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Ⅰ 研究の意図

１ 社会的背景

現在、知識や技能を実生活において活用する力の育成が重要な教育課題の１つとなっている。

活用する力の育成は、これまでも教育本来の目標として大切にされてきたことであるが、「PISA

調査」や「特定の課題に関する調査」及び「全国学力・学習状況調査」等の結果から、活用す

る力の育成に課題があることが示され、近年特にその重要性が認識されるようになった。

新学習指導要領においても、習得した知識や技能を活用する、問題解決的な学習を重視するこ

とが述べられており、将来の社会生活においてよりよく問題を解決する資質や能力をもった人材

の育成が求められている。

以上のことから標記のテーマを掲げ、研究に着手することとした。

２ 研究の仮説

「学習したことが実生活に生きる指導」とはどのような指導であろうか。本研究では、「教科

の学習内容と実生活の事象とのかかわりを理解させるとともに、児童が問題を解決していく過程

（問題解決過程）を重視した指導を行えば、学校での学習が実生活で生きて働くものになる」と

の仮説を立てた。つまり、実生活には学校での学習を生かせる場面がある、ということを理解さ

せるのみではなく、問題解決的な学習を繰り返し経験させ、問題解決過程の習得を図る必要があ

るということである。

図１はこの仮説を模式化したものである。学習内容は、実生活と関連付けて理解されただけで

は、実生活での問題解決に生かさ

れることが難しい。学習者が、問

題解決過程を習得するという台車

に乗ることによって、学校での学

習内容が、実生活での問題解決に

生きて働くものになる。 図１ 研究仮説の模式図

この仮説に基づき、実生活と教科の内容を関連付ける学習を工夫するとともに、問題解決過程

を繰り返し経験させるための単元指導計画を立案し、授業実践を通して有効な指導方法を探るこ

ととした。

Ⅱ 研究の概要

１ 研究の経過

これまでの研究の過程について、以下にその概略を示す。

ⅰ 問題解決過程のとらえ方について検討

↓

ⅱ 問題解決過程を明確に示すための、単元指導計画の形式を検討

↓

ⅲ 単元指導計画の立案

↓

実生活と教科の内容を関連付ける学習の工夫

↓ ↓

ⅳ 各調査研究協力員の学級における授業実践

平成１９年度（１年次）

平成２０年度（２年次）

ⅴ １年次に提案された、問題解決過程を習得させるための手だてを踏まえ、研究の２年次に

担任となった学年において、新たに単元指導計画を作成

↓

ⅵ 各調査研究協力員の学級における授業実践 ⅶ 調査研究協力員以外の教師による授業実践

↓ ↓

ⅷ 単元指導計画の改善・研究のまとめ

実生活での問題解決

学習内容

問題解決過程の習得

実生活との関連付け

学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－
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２ 問題解決過程のとらえ方

まず、学習における問題解決過程について検討した。学習における問題解決過程についてはこれま

でにも多くの研究がなされ、問題の解決に至る段階についても様々な提案がある。本研究では、算

数科と理科の２教科を対象とした研究であること、小学校での実践を前提とした研究であること

等から、図２に示す４段階を用いることにした。問題解決過程を習得させるには、問題に気付かせ、解

決への見通しをもたせることが重要なポイントとなる。したがって、「追求する」より前の段階を

「つかむ」、「見通す」の２つに分け、より細やかな手だてを講じることとした。ただし、学習内容

によってはこの４段階に当てはめることが難しい場合もあり、「つかむ」、「見通す」を一まとめにす

るなど、柔軟に用いることにした。

図２ 問題解決過程の各段階における学習活動の例

３ 単元指導計画の作成

問題解決過程を習得させるための単元指導計画について検討した。研究の仮説で述べたように、

児童に問題解決的な学習を繰り返し経験させることがポイントとなる。そして、１回の問題解決

過程を１サイクルとして、単元に含まれる複数の問題解決サイクルが、一目で分かる指導計画の

形式を工夫した（図３）。この指導計画は、次のような特徴がある。

・１つの単元に含まれる複数の問題解決サイクルが１ページに収まっており、単元構成が一目で

分かるようになっている。

・各問題解決サイクルの指導上の留意点の欄に、問題解決過程を習得させるための手だてを各段

階ごとに示すとと

もに、単元指導計

画の下部に、単元

全体を通しての手

だてをまとめて示

している。

・実生活と教科の内

容を関連付ける学

習の問題解決サイ

クルについては、

主 発問を示 すな

ど、他のサイクル

より詳しく記述し

ている。

問題解決サイクル 問題解決過程を習得させるための手だて

図３ 問題解決サイクルが一目で分かる単元指導計画

４ 実生活と教科の内容を関連付ける学習の工夫

実生活と教科の内容を関連付ける学習は、教科書の例や先行研究も数多くあるが、その多くは

導入段階や単元の終末における事例を紹介することにとどまっている。本研究では、実生活と教

科の内容を関連付ける学習においても、問題解決過程が習得できるような学習展開になるよう留

意し、授業を構想した。

 「つかむ」 
気付く  知る  
疑問をもつ 

「見通す」 
予想する 関連付ける 

計画を立てる 

「追求する」 
調べる  実験する 

話し合う 

「まとめる」 
整理する 表現する 

振り返る 

 

 
第○学年 ○○科 ○○○○○ 計○○時間

単元目標
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○・

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○・

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○・

問題解決 第１サイクル

（ 時間）
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○

問題解決過程を意識させるための手だて
○○○○○○○○○○・

○○○○○○○○○○・

○○○○○○○○○○・

問題解決 第２サイクル

（ 時間）
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○

問題解決 第３サイクル

（ 時間）
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○

（ 時間）実生活と教科の内容を関連付ける学習 （問題解決 第４サイクル） ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○

まとめる問題解決
つかむ 見通す 追求する

過程

○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○

学習内容

○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○

指導上の
留意点

問題解決 つかむ 見通す 追求する まとめる
過程

○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○

学習の
ポイント

○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○

指導上の
留意点

問題解決 つかむ 見通す 追求する まとめる
過程

○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○

学習の
ポイント

○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○

指導上の
留意点

問題解決 つかむ 見通す 追求する まとめる
過程

○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○

学習の
ポイント

○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○

指導上の
留意点

問題解決過程を習得させるための手だて
・□□□□□□□□□□□

・□□□□□□□□□□□

・□□□□□□□□□□□

学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－
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学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－

５ 授業実践

(1) 単元指導計画作成者（調査研究協力員）によるもの

表１に示す単元において単元指導計画を作成し、指導計画作成者自身が授業実践を行った。

各調査研究協力員の欄の上段が平成19年度に実施したもの、下段が平成20年度に実施したもの

である。

(2) 調査研究協力員以外の教師によるもの

平成19年度に作成した単元指導計画については、平成20年度に、調査研究協力員以外の教師

に実践を依頼した。実践後に授業者から出された意見は、Ⅳ研究のまとめ、１研究の成果(2)

に集約している。

表１ 作成した単元指導計画の一覧

調査研究協力員 教科 学年 単元名 実生活と教科の内容を 問題解決過程を習得させる
指導計画掲載ページ 関連付ける学習 ための手だて

３ 長い長さ
長い長さの測り方について 既習事項を想起させ、見当

下関市立

算

学習したことを基に、持久走 付けをしてから測定するとい

名池小学校 p.24 のコースを実測する。 う手順を大切にする。

教諭 体の部分を使って、教室のロッ 調べ方を考えるとき、測定

阿座上善行 １ ながさくらべ カーの横の長さと同じ長さを 方法を具体的に想起させ、しっ

p.22 探し出す算数的活動をする。 かりと見通しをもたせる。

４ 三角形

正三角形の特徴を利用し 授業のときは、常に問題解

山口市立 て、正三角形のカードを用い 決過程を掲示し、児童に意識

小郡南小学校
数

p.25 た立体づくりをする。 させる。

教諭 両手ですくえる水のかさを グループ内での相互交流の時間

福 永 敬 ３ かさしらべ 調べ、量感を養ったり、節水 をとり、考えを広げさせたり、解

p.23 意識を高めたりする。 決の見通しをもたせたりする。

６
分数のかけ算と

調理実習において、４人分のレ 既習事項を手掛かりに考え

長門市立
わり算

シピから６人分の分量を求めるとき た解決方法を、図等を用いて発

深川小学校 p.27 分数のかけ算やわり算を使う。 表し合い、思考を広げさせる｡

教諭 科 学校案内に記載するという 測定方法や結果の処理の仕方等

前田智亜紀 ６ 平均 目的で、駅から学校までの徒 について、グループでの話合いに

p.26 歩による所要時間を求める。 より計画させる。

３
あたたかさと

日光の性質について学習し グループで実験計画を立て

萩市立
太陽の光

たことを基に、ペットボトルに る際、KJ法を用いて意見交換

明倫小学校 p.28 入った水を温める実験をする｡ し、見通しをもたせる｡

教諭
理

空気を入れたボールと、水を入れ イメージマップを用いて空気

阿武 智之 ４
空気や水をとじ

たボールの跳ね方の違いから、空気 や水の性質についてまとめ、
こめると

p.29 と水の性質の違いを明確にする。 課題解決の手掛かりとする。

６ 水溶液の性質
身近な植物の色素を用い 問題解決過程に沿って学習

下松市立 て、身の回りにある水溶液の 内容を組み替え、思考の流れが

久保小学校 p.30 液性について調べる。 分かるノートづくりをさせる。

教諭 よくかむと、ご飯の味が変わ 現象を体感させるとともに、

山縣 佳洋 ６ ヒトや動物の体 ることから、だ液によるでんぷ 生活経験を基に問題解決への見

p.31 んの消化について理解する。 通しをもたせるようにする。

防府市立

６ 電流のはたらき
家電製品を分解して電磁石 個別の課題に取り組む場を

小野小学校
科

の用途を知り、それをヒント 設定することで、個々の問題

＊研究１年次の所属は p.33 にものづくりを す る 。 解決を大切にする。
山口市立島地小学校 食品中のでんぷんを調べ、人 個別に行った実験の結果を

教諭 ６
植物のからだの

間の栄養摂取が、植物に多く依 集約し、多くの情報から総合

德 永 裕
はたらき

p.32 存していることを知る。 的に結論付けをさせる。

○各調査研究協力員の欄の上段が平成19年度（１年次）、下段が平成20年度（２年次）に作成したものである。

以下のⅢ 研究の実際では、平成20年度に作成し、実践した単元について紹介している。平

成19年度実施分については、山口県教育研修所研究紀要第147集（平成20年３月）を参照いた

だきたい。
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学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－ 

 

Ⅲ 研究の実際 

１ 小学校第１学年算数科「ながさくらべ」における実践    

下関市立名池小学校  

阿座上 善行  

 

 本単元においては、４つの問題解決サイクルを設定した。以下にその概要を述べる。 

・第１サイクル・・・身の回りの、ものの長さに着目し、直接比較によって正しく長さを比べる。 

・第２サイクル・・・長さが直接比較できない場面において、間接比較により長さを比べる。 

・第３サイクル・・・基準量のいくつ分かで長さを比べることの良さを知り、測定の素地を養う。 

・第４サイクル・・・体の一部を任意単位として用い、身の回りから同じ長さを見付ける。 

 

(1) 実生活と教科の内容を関連付ける学習（第４サイクル１時間分）の実際 
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 「同じ長さを見付けるゲームをしよう。」と本時の課

題を設定する。見付けてくる長さは、教室にあるロッ

カーの幅と同じ長さとする。本時は、これまでに使っ

てきた道具は一切使わずに、自分の体の一部を任意単

位として、同じ長さを見付けなければならないという

条件も併せて示す。ゲームに対する児童の意欲が高ま

るような工夫をする。 
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 自分の体をどのように使って、長さを調べるかを考

えさせ、各自が決めた調べ方で、ロッカーの幅の長さ

を一人ひとりに測らせる。結果をワークシートに記入

させ、この結果を基に長さを見付けるゲームを行う。

ゲームを始める前に、ロッカーの幅と同じ長さの物に

はどんなものがあるか予想させ、見通しがもてるよう

にする。 

 自分で決めた長さの基準、指、こぶし、腕、両腕を

広げた長さ、等を使って、学校の中にある、ロッカー

の幅と同じ長さを見付けるゲームを開始する。見通す

段階で予想したものが、本当に同じ長さなのかを意識

しながら比べるようにさせる。余りの長さは、「～とち

ょっと」、「～よりちょっと短い」のように表現させる。 

 調べた長さを発表させる。「鉄棒の長さは、広げた指

７つ分だったので、ロッカーと同じ長さです。」、「木の

回りの長さは、広げた腕１つ分よりちょっと短かかっ

たので、ロッカーと同じ長さです。」等。調べた結果は、

すべて認める。今回の調べ方は、昔から使われていた

調べ方であることも紹介する。学校以外の場所でも、

いろいろ調べてみようと投げ掛ける。 
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学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－ 

 

(2) 問題解決過程を習得させるための手だて 

「つかむ」の段階では、具体物を提示し、問題を把握させるようにした。児童は、実物を見る

ことで、どんな学習をするのかという、明確な目的意識をもつことができるのである。「見通す」

の段階では、長さの調べ方を考えたり、長さの見当を付けたりすることに取り組ませた。見当付

けを十分行った後に実測することで、量感が養われるものと考える。量感があると、今後の長さ

の学習において、量の大きさに応じて適切な計器や単位を選定することができるなど、問題解決

を計画的・能率的に進めることができる。「追求する」や「まとめる」の段階では、児童一人ひと

りが考えた、長さを比べる方法をしっかりと認め、自信をもって活動に取り組めるようにする。 

(3) 児童の変容 

「追求する」や「まとめる」の段階で、児童一人ひとりが、自分で考えた方法により長さ比べ

を行ったため、同じ長さを発見する喜びや問題解決の楽しさを十分に味わいながら、意欲的に活

動することができた。授業の終末では、自分の体を使って他の場所でも比べてみたいという、児

童の意欲の高まりが見られた。問題解決的な学習を通して、本単元の目標の一つである、「長さの

比べ方に興味をもち、そのよさを知り、進んで生かそうとする」という、関心・意欲・態度を育

てることができたと考える。 

(4) 考察 

 今回の「ながさくらべ」の学習では、これまで漠然と、感覚的にとらえてきたであろう「なが

さ」というものを、「くらべる」という視点から認識させたことになる。そして単に、長短の判断

だけではなく、基準量のいくつ分であるかを意識させることで、長さの差を量的に表すことがで

きることを理解させた。これが測定の基礎となる考え方であるが、ゲーム化した体験的な活動を

取り入れたことで、より実感を伴った理解が促進できたと考える。また、「体をどのように使って、

ロッカーと同じ長さを見付けるとよいか。」という投げ掛けにより、指（あた）、広げたうで（ひ

ろ）を使うという考えが児童から出たので、教師からはこぶし（つか）、うで（キュービット）も

使えるということを紹介した。その結果、児童一人ひとりが、多くの選択肢の中から何をどのよ

うに使って比べるかについて考えることができ、測定の対象に応じて適切に単位を選択するとい

う、普遍単位による測定の素地を養うことができた。 

量と測定の学習において量感を育てることは大切なねらいの一つであり、問題解決的な学習の

見通しをもつ段階や、解決過程を振り返る段階では、量感に支えられた思考・判断が必要となる。

すべてのサイクルで問題解決過程を体験するということは、常に比べ方を考えたり結果を予想し

たりすることになるので、これが量感を育てることにもつながったと考えられる。 

１年生の児童にとっては初めての問題解決的な学習であった。小学校低学年での問題解決には

困難が予想されたが、解決すべき問題の難易度を適切に設定し、ゲームという取り組みやすい形

で導入したことで、「つかむ」「見通す」「追求する」「まとめる」という問題解決過程を体験させ

ることができた。問題解決的な学習を経験させることは、筋道を立てて考えようとする態度を育

てることにもつながっている。児童がこの経験をこれからの学習に生かしていけることを期待し

ている。 
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学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－ 

 

２ 小学校第３学年算数科「かさしらべ」における実践    
山口市立小郡南小学校  

福永 敬  
 
 本単元においては、４つの問題解決サイクルを設定した。以下にその概要を述べる。 

・第１サイクル・・・直接比較、間接比較、任意単位による測定で、水筒のかさ比べをした後、普

遍単位ｄℓについて知り、水筒のかさを測定する。 

・第２サイクル・・・１ｄℓに満たない半端なかさについて調べる。１ｍℓについて知り、いろいろ

な容器のかさを調べ、簡単な単位換算やかさの計算をする。 

・第３サイクル・・・大きなペットボトルのかさについて調べる。何ｄℓかを調べ、１ℓの単位を知

らせる。いろいろな容器に１ℓの水を入れて量感を養う。 

・第４サイクル・・・両手ですくえる水のかさを調べることで量感を養うとともに、洗顔するとき

の、無駄に流れていく水の多さに気付くことで節水意識をもつ。 

(1) 実生活と教科の内容を関連付ける学習（第４サイクル１時間分）の実際 
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水を両手ですくい取るまねをして、「今すくい取っ

た水で何ができるかな。」と問うと、「水が飲めるよ。」

「顔を洗えるよ。」等の反応が返ってくる。そこで、

「顔を洗うとき、どれだけ水を使っているか」を考え

る課題を設定する。顔を洗う仕草をさせながら子ども

たちから「どれだけかな。」という言葉を引き出す。 
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 「自分のすくい取る水のかさはどれくらいあるか

な。」と投げ掛け、両手ですくい取れるかさを予想さ

せる。予想することで、早く測りたいという意欲が高

まり、測り方について考える活動が活性化する。 

「班ごとに協力して、水をすくったときのかさを測っ

てみましょう。時間内なら何度測ってもいいよ。」と

投げ掛けて活動に入る。個々で両手にすくう水のかさ

は違うが、およそ 50ｍℓ が多いことが分かった。その

とき、顔を洗うときのすくう回数とかさの関係を表に

しておく。 

 ３人の子どもに顔を３回洗ってもらう。流しっぱな

しの水のかさと、手ですくったときの水のかさを比べ

る。こうすることで、人によって使う量は違っても、

無駄遣いしている水がたくさんあることを知り、水を

大切にする意識に結び付けていく。 
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学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－ 

 (2) 問題解決過程を習得させるための手だて 

第１に、子どもたちが、常に問題解決の各段階を意識して、学習を進めることが大切だと考えた。

そこで、問題解決過程に算数科としての解釈を付け加え、問題解決過程の各段階を、「つかむ（出

会う）、見通しをもつ（目的をもつ）、追求する（考え活動する）、まとめる（広げる）」とし、

大きいカードに記して、常に黒板に掲示しておいた。そして、今どの段階にあるのかを示しながら

学習を進めることにした。 

 第２に、子どもたちが明確な目的をもつことが大切である。何をするべきか、何をしたいかとい

う主体的な目的がもてる活動を仕組むからこそ、問題解決の過程が充実感を伴うものになる。 

 第３に、一人ひとりの考えを広げるために、班活動による相互交流の時間をつくり、他の考えを

聞くことが大切である。他を認めると同時に、自分の追求方法についてより具体化されたイメージ

をもつことができ、問題解決への自信につながる。 

(3) 児童の変容 

まず、黒板に問題解決過程を掲示し、授業ごとに問題解決の段階を示したことで、子どもたちは

いろいろな教科でも、今どの段階の学習であるのかを意識するようになった。特に、算数科では、

教科の特性に応じた解釈を施すことで、各段階で何をすべきかを明確にすることができた。「まとめ

る」段階では、生活を見直したり、学習内容と生活のつながりを考えたりすることで、学習内容を

実生活に関連付けることが意識されてきた。 

次に、明確な目的をもつことについてであるが、算数科では「見通す」段階で目的を明確にし、

解決へのアプローチの方法まで踏み込んで話し合わせておくと、問題解決の全体像がとらえやすく

なる。その結果、目的を果たすために取り組む活動までがはっきりしてきて、主体的に活動するこ

とができた。 

そして、班活動による相互交流の時間をつくったことで、児童が意見を出しやすくなり、お互い

の理解が進んでいった。このとき、明確な目的とアプローチの方法まで踏み込んで話し合ったこと

が功を奏し、グループで協力して課題に取り組むことができた。 

(4) 考察 

「かさしらべ」の単元では、第４サイクルの学習までに、体で覚えていくような、量感を養う活

動を取り入れることができなかった。そこで、量感を養い、生活に結び付いていく活動を仕組むた

めに両手ですくえる水のかさを測ることにした。 

今回の授業において、問題解決過程の「つかむ」の段階で子どもの考えを引き出し、課題意識を

もたせることができたことは、その後の活動を容易に進めることにつながった。そして「見通す」

の段階で、身振りを交えて演示しながら解決方法を話し合わせたことで、目的と活動をうまく一致

させることができた。「追求する」の段階では、一人ひとりが両手ですくえる水のかさを測ることで、

量感を養う機会を保障することができた。最後の「まとめる」段階では、この量感をもっと身近な

生活で感じ取らせるために、顔を洗わせて実際に使う正味の水のかさと水道から出した水のかさを

比べた。算数科の学習により、節水意識がより実感を伴ったものになったといえる。 

量と測定の領域にある単元では、一人ひとりの児童が実際に測定を行うことが、大変重要な意味

をもっている。なぜなら、それらの体験を通して養われる量感は、実生活での問題解決に不可欠で

あるし、習得が困難とされる単位換算の理解を助けるからである。学習内容と実生活とをうまく結

び付けて、授業を展開することが望ましい単元である。 
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学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－ 

 

３ 小学校第６学年算数科「平均」における実践    
長門市立深川小学校 

前田 智亜紀 
 

本単元においては、５つの問題解決サイクルを設定した。以下にその概要を述べる。 

・第１・第２サイクル・・・ならして同じ量にする活動を通して平均の意味を理解し、いろいろな

方法で平均を求める。 

・第３・第４サイクル・・・平均の考え方を使って歩幅を求め、長さを概測したり、集団の特徴を

つかんだりする。 

・第５サイクル・・・・・・学校案内に記載するという目的で、駅から学校までの徒歩による所要

時間を求める。 

(1) 実生活と教科の内容を関連付ける学習（第５サイクル２時間分）の実際 
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身近な観光地の広告を提示し、時間による案内が

便利であることを示し、「○駅から△小学校までの徒

歩による所要時間を求めよう。」と本時の課題を設定

する。歩く速さには個人差があり、標準的な歩き方

とはどれくらいの速さなのかを考える必要があるこ

とに気付かせる。 
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駅から学校までの所要時間を求める方法を考えさ

せる。「実際に駅から学校までは歩かないで校内で調

べる。」という条件を示し、駅から学校までの道のり

の情報を伝える。すでに学習している歩幅の平均と、

運動場のトラック１周の長さを活用して求める方法

を考えさせる。 

各班で話し合った方法で計測を行わせ、それを基

に駅から学校までの所要時間を求めさせる。１分間

に歩くことができる距離を基に求める方法とトラッ

ク１周を歩く時間を基に求める方法の２通りが代表

的なものである。 

各班の測定結果を、その求め方とともに発表させ

る。そして、各班が出した結果をまとめ、学級とし

ての測定結果をどのように導き出せばよいか考えさ

せる。各班の測定結果のばらつきに着目させ、平均

の考えを用いて処理すればよいことに気付かせる。 
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学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－ 

 

(2) 問題解決過程を習得させるための手だて 

「つかむ・見通す」の段階では、既習事項を使って問題を解決できるようにするために、「今ま

での学習とどこが違うのか」、「今まで学習してきたことの何が活用できるのか」について意識さ

せるようにした。そのことによって、解決への見通しをもたせ、解決しようとする意欲を高める

ことができると考えた。 

また、図、言葉等で解決方法をまとめることを通して、自分の考えを明確にさせるようにした。

問題解決過程を身に付けさせるために、自力解決の方法を探る経験の繰り返しを重視した。 

さらに、自分の考えを発表したり、班で話し合ったりする時間をつくり、各自の思いや考えを

学習に生かすようにした。このことが、互いを認め合うと同時に解決方法を確かなものとし、問

題解決の達成感を高めると考えたからである。 

(3) 児童の変容 

既習の問題とどこが違うか、何が活用できるかを意識させたことにより、これまでの算数で学

んできたことを生かして解決方法を見出そうとする児童の様子が見られた。また、自分でいろい

ろな解決方法を探った結果、解決方法が多様化し、学習が幅広いものになっていった。解決方法

を分かりやすく説明できるように、工夫してノートにまとめる児童も増えてきた。 

自分の考えを発表したり班で話し合ったりする時間をつくることによって、測定方法が明確に

なり、正確に計測したり計算したりすることにつながった。今まで気付かなかった解決方法を聞

き、次の問題場面ではそれを活用して自力解決しようとしていた。 

「まとめる」の段階では、「家から学校までは徒歩で何分かを調べたい。」、「今日の学習を使っ

たら、学校から家までの道のりが分かるよ。」「今日は子どもだけの測定結果だったので、今度は

大人の人の測定結果も一緒にして平均を求めてみたい。」などの感想が聞かれ、新たな問題解決へ

の意欲が高まった。「実際に行って調べなくても、平均の考え方を使えば、予想することができる。

平均ってとても便利だと思う。」という発言も聞かれた。実生活に結び付いた問題解決をすること

によって、平均が日常生活において役立つものであることを実感していた。 

(4) 考察 

今回の「平均」の学習では、班で活動する学習を仕組んだ。各班で測定結果にばらつきがあっ

たため、「ならして同じ大きさにしたもの」という平均の意味を、実感を伴って理解することがで

きた。 

実生活と関連付ける学習を通して、児童は学習内容に習熟しながら、それを今後の学習や生活

に生かすことができるという、有用性を感じることができた。このことが算数を学ぶ楽しさにつ

ながると考える。既習事項を生かして各自の解決方法を探ることによって、これまで学んできた

ことを活用しようとする力や、自分の考えや班の考えを深めるために友達の解決方法を活用しよ

うとする力が付いていった。この活用する力が、新たな問題場面に出会ったとき、解決へ向けて

の原動力となると同時に、問題解決への意欲につながると考える。しかし、問題解決のためには、

既習事項の理解や表現力が不可欠である。家庭学習や朝学習の時間を利用して、基礎的な知識や

技能を習得させながら、問題解決過程を積み重ねることが大切であろう。 
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学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－ 

 

４ 小学校第４学年理科「空気や水をとじこめると」における実践    
萩市立明倫小学校  

阿武 智之  
 

 本単元においては、４つの問題解決サイクルを設定した。以下にその概要を述べる。 
・第１サイクル・・・水の入ったテニスボールと空気の入ったテニスボールの跳ね方の違いを観察

し、問題意識をもつ。 
・第２サイクル・・・空気鉄砲を作って活動し、閉じ込めた空気を圧すと、かさは小さくなるが圧

し返す力が大きくなることを知る。 
・第３サイクル・・・水も空気と同じように閉じ込めて性質を調べ、水は圧し縮めることができな

いことを知る。 
・第４サイクル・・・水や空気の性質を知り、実生活に生かされている場面を考える。 

 

(1) 実生活と教科の内容を関連付ける学習（第１サイクル１時間分）の実際          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
と
空
気
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入
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の
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、
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や
水
の
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を
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と
め
る
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児童の生活に身近なボールで、単元の導入を行う。

水の入ったテニスボールと空気の入ったテニスボール

の跳ね方の違いを見せ、同じボールなのになぜ跳ね方

が違うのか予想させる。実生活での経験とギャップの

ある現象を見せることで、好奇心が生まれ、理由を知

りたい、確かめたいという学習意欲が高まる。 
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自分たちの予想を、初めは触るだけで確かめさせる。

触ったときの冷たさから、中に入っているものが水な

のではないかという見当が付く。その後、２つのボー

ルを手渡し、跳ね方の違いを十分に確認させる。そし

て、跳ね方の違いは、中に入っている水と空気の性質

の違いによるのではないかという予想へと導く。 

 空気と水の性質の違いを明らかにするために、今自

分がもっている、空気と水のイメージを付せん紙に書

いて、画用紙に張り付けていく。その後、書かれてい

る内容について、班で相談しながら分類し、イメージ

マップとしてまとめる。思考を整理し、水や空気に関

する既存の知識を確かなものにしていく過程である。 

 班でまとめたイメージのまとまりを発表する。最終

的には、今後の学習に関係のある、空気や水の特徴に

絞り込んでいき、学習の方向付けを行う。全体の意見

をまとめながら、ボールの跳ね方の違いの理由を探し、

空気や水の特徴について、さらに調べようとする意欲

をもつ。 
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学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－ 

 

(2) 問題解決過程を習得させるための手だて 

新奇性のある現象を提示することで、好奇心を刺激し、問題解決の意欲を高めるとともに、問

題意識を明確にもたせるようにした。 

学習全体を通じて、イメージマップ（図４）を利用して、学習内容にかかわる事物の特徴や事

象を整理し、理由を明らかにして関連付けることができるようにした。学習していることが、つ

ながっていくイメージをもたせることがで

き、児童は目的意識を持続させて学習に取

り組むことができた。 

学習の最後に、学習内容と関連のある身

近な事例を探す場面を設定し、学習のまと

めとした。特に、空気鉄砲のように、空気

を閉じ込めた空気の特徴を生かした物を取

り上げることで、より理解を深めるととも

に、学習内容の実生活における有用性を感

じさせることができた。 

(3) 児童の変容 

班の話合いにおいてイメージマップを利用することで、学習内容にかかわる事物についてのイ

メージを共有化でき、順序立てて考えることができた。また、イメージしたことを分類すること

で、考えを整理し、まとめる方法も分かってきた。 

実生活にかかわりのある内容を取り扱うことで、学んだことを身近に感じ、興味をもって学習

に取り組む児童が増えてきた。 

(4) 考察 

昨年度行った KJ 法を用いて実験方法を考える活動は、学んだことや生活経験を基に科学的に考

える機会となり、思考力を高めるのに有効であったが、中学年の児童には少し難しく、学習時間

を多めに確保しなければならなかった。しかし、今回行ったイメージマップの手法は、初期の段

階で学習にかかわりのある事項に焦点化しておけば、学習したことを書き加えていくことで学習

の流れを表現することができるので、中学年の児童にも取り組みやすい活動である。しかし、作

成の初期段階で、水と空気のイメージを生活経験から出し合う場面では、全ての児童が自分なり

の考えを書き込むことができたが、後半の、学習をまとめていく場面では、学力の高い児童への

依存度が高かった。イメージマップの作成は、言語活動をうまく取り入れた学習形態にはなるも

のの、児童一人ひとりの考えを十分に引き出すためには、全ての教科で、話し合う力を付けてい

かなければならないと改めて感じた。 
今回、実生活と教科の内容を関連付ける学習を、単元の導入と終末に設定したことで、「自分の

身近な内容を学習している。」という雰囲気がつかめたのではないかと思う。特に、「変だな？」

と感じさせることから学習を始めたことは、問題意識をもたせ、学習に対する意欲を高めるのに

効果的であった。今後も単元の導入で身近な事象を取り上げながら、児童に「？」の気持ちをも

たせる授業を心掛けていきたい。 

図４ 児童の作成したイメージマップ 
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学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－ 

 

５ 小学校第６学年理科「ヒトや動物の体」における実践    
下松市立久保小学校  

山縣 佳洋  
 
 本単元においては、５つの問題解決サイクルを設定した。以下にその概要を述べる。 
・第１サイクル・・・実験により、吸う空気と吐く息との違いを調べ、ヒトの呼吸の働きについて

理解する。 
・第２サイクル・・・ヒトと比較しながら、いろいろな動物の呼吸の仕方について調べ、違いや共

通点を理解する。 
・第３サイクル・・・かむことによる食物の変化を観察や実験によって確かめ、だ液のはたらきに

ついて理解する。 
・第４サイクル・・・食物は、消化管を通る間に消化され、養分が吸収されることが分かる。 
・第５サイクル・・・血液の循環について、呼吸の働きや消化・吸収の働きと関係付けて考える。 
(1) 実生活と教科の内容を関連付ける学習（第３サイクル３時間分）の実際 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
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食物は体内でどのように変化するのだろうと疑問を

投げ掛ける。そして、生活経験や知識をもとに、食物

の通り道や体内での変化について予想させる。かんだ

後の食物の様子や便の形状等をヒントに考えるよう助

言し、どうしてそのように変化する必要があるのか、

その理由についても考えさせる。 
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 ご飯をよくかんで、その変化の様子を五感をしっか

り働かせて観察させる。この観察では特に口の中の食

感や味覚、嗅覚が大切であることについて知らせる。

粒が細かくなって、おかゆ状になるだけでなく、味も

変わることから、ご飯が何か別のものに変化している

のではないかという見通しをもたせる。 

口の中でのご飯の変化について、でんぷんの液とヨ

ウ素液を用いた実験で確かめさせる。体内と同じ条件

にするには、お湯で温めるなどの工夫が必要であるこ

とにも気付かせる。ヨウ素液の色の変化と、でんぷん

の変化との関係が、きちんと理解できるよう、板書を

工夫する。 

ご飯に多く含まれているでんぷんがだ液によって変

化することから、日頃どのようなことに心掛けて食事

をすればよいか考えさせる。また、だ液がでんぷんを

別のものに変化させる理由を考えるとともに、ご飯の

ほかにどのような食品にでんぷんが多く含まれている

かを調べるよう、意欲付けをする。 
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学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－ 

 

(2) 問題解決過程を習得させるための手だて 

実生活と教科の内容を関連付ける学習の、第３サイクルにおける手だてを中心に説明する。「つ

かむ」、「見通す」段階では、日常生活との関連を図り、生活経験から生まれる見方や考え方を根

拠として、問題解決の見通しがもてるようにした。食物の体内での変化について、児童は、食事

のときに口の中で起こる食物の変化の様子やおう吐したときの体験、便の様子等を想起すること

で、細かくなる、どろどろになる、色が変わる、味や臭いが変わるといった見通しをもつことが

できた。 
「見通す」、「追求する」段階では、五感をしっかりと働かせて観察することを意識させ、問題

を解決していくための、観察の技能を高めるようにした。これまで無意識に行ってきた、ご飯を

かむという行為を、目を閉じて行うことで、食感だけでなく、味や香りのわずかな変化も感じ取

れるようになることを実感させた。 

「まとめる」段階では、問題解決過程で身に付けた見方や考え方で、日常生活を振り返らせ、

普段の生活を科学的な視点で見直すことができるようにした。「ご飯はしっかりかんで食べなさ

い。」と言われる理由を考えたり、ご飯以外のでんぷんを含む食品を探したりすることによって、

問題解決的な学習で学んだことが単なる知識で終わるのではなく、自分の実生活に生かされるよ

うにした。 

(3) 児童の変容 

学習が自分の体やこれまでの経験と結び付いたことで、児童は意欲的に学習に取り組むことが

できた。おう吐したときの経験や便の様子を想起することには若干の抵抗があったようだが、そ

のことによって、食物の変化について調べる視点がはっきりしたといえる。 

「見通す」段階の観察では、ご飯の味の変化に初めて気付き、驚く児童が多く見られた。日ご

ろの理科の観察や実験では視覚に頼りがちであるが、この活動で視覚以外の感覚の大切さにも気

付くことができたといえる。 

また、「追求する」段階で行った、ヨウ素液によるでんぷんの検出実験は、児童が結果を考察す

る際に混乱してしまうことが多い実験である。しかし、今回は「見通す」段階を位置付けたこと

で実験の目的が明確になり、これまでに比べ戸惑う児童の割合が少なかった。 

第３サイクルの学習後は、給食時間にご飯をかんで味の変化を確かめる児童や、パンをしっか

りかむとどうなるかについて調べる児童がいた。学習したことが健康的な生活を送ることへの意

識につながったと考える。 

(4) 考察 

実生活と教科の内容を関連付ける学習を行ったことは、自分の生活をよりよくしようとする態

度につながった。日ごろ何気なく行っていることでも、問題解決過程で身に付けた科学的な見方

や考え方で見直すことによって、新たな発見があることに気付かせることができた。 

本単元の問題解決サイクルは、児童の実態や発達段階を踏まえて、問題を解決する手段を身に

付けさせることを目的として設定した。今後は、理科以外の教科や、総合的な学習の時間におい

ても、身に付けた問題解決の方法を自分で考えて選択したり実行したりする場を設定していきた

い。 
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学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－ 

 

６ 小学校第６学年理科「植物のからだのはたらき」における実践    
防府市立小野小学校  

德永 裕  
 
 本単元においては、３つの問題解決サイクルを設定した。以下にその概要を述べる。 
・第１サイクル・・・インゲンマメが水と日光だけで成長した様子から問題意識をもち、植物の葉

ででんぷんがつくられていることを理解する。 
・第２サイクル・・・身近な植物で光合成を調べることにより、ジャガイモ以外の植物も葉ででん

ぷんをつくっていることを理解する。 
・第３サイクル・・・食品中のでんぷんを、ヨウ素液を使って調べ、人間の栄養摂取が、植物に多

く依存していることを知る。 
(1) 実生活と教科の内容を関連付ける学習（第３サイクル２時間分）の実際 
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インゲンマメやジャガイモにでんぷんが含まれてい

ることから、他の身近な食品にもでんぷんが含まれて

いるかどうかという問題を投げ掛ける。インゲンマメ

の種子（５年「植物の発芽と成長」）や米（６年「動物

のからだのはたらき」）にでんぷんが蓄えられているこ

とや、植物の葉ででんぷんがつくられていることを手

掛かりとして考えるよう指導する。 
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持ち寄った食品にでんぷんが含まれているかどうか

を予想させる。でんぷんの有無で付せん紙の色を選び、

食品の種類ごとに黒板を使ってまとめる。全体で予想

を確認し、対立意見を中心に話し合わせる。事前に児

童の調べたい食品を把握しておき、児童から出てこな

かった典型的な食品や意外性のある食品を教師が準備

しておく。 
実験方法として、たたき染め法を指導する。 

持ち寄った食品をヨウ素液で調べることにより、で

んぷんの有無を確かめさせる。実験の結果は、予想の

ときに使った付せん紙に○×で記録するように指示す

る。対立する結果が得られた場合は、互いの結果を結

び付けることにより、より信頼性の高い結果が得られ

るようにする。 

 個人の実験結果を学級全体でまとめていくことによ

り、植物にでんぷんが多く含まれることを理解させる。

加工食品に検出された場合は、原材料を確認するよう

促す。でんぷんを含まない動物性食品についても、食

物連鎖を考えると、結局植物の光合成が基になってい

ることを理解させる。 
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学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－ 

 

(2) 問題解決過程を習得させるための手だて 

単元の導入、「つかむ」の段階では、ヤン・ファン・ヘルモントの「柳の実験」をヒントにした。

１カ月前にインゲンマメの種子を脱脂綿の上にまき、水だけで育てて、日々の総重量を記録して

いった。種子の総重量は、発芽し、芽が伸びるに従っていったん減少し、光合成が始まると増加

を始める。この実験結果を導入で提示することにより、植物の成長に必要な養分は、植物自身が

つくっているのではないかという予想が無理なく導かれ、そのことを確かめるという課題が明確

になった（第１サイクル）。 

検証する段階となる、「見通す」、「追求する」では、学習を複線化した。ノート等から児童の様

子を見取ることにより児童の思考の流れを大切にし、課題をしっかりともたせるように留意した。

また、課題に対して一人ひとりが予想する時間を十分にとり、自分の予想に従って実験を進めら

れるようにした。本単元では、同じ課題を同じ方法で検証しているが、検証する対象物を児童が

選択することにより複線化している（第２・第３サイクル）。 

考察する段階である、「まとめる」においては、分かったことだけをまとめるのではなく、「～

なら～だろう」、「次は～」等のキーワードをヒントにさせることにより、新たな疑問や課題にも

目を向けさせ、学習の連続性を重視した。（全サイクル）。 

(3) 児童の変容 

単元の導入で、教師が事前に実験して得た実データを提示したことにより、児童の問題意識が

高まった。水だけでインゲンマメが成長し、重量が増加したことは、児童の好奇心を刺激し、問

題解決への意欲を高めることができたと考えられる。 

学習を複線化し、自分の予想に従って実験に取り組んだことで、児童の追求意欲が高まった。

その表れとして、学習課題を自分たちの課題としてとらえることができ、予想を話し合う場面で

は、自分の考えに理由を付けながら、活発な討論が展開された。また、普段はだれかが実験する

様子をそばで見ているような児童も、自らの手で実験し結果を導いていた。 

学習のまとめも、次第に深まりが見られるようになった。ただ分かったことばかりを書いてい

た児童が、「別の植物で実験してみたい。」、「～さんの発言で～」等の記述ができるようになり、

次の学習へ向けての意欲の高まりや、他者とのかかわりを意識した学び合いが生まれていること

がうかがえた。 

植物の成長という身近な自然事象から導入し、身近な食品と植物の光合成の関係で終結したこ

とにより、実生活と教科の内容との関連を意識する児童が増えてきた。給食時間に、実験では検

証しなかった食品についての話題が上がったり、植物の成長を単に植物だけのものとしてとらえ

るのではなく、「バッタが生きていられるのは、草のおかげだよね。」等の生態系に目を向けた発

言が聞かれたりするようになった。 

(4) 考察 

インゲンマメを事前に育て、その観察結果を提示したことは、単元の導入に効果的であったが、

今回の授業では、インゲンマメが十分に成長していない時点で単元の導入を行うことになってし

まった。できれば、１個の種子から何個もの種子ができるまでを観察し、単元の導入に活用する

方がよい。それは、植物が種子をつけることにより、でんぷんを植物自身がつくっていることを

より確かに示唆するからである。 

植物が光合成をしていることを身の回りの植物でも確かめたり、身近な食品にでんぷんが含ま

れていることを確認したりしたことで、植物と実生活との関連を強く意識することができた。さ

らに、「植物のからだのはたらき」をより一般化された概念としてとらえることもできたと考える。 
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Ⅳ 研究のまとめ

１ 研究の成果

(1) 問題解決過程を習得させるための手だて

算数科及び理科の各単元において提案された、問題解決過程を習得させるための手だてを、

他の単元、さらには他の教科においても役立つものにするため、問題解決過程の各段階ごとに

まとめると、以下のようになる。

つかむ・見通す

・新出の学習事項と既習の学習事項の違いに目を向けさせ、解決への見通しをもたせる。

・KJ法等を用いて実験方法について話し合わせ、追求段階を明確にイメージさせる。

・既習の学習事項や生活経験を基に見当付けをすることを習慣化させる。

・新奇性のある事象の提示により、問題解決への意欲付けをする。

・児童の意欲が高まる問題を設定し、目標を明確に示し、問題解決に主体的に取り組めるよう

にする。

追求する

・図や言葉で、追求の過程を説明させ、問題解決をより確かなものにする。

・グループや個人で追求する場面を設定して、それぞれの方法について情報交換を行いながら

学習を進めることで、互いの良さを認め合えるようにする。

まとめる

・「～が分かった」、「～なら～だろう」のようなキーワードを用いて結果をまとめることで、

学習を振り返らせたり、次への目標をもたせたりする。

・児童一人ひとりの問題解決を認め、自力で解決したことへの達成感を味わわせる。

・個々の追求過程について意見交換をし、互いに認め合うことで自己肯定感を高める。

・問題解決過程を振り返ることにとどまらず、新たな疑問に目を向けさせる。

単元全体を通して

・生活経験や既習の学習事項等、児童の実態や思考の流れを考慮して単元構成を考える。

・問題解決の過程を黒板に提示し、今どの段階を進んでいるかを常に意識させる。

・各問題解決サイクルにおいて、「目的」、「方法」、「結果」、「分かったこと」という項

目を立てて、ノートをまとめさせる。

(2) 調査研究協力員以外の教師による実践報告

調査研究協力員以外の教師に、平成19年度に作成した単元指導計画の授業実践を依頼し、単

元指導計画の利便性、有効性についての意見を得た。各単元ごとに出された報告は以下のとお

りである。

ア 第３学年算数科「長い長さ」（単元指導計画 p.24）

(ｱ) 問題解決過程について

・第１サイクルでは、１ｍより長い長さについて測定したり10ｍの量感を養うようにし

たりしている。第２サイクルでは、１km＝1000ｍという長い長さを理解させ、それを

もとに第３サイクルでは、400ｍという長さの量感をつかませ、1000ｍという長さを

体感させている。このような段階を踏んだ指導は、実生活に生かすための長い長さの

量感をつかませるのに良い設定と考えられる。

・いずれのサイクルも、長い長さを測るという問題に気付かせ、解決への見通しをもた

せている。これが、問題解決に向かって追求し、まとめる姿につながっていると考え

る。

(ｲ) 問題解決過程を習得させるための手だてについて

・「つかむ」段階では、主体的に学習に取り組ませるために、既習事項を生かし、自分

の考えをもたせることができた。

・「見通す」段階では、見当付けをすることで、実測をした後で振返りができ、量感を

学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－
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養うことに効果があった。

・「追求する」、「まとめる」の段階では、それぞれの測定方法をしっかり認め、測定

する楽しさや充実感を味わわせることができたので、１回測定した後でも別の方法で

測定する児童がいるなど、問題解決への意欲につなぐことができた。

・いずれの手だても有効であった。

(ｳ) 実生活と教科との内容を関連付ける学習について

・持久走大会のコースや運動場を歩くことは身近で分かりやすかったと思われる。関門

橋を実際に歩くことはできないので、400ｍを歩いた後、１kmを校外で歩くことは、

量感をつかませるのに効果のある活動である。

・今後、さらに量感を育てるため、自分の家までの距離を測らせたい。

(ｴ) 単元指導計画の書式の使いやすさについて

・単元全体を１ページにまとめてあるので、全体を見通すことができて使いやすいと考

える。

・問題解決のサイクルごとに分かれているので、学習の展開が分かりやすいと思われる。

・サイクルによって指導時間が違うので、分かりにくいところもあった。

単元指導計画作成者の考察

「関門橋の長さ1068ｍを歩こう」という投げ掛けで、実際に1068ｍを歩くという課題設定も

考えられたが、長い長さの学習を実生活における距離感へとつなぐために、なじみのある校内

持久走大会のコース401ｍを実測するという活動を入れた。その後1000ｍを実際に歩くときも

意欲が途切れることはなく、長い長さの量感をしっかりとつかませることができたと考える。

第１サイクルで長い長さを測るには巻尺を使うとよいということを学習するが、実際に測定

をする時間が少なかったように思う。巻尺を使うことはできるが、小さい目盛り（㎝）まで読

んでいくという経験が少ないために、正しく読み取れないということがあったからである。巻

尺の小さい目盛りを使って測るという時間を設定することも考えられる。

イ 第４学年算数科「三角形」（単元指導計画 p.25）

(ｱ) 問題解決過程について

・今回の授業では、「正三角形のかき方」と「トライアングルダイヤを作る」ことの二

つを追求したので、正三角形の作図だけで手一杯の児童も見られた。問題解決過程は

よく意識できていた。毎回、問題解決過程でやるとよい。

(ｲ) 問題解決過程を習得させるための手だてについて

・「つかむ（出会う）、見通す（目的をもつ）、追求する（考え活動する）、まとめる

（広げる）」について、前に掲げて授業を行ったところ、「今、何をしているのかよ

く分かって良かった。」という児童からの感想があった。

・教師にとっても、問題解決的な学習を仕組むポイントや児童の学習活動を具体的に想

起することから、よい教材研究の機会となる。授業の基本的な構造をとらえることが

できるという意味でも、価値のある提案である。

(ｳ) 実生活と教科との内容を関連付ける学習について

・作図で正三角形の敷き詰め模様を作り出すことに児童が感動していた。特に「コンパ

スの使用は、一回だけでいい。後は定規だけで正三角形はたくさんできる。」と喜び

を感じている児童がたくさんいた。

・本授業では、「トライアングルダイヤが作りたい。」→「そのために正三角形をたく

さん作図して切り取る。」→「組み立てる。」→「それらを並べてきまりを考え

る。」というように追求すべき内容が移り変わっていくため、飽きることなく学習に

集中することができた。実生活との関連という意味では、この授業のように、追求す

べきことが多様で、授業を終えても追求活動が続いていくことに価値があり、効果的

だと考える。

学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－
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学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－

(ｴ) 単元指導計画の書式の使いやすさについて

・指導案に主発問が書いてあることで、何を児童に問えばよいのかが、一目で分かり、指

導案を見ながら追試することができた。

・単元を見通せて、本時案（実生活と教科の内容を関連付ける学習）まで書いてあるの

がよい。横書きで問題解決過程の流れは分かりやすかったが、その一方で、見慣れな

い形式に戸惑ったり、当てはめることが難しく同様に指導案を書くことができにくい

場合もあると感じた。

単元指導計画作成者の考察

単元全体について追試をしてもらい、問題解決サイクルの掲示によって、児童が問

題解決サイクルを理解しやすくなることが分かった。教材としては、追求の課題に適

度な変化があって、児童の興味が持続しやすく、集中して取り組めるものになったと

思う。多くの先生方に追試をしてもらい、より良いものになることを期待する。

ウ 第６学年算数科「分数のかけ算とわり算」（単元指導計画 p.27)

(ｱ) 問題解決過程について

・第１、第２サイクルは教科書を基に学習を進め、その学習を生かして第３サイクルで

は、発展的、応用的な問題に挑戦する形となっている。児童にとっては、学習したこ

とを生かして問題解決できる単元構成だといえる。

・導入時に全体を見通した大きな単元目標（第３サイクルの学習）を掲げることによっ

て、主体的に学ぶ意欲・態度がより高まっていくと考える。第１、第２サイクルから

調理実習に関連した問題文を提示し意欲付けを図ると、第３サイクルの学習によりス

ムーズに移行できるのではないか。

・各サイクルにおいて「追求する」段階がとても重要であると思われる。十分に考える

時間を保障することで、友達と考えを出し合い深め合うことができた。児童の振返り

の中には、「ちょっと難しかったけれど協力して解決方法を探ることができた。」等、

達成感が表れたものがあった。

(ｲ) 問題解決過程を習得させるための手だてについて

・既習の学習と比べながら問題場面をつかませるためには、今までの学習を想起させる

ことが大切である。学習内容をしっかり理解している児童は、既習事項を使って解決

方法を見通すことができていた。

・日ごろから、計算の仕組みを個々の児童なりに、面積図や言葉等の多様な方法でまと

める経験を積ませる必要があると思われる。自分の実践では、第１、第２サイクルで

様々な方法を導き出せなかったために、第３サイクルでも柔軟な考えを引き出すこと

ができなかった。

・多様な考え方を認めながら、学習のポイントをつかみ一般化につなげていく学習過程

を重ねることで、学ぶ楽しさ、分かる喜びをより深く味わえ、問題解決をしていこう

という意欲を高めることができると感じた。

(ｳ) 実生活と教科との内容を関連付ける学習について

・児童にとっては、実際に行う調理実習の分量計算をするということで、大変意欲的に

取り組むことができていた。

・生活に結び付いた問題場面であるために、自分の経験を生かしながら、いろいろな解

決方法を探ることができる学習だと感じた。

(ｴ) 単元指導計画の書式の使いやすさについて

・単元全体の指導計画が１ページにまとめてあるため、全体の流れを見通すことができ

て分かりやすい。

・実生活と教科の内容を関連付ける学習では、どの過程にも主要な発問が書かれていて、

実践しやすかった。

18



学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－

単元指導計画作成者の考察

解決の方法を見通すためには、日ごろから既習事項に習熟させておく必要がある。問題

解決過程を身に付けさせるためには、十分追求する時間を保障し多様な解決方法を探る経

験を重ねることが大切だと分かった。多様な解決方法を認めることが、問題解決への意欲

につながると感じた。

エ 第３学年 理科「あたたかさと太陽の光」（単元指導計画 p.28）

(ｱ) 問題解決過程について

・２つの問題解決サイクルが単元の目標の下に設定されており、子どもたちが問題解決

の楽しみを味わいながら学習できるようになっている。

・感覚の違いを客観的な数値（温度）によって調べる、「実験」という手法を初めて用

いる３年生にとっては、興味がもちやすい学習展開である。

・学習した事柄を、実生活と関連付ける学習を設定していることで、学びを振り返り、

生かそうとする態度を育成するにはふさわしい学習になっている。

・日ごろ感じている事柄「日なたと日陰の違い」、前単元での、光の反射を利用した的

当てゲームにおける「鏡の反射による明るさの違い」、そして「日光を集めることに

よる温度変化」と、それぞれの段階で、経験や学習した事柄を積極的に活用するよう

に展開されている。したがって、子どもたちも意欲的に学習することができた。

(ｲ) 問題解決過程を習得させるための手だてについて

・第１サイクルでは温度差を体で感じさせた上で気温調べへと導く。第２サイクルでは、

前単元で学習したこと（光を鏡で反射させて集めると明るくなること）から実験計画

を立てる。第３サイクルではそれまでの２つのサイクルで学習したことや生活経験を

基に実験計画を立てるというように、児童の思考の流れを大切にした単元構成になっ

ている。

(ｳ) 実生活と教科との内容を関連付ける学習について

・第３サイクルのような問題解決の学習を設定することが、PISA型の学力を育成し、興

味関心を高めていくことにもつながっていくと痛切に感じている。そのため、第２サ

イクルまでの学習を終えた段階で、これまでの課題、実験の展開、そこで得た知識、

について今一度振り返らせた後、第３サイクルの学習を行った。第３サイクルの「つ

かむ」段階では、「ペットボトルの水を温めよう」ということで、太陽だけでなく、

お湯やストーブで温めるなど、幅広く取り組ませた。その後、熱エネルギーの仲間分

けをする過程を通して、本単元での目標である太陽エネルギーによる温め方へと焦点

化させた。これによって、実生活における「物を温める」ということを、子どもなり

の考えで意識させることができ、本単元の目標へとスムーズに修正していくことがで

きた。

(ｴ) 単元指導計画の書式の使いやすさについて

・１ページで単元全体の指導計画、各サイクルの問題解決過程、指導上の留意点が記述

されているので大変分かりやすい。簡単なイラストなどで、それぞれの過程での重要

ポイントと思われる事柄について説明すると、よりイメージされやすくなる。

単元指導計画作成者の考察

発展的ではあるが、自分たちで考えたことを実験として行うことは、活用する力を付け

ていくためには必要であると思う。系統立てて、どの学年でも行うことで、活用する力を

付けることができると考える。

オ 第６学年理科「水溶液の性質」（単元指導計画 p.30）

(ｱ) 単元における問題解決サイクルの設定について

・「つかむ」、「見通す」、「追求する」、「まとめる」の４段階は素晴らしい。特に
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学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－

「まとめる」（結果から考察につなげる活動）は、大事にしていきたい。

・「つかむ」、「見通す」、「追求する」は、問題が解決できそうなときは一体化して

いるのではないか。特に「つかむ」、「見通す」は自分の経験とどれだけ照らし合わ

せることができるか、どれだけの知識をもっているかに左右されるので「つかむ」＝

「見通す」のようにも思える。

・第１サイクルの問題解決は、加熱して溶けているものを取り出すだけでなく、気体を

どのようにして取り出すか考え、その気体は何かを考える部分にもサイクルが設定で

きるのではないか。

・教科書の流れに比べ、第１～第４サイクルは、少ない授業時数で合理的に計画されて

いるが、問題を発見する力を培う時間が不足している。

・単元構成については、経験を踏まえた方が問題解決的に学習を進めることができると

思うが、金属が溶けるという現象は児童にとってインパクトがあるので、この単元に

ついては、教科書のように金属が溶ける現象から導入した方がよいと思う。

(ｲ) 問題解決過程を意識させるための手だてについて

・第１サイクルでは、５年生の「ものの溶け方」とのつながりを意識する児童が多かっ

た。話合いの面からも、問題解決過程を意識できるのではないかと考える。話合いによ

って、対立軸が生まれたときこそ、実験をすることの意味を実感させることができる。

(ｳ) 実生活と教科との内容を関連付ける学習について

・子どもの思考が一番活発になるのは、この第５・第６サイクルだと思う。基本的な知

識を基に、実験方法を工夫することができるので、自由度が高い活動であるといえる。

自分はこのムラサキキャベツの煮汁を使って中和の実験を行ったが、子どもたちは喜

んで実験していた。その際、水溶液を勝手に混ぜることは危険であることを教えてお

く必要がある。

・とても興味深いサイクルである。自分が調べてみたい液を持参して調べるということ

は、実生活と直接かかわることである。日常使っている様々な液は、３つに分類され

ること等、納得や実感が得られる活動になると思う。

(ｴ) 単元指導計画の書式の使いやすさについて

・特筆すべきもののみでよいが、準備物を全てのサイクルに明記するとよい。

・評価の観点があるとよい。例） 技能 初めて扱うピペット

単元指導計画作成者の考察

問題解決過程の設定の仕方については、本校の児童の生活経験や既習内容等を考慮して設

定した。実践を依頼した教師の学級では、第５学年の総合的な学習の時間で酸性雨について

学習していたため、学習のつながりを大切にして、教科書のような導入の方が適していると

考えられる。固定的に考えるのではなく、教師の意図を明確にし、児童の実態を踏まえて設

定することが必要である。

「つかむ」、「見通す」は一体化して考えた方がよいのではという意見についても、学習

内容によっては、そうした方が分かりやすい場合もあると思う。いずれにしても、「見通

す」、「まとめる」といった活動が問題解決過程の中で重要であることは間違いない。

また、実生活と理科の内容を関連付けることは可能であるが、教科の特質上、限界がある

との意見もあった。これについても対象学年の理科の内容と、それがどのような形で実生活

の中に見られるのか、児童に気付かせたい関係性は何かなど、教師の意図を明確にして関連

付けを図ることが大切であろう。

カ 第６学年理科「電流のはたらき」（単元指導計画 p.33）

(ｱ) 問題解決過程について

・全サイクルを通して、「つかむ・見通す」、「追求する」、「まとめる」と一貫して

おり、児童が見通しをもって学習活動に取り組むことができた。
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学習したことが実生活に生きる指導に関する研究－算数科や理科における問題解決的な学習を通して－

・「まとめる」の段階では、これまでの単元よりも、詳しく丁寧にノートにまとめるこ

とができていた。これは、子どもたち一人ひとりが課題をもち、自分なりに「追求」

したので、考えを深めたり友だちと交流したりしたことが多かったからではないかと

思う。

・電磁石の性質を明確にしたかったため、既習内容である永久磁石との比較を、本単元

指導計画より強調して実践した。

(ｲ) 問題解決過程を意識させるための手だてについて

・導入が児童の興味・関心を引きつけるように工夫されており、単元を通して意欲的に

学習に取り組むことができた。

・単元を通して、自分なりの予想を立てて実験を行うことに、児童は大変意欲を高めて

いた。安全面での不安があったが、エナメル線が発熱することなどを体感させること

の大切さに気付かされた。今まで自分は、必要以上に支援していたと感じた。

・特に第２・第３サイクルでは、同じ実験方法で違う結果となった場合、同じ方法の児

童が互いに話し合って再実験し検証できるので、失敗を失敗と感じることなく何度も

実験して正確な検証を行うことができた。

・第４サイクルにおいては個人課題を設定するに当たり、これまでの疑問点が解決でき

るかもしれないと、さらに意欲的に取り組むことができた。しかし、Ｓ極とＮ極の極

性を明確に調べたいという児童への対応は難しかった。

・各サイクルの「まとめる」では、いくつかのキーワードのうち、「～が分かった」を

使うことは易しかったが、「～なら～だろう」は追求のための予想ともとらえがちで

使い分けが難しかった。しかし、科学的思考を高め、実験したことを生活に生かして

いくためには、とても重要な視点であるので、今後の支援の課題としたい。

(ｳ) 実生活と教科との内容を関連付ける学習について

・電気製品を分解することにより、身の回りでたくさんの電磁石が使われていることに

気付くことができた。実物に触れることができ、児童は喜々として活動した。

・電磁石はモーターとして使われていることが多いので、児童はモーターの仕組みに大

変興味をもったようだった。しかし、モーターの仕組みを理解することは難しく、疑

問をもったままの児童が多い。

・実生活との関連をもたせることはとても重要で児童の関心も高いが、学習としては高

度な内容に踏み込まざるを得ないので、教師が説明できるように準備をしておく必要

がある。

・電磁石を使っての工作も楽しみながら行うことができた。アイディアを生かしながら

試行錯誤する中で、電磁石の性質を改めて理解することにつながった。しかし、最も

興味のあったモーターを作ることは困難であったので、永久磁石と同様の性質を生か

した工作が多かった。

(ｴ) 単元指導計画の書式の使いやすさについて

・単元の学習全体が１枚にまとめられているので、分かりやすく、見通しをもって指導

を進めることができた。

・準備物や参考となる教科書のページが記載されていると、より使いやすくなると思わ

れる。

単元指導計画作成者の考察
電磁石の学習と実生活を結び付ける活動として、電気製品の分解という活動を仕組ん

だ。この活動により、電磁石が生活の中で広く利用されていること（特にモーター）を楽
しみながら実感させることができた。反面、モーターの仕組みについて疑問をもつ児童も
多かったことから、児童の主体的な活動に加えて、モーターの仕組みを丁寧に説明する必

要もあった。

問題解決過程の設定や手だては有効に働いたと考えられる。児童に問題解決能力を身に

付けさせることはもちろんであるが、それによって指導者が、問題解決過程をよりはっき

りと意識して、授業できるという効果も感じた。
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第１学年 算数科 ながさくらべ  計４時間 

 単元目標 

・長さの比べ方に興味を持ち、そのよさを知り、進んで生かそうとする。（関心・意欲・態度） 

・長さの測定を通して、測定の基礎となる考え方を身に付ける。（数学的な考え方） 

・具体物の長さの比較ができる。（表現・処理） 

・長さの概念を理解する。（知識・理解） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題解決
過程 

つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習の 
ポイント 

・実生活の中か
ら、長さが分
かると便利な
ことや、長さ
を知る必要が
ある場面を想
起する。 

・どのように
すれば長さ
を比べるこ
とができる
か考える。 

・２本の鉛筆の
長さを比べ
る。 

・端をそろえて
まっすぐに
して比べれ
ばよいこと
が分かる。 

指導上の 
留意点 

・長さを比べる
ことの必要
感をもたせ
る。 

・児童の発言
の中で、「長
い」「短い」
「端」「そろ
える」「まっ
すぐ」など
の言葉を大
事に取り上
げる。 

・どこに気を
付ければ、
正しく長い
方の鉛筆を
見つけられ
るか考えな
がら比べさ
せる。 

・比べるとき
の留意点を
しっかりお
さえる。 

・２本のひも、
はがきのた
てと横の長
さ比べもさ
せ、定着を
図る。 

問題解決
過程 

つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習の 
ポイント 

・教卓を教室の
出入り口から
出すことがで
きるかという
問題を把握す
る。 

・直接比較でき
ないときの
比べ方を考
える。 

・紙テープや 
ひもなど身近
な持ち物を使
って長さを比
べる。 

・ひもなどを使
うことで、動
かせないもの
を比べること
ができるとい
うよさが分か
る。 

指導上の 
留意点 

・机の幅の長さ
と、出入り口
の幅の長さを
比較する必要
があることに
気付かせる。 

・机を運んで直
接比べないこ
とを条件に考
えさせる。 

・日常の経験か
ら、身近な持
ち物を使っ
て長さを比
べることを
考えさせる。 

・一方の長さを
紙テープや
ひもで写し
取り、他方と
比べればよ
いことを、体
験を通して
実感させる。 

・他のものを使
って間接的
に比べる方
法を押さえ
る。 

 

問題解決
過程 

つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習の 
ポイント 

・机の縦と横 
の長さは、ど
ちらがどれだ
け長いかとい
う問題を把握
する。 

・基準にするも
のの選び方
や、測定の仕
方について、
明確に把握さ
せる。 

・指を広げた長
さ、鉛筆、数
え棒等を用い
て、長さを比
べる。 

・基準量のいく
つ分で長さを
比べることが
できるという
よ さ が 分 か
る。 

指導上の 
留意点 

・長さの差が表
現できる方法
を考えさせ
る。 
・基準の長さの
何個分かで長
さを比較する
ことを理解さ
せる。 

・基準となる長
さとして、指
や鉛筆等の例
を出し、その
使い方につい
て考えさせ
る。 

・指を広げた長
さや鉛筆を用
いて比べる
と、「～のいく
つ分」のよう
に長さが数値
化できること
に気付かせ
る。 

・何かのいくつ
分と数値化し
て比べる方法
を押さえる。 

問題解決 
過程 

つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習内容 

１ 学習のめあてを知る。 
○ 同じ長さ見付けゲームをしよう。 
・カバンを入れるロッカーの幅と同
じ長さを見つけよう。 

２ ロッカーの幅と同じ長さを見付ける方法を考える。 
 ○ 体のどの部分をどのように使って長さを測ればよいかを考えよう。 
・指を広げた長さを使おう。 ・こぶしの幅を使おう。 
・腕の長さを使おう。    ・両腕を伸ばした長さを使おう。 

３ 自分で決めたからだの部分を使って、ロッカーの幅の長さを調べる。 
 ○ ロッカーの幅の長さを一人ひとり調べよう。 
  ・広げた指７つ分。     ・こぶし１３個分 
  ・腕の長さ４つ分。     ・広げた腕１つ分よりちょっと短い。 
４ ロッカーの幅と同じ長さの物を予想する。 
 ○ ロッカーの幅と同じ長さの物は、何かあるかな。 
  ・オルガンの横の長さ。   ・蛍光灯の長さ。 
  ・アサガオの鉢の支柱の高さ｡ ・鉄棒の長さ。 

５ 体の一部を任意単位として、長さを調べる。 
 ○ 学校の中で、ロッカーの幅と同じ長さを見付けよ
う。 
・アサガオの鉢の支柱の高さを調べてみよう。 
・木の周りの長さを調べてみよう。 
・黒板の長さは、指を広げた１０個分とちょっと。 
・体育館の階段の幅は、広げた指８つ分。 
・ろくぼくの長さは、腕の長さ４つ分。 
 

６ 同じ長さの物を発表する。 
 ○ 同じ長さの物を発表しよう。 

・鉄棒の高さは、広げた指７つ分で同じ長さです。 
・ろくぼくの長さは、腕の長さ４つ分で同じ長さです。 
・アサガオの鉢の支柱の高さは、広げた腕１つ分より  
ちょっと短いので同じ長さです。 

・木の周りの長さは、広げた腕１つ分より短く同じ長
さです。 

○ 体を使って調べる方法は、昔から使われていました。
他の場所の長さも調べて比べてみましょう。 

指導上の
留意点 

・紙テープ、ひも、数え棒などの道具
を使わず、自分の体の一部を使って
長さを表すという条件を明確に伝え
る。 

・見つけさせる長さは、１ｍ弱くらい
が適当。 

 （１間の長さが見つかりやすいため。 
今回使用したロッカーの幅は、  
90ｃｍ。）  

・一人ひとりで、自分の体のどこの長さを使うかを考えさせる。 
・一人ひとりの調べ方と、記録の仕方について確認する。 
 （ワークシートを活用） 

・調べた場所は、ロッカーの幅と同じでない場合もすべ
て記録させる。 

・余りの出た部分は、「～とちょっと。」、「～よりちょっ
と短い。」のように表現させる。 

 
 
（準備物） 
 調べた結果を書き込むワークシート 

・正確さよりも体験を重視し、児童が見付けてきた対象を
すべて認めて、家庭での継続した学習へ向けて意欲をも
たせる。 

・昔から使われていた調べ方であることを紹介する。 
 広げた親指と中指の間の長さ（あた） 
 こぶしの長さ（つか） 
 ひじから手の先までの長さ（キュービット） 
 両腕を横一杯に伸ばした間の長さ（ひろ） 

 

実生活と教科の内容を関連付ける学習 （問題解決 第４サイクル）   体の一部を任意単位として用い、身の回りから同じ長さを見付けることができる。 （1時間） 

問題解決 第１サイクル 

  身の回りの、ものの長さに着目し、直接比較によって正しく長さを

比べることができる。               （１時間） 

問題解決 第３サイクル  

基準量のいくつ分かで長さを比べることのよさを知り、測定の素地を養

う。                         （１時間） 

問題解決過程を習得させるための手だて 

・具体物を提示し、問題を明確に把握させる。（つかむ） 

・長さを比べる前には、比べ方を考えさせたり予想を立てさせたりする。（見通す） 

・児童一人ひとりの方法をしっかり認め、長さを比べる楽しさや充実感を味わわせる。（追求する・まとめる） 

問題解決 第２サイクル 

  長さが直接比較できない場面において、間接比較により長さを比べるこ

とができる。                     （１時間） 
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計５時間第３学年 算数科 かさしらべ

単元目標

・普遍単位（ℓ、ｄℓ、ｍℓ）のよさに気付き、身の回りの入れ物の容積表示を進んで見付けたり、適切な大きさのますを使ってかさを測定したりしようとする （関心・意欲・態度）。

・かさの普遍単位の必要性について考えることができる （数学的な考え方）。

・ℓ、ｄℓ、ｍℓの単位を用いてかさを表したり、測定したりすることができる （表現・処理）。

・かさの単位ℓ、ｄℓ、ｍℓの読み方や書き方、相互関係が分かる （知識・理解）。

問題解決 第１サイクル

かさ比べに関心をもち、比較や測定を通して共通の単位の必要性に気づいて、

ｄℓの単位を用いて測定することができる。 （ ）２時間

問題解決過程を習得させるための手だて

・ 何をするべきか、何をしたいと思っているのか」という主体的で明確な活動の目的をもたせる。「

・児童が問題解決過程をイメージしやすいように「つかむ（出会う 、見通す（目的をもつ 、追求する（考え活動する 、まとめる（広げる 」という表現にして常に黒板に掲示する。） ） ） ）

・班活動により相互交流の時間をつくり、考えを広げさせたり、解決の見通しをもたせたりするとともに、自他ともに認め合わせる中で自己肯定感を高めさせる。

問題解決 第２サイクル

単位ℓを知り、ｄℓとの量的関係を理解して、簡単なかさのたし算やひき

（１時間）算ができる。

問題解決 第３サイクル

単位ｍℓを知り、ｄℓ、ℓとの量的関係を理解して、簡単なかさのたし

（１時間）算やひき算ができる。

つかむ 見通す 追求する まとめる
問題解決
過程

・いくつかの水 ・水筒に入る水 ・任意単位で測っ ・普遍単位(ｄℓ)
筒 を 見 比 べ の量をどのよ た後、普遍単位 のよさをまと学習の

て、どの水筒 うにして比べ （ｄℓ）を使って める。ポイント
に水がたくさ るか話し合う 測る。。

ん入るか予想
する。

・水筒の大きさ ・直接比較、間 ・任意単位で測っ ・ｄℓを手掛か
に着目しなが 接比較による た後に、普遍単 りにして、よ
ら、比べ方を 測り方を演示 位の必要性につ り小さい単位指導上の

考えさせる。 し、比べ方の いて話し合わせ や大きい単位留意点 、
イメージをも ｄℓを使って測る の必要性に気

たせる。 ことのよさを実 付かせる。
感させる。

つかむ 見通す 追求する まとめる
問題解決
過程

・大きな入れ物 ・もっと簡単に ・ℓ単位を知ら １ℓと１ｄℓ・
のかさ比べを 測る方法を話 せ、１ℓます の量的関係学習の
し､ｄℓますで し合う。 を使っていろ をまとめ、ポイント

どれだけある いろなかさを 簡単な計算
か調べる。 作ってみる。 をする。

・１ℓを超える ・ｄℓで測るこ ・１ℓますでい ・ｄℓますとℓ
容器を数種提 との大変さか ろいろなかさ ますを使っ

示し、そのか ら、ｄℓより が り取れる て、量的関指導上の 測
、留意点 さについてｄ も大きな単位 ことを体験さ 係を演示し

ℓ単位で予想 の必要性に気 せる。 実感を伴っ

させ、測定を 付かせる。 た理解を図
行う。 る。

例：バケツ

つかむ 見通す 追求する まとめる
問題解決

過程

単位間の関・飲み薬の１ ・１ｍℓを知ら ・１ｄℓより ・
係を整理し学習の 回分の量を せ、薬瓶１ｄℓ 小さい容器
て単位換算ポイント 提示し、ど が何ｍℓになる のかさを調

したり、計のようにか か確かめる。 べる。
算したりすさを表現す

る。るか考える。
測定の対象・薬の量を考 ・１ｍℓのかさの ・ペットボト ・

に応じて単えることで 水を手のひら ル の ふ た
位を使い分指導上の ｄℓより小 に移していく 等、小さい

けることの留意点 さい単位の ことで、量感 容器のかさ
大切さを理必要性を引 をつかませる 調 べ を し。
解させる。き出す。 ・100ｍℓが１ｄℓ て、量感を

となることを 身に付けさ
体験的にとら せる。

えさせる。

（1時間）実生活と教科の内容を関連付ける学習 （問題解決 第４サイクル） 両手ですくえる水のかさを調べることで、量感を養うとともに節水意識を高めることができる。

まとめる
問題解決

つかむ 見通す 追求する過程

１ 両手を差し出して水をすくうまねをして見せ、そ ２ 洗顔に使う水のかさを予想し、かさの ３ 手ですくうことのできる水のかさを測る。 ４ 蛇口から水を流したままで顔を洗ってみて、洗顔に必要な

の量の水で何ができるか発表する。 測定に対して意欲をもつ。 ○ 班で協力して、両手ですくえる水のかさを測ってみましょう。 水のかさについて気付きを発表する。
○ 今すくい取った水で何ができるかな。 ○ 顔を洗うときどれぐらいの水を使う 時間内なら何度測ってもいいよ。 ○ みんなのすくい取った水と流れていく水のかさを比べて学習内容

・水を飲むことができるよ。 のかな。 ・50ｍℓだったよ。 みよう。
・植物に水があげられるよ。 ・100ｍℓかもしれないね。 ・友だちと同じだった。 ・流れていく水の方が多いね。

・顔を洗えるよ。どれだけ使っているかなあ。 ・手ですくえる水のかさを測って調べ ・手の形を変えるとすくえる量が変わるよ。
よう。

・自分の手ですくった水でできることを考えると同時 ・すくった水のかさを予想することで、測 ・すくう手の形を変えたときの水のかさも測らせる。 ・水を流しっぱなしにした状態で、手で３回すくって顔を洗わ

にそのかさに興味をもたせる。 定することへの意欲を高める。 ・手ですくうことのできる水の量感をしっかりと身に付けさせる。 せる。蛇口から出た水を全て水槽に受け、手ですくったとき
・洗顔に使うときの水の量に興味をもたせる。 ・手ですくう水のかさを測ることに焦点化 の水のかさ（３回分）と比べさせる。指導上の

し、その測り方と記録の仕方を考えさせ （準備物：各班に） ・水の無駄遣いを知り、節水意識を高める。留意点
る。 ボール、洗面器、計量カップ、メスシリンダー、

ふきん、 （準備物） 水槽（容量10ℓ程度）タオル（手ふき用 、ぞうきん）
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第３学年 算数科 長い長さ  計 5.5時間 

 単元目標 

・計器の利便性に関心をもち、キロメートル(km)の単位で身の回りの長さを表そうとする。（関心・意欲・態度） 

・長さの普遍単位（km）の必要性を考えることができる。（数学的な考え方） 

・道のりを長さの単位を使って表したり、巻尺を使って測定したりできる。（表現・処理） 

・キロメートル(km)について知り、巻尺の仕組みや使い方が分かる。（知識・理解） 

 

 

 

 

                                     

                        

 

 

 

 

 

問題解決
過程 

つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習の 
ポイント 

・教室のたてと横の
長さはどちらが長
いかに着目し、測
定方法を考える。 

・教室のたてと横の長さ
を測定したことを基に
より長い長さの測り方
を考える。 

・長いものの長さを測るに
は巻尺を使うと便利な
ことを知り、いろいろな
ものの長さを測る。 

・各自で測った結果について発表し、巻尺のよ
さについてまとめる。 
・10ｍの長さを予想し、その長さを実測するこ
とで、長さの量感を養う。 

指導上の
留意点 

・１ｍの長さを想起
させ、１ｍを単位
として測る方法
が便利なことに
気付かせる。 

・教室より大きなものを
例示して実際に測って
みたいという意欲をも
たせる。 

・30cm、１ｍ直定規、床
板の数などいろいろな
測り方に気付かせる。 

・巻尺の特徴を知らせる。 
・直線的なものだけではな
く、丸いものの周りの長
さを測ることにも目を向
けさせる。 
・必ず長さの見当付けをさ
せてから測定させる。 

・自分の予想と実測値とを比べさせることで量
感を養わせる。 
・ポリエチレンの平ひもで 10ｍの巻尺を自作さ
せる。 
・１分間で歩いた道のりを巻尺で測定し、時
間や道のりの量感を養うことができるよ
うにする。 

・２歩で１ｍという簡便な方法を知らせる。 

問題解決
過程 

つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習の 
ポイント 

・地域マップを用いて学校
からの距離が知りたい
地点を特定する。 

・学校からの道のりがどの
くらいの長さになるの
か予想する。 

・各地点までの
長 さ を 合 計
し、道のりを
求める。 

・道のりを kmで表す。 
・kmとｍとの関係を考
え、正しく表記する。 

指導上の
留意点 

・「道のり」は「道に沿っ
て測った長さ」、「きょ
り」は「まっすぐに測っ
た長さ」ということを理
解させる。 

・その地点までの道順がは
っきり思い出せる場所
にする。 

・学校内で長い長さを実
測した経験から、目的地
までをいくつかの区間
に分割し、各地点までの
距離を予想させる。 
・1000ｍを超える予想に
着目し。「追求する」の
段階で取り上げる。 

・道のりが 1000
ｍ以上になっ
たとき、kmを
単位にすると
便利であるこ
とに気付かせ
る。 

・地図上で学校から１
km の距離の範囲を
示し、１kmがどのく
らいの長さかを実
感させる。 

問題解決 
過程 

つかむ・見通す 追求する まとめる 

学習内容 

１ 学習のめあてを知る。 
○ 関門橋の長さを体感しよう。 
しかし、関門橋は実際に歩くことができないので、持久走大会の
コースを使って体感することにしよう。 
 
 まず、持久走のコース 1周を調べよう。どれぐらいの長さかな。 
・500ｍくらい。 
・400ｍくらい。 

 

２ 調べる方法を考える。 
○ どのようにして調べたらいいかな。 
・10ｍの自作巻尺で調べたい。 
・１分間で歩いた道のりを基に調べたい。 
・歩数で求めてみたい。（２歩で１ｍ） 

３ 班ごとに決めた調べ方で測定する。 
○ 班ごとに調べよう。 
・10ｍ巻尺で調べよう。 
・ストップウォッチを持って何分かか
るか測ってみよう。 
・１周歩くと何歩になるかな。 

４ 調べた結果を発表する。 
○ 班ごとに調べた結果を発表しよう。 
・自作巻尺で、およそ△△ｍ。 
・△分くらい歩いたので、およそ△△ｍ。 
・△△歩くらい歩いたので、およそ△△ｍ。 

 
５ 関門橋の長さを知り、持久走大会のコースに換算する。 
○ 回転式距離測定器で調べたコース１周の長さは 401ｍ。関門橋の長さは、およそ 1000ｍなので、コースの２周く
らいの長さです。 

  ・思ったより長いな。 
 
６ 1km を歩く。 
○ 関門橋の長さ、１kmがどのくらいの長さになるのか歩いてみよう。 

  ・どのくらい遠いのだろう。 
・１km歩くと何分くらいかかるのかな。 

指導上の
留意点 

・これまでに計測した経験から見当付けをさせる。 
・見当付けの理由も発表させる。 
・児童のつぶやきを取り上げ、全体に広めることで、量感を育てる。 
・これまでの学習を想起させ、調べ方を考えさせる。 

・各班で考えた測定方法を尊重する。 
・歩数については２人組で取り組ませる。
（準備物） 
 10ｍの自作巻尺とストップウォッチ 

・調べた結果の数値をすべて認める。 
・１kmをおよそ 15分で歩くということを知らせ、長さを体感させる。 
 

実生活と教科の内容を関連付ける学習 （問題解決 第３サイクル） 長い長さの学習を実生活に必要な距離感へとつなぐために、持久走コースの長さを実測して量感を養う。  （1.5 時間） 

問題解決 第１サイクル 
 長い長さを測る方法について考え、身の回りのいろいろな場所で長さを測る。   （３時間） 

問題解決 第２サイクル １km＝1000ｍという関係が分かり、測るものによって適切な単位を選ぶ
ことの意味を理解する。（１時間） 

問題解決過程を習得させるための手だて 

・既習事項を生かし、自分の考えをもたせるようにする。（つかむ） 

・量感を養うために、長さを測る時には見当付けをする。（見通す） 

・それぞれの測定方法をしっかり認め、測定する楽しさや充実感を味わわせる。（追求する・まとめる） 
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計7.5時間第４学年 算数科 三角形

単元目標

・二等辺三角形や正三角形の性質や美しさに関心をもち，身の回りからそれらの形を探そうとする （関心・意欲・態度）。

・辺の長さや角の大きさに着目して，三角形の特徴を見出す （数学的な考え方）。

・定義や性質に基づいて二等辺三角形や正三角形を正確に作図したり、角の大小，相等を比べたり確かめたりすることができる （表現・処理）。

・二等辺三角形や正三角形の定義，性質を理解する （知識・理解）。

問題解決 第１サイクル

辺の長さに着目して三角形を分類し、その特徴を理解する。

（３時間）

問題解決過程を習得させるための手だて

・ 何をするべきか、何をしたいと思っているのか」という主体的で明確な活動の目的をもたせる。「

・児童が問題解決過程をイメージしやすいように「つかむ（出会う 、見通す（目的をもつ 、追求する（考え活動する 、まとめる（広げる 」という表現にして常に黒板に掲示する。） ） ） ）

・相互交流の時間をつくり、考えを広げたり、解決の見通しをもったりするとともに、自他ともに認め合って自己肯定感を高めさせる。

問題解決 第２サイクル

二等辺三角形や正三角形の角を調べ、底角の性質を用いて作図する。

（２時間）

問題解決 第３サイクル

二等辺三角形や正三角形を敷き詰め、敷き詰めた模様の中に新

（１時間）しい図形を見付ける。

つかむ 見通す 追求する まとめる
問題解決
過程

・長さの異なる細 ・できた三角 ・二等辺三角形と正 ・二等辺三角形

長い短冊を用い 形を辺の長 三角形を、折り紙 や正三角形の
て三角形を構成 さで正三角 で作ったりコンパ 特徴をノート学習の

することにより 形、二等辺 スを使ってかいた にまとめる。ポイント 、
いろいろな三角 三角形、そ りする。
形の形に気付く の他の三角。

。形に分ける
・仲間分けの操作 ・辺の長さに ・ 折り紙を二等辺 ・正三角形や二「

がしやすいよう 着目するこ 三角形や正三角形 等辺三角形の
に、円型の台紙 とで、二等 に変身させよう」 特徴と、辺の

に短冊を張り付 辺三角形や と働きかける。 長さを同じに指導上の
けて作らせる。 正三角形の ・底辺をかき、２本 するためのコ留意点

・仲間分けするに 仲間が作れ の辺が△㎝の二等 ンパスの使い

は全体で６種類 ることを押 辺三角形をかくに 方とを関連付
以上作らせる必 さえる。 はコンパスをどう けてまとめて

要がある。 使えばよいか考え いく。
させる。

つかむ 見通す 追求する まとめる
問題解決
過程

・折り紙で作 ・等しい２つの ・等しい角の大き ・底角の大き
った二等辺 角を使う二等 さを決めて、二 さを決めて

三角形や正 辺三角形や正 等辺三角形や正 二等辺三角学習の
三角形を折 三角形のかき 三角形をかく。 形と正三角ポイント

って特徴を 方を考える。 形をかく方
調べる。 法をまとめ

る。
・第１サイク ・底辺をかいた ・分度器の使い方 ・正三角形と
ルで作った 後、３つめの を指導し、正確 二等辺三角

二等辺三角 頂点を決める に２つの底角が 形の作図を
形や正三角 ために、分度 作図できるよう 対比してま指導上の

。留意点 形を使い、 器をどのよう にする。 とめていく
多くの事例 に使えばよい ・できた二等辺三

を集めて調 か 考 え さ せ 角形や正三角形
べさせる。 る。 の辺の長さをコ

ンパスで確かめ
させる。

つかむ 見通す 追求する まとめる
問題解決

過程

・牛乳パック ・二等辺三角 ・敷き詰めて ・敷詰めの活
で作ったい 形や正三角 模 様 を 作 動から見付

すを調べて 形の敷詰め る。 けた、正三学習の
正三角形が 方を考える 角形や二等ポイント 。

あるところ 辺三角形以
を 見 付 け 外の形を発
る。 表する。

・正三角形が ・敷詰めを試 ・二等辺三角 ・見付けた形
すき間なく みる過程で 形も正三角 は三角形が

並んでいる 現れる六角 形も敷き詰 どのように
ことに目を 形や四角形 めることが 組み合わさ指導上の

向 け さ せ 等の形に気 でき、いろ れてできて留意点
る。 付かせる。 いろな模様 いるのかに

が現れるこ 着目させ、
とに気付か 図形の見方
せる。 を広げる。

（1.5時間）実生活と教科の内容を関連付ける学習 （問題解決 第４サイクル） 正三角形のカードを作り、それをつなぎ合わせてデルタ多面体（トライアングルダイヤ）を作る。

まとめる
問題解決

つかむ 見通す 追求する過程

１ 正三角形を組み合わせて作ることができる立体を ２ 「トライアングルダイヤ」は何枚の正 ３ 正三角形を作図し、切り取ってつないで立体を作る。 ４ 立体づくりで分かったことを発表する。
予想する。 三角形でできるか予想し、発表する。 ○ 正三角形をたくさんつないで、トライアングルダイヤを作っていこう。 ○ できたトライアングルダイヤからどんなことが
○ 「トライアングルダイヤ」を試しに作ってほし ○ トライアングルダイヤは、正三角形 ・作図の方法はいろいろあるね。 分かるかな。学習内容

いなあ。 何枚でできそうかな。 ・正三角形を８枚使ってできたよ。 ・正三角形を偶数枚使うとできるんだな。
・６枚で作ることができるよ。 ・４枚でできるよ。 ・できたんだけど、何枚使ったか、数えてみよう。 ・きれいなトライアングルダイヤができたよ。

・部品はセロテープでくっつけるんだね。 ・もっとたくさん使ってもできるよ。 ・もっとたくさん使ったら、どんな形になるかな。 ・１、２、３枚ではできないよ。
・ トライアングルダイヤ」を勲章のような平面のも ・部品の数を質問することで、立体のイメ ・部品となる正三角形を、効率的に作図している友だちの方法を紹介しながら、 ・鑑賞し合ったり、互いに作ったものの共通点を見出「

、 。のととらえる児童がいるため、立体であることを説 ージを具体化する。 敷詰めとの関係に気付かせる。 したりすることで 形やその特徴に目を向けさせる
明する。 ・代表の児童が試作したものをよく見せ ・相互交流の時間をとって、使った正三角形の数やつなげ方を学び合う機会をも ・デルタ多面体について、形のイメージを広げるよう

・大きめに作った提示用の正三角形で代表の児童に作 て、自分の作ろうとしている立体との違 つ。特に展開図のようにつなげた形を作っている児童のアイデアを紹介する。 な児童のつぶやきを取り上げ、いろいろな大きさで指導上の
らせる。その児童が作る過程を隠したり見せたりし いを認識させる。どこをどのように変え ・児童のデルタ多面体の性質に関するつぶやきをとらえ、まとめる活動で賞賛す 作れることや形の美しさに気付かせる。留意点
ながら、各自が作る形のイメージをもたせる。 ると自分のイメージしたものになるのか る。 ・デルタ多面体を用いたおもちゃを紹介する。

（準備物） を考えさせ、製作の見通しをもたせる。 （準備物） 厚手カラー造形紙を各児童１枚、セロハンテープ、コンパス、
提示用として正三角形のカード(１辺10cm)30枚程度 定規、分度器、はさみ
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第６学年 算数科 平均  計８時間 
単元目標 

・平均で表すことのよさに気付き、平均の考え方を生かして身の回りの事象を考えようとする。（関心・意欲・態度） 
・平均を用いることにより、集団の傾向や特徴を量的にとらえることができる。（数学的な考え方） 
・平均を求めることができる。（表現・処理） 
・平均の意味、求め方を理解できる。（知識・理解）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

問題解決
過程 

つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習内容 

１ 学習のめあてをつかむ。 
○ 学校のホームページに、駅から学校
まで歩いて何分かかるか書きたいの
ですが、どうやって調べるとよいで
しょう。 
・距離が分かるとだいたい計算でき
るよ。 
・自分が歩いてみたらだいたい□分
だったよ。 
・歩く人によって違いが出ると思う
よ。 
・地図で見たら何分ぐらいかかるか
分かるよ。 

２ 駅から学校までの所要時間を求める方法を考え
る。 
○  実際に歩かずに駅から学校までの所要時間を
調べる方法はありませんか。駅から学校までの
道のりは□㎞です。 
・廊下の長さを調べたときのように、歩幅が使
えないかな。 
・運動場のトラックは□ｍだったよね。 
・トラック１周を歩く時間を計って、それを□
倍したらいいよ。 
・歩幅の平均を使って１分間にどれだけ歩ける
かを求めて、駅からの距離を割ればいいよ。 
・歩く人を交代して、平均を求める方がいいと
思うよ。 

３ 各班で話し合った方法により、駅から学校までの所
要時間を求めるための計測を行う。 
○ 班で話し合った方法で、駅から学校までの徒歩によ
る所要時間を求めよう。 
・トラック１周歩くのにどれだけの時間がかかるか
を測定しよう。 
・１分間でどれだけの距離を歩けるかな。 
・ぼくたちの班は２回測定して、正確にしたいな。 

 
４ 測定結果を基に計算し、駅から学校までの所要時間
を求める。 
・人によって結果がばらばらだね。どうしよう。 
・平均を使って、班の結果をまとめようよ。 

５ 自分たちの求め方について方法とその結果を発表する。 
○ 所要時間は何分になりましたか。どうやって求めたのかも発表しよう。 
・私たちの班はトラック１周で何分かかるかを調べました。□さんは□
分で、□君は□分です。平均すると□分かかったことになります。駅
から学校までの道のりは、□㎞だからトラックの□倍です。だからそ
の時間を□倍して、□分ということになります。 
・私たちの班は、１分間でどれだけの距離を歩けるかを測りました。 
                            (後略) 
 

６ ホームページに載せる所要時間を考える。 
○ ホームページに載せる学校までの所要時間は徒歩何分にしようか。 
・各班ばらばらな結果だから、平均を使って処理しよう。 
・大人の人の結果も一緒にしたら、もっと正確になるよ。 

指導上の
留意点 

・長門市の観光地の広告を提示し、時間
による案内が便利であることを示す。 
・歩く速さには個人差があり、標準的な
時間を考える必要性を意識させる。 

・駅から学校までの距離を知らせ、校内で調べるこ
とができる方法を考えさせる。 
・歩幅を用いて長さを測定した学習を想起させる。 
・運動場のトラック１周の長さを想起させ、考える
ヒントとする。 

・班で話し合うことにより、計測方法や計算の仕方を具
体的にイメージさせる。 

・正確に計算できるように、時間の単位換算を復習して
おく。 
（準備物）   巻き尺 ストップウォッチ 電卓 

・結果だけでなく、測定方法を分かりやすく説明させる。 
・より多くの人間が、測定に加わることで、情報の客観性が高まることを理
解させる。 

問題解決
過程                   

つかむ・見通す 追求する まとめる 

学習の 
ポイント 

・５つの、同じ大きさ
のコップに注がれ
た、量の異なるジュ
ースを、同じ量にす
る方法を考える。 

・いろいろな方法でコップ１
つ分の量を求める。 

・各自の求め方を発表し、平均
の意味を知る。                           

指導上の 
留意点 

・高さを同じにするこ
とに着目して考えさ
せる。 
                  

・機械的な計算ではなく、具
体的な操作を伴った方法
を重視する。 

・計算によって求める場合には、
式の意味を考えさせ、平均の意
味を確実に理解させる。 

問題解決
過程                              

つかむ 見通す 追求する  まとめる 

学習の 
ポイント     

・巻き尺を使わないで、
廊下や運動場のトラ
ックの長さを測る方
法を考える。 

・自分の歩幅を予想し、正
確に歩幅を求める方法
を考える。 

・歩幅の平均を求める。 
・歩幅を使って廊下の長さを測定する。 
・歩幅を使って運動場のトラックの長
さを測定する。 

・各自の歩幅の求め方を発表する。 
・歩幅を用いて測定した、廊下の
長さやトラックの長さについて
結果を発表する。      

指導上の
留意点 

・歩幅を使う便利さに気
付かせ、歩幅による測
定に焦点化する。 

・歩幅は一定でないことを
体験させ、平均を使うこ
とでより正確な値となる
ことに気付かせる。       

・歩幅の求め方について、情報交換させ、
より正確な方法について考えさせる。 
・班で計測させることで、より正確な計
測や計算ができるようにさせる。 

・歩幅の平均を知っていれば、身
の回りのものの長さを概測でき
るというよさに気付かせる。 

 

実生活と教科の内容を関連付ける学習（問題解決 第５サイクル）学校案内に記載するという目的で、駅から学校までの徒歩による所要時間を求める。  （２時間） 

問題解決過程を習得させるための手だて 

・ どんな既習事項を活用できるのかを意識させ、解決への見通しをもたせる。 

・ 自分の考えを図、言葉等を使ってまとめさせ、解決方法を明確にさせる。 

・ 自分の考えを発表したり班で話し合ったりする時間をつくり、各自の考えを学習に生かすとともに、充実感を味わわせる。 

問題解決 第１・第２サイクル  ならして同じ量にする活動を通して平均の意味を理解し、

いろいろな方法で平均を求めることができる。    （３時間） 
問題解決 第３・第４サイクル   
 平均の考え方を使って歩幅を求め、長さを概測したり、集団の特徴をつかんだりする。         （３時間） 

問題解決
過程                   

つかむ・見通す 追求する まとめる 

学習の 
ポイント 

・異なる大きさのコッ
プに、同じ高さまで
注がれた、５杯のジ
ュースを同じ量にす
る方法を考える。 

・いろいろな方法でコップ１つ分
の量を求める。 

・各自の求め方を発表し、
状況に応じた平均の求め
方を考える。                                            

指導上の 
留意点 

・前時の課題と異なる
点は何か、意識させ
る。 
                 

・ばらつきに着目するだけではな
く、全体の量を等分して求める
方法の便利さに気付かせる。 

・前時の求め方も含め、簡便
な方法は、状況によって異
なることに気付かせる。 

 

問題解決
過程                              

つかむ 見通す 追求する  まとめる 

学習の 
ポイント     

・１組と２組のソフトボ
ール投げの記録を見
てどちらの記録がよ
いと言えるか考える。 

・記録を比べる方法を考える。 ・どちらの組の記録がよいか、
理由をつけて説明できるよう
にまとめる。 

・まとめたことを発表する。 
・代表値としての平均の意味を理
解する。 

指導上の
留意点 

・クラスの人数が異なる
記録を提示して考え
させる。（自分たちの
記録を提示） 

・平均以外のいろいろな比べ方が
出るように、ヒントを出す。 
＊最高記録で比べる、～m 以上投
げた人の人数で比べるなど。                  

・班ごとに比べ方を決め、発表
できるようにまとめる。 

・平均を使った比べ方に偏らな
いようにする。 

・いろいろな比べ方の特性を比較
し、平均を使った比べ方のよさ
を話し合わせる。 
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第６学年 算数科 分数のかけ算とわり算  計５時間 
単元目標 

・（分数）×（整数）、（分数）÷（整数）の計算の仕方を考え、それを活用しようとする。（関心・意欲・態度） 
・（分数）×（整数）、（分数）÷（整数）の計算を単位分数に着目することにより、整数や小数のかけ算、わり算の拡張として考えることができる。（数学的な考え方） 
・（分数）×（整数）、（分数）÷（整数）の計算ができる。（表現・処理） 
・（分数）×（整数）、（分数）÷（整数）の計算の仕方が分かる。（知識・理解） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 

問題解決
過程 

つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習内容 

１ 「△△が４人分で 1/2 個です。６人分では何個でし
ょう」という問題場面を明確につかむ。 

○ ４人分の分量から６人分の分量を求め、調理実習
のレシピを完成させよう。 
・４人分を６人分にしないといけないな。 
・４人分で４個なら１人分がすぐ出せるから、簡単
だよ。 
・４人分で 1/2 個はどうすればいいのかな。 

２ 既習事項から解決でき
そうな方法を予想する。 

 ○ どうやったら出せそ
うかな。 
・１人分が出たら分かる
のに。 

・等分するからわり算か
な。 

・（分数）÷（整数）の学
習が使えそうだな。 

３ 自分なりの方法で６人分の分量を求める。 
○ ６人分の分量を求めよう。 
・円を使って考えると分かりやすいな。 
・数直線を使って考えたよ。 
・面積図を使うと分かりやすいよ。 
・１人分を出して考えたよ。 
・２人分で 1/4 個だから６人分ではその３倍だな。 
・６人は４人の何倍かを考えたよ。 
・小数に直すと今までの学習を使ってできるよ。 

４ いろいろな解決方法を紹介し合い、調理実習に生かすレシピ
を完成させる。 
○ 解決方法を紹介し合おう。 
・（分数）×（整数）、（分数）÷（整数）の計算を使えばで
きたな。 
・たくさんの考え方があるんだな。 
・調理では、分数の方が分かりやすいな。 
・算数って生活に結びついているな。 
・これで分量はばっちり。調理実習が楽しみだね。 

指導上の
留意点 

・問題場面が明確につかめるように野菜などの具体物を
提示する。 
・班によって調理するメニューは異なるが、同じ数値の
分数を用いた問題場面となるように、各班の分量の中
に「４人分で４個、４人分で 1/2 個」が含まれるよう
なレシピを用意する。 
・児童から出されるであろういくつかの課題の中から
「４人分で 1/2 個、６人分では何個？」を取り上げ、
共通の課題とする。 
（準備物） 
  調理に使う食材、各班の４人分のレシピ 

・「なぜ４人分で 1/2 個が難
しいのか」を発表させ、解
決への見通しをもたせる。 
・既習事項が想起できるよ
うに、（分数）×（整数）、
（分数）÷（整数）の計算
の仕方を掲示しておく。 
 

・実際に操作できるように、包丁やまな板を準備する。 
・自分の考えを面積図や線分図、絵、言葉などを使って
ノートや発表用紙にまとめさせ、解決方法を深めさせる。 
 
（準備物） 
  包丁、まな板、発表用紙 

・既習事項を使って解決しようとしている態度を認め、自力で問
題を解決することの充実感を味わわせる。 

・小数と分数の特徴を話し合うことによって、レシピでは分数の
方が分かりやすいことに気付かせ、分数が実生活に結び付いて
いることを実感させる。 

・みんなで解決した方法を基に、各班で１食分のレシピを完成さ
せることにより、今日の学習を生活に生かせるようにする。 
 
 

問題解決
過程                   

つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習の 
ポイント 

・問題場面を把握する。
「１㎗で 2/7 ㎡のかべ
をぬれるペンキがあ
る。このペンキ３㎗で
かべは何㎡ぬれるか。」 

・かけ算の場面であ
ることを理解す
る。 

・絵や面積図を使っ
て、（分数）×（整
数）の計算の仕方
を考える。 

・（分数）×（整数）の
計算の仕方をまと
め、計算の練習をす
る。 
                                                           

指導上の
留意点 
 

・今までの学習と比べ
て、どこが難しいかを
考え、分数が使われて
いることを意識させ
る。  

・数値を整数に変え
ることによって、
かけ算の式になる
ことを押さえる。 
・（整数）×（整数）
の考え方と同じこ
とを確認する。 

・面積図や数直線、
言葉の式等を使っ
て「なぜそうなる
のか」をまとめさ
せ、考えを深めさ
せる。  

・単位分数に着目して
そのいくつ分と考え
ればよいことを理解
させる。 

・各自の考えを認め、
解決できた達成感を
味わわせる。 

    

問題解決
過程                              

つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習の 
ポイント     

・問題場面を把握する。
「２㎗で 3/5 ㎡のかべ
が塗れるペンキがある。
このペンキ１㎗でかべ
を何㎡塗れるか。」 

・わり算の場面であること
を理解する。 

・面積図や除法の計
算のきまりなどを
使って、（分数）÷
（整数）の計算の
仕方を考える。 

・（分数）÷（整数）の計
算の仕方をまとめ、計算
の練習をする。 
                         

指導上の
留意点 

・今までの学習と比べて、
どこが難しいかを考え、
分数が使われているこ
とを意識させる。  

・数値を整数に変えること
によって、わり算の式に
なることを押さえる。 
・（整数）÷（整数）の考
え方と同じことを確認
する。 

・面積図や数直線、
言葉の式等を使っ
て「なぜそうなる
のか」をまとめさ
せ、考えを深めさ
せる。 

・面積図をもとに 1/10 が
単位となっていること
を理解させる。 
・各自の考えを認め、解決
できた達成感を味わわ
せる。 

 
実生活と教科の内容を関連付ける学習（問題解決 第３サイクル）調理実習の準備として分数のかけ算やわり算を用いて食材の分量を計算する。  （１時間） 

問題解決過程を習得させるための手だて 

・ 今までの学習と比べて、どこが違い、何が難しいかを意識させ、解決への見通しをもたせる。（つかむ・見通す） 

・ 自分の考えを図、言葉等を使ってまとめさせ、自分なりの解決方法を深めさせる。（追求する） 

・ それぞれの解決方法をしっかり認め、解決する楽しさや充実感を味わわせる。（まとめる） 

問題解決 第１サイクル   
 単位分数に着目して、（分数）×（整数）の計算の仕方を考える。  （２時間） 

問題解決 第２サイクル   
 既習の学習をもとにして、（分数）÷（整数）の計算の仕方を考える。  （２時間） 
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第３学年 理科 あたたかさと太陽の光  計 10 時間 

単元目標 

・日なたと日陰の地面の様子や、鏡や虫眼鏡で日光を集めることに興味をもち、ものの明るさや温かさを調べようとする。（関心・意欲・態度） 

・日なたと日陰の地面の様子の違いや、ものに日光を当てると明るさやあたたかさが変わる理由を考えることができる。（科学的な思考） 

・温度計を使って日なたと日かげの地面の温度を調べたり、鏡で日光を集めたときのものの明るさやあたたかさを調べたりして、その結果を記録することができる。（観察、実験の技能・表現） 

・地面は太陽によって温められるということや、ものに日光を当てると、ものの明るさや温かさが変わることが分かる。（知識・理解） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題解決 
過程 

つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習の 
ポイント 

・鏡で反射させて日光を
集めたとき、そこがと
ても明るくなったこと
から、熱も反射させた
り集めたりできるのか
を予想して、実験の目
的をつかむ。 

・鏡を使って日光を
反射させたり虫め
がねを使って日光
を集めたりする方
法を理解する。 

・用具を適切に使
い、実験する。 
・予想と比べなが
ら、実験結果をメ
モする。 

・実験結果から、日光を反射さ
せて集めたとき、明るさだけ
でなく温度の変化もあるこ
と知る。 
・虫眼鏡の実験から、熱を吸収
しやすい色があることを知
る。 

指導上の
留意点 

鏡 

・鏡を使った学習を
想起させ、実験の
目的を確認する。 

・鏡の枚数と明る
さ、温度の違いを
メモするための
表を準備する。 

・鏡の使い方を随時
指導し、追求活動
を助ける。 

・ 鏡の枚数は、日光をどれだ
け重ねているかを示してい
るのだということをしっか
りと押さえる。 

・ 虫眼鏡で日光を集めること
と、鏡で反射させた日光を
重ねることの類似性を押さ
える。 

虫
眼
鏡 

・日光を集めるとど
うなるか予想さ
せ、その危険性を
教える。 

・虫眼鏡の実験は、
色に注目させて
実験計画を立て
させる。 

・安全に気を付けて
追求できるよう、
虫眼鏡の正しい使
い方を徹底する。 

 

問題解決
過程 

つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習の 
ポイント 

・日なたと日かげの様子か
ら温度の違いを予想し、
温度計を使って地面の温
度を確認すればよいこと
に気付く。 

・教科書を読み、地面
の温度の違いを測
定する方法を理解
する。 

・温度計を使って
日なたと日かげ
の地面の温度を
測定する。 

・観察結果から、日光によ
って地面が温められるこ
とに気付き、日なたと日か
げの気温が違うことを関
連付けて認識する。 

指導上の
留意点 

・実際に日なたと日陰の場
所に出かけ、体感させる。 
・それぞれの場所での気温
調べの体験を想起させ
る。 

・温度計の使い方を教
科書の資料を使って
確認する。 
・なぜ牛乳パックで覆
いがしてあるかを問
い、温度計に直接日
光が当たってはいけ
ないことを理解させ
る。 

・温度計の読み方
の指導をする。 
・午前 9時と正午
の温度差の理由
を確認する。 
・観察記録の仕方
の指導をする。 

・ 日光により地面が温めら
れ、気温が上がることを確
実に理解させるとともに、
自然の力のすごさに気付
かせる。 

・ 吸収しやすい色について
話題が出れば、説明を加
え、次時の内容へつなげて
いく。 

 

問題解決 

過程 
つかむ・見通す 追求する まとめる 

学習内容 

１ ペットボトルの水を日光で温める方法を考える。 
 ○ このペットボトルに入った水の温度をどの班が一番高くすることができるかな？ 

・ 日なたがあたたかくなるのだったな。 
・ 黒色の画用紙を巻くといいかも。 
・ 鏡を使って日光を集めよう。 
・ 虫眼鏡をうまく使えないかな？ 

２ 班で計画を立てる。（KJ法の手法を用いて話し合い、それぞれの考えを分類する。） 
 ○ 実験の計画書をつくろう。目的をきちんと書いて班のみんなが考えた方法をまとめよう。 

・ この考えは、わたしの考えと同じだね。 
・ 虫眼鏡と鏡を一緒に使ってできないかな？ 

３ 結果を予想しながら実験に
取り組む。 

 ・あの班は、もう 30℃を超
えたみたいだよ。 
・ これならお湯になるかも
しれないね。 

・ ビニールハウスみたいに
袋をかぶせてみたんだけ
どどうかな。 

４ それぞれの班の結果をまとめ、考察する。 
○ みんなの班のペットボトルの水は何度まで上がったかな？ 
○  最初の温度から比べると△℃まで上がったんだね。他の班の結果と比べると
どうだったかな？ 
・ あの班は、ほとんどぼくたちと一緒なんだけど、ビニールをかけていると
ころが違うから、そのぶん温かくなったんじゃないかな。 

・ ペットボトルの中に墨を入れて、水を黒くするなんて考えたね。 
５ 実生活に生きる太陽熱を利用した事例を知る。 
○ ソーラークッカー、太陽熱温水器、温室等を具体的に紹介する。 

指導上の 
留意点 

・ 水の入った温度計付きのペットボトルを班の数だけ準備し、日光を利用して水温を上げる競争
を提示する。 

・ 班での計画に際し、あらかじめ自分の考えをもって臨めるように、個人で実験計画を立てる時
間を設ける。次に画用紙に実験の目的を記入させ、個人の考えを付せん紙に書かせ、KJ 法の
手法を用いて班での話合いを行うようにする。 

・実験計画でのワークシート等を評価（科学的な思考）に生かす。 
(準備物) 温度計、ペットボトル(250ml)、虫眼鏡、鏡、画用紙、付せん紙 

・ 温度の変化を知らせるなど
して、結果への期待感を高め
る。 

・ それぞれの班の様子を聴き
ながら、温度上昇の理由を確
かめたり、実験の着眼点等を
説明させたりする。 

・ 目的に応じた方法が 1 つではないことを知ることで、方法を自分たちで考えて
実験する楽しさを味わわせる。 

・ 実験方法と結果の関係についてきちんと理由付けをする。 
・ 自分たちの考えた方法が、実生活に生かされていることを知らせることで、便
利な生活が科学の知見を基に成り立っているという実感を与える。 

・ 温度を上げないようにする事例を考えさせたり、その実例を見せたりすること
で科学に対する興味を高める。 

問題解決過程を習得させるための手だて 

・ 「目的」、「方法」、「結果」、「分かったこと」を毎回記述させることにより、問題解決過程、「つかむ・見通す・追求する・まとめる」を意識させていく。 

・ 第１・２サイクルにおいて科学的知識を身に付けさせ、第３サイクルにおいて科学的根拠をもって自分たちで実験を考え、調べることができるようにする。 

・ KJ 法をうまく使えるようになるために他の教科でも活用させる。分類の仕方については、国語科の「分類ということ」の単元と関連を図って指導する。（つかむ・見通す） 

・ 身近に自然の力をうまく利用している事例があることを理解させ、他の現象についても科学的に考えることができるようにする。（見通す・まとめる） 

問題解決 第１サイクル （観察）温度計を使って地面の温度を測ることを通して、日なたと日かげの気

温に違いがあることを知り、日光が地面を温めていることを理解する。    （３時間） 

 

問題解決 第２サイクル （実験）鏡や虫眼鏡で日光を集めた経験から、日光を集めたときの温度変化を

予想し、実験して確かめる。   （３時間） 

 

実生活と教科の内容を関連付ける学習（問題解決 第３サイクル）（実験）ペットボトルに入っている水の温度をどれだけ上げられるか、グループごとに実験方法を工夫して競い合う。（４時間） 
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第４学年 理科 空気や水をとじこめると  計７時間 

単元目標 

・空気や水の性質に興味をもち、空気を閉じ込めた袋を使って活動したり、注射器を使って水を圧したときの様子を調べたりしようとする。（関心・意欲・態度） 

・空気鉄砲の玉が飛ぶわけを閉じ込められた空気の性質と関係付けて考えることができる。（科学的な思考） 

・空気鉄砲を作って、玉を飛ばして活動することができる。（観察、実験の技能・表現） 

・閉じ込めた空気は、圧すとかさが小さくなり、もとのかさに戻ろうとする手ごたえが大きくなる。また、水は圧し縮められないことが分かる。（知識・理解） 

 

 

 

 

 

 

 

問題解決 

過程 
つかむ 見通す 追求する まとめる 

 

 
 

問題解決 

過程 
つかむ・見通す 追求する まとめる 

学習内容 

１ ２つのボールの跳ね具合を観察し、跳
ね方が違う理由について話し合う。 
 
○ 見かけは同じボールで、押した感
じも同じなのに、なぜ跳ね方が違う
のかな？ 
・中に入っているものが違うのか
な？ 

２ 片方のボ
ールには水
が入ってい
ることを知
らせ、水や空
気の性質に
ついて、知っ
ていること
を話し合う。 

３ 空気・水についてのイ
メージマップを作成す
る。 
 
○ 空気や水ってどん
なものかな？自分の
イメージをたくさん
書いてみよう。 

４ 班でまとめたイメージマッ
プの内容を発表する。 
○ 他の班のみんなはどん
なことを考えたのかな？ 
・たくさん考えているね。 
・空気からいろいろなこ
とを思いつくね。 
・跳ね方に関係する性質
とはなんだろう？ 

学習の 
ポイント 

１  袋や容器に空気
を閉じ込め、工夫し
て遊ぶ。 
 
○ 閉じ込めた空
気ってどんな感
じ？ 
 空気で遊んでみよ
う。 

 

２ 空気鉄砲を作る。 
 

３ 空気鉄砲を使い、
玉を飛ばして遊ぶ。 
○ 空気鉄砲でしっ
かり遊ぼう。 
・玉が二つないと
飛ばせないね。 

４ 閉じ込めた空気がどうなって
いるか考える。 
○ 空気鉄砲のひみつについ
て話し合おう。 
・玉が飛び出すのは、空気が
縮まっているからじゃない
かな。 

○ 空気を圧し縮めてみよう。 
○ ボールにはどれだけ空気
が入っているかな？ 

指導上の 
留意点 

・ 水の入ったテニスボールと空気の入
ったテニスボールを準備し、跳ね方の
違いを見せる。 

・ 最初は、（重さの違いが分からないよ
うに）表面に触れるだけで予想させ、
水が入っているという予想が出され
た後に、各グループで十分に試行させ
る。 

(準備物) ２種のテニスボール（空気を
入れたものと水を入れたもの）演示用に
１組と、グループ数に応じて数組 

・何人かの児童
に意見を聞
いた後、グル
ープで、イメ
ージマップ
を作成する
活動へとつ
なぐ。 
 

・ 空気・水それぞれのイ
メージマップを作らせ
ることにより、生活経
験を振り返って、空気
のイメージを想起する
とともに、空気の存在
の不思議さに興味・関
心がもてるようにす
る。 

(準備物) 
   画用紙 付せん紙 

・ 空気と水のイメージを共

有化させるとともに、知識

を体系化していく。閉じ込

められている空気と水の

性質を更に詳しく調べ、跳

ね方の違いを探ろうとす

る意欲をもたせる。 

指導上の 
留意点 

・ 袋、容器、輪ゴム
を準備しておき、
班ごとに活動す
るようにする。 

・ 遊びの中で、空気
の性質について
学んだことを、イ
メージマップに
書き込む時間を
設定する。 

・玉が遠くまで飛ぶこ
とを演示し、意欲を
高める。 
・空気をしっかり圧し
縮めると、良く飛ぶ
ことに気付かせる。 
・ 班で活動すること
で、気付きが共有で
きるようする。 

・ 注射器を利用し、空気が圧し
縮められることを確認する。 

・ ボールの中にどれだけの空気
が入っているか演示実験を行
って見せる。 

・ 話合いで出てきた、空気の性
質を、イメージマップに書き
込ませる。 

問題解決 

過程 
つかむ・見通す 追求する まとめる 

 

 
 

問題解決 

過程 
つかむ・見通す 追求する まとめる 

学習の 
ポイント 

１ 中に水が入っているボールの
ことを思い出し、水の性質を調べ
る実験（空気との比較）を班で計
画する。 
○ 水は空気とどのように違う
のだろうか？それを確かめる
実験を考えよう。 
・空気鉄砲を水鉄砲にしてみよ
うか？  

２ 各班で考えた実験に取
り組む。 

 
・空気鉄砲の中を水に換
えたらあまり飛ばない
よ。 
・水を入れた筒は、かた
くて縮められないよ。 

３ それぞれの班の結果をま
とめ、考察する。 
○ 水と空気の違いが、分
かったかな？ 
・水では空気鉄砲と違
い、玉が飛びませんで
した。 

○ 水の特徴も、イメージ
マップに書き込もう。 

学習内容 

１ 実生活における

事例を探す。 

○ 空気や水の性

質を利用したも

のは身近にない

かな？ 

２ 見付けた事例
を空気や水の性
質と関連付け
る。 
 ○ 見付かった
ものをイメー
ジマップに書
いてみよう。 

３ それぞれのイメージマップを確認し分かったことを
まとめる。 

 ○ 他の班のイメージマップを見て気付いたことを発
表しよう。 
 ・わたしたちも自転車や車のタイヤのことについて
は気付いたよ。 

 ・空気はショックを吸収してくれそうなものに利用
されている気がするね。 

指導上の 
留意点 

・ 班での計画するとき、空気鉄砲
の仕組みを想起させ、空気を水
に入れ換えるアイディアを導
く。 

・ 実験計画でのワークシート等を
評価に生かす。 

・ それぞれの班の様子を聞
きながら、黒板に実験結
果をまとめさせていく。 

・ それぞれの班の実験が終
わったら、注射器を利用
して押し縮められない様
子を見せ、確認をする。 

・ 「実験が目的に合ってい
るか。」や「結果から知り
たいことが分かったか。」
を意識させる。 

・ 空気との違いを意識して、
水の特徴をイメージマッ
プへ記入させていく。 

指導上の 
留意点 

・ 今まで利用してき
たイメージマップ
の特徴を参考に考
えるようにする。 

 

・ 今までイメージ
マップに書き込
んだ内容と線で
結ばせることで
関連をはっきり
と意識させる。 

・ 見つけた実例について、説明できない班については解
説をする。 

・ 自転車のタイヤや気泡緩衝材（商品名：エアキャップ、
プチプチ等）を実際に見せることで、学習内容と実生
活とを関連付ける。 

・ 水については、車のブレーキの仕組みを、図を用いて
簡単に説明する。 

問題解決過程を習得させるための手だて 

・ 児童の好奇心を高める事象（意外性のあるもの・身近なもの）を提示することにより、児童の知的好奇心を学習意欲へと転化させる。（つかむ） 

・ イメージマップを利用して、水、空気の性質やそれにかかわる事象を関連付けて整理させ、理由をはっきりさせて学習のまとめができるようにする。（追求する・まとめる） 

問題解決 第３サイクル（実験）水も空気と同じように閉じ込めて性質を調べ、水は圧し縮める

ことができないことを知る。         （２時間） 

実生活と教科の内容を関連付ける学習（問題解決 第１サイクル） 

 水の入ったテニスボールと空気の入ったテニスボールの跳ね方の違いに興味をもち、問題意識をもつ。       （１時間） 

実生活と教科の内容を関連付ける学習（問題解決 第４サイクル） 

水や空気の性質を知り、実生活に生かされている場面を考える。（１時間） 

問題解決 第２サイクル（実験）空気鉄砲を作って活動し、閉じ込めた空気を 

  圧すとかさは小さくなるが圧し返す力が大きくなることを知る。  （３時間） 
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第６学年 理科 水溶液の性質  計 1４時間 

 単元目標 
・水溶液の性質や働きを多面的に追究し、日常生活に見られる水溶液に関心をもつ。（関心・意欲・態度） 
・水を蒸発させたときの様子や金属との反応の様子、指示薬の色の変化などから、水溶液の性質や働きについての科学的な見方や考え方をもつ。（科学的な思考） 
・水溶液に溶けているものや金属との反応を実験によって調べるとともに、指示薬を使って仲間分けをすることができる。（技能・表現） 
・水溶液には、固体のほかに気体が溶けているものがあることや金属を変化させるものがあること、酸性、アルカリ性及び中性のものがあることが分かる。（知識・理解） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問題解決 第１サイクル 身の回りの水溶液の存在を知り、それは水に  

固体や、気体が溶けてできているものであることを知る。（２時間） 
問題解決 第２・第３サイクル 銅像の表面が雨で腐食される原因について考え、金属を変化さ

せる水溶液について実験を通して理解する。     （５時間） 
問題解決

過程 
つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習の 

ポイント 

・雨によって表面が傷
んだ銅像の写真を
見て、金属がどうな
ったのか考える。 

・どんな水溶液が金属
を溶かすのか予想す
る。 

・身近な金属であるア
ルミニウムはくに薄
い塩酸を滴下し、そ
の様子を観察する。 

・金属を溶かして別のも
のに変化させる水溶液
があることに気付く。 

指導上の

留意点 

・室内と室外の金属の
像の写真を提示し、
表面の様子の違いに
着目させる。 

・雨の中には溶けてい
るものがあり、雨は
水溶液であることに
気付かせる。 

・安全眼鏡を使用する
とともに、水溶液の
取扱い方を確認し、
安全に十分留意して
実験させる。 

・蒸発させて残ったもの
を元の金属と比較し、
性質が異なる別のもの
に変化したことに気付
かせる。 

 問題解決
過程 

つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習の 

ポイント 

・薄い塩酸のほか
にも、金属を溶
かす水溶液があ
るのか調べる。 

・身近な金属のアルミニ
ウムや鉄に、薄い塩酸
や食塩水、薄い水酸化
ナトリウム水溶液を加
えるとどうなるか予想
する。 

・アルミニウムはくやスチ
ールウールに水酸化ナ
トリウム水溶液を加え、
その様子を観察すると
ともに、溶けた金属の行
方を考える。 

・観察、実験から水溶
液には金属を別のも
のに変化させるもの
があることに気付
く。 

指導上の
留意点 

・固体が溶けた水
溶液の仲間で
ある水酸化ナ
トリウム水溶
液を紹介する。 

・第２サイクルの実験結
果から、金属を溶かす
（別のものに変化させ
る）かどうか考えさせ
る。 

・溶けるか溶けないかだけ
ではなく、気体の発生
等、変化の様子について
も観察するよう助言す
る。 

・水溶液に金属が溶け
る現象は、水に食塩
が溶ける現象とは異
なることを確認す
る。 

 

問題解決 第４サイクル 水溶液にはリトマス紙の色を変化させるものがあることを知

り、その変化の仕方から酸性・アルカリ性・中性の３つの仲間に分ける。（２時間） 
問題解決
過程 つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習の 

ポイント 

・水溶液はどんな
仲間分けができ
るか考える。 

・リトマス紙の色の変化
によって水溶液の仲
間分けができること
を知り、これまでに学
習した水溶液の液性
を予想する。 

・水溶液をリトマス
紙に付け、色の変
化を調べる。 

・リトマス紙の色の
変化の仕方によっ
て、水溶液を酸
性・アルカリ性・
中性の３つの仲間
に分ける。 

指導上の

留意点 

・溶けているもの
が固体か気体か
など、これまで
の学習を想起さ
せる。 

・「酸性雨」や洗剤の表
示等から「酸性」、「ア
ルカリ性」、「中性」と
いった言葉を想起さ
せるようにする。 

・リトマス紙の扱い
方やガラス棒の洗
い方を確認し、水
溶液が混ざらない
ように実験させ
る。 

・それぞれの仲間に
はどのような共通
点や相違点がある
か考えさせる。 

 

実生活と教科の内容を関連付ける学習（問題解決 第５・第６サイクル） 身近な植物の色素を用いて、身の回りにある水溶液等を酸性・アルカリ性・中性の３つの仲間に分ける。 （５時間）   

問題解決

過程 
つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習内容 

１ 身の回りにある水溶液などが、酸性・アルカリ性・

中性のどの仲間になるか考える。 
○ 身の回りにあるものは何性の仲間なのだろう。 
・炭酸飲料は酸性かな。 
・梅干しはアルカリ食品だと聞いたことがあるよ。 
・酸性雨が降っているのなら、川の水は酸性かな。 

２ 実験の具体的な計画を立てる。 
 ○ 何を用いてどんなものを仲間分けするか考え、実験の計

画を立てよう。 
 ・ムラサキキャベツの煮汁で調べよう。 
 ・飲み物を調べたいな。 
 ・梅干しはどうやって調べたらよいだろう。 
 ・しょうゆなどの色が着いているものは調べられるかな。 

３ 計画を基に実験を行う。  
 ○ 身の回りにある水溶液などが、酸性・アルカリ性・

中性のどの仲間になるか調べよう。 
・炭酸飲料はやっぱり酸性だ。 
・梅干しは予想と違って酸性だ。 
・川の水は中性だな。 

４ 結果をまとめて考察する。 
 ○ 酸性・アルカリ性・中性それぞれの仲間の特徴を見付けよう。 

・飲み物や食べ物は、ほとんどが弱い酸性か中性だ。 
・梅干しやレモン、酢など酸っぱいものは酸性だ。 
・アルカリ性には洗剤や石けんなどが多いな。 

○ 問題解決の学習を振り返って感想を書こう。 
・身近な植物の汁などで酸性やアルカリ性を調べられることに驚いた。 
・ムラサキキャベツの煮汁で、もっとほかのものを調べてみたい。 

指導上の

留意点 

・ 既習内容や生活経験等を根拠に予想させる。 
 

・ 身の回りにあるものの中から調べたいものを決めさせる。 
・梅干しなどの固体は水の中でつぶす、しょうゆなど色の濃い

ものはリトマス紙を使うといった方法を紹介する。 

・ 薄い塩酸、炭酸水、石灰水、薄い水酸化ナトリウム水

溶液のそれぞれにムラサキキャベツの煮汁を加えたも

のを用意し、色を比較できるようにしておく。 

・ 各グループの結果を黒板に提示し、他のグループの結果も参考に酸性・アルカリ性・中性それぞ

れの仲間の特徴を見付けられるようにする。 
・ 問題解決の学習について振り返り、その楽しさや達成感を感じられるようにする。 

（準備物）調べたいもの（炭酸飲料、梅干し、果物、川の水、石けん水等）、ムラサキキャベツの煮汁、リトマス紙、薄い塩酸、炭酸水、食塩水、石灰水、薄い水酸化ナトリウム水溶液、卵の空きパック 
 

問題解決

過程 
つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習の 

ポイント 

・教師が提示し
た水溶液にど
んなものが溶
けているか予
想する。 

・水溶液に溶け
ているもの
を調べるに
は、水を蒸発
させればよ
いことに気
付く。 

・水溶液を加
熱して溶け
ているもの
を調べる。 
 

・固体だけでなく気体が
溶けている水溶液もあ
ることを知る。 

指導上の

留意点 

 

・炭酸水、食塩
水、炭酸飲料
の３種類の
水溶液を用
意する。 
・自分の経験を
基に、見た目
や 香 り 等か
ら、予想させ
る よ う にす
る。 

・５年生の「も
ののとけ方」
の学習で食塩
水を蒸発させ
て食塩を取り
出したことを
想起させる。 

・それぞれの水
溶液をスラ
イドガラス
に２、３滴ず
つ採り、電熱
器で加熱す
る。 
・何も残らな
かった水溶
液に着目さ
せる。 

・ペットボトルに二酸化
炭素と水を入れて振
ると大きくへこむ様
子を観察させ、気体が
溶けている水溶液も
あることに気付かせ
る。 

・気体が溶けている水溶
液には炭酸水のほか
に、塩酸もあることを
紹介する。 

 

問題解決過程を習得させるための手だて  

・生活経験や既習内容等、児童の実態や思考のつながりを考慮して単元構成を考える。  

・問題解決過程を意識して、自分の思考を振り返ることができるようなノートの使い方を工夫させる。 

 

問題解決

過程 
つかむ・見通す 追求する まとめる 

学習内容 

１ 身近にあるものを指示薬として、酸性・アルカリ性・中性の仲間分けができないか考える。 
 ○ リトマス紙以外のもので、酸性・アルカリ性・中性の仲間分けをすることはできないかな。 
○ これまでの経験や本などから、調べられそうなものを見つけよう。 
・教科書にムラサキキャベツの煮汁で調べる方法がのっていたよ。 
・紫色の汁が採れる植物なら調べることができそうだよ。 
・紅茶にレモンを入れると色が変化するのを見たことがあるよ。 

２ 植物の汁等に、水溶液を加えて色の変化を調べる。 
 ○ 紫色の植物の汁や紅茶等に、酸性やアルカリ性の水溶液を加えてみよう。 

・ムラサキキャベツの煮汁に酸性の水溶液を加えると赤っぽくなるよ。 
・サルビアの花の汁やぶどうジュース、紅茶も色が変化したよ。 

３ 結果をまとめて考察する。 
 ○ 結果を基に、酸性・アルカリ性・中性の仲間分けに適しているものは何か考えよう。 

・色が鮮やかで変化もはっきりしていたので、ムラサキキャベツの煮汁が一番適していると

思うよ。 
・ムラサキキャベツの煮汁を使うと、酸性やアルカリ性の強さも調べられそうだ。 

指導上の

留意点 

・リトマス紙はリトマスゴケという植物の汁を紙に染みこませたものだということを紹介する。 
・教科書を参考に身近な植物の汁でも酸性・アルカリ性・中性を調べられることに気付かせる。 
・身近な紫色の植物を想起させる。 

・ 卵の空きパックを反応板として利用し、液の色の比較がしやすいようにする。 
・ 同じ酸性の水溶液でも炭酸水と薄い塩酸では色が異なることに着目させ、酸性やアル

カリ性に強さがあることに気付かせる。 

・ 第６サイクルで、身の回りの水溶液などを仲間分けすることを伝え、何を用いて調べるのがよ

いか考えさせるようにする。 

（準備物）植物（ムラサキキャベツ、サルビアの花等）、紅茶、ぶどうジュース、薄い塩酸、炭酸水、食塩水、石灰水、薄い水酸化ナトリウム水溶液、駒込ピペット、卵の空きパック、実験用ガスコンロ 
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第６学年 理科 ヒトや動物の体  計９時間 
 単元目標 

・ヒト及び他の動物の体のつくりや働きについて関心をもって調べ、生命を尊重しようとする。（関心・意欲・態度） 
・ヒト及び他の動物の、呼吸、消化、排出及び循環の働きについて調べ、それらを関連付けて考えることができる。（思考） 
・ヒト及び他の動物を観察したり資料を活用したりして、体の内部のつくりや働きを多面的に追究することができる。（技能・表現） 
・ヒト及び他の動物の、呼吸、消化、排出及び循環の働きが分かる。（知識・理解） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問題解決

過程 
つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習の 

ポイント 

・ヒトの呼吸について振り返り、その他

の動物の呼吸に興味をもつ。 
・ヒト以外の動物の呼吸の仕方を予想す

る。 
・それぞれの動物の呼吸の仕方につい

て調べる。 
 

・調べた結果を発表し合い、呼吸の

仕方による仲間分けについて話し

合う。 

指導上の

留意点 

 

・人体模型を提示し、体内に取り入れ
られた空気の流れについて視覚的に

確認させ、他の動物の呼吸の仕方に

ついて関心をもたせる。 
 

・児童になじみのある動物（イヌ、メ
ダカ、カエル等）を提示する。 

・生息場所や体の形状等を手掛かりに、

ヒトの呼吸の仕方と似ている動物と
似ていない動物を予想させ、どのよ

うに呼吸をするか見通しをもって調

べられるようにする。 

・参考となり得る図書やインターネッ
ト上の情報を事前に用意しておく。 

・呼吸の仕組みだけでなく、同じ種類

にどのような動物がいるかについ
ても調べるよう助言する 

・主に肺で呼吸する動物や、主にえ
らで呼吸する動物がいることに

気付かせるとともに、どの動物も

酸素を取り入れて二酸化炭素を
出すという共通点があることに

気付かせる。 

 

問題解決 第１サイクル   実験により、吸う空気と吐く息との違いを調べ、ヒトの呼吸の働きについて理解する。（２時間） 問題解決 第２サイクル  ヒトと比較しながら、いろいろな動物の呼吸の仕方について調べ、違いや共通点を理解する。（１時間） 

実生活と教科の内容を関連付ける学習 （問題解決 第３サイクル）  かむことによる食物の変化を観察や実験によって確かめ、だ液のはたらきについて理解する。  （３時間） 

問題解決過程 つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習内容 

１ 経験や知識をもとに、食物が便となって排出されるまでに、

体内のどの器官でどのように変化していくのかについて話し
合う。 

２ ご飯をよくかんで、口の中で変化する様子を感じ取り、その変化をどのよう

な実験で確かめるとよいか考える。 
３ 口の中でのご飯の変化について、でんぷんの液とヨウ素液を用いて調べる ４ でんぷんを含む食品について調べ、日常の食事でどのようなことに

気を付ければよいか考える。 

指導上の留意点 

・子どもから出された器官の名前をカードに書き、食物が通る

順番に並べて、口から肛門までが一本の管になっているイメ
ージをもたせるようにする。 
・口でそしゃくされた食物や便の様子等から想起させるように

し、どうしてそのように変化するのか、その理由についても
考えさせるようにする。 

・ご飯を口に入れる前に、五感をしっかり働かせること、この観察では特に口

の中の食感や味覚、嗅覚が大切であることを確認する。 
・目をつぶることで口の中の様子の変化により集中できることを助言する。 
・約40回そしゃくさせると、味の変化に気付くことができる。 
・味が変化したことから、形状の変化だけではなく、でんぷんが何か別のもの
に変わったのではないかという仮説を引き出し、だ液をでんぷんの液に加え

て、ヨウ素液の反応を調べる実験へと導く。 
・湯で温めるなど、体内とよく似た条件にするにはどのような工夫が必要か考  
えさせるようにする。 

・条件統制を意識付けるために、だ液を加えず、湯で温めただけのでんぷんの

液もヨウ素液を加えて確かめなくてはいけないことを強調する。 

・湯の取り扱いに注意させる。 
 
・だ液を加えた方のカップが、だれが見ても分かるように、ラベルを付けて明示させる。 
 
・ヨウ素液の色の変化とでんぷんの変化を結び付けて結果を考察するよう助言する。 
  ヨウ素液が青紫色に変化した → でんぷんは変化しなかった 
  ヨウ素液が変色しなかった  → でんぷんは別のものに変化した 

・だ液によってでんぷんが別のものに変化する理由を予想させた上で

「消化」という言葉について説明する。 
・ご飯のほかにでんぷんが多く含まれている食品を調べ、どのようなこ

とに気を付けて食べればよいか考えさせるようにする。 

 

問題解決

過程 
つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習の 

ポイント 

・ヒトは生きていくために、

どんなものを体内に取り

入れているか考える。 

・呼吸の働きを理解するために、吸

う空気と吐く息の違いに着目し、

その調べ方を考える。 

・吸う空気と吐く息の成分

の違いを石灰水や気体検

知管を用いて調べる。 
 

・実験結果から、ヒトは呼吸によって酸素を取り

入れ、二酸化炭素を出していることを理解する。 

指導上の

留意点 

 

・ヒトは常に呼吸をし、体内

に空気を取り入れたり、息
を吐き出したりしている

ことに気付かせる。 

・手に息を吹きかけ、違いに気付  
かせる。 
・前単元で学習した空気の成分に

ついて想起させ、成分の違いを

調べる実験を計画させる。 

・ポリエチレンの袋に集める

際には、吐いた息を吸わな
いように事前に注意する。 

・ポリエチレンの袋の内側が曇ったことに着目さ

せ、吐く息には水蒸気も多く含まれていること
に気付かせるようにする。 
・木や紙が燃えた時の空気の変化と比較し、似て

いることに気付かせる。 
 

 

問題解決 第４サイクル   食物は、消化管を通る間に消化され、養分が吸収されることが分かる。（１時間） 

問題解決

過程 
つかむ 見通す 追求する まとめる 

学習の 

ポイント 

・前時に学習した、だ液に

よるでんぷんの消化に

ついて振り返る。 

・だ液以外に食物を消化させる液がな

いか考えるとともに、養分はどこでど

のように吸収されるか予想する。 

・消化管を通るときの、食物の変化の様子につ

いてビデオを視聴して調べる。 
 

・分かったことを発表し合い、消化や吸

収についてまとめる。 

指導上の

留意点 

 

・口の中で、だ液によって
でんぷんが体内に吸収さ

れやすいものに変化した

ことを確認する。 

・人体模型を提示し、体内に取り入れ
られた食物の通り道について視覚的

に確認できるようにする 
・家庭科の学習等における、食品につ
いての学習を想起させ、予想する際

のヒントにさせる。 

・参考となり得るビデオを事前に用意してお
く。 

・視聴後、分かったことをできるだけ多く箇条

書でノートに書かせる。 

・人体模型を提示し、器官の場所や大
きさ、形などが視覚的に確認できるよ

うにする。 
・他の動物の消化管と比較し、違いや
共通点に気付かせるようにする。 

 

問題解決 第５サイクル  血液の循環について、呼吸のはたらきや消化・吸収のはたらきと関係付けて考える。（２時間） 

問題解決
過程 

つかむ・見通す 追求する まとめる 

学習の 

ポイント 

・酸素や養分を取り入れた血液が体の
中をどのように流れているか考える。 

・心臓が血液を送り出す様子について、聴診器
を使って観察する。 

 

・血液の流れや心臓のはたらきについて、図に表して
まとめる。 

指導上の

留意点 

 

・酸素や栄養を、肺や腸等から全身に運

ぶ仕組みが必要であることに気付か
せる。 
・教科書の図を参考にして、心臓が血液

を送り出していることに気付かせる
ようにする。 

・この観察では、聴覚をしっかりはたらかせるよ

う助言する。 
・耳を痛めないよう、聴音部を耳に当てていると

きは、採音部に物を当てたり触ったりしないよ

う事前に注意しておく。 

・心臓を出発点として血液の流れをたどることで、心臓

のはたらきに気付かせるようにする。 
・酸素が多い血液と二酸化炭素が多い血液とを色分け

することで、呼吸とのかかわりに気付くことができ

るようにする。 

 

問題解決過程を習得させるための手だて  

・実生活との関連を図ることで、これまでの経験や自分なりにもっている見方や考え方を根拠として問題解決の見通しがもてるようにする。（つかむ・見通す） 

・視覚だけでなく、触覚、味覚、聴覚、嗅覚もしっかり働かせて観察させることで、問題解決していくための技能を高めるようにする。（見通す・追求する） 

・問題解決過程で身に付けた見方や考え方で実生活を振り返らせることで、普段の生活の中でも科学的な視点で物事を見ることができるようにする。（まとめる） 
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計６時間第６学年 理科 植物のからだのはたらき

単元目標

・植物のからだのつくりを進んで調べ、身の回りの植物にも興味をもつ （関心・意欲・態度）。

・日光と光合成の関係を、条件を制御しながら実験することができる （技能・科学的な思考）。

・植物は葉に日光が当たると、自分ででんぷんをつくることを理解する （知識・理解）。

インゲンマメが水と日光だけで成長した様子から問題意識をもち、植物の問題解決 第１サイクル

（２時間）葉ででんぷんがつくられていることを理解する。

問題解決
つかむ 見通す 追求する まとめる

過程

・種から育てた植物が水と日 ・予想を確かめる ・ジャガイモを ・実験結果を話し合うことに

光だけで成長する様子を振 ための実験計画 用い、計画に より、光合成についてまと

り返り、問題意識をもつ。 を立てる。 基づいて実験 める。学習の

・日なたの方がよく育つこ ・アルコール脱 をする。 ・ジャガイモは葉ででんポイント

と 色法 ぷんをつくっていること

・植物がでんぷんをつくっ ・たたき染め法 ・日光がでんぷんの生成

ていること に必要であること

・１ヵ月前から植物を種から ・でんぷんの検出 ・アルコールを ・まとめのヒントとなるキー

育て、毎日重さを記録した 方法と留意点に 直接熱しない ワードを提示することによ指導上の

ものを示して、植物の成長 ついては、事前 ように注意す り、学習の連続性を図る。留意点

の不思議さを実感させる。 に指導しておく る。。

問題解決過程を習得させるための手だて

・ 児童の好奇心を高める事象(意外性のあるもの・身近なもの)を提示することにより、児童の知的好奇心を学習意欲へと転化させる。(つかむ)

・ 授業を複線化することにより、児童一人ひとりの思考の流れを尊重し、主体的な学習者としての態度を育てる。(見通す・追求する)

・ 「まとめる」の段階で分かったことだけをまとめるのではなく 「次は～してみたい 「～なら～だろう」などのキーワードを使ってノートをまとめさせることにより、学習の連続性を図る。、 」、

(まとめる)

実生活と教科の内容を関連付ける学習（問題解決 第３サイクル）

（２時間）食品中のでんぷんを、ヨウ素液を使って調べ、人間の栄養摂取が、植物に多く依存していることを知る。

問題解決
つかむ 見通す 追求する まとめる

過程

１ 普段、自分たちが食べている物を想起する。 ３ 確かめたい食品を決め、調べ方を考える。 ４ 持参した食品を、ヨウ素液で調べる。 ５ 多くの食品にでんぷんが含まれていることを知り、自分た

・クッキーを食べるよ。 ・スナック菓子にしよう。 ・トウモロコシははっきりと反応する。 ちの食生活が植物によって支えられていることをまとめる。

・今朝、サラダを食べた。 ・バナナで試してみよう。 ・サクランボの種を割って調べたいな。 ・加工食品にもでんぷんが多いね。

・みそ汁の中の豆腐が好きだよ。 ・キャベツみたいな野菜はどうかなあ。 ・お菓子はすりつぶしてから、ヨウ素液をか ・豆やトウモロコシみたいに、種にでんぷんが多いよ。

・お菓子の箱の裏に 「でんぷん」と書いてあっ けてみよう。 ・サクランボの果肉にはないけど、中の種にはでんぷんがあ、
２ でんぷんが含まれていそうな食品を予想し、確か た気がする。 るかも。学習内容

めようとする意欲をもつ。 ・ヨウ素液で調べるといいね。 ・肉にはでんぷんがないけど、牛も植物を食べて生きている

・パンは小麦粉だから、でんぷんがあるかな。 から、やっぱり植物が必要だよ。

・おもちは米からできているから、でんぷんがきっ

とあるよ。

・果物はどうかな。植物だけど・・・？

・実生活を振り返る場を設け、学習内容との関連を意 ・まとめの段階で学習をより深めるために、事前 ・学習を複線化し、一人ひとりが調べたい食材 ・葉物野菜等、でんぷんを直接検出できないものも、光合成に

識させる。 に児童の調べたい食品を把握しておき、多くの で検証することにより、児童の問題解決意識 よって成長していることをおさえることにより、自分たちの

種類を幅広く調べられるようにする。典型的な を高める。 食生活が植物の光合成によって支えられていることをおさえ指導上の

・根拠をもって予想できるよう支援する。 食品や、意外性のある食品等を教師が準備して る。留意点

おく。 （準備物）食品（児童が持参する 、ろ紙、）

ヨウ素液、乳ばち、ペンチ、はさみ

問題解決
つかむ 見通す 追求する まとめる

過程

・ジャガイモ以外の植 ・身近な植物を決 ・身近な植物の葉を採 ・結果を報告し合うことに

物も光合成を行って めて、光合成を行 取し、ジャガイモ以 より、身近な植物も光合

いるのだろうかとい っているか予想 外の植物が光合成を 成を行っていることをま学習の

う問題意識をもつ。 し、話し合う。 行っているかを確か とめる。ポイント

める。 ・多くの植物が光合成を

行っていること

・インゲンマメや米に ・校庭の植物を想 ・学習を複線化し、一 ・学習の対象を身近な植物

もでんぷんが含まれ 起させることによ 人ひとりが調べたい に広げることにより、植

ていることを想起し り、より多くの植 植物の葉で検証する 物の光合成について、よ指導上の 、

多くの植物が光合成 物で検証できるよ ことにより、児童の り普遍的な理解を図る。留意点

を行っている可能性 うにする。 問題解決意識を高め

を示唆する。 る。

身近な植物で光合成を調べることにより、ジャガイモ以外の植物も葉ででん問題解決 第２サイクル

（２時間）ぷんをつくっていることを理解する。
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計12時間第６学年 理科 電流のはたらき

単元目標

・電磁石の性質を進んで調べ、学習内容を生かしたものづくりをする （関心・意欲・態度）。

・電磁石の性質を永久磁石と比較しながら調べたり、電磁石の強さに影響する要因を予想・検証したりすることができる （技能・科学的な思考）。

・導線に電流を流すと磁界が発生することと、その働きを利用した電磁石の性質について理解する （知識・理解）。

導線に電流を流すとその周囲に磁界が発生すること問題解決 第１サイクル

（２時間）に気付き、電磁石の原理を理解する。

実生活と教科の内容を関連付ける学習（問題解決 第５サイクル）

（４時間）実生活の中で電磁石が利用されていることを知り、学習内容を生かしたものづくりをする。

電磁石の性質を永久磁石と比較しながら調べることに問題解決 第２サイクル

（２時間）より、電磁石の極は電流の向きによって変化することを理解する。

電磁石の強さに関係すると予想される要因を実験によっ問題解決 第３サイクル

（２時間）て確かめ、電流の強さやコイルの巻き数が関係していることを理解する。

問題解決
つかむ 見通す 追求する まとめる

過程

・電磁石の性質 ・予想を確かめるた ・実験計画に基 ・実験結果を話

について永久 めの実験計画を立 づいて、電磁 し合うことに

磁石との比較 てる。 石の性質を調 より、電磁石学習の

によって問題 ・極性について べる。 の性質についポイント

意識をもち、 ・引きつけるもの てまとめる。

その性質を予 と引きつける場

想する。 所について

・電流の向きと極

について 等

・永久磁石の性 ・予想に応じて個別に計画した実験に ・永久磁石と電

質を想起させ 取り組ませ、学習を複線化すること 磁石の類似点

る こ と に よ によって、一人ひとりが問題を解決 と相違点を比指導上の

り、比較しな するという意識を高める。 較しながらま留意点

がらより具体 ・永久磁石での実験方法を想起させる とめることに

的に問題意識 ことにより、電磁石の性質を追求す より、電磁石

をもたせる。 る手掛かりとする。 の特性を明ら

かにする。

問題解決
つかむ・見通す 追求する まとめる

過程

・電磁石に引き寄せられ ・エナメル線の周囲に磁 ・電磁石の仕組みに

る鉄釘の様子を観察す 界が発生することや、 ついてまとめ、コ

ることにより、磁界の エナメル線をコイル状 イルに電流を流す学習の

存在に気付き、電磁石 にしたり、その中に鉄 と鉄芯が磁化さポイント

に対する学習意欲をも 芯を入れたりすること れ、永久磁石に似

つ。 で磁力が強くなること た働きをすること

を、自由に実験するこ を理解する。

とによって確かめる。

・電磁石をブラックボッ ・最初にエナメル線と乾 ・エナメル線の長さ

クスの中に入れ、エナ 電池だけを渡して実験 や電池の数等、実

メル線の端と乾電池だ させることで、電流が 験条件を限定する指導上の

けが見えるようにして 磁界を作っていること ことにより、第２留意点

提示することにより、 をはっきりとつかませ サイクルへの意欲

電流と磁界発生の関係 る。 を高める。

に気付かせ、児童の電 ・エナメル線が発熱する

磁石に対する好奇心を ことを伝え、安全に実

喚起する。 験できるようにする。

問題解決
つかむ 見通す 追求する まとめる

過程

・強力電磁石を見 ・予想を確かめる ・実験計画 ・実験結果を話し

、ることで、より ための実験計画 に基づい 合うことにより

強力な電磁石を を立てる。 て、磁力 磁力に影響する学習の

作りたいという ・エナメル線の に影響す 要因についてまポイント

意欲をもち、磁 巻き数につい る要因を とめる。

。力に関係する要 て 追求する

因を予想する。 ・電流の強さに

ついて 等

・電池 個で強い ・予想に応じて個別に計画した ・実験結果を報告1
磁力をもつ強力 実験に取り組ませ、学習を複 し合うことによ

電磁石 を提示 線化することで、児童の問題 り、実験を行う指導上の

し、その意外性 解決意識を高める。 ことができなか留意点

を追求の意欲に ・条件統制に留意して実験計画 った要因につい

。転化させる。 を立てるように助言する。 ても理解を図る

・反証実験も尊重

する。

問題解決
つかむ・見通す 追求する まとめる

過程

１ 電磁石が何に利用されているか考える。 ４ ものづくりの計画を立てる。 ７ 自分の作品を発表し、みんなで使ってみる。

・どこだろう？ なかなか思いつかないなあ。 ・何を作ろうかな？ ・電磁石って不思議だな。

・筆箱に付いているのは電磁石ではなくて、普通の ・野球盤、釣りゲーム、扇風機・・・を作ろう。 ・電磁石のおもちゃは楽しいな。

磁石かな？ ・材料は何が必要かな？ ・野球盤は、電磁石の使い方をよく工夫しているな。

・電気を使うから電気製品の中かな？ ５ ものづくりの計画を発表する。 ・もっと強い電磁石にしたらよくなると思うよ。

２ 電化製品を分解して調べる。 ・ぼくは～を作ります。材料は～です。 ８ ｢電磁石館｣を開いて、全校の友達を招待する。学習内容

・モーターのところにコイルがあるよ。 ・コイルの巻き数を増やして、電磁石の力を強く ・みんなに喜んでもらえるといいな。

・電磁石と普通の磁石が組み合わさっているよ。 したところがいいと思います。 ・遊び方や仕組みをどうやって説明しよう。

３ モーターが使われているものを予想する。 ・乾電池を直列につないだ方がいいと思います。 ・招待するまでに、～を改良しておこう。

・ラジカセにもモーターがあるありそうだな。 ６ 計画に基づいてものづくりをする。

・身の回りにたくさん利用されているんだね。 ・友達の意見も参考にして作るぞ。

・様々な電化製品を用意しておくことにより、日常生 ・学習した電磁石の性質を生かしながら計画を立て ・電磁石が生活において利用されていることを再確認す

活に電磁石が深くかかわっていることを実感させ るようにする。 ることにより、学習と実生活との関連性を高めるとと

、 。指導上の る。 ・電磁石の活用方法やアイデアを｢説明書｣に表現さ もに 学習内容を実生活で生かそうとする態度を養う

・自転車のダイナモを例にとって演示実験することに せることにより、電磁石に関する概念やアイデア ・作品を友達に紹介する活動を通して、電磁石の概念を留意点

より、運動エネルギーが電気エネルギーへと変換さ を表出させる。 整理するとともに、成就感を味わわせる。

れることにも触れる。 （準備物）設計図用画用紙、各種工作材料

（準備物）電化製品、工具（ドライバー等 、自転車）

問題解決
つかむ 見通す 追求する まとめる

過程

・これまでの学習 ・予想を確かめ ・実験計画に基 ・実験結果を発表

を振り返り、疑 るための実験 づいて、自分 し合うことによ

問に思うことや 計 画 を 立 て の課題を追求 り、電磁石につ学習の

確かめてみたい る。 する。 いての理解を深ポイント

ことを確認し、 める。

予想を立てる。

・第 ～第 サイ ・事前に実験方法や器具を把握す ・結果を書き込ん1 3
クルのまとめに ることにより、一人ひとりに応 だ短冊を掲示す

おいて、次に調 じた対応ができるようにする。 ることにより、

べてみたい疑問 情報交換が円滑指導上の

を記 録して お に行えるように留意点

き、本時の課題 する。

づくりに役立て ・反証実験も尊重

る。 する。

これまでの学習から生問題解決 第４サイクル（個人課題による実験）

（２時間）まれた個々の課題に取り組み、理解を深める。

問題解決過程を習得させるための手だて

・ 児童の好奇心を高める事象(意外性のあるもの)を提示することにより、児童の知的好奇心を学習意欲へと転化させる。(つかむ)

・ 学習を複線化することにより、児童一人ひとりの思考の流れを尊重し、主体的な学習者としての態度を育てる。(見通す・追求する)

・ 「まとめる」の段階で分かったことだけをまとめるのではなく、新たな疑問や課題にも目を向けさせることにより、学習の連続性を図る。(まとめる)
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２ 今後の課題

学習内容を実生活で活用する力の育成は、短期間の指導で直ちにその効果が現れるような性格

のものではない。教師が常に意識し、長期的な見通しに立って指導することが必要である。また

教師は、学習内容、児童の実態、時間の制約等を勘案し、効果的な指導方法を柔軟に工夫してい

かなくてはならない。本研究は多くの例を示しながら、活用する力を育成する方法を提案した。

すべての教師がこのような授業を、より日常的に展開できるようにするため、今回作成した単元

指導計画の利用を呼び掛けるとともに、その実践結果を踏まえて、指導計画の改善、拡充を図っ

ていきたい。
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