
 小川1 

 
 
 
 
抄録 本研究は，小学校第６学年の理科において，科学的に表現する児童を育てる指導の在り方を探った

ものである。問題解決に見通しを持たせるために，仮説を立て，それを検証する実験方法を考えさせて実

験に取り組ませるようにした。事象提示を工夫し，仮説に根拠を持つことができるようにした。また，ワ

ークシートを工夫し，仮説と実験結果を比較して分析させ，解釈した考察を記述することができるように

した。その結果，仮説に根拠を持ち，実験方法と，得られる結果の予想を記述することができるようにな

ったり，仮説や実験方法，得られる結果の予想と実験結果を比較することで分析，解釈し，根拠に基づい

て考察を記述することができるようになったりする児童の姿が見られるようになった。 

 

 

 
Ⅰ はじめに 

１ 主題設定の理由 

 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編

では，見通しを持って観察，実験を行うことなどを

通して，問題を科学的に解決するために必要な資

質・能力を育成することを教科の目標として示して

いる。しかし，平成30年度全国学力・学習状況調査

報告書小学校理科では，「予想が確かめられた場合

に得られる結果を見通して実験を構想したり，実験

結果を基により妥当な考えに改善し，その内容を記

述することに課題がある。」¹と指摘されている。 

 これまでの実践で児童は，予想する場面で，実

験から得られる結果の見通しを十分に持てないま

まに観察，実験に取り組んでおり，観察，実験の結

果が何を表しているか捉えることができず，得ら

れた結果を基にして考察することができていない

様子が見られた。これは，実験の結果の予想を立

てさせただけでは，問題解決の見通しを十分に持

たせることができず，予想の根拠を明確に持たせ

る指導や，観察，実験の結果を踏まえた考察をさ

せる指導が不十分だったことが考えられる。  
 そこで本研究では，問題解決に見通しを持たせ

るために，予想ではなく，仮説を立てて，その仮説

を検証する実験に取り組ませるようにする。児童

が実験方法と実験から得られる結果の予想を立て

ることで，実験結果を捉えて考察することができ 

 

るようになると考える。 

事象提示を工夫することで，既習の内容や生活

経験を基に仮説を立てられるようにする。そして，

仮説を確かめる実験方法と得られる結果の予想を

立てさせ，問題解決に見通しを持たせる。また，ワ

ークシートを工夫し，自ら立てた仮説を振り返り，

実験結果と比較して「分析」し，「解釈」すること

で，分析した内容や既習の内容，生活経験に基づ

いた考察をさせる。 
以上の手立てから，児童が得られる結果に見通

しを持ち，根拠に基づいた考察ができるようにす

ることが，科学的に表現する児童を育てることに

つながると考え，本主題を設定した。 
２ 研究の基本的な考え方 

(１) 「科学的に表現する」とは 

 仮説や実験方法を考えたり，考察したりする中

で，より妥当な考えを選択しながらつくりだし，

自分の考えを記述することと捉える。 

(２) 「得られる結果に見通しを持つ」とは 

 既習の内容や生活経験を根拠とし，実験の過程

について構想することと捉える。 
(３) 「根拠に基づいて考察する」とは 

 仮説や実験方法，得られる結果の予想を振り返

り，実験結果と比較して分析し，解釈することで，

自らの考えを確かめて表現することと捉える。 

小学校(理科) 
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Ⅱ 研究のねらい 

 得られる結果に見通しを持たせる工夫と，根拠

に基づいて考察させる工夫を通して，科学的に表

現する児童を育てる理科指導の在り方を探る。 

 

Ⅲ 研究の視点と手立て 

＜視点１＞ 得られる結果に見通しを持たせる工夫 

(１) 仮説に根拠を持たせるための事象提示(手立てＡ) 

 既習の内容や生活経験が想起できるようにする

ために，比較して違いが捉えやすい実物や画像，

動画の提示や，繰り返し確かめることができる体

験活動を行う。 

(２) 仮説を確かめる実験方法を考えさせる活動

(手立てＢ) 

問題に対して自分が立てた仮説を検証するため

の実験方法と，得られる結果の予想を立てさせる。 

＜視点２＞ 根拠に基づいて考察させる工夫 

(１) 仮説と実験結果を比較し，考察させるワー

クシート(手立てＣ) 

仮説や実験方法，得られる結果の予想を振り返

り，実験結果と比較して「分析」し，「解釈」した

自分の考えを記述させるワークシートを使用する。 

図１は，理科の問題解決の過程と本研究の手立

てとの関連を表したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考察の「分析」と「解釈」については，表１のよ

うに児童に捉えさせた。 

 

 

 

Ⅳ 研究の概要 

１ 実態調査 

(１) 計画 

(２) 結果 

実験の結果を予想する調査問題では，予想の理

由として，問題の解決につながる根拠が記述でき

た児童は 36 名(48.6％)だった。それ以外の児童は，

問題とは関係のない既習の内容や知識を根拠にし

ており，「その他」の中には，「なんとなく」や「分

からない」などの回答があった(図２)。 

 

 

 
 
 
 

 

考察に関する調査問題では，例示した実験から

考察を記述させる問題を出題した。考察の根拠と

なる「分析」した内容と，自分の考えである「解

釈」の二つの要素で考察を記述できている児童は

２名(2.7％)で，結果のみ，または解釈のみを記述

している児童が 69名(93.2％)だった(図３)。 

 

 
 
 
 

 

 

(３) 考察 

調査の結果から，予想に問題の解決につながる

根拠を書くことができなかった児童は，予想を立

てているが，問題に合った既習の内容や生活経験

ねらい 
児童の理科における意識及び実態を把握し，授業
実践や検証に生かす。 

対象 
仙台市立上杉山通小学校 
第６学年 １組 37 名，４組 37 名 

方法 質問紙法による調査，レディネステスト 

内容 
予想に問題解決につながる根拠を記述したり，考
察に分析した内容と解釈を記述したりできている
かの意識及び実態の把握とレディネス 

調査日 令和元年６月７日 

表２ 実態調査計画 

 

実 験 結 果 

手立て A 
仮説に根
拠をもた
せる事象
提示 

手立て B
仮説を確
かめる実
験方法を
考えさせ
る活動 

根拠に基づいた考察 

比較 

自然事象への働きかけ

⇓

問題の把握・設定

⇓

予想・仮説の設定

⇓

検証計画の立案

⇓

観察・実験

⇓

結果の整理

⇓

考察

⇓

結論の導出

 

 

 

 

見通しを持つ 

図１ 理科の問題解決の過程と本研究の手立てとの関連 

 

手立て C 
仮説と実験結果を
比較し，考察させる 
ワークシート 

振
り
返
り 分析 

解釈 

表１ 本研究における考察の「分析」と「解釈」の捉え 

 分析 実験結果から，分かったことや共通点，全体的な傾向 
を読み取ったもので，考察の根拠となる 
 

解釈 分析した内容や既習の内容，生活経験を基にした自分 
の考え 

 

図３ 考察に分析した内容と解釈を記述できているかを調べ
る問題の解答状況 

43人 26人

3人
0% 20% 40% 60% 80% 100%

分析した内容と解釈を記述している
分析した内容のみ記述している
解釈のみ記述している
誤答

2.7% 

69 人 93.2％ 

２人 

(Ｎ＝74) 

図２ 予想に問題解決につながる根拠が記述できているかを
調べる問題の解答状況 

36人 25人

9人 4人
0% 20% 40% 60% 80% 100%
問題の解決につながる根拠を記述している
問題の解決につながる根拠を記述できていない
無答
その他

48.6% 

(Ｎ＝74) 
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を基にして，実験方法や得られる結果の予想を具

体的に考え，問題解決に見通しを持つことに課題

があると考えられる。 
また，考察では児童の９割に記述の不足がある

ことが分かり，実験結果を捉えて分析することが

できず，分析した内容や既習の内容，生活経験に

基づいて解釈することに課題があると考えられる。 

これらのことから，児童に，仮説や実験方法，得

られる結果の予想を立てさせたり，実験結果を分

析した内容や既習の内容，生活経験を根拠として

考察させたりすることが，科学的に表現する資質・

能力の育成につながると考えた。 

２ 授業実践の概要 

(１) 実践１ 

 

対象 
仙台市立上杉山通小学校  

第６学年 １組 37 名 ４組 37 名 

実施期間 令和元年 ６月 20 日～７月５日 

単元名 植物のからだのはたらき 

次 時 ねらい 学習活動 手立て 

第

一

次 

 

植

物

と

日

光

と

の

か

か

わ

り 

１ 植物にとって日光はどんなはたらき
をしているかに興味を持ち，進んで
それらの事柄について考えることが
できる。 
日光とでんぷんのでき方との関係に
ついて仮説を設定し，推論しながら
追究し，実験の見通しを持ち，自分の
考えを表現することができる。 

・植物にとって日光は
どんなはたらきをし
ているかを考え，問
題を把握し，仮説を
設定し，それを検証
する実験の方法を考
える。 

AB 

 

 

２ ジャガイモの葉にでんぷんがあるか
どうか調べる方法を確認し，結果を
記録することができる。 

・日光に当てる前の，
ジャガイモの葉に，
でんぷんがあるかど
うかを調べる。(実験
１-①) 

 

３ 日光に当てた葉と当てなかった葉を
比較して，でんぷんがあるかどうか
を調べ，結果を記録することができ
る。 
日光とでんぷんのでき方との関係に
ついて，自ら行った実験の結果と仮
説を照らし合わせて推論し，自分の
考えを表現することができる。 

・ジャガイモの葉に日
光が当たるとでんぷ
んができるかどうか
を調べる。(実験１-
②) 

・自分の仮説と実験結
果を比較し，分析し
て，日光とでんぷん
のでき方との関係に
ついて考察する。 

 

C 

４ 日光とでんぷんのでき方との関係に
ついて，自分の考察と他者の考察を
比較し，補足が必要なところを書き
加えて表現することができる。 
植物の葉に日光が当たると，でんぷ
んができることを理解することがで
きる。 

・葉に日光が当たると
でんぷんができるこ
とについて，より妥
当な考えを選択し，
自分の考えを表現す
る。 

C 

 

 

 

 

第

二

次 

 

植

物

の

水

の

通

り

５ 植物は，水をどのようにして体全体
に運んでいるかに興味を持ち，進ん
で推論し，調べることができる。 
植物の体内の水などの行方について
仮説を持ち，推論しながら追究し，自
分の考えを表現することができる。 

・植物の水の通り道に
ついて問題を把握
し，仮説を設定し，そ
れを検証する実験の
方法を考え，自分の
考えを表現する。 

AB 

 

 

 

６ 着色した水で染まった植物の根，茎，
葉などの様子を観察し，その結果を
記録することができる。 
植物の体内には水の通り道があるこ
とを理解することができる。 

・ホウセンカのどこが
染まっているかを観
察し植物には水の通
り道があることをま
とめる。(実験２) 

C 

７ 植物の体内の水などの行方について
興味を持ち，進んで推論し，調べるこ
とができる。 
植物の体内の水などの行方について
仮説を持ち，推論しながら追究し自
分の考えを表現することができる。 

・植物のからだを通っ
て，葉まで運ばれた
水はどうなるか仮説
を設定し，それを検
証する実験の方法を
考え，表現する。 

AB 

 

 

道 ８ 植物の体内の水などの行方につい
て，自ら行った実験の結果と仮説を
照らし合わせて推論し，自分の考え
を表現することができる。 
根から吸い上げられた水は，主に葉
から水蒸気として排出されているこ
とを理解することができる。 

・葉から水が出ている
かを葉が付いた植物
と葉を取った植物を
比較して調べ，水は
水蒸気になって葉か
ら出ていくことをま
とめる。(実験３) 

・葉にできたでんぷん
は，植物の体の通り
道を通って運ばれる
ことをまとめる。 

C 

 

 

 

 

 

 

(２) 実践２ 

  

対象 
仙台市立上杉山通小学校  

第６学年 １組 37 名 ４組 37 名 

実施期間 令和元年 11 月８日～12 月６日 

単元名 電気と私たちのくらし 

次 時 ねらい 学習活動 手立て 

第

一

次 

 

電

気

を

つ

く

る 

・ 

た

め

る 

１ 発電の仕組みや電気の利用に
ついて興味・関心を持ち，電気
はどのようにしてつくられ，
利用されているか進んで調べ
ることができる。 
電気はつくりだしたり，蓄え
たりすることで，使うことが
できることを理解することが
できる。 

・太陽電池や発電所を想起
し，発電について考える。 

・非常用充電式ライトから，
コンデンサーについて知
る。 

・手回し発電機などを使った
活動を通して，電気は発電
したり，ためたりできるこ
とを知る。 

 

A 

２ 発電の仕組みについて仮説を
持ち，推論しながら追究し，電
気の量と働きとの関係につい
て，仮説を検証する実験方法
を考えて表現することができ
る。 

・手回し発電機の体験活動か
ら，電気を使うものによっ
て，回す手応えが違うこと
に気付く。 

・豆電球と発光ダイオード
(LED)で手回し発電機の回
す手応えが違うことに疑問
を持ち，問題を把握し，仮説
を設定し，それを検証する
実験方法を考える。 

B 

 

３ 発電の仕組みについて調べる
中で，手回し発電機などを適
切に使って安全に実験し，そ
の過程や結果を定量的に記録
することができる。 

・豆電球やモーターは，なぜ
手回し発電機の回す手応え
が重くなるのか調べる。(実
験１) 

 

４ 発電の仕組みについて調べ，
自ら行った実験の結果と仮説
を照らし合わせて推論し，電
気の量と働きとの関係につい
て，より妥当な考えをつくり
だし表現することができる。 

・仮説と実験結果を比較し，
手回し発電機の回す手応え
について，より妥当な考え
を選択しながら，自分の考
えを表現する。 

C 

 

 

 

第

二

次 

 

電

気

の

利

用

と

変

換 

５ 電気の利用の仕方に興味・関
心を持ち，自ら電気の性質や
働きを調べることができる。 

・生活で使われている電化製
品に着目し，電気の利用の
され方で仲間分けをし，よ
り妥当な考えを選択しなが
ら，自分の考えを表現する。

 

 

 

６ 電気の性質や働きと，その性
質について推論しながら追究
し，電気の変換について表現
することができる。 
電気は，光，音，熱，運動など
に変換することができ，身の
回りには，電気の性質や働き
を利用した道具があることを
理解することができる。 

・生活で使われている電化製
品から，電気は様々な形に
変換されて利用されている
ことについて，より妥当な
考えを選択しながら，自分
の考えを表現する。 

・今と昔の生活を比べ，電気
がどのように利用されてい
るのか考える。 

C 

 

 

 

A 

 

 

 

 

第

三

次 

 

電

気

の

効

率

的

な

利

７ 電気の効率的な利用の仕方に
興味・関心を持ち，自ら電気
の効率的な利用について調べ
ることができる。 
電気の効率的な利用について
仮説を持ち，推論しながら追
究し，電気の有効利用につい
て，仮説を検証する実験方法
を考えて表現することができ
る。 

・日常生活には，電気を効率
的に利用する電化製品があ
ることに気付き，豆電球と
発光ダイオード(LED)の違
いについて考える。 

・豆電球と発光ダイオード
(LED)の違いについて，電気
の消費量の視点から考え，
問題を把握し，仮説を設定
し，それを検証する実験方
法を考える。 

 

A 

 

 

B 

 

 

 

８ 電気の効率的な利用の仕方を
調べ，手回し発電機などを使
って安全に実験し，その過程
や結果を定量的に記録するこ
とができる。 

・豆電球でたくさん使われた
電気は，何に使われたのか
調べる。(実験２) 

 
 
 
 

表３ 実践１指導計画 

表４ 実践２指導計画 
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用 ９ 電気の効率的な利用の仕方に
ついて調べ，自ら行った実験
と仮説を照らし合わせて推論
し，電気の有効利用について
より妥当な考えを選択しなが
ら，自分の考えを表現するこ
とができる。 

・仮説と実験結果を比較し，
豆電球が電気を熱に変えて
いることについて，より妥
当な考えを選択し，自分の
考えを表現する。 

C 

 

 

 

第

四

次 

 

私

た

ち

と

電

気 

10 電気を効率的に利用する道具
について興味・関心を持ち，調
べることができる。 

・電気を効率よく利用したも
のが，プログラムによって
制御されていることに気付
く。 

・プログラムを制作する体験
をする。タブレット端末を
使用し，Web 教材リンクル，
Scratch3.0でプログラムを
制作する。 

 

11 電気を効率的に利用するため
に，プログラムを制作するこ
とができる。 
電気を効率的に利用する道具
について，実現する方法を考
え，プログラムを制作するこ
とで自分の考えを表現するこ
とができる。 

・センサーを利用したプログ
ラム(Scratch3.0)を用制作
する。 

・日常生活の中には，プログ
ラムやセンサーで制御され
た道具があり，電気を効率
的に利用していることにつ
いて考える。 

A 

 

12 電気を効率的に利用した道具
として，身の回りにはプログ
ラムを用いた道具があること
を理解することができる。 

・電気を効率的に利用するこ
との有効性を捉え，プログ
ラムで制御することの良さ
を考える。 

 

３ 授業実践の内容と結果及び考察 

＜視点１＞ 得られる結果に見通しを持たせる工夫 

(１)  仮説に根拠を持たせるための事象提示(手立てＡ) 

① 内容及び結果 

 児童が仮説を立てる際に，仮説に根拠を持つこと

ができるように，仮説の根拠の一つとなったり，既

習の内容や生活経験を想起したりできるようにす

る事象提示を行った。提示する事象の条件は，比較

して違いが捉えやすい実物や画像，動画の提示や，

繰り返し行うことで，気付きを深めたり，考えを確

かめたりできる体験活動とした。 

 実践１の第一次「植物と日光のかかわり」では，

日なたと日陰の植物を比較し，違いを捉えさせるよ

うにした。図４は，ホウセンカとジャガイモの事象

提示である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童は，事象提示から日なたと日陰の植物で具

体的にどんなところが違うのかに気付き，比較す

ることで根拠を持つことができた。 

図５は，図４の事象提示から仮説に根拠を持っ

た児童の記述である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践２の第三次「電気の効率的な利用」では，手

回し発電機を使って，豆電球，発光ダイオード

(LED)，白熱電球などを光らせる体験活動を繰り返

し行い，回す手応えの違いや，光の強さなどに気

付くことができるようにした。 

図６は，手回し発電機を使って，豆電球などを

繰り返し光らせる体験活動の様子である。 

 

 

 

 

 

 

 

  

児童は，体験活動を繰り返し行う中で，白熱電

球が熱を持っていることに気付いたことから，豆

電球も触れると熱を持っているが，発光ダイオー

ド(LED)は熱くないことを発見し，ドライヤーの消

費電力と発熱を想起して，生活経験と関連付けて

根拠を持つことができた。 

図７は，図６の体験活動から仮説に根拠を持っ

た児童の記述である。 

ホウセンカを比較し，高さ
や葉の枚数，色の違いに気
付かせる。 

新ジャガイモの数や大きさ
を比較し，違いに気付かせ
る。 

図４ 日なたと日陰に置いた植物の成長の違いを比較 
させる事象提示 

日なたと日陰で育てた植物の成長の違い 

日光とでんぷんを関係付けて仮説を立てている。 

根拠：日なたと日陰で育てた植物を比較し，成長の違いを 
根拠としている。 

図５ 事象提示から比較した内容を根拠としている児童の記述
(実践１第１時) 

問題：植物の葉に日光が当たるとでんぷんがつくられる 
のだろうか 

事象:日なたと日陰で別々に育てたことで成長の差が 
出ているジャガイモとホウセンカ 

【仮説】 

図６ 手回し発電機を使って豆電球などを繰り返し光らせている 
体験活動 

白熱電球 豆電球 
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 図８は，実践１と実践２を通した５回の実験で

仮説に根拠を示した児童の割合の推移である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践１では，仮説に根拠を持つことができた児

童は５割程度だが，実践２は７割を超える児童が

仮説に根拠を持つことができた。 

② 考察 

 図５より，児童は日なたと日陰で育てた植物の成

長の違いを比較することで，既習の内容を想起して根

拠としており，比較して捉えやすい事象提示をするこ

とで仮説に根拠を持つことができたと考えられる。 

図７より，児童は白熱電球を光らせたときに熱を

持っていたことから，豆電球と発光ダイオード(LED)

の表面温度を比較することで，発熱と電気の消費量

の関係を根拠としており，繰り返し行う体験活動で

仮説に根拠を持つことができたと考えられる。 

図８より，実践１よりも実践２の方が仮説に根

拠を持つことができた児童の割合が高くなってお

り，比較して違いを見つけることに加え，繰り返

し体験し，気付きを持ったことで，仮説の根拠を

様々な場面から見付け出し，より妥当なものを選

択することができるようになったためと思われる。 

これらより，比較して違いを捉えさせる事象提示

や繰り返しの体験活動を行うことで，仮説に根拠を

持たせることに一定の効果があったと考えられる。 

(２) 仮説を確かめる実験方法を考えさせる活動 

(手立てＢ) 

① 内容及び結果 

児童が予想を立てる際に，問題に対して得られ

る結果の予想だけでは，問題解決の見通しが曖昧

になりやすいことから，仮説を立て，仮説を検証

するための実験方法を考え，得られる結果の予想

を立てさせることで問題解決に見通しを持つこと

ができると考えた。さらに，得られる結果の予想

が正しいか仮説を振り返ることで，より妥当な実

験方法を考えさせることができると考え，仮説を

確かめる実験方法を考えさせる活動を行った。 

児童が立てた仮説を検証するために,ワークシ

ートに実験方法と得られる結果を記述させ,児童

の記述から表５のような分類を行った。 

 図９は，表５の分類で，５回の実験についてそ

れぞれの割合を示したものである。 

 
 
 
 
 
 

 
Ａ群の児童は，実践１から実践２にかけて割合

が増え，Ｂ群の児童は，実践１から実践２にかけ

て割合が減っている。 

図 10，図 11は，実践１から実践２にかけて，Ｂ

群からＡ群に変容したＡ児の記述である。 

分類 実験方法と得られる結果の予想の記述 

Ａ群 仮説の根拠が示され,仮説を検証する実験方法
と得られる結果の予想が明確である。 

Ｂ群 
仮説の根拠がなく，一部不足した実験方法と得
られる結果の予想が記述されている。 

Ｃ群 仮説の根拠と実験方法がなく,得られる結果の
予想が記述されている。 

Ｄ群 記述なし 

59人

56人

42人

27人

38人

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

実践２実験２

実践２実験１

実践１実験３

実践１実験２

実践１実験１

表５ 仮説と実験方法，得られる結果の予想の記述の分類 

 

図８ 仮説に根拠を記述した児童の実験ごとの割合 

 

 

実践１の実験(３回) 

実践２の実験(２回) 

(N＝74) 

根拠：豆電球と発光ダイオード(LED)を触って
体験したことを生活経験と関連付けて
根拠にしている。 

生活経験 

白熱電球を触っ
て体験したこと 
を基に仮説を立 
てている。 

図７ 体験活動から，比較したり，体験したりしたことを根拠と
している記述(実践２第７時) 

問題：豆電球よりも発光ダイオード(LED)の方が電気 
の消費量が少ないのはなぜだろうか 

事象：豆電球，発光ダイオード(LED)，白熱電球を手回し 
発電機で光らせる体験活動 

【仮説】 

52人

52人

38人

27人

35人

15人

15人

29人

41人

30人

4人

4人

7人

5人

4人

3人

3人

0人

1人

5人

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

実践２実験２

実践２実験１

実践１実験３

実践１実験２

実践１実験１

A群 Ｂ群 Ｃ群 Ｄ群
図９ 仮説と実験方法，得られる結果の予想の記述による分

類を実験ごとに示した割合 
 

(N＝74) 
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図 10 は，実践１第７時「植物の水の通り道」で

立てた仮説と実験方法，得られる結果の予想を記

述したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮説に根拠を持つことができず，実験方法に仮

説を検証する要素が不足している。 

図 11 は，実践２第７時「電気の効率的な利用」

で立てた仮説と実験方法，得られる結果の予想を

記述したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮説に根拠を持ち，三つの実験方法を考え，②の方

法は消費電力について，③の方法は温度について，比

較して調べるようにしている。また，消費電力と温度

の二つについて得られる結果の予想を記述している。 

図 12は，事前と事後の調査問題で，予想に問題

解決につながる根拠が記述できているかを調べた

解答の変容である。 

 

 

 

 

 

 

 

問題の解決につながる根拠を記述している児童

は，36 名から 53 名と，17 名増えている。 

② 考察 

図 10より，実践１第７時でＡ児は，仮説に根拠

を持つことができず，実験方法に仮説を検証する

要素が不足していた。しかし，図 11の実践２第７

時では，仮説に根拠を持ち，消費電力を調べる方

法と，温度を調べる方法の二つを考えており，そ

れぞれの方法に比較する要素が含まれ，仮説を検

証することができる実験方法を記述している。ま

た，電力の消費量と温度の高低それぞれの比較か

ら，仮説を検証したときに得られる結果の予想を

記述しており，より妥当な考えを選択し，自分の

考えを記述している姿と捉えることができる。 

図９より，実践１から実践２になると， Ａ群の

児童の割合が増えている。これらの児童は，Ａ児

の記述の変容と同様に，仮説に根拠を持つことで，

実験方法と得られる結果の予想の記述内容が明確

になり，より妥当な考えを選択して記述する様子

が見られるようになった。 

さらに，手立てＡの図８と手立てＢの図９のグ

ラフはどちらも同様に実践１から実践２にかけて

増加しており，仮説に根拠を持つことで，仮説を

検証する実験方法や得られる結果の予想を明確に

記述する様子が見られた。 
そして，図 12より，調査問題の結果から，児童

は授業を通して，問題に対して，既習の内容や生

活経験を関連付けて考えられるようになり，予想

に問題の解決につながる根拠を記述することがで

きるようになったと考えられる。 
これらのことから，仮説に根拠を持たせること

で，仮説を検証する実験方法と，得られる結果の

【仮説】 

図 12 予想に問題解決につながる根拠が記述できているかを 
調べる問題の解答状況の変容 

53人

36人

20人

25人

無答0人

9人

その他1人

4人

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

事後

事前

問題の解決につながる根拠を記述している
問題の解決につながる根拠を記述できていない
無答
その他

(Ｎ＝74) 

48.6% 

71.6% 

図 10 A 児の仮説と実験方法，得られる結果の予想の記述 
(実践１第７時) 

 

葉の付いた植物と，葉を取った植物を比較するなどの「葉ま
で運ばれた水は葉の小さな穴から水蒸気として出てくる」と
いう仮説を検証する要素が抜けている。 

(実践１第７時 A 児) 

問題：植物のからだを通って，葉まで運ばれた水は 
どうなるのだろうか 

仮説は立てられた
が，仮説の根拠が記
述されていない。 

【仮説】 

【得られる結果の予想】 

(実践２第７時 A 児) 

②の消費電力を調べる方法と，③の温度を調べる方法の二つを合わせ
て考えるようにし，白熱電球と発光ダイオード(LED)を比較している。 

図 11 A 児の仮説や実験方法，得られる結果の予想の記述 
(実践２第７時) 

仮説の根
拠が示さ
れている。 

比較の要素 

問題：豆電球よりも発光ダイオード(LED)の方が電気の 
消費量が少ないのはなぜだろうか 

 

③ 

②消費電力と③温度の二つの実験方法について，得られる結果を予想している。 

【実験方法】 

【得られる結果の予想】 
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予想を立てて見通しを持つことができるようにな

り，より妥当な考えを選択しながら，自分の考え

を記述することができるようになった。よって，

手立てＡと手立てＢが有効であったと考えられる。 

しかし，仮説を検証する実験方法に，要素が一

部不足している記述が見られる。他者と自分の考

えを比較，検討し，自分の考えを修正できるよう

にする改善策が必要だと考えられる。 

＜視点２＞ 根拠に基づいて考察させる工夫 

(１) 仮説と実験結果を比較し，考察させるワー

クシート(手立てＣ) 

① 内容及び結果 

仮説や実験方法，得られる結果の予想を振り返

り，実験結果と比較して「分析」し，分析した内容

や既習の内容，生活経験に基づいて「解釈」できる

ように，図 13 のようなワークシートを使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 は，Ｂ児が仮説や実験方法，得られる結果

の予想を振り返り，実験結果と比較して考察した

ワークシートである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童は実験後に，仮説や実験方法，得られる結

果の予想の三つを振り返り，実験結果とそれぞれ

を比較している。①仮説と比較，②実験方法と比

較，③得られる結果の予想と比較，である。これら

の三つの比較から，図 15のように，分析し，解釈

した考察をしている。 
図 15は，図 14 の①，②，③の三つの比較から，

分析，解釈した記述を見取ったものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実験後に，実験方法を振り返り，㋑「どちらが熱

いか調べる」という実験方法から，「豆電球の方が

温度が高かった」と結果を分析し，㋺「豆電球の方

が熱を多く出していて，消費量も多い」という得

られる結果の予想と「豆電球の方が温度が高く，

電気の消費量が多い」という実験結果が一致した

ことから，㋩「熱を出している量がちがうと，消費

量もちがう」という自分が立てた仮説が正しかっ

たことが確かめられ，温度が高いほど電気の使用

量が多いと解釈した自分の考えを記述している。 

図 16は，調査問題で，考察に分析した内容と解

釈を記述できているかを調べた解答の変容である。 

 

図 13 ワークシートの構成 
 

ワークシート左側の仮説や実験方法，得られる結果
の予想とワークシート右側の実験結果を比較して分
析し，解釈した考察を記述できるようにする。 

【仮説】
【仮説の根拠】 

【実験方法】 

【得られる結果の予想】 

【結論】 

【実験結果】 

【分析】 

【解釈】 

【学習問題】 

【考察】 

比較 

【仮説】

実験結果と比較するため振り返る 

実験結果 

図 14 仮説や実験方法，得られる結果の予想を振り返り，実験結果 
と比較している B児のワークシート(実践２第９時) 

仮説や実験方法，得られる結果の予想 

(実践２第９時 B 児)  

熱を出している量がちがうと，消費量もちがう 

豆電球と発光ダイオード(LED)を手回し発電機で 
電気をつけて，ほうしゃ温度計でどちらが熱いか 
調べる 

豆電球の方が熱を多く出していて消費量も多い 

【実験方法】

【得られる結果の予想】

① 

② 

③ 
発光ダイオード(LED)  

豆電球 

(℃) 

(秒) 

仮説や実験方法，得られる結果の予想を振り返り，実験結果と
比較して分析し，より妥当な考えを選択して，解釈している。 

実
験
後
に
振
り
返
る 

よ
り
妥
当
な
考
え
を
選
択
す
る 

 

【仮説】 

 

図 15 仮説や実験方法，得られる結果の予想を振り返り，実験結果 
と比較して考察した B児のワークシート(実践２第９時) 

 

問題：豆電球よりも発光ダイオード(LED)の方が電気の 
消費量が少ないのはなぜだろうか 

【実験方法】 

【得られる結果の予想】 

分
析 

解
釈 

㋺ 

㋑ 

 

㋩ 
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事前調査では，分析した内容と解釈を記述して

いる児童が２名(2.7%)だったが，事後調査では 58

名(78.3%)と，56 名増えている。 
② 考察 

図14より，児童は実験後に，ワークシートの仮説

や実験方法，得られる結果の予想を振り返り，実験結

果とこれらの三つを比較することで，自分の考えが実

験結果と一致しているかどうかを確かめるようにな

り，分析することができるようになったと考えられる。 

図 15より，児童は，仮説や実験方法，得られる

結果の予想の三つをそれぞれ実験結果と比較して

分析，解釈している。得られる結果の予想と実験

結果が一致したことから，自分の立てた仮説が正

しかったことが確かめられ，分析した内容や既習

の内容，生活経験を基に考察し，より妥当な考え

を選択して記述していると考えられる。 

また，図 16 の実態調査の結果より，児童は，授

業を通して，仮説と実験結果を比較して分析，解釈

することができるようになり，事後調査の問題でも

実験結果を分析し，既習の内容を基に解釈して，よ

り妥当な考えを選択しながら，自分の考えを記述で

きるようになったと考えられる。よって，手立てＣ

に有用性があったと考えられる。 

 しかし，根拠に基づいた考察が記述できていな

い児童が一定数見られる。個人で分析，解釈した

後で，他者と意見を交流し，様々な考えから，よ

り妥当な考えを選択し，自分の考えを記述できる

ようにする改善策が必要だと考えられる。 

 

Ⅴ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

＜視点１＞ 得られる結果に見通しを持たせる工夫 

 児童が問題解決に見通しを持つことができるよう

にするために，仮説を立てて問題解決に取り組ませ

るようにした。事象提示を工夫し，既習の内容や生

活経験を基に仮説を立てられるようにし，自分が立

てた仮説を確かめる実験方法と得られる結果の予想

を立てさせることで，問題解決に見通しを持たせる

ようにした。その結果，児童は仮説に根拠を持ち，

自分が立てた仮説を検証するための実験方法や，得

られる結果の予想を立てることで問題解決に見通し

が持てるようになり，より妥当な考えを選択して，

自分の考えを記述することができるようになった。

以上のように，科学的に表現する児童の姿が見られ

るようになった。 

＜視点２＞ 根拠に基づいて考察させる工夫 

児童が根拠に基づいた考察ができるようにするため

に，ワークシートを工夫し，仮説や実験方法，得られ

る結果の予想を振り返り，実験結果と比較して，分析

し，解釈できるようにした。その結果，児童は仮説や

実験方法，得られる結果の予想を振り返り，実験結果

と比較して，自分が立てた仮説を検証することができ

たか分析するようになった。また，分析した内容や既

習の内容，生活経験に基づいて，自分の考えを確かめ

るようになり，より妥当な考えを選択しながら考察を

記述することができるようになった。以上のように，

科学的に表現する児童の姿が見られるようになった。 

２ 今後の課題 

 本研究では，一定の成果は見られたが，実験方法が

記述できなかったり，根拠に基づいた考察が記述でき

なかったりした児童が一定数見られる。これは，事象

提示で気付いたことや，実験結果から捉えたことから

より妥当な考えを選択できていない状態であると考え

られる。他者と意見を交流させることで，より妥当な

考えを選択できるようにする工夫をし，理科の見方・

考え方を働かせながら，多面的に考えたり，関連付け

て説明したりし，自分の考えを表現できるようにする

指導方法を検討していきたい。 
 

図 16 考察に分析した内容と解釈を記述できているかを 
調べる問題の解答状況の変容 
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