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１ 研究主題 

 

 

 

 

 

２ 主題設定の理由 

  ２１世紀は、新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会の様々な活動の基

盤として飛躍的に重要性を増す、いわゆる「知識基盤社会」の時代であると言われている。

そして、その「知識基盤社会」の時代においては、科学技術の重要性が一層高まると言われ

ている。しかしながら、近年の国際的な学力調査等において、我が国の子どもたちは、「理科・

数学において習得した知識・技能を実生活に活用する能力」や「学習に対する意欲・態度」

に課題があることが明らかになった。そのため、学校教育においては、科学技術の土台であ

る「理数教育の充実」が求められており、学習指導要領改訂の際にも、理科や算数の授業時

数の増加というようなかたちであらわれてきている。 

  また、学習指導要領の小学校理科の目標に目を向けると、「自然の事物・現象についての理

解」から「自然の事物・現象についての実感を伴った理解」へと変わっている。この「実感を

伴った理解」とは、科学的な思考力・表現力の育成だけでなく、知識・技能の確実な定着や科

学への関心を高めるための原動力となるものであるととらえられる。そして、この「実感を伴

った理解」は次の３つにまとめることができる。 

① 「体得の理解」～具体的な体験（科学的な体験や自然体験）を通して形づくられる理解 

② 「習得の理解」～自らの問題意識に支えられ、主体的に問題解決に取り組んだことによ 

って得られる理解 

③ 「納得の理解」～学習内容と日常生活や自然との関係を認識することによる理解 

世界的な視野で我が国の子どもたちの理科・数学における課題を見た際に、「理科・数学に 

おいて習得した知識・技能を実生活に活用する能力」や「学習に対する意欲・態度」が挙げら 

れた。「自然の事物・現象についての実感を伴った理解」のために、「自らの問題意識」をも 

ち、「主体的に問題解決」に取り組み、「具体的な体験」を通して、「学習内容と日常生活や 

自然との関係を認識することによる理解」を得ることは、小学校での理科の目標を達成すると 

ともに、この課題の解決にもつながると考えられる。 

 そこで、「なぜ」という一人一人の問題意識を大切にしながら、「主体的に問題解決」に取 

り組ませ、「具体的な体験」を意図的・計画的にできるだけ多く取り入れながら、「学習内容 

と日常生活や自然との関係を認識することによる理解」を進めることで、子どもたちの「実感 

を伴った理解」の実現を図っていきたいと考えた。つまり、「なぜ」を大切にすることを出発 

点とした様々な学習活動を展開することで、子どもたちの自然や科学に対する感性が養われ、

新たな発想や気付きのできる創造性が育まれ、自ら探求しようとする主体性が培われ、それ 

がひいては、理科学習全般においてその動機付けとなりうる「科学が好きな子どもを育てる」 

ことにつながると考え、本主題を設定した。 

「科学が好きな子どもを育てる」 

～「なぜ」を大切に／感性・創造性・主体性の育成～ 
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３ 「科学が好きな子ども」の定義と具体的な子どもの姿 

(1) 本校が考える「科学が好きな子ども」 

今回の研究で本校が考えた「科学が好きな子ども」の定義は次のとおりである。 

 

 

 

   

  

(2) 「科学が好きな子ども」の具体的な姿 

本研究においては、「実感を伴った理解」を促す授業を創造していくことが、｢科学が好 

きな子ども｣を育てるという視点で研究に取り組んだ。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 自然の事物・現象に対して、多くの驚きや疑問、感動をもつことができる子ども 

○ 自ら考えた課題に対して、主体的に問題解決に取り組むことができる子ども 

○ 学習した内容を、自然や日常生活に結び付けて考えることができる子ども 

 

自然の事物・現象との出会い 

驚き  疑問  感動 

 

「おや？」「不思議だなあ？」 

「どうして？」等 

問題解決 

・見通しをもった観察・実験 

・主体的な探究活動 

学習 
問題 

予想 
観察 
実験 
結果 

知的好奇心を喚起する工夫 

具体的な体験活動の設定 

「たぶんこうじゃないかな？」 

「きっとこうなるはずだ」 

「やっぱりそうだ！」 

「おかしいぞ。ではこうしてみ

よう」 

       結果のまとめ 

     ・分かったことを自然や日常生

活と結びつけて考える 

考
察

科学が好きな子ども 

新たな疑問 

「そうか！だからいつも～にな

るんだ」 

「それなら今度から～をするよ

うにしよう」 

実感を伴った理解を促す 

「あれ？でも～のときはどうな

るのだろう？」 

「ちょっとおかしいぞ」。 

感性 

主体性

創造性

次の課題へ 
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４ 研究の全体構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実感を伴った理解 

自ら学び、自ら思いやり、自らきたえる子どもの育成 

教育目標 

「科学が好きな子どもを育てる」 

～「なぜ」を大切に／感性・創造性・主体性の育成～ 

科学が好き

な子ども 

自ら考えた課題に

対して、主体的に問

題解決に取り組む

子ども 

自然の事物・現象に

対して、多くの驚き

や疑問、感動をもつ

ことができる子ども 

学習した内容を、自

然や日常生活に結び

付けて考える子ども

○ 児童が設定した課題

をもとに単元を構成す

る。 

○ 主体的な問題解決の

ための話合い活動を設

定する。 

○ 児童のことばによる

まとめ等を生かす。 

○ 自らの予想を、自ら

考えた実験方法で確か

めさせる。 

○ 関心・意欲を高める 

ための事象提示の工夫 

をする。 

○ 課題を見出させるた

めの事象提示の工夫を

する。 

○ 児童の疑問をもとに

学習問題を設定する。 

○ より具体的な体験活

動を設定する。 

○ 生活経験をもとに予想を

立てさせる。 

○ これまでの経験から実験

方法を考えさせる。 

○ 実感を伴った理解を得ら

れる実験を設定する。 

○ 分かったことを生活に結

び付けて考察させる。 

体得の理解 習得の理解 納得の理解 
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５ 研究の実際 

（１）実践１ 

    

① 第３学年  「風やゴムのはたらき」（2012 年 6～7 月実施） 

   

② 目標 

○ 風やゴムの力による現象に興味をもち、進んで実験をしようとしている。 

【自然事象への関心・意欲・態度】

○ 風やゴムの力と車の動く距離に着目し、生活経験と関連付けながら自分の考えを表

現することができる。                 【科学的な思考・表現】

○ 風の強さや輪ゴムを引っ張る長さ・本数を変えて、車の走った距離を比較しながら

実験したり結果を記録したりすることができる。      【観察・実験の技能】

○ 風の強さや輪ゴムの引っ張る長さ・本数を変えることで、力のはたらきの大きさが

変わることを理解することができる。     【自然事象についての知識・理解】

   

③ 単元の意図 

児童は４月からこれまでに、身近な自然の中に生きる生物について学習してきた。今回

の単元で初めて「A 物質・エネルギー」の区分の学習を行う。この単元は、実際に実験を

行いながら、何度も試行して調べることができるため、児童の興味関心も高い。また、生

活科や日常生活との関連が深く、理科のスタートの学年として、科学的な追究の第一歩と

なる単元である。 

本単元では、まず、日常生活や生活科の学習で経験したことをもとに風やゴムがどのよ

うなところで使われているか考えさせ、児童の興味関心を高めたい。その後、風やゴムの

力で動く車を作り、それぞれの力について調べる実験を行っていく。この単元を通して、

科学的な事象が日常生活と深く関わっていることに気付かせ、理科を学ぶ意欲や科学への

関心を高めたい。また、理科のスタート時期でもあるので、予想とその根拠となる理由、

正確な結果を出すための実験方法、実際に実験を行った結果、その結果から考察するとい

う基本的な理科学習の進め方を身に付けさせたい。 

 

   ④ 単元計画（7 時間） 

    

 

 

 

 

 

 

 

時数 学習内容 

1 時間 単元の見通しをもつ 

１時間 風で動く車を作り、走らせる 

１時間 風で動く車を使って、風の力を調べる 

２時間 ゴムで動く車を使ってゴムの力を調べる 

1 時間 風やゴムの力を使ったおもちゃ（プロペラカ—）を作る  

1 時間 まとめ 



5 
 

⑤ 授業の実際 

ア 日常生活と関連付けながら見通しをもつ 

本単元で初めて科学的な実験を行う児童にとって、見通しをもたせて実験を行うことは

大切である。また、科学的な事象をこれまでの経験や日常生活と関連させながら考える

ことは、実感を伴った理解へとつながると考える。しかし、この時期の児童にとって、

日常生活と関連付けて予想を立てることは難しく、風の強さを変えると、風がものを動

かす力も変わるのだろうか。という学習問題に対して、児童の予想は変わるというもの

だった。そこで、本時の学習問題に対する予想を立てた理由・根拠も発表するように指

導した。 

 

 

 

前時とのつながりで予想の理由や根拠を述べる児童もいた。しかし、日常生活と関連

させた考えはでなかった。さらに、具体的に発問することで次のように子どもが思考す

ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

このように、予想を立てた理由や根拠をこれまでの経験や日常生活と関連させて考える

ように第 4 時間目以降も同じように指導を行った。 

 

     第４時間目の学習問題          児童の予想 

 

 

 

Ｃ１： 風鈴は、風が強いと音が大きくて、風が弱いと音が小さいので、風が強くな

   ると風がものを動かす力は変わると思います。 

Ｃ２： せんぷうきの近くで宿題プリントをしていて、せんぷうきの風を強くしたら 

   プリントがとんでいきました。だから、風が強くなると風がものを動かす力は 

変わると思います。 

Ｃ３： 風が強い日にかさをさしていたら飛ばされそうになったので、風が強くなる 

   と風がものを動かす力は変わると思います。 

 輪ゴムを引っ張る長さを変える

と、ゴムの力は変わるのだろうか。

変わると思います。なぜなら、輪ゴム

を強く引っ張ったときに遠くに飛んでい

ったことがあるからです。 

Ｔ：なぜ、風が強くなると、風がものを動かす力は変わると思いましたか。 

Ｃ：前の時間に車を走らせたときに、強く風をあてたら遠くに走ったからです。 

Ｔ：生活の中で風が強くなるとどんなことが起きるか考えてみましょう。 

Ｃ：（なかなか考えが浮かばない様子） 

Ｔ：風を使ったものにはどんなものがあったかな？ 

Ｃ：図工の作品、ふうりん、扇風機、たこ、こいのぼり・・・（第１時間目に学習済み）

Ｔ：今出たもので考えてみましょう。 
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   イ 実感を伴った理解を得るための実験 

児童は実験を行うことで科学への興味関心を高めるとともに、実感を伴った理解につ   

ながると考える。そのためには、主体的に実験ができるように、どのような実験を行えば

よいか、正確な結果を導くためにはどのような条件が必要か考え、実験を行うことが大切

である。また、実験では自分の予想と違う結果が出ることもある。それはなぜかさらに追

及していくことで児童の思考も深まると考える。 

第３時間目の学習問題である、風の強さを変えると、風がものを動かす力も変わるのだ 

ろうか。に対して、児童とともにどのような実験を行えばよいか考えた。実験に必要なも 

のとして、児童から「前の時間に作った車」があがった。その車をどうすればよいかさら 

に具体的に全体で話し合った。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、図工の時間の写真を提示することで、これまで 

の学習からも実験に使えるものがあることをおさえ、実際 

にどのように実験していけばよいか話し合った。 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

このように、実験の計画を丁寧におさえ実験を行った。そうすることで、児童は、車や

送風機の位置などの条件を意識して主体的に実験を行う姿がみられた。この実験ではすべ

ての児童が正しく結果を出すことができ、「風が強い方が遠くまで走る」という自分の予想

と結果が一致した。  

Ｔ：この（右の写真）車にどうしたらよいですか。 

Ｃ：下敷きで風をあてて距離をはかります。 

Ｔ：下敷きで、隣の友だちをあおいでみましょう。 

（児童が仰いだ後に）、 

風の強さはみんな同じですか。 

Ｃ：違います。 

Ｔ：理科の実験では、みんなバラバラでは困ります。風

はどうすればよいですか。 

C：この前、図工の時間に使った送風機を使うといいと

思います。 

Ｔ：車と送風機を使って、何回実験すればよいですか。

Ｃ：風が強いときと弱いときの２回です。 

Ｔ：送風機と、車のスタート位置はバラバラでいいで

すか。 

Ｃ：だめです。 

Ｔ：風が強いときと弱いとき、それぞれ 3 回実験を行

います。実験は一回では正しい結果とはいえません。

２時間目に作ったウインドカ―

図工の時間の写真 

送風機 
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  第 4 時間目は、輪ゴムを引っ張る長さを変えると、ゴムの力は変わるだろうか。という 

学習問題で授業を行った。前時と同様に、主体的に活動できるように実験方法を考えさせ、

必要な条件はおさえながら実験を行った。しかし、今回は自分の予想と一致しない結果が

出る児童がいた。その児童はその結果を気にする様子もなく実験を続けようとしていた。

児童にとって問題を解決するための実験ではなく、ただその活動が楽しくなっていて問題

意識が薄れていると感じた。そこで、次のように児童の問題意識を再度喚起させるように

した。 

【１回目の実験】 

引っ張る長さが短い 

 10 ㎝ 

引っ張る長さが長い 

 ２０㎝ 

６ｍ ７ｍ 

 

 

 

  

  

 

    

 

 【2 回目の実験】 

引っ張る長さが短い 

10 ㎝ 

引っ張る長さが長い

２０㎝ 

７ｍ １２ｍ 

 

この結果が出た後、児童は「さっきは下に敷いている台（ゴムを引っかけ、引っ張る長さ

が書いてある）がぐらぐらして車が真っすぐ進まなかったけど、今度は予想通り遠くに走っ

た。」と満足そうにしていた。 

車のスタート位置をみんなで確認している様子 強い風でどこまで車が走るか実験する様子

輪ゴムを引っ張る長さが１０㎝と２０㎝の場

合で、車の走る距離の差があまり見られなかっ

た児童に、20 ㎝引っ張ると次はどこまで行くと

思うか尋ねた。児童は、「１０ｍくらい行くと思

います。」と答え実験を行った。 

輪ゴムを引っ張る長さを変えて実験する様子
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    ウ 児童の表現を考察に生かす 

第３時間目の風の力を調べる実験の結果を３名の児童に聞いた。友達の実験結果や自分

の実験結果から分かることを児童に考えさせた。 

     ３名の実験結果            分かったこと 

風が弱い 風が強い 

２ｍ ４ｍ 

３ｍ ６ｍ 

４ｍ ６ｍ 

      

実験結果から分かったことをさらに考察につなげるため、再度、本時の学習問題である

風の強さを変えると、風がものを動かす力も変わるのだろうか。を確認し、この学習問

題に対する答えを考えさせた。ここでは、児童から必要な言葉を引き出しながらまとめて

いき、風にはものを動かす力があり、風の強さを変えると、風がものを動かす力も変わ

る。という考察を出した。 

第４・５時間目のゴムの力を調べる実験を行った後も、同じように実験から分かったこ

とを考えさせ、児童から考察に必要な言葉を引き出しながらまとめた。 

     Ａ児のノート              Ｂ児のノート 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

    

      第４時間目の考察  

   

 

 

第５時間目の考察 

 

○ 強い風の時には距離は長くて、弱いときに

は短かった。 

○ 風の強さを変えることで車の走る長さが変

わる。 

ゴムにもものを動かす力があり、輪ゴムの引っ張る長さを変えるとゴムの力も変

わる。 

ゴムにもものを動かす力があり、輪ゴムの本数を変えると、ゴムの力も変わる。
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⑥ 考察 

ア 日常生活と関連付けながら見通しをもつ 

学習問題に対する予想とその根拠や理由を、日常生活と関連させながら考えることで理

科の学習内容が自分たちの生活と結びついていることに気付くことができた。今後も、日

常の事象・現象と理科が結びついていることを意識させていきたい。また、継続的に予想

とその理由や根拠を自分の言葉で表現することを繰り返し行うことで、科学的な思考力・

表現力を高めることにも繋がると考える。  

    

    イ 実感を伴った理解を得るための実験 

本時の学習問題を解決するために、どのような実験を行えばよいのか自ら考えることで、

より主体的に活動を行うことができた。その結果、単元テストの知識・理解での正答率は

98％と、ほとんどの児童が風やゴムの力・はたらきについて理解していると考えられる。

また、児童に実験の感想を尋ねると「楽しかった」「もっと実験してみたい」などの答え

が返ってきた。保護者の方から、「家でもゴムで動く車を作って遊んでいます。」という話

があった。また、昼休みにはこれまでの実験から、さらに遠くまで走る車を開発している

児童の姿も見られた。このように、児童にとって実験は本時の学習問題を解決する場、知

的好奇心を高める場、新たな疑問を生

み出す場であると考える。科学的な分

野では、実験の方法を自ら考え、正確

な実験結果を得るための条件等をお

さえて実験を行うことが大切である。

このことを意識させることで、これか

らの理科学習の基礎をつくることに

もつながると考える。また、実験がた

だの楽しい活動にならないように、児

童の問題意識を継続させるための学

習問題の設定や教師の働きかけも大

切である。 

       

    ウ 児童の表現を考察に生かす 

実験結果から分かったことを児童に考えさせた後に、考察は本時の学習問題のまとめと

して授業を行った。児童は分かったことまでは書けるが、そこから考察することが難しい

ようであった。できるだけ児童の言葉で考察へもっていくことが理想である。しかし、科

学的な分野を初めて学習する児童にとっては難しいため、本単元では教師が考察に必要な

キーワードを子どもたちに質問し、返ってきた答えからまとめていった。これを 3 年生

時から繰り返していくことで、上学年になるに従って結果から分かることを考え自ら考察

につなげることができる児童が増えると考える。 

 

100 回ねじる

輪ゴム 2 本
引っ張れる
ところまで
引っ張る 

これまでの学習からより遠くに走る車を開発している
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（２）実践２ 

① 第５学年  「花から実へ」(２０１２年６～７月実施) 

  ② 目標 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 単元の意図 

児童はこれまでにアブラナの花のつくりについて学習しており、アブラナは、両性

花であり、めしべの下の膨らんだ部分が実になっていくということを知った。しかし、

結実の仕組みについては学習していない。本単元では、カボチャの花のつくりがアブ

ラナとは違うことから疑問をもたせ、受粉と結実の関係まで学習問題をつなげていき

たい。学習問題につながりをもたせることで、児童の意識もとぎれず単元を通して興

味をもって学習に取り組むと考えられる。この単元を通して、受粉と結実の関係や実

の中に種子ができることを調べていくとともに、自分たちで問題を見出し、その問題

について今までの学習や生活との関わりからどんなことが言えるのか考え、検証して

いくことで思考力、表現力も育てたい。 

 

  ④ 単元計画（９時間） 

時数 学習内容 

３時間 カボチャの花のつくりを調べる 

２時間 めしべとおしべの違いを調べる 

３時間 実ができる仕組みを調べる 

１時間 いろいろな花の花粉を調べる 

 

  ⑤ 授業の実際 

   ア 学習問題を見出させるための事象提示 

春に種をまいたカボチャに花が咲いたの

で、いきなり写真を見せた。「さて、何の花で

しょう。」児童からは、いろいろな名前が出て

きたが、「春に種をまいたもの」と言うと、「カ

ボチャ」とすぐに出てきた。導入では、カボ

チャの花もアブラナの花のようになっている

のかなと、カボチャの花のつくりについて調 

○ 植物の花のつくりや受粉と結実の関係に興味をもち、観察や実験をしようとし

ている。                 【自然事象への関心・意欲・態度】

○ 植物の受粉と結実の関係に着目し、花粉のはたらきと実のでき方を関係づけて

考え、自分の考えを表現することができる。      【科学的な思考・表現】

○ 顕微鏡を使うなどして、花のつくりや花粉などを観察したり、条件に気を付け

ながら実験したりして、結果を記録することができる。  【観察・実験の技能】

○ 花のつくりや受粉と結実の関係を理解することができる。  

【自然事象についての知識・理解】

カボチャのおばな 
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べてみることにした。 

     カボチャの花をいろいろな角度

から撮った写真を児童に見せた。

その中には、おばなとめばなのつ

ぼみ、おばなの開花時のものを入

れた。めばなのつぼみには実にな

る膨らみもはっきりとわかるよう

な写真を入れた。しかし、めばな

の開花時は見せずにめしべとおし 

べの違いには気付かないようにし

た。 

 右のような写真を見て、児童は気

付いたことを班ごとにまとめ、全体

で確認をした。次のような気付きが

挙げられた。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようにめしべとおしべについてのものがたくさ

ん挙げられた。アブラナの花とは何かつくりが違うこと

に気付き、児童の関心が花のつくりにむいていった。そこで

１つ目の学習問題としてカボチャの花のつくりはどのように

なっているのだろうか。と設定した。 

 

イ 見通しをもち、主体的に問題を解決するための話合い活動 

  学習問題が決まったが、写真を見たことから、児童は自分なりの予想をもっていた。そ

【実になる部分について】 

○ 花の下に丸いもの、膨らみ、実のようなものが

ついている。 

○ 成長するにつれて膨らんだ部分がなくなって

いる。 

【めしべ、おしべについて】 

○ おしべとめしべのどちらかしかない。 

○ めしべがおしべの中に隠れている。 

○ おしべとめしべがつながっている。 

○ カボチャの花にはおしべがない。 

おばな開花時 おばなのつぼみ

めばなのつぼみ めばな開花後 

気付きをまとめる 
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のことを全員で話し合って

みることにした。まずは、「花

の中にあるのは、めしべ、そ

れともおしべなの？」と問い

かけてみた。すると、「どっ

ちも入っているはず。」、「め

しべかおしべのどっちかだ

よ。」、「そうそう、メダカの

ようにメスとオスがあるんだよ。」とい

うような意見が出てきた。メダカのこと

を振り返っている児童がいたので、メダカの受精のことを振り返り、今後の話題につなが

るように布石をうっておいた。次に「花の下にある膨らみは何？」と問いかけた。児童は、

「実になるんだよ。」、「でも膨らみがない花もあるよ。」、「だから実ができる花とできない

花があるんだよ。」、「やっぱりメダカみたいなんだね。」という意見や、「花が咲くための栄

養が入っているんだよ。」と「種子の発芽」で学習した内容を振り返って結びつけている児

童も見られた。その意見に対しては、「花が咲いた後も膨らみがあるから違うんじゃないの。」

という意見が出てきて、納得する児童が多かった。児童の予想の中にこれまでの学習内容

と関連付けて予想している意見もあり、間違ってはいても、そのようにこれまでの経験と

結びつけて考えることの価値を高めるために、「なるほどね」と今まで以上に大きくうなず

いておいた。 

  さて、いろいろな予想が出てきたことで児童は早く本物の花が見てみたくてたまらない

様子である。児童が「写真では分かりにくいので実際の花を見たい。」ということになり、

カボチャの花を観察した。ここで、２種類の花があることに気付き、めしべとおしべが別々

で、めばなとおばなの存在を知ることになった。 

 

ウ 児童の意識をつなげる学習問題の設定 

  児童の疑問から出てきた学習問題を解決した後、さらに疑問を引き出し、そこから新た

な学習問題を設定していこうと考えた。そのことで児童の意識がつながり、単元を通して

主体的に問題解決に取り組むのではないかと考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例】 

めばなとおばなの存在を知った児童は、「なぜ２種類にわかれているの？」、「メダカの

オスとメスみたいだ。」、「めばなに実ができるのに、なぜ、おばながいるの？」 

などということを言っていた。知識がある児童は、「受粉しないと実ができない。」と言

っている児童もいた。また、感想の中に、「虫についた花粉がめしべについて実ができる

と思う。」、「おばなに花粉があるのかな。」、「めしべには花粉がないの。」と書かれている

ものがあった。ここで、教師から「実は、めしべとおしべにはすごい秘密があるんだよ。」

と教えた。もちろん児童は、「どんな秘密ですか。」、「さっき出たようなことですか。」と

さらに興味がわいてきたようである。そこで児童の感想と教師からの投げかけをもとに次

の学習問題をめしべとおしべにはどのような違いがあるのだろうか。と設定した。 

虫眼鏡を使ってカボチャの花の観察 
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花粉をテープにとる 

 

エ 児童の表現を生かす 

学習問題めしべとお

しべにはどのような

違いがあるのだろう

か。のもとに、花では

なく、めしべとおしべ

に焦点をあて、手触り

を加えて観察した。観

察する中で、「花粉も

よく見てみたい」と言 

う児童が出てきたので、 

花粉をとり顕微鏡で観察した。観察の途中、「ありが

いっぱいいる。」、「さらさらしてる。」、「つるつるして

る。」と見たまま、触ったままの様子を口々に発してい

た。 

顕微鏡で花粉を見てみると、「丸い。」、「とげとげが

ある。」「ボルボックスみたい。」と前単元で学習した

水の中の微生物にたとえる児童もいた。さて、観察の

結果を記録用紙に書き始めたのだが、なかなか進まな

い児童が見られた。さっきまで、あれだけ口にしていたの

に、いざ書くとなると出てこないようで

ある。教師から「さっきみんなが喋って

いたことをかけばいいんだよ。みんなが

見たまま、触って感じたままを書けばい

いんだよ。」とアドバイスした。思い思

いに書き始める児童が増えたが、観察し

た様子を表現することに難しさを感じ

ている児童が、まだまだ多いと感じた。

児童がそれぞれ書いたものを発表し、全

体でまとめていった。次の表のように、 

いろいろな表現の仕

方がでてきた。ここ

でも、分かりやすい

表現については教師

が「なるほど」と大

げさにうなずいてみ

せた。 

 

めしべを触ってみる めしべにありがたくさん

めしべ、おしべの観察 

顕微鏡で花粉を見る 
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オ 実感を伴った理解を得るための

実験 

めしべとおしべの違いは分かった

けど、何かまだすっきりせず疑問が

残っている児童が多いようである。

その疑問は、「めばなに実ができる

のなら、おばなは必要ないではない

か。」という考えであった。ここで、

児童の考えを出してもらった。

「受粉しないと実ができない。」

という考えが出てくる。「受粉っ

て何？」、「おしべの花粉がめし

べにつくことだよ。」と知識のあ

る子が説明する。でも、「本当に

そうなの？」、「花が咲いたら、

めしべに花粉ができるんじゃない

の。」、「どうやっておしべの花粉がめ

しべにつくの。」といろいろ疑問がと

びかっている。ある児童が、「おじい

ちゃんがスイカを育てていて、花粉

をつけているのを見たことがある。」

と発言した。今までの経験から実際に

得た知識なので、他の児童も納得気味

であった。しかし、実際に自分で

見て確認させるために実験を行

うことにした。実験となると張り

切る児童が多いが、「どうやって

実験するんですか。」と言う児童

も多い。実感を伴った理解を得る

ためには、何のための実験なのか

を理解させておきたいので、「何

を調べたいの？」と発問した。児童か

らは、「実ができるかどうか。」等の一部分しか見え

ていない児童がいるので、一問一答にはなったが、

はっきりと「おしべの花粉がめしべにつかないと、

実はできないのか。」ということが出るまで発問を続

けた。ここまで確認したうえで実験を始めることに

した。すぐには結果がでない実験なので、がっかり

受粉しためばな 受粉しなかっためばな 

実験結果の観察 
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だったり、余計に結果が楽しみだったりという児童が見られた。 

 次の週の理科の時間、いよいよ結果を見に行くことになった。実験開始から１週間もた

っていなかったので、児童もまさか結果がはっきりわかるとは思っていなかったようであ

る。途中の様子を見に行ってみようということで畑に行った。２個のめばなを見て、「育

ってる。」、「大きくなってる。」、「なんか色が悪い。」、「腐ってるみたい。」とそれぞれ見て

感じたことを口にしていた。ここで、花粉をつけたもの、つけてないものがそれぞれどっ

ちだったのかは、確認をした。 

最後に児童が感想を書いた。結果が分かってよかったというたけでなく、結果を知って

自分が感じたことまで書けている児童も見られた。 

 

⑥ 考察 

ア 学習問題を見出させるための事象提示 

   アブラナの花との違いに気付かせるという視点で、写真を見せたことで流れができた。

アブラナの花のつくりを理解していないと違いに気付くことができないので、復習をし

ていたこともよかった。「今までとは違う」と感じることで児童の興味関心を高めること

ができると感じた。また、「違う」が「なぜ」や「どうなっているの」につながっていく

ので学習問題も設定しやすいのではないかと考えられる。 

 

イ 見通しをもち、主体的に問題を解決するための話合い活動 

疑問が出てきて、さてその答えは

何だろうと児童が予想する場面で話

合い活動を多く設定した。多様な意

見が出てくると考えられる学習問題

であったので、ただ自分の考えを発

表して終わりではなく、他者の意見

を聞いて、それに対する意見も飛び

交い、内容を深めあえる話合い活動

となった。児童もいろいろな意見を

聞き、自分の考えが変わったり、さ

らに自分の考え方に確信したりとい

う場面も見られた。「学習問題の答え 
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はどうなのだろう。」、「早く知りたい」と次にもつながる話合い活動となった。 

たくさんの児童が意見を言える話合い活動であったが、なかなか発言できない児童も見

られた。また、全体での話合い活動の前にグループでの話合い活動をはさまないとなかな

か意見が出てこないのが現状である。今後、自分の考えを整理し、その後、全体の場でも

どんどん意見を言えれば、もっと話合い活動の時間を確保することができ、より多様な意

見に触れることができると考える。 

ウ 児童の意識をつなげる学習問題の設定 

単元を通して、児童が出す疑問で学習問題を設定しようと考えていた。また、その疑問

が単発にとぎれるのではなく、児童の意識の流れの中から出てくる疑問に沿って学習問題

を設定し、学習を展開しようと考えていた。児童の意識の流れを予想していたが、その通

りにいかず、教師側の発言で軌道修正することがあった。予想パターンを増やしておくと、

児童の意識にも対応できた。 

 

エ 児童の表現を生かす 

観察をしている時には、いろいろな言葉を使って、思い思いに喋っているが、それを文

字にするとなるとためらってしまう児童が多く見られた。観察の視点として何を観察する

のか。どんな様子を観察するのか明確にする必要がある。また、わかりやすい表現は紹介

したり、称賛したりするが、観察の段階で児童が口にする言葉を教師が拾って、周りの児

童に広げることも大切だと思う。 

観察の記録は文字だけではないが、児童の感性を高める上でも、文字で記録する機会は

多く設定したい。 

 

オ 実感を伴った理解を得るための実験 

   自分の目で実物を見る

のが一番だと思うが、や

はり何を調べるのかとい

う部分をしっかり理解で

きていないと、目で見て

も理解にはつながらない

と思う。実験と結果と考

察がばらばらになってし

まわないように、何を調

べるための実験なのかは

しっかりとおさえ、実験

の大まかな方法についても考えさせた。今回、受粉しないと実が育っていかないというこ

とが理解できた児童は多かったと思う。しかし、このような自然のしくみを知って、その

すばらしさを実感できた児童は少なかったのではないかと感じている。疑問はたくさんも

つことができる単元であったが、自然の偉大さが実感できるような単元構成を考えていく

ことが必要である。 
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（３）実践３ 

 ① 第６学年「ヒトや動物の体のつくりとはたらき」（２０１２年６～7 月実施） 

 ② 目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 単元の意図 

    本単元は、「植物のつくりとはたらき」（６月実施）に続いて、身近な生き物や自分の体の観

察・実験を通して、胃や小腸・大腸、心臓、肺、腎臓、肝臓、血液など体の仕組みやはたら

きをとらえさせる位置づけをしている。これらの体の各器官が相互に関わり合って生命を維

持しているという見方や考え方をもたせるとともに、生命尊重の態度や生命を取り巻く環境

への意識が育成されることを願って設定されている。 

  指導に当たっては、ヒトや動物が生命を維持するためにどんなものを取り入れているのか

興味・関心をもたせ、消化や吸収、呼吸、排泄と体の各器官のはたらきや相互関係を追及す

る活動を進めていく。「実感を伴った理解」を実現させるために、①児童には主体的に取り組

ませる。そして、②具体的な実験観察を通して理解させ、更に、③学習内容と日常生活との

関係を認識させることで、そのねらいに迫るようにした。 

 

 ④ 単元計画（10 時間）   

時数 学 習 内 容 

２ 単元導入（自分の体の中を想像して絵で表す） 

２ 食べ物の消化と吸収 

 ○だ液による食べ物の変化 

 ○消化と吸収 

２ 呼吸のはたらき 

 ○吸う息とはいた息 

２ 

 

心臓と血液のはたらき 

 ○心臓のはたらきと血液の流れ 

１ 生命を支えるしくみ 

１ 

 

チャレンジ 

 ○血液の成分やはたらき その他 

  

 

○  ヒトや他の動物の体のつくりやはたらきについて興味・関心をもち、観察や実験をした

り資料を活用したりして推論しながら調べようとする。【自然事象への関心・意欲・態度】

○  消化・呼吸・排泄及び循環のはたらきを計画的に追究する活動を通して、各器官が相互

に関わり合って生命を維持していることを考察することができる。【科学的な思考・表現】

○  ヨウ素液、石灰水、気体検知管、聴診器等を正しく使って、ヒトや動物の消化・呼吸・

循環等について調べ、結果を記録することができる。       【観察・実験の技能】

○  ヒトの体のつくりや内臓の名称やそのはたらきについて理解することができる。 

                         【自然事象についての知識・理解】
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⑤ 授業の実際 

 ア 具体的な体験を通して形づくられる理解 

（ア） ヨウ素液を使ってのだ液のはたらきを調べる 

        口の中でごはんやパンなどのでんぷんをよく噛むと、だ液のはたらきででんぷんが糖に

変化することを実験を通して学習した。ごはんをよく噛むと甘く感じるようになることを

体験的に確認してから実験に入った。普段の日常生活ではごはんやパンを食べる機会が多

いが、ほとんどの児童はごはんやパンだけを食べて（よく噛んで）味が甘く変化していく

ことはとらえていない。そこで、学習の初めに、ごはん（またはパン）を口に含み、口に

含んだ直後に甘く感じるかそれとも甘く感じないかを確認した。その後、ごはんをよく噛

み、味の変化を確かめた。 

     学習問題に対して予想を立てる段階で、噛んでいくうちにごはんやパンが甘く感じられ

る理由を考えさせ、学級全体で話し合った。児童の考えた予想では、 

○お米を歯で噛みつぶすことで、中から甘いものが出てくる。それが甘く感じられる。 

○歯で（物質的に）噛みつぶすことで、お米が甘いものに変わってくる。 

等の予想が多く、だ液のはたらきに注目する児童はいなかった。 

     実験では、でんぷんにだ液を加えたものと、比較としてでんぷんに水を加えたものを用

意した。体温に近い条件のもとに５分間置き、ヨウ素液を加えてでんぷんの有無を調べた。

でんぷんにだ液を加えたものにはでんぷんは存在せず、でんぷんに水を加えたものにはで

んぷんが残っていた。この実験結果から「だ液はでんぷんを別のもの（糖）に変化させる

はたらきがある」ことを理解させた。また、予想で出された「米がつぶされることによっ

て甘いものが出てくる」という考えについては、別の実験を行うことで児童には理解させ

た。乳鉢に米と水を入れ、よくすりつぶしたものにヨウ素液を加え、でんぷんがあるかど

うかを調べた。この実験で、児童は米をすりつぶしただけではでんぷんがでんぷんのまま

で残っ て いるこ と を確認 す ること が できた 。

 

おにぎりを口に含む児童                  板書 

（イ） 模型を使って内臓の位置を確かめる 

本校の保健室では、保健指導の際、内臓の位置をプリントした T シャツ、大腸や小腸の模

型等を自作教材として作成し、活用している。今回の理科の授業では、児童の理解を助ける

ために 

保健室と連携をとった。口や胃、小腸、大腸などそれぞれの消化器官のはたらきについて

学習をした後、実際にはそれらの消化器官が自分の体のどこに位置しているのかを確かめた。

教科書の挿絵やビデオテープ等でも学習したが、内臓の位置をプリントした T シャツを実
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際に着て、「ここが胃。ここに小腸がある。大腸はこのあたり。」と指でさし示しながら確認

することで、より具体的に学習することができた。また、大腸や小腸の模型を実際に自分の

腹部に置いて確認することで、更に理解を深めることができた。 

    具体物を自分の体に置きながら消化器官の位置を確かめる学習活動は、児童が大変意欲的

に活動していた。保健室との連携という意味からしても効果の高い学習活動であった。 

（ウ） 吸う息とはいた息の成分の違い 

    吸う息とはいた息の成分の違いについての２つの実験を通して、肺のはたらき（酸素を取

り入れ、二酸化炭素を出す）を学習した。児童は「植物のつくりとはたらき」の学習で、植

物が日光に当たると二酸化炭素を取り入れ酸素を出すことは学習している。この学習におけ

る学習問題に対してそれぞれの児童が予想を立てる段階では、 

○呼吸する必要性は認めるが、吸う息とはいた息の成分の違いについては分からない。 

○呼吸をしないと苦しくなるが、なぜ苦しくなるのかは分からない。 

   という考えが大勢を占めた。 

    実験では酸素と二酸化炭素に注目させた。１つ目の実験では、呼気をビニル袋に入れ、石

灰水を入れてよく振った。石灰水が白濁したことで、呼気には二酸化炭素が多く含まれてい

ることを理解することができた。２つ目の実験では、呼気をビニル袋に入れ、気体検知管を

使って酸素と二酸化炭素の濃度を調べた。これらの２つの実験を通して「はいた息は酸素が

少なく、二酸化炭素が多く含まれている」をいうことを理解させることができた。 

  

 
石灰水を入れてビニル袋を振る        石灰水が白く濁る様子を確かめる 

（エ） 脈拍や拍動の観察 

    心臓のはたらきによって血液が全身に送りだされることを確かめるために、脈拍や拍動を

観察した。簡単な運動をして血液の循環を活発にした後、直接、左胸に手を当てて心臓の拍

動を観察させた。拍動を確認した後、手首、首、頭部などの脈拍を確認させた。 

    心臓の拍動については、児童を横にして左胸を出し、心臓付近の皮膚の動きを詳しく観察

して視覚でも確認させた（男子児童）。児童は心臓付近の皮膚が拍動に合わせてリズムよく

上下に動いている様子を観察して驚いていた。また、聴診器を左胸に当てて拍動を確かめる

こともした。 

（オ） 気管と食道の違い 

    消化管や呼吸器の学習をした後、食道と気管の違いを実際に観察したり手で触ったりして

確認した。ニワトリの食道と気管の実物を用意し、児童には色や形、触った感じの違いを観

察させた。食道は「鉢巻き」状で、通常は中に空間がなく、食べ物が通る時だけその部分が
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膨らむ。一方、気管は、「洗濯機の排水ホース」状で、常に空間を保っている。この違いを

児童には観察させた後、実際に触らせて、感触の違いを確かめさせた。教科書の挿絵やビデ

オテープだけでは理解しにくい微妙な部分を理解することができた。 

（カ） 柔毛突起の観察 

    小腸のつくり（柔毛突起）については、教科書では「理科の広場」の欄で図入りで解説し

てある。ニワトリの小腸（実物）を用意し、児童には手で触らせ、その上で、顕微鏡を使っ

て観察させた。小腸の内壁を手で触った児童は、「ざらざらしていて、手に吸いつくような

感じがする。」という感想を述べていた。児童は、柔毛突起によって、成人一人の小腸の面

積がテニスコート１面分に相当する工夫を実感していた。 

    顕微鏡での観察にも挑戦したが、顕微鏡観察は技術的な問題からか、しっかりと観察する

ことはできなかった。結果的には失敗したが、実物を直接観察しようとしたことに意義を感

じる児童も多かった。 

イ 主体的に問題解決に取り組んだことによって得られる理解 

（ア） 聴診器を使って体の中の音を探る  

    聴診器を使って心臓の拍動を観察した。児童が学習机の上の横になって左胸を出し、他の

児童が聴診器を使って拍動を聞いたり心臓付近の皮膚の上下動を観察したりした。児童は心

音を聴いて体のつくりによほど興味をもったようで、小腸や大腸、肺の動きについても腹部

に聴診器を当てて音を聴いていた。 

ウ 学習内容と日常生活との関係を認識することによる理解 

（ア） よくかむこと 

児童は家庭や学校で、「食事のときはよく噛んで食べましょう」と言われることが多い。

その理由を確かめる実験を行った。一口大の食パンを用意した。実際に児童にパンを噛んで

もらい、①１０秒間噛んだパン ②１分間噛んだパン ③３分間噛んだパンを作り、ヨウ素

液を使ってそれぞれのでんぷんの残量を比較した。 

    実験のねらいとしては、「ごはんやパンをよく噛むことで、でんぷんが糖に変化し私たち

の栄養になる。反対によく噛まないでごはんなどを食べるとでんぷんが糖に変化せず栄養と

して吸収されにくい。だから食事のときはよく噛んで食べることが大切である。」というこ

とを児童に体験的に理解させることであった。しかしながら、実際に実験してみるとヨウ素

液を使った色の変化では３者とも大きな差は認められなかった。結果的に、今回は児童に実

験のねらいを理解させることはできなかったが、予備実験等を重ねて、実験方法等に改良を

加えていきたいと考える。 

（イ） 空気の入れ替え 

    冬になると、インフルエンザや風邪の流行に合わせて「空気の入れ替え」を勧められるこ

とが多い。締め切った室内で大勢の人が活動すると、酸素が減り二酸化炭素の割合が増える。

「換気」の目的はインフルエンザ等の予防だけでなく、新鮮な空気を補充することも大きな

目的である。このことを、確認するために次のような実験を行った。 

    放送室（約１４㎡）の酸素と二酸化炭素の濃度をそれぞれ気体検知管で測定しておく。児

童約４０人が放送室へ入り、約１０分間活動をする。活動の後、再び酸素と二酸化炭素の濃

度を測定し、活動前と活動後の濃度を比較する。 
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  実験結果は顕著であり、活動後は酸素が２１％から８％に大幅に減少、二酸化炭素は０．０３％

から０．３％に大幅に増加した。この実験結果から、児童は空気の入れ替えの大切さを理解でき

た。日常生活で行われていることを理科学習で確認し、理解したうえで日常生活に活かせる好例

であろう。  

      

 

板書 

  

 

 

 

 

 

                            

⑥ 考察 

 【成果】 

○  だ液のはたらきを調べる実験では、そもそも児童 

はごはん（またはパン）だけを口に含んでそれをよく 

噛み、味が甘く変化することをほとんど経験してい 

ない。授業では、まずそのことを児童に経験させた。 

その経験をした上で実験に臨んだ。多くの児童は、 

ごはんやパンが甘く変化する原因を米粒などを歯で 

噛みつぶすことによって中から甘いものが出てくる 

と考えていたが、そこに「だ液」の存在に気付かせ、ヨウ素液を使った実験で、「だ液のは

たらきによって、でんぷんが別のもの（糖）に変化した。」ことを理解できたことは、日常

の何気ない体験が科学的理解に結び付たものだと考える。また、「ごはんやパンが甘く変化

する原因を米粒などを歯で噛みつぶすことによって中から甘いものが出てくる」という予想

については、ご飯粒を乳鉢に入れてすりつぶし、ヨウ素液を使ってでんぷんの有無を確かめ

る補助実験によって、予想が間違っていたことを確認することができた。実験後も「やはり、

米粒などを歯で噛みつぶすことによって少しは中から甘いものが出てくるかもしれない」と

考えていた児童は、十分に納得することができた。 

○  内臓の位置をプリントした T シャツを着たり、内臓の模型を自分の腹部に置いたりして

内臓の位置を確かめた。教科書の挿絵やビデオテープ等でも学習したが、内臓の位置をプリ

ントした T シャツを実際に着て、「ここが胃。ここに小腸がある。」と指でさし示しながら

確認することで、より具体的に学習することができた。また、大腸や小腸の模型を実際に自

分の腹部に置いて確認することで、更に理解を深めることができた。 具体物を自分の体に

置きながら消化器官の位置を確かめる学習活動は、児童の意欲を高める上でも効果的であっ

た。 

○  食道と気管の違いを、ニワトリの食道と気管を使って実際に観察したり手で触ったりし

て確認した。教科書の挿絵やビデオテープでも学習することはできるが、やはり実物に勝

ごはんを噛む前と噛んだ後の味の変化 

実験結果 
板書 
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るものはないであろう。この学習では、将来医師になることを目指している児童が特に熱

心に観察に参加していた。同じように、小腸の柔毛突起についても触ったり顕微鏡で観察

したりした。小腸の内壁の手触りは挿絵では体験することはできず、その手触りが、「約７

ｍの成人の小腸の内側の面積がテニスコート１面分に相当する。」ことへの理解を助けたと

考える。 

○  空気の入れ替えの必要性を実験的に確かめた学習では、学習内容と日常生活の関係を認

識することによる理解を助けた好例だと考える。学習したことを、実生活に近い条件で再

度実験し、換気の必要性を体験的に学ぶことができた。児童は学習の成果を日常生活に生

かしていくのではないだろうか。 

 【課題】 

○  「噛むことの大切さ」を児童に認識させるために、噛む時間を変えたパンを使ってでん

ぷんの残量を調べる実験を行った。「ごはんやパンをよく噛むことで、でんぷんが糖に変化

し私たちの栄養になる。反対によく噛まないでごはんなどを食べるとでんぷんが糖に変化

せず栄養として吸収されにくい。だから食事のときはよく噛んで食べることが大切である。」

ということを児童に体験的に理解させることが大きなねらいであったが、実験結果から噛

むことの大切さを導き出せず、納得できるものではなかった。今後、児童を納得させられ

る結果が出るよう、予備実験を重ねていきたい。 

○  この単元は、ヒトの体について学習するのがほとんどである。ヒトの体（の一部）を使

って実際に実験したのは、だ液のはたらきや吸う息とはいた息の違いについてである。よ

り具体的に児童に理解させるために、専門機関の協力が不可欠である。児童の発達段階も

考慮しながら、病院等専門機関との連携の在り方を探っていきたい。 

 【児童の感想】 

   本単元の学習を終えて、児童からは次のような感想が寄せられた。 

○  実験で、だ液とでんぷんの関係を調べた時は、正直なところいやでしたが、「そうだ。」

と納得し、いい学習になりました。体内の食道、胃、心臓、肺、肝臓、腎臓、小腸、大腸

などの位置や何のためにあるのかなど詳しく分かりました。ぼくは将来、医者を目指して

います。今回の学習は、医者を目指しているぼくにって、とても大切な学習になりました。 

○  一番心に残ったところは、だ液を使った実験をした 

ところで、だ液がでんぷんをどういう物質に変える性 

    質をもっているところに初めて気が付きました。今ま 

    では、口の中では食べ物を歯でかんで、消化しやすく 

    小さくするだけだと思っていましたが、だ液がでんぷ 

    んを糖に変えることは知りませんでした。 

○  一番心に残った実験は、吸う息とはいた息を調べた 

実験です。「ものが燃えるとき」で勉強した時の、燃え 

る前の空気と人間が吸う息が似ていて、燃えた後の空 

気と人間のはいた空気が似ていたのですごいなあと思 

いました。私がびっくりしたのは、魚も呼吸していたことです。魚は水の中にいるので呼

吸はしていないと思っていたけど、魚たちも呼吸していたのでびっくりしました。そして、

体中どこにも血管があって血管を見るだけで手や足の形が分かることにも驚きました。 

内臓腹部に当てる 
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６ 次年度の計画 

（１） ICT の効果的な活用 

実感を伴った理解を高めていくためには ICT をさらに効果的に活用していくことが必要

となる。授業での ICT 活用における主な効果は次の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ICT を効果的に活用していくに当たって、次のような流れで授業を組み立てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童の実態から授業の目標を達成するために手立てを考えながら授業を組み立てていく。

その際、ICT の活用が効果的であるか吟味していく。活用した後の評価によりさらによりよ

い活用方法を模索していく。 

また、問題解決的な学習において ICT 活用を位置付ける。理科学習においては課題・予想・ 

   ・実験・観察・結果・考察等の各段階においてどのような ICT の活用方法があるかまとめた。 

 

段  階 活  用  方  法  等 

学習問題・予想 問題提示、既習事項の整理、学習意欲の高揚など 

予想・実験・観察 思考を助けるヒント・器具の使い方の説明など 

結果・考察 
練り合うための資料提示、理解を深めるための説明資料など 

結論の整理・確認、作成物の提示など 

 

授業において全てを ICT で行う必要はない。それぞれの段階で効果的であると思われる活

用を行っていくことが大切である。児童の学習意欲、学ぶ楽しさ、思考力の向上が図られる

ように ICT 活用を進めていきたい。 

ア 繰り返し見て、覚える 

 フラッシュ型教材を使って、漢字の読みや算数の公式を覚えるのも、その一例。

ICT なら何度でも繰り返し見せるのが容易で、学びが定着する。 

イ 情報を共有する 

  子どものノートや教科書を実物投影機で映し、クラス全体で同じ情報を共有 

 できる。全員が素早く情報を共有することで意見交換が活発化し、考えが深まり、

授業もはかどる。 

ウ 教室にないものを見せる 

 天体の動きや原子・分子の構造、海外の都市や自然など、「見たくても見られない」

ものでも、ICT 教材を使えば手軽に、リアルに見せられる。自分の目で見てリアル

に感じることで、理解しやすくなる。 

児
童
の
実
態
・
授
業
の
目
標 

目標を達成するための手立て 

ICT 活用が必要 

・どの段階で活用するか  ・活用形態は 

・ICT の何を活用するか ・機器の配置は 

・提示の方向は 

効
果
的
で
あ
っ
た
か 
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（２） 言語活動の充実 

   「OECD の学習到達度調査」の科学的リテラシーでは、「疑問を認識し、新しい知識を獲得

し､科学的な事象を説明し､科学が関連する諸問題について証拠に基づいた結論を導き出すた

めに科学的知識とその活用」が必要な能力であるとされている。 

   言語活動は、学習の目的を達成するために必要となる言語を用いた活動で、授業において言

語活動を充実させることは、科学的知識とその活用する能力を高めるために大切である。 

   そこで、国語科を中心に全教科において言語活動の充実を図っていく。特に理科では次の観

点をもとに授業づくりに取り組んでいきたい。 

 

 

 

 

 

 

   言語活動を強く意識することは、科学的リテラシーの育成につながると考えられる。児童の

主体的な学びを引き出すために、今後も問題解決の過程に沿った言語活動の充実を図っていき

たい。 

 

（３） 関係機関との連携 

   「自然の事物・現象についての実感を伴った理解」のために、他の関係機関と連携を図って

いきたい。例えば 6 年生の「ヒトや動物の体のつくりとはたらき」において、学習意欲を高め、

人体の様子をより理解させるために、医療機関と連携し、医学体験学習を行う。写真は日向市

立大王谷学園初等部で行われた体験学習の様子である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  単元の初めに位置付け、出てきた疑問を探求していく学習を仕組んでいきたい。 

 

 以上、次年度に向けての取組を意図的・計画的に行うことで、さらに、主題に迫る児童の育成に

努めていきたい。 

 

 

（研究代表者 土橋 潤哉） 

○ 問題を見出し､観察、実験を計画すること 

○ 予想や仮説と関連付けながら､表やグラフ、科学的な用語などを使用して考え

たり説明したりすること 

○ 観察・実験の結果を整理・分析し、解釈すること 

○ 科学的な概念を使用して考えたり､説明したりすること 

心エコーによる心臓の動きの確認 

気管支鏡による声帯と気管の観察

人工呼吸器による肺の役割


