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「国際数学・理科教育動向調査（TIMSS2007）」では、我が国の中学２年生の理科の学習に対す

る好感度が国際平均値と比べて低いことが示されている。さらに、平成 21・22 年度川崎市学習

状況調査の学習意識調査より、小・中学生ともに理科に対する有用感が他教科と比べて低い傾向

がうかがえる。また、学習指導要領の改善の基本方針の中には、理科を学ぶことの意義や有用性

を実感する機会をもたせ科学への関心を高める観点から、「実社会や実生活との関連を重視する

こと」や、科学的な思考力・表現力の育成を図る観点から、「考えたり説明したりする活動を充

実すること」などが示されている。 

本研究会議では、理科の学習で子どもの興味・関心や有用感が低い要因の一つとして、子ども

たちが学習していることと実際の日常場面とが結びつかないために関心が高まらず、目的意識を

もてないまま取り組まざるを得ない状況があるのではないか、と考えた。そして、理科の学習で

子どもが日常と科学とのつながりを実感できる授業について研究を進めることとした。特に、日

常と科学をつなぐ教材や、つながりを実感できる授業の展開について主眼をおき、授業計画を立

てた。あわせて、考えたり説明したりする学習活動を充実するために、子ども同士の学び合いの

場面を授業の中に位置づけて、子どもたちが意欲的に学ぶ姿を探っていった。 
その結果、導入の場面で事象の提示を工夫して自然の事物・現象への関心を高めたり、子ども

同士が意見を交流する場面でホワイトボードやイメージ図を用いて考えを修正しながら思考を

深めたりするといった手立てにより、理科を学ぶ意欲につながるということが見えてきた。 
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Ⅰ 主題設定の理由  

１ 理科教育の背景から 

21世紀は「知識基盤社会」の時代であると言われている。平成20年1月の中央教育審議会答申「幼稚

園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について（答申）」（以下「中

教審答申」）では、（「知識基盤社会」の時代と「生きる力」）1

学習指導要領の教育内容の改善事項として、理数教育の充実が示されて、改善の基本方針を踏まえ

た授業づくりが今日的な課題となっている。学習指導要領には「児童生徒が知的好奇心や探究心をも

って、自然に親しみ、目的意識をもった実験・観察を行うことにより、科学的に調べる能力や態度を

育てるとともに、科学的な認識の定着を図り、科学的な見方や考え方を養うと全体的に示した上で、

基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着、科学的な思考力や表現力の育成、観察、実験や自然体験、

科学的な体験の一層の充実、理科を学ぶことの意義や有用性を実感する機会をもたせ、科学への関心

を高めることなど」

）の中に、21世紀を生きる子どもたちに必

要となる力が明示されている。知識基盤社会の時代にあっては、学校の教育課程の国際的な通用性が問

われていて、基礎的・基本的な知識・技能の習得やそれらを活用して課題を見いだし、解決するための

思考力・判断力・表現力等が必要であることが示されている。特に、科学技術の土台である理数教育の

充実が求められている現状がある。 

2

 

）といった基本方針が明示されている。理科学習の今日的課題に取り組み、充実

した指導の工夫と改善を考えていくことが急務となっている。 

２ 理科の国際的な調査の結果から 

近年行われた国際的な調査によって我が国の

子どもの理科に対する学習意欲の実態が明らか

となった。国際教育到達度評価学会（IEA）の「国

際数学・理科教育動向調査（TIMSS2007）」は、

「初等中等段階における算数・数学及び理科の

教育到達度を国際的な尺度によって測定し、児

童・生徒の学習環境条件等の諸要因との関係を

参加国間におけるそれらの違いを利用して組織

的に研究すること」3

TIMSS2007の結果から、理科学習に関する意識は表１のような結果であり、小学校４年生の 87%は「理

科の勉強は楽しい」と感じているが「教科に対する自信」は楽しいと感じている割合ほど高くはない

ことがわかる。また、中学校２年生は 59％が「理科の勉強は楽しい」と感じているが、国際平均値と

）を目的にした調査であり、

日本では、小学校第４学年と中学校第２学年が

対象である。この調査で、理科の問題に取り組

み、合わせて行う質問紙によって教科に対する

関心・意欲・態度の割合が明らかとなっている。 

                                                   
1）「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について（答申）」<全文>初等教育 

資料 平成 20年 3月号 pp.71-72 
2） 文部科学省『小学校学習指導要領解説 理科編』大日本図書 2008年 p.3 より抜粋 
3） 国立教育政策研究所 IEA国際数学・理科教育動向調査の 2007年調査（TIMSS2007）「国際比較結果の概要」 

http://www.nier.go.jp/timss/2007/gaiyou2007.pdf 

表 1 児童・生徒の理科に対する意識（TIMSS2007） 

 小学校 

第４学

年 

国際 

平均値 

中学校 

第２学

年 

国際 

平均値 

理科の勉強は楽しい 87% 83% 59% 78% 

理科の勉強に対する自信 53% 61% 20% 48% 

理科を勉強すると日常生活 

に役に立つ 
  

53% 84% 

表２ 科学を学ぶことの楽しさに関する生徒の意識（PISA2006） 

 PISA 

高 1 

OECD 

平均 

科学の話題について学んでいる時はたいてい楽しい 51% 63% 

科学についての本を読むのが好きだ 36% 50% 

科学についての問題を解いている時は楽しい 29% 43% 

科学についての知識を得ることは楽しい 58% 67% 

科学について学ぶことに興味がある 50% 63% 
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比べると意欲の低さが目立っている。 

 TIMSSと同様に、国際的な比較調査である経済協力開発機構（OECD）のPISA調査 4

 国際比較において、我が国の子どもの理科に対する学習意欲の低さが明らかとなった。このような

背景を受け止めて、理科の学習意欲を育てる授業改善をめざした取組が必要であると考えた。 

）は、15歳の生徒

が将来の生活で直面するであろう課題に対してどの程度準備ができているかを測定する調査である。

日本では高校１年生が対象であり、PISA2006の質問紙調査の結果も科学への興味・関心の割合と科学

の楽しさについて、肯定的に回答した生徒の割合がOECDの平均値より低いという結果になっている。 

 

３ 川崎市学習状況調査から 

子どもの理科を学ぶことの意義や有用性に対する意識は、本市で実施している「川崎市学習状況調

査」5

川崎市学習状況調査の結果から、理科の学習を充実させながら、学習意欲を育てるための授業づく

りが一層必要であることがうかがえ、実現に向けた取り組みが課題であると受け止めた。 

）から知ることができる。本市の児童生徒の実態を中学生は平成 21年度、小学生は平成 22年度

の意識調査から把握した。すると、理科の学習に有用感を感じている中学生は 49.4％で、他教科（国

語、社会、数学、英語）と比べると理科のその割合が一番低いという結果だった。また、小学生は、

83.7％で、他教科（国語、社会、算数、総合）と比べると総合の次に低い割合という結果だった。 

 

４ 研究主題の設定 

森本 6)

また、国内外の各種調査の結果から学習意欲を育てる授業づくりが必要であることが明らかとなっ

た。本研究会議では、子どもの学ぶ意欲が喚起される場面について検討した。それは、理科で学んだ

内容が日常とつながっていると感じる場面であり、理科の学習で日常と関連づけた教材や内容を取り

入れた授業を構想することで、子どもの学習意欲を育てることにつながり、理科の改善の基本方針を

踏まえた授業づくりが実現できると考えた。 

は、「考え方を、子どもに自由に表現させることが、科学的な考え方の広がりや学習意欲の向

上へと結びつく」として、「理科授業において、子どもの考え方や表現の多様性があるということを教

師がきちんととらえているか否かが、子どもの学習の発展を左右することになる」と述べている。ま

た、「与えられた情報から意味を見いだし、これを観察・実験を通して確かめ、適切な手段を用いて表

現し、知識として記憶し、さらに活用していくこと、子どもにおけるこうした力の育成がわが国の理

科における学習課題である。」とも示している。このことは、学習指導要領の理科の改善の基本方針の

項目にも当てはまり、考えて表現する活動を授業の中に取り入れることの効果を示唆している。 

そこで、理科の学習で、日常と科学を関連づけた授業を構想し、子ども自身が日常と科学とのつな

がりを感じるようにして学習への関心を高め、学ぶ意欲を育てることをめざしていくことを考えた。 

子どもの多様な考え方や表現に対応するための授業づくりを行ったり、子ども同士が意見を交流しな

がら考えを深めていったりすることをめざし、研究主題を次のように設定した。 

 

 

                                                   
4）国立教育政策研究所 PISA調査のアンケート項目による中３調査集計結果（速報）について 

http://www.nier.go.jp/pisa2007_press/pisa2007_press.htm 
5）川崎市の公立小中学校に在籍する児童生徒の生活や学習について意識や実態を把握する調査。小学校は第５学年、 

中学校は全学年を対象に実施している。 

 平成 21年度川崎市立中学校学習状況調査報告書 Ⅲ生活や学習についてのアンケート 6-5 

平成 22年度川崎市立小学校学習状況調査報告書 ３ 生活や学習についてのアンケート p.52 
6) 森本 信也『考え・表現する子どもを育む理科授業』pp.10-11 

考えて表現し、学ぶ意欲を育てる理科授業 

― 日常と科学をつなげる手立てを探る ― 
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Ⅱ 研究の内容 

１ 研究の目的 

本研究は、理科学習において子どもの理科を学ぶ意欲を育てる授業づくりを目的としたものである。

小学校・中学校の校種の特性を踏まえながら、子ども自身が日常と科学とのつながりを感じながら自

然の事物・現象に対して関心を高めていけるように、授業の中で日常と科学を関連づけた教材や内容

を取り入れていくこととする。また、子ども同士が意見を交流しながら考えを深めてく授業の在り方

を探っていくこととした。 

 

２ 研究の方法 

（１）研究の流れ 

①実態把握 

 理科に関する意識調査を実施して、子どもが理科の学習をどのようにとらえているかを把握すると

ともに、研究に求められる課題を明らかにしていく。 

②授業の構想 

小学校・中学校の特性を踏まえながら、単元の特性、事象の提示方法、子どもの実態、教師のかか

わりについて、検討を行った。 

③授業の実施 

 ６月～12 月に市内小学校５年生、６年生、市内中学校１年生、２年生を対象に授業研究を行った。

○中学校２年生：「動物のくらしとなかま」（６月） ○小学校６年生「生物とかんきょう」（７月） 

○小学校５年生「もののとけ方」（11月） ○中学校１年生「身のまわりの物質」（11月） 

○中学校２年生「化学変化と原子・分子」（12月） 

（２）研究対象  

 実態把握のための意識調査は、川崎市内のＡ小学校第６学年２クラス（74 人）、Ｂ中学校第１学年

３クラス（109人）・第２学年（110人）、Ｃ中学校第２学年６クラス（182 人）を対象として行った。 

 授業実践は、Ａ小学校５年生（35 人）、Ａ小学校６年生（36人）、Ｂ中学校１年生（39人）、Ｂ中学

校２年生（36人）を対象に実施した。 

 

３ 実態把握 

（１）意識調査の内容と結果 

①意識調査の内容 

本研究の対象となる子どもが、理科の学習をどのようにとらえているかということを明らかにする

ために意識調査を行った。小倉は、「理科学習の重要性に関する中学生の意識調査」6)

                                                   
6) 小倉 康「理科学習の重要性に関する中学生の意識調査」国立教育研究所 平成 12年 12月 

を実施して、中

学生が理科を学習するという課題に対しての価値意識を明らかにしている。この調査は、「受験という

外発的な動因を排除した上で、彼らが理科学習に内発的に動機づけられるような価値意識があるのか

ないのか、あるとすればどのような意識か」という点を明らかにするために行われた調査であった。

実施方法は質問紙による調査で、生徒に「学校で理科を学習することは、試験に合格することを除け

ば、人にとってどれほど重要だと思いますか。重要だと思う人は、どんなことがらが重要だと思うか、

重要でないと思う人は、なぜ重要でないと思うか、自分の考えを書いてください」と問いかけている。
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①知識の有用性・必要性への言及 

②教養としての重要性への言及 

③関心の程度や好き嫌いへの言及 

④問題解決力を習得する重要性への言及 

⑤将来の職業や進路との関連性への言及 

⑥科学による社会的発展の重要性への言及 

⑦科学の学術的発展の重要性への言及 

表４ 子どもの意識をとらえる枠組み 

  

 
 

そして、理科の重要性の程度を、「とても重要だ」「わりと重要だ」「あまり重要でない」「重要でない」

の４段階で生徒に選択させて、生徒の自由記述をその質的な特徴から分類整理している。 

本研究を進めていく上で、子どもの意識や態度の多様性がよく表れると想定される自由記述の調査

がふさわしいと考えて、小倉が実施した形式の調査を本研究の対象である小学校６年生、中学校１年

生、２年生に実施し、子どもの姿を明らかにした。 
  
 
 
 

 
 
 
 
②意識調査の結果 

図１は、校種、学校、学年別に「理科学習の重要性」の結果をグラフに表したものである。Ａ小学

校の６年生は「とても重要だ」が 16%(12人)、「わりと重要だ」が 62%(46人)、「あまり重要でない」

が 18%(13人)、「重要でない」が４%(３人)であった。「とても重要だ」と「わりと重要だ」を合わせて

肯定的、「あまり重要でない」と「重要でない」を合わせて否定的として整理すると、小学生は 78%が

肯定的、22%が否定的にとらえていた。 

Ｂ中学校の１年生は「とても重要だ」が 21%(23人)、「わりと重要だ」が 61%(67人)、「あまり重要

でない」が 14%(15 人)、「重要でない」が３%(３人)であった。肯定的にとらえている割合が小学生よ

りも高く 82%となり否定的にとらえている割合は 17%だった。同じＢ中学校の２年生は「とても重要だ」

が９%(10人)、「わりと重要だ」が 46%(51人)、「あまり重要でない」が 38%(42人)、「重要でない」が

６%(６人)で、肯定的にとらえている割合が 55%、否定的にとらえている割合が 44%であった。中には、

「２と３の間」と答えて、重要性の選択に迷っていたと思われる記述もあった。 

Ｃ中学校の２年生は「とても重要」が 11%(20人)、「わりと重要」が 42%(76人)、「あまり重要でな

い」が 42%(77 人)、「重要でない」が 5%(９人)だった。肯定的にとらえている割合は 53%、否定的にと

らえている割合は 47%となった。 

この結果から学年が上がると、理科を肯定的にとらえる割合が低くなるということがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

「とても重要だ」  「わりと重要だ」   「あまり重要でない」  ４「重要でない」 

9%

46%
38%

6% 1%

○調査方法 質問紙法、重要性の度合いを４肢選択 
○調査の実施月 小学生は５月、中学生は６月と７月 

○対象の児童 Ａ小学校第６学年２クラス（ 74人） 
○対象の生徒 Ｂ中学校第１学年３クラス（109人） 

第２学年３クラス（110人） 

Ｃ中学校第２学年６クラス（182人） 
○自由記述の質的な特徴を「理科学習の重要性に関する

中学生の意識調査」の７観点の枠組から分類整理した。 
 

表３ 意識調査の対象  

 
 

 

   

 
 

Ｂ中学校第１学年 

 
Ｂ中学校第２学年 

 
Ｃ中学校第２学年 

 
Ａ小学校第６学年 

 （無回答) （その他) 
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③自由記述の分類 

次に自由記述の内容を、その質的な特徴において分類して整理した。（表５） 

○知識の有用性・必要性と関連した記述      

 学習内容が日常と直接につながるか、つながら

ないかというとらえで価値を示しているもので、

最も多い記述だった。知識を活用する場面を想定

して解決しようとする態度や自分の生活との関連

を根拠として言及する例が多かった。 
○教養としての重要性と関連した記述 

 理科で学習する知識は、有用性や必要性に関係

なくそれを知ること自体が教養となり、人にとっ

て重要であるという意識で、知識の有用性・必要

性と関連した記述の次に多かった。 

○関心の程度や好き嫌いと関連した記述 

 理科への好感度や興味・関心の程度が学習を価

値づけている意識で、理科の教科としての特性を

とらえて判断している意識がうかがえた。 
○問題解決力を習得する重要性と関連した記述 

 解決のための考え方や実験に価値を見いだして

いる意識で、問題解決の過程で身につけることが

できる力の有用性を意識する様子がうかがえた。 
○将来の職業や進路と関連した記述例 

 理科の学習を職業や進路と結びつけて考えてい

る記述。将来なりたい職業に就くための条件とし

て必要になってくることを具体的に記述していた。 
○科学による社会的発展の重要性と関連した記述 

 社会生活や地球環境の維持や発展のために、理

科や科学の知識が必要であるという意識で、地球

温暖化、環境問題を考えるときに理科の学習が必

要であるという意識がうかがえた。           
○科学の学術的発展の重要性と関連した記述例          

 科学や理科の学習が学問としての発展につながることとして重要ととらえる意識であり、件数とし

表５ 子どもの自由記述の質的な特徴（肯定的な記述と否定的な記述の割合） 

 
知識の有用

性・必要性 

教養として

の重要性 

関心 

好き嫌い 

問題解決力

の重要性 

職業や進路

との関連 

社会的発展

の重要性 

学術的発展

の重要性 
その他 

Ａ小学６年 

Ｂ中学１年 

Ｂ中学２年 

Ｃ中学２年 

肯
定
的
な 

記
述 

４３% 

７１% 

５４% 

２１% 

３２% 

９% 

１５% 

２１% 

１２% 

７% 

７% 

５% 

１６% 

４% 

４% 

４% 

１９% 

１９% 

３４% 

１５% 

０% 

２３% 

１８% 

８% 

３% 

６% 

４% 

３% 

４% 

７% 

１% 

３% 

Ａ小学６年 

Ｂ中学１年 

Ｂ中学２年 

Ｃ中学２年 

否
定
的
な 

記
述 

１８% 

１６% 

３６% 

３４%  

０% 

４% 

１３% 

５% 

４% 

１% 

０% 

３% 

５% 

４% 

１% 

２% 

５% 

１% 

０% 

７% 

０% 

１% 

０% 

０% 

０% 

０% 

０% 

０% 

０% 

０% 

０% 

０% 

表６ 子どもの自由記述の例 

知識の有用性・必要性 

肯

定 

知識を活用することで例えば、日常生活で電気代を減らし 

たりすることができる。知識があれば、生活のささいなこと 

にも活用できると思う。 

否

定 

今やっているオームの法則や回路のつなぎ方などは、将来大 

人になっても日常生活で使わないと思うから。 

教養としての重要性 

肯

定 

一般教養として必要な教科。自分にとっても人にとっても知 

らないよりは知っておいた方がいい教科。生物や化学など分 

野が広くていろいろな事が学べるのでいい。 

否

定 

テスト以外で学校の外で使用することはほとんどない。たま 

にクイズ番組を見てわかったりして、自慢できるぐらい。 

関心の程度や好き嫌い 

肯

定 

理科でいろんなことを知ることが楽しい。わからないことが 

わかったときに「なるほど」と思う。実験が好きで、毎回の 

授業が楽しいから。やればすぐできると思う。 

否

定 

理科が嫌い。内容がわからない。難しい。生活では使うこと 

はないといえる。実験とか理科系のことはきらい。 

問題解決力を習得する重要性 

肯

定 

考える力を身につけるから重要。理科は予想、結果、考察が 

ある。予想して、結果が当たろうが当たるまいが考察につな 

がる。予想と考察はよく考えないと書けないと思う。 

否

定 

理科の実験は大人になってやらないし、豆知識で終わってし 

まうのであまり重要ではないと思う。顕微鏡などで見たもの 

をどのように役立てたらよいのかわからない。 

将来の職業や進路と関連した記述例 

肯

定 

動物が好きなので獣医になりたい。そのためには理科・数学 

ができなければなれないので、理科の勉強をすることは私に 

とって重要。理科系の大学にいく時に必要となる。 

否

定 

国語とか英語とかは将来的に考えたらとても重要だと思う。 

理科は働いたときに何も役立たないと思う。 

科学による社会的発展の重要性 

肯

定 

植物の光合成は重要。地球温暖化には二酸化炭素を減らすこ 

とが大切。植物の光合成がこれからの世の中を変えていくと 

思う。人間の体を知ることはこれからの病気などを治すため 

の研究に重要になってくる 

否

定 

人間は科学的な事を知り、いいものも悪いものも作った。 

理科を知るだけにして実際に行わない方がいい。 

科学の学術的発展の重要性 
肯

定 

大人になった時にまだ知られていない物事を発見して科学 

を発展させるために小学校の基本の理科を学ぶのは重要。 

その他 

肯

定 

虫や動物の生命を重んじて行動できる大人になれると思う 

自分の事しか考えない大人にしないためには理科は重要。 
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ては少ない件数だった。 
○その他 
 小学校の記述で、植物の栽培や昆虫の飼育といった活動と関連すると思われる記述がみられた。 
（２）意識調査から明確になった課題  

本研究の対象となる子どもの姿を明らかにしていくための意識調査を実施した結果、小学生・中学

生の理科学習に対する価値意識を明らかにすることができた。意識調査からは、子どもは理科に対し

て多様な価値を見いだしていることが明らかになった。 

最も多かった知識の有用性・必要性の記述には、「日常生活ではほとんど使わないが、地震が起きた

時や植物のことを知っておいた方が少し役に立つこともある」や「１分野は必要だけど、２分野は特

に必要ない」といった肯定的な記述と否定的な記述を合わせて表しているものも多かった。学習内容

と関連づけている記述から、自然の事物・現象をとらえる子どもの見方・考え方を知ることができた。 

また、「問題解決力の重要性」については、記述されている割合が低かった。このことは、理科の「科

学的な見方や考え方を養う」という目標と大きくかかわるものであり、授業を構想するにあたり、課

題として受け止めた。 

意識調査のねらいは、肯定と否定に分けて理科の価値意識をとらえ、意識を質的に類型化すること

で理科を学習するという課題に対しての価値意識を明らかにすることであった。小学校、中学校と校

種別でそれぞれの理科に対する子どもの意識を知ることができた。また、自由記述では、学習内容を

具体的に示しながら、これまでに学んだことに価値を見いだし、子ども自身が判断して記述している

ものが多く見られた。これらの姿から、理科の学習に対して多様な考えをもっていることがわかり、

研究の方向性を確かにする礎となった。 
 

４ 研究の構想 

（１）日常とのかかわり 

 本研究会議では、理科の授業で、子どもが「楽しい」「有用感」などを実感できる場面はどのような

ときかということを考えた。その結果、学習を進める中で「今までわからなかったことがわかるよう

になったとき」「自分の思っていたことがくつがえされたとき」「もののしくみがわかったとき」とい

った場面や理科で学んだ内容が日常とつながっていると感じる場面であり、それにより学ぶ意欲が喚

起されるということを共通理解して、日常と関連づけた教材や内容を取り入れた授業を構想した。 
また、理科の改善の基本方針 7)

 

には、「理科を学ぶことの意義や有用性を実感する機会をもたせ、科

学への関心を高める観点から、実社会・実生活との関連を重視する内容を充実する方向で改善を図る。」

と示されており、本研究会議のめざすところと一致することを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
7) 文部科学省『小学校学習指導要領解説 理科編』大日本図書 2008年 p.3 

日常と関連づける場面 
①単元の導入の場面 
②観察・実験の場面 
③学習のまとめ、発展的な扱いの場面 

○日常の経験、体験をもとにした活動 
○身の回りの生活用品、製品を生かした教材 
○身近な地域の自然環境 
○ものづくり 

事象との出会いで意識すること 
①子どもの興味・関心を高める 
②子どもの経験や考えを引き出す 
③子どもが事象について考えたくなる 
④ねらいが明確である 
⑤子どもの思考に沿った展開で進められるもの 

授業実践計画 
①中２「動物のくらしとなかま」（6月） 

②小６「生物とかんきょう」（7月） 

③小５「もののとけ方」（11月） 

④中１「身のまわりの物質」（11月） 

⑤中２「化学変化と原子・分子」(12月) 

 図２ 授業づくりの視点と計画 
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（２）事象との出会い 

理科の学習は、問題解決の流れ

（表６）を重視して学習を展開し

ていき、子どもの自然事象に対す

る素朴な見方や考え方を科学的な

ものに変容させていくものである。

問題解決の流れの中で、子どもが

自然の事物・現象と出会う場面は

大変重要であり、出会いの中で、

子どもが抱いた疑問や興味・関心

は、その後の問題を見いだす場面

へとつながり、結論へと導く場面

とかかわることとなる。 
本研究会議では、子どもが意欲を持続しながら、主体的に学習を進めていくために、自然の事物・

現象との出会いを大切にしていき、「あれ？不思議だな」「どうなっているのかな」「おかしいな」「調

べてみたい」「もっとやってみたい」という思いをもたせ、問題意識が形成されていくようにしていく

授業の工夫を行った。 
（３）考えて表現する場面の設定   

理科の学習において考えて表現する場面は、観察・実験の場面で予想したり、実験の結果をもとに

考察したりするなどの問題解決の流れの中に位置づけることができる。問題解決の場面で行われる活

動は、子どもが身につける科学の方法や手続きであり、自然についての子どもの素朴な見方や考え方

を科学的なものに変容させていくこととなる。自然をとらえる子どもの考え方や表現の多様性を踏ま

えながら子ども同士の学び合いや一連の活動の中で現れてくる表現に着目していくこととした。 

具体的には子ども一人一人の考えが、より深まるように、イメージ図 8

また、問題解決の流れの中で、他者と考えを交流しながら学びを深める手段として、ホワイトボー

ドやラミネートシートを活用する場面を設定した。一つの課題に向き合いながら、意見を出し合いこ

とで、見方や考え方を広げたり深めたりすることができると考えた。 

）やホワイトボードを用いな

がら、子ども同士が考えを共有し、思考の深まりが可能になるような場面を設定した。イメージ図は、

言葉では表しにくい事物・現象を図や絵を用いながら表すことができる。考えを整理したり、考えを

共有したりするときに、有効であると考えて活用した。 

 

 

 

  
 

 

 

 

                                                   
8）イメージ図：自然の事物・現象に対する見方や考え方を子どもなりに表現したもの。本研究会議では、言葉では表しにくい現象 

を説明する場面で取り入れた。図・絵を使って言葉と合わせながら説明するようにしていた。 

 表６ 理科学習における問題解決の流れ 

問題解決の流れ（手順） 見通しや目的意識をもつ子どもの活動 

①自然の事物現象と出会う場面 ｢あれ?どうしてかな。どういうことかな｣ 

②問題を見いだす場面 ｢どのように○○していくのかな｣ 

③予想・仮説を設定する場面 ｢自分はこのように予想（仮説）を立てた｣  

④観察・実験の計画を立てる場面 ｢このような実験を計画した｣ 

⑤結果を予想する場面 ｢こういうことに、なるだろう｣ 

⑥観察・実験を実施する場面 ｢実験を行ったらこういう結果になった｣  

⑦結果を整理する場面 ｢予想と比べて同じ・違う結果になった｣  

⑧結果と予想の比較から結論へと導く場面 ｢だから、こういうことがいえる｣ 

⑨ノート・レポートをまとめる場面 ｢こういうことが、わかった｣ 

自然の事物・現象をとらえる子どもの姿  
文章、図・イメージ図、記号、 
表、グラフなど 

 
他者と、考えを円滑に進める手段 

ホワイトボード・ラミネートシート 

子どもの表現活動を取り上げる場面 
○疑問や予想、仮説をもつ場面 
○観察・実験の計画を立てる場面 
○結果を整理する場面 
○考察をする場面 
○ノートをまとめる場面 
○レポートを作成する場面 

 図３ 考えて表現する場面と手段、自然の事物・現象をとらえる子どもの姿 

 
 

 



- 53 - 
 

●日常との関連：身近なイカを教材とする。 
●表現する場面：イカの体内を予想してラミネート

シートに表し、他者と考えを交流する。 

５ 授業の実際  

（１）中学校２年生 単元名「動物のくらしとなかま」 

①単元目標 

 いろいろな動物に関心をもち、身近な動物についての観察・実験を通して、動物には脊椎動物と無 

脊椎動物がいることを理解する。また、脊椎動物が５つの仲間に分類できることや無脊椎動物には、 

節足動物や軟体動物などがいることを理解し、動物の生活の様子と体のつくりは密接に関係している 

ことに気づかせる。 

②単元の流れ                  ③本時の流れ 

④本時について 

本時は、前時に予想したイカの体内の様子を提示することから始まった。その後、解剖についての

注意点を確認し、解剖を行った。解剖は、ねらいであるイカの体内に骨があるかどうかなどを明確に

して進められ、意見交流をしながら行われた。 
本時においては、事前にイワシの解剖を行い、脊椎動物の体のつくりと比較することで、軟体動物

のイカの骨の有無について探究するよう授業を工夫したものである。 
⑤授業の様子３時間目 

 学習活動 

導
入 

1.ラミネートシートで、グループの予想を確認する。 

2.教師による演示を見ながら、解剖の手順を理解する。 

3.本時の課題を確認する。 

展
開 

 

 

 

4. [観察] 

・イカを解剖する前に体全体を触って観察し、グループで 

 骨の有無について確かめる。 

・イカの解剖を行い、カタクチイワシの体のつくりと比べ 

ながら共通点・相違点を確認する。 

・衛生面に注意をして、片づけを行う。 

ま
と
め 

5.ワークシートに気づいたことをまとめる。 

・ラミネートシートで予想したことと合わせて、整理しな 

 がら気づきをまとめる。 

6.イカは軟体動物という仲間に属することを知る。 

・生活の様子と体のつくりの関係を理解する 

学習活動  

①魚の体のつくりを予想する。 

[観察１]煮干し（カタクチイワシ）の解剖を行う。 

・煮干し（カタクチイワシ）の体のつくりを調べ、背骨や内

臓を確認する。 

・脊椎動物の特徴としての背骨のつくりを理解する。 

②イカの体内を予想する。 

・前時の観察と比べながら、グループごとにイカの体内の様 

 子を話し合い、予想したことをラミネートシートに表す。 

・グループの予想を発表する。 

③イカの体のつくりを観察する。 

[観察２]イカの解剖を行う。 

・教師の演示で手順を確認し、安全に注意して行う。 

・カタクチイワシの体のつくりとイカの体のつくりを比べな 

 がら共通点・相違点を考える。 

・ワークシートに気づいたことをまとめる。 

・イカは軟体動物というなかまに属することを知り、生活の 

 様子と体のつくりは密接に関係していることを理解する。 

 

３ 

学習活動 Ｓ:子ども 授業の分析 
 
 
S1：骨ってあるの？探さないと。どこだろう。 
S2：（軟甲を見つけ）え、これ骨？ここ骨？ 
S1：骨だ、これ。 
S3：予想、はずれたみたいだね。 
S2：これ、何？かたつむりが入る所みたい。これ心臓？ 
S3：これ、胃でしょう。きっと、ここが胃だね。  
S1：引っ張って取っていい？ 
S2：何か、黄土色のが出てきた。 
S3：みそって脳みそのこと？ 
S1：骨ってここの…。 
S2：こことここが、つながってる。 
S1：あ、骨、骨、骨、骨あった。すごい。 
S3：これ、骨？ 
S2：何かの羽みたい。  
S1：（軟甲を持ちながら）世紀の発見したぞ。 
S3：何、これ、かたい。 
S1：大発見！先生。 
T：これは何でしょう？骨？ 
S4：骨じゃないと思う。 
S1：これ、重要なものだよ、多分。 
S3：骨は見える？ 

 
 

あし（うで）に骨はあるか、また、背骨はあるか。 

このグループは、イカの体内には骨はあると予想していた。

内臓をよけて、軟甲を一番初めに見つけた子どもが最初は骨

だと言っていた。その後、内臓やボタンと呼ばれる外套軟骨

器の観察に進んだ。 

イカを解剖して、カタクチイワシの体と共通しているところ、

違うところを確認しよう。 

 

しばらく内臓の観察が続いていた。見つけたもの（軟甲）が

外套膜につながっていることを確かめて、外套膜から離し出

した。取り出したものを水で洗い、周りにも見えるように持

って眺め出した。その形態にとても関心をもっていて、解剖

が終わるまで手にしていた。 

イカの内臓の裏側にある透明な板は、「軟甲」と呼ばれるも

ので、貝類の貝殻に相当する。 

骨についてのやりとりが活発に見られた。内蔵を動かし、そ

の奥に軟甲を見つけて骨だと認識している。教師の発問に対

して答えた子どもは、骨かどうかを考えていた。 
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●日常との関連：校舎内に自生しているツユクサを

教材とする。 
●表現する場面：キーワードを生かして、考えを共

有しながら意見交流する場面を設定する 

 

⑥授業の考察 

前時に、イカの体内の見通しをもつための手立てとして、イワシの解剖を行った。イカの体のつく

りや骨の有無について、考えをもたせる工夫を行ったことにより、イカの体内について、話し合いな

がら探究していく姿を見ることができた。グループで解剖を進めていくうちに、イカの軟甲を発見し、

「骨」だと発言した。しかし、意見を交流しながら、イワシの解剖で見てきた骨とは様子が違ってい

ることに気づき、骨であるかどうかの議論を進めていく姿が見られた。 
また、ラミネートシートを使ってグループで考えを出し合ったことで、考えを共有することができ、

一人一人の考えがより深まった。イカの体のつくりを予想して表したことで、課題が自分のものとな

り、考えを確かめたいという意欲につながった。 
このことから、事前にイワシの解剖を行い、脊椎動物の体のつくりと比較する視点をもたせること

や他者と意見を交流しながら、考えを深める手立てとしてのラミネートシートを活用した本時の授業

は、子どもが考えて表現することを明らかにすることができた授業であったといえる。 
 

（２）小学校６年生 単元名「生物とかんきょう」 

①単元目標 

 動物や植物と養分・水・空気などを関係づけながら調

べ、見いだした問題を多面的に追究する活動を通して、生物は周囲の環境と互いにかかわり合って生

きていることをとらえることや、生物の間には食う、食われるという関係があることをとらえること

ができるようにする。 

②単元の流れ               ③本時の流れ 

 

④本時について 

本時は、植物の根から吸い上げられた水が、葉のどの部分から出ているのか、水の出口にあたる部

分を予想することから始まった。その後、実際に植物の葉を観察して、水の出口についての考えを交

流し、顕微鏡で気孔を観察して予想を確かめることとなった。 
「ヒトや動物」の学習で、説明するために用いていた「入口・出口」のキーワードを、植物につい

ても当てはめて考える場面であった。身近な植物を教材とし、一人一人が植物を手にしながら観察で

きるようにし、意見交流の場面を設定して、考えを深めていくこととした。また、顕微鏡で身近な植

物の葉の気孔を観察しながら、興味・関心をもって、植物の体のつくりと働きを追究できるよう授業

を工夫したものである。 

 学習活動 

導
入 

1.植物と水との関係を振り返る。 

・植物は根から取り吸い上げられた水を主に葉から出し 

 ていた。（蒸散） 

展
開 

 

 

2.ツユクサの葉を観察し、水が出ていく部分が見られるか

どうか観察する。 

3.水の出口にあたる部分についての考えをグループ内で交

流する。 

4.顕微鏡を使ってツユクサの葉の表面を観察し、気孔を確

かめてノートにまとめる。 

ま
と
め 

5.気孔の観察から、わかったこと整理してまとめる。 

6.植物の水との関係を整理してまとめる。 

 

水は、葉のどの部分から出ているのかな。 
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⑤授業の様子６時間目 

⑥授業の考察 

本単元の前に「ヒトや動物」の学習で、「入口・出口」のキーワードを用いながら「呼吸、消化、排

出及び循環の働き」について学習を進めていた。本時は、「入口・出口」のキーワードを植物の学習に

も生かしたことにより、根から吸い上げられた水のゆくえについての考えが引き出しやすくなったと

いえる。子どもは、蒸散の観察結果から、「葉に水の出口がある」と考えていて、「葉の出口」や「出

口の穴」という言葉を用いながら、その部分を特定しようとしていた。グループ内の意見交流の場で

は、「水蒸気」と発言しながら「温めれば水が植物の部分から出る」という考えでやりとりを進め、子

ども同士のかかわりの中から、植物の体のつくりと働きについて考えを深めていった姿が見られた。 
また、校舎内に豊富に自生していた植物（ツユクサ）を教材としたことで、一人一人が手にしなが

らじっくりと観察することができ、自分の考えをもちながら意見を交流することができていた。 
このことから、既習学習のキーワードを生かして、子ども同士が考えを共有して思考の深まりが可

能になるような場面を設定した本時の授業は、考えて表現することを明らかにすることができた授業

であったといえる。 
 

（３）小学校５年生 単元名「もののとけ方」 

①単元目標  
物を水に溶かし、その変化を水や温度や量など 

の条件に目を向けながら調べたり、物を水に溶かしたときの全体の重さを調べたりする活動を通して、

物が水に溶けるときの規則性を興味・関心をもって計画的に追究する能力を育てる。 
②単元の流れ               ③本時の流れ   

 

学習活動 S:子ども 授業の分析 

 

 

＜Ａグループ＞（ツユクサを手にしながら観察する） 

S2：出口は、葉のどこにあるかな？ 

S1：出口の穴があいているかどうかは、あたためてみればいい。 

S2：あたためる？ 

S1：こうして（ツユクサを手で覆うように）あたためて 

 やると水蒸気が出る。 

S2：でも、こうしていると見えないよ。 

S1：水蒸気、水滴は手につく。それを見ればいい。 

S3：それ、汗かもしれないよ。 

S2：根はどうやってあたためるの？自分の手で？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

子どもの学習活動 

① 

② 

ものが水にとけるときの様子を観察しよう 

1.水にものをとかす経験を話し合う。 

2.食塩を、透明アクリルパイプの水の中に入れるとどうな

るか予想する。 

3.透明アクリルパイプの水の中に入れた食塩が溶ける様子 

を観察する。 

4.食塩を溶かして観察した様子から、気がついたことを交 

流する。 

5.ティーバッグに入れた食塩がビーカーの水に溶ける様子 

を観察する。 

6.食塩を水に溶かしたときの観察から、疑問に思ったこと 

を発表する。 

●日常との関連：身近な物が水にとけるときの様子を観察

して、現象に興味・関心をもたせる。 
●表現する場面：水にとけた食塩をイメージ図で表す。 

水は、葉のどの部分から出ているだろうか。 

このグループは、４人グループだが、中心になって実験を進

めていたのは、男児２人だった。この二人は４年生の学習を

思い出して、水のゆくえのやりとりをしていた。 

ツユクサは、植物の種類の中で気孔が見えやすく、教科書に

は 100倍の写真がのっている。 

授業ではこのグループの話し合いが全体の場で出ることは

なく、水の出口を見付ける具体的な方法は、他のグループか

らも出ることはなかった。授業はその後、顕微鏡を使って葉

を観察する場面に移っていった。 
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④本時について 

本時に先立ち、「とける」ということを子どもがどう

とらえているかを把握するために、調査を行った。そ

の結果、物を溶かしたことがある経験の子どもは、93％

であった。しかし、その大半は、固体が温度によって

液体になるというとらえ方で、水に物を溶かすという

とらえの子どもは、１割にも満たなかった。 

本時では、学習の前提となる子どもの見方・考え方

を把握しながら、単元の目標を踏まえて教材の提示の

仕方を工夫し、問題意識が形成されていくようにした。

具体的には、事象との出会いの場面で長い透明のアクリルパイプの筒の水に食塩を溶かし、筒の中で

食塩が溶けていく様子を観察させながら、自然をとらえる子どもの考え方や表現の多様性に着目して

いった。本時は、事象との出会いの場面で教材の提示の仕方を工夫することで、子ども自身が日常と

科学とのつながりを感じるようにして関心を高めながら「もののとけ方」の学習を追究できるように

工夫したものである。 

⑤授業の様子１・２時間目 

 

 
 
 
 
 
11月 9日 ものの溶け方 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子どもの学習活動 

③

④ 

 

水にとけた食塩はどこにいったのだろうか 

1.ビーカーの中の水にとけた食塩のゆくえを考える。 

2.食塩のゆくえを確かめる方法を考える。 

3.[実験]水にとかす前と後で、全体の重さを量り比べる。 

4.予想と結果を整理して、結果について全体で話し合う。 

5.食塩は、水の中に全部残っていることを確認する。 

6.食塩がとけて目には見えなくなっても、水の中に残ってい

る様子を考え、イメージ図で表す。 

7.かいたイメージ図を、グループで交流する。 

8.全体で交流して友だちの考えを聞き、食塩が水にとけてい

る図を整理してまとめる。 

 

 

[演示実験] 

（透明アクリルパイプの水の中に、食塩を入れるとどうなるか予想させ、塩の

粒がとけていく様子を観察する。） 
①T1:この水が入っている筒にここから今、薬さじを使って食塩を入れたら、 

   どうなるでしょう？」 

②S1:（底付近を示して）ここにあったものが浮かんでくる。何か下げられて。 

③S:しずむ。…ふつうに、しずむ。 

④S2:水と同化して‥‥固まらない。 

⑤T2:（ビーカーの中の食塩を示しながら）ざらざらしてる、粒でしょう。 

⑥S:見えなくなる。固まる。とける。 

水がドロドロになる。少なくなる 

色が変わる。白くなる。泡が出る。 

⑦T3:では、いきます。 

（筒の上から薬さじ１杯の食塩を入れる。） 

⑧S3:雪みたい。 

⑨S4:しずむ。 

⑩S1:本当にしずむんだ。 

⑪S5:あれ？ 

⑫S6:にごっている。 

⑬S7:消えた！ 

⑭S8:いる。 

⑮S9:形が変わった！ 

⑯T4:この辺からきた粒を、「これ」と決めたらずっと見てみよう。 

⑰T5:いきます。（2回目、筒の上から薬さじ１杯の食塩を入れる。） 

⑱T6:決めた？ずっと追っかけていって。 

⑰S10:割れた。割れてる。 

⑱S11:消えた。 

⑲S12:小さくなっている。 

⑳S13:小さくなって、割れた。 

㉑S14:あ、ない！ 

㉒S1:（手で示しながら）油がとけているみたいに、変な形に割れていった。 

学習活動 T:教師 S:子ども 

 

 

 

 

①ものが水にとける様子を演示実験で印象づけ

た。問題意識をもたせるために予想をさせた。 

②S1 児は、教師が②の発問をする前にアクリルパ

イプの装置と食塩を見て、「浮き上がる」と予想

をしていた。自発的に発言していたこと、装置

に近い距離で立ち､挙手して発言したことから

関心の高さがうかがえた。 

③S1 児の「浮く」に対して、疑問を感じた数名の

子どもが「しずむ」と発言していた。大半が「し

ずむ」に同意していた。 

⑥教師による S2児の指名のあと、多数の児童のつ

ぶやきが続き、指名前に自発的に発言して、考

えられることを表出させていた。 

⑧～⑩の間は、食塩の粒が落ちて見えている状態

からつぶやきがあがっていた。 

⑪食塩が見えている状態から、目には見えなくな

った瞬間、次々と驚きの声があがった。 

⑮⑰形が変わる、割れるという発言から食塩の粒

の変化をとらえている様子がうかがえた。 

㉒S1 児は、塩の粒が溶けて起きたシュリーレン現

象に気づいていた。「油がとけているよう」とい

う表現から生活経験で、粒から生じるもやもや

を目にしていることがうかがえた。 

 

 

授業の分析 

実験装置の準備 
・透明アクリルパイプ（φ15×200） 

・食塩（50ｇ）・水・薬さじ 

・置き場所の吟味（粒の変化が観察できること） 

教師は、子どもの動機づけを

高めるために「見えなくな

る、固まる、とける」等の一

人一人がもった考えを反復

しながら取り上げ、その後に

演示実験を実施した。 

シュリーレン現象 

 不均一な溶液の濃度の違いによる光の屈折率の

違いによって生じる。ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞから濃い溶液が

流れ出ているために、その部分が揺らいで見え

る。濃い溶液は、密度が高い（比重が高い）た

め、溶液の底に向かって流れていく。 

ものが水にとける様子を観察しよう。 
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⑥１・２時間目の考察 

導入で、アクリルパイプを子どもの前に示しながら演示することを説明した。教師が発した「水の

中に食塩を入れるとどうなるかな」という問いかけに対して、子どもは、自分自身の経験から考えを

表現した。次に、アクリルパイプの水の中に食塩を落とし、食塩の粒が変化していく様子を観察させ

た。子どもは、自分の予想とは異なることが起きたことで、目の前の現象に不思議さを感じたり、興

味を抱いたりすることとなった。 

２度目の観察の場面では、教師が食塩の粒を追うことを子どもに意識させたことで、食塩の粒の変

化について、経過を伴った詳細な表現になっていった。子どもは、粒の形が水の中で沈みながら変化

していることを確認した後、目の前から消える瞬間をとらえ、即座に「消えた」と驚きの声をあげた。

その後、直面した現象に疑問を感じて、「水のなかで食塩はどうなったのだろう」ということに興味・

関心をもちながら、学習を進めていくこととなった。また、間近で観察した子どもは、食塩の粒が溶

けた跡が線のようになっていることに気づき、「油のようなものが見えた」という表現で発言していた。

アクリルパイプで食塩を溶かす実験は子どもに驚きを与え、その後のティーバッグの中の食塩を溶か

す事象提示の場面へと興味を持続させることができた。 

このことから、事象と出会う教材を工夫した本時の授業は、子どもの学ぶ意欲を育てることを明ら

かにすることができた授業であったと言える。 

⑦授業の様子３・４時間目  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

①T1: （ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞを見せながら）この中の食塩はなくなったのでしょうか？ 

②S1:消えた。とけた。液体になる。 

③S2:まだある。小さくなった。まわりにくっついている。 

④S3:肉眼では見えないけれど、顕微鏡で見れば微生物のように見える。 

⑤T2:つまり、こういうこと？（カードを提示する） 

ｱ「全部残っている」 

ｲ「ほとんど残っている」 

ｳ「ほとんどなくなった」 

ｴ「全部なくなった」 

⑥T3:ﾉｰﾄに自分の考えを書き、そのように考えた理由を書いて下さい。 

⑦S4:(ｱ)「粒が細かくなり見えないだけで、どこかに残っているかもしれない。」 

S5:(ｲ)「全部なくなったわけでもない。ほとんどなくなったわけではない。 

ほとんどあるとは限らない。」（賛同する声あがる） 

⑧S6:(ｳ)「粒っぽいのが少しなくなった。少しだけ残っている。」 

⑨S7:(ｴ)「目には見えなくなって粒がなくなりそうめんみたいになったから。」 

 

・考えを確かめるための方法を話し合い、実験を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩T4: ものが水にとけても、食塩は水の中に残っていることがわかったね。では、ビ

ーカーの中で食塩はどのようになっていると思いますか？ 

⑪S:下、まわり、底、全体、壁 

⑫T5:下？まわり？底？何かうまく伝わってこないな。どうしたら考えていることが

伝えやすいかな？ 

（この後、有色の砂糖を水に溶かす実験についても、食塩と同様に行った） 

ア 全部残っている    ( 1人) 
イ ほとんど残っている (10人) 
ウ ほとんどなくなった (12人) 
エ 全部なくなった   ( 8人) 

授業の分析 学習活動 T:教師 S:子ども 

 
水にとけた食塩は、どうなったのだろうか。 

挙手で人数

を把握して

板書する。 

話し合い    グループ実験    結果の整理      結論の話し合い 

 
調べる方法 
・重さをはかる 
・蒸発させる 
・さわる 
・観察 

実験 
電子天秤を使い
とかす前の食塩､
水の重さととか
した後の食塩水
の重さを比べる。 

 

結果 
容器＋水＋(食塩＋薬包紙) 

50g+50g+5g＝105ｇ 
食塩と水とを合わせた
重さは変わらない。 

考察 
ものが水にとけて
見えなくなっても
食塩は水の中に残
っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦「そうめん」という表現は、シュリーレン

現象のことで、ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞから溶けて流れ出

る食塩のもやもやを例えている表現。 

 

⑤食塩が「ある」か「ない」かという選択を 

 させた場合、ものを溶かしたことがあると

いう人数が多数であった調査から「ない」

と答える可能性は低いと思われた。「ほと

んど」という選択肢をつくり、その程度を

を問うことで子どもの考えを出しやすい

ものにした。 

 

実験結果で、「すべて残っている」という

ことが明らかになり、驚きにつながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[とけ方を観察した] 

＜授業場面とイメージ図＞ 

食塩が水にとけた様子を表す方法とし

てイメージ図を取り入れた。図をかい

た後、一人一人の図について交流する

場面を設定した。 

とけて見

えなくなっ

た食塩 

[ゆくえを考える] 

（前時）      （本時） 

ｼｭﾘｰﾚﾝ

現象 
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 図５－１ 

食塩は水に混ざって下に沈み、底にた

まる部分ができるイメージ図。底の方

に沈んでいるものが多い。また、ビーカ

ーの壁にはりつく食塩がある。 

 図５－２ 

水の粒と食塩の粒が集まって合体し、

全体に広がるというイメージ図。合体し

ない粒は小さく下に沈んだり、浮かん

だりするものがある。 
 図５ Ａ児のイメージ図 

 
 

 

  

 図７－１  

食塩の粒の中に水が入り込むイメージ

図。食塩を□で表し水の粒を●で表し

ている。食塩の粒に水の粒が入ると、

重さが加わって底に沈んでいく。 

 図７－２ 

食塩の粒の中に水の粒が入り込み、

全体に広がるイメージ図。中に入る水

の粒の数が多いと沈み、少ないと浮く

と考えている。 

 図７ Ｃ児のイメージ図 

 
 

 図６ Ｂ児のイメージ図 

 
 

 

 

 
 

 

 図６－１  

水の隙間に食塩の粒が入り込み全体

に広がるイメージ図。隅々まで線で表

し濃さは一様であると考えている。友

達の意見を取り入れて表している。 

 図６－２ 

有色の砂糖が溶けたイメージ図。水

の粒を○砂糖の粒を□で表している。

水は大きく砂糖は非常に小さい。水の

隙間に砂糖が入り込むと考えている。 

⑧３・４時間目の考察 

イメージ図を使って水に溶けた食塩を表す

場面は２度設定した。１度目は、ティーバッ

グの中の食塩が水に溶ける様子を観察に基づ

いて表した場面である。（図 5-1、6-1、7-1）。 

溶けた食塩のゆくえについて自分なりの考え

をもつ段階となり、その後の質量保存の実験

につながることとなった。２度目は、４時間

目の質量保存の実験で、水に溶けた食塩がす

べて残っているという結果と有色の砂糖を水

に溶かして均一になったという結果を得て、

他者と意見交流を行った後に表した場面であ

る。（図 5-2、6-2、7-2）イメージ図で表すこ

とで、それぞれの考えを伝え合ったり、考え

の違いに気づいたりしながら、積極的に話し

合う姿が見られた。 

Ａ児は初め、「水に溶かした食塩は下に沈み、

底の部分に多くたまる」と考えていたが、有

色の砂糖を溶かした実験や「とけた食塩は全

体に広がっている」と考える友達との話し合

いから、自分の考えを修正し、全体に広がる

イメージ図で表すようになった。 

Ｂ児は「どこの部分を取っても同じ」とい

う考えでイメージ図を表し、友達の意見も合

わせながら表していた。交流後は考えを振り

返りながら目には見えなくなった水と砂糖を

意識して粒で表すようになり、水の隙間に砂

糖が入り込む様子を表して「とける」という

現象を説明していた。 

Ｃ児は「食塩の中に水の粒が入り込む」と

いう考えをもちイメージ図で表して、交流後

も自分の考えを大切にしながら全体に広がる

考えをイメージ図でうまく説明しようとして

いた。 

これらのことから、水に溶けた物の様子を

イメージ図で表し、図を使って交流すること

を取り入れた本時の授業は、自然の事物・現

象に対する子どもの見方・考え方を広げるこ

とができ、学ぶ意欲を育てることができた授

業であったと言える。 
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●日常との関連 
身近なプラスチック製品を取り上げ、物質に対する

興味・関心を高める。 
●表現する場面 
ホワイトボードを活用して他者と考えを交流する。 

図８ プラスチックについての事前調査（複数回答） 

（４）中学校１年生 単元名「身の回りの物質」（新規項目「プラスチックについて」） 

①単元目標  
身の回りの物質をいろいろな方法で調べ、物質には

固有の性質と共通の性質があることを見いだすととも

に基本的な実験器具の操作や記録の方法を身につける。 
②単元の流れ             ③本時の流れ 

 学習活動 

導
入 

1.ペットボトルのキャップ・ラベル・本体が

分別されている理由を考える。 

2.グループで話し合いホワイトボードに考え

を記入する。 

3.他のグループの考えと比べながら、考えた

ことの修正を図る。 

展
開 

4.ゲストティーチャーによるプラスチックに

ついての説明を聞く。 

5.[実験] 

・5種類の身近な容器包装プラスチック( PP、

PE、PS、PET、PVC)の密度が異なることを確

認し、プラスチックの種類を整理してワー

クシートにまとめる。 

6.グループで話し合い、結果と考えをホワイ

トボードに記入する。 

7.実験結果とプラスチックの種類が多い理由

を発表する。 

ま
と
め 

8.プラスチックの機能について説明を聞く。 

・いろいろな機能をもたせて製品化されてい

るプラスチック製品の例について触れる。 

 

 

④本時について 

本時に先立ち、プラスチックについて子どもがどうとら

えているかを把握するために、事前調査を行った（図８）。

その結果、プラスチックのイメージとして、ペットボトル

をあげる子どもが最も多いことがわかった。 
本時では、事象との出会いの場面で、生活に密着してい

るペットボトルに着目させ、子ども同士の話し合いから意

見を引き出し、物質としてのプラスチックが日常とつなが

る提示の仕方を工夫したものである。日常生活や社会の中

で使用されているいろいろな種類のプラスチックを知り、

それらの性質に着目しながら観察、実験を通して物質を分

類し、プラスチックの性質がうまく利用されていることに

気づくことで、主体的に学んでいく姿につながると考えた。また、プラスチック処理促進協会の方に

ゲストティーチャーとして協力を依頼した。専門家の説明を聞くことで、原料の石油から多くの種類

のプラスチックが作られていることやリサイクルのことなどに関心をもち、日常の生活を見直す機会

となるように工夫したものである。さらに、授業の中に子ども同士のかかわりの場面をつくり、一人

一人が考えを出し合いながらものの見方や考え方が広がったり深まったりすることをねらい、ホワイ

学習活動  

①身の回りの物質を区別する方法を考える。 
１ 

②磁石につく物質、電気を通す物質を予想する。 

[実験１]磁石や乾電池を用いて物質を区別する。 

・金属の性質と非金属についてまとめる。 

・金属の性質を使った身近な製品の例に気づく。 

１ 

② 白い粉末の物質を区別する方法を考える。 

・物質によって燃え方が違うことに気づき、ｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰの使い方を練習する。 

④ものを燃やすと何ができるか思い出し、食塩や砂糖などの身近な白い粉

末を加熱して結果を整理する。 

[実験２]炎の中に入れたときの様子で区別する。 

・有機物と無機物について理解してまとめる。 

・身近な有機物の製品の例に気づく。 

 

２ 

⑤同じ体積で質量を比べると物質によって質量が違うことに気づく。密度

について用語と単位を理解する。計算式を使って物質の密度を計算する。 

⑥電子てんびん、上皿てんびんの使い方を身につける。 

[実験３]密度で未知の物質を区別する。 

⑦密度を計算し、一覧表と比較して未知の物質が何であるかを見分ける 

 

３ 

⑧プラスチックが身近でたくさん使われていることに気づき、プラスチッ 

クの一般的な性質を知るとともに、プラスチックの種類による性質の違 

いを調べる実験を行う。 

[実験４]プラスチックを特徴で区別する。（比重差を利用した実験） 

・実験からプラスチックの種類を判別して表にまとめる。 

・プラスチックには、なぜいろいろな種類があるのか考えて発表する。 

 

１ 

電気器具のコード（電気を

通す部分）、金槌（鉄の部

分）はさみ、クリップなど 

 

有機物：砂糖、片栗粉、ろう、

消しゴム、プラスチックなど 

無機物：食塩、鉄など 



- 60 - 
 

トボードを活用する場面を設定した。 
本時は、教材の提示の仕方や考えて表現する場面を設定し、関心をもって、「身の回りの物質」の学

習を追究できるように工夫したものである。 
⑤授業の様子７時間目 

学習活動 T:教師 S:子ども 授業の分析 

 

 

T:「グループで考えて、ホワイトボードに記入しましょう」 

（ホワイトボードを活用した交流の場面） 

①S1：素材が違うから、燃やしたときにキャップは何かいいもの 

になると思うけれど、プラスチックは有害なガスが出るか 

らではないかな。 

②S2：ラベルはどうだろう？ 

③S3：ラベルは、有害な物質が出ると思う。 

④S4：燃やした時に出るのかな？ 

⑤S1：プラスチックは、有害な物質が出ると思う。 

⑥S3：キャップは、有害な物質は出ないのかな？ 

⑦S1：再利用できると思う。プラスチックは洋服になるし、再利 

用できる。あと、CO2が出る。 

T:（各グループのホワイトボードを掲示する） 

T:「他のグループの考えを見て、気づいたことはあるかな」 

⑧S1：他のグループは、処理のこととかを書いている。自分たち 

の答えは、聞かれてることと違う気がしてきた。 

⑨S3：本当の理由が知りたくなったね。 

 

 

 

①S1児はペットボトルの本体を「プラスチック」と言い、生

活経験が基となる意見を出しながら部分ごとに素材が違う

という考え方をしていた。話し合いの中心となっていた。 

 

②～④仲間の発言に対して疑問点を問い直すなど、活発なや

りとりが見られた。相互に意見を出し合い、グループとし

ての考えをまとめていた。 

⑤このグループは有害な物質という見方で話し合いを進めて 

いた。最終的にホワイトボードには、本体を「害あり」キ 

ャップを「害なし」ラベルを「とくになし」と表していた。 

 

⑧ホワイトボードの情報交換の場面で、他のグループの視点

が異なる考えを見ながら、自分たちの考えを修正しようと

していた。 

⑨グループの多様な考えを見ながら振り返る場面となり、本

当はどうなのか知りたいという気持ちが表れていた。 

・ゲストティーチャーによる説明を聞く。 

 

 

 

・実験を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・グループで話し合い、結果をワークシートに記入する。 

 

 

・実験の材料となるプラスチックの小片が、日常生活の中で

見かける容器包装プラスチックであることを知り、触感や

重さなどを確かめるなど、興味・関心を示していた。 

 

・水、50％エタノール水、10％食塩水の中に入れる手順を、

確認しながら進めていた。プラスチックの小片が浮くか、

沈むかの区別が難しいときは、時間をかけて確認していた。 

・実験結果をワークシートに記入し、密度で分類するやりと

りをしながら種類を区別していた。 

物質の密度 （ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処理促進協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ホワイトボードを活用した考察の場面） 

T:なぜいろいろな種類があるのか考えて発表しましょう。 

⑩S1：わかった。全部一緒だと燃えづらいものとかがあって困る 

し、全部かたいとチューブみたいに柔軟な動きができない 

と困るから、いろんなプラスチックの種類がないと人間が 

生活するにはふさわしくない環境になる。 

⑪S2:そうか。 

⑫S3：チューブは、何だったかな？ 

⑬S1：ポリ塩化ビニル。 

⑭S4:やっぱり、人々が生活していく中でいろいろなプラスチッ 

クがないと不便だからなんだね。 

 

⑩種類がある理由を、実験したこと以外の燃えやすさとかた

さで性質を考えて、意見として述べていた。根拠となるこ

とを具体例を挙げながら発言していた。 

 

⑪S1児の意見に賛同していた。 

 

⑭種類がないと生活が不便になるという意見を示していた。

人の生活とプラスチックとの関係を考え直し、グループの

見解をホワイトボードに記入した。 

・ゲストティーチャーによる説明を聞く。 

 

 

 

 

 

 

 

「ペットボトルのキャップと本体とラベルは、なぜ分別して回収されるのか、理由を考える」 

・原油からプラスチック製品になるまでの流れ ・プラスチック製容

器・包装・複合素材の実例 ・プラスチックリサイクルの種類 

レジ袋 

ｺｰﾋｰｾﾞﾘｰ 

のｶｯﾌﾟ 

乳酸飲料 

の容器 玉子パック 

チューブ 

５種類の身近な容器包装プラスチック

（PP、PE、PS、PET、PVC）の種類を知

り、密度が異なることを確認する。 

身の回りの物を示しながら、容器包装としての機能を持たせる工夫について説明する。 

・菓子袋（外側は PP にすることで印刷しやすくしている。内側は PS にすることによって中身を割れにくくしている） 

・マヨネーズのチューブ（多層容器包装、ラミネート構造。薄いフィルムが５・６層はられていて食品の鮮度保持性能を高めている） 

→保存性、軽量化、生活の利便性の向上につながっていった。 

種類 密度(g/㎤) 種類 密度(g/㎤) 

PP(ﾎﾟﾛﾌﾟﾛﾟﾋﾟﾚﾝ) 0.9 PVC(ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ) 
1.23 軟質

1.45 硬質 

PE(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)  
0.92 低密度 

0.96 高密度 
水 1.00 

PS(ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ) 1.05 10％食塩水 1.07 

PET樹脂 1.34 50％ｴﾀﾉｰﾙ水 0.93 

 

 

 

（実験の手順） PP(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ) 

PE(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) 

PS(ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ) 

PET(ﾍﾟｯﾄ樹脂) 

PVC(ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ) 

50％ｴﾀﾉｰﾙ水 

10％食塩水 

浮く物 

沈む物 

浮く物 

沈む物 

浮く物 

沈む物 

水に入れて 

攪拌する 
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⑥授業の考察 

 導入において、教師が「ペットボトルのキャップと本体とラベルはなぜ分別して回収されるのか、

理由を考えよう」と発問し、グループごとに意見を出し合って考えをホワイトボードに表した。子ど

もが、自分の生活経験をもとにした様々な考えを発言したことから、生活に密接に関わっているペッ

トボトルに着目させたことは、子どもの考えを引き出すことに有効であったと考える。 

 授業の中で、子ども同士が意見を交流して考えを共有し、ホワイトボードに表す場面は２度設定し

た。部分ごとに分別回収するペットボトルについての話し合いの場面と、終末におけるプラスチック

の種類が豊富にある理由を考える場面である。 

１度目の場面では、考えを次々と出し合いながら、問いに対するやりとりを意欲的に進めていた。

その際、ホワイトボードに意見を書き込みながら、話し合いを進め、考えを修正しながらグループと

しての最終的な見解をホワイトボードに書きあげた。 
 ２度目のプラスチックの種類が豊富に 
ある理由を考える場面では、ホワイトボ 
ードに比重差を利用した実験結果を書き 
込みながら話し合いを進め、区別して判 
断した結果を共有した。 

本時の授業から、事物・現象から考え

て他者と意見を交流することで、ものの

見方や考え方を広げながら意欲的に学習

を進めようとする子どもの姿が明らかに

なった。その際、子ども同士の考えの相

違をすり合わせる場としてのホワイトボ

ードは、課題が焦点化しながら意見交流

を活発にすることができ、全体の場での

発表がスムーズになるということがわか

った。 

これらのことから、教材の提示の仕方

を工夫して場面を設定し、他者と考えを

広げたり深めたりすることに取り組んだ

本時の授業は、子どもが考えて表現する

ことを明らかにすることができ、学ぶ意

欲を育てることにつなげることができた

授業であったといえる。 

⑦ゲストティーチャーに協力を依頼し

た授業展開について 

本時の授業について、学習後に振り返

りを行って感想を記述させた。子どもの

記述から、物質としてのプラスチックに

興味・関心を高めて学びを深めている子

どもの姿がうかがえた。 

１度目の場面 ２度目の場面 

 
 

 

実際にペットボトルを手にしながら分

別の理由を考えていた。部分ごとに

｢素材､強度｣が違うという理由で意見

をまとめていた。 

比重差を利用した実験結果を表で表し、密

度の数値から種類を区別して整理した。こ

のホワイトボードの表記を基に、考えを出

し合いながらまとめていた。 

 

 
 

 

 
分別の理由を、ふた、本体、ラベルの

部分ごとに物質が違うということから、

リサイクルの仕方にも考えをつなげて

まとめていた。 

触感や重さなども確かめながら実験結

果をまとめていた。物質ごとに硬さ、

柔らかさといった性質の違いがあり種

類の豊富さにつながると考えていた。 

 
 

 

分別の理由を、リサイクルと燃やした

ときの環境のことを話題にしながらま

とめていた。 

種類を区別していろいろなプラスチックが

あることに気づき、用途によりプラスチック

の種類が適用されると考えていた。 
 図９ ラミネートシートとホワイトボードを活用した意見交流の場面 

（表記を同じグループのもので並べている） 
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子どもの感想は、「種類の多さ」にふれているものが 71人（61％人）で、プラスチックの種類が多

いことに驚いている記述が多かった。また、「プラスチックの用途」にふれているものが 36人（31％）

で、いろいろな機能をもたせて製品化していることについて、感心している記述が多かった。これら

のことは、ゲストティーチャーによるスライド画面を使った説明を聞いたことにより、プラスチック

についての新しい知識を得る機会となり、感想に表れたものと考える。 

「観察、実験」について触れているものは 32人（27％）で、実験を行って密度で区別するといった

問題解決の活動を「楽しかった」と表現する記述が多かった。子どもの感想には、「水より重いか軽い

かの実験をしたとき、グループの中で、こうなったから～は～だということがわかり、楽しかった。」

という記述が見られた。プラスチックについて「知る」だけではなく、実際に水、エタノール水、食

塩水を使って比重差を利用した実験を行い、課題を解決する楽しさを感じている姿がうかがえた。 

「性質」についてふれているものは 31人（26％）で、実験で性質を確かめた学びをさらに発展させ 

ようとする記述が見られた。子どもの感想には、「密度や重さ、手ざわりとかがそれぞれ違って不思議

だった。細かいつくりがどうなっているのか気になった。」という記述が見られた。また、５種類のプ

ラスチックを 1種類ずつ手にしながら確かめたことで、性質の違うプラスチックの用途に興味・関心

をもち、うまく利用して製品化されていることに驚いている記述なども見られた。 

「リサイクル」について触れているものは 20人（17％）で、回収されたプラスチックが、新しい製

品の原料となることや、再生利用するための高い技術開発力に驚いている記述が見られた。 

ゲストティーチャーの説明は、学習前、プラスチックは１種類だと思っていた子どもが、身の回り 

は、たくさんのプラスチックであふれていることに気づく機会となった。マヨネーズやポテトチップ

スの容器が何層ものプラスチックでできていることなど、生活の利便性の向上につながる説明は、子

どもに物質としてのプラスチックの性質に興味・関心をもたせることとなり、その後の学習意欲につ

ながっていった。 

ゲストティーチャーに協力を依頼し、専門家からの説明を聞くことで日常の生活を見直す機会とな 
る授業づくりを行った本時の授業は、子どもの学ぶ意欲を育てることにつなげることができた授業で

あったといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 10 授業後の振り返り  
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Ⅲ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

 「考えて表現し、学ぶ意欲を育てる理科授業－日常と科学をつなげる手立てを探る－」を研究主題

として設定し、取り組んできた。学習の導入の場面で日常とつながるしかけを工夫したり、学習問題

づくりや予想、考察の場面で話し合う場の設定や、話し合いを深める工夫をしたりするなどの授業実

践を積み重ねた。 

意識調査と５つの授業研究を行った一年間の研究より、理科の学習で日常と科学を関連づけた授業

を構想し、子ども自身が日常と科学とのつながりを感じることで学習への関心を高めることができ、

学ぶ意欲が育つということを明らかにすることができた。 

また、子どもの多様な考え方や表現に対応するための授業づくりを行ったり、子ども同士が意見を

交流する場面を設定したりすることで、子どもの学びを深めていくことができるということがわかっ

た。 

 

２ 今後の課題 

本研究会議では、日常と科学をつなぐ導入の事象提示と子ども同士の交流の場面を設定し、学ぶ意

欲を育てる理科授業を探ってきた。今回の研究では迫ることができなかったが、習得した知識・技能

を活用した授業の工夫を考えることによって、さらに日常と科学をつなげることができると考える。

例えば、学習のまとめとしての性質や規則性を理解した上でのものづくりや、発展的な扱いとしての

身の回りの物を調べる活動を通して、科学技術の有用性を感じることにつなげていくことができよう。 

また、小学校・中学校の連携を図り、小学校で行われる「考えて表現する」学習活動を、中学校の

結果から考察してまとめていくという「考えて表現する」学習活動につなげることで、より学ぶ意欲

を育てることができると考える。例えば、小・中学校間で研究授業を行うことや授業についての協議

を行うことが考えられよう。 

これらの課題について向き合って、今後もさらに授業実践を行っていきたい。 

 

 
最後に、研究を進めるに当たり、ご支援、ご助言をいただきました講師の先生方、また、校長先生

をはじめ学校教職員の皆様に、心より感謝し厚くお礼申しあげます。 
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