結果についても，表に

このようなツールを使うこと自体が目的

掲載したうえで，
重さが変わる時と変わらな

となってはいけない。

い時とを比較させるようにする。
これらの表
をみて，「重さが変わらないのはどんな時

５

か？」または，
「重さが変わるのはどんな時

おわりに
本稿では，子どもたちがより深く学ぶこ

か？」と問うことで，子どもたちに，重さの

とを目指した実践について，「物の重さ

保存の規則性について，いろいろな事象を取

」の単元について取り扱った。より深い学

り扱いながら考えることができる。

びを目指すために，自ら実験の方法を考え
たり，様々な事象から重さの保存の規則性

４

思考の「見える化」を促すために

について考えたりすることが指導のポイ

本稿では，このように，重さの保存につ

ントとして考えられる。このような指導の

いて，子どもたちが試行錯誤しながら実験

ポイントを他単元にも見出しながら継続

を進めていく授業について論じてきた。子

的に実践するためには，アクティブ・ラー

どもたちが試行錯誤する際には，子どもた

ニングを心がける一方で，教師自身の学習

ちの考を可能な限り，見えるようにするこ

内容への深い学びが必要なのではないだ

とで，より深く学ぶことが可能になると考

ろうか。

えた。そこで，「熊手チャート」の利用が
考えられる。

【引用・参考文献】

「熊手チャート」とは，右上に示すよう

(1)文部科学省，「用語集」，http://www.me

に，考え方を広げるために用いられるツー

xt.go.jp/component/b_menu/shingi/toush

ルの一つである。このようなツールを用い

in/__icsFiles/afieldfile/2012/10/04/13250

ることで，考えた跡が残る。このようなツ

48_3.pdf

ールを必要に応じて教師から提示するこ
14
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意味理解を促す工夫
～４年「ものの温まり方」の実践を通して～
千葉市立作新小学校

１

大事にしたい見方や考え方，系統性

渡辺 浩幸

学習指導要領では，「粒子のもつエネルギ

（１）大事にしたい見方や考え方

ー」の領域に位置する。ものの温まり方につ

この単元では，金属，水及び空気を温める

いて現象を観察して理解するだけではなく，

活動を通して，それらの変化の様子を調べ，

金属，水，空気を粒子としてとらえるように

金属，水及び空気の性質についての考えをも

したい。

つことができるようにすることがねらいで

子供達は，前単元「温度と体積の変化」の

ある。しかし，子供達は生活の中で物を温め

学習で，空気，水，金属は温度が上がると体

る経験があっても，ものの温まり方について

積が増加し，
温度が下がると体積が減少する

よく観察をしていることがほとんどない。
さ

こと，体積変化の程度は空気，水，金属の順

らに，水の温まり方は，温かい水がぐるぐる

に小さくなることを学んできた。
本単元では，

回って全体が温まっていくと間違った見方

特に「水や空気は上から温まる」という現象

や考え方を持って学習を終える場合もある。

を観察してとらえるだけでなく，「水や空気

そこで，子供がものの温まり方について，

はなぜ上から温まるのか」という理由を，既

現象の理解だけでなく，アクティブラーニン

習事項等を根拠として追究できれば，
子供が

グを行うことにより，
ものの温まり方につい

金属，水，空気を粒子として考え，科学的な

て意味理解を深めたいと考えた。

見方や考え方が育つと考えた。

（２）教材の系統性と指導の工夫

具体的には，自分がもっている認識とのず

「ものの温まり方」の学習における系統性

れを感じることで，ものの温まり方について

は，次のようになっている。
小４（粒子）
金属，水，空気と温度

問題をもつことができるようにする。そして，

状態変化（中１・粒子）
・状態変化と熱
・物質の融点と沸点

粘り強く解決できるように事象提示を工夫

化学変化（中２・粒子）
・化合
・酸化と還元
・化学変化と熱

うにする。そのために，思考ツールを活用し

したり，物の温度が上昇したときに起きる現
象について自分の言葉で説明したりするよ

・温度と体積の変化
・温まり方の違い
・水の三態変化

て思考，表現しやすいようにしたい。

15

● 初等理科教育 16.4/5 ●

主題研究２

２

単元構成とアクティブラーニングを

（２）アクティブラーニングを導入する意義

導入する意義

子供達が持つ生活の中でものを温める経

（１）単元構成（12 時間扱い）
次・時数
第１次
（４時間）

第２次
（５時間）

学習活動

属と水・空気で温まり方を区別したり，もの

金属の温まり方について調べ
てみよう。
・お湯に入れた金属スプーンが
どこからどのように温まる
か調べる。
・金属棒，金属板（長方形・コ
の字等）
，斜めにした金属棒
はどのように温まるか調べ
る。
（３）
水の温まり方について調べて
みよう。
（本時）★ＡＬ
・金属棒と同じように，斜めに
した試験管に入れた水を中
心から温めると，どのように
温まるか調べる。
・ビーカーの水を温める。
・サーモインクを使って，水は
上から温まることを確かめ
る。
・水の温まり方を図に表す。
・温められた水が上に移動する
理由を実験により確かめ，話
し合う。

の温まり方を調べることを通して粒子がも

第３次

空気の温まり方を調べてみよう。

（２時間）

・水と同じように，温められた
空気は軽くなって上に行き，
空気も上から温まることを
確かめる。
学習のまとめを行う。
・金属は動かない粒，水と空気
は動く粒でできているとい
う見方や考え方ができる。金
属，水，空気を粒の結び付き
方で分類する。

まとめ
（１時間）

験や現象の理解にとどまる学習だけでは，金

つエネルギーについて見方や考え方を持っ
たりすることが困難であると感じていた。
そこで，
アクティブラーニングを導入する
ことによって，子供達が水の温まり方につい
て「どうして温められた水は上に移動するの
か。」という問題を主体的に追究し，
「温めら
れた水は体積が増え，
冷たい水よりも軽くな
って上に移動した。だから，水は上から温ま
っていく。
」と説明ができるようにしたいと
考えた。そうすれば，科学的な見方や考えを
持つことができ，どの子供も「わかった」と
達成感を得られる学習になると考えた。
そのために，子供達が問題を見付けること
ができるように教師が意図的に仕掛けを作
ったり，友達と協力したりして問題を解決す
ることができるような場を設定したりすれ
ば子供達の科学的な見方や考え方だけでな
く問題解決の力が伸びるであろう。本実践で
は，アクティブラーニングを行うために，モ
デル図，２次元チャートを活用した。

３

アクティブラーニングの実際

～問題を把握する場面～
本時の前の時間の終末には，
子供達は，
「水
は温められると上に移動している。」
「温まっ
て上に移動した温かい水が段々になって降
りていくよ。」という現象を観察して，水は
16
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加熱部分から徐々に全体に温まるのではな

無色透明のガラスびんに入れてふたをし，
輪

く，上から温まることを理解した。

ゴムでふたを固定する。そして，20℃の水

しかし，
子供のほとんどはこの現象を観察

がいっぱいに入った大きい水槽を用意し，
そ

しながら，
「水が上に上がるのは不思議だ。
」

の底に湯+墨汁の入ったガラスびんを入れ

「どうしてだろう。
」とつぶやく。現象の理

る。アルミ箔に竹串で穴を開け，黒色の湯が

解にとどめることなく，前単元
「温度と体積」

水の中で筋のように上がっていき，上方に湯

の学習を活用することによって，子供達に

が溜まっていく現象を子供に見せた。サーモ

「温められた水（湯）がどうして上方へ移動

インクの実験で温まってピンク色に変色し

したのか？」という問題をもち，解決したい

た湯が上へ移動する現象と同じである。この

という知的好奇心をもたせ，追究していくと

演示に子供達は驚き，湯が上へ移動すること

考えた。

を確認し，どうしてそうなるのか予想を立て
て，つぶやき始める。
ここで，
グループ
に１つず
つ同じ器
具を渡し，

図１ 示温イン
クで水の温まり
方を観察

自由に検

図２ 観察した事
実を描いた図

証するこ
図３

そこで，
前時までに観察したことをもとに

湯が上昇する現象を基に

とにする。
次第に，
子

予想している様子

して「水の温まり方」の順序を時系列に図の

供達はス

中に矢印を入れるなどして表すように声を

ポイトで湯墨汁を水の中に垂らすと沈まず

掛けた。
（図２）

に上へ戻り，水墨汁を垂らすと沈むことに気
付いていく。温められた水は軽いのではない

この図をグループごとに発表する中で
「水

かと予想する子が出てくる。

が上へ移動する理由がわからないのはむず

この演示や体験によって，予想（仮説に近

むずする。解決したい。
」と問題を把握でき
るように，話し合いを整理した。

い）についての話し合いが活発になる。ここ

～問題について話し合う場面～

で十分に話し合う時間を設け，湯と水の重さ

ここで，どのグループの図（上記図２）に

を比較したり，温度と体積の関係を調べたり

も共通することを整理し，
次の演示を行った。

したいという様々な考えを尊重することで，

具体的には，墨汁で着色した 60℃の湯を

子供達は自分達で立てた予想を検証する方
17
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法を考えていくようにする。

と観察した事実を一般化することが大切で

～検証する場面～

ある。ここで，図２で示した図に，観察した

子供達は考えた予想や方法をもとに，グル

事実を追加し，そこから「温められた水が冷

ープで検証していく。
水と湯をペットボトル

たい水と同体積で重さを比較した時に軽く

に入れて同体積にして重さを比較する，水を

なり，上に上がる。そして，水が全体として

温めて体積の増え方を調べるなど，子供達は

上から徐々に温まっていくことを話し合い

多様な検証方法を考えるので，話し合いの整

によって，まとめていく。できるだけ，教師

理，グループ編成が大きなポイントとなる。

が教えるのではなく，子供の言葉を引き出し

ここで，子供達が学習の仕方・流れをつかめ

ながら板書していくことが重要となる。この

れば，主体的・協働的に学習を進め，問題解

ような学習によって，温められた水が上へ移

決の力を伸ばすことができる。

動して全体が温まることについて事実をと
らえ，意味を理解したうえで温まり方を説明

ここで，
「本当に湯は軽いのか。
」と，再び
子供の考えを揺さぶるような発問を行うと，

できるようにしたい。

より精度の高い方法で重さを比較しようと

ここで，さらに学習をアクティブにするた

検証を粘り強く続けていく。
子供達の実態に

めに次の活動を行う。検証で利用した湯と水

応じて発問計画や指名計画も十分に練って

のペットボトルを次の日に開け，
湯が冷めた

おく必要がある。

ペットボトルだけが小さくなっている事実
を見せる。そして，前単元「温度と体積」の
既習事項を活かして考えると，水が温まると
体積が大きくなり，その分だけ水より軽くな
るから上昇して，
全体が上から温まる理由を
説明することが全員できるようになる。
水と湯のペットボト

４

ルの重さ比べ

まとめ

教材の工夫やアクティブラーニングの手

・天秤で比べる。
・両方，水に入れる。

法をとることで，
ものの温まり方について意

（軽いと浮く）

味理解を促し，科学的な見方や考え方が深ま
るように実践を行った。一人一人に応じた手

・質量を量る。

立てを講じることによって，学習に対して主

～まとめる場面～

体的にも，協働的にもなることを改めて感じ

学習の最後は結果の確認（グループごとに
２次元表にして黒板に掲示して結果を記述）

た。しかし，課題が多いので研究の蓄積と実
践をもとにした討論が必要だと考える。

と考察・まとめを行う。ここで，事実の確認
18
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アクティブラーニングを取り入れた児童の表現力の育成
～５年 流れる水のはたらきを通して～
埼玉県戸田市立戸田第二小学校

１

はじめに

鈴木 圭

アクティブラーニング（ＡＬ）型の授業を実

国立教育政策研究所は、グローバル化され

践することが児童の思考・表現力を育む上で

た社会の中で未来を担う子どもたちが活躍

非常に有効な手段であると考える。

できる人材を育てる「２１世紀型能力」を提

２

唱している。
思考力を中核にしながら一人ひ

単元について

とりが自ら判断し、自分の考えを持って他者

本単元「流れる水のはたらき」は、地面を

と話し合い、考えを比較吟味し、実社会で活

流れる水や川の働きについて興味・関心をも

用する能力をつけていくことが大切だと述

って追究する活動を通して、流水の働きと土

べている。また、文科省「論点整理」には、

地の変化の関係について条件を制御して調

「予測できない未来に対応するためには、
社

べる能力を育てるとともに、それらについて

会の変化に受け身で対処するのではなく、

の理解を図り、流水の働きと土地の変化の関

主体的に向き合って関わり合い、
その過程を

係についての 見方や考え方をもつことがで

通して、一人一人が自らの可能性を最大限

きるようにすることをねらいとしている。
流れる水は土地を変化（侵食・運搬・堆積）

に発揮し、よりよい社会と幸福な人生を自ら
創り出していくことが重要であり、蓄積され

させる。しかし、侵食・運搬・堆積はそれぞ

た知識を礎としながら、膨大な情報から何が

れ独立したものではなく、一連の水のはたら

重要かを主体的に判断し、
他者と協働しなが

きで起こる。川に接する機会が少ない児童に

ら新たな価値を生み出していくことが求め

とって、川が土地を変化させるはたらきがあ

られる。
」とある。

るという考えは持ちにくいのではないだろ

これからの社会は、子供たちが「何を知っ

うか。また、流れる水のはたらきで起こる自

ているか」だけではなく、
「知っていること

然災害の経験も、治水技術の向上などから、

を使ってどのように社会・世界と関わり、よ

身近に感じることは少ないのではないかと

りよい人生を送るか」という自己実現のため

考える。以上のことから、児童の川に対する

私は自己実現の
の能力が必要になってくる。

共通理解を深めるために、本単元は資料・映

ための能力を身につける手段の１つとして

像の活用やモデル実験が欠かせないところ
19
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である。資料・映像と、ＡＬ型授業を取り入

には、自分だけでなく他者の意見を聞かな

れた体験活動を関連付けながら学習を進め

ければならない。他者と交流していくこと

ていくことで児童の表現力を育てていきた

で自らの考えを改めて振り返り、課題を深

い。

めることができるものと考える。

３

単元構成とＡＬの位置（指導計画）

５

指導計画は以下のように設定した。
（★

授業実践（１）

印がＡＬ型授業）
次・時数
第１次

○導入場面での取組
はじめに流水実験装置を提示し、
「これに

学習活動

水を流すと土

川の水のはたらきを調べる。

砂は□□。
」と

（１時間）
第２次

流れる水のはたらきを調べる。

グループごと

上流の石と下流の石の違いを

に予想させた。

（１時間） 考える。
第４次

すると、Ａグ

川の水の量と土地のようすを

ループは、前

（１時間） 考える。
第５次

板書し、□□
に入る言葉を

（３時間） （本時）★ＡＬ
第３次

ＡＬの具体的な取組

時に使用した

説明に使用したノート
ノートや台風時のビデオ映像をもとに「砂も

洪水に備える工夫を調べる。

（１時間）

石も一緒に流されるのではないか」と予想し、

４

Ｂグループは、
「水が泥水になると思う」Ｃ

アクティブラーニング（ＡＬ）を導入

グループ、「削られてしまう」Ｄグループ、

した意図
「２

「砂の粒は残るのでは」といった予想が話し

単元について」でも述べたが、こ

合いの中で出てきた。

の単元は川に触れる機会が少ない児童に

予 想の

とって、流れる水のイメージを持ちにくい

根拠とし

内容である。また、一言に流れる水と言っ

て、ノー

ても児童の解釈は様々である。

ト・教科

そこで、児童の流れる水のイメージを共

児童の予想を板書

書・ビデ

有化し、課題を設定するために、ＡＬ型授

オ映像以

業を行う。ＡＬ型授業を通して児童からで

外にも、雨の日の校庭の様子やキャンプ等で

た様々な意見を共有し、内容を吟味させて

川遊びにいったことをもとにして説明する

いく。グループとして意見をまとめていく
20
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児童もいた。

もっと増やしてみたい。」
「本当にカーブの外
側がよく削られるのかな？」「カーブのない

授業実践（２）

状態で水を流すとどうなるのだろう？」
「先

○実験結果のまとめの説明として活用

生、水の速さを知りたいので、○○を貸して

全員で実験結果を共有できたら、
さらにそ

ください」等、グループ内で目的を持って話

の結果を他者に説明する時間を設ける。以下

し合いながら積極的に取り組む姿が見られ

の写真は流れる水のはたらきを、
「侵食」
「運

るようになった。

搬」
「堆積」といったキーワードを用いて他

上記「ＡＬの実際 展開１」において、児
童の板書の中に、「カーブの外側がよく削ら
れた」
「同じように削られた」という結果が
書かれていた。そこで、実際はどうなのか、
改めて児童に投げかけ、話し合わせた後、カ
ーブに焦点を当てた再実験を行わせた。その
結果、カーブの外側が水の流れが速く、侵食

流れる水の説明

が大きくなり、内側は水の流れが遅く、土砂
が堆積することを全員で確認することがで

者に説明しているところである。いわゆるパ

きた。

フォーマンステスト的な取組を行って、思考

また、浸

力や表現力を高めることをねらいとしてい

食、運搬の

る。

様子に気

堆積の様子を再確認

づいた児

６

ＡＬの効果や留意点

童は多か

今回ＡＬ型授業を実践して、
大きな効果と

ったが、堆

感じたことは、流水モデル実験器を通して

積まで気

様々な意見や

づく児童

場の設定がな

は少なか

されたことで

った。そこで、運搬された土砂がどうなるか

ある。

をグループで考えさせた。その中で「実験器

具体的には、

の下に水が集まり、そこに砂が溜まってい

何度か水を流

く」と答えたＡグループは、実験後、「実験

していくうち

器の下の部分は海で、そこに砂が多いのは流

に、
「水の量を

された土砂が堆積したため」と発言し、モデ
21
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の育成によって集団での学びの良さや楽し

ル実験と自然とを関連付けて考えていた。

さを味わわせていきたい。

授業後に授業の実態を把握するために書
かせた感想カードには、
「たくさんの水を流
すと、大きな石も流れていった。
」
「思った通
り、
上流にあった砂や小石が下流に溜まって

参考・引用文献

いた。
」
「溝を作らなくても水を流すと、曲が

・溝上慎一「アクティブラーニングと教授学

りくねった川になったので不思議だった。
」

習パラダイムの転換」

などと書かれていた。
明らかに誤りの記述が

・文科省 教育課程企画特別部会 論点整理

ある児童に対してはその場で訂正させ、理解

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/

が不十分な場合には再実験をして確認させ

shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/20

た。
児童全員に共通理解させたい内容を書い

15/12/11/1361110.pdf

た児童については、意図的に指名し、発表さ

・田代直幸、山口晃弘編著「中学校理科 9

せることで、
自他の考えを照らし合わせて確

つの視点でアクティブ・ラーニング」2015

認したり、誤りを訂正したりすることができ

東洋館出版社

た。

・「年間学習指導計画・観点別評価規準例」
大日本図書

６

さいごに

・日置光久監修「板書とカードで見る全単

児童の表現力を高める手立てを考える時、

元・全時間の授業のすべて」2009 東洋館出

今までは１つの単元を深く教材研究し、どの

版社

ような教材・教具を用いて実験をしたり、児

・文部科学省「小学校学習指導要領解説 理

童の意見を吸い上げてまとめていったりす

科編」平成 20 年 大日本図書

るかを中心に授業を展開してきた。

・アクティブラーニング入門

しかし、今後は更にＡＬ型授業を意図的

https://edupedia.jp/article/5464bd024ba

に組み込むことによって、今まで以上に児童

d9b19b9a2fcf2

一人ひと

・アクティブラーニングと問題・課題解決学

りが意欲

習

を引き出

https://www.shinko-keirin.co.jp/keiri

し、個々の

nkan/pr/risukeirin/pdf/no010_16.pdf#s

意見をつ

earch='%E7%90%86%E7%A7%91+%E3%82%A2%E

なぎ、グル

3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3

ープやチ

%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%

ームの力を引き出していきたい。
また表現力

82%B0'https://www.shinko-keirin.co.jp
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土地のつくりと変化
～アクティブラーニング～

舘 英樹

日高町立日高小学校

１

はじめに

２

研究会等で、小学校では、すでにアクティ

見通しをもって観察させる工夫

本単元の指導計画の概要は、図１に示した

ブラーニングが行われており、大学や高等学

通りである。

校の問題であるという議論がなされている。

次

特に、理科では、授業の中に実験や観察を取

１

地層と地層の構成物

り入れた問題解決が行われていることで、
す

次

・地層の構成物の見方

でにアクティブラーニングになっていると

内

容

・地層の観察

いったことも、よく聞く話である。
しかし、鷲見は、
「問題解決の基本にある

２

地層のでき方

次

・水の働きでできた地層

のは、子供の主体的な取組である。これがな

・火山の働きでできた地層

いと、問題解決の形をとっていても、教師の

３

地震や火山の噴火による土地の変化

指示で受け身に動くのと何ら変わらないこ

次

・地震と火山の噴火による大地の変化

とになってしまう。
」と述べ、問題解決が形

の様子

骸化していると警鐘を鳴らしている。

・大地の変化と災害について

塚田は、
「理科教育においては、いろいろ
な立場や考え方、
多様な解釈があるという前
提に立って授業を進めていくことが大切で

４

学校の近くの地層のでき方

次

・学校の近くの地層のでき方について
これまでの学習、ボーリング資料等

ある。
」と述べるなど改善の方向性を具体的

から

に示している。

図１ 「指導計画の概要」

問題解決が、
学習者中心の深い学びへと結
びついていると必ずしも言えない実態があ

これまでも、図１に示した本単元の１次に

るのではないだろうか。
本稿では、
第６学年
「土地のつくりと変化」

おいては、崖や切り通しなどで土地の構成物

のこれまでの実践における子供の実態を見

を観察することが求められていることから、

直し、改善方法を考えていく。

観察可能な範囲によい場所があれば、地域の
23
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地層の観察を行っている教師も少なくない。

が火山の働きでできた岩石であり、キラキラ

しかし、単元の冒頭で地層観察を行うよう

と輝いていないのが流れる水の働きででき

な指導計画もあり、子供が目的意識をもって

た岩石であることを伝えて、再度、仲間分け

観察できていないといった授業も見られる

させた上で、まとめを行った。

のではないか。子供が主体的な取組を進める

まとめを行った後、子供には、どこの岩石

ためには、子供に目的意識をもたせて観察さ

かは言わないで、更に、次時に観察に行く地

せることが大切である。

層に含まれている岩石を提示し、火山の働き

そこで、地層観察の前に、岩石を仲間分け

でできた岩石か、流れる水の働きでできた岩

し、地層の構成物の見方を学習させ、見通し

石かを考えさえた。子供は、流れる水の働き

をもって実際の地層観察をさせたいと考え、

でできた岩石であると、正しく見分けること

岩石の見方を教える導入を行なった。

ができた。

授業冒頭で、実際に観察に行く地層を見せ

子供は、この学習を通して、
「岩石の見分

て、
この地層を見に行くこと、
見に行く前に、

け方」という知識に加えて、地層の岩石をみ

地層に含まれている構成物を学習すること

るとなんの働きでできた地層かわかるんだ

を伝えた。

という見通しをもって地層の観察に向かう

その後、図２に示したバットに、３種類の

ことができる。

堆積岩（礫岩、砂岩、泥岩）と、２種類の火

実際の地層の観察場面において、子供は

成岩を用意し、子供に仲間分けさせた。

礫岩、砂岩、泥岩を見つけ、水の働きででき
た地層であると考えることができた。子供は、
観察の過程で、
「この地層は、どのようにで
きたのだろうか。」という疑問も生まれてき
たので、次時は、子供から出た疑問に基づい
て、流れる水の働きによって、どのようにし
て地層ができるのかを追究していく時間と
した。

３

図２ 仲間分けさせた岩石

主体的に取り組ませるための実験場

面の工夫
視覚だけでなく、触覚、嗅覚など、諸感覚

上記のとおり、流れる水の働きによってど

を使って、じっくりと岩石に触れさせ、子供

のようにして地層ができるのかを考えさせ

なりに仲間分けさせた。子供の興味、関心が

るため、この時間は、小石、砂、泥を流し、

高まったところで、キラキラと輝いているの

地層を作るモデル実験を行った。本時におい
24
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とおりである。

ては、子供が繰り返し実験し、考えを深めて

課題の内容については、学校の近くの地層

いくことができるよう実験器具等の準備を

の厚みに着目している子供もいたことから、

行った。モデル実験は、図３に示した。

「学校の近くの地層はどのようにできたの
だろうか。
」といった課題を設定し、ただ縞
模様を作るのではなく、泥の厚い層を作らせ
足り、泥と砂の互層を作らせたりするなど、
地域の実態に合わせて、課題設定を工夫する
ことが考えられる。
子供が、グループ毎に行うモデル実験につ
いては、ホワイトボードを活用して、全員に
図３ モデル実験の様子

記録させることが考えられる。本時において
は、繰り返し実験を行って地層を作っていく

子供は、モデル実験を繰り返し行って地層

ことから、書いたり、消したりすることが容

を完成させた。多くの子供は、モデル実験の

易で、その後の話合いでも活用できるホワイ

結果から「川の流れによって、削られて、運

トボードが有効であると考える。全員に記録

ばれた小石、泥、砂などが、海や湖に堆積し

させることで、いったん実験を止めて、記録

て地層ができた。
」と考えることができた。

しながら気づいたことを話し合って次の実

考察後の交流場面では、班の代表の子供が発

験方針を確認したり、考察場面においてホワ

表し、学級全体で、流れる水の働きによる地

イトボードの記録を見ながら考えを深めた

層のでき方が確認できた。

りすることができると考える。

しかしながら、子供の中には、実験ばかり

また、ジグソー学習を取り入れて、子供全

やっていて記録できていない子供、記録を任

員の発表場面を作ることも大切ではないか。

されてしまって、
あまり実験に参加できてい

今回は、学級全体の話合いにおいてグループ

ない子供が散見された。それらの子供の中に

の代表者が発表することにしたが、発表者が

は、
十分な考察ができていない子供やグルー

決まる前から、発表への意欲が感じられない

プ内の交流であまり発言が見られない子供

子供が見られた。ジグソー学習を取り入れ、

などが見られた。

全員が班の代表となり、班で考えたことを自

これらのことから、課題の内容、モデル実

分が説明するという責任感をもたせること

験の進め方及び全体交流の仕方などに工夫

で、実験、考察の場面で真剣さが増すのでは

が必要であると感じた。

ないかと考えられる。

本時について、考えられる改善案は、次の
25
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演示実験の活用

った上に、また溶岩が流れたり、火山灰が降
り積もったりすることにより、層ができてい

実験、観察をできるだけ子供が行うことが

く。」と考えることができた。

できるように授業を考えることは大切であ
るが、実験、観察が難しい単元では、教科書

４

の図や解説のみで子供に考えさせてしまっ

終わりに

日本初等理科教育研究会の研修会におい

ているような実態がないだろうか。
本単元においては、実際の地層の観察等に

て、小学校では、すでにアクティブラーニン

時間を割いたことから、火山の働きでできた

グをやっている、と考えるのではなく、自分

地層がどのようにできたのか、子供に実験さ

の実践を振り返り改善してく機会とするべ

せる時間が十分に確保できなかった。

きだと話し合われたことが印象に残ってい

そこで、教科書の図や写真等を見せるとと

る。

もに、モデル実験を教師が演示し、子供が考

今後も実践の工夫を重ねていきたい。

えを深めることができるよう工夫した。演示
したモデル実験は、図４に示した。

参考・引用文献
鷲見辰美（2015）
「問題解決の形骸化の打破」，
『会報
図４ モデル実験（火山の噴火）

初等理科教育

電子版 6,7 月

号』，pp.80-83，初等理科教育研究会
塚田昭一（2016）「「自立・協働・創造」が

図４に示したモデル実験は、紙粘土で作成

求める理科教育の在り方」
，
『会報 初等

した火山のモデルに噴火口をつくり、
噴火口

理科教育 電子版 2,3 月号』，pp.7-10，

から溶岩として色のついた小麦粉を水で溶

初等理科教育研究会

いたものを流すという実験である。さらに、
茶こしを使って、
火山灰として小麦粉を上か

文部科学省（2008）
『小学校学習指導要領解
説 理科編』
，大日本図書

ら降らせた後、カッターで切り断面を見せた。 境智洋（2005）
「岩石の命名から始まる石の
子供は、これらの演示実験を見て、
「火山

学習」，
『北海道立理科教育センター研究
紀要第 17 号』
，pp35‐42

の噴火によって流れ出た溶岩が、
冷えて固ま
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「水に浮くもの・沈むもの」
～ものの見方・考え方の質的な向上をねらって～
千葉大学教育学部附属小学校

１

内容の系統性

長島

弘樹

る表面積の大きさに起因しており，実際の

（１）幼稚園・保育園との関連

重量の違いが原因で決まる訳ではない。

本校に入学する児童は，附属幼稚園だけ

そこで，種類の異なる野菜や果物，木材

でなく他の近隣保育園・幼稚園からの児童

など児童の身近にあるものなどを水上に

である。それぞれの幼稚園・保育園におい

置いた際，それが浮くのか沈むのか一つず

て自然とのふれあいを重視した教育が施

つ体験させることでこれまでの生活的概

されている。

念に揺さぶりをかけることをねらいとし

今回，第１学年で実施した単元は，幼稚

ている。
「浮く」と思っていたものが沈ん

園教育要領「環境」の内容項目と関連した

だり，「沈む」と思っていたものが浮いた

ものである。中でも，内容（２）
「自然の

りする体験を積んでいく中で，その理由を

性質や仕組みに興味を持つ」との関連をも

児童なりに見つけさせていきたい。

ち，「水」に着目したものである。これま

しかし，あくまでも理科ではなく生活科

で児童は，池のメダカを育てたり，砂場で

であるので，浮く理由を浮力などの言葉を

水を使ったりしてきており，「水」とのふ

用いて理解させることをねらいとしてい

れあいは多い。その中でも，笹舟を作って

る訳ではない。児童が，これまでに正しい

浮かべたり，プールでゴムボールを浮かべ

と思い込んでいた考えが揺さぶられたり，

たりするなど，ものをうかべて遊ぶ体験を

新たな発見をしたりすることで，今までの

積んできている。

見方・考え方の転換を図るきっかけを得る

（２）本単元

ことをねらっているものである。

これまで児童は，ものを水に浮かべる際

（３）３年生以降の理科との関連

には「水の上では軽いものが浮き，重いも

本単元は，３年生「ものの重さ」や中学校

のが沈む」というような生活的概念をもっ

で学習する浮力などと系統性を持つ。しかし，

ている。しかし，実際のものの浮き沈みは，

本単元はあくまでも，その素地を培うもので

物体に含まれる空隙の割合や水と接触す

あり，因果関係を深く追究する訳ではない。
29
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【第１・２時】
「水に浮く野菜・沈む野菜」

気づきの質を高めるために

場の設定：重さを体感させる

本単元では，
以下のような段階的な気付き

働きかけ：「野菜ってどれも沈むのかな」

高まりを想定した。
ⅰ ものの浮き沈みには目は向いていない

価値付け：
「浮き沈みは軽い重いではない」

ⅱ ものには水に浮くもの沈むものがある

秋に 1 年生で芋掘りを行った。たくさん

ⅲ

獲れた芋は，家庭へ持って帰らせた。

ものの軽重で浮き沈みは決まらない
（空気が関係しているのかも知れない）

ⅳ

その後，
「お家でおいもを洗った人？」
と聞くと，数名手を挙げた。さらに「おい

沈むものもお皿状にすれば浮く
（空気以外にも浮く理由はありそうだ）

もを洗っていたら，水の中に落としてしま

ⅰは，まだ「気付き」となり得ていない

ったんだ。おいもは浮いたと思う？沈んだ

無自覚な状態であり，どんなものが浮いて，

と思う」と聞くと，考えが半分に割れた。

どんなものが沈むかなど意識していないだ

そこで，さつまいもを水槽に入れ，沈む事

ろうという想定である。ⅱは，いろいろなも

実を確認した。すると，児童から「他の野

のを水に浮かべる過程で最初に得られる気

菜も調べたい」という声が上がり，調べて

付きである。ⅲは，いろいろなものを水に浮

いくこととなった。調べたのは，重さの軽

かべる過程で重いものでも浮いたり，
軽いも

い順に，ピーマン，なす，じゃがいも，さ

のでも沈んだりする現象を体験することで

つまいも，にんじん，大根，キャベツ，冬

得られる気付きであり，そのものに含まれる

瓜である(資料１) 。

空気の量が関係しているのではないかと考

資料１

調べた 8 種類の野菜

え始める知的な気付きである。ⅳは，空気の
量だけでなく，浮くことの出来る形があるの
ではないかと考える，
さらに一歩前進した知
的な気付きである。これらの気付きが段階的

軽いものが浮き，重いものは沈むと半分

に生じるような単元を構成した。

３

指導計画と授業の実際

以上の児童が考えていた。(35 人中 21 人)

１単位時間 20 分 14 時間扱いで展開した。
○浮くもの・沈むもの

しかし，軽いじ
ゃがいもが沈み，

8

○沈むものを浮かせよう (本時 1･2/6) 6

重い冬瓜が浮く

ここからは，単元の流れにそって全体の

という結果に大

授業の実際を述べつつ，Ｓ児・Ｈ児の考え

変驚いていた。

の変容にも触れながら記述していく。
30
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＜Ｓ児の考え＞

働きかけ：「どんなものが浮くのかな」

とうがんは，ぜったいしずむとおもっていた

価値付け：「置き方によって浮くものがある」

けど，じっさいに水にいれてみたらとうがん

野菜の浮き沈みを調べた後，「他のもの

が水にういてびっくりしました。(気付きⅱ)

も調べて見たい」と多くの児童から聞かれ

＜Ｈ児の考え＞

た。そこで，身の周りの物体を持ち寄り，

大きななものでもういたり，中がうまってい

水に対する浮き沈みを試した。児童が持ち

ても，ういたりするものもあるからびっくり

寄ったものは，様々な大きさや形状をした

しました。おもくてもうくんだなとおもいま

おもちゃ，日用品，筆記用具，各種ボール

した。(気付きⅲ)

など多様であった。今までの事実と関係づ

【第３～５時】「野菜の中身を割ってみよう」

け，
「やっぱりコルクの蓋は浮いた」や「石

場の設定：中身を切り観察する

は中身がぎっしり詰まってるから沈んだ」

働きかけ：
「中身はどうなっているだろう」 などのような発言がみられた。これは，空
価値付け：
「空っぽでなくても浮くんだね」 気を含むものが浮くだろうという見通し
冬瓜が浮いた事実から，中身を見てみた

のもと実験に取り組めた現れとも言える。

いという児童が複数現れた。
「ピーマンみ

また，平たい形状のものや器状になって

たいにからっぽになっていたら，空気があ

いるものも浮いたり，ゆっくり沈んでいっ

って浮くといえるから」と考えを自分なり

たりすることを発見する児童も出てきた。

に持てた児童である。そこで，中身を割っ

これは次時へと繋がる発見であるため，取

てみた。水気のあるスポンジ状の果肉と中

り上げ共有した。
（資料２）

央部に種があった。空洞部分が多いと思っ

資料２

置き方で浮くおもちゃ

ていた児童は，考え方の変換を迫られた。

バケツのおもちゃ。水

以下のように考えが変容した。

上での置く向きを変え

＜Ｓ児の考え＞

ると沈み方が変わる。

水をはじくものがうくとおもう。おもい，か
るいとかみためできめちゃだめ。(気付きⅲ)

【第９・10 時】
「沈んだ粘土を浮かせよう」

＜Ｈ児の考え＞

場の設定：粘土の変形をさせる

中にすきまがあったり，たねがあれば，くう

働きかけ：
「これを浮かすことはできないかな」

どうのぶぶんがあるからうくとおもう。すっ

価値付け：「お皿状にしても浮くんだ
今までの授業の中で水に浮いたものを

からかんのほうがよりうく。（気付きⅲ）

【第６～８時】
「身の回りの物体は浮くかな沈むかな」

想起させていった。視点を「浮いたもの」

場の設定：身近なもので試してみる

に向け，最後に粘土はどうなるか問うた。
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多くの児童が経験から「沈む」と発言した。

前回の授業では，浮く形は分かったが，

期待の中，水上に置くとやはり沈んだ。多

実際に浮かせることが出来ない児童が多

くの児童が「やっぱり」と声を挙げた。次

かった。そこで，どんな形が浮くのか，条

に「これを浮かせることできないかな」と

件を整理し再度取り組ませ，多くの児童が

尋ねた。一瞬時が止まる。次の瞬間，我先

粘土を皿状にし浮かせることに成功した。

にと複数意見が出た。

～児童が考えた浮く形の条件～

＜考え＞①中をからっぽにすればいい

①お皿のかたちにする

②平べったくすればいい

②水が入らないようにする

③形をかえればいい

③底を分厚くした方がよい

その後，水槽で粘土を浮かせる活動が始

５

まった。水に浮いたバケツと関連付け，皿

本単元（本時）における質の評価

児童は，授業内において目の前の事象に対

状にする児童が見られた。(気付きⅳ)

して多くのことを気付いている。しかし，そ
の「気付き」が本人や他の児童にとって価値

■Ｓ児（友達のを見て皿形にすればよいこ
とに気付くが自分でそれができない）

付けされないまま流れてしまうことが多々

①ぺちゃんこにする(沈む)→②隣の班が

ある。教師はその「気付き」を全体で価値付

お皿形にして浮かせているのをみて，水が

けることで，児童の「気付き」を評価するこ

入らないようにしながら皿形にする(沈

とが重要なのである。例えば，本単元におい

む)→③すき間から水が入って来ることに

ては，１・２時で「ものの浮き沈みは軽い思

気付く→④丸めたものを試す(沈む)→⑤

いで決まるわけではない」と言葉にすること

さっきと比べ沈み方が遅いことに気付く

で，児童にとってこれまでの認識を改めさせ

(お皿形の方が揺れながら沈む)→⑥その

新しい認識を深める働きを促している訳で

後もお皿形にするが水が入り沈む。

ある。こうした働きかけが生活科を展開する
教師にとっては重要な役割であると考える。

■Ｈ児（平たい形から試し，沈む速さの違

しかし，その働きかけがあっても，他の児

いから徐々に皿形へと変形させた）

①紙のように薄くのばす（沈む）→②皿の

童の気付きが本人の気付きと関連せず，行動

周辺を少しだけ上に向ける（沈む）→③沈

に移らない場合がある。それを，発達段階と

む時の速さが遅くなったことに気付く→

いう考察をするのではなく，気付きどうしを

④周辺をさらに上に向けて皿のようにす

関連付けさせる働きかけがないか考え，手立

る（ゆっくり沈む）→⑤コップのように深

てを打っていくことが大切であると考える。

さを付けた形にする（浮く）

参考・引用文献引用・参考文献

【第 11・12 時】「浮く形の実現」

・菅井啓之『ものの見方を育む自然観察入門』文溪堂 2004 年
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しぜんのかんさつをしよう(1)
～「見る」から「観察」へといかに高めるか～
群馬県中之条町立中之条小学校

１．内容の系統性

増田

和明

しかし、理科を学び始めたばかりの３年生

３年１学期の理科は、
「生活科」から「理

にとって「観察」は難しく、「見る」、す

科」への移行期である。そのため、実験的

なわち明確な目的意識を持たず、大まかに、

な内容は少なく、種を蒔いたり、モンシロ

感覚的に捉えてしまうのが普通である。

チョウなどを育てたり、野外で虫の生態を

「観察」は、理科においては必要不可欠

観察したりすることが中心となる。

な技能であり、指導者の意図的な指導によ

この「しぜんのかんさつしよう」は、そ

って、しっかり身につけさせていくことが

の最初の単元で、春になった校庭に出て、

必要である。そこで、
「観察」する体験は、

暖かくなった身のまわりにはどんな動植

理科を初めて学ぶ、この「しぜんのかんさ

物がいるのかを知る学習である。次いで、

つをしよう」から始めさせていきたい。

生き物が活動を始めるこの季節に相応し

ただ、３年生になりたてという発達段階

い単元として、「植物を育てよう(1) たね

から、経験のない「観察」の意味や必要性

まき」を行って、植物が発芽していく様子

が分からず、
「見る」に留まりがちである。

を観察する。それと平行して「こん虫をそ

そこで、学習とは直接関係はない「活動（ア

だてよう」では、モンシロチョウなどの幼

クティビティ）」を児童に体験させること

虫を育てることを体験し、その変化の様子

により、それを通して「観察」することを

を観察していくことになる。

体得させるのは有効であると考える。

このように、本単元「しぜんのかんさつ
をしよう」は、それに続く動植物を育てる

３．児童の実態

両単元の大導入と言えるものである。

こん虫の仲間は世界で80万種類以上が
知られており、未記載種を含めると100万

２．大切にしたい見方や考え方

種を超えると言われている。これは、全生

理科においては、「観察」、すなわち目

物種の半数を超えている。そして、個体数

的意識を持って、対象を客観的に細かく見

も膨大なものである。野外を「見る」と植

て、その特徴を捉える活動が重要である。

物が目立つが、「観察」するとあちこちに
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こん虫の姿を捉えることができる。だから、 そして、虫眼鏡の使い方と注意事項を伝え
地球で最も繁栄して動物はこん虫、すなわ

た。次いで、その斜面に班ごとにビニール

ち地球はこん虫の星と言うことができる。

紐をまっすぐに置いていった。

３年生に進級したばかりの児童は、こん
虫の名前を幾つかは言える。しかし、身近
にこれほどのこん虫がいるとは全く知ら
ないし、気づいてもいない。そこで、この
「しぜんのかんさつをしよう」の導入では、
こん虫に焦点を絞り、アクティビティ「ミ
クロハイク」で「観察」という理科的な行
為を体験させていく。次いで、その体験を

そして、一人ずつ順番に、紐にそって匍

活用して、児童が今まで気づかなかった、

匐前進させながら、地面すれすれに顔を近

校庭のこん虫を見つけてさせていくよう

づけさせ、虫眼鏡を使って虫を探させてる

にする。

「ミクロハイク」を体験させていった。

４．本単元における実践
(1) 第１時
第１時は、芝を中心にシロツメクサなど
が生える、校庭のわきにある草丈５cmほど
の斜面に、児童を連れて行った。用意した
のは、４ｍほどのビニール紐を班の数と、
児童数分の虫眼鏡である。
ちょうどチョウやハチが１匹も飛んで

すると、あちこちで「いた！」という声

いなかったこの斜面を前にして、教師が児

が上がった。そこで、「どのくらいいるの

童に「ここに虫（この時点ではまだ『虫』）

か、ゆっくりでいいからよく探しながら進

がいると思いますか？」と質問し、どう思

んでいってごらん」と声をかけた。

うか手を挙げさせた。すると、「たくさん

全員がミクロハイクを終えた後に、「虫

いる」と答えた子は１人もいなくて、「い

はどれくらいいましたか？」と訪ねたとこ

る」が３人、「少しいる」が10人。あとの

ろ、最初とは全く違い、「たくさんいた」

24人は「いない」と答えた。

が23人、「いた」が11人、「少しいた」が

そこで、斜面の下に数ｍの間隔を開けて

２人、「いない」は１人もいなかった。

班ごとに整列させ、全員に虫眼鏡を配った。
34
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どいないように見えても、じっくり「観察」

頭上２ｍ以上の幹にカミキリムシを見つ

すれば無数のこん虫がいることを児童は

けた児童や、桜の木の割れ目に潜り込んだ

実感した。そして、そのこん虫を見つける

ガの幼虫を見つけた児童まで現れた。

ために、目的意識を持って注意深く「観察」
する目と集中力を養うことができた。

５．考察

(2) 第２時

第２時において、最初にこん虫を探す場

「今度は校庭で虫を探してみよう」と、
記録カードを持って校庭に集合した。

所を、児童が最初から決められたことから、
このアクティビティによって学習意欲が

まず最初に、「生き物を殺さない」「石

高まったと考えられる。そして、葉の裏を

をどけるなどして探したら、必ず元に戻す」 １枚１枚確認する様子や、普段なら児童が
などのフィールドマナーを確認した。

気づくはずもないような所にこん虫を見

そして、校庭を十分に見回させた後、
「ど

つけたことなどから、「観察」という活動

こに虫がいると思う？」と発問し、最初に

を行いはじめたことが分かる。

虫を探そうと思うところを指で示させた。

以上のように、３年生の理科の最初にこ

すると、桜の木、芝地、石が並んでいると

の実践を行うことは、理科の技能を習得さ

ころなど、児童は様々な所を指した。

せ、その後の学習を深化させるために有効

そして、「始め！」という指示で、児童

であると考える。さらにこれは、学習への

は駆け足で散らばっていった。単に見回し

意欲を高めていくことからも、導入として

て探しているだけの児童はほとんどなく、

の意義が大きいと考える。

これだという場所で、丹念に探している姿
が多く目につ

６．まとめ

いた。

理科における意識や技能を高めるため

桜の木の葉

には、教科書の内容についてのみ学習して

を一枚一枚め

いくのではなく、このようなアクテビティ

くっている児

なども積極的に取り入れていく必要があ

童、はじから

ると考える。

石を裏返して
は戻している
児童などがい

参考・引用文献

て、あちこち

「ネイチャ
コーネル,ジョセフ・B. ，
（2000）

から、
「先生、

ーゲーム〈1〉
」
，日本ネイチャーゲーム

いました！」という声が上がった。中には、

協会監修，柏書房

35

● 初等理科教育 16.4/5 ●

第３学年「しぜんのかんさつをしよう」

３年

月

組 名前

１．自分の家の近くには、どんなど虫がいるか、考えてみましょう。
場所

どんな虫

・
・
・

２．虫めがねの使い方で、正しいものに○をつけましょう。
たいよう

虫めがねで太陽を見てもだいじょうぶ。
虫めがねは、目につけるように持つ、
ピントを合わせる時は、虫めがねを前や後ろに動かす。
３．生きものをかんさつする時のやくそくで、正しいものに○をつ
けましょう。
生きものは、見つけたらつかまえる。
石などを動かしたら、もとにもどしておく。
は

こん虫を見つけるためなら、葉などをむしってよい。
どくやとげのある生きものには近づかない。
生きものを見つけたら、絵をかくだけでなくて、気づいたこ
となどを文で書いておく。

日

「植物をそだてよう(1)」
～いかにして、児童一人一人の主体的な体験としていくか～
群馬県中之条町立中之条小学校

１．内容の系統性

増田

和明

初めて理科的な視点から捉え、観察・記録

「植物を育てよう(1) たねまき」は、３

をしていく単元である。このような活動は、

年生最初の単元「しぜんのかんさつをしよ

児童にとって初めての体験である。それだ

う」を受けて、様々な花が咲き始めたこの

けに、観察や記録のポイントをきちんとつ

春に自分たちも花を育て始めようと行う

かませて、単なる種子や芽生えのお絵書き

単元である。そして、花の成長に伴って、

で終わらせないことが大切である。

「植物を育てよう(2) 葉・くき・根」、そ

また、種まきを単に指示されたようにす

して２学期の「植物を育てよう(3) 花」、

る能動的な活動でなく、いかに主体的な活

「植物を育てよう(4) 花が咲いたあと」へ

動とさせ、学習(花を育てること)を「自分

と続いていく、半年かけて観察する継続学

ごと」と認識させていくかである。この主

習の第１段である。また、単なる観察記録

体的な学習態度の形成は、半年という長期

だけでなく、植物(生命)への愛着も育てて

的な花についての学習の最初において、重

いく、
「日本型理科教育」の最初でもある。

要なものである。

そして、４年生ではゴーヤーやヘチマを

また、ヒマワリやホウセンカなどは「植

育てることによって、植物の成長と季節と

物」というものに属しているので、種子や

の関係を観察する。次いで５年生では、観

葉などの形は違っていても、その基本的な

察から実験に手法を変え、発芽や成長の条

蒔き方や世話の仕方、そして成長には共通

件や受粉の必要性などを調べていく。最後

性があるということにも気付かせていく

の６年生では、植物の生長に着目し、でん

必要がある。このように、今までは栽培の

ぷんと日光の関係を実験で調べていく。

多くを教師に負うか教師による指示を受

このように、本単元は小学校理科での植

動的に実行するだけだったのが、「主体的

物に関する学習の最初となるものである。

に育てていく」ことが大切な単元となる。
このように、本単元は、これからの理

２．大切にしたい見方や考え方

科の学習に大切な事項である、主体的な取

本単元は、今までも育ててきた植物を、
37
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る。それだけに、単なる花の栽培の最初の

ど)も、できるだけ文で書き込む。

単元というでなく、理科的な観点からの意

大きさなど書き込む項目を決めてもよ
かったのだが、児童の主体性を伸ばすため

図的な指導が重要になってくる。

にそれはせず、良い例を紹介するなどして、
児童が自分から書き込むことを見つけて

３．児童の実態

いくように仕向けた。

生活科において、アサガオやミニトマト

などを栽培した経験を持っている。しかし、 (2) 第２時(種まき)
夏休みにおける自宅でのアサガオの花の

途中で植え替えることを前提にして、ポ

数の記録などを除けば、その活動は教師の

ットなどに種を蒔いた。この時、全員が同

その場の指示による受動的なものが中心

じ花の種子を蒔くのではなく、様々な花の

である。また、心情を中心とした見方で育

種子を蒔かせることにした。それが、成長

てるため、種子や葉の形や成長の程度など

の様子を比較して、葉の形などその花に特

を客観的に記録してくることはなかった。

徴的なことと、育つ順序など全てに共通な

一見同様な植物の栽培を、「理科」とい

ものがあることへの気付きにつながるか

う観点から、観察・記録・比較等を意図し

らである。よって今回は、大豆、ホウセン

て行っていくのは、本単元が最初となる。

カ、マリーゴールド、オクラ、パブリカを、
人数がほぼ同じになるように希望を取っ

４．本単元における実践

て決めた。そして、ヒマワリは学級全体の

(1) 第１時(種子の観察)

ものとして育てることにした。

まだ理科を学び始めたばかりの児童は、

また、既成のキットについてくる土や市

ヒマワリやホウセンカなどの種子の形を

販のプランタ用の土を使うのではなく、土

記録する時、ほとんど見ることなくイメー

づくりから取り組ませた。今の理科は、キ

ジで書いてしまいがちである。また、書き

ット物を購入して、手を汚すこともなく蒔

込む枠よりもはるかに小さい種子を書い

くことができるので、今回は逆に泥臭さか

てしまいがちである。そこで、前単元「し

ら体験させたかったからである。

ぜんをかんつしよう」での「観察」の体験

校舎裏に公使さんが山にして積んであ

を生かし、書く前に次の三つのポイントを

る黒土と、同じように積んである腐葉土を

示してから、児童に取り組ませた。

児童自身がスコップでまぜて、水はけの良

・種子１個を枠いっぱいに大きく書く。

い土にした。そして、ポットの穴を石でふ

・虫眼鏡で見ながら、誰がそっくりに書

さいでその土を入れ、途中で化成肥料を入

けるか競争するつもりで書く。

れてから、また土を入れた。最初は土に手

・絵で表せないこと(大きさや手触りな

を付けるのを渋る女子もいたが、他の児童
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が平然とやっているのを見て、自分も黙々

使って実験しがちである。また、グループ

と始めていた。

で一つの実験を行う場合も多く、消極的な

この時、腐葉土を混ぜる理由なども説明

児童の中には、実験を体験しないで終わり

しながら、それぞれの作業に意味があるこ

になってしまう子もいる。また、土づくり

とを確認しながら行うことに留意した。

から作業を体験することも、今の児童には
あまりない。

そして、種まきも、自分のものは穴を開
けて落とすものか、地表に蒔くものかなど、

以上のようなことから、あえてこのよ

きちんと確認させて蒔かせた。そして、今

うな、土づくりから行い、多様な花を一人

日の日にちと蒔いた花の名前、自分の名前

一人が世話をするという、個人が体験と学

を書かせた札を差し込ませた。

習の主体となるような展開を、この半年に

それができたら、給食室からもらってき

も及ぶ学習を貫くものとした。最初のこの

たトレイに、花の種類ごとにポッドを並べ

単元でも、「自分のポット」という意識が

させ、教室に持って行かせた。

児童に目覚め、給食の準備中に、教師から

そして、これからの世話は何が必要か尋

声をかけなくても自分のポットのしめり

ねたところ、生活科の経験から「水」とい

けを確かめて、必要とあれば自分のコップ

う答えが返ってきたので、自分のポットは

から水をやる姿が、普通に見られた。

自分で世話をすることにした。そして、歯
磨きのために、給食の準備の時にコップに

６．まとめ

水を汲んでくるのだが、ポットのしめりけ

生物

を自分で判断して、それに応じてその水を

を育て

あげることにした。

るには、

以上のことは、３年生になってばかりの

児童の

児童にとっては、作業過程が多く、花の種

自覚に

類によっても巻き方が違うので、画用紙に

よる自

指示や絵を描いて見せ、落ちや勘違いがな

主的な世話が非常に重要である。その点、

いように配慮して作業を行わせた。

この土づくりから一人一人が行う本実践
では、全てを自分でやったし、これからも

そして、芽が出るまでは次の単元である

やっていくという意識を持たせることが

「こん虫を育てよう」を行った。

できた。このような体験を積ま
せていくことが、主体的に学

５．考察

習に取り組ませることにつ

今の理科学習は、手軽なのでどうして

ながると考えられる。

もキット物を購入して、一斉に同じものを
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第３学年「しょくぶつをそだてよう(1)」

３年

月

組 名前

１．いろいろなたねのかんさつをしてみて、正しいものに○をつけ
ましょう。
花によって、たねの形がちがう。
どの花のたねも、大きさは同じ。
花によって、たねの色やもようがちがう。

２．たねをまくときに、することに○をつけましょう。
土をやわらかくする。
土にひりょうをまぜる。
よくふんで土をかためる。
草がはえていたら、ぬいておく。
たねをまいたら、水をやる。

は

３．最初に出てくる葉のことを、なんと言うでしょう。

４．その次からどんどん出てくる葉は、最初の葉と形は同じでしょ
うか、ちがうでしょうか。

日

季節と生き物（春）
１日の天気と気温
～視点を明確にして意欲を持続する観察～
大田区立清水窪小学校

Ⅰ.「季節と生き物（春）」

須藤好恵 岡大雄

分の木」を決め，１年間継続して同じ視点で
観察する活動を重視したい。

１．内容の系統性

３．指導計画と授業の実際

「季節と生き物（春）
」は，第３学年「Ｂ
（１）昆虫と植物」の学習を踏まえて，
「生

（１）単元構成について

命」
についての基本的な見方や概念を柱とし

「季節と生物」は，季節ごとに４つの単元

た内容のうちの「生物の多様性と共通性」，

に分かれている。本実践では，春の段階で「自

「生命の連続性」にかかわるものである。

分の木」「みんなの木」として年間を通して

３年「昆虫と植物」

観察を行う単元構成にした。

身の回りの様々な種類の動物や植物の様

【第１次】季節についての話し合い･散策（２）

子や生活の仕方から，
周辺の環境とかかわり

・「自分の木」を選ぶための予備知識を得る。

ながら生きていることをとらえる。

・樹木の名前や，その特徴を知る。
【第２次】
「自分の木」「みんなの木」（１）

４年「季節と生き物」

・「自分の木」「みんなの木」を決める。

季節ごとの植物の成長の様子や動物の活

・観察の視点を明確にする。

動を観察することを通して，
動物や植物には

【第３次】年間観察計画の見通しをもつ（３）

それぞれ活動に適した季節があり，活動の様

・３学期に，３年生にガイドツアーをするた

子が違うこと，それらの活動や成長は環境と

めの年間計画を立てる。

かかわりながら生きていることをとらえる。

・生物の数や活動を表に記録する。

（２）授業の実際

２．大切にしたい見方や考え方

【第２次】「自分の木」「みんなの木」
「季節と生き物」の実践では，季節ごとの

●同じ視点での継続観察

動物の活動や植物の成長を調べ，
それらの変

「自分の木」の観察を始める前に，
「１年

化と気温の変化とを関係付けてとらえる力

間の植物の変化を理解するためには，何を調

を重視したい。
そのために，
子ども自身が
「自

べればよいのか。」を明確にすることが大切
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Ⅱ.「１日の天気と気温」

であると考えた。本実践では，児童と話し合
い，葉の色・数・大きさ，幹の太さ，幹から

１．内容の系統性

枝の先端までの長さ，手触り，匂い，実の様
子を観察することにした。

１日の天気と気温は，第３学年「Ｂ（３）

【第３次】年間の観察計画の見通しをもつ

太陽と地面の様子」の学習を踏まえて，
「地

●３年生のガイドツアーを計画する

球」についての基本的な見方や概念を柱とし

児童の観察意欲を引き出すため，学習の

た内容のうちの「地球の表面」にかかわるも

まとめとして３学期に３年生へのガイドツ

のであり，第５学年「Ｂ（４）天気の変化に

アーを計画した。冬には，春の花や秋の実が

つながるものである。

ないことから，観察時に長さや重さ，数等を

３年「太陽と地面の様子」

具体的な数値で記録するように指導した。ま

太陽の位置を午前から午後にわたって調

た，絵や写真では伝わらない立体感や肌触り

べ，太陽の東の方から南の空を通って西の方

は模型で作るように伝えた。同じ視点で観察

に動くことをとらえる。

を続けることで，
生命の連続性についての具
体的なイメージが獲得できると考える。

４年「１日の天気と気温」
太陽が出ているか否かにより，山型のグラ

４．本単元における活用の場面

フや，高低差の小さい型のグラフになること

３年生に分かりやすい資料や模型を作

から，１日の気温の変化の仕方は天気によっ

成するためには，立体的な視点で観察する

て違いがあることをとらえる。

ことが必要となる。多面的に観察すること
で，季節の変化による植物の成長について

５年「天気の変化」

多くのデータを得ることができた。

空の観察を通して，雲の形や量，動きの多
様さに触れながら，雲には様々なものがある
こと，天気はおよそ西から東に変化していく
という規則性があることをとらえる。
２． 大切にしたい見方や考え方
「１日の天気と気温」の実践では，
「暑い」
「寒い」
「蒸し暑い」
「じめじめしている」な
どの体感を大切にするとともに，気温の変化
を数値化して体感と関係付けてとらえる活
動を重視したい。
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【第２次】天気と気温の変化

３．指導計画と授業の実際

●温度変化の特徴を把握するグラフの活用

（１）単元構成について

まず「晴れ」
「曇り」の区別について考え

本実践では，１日の気温を継続して計測し， させた。普段はそれほど意識していない天気
その時の天気と比べることにより，気温の違

の区別だが，この学習では天気による温度の

いを感じながら，
その違いや関係性を見いだ

違いを調べることとなる。その前提である

す単元構成にした。

「晴れ」と「曇り」の違いを定義する必要が

【第１次】１日の気温の変化（２）

ある。ここでは気象庁の判断する基準を伝え，

・１日の気温の変化を調べる。

「曇り」と「雨」の日を計測する学習計画を

・温度計の使い方等を知る。

立てた。１週間かけて調べた２つの折れ線グ

【第２次】天気と気温の変化（３）

ラフを一緒に表現することで，天気による温

・雨の日の１日の気温の変化を調べる。

度変化の特徴をとらえやすくなった。このグ

・晴れた日と雨の日の記録を比べる。

ラフから，それぞれの天気による気温変化の

【第１次】１日の気温の変化

特徴をグループで出し合ってまとめた。

●気温を正確に測定する
「晴れた日は一番気温が高いのは何時か。
」
と投げかけた。温度計を持たずに１時間おき
に校庭へ行き，予想させたところ，ほとんど
の児童が正午を予想した。それを明らかにす
るために，同じような天気の日に，温度計の
使い方を確認し，
百葉箱の機能的役割を解説
し，測定場所を一定にすることを学習した。
そして朝から夕方まで１時間おきに気温を

参考・引用文献

測定し，
気温の移り変わりが分かるように折

森田和良（2009）「活用力の基礎を育む授業

れ線グラフに記録させた。

ベーシック」pp.6-21，学事出版

文部科学省（2008）
「小学校学習指導要領解
説 理科編」
，大日本図書
学校図書（2015）
「小学校理科 教師用指導
書
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第４学年「季節と生き物」「１日の天気と気温」

４年

月

組 名前

「季節と生き物」
■菜の花を分解して同じ部分ごとにならべ，数を数えてみよう。

■観察をして気付いたことを書きましょう。

「１日の天気と気温」
■大切な言葉をしっかり覚えましょう。
①いつも（

）場所ではかる。

②晴れの日の１日の気温は，朝や夕方は（
昼ごろに（
③（

）
，

）なる。
）の１日の気温は大きく変化するが，

（

）や（
同じ

）はあまり変化しない

ちがう 高く 低く 晴れの日

くもりの日 雨の日

日

空気と水の性質
～イメージ図を活用して思考を深める～
大田区立清水窪小学校

１．内容の系統性

岡野

理恵子

２．大切にしたい見方や考え方

本内容は，
「粒子」についての基本的な見

本単元では，空気及び水の体積の変化や圧

方や概念を柱とした内容のうちの
「粒子の存

し返す力などについて，それらを関係付けて

在」にかかわるものである。以下のような系

考えることができるようにすることが大切

統性を踏まえ，空気及び水の性質についての

である。そのために本実践では，目に見えな

見方や考え方をもつことができるようにす

い空気をイメージ図に表現させることで可

ることがねらいである。

視化するという手だてをとった。実験などか
ら感じ取ったことを，
イメージ図などを活用

４年「空気と水の性質」

して表現させることで見えるようにし，それ

空気及び水の体積の変化や圧し返す

を手がかりに友達と話し合えるようにした。

力とそれらの性質とを関係付け、空気の

イメージ図という表現の手がかりを用いて

体積変化と圧し返す力との関係や、
水は

言葉を伝えやすくすることで，子どもたち一

圧しても体積は変わらないことをとら

人ひとりの思いや感覚をより大事にしてい

える。

きたいと考えた。

６年「燃焼の仕組み」
物の燃焼と空気の変化とを関係付け、
植物体が燃えるときには、
空気に含まれ
る酸素の一部が使われ二酸化炭素がで
きることや、酸素には物を燃やす働きが
あること、
燃えたあとの植物体の様子も
変化していることをとらえる。
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もしろい」

３．授業の実際

「空気って

（１）単元構成について

不思議」
「も

【第１次】事象との出合い・問題作り（２）

っと調べた

・閉じ込めた空気で自由に遊ぶ。

い」という

・子どもの疑問から，問題を作る。

思いを高め
させたいと

【第２次】空気の性質（３）

考えた。子

・空気を筒に閉じ込めて圧したときの，

どもたちからは，
「空気はふわふわしている。」

体積や手ごたえの変化を調べる。

「でも，
ぎゅっと圧すとへこんでかたくなる

・空気鉄砲の玉がとぶ仕組を考え，空

よ。」「圧すと跳ね返ってくる。
」などの発見

気の性質を知る。

があり，
自然にこれから調べていく問題作り

【第３次】空気と水の性質の比較（２）

へと進むことができた。

・空気鉄砲に空気を入れたときと水を
入れたときの違いから，空気と水の

【第２次】空気の性質

性質の違いを調べる。

（実験１）
「空気を筒に閉じ込めて，圧した
らどんな感じがするだろうか。
」

【第４次】活用場面（おもちゃ作り）
（１）

（実験２）
「空気鉄砲の前と後ろに玉を入れ

・身近なものに空気と水の性質が利用

て圧したら，どうなるだろうか。
」

されていることを知り，空気や水の

（実験３）
「空気鉄砲の玉はどのようにとん

性質を利用したおもちゃを作る。

でいるのだろうか。
」
「空気を形の変わらない入れ物に閉じ込め

（２）授業の実際

て圧したらどうなるのだろう。
」という子ど

【第１次】事象との出合い・問題作り

もたちの発見から問題をつくり，空気鉄砲を

子どもたちに「空気」について知っている

使った実験をして確かめていった。

ことを尋ねると，
「ここにある。
」
「吸ってい
る。
」などの答えが返ってきた。しかし，
「つ
かまえられる？」「さわれる？」「どんな感
じ？」などと聞いていくと，だんだん自信が
感じられなくなっていった。そこで，空気を
大きなビニール袋に閉じ込めて，
投げたり体
で触れたり，
体重を預けたりする遊びを行わ
せ，空気の存在を実感できるようにした。遊
びの時間を十分にとることで，
「空気ってお
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その際，実験

た学習として，

結果について

ペットボトルを

予想をさせる

使った噴水作り

場面と，考察

を行った。始め

をする場面で，

に周りにおおい

イメージ図を

をした状態で提

活用させた。

示し，中がどう

自分の感じた
手ごたえなど
の感覚から考
えたことをイ
メージ図に表

なっているの

現することで，説明する際のよりどころとな

かを考えさせ

り，活発に意見交流ができた。

た。子どもたち

【第３次】空気と水の性質の比較

はペットボト
ルには水のみ

（実験４）
「空気鉄砲に水を入れて圧したら

が入っていて，

どうなるだろうか。
」

息に圧されて

（実験５）
「とじこめた空気と水では，圧し

水が飛び出す

たとき何が違うだろうか。
」

のではないか，

空気の性質が明らかになったところで，
そ
れと比較して水の性質を調べる実験を行っ

と考えた子が

た。子どもたちは，水鉄砲などの経験から，

多かった。その

「水も空気と同じように縮んで反発する力

後，おおいをと

があるのでは。
」という予想を立てる子ども

り，中を確認し

も多かった。しかし，実験を通して，
「どう

て実際に作成

して水鉄砲のピストンは圧せないのか」
「空
，

し，どうして水

気と何が違うのか」ということを考え，イメ

が飛び出すのかという理由を考えさせた。

ージ図を活用しながら，考察を深めることが

縮ませると圧し戻す力がはたらく空気と，

できていた。

縮むことができない水の性
質の違いを実感することが
できた。

４．本単元における活用の場面
最後に，空気と水の性質の違いを生かし
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第４学年「空気と水の性質」

４年

月

日

組 名前

■ペットボトルふん水に空気を送ったときの，ペットボトルの中の
空気と水の様子をイメージ図に表し、説明しましょう。
空気→

→水

②右の図に表したことを
言葉で説明しましょう。

①このときの空気と水の様子を図で表しましょう。

植物の成長
～条件を制御し，観察の視点を明確にする～
北九州市立藤松小学校

１．内容の系統性

林 謙吾

５年「植物の成長」

本内容は，第４学年「Ｂ⑵季節と生物」及

植物の成長について環境条件を制御

び，第５学年「Ｂ⑴植物の発芽」の学習を踏

して調べ，植物の成長には，日光及び肥

まえて，「生命」についての基本的な見方や
概念を柱とした内容のうちの「生命の連続性」

料が関係していることをとらえる。

２．大切にしたい見方や考え方

にかかわるものである。以下のような系統性
を踏まえ，植物の成長の条件についての見方

⑴条件を制御する

や考え方をもつことができるようにするこ

条件を制御して計画的に観察，実験を行
うことは，第５学年において重点的に育成

とがねらいである。

すべき問題解決の能力であり，その入門期

４年「季節と生物」

に位置する本単元においては特に大切に

動物の活動の様子や植物の成長の仕

したい点である。

方には季節によって違いがあることを

本実践では，日光や肥料などの環境条件

調べ，それらが環境とかかわっているこ

を制御し，それらが植物の成長に関係して

とをとらえる。

いるのかどうかを明らかにする方法を自
ら考えることができるようにしたいと考
えた。そのために，「何と」比べるかを明
確にし，実験の目的や条件制御の意味への

５年「植物の発芽」

理解を深めることを重視した。

植物の発芽について条件を制御して

⑵観察の視点を明確にする

調べ，植物の発芽には，水，空気及び温

また，環境条件を変えて育てることによ

度が関係していること，植物は，種子の

って現れた成長の様子の違いを比較する

中の養分を基にして発芽することをと

ことで変化をとらえ，成長に関わる要因を

らえる。

明らかにすることができるようにしたい
と考えた。そこで，「何を」観察し比較す
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るのかを明確にし，見通しをもった実験を

●検証方法を考える

行うことができるようにした。

問題の解決へ向け，検証の方法を考える
際には，まず植物の発芽の条件を調べた経

３．授業の実際

験を生かすことができるように学習のあ

●問題をつかむ

しあとの掲示やノートなどで既習学習を

Ｔ

発芽した植物はこのまま水をやっ

ふり返りながら，実験方法を考えた。ここ

ていたら立派に育つかな。

で確認したことは，「一つの実験で調べら

Ｃ ちゃんと肥料をやらないと。

れる条件は一つ」であることと，「変える

Ｃ 外に出した方がいい。

条件以外の条件はそろえる」ことである。

Ｔ なぜ？

そうすることで，必要な実験は２種類であ

Ｃ 教室の中は日当たりが悪いから。

ることに気付き，条件を制御した実験方法

Ｔ 肥料や日光が必要なの？

を考えることができた。さらに，まだ形式

Ｃ 発芽には必要なかったね。

的に考えただけの，それぞれの実験の目的

Ｃ これからは必要だと思う。

や，条件を制御することの意味を理解する

Ｃ 必要ないかもしれないよ？

ことができるように，実験の目的や結果の

Ｃ

豆がたくさん採れるようにするに

予想などを繰り返し問いかけ，意識化を図

は必要だと思う。

った。

Ｔ どうなんだろう？

変えない条件
水 空気

児童は，３年生でのホウセンカなどの栽

温度 日光

培で水や肥料を与えた経験から，植物の成

肥料なし

肥料あり

長に適した環境づくりが大切であると「な

Ｔ

んとなく」考えている。そこで，ただ育て

この２つを比べると 何が分かる
の？

るだけでなく，より元気に，より丈夫に育
Ｃ

てるにはどのような条件が必要なのかを

成長に肥料が必要かどうかが分か
ります。

考えることで，成長に必要な条件を追究す
る必要感をもつことができるようにした。

Ｔ なぜこの実験で分かるの？
Ｃ 肥料があるかないかが違うから。

児童は当然のように「肥料」と「日当た

Ｃ 肥料以外はそろえてあるから，肥料

り」を必要な条件として挙げたが，発芽の

だけが違う。

経験から養分や日光が必ずしも必要でな
いのではないかと考える児童もいたため，

Ｔ この実験のポイントは，肥料以外の

肥料と日光が植物の成長に関係している

条件は変えず，肥料があるかないか

のかを調べる活動へとつながった。

で比べているところだね。このまま
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また，「比べるなら最初の大きさが違う

育てるとどうなるだろう？
Ｃ 肥料がない方は育たないと思う。

のは平等じゃない。」と，基準をそろえ，

Ｔ

より正確に比べようとする姿も見られた。

もしそうなったらどんなことが言

視点に沿って成長の様子を記録し，葉の

える？
Ｃ
Ｔ

肥料がないとうまく育たないから

数や茎の長さに違いが見られたことで，児

やっぱり肥料が必要。

童は「肥料や日光のどちらかがないだけで

もし，どちらも同じように育った

育ち方が随分変わるね。」「肥料も日光も

ら？

植物には大切なものだね。」と，肥料や日

Ｃ 肥料があるかどうかは関係ない。

光が植物の成長に関係していることをつ

Ｃ

かむことができた。

あってもなくても一緒。なくてい
い。

Ｔ 結果が楽しみだね。

●観察の視点を明確にする
Ｔ

よく成長した時とうまく成長しな
かった時は何が違うんだろう？

Ｃ 大きさが違うと思う。

４．本単元における活用の場面

Ｔ 何の大きさ？

本実践ではインゲンマメの他に，シロナ

Ｃ 葉の大きさとか，茎の長さ。
Ｃ 葉もたくさん増えると思います。

タマメとトウモロコシでも同様に実験を

Ｔ そこを比べたらいいね。どうやって

行った。
複数の植物についてより多くの結果を

記録する？

得ることで，見出した結論に対する信頼は

Ｃ 茎の長さを測って，葉の枚数を数え

高まるだけでなく，発芽や成長に必要な条

たら違いが分かるね。

件があらゆる植物に共通するものである

成長の違いは植物のどの部分を見れば

ことを実感することにつながった。

よいかを予想し，成長の違いを比較する際

また，学習後に栽培を続ける際にも，学

の視点にした。児童からは「背の高さ（茎

習した知識を生かしてより丈夫で元気に

の長さ）」や「葉の数や大きさ」などに変

育てることができるように，育てる場所や

化が出ると予想し，観察・比較の視点とし

育て方を考えることで，活

た。これらは，３年生でホウセンカを観察

用能力を高めることもでき

した経験を生かしたものであり，定量的に

る。

調べることが可能なものである。
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第５学年「植物の成長」

月

５年

日

組 名前

■大切な言葉をしっかり覚えましょう。
植物の成長には，発芽に必要な条件である（
（

），
（

）のほか，
（

），

）と（

）

が関係している。
■植物の成長に必要な条件を実験して調べました。
どの実験とどの実験を比べると分かりますか。
ア
○

イ
○

ウ
○

エ
○

水

空気

水

空気

水

空気

水

空気

温度

肥料

温度

肥料

肥料

日光

温度

日光

日光

１．植物の成長に「日光」が関係しているかどうか。
（

）と（

）

）と（

）

理由：
２．植物の成長に「肥料」が関係しているかどうか。
（
理由：

動物の誕生（魚）
～メダカのたんじょう～

企救岳 智宏

北九州市立曽根東小学校

１．内容の系統性

２．大切にしたい見方や考え方

本内容は，第４学年「Ｂ⑵季節と生物」

⑴生命のつながりを意識させる。

の学習を踏まえて，「生命」の基本的な見

生命は約４０億年もの間，子孫を残し，

方や概念を柱とした内容のうちの「生命の

形を変えながら生存し続けてきた。
「個体」

連続性」に関わるものである。ここでは，

そのものの寿命は短く消滅するが，生殖に

動物（魚）の発生や成長について推論しな

より新たな「個体」へと命をつなぐことで

がら追究する能力を育てるとともに，それ

「種」を保存し続けてきた。

らについての理解を図り，生命を尊重する

本単元では，メダカの誕生を「個体」と

態度を育て，動物の発生や成長についての

しての生死ではなく，新たな「個体」へと

見方や考え方をもつことができるように

命が引き継がれていく「生命のつながり」

することがねらいである。

としてとらえさせることが大切である。
このことをふまえ，植物の発芽，成長，

４年「Ｂ⑵季節と生物」

結実の学習とも関連させ，植物と動物の

身近な動物や植物を探したり育てた

「生命の連続性」や「生物の共通性と多様

りして，季節ごとの動物の活動や植物の

性」という見方や考え方，及び生命を尊重

成長を調べ，それらの活動や成長と環境

する態度を育みたい。

とのかかわりについての考えをもつこ

⑵子どもの継続観察を保証する環境整

とができるようにする。

備
本単元でねらう見方や考え方に迫るた
めには，子どもたち自身によるメダカの継

５年「動物の誕生(魚)」

続的な飼育と実感を伴う観察活動が大切

魚を育て，卵の変化の様子や水中の小

なポイントとなる。

さな生物を調べ，動物の発生や成長につ

そこで，子ども１人１人が思いをもち，

いての考えをもつことができるように

追究の意欲が持続するよう２Ｌの四角い

する。

ペットボトルを活用した「マイ・メダカ水
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槽」（オオカナダモと小石も入れる）にメ

５年生になってすぐ，教室にオスとメス

ダカのつがい２組を飼うことにした。

のメダカ数匹を入れた水槽を置き，メダカ

また，子ども自身がいつでも容易に観察

への興味・関心を高めた状態で単元の学習

できるよう解剖顕微鏡，顕微鏡，デジタル

に入った。

カメラ，ビデオカメラ等を教室に常設した。

「自分のメダカを飼いたい。」という子
どもの思いから，１人１人が「マイ・メダ

３．指導計画と授業の実際

カ水槽」をつくり，その中で４匹のメダカ

⑴指導計画について

を飼うことにした。

子どもの追究意欲を高めるため，「メダ

水槽にメダカを移す際，「オス２匹とメ

カを増やしたい」，「長生きさせたい」と

ス２匹にしてほしい。」という声が多くの

いう子どもたちの思いを核に，３つの内容

子どもから聞かれた。「オスとメスがいた

を以下のように計画した。

ら卵を産んで赤ちゃんメダカが生まれ

【第１次】メダカの誕生の学習の見通しを

る。」というのがその理由である。
そこで，メダカが命をつなぐための条件

もつ。②
・

をテーマに，「雌雄の見分け方」，「メダ

メダカの誕生と成長について話し合

カの飼い方」，「卵や成長の様子」，「メ

い，学習計画を立てる。

ダカの食べ物」の４つの学習計画を立て，

・ メダカの飼い方やオスとメスの体の形

継続的に観察することになった。

状の違いについて調べる。

【第２次】メダカの誕生や成長調べ

【第２次】メダカの誕生や成長調べ④

生まれた卵を細かく観察できるように，

・ 双眼実体顕微鏡や解剖顕微鏡の使い方

チャック付の袋を用意し，その中に卵を入

を知る。

れた。解剖顕微鏡の使い方を指導したあと，

・ 顕微鏡を使って，メダカの卵の成長を

卵の変化の様子を継続的に観察した。

観察し，記録する。
・

また，ビデオカメラやデジタルカメラの

メダカの誕生や成長についてまとめ

レンズを顕微鏡の接眼レンズに直接当て，

る。
【第３次】メダカの食べ物調べ③

顕微鏡写真や動画を撮影した。撮影したも

・ 顕微鏡の使い方を知り，水中の小さな

のをもとに，自分の観察記録を見直したり，
全体で共有したりすることができた。解剖

生物について調べる。

顕微鏡，デジタルカメラ，ビデオカメラ等
⑵授業の実際

は，教室に常設しておいたため，休み時間

【第１次】メダカの誕生について学習の見

も自分の卵を熱心に観察する子どもの姿
が見られた。

通しをもつ。
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次に示すのは，子どもの観察記録である。 の育ち方」や前単元の「植物の発芽，成長」
継続的に観察ができるよう環境整備をし

と関連付けて考える場を設定した。子ども

た結果，「心臓が動き始めた」，「血液が

たちは，メダカの卵の中にも，インゲンマ

赤くなった」，
「卵の中でぐるんと動いた」

メの種子と同じように成長のための養分

等，卵の中の変化を実際に自分の目で見る

があること，インゲンマメが種子をつくっ

ことができた。小さな命が成長する様子に， て命を残すように，メダカも卵で命をつな
子どもたちは感動すると同時に，小さな変

ぐこと等，植物と動物の違いはあっても，

化にも気づくようになり，観察の技能も向

命のつながりには共通性があることに気

上していった。

付くことができた。
最後に，学習後の児童の感想を紹介する。
小さな命の不思議さやすばらしさに感動
し，自他の命を大切にする子どもを育む理
科学習を今後も研究していきたい。
インゲンマメは命をつないでいる。
メダカも命をつないでいる。生き物全
部が命をつないでいる。僕も何千何百
の中のたった１個の命だ。世界の生き
物は命をつなぐために一生懸命生きて
いる。人間１人１人もそのような心を

【第３次】メダカの食べ物調べ

もっているのかな。お母さん命をくれ

ここでは，実際に田んぼに行って水を採

てありがとう。

取し，ミジンコやゾウリムシ等，水中の生

【学習後の児童の感想より】

き物を顕微鏡で観察した。また，実際に
メダカが食べる様子も観察した。この活動

参考文献

を通して，子どもは，メダカが「食べる・

文部科学省（2008）
「小学校学習指導要領解
説 理科編」
．大日本図書

食べられる」関係で他の命ともつながりな

東洋館出版（2007）
「理科でどんな「力」が

がら，自らの命をつないでいることを実感

育つか」日置光久・矢野英明 編著

し，理解を深めることができた。

北九州市教育委員会(2015)「北九州スタンダ
ードカリキュラム」
．

４．本単元における活用の場面
本単元では第２次の「メダカの誕生や成
長」について調べる際に，第３学年「植物
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第５学年「動物の誕生（魚）～メダカのたんじょう～」

月

日

理科家庭学習プリント
５年

組 名前

■大切な言葉をしっかり覚えましょう。
○ メダカのおすとめすは，
（

）や（

見分けることができる。おすは（
（

）など，体の形で
）に切れこみがあり，

）はめすよりもはばが広い。

○ たまご（卵）と精子が結びつくことを（
ことを（

），そのたまごの

）という。

■メダカによく似ている「カダヤシ」という魚がいます。しかし、カダヤシは
メダカとはちがう方法で子孫を残します。さてどんな方法か図鑑やインターネ
ットで調べてみましょう。
メダカ(オス)

カダヤシ(オス)

メダカ(メス)

カダヤシ(メス)

(イラスト提供：大日本図書株式会社)

「燃焼の仕組み」

学習で扱う素材や実験
風景のイメージ写真を
挿入

～目に見えない空気を図に表す活動を通して～
日高町立厚賀小学校

１

内容の系統性

髙橋

つぐみ

ついての見方や考え方をもつことができ

本内容は，「粒子」についての基本的な

るようにすることがねらいである。

見方や概念を柱とした内容の中の，「粒子
の存在」「粒子の結合」に関わるものであ

２

り，中学校第１分野「（４）化学変化」の

大切にしたい見方や考え方
物物の燃焼と空気の性質や組成の変化

学習につながるものである。

とを関連付け，の質的変化について推論す

以下のような系統性を踏まえ，物の燃焼

る力を育てるためには、目に見えない空気

の仕組みについて興味・関心をもって追究

のイメージをもたせることが大切である。

する活動を通し，物の燃焼と空気の性質や

そこで、空気をモデル図で表す活動を行

組成の変化とを関連付け，物の質的変化に

い、モデル図を通して自分の考えを見直し、

小学校４学年「空気と水の性質」

「空気とは何か，そして，空気中の何が使

・空気の圧縮

われていくのか」ということまで思考を深

・水の圧縮

めていきたいと考えた。
また、モデル図で表して思考したことを

小学校６学年「物の燃え方と空気」

実験で検証することにより、酸素には物を

・燃焼の仕組み

燃やす働きがあることや、酸素の一部が使
われ二酸化炭素になることをとらえさせ

中学校
・物質のすがた

・物質の成り立ち

・化学変化

・化学変化と物質の

たいと考えた。
３

量

授業の実際
第１次「物が燃え続けるには」

・水溶液とイオン

（１～３時）

・酸・アルカリとイオン
ついて推論する力を育てるとともに，それ

・燃焼前と燃焼後の，ペットボトル

らについての理解を図り，燃焼の仕組みに

内の空気の様子をモデル図に表
57

● 初等理科教育 16.4/5 ●

６年の理科①

導入において，密閉したペットボトルの

した。

中でろうそくを燃やすと，ろうそくの火が

・物を燃やし続けるにはどうすれば

すぐに消えてしまう現象を児童に見せた。

よいかを考え，話し合った。
・ろうそくを燃やし続ける方法を調

そして，燃焼前と燃焼後とで，ペットボ

べ，物が燃え続けるためには，絶

トルの中にある空気はどのように変わっ

えず空気が入れかわる必要があ

たのか考えさせた。
児童は，ペットボトルの中のろうそくの

ることをまとめた。

火が消えたことから、「空気が使われて減

第２次「物を燃やす
はたらきのある気体」（４時）

った。」，
「空気は使われてなくなった。」

・窒素，酸素，二酸化炭素のうち，

といったイメージをもっていたので、その
イメージをモデル図で書かせた。

物を燃やすはたらきがある気体
はどれかを調べた。

（燃焼前）

・実験結果をもとに，酸素には物を

（燃焼後）

燃やすはたらきがあり，窒素や二
酸化炭素には物を燃やすはたら
きはないことをまとめた。
第３次「空気の変化」（５～８時）
・物が燃える前と，物が燃えた後と
で，空気はどう変わるか，石灰水
と気体検知管で調べた。
・実験結果をもとに，物が燃えると，
二酸化炭素ができることをまと
燃焼後の上の図が、「空気が使われて減

めた。
・物が燃えるときの空気のはたらき

った。」と考えた児童のモデル図，下の図

について，学習したことをまとめ

が「空気は使われてなくなった。」と考え

た。

た児童のモデル図である。
児童が、空気が他の何かに変化したと考

４

えることができるよう、ポンプを用い，ペ

実践の概要

ットボトル内の空気を抜く様子を見せた。

本稿では，第１次で扱った，物が燃え続
けるために必要なことを調べ，「空気とは

児童は、ペットボトルの中の空気を抜くと

何か」という問いをもつ場面を中心に紹介

ペットボトルがつぶれてしまうという現

する。

象を見て，燃焼後のペットボトル内の空気
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は，減ったり，なくなったりはしていない
ということに気付いた。
そこで，再度，燃焼後の空気がどうなっ
ているのかについて再度、考えさせ、モデ
ル図で表現させた。下記のように，燃焼に
よって空気が使われ，なくなるのではなく、

第２次では、この問いの解決に向けて実

他の何かに変わったというモデル図を書

験を行い、物を燃やす働きがある気体が酸

いた児童が多かった。

素であることに気づかせた。
第３次では、気体検知管を使って、燃焼
後の空気を調べさせ、酸素が二酸化炭素に
変化することに気づかせた。酸素が全て他
の気体に変化すると考えていた児童もい
たが、この実験を通して、酸素の一部が使

このモデル図をもとに，ろうそくを燃や

われると考えることができた。

し続けるためにはどうしたらいいか考え
させた。児童は，新しい空気が入ってくる
ことが必要ではないかという考えをもつ
ことができたので、穴のあけ方を変えて、
繰り返し実験を行った。
ペットボトルの上だけをあけた時，およ

５

び下だけをあけた時は，ろうそくの火は消

成果
燃焼前と燃焼後のモデル図を書かせる

えてしまったが，上下両方をあけた時には， ことで，空気とは何かという問いをもたせ
燃え続けた。この実験を通して、物が燃え

ることができた。また，ペットボトル内の

続けるためには，空気が入れかわる必要が

空気を抜いた様子を実際に見せて，物が燃

あることが確認できた。次のモデル図は、

えても空気はなくならないことに気付か

この実験の様子を表したものである。その

せることにより、児童の思考を深めること

後，空気の組成図を提示することにより，

ができたと考える。

児童は「この中で物を燃やす気体は何だろ
うか」という問いをもつことができた。
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月

月

日

日

●年
組 名前
■かっこの中に言葉を入れて下さい。
・ろうそくが燃えると、空気中の（
（

）の一部が使われて、

）ができる。

・石灰水を使うと、ある気体があるかどうか調べることができる。
その気体とは（

）である。

・空気中の気体の中で、最も体積の割合が大きいのは（

）

である。
■キャンプファイヤーで，下の図ようにまきを組みましたが，燃え
ませんでした。どのように組めば，燃
えるでしょうか。
「空気」という言葉を使って、２０
～３０文字以内で書いてください。
【正解例】

人の体のつくりと働き
～「心臓」の凄さを伝える授業～
所沢市立北小学校
入

１ 内容の系統性

佐藤 真太郎

本単元では、肺や胃、小腸、大腸、肝臓、

小学校では、
「人の体」について学習する

腎臓、心臓などの臓器について学習するが、

内容は二つの場面に分かれている。

それら人間の体の中にある臓器に対して、

一つは、小学校第４学年「人の体のつくり

「怖い」
「気持ちが悪い」というイメージを

と運動」である。ここでは、
「骨」
、
「筋肉」
、

もつ児童も少なくない。したがって、提示す

「関節」など実際に自分の意志で動かすこと

る教材も授業を行う児童の実態を教師が充

ができる部分について学習する。

分に把握した上で選択する必要がある。

二つ目は、小学校第６学年「人の体のつく
りと働き」である。ここでは、
「呼吸」
、
「消

３ 指導計画と授業内容

化・吸収」、
「血液循環」の機能とそれに関わ

ここでは、
第三次
「心臓と血液のはたらき」

る臓器の一部について学習する。したがって、

の授業を中心に記載する。

実際に触れたり、自分の意志で動かしたりす

（１）導入から問題提示

ることが困難な部分を学習する。その為、実

挨拶の後、
心臓が拍動する音を教室の中に

感を伴った理解を行うことが大変難しい。本

響かせた。児童は「何の音？心臓の音じゃな

単元では、工夫された実験と豊富な資料を基

い？」と話していた。その後、
「自分の心臓

に、
目に見えないものに対して科学概念を積

が拍動している音も聞いてみようか。
」とい

み上げていくことが要求される。

う教師の言葉から、聴診器を用いて、自分の
心臓が３０秒間に何回拍動しているのかを

２ 題材について

調べる活動を行った。ここでは、１回の拍動

人の「臓器」と初めて出会う単元である。

を「１ﾄﾞｷﾝ」という名前で呼んだ。

自分たちの体の中にあるものではあるが、多

その後、児童の「これ、心臓が何やってい

くの児童にとって「臓器」の働きを生活の中

る音なのだろうね。
」という言葉から、問題

で意識することは少ないだろう。したがって、

を「心臓が拍動している音は、心臓が何をし

心臓などの「臓器」の働きについて気付かせ、

ている音なのだろうか。
」に設定した。

意識させることが大切であると感じている。

（２）心臓の形から予想する
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２Ｌのペットボトルに絵の具で赤く染色
した水を入れる。もう一つ空の２L のペット
ボトルを用意し、石油ポンプを使って、水を
空のペットボトルに移し替える実験を行っ
た。
ここでは、
石油ポンプを心臓に見立てて、
心臓が全身に血液を送る量や勢いについて
体感することを目的とした。
心臓は、３０秒間で２～４L の血液を全身
に送っていること。また、１ﾄﾞｷﾝでは、６０
図１ レジンに封入した心臓

～９０ml の血液を送っていることを知り、

教科書に書かれているイラストを
「心臓が

心臓が全身に血液を送る勢いの凄さについ

血液を全身に送る役割をしている」
ことがわ

て考えさせた。

からないように加工し、児童に配布した。ま

ここで、
運動した時に心臓が拍動する回数

た、本物の豚の心臓をレジン（透明樹脂）の

が増えることから、
「運動をすると、どうし

中に封入したものを各班に配布して、イラス

て拍動する回数が増えるのだろう。
」という

トと本物を比較させながら、心臓の形、表面

発言が、児童の中から起こった。その為、児

の様子に着目させながら観察を行わせた。

童から心臓が、血液を多く送ることで、体に

児童は、心臓の形を見ながら、
「管のよう

とってどんな良いことがあるのかを次時で

なものがついていること」
「心臓の内側は部

考えることとなった。

屋のように、場所が分かれていること」
「管
の入り口には弁があること」などを発見した。
それらを根拠として、
心臓の役割について考
え、
児童が互いに意見を交わす活動を行った。
（３）心臓が拍動する音の原因を調べる
教科書の資料やデジタル教科書の映像、本
などの資料を用いて、
「心臓が拍動する音は、
心臓が血管を通して、
全身に血液を送る時の
音だ」ということについて調べた。また、児
童が調べたことを基にして、予想段階で児童
が発見したことと関連付けながら、
心臓の働
きについてまとめた。
（４）心臓が血液を送る勢いを体感する

図２
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（５）血液の色の変化を調べる

第

〇呼吸のはたらき

次時の授業では、
心臓が血液を通して体中

二

吸う息と吐く息では、どんな違いがあ

に何を送っているのかを予想させた。児童は、

次

るのだろう。

既習の学習事項を根拠として「栄養分」
「酸

・気体検知管を使って、吸う息と吐く

素」
「二酸化炭素」などと予想した。

息の成分を調べる。

これらの予想を確かめる為の一つの方法

第

〇心臓と血液のはたらき

として、次の実験を行った。まず、試験管の

三

心臓の拍動は何の音なのだろうか？

四分の一程度の所まで、衛生検査済みの豚の

次

・聴診器で心臓の音を聞く

血液を入れる。次に、酸素ボンベの噴射口を

・豚の心臓の解剖を観察する

試験管の口の部分に当て、
静かに酸素を入れ

・心臓が血液を体内に送る勢いを体験

る。試験管の口をゴム栓で蓋をした後、よく

する

振る。同様の実験を二酸化炭素でも行った。

血液は何を体内に運んでいるのだろう

血液に酸素を入れると色鮮やかな色にな

・豚の血液に、酸素・二酸化炭素をそ

る。
血液に酸素と二酸化炭素を入れた時の血

れぞれ入れる

液の色の変化に興味を持った様子だった。そ

第

〇生命を支える仕組み

の後、血液の働きについて、資料や映像を通

四

体の各部分には、どんなつながりがあ

して、まとめた。

次

るのだろう。
・人の体の図を参考にしながら、血液

表１ 指導計画（全１０時間）

の流れと働きについて話し合う

内容
単

〇ヒトや動物の体のつくりとはたらき

元

体内に取り入れた食べ物は、体の中の

導

どのような器官を通るのだろう？

童が「すごいﾄﾞｷﾝﾄﾞｷﾝしている。今めっちゃ

入

・人体模型を使い、人間の内臓器を組

酸素欲しているんだ。
」と話していた。運動

み立てる。

をした後の心拍数の変化、
血液検査時に見る

第

〇食べ物の消化と吸収

血液の色など、本単元に関わる学習内容を生

一

食べ物は体内でどのように変化するの

活の中で振り返る機会は多い。
「心臓」など

次

だろうか？

の
「臓器」
の働きについて気付かせることで、

・唾液による食べ物の変化を調べる。

日々の生活の中で学習内容を振り返ること

食べ物にふくまれる養分や水分は、ど

ができるだろう。

４ 本単元における活用の場面
休み時間のおにごっこから帰ってきた児

のように体に吸収されるのだろう。
・消化、吸収の映像を見て、調べる。
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年

月

日

組 名前

■下の図を見て答えましょう。
１

血液が流れる向きがわかるように下図に→を書き入れましょう。

２

酸素が多い血液が通る場所を赤色でぬりましょう。また、二酸
化炭素が多い血液が通る場所を青色でぬりましょう。

３

心臓には、全身や肺から血液が流れ込みます。また、血液を全身や肺に送
り出しています。心臓にあるそれぞれの管は、全身と肺のどちらへ血液を流
しているのでしょうか。また、全身と肺のどちらから血液が流れ込んできて
いるのでしょうか。下の図の（

）の中に書き入れましょう。
（

（
（

）へ

）から
）へ

（
（

（

）から

）へ
）から

＜自由研究＞
主体的に追究していく
理科学習を目指して
～４年生「ものの温まり方」の実践から～
熊本大学教育学部附属小学校

１「問題解決学習」とは

井上 竜作

る観察・実験につながっていき，自ら問題を

理科は，子どもたちの主体的な問題解決の

解決していく学習を展開することができると

学習そのものである。取りざたされている用

考える。

語で言い換えるなら，
「アクティブラーニング」
と言ってよいのではないだろうか。

そこで，今回は，子どもたちが目的をもち
主体的に観察・実験を行っていける単元構成

しかし，その中には，問題解決の過程をた

の工夫と観察・実験を必要性のある活動にす

どっているにもかかわらず，この過程が形式

るための「問い」の立ち上げについて，第４

化されたものになっている学習が見られ，そ

学年「ものの温まり方」の実践を例に述べる。

の結果，観察・実験の結果から考察がなかな

２

か深まらないという課題が生じてしまってい

目的をもって学んでいく単元構成

る。つまり，理科学習が本当の問題解決の学

単元の導入において，ものを温めるゲーム

習になりえていないという状況になってしま

「棒倒しゲーム」からスタートする。このゲ

っているのである。

ームを行うことで，
「速く全体を温めたい」
「速

これを解決するためには，
「自然の事象との

く温める所を知りたい」という思いから，
「全

出会いを通して，子どもが自ら問いをもち，

体を速く温めることのできる場所を見つけよ

主体的に観察・実験を行いながら自然のきま

う」という追究課題を設定する。そして，金

りを粘り強く追究していこうとする姿を目指

属棒と金属板，水槽の水，部屋の空気の温ま

していく」という理科の本来の学び方をふり

り方を追究していく。

かえる必要がある。そのためには，まず，問

このように，子どもたち自身の思いや願い

題解決のスタートとなる導入の場面で子ども

から追究課題を設定していくことで，目的を

自らが「問い」
（問題）を見出せるような事象

もち金属・水・空気の温まり方を自分の事と

提示の工夫が必要になると考える。

して調べていけるようになる。更に，事象提

この内発的な「問い」こそが，追究意欲を

示で「速く温める」ことを意識させたことで，

高め，「自分で調べてみたい」
「やらなければ

子どもたちは，必然的に温まる順番にも着目

ならない！」という自分にとって必要性のあ

し，温まり方のきまりを意識して追究してい
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る現象を見せ，
「棒倒しゲーム」を提示した。

く事ができると考え授業を行った。

子どもたちは，端の方から金属棒を温め，

なお，単元計画は，次の通りである。
棒倒しゲームを行い，追究課題を

マッチ棒を倒し始めた。熱し続けると全部の

設定する・・・・・・・・・・
（１時間）

マッチが倒れることが分かった子どもたちは，

②

金属の温まり方を調べる・・・
（２時間）

再びマッチ棒を立てて，ゲームを２〜３回繰

③

水の温まり方を調べる・・・・
（３時間）

り返し行った。その中で「ほら見て，僕のマ

④

空気の温まり方を調べる・・・
（２時間）

ッチ棒は速く倒れていくよ」
「どちらが速く倒

⑤

ミニ気球を作る・・・・・・・
（１時間）

れるのか競争しようか」というつぶやきが生

①

まれてきた。
そこで，どちらが速く温められるかに挑戦

３「問い」をもたせ，観察・実験へ
子どもたちが主体的な追究に向かうために

したがっている子どもたちに，
「速く温めるた

は，自然の事象について「なぜだろう？確か

めにはどこから温めるといいの？」と問いか

めたい」
「どうなっているの？明らかにしたい」

け，
「全体を早く温めることのできる場所を見

と思えるような「問い」が必要である。

つけよう」と課題を設定し，問題を次のよう
に提示した。

この単元では，金属と水・空気の温まり方
の違いがあることを知らない子どもたちに，

問題： 一番速くマッチ棒を倒すためには,
金属棒のどこを温めるとよいだろうか？

この温まり方の違いを実感させることで「問
い」が生まれると考える。

子どもたちは，棒倒しゲームでマッチ棒を

ここで紹介する授業は，金属の温まり方を
見つけた子どもたちが，水の温まり方につい

倒した経験から，
「火元から順々に解けていく」

て「問い」をもち，水の温まり方を追究して

と発言し，火元から熱が伝わっていくという

いこうとする場面である。

イメージをもつことができた。

⑴

速く棒を倒すためには
始めに，マッチ棒を立てた金属棒を提示し，

「マッチ棒を手を使わず倒すためにはどうし
子どもがもった熱の伝わり方のイメージ

たらいいか？」と質問したところ，子どもた

事象提示からこの問題を提示したことで，

ちは，
「温めてロウを溶かして倒す」と答えた。
そこで，実際に，

子どもたちは，ゲームで温めた経験をもとに

アルコールラン

どのように棒がたおれるのかを予想しながら，

プで金属棒を温
め，ロウがとけ
マッチ棒が倒れ

熱の伝わり方や金属棒の温まり方を考えるき

【 棒倒しゲーム 】
棒を温めて，マッチ棒を
たくさん倒そう！

っかけになることがわかった。
その後，金属の□・凹板でも実験を行い，
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とつぶやき始める。

金属の温まり方をモデル（図１）に表し，ま

ここで，温まったことが色の変化で分かる

とめていった。

サーモインクを紹介し，実験用の水槽とヒー
ター（下図）を提示して，これらをつかって
調べることを伝えた。

図１．金属板の温まり方モデル
この実験から，子どもたちは，
「棒にしても，

ヒーター（100W）

板にしても，温めている所から順番に温まっ

水槽（魚観察用ケース）

ていき，中心を温めると一番速く温めること

子どもたちは，自分の予想を考え始めた。

※サーモスタットなし

このとき，
「どこから温かくなり，どのように

ができる」とまとめた。

全体が温まるのか」が分かるように，温まる

この学習のふりかえりの中に，
「ものは全て

様子を６段階でかかせた。

（熱源を）中心に置いた方が速く温めること
ができることがわかった。」という発言があっ
た。そこで，次の問題を提示し，水の温まり
方の学習へつなげた。
⑵

水槽を速く温めるには
金属の温まり方を見つけた子どもたちに，

「教室のメダカの水そうの水を取り替えて新
鮮な水にしたい。この水槽に入れた新鮮な水
を温かくするにはどうしたらよいだろうか？」
と問いかけてみた。子どもたちはすぐに，ヒ
ーターで温めればいいと発言する。ここで，
「その水を速く温めたいんだけど，速く温め
るには，ヒーターをどこに置けばいいの？」

中心広がり
モデル

と問いかけ，次の問題を提示した。

上広がり
モデル

下広がり
モデル

ある子は，金属の温まり方の学習から，ヒ

問題：水そうの水を温めるために，ヒーター

ーターを水槽の中心に置き，全体に放射線状

を入れます。一番速く全体を温めるには，

に広がる「中心広がりモデル」をかき，また，

どこを温めるとよいですか？

ある子は，教室のエアコンの位置からヒータ
ーを上に置き，上から下へ温まる「上広がり

子どもたちは，
「真ん中」
「下」「横」
・・・
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４

モデル」をかいた。更に，実際に熱帯魚を飼

成果と課題

っている子は，飼育の経験からヒーターを下

まず，ゲームを導入で行ったことで，子ど

に置き，下から順番に温まる「下広がりモデ

もたちに「速く温めるには，どこから温める

ル」をかいて予想した。

とよいのか」という追究意欲が生まれたこと
で，温まり方に着目しながら追究していくこ

このことから，子どもたちは，今自分がも

とができた。

っている知識や経験から事象について考えて

次に，子どもたちの水の温まり方に対する

いることが分かる。
温めてみると，ありえない結果に…？

素朴概念が出る問題を提示したことで，水の

実験をしてみると次のように温まり，自分

温まり方の本質（温めると水の密度が低くな

の見方や考え方では説明できない結果になり，

り，温かい水が軽くなり移動して，熱源より

「予想と全然違う」
「上から温まるなんてあり

上が温まる）に迫ることができた。

⑶

更に，モデルで自分の考えを表現させたこ

えない」とつぶやき始めた。

とで，一人一人の見方や考え方が分かり，そ
の違いから，かかわり合いを促すことができ，
追究意欲を高めることができ，主体的な観
温める前の様子

察・実験を行う姿を見ることができた。

温まっている様子

この結果に子どもたちは，不思議さや面白

今回は，導入から予想・仮説まで，子ども

さを感じ「何で？」
「どうして？」といいなが

たちの主体的な追究について，ある程度の手

ら，一人一人が「なぜ，上から色が変わるの

立ては見えたが，考察場面での手立てに関し

だろうか？」
「金属と違う温まり方をするのは

ては，まだまだ研究しなければならないと感

どうして？」という「問い」をもつことがで

じる。また，もっと子どもたち一人一人の思

きた。その後の話し合

考をしっかり見取り，子どもたちが自分の問

いでは，ヒーターから

題として，自分から事象に関わり観察・実験

出る色が変わっていく

の方法までも考えながら，自然のきまりを見

インクの動きに焦点化

つけだしていく本当の理科学習をこれからも

していき，
「熱くなった

目指していきたい。

水は上に移動している
のではないか」という

参考文献

仮説が立ち上がり，温

村山哲哉（2013）
「自分事の問題解決」をめざ

めた水の動きを，みそ

す理科授業，図書文化社

や絵の具をつかって観
察することになった。

村山哲哉（2013）
「問題解決」８つのステップ
東洋館出版社

考察でのモデル
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初教教育研究所

理科の学習で大切なことは「問題解決の

大西 秀彦

題を発見し解決する能力は育たない。

能力」を育てることだと言われる。つまり問

児童が自らの実生活に戻ったとき，あるい

題のないところに問題解決はあり得ないし，

は社会に出たとき，いつも教師がいるわけで

問題があって初めて解決する能力が育つとい

はない。自らの生活の中で問題を意識するこ

うことでもある。

とがなければ，新しい知識の獲得や生活を改

しかし，その問題は誰が持つのだろうか。

善していく能力は育って行かない。

それは当然，教師が児童に持たせるのではな

現在っ子には，事象を批判的に見るという

く，児童が自らの疑問や矛盾を感じることか

能力が乏しいと言われる。映像や ICT 技術

ら生じることでなければならない。

などの進歩によって，未知の事象や不思議な

ところが授業を拝見すると，児童が興味や

現象が詳しく説明されることが多い。従っ

関心を持ってもいないのに，教師の方から一

て，物事を批判的に見るという感性の欠如が

方的に問題を提示することが多いように思わ

著しいと言われている。物事を批判的に見る

れる。
「はい，今日の問題を書きます」と言

という意識を育てることが，まず必要であ

って黒板に書き，さらにそれを四角に囲み，

る。

問題が成立したと捉えがちである。

１ 「ズレ」と「矛盾」の意識

授業には目標がある。教師は限られた時間
で目標に手っ取り早く到達させたいと思うが

では，児童が問題を意識するのは，どのよ

故に，教師が問題を提示してしまうことが多

うなことから始まるのだろうか。それは，目

いのが実情である。つまり教師が問題を作

の前の事象と，自らが持っているイメージと

り，児童に問いかけるという形式に陥るので

のズレや矛盾から始まると言って良い。

ある。

例えば，水が沸騰すると泡が出てくる。泡

児童は何の疑いもなく，しかも何の興味や

は空気だと捉えると，何のズレも矛盾もな

関心もない教師が出す問題を解決しようとす

い。空気だと思っても，
「どんどん限りなく

る。従って，問題発見は教師任せであり，問

出てくるよ」
，
「水の中にそんなに空気がある
71
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すると考えられる。

のかな」と見ると，そこに「ズレ」が生じ
る。
「そんなに空気があるのはおかしい」と

３ 「21 世紀型能力」の育成

か，
「空気ならなくなってもいいはずだ」と
いうようなことが意識されると，
「では泡は

教育政策研究所が平成 25 年に報告してい

何だろう」
「空気以外に何があるのか」とい

る「21 世紀型能力」の中で，教科・領域横

う疑問が生じることになる。当たり前のこと

断的に学習することが求められる汎用的能力

と捉えると何の疑問も出てこないが，そこに

として，
「基礎」
「思考」
「実践」の 3 つの資

批判的なものの見方ができてくると問題の発

質能力が挙げられている。
21 世紀型能力の中核の第１に，
「一人ひと

見に辿り着くことができる。

りが自ら学び判断し自分の考えを持って，他

２ 「場」の構成

者と話し合い，考えを比較吟味して統合し，

児童が問題を持つことは大変難しいことで

よりよい解や新しい知識を創り出し，さらに

ある。しかし児童が問題を持つことができる

次の問を見つける力」としての「思考力」を

ようにするために，教師には「場」の構成が

重視しなければならないことを提起してい

必要になる。

る。
「思考力」は，
「問題の解決や，発見，新し

「場」の構成は，授業の中で最も大切なこ
との一つである。そこには児童の経験やイメ

いアイデアの生成に関わる問題解決・発見

ージの把握と，教師の授業の目標，それに適

力・創造力，その過程で発揮され続ける論理

した素材の教材化が必要となる。

的・批判的思考力，自分の問題の解き方や学

経験やイメージの把握は，これまでの学習

び方を振り返るメタ認知，そこから次に学ぶ

経験や生活経験をはじめとして一般的に児童

ことを探す適応的な学習力などから構成され

が持っていると思われる経験の把握である。

る」
（１）と述べられている。
問題解決の能力を育成すれために，我々は

素材の教材化とは，目標に到達させるため
に，更に児童が持っている経験とのズレや矛

まず，
「解決の能力」よりも「発見の能力」

盾を感じることのできる事物や現象が提示さ

を重視することが求められる。
日々の授業の中で，教師の問題提示が優先

れることや，これまで経験としての見方を変
える事象の提示が必要となる。

している現状を，今一度見直し，本当に児童

教師の授業における一番大切な仕事は，この

自らが，問題を発見できるような「場」を作

「場」作りと言って過言ではない。

るように努力すべきではないだろうか。

児童の経験と教師の目標，それに経験と少

（１）
「社会の変化に対応する資質や能力を育成する教育

しズレが生じる自然の事物や現象がうまく絡

課程編成の基本原理」国立教育政策研究所 平成 25 年３

みあったとき，問題が意識され，授業が成立

月 ８４P
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「理解確認」と「理解深化」を促す
課題の開発（13）
ど

筑波大学附属小学校

２

森田

和良

授業の実際（前号からの続き）

学習活動② 理解深化課題について考える

学習活動④ つき方の意味を考える
Ｔ：１本の導線でも電気を流すと磁石の働き
はありました。では，マグチップは，ど

【児童は予想と自信度の表に名札を貼る】

のようにつきましたか？

Ｃ：導線は巻いていないので出るかどうかわ

Ｃ：（３名の児童が，黒板に図を描く）

からない。
Ｃ：円の中心に力が出るので，巻かないと出
ないと思う。
Ｃ：１本でも電気は通るので，力がゼロとは
考えられない。
Ｔ：実験をして確かめよう。方法は，前回同
様に方位磁針，磁石，マグチップです
学習活動③ １本の導線から出る磁力調べ
【実験結果】

Ｔ：おかしいな。そんなつき方はしないよ。

○方位磁針は反応した。

よく見ていないなあ。

○棒磁石も反応した。

Ｃ：（見直して）２、３本でからんでいる。

○マグチップは引きつけられた。

Ｔ：そうだね。２本や３本ではつくけれど，

○マグチップは，不思議なつき方をする。
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かかっているので，このような付き方をす
ると考えた。

１本ではつかないよ。磁石のつき方とは
違うね。マグチップ同士は，どうしてく
っつくの？

ヒントは３年の磁石の性質

Ｔ：なるほど，モデルを使ったよい説明だね。

にあるよ。

それでは，今日の授業でわかったことをノ

Ｃ：磁石の力でマグチップが磁石になったの

ートに書きなさい。

かもしれない。

学習活動⑤ わかったことを記述する

Ｃ：マグチップが磁石になるとＮ極とＳ極が

現象と既有知識を関係付けて、マグチップ

できてついている。

のつき方について、次のように説明した。

Ｃ：導線には，ひっかかっているのかも。
Ｔ：導線にひっかかっているとしたら，導線
を斜めにすると，ずり落ちていくよ。
Ｃ：本当だ。導線を斜めにしたら，マグチッ
プがずれていった。
Ｃ：（棒磁石で演示しながらの説明）導線の
まわりに磁石の力が出て，マグチップが
磁石となりＮ極とＳ極ができる。そして，
Ｎ極とＳ極が引きつけ合って，導線にひっ
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児童が自信を持って２年生を迎えるためには
この時期何を大切にしたらよいか
－低学年総合（生活科）－
１

筑波大学附属小学校

研究主題について

白岩

等

分もいろいろなことが出来るようになった

本校では総合活動が昭和４８年に誕生し

な」というような気持ちを引き出したい。

て以来、その実践が続けられている。教科と

そして、「２年生になったらどんな楽しい

しての生活科が創設されてからもそ１の目

ことが待っているのかな」「入学してくる１

的や内容、方法の上でかなり通じ合うものが

年生と一緒に遊んであげたい」というような

あることから生活科を含めて１～６年生で

明日を積極的に生きていこうとする意欲的

総合活動と呼んでいる。

な態度が身につくことを期待している。

今回は１年生での提案となるが、総合とい

２

う範疇で提案していくことにする。

活動のねらい

生活科ではこの時期、家庭における自分の

この１年の楽しい思い出を振り返り、自分

生活を見直し，規則正しく健康に気を付けて

に自信を持つとともに２年生への期待をふ

生活しようとする，積極的な生活態度を育て

くらませることができる。

ることを目指し「家の仕事」を取り上げた活

３

動が多く行われている。
さて、
この時期の１年生にとって大切なこ

活動計画(８時間)

第１次

とは何であろうか。それは学校生活は楽し

１年を振り返り楽しかった思い出
ベスト１０を選び出す……２時間

い、
そして２年生になるのが待ち遠しいとい

第２次 思い出の紹介の準備をする

う気持ちにさせることではないだろうか。
そ

………３時間

のために今回はこの１年を振り返り楽しい

第３次 相互に思い出を紹介し合う

ことを中心とした思い出ベスト１０をそれ

………３時間(2/3)

ぞれの児童が発表する活動を設定した。その
発表を通して、楽しい思い出が出来た背景に

４

は人との関わり、自然との関わり、あるいは

(1) ねらい

自分自身の成長があったことに気付かせ
「学

自分の楽しかった思い出ベスト１０を友だ

校って楽しいな」「友だちっていいな」「自

ちに分かるように紹介することが出来る。
75
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(2) 準備…写真、紙芝居等それぞれの資料
(3)展開
①発表する側と聞く側の約束事を確認する。
②アピールタイム（１人１０秒程度で）

「ぼくは○○を使って」

「くるくるパンの焼き方を実演する」

「私は模型を使って・・」

それぞれが自分の発表内容や発表方法に
ついてアピールした。
③それぞれが工夫した方法で発表する。

「プールの絵に切れ込みを入れ実際に泳
いでいる様子を表現」
④活動を振り返る
「電車通学の途中で発見したことを発表」

５

実践を終えて

子どもたちは自分の思い出ベスト１０を
まさに思い思いの方法で発表していた。模型
あり、紙芝居あり、疑似体験あり、クイズあ
り、カルタあり等々。これは子どもが自分の
思いを出来るだけみんなにわかりやすく伝
えたいという思いや願いに支えられた結果
であろう。授業後、今度は新しく入ってくる
「模型を使ってヤゴ取りの疑似体験」

一年生にも伝えたいという声が聞こえてき
た。
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● 初等理科教育 16.4/5 ●

筑波の先生の研究③

「問題解決学習」とは何か
筑波大学附属小学校

佐々木 昭弘

本年度は、「他教科と連携する理科授業」の

ンから学習過程のとるべき３段階（導入・展

成果と課題を踏まえつつ、理科教育における

開・終末）が導き出され、現在の指導案の原

「問題解決学習」について問い直し、新たな授

型になっている。
一方、ハンガリーの数学者Ｇ・ポリア(1887

業改善の視点を見出してみたい。

－1985)は、問題解決の過程を、左の４つの

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

段階に分けて示した。〔『算数教育指導用語
辞典』教育出版 P299〕

「問題解決学習」の形骸化が叫ばれて久し

① 問題を理解すること

い。展開の形式ばかりが優先され、指導に時

② 計画を立てること

間をかけた割には基本的な学習内容が習得

③ 計画を実行すること

されていないという指摘である。
国内外の学

④ 振り返ってみること

力調査結果もあいまって、その声は大きい。
そもそも「問題解決学習」とは何か。

この段階が基本となり、算数科における問
題解決学習の基本的な流れである「課題把握

「問題解決学習」は、アメリカの教育学者

→自力解決→練り上げ→まとめ」が一般化し

であったデューイ（1895－1952）が提唱した
学習の方法で、５つの段階で構成されている。
〔『理科教育指導用語事典』初教出版 P30〕

① 問題把握の段階

たという。
さらに、
「課題解決学習」という学習法が
ある。
〔『新理科教育用語事典』
（初教出版）
P64〕には、次のように解説されている。

② 仮説を立てる段階

昭和３０年、広岡亮蔵は、「系統学習

③ 検討を加え解決の工夫をする段階

か問題解決学習か」を世に問うて、系統

④ 仮説を確認する段階

学習こそが深まる学習であり、問題解

⑤ 仮説を検討する段階

決はは いまわる学習であると 否定し

この５段階は、その後デューイ自身によ

た。

っても変形されたが、
その思考過程のパター

ところが、世の教育が、子どもの主体
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的な学習を進めるのではなく、教え込

解決的な学習を重視する」（下線－佐々木）

みによる定着を図るようになっていっ

とある。「問題解決学習」という言葉は見当

たので、昭和３６年に広岡は、問題解決

たらない。「問題解決的な学習」の「的」と

の学習は主体的な活力があったのに、

は、「そのような性質を持ったもの」という

系統学習は受け身の教育となり学習の

意味である。つまり、デューイ、ポリアいず

活力を失っていくので、教えるべき内

れの「問題解決学習」も、そして広岡亮蔵の

容を課題として与え、それを主体的に

「課題解決」も含め、日本の教育研究の中で

受け止めさせ、意欲的に解決させてい

修正・変更・合体を繰り返しながら現在に至

くという課題解決学習を提唱した。

っていることを示している。「日本型問題解
決学習」とも呼ばれる所以である。

そのころは、課題は教師が与えるも
のとし、問題は子どもが主体的に受け

考えてみれば、問題解決の過程を、一つの

止めたものとする考え方が一般的に行

だけの展開で語ることはできないのは当然

きわたった。

のことである。「総合的な学習の時間」の目
標に示されているように、「自ら課題を見付

そして指導すべき内容を、子どもに
疑問文の形で課題として投げかける形

け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、

式が生み出された。

よりよく問題を解決する」ことが「問題解決

ところが、
教えるべき内容を課題として与

学習」の本質であることは確かである。

えるがゆえに、課題解決学習においては、子

しかし、「課題を見つける」「自ら学ぶ」

どもの主体的な問題として受け止めにくい

「自ら考える」そして「主体的に判断する」

表現の発問が投げかけられるという問題が

ことの具体的な方法が実に多様であること

生じてきた。そのため、投げかける課題は、

は、私たち大人が経験している通りである。
当然のことながら、
「ああすればこうなる」

子どもたちの学びの過程で教師が見出さな
ければならず、何段階かに分けて提示すると

と単純にはうまくいかないことも多い。だか

いう配慮が必要であることも指摘された。

らこそ、状況を的確に判断し、フレキシブル
に対処する能力、つまり、「問題解決能力」

つまり、「課題解決学習」とは、様々な問

が要求される。

題を抱えていたものの、対極的な位置関係に
あった「系統学習」と「問題解決学習」がも

「問題解決学習」であっても、実際の授業

つそれぞれのメリットを融合させることを

の流れは多様に変化する。それが自然である。

意図して提唱された学習法といえる。

固定された「問題解決学習」の形式に囚われ
る必要はない。

『学習指導要領解説総則編』には、「各教

つまり、
「問題解決学習」とは、多様な「問

科等の指導に当たっては，
体験的な学習や基

題解決的な学習」の総称と考えればよい。

礎的・基本的な知識及び技能を活用した問題
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筑波の先生の研究④

「比較」について考える
筑波大学附属小学校

１

「比較」する能力の重要性

鷲見 辰美

と遠いものの両方とも取りあげた上で、

今年度は、名著「自然認識における能力の

共通点・差異点を抽出する。

分類」初教出版 赤松弥男著の能力の分類を

（４）比較し観点を深める。

実践に生かす試みをしてみようと考えてい

この４段階になるが、１つ１つの段階で、

る。

さらなる深まりがある。ここでは、具体事例

まずは、基本的な能力とされる「比較」か

を交えながら考えてみたいと思う。

ら取り組んでみる。

２－１

論理的思考を視点とした能力の中で、
「比
較」と「判断・推理」は基礎的な能力とされ

比較を意識して行う

①比較の重要性を認識する。

ている。論理的思考ができるようにするとい

比較を行うことで物事の性質や関係が見

う目標は、今も昔も理科教育の核となるもの

えてくることは多い。
食塩が水に溶ける限界

であり、今日その重要性はさらに高まりを見

量は、20℃の水温で 17.92ｇであり、40℃の

せているのではないだろうか。
その基礎的な

水温で 18.17ｇになる。水温によって食塩が

能力である「比較」の重要性も同様に高まっ

溶ける限界量は変化するととらえるのか、変

ていると考えている。

化しないととらえるのかは、この結果だけで
は、
子供によって意見が分かれることになる。

２

「比較」について

しかし、ミョウバンとの比較を行えば、食

「自然認識における能力分類」では、比較

塩の水に溶ける限界量は、
水温が変わっても

の操作について、次のように章立てされてい

ほとんど変化しないという性質が見えてく

る。

る。

（１）比較を意識して行う。

このように、認識や思考にあたっては、常

（２）比較においては差異点と共通点の両方

に比較が重要な役割を果たしていることを

に考慮を払う。

認識する必要がある。小学校では、思考を促

（３）部類間の比較に当たっては、近いもの

すための比較対象を用意することが必要に
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なるだろう。

えてみると、
考察の評価基準が明確になって

②対象・観点を見定める

くるとよさがある。

比較をするためには、比較する対象と観点

ミョウバンの実験を終えた後に、「ミョウ

を明確にしなければならない。

バンは温度変化によって溶ける限界量が大

この比較対象や視点を子ども自身でもて

きく変化する」というような食塩との比較が

るようにすることは最終目標になる。しかし、

ない考察では、思考の不十分さがあると考え

各単元の学習目標を考えると、教師が場を設

てよいのではないだろうか。

定せざるを得ない場合が多い。

③比較の場合、標準または規準が、所与か否

例えば、ものの溶け方の単元では、食塩と

かを考える

ミョウバン、食塩とホウ酸の比較で学習を進

理科授業においては、標準や規準が必要に

めることになる。食塩と比較する対象として、

なる場合より、共通点・差異点を見つける比

子供たちがミョウバンやホウ酸を見つけだ

較の仕方が多く取り入れられる。

すことはできないので、教師側で設定してい

標準や規準が必要になる場合でも、
教師が

くことになる。

示すというより、
子供たちが実験観察を通し

教師が設定した場の中で、
子供たちが視点

てつかんでいくことになる。もし、標準や規

を定めて比較することができるようにして

準が必要ならば、
それらを意識することがで

いきたい。考察の中で、食塩の常温と温度を

きる実験観察を設定することになる。常温時

上げたときの水に溶ける限界量を比較して

の変化が標準として考えたりしやすいが、所

考えるようにする。ここに、ミョウバンが入

与か否かを意識する必要性はあまりないよ

れば、常温での食塩とミョウバンの溶け方と

うに感じている。

いう視点と、温度変化したときの溶ける量と

④比較には、
同時比較と遡時比較があること

いう視点で比較を行うことになる。

同時比較に比べて遡時比較は、子供たちに

単元の最終的な学習では、「温めないとき

とって高度な能力を要求される。遡時比較は

にはミョウバンよりも食塩の方がよく溶け

時間を遡って考えなければならないので、忘

る。しかし、温度をあげると、食塩の溶ける

れてしまっていることも多い。

量はあまり変化しないが、
ミョウバンの溶け

それでも遡時比較が思考の有効な手段に

る量は大きく変化するので、水温が５０℃ぐ

なることは多く、
この比較が行いやすい環境

らい以上になるとミョウバンのほうがよく

を作っていくことが必要だと考えている。

溶ける」という考察を一つの理想と考えるこ

一つの方法としては、子供たちの記録であ

とになるのではないだろうか。

る。
いつでも見返す習慣をつける指導を行い、

これは、今までも当たり前のように行われ

ノート指導も重要になってくる。

てきたことである。それでも、このように考

(次号へ)
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筑波の先生の研究⑤

単元と単元をつなぐ
筑波大学附属小学校

１．２１世紀型能力を育むために

辻

健

２．「知っている」ことを関連させて

国立教育政策研究所の報告書が示した
「２

（１）第４学年「空気と水」で学んだことを

１世紀型能力」として、これまでの知識・理

ポンプを使って空気を入れると水が出た。

解、技能、思考・表現という枠組みとは違っ

これは圧縮された空気が、元に戻ろうとする

たものが示された。

力（子どもたちはバネのような力と表現）を

知識や理解については、何を知っているの

利用して水を圧しだすからだ。閉じ込められ

かだけではなく、何を知って、その知識で何

た空気と水の単元のあと、子どもたちはポン

ができるかが重要になるという考え方が示

プの仕組みをこのように説明して学習をま

された。思考・判断・表現についても、学ん

とめた。それから、担任はポンプを丸ごとお

だことをどのように使うか、
また社会とどの

湯につけた後、レバーを押すとポンプで空気

ように関わるかという主体性や協働性を実

を入れていないのに中から水が勢いよく飛

践力と位置付けた。

び出した。

また、石井（2015）は目指す学力・学習の

どうして空気を足していないのに、水が出

質の明確化として「知っている」
「わかる」

てくるのかな。温めたことで空気が膨らんだ

「使える」という 3 つの段階に整理した。石

のかな。水も温めたら膨らむのかもしれない

井によると、
燃焼について穴埋めで酸素や二

よ。子どもたちは温度の変化が体積の変化に

酸化炭素という言葉を入れることができる

関係するかもしれないね。まずは、空気から

「知っている」レベルと一斗缶をコンロにし

調べてみよう。空気を温めたり冷やしたりし

て、
燃え続けるためにはどうしたら良いかを

ながら調べたい。空気の次は水についても調

考え提案する「使える」レベルとの違いを示

べよう。空気、水の温度変化と体積変化の関

し、今、求められているのは現代社会をより

係について調べる学習がスタートした。

よく生きる力としての「使える」レベルの学

（２）ポンプから水がでるということは

力の育成であると述べている。

１）

空気がバネのような力を使って水を押し
出せたということは、温められたことで空気
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が膨らんだんだ。子どもたちは、何を使って

フラスコ。フラスコの形状と注射器の目盛り、

調べようかと考えた。
子どもたちから出たア

違いをとらえるにはどちらも有効である。

イデアは、
フラスコ、
注射器、
ペットボトル。

子どもたちは、フラスコの口の部分に目盛

膨らみが一番分かりやすいということで子

りを付けるという実験方法を計画した。

どもたちはペットボトルを選んだ。

（４）水を冷やすとどうなるか？

少しへこませたペットボトルにお湯をか

水を冷やすと、体積はどうなるか。予想は、

けると、パンパンに膨れあがった。

縮むという意見が大多数であったが、縮まな

「やっぱり、空気は温めると膨らむんだ。
」

いという意見を出す子もいた。その理由は、

「じゃあ、ボールも温めたら膨らむのかな。
」

水は圧してもビクともしなかった。だから水

子どもたちは、実験で学んだことを他の場

は縮まない。他の子どもたちは、水が温める

面へつなげようとした。クラスのボールには、 と膨らんだということを使って予想した。空
高温のところで使用しないよう注意書きが

気と同じように温めて膨らんだのだから、水

あった。やっぱり！

も冷やせば縮むだろうという考え方。話し合

（３）水はふくらんでいるのかな

いを続けていく中で、予想の違いは何をもと
にしているかの違いにあることに気付いた。
３．おわりに
ポンプという教材を利用して、空気と水の
圧縮、温度による物の体積変化をつなげて考
えるきっかけをつくった。子どもたちは、圧
縮、温度変化という要因が水や空気にどのよ
うな影響を与えるのか、また、空気や水がど

空気は膨らんでいるけれど、
水は膨らまな

のような変化をするのかを複数の事象から

いでしょう。子どもたちは、水を注射器で圧

考えるようになった。

し縮めることができなかった経験から、温度

第４学年は、この後にも物の温まり方があ

による水の体積変化については、
予想が分か
れた。水でいっぱいにしたポンプを温めると、

る。これまでの学習で学んだことを当てはめ

中から 40 滴くらいの水がでた。

ながら、事象と向き合うことで「知っている」
だけでなく「わかる」
「使える」レベルの学

これでは、はっきりわからない。膨らんだ

力へと高めていく。

とは思うけど、空気の時よりも変化が小さい

１）石井英真「今求められる学力と真正の学習」日

のでは。子どもたちは、自分たちでどのよう

本初等理科教育研究会会報，2015 年 12 月 25

な実験を行うと水の体積変化がわかるのか

日,pp3-6

話し合った。そこで出されたのは、注射器と
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連載：授業スキル

してはいけないこと
授業インストラクター
光華女子学園光華小学校

校長

鏑木良夫

（５）意見・考えを広めない
授業を左右するのは授業者の授業スキル

（６）詳細に観察する場をつくっていない

である。それは，同じ指導案でも授業者によ
ってその現れが違うことからもわかる。とこ
ろで，多くの手が上がるから，討論があるか
らといって良い授業とは限らない。黙って聞
いている子どもにも「わかった」と思わせて
こそ，良い理科の授業となる。

（７）プリントが教師の代わりをしている
（８）考えの程度を意識させない
（９）班編制は放任
(10) 教科書を使わせない
（11）待たせている・暇にさせている
（12）既有知識を意識させない

今月号は，年度の初めの号なので肝に銘じ

等々だ。以下具体的に述べていく。

てほしいことを記したい。
これまでに述べた
ことと重複する項目もあるかもしれないが，
ご了解いただきたい。
内容はもちろんスキル

２

その対策

（１）板書しない

レベルのことだが，スキルはその人の教育観

板書した方が良い場面で板書しない授業

を体現してしまうものなので，疎かには出来

をみると，今時こんな授業があるのかと驚く。

ないのだ。また，どんな立派な理論も授業者

何を板書して何を板書しないのかの判別が

のスキルがその具体化を決定づけるので，
ス

つかないのではないか。獲得してほしい知識

キルを軽く見てはいけない。

等を詳しくする言葉や観点等を板書しよう。

１

してはいけないこと

なお，板書は単位時間の思考過程を表すべき

まず，以下にしてはいけないことを列挙す

と考えるので，消さないように書くのが原則

る。

だ。子どもが家で復習するときにも役に立つ

（１）板書しない

板書であってほしい。

（２）安全意識が希薄

（２）安全意識が希薄

（３）机間巡視が散歩になっている

実験中に気がついたら何かが板書されて

（４）ほめない

いる……。子どもからみるといつ板書したの
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かわからない板書はするべきではない。その

れればいい顔をする。親が見たらうれしくな

間に使っているガスバーナーが倒れたらと

る顔だ。
そんな機会を 1 授業に 1 回は作ろう。

思うとぞっとする。事故報告書を書くときの
苦労を想像すると，子どもにとっても教師に

（５）意見・考えを広めない

とっても厳守すべきは安全管理の 1 つだ。

早く実験が終わった班があった。班の 4

（３）机間巡視が散歩になっている

名で楽しそうに会話している。あの駅のマッ

ただ見て回るだけの机間巡視。これは，残

クは座席が８７もある店だよ等と。これでは

念ながら散歩と言わざるを得ない。また，全

集中力も身に付かないし，実験とは早く終わ

部の班を回らず，
特定な班のみに声をかける。 ったら休むことなどというマイナスイメー
これで良いわけはない。

ジを持たせてしまうこととなる。

机間巡視には 6 つの仕事がある。安全指

基本的なことだが，｢早く終わったら他の

導も兼ねた実態把握，個別指導，板書者を決

班のところに行って意見交流をしなさい，い

める，
発表者を決める，
良い意見を言わせる，

つも｣と言おう。授業は単に実験の答えを出

教えに行かせるの６つだ。いつも 6 つでき

すところではない。

るとは限らないが，６つあると意識している

違う考えやより良い表現を求めて，自由に

机間巡視とそうではない机間巡視とでは天

意見交流させよう。その間，実験に戸惑って

国と地獄ほどの違いがある。

いる班に入ってサポートしよう。

（４）ほめない

（６）詳細に観察する場をつくっていない

多くの授業を見る機会があるが，
一番欠如

「詳しく観察しよう」と言うが，「このよ

しているのが「ほめる｣だ。だからと言って

うに観察しろ」と言わない教師も多い。子ど

教師と子どもの人間関係が悪いかと言うと

もの今できる観察レベルで満足してしまっ

そうではないからやっかいなのだ。そう，自

ているのだ。

覚して実践していないだけなのだ。

授業でここまで観察できたのだとの実感

子どもは教師の指示通りに行動する。
振り

を与えたい。詳しく観察させるには，例えば

子の 1 往復する時間を測定して，自分で書

「図を大きく書こう」，
「ノート一杯に書こう」

いた表に数字を入れ，
結論もそれなりに書い

と言えば良い。大きく書かせると，いやでも

ている。だが，この程度では教師にとっては

細かいところまで見ざるを得ないから詳し

出来て当たり前と思うのだろう。
ほめる対象

い観察となっていく。

ではないのだ。

（７）以降は次号へ続く

まず，このような当たり前と思うことをほ

※

めよう。子どもは認められたいのだ。ほめら

参考文献 鏑木良夫（2015）
「もっと

わかる授業を！」（高陵社書店）
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連載：学力調査

観察・実験の技能に関する「つまずき」指導
～第６学年「人の体のつくりと働き」～気体検知管の指導事例～
前学力調査官

塚田

昭一

検知管に示された矢印の向きにを考えて
国立教育政策研究所から出されている

本体に接続せず、図のように逆に検知管を

資料を参考に，観察・実験の技能に関す

接続してしまう児童がいる。これでは正し

る「つまずき」の指導事例を紹介する。

い結果が得られない。
② 検知管の目盛りの読み取り

観察・実験器具の操作方法の指導は，

下図のように変色域が鮮明でない場合や、

教科書に書かれている手順だけでなく操
作の意味理解や子供のつまずき，エラー

変色が斜めになっている場合に正しい目盛

パターンを把握し指導することが大切で

りの読み取りができない傾向にある。

ある。

１

気体検知管のつまずき
気体検知管の操作の調査をした報告が

「全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ
た理科の観察実験に関する指導事例集（小
学校）
〈平成26年2月 国立教育政策研究所〉
で示されている。
気体検知管に関する調査において以下の
点が課題として示されている。
① 検知管を逆さに取り付ける

例で示した変色域が鮮明でない場合、多
くの子供は、１８％まで薄く変色している
ので、１８％と読み取っている。
２

つまずきの要因分析
教科書に書かれている「気体検知管の指

導」は大方次の頁とおりである。
このような気体検知管の指導をしてもつ
まずきが見られるのはなぜだろうか。
理由として以下の要因が考えられる。
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で逆に取り付けることがなくなる。また、
吸入する側の先端を折った際にゴムカバー
を取り付けることで逆に取り付ける誤った
検知管を逆さに取り付ける児童は、適切
に本体に差し込まないと正しい結果が得ら
れることを理解していないことが考えられ

操作を防ぐことができる。
事例２ 変色域の薄いところと濃いところ
の中間を読むことを理解させる

る。このことを指導したうえで、矢印の向
きは何を意味するのか指導することが大切
である。
検知管の目盛りの読み取りが正しくでき
ない児童は、検知管の変色している位置が
しっかり見極められていないことが考えら
れる。教師の指導も「色が変わったところ
までを読み取ること」などの指示も要因と
考えられる。
３

つまずきに対する指導事例

事例１

調べる気体は矢印の方向に流れて

いくことを理解させる
検知管に記された矢印の向きが意味する
ことをしっかりと指導する必要がある。矢
印を採取器（本体）に向けて取り付ける方
向と指導するだけでなく、吸い込んだ気体

変色域が鮮明でない場合、数値の幅を油
性ペンなどで印をつけて確認し、その中間
の目盛りを読み取る指導を行うようにする。
また、検知管の目盛りの読み方は算数科の
学習と関連を図るようにする。
参考・引用文献
全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた理
科の観察実験に関する指導事例集（小学校）

〈平成26年2月 国立教育政策研究所〉
を採取器に送り込む方向を意識づけること
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連載：研究校紹介

新設教科「科学科」による

顔写真など

科学的リテラシーの育成
山梨学院小学校

～理科教育の成果の継承と課題の克服～

１

はじめに

枠組みを超えた様々な試みを行ってきた。提

本校は，文部科学省の研究開発学校（H.25

案する「科学科」の特徴は次の２つである。

～28）として，小学生の科学的リテラシー育

①科学の問い（なぜ？を問う理学的アプ

成の研究に取り組んでいる。
新教科の創設と

ローチ）を柱とする従来の科学教育

いう研究形態をとるが，その目指すところは

に，技術の問い（いかに？を問う工学

現行の理科教育の成果や財産を継承しつつ，

的なアプローチ）を重ね，両者を融合

さらに未来の社会を見据えて課題を克服し

した探究学習。

ようというものである。

２

②個々の子どもに応じて力を伸ばすと

研究内容について

いう新たな発想の下に「テーマ選択学

現在では PISA や TIMSS に代表される国

習」「自由研究」を新設。

際調査の結果が，
国を越えた教育の質や成果

３

を比較する基準として，無視できない重みを

（１）新たに付加した工学的な内容や方法

持つようになってきている。
その中で日本の

授業の実際

４年生では「自在に動け，モーターロボ」

理科教育の強みは「平均得点の高さ」に，課

という新規コンテンツを開発し，「制御」と

題は「科学に対する意識や態度」に表れてい

いう視点を柱とする工学的な探究を行った。

る。
小学生段階における理科教育はよい成果

主教材の

を収め続けているが，
「実社会とのつながり

モーター

や有用感の相対的な低さ」は，変わらぬまま

ロボは，左

推移しており，この傾向（課題）は中高校生

右２つの

へと上がるにつれて一層顕著なものとなる。

モーター

本校の研究は，
この課題の克服につながる

の回転に

内容と方法および評価の手法を開発・提案し

図１

主教材「モーターロボ」

よって動く（図１）
。

ようとするものである。研究開発指定による

導入では，実社会のロボット開発の話題と

教育課程の特例措置により，
学習指導要領の

重ねつつ「自在に制御できるモーターロボを
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開発しよう」
という擬似的な製品開発の状況

できる。実践

を設定した。探究の過程では，
「試作と性能

を重ね，この

テスト」という工学的な手法を用いて，数値

ような学習を

化した多数の計測データを集め，
制御の精度

成立させるた

を比較・共有した（図２）
。制御の精度を上

めの手順や体
制作り，評価
図３

「テーマ選択学習」の様子

の手法を明

らかにしてきた。

４

研究開発の成果
児童質

図２ 性能テストと結果の数値化

問紙調査

げるためには，制御に関する条件や電流の向

の経年変

きなど，仕組みの理解が不可欠となる。言い

化（図４）

換えるなら，
「試作」という工学的な手法を

からは，理

柱とする探究の中で，
子どもは自らの必要に

科教育の

迫られて「なぜ？を問う理学的な探究」も行
っていたのだと言える。この学習の評価は，
「ユーザーからのロボットの修理依頼」とい

課題とさ
れてきた
「実社会・

う架空の状況を設定したパフォーマンス課

実生活と

題を与え，獲得した力が類似の別の場面でも

の関わり」

発揮可能なものかどうかを問うた。

や「有用

（２）個に応じて力を伸ばすテーマ選択学習

図４

研究開発の成果

感」に関わって顕著な改善が見られつつある。

３年生
「テーマ選択学習～科学プロジェク

また，この研究開発で用いてきた考え方や指

ト～」は，個に応じて力を伸ばすという発想
の下，新たに設けた内容区分の学習である。
自然や科学に関わる４つの学習テーマの中

導方法は，既存の教科の枠組みの中において
も生かすことができる多くの要素を含んで
いると考えている。

から，子どもが自分の興味・関心を基に内容
を選択し，自分のペースで学びに浸り込む。
その創設の趣旨から，この学習では，いずれ

５

おわりに

平成 28 年 11 月 25 日（金）には，研究発
表会の開催を予定している。多くの先生方に

の学習内容も全員が一律共通に学ぶことを

ご来校いただき，これからの科学教育のあり

前提としていない（図３）
。したがって，す

方を共に考え合いたいと願っている。

べての子どもが，それぞれ異なる“プラスア

（文責：小林 祐一）

ルファ”
の学習に取り組む時間と言うことも
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● 初等理科教育 16.4/5 ●

表紙写真の解説

ツマグロヒョウモン

１．今年度もよろしくお願いいたします
「初等理科教育」が電子版になるに伴い、表紙画像とその解説を担当してきました。今年度も引き続
いて行っていきますので、よろしくお願いいたします。
今までの２年間の表紙画像は、私の専門が理科教育と並んで植物分類学であることから、植物の生態
写真を中心にしてきました。そこで今年度は、マンネリ化を招かないように、植物だけでなく昆虫の生
態写真も入れていくことにしました。
２．初めての理科、３年生の理科
理科は、３年生から始まります。そのため、３年生の１学期の理科は、生活科から理科への橋渡し、
入門期の理科となります。そのため、春の自然観察から始まり、生活科のころからやってきた植物の栽
培（種まき）を行い、昆虫を育てて観察していきます。
昆虫の飼育はモンシロチョウを育てるのが普通ですが、代替教材として、アゲハやカイコガ、ツマグ
ロヒョウモンなどを挙げている教科書もあります。
３．ツマグロヒョウモン
今回の表紙は、そのツマグロヒョウモンがスミレ（正確にはアリアケスミレ）に産卵をしているとこ
ろの画像です。ヒョウモンチョウは似たような種類が多くて見分けるのが難しいのですが、モンシロチ
ョウの代替教材としてツマグロヒョウモンが挙げられるには理由があります。まず、ツマグロヒョウモ
ンの幼虫の食草はスミレ科なので、パンジーやビオラなど新学期早々から手に入れやすく、すぐに産卵
させて育てることができる点です。モンシロチョウの場合、私がかつて勤めていた標高の高い学校で
は、成虫が姿を現すのが５月下旬で、学習内容を入れ替えて対応していたことがありましたが、そのよ
うな心配が少なくてすみます。また、モンシロチョウを育てるには、アオムシコマユバチという寄生バ
チに十分に注意する必要（幼虫ではなく、卵を採集して育てる等）がありますが、ツマグロヒョウモン
には寄生バチにそれほど悩まされずにすみます。以上のような点から、ツマグロヒョウモンが代替教材
として挙げられているのでしょう。
欠点としては、東日本にはあまり分布していないことですが、温暖化で分布を広げています。
これは、困ったことではありますね。

（群馬県中之条町立中之条小学校

増田和明）

6/7月号予告
本号では，小学校理科におけるアクティブ・ラーニングと
はどのようなものかを考えることを通して，学習者が学習
者中心の深い学びの中で学んだことを活性化させ，２１世
型能力の中の思考力，実践力へ高めるためのアクティ
ブ・ラーニングの有効性を明らかにすることをめざしました。
論説では，森本氏に，アクティブ・ラーニングで実現すべ
き学習過程の礎となる学習観とともに，児童を能動的な
学習者としてとらえる重要性や評価する視点を示していた
だきました。また，田代氏からは，「疑問を理科で解決でき
る課題に置き換える」指導のあり方や，児童が身に付け
た能力を意識的に活用する場の必要性等を示していただ
きました。これらは，学習者中心の深い学びの中で学ん
だことを活性化させるという本特集のねらいに大きな示唆
を与えてくださいました。
主題研究では，アクティブ・ラーニングの視点に基づく実
践を，志田氏（３年），渡辺氏（４年），鈴木氏（５年），舘氏
（６年）にそれぞれの学年の実践を通して具体的に示して
いただきました。本特集が小学校理科におけるアクティ
ブ・ラーニングの有効性を考える一助となれば幸いです。
(４／５月号 担当／辻 健・尾崎 幸哉)

特集

6月20日発行予定

対話を深めるアク ティブラーニング

■論説１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 塚田昭一
■論説２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 森田和良
■主題研究・・・・・・・・・・・・・・・・ 白岩等 ・ 辻健
佐々木昭弘 ・ 鷲見辰美
■自由研究
■学年の理科
生活科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・塩川祐司
３年の理科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・増田和明
４年の理科・・・・・・・・・・・・・桑原健一・須藤好恵
５年の理科・・・・・・・・・・・志比田心平・平川信乃
６年の理科・・・・・・・・・・・・・・鍛冶裕之・樋口智一
■連載
観察・実験講座・・・・・・・・・前川良平・田村高広
温故知新・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・ 大西秀彦
指導技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鏑木良夫
学力調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・塚田昭一
学校紹介
筑波の先生の研究・・・・・・・・森田和良・白岩等
佐々木昭弘・鷲見辰美・辻健
敬称略
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新刊 !!
理数教育へのつながりを考える

幼児の体験活動に見る「科学の芽」
編著：森 本 信 也（横浜国立大学教授）
磯 部 頼 子（ベネッセ次世代育成研究所顧問）

A5 版並製・120 ページ
定価 1,500 円（税別）

●幼児の体験活動に見られる「科学の芽」を、理科教育（森本）と幼児教育（磯
部）のそれぞれの視点で分析。
●幼稚園教育における様々な実践から科学的思考や知識の「芽生え」を見いだし、
価値付け、わかりやすく解説。
●幼稚園はもちろん、小学校理科、生活科における科学的思考や表現力を育む支
援のあり方が見えてくる。

新刊 !!
科学史の活用で

理科が変わる
共著：工 藤 隆 継（前ソニー科学教育研究会常任理事）
ソニー科学教育研究会青森支部

B5 版並製・164 ページ
定価 2,000 円（税別）

●なぜ、今科学史なのか。小学校理科の授業に科学史を取り入れることの有効性
ついて解説。時空を超え、昔の科学者と対話する授業の実現。
●子どもたちの思考力を育み、理科の授業を楽しく奥深いものにするための、科
学史を活用した具体的実践例を多数提示。
●知 的好奇心にあふれ、想像力豊かな子どもたちを育てる授業のポイント、
PISA 学力テストから見えてくる課題、学校での取り組みなども丁寧に解説。     

好評発売中
自然読解力を
はぐくむ授業と教材提示
編著：松 本 謙 一（富山大学教授）

B5 版並製・216 ページ
定価 2,500 円（税別）

●子どもたちが主体的に問題解決に取り組むには、「自然読解力 = 自然の事物・
現象から自分にとって価値ある問題を見いだす力」を育てることが大切である
とし、その指導方法について教材開発・提示法を重点に解説。
●新学習指導要領の全内容に対応する形で、単元構成から中心となる授業の展
開例、教材提示のポイントなどを、各単元本文 4 ページに簡潔に掲載。
●資料編には、主要な実験や観察について、準備物や演示のコツなども丁寧に
解説。理科の苦手な先生にもわかりやすく使いやすい内容。

学校図書株式会社

〒 114-0001 東京都北区東十条 3-10-36
TEL : 03-5843-9432 FAX : 03-5843-9438

URL http://www.gakuto.co.jp

mail : suishin@gakuto.co.jp

平成27年度版小学校教科書準拠

小学理科
デジタル教科書
未来をひらく

指導用 ＋ 学習者用デジタル本文データ

教えやすく，学びやすい授業を支援します
1 だれでも使いやすいシンプルなデザイン
2 見せたいところを自由に拡大して提示
3 豊富なデジタル教材で理解を深める
第 3 学年〜第 6 学年 全 4 巻（学校内フリーライセンス※）
価格

各巻

75,000 円

全巻セット価格

285,000 円
（価格は税別）

※同一校内での使用に限り台数無制限でご利用いただけるライセンスです。

〒101ー0051

東京都千代田区神田神保町2 - 10

TEL ：03 - 3238 - 6811 ＦＡＸ：03 - 3238 - 6810

http://www.kyoiku-shuppan.co.jp
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ぶんけいが紹介する

理科の教育書
本物の学習指導力をつけたい先生へ
4

なぜ、理科を
教えるのか
̶

理科教育がわ

角屋

重樹

くわしくは
コチラ

著

かる教科書

̶

4 なぜ、
理科を教えるのか
−理科教育がわかる教科書−
なぜ

教えるのか

何を

教えるのか

を
の3本柱
理科教育
説!!
著者
丁寧に解

どのように

教えるのか

角屋 重樹

広島大学名誉教授
国立教育政策研究所名誉所員
日本体育大学児童スポーツ教育学部教授

発行 A5 版 １１２ページ 定価 本体

CLICK

950 円 + 税

子どもと一緒に楽しく自然を観察したい先生へ

7 美しい心を育む自然観察
「観察ってどうすればいいの？」
充実した写真 !
具体的な活動例 !!
分かりやすい解説 !!!

くわしくは
コチラ

自然観察の
入門ガイド

CLICK

著者

カラーで見やすい !
巻頭グラビア付

菅井 啓之

京都ノートルダム女子大学心理学部教授

後藤 紗貴

京都ノートルダム女子大学心理学部学校心理専攻卒
発行 A5 版 １00 ページ 定価 本体

950 円 + 税

明日からできる !! 活用の授業アイデアが満載 !!

8 学びが深まる 活用 授業アイデア集
−理科教育がわかる教科書
（活用編）
−
監修

くわしくは
コチラ
CLICK

具体的な
実践例を
多数紹介 !!

編著

角屋 重樹

広島大学名誉教授
国立教育政策研究所名誉所員
日本体育大学児童スポーツ教育学部教授

髙木 正之

国立市立国立第三小学校主幹教諭

発行 A5 版 96 ページ

定価 本体

950 円 + 税
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こんな時は
スマホから検索！

め
虫

ス
ガ

○年生「○○○」の単元で

計
度

使う実験器具は何？

温

学校にある「○○○」は、

器
集

どの単元で使うものなの？

ん
び

採
体

ん
て
皿

気

記

顕
体

○○を購入したいけれど、

実

他の学年でも使うのかな？

計
流

タ
ス

学習指導案を作成するので、

検

必要な器具を確認したい！

ト
ッ

ペ
ピ

https://www.rikanavi.com

儀
球

解
分

ー

シ
オ

▼ こちらをクリックしてアクセス！

置
装

気

ス
ロ

測

器
定

製
鉄

〒530-0043
大阪市北区天満2丁目7-28
http://www.kenis.co.jp

ー
ビ

ー
カ

TEL：06（4800）0721（代）

e-mail：kikaku@kenis.co.jp

消費税価格欄には消費税8％を含めた価格を表示しています。

クリックでサイトを開く

理振
該当品

Simple is Best.

シンプルで使いやすい

小学校
中学校
高等学校

デジタルCO 2・O 2チェッカー

測定範囲

0.04〜5％

（±30％）

二酸化炭素
測定範囲

5〜30％

（±1％）

酸素

□ CO 2/O 2表示ランプ
CO2のみ：●点灯
O2のみ：●点灯
CO2/O2交互表示：●

●

交互に点灯
（5秒間隔）

□ デジタル表示
わかりやすい%表示。

□ 操作ボタン
取り扱いはボタン操作のみで、
児童が簡単に扱えます。

□ プローブ
実験で使いやすい分離タイプ。

実験例

燃焼後の酸素、
二酸化炭素測定

葉の呼吸・
光合成測定

人の呼吸測定

燃焼前後の空気中に、どのくらい二酸化
炭素や酸素があるか調べることができます。

植物の呼吸と光合成の違いを数値で確認
することができます。

一番身近な気体である呼吸を測定することが
できます。

Ex am pl e of Ex per im en t

Digital Checker for CO2 & O2
一台でさまざまな
グループ実験にあわせて
ご利用いただけます。

Digital Checker for CO2 & O2

デジタルCO2・O2チェッカー
型番

8-151-0070

型式

測定範囲（％）

CD-2G

CO2／0.04〜5（±30）
O2／5〜30（±1）

本体価格

¥

39,000

税込価格

¥

42,120

● 濃度はわかりやすい%表示。
●プ
 ローブは実験で使いやすいように本体と分離タイプです。

（プローブは互換性あり）

● 燃焼実験用に500mL集気びん用フタを標準付属しています。

※プローブは消耗品です。交換の目安はおよそ3年です。

授業ですぐ使える圧倒的な
商品数が揃っています！
http://school.uchida.co.jp/

電子カタログ〈eBook〉はこちら！
http://www.uchida.co.jp/education/catalog/science63-ele/pageview.html

測定方法

CO2／固体電解質センサー、O2／ガルバニ式センサー、拡散式

測定範囲

CO2／0.04〜5％、O2／5〜30％

精度
表示分解能
表示

CO2／±30%rdg（読取値）、O2／±1％
CO2／0.01％、O2／0.1％
デジタル表示
（単位：％）
、O2のみ・CO2のみ・O2 /CO2交互表示に切替可能

校正

外気でCO2 ／0.04％、O2 ／21%として校正（電源投入時自動/手動）

電源

単三アルカリ乾電池×4個（寿命約20時間）またはAC100V（専用ACアダプター使用）

使用環境
外形寸法
質量
付属品

0℃〜40℃、80％rh以下（結露なきこと）
本体／77.5（幅）×44（奥行）×145（高さ）mm、プローブ／28（幅）×27
（奥行）×170（高さ）mm、コード長／約100cm
本体／約250g（電池含む）、プローブ／約105g
プローブ、ACアダプター、ネックストラップ、単三アルカリ乾電池×4個、
500mL集気びん用フタ、取扱説明書（保証書印刷）

公共本部
東京 東日本営業部
〒１３５-0016
東京都江東区東陽２-３- 2 5
０３
（５６３４）
６２８０

大阪 西日本営業部
〒５４０-８５２０
大阪市中央区和泉町２-２-２
０６
（６９２０）
２４８０

札幌 北海道営業部
〒０６０-0031
札幌市中央区北1条東4丁目1-1
０１１
（２１４）
８６30

福岡 九州営業部
〒810-0041
福岡市中央区大名 2- 9 - 2 7
０９２
（735）6240

