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抄録 本研究は，小学校第６学年において，より妥当な考えをつくりだす力を育てる指導の在り方を

探ったものである。児童が見通しを持って実験を行うための工夫として，まず，体験活動の気付きを

可視化して分類，整理することで，根拠のある予想を持つことができるようにした。次に，既習内容

の振り返りによって実験の方法と「想定される結果」(予想が確かめられた場合に得られる結果のこ

と)を持ち，解決の方向性を明確にできるようにした。最後に，結果を検討する話合いを行うことで，

考察の根拠にできるようにした。その結果，児童は予想と結果を照らし合わせて考え，信頼できる結

果を根拠にして考察するといった，より妥当な考えをつくりだす力の高まりが見られた。 
 

 

 

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，児童が見通しを持って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目指している。その

資質・能力の一つに，より妥当な考えをつくりだ

すといった問題解決の力が示されている。 

しかし，平成30年度全国学力・学習状況調査報

告書小学校理科の分析では，結果を基に自分の考

えを改善することに課題があり，より妥当な考え

をつくりだす力が十分ではないことが示された。 

これまでの実践では，児童は考察において学習

問題のまとめのみを記述するなど，結果を考察の

根拠にしていない姿が見られた。この姿の原因は，

実験中に児童が予想と結果を照らし合わせて考え

ていないこと，学級全体で結果を十分に検討して

いないことだと考えた。 

そこで本研究では，児童が予想と結果を照らし

合わせて考え，結果を根拠にして考察することが

できるように，見通しを持って実験を行うための

工夫を講じる。まず，体験活動の気付きを可視化

して分類，整理することで，気付きを根拠にした

予想を持つことができるようにする。次に，既習

内容の振り返りによって，実験の方法と「想定さ

れる結果」(予想が確かめられた場合に得られる結

果のこと)を考えることで，解決の方向性を明確に

できるようにする。最後に，結果を検討する話合

いを行うことで，結果を信頼できるものにし，そ

れを根拠に考察することができるようにする。 

以上のように，児童が見通しを持って実験を行うこ

とは，より妥当な考えをつくりだす力を育てるこ

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) ｢より妥当な考えをつくりだす｣とは 

実験を通して，児童が自身の考えを科学的なも

のに改善させることと捉える。本研究では，根拠

のある予想を基に実験を行い，信頼できる結果を

根拠にして考察することとする(図１)。 

 
 
 
 
 
 
 
(２) ｢見通しを持つ｣とは 

解決の方向性を明確にしていることと捉える。

本研究では，根拠のある予想を基に，実験の方法

と「想定される結果」を持ち，実験中に予想と結果
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図１ 本研究での「より妥当な考えをつくりだす」とは 
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を照らし合わせて考える一連の姿とする(図２)。 

 
 

 

 

 

Ⅱ 研究のねらい 

児童が見通しを持って実験を行うための工夫を通し

て，より妥当な考えをつくりだす力を育てる理科

指導の在り方を探る。 

 

Ⅲ 研究の視点と手立て 

＜視点＞ 児童が見通しを持って実験を行うための工夫 

(１) 体験活動の気付きの可視化と整理(手立てＡ) 

体験活動の気付きをワークシートに記述させる。

学級全体で児童の気付きを図等で可視化して，分

類，整理することで，気付きを根拠にした予想を

持つことができるようにする。 
(２) 既習内容と関連付けるための振り返り (手立てＢ) 

実験の方法，「想定される結果」を，既習内容と

関連付ける振り返りを行う。このことで，児童が

解決の方向性を明確にして，実験中に予想と結果

を照らし合わせて考えることができるようにする。 
(３) 結果を検討するための話合い(手立てＣ) 

実験後に結果を検討するための話合いを行う。

結果を見やすく掲示し，児童の考えを確かめる検

証実験を行うことなどを通して，学級全体で結果

を信頼できるものにする。このことで，児童が結

果を根拠にして考察することができるようにする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ⅳ 研究の概要 

１ 実態調査 

(１) 計画 

実態調査を表１のとおり実施した。 
表１ 実態調査計画 

ねらい  理科の授業における意識及び実態を
把握し，授業実践と検証に生かす。 

対象 仙台市立通町小学校 
第６学年 １組 30 名 

方法 質問紙法による調査，レディネス調査 

内容 より妥当な考えをつくりだすことに
ついての意識及び実態の把握 

調査日 令和２年７月 17 日(金) 

(２) 結果 

モーターの両側に検流計を取り付けた回路に電

流を流し，検流計の値から回路を流れる電流の大

きさと向きを考えさせる調査を行った(図４)。 

 
 
 
 
 
 

ここでは，「『想定される結果』を持つことがで

きるか」「結果を根拠にして考察することができる

か」について調査した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(３) 考察 
図５では，電流の量と向きを問う設問において

「想定される結果」を持つことができた児童は，

全体の 46.6％と半数を下回った。これは，予想と

図６ 結果を根拠にして考察することに関する調査結果 

図２ 本研究での「見通しを持つ」とは 

図４ 実態調査の設問に用いた絵図 

平成 30 年
度全国学力
学習状況調
査理科の問
題を参考に
して，調査
問題を作成
した。図７ 
おもちゃの

図５ 「想定される結果」を持つことに関する調査結果 

図３ 本研究の学習過程と，手立て，主題との関連 

本研究の 
学習過程と手立て 

児童の姿 主題 
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結果を照らし合わせて考えていないことが主な原

因だと考えられる。 

図６では，結果を根拠に考察することができた

児童は 3.3％だった。これは，解決の方向性を明確

にしていないことと，結果を考察の根拠として捉

えていないことが主な原因だと考えられる。 
以上の結果から，児童が予想と結果を照らし合

わせて考え，結果を根拠にして考察することがで

きるように，見通しを持って実験を行うための工

夫が必要だと考える。 

２ 授業実践の概要 

(１) 実践 

実践を表２のとおり実施した。 
表２ 実践指導計画 

対象 
仙台市立通町小学校  

第６学年 １組30名 

実施期間 令和２年９月８日～10月８日 

単元名  てこのはたらき 

次 時 ねらい 学習活動 手立て 

第
一
次 

て
こ
の
は
た
ら
き 

１ 

１本の棒で重い物を持
ち上げる活動を通して，
気付いたことや疑問に
思ったことから，おもり
を楽に持ち上げる方法
についての問題を見い
だし，表現することがで
きるようにする。 

・１本の棒を使って重
い物を持ち上げる
活動を行い，どのよ
うにすれば楽に持
ち上げることがで
きるかについての
問題を見いだす。 

Ａ 

２ 

小さい力で重い物を持
ち上げるにはどうすれ
ばよいかについて，正し
く条件を制御しながら
調べる方法を考え，表現
することができるよう
にする。 

・てこの支点，力点，
作用点を知る。 

・てこを使ってできる
だけ小さい力で重
い物を持ち上げる
にはどうしたらよ
いか予想し調べる
方法を考える。 

Ｂ 

３ 

作用点の位置や力点の
位置を変えると，小さい
力で重い物を持ち上げ
ることができるてこの
働きを理解することが
できるようにする。 

・てこを使っておもり
を持ち上げ，手応え
を調べる。 

・小さい力でおもりを
持ち上げることが
できるのはどのよ
うなときか考え，ま
とめる。 

Ｂ 
Ｃ 

第
二
次 

て
こ
が
水
平
に
つ
り
合
う
と
き 

４ 

おもちゃのシーソーの
動きを観察する活動を
行う中で，気付いたこと
や疑問に思ったことか
ら，てこが水平につり合
うときについての問題
を見いだし，表現するこ
とができるようにする。 

・てこを傾ける働き
や，てこが水平につ
り合っている状態
を捉える。 

・おもちゃのシーソー
の動きを観察し，ど
のようにすればて
こが水平につり合
うかについての問
題を見いだす。 

Ａ 

５ 

てこが水平につり合う
ときのきまりについて，
自分の予想を基に，解決
の方法を発想し，表現す
ることができるように
する。 
 

・力の大きさは重さで
表すことができる
ことを知り，実験用
てこを用いててこ
が水平につり合う
ときのきまりを調
べる方法を考える。 

Ｂ 

６ 

実験結果を基に，てこが
水平につり合うときの
きまりについて考察し，
より妥当な考えをつく
りだして，表現すること
ができるようにする。 
てこが水平につり合う
ときのきまりは，力の大
きさ(おもりの重さ)と
支点からの距離(おもり
の位置)の積で表すこと
ができることを理解す
ることができるように
する。 

・実験用てこを使って
てこが水平につり
合うときのきまり
を調べる。 

・実験結果を基に，て
こが水平につり合
うときのきまりに
ついて考え，まとめ
る。 

Ｂ 

Ｃ 

７ 

てこの働きについて学
んだことを生かして，て
んびんの仕組みについ
て考えようとしている。 

・てんびんについて捉
え，上皿てんびんで
物の重さを比べた
り量ったりする。 

 

第
三
次 

て
こ
を
利
用
し
た
道
具 

８ 

てこの働きについて学
んだことを生かして，身
の回りのてこを利用し
た道具の仕組みについ
て考えようとしている。 

・てこを利用した道具
は，どのような仕組
みになっているの
か調べる。 

Ｃ 

９ 

てこの働きやてこが水
平につり合うときのき
まり，てこの規則性を利
用した道具について理
解することができるよ
うにする。 

・てこの働きについ
て，学んだことをま
とめる。 

Ｂ 

３ 授業実践の内容と結果及び考察 

＜視点＞ 児童が見通しを持って実験を行うための工夫 

(１) 体験活動の気付きの可視化と整理(手立てＡ) 

① 内容 

第１時では，てこを使って，重い物を持ち上げ

る体験活動を行った(図７)。 

 

 

 

 

 

てこで重い物を持ち上げたときの気付きをワー

クシートに記述させ，てこの掲示図を用いて可視

化し，説明させた(図８)。 
 
 
 
 

可視化した様々な気付きを分類，整理すること

で(図９)，気付きを根拠にした予想を持つことが

できるようにした。 
 
 

 
 

活動の合間と体験活動
後に，てこの掲示図を
用いて，児童の様々な
気付きを可視化し，分
類，整理した。 

図９ 可視化した気付きを分類，整理したもの 

図７ 重い物を持ち上げる体験活動 

押す(力点) 

 
棒 

おもり(作用点) 

台(支点) 

図８ てこの掲示図を用いた気付きの可視化 
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第４時ではおもちゃのシーソーをてこに見立て

水平につり合わせる体験活動を行った(図 10)。 

 

 

 

 

 

てこを水平につり合わせたときの気付きをワー

クシートに記述させ，てこの掲示図を用いて可視

化し，説明させた。可視化した様々な気付きを分

類，整理することで，気付きを根拠にした予想を

持つことができるようにした。 
② 結果 

第１時の体験活動で児童は，できるだけ小さい

力で重い物を持ち上げる際に，「遠くする」「遠ざ

ける」「離す」「端の方を持つ」「長く持つ」などと，

気付きを様々な言葉で表現していた。 
次に，てこの掲示図を用いて児童の気付きを可

視化した。Ａ児が「力点から支点の幅」を線で示す

と(図 11)，児童は様々な気付きの中から自身の気

付きと同じ考えである

ものを捉え直し，分類す

ることができた。このこ

とで，「力点から支点ま

での長さが長いと，軽く

感じる」「力点から支点

までの長さが関係している」と，学級全体で整理

することができた。 
その後，第２時の予想の記述では，83.3％の児

童が，体験活動の気付きを根拠にした予想を持つ

ことができた(図 12)。 

 
 
 
 
 
 
 
第４時では，おもちゃのシーソーを用いて，て

こを水平につり合わせる体験活動を行った(図13)。 

 
 
 
 
 
 

 
 

第４時の体験活動で児童は，二つのおもりの重

さが違う時にてこを水平につり合わせるには，「軽

いおもりを端に置く」「支点から離す」「軽いおも

りは距離を長くしたらいい」などと，気付きを様々

な言葉で表現していた。 
次に，様々な気付きをてこの掲示図を用いて可

視化し，説明させた。 
 
 
 
 

 
Ｂ児が「軽いおもりを力点と見て，てこの左端

に固定し，重いおもりは作用点と見て，支点に少

しずつ近付ける」と第１次の既習内容を関連付け

て説明すると(図 14)，児童は自身の気付きを「お

もりの重さと位置を変えている」と捉え直し，分

類することができた。このことで，「軽いおもりは

支点から離し，重いおもりは支点の近くにする」

と学級全体で整理することができた。 
その後，第５時の予想の記述では，76.6％の児

童が，体験活動での気付きを根拠にした予想を持

つことができた(図 15)。 
 
 
 
 
 

 

③ 考察 

第１時から第２時においては，図 12 のように，

83.3％の児童が体験活動の気付きを根拠にして予

図15 体験活動の気付きを根拠にして予想を持った児童の割合(第５時) 図12 体験活動の気付きを根拠にして予想を持った児童の割合(第２時) 

重いおもり 

手応え 
小さい 

図14 第１時の体験活動との関連を示す，気付きの可視化 

図10 おもちゃのシーソーを水平につり合わせる体験活動 

違う重さのおもり 同じ重さのおもり 

図11 気付きの可視化 

甥とのおもちゃ遊びをモデルに，てこの問題場面を提示した 

橋（てこ）を水平にして 
パンダを助けよう。 
パンダと同じ重さの 
ゴリラが助けに来たよ。 

橋（てこ）を水平にして 
パンダを助けよう。 
パンダより重いゾウが 
助けに来たよ。 

図13 てこを水平につり合わせる問題場面の提示 

軽い 
支点 支点 重い 

同じ重さ 
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想を持つことができた。これは，てこの掲示図を

用いて児童の気付きを可視化し，分類，整理した

ことで，力点から支点までの長さによって手応え

が変わることを捉え，予想の根拠にすることがで

きたためだと考えられる。 

第４時から第５時においては，図 15 のように，

76.6％の児童が体験活動の気付きを根拠にして予

想を持つことができた。これは，てこの掲示図を

用いて児童の気付きを可視化し，分類，整理した

ことで，おもりの重さと位置の関係を捉え，予想

の根拠にすることができたためだと考えられる。 

以上のことから，手立てＡは，児童が体験活動

の気付きを根拠にした予想を持つことに有効であ

ったと考えられる。 

(２) 既習内容と関連付けるための振り返り(手立てＢ)  

① 内容 

第２時では，てこを使って小さい力で重い物を

持ち上げるにはどのようにすればよいかを調べる

実験の方法を考えさせた。児童が既習の条件制御

を振り返り，本時の実験の方法と関連付けること

で，解決の方向性を明確にすることができるよう

にした。 
第５時では，てこが水平につり合うときのきま

りを調べ，下図の方法における「想定される結果」

を考えさせた(図 16，図 17)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「想定される結果」の根拠を問い掛け，児童が前

時の体験活動を振り返り，「想定される結果」と関

連付けることで，解決の方向性を明確にすること

ができるようにした。  

② 結果 

第２時においては，「てこの支点を動かして調べ

る」という，誤った条件制御の方法(図 18)を考え

る児童が，学級全体の 83％で見られた。 
 
 
 
 
 
 

 

ここでは，前年度までに行った実験の方法につ

いて写真を提示して振り返り，対照実験や条件制

御を児童が想起できるようにした(図 19)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童は既習の条件制御と，本時の実験の方法を

関連付けたことで，対照実験になっていない誤り

に気付き「支点から力点までの長さを長くする」

「支点から力点までの長さを短くする」という条

件での対照実験へと改善することができた(図20)。 

 

 

 
 

 
さらに，児童が「支点を動かすと，支点からおも

りまでの長さが二つ変わる(調べたい条件が二つ

変わっている)」と気付く姿が見られた。この考え

を基に学級全体で話し合い，「作用点，支点を固定

したまま，支点から力点までの長さを変える」と

いう正しい条件制御の方法へ見直すことができた

(図 21)。 

 

図20 対照実験へと改善した方法 

 
 
           
 

▲対照実験になっていない 
         ▲調べる条件を「点」で捉えており， 

「長さ」で捉えられていない 
▲条件が二つ変わることを捉えていない 

(支点を右から左へ動かしながら) 
だんだんこう遠ざけていくと 
手応えが大きくなるか，で調べる。 

図18 第２時で児童が最初に考えた方法 

図17 「想定される結果」の書かせ方 

てこが水平に
つり合うとき

のおもりの重
さを数値で想
定させた。 

図16 第５時から用いた実験用てこと，調べる方法 

てこの右腕の拡大 

左腕６の位置に 
20ｇを固定する 
(変えない条件) 

右腕でおもりの位置と 
重さを変えて調べる 

(変える条件) 

４年 

「自然のなかの水のすがた」 
における条件制御の例 

おおいあり おおいなし 

図19 振り返った実験の方法の写真 

５年 
「植物の発芽と成長」に 

おける条件制御の例 

日光あり 日光なし 
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この後，児童は実験の方法を基に「支点から力

点までが長いときは手応えが小さくなる」「支点か

ら力点までが短いときは手応えが大きくなる」な

どと「想定される結果」を持った。ワークシートの

記述では， 75.8％の児童が既習内容を関連付けて

「想定される結果」を持つことができた(図 22)。 

 

 

 

 

 

第５時では，てこが水平につり合うときの「想

定される結果」を考えた。次の第６時では，「想定

される結果」の根拠を問い掛け，てこが水平につ

り合うときのおもりの重さや位置について想起で

きるようにした(図 23)。 

 

 

 

 

 

 

児童は，第４時の体験活動の気付きを関連付け

て(図 24)「支点に近い方がおもりの重さが重くな

り，離れている方が軽くなる」「支点に近付くにつ

れて，10ｇ，20ｇずつ増える」などと，「想定され

る結果」を持つことができた(図 25)。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ワークシートの記述では， 93.1％の児童が，既

習内容を関連付けて「想定される結果」を持つこ

とができた(図 26)。 

 

 

 

 

 

その後，第６時の実験中においては「ここは120g

になるはず」「ここ80ｇじゃなかったらいやだな」

などと，「想定される結果」と結果を照らし合わせ

て考える姿が見られた。 

また，「想定される結果」を持てなかった 1 名の

児童においても，実験中に「想定される結果」を貼

った掲示板を指差して「やっぱり，あれ(「想定さ

れる結果」のこと)みたいに４(の位置)には 30ｇ

でつり合うよ」と，友達の「想定される結果」と結

果を比べて自身の予想を考え直すなど，予想と結

果を照らし合わせて考える姿が見られた。 

③ 考察 

第２時では図 22 のように，75.8％の児童が「想

定される結果」を持つことができた。これは，児童

が既習の条件制御を振り返り，「変える条件は１つ

であること」を捉えたことで，「作用点，支点を固

定したまま，支点から力点までの長さを変える」

と正しい実験の方法へ見直し，解決の方向性を明

確にしていたからだと考えられる。 
第５時では図 26 のように 93.1％の児童が，「想

定される結果」を持つことができた。また第６時

では，実験中に予想と結果を照らし合わせて考え

る姿が見られた。これは，児童が第４時の体験活

動を振り返り，てこが水平につり合うときのおも

りの重さと位置の関係を「想定される結果」と関

連付けて捉えたことで，解決の方向性を明確にし

作用点は動かさないで，力点
の位置だけを動かして，この
距離（支点から力点までの長
さ）を長くしたり，短くした
りして調べる。 

図21 変える条件を正しく見直した実験の方法 

重い物を支点側に近付けると，水平につり合った 

図24 児童が関連付けた体験活動の気付き 
 

 
 
 
 
 
「想定される結果」の 
根拠を問う場面 

みんなは， 
○○さんが結果は
こうなる，と考え
たのはどうしてだ
と思う？ 

図23 「想定される結果」の根拠の問い掛け 

図26 「想定される結果」を持った児童の割合(第５時，第６時) 

図22 「想定される結果」を持った児童の割合(第２時，第３時) 

図25 児童の「想定される結果」の例(第５時) 
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ていたからだと考えられる。 

以上のことから，手立てＢは，児童が解決の方

向性を明確にし，予想と結果を照らし合わせて考

えることに有効であったと考えられる。 

(３) 結果を検討するための話合い(手立てＣ) 

① 内容 

第６時では，結果の表を掲示板に示し，結果を

検討する話合いを行った(図 27)。表は，実験用て

こと記入欄の位置を揃え，縦に見たときに乗法の

規則性が捉えやすいものにした。班ごとの結果の

表もテレビで提示して比較させ，てこの規則性を

捉えやすくした(図 28)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，班ごとに結

果が異なった，てこの

腕５の位置のおもりの

重さについて検証する

実験を講じた(図 29)。

結果を検討する話合いを行い，学級全体で信頼で

きるものにすることで，児童が結果を根拠にして

考察することができるようにした。 

② 結果 

児童は「どれも『腕の場所×重さ』が決まった数

になる」「左腕で６×20＝120 だと，右腕で５×24

＝120 になるから５の位置は 24ｇのはず」と，結

果を比較し，てこが水平になるときの規則性を考

えだす姿が見られた。Ｃ児は「５の位置は 20ｇ～

30ｇの間でつり合う」とてこが水平になるときの

乗法の規則性を捉えられないでいたが，５の位置

に24ｇでてこが水平につり合う検証実験の結果に

納得する姿が見られた。その後，Ｃ児は，てこの規

則性を乗法で立式できると気付き，数式を自身の

結果の表に加筆した(図 30)。 

 

 

 

 

 

 

その後，結果を根拠にして考察した記述が，Ｃ

児のワークシートに見られた(図 31)。 

 

 

 

 

 

他の児童の第６時のワークシートにおいても，

29 名中 18 名(62％)で，結果を根拠にして考察す

る記述が見られた(図 32，図 33)。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
③ 考察 

第６時では，図 32，図 33 のように 62％の児童

が乗法の式で結果を表して捉え，結果を考察の根

拠にしている姿が見られた。これは，結果を見や

すく掲示して比較させたことで，てこの規則性を

捉えることができたからだと考える。また，児童

の考えを検証する実験によって「てこの右腕５の

図27 掲示板で示した結果の表 

図28 テレビで示した結果の表 

図30 Ｃ児のワークシートにおける結果の表(第６時) 

図31 Ｃ児の第６時の考察 

図29 結果を検討する検証実験 
６の位置に 20ｇ ５の位置に 24ｇ 

図32 結果を根拠にして考察した児童の割合(第６時) 

根拠 

左うでの支点(からおもりまで)の長さ×おもりの重さ 
＝右うでの支点の長さ×おもりの重さ とすればいいと分かった。 

なぜなら，水平にできた時には，左うで⇒6×20＝120 
右うで⇒1×120＝120，2×60＝120，3×40＝120，4×30＝120…となったから。

根拠 

図33 結果を根拠にした考察の記述例 

支点からの長さ×おもりの重さの積が等しくなった時に， 
てこが水平につり合うことが分かる。 
理由は，6×20＝120，5×24＝120，4×30＝120…となったからです。 

ときに 
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位置では，24ｇでつり合う」と，信頼できる結果と

して捉えることができたからだと考える。さらに，

手立てＡと手立てＢによって，児童が解決の方向

性を明確にして実験に取り組んだことで，結果に

着目することができたからだと考える。 
以上のことから，手立てＣは，結果を考察の根

拠として捉えることに有効であったと考えられる。 
その一方で，図 32の「結果，考えのどちらかを

記入した」児童９名(31％)は，考察に考えのみを

記述していた。実験中に結果を乗法の式で捉えて

発言していたことから，結果を記述する上での課

題があったと考える。残りの児童２名は，結果を

反比例の関係で捉えていたため，考察を記述でき

なかった。これは，反比例の関係と，乗法の式を関

連付けて検討させることに課題があったためだと

考える。これらの課題に対して，児童が結果を多

面的に検討することができるように，手立てＡ，

Ｂ及びＣを長期的に講じていくことと，考察には

結果を基にした根拠が必要だと価値付けていくこ

とが不可欠だと考える。 

４ 事後調査 

実践終了後，実態調査と同様の調査を行った。 
(１) 調査の結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 考察 
図 34 では，「想定される結果」を持った児童が

３名(10％)増加した。これは児童が解決の方向性

を明確にしたことで，予想と結果を照らし合わせ

て考えるようになってきたからだと考えられる。 

図 35 では，結果を根拠にして考察した児童が，

17 名(56.7％)増加した。これは，結果を検討した

ことで，結果を考察の根拠として捉えるようにな

ってきたからだと考える。 
 

Ⅴ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

＜視点＞ 児童が見通しを持って実験を行うための工夫 

体験活動の気付きを可視化して分類し，整理す

ることで，根拠のある予想を持つことができた。

次に，既習内容を振り返り，実験の方法と「想定さ

れる結果」を関連付けて考えたことで，解決の方

向性を明確にすることができた。また，最後に，結

果を検討することで，結果を根拠にして考察する

ことができた。 

このように，児童が見通しを持って実験を行う

ための工夫を講じたことで，児童は予想と結果を

照らし合わせて考えるとともに，結果を検討して

信頼できるものにし，それを根拠にして考察する

姿につながった。これは，考えが科学的なものに

改善されたということであり，児童のより妥当な

考えをつくりだす力が高まった成果だと考える。 

２ 今後の課題 

本研究では，児童が見通しを持って実験を行う

ための工夫を通して，より妥当な考えをつくりだ

す力を高められるように手立てを講じ，一定の成

果が得られた。 

今後も，より妥当な考えをつくりだす力の育成

を目指し，多くの児童が結果を根拠にして考察す

ることができるようにしていきたいと考える。例

えば，複数の結果を整理したり，結果の誤差等を

論点に話し合い，実験の方法を再検討したりする

学習場面づくりなど，児童が多面的に考えること

ができる指導の工夫について検討し続けたいと考

える。 
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図34 「想定される結果」を持つことに関する調査結果の変容 

図35 結果を根拠にして考察することに関する調査結果の変容 


