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1．問題の所在
　平成29年告示の小学校学習指導要領 1）によって，
理科学習におけるものづくりの重要性がさらに強調
された。以前から挙げられている「活動を通して解
決したい問題を見いだすこと」（課題発見）や，「学
習を通して得た知識を活用して理解を深めること」

（知識活用）に加え，「学んだことの意義を実感でき
ること」がものづくりの活動を通して期待されてい
る。そのために「児童が明確な目的を設定し，その
目的を達成するためにものづくりを行い，設定した
目的を達成できているかを振り返り，修正する」2）

ことを促す指導が求められている。これまで課題発
見や知識活用のために，単元の最初や最後に取り入

れられることが多かったものづくりをもっと中心部
分に位置づけ，概念獲得とものづくりを密着させる
ことが求められていると考えられる。
　一方，ものづくりは作る喜びや達成感を伴い，多
くの児童にとって楽しい活動である。ものづくりを
通して，児童が自然に対してさらに興味・関心をも
ち，理科を学ぶ意欲を高めることが期待される。こ
の楽しさを，ものづくりの活動場面のみではなく，
単元全体を通して活かすことができないだろうか。
　また，ものづくりを通して日常生活に役立つもの
を作ることにより，理科と日常生活との関連を意識
付けすることができる。日常生活と理科学習を関連
付ける重要性は，学習指導要領でも強く述べられて
いる 1）。理科で学習したことを日常生活と結びつけ
ることにより，学習内容をイメージ化し，自分の言
葉で理解することが促されると考えられる。しかし，
日常生活において経験の乏しい児童は，日常生活と
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の関連を強調することにより，かえって授業につい
ていけなくなる可能性がある。例えば，「流れる水
のはたらき」の単元において，川遊びをしたときの
経験を話題にしたとすると，川遊びの経験のない児
童は話に加われない状況が生じる 3）。そのような危
険性を回避するために，ものづくりという経験を授
業中に全員で行うことが有効だと考えられる。もの
づくりによって，児童全員が日常生活とのつながり
をもって科学概念を捉えることができ，深い学びを
促す可能性が高まることが期待される。
　本研究では，小学校理科授業において，ものづく
りの活動を効果的な学習に結びつけるには，どのよ
うに取り入れればよいのかについて探る。本研究に
おいて求めるのは，ものづくりに喜々として取り組
みながら，自然現象の探究を意欲的に推し進め，知
識・理解を獲得していく一方で，その知識・理解を
他の現象や日常生活の問題にも幅広く適用していく
子どもの姿である。本研究を導く研究課題は次の２
点である。
　１ ．小学校理科学習において，ものづくりはどの

ように位置づけられているか。
　２ ．小学校理科授業において，どのようにものづ

くりを取り入れることが効果的か。
　本研究では，１の研究課題に基づき，まず，もの
づくりが現行の小学校理科学習の中でどのように扱
われているのかについて，学習指導要領と教科書を
調べることによって探る。さらに，２の研究課題に
基づき，ものづくりを効果的に理科授業に取り入れ
るためには，どのような方略が有効かを構想し，授
業開発・実践を通して，その方略の効果を検証する。
　現行学習指導要領には「内容の「Ａ物質・エネル
ギー」の指導に当たっては，◯種類以上のものづく
りを行うものとする。」とあり，ものづくりの活動
を行うことが必須とされている。そのような状況の
中，どのような形でものづくりを取り入れることが
効果的かを示すことができれば，多くの教員の参考
になることが期待される。

２．理論的枠組み
２．１　構成主義的な学習観
　本研究は構成主義的なアプローチ 4）に則って学習
を捉える。すなわち，学習者は一方的な情報伝達に
よってではなく，対象に主体的に働きかけることに
よって概念構築を果たすと考える。理科学習におい
ては，自然現象に対して，学習者が実験や観察をし
たり，人と話したりする活動を通して，もともともっ

ていた素朴概念について，概念の枠組み（シェマ）
に同化させたり，枠組みそのものを再構築したりし
て，妥当な解釈にたどり着くと考える。
　学習の過程において特に重要となるのが，言葉を
介しての他者との関わりである 5）。学習者は自分の
考えを他者に話すことにより，考えをより明確にす
ることができ，また，他者の考えを聞くことにより，
新たな視点を獲得することができる。学習過程にお
いて，学習者と教師のやり取りや，学習者同士の話
し合いが重要な要素となる。
　また，自ら概念構築をすれば内容は問わないとい
うわけではもちろんなく，構築された概念は社会的
に認められた正しい概念と整合性が図られていなけ
ればならない 6）。ここにも正しい概念構築を支援す
る教師の役割が大きいと考えられる。

２．２　コンストラクショニズム的な学習観
　本研究では構成主義に加えて，コンストラクショ
ニズム（構築主義）的な学習観 7, 8）を理論的枠組み
に含める。コンストラクショニズムを主張したパ
パートは，知識は伝達によっては獲得されず，学習
者の主体的活動によって構築されるものであるとす
る構成主義の基本に同意しつつ，学習の過程におい
てものづくり（思考上のものも含む）が重要な役割
を果たすとした。ものを作る過程や作品について，
道具やモデルを用いて考えを深めたり，他者と関
わったりすることを通して知識は獲得されるとして
いる。
　コンストラクショニズムの考えはプログラミング
教育やロボット工学において取り上げられることが
多いが，算数で折り紙を用いたり，社会科で白地図
を用いたりするように，教科学習の中において，も
のを作ることを介して概念構築を促すことは頻繁に
行われている。特に，理科においては，科学概念を
直接活用したものづくりが可能である。ものづくり
を学習過程の重要な要素として捉える本研究におい
て，コンストラクショニズムは研究を支える重要な
理論的柱である。

３．小学校理科におけるものづくりの位置づけ
３．１　学習指導要領におけるものづくり
　まず，ものづくりが現行の小学校理科学習の中で
どのように扱われているのかを探るために，小学校
学習指導要領解説 2）を調べた。前述のように「指導
計画の作成と内容の取り扱い」の章において，次の
ように述べられている。
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　 　これまでのものづくりの活動は，その活動を通
して解決したい問題を見いだすことや，学習を通
して得た知識を活用して，理解を深めることを主
なねらいとしてきた。今回，学んだことの意義を
実感できるような学習活動の充実を図る観点か
ら，児童が明確な目的を設定し，その目的を達成
するためにものづくりを行い，設定した目的を達
成できているかを振り返り，修正するといったも
のづくりの活動の充実を図ることが考えられる。

（p.102）
すなわち，課題発見や知識の活用のために，主に単
発的に用いられていた従前のものづくりの扱いをさ
らに進化させ，ものづくりを通して目的の設定，達
成，振り返り，修正という一連の活動にまで引き上
げることが期待されている。
　小学校３年から６年までの各学年の「内容の取り
扱い」においては，「内容の「Ａ物質・エネルギー」
の指導に当たっては，２（３）種類以上のものづく
りを行うものとする。」と記述されている。その具
体的な内容について，例えば，３年の「明かりをつ
けよう」の単元では
　 　乾電池や豆電球などを使った電気の性質を活用

したものづくりとしては，回路ができると電気が
通るという観点から，例えば，回路につないだ豆
電球などを動作させたり止めたりすることを目的
としたスイッチ，電気を通す物であるかどうかを
調べることを目的としたテスターなどが考えられ
る。（p.39）

と述べられている。スイッチやテスター作りを通し
て，「回路ができると電気が通る」という科学概念
をより深く理解することがねらいとされている。ま
た，解説にはスイッチやテスターを作る目的が明確
に述べられており，「学習した科学概念とのつなが
り」と「目的を明確に設定した活動」がものづくり
活動に強く求められていることがわかる。

３．２　小学校理科の教科書調査
　次に，ものづくりの扱われ方について，２社の小
学校理科教科書を調査し，比較を行った。学校図書
の「小学校理科」３年から６年までの４冊 9）は，主
に「～の作り方」あるいは「作ってみよう！」とい
うセクションにおいてものづくりを扱っている。３
年の「スイッチをくふうしたおもちゃ」のように単
元内の１節として扱っている場合もある。東京書籍
の「新しい理科」10）では，学年によってものづく
りの扱いが異なっている。例えば，小学校３年では

単元内で記載すると同時に，「つくってあそぼう」
という章を最後に設けて，風とゴム，音，電気，磁
石の４単元におけるものづくりを一括して掲載して
いる。他方，５年生では「電磁石を利用した物」の
ように単元内に節を設けているものもあれば，１秒
で１往復するふりこについては「学びを生かして深
めよう」というセクションで扱われている。３年の
ものづくりに関する２社の扱いについて，一覧表に
示す（表１）。

表１�　２社の小学校理科３年教科書におけるものづ
くりの扱われ方

内容 学校図書 東京書籍
音 糸電話の作り方 紙や輪ゴムで楽器を

作る
音のおもちゃ

光 ソーラークッカー
を作ろう

風のはた
らき

風車の作り方 -1，
2

風で動く車
風のおもちゃ

ゴムのは
たらき

発射台の作り方 ゴムで動く車
ゴムのおもちゃ

明かりを
つけよう

スイッチを工夫し
たおもちゃ

電気のおもちゃ

磁石 磁石を使ったおも
ちゃ

磁石のおもちゃ

教科書調査から，ものづくりの扱いは，教科書会社
あるいは学年によって異なることがわかった。これ
はものづくりを個別のものとして扱うのではなく，
なるべく単元内容の学習とつなぎ合わせようとした
結果だと考えられる。例えば，風の力を測ることが
重要な活動である「風のはたらき」の単元において
は，利用する風車や風で動く車の製作は，２社の教
科書とも単元内に入れ込まれた形になっている。

４．探究の過程とものづくりの過程の関連
４．１　小学校理科における探究の過程の重要性
　学習指導要領には，小学校理科の目標が以下のよ
うに記されている 1）（下線は著者）。

自然に親しみ，理科の見方・考え方を働かせ，見
通しをもって観察，実験を行うことなどを通して，
自然の事物・現象についての問題を科学的に解決
するために必要な資質・能力を次のとおり育成す
ることを目指す。
(1) 自然の事物・現象についての理解を図り，観察，
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実験などに関する基本的な技能を身に付けるよう
にする。
(2) 観察，実験などを行い，問題解決の力を養う。
(3) 自然を愛する心情や主体的に問題解決しよう
とする態度を養う。

このように小学校理科では「問題解決」が資質・能
力を育成する学びの過程として捉えられており，中
学校・高等学校理科において，「探究」を学びの過
程とする捉えとは異なる言葉が用いられている。
　また，問題解決の過程について，指導要領解説に
は以下のように説明されている 2）。

従来，小学校理科では，問題解決の過程を通じた
学習活動を重視してきた。
問題解決の過程として，自然の事物・現象に対す
る気付き，問題の設定，予想や仮説の設定，検証
計画の立案，観察・実験の実施，結果の処理，考
察，結論の導出といった過程が考えられる。この
問題解決のそれぞれの過程において，どのような
資質・能力の育成を目指すのかを明確にし，指導
の改善を図っていくことが重要になる。（p.10-11）

ここで述べられているように，問題解決の過程には
「自然の事物・現象に対する気付き，問題の設定，
予想や仮説の設定，検証計画の立案，観察・実験の
実施，結果の処理，考察，結論の導出」という一連
の活動が含まれている。これらの活動は高等学校学
習指導要領理科編・理数編 11）における「資質・能
力を育むために重視する探究の過程のイメージ（図
１，p.8）」にある活動と一致しており，小学校理科
における学びの過程は探究の過程と同等であると考
えられる 12）。
　本研究では，小学校理科における問題解決の過程
を，探究の過程と呼ぶことにする。小学校理科にお
いて探究（問題解決）の過程は学習の柱であり，そ
の重要性は明らかであろう。自然現象について，単
に事実を教師から伝え聞くのではなく，自ら疑問を
もち，その疑問を解決するために仮説を立て，実験
を立案・実施し，その結果から疑問を明らかにして
こそ，科学的理解がなされるものであると考えられ
る。本研究の枠組みとする構成主義的学習観と軌を
一にするところである。

４．２　ものづくりの過程の明確化
　小学校学習指導要領にものづくり活動の重要性は
述べられているが，その活動がどのような過程を含
むかについては触れられていない。ものづくりが単
に「作って楽しかった」で終わらずに，学習した科

学概念とつながり，目的を明確に設定した活動とな
るために，ものづくりの過程を明確に記述すること
が重要と考えられる。
　ものづくりの過程は「明らかにする」，「解決策を
創る」，「最適化する」という工学設計の３つの要素
で構成されていると考えられる 13）（図１）。

図１　ものづくりの過程の３要素

　「明らかにする」段階は，まず必要性を特定する
ことから始まる。例えば，スイッチの製作では「い
ちいち導線をつなげなくても，簡単に豆電球をつけ
たり消したりしたい」という必要性が出発点となる。
必要性を基に，問題を設定する。スイッチの例では

「豆電球を簡単につけたり消したりするにはどのよ
うにすればよいか」が課題になる。さらに，問題に
ついて状況を明らかにするために調査を実施する。
クリアする条件，耐用性，既に知られている解決策，
使用できる材料，製作者の候補など，問題解決に関
連する情報を集める。
　次の「解決策を創る」段階では，調査で調べた情
報を基に問題の解決策を考え，判断する。複数の解
決策があれば選択をし，既に知られている解決策が
なければ新たに考え出さなければならない。
　「最適化する」段階では，選択した解決策に基づ
き試作品を計画し，計画を基に試作品を製作する。
さらに，完成した試作品を試し，試験結果から改善
すべき点を明らかにして，再設計を行って，再度試
作品を制作し，最も適した答えを見つける。
　このように一連の活動を経て，必要性によって生
じた問題の最適解として製作物を完成させる過程が
ものづくりの過程と考えられる。表２に探究の過程
とものづくりの過程の段階を比較して示す。

４．３　探究の過程とものづくりの過程の比較
　図２に探究の過程とものづくりの過程を比較し，
相違点と類似点を示した。まず２つの過程は，出発
点とする目的が異なっている。探究では自然現象の
疑問を解明することが目的であるが，ものづくりで
は必要性に応えることが目的となる。また，２つの
過程ではゴールとする成果物が異なる。探究の過程
で得られるものは自然現象に関する原理や法則とい
う抽象的な概念であるが，ものづくりで得られるも
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表２　探究の過程とものづくりの過程の段階の比較（文献２と13を基に筆者が作成）
探究の過程 ものづくりの過程

1 自然事象に対する気づき 必要性の特定
明らかにする2 問題を設定 問題を設定

3 仮説のための情報収集 解決策のための調査
4 仮説をたてる 解決策を考える

解決策を創る
5 検証するための観察・実験の計画を立案 解決策を選択する
6 観察・実験の予想をする 試作品の計画を立案

最適化する
7 観察・実験の実施 試作品を製作
8 結果の分析 試験して評価
9 結果に対する考察 評価に対する考察

図２　探究の過程とものづくりの過程の相違点と類似点

図３　探究の過程とものづくりの過程の比較：段階ごとに相違点と類似点を明確化
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のは必要性を満たす具体物である。しかし，過程は
段階ごとに，①問題の発見・目的の明確化，②見通
しを立てる，③実験・実践，④目的との比較・考察，
に分けることができると考えられる。全体を比較し
てみると，どちらも目的を明確にすることから始ま
り，その目的を達成するための流れとなっており，
全体の流れは類似している。また，図２にあるよう
に，他者との議論や協力の活動はどちらの過程にも
含まれる。探究の過程では器具や装置によって活動
が制限される可能性がある一方で，ものづくりの過
程では入手できる材料や技術的な精度，芸術性など
の別の観点から制約を受ける可能性がある。図３に
２つの過程の段階ごとに相違点と類似点を明確にし
た図を示す。

４．４　ものづくりの過程の長所と短所
　２つの過程の特徴と比較が明らかにされたところ
で，ものづくりの過程に関する長所と短所を考察す
る。
　まず，ものづくりの過程の長所として，動機づけ
が行いやすい点が挙げられる。ものづくりの過程で
は，児童が「こうしたい」と思う願いや「こんなも
のがあればいい」という必要性が出発点になってい
るため，活動に入りやすい。また，ものをつくると
いう製作活動自体が児童にとって楽しいものとなる
場合が多いと考えられるので，その点でも動機づけ
に有効だと考えられる。
　２点目の長所として，具体的な成果物が残ること
が挙げられる。探究の過程において，実験結果や観
察結果を基に得られたものは，頭の中で理解すると
いう概念的な成果物である。他方，ものづくりの活
動では，自分が試行錯誤して作ったものが具体的な
成果物として残り，視覚的に振り返ることが可能に
なる。成果物に理科の概念が具体化されて含まれて
いる場合は，それを見ながら概念を何度も反芻する
ことが可能になるのではないかと考えられる。
　３点目の長所として，日常生活とのつながりをつ
けやすいことが挙げられる。児童が生活場面を想定
して抱く「こんなものが欲しい」や「こんなものを
作りたい」という願いが活動の出発点である。日常
生活において役立つものや便利な物，より使いやす
いものを作るときに，科学概念をどのように活かせ
ばよいかを考える。このことによって，日常生活と
の距離が近くなると考えられる。
　ものづくりの過程の長所が３点挙げられたが，探
究の過程と比較すると短所も見られる。探究の過程

では仮説検証に基づいて概念理解に到達することが
目的とされるのに対して，ものづくりの過程では，
必要性を満たす具体物を製作することが目的である
から，作ることに熱中して概念理解とは離れてしま
う可能性がある。ものづくりを通して，理科で学ん
だことの意義と結びつけるには方略が必要だと考え
られる。
　また，探究の過程では成果物が抽象的な理解であ
るのに対して，ものづくりの過程では成果物が具体
物として残る。探究とものづくりは，どちらか一方
の過程では実現できない要素があると考えられる。
また，動機づけに関しても，不思議や疑問など知的
好奇心から動機づけを行うのか，願いや必要性など
から動機づけを行うのかの違いがある。子どもに
よって，どちらの動機づけが効果的であるかは不明
であり，両者を含む形がより有効だと考えられる。
このように，２つの過程は互いに補完的であると考
えられる。本研究では，探究の過程とものづくりの
過程の補完性を利用して，単元開発を行うこととす
る。

５．ものづくりを含めた単元開発
５．１　２つの過程を交互に扱うアプローチ
　前節の考察を基に，本研究では探究の過程ともの
づくりの過程の補完性を利用して単元開発を行う。
つまり，１つの単元の中で２つの過程を交互に扱う
アプローチを考える。例えば，ものづくりから始め
るとする。その過程で試行錯誤する中で，現在の知
識・理解ではものづくりの必要性を十分に満足させ
ることが困難なことに気づき，試行錯誤の限界を感
じる。そこで概念理解の必要性を実感し，探究の過
程へと移行する，という展開である。探究の過程で
得られた概念は頭の中における抽象的な理解である
ので，その概念を実際にものづくりに取り入れるこ
とによって具体化する。このように目的を満たす具
体物をつくるものづくりの過程と，不思議や疑問か
ら概念理解を行う探究の過程の２つの過程を交互に
行うことは，児童の深い学びに有効なのではないか
と考える。探究とものづくりの過程を交互に行うア
プローチを図式的に図４に示す 14）。 
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５．２　小４「電気のはたらき」の単元開発
　小学校４年生の電気のはたらきの単元において単
元開発を行った。表３に単元計画を示す。単元全体
において，電気の力で車を走らせることを目的とし
たものづくりの活動と，乾電池や光電池の性質を探
る探究活動を交互に取り入れた構成となっている。
単元の前半では，電池を使って車を作ることを目的
として，車づくりの活動を開始する。そこで出た電
気の働きに関する疑問を解決するために，モーター
やプロペラなどの実験器具を使って，今度は探究活
動を行う。単元の後半ではクリーンエネルギーを用
いる大切さや，電池の有限性などの学習から光電池
を取り入れた車を作る必要性に関する意識を高め，
実際に光電池を用いた車を作る展開となっている。
さらに，条件によって速さが違うことなどの疑問か
ら光電池の性質についての探究を行い，光電池を用
いた車の改良型をデザインし，製作する。

表３�　ものづくり活動と探究活動を交互に取り入れ
た小４「電気のはたらき」の単元計画

図４　探究の過程とものづくりの過程を交互に扱うアプローチ

次 学習内容 学習活動 教師の手立て・
ねらい

1 電気の働
きでプロ
ペラを回
す

・ 乾電池とモーター
をつなぎ，プロペ
ラを回す。

・ 電気の働きでモー
ターが動き，プロ
ペラが回ることを
実感させる

2 モーター
で車を作
る

・ モーターの回転を
使って車を動かす
ことについて話し
合って考える

・ 実際に車を作り，
走らせてみる

・ 思った向きと逆に
走る車があること
に気づく

・ 車の完成形や設計
図を見せて考えを
促す

・ 走る向きについ
て，気づきを促す
声がけをする

3 車が逆向
きに走る
理由を探
る

・ 検流計，プロペ
ラ，モーター，豆
電球などを使って
実験を行い，なぜ
逆に走ったのかに
ついて考察する

・ 乾電池の向き，電
流の向き，モー
ターの回る向き，
プロペラの回る向
き，車の走る向き
の関係について気
づきを促す

4-6 乾電池の
つなぎ方
と電流の
大きさの
関係を調
べる

・ 乾電池つなぎ方に
よって電流の大き
さはどうなるかに
ついて，つなぎ方
を変えて調べ，考
察する

・ まず紙に図を描
き，つなぎ方につ
いて考えやすくす
る

・ 乾電池のつなぎ
方，電流の大き
さ，モーターの回
る速さの関係につ
いて説明できるよ
うに促す
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表３に示したように，この単元計画では水色の探究
の過程と黄色のものづくりの過程が交互に現れ，車
づくりで出た疑問から探究を行い，探究でわかった
ことを車づくりに活かすという補完性を重視した構
成になっている。

５．３　小３「明かりをつけよう」の授業開発
　前節では，単元全体において探究の過程とものづ
くりの過程を交互に行う構成を取り入れたが，教科
書の作りはそうなってはいない。両方の過程を取り
入れるというアプローチを，実践しやすくするため
に，１時間の授業の中に取り入れることは可能だろ
うか。本節では小学校３年「明かりをつけよう」の
単元において，探究の過程とものづくりの過程の両
方を取り入れた1時間分の授業開発を行う。
　本節では学校図書の教科書にある「スイッチをく
ふうしたおもちゃ」の節のスイッチ作りについて，

授業構成を検討する。授業では，簡単に明かりをつ
けたり消したりしたい，という必要性を出発点とし，
スイッチを作るというものづくりを行いながら，な
ぜスイッチを使うと明かりをつけたり消したりする
ことができるのかという電気の通り道に関する概念
理解を促すことを目指す。授業計画を表４に示す。

表４　小３「スイッチ作り」の授業計画

　授業計画には「必要性の特定」と「試作物の評価」
というものづくりの過程において特徴的な段階を導
入と終末の概念形成の場面に加えた。また，スイッ
チの原理を考えるという探究的な過程を，展開のも
のづくりに含めた。探究的な概念形成の場面ともの
づくりの過程が交互に取り入れられた構成になって
いる。
　「試作物の評価」を概念形成に結びつける工夫の
一つとして，児童がスイッチをデザインすることと
した。しかし，スイッチの構造を小３の児童が考え
出すのは難しく，例を示すことが必要であると考え，
図５のA型とB型のいずれか一方を製作することに
した。また，児童が考える要素として，A型ではス
イッチの大きさ，B型ではテープの本数を変えるこ

・ つなぎ方を変え
て，車がどのよう
に走るのかを観察
し，考察する

・ 上記の考察と車の
走る速さの関係に
ついて説明できる
ように促す

7 光電池を
使った車
を作る

・ 乾電池以外の電気
の働きで車を走ら
せるにはどうすれ
ばよいかを調べる

・ 光電池を使えば
モーターを回せる
ことに気づくよう
に促す

・ 光電池を使って車
を動かしてみる

・ うまくいかなかっ
たのはどこかを考
える

・ 光電池を車に乗せ
るだけではうまく
走らないことに疑
問を感じ，光電池
の性質を探る必要
があると感じさせ
る

8 光電池の
性質を探
る

・ プロペラや検流計
を用いて光電池の
性質を探る実験を
行う

・ 光電池で車を動か
すにはどのような
要素が関係するか
を考察する

・ 光電池の広さ，角
度，モーターの回
る速さ，電流の強
さの関係に注目さ
せる

9-10 自分の車
をデザイ
ンする

・ 車が速く走るため
の工夫を取り入
れ，自分の車をデ
ザインする

・ どんなデザインに
なったかを発表す
る

・ 実際のソーラー
カーを紹介する

・ 工夫を書き込める
シートを用意する

・ 光電池の性質を利
用した工夫につい
て子供同士が評価
し合う機会を設け
る

 ものづくりの過程

 探究の過程

場面 学習活動 教師の手立て・
ねらい

導入 ・ 電気を通すものについ
て復習をする

・ 電気を通すものは金属
ということを明確にす
る

・ もっと簡単に明かりを
つけたり消したりする
方法はないか

・ スイッチを作る必要性
を明確にする

展開 ・ スイッチの原理を話し
合い，考える

・ 学習したことを使うよ
うに促す

・ 例示された２種類のス
イッチの一方につい
て，自分のデザインを
考える

・ スイッチを作り，明か
りのつき方を試す

・ 自由度が大きくなりす
ぎないように変える条
件を制限する

・手順を明確に示す

終末 ・ 友達のスイッチとつき
方を比較し，自分のス
イッチを評価する

・ デザインの違いが明確
になるように促す

・ スイッチのデザインと
明かりのつけやすさ
の関係について話し合
い，考察する

・ ワークシートに記述す
る

・ デザインと電気の通り
道に関する理解をつな
げて考察するように促
す

 ものづくりの過程

 探究の過程
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とができるとした。児童に与える自由度を制限する
ことにより，多様な製作物を生産し，比較すること
を可能にしながらも，誰もがスイッチを完成するこ
とを目指した。

図５　２種類のスイッチA型（上）とB型（下）

６．授業実践
６．１　授業実践に関する研究方法
　探究の過程とものづくりの過程を取り入れた授業
として，５．３節で開発した「スイッチ作り」の授
業計画を実践した。実践はある小学校の第３学年の
児童32名を対象に，2019年12月に行った。
　研究データとして，授業録画，児童が授業中に記
入したワークシート，授業後に記入した振り返り
シート（アンケート），抽出児３名を対象に行った
インタビュー記録を収集した。
　ワークシートは，スイッチのデザインについて大
きさ（A型）やテープの本数（B型）を記入する部分，
スイッチの完成図と使いやすさを記入する部分，「ど
うしてスイッチを使うと明かりがついたり消えたり
するのか」という問いに回答を記述する部分から成
る。
　振り返りシートは，次の６つの設問を含み，設問
１と設問４には「５：とてもよく当てはまる」，「４：
当てはまる」，「３：どちらともいえない」，「２：あ
まり当てはまらない」「１：当てはまらない」の５
件法で，その他の設問には記述によって回答を求め
た。

①今日のものづくりの授業は楽しかったですか。

②具体的に何が面白かった（面白くなかった）で
すか。
③なぜ②のように答えましたか，その理由を書い
てください。
④理科の授業でものを作るのは好きですか。
⑤なぜ④のように答えましたか，その理由を書い
てください。
⑥今回の理科の学習の中で，さらに調べてみたい
ことやわからないことがあれば教えてください。

　児童の考えをより詳しく探るために，授業直後に
３名の児童を対象に，１人約５分間のインタビュー
調査を行った。３名の抽出は学級担任が，自分の考
えを述べてくれそうな児童を選んだ。インタビュー
は次の３つの設問について行われた。

①今回のように理科の授業でものづくりを行うこ
とをどう思いますか。
②今日のものづくりの授業において，電気の学習
内容とのつながりで気づいたことはありますか。
③ものづくりの授業でさらにしてみたいことはあ
りますか。

インタビュー調査は，研究者と児童が１対１の対話
形式で実施し，ボイスレコーダーによる録音を行っ
た。分析は，録音データを文字に起こし，３名の児
童の回答について，質的に傾向を特定した。

６．２　授業実践の結果
　授業実践において，32名の児童は非常に活発に
スイッチ作りに取り組んだ。以下に，ワークシート，
振り返りシート，インタビューによるデータ収集の
結果を順次述べる。
６．２．１　ワークシートに示された結果
　ワークシートの「どうしてスイッチを使うと明か
りがついたり消えたりするのか」という問いについ
て，全員が「アルミは電気を通すから」という以上
の解答をした。「アルミ箔は金属だから電気を通し
てつくけれど，マスキングテープは金属ではないか
ら電気を通さないから消える」というように，金属
が電気を通すことに加え，金属でないものが電気を
通さないことも記述した児童が14名いた。また，「回
路」や「輪」という用語を使って説明した児童が４
名いた。それぞれの児童が，自分の言葉で明かりが
ついたり消えたりすることの理由を述べていた。
６．２．２　振り返りシートに示された結果
　表５に振り返りシートに記入された結果を示す。
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表５　振り返りシートによる授業実践の結果

質問 結果（N＝31）
①ものづくりは
楽しかったか

平均4.81
とても楽しかった25名，楽しかっ
た6名

②何が面白かっ
たか

スイッチを作ること28名
方法を考えること3名

③面白かった理
由

成功したときに楽しい
工作が好きだから
友達と協力できるから3名
最初は難しかった

④ものづくりは
好きか

平均4.77
とても好き26名，好き4名，あまり
好きではない1名

⑤その理由 作って試すことが好き23名
考えながら作ることが好き3名
作ることで理解できる1名
友達と協力できるから3名　

　振り返りシートの「①授業は楽しかったですか」
の問いについて，平均は4.81であり，80％（25名）
の児童が「とても楽しかった」と回答した。具体的
に面白かったこととして，スイッチを実際に作って，
豆電球をつけたり消したりできたことが面白かった
と28名の児童が答えている。どうしたら明かりが
つくのかなどの原理面について考えることが楽し
い，と答えた児童が３名いた。質問③の「なぜ②の
ように答えましたか」については，成功したときに
楽しいという記述や，工作が好きだからという記述
があった。また，班の人や友達と協力したり話し合っ
たりできるから，と答えた児童が３名いた。
　「④ものづくりは好きですか」の問いについて，
平均は4.77であり，「とても好き」と回答した児童
の割合は84％（26名）であった。その理由としては，
作ったり試したりすることが好きだから，と答えた
児童が23名と多くを占めた。他に，考えながら作
ることが好きと答えた児童が３名，作ることで理解
できると答えた児童が１名，班の人や友達と協力し
たり話し合ったりできるから，と答えた児童が３名
いた。また，質問④で２と回答した児童は，ものづ
くりが好きでない理由として，過去に水をこぼして
失敗した経験があるからという記述があった。
　「⑥今回の理科の学習の中で，さらに調べてみた
いことやわからないことがあれば教えてください」
という質問では，アルミを他のものに変えたり，もっ
と簡単に作る方法を調べたり，なぜ金属が電気を通
すのか，など様々な記述があった。

６．２．３　インタビュー結果
　授業直後に，担任の抽出した3名の児童（Aさん，
Bさん，Cさん）を対象に，１人約５分間のインタ
ビューを行った。最初の「今回のように理科の授業
でものづくりを行うことをどう思いますか。」とい
う問いに対して，３名はそれぞれ次のように答えた。

Aさん：えっとね，楽しくって，あのー，失敗し
ないように，ちょっと…ちょっとだけ緊張した
りするけど，できたときはすっきりする。

Bさん：初めてだったんですけど，私的にはああ
いうことしたのは初めてだったんですけど，な
んか，仕組みを考えたときに，その，そうした
ら，こんなものができたかなって考えられたの
で楽しかった。

Cさん：なんか，意外と作るのは難しいけど，作っ
てまた使うのが楽しい。

　２問目の「今日のものづくりの授業において，電
気の学習内容とのつながりで気づいたことはありま
すか。」という問いに対する回答を示す。

Aさん：えーあの，電気はアルミニウムをちゃん
と通すことが分かった。

Bさん：なんか，例えば，スイッチを作る時に，
押したら明かりがつきます。そのとき普通にア
ルミホイルとかつないで普通にくっつけたら電
気つくんですけど，くっつけないようにして
端っこ端っこにつけてやったらどの位つくのか
なとおもってやってみました。

Cさん：えっと，まえ，アルミが電気を通したっ
ていう実験をしたんですけど，アルミがほんと
に前はついたんだけど本当かどうかわからなく
てどこか一部がついたのかと思ってたんだけ
ど，スイッチを作ったらアルミが本当に電気を
通すことが分かった。

　最後の「ものづくりの授業でさらにしてみたいこ
とはありますか。」の問いに対する回答を示す。

Aさん：えっと，他にも電気を通すものでいろい
ろ実験する

Bさん：アルミホイル以外の例えば銅とか鉄とか
でもやってみたいな

Cさん：もうちょっと難しくて，でも本当に使え
るような，すごい使える実用性のある，理科で，
磁石とか電気とか使って，難しいけど意外と役
に立つものを作ってみたい

６．３　授業実践に関する考察
　ワークシートに示された結果から，32名の児童
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全員が「アルミは電気を通すから」以上の解答をし
ており，アルミは電気を通すから（回路ができ）明
かりがつく」ことについて，全員が理解したと考え
られる。しかし，金属でないものが電気を通さな
いことも記述に含めた児童は14名だったことから，

「明かりが消える」ことに関する理解は半数程度に
とどまっていたと考えられる。
　振り返りシートの結果では，全員が「楽しかった」
以上の回答をしていることから，児童にとってス
イッチを作って試す活動が非常に楽しく，面白かっ
たことがわかる。面白かった具体的な内容として，

「スイッチを作ること」を挙げた児童が28名いたこ
とから，多くの子どもが作って操作すること自体を
面白いと感じたことがわかる。また，1名を除くク
ラス全員が「ものづくりが好き」と回答しているこ
とから，ものづくりに対する子どもたちの好感度の
高さがわかる。さらに，ものづくりを考えることに
つなげたり，友達と話し合う機会と捉えたりしてい
る児童もいることから，ものづくりが単に作ること
に終わらずに，広く学習を促す要素になっているこ
とがわかる。
　このように，振り返りシートの記述からは，もの
づくりに対する子どもたちのポジティブな姿勢が推
察された。他方，インタビュー結果からは「失敗し
ないように」や「緊張した」，「作るのは難しい」と
いうように，ものづくりに対する不安な気持ちも子
どもたちにあることがわかった。また，アルミニウ
ムが本当に電気を通すことがわかった，という発言
があり，子どもたちは金属と金属でないものの区別
が十分につかないことが推測された。

６．４　ものづくりと探究の過程を取り入れた授業
の効果
　以上の考察から，ものづくりと探究の過程を取り
入れた授業は，次の３点の効果があると考える。
　第一に，ものづくりをしながら概念理解を図れる
ことである。振り返りシートでは，理科でものづく
りを行うことが好きな理由として「最初はわからな
いのに作るとわかるから」という記述があり，イン
タビューにおいても，「それまでは，たぶん，教科
書とか見て通るんだなあってわかってたけど，でも，
実際にやってみて，本当にわかった。」や「スイッ
チを作ったらアルミが本当に電気を通すことがわ
かった。」という発言があった。これらのことから，
抽象的な教科書の内容や実験に含まれる概念につい
て，ものづくりによって具体的に捉えることができ，

子どもの概念理解が促されると考えられる。抽象的
な概念について，児童自身が「わかった」と思える
ようにするためには，子どもたち自身で具体物を作
り，概念を実感することが重要であることが示唆さ
れた。ものづくりは，概念理解を促すことによって
理科の学習の上で大きなメリットをもたらすと考え
られる。
　第二に，社会性を促すことにつながることである。
今回の授業の面白かった点について，振り返りシー
トで「班の人たちと協力して考えて作ったから」や

「作る最中にどうしたらいいか話し合っていく中で
よくなったと思います」，「班のみんなとどうすれば
つくか考えておもしろかったです」という記述が見
られた。これらの記述から児童は他者と協力するこ
とを楽しいと捉え，自分にない考えを得たり，自分
の作ったものを評価してさらに良くしたりするため
に，他者との話し合いや協力が重要であると実感で
きたと考えられる。ものづくりを取り入れることに
よって，他者とのかかわりが増し，社会性を育むこ
とにつながるのではないかと考えられる。
　第三に，ものづくりにおける楽しさによって動機
づけを行うことができることである。振り返りシー
トに，工作をすること自体が楽しいという記述が多
く見られた。また，「なぜ明かりがつくのかを考え
たり作ったりするのが楽しいから」のように，もの
を作る中で，仕組みがどうなっているのかを科学的
に考えることが楽しいと記述した児童もいた。イン
タビューにおいても「理由をつけて，やった方が楽
しい」という発言があった。科学的に仕組みを考え
ることにおいて，楽しいという気持ちをもって取り
組めることは，ものづくりを理科に取り入れる大き
なメリットだと考えられる。

７．まとめと今後の展望
７．１　２過程を交互に取り入れることの有効性
　６．４節で述べたように，ものづくりと探究の過
程を交互に取り入れた授業は，ものづくりを通して，
児童の概念理解を促し，社会性を育み，楽しいとい
う気持ちを抱かせる効果があることがわかった。も
のづくりという具体物を用いた活動が，児童の学習
を促すということは，まさにパパートが述べたコン
ストラクショニズムの主張である。一方，インタ
ビューからわかったように，児童はものづくりに対
して不安な気持ちを抱いていることも多い。２つの
過程を交互に取り入れる授業を，さらに規模を拡張
して実践することが望まれる。
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７．２　本研究の限界と今後の展望
　本研究では，１つの授業の中に２つの過程を含め
た授業実践のみを行った。単元を通して２つの過程
を取り入れ，その効果を検証することが求められる。
また，小学校だけでなく，中学校でも２つの過程を
含めた授業実践をし，その効果を見ることは興味深
い。中学校理科の学習内容は，小学校に比べて抽象
的な度合いが高く，可視化が難しい。その中で，モ
デル製作も含め，科学的な原理を用いたものづくり
は，様々な単元で可能であろう。ものづくりを含め
ることによって，抽象的な中学校理科の内容を，よ
り深く理解することにつなげられるのかについて探
るのは興味深い。
　ものづくりを授業で扱う際には，どのような評価
を行えばよいのかも考えなければならない。製作物
を評価するには，どのような観点や方法が適切であ
ろうか。概念理解との接合を考慮した評価方法の整
備は，製作する楽しさのみに児童の興味が偏ること
を防ぐ効果もあるだろう。また，デザイン面などを
考慮して考える場合は，理科だけでなく教科横断的
な評価が求められる。例えば，分野ごとにルーブリッ
クを作成し，評価することが考えられる。
　このように，ものづくりは学習の枠組みを広げ，
多視点から自然現象をとらえることを可能にする。
研究を継続し，ものづくりの将来性や有効性をさら
に考えていきたい。
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