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Ⅰ はじめに 

１ 主題設定の理由 

学習指導要領において，小学校理科では問題解

決の能力の育成が重視されている。しかし，「小

学校学習指導要領実施状況調査結果報告」（平成

27 年 2 月 国立教育政策研究所）によると，小学

校理科では，観察，実験で比較対象の設定や条件

の制御をすることと，結果を分析し，予想や仮説

に照らし合わせた考察をすることに課題がある

と指摘された。その課題の改善の方法として，問

題を見いだすこと，また，予想や仮説を立て，観

察，実験を計画する指導の重要性が示された。 

これまでの実践を振り返ると，問題解決の能力

を育てるために，観察，実験の時間を確保し，児

童が自然事象と関わることができるようにして

きた。そのため，児童は自然事象への興味を持ち，

意欲的に観察，実験に取り組むようになった。一

方で，児童に観察，実験の見通しを持たせるため

に問題を捉えさせる工夫や観察，実験の方法を考

えさせる指導に取り組んできたものの，手だてが

十分ではなく，問題や実験方法を教師側から提示

することが多くなっていた。そのため，児童は観

察，実験の方法を根拠を持って考えることができ

ず，見通しを持てないまま観察，実験に取り組み，

得られた結果が何を表しているかを捉えたり，結

果を基にして考えたりするという，科学的に考え，

判断することに課題が見られた。 

そこで，本研究では，問題を捉えさせる場面で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童が気付きや疑問を持ち，解決する問題につな 

がる教材や事象提示，体験活動を工夫する。児童

が自ら問題を見いだすことで，自分が解決する問

題と捉え，観察，実験の見通しを持つことができ

るようになると考える。 

問題解決の方向性を考えさせる学習活動では，

児童が捉えた問題を解決する方法を考え，結果の

予想を立ててから観察，実験に取り組む過程を工

夫する。児童が話合いを通して，問題を解決する

方法を考え，判断していく中で，観察，実験の見

通しが明らかになり，問題解決の方向性を明確に

持つことができるようになると考える。 

これらの手だてから児童は見通しを持って観

察，実験に取り組むようになり，得られた結果を

捉え，結果を基に考察することができるようにな

ると考えられる。この過程から，科学的に考え，

判断する力を育ませたいと考え，本研究主題を設

定した。 

 

２ 研究の基本的な考え方 

(１) 「科学的に考え，判断する力」とは 

問題解決の方向性と既習事項や生活経験，問題

の解決に必要な情報等を関係付け，筋道立てて考

え，得られた結果を根拠に思考する力と捉えた。 

 (２) 「問題を捉えさせる場面」とは 

 理科の問題解決の過程の中の，自然事象への働

き掛けから，問題の把握・設定までの問題を捉え，

観察，実験の見通しを持つ場面のことと捉えた。 

小学校（理科） 

科学的に考え，判断する力を育む理科指導の一試み 

－ 問題を捉えさせる場面の工夫と問題解決の方向性を考えさせる学習活動の工夫を通して － 

仙台市教育センター 

長期研修員 長谷部 智洋（幸町南小） 

抄録 本研究は，小学校第６学年の理科において，科学的に考え，判断する児童を育む指導の在り方を

探ったものである。気付きや疑問を持たせる教材と事象提示，体験活動の工夫から，児童が問題を捉え

られるようにし，その問題を解決する方向性を考えさせる学習活動を行わせた。その結果，児童は根拠

を持って実験の方法を考え，見通しを持って実験に取り組んだり，結果を捉え考察したりするようにな

り，自ら考え，判断する姿が見られるようになった。 
 
<キーワード> □科学的に考え，判断する  □問題を捉えさせる場面  □問題解決の方向性 
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21人 6人

正答 方向性○ 誤答 無答

26人 21人

2人

当てはまる どちらかといえば当てはまる どちらかといえば当てはまらない 当てはまらない

16人 22人

1人

当てはまる どちらかといえば当てはまる どちらかといえば当てはまらない 当てはまらない

(３) 「問題解決の方向性」とは 

 理科の問題解決の過程において，児童が捉えた

問題の解決に向けて，科学的な根拠を持ち，自ら

考え，判断して取り組む道筋と捉えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 研究のねらい 

 問題を捉えさせる場面の工夫と問題解決の方

向性を考えさせる学習活動の工夫を通して，科学

的に考え，判断する力を育む指導の在り方を探る。 

 

Ⅲ 研究の視点と手だて 

<視点１> 問題を捉えさせる場面の工夫 

(１) 気付きや疑問を持たせる教材，事象提示， 

体験活動の工夫 

<視点２> 問題解決の方向性を考えさせる学習 

活動の工夫 

(１) 一人一人で考えた実験方法を基に話し合い， 

観察，実験の見通しを明らかにする学習活動 

(２) 実験の結果の予想を立て，問題解決の方向性 

を明確に持たせる学習活動 

    

Ⅳ 研究の概要 

１ 実態調査 

(１) ねらい 

児童の意識調査と，試験問題調査を行い，

単元構想や研究の視点の検証に生かす。 
(２) 調査方法 質問紙による調査 

(３) 調査対象 仙台市立幸町南小学校 

      第６学年 １，２組 58 名 

(４) 調査日  平成 27年 10 月 2日（金） 

(５) 調査内容と調査結果 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 考察 

意識調査と調査問題から，児童は解決する問題

を捉え，観察，実験方法を考えたり，結果の予想

を立て，観察，実験の見通しを持ったりすること

に対して，できるという意識があることが分かっ

た。しかし，実際にはあまりできていないという

傾向があることも分かった。 
 調査問題１の児童の解答の傾向を分析すると，

方向性のみ正答と判断された児童は，食塩水を蒸

発させるという方法は考えることができている

18人 6人

正答 方向性○ 誤答 無答

0%       20%       40%      60%       80%    100% 

資料１ 解決する問題を捉え，予想を確かめるための実験の方法を 
考えられるかどうかを問う問題と，解答状況 

 

自分で考えた実験方法に対する結果の予想を持つことが 

できるかどうか（記述式）              N=55 

資料２ 自分で考えた実験方法に対する結果の予想を持つことが 
できるかどうかを問う問題と，解答状況 

解決する問題を捉え，予想を確かめるための実験方法を 

考えられるかどうか（記述式）                 N=55 

0%        20%       40%       60%       80%       100% 

0%        20%       40%       60%       80%       100% 

11 人 17 人 

8 人 23 人 

17 人 

7人 

学習問題に対する自分の予想をもとにして観察，実験の方法を
考えることができる（選択式）         N=56 

観察や実験をするときに，どんな結果になりそうか予想する 
ことができる（選択式）            N=56 

0%       20%       40%      60%       80%    100% 

図２ 観察，実験方法を考えることに対する児童の意識 

図３ 結果の予想に対する児童の意識        

図１ 理科における問題解決の過程と視点との関連 
（文部科学省「小学校理科の観察・実験の手引き」p.15 に一部加筆） 
       

※平成24年度全国学力・学習状況調査小学校理科より一部改変 

➀ 意識調査 

② 調査問題 

調査問題１ 

調査問題２ 

ゆかさんは，こうへいさんといっしょに作った食塩水を１日おき，とけている
塩の様子について，次のように考えました。 

 昨日，見えなくなるまでしっかりまぜてとかしたけど，
とけた塩は下の方にしずんでいると思います。だから，
食塩水は下の方が一番こく，上にいくほどだんだん 
うすくなっていくと思います。 

このように考えたゆかさんは，自分の考えを確かめるために，混ざらない
ように気をつけながらビーカーの上の方（Ａ），真ん中（Ｂ），下の方（Ｃ）の
３か所からスポイトで食塩水を同じ量ずつとりました。 

このあと，どのような実験を行えば，ゆかさんの考えを確かめること
ができるでしょうか。下に，ゆかさんの考えを確かめる実験方法を書い
てみましょう。言葉だけでなく，絵をかいてもかまいません。どんな実
験をするとゆかさんの考えを確かめられるか，実験方法を書いてみまし
ょう。（書き方はおまかせです。自由に書いてみましょう。） 

その実験をしてどんな結果になれば，ゆかさんの考えを確かめたことになりますか。
考えを書きましょう。 
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が，残った食塩の量を比較する点まで考えること

ができていなかった。誤答と判断された児童は，

問題を捉えることができておらず，考えた方法も

問題を解決するものになっていない傾向にあっ

た。 
調査問題２の児童の解答の傾向を分析すると，

方向性のみ正答と判断された児童は，食塩が出て

くれば確かめられるという観察，実験の見通しを

持つことができているが，蒸発させて出てくる食

塩の量を比べ，Ｃ，Ｂ，Ａの順に多くなれば確か

められるという順序性までは考えることができ

ていなかった。誤答と判断された児童は，問題１

で解決する問題を捉え切れていないため，結果の

見通しも曖昧になる傾向にあった。 

この調査結果から，児童は実際の理科の授業に

おいても，自ら解決する問題を捉え，その問題を

解決する方法を考える学習活動を十分に行って

いないため，観察，実験の見通しを持てず，問題

を解決する適切な方法を考え，判断することがで

きないと考えられる。 
 

２ 授業実践の概要 

(１) 対象 仙台市立幸町南小学校 
   第６学年 １，２組 58 名 
(２) 単元名及び指導時数 

「水溶液の性質とはたらき」12 時間 

(３) 実践期間 

平成 27 年 10 月 26 日～12 月 2日 

(４) 指導計画 

「水溶液の性質とはたらき」 
時 ねらい 学習活動 

研究の
視点 

第
１
次 

水
溶
液
に
と
け
て
い
る
物 

１ 
 

水溶液には何が溶けてい
るかに興味を持ち，進んで
調べる方法を考えたり，調
べたりすることができる。 
食塩水，石灰水，アンモニ
ア水，塩酸，炭酸水の違い
を調べる方法を考え，表現
している。 

身の回りの水溶液に触
れ，本単元の学習への興
味・関心を高める。 
食塩水，石灰水，アンモ
ニア水，塩酸，炭酸水の
違いを調べる方法を考
え，実験の見通しを持
つ。 

視点１ 
(１） 
視点２ 
(１） 
 

２ 
 

水溶液を蒸発させて，何が
溶けているかを調べ，結果
を記録できる。 

前時で考えた実験方法
で，食塩水，石灰水，ア
ンモニア水，塩酸，炭酸
水の違いを調べる。 

   （実験①） 

視点２ 
(２） 
 

３ 
 

蒸発させると白い物が残
った水溶液には何が溶け
ているかを推論し，自分の
考えを表現できる。 

水溶液には固体が溶け
ている物があることを
まとめる。 
水溶液には気体が溶け
ている物もあることを
推論する。 

視点１ 
(１） 
 

４ 炭酸水に気体が溶けてい
るかどうかを調べる方法
を考え，表現できる。 

炭酸水には気体が溶け
ているかどうかを調べ
る方法を考え，実験の見
通しを持つ。 

視点２ 
(１） 
(２） 

５ 炭酸水に溶けている気体
は二酸化炭素であること
を実験結果を基に説明す
ることができる。 

前時で考えた実験方法
で，水溶液に気体が溶け
ているかどうかを調べ，
まとめる。 （実験②） 

 

第
２
次 

水
溶
液
の
な
か
ま
分
け 

６ リトマス紙を正しく扱っ
て，水溶液を調べ，色の変
化の様子を整理して，記録
できる。 

いろいろな水溶液をリ
トマス紙につけて，性質
を調べる。 （実験③） 

 

７ 水溶液を，リトマス紙の色
の変化によって酸性，中
性，アルカリ性に判別し，
水溶液は３種類に仲間分
けできることを捉え，説明
できる。 
水溶液には，酸性，中性，
アルカリ性の物があるこ
とを理解することができ
る。 

水溶液は，酸性，中性，
アルカリ性に仲間分け
できることをまとめる。 

 

第
３
次 
水
溶
液
の
は
た
ら
き 

８ 金属に水溶液を注ぐと変
化するかどうかに興味を
持ち，進んで変化の様子を
調べることができる。 

水溶液には金属を変化
させる働きがあるかを
予想し，金属に塩酸や炭
酸水を注ぐとどうなる
かを調べる。 
      （実験④） 

視点１ 
(１) 

視点２ 
(２) 

９ 水溶液や加熱器具を安全
に注意しながら操作して，
水溶液に溶けた物を取り
出すことができる。 

塩酸に金属が溶けた液
を蒸発させ，水溶液の中
に溶けていた物を取り
出す。   （実験⑤） 

視点１ 
(１) 

視点２ 
(２) 

10 金属が溶けた液を蒸発さ
せて出てきた物の性質を
調べる方法を考え，表現す
ることができる。 

塩酸に金属が溶けた液
を蒸発させて，出てきた
物の性質を調べる実験
の計画を立てる。 

視点１ 
(１) 

視点２ 
(１) 

11 学級で考えた方法を基に，
水溶液から取り出した物
の性質を調べ，結果を記録
することができる。 

学級で考えた方法で塩
酸に金属が溶けた液を
蒸発させて，出てきた物
の性質を調べる。 
      （実験⑥） 

視点２ 
(２) 

12 金属が溶けた液を蒸発さ
せて出てきた物の性質か
ら，金属は水溶液によって
別の物に変化したと推論
し，自分の考えを表現する
ことができる。 
水溶液には，金属を変化さ
せる物があることを理解
することができる。 

水溶液には，金属を変化
させる物があることを
まとめる。 
まとめを終えた後に，２
種類の水溶液を特定す
る実験を行い，学習内容
の振り返りと定着を図
る。 

 

 
３ 授業実践の内容と結果及び考察 

<視点１> 問題を捉えさせる場面の工夫 

(１) 気付きや疑問を持たせる教材，事象提示， 

体験活動の工夫 

児童が問題を捉え，観察，実験の見通しを持つ

ことができるように，教材や事象提示，体験活動

を工夫した。教材，事象提示，体験活動を検討し

ていく際には次の条件で行った（表１）。 
 

 
 
 
 

 
 
単元の導入である第１時では，児童の興味・関

心を高め，日常生活とのつながりを感じ学習に取

り組めるように，教科書で扱う５種類の水溶液と

関連のある身の回りの水溶液の中から，サンポー

ル，キンカン，炭酸水の３種類を選定した。この

教材 児童の興味・関心を高めるために，日常生活と関連
ある物とした。 

事象提示 児童に違いをはっきりと捉えさせるために，事象が
提示の前後で大きく変化したり，教材自体の見た目
や様子が違ったりして，比較しやすい内容とした。 

体験活動 児童に気付きや疑問を持たせたり，児童が自分の予
想を確かめたりするために，一人一人が繰り返し教
材に関わることができる内容とした。 

  

表１ 教材，事象提示，体験活動を検討する条件 
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３種類の水溶液は，教科書で扱う水溶液の中で，

気体が溶けた水溶液が成分の一部に含まれてお

り，色が付いていたり，においがついていたりし

て，水溶液同士を比較しやすい教材である。 
 
 
 
 

 
小学校学習指導要領解説理科編には，「水溶液

には，気体が溶けているものがあることを捉える

ようにする。」と示されている。そのため，気体

が溶けている身の回りの水溶液を見分ける体験

活動に取り組ませた後に，教科書で扱う水溶液を

提示し，溶けている物を比較して考えさせること

で児童が気付きや疑問を持ち，「５種類の水溶液

には何が溶けているのだろうか。」という問題を

捉えさせることができると考えた。 
授業では，水溶液を比較する視点を持たせるた

めに，一人一人が試験管に入った水溶液を自由に

見たり，振ったり，においをかいだりして見分け

る体験活動に取り組ませた。活動後にどのように

見分けたかを話し合わせたところ，「水溶液の色，

におい，様子の違いで見分ける。」という水溶液

の比較の視点が明らかになった。また，有色，無

色問わず透明で，何かが溶けている物を水溶液と

する既習事項も振り返り，児童に捉えさせたい問

題の視点，「水溶液には何が溶けているのだろう

か。」に迫ることができた。 
次に教科書で扱う５種類の水溶液と体験活動

で扱った３種類の水溶液を関連付けながら二つ

のグループに分け提示した。 
 
 
 
 
 

 
グループ１とグループ２に溶けている物の比

較から児童に気付きと疑問を持たせられると考

え，最初に既習事項で固体が溶けている食塩水と

石灰水をグループ１として提示し，次に未習事項

で気体が溶けている塩酸，アンモニア水，炭酸水

をグループ２として提示した。また，児童に気付

きを持たせるために，先に示した身の回りの水溶

液と教科書で扱う水溶液の見た目の違いに注目

させ，比較させた。 
児童は固体が溶けている水溶液と気体が溶け

ている水溶液に溶けている物を考え，比較した。

そのことで，「食塩水や石灰水は何が溶けている

か予想できるけど，他の水溶液は何が溶けている

か分からない。」という気付きと，「塩酸やアンモ

ニア水，炭酸水には何が溶けているのだろう。」

と疑問を持つことができた。また，身の回りの３

種類の水溶液と教科書で扱う５種類の水溶液を

比較することで「さっきと違って教科書の５種類

の水溶液は，炭酸水以外は見た目だけでは分から

ない。」という気付きを持つことができた。 
児童の持った疑問を中心に黒板に整理し，これ

から解決していく点について問い掛け，解決する

問題に気付かせることで，「５種類の水溶液には

何が溶けているのだろうか。」という問題を捉え

させることができた。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
第３時では，指導事項である「水溶液には気体

が溶けているものがある。」ことを捉えさせるた

めに，安全性と日常生活との関連を考慮し，二酸

化炭素が溶けた水溶液である炭酸水を教材とし

て選定した。 

身の回りの
水溶液 

教科書で扱う 
水溶液との関連 

特徴 
色 におい 様 子 

サンポール 塩酸 緑 色 有 り 透 明 
キンカン アンモニア水 無 色 有 り 透 明 
炭酸水 炭酸水 無 色  無 し 泡が出ている 

表２ 身の回りの水溶液（教材）と教科書で扱う水溶液との 
関連と特徴 

 

表３ 教科書で扱う５種類の水溶液の特徴と提示の順番 
 

身の回りの３種類の水溶液を見分ける体験活動 

 
教科書で扱う５種類の水溶液の提示 

 

気
付
き 

・サンポールや炭酸水は見た目で簡単に見分けられたけ
ど，５種類の方は炭酸水以外分からない。 

・食塩水や石灰水は何が溶けているか分かるけど，その
他の水溶液は何が溶けているか分からない。 

疑
問 

・食塩水は食塩が溶けていたけど，炭酸水は炭酸でいい
のかな。二酸化炭素って聞いたこともあるけど…。 

・塩酸やアンモニア水，炭酸水は何が溶けているのかな。 
 
 
 

児童が捉えた問題 

５種類の水溶液には何が溶けているのだろうか 
資料３ 事象提示と体験活動から児童が捉えた問題（第１時） 
 

  特  徴 
色 におい 様 子 溶けている物 

１ 食塩水 無 色 無 し 透 明 固 体 
石灰水 無 色 無 し 透 明 固 体 

２ 
塩酸 無 色 刺激臭 透 明 気 体 

アンモニア水 無 色 刺激臭 透 明 気 体 
炭酸水 無 色 無 し 泡が出ている 気 体 

興味・関心の高まり，水溶液の比較の視点 

３種類の水溶液との比較，気付き，疑問を持たせる 

教科書で扱う 
水溶液 グループ 

教師の 

働き掛け 

児童の疑問を中心に黒板に整理 

｢まだ分からないのは
どこだろう？｣ 

共通の疑問に気付かせる児童への問い掛け 
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児童が気付きや疑問を持ち，「炭酸水にはどん

な気体が溶けているのだろうか。」という問題を

捉えることができるように，炭酸水に溶けている

気体をポリエチレンの袋に集め，実験前後で袋の

変化の様子を比較したり，ポリエチレンの袋に集

めた気体を視覚的に捉えたり，関わったりするこ

とができる体験活動に取り組ませた。 
実験では，一人一人が炭酸水の入った三角フラ

スコを振ってポリエチレンの袋に気体を集めた

り，集めた気体に関わったりすることができるよ

うに，実験セットを各班に１組ずつ配付した。  
 

 

 

 

児童は役割を交代しながら，袋に気体を集め，

その感触を繰り返し確かめる姿が見られた。児童

は，何も入っていなかった袋が膨らんでいく様子

に興味を持ち，「炭酸水から何かが出てきた。」と

いう気付きを持つことができた。また，膨らんだ

袋を触った感触から，「ふわふわする。」「柔らか

い。」という気付きを持ち，「集めたものは何だろ

う。」「目で見えないけど気体かな。」という疑問

を持つことができた。児童の持った疑問を中心に

黒板に整理し，これから解決していく点について

問い掛け，解決する問題に気付かせることで，「炭

酸水にはどんな気体が溶けているのだろうか。」

という問題を捉えさせることができた。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<視点２> 問題解決の方向性を考えさせる学習 

活動の工夫 

(１)  一人一人で考えた実験方法を基に話し合い， 

観察，実験の見通しを明らかにする学習活動 

 話合いの場面では，児童が，観察，実験の見通

しを明らかにし，問題解決の方向性を考えること

ができるように，一人で考えた実験方法を基に，

自分の考えを見直したり，吟味したりすることが

できるようにした。 

児童が実験方法を考え，判断する際の根拠とな

るものを視点１による全児童共通の体験活動，既

習事項，生活経験の３点と捉えた。既習事項の定

着や生活経験には個人差があるため，視点１で全

児童共通の体験活動に取り組ませた。 

 学習活動の流れとして，まず，予想を立てさせ

てから一人で実験方法とその根拠を考えさせる

ことで，解決する問題を再確認し，観察，実験の

見通しを一人一人が持つことができるようにし

た。次に，一人で考えた実験方法を基に班で話し

合い，方法をまとめることで自分の考えを見直し，

観察，実験の見通しを明らかにすることができる

ようにした。最後に，班で考えた方法を基に，学

級で取り組む実験方法を話し合わせることで，新

しい考えに触れたり，根拠を確かめながら方法を

検討したりして，観察，実験の見通しがより明ら

かになるようにした。 

第４時では，「炭酸水にはどんな気体が溶けて

いるのだろうか。」という問題を解決する実験方

法を考える学習活動を行った。 

一人一人に実験方法を考えさせる際には，まず，

どのような気体が溶けているかを具体的に予想

させた。「二酸化炭素ならば。」「酸素ならば。」と

仮定させることで，既習事項や体験活動を想起し，

気体を調べる方法を考えられるようにした。そし

て，体験活動を基に実験方法を考えられるように，

視点１で気体を集めたポリエチレンの袋を机上

に置き，繰り返し観察したり触ったりできるよう

な状態にした。 

資料６は，一人で考えた実験方法を基に班，学

級で話し合い，実験方法を決定する様子である。 

炭酸水から気体を集め，集めた気体を観察したり，
感触を確かめたりする体験活動 

 

気付き ・袋がだんだん膨らんできた。炭酸水から何
かが出てきたんだ。 

・ふわふわする。柔らかい。 
疑問 ・この集めたものは何だろう。 

・目で見えないけど気体かな。 
・どうすればこれを調べられるかな。 

 
 
 
 
児童が捉えた問題 

炭酸水にはどんな気体が溶けているのだろうか 

資料５ 体験活動から児童が捉えた問題 
 

資料４ 体験活動で使用した教材と変化の様子 
 

興味・関心の高まり，気付き，疑問を持たせる 

教師の 

働き掛け 

児童の疑問を中心に黒板に整理 

｢まだ分からないのは
どこだろう？｣ 

共通の疑問に気付かせる児童への問い掛け 
 

変化前 変化後 
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班で，実験方法をまとめ，その方法を基に学級

で話し合った。各班から出された方法について，

その根拠を検討させた。 

①「気体を袋に集めて石灰水を入れる。」，②「気

体を袋に集めて気体検知管を使う。」という実験

方法は，多くの班が考えた方法であり，体験活動

や既習事項を活用した実験方法である。これらの

方法で調べられる根拠を検討させたところ，石灰

水は二酸化炭素と反応して白く濁るということ

と，気体検知管では二酸化炭素と酸素の体積の割

合が分かるという既習事項が根拠として出され

た。根拠を検討することで，この二つの方法で調

べられる見通しを持つことができ，学級として取

り組むことが決定した。 

③「集めた気体に火がついた物を入れる。」と

いう実験方法も既習事項を活用した方法だが，一

つの班のみが考えた実験方法である。方法を考え

た班に根拠を説明させ，その根拠を全体で検討さ

せたところ，酸素を満たした瓶に火がついたろう

そくを入れると火が激しく燃えて，二酸化炭素，

窒素だとすぐに消えてしまったという既習事項

が根拠として出された。この根拠から③の方法で

調べられる見通しを持つことができた。一方，こ

の方法だけだと，二酸化炭素と窒素の見分けがつ

かないという意見も出され，③の方法だけではな

く，①，②の方法にも合わせて取り組むことで，

気体を判断する根拠が増えるとまとまり，①，②，

③の方法で実験に取り組むことに決定した。 

一方，④の実験方法は，炭酸水に溶けている気

体が二酸化炭素であると仮定し，水に二酸化炭素

を入れて振ると，炭酸水と同じように泡が出て，

確認できるという考えである。この方法を考えた

班の説明に対して，複数の児童が「炭酸水に溶け

ている気体が何かを調べる実験なのに，炭酸水か

ら出る気体を調べない実験はおかしい。」と問題

の解決につながらない方法であることに気付き，

この考えは否定された。この考えを出した児童も，

問題を解決する方法になっていなかったことに

気付き，自分の観察，実験の見通しを修正するこ

とができた。 

また，①から④の実験方法を話し合う過程で，

児童は研究の視点１で取り組んだ「炭酸水から出

る気体をポリエチレンの袋に集める。」という体

験活動から，「気体を袋に集める。」いう視点を持

つことができ，実験方法を考えたり，判断したり

する際の根拠にする姿が見られた。 

児童は，話合いを通して実験方法の根拠を検討

することで，根拠を明らかにしながら，問題の解

決につながる方法を考え，判断し，観察，実験の

見通しを明らかにすることができた。 

 

(２) 実験の結果の予想を立て，問題解決の方向 

性を明確に持たせる学習活動 

児童が，問題解決の方向性を明確に持ち，得ら

れた結果を捉えられるようにするために，その方

法で実験を行うとどのような結果が得られるか

を考えさせる「結果の予想」を一人一人に立てさ

せた。結果の予想を立てさせる際には，次の内容

Ａ児が考えた実験方法 

予想：二酸化炭素 
方法：石灰水を使う。 
根拠：物の燃え方と空気のときにやっていて， 

二酸化炭素があれば石灰水は白くにごるから。 
 

Ａ児の班で考えた実験方法 
予想：二酸化炭素（３人） 
方法：➀石灰水を使う。（２人） 

     ②二酸化炭素用の気体検知管を使う。（１人） 
根拠：➀二酸化炭素があれば白くにごるから。 

     ②気体を集めたふくろに気体検知管を入れて 
調べる。空気中よりたくさん出れば分かる。 
 

 
学級で考えた実験方法 

 

資料６ 児童 Aの考えた実験方法とその根拠の変化 
 

根拠：既習事項 

実験の見通し 

問題：「炭酸水にはどんな気体が溶けているのだろうか」 
 

新しい方法 
班
で
考
え
る 

 方  法 根  拠 
➀気体を袋に集めて石灰

水を入れる。 
➀二酸化炭素が入っていれば白くにご

るから。 
②気体を袋に集めて気体

検知管を使う。 
②二酸化炭素だったら反応して，酸素用
の物も調べて反応するかどうか見る。
どちらも反応しなかったら，ちっ素だ
と分かるから。 

③集めた気体に火が 
ついた物を入れる。 

③すぐに火が消えたら二酸化炭素か 
窒素，よく燃えたら酸素と分かるから。 
 

④ペットボトルに水と 
二酸化炭素をいれて 
ふたをしめてふる。 

④そうするとあわが出てきて，そのあわ
を気体検知管で調べると分かるから。 

 

話合いで深まった実験の見通し 

新しい方法 

根拠：視点１(１)体験活動，既習事項 

根拠：既習事項 

問題の解決につながらない方法 

➀，②，③の方法で実験することに決定 
 

学
級
で
考
え
る 

一
人
で
考
え
る 

 話合いを通して，④は適していないことに気付く 
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27人

16人

22人

22人

1人

1人

事後

N=55

事前

N=56

当てはまる どちらかといえば当てはまる どちらかといえば当てはまらない 当てはまらない

39人

21人

11人

6人

2人 2人

事…

事…

正答 方向性○ 誤答 無答

31人

26人

18人

21人

1人

2人

事後…

事前…

当てはまる どちらかといえば当てはまる どちらかといえば当てはまらない 当てはまらない

33人

18人

10人

6人

正答 方向性○ 誤答 無答

を考慮して考えさせるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４時では，「炭酸水にはどんな気体がとけて

いるのだろうか。」という問題を解決するために，

①集めた気体に石灰水を入れる，②集めた気体に

気体検知管を使う，③集めた気体に火がついた物

を入れる，という三つの方法で実験に取り組んだ。 
児童は，それぞれの方法に対して，結果の予想

を立て，実験に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ児は，結果の予想を立てる前に炭酸水に溶け

ている気体を二酸化炭素と予想し，これまで持っ

ていた観察，実験の見通しを確認した。次に，実

験後に結果と結果の予想を比較しやすいように，

三つの実験方法の結果の予想をノートに番号ご

とに整理して書き，実験に取り組んだ。実験後に，

三つの実験の結果をノートに記録し，その結果と

結果の予想を比較して考察した。Ｂ児は，複数の

結果を根拠に考察し，「溶けている気体は二酸化

炭素である。」と判断することができた（資料７）。 

児童は，結果の予想を立てることで，問題解決

の方向性を明らかにして実験に臨み，得られた結

果を捉え，考察することができたと考える。 

 

４ 事後調査 

(１) 調査対象 仙台市立幸町南小学校 
   第６学年 １，２組 58 名 

(２) 調査日  平成 27年 12 月 4日（金） 

(３) 調査内容と調査結果 

事前の実態調査と同じ問題を用いた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解決する問題を捉え，予想を確かめるための実験方法を 

考えられるかどうか（記述式）         

図６ 解決する問題を捉え，予想を確かめるための実験方法を 
考えられるかどうかを問う問題の解答の変容 

 

学習問題に対する自分の予想をもとにして観察，実験の方法を 

考えることができる（選択式）            

図４ 観察，実験の方法を考えることに対しての児童の意識の変容 

図５ 結果の予想をすることに対しての児童の意識の変容        

観察や実験をするときに，どんな結果になりそうか 
予想することができる（選択式）         

0%       20%      40%       60%      80%      100% 

0%       20%      40%       60%       80%     100% 

事前 
N＝55 
 
事後 
N＝54 

0%       20%       40%       60%       80%     100% 

17 人 

5 人 

7 人 

5 人 

17 人 

自分で考えた実験方法に対する結果の予想を持つことが 

できるかどうか（記述式）         

事前 
N＝55 
 
事後 
N＝54 

0%       20%       40%       60%       80%     100% 

8 人 

8 人 

3 人 

23 人 

図７ 自分で考えた実験方法に対する結果の見通しを持つことが 

できるかどうかを問う問題の解答の変容 
 

11 人 

事前 
N＝56 
 
事後 
N＝55 

事前 
N＝56 
 
事後 
N＝55 

炭酸水に溶けていると予想した気体：二酸化炭素 

方法 ➀石灰水 ②気体検知管 ③火がついた物 
結果の 
予想 反応する 通常よりも多い すぐに消える 

根拠 二酸化炭素が入っ
ていれば反応する
はずだから 

二酸化炭素が含ま
れているなら二酸
化炭素の量が多く
なるはずだから 

前の学習で，二酸化
炭素だと火がすぐに
消えたから 

Ｂ児の結果の予想から考察までの様子 

結果 ➀かなり白く 
にごった 

②８％以上の 
反応が出た 

③ろうそくの火が 
すぐに消えた 

考察 溶けている気体：二酸化炭素 

炭酸水の中には二酸化炭素が含まれている。なぜなら，炭酸水から
出た気体は石灰水に反応して，気体検知管では通常の二酸化炭素の
量に大きく差をつける量の反応が出たから。そして，火がついたろ
うそくを入れたらすぐに火が消えたから。つまり，これらのことを
考えると，炭酸水には，二酸化炭素が含まれていると考えられる。 

 複数の結果を根拠に考察を記述 

資料７ Ｂ児の結果の予想から考察までの様子 
 

結果➀ 

結果② 

結果③ 

予想の明確化 観察，実験の見通しを確認するために，解決する
問題に対してどのように予想するかを明らかにさ
せる。 
例：炭酸水にはどんな気体が溶けているだろうか 
 →二酸化炭素，酸素，窒素のどれかと予想する 

結果の予想と 
結果の比較 

結果の予想と結果を比較して考察することができ
るようにするために，ノート，ワークシートに実
験方法ごとに番号を付けたり，表に書かせたりし
て整理する。 

複数の 
結果の予想 

複数の結果を根拠に考察をすることができるよう
にするために，話し合って取り組むことが決定し
た全ての方法に対して結果の予想を立てさせ，結
果と比較させるようにする。 

  

表４ 結果の予想を立てさせる際の考慮事項 

② 調査問題 

➀ 意識調査 
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(４) 考察 

 図４と図６より，実験方法を考えることができ

るという意識が高まり，調査問題においても，解

決する問題を捉え，その問題を解決する実験方法

を考えられる児童が 23 人増加した。これらの結

果は，研究の手だてを通して，児童が解決する問

題を捉えられるようになり，問題解決の方向性に

沿った具体的な方法を考え，判断することができ

るようになったためであると考えられる。図５と

図７より，結果の予想を持つことができるという

意識が高まり，調査問題においても，自分で考え

た実験方法の結果の予想を持つことができる児

童が 19 人増加した。これらの結果は，研究の手

だてを通して，捉えた問題を解決する，観察，実

験の見通しが明らかになり，問題解決の方向性を

持つことができるようになったためであると考

えられる。 

また，資料８は図６の調査における，児童の記

述内容の具体的な変化である。事前調査と比較し，

事後調査では，方法に加え出てきた食塩の量を比

較する視点も持つことができるようになった。資

料９は図７の調査における，児童の記述内容の具

体的な変化である。事前調査と比較し，事後調査

では出てきた食塩の量の比較とＣ，Ｂ，Ａの順に

多くなれば確かめられるという順序性も合わせ

て考えられるようになった。 

これらの変化は，研究の手だてによって，児童

が解決する問題を捉え，観察，実験に見通しを持

って取り組むことができるようになり，得られた

結果を捉え，考え，判断する力が育まれたからだ

と考えられる。このことで，実際に体験したもの

ではない調査問題においても，解決する問題を捉

え，問題を解決する方法を根拠を持って考え，判

断できるようになったのだと考えられる。 

 

Ⅴ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

<視点１> 問題を捉えさせる場面の工夫 

 児童が問題を捉えられるように，日常生活と関

連のある教材，比較し違いを捉えやすい事象提示，

児童が繰り返し取り組む体験活動を工夫し，気付

きや疑問を持つことができるようにした。その結

果，児童は興味関心を持って学習に臨むようにな

り，自ら問題を見いだし，解決する問題を捉えら

れるようになった。また，観察，実験の見通しを

持つことができた。 

<視点２> 問題解決の方向性を考えさせる学習 

活動の工夫 

視点１で捉えた問題を解決する実験の方法を

考えさせ，話し合わせることで観察，実験の見通

しを明らかにさせた。そして，結果の予想を立て

させ，問題解決の方向性を明確にして観察，実験

に取り組ませた。その結果，児童は問題解決の方

向性を明確に持って，観察，実験に取り組み，得

られた結果を捉え，考察することができるように

なり，科学的に考え，判断する姿が見られるよう

になった。 

 

２ 今後の課題 

 本研究では，科学的に考え，判断することがで

きる力を育むために，問題を捉え，その問題を解

決する方向性を考えさせる学習活動を行った。 

一定の成果はあったが，図６のように，問題を

解決する観察，実験の方法を条件まで併せて考え

られない児童が３割程度見られる。これは，観察，

実験の方法を考えさせる過程において， 問題を

解決するために必要な条件を考えさせる指導が

十分ではなかったからだと考えられる。今後は，

問題解決の方向性に加え，観察，実験の具体的な

条件まで考えられるような指導の方法を検討し

ていきたい。 

 

資料８ 図６の調査における児童の記述の変容 

・それぞれ別の皿にうつして火で熱して蒸発させる。（10 月 2 日 C 児） 
↓ 

・それぞれ蒸発させて，食塩が出てきた分の重さを量り，濃いかうす
いか調べる。あらかじめ蒸発皿の重さを量って，その重さを出た重
さから引けば分かる。                       （12 月 4 日 C 児） 

・食塩が出てくれば分かる。                   （10 月 2 日 D 児） 
↓ 

・C が一番多く，A が一番少なく食塩が出てくればいい。B は C と A
の間の量が出てくれば確かめたことになる。   （12 月 4 日 D 児） 

資料９ 図７の調査における児童の記述の変容 
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