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要 約 

全国学力・学習状況調査（2018）の質問紙調査の結果を分析すると、観察や実験の経験に比

べて、計画を立てたり、結果を振り返ったりする経験が少ないことが分かった。また、結果の

曖昧さにこだわり過ぎるという子どもの実態がある。そこで本研究では、観察や実験の手順と

結果を子どもが「見通す」活動、及び、目的に合わせた「データの取り扱い方」を授業の重点

課題に置いた。授業実践における子どもの実態やアンケート結果より、本研究の取り組みは、

学習者の「納得」を導く方策の一つとして効果があったと考えられる。 

 

１ 主題設定の理由 

全国学力・学習状況調査（2018）の質問紙調査の

結果から、子どもたちは理科の学習において、実験

や観察に対する経験や意欲はあるが、問題解決の過

程を踏まえた学習の経験が少ない、あるいは苦手と

感じていることが明らかとなった。 

また、実際の授業において、実験・技能の差から

生じる結果の曖昧さにこだわりすぎて、考察や結論

に納得できないままでいる子どもの実態が見られた。 

以上のことから、再現性のあるデータを用いるこ

とで、納得する考察や結論を導き、さらに予想や仮

説、実験方法の妥当性を検討できるような授業展開

が必要であると考えた。 

 

２ 研究の仮説 

 

３ 研究の視点 

研究の仮説を具体化するために、以下の視点を設

定した。 

（１）実験の手順・結果の見通しのもたせ方の工夫 

（２）データの取り扱い方の工夫 

①データの取り方 

②データとの向き合い方 

③データの利用の仕方 

 

４ 研究の構想図 

 

５ 研究の実際 

本研究では以下の３単元で研究授業を行った。 

〇中学 1年「気体の発生と性質」 

〇小学 4年「電池のはたらき」 

〇小学 3年「太陽のうごきと地面のようすをしらべ

よう」  

（１）実験の手順・結果の見通しのもたせ方の工夫 

課題に対する予想が正しければ実験の結果はどう

なるのか、予想が間違っていたらどうなるのか、見

実験の手順・結果に見通しをもたせ、データの

取り扱い方を工夫することで、子どもたちが納

得する学習活動を行うことができるであろう。 



通しをもって学習できるような導入を行った。 

中学１年「水素」の学習では、予想していたイメ

ージと実験で起こる現象が一致した時に、子どもた

ちは学習内容に「納得」できると考えた。 

そこで、「水素がものを燃やす」、「水素が燃える」、

「水素が炎を消す」ならば、動画を一時停止した際

に、それぞれどのような現象が映っているはずなの

かを予想する時間を設けた。 

【子どもたちの予想】 

ろうそくの炎に水素入りの試験管を近づけたら．．

〇燃やす性質があるなら炎の大きさが大きくなる。

〇燃える性質があるなら炎が広がる（引火する）。 

〇消す性質があるなら、近づけた方向から徐々に炎

の姿がなくなっていく。 

それぞれの現象をイメージ図で確認し、実験をス

タートさせることができた。 

小学４年「電池のはたらき」の学習では、まず、

モーターを回してみたいという子どもたちの意欲を

高めるために、プロペラを飛ばして見せた。次に子

どもたちに飛ばすよう指示を出すと、プロペラが飛

ぶ子どもと飛ばない子どもに分かれた（図１）。この

ようにして、「プロペラが飛ばなかったのはなぜか。」

と本時のめあてを焦点化することができた。 

めあてが

子どもから

出されたこ

と、焦点化

されたこと

に加え、「予

想が正しけ

ればプロペ

ラが飛ぶ」

と、結果の見通しも明らかになった。 

（２）データの取り扱い方の工夫 

①データの取り方 

 結果を繰り返し再現する検証を行い、子どもたち

が結果に納得できるように、タブレット端末を活用

して記録するようにした。 

小学４年「電池のはたらき」の学習では、子ども

たちの予想は主に以下の４つに分かれた。 

【子どもたちの予想】 

○電気の力が弱いから 

○電池の向きが逆だから 

○プロペラの回る向きが違うから 

○プロペラの上下が逆だから 

この予想を検

証していくため

にタブレット端

末を使ってプロ

ペラの動きを記

録させた。子ども

たちは、最初は横

から撮っていた

が、プロペラの動く向きが分かりやすくなるように

次第に上から撮るようになっていった（図２）。          

小学３年「太陽のうごき」の学習では、子どもた

ちが目的に合わせたデータを取る初めての機会であ

った。そこで、データの取り方について事前に説明

した。さらに、説明に使用したデータを子ども用タ

ブレット端末に送り、観察中、いつでも確認できる

ようにした（図３）。 

 

画像の撮り方も、観察用紙の底辺を画面の下端に 

合わせて撮影するなど、同じ条件で撮影できるよう

説明し、後で子どもが画像を比較しやすいようにし

た。子どもたちは、条件に合うように撮れているか

グループで確認しながらデータを取ることができた。 

②データとの向き合い方 

 実験の結果から違う考えをもった友達に対して、

納得させるために、動画データを再生・巻き戻しす

図２ 上から撮る様子 

図１ 子どもがプロペラを飛ばす様子 

 

図３ 画像の撮り方の説明データ 



る活動を取り入れた。２人組やグループでの活動と

することで、データを通して交流が生まれた。 

中学１年「水素」の学習では、撮影した動画をゆ

っくりと再生しながら、事前に予想していた炎の姿

を探すことに、子どもたちは夢中になっていた。 

 「水素はものを燃やす」のか、「水素が燃える」の

か、「水素が炎を消す」のか、動画の中からそれが納

得できる瞬間の映像を探していた。（図４） 

 同じ現象を見ているはずだが、予想したイメージ

とまったく同じ現象が映っているわけではないため、

そこで班内での意見交流も生まれた。 

小学４年「電池のはたらき」の学習では、子ども

たちは自分で撮った動画を何度もスローで確認した

り、他の子どもの記録と比較したりして、乾電池の

向きとプロペラの回る向きの関係に気付いていった。

また、２人組で実験したことで、撮影の仕方を相談

したり互いの映像を見比べたりと自然と交流も生ま

れた。 

小学３年「太

陽のうごき」で

は、観察結果を

グループごと

にまとめさせ

る場面におい

て、観察結果を

書き込んだ観察用紙とともにタブレット端末で撮影

した画像を利用した。（図５） 

子どもたちは、実験の際に撮影した画像を指でス

ワイプしながら連続して見ることで、観察用紙の記

録をどの順で書き込み、影がどのように動いたかを

確かめていた。 

また、太陽や影の動きについてなかなか納得でき

ない子どもに対して、画像を一枚ずつ見せながらど

のように動いたかを説明する姿があった。 

③データの利用の仕方 

 撮影した動画を全体で共有したり、相反するデー

タを比較したりすることで、子どもたちが結果に「納

得」できるようにした。その際、動きを遅くして、

より比較しやすいように、動画再生アプリのスロー

再生機能を利用した。 

ア データの共有 

 中学１年「水素」の学習では、発表する班が撮影

した動画を、全員のタブレット端末に映しながら（共

有しながら）、水素の性質についての分析を報告する

ことができた。 

 撮影がうまくできなかった班も、他の班が撮影し

た炎が広がる瞬間を見ることができ、「水素が燃える」

ことを確認できた。 

イ データの比較 

 中学１年では、「ものを燃やす」気体として、「酸

素」について既習している。理解の定着を図るため

に、「酸素」の入った試験管を炎に近づける動画と、

「水素」の入った試験管を炎に近づける動画を横に

並べて確認した。「酸素」の場合は炎の大きさが大き

くなり、「水素」の場合は引火して炎が広がる瞬間を

スロー再生で確認できた。その様子の違いから、水

素は「ものを燃やす」性質があるわけではないと納

得できた。 

小学４年「電

池のはたらき」

で飛ぶ時と飛

ばない時のプ

ロペラの回る

向きを、乾電池

の向きと関連

付けて見るこ

とができるように、２つの動画を並べ、スロー再生

して見せた。（図６）子どもたちから「逆だ」「飛ん

だ」などのつぶやきが多く聞かれ、乾電池の向きが

図４ 納得させる瞬間の映像を探す活動 

図６ ２つの動画を並べて提示 

図５ 観察用紙と画像の併用 



変わるとプロペラの回る向きが変わることに納得し

ていた。 

 

６ 研究の成果と課題 

（１）成果 

○全国学力・学習状況調査と同じ質問に対して次の

ように意識の変容が見られた。（対象：授業を行った

小３、小４、中１の 86人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○観察、実験に対し、どんな現象が起こるか見通し 

をもたせ、その見通しと結果が一致するかどうかで、

納得する結論に近づくことができた。また、子ども

たちは、見通しをもつことで目的意識をもって実験

しようとする意欲にもつながった。 

〇結果に対する見通しをもたせたことで、結果が分

かりやすくなるように撮影の向きや速さなどを工夫

する姿が見られた。また、実験の途中で工夫した取

り方を全体に紹介したことで、データの取り方に対

する意識を高めることができた。 

○タブレット端末を用いることで、スロー再現やス

ライドショー再現が可能となり、視覚的効果が高ま

った。子どもたちは、動画や画像を何度も再生や巻

き戻しをして、予想に近い現象を探したり、結果を

検証したりしていた。検証に再現性をもたせたこと

に価値があった。 

〇２人組、あるいはグループで活動したことにより、

データの取り方や結果に対する交流が生まれ、実験

の進め方や考え方が間違っていなかったかを振り返

り、納得できる結果を得るために何度も検証を行う

姿があった。 

〇「水素と酸素」、「水素と二酸化炭素」、モーターの

「右回りと左回り」などの動画を２つ横に並べて比

較し、さらに超スロー再生で提示することで結果に

納得し、理解定着につながった。 

（２）課題 

〇今回の研究では、タブレット端末でデータを取っ

たが、取りたいデータに応じて１人１台やグループ

に１台など、必要な台数を考慮する必要がある。ま

た、どのアプリを利用したほうがよりよいデータを

取ることができるか、教師側が事前に試行（把握）

しておくことが大切である。 

〇子どもたちがもっている知識だけでは、どのデー

タと向き合えば発表する際に周りを納得させられる

か判断ができない。必要な知識や情報を、教師が整

理する場を設定していくことも大事である。 

〇子どもたちが得たデータだけでは、納得に至らな

いこともある。子どもたちが納得できるデータを、

教師側もあらかじめ用意しておく必要がある。 

 

７ 引用文献・参考文献 

文部科学省『小学校・中学校学習指導要領解説理科

編』2017年 

 

52 

52 

43 

37 

１２月

４月

結果をもとにして、どういうことが言

えるのかを考えている

1 2 3 4

凡例 １あてはまる      ２ややあてはまる 

   ３あまりあてはまらない ４あてはまらない 

37 

35 

56 

49 

１２月

４月

予想をもとにして、実験や観察の方法

を考えている実験や観察の方法を考え

ている 1 2 3 4

47 

33 

41 

35 

１２月

４月

実験の進め方や考え方が間違っていな

かったかを振り返っている

1 2 3 4

凡例   １あてはまる      ２ややあてはまる 

３あまりあてはまらない ４あてはまらない 

 


