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３ 一人一人が主体的に問題解決に取り組む

ための工夫

美東町立赤郷小学校

教諭 西村 淳

(1) はじめに

自分の力で問題解決に取り組み、自らの活

動によって科学的な考え方を構築したり、知

識を獲得したりしたときに、子どもは理科の

学習に楽しさや喜びを感じると考えられる。

つまり、問題解決の主体としての「自分」を

意識させることが、理科学習の楽しさの大き

なポイントになる。この「自分」を意識させ

るためには、事象的感動や理性的感動が重要

になる。それらの感動場面を学習過程の中に

設定することで、子どもたちは主体的に問題

解決に取り組むようになると考える。

(2) 研究の目的と内容

主体的な問題解決が成立するためには、心

、が揺さぶられるような自然体験に出合ったり

自然事象に繰り返し働きかけたりする中で、

疑問を感じたり、実現すべき願いをもったり

することが必要である。つまり、事象的感動

を味わうことで、子どもの中に問題意識が生

まれてくると考えた。そして、この問題意識

をエネルギーとして、自分の考えた方法で実

験や観察を行い、問題を解決していく時、子

どもは問題解決の一連の過程に深く関わり、

主体的に問題解決に取り組むことができると

考えた。

そこで、学習過程の中で「自分」を強く意

識できるように、次の３点を中心に、第５学

年の「おもりのはたらき」と「てこのはたら

き」の二つの単元で実践に取り組むことにし

た。

・問題を発見する場の工夫

・自分の追究活動を生かせる場の設定

・ものづくりの場の充実

(3) 実践内容と考察

ア 問題を発見する場の工夫

問題解決のためには、まず、子ども自身が

問題を見い出すことが必要である。そして、

この問題との出合いが、主体的な問題解決を

進めていくための大きなエネルギーになると

考えた。

本来、子どもは体を動かして活動すること

が大好きである。それは、これらの活動が遊

びの延長線上にあることや、自分の五感が刺

激され、体全体で感じ、学ぶことができるか

らではないかと考えた。

そこで、本実践では、子どもが体全体で学

習内容を感じ取れるような遊びやゲームを通

して、問題を発見することができる場を設定

することにした。子どもたちは、遊びやゲー

ムに夢中になる中で、繰り返し自然の現象に

触れることができる。また、具体物に直接触

れることで、感覚や知覚が刺激され、自分な

りの感じ方をもつことができると思われる。

つまり、事象的感動を体験することで、子

ども自身の気付きや疑問、願いが生まれてく

ると考えた。

しかし、これを課題まで高めていく場合、

子どもたちの疑問や気付きの中から一つを取

、 、り上げ 全員に同じ方法で追究させるならば

課題追究の際に 自分 という意識は薄くなっ「 」

。 、てしまうのではないだろうか そこで教師は

子どもたちの疑問や気付きの一つ一つに耳を

傾け、子どもと対話する中で、それぞれの思

いが解決可能な課題に発展していくように支

援していかなければならない。また、それぞ

れがもった思いを学級全体で共有できる交流

、 、の場をもち 説明したり質問したりしながら

それぞれの考えを明らかにし、違いや共通点

を探っていくことも必要である。そして、こ

の交流を通して、それぞれの課題は結びつけ

られ、共通の課題として設定されたり、より

広がりや深まりのある課題に高められたりし

ていくのではないかと考えた。
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(ｱ) おもりのはたらき

「おもりのはたらき」の単元の学習計画は

のとおりである。表２

（ ）表２ おもりのはたらき の学習計画表「 」 11時間

次 学 習 の 流 れ

）おもりのはたらきを見つけよう（２時間

（１時間）ターザンロープ遊びを楽しむ

事象的感動を味わう場

問題を見い出す場

第

、 。（ ）１ 気付いたことや疑問に思ったことを話し合い 課題を作る １時間

次 ＜振り子の動き＞ ＜衝 突＞

糸の長さと１往復の時間の関係

球の重さと衝突の強さの関係

おもりの重さと１往復の時間の関係

球の速さと衝突の強さの関係

振れ幅と１往復の時間の関係

おもりのはたらきの規則性を調べよう（６時間）

課 題 の 選 択

振り子の動き 衝 突

第

実験方法や結果の処理の仕方を考える（１時間）

２ ↓ ↓

一人一人の考えた方法で課題を追究する（２時間）

次 ↓ ↓

追究した結果を交流し、情報を交換する（１時間）

↓ ↓

振り子の周期に関する課題の追究 おもりの衝突に関する課題の追究

または再実験（２時間） または再実験（２時間）

おもちゃを作ろう（３時間）

第

３ 追究した結果を学級新聞に掲載し、情報を交換する（１時間）

次 ↓

振り子や衝突の学習で学んだことを生かしたものづくりに取り組み、

お互いの成果を発表し合う （２時間）。

理科好きな児童生徒を育む指導の在り方に関する研究 －小学校・中学校の理科を通して－



- 87 -

理科好きな児童生徒を育む指導の在り方に関する研究 －小学校・中学校の理科を通して－

、この単元に取り入れられている課題選択は

児童の興味・関心に基づく学習を充実するた

めのものである。自らが見通しをもって課題

選択ができるようにするためには、選択でき

る情報を提供する必要がある。選択を取り入

れた授業では、ここが教師の大きな支援のポ

イントであると言えよう。

子どもにとっては 「振り子」も「衝突」も、

未知の学習であり、どのような学習なのか見

当もつかない子どももいる。そこで、 の図30

ような「振り子」と「衝突」の二つの内容を

含むターザンロープ遊びの場を準備した。

図30 ターザンロープ遊びの様子

この活動では、子ども自身が振り子のおも

りになり、実際にゆれたり友だちを受け止め

たりして動きや衝撃を体感することができた

（事象的感動 。子どもたちは自分が体感する）

中で、次のような気付きや疑問をもった。

・往復するリズムはほとんど変わらない。

・立ってするのとすわってするのでは 立っ、

てする方が速い。

・ロープに乗っていないときと比べて乗っ

ている方が速い。

・下りの時だけ速かった 上りの時はちょっ。

とおそくなっていたような気がした。

・放したときが一番速いと思ったけどまん

中が一番速かった。

・ロープの上に上がったときと一番下でや

るのとは どっちが速いのか分からなかっ、

た。

・みんなのしょうとつを受ける時、背の高

さや重さでふっとぶ距離が違う。

・勢いがついている方がしょうげきが大き

かった。

また、自分が実際に体感したことは、今後

の学習を進め、見通しをもつ上で、貴重な体

験になったと考えられる。その後、子どもた

ちの気付きを一覧表にして配付し、お互いの

考えを説明したり質問し合ったりしながら、

それぞれの考えを明らかにすることで、違い

や共通点を探っていった。

この話し合い活動を通して、課題が明確に

なると同時に、今後の活動に対して自分なり

に見通しをもつことができた。その上で、興

味・関心に基づき、自分が追究していく課題

を選択していった。ここでは、子どもたちは

大きく以下のような課題を設定し、課題追究

活動を行った。

＜衝突に関するもの＞

･重さによってしょうげきはどうちがうのか

･速さによってしょうげきはどうちがうのか

＜振り子の動きに関するもの＞

･おもりの重さでふりこの速さはどうかわる

のか

･糸の長さでふりこの速さはどうかわるのか

(ｲ) てこのはたらき

「てこのはらたき」の学習計画は、 の表３

とおりである。

この単元では、ゲームを通して「てこのは

たらき」を体感する場として、ペットボトル

つりゲームを準備した。決められた時間で、

どちらがたくさんのペットボトルをつりあげ

るかという簡単なルールで、子どもたちは友

。達との対戦に夢中になって取り組んでいった
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（ ）表３ てこのはたらき の学習計画表「 」 14時間

次 学 習 の 流 れ

）てこのしくみやはたらきを見つけよう（５時間

ペットボトルつりゲームをしよう

事象的感動を味わう場

問題を見出す場

第

１

次 ○それぞれの考えを出し合い、自分の課題を設定する。

課 題 １ 課 題 ２ 課 題 ３

○自分の課題に沿って実験の計画を立てる。

○それぞれの考えを確かめるための実験方法を考え、実験する。

○自分たちの実験結果をもとに、てこのはたらきを説明する。

てこのはたらきの規則性を調べよう（３時間）第

２

次 ○てこ実験器を使って、てこが水平につり合う時のきまりを見つける。

○てこが水平につり合う時のきまりをつくる。

てんびんを作ろう（３時間）第

３

次 ○上皿てんびんでものの重さを量る。

○自作のてんびんを作ったり、てんびんのしくみを調べたりする。

チャレンジしよう（３時間）

第

補充的学習 発展的学習４

つり合わせゲームに挑戦する。 マジックハンド作りに挑戦する。次

○てこのはたらきについてまとめる。

理科好きな児童生徒を育む指導の在り方に関する研究 －小学校・中学校の理科を通して－
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そして、 のように、ゲームを楽しみなが図31

ら様々な位置に置いてあるペットボトルをつ

りあげ、ペットボトルの位置と手ごたえの違

いを体感していった（事象的感動 。）

図31 ペットボトルつりの様子

遠くのペットボトルをつりあげようと挑戦

する。このとき 「遠くは重いよ 「近くから、 」、

ねらえ」などと、ゲームを見ている子どもか

らも声が上がった。ゲームに夢中になってい

る子どもたちの発言や表情、動きには、自分

の考えや思いが表れてくる。

このゲームを通して、距離と重さが関係す

ることをつかむと同時に、これまでの生活体

験を思い出させることも大切である このゲー。

ムの後、発見カードと不思議カードの２種類

のカードを渡し 子どもの考えを整理していっ、

た。

＜発見カードから＞

・持ち上げる時けっこう重かった。

・遠くのペットボトルをとると重くて、近

くのペットボトルをとると軽かった。

・ペットボトルを棒の先で持ち上げるより

近くで持ち上げた方が軽い。

・持つところが小さければ小さいほど重く

なった （注：支点から力点の距離が短い。

ということ） （※注は筆者）

＜不思議カードから＞

・持つところを変えると手ごたえが変わる

のはなぜか。

・ふつうに持つより重いのはなぜか。

・手で持つより棒で持つ方が軽くなるのは

なぜか。

子どもたちは遊びやゲームに夢中になる中

で、繰り返し自然の事象に触れ、自分なりの

感じ方をもつことができた。そのことが、自

分の問題を見つけることや今後の活動に対し

ての見通しや目的意識といった、理性的感動

をもつことへもつながっていった。

これらのことから、問題を見い出すために

は、遊びやゲームを取り入れて実際に体験す

ること、即ち、事象的感動を与えるような場

を設定することが有効であるということが分

かった。

イ 自分の追究活動を生かせる場の設定

設定した課題に対して、子どもたちは予想

、 、 。や仮説 構想をもち 実験を工夫していった

子どもの追究方法は、本来個性的なもので

あり、ここにその子らしさが発揮される。ま

た、自分の考えた方法で追究することで、よ

り主体的に学習に取り組むことができる。

、 「 」そこで 子どもの こうすれば調べられる

と思う追究方法で実験の計画を立てさせ、考

えた計画に従って実験装置を作らせたり、材

料を準備させたりした（ 。図32）

図32 自分なりの方法で追究している様子

しかし、自分なりの見通しはあるものの具

体的な実験計画がなかなか立てられない子ど
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ももいる。そこで、計画を立てる前に実験道

具を紹介したり、教科書等を活用させたりし

て、より客観性のある調べ方について気付か

せた。

ここでは 「おもりのはたらき」の実践例で、

述べることにする。

、実験計画を立てた日のＡ児の振り返りには

「ぼくは、ふりこの動きについて調べること

にしました。計画を考えるのがむずかしかっ

たです。うまくいくといいな・・・ 」という。

記述が見られ、次時からの実験に期待と不安

をもっている様子が感じられた。

次時に 「おもりの重さで振り子の一往復す、

る時間はどう変わるか」という課題で振り子

の実験に取り組んでいったＡ児は、ターザン

ロープの経験から、体重が重い子どもの方が

、 、速く動くと感じ 振り子の一往復する時間は

「おもりが重い方が速くなる」という見通し

をもって実験に取り組んだ。しかし、結果は

のようになり 「往復する時間は重さとは図33 、

関係ない」とまとめている。

図33 おもりの重さと速さの実験結果

Ａ児は まとめの中で ぼくの予想とは違っ、 、「

ていたけど、本当のことがわかってよかった

です。今度は、ふれはばで速さがどう変わる

か調べてみたいです 」と記述していた。。

そこには、自分の力で結果を導き出すと同

時に、次なる課題へと発展させているＡ児の

意欲的な姿を見ることができた。

次に 「球の速さで衝突の力がどうちがうの、

か」という課題に取り組んだＢ児は 「速い方、

が衝突する力が強いはずだ という考えをもっ」

ていた。そこで、 のような実験の計画を図34

図34 Ｂ児の実験計画書

立てた。速さはレールの高さを変える方法で

速さの違いを考えて実験した。しかし、実際

に実験を始めると、ドミノ倒しのようになっ

て、速さによる違いがうまく調べられなかっ

た（ 。図35）

図35 Ｂ児の実験の様子

そこで、球をドミノに当て、ドミノの移動

した距離で衝突の強さを調べる測定方法に変

えて実験を行った。その日の振り返りに、Ｂ

児は 「実験は大成功。思ったとおり高いとこ、

ろから玉を転がすと球は速くなり、速い方が

ドミノが遠くに動くことがわかった。でも、

初めにやったときは大失敗。失敗は成功のも

とだ、次からもがんばりたい 」と記述してい。

る。この記述からも、自分の実験に満足し、

試行錯誤することに楽しさを感じている姿が

見られた。
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子どもたちは自分で計画を立てることで、

期待をもって実験に取り組んでいった。しか

し、実際に実験を始めてみると、計画したと

おりに実験が進まなかったり、自分の予想と

違う結果が出たりすることもあった。その度

に、子どもたちは方法を改善したり、考えを

修正したりしながら、新たな問題解決に取り

組んでいった。そこには、自力で問題解決す

ることに楽しさを感じている子どもの姿（理

性的感動）があった。

このように、それぞれの思いが生かせる追

究活動を展開することで、子どもたちの問題

解決への取組はより一層主体的になることが

分かった。

ウ 「ものづくり」の場の充実

学習指導要領においては、子どもの知的好

奇心を高め 実感を伴う理解を図るために も、 、「

のづくり」に関する内容を充実させている。

この「ものづくり」を学習に取り入れること

には様々なよさがある。

ものを作るという行為は、それ自体が楽し

い活動で、子どもの興味・関心を高めること

ができる（ 。また、それぞれの作品に深図36）

く関わることによって、自分の問題として取

り組み、事象に潜むきまりや法則を発見する

ことができる（理性的感動 。つまり、全ての）

過程で「自分が行っている」という意識をも

つことができ、子どもたちは主体的に学習に

取り組むことができると考えた。

図36 各自が「ものづくり」に取り組む様子

「おもりのはたらき」の学習では、単元の

最後に振り子や衝突のきまりを利用したおも

ちゃ作りを取り入れた 単元の始めにおもちゃ。

作りを行うことを知らせておくことで、子ど

もたちは見通しをもって活動することができ

た。子どもたちは、自分のとらえた「振り子

の動き」や「衝突」のイメージをもとに、進

んで設計図を作ったり、材料や情報の収集に

取り組んだりしていた。

子どもの活動を支えるために、子どもの作

品のイメージに合った材料をいっしょに探し

、 。たり 製作方法のアドバイスを行ったりした

また、この学習にあわせて、材料コーナー

やその仕組みを使ったおもちゃ・道具の展示

コーナーなどを作っておけばもっと活動が深

まっていたのではないかと考えた。

子どもたちは完成への期待感をもって製作

活動に取り組み、何度も試行しながら、改良

を加え、自分の思いを実現していった。作る

過程での様々な問題や子どもの願いは、学習

内容に直結している。その活動を行う十分な

時間の確保と見守る教師の構えが大切である

と感じた。

おもちゃが完成したら、楽しいゲーム大会

が始まった。あちらこちらから歓声と友達の

作品への賞賛の声が聞こえてきた。

このように遊びを通して情報の交流を図る

ことで、友達の獲得した「知」に触れ、それ

ぞれが考えを広げ、深めていくことができ、

集団的感動を味わうことができた。

また 「てこのはたらき」の学習では、発展、

的な学習として、マジックハンド作りに取り

組んだ。

最初に私が製作したマジックハンドを演示

してみせた 「作ってみたい？」と聞くと、ど。

の子からもすぐ「作りたい」と返事が返って

きた。そこで、マジックハンドの作り方を簡

単に説明すると、後は自分たちでどんどんそ

の製作を進めていった（ 。図37）

マジックハンドが完成した子どもは、思い
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図37 作ったマジックハンドを使っている様子

思いにものを持ち上げたり、移動させたりし

ながら、てこの現象を体感する活動を楽しん

だ。

そのうちに一人の子どもがマジックハンド

の改造を始めた（ 。マジックハンドは、図38）

支点の位置でものを持った時の手ごたえが違

う。改造の理由を聞いてみると 「支点と作用、

点の位置が近い方が重いものが持てる 」とい。

うことであった。

すると、改造の波がみんなに広がり、子ど

もたちは次々と新たな支点を作っていき、活

動が深まっていった。そこには、マジックハ

ンドの製作を通して、この学習で獲得した見

方や考え方を活用している子どもの姿があっ

た。

図38 マジックハンドを改造している様子

このように、単元の最後に取り入れた「お

もちゃ作り」や「マジックハンド作り」のよ

うな「ものづくり」の活動は、理性的感動だ

けでなく、集団的感動も味わうことができ、

子どもたちの貴重な交流の場となることが分

かった。

(4) まとめと今後の課題

学習後、子どもたちに「理科の学習で楽し

いと感じるときはどんなときですか」と尋ね

たところ、次のような回答が返ってきた。

・ゲームをしたりものを作ったりして自然

の仕組みや不思議を実感できたとき

・自分で調べて仕組みやきまりが分かった

とき

・自分で工夫して観察・実験などの活動を

行ったとき

・理科で勉強したことが他の生活場面で使

えたとき

、 「 」この結果を見ると 子どもは ものづくり

を行ったり、自分で工夫して追究したり、自

、然の仕組みやきまりが分かったりしたときに

楽しいと感じていることが分かった。

このように、問題解決の主体としての「自

分」を意識できるように支援することで、子

どもたちは、主体的に問題解決に取り組むこ

とができ 「自分」が深く関わることに楽しさ、

や喜びを感じることができた。主体的に問題

解決に取り組み、自分の力で解決した充実感

や喜びを繰り返し味わうことが 「理科好きな、

子どもを育てる」ことにつながると考える。




