
 事例  小学校 理科 第６学年 「大地のつくりと変化」 

 テーマ  科学的な見方や考え方を高め、 

自分の考えを仲間と練り上げる学習指導の在り方 

 授業改善 

 のポイン 

 ト 

・比較する事象や関連付けて考える事象を位置付けた単元指導計画の作成

・自分の考えをもち、仲間と練り上げる交流活動の工夫 

１ 学習状況の把握と分析  

学習状況の把握 

【把握方法】 

(1) 岐阜県における児童生徒の学習状況調査と本校の状況分析 

(2) 学習に関するアンケート調査 

(3) 体験に関するアンケート調査 

学習状況の結果と分析 

(1) 岐阜県における児童生徒の学習状況調査と本校の状況分析（正答率の比較から） 

  本事例は、第６学年の実践であるので、昨年度の第５学年における学習状況調査の結果

（表１）から、児童の実態を把握することにした。 

表１ 昨年度の第５学年の岐阜県における児童生徒の学習状況調査の結果 

                           （数字は％をあらわす。） 

・学級全体では、各設問に対する正答率は高く、「十分満足できる」状況にある。 

・正答率から、Ａ子の場合は「科学的な思考」、Ｂ男の場合は「科学的な思考」と「技能・

表現」に弱さが見られる。 

次に、本単元「大地のつくりと変化」と学習のつながりのある Ｃ「地球と宇宙」区分

の問題８「流れる水のはたらき」における正答率（表２）から、次のようなことがいえる。 

 表２「流れる水のはたらき」における正答率 

（数字は％をあらわす。） 

・学級全体では、「技能・表現」は、県平均と比べると上回っている。 

・学級全体では、「科学的な思考」に弱さが見られる。 

・Ａ子、Ｂ男とも「科学的な思考」や「技能・表現」に弱さが見られる。 

以上のことから、「科学的な思考」について力を付けていく必要があると考え、この調

査において、「科学的な思考」の中でも特にどんな力を付けていけばよいのかを分析した。 

そこで、まず、「科学的な思考」を次の５つに分類した。 

観点 県 学級平均（県との比較） A子 B男 
科学的な思考 ６９．８ ８２．５（＋１２．７） ７０．０ ６０．０

技能・表現 ６９．３ ７７．８（＋ ８．５） ６６．７ ５５．６

 

知識・理解 ７４．７ ８４．４（＋ ９．７） ８７．５ ７５．０

観点 県 学級平均（県比較） A子 B男 
科学的な思考 ６７．０ ５８．３（－８．７） ０ ３３．３ 

技能・表現 ４０．４ ５０．０（＋９．６） ０ ０ 

 

知識・理解 ７４．６ ７５．０（＋０．４） １００ １００ 



①比較 ②関係付け ③条件制御、条件抽出 ④多面的な見方 ⑤一般化 

この分類を、平成１７年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査の「科学的な思考」

に関する問題に当てはめると、表３のようになった。 

表３ 「科学的な思考」に関する問題の分類と解答状況 

通番 問題内容（解答方法） 分類 Ａ子 Ｂ男 

１５ くぎぬき（記号選択） 条件制御 ○ × 

１７ てこの実験器、おもりの数（数） 一般化 ○ ○ 

２２ ３枚の気象写真から（記号選択） 一般化 ○ × 

２３ 川の観察記録から（記号選択） 比較 × × 

２４ 川の観察記録から（記号選択） 比較 × ○ 

２７ 川の増水の理由（文章） 関係付け × × 

これらの結果から、Ａ子とＢ男には、特に「科学的な思考」の中でも、事象について「比

較」「関係付け」して考える力を身に付けていくことが必要であると考えた。 

(2) 学習に関するアンケート調査 

表４ 学習に関するアンケート調査 

 質問内容（学級％） Ａ子 Ｂ男 

１ 
理科は好きか。 

（好き：１００％）

どちらかというと好き。 

観察が苦手だから。 

とても好き。 

実験がおもしろいから。 

２ 
実験をするのが好きか。 

（好き：１００％）

とても好き。 

面白いから。 

とても好き。 

なぞがとけるから。 

３ 
予想や考察を書くのが 

好きか。（好き： ６３％）

どちらかというと好き。 

すぐにわかると面白い。 

きらい。 

難しいから。 

４ 
仲間との交流は好きか。 

（好き： ７５％）

きらい。 

間違っているといやだから。

どちらかというと好き。 

自分の意見がいえるから。

Ａ子は、観察は苦手であるが、実験をすることが好きである。特に、予想や考察など自分の考

えをノートに書くことが得意で、書くことを中心に学習を進めてきている。しかし、自分の考え

に対して自信がもてず、仲間との交流には抵抗感がある。 

  Ｂ男は、観察・実験をするのが好きで、謎解きのように楽しんでいる。しかし、観察・実験の

予想を立てたり、見付けた事実から分かることを考えたりするのが苦手である。仲間との交流に

おいて自分の意見を発言することに満足してしまい、仲間の意見について考えたり、自分の考え

と比較したりするなどして、自分の考えを深めていくことが難しい。 

(3) 体験に関するアンケート調査 

平成１７年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査の正答率から、Ｃ区分の学習内容

に関する力に弱さが見られる。これは、観察・実験、体験から得られるものを大切にした

学習をしていないことによると考え、「大地のつくりと変化」に関する体験についてアン

ケートを実施した（表５）。 

 表５ 体験に関するアンケート調査          対象：第６学年全員（４名） 

設問

番号 内   容 「はい」と

答えた人数

１ 砂利取りのための大きな穴の中を見たことがありますか。 ０ 



２ がけくずれなどのように、地面の表面の下にある大地の様子を見たこ

とがありますか。 4 

３ 化石を見つけたことはありますか。 ０ 
４ 化石を掘ったことはありますか。 ０ 
５ 赤坂の化石館に行ったことはありますか。 ０ 
６ 瑞浪で化石掘りをしたことがありますか。 ０ 
７ 火山に登ったことはありますか。 ０ 

８ 火山の噴火の様子を（テレビ、ビデオなども含めて）見たことがあり

ますか。 3 

９ 根尾谷断層、断層館に行ったことがありますか。 ０ 
１０ 地層を見たことがありますか。 ０ 

「がけくずれ」（設問２）は、道路沿いにできた山肌の崩落現場を見たという経験であ

り、「火山の噴火」（設問８）は、テレビで見たという経験である。したがって、この単

元の学習内容にかかわる直接体験は、ほとんどないといえる。 

これらのことから、Ｃ区分に限って考えると、次の２点が課題となる。 

   ・観察・実験によって得た事実に基づいて自分の考えを十分に深めることができない。 

     岐阜県における児童生徒の学習状況調査の結果から、学習を通してある程度の知識は得て

きたが、観察・実験の結果を知識として得ているだけで、自分たちの観察・実験の結果から筋

道立てて考える力が付いてきていないのではないかと考えられる。 

    そこで、観察・実験、体験から事実を確実にとらえ、その事実から自分なりの考えをもつ力を

付けたい。また、今まで学習して分かったことをもとに自分の考えを深めたり、２つの事象につ

いて比較検討したりするなどの考察する力を付けていきたい。 

・自分の考えをもつことはできるが、積極的に仲間と交流し考えを深めることができ

ない。 

学習アンケートの結果から、観察・実験のある理科学習についての興味・関心は高いと考え

られる。しかし、予想や考察を書いたり、仲間と交流したりすることを苦手にしている児童が

おり、自分の考えを文章に書くことや自分の考えを仲間に伝えることに抵抗感があるのではない

かと考えられる。 

そこで、自分の考えをもった後で、仲間との交流の場を位置付け、仲間の意見と自分の意見を

比較検討する中で、自分の考えをさらに広げ、深めることができる力を付けていきたい。 

授業改善へ  

 

２ 分析に基づく授業改善 

(1) 授業改善の方針 

①比較する事象や関連付けて考える事象を位置付けた単元指導計画の作成 

ア 観察・実験の効果的な位置付け 

自分の体験から事実をとらえるように単元の指導構想を工夫し、観察・実験を効果

的に位置付け、観察・実験、体験から事実をとらえ、その事実から自分なりの考えを

導き出す力を付ける。 

イ 考察するために必要な比較する事象や関連付けて考える事象の位置付け 

２つの事象を比較したり関連付けたりして考察するために、考察に必要な比較する

事象や関連付けて考える事象を位置付け、事象を比較し、得られた結果から考察する



力を付ける。 

  ウ １単位時間ごとの交流内容の明確化 

観察・実験後の交流内容を明確にし、事象を比較し、得られた結果から考察する

力を付ける。 

②自分の考えをもち、仲間と練り上げる交流活動の工夫 

ア 考察の時間の確保 

同じところや違うところに注目するなど、得られた結果を多面的に考察することが

できるように、単元指導計画を工夫し、１単位時間における考察の時間を確保するこ

とで、仲間との交流により、自分の意見と仲間の意見を比較、検討する力を付ける。 

  イ キーワードを使う話し方の指導 

自分の考えを仲間と交流することができるように、キーワードを使って交流できる

ようにし、自分の意見と仲間の意見を比較、検討する力を付ける。 

(2) 改善の具体的方途と実践 

①比較する事象や関連付けて考える事象を位置付けた単元指導計画の作成 

ア 観察・実験の効果的な位置付け 

観察・実験の事実をもとに考えられるように、地域の地形や地質の調査を教師が事

前に行い、次のことが可能な観察地点を選定した。 

・学校から見える地形（山、平野、川）の観察 

・事象を比較して思考できるような地域にある２河川の観察 

・河川にある岩石の観察（採集）     ・岩石標本の観察   

・地層堆積実験と観察          ・化石の観察 

表６ 簡略化した指導計画の比較 

時 従前の指導計画  時 改善した指導計画 

１ 
大地はどのようにして

できたかを予想する。 
 １ 大地の観察をする（見える地形）。

２  

３ 

水の働きでできる地層

の特徴を資料で調べる。
 

２ 

３ 
川や川原の観察をする（２河川）。

４ 観察したことをまとめる。 
４ 

５ 

火山の働きでできる地

層の特徴を資料で調べ

る。 
５ 岩石標本の観察をする。 

６ 
現地調査の計画を立て

る。 
 ６ 

地層（写真）を観察し、でき方を

予想する。 

７ 

～ 

１０ 

現地調査で地層を調べ

る。 
 

７ 

８ 

地層の堆積実験をして、地層ので

き方をまとめる。 

１１ 
観察したことをまとめ

る。 
 ９ 化石の観察をする。 

１２ 
土地が変化することを

見付ける。 
 
１０

１１

マグマや火山噴火のビデオを視

聴し火山灰の観察をする。 

＜選択＞ 

１３ 

～ 

１５ 

地震と火山活動で選択

し、土地のつくりや変化

についてまとめる。 

 

１２

～ 

１５

大地の変化（地震・断層）と災害

についての調べ学習をする。 

これらの観察地点や指導計画の改善をもとに、単元構想図（資料４）を作成した。 



図１ 入れ物 

図２ 掲示を活用した発言 

イ 考察するために必要な比較する事象や関連付けて考える事象の位置付け 

表７ 従前の単元指導計画と改善した単元指導計画の比較 

時 ねらい 学習活動 観点 評価規準 

１  学校から見える地形の特

徴をとらえ、山と平野、川

がどのようにしてできたの

かを考え、水やマグマの働

きでできたのではないかと

推論することができる。 

 

 

 

学校から見える山や平野を

観察し、どのようにできたのか

を話し合う。 

科
学
的
な
思
考 

大地が流れる

水の働きや火山

の働きによって

できていること

を推論すること

ができる。 

 

時 ねらい 学習活動 観点 評価規準 比較、関連事象 

１  学校から見える地形の特

徴をとらえ、山と平野、川が

どのようにしてできたのか

を考え、水やマグマの働きで

できたのではないかと推論

することができる。 

 

 

 

学校から見える山や平野

（川）を観察し、どのようにで

きたのかを話し合う。 

科
学
的
な
思
考 

大地が流れる

水の働きや火山

の働きによって

できていること

を推論すること

ができる。 

・大地が膨らんでい

る山と平らな平野

（平地） 

 

・水の働きとマグマ

の働き 

ウ １単位時間ごとの交流内容の明確化 

それぞれの授業時間には、仲間と意見交流をする時間が必ず存在する。しかし、話

し合う内容の基となる事象や考え方が明確でなく、結論に結び付かないことがある。

そこで、考えの基となる事象やキーワードとその時間の交流内容を明確にして、指導

計画に位置付けた。 

  表８ 考えの基となる事象やキーワードと交流内容を明確にした指導計画 

時 ねらい 学習活動 観点 評価規準 比較、関連事象 

６  写真資料から、小石や砂な

どが積み重なって地層にな

ることを知り、どのようにし

て地層ができたのかを予想

することができる。 

 

 

 

 資料から地層について知る。

水のはたらきでできた土地

のでき方を話し合う。 

科
学
的
な
思
考 

土地のでき方

を土地の様子と

岩石を結び付け

て考えることが

できる。 

・平野の広さと地下

の様子（写真） 

第６時では、岩石の実物を手にとって比較しやすいように仕切りを入れたコンテナ

ボックスを利用した入れ物（図１）を用意した。 

 

②自分の考えをもち、仲間と練り上げる交流活動の工夫 

ア 考察時間の確保 

１単位時間の学習においては、課題つかみの時間

を短縮し、自分の考えをもち、仲間と交流する時間

を多くとるようにした。そのために、児童が早く課

題をとらえることができるように、単元の学習の流

れを示すような掲示物を活用した。 

単元指導計画の中でも、特に第４時、第６時のよ

うに２～３時間のまとまりの時間の中で「科学的な

思考」についての力を高める時間を設定し、時間を

確保した。 

イ キーワードを使う話し方の指導 

本時の学習が単元の学習においてどんな位置にあ

この地域の大地はどの

ようにしてできたのか。

この地域の大地はどのよ

うにしてできたのか。 
比較する事象

や関連付けて

考える事象を

位置付ける。

ａ、ｂ二枚の写真をとっ
たこの土地は、どのよう
にできたのか。 

交流内容を明確にする。 



たるのかを示したり、キーワードを示したりするためのカードを作成した。そのカー

ドをホワイトボード（移動可）に掲示し、授業時には教室で活用した。児童の発言が、

既習内容と関連があるときや関連が予想されるときには、その児童の考えが仲間に伝わり

やすいようにするために、児童をホワイトボードに誘導して、発言を促した。 

 

３ 授業改善後の成果 

(1）子どもの変容 

 ①アンケート結果 

   表９ アンケート結果 

Ａ子 Ｂ男 番

号 
質問内容 

指導前 → 指導後 指導前 → 指導後 

１ 理科は好き

か。 

どちらかというと好き。

観察が苦手だか

ら。 

どちらかというと好き。 

単元の内容によってち

がう。 

とても好き。 

実験がおもしろいか

ら。 

とても好き。 

実験や予想がおもしろい

から。 

２ 実験をする

の が 好 き

か。 

とても好き。 

面白いから。 

とても好き。 

面白いから。 

とても好き。 

なぞがとけるから。 

とても好き。 

見たことのないものを見

ることができる。 

３ 予想や考察

を書くのが

好きか。 

どちらかというと好き。

すぐにわかると面白

い。 

どちらかというと好き。 

絵や図を描くのは好

き。 

きらい 

難しいから。 

どちらかというと好き。 

あっているか楽しみ。考

察は簡単に感じた。 

４ 仲間との交

流 は 好 き

か。 

きらい。 

間違っているといや

だから。 

どちらかというときらい。

自分の考えに自信がな

い。 

どちらかというと好き。 

自分の意見がいえ

るから。 

どちらかというと好き。 

どんな意見があるのか気

になる。 

 

②ノートの記述 

表１０ ノートの記述の状況 

Ａ子 Ｂ男 

自分の考えをキーワードと絵や図を使って、分

かりやすく工夫して書き表すことができるよ

うになってきた。 

単元の学習の振り返りの中で「この学習では、

掲示物を見ながら考えることができた。理由を

簡単に考えることができた。」と書いていた。

 

③授業における発言 

 表１１ 第６時での発言の様子 

Ａ子 Ｂ男 

・既習内容をもとに課題をつくる場面において、キーワード等を掲示したホワイトボ

ードの前で話すように指示すると、自分の課題について、掲示された言葉や内容を

使って発言することができた。 

・コンテナボックスを利用した入れ物（図１）に入った岩石を実際に手にとって比較し、考えた

ことを発言することができた。 

・話し合いの場面においては、学習してきたキーワードや学習内容を記録した掲示物を使って、

既習内容と比べて考え、発言することができた。 

 



④学習状況調査と単元末テストの結果 

    表１２ 学習状況調査と単元末テストの結果 

Ａ子 Ｂ男 

観点 学習状況調査結果 

全体（Ｃ区分） 
単元末テスト

学習状況調査結果 

全体（Ｃ区分） 
単元末テスト

科学的な思考 ７０．０％（  ０％）
７０％ 

（±０） 
６０．０％ （３３％） 

８０％ 

（＋２０％）

知識・理解 ８７．５％（１００％）
１００％ 

（＋１３％）
７５．０％（１００％） 

１００％ 

（＋２５％）

・Ａ子は、次の単元「水溶液」の単元末テストにおける「科学的な思考」に関する問題では、正

答率が１００％に達した。 

⑤単元末テストにおける「比較」「関連付け」して考える問題の解答状況 

       表１３ 単元末テストにおける問題の分類と解答状況 

問題内容（解答方法） 分類 Ａ子 Ｂ男 

川原と地層の小石の形（選択） 比較 ○ × 

川原と地層の小石の形（選択） 比較 ○ ○ 

形の理由（記述） 関連付け ○ ○ 

地層のでき方（選択） 比較 × ○ 

積もり方が違う理由（記述） 関連付け ○ ○ 

  

(2) 成果と課題 

①比較する事象や関連付けて考える事象を位置付けた単元指導計画の作成 

○地域の河川に出かけたり、岩石を観察したりするなどの具体的な体験活動を位置付け

たことにより、児童は、自分の考えをより明確にもつことができた。（表12から） 

○比較する対象になる観察・実験の事実があることは、児童が自分の考えを深めたり、

広げたりするのに有効であった。また、自分から比べて考えていこうとする学習意欲

も高めることができた。（表9、13から） 

○単位時間に交流内容を明確にし、絞り込むことによって、児童の考えを広めたり、深

めたりすることができた。また、その時間に学習するだけでなく、既習の学習内容と

関連させながら発言することができた。（表9、10から） 

●比較する観点を明確にした話し合いができるようにするには、年間を通した継続的な

指導が必要である。 

②自分の考えをもち、仲間と練り上げる交流活動の工夫 

○仲間と交流し自分の考えを練り上げるための時間を確保することによって、自分の考

えをゆさぶられたり、自分の考えに自信をもったりすることができた。（表9、10から） 

○掲示物を使った話し方指導をする中で、児童はキーワードを的確に使い、きちんと最

後まで話す力を付けることができた。（表10、11から） 

●交流において、お互いの意見の違いを聞き取ることができるようにするために、補助

発問を工夫し、聞き取る力を付けて話し合いを深めていく必要がある。 

●交流において、仲間と意見を練り上げることができるようにするために、意図的な指

名、補助発問の工夫などが必要である。 


