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本指導事例集（冊子）の見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 略称 

平成 30年度全国学力・学習状況調査【小学校】解説資料 

        同         【中学校】解説資料  
解説資料 

※ 本指導事例集では，次の資料については略称を用いています。これらの資料は国立教育政策研究所の 

Webページに掲載しています。 

事例に関連する学習指導要領の領域・内容を

示しています。 

１．関連する学習指導要領の内容 

平成 30 年度全国学力・学習状況調査の解説資

料や報告書に基づき，「分析結果と課題」，「学習

指導に当たって」の項目から，事例に関連する

内容を記載しています。 

２．平成 30 年度全国学力・学習状況調査の結果から 

全国学力・学習状況調査の調査結果で見られ

た課題を解決するために大切と考えられる点や

工夫した点等を記述しています。 

（１）単元の目標 

 

（２）単元の評価規準 

 

（３）単元の指導計画 

配当時間と学習内容を示しています。 

学習内容については，小学校では「主な学

習活動」，中学校では「学習の内容」と「主

な学習活動」として記載しています。 

４．単元：○○○○○ 

解説資料で示されている

「活用の視点」等を表して

います。 

３．本指導事例では 
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資料 略称 

平成 30年度全国学力・学習状況調査【小学校】報告書 

同         【中学校】報告書 
報告書 

（１）本時の目標

（２）展開例

映像資料に収録した授業を指導上の留意

点や評価等とともに記述しています。ま

た，授業の各場面で「活用の視点」等に照

らして大切と考えられる事項を，小学校で

は「指導の工夫」，中学校では「指導のポイ

ント」として示しています。

５．本時：○○○○ 

「５. 本時」で記載した小学校では「指導の

工夫」，中学校では「指導のポイント」や本事例

での具体的な指導の工夫等について詳しく記述

しています。 

６．本事例における指導の工夫等 





小学校指導事例

1
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（１）単元の目標

物の形や体積に着目して，重さを比較しながら，物の性質を調べる活動を通して，それらにつ

いての理解を図り，観察，実験などに関する技能を身に付けるとともに，主に差異点や共通点を

基に，問題を見いだす力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

分析事例１ 物は，形が変わっても重さは変わらないのだろうか

〔第３学年〕 Ａ (１) 物と重さ

２．平成30年度全国学力・学習状況調査の調査結果から

１．関連する学習指導要領の内容

【分析結果と課題】

・ より妥当な考えをつくりだすために，複数の情報を関係付けながら，分析して考察することに

課題がある。〔２(４)正答率60.0％〕〔報告書P.40〕

【学習指導に当たって】

〇 複数の情報を関係付けながら，多面的に分析して考察できるようにする。

複数の情報を収集して児童同士が共有し，それらを関係付けるための話合いを重視することが

大切である。

ここでは，第３学年「物と重さ」を指導事例として挙げている。「物は，形が変わっても重さ

は変わらないのだろうか」という問題について，実験結果を基に，粘土などの物の形と重さとの

関係について考えたり，話し合ったりするなどの活動の充実を図ることで，複数の情報を関係付

けながら，多面的に分析して考察できるようにしている。また，機器の使用については，算数科

の学習との関連を図るとともに，児童の実態に応じて指導の工夫を行うようにしている。

４．単元：物と重さ （全８時間）

３．本指導事例では

【指導のポイント】

○ 目的に応じて情報を整理した上で考察を行う場面を設定する

児童が物の材質を意識できるようにするために，教師は児童が実験結果を材質ごとに色分けし

て付箋に書き込むことができるようにしている。また，それを使用して個人の実験結果をグルー

プで整理し，整理した結果を基に個人で考察し，それをグループで共有し，グループでの考察も

行う。次にグループで整理した実験結果とそれを基にした考察をクラスで共有できるようにして

いる。

実験結果には，誤差が含まれることが考えられる。器具の適切な操作を確認することや，他者

の実験結果と照らし合わせたり，実験結果を全体で把握できるようにしたりすることで，実験結

果の傾向を読み取ることができるようにしている。
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（２）単元の評価規準

（３）単元の指導計画（全８時間）

次 主な学習活動

第一次 物の重さを調べよう

(４時間) ■形を変えた粘土の重さを比べ，形による重さの違いについて話し合う。

【問題】粘土は，形が変わっても重さは変わらないのだろうか。

■形が変わったときの粘土の重さについて，予想や仮説を発想する。

■解決の方法を発想し，実験する。

・粘土の形を変えて，重さを調べる。

・重さを調べるときは袋に入れて，量が変わらないようにする。

■実験結果を整理し，考察する。

・グループの実験結果を基に考察する。

・実験結果から考えたことを，学級全体で共有する。

■形が変わったときの粘土の重さについて考え，結論を導き出す。

【結論】粘土は，形が変わっても重さは変わらない。

■粘土での実験を受けて，他の物でも同じように形を変えても重さは変わらないのかにつ

いて話し合い，問題を見いだす。

【問題】物は，形が変わっても重さは変わらないのだろうか。

■形が変わったときの物の重さについて，予想や仮説を発想する。

■解決の方法を発想する。

■問題と予想を確認する。

■解決の方法を確認し，実験する。

■実験結果を整理し，考察する。

・グループの実験結果を基に考察する。

・実験結果から考えたことを，学級全体で共有する。

■形が変わったときの物の重さについて考え，結論を導き出す。

【結論】物は，形が変わっても重さは変わらない。

第二次 物の重さをくらべよう

(４時間) ■食塩と砂糖を区別する方法を話し合う。1 kgの食塩と砂糖を手で持ったり，見て比べた

本時（３・４／４）

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

①物は，形が変わっても重さは変 ①物の性質について，差異点や共 ①物の性質についての事物・現

わらないことを理解している。 通点を基に，問題を見いだし， 象に進んで関わり，他者と関

②物は，体積が同じでも重さは違 表現するなどして問題解決して わりながら問題解決しようと

うことがあることを理解してい いる。 している。

る。 ②物の性質について，観察，実験 ②物の性質について学んだこと

③物の性質について，器具や機器 などを行い，得られた結果を基 を学習や生活に生かそうとし

などを正しく扱いながら調べ， に考察し，表現するなどして問 ている。

それらの過程や得られた結果を 題解決している。

分かりやすく記録している。
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りしながら，材質と重さの関係について考える。

【問題】食塩と砂糖は，体積が同じでも重さは違うのだろうか。

■体積をそろえたときの食塩と砂糖の重さについて，既習の内容や生活経験を基に，予

想や仮説を発想する。

■解決の方法を発想し，実験する。

■実験結果を基に，体積をそろえたときの食塩と砂糖の重さについて考察する。

【結論】食塩と砂糖は，体積が同じでも重さは違う。

【問題】物は，体積が同じでも重さは違うのだろうか。

■体積をそろえたときの物の重さについて，既習の内容や生活経験を基に，予想や仮説

を発想する。

■解決の方法を発想し，同じ体積の物（木，鉄，アルミニウム，プラスチック，ゴムな

ど）を使って実験する。

■実験結果を基に，体積をそろえたときの物の重さについて考察する。

【結論】物は，体積が同じでも重さは違うことがある。

（１）本時の目標

「物の形を変えたときの重さの変化について，観察や実験などを行い，得られた結果を基に

考察し，表現することができるようにする」ことを本時の目標として，平成30年度全国学力・

学習状況調査の調査結果を踏まえた課題を基にした，「粘土以外の物の形を変えたときの重さ

について，複数の実験結果を基に分析して考察し，自分の考えを表現することができるように

する」ことを達成できるようにする。

（２）展開例

◆ 指導・支援，留意点

学 習 活 動 〇 児童の学習状況を確認

◎ 児童の学習状況を評価

＜前時までの様子＞

「粘土は，形が変わっても重さは変わらないのだろうか」という問題に対して，生活経験を基

に，予想や仮説を発想し，粘土を使って実験を行った。そして，自分と他者の実験結果を基に，

「粘土は，形が変わっても重さは変わらない」という結論を導き出した。その後，どんな物で

も，形が変わっても重さは変わらないと言えるのかについて話し合い，複数の物で調べる必要性

に気付き，粘土以外でも実験を行うことになった。

１．問題の確認

■前時を振り返り，本時の問題を確認する。 ◆前時の振り返りを紹介したり，粘土の形を変

【 児童の発言（例）】 える実験を示したりすることにより，前時ま

粘土は形を変えても重さ 物によっては，形が変 でに分かっていることを確認するとともに，

は変わらなかったが，他 わると重さも変わる物 本時の問題を捉えることができるようにす

の物はどうだろう。 があると思う。 る。

５．本時：物の重さを調べよう
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問題：物は，形が変わっても重さは変わらないのだろうか。

２．予想の確認

■問題について前時の結論や生活経験を基に予想 ◆前の時間の結論や生活経験を踏まえて予想す

する。 ることで，根拠のある予想や仮説を発想する

ことができるようにする。

【 児童の発言（例）】 ◆児童の予想を類型化し，児童が自分の予想と

粘土は，重さが 金属など，丸 物によって 同じところにネームカードを貼ることで，自

変わらなかった めると重さが は，丸めたと 分の予想を明確にするとともに他者の予想も

から，他の物も 変わる物もあ きと細かくし 把握できるようにする。

形が変わっても ると思う。 たときに重さ

重さは変わらな が違うことが

いと思う。 あると思う。

３．検証計画の立案

■予想を確かめるための実験方法を考え，発表す ◆様々な形に変えることができる物を準備する

る。 ことにより，複数の実験を行うことができる

ようにする。本時では，紙コップ，アルミニ

【 児童の発言（例）】 ウム箔，角砂糖について調べる。

紙コップを切っ アルミニウム 角砂糖を木づ ◆前時で用いた実験器具の使い方を整理するこ

て，風車の形に 箔を丸めたと ちで砕いて調 とにより，実験中に適切な操作を意識できる

して調べる。重 きを調べる。 べる。細かく ようにする。

さは形を変える 固まって，重 なると，重さ ◆細かく砕くような場合では，破片が飛び散ら

前と変わらない さは重くなる は軽くなって ないようにビニル袋に入れるなどの方法によ

と思う。 と思う。 いると思う。 り，正確に重さを量ることができるようにす

る。

■電子てんびんの使い方について，確認する。

■実験結果の記録の方法について，確認する。

４．実験

■必要な器具を用意して，考えた方法で実験する。 ◆数値が異なった実験結果は「間違い」とせ

■実験した物の材質ごとに，色分けした付箋に実 ず，もう一度確かめることで，実験操作の誤

験結果を記録する。 りであることに気付くことができるようにす

る。

【 児童の発言（例）】

紙コップは，風 アルミニウム 角砂糖を細か

指導の工夫（１） 02:58～03:54

実験する物の材質ごとに色を分けて

実験結果を示すことで，材質を意識

することができるようにする
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指導の工夫（３） 08:08～09:07

グループで実験結果を整理すること

で，複数の実験結果から個人で考察

を行うことができるようにする

車の形にしたと 箔は，はじめ くすると，重

き，細かく切っ の重さが３ｇ さが軽くなっ

たとき，丸めた で，丸く固め た。他の人の

ときの３回調べ たときも３ｇ 実験結果も知

た。全て重さは だった。 りたい。

変わ らな かっ

た。

５．結果の処理

■グループの実験結果をホワイトボードに整理す

る。

６．考察

■個人で考察し，ワークシートに記入する。 ◆事実（実験結果）と，その解釈（事実から考

■グループで考察を話し合う。 えられること）の両方から考察をするように

指導する。

【 児童の発言（例）】

アルミニウム ほとんどの結 ２回目の実験

箔，紙コップ， 果が重さは変 はグループの

角砂糖の重さは わらなかった 全員の結果が

変わ らな いの ので，グルー 「変わらな

で，どんな物で プでは「重さ い」だったの

も形を変えても は 変 わ ら な で，「重さは

「重さは変わら い」と言えそ 変わらない」

ない」と言えそ うだ。 と言えそう

うだ。 だ。

■グループの考察を発表する。

■各グループの考察を基に，考えられることを個

人でまとめる。

【 児童のノート（例）】

・２回目のじっけんは，電子てんびんのつかい方

に気をつけたら「かわらなかった」というじっ

けんけっかがふえたので，おもさはかわらない

と考えられる。

・おもさがかわったと言っても，ほとんど１ｇだ

指導の工夫（４） 09:20～10:49

グループの考察を共有することで，

より妥当な考えをつくりだすことが

できるようにする

指導の工夫（２） 06:01～07:05

再実験を認めることで，児童の粘り強さ

を支援できるようにする

グループで考察を話し合う

グループの考察を発表する
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ったことや，どのグループもおもさはかわらな

いと考えていたので，形をかえてもおもさはか

わらないと考えられる。

・アルミニウムはくも紙コップも角ざとうも形が ◎思考・判断・表現②【発言分析・記述分析】

かわってもおもさがかわらないので，どんなも 物の形を変えたときの重さの変化について，

のでも，形をかえてもおもさはかわらないと考 観察や実験などを行い，得られた結果を基に

えられる。 考察し，表現しているかを評価する

７．結論の導出

■考察を発表し，結論をまとめ，ノートに書く。 ◆問題を振り返ることで，それぞれのグループ

【 児童の発言（例）】 の実験結果と考察から本時の問題に正対する

電子てんびんの使い方に気を付けて実験すれ 結論を導き出すことができるようにする。

ば，実験結果は重さが変わらなかったので，

「物は，形が変わっても重さは変わらない」と

いう結論でよいと思う。

結論：物は，形が変わっても重さは変わらない。

■本時の学習活動を振り返る。

（１） 実験する物の材質ごとに色を分けて実験結果を示すことで，材質を意識するこ

とができるようにする

問題解決の過程を通して，「物は，形が変わっても重さは変わらない」ことを理解するた

めには，個々の実験結果に着目するにとどまらず，多くの実験結果から共通することに着目

し，一般化することが大切である。本事例では，

「物は，形が変わっても重さは変わらない」とい

う結論を導き出すために，実験する物の材質ごと

に付箋の色を分けて実験結果を示すこと（図１）

で，個々の実験結果だけではなく，材質に着目で

きるようにした。こうした工夫により，「紙は重

さは変わらなかったし，砂糖も重さは変わらなか

った」など，どの材質に関する実験結果なのかを

把握する姿が見られた。

（２） 再実験を認めることで，児童の粘り強さを支援できるようにする

「物は，形が変わっても重さは変わらない」ことを理解するためには，実験の誤差をでき

るだけ減らす必要がある。しかし，実験結果にはどうしても誤差が含まれることがある。そ

の際に，児童の既習の内容や実態を踏まえ，どのように誤差を捉えているのかを確認し，実

験結果に納得のいかない児童に対しては，再実験を認めることが大切である。

図１ 材質ごとに色分けして
実験結果を書いた付箋

６．本事例における指導の工夫等

－ 小理- 7 －



本事例では，誤差を減らすために，電子てんびんの適切な操作を再確認したり，物をファ

スナー付きのビニル袋に入れたりするなどして実験するようにした。しかし，３年生の児童

の実態を考えたときに，実験結果に誤差が含まれることが考えられる。そこで，個人の実験

結果だけではなく，グループの実験結果や考察などを確認できるようにすることで，実験結

果の傾向とそれを基にした考察を確認できるよう

にした。自分の実験結果と他者の実験結果を比較

できるようにすることで，実験結果が一致しない

児童が再実験を希望した。その際に，再実験する

目的や機器の操作の手順を確認した上で再実験を

行っていくことで，適切に操作できていなかった

ことに気付くことができた。児童は，この再実験

を行ったことで，実験結果に自信をもって考察に

取り組むことができた（図２）。

（３） グループで実験結果を整理することで，複数の実験結果から個人で考察を行う

ことができるようにする

個々の観察や実験の結果のみに基づいて考察を行

うことは，科学の基本的な条件である再現性や客観

性に関し，妥当性が低いものとなる。そこで，より

多くの実験結果から判断することが大切である。

本事例では，ホワイトボードを使用することで，

グループで実験結果を整理できるようにした。ま

た，それを基に個人で考察を行う時間を設定した

（図３）。

実験結果をグループで整理する際，実験結果が書

かれた付箋を色ごとに並べることで，材質を意識して考える児童が見られた。また，色分けを

することで，短い時間で材質に関する考えをつくりだす姿が見られた。

（４） グループの考察を共有することで，より妥当な考えをつくりだすことができる

ようにする

科学の基本的な条件である客観性を高め，より妥

当な考えをつくりだすためには，自分の考えだけで

問題解決を図るのではなく，他者の考えを考慮する

ことが大切である。

本事例では，考察の場面で，個人で考える時間を

設けた後にグループで考察の交流を行い，さらに，

グループの考察をクラスで共有することで（図

４），より妥当な考えをつくりだすことができるよ

うにした。

児童は，自分たちだけでなく，他の多くのグループも変形の前後で重さは変化していない

という考えだったことから，「多くのグループの考えが同じだったので，物は形が変わって

も重さは変わらないと思います」と発言していた。

図３ 実験結果を基に考察を行う様子

図２ 児童のワークシート

図４ グループの実験結果とグループの
考察を発表する様子
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【指導のポイント】

○ 予想が確かめられた場合に得られる結果の見通しをもち，共有する場面を設定する

検流計の使い方を知り，＋極側の電流の向きと大きさを調べた前時の学習を想起することで，

回路全体の電流の向きと大きさについて，文や図などを用いて予想を表現し，それを基に話し合

う活動を設定している。また，解決の方法を発想した後，自分の予想したことが確かめられた場

合に得られる結果の見通しを行っている。さらに，自分や他者の実験結果の見通しを共有するこ

とで，自分だけでなく他者の予想や実験結果の見通しも捉えた上で実験を行うことができるよう

にしている。

〇 実験結果の見通しと実験結果を比較して考察を行う場面を設定する

自分の予想が確かめられた場合に得られる結果の見通しと，実験結果を並べて表現し，それら

を比較しやすくしている。これにより，自分の予想が確かめられた場合に得られる結果の見通し

と実験結果が一致した児童は，自分の予想が妥当であると判断でき，両者が一致しない場合に

は，自分の予想や実験方法を見直し，より妥当な考えに改善することができるようにしている。

構想事例２ 電流は回路の中をどのように流れているのだろうか

〔第４学年〕 Ａ (３) 電流の働き

１．関連する学習指導要領の内容

【分析結果と課題】

・ 自分の考えと異なる他者の予想を把握し，その予想が確かめられた場合に得られる結果を見通し

て実験を構想することに課題がある。〔３(２)正答率47.9％〕〔報告書P.46～47〕

・ 電流の向きと大きさについて，実験結果を基にして，より妥当な考えに改善することに課題があ

る。〔３(３)正答率59.6％〕〔報告書P.49～50〕

【学習指導に当たって】

○ 実験結果の見通しを伴った解決の方向性を構想できるようにする

自らの予想や仮説を基に，実験計画を立案し，実験を行う前に，予想が確かめられた場合に得

られる結果を見通すことが大切である。

○ 実験結果を基にして，より妥当な考えに改善できるようにする

予想から実験結果までを見通して，実験結果の見通しと実験結果を照らし合わせて考えること

が大切である。

ここでは，第４学年「電流の働き」における問題解決を指導事例として挙げている。第３学年

「電気の通り道」では，回路ができると電気が通り，豆電球などが動作することを捉えることが

できるようにしているが，電流の流れる向きと大きさは第４学年「電流の働き」で検流計などを

用いて確認する。これら既習の内容や生活経験を基に，実験結果の見通しを伴った解決の方向性

を構想できるようにするとともに，実験結果の見通しと実験結果を照らし合わせ，両者が一致し

ない場合には，自分の考えを改善できるようにしている。

改善

３．本指導事例では

２．平成30年度全国学力・学習状況調査の調査結果から
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（１）単元の目標

電流の大きさや向き，乾電池につないだ物の様子に着目して，それらを関係付けて，電流の

働きを調べる活動を通して，それらについての理解を図り，観察，実験などに関する技能を身

に付けるとともに，主に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する力や

主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

（３）単元の指導計画（全７時間）

次 主な学習活動

第一次 電流の流れる向き

(４時間) ■モーターを乾電池につないで，回る様子を観察する。

■第３学年の既習の内容を生かして乾電池とモーターを使って回路をつくり，扇風機づく

りをする。

■乾電池とモーターをつないで回路をつくると，電流が流れてモーターが回り，扇風機を

つくることができることを確かめて，電流という言葉を知る。

■風の吹く向きが違う扇風機があるという気付きから扇風機を並べて観察することで，乾

電池の向きを変えるとモーターの回る向きも変わるのではないかという問題を見いだ

す。

【問題】乾電池の向きを変えるとモーターの回る向きも変わるのだろうか。

■予想や仮説を発想する。

■解決の方法を発想する。

■乾電池の向きを変えて，風の吹く向きを調べる。

■実験結果を基に考察する。

【結論】乾電池の向きを変えるとモーターの回る向きも変わる。

■乾電池の向きを変えるとモーターの回る向きが変わることから，電流には流れる向きが

あるのではないかという問題を見いだす。

■電流の向きと大きさを調べるために検流計の使い方を知る。

４．単元：電流の働き （全７時間）

（２）単元の評価規準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

①乾電池の数やつなぎ方を変える ①電流の働きについて，既習の内 ①電流の働きについての事物・

と，電流の大きさや向きが変わ 容や生活経験を基に，根拠のあ 現象に進んで関わり，他者と

り，豆電球の明るさやモーター る予想や仮説を発想し，それら 関わりながら問題解決しよう

の回り方が変わることを理解し を基に，解決の方法を発想し， としている。

ている。 表現するなどして問題解決して ②電流の働きについて学んだこ

②電流の働きについて，器具や機 いる。 とを学習や生活に生かそうと

器などを正しく扱いながら調 ②電流の働きについて，観察，実 している。

べ，それらの過程や得られた実 験などを行い，得られた実験結

験結果を分かりやすく記録して 果を基に考察し，表現するなど

いる。 して問題解決している。

－ 小理- 10 －



■検流計を使い，＋極側の電流の向きと大きさを調べる。

■＋極側の検流計の針の振れの向きと大きさから，－極側の電流の向きと大きさについて

問題を見いだす。

【問題】電流は回路の中をどのように流れているのだろうか。

■予想や仮説を発想して自分の考えを明確にするために，文や図などで表現する。

■予想や仮説を共有し，他者の予想の内容を把握する。

■電流の向きと大きさを確かめることのできる解決の方法を発想する。

■自分や他者の予想から，実験結果の見通しをもち，実験を行う。

■実験結果をワークシートにまとめ，実験結果の見通しと実験結果を比較する。

■電流が回路の中をどのように流れているのか考察して，より妥当な考えに改善する。

【結論】電流は回路の中を，同じ大きさ，同じ向き（乾電池の＋極から－極へ）に流れてい

る。

第二次 乾電池のつなぎ方と電流

(３時間) ■乾電池１個と２個を直列つなぎ，並列つなぎにした扇風機を並べて比較する。

【問題】乾電池の数やつなぎ方を変えると，電流の大きさはどのように変わるのだろうか。

■予想や仮説を発想する。

■解決の方法を発想する。

■乾電池の数やつなぎ方を変えて，電流の大きさとモーターの回り方を調べる。

■実験結果から，乾電池のつなぎ方と電流の大きさについて考察する。

【結論】乾電池のつなぎ方には直列つなぎと並列つなぎがあり，つなぎ方を変えると，電流

の大きさが変わる。

■電流の働きについてまとめる。

（１）本時の目標

「電流の働きについて，実験結果の見通しを伴った解決の方法を発想し，表現することがで

きるようにする」ことを本時の目標として，平成30年度全国学力・学習状況調査の調査結果を

踏まえた課題を基にした，「回路を流れる電流の向きと大きさについて，実験結果の見通しを

伴った解決の方向性を構想し，結果を基に考察して，自分の考えを表現することができるよう

にする」ことを達成できるようにする。

（２）展開例

◆ 指導・支援，留意点

学 習 活 動 〇 児童の学習状況を確認

◎ 児童の学習状況を評価

＜前時までの様子＞

単元導入では，第３学年の「電気の通り道」の学習で，回路をつくり，豆電球を点灯させた経

験を生かし，乾電池とモーターをつないで回路をつくり，扇風機づくりを行っている。この活動

を通して，「同じように扇風機をつくったのに，なぜ，風の吹く向きが違うのだろう」などの問

題を見いだした。そこで，「乾電池の向きを変えるとモーターの回る向きも変わるのだろうか」

本時（３・４／７）

５．本時：電流の流れる向き
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について調べ，実験を通して「乾電池の向きを変えるとモーターの回る向きも変わる」という結

論を導き出した。この結論を基にして，新しく「電流には向きがあるのではないか」という問題

を見いだした。そこで，教師から検流計を提示して，電流の向きや大きさを調べられることや使

い方が伝えられ，実際に＋極側の電流の向きや大きさを調べ，検流計の使い方を確かめている。

１．問題の設定

■前時の活動を振り返り，問題を見いだす。 ◆－極側の電流の向きと大きさに着目できるよ

うにするために，検流計の使い方を確かめる

ために調べた＋極側の電流の向きや大きさを

確認する。

問題：電流は回路の中をどのように流れているのだろうか。

２．予想や仮説の設定

■自分の考えを明確にするために，文や図などで

表現する。

【 児童の発言（例）】

◆電流が流れている間，モーターは回ることか

ら「電流が使われているから減る」，「＋と

－は，逆のことだから反対向きになる」な

【考え①】 【考え②】 【考え③】 ど，生活経験を根拠に予想できるようにす

乾電池の＋極 乾電池の＋極 乾電池の＋極 る。

からモーター からモーター と－極からモ

を通って－極 を通って－極 ーターに向か ◆個人の予想を学級全体で共有する際，同じ図

へ電流が流れ へ電流が流れ って電流が流 や回路図を用いて説明することで，互いの予

ていて，電流 ていて，モー れていて，そ 想を共有できるようにする。

の大きさは， ターから流れ れぞれの電流

変わらないと てくるときは の大きさは同 ◆学級全体で共有する際，必要に応じて，「こ

思う。なぜな 電流の大きさ じだと思う。 ういう場合は考えられませんか」と教師から

ら，検流計の は減っている なぜなら，＋ 予想の例を提案し，考える機会を与えてもよ

使い方を習っ と思う。なぜ と－という言 い。

たときに，乾 なら，電流 葉は，反対の

電池の＋極か は，モーター ことを表すよ

らモーターに で少し使われ うなイメージ

向かっていた てしまうと思 だから。

から。 うから。

指導の工夫（１） 01:49～02:48

何を予想するのかを明確にすること

で，児童それぞれが予想をもつことが

できるようにする
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【 児童の発言（例）】

モーターの＋極側と－極側で，電流の向きや大き

さを確かめるためにはどうしたらいいのだろう

か。

３．検証計画の立案

■予想を確かめるための実験方法を考える。

【 児童の発言（例）】

検流計を２つ用いて，モーターの＋極側と－極側

につなぎ，電流の向きや大きさを調べる。

【 実験方法 】

４．実験結果の見通し

【 児童の発言（例）】

【考え①】 【考え②】 【考え③】

予想から針の 予想から針の 予想から針の

振れる向きも 振れる向きは 振れる向きは

大きさも検流 同じだが，大 検流計①と②

計①と②は同 きさは検流計 で逆になる。

じになると思 ②の方が小さ 振れる大きさ ◎思考・判断・表現①【発言分析・記述分析】

う。 くなると思 は同じになる 電流の働きについて，実験結果の見通しを伴

う。 と思う。 った解決の方法を発想し，表現しているかを

評価する。

５．実験

指導の工夫（２） 04:35～05:10

文や図などで表したり，器具や機器を

用いたりすることで，確かな実験方法

を立案できるようにする

指導の工夫（３） 05:50～06:12

実験結果の見通しを分かりやすく表

現することで，自らの見通しを明確

にして他者と比較できるようにする

実験方法を図で表現する

ワークシートを用いて説明する
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■必要な実験器具を用意して，グループごとに実 ◆教室内の定位置に実験器具を配置すること

験する。 で，必要な実験器具をグループで準備できる

ようにする。

■実験結果をワークシートにまとめる。 ◆実験結果の見通しと実験結果を左右に並べた

【 考え②の児童のワークシート（例）】 ワークシートを準備することで，実験結果の

見通しと実験結果について，一致か不一致か

を判断できるようにする。

６．結果の処理

■拡大したワークシートを黒板に掲示する。 ◆各グループの拡大したワークシートを黒板に

掲示することで，全てのグループの実験結果

を共有できるようにする。

７．考察

■実験結果から電流が回路の中をどのように流れ

ているかについて考える。

【 考え②の児童のワークシート（例）】

けっかの見通しでは，けん流計のはりはどち

らも同じ向きにふれて，けん流計②の方が大

きさが小さくなると思っていたが，実けんけ

っかは，けん流計のはりはどちらも同じ向き

にふれて，目もりの大きさも同じだった。こ

のことから，モーターの＋きょくがわと－き

ょくがわで電流の向きと大きさは同じだと考

えられる。

８．結論の導出

■結論をまとめ，ノートに書く。 ◆児童同士の発言をつないだり，まとめたりし

て，問題に正対する結論を導き出す。

○思考・判断・表現②【発言分析・記述分析】

電流の働きについて，得られた実験結果を基

に考察し，表現しているかを確認する。

結論：電流は回路の中を，同じ大きさ，同じ向き（乾電池の＋極から－極へ）に流れている。

本時の振り返り

■本時の学習活動を振り返る。

指導の工夫（４） 09:59～10:12

実験結果の見通しと実験結果を並べた

ワークシートを用いることで，それら

を比較して考察できるようにする
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（１） 何を予想するのかを明確にすることで，児童それぞれが予想をもつことができる

ようにする

自分の予想を明確にしたり，それを他者に分かりやすく伝えたりするためには，予想の内

容と実験方法を明らかにして表現できるようにすることが大切である。具体的には，既習の

内容と問題とを比較することで，問題に対して何を予想すればよいか，どのような方法で予

想をするかといった予想の内容と方法を明らかにすることである。

本事例では，前時の回路図（検流計の使い

方を確かめるための回路図）を示すことで，

問題に対して「電流の向き」と「電流の大き

さ」との両方について予想するということを

明確にした。また，個人で予想する際は，言

葉で書いたり，図や記号を使ったりして，自

由に表現できるようにした（図１）。

児童は，「電流の向き」や「電流の大き

さ」という言葉を使って予想したり，図の中

に矢印で電流の向きを示したりして予想を表

現することができた。

（２） 文や図などで表したり，器具や機器を用いたりすることで，確かな実験方法を立

案できるようにする

確かな実験方法を立案できるようにするためには，自分の予想を基に，「何を調べるとよ

いか」，「そのためにはどのような実験器具が必要か」などを具体的に考え，一人一人が自

分の考えをもって話し合う場面を設定することが大切である。

本事例では，前時の回路図（検流計の使い

方を確かめるための回路図）を示したり，児

童に器具を提示したりすることで，文や図な

どを用いたり，器具を配置したりしながら実

験方法を立案できるようにした（図２）。

児童は，「検流計を２つ使うこと」，「モ

ーターの＋極側と－極側の両方に検流計を配

置すること」などを文や図などで表現した

り，実際に器具を配置して説明したりするこ

とができた。

（３） 実験結果の見通しを分かりやすく表現することで，自らの見通しを明確にして他

者と比較できるようにする

実験を行う前には，自らの予想が確かめられた場合に得られる結果を見通すことが大切で

ある。そのためには，実験中に着目する点（どこを見ると実験結果が表れるか）を明確にし

たり，実験結果の見通しを表や図などで表現したりすることが大切である。また，表現した

実験結果の見通しを共有することで，自分と異なる予想をした他者の予想や実験結果の見通

図１ 図を用いて予想を表現しているノート

図２ 実際の器具を用いて実験方法を
確認している様子

６．本事例における指導の工夫等
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しを把握した上で実験をすることが大切である。

本事例では，実験方法と検流計の目盛りの部分を上下に並べた図（図３）を提示すること

で，自分の予想を基に，検流計の針の振れる向きと大きさに着目して具体的な実験結果の見

通しを表現することができるようにした。また，実験方法と実験結果の見通しを図示するこ

とで，自分の実験結果の見通しについて，予想と実験方法を関係付けて他者に説明すること

ができるようにした。

児童は，自らの予想を基に，検流計の針の振れる

向きと大きさを記述するとともに，グループでの共

有の際には，実験方法の図を使いながら実験結果の

見通しについて，説明をすることができた。教師が

実験方法と検流計の目盛りの部分を上下に並べた図

を提示したことで，「何を調べようとしている

か」，「どのようにして調べようとしているか」，

「その結果はどうなると考えているか」について，

分かりやすく他者に伝える児童がいた。

（４） 実験結果の見通しと実験結果を並べたワークシートを用いることで，それらを比

較して考察できるようにする

実験結果から考察を行う際には，実験結果の見通しと実験結果が一致しているのか，一致

していないのかを確認できることが大切である。

本事例では，実験結果の見通しと実験結果を比較するために，両者をワークシート上に左右

に並べた（図４）。

児童は，黒板に示された他のグループの実験結果も踏まえて，「検流計の①と②の針の向

きや目盛りの大きさが同じだった」ことを捉え，実

験結果の見通しと実験結果の一致，不一致を判断し

ていった。両者が一致した場合には，予想を確認し

たことになり，両者が一致しない場合には，他者の

多様な考えを振り返りながら，自らの予想を見直

し，再検討を加え，「モーターの＋極側と－極側と

では，電流は同じ向きに流れていて大きさは同じで

ある」と，より妥当な考えに改善することができ

た。

図３ 実験結果の見通しと実験方法を
並べたワークシート

図４ 実験結果の見通しと実験結果を並べた
ワークシート

－ 小理- 16 －



【指導のポイント】

○ 観察対象や場所を把握し，話合いを通して観察方法の妥当性を検討する場面を設定

する

教師が観察場所を具体的に提示したり，実際に児童が観察場所へ行ったりすることで，観察対

象や場所を把握するようにしている。また，観察の際に自らの安全や生物への影響を考慮するた

めに気を付けることを，児童の考えを基に，教師が整理し，観点を明確にすることによって，話

合いを通して検討できるようにしている。また，児童が観察方法を構想する上で，既習の内容か

ら，自分で考え，他者との話合いを通して吟味し，観察方法を決定できるようにしている。

（１）単元の目標

動物を探したり植物を育てたりしながら，動物の活動や植物の成長の様子と季節の変化に着

目して，それらを関係付けて，身近な動物の活動や植物の成長と環境との関わりを調べること

を通して，それらについての理解を図り，観察，実験などに関する技能を身に付けるととも

に，主に既習の内容や生活経験を基に，根拠ある予想や仮説を発想する力や生物を愛護する態

度，主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

構想

１．関連する学習指導要領の内容

２．平成30年度全国学力・学習状況調査の調査結果から

〔第４学年〕 Ｂ (２) 季節と生物

【分析結果と課題】

・ 安全に留意し，生物を愛護する態度をもって，野鳥のひなを観察できる方法を構想することに

ついては，相当数の児童ができている。〔１(１)正答率82.1％〕

しかし，自らの安全に留意し観察できる方法を構想できていない児童や，親鳥の子育ての邪魔

にならないようにするといった生物を愛護する態度をもって観察できる方法を構想することがで

きていない児童の存在も明らかになった。〔報告書P.23〕

【学習指導に当たって】

○ 安全に留意し，生物を愛護する態度をもって観察方法を構想できるようにする

生物に直接関わる実際の観察場面を保障し，安全への配慮や生物への影響について考える場面

を設定することが大切である。

ここでは， 第４学年「季節と生物」における問題解決を指導事例として挙げている。季節ごと

に分けて，１年を通じて継続的に生物を観察することから，生物に直接，長期的に関わることに

なる。そこで，児童が自ら観察の方法を構想できるようにするとともに，観察を行うに当たって，

身近な自然に愛着をもつことや，安全に配慮することができるようにしている。

３．本指導事例では

４．単元：季節と生物 （全20時間）

季節によって生物の様子はどのように
変化するのだろうか

事例３
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（３）単元の指導計画（全20時間）

次 主な学習活動

第一次 季節と生物（春）

(５時間) ■季節の変化と生物の様子について，感じていることを話し合い，校庭や学校ビオトー

プなどに出て，春の動物や植物を観察する。冬の校庭や学校ビオトープなどの様子を

写した写真と比べて，冬と春の違いについて気付き，問題を見いだす。

【問題】季節によって生物の様子はどのように変化するのだろうか。

■季節によって生物の様子はどのように変化するか，予想や仮説を発想する。

■年間を通じて何を観察するかを話し合い，観察対象や場所別のグループに分かれる。

■年間を通じてどのように観察するか，解決の方法を発想する。

■発想した解決の方法が，自らの安全や生物への影響を考慮したものになっているかを

検討し，確認する。

■気温を記録するとともに，生物の様子を観察する。

■気温の変化と生物の様子とを関係付けた話合いを行う。

【結論】春は，気温が上がるにつれて，生物の数が増えたり，活動や成長を始めたりす

る。

第二次 季節と生物（夏）

(５時間) ■春の生物の様子について振り返る。

【問題】夏になり，春と比べて生物の様子はどのように変わっているのだろうか。

■春に比べて，生物の様子はどのように変わったか，気温の変化と生物の様子とを関係

付けた予想や仮説を発想する。また，春に発想した解決の方法を確認し，見直す。

■生物の数や種類，活動や成長を観察する。

■気温と生物の様子についてまとめ，春に観察した生物の様子と比較する。

【結論】夏になり，春と比べて気温が上がり，生物は数や種類が増え，活動や成長が活発

になる。

本時（４／２０）

（２）単元の評価規準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

①動物の活動は，暖かい季節，寒 ①身近な動物や植物について，既 ①身近な動物や植物についての

い季節などによって違いがある 習の内容や生活経験を基に，根 事物・現象に進んで関わり，

ことを理解している。 拠ある予想や仮説を発想し，そ 他者と関わりながら問題解決

②植物の成長は，暖かい季節，寒 れらを基に解決の方法を発想 しようとしている。

い季節などによって違いがある し，表現するなどして問題解決 ②身近な動物や植物について学

ことを理解している。 している。 んだことを学習や生活に生か

③身近な動物や植物について，器 ②身近な動物や植物について，観 そうとしている。

具や機器などを正しく扱いなが 察，実験などを行い，得られた

ら調べ，それらの過程や得られ 結果を基に考察し，表現するな

た結果を分かりやすく記録して どして問題解決している。

いる。
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第三次 季節と生物（秋）

(５時間) ■夏の生物の様子について振り返る。

【問題】秋になり，夏と比べて生物の様子はどのように変わっているのだろうか。

■夏に比べて，生物の様子はどのように変わったか，気温の変化と生物の様子とを関係

付けた予想や仮説を発想する。また，解決の方法を確認する。

■生物の数や種類，活動や成長を観察する。

■気温と生物の様子についてまとめ，春と夏に観察した生物の様子と比較する。

【結論】秋になり，夏と比べて気温が下がり，生物は数や種類が減り，活動や成長が鈍く

なる。

第四次 季節と生物（冬）

(４時間) ■秋の生物の様子について振り返る。

【問題】冬になり，秋と比べて生物の様子はどのように変わっているのだろうか。

■秋に比べて，生物の様子はどのように変わったか，気温の変化と生物の様子とを関係

付けた予想や仮説を発想する。また，解決の方法を確認する。

■生物の数や種類，活動や成長を観察する。

■気温と生物の様子についてまとめ，これまで観察した生物の様子と比較する。

【結論】冬になり，秋と比べて気温が下がり，生物は数や種類が減り，活動や成長が鈍く

なり，それぞれに適した姿で過ごしている。

第五次 季節と生物（通年）

(１時間) 【問題】季節によって，生物の様子はどのように変わるのだろうか。

■これまでの記録やまとめを基に，１年間の季節の変化と生物の様子との関係について

話し合う。

【結論】暖かい季節，寒い季節など，季節によって生物の様子はそれぞれ違いがある。暖

かい季節には生物の数や種類が多く，活発に活動したり成長が見られたりする。

また，寒い季節には生物の数や種類は少なく，活動が鈍くなったり，成長がほと

んど見られなくなったりするなどの変化がある。

（１）本時の目標

「身近な動物や植物について，予想や仮説を基に解決の方法を発想し，表現することができ

るようにする」ことを本時の目標として，平成30年度全国学力・学習状況調査の調査結果を踏

まえた課題を基にした，「自らの安全や生物への影響を考慮した観察方法や動物の活動や植物

の成長の記録を集約する方法を構想し，表現することができるようにする」ことを達成できる

ようにする。

５．本時：季節と生物（春）
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（２）展開例

◆ 指導・支援，留意点

学 習 活 動 ○ 児童の学習状況を確認

◎ 児童の学習状況を評価

＜前時までの様子＞

４月になり児童は実際に校庭や学校ビオトープに出て観察を行ったり，冬の校庭の様子を写し

た写真と比べたりして，暖かくなって生物の様子が変わってきたことに気付いた。数週間後，も

う一度観察を行い，更に気温が高くなったことによって生物の活動の様子が変化していることか

ら，「季節によって生物の様子はどのように変化するのだろうか」という１年間の観察を通して

解決する問題を見いだしている。児童は季節によって生物の様子が変化することについて，気温

と関係付けながら予想し，自分が１年間観察する対象や場所を決定した。観察する対象は，春の

特徴的なものを認めつつ，１年間継続していくことを考えて，夏や秋の様子が予想でき，変化が

あるものを選んだり，サクラの木の周りや学校ビオトープなどの場所を対象として選んだりし

て，その対象ごとにグループ編成を行っている。

１．前時までの振り返り

■１回目の観察（４月初旬）から数週間たった ◆冬の様子や1回目の観察の様子と比べて，動物

校庭や学校ビオトープなどの様子を振り返 や植物の様子についての気付きを発表するよう

り，共有する。 にする。

【 児童の発言（例）】

サクラの花は 池の周りで 体育館の入り

散って，葉の は，前回の観 口にツバメが

数が増えた。 察ではいなか 飛んでいたの

木の幹には， ったチョウが で，巣をつく

アリも数匹見 いた。メダカ ると思う。 ◆校庭の地図を掲示することで，観察した場所の

付けられた。 が群れで泳い 確認を行うことができるようにする。

でいた。

２．問題の確認

■本時の問題を確認する。

問題：季節によって生物の様子はどのように変化するのだろうか。

３．予想の確認

■予想を確認する。

【 児童の発言（例）】

動物も植物も夏にかけ 夏に昆虫の数が増える

て数が増えたり大きく のは，植物が大きく成

なったりするが，秋か 長して昆虫の食べ物が

ら冬にかけて，姿が見 増えるからだと思う。

指導の工夫（１） 01:49～02:01

ＩＣＴ機器を活用することで，蓄積した情報

の共有ができるようにする

指導の工夫（２） 03:21～04:52

季節ごとの共通する言葉に着目すること

で，１年を通した生物の様子に見通しを

もつことができるようにする
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られなくなると思う。

４．検証計画の立案

■観察方法を個人で考える。

■観察する対象や場所ごとでグループになり，

観察方法を考える。

【 グループでまとめたホワイトボードの記述（例）】 ◆グループで考えた観察方法をホワイトボードに

【どこで】 【どこで】 【どこで】 書き込み，共有できるようにする。

校庭のすみで 池のはしの近 体育館の入り

【何を】 くで 口で

サクラの木の 【何を】 【何を】

葉の大きさや メダカの数や すをつくって

まい数を 動きなどの様 いるツバメの

【 ど の よ う 子を 子を

に】 【 ど の よ う 【 ど の よ う

数えたり，写 に】 に】

真にとったり 動画でとった そうがんきょ

して調べる。 り，メダカを うで調べる。

つかまえたり

して調べる。

■グループごとに観察方法を発表する。

■観察するに当たって，気を付けることをグル

ープで話し合い，発表する。

【 グループでまとめたホワイトボードの記述（例）】

【自分】 【自分】 【生物】

サクラの木の 虫にさされな ツバメをおど

かんさつをす いように長そ ろかさないよ

るときは，ど での服を着る うに遠くから

くがある生物 【生物】 そうがんきょ

に 気 を つ け メダカをおど うでかんさつ

る。 ろかさないよ する。

【生物】 うにしずかに 【道具】

葉やえだをき 行動する。 そうがんきょ

ずつけない。 うで太陽を見

個人の考えを基に，グループで話し合う

指導の工夫（３） 05:12～06:11

「どこで」「何を」「どのように」とい

う観点で観察方法を話し合うことで，具

体的な方法を立案できるようにする

指導の工夫（４） 06:23～09:52

観察のときに気を付けることを明確にす

ることで，自らの安全や生物への影響を

考慮した観察方法を検討できるようにす

る

グループでの話合いを全体で共有する
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ない。

【その他の気を付けること（例）】 ◆観察時の安全面については，必要に応じて教

・夏になると草やぶになるところは，バッタの仲 師が確認・助言を行うようにする。

間を観察しやすいが，触れるとかぶれてしまう

草木もあるので注意する。

・木に登って，上の方を見るのは危ない。また，

木にいる生物や木を傷つけることになるので，

双眼鏡を使う。

・高い位置にある巣を観察するときは，棒の先に

鏡を取り付けて，親鳥がいないときに鏡を巣に

近付けて観察する。安全かつ，親鳥の子育ての

邪魔にならないようにする。

■気をつけることを共有した後，観察方法が妥

当かどうかを再度，検討する。

■個人で考えた後，グループで観察記録の方法

を話し合い，ノートにまとめる。

【 児童の発言（例）】

どれくらい増 観察カードに 季節ごとの観

えているかが 気付いたこと 察記録を見比 ＜記録の集約の方法＞

分かるので， を記録する。 べやすいよう 【ＩＣＴ機器を用いる場合】

花の数や葉の 他のグループ に す る た め 観察した生物を写真や動画で撮影し，そのファ

枚数はＰＣを の観察記録を に，校庭の地 イルをフォルダに保存する。また，表計算ソフ

用いてグラフ 見ることがで 図にその場所 ト等を用いて，種類や数がカウントできるよう

にする。 きるように， で見付けた動 にする。

教室の掲示板 物の名前や数 【ＩＣＴ機器を用いない場合】

に観察カード を記録する。 観察した生物について，校庭や学校ビオトープ

を貼る。 などのマップ上に透明のビニルシートを置き，

書き込んだり，シールで貼って数を表したりし

て，季節の変化やグループごとの記録の集約を

できるようにする。

〇思考・判断・表現①【発言分析・記述分析】

身近な動物や植物について，予想や仮説を基に

解決の方法を発想し，表現しているかを確認す

る。

本時の振り返り

■本時の学習活動を振り返る。

指導の工夫（５） 09:53～10:48

具体的な記録方法を検討することで，よ

り妥当な記録方法を学級全体で確認でき

るようにする
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（１） ＩＣＴ機器を活用することで，蓄積した情報の共有ができるようにする

観察においては，記録をしやすくしたり，観察した記録を他者と共有したりすることが大

切である。ＩＣＴ環境を整備し，ＩＣＴ機器を効果的に活用することで拡大表示，他者との

共有，情報の蓄積等が容易となる。

本事例では，デジタルカメラやタブレットＰＣ，プロジェクター等を活用し，撮影した写

真や動画を全員が見られるようにして（図１），観察で得られた気付きを共有したり，構想

した観察方法を見直したりできるようにした。また，

植物の成長の記録や動物の出現数や出現場所などの記

録を，図や表に整理したり，グラフを作成したりする

際に，タブレットＰＣを活用し，記録の集約の効率化

を図ることができるようにした。

児童はタブレットＰＣを用いて記録，蓄積した写真

を比較していくことで，植物の葉の数や色等の小さな

変化に気付くことができた。

（２） 季節ごとの共通する言葉に着目することで，１年を通した生物の様子に見通しを

もつことができるようにする

季節ごとの生物の様子について，共通性に気付き，

動物の活動や植物の成長と季節の変化を共通性・多様

性の視点で捉えることは，自然の事物・現象から問題

を見いだし，予想や仮説をもち，その解決の方法を考

えたり，知識を関連付けてより深く理解したりするこ

とに向かう「深い学び」を実現するために大切なこと

である。

本事例では，児童がそれぞれの生物の季節による変

化を予想し，それを教師が板書した。板書から，動物

でも植物でも共通して「数が増える」や「大きくなる」等の言葉で表されていることを共通

性として取り上げ，着目できるようにすることで（図２），動物の活動や植物の成長と季節

の変化を共通性・多様性の視点で捉えることができた。

（３） 「どこで」「何を」「どのように」という観点で観察方法を話し合うことで，具体的な方法を

立案できるようにする

動物の活動や植物の成長と季節の変化や気温に着目

して，それらを関係付けて調べるためには，場所や対

象，方法など具体的な観察方法を構想し，年間を通じ

て観察を継続することが大切である。

本事例では，グループで「どこで」，「何を」，

「どのように」観察するのかという観点で観察方法を

話し合うことで（図３），より具体的な方法を立案で

きるようにした。また，冬の校庭の様子と比べて，春

６．本事例における指導の工夫等

図１ 他のグループの写真も
確認している様子

図２ 季節による動物の様子と植物の

様子を関係付けている様子

図３ 個人の考えを基にグループで

話し合っている様子
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の生物の様子が変化していることを基に，気温の変化に伴って生物の様子が変化しているの

ではないかなどの見通しをもち，今後の観察において，気温を測ってその変化を記録する必

要性があることに気付くことができるようにした。

児童は個人で考えた観察方法をグループで話し合うことで，より具体化した方法を考え出

すことができ，その中で気温の変化を記録する必要性にも気付くことができた。

（４） 観察のときに気を付けることを明確にすることで，自らの安全や生物への影響を

考慮した観察方法を検討できるようにする

児童が構想した観察方法が，安全に留意していなかったり，生物への配慮が不足していた

りすることがないように，教師が具体的な観察場面を提示したり，児童が現地に行って観察

場所の確認をしたりして，観察を行う場所の様子を把握するとともに，話合いでその妥当性

を検討することが大切である。児童が観察方法を構想するには，既習の内容から自分で考

え，他者との話合いを通して吟味し，自分で決定していくことも大切である。

本事例では，まず，グループで児童の考えを出し合えるようにし，具体的な方法につい

て，課題となる点を明確にしてから，観察者自身への安全に配慮しているか，生物への影響

を考慮しているかを考えて話し合うようにした。また，「自分」，「生物」，「道具」など

の観点で見直し，方法の妥当性を検討するとともに，今後も観察者自身の安全への配慮や生

物への影響を考慮していこうとする態度を養うことができるようにした。

（５） 具体的な記録方法を検討することで，より妥当な記録方法を学級全体で確認でき

るようにする

１年間の季節の変化と生物の様子について，適

切な記録方法を学級全体で確認できるようにする

ためには，児童が個人で考えた具体的な記録方法

を出し合い，検討することが大切である。

本事例では，タブレットＰＣやノートに日時や

気温，観察した写真などの結果を蓄積することに

より（図４），１年間の季節ごとの変化を見通す

ことができるようになることを学級全体で確認し

た。

図４ 観察記録を集約したデータ
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分析

〔第５学年〕 Ａ (１) 物の溶け方

２．平成30年度全国学力・学習状況調査の調査結果から

１．関連する学習指導要領の内容

【分析結果と課題】

・ ガラス棒でろ紙に穴をあけてしまったり，ガラス棒でろうとの穴が塞がれ，正しくろ過できな

かったりする方法を解答した児童が18.6％いた。このことから，意味の理解を伴った適切な操作

が十分に身に付いていないと考えられる児童の存在が明らかになった。〔４⃣(１)正答率71.2％〕〔報

告書P.55〕

・ より妥当な考えをつくりだすために，実験結果を基に分析して考察し，その内容を記述するこ

とに課題があり，指導の充実が求められる。〔２⃣(３)正答率20.2％〕〔報告書P.37〕

【学習指導に当たって】

○ 適切な操作方法を身に付けることができるようにする

器具の操作の手順の理解だけでなく，器具を使用する目的や操作の意味を捉えることができる

ようにすることが大切である。

○ 実験結果を基に分析して考察し，その内容を記述できるようにする

観察や実験の結果を基に「事実」と「解釈」の両方を示しながら，説明できるようにすること

が大切である。

ここでは，第５学年「物の溶け方」における問題解決を指導事例として挙げている。課題とな

っているろ過の意味の理解を伴った適切な操作を身に付けることができるようにしている。また，

複数の物を使った実験結果を事実とし，事実から解釈したことを「実験結果からいえること」と

して説明する学習活動を通して，分析して考察できるようにしている。

ミョウバンや食塩の水溶液を冷やすと，
溶けている物を取り出すことができるのだろうか事例４ 技能

３．本指導事例では

【指導のポイント】

○ 器具の操作の手順の理解だけでなく，器具を使用する目的や操作の意味を捉える場

面を設定する

溶け残った物や不純物などを取り除く必然性のある問題を設定できるようにしている。また，

ろ過の操作の手順を示すだけではなく，間違えやすい事例を教師が演示し，各操作の意味を考え

る場面を設定することで，器具を使用する目的や操作の意味を児童が捉えることができるように

している。

○ 実験結果を整理し，事実とその解釈の両方を示しながら説明する場面を設定する

ミョウバンと食塩の２種類の物を使った実験を行い，その結果を比較し整理できるようにして

いる。また，前時までの既習の内容を想起することができるようにして，溶かした水の量や温度

など変化させた条件に着目しながら，ミョウバンと食塩の溶ける量の違いを基に，実験の結果を

分析して考察し，「事実」と「解釈」の両方を示しながら表現できるようにしている。
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（１）単元の目標

物が水に溶ける量や様子に着目して，水の温度や量などの条件を制御しながら，物の溶け方

の規則性を調べる活動を通して，それらについての理解を図り，観察，実験などに関する技能

を身に付けるとともに，主に予想や仮説を基に，解決の方法を発想する力や主体的に問題解決

しようとする態度を育成する。

（２）単元の評価規準

（３）単元の指導計画（全13時間）

次 主な学習活動

第一次 問題の見いだし

(１時間) ■食塩が溶ける様子を観察し，見いだした問題を類型化して共有する。

・食塩は，水に溶けて見えなくなったけれど，なくなったのだろうか。

・食塩は，目に見えなくてもあるとしたら，重さを量れば分かるのだろうか。（第二次）

・食塩は，水に溶ける量に限りがあるのだろうか。（第三次）

・食塩は，水の量を増やしたら，溶ける量は増えるのだろうか。（第三次）

・食塩は，水の温度を上げたら，溶ける量は増えるのだろうか。（第三次）

・他の物も同じように溶けるのだろうか。（第四次）

第二次 物が溶けた水の重さ

(２時間) 【問題】食塩を水に溶かすと，全体の重さはどうなるのだろうか。

■水に溶けた物がどうなるのかについて，予想や仮説を発想する。

■解決の方法を発想し，実験する。

４．単元：物の溶け方 （全13時間）

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

①物が溶けても，水と物とを合わ ①物の溶け方について，予想や仮 ①物の溶け方についての事物・

せた重さは変わらないことを理 説を基に，解決の方法を発想 現象に進んで関わり，粘り強

解している。 し，表現するなどして問題解決 く，他者と関わりながら問題

②物が水に溶ける量には限度があ している。 解決しようとしている。

ることを理解している。 ②物の溶け方について，観察，実 ②物の溶け方について学んだこ

③物が水に溶ける量は水の温度や 験などを行い，得られた結果を とを学習や生活に生かそうと

量，溶ける物によって違うこと 基に考察し，表現するなどして している。

や，この性質を利用して，溶け 問題解決している。

ている物を取り出すことができ

ることを理解している。

④物の溶け方について，観察，実

験などの目的に応じて，器具や

機器などを選択して，正しく扱

いながら調べ，それらの過程や

得られた結果を適切に記録して

いる。
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■実験結果から，溶けた物について考察し，発表する。

【結論】食塩を水に溶かすと，食塩は見えなくなっても，全体の重さは変わらない。

■溶けている物が均一に広がることを確認する。

第三次 物が水に溶ける量

(３時間) 【問題】食塩は，水に限りなく溶けるのだろうか。

■食塩が水に溶ける量について，予想や仮説を発想する。

■解決の方法を発想し，実験する。

■実験結果から，食塩が水に溶ける量について考察し，発表する。

【結論】食塩は，決まった量の水に溶ける量には限度がある。

【問題】食塩は，水の量を増やしたり，水の温度を上げたりすると，水に溶ける量は増える

のだろうか。

■水の量を増やしたり，水の温度を上げたりしたときの食塩が溶ける量について，予想や

仮説を発想する。

■解決の方法を発想し，実験する。

■実験結果から，水の量を増やしたり，水の温度を上げたりしたときの食塩が溶ける量に

ついて考察し，発表する。

【結論】食塩は，水の量を増やすと，溶ける量は増える。水の温度を上げても，決まった量

の水に溶ける量はほとんど変わらない。

第四次 物が水に溶ける量

(３時間) ■前時までの食塩の溶け方について確認する。

【問題】ミョウバンを水に溶かすと，食塩と同じような溶け方をするのだろうか。

■ミョウバンが水に溶ける限度や水の量，水の温度を変えたときのミョウバンが水に溶け

る量について，予想や仮説を発想する。

■解決の方法を発想し，実験する。

■実験結果から，ミョウバンが水に溶ける限度や水の量，水の温度を変えたときのミョウ

バンが水に溶ける量について考察し，発表する。

【結論】ミョウバンは，食塩と同じように，決まった量の水に溶ける量に限度があり，水の

量を増やすと，溶ける量は増える。さらに，水の温度を上げると，決まった量の水

に溶ける量は増える。

第五次 水に溶けている物を取り出す

(４時間) ■前時の実験後，ミョウバンの水溶液と食塩の水溶液から溶け残りや析出があることにつ

いて話し合う。

■溶けているミョウバンや食塩を取り出すことができないかという意見を基に，「水溶液

を冷やす」，「水溶液を蒸発させる」の２つの観点で問題を設定する。

【問題】ミョウバンや食塩の水溶液を冷やすと，溶けている物を取り出すことができるのだ

ろうか。

■冷やすことにより溶けている物を取り出すことについて，予想や仮説を発想する。

■解決の方法を発想し，実験する。

■ろ過の器具の適切な操作を理解する。

■実験結果から，水溶液を冷やして，溶けている物を取り出すことについて考察し，発表

する。

本時（１１・１２／１３）
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【結論】ミョウバンの水溶液は冷やすと，溶けている物を取り出すことができる。食塩の水

溶液は冷やしても，溶けている物を取り出すことができない。

【問題】ミョウバンや食塩の水溶液を蒸発させると，溶けている物を取り出すことができる

のだろうか。

■蒸発させて溶けている物を取り出すことについて，予想や仮説を発想する。

■解決の方法を発想し，実験する。

■実験結果から，水溶液を蒸発させて，溶けている物を取り出すことについて考察し，

発表する。

【結論】ミョウバンの水溶液も食塩の水溶液も蒸発させると，溶けている物を取り出すこと

ができる。

■これまでの学習を振り返る。

（１）本時の目標

「物の溶け方について，観察，実験などを行い，得られた結果を基に考察し，表現すること

ができるようにする」ことを本時の目標として，平成30年度全国学力・学習状況調査の調査結

果を踏まえた課題を基にした，「ろ過の技能を身に付け，高い温度で物を溶かした水溶液を冷

やすと溶けた物が出てくることを，実験結果を基に分析して考察し記述することができるよう

にする」ことを達成できるようにする。

（２）展開例

◆ 指導・支援，留意点

学 習 活 動 ○ 児童の学習状況を確認

◎ 児童の学習状況を評価

＜前時までの様子＞

「物が水に溶ける量には限りがあるのだろうか」という問題に対して，水の量や温度を変えて

ミョウバンと食塩を溶かして調べた。調べた後，放置していたミョウバンと食塩の水溶液に溶け

残りや析出があることから，これらの水溶液の状況を基に，児童は水溶液の透明な部分に溶けて

いる物があるのだろうか，あるのならどのようにしたら取り出すことができるのかを話し合っ

た。その結果，「水溶液を冷やす」，「水溶液を蒸発させる」が方法として出され，「水溶液を

冷やすと，溶けている物を取り出すことができるのだろうか」，「水溶液を蒸発させると，溶け

ている物を取り出すことができるのだろうか」の２つが問題として設定された。

さらに，問題「ミョウバンや食塩の水溶液を冷やすと，溶けている物を取り出すことができる

のだろうか」に対して個人で予想を行い，学級で個人の予想を共有している。

１．前時までの振り返り

■前時までの既習の内容を確認する。 ◆物が水に溶ける量は水の量や温度，溶ける物

■水の量を増やしたり，温度を上げたりすると， によって違いがあることを示す実験結果の表

物が水に溶ける量が増えることを振り返る。 やグラフを提示し，前時までの学習を想起す

ることができるようにする。

５．本時：水に溶けている物を取り出す
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２．問題の確認

■本時の問題を確認する。

３．予想の確認

■問題について，物が水に溶ける量などの既習の

内容や生活経験を基に，予想や仮説を発想す

る。

【 児童の発言（例）】

ミョウバンは，水の温 ミョウバンは，温度が

度を高くするとたくさ 下がって出てきている

ん溶けたので，冷やし ので，これ以上取り出

て温度を下げると取り せないと思う。食塩は

出せると思う。食塩も 水の温度を高くしても

同じように取り出せる 溶ける量は変わらなか

と思う。 ったので，冷やして温

度を下げても取り出せ

ないと思う。

４．検証計画の立案

■予想を確かめるための実験方法を考えて，発表 ◆水の温度をもっと下げるということに着目し

する。 て，実験方法を考えることができるようにす

る。

【 児童の発言（例）】

水で冷やして，出てくるかどうかで調べる。

その前に，溶け残りや出てきたミョウバンや

食塩を取り除かないといけないと思う。

５．実験

■ろ過の適切な操作の手順を知る。 ◆ろ過の適切な操作の手順を示す。

問題：ミョウバンや食塩の水溶液を冷やすと，溶けている物を取り出すことができるのだろうか。

児童の予想を記した板書（例）

指導の工夫（１） 02:48～03:37

液体と固体を分ける必然性のある問題

を設定することで，ろ過の目的を捉え

ることができるようにする
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■ろ過の間違えやすい事例について，その意味を

考える。

【 児童の発言（例）】 演示した誤った操作（例）

・液は斜めにしたガラス棒に少しずつ伝わらせ ・ろうとのサイズに合わないろ紙を使用する

ないと，こぼれると思う。 ・ろ紙を水でぬらさない

・ガラス棒がろ紙の底に当たると，ガラスがない ・ろうとの先がビーカーの壁に付かないよう

から押したら破れると思う。 配置する

・液をたくさん入れすぎると，ろ紙とろうとのす ・ガラス棒を真っすぐにして持つ

き間からあふれてしまうと思う。 ・液を勢いよく注ぐ

・ろうとの先をビーカーの壁に付けないと，液が

はねるし，時間がかかると思う。

・ろ紙を超えないように液を入れたり，ろうとの

サイズに合ったろ紙を使ったりしないといけな

いと思う。

■操作の手順を確認しながら，ろ過する。

ろ過の適切な操作（例）

ろ過の誤った操作（例）

指導の工夫（２） 05:20～06:18

誤った操作を演示することで，ろ過の

操作の意味を捉えることができるよう

にする

指導の工夫（３） 08:17～08:26

グループで確認し合いながらろ過する

ことで，操作の確認ができるようにす

る

手順を確認しながらろ過を行う
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■必要な器具を用意して，考えた方法で実験す ◆安全，環境整備に配慮する。

る。

◆実験がうまくいかない場合や，予想と異なる

実験結果が出た場合は，実験方法を振り返

り，必要に応じて再度実験を行うよう促す。

■実験結果をノートに記入する。 ○知識・技能④【行動観察・記録分析】

物の溶け方について，観察，実験などの目的

に応じて，器具や機器などを選択して，正し

く扱いながら調べ，それらの過程や得られた

結果を適切に記録しているか確認する。

６．結果の処理

■各グループの実験結果を確認し，全体的な傾向

を読み取る。

【 グループの実験結果 】 ◆グループごとの実験結果を表にし，共有を図

る。

◆複数の実験結果を分析し，より妥当な考えを

つくりだすことができるようにする。

７．考察

■実験結果を基に，考えられることを言葉でまと

め，ノートに書く。

【 児童のノート（例）】

＜ミョウバン＞ ＜食塩＞ ◆予想で用いた言葉や科学的な用語を使って記

冷やして温度を下げ 冷やして温度を下げ 述するよう指示する。

たらミョウバンが出 ても食塩は出てこな

てきたから取り出せ かったから，取り出

計画を基に実験を行う

＜ミョウバン＞

出てきた。

指導の工夫（４） 09:44～10:08

板書を工夫することで，複数の物質の

実験結果を比較することができるよう

にする

指導の工夫（５） 12:36～13:09

事実と解釈の両方を記入しているかを

確認することで，よりよい考察ができ

るようにする

＜食塩＞

ほとんど

出てこなかった。
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た。 せなかった。

水の温度を高くして 水の温度を高くして

たくさんとけていた もそれ以下の温度で

ものがとけきれなく もとける量が変わら

なって出てきたから なかったからだと考

だと考えられる。 えられる。

８．結論の導出

■結論をまとめ，ノートに書く。 ◆それぞれのグループの実験結果と考察から，

本時の問題に正対する結論を導き出せるよう

にする。

◆既習の内容と本時の実験結果を確認すること

で，結論について根拠をもって述べることが

できるようにする。

結論：ミョウバンの水溶液は，冷やすと溶けている物を取り出すことができる。

食塩の水溶液は，冷やしても溶けている物を取り出すことができない。

◎思考・判断・表現②【発言分析・記述分析】

物の溶け方について，観察，実験などを行

い，得られた結果を基に考察し，表現してい

るかを評価する。

本時の振り返り

■本時の学習活動を振り返る。 ◆本時の指導のポイントである「技能」や「分

析」に関する振り返りができるようにする。

（１） 液体と固体を分ける必然性のある問題を設定することで，ろ過の目的を捉える

ことができるようにする

器具の適切な操作方法を身に付けることができるようにするためには，器具の操作の手順

の理解だけではなく，器具を使用する目的を捉えることが大切である。

本事例では，解決の方法を発想する過程で，前の時間に温めて溶かしたミョウバンが冷え

て出てきたことに注目し，水溶液の透明な部分に溶けている物を取り出すことができるかど

うかという問題を見いだした。この問題によって，溶け残った物や不純物などを取り除く必

要があることに気付くよう促すことで，固体と液体を分けるというろ過の目的を明確にでき

るようにした。

児童は，解決の方法を発想する際に，水溶液を冷やすと溶けている物を取り出すことがで

きるかどうかを調べるためには，まず，食塩の溶け残りや冷えて出てきたミョウバンを取り

除く必要があることに気付き，その気付きが必然性をもってろ過を行う姿につながった。

6．本事例における指導の工夫等
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（２） 誤った操作を演示することで，ろ過の操作の意味を捉えることができるように

する

器具の適切な操作方法を身に付けることができる

ようにするためには，器具の操作の手順の理解だけ

ではなく，操作の意味を捉えることが大切である。

本事例では，ろ紙の役割や適切な操作の手順を確

認した上で，誤った操作を教師が演示し（図１），

ガラス棒をろ紙のどの位置に当てればよいのか，ろ

過する液がろ紙を超えないようにろ紙の大きさや入

れる液の量をどれぐらいにすればよいのか等につい

て映像で確認しながら話し合う場面を設定すること

で，器具を使用する目的や操作の意味を捉えることができるようにした。

児童は教師の演示した誤った操作と適切な操作を比較することで，ろ過で固体と液体を分

けるために，どのような操作を行う必要があるのかを考えることができた。

（３） グループで確認し合いながらろ過することで，操作の確認ができるようにする

器具の適切な操作方法を身に付けることができるようにするためには，教師が教える場面

と児童が考える場面，児童が実際に操作する場面とを組み立て，学びが深まるように促すこ

とが大切である。

本事例では，教師がろ過の目的や適切な操作の手順を指導した。次に，誤った操作を演示

して操作の意味を考えることができるようにした後に，グループごとに一人一人がろ過する

よう促すことで，適切な操作ができているかを確かめ合うことができるようにした。

児童は教師の演示によって捉えた適切な操作を想起しながら，一人一人がろ過を行ってい

た。グループで操作の方法を確認したり，アドバイスをしたりすることで適切にろ過するこ

とができた。

（４） 板書を工夫することで，複数の物質の実験結果を比較することができるように

する

実験結果を基に分析して考察し，既習の内容を基

に判断した根拠や理由を記述することができるよう

にするためには，複数の物質の実験結果を比較し，

より妥当な考えをつくり出すことができるようにす

ることが大切である。

本事例では，ミョウバンと食塩の２種類の実験結

果を示して比較することで，前時までの既習の内容

である，物が水に溶ける量は水の量や温度，溶かす

物によって違いがあることを想起することができるようにした。また，グループごとの実験

結果を表に整理して共有し，それを基に考察することで（図２），より妥当な考えをつくり

出すことができるようにした。

児童は氷水で冷やしたことでミョウバンの水溶液と食塩水にどのような変化が起きたかを

記録した。グループごとの実験結果を整理した表を基に，ミョウバンの水溶液と食塩水の実

験結果の違いを既習の内容と関係付けて考察することができた。

図１ 教師が誤ったろ過を演示する様子

図２ グループごとの実験結果を
整理した表

－ 小理- 33 －



（５） 事実と解釈の両方を記入しているかを確認することで，よりよい考察ができる

ようにする

自分の予想にとらわれずに，実験結果を基に分析

して考察し，その内容を記述できるようにするため

には，事実（実験結果）と，その解釈（事実から考

えられること）の両方を示しながら，説明できるよ

うにすることが大切である。

本事例では，児童の考察を基に，教師が，「水溶

液を冷やすとミョウバンは出てきたが，食塩は出て

こなかった」という事実と，「ミョウバンは取り出

せるが，食塩は取り出せない」という解釈を整理

し，児童が事実と解釈を分けて記入しているか（図３）を見直すよう促すことで，よりよい

考察となるようにした。

児童は，板書にある実験結果や，教師が事実と解釈に分けて整理した考察の文言を基に，

事実と解釈についての自らの記述を振り返っていた。

図３ 事実とその解釈の両方が書かれた
児童のノート
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（１）単元の目標

電気の量や働きに着目して，それらを多面的に調べる活動を通して，発電や蓄電，電気の変

換についての理解を図り，観察，実験などに関する技能を身に付けるとともに，主により妥当

な考えをつくりだす力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

適用事例５ これまで学習した電気の性質や働きを使って，
ものづくりをしよう

〔第６学年〕 Ａ (４) 電気の利用

２．平成30年度全国学力・学習状況調査の調査結果から

１．関連する学習指導要領の内容

【分析結果と課題】

・ 太陽の１日の位置の変化と光電池に生じる電流の変化の関係を目的に合ったものづくりに適用

することに課題がある。〔３(４)正答率42.0％〕〔報告書P.52〕

【学習指導に当たって】

○ 学んだことを基にしたものづくりへの適用ができるようにする

ものづくりの目的や，獲得した知識をものづくりにどのように活用するかを明らかにするとと

もに，できたものが目的に合ったものになっているかを振り返り，修正するといった活動にして

いくことが大切である。

ここでは，第６学年「電気の利用」におけるものづくりを指導事例として挙げている。児童は，

第３学年から「電気の通り道」，「電流の働き」，「電流がつくる磁力」，「電気の利用」と，複数の

内容において電気の性質や働きなどについて学習してきている。これらの既習の内容から獲得し

た知識・技能を，ものづくりにおいて目的に合わせて適用できるようにしている。

３．本指導事例では

４．単元：電気の利用 （全10時間）

【指導のポイント】

○ 目的を設定し，獲得した知識・技能を当てはめて用いるものづくりに取り組む場面

を設定する

児童が獲得した知識・技能を当てはめて用いるものづくりができるようにするために，これま

での学習を基に，豆電球などを自由に試行できるようにしたり，電気の性質や働きなどを黒板に

整理したりしている。次に，目的をもってものづくりに取り組むことができるようにするために，

身近にある物を例にしてつくるものの目的を決めるようにしている。その際，目的とともに，つ

くるものの用途や使う場面も考えるようにし，つくるものにどのような電気の性質や働きを当て

はめて用いるのかも考え，ワークシートに記入するようにし，設定した目的を達成できているか

を振り返り，修正できるようにしている。さらに，乾電池や豆電球などの具体物を用いて回路を

つくったり，確認したりすることで，見通しをもってものづくりができるようにしている。
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（２）単元の評価規準

（３）単元の指導計画（全10時間）

次 主な学習活動

第一次 手回し発電機や光電池での発電

(３時間) ■生活経験などを基に，電気をつくる方法を話し合う。

【問題】どのようにすれば，電気をつくりだすことができるのだろうか。

■電気をつくる方法について，予想や仮説を発想する。

■手回し発電機や光電池を使った解決の方法を発想し，実験する。

■実験結果から，発電について考察する。

【結論】手回し発電機や光電池を使えば，電気をつくりだすことができる。

第二次 蓄電と電気の利用

(２時間) ■手回し発電機のハンドルを回すのを止めたり，光電池に当てる光を遮ったりするとどう

なるかを考え，蓄電に意識を向ける。

■蓄電したコンデンサーを使って，豆電球と発光ダイオードの点灯時間に差があることを

体感する。

【問題】豆電球と発光ダイオードでは，使われる電気の量が違うのだろうか。

■豆電球と発光ダイオードでは，使われる電気の量が違うかについて，予想や仮説を発想

する。

■解決の方法を発想し，実験する。

■豆電球と発光ダイオードを比較して調べた結果について考察する。

【結論】豆電球と発光ダイオードでは，使われる電気の量が違い，発光ダイオードは豆電

球より少ない電気で明かりをつけることができる。

第三次 電気の変換と利用

(５時間) ■身の回りの電気を利用した道具について調べる。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

①電気は，つくりだしたり蓄えた ①電気の性質や働きについて，問 ①電気の性質や働きについての

りすることができることを理解 題を見いだし，予想や仮設を基 事物・現象に進んで関わり，

している。 に，解決の方法を発想し，表現 粘り強く，他者と関わりなが

②電気は，光，音，熱，運動など するなどして問題解決してい ら問題解決しようとしてい

に変換することができることを る。 る。

理解している。 ②電気の性質や働きについて，観 ②電気の性質や働きについて学

③身の回りには，電気の性質や働 察，実験などを行い，電気の量 んだことを学習や生活に生か

きを利用した道具があることを と働きとの関係，発電や蓄電， そうとしている。

理解している。 電気の変換について，より妥当

④電気の性質や働きについて，観 な考えをつくりだし，表現する

察，実験などの目的に応じて器 などして問題解決している。

具や機器などを選択して，正し

く扱いながら調べ，それらの過

程や得られた結果を適切に記録

している。
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【問題】電気は，どのように利用されているのだろうか。

■身の回りにあるエネルギーを効率よく利用した道具について調べる。

■電気をどのように利用しているか調べた結果について考察する。

【結論】・電気は，光，音，熱，運動などに変えて利用されている。

・身の回りには，電気の働きを目的に合わせて制御したり，電気を効率よく利用し

たりしている道具がある。

■これまでの学習を想起する。

■これまでに学習した電気の性質や働きを当てはめて用いることで，どのようなものをつ

くることができるか，ものづくりの計画を立てる。

■自分のものづくりを行う。

■自分のつくったものについて振り返る。

■友達につくったものを紹介する。

（１）本時の目標

「電気の性質や働きについて，学んだことを学習や生活に生かそうとすることができるよう

にする」ことを本時の目標として，平成30年度全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた

課題を基にした，「電気の性質や働きを利用してものづくりをしたり，日常生活に当てはめて

見直そうとしたりすることができるようにする」ことを達成できるようにする。

（２）展開例

◆ 指導・支援，留意点

学 習 活 動 〇 児童の学習状況を確認

◎ 児童の学習状況を評価

＜前時までの様子＞

児童たちは手回し発電機や光電池を使って電気をつくることができること，コンデンサーに蓄

えて使うことができることを理解している。また，発光ダイオードが豆電球に比べて少ない電気

で明かりをつけることができることも理解している。

前時では，電気の性質や働きを利用している道具について調べ，電気は光，音，熱，運動など

に変換することができることを学習した。

１．既習の内容の確認

■これまでに学習した，豆電球や乾電池，モータ

ーなどに触れ，電気についての既習の内容を想

起する。

指導の工夫（１） 02:18～03:26

電気の学習で使用した物を自由に試行す

ることで，既習の内容を想起できるよう

にする

本時（７／１０）

５．本時：電気の変換と利用
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【 児童の発言（例）】

３年生の 発光ダイ 手回し発 豆電球が

ときの学 オードは 電機や光 点灯する

習で，乾 ＋極と－ 電池を使 様子を見

電池と豆 極のつな うと，発 て，電気

電球を輪 ぎ方を反 電するこ は光に変

になるよ 対にする と が で 換するこ

うにつな と，点灯 き，コン とができ

ぐと，豆 しない。 デンサー ることが

電球が点 を 使 う 分 か っ

灯する。 と，電気 た。

をためる

ことがで

きる。

■電気の性質や働きを基に，これまで使ってきた

道具や教材を確認する。

２．ものづくりの計画

■本時の学習に見通しをもつ。

これまで学習した電気の性質や働きを使ってものづくりをしよう。

■つくるものの目的を決めることを確認する。

■身近な物としてライトを例にし，用途や使う場

面からそれぞれの特徴を考える。

【 児童の発言（例）】

災害用は，自 室内用は，明 机用は，照ら

分で発電でき るさが調整で したいところ

る 方 が い い きて，照らす だけ照らせる

し，長持ちす 広さを変えら ようにライト

るものがいい れるものがい が動くといい

と思う。 いと思う。 と思う。

■つくるものの目的に応じて「何を使うか」， ◆ワークシートには，「つくるものの目的」，

「どのような電気の性質や働きを使うか」を 「ものづくりで使う電気の性質や働き」，

明らかにする。 「回路図（つくるものの説明）」，「ものづ

既習の内容を整理する

指導の工夫（２） 03:27～04:11

電気の性質や働きを整理することで，獲

得した知識・技能を当てはめて用いるこ

とができるようにする

指導の工夫（３） 04:45～06:28

身の回りの物を例にすることで，明確な

目的を設定したものづくりができるよう

にする

つくるものの目的を設定する
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くりで使う材料」などの枠を用意し，児童が

何を書けばよいか分かるようにする。

【 児童の発言（例）】

発電するため 電気をためる 明るさを調節

に，手回し発 ために，コン するために，

電機を使う。 デンサーを使 乾電池の数を

う。 変える。

■目的を決め，電気の性質や働きを生かして，ど

のようなものづくりができるか考える。

【 児童の発言（例）】

電気は光や音 モーターを使 直列つなぎを ◆回路図までできた児童には，具体的なものづ

に変えられる い，電気を運 使い，電池の くりについて，必要な材料などを考えるよう

という性質や 動に変えて， 数を変えられ 促す。

働きを生かし 暑い日に外で るようにし，

て，災害時に 使える扇風機 手元を照らせ 〇主体的に学習に取り組む態度②

使える小さく をつくろうと るよう明るさ 【行動観察・発言分析・記述分析】

て長持ちする 思う。 を調節できる 電気の性質や働きについて，学んだことを学

ライトをつく ライトをつく 習や生活に生かそうとしているかを確認す

ろうと思う。 ろうと思う。 る。

■自分がどのようなものをつくるか紹介する。 ◆考えがまとまっていない児童は，友達の紹介

を聞くことで，ものづくりの参考にすること

ができるようにする。

【 児童の発言（例）】

災害時に使う 暑い日に使え 手元を照らせ ◆試したつなぎ方について，回路になっている

小さくて長持 る扇風機をつ るライトをつ か隣同士で確認したり，つないだものを具体

ちするライト くろうと思 くりたいと思 的な道具に見立て，紹介したりする。

で，さらに， う。これは電 う。明るさを

ブザーも付け 気を運動に変 調節するため

て，周りの人 えている。ま に，直列つな

に知らせるた た，いつでも ぎを使って電

めのものにし 使えるよう 池の数を変え

たいと思う。 に，コンデン られるように

サーを付けよ する。

うと思う。 回路図を基に，つくるものを説明する

指導の工夫（４） 09:24～09:51

具体物を用いて自由に試行することで，

ものづくりへの見通しをもつことができ

るようにする
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■回路図が目的に合った回路になっているかにつ

いて，ワークシートと具体物を基に，隣同士で

確認する。

■本時の学習活動を振り返る。

－本時以降－

３．ものづくり

■自分の考えたものづくりをする。 ◆理科室の環境づくりとして，必要になる物

（豆電球，モーター，電子オルゴール，発光

ダイオード，コンデンサー，クリップ付き導

線など）を十分に用意しておくことにより，

【 児童の発言（例）】 個人でものづくりを行うことができるように

豆電球を発光ダイオー 光電池を用いた扇風機 する。

ドにしたら，明かりが をつくったが，室内で

つかなくなった。どう も使えるようにした ◆児童が互いの考えを共有できるように，グル

してだろう。 い。 ープの形態でものづくりを進める。

発光ダイオードは電流 コンデンサーを用いて

の向きが決まっている 蓄電をすれば室内でも

ので，つなげるときに 使える。

気を付ける。

児童がつくったもの（例）

◆互いの考えを共有することを通して，はじめ

に計画していたものから変更することも認

め，目的を見直し，使う物を変えながら進め

るようにする。

災害時に使える

ブザー付きライト

暑いときに使える

手回し発電機付き扇風機

協力してものづくりを行う
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【 児童のワークシート（例）】 ◆ワークシートに，「つくったものの写真」を

貼る欄を設けることにより，ものづくりの達

成感を味わうことができるようにする。

◎主体的に学習に取り組む態度②

【行動観察・発言分析・記述分析】

電気の性質や働きについて，学んだことを学

習や生活に生かそうとしているかを評価す

る。

４．ものづくりの振り返り

■つくったものについて振り返り，自分の考えを

ワークシートに記入する。

【 児童のワークシート（例）】

■友達のつくったものやワークシートを見て，感 ◆つくったものとワークシートを机に置き，見

想を書き，共有する。 て回る場面を設定する。その際，友達のもの

づくりについて，感想を書く付箋を準備する

ことにより，友達のものづくりについても振

り返ることができるようにする。

（１） 電気の学習で使用した物を自由に試行することで，既習の内容を想起できるよう

にする

児童が既習の内容を想起できるようにするためには，電気の学習で使用した具体物（図

１）を用いて自由に試行することが大切である。

本事例では，児童が豆電球，モーター，電子オルゴール，導線などを自由に試行できる活

動を設定した。その際，一人一人が電気の性質や働きを確認できるように，豆電球，モータ

ー，電子オルゴールなどを複数用意したり，簡単につなぎ替えができるようにクリップ付き

の導線を準備したりした。

児童は，手回し発電機や豆電球，電子オルゴールなどをつなぎ，試すことで，これまで学

習した電気の性質や働きを確かめていた。また，乾電池とモーターを用いて「直列つな

ぎ」，「並列つなぎ」による電気の働きの違いを試すなど，他学年で学習した内容について

も振り返ることができた。

６．本事例における指導の工夫等
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（２） 電気の性質や働きを整理することで，獲得した知識・技能を当てはめて用いるこ

とができるようにする

児童が獲得した知識・技能をものづくりに当てはめて用いるためには，既習の内容を想起

し，これまでに学習したことを整理することが大切である。

本事例では，「電気の性質や働き」と「学習で用いた具体的な物」との関係を黒板に整理

したことで（図２），児童が何を使って，どのような電気の性質や働きを当てはめて用いる

のかを決めることができるようにした。

児童は，ものづくりの計画を立てる際，黒板に整理されたものを確認しながら，ものづく

りで使う電気の性質や働きをワークシートに記入したり，使う具体的な物を決めたりしてい

た。また，ものづくりの計画において，他者と検討する際にも，相手がどの電気の性質や働

きを当てはめて用いているのかを板書で確認したり，相談したりしていた。

電気の性質や働き

学習で用いた具体的な物

（３） 身の回りの物を例にすることで，明確な目的を設定したものづくりができるよう

にする

つくること自体が目的にならないように，ものづくりを行う際は，つくるものの用途や使

う場面を考え，つくるものの目的を設定することが大切である。その際には，身の回りの物

を例にして，用途や使う場面からその物の特徴を確認し，それらを参考にものづくりの目的

を決めることができるようにした。

本事例では，身の回りの物の例として，ライトを取り上げた。どのような用途や使う場面

があるのか，そのためにどのような特徴があるのかを確認するために話し合う活動を設定し

た（図３）。

図１ 既習の内容の確認で使用した物

図２ 既習の内容をまとめた板書

・手回し発電機 ・光電池

・乾電池 ・コンデンサー

・豆電球 ・発光ダイオード

・モーター ・ブザー

・電子オルゴール など
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児童は，災害用ライト，室内用ライト，机用ラ

イトなど，数種類のライトについて用途や使う場

面を基に，長い間点灯していることや，電気をた

めて使うことなどの必要な特徴を話し合い，教師

が黒板に整理した。これらの活動を参考にして，

児童がものづくりの目的を設定した。また，当て

はめて用いる電気の性質や働きを明確にもち，豆

電球や光電池など，ものづくりに必要な物につい

ても見通しをもつことができた。

（４） 具体物を用いて自由に試行することで，ものづくりへの見通しをもつことができ

るようにする

自分のものづくりについて，見通しをもつことができるようにするためには，具体物を用

いて自由に試行する場面を設定することが大切である。回路図を書いても，実際に組み立て

てみると，計画通りにいかないことが多い。実際に具体物を用いて回路をつくることで（図

４），ものづくりへの見通しをもつことができる。

本事例では，ものづくりの計画の場面において，これまでの学習で用いた物を使って回路

を作成し，設定した目的に合ったものになるか確認す

る活動を設定した。また，できた回路を見ながらワー

クシートに回路図を記録することで，実際にものづく

りに取り組む際の設計図となるようにした。

児童は，ワークシートに記入した目的に合わせて，

物を選び，回路をつくった。実際につくることで，途

中にスイッチが必要なことに気付いたり，導線のつな

ぎ方を組み替えたりすることができた。また，他者に

実際につくった回路と記録した回路図とを示して，正

しく記録されているか確認し合ったり，目的に合って

いるか検討し合ったりしていた。

図３ ライトを例に用途と特徴を整理した板書

図４ 具体物を用いて回路をつくる様子
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〔第６学年〕 Ｂ (５) 月と太陽

【分析結果と課題】

・ 腕の骨や筋肉のつくりと働きについて，人の腕が曲がる仕組みを模型に適用することに課題

があると考えられる。〔１(４)正答率56.8％〕〔報告書P.29〕

【学習指導に当たって】

〇 学習を通して獲得した知識・技能を他の場面に適用できるようにする

主体的な問題解決を通して獲得した知識・技能を，日常生活と関係付けて図や模型を用いて

考えたり，説明したりすることが大切である。

ここでは，第６学年「月と太陽」における問題解決を指導事例として挙げている。児童は，

第３学年「太陽と地面の様子」，第４学年「月と星」，第６学年「月と太陽」と，複数の内容

において太陽の位置の変化や，月や星の特徴などを学習してきている。これらの既習の内容か

ら，これまでに観察していない月の見え方を提示して問題を設定することができるようにし，

獲得した知識・技能を問題解決や，問題解決で用いる図やモデルに適用できるようにしてい

る。

【指導のポイント】

〇 獲得した知識・技能を自然の事物・現象と関係付けて，図やモデルなどを用いて

説明する場面を設定する

実際の月の観察やモデル実験を通して，「月の光っている側にいつも太陽があること」，

「月の形の見え方は月と太陽の位置関係によって変わること」を学習した後，ある特定の日の

月の形を見て，月と太陽の位置関係について獲得した知識・技能を適用したり，図やモデルな

どを用いて説明したりする場面を設定している。具体的には，図を用いて自分の予想とその根

拠を説明したり，自分が予想した月と太陽の位置関係についてモデルを用いて再現し，確かめ

るといったモデル実験を行ったりする。そして，モデル実験の結果を基に，考察したことを説

明し，予想の見直しを行うようにしている。また，昼間に見える月を対象とすることで，学級

全員で実際に月を観察できるようにしている。

（１）単元の目標

月と太陽の位置に着目して，これらの位置関係を多面的に調べる活動を通して，月の形の見

え方と月と太陽の位置関係についての理解を図り，観察，実験などに関する技能を身に付ける

とともに，主により妥当な考えをつくりだす力や主体的に問題解決しようとする態度を育成す

る。

適用

１．関連する学習指導要領の内容

２．平成30年度全国学力・学習状況調査の調査結果から

３．本指導事例では

事例６ のような月の形が見えるとき，月と太陽は
どのような位置関係になっているだろうか

４．単元：月と太陽 （全６時間）
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（２）単元の評価規準

（３）単元の指導計画（全６時間）

次 主な学習活動

第一次 月の形の見え方

(６時間) ■第４学年「月と星」の学習（日によって月の形が変わる，１日のうちに東から西へ位置

が変わる）を振り返る。月の観察の仕方を確認する。月齢３頃の月を昼過ぎに観察し，

観察カードに記録する。ここでは，太陽の位置は記録しなくてよい。

■別の日に月齢23頃の月を午前に観察し，観察カードに記録する。ここでは，太陽の位置

は記録しなくてよい。

※可能であれば，３回～４回程度，別の日に月の観察ができるとよい。

■観察カードの記録を見て，月の観察で気が付いたことを共有し，問題を見いだす。

【問題】月の光っている側が変わるのは，何が関係しているのだろうか。

■月は球体で自ら光を発する天体ではないことを知る。

■既習の内容や観察の記録，日常生活の経験を基に，太陽が関係しているのではないかと

予想し，共有する。

■予想を基に，懐中電灯と発泡スチロール球を太陽と月に見立てて調べる。（２人で１セ

ット）

※必要に応じてモデル実験の様子を，ＩＣＴ機器を用いて撮影してもよい。

■実際の月と太陽の位置関係を調べるために，月齢３頃と月齢７頃の月の合計２回，月と

太陽の位置を観察し，観察カードに記録する。

■観察の記録を基に，月の光っている側にいつも太陽があることを確かめる。

【結論】月の光っている側が変わるのは，太陽の位置が関係している。月の光っている側

にいつも太陽がありそうだ。

■月齢３頃と月齢７頃の月を観察した記録を基に，月の形の見え方の変化について気が付

いたことを共有し，問題を見いだす。

【問題】日によって月の形が変わって見えるのは，何が関係しているのだろうか。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

①月の輝いている側に太陽がある ①月の形の見え方について，問題 ①月の形の見え方についての事

ことを理解している。 を見いだし，既習の内容や生活 物・現象に進んで関わり，粘

②月の形の見え方は，太陽と月の 経験を基に，根拠のある予想や り強く，他者と関わりながら

位置関係によって変わることを 仮説を発想し，それらを基に， 問題解決しようとしている。

理解している。 解決の方法を発想し，表現する ②月の形の見え方について学ん

③月の形の見え方について，観 などして問題解決している。 だことを学習や生活に生かそ

察，実験などの目的に応じて， ②月の形の見え方について，観 うとしている。

器具や機器などを選択して，正 察，実験などを行い，月の位置

しく扱いながら調べ，それらの や形と太陽の位置との関係につ

過程や得られた結果を適切に記 いて，より妥当な考えをつくり

録している。 だし，表現するなどして問題解

決している。
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■既習の内容や観察の記録を基に，月の形の見え方は，月と太陽の位置関係で変わるので

はないかと予想し，話し合う。

■月齢３頃と月齢７頃の月と太陽の位置関係について，モデル（懐中電灯と発泡スチロー

ル球）を用いて調べる。（３人で１セット）

※必要に応じてモデル実験の様子を，ＩＣＴ機器を用いて撮影してもよい。

■モデルを使って調べたことを基に考察し，観察の記録と関係付ける。

【結論】日によって月の形が変わって見えるのは，月と太陽の位置が関係している。

■これまでの学習を振り返り，提示された月齢19頃の月の形を見て，月と太陽の位置関係

を予想できないか話し合い，問題を見いだす。

【問題】 のような月の形が見えるとき，月と太陽はどのような位置関係になっているだろ

うか。

■月と太陽の位置関係を予想し，根拠とともに発表する。

■予想を確かめるための方法を話し合い，予想したことをモデル（懐中電灯と発泡スチロ

ール球）を用いて確かめる。（３人で１セット）

■モデル実験の結果を基に考察し，予想を見直す。

■後日，実際の月と太陽の位置を観察して確かめる。

【結論】 のような月の形が見えるとき，太陽は月の左側にあり，月と太陽の位置関係は，

三日月や半月のときと比べて離れて見える。

（１）本時の目標

「月の見え方について，既習の内容や生活経験を基に根拠ある予想を発想し表現することが

できるようにする」ことを本時の目標として，平成30年度全国学力・学習状況調査の調査結果

を踏まえた課題を基にした，「月の形から獲得した知識・技能を基に月と太陽の位置関係を予

想し，モデル実験を基に考察することができるようにする」ことを達成できるようにする。

（２）展開例

◆ 指導・支援，留意点

学 習 活 動 〇 児童の学習状況を確認

◎ 児童の学習状況を評価

＜前時までの様子＞

単元導入では，月齢３頃と月齢23頃の月を観察することで，「月の光っている側が変わるのは

何が関係しているのだろうか」という問題を見いだし，問題解決している。また，月齢３頃と月

齢７頃の月の観察を通して，「日によって月の形が変わって見えるのは，何が関係しているのだ

ろうか」という問題を見いだし，モデルを使って実験を行い，月と太陽の位置関係によって月の

形が変わって見えることを確認している。

５．本時：月の形の見え方

本時（５／６）
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１．前時までの振り返り

■これまでの学習を振り返る。

・太陽の位置は，１日のうちに東から南，西へ

と変化する。（第３学年「太陽と地面の様 ◆児童がこれまで学習したことをまとめたもの

子」） を掲示し，振り返りの際に使用する。また，

・月の位置は，１日のうちに東から南，西へと これまでの観察の記録を掲示しておく。

変化する。（第４学年「月と星」）

・日によって月の形の見え方が変わる。（第４

学年「月と星」）

・月の光っている側にいつも太陽がありそう

だ。（第６学年「月と太陽」）

・日によって月の形が変わって見えるのは，月

と太陽の位置関係が変わるから。（第６学年

「月と太陽」）

■月齢３頃と月齢７頃の月が見えるときの月と太 ◆月齢３頃と月齢７頃の月が見えるときの月と

陽の位置関係を確認する。 太陽の位置関係の違いを確認することで，

・三日月のとき（月齢３の頃）も半月のとき 「日によって月の形が変わって見えるのは，

（月齢７の頃）も，光っている側に太陽があ 月と太陽の位置が関係している」ということ

った。 を確認し，他の形に見えるときにも月と太陽

・三日月のときと半月のときでは，月と太陽の の位置関係を予想できるのではないかという

位置関係が変わっていた。 問題を見いだすことができるようにする。

２．問題の設定

■提示された月齢19頃の月の形を見て，月と太陽

の位置関係を予想できないか話し合い，問題を

見いだす。

３．予想や仮説の設定

■月と太陽の位置関係を予想し，月と太陽を表し ◆月と太陽を表した紙を用意することで，カー

た紙をカードに貼る。 ド上で自由に月や太陽の位置を動かして考え

られるようにする。

■予想の根拠をノートに書き，話し合う。

学んだことについて児童がまとめた掲示物

問題： のような月の形が見えるとき，月と太陽はどのような位置関係になっているだろうか。

指導の工夫（１） 01:45～02:11

既習の内容を振り返ることで，見通しを

もって問題解決ができるようにする

指導の工夫（２） 03:03～03:44

月と太陽の位置関係を予想する問題を

設定することで，獲得した知識・技能

を当てはめて用いることができるよう

にする
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【 児童のノート（例）】

太陽は月の光 月の光ってい みんなと同じ

っている側に る側に太陽が で，月の左側

あるので，月 あるので，月 に太陽がある

の左側に太陽 の左側に太陽 と思う。三日

が あ る と 思 があると思 月のときより

う。これまで う。また，半 も月は太陽の

の観察から光 月と太陽の位 近くに見える

って見える部 置関係を考え と思う。

分が増えてき れば，半月よ

ていたので， り少しはなれ

位置関係はこ て見えると思

のようになる う。

と思う。

◆児童から出なかった考えを示して，図やモデ

ルを使った説明を促す。

４．検証計画の立案

■予想を確かめるための方法を話し合う。 ◆予想を確かめる方法として，これまでの学習

・実際に のような月が見える日に観察する。 から，モデル実験で確かめることができると

・今日は，モデル(懐中電灯と発泡スチロール いう意見が出ると考えられる。しかし，モデ

球）を使う。 ル実験で納得するのではなく，実際に月を観

察することで，予想を確かめることも確認し

ておく。

◆前時で行ったモデル実験を振り返り，観察者

と太陽の位置を固定して実験することと，そ

の理由を確認する。

５．モデル実験

■自分の予想を基に，懐中電灯を太陽に，発泡ス

チロール球を月に見立てて，その位置関係につ

いて調べる。

◆直接，光源を見ないように注意するなど，安

全に配慮するように指導する。

◆考察するときに，より妥当な考えにするため

に，他者の予想や教師が紹介した予想も確か

めるようにする。

モデルを用いて予想を確かめる

指導の工夫（３） 05:10～06:14

予想の根拠を明らかにすることで，獲

得した知識・技能と自然の事物・現象

を関係付けることができるようにする

カード上で月と太陽の位置を

動かしながら思考する
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６．結果の処理（モデル実験）

■モデル実験の結果をノートやタブレットＰＣな ◆ＩＣＴ機器を用いて，予想の根拠となるモデ

どに記録し，共有する。 ル実験の結果を学級全体で共有できるように

する。

７．考察（モデル実験）

■モデル実験の結果を基に，月と太陽の位置関係

を考え，図やモデルなどを用いて説明する。

８．予想の見直し

■月と太陽の位置関係について，自分の予想を見 ◎思考・判断・表現①【発言分析・記述分析】

直し，再度，月と太陽を表した紙をカードに貼 月の形の見え方について，既習の内容や生活

る。 経験を基に根拠ある予想を発想し表現してい

【 児童の発言（例）】 るか評価する。

問題の月の形が見えるとき，月と太陽の位置関係

は，月の左側に太陽があり，三日月や半月のとき

より離れて見える。

■本時の学習活動を振り返る。

－本時以降－

９．観察

■月齢19頃の月と太陽の位置を観察し，観察カー ◆安全に配慮するため，帽子の着用を促した

ドに記録する。 り，遮光板の使い方を確認したりする。

10．結果の処理（観察）

■観察カードの記録を共有し，月齢19頃の月と太

陽の位置を確認する。

11．考察（観察）

■自分の予想と観察記録を比較しながら，考察す ◎主体的に学習に取り組む態度①

る。 【発言分析・記述分析】

月の形の見え方について学んだことを学習や

生活に生かそうとしているか評価する。

12．結論の導出

結論： のような月の形が見えるとき，太陽は月の左側にあり，月と太陽の位置関係は，三日

月や半月のときと比べて離れて見える。

モデル実験の結果を基に，月と太陽の

位置関係について説明する
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（１） 既習の内容を振り返ることで，見通しをもって問題解決ができるようにする

見通しをもって問題解決ができるようにするため

には，問題設定や予想の場面において，既習の内容

を振り返り，確認しておくことが大切である。

本事例では，第３学年で学習した「太陽は時刻に

よって位置が変わること」，第４学年で学習した

「月は日によって形が変わって見え，１日のうちで

も時刻によって位置が変わること」，第６学年で前

時までに学習した「月の光っている側に太陽がある

こと」，「月の形の見え方は，月と太陽の位置関係によって変わること」といった内容や観

察記録を掲示しておき，既習の内容を全員が振り返ることができるようにした（図１）。ま

た，既習の内容や観察記録を掲示することで，既習の内容が蓄積，更新されていることを意

識し，振り返ることができるよう工夫した。

このように，問題設定や予想の場面において，既習の内容を振り返ることができるように

することで，「 のような月の形が見えるとき，月と太陽はどのような位置関係になって

いるだろうか」という問題を見いだすことができ，既習の内容や観察記録を根拠として予想

や仮説を発想することもできた。

（２） 月と太陽の位置関係を予想する問題を設定することで，獲得した知識・技能を

当てはめて用いることができるようにする

生きて働く知識・技能を習得するには，児童が，

これまでに獲得した知識・技能を当てはめて用いる

ことができる問題を設定することが大切である。本

事例では，これまでに観察していない月齢19頃の月

を提示し，問題を設定することができるようにし

た。登校時に全員で観察し，予想を検証することが

できるようにするため，午前中に西の空に見える月

齢19頃の月を提示した。

児童は，「太陽は時刻によって位置が変わること」，「月は日によって形が変わって見

え，１日のうちでも時刻によって位置が変わること」，「月の光っている側に太陽があるこ

と」，「月の形の見え方は，月と太陽の位置関係によって変わること」など，これまでに獲

得した知識・技能を当てはめて予想した。その後，月齢19頃の月を実際に観察すること（図

２）で，自分の予想と観察記録の一致，不一致を明確にすることができ，考察，結論の導出

につながった。児童の感想に「自分の予想と観察記録が同じだったのでモデルでの実験が役

に立った」，「学習したことを使えば，観察していない月と太陽の位置も予想できるという

ことがわかった」，「満月のときの月と太陽の位置関係も調べたい」といった記述や発言が

あった。

（３） 予想の根拠を明らかにすることで，獲得した知識・技能と自然の事物・現象を

関係付けることができるようにする

図１ 掲示物を活用して既習の内容を
振り返る様子

6．本事例における指導の工夫等

図２ 月齢 19 頃の月と太陽の位置を

観察する様子
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自然の事物・現象についての考えを科学的なもの

に変容していくためには，獲得した知識・技能と自

然の事物・現象とを関係付けることが大切である。

本事例では，月と太陽を表した紙，カードの拡大

図，月と太陽のモデルとして「懐中電灯と発泡スチ

ロール球」，これまでに観察した「月齢３頃の月と

太陽の位置関係」と「月齢７頃の月と太陽の位置関

係」の記録など既習の内容を書いた掲示物を用意

し，根拠を明らかにしながら予想を説明できるようにした。また，児童が予想しなかった月

と太陽の位置関係については，教師が提示して，予想としてふさわしいかどうかを説明でき

るようにした。

児童は，自分の予想を説明する際に，カードの拡大図に月と太陽を表した紙で位置関係を

表し，予想の根拠について，モデルを用いたり，これまでの観察記録を指し示したりしなが

ら説明した。また，既習の内容を根拠に説明した児童の予想の近くに，既習の内容を記した

掲示物を教師が貼った（図３）。そうすることで，何を根拠としたかが明確になった。予想

を確かめるために，児童の発言からモデル実験を行い，モデル実験の結果から予想を見直し

た。予想を修正したり，根拠を加筆したりして，予想の根拠をより妥当なものにすることが

できた。

図３ 根拠となる知識・技能を予想とともに
掲示した様子
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