令和元年度

神石高原町立来見小学校

研究紀要

研究主題

「主体性を発揮する児童の育成」
～「もの」を用いて，考え，表現する理科の授業づくりを通して～

研究主題
主題を「主体性を発揮する児童の育成」とし，本校児童に身に付けさせたい資質・能
力を「主体的に探究し，思考・判断・表現する力」と設定する。そのために「もの」化
を重視した「課題発見・解決学習」の授業を行う。児童の自然の事物・現象への気付き
から課題を発見させ，どのような実験や観察をすると，それが確かめられるのか「もの」
を用いて考え，表現し，意見交流をする授業づくりを通して，児童の資質・能力の向上
を図る。

主題設定の理由

平成 30 年度全国学力・学習状況調査 児童質問紙調査から見えてきた課題

・観察や実験の結果について考察する際，問題に対応した視点で分析すること
・理科で学んだことと実際の生活とを関連付けて考えること

昨年度の課題

・自分の予想や仮説をもとに観察や実験の計画を立てること
・児童間の学力差が大きい。
・自分の考えを図や言葉を用いて説明したり，他の人の意見に質問したり，他の人の意見を聞いて
自分の考えを見直したりすることに課題がある。
・練り合い（集団解決）が深まらない。

主体的に問題を解決する力は充分育っていない。

研究内容
■研究の仮説

仮説

「もの」化を重視した理科授業を行えば，児童は主体的に探究し，
思考・判断・表現する力を高めることができるであろう。
■「もの」化とは

観察・実験活動は，子どもの考えを「もの」を通して表現する活動である。

理科では，自分の考え＝仮説であり，その表現のツールが「もの」を用いた観察・実験
活動である。
・観察・実験活動は子どもの考え（仮説）を「もの」を通して表現する活動である。
「もの」を通して表現するためには，表現の対象となる「仮説」が必要となる。
１ 観察・実験は自分の考えである仮説を事象で表現する活動である。つまり，観察・実
験活動は自己の考えの「もの」化である。
２ 観察・実験は自分の考えを他者に納得させるための演示である。
・仮説を立てて観察実験を行う過程は，
「課題発見・解決」の過程の一部に位置する。
◇観察・実験が成り立つ条件◇
〇子ども一人一人が仮説をもつこと
〇子どもが観察・実験方法を立案すること
〇計画に基づき，観察・実験をすること

日本体育大学教授 角屋重樹先生著 『これでバッチリ！観察・実験の指導』文溪堂より
■本校における「もの」化とは
・児童が，
「もの」
（自然の事物・現象等）から見いだした問題に対して自分の考え（予想や仮説）の検
証方法や観察や実験の結果などについて，
「もの」
（実験で使用する道具や観察の対象物等）を用いて
考え，
「もの」
（実験結果が表れた事象等）で表現し，意見を練り合うことで，より妥当な考えをつく
りだすことである。

■本校における予想・仮説とは（※本校では，自分の考え＝予想・仮説とする。）
・予想…課題に対して，自分の考えを表しているもの。例）
「〇〇だろう。
」
・仮説…課題に対して，予想するだけでなく，観察や実験の結果まで見通しているもの。
例）
「〇〇だろう。
」
「△△すれば，□□になるだろう。」

■本校で定義した「もの」化を基に，次のような手立てを考えた。

（１）「もの」化を重視した授業づくり
○「もの」から問題を見付け，
「もの」を通して考え，表現する授業づくりを通して，児童の課
題発見・解決力を高める。
（２）児童自らの問題解決の過程を大切にした単元構成
○児童の気付きや疑問を基に，課題を設定し，どのようにしたらその課題が解決できるのか予
想や仮説をもたせ，それを基に解決の方法を発想させるような単元構成を計画する。
（３）評価の工夫
○単元末に既習の内容を用いて解く単元末課題やものづくりを実施し，児童が学習を通して獲
得した知識を活用する場を設定し，児童が学習したことの意義を実感できるようにする。

理科の授業で使用する「もの」について

で使用する「もの」と
「もの」化の
段階

主な学習過程の例

使用する「もの」の例
・児童の思考とズレのある事象

「もの」から
はてな

問題の見いだし

・違いが分かる複数の自然の事物・現象など

課題の設定

・既習事項の掲示物や経験を想起させる写真，自然の事物・現象
に対する気付きを記述したものなど

「もの」を用い
て考える
予想・仮説の設定

・実験で使用する道具や観察の対象物

検証計画の立案

・既習事項の掲示物や経験を想起させる写真など

「もの」から
発想
・実験で使用する道具や観察の対象物
「もの」を用い

検証計画の立案
・実験結果が表れた事象

て表現する

考察
・実験結果を記述したもの

「もの」化

子供達が「もの」を用いて考え，表現する授業を行う。
子供の主体的な「問題解決」の過程を重視

◇「もの」からはてな？ 【問題の見いだし】【課題の設定】
はてな

課題の設定

「もの」の中にズレを発生

子供の気付き，疑問などを焦点化して課題を
設定する。

させ，違いに気付く。

第４学年「天気と 1 日の気温」

（発問例）
・２つの「１日の気温の変化を表したグラフ」を比べて，気付い
たことを言いましょう。

「①のグラフは，朝から昼にかけて，気温がぐんと上がって，昼から
夕方にかけて，気温が下がっている。①は，晴れの日の気温の変化
を表したグラフじゃないかな。
」
「②のグラフは，朝から夕方にかけて，気温があまり上がっていない
から，雨の日の気温の変化を表したグラフだと思います。」
「なぜ，晴れの日と雨の日では，気温の変化の仕方が違うのかな。」

「もの」（１日の気温の

（課題の設定）

変化を表したグラフ）

「1 日の気温の変化にちがいがあるのは，何が関係しているのだろう。」

第５学年「植物の成長」

（発問例）
・２つのインゲンマメを比べて，気付いたことを言いましょう。

「①と②のインゲンマメを比べたら，②のインゲンマメの方が，茎がよ
く伸びていて，葉が茂っています。
」
「ぼく達の育てたインゲンマメは，①みたいにあまり育っていない
な。
」
「私達のインゲンマメも大きく育てたい！」

（課題の設定）

「もの」
（自然の事物）

「どうしたら，インゲンマメを大きく成長させることができるのだろ
う。
」

◇「もの」を用いて考える！「もの」から発想！ 【予想・仮説の設定】
予想・仮説
子供一人一人が，予想・・仮説をもつ。

どうしたら，課題が解決できるのか考える。
第３学年「風とゴムのはたらき」

（発問例）
・ゴムの力で動く車で遊んで，気付いたこと
や，これからしてみたいことを言いましょ
う。
・ゴムの力で動く車をより遠くまで走らせる
には，どうしたらいいでしょう。

第４学年「天気の様子」

（発問例）
・1 日の気温の変化を整理した２つのグラフ
を見て，どんなことに気付きましたか。
・２つのグラフを比べて，１日の気温の変化
に違いがあるのは，なぜでしょう。

「もの」
（掲示物）

「もの」
（自然の現象）
「ゴムの力で動く車をより遠くまで走ら
せるには，ゴムを力いっぱい引っ張ったら
いいと思います。理由は，ゴムでっぽうで
遊んだ時，輪ゴムを力いっぱい引っ張った
ら，輪ゴムがよく飛んだからです。
」

◇「もの」を用いて考える！

自分の予想・仮説が
どうしたら確かめら

「２つのグラフを比べて，１日の気温の変化
に違いがあるのは，天気が関係していると思い
ます。根拠は，天気がいい時は，雲が少なくて，
日光がよく当たるから，気温がどんどん高くな
り，天気が悪い時は，雲が多くて，日光がほと
んど当たらないから，気温はあまり高くならな
かったからです。

「もの」から

発想！

【検証計画の立案】

どんな条件について，実験をす

（発問例）
・植物の成長には，ど
のような条件が必要
でしょうか。
・どのような条件につ
いて実験をしたらい
いと考えますか。

ればいいか考える。

れるか考える。
変える条件と同じにする条件に
第５学年「植物の成長」

ついて考える。

「私は，植物の成長には，肥料が必要だと思います。
根拠は，発芽で種子の養分を使ってしまったから
です。だから，肥料が必要かどうかを調べる実験
をすればいいと思います。
」
「もの」
（自分の考えを記した掲示物）

◇「もの」を用いて表現する！【検証計画の立案】
自分の予想・仮説を確かめるために，どんな「もの」が使えるか，どんな観察・実験を行え
ばいいのか，「もの」を用いて表現し，より妥当な考えをつくりだす。
（発問例）
・どのような実験をしたら，自分の予想が確かめら
れるでしょうか。

第６学年「人の体のつくりとはたらき」

「もの」
（実験で使用する道具）

ぼくの予想は，
「
『吸う空気』と『吐き出した息』を比べると，
二酸化酸素が少し増えているけど，酸素と窒素もある。
」です。
そのことを確かめるために，このようにナイロン袋の中に息
を吐き出して，その中の空気の成分を気体検知管で調べたらい
いと思います。

◇「もの」を用いて表現する！【考察】
〇観察・実験結果について考察する。
実験結果が自分の予想・仮説と一致したかという視点で振り返る。

予想・仮説と結果が一致しない場合
予想・仮説や実験方法を再検討する。
第６学年「ものが燃えるとき」

「もの」
（実験結果を記述したもの）

（発問例）
・実験結果が自分の予想・仮
説と一致したか振り返って
みましょう。
（課題）
・ものが燃えた後，空気中の
酸素と二酸化炭素の量は，
どのように変化するのだろ
うか。

（児童のノートの記述より）
・仮説は，ろうそくが燃えると，酸素が減って，二酸化
炭素が増えると思うので，ろうそくを燃やすと，窒素
約７８％，酸素約１７％，二酸化炭素約５％となるだ
ろう。結果は，酸素１６％，二酸化炭素４％だった。
このことから，酸素が減って二酸化炭素は増えたけれ
ど，思っていたほど，二酸化炭素はたくさん増えない
ことが分かった。

児童が獲得した知識を活用する場を設定

単元末課題・ものづくり
第６学年「ものが燃える時」

単元末課題

児童は，授業で学んだ「ものが燃え続けるには，空気が入れかわって，新しい空気にふれる必
要がある。
」という知識を使って，バーべキューをする際，炭に火をつけて，具材が焼き上がる
まで，炭を燃やし続けるにはどうすればいいのか考えた。

第３学年「じしゃくのふしぎ」

ものづくり

授業で学んだ「磁石は鉄を引き付け

上の写真は，磁石の同じ極同士が

る。
」
「磁石の同じ極同士は，しりぞけ合

しりぞけ合う性質を使った，
「ゆらゆ

い，違う極同士は，引き合う。
」などの

らてんとう虫」のおもちゃ

磁石の性質を使ったおもちゃ作りをし
ている様子。
（昨年度）

成果と課題

で使用す
■資料１「全国学力・学習状況調査
児童質問紙の結果」対象 第６学年児童８名（平成３０年度）
る「もの」＜質問番号＞
と
質問番号４２

理科の授業で学習したこ
とを普段の生活の中で利
用できないか考えていま

100%

平成30年度 全国学力学習状況調査
児童質問紙調査結果

50%

すか。
質問番号４９

理科の授業で観察や実験
の進め方が間違っていな
いかを振り返って考えて
いますか。

12.5%
37.5%

62.5%

50%

37.5%

0%
質問番号４２
あてはまる

質問番号４９
どちらかといえばあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

■資料２「児童に行った研究アンケートの結果」対象 第３学年～第６学年 児童４２名（令和元年度６月実施）
質問１
質問２

質問３
質問４

質問５

＜質問項目＞
理科の授業で，自分の考えを「も
の」を用いて表現していますか。
理科の授業で，他の人の考えを聞
いて，疑問に思ったことを質問し
ていますか。
自分の予想や仮説を基に，実験の
計画を立てていますか。
理科の授業で，観察や実験の進め
方が間違っていないかを振り返
って考えていますか。
理科の授業で学習したことを普段
の生活の中やものづくりで活用
できないか考えていますか。

100.0%

研究アンケート
7.1%
4.8%

80.0%
60.0%

42.9%

4.8%

4.8%

11.9%

42.9%

50.0%

40.5%

23.8%

31.0%

40.0%
20.0%

45.2%

45.2%

52.3%

45.2%

47.6%

質問①

質問②

質問③

質問④

質問⑤

0.0%
よくしている

している

あまりしていない

していない

成 果
〇「観察や実験の結果について考察する際，問題に対応した視点で分析したか。
」について，「よくしている」
と肯定的に捉えている児童が増えている。
（資料１）質問番号４９…３７．５％⇒（資料２）質問４…４５．２％
〇「理科で学んだことと実際の生活を関連付けて考えたか。」については，肯定的回答をしている児童が若干
増えている。
(資料１) 質問番号４２…８７．５％⇒（資料２）質問５…８８．１％
〇 自分の予想や仮説を基に，どんな「もの」
（実験で使用する道具など）を使い，どのような実験をすればい
いのか，実験の計画を立てることができるようになった，と肯定的回答をしている児童が増えている。
（資料２）質問３…９５．２％
〇 自分の考えを図や言葉，「もの」（実験で使用する道具など）を用いて，意欲的に表現することができるよ
うになったり，自分が疑問に思ったことは，質問したりすることができるようになった，と肯定的回答を
している児童が増えている。
（資料２）質問１…８８．１％ 質問２…７６．２％
課 題
〇児童は，自分の考えを「もの」（実験で使用する道具など）を用いて，意欲的に表現することができるよう
になりつつあるものの，１１．９％の児童が，否定的な回答をしている。
「ここまで考えました。
」など，自
分が考えたことを途中まででも表現させるなどの指導が必要である。⇒（資料２）質問１
〇「他の人の考えを聞いて，疑問に思ったことを質問しているか。」については，２３．８％の児童が否定的
な回答をしている。ペア学習やグループ学習なども取り入れた授業を行うなどの手立てを行い，児童にとっ
て質問しやすい環境を作り，集団での意見の練り合いが深まるようにする。⇒（資料２）質問２
〇児童間の学力差はなかなか縮まらない。意欲が学力の向上につながるような取組を進めていく必要がある。
〇理科の見方・考え方をどの学習過程で，どのように働かせて，何を話し合わせるのかを意識した授業づくり
をする。

