
小学校理科研究部 

 

Ⅰ 研究主題 

  児童の思考を発揮させる指導法の研究 

      ― 形成的評価を活用して ― 

 

Ⅱ 主題設定の理由 

   本市児童の学力向上においては、全国学力・学習状況調査の結果、「自分の考えを書くこ

と」や「説明すること」が問題の一つとして提言されている。また、埼玉県小・中学校学

習状況調査の理科の結果からは、実験の結果はわかるがその理由や考察等を必要な言葉で

説明することができない、という課題が明らかになっている。例えば、昨年度実施調査で

は、「空気や水は、温めると体積がふえるが、そのふえ方には違いがあることをとらえ、説

明できるか。」ということを調べた記述式の問題の正答率が、全県で１０．５％、本市の場

合、わずかに５．２％であった。また、今年度実施調査では、「昆虫の体のつくりを理解し

ており、説明できるか。」ということを調べた記述式の問題の正答率が、全県では５４．８％、

本市の場合、５６．９％という結果であった。 

      つまり、習得した基礎的な知識・技能を活用して、考えたり、表現したりするといった、

「思考・表現」の学力を向上させることが課題となっていると考えられる。 

   また、こうした現状がある中で、国立教育政策研究所の山森光陽先生の指導の中に、「学

習課題を設定し、それにより、その課題を解決するために思考を発揮する児童の様子を評

価していくことが必要。」という話があった。 

   そこで、本研究部では、児童の思考を発揮させるためにどのような指導法と評価が有効

であるかを研究していくこととし、本主題を設定した。 

 

Ⅲ 研究の内容 

      本研究部では、児童の思考を発揮させる方策として以下の三三三三つの手立てつの手立てつの手立てつの手立てを考え、これら

の指導を行うことにより児童の思考・表現の力は向上するであろう、という仮説を立てた。 

 手立て１手立て１手立て１手立て１ 感動を持たせる感動を持たせる感動を持たせる感動を持たせる 

    白鷗大学赤堀侃司教授によれば、思考を高めるには、認知よりも感動を持たせることが

重要であるという。教材を研究するなどして感動を持たせる場面を設定する。 

  手立て２手立て２手立て２手立て２ 思考の仕方を意図的に指導する思考の仕方を意図的に指導する思考の仕方を意図的に指導する思考の仕方を意図的に指導する 

   発達段階に応じた「考えるための技法」を取り入れることにより、課題解決能力を身に

付けさせる。ノートへの記述に必要な言葉（キーワード）を示していく。 

  手立て３手立て３手立て３手立て３ ルーブリックルーブリックルーブリックルーブリック（（（（判定基準判定基準判定基準判定基準）による形成的評価を行う）による形成的評価を行う）による形成的評価を行う）による形成的評価を行う 

      あらかじめ判定基準に対する児童への支援の仕方を考えておく。また、判定基準を児童

に示しながら評価を行うとともに、児童が自ら評価を行えるようにもする。 

 

 

 

 



Ⅳ 実践例 

授業実践１授業実践１授業実践１授業実践１    ３年２クラス３年２クラス３年２クラス３年２クラス    ６月、１０月、１２月の変容を追う６月、１０月、１２月の変容を追う６月、１０月、１２月の変容を追う６月、１０月、１２月の変容を追う    

○単元名 ３年「風やゴムのはたらき」（６月） 

課題 風の強さを強くすると、車が走る距離はどうなるだろうか。 

理科の学習が始まる３年生初の実験単元ということもあり、実験後の考察する時間では、「何

を書けばいいのかわからない」児童が多かった。そこで、課題の答えを書くように促す支援を

Ⅰ、Ⅱ組とも同様に入れると、下記の結果となった。 

クラス Ⅰ組 Ⅱ組 

条件 キーワード× 形成的評価× 支援○支援○支援○支援○ キーワード× 形成的評価× 支援○支援○支援○支援○ 

Ａ ４.０％ ４.５％ 

Ｂ ８８.０％ ７２.８％ 

Ｃ ８.０％ ２２.７％ 

○児童のノートの記入例＜Ｂ評価のⅠ組Ｍさん＞  ＜Ｂ評価のⅡ組Ｇさん＞ 

 

 

○考察 考察を一行でも書けば満足して、「もっと考えよう」、「書いて表現しよう」という姿勢

の児童は少なかった。 

 

○単元名 ３年「ものと重さ」（１０月） 

○本時の目標 粘土の形を変えても、重さは変わらないことが表現することができる。 

 (科学的思考・表現) 

展開（４／８） 

学習活動 教師の発問(Ｔ) 予想される児童の反応(・) 留意点(○) 時 

１学習問題 

をつかむ。 

 

 

 

 
２ 

２実験方法 

と予想を 

確認する。 

Ｔ 実験方法を確認します。 

Ｔ 自分の予想を確認しましょう。 

 ３ 

３実験し、 

記録する。 

Ｔ てんびんを使って 

重さを比べましょう。 

・形を変えても重さは変わらない。 

 

○前時の実験計画に、結果

を書き加えさせる。 

15 

４結果を交 

流し、考察 

を行う。 

Ｔ 結果を発表しましょう。 

 

 

 

 

Ｔ 実験の結果から考えたことをノートに

わかりやすく書きましょう。 
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判定基準（ルーブリック） 支援 

Ｃ ・何もノートに表現することができない。 ◆課題の答えを書くように助言する。 

 Ｂ ・風の強さを強くすると、車が走る距離は

長くなることを表現することができる。 

 

 

ねん土の形をかえると、重さはかわるだろうか。くらべてみよう。 

手立て② 思考の仕方の思考の仕方の思考の仕方の思考の仕方の意図的意図的意図的意図的指指指指

手立て① 感動を持たせ感動を持たせ感動を持たせ感動を持たせ

る教材の工夫る教材の工夫る教材の工夫る教材の工夫    

手立て② 思考の仕方の意図的思考の仕方の意図的思考の仕方の意図的思考の仕方の意図的指導指導指導指導    (Ⅰ組はなし) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５まとめと 

ふりかえ 

りをする。 

Ｔ 人の姿勢を変えたら、重さは変わら 

ないでしょうか。 

・変わらない。 

 

Ｔ まとめましょう。 

「ねん土の形を変えても、重さは変わらな

い。」 

「ものの形を変えても、重さは変わらな

い。」 

○体重計を使って、演示実

験をして、「ものの形を変

えても、重さはわらない」

ことにつなげる。 

５ 

 

 

○ルーブリック（判定基準） 

キーワードを教師から与えない場合（Ⅰ組）と与えた場合（Ⅱ組）での児童の思考の様子に

ついて比較授業を行った。下記の結果となった。 

クラス Ⅰ組 Ⅱ組 

条件 キーワード×キーワード×キーワード×キーワード× 形成的評価○ 支援○ キーワード○キーワード○キーワード○キーワード○ 形成的評価○ 支援○ 

Ａ ７２.０％ ７８.３％ 

Ｂ ２４.０％ １３.０％ 

Ｃ ４.０％ ８.７％ 

○児童のノートの記入例＜Ａ評価のⅠ組Ｍさん＞＜Ａ評価のⅡ組Ｇさん＞ 

 

○考察 

・児童に形成的評価の基準を提示したところ、 

Ａ評価を目指し、意欲がとても高まった。 

・Ⅱ組では、児童が考えをまとめるためのキーワー 

ドを提示したところ、飛躍的に考察の量が増えたが、「ほかの人とくらべて」の「ほかの人」

という言葉を入れたためか、思考の偏りが見られた。 

・自分の表現に自信が持てなかったＣ評価の児童が「何か書けば、先生がヒントを教えてくれ

る」と前向きに学習に取り組むようになった。 

Ａ 

Ｂに加えて、下記のいずれかを含んでいる。 

・複数の結果を比較して考えている。 

・身の回りの事象を見つけている。 

Ｂ 粘土の形を変えても、重さは変わらないと考え、表現している。 

Ｃ 

Ｂに到達していない。 

例 何もノートに表現することができない。 

課題に正対して考察していない。 

手立て③形成的評価形成的評価形成的評価形成的評価 支援 

Ｃ ・課題に対して自分

の考えを表現する

ことができない。 

◆課題の答えを書くように助言する。 

◆キーワードを使って書くように助言す

る。(Ⅰ組はなし) 

Ｂ ・粘土の形を変えて

も、重さは変わら

ないことを表現す

ることができる。 

◆自分の実験結果だけでなく、他の人の結

果と比較して書くように助言する。 

◆生活に使われていないか考えさせる。 

◆Ａ評価の児童のノートを参考にさせる。 

 

 ねん土の形 重さ 

ほかの人とくらべて 



○単元名 ３年「光のせいしつ～日光で調べよう～」（１２月） 

課題 虫めがねで日光を集めると、明るさや温度はどうかわるだろうか。 

判定基準（ルーブリック） 

Ｃ ・何もノートに書くことができない。 ・課題に正対して考察していない。 

Ｂ ・虫めがねで日光を集めると、明るさはまし、温度は上がることを表現している。 

Ａ ・虫めがねで日光を集めると、明るさはまし、温度は上がること他と比較して表現して

いる。 

児童が思考・判断・表現を発揮できるようになったか検証するため、あえて評価や支援を入

れない授業を行った。このころになると、どちらのクラスの児童からも自然とキーワードが出

てくるようになった。 

クラス Ⅰ組 Ⅱ組 

条件 キーワード○キーワード○キーワード○キーワード○ 形成的評価× 支援× キーワード○キーワード○キーワード○キーワード○ 形成的評価× 支援× 

Ａ ２４.０％ ５６.５％ 

Ｂ ２４.０％ １７.４％ 

Ｃ ５２.０％ ２６.１％ 

 

○児童のノートの記入例＜Ａ評価のⅠ組Ｍさん＞＜Ａ評価のⅡ組Ｇさん＞ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

○考察 

・Ⅰ組とⅡ組を比べると、前回キーワードを使っ 

て授業を行ったⅠ組の方は、「キーワードを全部 

使うと納得できるまとめになる」（Ａ評価がもらえ 

る）、「考察を書けば書くほど、みんなに認められ 

る」、「よいまとめをしたい」（よい評価がもらえる）という気持ちが継続していたため、Ⅰ組

よりもＡ評価が多かったと考える。 

・繰り返し形成的評価を活用した授業を行ったところ、考察が全く書けなかった児童全員が、

Ｂ評価の記述ができるようになった。 

・Ｃ評価の原因は、２クラス合わせて、明るさと温度の両方で考察する場面で片方しか考察し

ていない１８.８％、課題とはずれたことを考察している１２.５％、言葉が足りず文章とな

っていない４.２％、未記入４.２％であった。やはり、教師の支援は必要だと感じた。 

    

    

明るさ 温度 

くらべて 
明るさ 温度 

くらべて 



授業実践２授業実践２授業実践２授業実践２    

○単元名 ４年「空気や水をとじこめると」 

○本時の目標 閉じ込めた空気は押すと体積が小さくなることを言葉で説明でき、もとに戻ろうと

する力が大きくなると考えることができる。（科学的思考・表現） 

展開（３/５） 

学習活動 教師の発問（Ｔ） 予想される児童の反応（・） 留意点（○） 時 

１  前時の

学 習 を 想

起する。 

◆水槽の水の中で空気でっぽうの実験を見せる。 

Ｔ空気鉄砲の玉を飛ばすには、どんなことが必要でした

か。 

 ２ 

２ 課題・予

想の確認。 

 

 

 

Ｔ玉が飛ぶのは、つつの中の空気がどうなっていたからだ

ろうか。予想をたててみよう。 

・空気がつつの外に逃げたから。 

・空気がおし縮められたから。 

 ８ 

３ 実験 

<実験１> 

注射器に 

空気を閉 

じ込めた 

実験。 

  

 

 

 

<実験２> 

スポンジ 

の実験と 

石鹸水の 

実験。 

Ｔ空気をしっかり閉じ込めるために注射器を使います。実

験方法を確認します。 

今日は空気の体積と手ごたえに注目してみよう。 

・空気の体積が縮んだ。 

・ピストンが押し返された。 

・手ごたえが大きかった。 

Ｔこれだと注射器の中の空 

気の変化がわかりにくい 

ですね。どうしたらわかりやすくなりますか。 

・スポンジを入れる。 ・泡をつくる。 

Ｔスポンジを入れてピストンを押したらどうなりますか。

また、石鹸のあわをたててピストンを押したら、泡はど

うなりますか。予想をたてましょう。 

・スポンジが潰れる。 

・泡がなくなる。 

・泡が小さくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・意見が出ない

ときは、石け

ん水を見せて

ヒントをあた

える。 

・スポンジを用

いた実験の後

に石けんを用

いた実験を行

う。 

５ 
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４ 実験の 

結果をま 

とめる。 

５ 結果か 

らわかる 

ことをま 

とめる。 

・スポンジは縮んだ。 

・泡は小さくなった。 

 ７ 

６ 課題に 

ついての 

考察をす 

る。 

 

Ｔなぜ空気でっぽうの玉が飛んだのかをイラストを使っ

て考えてみましょう。終わった人は言葉で説明してみま

しょう。 

◆考察のためのキーワードを提示する。 

 空気、体積 
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手立て③形成的評価形成的評価形成的評価形成的評価 支援 

Ｃ 
・空気が外に出ようとして玉を飛ばしたと

考えている。 

・課題に正対して考察していない。 

・何も書けていない。 

① ピストンを押していくと空気の体積はどう

変化するか気づかせる。 

② 書き出しを指定し、具体的に助言をしてい

く。 

玉がとぶとき、つつの中の空気玉がとぶとき、つつの中の空気玉がとぶとき、つつの中の空気玉がとぶとき、つつの中の空気はどうなっているのだろうか。はどうなっているのだろうか。はどうなっているのだろうか。はどうなっているのだろうか。    

空気をおしちぢめるほど、空気の体積は小さくな

り、もとにもどろうとする力は大きくなる。 

手立て②思考の仕方思考の仕方思考の仕方思考の仕方のののの意図的指導意図的指導意図的指導意図的指導    

   ・関連づけるためのめあての設定 

   ・思考へつなげるキーワードの提示 

手立て①感動を持たせる感動を持たせる感動を持たせる感動を持たせる 

 ・視覚的にわかる教材の工夫 



Ｂ ・閉じ込めた空気は押すと体積が小さくな

ることを言葉で説明でき、もとに戻ろうと

する力が大きくなると考えている。 

① ピストンから手を放すとどうなったかを思

い出させ、もとに戻ろうとする力に気づか

せる。 

② もとに戻ろうとする力はどうなるか助言す

る。 

７ 考察の

発表 

８ 次時の

予告 

 

 

Ｔ空気でっぽうの空気の代わりに水を入れたら前玉は飛

ぶのかを実験でたしかめてみよう。 

  

 

○評価のルーブリック（判定基準） 

 

○児童のワークシートの記述例と指導例 

※同じ児童の本時の「空気を入れた実験」でのワークシートと次時の「水を入れた実験」での

ワークシートを比較する。 

＜Ａ評価の児童の例＞ Ａさん 

 

 

 

 

 

 

＜Ｂ評価からＡ評価になった児童の例＞ Ｂさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

 

Ｂに加え、下記のことをふくめて表現している。 

例・もとに戻ろうとする力が大きくなって玉が飛ぶことを言葉で説明している。 

Ｂ 

 

ピストンで押したときの空気の状態を絵や言葉を使って適切に表すことができる。また、閉

じ込めた空気は押すと体積が小さくなることを言葉で説明することができ、もとに戻ろうと

する力（押し返す力）が大きくなると考えている。 

Ｃ 

 

Ｂの基準に達していない。 

例・空気が外に出ようとして玉を飛ばしたと考え表現している。 

・課題に正対して考察していない。 

・何も書けていない。 

 左のルーブリック評価Ａの児童。空気君

のイラストを用いて、それぞれの場面での

空気の状態をわかりやすくまとめている。

また、結果からわかることをもとにして、

なぜ空気でっぽうの玉が飛ぶのかを適切

に言葉を用いて説明できている。 

 Ｂさんは、「空気を入れた実験」では空気の体積の変化のみに着目しており、もとにもどろ

うとする力（おしかえす力）については説明されていない。（Ｂ評価）そこで、「水を入れた実

験」では、考察の段階でキーワードとして「おしかえす力」を加えることで、おしかえす力に

も着目して言葉を使って説明することができるようになった。（Ａ評価） 



＜Ｃ評価からＢ評価になった児童の例＞ Ｃ君 

 

 

 

 

 

 

 

 

○考察 

・空気という見えない存在を、スポンジと洗剤の泡を使って可視化することで、空気の変化に

気付かせ感動をもたせることができ、思考力を発揮させることができた。 

・考えるための技法として「空気君」というイラストを使って考察することで、目に見えない

空気が身近に感じられ、思考力の向上へとつながった。また、4 年生の発達段階に合ったキ

ーワードを与えることで、空気でっぽうの現象と関連付けて考えるための手立てとなった。 

・毎時間の授業でルーブリック(評価基準)を設定することで、Ｃ評価からＢ評価へ、Ｂ評価か

らＡ評価へと上げるためのキーワードや助言が明確になり、実験・考察中での助言を簡潔か

つ的確に行うことができた。 
 

授業実践３授業実践３授業実践３授業実践３    

○単元名 6 年「大地のつくりと変化」 

○本時の目標 地層のしまもようは、流れる水のはたらきによって運ぱんされた種類の違う土が層

になってたい積し、それが何度かくり返されてできると考え、表現できる。 

○展開(6/16)                             （科学的思考・表現） 

学習活動 教師の発問(Ｔ) 予想される児童の反応(・) 留意点(○) 
時 

1 問題・

予 想 の

確認 

 

T 前の時間にたてた予想を確認します。 

・台風などでけずられた土が積もってできた 

・場所により違う土がけずられ色がかわった 

・石の層と泥の層があるからしまもよう 

 

   

 

5 2 実験方

法 の 確

認 

T 実験方法を確認します。 

T 何に注目して実験をしますか、 

キーワードを教えてください。 

・水 ・運ぱん ・たい積  

○川・海・海底に見立てる

ところを確認する。 

○注目するキーワードの 

確認 

3 しま模

様 が で

き る 様

子 を 調

べる 

T それでは、地層のしまもようはどのようにし

てできたのか実験して確かめましょう。 

実験①土を水そうに流し込む(代表児童) 

・色の違う層ができてしまもよう。 

・何回もくり返すと、しまになった。 

実験②アクリルパイプを使い、水の 

底に土を積もらせる 

・粒の大きいほうが下になって、上に行くほど

粒が小さくなった。 

・重い粒が先に沈み、軽い粒が後から沈む。 

・1 回ではしまもようははっきりしない。 

○流し込む回数は 1 回でい

いか確認する。 

○くり返し流し込むこと

で、しまもようになって

いくことに気付かせた

い。 

○結果が発表できるよう

に、発表用紙を配ってお

く。 

20 

Ｃ君は、「空気を入れた実験」では、イラストを使って説明することはできたが、言葉による

説明はできなかった（Ｃ評価）。しかし、「水をいれた実験」では、机間指導の際に「空気と比

べて、体積はどうだったか。おしかえす力はどうだったか。」と助言をすると、それぞれについ

ての考察を書くことができた。 

地層のしまもようはどのようにしてできたのだろう 

手立て①手立て①手立て①手立て①感動を持たせ感動を持たせ感動を持たせ感動を持たせ

る教材の工夫る教材の工夫る教材の工夫る教材の工夫    

手立て②手立て②手立て②手立て②思考の仕方の意図的指導思考の仕方の意図的指導思考の仕方の意図的指導思考の仕方の意図的指導 

 ・推論するためのめあて設定 

 ・思考のためのキーワード提示 



4 結果の

確 認 と

考 察 を

行う 

T 地層のしまもようはどのようにしてできた

のでしょうか。(めあての再確認) 

 自分の考えをノートに書きましょう。 

○めあてにこたえる、キー

ワードを使用することを

意識させる。 
15 

手立て③手立て③手立て③手立て③形成的評価形成的評価形成的評価形成的評価 支援 

C 

 

 

 

 

 

・地層のしまもようは、水が

土を運んでできたと考え、

表現している。 

・課題に正対して考察できて

いない。 

・何も書くことができない。 

①モデル実験の海、山、川を確認し、1 回や

同じ土ではしまもようにならないことに気

づかせる。 

②課題を示して、書き出しを指定する。 

③書き出しを指定し、キーワードを示して、

具体的に助言する。 

B 

 

 

しまもようは、流れる水のは

たらきによって運搬された種

類の違う土が、層になってた

い積し、それが何度かくり返

されてできると考え、表現し

ている。 

① 実際の自然界に置きかえて考えられる

ように助言する。 

② 粒の大きさと沈む速さに注目させる。 

③ その後どうなるかを考えさせる。 

5 まとめ

を行う。 

T 流れる水のはたらきで、色やつぶの大きさの

違う土が運ぱんされて、水の底にたい積し

た。それが長い間に何度か繰り返されて、し

まもようになった。 

T 実際の校庭の土で実験してみた様子です。 

・しまになっているね。・粒が小さいのかな。 

○山、川、湖、洪水、大雨

など、実際の自然に置き

かえた考えを紹介する。 

○実際の泥、砂、礫で行っ

た簡易分粒実験の結果を

見せる。 

5 

次回は、たまった後の地層について学習していきましょう。 

 

○評価のルーブリック（判定基準） 

 

 

 

 

 

A B に加え、下記のいずれかをふくんで表現している。 

例・つぶの大きさによって層が分かれてたい積すると考えている。 

・長い時間をかけて、洪水や大雨などで水が川から湖や海などに注ぎ込まれてできたと考

えている。 

・たい積した後、地層はどう変化していくのかを考えている。 

B 地層のしまもようは、流れる水のはたらきによって運ぱんされた種類の違う土が層になって

たい積し、それが何度かくり返されてできると考え、表現している。 

C Ｂの基準に達していない。 

例・地層のしまもようは、水が土を運んでできたと考え表現している。 

・課題に正対して考察していない。 

・何も書くことができない。 



○児童のワークシートの記述例と指導例 

＜A 評価の児童の例＞            ＜B 評価の児童の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜C 評価の児童の例１＞ 

 

 

 

 

 

 

＜C 評価の児童の例２＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○考察 

  「手立て①感動を持たせる教材の工夫」について、本実験では実験①のみでなく、実験②

でさらに感動を持たせる教材を導入してしまったため、思考が課題からそれてしまう児童の

様子も見られた。しかし、このことにより、感動を持たせる教材はその現象について児童の

思考を発揮させることに大きな効果があることが分かった。教材の導入場面については十分

配慮をする必要がある。 

  「手立て②思考の仕方の意図的指導」「手立て③ルーブリック（判定基準）による形成的評

価」により、表現された言語にこだわって評価することで、子どもの思考の過程を的確に見

極め、支援をすることができた。各単元の中心となる考察の際に、めあて・書き出し・キー

ワードおよびヒントカード等・ルーブリック（判定基準）・支援を教師が用意し、継続して指

導することで、子どもは思考の仕方を定着させ、思考力を発揮することができると考える。 

例１ 

・C 評価への支援①、③により B 評価の

考察になった。 

・キーワードを使い、地層はくり返したい

積してできたと考えることができた。 

例２ 

・C 評価への支援①、②により B 評

価の考察に近づいた。 

・今度はキーワードを落としてしま

ったため、支援③によりキーワー

ドをもとに考え直させる。 

・C 評価の児童に、書き出し・キー

ワードをもとに思考する学習を定

着させていく。 

 

・B 評価への支援①により自然界に

置きかえて考えられるようにな

り A 評価の考察になった 



Ⅴ 研究のまとめと今後の課題 

《 成 果 》 

１ 手立て１について ＜感動を持たせる＞ 

  チョウの体の観察をさせる際、一見 4 本脚に見える

が、よく見ると６本の脚があるチョウを、児童１人に

1 匹ずつ観察させることや、チョウの体の映像を顕微

鏡によってテレビに映すこと、また、空気という見えない存在を、スポンジと洗

剤の泡を使って可視化することで空気の存在に気づかせるといったことなど、教

材や提示方法を工夫することにより児童に感動を持たせることができた。その結

果、児童は、課題意識を持って観察や実験を行い考察することができるようにな

った。 

２ 手立て２について ＜思考の仕方を意図的に指導する＞ 

  各学年の発達段階に応じた「考えるための技法」を、「キーワード」として、 

めあての中などに示したことにより、児童は何について考えればよいのかという

「考える視点」に気づき、課題にせまる思考をすることができるようになった。 

また、児童のつまずきを予想して、支援の言葉を用意しておくことで、児童への 

「声かけ」を簡潔かつ適切に行うことができ、思考を発揮させることができた。 

３ 手立て３について ＜ルーブリック（判定基準）による形成的評価を行う＞ 

  評価に判定基準を用いることで、主観的な評価にならず、客観的な評価を冷静

にすることができた。また、ルーブリック（判定基準）を児童にわかるように伝え

ると、児童の思考・表現に対する意欲は非常に高まった。さらに、形成的評価を

続けていくと、児童は、どのように思考・表現をするとよいのかがわかってきて、

自信を持って思考・表現をすることができるようになっていった。 

《 課 題 》 

１ 手立て１について ＜感動を持たせる＞ 

  児童に感動を持たせることにより思考は発揮される。しかし、児童を感動させ

る場面の設定は、本時の課題解決につながる思考を発揮させるように設定しない

と、児童の思考がその課題からそれてしまうことがある。 

２ 手立て２について ＜思考の仕方を意図的に指導する＞ 

  考察の際、示されたキーワードが児童の自由な思考の妨げとなる場合もある。 

 自分でキーワードを考え、引き出せるような「ヒント」等を用意しておくことが 

 必要であろう。また、教師による支援だけでなく、児童の学び合いによる学習も

「考える視点」を見つけるために有効な手立てとなるのではないか。 

３ 手立て３について ＜ルーブリック（判定基準）による形成的評価を行う＞ 

  授業中にＢ評価の児童を支援していると、Ｃ評価の児童を十分に支援すること

ができなかった。効率よくＣ評価の児童を支援していく方法を考えていく必要が

ある。また、判定に迷うことのないようなルーブリック（判定基準）や、教師が誰

でもすぐにそのルーブリック（判定基準）を活用することができるように思考の「キ

ーワード」や「ヒント」等を明確にしておくことも必要である。 
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