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Ⅰ 本校が目指す「科学が好きな子ども」と研究構想 
１．２年目を迎えて 
 ある日の休み時間。教室から職員室に戻ろうと歩いていると、職員室前で座り込んで
いる子どもたちがいた。よく見ると、子どもたちは何かを夢中で眺めている。その正体

ヤモリだった。興味深々だがなかなか触るのに躊躇しているらしい。私が捕まえてうで

の上にのせると、やっと安心したようで「先生、ぼくにも触らせて。」と言ってきた。

ヤモリを大事そうに両手で包みながら、「ヤモリってあったかいね。」「みてみて、指が

４本しかないよ。」「皮膚がざらざらしてる。」「腕の上を歩いたら気持ちがいいな。」「ど

うしてこんな目をしているの？」などと口々に話す子どもたち。結局ヤモリは休み時間

中、みんなにじっくりと観察され、「教室で飼うように

先生にお願いするんだ！」と連れて行かれていた。合

馬に当たり前にある自然の中で、当たり前にいるヤモ

リを見つけて、目を輝かせながら色々な「なぜ？」を

見つけている子どもたち。それはヤモリだけではない。

カエルや蛇など様々な生き物に積極的に関わろうとす

るこどもたちの姿に、「科学大好き合馬っ子」へ向かっ

て前進していることを感じさせられた。 

 「科学大好き合馬っ子」を育てるプランは、２年目を迎える。昨年度から私たちは、

合馬だからできる、合馬でしかできない数多くの自然体験を、様々な学年で発達段階に

応じて仕組んできた。その中で、ただ自然体験をこなすのではなく、「なぜ？」を見つ

けたり、探究したりできるよう、「科学大好き合馬っ子」へ向けた工夫を取り入れてき

た。そして少しずつだが、子どもたちの自然に対する目が変わってきたことを感じてい

る。この１年間をしっかりと振り返り、検証していくことで、私たちの目指す「科学大

好き合馬っ子」へつながる２０１４年度の教育計画を考えていきたい。 

２．本校が目指す「科学大好き合馬っ子」とは 
 本校は、「科学が好きな子ども」を次のように定義づけている。 
 
 
 
２０１２年度の論文で設定した「科学が好きな子ども」像を一部修正しながら継承し、

３つの具体的な姿を次のようにとらえた。 

 

 

 

 

 

 主体的に「なぜ？」を見出し、自分の仮説に基づいて探求し、友達と関わり合い

ながら自然の事物・事象への驚きや感動を実感する子ども 

身近な自然や生活の中に潜む「なぜ？」を素直に感じ取る子ども 

友達と学び合いながら、自分達の生活にどのように生かせるかを考える子ども 

自分なりの根拠ある仮説をもち、探究していく子ども 
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３．「科学が好きな子ども」を育てるための研究構想 
 2012 年プランでは、発達段階に応じた共通した自然体験、問題解決をする中での予

想をもつ場面や友達と話し合う場面での工夫などを試みた。様々な体験活動を通して子

どもたちは、自分なりの予想をもって積極的に実験に取り組んだり、自分の気付きや疑

問を友達と話し合ったりしながら、科学に対する関心を高めていた。一方、次のような

課題が整理された。 

 

 

 

 

 

 

 

 本校は算数「基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図る算数科指導法の工夫」

をテーマとして実践を続けて４年目となる。ＣＲＴ調査では、２２年度ではどの学年・

領域も全国平均 100 を下回るポイント数だったのに対し、２４年度ではほぼ 100 を上回

り、特にⅣ数量関係の項目で大きな成果が見られた。これらの成績向上は、子どもたち

の学ぶ自信を高めている。昨年度は、これまで２年間実践してきた学び合う場の工夫や、

学びの足あとが分かるノート作り、学習意欲を高める工夫などに加え、「比較で始め、

比較で高め、比較で終わる」授業づくりについて研究を進めてきた。これらの主題研究

については、全学年で統一した指導ができている。この指導法は、算数だけに限らずど

の教科においても有効的であると考える。有効な手立てを取り入れつつ、全学年で「科

学大好き合馬っ子」を育成するための研究構想について下に示す。 

≪2012年度の課題≫ 
① 子どもの感じ取った「なぜ？」を学習活動につなげ、探究していく工夫 
② 子どもがもった予想や仮説を結果や考察場面で振り返り、つなげる工夫 
③ 学習が生活とどのようにつながり、またどのように生かせるかを考える工夫 
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≪本校の算数における研究の視点≫ 
① つけたい力の明確化：学習の関連をもとにしたレディネス調査を実施して児童の実

態を把握し、本時でつけたい力を明らかにする。 
② 学習意欲を高める工夫：日常生活に関する場面を提示したり、課題解決の必要感を

より持たせたりする工夫をしたりし、学習意欲を高める。 
③ 学び合う場の工夫：少人数の特性を生かし、学び合う場を「個人」→「全体」とし、

それぞれの考えが出せる場、友達の考えが聞ける場を設定する。 
④ 学びの足あとが分かるノート作り：児童の思考過程が分かるようなノート指導、児

童の使用しているノートの幅を考えた板書計画を工夫する。 
⑤ 比較で始め、比較で高め、比較で終わる学習づくり：導入では既習事項と比較し、

話し合いでは友だちの考えと比較し、終末では初めの考えと比較する。 

プランⅠ：わくわく体験プラン 
単元や学習の導入時に、発達段階に合わせた共通の自然体験や科学への興味・関心を高める

事象提示を行い、その中で感じた「なぜ？」を学習活動につなげる単元構成や発問の工夫をす

ることで、「なぜ？」感じ取る力や探究していきたいという興味・関心が高まるであろう。 
【実証単元】 第２学年 生活科 「もち米作りに挑戦！」 
       第５学年 総合的な学習の時間 「つくろう！合馬の手打ちそば」 
       第６学年 理科 「水溶液の性質」 

プランⅡ：見通し実験プラン 
問題解決過程の中で、児童の問題意識が連続するように単元構成を組み立てたり、一人一人

が自分の仮説をもてるように工夫したりすることで、児童が見通しをもって実験を行い、自分

の仮説をふり返りながら主体的に問題を解決することができるであろう。 
【実証単元】 第４学年 理科 「すがたをかえる水」 
       第４学年 理科 「もののあたたまり方」 

プランⅢ：つながり発見プラン 
実験結果や自分の考えを出す場面で、「個人」から「全体」へと段階的に学び合う場を工夫

したり、自分たちの生活につながっている事象について考える時間を設定したりすることで、

科学の有用性について実感し、日常生活を科学的に見る目を育てることができるであろう。 
【実証単元】 第６学年 理科 「電気の性質とはたらき」 

第６学年 家庭科 「暑い季節を快適に」 
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Ⅱ 「科学大好き合馬っ子」を育てる実践 
 

 

（事例①）第２学年 生活科 「もち米作りに挑戦！」 2013 年 6 月実践 

                         ≪2012 年度論文で提案≫ 

 昨年度も紹介したが、本校では、毎年２年生が１年間を通してもち米を育てる体験活

動をしている。１つの田んぼを借りて、田植え、草抜き、稲刈り、もちつきと地域の方々

に教えていただきながら、おいしいおもちになるまでを体験するこの学習は、子どもた

ちの食べ物に対する感謝、農家の方々の大変さなどを考える良い機会となっている。こ

れをただの食育とするのではなく、「科学大好き合馬っ子」への一つのステップとでき

ないか。本実践では、児童の「なぜ？」をさらに知的な気付きや活動の意欲へと高める

ために行った、単元導入時の工夫について紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践Ⅰ：わくわく体験プラン 
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≪米作りの機械を見せてもらう児童≫ 

前回の実践紹介では、単元導入時に工夫を入れ

ることなく学習に入ったために、児童の科学的な

気付きがあっても、児童自身にそれを気付かせる

ことができていなかった。今回は、児童が不思議

に思っていること、知りたいことをＧＴとして来

ていただいた地域のお米作り名人に聞くことで、

新たに出てきた解決したい疑問をもち、さらに

「お米を育ててみたい！」という意欲を高めるこ

とができたと考える。この意欲を２学期の稲刈り、

そして３学期のもちつきへとつなげていきたい。 

 

（事例②）第５学年 総合的な学習の時間 「つくろう！合馬の手打ちそば」 

                       2012 年 9 月～2013 年 2 月実践 

 本校では、総合的な学習の時間の中で全学年を通して、野菜を育てる体験をしてきて

いる。きゅうり、とうもろこし、なす、ズッキーニなどその野菜は様々である。高学年

にもなるとまず、自分達の畑で育てることができ、春に種を植える野菜を図鑑などで探

す。そしてクラスみんなで話し合いながら、育てる野菜を決めるなど、これまでの野菜

作りの経験も生かしながら、児童の興味・関心に合わせた活動を行っている。その中で

も５年生が目を付けたのがそばだった。合馬は天然水でも有名な地域である。その水の

きれいさを生かして地域で営んでいる蕎麦屋を発見したのがきっかけだった。 

校外の清掃活動に行った帰り道のこと、「先生、こんなところにそば屋さんがあるよ。」

「へえ、知らなかった！」口々に話す子どもたち。その会話の中である児童が言った一

言。「先生、そばって野菜なの？」そこから子どもたちの討論会が始まった。「いやいや、

絶対野菜じゃないよ！だってそばが畑にできてるの見たことないもん。」「おじいちゃん

が育ててるの見たら、草みたいで花も咲いてたよ。やっぱり野菜なんじゃない？」「で

も野菜なら僕たちにも育てられるんじゃない？」一人の児童の何気ない一言から、様々

な疑問が浮かんできた。「先生もわからないな。そばは野菜なのか、みんなにも育てら

れるのか、おもしろそうな疑問がたくさんでてきたね。帰ってさっそく調べてみよう

か。」児童の気付きや疑問を認め、そして全体へ広め、解決していく方向性を示すだけ

で、児童は意欲的にそばについて調べ始めた。調べていく中で、そばはお米などと同じ

穀物であるということや、あまり栄養がない土地でも育てることができることなどを知

り、児童は「そばを育ててみたい」という思いを強めていった。それから、そば作りに

くわしい本校の教頭先生にゲストティーチャ－として来ていただき、実際にそばを育て

る活動へと入っていった。このように、単元導入で地域のものを利用したり、児童の疑

問を「調べたい！」という思いにまで教師の言葉かけによって高めることは、探究意欲

を高め、さらに新しい疑問や気付きを感じ取る力へとつながっていくことを強く感じた。 
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≪そばの実を選別する児童≫ 

学習の中で、そばを初めて見る児童がほとんどだったので、種まき、間引き、刈り取

りなど全ての作業を教頭先生に教えてもらいながら、自分達で行った。その中で「そば

ってほとんど芽がきちんと出るんだ。」「白い花が咲くんだね。」「黒い実ができたよ。こ

れがそばの実だ！」などと、段階的にそばの成長を見守り続けることができた。そばを

調べる中で、白い花が咲くことやそばの実ができることなど、知識として児童は知って

はいたが、実際にそれを見た時の感動、きらきらした目は忘れられない。やはり、体験

することに大きな意味があることを実感した。 

しかし実際、大変なのは刈り取ったあとから

だった。乾燥させたものを脱穀し、風によって

選別し、さらに石を取り除き石臼で殻取りと製

粉していく。これは子どもたちにとっても予想

以上に大変な作業だったようで、休み時間を何

日も使って作業する中で、「そばをつくるのっ

てほんとに大変なんだね。」とそばをつくる大

変さを実感していた。そんなに大変な作業にも

かかわらず、休み時間になると何も言わなくて 

も子どもたちは不思議とそばを製粉しに行った。その姿を見て、初めに感じた「そばを

育てて、自分達で打ってみたい。」という情熱は変わらず子どもたちの中に存在し続け

ていることを感じた。７年生の先生方にもたくさん協力していただき、何週間もかけて

製粉したそば粉を使っていよいよそばをつくる日がやってきた。そばを実際につくって

いる地域の方にゲストティーチャ－として来ていただき、そばの作り方を教えていただ

きながら、そば打ち体験をした。何カ月も苦労して種から育て、つくったそば粉を水で

こねるときの子どもたちの声。「（そば粉が）すごくさらさらしてるよ。」「やっぱり何回

もふるいにかけたもんね。」「絶対おいしいそばができるよ！」「家に持って帰って家族

に食べさせたいな。」一生懸命に打った、合馬で育てたそばと合馬の水を使って作った

合馬の手打ちそばは、子どもたちにとってとても誇らしく、自慢できるものになったの

は言うまでもないであろう。生活の中のちょっとした気付きや疑問が、子どもたちの大

きな感動へとつながった実践であった。 
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（事例③）第６学年 理科 「水溶液の性質」 2012 年 11 月実践 

                     ≪2012 年度論文で提案≫ 

指導計画（総時数 13 時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 単元導入で、無色透明な５つの水溶液を提示する。どれも水溶液であることに触れな

がら、この５つの水溶液を見分けるためにはどうすればよいかを考えていくことで、学

習問題をつくっていくことができるように単元構成を工夫した。１時目では水溶液を見

分ける方法を付箋で出させることで、児童は水溶液を早く調べたいという意欲を高めて

いた。その活動をもとに、新たな疑問をつくる２時の授業を紹介する。 

（第一次 ２時） 
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 このように、単元導入の疑問を解決していく中で、新たな疑問が出てくるように単元

構成を工夫することで、児童はより探究心を高めながら学習を進めることができた。蒸

発乾固しても溶けているものが出てこないという、児童の既習学習を覆し、興味・関心

を高める事象提示を行い、疑問を次時へとつなげる発問を意識することで、児童の探究

心が高まったといえる。また、児童の思考の流れに沿った単元計画は、見通しをもって

実験・観察を行うことにもつながった。 

（第三次 １時）金属を溶かす水溶液 
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≪アルミニウムが塩酸に溶ける様子を

観察する児童≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童は、本時までに5つの水溶液だけでなく、身の回りにある様々な水溶液の性質を、

リトマス紙の色の変化によって「酸性」「中性」「アルカリ性」の 3つに分ける学習活動

を行ってきた。そこで学習した「酸性」の水溶液から、本時の金属を変化させる水溶液

へとつなげられるように、単元構成を工夫した。第一次の一時で 5つの水溶液を見分け

る方法を考えた際に、「アルミニウムを入れる」という方法を出した児童が 7 名いた。

その理由を問うと、「塩酸はアルミニウムを溶かすと聞いたことがある」と答えた。こ

れだけでは、ほとんどの児童が自分の生活に結びつけ、問題を自分のものとして持てて

いないと考え、児童に興味・関心をもたせる新たな対象を入れた。それがアルミ鍋であ

る。アルミ鍋に酸性のハイターを入れ、ハンカチをつけおきしていたら、アルミ鍋が変

色してしまったという現象を、実際に児童に見せた。ここでは鍋の取扱説明書も拡大し

て見せるようにした。児童は「お母さんがしているのを見たことがある」「そのハイタ

ーはうちにもある」などと次々につぶやきながら、興味を示した。児童の身近にある現

象や素材を活用することで、好奇心や疑問を引き出

せたといえるであろう。また、リトマス紙の学習の

際に児童からでてきた「雨水」についてふり返り、

なぜ雨水の性質を調べようと思ったのかを問うこ

とで、「酸性雨」という身近な環境問題にも目を向

けることができた。酸性雨の被害でとけた銅像の写

真を見せることで、さらに「酸性の水溶液は金属を

変化させるのではないだろうか」「どうやって変化

させるのだろう」という児童の期待を高めながら、
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知っている児童は多いが、それがどういうものなのかを説明できる児童はいなかった。ま

た水がお湯に変わるといっても、いつどのように変わるのかをじっくり見たことのある児

童は少なく、湯気を水蒸気と考えている児童や、あわを空気と考えている児童の姿も多く

見られた。そこで、児童が主体的に問題解決を行うことのできる単元導入として、水を熱

する実験を行った。水を熱するという児童にとってとても身近で知っていて当然と思って

いる事象を、今一度じっくりと観察することで、生活の中では気付くことのなかった発見

がたくさんでてきた。これが理科の楽しさなのだろう。児童も興味津々なようすで観察し

ていた。その中で「湯気」についての気付きや「あわ」の様子についての気付きや疑問が

たくさんでてきた。それらの気付きや疑問を話し合い、それぞれの疑問に対して教師が発

問を意識することによって、疑問が問題へとスムーズに変わっているように工夫した。ま

た、児童の疑問や気付き、興味・関心によって第二次からの問題解決学習は、順番をかえ

ることができるように単元構成も工夫した。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このような手立てをとることで、児童は自分たちで作った問題を解決するために、何

度も話し合い、実験しながら学習を進めることができた。自分達で作った問題だからこ

そ、単元を通して主体的に問題解決をすることができたと考える。「あわの正体」「湯気

の正体」「沸騰する温度」のそれぞれの学習の終末では、必ず第一次の時に立てた安説

や予想に戻るようにしたことも、よりよい問題解決活動につながった。 

（事例①）第４学年 理科 「もののあたたまり方」 2012 年 12 月 

指導計画（総時数８時間） 

 

 

 

 

 

 

＜児童の疑問＞

どうして湯気が出るのだ
ろう。

あわはどこから出てきた
のだろう。

ふっとうするのは何度く
らいなのだろう。

湯気

あわ

温度

水が減ったのはどうして？

湯気の正体は水？

あわの正体は何だろう ？

あわの正体は空気？

何度く らいでこんなに

たく さんのあわが出てく る
のかな？

２０℃？１００℃？
１５０℃？

発問
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≪空気の温まり方の板書≫ 

 もののあたたまり方の単元については、第二次二時の空気のあたたまり方について学

習する場面を取り上げる。金属、水のあたたまり方を調べてきた子どもたちは、「では、

空気はどのように温まるのだろう？」と問いかけた時、ほとんどが「水と同じように温

かい空気が上に上がって、冷たい空気が下にさがって全体が温まる」と予想した。その

理由としては、「空気も水と同じように動くから」というものが多かったが、ある児童

は、「教室の中で暖房を付けた時、顔は赤くなるくらい暑いのに、足元は寒いから」と

生活の中の気付きとつなげて予想を書いていた。それ

を拾い上げ、クラス全体に広めた。すると、そんな体

験をしたことのある児童が他にも何人かいたので、

「空気も水と同じように温かい空気が上に行き、冷た

い空気が下にさがることで、全体が温まる」という仮

説を実証するために、実験方法をみんなで考えた。そ

の一つが、暖房の付いた部屋の上方と下方の温度をそ

れぞれ測るということである。暖房を付けた校長室を

お借りして、温度をデジタル温度計で測ると、下方よ

りも上方の方が明らかに気温が高いことが、数値としてはっきりわかった。どうしてこ

んな温度変化になるかは、その後線香の実験を行い、納得していくという風に、自分自

身で仮説を必ず立て、その仮説が正しいか確かめるために、どのような実験をしたらよ

いか、どのような実験結果がでるとよいかなど、を考えることができるよう、発問や授

業講成を工夫した。自分なりの仮説をもって実験することで、児童はその仮説を証明し

ようと一生懸命に実験方法を考えていた。教科書通りの実験を教師にやらされるのでは、

主体的に問題解決をすることはできないし、知識も伴ってこない。なぜならそれは、教

師から与えられたものだからだ。「理科は実験が楽しいから好き」という児童はたくさ

んいるが、それが知識・理解とつながっているかということを、私は昨年度の全国学力

学習調査で考えさせられた。実験が楽しくても、知識・理解につながらなくては、やは

り児童の苦手意識を高めてしまう。今回の「もののあたたまり方」の単元後に行うテス

トでは、クラスの８７％が９０点以上をとることができた。仮説をもち、見通しをもっ

て実験を行うことで、主体的な問題解決をすることができ、それは児童の確実な知識・

理解の定着にもつながることがわかった。 

 

 

 

（事例①）第６学年 理科 「電気の性質とはたらき」 2013 年 1 月実践 

                         ≪2012 年度論文で提案≫ 

指導計画（総時数９時間） 

 

実践Ⅲ：つながり発見プラン 
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 前時に児童は、豆電球とＬＥＤの比較実験を行い、豆電球よりＬＥＤの方が少ない電

気の量で長くもつことを、信号機の例などから実感し、「ＬＥＤは省エネだね」という

言葉もたくさん出てきた。その体験を想起させた導入を行い、身の回りの電化製品につ

いての考えをふくらませた。しかし、身の回りの電化製品の名前を挙げて書くだけでは、

本当にそれらをつなげられているかが分かりにくいと考え、電化製品の写真も載ってい

る広告を用いた。電気の働きによって広告の中の電化製品を分類することで、児童は興

味をもって、またスムーズに学習を進めることができた。単元を通して、電気は児童に

とって身近で、生活につなげられる単元だと改めて感じた。ＬＥＤの消費電力や電球と

比べてどのくらい安いのかなど、グラフを使って提示することで、児童は視覚的にＬＥ

Ｄのよさについて感じ取れたようであった。学習内容を生活で役立ててはじめて、児童

は理科の有用性を感じることができる。それは、生活を科学的な目で見る力を育て、科

学の楽しさ、おもしろさに気付くきっかけにもなるであろう。単元の終末には、ハイブ

リットカーや電気自動車の仕組みについても紹介し、身の回りの電気につて調べてみた

いという意欲を高めながら本単元を終えることができた。 

（実践②） 第 6学年 家庭科 「暑い季節を快適に」 2013 年 6 月実践 

指導計画（総時数７時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本校は、2013 年度に同区の家庭科主任が授業を検討しあう全員研修会で授業を行っ

た。家庭科の指導主事の先生が、事前の検討会の中で話されていたのが、「家庭科で大

切なのは、生活を科学する心だ」ということだった。私はその話を聞いた時、私が理科

の学習をする時に、いつも心においていることとつながっていることに気付いた。ただ

調理実習や裁縫などの実習だけをするのではなく、「生活を科学する」場面をつくるこ

とが家庭科でもできるのではないか。私たちの目指す「科学大好き合馬っ子」を育てる

ために、これまで実践してきた理科や生活科、総合的な学習の時間だけではなく、家庭

科の中にも工夫を入れられるのではないか。今回それらを実証するために、家庭科の学

習内容である「衣・食・住」の中でも特に児童の興味・関心が低かった「住」の内容で

ある本単元を選び、実践を行った。実践の中でも第一次２時の、教室模型を使って実験

する中で、教室をすずしくする工夫について考える場面を紹介する。 

第一次 すずしい住まい方の工夫について考える。 

１ 合馬小学校の温度調べをする。② 

２ 窓を片方開けたときと両方あけた時の温度変化を比べ、教室をすず

しくする工夫を考える。 

３ 自分の家をすずしくする工夫を考える。 

第二次すずしい着方について考える。 

１ 吸水実験などを行いながら、洗濯の仕方を調べる。 

２ 洗濯実習をする。② 
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 この後、終末では教室をすずしくする工夫を個人で考えた後、付箋に書いて出し合い、

クラスみんなでこれから取り組めそうなことを考えて学習をまとめた。意見を出し合う

場を「個人」から「全体」とすることで、児童は考えを広げ、深めることができていた。

また、学習の中で教室模型を使って比較実験を行うことで、視覚的にまた数値的に２つ

の場合のすずしさの違いを実感することができた。児童は、窓を片方しか開けないより
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≪実験結果を出し合う児童≫ 

両方開けた方がすずしいことを生活経験から知って

はいるが、面倒だからかいつも廊下側の窓は開けて

いないという現状があった。大切なのは、「片方開け

た時と両方開けた時では５度も温度が違うぞ」とい

う実感と、「やっぱり教室の窓は両方とも開けよう」

というそれを生活の中で実践していく態度である。

片方しか開いていなかった窓が両方開くことではじ

めて、児童の「生活を科学する力」がついてきたと

いえるのであろう。日々の生活の中で当たり前だと思

っていることも、科学的に検証したり考えたりするきっかけを与えることで、児童は科

学の有用性について実感し、日常生活を科学的に見る目を育てることができるということを改め

て感じた。次の日いつも通り教室に入ると、いつもは片方しか開いていない窓が、両方

開いていた。それを見た時の嬉しさは、大きかった。 

 
Ⅲ 実践における成果と課題 
 ３つの実践を通して出てきた成果と課題について以下の表にまとめる。 

 成  果 課  題 
 
わ
く
わ
く
体
験
プ
ラ
ン 

児童が生活の中で感じた気付きや疑問を、単元導入

や学習の導入に取り入れることで、単元を通して問題

を探究したいという意欲をもち、積極的に学習を進め

ることができた。また、児童の身近な素材を用いた興

味・関心を高める事象提示を行うことで、児童が新た

な問題を見つけ探究することができた。 

 児童が見たことのない事象提示は、興

味・関心を高めることがわかったが、それ

を生活の何気ない事象と結びつけて考え

る児童は、ほとんどいなかった。終末時に

生活とつなげるだけでなく、生活の中の現

象を今一度見つめ直す導入が必要である。 

 
見
通
し
実
験
プ
ラ
ン 

 児童の気付きや疑問から次時への学習問題がつくれ

るように単元構成を工夫することで、見通しをもって

スムーズに実験することができた。また、実験前には

必ず予想を考えさせる時間を確保することで、自分の

仮説をしっかりともち、それと照らし合わせながら主

体的に問題を解決していくことができた。 

 児童一人一人が、しっかりと予想をもつ

ことができたが、予想の根拠をかける児童

は少なかった。予想にはっきりとした根拠

をもつことで、児童はさらに自信をもち、

仮説に向かって主体的に問題を解決して

いくことができるはずだ。 

 
つ
な
が
り
発
見
プ
ラ
ン 

 結果から考察したことや、自分の考えを出し合う場

を「個人」から「全体」へと段階的にすることで、一

人一人が自分の考えを広げ、深めることができた。ま

た、学習したことを自分達の生活の中につなげて考え

る場をつくることで、自分達の姿をふり返り、具体的

に生かしていこうとする態度がみられた。 

 学習から生活につなげたり、自分達の姿

をふり返ったりしながら、一人一人がそれ

らを表現する場面がなく、発言が苦手な児

童については、評価が難しかった。まとめ

の後に今日の学習をふり返り表現するこ

とで、児童自身が自分の成長を感じ取るこ

とができるであろう。 
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Ⅳ 「科学大好き合馬っ子」を育てる ２０１４年度プラン 
１．２０１３年度の研究を土台とした２０１４年度の研究構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１３年度の課題を踏まえた改善点を新たに加え、上図のように２０１４年度の研

究構想を立てた。さらに、これらの３つの柱について詳しく下に述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プランⅠ：わくわく体験プラン 
単元や学習の導入時に、発達段階に合わせた共通の自然体験や、自分の既成概念をじっくり

と見つめ直す事象提示を行い、科学への興味・関心を高めることで、身近にある「なぜ？」を

感じ取る力や探究していきたいという意欲を高めることができるようにする。 

プランⅡ：見通し実験プラン 
問題解決過程の中で、児童の問題意識が連続するように単元構成を組み立てたり、生活経験や

既習学習に基づいた根拠のある仮説をもてるように工夫したりすることで、児童が見通しをもっ

て実験を行い、自分の仮説をふり返りながら主体的に問題を解決することができるようにする。

プランⅢ：つながり発見プラン 
考察や自分の考えを出す場面で、「個人」から「全体」へと段階的に学び合う場を工夫したり、

ふり返りの場面で今日の学習で感じたことを表現する１枚ふり返りシートを活用したりするこ

とで、科学の有用性について実感し、日常生活を科学的に見る目を育てることができるであろう。
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２．具体的なプラン 

 

自分の既成概念を見つめ直す事象提示 

（１）第６学年 理科 「月と太陽」 

指導計画（総時数７時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 月は、児童にとってとても身

近なものである。しかし毎日見

ているものにもかかわらず、こ

の単元は意外と興味・関心が高

まらない現状がある。きっと児

童にとっては「月の形が変わ

る」ということは当たり前すぎ

るからだと、私は思う。そこで、

その当たり前の中に「あれ？」

という気付きや疑問を意図的

に入れることで、児童の探究心

を高めることができるであろう。ほんの少しの工夫だが、児童の既成概念に揺さぶりを

入れるためにも必要な工夫であると考える。第二次１時では、夜の月観察シートをもと

にみんなで気付きや疑問について出し合う活動を取り入れ、さらに昼の月も観察し、調

べたいという探究心を深めていく。小学校で教える内容としては、地球の公転運動の部

分だけになっているが、疑問を深めた児童は、さらに自転運動もかかわる内容まで気付

くことができるかもしれない。この実践を通して、身近な現象をじっくりと観察するこ

とで、「今日の月は三日月に近付いていく月だから、満月ももう少しだな」と自然に空

を見上げ、感じ取ることのできる児童を育てたい。 

（２）第３学年 理科 「磁石の性質」 

 磁石についての児童の既成概念と言えば、「銀色のもの（金属）は磁石にくっつく」

ということであろう。その既成概念を揺さぶるために、単元導入で、同じメーカーの空

わくわく体験プラン 

≪新プラン≫ 

位置関係について調べる前までに、１週

間を通して夜の月を毎日観察し、児童一

人一人が観察日記をつくっておく。 
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き缶２つを提示し、その二つが

磁石に付くかを聞く。当然ほと

んどの児童が「付く」と予想す

るであろう。しかし、片方は付

かない。このようにスチールと

アルミの空き缶を提示するこ

とで、児童の既成概念に揺さぶ

りをかけ、「もしかしたら、自

分が付くと思っているものも

付かないかもしれない」と思わ

せることで、「早く調べたい！」

と探究する意欲を高めること

ができると考える。このように、本単元を通して、「自分が持っている知識や概念は本

当に正しいのか？」と常に自分の考えと向き合いながら、何度も確かめようとする科学

が本当に好きな児童を育てたい。 

 

 

 

 （１）導入時に前時までの学習をふり返るデジタルカメラの活用 

 根拠のある予想とは大きく分けて① 児童の生活経験とつながっている ② 児童

の既習学習とつながっている、の２種類が考えられる。①の場合は児童に前時までに共

通体験をさせておくことが１つの手立てである。よって１つ目で述べた「わくわく体験

プラン」も有効的な手立てであると考える。②についてだが、自分の経験上児童は前時

までの学習を忘れてしまっていることが多いし、ましてや学習する単元につながってい

る１年前の内容など覚えていない児童の方が多いであろう。昨年度の全国学力学習状況

調査で、方位磁針の使い方などが全国的に点数を取れていなかったのは、算数であれば

毎日繰り返し練習する計算のように、何度も思い出しながら方位磁針を使ったり、使い

方を考えたりする経験が少ないからであるという意見も出ていた。１つの単元を行う時

に、それまでの既習学習を教師が今一度ふり返り、掲示物などにしてさりげなく児童に

提示しておくことが、１つの大きな手立てである。と同時に、単元ごとに板書や実験場

面、図や表などの写真を撮影しておき、それを前時のふり返りをする導入場面で見せる

工夫を、いろいろな単元でしていきたい。そうすれば、単元の終末でもこれまでの学習

内容を簡単にふり返ることができるし、教師としても慣れればそこまで大きな負担なく

できる工夫である。毎回の授業内容を模造紙にまとめて掲示するというのは、なかなか

負担が大きく、全単元で行うとなるとかなり難しい。理科の得意な教師だけでなく、ど

の教師にも抵抗なくできるデジタルカメラの活用を、単元の中で行っていきたい。 

見通し実験プラン 
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（２）児童の問題意識が連続するような単元構成 

６年 理科 「体のつくりとはたらき」 

指導計画（総時数１０時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上図は、通常の指導計画である。その中でも単元導入で、実際に反復横とびなどの簡

単な運動してみる中で、その時に生じる自分の体の変化について気付きや疑問を出し合

う時間を設定する。通常通りの単元構成では、問題意識が持続せず、呼吸・消化と吸収・

循環の３つがなかなか児童の中でつながらず、別物となってしまいがちである。単元導

入を工夫することで、これらすべてが今も体の中で行われているという事実や、息が切

れたりお腹がすいたりする体の変化には全て意味があるということに気付かせること

ができると考える。また、導入の中で出てきた気付きや疑問を「呼吸」「食べ物・飲み

物」「心臓」「その他」

と大きくわけること

で、これらについて

調べていこうという

大きな単元目標を設

定し、児童が課題解

決に向けて主体的に

学習を進めることが

できるはずだ。学習

を進める中で、常に

単元導入でつくった

課題に戻ることで、

運動すると起こるか

らだの変化に３つを

≪工夫①≫ 

反復横とびを行い、運動し

た時の自分の体の変化に

ついて話し合う。 

≪工夫②≫ 

単元導入をふり返り、運動

した時の体の変化を説明

する。 



- 22 - 
 

つなげて考えることができるようにする。また、単元の最後では初めに出てきた疑問を、

本単元で学習してきたことをもとに説明する活動を取り入れることで、さらに児童が自

分の体について深く考えたり、新たな疑問をもって自分達で調べていったりすることが

できるように、単元構成を工夫する。 

 

 

（１）学習を生活につなげる場面の設定 

① 第４学年 理科 「ものの温度と体積」 

指導計画（総時数８時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本単元は、温度と体積を関係付けて考え、金属・水及び空気は温めたり冷やしたりす

ると体積が変わることをとらえることができるようにする単元である。単元の終末であ

る第四次では、通常であれば教科書を見ながらこれまで学習してきたことをまとめる場

面である。新プランでは、本単元で学習した内容を生かして解決できそうな事象を、実

際に児童の前に提示することで、さらに興味・関心を高めて問題を追及していけるよう

にする。また、児童の身の回りのものを使い、実際にその場で問題解決（お湯に付けて

瓶のふたを開ける等）を行うことで、「他にも身の回りで解決できることがあるかもし

れない」と、学習を深め、理科の有用性を感じ取る力を高めることができると考える。 

② 第６学年 理科 「電気の性質とはたらき」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践Ⅲ：つながり発見プラン 

≪新プラン≫ 

へこんで戻らない卓球の球

やふたが固くて開かない瓶

などのものを児童に提示し、

解決方法を考えさせる。 

≪新プラン≫ 

電気の性質やはたらきを利

用した、自分だけのアイディ

ア家電の設計を考え、実際に

つくる。 
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 本単元は事例の中にもあるように、２０１３年度に実践を行った単元である。実際に

自分自身が授業実践を行ってみて、この単元はもっと児童の生活の中に生かせるし、興

味・関心を高めることができる単元であると改めて感じた。ハイブリッドカーの原理を

教えるだけになってしまった自分の反省も生かし、新たに電気が光・熱・音・動力に変

わるということを活用したものづくりをする場面を設定する。これは難しいものではな

く、ミニ家電のようなものでもいいと思う。児童が自分で設計し、材料を集め、つくっ

て失敗してまたつくってという経験をすることで、本当の意味での科学の楽しさ、そし

て有用性を実感し、これからの生活にも生かしていけるはずである。北九州市には、毎

年夏休みに自分で作った工作や研究を出し合う、理科展というものがある。その工作な

どはなかなか夏休み前に一緒に考えることができず、指導が行き届いていない現状であ

る。このようなものづくりの時間を設定することで、児童がものづくりの手順を理解す

ることができることも一つの価値であると考える。 

（２）学習の終末場面で１枚ふり返りシートを活用する。 

 どの単元でも、児童が生活につなげて考えたり、新たな気付きや疑問をもったことに

気付いたりすることができるように、１枚ふり返りシートを活用する。これは、１枚で

単元の全学習のふり返りができるようにし、一人一人が授業終了前に必ず記入する時間

を確保するようにする。以前に私は、いくつかの単元でこのふり返りシート（下図）を

使って学習してみたが、１枚の

中に児童の思考の流れができ

るので、児童にとっても教師に

とっても、価値のあるものとな

った。特に児童にとっては、学

習を進めていくごとに、これま

ではわからなかったことが少

しずつ分かっていっているこ

とを実感できる自分の成長の

証しともなっていた。このシー

トを活用することで、生活の中

のつながりを考えられているか、問題解決学習を一人一人ができているかなどを見とる

こともできるので、評価にもつながるはずだ。何よりも、これはどの学年のどの教師で

も簡単に活用することができる。また、他の教科にも応用がきく工夫である。「これで

何か変わるのか？」と思う先生もいるかもしれないが、私はこの少しの工夫だけでも、

子どもの気付きを読み取ったり、興味・関心を知ったりするきっかけになると思う。児

童が何を考えているかを表出させることは、とても大切だし必要だ。しかし、「理科が

得意な教師だからできる」という工夫では、学校全体で取り組めないし、負担になる教

師が多いであろう。それでは「科学大好き合馬っ子」を育てることはできない。私たち
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の目指す「科学大好き合馬っ子」を育てるためには、全ての教師が同じ方向を向いて支

援や工夫をしていくことが必要である。この１枚ふり返りシートは、教師がみんなで取

り組み、学校全体に広げることができる工夫である。これをきっかけに、さらに全員の

教師ができる工夫を考えていきたい。 

 

３．終わりに 
 私自身の小学校時代や中学校時代をふり返ると、理科はあまり好き得意な方ではなか

った。聞いたことのない言葉が出てくるし、実験は楽しくてもテストになるとわからな

い。こう感じている子どもは、合馬小学校でも多いようだ。しかし、理科の実践を少し

ずつ重ねる中で、科学をそんなに難しく考えることはないのではないか、と思い始めた。

今、私は理科を子どもたちに教えることが楽しい。「おお～！！」「そういうことか！」

こんな言葉が授業の中でたくさん出てくるのが嬉しい。科学が好きな子どもを育てるた

めには、私たち教師自身が「なぜ？」を敏感に感じ取り、子どもたちと一緒に思いっき

り科学をそして自然を楽しむことが、一番の近道なのではないか。実践をふり返って、

私はそう感じている。そう考えると、理科が苦手だし、よくわからないというのは「な

ぜ？」を敏感に感じ取れるはずだし、一つの武器なのでは…？無知な自分自身を励ます

ためにも、他の先生方に協力していただくためにも、いつもこう考えている。 

 ６年生と校外学習に出かけた時、バスの中から工事をしている場所が見えた。「先生、

あれが地層だよね？」「ほんとにしましまになってる！すごい！」山が削られていると

ころを発見して、子どもたちが口々に言った。地層を写真や映像資料だけでしか見てい

なかった児童が、今この瞬間に知識と体験を結びつけたのだ。さりげないことだけれど、

すごいことだと思う。この子たちの科学を感じ取る目を、科学が好きな心をもっともっ

と育てたい。心からそう思った。 

 合馬の自然の中に、子どもたちのお

しゃべりの中に、社会科見学の中にも、

子どもたちの「なぜ？」はあふれてい

る。「科学大好き合馬っ子」を育てる。

それは理科や生活科だけでなくても

いいのだ。この論文を書くことで、私

は改めてそう感じた。まだまだ課題は

多く、歩みも一歩一歩ではあるが、２０１４年度もさらに「科学大好き合馬っ子」を目

指し、学校全体そして地域全体で子どもたちの「科学が好きな心」を育んでいきたい。        

 

≪執筆者 合馬小学校教諭 三重野 舞≫ 




