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生きた知識が身に付く小学校理科学習モデルの構築 

－問い直しによって、気付いて学ぶ活動と学習した内容を結ぶ提案－ 

 

下松市立花岡小学校 教諭 濵田 篤司 

１ 研究の意図 

  (1) 研究の背景 

   やまぐち総合教育支援センター（2017）は、山

口県の小・中学校の理科教育において、活用する

力を支える基礎的な知識を学ぶ場面に課題がある

と捉え、子どもたちが授業を構成する各活動で学

習内容を分かって使える「生きた知識」として身

に付けることを目標とした「気付いて学ぶ活動」

を提案した（図１）。昨年度の研究で明らかとな

ったのは既有の知識や経験をそのとき取り組む問

題にあてはめ、やってみて、知識をつかむことに

よって、理由や根拠まで納得して学ぶ深い学びが

生まれ、分かって使える「生きた知識」を身に付けられることである。一方、課題として次の

２点が挙げられた。１点目は、気付いて学ぶ活動を生かして、知識の定着に向けた効果的な振

り返りの手法を提案することである。２点目は、気付いて学ぶ活動が１時間の授業で導き出し

た結論（学習した内容）とのつながりが捉えにくい場合の対応策を考えることである。 

  (2) 研究テーマ設定の理由 

   昨年度、原籍校で理科専科を担当していた。その授業の終わりに、導き出した結論である学

習した内容を復唱させる活動を行っていた。この活動を行うことによって、結論として導き出

した学習した内容そのものを覚えることはでき、単元末テストでは知識の定着が見られる結果

となっていたが、授業とは問い方の異なるやまぐち学習支援プログラム等の問題に対しては正

答率が県平均を下回る結果となった。これは授業の終わりに、学びの道筋に目を向けさせるの

ではなく、課題に対する答えだけに目を向けさせていたことが原因であると考えた。前述した

効果的な振り返りの手法を提案することは私自身の課題でもあると認識した。 

   山口県教育委員会の「授業づくりと評価の手引き」（2016）には、振り返りの時間は何が分

かったのか・できるようになったのかを整理して実感する時間であることが述べられている。

また、和栗（2010） は、振り返りを用いるのであれば、当該科目の学習目標達成を意図した

振り返りデザインが必要であること、及び、より効果的な振り返りを促すための仕掛けが必要

となることを述べている。こうして、気付いて学ぶ活動を設定した授業の中に、振り返り活動

をどのように位置付け、どのような手立てを講じるかを考える必要性を感じた。 

   そこで、気付いて学ぶ活動を取り入れた授業の振り返りの中で、導き出した結論を教員が子

どもと、もう一度確認し、その理由や根拠を「問い直す」という手立てを講じることを考えた。

気付いて学ぶ活動で理由や根拠まで納得して学ぶため、１時間の授業の結論として得た学習し

た内容を問い直すことで、子どもは気付いて学ぶ活動で身に付けた知識に目を向けることとな

る。その結果、子どもは気付いて学ぶ活動で身に付けた知識を、１時間を通して結論として得

た学習した内容を導き出した理由や根拠として結び付けることができ、学習した内容も納得し

図１ 気付いて学ぶ活動のモデル 
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て理解することができると考えた。同時に、子どもは１時間の授業で導き出した結論である学

習した内容から本時の学びをたどり、気付いて学ぶ活動でつかんだ知識を問題解決の過程に位

置付けることができると考えた。 

  (3) 研究の仮説 

   以上のことから研究仮説を「気付いて学ぶ活動を取り入れた授業の最後に、導き出した結論

をもう一度おさえ、その理由や根拠を問い直すことで、子ども一人ひとりが学びをたどり、気

付いて学ぶ活動でつかんだ知識と学習した内容を結び付け、生きた知識をゆるぎないものにす

ることができる」とした。 

 

２ 研究の内容 

  (1) 子どもたちが生きた知識をゆるぎないものにしている状態とは 

   本研究では、「気付いて学ぶ活動で身に付けた知識を、結論として得た学習した内容を導き

出した理由や根拠としており、学習した内容を分かって使える生きた知識として身に付けてい

る」状態を子どもたちが生きた知識をゆるぎないものにしていると考えた。 

  (2) 生きた知識をゆるぎないものにするために 

   気付いて学ぶ活動を学習した内容を導き出すた

めの理由や根拠となるように授業を組み立てるこ

ととした。その中で、子どもが学びをたどり、気

付いて学ぶ活動で身に付けた知識を、学習した内

容を導き出した理由や根拠として再度確認できる

よう問い直しを設定した（図２）。 

   気付いて学ぶ活動における教員の主な働きかけ

は問いかけであり、この問いかけによって、子ど

もたちは課題に対して使えそうな知識を選ぶこと

となる。それに対して、振り返り活動の教員の主な働きかけは問い直しである。この問い直し

によって、子どもたちが、本時の学びをたどり学習した内容を導き出した理由や根拠を探すこ

とが、気付いて学ぶ活動で身に付けた知識と学習した内容を結び付けることとなる。 

  (3) 気付いて学ぶ活動と学習した内容の関係を考慮した問い直しの工夫 

   気付いて学ぶ活動で扱う内容は18項目ある（表１）。本研究で対象としているのは「観察・

実験の前から操作中にかけて」及び「観察・実験の後に」行う13項目である。 

 

   気付いて学ぶ活動のうち、学習した内容と関係が捉えにくいものは、観察・実験の前から操

作中にかけて行う「操作の意図を捉える」及び「適切な実験器具を選んで正しく使う」である

と考えた。この２つの内容は実験計画の中の細かな内容であることがその理由である。そのた

め、この２項目を扱った授業では問い直し方を工夫することとした。残りの項目は学習した内

容を導き出した理由や根拠として直接問い直すことができると考えた。 

観察・実験の前から操作中にかけて 観察・実験の後に まとめや問題演習で 
学習内容を学びたいことへ高める 結果をわかりやすく整理する 生活との関連を考える 
課題に対して予想や仮説をもつ 結果の見方を高める 定義や法則が意味していることを深める 
観察・実験の方法を考える 別の観察、実験と関連付けて考える 問題の要旨を捉え方針を立てる 
操作の意図を捉える 結果や他者の意見を基に考えを改善する 正しく伝わるように表現を工夫する 
適切な器具を選んで正しく使う 根拠をもって結論を導く 次の学びにつなげる 
条件を適切に設定する 結論を深める    
仮説に沿って結果を想定する   
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  図２ 本研究で提案する学習モデル 

  表１ 気付いて学ぶ活動一覧 
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  (4) 仮説の検証方法について 

   気付いて学ぶ活動を設定し、問い直しを行った授業の振り返りの記述に気付いて学ぶ活動で

身に付けた知識がどのように表現されているかを見ることで、子どもたちが気付いて学ぶ活動

と学習した内容を結び付け、問題解決の過程に位置付けたかどうかを判断することとした。ま

た、授業とは問い方の異なる問題や学習した内容を他の文脈に当てはめて考える問題を実施し

分析することで、学習した内容が分かって使える生きた知識となったかどうかを判断すること

とした。 

 (5) 授業実践 

   原籍校第６学年３組（29人）、４組（27人）を対象に、２単元において授業実践を行った。

「ヒトや動物の体」を授業実践１（６月）として、「水よう液の性質」を授業実践２（９月～

10月）として取り組んだ。 

  ア 授業実践１「ヒトや動物の体」 

   (ｱ) 単元構成における気付いて学ぶ活動と振り返り活動 

     「ヒトや動物の体」（啓林館）のうち、実践した授業の単元構成及びその中で実践した

気付いて学ぶ活動と振り返り活動を表２に示す。 

 

 

次 時 学習した内容 
気付いて学ぶ活動 振り返り活動 

問いかけ えらぶ つかむ 問い直し 

１ 

１ 

だ液の働きによ
って、食べ物は
口の中から別の
ものに変わる 
関 思 技 知 

操作の意図を捉える 
40℃の湯に浮かべるの
はなぜか 

口の中は温かい 
平熱の温度 
覆いや冷蔵庫を使
い、実験したこと 

口の中の温度に近
付けるために40℃
の湯を使うこと 

 

口の中と言え
るようにする
ために、どん
な工夫をした
か 

２ 

口と胃、小腸で
消化し、小腸と
大腸で吸収する 
関 思 技 知 

結果の見方を高める 
小腸と大腸で似ている
ところはないか 

突起があると引っ
掛かりが多いこと 
突起があると接触
面が広くなること 

接触する面積を大
きくして効率よく
吸収していること 

 

小腸や大腸の
どんなところ
が吸収するの
にぴったりか 

２ 

１ 

ヒトは酸素を取
り入れ二酸化炭
素を排出する 
 
関 思 技 知 

適切な実験器具を選んで正しく使う  
何を使えば確かめられ
るか 

燃焼実験 
気体検知管や石灰
水を使った実験 

酸素と二酸化炭素
の両者を測定でき
る実験器具を使わ
なれば課題が解決
できないこと 

酸素も二酸化
炭素も調べる
ことができた
のはなぜか 

２ 

肺やえらで酸素
と二酸化炭素を
交換する 
関 思 技 知 

別の観察・実験と関連付けて考える  
肺胞のつくりと似てい
るものはないか 

小腸の表面の様子 
肺胞の映像資料 

肺も小腸と同様に
表面積が大きくな
るつくりになって
いること 

肺のどんなと
ころが呼吸を
するのにぴっ
たりだったか 

３ 

１ 

心臓は血液を全
身に送り出し、
血液は酸素や養
分を運ぶ 
 
関 思 技 知 

仮説に沿って結果を想定する  
運動をすると心臓の動
きはどうなるか 

血液中に含まれて
いるもの 
運動後、呼吸が多
くなること 
運動後、心臓が速
く動くこと 

酸素を全身に送る
ために心臓は速く
動く 

体の各部に行
く血液と肺に
行く血液の性
質が違うのは
なぜか 

２ 

腎臓は血液中の
不要なものと水
分を尿として体
外に排出する 
 
関 思 技 知 

課題に対して予想や仮説をもつ  
体の中にどんな働きを
するところがあればよ
いのか 

浄水場やクリーン
センターを見学し
た経験 
掃除機の中の袋を
交換した経験 
ろ過の実験 

血液の中から不要
なものを取り出す
には、◯◯に似
た働きをするもの
が体内にあるだろ
うという予想 

予想したもの
と腎臓で似て
いるところは
どこか 

(ｲ) 第１次第１時「操作の意図を捉える」内容を扱った授業の実際 

     本時の気付いて学ぶ活動は、40℃の湯に浮かべるという操作は口の中の環境に近付ける

ために必要な操作であることを理解して実験を実行することができるように設定した。本

時の流れを表３に示す。 

表２ 「ヒトや動物の体」の単元構成 
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本時の課題 食べ物は口の中から変わるのだろうか。 

気付いて学ぶ
活動前の流れ 

・食べ物を口の中に入れ、かんで小さくすること、かむとだ液が出てきて食べ物と混
ざることを確認した。子どもは食べ物がだ液と混ざると、食べ物は変化するのかと
いう疑問をもった。 

・ごはんにヨウ素液をかけ、ご飯の中にでんぷんが含まれていることを確認した。 
・実験方法を説明した。この実験では、だ液とでんぷんを加えたろ紙と水とでんぷん
を加えたろ紙をアルミホイルカップに入れて、それらを保温性のある容器の中に入
れた 40℃の湯に浮かべてしばらく置き、両者にヨウ素液を加えてヨウ素液とでんぷ
んの反応を比較する方法でだ液の働きを調べる。 

気付いて学ぶ
活動 

【きっかけとなる問いかけ】40℃の湯に浮かべるのはなぜか。 
【つかんだ知識】口の中の温度に近付けるため、40℃の湯に浮かべる。 

気付いて学ぶ
活動後の流れ 

・温度を確認しながら実験装置を設置した。 
・待っている間に、ヨウ素液が黄色のままなら、でんぷんが別のものに変わったと言
えること、青紫色になれば、でんぷんは変わらないことを確認した。 

・ヨウ素液をそれぞれのアルミカップのろ紙にかけ、その結果をまとめた。  

学習した内容 食べ物は、だ液の働きによって、口の中から別のものに変わり始める。  

振り返り活動 【問い直し】口の中と言えるようにするためにどんな工夫をしたか。 

     表３の実験方法の説明に登場する湯の温度に着目させ、「40℃の湯に浮かべるのはなぜ

か」と問いかけ、気付いて学ぶ活動を始めることとした。子どもたちは「口の中の温度と

一緒」「ヒトの体温と一緒」と意見を出したため、「今日調べたいのはどっち」と尋ねた

ところ「口の中」と答えたので、「口の中の温度に近付けるため」を気付いて学ぶ活動の

まとめとした。 

      振り返り活動では学習した内容をおさえ、その中の「別のものに変わること」は実験結

果から分かるが、「口の中」とつながっている部分が不明なことを確認し、「口の中と言

えるようにするためにどんな工夫をしたか」と問い直した。子どもたちは問い直しに対す

る答えをノートに記述した。主な振り返りの記述例とその人数を表４に示す。 
 

表４ 振り返りの記述例と人数 

振り返りの記述例（下線部は気付いて学ぶ活動で身に付けた知識） 人数（56 人中） 

① ヒトの口の中の温度に近付けるために、40℃の湯に浮かべた。 44 人 

② 40℃のお湯に浮かべた。 12 人 

     ①は操作の意図と実験方法が、②は実験方法のみが表現されている。問い直しを行った

ことで、子どもたちの多くが学習した内容を導き出した根拠として気付いて学ぶ活動の内

容を想起できるという結果となった。 

   (ｳ) 第１次第２時「結果の見方を高める」内容を扱った授業の実際 

          本時の気付いて学ぶ活動は、調べたことを細かく分析して臓器の働きとつくりの関係を

捉えて理解することができるよう設定した。本時の流れを表５に示す。 

表５ 第１次第２時の授業の流れ 
本時の課題 食べ物はどこで消化、吸収され、どこへいくのか。 

気付いて学ぶ
活動前の流れ 

・だ液の実験ででんぷんが別のものに変わったことを復習した。 

・消化や吸収等の用語とその意味を伝えた。 

・本時の課題である「食べ物は消化管のどこで消化、吸収し吸収された養分はどこへ
いくのか」を提示した。 

・課題に対して教科書を使って調べたことを、人体模型でそれぞれの消化器を確認し

ながらまとめた。 

・消化をする口と胃の共通点を確認した。 

気付いて学ぶ
活動 

【きっかけとなる問いかけ】小腸と大腸で似ているところはないか 
【つかんだ知識】突起があることで、接触面積が大きくなったり、ひっかかかりが多

くなったりして効率よく吸収すること 
気付いて学ぶ
活動後の流れ 

消化、吸収をする臓器とその特徴をまとめ、学習した内容を再度確認した。 

学習した内容 口や胃、小腸で主に消化し、小腸と大腸で吸収し、肝臓に養分を蓄える。 

振り返り活動 【問い直し】小腸、大腸のどんなところが吸収するのにぴったりだったか。 

表３ 第１次第１時の授業の流れ 
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      「小腸と大腸で似ているところはないか」と問いかけ、気

付いて学ぶ活動を始めた。子どもたちは、問いかけに対して

「長い」「くねくねしている」「うにょうにょしている」と

答えた。うにょうにょとは、突起があることを指す。長いも

のがくねくねしているのは、たたまれることによって体内に

入っていることを伝え、価値付けた。「うにょうにょしてい

る（突起があること）」に対してはモデルを用いて、突起がある場合とない場合の違いに

ついて考えさせた（図３）。子どもたちが考えた、突起がある方は接触が多く、ひっかか

りがあってゆっくり進み、効率よく吸収できることを気付いて学ぶ活動のまとめとした。 

     振り返り活動で「小腸、大腸のどんなところが吸収されるのにぴったりだったか」と問

い直した。本時は、関係が捉えやすい内容を扱ったが、学習した内容が多くあったので、

吸収にしぼって、問い直した。主な振り返りの記述とその人数を表６に示す。 

                  表６ 振り返りの記述例と人数 

振り返りの記述例（下線部は気付いて学ぶ活動で身に付けた知識） 人数（56 人中） 

① 突起があることで動きがゆっくりになり、たくさんひっかかる。 ９人 

② 小腸や大腸の突起は接触が多くなるから。 32人 

③ ひだがあることで吸収しやすくなる。 15人 

     上の表の①～③は次のことを表している。①突起があることによって、食べ物がゆっく

り動くこと、②小腸、大腸と食べ物と接触が多くなることを表現しているが、③はひだと

吸収の関係が表現できていない。①及び②が気付いて学ぶ活動の内容である。問い直しに

よって、子どもたちの多くが気付いて学ぶ活動で考えたことを振り返りの記述に表現する

結果となった。 

  イ 授業実践２「水よう液の性質」 

   (ｱ) 単元構成における気付いて学ぶ活動と振り返り活動 

     「水よう液の性質」（啓林館）のうち、実践した授業の単元構成及びその中で実践した

気付いて学ぶ活動と振り返り活動を表７に示す。 

 

次 時 学習した内容 
気付いて学ぶ活動 振り返り活動 

問いかけ えらぶ つかむ 問い直し 

１ 
１ 
・ 
２ 

水溶液は酸性、
中性、アルカリ
性の３種類に仲
間分けできる 
関 思 技 知 

根拠をもって結論を導く  
リトマス紙を使って、どんな
ことが分かったか 

リトマス紙に水溶液
を付けて変化を調べ
る実験 

リトマス紙は赤→
青、青→赤、変化
なしの３種類の結
果が得られること 

どうして３種
類に分類でき
たのか 

２ 
１ 
・ 
２ 

炭酸水に溶けて
いるのは二酸化
炭素であること 
関 思 技 知 

適切な実験器具を選択する  
酸素か二酸化炭素が溶けてい
るなら何を使えば調べること
ができるか 

燃焼実験 
気体検知管や石灰水
を使った実験 

濃度を調べる必要
はないので、ある
かないかを調べる
組み合わせで実験
する 

今日はどうして
石灰水と燃え方
の組み合わせに
したのか 

３ 

１ 

金属に塩酸を加
えると、金属は
あわを出し、そ
の後見えなくな
ること 
関 思 技 知 

結 論 を 深 め る 
５年生のときの溶け方と違う
ところはないか 

第５年「もののとけ
方」の観察 

５年の観察では、
あわを出さずに全
体に広がったが、
今回はあわが上に
行き、色もついて
ないこと 

どうしてはっ
きりしないこ
とが出てきた
のだろう 

２ 

塩酸には金属
を別のものに
変える働きが
あること 
 
 
関 思 技 知 

観察・実験の方法を考える  
最後にどの実験をすれば、手
際よく実験できるか 

水溶液の水分を飛ば
して溶質を取り出し
たこと 
金属に電気を通した
こと 
金属に磁石を近付け
たこと 

複数の実験を行う
場合は順序を考え
ることで、無駄が
省かれること 

どうしてたく
さんの証拠を
集めることが
できたのか 

表７ 「水よう液の性質」の単元構成 

図３ 本時に使った突起横並モデル 
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３ 

塩酸以外にも金
属を別のものに
変える水溶液は
あること 
 

 

関 思 技 知 

別の観察・実験と関連付けて考える 
実験結果の中に、金属が別の
ものに変わったと思われる反
応はあったか 

塩酸が鉄やアルミニ
ウムを溶かしたとき
あわを出したこと 
塩酸に溶けた金属を
取り出して調べたら
性質が変わっていた
こと 

塩酸と同じように
「あわを出して溶
けること」が、金
属が別のものに変
わった目印 

どうして塩酸
以外にも金属
を別のものに
変える水溶液
があると考え
たのか 

   (ｲ) 第２次第１・２時「適切な実験器具を選択する」内容を扱った授業の実際 

     本時の気付いて学ぶ活動は、試験管に集めた気体は何かを調べるという目的に最適な方

法や試薬を選択することに設定した。本時の流れを表８に示す。 

 

本時の課題 炭酸水に溶けている気体を調べよう。 

気付いて学ぶ
活動前の流れ 

・食塩水の水分を蒸発させたものは食塩が残るのに対して、炭酸水とうすい塩酸は水分
を蒸発させても何も残らないことから水溶液には固体が溶けているものと気体が溶け
ているものがあることを確認した。 

・「炭酸水に溶けている気体を調べよう」を本時の学習課題として提示した。子どもた
ちは酸素か二酸化炭素が溶けていると予想した。 

・実験を行う前に、炭酸水に溶けている気体を試験管に集める方法を説明した。 

気付いて学ぶ
活動 

【きっかけとなる問いかけ】酸素か二酸化炭素が溶けているなら何を使えば調べること
ができるか。 
【つかんだ知識】濃度を測定する気体検知管ではなく、あるかないかを調べる燃え方と
石灰水の組み合わせで調べる。 

気付いて学ぶ
活動後の流れ 

 気付いて学ぶ活動で選んだ組み合わせで実験を行い、石灰水が白く濁ったという結果
から学習した内容を導き出した。 

学習した内容 炭酸水には二酸化炭素が溶けている。 
振り返り活動 【問い直し】今日、気体検知管ではなく、燃え方と石灰水の組み合わせを選んだのはなぜか。 

      「酸素か二酸化炭素が溶けているなら何を使ったら調べることができるか」と問いかけ

て、気付いて学ぶ活動を始めた。多くの子どもたちが気体検知管と答えていたが、燃え方

や石灰水と答える子どももいた。子どもたちが発表した実験器具の用途を確認するために

「気体検知管は酸素や二酸化炭素の何を調べるのか」と尋ねると、「量」と答え、「燃え

方や石灰水は」と尋ねると、「酸素や二酸化炭素があるかないか」と答えた。用途を確認

したことで、子どもたちは今回の実験では量を調べる必要がないことに気付き「あるかな

いかを調べる組み合わせで調べること」を活動のまとめとした。 

      振り返り活動では、「火が消えたことと石灰水の反応のどちらの結果を見て二酸化炭素

だとわかったのか」と尋ね、この組み合わせに着目させてから「今日、気体検知管ではな

く、燃え方と石灰水を選んだのはなぜか」と問い直した。子どもたちは問い直しに対する

答えをノートに記述した。主な振り返りの記述とその人数を表９に示す。 

                  表９ 振り返りの記述例と人数 

振り返りの記述例（下線部は気付いて学ぶ活動で身に付けた知識） 人数（56 人中） 

① 気体検知管は量を調べる道具だから。今日は量を調べるんじゃなくてあるか

ないかを調べるから、火と石灰水を使った。 
27 人 

② 火は消えれば酸素はないことが分かり、入っているのは窒素か二酸化炭素だ

け入っていることが分かる。石灰水はにごれば二酸化炭素が入っていて、窒

素は何も変わらないことを学んできたから。 

11 人 

③ 火や石灰水は酸素や二酸化炭素があるかないかが分かるから。 ７人 

④ 気体検知管だと酸素や二酸化炭素の量を調べることになるから。 ３人 

⑤ 炭酸水の中が酸素じゃないかもしれないから。 ８人 

     ①は実験器具の用途だけではなく、本時の課題に合わせて実験器具の選択をしたことを

表現している。②からは気付いて学ぶ活動の内容をもとに、論理的に学びを整理している

ことを読み取ることができる。③は燃え方や石灰水で酸素や二酸化炭素の有無を調べるこ

とができることを、④は気体検知管の用途を表現している。⑤については気付いて学ぶ活

動で考えたことが表現できていない。気付いて学ぶ活動を想起できている子どもは48人と

多数を占めている。①や②のように実験器具選択の理由を答える中で、課題とのつながり

     表８ 第２次第１・２時の授業の流れ 
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や論理的な学びの整理を表現している記述も見受けられた。 

   (ｳ) 第３次第３時「別の観察・実験と関連付けて考える」内容を扱った授業の実際 

     本時の気付いて学ぶ活動は、既習事項である塩酸と金属の反応から導き出したことを水

酸化ナトリウム水溶液、及び食塩水と金属の反応に当てはめて考察することを設定した。

本時の流れを表 10 に示す。 

 

本時の課題 塩酸以外にも金属を別のものに変える水溶液があるか考えよう。 

気付いて学ぶ
活動前の流れ 

・アルカリ性の水酸化ナトリウム水溶液と中性の食塩水を使って調べることを伝えた。 
・塩酸と金属の反応と水酸化ナトリウム水溶液及び食塩水と金属の反応を比較しながら観
察した。 

・金属の様子をノートにメモしながら観察した。 

気付いて学ぶ
活動 

【きっかけとなる問いかけ】実験結果の中に金属が別のものに変わったと思われる反応は
あったか。 
【つかんだ知識】塩酸と同じようにあわを出して溶けることが金属が別のものに変わった目印 

気付いて学ぶ
活動後の流れ 

・あわを出して溶けるに注目して、結果を見直し、学習した内容を導き出した。 
・実際に金属が別のものに変わったか水酸化ナトリウム水溶液にアルミを溶かした液の水
分を蒸発させたものに電気を通す実験を教員が演示した。 

学習した内容 塩酸以外にも金属を別のものに変える水溶液はある。 

振り返り活動 
【問い直し】金属が別のものに変わったと考えたのはなぜか。（６年３組） 
【問い直し】金属が別のものに変わったと考えられるようになったのはなぜか。（６年４組） 

      子どもたちは、前時までに金属に塩酸を加えると金属はあわを出して溶けること、

その液から取り出したものは、元の金属とは性質が変わっていることを学習した。こ

れを基に、気付いて学ぶ活動で前時までの観察・実験と関連付けて考えさせることと

した。「この結果の中に、金属が別のものに変わったと思われる反応はあるか」と問

いかけて、気付いて学ぶ活動を始めた。子どもたちは、アルミニウムに水酸化ナトリ

ウム水溶液を加えた結果を、金属が別のものに変わった反応だと答えたので、「あわ

を出して溶けることと金属が別のものに変わったことがつながったのはなぜか」と尋

ねたところ、子どもたちは「塩酸は金属を別のものに変えたこと」「金属に塩酸を加

えたとき、あわを出して溶けたこと」を発表した。そのため、「あわを出して溶ける

ことが、金属が別のものに変わった目印であると考えられること」を気付いて学ぶ活

動のまとめとした。 

     振り返り活動で「どうして塩酸以外にも金属を別のものに変える水溶液があると考

えることができたのか」と問い直した。 

     この時間は、関係が捉えやすいものであるため、学習した内容を確認した後、その

理由や根拠を問い直した。主な振り返りの記述とその人数を表11に示す。 

                  表 11 振り返りの記述と人数 

振り返りの記述の例（下線部は気付いて学ぶ活動で身に付けた知識） ３組 ４組 

① 塩酸はあわが出て金属を別のものに変えるということが分かり、その時の反応が

あわを出して溶けたという反応と今回の実験のあわが出て溶けたという反応が同

じだから。 

25 人 18 人 

② 水酸化ナトリウム水溶液が塩酸と同じようにアルミをあわを出して溶かしたし、

先生のやった実験で電気を通さなかったので、違うものに変えたから。 
２人 3 人 

③ 水酸化ナトリウム水溶液のアルミを入れた方はあわもいっぱい出てきたし、アル

ミも溶けてなくなっていたから。 
２人 2 人 

④ 水溶液には塩酸などで金属を溶かして変えるから、ほかの水溶液にも同じ性質が

あるのかなと思ったから。 
０人 2 人 

⑤ 実験をしたから。塩酸と比べたから。 ０人 2 人 

     ①は前時までの実験と本時の観察を関連付けていること、②は①に加え、演示実験も学

習した内容を導き出した理由となったこと、③は気付いて学ぶ活動で注目した反応が表現

されている。④は単純な拡張を、⑤は観察の視点が表現されている。①、②及び④の内容

     表 10 第３次第３時の授業の流れ 
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に気付いて学ぶ活動について記述されていることから、気付いて学ぶ活動と学習した内容

を結び付けて、授業を終えることができていた。 

     しかし、この時間の振り返りの記述を分析すると、４組の記述は塩酸と金属の反応から

他の水溶液への拡張、塩酸の観察・実験と比較したことを表現したものもあり、３組と比

べて多岐にわたっている。この時間の問い直しを、３組では「どうして塩酸以外にも金属

を別のものに変える水溶液があると考えたのか」に対して、４組は「どうして塩酸以外に

も金属を別のものに変える水溶液があると考えられるようになったのか」と幅の広い問い

方をしたことから違いが生じたと考える。このことから、関係が捉えやすい内容であって

も、問い方によって子どもたちが想起する内容が変化することを確認できた。 

 (6) 研究の結果と考察 

  ア  振り返りの記述から窺える気付いて学ぶ活動の位置付け 

     これまで紹介した振り返りの記述には、学習した内容を導き出した理由や根拠として、気

付いて学ぶ活動でつかんだ知識が表現されていた。また、課題や予想との関連が表現されて

いることも読み取れた。これらのことから、問い直しの有用性が認められるとともに、昨年

度の気付いて学ぶ活動と学習した内容のつながりが見えにくいという課題は解決できたと考

えた。 

   イ テストから見られる気付いて学ぶ活動と問い直しを取り入れた授業の効果 

     振り返り活動で教員が問い直しを行い、子どもたちが気付いて学ぶ活動と学習した内容を

結び付け、学習した内容を生きた知識として身に付ける手立てとなったかをやまぐち学習支

援プログラム期末評価問題及び自作問題を用いて検証した。 

    (ｱ) 授業実践１「ヒトや動物の体」の知識の定着状況 

     授業実践１「ヒトや動物の体」の学習で、気付いて学ぶ活動と結び付けた学習した内容

が定着しているか、やまぐち学習支援プログラム期末評価問題を用いて検証した。 

     表12に問題とその結果を示す。 
 

表 12 やまぐち学習支援プログラム期末評価問題の要旨、対象学級の正答率と県平均の比較 

問題の要旨 正答率 県平均 

① ２本の試験管の中にそれぞれだ液とでんぷんの液、水とでんぷんの液を加え

たものを入れ、40℃の湯に付ける。それぞれにヨウ素液を加えた変化から分

かることを答える。 

59％ 54％ 

② 食べ物の通り道を順に表したものの中から正しいものを選択する。 78％ 76％ 

③ 吸収された養分が体の中のどの部分に蓄えられているか、人体模型図からそ

の臓器の名称と場所を答える。 
71％ 62％ 

     表の問題は「ヒトや動物の体」で気付いて学ぶ活動と結び付けた学習した内容に関わる

問題である。②、③については、学習した内容を直接問われる問題であるが、①について

は実際に行っただ液の実験方法とは異なる方法が示されている。直接知識を問われる問題

も実際に経験していない実験をもとに考える問題も、実施学級の方が県平均よりも高い正

答率であった。 

     同様に、自作問題を用いて他の文脈に当てはめる問題を行った。この問題は、食べ物を

吸収する臓器のつくりを想起して、植物が根で水分を取り入れるのに適切な根の形を選び、

その理由を答える問題である。根が水分を多く取り入れるためには、接触面が大きな形状

でなければならない。適切な形を選択できた割合は85％、接触面積が大きくなることを説

明できた割合は、68％と７割近くが理由まで適切に記述することができていた。この適切
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に記述できた割合を、やまぐち学習支援プログラム第６学年期末評価問題における全記述

問題の平均正答率（65％）と比較すると、山口県の平均を上回っていることが認められた。 

   (ｲ) 授業実践２「水よう液の性質」の知識の定着状況 

     この実践で学習した内容である「水溶液には酸性、中性及びアルカリ性のものがあるこ

と」「水溶液には気体が溶けているものがあること」「水溶液には金属を変化させるもの

があること」の３項目について、それぞれ理科の用語を問う基礎的な問題、質的な視点で

捉える標準的な問題、結論として得た学習した内容を他の文脈に当てはめて考える応用的

な問題の３段階のものを作成し、実施した。問題の要旨とその結果を表13、表14、表15に

示す。 
 

     表 13 「水溶液には酸性、中性及びアルカリ性のものがあること」に関する問題の要旨と正答率 

問題の要旨 正答率 

 リトマス紙の変化から酸性、中性、及びアルカリ性を答える問題（基礎的な問題） 78％ 

 水酸化ナトリウム水溶液、食塩水、塩酸の鑑定にリトマス紙が使えることを答える問題

（標準的な問題） 
63％ 

 酸性の土を嫌う植物を育てる際に、畑に石灰をまく理由を答える問題（応用的な問題） 55％ 

平均（全８問） 65％ 
   

     表 14 「水溶液には気体が溶けているものがあること」に関する問題の要旨と正答率 

問題の要旨 正答率 

 ３種類の水溶液を提示し、溶けているものは固体気体かを答える問題（基礎的な問題） 92％ 

 ペットボトルに水と二酸化炭素を入れ、二酸化炭素を早く溶かす方法を答える問題（標準

的な問題） 
91％ 

 炭酸水に砂糖を溶かして作ったサイダーを蒸発させて残るもの、残らないもの、考えた理

由を答える問題（応用的な問題） 
77％ 

平均（全９問） 87％ 
 

     表 15 「水溶液には金属を変化させるものがあること」に関する問題の要旨と正答率 

問題の要旨 正答率 

 塩酸、食塩水、水酸化ナトリウム水溶液と金属の反応を答える問題（基礎的な問題） 90％ 

 金属と水溶液の反応から、水溶液を鑑定する問題（標準的な問題） 85％ 

 塩酸の入った洗剤を使ってはいけないものと考えた理由を答える問題（応用的な問題） 86％ 

平均（全９問） 87％ 

     上記の全26問の平均正答率は82

％となった。知識を直接問う問題

が中心となる業者テストの目標達

成率が80％であるのに対して、応

用的な問題や記述問題を含む自作

問題で同様の正答率となったこと

は本単元の内容が定着しているこ

とを表していると考えた。水溶液

には酸性、中性及びアルカリ性の

ものがあることに比べ、水溶液に

は気体が溶けているものがあるこ

と及び金属を変化させるものがあ

ることに関するものは正答率が上

回る結果となった。この問題によ
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る正答率の差と振り返りの記述の関係を比較検討した（図４）。 

     気付いて学ぶ活動を想起できたかを、液性ではリトマス紙の変化と酸性、中性及びアル

カリ性を関連付けているか、気体では実験器具選択の基準が記述できているか、金属では

塩酸の実験と関連付けたことを記述しているかを基準として判断した。 

     このグラフから、振り返りで子どもたちが気付いて学ぶ活動と結論として得た学習した

内容を結び付けることができた内容は、高い割合で知識の定着が認められた。 

 

    (ｱ)及び(ｲ)の結果から、気付いて学ぶ活動と学習した内容を結び付けることで、学習した

内容は分かって使える生きた知識へと向かっていることが認められる。換言すると、気付い

て学ぶ活動と学習した内容を結び付けることは、知識の定着に向けた効果的な振り返りとな

っていると考えた。 

ウ  理科学習アンケートから読み取れる子どもたちの意識の変容 

   (ｱ) 振り返りに対する子どもたちの意識の変容 

      ６月（授業実践前）、11月（授

業実施後）に理科学習アンケート

を行った。その中の「授業のまと

めを書いた後に、その時間にした

ことを思い出していますか」の設

問に対する変容を図５に示す。こ

の図の縦軸は図中の凡例を答えた

人数を表している。 

      この図から、その時間の学習を

思い出すことに対して、否定的に捉えていた子どもの人数が減り、肯定的に捉えている子

どもの人数が増えていることが分かる。振り返り活動で問い直しを行うことによって、子

どもたちは、学習したことを確認しながら、本時の学びを整理したことを認識できるよう

になった。 

   (ｲ) 学びに対する子どもたちの意識の変容 

     実践した授業の中で気付いて学ぶ活動で扱った内容に関わる意識の変容を図 6 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 実践前と実践後の子どもの意識の変容 

     この図からも分かるように、子どもたちは既有の知識や経験を使っていること、観察・

実験の意図及び根拠をもって結論を導くことに関して、これまで以上に意識できるように
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なった。振り返り活動で気付いて学ぶ活動と学習した内容を結び付けたことで、子どもた

ちは、問題解決の過程におけるそれぞれの段階で考えるべきことを明確にしながら活動に

取り組むようになっていったことが認められた。 

  (7) 授業づくりシートの提案 

    振り返りの記述に気付いて学ぶ活動でまとめたことが表現されている割合の高かった授業に

関して高い割合の知識の定着が認められた。この結果を受けて、気付いて学ぶ活動と問い直し

を効果的に取り入れるために授業づくりシートの作成を試みた（図７）。 

 

   これまでの実践を振り返った結果、計画段階において、子どもたちの思考の流れを把握する

こと、及び学習活動相互の関係を明確にすることによって、気付いて学ぶ活動と学習した内容

を結び付けられることが分かった。したがって、この２つの条件を達成できるように授業づく

りシートの作成では以下の手順を踏むこととした。 

   まず、(1) 学びの道筋を考える。文部科学省は「小学校理科の観察，実験の手引き」(2011)

に問題解決の過程を示した（図７左欄）。この過程に沿って教科書を参考に子どもたちの活動

の流れ（活動内容と子どもの気付き）を記入することで、思考の流れを把握できると考えた。 

   次に、(2) 気付いて学ぶ活動をどこに設定するかを決める。問題解決の過程の中から評価の

観点に沿って気付いて学ぶ活動を設定する場面を決め、その場面で身に付ける内容の前提とな

る子どもたちに知識や経験があるかを考える。 

   さらに、(3) 本時の学びを説明する際に、学習した内容と気付いて学ぶ活動を結び付けて表

現するとどのような説明となるか、子どもの表現で記入する。この記述をもとに、振り返りの

工夫を考えることとなる。 

   そして、(4) 問題解決の過程のつながりを把握するために関係のある内容を線で結ぶ。この

図７ 授業づくりシート 
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(3) 結論として得た学習した内容と気付いて学ぶ活動を結び付けるとどのような説

明となるか記入する。 

 

 

 

(4) 左の図の活動がどのようにつながっているか関係がある内容を線で結ぶ。 
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手順を踏むことで、どのように学びを整理することができるかが明確になり、振り返り活動も

充実すると考えた。 

   最後に、(5) 問い直し方を考える。多くの場合は、「どうしてそう考えたのか」「どうして

学習した内容が分かったのか」と結論として得た学習した内容を導き出した理由や根拠を問い

直す手立てを講じることで、子どもたちは学習した内容と気付いて学ぶ活動を結び付ける。し

かし、関係が捉えにくいものについては、つながりのある活動まで学びをたどらせてから問い

直す。 

 

３ 研究のまとめと今後の課題 

  振り返り活動で教員が問い直しを行うことによって、子どもたちは気付いて学ぶ活動と学習し

た内容を結び付けることができ、両者の関係が捉えにくい内容も問題解決の過程に位置付けるこ

とができた。学習した内容が分かって使える知識となっていったことが認められ、子どもたち自

身も学習活動に対する意識が高まっていたことから、生きた知識がゆるぎないものへと向かって

いったと考える。そのため、本研究で講じた振り返りの手立ては、知識の定着に向けた効果的な

手法となった。 

  この研究を通して、授業づくりの段階で気付いて学ぶ活動の指標となる内容（実験計画の目的

や前時の実験結果等）を確認することによって、気付いて学ぶ活動を中心に授業全体を整理でき

るため、気付いて学ぶ活動を取り入れた授業づくりを続けていくことが私自身の授業改善につな

がると感じた。気付いて学ぶ活動を中心に１時間の授業を整理したことを基に、振り返りで今日

できるようになったこと・分かったことを整理して実感できるようにするために必要な問い直し

の表現（本時の学びを意識させ、振り返る視点を明確にする表現）を今後も模索していきたい。

さらに、複数の気付いて学ぶ活動を組み合わせた授業にも挑戦したいと考えている。その授業で

の問い直し方についても今後研究を進め、子どもたちが生きた知識を身に付ける姿を目にするこ

とができるよう努めたい。 
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