
事例 小学校 理科 第６学年 「水溶液の性質とはたらき」

テーマ 「多様な結果から推論してきまりを見つける力を育てるための指導方法の工夫改善」

授業改善の視点 ① 子どもの思考が連続し、科学的な見方や考え方を育てる指導計画の作成

② 結果把握・考察場面で科学的な言葉や方法で表現する力を育てる指導の工夫改善

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年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査（昨年度の６年生）と本校第６学年の状況
分析

② 理科学習における事前調査

（２）学習状況の結果と分析
① 平成２０年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査の状況分析

【結果】「水溶液の性質とはたらき」本校正答率 （％）

設問 出 題 の 意 図 評価の観点 県正答率 本校正答率

① 水溶液のにおいのかぎ方が身に付いている。 技能・表現 ９４．９ ９６．８ 
② リトマス紙の反応と酸性・アルカリ性の関係がわかっ

ている。
知識・理解 ７６．７ ８７．１ 

③ 溶液の性質を正しく調べるときのガラス棒を新しい
水で洗ってから使う操作が身に付いている。

技能・表現 ８４．０ ７７．４ 

④ アンモニア水の性質がわかっている。 知識・理解 ５９．８ ７４．２ 
⑤ 実験結果から、何が溶けている水溶液かを考えること

ができる。
科学的な思考 ５５．８ ５８．１ 

【分析】
○科学的な思考について
設問⑤の「科学的思考」の正答率が、５８．１%と低い値を示す。実験結果をまとめた表と学習し

た水溶液の性質をもとに、水溶液の種類を考察する力が十分でない。自分の考えをまとめたり、きま
りを見いだしたりする学習活動が時間的・内容的に不十分であったことが要因であると考えられる。

② 理科学習における事前調査（11 月）と分析
【本年度の本校の児童の実態】

設問 設 問 内 容

① 理科の観察・実験は、自分から進んで取り組んでい

ますか。

② 理科の実験で、予想した内容と同じ結果が出たと

き、うれしく思いますか。

③ 理科の実験方法を考えることは好きですか。

④ 理科の実験結果から、どうしてこうなるのかを考え

ることは好きですか。

⑤ 学級の友達に自分の考えを伝えることは好きです

か。 
⑥ 学習プリントやノートなどに自分の考えをまとめ

ることは好きですか。

○科学的な言葉や方法での表現について
粘り強く追究する能力や多様な方法で豊かに表現する力がやや弱い。また、自分の考えを発信し、

仲間と積極的に意見交流しなら解決しようという態度がやや弱い。これは、結果把握や考察の時間の
確保や、その充実のためのきめ細かな指導が十分ではなかったことが要因であると考えられる。

２ 分析に基づく授業改善
（１） 授業改善の方針
① 学習状況の把握と分析から

本校第６学年の児童の実態として、見通しをもつこと、結果を把握すること、結果から自分の考
えをまとめたり表現したりする力が弱い傾向にあるととらえる。「推論しながら調べる力」を育て、
自分の考えを科学的な言葉や方法を使って表現する力を育てる指導・援助を行う必要がある。
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非常に そうだ あまり 思わない



② 第６学年の単元「水溶液の性質とはたらき」の教材の特質から

◇扱う水溶液は見た目の違いが少ないため、加熱した時や金属を入れた時の変化の様子の違いなど児童
の追究の根拠となる事実を明確にする必要がある。→実験結果や事実の集約と把握しやすい掲示

◇透明な水溶液の中で起こる現象を扱うため、見えない部分で起きている現象を図でイメージするな
ど、児童の交流を促す手立てを工夫する必要がある。→イメージ図・モデル図等

◇金属が水溶液に溶けるという目に見える事実だけでなく、金属が溶けることで溶液も変化すること
や、金属が水溶液に溶けたことで金属は別のものに変化するということまで、溶けるという現象をて
いねいに扱う必要がある。→５年の単元「もののとけ方」の復習のために掲示物等

◇学ぶ喜びが味わえるようにするために、個別・ペア実験を多くし、見通しをもって主体的に追究する
場を多く設けていく。→単元指導計画の改善

（２） 改善の具体的方途と実践
①②より、第６学年における指導において、結果を整理して自分の考えを科学的な言葉や方法を使

って表現する力の育成に焦点をあて、次の２点について授業改善をしていくことにした。

① 子どもの思考が連続し、科学的な見方や考え方を育てる指導計画の作成
② 結果把握・考察場面での表現する力を育てる指導の工夫改善

①� 子どもの思考が連続し、科学的な見方や考え方を育てる指導計画の作成
児童の追究に必要な事実・科学的な言葉（キーワード）、問題解決の能力、習得するべき観察・

実験の技能を明確にし、思考力や表現力を育成する単位時間の流れを明確にした単元指導計画を作
成する。特に単元の中で重点時間を設定し、見通しや考察、その交流の時間を十分に確保する。

従来の指導計画（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･2 5 種類の水溶液に何が溶けているのか疑問をもち、

観察する。水溶液に溶けているものを調べる。

1 5 種類の水溶液に何が溶けているのか疑問をも

ち、見た目やにおいの特徴を見出す。

3 炭酸水の泡の正体を調べ、この考察の交流によっ

て炭酸水には二酸化炭素が溶けていることを見出

す。

2･3 第 5 学年で学んだ蒸発乾固の実験より、5種類の

水溶液を蒸発させたり、水溶液のにおいから気体

が溶けている水溶液があることをとらえる。

4 リトマス紙を使って、5種類の水溶液の性質を調べ

る。

4 炭酸水の泡の正体を調べ、この考察の交流によっ

て炭酸水には二酸化炭素が溶けていることを見

出す。

5･6 身のまわりの水溶液について、身に付けた知識や

技能を生かして、3つの性質に仲間分けすることが

できる。

5･6 リトマス紙を使って、5 種類の水溶液の性質を調

べ、3つの性質に仲間分けする。

7 身近な物質で指示薬を作る。 7 身のまわりの水溶液について、身に付けた知識や

技能を生かして、3 つの性質に仲間分けすること

ができる。

8 酸性雨によって銅像に線が入ったことから、酸性

の水溶液に鉄やアルミニウムが溶けるか調べる。

8 酸性雨によって銅像に線が入ったことから、酸性

の水溶液に鉄やアルミニウムが溶けるか調べる。

9 塩酸にアルミニウムを溶かした液を蒸発させて固

体を取り出し、それがアルミニウムであるかどう

か見通しをもつ。

9 塩酸にアルミニウムを溶かした液を蒸発させて

出てきた固体（白い粉）の見た目に疑問をもち、

次時の見通しをもち交流する。

10 見通しの交流後の実験から、取り出した固体はア

ルミではないこと、別の物質の変化したことをと

らえる。

10 見通しの交流後、実験方法を考え、実験を行い、

塩酸にはアルミニウムを別のものに変化させる

はたらきがあることをとらえる。

11 他に、ものを溶かす水溶液があるか調べる。 11 ノートを中心に単元のまとめを行う。

12 単元のまとめ 12 身近な物質でつくった指示薬で、水溶液を仲間分

けすることができる。（個人追究）

<重点時間>単元指導計画 第４時（資料５ 指導案） 第９･１０時（資料６ 指導案）

②結果把握・考察場面で科学的な言葉や方法で表現する力を育てる指導の工夫改善
1 時間の授業の予想や考察の過程で多くの考えを出し合い、互いの考えをより広めより深め

るとともに、まとめの過程では、多くの考えをもとにして、ひとつの考えにまとめていく力を
育てるために、個人追究・ペア交流・全体交流などの形態を取り入れる。



<児童の言葉を取り入れた毎授業の掲示物>

キーワードを使ったまとめ

【思考力・表現力を高めるための指導援助の方法】
○「本時のキーワード」
○イメージ図・モデル図の活用
○ペア交流、班交流、全体交流
○ノート・プリント指導
○既習内容の掲示
○結果を集約する表、ミニ黒板の活用
○具体物・半具体物の操作

従前の授業展開案（簡易型） 改善した授業展開案（簡易型）

学習活動 学習活動

・白い粉を観察する。
・課題「白い粉はアルミニウムだろか」

・実験をする。

・結果全体交流

・まとめ「白い粉はアルミニウムではない、
別のものに変わった。」

・白い粉を観察する。
・課題「白い粉はアルミニウムだろうか」
・予想「○○なら△△になるだろう」と見通し

をもつ。個人追究・全体交流
・実験をする。
・結果全体交流 班ごとの結果を小黒板で表示。
・考察交流 ペア交流→全体交流
・まとめ「白い粉はアルミニウムではない、別の

ものに変わった。」

ア キーワードを使って表現する力を育てる
考察の際には、本

時のキーワードを示
し、結果とともに考
察したことをもとに
キーワードで文章化
する時間を確保する。
（資料３）

イ ノート指導・ペア交流・班交流・全体交流を用
て表現する力を育てる
教師が机間指導の際に、児童の書いた重要な言葉を見付けてチェックしていくことで児童が自分の

ノートづくりに自信をもち、ペア・班・全体交流に向かうことができるようにする。ノートに書いた
後、ペア交流・班交流を通して、さらに考察を深める。相手と同じ考えであれば、児童は赤ペンでア
ンダーラインを入れ、新しい考え・納得できる意見をつかんだ場合は赤ペンで記入していく。

ウ．イメージ図・モデル図を活用して思考力を育てる
透明な水溶液の中で起こる現象を扱うため、見えない部分で起きている現象をイメージし、考察する

ときの手助けになるよう、イメージ図やモデル図を使う。

３ 授業改善後の成果
（１）子どもの思考が連続し、科学的な見方や考え方を育てる指導計画の作成

①昨年度の学習状況調査同一問題での正答率（12月実施）

設問 出 題 の 意 図 評価の観点
平成20年度

本校６年生

本年度

本校６年生

① 水溶液のにおいのかぎ方が身に付いている。 技能・表現 ９６．８ １００．０

② リトマス紙の反応と酸性・アルカリ性の関係がわかっている。 知識・理解 ８７．１ ９１．７

③ 溶液の性質を正しく調べるときのガラス棒を新しい水で洗って

から使う操作が身に付いている。

技能・表現 ７７．４ ９１．７

④ アンモニア水の性質がわかっている。 知識・理解 ７４．２ ７５．０

⑤ 実験結果から、何が溶けている水溶液かを考えることができる。 科学的な思考 ５８．１ ６６．７

科学的な思考について
設問⑤の実験結果から推論する点で正答率が上がっている。根拠と結び

付けて考える力が少しずつ身に付いてきている。自分の考えをまとめたり、
きまりを見いだしたりする力が付いてきた。

②「水溶液の性質とはたらき」の単元テストの正答率（１２月実施）

科学的な思考 観察、実験の技能・表現 自然現象での知識・理解

正答率 ７０．０ ８６．７ ９５．８



・ 予想で考えたように○○という結果になったので△△であることが考えられる。
・ 予想とちがったのは○○だからだろう。はじめは○○と思っていたけれど、△△ということが考えられる。
・ ○○という結果と、△△という結果と、□□という結果から、あわせて考えると××ということがわかる。

たくさんの実験方法や名前が出てきたけど、一つ一つ結果を見ていけば、最後
に自分の考えをまとめられるようになりました。ノートの書き方が分かるように
なりました。（Ａ子のノートの振り返りから） 

① 理科学習に対する意識ついての事前後調査（%）と分析（11・12 月実施）

「実験結果から考察すること」や「考察を友達と交流すること」「自分の考えをまとめること」
の質問に肯定的な児童が増加した。これらのことから、自信をもって児童が課題解決に向かい、
結果から推論し決まりを見出そうとする姿がより多くなってきたと
考える。 

② Ａ子の第 10 時における姿
Ａ子は積極的に自分の考えを発言することは少なく、根拠から推

論することにやや抵抗を感じていた。しかし、事実を正確に捉えた
部分を評価したり、変化の状況をきめ細かく捉えた部分を評価した
りするノート指導を継続したことにより少しずつ自信をつけ、自分
で見つけた根拠を書き、考えを論述できるようになった。 

<Ａ子の結果～考察でのノート>

（２）結果把握・考察場面での自分の言葉や方法で表現する力を育てる指導の工夫改善
①キーワードを使って表現する力を育てる

課題や予想・考察の際には、本時のキーワードを示し、そのキーワードにこだわって、考察した
ことをもとに自分の言葉で文章化できるようにした。

本単元では、水溶液 物質 溶ける 性質 ３つの性質 水溶液名 金属 変化する 等、理
科の用語をきちんとつかいながら、児童が課題を作ったり、児童が課題の中にあるキーワードを使
って自分の力でまとめたりできるように指導してきた。

理科の用語を正しくつかえることや、本時のキーワードが児童に定着するにつれて、結果発表や
考察交流の際には、キーワードを使い、自信をもって表現
できるようになってきた。
（資料３ 単元構想図参照）

また、学習の各過程で使うとよい言葉（資料７参照）
を教えた。たとえば、＜考察の過程＞では、下の吹き出し
に示した言葉である。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

学習プリントやノートなどに自分の考えをまとめることは好き

学級の友達に自分の考えを伝えることは好きですか。

理科の実験結果からどうしてこうなるのかを考えることは好きですか

理科の実験方法を考えることは好きですか。

理科の実験で自分が予想した結果が出た時はうれしいですか

理科の観察・実験は自分から進んで取り組んでいますか。

非常に そうだ あまり 思わない
上段 12月

下段 11月



アルミニウムではないという自分の予想に対し、実験からこんな結
果が出てこれば自分の考えが立証できるとノートに考えを表す。教師
がその部分について見通しを問い返し、考えを引き出すことで、Ｂ子
は自信をもち、実験に取り組むことができた。

自分なりの見通しをもち実験をすることができたので、見付けた根拠を
もとに推論するときにも、自分の考えに自信をもって書くことができ
た。 

②ノート指導・ペア交流・班交流により表現する力を育てる
多くの児童は、アルミニウムは残っていると予想する中、Ｂ子はただ一人、「アルミニウムは他

のものになったのではないか。」という予想をたてた。そして、今までの既習実験から、自分の予
想を検証できる実験方法と、その結果予想を考え、ノートに記録した。

＜Ｂ子の「見通し」（予想・その根拠・実験方法・予想される結果）＞

見付けた根拠と結び付けて考え自分の考えをしっかりもつこ
とで、ペア交流や班交流でも積極的に説明したり、友達の違う意
見や考えを自分の考えと比べながら聴いたりできるようになり、
より確かで科学的な考えをもつことができた。

学年の始めにおいては、児童が考察などをノートに書いた後、机間指導によって教師は児童の書
いた重要な言葉を見つけ、下線を引くなどして評価してきた。このことで児童は自分のノート作り
に自信をもつようになってきた。そこで、次の段階として班内でペア交流を導入した。児童は教師
による助言の経験を生かして、相手と同じ考えであれば、赤ペンでアンダーラインを入れたり、新
しい考え・納得できる意見があった場合は赤ペンでその意見を記入したりできるようになっていっ
た。さらに、ペア交流によって自分の考えがまとまった児童が、他のペアと交流し始める姿が生ま
れ、やがて班交流の形になってきた。現在は、班内のまだ考えが十分にまとまらない児童の考えも
十分に引き出せるよう、班内の学習長が話し合いを始める合図を出すようになっており、授業を重 
ねるにつれ、うまく機能するようになってきている。

③イメージ図・モデル図を活用して思考力を育てる
「溶けて」見えなくなるものがどうなっ

ているのかを考えていく上で、児童がイメ
ージすることが大切であると考えた。授業
の折々で、イメージ図・モデルを使って、
「溶けて見えなくなるけれど、物質はどん
な形かわからないがちゃんと存在してお
り、定量的にも減っていないこと」という
考えをつかませてきた。
また、水溶液に溶けた金属が白い粉とな

り出てきた事実から、モデルで表すとどうなるかを本時の最後で考えた。
児童の中には、塩酸に溶けたアルミニウム■は塩酸の成分○とくっついて、

■○のような物質になったのかもしれないと表すものが現れた。
■＋○→■○
ただ、児童個々の考えをここでは取り上げることができなかった。児童の

中には、他のモデルを考えたＣ男がいた。児童は、それぞれ今までの既習の事実や得られる情報を使い、
多様な考え方をしようとしていることをつかむことができた。

＜Ｃ男のモデル図＞

塩酸
アルミ アルミ

金属のしっかりしたアルミは、塩酸の中でボロボロになり、たく
さん穴が開いた状態かなと思う。だから、熱せられるとすぐにくず
れて形が残らなくなると思う。（ノートの振り返りから）


