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小学校理科における「学びに向かう力、人間性等」の指導に関する研究 

－メタ認知を促す場面設定と形成的な評価を通して－ 

 

防府市立華城小学校 教諭 品川 直子  

 

１ 研究の意図 

 (1) 研究の背景 

学習指導要領の改訂を受けて、学力の情意面である「関心・意欲・態度」は「学びに向かう

力、人間性等」として捉え直された。その一部である、「主体的に学習に取り組む態度」は、

「自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しなが

ら、学ぼうとしているかどうかという意思的な側面」＊１とされており、メタ認知（自らの思

考の過程等を客観的に捉える力、自己の感情や行動をコントロールする能力）などが重要な役

割を果たすとされている(図１）。これを、観点別評価を通して授業の中で育成することがめ

ざされている一方で、観点別評価になじまない感性や思いやりなどは、個人内評価を通して伸

ばしていくとされている。 

理科では、児童がこれまでの生活や学習で身に付けてき

た考え方を、問題解決の過程を通してより科学的なものへ

更新していくことが求められている(森本：2017)。理科で

伸ばすべき「学びに向かう力、人間性等」としての望まし

い姿は、「友だちと共に問題解決に取り組む中で、自分の

考えなどを捉え、より科学的なものへ更新していこうとす

る態度」（以下、望ましい姿とする）と捉えることができ

る。 

(2) 研究テーマ設定の理由 

私は「関心・意欲・態度」といった情意面の評価を難しいと感じていた。学習規律のよさ

や、学習する対象が好きかどうかで判断していた部分があるように思う。学力の情意面が評価

しにくい理由として、気持ちは目に見えにくく捉えにくいものであるという点と、行動を見て

評価しようとしても何をどのように評価すればよいのか分かりにくいという点が挙げられる。 

情意面と同じように捉えにくいものに、児童の思考がある。これまで、児童の思考を捉えて

理解を深めさせるために、児童の絵やウェビングなどを使った指導が提案されてきた。児童に

とって、考えていることを表す、つまり可視化することは、自分の考えを捉えて理解を深める

手立てとすることができる。一方で、思考は児童の情意面と切り離すことができないといわれ

ており(Sorrentino・Higgins：1986)、思考を可視化させることは、情意面を可視化させるこ

とにもつながる。実際に、佐藤ら(2012、2017)は、児童の思考や情意面を可視化させながら学

ばせる「学習シート」を用いて、メタ認知を促すとともに望ましい姿も育成している。児童に

思ったことや考えたことを書かせながら学習させることで、教師は見えにくい児童の情意面を

捉えることができるのである。小学校の理科の授業では、児童は教科書とノートを使うことが

多い。ノートに板書などの授業の記録だけではなく、思ったことや考えたことを書き込ませな

がら学習させれば、児童のメタ認知を促し理解を助けるとともに、ノートの記述から児童の情

意面を捉えることができると考えられる。 
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図１ 学習指導要領における「学びに 

   向かう力、人間性等」の捉え方 
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また、先行研究から、どのようなものが意欲で、それらがどのような形で表れて学習を支え

ているのかということについても明らかにされつつある。これらの先行研究を参考にすれば、

児童の「学びに向かう力、人間性等」を育成するために価値付けるべき姿、つまり、「学びに

向かう力、人間性等」を評価する視点を定められると考えた。 

そのようにして定めた「学びに向かう力、人間性等」を評価する視点を基に、児童の記述に

対してコメントなどで褒めるといった価値付け、いわゆる形成的な評価を手段として個人やク

ラス全体を伸ばすことができる。私はこれが「学びに向かう力、人間性等」を育成するための

指導とできるのではないかと考えた。 

そこで、本研究では、小学校理科の授業において「学びに向かう力、人間性等」を育成する

ための指導を提案するために、まず望ましい姿を評価の視点として設定する。そして、児童に

思考の過程をノートに残しながら学習させるというメタ認知を促す場面を設定した授業を構想

し、実践する。授業中の児童の情意面を捉え、評価の視点を基に形成的な評価を行うことで児

童の「学びに向かう力、人間性等」の育成を図り、授業後の児童の姿について検証すること

で、研究主題に迫ろうと考えた。 

 (3) 研究の仮説 

      以上のことを踏まえ、仮説を「小学校理科の授業において、思考の過程をノートに可視化さ

せるといったメタ認知を促す場面を取り入れ、児童の望ましい姿を形成的な評価を通して価値

付けていくことで、『学びに向かう力、人間性等』を育成することができる」とし、授業実践

を通して検証することにした。 

 

２ 研究の内容 

 (1) 「学びに向かう力、人間性等」として評価する

ための視点の検討 

   ノートに思考を可視化しながら学習するときに

望ましい姿の表れとして捉え、伸ばしたい視点を

検討した。 

  ア  先行研究の検討 

デシ（1999）は、自ら学ぶ意欲を高めるた

めには、「有能性への欲求」「自律性への欲

求」「関係性への欲求」の三つの欲求（表１）

を満たす必要があり、それらは相互に密接に

関連していると述べている。この三つは、問

題解決の授業の中で児童が抱く心情として自

然なもので、ノートに思いを書かせることで

表れてくると思われる。児童が思ったことな

どをノートに書きながら学習したときにそれ

らに関わる記述が見られれば、三つの欲求を

感じたり満たされたりしており、児童の自ら学ぶ意欲が高まっている状態であると考えられ

る。そこで、それぞれに当たる記述を「有能性」「自律性」「関係性」と設定し（表２）、児

童の「学びに向かう力、人間性等」を見取る視点として設定することにした。 

視点 説明 
ノートに表れると予想される 

記述例 

有能性 
自分の考え、生

活経験、自信 

・自分は〜だと思う。 

・予想に自信がある。 

自律性 

やりたいという

気持ちが感じら

れる記述 

・早く実験で確かめたい。 

関係性 
友だちに対する

記述 

・友だちの考えと同じだった。 

・〜さんはすごい。 

メタ 

認知 

自分の考えに対

するコメント 

・自分の考えは違うかもしれな

い。 

新たな

問い 
疑問 

・なぜ〜なのか？ 

・〜についてもっと知りたい。 

人間性 感じたこと 
・命を大切にしたい。 

・次こそは予想を当てたい。 

表１ 自ら学ぶ意欲を高めるために満たされるべき三つの欲求 
              デシ（1999）を基に作成 

有能性 

への欲求 

環境の特性について首尾一貫した知識体系を作

り上げたいという欲求 

環境に影響を及ぼしたいという欲求 

自律性 

への欲求 

自己の行為そのものや環境を自分で制御したい

という欲求 

関係性 

への欲求 

自己の行為に対して期待する反応を与えてくれ

る他者や周りの社会と結びついているという安

心を得たいという欲求 

 
表２ 「学びに向かう力、人間性等」を評価する視点

（案） 
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    また、自分の考えに対して思ったことを書いている記述を「メタ認知」として、授業中に

感じた疑問を記述したものを「新たな問い」として、さらに生命尊重など児童が感じたこ

とが表れている記述を「人間性」として、先行研究を基に伸ばしたい部分として視点に加

えることにした（森本：2017、小野瀬・佐藤・森本：2012、文部科学省：2008、ファデ

ル・ビアリック・トリリング：2016）（表２）。 

 

イ ６月の授業実践を踏まえた「学びに向かう力、人間性等」

を評価する視点の設定 

６月に、原籍校４年４組において「電気のはたらき」を、

５年１組において「魚のたんじょう」の授業実践を行った。

４年生では、考えの変化と授業中に思ったことを分けて記

述させ、５年生には完全に自由に記述させた。すると、５

年生は自由に表現しながら学習する様子が見られたが、４

年生は戸惑っている様子が見られた。 

ノートの記述を分析したところ、表２で想定した全ての視

点に当てはまる記述が見られたが、当てはめにくい記述も

あった。図２は、顕微鏡の使い方の説明をしたときに、教

師が口頭で説明した、プレパラートを作るときのポイント

や動かし方をメモしたものである。図３は、受精の仕組み

を動画で学習したときに、児童が自ら書き残した説明である。これらの記述は、いずれも意

欲の表れであると判断でき、多くの児童のノートに見られたが、表２では設定していないも

のであった。 

小野瀬・森本(2006)は、望ましい姿で学ぶ子どもは、学習内容を自分の言葉に置き換える

などの「学習方略」を用いたり、メタ認知を働かせたりするなど、「自己調整学習のストラ

ティジー」（ピントリッチ：1990を援用）を積極的に用いて、理解するために工夫しながら

学習を進めていると述べている。図２、図３のようなメモや、メタ認知に当たる記述は、子

どもが学習内容を理解するために、意欲的に用いる「学び方の工夫」といえる。そこで、こ

れも望ましい姿として付け加えることにした（表３）。 

視点 概要 ６月のノートの記述例 

Ａ 
学び方

の工夫 

A-1メモ、生活や既習事項との関連、 

  イメージ図など 

A-2自分の考えの見直し・自分の考えの 

   変化への気付き 

A-1顕微鏡の使い方など教師の説明のメモ 

 

A-2「予想が外れた」「今までメダカに興味がなかったけど（略）」 

A-2「今の自分は、メダカのことが右ページにかけるから、よく分 

   かっていることが分かった」 

Ｂ 有能性 
B-1達成感、自信、有能感 

B-2自分の考え 

B-1「メダカの卵が観察できたのでよかった」 

B-2「子メダカは泡を食べているのでは？」 

Ｃ 自律性 

C-1課題意識、新たな疑問、学習への 

   意欲、学習への粘り強さ 

C-2学習内容は大切だという考え 

C-1「卵の中の泡や、周りに毛が生えているのがなぜか気になった」 

C-1「もっとメダカについて詳しくなりたい」 

C-2「（顕微鏡の使い方が）重要」 

C-2「私にとって、ものすごく生命って大切なんだと思いました」 

Ｄ 関係性 

D-1友だちの考えとそれに対する自分の 

   考え 

 

D-2友だちのよさ 

D-1「ぼくも〜さんと同じ考え」 

D-1「休み時間に〜さんがメダカについて教えてくれて、自分も詳し 

   くなれた」 

D-2「〜さんがすごかった」 

Ｅ 人間性 

E-1感情、価値観 

E-2生命尊重や自然に対する畏敬の念 

E-1「緑色のものがアオミドロだったのはびっくり」 

E-2「卵の中にうっすらメダカが見えた。かわいかった」 

E-2「人生はお父さんとお母さんからもらう」 

 図２ 顕微鏡の使い方について、 

    教師の説明をメモする児 

      童の記述 

表３ 本研究における「学びに向かう力、人間性等」を評価する視点 

 図３ 受精の仕組みを理解する 

   ために図に表す児童の記述 
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また、表２で「新たな問い」としていた視点は「自律性」と判断がつかないものが多く、

どちらも知的好奇心に関わるものであるため「自律性」としてまとめることにした。 

６月の授業実践の結果、先行研究と児童のノートに見られた記述を基に、本研究における

「学びに向かう力、人間性等」を評価する視点を表３のように定めることができた。また、

児童が自由に書けるスペースをノートに設けることや、児童に思ったことを書くよう声掛け

をすることで、児童が思考を可視化しながら学習できることが分かった。 

10月の授業実践では、これらを踏まえて児童の「学びに向かう力、人間性等」育成するた

めの授業を構想し、仮説を検証することにした。 

ウ  検証の視点と方法 

仮説を検証するための視点と方法を表４に示す。 

 

(2) 授業の構想 

  ア  メタ認知を促す場面設定 

三宮(2008)は、メタ認知が形成されるのは小学校中学

年頃からで、心の中で自分に語りかけたり、友だちと積

極的に考えを伝え合ったりすることで育成されるとして

いる。また、教師が子どもにそれらを促すことがメタ認

知を育成する支援になると述べている。 

本研究では、ノートの形式を指定することと授業中の

声掛けを通して、児童のメタ認知を促すことにした。 

ノートは、普段授業で使う方眼のものを、見開きで左右同時に記入させる（図４）。左側

には、課題や実験の方法、全員で行うまとめなどを、教師の板書を写す形で記録させる。右

側は、児童には「自由スペース」と伝え、大切だと思ったことをメモしたり、自分の考えた

ことなどをメモしたりするために、授業中いつでも使ってよいと伝える。児童がこのスペー

スに思ったことを書き込むことは、自分自身の内面を表現することであり、自分自身に語り

かけてメタ認知を働かせる機会となる。また、書き込んだ自分の考えを友だちと伝え合うこ

となどが、メタ認知を促す手立てとなる。 

授業中は、児童が自分自身と対話して考えを見直せるように、その時の自分の考えを捉え

るよう声掛けをする。追究したい課題をクラスで設定したとき、自分の予想を立てたとき、

実験で確かめる前と後、学習の最後の振り返りなど、活動の合間に右側のページに考えたこ

となどを書き込むよう声を掛けることで、児童の情意面も可視化させ、児童のメタ認知を促

す。 

  イ 形成的な評価の手立て 

    表３に示した姿を「学びに向かう力、人間性等」として伸ばすために、ノートに児童が記

述した内容への価値付けを通して、形成的な評価を行う。 

検証の視点 検証方法 

メタ認知を促す場面の有効性 

・ノートの工夫や授業中の声掛けによって、児童はノートに思ったことや考え

たことなどを書きながら学習し、思考の過程として残すことができたか。 
ノート 
単元後アンケート 

形成的な評価の有効性 

・「学びに向かう力、人間性等」を評価する視点の妥当性 ノート 

・授業実践を通した「学びに向かう力、人間性等」の変化 単元前・単元後アンケート 

・望ましい姿で学習を進めている児童の具体例 ノート 

図４ ノートの形式 

表４ 仮説を検証するための視点と検証方法 

○月○日
課題
金属も大きくなると体積が変化する
のだろうか。

予想
金属を温めても体積は変わらないと
思う。

方法・・・

金属・・・フライパン

お母さんが料理しても、フライパン
は大きくならない。

Aくん すごく熱くしたら変わるかも。
↑そんなわけない。車も大きくなる

ことになる。

自信がある。
早く実験して確かめたい！

授業の記録
（ 黒板と同じ内容）

考えたこと
思ったこと

（ 授業中いつでもかいて

よい自由スペース）



 - 53 - 

    児童個人に対しては、毎回授業後にノートを回収し、表３を基にアンダーラインやコメン

トで褒めたり励ましたりするといった価値付けを行うことにした（図５）。学び方を工夫し

ているものを褒めたり、気持ちに共感したりするコメントを書くなど、児童にとって次の時

間の励みになるよう心掛ける。 

    クラス全体に対しては、望ましい姿が表れ

ている児童のノートの記述を大型テレビに映

して示すことにより、どのような工夫をしな

がら、またどのような姿勢で学べばよいのか

指導をすることにした。 

 (3) 授業の実際 

以上のことを踏まえて、原籍校４年４組（31人）、５年１組（30人）で授業実践を行った。

単元の概要は表５、６に示すとおりである。 

 

 (4) 結果と考察 

ア  メタ認知を促す場面の有効性 

10月の授業実践では、図６に示すようなスライドを示して、４、５年生どちらも同じ形式

でノートを書きながら学習できるようにした。 

       

 

４年生にはこのような説明に加えて、授業中に自分の考えを書くよう促す声掛けを、５

年生よりも積極的に行うことでメタ認知を促す場面を取り入れることにした。表７は、図

６のスライドを見せて、ノートの書き方を４年生に指導した時間の授業の記録である。破

線部では、ノートの右側の書き方について具体的に指示を出したり、書くよう促す声掛け

を行ったりしている。実線部では、児童にその時点での思いや考えを問い、自分自身との

対話させることでメタ認知を促している。 

10/ 16

( ;)

図
？

右側のページはこんなときに書くといい︕

１ 先⽣が⾔ったことやメモしたことが、⼤切だ
と思ったとき

２ 友達が⾔ったことに、「なるほどなあ」とか、
「⾃分はちがうなあ」と感じたとき

３ 何か、ひらめいたとき

４ うれしい︕かなしい︕やってみたい︕
わからない︕こまった︕

５ ⾃信まんまん♪( ´▽｀)
⾃信なくなってきたー(ToT) というとき

時間 主な学習活動 

１ 流域による川や川原の石の様子の違いについて調べる。  

２ いろいろな川の上・中・下流の様子を比べる。  

３･４ 
流れる水と地面の様子の変化を調べ、流れる水のはたら

きについて考える。 

５ 
水量を変えて流れる水のはたらきを調べるモデル実験を

行い、水の速さや地面の削られ方を調べる。  

６ 
実験結果を実際の川に当てはめながら考え、土地の様子

が変化する理由をまとめる。 

７･８ 川の水による災害について調べる。  

９ 学習を振り返って、流れる水のはたらきについてまとめる。 

時間 主な学習活動 

１ 

閉じ込めた空気を温めたときの変化に興味をもち、温

度による空気の体積変化について考える。（原籍校専

科教員による指導） 

２･３ 
閉じ込めた空気を温めたり冷やしたりして、体積変化

と温度の関係を捉える。 

４ 
閉じ込めた水を温めたり冷やしたりして、体積変化と

温度の関係を捉える。 

５･６ 
金属球を熱したり冷やしたりして体積変化を調べ、体

積変化と温度の関係を捉える。  

７ 単元の学習を振り返る。（原籍校専科教員による指導）  

図５ 有能性（表３Ｂ）が下がっている児童に 
   対する励ましの例 

図６ ノートの書き方の説明で用いたスライド 

表５ ４年４組「ものの温度と体積」単元計画 表６ ５年１組「流れる水のはたらき」単元計画 
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図７のＬさんは、ノートの左

側に授業の記録を書きながら、

それに対応させて自分の考えや

思いの変化を書いていた。自分

の考えに対して「自信まあまあ

ある」（破線）という記述や、

「ちがったなー！よそうとちが

ったなー…ガーン」（実線）とい

う記述から、Ｌさんは、メタ認

知を働かせて自分の考えや思い

を捉えたりコントロールしたり

しながら学習したことが分か

る。また、授業中を通して思っ

たことがノートに書き残される

ことで、Ｌさんは自分の学びの全体を捉えており、メタ認知が促されたと推察される。 

ノートの右側の記述を調べたところ、４・５年生のほとんどの児童が何らかを書き込みな

がら学ぶことができていた。本研究で用いたようにノートを書き、メタ認知を促す指導をす

ることは、少なくとも小学校４年生以上で可能であることが分かる。 

また、今回のようなノートを書きながら学習した

感想を、５年生に自由記述で答えさせたところ、多

くの児童が肯定的に捉えており、否定的な感想はな

いことが分かった。図８のＭさんとＮさんの、ノー

トの使い方に関する感想からは、ノートを使うこと

で自分の考えを捉えたり（実線部）、自分の考えを更

新したり（破線部）したことがうかがえる。また４

前時は、原籍校専科教員との授業で、空気が温められることにより、フラスコの栓が外れたり、試験管の口に張った石鹸水の膜が膨らんだりする様

子を観察し、空気を温めると体積が大きくなることを学習している。本時は第２時間目で、前時を振り返りながら、冷やすとどうなるか確かめてみ

たいという児童の発言から課題を設定し、実験を通して調べることにした。 

 

 

 

教師 

 

 

 

 

 

 

教師 

 

教師 

 

 

児童 

教師 

児童 

児童 

児童 

教師 

児童 

教師 

         

         

         

先生今色々言っているけど、みんな自由にノート書いてていいか

らね。でも耳はしっかりこっちを向けておいてください。 

（略） 

（課題設定・板書） 

 

 

 

これノートの左側でお願いします。右側は自分のところだから残

しておいてね。 

空気を温めると体積は大きくなり、冷やすと… 

（予想の話型を板書する。） 

これ、３種類予想ができるけど分かる？ 

冷やすと体積が変わる。 

詳しく言うと？ 

冷やすと体積が小さくなる。 

変わらない。 

大きくなる。 

この三つのどれかよね。自分はどう思う？ 

（ノートの左側に予想を記述する。） 

予想できましたか。じゃあ班で話し合っていいです。一つに絞ら

なくていいから、話しながらノートの右側に、〜さんと同じ考え

だったとか、新しい考えに変わったとか、こんなことを書いても

いいです。２分あげます。どうぞ。 

児童 

教師 

 

 

 

児童 

児童 

児童 

教師 

 

 

教師 

 

児童 

児童 

教師 

教師 

児童 

教師 

 

児童 

教師 

 

 

児童 

教師 

（班の友だちと話し合う） 

（自分の予想は三つのうちどれか、挙手で予想を聞く。） 

（実験方法を児童と考える） 

（左側に実験の方法を書き、児童に写させる） 

（児童に結果の見通しをもたせる） 

小さくなれば、下に動く。 

変わらなければ、変わらない。 

大きくなれば、上に動く。 

書くの早い人（ここまでの左の板書が写し終えている人）は、右

の自由スペースに思ったことを書いていいよ。 

（略） 

ここまで書けましたか？ 

今の予想の自信は？ 

（挙手の高さで自信を表す。） 

（自信をもっていた児童が、別の考え方に挙手している。） 

どうした？変えた？変えるのオッケー。 

小さくなる人。 

（小さくなると考える児童が挙手） 

減ったね。数は減ったけど、自信（の度合い）が高い人多いね。 

変わらないと思う人、自信表して。 

（変わらないと考える児童が挙手） 

（迷っている児童に）どっちか絶対決めてくださいよ。 

自信がなくなったとか、絶対自信がある、とか書いておいてくだ

さいね。 

あー、おもしろーい！ 

おもしろーいって書いておいていいですよ。（以下略） 

図７ 自分の考えを見直しながら学習しているＬさんのノート 

表７ ４年生第２時の授業の様子 

Ｍさん：自分の考えをかくことで、今「どのよう

なことを考えていたのか」を後でノートを見たと

き分かりやすくなりました。友達の意見をかいた

り、友達の発表から自分が考えたことをノートに

かくことができたのでよかったです。 

Ｎさん：（右のスペースに書いていると）自分の

考えが(ノートの中でまるで)自分の頭みたいに無

限に広がった。それに、ノートをかいていたら思

いつくことがどんどんあった。 

(下線は筆者による） 

図８ ノートの使い方に関する５年生の児童の感想 

温度によって空気の体積はどのように変わるのだろうか。 

メタ認知（自分との対話）を促す声掛け 

ノートへの書き込みを促す声掛け 
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年生のＯさんの授業の振り返り（図９）からは、

自分の思いをコントロールしたり（破線部）、理解

度を捉えたりしながら考えを更新している（実線

部）ことが分かる。 

このように、ノートの工夫や授業中の声掛けによって、児童はノートに思ったことや考え

たことを書きながら学習することで思考の過程を書き残すことができた。これらの結果から

メタ認知を促す場面設定が有効であったといえる。 

イ 形成的な評価の有効性 

 (ｱ) 「学びに向かう力、人間性等」を評価する視点の妥当性 

問題解決の流れで行った授業の中で、児童のノートの右側に表れ

た記述は表８のとおりである。児童の記述が五つの視点全体に渡っ

て現れていることから、６月の授業実践を基に定めた「学びに向か

う力、人間性等」を評価する視点を使って児童を価値付けることが

できたこと、価値付けを通した形成的な評価によって児童をそれぞ

れの視点に当てはまる望ましい姿で学習させることができたということができる。 

(ｲ) 授業実践を通した「学びに向かう力、人間性等」の変化 

５年生では、単元の前後に、本研究における「学びに向かう力、人間性等」が育成され

たかどうか検証するために、表３各項目について自己評価を回答するアンケートを実施し

た。質問項目と結果は表９のとおりである。 

 

質問Ｑ３以外は、質問内容について、「あった、ときどきあった、あまりなかった、な

かった」の４段階のうち、当てはまるものを選択式で回答させた。単元前後の変化をみ

るためにｔ検定を行ったところ、表９の で示す項目について、平均値が有意に上がっ

ていることが分かった。Ｑ６、７、９については、天井効果が認められた。単元前から

学び合う姿勢がすでにできていたこと、自然の素晴らしさを感じていたことが推察され

る。Ｑ３は、ノートの右側を書くときに、「書きたい気持ちになって書いた、先生に言わ

れて書いた、友だちの考えを聞いて書いた、書けないことが多かった」の四つから、自

分に合うものを複数回答可として答えさせた。単元前後の変化をみると、「書きたい気持

ちになって書いた」という児童が有意に増加していた。「Ｂ有能性」が伸び、自分の考え

をもち積極的に表現するようになったことがうかがえる。このような結果から、あらか

じめ設定した「学びに向かう力、人間性等」を授業で育成することができたといえる。 

 ４年生 

(６時間) 

５年生 

(７時間) 

Ａ学び方 

  の工夫 
288 581 

Ｂ有能性 222 117 

Ｃ自律性 82 66 

Ｄ関係性 70 162 

Ｅ人間性 90 56 

  質問内容 単元前 単元後 p 

Ｑ１ Ａ学び方 

  の工夫 

先生が話した大切な言葉や、今まで習ったことや生活の中で授業に関係のありそうな

ことを、自分からノートにメモをすることがありましたか？ 

2.67 3.67 .000** 

Ｑ２ Ｂ有能性 授業がよくわかって自信がついたことがありましたか？ 2.88 3.35 .001** 

Ｑ３ Ｂ有能性 自分の考えをノートに書けましたか？    

Ｑ４ Ｃ自律性 授業を受けていると、知りたいことや、やってみたいことが増えてくることがありま

したか？ 

3.11 3.67 .000** 

 

Ｑ５ Ｃ自律性 勉強していることが自分にとって大切なことだと感じることがありましたか？ 3.19 3.67 .003** 

Ｑ６ Ｄ関係性 友だちの考えを聞いて、自分の考えをもっと詳しくしたり、変えたりすることがあり

ましたか？ 

3.08 3.42 .059† 

Ｑ７ Ｄ関係性 授業を受けていると、友だちのよいところを見つけることがありましたか？ 3.38 3.62 .136(n.s.) 

Ｑ８ Ｅ人間性 授業を受けて感動したり、自分の感じ方が変わったりすることがありましたか？ 2.74 3.63 .000** 

Ｑ９ Ｅ人間性 授業の中で自然の素晴らしさや偉大さを感じたりすることがありましたか？ 3.50 3.46 .814(n.s.) 

表８ 視点ごとの記述総数 

表９ 単元前後の児童の自己評価の変化 
単元前、単元後の数値は、回答を数値化したもの（１「なかった」、２「ときどきあった」、３「あまりなかった」、４「あった」）の平均値を表す。  

* p<.05 ** p<.01…有意な差が認められる、†p<.10…有意な差がある傾向が認められる、n.s.…有意差なし 

図９ ４年生のＯさんが書いた振り返り 

Ｏさん：ハズレ。くやしい。でも勉強になりまし

た。（中略）ぼくは、空気ということを少しずつ理

解できていっていると思います。 

(下線は筆者による） 
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 (ｳ) 望ましい姿で学習を進めている児童の具体例 

Ｐさんのノートを図10から図13に示す。図に示してあるアルファベッ

トは、表３の評価の視点と対応している（表10参照）。 

第１時には、川などの水面に向かって石を投げて水面を跳ねさせる

「水切り」ができる川原がある場所について考えた。Ｐさんは、自分の

考え（図10Ｂ)やイメージを図（図10Ａ)、思いついた新たな疑問（図10

Ｃ)を書きながら意欲的に学習していることが分かる。積極的に思いを書

く姿を評価して励ます

ために、自分なりの考

えを書いている記述に

アンダーラインを引い

て価値付け、ノートを

Ｐさんに返した。 

第３時には、流れる

水 の は た ら き を 学 習

し、川原ができる仕組

みを考えた。川と関係

がありそうな地形の特

徴について、辞書で調

べたことや図をかきな

がら（図11Ａ)考えを深

めている様子（図11Ｂ)

がうかがえる。クラス全

体に対して、授業の始め

に、第１・２時に友だち

の考えを書きながら学習

している児童のノートを

紹介して価値付けたとこ

ろ、Ｐさんも、友だちの

発言をノートに書き込み

ながら学習した（図 11

Ｄ）。価値付けられた友

だちのノートを参考に、

Ｐさん自身も友だちの考

えを参考にしながら学習していたことが分かる。 

第６時には、大雨が降って川の水量が増えると、流れる水のはたらきがどのように変化

するか、モデル実験の結果を基に考えた。 

既習用語を確認したり、実験の結果を図でまとめ直したりしている記述（図12Ａ）か

ら、工夫しながら理解しようとする様子が見られる。友だちが発表した気付きの中で、 

自分が気になったものはメモを残している(図12Ｄ）。また、モデル実験の結果のまとめ

 

Ｂ 

Ｂ 

Ａ 

Ｃ 

表10 評価の視点 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｄ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ａ 

 

 

図 10 ５年生のＰさんのノート（第 1 時） 

図 11 ５年生のＰさんのノート（第３時） 

Ａ 
学び方の

工夫 

Ｂ 有能性 

Ｃ 自律性 

Ｄ 関係性 

Ｅ 人間性 
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をする中で、「土砂崩れ

は起こってほしくないか

ら、侵食はほどほどにし

てほしいと思いました」

（図12Ｅ）自然の力の大

きさを感じている様子も

うかがえる。 

第９時には、単元のま

とめとして、ノートの見

開きを全て自由スペース

とし、学習したことを自

由にまとめる時間とし

た。Ｐさんは学習内容を

ウェビングでまとめ、単元の内容が「よくわかった」と振り返りに書いている(図13）。 

 これまでのノートからは、学び方を工夫し、自分の考えをもち、学習内容に新たな疑

問を見出し、友だちと話合いや実験を通して協働的に学び、「流れる水のはたらき」に関

する考えを更新する様子を捉えることができた。本研究で行った、メタ認知を促す場面

設定と形成的な評価により、Ｐさんは望ましい姿で学習することができた。 

また、ウェビングで考えを整理することに楽しさを感じている振り返りの記述から、

「Ａ学び方の工夫」を使いこなす有能感（Ｂ有能性）や活動を楽しんでいること（Ｅ人

間性）がうかがえる。単元後、Ｐさんや複数の児童が、他教科の学習でもウェビングな

どを使って考えたことをノートに書くことが増えたという担任の気付きからも、「学びに

向かう力、人間性等」を伸ばすことができたと考えられる。 

図 12 ５年生のＰさんのノート（第６時） 

図 13 ５年生のＰさんのノート（第９時） 

Ｄ 

Ｅ 

Ａ 
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(5) 授業で意図的に「学びに向かう力、人間性等」を育成するために 

５年生「流れる水のはたらき」第６時（水量と流れる水のはたらきとの関係について、実験

結果を実際の川に当てはめながら考え、土地の様子が変化する理由をまとめる。）では、表３

で定めた視点を基に、具体的な評価基準を定めた授業を行った。これは、指導と評価の一体

化の考えから、授業を行うクラスの児童に育てたい「学びに向かう力、人間性等」の姿を具

体化したものである。授業では、これらの観点から児童を伸ばせるよう、提示する資料や、

声掛け、学習形態などを工夫して、指導をする際の手立てとした（表11）。「Ｅ人間性」につ

いては、文部科学省が観点別評価にはそぐわないとしている価値観を含むものであるため、

評価基準を設けていない。ただし、理科の中で育てたい態度に当たるため、ノートを価値付

けることで、伸ばすための手立てとした。授業の概要と児童の記述は表13に示すとおりであ

る。 

   

授業後、児童がノートの右側に書いた記述を分析したところ、設定した視点に関わる記述

数は表12のとおりであった。設定した「学びに向かう力、人間性等」の狙い

が達成されていること、またそれに対して手立てが有効であったということ

ができる。これらのことから、評価の視点を設定し、それを伸ばすための手

立てを講じることで、「学びに向かう力、人間性等」を育成する授業の一例

を示すことができたといえる。 

その一方で、それぞれの評価基準を作る上での教師の負担感や、単元の内

容や活動内容によって、ノートの右側の児童の記述の量が変化することを考

えると、今回のように評価の視点全てを考慮して評価基準を作成するのは無

理があると思われる。本研究で用いた評価の視点を授業で使うにあたって

 評価の観点と方法 十分満足 おおむね満足 手立て 

Ａ 

学

び

方

の

工

夫 

○メモ、生活や既習事項との関

連、自分なりの解釈や比喩な

ど、理解するための工夫が見ら

れる。 

○自分の考えを客観的に見つめた

り、検討したりしている。  

・自分で大切だと判断

した言葉や生活経験

を、整理しながら書

いている。 

・自分の考えの変化を

捉え、どう変化をし

たのか記述してい

る。 

・自分で大切だと判断

したことを書きなが

ら学習している。 

 

・内容が理解できたと

書いている。 

・授業中話題になった言葉を黒板にメモするこ

とで、児童が大切だと思ったことを取捨選択

して自分のノートに書き込めるようにする。 

 

・授業の振り返りで、授業前の自分とどのよう

なところが変わっているか問うことで、自分

の学びの過程を見つめることができるように

する。 

Ｂ 

有

能

性 

○達成感や自己効力感が表れてい

る。 

○自分なりの考えを記述してい

る。 

・実際の川で起こった

ことがモデル実験で

確かめられたことに

達成感を感じてい

る。 

・モデル実験をしてよ

く分かったという記

述がある。 

・振り返りで、授業で何が分かったか問うこと

で、達成したことが具体的に記述できるよう

にする。 

Ｃ 

自

律

性 

○自分なりの疑問や、活動への意

欲に関わる記述がある。 

 

○内容を大切だと価値付ける記述

がある。 

・動画を何度も注意深

く見て、結果をまと

めている。 

・モデル実験を身の回

りの生活に当てはめ

て考える記述があ

る。 

・結果に関わる部分を

動画で繰り返し見て

いる。 

・実験が楽しかったと

いう記述がある。 

・動画のどの部分から、どのようなことがいえ

るかと問うことで、粘り強く結果をまとめら

れるようにする。 

・モデル実験を、自分の身の回りの生活に当て

はめて考えるとどのようなことが考えられる

か声を掛け、問題を自分のこととして捉えら

れるようにする。 

Ｄ 

関

係

性 

○友だちの考えを自分の考えに取

り入れている。 

○友だちについて記述している。 

・友だちの考えを基に

考えを詳しくした

り、変えたりしてい

る。 

・友だちの考えで参考

になったことを記述

している。 

・児童の発言を積極的に取り上げたり、黒板に

メモしたりすることにより、友だちの考えを

参考にしやすいようにする。 

Ｅ 

人

間

性 

○感情や価値観が表れている。 

○生命尊重や自然に対する畏敬の

念に当たる記述をしている。 

・流れる水が大地にもたらす変化の壮大さに気

付いている。 

・広い範囲で時間をかけて大地が変化している

ことに気付いている。 

・「何万年」もかけて、「防府から山口にわたる

広範囲」において、大地が変化したことに触

れ、人の生活に恵みや災いをもたらす自然に

対する畏敬の念が感じられるようにする。 

 記述数 

Ａ学び方 

  の工夫 115 

Ｂ有能性 31 

Ｃ自律性 8 

Ｄ関係性 25 

Ｅ人間性 21 

表12  第６時におけ  
       る視点ごとの 
       記述総数 

表 11 ５年生第６時の「学びに向かう力、人間性等」の評価基準 

（５年生 30 人） 
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は、授業で大切にしたいものを選び、それを伸ばすための手立てを考えていくことで、「学び

に向かう力、人間性等」を伸ばす授業を無理なく継続できると考えられる。 

表13 ５年生第６時の概要 

主眼 水量と流れる水のはたらきとの関係について、実験結果を実際の川に当てはめながら考え、土地の様子が変化する

理由をまとめることができる。 

学習活動と学習内容 児童がノートの右側に書いた内容とノートの例 

１ 前時の実験を振り返る。 

 ・前時の実験内容の確認。 

 ・流れる水のはたらきの確認。 

 ・前時の児童のノートの紹介。 

 

 

 

２ 実験の動画を見ながら、結果 

 を確認する。 

 ・実験の様子を記録した動画を

見ながら結果をまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 結果を発表する。 

 ・崖が崩れる早さ。 

 ・川原ができるまでの早さ。 

 ・水が茶色くにごる理由。 

 ・流した後の川の様子。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 考察をまとめる。 

 ・侵食、運搬、堆積の全てのは

たらきが大きくなった。 

 ・佐波川の様子（航空写真）。 

 ・三角州の様子（岩国市、広島

市、萩市）。 

 ・Ｖ字谷。 

 

 

 

５ 学習を振り返る。 

 

 

・侵食、運搬、堆積（Ａ学び方の工夫） 

                          （Ａ学び方の工夫） 

 

 

 

 

・実験結果をまとめる図 

 （Ａ学び方の工夫） 

 

 

 

 

 

 

 

                           （Ａ学び方の工夫） 

            （Ａ学び方の工夫） 

・（〜さんが）気付かなかったことを言っていてすごい！（Ｄ関係性） 

・（〜さんが言うように）泥が流されているから、茶色くにごる。（Ｄ関係性） 

・侵食→大 運搬→大 堆積→大（Ｂ有能性） 

・さら粉（Ａ学び方の工夫） 

 

 

 

 

 

 

 

 

         （Ａ学び方の工夫）     （Ｄ関係性）  （Ａ学び方の工夫） 

 

・じわじわと（長い時間をかけて少しずつ）三角州ができる。（Ｅ人間性） 

・Ｖ字谷（Ａ学び方の工夫） 

・長門峡（Ａ学び方の工夫） 

 

 

 

 

 

 

     （Ｅ人間性）    （Ａ学び方の工夫・Ｅ人間性）  （Ａ学び方の工夫） 

（Ｂ有能性） 

・全国の三角州は、昔あった田んぼが削られてできているのでは。 

・まとめがきちんとできた。 

・たくさんのことに気付くことができた。 

・侵食される様子が見れてよかった。 

・全てのはたらきが大きくなることが確かめられてすごいと思った。 

（Ｃ自律性） 

・水がにごることについて、また今度調べてみたらいいんじゃないかと思った。 

・Ｖ字谷に行って本物を見てみたい。 

（Ｄ関係性） 

・（みんなで）意見が発表できたし、話合いがきちんとできた。 

・みんながよく観察していてすごい。 

（Ｅ人間性） 

（災害は怖いから）侵食はほどほどにしてほしい。 

（今の地形は）何万年もかけて作られた！ 

 

 

大雨がふって川を流れる水の量が増えるとはたらきはどのように変わるかまとめよう。 

友だちの名前 
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３ 研究のまとめと今後の課題 

  本研究では、小学校理科の授業において、児童に思ったことなどをノートに可視化させながら

学習させることで、メタ認知を促すとともに児童の「学びに向かう力、人間性等」の一部を捉え

ることができた。また、先行研究と児童の実態を基に「学びに向かう力、人間性等」を評価する

視点を定めることで、児童への声掛けやノートへの価値付けを通した形成的な評価が可能となり

「学びに向かう力、人間性等」を育成する指導の一例を提案することができたと考えている。 

  児童による自由なノートの記述から、「学びに向かう力、人間性等」を捉えて研究を進めてき

たが、本研究で定めた評価の視点は、ノートに表れた記述内容だけではなく、授業中の発言や行

動に置き換えて考えることもできるものであった。 

  その一方で、児童が思ったことを自由に書きながら学習するためには、児童が自分の思いを書

く時間を設けたり、きっかけとなる声掛けをしたりする必要があることも明らかになった。児童

は、学習内容に意欲をもち、自分で考えたいと思っている時ほどノートに向かって自分の思いを

夢中に書いている様子が見られた。書く時間を取っているうちに、予定していた授業時間を延長

してしまうこともあった。活発に意見を述べたり活動に夢中になったりすることを意欲と捉えが

ちであるが、自分自身と対話しながら学習を進める姿も見えにくい意欲であり、大切にしたい活

動の一つといえる。その活動を保証するためにも、授業の焦点を絞り、児童がねらいを捉えて学

習を自己調整することができるよう、時間的にゆとりのあるものにしておく必要がある。また、

書くことが苦手な児童に対するサポートや個に応じた柔軟な評価も、これまでの授業や評価と同

じように必要である。 

  今後も「学びに向かう力、人間性等」を育成するために実践を重ね、児童が自分の意思で自分

の考えを更新していこうとする姿勢を育てる授業の在り方を探っていきたいと考えている。 
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