
 
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１６年度 県の学習状況調査と本校の状況分析 

 (2) 平成１６年度 本校第４学年の学習状況分析 

  ① ６月の単元「電気のはたらき」 
  【評価規準】 

観点 ア 関心・意欲・態度 イ 科学的な思考 ウ 観察・実験の技能・表現 エ 知識・理解 

評 

価 

規 

準 

①乾電池とモーターで走

る自動車に興味をもち、

進んで製作しようとす

る。 

②光電池で動くおもちゃ

に興味をもち、進んでい

ろいろな工夫をして、作

ろうとする。 

①モーターの回る向きを、電

流の向きと関連付けて考

えることができる。 

②乾電池が１個のときと２

個直列・並列につないだと

きの電気のはたらきを、電

流の強さと関係付けて考

えることができる。 

③光電池のはたらきの大き

さの変化を、光電池に当た

る光の強さと関係付けて

考えることができる。 

 

①乾電池とモーターで走る

自動車を、よく走るように

工夫して、作ることができ

る。 
②乾電池２個をつないで自

動車を走らせ、そのつなぎ

方を記録することができ

る。 

③光の当て方を変えて光電

池のはたらきを調べ、結果

を記録することができる。 

①電流は、乾電池の＋極からー

極に流れることを理解して

いる。。 
②乾電池の向きを変えると電

流の向きが変わり、モーター

の回る向きが変わることを

理解している。 

③乾電池を直列につなぐと回

路を流れる電流が強くなり、

豆電球の明るさやモーター

の回る速さが増すことを理

解している。 

④光電池は、光が当たると電気

を起こし、光の当て方によっ

て電流の強さやはたらきが

変わることを理解している。 

  ② 学習に関わる意識調査 
学習状況の結果と分析 

 (1) 平成１６年度 県の学習状況調査と本校の状況分析 

本事例は第４学年の実践となるが、第５・６学年における学習状況調査の分析をすることで、本校の

理科における児童の傾向をつかむことにした。 

 ５年生 ６年生 

評価の観点 県の正答率 本校の正答率 比較 県の正答率 本校の正答率 比較 

科学的な思考 ７３．０ ８５．４ ＋１２．４ ７０．６ ７２．２ ＋１．６

観察・実験の技能・表現 ６３．３ ６８．８ ＋５．５ ７６．７ ７８．６ ＋１．９

知識・理解 ７４．３ ７８．９ ＋４．６ ７９．４ ８２．８ ＋３．４

○３つの観点で比較すると、第５学年、第６学年共に本校の正答率は県の正答率を上回っており、基礎

的・基本的な内容は全体としておおむね身に付いている。 

○第５学年では、「科学的な思考」についての正答率が８５％を上回り、「知識・理解」についての正答

率も８０％程度を示しており、どちらも十分力が身に付いていると言える。 

○第６学年では、「知識・理解」についての正答率が８０％を上回っており、十分力が身に付いている
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テーマ 
「見通しをもって観察・実験を行い、得られた事実を科学的に考察する力

をはぐくむための単元指導計画と学習過程の工夫」 

授業改善

の 

ポイント 

・評価規準と児童のつまずきに対する手だてを明確にした単元指導計画の作成 

・事実から根拠のある予想をし、見通しをもって追究するための学習過程の工夫 

・課題解決につながる事実を確実にとらえ、事実から考え、学んだことを確実に身に付ける

ためのるための学習過程の工夫 



と言える。 

 県の正答率との比較においては、本校の正答率はどの観点も上回っているが、さらに細かく正答率の

低い問題について分析した。 

▲ 第５学年において、「観察・実験の技能・表現」については７０％を下回り、力が十分身に付いてい

るとは言えない。特に、 

問題７の２：『川の場所による水の流れる速さのちがいを調べる実験方法』 

を問う問題では、県の正答率５４．８％に対し、本校の正答率は３９．３％と大きく下回っている。 

▲ 第６学年において、「観察・実験の技能・表現」についての正答率は８０％程度を示しており、全体

として力が身に付いていると言えるが、 

問題３の２：『光に当てた葉にでんぷんができているかを比較して実験する方法』 

問題５の２：『ものが燃えるときに空気が入れかわることを確かめる方法』 

を問う問題については、正答率が５０％近くで県の正答率同様低くなっている。 

▲ 第６学年において、「科学的な思考」について、 

問題１の４：『養分が多く含む血液が流れている血管を考えること』 

問題４の２：『地層のでき方を考えること』 

を問う問題は、県の正答率よりも低く、５０％近い正答率となっている。 

   これらのことから、本校の第５・６学年の児童は、「観察・実験の技能・表現」における実験の方法に

関わる力が内容によっては十分身に付いているとは言えない。その理由として、何のために実験をする

のかということや授業の中で見通しが不明確のまま実験を行ったため、その方法が十分身に付いていな

いことなどが推測される。また、正答率が低い問題の多くは、考察を記述する問題が多いことから、事

実と事実をつなぎ合わせて考え、そこから課題について言えることを言葉や文章でうまく表現する力が

弱いと考えられる。 

 (2) 平成１６年度 本校第４学年の学習状況分析 

  ① ６月の単元「電気のはたらき」 
「電気のはたらき」は、実験から得られた事実を 

見つめることを大切にして授業を進めてきた。その 

結果、事実をたくさん見付ける児童が増えたが、右 

の単元テストの結果からも分かるように、「知識・ 

理解」や「観察・実験の技能・表現」に比べて、 

「科学的な思考」の部分にやや弱さが見られた。 

授業では、「光電池を使って、モーターで走る車を速く走らせる方法」を調べる時間に、『日陰では走

らない』や『太陽の方に光電池を向ける』などの事実の他に、『地面がでこぼこのところではよく走ら

ない』や『逆につなぐと反対に走る』など事実はたくさん見付けられるのに、本時の課題解決につなが

る『光電池に当たる光の強さ』の事実に目を向けられず、考察が書けないことがあった。他にも、観察・

実験の中で事実をたくさん記録できた児童が、得られた事実からどんなことが言えるのかを考察できな

いことが多いことから、それが「科学的な思考」の弱さにつながっていると考えた。 

  ② 学習にかかわる意識調査 
   以上の分析をもとに、夏休み後、学級の児童らが理科学習をどのように感じているかについてアンケ

ートを実施して調査した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 質        問 ◎ ○ △ 
１ 理科が好きだ。 30 － 1 

２ 「あれ？」と思ったことをしらべてみたいなと思う。 9 21 1 

３ 観察・実験の前に自分の予想を書くことができる。 13 16 2 

４ 観察・実験の方法を自分で考えることができる。 2 25 4 

５ 観察・実験をして、見つけた事実を書くことができる。 23 7 1 

６ 観察・実験で見つけた事実から考察ができる。 2 22 7 

＜「電気のはたらき」単元テストの結果＞ 

評価の観点 本学級の正答率

科学的な思考 ８３％ 

観察・実験の技能・表現 ８５％ 

知識・理解 ９１％ 

＜理由＞ 
○実験が楽しい。(19) 
○調べることが楽しい(6) 
○植物を育てたり、観察した
りするのが楽しい。(7) 

○物を作るのが楽しい。(2)
○実験をして分かったとき
うれしい(2) 

●分からないところがたく
さんある。(1) 

９月２日調査 ４年２組 ３１名 



 

アンケート結果から、質問５の「事実を見つめる」ことについては、４月から大切に指導してきたた

め、意識が高くなりつつあると思われる。しかし、調べたいことに対して実験方法を考えること、とら

えた事実を考察し課題解決につなげることに弱さが見られる。その理由として、まず、見通しをもった

観察・実験ができていないことが考えられる。課題から予想する段階において、「何となくこうなると

思う」という予想をしたり、観察・実験を行って事実が書けても、課題解決につながる事実をつかめな

い児童が多かったりすることも、見通しがもてない姿の現れであると考える。また、考察においても、

本時の課題解決につながる事実がはっきりしていないため、事実と事実をつなぎ合わせて考え、そこか

ら課題について言えることを言葉や文章でうまく表現できないことが考えられる。 

以上①、②の学習状況の結果分析より、第４学年の本学級における児童の実態は、県の学習状況調査

からとらえた第５・６学年にも共通して言えることが多く、本校全体の理科における児童の傾向として

もとらえることができると考えた。 
そこで、本学級では、見通しをもって実験・観察を行う力、得られた事実を科学的に考察する力の２

つの力を付けていくことが必要であると考え、研究の柱とした。 
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】 
見通しをもって実験・観察を行う力・得られた事実を科学的に考察する力をはぐくむための具体的方途 
① 評価規準と児童のつまずきに対する手だてを明確にした単元指導計画の作成 

 児童らが見通しをもって追究するためには、前時までの既習内容が確実に定着していることが大切であ

る。そのためには、実験や観察の技能だけでなく、課題追究への意欲や科学的な思考など理科における本

時のねらいにかかわる基礎的・基本的な内容の定着が不可欠であると考えた。そこで、単元における児童

の意識の流れを明らかにし、単位時間ごとの付けたい力、評価規準を明確にして、予想される児童のつま

ずきとその手だてを明らかにした単元指導計画を作成することにした。 
② 事実から根拠のある予想をし、見通しをもって追究するための学習過程の工夫 

毎時間、授業の導入でもった興味・関心、疑問から、どんなことを追究するのかを 
はっきりさせて課題を設定し、さらにその課題を解決するための実験・観察の目的を 
明確にするためには、一人一人が根拠のある予想をもつことが大切だと考えた。 
そこで、「前にこんなことがあったから、○○になると思う」「これまでの学習から、 
きっと○○になるはずだ」とこれまでの生活経験や既習事項など事実をもとに予想し、 
追究できるよう、学習プリントや自己評価カードを工夫することにした。 
③ 課題解決につながる事実を確実にとらえ、事実から考え、学んだことを確実に 

身に付けるための学習過程の工夫 

児童は、自分なりの予想をもって課題を追究していく中で、実験・観察から得た事実        と

と予想とを比較し、思考を深めていく。そこで、課題解決につながる事実を確実にと 
らえることが、自信をもって記録し、自らの考えを構築していくことにつながると考 
えた。そのために、本時の実験・観察の視点が明確になるよう、学習過程を工夫し、 
それに応じた学習プリントを工夫することにした。 
また、授業の後半では、得られたどの事実からどんなことが言えるのかが明確にな 

ることが大切であると考える。そこで、学習プリントへの記述の仕方を工夫すること 
で事実とつないだり、事実から考えを導き出したりできるようにした。そして、本時 
学んだことをまとめる段階で、それが確実に自分のものとなり、次の学習に生かせる 

１単位時間の 
授業の流れ 

 
事象提示 

↓ 

問題づくり 
↓ 
予想 
↓ 

観察・実験 
↓ 
考察 
↓ 

まとめ 
↓ 

振り返り 



よう、自分の言葉でまとめができる工夫をすることにした。 
(2) 改善の具体的方途と実践 

① 評価規準と児童のつまずきに対する手だてを明確にした単元指導計画の作成 

【従前の単元指導計画と・改善した単元指導計画の比較】 

次 時 ねらい 学習活動 評価規準 関 思 技 知 個に応じた指導 
１ 水を熱したときの様子を

観察して、気付いたことや疑

問に思ったことを発表し合

い、水を熱するときに出てく

るゆげや泡、温度の上がり方

に興味をもつことができる。 

 
 
 
・水を熱し続けたときの様子を観

察して、気付いたことや疑問に思

ったことを話し合う。 
・水を熱したときに出てくるゆげ

や泡、温度変化について、疑問を

もつ。 

水を沸騰させ

た様子に興味を

もち、ゆげや泡

が発生している

事実をとらえ、

興味をもつこと

できる。 

◎    ・水を温めた経験から、

どんなことが起こりそ

うか予想することで、

興味がもてるようにす

る。 
・はじめの水と比較させ、

その違いを問い、事実

として記録できるよう

にする。 
２ ゆげの当たるスプーンに

着目しながら、ゆげの正体を

調べる活動を行い、スプーン

に水滴が付くことやビーカ

ーの水が減る事実から、水は

熱せられるとゆげにかわり、

ゆげの正体は水であると考

えることができる。 

 
 
・水を熱したときに出てくるゆげ

について調べる。 
・実験結果を記録し、結果から分

かったことを交流する。 
・ゆげの正体についてまとめる。 

安全に注意し

ながら、加熱実

験を行うことが

でき、事実を正

しく記録するこ

とができる。 

  ◎  ・ゆげの正体について、

生活経験などから根拠

のある予想ができるよ

う助言する。 
・スプーンの表面の変化

の様子やビーカーの水

の量の変化に着目して

実験・観察ができるよ

うにする。 

①
水
を
熱
し
続
け
る
と
ど
う
な
る
か 

         

 

 評価規準Ｂ（おおむね満足できる）を達成するために、そこに達しない児童のつまずきを予想し、その手

だてを具体的に記述するようにした。（資料３「水のすがたとゆくえ 単元指導計画」参照） 

 

次 時 ねらい 学習活動 関 思 技 知 評価等 Ｂ：おおむね満足できる 

    ▲：Ｂに達しない児童のつまずき→その手だて

１ 水を熱したときの様子を観

察して、気付いたことや疑問に

思ったことを発表し合い、水を

熱するときに出てくるゆげや

泡、温度の上がり方に興味をも

つことができる。 

 

 

・水を熱し続けたときのようす

を観察して、気付いたことや疑

問に思ったことを話し合う。 

・水を熱したときに出てくるゆ

げや泡、温度変化について、疑

問をもつ。 

◎    Ｂ：水を沸騰させた様子を進んで観察し、温度が上昇し

ていることやゆげや泡が発生している事実を見付

けようとする。 
 ▲：水を沸騰させたときの様子についての関心が薄く、

ゆげや泡が発生している事実に気付けない。 

→もう一度観察する中で、水との違いについて問い、意

欲がわくように助言する。 

２ ゆげの当たるスプーンに着

目しながら、ゆげの正体を調べ

る活動を行い、スプーンに水滴

がつくことやビーカーの水が

減る事実から、水は熱せられる

とゆげに変わり、ゆげの正体は

水であると考えることができ

る。 

 

 

・水を熱したときに出てくるゆ

げについて調べる。 

・実験結果を記録し、結果から

分かったことを交流する。 

・ゆげの正体についてまとめ

る。 

  ◎  Ｂ：加熱器具などを安全に操作して水の加熱実験を行

い、水が蒸発していくときの様子や水が沸騰するとき

の温度を調べ、記録することができる。  

▲：加熱実験に対する安全への配慮が欠けている。 

→加熱実験における危険のポイントを再確認できるよ

うにする。 

①
水
を
熱
し
続
け
る
と
ど
う
な
る
か 

３ 袋の様子に着目しながら、水

を沸騰させて出てきた泡を集

める活動を行い、沸騰している

水から出てくる泡を集めても

袋は膨らまないことや冷える

と袋の中に水滴が見られるな

どの事実から、泡の正体は空気

ではなく水が姿を変えたもの

であると考えることができる。 

 

 

・水を熱したときに出てくる泡

について調べる。 

・実験結果を記録し、結果から

分かったことを交流する。 

・泡の正体についてまとめる。

 ◎ ○  Ｂ：ゆげや水蒸気について調べた結果から、加熱したと

きの水の様子の変化を説明することができる。 

 ▲：泡は空気であるという考え方が変わらない。 

→ストローで袋に空気を入れ、泡がたくさん出ているの

に袋が膨らまない事実を確認することで、空気とは違

うものであることに気付くことができるようにする。

 

        

水を熱し続けるとどうなる
のだろうか 

ゆげの正体は何だろう 

水を熱し続けるとどうなる
のだろうか 

ゆげの正体は何だろう 

あわの正体は何だろう 



② 事実から根拠のある予想をし、見通しをもって追究するための学習過程の工夫 

  ア 予想の根拠を位置付けた学習プリント 
課題解決において、実験・観察の目的をはっきりさせるためには、根拠のある予想をもつことが大切だと

考えた。児童の予想に対する根拠は、生活経験や既習事項に基づく。したがって、児童が思考する際には、

児童自身が生活や既習学習とつないで考えようとすることが大切である。そこで、「前にこんなことがあった

から、○○になると思う」「これまでの学習から、きっと○○になるはずだ」とこれまでの事実をもとに予想

し追究できるよう、学習プリントに予想をした根拠を記述するようにした。 
第１時『水を熱し続けるとどうなるのだろうか』 

                                 Ａ男 

 

 

 

                                 Ｂ子 

 

 

 

 生活経験から予想できた児童や前時までの学習を 

使って予想している児童を、授業の中で必ず認め、 

価値付けるようにした。 

第１時では、Ａ男やＢ子がこれまでの生活経験か 

ら予想できていたため、それをおおいに認めた。す 

るとＢ子は、第２時でも生活の中から考えようと意 

識して予想することができ、さらにＣ子のように、 

より具体的な生活の場面で予想できる児童も増えて 

きた。また、第２時では、Ｄ男のように前時の授業 

の経験から予想できた児童も見られたので、そのよ 

さを認め紹介したところ、第３時では、前時の授業 

だけでなく、Ｆ男のように前単元から予想できる児 

童も出てきた。 

 

 

 

 

 

 

イ 学んだことを生活につなぐ自己評価カード 

 児童らが生活から考えたことを生活に返していくことで事実を見つめる力が育ち、それがまた、次に事実

から予想しようとする姿につながると考えた。そこで、自己評価カード（はかせカード）の中で、本時の自

分の高まりを確認しながら、「そういえば・・・」と、本時学んだことを生活での場面に置き換えて記述する

ことを大切にした。 

 

 

 自分でお湯を沸かしたときの経験

から、水の量が減ったことや泡が出

てきたことをきちんと記述できた。 

 料理をしたときやストーブの上の

鍋を見た経験から、泡の発生と水の量

の変化を予想できた。 

第２時『ゆげの正体は何だろう』 
 ＜生活経験からの予想＞ 
Ｂ子：水分だと思う。 

→カップラーメンを作るとき、ふたを開けるとゆげがい

っぱい出てきて、ふたのうらがぬれていたから。 

Ｃ子：水てきだと思う。 

→お風呂に入るときゆげがいっぱいあるけど、お風呂の

かべや天じょうに水てきがいっぱいついていたから。

 ＜前時の授業からの予想＞ 
Ｄ男：水だと思う。 

  →前の時間にゆげに手を当ててみたら、手がしめってい

たから。 

第３時『あわの正体は何だろう』 
 ＜前時の授業からの予想＞ 
Ｅ子：ゆげだと思う。 

  →前の時間にお湯をふっとうさせていたら、泡がはじけたときにゆげになったみたいだったから。 

 ＜前単元「もののかさと温度」の授業からの予想＞ 
Ｆ男：空気だと思う。 

→前の単元でシャボン玉をふくらましたとき、丸いやつの中身は空気だったから、この泡も丸いから空気だと思う。

前の授業は・・・ 



予想と同じように、振り返りの中で本時学んだことを 

生活の場面に置き換えて考えた児童を、授業の中で必ず 

認め、価値付けることで、そのよさを他の児童へ広めて 

いった。第１時での上記の児童の振り返りを学級で紹介 

したところ、第２時では、Ａ子やＢ男のように日常生活 

の事象につなぐ児童が増えてきた。 

このように、本時学んだことを生活に適用していく 

場を設定することで、理科の学習と日常生活とを関係 

付けて考えることの有効性を実感できるようになり、 

授業で出合う自然事象を日常経験から考えていく姿に 

もつながったと考える。 

③ 課題解決につながる事実を確実にとらえ、事実から考え、学んだことを確実に身に付けるための学習

過程の工夫 

ア 『発見くん』：課題解決につながる事実をとらえる学習プリント 
課題解決につながる事実を確実にとらえさせるためには、本時の実験における事実をとらえる視点が明確

になっていることが大切であると考えた。そこでまず、本時確実にとらえさせたいポイントを「発見くん」

というキャラクターで学習プリントに位置付けた。「発見くん」による視点は、児童の予想から、本時の実験

の中でどこを観察すると課題が解決できそうかを考え、全体で確認して板書に位置付け、学習プリントに書

き込むようにした。また、児童らが事実を確実にとらえられるよう、教材・教具を工夫した。（資料５：参照） 
 児童らは、この「発見くん」で視点を明確にすることにより、本時の学習に見通しをもつことができ、そ

のポイントの事実については、より詳しく、具体的に記述できるようになった。そして、それが結果（事実）

の交流で、自信をもって語る姿にもつながった。また、そのポイントについては誰もが観察しているので、

考察のときは仲間と同じ立場で考え、深めていくことができた。 

第３時『あわの正体は何だろう』（第３時における「発見くん」） 

 
      今日の発見くん 

 

      ここを見のがすな！ 

第２時『ゆげの正体は何だろう』 
Ａ子：そういえば、家で水をあたためて手を当て

てみると、手がぬれたことがありました。

Ｂ男：そういえば、お風呂のふたを開けたら、水

がいっぱいついていました。 

・ふくろの変化の様子 ・ビーカーの水のかさ

第１時：そういえば・・・ゆでたまごを作るとき

にゆげがどんどん早くたくさん出て、時間

がたつごとにあわがたくさんでました。

第２時：そういえば・・・お湯をあたためたとき、

ふたを見たら水滴がたくさんついていた。



 第３時では、児童から「袋を見る」という発言があったが、なぜ 

そこを見逃してはいけないのかを問うことによって、観察の視点を 

より明確にした。こうすることで、児童らは、「泡の正体が空気な 

ら、袋は膨らむはず・・・」「泡の正体が水なら、袋は膨らまず、 

中が湿ってくるはず・・・」と見通しをもって実験・観察を行う 

ことができ、事実を確実にとらえ、自信をもって記述をすること 

ができた。 

   イ 根拠となる事実をはっきりさせた考察 
考察では、得られたどの事実からどんなことが言えるのかが明確 

になることが大切であると考えた。そこで、学習プリントにもどの 
事実からそれが言えるのかを、はっきりさて考察に書くよう指導し 
た。また、１つの事実からでなく、複数の事実をつなぎ合わせて考 
察できた姿を認め、価値付けることで、事実から語ることを常に意 
識できるようにした。 

ウ キーワードを使ったまとめ 
児童が本時学んだことを確実に身に付けることができるよう、まとめにはキーワードとなる言葉を使っ

て、自分の言葉で書くようにした。キーワードとなる言葉は、本時の考察から児童が選び、２～４つぐら

いの言葉とした。これにより、児童らは本時の課題を振り返り、それが解決できたことを自覚することが

できた。しかし、児童の中には、キーワードの言葉をうまく使えず、まとめが書けない姿も見られる。そ

のような児童には、学習プリントの記述からそのつまずきを明らかにし、次時での指導に生かすようにし

た。 
 

第２時『ゆげの正体は何だろう』 
＜キーワードの言葉＞  

ゆげ・水・水のつぶ 

第３時『あわの正体は何だろう』 

＜キーワードの言葉＞  

あわ・空気・水 

第６時『水はふっとうしなくてもじょう発するのだろうか』 

＜キーワードの言葉＞  

ふっとう・じょう発 

・空気の中 

 

第３時『あわの正体は何だろう』（児童のノート） 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 授業改善後の成果 

（１）学習にかかわる意識調査から 
                          ＜授業改善前＞  ＜授業改善後＞ 

 
 
 
 
 
 

 

   
（２）「水のすがたとゆくえ」単元テストの結果から 

 

 

 

 

 

見通しをもって観察・実験を行う力 の育成 

○単元における児童の意識の流れを明らかにし、単位時間ごとの付けたい力、評価規準を明確にして、予

想される児童のつまずきとその手だてを明らかにしたことで、ねらいに迫る指導・援助を行うことがで

き、基礎的・基本的な内容の定着につながった。＜（２）単元テストの結果＞ 
○一人一人がこれまでの生活経験や既習事項等、事実をもとに根拠のある予想をすることで、観察・実験

の目的がはっきりとし、「このことを調べたい」と見通しをもって活動でき、それが課題追究の意欲に

もつながった。＜（１）学習に関わる意識調査：質問２，３＞ 
●課題解決に向けて、児童自らが見通しをもって追究することができるようにするために、自分たちの手

で実験方法を考えることができる力を付けていきたい。＜（１）学習に関わる意識調査：質問４＞ 
得られた事実を科学的に考察する力 の育成 

○「発見くん」を書いて、本時の実験における事実をとらえる視点を明確にしたことで、ほとんどの児童

が課題解決につながる事実を確実にとらえ、自信をもって記録できるようになった。また、視点を絞る

ことで、時間を追って記録したり、どんな現象が起こるか見通しをもって観察したりする姿も見られる

ようになった。＜（１）学習に関わる意識調査：質問５＞ 
○考察にどの事実からどんなことが分かったのかを記述するようにしたことで、「考察に何を書いたらいい

のか分からない」と言っていた児童が得られた事実を大切にして考え、記述できるようになってきた。 

 ＜（１）学習に関わる意識調査：質問６＞ 

○キーワードを使って、自分の言葉でまとめを書くことで、本時の授業で得られた知識を確実に自分のも

のにすることができた。また、児童一人一人の本時の学びを教師も確実にとらえることができ、次時へ

の指導・援助に生かすことができた。＜（２）単元テストの結果の比較：知識・理解）＞ 

●「発見くん」による視点の事実だけをとらえるのではなく、その他の事実も記録することで、次への新

たな課題を見付けたり、発展的な学習につなげたりする力を付けていきたい。 

 

 質        問 ◎ ○ △ ◎ ○ △ 
１ 理科が好きだ。 30 － 1 31 － 0 

２ 「あれ？」と思ったことをしらべてみたいなと思う。 9 21 1 15 15 1 

３ 観察・実験の前に自分の予想を書くことができる。 13 16 2 19 12 0 

４ 観察・実験の方法を自分で考えることができる。 2 25 4 5 26 0 

５ 観察・実験をして、見つけた事実を書くことができる。 23 7 1 27 3 1 

６ 観察・実験で見つけた事実から考察ができる。 2 22 7 13 16 2 

＜単元テストの結果より＞

     （前期平均） （本単元）

評価の観点 正答率 正答率 

科学的な思考 ８４％ ８６％ 

観察・実験の技能・表現 ８７％ ９２％ 

知識・理解 ８７％ ９６％ 

４年２組 ３１名    ９月２日調査     １２月２２日調査 
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＜単元テストの結果の比較＞ 


