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１．「なぜ？」に目を向け、「なぜ？」を解き明かす、科学が好きな子ども  
 
生活のなかの「なぜ？」に目を向け、自分なりに「なぜ？」を解き明かす。 
これが、本校の考える科学が好きな子どもの姿である。この姿を実現するには、子

どもを中心にした授業づくりが不可欠となる。そこで、「子どもたちが主人公の授業

づくり」を全職員が共通理解し、研究を通して授業改善を行っている。 

授業実践を行うなかで、「科学の好きな子ども」の具現化された姿がみられるよう

になってきた。 

（１）「なぜ？」に目を向ける子どもの姿 

「ボコッ」大きな音をたてて，一斗缶

はへこんで しまった。それを見た子ど

もたちは，驚きの声をあげ缶のまわりに

集まった。蓋を閉めていた一斗缶を開け

てみると，中から煙がたちこめた。「火が

消えている。」「失敗だ。」「だめだったか

…。」「やっぱり。」子どもたちから，ため

息とともに言葉がもれた。 

子どもたちは，学校に器やピザなどを焼くことができる窯をつくろうとしてい

た。試しに一斗缶で窯を作ってみようということで，薪の代わりに割り箸を入れた。

窯の温度を上げるためには，蓋をしていないとだめだろうと考えた子どもたちは，

賛否両論あったが，火が点いたことを確認した後，蓋を閉めた。「やっぱり消えた。」

「でも，どうして？」「空気が無くなったと思う。」「煙が邪魔したのでは。」どのよ

うにして火は消えたのか，どうしたら燃え続けるのか，窯を完成させるには，それ

を考えなくてはならない。ここから，子どもたちの学びがスタートした。 

（平成 24 年 11 月実施「燃焼の仕組み」の授業実践より） 

（２）自分なりに「なぜ？」を解き明かしていく子どもの姿 

「えっ？今の本当に電気なのかな？」「本物の

電気じゃなくて、摩擦のようなものじゃない

の？」モーターの軸を割り箸で回して、豆電球

に明かりをつける活動を行った後、子どもたち

から、一瞬ついた光は本当の電気なのかという

意見が出された。「本当の電気かどうか、簡易検

流計で調べた方がいいね。」確かに、豆電球は光

ったけれど、電気として認めるためには、もう

少し確かめる必要があるという考えであった。 

（平成２５年６月実施「電気の利用」の授業実践より） 
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２．生活のなかの「なぜ？」に目を向け、自分なりに「なぜ？」を解き明かすために  
 
（１）自分なりに「なぜ？」を解き明かすためには 
本校の考える科学が好きな子どもを目指すには、どのようにしたらよいか。身に付

けた科学的な見方や考え方を使って「なぜ？」に目を向け、自分なりの予想を検証す

るために実験や観察を通して「なぜ？」を解き明かしていく。このような問題解決の

活動を授業の中で繰り返し行う必要がある。まさに、「習得」だけではなく「活用」

に主眼をおいた取組が不可欠である。そこで、子どもたちの実態を明らかにするべく、

全国学力・学習状況調査の「活用」についての結果分析を行った。 
 
（２）学力・学習状況調査から明らかになった２つの弱点 
本校の子どもたちが苦手としたことは、観察や実験の構想であった。その事象に対

する自分たちの考えや予想はしっかりしているものの、それをどのようにして確かめ

ればよいのかが、自分一人では見いだせない。それが、学力・学習状況調査の結果か

ら明らかになった子どもの実態である。 
明らかになったもう一つの弱点は、実験結果の分析である。実験の結果は出たもの

のその結果をどのように解釈してよいのか、どのような分析の方法があるのかがわか

らない。何となく結論には、結びつくものの、結論を出すための根拠として、結果の

整理、傾向の読み取りに難しさを感じている。結論を裏付けるために結果をどのよう

に扱えばよいのかがわからない。そういった子どもの実態が明らかになったのである。 
活用に関する問題についての通過率（活用の視点ごとに分析） 

区分 井土ヶ谷小学校 全国平均 

「活用」に関する問題（全問） ５７．３％ ５７．６％ 

「適用」に関する問題 ６６．５％ ６４．５％ 

「分析」に関する問題 ５３．９％ ５５．８％ 

「構想」に関する問題 ４２．１％ ５０．６％ 

「改善」に関する問題 ４４．９％ ４３．３％ 

 
（３）授業のなかに見る要因 
本校の授業では、実験の方法を子どもたちと話し合い、一つにして実験に臨むこと

が多い。多様な実験方法は、子どもたちの実験への意識は向上するが、実験後の話し

合いでの結果の共有が難しい。これまでの授業実践を通した研究でもそのことが明ら

かになっている。そのため、実験の構想では、少数の子どもの意見をもとに実験が計

画されることが少なくない。また、結果を分析する場面でも、十分な機会や時間の保

障ができずに一人の子どもが出した意見で結論に近付いていく場面が少なくない。 
実験の構想や結果の分析に対しての取組を重視した授業改善が必要である。 
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３．自分なりに「なぜ？」を解き明かすための授業改善  
 
（１）観察や実験の構想を重視した授業改善 

①何を確かめるための実験なのか 
子どもたちが実験や観察を計画する際に大切になるのは、「確かめることは何か」

である。子どもたちの予想がどんなものなのか、たくさんの予想から、調べなくては

ならないのは何か･･･この学び合いが無くて、実験は成立しない。 
実験や観察を大切にするということは、実験前に行われる予想での学び合いを大切

にすることに繋がる。予想でどのような学び合いを行うか、これが実験をより明確に

していくのだと考えている。結果がどうなるだろうかというよりも、みんなの考えを

確かめる方法を学級で探ることが先決であると考える。実験の方法が確立してきたと

ころで、結果の予想を行うようにする。 
②調べたいことが明確になるには 

調べたいことや確かめたいことが明らかに

なるには、どのような道具を利用したらよい

か、これまでの既習内容や生活経験から方法

を吟味していく。このとき、器具の使い方の

指導や安全指導は、教師の大切な役割である。

みんなで考えた方法でも上手くいかなかった

場合には、もう一度方法を見直し、修正して

いくことも大切である。実験器具の選定や提案についても、必要に応じて教師が行う

などの支援は有効であると考える。 
③実験の方法をもとにするには 

実験方法が計画されると、この方法ではどのような結果がでるかという結果の予想

が始まる。自然事象への見方や考え方、解釈というものが入っている予想から、実験

の結果を合わせていくと仮説に近いものになっていく。「自分は○○だと考えている

ので、結果は△△になると考えられる。」という言い方や「自分の○○という考え方

が正しければ、結果は△△になるだろう。」といった考えなど、実験の結果の読み取

りまで考えて実験に臨むことは、結果を整理

し考察を行う際にもとても重要になる。 
 

（２）実験結果の分析を重視した授業改善 
①結果を明確にするには 
実験後に出される実験結果もどのように読み

取るのか、考察を行う際にどのように結果を整

理するのか、ここでの取り組みがより重視され
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４．生活のなかの「なぜ？」に目を向けるための授業改善 

るべきである。とくにグラフをどのように読み取るのか、結果から客観的にいえること

は何か、またこの結果からでは言えないことは何かを明確にしていく過程を子ども一人

ひとりが大切にして授業を行えるようにしたい。 
②結果をどのように読み取らせるか 

実験結果を目の当たりにし、子どもたちは、すぐに結論を急いでしまうことが多い。

また、分析についても集団で行うことが多いために、実験結果の数値について真剣に

悩むという機会は少ないように感じる。数値を数値として扱うのではなく、グラフに

したり、表に整理したりして、自分の考えを支える根拠なるものにしたり、数値の傾

向を読み取ったりすることも可能である。実験のデータをどのように扱うのかは、考

察でどのような見方や考え方をもつのかと深く関わる。 
実験が終了した際に、各グループの結果を集め、すぐに結論を出すのではなく、こ

の結果をどう読み取るかについて考える時間を設けるという取り組みも考察を行う

際には重要になる。 
 
 

  
（１）意欲を喚起する導入場面からの単元構想 

子どもたちが、意欲的に学習に取り組むためには、その教材との出会いが重要にな

る。導入の場面で、子どもがどのような発見をするのか、どのような問題をもつのか

が、その後の授業を大きく左右する。そのため、単元のはじめに行う事象提示は、子

どもの生活により近く、不思議だと感じたり、考えてみたいという気持ちをかき立て

たりするようなものを用いる。 

また、単元の導入時での出会いによって見いだされる問題が、連続した問題解決の

契機となったり、単元を貫く問題となったりするような事象の提示を行うようにして

いる。本校では、子どもの実態やクラスの状況に合わせて、単元の導入の仕方を変え

ることも多い。教師は単元の構想をする際に、子どもが問い続け、学び続けるための

事象提示になっているかを吟味していく。 

 
（２）単元の終末で生活とつなげる 
自分たちの学習したことや身に付けた力がど

のように生活に生かされるのについて、子ども

たちが実感できるような取組を単元の構想時に

位置付けることは重要である。単元の終末に生

活と繋げるような活動があってこそ、学習への有用性が感じられるのだと考え、本校

では授業改善を行っている。右の写真は振り子の学習を利用して長縄跳びの回す速さ

の微調整を行い、見事新記録を出したときの様子である。（平成 24年 12月実施） 
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５．自分なりに「なぜ？」を解き明かすための支援           【授業実践１】  
 
（１）はじめに 
ここでは、子どもの考えに寄り添い行う授業のなかで、授業者が行った支援を挙げな

がら、子どもたちが自分なりに「なぜ？」を解き明かすための授業について述べる。 
 
（２）生活のなかの「なぜ？」に目をむける単元導入 
今回は、電気の使い方を中心に、新しいまちづくりを考えたとき、自分たちのまち

はどのようになっているとよいのかを考えるところから単元をスタートさせた。 
子どもたちは思い思いのまちをイメージしながら、そこに建てる家について、そこ

を走る車について、そこにある遊園地のメリーゴーラウンドについて考えた。「まず

は、発電できないといけないね。」というつぶやきから第一次の学習が始まった。 
 
（３）単元計画  第６学年「電気の利用」１２時間扱い 

単元名「ハッピータウン井土ヶ谷」～新しいまちづくり～ 

第一次 発電することができるのだろうか？ 

・モーターで電気を作ってみよう。 

・作った電気を調べよう。（２時間） 

・手回し発電機を使いいろんな物を動かそう。 

第二次 電気を蓄えることができるのか？ 

・コンデンサに電気を蓄えよう。 

・コンデンサを調べてみよう。（２時間） 

第三次 電気を無駄なく利用するには？ 

・LED と豆電球どちらが省エネかを比べよう。（２時間） 

・電熱線の太さによる発熱の違いを調べよう。（２時間） 

第四次 新しいまちに必要なものは？ 

・新しいまちに建てる家や走る車等を作ろう。 

（・新しい車や家についての解説書づくり。） 

 

（４）問題解決の過程で行った支援について 

授業を行う際、事象に対する子どもたちの見方や考え方を予想として顕在化し、そ

れを検証するための実験や観察を子どもたちと構想した。そうすることで実験や観察

は、子どもたちのものとなり、その結果をもとに予想と照らし合わせた考察を行うこ

とができた。子どもが、新たな見方や考え方を身に付ける際には、問題解決の過程を

通して、既存の見方や考え方の見直し、及び改善が行われていくと考え実践を行った。 
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（５）問題解決の過程に沿った授業と支援の実際 
本校では問題解決の過程について、下図のように考えている。この過程に沿って、

問題解決を繰り返していくのが、本校の考える理科の授業である。この過程に沿って

子どもの表現とともに、行った授業と支援の実際を示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①子どもたちの疑問から問題を見出す。（第一次 １時間目 考察） 

モーターを回して、豆電球に明かりをつける活

動を行った後、子どもたちから、一瞬ついた光は本

当の電気なのかどうかを調べたいという意見が出

された。確かに、豆電球は光ったけれど、電気とし

て認めるためには、もう少し確かめる必要があると

いう考えであった。 

【支援】事象と向き合うなかで出てくる子どもたちの

発言や記述から、問題となり得るものを取り

上げ学級全体に投げかけた。 

②問題に対する予想から実験を構想する。（第一次 ２時間目 実験の構想） 

発電したものが本当の電気かどうか、子どもたち

から考えが出されると同時に、それをどのようにし

て確かめるかについての考えも出された。子どもた

ちから出たのは、簡易検流計。４年生の時に電気の

流れを確かめるために使用したことを想起し、この

器具が選ばれた。授業者からは、どうなったときに

本当の電気と認めるのか、問い返しを行った。子ど

問題を見いだす 

予想 

実験の計画 

実験・観察 

結果の整理 

考察 

結論から問題へ 

問
題
解
決
の
過
程 

これまでの学習から問題を見出す 

問題に対する予想をたてる 

表現された予想をもとに、実験の計画を

たて、実験結果の予想を整理する。 

グループごとに実験を行う。 

実験結果の整理を行い、予想と結果を照

らし合わせながら考察を行う。 

表現された考察をもとに、クラスでの結

論を導き出す。 

集団の学び 

個の学び 

 

 

 

個の学び 

集団の学び 

集団の学び
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もは、検流計は、電気の流れを調べるものなので、針が動けば電気だと認める、と

いうことを発言し、全体で共有した。 

【支援】子どもから出た問題とそれに対する漠然とした予想をもとに、子どもたち

と実験を構想した。（使えそうな器具を伝える。） 

 

③予想を図や絵、言葉を用いて顕在化する。（第一次 ２時間目 予想） 

モーターを回して豆電球を光

らせたものが電気かどうかとい

う予想をするなかで、逆向きの電

流についての考えも出された。 

【支援】表現方法を限定せず、自分

の考えがより相手に伝わ

る手段を使って表現する

ように促した。言葉と図や

絵を組み合わせることが有効であることをここで伝えた。 

 

④予想を出し合い実験の視点を明確にする。（第一次 ３時間目 予想時の話し合い） 

子どもたちは、モーターを回し

て豆電球に明かりをつけたときの

様子を基に、自分たちの予想を述

べ合った。電気ではないという子

どもたちは、一瞬しか明かりがつ

かなかったことや、火花のように

見えたことから、マッチを擦ると

きに出るような摩擦の一種だと考えていた。また、電気だと考えている子どもたち

の中にも、逆向きに回して電気は流れるのかについての疑問は残っていたので、そ

こも実験を行う際は合わせて試すことになった。 

今回の話し合いで、モーターの回し方による検流計の針の動きが実験の視点となった。 

【支援】書画カメラで行う予想の提示、板書による予想の類別化を行いながら、実験

で何を確かめるのかを明確にできるようにした。 

 

⑤見通しをもって実験を行う。（第一次 ３時間目 実験） 

プロペラの向きを変えて実験することを忘れないよう

に助言を行った。どのグループもプロペラの動きに合わ

せて検流計の針が敏感に動くことに驚いている様子が伺

えた。 
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【支援】明確になった視点をもとに実験が行われているかを確認し、実験がうまく

いかないグループとともにその原因を探った。 

 

⑥実験結果と予想を照らし合わせ考察する。（第一次 ３時間目 考察） 

【支援】予想時の考えと実験結果を

比べ、自分の考えをまとめ

る。ここで予想と異なる結

果が出た場合は、自分の考

えを改善するように伝え、

実際にやってみて予想で

は考えなかったような現

象を観察した場合は、そのことも加えた考察を行うように助言した。 

 

⑦実験で明らかになったことを話し合う。（第一次 ３時間目 考察での話し合い） 

子どもたちは、検流計の針の動

きを基に予想時の考えを振り返

り、実際にモーターを回したとき

に一瞬ではあったが発電してい

たこと、逆に回すと、電気は逆向

きに流れることを確認した。そし

て、モーターを回すことで発電を

することができるということを今回の実験を通しての結論とした。予想で、検流計

の針が動くから本当の電気だと考えた子どもたちのなかにも、逆向きに流れる電気

のことや摩擦によるモーターの回転、エネルギーという考え方など自分の考えに友

達の考えを加え、考えを改善しようとする姿がみられた。 

【支援】実験結果をもとに、板書に残されている学級全体での予想を振り返り、予

想のときの考えを見直し、それぞれの考察から改善できるように促した。 

 

⑧次に調べてみたいことを出し合う。（第一次 ３時間目 次時へ向けて） 

子どもたちは、自分たちで発電すること

ができたものの、検流計の針の動きや豆電

球の光り方から、この方法で発電すること

に大変さや難しさを感じていた。この仕組

みを実用化するためには、もっと長く、強

く発電し続けるものが必要であるというこ

とを発言した。子どもたちは、自分たちで
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導き出した結論をもとにしながら、発電方法を改善しようとしていた。 

【支援】考察での話し合いのなかでもっと調べてみないとはっきりしないこと、更

に膨らんだ疑問などを出し合い、次時の問題につなげられるよう助言した。 

（６）子どもたちの意欲の向上 

 

この単元の実施後に同集団（クラス２９名）で行った意識調査では、どの項目も大

幅に伸びた。特に理科が大切である、有用であると答えた子どもは 100％に達した。 
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41.4%

31.0%

51.7%

27.6%

37.9%
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17.2%
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20.7%

3.4%
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17.2%

20.7%
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0.0%

6.9%

6.9%

1
2
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平成 25年 2月実施の意識調査 

平成 26年 7月実施の意識調査 
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６．生活のなかの「なぜ？」に目を向ける支援             【授業実践２】 

（７）実践を終えて 

子どもたちが、科学的な根拠に基づいて自分なりに「なぜ？」を解き明かすには、

授業者が子どもの考えに寄り添い、子どもの記述や発言が、何に基づいているのか

を丁寧に読み取る必要がある。そして、子どもたち自身が、どのような考えを辿り

ながら、今の考えに行き着いたのかを振り返ることができるよう、問題解決の過程

で予想や考察を丁寧に行うことが重要であると考える。 
子どもの考えに寄り添い、子どもにとって必要感のある問題解決を丁寧に支援し

てこそ、子どもが実験結果や考察で自分の考えをつかって「なぜ？」を解き明かす

ことができる。 
今回の授業の構想時には、モーターを回して発電した電気が本当の電気かどうか

を調べるという時間をとっていなかった。しかし、子どもたちが発電できたという

実感をもてていなかったこと、電流の向きや強さについて調べ、結論を導き出す過

程は、今後の授業のなかで、LED やコンデンサで電流の向きについて考えねばな
らないときに生かされることから、授業として取り入れることに決めた。 
子どもの思いや考えから、いたずらに授業を増やすことは、授業時数の関係から

も避けなければならないことは言うまでもないが、単元を見通して、授業者が必要

であると感じ、それが子どもの必要感と合致した際に授業として行うことは大きな

支援であると考える。 
（平成２５年６月実施「電気の利用」の授業実践より） 

 
 
（１）生活のなかの「なぜ？」に目を向ける単元導入 

子どもたちは，学校に器やピザなどを焼くことができる窯をつくろうという目

的をもとに授業を構想した。子どもたちが、燃え続けるためには何が必要かを考え

ながら、単元全体で学習を継続できるよ

うにするためである。燃え続けるように

したり、火を消したりすることができる

ようになるためには、燃焼の仕組みにつ

いて知る必要がある。このような必要感

をもとに子どもたちが学習をすすめてい

けるように単元の構想を行う。導入が面

白いからという理由だけでなく単元を見

通し、問題解決が連続するような単元の

構想を行う。このことこそ、生活とつながり、「なぜ？」に目を向け、解き明かす

ことができるような学習につながると考えている。 
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・空気の通り道をつくり酸素が取り入れられるようにするといい。 
・窯を作るときは、空気の流れをつくる必要があるんだね。 
・だから、火災の避難訓練では窓を閉めて火が大きくならないように
するのか 

窯の模型のなかで、火が消えてしまう。 

どのようにして、火が消えたのかな？ 

（２）「なぜ？」に目を向ける単元構想 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「なぜ？」が連続する授業展開 

①予想時の学び合いによる視点の共有化 

集気瓶の中の空気は燃えるこ

とでどのように変化したのか。予

想の学び合いで，子どもたちの意

見は酸素がどのようになるかと

いう話題に集中し，予想は２つに

分かれた。燃えることで酸素が無

くなるという考え方と，酸素は残

るという考え方である。その根拠

として，酸素のエネルギーを火が

使い果たし消えるので酸素が無

くなるという考え方や，酸素は減るだけで，空気の成分のバランスが崩れて火

が消えるので酸素は残っているという考え方などが出された。 

二酸化炭素については，酸素の抜け殻が二酸化炭素だから使われた分だけ出

・窯は、高い温度になるよね。 
・ピザとか、パンを焼いているのを見たことある。 
・６－４で窯をつくってみよう。

燃焼の前後で空気の成分が

変化した。 

窯の中の空気に関係があるのだろうか？ 

燃焼の前後で空気の性質は変わったのか？ 

燃え続けるためにはどうしたらよいか？ 

燃焼で酸素が二酸化炭素に変

化した。 

缶の中で空気が減ったと予想 

空気は、無くなったり、減っ

たりしてなかった。でも空気

の燃える成分が減ったのだと

思う。成分を調べたい。 

窯の酸素はずっと２０％だ。 

 

 

 

 

 

空気の出口では火が消える！ 
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てくるという考え方や火を消す気体だから少しあるという考え方が出された。

学び合いの最後にろうそくが燃えている時の酸素や二酸化炭素の割合，燃えた

後の割合を見ながら，空気がどのように変化しているのか，どのようにして火

が消えたのかについて考えようということになった。 

②子どもの探究心を満たしたデジタル気体チェッカー 

酸素，二酸化炭素の割合の経時的な変

化を観察するためにデジタル気体チェ

ッカーを使用した。燃焼中に酸素と二酸

化炭素の割合が変化していく様子に子

どもたちは驚き，酸素が減った分だけ二

酸化炭素が増えることや酸素が残った

状態で火が消えることを捉えることが

できた。 

③酸素のエネルギーや消火の原因に迫る焦点化した考察 

酸素が約３％減って，二酸化炭素が

その分だけ増えるという結論は出され

たものの子どもたちの話題は，酸素が

残っているのに火が消えたことや，わ

ずか３％の酸素でろうそくが燃えるこ

とへの驚きが出された。（図のなかの酸

素の粒を指しながら）酸素は１つでも

すごいエネルギーを持っている。火が

消えたのは二酸化炭素のせいだ。酸素

がある割合を下回ると火が消えるから

酸素が原因ではないか。酸素のエネルギーを実感しながらも子どもたちの意識

は，火が消えた原因を探るという次の問題へつながっていった。 

（４）生活のなかに「なぜ？」をつなげる単元の終末 

「窯をつくりたい。」という願いを叶えるため、空気の変化や物の燃焼の仕組

みについて学習を進め、単元の終末で火が燃え続ける仕組みについて考えること

になった。検証方法を立案する場面では、ある子どもから「底を切り取ったペッ

トボトルの上下に線香を置けばいい。」という案が出された。この時、教師が「そ

れで何がわかるの。」と問い返すと、その子どもは「空気が入れ替われば、火は

燃え続けると思うから、煙の流れで空気の流れを確認したい。」と自分が確かめ

たい問題の解決までを想定し説明することができた。 
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７．生活のなかの「なぜ？」に目を向け、自分なりに「なぜ？」を解き明かす支援 

【授業実践３】

他にも「ペットボトルの上下にデ

ジタル気体チェッカーを置けば、下

から入る気体と上から出ていく気

体の割合がわかる。」「燃焼さじに置

いたろうそくの燃え方を見れば、上

と下のどちらに酸素が多いかわか

る。」など、教師が事前に用意する

実験方法ではなく、子どもたちが検

証方法を自分たちで吟味しながら、

「なぜ？」からの学びを生活につな

げようとする姿を見ることができた。（平成２４年１１月,平成２５年５月に実施） 
 

 

 

 
（１）生活のなかの「なぜ？」に目を向ける単元導入 
本単元において,子どもたちは「反復横跳びの記録を上げるために,自分に合ったテン

ポを見つける。」という明確な目的に向かい,振り子の規則性を追究した。「テンポを変
えるには,おもりの重さとスタートの高さと糸の長さの,どれをどのように変えたらいい
のだろう。」という導入時の問題を解決するために,子どもたちは単元を通して問題解決
を繰り返しながら学習を進めていった。 
 
（２）「なぜ？」を解き明かす単元の展開 
振り子の運動 単元計画（１１時間扱い） 
第１次：学習問題の導出 
・反復横跳びの記録を伸ばすためにどうしたらよ
いか話し合う。 
・振り子時計を作り,気付いたことを話し合う。 
第２次：問題解決 
・おもりの重さと振り子が往復する時間の関係を調べる方法を考える。 
・おもりの重さと振り子が往復する時間の関係を調べる。 
・糸の長さを長くすると振り子が往復する時間はどうなるか調べる方法を考える。 
・糸の長さを長くすると,振り子が往復する時間はどうなるか調べる。 
・振れ幅を大きくすると,振り子が往復する時間はどうなるか調べる方法を考える。 
・振れ幅を大きくすると,振り子が往復する時間はどうなるか調べる。 
第３次：学習のまとめ 
・振り子を使って,自分が跳びやすいテンポを見つける。 
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（３）「なぜ？」を解き明かすための実験の構想 
子どもたちは「おもりの重さを調べるんだから,糸の長さと振れ幅は同じにしよ

う。」「糸の長さを調べる時は重さと振れ幅は同じにしよう。」「振れ幅を調べるな

ら,糸の長さとおもりの重さは同じにしよう。」と変化させる要因と変化させない
要因に着目しながら,実験の構想を行うことができた。 
その際,視点をより明確にして実験に臨めるように比較するおもりの数や糸の

長さ,振れ幅の大きさを子どもたち自身に設定させた。 
すると,第 4時では,「重さはおもり 1個と 2個で比べられる。」と考える子ども

が多くを占める中で,「でも,もっと重くなったら,違う結果になるかもしれないか
ら,他の重さも調べたい。」と,より多くのデータを得るための実験を構想する子ど
もの姿を見ることができた。 
また,第 6時で糸の長さの検証方法を考える際には「糸の長さを 15ｃｍと 30ｃ

ｍにして比べたい。」と発言した子どもに対して,なぜ,その長さで比べたいのかと
問い返すと,「糸の長さが倍になれば,往復にかかる時間も倍になるかもしれないか
ら。」と答えた。つまり,糸の長さを変えた時のふりこの周期に規則性があると考
え,より定量的な実験を構想していたのである。  
このように,視点を明確にしながら実験に臨めるようにすることで,子どもたち

は実験結果から「糸の長さを２倍にすれば往復にかかる時間も倍になると思った

けど,２倍にはならなかった。」と変化の規則性に着目して考察したり,「もう少し
糸を長くしたらどうなるんだろう」とさらに追究したりすることができた。 

 
（４）「なぜ？」を解き明かすための実験結果の分析 

本単元では,実験結果をまとめる
表やグラフを子どもたちの必要感に

応じて追加・修正していった。 
第 5時で振り子の周期とおもりの

重さの関係を検証する際に,子どもた
ちは 10往復にかかった時間を 1回だ
け計り,その結果を表に記録した。 
これを 10 班分,黒板の表に羅列す

ると,各班の結果のバラつきが大きす
ぎ,子どもたちから「これでは,よくわ
からない」という声が上がった。 
そのため,回数を 5 回に増やし算数で学習した平均を出すと,バラつきが小さく

なることを伝え,再度実験を行った。しかし,これでも数字のバラつきに注目してし
まう子どもが多かったため,今度は結果をグラフにプロットさせた。 
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すると,多くの子どもが「どの班
も,だいたい同じ秒数のところに集
まっている。」「どの班も往復にか

かる時間は 1秒も変わってないから,
変わっていないと言ってよさそう

だね」と,バラつきを許容しながら,
表から数値を,グラフから全体の傾
向を読み取ることができた。 
 この経験を生かし,糸の長さと

振れ幅を変える実験でも,同様に表
とグラフに結果をまとめることで,
子どもたちは「糸の長さの時と重さ

の時のグラフを比べると,長さの場
合は時間が変わったと言えるね。」

「もっと長くすれば,このまとまり
がどんどん上に行きそうだね。」「グ

ラフを見ると振れ幅は重さと似た

結果になったね。」と,それぞれのグ
ラフを比較し,表にまとめられた数
値と共に実験結果を分析すること

ができた。 
 
（５）「なぜ？」を解き明かす見方や考え方の更新 

振り子の周期と振れ幅の関係に
ついて検証した第 9 時では学び合
いを通して,自分の考えを改善する
子どもの姿を多く見ることができ
た。 
予想では,振れ幅を変えると往

復にかかる時間は「短くなる」「変
わらない」「長くなる」の 3 つに分
かれた。「短くなる」と予想した子
どもの多くは,下のように振り子の
速さについては考えているが,振り
子が動く距離については考えてい
なかった。 
一方,「長くなる」と予想した子どもは,学級の大半を占め,振り子が動く距離

については考えているが,速さについては考えていなかった。 
そして,「変わらない」と考えた子どもは,「振れ幅を大きくすると,動く距離

は長くなるけど,その分速く動くから,往復の時間は変わらないと思う」と,距離と
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速さの両方について考えた。 
授業者は,3 つの予想について「どの予

想も速さと距離のどちらか（どちらも）
関係していると考えているんだね。」と,
周期の変化（10 往復の時間）の要因（速
さ・距離）に論点を焦点化しながら話し
合いを進め,実験に導入させた。 
実験後の考察では,「短くなる」と予想

した子どもの中には「僕は,速さのことし
か考えていなかったけど,距離も関係し
ていることがわかった。」と考察した子が
いた。また,「変わらない」と予想した子
の中にも「予想はあってたけど,最初,私
は速さと距離については考えていなかっ
た。〇〇さんの言うとおり,両方が関係し
ているんだと思う。」と,予想の当たりは
ずれではなく,自分の考えを振り返る子
どもがいた。そして,「長くなる」と予想
した子どもたちも,距離に加えて速さに
ついて考えていた。下の学習カードは前
頁の「長くなる」と予想した子どもの考
察である。 
この記述からも,距離に速さが加わっ

ていることがわかる。 
このように,予想での,学び合いと実験

の結果を照らし合わせ,自分の考えを大きく改善する子どもの姿を見ることがで
きた。 

 
（６）生活のなかに目を向ける単元の終末 

前述したとおり,導入時の問題を解決するために,子どもたちが単元を通して問
題解決を繰り返していけるように,導入を工夫した。そのため,「重さを変えてもテ
ンポは変えられない。」「糸の長さを変えれば,自分に合ったテンポを見つけられ
る。」「振れ幅では,テンポは変えられない。ということは糸の長さだけがテンポ
を変えられる。」など,毎回の実験から見いだされた結論をもとに常に導入に立ち
返ることができた。 
また,第 10・11 時での学習のまとめでは,振り子で見つけたテンポを生かして,反

復横跳びの記録を 10回以上更新したり,「踏切の警報のテンポも振り子で表せるね」
「自分の心臓のテンポも振り子で表せる」「信号機の点滅も音ではないけど,テン
ポが同じだね」など,振り子の規則性を生活に役立てようとしたりするなど、生活
に学んだことを結びつけようとする子どもの姿を見ることができた。 
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８．「なぜ？」に目を向け、「なぜ？」を解き明かす授業実践から見る研究の成果  
 

（１）生活のなかの「なぜ？」に目を向ける有効な支援 
6 年『てこの規則性』では、身の回りのてこの規則性

を利用した物を見つける活動を単元の終末に取り入れた。

「クリップの持ち手を長くすると、少ない力でクリップ

を開くことができるのか。」という学習問題に対して、「ク

リップの持ち手が短いと 100の力が必要だけど、長くす
ると 40ですむ」と作用点と支点を変えずに力点だけ長く
することで、軽い力でクリップを開くことができると予

想する子どもや「クリップの持ち手を 4ｃｍに短くすると、力は 30ｋｇ必要だと思う
けど、持ち手が 8ｃｍで倍になれば 15ｋｇくらいの半分の力で開くと思う。」と、つり
合いの実験で確かになったてこの規則性があると予想する子どもがいた。このように、

てこ実験器などの理科室の中の実験器具だけで単元が終わるのではなく、学んだこと

を身の回りの物に生かせる学習環境を設けることで、さらに学びをひろげようとする

子どもの姿を見ることができた。（平成２５年７月 実施） 
このように、生活から単元を導入し、単元の終末で生活にかえす授業展開は、子

どもたちが生活から見つけた「なぜ？」を解決することにつながり、学習の有用性

や必要感を高めることにつながる。本校では、生活から入り、生活にかえす単元の

開発をこれからも行えるよう、常に生活とのつながりのある学習を行っていきたい。 
 
（２）「なぜ？」を解き明かすための有効な支援 

①クラスで行う数値化とグラフへのプロット 
右のグラフは、振り子の振れ幅と

１往復の時間の関係を調べ、実験結果

を模造紙にまとめたものです 
実験結果を見ると、どのグループ

も平均の往復時間が０．５秒未満の差

だったことから、誤差の範囲内として

捉え、振れ幅を１５°、３０°、４５°

と変えても往復時間は変わらないと

いうことを読み取っていた。より広

角・狭角の振れ幅についてはこの実験

では分からないため、結論を急がず、次時に確かめることになった。 

実験結果を読み取った後、学び合いの焦点は、「振れ幅を変えても往復時間が変

わらなかったのはなぜか」ということに絞られた。予想で多かった振れ幅を大きく
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すると時間は長くなるという意見の子は、予想で話し合った視点を生かし、距離だ

けでなくスピードにも着目して考えていた。「通り道が長くなっているのに時間が

同じになるということは、スピードが速くなっているんだね」「距離が長ければ長

いほど、その分スピードも速くなると考えられるね」という意見が出された。 

（平成２４年１２月 実施） 

（３）指導や支援の継続的な取組 
生活のなかの「なぜ？」に目を向け、自分なりに「なぜ？」を解き明かす子ど

もたちを育てるための支援の有効性は、実践を通して明らかになってきた。さら

に、学力・学習状況調査から明らかになった、子どもたちが観察や実験の構想と

実験結果の分析に難しさを感じているという結果についても、グラフの利用、表

の活用という授業改善や調べたいことを明らかにして、実験方法を考える時間を

保障するという授業改善を通して、子どもたちに力が付くよう取り組んでいる。 
 

（４）子どもたちの意欲の向上 
これまで科学の好きな子

どもを育てるために、子ども

が生活のなかの「なぜ？」に

目を向け、自分なりに「なぜ？」

を解き明かすための授業づく

りを行ってきた。その成果が

関心や意欲を中心に数値とし

ても表れてきた。横浜市が行

っている学力・学習状況調査

の意識調査では右のグラフが

示す通り、６年生が横浜市の

平均を上回る数値を出してい

る。（点線円が横浜市の平均の

値：平成２５年２月実施） 

子どもたちは、理科の授業

の有用性を感じると同時に、自己有用感をも高めていると考えることができる。授

業のなかで教師や友達から考えを認められることや、自分たちの考えをもとに授業

がすすむことに充実した気持ちを感じていると思われる。テーマを掲げ、理科授業

を子どもたちとともにつくっていくかなかで、子どもたちを中心とした授業が実現

した成果が調査の数字としても表れたと考える。 
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９．つながる井土っ子サイエンスプラン２０１４の研究に向けて  
 

（１）つながりをより大切にした授業実践および授業研究へ 
これまで、本校では単元の構想、それに基づいた教材の開発を行ってきた。子ど

もたちに寄り添い、子どもの考えをもとにつくる授業は、子どもの意欲を喚起し、活

用を促してきた。また、今年度行った研究を通して、実験の構想や結果の分析につい

ての有効な支援については明らかになり、全職員で共通理解の上、授業のなかに取り

入れている。 
そこで、次年度から行う研究では、これまで行ってきた理科授業を様々なものと

のつながりとの関係を明らかにしながら追究していきたい。 
 

（２）研究していきたい様々なつながり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 生活科の授業とのつながり 
本校で行われている理科授業が生活科で培った学びとどのようにつながっ

ているのか、３年生になる子どもが生活科で学習した何をつかって理科授業

に取り組んでいるのかを明らかにする。（平成２６年５月～の授業で検証） 
② 中学校の授業とのつながり 
中学校理科授業での卒業生の姿をもとに、小学校で身に付けた力がどのよう

に生かされているのか、また、小学校で付けておくべき力を明らかにして研

究を行いたい。これについては、同ブロックの中学校の先生に協力をいただ

き、今年度の１月から共同で授業づくり、教材開発を行って行く予定である。 
（平成２６年１月中学校で授業づくり 本校での実施は平成２６年５月～） 

③ 学年のなかでの横のつながり 
学年で身に付ける資質、能力である、比較、関係付け、条件統制、推論など

が学年のそれぞれの単元を通してどのように身に付いていくのか、意図的な

②中学校の理科へ 

理科授業 

① 生活科の授業から 
③学年でのつながり

④内容のつながり 
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単元展開や年間での配列の工夫についても明らかにしていく。（この実践に

ついては、平成２６年より順次行い、よりよいカリキュラムを更新していく。） 
④ 系統性意識した縦のつながり 
「地球」「生命」「エネルギー」「粒子」等に分けられた内容の系統性や関

連の深い単元を、学年を超えて検討し、そのつながりを明らかにしていく。

単元の構想や関連性を意識した教材の開発など、学年の縦のつながりを意識

した研究を行っていく。（平成２６年５月～授業づくり、教材開発にて検証） 
 
（３）中学校とのつながりについて 

（これまでの取り組みから） 
義務教育９年間の子どもの姿を分

析し、子どもの実態をしっかり捉える

ために、本校の児童の中学校での様子

や中学校の先生の考える小学校の授

業への願いについて小中交流日に情

報交換を行った。中学校で、卒業生達

は実験や観察を熱心に行っているも

のの、実験結果などの計算や内容の記述を苦手としていたり、結果から考察を導く場

面を苦手としていたりするという姿が明らかになってきた。そこで、中学校の先生に

小学校の理科授業に望むことを聞いたところ、実験結果から考えたことを自分の言葉

で説明するような機会の保障や計算への積極的な取組が出された。また、考察をどの

ように捉えるかについて小中で考え方を揃えたいという意見が出された。 
（資料）小中交流日６月１１日（中学校ブロック）での中学校教諭の記述より 

子どもたちの様子 

・実験や観察は、とても熱心に行っている。興味をもって取り組んでいる。 
・教室でも問題を解いたりノートを書いたりするという授業では集中できない。 
・問題をどう解いていいのかわからない。（中間テストの結果が芳しくなかった。） 
・湿度や密度などの計算問題が大嫌い。 
・３年生になると１，２年生でみられたような自由な発言が減り、受け身になっている。 
・内容が難しく、理解しようとしていることも発言の少ない原因か？ 
小学校の授業にどのような願いをもっているか 

・結果からどのようなことが考えられるのか、自分の言葉で説明するなど、テストの記

述問題を解く力をつけられたらと思います。 
・計算問題に取り組んでほしい。 
・実験を終えて、結果から考察するという場面に苦手な子どもが多い。考察への考え方

を小学校と中学校で揃えていきたい。 
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この中学校ブロックでの子どもたちの姿は、どうあって欲しいか？ 

・実験観察を通して、そこから何がわかったのかを自分の言葉で表現できる。 
・理科嫌いや理科離れといった言葉が出ないようにしていきたい。 
・理科が楽しいという思いをもって中学校生活を終えて欲しい。 
（小学校との関わりが重要） 

 
このような話し合いのもと、小学校と中学校のつながりを大切にしながら、授業づく

りおよび授業実践を通した研究を行っていく。 
 
（４）生活科と理科のつながりについて 
生活科と理科の共通点としてまず考えられるのが、身の回りにある自然を学習材とし

て扱うことである。生活科において自然の不思議さを実感する学習活動を取り入れるこ

とで、科学的な見方や考え方を養っていくことにつながる。このことが理科においても

自然事象への見方や考え方を培うことへとつながっていくのではないかと考える。 
 下図は、生活科の授業のなかで表現される、理科につながる子どもたちの言葉である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

予想や考察での子どもの表現 

・モンシロチョウの幼虫の前の 6本は
爪のような形をしている。これが足
になると思う。 
・磁石の力がくぎにうつったから、く
ぎは磁石になったんじゃないかな？
・缶の塗料を塗ると、電気は邪魔がな
くなるから通るようになるんだよ。

視点を明確にする学び合い 

・トンボは蛹にならないと言っていた
けれど、成虫になる前にじっとして
いる時があるよ。あれは蛹とは言わ
ないのかな？ 
・くぎが本当に磁石になったかどうか
は、Nと Sがあるかで調べればいい
と思う。 
・電気はピカピカしたものを通ると思
ったけど、スチール缶は通さなかっ
た。どうしてか調べたいな。 

問い続け学び続ける姿 

・磁石も電池みたいに、つなげるとパ
ワーアップするのか調べたいな。 
・トンボの他にも蛹にならないものが
あるのかな。 

理科 
・葉の形をよく見てみたら、先がぎざぎざし
ていたよ。 
・茎の途中に色が違うところがあったよ。 
・茎がふさふさしてる。 
・僕の葉には線がはいっていたよ。 
・ダンゴムシの足を見て数えたら○本あった
よ。 
・僕のダンゴムシは綱渡りが得意だよ。 
・黄色い模様があるダンゴムシは卵がついて
いるから、メスのしるしなのかもしれな
い。 
・モルモットはふわふわでわたあめみたい。
・モルモットが夜一人ぼっちで寂しそうだ
よ。キューキュー泣いてる。 

生活科 気付きを伝える表現 

・植木鉢の葉は雑草なのかな、オジギソウな
のかな？ 

・さっきの○○さんみたいに裏がざらざらし
ていたら芽だと思うよ。 
・オジギソウのたねを植えた人で鉢を集め
て、じっと見ればわかるんじゃないの。 

・ツバメの巣は入り口が狭くてツバメの頭が
ぶつからないか心配だな。 

・でも、入り口が狭いとカラスや猫に襲われ
ないと思うよ。 

・そっか、じゃあわざと狭い所に巣を作って
いるのかも 

生活科 学び合い 
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10．ひろがる井土っ子サイエンスプラン２０１４の研究に向けて  
 
（１）ひろがりを大切にした研究へ 
これまでの研究から、理科が好きになった子どもたちが中学校でさらに意欲的な

姿で学べるよう、地域の中学校との連携を更に強化し探究的な授業づくりについて

共通理解をはかり始めることもできた。小中連携をねらいとして行われる、小中交

流の協議会では、互いの授業内容や研究について相互理解し支援の在り方について

改善することができはじめている。 

また、サイエンスフロンティア高校とも連携し、文化祭や学習発表会での交流、

ＳＳＨ等の連携事業への積極的な参加を行っている。このことを通して、より専門

的な科学への興味、関心を高めることも継続して行ってきた。 

地域の方々や保護者を中心として組織された、井土小応援隊にも協力をいただき、

「月を観る会」「夏休み科学工作」

等の企画、運営だけでなく、授業

やクラブ活動で使えそうな器具

の開発、自然環境の整備など様々

なサポートをいただいている。 

このようなつながりを大切にし、

更なる単元開発や授業づくりを

行い、科学と生活のつながりや学

習の有用性、自己有用感を高めて

いきたい。 

 

（２）研究の広がりを期待して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校がこれから行っていく研究が、中学校、家庭、地域そして研究会や高校、大学

に広がり、研究が相互に深まるとよいと感じている。 

高校・大学 研究会等 

地域 

家庭 

中学校 

小学校 
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（３）地域へのひろがり 

本校では、保護者を中心に組織された「井土小応援隊」があり、たくさんの行事、

とくに理科や科学をテーマとした取り組みを行われている。平成２４年７月には、「月

や天体の観察会」平成２５年 7月には「空力翼艇を作る工作会」が子どもたちを対象

に行われている。 

今年度行われた、イベントでは、

どのような仕組みで空力翼艇は飛

ぶのかが一目でわかる教材を開発、

またどのように飛ばすとうまくい

くのかについても詳しく説明して

いた。子どもたちは、少しでも遠く

へ飛ばそうと、丁寧な工作を行い、

飛ばす伝習も何度も行っていまし

た。 

本校で行われている理科授業が広がり、「井土小応援隊」と結びつくことによって、

子どもたちの更なる意欲喚起や、生活とつなげる活用力を身に付けることができると

考える。研究では、天体の観測と理科の授業とを組み合わせて実践研究を行う。 

（平成２６年７月実施予定） 

 

（４）横浜サイエンスフロンティア高校へのひろがり 

本校では、横浜サイエンスフ

ロンティア高校と連携をして、

年間で数回のイベントに参加し

ている。なかでも、野島公園や

丹沢、真鶴に出かけて実際に生

き物に触れる体験をするイベン

トでは、いつも子どもたちは生

き生きとしている。そこに参加

する高校生も事前に下見を終え、

子どもたちに自然を身近に感じ

てもらえるような助言や生き物

紹介などを自信もって行っている。 

本校で行う研究が広がり、子どもたちが行う授業のなかで高校生から解説をもらっ

たり、実験器具を使わせてもらいながら、より精度の高い実験を行ったりするような

研究を行う。（平成２６年７月に実施予定） 
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（５）大学への広がり 

本校での理科授業をもとに、大

学院生に授業分析をしてもらい、

大学との共同研究を行う。これま

でも、大学院生が本校の授業をど

のように分析したのか、どのよう

に研究したのかを発表してもら

う会を開き、研究の成果を確認す

ることを行っている。次年度は、

大学院生から最新の研究を教え

てもらいながら、授業実践を通し

て理論を検証していくことを行

いたい。この取り組みについては、研究のスタートする平成２６年５月初旬から実施

していきたい。 

これまでの研究では、大学から教わったルーブリック評価的な考え方やパフォーマ

ンス評価という考え方、アセスメントという評価のとらえ方などをもとに、指導案の

形式を考えたり、発達の最近接領域という考え方で授業をとらえたりという研究の骨

子に関わるアドバイスをもらうこともあった。このようにしっかりと本校の研究が広

がり、大学と共同の研究が出来たとき、理論と実践の融合ができるのだと考える。 

（平成２６年５月初旬から実施予定） 

 

（６）より多くの人への広がり 

本校の研究を少しでも多くの人に知ってもらい、自分たちの研究への示唆をいただ

いたり、研究の内容を地域の方々にも知ってもらったりしようとホームページへの研

究内容の記載、さらに研究部の取り組みを伝えようと Facebook のページの開設を行

った。これについ

ては、次年度の研

究についても継続

的に発信できるよ

うにしていく。 
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12．終わりに 

11．年間計画  

 

平成２６年度の研究に向け、年間計画を立て、推進委員会を中心に研究に取り組む。 

時期  内容 詳細 （ ）内は実践数 

４月上旬 全体研究会 今年度の研究主題、副題、計画の確認 

４月下旬 講演会 講師より研究主題を基調とした講話を頂く 

５月下旬 授業研究会① 推進委員より授業での提案 

６月中旬 授業研究会② 研究主題の授業での検証 

６月下旬 授業研究会③ 各部会での授業での検証 

７月上旬 授業研究会④ これまでの成果を授業で検証 

８月下旬 指導案検討 １１月の発表会に向けた検討 

９月上旬 授業研究会⑤ 発表会前の最終検証 

１１月上旬 発表会 今年度の成果を授業で公開 理科（１４） 

１２月下旬 全体研究会 今年度の成果と課題から来年度の計画 

※１年生から６年生までの全クラスが、実践した単元をもとに成果と課題をまとめた紀要を作成する。 

※横浜市授業力向上推進校(理科)のため、毎回、横浜市の全公立学校へ授業研究や発表会の案

内を送付する。 

 

 

 

本校は、平成 16 年度から理科を中心に研究を継続し、平成２５年度で１０年目

を迎えた。研究を行うなかで、教職員の子どもを認め伸ばすという授業観が共有化

され、意欲的に学ぶ子どもの姿が見られるようになった。子どもが変われば、学校

の校風も変わり、地域も学校を熱烈に応援してくれる。平成２４年度には、学校全

体、地域全体で「子どもを主人公」にした学校づくりを行う姿を全国小学校理科研

究協議会の全国大会で全国の先生方に発信することができた。9年間の研究のなか

で、ソニー教育財団様には幾度となく助成をしていただいてきた。研究に対する多

大なるご支援をいただいたソニー教育財団及び関係者の皆様に御礼を申しあげて報

告の結びとしたい。誠に有り難うございました。 
 

 

横浜市立井土ヶ谷小学校 

研究推進委員長 辻 健 




