
 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

本校理科部は、一昨年度より「科学的な思考を深める授業づくり」をテーマに研究を進

めている。自然を学びの対象とし、自然の事物・現象とかかわることで自然に対する見方・

考え方を深めていくことが理科の学習である。決して自分の思い通りにはならない自然と

かかわりながら、これまでの自分の見方・考え方を新たなものへとつくり変えていくこと

が理科における学びの変容に他ならない。またその変容とは、実証性や客観性、再現性な

どの科学的な手続きによって支えられなければならないのである。本校理科部では、こう

いった一連の過程を経た見方・考え方の変容を科学的な思考が深まる姿ととらえてきた。 

これまでの 2 年間の研究では、科学的な思考の深まりを促す言語活動の工夫として、話

し合いの組織やワークシート、イメージ図などを用い、授業のなかで科学的な思考を深め

る子どもの姿に迫ろうとした。しかしその取り組みは、子どもどうしが考えを高め合って

いくような学び合い活動とはなっていない。  

本年度のテーマを「科学的な思考を深める授業づくり－自らの学びをとらえる評価活動

に着目して－」とした。理科における考える力、つまり科学的な思考が深まる姿を今一度

整理したい。そして子どもが本当に学ぶ授業、つまり子ども自身が自らの学びをとらえ、

教師も子どもの学びに即して授業をつくり、さらに子どもが学び続けるような授業を行っ

ていきたいと考えている。 

 

1.本校理科がめざす子ども像 

理科の学習を通して育てたい子ども像を端的に述べると、「豊かな自然観に基づき、よ

り望ましく生きる子ども」である。豊かな自然観とは、自然に対する畏敬の念や自然を愛

する心といった情意面と、自然に対する科学的な見方・考え方や自然や科学に対する知識・

理解といった認知面から支えられているものである。自然をとらえるときには、自分中心

の考え方にとらわれることなく多面的に自然をとらえ、人と自然のよりよいかかわり方を

維持していこうとする態度を身に付けることができるようにしたい。具体的には、以下の

3 つの子どもの姿があてはまる。 
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「豊かな自然観に基づき、より望ましく生きる子ども」  

①身の回りの自然に関心をもち、自ら進んでかかわる子ども 

②自ら自然にかかわることで問題を見出し、学び合いを通して解決するなかで、 

これまでの自然に対する見方・考え方を変容させる子ども 

③自然や科学について理解し、その知識を身に付け、それらを生活に活かす子ども 

 



3 年生 

実験結果 

5 年生 

実験と実験の見通

し 

6 年生 

予想とその理由 

6 年生 

見直し 

4 年生 
解決できたこと 

図 5-1 ワークシートの重点項目 

2.理科における考える力 

(1)科学的な思考の深まる姿 

理科ではその教科の特性から、理科における考える力を科学的な思考が深まる姿ととら

えている。科学的な思考が深まる姿とは、自然の事物・現象から自分の問題を見つけ、問

題を解決する過程においてこれまで持っていた自然に対する見方・考え方を新しいものへ

と変容させていく姿である。 

そしてここには、自らの思いや考えを自らがはっきりととらえ、目標に基づいて自らの

学習を調整しながら自らの変容を自覚することが欠かせない。「この実験をすると問題が解

決できるかな」、「実験方法はこれでいいのかな。もっと良い方法はないのかな」、「この実

験結果は、予想していた結果と同じと考えていいのかな」など、学習の過程で自らが思い、

考えていることを友だちに伝えたり、ワークシートに記述したり、また実際に実験したり

することで自らがはっきりととらえることができる。学習が次へと進むのも、前の自分と

今の自分とを比べ、その成長を実感できたときである。科学的な思考を深めるには、自ら

の思いや考えを話したり書いたりする場が欠かせない。 

 (2)評価活動としてのルーブリック 

科学的な思考が深まる姿の一端は、ワークシートに表現されると考えている。そこで、

ワークシートの記述に関するルーブリックを作成し、科学的な思考の深まる姿を子どもと

教師のどちらもがとらえることを試みた。各学年で身に付けたい理科における問題解決の

能力（表 5-1）を踏まえ、ルーブリックは、各学年で大切にしたい項目について作成した。 

表 5-1 各学年で身に付けたい理科における問題解決の能力 
学年 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 

問題解決の能力 比較 関係付け 条件制御 推論 

見方・考え方の 

視点 
性質 性質や働き 変化の規則性 性質や変化の規則性 

科学的な 

見方・考え方 

感覚的 
科学的な見方・

考え方の萌芽 
科学的な見方・考え方 

「 い ろ い ろ な

物があるが、

ど れ も 決 ま

っ た 性 質 が

ある」 

「いろいろな現

象（変化）に

は、きまりが

ある」 

「いろいろな現象

（変化）には規

則性がある」 

「いろいろな現象（変化）

やはたらきには規則性や

共通性があり、それらに

は原因となるものがあ

る」 

それぞれの学年のルーブリックは、3 年生で「実験結果」、4 年生で「解決できたこと」、

5 年生で「実験と実験の見通し」、

6 年生は「予想とその理由」と

「予想やその理由の見直し」の

項目で作成している（図 5-1）。

6 年生であれば、予想がどのよ

うに変わったのか、つまり実験

の前と後で自分の考えがどのよ

うに変わったかをワークシート

に記述している。「予想やその理

由の見直し」という記述欄を設

け、この部分の記述に関してル



ーブリックを作成し、子ども自身が、自らの考えが変わっているのか、また変わっている

のであればどのように変わったのかをとらえることができるようにしたい。次ページに示

す表（表 5-2）は、それぞれの記述欄の表現に対するルーブリックである。 

 

3.科学的な思考が深まる学び合いの場 

理科における学び合いの場を構成する教師の働きかけとは、子どもと自然の事物・現象、

そして子どもどうしをつなぐ場をつくることである。その子どもがもつ自然に対する見

方・考え方と出合わせようとする自然の事物・現象が無理なく結びつくものであるのか、

また一人ひとりの子どもがもつ自然に対する見方・考え方が授業のなかでいかに結びつく

であろうかといったことも踏まえて 1 時間の授業、1 つの単元を構成することが欠かせな

い。またそこでも、子どもたちの発達による特性を考慮して表 5-1 に示すような観点に留

意して学び合いの場を構成する。 

(1)自分の考えと向き合うルーブリックの活用 

 5・6 年生では、ルーブリックを年度当初に配布しワークシートに書くべき視点を子ども

たちと教師が共有している。子どもはルーブリックを見ながらワークシートを書き、自分

の見方・考え方をより科学的なものへと変容していく。ルーブリックは不変のものではな

く、子どもたちと教師で作り変えていく。ルーブリックの記述に立ち返り、子ども自身が

その文言をより良くしていくことで目標とする姿を明確にしていく。 

(2)友だちの考えと向き合う交流の場 

理科の授業において、友だちの存在は欠かせない。友だちの様々な見方・考え方に触れ

ることが、自分の見方・考え方を見つめ直す契機となるのである。友だちに自分の考えを

伝えるときには、子ども自身が「伝えたい」という意欲の持てる場、「伝えなければ」と思

うことのできる場の設定が不可欠である。また、発達段階や向き合う自然の事物・現象に

よって学級全体や二人組、4 人グループ、同じ考えのものどうしや異なった考えのものど

うしなどその形態も様々に工夫する必要がある。  

 (3)チャレンジタイム  

 子どもたちの学習を支える意欲をより高めるための取り組みとして、単元末にチャレン

ジタイムという時間を設定する。チャレンジタイムを設定することで、学習を進めるなか

で新たに問題として見出したことに対して自分がもつ科学的な見方・考え方が通用するの

か確かめる場となる。これは、今の自分が持つ科学的な見方・考え方が吟味されることで

科学的な思考が深めることにつながるのである。科学的な思考の深まりが次の問題を見つ

け、子どもたちの学習を進めていく。 
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表 5-2 各学年の重点項目におけるルーブリック 

 3年生 4年生 5年生 6年生 

 評価基準 事例（「電気で明かりをつけよう」より） 評価基準 事例（「電気のはたらき」より） 評価基準 事例（「植物の発芽」より） 評価基準 事例（「ものが燃えるとき」より） 
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○三重丸に加え

て、結果が分か

りやすい図も書

けている。 

 

 

 

 

 

 

・＋きょくから－きょくまで「わ」のよう

なつなぎかたのときは、明かりがついた。 

「わ」のようなつなぎかたになっていな 

いときは、明かりがつかなかった。 

・明かりがついたときとつかなかったとき

の２通りのつなぎ方を図にかいて比較で

きている。 

 

 

 

 

 

 

○三重丸に加えて、電流の強

さと関係づけて書けてい

る。 

「○○は△△ということが言

える。」 

「○○は□□ということが言

える。」 

「☆☆は◎◎ということが言

える。」 

 

 

 

 

 

 

・電球に近付けると速くなり、遠

ざけると遅くなる。光の当て方

を変えると、電流の強さも変わ

り、モーターの回り方は変わ

る。 

 

 

 

 

 

○三重丸に加えて、期間など、

考えられる見通し全てを書

けている。 

「○週間で結果が出なければ

△△ということが言える。」

「もし、□□になれば、☆

☆をする。」 

 

 

 

 

 

１０日間様子を見て・・・ 

・肥料を与えている種子だけが発芽したら、

発芽には肥料が必要であると言える。 

肥料を与えていない種子だけが発芽した

ら、発芽には肥料は必要ないと言える。 

どちらも発芽したら、発芽には肥料は関係

ないと言える。 

どちらも発芽しなかったら、肥料以外の条

件が必要だということが言える。 

 

 

 

 

 

 

○実験結果や結果のまとめから

自分の予想やその理由を多く

の視点から見直し、新たなもの

へと書き直している。 

 

 

 

 

 

 

・酸素が空気中にたくさんあることによ

って、その分だけ燃やすはたらきが強

くなり、さらに燃える時間も長くなる。 

・酸素は新しい空気のため、よく燃える

はたらきがあるが、新しい空気のため、

やはり古い空気になる。だから、火は

消える。 

2 

○複数のものを比

較し、その結果

を書けている。 

「○○は□□とな

った。」 

「☆☆は◎◎とな

った。」 

・＋きょくから－きょくまで「わ」のよう

なつなぎかたのときは、明かりがついた。 

「わ」のようなつなぎかたになっていない

ときは、明かりがつかなかった。 

○問題と結果とまとめが対応

している。 

「○○は△△となる。」 

「□□は××となる。 

「だから、☆☆ということが

いえる。」 

・電球に近付けると速くなり、遠

ざけると遅くなる。だから、光

の当て方を変えると、モーター

の回り方は変わる。 

○「○○になれば△△という

ことが言える。」 

「○○にならなければ、□□

ということが言える。」 

「☆☆になれば◎◎というこ

とが言える。」など、多くの

パターンを想定している。 

・肥料を与えている種子だけが発芽したら、

発芽には肥料が必要であると言える。 

肥料を与えていない種子だけが発芽した

ら、発芽には肥料は必要ないと言える。 

どちらも発芽したら、発芽には肥料は関係

ないと言える。 

○実験結果や結果のまとめから

予想やその理由を新たなもの

へと書き直している。 

○自分の予想に足りなかった視

点を書いている。 

・酸素は一定の割合がないと燃えないと

いうまとめから、酸素も燃えるには限

りがある。 

・「火を強くするはたらき」というふうに、

くわしく書けばよかった。 

1 

○一つの結果しか

書けていない。 

「○○は△△とな

った。」 

・＋きょくから－きょくまで「わ」のよう

なつなぎかたにしたときは、明かりがつ

いた。 

 

○結果から、実際に見えたり

起きた事実のみを書いてい

る。 

・鏡を使って光を集めると、モー

ターの回り方は速くなる。 

 

○一つのパターンしか書けて

いない。 

「○○になれば△△というこ

とが言える。」 

・肥料を与えている種子が発芽したら、発

芽には肥料が必要であると言える。 

 

○予想やその理由に基づいて書

いているが、新たな考えとは言

えない。また、科学的に正しい

とは言い切れない部分がある。 

・空気中にはちっ素が多いので、酸素と

同じはたらきだとおもっていたけど違

う。 

・予想では、酸素はものを長く持たせる

はたらきがあると思ったけど、ものを

よく燃やすはたらきだと分かった。 

0 

○課題に沿った結

果が書けない。 

○何も書けていな 

 い 

・友だちの豆電球の方が明るかった。 

・一度明かりがつくと、手をはなしてもつ

いたままになった。 

○結果と違うことを書いてい

る。 

○何も書けていない。 

・空気は、縮めることができない。 

 

○予想を書いている 

「○○になるだろう」 

○何も書けていない 

・発芽には肥料が必要だろう。 ○実験結果や結果のまとめだけ

が書かれており、予想のことを

書いていない。 

○実験結果や解決できたことだ

けを書いている。 

○何も書いていない。 

・酸素は必要だけど、二酸化炭素とちっ

素は関係ない。 

・ものが燃えるときには、酸素がはたら

いていることが分かった。 

・記述なし 

○予想とその理由 

ろうそくを燃やしたときに、酸素の割合が小さくなり二酸化炭素の割合

が大きくなったから、酸素と二酸化炭素にはものを燃やすはたらきがある

と思う。ものを燃やす前も後もちっ素の割合は変わらないので、ちっ素は

ものを燃やすことには関係ないと思う。 

課題→インゲンマメの発芽に必要な条件を調べよう 

仮説→インゲンマメの発芽には肥料が必要だ 

実験方法→肥料の条件（あり・なし）のみを変えて、発芽する

か調べる。 

課題→豆電球に明かりがつくときは、どんなつなぎかた

の時だろうか 

仮説→乾電池の＋きょくと－きょくにつなぐとつくだ

ろう 

実験方法→いろいろなつなぎかたで、豆電球と乾電池を

つなぐ 

課題→光の当て方を変えると、モーターの回り方はどうなるのだ

ろうか。 

仮説→光の当て方によって、回り方は変わるだろう 

実験方法→鏡を使ったり、光電池の角度を変えたりすることで光

の当て方を変えると、モーターの回り方はどうなるか

調べる。 



 


