
(２)専門部会第二次研究協議会での交流内容 ３年部会 

①授業公開の様子 

３ 年 生： 単元「電気の通り道」 

授 業 者： 近藤 嘉宏 教諭（千歳市立千歳第二小学校） 

本時の目標：○自然事象への関心・意欲・態度～既習をもとに電気を通すものと通さないものについて予想 

    をたて、すすんで調べることができる。 

○観察・実験の技能～電気を通すもの・通さないものを確かめ、その結果を表に記録できる。 

本時の流れ 

○課題把握 

・電気を通すものを見つけよう。 

○実験・観察 

  ・電気を通すものと通さないものを予想し、ペアで話し合い後に交流。 

  ・グループごとに実験・観察し結果を確認。 

○まとめ 

・１０円玉やアルミニウムはくなどは電気を通すが、わりばしや毛糸 

 は電気を通さない。 

本時の様子 

学習の内容・活動 教師の働きかけ・留意点 

課題 電気を通すものを見つけよう 

○回路の確認。（回路の途中が切れたら明かりは消える） 

○調べるものを確認。１円玉・１０円玉・アルミニウムはく 

アラザン・クリップ（色つき・色なし）・銀色折り紙・はさみ 

プラスチック定規・割りばし・毛糸・どう線 

○予想をペアで話し合った後に全体交流し、実験・観察。 

○全体で発表・交流・まとめを行う。 

 

 

 

 

 

・どう線と電池を簡単につなぐこと

ができる自作の実験道具をグループ

ごとに準備。 

結果の交流 

・１円玉・１０円玉・アルミニウムはく・どう線・色なしクリップは全部

のグループがついた。 

・はさみ・アラザン・銀色折り紙は、ついたグループとつかないグループ

があった。 

まとめ 

 １０円玉やアルミニウムはくなどは電気を通すが、わりばしや毛糸は電

気を通さない。 

◇次は電気を通すものについて、よりくわしくまとめてみよう。 

・あいまいなものは、次時に再実験

を行い、電気を通すものについて、

よりくわしくまとめる。 

②授業分科会での協議内容 

○討議の柱１について  

・生活経験から考える事が難しい場面ではあったが、前時の学習から予想や根拠を持たせられる授業づくり

がされており、予想の場面では、子ども達がしっかりと自分の立場を示すことができていた。 

○討議の柱２について  

・自分の予想を再確認させるために、予想の全体交流の前にペアでお互いの立場を話し合わせたことで、自

分の予想や友達の予想も意識して実験・観察に取り組むことができた。 

・千歳が示した「予想の系統性」は、今後より多くの単元で意識的に授業作りを進めることで、より学年の

発達段階に合わせたものにしていくことができる。ダイナミックな素晴らしい提案であった。 

○討議の柱３について 

・電池ボックスを使わず、しっかりと容易に電池とどう線をつなぐ自作の実験装置が非常に素晴らしかった。 

・食べ物（アラザン）が、電気を通すという驚きは心に残り今後のまとめの定着につながる。 

食べ物（アラザン）が電気を通すと

予想した児童は１名のみ。 

なぜ、ついたグループとつか

ないグループがあったのか

と、次時につながる思考をす

る児童が多く見られた。 

ICTを活用し、前時を復習し課題につなげる。 



③市町村の実践・検討 

○討議の柱１について 

【当別】根拠を持って予想させる授業作りに苦労したが、子ども達は前時の学習をもとに、回路を考えるこ

とができた。３年生段階では、前時の学習内容を根拠に予想ができれば十分であると考える。 

○討議の柱２について 

  【江別】スチール缶は「つく」と予想したが、つかない理由を思考し、「削ってみよう」という考えから、 

「つく」をいう結果にたどりつくことができた。思考の流れがとても良かった。 

  【石狩】予想が見て分かるように、図に示すワークシートを活用した。乾電池のどこにどう線をつなげるの 

かがはっきりして、実験・観察に取り組む手立てとして有効であった。 

○討議の柱３について 

 【恵庭】明かりがつかない回路の問題は、児童に思考させ言語活動を充実させる上で大変効果的であった。 

④共同研究者から 

・「思考がつながる授業づくり」という研究の重点に対して、先行経験がない中で、子ども達にどのように

根拠を持たせるのかが課題であった。単元の導入段階では根拠が持てなくても、次時には根拠を持たせら

れるような思考のつながりを意識した授業作りが多く、生活経験が少ない子ども達に対して、思考をつな

げていく今後の授業づくりのヒントが数多く見られた。 

・授業作りを考える際、新しい事を提案したいと誰もが思うが、理科（小）部会にはこれまでの素晴らしい

積み重ねがある。新しい提案にこだわらず、今まで積み重ねられてきた「よい実践」を再実践・修正する

ことで、「よりよい実践」をつくっていくことも大切である。それが、石狩の共同研究の良さではないだ

ろうか。                                 （文責  須藤 正裕） 

 

(３)専門部会第二次研究協議会での交流内容 4年部会 

①授業公開の様子 

４ 年 生： 単元「もののあたたまり方」 

授 業 者： 春木 賢司 教諭（千歳市立高台小学校） 

本時の目標：○科学的な思考～生活経験や金属の温まり方をもとにうずらの卵の変化を予想し、結果から 

水の温まり方を、推論することができる。 

        ○観察・実験の技能・表現～実験用ガスコンロを正しく使って、水の温まり方を調べ、結果 

         を記録することができる。 

本時の流れ 

○課題把握 

・水はどのようにあたたまるのだろう。 

○導入実験の予想 

・試験管の上と下に生卵を入れ、中央を熱するとどうなるか。 

○実験・観察 

・上はゆで卵になり、下は生卵に近い。 

○結果と気付いたことの発表 

・水は、金属とはちがい、上から温まりそうだ。 

○実験の予想 

①導入実験をもとに、水の温まり方をイメージ図に表す。②サーモテープの色の変化の仕方を予想する。 

本時の様子 

学習の内容・活動 教師のはたらきかけ・留意点 

・前時想起 

課題水はどのようにあたたまるだろうか 

○導入実験の確認 

・試験管の中央を熱すると上の卵と下の卵はどう変化するだろうか。 

・金属の温まり方の想起 

・本時から水について学習すること

の確認 

熱する前の状態を割って確認 



○予想 

・ワークシートに予想と理由を記入する。 

○実験・観察 

・実験用ガスコンロで試験管を熱する。 

・上下の卵をそれぞれシャーレの上で割り結果を確認。 

○結果と気付いたことの発表 

・結果をワークシートに記入し、気付いたことを発表する。 

○実験の予想 

①水が温まり方を矢印で表す 

②サーモテープの色の変化の順番を数字で表す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②授業分科会での協議内容 

 ○討議の柱１「予想やその根拠の持たせ方は適切であったか」について 

 ・ワークシートの「矢印で」や「順番を」という言葉が予想の立て方を明確にしていた。 

 ・水が温まるからゆで卵になることを強調すると、卵の変化と水の温度変化がより明確になったのではないか。 

 ・発表や挙手等で、一人ひとりの予想を明確にできていた。 

 ○討議の柱２「予想を意識して実験・観察させるための手立ては適切であったか」について 

 ・金属との違いを明確にするという導入実験の目的は達成できていた。 

 ・実験結果確認後も金属の温まり方にとらわれている児童がいたが、サーモテープを用いた実験で理解を深 

めることができる。 

 ○討議の柱３「子どもの自発的な行動や考えを活かす教材教具の工夫がなされていたか」について 

 ・実験手順書で流れと注意事項を確認したり、書画カメラの活用が児童の発表場面で効果的であった。 

 ・うずらホルダーはアクリル素材を活用した。（針金であると別の条件がからんでしまうため。） 

 ・うずらは試験管のサイズとホルダーに取り付けることを考慮し、市販のものよりも小さめのものを取り寄せ 

て使用している。    

③市町村の実践・検討 

 ○討議の柱１について 

  【恵庭】熱が伝わる速さを矢印で記入し、考えを明確化した。 

  【北広島】黒板を用いた予想と根拠の説明場面を設定した。 

  【江別】予想と結果が並列で記入できるようにワークシートを工夫した。 

  【石狩】金属棒の演示実験を行ってから金属板の予想場面に入った。図を用いた説明場面を設定した。 

 ○討議の柱２について 

  【恵庭】金属を折り曲げて実験を行った。事後に結果をドットグラフ化し明確化した。 

  【北広島】水の温まり方を確認し、「どうしてか」を問うことで思考のつながりが持てた。 

  【江別】お灸を用いたことで、熱源と煙の二つ要素を一つの道具で達成でき、短時間で実験観察できた。 

  【石狩】演示実験と本実験を結びつけて発表することができていた。 

 ○討議の柱３について 

  【恵庭】銅板を 2センチ幅に切ったものを使用。子どもが加工しやすかった。 

  【北広島】温度変化と対流が確認できるよう、サーモインクとみそを並べ、二つ同時に実験・観察を行った。 

  【江別】デジタル温度計を用いたことで、温度の違いがはっきりと確認できた。 

  【石狩】ワークシートには実験器具名を明記。サーモテープを使用したことで、温まり方の順序が明確に確認できた。 

④共同研究者から 

  ・学習が繋がるようにワークシートが工夫されている。（公開授業） 

  ・赤ペンでのきめ細やかな評価が、言語活動の強化へとつながっている。（公開授業） 

  ・実験時間が短時間であることから、予想にじっくり時間がかけられる単元である。 

  ・生活経験が乏しい単元であることから、それをうめる実験を取り入れることで、根拠ある予想につなが 

っていく。 

                               （文責  廣瀨 雄太） 

実験手順書で流れと注意事項を確認 

 

発表や板書、挙手で全員の考えを確認 

 

書画カメラでワークシートを写し、

子どもの考えを、全体で確認 

グループごとの結果を板書で整理 

 



(４)専門部会第二次研究協議会での交流内容 ５年部会 

①授業公開の様子 

５ 年 生：単元「もののとけ方」 

授 業 者：小野寺 英輝 教諭（千歳市立千歳小学校） 

本時の目標：○科学的な思考～物が水にとける限度を、水の温度や量、物による違いと関係づけて考え、 

       表現することができる。 

○観察・実験の技能・表現～実験計画に基づいて条件を統一した実験を設定して調べ、 

その結果を記録することができる。 

本時の流れ 

○課題把握 

・水の温度が変わると、ミョウバンのとける量は変わるのだろうか。 

○実験・観察 

   ・湯せんしてビーカーの水の温度を測りながらミョウバンをとかしていく。 

   ・温度が下がってきたら湯せんのお湯を入れ替える。 

   ・各班の実験結果をパソコンでまとめ、グラフをスクリーンに映し出す。 

○まとめ 

・水の温度が上がると、ミョウバンのとける量が増える。 

・水の温度によるもののとけ方は、ものの種類によって違う。 

本時の様子 

学習の内容・活動 教師の働きかけ・留意点 

課題 水の温度が変わると、ミョウバンのとける量は変わるのだろうか。 

○実験の方法を確認する。 

○予想をし、その根拠もノートに書く。 

○グループごとに実験を行い、結果はノートに記録する。 

○全体で実験の結果からわかることを交流する。 

○全体で発表・交流・まとめを行う。 

 

 

 

 

 

 

・各グループの実験結果をパソコン

でまとめ、グラフをスクリーンに

映す。 

結果の交流 

・食塩よりもミョウバンの方がよくとけた。 

・食塩は温度が上がっても、とける量にあまり変化はなかったが、ミョウ

バンは温度が上がると、とける量が増えた。 

まとめ 

 ・水の温度が上がると、ミョウバンのとける量が増える。 

 ・水の温度によるもののとけ方は、ものの種類によってちがう。 

 

②授業分科会での協議内容 

○討議の柱１について  

・予想の持たせ方として、既習事項と生活経験を結び付けて予想を立てていた。本時は、ミョウバンという

ことで馴染みのないもの、生活経験とは結び付きにくい部分はあったが、前時までの学習・実験から結び

付けて予想と根拠を持たせていたことは適切であった。 

○討議の柱２について  

・前時までの実験結果が掲示されており、その結果から予想を立て、前時までの実験結果と比較したり、予

想を意識しながら実験に向かうことができていた。 

・予想を意識しながら実験を行うことで、予想が外れたら結果から現象について理解できた。子どもたちの

学習としては、インパクトがあった。 

○討議の柱３について 

生活体験や前時の学習をもとに予想する。 

 
湯せんの温度が下がってきたらお湯を入れ替

えて実験を行う。 



・デジタル温度計はすぐに温度が測れるため、実験を行う上でとても有効的であった。 

・結果をすぐにパソコンでグラフ化することはとても有効的であった。前時までの実験結果（グラフ）や 

まとめが掲示されていることで、予想が立てられたり、考えをもつ材料となっていた。 

・予想やまとめを整理するためのノート指導が徹底されていた。 

③市町村の実践・検討 

○討議の柱１について 

【恵庭】前時の実験をもとに予想の根拠を持てており、学習につながりが見られた。 

【江別】予想は、前時までの学習から根拠を持って立てることができた。個人予想をし、グループ、全体で

予想の交流をすることで、全員が予想や考えを持つことができ、予想と結果が一緒にならないこと

が子どもたちの知的好奇心をくすぐっていた。 

【北広島】実験をさせてから予想することで、目の前の現象を根拠に予想を立てることができた。ほとんど

の子が予想を立てることができたので、適切であったと言える。 

○討議の柱２について 

  【恵庭】予想を意識して実験に向かうことで、予想通りにならないことが実験に没頭させ、学習内容が頭に 

残った。 

  【江別】予想の交流を行う中で全員が予想や考えを持つことができ、集中して実験に取り組むことができ、 

実験中の発言が増えた。 

  【石狩】予想と比べてわかったことを書かせることで、予想を意識しながら実験に取り組めていた。 

○討議の柱３について 

 【江別】結果を折れ線グラフにまとめていった。グラフにまとめることで子どもたちが見てわかることが 

でき、効果的であった。 

 【石狩】実験を正確に行えるように、電子天秤を活用したことは、効果的であった。 

 【北広島】色の変化など、視覚でとらえられるよう、食塩、入浴剤、しそジュースを扱ったが、教材の工夫 

を行ったことは効果的であった。 

④共同研究者から 

・生活の中でも予想をしていて、学校の中での学習で予想するのも理科である。驚きがあり、揺さぶりがあ

り、考える要素がたくさんある教科で最も生活に密着している教科。工夫する部分がもっと必要である。 

・予想を持たせることで、探求すべき内容がはっきりし、結果と結びつくもの、科学の概念の変化を生むも

のとなる。 

・結果を導くために教材教具があるので、教材教具の工夫、精選が重要である。 

（文責  濵田 泰考） 

（５）専門部会二次研究協議会での交流内容 ６年部会 

 ①授業公開の様子  

６ 年 生：単元「水溶液」 

  授 業 者：渡邊 和宏 教諭（千歳市立向陽台小学校） 

  本時の目標：○科学的な思考・表現～自分なりの立場、根拠を表現し、予想することができる。 

        ○観察・技能～実験器具などを、安全面に配慮しながら正しく使い、結果を整理して記録 

することができる。 

  本時の流れ 

  ○課題把握 

   ・鉄は、塩酸にとけた後、どうなったのだろう。 

  ○予想 

   ・鉄は塩酸にとけた後どうなったのかについて、既習事項 

などをもとに予想し、ノートに書く。 

   ・グループで交流する。 

  ○実験 

   ・水溶液を熱し、とけたものをとり出す実験を行う。 

  ○まとめ 



   ・結果をノートにまとめ、全体でわかったことを交流する。 

 本時の様子 

学習の内容・活動 教師の働きかけ・留意点 

課題 鉄は、塩酸にとけた後、どうなったのだろう 

○予想 

 ・鉄は塩酸にとけた後どうなったのかについて、既習事項などをもとに 

予想し、ノートに書く。 

 ・グループで交流し、全体の場で発表する。 

○実験 

 ・水溶液を熱し、とけたものをとり出す実験を行う。 

○前時の疑問を、本時の課題につなげ

るようにはたらきかける。 

○挙手させたり、起立させたりして理

由を言っていくなど、様々な方法で

表現させる。 

結果の交流 

 ・鉄がとけた塩酸を蒸発させると、固体が出てきた。 

○まとめ 

 塩酸を蒸発させると、（鉄かどうか分からない）何かが出てくる 

 ・結果をノートにまとめ、全体でわかったこと交流する。 

 

②授業分科会での協議内容 

○討議の柱１について【言語活動】 

  ・予想に根拠をもたせることを大切にした。グループ内で交流することで根拠が弱い子も実験にのぞめる 

   のではないか。本時までに苦手な子も予想を立てる力がついてきた。 

・グループで話し合ったが、最終的には個人でまとめていった。グループの話し合いは考えを一つに絞らな 

くてよいというおさえだった。書けていない子が他の子を参考にさせることもねらいの一つだった。 

 ○討議の柱２について【思考のつながり】 

  ・単位時間でまとめることは難しい。結果でいい意見がたくさん出ていたが、時間が少ないので一つ一つを

広げていくのは難しい。 

  ・前時からのつながりを考えて、課題を設定した。まとめが明確にならないということに問題点を感じた。

本時の場合、単位時間ですっきりまとめとはならず、次の疑問を出すという形になった。 

○討議の柱３について【教材教具】 

  ・実験の経過が見やすいように、透明な耐熱ガラス容器を蓋に使った。隙間を開けたのは、水蒸気がこもっ 

て実験経過が見にくくなるのを防ぐためだった。 

 ・鉄についてはとけやすいのでスチールウールを使用した。鉄の方がアルミニウムよりも色がつき、何かが 

とけているという予想が立てやすいと考えた。 

  ・アルミニウムと鉄の２つを扱う事で、一般化しやすい。 

 ③市町村の実践・検討 

○討議の柱１について 

【江別】「とける」「水溶液」などの言葉について共通理解を図ることが大切だと感じた。 

  【江別・恵庭・石狩】自分の立場を明確にし、実験にのぞませることができた。 

 ○討議の柱２について 

 【恵庭・石狩】どんな予想をしたか、立場をはっきりさせることで、目的意識をもった実験につなげた。 

 【石狩】動画を見せるなど、既習事項を思い出させる工夫をした。 

○討議の柱３について 

 【江別】塩化アルミニウムを水に溶かす場面についていろいろな方法を検討した。火を使って蒸発させ 

るのと、自然に蒸発させるのでは、とけ方が違うことも確認できた。 

 【石狩】水溶液の名前を出し、どの水溶液がどの名前なのかを考えさせる単元構成にした。 

④共同研究者から 

  ・どの学校の実践も、予想をしっかりもたせ、立場を明確にした実験を行っていた。 

  ・今後も教材教具を工夫して、安全でわかりやすい実験を行っていく必要がある。 

                                      （文責 苗加 大輔） 

とけたものが何なのかは、まだわから

ないので、疑問が残る形でまとめる。 

演示実験をし、実物投影機で見せる。

手順が分かりやすく、安全面での注意

も与えられた。 


