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新たな価値を生み出す子の育成
～創造的な問題解決学習を通した資質・能力の育成～



・平成30年度全国学力・学習状況調査(理科)や昨年度の研究実践から実態から、子どもが自ら「見

方・考え方」を働かせる指導法と、「見方・考え方」を自在に働かせて新たな問題を解決していく

創造的な問題解決学習の指導法の２つを確立することが本校研究のテーマである。

・研究内容の1つ目は子どもが「見方・考え方」を働かせるために、子どもの発言や記述を価値付

け、可視化した「やないづアイテム」を使った指導法である。

・研究内容の2つ目は子どもが獲得した問題解決の力等の価値を自覚するために、「見方・考え方」

を自在に働かせて追究する創造的な問題解決学習を通した指導法である。

・成果としては「やないづアイテム」により「見方・考え方」を働かせた問題解決の姿を生みだした。

創造的な問題解決学習により「見方・考え方」を働かせ解決に向かうことができることが判明した。

・課題としては「やないづアイテム」により、学びが深まり、教科の本質につながっていく姿の

検証を増やしていくことが課題となる。
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Society5.0における新たな価値

New Value in Society 5.0
背景

Background

創造的な問題解決をする学習

Learning to Solve Creative Problems

Development of Human Resources 

that Create New Value

新たな価値を生み出す人材を育成



Challenge

課題

平成30年度 全国学力・学習状況調査（理科）本校の児童の実態より

①実験結果から言えることだけに言及して
考え，表現するために「見方・考え方」を
働かせる指導を確立すること

②学んだことを他事象に適応して考え，
表現するための学習活動を位置付けること



Challenge

課題

子どもが「見方・考え方」を働かせるには？

子どもが獲得した問題解決の力の価値を
自覚するには？



子どもが「見方・考え方」を働かせるには？

Solution-1
解決策-1

How teachers can help children 

utilizing their perspectives and ways of thinking?



“Yanaizu Items" as a Practice of Our School

本校の実践である「やないづアイテム」



「やないづアイテム(見方)一部掲載」

見方 項目 理科・見方のアイテム 見方 項目 理科・見方のアイテム

多いと／少ないと 生き物によって違う

大きくなると／小さくなると 種類によって違う

高くすると／低くすると 一つ一つ（個体によって）違う

強くすると／弱くすると 同じ仲間でも違う

数でみると 同じ種類なのに

大きさでみると 同じ仲間でも全部同じじゃない

変化量でみると それぞれに特徴が

○○と関係していて ちょっとずつ違う

○○によって変わる 全部違って

～だと～になる ○○の特徴は

～が変化していくにつれて 種類が違っても同じ

～すれば～するほど 生き物が違っても同じ

～が変わるにつれて どれでも（どの個体でも）同じ

力を加えると／重くすると どの仲間でも同じ

変わっていくのは ○○は違うけど、～の部分は同じ

活用されるのは つくりは共通

保たれるのは 少なくとも言えることは

理科の見方一覧表(やないづアイテム) Ver.８

２量の
関係

連続量
の関係

量的・
関係的

共通性・
多様性

多様性

共通性



「やないづアイテム(考え方)一部掲載」

考え方 内容
提示
事象 理科・考え方のアイテム 考え方 活動 条件 理科・考え方のアイテム

五感で（さわって、見て、聞いて） 同じ材料・長さ・形で

数値で（長さで、数で） 同じ方法（やり方）で

変化を（前と後で） 同じ回数で

同じ所は…／共通点は… どっちが原因かわからないから…

違う所は…／差異点は… ～をはっきりさせたいから

～とちがって／少しちがって 同じにすることは/変えることは

～と似ていて 何が関係しているかを調べるには

同じ～と／他の～と 変わる物がいくつもある時は…

～よりも 関係しているのは…

どれも～ ○○が必要か調べるから…

仲間と同じか／違うか ～を決めれば、原因がわかる

前と同じで／前と違って 一つは～、もう一つは～

前と同じように それ以外は～

前は○○だったけど 結果が同じなら…

今までと同じで／違って… ～はわかっているから…

初めてだけど… ～の結果になれば、○○が必要

前のきまりと一緒で/違って 同じ条件で結果が違うのは

考え方 内容 範囲 理科・考え方のアイテム 考え方 事象 活動 理科・考え方のアイテム

この前の授業で 物や場所をかえて

○○の単元で習った～と 方法をかえて

○年生の時に習った～と 変化の前と後で

他の教科で グループの結果と合わせて

他の班（方法や結果）とつなげて 同じ方法・材料だと言えることは

別の結果も合わせると 全部同じ結果ということは…

○○さんの考察とつなげて～ 違う方法であっても…

これまでのことをまとめると 違う事実があるけど…

実物と／モデルに照らして この中では言えるけど…

問題に立ち返って考えると 自分たちの～と比べると

予想とつないで ○○の点からみると～

関わらせて考えると これまでの～と比べると

～の経験／聞いたことがある 日常生活の面から見ると

テレビや本で見たことがある 調べた限りでは…

生活の中で 逆に考えると

きまり １事象

既習 １事象

事実
２事象
以上

生活経験

本時
授業

考察

条件
制御

多面
的追
究

異なる
視点・
立場

理科の考え方一覧表(やないづアイテム) Ver.7
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「風やゴムの力」の
ときと同じで…

「片方を変えていくと
それにつれて…」



「やないづアイテム」を使った指導法

Produce
生み出す

Use
使う

Master
使いこなす

Realize
実感する



「やないづアイテム」と「問題を見いだす力」の年間育成計画

4年
生

単元名 働かせる見方 やないづアイテム アイテムを表出する
指導・援助例

4月
春の自然に
とびだそう

共通性
・

多様性

大きさでみると
色でみると
形でみると

見つけた生き物を詳しく知
るために、特徴となるどの
部分をみると良いか問いか
ける。

働かせる
考え方

やないづアイテム アイテムを表出する
指導・援助例

比較 比べて、
同じところは

比べて、
違うところは

自分が見つけた生き物を
仲間の見つけた生き物と
比べる活動を位置付ける。



「やないづアイテム」による取組の継続

1 注目してみると 16 全体で見ると 1 くらべて 16 もう一度確かめると 31 原因　どうして？

2 何でできているか 17 速さでみると 2 同じ所は？ 17 前の学習から 32 例えば

3 電流の向きで見ると 18 形で見ると 3 ちがう所は？ 18 同じ単元の学習から 33 ある・なし

4 電流の大きさで見ると 19 方位で見ると 4 ～と同じように 19 違う単元の学習から 34 この方法でははっきりしない

5 広さで見ると 20 きょりで見ると 5 ～によってちがう 20 ○年生の学習から

6 高さで見ると 21 大きさで見ると 6 予想とくらべて 21 生活けいけんから

7 場所で見ると 22 重さで見ると 7 予想が合っていたか 22 見たことがある

8 部分で見ると 23 ～すると・・・になる 8 他の物もそうか 23 関わっている？

9 位置で見ると 24 ～するほど・・・になる 9 どれも同じ→きまり 24 つなげて

10 数で見ると 25 空気は 10 みんなの結果から 25 考えをつなげて

11 動き方で見ると 26 水は 11 みんなの結果とくらべて 26 だったら・・・

12 長さで見ると 27 金属は 12 いえることは？ 27 理由は

13 明るさで見ると 28 体積で見ると 13 分かったことは？ 28 逆を考えると

14 時間で見ると 14 まだ分からないことは？ 29 図を使って

15 色で見ると 15 前は…／今は… 30 目に見えない物をイメージ図で表すと

４　年　２　組　　　　　　アイテム一覧

見方のアイテム 考え方のアイテム

1 全体で見ると 1 くらべて 1 全体で見ると 1 くらべて

2 部分で見ると 2 同じ所は？ 2 部分で見ると 2 同じ所は？

3 大きさで見ると 3 ちがう所は？ 3 大きさで見ると 3 ちがう所は？

4 色で見ると 4 他の物もそうか 4 色で見ると 4 他の物もそうか

5 形で見ると 5 前の学習から 5 形で見ると 5 前の学習から

6 数で見ると 6 生活けいけんから 6 数で見ると 6 生活けいけんから

7 長さで見ると 7 つなげると 7 長さで見ると 7 つなげると

8 時間で見ると 8 このことから 8 時間で見ると 8 このことから

9 方位で見ると 9 方位で見ると 9 関わっている

10 ～すると・・・になる 10 ～すると・・・になる 10 もし～ならば

11 ～するほど・・・になる 11 ～するほど・・・になる

中学年　令和２年度への引継ぎアイテム一覧
３　年　→　４　年 ４　年　→　５　年

見方　１１アイテム 考え方　８アイテム 見方　１１アイテム 考え方　１０アイテム

各学級の財産を精査し、次学年へ累積・継続



学年 よく使うアイテムの順番

3年生 形 色 ☆くらべて

4年生 ☆くらべて 前の学習から ちがい

学年 よく使うアイテムの順番

3年生 前の学習から ☆経験から 形

4年生 前の学習から ☆つなげて ☆くらべて

（2020年12月実施アンケート）

各学年の「やないづアイテム」の変容

（2020年6月実施アンケート）

学年 よく使うアイテムの順番

5年生 前の学習から ☆くらべて 経験から

6年生 経験から 前の学習から ☆くらべて

学年 よく使うアイテムの順番

5年生 ☆くらべて ☆関連付けて 前の学習から

6年生 ☆くらべて 前の学習から ☆他もそうか



「やないづアイテム」の出口

アイテム数

学年

低学年 中学年 高学年

精選されたアイテムを自在に駆使できる



「見方・考え方」を働かせている子どもの発言



学習指導要領で示される「見方・考え方」

エネルギー 粒子 生命 地球

量的・

関係的

質的・

実体的
共通性・
多様性

時間的・

空間的

全領域

原因と結果、部分と全体、定性と定量

全領域

比較、関係付け、条件制御、多面的に考える

見
方

考
え
方



「見方」を子どもの言葉で示すと

量的・

関係的

質的・

実体的
共通性・
多様性

時間的・

空間的

「〜すれば〜
するほど」

「〜が変わる
につれて〜」

「〜の性質
（特徴、様
子）は」

「〜見えない
けれど…」

「同じ（違う）
ところは…」

「他の〜でも
…」

「時間（季節、
年）によって」

「広がりで見
ると…」

Effect-1
効果-1



「見方」を子どもの言葉で示すと

原因と結果 部分と全体 定性と定量

「〜は関係してい
る（いない）」

「〜だから」「〜に
よって」

「細かく（大きく）み
ると」

「ここでは（全体で
は）…」

「性質（特徴、様
子）は」

「数（量、割合）
は」



子どもから生まれた
問題解決に重要な「アイテム」

真偽の検討

「〜は本当に言えるか」
「ここまでで言えることは…」
「今、わかっているのは…」



Effect-1
効果-1

（2020年12月実施アンケート）3年生のふりかえり 4年生のふりかえり

5年生のふりかえり 6年生のふりかえり

約98％



学年
自分が使う
アイテム数

よく使うアイテムの順番(左から1位)

1年生 14 色 大きさ 数

2年生 13 試す 前の学習から 図を使って

3年生 10 前の学習から ☆経験から 形

4年生 9 前の学習から ☆つなげて ☆くらべて

5年生 19 ☆くらべて ☆関連付けて 前の学習から

6年生 9 ☆くらべて 前の学習から ☆他もそうか

全校の「やないづアイテム」の使用状況



72%

27%

1%

とても思う 思う

あまり思わない 思わない

質問「やないづアイテム」は有効ですか？

第52回全国小学校理科研究協議会参加者アンケート調査（2019.11）



第52回全国小学校理科研究協議会参加者
アンケート調査（2019.11）

参観者の声
◎柳津小の先生方の挑戦する姿に感動しました。全ての教員が手本にすべきだと思
いました。（東京都）

◎「見方・考え方」を価値付ける「やないづアイテム」は、自校に持ちかえって全
体で実践したいと思いました。（兵庫県）

◎「見方・考え方」を働かせることを「やないづアイテム」を授業を通し目の当た
りにすることですっきりしました。（愛知県）

◎子ども達が課題に対して一人一人自分で問題を見つけ、仮説、解決方法を考え、
自分の手で 確かめようとする姿に児童のたくましさをみました。（岐阜県）

●「やないづアイテム」を使うことが目的になるような指導にならないかと思いま
した。（千葉県）

●「見方」に関するアイテムの認識が少し弱くないかと思いました。（福岡県））



Solution-2
解決策-2

How can teachers make students become aware of 
the value of their problem solution ability?

子どもが獲得した問題解決の力の価値を自覚するには？



創造的な問題解決学習

Creative Problem Solutions Learning



「見方・考え方」を自在に働かせて
新たな問題を解決していく

NEW



３年生「風とゴムのはたらき」



３年生「風とゴムのはたらき」

・風の強さを変えると、
進む距離が変わる。（関係的）

・風の強さが強いほど
進む距離は長くなる。（量的・関係的）

・ゴムを長く伸ばすほど、
ゴムがもとに戻る力が
大きくなる。（量的・関係的）

ばねも風やゴムと同じだ。
加えた力が大きいほど、ものを動かす距離は長くなる。

４年：ととじこめた空気と水

量的・関係的見方

NEW



4年生「とじこめた空気と水」



4年生「とじこめた空気と水」

・閉じ込めた空気は圧し縮めら
れ、もとにもどろうとする。
（質的・実体的）

・閉じこめられた空気の体積は
小さくなればなるほど、圧し
返す力は大きくなる。
（量的・関係的）

泡は水とは違い、空気に近くて、
泡が閉じこめられると、もとにもどろうとする。

・水は圧し縮められないか
ら、ぎゅっとつまっている。

（質的・実体的）
・閉じこめられた水の体積は
変化しないから、圧し返す
力もない。（量的・関係的）

質的・実体的見方

NEW



３年生「風とゴムのはたらき」

約88％
Effect-2

効果-1

約82％
4年生「とじこめた空気と水」

アイテムによる
内容獲得の実感



Achievements
成果

◎単元の進行や学年が上がるにつれ、子どもは「やない
づアイテム」を獲得、形成していくことが判明した。
子どもの言葉をもとに生み出す「やないづアイテ
ム」は「見方・考え方」として有効である。

◎「見方・考え方」を駆使して新たな問題に立ち向かう
問題解決学習により、約80％近い子どもが内容の獲得
にも有効に働いた。
創造的な問題解決学習は、子ども達が獲得した問題
解決の力等の価値を自覚するものとして有効である。



Challenges
課題

●やないづアイテムの中には、活用の意図が曖昧であるものや
教科の本質に結びつかないものも含まれている。
子ども達から生み出した「アイテム」は、共有化を図るた
めに子どもの手による精選やカテゴライズが必要である。
内容知の深まりに結びつく「アイテム」の吟味とその関連
性をさらに検証する必要がある。

●位置付けた創造的な問題解決学習の中には、新たな問題に対
して身に付けた力を駆使することに関連しない活動もある。
子どもにとって、「アイテム」を駆使して解決する必然の
ある学習活動とする必要がある。




