
 
１ 学習状況の把握と分析 

学習状況の把握 
【把握方法】 
 ①平成１５年度 ○○小学校５年生の児童の実態調査分析 
 ②平成１５年度 ○○小学校５年生の児童の学習状況調査分析 
 
学習状況の結果と分析 
①平成１５年度 ○○小学校 5 年生の児童の実態調査分析 
岐阜県教育委員会から発表（平成１５年５月）された、「児童たちの理科に対する思い」の調査活動の結

果（図１）では、８０％以上の児童たちが「理科は好き」｢理科は楽しい｣と答えている。そこで、児童た

ちに下の質問をしてみた。 
｢理科の授業の中で、どんなことが好き？ 

どんなことが楽しかった？｣  

９０％の児童たちが、「実験とか観察ができるかおもし

ろい、楽しい」と答えた。しかし、同調査の「問題解決

の過程における意識」の結果（図２）から見ると自然と

関わる中で感じた思い・考えから疑問をもち原因を探る

など、追究していこうとする姿に弱さがみられると言え

る（３,４,９,１０の項目）。つまり、理科学習の楽しさの

本質である「発見する楽しさ」や「創る楽しさ」または

「真に問題解決した喜び、そこからの新たな疑問を追究する楽しさ」「失敗からの追究」などを感じてい

る児童は少ないとも言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 例   小学校  理科  第５学年  単元名「てこのはたらき」 
テーマ 児童の思い・考えにもとづいて、確かな学力を育てる理科の授業の創造 

授業改善の 
ポイント 

・事象の不思議に目を向け、追究意欲が継続できる単元指導計画の工夫改善 
・一人一人の思い・考えの変容・広がりを明確にする「名札マグネット」の活用 
・観察・実験の技能・表現の力を伸ばす「実験プレート」「観察・実験博士チャレンジカード」の活用 

３ 身の回りの自然を見て、「あれ、おかしいなあ」と思うことがありますか？ 
４ 勉強すること（問題）を、自分で見つけるのが好きですか？  
５ 観察や実験をしたり、ものを作ることが好きですか？        １    ２    ３     ４ 
６ 自分で観察や実験の方法を考えるのが好きですか？ 
７「こうなるのかな？きっとこうなるだろう」などと思いながら観察や実験をしますか？ 
８ 自分で問題を見つけ、自分で考えた方法で観察や実験をするのが楽しいですか？ 
９ 観察や実験で見つけたことを、よく発表しますか？ 
10 観察や実験で見つけたことを使って、きまりを見つけるのは楽しいですか？ 

とても好き  少し好き  あまり好きでない  好きでない 

図３の各質問に対して、選択肢1と回答したものに4点、2に3点、3に2点、4に1点を加え、項目ご

とに平均値(全学年)を示したもの 
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図２ 問題解決の過程における意識 

（県教委Ｈ１５小学校科学教育シンポジウム資料） 

岐阜県の児童の実態 
相生小 5年生の児童の実態 
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図１ 理科に対する好感度 



②平成１５年度 ○○小学校５年生の学習状況調査分析（県との比較） 
 岐阜県全体の児童の実態と○○小学校 5 年生の児童の実態を比べた時、学習状況にどんな傾向があ

るのかを調べるためにデータを分析した。分

析結果を見ると、科学的な思考、知識・理解は

県全体を上回っているのに対して、技能・表現

はわずかではあるが下回っているのがわかった。

つまり、○○小学校 5年生の児童の実態として、

観察や実験の機器・器具を目的に応じて正しく

使い、事実をもとに過程や結果を表現する力を

育成することが課題であると言える。 
 以上①、②の学習状況の結果分析より、Ⅰ 事象の不思議さに目を向け、意欲を継続させながら追究し

ようとする力、Ⅱ 観察・実験の機器・器具を目的に応じて正しく使う力の２つの力を付けていくことが

必要であると考えた。 
授業改善へ 

 

２ 分析に基づく授業改善 

（１）授業改善の方針 
【付けたい力】 
Ⅰ 事象の不思議さに目を向け、意欲を継続させなが

ら追究しようとする力 
 学習内容にまとまりをもった単元の中で、児童

の思い・考えは、一人一人全くちがう変わり方を

する。また、それは様々な体験をしていくことで

大きく変容したり広がったりしていく（図３）。そ

こで、一人一人の思い・考えの変容や広がりを見

届ける工夫をし、個に応じた適切な指導・評価を

行うことで意欲を向上・継続させ、課題に向かい

主体的に追究していく態度を育成していきたいと

考え、次の２つの方法で実践をすることにした。 
  
 
 
Ⅱ 観察・実験の機器・器具を目的に応じて正しく使う力 

理科の授業を行うときに指導しておかなければならない内容の一つが、観察・実験の操作・技術面にお

ける指導である。操作を誤ったりすると、実験・観察が正確にできないばかりか、事故の原因になること

もある。観察・実験器具の扱い方を適切に指導することによって、理科への興味や関心が養われ、理科好

きな児童が増える。その結果として、問題解決に向けて主体的に追究する態度が育成され、確かな学力を

身に付けていけると考え、次の２つの方法で実践することにした。

図３ 児童の思い・考えの移り変わり 
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具体的方途１ 単元指導計画の工夫・改善 
具体的方途２ 思い・考えの変容や広がりを見届ける工夫（名札マグネット） 

具体的方途３ 実験の目的、条件制御を意識するための工夫（実験プレート） 
具体的方途４ 観察・実験の操作・技能を伸ばすための工夫（観察・実験博士チャレンジカード） 

    正答率 

観点 
○○小５年生 県全体の５年生

科学的な思考  ７６．８％  ７２．７％ 
技能・表現  ７５．０％  ７５．２％ 
知識・理解  ８６．８％  ８３．６％ 

学習状況調査 県と相生小の比較(県教委Ｈ16調査結果の分析と指導方法の改善) 



 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
                                 

工夫・改善した単元指導計画 

1
「指一本で車を持ち上げることができるだ

ろうか」という課題について話し合い、実

践する。①単元を貫く課題 

2
楽に釘抜きができる方法を考えて実践し、

結果やわかったことを交流する。釘抜き（道

具）を使うと楽に抜けることをとらえる。

②身近な体験・ゲーム 

3
袋に砂をつめて５kg、10kg、15kg、の宝を

作り（重さ当てゲーム）、それぞれの重さを

体感する。②身近な体験・ゲーム 

4
棒を使って、宝をつり上げるゲームをする。

どのように棒を使うと、宝を楽に持ち上げ

ることができるかを試行錯誤する。 
②身近な体験・ゲーム 

5
てこのつくりや仕組みについてまとめ、条

件に着目しながら、てこを傾けるはたらき

を調べる計画を立てる。 

6
条件を確認しながら、実験の計画に沿って、

おもりの位置や力を加える位置を変えると

手ごたえ（てこを傾けるはたらき）はどう

なるかを調べる実験をする。 

7
楽におもりを持ち上げるには、てこの 3 点

の関係をどうしたらよいかを考え、再度宝

つりゲームを行う。②身近な体験・ゲーム 
8 身の回りのてこを利用した道具の支点、力点、

作用点を調べ、楽に仕事ができる方法を考える。

9 指一本で車を持ち上げる方法を話し合い、

実践する。①単元を貫く課題 

10
実験用てこの左右のうでにつるすおもりの

数と位置を変えて、てこを傾けるはたらき

が左右で等しくなるのはどのようなときか

調べる。 
11 おもりの数と支点からの距離の関係から、てこ

が水平につり合う時のきまりをまとめる。 

12
支点から等距離の所におもりをつるした 
時、てこを傾けるはたらきの大きさに着目

しておもりの重さを比べる方法を考える。

13
14

つり合いのきまりを利用した道具づくりを

行う。 

15
上皿天秤の正しい使い方を知り、ものの重

さを量ったり、水などを量り取ったりする。

【観察・実験博士チャレンジカード】 

従前の単元指導計画 

1 
棒をどのようにして使うと、砂袋が楽

に持ち上がるか、自由に考え(予想)、試

してみる。 

2 おもりの位置を変えると、てこを傾け

るはたらきがどう変わるか調べる。 

3 力を加える位置を変えると、てこを傾

けるはたらきがどう変わるか調べる。 

4 重いものを楽に持ち上げるには、てこ

の３点をどうすればよいかまとめる。 

5 
身の回りのてこを利用した道具の支

点、力点、作用点を調べ、楽に仕事が 

できる方法を考える。 

6 
棒のてこを実験用てこに置き換えて、

てこを傾けるはたらきは力を加える位

置や力の大きさとどのような関係があ

るか考える。 

7 
8 

実験用てこの左右のうでにつるすおも

りの数と位置を変えて、てこを傾ける

はたらきが左右で等しくなるのはどの

ようなときか調べる。 

9 
おもりの数と支点からの距離の関係か 
ら、てこが水平につり合う時のきまり 
をまとめる。 

10 
支点から等距離の所におもりをつるし

た時、てこを傾けるはたらきの大きさ

に着目して、おもりの重さを比べる方

法を考える。 
11 
12 

つり合いのきまりを利用した道具づく

りを行う。 

13 
上皿天秤の正しい使い方を知り、もの

の重さを量ったり、水などを量り取っ

たりする。 

【従前の単元指導計画と工夫・改善した単元指導計画の比較】 

（２）改善の具体的方途と実践 
具体的方途１ 単元指導計画の工夫・改善 

は工夫・改善した時間 



①単元を貫く課題の設定 
単元を通して追究の意欲を継続していくためには、その単元にどんな出会い方をしたかが大切である。そ

の際、導入時に学習意欲が高まるような事象提示（教材・教具）を工夫することで、いかに興味・関心や疑

問を抱かせるのかがポイントとなる。それにより、児童たちは単元を通して、常にその事象や、それから抱

いた興味・関心・疑問について考え、高い追究意欲を継続できると考えた。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思いも寄らないような課題を目の前にした児童はとまどっていた。しかし、話し合いをするうちに、

今までの自分の知識をふりしぼって考えたり、自分なりの予想をつくったりする姿が生まれた。普通に

考えたら「絶対に無理」だけど「もしかしたら・・・」という気持ちをもった児童が多く、「できる派」

と「できない派」を行ったり来たりしている児童もいた。  

《考察》 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ｆ子は導入時では「楽しそう」「やってみたい」といった体験の楽しさに目が向いていた。しかし、単元

を進めていくにつれ、Ｆ子の視点が「棒の長さ」「支点の位置」など「てこの要素」に向き、「てこの仕組み」

を探ることに楽しさを感じるようになっていった。同時に追究の意欲も増していった。 
また、F 子の宝つりゲーム後とてこのしくみ調査後の「車を持ち上げる方法」の支点の位置の違いを見れ

ば、F 子が「車を持ち上げる」ということ意識して追究し、自分なりの解決策を創り上げていることが分か

る。 
 このように、単元を貫く課題をもったことで、身近にある事象に興味・関心をもち、事象の不思議さや規

則性に目を向け追究意欲を向上させながら、自ら考えて（予想する・方法を考える）、行動する（やってみる）

できる派 ６人 できない派 １６人 

理由 

・水の中でやればできる。 

・宇宙ならできる。 

・車をつり上げて、下から指一本で持つ。 

・自動車の重心を持てばできると思う。 

・車に風船をつけて、軽くして持ち上げ

る。 

理由 

・１t以上あるから無理。 

・指が折れてしまう。 

・大人でもできないのに児童では無理だと思

う。 

・水の中は確かに軽くなるけど、指一本は無

理。 

・指一本なんて、びくともしないと思う。 

児童の指一本で自動車を持ち上げることができるだろうか 

単元の導入時に発問し、自由に話し合いをした。 

≪第１時≫ 

絶対無理だ 道具を使えばで

きるかも… 
宝と棒のはしっこの

間に物を置いて下に

おせば… 

長い棒に、支点を車

に近づけて置いてや

ればできる！やって

みたい！ 

導入時 釘抜き後 宝釣りゲーム後 てこのしくみ調査後 

無理だよ もしかしたら… この方法なら… できる！ 
やってみたい！ 

F 子の変容 



など主体的に学習する姿が見られた。 
②身近な体験・ゲームを取り入れる 

 身近な体験や児童が興味・関心をもつようなゲーム体験を取り入れることで、

自分の生活の場から予想をもち、より深く追究することができると考えた。そ

こで、左の 3 つの体験を単元の中に取り入れた。 
重いもの（自動車）を持ち上げるという事象と同じような考え方ができ、身近

な体験でもあり、児童の興味・関心を喚起するような体験を考え、実践した。ここでは「宝つりゲーム」に

ついてのみ紹介する。 
 
 
 
 
 

棒…２ｍの丸棒（イレクター） 
☆使う道具は入っても                    宝…重さ当てゲームで作った砂袋 
 よい                              （５kg、10kg、15kg） 

☆青い線（海）の中には入らない 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「つり上げる」という身近な体験を、「宝つりゲーム」という児童たちが興味・関心をもつような形

で取り入れた。宝つりゲームの時間は、1 時間（45 分）を確保し、じっくり体験させたことで様々な方

法を試すことができ、児童たちも満足していた。このように、身近な体験や児童が興味・関心をもてる

ような体験を取り入れたことで、生活の場、今までの経験から予想をつくり、意欲的に活動できた。ま

た、活動の時間を多くとり、繰り返し実験する機会をつくったことで、グループ内で話し合い、様々な

方法で実験をするなど試行錯誤していた。言われたことだけをやるのではなく、課題解決に向けて、仲

間と練り合い、より深く追究できた（主体的な）姿と言える。 

 
一本の棒を使って、海の中の宝（砂袋）をつり上げよう。 

 
釣りの方法でつろうとする児童 肩でかついでつろうとする児童 高い所からつろうとする児童 

跳び箱を支点としてつろうとする児童 ２つの台を組み合わせて支点にしてつろうとする児童 

宝 

宝 宝 

≪第４，７時≫ 

①釘抜き体験   
②重さ当てゲーム 
③宝つりゲーム 



具体的方途２ 思い・考えの変容や広がりを見届ける工夫（名札マグネット） 

学習を進める中で、児童の思い・考えは、一人一人全く違う変わり方をしていく。こうした、一人一人の

児童の微妙な考え方の変化や違いを教師が把握するのは大変難しい。そこで、導入時での児童の思い・考え

が単元を通してどのように変化していくかを、ミニ黒板（ホワイトボード）に名札マグネットを貼ることで

表すことにした。【「名札マグネット」平成１５年度、理科全国大会（兵庫県明石市花園小学校）】 
授業の最後にマグネットを動かした理由を話したり、一枚ノートに書いたりすることで自分や友達の思い、

考えの変容が実感でき、教師もそれを把握・価値付けもできると考えた。 

        授業前           授業後 

 

 

 

 

 名札マグネットによる児童の思い・考えの変容の把握 

 

≪マグネットを動かした理由≫ 

 

 

 このＪ子とＡ男は、二人とも、やや「できる」よりの位置に名札マグネットを付けていた（第２ 
時終了後）。今までであれば、「この２人は、同じ考えだな」と簡単に判断してしまっていただろう 
が、名札マグネットを付けた理由を書かせたことで、２人の考えをつくった背景が全く違うことを 
把握することができた。このように、一人一人の思い・考えを今まで以上に詳しく知ることができ、 
有効であった。また、次のＧ子のような姿があった。 

       釘抜き後                    宝つりゲーム後 
 
 
 
 
 
 

氏名 できる できない 理由 できる できない 理由 できる できない 理由 

Ｊ子   指一本では無理だと思う。しかも児童だから   釘は道具を使ったら抜けたので、車も大きい板などの

道具を使えばできる。 
  道具を使って持ち上げるならできる

かもしれない。 

Ａ男   児童には車を持ち上げる力なんてな

い！ 指が折れてしまう。 
  車は重くて指が折れてしまう。でも、クレーンみたい

にやればできるかもしれない。 
  今日やったように、棒を使って下に引くと楽だったのでその方

法だったらできると思うから。 

Ｇ子   もしかしてできるかもしれないし、できないかもしれ
ない（よくわからない） 

  釘抜きを使ったら簡単に抜けたから、同じ方法を使え
ばできると思うから。 

  手でやるんではなくて、物や道具をどうにか工
夫して使えばできると思う。 

例 

既習内容から分析し、自分の考えをつくっている。 生活経験の中から考えをつくっている。 

できる   できない できる   できない 

釘抜きを使ったら簡単に抜

けたから、同じ方法を使う

とできると思う。 

手でやるんではなくて、物

や道具をどうにか工夫して

使えばできると思う。 

Ｂ子さんの活動を見てグ

ループのみんなと話し合

った結果

できる        できない できる      できない 

Ａ子
Ａ子

児童の指一本で、自動車を持ち上げることができるだろうか？ 

単元前 釘抜き活動後 宝つりゲーム活動後 

釘は、手では抜けなかったけど、道具を使ったら抜けたので、自

動車も、大きい板などの道具を使えばできると思う。Ｊ子 

車は重くて、指が折れてしまう。でも、クレーンみたい

にやればできるかもしれない。    Ａ男 



Ｇ子の宝つりゲームの様子を見ていた所、棒以外に、跳び箱やポートボール台などを使っていたが、

なかなかつり上げることができずにいた。そこで、「つり上げることができなかったのに、なぜマグネ

ットをその位置につけたの？」と聞いたところ、「Ｂ子さんの方法を見て、跳び箱を工夫して使ったら

できたから」と答えた。Ｇ子は、自分の活動だけで考えるのではなく、Ｂ子の活動を見たり、グループ

のみんなと話し合ったりして考えを広げた結果、マグネットを貼る位置を決めている。 
このように、名札マグネットにより、同じ立場の仲間と自然と交流ができるようになったり、グルー

プ内で課題について深く話し合ったりする姿が見られるようになった。これが学び合いの姿であり、練

り合い、主体的に取り組む姿だと感じた。 
 
具体的方途３ 実験の目的、条件制御を意識するための工夫（実験プレート） 

机間指導をする中で、一目でどの実験をやっている 
のかが把握でき、正しい実験ができているかを確認し、 
できていない児童（グループ）には、実験の条件にたち 
返って考えさせるための方法として「実験プレート」 
を活用することにした。 

 

≪授業実践（第６時）≫  
今回、実験プレートは、てこを傾けるはたらきは、｢おもりの位置｣｢力

を加える位置｣とどんな関係があるのかを調べる時間に利用した。実験プ

レートを置いたことで、各グループが、今どちらの実験をしているのか

が一目でわかり、「今、何を変えて調べているの？」「条件統一ができて

いないよ」などの助言がしやすかった。 
また、児童たちも、プレートを置くことで、｢今はこれを調べているん

だから、これは変えて、これは変えてはいかんのやな｣などと、グループ

内で話し合う姿が見られるなど、児童自身が条件制御を意識することに

役立った。 
 

 

３ 授業改善後の成果 
Ⅰ事象の不思議さに目を向け、意欲を継続させながら追究しようとする力の育成 

○ 単元を貫く課題や身近な体験等を単元指導計画に位置付けたことで、児童は、日常の事象の不思議さに

目を向け、意欲を継続させながら生活経験を生かして物事を考えることができた。 
○ 名札マグネットにより、児童一人一人の思い・考えの細かな変容とその理由を把握でき、個に応じた指

導、評価につなぐことができたため、児童の意欲が高まった。 
Ⅱ観察・実験の機器・器具を目的に応じて正しく使う力の育成 
○「実験プレート」「観察・実験博士チャレンジカード」の取組により、個のよさやつまずきを把握でき、

観察・実験の技能、問題解決の能力を付けることができた。（補充的な指導を含めて） 
○ 授業の中で全員のよさを価値付けたり、アドバイスをしたりすることは困難だが、「観察・実験博士チ

ャレンジカード」の取組の場で、紹介できなかったよさを価値付けたり、評価したり、アドバイスがで

き、学習意欲も向上させることができた。 

 

お
も
り
の
位
置 

お
も
り
の
位
置 

例 

実験プレート 実験カード 

実験プレート 



単元終了後に、もう一度、理科の問題解決の過程における意識調査をしたところ、左記のような結果にな

った。特に得点が上がったのが、次の 4 項目である。 

 

 

 

                    

  

 
一人一人の思い・考えのよさや課題を把握・指導するための工夫をしたことにより、問題解決に向けて主

体的に取り組み、きまりや規則性を見つけることに喜びを感じることができるようになってきた。それは、

意識調査の 10 の項目が単元前に比べて大きく伸びていることからもわかる。 
 
【授業改善後（Ｈ16年度）○○小５年生の学習状況調査の結果分析】 

前年度正答率が低かった問題番号６（子葉に発芽するため

の養分を蓄えていることを確かめる実験）、問題番号２０（今

年度は２１）（天気のデータをグラフに表す）が伸びている。

てこのはたらきの１４～１８については、学年差はあるが比

較的高い正答率を残せている。全体的に見ても平均的に理解

できている。 
 しかし、問題番号１０（顕微鏡の正しい使い方の順番）はチャレンジカードで確認したにもかかわらず、

正答率が低かった。このことから、その単元での理解のみではなく、継続的な指導、学年末の復習などを取

り入れていく必要があると感じた。また、児童たちに、様々な単元における疑問や日常生活の疑問に対して、

観察・実験の機器・器具を使って調べてみようという意識を年間を通してもたせていくことも大切だと感じ

た。 

【業者テスト（てこのはたらき）の結果分析】 

重点的に取り組んだ「てこのはたらき」の単元では、３観点につ

いて８０％以上の正答率を出すことができた。技能・表現は８６％

の正答率で「観察・実験博士チャレンジカード」の成果が出たと言

える。しかし、思考力でやや低い正答率の児童がいたので、補充指

導していく必要がある。 
以上の調査結果で得点が低く、課題として残ったのは下記の２つである。 
 
 
 
今後の理科の学習を通して、「疑問に思ったことを、いかに課題化しいてくのか」「観察や実験によって発

見したことを全体に広げていくことの大切さ」を児童たちに伝えていくために、今まで以上に努力していき

たい。 

    正答率 
観点 

○○小５年生 

科学的な思考  ８２．０％ 
技能・表現  ７６．０％ 
知識・理解  ８１．７％ 
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【授業改善後の実態調査分析】 

３ 身の回りの自然を見て、「あれ、おかしいなあ」と思うことがありますか？ 
６ 自分で観察や実験の方法を考えるのが好きですか？ 
７ 「こうなるのかな？きっとこうなるだろう」などと思いながら観察や実験をしますか？ 
10 観察や実験で見つけたことを使って、きまりを見つけるのは楽しいですか？ 

授業改善前の問題解決の過程における意識 
授業改善後の問題解決の過程における意識 

４ 勉強すること（問題）を、自分で見つけるのが好きですか？  
９ 観察や実験で見つけたことを、よく発表しますか？ 

観点    正答率 
科学的な思考 → ８０％ 
技能・表現 → ８６％ 
知識・理解 → ９６％ 


