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【１月号＊「学びに向かう力」とメタ認知】

■メタ認知の視点から「学びに向かう力」を考える

言語と知識による感情と行動の意識的制御 奈須　正裕
メタ認知と思慮深さから考える「学びに向かう力」

 松浦　拓也

「学びに向かう力」の源泉としてのメタ認知

 和田　一郎

理科における「学びに向かう力」の育成

－学びのプロセスと深まりをメタ認知する「振り返り」

を視点として－ 小林　和雄

■「学びに向かう力」の育成を目指した授業実践例－

小学校－

知識と実験のずれからおこる「メタ認知」 松本　榮次
子供がメタ認知できる場面を取り入れた授業

 近藤　信一

理科授業においてみられる子供のメタ認知と教師のア

セスメント－小学校４年「物の温まり方と体積」の実

践－ 松尾　健一

■「学びに向かう力」の育成を目指した授業実践例－

中学校－

教科横断的な学びを通した「学びに向かう力」を育む

授業実践 中田　雄大

理科学習場面における中学生の動機づけ，方略，成果

をつなげるメタ認知の働き－「動機づけモデル」に基

づく分析的検討より－ 鈴木　達也

メタ認知的支援を大切にした科学的探究活動

－メタ認知的知識を活用する「主体的・対話的で深い

学び」－ 平澤　　傑

■「学びに向かう力」の育成を目指した授業実践例－

高等学校－

生徒が自ら学びを深める姿を目指して－モデル構築を

通じたメタ認知の稼働と振り返り－ 一ノ瀨友輝

探究の過程を振り返り，議論する

－国際バカロレア DP化学の学び－ 鮫島　朋美

【２月号＊プログラミング教育って何？】

■プログラミング教育導入の経緯及び理科における意義

小学校プログラミング教育の導入の経緯と理科教育に

対する期待 堀田　龍也

理科で「プログラミング教育」を行うということ

－「プログラミング的思考」と「ものづくり」の視点

から－ 武藤　良弘

小学校理科に求められるプログラミング教育とその意

義－新学習指導要領の内容と STEM/STEAM 教育の視
点から－ 北澤　　武

プログラミング教育が理科の資質・能力に及ぼす学習

効果の探索的検討

－小学校第５学年「振り子のきまりシミュレーション

プログラム」の作成と活用を通して－ 佐藤　和紀

■小学校における実践の成果と課題及び教材研究

小学校理科におけるプログラミング教育の実践－第６

学年「電気の利用」MESHを活用して－ 木月　里美
「電気の性質とその利用」においてプログラミング教

材を活用した実践から 中村めぐみ

条件分岐の考え方を生かした理科の実験 藤原　晴佳

第６学年理科「電気の利用」におけるプログラミング

教育の実践 安藤　久子・平本　　彰

「プログラミングって何？」からのスタート

－総合的な学習の時間と連携しての小学校第６学年

「電気の利用」の実践事例－ 林　　康成

■中学校・高等学校や団体等における実践の成果と課

題及び教材研究

試行を通して問題の解決策を具現化する力を高めるプ

ログラミングの題材開発と実践－プログラミングを通

して育成したい資質・能力－ 加藤　佳昭

高校生が地域の小学生にプログラミングを教えるサー

ビスラーニング

－産学連携による校種を交差したプログラミング教育

普及モデル－ 八木　昌生・隅田　　学・瓜谷　輝之

【３月号＊「わかったつもり」に気付かせる理科授業

の工夫・改善】

■「わかったつもり」の自覚から科学概念の再構成へ

ヴィゴツキー理論からみた「分かったつもり」と子供

たちの発達 田島　充士

「わかったつもり」の気付かせ方

－話し合い活動に焦点を当てて－ 雲財　　寛

様々な教科等の「わかったつもり」，理科固有の「わ

かったつもり」－「わかったつもり」の自覚から科学

概念の再構成を目指す，理科固有の学習過程の構想に
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向けて－ 後藤　顕一

■「わかったつもり」の現状と授業の工夫・改善－小

学校－

「深い学び」へ導く活用課題と説明活動の設定

 森田　和良

「つなぐ」ことで「わかったつもり」を乗り越える

 境　　　孝

教師の「わからせたつもり」と子供の「わかったつも

り」－教師の明確な手立ての必要性－ 前野　泰介

４年「すがたをかえる水」の実践を通して 高井　英俊
見方・考え方を働かせ，資質・能力を育成する理科授

業－第５学年「流れる水の働きと土地の変化」の実践

を通して－ 秋葉　　翔

「わかったつもり」の分類とそれに応じた指導の在り

方について 志田　正訓

■「わかったつもり」の現状と授業の工夫・改善－中

学校－

「わかったつもり」に気付く授業－わかったことを説

明し合うことによる効果－ 川上　早苗

素朴概念・誤概念を乗り越える授業，言葉に踊らされ

ない授業を！ 小野　洋

第１学年「力」単元における実践を通して 髙橋　　弾
■「わかったつもり」の現状と授業の工夫・改善－高

等学校・大学－

単元のストーリー性を意識した授業づくりの重要性

－中高の接続から見た「物体の運動」の学習を通して－

 西本　保宏

実験結果から得られる情報を整理する際の思い込み

－炭酸カルシウムと塩酸の反応における定量実験の結

果と考察－ 北川　輝洋

教員養成大学での取り組み－「わかったつもりの状態」

から「よりわかった状態」への授業づくりに向けて－

 坂本　憲明

【４月号＊教員のための学びの地図】

■若手教員が描く「教員のための学びの地図」

追試を軸とした教育実践

－アーギュメント概念に着目して－ 村津　啓太

自分の軸を見つめ直す

－授業改善から見えてきたこと－ 中村　元紀

理科授業研究に取り組んだこれまでとこれから

 熊田　憲朗

みて，きいて，発信する－身の回りにある機会を活用

した授業改善― 樋口　麻美

理論でも実践でも語れる理科教師を目指して－実践を

記録し，発信し，省察することを通して－ 土屋　恵一
子供たちが主体的に学習するために

－問題解決のプロセスに沿って－ 菊地　佑太

■中堅教員が描く「教員のための学びの地図」

理科の教師としての学び

－今までの実践を振り返ることを通して－ 渡辺　祐一
自然を教えるということ，理科を教えるということ

－自然への驚きと発見の喜びを味わわせる理科授業を

求めて－ 竹内　義雄

学び続ける教師への道－教員生活13年間の自身の歩み
を振り返って－ 蛭田　真生

12年間の授業研究に対する意識の変化－「孤独な授業
研究」から「仲間との授業研究」へ－ 高橋　政宏

まずは，自分の仕事を面白がる－面白がること　こだ

わること　出会うこと－ 谷本　薫彦

『生きる力』につながる教科指導

－小・中学校の積み上げを意識した“振り返り”から

の授業づくり－ 上山　　章

様々な研修の場を求めて－科目・教材との出会い，生

徒との出会い，仲間との出会い－ 長谷川大和

■ベテラン教員が描く「教員のための学びの地図」

教師に求められる21世紀型能力
－「観」と「眼」を培うことを通して－ 藤本　雅司

自分磨きの原点は知的好奇心旺盛であること

 塚田　昭一

採用から28年を振り返ってみて－研修受講者から研修
指導者，そして研修担当者へ－ 安田　修一

私の理科教育－生徒の育成と組織づくり－ 中山　秀幸
理科室と研究室の間で自己決定を進める 松本　浩幸

専門科学と教科教育の好循環

－大学院での学び直し－ 伊藤　英樹

楽しい理科授業と実りある理科授業－理科教員として

の研修と出会いを通じて－ 富田　俊幸

【５月号＊授業を変える「便利グッズ」】

■時代とともに移りゆく実験器具

実験用ガスコンロは中・高等学校の理科室に普及するか

－学習指導要領，教科書，入試との関係－

 山口　晃弘，北田　健

■理科授業で使える様々な「便利グッズ」

100円グッズで変わるメダカの発生の顕微鏡観察－脊
椎動物のモデル生物の発生過程を立体的に理解する－

 中西　　史

携帯顕微鏡の活用 岩本　哲也

酸素センサを使った魅力ある理科授業 高橋　三男
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見えない空気を数値で見える化する

－デジタル気体チェッカーを使った授業－ 辻　　　健
寒天地層モデルの活用－既習事項を活用して科学的な

見方や考え方を育成する指導方法の開発－ 吉田　勝彦
便利なシリコン製品

－シリコンチューブ・シリコン栓－ 中島　誠一

導電性銅箔テープを用いた「電流と回路」についての

学び－実験を個別化し，深い学びを実現するために－

 大西　琢也

生徒の思考を促すペーパークラフト－生徒のノートが

“飛び出す絵本”に早変わり－ 岸　正太郎

「見える化」「共有化」のアイデア

－事象・思考の可視化・共有化のために－ 川上　真哉
エマールは洗濯以外でも大活躍？！

－４年「もののあたたまり方」の実践－ 久保　文人

本当に授業が変わる「まなボード」

－ローテクだって ICT－ 隈元　修一

Kahoot！－ ICTの有効活用－ 北野　賢一

「地動説型プラネタリウム　そら２」の紹介

－ Androidスマホ・タブレットで動作する天文アプリ－
 小坂　敏文

天体シミュレーションMITAKAと星座早見盤
－空間認知力を高め，3D頭をつくる－ 辻本　昭彦

生徒が主体的にコンテンツを作成することで，学習内

容の理解を深めることへの可能性－中学校理科におけ

る一人一台学習用 iPadを利活用した実践を通して－
 大崎　　貢

アプリを活用した授業デザインで生徒の学びをつなげる

 楠本　　誠

インターバル撮影の活用を通して，主体的に実験制御

に動き出す－５年「植物の発芽と成長」－ 鼎　　裕憲
電流が作る磁界を観察する装置

－ LANケーブルのパスカル電源化－ 阿部　　敬

【６月号＊授業者の考える「見方・考え方」】

■授業者が考える「見方・考え方」について

初めての理科で働かせる「見方・考え方」

－理科の入り口である小学校第３学年の実践を通して－

 坂野真貴子

「理科の見方・考え方」を働かせるために

－第４学年「金属，水，空気の温まり方」，第５学年

「植物の結実」－ 杉山　直樹

柔軟で豊かな「見方・考え方」と授業づくり

－自然研究と授業を振り返って－ 名取　克裕

■「見方・考え方」を働かせる授業実践－小・中学校－

一粒の重さに着目し，論理的に考える

－第３学年「物と重さ」の実践を通して－ 兼子　　稔
理科の「見方・考え方」を働かせることで学習の見通

しをもつ－実験方法を話し合う場面を局面とした授業

実践－ 棟田　一章

「見方・考え方」をよりよく働かせることができる

「単元を貫く問い」のデザイン－「金属，水，空気の

温度」の実践－ 俣野　源晃

子供が「理科の見方・考え方」を駆使して問題を解決

する理科学習－「学びの文脈」と「妥当性の吟味」で

深い学びへ－ 小牧　啓介

子供が主体的に事象に働きかけ探究する理科学習のス

タイル－第３学年「磁石」「電気」の単元導入場面に

焦点を当てて－ 田中　一磨

理科の「見方・考え方」を生かした理科学習

－予想や実験企画の指導場面を例にして－ 北原　深志
「見方・考え方」が働く授業の仕組みについての提案

－「文化伝達・活用モデル」による「エネルギーの変

換と保存」の系統での授業－ 帆足　洋之

生徒の多様な「見方・考え方」を取り入れた授業実践

 笠原　大弘

生徒の「見方・考え方」につながる具体物を用いたモ

デル操作の天体学習の工夫 山崎　　功

「理科の見方・考え方」を軸とした単元や授業構成の工

夫－知識及び技能を日常生活や自然の事物・現象に活用

して科学的に探究する学習活動の充実－ 小倉　恭彦

【７月号＊問題解決を改めて問い直す】

■一般社会・企業における問題解決とは何か

問題解決思考を身に付ける－研修講師が見た，企業内

問題解決教育の実際と課題－ 中津　浩喬

■各教科・領域における問題解決とは何か

【国語】「読みの交流」の言語活動と問題解決

－「問い」の重要性と教師の役割－ 佐藤多佳子

【社会】問題解決的

学習と問題解決学習の間 鎌田　和宏

【算数・数学】算数・数学科における問題解決の特徴

と展開 日野　圭子

【生活・総合的な学習の時間】生活・総合の問題解決

とは何か

－あくまで「自分」を軸にした問題解決－ 松本　謙一
【音楽】音楽は思考だけではない－音楽科における問

題解決型学習の有効性について考える－ 笠原　壮史

【図画工作】「つくりだす喜び」へとつながる造形的な

問題解決の学び－試行錯誤や洞察を大切にした図画工
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作科の授業づくり－ 西村　德行

【体育】解決すべき問題は，誰がどこからもってくる

のか－新しい体育の常識を求めて－ 石塚　　諭

【家庭】自主的・主体的な家庭実践につなげるための

「問題解決学習」－みそ汁との新たな出会いを通して，

「追究」を始める子を育てるために－ 築地　晶子

【技術】技術教育における問題解決とは何か

 村松　浩幸

【外国語】英語学習における，学習者の能動的な役割

 粕谷　恭子

【道徳】道徳科における問題解決学習の在り方

－道徳における問題解決とは何か－ 柳沼　良太

【特別活動・学級経営】特別活動における問題解決とは

－特別活動の問題解決　他とはココが違う－

 畠山　明大

【特別支援教育】障害状況にある子どもと係わり合う

中の「問題解決」 岡澤　慎一

【８月号＊根拠に基づいて表現する力を身に付ける理

科指導法】

■根拠に基づいて表現する力の育成のために

根拠に基づいて表現する力の指導法と科学的な論証

 藤田　剛志

主張－証拠－理由付けによって根拠に基づいた表現を

促すアーギュメントの指導 山本　智一

根拠に基づいた表現活動と評価活動 渡辺　理文

理科学習における根拠の表現の在り方についての検討

－表現を支援する方策をめぐって－ 佐々木智謙

■根拠に基づいて表現する力を身に付ける授業の工

夫・改善－小学校－

既習内容を根拠に実験の見通しをもつプロセス

－第６学年「植物の養分」の事例－ 神山　真一

児童一人一人が根拠に基づいて表現できる理科学習

－第４学年：水のすがたの変化を捉える学習を通して－

 長島　雄介

生活経験や既習の内容を根拠にして予想するための単

元構想

－第４学年「ものの温まり方」の実践を通して－

 片桐　大樹

■根拠に基づいて表現する力を身に付ける授業の工

夫・改善－中学校－

理科と国語の教科横断的な学習を通して 北村　弘行

予想や仮説を設定する過程における教師の関わりを考

える

－指導の根拠を見つめ直すことを通して－ 松本　浩二

自己決定力を科学的探究の資質として育てる

 松本　浩幸

複数の実験結果を基にした課題解決の実践例

－「ロウソクの科学」に迫る－ 髙田　太樹

■根拠に基づいて表現する力を身に付ける授業の工

夫・改善－高等学校－

「根拠に基づいた表現」を育む学習の場 田辺　浩明

【９月号＊理科におけるクリティカル・シンキング（批

判的思考）を考える】

■理科におけるクリティカル・シンキング（批判的思

考）とは

理科における批判的思考力の育成

－認知心理学の観点から－ 楠見　　孝

思考・判断・表現等を働かせるために欠かせない学習

過程の構造－「振り返って考える」ために必要な各過

程の関係の構築－ 益田　裕充

理科に求められるクリティカル・シンキングと指導の

実際 木下　博義

■授業での実践－小学校－

教師の意図的な関わり（道案内）が生み出す批判的思考

－最も汗をかかなければならないのは教師－

 前野　泰介

科学的な概念を形成する理科学習

－単元の構成と学習活動の工夫を通して－ 近藤　慎介
簡単には納得しない子を育てる理科学習－批判的思考を

くぐり抜けたとき，より深い理解となる－ 島　　章人
■授業での実践－中学校－

批判的思考を身に付ける話し合い活動の工夫

－批判的思考の構成要素を役割分担した話し合い活動

を通じて－ 大澤　正樹

批判的思考を働かせるための指導法や手立てについて

考える－「検討・改善」の場面から－ 三浦　真一

■授業での実践－高等学校－

問いかけや教材の工夫でクリティカル・シンキング

－高等学校物理分野での実践例－ 山下　雅文

課題研究を通した批判的思考力向上への取り組み

－ SSH２期目の実践を通して－ 武　　倫夫

実習にて「深める・広げる・生かす」学びのスパイラ

ル－アミラーゼの酵素反応を例に－ 松尾　花枝

【10月号＊問題を見いだすとき】

■問題を見いだすことが学習に与える影響

理科学習における「問い」とは何か

－問い・疑問・問題・課題－ 中山　　迅
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「問題を見いだす」から考える理科指導 大嶌　竜午

生徒が問題を見いだして解決する授業を行うために必

要な指導方法を考える 大山　光晴

■子どもが問題を見いだすために（教師の視点から）

－小学校－

科学概念の成立につながる問題を見いださせる授業づ

くり－小学校第５学年「物の溶け方」の単元を中心と

して－ 織田　一輝

科学的な疑問を見いだす力の育成－疑問を公表し共有

する環境の保証を通して－ 駒場　俊博

小学生の批判的思考力を育成する学習モデルの考案

－子どもたちが自ら問題を見いだす場面に焦点を当て

て－ 佐藤真太郎

■子どもが問題を見いだすために（教師の視点から）

－中学校－

学習内容の本質に基づく疑問から問題を導く授業

－火成岩観察の指導を例に－ 杉田　泰一

生徒自身が科学的に探究するための課題を設定する理

科学習－中学校第３学年「化学変化とイオン」の実践

を通して－ 園山　裕之

■見いだした問題を自ら解決する（学習者の視点から）

－小学校－

問題解決学習の「問い」づくりから始める

－第５学年「物の溶け方」の事例－ 松田　雅代

子供が問題を見いだすとき－第３学年「身の回りの生

物」の授業を基に－ 辻　　　健

■見いだした問題を自ら解決する（学習者の視点から）

－中学校－

事象の観察から生徒が生成する疑問と見いだす問題

－「物質の溶解」と「物質の状態変化」の実践を通し

て－ 廣　　直哉

子どもが問題を見いだす場面とは－対話的な学びで見

る生徒の姿－ 佐藤　吉史

「セミのぬけがら」を思い出に 丸山　直生

【11月号＊新学習指導要領〈高等学校〉－2030年代の

社会を見据えた理科教育の創造－】

■高等学校学習指導要領理科の改訂

高等学校理科の改訂

総論 清原　洋一

高等学校理科「科学と人間生活」の改善事項

 清原　洋一・遠山　一郎・野内　頼一・藤枝　秀樹・
 三次　徳二

高等学校理科「物理基礎」「物理」の改善事項

 遠山　一郎

高等学校理科「化学基礎」「化学」の改善事項

 野内　頼一

高等学校理科「生物基礎」「生物」の改善事項

 藤枝　秀樹

高等学校理科「地学基礎」「地学」の改善事項

 三次　徳二

■各科目改善の方向性

「科学と人間生活」の授業展開

－勤務校での実践を踏まえて－ 岩　　義博

高等学校物理における授業改善の方向性

－探究の過程を重視した「物理基礎」「物理」の授業

展開例－ 筒井　和幸

高等学校化学における探究の必要性－高等学校化学領

域の課題を踏まえた「化学基礎」の事例－ 後藤　顕一
「目標」から考える授業デザイン－主体的・対話的で

深い学びの実現のために－ 大野　智久

「地学基礎」「地学」における資質・能力の育成と探究

的な学習 田辺　浩明

【12月号＊理科における技能とは何か】

■理科で身に付ける技能とはどのようなものか

資質・能力の育成に寄与する観察や実験に関する技能

 山中謙司

■これまで大切にしてきた技能とこれから大切となる

技能とは何か

変化を続ける観察・実験の技能 辻　　　健

技術の進歩と理科における基本的な技能 八嶋真理子

■大切にしている技能は何か，これから大切にしたい

技能は何か

理科学習における技能－理科を指導するにあたり気を

つけている技能－ 金川　弘希

事実を正しく捉えるために育てたい技能

－第５学年　ふりこのきまりの学習から－ 塩盛　秀雄
（アキ） 増田　貴光

観察・実験の意義を考えることが，生きて働く「知

識・技能」につながる－子供が自ら目的，問題意識を

もって意図的に自然の事物・現象に働きかけていく活

動を－ 福田慎一郎

質感を活かした観察・実験の技能

―パフォーマンステストの工夫― 辻本　昭彦

学習課題を達成するための技能とは 髙橋　一哉

（アキ） 奥野　晃司

人生100年時代を豊かに生きていくための理科の技能
―自己調整型学習，拡張型学習を行うための資質・能

力としての「技能」― 大西　琢也
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観察や実験に必要な技能と課題の解決に必要な技能

 児玉伊智郎

::::::::::::『理科教育学研究』を授業に生かす:::::::::::::

２月号　花粉管の発芽と伸長の観察実験及び花粉の保

存方法　島村　裕子／３月号　脊椎動物の進化を実感

させる授業方法の提案　山野井貴浩／６月号　主体

的・対話的で深い学びを実現する授業デザイン　藤本　

義博／７月号　数式に頼らない解追究能力の育成　仲

野　純章／８月号　実験素材を基に仮説の形成を支援

する理科授業－小学校第６学年「物の燃え方」を例に

－安部洋一郎・山本　智一・松本　伸示／９月号　拡

張的学習による理科授業デザイン　野原　博人・和田　

一郎・森本　信也／10月号　仮説設定の合理性を高める
指導の提案－仮説設定の思考過程に基づく介入－中村　

大輝／11月号　定量的な実験で考察の記述に必要な要
素を指導する－記述例の評価を通して－岡田　啓吾

::::::::::::::: 生徒をひきつける観察・実験::::::::::::::::

１月号　粘着テープの発光　鈴木　一成／２月号　流

水実験　青木　久美子／３月号　金属のイオンへのな

りやすさとダニエル電池の製作　宮内　卓也／４月号　

オオカナダモの光合成による酸素の発生　岡田　仁／

５月号　科学技術利用の観点から行うプラスチックの

授業　髙田　太樹／６月号　光る石英　伊藤　英樹／

７月号　市販の金属テープと素焼き製品を用いたダニエ

ル電池　山口　晃弘／８月号　スモールスケールで行う

アンモニアの噴水実験　宮内　卓也／９月号　生物の

特徴を点で表現する　新井　直志／10月号　最小表示
0.0001gの電子天秤を用いた蒸発の可視化　山口　晃弘
／11月号　物体の水中での浮き沈みと浮力　江崎　士郎
／12月号　水蒸気中のマグネシウムの燃焼　島田　直也

::::::::::::::::::::::: 教材研究一直線::::::::::::::::::::::::

１月号　ケヤキの知恵に学ぶ　田中　千尋／２月号　

豆電球が光る一瞬を顕微鏡で観察する　田中　千尋／

３月号　冬の自然に学ぶ　田中千尋／４月号　春の落

ち葉探し　田中　千尋／５月号　電池が肉を溶かす⁉　

田中　千尋／６月号　輪ゴムで遊ぼう　田中　千尋／

７月号　花粉の大きさを調べるには？　田中　千尋／

８月号　「ノープリウス」を探せ！　田中　千尋／９

月号　トイレットペーパーで台風をつくろう！　田中　

千尋／10月号　金属が溶ける様子を顕微鏡で観察する　
田中　千尋／11月号　アメリカセンダングサの知恵　
田中　千尋／12月号　三日月を作る　田中　千尋

:::::::::::::::::::::理科とわたしの仕事::::::::::::::::::::::

１月号　科学技術と社会をつなげる仕事　大島　まり

／２月号　理科から学んだこと　小田　哲明／５月号

　教科書の奥の夜空　川越　至桜／６月号　里山と谷

戸の観察から学んだ小学生時代　辻　智／７月号　科

学への興味・関心をゼロから１へ　櫻井　英雄／10月
号　求める人にいつでも，広く，地球科学の面白さを

伝えたい　真子　千里

::::::::::::::: 先生はサイエンスマジシャン::::::::::::::::

１月号　五重塔！　心柱の不思議　辻本　昭彦／２月

号　エレベーター！　増えるの？　減るの？　体重計　

辻本　昭彦／３月号　風船はどっちに逃げる？　辻本　

昭彦／４月号　食材に感謝！　命のしくみ　辻本　昭彦

／６月号　食材に感謝！　命のしくみⅡ　辻本　昭彦

::::::::::::::::::::::::::::図書紹介::::::::::::::::::::::::::::

１月号　『理科授業をデザインする理論とその展開－

自律的に学ぶ子どもを育てる－』片平　克弘／３月号

　『理科教育基礎論研究』鶴岡　義彦／４月号　『アク

ティブに学ぶ子供を育む理科授業』久保田善彦／６月

号　『空間認識能力の育成をめざす天文分野の学習指

導』森本　信也／９月号　『深い学び』山中　謙司

::::::::::::「わかったつもり」を揺さぶる

　　　　　小学校理科観察・実験（４月号〜）:::::::::::

４月号　磁石から逃げる鉄⁉～磁石のわかったつも

りを打ち破る！～柿沼　宏充／５月号　振り子の周期

を決めるのは長さだけ？　柿沼　宏充／６月号　水は

「ぐるぐる」温まる⁉　柿沼　宏充／７月号　燃やす

物を増やした分だけ，酸素がたくさん使われる⁉～

燃焼の仕組みのわかったつもり～肥田　幸則／９月号　

体の中って，どうなってるの？～人の体の“つくり”

に着目して～神田　周愛／10月号　空気中の水蒸気の存
在を確かめる　杉山　直樹／11月号　その実験計画は
本当に正しい⁉－批判的思考力を付けて，正しい実

験計画を立てよう－佐藤真太郎／12月号　炭酸水に溶
けている気体は石灰水だけで分かる⁉～炭酸水に溶

けている気体の調べ方のわかったつもり～　渡辺　南

:::::::: 一般社団法人日本理科教育学会全国大会:::::::::

第68回全国大会案内　３・４・５・６・７月号
第68回全国大会案内プログラム　８月号
第68回全国大会報告　11月号
第68回『理科の教育』公開編集委員会レポート　11月号
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