理科問題解決学習での個人実験における協働的な学び
－小学校理科第３学年単元「風とゴムのはたらき」の授業実践より－
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学習指導の改善を行うことで資質・能力を育む主体

１ はじめに
平成 28 年に中央教育審議会により次期学習指導要

的・対話的な問題解決学習を推進するため，三点の視

領について方針が出され，今までとは違う視点である

点を決め出した。

「どのように学ぶか」が着目され，その学び方である

３ 研究の内容

1)

「主体的･対話的で深い学び」に注目が集まった 。さ

子ども達が理科の見方・考え方を働かせ，資質・能

らに，
平成 29 年 3 月に新しい小学校学習指導要領が告

力を育んでいくために，以下のような視点を決め研究

示された。これにより，教育現場において盛んな議論

を進めてきた。

が沸き起こっている。特に今回の学習指導要領では，

体験的な活動の中で生じる疑問を解決する場の設定

育成を目指す資質・能力を「知識・技能」の習得，
「思

・資質・能力を育むための主体的な問題解決となるよ

考力・判断力・表現力等」の育成，
「学びに向かう力・

うに，直接体験を重視するとともに，子どもが，自

人間性等」の涵養の三つの柱に沿って整理し，より具

らの考えとの矛盾や個々のとらえの違いから生まれ

2)

た疑問を基軸に据えて，探究する場を位置づける。

体的なものとして示すことが求められている 。しか
し，学校現場においては，
「主体的･対話的で深い学び」

従来の課題を解決する開発教材を活用する場の設定

を具現する子どもの具体的な姿が，まだイメージしに

・従来の学習場面における課題を解決するような教材

くい現実がある。

を開発し，効果的に活用する場を位置づける。

２ 主題設定の理由

協働的な学びの場の設定

本校の子ども達との理科学習を振り返ってみると，

・対話的な学びとして，子ども達が友と互いの考えや

子ども達は，自然に関わる体験活動を好み，近隣の自

活動を共有する協働的な学びの場を位置づける。そ

然と関わりながら理科授業に生き生きと取り組んでい

の際，子ども同士が互いに見合い，協力して活動し

る。
「先生，今日どんな実験するの。
」と嬉しそうな表

教え合い聞き合うための関わり合いを可視化と称

情を見せる子どもが大勢いる。しかし，新しい学習指

される支援を行う(表 1)。

導要領の目指す子どもの姿から考えられる本校の子ど

表 1 可視化の目的，内容，方法

もの課題を挙げると，教師によって与えられた観察，
実験にはまじめに取り組むが，自然事象に直面したと
き，自らの考えを表現できなかったり，自らの疑問を
基にした非定型の問題を見出し解決したりすることが
苦手である。問題を解決する際においても，互いに教
え聞き合うことはなく，課題を自己解決する子とそう
でない子に分かれる傾向がある。また，数値で示され
た実験結果を分析して解釈することに課題があるため，
知識のみを知ることにとどまってしまう。そして，全
国学力調査の意識アンケートで示されるように，理科

このような協働的な学びは，複数の子どもによって

の有用性には消極的な傾向があり，理科で学んだ知識

構成されるグループによる活動の中でのみ行われると

を実生活とつなげて考えようとしにくい姿がある。

誤解されがちである。しかしながら，協働的な学びは，
グループによる活動に限定されるものではない。
1 人1

上記のような課題を解決するために，本研究では，
1

台の実験器具を使い，それぞれの実験結果を出す個人

とタイヤに風を当てて車を動かしたり走らせたり (図

実験においても子ども達が明確な学習の目的をもって

1)，ゴムの元に戻る力を使って車を動かし，
「すごい，

いれば，友との関わり合いの中で，互いに見合い，協

パワー。
」と歓声をあげて驚き，車を動かしていた。

力し合い，教え合い，聞き合いながら，問題解決や探

②風の力による車の走る距離に着目し，風の力が強く
なるほど車の走る距離を比べていく場面

究活動は行えると考える。
これらの視点を授業実践に活かしつつ，第 3 学年単

そんな中，子ども達は「できるだけ車を遠くまで（長

元「風とゴムのはたらき」での学習から，1 人 1 台の

い距離）
，走らせてみたい。
」という気持ちを持つよう

実験器具を使う個人実験における問題解決学習の中で

になった。
「強い風なら長く走るよ。
」
「強い風なら，速

の協働的に学ぶ授業場面を子どもの学びの姿から考察

く走って長い距離走るよ。
」と口々に言い合うが，子ど

していくこととする。ここでは，生活科での経験を生

も達の起こす風は，強さがそれぞれに違う。そこで，

かしつつ，図工と関連させ，1 人 1 台の風やゴムで動

教師は「扇風機や送風機なら，だいたい同じ強さの風

く車を作る。そして，風やゴムの力で子ども達は，車

を送れて，強，中，弱と風の強さを選べるよ。
」と伝え

を動かして活動を楽しむ中，
「風の力やゴムの力が大き

た。すると，子ども達は，
「強い風と弱い風を当ててみ

いと車の進む距離は長くなるのだろうか。
」
という疑問

たい。
」
「風の力をかえて，車の走る距離を調べてみよ

を抱く。このような疑問を抱いた子ども達が，
「車の走

うよ。
」と言いだした。そこで，教師は「風の強さによ

る距離」という見方と，
「風，ゴムの力の強さと車の走

って，車の走る距離はどうなるのだろうか。
」という疑

る距離を比較する」という考え方で調べることを通し

問を基に問題を設定し，調べてみることにした。

て，ゴムには物を動かす働きがあり，風，ゴムの力

③従来からの課題を解決する開発教材を活用する場面

が強くなるほど，車の動く距離が長くなることを 1
つのグラフにすることにより，自らの考えをつくり
かえていく授業実践場面である。
４ 研究の経過（授業実践場面）
①自然事象との出合いの場面
単元「風とゴムの
はたらき」の学習に
入るに当たって，子
どもたちに 1 人 1 台
の何も付けていない
車を用意した。子ど
も達に配ると大喜び
しながらしばらくの
図 1 自ら起こした風で車を動かす様子
間，手を使いながら
車を動かしていた。手を使いながら車を動かしていた
子ども達に教師は，
「手を使わないで車を走らせるには，
どうしたらよいのかな。
」と問いかけた。すると，子ど
も達は，
「風で走らせることができるよ。
」
「ゴムで引っ
張れば走らせられるよ。
」
と手で押さないで車を走らせ
る方法を考えた。
これまでに，子ども達には，紙や葉などが風で飛ば
されて動いている様子を見たり，ゴム鉄砲などでゴム
を飛ばしたりした経験がある。
そのため，
「ふ～。
ふ～。
」

子ども達は，
車の走った距離を測りたいのであるが，
風の力を受けた車が曲がってしまい軌跡を描くため，
正確な距離が測定できない。そこで，これらの課題を
解決するため，プラスチックの板を使用し，車の中心
部に車輪をつけられるほどの隙間を空け，4 つのタイ
ヤの他にカーテンレールを走るほど 5 つ目の車輪をつ
けた車を制作した。そして，車の進行方向にカーテン
レールを置いて，5 つ目の車輪がカーテンテールを通
って走ることができるようにした(図 2)。

5 つ目の車輪
目印

図２ 従来からの課題を解決する開発教材

これによって，子ども達は，車が曲がることなく直
進するため，正確な車の走る距離が測定できる実験が
できた(図 3)。

2

メートルも走るなんて。風の強さは，どのくらいだっ
たの。
」と大きな声で，聞き返した。
「強だよ。風が強
いと，すごいたくさん進んだよ。
」と答えた。すると，
教師は大きな声で「風の力が強の時は，たくさん進ん
だんだね。
」
と子どもの実験結果を周囲に提示し可視化
した。このような教師の声がけを聞いて，実験結果の
分析や解釈を周囲の子ども達は考え始めた。実験を終
えて，子ども達が予想したように「やっぱり風が強い

図３ 風の強さの違いによる車の動く距離を測定する様子

方が，車の動く距離は長くなるし，弱い方が車の動く

子ども達は，
「まっすぐ走れなかったけど，5 つめの
カーテンレールの隙間を通るから，車がまっすぐ走る

距離は短いんだね。
」
と自らの予想を確認できた。
また，

んだ。
」
「これで正確な動いた距離がはかれるよ。
」
「ど

グラフにすると，風が弱い時の距離と強い時の距離の

んな風でもまっすぐだから，車の走った距離が測りや

違いがはっきりすることが分かり，算数での復習にも

すい。
」と言い合い，意欲的に測定することができた。

なった。さらに，
「風が強いと車の動く速さも速くなる

また，授業後に書いた A 児の日記には，レールにより

ね。弱いと遅くなるね。
」と風の力の強さの違いによる

直進できることや風の力のすごさについての記述が見

車の動く速さにも気がついていった。

られた(図 4)。

⑤クラス全員で実験結果をグラフにする場面
子ども達は，ゴムで動く車も風の時と同様に，
「風の
時のように，ゴムの力が強くなるほど，車の走る距離
は長くなるのかな。
」という疑問を持った。さらに，実
験結果をグラフに表わすと距離の違いが分かりやすい
ことも分かっている。すると，子ども達から「みんな
実験するんだから，全員の結果を 1 つのグラフにして

図４ 授業後に書いた A 児の日記の記述

みようよ。
「みんな同じような実験結果になるのかな，
」

④風の強さの違いによる車の走る距離についての実験

調べてみたい。
」と提案があった。そこで，教師は，
「風

結果をグループでグラフにする場面

の時のように，ゴムの力が強くなるほど，車の走る距

本単元の学習に合わせ，算数科の単元「表とグラフ」

離は長くなるのだろうか。
」という疑問を基に，問題を

を平行して進めてきている。そのため，子どもは，算

設定し，ゴムののばし方をかえた時の車の距離を測っ

数でグラフや表を学び，表で数値を明確に示し，グラ

てクラス全員で 1 つのグラフにまとめ，ゴムの力が強

フは数値の大小関係が比べやすく分かりやすいことを

くなるほど車の走る距離が長くなることをたしかめる

知っている。そこで，教師は，グラフに表わすことに

ことにした(図 5)。

よって，風の強さによっての車の走る距離の違いが，
分かりやすく示せることを提案した。
「先生，グラフに
してみようよ。
」
「自分の車で，測ってみよう。
」と教師
に提案した。このような子ども達からの意見を受け教
師は，風の強さによって車の走る距離の違いを，グラ
フをつくって確かめるように授業を進めた。
子ども達は，
「風の強さを強くすると，長い距離を走
るよ。
「風の強さが弱いと，
」
短い距離しか走らないよ。
」

図５ ゴムの強さの違いによる車の動く距離を測定する様子

と予想しつつ，実際に，風の力が「強」の時の車の動

しかし，ゴムによって動く車も従来の教具では，発

く距離と「弱」の時の車の動く距離を測定し，グルー

車後に曲がってしまい正確な距離が測定できない。そ

プで協力しながら，グラフをつくることができた。

こで，ゴムにおける実験でも開発教具を使用した。ゴ

このような場面では，教師は，
「へ～，すごいね。8

ムの場合でも車が直進するため，正確な車の動く距離
3

問を解決していくことは，子ども自身が考えた問題を

を測定することができた。
このような場面で，教師は，
「ちゃんと，協力して実

解決していく問題解決学習となった。このような活動

験しているね。お互いに協力すると自分の実験がやり

は，授業以外の場面での A 児の日記からも新たな疑問

やすいよね。
」
「分からないことを聞けるって，大事な

を解決することについての記述にもつながった。これ

ことだね。
」
と周囲に賞賛，
共感し可視化した。
すると，

は，子どもの学びに向かう意欲が授業以外にも広がっ

子ども達の中で，自然に教え合い，聞き合う姿が見ら

ていったことが推察される。このことから体験的な活

れた。これは，車の距離を測る場面に加え，グラフを

動は，理科で学んだ知識を身近な生活での事象とつな

つくる場面において，メモリがしっかりと読めない子

げて考えたり，疑問を解決しようとしたりする子ども

どもに「違うよ。目盛りはここだよ，8 メートル 30 セ

の姿を生むことが示唆された。

ンチはここだよ。
」と自然に声をかける姿であった。

従来の課題を解決する開発教材を活用する場の設定

子ども達は，教え合い，聞き合いながらクラス全員

正確な測定ができずに実験結果に誤差があると，実

で 1 つのグラフをつくった。実験結果をグラフにする

験結果から分析して解釈し，グラフから風やゴムの力

とゴムの伸ばした長さによって，それぞれの車の動く

と車の動く距離の規則性を感じることができない。し

距離を分かりやすくとらえることができた(図 6)。

かし，本実践のような開発教具があると，風やゴムで
動く車が直進するため，車の動く距離が正確に測れる
上，風やゴムの力の違いによる車の動く距離を視覚的
にも認識してB 児のようにゴムの力の規則性に気づく
ことができる。これは，開発教材による従来の課題を
解決することは，子どもの学びを向上させたことが推
察される。このことから，教材の開発は，子どもの学
びをより促進させることにつながることが示唆された。
しかし，課題として開発教具は，準備に時間がかか
るとともに体育館などの広い場所を必要とする。より

図６ クラス全員でつくったグラフ

一言も口を利かず 1 人で測定していた B 児が，遠く

コンパクトに実験できる教材の開発が必要である。
協働的な学びの場の設定

いる子どもと教師との会話を聞いて「本当にゴムを伸
ばせば伸ばすほど，車はたくさん走るのかな。
」とつぶ

B 児の学習カードの記述から，車の動く距離を測定

やいた。そして，クラス全員でつくったグラフを見て

し，友達の結果と自分の結果を見比べながら考えをつ

「本当だ。
」と驚いた。B 児は，直接会話はしていない

くりかえていったことが推察できる。このことから，1

が，周囲の会話をよく聞いていた。さらに，B 児の学

人 1 台の実験器具を使い，それぞれの実験結果を出す

習カードには，ゴムの力と車の動く距離についての考

個人実験においても子ども達が明確な目的（クラス全

えの変容や規則性が記述されていた(図 7)。

員で測定した結果をグラフにする）をもっていれば，
友との関わり合いの中で，互いに見合い，聞き合う協
働的な学びは行えることが示唆された。また，教師が
子どもの活動の様子を意図的に大きな声で可視化して
広めたことは，互いの様子を見合うことにつながり，
新たな視点に気づくことができるものであると考えら
れる。このことから，協働的な学びの場において，教
師による可視化は有効な支援であることが示唆された。

図７ B 児の学習カードの記述
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