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自らの考えをもち、的確に表現する力を育てる指導の在り方に関する研究 －小学校・中学校における理科を通して－

Ⅰ 研究の意図

子どもたちが変化の激しいこれからの社会

を生き抜くためには、自らの力で論理的に考

え判断する力、自分の考えや思いを的確に表

現する力、問題を発見し解決する能力等の「確

かな学力」を身に付けることが重要である。

平成13年度小・中学校教育課程実施状況調

査や国際学力調査（OECDによる生徒の学習到

達度調査等）では、子どもの学力の現状を、

覚えることや計算、文章の読取りは得意だが、

学習が受け身で、自分から調べ、判断し、自

分なりの考えをもち、それを表現する力が不

十分であると分析している。また、平成15年

度小・中学校教育課程実施状況調査結果にお

いても、表現する力を育てることが課題とし

て取り上げられている。

理科は、子どもたちが自然の事物・現象に

具体的にかかわり、見通しをもって観察、実

験の計画を立て、実際に行い、得た結果を図

や表等に表し、科学的に考察して他者に伝え

る学習を行うことができる教科であることか

ら、自らの考えをもち、的確に表現する力を

育てるのに適していると考える。

本研究では、理科の学習において、表現活

動を効果的に取り入れることができる問題解

決の過程やその過程での指導方法の工夫につ

いて追究していくこととした。

Ⅱ 研究の概要

１ 研究の内容

本研究は研究期間を平成17・18年度の２年

間とし、小・中学校の教員６人（小学校教員

３人、中学校教員３人）の調査研究協力員と

ともに研究を進めた。

研究を進めるに当たり、理科において、自

らの考えをもち、的確に表現する力を「問題

解決の過程において、とらえたことや考えた

ことを根拠を明確にして論理的に表し、人に

分かりやすく伝える力」とした。その上で、

この力を育てるための学習形態、観察、実験

の計画の立て方や結果のまとめ方、発表の仕

方等の効果的な指導方法について、実態調査

や研究授業の実施と分析等を通して研究を進

めた。

なお、理科の学習における問題解決の過程

を次の①～⑤の５つとした。

① 問題をつかむ過程

（問題の整理等）

② 問題の解決のために計画を立てる過程

（予想、観察や実験方法の立案等）

③ 計画に基づいて実行する過程

（観察、実験、調べ学習等）

④ 結果をまとめ検討する過程

（個人でのまとめ、話合い等）

⑤ 結果を活用し応用する過程

（日常生活との関係付け、発展的な学

習への取組等）

２ 研究の経過

１年次（平成17年度）は、自らの考えをも

ち、的確に表現する力を育てる理科の学習指

導の現状とそれに関する教員の意識について、

実態調査を行った。調査対象は、調査研究協

力員の所属する小学校の全学級担任及び理科

専科担当教員、調査研究協力員の所属する中

学校の理科担当教員、平成17年度理科関係研

修講座受講者とした（調査人数：小学校教員

80人、中学校教員45人）。また、実態調査にお

いて、問題解決の過程の中で表現する力を育

てるための活動を取り入れることを有効と考

える割合が高かった３つの過程（②、④、⑤）

に表現活動を取り入れて、調査研究協力員に

よる研究授業を実施した。

２年次（平成18年度）は、１年次の実態調

査において、表現する力を育てるための活動

を取り入れることを有効と考える割合が他に

比べて低かった問題解決の２つの過程（①、

③）を加え、５つの過程すべてに表現活動を

取り入れて研究授業を実施した。その上で、

各過程において、根拠を明確にして自分の考

えを論理的にまとめる力やまとめたものを人
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に分かりやすく伝える力を育てる指導方法の

工夫について検討した。

Ⅲ 研究の実際

１ １年次の研究

(1) 実態調査の分析

調査項目のうち、｢理科において、表現する

力を育てることを意識したことがあるか」で

は、図１に示すように調査対象教員の85％が

肯定的に回答している。

「理科の学習における問題解決のそれぞれ

過程において、表現する力を育てるための活

動を取り入れることは有効と考えるか」につ

いては、図２に示すように肯定的な回答が80

％を超えたのは「②問題の解決のために計画

を立てる過程｣､「④結果をまとめ検討する過

程｣､「⑤結果を活用し応用する過程」であった。

「理科の学習における問題解決のそれぞれ

の過程において、とらえたことや考えたこと

図１ 表現する力を育てることへの教員の意識

図２ 問題解決のそれぞれの過程に表現する力を

育てるための活動を取り入れることの有効性
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ア そのように思う イ 少しそう思う ウ あまり思わない

エ そのように思わない 無回答

ウ 10%

ア 40%

エ 2%

イ 45%

無回答
3%

ア そのように思う イ 少しそう思う
ウ あまり思わない エ そのように思わない
無回答

を表すための方法として、考えられることや

実践していること」については、それぞれの

過程で次のような回答があった。

① 問題をつかむ過程

・生活経験や身近な事象を思い出して発表する。

・実物の提示や演示実験で疑問に思ったこと

を発表する。

② 問題の解決のために計画を立てる過程

・結果を予想し、理由を付けて発表する。

・自分の考えた観察、実験の方法を学習プリ

ント等に書いて発表する。

・グループごとに実験計画を立て、学習プリ

ント等に書いて発表する。

③ 計画に基づいて実行する過程

・気付いたことを学習プリント等に記入する。

・安全に配慮しながら自分が考えた方法や手

順で観察、実験をする。

・一人ひとりが観察、実験をする。

④ 結果をまとめ検討する過程

・画用紙等に図や表を用いてまとめ、検討する。

・プレゼンテーションソフトウェアを使って

発表する。

・観察、実験で得られた結果と考察を区別し

て発表する。

・自分の立てた仮説と観察、実験の結果が一

致するか検討する。

⑤ 結果を活用し応用する過程

・ものづくりや自由研究、一人ひとりによる

実験レポートの作成等によって、他の事象

との関連を検討する。

・モデルを用いて表す。

「理科において、とらえたことや考えたこ

とを人に伝える方法として有効なもの」につ

いては、図３のような結果になった。どれも

有効であると回答しているが、中でも「実物

を提示しながら伝えること」を有効と考えて

いる割合が最も高かった。

図３ とらえたことや考えたことを人に

伝える方法として有効なもの
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エ そのように思わない 無回答
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「理科において、自分の考えを表現する力

を育てる活動を積極的に取り入れた場合の期

待できる効果」については、図４のような回

答が得られた。どの項目についても効果が期

待できると回答しているが、中でも「自分の

考えを整理できるようになる」や「自分の考

えをきちんと伝えることができるようになる」

については、「そのように思う」という回答の

割合が高かった。

これらの実態調査の結果から、理科におい

て表現する力を育てることへの関心の高さが

うかがえるとともに表現する力を育てるため

に有効であると考えている問題解決の過程や

期待できる効果等を把握することができた。

図４ 表現する力を育てる活動を取り入れた

場合の期待できる効果
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ア そのように思う イ 少しそう思う ウ あまり思わない
エ そのように思わない 無回答

(2) 研究授業

研究授業では、実態調査において、表現す

る力を育てるために有効と考えている割合の高

かった３つの過程（②、④、⑤）に様々な表

現活動を取り入れた（表１）。その結果、根拠

を明確にして自分の考えを論理的にまとめよ

うとする意欲やまとめたものを人に分かりや

すく伝えようとする意欲が高まったこと等か

ら、表現活動をこの３つの過程の中に取り入

れることは表現する力を育てる上で有効であ

ることが分かった。また、表現活動を取り入

れたこれら３つの過程だけでなく他の２つの

過程においても、子どもたちの表現すること

への意欲の高まりが見られた。

２ ２年次の研究

２年次は、理科の学習における問題解決の

過程のすべてに表現活動を取り入れて研究授

業を実施し、根拠を明確にして自分の考えを

論理的にまとめる力やまとめたものを人に分

かりやすく伝える力を育てる指導方法の工夫

について検討した。

研究授業の概要は、次ページの「３ 授業

実践」のとおりである。

表１ １年次の研究授業の概要 ＊表中の「過程」は、理科の学習における問題解決の過程である。

授業者 学年 単元名 過程* 表現活動

光市立周防小学校 あたたかさと
グループで考えた実験方法を画用紙にまとめ、発表する。

教諭 河本 宏明
３ 太陽の光 ② さらに、他のグループの実験方法に対するアドバイス等を

メッセージカード（付せん）に書き、画用紙にはる。

岩国市立平田小学校
実験結果を文章や図を用いて発見カード(ワークシート)に

教諭 棚田 茂樹
６ 水溶液の性質 ④ 書き、それを基に分かったことをグループで検討して発表

する。

下関市立向井小学校 ワークシートに各自の実験方法を文章や図を用いてまと

教諭 神田 哲
６ 電流のはたらき ②

め、教材提示装置を使って発表する。

グループで既習事項や生活経験から実験方法を導き出して

周南市立富田中学校
② ワークシートにまとめ、プレゼンテーションソフトウェア

教諭 室内 文彦
１ いろいろな気体 を使って発表する。

④
実験で得られた結果を基に、各自の考えをワークシートに
まとめて発表する。

②
実験方法を各自が既習事項や生活経験から導き出し、その

下関市立彦島中学校
１ 身のまわりの物質

方法を付せんに書き、黒板にはって分類する。

教諭 徳野 秀敏
④

実験で得られた結果を基に、各自の考えをワークシートに
まとめて発表する。

④
グループで観測記録から分かったことをノートや画用紙に

岩国市立本郷中学校
３
天体の１日の動き まとめ、発表する。

教諭 川辺 知子 と地球の運動
⑤

得られた結果をモデルを用いて表し、それを基に各自の考
えを整理する。
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３ 授業実践

(1) 小学校第３学年「こん虫をさがそう」

光市立周防小学校

教諭 河本 宏明

ア はじめに

第３学年の「こん虫をさがそう」の単元で

は、以下のことをねらいとしている。

・いろいろなこん虫の体のつくりを調べて、チョ

ウの体のつくりと比較することで、こん虫

の体のつくりの共通性をとらえることがで

きる。

・トンボやバッタの幼虫を飼育し、チョウの

育ち方と比較する中で、こん虫にはさなぎ

の段階を経ないで幼虫から成虫になるもの

がいることをとらえることができる。

・こん虫の食べ物とすみかとの密接な関係や

体の各部の形や色等、細かいところにも着

目して追究し、こん虫の生活についての見

方や考え方を深め、こん虫と植物の関係を

とらえることができる。

これらのねらいを達成するための活動を行

う中で、子どもたちは、問題を見出し、解決

する力を身に付けていく。また、自分なりに

観点をもって観察を行うことや自らの発見を

発表することで、学習の成果を的確に伝えよ

うとする力も高まると考える。

イ 授業づくりに向けて

(ｱ) 表現活動を取り入れる問題解決の過程

⑤結果を活用し応用する過程

子どもたちは、１学期に行った「チョウを

そだてよう」の単元において、チョウは卵→

幼虫→さなぎ→成虫の順に育つこと、チョウ

の成虫の体は頭、胸、腹の３つの部分からで

きていること、頭には目、口、触角等がある

こと、胸には足が６本あることについて学習

している。しかし、トンボやバッタ等、チョ

ウ以外のこん虫も、チョウと同じような成長

の過程をたどるのか、体のつくりはチョウと

同じなのかについては十分理解していない。

また、ダンゴムシやクモ等の生き物とこん虫

との区別もあいまいなままである。

そこで、本単元のまとめとして、自分の好

きなこん虫について調べたことを人に伝える

活動を通して、こん虫の体のつくりや生活に

ついての見方や考え方を深めることができる

ようにしたいと考えた。

(ｲ) 取り入れる表現活動

・自分で調べたこん虫の特徴や生活の様子

等を基に、こん虫の模型とこん虫のすみ

かや活動場所等のジオラマを作る。

･ 各自が自分で調べたこん虫の自慢をする。

･ こん虫の自慢に対する感想や気付き等を

メッセージカード(付せん)に書く。

自分の好きなこん虫の体の分かれ方、足の

数、足の付き方等の体のつくりやこん虫の生

活について明確にとらえることができるよう

に、各自が調べて分かったことをこん虫の模

型やジオラマで表現する。また、自分の学習

成果を人に分かりやすく伝えることができる

ように、「こん虫自慢大会」において、各自が

とらえたことをこん虫の模型やジオラマを用

いて発表する。さらに、発表に対する感想や

気付き等を発表者に的確に伝えるために、メッ

セージカードにまとめて手渡す。

(ｳ) 単元指導計画（総時数６時間）

第一次 こん虫をさがそう （２時間）

・こん虫の食べ物、すみか、くらし

第二次 こん虫を調べよう （２時間）

・こん虫の体のつくり、育ち方

第三次 いろいろなこん虫を比べよう

（２時間 本時2/2）

・こん虫の模型、ジオラマづくり

・「こん虫ふしぎ発見!」（こん虫自慢大会）

(ｴ) 学習の展開

1) 「こん虫ふしぎ発見！」のプログラム

を見て、その中から聞きたい発表を選ぶ。

2) ２つのグループに分かれる。一方のグ

ループは、自分が飼育、観察してきたこ
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ん虫についての自慢を発表し、もう一方

のグループはその発表を聞く。

3) 発表を聞いたグループの子どもは、感

想や気付き等をメッセージカードに記入

して発表者に手渡す。発表者は、メッセー

ジカードを見て、次の発表で工夫するこ

とや気を付けることについて考える。

4) グループを交代して、2)、3)の活動を

行う。

5) 本時の学習で印象に残ったことや感想

を学習プリントに記入する。

ウ 授業の実際と考察

(ｱ) こん虫の模型づくり

子どもたちは、１学期の学習によってチョ

ウの足は胸に６本あることを理解し、今回自

分で調べたこん虫についても同様であること

を確認してきた。

しかし、模型を作るときには、足を８本作っ

てしまった子どもや、腹に足を付けた子ども

がいた。

そこで、もう一度学習プリントで体のつく

りを確かめさせることや他の人の模型と比較

させることを通して模型を修正させた。羽は

胸に付いていることも、模型で表すことによ

り確かな知識となっていったと考える。

このように、様々なこん虫の模型を作るこ

とで、こん虫の体のつくりの共通性をとらえ

ることができた。

(ｲ) ジオラマづくり

「こん虫自慢大会」で自分が発表する内容

を明確にするとともに自信をもって発表する

ことができるように、こん虫のすみか等の生

活の様子を表したジオラマづくりを行った。

最初に、自分が調べてきたことを基に、そ

のこん虫の特徴を一番表していると思うこと、

自分が最も発表したいと思うことを考えさせ

た上で、ジオラマの設計図を描かせた(図５)。

設計図には、こん虫の体のつくりや生活の様

子のイメージ図とともに、①こん虫名、②す

みか、③活動の様子の３点を描くように指示

した。

次に、「こん虫自慢大会」で自分の調べた

こん虫の育ち方、体のつくり及び生活の様子

についてどんなことを発表するか考えさせ、

発表原稿を作成させた（図６）。

最後に、設計図と発表原稿に基づいてジオ

ラマを作成させた。作成に当たっては、発表原

稿を何度も読ませ、発表内容がジオラマにき

図５ ジオラマの設計図

図６ 「こん虫自慢大会」の発表原稿
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ちんと表されているかを確かめさせながら作

業を進めさせた(図７)。

子どもたちは、ジオラマをつくることで、

こん虫と植物とのかかわりやこん虫の体のつ

くりと生活の様子について考えることができ、

自信をもって「こん虫自慢大会」に臨むこと

ができた。

(ｳ) 「こん虫自慢大会」

「こん虫自慢大会」は、自分の調べたこん

虫の育ち方、体のつくり及び生活の様子につ

いて発表する場である。

まず、｢こん虫ふしぎ発見!｣プログラム（表

２）を提示し、どの発表に興味があるのか、

表２ 「こん虫ふしぎ発見！」プログラム

前半 後半

すごいぞカマキリ カマキリすごいぞ

カマキリのえさ・足 がんばれキリギリス

・赤ちゃんのこと そうなんだ(スズムシ)

コオロギの体発表！ がんばれトノサマバッ

すみかで食べ物を食 タ

べるスズムシ がんばれスズムシ

すみかにえさたくさ すごいぞカマキリー

ん（トノサマバッタ）メダカをつかまえろ

はやいよトンボ (ヤゴ)

トンボのえものづか トノサマバッタはど

まえ こにかくれているで

しょう

どんなことを聞きたいか等を話し合わせた。

その後、聞いてみたい発表のタイトルの横に

自分の名札をはり付けさせ、「こん虫自慢大会」

への参加意欲を高めた。

次に、子どもたちを発表するグループと発

表を聞くグループに分けた。発表を聞くグルー

プには、自分の調べたこん虫と違うこん虫に

ついての発表を聞くこと、１人の発表者に聞

く人が多く集まった場合は譲り合って聞くこ

と、発表が終わったらメッセージカード（付

せん）に気付きや感想を書いて手渡すことを

指示した。

発表は１人３回行うこととし、１回の発表

は２分以内とした。発表が終わったら、発表

を聞いた人からメッセージカードを受け取ら

せ、それを参考にして次の発表を工夫させた。

発表では、ジオラマに再現した場面と、こ

ん虫の体のつくりや生活について説明させた

(図８)。

本時の終わりに書いた学習プリントから、

子どもたちの感想を挙げてみる。

【こん虫について発見したこと】

・トンボは、足を虫かごのように丸めて使

うことを初めて知った。

・ヤゴは、お尻からジェット噴射のように

空気を出して、獲物を捕まえに行くなん

て聞いたこともなかった。

図７ こん虫の模型とジオラマ

図８ こん虫自慢大会の様子
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・トンボは、さなぎにならないで幼虫から

成虫になるところがチョウとは違う。

・ヤゴのあごが伸びてメダカを捕まえるの

がすごいと思った。

・トンボの目は、小さな目が３万個も集まっ

ているのにびっくりした。

・キリギリスは、チョウと違って卵を守る

ので感心した。

・トノサマバッタは、植物をえさにしてい

るとは知らなかった。

【授業を終えて】

・いろいろなこん虫の食べ物やすみか等が

分かってよかった。

・疑問に思ったことを注意しながら観察す

ると発見があることが分かった。

・ぼくが発表した内容は、みんながもう発

表していたと思っていたが、案外知らな

い人が多かったのでよかった。

・同じスズムシでも、発表者が違うと内容

が違い、いろいろなことを知ることがで

きてよかった。

本時では、自分が調べてきたこん虫のこと

を相手に分かりやすく伝える活動を取り入れ

た。また、発表を聞いた感想や気付き等を発

表者に伝える活動を取り入れた。

これらの活動を通して自分の考えを表現で

きるようになるとともに、こん虫についての

理解を深めることをめざした。子どもたちの

学習への取組の様子や感想等をみると、他の

人の発表をよく聞いている等、学習に対する

関心が高く、本時のねらいが十分達成できた

と考える。

エ 成果と課題

表現する力を育てるために、自分が興味・

関心をもっているこん虫について調べ、それ

を基に模型づくりやジオラマづくりを行うこ

とは有効な活動であった。子どもたちは、目

の前の具体物の作成を通して、自分の考えを

広げることや深めることができたと考える。

このような活動がしっかり行われたため、「こ

ん虫自慢大会」という発表の場において、自

信をもって発表を行うことができた。

また、｢こん虫ふしぎ発見!｣プログラムのタ

イトルの付け方についても工夫させた。この

タイトルを参考に、どの発表を聞きにいくか

決めている子どもたちもたくさんいた。この

ことから、聞き手の興味を引くタイトルを付

けることも自分の考えを人に伝える上で効果

的であることが分かった。

さらに、自分の気付きや感想を相手に伝え

るために、付せんをメッセージカードとして

活用した（図９）。

本研究の１年目においても、発表を聞いた

子どもたちが、発表したグループに対するア

ドバイスや感想等を付せんに記入し、メッセー

ジカードとして活用した。

付せんは、子どもたちがメッセージを書く

のに適切な大きさであり、裏側にのりが付い

ているので、すぐに各自のノートや学習プリ

ント等にはり付けて、整理しやすいという特

徴がある。付せんをメッセージカードとして

活用したことは、子どもたちが積極的に表現

しようとする態度を育てる上で、効果的であっ

たと考える。

今後も、更に具体的な表現活動を工夫して

子どもたちの表現する力を育てていきたい。

図９ 付せんを利用したメッセージカード



- 8 -

自らの考えをもち、的確に表現する力を育てる指導の在り方に関する研究 －小学校・中学校における理科を通して－

(2) 小学校第５学年「台風と天気の変化」

岩国市立平田小学校

教諭 村中 政文

ア はじめに

自分の考えや思いを他者に伝えるときに表

現する力が必要となる。そこで、子どもたち

が自分の考えや思いを他者に伝える場面をあ

らかじめ設定することで、表現する力を高め

ることができるのではないかと考えた。

本単元は、子どもが映像等の気象情報を活

用して、台風が来たときの天気の変化を既に

学習した春の天気の変化と比較しながら、と

らえることをねらいとする。

現在、インターネットを活用すると気象衛

星から送られてくる雲画像をリアルタイムで

見ることができる。この雲画像は、見方によっ

ては、上空に雲があることやその雲が動いて

いることしか分からない。しかし、そこから

多くの情報を取り出すことができる。

例えば、春の雲の動きを時刻ごとの連続し

た雲画像にして並べると、日本付近の雲は偏

西風の影響を受けて西から東へ移動している

ことが分かる。一方、台風の雲の動きを連続

した雲画像にして並べると春の雲の動きとは

異なる動きをし、雲の発達や衰退の仕方にも

特徴があることが分かる。

このように、インターネットを活用するこ

とで、春の雲の動きの規則性を見出すことが

できるとともに、台風による雲の動きが春に

見られる雲の動きとは異なっていることも理

解できる。

本単元では、台風の発生場所や進路等につ

いて考える様々な場面を設定し、その中で子

どもが自分の考えや思いを人に伝えることで

明確な課題意識をもたせるようにする。さら

に、台風が発生してから消滅していくまでの

進路についてインターネット等を活用して調

べさせ、天気の変化についての考えを深めさ

せることができるようにしたい。

イ 授業づくりに向けて

(ｱ) 表現活動を取り入れる問題解決の過程

①問題をつかむ過程

平成17年９月の台風14号は、山口県に大き

な影響をもたらした。この台風14号の影響に

より、子どもたちは、台風が来たときの天気

の様子、台風の猛威や怖さを肌で感じている。

しかし、台風の発生場所や進路等について理

解しているとはいえない。

そこで、台風の発生場所や進路について推

測する場面を設定し、その中で自分の考えを

表現することで、台風の学習についての自分

の学習課題を明確にもつことができるように

した。

(ｲ) 取り入れる表現活動

・写真を基に、自分の経験と照らし合わせ

ながら台風の発生場所や進路を推測し、

ワークシートに記入する。

・ワークシートを基に自分の考えをまとめ

て全体に発表する。

台風14号の通過直後の写真を提示し、台風

が来たときの天気の様子等について想起させ

る場面を設定することで、台風の発生場所や

進路についての関心を高めるようにした。

また、ワークシートを活用することで、発

表するための自分の考えを明確にし、筋道を

立てて発表することができると考えた。

子どもたちが自分の考えをもち、それを表

現するためには、根拠に基づいて推測するこ

とが重要である。そのために、次の２点につ

いて支援していくこととした。

・各自に、事前の調べ学習で台風についての

「理科通信」を作成させ、一人ひとりが台

風について少しでも多くの情報をもって授

業に臨めるようにする。

・台風による天気の変化を、１学期に学習し

た、雲が西から東に動いていくことや天気

は西から東へと変わっていくこと等の天気

の変化の規則性と比較しながら考えるよう

にする。
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(ｳ) 単元指導計画（総時数４時間）

第一次 台風と天気 （３時間 本時1/3）

・台風のできる場所、でき方

・台風の動き方

・課題追究

第二次 秋の天気 （１時間）

・秋の天気の移り変わり

(ｴ) 学習の展開

1) 台風14号の通過直後の写真を見て、気

付きを発表する。

2) 既習事項である春の天気の変化につい

て表にまとめ、春の天気の変化の特徴に

ついて発表する。

3) 台風が発生する場所について、自分な

りに推測したこととその根拠を他の人に

説明する。

4) 台風の動きについて、自分の経験や春

の天気の変化との比較を基に他の人に説

明する。

5) 各自の学習課題（台風の発生、動き、

衰退等）についてまとめ、発表する。

ウ 授業の実際と考察

(ｱ) 「理科通信」の作成

理科の学習において、子どもたちは自分の

体験を基に、既習の知識を根拠として実験結

果等の予想をする。しかし、学習内容によっ

ては、体験が少なく、予想するに当たって根

拠を十分に示せないこともある。

そこで、本単元に入る前に、事前学習とし

て台風について疑問に思っていること等を調

べ、新聞を作成する要領で「理科通信」とし

てまとめさせた（図10）。

子どもたちは、今まで教員が発行してきた

「理科通信」を参考にしながら、内容だけで

なくレイアウトも工夫し、本時までに作成し

てきた。自分の調べたことを「理科通信」と

してまとめる活動を取り入れることにより、

本時の学習内容に対して興味・関心をもち、

表現活動にも意欲的に取り組むことができた。

(ｲ) 写真の活用

単元の導入時、台風の通過直後の写真（図

11）を提示した。

この写真を基に、覚えていることや気付い

たこと等を自由に発表させた。

（Ｔ：教員、C1～C5：子ども）

Ｔ：この写真は平成17年９月の台風14号の

被害にあったある場所の写真です。ど

こだと思いますか。

図10 子どもがつくった「理科通信」の例

図11 台風14号通過直後の写真
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C1：Ｉ学校の近くだと思います。

Ｔ：正解です。この写真から台風のどのよ

うなことが分かりますか。

C2：水があふれているから、雨がたくさん

降ったことが分かります。

C3：車の屋根まで水につかっていました。

C4：周りにある木も倒れていないので、風

はあまり強くない雨台風だったと思い

ます。

C5：わたしは、台風には、雨台風と風台風

があることを調べてきました。

１枚の校区周辺の写真と、自分が調べて作

成した「理科通信」を関連付けながら活用す

ることにより、多様な意見や気付きが出る等

本時の学習に対する意欲を高めることができ

た。

また、写真から分かったことを発表する活

動を仕組むことにより、自然事象を読み取る

力を高めるだけでなく、自分の考えを人に分

かりやすく伝える力を育てることができるこ

とが分かった。単元の導入時に写真を活用す

ることは、表現する力を育てる上で有効な手

段であると考える。

(ｳ) 表の活用

台風の発生場所や進路について考える前に、

既習事項である春の天気の変化の特徴を表に

まとめさせる活動を行った（表３）。これは、

台風の動きについての予想を既習事項である

春の天気の変化と比較してみんなに説明でき

るようにするためである。

表３ 春の天気の変化

雲 の 動 き 西から東

雨 の 動 き 西から東

天気の変化 西から東

発表に当たっては、「春の天気は、西から東

に変わっていきます。それは、雲が西から東

に動くからです。」というように、結論を先に

述べ、次に理由を述べるよう発表の仕方を工

夫させた。

(ｴ) 根拠を示した発表

本単元で、押さえておきたい学習内容は、「台

風は日本の南海上で発生し、北上していく」

ということである。そのためには、台風がど

こで発生しやすいかを知ることが重要である

ことから、台風の発生場所を推測し、なぜそ

のように推測したかについて根拠を示して説

明する活動を仕組むこととした。図12は、そ

のとき用いたワークシートである。

子どもたちの推測した結果は、表４のとお

りである。

表４ 子どもたちが推測した台風の発生場所

地 域 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

人 数 ５人 ０人 14人 17人

Ａさんは、自分で作成した「理科通信」を根

拠にして「台風は強い太陽の光によって海面

が温められている熱帯の海上で生まれるから

Ⅳの海域である」と発表した（図13）。

それに対して、Ｂさんは、自分の経験を根

Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

図12 台風の発生場所を推測するためのワークシート

図13 自分の考えを説明するＡさん
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拠にしてⅢと推測した。その根拠として、「台

風14号は、天気予報で見たときに、Ⅲの辺り

でできていたと記憶しているからⅢの海域で

ある」と発表した。ⅢとⅣの海域で意見が分

かれ、活発な意見交換が行われたが、結論を

出すことはできなかった。

そこで、教員が、「結果を出すためにはどう

したらよいか」と問うと、子どもたちから「今

までに発生した台風を調べてみるとよい」と

いう意見が出た（図14）。

インターネットで調べてみると、今年の台

風の発生場所は、圧倒的にⅢの海域が多いと

いう結果になった。子どもたちが驚いたのは、

Ⅲの海域の次に日本に近いⅠの海域が多かっ

たことである。「地球温暖化の影響かもしれな

い」というＣさんの意見を聞いて、みんなは

「そうかもしれない」と納得した様子であった。

このような活動を通して、子どもたちは「台

風は日本より南の海上でできる」ということ

を理解することができた。

(ｵ) 今後の課題の発表

子どもたちは、台風が発生する場所を推測

することで、台風に対する関心を更に高めた。

そこで、「台風について詳しく調べてみたいこ

とはないか」と投げかけたところ、子どもた

ちから以下のような意見が出た。

・日本に大きな被害をもたらした台風につ

いて調べてみたい（最大瞬間風速等）。

・台風を弱める方法があるのだろうか。

・台風はどうして日本に来るのだろうか。

・なぜ激しい風が起きるのだろうか。

これを見ると、台風のメカニズムや台風の

もたらす被害について関心をもっていること

が分かる。子どもたちが明確な学習課題を設

定することができたのは、「理科通信」を作成

して本時の授業に臨んだこと、本時での写真

や表の読取りで自分の考えをはっきりと発表

したこと及び台風の発生場所について根拠を

示して推測したことが理由と考える。このこ

とで、次時に行った調べ学習にも意欲的に取

り組むことができた。

本時の最後には、「すっきりカード」、「モヤッ

とカード」と名付けた自己評価カードを用い

て、子どもたちの理解度を調べた。その結果、

今日の学習が「すっきりした」と回答した子

どもは89％、「モヤッとした」と回答した子ど

もは11％であった。「すっきりした」と回答し

た子どもの中には、「自分が推測したとおりで

はなかったけど、台風のことがよく分かった

のですっきりした」と答えた子どもが数名い

た。推測したことが外れても「すっきりした」

と回答したのは、台風の発生場所等について、

他の人が示した根拠に納得できたからである

と考える。

エ 成果と課題

自分の考えや思いを他者に伝える場面を学

習の中に設定することで、子どもたちの表現

する力が高まっていくとともに、課題意識を

明確にもつことができるようになることが分

かった。また、表現する活動を単元の導入部

分に取り入れるために、事前学習で「理科通

信」を作成させるという活動を仕組んだ。こ

れにより、子どもたちは学習内容に関する情

報をもって授業に臨むことができ、自分の考

えを自信をもって表現することができた。こ

のことから、事前学習は、根拠を示し自信を

もって表現する上で有効であると考える。

今後も、表現する場面を設定し、その中で

表現する力を育てるための指導の工夫を図っ

ていきたい。

図14 台風の発生場所を確認
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(3) 小学校第６学年「水溶液の性質」

下関市立向井小学校

教諭 神田 哲

ア はじめに

第６学年「水溶液の性質」の単元では、水

溶液の変化やはたらきをその要因と関係付け

ながら調べ、見出した問題を多面的に追究す

る活動やものづくりを通して、物の性質やは

たらきについての見方や考え方を育てること

をねらいとしている。

本単元では、以下の学習活動を行い、子ど

も一人ひとりが自らの考えをもち、的確に表

現する力を計画的に育てていきたい。

・生活の中で見かける炭酸水や５年生で学習

した食塩水等、日常生活と関連のある水溶

液を中心に取り上げ、溶けているものや水

溶液の性質等について一人ひとりが予想する。

・実験方法を考えるに当たっては、自分の体

験や既習の知識等を根拠にして予想を立て、

それを確かめる方法を考える。

・自分の考えた実験を各自が行う。また、実

験の目的に沿って、水溶液の色、におい、

指示薬を入れたときの変化の様子、金属が

溶ける様子等を注意深く観察し、気付いた

ことをワークシートに細かく記録する。

・お互いの実験結果を基に意見交換をする。

イ 授業づくりに向けて

(ｱ) 表現活動を取り入れる問題解決の過程

③計画に基づいて実行する過程

計画に基づいて実行する過程で、自分の考

えを表現させるためには、各自が「何のため

に」、「どのような方法で」実験を行うのかを

しっかりと把握しておくことが大切であると

考える。そのために、まず、既習事項や生活

経験を基に根拠を示して自分の予想を説明す

る活動を取り入れる。次に、予想が正しいか

どうかを確かめるための実験方法を一人ひと

りに考えさせ、各自に実験させた。

このとき、異なる実験方法を考えた子ども

同士でグループをつくり、その中で、一人ひ

とりが考えた実験を行うことにした。

(ｲ) 取り入れる表現活動

・異なる実験方法を考えた子ども同士でグ

ループをつくり、グループのメンバーの

前で各自が自分の考えた実験方法を説明

し、実験をする。

・実験結果や実験操作等の気付きについて

ワークシートに記入する。

薄い塩酸に鉄を溶かした水溶液を蒸発させ

て取り出したものが、溶かす前の鉄と同じ性

質であるかどうかを調べるための実験方法を

一人ひとりが考え、実験する場面を設定した。

異なる実験方法を考えた子ども同士でグループ

をつくり、グループのメンバーの前で順番に

各自が自分の考えた実験を行うようにするこ

とで、以下のような表現する力を高めることが

できると考えた。

・自分の予想や実験方法、結果を一人ひとり

がグループの他のメンバーに分かりやすく

説明することができる。

・自分が考えた方法と違う方法で実験をした

ときの結果について注意深く観察し、記録

することができる。

・グループのメンバー全員の実験結果を基に

意見交換することで、結果を総合的に考え、

自分の予想を振り返り、鉄を溶かした薄い

塩酸を蒸発させて取り出したものが、溶か

す前と同じ鉄であるかどうかについての自

分の考えをもつことができる。

このように、自分が考えた予想や実験方法、

結果をグループの中で説明する場を一人ひと

りに設定することで、問題解決のための意欲

を高めるとともに、科学的な思考力も高めて

いきたい。

(ｳ) 単元指導計画（総時数13時間）

第一次 溶けているもの調べ （４時間）

・食塩水、薄い塩酸、アンモニア水、炭酸水

を比べよう

・溶けているものをまとめよう
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第二次 気体が溶けている水溶液 （２時間）

第三次 金属を溶かす水溶液

（４時間 本時4/4）

・薄い塩酸に鉄（スチールウール）を入れた

ときの変化を調べよう

・薄い塩酸に溶けたものを取り出し、その

性質を予想しよう

・取り出したものと鉄（スチールウール）

の性質を比べよう

第四次 水溶液をなかま分け （３時間）

・リトマス紙でなかま分けしよう

・ムラサキキャベツの汁でなかま分けしよう

(ｴ) 学習の展開

1) 各自、予想と実験方法を確認する。

2) グループ内で、一人ひとりが順番に自

分の予想と考えた実験方法を説明し、実

験をする。同じグループの他のメンバー

は、説明を聞いてから実験の様子を観察

し、実験結果をワークシートにまとめる。

3) 自分の実験結果と他の人の実験結果を

照らし合わせ、考察をグループで話し合う。

4) グループごとに考察を発表し、本時の

学習をまとめる。

ウ 授業の実際と考察

本時の実験は、鉄を溶かした薄い塩酸から

取り出したものが溶かす前の鉄と同じ性質で

あるかを調べるために行うものである。その

ことを確認させるために、自分の予想と実験

方法を振り返らせた。子どもたちが前時に考

えた実験方法は、「磁石を近付けて、取り出し

たものがくっつくかどうか調べる｣､「取り出

したものに電流を流し、豆電球がつくかどう

か調べる｣､「取り出したものをもう一度薄い

塩酸に入れて泡が出るかどうか調べる」の３

種類であった。

その後、同じ予想をしているが、確かめる

ための実験方法が異なる子ども同士でグルー

プをつくった（表５）。２つ実験方法を考えた

子どもには、グループの中で行う実験が３種

類になるように、自分がどの実験を行うか考

えるように指示した。

表５ 子どもの予想と考えた実験方法

予 想(人) 実験方法(人)

同じ性質 違う性質 磁 石 豆電球 塩 酸

１班 ０ ３ １ １ １

２班 ０ ３ １ １ １

３班 ２ １ １ １ １

４班 ３ ０ １ １ １

５班 ３ ０ １ １ １

６班 ３ ０ １ １ １

７班 ４ ０ １ １ ２

合計 15 ７ ７ ７ ８

一人ひとりに実験器具を準備し、グループ

内で交代して実験をさせた。子どもたちは、

根拠を基に予想し、実験方法を考えたため、

実験の目的を明確にもち、意欲的に実験を進

めることができた。

実験の結果を見て、予想と違うことに驚き、

何度も結果を確かめるように、実験を繰り返

す子どもがいた（図15）。

既に学習している食塩水から食塩を取り出

したときのことを根拠にして予想した子ども

は、「鉄と違う性質である」となかなか考えら

れない様子であった。そこで、繰り返し実験

をさせることで、予想と違う結果にも納得さ

せることができた。

図15 豆電球を使って何度も実験を繰り返して

いる様子
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自分の考えた実験をするときには、グルー

プの中で話合いの中心となり、その方法を考

えた理由やその方法で実験したらどのような

結果になるかを説明して実験を行っていた（図

16）。周りの子どもたちは、実験をしている子

どもの説明を聞きながら、興味深く実験結果

を見つめていた。日ごろ、学級全体では発表

が少ない子どもも、少人数のグループである

ため、自分の考えを説明することができた。

また、周りの子どもも自分とは違う実験方法

のため、興味をもって説明を聞くことができた。

子どもたちは、最初に実験を行ったグルー

プのメンバーの結果を基に、次のメンバーの

実験結果を予想しながら実験を観察していた。

「豆電球がつかなかったから、磁石もくっつ

かないと思う｣､「ほら、つかんやろ」等と、

溶かす前の鉄と同じ性質であると予想した子

どもも、次第に、溶かす前の鉄とは違うもの

になっているのではないかと自分の考えを変

えていった。

また、子どもたちは、小さな変化も見逃す

まいと意欲的に実験の様子を観察していた。

特に、取り出したものをもう一度薄い塩酸の

中に入れてその変化の様子を調べる実験では、

溶け方、色、におい、泡の有無、発熱の有無

等について、「見て、見て」とメンバーに声を

掛けて意欲的に観察する姿が見られた（図17）。

子どもたちの意欲的な観察は、実験への取

組の様子や結果の記録にも影響し、明確な観

点をもってワークシートに記入していた。こ

の記録は、次の段階で行ったグループでの意

見交換のときに、自分の考えを発表する上で

根拠を示すものとして有効に活用された。

グループ内の話合い（図18）では、自分の

考えた実験方法での結果と他のメンバーが考

えた実験方法での結果を比べ、「溶かす前の鉄

とは違う性質のものである」という結果を全

グループが導き出すことができた。３種類の

実験による結果を基にしているため、それぞ

れのグループは自信をもって自分たちのグルー

プの実験結果を出すことができた。また、３

種類のすべての実験で、「溶かす前の鉄とは違

う性質のものである」いう結果になったため、

初め「溶かす前の鉄と同じである」と予想し

たグループも実験結果に納得していた。

考察についてグループごとに発表して全体

で学習をまとめる段階では、実験結果と話し

図16 実験方法の説明

図17 実験結果の観察

図18 グループ内での話合い
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合ったことをまとめたワークシート（図19）

を基に発表させた。どのグループも３種類の

実験による結果を基にしているため、鉄を溶

かした薄い塩酸から取り出したものは溶かす

前の鉄とは違う性質であると結論付けて発表

することができた。このことは、子どもたち

がグループ内でしっかり話し合って結論を出

しているためであると考えられる。

食塩水を蒸発させて取り出したものは食塩

であるということを根拠に、「鉄を溶かした薄

い塩酸を蒸発させて取り出したものは溶かす

前の鉄と同じ性質である」と予想したＡさん

は、実験結果にどうしても納得がいかない様

子であった。授業終了後、教員のところに質

問に来たが、詳しく説明することで納得した。

このことは、自分の抱いた疑問を何とか解決

したいという意欲の表れであると考える。

エ 成果と今後の課題

既習事項や生活経験を基に根拠を示して自

分の予想を立てさせ、実験方法を一人ひとり

に考えさせることは、自分がどんなことを表

現したら相手に分かってもらえるかを一人ひ

とりに考えさせる上で、有効な手だてであった。

異なる実験方法を考えた子ども同士でグルー

プをつくったことで、３種類の実験による結

果を得ることができた。この３種類の実験に

よる結果を基にグループ内で意見交換を行っ

たことで、自分の考えを一人ひとりがはっき

りと表し、それをみんなで多面的に考えなが

ら結論を導くことができたと考える。

また、ワークシートは、実験の様子や結果

を記録するだけでなく、それを意見交換のと

きの発言の根拠として効果的に活用すること

ができた。

さらに、実験するための時間を十分与えた

ため、自分の予想と照らし合わせて、結果に

納得のいかない子どもは何度も実験をするこ

とができた。十分な時間の確保も、表現する

力を育てる上で大切な要素である。

表現する力を育てる活動を計画的に仕組む

ことで、計画、実験、話合いの活動が意欲的

になり、自分の考えを分かりやすく人に伝え

ることができるようになったことと学習に対

する関心・意欲が高まったことが本研究の成

果といえる。

今後も、自らの考えを論理的に人に伝える

ための表現活動を計画的に取り入れた学習を

工夫していきたい。

図19 発表で用いたワークシート
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(4) 中学校第１学年「身のまわりの物質」

光市立光井中学校

教諭 室内 文彦

ア はじめに

第１学年の「身のまわりの物質」の単元で

は、小学校で学んだ「ものの溶け方」や「水

溶液の性質」等を基に、身のまわりの様々な

物質に興味・関心をもたせて物質のもつ基本

的な性質を理解させるとともに、物質を調べ

るための観察、実験における基礎的な操作や

技能を身に付けさせることをねらいとしてい

る。

ここでは、実験方法を考えて発表する活動

や実験操作をグループのメンバーの前で発表

する活動及び実験結果を基に考察し発表する

活動を通して、自らの考えをもち、的確に表

現する力を身に付けさせることができると考

える。

イ 授業づくりに向けて

(ｱ) 表現活動を取り入れる問題解決の過程

③計画に基づいて実行する過程

１年次は、表現活動を「②問題の解決のた

めに計画を立てる過程」と「④結果をまとめ

検討する過程」に取り入れて授業を行った。

子どもたちの表現する力を育成するために、

各グループで考えた実験方法をワークシート

にまとめてプレゼンテーションソフトウェア

を使って発表させる活動や、実験結果につい

て各自の考えをワークシートにまとめて発表

させる活動を授業の中に取り入れた。２年次

は、「③計画に基づいて実行する過程」に表現

活動を取り入れて授業を行い、その有効性や

指導の工夫について研究することとした。

理科では「③計画に基づいて実行する過程」

において子どもたちを評価する観点は「観察、

実験の技能・表現」であり、「観察、実験の基

本操作を習得するとともに、自然の事物・現

象を科学的に探究する方法を身に付け、それ

らの過程や結果及びそこから導き出した自ら

の考えを的確に表現する」ことをねらいとし

ている。これらを踏まえた上で「③計画に基

づいて実行する過程」に表現活動を取り入れ

るために「友だちの実験を見てあげようカー

ド」（以下「実験カード」とする。）（図20）を

活用することとした。この実験カードを活用

することにより、子どもたちに正しい実験器

具の操作や実験結果の分かりやすい提示の仕

方等を習得させることを通して、表現する力

を育てたい。

(ｲ) 取り入れた表現活動

・グループのメンバーの前で、各自が事前

に選んでおいた実験方法で実験をする。

・実験を見ている子どもは、実験カードの

各項目に気付きを記入する。

各自がグループのメンバーの前で種類の分

からない気体の同定実験を行うことで、実験

器具を正しく操作し、見ているメンバーに実

験結果を分かりやすく提示するにはどうすれ

ばよいかを考えながら実験することができる

ようになる。また、実験者以外の子どもは、

実験カードの質問項目に気付きを記入しなが

ら実験を見ることで、実験の様子を注意深く

観察する力や自分が実験するときには気付か

ない実験上の留意点等を知ることができる。

このように、グループの中で、実験をする側

と見る側が交代しながら実験することで、実験

者だけでなくメンバー全員が正しい実験器具

図20 友だちの実験を見てあげようカード

（実験カード）

友だちの実験を見てあげようカード（実験カーﾄﾞ）

友だちの実験技術・意識が高まるように、友だちの実験を見てあげてください。

質 問 項 目

①実験に一生懸命、取り組んでいましたか。

②実験操作が正しくできていましたか。

③実験を安全に行うことができていましたか。

④実験結果は分かりやすかったですか。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（ ）から（ ）へ

そして、自分がそう思ったところに、Ａ～Ｄのどれかに○をつけてください。

段 階

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ｄ まったくできていないＣ あまりできていないＢ だいたいできているＡ よくできている
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の操作や実験結果の分かりやすい提示の仕方

等を習得し、表現する力が向上すると考えた。

(ｳ) 単元指導計画（総時数28時間）

第一次 いろいろな物質とその性質

（６時間）

・磁石や乾電池で区別できるかな

・加熱したときの変化で区別できるかな

・てんびんで区別できるかな

第二次 いろいろな気体とその性質

（６時間 本時5/6）

・空気にふくまれる気体とその性質をさぐっ

てみよう

・そのほかの気体を区別しよう

第三次 物質の状態の変化 （５時間）

・物質のすがたはどのように変化するのか

・状態変化と温度の関係を調べよう

・混ざり合った物質を分ける

第四次 水溶液の性質 （10時間）

・溶けるとはどういうことなのか

・溶質を取り出してみよう

・酸性やアルカリ性の水溶液を調べよう

・酸とアルカリを混ぜるとどうなるのか

第五次 学習のまとめ （１時間）

(ｴ) 学習の展開

1) 今までに学習してきた５つの気体の製

法と性質についての確認を行う。

2) グループで、種類の分からない気体の

正体を明らかにするための実験方法を確

認する。

3) 実験カードを使用しながら、グループ

のメンバーの前で実験を行う。実験結果

をパソコンに入力する。

4) 実験結果と今までに学習してきた５つ

の気体の性質とを照らし合わせながら、

種類の分からない気体の正体について考

察し、発表する。

5) 種類の分からない気体の正体が窒素か

どうかを確かめる他の実験方法を考え、

発表する。

6) 種類の分からない気体の正体が窒素で

あるかどうかを確かめる実験を行う。

7) 実験結果から種類の分からない気体の

正体は窒素ではなく、ヘリウムであるこ

とを確認する。

8) 授業の振り返りをする。

ウ 授業の実際と考察

(ｱ) 授業を行う際の留意点

表現活動を取り入れる問題解決の過程を、

「③計画に基づいて実行する過程」に設定し

て授業を実施した。その際、以下のことに留

意した。

・今まで学習してきた知識や技能を用いて、

種類の分からない気体の正体が何であるか

を明らかにするための実験方法を確認させる。

・実験者以外のグループのメンバーに実験カー

ドを持たせる。実験者にメンバーの前で実

験をさせることで、子どもたちの表現する

力を育てる。

・実験結果とその考察については、まずグルー

プでの話合いの中で自分たちの考えを練り

上げて、クラス全体への発表につなぐよう

にさせる。

・授業の最後に書かせた振り返りシートや同

じグループのメンバーが書いた実験カード

を参考に、本時の学習を振り返らせ、自己

評価させる。

ａ 指導方法の工夫及び考察

自らの考えをもち、的確に表現する力を育

てるために、日ごろから、話合いや発表の際

には必ず根拠を提示させるようにしている。

本単元でも、子どもたちは、実験方法や種類

の分からない気体の正体についての話合いや

発表をする際に、その実験方法を採用した理

由や種類の分からない気体の正体が窒素であ

ると判断した根拠を、積極的に示そうとした。

「③計画に基づいて実行する過程」で工夫
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した点は、実験カードに気付きを記入しなが

ら実験者の実験を見ることである。この実験

カードは、実験を見る側と見られる側に分け

ることにより、実験における表現力を高めて

いくことをねらいとしたものである。したがっ

て、この実験カードの作成や使用の際には、

以下のことに注意する必要があると考える。

(a) タイトル及び質問事項の検討

実験カードを用いる目的は、いつも以上に

実験への意識を高めさせることであるので、

実験カードのタイトルはテストのような感覚

を子どもたちにもたせないために「友だちの

実験を見てあげようカード」とした。また、

質問事項が実験の技能テストとならないよう、

質問事項の量や内容及びその順序についても

も十分吟味した。

(b) 記入方法の検討

本時のねらいは、実験により種類の分から

ない気体を同定することであり、子どもたち

が実験カードへの記入にとらわれすぎると、

授業の流れがスムーズにいかなくなる恐れが

ある。そこで、実験カードへの記入は短時間

でできるものとした。記入は記述式を避けて、

「Ａ よくできている｣､「Ｂ だいたいでき

ている｣､「Ｃ あまりできていない｣､「Ｄ

まったくできていない」の４段階で記入させ

た。

(c) 説明用コンテンツの活用

子どもたちは初めて実験カードを使用する

ので、どのタイミングでどのように記入する

かについて十分に説明をする必要がある。説

明は言葉だけではなかなか伝わらないと考え

たので、教員の協力を得て、実験の流れを説

明するためのコンテンツを作成した（図21）。

コンテンツには、実験カードへの記入のタイ

ミングや記入の仕方及び実験をしたグループ

のメンバーに実験カードを渡すタイミング等

の内容を盛り込んだ。

このコンテンツを用いて説明したところ、

子どもたちは実験カードを上手に活用して、

スムーズに実験を行うことができた。

(d) 実験の選択

実験カードを使用する実験を選択する際に

は、次の２点に留意することが重要であると

考える。

第１点は、一人ひとりが実施できる実験で

あることである。第２点は、その実験を実施

するための基本的な実験技能を一人ひとりが

身に付けていることである。

本時では、これらを踏まえて実験を選択し

実験カードを使用したので、実験者だけでな

く実験を見ているグループのメンバーの実験へ

の関心・意欲も高めることができたと考える

（図22）。子どもたちの感想にも、「友だちの

実験を見て、みんなよくできていて、よく表

図21 実験の流れを説明するために

作成したコンテンツ

図22 実験者がグループのメンバーの前で

実験を行う様子
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現できているなと思った。自分にとってよい

経験になった｡｣､「友だちは、ほとんど間違え

なくてすごいと思った。やはり、友だちに見

てもらったら自分の悪いところが分かるし、

友だちの悪いところも分かるからいいなと思っ

た。」、「友だちに見られている感じがすごくし

た。何とか成功したときはとてもほっとした。

友だちの実験を見るのも、とても集中して見

たので、よいところや悪いところが分かった。こ

れからも、こういう授業が多くなるといいな

と思った。」等があり、実験カードを使用した

効果が確認できた。

エ 成果と課題

表現する力を育てる活動を取り入れる問題

解決の過程を、「③計画に基づいて実行する過

程」に設定し、実験カードを取り入れて授業

を行った結果、実験者がいつも以上に熱心で

あったことや実験を見ているグループのメン

バーの集中力も高かったこと等、お互いに実

験への関心・意欲を高めることができた。ま

た、授業の最後に振り返りシートに記入させ

たところ（図23）、各質問項目に対して肯定的

に回答した子どもの割合は次のようになった

（表６）。

図23 振り返りシートに記入している様子

表６ 各質問項目に肯定的に回答した子どもの割合

質 問 項 目 割合

①いつも以上に、学習内容に興味・関
98％

心がもてた

②いつも以上に、自分の考えがしっか
87％

りもてた

③いつも以上に、友だちの意見をよく
91％

聞くことができた

④いつも以上に、科学的な見方や考え
91％

方ができた

⑤いつも以上に、実験に一生懸命、取
100％

り組むことができた

⑥いつも以上に、実験操作が正しくで
72％

きた

⑦いつも以上に、実験を安全に行うこ
81％

とができた

⑧いつも以上に、分かりやすい実験結
82％

果を出すことができた

⑨いつも以上に、自分の考えをきちん
64％

と伝えることができた

⑩いつも以上に、知識が身に付き、理
90％

解することができた

各質問項目とも、概して肯定的な回答の割

合が高かった。実験カードを取り入れて授業

を行うことは、子どもたちの実験への関心・

意欲を高めるだけでなく、正しい実験操作を

身に付けさせることや自分の考えをもたせる

こと等にも有効であることが分かった。

しかし、「いつも以上に、自分の考えをきち

んと伝えることができた」という質問項目に

対して、肯定的に回答した子どもの割合は、

64％（１年次は65％）にすぎなかった。この

ことは、40％弱の子どもたちが、自分の考え

を相手にきちんと伝えることに関して、「まだ

十分ではなかった」と判断していることを示

している。今後、授業の中に、子どもたちが

考える時間や意見交換をするための時間を十

分に確保すること、一人ひとりが発表できる

機会を増やすこと等により、自分の考えを相

手にきちんと伝えることができる子どもを育

てたい。
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(5) 中学校第２学年「化学変化と原子・分子」

下関市立彦島中学校

教諭 徳野 秀敏

ア はじめに

第２学年の「化学変化と原子・分子」の単

元では、小学校で学んだ「ものの溶け方」や

「ものの燃え方と空気」等を基に、化学変化

についての観察、実験を通して化合、分解等

における物質の変化や量的な関係を理解させ

るとともに、これらの事象を原子、分子のモ

デルと関連付けてみる見方や考え方を養うこ

とをねらいとしている。

ここでは、身近な素材を用いた実験を行い、

授業の中で実験レポートを作成する活動、グ

ループによる話合い活動及び自分の考えをき

ちんともって発表する活動を通して、子ども

たちに観察、実験の技能や科学的に思考する

力を身に付けさせ、表現する力を育てること

ができると考える。

イ 授業づくりに向けて

(ｱ) 表現活動を取り入れる問題解決の過程

①問題をつかむ過程

②問題の解決のために計画を立てる過程

１年次は、表現活動を「②問題の解決のた

めに計画を立てる過程」と「④結果をまとめ

検討する過程」に取り入れて授業を行った。

子どもたちの表現する力を育成するために、

各自が考えた実験方法を付せんに書いて黒板

にはって分類する活動や、実験で得られた結

果を基に各自の考えをワークシートにまとめ

て発表する活動を授業の中に取り入れた。２

年次は、「①問題をつかむ過程」と「②問題の

解決のために計画を立てる過程」に表現活動

を取り入れて授業を行うこととした。

子どもたちは理科の実験は好きであるが、

学習はやや受け身であり、自分の考えを論理

的にまとめて表現する力は不十分である。そ

こで、単元の導入時に子どもたちに実験（導

入実験）をさせ、その実験の結果を基に仮説

を立てることや立てた仮説を検証するための

実験方法を考える活動を取り入れた。その上

で、科学的に思考することを通して、表現す

る力を育てたい。

(ｲ) 取り入れた表現活動

・各自が身近な素材を用いて蒸しパンを作

る。

・各自が蒸しパンの観察を通して仮説を立

て、ワークシートに記入する。

・各自が仮説を検証するための実験方法を

考えてワークシートに記入し、全体に発

表する。

各自が小麦粉とフェノールフタレイン液の

混合物に炭酸水素ナトリウムを入れた生地（以

下「生地Ａ」とする。）と、小麦粉とフェノー

ルフタレイン液を混ぜただけの生地（以下「生

地Ｂ」とする。）を加熱して出来上がった２種

類の蒸しパン（以下、生地Ａからできた蒸し

パンを「蒸しパンＡ」、生地Ｂからできた蒸し

パンを「蒸しパンＢ」とする。）の違いに気付

くことを通して、問題をつかみ、問題解決の

ために仮説を立てることができるようにした。

なお、子どもたち全員が問題をつかみ、仮説

を立てるために、実験レポートを作成し、そ

れを基にして発表するという活動も取り入れ

た。ここでの学習活動は次のとおりである。

・蒸しパンづくりという身近な素材による実験

を通して、本時の問題をつかむ。

・蒸しパンＡと蒸しパンＢを比較しながらの観

察とグループ内の話合い活動を通して、蒸し

パンＡにはアルカリ性の物質が生じたことに

気付く。

・蒸しパンＡと蒸しパンＢを比較しながらスケッ

チすることを通して、蒸しパンＡの膨らみは

気体の発生であることを突き止める。

・科学的に思考しながら仮説を立て、実験レポー

トに記入する。

・作成した実験レポートを基に、各自が立てた

仮説を検証するための実験方法を考え、発表

する。
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(ｳ) 単元指導計画（総時数22時間）

第一次 物質が分かれる変化

（７時間 本時3/7）

・ケーキが膨らむのはなぜか

・物質はどこまで分解できるのか

第二次 物質の成り立ち （６時間）

・物質をつくっているものは何か

・物質はどのようにできているのか

・物質の成り立ちはどのように表すのか

・化学式で化学変化を表してみよう

第三次 物質が結びつく変化 （３時間）

・物質と酸素は結びつくのか

・物質は酸素以外の物質と結びつくことがあ

るのか

第四次 化学変化の規則性 （５時間）

・物質が変化すると質量はどのように変化

するのか

・化学変化する物質どうしの質量の間に規

則性はあるか

第五次 学習のまとめ （１時間）

(ｴ) 学習の展開

1) 生地Ａと生地Ｂを加熱して、色や膨ら

みの有無等の変化を中心に観察する。

2) 生地Ａの変化の様子を生地Ｂの変化と

比較することを通して仮説を立てる。

3) 仮説を検証するための実験方法を考え

て実験レポートに記入し、発表する。

ウ 授業の実際と考察

(ｱ) 授業の実際

ａ 前時の概略及び本時の導入

前時の授業で、身近な素材を用いて全員が

生地Ａと生地Ｂをつくり、「これらの生地を蒸

したらどのようになるか」を予想させた。全

員が小麦粉等を材料にして生地を作った体験

があることから、結果に対する子どもたちの

興味・関心は高く、「パンやクッキーになる」

等自分の考えを積極的に発表した。しかし、

発表の中に、「生地Ａが膨らむ」と予想した子

どもは少なく、「生地Ａが赤色になる」と予想

した子どもはいなかった。

ｂ 実験と結果の観察

生地Ａと生地Ｂを蒸す実験を始めて数分後

に蒸し器のふたを開けると、歓声と驚きの声

が上がった。生地Ａは子どもたちが予想しな

かった赤色に変化し、生地Ｂは白色のまま変

化していなかったからである。子どもたちは

蒸しパンに触れてみる等、熱心に観察を始め

た。「生地Ａは真っ赤、生地Ｂは真っ白｣､「生

地Ａは膨らんでいる。生地Ｂはぺちゃんこの

ままだ。」等の発言が相次いだ。子どもたちは

実験により出来上がったものを注意深く観察

することで、本時の学習課題をつかむことが

できた。また、身近な素材を用いた実験は、

子どもたちが科学的に思考しようとする意欲

や分かったことを表現しようとする意欲につ

ながることが分かった（図24）。

ｃ 観察から科学的に思考し表現する活動

子どもたちに、蒸しパンＢと比較して、蒸

しパンＡが赤色に変化したことと膨らんだこ

との理由を尋ねたところ、赤色に変化した原

因については、「加熱により生地Ａにアルカリ

性の物質ができた」と簡単に仮説を立てるこ

とができた。しかし、膨らんだ原因について

は、なかなか仮説を立てることができず、子

ども同士で話合い活動を続けたが、結局、「加

熱により気体が発生した」という仮説を立て

た子どもはいなかった。

図24 生地Ａが膨らんで赤く変化した様子の観察
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そこで、各グループで蒸しパンＡと蒸しパ

ンＢを用いて、「○ａ水に入れる」、「○ｂ水中で押

す」、「○ｃ内部のすきまを観察する」の観察、

実験を行った（図25）。

表７は、観察、実験の結果をまとめたもの

である。

表７ 観察、実験の結果

○ａ水に入 ○ｂ水中で ○ｃ内部のす
観 察 れる 押す きまを観

察する

生地Ａ 膨らんだ 浮いた 泡が出た 多い

生地Ｂ 変化なし 沈んだ 変化なし 少ない

この観察、実験の結果について各グループ

で話合い活動を行い、導き出した結果をまと

めて実験レポートに記入した(図26)。

各グループとも自分の意見を基にした活発

な話合い活動になり、多くのグループが「気

体の発生により生地が膨らんだ」という結論

を得ることができた。

ｄ 仮説の立案

蒸しパンＡが、赤色に変化したことや膨ら

んだことの原因となった物質が何であるか仮

説を立てるため、各グループで実験レポート

を基にして話合いをした。その結果、各グルー

図26 実験レポートの一部

図25 蒸しパンＡを押している様子

プとも生地Ａと生地Ｂの材料に着目して話し

合い、「生地Ａの変化は炭酸水素ナトリウムの

加熱による」という仮説を導き出すことがで

きた。図27は、実験レポートの一部である。実

験レポートには「炭酸水素ナトリウムを加熱

すると、アルカリ性の物質と気体が発生して

いるのではないか」等の仮説が記入された。

(ｲ) 指導方法の工夫

ａ 身近な素材による直接体験を重視し、

問題をつかませ、表現しやすくする。

小麦粉等の身近な素材を用いて、生地が赤

色に変化することや膨らむこと等、結果が分

かりやすく直接体験できる実験を用意した。

図28は、子どもたちに興味をもって授業に取

図27 実験レポートの一部

図28 興味をもって取り組めた理由

イ 34% ア 55%

ウ 11%

ア 蒸しパンづくりということで親しみをもてたから
イ 実験観察をするのが好きだから
ウ 理科が好きだから
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り組めた理由を聞いた結果である。半数以上

が「蒸しパンということで親しみをもてたか

ら」と回答しており身近な素材を扱うことの

効果が確認できた。

ｂ 仮説づくりの段階で子どもたちの表現

力を高めるためには、情報を整理しやす

く単純化できる事象が効果的である。

授業後の感想に、「生地Ａが赤くなって膨ら

んで、生地Ｂはほとんどつぶれていた。炭酸

水素ナトリウムを入れるかどうかで、こんな

に変化があるとは思わなかった。」というもの

があった。蒸しパンづくりは、情報を整理し

やすく単純化して実験結果を対比させること

ができるため、子どもたちは自分の考えをも

ちやすくなり、仮説を立てることができた。

ｃ 表現力を育成するためには、子どもた

ちに表現に対する自信をもたせる教員の

支援が必要である。

図29は、「生地Ａの膨らみが、気体の発生に

よるものと思ったのはどの観察、実験の段階

か」というアンケートの結果である。「膨らみ

の観察」だけで、生地Ａの膨らみが気体の発

生によるものと考えた子どもはいなかった。

「水に浮く｣､「泡の確認」等の実験結果によっ

て、生地Ａの膨らみは気体の発生によること

に気付き、自信をもって発表することができ

た。

子どもたちの中には、考えや思いはあるが

自信がなくて発表をためらう子どもが多くい

図29 膨らんだ理由に気付いたとき

イ 57%

エ 0% ア 0%

ウ 43%

ア 膨らんだとき イ 水に浮いたとき
ウ 泡がでたとき エ すき間を見たとき

るので、日ごろから挙手による発表に力を注

いでいる。また、挙手できない子どもにも積

極的に発表させるようにしている。授業の中

で、発表をためらう子どもたちの考えや思い

をできるだけ取り上げることが、表現する力

を育てる上で大切であると考える。

エ 成果と課題

２年間の研究では、子どもたちに観察、実

験の技能や科学的に思考する力を身に付けさ

せ、表現する力を育てることをめざした。そ

の結果、次の３点について子どもの変容がみ

られた。

第１点は、挙手をして発表する子どもが増

えてきたことや表現しようとする雰囲気が教

室に生まれたことである。これは、基礎基本

の徹底や直接体験の重視、情報を整理しやす

く単純化できる事象の提示、解答に自信のな

い子どもへの支援等により、子どもたちが思

考の展開に自信をもてるようになったことに

よると考える。

第２点は、表現しようとする雰囲気の中で

表現させることで、子どもたちの思考や観察、

実験の技能を向上させることができたことで

ある。個人の表現が個人内の思考のみならず

集団における思考や観察、実験への関心・意

欲を高め、教室に新たな学びの展開を促すこ

とができた。

第３点は、自分なりに表現することで子ど

も一人ひとりに思考力や観察、実験の技能を

向上させることができたことである。実験レ

ポートの記入も実験の結果等をそのまま写さ

ず、自分の言葉で表現してまとめる（人と同

じように書かない。）ことが多くなり、文字だ

けでなく図や絵等、子どもなりに工夫すること

ができるようになった。

今後も、これらの成果を踏まえ、理科の授

業の理科室での実施、挙手による発表、実験

レポートの作成を重視した上で、表現するこ

とに自信をもたせるための支援に継続して取

り組みたいと考えている。
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(6) 中学校第２学年「動物の生活と種類」

山口県立高森みどり中学校

教諭 白石 和美

ア はじめに

第２学年の「動物の生活と種類」の単元で

は、小学校で学んだ「人の体のつくり」や「身

近な生物の観察」等を基に、身近な動物の観

察、実験を通して動物の体のつくりとはたら

きを理解させることをねらいとしている。ま

た、生命の不思議さや大切さ及び動物が生き

るために工夫し、お互いがかかわりをもちな

がら生活していることを理解させることをね

らいとしている。

ここでは、調べてまとめる活動、情報を分

かりやすく伝える活動、クラス全員の情報を

取り入れる活動及び意見交換する活動を通し

て、自ら考えをもち、的確に表現する力を身

に付けさせることができると考える。

イ 授業づくりに向けて

(ｱ) 表現活動を取り入れる問題解決の過程

①問題をつかむ過程

④結果をまとめ検討する過程

動物に関する情報量は、個人の興味の度合

いによってかなり差がある。そこで導入の段

階で動物のなかま分けや文章表現による動物

に関する既習事項及び日常生活の中で得られ

た情報の確認を行い、各自の情報をクラス全

員に伝えることで情報の共有を図る。他の子

どもは動物について新たな情報を得ることに

よって、動物の種類やそれぞれの特徴につい

てより興味・関心を高めることができる。ま

た、個人の意見にとらわれず、いろいろな考

え方を知ることで、多面的に動物の特徴をと

らえ、論理的に動物の分類ができるようにす

る。この活動を通して、それぞれの動物に関

する情報量を増やすことができると考える。

子どもたちは、今までに自己再発見キャン

プ（４泊５日の野外活動）での発表や、総合コ

ミュニケーション（高森みどり中学校独自の

教科で表現力や聞取り能力の向上をめざす教

科）、職業調べ学習及び各教科等において自分

が調べたことや感じたことを発表する機会を

得ており、人前で発表することに抵抗が少な

い子どもが多い。その反面、正解がはっきり

しないことに対して自分の考えを述べること

や、他の人が自分の考えを聞いてどのように

思うかについて、不安をもっている子どもが

いる。そこで、今年度から授業の終わりの数

分間を使い、その授業のまとめを簡単に発表

させる活動を行っている。この活動を通して

授業の中で自分の学んだことをまとめて話す

能力の向上をめざしている。

本単元では、導入の段階で、各自が自分な

りに動物のなかま分けをすることで、自分の

考えをもち、考えを表現する方法や他の人か

らの意見も取り入れて自分の考えを深めてい

く方法を身に付けていくことができるように

した。これらの学習を通して自分の考えやグ

ループの考えをまとめ、分かりやすく発表す

る力や思考力を育てることをねらいとする。

(ｲ) 取り入れる表現活動

・各自が動物について知っている情報をク

ラス全員で共有するため、連想ゲームを

行う。

・ワークシートをクラス全員に回覧し、そ

れぞれのワークシートに自分が知ってい

る動物の特徴を書き加える。

・各自が１種類の動物について、授業で学

んだことや調べ学習を基にしてレポート

を作成する。

・全員のレポートを基に作成したカードに

より動物のなかま分けをし、まずグルー

プの中で発表する。次にグループの意見

をまとめて全体に発表する。

各自の動物に関する情報を、連想ゲーム「私

はだれ」や記述カードを活用してクラスのみ

んなに伝えることで、各自の情報を共有する

ことができる。また、自分と他の人の考えを

比較することを通して「どちらが正しいのか」、

「そのような特徴もあるのか」等、多くの動
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物を調べようとする意欲や自分の考えをまと

める力の向上を図ることができると考える（図

30）。

動物のなかま分けを図にまとめて表すこと

は、自分の考えを整理して具体的に表すのに

役立つ。また、グループ内の意見をまとめて

いく段階で、自分の考えを分かりやすく伝え

るための筋道を考える活動や人の意見を聞き

取る活動を取り入れることで、自分の言葉で

的確に表現する力を育てることができると考

える。

(ｳ) 単元指導計画（総時数26時間）

第一次 動物の生活の観察 （６時間）

・動物について話そう

・食物のとり方とからだのつくりを調べよう

第二次 感覚と運動のしくみ （６時間）

・様々な刺激はどのように受け取られてい

るのか

・受け取った刺激からどのようなしくみで

運動が起こるのか

・どのようなしくみでからだが動くのか

第三次 生命を維持するはたらき（９時間）

・養分はどのように取り入れられるのか

・養分は細胞でどのように使われているか

・血液のはたらきを調べよう

・不要物はどのように体外に出されるか

第四次 動物の分類 （４時間 本時3/4）

・動物をなかま分けしてみよう

・背骨のある動物をなかま分けしてみよう

第五次 学習のまとめ （１時間）

図30 連想ゲーム「私はだれ」

(ｴ) 学習の展開

1) 各自が取り組んだ動物調べのレポート

の縮小版を作成してクラスの全員に配付

し、様々な種類の動物の特徴を学習させる。

2) 各自にカードの分類に必要なヒントを

記入させ、それを基に分類してグループ

内で発表させる。

3) グループで意見をまとめながら動物の

なかま分けをさせる。

4) グループの代表者がまとめた意見を図

を用いて黒板に表し、動物のなかま分け

の根拠を示しながら発表させる。発表後、

発表に対する質問や意見を交換させて、

各自の考えをまとめさせる。

ウ 授業の実際と考察

(ｱ) 単元導入

「動物の生活と種類」の学習では、動物の

種類やその生活についての認識を深めること

がねらいの１つであるため、これまでの学習

や生活経験の中で得られた情報をクラス全員

で共有することから学習を始めることとし、

次の３つの活動を行った。

○ａ 各自が、連想ゲーム「私はだれ」という、

１種類の動物について10の特徴を自己紹介

文として表したクイズ形式の問題を作成す

る。それを基にして、グループ内でクイズ

を出し合う。

○ｂ １人１種類の動物を選び、ワークシート

に選んだ動物の特徴を知っているだけ書き

込む。それをクラス全員に回覧し、書かれ

ていない情報があれば書き加えていく。

○ｃ 各自が知っている動物の名前を小さなカー

ドに書き、このカードを使ってなかま分け

を行う。

これら３つの活動で、各自がもつ情報をク

ラス内で共有して動物に対する興味・関心を

高め、動物の特徴についての学習を進めた。

他の人がもつ情報に対して「何でそんなこ

とを知っているのか」という感想をもつ子ど

もも多く、自分が知らない情報に関心を示し
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ていた。○ｃの活動では動物の名前は50種類程

度はすぐに思いつくものの、なかま分けにな

るとなかま分けの項目（生息地や食べるもの

等）があまり挙げられずに、なかま分けが大

ざっぱなものになっていた。そこで、草食・

肉食動物の特徴の学習の際に、ライオンとシ

カの頭骨の骨格標本を取り寄せ、視覚と触覚

を通して体験的に学習させた。ほとんどの子

どもが骨格に触わり、においにも興味を示し

ていた。実物を見ることで骨の厚みや歯の並

び等、細かなところにまで関心を示し、「なぜ

こういうつくりになっているのか」等と体験

を通して考えさせることができた（図31）。

これらの学習

を行うことで、

動物の特徴を知

りたいという意

欲に高まりが見

られた。

(ｲ) 本時の活動

本時は、これまでに学習した動物の特徴や

体のつくり及び各自が調べた動物のレポート

を基に動物のなかま分けを行った（図32）。情

報を整理して表に表すことで、どうすれば分

図32 レポートの例

図31 骨格標本の観察

かりやすく伝えることができるかを考え、動

物の学習をまとめることができた。前時まで

に、各自がつくったレポー

トをまとめたプリントか

ら必要なデータのみを取

り出して書き込んだカー

ドを作成した（図33）。

授業の流れと指導のポイントは次のとおり

である。

レポートとカードの確認をする

・前時に作成したカードを確認し、必要が

あれば書き加えさせる。なかま分けを行

うときに必要な情報が見やすいように書

かせる。

個人で動物のなかま分けを行う

・書き込んだ情報を利用して自分の考えを

表にまとめさせる。なかま分けをした後、

他の人に説明できるように配置させる。

グループ内で分類について説明をし合う

・グループ内で順番に自分のなかま分けを

説明させ、理解しにくいところや矛盾点

があればお互いに意見を出させる。

グループ内の意見を基に配置を再考する

・他の人の意見を参考にして、カードの配

置を工夫させる。

代表者が自分の分類を発表する

・グループの代表者に動物のなかま分けの

表を黒板に書かせて説明させ、発表後、

意見交換をさせる（図34）。

図33 カード

図34 なかま分けの発表
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(ｳ) 自己評価及び感想

授業終了後、本時及び単元を通しての感想

についてアンケートを実施した。質問項目と

その結果は図35のとおりである。

このアンケート結果から、自分の発表や分

類に対しては満足していないが、単元の導入

段階で行った分類の表現と本時終了後の分類

の表現との比較では、90％以上の子どもが肯

定的な回答していることが分かる。また、「自

分の説明でこうすればよかったと思うところ

や、人の説明で分かりやすかった言葉があれ

ば書きなさい」という質問に対する回答に、「最

初に大きく分けたのが恒温・変温動物だったの

で、他の呼吸等で分けるときに線が重なりす

ぎて見にくくなった。最初に卵生・胎生で分

けるとよかったと思う｡｣､「前に出て説明する

ときに緊張してしまい、文末が『分類しまし

図35 アンケート結果

Ｑ 動物の分類は分かりやすいものになったか

分かりやすい
図になった

もう少し工夫
が必要だった

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

Ｑ 分かりやすく説明できたか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 自分の意図は伝わらなかったと思う

分かりに
くかった

分かりやすく
説明ができた

Ｑ 動物に関心がもてたか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

あまり関心が
もてなかった

関心がもてた

強い関心
がもてた

Ｑ 前回の図と比べて分かりやすくなったか

すごくよく
なった

よくなった

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

あまり変わ
らなかった

た』ばかりになって、めりはりに欠けてしまっ

た。もっとしゃべり言葉でうまく説明できる

ようになりたいと思った。」等の回答があり、

現状に満足することなく向上心をもって次へ

のステップにしようとする意見が多かった。

また、この単元全体を通しての感想では、「動

物の分類の方法にもいろいろあって、動物の

生活の仕方や体のしくみを知ることによって、

最初に行った分類よりもずっと分かりやすく、

より近いなかまで分類ができるようになった

と思う｣､「最初に分類をしたとき、まったく

分からなくて、『海にすんでいる』とか『飛ぶ』

とか大きく分けることしかできなかったけど、

骨格や呼吸等、たくさんの分け方を知って分け

るのが楽しくなった」等があり、授業の中で

調べることや情報を交換することによって、

動物への興味・関心が高まり、表現すること

への意欲も高まったと考える。

エ 成果と課題

この単元の導入段階で子ども同士の情報を

共有する学習を行った結果、これまでの学習

内容や生活経験の違いによる情報量の差を縮

めることができた。また、自分にとって未知

の動物がいることや知っているつもりの動物

に「こんな特徴があったのか」ということへ

の驚きがあり、学習意欲を高める効果があっ

た。本時で行った動物のなかま分けでは、カー

ドを活用してなかま分けの表を作成したため、

データを整理してまとめる力や思考力を育て

ることができた。また、人に説明することを

目的としたなかま分けの表を作成することで、

人に分かりやすく表す方法についても考える

ことができた。これらの活動を通して自らの

考えをもち、的確に表現する力を育てること

ができたと考える。

今後、クラス全員と交流しながら学習を進

め、自分の意志で主体的に調べようとする実

践力を育てる工夫や、授業の中で表現する力

を育てる活動を効果的に実施するための時間

配分の工夫についても研究していきたい。
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Ⅳ 研究のまとめ

１ 研究の成果

本研究では、自らの考えをもち、的確に表

現する力を育てる指導の在り方を追究するた

め、理科の学習において５つに分けた問題解

決の過程の中に様々な表現活動を取り入れて、

その有効性を検証した。また、とらえたこと

や考えたことについて根拠を明確にして論理

的に表し、それを人に分かりやすく伝える力

を育てる指導方法の工夫について検討した。

その結果、問題解決の各過程において、子

どもたちに自分の考えを整理して分かりやす

く伝える力が向上する等の変容が見られ、表

現する力を育てるための活動を取り入れるこ

との有効性が確認できた。さらに、表現活動

を取り入れることで、例えば、「①問題をつか

む過程」では子どもたちが単元全体の学習課

題や他の単元との関連をはっきりとつかむこ

とができることや、「⑤結果を活用し応用する

過程」では既習事項を総合的に振り返って学

習内容を定着させることができる等の効果も

あった。

なお、問題解決の過程のうち、いずれかの

過程に表現する力を育てるための活動を取り

入れると、他の過程においても、子どもたち

に自らの考えをまとめて人に分かりやすく伝

えようとする姿が見られ、効果が波及するこ

とが分かった。

指導方法の工夫については、子どもの実態

を踏まえた上で適切な表現活動を仕組み、教

員がその活動を効果的に支援することが重要

であることが分かった。表８は問題解決の各

過程において表現する力を育てるために有効

であった表現活動をまとめたものである。

この表から、自らの考えをまとめて、それ

を人に分かりやすく伝える活動には、問題解

決のすべての過程においてワークシートや学

習カード等の補助プリントの活用が有効であ

ることが分かる。これらの補助プリントを、

子どもにとってより活用しやすく学習効果が

上がるものにするには、活用のねらいを明確

にした上で、補助プリントのタイトル、内容

及びレイアウト等の検討をする必要がある。

また、プレゼンテーションソフトウェア等を

利用して、子どもたちに補助プリントの活用

の仕方を具体的に示す支援が重要であること

が分かった。そのためにも、日ごろから子ど

もたちの学習への興味・関心、意欲及び学習レ

ディネスを十分に把握しておく必要があると

考える。

問題解決の過程 表現する力を育てるために有効な表現活動

① 問題をつかむ過程
実物や身近な事象の提示 子どもによる導入実験 興味・関心を高める

ワークシートの活用

② 問題の解決のために 課題別グループや興味・関心別グループでの話合い活動 ワークシートや

計画を立てる過程 学習カードを活用した計画立案 プレゼンテーションソフトウェアの活用

③ 計画に基づいて実行
課題別グループや興味・関心別グループによる実験 各自の興味・関心に

する過程
基づく実験 異なる実験方法のグループによる実験 ワークシートや学習

カードを活用した気付きや結果の記録

④ 結果をまとめ検討す ワークシートや学習カードを基にした話合い活動 プレゼンテーションソフ

る過程 トウェアの活用 課題別グループや興味・関心別グループでの発表

⑤ 結果を活用し応用す 各自の考えを整理するためのモデルづくりや模型づくり ポスターセッション

る過程 の活用 実験レポートの作成

表８ 表現する力を育てるために有効な表現活動
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２ 今後の課題

自らの考えをもち、的確に表現する力を育

てるには継続的な取組が重要であることから、

単元の特性や子どもの実態を踏まえて、表現

する力を育てるための活動を重点的に取り入

れる単元及び問題解決の過程について検討し、

カリキュラムを作成していく必要がある。ま

た、１つの教科、領域だけではなく学校の教

育活動全体を通して計画的に取り組む必要が

あると考える。

【参考資料】

平成17年度に実施した実態調査の質問紙
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