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北海道小学校理科研究会 

 

 

 
＜227号 令和４年(2022年)２月９日 発行＞ 

◇◆「第 16回 北海道小学校理科研究会 冬季研究大会」報告◆◇ 

１月 12 日(水)に標記大会を開催しました。今年度も昨年度同様にオンラインミーティングとして開催いたし

ました。当日は、各支部の部員、OB顧問、学生合わせて119名が参加し、授業部会から４本、研究発表部会・他

支部から 7本、全小理大会から 3本、計 14本の研究発表があり熱心な討議がなされました。さらに文部科学省

初等中等教育局教育課程課教科調査官 鳴川哲也 氏にご講演いただき、全参加者で学びを深めました。 

１．会長挨拶                                                                      

○札幌市立北九条小学校  紺野 高裕 校長 

約２年にわたるコロナ禍の学校運営、教育活動への対応に追われ大変な日々の中、オンラ

インを活用するなど、様々に工夫しながら本日まで取り組まれてきた。特に 11 月５日に実

施した全道大会釧路大会は、昨年度の中止から１年越しで多くの困難を乗り越えて、オンラ

インによる開催をすることができた。 

昨年度は学習指導要領全面実施の年だったが、皆で頭を突き合わせて、授業改善の取組を

することが難しい状況にあった。今年度は、GIGAスクール構想による一人1台端末の活用が始まり、その扱い方

や活用方法の模索、習熟に多くの時間を要することとなった。現在は、学習指導要領で示されている「主体的・

対話的で深い学び」といった授業改善を進めていく中で、端末をどのように有効活用していくか、各学校におい

て取組が進んでいる。特に理科の授業においては、子どもの観察実験の機会を奪うことなく、授業をさらに協働

的に進め、一人一人の学びを一層深めるためのツールとして、端末の活用方法について研究が進みつつある。本

日の研究発表においても、子どもの問題解決のあり方について議論されることと思われる。それぞれの実践から、

子どもが見方・考え方を働かせ、資質能力を高めていく理科授業について、研究が更に深まっていくことを期待

している。 

２．来賓挨拶                                                                  

○文部科学省 初等中等教育局 教育課程課 教科調査官  鳴川 哲也 氏 

今回の学習指導要領は、2030年というものを一つの区切りとして改定されている。VUCA

という言葉に象徴されるように、予測困難、不確実、複雑、そして曖昧。2030年はこうい

う時代に、より一層なっていくだろうと言われている。そんな時代を生きる子どもたちに

どんな力が必要なのかを考えたときに、この理科教育を通して子どもたちに育成するべき、

考えなければいけない視点はたくさんある。その中で、GIGAスクール構想、一人１台端末という、子どもにとっ

て便利な道具がやってきた。ただ、使うことが目的になってはいけない。全道研究テーマは「『子ども主体の問題

解決』を問い直す」ということだが、問い直すということは改めて問題解決が重要だということを強調された上

で、その問い直す姿勢は一つではないということ。今日の研修会を通して様々な視点から検討し、その視点が明

確になっていくことが重要である。様々な角度から様々な意見を戦わせ、これからの理科教育の充実に向けて、

重要となる視点はこれだということをいくつも挙げていただくことが、今日の大会の成功になる。 

○札幌市教育委員会 教育課程担当課 指導主事  鈴木 圭一 氏 

昨年を振り返ると、長期にわたる感染症の流行と、その対応や対策を講じながらの教育

活動を継続するという、大変難しい対応を求められた１年だった。また、GIGAスクール構

想の推進における端末等の整備が進み、これまで以上に ICT を活用した学習活動の充実が

図られた。感染症対策を講じた教育活動においては、学びを止めないという強い意志のも

と、観察実験の工夫や ICTの積極的な活用が図られた。このような状況下においても、ICT

を活用することでこれまでと同様に子ども主体の問題解決を行うことが可能となった。これからは、これまで積

み上げた感染症対策を講じた教育活動においての知見を踏まえ、学びの質を高める教育活動、子ども一人一人が

「自分の考えが観察実験で大切にされている。」と実感できる学習を積み重ねることが重要である。理科は実証・

再現・客観という科学的な営みであり、仲間との関係性において成り立つものである。その前提となるのが、互

いの考えが承認されて観察実験が行われているかという相互承認に基づいた理科の学習である。引き続き、子ど

も主体の問題解決を問い続けていただきたい。  
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３．研究提言                                                                

○本部研究部長  鐙 孝裕（北海道教育大学附属札幌小学校） 

本会では、会の発足時から子ども主体の問題解決を主軸に据え、全道一丸となって

実践研究を進めてきた。子ども主体の問題解決について考えることは、理科を通して

学ぶ意義を捉え直すことにも繋がる。子どもの自然体験や生活様式が大きく変化して

いる今だからこそ、漠然とした考えではなく、そして盲目的になるのでもなく、実践

研究での子どもの姿を基に、私たち一人一人が確かな答えを見いだしていくことが求

められている。 

今年度、全道研究テーマを「『子ども主体の問題解決』を問い直す」と新たに設定し

た。子どもを取り巻く状況が変化していることを踏まえたとき、子ども主体の問題解決が位置付いた授業創造も、

これまでと同様ではなくなるものと考える。今、私達はこれまで積み重ねてきたことの何を将来に残し、何を変

えていくのか、それを判断する分岐点にいる。この全道研究テーマの下、各支部が具体的な視点をもって研究を

進めていくこととした。本会が、五つの支部から成る全道組織であることを最大限に生かすことで、今後目指す

べき授業像、子ども像も複数の視点から明らかにしてきた。 

研究主題を「学びを生活や未来につなげる子どもの育成」と設定した釧路支部が、11 月に第 68 回北海道小学

校理科教育研究大会釧路大会をオンラインにて開催した。様々な困難を乗り越えて開催することで、その姿勢、

具現化した子どもの姿から多くのことを学ぶことができた。その中でも、「子ども主体であるために、いかに自分

事にするのか。」ということ、そしてその手だてとして判断する場を位置付けることの大切さが、授業での子ども

の姿から見えてきた。釧路支部が明らかにした判断する場は、子ども主体の問題解決の必要条件の一つになると

考える。 

札幌支部では今年度、Society5.0時代における自然と向き合うことの意義と在り方を見つめ、協働的に理科を

学ぶことに光を当て、子ども自身が新たな価値を創り出せるようにすることが、これからの世代の子ども主体の

問題解決に欠かせないと考えた。「自然と向き合い、協働的に価値を創る問題解決」と研究主題を設定し、研究を

進めてきた。近年、インターネットなどを用いれば簡単に正解を手に入れられるようになった。ただ、問題解決

の過程を経ないで手に入れる正解は、言語的な知識としてとどまる場合が多い。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とどまらず、子ども自身が、価値を創り出せるようにす

ることを重視する。子ども自身が広い視野から考えることに価値を見いだすことができれば、理科での学びを教

科の枠組みの中で閉じるのではなく、これからの生活に繋げていく態度を育むことができると考えた。 

《重点１ 課題と問題の関連を明確にした単元構成》 

「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するのではなく、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。着目したのは課題である。ここで言う課題とは、

自然事象を基にする。子どもの思考の流れを踏まえる、主体性を引き出すことを前提とした上で、自然事象と出

会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教師が課題を提示することである。一方、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あり、本研究では、

問題を「子どもの内面から生まれ、追究の方向性が絞り込まれ、問題解決の力の育成に繋がるもの。」と定義した。

こうした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作りを

することに繋がる。課題と問題の関連を明確にした単元構成により、教師の関わりの重要性も見えてきた。 

《重点２ 自然事象を見つめ直すきっかけを生む対話》 

科学的な追究において、他者がいることの意味、そして理科における対話の役割とは何なのか。今年度、自然

事象を見つめ直すきっかけを生むという役割に着目した。言葉のやりとりだけでは、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。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、自然事象を

見つめ直すきっかけを生む対話を授業展開に位置付けた。当然のことながら、理科学習の中核となるのは、観察

実験であり、他者を生かすために話合いばかりの授業になってしまっては本末転倒である。手立てが目的化しな

いように留意しながら、自然事象を見つめ直すきっかけを生む対話を学習展開に位置付けてきた。 

《重点３ 問題解決のより一層の充実を図る ICTの活用》 

今後、GIGAスクール構想の一層の進展により、自分、自然事象、他者という三つの関係性における学びの姿は

大きく変わることが予想される。こうした変化を受け止め、問題解決の一層の充実を図るために、ICT の有効な

活用の可能性を探る。私たち自身が直接体験を重視することと ICTの活用することを、二項対立で捉えるのでは

なく、どちらのよさも適切に組み合わせて生かしていくことが大切である。 

今回紹介したことは、全体像のほんの一部である。繰り返しになるが、全道組織としての強みを生かすことで、

北理研会員全員でこれからの時代に求められる子ども主体の問題解決を明らかにしていく。  
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４．事業報告                                                                

○本部庶務次長  高畠 護（北海道教育大学附属札幌小学校） 

今年度がスタートした４月、昨年度からの感染症の流行により、学校行事や学校研

究もコロナを理由に縮小や中止が余儀なくされ、これまでと同じように進めていくこ

とができないだろうと予想できた。しかし、研究の歩みを止めないために、このような

状況下でもできること、そして、このような状況下だからこそやるべきことに取り組

んできた。今年度行った二つの取り組みについて、報告と紹介をさせていただく。 

 

１ オンライン理科授業研修会について 

子どもが主体的に学ぶ理科学習の具体と手だての普及を

目的とし、一般の教員や教職を目指す大学生を対象に夏休

み中に行った。札幌市内の教員や学生を中心に 100 名ほど

が研修会に参加した。道内だけでななく、道外からの参加も

あった。事後にGoogleフォームを活用したアンケートでは、

96 件の回答が集まり、100%の参加者が今後も参加したいと

回答していた。「理科の基本」「GIGAと理科」「２学期の理科」

と、３部構成で行ったその中身を簡単に報告する。 

Ⅰ部、「理科の基本」では、百合が原小の横倉先生が講師

を務め、理科で働かせる見方・考え方について、そして主体的な子どもの姿を引き出すための授業作り、その教

師の関わりについて具体的事例を基に説明した。授業後のアンケートからは、「大学で学んでいることよりも、も

う一歩現場に近付いた内容で勉強になる。」「子どもの思考の流れを想定することの重要性を改めて考えた。」など

の声をいただいた。 

Ⅱ部、「GIGAと理科」では、北園小の山本先生が講師を務め、札幌市内に導入された Chromebookの理科授業に

おける活用方法について、具体的な実践をもとに伝えた。導入直後で関心も高く、研修後のアンケートからもそ

の期待に応えることができた内容だったことが分かる。予想や仮説を作る場面、観察実験、応用場面での活用法

などの実践をまとめ、説明していった。理科で ICTを活用することは、動画を見せたり、撮影したりするだけで

終わるのではなく、子どもがより自然事象に働きかけることを求めるように、ICT を活用すべきであるというこ

とが参加者に伝わったのではないかと思われる。 

Ⅲ部、「２学期の理科」では、学年ごとに分かれ研修を行った。３年生は幌西小の小松先生、４年生は石山緑小

の幡宮先生、５年生は伏見小の冨田先生、６年生は附属札幌小の鐙先生が講師を務めた。昨年度、感染症対策に

配慮した理科授業のために本会が作成した「理科学習の進め方」という資料を基に研修を進めた。アンケートで

は、「２学期の理科に不安があったが、各単元のポイントが大変分かりやすく参考になった。」「子どもたちの趣向

や発達段階に応じた指導の実践例が多く取り上げられており、非常に参考になった。」などの感想をいただいた。 

このように、初のオンライン理科授業研修会は大きな成果を上げることができた。GIGAスクール構想や感染症

対策など、めまぐるしく対応に追われる中だが、子どもの力を伸ばす理科授業を行いたいというニーズが確実に

あることも分かった。次年度以降もオンラインや対面の形態にとらわれず、ニーズに応えていくことが本会の責

務の一つだと考える。 

 

２ 本会のホームページのリニューアルについて 

感染症の拡大により、直接顔を突き合わせることもでき

ず、繋がることが難しくなった昨年度。この問題意識がホ

ームページをリニューアルするきっかけになった。「仲間と

繋がる、過去と繋がる、未来に繋げる」というテーマでホ

ームページを刷新した。Googleの検索で北理研と入れると、

１番上に出るようになった。今後も大会の申し込みなどは、

ホームページを活用していく。ホームページの中には様々

なページがある。アクセスが多いのが資料ページである。

特にライブラリでは、昭和 55年からこれまでの紀要を全て

PDF 化し掲載している。具体的な実践例がたくさんあり、

授業作りの際や過去の実践を紐解く際、大変勉強になるこ 

とが多い。 
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５．札幌支部大会授業部会による発表・分科会                                          

３年「音を出して調べよう」 発表者：大坪 洋一郎（札幌市立札苗北小） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．研究発表部会による発表・分科会                                          

 

 

 

 

 

 

４年「自然のなかの水のすがた」 発表者：坂下 哲哉（札幌市立信濃小） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

音と震えを結び付け、音が鳴ることについての認識を深めるために、音の長さを

軸にした単元構成とした。子どもは鉛筆で水筒をたたく活動から、たたき方によっ

て音の長さが違うことに気付いたり、震えを体感したりしていた。音が長く鳴る楽

器の特徴を捉えた子どもは、音が聞こえる時間と震えている時間のずれに問題を

もった。また、音が長くなる楽器と同じ鉄なのに、音がすぐに止まってしまうこと 

に問題を見いだした子どもは、鉄資材の持ち方を工夫するようになった。その後、資材を吊るすことで

音を長く鳴らせることに気付き、音が鳴る仕組みについて理解を深めていった。 

音がすぐに止まる事象との出合い、鉄資材とトライアングルの扱いの工夫により、成果を得ることが

できた、という主張がなされた。 

参会者からは、「どうやって振動に着目させていったのか。」「自然事象を見つめ直す対話を成立させる

ためには、子ども自身が必要感をもつことが大切である。」「教材は４人で１本ではなく一人１本の方が

良かったのではないか。」「指導案からは子どもが問題をもつ流れが見えない。」「単元のねらいも含め、子

どもと指導案が離れていたのではないか。」という質問や意見が出された。 

○助言：遠藤 利恵（札幌市立二条小校長） 

音について学んでいく際、震えに向かっていくのはよい流れである。子どもは比

較する活動の中で問題をもつ。子どもの中にあった問題は、「鉄なのに。」ではな

く「同じものなのに持ち方で違いがある。」だったのではないか。子どもが音と震

えを関係付けて相談する姿はとても良かった。この姿が自然事象を見直すきっかけ

となる対話だった。子どもの意識に沿って授業を構築することが大切である。 

重点１について、本単元で問題が生まれるのは、見えない水の行方についての見

通しと、量・重さ・湿度といった事実との間にずれが生じるときだと考えた。「水は

どこに行ったのだろう。」という課題では水が消えたと思っている子が答えられない

ので、「濡れたタオルを乾かさないことはできるか。」とした。袋に入れると乾かな

いことから、「水は空気中に出て行くのかな。」という見通しをもった問題を生み、

校舎内やグラウンドの湿度測定を通して水蒸気の移動に迫ることができた。 

重点２について、自分の考えを正確に言語化することが難しいと考え、矢印の描画から見通しや解釈

の違いを可視化する場を設定した。水蒸気がどこまで動くのかを可視化することで認識の違いに気付き、

事象を見つめ直す姿を生むことができた。 

討議では、湿度を扱うことや、湿度を通して空間的な見方を働かせる子どもの姿について話し合われ

た。目に見えない水蒸気の存在を湿度で捉えたこと、水から離れた場所でも一定の湿度があることが、水

蒸気がどこかから流れてきたという空間的な捉えに有効であるとの議論がなされた。 

○助言：島田 裕文（札幌市立山の手小校長） 

湿度の教材化について、見えないものをあるかないか、あるいは多いか少ないか

といったことを捉えていくのには非常に良い。今日出てきた課題をクリアしながら

深めていけると良い。グラウンドには水蒸気は少ないと思っている子どもが、教室

と同じくらいの湿度を測定し、地面の下について追究を始めることに子ども主体の

問題解決が見られた。矢印を使って思考を可視化することで、根拠をもった意見の

表出となった。時期や室内の人数など、状況を考えた教材研究が必要である。 
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５年「物のとけ方」 発表者：石黒 正基（札幌市立伏見小） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６年「てこのはたらき」 発表者：南口 靖博（札幌市立幌南小） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

てこの規則性を発見して終わるのではなく、観察実験を中心とした自然事象と子

どもの関わりが行ったり来たりする場を設けることで、てこの規則性を活用するこ

とができる単元構成とした。本時では、１次と２次で身に付けた見方・考え方を用

いて、「てこを活用して又釘を抜こう。」と課題を設定した。又釘を抜く時には、支

点、力点、作用点の位置関係からてこのきまりが成り立つのか追究していった。活

動を通して、支点の位置が異なる二つの場面に遭遇した子どもは、既習事項を生か 

して、てこのきまりが成り立つのか検証していった。教師がてこの種類（第１種てこ、第２種てこ）を提

示するのではなく、支点が異なる二つの場面が出てくることにより、子どもは支点と力点、作用点の距離

によって、てこの働きの大きさが変わることを理解ができたと主張された。 

討議では、「子どもから第１種てこと第２種てこが出てきたことにより、てこの働きを深めることがで

きた。」「子どもが挑戦したくなる学習内容であった。」「力や働きを数値化すると難しくなる。」「釘抜き

から、ドアノブや蛇口にもつながっていったのが良かった。」など、質問や意見が出された。 

○助言：宮崎 直美（札幌市立屯田北小校長） 

てこが活用されている場面を取り上げて、子どもにてこの働きが生活の中に多く

使われていることへの気付きを生ませる単元構成が有効であった。子どもたちのノ

ートや発言を見ると、学習指導要領の中で目指している対話や議論を通じて、自分

の考えを根拠とともに伝えたり、他者の考えを理解し、自分の考えを広げたり深

めたりして協働的な学習をしていた。手応えの数値化は難しかったが、理科の教

育や教科性を考えると取り組まないといけないので、３年生からの積み上げも大

切である。 

物によって溶ける性質が異なることについて明らかにすることはもちろん、科

学と生活を結び付けて捉える子どもの姿を目指した。事前アンケートからの子ど

もの素朴概念を生かし、１次でミョウバンを使った溶け方を、２次では食塩の溶

け方を明らかにするという構成にすることで、物による溶け方の解釈の違いを引

き出し、認識を深めていく。また、二つの薬品の比較に終始しがちになるという 

単元の課題を踏まえ、３次では、比較的身近な素材を提示し、物による溶け方の違い、生活との繋がり

を考えるという主張がなされた。参会者からは、解釈の違いが生まれた実際の子どもの姿の様子や、溶

けるということの共通理解について、また、３次の日常と繋げるための教師の関わりについての質問が

なされた。また、「学習展開として食塩、ミョウバンとした方が生活と繋がる子どもの姿を引き出すこ

ともできたのでは。」「３次で使う素材を先に提示しても。」という意見が出された。鳴川調査官からは、

「学んだことを日常と繋げる態度を養うためには日頃から教師が投げかける働きかけが大切。３次は

どういう意図で構想したかがポイントである。溶けることの価値を日常生活と繋げるという部分では、

溶けることのすごさや溶けることで豊かな生活が成り立っているということまで求めていいのでは。」

という助言をいただいた。 

○助言：関根 治彦（札幌市立真駒内公園小校長） 

温めるとたくさん溶けるという子どもの素朴概念からスタートすることで、子ど

もの疑問が連続していったこと。析出した食塩を追究する活動を通し、もう1度、

見方・考え方を深める機会を設けたこと。そしていろいろなものを溶かすというこ

とをやったこと。これらのことで、生活の中の事象に関して見方・考え方を働かせ

ることができていった。日常と繋がり、子どもの主体的な問題解決になっていた。 
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６．研究発表部会による発表・分科会                                                

◆３年生分科会 
函館支部３年「音」 発表者：中村 円（函館市立亀田小） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

札幌支部３年「こん虫を育てよう・こん虫を調べよう」 発表者：清水 雄太（札幌市立宮の森小） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音の出方と物の震え方について、経験的な捉えを科学的な概念に高めることが大切

だと考え、体験的な学習の中で事象を可視化し、そこでの気付きを仲間と交流して新た

な視点を獲得する場を設けた。ストロー笛や紙笛を鳴らす活動で振動と音の関係を体

感した後、楽器を鳴らしたときの振動の様子をビーズで可視化し、振動の大きさと音の

大きさの関係に迫った。複数の楽器を用意し、観察の分担を決めることで、事象と深く 

関わり、それを持ち寄った交流の中で、どの楽器も音を出しているときには振動していること、音の大

きさと振動の大きさの関連が浮き彫りになった。一方で、笛の体験では振動と音の関係から離れて音の

出し方に目が向いてしまう子、ビーズの動きと振動の大きさがつながらない子が出るなどの課題が明ら

かになった。 

討議では子どもの関心ではなく教師が班編制をすることの意図、体験を共有する手段として振動の大

きさを数値化すること、交流を通して新たな視点を得た後にもう一度事象に戻る場の構成などについて

話し合われた。 

○助言：品田 智巳（札幌市立前田北小校長） 

導入で震えを体感していることは、後に数値化したり、問題を生んだりする中で有

効である。楽器を扱う際も震えを体感させたことは良かった。振動を可視化する教材

も良かったが、３年生に可視化の方法を問いかけたらどんな発想が出たか興味深い。 

数値化に捕われ過ぎず、３年生なりの多様な表現と、その関係付けが大切である。交

流場面を意図的に設けるよりは、関わりたくなる、言いたくなる、対話したくなる

ような自発的な動きをどう作るかが大切になる。 

昆虫の姿の変化や体の様子を学んだり、昆虫の種類によるすみかの違いを他地域の様

子と比較したりしながら学ぶことに、ICTの活用は有効であると考えて本実践を行った。

自分が見付けた昆虫の写真を撮影し、Jamboardに気付きをまとめた。写真をトリミング

し、大きくしてまとめるよう関わることで、昆虫の足や羽根の模様など、部分に関わる

多くの気付きや考えを生み出すことができた。３次での Google Meetによる連携を終わ

らせた後、Classroomでコメントを出し合う中では、それぞれの環境やどのような昆虫が 

発見されたか等を交流する姿が見られた。ICT を活用した他校との交流は多面的に物事を見る上で有効

であるが、一方で生き物と環境との関わりについて考えを深めるためにも、観察の軸となる昆虫を決め

る必要があるという主張がなされた。 

参会者からは「ICTを使った資料の蓄積」と「他校との交流の有効性」について意見があった。撮り貯

めた写真を子どもたちがどのような目的で使っていくかによって適切なアプリの選択が必要であるこ

と、他校との交流は多面的に物事を見る上で大切であるが、単元で位置付ける場所によっては交流後の

振り返りに時間を十分に確保することが難しくなってしまうため、二次で交流したほうがよかったので

はないかと言った意見が出た。 

○助言：徳田 恭一（札幌市立白楊小校長） 

ICTは、リアルタイム、繰り返しや拡大が可能、データの蓄積など、可能性はある。

理科は、五感を通した直接体験が欠かせない。二項対立的になりそうなところだが、

ICTと直接体験のよさをどちらも生かしていくことを目指していく必要がある。直接

の会話とウェブのやり取りのバランスも大切である。Classroomを使って気付きを共

有する場面で教師が即座に関わる、教師が意図をもって関わりを続けたということが

大事。どこの場面でのやり取りであろうと、教師が関わることが大事である。 
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◆４年生分科会 
旭川支部４年「雨水の行方と地面の様子」発表者：森脇 芳秀（旭川市立神楽小） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌支部４年「季節と生き物」 発表者：佐野 哲史（札幌市立宮の森小） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

タイムラプス動画やロイロノートなど、ICT機器のもつ機能に着目し、それらを

効果的に活用することで、仲間と考えを共有しながら主体的に問題解決に向か

う子どもの育成を目指した。 

そこで、自校のグラウンドに雨が降ったときの様子をタイムラプス撮影し、

その動画視聴の後で実際にその場所へ行き、違いを確かめられるようにするこ

とで、単元を貫く問題の設定ができるようにした。 

 ICT機器を効果的に活用することと、実際の自然事象を見て確かめることを行き来することは、協働的

な学びの展開において有効であるという主張がなされた。 

 参会者からは、「タイムラプス動画などはどのような環境下で視聴されていたのか。」「高低差としみ

込みの順序についてどのように行ったのか。」「タイムラプス動画の活用で全体と部分の行き来ができる

のがよい。」「動画視聴後に自分の知識と関係付けて解決に向かう子どもの姿はどうだったのか。」など

の質問や意見が出された。 

○助言：里村 徹（旭川市立向陵小校長） 

自校のグラウンドの様子をタイムラプス動画にすることで、疑似的ではあるが

全員で体験を共有することができる。また、ネット上にある映像資料に比べ、子

どもたちにとって身近な場所であることから問題が自分事になりやすいという点

で優れている。ICTは問題解決を進める手だてとして有効ではあるが、活用する 

状況や内容を検討していく必要がある。他単元との繋がりについても検討していくとよい。 

子どもの身近には多種多様な生き物がおり、その全てを扱うには時間的に無理があ

るが、一人１台端末を使うことで可能となる。子どもたちは ICTを使うことで、部分

的な変化に着目して、過去との違いを捉えやすくなった。一人一人が思い思いの観察

記録を作ることで他者の観察記録に興味をもったことに加え、共同閲覧機能によって

際立つ着眼点の違いから、事象を見つめ直すきっかけになった。従来よりも多種多様 

な生き物に触れることで、共通性の見方を働かせ、生き物について考えを広げていた。また、一人一人が

気付いた部分の変化を全体でまとめることで、季節全体の変化にまとまったという主張がなされた。 

参会者から「子どもから春の様子について ICT を求める姿はあったのか。」「観察の際に視点を与えて

いたのか。」「全体的な見方を働かせた子どもはどんな考えをもったのか。」という質問が出た。また、「変

化を見る単元だから、対象を固定して継続して観察した方が、変化が分かりやすい。」「全員で一つ柱を決

めたら、共通性の見方が働いたのではないか。」「同じ生き物を見て解釈が違うところを取り上げる授業

にすると、協働的な学びに ICTはどの程度有効なのかを検証できるのでは。」という意見が出された。 

○助言：松本 昌也（札幌市立新光小校長） 

ICTを使ったことで、特化された思考があったのか。なくても焦点化されたのではな

いか。データ量を増やし、客観性を高めていく必要がある。画像には単なる事実が記録

されている。共通性・多様性の見方を働かせる児童の姿を引き出すには、事象からど

のような問題を見いだして、どのように解決していったのかが鍵になる。ICTの特性

よりも、どのような問題があるのかが重要である。多様性の見方を働かせて事象に関わ 

る場が単元構成の中に位置付いていなかった。見方・考え方を引き出す教師の関わりが弱かった。 

まずは課題と問題について丁寧に構成し、そこに ICTの活用をリンクさせることが重要である。 
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◆５年生分科会 
札幌支部５年「流れる水のはたらき」 発表者：青柳 大介（札幌市立北野小） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

モデル実験で見いだした流れる水の働き（部分）と実際の川（全体）を繋げるために、

ICTを活用した。動画や画像を拡大・縮小しながら観察を繰り返すことや、Jamboardを使

用して実際の川とモデル実験を重ね合わせたことで、地形変化への気付きを生むことがで

きた。また、ハザードマップで豊平川の危険な箇所への見通しをもち、それを基にモデル

実験を行うことで実際の川と繋げて、防災の方法を発想することができた。ICT 機器を活

用し、動画や画像を重ね合わせて、自然の川とモデル実験のつながりを繰り返し考えるこ 

とで、子どもの解決の方法を発想する力を育むことができるという主張がなされた。 

参会者からは、「実際の川の一部分に着目する子もいたようだが、モデル実験を部分、実際の川を全体

と定義したのはなぜか。」「Google Earthや動画を見て、モデル実験に移っていく子どもの様子はどうだ

ったか。」という質問や、「ICTを実験の予想や気付きを生むために活用するだけではなく、モデル実験と

実際の川の違いから生まれた疑問を解決するための手だてとして活用すると、時間的・空間的な見方を

働かせるために効果的なのではないか。」という意見が出された。 

○助言：鈴木 圭一（札幌市教育委員会 指導主事） 

撮影した実験の画像を拡大して、自然の事物と同じスケールにする活用法は、他の実

践でも活用していける。１次のICTによる実際の川の観察で、子どもが単元を貫くよう

な問題意識をもてていたか、見せる画像などを再考する必要がある。本単元では、自然

災害との関連を図ることも大切である。１次で災害の画像から災害が起こる要因を抽出

し、２次でそれを追究、３次で対策を立てる、という災害とのつながりを強く意識し、

子どもが学びの価値を実感できる単元構成を、今後考えていかなくてはいけない。 

2022年３月10日に「理科の授業で大切なこと ― Science Fragrancerからの贈りもの 鳴川哲

也先生(著)」が発売されます。この本の執筆に、本会第 25 代会長 永田 明宏 先生が携わっていま

す。まだ発売はされていませんが、予約することは可能です。お値段は1,980円(税込)です。理科好き

の香りが詰まっていますので、是非お手にとって見てください。 

全国の「Science Fragrancer」の先生方が物語るエピソ

ード満載の本になっています。理科の学びで見せる子どもの

姿を語り合う先生方からは、「理科大好き」という香りが漂

ってきます。そのような香りを醸し出す先生方を、私は密か

に「Science Fragrancer」と呼んでいました。本書に登場

する「いまの時代の理科教育を牽引されてきた先生方」もみ

な、Science Fragrancerです。 

①「理科の授業」に関しての経験があって 

②経験から「理科の授業」について、どのような「観」をもち 

③「観」を踏まえて、どのような「理科の授業」をするのか 

24 名の Science Fragrancer が物語るエピソード（贈

りもの）をきっかけとして、読者のみなさんにとって大切な

何かがきっと見つかるはずです。（東洋館出版H P参照） 

https://www.toyokan.co.jp/products/4773 

https://www.amazon.co.jp/dp/4491047731/ 

https://www.toyokan.co.jp/products/4773
https://www.amazon.co.jp/dp/4491047731/
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◆６年生分科会 
旭川支部６年「土地のつくりと変化」 発表者：松本 率（旭川市立青雲小） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌支部６年「水溶液の性質とはたらき」 発表者：稲場 康訓（札幌市立栄緑小） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

水溶液の性質やはたらきの強弱の変化を捉える学習を構成し、リトマス紙の反応や、

塩酸に入れたアルミニウムの反応を ICT 機器に記録する場を設けた。このことで子ども

は、目の前の事象と比較するために ICT 機器に記録した過去の事象を求めた。そして、

過去の事象を求めた子どもは、量的・関係的な見方を働かせて多面的に考え、より妥当

な考えをつくることができた。本実践の成果から、より効率的に扱える ICT 機器を用い

ることによって、過去の事象を求めなかった子どもも、記憶ではなく ICT機器に記録し 

た過去の事象を求め、より妥当な考えをつくることができる可能性があると主張した。 

参会者からは、「BTB 溶液を使うことの可能性はあったのか。」といった質問や、「自分の経験や概念と

事象との比較が有効な場面もあるが、妥当な考えをつくる場面で過去の事象に戻ることは効果的だっ

た。」「過去の事象を求めたかどうかだけでなく、何が子どもたちの問題になったのかも振り返らなけれ

ばならない。」「写真の記録には限界があるのではないか。」「子どもの姿がノートやワークシートに記録

することと比べてどう違ったのか知りたい。」などの意見が出された。 

○助言：田口 拓也（札幌市立豊平小校長） 

本研究の大きな成果は、子どもがより妥当な考えをつくり出そうとするときには、過去

の事象と繋げることが重要であると明らかにしたことだ。ICTの活用を目的ではなく手段

として捉えたこと、２台を効率的に使ったことが効果的だった。また、過去の記憶が曖昧

で妥当な考えをつくり出せない子に焦点を当て、ICTを活用することで、子ども自ら過去

の事象を求めて動き出せるようした。このように、妥当な考えをつくり出すという問題解

決能力育成に真正面から向き合ったことに価値がある。 

事象との出合いの工夫では、実際の地層を生かして観察するために、剥ぎ取り地層

を用意した。これまで画像でしか確認できなかった地層に直接触れることができるた

め、石の大きさや色、構成物の違いなどに着目しながら根拠をもって仮説を立てる様

子が見られた。複線型の問題解決では、一人一人の仮説に沿って多面的に調べること

ができるように流れる水のはたらきと火山噴火のどちらも実験できるようにし、検証

を行った。さらに、導入の際に活用した剥ぎ取り地層に戻り、学んだことを実際の事

物現象に当てはめて考える時間を設けた。 

 参会者からは、「子どもが見通しをもって取り組める内容になっている。」「実験の中で子どもの疑問

がどれぐらい解決されたのか。」「複線型にするが故に問題意識の部分は共通していることが重要であ

り、互いの結果を重ね合わせることに難しさもある。」「模擬実験の中で、子どもたちが時間的・空間的

なものをどのように感じるのか。」「剥ぎ取り地層はきっかけにもなるし、戻る拠り所にもなる、とても

よい教材である。」といった質問や意見が出された。 

○助言：佐藤 忍（旭川市立豊岡小校長） 

この単元は、スケールが大きいので、空間的・時間的な視点に気付かせる部分に

難しさがある。剥ぎ取り地層は問題意識の醸成、仮説を考える根拠、戻る拠り所、

実際に触れることができるなど良い。空間を埋めて考えられるような、複数の資料

を用意することも必要である。複線型検証場面では、科学的に考え、より妥当な考

えを生み出し迫っていく姿を大切にすると良い。 
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７．第 54回全国小学校理科研究協議会  研究大会  兵庫大会  研究発表                       
 
 
 

 
◇発表内容◇ 

北理研旭川支部は今年度の研究テーマを「自らかかわり科学的に考え、知を更新す   
る子供の育成」とし、研究を進めた。粒子に対する関心の低さ、主体的に検証方法を  
見いだすための方策、理科に対する子どもたちの関心の低下などが課題として挙げら 
れた。今年度は「物の溶け方」において、旭川支部、５年生の理科で目指す子どもの 
姿と関連させながら、三つの柱を設定し研究を進めた。 

○ 一つ目の柱 『溶けたものの存在に着目させる工夫』 
子どもたちが粒子に対する関心を高め、質的・実体的な見方を働かせながら学習を進めるためには、粒子の

変化との感動的な出合いが大切である。そこで、水の入った１ｍのアクリルパイプの上から粒子を落とし、粒
子が水の中で溶ける様子を間近で見られるようにした。糸のようなものを引きながら、だんだん小さくなって
いく粒の姿を見ることで、児童からは「もう見えなくなったよ。」などの声が聞こえ、現象のおもしろさをし
っかりと感じることができていた。また、「見えなくなった粒は、どこ行ったのか。」「水の中に小さくなって
あると思う。」などの疑問や考えが次々と出され、「見えなくなった粒は、水の中にあるのだろうか。」という
問題を見いだすことができていた。さらに下の方に溜まる様子から、「溶けたものは下に溜まるのか。」という
疑問が生まれ、「溶けたものは水の中でどのように存在しているのだろうか。」という問題も見いだすことがで
きていた。 
○ 二つ目の柱 『協働的な学びを通した情報共有の工夫』 

本単元では、特に予想の仮説の共有、検証する実験方法を発想する際に、条件制御の考えに基づいた協働的
な学びの充実が必要不可欠である。そこで、生活経験などを基にして、子どもたちが導き出した予想や仮説を
タイムリーに共有し、協働的に話し合う手だてとして、Jamboardを活用した。「食塩やミョウバンをもっと溶
かすには」という問題に対して、児童それぞれの仮説をアプリ上の付箋に貼り付け、互いの考えを共有した。
検証方法では条件を明確化するために、付箋の色を変えた。考えた仮説を基に変える条件を示したのが黄色の
付箋、食塩やミョウバンで仮説を実証できそうな適切な検証方法を示したのがオレンジの付箋、その検証方法
を調べるために必要な実験器具を示したのが緑の付箋と色を分けて示した。仮説から段階的に考えていくこ
とで、子どもたちが主体的に仮説に対する適切な検証方法を考え、実験を通して解決していた。 
○ 三つ目の柱 『学びを日常の事象と関連付ける工夫』 

学んだことが、日常生活とどのように関連しているのかを知るために、実験に用いた食塩を製造する会社の
方をゲストティーチャーとして招き、食塩の製造方法について話を聞いた。蒸発や濾過など、児童が学んだ知
識や技能は身近な食品にも活用されているということを実感することができ、理科学習に対する有用性を感
じることができた。 
○ まとめ 

単元を通して、子どもたちが粒子への関心や粒子への存在を確かめたいという気持ちををもつ子どもが多
く見られた。このことにより、質的・実態的な見方を働かせ、主体的に問題を解決したいという意識や、問題
意識を醸成したり、経験などをもとにして解決したりする子どもを育てていくことができた。また、グループ
のメンバーの意見を共有し、より良い問題解決を見いだすことに jamboardは有効であった。 
 

◇討議から◇ 
「子どもが質的・実体的な見方を働かせて、協働的に学習する子どもの姿とは、どのようなものなのか。」

「jamboardやclassroomを用いて情報共有をすることで、協働的な学びには繋がるのか。」「ICTの効果的な活
用については検討の余地がある。」と、言った質問や意見が出された。 
 

◇助  言◇                            ○布施 司(当麻町立当麻小校長)  
この単元は実験には量的なものがあったとしても最終的に子どもの中に生まれる見方

考え方は、「なくなっても存在するんだ。」という質的実態的な見方の部分である。実験
の結果と子どもに生まれてくるものが何なのかというところはしっかり区別して進めて
いくことが大切である。学校での学びが生活や社会に広がるためには、子どもが学習後
にどんな意識をもっているかということが大切である。学習前より学習後の方が疑問が
多くなる、単元の終末にもっとやりたい、これはどうなってるのという気持ちが生まれ
るぐらいの方が、学びが子どもの生活や未来に繋がっていくと思う。協働的な学びとし
て、ICTの活用があった。ICTを活用した協働的な学びはまだ新しい分野である。協働的な学びの効果を高め
るためには、今後も実践の蓄積が必要である。より効果的な協働的な学びを進めてもらえたらと思う。  

「質的・実態的な見方を働かせ、協働的に問題を解決する子供の育成」 

～５年「物のとけ方」の実践を通して～       旭川市立大有小学校  鶴田 庸介 
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◇発表内容◇ 
コロナ下における協働的な学びをテーマとした。他者の考えに触れ、自身の考えを見つ

め直すことは、問題解決の過程において欠かせないことだと考える。そこで注目したのが 
Googleスライドを用いたチームプレゼンテーションである。 
 

○ 多面的な追究が生まれる単元構成 
 座った状態で呼気に含まれる酸素の割合、血中酸素濃度、心拍数を測定し、運動後これらの値がどのように
変化するかを問うことで、体に取り入れる酸素の量が変わるのかを明らかにする活動へと向かう。 

 運動後も呼気の酸素濃度と血中酸素濃度が変化しないことに気付いた子どもは「もっと激しく運動すれば」
と運動量に、脈拍数が大きく変化することに気付いた子どもは「別の働きで補っているのではないか」と体
の変化にそれぞれ着目し、働きかけの工夫を行う。 
以上のように想定して単元を構成した。チームの中に多面的な追究が生まれることで、自身の考えを見つ

め直したり、他者の結果や考えを関連付けて協働的に学んだり、身体と呼吸の働きについてより妥当な考え
をもったりすることができると考えた。チームプレゼンテーションは、主に２種類で構成した。 

① 個の考えを記入するスライド 
見通しをもつ、問題を見いだし解決の方法を考える、得られた実験結果から考察する場面において作成した。 

② チームのまとめを記入するスライド 
それぞれが考察のスライドを作り終えた後、チームで話合いをし、まとめた。 
運動後の呼気中の酸素濃度がどのように変わると思うかを問うたところ、全員が  

減ると考えた。１分間運動しても大きな変化がなかったことから、子どもは運動の 
持続時間や脈拍・呼吸数などに着目していった。測定値は Google スプレッドシー 
トでグラフ化と共有を行った。再実験を行った後は、１回の呼吸で取り込まれる酸 
素の割合と脈拍数、呼吸数を関係付け、呼吸の働きについて妥当な考えをもつ様子 
が見られた。 
○ 学びの蓄積を振り返る場の設定 
スライドを児童毎に色別けし、見直す場を設定することで、学びの過程にける 

自分の変容に気付くことができると考えた。また、誰でも他のチームのスライド  
を見ることができるようにすることで、誰のどの意見を引用したかも振り返る  
ことができるようにした。 
１次ではお米を噛み続けた経験から、口の中でデンプンが糖に変わったので 

はないかと考え、口の中を再現する活動に向かった。思い通りの結果が得られな 
かった児童は、チームの仲間の実験を参考に、自身の実験方法を見直した。その 
際「自分のやり方では、はっきりしなかった。チームの仲間の方法でやってみた

い。」と自分の働きかけを見直 
す記述があり、再実験後にはチームで協働的に学ぶよさや、消化についての考えが変わったことを実感する内 
容が書かれていた。また、「複数の考えがあると欠点や答えが見付かりやすい。」「自分にはない発想が出てとて 
も参考になった。」と、仲間との学びを通して、問題解決能力の高まりや意識の変容を実感する記述が見られ、 
チームプレゼンテーションの活用から、自己の更新を実感する姿を生むことができることが分かった。 

 
◇討議から◇ 

チームプレゼンテーションが協働的な学びに有効であったかどうかが話題の中心となった。チーム内での多面
的な見方、他チームの考え方に触れたことでの変容などにおいて、有効であることが明らかになった。一人一人
が自分のスライドを作成することで、一部の子が主導して進む授業から抜け出すこともできることが明らかにな
った。 
 

◇助  言◇                  ○古川 勉（札幌市立開成小校長） 
チームという言葉が耳に残るが、前提に個の問題解決がある。それを残したものを共  

有している。個が主体になっているのが良い。リアルタイムで必要なときに他者を求め  
ていけるのがICTならではの利点。再現性の話もあったが、他者も同じ考えをもってい 
ることを見るのは、客観性にもつながる。記録としてPCに残す際、どんな情報をどんな 
形で残すかが大事。この実践では文字が多いが、打ち込むのに時間がかかったのではな 
いか。写真で残すこともできるが、臭い、音などの感覚は写真では残らない。言葉で補 
うことも含め、目的の情報をどう残すかを考える必要がある。教師が子どもを捉えるこ

とにどう生かすか、子 
どもが蓄積したものに対し、どう教師が関わったのかも重要である。子どもは新たなツールを使いこなし始め 
た。教師のスキルアップも大切である。  

「自然と向き合い、協働的に価値を創る問題解決」 

～個とチームを往来し、自己を更新する理科学習～   札幌市立幌西小学校  小松 慎治 
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◇発表内容◇ 

本研究では、学習の中に心の動きを意図的に位置付け、子どもの学びを豊  
かなものにすることをねらう。理科学習において子どもの心を動かすために 
は、子どもの認識と出合う事象との間にずれが不可欠である。そこで、単元 
を３次構成とし、それぞれの次に子どもの認識とのずれから問題が生まれる 
場面を位置付け、問題場面における子どもの心の動きを見取り、その心の動 
きがどのような行動につながっているのかを検証する。本研究では、３年「じ

しゃくにつけよう」の学習を通して、心の動きのうち「困り」「驚き」「喜び」の三つに着目して検証を進めた。 
○ １次の授業場面 

 子どもはいろいろな物に磁石を付ける活動を通して、「金属ならつくかも」「電気を通すものならつくと思
う」など、これまでの学習経験を基に考える姿が見られた。この活動の中で「何かに覆われているとつかない」
という子どもの認識と実際の間にずれがあった。この経験から「磁石は物を突き抜けて働く」という新しい側
面を見いだした。そこから、どんなものでもクリップ(鉄)で挟めば付けられるのではないかという磁石の可能
性を見いだした。 
子どもの心の動き…「困り」「驚き」→本当にそうなのか確かめたい 
２次の授業場面 
クリップを付けた台車を使って、磁石の力が働く距離を調べる学習を行った。約 2.5㎝だと分かったところ

で、台車に物を載せる子が見られた。その活動から子どもはどれくらいの重さまで働くのかという問題を見い
だした。この活動では、筆入れよりも重いものは引き付けられないという認識と実際の間にずれがあった。こ
の経験から「磁石は近付けると大きな力を働かせる」という新しい側面を見いだした。そこから、もっと大き
な磁石なら車も引っ張ることができるかもしれないという磁石の可能性を見いだした。 

  子どもの心の動き…「驚き」→もっと重たい物を引き付けたい 
○３次の授業場面 

虫ピンを磁石に付ける活動の中で、虫ピン同士が付いている事象と出合った子どもは、１次でクリップ同
士が付いていた経験を想起し、虫ピンが磁石みたいになったのかという問題を見いだした。その後、磁石な
ら極や指北性といった性質があるはずだと、見通しをもって活動に取り組んだ。活動の中で、虫ピンの頭と
先のどちらがＮ極なのかが新たな問題となったが、磁石の付け方によって極が変わることも明らかになっ
た。この活動では、虫ピンは鉄であって磁石ではないという認識と実際の間にずれがあった。この経験から
「鉄は磁石に付くと磁石になる」「鉄の磁石は極を変えることができる」という新しい側面を見いだした。 

   子どもの心の動き…「驚き」「喜び」→磁化した鉄を繋げたい、方位磁針を直したい 
○まとめ 
  心が動く場面では、主体的に動き出す子どもの姿が多く見られた。子どもの心を大きく揺さぶる問題解決の  
流れを意識することこそ、これからの時代に求められる問題解決である。そのためには、自然事象の新しい側 
面をどのように子どもに発見させるか、その側面から子どもはどんなことを考えるのかということを意識して 
授業作りを行っていくことが大切である。 

 
◇討議から◇ 

 「ノート記述以外に心の動きを見取る手だてにはどんな方法があったのか。」「心の動きに着目することは
大切だと思うが、心の動きは三つの次に分けられるものなのか。」「子どもの心の動きを可視化したデータは
あるのか。」「心の動きと単元の学習内容との整合性を追究していく必要がある。」といった質問や意見があ
った。 

 

◇助  言◇  ○鈴木 圭一（札幌市教委指導主事）  ○松田 諭知(札幌市立北白石小校長) 

理科学習において、心の動きを伴

った問題解決は大切である。心が動

くためには、そこに至るまでの過程

がある。単元構成が子どものものに

なったときに、子どもの心が動く主体的な授業になる。

心の動きの変化、タイミング、共有について引き続き研

究していく必要がある。 

 

 心の動きがある授業は、誰もが 

目指しているが、なかなか難しい。 

単元構成や発表方法、データの取 

り方については検討の余地がある。 

今求められている主体的な学びに心の動きは大

きく関わっている。今後の授業の中で子ども主体

の問題解決について問い直してもらいたい。 

「自然と向き合い、協働的に価値を創る問題解決」 

～心を動かし、科学の可能性を見いだす理科学習～   札幌市立幌南小学校  南口 靖博 
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講  演                                                                 

 

 

 

 

１．新学習指導要領 

 これからは、予測困難な時代の中で子どもたちが様々な変化に積極的に向き合い、

協働して問題を解決することが求められる。様々な情報を見極め、知識の概念的な理

解の実現を通して、新たな価値に繋げたり、複雑な状況変化の中で目的を再構成した

りすることが大切である。 

 「資質・能力の三つの柱」では、未知の状況にも対応し、学びを人生や社会に生か

そうとする姿勢を育成することが求められている。今回の「知識・技能」に関しては、知識の質を高める

ことが重要で、個別バラバラな知識を関連付けて理解することが大切である。「思考力・判断力・表現力

等」は、問題解決の力である。「学びに向かう力・人間性等」は、他の二つの柱を人類が幸せになる方向

で働かせるのかを決定付ける重要な要素である。 

 自然の事物現象を対象としたのが理科である。大人も自然の事物現象

から問題を見付けて、解決することは行っているが、多くの人はスマー

トフォンで検索している。しかし、子どもたちは、問題、予想、根拠、

実験、考察をして結論を出している。学び方のフェーズが変わってき

て、自然の事物現象についても子どもは端末で調べることができるよう

になった。みんなで予想する、実験をするなど問題解決のプロセスに子

どもが価値を見いだしていかないといけない。教師自身も問題解決の過

程そのものに価値を見いだしていくことが必要である。問題解決を通して結論が出て終わるのではなく、

学習して得た知識をもう一度自然の事物現象に当てはめてみると、新しい問題が生まれる。理科で学んだ

ことを自分たちの日常に繋げてあげることが極めて重要である。 

 子どもの振り返りから、自分たちで問題を作って解決することによっ

て、新たな問題が生まれると書いてある。つまり、先生が子どもに問題を

与えれば、「先生、次の問題は何ですか。」との話になってしまう。「自分

たちが問題を作るから新しい問題を作れるのだ。」と、子ども自身が言っ

ていることは極めて重要だと思う。理科で育成を目指す資質・能力を理解

した上で、目の前の子どもの実態を捉え、どんな姿になればいいのか想定

して授業を行う。また、実験結果を整理するワークシートを教師が与える

のではなく、子どもに記録の仕方を考えさせ、「実験結果の整理の仕方が

分かりやすいね。」とノートのコメントで称賛をする。「すべての班が…」という記述を取り上げ、再現性と

いう側面から検討していることを称賛する。たくさんのデータを基に考えることが大切で、子どもがノート

に書いた表現でだけではなく、授業中に見せる姿そのものをきちんと教師が見取って価値付けることを地

道に行い、指導と評価の一体化を繰り返すことが大切である。 

２．一人１台端末の効果的な学び 

一人１台端末は、観察・実験の代替ではなく、活用する場面を適切に選択することである。今年度は、

あらゆる場面でたくさん使っていたが、来年度は適切な場面を選択で

きる先生になっていただきたい。 

  １．情報を集める ······ 調べ学習で活用 

  ２．事実を捉える ······ 実験観察後の結果から考察 

  ３．学びを蓄える ······ eポートフォリオの役割 

  ４．事象に繋げる ······ 量的・質的な見方を働かせて記録 

  ５．認識を深める ······ 思考を広げ、繋げる概念形成 

６．問題を見いだす ···· 認識のずれを記録し、概念と拡張 

７．根拠を見つける ···· 問題解決の糸口となる予想や根拠 

８．価値を高める ······ データを共有し、情報価値の高まり 

テーマ  ～これからの時代に求められる「子ども主体の問題解決」～ 
○講 師 文部科学省 初等中等教育局教育課程課 教科調査官 鳴川 哲也 氏 
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 最初は、ポイントが８個だったが、最近は 13 個に増えた。ICT 端末を子どもたちが持ち帰ることができ

れば学習記録がクラウド上にあり、子どもたちの追究意欲が途絶えず家で学校の学びの続きができる。また、

観察記録を写真に撮ることで、しっかりと自然の事物現象をスケッチしないことや顕微鏡を覗かないこと

が危惧された。しかし、タブレットに記憶されているので、子どもがメダカの卵を観察記録する際の精度が

上がっている事例があった。 

３．個別最適な学びと協働的な学び 

 個別最適な学びと協働的な学びは、中教審の答申でも示されてお

り、今回改定された学習指導要領を後押ししている。個別最適な学び

とは、指導の個別化と学習の個性化である。指導の個別化とは、一人

一人の子どもたちにしっかりと資質・能力を育成するとこである。難

しいのは、学習の個性化である。個性化は、みんな好きに学習してよ

いというわけではない。個人が好きに学習してしまうと科学的に解決することを保証できない。単元を通し

て一人一人が予想し、解決方法を考えて取り組んでいき、単元の後半の３次では、もう一度取り組んでみた

い実験の時間を保証する。協働的な学びも大切であり、実証性、再現性、客観性を保証するには、みんなで

学ぶことが大切である。個別学習の個性化として、理科の学びの中で子ども一人一人の考えや実験方法を大

事にして学習を展開することである。内容が豊富で時間を節約することが難しいかもしれないが、一人一人

が自由に問題を解決する時間を保証することを考えなければいけない。 

 今後、北理研に考えてほしいことは三つあり、一つ目は価値。何をもって価値とするのか、価値をどう捉

えてどのような授業を構築していくのか。二つ目は ICT端末をどのように使って、理科の授業の学びを質的

に向上させるのか。三つ目は個別最適な学びの中の学習の個性化で、一人一人の思いや願いをどこまで保証

してあげられるのか。理科の学びの大事なことを考えながら学習の個性化を図り、子どもたちが見方・考え

方を意識的に働かせ、目の前の事物現象だけではなく、いろいろな場面でも子どもたちが見方・考え方を意

識的に働かせられるようになっていくことが大事である。子どもたちにどのような学びをさせることが学

習の個性化につながるのか考えてほしい。 

 

閉会式                                                                  

○旭川市立豊岡小学校  佐藤 忍 校長 

全道各地の理科教育の発展を志す先生と意見を交わし、自分の考えを開く、広げ

るきっかけとなった。鳴川先生におかれましては、これからの時代に求められる子

ども主体の問題解決について、ICTの効果的な活用について実践例を交えてご講演を

いただいた。私たちの思い悩んでいる箇所の解決や新たな姿勢を授けてくれて明日

につながる内容になった。 

 次年度の旭川大会は、11 月１日(火)、２日(水)を予定しているが、開催の型によって日程が異なる。４

月になればある程度全体像が見えてくるので、その際に詳細をお伝えしたい。 

 

 

北海道小学校理科研究会 事務局長 

松田 諭知（札幌市立北白石小学校長)  

Tel. 871-1524 Fax. 871-3276    

E-mail：toshinori.matsuda@city.sapporo.jp 

担当：田代 智昭（広報副部長） 共栄小学校  

Tel.891-4602  Fax.891-0493 

 


