
平成19年 度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ：佐 島 　 　規

所 在 地 ：東京都 日野市百草 ８９６－ １

電話番号 ：042－593－2351

Ｉ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　　閑静な住宅街の中にあり，自然環境や大学等，

社会環境にも恵まれている。

　　特に，地域の自然を十分に活用した環境学習，

　体験学習や地域の人材を活用 した授業などを実施

　し，地域全体から児童の豊かな人間性の育成に向

けた取 り組みを行っている。

　　ほとんどの家庭が健全な教育力を有 し，教育に

対しての関心が高い。また，地域も本校の教育活

動に協力的である。

　　明るく素直な児童が多く、学習方法等を丁寧に

支援すると，児童は学習内容を正確に理解 し基礎

学力をしっか りと身に付けることができる。

　　また，児童会活動が盛んで中学校進学後 も生徒

会等で活躍 している児童が多い。

　　学習面では，知識が豊富な児童は多いが，その

知識が体験に基づいた理解 とはなっておらず，観

察 ・実験などの活動は好むが，観察 ・実験の結果

から考える活動はあまり好まない傾向がある。

２　 学校の概要 （平成19年 ５月 １日現在）

教員数　 ２２名 （０名 ）

　　※ （　）内は、指定を受けた教科担当の教員数

Ⅱ　研究の内容及び成果等

１　 調査研究について

(1)研 究主題

　　 「感 じる　気づ く　考える」

～自ら知を創造する理科学習を目指して～

(2)平 成19年 度の調査研究のねらいと対象

［調査研究のね らい］

　　日置調査官より平成17年 度学力の把握に関

する研究指定校 （小学校理科）重点単元一覧に

ついてご指導をいただき，平成17年 度の報告書

に挙げられている内容を整理 したものを基に，

実際に取り組む単元を定め，調査研究を進めて

きた。

　 平成18年 度の調査研究をとおしての成果 と

課題から，本校の児童は全体的に知識が先行 し

ていて環境を十分に生かして自然の事物や現象

と積極的にかかわっているとはいえず，生活体

験が不足している。つま り，知識はあるけれ ど，

体験に基づいた知識 となっていないとい う問題

が見えてきた。

　 平成18年 度 と今年度の実態調査を比較する

と，実験方法を考えた り，実験結果を基に考察

した りすることを苦手と感 じている児童の割合

は研究の成果もあり，５％ほど減少したが，他

の質問項目に比べ，好きと答えた児童の割合は

少なく，体験不足 とともにその体験の中で自分

から様々な事に気づいたり，考えたりしていく

ことが苦手であるとい う実態が見えた。

　 そこで，平成18年 度の課題解決に向け，引

き続き重点単元一覧に示 されている単元の中

から，実施する単元を定め，重点単元の課題

を解決す ることをね らいとして研究を行 って

いくこととした。

　 研究を進 めるに当たっては，単なる評価方

法等の研究にとどま らず， 本校の児童が楽 し

く理科を学び， 自ら知を創造することができ

るようになるための 「授業づくり」を中心に

捉え、平成18年 度の成果と課題か ら 「教材の

工夫」「学習過程の工夫」「評価 と指導の工夫」

の ３点の具体的な手立てを考えなが ら授業研

究を行った。
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［調査研究の対象］

第 ４学年

第 ６学年

２　児童生徒の学習の実現状況と考察

　(1)第 ４学年Ｂ 「電池のはたらきを調べよう」

　　［実現状況］

　　 ①　全ての観点で，90％ 以上の児童が，「おお

むね満足できる」状況(Ｂ)を達成 し，そのう

ち60％ から70％ の児童が「十分満足できる」

状況(Ａ)を達成 していた。

② 「思考 ・判断」に関 しては，95％ の児童

が 「おお むね満足で きる」状 況(Ｂ)を 達

成 し，その うちの半数以上の児童が， 「十

分満足 できる」状況(Ａ)を 達成 していた。

実験を通 しての話し合い

［考察］

① 今まで目にしてきた豆電球やモーター

ではなく，電子オルゴールを使用し、音

を題材に した ことで児童の学習への関

心 ・意欲を高め，実感的な理解 を深める

ことができた。

② 各 自が考えた回路を検証 し，班で話 し合

ってまとめていく過程で様々な考えを共

有することができた。また，ＩＣＴや模型

を活用 して実験結果を示 したことにより，

頭で考えていたことが具体的になり，新た

な気付きを発見する手立てとなった。

(2)第 ６学年 Ｂ 「ものの燃 え方 と空気」

［実現状況］

　　 ① 「関心 ・意欲 ・態度」に関 しては， 全

ての児童が， 「おおむね満足できる」状況

(Ｂ)を達成 している。 その うちの92％ の

児童が，「十分満足できる」状況(Ａ)を 達成

していた。

　　 ② 「思考 ・判断」，「技能 ・表現」の2観

点 に関 しては，90％ 以上 の児童が， 「おお

むね満足で きる」状況(Ｂ)を 達成 している。

その うち，70％ 以上の児童が， 「十分満足

できる」状況(Ａ)を 達成 していた。
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　　　　　　　　　　　実験の予想を立てる

［考察］

① 導入で実際に，「薪を燃やす体験」をし

たことが，単元の終わ りまで児童の興味 ・

関心をつなぐ結果となった。

② 見えない気体を記号で表し（モデル化），

説明を加えるワークシー トを活用 したこ

とで，児童は自分の考えを整理することが

できた。また，視覚的に伝えやすく，考え

をみんなで共有するのに有効だった。

③ 単元のまとめに一人一人が レポー トを

作成 した。 自分なりの考えを書く児童や，

薪を燃やす体験を振 り返ってまとめる児

童など，身近な環境に結びつけるとともに

地球規模の温暖化の問題など，日常生活に

帰着した内容を記載する児童が多くな り，

内容が充実した。

　　　　　　　　　　　　　　　実験の説明を聞く

３　評価方法に関する研究成果

(1)　 昨年度の研究の成果を生かし，生活から学

習へ，学習から生活へと理科の学習過程を組

み立て，実感的な理解を深めることができた。

(2)　 児童の仮説を大切に した実験を行い，実験

結果から考察を導き出 したり，次の実験方法

を考えたりしたことで，児童の学習意欲が増

し，主体的に学習に取 り組むことができた。

(3)　 模型を使い，視覚的に分かりやすく提示す

ることができ，考えを共有 しやすかった。

(4)　 「科学的な思考」を評価するための一助と

　 してワークシー トを工夫 した。児童が予想 し

たことを図や言葉で表すことで，児童の思考

が目に見えるようになった。また，児童は毎

回ワークシー トに図や言葉を書 くとい う行為

を通 して，「科学的な思考」を存分にはたらか

せていた。

(5)　 モデル図を使ったワークシー トによって，

児童の予想が何通 りも出た。

(6)　 目に見えないものを記号で表 した り，説明

や考えを文章化 した りするワークシー トの使

用により，児童の思考の過程が読み取 りやす

く，評価に生かすことができた。

(7)　 仮説→実験 →結果→考察→結論という組み

立てで授業を行 うことで，児童は見通 しをも

って学習に取 り組むことができた。また，「自

分の考えた方法でや りたい。」とい う声が上が

るようにな り，考えて実践することに楽 しみ

を覚えたようである。失敗 したときもその原

因を追究す るなど，最後まで意欲的に考え、

取 り組むことができた。

４　成果の普及と今後の展望

　成果の普及については，平成19年11月 ２日（金）

に行った ２年次の研究発表会を中心に，研究紀要，

リーフレット等で行ってきた。

　今後は，研究を継続 しながら研究発表会で実施 し

た単元を含めて研究成果を整理 し，研究指定校事業，

研究協議会等で広 く全国に発信 していく。

―104―



資料 【本研究の成果】… 意識調査 （平成19年10月 実施）から見える児童の育ち

①理科の学習

②実験をすること

③予想をたてること

④理科がわかるようになった

【以前より理科の学習が好きになったか】

　意識調査の結果，以前より理科の学習が 「好

きになった」 と回答 した児童が， ４年生では

79％， ６年生では70％ になった。

　単なる活動の楽 しさだけではなく，考えるこ

との楽しさを目指 した授業実践で，更に理科好

きの児童が増えたことは，研究の大きな成果で

あ る。

【以前 より実験 をす ることが好きになったか】

　 ５月に実施 した ２年次のア ンケー ト調査の結

果で も，実験 をす ることが，「とて も好 き ・好 き」

と考える児童が多かった。

　 今回， 更 に 「好 きになった」 と回答 した児童

が、４年生では88％， ６年生では79％ になった。

これは， 体験の充実 として様 々な教材の工夫を

行ってきた結果であると捉 えるこ とができる。

【以前より予想をたてることが好きになったか】

　以前は苦手であった 「予想 をたてること」に

ついても 「好きになった」と回答 した児童が大

幅に増加 した。

　児童自ら知を獲得していくような思考過程を

大切に した授業へと改善を図 り，ワークシー ト

や黒板掲示を工夫 し，「言語化」「モデル化」な

どの手立てを図った成果であると考える。

【以前より理科がわかるようになった】

　 ６年生児童には，「知識 ・理解」にかかわる自

己評価を行った。その結果，「わかるようになっ

た」と回答 した児童が，半数を超 えた。

　 自分なりに根拠をもって予想を立てたり，実

験方法を考えたりしながら学習を進めていくこ

とが，知識 ・理解の定着に結び付いていると捉

えることができる。
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平成19年 度学力の把握に関す る研究指定校事業研究協議会資料

校長名　 ：梅田　眞

所 在地 ： 京都府 乙訓郡 大 山崎町字 円明 寺小字

百百18番 地

電話番号 ：075－956－2366

Ｉ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　 本校は，明治6年 に開校し，今年で135年 目を

むかえる歴史のある学校である。児童数は486名，

17学 級の中規模校である。校区には世に 「天王山

の戦い」で有名な天王山があり，東海道新幹線や

ＪＲ東海道本線，名神高速道路などの交通網が南

北に貫き，歴史的な遺跡や文化財が多く点在して

いる。地域の方々の温かい支援のもと，子 どもた

ちは健やかに育っている。

　 平成19年 度 ６月に児童 （３年～ ６年　324

名）対象の理科に関わる実態調査アンケー トを実

施 した。

　 その結果は次のとお りである。

　 約 ９割の児童が理科の学習が好きであり，理科

の授業はよく分かると回答 していて昨年度同時

期 （平成18年 ６月）より伸び （88％→92％）が

見られた。

　 一方，自分の考えで予想 して実験や観察をする

ことについては前回よりあま り伸びが見 られな

かった。この結果を踏まえ，自分の予想をグルー

プ内で交流 して観察 ・実験をすすめるようにする

など，研究をさらに深めることにした。

２　 学校の概要 （平成19年 ５月 １日現在）教員数　26名

Ⅱ　研究の内容及び成果等

１　 調査研究について

(1)研 究主題

　　自然や科学技術に関心をもち，それらに意図

的に働きかけることのできる児童の育成

一指導と評価の工夫改善を通 して，自然や科学

技術に関心を高める授業研究－

(2)平 成19年 度の調査研究のねらいと対象

　［調査研究のねらい］

　　本校では，研究のねらいを設定するために昨

年度 「児童の理科に関する意識調査」（実施時

期：平成18年 ６月，対象児童 ：３年～６年　319

名）を実施 した。この意識調査により，下記の

ような児童の実態が判明した。

　　○８割以上の児童が理科の学習が好きである。

　　○観察 ・実験など直接体験できる学習は好き

である。

　　○９割程度の児童が理科の学習は生活に役立

つと考えている。

　　●分からないことや興味をもったことを自主

的に調べ解決しようとする姿勢に欠ける。

　　●調べたことや実験結果を自分の言葉で説明

することが苦手である。

　　この意識調査の結果をもとに，以下の４点を

研究仮説として研究を進めることとした。

①　見通しをもって観察，実験，栽培，飼育を

行 うことにより，自然や科学技術に関心をも

ち，事物や現象へ意図的に働きかけることが
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できるのではないか。

②　理科に関わる環境を整備 し，発展内容や 日

常生活との関わりを一層重視することにより

児童の学ぶ意欲を高めることができるのでは

ないか。

③　評価規準を明確にし，指導 と評価を工夫改

善することにより，一人一人に 「確かな学力」

を身に付けさせることができるのではないか。

④　ＰＩＳＡ型読解力を身に付けることを意識

した授業を行 うことにより，児童は，自分の

考えや根拠を明らかにして表現することがで

きるのではないか。

［調査研究の対象］

（第 ３学年から第６学年）

２　児童生徒の学習の実現状況と考察

(1)本 校の授業モデル

　 本校では，「授業の基本パターン」を大事にし

て授業作りを行ってきた。「授業の基本パター

ン」とは，《課題の把握→予想→観察 ・実験→

結果記録→考察 ・意見交流→課題の解決→原

理 ・法則→新たな課題 》という流れで学習をす

ることである。図式化すると以下のようになる。

　 基本的には，どの単元でもこのような流れを

意識 して授業作 りを行 うことにより児童は,見

通しをもって学習に取り組むことができた。

(2)重 点研究単元の研究課題と実践内容

　① 第６学年Ａ 「ヒトや動物の体」

　　ア　指導上の課題

　　　　 この単元は実際に観察や実験をして調

べる内容が少なく，説明を聞いたり，書籍

などで調べた りして学習をすることが多

い。そのため児童にとっては，ヒ トや動物

の体に対する関心 ・意欲 ・態度が低いと考

えられる。また，自分の体の内部という身

近ではあるが見えないものを学習するた

め，体循環と肺循環を示したモデル を通し

て，児童は考えたことをまとめた り，発表

したり，再考したりしながら，理解を深め

ることが大切である。
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イ　課題に関する研究仮説

　 ・　 人間の体について素朴な疑問を大切に

し，書籍やインターネ ットを活用 して

調べ活動を行 うなど主体的な学習を行 う

　　ことにより，ヒトや動物の体に対する関

心 ・意欲 ・態度が高まると考える。

　・　 目に見えないものを目に見えるように

する教材教具の工夫により，ヒトや動物

の体に対する観察・実験への意欲を高め，

表現する力が身に付くと考える。

ウ　実践内容

　 ・ 調べ学習では書籍だけでなくインター

ネットを活用 した。また，人体の様子を

提示するときは，「理科ねっとわー く」

（独立行政法人　科学技術振興機構）の

コンテンツを活用 して児童に対して視

覚的に訴えることで興味を高めた。

　 ・　 血液が酸素を運んだり，二酸化炭素を

運んだ りする様子を児童に提示するた

め，馬の血液に酸素を注入したり，二酸

化炭素を注入 したりすることで血液の

色が変化する様子を提示 した。

　 ・　 目に見えないものを目に見えるように

して指導するためのモデルを作成 し，循

環の様子を提示 した。体循環と肺循環を

分かりやすく説明することができた。

体循環と肺循環を示したモデル

② 第 ５学年Ｃ 「流れる水のはたらき」

　 ア　指導上の課題

　　・　 流れる水には地面を削ったり，石や土

を運んだり積もらせた りするはたらきが

あり，その働きにより地形が形成される

が，それには多くの時間がかかっており，

児童が，そのことを自分たちの生活と関

連付けて捉えるのは難 しい。また，流水

のモデル実験を行うときは，一斉指導で

はなく，少人数で実験を行い，問題解決

のために，どのような実験方法をすれば

良いかを考えさせていくことが大切であ

る。

　イ　課題に関する研究仮説

　 ・　 地形変化には長大な時間がかかってい

ることを捉えさせるため，地域の川の様

子を観察 したり，大山崎町歴史資料館 と

連携 し，古地図と現在地図を比較 したり

する学習を取 り入れればよいと考える。

　　 ・　 流水のモデル実験の方法を児童が計画

を立てたり，少人数で実験することによ

り，児童は見通しをもって主体的に実験

を行い，観察 ・実験の技能 ・表現が身に

付 くのではないかと考える。（教材 ・教具

の工夫）

　 ウ　実践内容

　　 ・　 地域の山 （天王山）に登 り，木津川，

宇治川，桂川が合流し，淀川になる三川

合流の様子を観察した。その後，大山崎

町歴史資料館の学芸員 と連携し，古地図

と現在地図を比較するなど，流水による

地形の変化が自分の住んでいる土地と

も関連 していることを理解させた。

天王山から三川合流を観察 した様子
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社会人講師による 「流水による地形の変化」の授業

　　　 ・　 インターネット上の航空写真を活用 して,

自分の住んでいる地域を鳥瞰的に観察し,

住んでいる地域と川が関わっていることを

視覚的に理解できるようにした。

　　　 ・ 少人数でモデル実験を行 うため，合板を

利用し，その上に土を載せてモデルを作成

した。傾斜を自由に変えられるので児童は

自分たちが設定した課題に合った実験を

行い，観察 ・実験の技能を高めることがで

きた。

　　　　 合板を利用したモデル

(3)教 材 ・教具の工夫

① 第４学年Ｃ 「月と星」

　　 発展学習として 「なぜ，月の見え方が変わ

るのか」を考えさせるため，モデル実験を行

った。少人数でのモデル実験だったので全員

が月の見え方の違いを体験できた。

第 ４学年Ｃ 「月と星」モデル実験の様子

② 第３学年Ｃ 「日なたと日かげ」

　　太陽と影の動きの関係を理解させるために

モデル実験を行った。屋外で実際に観察した

後，特別教室 （方位が屋外と同じ関係の教室）

でまとめをした。この実験では，児童に太陽

の役割をさせることで，影のできる方角だけ

でなく，太陽の高度についても捉えることが

できた。

太陽と影の動きの関係を理解させるためのモデル

　 ③ 第６学年Ｂ「水溶液の性質」（平成18年 度）

　　　 ムラサキキャベツを使って作った自作の試

験紙を使い，身近な水溶液の性質を調べた。

自作の試験紙とい うこともあり，扱いが丁寧

で集中して実験できた。また，意欲の高い児

童は，自宅に帰っても様々な水溶液を調べて

おり，有意義な教材であった。
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ムラサキキャベツを使って自作した試験紙

④ 第４学年Ｂ 「もののあたたまり方」

（平成18年 度）

　　目に見えない温度の変化を捉えるためにサ

ーモテープを利用 して実験を行った。水がど

こから温まるのかを理解するのに役立った。

　　　 サーモテープを利用した案験の様子

(4)PISA型 読解力の育成を意図した指導の改善

　① 自然の事物や現象に対 して目的意識や一定

の視点をもたせながら児童が観察 ・実験でき

るようにした。

② 予想をする場面では，自らの経験や既習の

内容から論理的に推論できるようにした。ま

た，実験の結果が予想と違った場合は,なぜ，

実験結果が違ったのかを考えさせるようにし

た。

　③ 観察や実験の結果をまとめる場面では，図

表，言葉，グラフなどに整理しながら多面的

にまとめられるように指導した。

④ 実験の結果を記した後，考察する場面では，

学級または少人数グループで話 し合い，再考

する時間をとることでより深く考え学び合え

るようにした。

　　　　　　　 ワークシー トの例

　⑤ 実験の結果をまとめる場面では，キーワー

ド（その学習で押さえるべき言葉，原理・原則

を捉えるために必要な言葉）を児童の話し合

いから抽出し，その言葉を使ってまとめられ

るようにした。

(5)理 科カリキュラムの作成

　　各単元の発展内容を教育課程に位置付け学

習 した。また，総合的な学習の時間と関連付け

て 「ものづくり」を行い，単元内容を広げ，理

解を深めるとともに，実生活において理科で学

んだことがどのように活かされているのかを

理解できるようにした。

(6)児 童の関心 ・意欲を高める環境づくり

　　児童が理科への関心 ・意欲を高めるために理

科コーナーを設置して理科に関わる様々な事を

紹介 したり，理科集会を開催 し，自然や科学技

術に触れたりする機会をもった。

理科集会の様子
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３　評価方法に関する研究成果

(1)評 価規準の作成と検討

　　 評 価規準作成に当たって，より活用できるよ

うにするため 「努力を要する児童への手立て」

として 「具体的な言葉かけ」を明記 し，各時間

のどのような場面でつまずきが見られ，どのよ

うな手立てが必要であるかを検討した。

　　※ 「具体的な言葉かけ」の例

　 第 ５学年Ｃ「流れる水のはたらき」

　　 おおむね満足できる状況 「雨水の流れたあと

に，砂が削られているところとたまっていると

ころができているのは，流れる水のはたらきに

よると考えている。」に達しない場合，

　　・「雨水の流れなかった場所と，流れた場所を比

べてみよう。どんな違いがあるのかな。」

　　・「削られたところや砂がたまっているところを

触ってみよう。」

(2)評価 方法の工夫

　 ① 評価を活かす工夫

　　　 評価表を活用することで，１単元で各観点

を複数回評価できるようにした。児童の学習

状況を評価表に記録することで，Ｃの児童を

Ｂに引き上げるための手立てをすることが

できた。（教師からの具体的な言葉かけ，ワ

ークシー トの工夫など）

　　　　　　　　評価表の例

② 評価会議の設置

　　授業後，児童の評価を検討するため評価会

議を設置した。行動観察の検証や児童のワー

クシー トを複数で検討す ることにより，客観

的に評価できた。

４　成果の普及と今後の展望

　(1)成 果の普及

　　①　本校の研究発表会による発表 （実践発表，

研究紀要の発行）

　　② 平成19年 度小学校教育課程京都府研究大

会での実践発表

　　③ 乙訓小学校教育研究会理科部会での報告

　④ 本校ホームページでの公開

　(2)今 後の展望

　　　 「児童の理科に関する意識調査」の経年比較

によると，「理科が好きか」「理科の勉強はわか

るか」という項 目については伸びがみられ，９

割以上の児童が肯定的な回答をしている。さら

に，理科コーナーを設置したり理科集会を実施

したりすることで，児童にとって理科とい う教

科がより魅力的なものになってきたようであ

る。また，授業研究を重ねることで，「授業の

基本パターン」が定着し，児童は見通しをもっ

て学習することができるようになってきた。今

後も 「授業の基本パターン」を大事にして授業

作 りを行 うようにしたい。

　　　課題としては，「文章や資料から考えること

ができるか」や 「調べたことを自分の言葉で説

明できるか」という項目について，一定伸びが

見られたがまだ不十分といえる。そこで,今 後

は，他教科 ・他領域でも文章や資料から考える

場面を設定したり，調べたことを自分の言葉で

説明したりする場面を設け，児童の意識や表現

力を高めていきたい。また，今まで以上に理科

で学習したことを実社会 ・実生活と関連付けて

指導することで 「自然や科学技術に関心をもち，

それらに意図的に働きかけることのできる児

童の育成」 を図っていきたい。
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