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事例 小学校 理科 第３学年 「光を当てよう」

テーマ 「問題に対して自分の言葉で結論付ける力を育てる指導計画と指導・援

助の工夫改善」

授業改善 ①学び方を身に付ける指導計画の工夫改善

の視点 ②考察を表現する力を育てる指導・援助の工夫改善

１ 学習状況の把握と結果の分析

（１）学習状況の把握の方法

①平成２０年度本校第３学年の１学期の学習状況分析(単元テストから)

②該当単元の学習内容に対する見方や考え方についての事前調査

（２）学習状況の結果と分析

①平成２０年度本校第３学年の１学期の学習状況分析(単元テストから)

【結果】 学習状況分析をした単元
評価の観点 平均正答率

科学的な思考 ８４％ 「植物をそだてよう」
観察・実験の技能・表現 ８８％ 「チョウをそだてよう」
自然事象についての知識・理解 ８０％ 「植物のからだをしらべよう」

【分析】

・「科学的な思考」「観察・実験の技能・表現」については、おおむね力が付いてきている。これ

は、毎時間の導入時に、本時の追究の視点を明確にして課題化し、観察を通して追究する学習

を繰り返し行ったり、比較する力を段階的に身に付けたりすることができるよう単元指導計画

を作成し指導してきたからであると考える。

・２学期以降、実験を通した追究が始まる。実験を通した問題解決の方法や手続きを身に付け、「科

学的な思考」や「観察・実験の技能・表現」について一層高めていく必要がある。

・「自然事象についての知識・理解」についても、一定の力が付いてきている。２学期以降は、実

験が多くなってくる。実験の結果を基に、考察を自分の言葉で表現することで理解が深まり、

一層の定着を図ることができるのではないかと考える。また、児童は観察を通して自分なりの

考えを導くことができるようになってきた。

・考えたことが十分に整理されず、科学的な知識となって定着していない児童もいた。観察によ

り、事実をとらえた時点で問題を解決したと思い込んでいるとみられる。

②該当単元の学習内容に対する見方や考え方についての事前調査(抜粋)

【結果】

・鏡を使って光をはね返して遊んだ経験がある児童の割合・・・・・・・・・・・・２９％

・日光が鏡に当たった後、「日光ははね返る（反射する）」と答えた児童の割合・・・４１％

【分析】

・鏡で光をはね返した経験のある児童が少ない。

・鏡で光をはね返した経験がある児童は「日光は鏡に当たった後、はね返る(反射する)」と答え

ており実感をもって理解しているといえる。

・「日光は鏡に当たった後、反射する」と答えた児童の中には「反射」の説明ができない児童が何

人かいた。一部の情報だけから理解したと思い込んでいる児童がいることが分かった。

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針
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１で述べた学習状況の把握と分析から、本校の第３学年児童の実態として、光についての体験

が少なく、考えたことが十分に整理されず、科学的な知識となって定着していない傾向があると

とらえた。また、理科の学習を始めたばかりであり、理科の学び方も身に付けていく必要がある。

そこで、第３学年における指導において、理科の学び方を身に付ける指導と、考察を整理して表

現する力の育成に焦点を当て、次の２点について授業改善していくことにした。

①学び方を身に付ける指導計画の工夫改善

②考察を表現する力を育てる指導・援助の工夫改善

①学び方を身に付ける指導計画の工夫改善

ア 身に付けたい学び方の明確化と、学び方の段階的な指導

１学期に学習した単元では、生活科での経験を生かし、観察を中心とした学習であった。

観察を通して問題を解決していく力は身に付いてきている。しかし、児童は本単元「光を当

てよう」において、主に実験を通して追究していく学習を、初めて経験する。

そこで、実験を通して問題を解決していく学び方について、段階的に指導していく。

イ 単元の課題解決に関わる先行経験の差をうめる時間の設定

児童の先行経験はまちまちである。単元で扱う素材に対して簡単な遊びを取り入れ経験の

差をうめていく必要があると考えた。

②考察を表現する力を育てる指導・援助の工夫改善

ア 追究の視点の絞り込みと、追究の見通しの明確化

児童は、仲間に考えを伝えたり、仲間から考えを聞いたりして、自分の考えをより確かに

ていく。しかし、児童は、１つの事物・現象から多くの発見をする。多面的に事物・現象を

とらえた経験の少ない児童にとって、個々の発見を基にして、必要とするものだけを選び出

し結び付けて結論を見いだすことは難しい。

そこで、導入時に追究の視点を絞り込むことで、見通しを明確にする必要があると考えた。

イ 児童が確かな事実をとらえることができる指導・援助

初めて実験を経験する児童にとって、結果を検証する基となる知識や経験は決して豊富で

あるとはいえない。そこで、どの児童も問題の解決につながる確かな事実をとらえることが

できるよう、吟味した実験方法を与えたり、実験の視点を児童と共に確認したりする。

ウ 話すことにより思考を表現する活動の位置付け

児童は、事実や思考を書いて表現(特にノートに文字で記述)しようとするとき表現の難し

さに戸惑う傾向がある。しかし、児童にとって話して表現することには抵抗感が少ない。何

度でも容易に表現をし直すことができるからであろう。そこで、実験の様子や事実、分かっ

たことを話して交流する活動の後、書いて表現する活動を位置付け、追究したことを整理し、

知識として定着させていくいく必要があると考えた。

（２）改善の具体的方途と実践

①学び方を身に付ける指導計画の工夫改善

・課題→予想→実験→結果→考察→まとめ という学習過程により、児童の自然に対する見方や

考え方が、科学的な見方や考え方に変容するよう、それぞれの学習過程での必要な学び方を

段階的に身に付けていくことができるようにした。

・野外での学習の仕方(第１・２時)、追究に対して見通しをもつこと(第３時)、五感や計測器

具を用いた実験の有効性(第４時)、｢予想｣｢結果｣｢考察｣の書き方(第５時)、定量的な実験の

有効性(第６時)を学ぶことができるようにした。

従前の単元指導計画（簡易版） 改善した単元指導計画（簡易版）

時 学 習 内 容 時 学 習 内 容

１ 鏡で日光を反射させる １ 鏡で日光を反射させる。

２ 実験 ２ 野外での活動の約束→実験
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３ 鏡ではね返した日光が当たったと ３ 鏡ではね返した日光は、どのようにす

ころは、あたたかくなるか。 すんでいるか。

実験→結果 見通しのある実験→結果 まとめ

４ 鏡ではね返した日光は、どのよう ４ 鏡ではね返した日光が当たったところ

にすすんでいるか。 は、あたたかくなるか。

実験→結果 実験方法の有効性→結果 まとめ

５ 第３～４時のまとめと｢理科のひろ ５ 反射させた日光を重ねると、よりあた

ば｣ たかくなるか。

結果→考察→まとめ 予想→実験(定性)→結果→考察 まとめ

６ 鏡ではね返した日光を重ねると、 ６ 反射させた日光を重ねると、よりあた

もっと明るく、もっとあたたかく たかくなるか、温度計を用いて調べる。

なるのか。 方法の検討→実験(定量)→結果

実験→結果 →考察 まとめ

７ 虫めがねで集めた日光で紙をこが ７ 虫めがねで集めた日光で紙をこがすこ

すことができるか。 とができるか。

実験→結果 予想→実験(定性)→結果→考察 まとめ

８ 第６～７時のまとめと｢理科のひろ ８ 日光のエネルギーが、生活の中でどの

ば｣ ように活用されているか調べる。

結果→考察→まとめ 調べ学習

９ (単元テスト) ９ (単元テスト)

ア 身に付けたい学び方の明確化と、学び方の段階的な指導

時 身に付ける場 身に付けたい学び方

１ 課題 ・屋外で安全に気を付け、落ち着いて実験に取り組む。

～

↓ ○赤白帽子を着用する。

２ 実験 (体調管理や転倒時の怪我防止のため)

↓ ○夏は、日影に集合する。(体調管理のため)

まとめ ○理科室と同じ机列で、椅子に座って集合する。

（姿勢がよくなり、集中が持続するため）

○机の代わりに首から掛けるボードを使用する。

(結果を実験中の記録を容易にするため)

・平面鏡は、ガラス面を自分の腹側に向け、片手は鏡を必ず

下部から支え、もう一方の手で軽く抱きしめるようにして

持つ。

３ 課題 ・生活経験や既習内容を基に、課題に対する見通しをもって

↓ 実験を行う。

実験 ・見付けたことや分かったことを、ペアで交流することを通

↓ して、考えを整理する。

結果 ・光のように口頭で説明することが難しい(形として結果が残

まとめ らない)事物・現象について結果を交流する場合には、自ら

実験の実演をしながら説明する。

４ 課題 ・生活経験や既習内容を基に、課題に対する見通しをもって

↓ 実験を行う。

実験 ・『手』(五感)を通して調べる。

↓ ・(温度計など)計測機器を使って、事実を客観的にとらえる。

実験を伴った屋外

での活動全般につ

いて、説明と確認

を受ける中で

教師が提示した実

験方法を理解する

中で

結果を交流する

中で

教師が提示した実

験方法を理解する

中で
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結果

↓

まとめ

５ 課題 ・生活経験や既習内容を基に、自分の予想を立てる。
↓

予想
↓

実験
↓

結果
↓ ・結果と分かったことを区別して書き、考えた根拠を明確に

考察 する。
↓

まとめ

６ 課題
↓ ・生活経験や既習内容を基に、実験の方法を考えたり検討し

予想 たりする。
↓

実験
↓

結果
↓

考察 ・実験結果を、定量的にとらえて考察する。

↓

まとめ

７ 課題
↓ ・課題→予想→実験→結果→考察 まとめ という学習過程で

予想 問題を解決する。
↓

実験
↓

結果
↓

考察
↓

まとめ

８ 課題 ・理科で学習したことが、生活の中でどのように生かされて

↓ いるか考える。

調べ学習

まとめ

イ 単元の課題解決に関わる先行経験の差をうめる時間の設定

本単元においては、鏡に対して、「まぶしい」「顔がうつる」といった生活経験はあっても、

「光を反射させる」という視点で鏡を見たことはなく、鏡を光を反射させる道具として使っ

た経験は、一部の児童に限られている。そのため、日光を集めたり反射させたりすることへ

の関心は、児童のこれまでの経験からは生まれがたい。

そこで本単元の導入時に鏡を使った遊びを取り入れることによって、経験の差をうめる時

間を設定した。

②考察を表現する力を育てる指導・援助の工夫改善

従前の授業展開案(簡易版) 改善した授業展開案(簡易版)

・教師の発問を受けて、課題を知る。 ・示された事物・現象や、前時生まれ

第 ・指示された実験を行う。 た疑問点から課題をつかむ。

予想を立てる中で

結果を交流

する中で

課題解決

に向けて

見通しを

もつ中で

考察を交

流する中

で

それまで

と違った

道具を使

ってみる

中で

本等の資

料をみる

中で
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１ ・結果をノートに記録する。 １ ・本時追究する視点を絞り込み、解決

時 単 の見通しをもつ。

位 ・学習経験を基にして、実験方法を選

・前時に行った実験結果を交流し、 時 択したり、考えたりして実験を行う。

第 児童の発言を取り上げて、まとめ 間 ・結果をノートに記録する。

２ をする。 ・分かったことや気付いたことを、口

時 頭で交流する。

・児童がノートにまとめをする。

ア 追究の視点の絞り込みと、追究の見通しの明確化

第３時の様子から。鏡に反射した日光の道筋は、日常生活や前時の実験でも視覚的にとら

えることはできない。そこで、教師から問題を提起することで、当たり前に見ていた現象の

中に自分たちの知らない秘密があることを感じとれるようにしていく。

・提示する事物・現象

◇や☆型に切り抜いた厚紙を貼り付けた鏡を用いて、日光を反射させ光を陰になっている壁

面に当てると、切り抜いた◇や☆の通りに映し出されること

・教師からの問題の提起

「○や△にならないの？」

・絞り込みたい追究の視点

光は“まっすぐ”進むのか

・明確にしたい見通し

光は“まっすぐ”進むのなら、

ａ）はね返った光を地面に当てて、光が進む様子を見ると光の道が直線状になっている。

ｂ）はね返った光の中に、物を置くと影が直線状になっている。

ｃ）はね返った光の通り道だと思うとろこに厚紙を立てると◇や☆の形が映し出される。

前時の実験で使用した◇や☆型に切り抜いた厚紙を貼り付けた鏡を用いて、日光を反射

させ光を陰になっている壁面に当てると、切り抜いた◇や☆の通りに映し出されることを

提示する。

(凹凸のない校舎の壁面に反射光を当てること、壁面と離れすぎないこと、に留意すると、

より鮮明に映し出すことができる。)

Ｔ「気付いたことはありますか。」

Ｃ「どれも、切り抜いた形と同じだ。」「大きさが同じくらいに見える。」

Ｔ「○や△にならないの？」

Ｃ「光は、そのまま進んでいるから、ならないんだよ。」

Ｔ「そのままってことは、先生のもっている鏡から壁まで“まっすぐ”進んでるってこと

かな。」

Ｃ「はい。」

Ｔ「壁にいくまでに、ぐにゃぐにゃ曲がったりしないの？」

Ｃ「そうかもしれないけど、ぐにゃぐにゃだったら、形がきれいじゃないと思う。」

Ｔ「では、みんなが言うように、本当にはね返った日光は、“まっすぐ”進んでいるか調べ

てみましょう。」

イ 児童が確かな事実をとらえることができる指導・援助

［実験１］はね返った光を地面に当てて、光が進む様子を見る。

→光の道が直線状になっているか。

［実験２］はね返った光の中に、円筒形の筒を置いて、影のでき方を調べる。

→影が直線状になっているか。
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［実験３］はね返った光の通り道と考えられる地面の何カ所かに、厚紙を立ててみる。

→映し出された形を見る。

今回、３つの実験方法を提示し、実験を行うことができるようにした。どの実験方法も、

教師が実験する様子を示しながら、どこをどう調べればよいか、児童と確認した。

また、それぞれの実験の特徴を踏まえて指導・援助を行った。

［実験１］ ［実験２］ ［実験３］

○図書館の書籍、テレビの科学情報番組、また生活経験等から、 ○事実を立体的にとらえ

光が直進することを知っていたり感じ取っていたりした児童 ることができる。

にとっては、自分で工夫しながら追究できる点が適度抵抗と ●各点での事実をつなげ

なり、より意欲的に追究することができる て考えることで、空間

○繰り返し行うことで、光の をまっすぐ進むという

反射の法則につながる(太陽 イメージをもつことが

のある方向と、鏡に反射さ できる。そのため、１

れた光の進む方向から、光 点における結果だけか

の入射角が大きくなるほど ら考えようとしている

反射角も大きくなる)現象に 児童には複数の結果か

気付くことができる。実験 ら考えるように促すこ

の後で、このことについて とが必要である。

気付いた児童に意図的に指

名し、このことについて発

言できるようにする。

●平面的に進み方をとらえることになり、空間をうまくとらえ

られない児童にとっては、空間をまっすぐ進むということを

理解しにくい。空間をうまくとらえられない児童には、実験

の後の交流において、実験３に取り組んだ児童が見付けた事

実から、空間をまっすぐ進むというイメージをもたせる。

●地上面に対して鏡を垂直に立てるのではなく、微かに前に倒

して様子を調べる必要がある。その倒し具合をうまく調整す

ることが児童にとってはかなり難しいので、倒し具合の調整

については教師の援助が必要である。

ウ 話すことにより思考を表現する活動の位置付け

話すことによる交流の場においては、ペアで分かったことや気付いたことを交流し合うこ

とで、一人一人が表現できるようにする。また、実験の様子を見せ合いながら全体で交流す

ることで、相手に表現したいことを確実に伝えることができるようにする。相手を意識して

何度も言い直したり、ポイントを絞って話したりしていく活動により学習したことが整理さ

れていくと考えたからである。その上で、ノートに書いて表現することにより、知識として

の定着を図っていく。

また、児童にとって結果と考察の区別が難しいため、「分かったこと・気付いたこと」を

書くよう促した。ただし、問題に対して分かったことを必ず入れるよう指導した。

３ 授業改善後の成果

（１）学び方を身に付る指導計画の工夫改善について

・単位時間ごとに身に付けたい学び方を明確にして授業を行うことで、学び方を段階的に身に

付けていくことができた。

｢光を当てよう｣(改善後)の単元テストの結果 改善前の結果
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評 価の観点 平均正答率 平均正答率

科学的な思考 ８３％ ８４％

観察・実験の技能・表現 ８８％ ８８％
１６％上昇

自然事象についての知識・理解 ９６％ ８０％

・「自然事象についての知識・理解」について、大きく伸びがあった。問題に対して自分の言葉

で結論付けることができるようになってきたことが、知識・理解の確実な定着につながった

と考えられる。

・児童にとっては、初めての実験を通した学習であったが、学び方を身に付けることで、「科学

的な思考」「観察・実験の技能・表現」においても、１学期での観察を中心とした単元と同様

に定着を図ることができた。

・導入時に鏡を使った体験を取り入れることによって、鏡は光を反射

させることができることを、十分に理解することができた。児童は、

下敷きやアルミ箔などでも光が反射することも知っていた。そのた

め児童は、下敷きやアルミ箔と鏡を比較し、光を操るためには鏡が

最も有効であることも十分に理解することができた。。

・本単元は、結果が直接結論に結び付く学習内容であるため、自分の考えをもつためには、実

験結果が重要となる。しかし、児童が正しい実験の操作(鏡で反射させた光を重ね合わせた状

態で行う)ことは、児童にとって意外に難しい。体験は、鏡によっ

て反射させた光を操作する技能を身に付ける場としても有効であっ

た。右の写真は、鏡は、立って行うより、座って行った方が操作し

やすいことに気付いていった時の様子である。この学習により第３

時以降、鏡の扱い方についてポイントだけを指導すればよくなった。

（２）考察を表現する力を育てる指導・援助の工夫改善について

・導入時に本時調べていく視点や方法を絞り込み、追究の見通しを明確にすることで、当たり

前に見ていた現象の中に自分の知らない秘密を感じ取ることができた。

・児童が実験を通して納得できる結果を出せるような指導・援助を行うことで、児童は確かな

事実をとらえることができた。

・課題に対して、自分が分かったことを「話し言葉」により交流してから、「書き言葉」によっ

てノートにまとめる活動を取り入れることで、問題に対して自分の言葉で結論付けていくこ

とができるようになった。

【事例１】第３時

児童は、自分の分かったことや見付けたことの驚きを相手に伝え

たい、分かってもらいたいと少しでも詳しく分かりやすく伝えよう

としていた。話し言葉を使ってで何度も相手に説明する中で、身振

り手振りや、実際に実験を再現して説明する児童もいた。そこで、

仲間に実験をやって見せながら、「鏡をこうやってするでしょ、そうすると、～のようにな

ります。だから、光は～のように進むと思います。」と、事実をとらえて説明することがで

きていた児童を意図的に指名し、全体の中で紹介した。これによって、どうやって交流すれ

ばよいかかが分かり、交流が深まっていった。

【事例２】第４時以降

ノートに記述する前の交流(数分間)を、毎時間位置付けた。その結果児童は、お互いに分

かりやすく伝えることを工夫する中で、少しずつ考えを整理して表現できるようになり、問
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題に対して自分の言葉で結論付けていくことができるようになった。

以下は、本単元におけるある児童の毎時間の考察(ノート記述)と教師の指導・援助である。

＜児童の記述内容＞ ( )内は、発言やつぶやきから教師が補足した内容

交流をしてから、書くことを指示。
第３時
(実験１から)鏡を前にたおすと(光の道が)短くなり、後にたおすと、まっすぐ長くなる。(実験

２から)鏡の前に、(棒状の物体を)おくと、かげができて、まっすぐのびている。
鏡に、反しゃした日光は、まっすぐ進んでいました。

事実を丁寧に書くとよいことを助言。
第４時
鏡から反しゃした日光は、すごく少しだけど、物をあたためることができる。日光のあかるさが、

鏡に反しゃして、明るさとあたたかさをおくる。手で、鏡から反しゃした日光とかげにこうごに手

をうごかしてみたら、反しゃした日光のところは、あたたかかった。温度計でやったら、２３℃か

ら２４℃に上がりました。だから、１℃という少しだけどあたたまる。

数の変化に着目して書くことを助言。
第５時
１枚の鏡の日光より、２枚、３枚のときの方が、あたたかく、あつくなる事がわかりました

から、鏡ではね返した日光で、あたためられる。枚数が多ければ、さらにあたたまります。

３枚あれば、１枚よりあたたかくなる。

予想を基にして書くことを助言。 予想：（第１時で）鏡から反

第６時 しゃした日光がかさなると、

２、３℃ずつ上がったよ。５℃上がったよ。 (鏡１枚よりも)明るくなった

やっぱり、鏡で返した日光は、かさねるとあたたかくなるよ。 から、鏡をふやすと、もっと

予想どおりたったよ。 あたたかくなると思う。

(教師の指導・援助なしでも書けるようになった。)
第７時
３分くらいで、けむりが出て少しのあいだだけはずして一どやったら、そこに穴があいた。３つ

あながあいた。虫めがねって、なぜもえる？

虫めがねで日光が小さくまるくなるように集めると、大へん明るく、あつくなってけむりが出る。

さらに、学習が進む中で児童の中から生まれた疑問を基に、単元末に発展的な学習を１時

間設定した。学習内容は、色による熱の吸収の違いで、黒色と白色で比較実験を行った。そ

の際の、この児童の予想と考察を紹介する。

( )内は、発言やつぶやきから教師が補足した内容

予想

黒い紙の方があつくなると思う。理由は、黒い服を夏に着たら、妹と遊んだ後とてもあつかった

からです。白い紙は、反しゃして明るくなるけど、少しはあたたかいと思うけど、やっぱり黒い紙

の方が光を集めると思うからです。あと、虫めがねを使って(煙が出ることを調べた第７時の実験

から)も、わかると思うから、いいと思います。

（分かったこと気付いたことを交流した後、自分でノートに書くことができた。）
考察

黒い紙の方をさわったら白い紙よりあつくて、白い紙をさわったら、黒い紙よりぬるかった。で

も、白い紙も少しあたたまった。

温度計のさいしょの温度は２２℃でした。黒い紙は２２℃から２８℃になりました。白い紙

は２４℃になりました。予想どおり、黒い紙の方があたたまったけど、白い紙も２℃上がりました。

黒い紙の方があつくなるけど、白い紙もあつくなることがわかりました。


