
米沢小学校４年担任の藤森先生は、子どもが自ら運動の課題を見付け、解決する活動を通
して、運動の楽しさや喜びをさらに味わえることを願い、マット運動の授業を行いました。

藤森先生は、「後転の着地で正 座してしまい立ち上がれないのはなぜ」と問いをもった
Ａさんに、お手本動画と自身の動きの映像を、学んできた技や動きのポイントで比較しなが
ら視聴するように促し、自ら課題に気付けるようにしました。Ａさんは、もっと回転の勢い
をつけることとマットを手でしっかり押すという課題を見付けました。

そこで藤森先生は、Ａさんの課題を解決していく
場をつくりました。段差を利用して回転力を止めず
にマットを手で押して、足の裏で立ち上がる練習を
することができます。練習を進める中で、友と動き
を撮影し合い、お手本動画や自身の動きを比較しな
がら、友と技の出来映えを伝え合ったり、修正でき
ているかを確認し合ったりできるようにしました。

課題解決の場面で子どもたちは、学んできた技や動きのポイント
を手がかりにして、友と考えを伝え合っていきました。子どもの課
題意識を捉えて、気付きを促す支援を教師が行うことによって、子
どもは自らの知識をつなげ、解決に向かって取り組んでいきます。
友との話を終え、一目散に溝マットへ走っていくＡさんの姿から、

できるようになってきた自分を自覚し、運動の楽しさや喜びを味わ
っていく様子がうかがえました。

子どもが自ら課題を見付け、解決していく体育の授業
～米沢小学校 ４年生の実践から～

足うらで着地できない
正座になってしまう
⇒段差マット

Ａさん「どうなっている？マット押せている？」
Ｂさん「勢いも出てきたと思うよ。マット押せる

ようになってきているからじゃない」
Ａさん「前よりはしっかり押しているかな。正座

にならなくて立てるようになってきた」
Ａさん「前より回れるようになった」

「もう少しお手本の映像のように真っすぐ
きれいに回れるようになりたいな」

先生 「正座にならなくなってきたね」
Ａさん「なんとなく回る感覚、手で押す感覚がつかめ

てきた」
「もう少し真っすぐ回りたい」

先生 「映像では、首はうまく抜けているかな」
Ａさん「うまくできてないかな」
先生 「どんな練習がよさそう」
Ｂさん「溝マットは真っすぐ回るためだったよ。練習

してみればいいんじゃない」

授業から学ぶ シリーズ③

～ 体育 ～



阿智第二小学校の松本先生は「身近な自然について理科の見方・考え
方を働かせながら実験・観察を行う」ことを願って授業を進めています。
このような願いをもった松本先生のこれまでの取組を振り返ると・・・。

小学４年
「金属、水、

空気と温度」

子どもが事物・現象を捉え、問題を解決していくために
~理科の見方・考え方を働かせて~

松本先生が
課題を感じた
子どもの姿

温めたら、膜が
ふくらんだ！

学習問題「空気は温めると体積が増え、冷やすと体積が減るのだろうか」を
解決するために、フラスコの口に洗剤の膜をつけ、フラスコを温めたり冷やし
たりしたときに膜がどのように動くかを手がかりにして調べることにしました。

子どもたちの姿に課題を感じながらも、
授業の中でうまく子供に問い返すことが
できなかった松本先生は、学習指導要領に
も示されている「理科の見方・考え方」に
着目して、どのように発問をすればよいか
を考えました。

「粒子」の領域だから、見た目に
分からないものを捉える実体的な
視点が大事なんだ。

冷やしたら膜
が下がってい
く。エレベー
ターみたい！

問い返す
松本先生

膜がどのように
動いたかはよく
書けているんだけど

ねらいは、そこじゃ
ないんだよな・・・

理科の見方・・・自然の事物・現象をどのような視点で捉えるか
「エネルギー」・・・量的・関係的な視点 「粒子」 ・・・質的・実体的な視点
「生命」 ・・・共通性・多様性の視点 「地球」 ・・・時間的・空間的な視点

（様々な場面 ・・・原因と結果、部分と全体、定性と定量）

理科の考え方・・・どのような考え方で思考していくか
第３学年～ ・・・比較する 第４学年～ ・・・関係付ける
第５学年～ ・・・条件を制御する 第６学年～ ・・・多面的に考える

「見方」は４つ
の領域ごとに特
徴的な視点とし
て、「考え方」
は学年ごとに重
視したい考え方
として整理され
ています。

学習問題「温められた水は上の方へ動いていくのだろうか」を解決するため
に、水とけずりぶしを入れたビーカーをガスバーナーで加熱し、けずりぶしが
どのように動くかを手がかりに調べることにしました。
松本先生は加熱する前、どこの何を見ればよいかを問い、子どもが加熱してい
る部分のけずりぶしの動きと水の動きを関係付けて考えていけるようにしまし
た。また、予想される子どもの姿から、問い返す発問を想定しておきました。

見方・
考え方を
働かせた

子どもの姿

あ、上がった！ けずりぶしが上が
るってことは、どう
いうことかな？

水が動いたって
ことだよ

温められた水は、
上に動いていく
んだよ！

※ 次項に小学校の問題解決の過程で働かせる「理科の見方・考え方」をまとめました。
先生方が授業を構想する際や理科室等でご活用ください。

温めた方しか動かないね！

松本先生

松本先生

第４学年だから、膜の動きと空気を
関係付けて考えることも大事なんだ。

温めたところ
のけずりぶし
が、どんどん
上がっていく
ね！

教師は、子どもが授業で働かせる見方・考え方を想定しておくことで、子どもたちの
発想を広く受け止めることができます。また、見方・考え方を働かせることで、理解や
思考が深まっていくことを子どもたちが実感できる場を設けていくことが大切です。

A児のワークシート

～ 理科 ～



理科の「見方」 ・・・ 領域ごとの特徴的な視点

「エネルギー」領域

量的・関係的
一方の量が変化すると、もう一方の量も変化するか？

電池が1個の時
より明るいの
は何が関係し
ているの？

主な単元
風とゴム、光と音、

磁石、電流、
振り子、てこ

「粒子」領域

質的・実体的
ものによって異なる性質があるのでは？
見えないけれど実体として存在している？

ふたをしたら
ろうそくが消
えた。空気が
変化した？

主な単元
物と重さ、金属、
水、空気と温度、
物の溶け方、燃焼、

水溶液

「生命」領域

共通性・多様性
生物には様々な形態や生態がある？
生物には共通した働きや成長の仕方がある？

形も大きさも
違うけれど、
共通している
ことは何？

主な単元
人の体、植物の発
芽、動物の誕生、

植物の養分と
水の通り道

「地球」領域

時間的・空間的
時間が経過すると地形や天体はどう変化する？
もっと広い範囲で考えてみるとどうなっている？

1時間前と位置
が違う？あと
1時間経つと
どうなる？

主な単元
太陽と地面、雨水
の行方、天気、流
れる水のはたらき、

月と太陽

様々な場面 「原因と結果」、「部分と全体」、「定性と定量」

理科の「考え方」・・・学年ごとに重視したい考え方

第３学年～

比較する
差異点や共通点を明らかにする

第４学年～

関係付ける
既習の内容や生活経験とを関係付けたり、変化と
それに関わる要因を関係付けたりする

第６学年～

多面的に考える
解決したい問題について、互いの予想や仮説を尊重しなが
ら追究したり、結果を基に予想や仮説、観察、実験などの方
法を振り返り、再検討したり、複数の観察、実験などから得た
結果を基に考察をしたりする

第５学年～

条件を制御する
制御すべき要因と制御しない要因を区別しながら
計画的に観察、実験などを行う

「考え方」を働かせて、問題解決の力を育成します。問題解決の力は、その学年で中心的に育成するものですが、実際の
指導では、他の学年で掲げている問題解決の力についても配慮していく必要があります。

予想や仮説
の設定

解決したい
問題の設定

結果の処理
考察・結論

の導出

検証計画の
立案

振り子の一往
復は何に関係
している？
変える条件を
一つにして調
べよう。

磁石につく
缶とつかな
い缶がある
のはどうし
て？。

水のしみこみ方には、
土の粒の大きさが関
係しているんじゃな
いかな？

この水溶液は酸性？

蒸発させるとどうなる？

※領域固有のものではなく他の領域の単元にも用いられる場合があります。

※「第５学年は条件を制御する」のように固定的に考える必要はありません。

問題解決
の力



「自分の思いを伝えることができる場所」を広げる
～第2回外国籍等児童生徒指導研修会 R3.10.7～

本年度の研修会は、オンラインでの開催となりました。研修会の前半は、飯田市
立旭ヶ丘中学校の大橋春美先生に実践発表をしていただき、後半は教材や進路
についてなど、テーマ別の情報交換会を行いました。

・日本語コーディネーターの活用 ・通訳の活用 ・地域の日本語教室への
参加 ・地域の国際交流活動への参加 など

大橋先生の実践発表では、①児童生徒の受け入れ ②子どもが思いを伝えることができるよ
うになる実践 ③ICTの活用についてお話していただきました。

外国籍児童生徒が「自分の思いを伝えることができる場所」がある学校。そんな学校
のあり方を考え直す研修となりました。また、本研修では、学校関係者だけでなく、地域
支援者の皆様にも参加していただいています。様々な立場の先生に参加していただき、
学校と地域のつながり・ひろがりを大切に子どもへの支援を一緒に考えていきましょう。

学校として日本語教室に迎え入れる生徒の第一歩を大切に考え、受け入れ
の際には子どもの実態を把握し、先生方の顔写真を渡したり、ウェルカム
通信や必要物品の一覧を作成したりし、学校生活の不安を少しでもなくせ
るよう支援しています。文部科学省が作成した動画も活用していますよ。

大橋先生が紹介してく
ださった文科省のサイ
トはこちらから↓

はじめまして
今日から
ともだち
文部科学省

日本語教室で、子どもが自分の思いを伝える自己表現の場を作ることで、
既習表現の復習をしながら、日本語の読む力、話す力、さらには思考力を
高めたいと願っています。そのために「スモールトークタイム」を行って
います。毎回、短時間行い、どんな事にも肯定的に応答するようにしてい
ます。また、漢字などは個人の学習到達度に合わせて学習できるよう、ICT
も活用しています。

タブレットで漢字の個別学習

また、子どもたちの卒業後を見据えた支援のために、
日本語コーディネーターの活用・通訳の活用・地域の日本語教室への参加・
地域の国際交流活動への参加など、積極的に地域の支援体制とかかわりをも
ち、学校だけでなく地域全体で支えていくことができるようにしています。

大橋先生

ウェルカム通信

「スモールトークタイム」では、子どもの話に肯定的な応答を
することで、日本語で自己表現することに自信をもたせること
や、教師も丁寧な言葉で話すことで、自己表現の幅を広げる
ことを大切にされているそうです。
実際に日本語を用いて「自分の考えや思いを相手に伝え
る」ことで、語彙や表現を「自分の言葉」として習得していく
一助になっているのですね。

「人とのつながりで、子どもの自己肯定感が高まる。学校だけでなく地域ともつながり、将来の
自立に向けて子どもを育てていきたい。」その視点で、後半の情報交換会では、進路に向けた
支援等のテーマに沿って、参加していただいた地域支援者の皆様とも情報共有ができました。


