
Ⅰ．研究主題設定の背景 
 

「自然と向き合う」ことの意義と在り方 

新型コロナウイルス感染症拡大により、GIGA ス

クール構想が一気に加速しました。今では、日々の

授業で ICT を活用することが当たり前になっていま

す。これらを用いれば、直接自然と向き合わなくて
．．．．．．．

も
．
、理科の学習内容を簡単に知ることができるでし

ょう。それでは、理科において大切にしてきた、

「自然と向き合う」ことの意義とは何なのでしょう

か。それは、自然事象と関わる体験を通して、追究

の主体性を一層引き出せることだと考えます。日々

の理科学習において、ものや人と存分に関わり思考

を深める問題解決の過程を通して、これまで見えて

いかなかったことが見えてくる学びを重ねられるよ

うにする。こうした過程を通して、自然事象を見つ

める意欲を高めることが、主体性を育むことにつな

がるものと考えます。 

ただ、自然との向き合い方はこれまでと同様では

ないでしょう。昨年度、研究発表部会では、「問題

解決のより一層の充実を図る ICT の活用」を軸に実

践研究を進めました。その成果から、ICT を活用す

ることで、他者との接点を増やし、自然事象をより

深く見つめる子どもの姿を引き出せる可能性が見え

てきました。子どもを取り巻く状況は日々加速度的

に変化しています。数年前は、理科の授業で一人一

人の子どもがクロムブックを用いている姿を誰もイ

メージしていなかったように、数年後には子どもを

取り巻く状況はさらに変化していることでしょう。  

学びの在り方が急速に変化している今だからこそ

一旦立ち止まり、「自然と向き合う」ことの意義と

在り方を見つめ直すことが、求められているのです。 

 

協働的な学びの重視 

今後、学びの場や方法の拡充により、個別最適な

学びはより一層拡充していくでしょう。それに伴い、

理科における協働的な学びの意義も大きくなるもの

と考えます。当然のことながら、科学的（実証性・

再現性・客観性）に追究するためには、他者の存在

が欠かせません。自分とは異なる考えも受け止め、

自分自身の考えを批判的に見つめ直すことが、科学

的な追究を実現する上で欠かせないためです。 

ただ、理科における協働的な学びの役割は、追究

を科学的なものにするだけではありません。他者の

考えを批判的、共感的に受け止めながら共に学ぶこ

とにより、自然事象を見つめ直すきっかけが生まれ

ます。つまり、協働的に学ぶことが「自然と向き合

う」機会の充実につながるのです。自然との距離を

縮めながら、繰り返し自然と向き合えるようにする

ことで、自然を愛する心情を育むこと。それは理科

だからこそできることでしょう。このように、時間

と空間を共にし、他者と同じ自然事象を見つめるこ

とのよさを明らかにすることは、学校で理科を学ぶ

ことの意味を捉え直す好機になるものと考えます。 

 

価値を創る必要性 

 近年、インターネット等を用いれば、簡単に「正

解」が手に入れられるようになりました。ただ、問

題解決の過程を経ないで手に入れる「正解」は、個

別具体的・言語的な知識として止まる場合が多いも

のです。こうした現状がある今だからこそ、問題解

決の過程を通して新たな事実を得ることに止まらず、

子ども自身が以下の二つの価値を創り出せるように

することを重視します。  

例えば、「ものの燃え方」の学習では、「酸素はよ

いもの・二酸化炭素はだめなもの」と考える子ども

もいるでしょう。ここで、日々の生活や植物の光合

成との間につながりを見いだすことができれば、二

酸化炭素が自然界のバランスを保つために重要な役

割を果たしているという自然事象の価値が見えてき

ます。同時に、こうしたつながりを見いだすことは

「個別に物を見て判断するのではなく、自然界に広

く目を向ける」という空間的な見方を働かせる科学

の価値を創ることにも結び付くでしょう。子ども自

身がこうした価値を創ることは、経験の活用を促す

だけではなく、腑に落ちるような納得を生むことに

もつながるものと考えます。  

 

以上より、「自然と向き合い、協働的に価値を創

る問題解決」を研究主題とし、研究を進めます。  

自然事象の価値 

自然の巧みさ、有用性 

科学の価値 

問題解決に役立った見方・考え方、解決の方法 
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Ⅱ．研究の重点 

 「自然と向き合い、協働的に価値を創る問題解決」

の実現のために、「課題」と「問題」に焦点を当て、

その関連を明確にして単元を構成します。 

 

主体性を引き出す「課題」 

これまでも子ども主体の問題解決の実現を目指し、

単元を通した子どもの分かり方を想定しながら、問

題を見いだすための教材化に力を注いできました。

その重要性はこれからも揺るぎません。 

しかしながら、授業が「教材－子ども－教師」の

三項関係で成立するものであるならば、「教材－子

ども」の二項関係だけではなく、教材を介した「教

師－子ども」の関わりについても十分に検討する必

要があります。「子ども主体の問題解決」という言

葉に縛られるあまり、子どもへの関わりを躊躇して

しまうのではなく、子ども主体の問題解決を後押し

するための教師の関わりを明らかにするのです。 

以上の考えを基に、私たちが着目したのは「課題」

です。ここで言う課題とは、子どもの実態を踏まえ、

興味・関心を引き出した上で教師から提示するもの

です。主体性を引き出すことを前提とした上で、自

然事象と出合った子どもが見方を働かせたり疑問を

もったりした後に、課題を設定し追究の方向性をつ

くります。 

このように、子どもの追究の出発点となる事象と

の出合いや課題を通した教師の関わりを十分に検討

することで、一人一人の子どもが「問題」を見いだ

せるようにします。 

 

新たな価値を創る「問題」 

「問題」は、これまで本会が長年にわたって目指

してきた、「子ども主体の問題解決」の根幹をなす

ものです。令和になった今も、その重要性は変わり

ません。 

本研究では、「問題」を次のように定義します。 

 

これらの視点から問題を見つめ直すことは、単元

の本質を見極め、資質・能力の育成を明確に意識し

て授業づくりをすることにつながるものと考えます。 

  

「課題」と「問題」の関連 

課題により追究の方向性をつくり、子どもが問題

を見いだす過程について、４年「季節と生き物」で

の子どもの姿を基に考えてみます。 

春の植物の様子の観察から、これからの成長への

期待と見通しをもったところで、１年間を通してヘ

チマを育てることを伝え、「ヘチマはどこに植える

とよりよく育つのか。」という課題を示します。子

どもは校舎の周りの植物の様子やこれまでの経験を

根拠に、ヘチマがよりよく育つ環境について考え、

温室と路地の二つの場所で育てることにしました。

課題の提示により、植物の成長と気温の関係に着目

した、追究の方向性を生んだのです。夏休みを終え、

少しずつ朝晩の気温差が大きくなると、成長が遅か

ったはずの路地に植えたヘチマの方が、早く花や実

をつけ始めます。子どもにとっては、花や実をつけ

ることも成長の一つです。この“逆転現象”から、

子どもは「温室で育てたヘチマは花や実をつけない

のか。今後どのように成長していくのか。」と問題

を見いだしていきました。この問題は「路地は気温

が低いから、温室で育てているヘチマも気温が下が

ると花や実ができるのかもしれない。」と、これま

での観察記録を基に根拠のある予想や仮説を発想す

る姿につながりました。さらに問題を解決した後に

は、観察記録を根拠に予想や仮説を発想することに

ついて、追究の過程における自身の経験と結び付け

ながら、新たな価値を創り出していました。 

こうした子どもの姿から、課題によって活動の方

向性をつくり、自然事象との関わりを通して問題を

見いだすことの重要性が見えてきます。もしも、

「植物の１年間の成長を調べよう」という課題を提

示し、温室のみでヘチマを育てていただけでは、子

どもが本気になって追究したくなる問題は生まれに

くかったものと考えます。このように、課題と問題

の関連を検討することは、子どもの分かり方を考え

ることに直結するのです。 

問題の条件 

①経験や認識とずれる自然事象との出合いによって、

子どもの内面から生まれるもの。 

②「課題」の段階よりも、解決すべき内容が明確にな

り、追究の方向性が絞り込まれたもの。 

③ねらいとする問題解決の力の育成につながるもの。 

 

重点１ 

課題と問題の関連を明確にした単元構成 
 

課題の条件 

① 自然事象を基にするもの。 

② 子どもの実態を踏まえ、興味・関心を引き出した

上で、教師から提示するもの。 

③ 活動に対する視点を生み（絞り）、目的を明確に

することで、主体性を引き出すもの。 



 

科学的な追究における「他者」 

先にも述べた通り、科学的（実証性・再現性・客

観性）な追究の実現や、自然を愛する心情を育むた

めには、他者の存在が欠かせません。他者との対話

を通して、自分とは異なる見方や解釈に触れること

により、思い込みに気付き、自然事象を見つめ直す

きっかけを生むことができます。つまり、他者を生

かすことで、観察・実験と考察とを行き来しながら

自然と向き合う過程を豊かにできるのです。 

 

自然事象を見つめ直すきっかけを生む 

 一口に対話と言ってもその目的は様々ありますが、

本研究において重視したいのは、「自然事象を見つ

め直すきっかけを生む」ことです。言葉のやり取り

だけでは、問題を解決することも、腑に落ちる納得

を生むこともできないでしょう。授業中の子どもの

様子に目を向けてみても、全体交流の場では全員が

納得しているように見えても、授業後のノートには

全く異なる考察をしている子どもがいるという経験

をしたことのある方も多いのではないでしょうか。

事象との関わりを通して納得するという子どもの特

性を踏まえると、授業のどの場面に、対話を位置付

けるのかを吟味する必要があります。 

ただ、自然事象を見つめ直すきっかけを生むため

には、いつ対話の場を位置付けるのかという“タイ

ミング”や、何を話し合うのかという“内容”を検

討するだけでは十分ではありません。それは、挙手

した一部の子どもの発言や、特定の子どもの気付き

を取り上げるだけでは、本音が伴った多様な考えを

引き出せない場合もあるからです。これらのことか

ら、自然事象を見つめ直すきっかけを生むためには、

どのように一人一人の子どもの考えを引き出すのか

という“方法”も、十分に吟味する必要があると考

えます。 

 

他者との接点をつくる ICT の活用 

そこで着目したのが、ICT の活用です。昨年度、

研究発表部会を中心に、「問題解決のより一層の充

実を図る ICT の活用」について研究を進めてきまし

た。その中から見えてきたことは、ICT を活用する

ことで、これまで以上に、他者との接点を増やせる

ということです。 

 実験の結果や考えを一覧で表示できる機能を用い

て、「一人一人の考えをリアルタイムで共有できる」

という特性を生かせば、実験結果や考えの共有に多

くの時間を割かなくても、これまで以上に多様な考

えに触れることができます。このことは、自分とは

異なる他者の考えや視点を生かしながら、より一層

自然と向き合う時間を生み出すことにつながります。 

 また、「時間・距離などの制約を取り払える」と

いう ICT の特性を生かせば、４年生「季節と生き物」

の学習では、周辺の自然環境が異なる学校と情報を

共有することで、同じ学級の中だけでは生まれなか

った見方に触れ、それをきっかけに身の回りの動植

物の変化を見つめ直す子どもの姿を生むことができ

るでしょう。 

 さらに、「個の必要感に応じ、一人一人のタイミ

ングで、他者の考えに触れられる」という特性を生

かせば、個々の追究を止めて、一斉での対話の場面

を設けなくても、他者との接点をつくることができ

ます。このことは、これまで以上に、個の追究を保

障することにつながるはずです。 

これらは ICT を活用することで可能となることの

ほんの一例です。他にも様々な方法があるでしょう。

ICT を活用することで、これまでにはなかった対話

の場をつくり、自然事象を見つめ直すきっかけをつ

くる。そのことにより、一人一人の問題解決の過程

をより一層充実させていくことを重視します。 

 

以上のように、問題解決の過程を充実させるため

に、他者をどのように生かすのかという視点から授

業を見つめ直すことは、協働的に問題解決すること

の意義を大きくすることにつながるものと考えます。  

ICT の活用が「当たり前」になってきた今、これ

までの定石にとらわれない柔軟性をもち、新たな授

業の在り方を創造していくことが、今、私たちに求

められているのです。 

  

重点２ 
自然事象を見つめ直す 

きっかけを生む対話 
 

ICT の特性 

・一人一人の考えをリアルタイムで共有できる 

・時間・距離などの制約を取り払える 

・個の必要感に応じ、一人一人のタイミングで、他

者の考えに触れられる 

・繰り返し観ることができる 

・拡大して観ることができる 

・ネット環境を使い、必要な情報を集められる 

・学習履歴（スタディ・ログ）を蓄積できる 等 



 

全ての子どもを主体的な問題解決者として育む 

科学的に問題を解決する過程を通して、主体的な

問題解決者を育成すること。これが理科という教科

で学ぶことの目的です。ただ、あらためて日々の授

業を見つめ直してみると、理科が得意であったり、

理科が好きであったりする子どもが、グループでの

実験をリードするような場面も少なからずあります。

その結果、問題解決の力を伸ばす機会に偏りが出て

いるのも現状です。こうした現状を受け、どの子ど

もも一人一人が主体となって問題を解決できるよう

にするために着目したのが、「個別最適な学び」で

す。どんな活動を通して、どんな順序で学び進める

のかといった選択や判断を可能な限り個々の子ども

に委ねていくことで、全ての子どもを主体的な問題

解決者として育んでいくことを目指します。 

 

理科における「個別最適な学び」 

それでは、科学的な追究が求められる理科の「個

別最適な学び」とは、どのようなものでしょうか。

少なくとも、個で追究し、個で完結する学びではな

いはずです。それは時に独りよがりな追究になって

しまう場合があるからです。そのため、実証性・再

現性・客観性が伴った科学的な追究であるためには、

個別最適な学びであっても、他者との接点が欠かせ

ません。また、自分で判断し学び進めるからこそ、

より多様な考えが生まれます。その結果として、他

者に働きかける必要感が生まれ、協働的に学ぶこと

の意義を高めることにもつながります。 

つまり、理科においては、個別最適な学びのみで

完結させるのではなく、単元の学習過程の中で、個

別最適な学びと協働的な学びを経時的に
．．．．

組み合わせ

ることによって、それぞれの学びを一体的に充実さ

せることが重要であると考えます。 

問題解決の過程を
．．．

充実させる 

単元の学習展開の中に、個別最適な学びが位置付

くことで、問題解決の過程を
．．．

充実させることができ

る可能性があります。 

たとえば、これまでも子ども自身が問題を見いだ

せるようにすることは大切にされてきました。ただ、

時に一部の子どもの気付きを全体に広げることで、

「なるほど確かにおかしいな。どうしてだろう。」

と問題を見いださせている
．．．．．．．．．．．

ような場合もありました。

このことは「問題を見いだす」ことの難しさの表れ

でもあります。そこで、どの子どもも自分自身で問

題を見いだせるようにするために、単元の導入場面

などに個別最適な学びを位置付けることが有効な場

合もあるでしょう。それにより、それぞれのタイミ

ングで自然事象に対する気付きを生み、そこから問

題を見いだせるようにする展開が考えられます。 

 他にも、問題を解決した後に個別最適な学びを位

置付け、明らかになった事実を基に、さらに知りた

くなったことや明らかにしたいことを、個々で追究

する展開も考えられます。そうすることで、これま

では見えていなかった新たなつながりに気付き、自

然事象の価値をつくり出す子どもの姿を生むことが

できる可能性があります。 

 このように、個別最適な学びを学習展開に位置付

ける際には、どのように学べるようにするのか（手

段）のみならず、問題解決の過程（問題を見いだす、

予想や仮説を発想する、観察・実験、考察）の何を

より一層充実させるのか（目的）を、検討していき

ます。 

個別最適な学びは手段であり、その実現が目的で

はありません。何を個別最適な学びとし、何を協働

的な学びとするのが有効なのかを、資質・能力の育

成という観点から明らかにしていきます。 

 

 ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ 

 授業部会では重点１・２に、研究発表部会では重

点３を中心に取り組み、研究主題「自然と向き合い、

協働的に価値を創る問題解決」の解明に迫ります。  

変化の大きな今だからこそ、目の前の子どもの姿

をしっかりと見つめ、未来を見据えて研究を進める

営みを通して、変わるものと変わらないものを明ら

かにしていきます。  
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重点３ 
問題解決のより一層の充実を図る 

「個別最適な学び」 
 


