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第 ６ 学 年 理 科 学 習 指 導 記 録

１ 単元名 「土地のつくりと変化」

２ 単元について
（１）単元の概要

学習指導要領では，次のような位置付けになっている。

【第６学年】
Ｂ（４）土地のつくりと変化

土地のつくりと変化について，土地やその中に含まれる物に着目して，土地のつくりやでき方
を多面的に調べる活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付けること。

（ア）土地は，礫，砂，泥，火山灰などからできており，層をつくって広がっているものがあ
ること。また，層には化石が含まれているものがあること。

（イ）地層は，流れる水の働きや火山の噴火によってできること。
（ウ）土地は，火山の噴火や地震によって変化すること。

イ 土地のつくりと変化について追究する中で，土地のつくりやでき方について，より妥当な考
えつくりだし，表現すること。

本内容は，第４学年Ｂ（３）雨水の行方と地面の様子」，第５学年「Ｂ（３）流れる水の働きと土
地の変化」の学習を踏まえて，「地球」についての基本的な概念等を柱とした内容のうちの「地球の
内部と地表面の変動」に関わるものであり，中学校第２分野「（２）大地の成り立ちと変化」の学習
につながるものである。

ここでは，児童が土地やその中に含まれている物に着目して，土地のつくりやでき方を多面的に調
べる活動を通して，土地のつくりや変化についての理解を図り，観察，実験などに関する技能を身に
付けるとともに，主により妥当な考えをつくりだす力や主体的に問題解決しようとする態度を育成す
ることがねらいである。

導入では，身近な飯綱神社の地面の下はどうなっているのかという発問から，児童一人一人の予
想を絵や言葉で表す活動を行う。地面の下の様子を地面に含まれている混入物の大小や種類，地面
の色など図にかいて自分のイメージを表現させる。予想を共有し実際の地面と見比べた結果と，そ
の場所以外の場所の地面の下の様子は同じかどうかという問題を設定する。様々な場所の地面の特
徴をつかみ，問題を解決するためのキーワードから，どうして場所によって異なるのかを今後の課
題としてとらえられるようにする。

土地は児童にとって身近な自然であるにも関わらず，その土地のつくりや変化に目を向けている児
童はほとんどいない。本単元を通して児童が，土地は礫・砂・泥・火山灰などが幾重にも層状に重な
って地層をつくっていたり，広い地域を連ねるように広がっていたりすることを知り，時間的な長さ
や空間的な広がりという新しい視点で身近な自然を見直せるようにしたい。

千葉県内の地学的素材の特色を生かした学習をすることで児童の探求心を高め，昔から今に至る土
地の変化のスケールの大きさを実感させることができるとともに，郷土の自然を愛する心情を育てた
い。

（２）単元の観点別目標
知 識 及 び 技 能：①土地は，礫，砂，泥，火山灰などからできており，層をつくって広がっている

ものがあること，また，層には化石が含まれているものがあることを理解して
いる。

②地層は，流れる水の働きや火山の噴火によってできることを理解している。
③土地のつくりと変化について，観察，実験などの目的に応じて，器具や機器な

どを選択して，正しく扱いながら調べ，それらの過程や得られた結果を適切に
記録している。

④地層は，火山の噴火によってできることを理解している。
⑤土地は，火山の噴火や地震によって変化することを理解している。

思考力・判断力・表現力等：①土地のつくりと変化について，差異点や共通点を基に，問題を見いだし表現す
るなどして問題解決している。

②土地のつくりと変化について，問題を見いだし，予想や仮設を基に，解決の方
法を発想し，表現するなどして問題解決している。

③土地のつくりと変化について，観察・実験などを行い，土地のつくりについて，
より妥当な考えをつくりだし，表現するなどして問題解決している。

④土地のつくりと変化について，観察・実験などを行い，土地のでき方について，
より妥当な考えをつくりだし，表現するなどして問題解決している。

主体的に学びに向かう態度：①土地のつくりと変化についての事物・現象に進んで関わり，粘り強く，他者と
関わりながら問題解決しようとしている。

②土地のつくりと変化について学んだことを学習や生活に生かそうとしている。
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３ 研究仮説との関連

仮説１ 「目的意識」をもたせる単元構成や，習得した知識・技能を活用して課題を解決する学
習活動を取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができるだろう。

① 単元の導入において，後に習得する知識・技能を活用する課題を示す。
※「５ 本時の指導」にて

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができる
だろう。

④ 少人数グループでの話し合い活動を取り入れ，自分の考えを分かりやすく伝え，また，相手
の考えを理解し，よりよい解や解決方法を導き出す場面を設定する。

※「５ 本時の指導」にて

４ 指導計画（全10時間扱い）

時 学習のねらい 児童の学習内容と評価

① ・土地のつくりと変化に ・地面の下の様子を見て，気付いたことを話し合う。
について，差異点や共 評 土地のつくりと変化について，差異点や共通点を基に，問題を

本 通点を基に，問題を見 見いだし，表現するなどして問題解決している。
いだし，表現すること （思・判・表①）

時 ができる。 評 土地のつくりと変化についての事物・現象に進んで関わり，粘
り強く，他者と関わりながら問題解決しようとしている。

（態度①）

２ ・土地のつくりと変化に ・縞模様に見える土地をいろいろな方法で調べる。
・ ついて，問題を見いだ ・土地が，縞模様に見えるのはどうしてか，結果を基に話し合う。
３ し，予想や仮設を基に，

解決の方法を発想し， 評 土地のつくりと変化について，問題を見いだし，予想や仮設を
表現するなどして問題 基に，解決の方法を発想し，表現するなどして問題解決している。
解決することができ （思・判・表②）
る。 評 土地のつくりと変化について，観察・実験などを行い，土地の

・土地のつくりと変化に つくりについて，より妥当な考えをつくりだし，表現するなどし
ついて，観察・実験な て問題解決している。 （思・判・表③）
どを行い，土地のつく 評 土地は，礫，砂，泥，火山灰などからできており，層をつくっ
りについて，より妥当 て広がっているものがあること，また，層には化石が含まれてい
な考えをつくりだし， るものがあることを理解している。 （知・技①）
表現するなどして問題
解決することができ
る。

・土地は，礫，砂，泥，
火山灰などからできて
おり，層をつくって広
がっているものがある
こと，また，層には化
石が含まれているもの
があることを理解する
ことができる。

４ ・地層は，火山の噴火に ・流れる水の働きと地層のでき方の関係を調べる。
・ よってできることを理 ・地層はどのようにできるのか，結果を基に話し合う。
５ 解することができる。 評 土地のつくりと変化について，観察・実験などを行い，土地の

・地層は，流れる水の働 でき方について，より妥当な考えをつくりだし，表現するなどし
きや火山の噴火によっ て問題解決している。 （思・判・表④）
てできることを理解す 評 地層は，流れる水の働きや火山の噴火によってできることを理
ることができる。 解している。 （知・技②）

６ ・土地のつくりと変化に ・火山の働きと地層のでき方の関係を調べる。
・ ついて，観察，実験な ・流れる水の働きでできた岩石には，礫岩や砂岩，泥岩があること
７ どの目的に応じて，器 を知る。

具や機器などを選択し 評 土地のつくりと変化について，観察，実験などの目的に応じて，
て，正しく扱いながら 器具や機器などを選択して，正しく扱いながら調べ，それらの過
調べ，それらの過程や 程や得られた結果を適切に記録している。 （知・技③）
得られた結果を適切に 評 地層は，火山の噴火によってできることを理解している。
記録することができ （知・技④）
る。

・地層は，火山の噴火に
よってできることを理
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解することができる。

８ ・土地は，火山の噴火や ・火山活動や地震による土地の変化を，いろいろな方法で調べる。
・ 地震によって変化する ・火山活動や地震によって，土地は，どのように変化するのか，結
９ ことを理解することが 果を基に話し合う。

できる。 評 土地は，火山の噴火や地震によって変化することを理解してい
る。 （知・技⑤）

10 ・土地のつくりと変化に ・基本的な内容を確認し，「学んだことを生かそう」の学習をする。
ついて学んだことを学 評 土地のつくりと変化について学んだことを学習や生活に生かそ
習や生活に生かそうと うとしている。 （態度②）
することができる。

５ 本時の指導（1／10）
（１）目 標

・様々な場所の地面の下の様子から，差異点や共通点を基に，他者と関わりながら表現するなどして
問題を見いだすことができる。

（２）研究仮説との関連

仮説１ 「目的意識」をもたせる単元構成や，習得した知識・技能を活用して課題を解決する学
習活動を取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができるだろう。

① 単元の導入において，後に習得する知識・技能を活用する課題を示す。
本時では，まず身近な飯綱神社の地面の下を想像させ，結果からその場所と他の場所の地面の

下の様子は同じかどうかという問題を設定する。様々な場所の地面の特徴をつかみ，問題を解決
するためのキーワードから，どうして層になっているのか，どうして場所によって異なるのかを
今後の課題としてとらえられるようにする。

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができる

④ 少人数グループでの話し合い活動を取り入れ，自分の考えを分かりやすく伝え，また，相手の
考えを理解し，よりよい解や解決方法を導き出す場面を設定する。

地面の下を予想したワークシートを基に，友達の様々な考えから土地がどのような様子なのかと
いう疑問をもてるように話合わせる。また，様々な場所の地面を見比べて共通点・差異点を見つ
ける活動でも，それぞれが気付いたことを話し合わせ，問題解決へ向けてよりよい解が出せるよう
にする。

（３）展 開 ◎印は研究仮説との関連 評（評価）手（手立て）

学 習 内 容 授 業 の 実 際 と 考 察 時配
（）は実際に

実 際 の 児 童 の 様 子 かかった時間

１ 飯綱神社の地面の下を想像する。 ・ワークシートに自分の予想する地面の ６
・硬さの違う土があると思う。 下の様子を描かせたり色を塗らせたり （10）
・粘土みたいな土が出てくると思う。 した。
・ずっと同じ土が出ると思う。 ・生き物や水道管などが出てくることが
・違う色の土があると思う。 予想されるため，地層の学習と関係が
・石があると思う。 ある地面（土）の様子がどうなってい

るか考えるように声をかけた。

２ 友達のワークシートと比べて，全体で共 ・ワークシートを机の上に置き，共通点， 10
通点，差異点を共有する。 差異点を意識させてそれぞれのワーク （15）
【キーワード】 シートを見て回らせた。
・色 ・共通点，差異点を具体的に見つけられ
・層 るように声を掛けた。
・混入物の種類，形 ・共通点，差異点を書画カメラに映して
・土の質 全体で共有した。

◎自分と友達の地面の下を予想したワー
クシートを見比べて，自分の考えを伝
えたり,友達の考えを聞いたりして，
より妥当な考えを導き出させた。

３ 飯綱神社の実際の地面の下の様子を確認 ・飯綱神社の地面の下を撮影した写真を 5
する。 見せて予想と照らし合わした。 （10）
【予想と違う】 ・飯綱神社の地面の下から採取してきた
・全部同じような土だった。 土を触らせて，予想していたイメージ
・土の色が違った。 との差異を確認させた。
・石が入っていない。
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・縞模様になっていない。
・ぱさぱさの土だった。 ・干からびている。
【予想通り】 ・水分がない。
・土の色が全体的に同じ。 ・崩れやすそう。
・土以外には何もない。 ・堅そう。
・少し縞模様になっていた。 ・重なっていない。

４ 学習問題を立てる。 ３
【地層の資料】 資料として実 （10）

飯綱神社の地面の下と比べて，地面の様子 ・銚子市（千葉県） 際に使用した
はどこも同じなのだろうか。 ・袖ヶ浦市（千葉県） 場所

・睦沢町（千葉県） ・袖ケ浦市
・沼津市（静岡県） ・渋川市
・渋川市（群馬県） ・小田原市

場所が違うと地面の下の様子は変わるのだ ・小田原市（神奈川県 ・日置市
ろうか。また，土の質は変わるのだろうか。 ・日置市（鹿児島県）

・資料の地層が日本のどこに位置してい
るのか確認させた。

【同じ】 ・同じか違うか立場は決めさせず，予想
・地面はずっとつながっているから。 を立てさせた。

【違う】
・学校の土の色と違うから他の場所は違 ＜児童の予想＞

うと思う。 ・場所が変われば，下の様子も変わる。
・海の近くは，貝の化石が入っていそう。 → 場所によって環境が違うから。
・海沿いと山沿いとでは違いそう。 ・高さによって異なる。

・その土地の生き物の様子で違う。
・深さによっては同じところもある。

※この先は時間の都合により，後日実施した。

５ いろいろな場所の地層の写真から，グル ・資料を貼ったまなボードを各グループ 10
ープで共通点，差異点を見つける。 に渡し書き込ませた。 （０）

・飯綱神社の地面の下の様子と，さまざ
【共通点】 まな場所の地面の下の様子との違いを
・縞模様ができているところが多い。 はっきりとさせた。
・色の違う土が混ざっている。 ◎飯綱神社の地面の下の様子とその他の

地面の下の様子から，見た目の違いや
【差異点】 混入物の違い，色の違いなどに気付か
・貝や化石が入っている場所がある。 せ，後に習得する知識・技能を活用す
・縞模様の線が横だったり斜めだったりし る課題を示した。

ている。 評 土地のつくりと変化についての事物
・土だけでなく砂，石が混ざっている。 ・現象に進んで関わり，粘り強く，他者

と関わりながら問題解決しようとして
いる。 （発言）（態度①）

手 それぞれの地面の下の様子から，特
徴を見つけさせ同じところや違うとこ
ろがないか声を掛けた。

【似ている所・共通点】
・渋川市と小田原市は地面の色が変わ

っている。
・渋川市，小田原市，袖ケ浦市の土に

は線が入っている。
・日置市と飯綱神社は白っぽい土が多

い。
【違う所】
・袖ケ浦市は貝が入っている。
・渋川市は石が小さい。
・場所によって石の大きさが違う。
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６ いろいろな場所の地層の共通点，差異点 ・各グループのまなボードを黒板に貼ら ８
を全体で共有する。 せ，見つけた共通点，差異点を発表さ （０）

せた。
・各グループの発表を聞いて，地面の下

の様子について自分の考えをまとめさ
せた。

評 土地のつくりと変化について，差異
点や共通点を基に，問題を見いだし，
表現するなどして問題解決している。
（発言・ワークシート)（思・判・表①）

手 場所によって地面の下の様子がどの
ように違うのか，具体的な言葉で表現
できるように声を掛けた。

７ 本時のまとめをする。 ２
（０）

地面の下の様子はしましまだったり，貝
が入っていたり，場所によってちがう。

場所が違うと，地面の下の様子は変わる。
しかし，似ている所もあった。層の様子が違
うと質も変化していた。

８ 後片付けをする。 １
（０）

（４）板書
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※後日実施した際の板書

５ 本時の指導（1／10）
（１）目 標

・様々な場所の地面の下の様子から，差異点や共通点を基に，他者と関わりながら表現するなどして
問題を見いだすことができる。

（２）研究仮説との関連

仮説１ 「目的意識」をもたせる単元構成や，習得した知識・技能を活用して課題を解決する学
習活動を取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができるだろう。

① 単元の導入において，後に習得する知識・技能を活用する課題を示す。
本時では，まず身近な飯綱神社の地面の下を想像させ，結果からその場所と他の場所の地面の

下の様子は同じかどうかという問題を設定する。様々な場所の地面の特徴をつかみ，問題を解決
するためのキーワードから，どうして層になっているのか，どうして場所によって異なるのかを
今後の課題としてとらえられるようにする。

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができる。

④ 少人数グループでの話し合い活動を取り入れ，自分の考えを分かりやすく伝え，また，相手の
考えを理解し，よりよい解や解決方法を導き出す場面を設定する。

地面の下を予想したワークシートを基に，友達の様々な考えから土地がどのような様子なのかと
いう疑問をもてるように話合わせる。また，様々な場所の地面を見比べて共通点・差異点を見つ
ける活動でも，それぞれが気付いたことを話し合わせ，問題解決へ向けてよりよい解が出せるよう
にする。

（３）展 開 ◎印は研究仮説との関連 評（評価）手（手立て）

学 習 内 容 授 業 の 実 際 と 考 察 時配
（）は実

実 際 の 児 童 の 様 子 際にかか

った時間

１ 飯綱神社の地面の下を想像する。 ・ワークシートに自分の予想する地面の下 ６
・硬さの違う土があると思う。 の様子を描かせたり色を塗らせたりした。 （９）
・粘土みたいな土が出てくると思う。 ・色だけだとうまく表現できないため，言
・ずっと同じ土が出ると思う。 葉も追加するように声を掛けた。
・違う色の土があると思う。
・石があると思う。

２ 友達のワークシートと比べて，全体で ・グループでワークシートの内容を共有さ 10
共通点，差異点を共有する。 せた。 （５）

【キーワード】 ・共通点，差異点を具体的にメモするよう
・色 に声を掛けた。
・層
・混入物の種類，形 ・地面の下の様子を層で表す児童が多か
・土の質 った。

・土の色の違いや含まれているものに違
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いがあると考えた児童が多かった。
・「〇ｍの時は○○な状態だと思う」の

ように，地面の下の様子を見た目のイ
メージだけでなく，深さをキーワード
に話している児童が多かった。

・地面の下の様子の予想から「層」という
言葉が多く出てきていたため，「層」と
はどのような状態を意味しているのか全
体で確認した。

◎自分と友達の地面の下を予想したワーク
シートを見比べて，自分の考えを伝えた
り,友達の考えを聞いたりして，より妥
当な考えを導き出させた。

３ 飯綱神社の実際の地面の下の様子を確 ・飯綱神社の地面の下を撮影した写真を見 5
認する。 せて予想と照らし合わせた。 （３）
【予想と違う】
・全部同じような土だった。 ・予想と比べて同じところが少なく，ほ
・土の色が違った。 とんど単色の土だったため，期待外れ
・石が入っていない。 の様子だった。
・縞模様になっていない。
・ぱさぱさの土だった。 ・実際の飯綱神社の地面の下の様子は，一
【予想通り】 部分のわずかなところしか層になってい
・土の色が全体的に同じ。 る様子が見られないため，児童から驚き
・土以外には何もない。 や疑問が生まれなかった。
・少し縞模様になっていた。 ・地面の下の様子の写真に，木の根が露出

しているものがあり，その根が地面の下
の様子に関係していると考えてしまった
児童がいた。

４ 学習問題を立てる。 ・児童の言葉を基にして，学習問題を立て ３
た。 （５）

飯綱神社の地面の下と比べて，地面の様
子はどこも同じなのだろうか。 ・層になっていて，土の色は同じだと思

う。
地面の下の様子は，いろいろな場所によ ・含まれているものが違うと思う。

ってちがうのだろうか。 ・それぞれの場所の環境によって，地面
の下の様子は違うと思う。山や川や海

【同じ】 の近くであったり，標高の違いだった
・地面はずっとつながっているから。 りが関係している。また，気候の違い

【違う】 にもよると思う。
・学校の土の色と違うから他の場所は

違うと思う。 ・場所によって違うと予想した児童が９割
・海の近くは，貝の化石が入っていそ だった。

う。
・海沿いと山沿いとでは違いそう。

【地層の資料】 ・資料の地層が日本のどこに位置している
・銚子市（千葉県） のか確認した。
・袖ヶ浦市（千葉県） ・それぞれの場所の地面の下の様子の違い
・睦沢町（千葉県） について，何がどう違うのか，色，混入
・沼津市（静岡県） 物の大きさ種類など，視点を絞って確認
・渋川町（群馬県） した。
・小田原市（神奈川県）
・日置市（鹿児島県）

５ いろいろな場所の地層の写真から，グ ・資料を貼ったまなボードを各グループに 10
ループで共通点，差異点を見つける。 渡し書き込ませた。 （13）

・基本は黒のマジックで書き込ませ，特に
【共通点】 ポイントにしたい部分は赤のマジックで
・縞模様ができているところが多い。 書き込ませた。
・色の違う土が混ざっている。 ・飯綱神社の地面の下の様子と，いろいろ

な場所の地面の下の様子との似ている・
同じところ，違うところの２点について
視点を与えて読み取らせた。

【差異点】
・貝や化石が入っている場所がある。 【似ている・同じ】
・縞模様の線が横だったり斜めだったり ・石や砂，土がある。

している。 ・同じ色の層がある。
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・土だけでなく砂，石が混ざっている。 ・層になっている。
【違う】
・貝がある。
・色の違う層がある。
・石の大きさが違う。
・同じ色の層があるが，その層の重なる

順番が違う。
・見えている地面の下の様子の，一番上

から下までの高さが違う。

・地面の下の様子について似ている・同じ
ところ，違うところの２点について読み
取らせたが，その２点だと読み取れるこ
とが少なかった。そのため児童は，自然
といろいろな場所の地面の下の様子につ
いて気付いたことを書き込んでいた。

・黒と赤のマジックで区別して書かせたが，
気付いたことはどれも大切なことだった
のでわざわざ赤を使わせる意味がなかっ
た。また，赤を使うことで児童に余計な
混乱をさせてしまった。

◎飯綱神社の地面の下の様子とその他の地
面の下の様子から，見た目の違いや混入
物の違い，色の違いなどに気付かせ，後
に習得する知識・技能を活用する課題を
示した。

評 土地のつくりと変化についての事物・
現象に進んで関わり，粘り強く，他者と
関わりながら問題解決しようとしている。

（発言）（態度①）
手 それぞれの地面の下の様子から，特徴

を見つけさせ同じところや違うところが
ないか声を掛けた。

６ いろいろな場所の地層の共通点，差異 ・各グループのまなボードを黒板に貼らせ， ８
点を全体で共有する。 見つけた共通点，差異点を発表させた。 (８)

・各グループの発表を聞いて，地面の下の
様子について自分の考えをまとめさせた。

評 土地のつくりと変化について，差異点
や共通点を基に，問題を見いだし，表現
するなどして問題解決している。
（発言・ワークシート)（思・判・表①）

手 場所によって地面の下の様子がどのよ
うに違うのか，具体的な言葉で表現でき
るように声を掛けた。

７ 本時のまとめをする。 ２
（１）

地面の下の様子はしましまだったり，貝
が入っていたり，場所によってちがう。

いろいろな場所によって地面の様子は違
った。しかし，全く違うわけではなく似て
いるところもある。

８ 後片付けをする。 1
（１）
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（４）板書

まなボード

【キーワード】
・色
・層
・混入物の種類，形
・土の質

【同じ・似ている】 【違う】
・層になっている ・層の色が違う
・石がある ・貝がある

・石の大きさが違う

４ 本単元の成果（〇）と課題（●）

仮説１ 「目的意識」をもたせる単元構成や，習得した知識・技能を活用して課題を解決する学
習活動を取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができるだろう。

① 単元の導入において，後に習得する知識・技能を活用する課題を示す。
〇様々な資料を使用したことで，色，層，混入物の種類や形，土の質等，地層の学習に必要なポイント

を押さえることができた。地面の下の様子をイメージさせることができた。
○パワーポイントや実物資料を用いて導入を行ったため，児童が関心をもちながら学習に取り組むこと

ができた。
●単元の導入ということで，これからどんな学習をしていくのかという見通しをもたせたいと考えてい

た。しかし，本単元に関する児童の生活経験が乏しく，今回の内容では，児童が驚きや疑問をもつよ
うな場面を作ることができなかった。そのため，驚きや疑問をもたせることに特化した授業展開が必
要であった。

●飯綱神社の地面の下の様子の資料には，土地のつくりとは関係ない物（植物の根）が写っていたため，
余計な考えが出てしまった。また，複数の資料を比べさせたが，着目すべき点が多すぎて広く浅い情
報収集になってしまった。資料の精選が必要であった。

●本時の展開が全て教師主導の内容であった。児童に調べたい資料を選ばせるなど自己決定させる場面
を作り，自由に意見が言えて幅広い考えが出るようにすべきだった。

●身近な場所として，飯綱神社を取り入れたが，地層の様子を観察しづらかった。層の変化や地層の中
に入っている物の様子が分かりやすい資料を用意するべきだった。

●飯綱神社の地層と，他の場所の地層を比較させるために，飯綱神社についての意識付けに時間をかけ
すぎてしまい，予想を立てて授業が終わってしまった。この学習の目的である，地層の比較まで行う
ためには，飯綱神社にかける時間をもっと短くする必要がある。

●飯綱神社の土を用意し触らせたところ，土の質に着目してしまった。他の場所の土は準備できていな
かったため，本時では資料からの読み取りだけにとどめておくべきだった。

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができる

④ 少人数グループでの話し合い活動を取り入れ，自分の考えを分かりやすく伝え，また，相手の考
えを理解し，よりよい解や解決方法を導き出す場面を設定する。

〇視点を与えて話し合い活動をさせたことで，全員が共通の課題をもち，その課題を解決しようと意欲
的な活動になった。

〇飯綱神社と比較する場所を４か所に絞り，話し合いの観点を示したうえでグループ活動を行ったため，
色の変化や地層の中に入っている物の違い，地層がある場所の環境の違いなどにも着目をして学習を
進めることができた。

●地面の下の予想をイメージ図として描かせ，それを基に話し合いをさせた。しかし，児童には地面の
下の様子をイメージする基となるものがないため，根拠のない曖昧なイメージ図だった。話し合いを
させても疑問や不思議さがうまれなかった。かかせる必要はなく，確認だけで良かった。

●様々な場所の地面の下を見比べさせた際に，同じところ・違うところに視点を置き考えさせた。し
かし，その視点では児童には簡単すぎだったため，調べた内容の共有場面では，活発な話し合いに
ならなかった。「何が」や「どんなところが」と着目する点をより明確にして調べさせる必要があっ
た。

地面の下の
様子は，い
ろいろな場
所によって
ちがうのだ
ろうか。 いろいろ

な場所によ
って地面の
様子は違っ
た。しかし，
全く違うわ
けではなく
似ていると
ころもある。

飯綱神社の地面
の下の様子をイ
メージさせる
掲示物



６年-理 10

●まなボードを使用し，グループ活動時だけでなく全体で共有する活動がある際は，字の大きさなど見
る側の事を考えまとめさせる必要があった。

●飯綱神社の地層の様子が分かりづらかった。各地の地層と飯綱神社の地層を比較はしているものの，
飯綱神社の地層についての情報が少なく，比較資料としては不向きだった。


