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Ⅰ 主題設定の理由  

１ 社会背景から 

新型コロナウィルスの世界的蔓延により，世界は一変した。学校現場でも，昨年３月から約３か月間の休校を

余儀なくされ，その間の子供たちの学びの保障をいかにするべきか，教師たちは悩みながらも対応し続けてきた。 

これまでも未知の状況に対応できる人材の育成が学校教育には求められていた。しかし，休校中に子供の主体

的な問題解決ではなく，プリントでの復習や動画配信の支援のみに始終していたのはなぜだろうか。それは，こ

れまでの教育活動で子供たちを主体的な問題解決者へ育成できていなかったことが大きな要因として考えられる。

我々教師は，この反省から子供たちを「自律的で創造的な学習者」へと育成するべきではないかと学び得た。 

つまり，これからの予測困難な時代に学校教育が目指すべきことは，コンテンツベースの問題解決からコンピ

テンシーベースの問題解決へと，本当の意味で教育の質的転換をすることである。これは，教科等固有の見方・

考え方を働かせて自分の考えをつくり，対話や協働を通じて新しい解や納得解を生み出す「令和の日本型学校教

育」が目指す理念に合致し，問題解決の質的向上（真の問題解決の力）を目指す本研究は意義深いと考える。 

２ 小学校理科が担う役割から 

コロナ禍で一変した世界では，生活が制限され，報道される感染者数に一喜一憂する日々が続いている。しか

し，新型ウィルスの科学的な知見や感染者数の数値等を根拠にしながら，全世界の人は科学的に思考し，判断す

ることで，「新しい日常生活」を見つけ出し，行動している。これは，小学校理科の目標である「問題を科学的に

解決する」力を発揮している姿ではないだろうか。一部の情報に左右されることなく，できる限りデータを集め，

協働的に考察し，判断をして行動に移す力は，ポストコロナの世界でも求められる普遍的な資質・能力である。 

つまり，これからの時代の理科教育には，自然科学に関する知識を多く蓄えることよりも，基礎的な知識を基

にして新たな知識を構築したり，新たな価値を見いだしたりする資質・能力を身に付けていく学びの過程が必要

である。これこそが，本研究で目指す「自ら理科の見方・考え方を働かせ，科学的に検討し，知の更新をしてい

く」過程である。また，小学校理科の授業改善の視点である「自らの学習活動を振り返って意味付けたり，得ら

れた知識や技能を基に，次の問題を見いだしたり，新たな視点で自然の事物・現象を捉えようとしたりする主体

的な学び」，「あらかじめ個人で考え，その後，意見交換したり，根拠を基にして議論したりして，自分の考えを

より妥当なものにする対話的な学び」，「様々な知識がつながって，より科学的な概念を形成したり，理科の見方・

考え方を次の学習や日常生活などにおける問題発見・解決の場面で働かせたりする深い学び」とも合致している。 

３ 本校の実態から 

本校の子供たちは，全国学力・学習状況調査において，基礎的な知識や技能の項目は身に付いているが，質問

紙における自尊感情や自己有用感，人間関係力について低い傾向が見られる。生活や学習の場面においても，与

えられた課題に対しては真面目に取り組むことができるものの，自ら問題を見つけて主体的にその問題を解決し

ていこうとしたり，データを基にしながら根拠を協働的に検討して判断したりする姿が少ない。 

そこで，本年度の本校重点目標を「主体的な問題解決力の育成」とし，つくる力（獲得した概念を活用して，

学習や生活上の新たな問題を追究・解決する力），つなぐ力（問題解決のプロセスに添って，各教科等の「見方・

考え方」を自在に働かせて最適解を導き出す力），つらぬく力（目標を決め，目標達成に向け，最後まで粘り強く

挑戦しようとする力）の育成を図っている。この重点目標を，「自分で問題を設定し，その問題に対して自分のも

てる力を総動員して解決する過程で，他者と協働して科学的に検討し，資質・能力を身に付けていく」という子

供の姿へと具現化し，本研究の主題，副主題に据える。 



Ⅱ 主題の意味  

１ 「問題解決の力」とは 

子供が自ら自然の事物・現象に関心をもって働きかけることを通して，問題を見いだし，予想や仮説を基に，

観察，実験等を行い，結果を整理し，その結果を基に考察し，結論を導き出す問題解決の過程で発揮する力。 

学習指導要領では，育成を目指す資質・能力

を３つの柱で規定しており，小学校理科では「思

考力，判断力，表現力等」を「問題解決の力」

としている。第３学年では「主に差異点や共通

点を基に，問題を見いだす力」，第４学年では「主

に既習の内容や生活経験を基に，根拠のある予

想や仮説を発想する力」，第５学年では「主に予

想や仮説を基に，解決の方法を発想する力」，第

６学年では「主により妥当な考えをつくりだす

力」を各学年の内容を通して育成する。  

ただし，これらの問題解決の力は，その学年

で中心的に育成するが，子供の実態や扱う内容

に応じて，小学校４年間で意図的・計画的に育

成することに十分配慮する必要がある。それを踏まえ，本研究での「問題解決の力」は以下の通りとする（図１）。 

①問題を見いだす力：自然事象に働きかけた結果やその気付き，疑問の共通点・差異点から，子供自身が自分

で解決したいと思える問題を見つける力。 

②根拠のある予想や仮説を発想する力：解決したい問題に対して，その要因の予想を立て，既習の内容や生活

経験から根拠となるものを検索し，結び付ける力。 

③解決の方法を発想する力：発想した予想や仮説に対して，その予想を確かめるための解決の方法を考え，予

想が正しいとすればどんな結果になるのかの見通しをもつ力。 

④より妥当な考えをつくりだす力：発想した予想や仮説と観察，実験の結果を照らし合わせて，事実を根拠に

して何が言えるのか，どこまで言えるのか，解釈する力。 

２ 「真の問題解決の力」とは 

 「真の問題解決の力」とは，以下の３つ

の資質・能力を含むものであり，相互に関

わり合いながら，高まっていく（図２）。 

①子供が常に真ん中の，子供主体のもの

（学びに向かう力，人間性等）：自律的で創

造的な子供たちによる，主体的な問題解決。 

②真正の学びによる，生きて働くもの（知

識及び技能）：文脈，状況に合わせて，知識

を基盤としながら，適用したり，関係付け

たりする，知的な問題解決。 

問題解決の過程で，自らの意志のもと，見いだした問題，予想と根拠，解決の方法，結果から考えられたこ

とを「本当にそれでいいのか」と問い，より科学的なものへと高める過程で発揮する力。 

【図1 問題解決の過程における問題解決の力】 

【図２ 真の問題解決の力における３つの資質・能力の関連性】 



【図４】 理科の見方 

③本当（真）にそれでいいのかを問い直

すもの（思考力，判断力，表現力等）：子供

同士の考えの差異点や共通点を相互理解し

たり，合意形成したりする中で，①や②を

基にしながら「本当にそれでいいのか」と

問い直し，考えをより科学的なものへと高

める問題解決。科学的な視点とは，実証性，

再現性，客観性，論理性の視点のことであ

る（Ⅲ－３で後述）。 

「真の問題解決の力」とは，子供主体の

問題解決の過程で，知識及び技能を基に，

科学的に思考する総合的な力のことである。 

３ 「真の問題解決の力」を身に付けた子供の姿とは 

学校教育法第３０条第２項では，「思考力，判断力，表現力等」は「知識及び技能」を活用して課題を解決する

ために必要な力と規定されており，これは学びの原動力である「学びに向かう力，人間性」を発揮しながら高め

られていく。そして，これらは相互に補完しながら，バランスよく身に付いていくものと考える。 

それを踏まえた上で，本研究では「真の問題解決の力」を，③「思考力，判断力，表現力等」を重点として，

個人でつくった考え（問題，予想と根拠，解決の方法，解釈とその根拠）を科学的な視点で高めていく力と定義

する（図３）。真の問題解決の力を身に付けた具体的な子供の姿を以下の通りとする。 

・自らの力で，その問題は，観察や実験で確かめることができるのかを考える子供。 

・自らの力で，その予想や根拠は，みんなが納得できるものなのかを考える子供。 

・自らの力で，その方法で，自分たちの予想を確かめることができるのかを考える子供。 

・自らの力で，その結果を根拠に，どんな解釈が言えるのか，不十分な根拠は何なのかを考える子供。 

 

Ⅲ 副主題の意味  

１ 「理科の見方・考え方」とは 

理科の見方は，自然の事物・現象を捉える視点，理科の考え方は，問題解決の過程で用いる思考方法のこと。

理科を学ぶ本質的な意義の中核をなし，理科の学習と他教科等や社会をつなぐもの。 

学習指導要領で整理された理科の見方の具体例は図４，理科の考え方の具体例は図５の通りである。 

 ただし，これらは領域固有でなく，強弱はあるが，

他の領域や教科においても用いられるものである。 

【図５】 理科の考え方 

 

【図３ 本研究における真の問題解決の力（思考力，判断力，表現力等）】 



【図６ 理科の見方・考え方を働かせる（問題の見いだし）】 

２ 「理科の見方・考え方を働かせる」とは 

自然の事物・現象や観察，実験の結果等に対して，

どのような視点で捉え，どのように考えればよいのか

を自覚しながら，適切に用いること。 

子供たちが自然の事物・現象を認識し，働きかける

瞬間から，理科の見方・考え方を働かせている。その

理科の見方・考え方は，問題解決している間や，導出

した結論を自然に適用する間も働かせ続けている。 

第５学年「電流がつくる磁力」で具体例を示す。ま

ず，強力電磁石を体験した子供たちは，その仕組みと

自分の電磁石を比較することを通して，導線の巻数（量

的・関係的）に違いがあり，磁力は巻数に起因（原因

と結果）しているのではないかと気付く。それを基に，

導線の巻数が違うと磁力は変わるのだろうかという問

題を見いだす（図６）。 

次に，見いだした問題に対して予想を立て，その根

拠を考える際に，既習の内容や生活経験を想起する。

想起されたものから問題としている事象と類似するも

のを選ぶために，量的・関係的な見方でふるいにかけ

て検索し，その中から自分の予想の説明がつきそうな

ものを関係付けて，根拠のある予想を発想する（図７）。 

さらに，その予想を確かめるための方法を，既習の

内容（方法知）に類似したものはないか想起し，着想

する。その方法を，見いだした問題の文脈に適用させ

て方法を考えていく。その時に，変える条件・揃える

条件を制御して，予想が正しければどんな結果になる

かを見通しながら，解決の方法を発想する（図８）。 

そして，発想した方法で実施した観察，実験結果を

学級で出し合い，①結果の見通しと自分の結果との整

合性から，自分の予想が確かめられたのか，②自分の

結果と他の人の結果から何が言えるのかを多面的に考

える。例えば，①では巻数が多い方が引きつけるクリ

ップの数が多かったか，②では他の方法での結果や平

均処理，誤差かどうか等，複数の結果から判断して，

より妥当な考え（解釈と根拠）をつくりあげる（図９）。 

以上のように，理科の見方・考え方を働かせること

は，自然の事物・現象から問題を見いだし，根拠のあ

る予想や仮説をもち，その解決の方法を考え，観察，

実験した結果からより妥当な考えをつくりあげる力

（問題解決の力）を育成する上で重要な役割を果たす。 

【図７ 理科の見方・考え方を働かせる（根拠のある予想）】 

【図８ 理科の見方・考え方を働かせる（解決の方法の発想）】 

【図９ 理科の見方・考え方を働かせる（より妥当な考え）】 



３ 「科学的」とは 

実証性，再現性，客観性，論理性の条件で検討する手続きを重視するということ。 

科学の基本的な条件としての実証性，再現性，

客観性に加え，本研究では，「論理が筋道立てら

れているか」という視点である「論理性」を含

み，科学的な視点を定義する（図 10）。このよ

うな手続きを重視するためには，主体的で対話

的な学びが欠かせない。互いの考えを尊重し，

自分の考えを科学的な視点で謙虚に見つめ直す

ことで，自ら少しずつ概念を更新していく。 

４ 「科学的な検討活動」とは 

問題解決の力を発揮して個人でつくった考え（問題，予想と根拠，解決の方法，解釈とその根拠）を他者と

出し合い，それらを科学的な視点で吟味し，選択，決定すること。 

問題解決の力を，真の問題解決の力へと高め

るためには，他者と考えを出し合い，それを科

学的な視点で検討する活動が必要である。４つ

の問題解決の力を質的に高めるために，図 11

のように，学習過程を「つかむ，みとおす，し

らべる，まとめる」の段階とし，主に問題解決

の力が発揮される場面に４種類の検討活動（検

討Ⅰ～Ⅳ）を，まとめる段階に振り返りの活動

を位置付ける。この活動は，グループで行った

後，全体で交流して，考えを高めていく。 

個人でつくった考えを他者と吟味，選択，決

定する検討活動を位置付けることで，自分の考

えを更新していくことができると考える。例え

ば，第５学年「物の溶け方」で水中に見えなく

なった食塩の行方を追究する場面では，「水分の

蒸発」，「顕微鏡で調べる」，「重

さを比べる」，「色の付いた食

塩を入れる」などの解決の方

法を出し合い，本当にこれで

予想を確かめることができる

のかを吟味，選択して，より

適切な方法を決定する検討Ⅲ

が考えられる（図 12）。 

また，振り返りの活動では，

１つの問題を解決するだけに

留まらず，獲得した知識を生

活場面や既習の内容に適用して，新たな問題や自然事象へ深い理解を促したり，自分の成長に気付いたりできる。 

【図12 検討の具体例（検討Ⅲ：解決の方法を発想する力）】 

【図10 「科学的」の条件】 

【図11 問題解決の過程での学習過程と検討の位置付け】 



Ⅴ 研究の具体的な構想  

１ 理科の見方・考え方を働かせて，「問題解決の力」を育成するために 

（１）「問題を見いだす力」の育成のために 

子供１人１人は経験を基につくり上げた自然事象に対する概念をもっている。その概念からはみだした自然事

象に出合ったときに，子供は「あれ？」と認知的葛藤を感じ，問題を見いだす。そこで，子供の認知的葛藤を引

き起こすような，①教材化，②子供に認識のズレを起こす提示方法を工夫する。 

①教材化の工夫 

 理科の基本的な教材化の視点である内容性（学習指導要領に記載されている学習内容を含んでいるもの），追究

性（観察，実験で確かめられ，誤差が小さく，結果の信憑性に子供が納得できるもの）に加え，「誘発性」を伴っ

た教材化を行う。誘発性とは，対象と関わることにより，子供の理科の見方を顕在化できるものである。 

この３つの視点で教材化することで，子供が自然

に理科の見方を通して比べる視点を明確にして，差

異点や共通点を基に，気付きや疑問をもち，問題を

見いだすことができるようにする。具体的には，２

つの水溶液の色に着目して比較すると，コーヒーシ

ュガーは有色透明で，均一に水の中に広がっている

ことが分かるが，食塩は無色透明でどのように広が

っているかが分からないという溶質の存在の仕方の

違いに疑問をもつ。つまり，水の中での溶質の広が

り方（実体的な視点）への着目を促し，問題を見い

だせるように，提示する教材を工夫することである。 

②認識のズレを起こす事象の提示方法の工夫 

認知的葛藤を引き起こすためには，自然事象につ

いて子供の中に認識のズレ（半知半解：分かったつ

もりを自覚すること）を起こす必要がある。そこで，

以下の比較を促す提示を行う。 

○事象と事象のズレ：はっきりと違う２つの事象を   

提示し，その原因を考えられるようにする（図 13）。 

○考えと考えのズレ：子供の考えの違いを提示し，   

考えの不十分さを認識できるようにする（図 14）。 

○既有概念と事象のズレ：子供がこれまでにもって 

いる概念と事象とのズレから，その要因を考えら 

れるようにする（図15）。 

○結果の見通しと結果のズレ：結果の見通しと観察，  

実験の結果の不一致を確認することにより，解決 

の方法を見つめ直し，再検証の見通し（新たな問 

題）を明確にもつことができるようにする。 

○結論と自然事象のズレ：導出した結論を他の自然 

事象に当てはめることで，日常生活や他教科等で 

の新たな問題を見いだす。 

【図13 教材化の工夫，事象と事象のズレを起こす提示】 

【図14 考えと考えのズレを起こす提示】 

【図15 既有概念と事象のズレを起こす提示】 



（２）「根拠のある予想や仮説を発想する力」の育成のために 

問題を見いだした子供は，これまでの知識や経験から何を使えば，その事物・現象の変化の要因等を説明でき

るのかを考える。その際，子供がどのような既習の内容や生活経験があったかを想起し，それを予想と結び付け

て，根拠を表出できるようにする必要がある。そこで，予想を考え，その根拠を既習の内容や生活経験と結び付

けられるような，①原因に焦点化した発問，②知識や経験を想起する支援，③検索，結び付けの支援を行う。 

①原因に焦点化した発問 

 予想とは，問題としている現象が生じている要因を考え出すことであり，根拠とは，その予想の基となる拠り

所のことである。子供が予想を考える場面で，教師は「なぜ，こうなるのか」と曖昧に問いかけることが多い。

しかし，予想を発想する際は原因に焦点化して考えていくため，「何が関係しているのか」「どのよう（な仕組み）

になっているか」等の問い方をする。 

②知識や経験を想起する支援 

子供が根拠を発想する際，事前に子供が根拠として結び付けそうな内容を教師側が想定しておく必要がある。

質問紙から生活経験を把握したり，学習内容の系統性を確認したりする。想定の手順としては図 16の通りである。 

〔手順０〕子供たちとの日常生活や質問紙 

等から，生活経験を把握する。 

〔手順１〕学習指導要領解説理科編に示さ    

れている指導内容を把握する。 

〔手順２〕領域（理科の見方・考え方）を 

把握する。 

〔手順３〕単元内容の系統性を把握する。 

〔手順４〕既習の内容や生活経験と単元の  

内容とのつながりを把握する。 

以上のようにして，想定した内容を基に，

予想の根拠につながるような内容を学習の

流れ図を掲示したり，これまでの知識や経

験を活用したりすることで予想を説明する

ことができないかと問いかけたりして，

様々な知識や経験を想起できるようにする。 

③検索，結び付けの支援 

予想を根拠のあるものにするために，既

習の内容や生活経験を想起したら，その中

から類似事象を選び出し，予想を説明する

ために適切なものを選び出して結び付ける

必要がある。そのときに，鍵となるのが「理

科の見方」である。問題を見いだす際に働

かせた理科の見方は，子供が捉える内容に

深く関わっている。そこで，その見方を基

にした知識や経験を流れ図の中に示して掲

示したり，本時の内容（理科の見方）と「似たような経験はないか」という視点で，想起した知識や経験から適

切なものを検索，選別するように助言したりして，類似事象を根拠として結び付けられるようにする（図 17）。 

【図17 検索，結び付けの支援】 

【図16 想起・検索する内容の確認手順】 



（３）「解決の方法を発想する力」の育成のために 

根拠のある予想を発想した子供は，その予想を確かめるためには，どのような観察，実験を行うと良いのかを

考える。解決の方法を発想するためには，何を明らかにしたいのか（変える要因）を明確にし，これまでの方法

を想起し，変える条件，揃える条件を意識（条件制御）して考えていく必要がある。その際，結果がどうなれば，

予想を検証できるのかについても見通しをもてるようにしておく必要もある。そこで，子供がこれまでの方法を

基に，自分なりの解決の方法を発想できるような，①観察，実験の道具の充実，②既習の方法を想起する支援，

③条件へ意識を向ける発問，④結果の見通しを明確にする発問の工夫を行う。 

① 観察，実験の道具の充実 

解決の方法を発想するためには，観察，実験の道具を組み合わせていく必要がある。そのため，実際に観察，

実験道具が充実，整備されていることで，器具を組み合わせた解決の方法を考えることができるようにする。そ

の際，子供が目的をもって観察，実験の方法を発想できるよう，教師が予め入れ物に実験セットを準備すること

はせず，子供が道具を集めていくようにする。ただし，内容によっては，子供には発想できない場合もある（例

えば，空気の可視化のための線香，気体検知管等）。新しい器具を使う場合は教師からの提示も必要であるが，す

ぐに教師側から提示するのではなく，「こういった道具があると検証できそう」，「この方法ならできそう」という

子供の思いをつくる活動があってからにしたい。 

②既習の方法を想起する支援 

子どもが解決の方法を発想する際，これまで

の観察，実験方法を基にしながら，発想する。

そこで，本時問題と類似した観察，実験の方法

をいつでも想起できるように，学習流れ図の掲

示やノートの書き方を工夫して支援する。特に，

ノートは１つの問題解決を見開き１ページ

（左：問題の設定～結果の見通し，右：結果～

振り返り）に，毎回同じように構造的に書くよ

うに，積み上げていく（図18）。 

③条件へ意識を向ける発問 

解決の方法を発想した子供は，感覚的に実験

方法を発想している場合がある。そこで，敢え

て「なぜこのような条件にしたの？」と，その

方法を発想した根拠や条件に目を向けるような

発問を行う。そうすることで，変える条件，揃

える条件を設定した根拠が意識化され，感覚的

な方法の発想ではなく，条件を整理して方法を

考えていることを子供自身が自覚していく。そ

うすることで，条件制御を意識した解決の方法

を発想することができるようになる（図 19）。 

④結果の見通しを明確にする発問 

発想した解決の方法に対し，「予想が正しければ，どのような実験の結果になるか」と問い，「予想が正しけれ

ば，この実験をすれば，結果はこうなるはずだ」という明確な見通しをもつことで，子供主体の問題解決となっ

たり，予想や仮説と結果の一致，不一致を意識して考察をしたりすることへつながると考える。 

【図1８ ノートの蓄積の一例（A４版ノート）】 

【図１９ 条件へ意識を向ける発問で方法を発想する】 



（４）「より妥当な考えをつくりだす力」の育成のために 

目的や見通しを明確にもって問題解決をしているとき，子供は結果が出た瞬間に，その結果から何が言えるか，

結果の見通しと一致しているのかを考えている。そこで，実験，観察の結果と問題や結果の見通しを照合しなが

ら考察することができるように，①結果の整理，②考察の手順，③結果の見通しと結果の比較について支援する。 

①ねらいに即した結果の整理 

個人や各グループ結果の傾向が見いだせる

ように，黒板への全体の結果の整理の仕方を，

働かせている見方・考え方に応じて，以下の

ように工夫する（図20）。 

〔全体の傾向として捉える〕 

・グラフにドットを貼る。 

・ドットの位置の変化から全体を捉える。 

・誤差をどう扱うか考える。 

〔個々の結果の傾向を捉える〕 

・各班の結果をボードに書き，掲示する。 

・書かれた内容の共通点を見つける。 

②考察の手順 

考察の場面で自分の考えを書くときに，解

釈とその根拠をセットで表現する。まず，問

題と正対するように解釈を書き，その後に根

拠を箇条書きで書くようにする（図 21上部）。

その根拠は，観察，実験結果を基にして実証

性（どんな方法で観察，実験したら，どうな

ったか），再現性（何回もやったのか），客観

性（他の結果も同じようになっているのか）

の視点で書くように指導を積み重ねて，科学

的に考えられるようにする。 

③結果の見通しと結果の比較 

結果の見通しと結果を比較して，一致して

いるのかという視点で，解釈や根拠を考える。 

・結果の見通しと結果が一致の場合，②の手 

順で自分の考え（解釈と根拠）を作る。 

・結果の見通しと結果が不一致の場合，どこ 

が一致していないのかを考え，観察，実験 

の方法を見直す（図22）。 

・自分の考え（解釈）以外にも言えることは  

ないのかを考える（図 21下部）。 

※以上のように，４つの問題解決の力の育成

のための支援を示してきたが，最重要なのは，このような活動を繰り返し行い，子供に思考の流れを意識付け

たり，考える価値を伝えたりしていくことである（２（４）で後述）。 

【図２０ 目的に合わせた結果の整理（量的・関係的：板書例）】 

【図２１ 考察の手順（解釈と根拠）】 

【図２２ 結果の見通しと結果の比較（不一致の場合）】 



２ 検討を促し，「真の問題解決の力」へと高めるために 

（１）学習者主体の授業デザインと教師の構え 

真の問題解決の力に欠かせないのが，学習者

主体の授業づくりである。従来の教育では，教

師が「何を教えるか」，「どのように教えるか」

にばかり重点を置いて子供の学びとなっていな

かった。そこで，教師が「何ができるようにな

るか」を把握し，子供が「何を学ぶか」，「どの

ように学ぶか」を決定して主体的に学習を進め

ていけるよう，教師が支えることが大切である。 

子供は教師の想定を超える発想をする時があ

る。教師はその方法では検証できなかったり，

正確な実験結果を得られなかったりすることを

知っているが，子供はそうではないからである。 

だからこそ，教師は安全面やねらい等の視点で判断しつつ，子供の発想する考えを大切にした学習を重視し，

その学びに寄り添い，デザインする役割がある。これこそが，「真の問題解決の力」を育むための最重要な支援「子

供を信じて，適切な判断をし，見守る」である（図23）。そのための手立ての例としては，「複数のコースの想定」，

「グルーピングの工夫」，「再検証の想定」である（その期待される効果は，以下の通りである）。 

・複数のコースの想定  → 子供の発想を受け入れることができ，適切な判断をして，子供の発想を基に

（観察，実験道具の整備）  学びの道筋を即座にデザインできる。 

・グルーピングの工夫  → 同じ立場，違う立場で話し合い，相互理解を深めることができる。実験と考

察で集団を変えることで，多様なデータを基に合意形成することができる。 

・再検証の想定     → 誤差の修正や，不十分なデータを集め，傾向を捉え直すことができる。 

（２）検討前の支援 〔検討を意味付ける〕 

①検討の目的と視点の共有 

問題解決の過程に検討活動を位置付けただけでは，子供はその価値を理解できていないため，検討活動は考え

の出し合いで終わってしまう。そこで，検討することの目的や検討の視点を共有して，子供自らの力で，吟味，

選択，決定が

行えるように

する。図 24

は子供と教師

が共有する検

討の目的や視

点であり，こ

れに沿った視

点で説明や価

値付けをし，

検討の質を高

める（（３）③

で後述）。 【図２４ 検討の目的，視点】 

【図２３ 学習者主体の授業づくりのための教師の構え】 



②検討の必要感を生むための支援 

他者の考えを基に検討したいと思う条件は，

考えにズレがある，根拠が不十分であること

である。その条件を生む以下の活動を各検討

前に位置付ける。 

・検討Ⅰ：対象についての気付きや疑問を整  

理して，差異点に気付けるようにする。 

・検討Ⅱ：予想の立場をはっきりさせて，根

拠の違いを整理し，その共通点や多様さに

気付けるようにする。 

・検討Ⅲ：条件制御が曖昧な解決の方法を敢 

えて提示し，その不十分さに気付けるよう

にする（図25）。 

・検討Ⅳ：結果の見通しと観察，実験結果に

ズレを起こしたり，意図的に不十分な結果から考察したりして，根拠の不十分さに気付けるようにする。 

（３）検討中の支援 〔検討を活性化する〕 

検討に入り，子供の考えを深めていくために，教師は以下の３点で検討をファシリテートする。 

①検討の内容を振り返る発問：考えを整理して，子供が検討の内容を再確認（メタ認知）できるよう促す。 

（例）「どんな話が出たの」「どのように考えが広がったかな」「どんな考えが納得できたかな」等 

②考えをゆさぶる発問：他の根拠や逆の立場を提示し，意図的に子供の考えをゆさぶることで，子供が自分の

根拠や理科の見方・考え方を再度自覚し，検討を深める視点を焦点化できるよう促す。 

○考えの根拠を意識する発問 

（例）「なぜ，そうするとよいのかな」，「どこから（どの事実から），そのように考えたのかな」等 

○本当によいのか問う発問 

（例）「本当にその考えで間違いないと言えるかな」，「こんな考えの人もいたけれど，どうかな」，「こんな考

え方もできると思うけれど，どうかな」等 

○理科の見方・考え方（思考の視点や方法）を問う発問 

（例）「どのように考えて，そうなったの」，「どんなところに目をつけて考えたのかな」等 

（４）検討後の支援 〔検討を価値付ける〕 

価値付けの声かけ：検討の内容や，ゆさぶり後の応答を即時的に評価することで，自信や更なる検討への意欲

の向上を図る。 

○検討自体への価値付け 

（例）「みんなで話すことによって，そこまで考えをつくれたんだね」，「みんなで話すことで，みんなで納

得できたんだね」，「○○さんの△△という考えが参考になったんだね」等 

○根拠を意識して検討したことに対する価値付け 

（例）「自分なりの理由がしっかりあるんだね」，「理由がはっきりしてきたね」等 

○本当に良いのか検討したこと対する価値付け 

（例）「間違いないと言い切れたね」，「そうとは言い切れないということが分かったんだね」等 

○思考の視点や方法を意識した検討に対する価値付け 

（例）「そうやって考えるといいんだね」「違うところ（立場）に目をつけて考えることができたんだね」等 

【図2５ 方法の発想についての検討Ⅲの必要感を生む支援】 



（５）発達に応じた各検討の積み上げ 

各学年の初めと終わりでは，当然子供の

問題解決の力の育ちは違うため，問題解決

の力を育成していく「学びの段階」がある

と考える。初めは，①教師に学び方を教え

られて学ぶ段階，②教師と共に確認をしな

がら学ぶ段階，③自ら考えて学びを進める

段階である（図 26）。本研究で目指す，真

の問題解決の力を身に付けた子供は，③自

ら考えて学びを進める姿である。この姿を

求めて，具体的には，以下のように各検討

を「考えをつくる方法を知る→やってみて

確認して学ぶ→自力で考えをつくり，グル

ープや学級集団で高める」ことができるよ

うに，積み上げていく。 

〔検討Ⅰ〕見いだした問題の検討 

ステップ１：教師の指示のもと，問題の見いだし方を知る。 

ステップ２：グループで問題を見いだし，学級の問題としてまとめる。 

ステップ２：個人で問題を見いだし，みんなで確認する。 

◎目指す検討の姿（ステップ３）：個人で問題を見いだし，グループで検討して高める。 

〔検討Ⅱ〕予想や根拠の検討 

     ステップ１：教師の指示や知識や経験の助言のもと，予想や根拠の考え方を知る。 

ステップ１：個人で予想や根拠を考え，学級で出し合う。 

ステップ２：根拠の例を提示し，それが適切なのかを検討する。 

ステップ２：立場が変わるような根拠を意図的に提示し，適切かグループで検討する。 

◎目指す検討の姿（ステップ３）：個人で根拠のある予想を発想し，グループで検討して高める。 

〔検討Ⅲ〕解決の方法を検討する 

ステップ１：教師が方法を提示しながら方法の発想の仕方を知る。 

ステップ１：教師が例（検証可・不可な方法）を提示して，その方法で確かめられるかを検討する。 

ステップ２：方法カードを使って適切な方法を選択し，それを選んだ根拠をグループで話し合う。 

◎目指す検討の姿（ステップ３）：個人で解決の方法を発想し，グループで検討して高める。 

〔検討Ⅳ〕解釈とその根拠を検討する 

ステップ１：教師の指示のもと，解釈と根拠の手順を知る。 

ステップ１：個人で解釈と根拠を考え，全体で検討する。 

ステップ２：個人で解釈と根拠を考え，グループで検討する。 

ステップ２：言い切れないことがある場合，同時に必要なデータは何かを全体で検討する。 

◎目指す検討の姿（ステップ３）：個人で解釈と根拠を考え，グループで多面的に検討して高める。 

以上のような学びを繰り返し行い，教師の支援という足場を徐々に外していき，価値付けを行う。そうするこ

とで，子供たち自身の力で考えつくりあげ，主体的に検討して考えを高め，真の問題解決の力を身に付けていく。 

【図2６ １年間の学びの積み上げのイメージ】 
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