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◆ 研究主題 日常生活や地域との関わりを生かした理科学習 

          ～生活とつながる・人とつながる・学びがつながる～ 

◆ 時  程 

8:30  9:00       9:20 9:30         10:15 10:30         11:15 11:40     12:40 13:40   15:10 15:20         16:35 

受付 オリエンテ

ーション 

移

動 

公開授業Ⅰ 移

動 

公開授業Ⅱ 移

動 

授業 

分科会 

昼

食 

学年別 

分科会 

移

動 

全体会 

指導講話 

閉会 

◆ 公開授業Ⅰ（９：３０～１０：１５）              ◆ 公開授業Ⅱ（１０：３０～１１：１５） 

年 組 会場 単元名 授業者 年 組 会場 単元名 授業者 

１ １ 教室 たいせつにそだてよう 

みとちゃんからのプレゼント 

～おおきくなあれダイズさん～ 

黒澤 睦美 ４ １ 教室 季節と生き物 岡 由布 

３ １ 教室 物と重さ 疋田 和代 ５ １ 理科室 流れる水の働きと土地の変化 稲葉 裕己 

６ １ 理科室 水溶液の性質 五十川 淳一  

◆ 授業分科会 

分科会 分科会場 司会者 助言者 助言者 

１年 

２年 
2年1組 教室 

茨城県坂東市立飯島小学校 

校長 宮川 敬子 

茨城県ひたちなか市教育委員会  

指導主事 國府田 庄一 

 

 

３年 図工室 
茨城県土浦市教育委員会 

指導主事 中山 弘 

兵庫県神戸市立六甲山小学校 

校長 森澤 克行 

群馬県太田市立沢野中央小学校 

校長 大島 修 

４年 5年1組 教室 
茨城県行方市立北浦小学校 

教頭 植田 敏浩 

広島県安芸高田市立郷野小学校 

校長 藤田 覚治 

茨城県鹿嶋市立三笠小学校 

校長 大川 行彦 

５年 理科室 
茨城県牛久市立ひたち野うしく小学校 

教頭 栁橋 勝幸 

岐阜県岐阜市立鷺山小学校 

校長 古田 靖志 

茨城県つくば市立洞峰学園二の宮小学校 

校長 石黒 正美 

６年 6年1組 教室 

茨城県常陸大宮市立山方南小学校 

教頭 所 美由紀 

横浜市教育委員会事務局 

南部学校教育事務所 

指導主事 山本 辰雄 

宮城県仙台市立大倉小学校 

校長 工藤 良幸 

◆ 学年別分科会 

 発表内容 発表者 助言者 

３

年 

 

子供が主体的に学習できる授業づくりの工夫 

～３年「ものと重さ」の学習を通じて～ 

兵庫県神戸市立宮本小学校 

教諭 田中 大樹 

兵庫県神戸市立六甲山小学校 

校長 森澤 克行 

自然や人とかかわり，理科の見方・考え方を働かせて考えを表現できる児童

の育成 

～ＥＳＤの視点に立った，理科学習を通して～ 

群馬県高崎市立六郷小学校 

教諭 杵渕 恵美子 

群馬県太田市立沢野中央小学校 

校長 大島 修 

４

年 

理科の見方・考え方を働かせ，主体的に問題を解決する児童の育成 

～「問いをもつ」指導の工夫を通して～ 

広島県安芸高田市立八千代小学校 

教諭 斉藤 樹里 

広島県安芸高田市立郷野小学校 

校長 藤田 覚治 

科学的な見方・考え方を養う理科学習の在り方 

～問題解決の過程を意識し，思考力・表現力を充実する学習活動を通して～ 

茨城県鉾田市立鉾田小学校 

教諭 榎本 敏江 

茨城県鹿嶋市立三笠小学校 

校長 大川 行彦 

５

年 

理科の見方・考え方を働かせ，自然を追究する子を育てる指導の在り方 

～第５学年「流れる水のはたらき」の学習を通して～ 

岐阜県土岐市立土岐津小学校 

教諭 粟野 聖崇 

岐阜県岐阜市立鷺山小学校 

校長 古田 靖志 

問題を科学的に解決する力を育成する理科学習指導の在り方 

～小学校５学年「流れる水のはたらき」における見通しをもって観察，実験

を行い，考察する学習活動の工夫を通して～ 

茨城県洞峰学園つくば市立つくば市立東小学校 

教諭 土居 千春 

茨城県洞峰学園つくば市立二の宮小学校 

校長 石黒 正美 

６

年 

自然に親しみ，豊かな学びを創る子どもの育成 

～身近な土地の観察を通した子どもの時間・空間概念の広がりを目指して～ 

第６学年「土地のつくりと変化」を通して 

神奈川県横浜市立瀬谷小学校 

教諭 若林 純 

横浜市教育委員会事務局 

南部学校教育事務所 

指導主事 山本 辰雄 

第６学年「太陽と月の形」の授業の工夫 

～仙台市標準学力検査の分析及び提案授業より～ 

宮城県仙台市立七北田小学校 

教諭 髙橋 圭 

宮城県仙台市立大倉小学校 

校長 工藤 良幸 

◆ 指導講話 東京大学 特任教授 日置 光久 先生 

 

水戸市立上大野小学校  校長：木村 真理 学級数：５学級 児童数：５１名    



Ⅰ 学校紹介 

 

 

 

 

 

 

１ 本校の歴史と学校環境 

 上大野小学校は，水戸市東部に位置する。目の

前を那珂川が流れ，周囲には田畑が広がる自然あ

ふれる環境の中にある創立 145年の学校である。

過去には，那珂川の氾濫や東日本大震災による自

然災害を経験した歴史もある。 

 平成 17年度より２年間，文部科学省より豊かな

体験活動推進事業の指定を受け，命の大切さを学

ばせる体験活動の研究を行った。平成 26年度には

理科ボランティア派遣事業モデル校，平成 27年度

には課題解決型授業に係る教育指導改善研究事業，

平成 28 年度にはいばらき理科教育推進事業に係

る小学校教科担任制モデル校の指定を県より受け，

研究を進めてきた。平成 26年度からは愛鳥モデル

校の指定を受け，現在２期目の活動を続けている。 

本年度は，２・３年生の複式１学級を含む全５

学級で，全校児童 51名の水戸市で一番小さな小学

校である。地域の教育資源の活用を通して地域の

特色を生かした体験活動を行ったり，小規模校の

特性を生かして一人一人が主役になれる場を増や

したりすることを通して，児童の表現力を伸ばし，

自信を付け，自己有用感をもてるようにしている。

本年度より小規模特認校となり，市内のどこから

でも就学が可能となった。 

 

２ 本校の教育目標 

(１) 学校教育目標 

自ら考え 正しく判断し 実践する 

 心豊かな たくましい 子どもの育成 

(２)  目指す学校像 

 ○ 魅力あふれる学校 

 ○ みんなで創る学校 

 ○ みんなが誇れる学校 

(３) 目指す児童像 

 ○ よく考える子 

 ○ 仲良く助け合う子 

 ○ 健康で明るい子 

３ 本校の教育活動 

(１) 体験活動の充実 

他校ではできない自然観察や地域の特色を生か

した体験活動を行うことで，実感を伴った理解に

つながる学びを目指している。３年生では鳥の観

察会，４年生では川の観察会，５年生では米づく

り，６年生では地元の粘土を使った作陶教室を総

合的な学習の時間に実施している。また，草木染

教室や星空観察会など，大学やＳＳＨなどと連携

し，専門家を講師とする特別授業も行っている。 

さらに，全ての教室に飼育容器を設置してカイ

コを育てたり，サケの孵化・放流体験を行ったり，

学校菜園で野菜を育てたりするなど，季節の変化

や命の大切さを感じることのできる活動を年間を

通して実施することで，学ぶことと自然や地域と

のつながりを意識できる体験活動を行っている。 

自然や人材など，地域の豊かな教育資源を活用

した学習を行うことにより，地域や学校のよさを

知り，誇りに思うことのできる児童や，理科好き

の児童の育成を目指している。 

(２) 一人一人が主役になれる教育 

児童の発想を生かしながら，学び合う授業展開

を通して，自分の考えを表現したり，話合いで考

えを深めたり広げたりする体験を増やすことで，

一人一人が主役になれる授業づくりを目指してい

る。１学年 10名程の少人数なので，いろいろな行

事を通して人前で話す機会も多い。さらに，学習

や自由研究の成果を「水戸市環境フェア」や「Ｓ

ＳＨ環境科学フォーラム」，「こどもエコクラブ全

国フェスティバル」などの機会に発表している。 

これらの活動を通して成功体験を蓄積していく

ことで，自分に自信をもち，自己有用感を高める

ことができるような学びを目指している。 

(３) 主な活動実績 

Ｈ25 茨城県科学研究作品展 げんでん財団賞 

  げんでん科学技術振興奨励賞（小学校の部） 

  全国児童才能開発コンテスト【科学部門】 

学校奨励賞 

Ｈ26 いばらき理科教育振興事業表彰 

   環境保全茨城県民会議褒賞（こども部門） 

Ｈ27 こどもエコクラブ全国フェスティバル出場 

Ｈ28「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰 

Ｈ29 げんでん科学技術振興奨励賞 

   こどもエコクラブ全国フェスティバル出場 



Ⅱ 研究の概要 

１ 研究主題 

 

 

  

 

 
 

２ 主題設定の理由 

 今回の学習指導要領の理科における改定では，

「小学校理科で育成を目指す資質・能力を育む

観点から，自然に親しみ，見通しをもって観察，

実験などを行い，その結果を基に考察し，結論

を導きだすなどの問題解決の活動を充実するこ

と」，「理科を学ぶことの意義や有用性の実感及

び理科への関心を高める観点から，日常生活や

社会との関連を重視すること」が要点となって

いる。 

理科の学習に関するアンケート調査の結果，

本校の児童は，「自然を見て不思議だな，面白い

なと思う」，「生き物を大切にしたい」など自然

に親しみ生命を尊重する意識が高い。通学途中

に生き物を捕まえ，教室で飼育したり，草花や

野菜を育てたりする姿が日常的に見られる。一

方で，そのような身近な自然と理科の学習を結

びつけて考える場面はあまり見られない。アン

ケートでも，「不思議だと思うことを自分から調

べようとする」，「学んだことを地域や生活のた

めに活用しようとする」のような自ら学びに向

かう気持ちがやや弱く，「予想や仮説を理由を付

けて説明できる」，「問題を解決する方法を考え

ることができる」，「結果と自分の予想を比べな

がら考察を書くことができる」，「自分の経験や

生活と関連付けた振り返りを書くことができる」

のように，自分の考えをまとめたり伝えたりす

ることへの自信のなさが見られ，科学的に思考

することや見通しをもって問題解決を行うこと

がやや苦手な傾向にある。 

そこで，日常生活や地域との関わりを生かし

た体験活動と理科の学習を結び付けることで，

理科を学ぶことの有用性に気付かせるとともに，

児童一人一人が主役になれる学び合いの授業づ

くりを通して，見通しをもって問題解決を行い，

科学的に思考

することので

きる児童を育

てたいと考え，

本主題を設定

した。 

３ 研究の内容 

(１) 研究の重点 

 日常生活や地域との関わりの中から児童が問

題を見いだせるような導入を通して，一人一人

が自分ごととして捉えられるような問題づくり

を目指す。さらに，自分たちで学習計画を立て，

仲間と協働しながら問題を解決していく経験の

積み重ねを通して，見通しをもって主体的に問

題解決に取り組むことができるようにする。 

 単元の終末では，他教科や体験活動とつなが

るような振り返りを行い，学習したことを日常

生活との関わりの中で捉え直すことで，理科を

学習することの有用性を感じられるようにする。 

(２) 研究の仮説 

○日常生活や地域との関わりの中から問題を見

いだし，児童の考えをもとにして学習計画を

日常生活や地域との 

関わりを生かした理科学習 

～生活とつながる・人とつながる・ 

学びがつながる～ 



立てることを通して，主体的な問題解決を促

すことができるだろう。 

○既習の内容や生活経験を基に，根拠のある予

想や仮説を発想したり，学習の成果を日常生

活との関わりの中で捉え直したり，他教科で

学習した内容と関連付けて考えたりすること

で，学習内容を深く理解し，理科を学習する

ことの有用性を感じることができるだろう。 

(３) 具体的な取り組み（学校全体） 

① 生活とつながる（主体的な学び） 

 日常生活や地域にある身近な自然の事物・現

象の中から，「どうしてかな」「おや，変だな」

「調べてみたいな」という驚きや疑問のもてる

導入を工夫することで，児童が自ら問題を見い

だし，解決していく過程を通して，実感を伴っ

た理解を得ることができるようにした。 

② 人とつながる（対話的な学び） 

 協働的な学び合いを通して，友達や地域の人，

専門家などの意見を聞きながら，自分の考えに

ついて確認をしたり，自分の考えに付け加えた

り，自分の考えを修正したりすることで，考え

を深め，広げることができるようにした。 

③ 学びがつながる（深い学び） 

 見通しをもった問題解決や毎時間の振り返り

の中で，自分の考えを見直しながら，主体的に

学習する経験の積み重ねを通して，学んだこと

を自然現象や日常生活にあてはめてみようとす

る態度を養うことができるようにした。 

(４) 上大野スタイルの学び合い 

 児童が自分たちで問題を見いだし，進んで解

決に取り組もうとする意欲を高め，自信をもっ

て自分の考えを伝え合うことができるようにす

るために，一人一人の考えを大切にできる小規

模校の特性を生かしながら，以下のような学び

合いの工夫を行った。 

① 児童が主役の問題づくり 

 まず，日常生活や地域との関わりの中から疑

問を出させる。それを付箋紙を使って分類しな

がら学習問題を設定した。問題を解決するため

の学習計画を児童が主役となって立てることに

よって，主体的な問題解決を行うことができる

ようになった。 

② 予想や仮説の重視 

予想や仮説

は違っていても

よいものであり，

観察・実験の結

果がそれを証明

してくれるとい

う考えのもとで，子供らしい多様な意見を引き

出せるように，予想や仮説の時間を重視した。 

まず，それぞれの立場を明らかにしながら黒

板にネームカードを貼り，同じ考えの児童ごと

にまとめ，根拠をもとにしながら互いの意見を

交換する場を設けることで，観察・実験に目的

意識をもって取り組めるようにした。多様な考

えを知ることで，自分の予想や仮説と異なる結

果が出た場合にも，友達の意見をもとにしなが

ら再実験や追加実験を行い，自分の考えを修正

することができるようになった。 

③ 見通しをもった観察・実験計画 

自分たちの予想や仮説を検証するための観

察・実験方法を考え，互いの意見を交換し合う

場を設けた。紙やホワイトボードに図や言葉で

まとめる活動を通して，自分の考えを確かにし

たり，相手に伝わりやすいように工夫したりす

ることができるようにした。自分たちの予想や

仮説が立証されるためには，どのような結果が

得られることが必要かを考えることにより，観

察・実験に見通しをもって取り組めるようにな

った。 

④ 主体的な活動を促す理科室環境 

児童の発想を生かしながら，主体的な観察・

実験ができるように，全ての学年で共通利用で

きる器具は，児童が取り出しやすい位置にラベ

リングして整理・保管し，いつでも自由に使え

るようにした。観察・実験の際には，児童自ら

が既習の内容を生かしながら，理科室内から自

分で考えて必要なものを用意した。一方，特定

の学年のみで使用する器具については，単元ご



とにまとめてコンテナボックスに収納し，担当

学年の指導者が利用しやすいように整理した。 

⑤ 児童が主役の話合い 

予 想 ・ 計

画・考察の場

面では，ペ

ア・グルー

プ・学級全体

など，形態を

工夫しながら話合いの時間を確保した。その際，

教師は極力発言を減らして児童に任せ，ファシ

リテーターとして児童の意見をつなぐ役割を心

掛けた。また，発表した児童が次の発表者を指

名し，全員が意見をつないでいくリレー発表な

ど，一部の児童だけでなく全ての児童が自分の

考えを表現できるような工夫も行った。さらに，

児童の発言に対する問い返しを行い，根拠をも

とにした話合いができるように支援した。 

 

 

 

 

 

 
 

⑥ 話合いツールの活用 

話合いや発

表のツールと

して，ワーク

シート，マグ

ネット付きの

ホワイトボー

ド，付箋紙，タブレット端末などを活用した。

特に，ホワイトボードは書いたり消したりでき

るため，ペアやグループでの話合いの際に便利

である。発表やまとめの際にも，黒板上に全て

の結果を集約したり，グループ分けしたりする

ことができる。タブレット端末では観察・実験

の写真や動画を撮影し，結果発表の場面で利用

した。児童の発想を大切にしながら観察・実験

を行うため，ペアやグループによって別な方法

で調べることが多く，タブレット端末はそんな

時に，互いの結果を学級全体で共有するのに便

利である。ＩＣＴ機器は，データのグラフ化に

よって思考を助ける時短ツールや日常生活との

関連付けを図る映像ツールとしても活用した。 

⑦ 学びを広げるノート指導と振り返り 

考えたことを図や言葉で自由に表現したり，

付箋紙を貼ったりしながらまとめることができ

るように，Ａ４版ノートを見開きで使用してい

る。授業の終わりに振り返りを書く時間を設け，

自分が発見したことや新たな疑問について自由

に書くことによって，学習したことを日常生活

に当てはめて考えたり，他教科で学習した内容

や自分の体験とつなげたりしていった。さらに，

小規模校の特性を生かし，児童の考えたことや

振り返りを教師がこまめに確認し，コメントを

付けて返すことで，学びを広げていった。 

また，全校児童のノートのコピーを廊下に積

み重ねて掲示し，互いに見合えるようにした。

友達のノートから，多様な考え方に気付いたり，

高学年ではレポート形式のノートのまとめ方に

ついて学んだりすることができた。 

⑧ 掲示物による思考の見える化 

どの学年も単元ごとに模造紙１枚の「見つけ

よう！やってみよう！言ってみよう！」を作成

し，児童の思いを生かしながら学習を進めた。

児童一人一人の心の中に生じた問題を付箋紙に

書き出し，模造紙に貼って整理し，一つずつ解

決していく過程を視覚化することで，学びの連

続性を大切にした。これらの積み重ねにより，

生活とつながる・人とつながる・学びがつなが

るを意識させながら，単元を通した問題解決を

行うことができた。 

児童の考えを深めるための教師の言葉 

「それってどういうこと？」「何で？」 

「どっちが？」「例えば？」 など 

話合いを活発にする児童のつなぎ言葉 

「もしかしたら」「でも」「この前は」 

「そうすると」 など 



じどうが 

日常生活や地域との関わりを生かした理科学習 

 ～生活とつながる・人とつながる・学びがつながる～ 

不思議を見つけよう 

 

言ってみよう 

身近な生活の中から 

児童が見つける問題づくり 

予想や仮説の重視 

見通しをもった実験計画 

児童が主役の話合い 

話合いツールの活用 

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ,付箋紙 など 

主体的な活動を促す 

理科室環境 

学びを広げるノート指導と 

振り返り 

体験活動や身近な生活の中から 

問題を見いだす 

体験活動や生活の中にある理科

を見いだし，一般化する。 

やってみよう 

掲
示
物
に
よ
る
思
考
の
見
え
る
化 



Ⅲ 研究の実際 

 

 

１ 単元目標 

 

 

 

 

 

 

 

＜目指す児童像＞ 

風で物が動くことに面白さを感じながら，お

もちゃをつくっては試し，それを直すなど工夫

して活動し，友達と関わりながら考えを深める

児童 

 

２ 研究主題に迫る取り組み 

（１）自然の事物・現象との出会いの工夫 

「風をつかまえよう」というめあてをもち，

大きなビニル袋に風を入れたり，走って袋に風

を集めたりして風を体感させた。各自が凧，風

車，風輪，紙飛行機をつくって遊び，それぞれ

の名人を目指して活動した。 

（２）発想を広げる環境整備 

身近な材料（紙コップ，紙皿，ストロー，綿

棒，ビニル袋，折り紙，セロハンテープなど）

を準備しておき，児童が自由に材料を選んでつ

くったり，直したりできるようにした。 

前時に学習した内容や活動の様子の写真など

を掲示した。 

（３）学び合いの工夫 

①ワークシートの活用 

単元を通して，めあてと振り返りを記入する

ワークシートと，各時間の学習のめあて，およ

び○見○か○と○し（○見┅見つけたこと，○か ┅感じたこ

と・考えたこと，○と┅友達のよい所，○し┅知りた

いこと・してみたいこと・したこと），振り返り

を記入するワークシートを使用した。 

②板書の工夫 

ワークシートに書かれた内容や，発言したこ

となどを○見○か○と○しに分けて黒板に整理し，自分

の考えとの共通点や相違点を見つけやすくした。 

３ 実践の様子 

（１）児童の思いをめあてとし，意欲を高める。 

 めあてを「たこあげ名人・かざ車名人になろ

う。」とし，凧は高く，長い時間あげられること，

風車は長い時間よく回すことができたら名人に

なれることを確認した。名人になることを目指

したことで意欲が高められた。 

（２）友達と関わり，試したり，直したり，繰

り返したりする活動を行う。 

友達の凧のあげ方を参考にして走って凧をあ

げたり，送風機の風の当て方や強さを考えて風

車を回したりした。このように試したり，直し

たりを何度か繰り返して，できるようになった

ことや気付いたことが増えた。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

（３）伝え合い，学習を振り返る。 

ワークシートに○見○か○と○しを記入する時間を確

保した。記入した内容を伝え合うことにより友

達との共通点や，友達や自分の良い点について

知り，気付きの質が高められた。 
 

４ 成果と課題（成果○課題▲） 

〇名人を目指すというめあてに向かって，自分

でよく考え，さらに友達のよい点を見つけ，

自分の活動を工夫することができた。 

〇ワークシートを使用することで，自分の思い

や考えを表現することができた。発表し合う

ことで自分の活動を振り返ることができた。 

▲つくる，試す，直す活動が十分にできるよう

に発想を広げる支援や環境整備の工夫が必

要である。 

かざ車をせんぷう

きにちかづけてみ

よう。 

はねのひろげかた

をかえてみよう。 

身近な自然を利用したり，身近にある物

を使ったりして遊ぶ活動を通して，遊びや

遊びに使う物を工夫することができ，その

面白さや自然の不思議さに気付くととも

に，みんなと楽しみながら遊びを創り出そ

うとすることができる。 

 

たくさんはしった

ら，たこがたかくあ

がったよ。 

第１学年 生活科「ふゆとなかよし」 



 

 

１ 単元目標 

 

 

 

 

  

 

 

＜目指す児童像＞ 

既習の内容を基に，性質を予想しながら，自

分の考えを友達に伝えたり表現したりする活動

を通して，問題解決学習ができる児童 

 

２ 研究主題に迫る取り組み 

(１) 既習の内容を確認 

 小学校３年生は，理科の学習にはじめて取り

組む。問題解決学習を行うためには，前時の学

習内容や，児童の生活体験の確認が不可欠であ

る。そこで，毎時間授業の最初に「復習タイム」

を設けて既習の内容を確認し，それらを基に本

時の問題の予想や仮説が行えるようにした。 

(２) 児童の興味関心を高める教材の工夫 

 児童にとって身近な物として「おもちゃ」が

ある。そこで，児童がつくってみたい，やって

みたいと思えるような磁石の性質を利用した

「おもちゃ」を作成し，その性質を予想したり，

理由を話し合ったりしながら，問題解決学習が

行えるようにした。 

 

３ 実践の様子 

(１) 既習の内容を確認する 

 最初に，前時までの復習と磁石の性質につい

ての確認を行った。磁石には極があること，同

極は退け合うが異極は引き合うこと，磁石は鉄

を引き寄せること，磁化される鉄があること，

磁石の力は離れていても及ぶことを確認した。 

(２) 観察・操作を通して性質を予想する 

 おもちゃを見て，自由に発言してよい場を設

けた。「わあ，磁石だ！」と発言した児童がいた

ので，なぜそう思ったのか，どこに磁石が使わ

れているのか，どんな磁石が使われているのか

を既習の内容を基に話し合った。

 
(３) 検証方法を考える 

 予想を基に，検証方法をノートに記入した。

他の人と結果を共有するために，言葉で説明し

たり，ホワ

イトボード

に図をかい

て説明した

りした。 

(４) 検証し，性質を確かめる 

 ２人組の班で協力しながら，検証を行った。

この場面でも，必然的に互いの考えを伝えたり

検証方法を確認したりする場面が見られた。そ

の後，本当に自分たちの考えが正しいかどうか

を「おもちゃ」を分解しながら確認した。 

 

４ 成果と課題 

○ おもちゃを題材にしたことで，児童の興味

関心を高めながら，問題解決学習に取り組む

ことができた。 

○ 既習の内容を確認したことで，おもちゃの

仕組みを磁石の性質を基に予想し，友達と交

流しながら学習を進めることができた。 

○ 自分の考えが正しいかどうか検証実験を行

う過程で，話合い活動が活発に行われた。 

▲ おもちゃを分解して確認をする時間を十分

に確保できるとさらによい。 

 磁石を身の回りの物に近付けたときの

様子に着目し，それらを比較しながら調べ

る活動を通して，差異点や共通点を基に問

題点を見いだしたり，表現したりしなが

ら，その性質を理解することができる。 

第３学年 理科「磁石の性質」 

このおもちゃの

口には磁石が使

われていると思

うけれど，どうや

って確かめれば

いいのかな？ 



 

 

１ 単元目標 

 

 

 

 

  

 

＜目指す児童像＞ 

既習の内容や生活経験を基に，根拠ある予想

や検証方法を考えて実験を行い，友達と結果や

考察について話し合いながら，問題を解決する

ことのできる児童 
 

２ 研究主題に迫る取り組み 

(１) 予想や検証方法に関する意見交換 

 それぞれの児童が考えた予想や検証方法を発

表し合い，互いの考えを交流する時間を設ける

ことにより，目的意識をもって実験に取り組ん

だり，予想と結果が異なる場合に考えを修正し

たりすることができるようにした。 

(２) 話合いツールを活用した情報の共有化 

 画用紙にまとめた図やキーワードを提示しな

がら各班の結果や考察を発表し合うことにより，

根拠を明確にしながら考えを伝え合ったり，結

果を整理したりして，結論を導きやすくした。 
 

３ 実践の様子 

(１) 予想や検証方法を確認する 

 前時に考えた「空気を温めたり冷やしたりす

ると体積はどうなるか」についてまとめた画用

紙を使って，予想や検証方法について確認し合

った。空気を温めると上がると予想した児童と

膨らむと予想した児童がそれぞれ４名ずついた。 

 

(２) 自分たちで考えた方法で実験する 

 生活経験を生かしながら，家庭にある物や理

科室の器具を自由に使って実験を行った。予想

が同じ考えの児童同士で４つの班に分かれ，そ

れぞれが計画した以下の方法で検証した。 

上
が
る 

Ａ 口にシャボン液をつけたフラスコをドライヤ

ーで温めたり保冷剤で冷やしたりする。 
Ｂ 試験管の口に風船をつけて，試験管をお湯で温

めたり氷水で冷やしたりする。 

膨
ら
む 

Ｃ ふたを閉めたマヨネーズの容器をお湯で温め

たり水で冷やしたりする。 
Ｄ １本のパイプの両方の口にシャボン液をつけ

てカイロで温めたり保冷剤で冷やしたりする。 

(３) 納得できるまで試行錯誤 

 予想通りの結果が出ない場合や，温めると上

がるのか膨らむのかを十分に検証できない場合

は，考えを深めたり広げたりするための言葉か

けをして，向きを変えたり，道具を変えたりし

ながらさらに詳しく調べる時間を設けた。 

 

(４) 情報を共有して考察する 

 結果と考察を画用紙にまとめ，各班の実験結

果についての情報を共有し，話し合いを行った。

温めたら下に膨らんだ結果やどの向きで実験し

ても膨らむ結果から，空気を温めると膨らむ（体

積が大きくなる）という結論に集約された。 

 

４ 成果と課題 

○ 上がると予想した児童も検証実験や学び合

いを通して，空気を温めると膨らむ（体積が

大きくなる）と考えを修正することができた。 

▲ 他の班の行った実験をどの児童も実際に確

認する時間を確保できるとさらによい。 

金属，水及び空気について，体積の変化と

温度の変化とを関係付けながら調べる活動

を通して，根拠ある予想や仮説を発想した

り，表現したりしながら，その性質を理解す

ることができる。 

上下左右どの向きで

温めてもシャボン玉

がふくらんだよ。空

気は温めると上がる

のではなく，ふくら

むのかな。 

第４学年 理科「金属，水，空気と温度」 



 

 

１ 単元目標 

 

 

  

 

 

＜目指す児童像＞ 

 電磁石の強さについて，変える条件と変えな

い条件を制御しながら実験を計画し，友達と話

し合いながら結果や考えを整理し，問題を解決

することのできる児童 

 

２ 研究主題に迫る取り組み 

（１）条件制御のための「比べるシート」  

 電流の大きさや導線の巻数といった条件を制

御する能力を高めるために，変える条件・変え

ない条件を記入するワークシートを活用した。 

（２）生活との関連付け 

 学校の近くに鉄類等の廃品回収工場があるこ

とから，授業の終末に電磁石の性質を利用した

巨大クレーンの映像を見せ，日常生活との関連

付けを図った。 

 

３ 実践の様子 

（１） 前時の振り返りをする 

導入で電磁石の性質やしくみを振り返る時間

を設けた。回路に電流が流れていないと磁石の

働きにならないことを確認しながら，「コイル」

「鉄心」等の用語を確認した。 

（２）演示実験により興味・関心を高める 

導入時に教師が重さの異なる魚を電磁石の釣

り竿で釣るゲームを演示した。釣れそうで釣れ

ない魚を釣るために，電磁石の働きを強くする

方法を意欲的に考えられるようにした。 

（３）条件を制御して実験する 

電磁石の働きを強くするための条件とその理

由を「比べるシート」に記入させ，電流を大き

くしたり，導線の巻き数を増やしたりする実験

を行った｡予想や考察の段階でじっくり考える

時間を確保するために，実験に使う用具（コイ

ル・釣り竿）は事前に教師が自作したパーツを

組み合わせることで時間短縮を図った｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）考察する 

「電磁石を強くするためには」と，考察の途

中までを板書し，自分の言葉でまとめるのが苦

手な児童でも続きを書けるようにした。 

（５）学習内容を生活に関連させる 

電流・巻数とも増やして強くした電磁石でさ

らに重い魚を釣る演示を見せた後，生活の中で

使われている強力な電磁石として，工業用電磁

石の映像を視聴した。 

 

４ 成果と課題 

○ 「比べるシート」の活用により，変える条

件と変えない条件を明確にして実験を行うこ

とができた。 

○ 巨大クレーンの映像を見せたことで，「すご

い」「見たことがある」と児童の興味を引いた

り，もっと強い電磁石を自分で作ってみたい

と意欲を高めたりすることができた。 

▲ 多様な思考を引き出す単元計画を工夫し，

児童のやってみたいという思いに応えられる

実験用具を準備したい。 

第５学年 理科 「電流の働き」 

 電流がつくる磁力について，条件を制御し

ながら調べる活動を通して，予想や仮説を基

に，解決の方法を発想したり，表現したりし

ながら，その働きを理解することができる。 

電流を大きく

しよう｡ 

コイルを 100回巻

に増やしてみよう。 

釣れた‼豆電

球が明るくな

ったのと同じ

ように，２本

の電池を直列

つなぎにする

と電磁石も強

くなったよ‼ 



 

 

１ 単元目標 

 

 

 

 

  

 

＜目指す児童像＞ 

水溶液の性質や働きについて，仮説を立て，

自分の考えた方法で追究し，友達と情報交換し

ながら考えを整理し，問題を解決することので

きる児童 
 

２ 研究主題に迫る取り組み 

(１) 仮説の共有化 

 それぞれの児童が考えた仮説や検証方法を発

表し合い，互いの考えを交流する時間を設ける

ことで，目的意識をもって実験に取り組んだり，

仮説と結果が異なる場合に考えを修正したりす

ることができるようにした。 

(２) 話合いツールを活用した情報の共有化 

 タブレット端末で撮影した動画や写真を提示

しながら各班の結果や考察を発表し合うことで，

根拠を明確にしながら考えを伝え合い，より妥

当な考えをつくり出すことができるようにした。 
 

３ 実践の様子 

(１) 仮説や検証方法を確認する 

 最初に，前時に考えた「炭酸水には何が溶け

ているか」についての仮説や検証方法について

ホワイトボードを使って確認し合った。溶けて

いる気体は二酸化炭素であると予想した児童が

６名，酸素であると予想した児童が１名いた。 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 自分たちで考えた方法で実験する 

 既習の内容を生かしながら，理科室の器具を

自由に使って実験を行った。方法が同じ考えの

児童同士で班をつくって発生した気体を集め，

３つの方法で班ごとに検証実験を行った。 

・石灰水が白くにごるか 

・気体検知管を使って空気中の値と比べると，

酸素と二酸化炭素のどちらが増えるか 

・火のついたロウソクを入れると火が消えるか 

(３) タブレット端末で結果を記録する 

 ノートに結果を記録するとともに，他の班と

結果を共有するためにタブレット端末を使って

動画や写真を記録した。 

 
(４) 情報を共有して考察する 

 プロジェクタでタブレット端末の映像を投影

しながら各班の結果を共有し，考察を行った。

発生した気体を石灰水に通すと白くにごる様子

や集めた気体の中に火のついたロウソクを入れ

ると消える様子を動画で説明したり，気体検知

管で調べた数値を記録した表を写真にして説明

したりすることで，炭酸水に溶けていた気体は

二酸化炭素であるという結論に集約された。 

 

 

 
 

４ 成果と課題 

○ これまでの学習経験を生かし，理科室にあ

る器具を有効に活用しながら自分たちの力で

実験を行い，問題を解決することができた。 

○ 仮説を立てて実験を行ったことで，発表の

場面ではデータや映像などを活用し，根拠を

もとにしながら自分の考えを発表できた。 

○ 酸素と予想した児童も，自分の結果と友達

の情報から，溶けていた気体は二酸化炭素で

あったと納得することができた。 

発生した

気体を石

灰水に通

して白く

にごれば，

二酸化炭

素だとい

えるだろ

う。 

気体検知管で調べれ

ば，発生した気体が酸

素か二酸化炭素か区

別できるだろう。 

水溶液について，溶けている物に着目し，

その性質や働きの違いを多面的に調べる活

動を通して，より妥当な考えをつくりだした

り，表現したりしながら，その性質や働きに

ついて理解することができる。 

ロウソクの火が消え

たよ！発生した気体

は予想通り二酸化炭

素だね。動画で火が

消える様子を撮影し

て友達に伝えよう。 

第６学年 理科「水溶液の性質」 


