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学習指導の改善・充実に向けた説明会

中学校 理科
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説明の内容

Ⅰ 調査問題の「枠組み」と「主な視点」

Ⅱ 平成３０年度 調査結果の概要

Ⅲ 「枠組み」ごとの分析と課題，

学習指導の改善例

Ⅳ 指導改善・充実の視点及び総括
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Ⅰ 調査問題の｢枠組み｣と｢主な視点｣
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調査問題作成の基本理念
●全国的な学力調査の実施方法等に関する専門家検討会議

「全国的な学力調査の具体的な実施方法等について（報告）」
（平成１８年４月）
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●教育基本法の改正（平成１８年１２月）
●学校教育法の改正（平成１９年６月）
●中央教育審議会
「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習
指導要領等の改善について（答申）」（平成２０年１月）

●学習指導要領（平成２０年３月 告示）

枠組み 主な視点

「知識」 知識，技能

「活用」 適用，分析・解釈，構想，検討・改善

解説資料P.6
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枠組み 評価の観点 主な視点

主として
「知識」に
関する問題

理科に関する
「基礎的・基本的な

知識・技能」

自然事象につい
ての知識・理解

知識

観察・実験の
技能

技能

主として
「活用」に
関する問題

理科に関する
「知識・技能を活用
して，課題を解決
するために必要な
思考力・判断力・
表現力等」

科学的な
思考・表現

適用

分析・解釈

構想

検討・改善

調査問題の「枠組み」
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解説資料P.6

主な
視点

説 明

適用
適用の問題では，日常生活や社会の特定の場面において，基礎的・

基本的な知識・技能を活用することを問う。

分析
・

解釈

分析・解釈の問題では，基礎的・基本的な知識・技能を活用して，
観察・実験の結果などを分析して解釈することを問う。

構想

構想の問題では，基礎的・基本的な知識・技能を活用して，自然の
事物・現象の中に問題を見いだして課題を設定し，予想や仮説を立て
たり，観察・実験の条件を考えたりすることで観察・実験を計画する
ことを問う。

検討
・

改善

検討・改善の問題では，観察・実験の計画や結果の考察，日常生活や
社会との関わりを思考するなどの各場面において，基礎的・基本的な
知識・技能を活用し，観察・実験の結果などの根拠に基づいて，自らの
考えや他者の考えに対して，多面的，総合的に思考して，検討して
改善することを問う。

「活用」に関する「主な視点」
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解説資料P.7



自然の事物・現象を科学的に探究する活動では，問題の把握，
仮説の設定，資料の収集，実験による検証，結果の分析や解釈，
結論の導出などが考えられるが，これらは決して固定的なもの
ではなく，問題の内容や性質，あるいは生徒の発達の段階に応じて，
ある部分を重点的に扱ったり，適宜省略したりするといった工夫が
必要である。その際，比較したり，条件に目を向けたりするなどの
小学校で培った能力をさらに高めながら，観察，実験の結果を
分析して解釈するなどの能力の育成を図るようにする。

○ 調査問題は，日常生活や自然の事物・現象の中に問題を
見いだして課題を設定し，習得した知識・技能を活用して
科学的に探究する文脈を設定

「探究の過程」の「重点的扱い」
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中学校学習指導要領（平成20年告示）解説理科編 P.19

自然の事物・現象を科学的に探究する活動では，図１（９
ページ）で示している学習過程の例などが考えられるが，
これらは決して固定的なものではなく，問題の内容や性質，
あるいは生徒の発達の段階に応じて，ある部分を重点的に扱ったり，
適宜省略したりするといった工夫が必要である。その際，小学校で
身に付けた問題を見いだす力や根拠のある予想や仮説を発想する
力などを更に高めながら，観察，実験の結果を分析して解釈する
などの資質・能力の育成を図るようにする。

「探究の過程」の「重点的扱い」
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中学校学習指導要領（平成29年告示）解説理科編 P.27



自然事象に対する気付き

仮説の設定

検証計画の立案

観察・実験の実施＊５

結果の処理

考察・推論

●主体的に自然事象＊6とかかわり，それらを科学的に探究しようとする態度
（以後全ての過程に共通）
●自然事象を観察し，必要な情報を抽出・整理する力
●抽出・整理した情報について，それらの関係性（共通点や相違点など）や傾
向を見いだす力

●見通しを持ち，検証できる仮説を設定する力

●仮説を確かめるための観察・実験の計画を立案する力
●観察・実験の計画を評価・選択・決定する力

●観察・実験を実行する力

●観察・実験の結果を処理する力

●観察・実験の結果を分析・解釈する力
●情報収集して仮説の妥当性を検討したり，考察したりする力
●全体を振り返って推論したり，改善策を考えたりする力
●新たな知識やモデル等を創造したり，次の課題を発見したりする力
●事象や概念等に対する新たな知識を再構築したり，獲得したりする力
●学んだことを次の課題や，日常生活や社会に活用しようとする態度 研究発表

相互評価

意見交換・議論

意見交換・議論

意見交換・議論

意見交換・議論

調査

意見交換・議論課
題
の
把
握

(

発
見)

課
題
の
探
究(

追
究)

課
題
の
解
決

表現・伝達 ●考察・推論したことや結論を発表したり，レポートにまとめたりする力

意見交換・議論

次の探究の過程

見通し＊２

振り返り＊２

資質・能力を育むために重視すべき学習過程のイメージ（高等学校基礎科目の例＊７）

学習過程例（探究の過程）＊１

理科における資質・能力の例＊３ 対話的な学びの例＊４

＊１ 探究の過程は，必ずしも一方向の流れではない。また，授業では，その過程の一部を扱ってもよい。
＊２ 「見通し」と「振り返り」は，学習過程全体を通してのみならず，必要に応じて，それぞれの学習過程で行うことも重要である。
＊３ 全ての学習過程において，今までに身に付けた資質・能力や既習の知識・技能を活用する力が求められる。
＊４ 意見交換や議論の際には，あらかじめ個人で考えることが重要である。また，他者とのかかわりの中で自分の考えをより妥当なものにする力が求められる。
＊５ 単元内容や題材の関係で観察・実験が扱えない場合も，調査して論理的に検討を行うなど，探究の過程を経ることが重要である。
＊６ 自然事象には，日常生活に見られる事象も含まれる。
＊７ 小学校及び中学校においても，基本的には高等学校の例と同様の流れで学習過程を捉えることが必要である。

見通しと振り返りの例＊２

●見出した関係性や傾向から，課題を設定する力課題の設定

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説理科編 P.９
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Ⅱ 平成３０年度 調査結果の概要

◆・・・課題がある点

●・・・改善が見られる点

○・・・良好な点



問題数，文字数と時間不足
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年度
大
問
数

小問数

文字数

時間不足と
回答した

生徒の割合（％）
選
択

短
答

記述 合計

Ｈ２４ ４ １２ ９ ５ ２６ ８４００ ２０.９

Ｈ２７ ８ １６ ４ ５ ２５ ６８００ １４.２

Ｈ３０ ９ １７ ４ ６ ２７ ７０００ ７.５

学習指導要領の項目カバー率

年度 項目数 カバー率（％）

H２４ １２ ２７．３

H２７ １５ ３４．１
Ｈ３０ １７ ３８．６

H２４・H２７・H３０ ３０ ６８．２

課題等 知識・技能に関すること

◆ 濃度が異なる食塩水のうち，特定の質量パーセ ント濃

度のものを指摘すること 〔２(２)3.0％の濃度〕

○ 軟体動物を指摘すること，原子を記号で表すこと，植

物の蒸散を指摘することは良好 〔２(１)，８(１)，９(１)〕

報告書P.8
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課題等 実験を計画すること

◆ 先哲の考えを手掛かりに，赤い炎とススの関係を調べる
実験の計画において，条件制御の知識・技能を活用して，
「変えない条件」を設定すること 〔４(２)〕

◆ 理科室で再現が困難な自然の事物・現象とモデル実験
の装置や操作とを対応させた実験を計画すること

［５（２）〕

◆ 探究の過程を振り返り，新たな疑問をもつこと 〔８(３)〕

◆ 自然の事物・現象の「原因として考えられる要因」を
全て挙げ，問題解決の知識・技能を活用して，条件を
制御した実験を計画すること 〔９(２)〕

報告書P.8

13

● 条件が異なる実験の結果のグラフを比較して
分析・解釈し，変化の特徴や規則性を見いだすこと

〔８(２)〕

○ 豆電球と豆電球型のＬＥＤの点灯の様子と結果
の表から電力の数値を読み取って分析して解釈し，
規則性を見いだすこと 〔６(３)〕

○ 複数の地震の記録と緊急地震速報の情報とを
関連付けて分析して解釈すること 〔７(２)〕

課題等 分析して解釈すること 報告書P.8
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◆ 「変化すること（従属変数）」以外に，「変える条件
（独立変数）」に伴って「変わってしまう条件」について
検討し，観察・実験を改善すること 〔２(４)〕

◆ 課題に対して適切に考察（課題に正対した考察）する
という視点で，観察・実験の結果に基づいて，自分の
考えや他者の考えを検討して改善すること 〔３(３)〕

◆ 物質を原子や分子のモデルで表すこと，化学変化に
関する原子や分子のモデルを検討して改善すること

〔４(３)〕

課題等 検討して改善すること 報告書P.8
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◆ 光の反射の幾何光学的な規則性などの科学的な
知識や概念を身の回りの事象に活用すること

〔１(１)〕

◆ 広域の気象情報と観測者が捉える気象現象とを
関連付け，空間と方位，時間の観点から気象現象を
捉えること

〔３(１)〕

課題等 知識・技能を活用すること 報告書P.8
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17

Ⅲ 「枠組み」ごとの分析と課題，

学習指導の改善例

「知識」
「知識」･･･自然の事物・現象についての基礎的・基本的な知識と理解

「技能」･･･観察・実験の操作，観察・実験の計画的な実施，結果の記
録や整理など，自然の事物・現象を科学的に探究する技能
の基礎に関する知識

18

問題
番号

主な
視点

問題の概要
正答率

(％)
無解答
率(％)

問題
形式

H27
課題
対応

２（２）
知識
技能

濃度が異なる食塩水のうち，濃度の低いものを選ぶ
特定の質量パーセント濃度のもの選ぶ

７６.９
４７.３

１.２
１.３

選択 ○

３（２）
知識 太平洋高気圧（小笠原気団）の特徴を選ぶ ６７.６ ０.４ 選択

４（１） 技能 ガスバーナーの空気調節ねじの場所を選ぶ ７３.５ ０.４ 選択

５（１） 知識
神経の名称や感覚器官が受けた刺激が脳に伝わる経路の
名称を答える

５７.０ ７.０ 短答

６（１）
知識
技能

電流計の接続の仕方と電流計の電気用図記号を選ぶ ７０.６ ０.４ 選択

６（２）
知識
技能

実験の結果の表から電流の値を読み取る
オームの法則を使って，抵抗の値を求める

７７.７
５２.３

１１.３
１４.３

短答 ○

７（１） 知識
地震の揺れの強さを表す震度を選ぶ
Ｓ波による揺れを表す主要動を選ぶ

５５.６ ０.４ 選択

８（１） 知識 アルミニウムの原子の記号を選ぶ ８３.７ ０.５ 選択 ○

９（１） 知識 植物の葉などから水蒸気が出る働きを表す蒸散を選ぶ ８８.１ ０.６ 選択



２ （２） 【濃度】
水97.0ｇに食塩3.0ｇを溶かした食塩水と，水100.0ｇに食塩

3.0ｇを溶かした食塩水から，濃度3.0％の食塩水を選ぶ

特定の質量パーセント濃度の水溶液における溶質と
水の質量を求めることができるようにするには？

正答率 ４７.３％
H 24 正答率５２．０％
H 27 正答率４６．０％

解答： Ａ
水： 97ｇ ， 食塩： 3ｇ
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報告書P.31～33

食塩で人工海水をつくる学習場面の例

日常生活と関連させ，目的に応じた食塩水をつくりましょう。

【技能】

20

海の魚を理科室で飼育します。グループごとに海水と同じ塩分濃度の食塩水
を1000ｇつくりましょう。
海水の塩分濃度を３％として，必要な食塩と水の質量を考えましょう。

報告書P.33



３ （２）
太平洋高気圧（小笠原気団）の特徴を説明しているものを

選ぶ

正答率 ６７．６％

気団に関する知識を定着
できるようにするには？

21

解答： エ

報告書P.41～42

モデル実験を行い，気団の性質を考察する学習場面の例

【知識・技能】

22

報告書P.42

モデル実験では，実験の装置と自然の事物・現象との対応を
明らかにして実験を行うことが大切です。



「構想」

問題
番号

問題の概要
正答
率

(％)

無解
答率
(％)

問題
形式

H27
課題
対応

４（２） 炎の色と金網に付くススの量を調べる実験を計画する
際に，「変えない条件」を記述する

44.5 15.2 記述

５（２） 反応の時間を測定する装置や操作を刺激と反応に
対応させたものとして適切なものを選ぶ

63.4 0.5 選択

８（３）
アルミニウムは水の温度変化に関係していることに
ついての新たな疑問を記述する

74.5 19.9 記述

９（２） 植物を入れた容器の中の湿度が高くなる蒸散以外の
原因を記述する

19.8 21.0 記述

基礎的･基本的な知識･技能を活用して，自然の事物･現象の中に
問題を見いだして課題を設定し，予想や仮説を立てたり，観察･
実験の条件を考えたりすることで観察･実験を計画すること

23

４ （２）
炎の色と金網に付くススの量を調べる実験を計画する際

に，「変えない条件」を記述する

24正答率 ４４．５％

実験の目的に応じて条件を
指摘するには？

①｢変化すること｣と｢その原因
として考えられる要因｣を全て
挙げる

②｢変える条件｣と｢変えない条件｣
を整理する

解答（例）： 金網の位置

報告書P.49～51



先哲の考えを手掛かりに，自分の考えを広げたり深めたり
する学習場面の例

【構想】

25

習得した知識・技能の
活用だけでは，科学的な
探究が進まない場面で，
先哲の考えを足場かけに
しましょう。

そして，問題を見いだして
課題を設定し，実験を
計画する学習へつなぎ
ましょう。

報告書P.51

先哲の考えを手掛かりに，問題を見いだし課題を設定して，
実験を計画する学習場面の例

【構想】

26

授業アイディア例「先哲の考えを・・・」



先哲の考えを手掛かりに，実験を計画する学習場面の例

【構想】 授業アイディア例「先哲の考えを・・・」

27

「変える条件」と「変えない条件」を整理して
実験を計画しましょう。

５ （２）
反応の時間を測定する装置や操作を刺激と反応に対応

させたものとして適切なものを選ぶ

28

解答： イ ，イ

操作を刺激の反応に対応
させた実験を計画できるよ
うにするには？

正答率 ６３．４％

報告書P.56～57



自然の事物・現象と実験の装置や操作とを

対応させ，モデル実験を計画する学習場面の例

【構想】

29

①②に対応したモデル実験を
計画しましょう。
① 陸上のスタート
② 実験装置や操作

報告書P.57

９ （２）
植物を入れた容器の中の湿度が高くなる蒸散以外の原因

を記述する

30

正答率 １９．８％

「原因として考えられる
要因」を全て挙げ，実験
を計画できるようにする
には？

解答例：

土から水が蒸発して
水蒸気となったから

報告書P.86～88



31

「原因として考えられる要因」を全て挙げ，

実験の計画を検討して改善する学習場面の例

【構想】 報告書P.88

「原因として考えられる要因」を見落としていないか，
条件制御の観点からグループで話し合い，
個人の考えを検討・改善しましょう。

32

【グループで話し合う】

「原因として考えられる要因」を全て挙げ，

実験の計画を検討して改善する学習場面の例

【構想】 報告書P.88

見落としている要因や条件制御について，グループで
指摘し合えるよう，教師が助言や問い返しをしましょう。



①「変化すること（従属変数）」と「原因として考えられる
要因」を全て挙げ，妥当性を検討する指導の充実

②それらの要因を「変える条件(独立変数)」と「変えない
条件」に整理して，実験を計画する指導の充実

※その際，「原因として考えられる要因（独立変数）」の変化に
伴って，「変化すること（従属変数）」がどのように変化するか
という視点を踏まえ，課題解決の見通しが明確になる実験を
計画できるようにする。

「原因として考えられる要因」を全て挙げ，

実験の計画を検討して改善する指導の留意点

【構想】 報告書P.87

33

問題
番号

問題の概要
正答
率

(％)

無解
答率
(％)

問題
形式

H27
課題
対応

２（３）
「アサリが出した砂の質量は明るさに関係している
とはいえない」と考察した理由について適切なもの
を選ぶ

80.0 0.2 選択

６（３） 豆電球と豆電球型のＬＥＤの点灯の様子と電力との
関係について適切なものを選ぶ

91.5 0.6 選択

７（２）
緊急地震速報を受け取ってからＳ波による揺れが
始まるまでの時間が最も長い観測地点について
適切なものを選ぶ

78.8 0.5 選択

８（２）
発熱パックに入っているアルミニウムが水の温度変化
に関係していることについて適切なものを選ぶ

72.4 0.6 選択

｢分析・解釈｣ 基礎的・基本的な知識・技能を活用して，観察・実験の
結果などを分析して解釈すること

34



解答

６ （３）
豆電球と豆電球型のＬＥＤの点灯の様子と

電力との関係について適切なものを選ぶ

正答率 ９１．５％

35

観察・実験の結果を
分析して解釈できる
ようにするには？

Ｙ ア

Ｚ イ

報告書P.63～64

複数の観察・実験の結果を比較し，

分析して解釈する学習場面の例

【分析・解釈】

36

報告書P.64

比較する数値を
読み取れるように
しましょう。
●点灯の様子
●電力

２つを比較し，分析・
解釈して考察しま
しょう。



７ （２）

緊急地震速報を受け取ってからＳ波による揺れが始まる
までの時間が最も長い観測地点について適切なものを選ぶ

37

正答率 ７８．８％

解答： Ｃ

報告書P.68～70

緊急地震速報の情報を分析して
解釈できるようにするには？

地震計の記録と緊急地震速報との関係を

見いだす学習場面の例

【分析・解釈】

38

報告書P.70

緊急地震速報を受け取って
から初期微動が始まるまでの
時間と震源からの距離との
関係を見いだしましょう。



地震の記録と緊急地震速報の関係を見いだし，

地震への備えを考える学習場面の例

【分析・解釈】

39

自然の事物・現象に関する知識・技能を
活用して，防災や減災につながるように
することが大切です。

＜指導に当たっての留意点＞
地域の言い伝えが防災や減災につながった事例と地震に関する
知識とを関連付けながら触れることで，理科を学ぶことの意義や
有用性を実感することも考えられる。
ただし，災害を取り上げる場合は，生徒の心理的な負担に

ならないように配慮する必要がある。

報告書P.69

「検討・改善」

問題
番号

問題の概要
正答
率

(％)

無解
答率
(％)

問題
形式

H27
課題
対応

１（２） テレプロンプターのモデルの光の道筋を検討して，
適切な光の道筋を説明したものを選ぶ

74.1 0.2 選択

２（４）
要因が複数考えられる実験を検討し，１つの要因を
変えるとその他にも変わる可能性のある要因を
記述する

61.9 9.2 記述

３（３） シミュレーションの結果について考察した内容を
検討して，台風の進路を決める条件を記述する

52.8 7.7 選択

４（３）
化学変化を表したモデルを検討して，原子や分子の
モデルで記述する

50.0 15.9 記述

基礎的・基本的な知識・技能を活用し，観察・実験の結果などの
根拠に基づいて，自らの考えや他者の考えに対して，多面的，
総合的に思考して，検討して改善すること

40



１ （２）
テレプロンプターのモデルの光の道筋を

検討して，適切な光の道筋を説明したものを選ぶ

正答率 ７４．１％

41

観察・実験から得られた情報と
習得した知識・技能とを活用して，
考察を検討して改善できるように
するには？

解答： イ

報告書P.25～26

個人の考察をグループで検討して改善する学習場面の例

【検討・改善】

42

報告書P.26

個人の考えを検討・改善するための視点を明らかに
しましょう。

①光の直進と反射の知識・技能
②観察・実験から得られた情報



個人の考察をグループで検討して改善する学習場面の例

【検討・改善】

43

報告書P.26

２ （４）
要因が複数考えられる実験を検討し，１つの要因を変えると

その他にも変わる可能性のある要因を記述する

44

報告書P.35～36

「変える条件」に伴って
変化する「変わって
しまう条件」を指摘
できるようにするには？

正答率 ６１．９％

解答例： 水温
温度に関する記述



「変える条件」に伴って変化する「変わってしまう条件」を
指摘する学習場面の例

【検討・改善】

45

報告書P.36

①「変化すること（従属変数）」
と「原因として考えられる
要因」を全て挙げ，妥当性
を検討

②「変える条件(独立変数)」
と「変えない条件」に整理

３ （３）
シミュレーションの結果について考察した内容を検討して，

台風の進路を決める条件を記述する

正答率 ５２．８％

46

条件を制御してシミュレー
ションを行い，考察を検討
して改善できるように
するには？

解答例：
太平洋高気圧の範囲

報告書P.43～45



条件を制御してシミュレーションを行い，考察を検討して
改善する学習場面の例

【検討・改善】

47

授業アイディア例「台風の進路のシミュレーション」

複数の条件を制御して，台風のシミュレーションを行い，
その結果から課題の解決につながるようにしましょう。

条件を制御してシミュレーションを行い，考察を検討して
改善する学習場面の例

【検討・改善】

48

授業アイディア例「台風の進路のシミュレーション」

はじめに個人で考え，次にグループで実験の条件や
結果に照らして適切であるかという視点から検討して
改善しましょう。



①はじめに個人で，習得した知識・技能や日常生活の
経験を活用して，自分の考えをもたせる指導の充実

②次にグループで，自分の考えを，対話を通して検討して
改善できるように，助言や問い返しをする指導の充実

※その際，「予想や仮説と観察・実験の結果が一致しているか」
という視点や，「課題に正対した考察になっているか」などの
視点を明示する。

自分の考えをもち，自分や他者の考えを

検討して改善する指導の留意点

【検討・改善】 報告書P.9

49

「適用」

問題
番号

問題の概要
正答
率

(％)

無解
答率
(％)

問題
形式

H24
課題
対応

１（１） 半透明の板に反射して見える像に対して投影する像
として適切なものを選ぶ

62.1 0.1 選択

２（１） 無脊椎動物と軟体動物の体のつくりの特徴から，
軟体動物の組み合わせとして適切なものを選ぶ

86.2 0.1 選択

３（１）

台風の進路予想図における台風の位置と現在の
台風の周りの風向を示した図から，観測地点における
風向を予想して適切なものを選ぶ

37.8 0.2 選択

７（３）

初期微動継続時間の長さと震源からの距離の関係と，
太鼓をたたく動きに対して音が遅れて聞こえてくる
ことを関連させ，空気中を伝わる音の速さについて
記述する

94.5 3.5 短答

日常生活や社会の特定の場面において，基礎的・基本的な
知識・技能を活用すること

50



１ （1）
半透明の板に反射して見える像に対して

投影する像として適切なものを選ぶ

正答率 ６２．１％

51

解答： イ

報告書P.23～24

光の反射の幾何光学的な規則性に
関する知識・技能を活用できるように
するには？

単元のはじめにものづくりを行い，

問題を見いだす学習場面の例

【適用】

52

報告書P.24

テレプロンプターのモデルを操作して，
疑問や問題を出し合いましょう。



53

見いだした問題を分類して整理しましょう。

光の道筋

光の透過

反射する
角度

単元のはじめにものづくりを行い，

問題を見いだす学習場面の例

【適用】 報告書P.24

整理した問題

２ （１）
無脊椎動物と軟体動物の体のつくりの特徴から，

軟体動物の組み合わせとして適切なものを選ぶ

正答率 ８６．２ 54

解答： イ

報告書P.28～30

無脊椎動物の体のつくりの特徴に
関する知識を活用できるように
するには？



日常生活で目にする生物の外部形態を

観察する学習場面の例

身近な生物を観察し，
比較することで共通点や
相違点を整理しましょう。

【適用】

55

報告書P.30

共通点と相違点をまとめたホワイトボードの例

○科学的に探究する能力の基礎と態度を育てるため，
学習内容に関連した自然の事物・現象や科学技術
などを考えたり説明したりする指導の充実

○理科で学習したことが日常生活や社会と深く関わりを
もっていることや，様々な原理や法則が科学技術を
支えていることに気付けるような教材を提示し，
習得した知識・技能を適用して考えたり説明したり
する指導の充実

理科で学習した知識・技能を活用して

理科を学ぶことの意義や有用性を実感させる指導の留意点

【適用】 報告書P.72

56



Ⅳ 指導改善・充実の
視点及び総括

57

｢探究の過程｣を踏まえた授業改善

○「構想」・・・観察・実験を生徒が計画

○「適用」・・・活用できる知識・技能の習得

自然の事物・現象を科学的に探究する活動では，図１（９
ページ）で示している学習過程の例などが考えられるが，
これらは決して固定的なものではなく，問題の内容や性質，あるいは
生徒の発達の段階に応じて，ある部分を重点的に扱ったり，
適宜省略したりするといった工夫が必要である。その際，小学校で
身に付けた問題を見いだす力や根拠のある予想や仮説を発想する
力などを更に高めながら，観察，実験の結果を分析して解釈する
などの資質・能力の育成を図るようにする。

｢探究の過程｣を踏まえた授業改善

58

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説理科編 P.27

課題の把握
(発見)

課題の探究
(追究)

課題の解決
新たな疑問

次の探究の過程



小学校理科 「問題解決の力」

小学校理科で身に付けた力を活用した
科学的に探究する学習の充実

59

差異点や共通点
を基に

既習の内容や
生活経験を基に

予想や仮説
を基に

問題を見いだし，
表現すること

根拠のある予想や
仮説を発想し，表
現すること

解決の方法を発想
し，表現すること

より妥当な考え
をつくりだし，
表現すること

３年生 ４年生 ５年生 ６年生

比較しながら調べる
活動を通して

関係付けて調べる
活動を通して

条件を制御しながら
調べる活動を通して

多面的に調べる
活動を通して

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説理科編 P.20を基に作成

中学１年 中学２年 中学３年

問題を見いだし見通しを
もって
観察，実験を行い

見通しをもって解決する
方法を立案して
観察，実験を行い

見通しをもって
観察，実験を行い

自然の事物・現象について探究する中で

知識・技能の習得

規則性，関係性，差異点や
共通点，分類するための
観点や基準
を見いだして表現すること

結果を分析して解釈し，
規則性や関係性
を見いだして表現すること

その結果（や資料）を
分析して解釈し，
特徴，規則性，関係性
を見いだして表現すること
探究の過程を振り返ること

「探究の過程」の全体を生徒が主体的に
遂行できるようにすることを目指す

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説理科編 P.20を基に作成

小学校理科で身に付けた力を活用した
科学的に探究する学習の充実

60



「構想」･･･観察・実験を生徒が計画

問題を
見いだす

要因を抽出し，予想や
仮説を立て実験を計画

条件を制御

結果の整理
課題に
正対した考察

原因として考えられる
要因を再検討

課題の設定

61

● 小学校で培った問題解決の技能（比較，関係付け，
条件制御，多面的に調べる）を活用して，さらに
高めながら，観察・実験を計画する指導の充実

● 個人で考えた実験の計画を，見落としている要因の
有無や条件制御の観点から見直し，観察・実験の
計画を改善する指導の充実

「構想」・・・観察・実験を生徒が計画

62

①事物・現象の「変化すること(従属変数)」と「原因として
考えられる要因」を全て挙げ，妥当性を検討

②次にそれらの要因を「変える条件（独立変数）」と
「変えない条件（制御変数）」に整理して，実験を計画



「構想」･･･観察・実験を生徒が計画
「変化すること（従属変数）」 と 「変える条件（独立変数）」

中

学

校

原因として考えられる要因
Ｊ

変化すること
（従属変数）

変える条件
（独立変数）

変えない条件
（制御変数）

変化すること
（従属変数）

63

妥当性を検討

はじめに

次に

小学校理科で身に付けた力を活用

小
学
校

変える条件
（変化させる要因）

変えない条件
（変化させない要因）

結果

「構想」･･･観察・実験を生徒が計画

問題を
見いだす

要因を抽出し，予想や
仮説を立て実験を計画

条件を制御

新たな疑問新たな疑問

結果の整理
課題に
正対した考察

課題の設定

64

原因として考えられる
要因を再検討



８ （３）
アルミニウムは水の温度変化に関係していることについて

の新たな疑問を記述する

65

探究の過程を振り返り，
新たな疑問をもち，問題を
見いだせるように
するには？

正答率 ７４．５％

解答例：

アルミニウムはどの物質と
反応して温度が上昇して
いるのか

報告書P.78～83

探究の過程を振り返り，新たな疑問をもち

問題を見いだす学習場面の例

【構想】

66

探究の過程を振り返って新たな疑問をノートに
書きましょう。

報告書P.83



探究の過程を振り返り，新たな疑問をもち

問題を見いだす学習場面の例

【構想】

67

報告書P.83

新たな疑問を大切にし，問題を見いだして探究を深める
ようにしましょう。

○ 単元のはじめにものづくりを行うなど，生徒が
問題を見いだして課題を設定する指導の充実

○ 課題解決に必要な知識・技能を目的意識を
もって習得する指導の充実

○ 習得した知識・技能や科学的な概念，原理や
法則を分野や領域を超えて様々な自然の事物・
現象に適用する指導の充実

「適用」・・・活用できる知識・技能の習得

68



単元のはじめにものづくりを行い，生徒が課題を設定する

授業アイディア例「テレプロンプターのモデルをつくり，・・・」

69

問題を見いだした事象に習得した知識・技能を活用し，
生徒が授業のまとめをする

70

授業アイディア例



分野や領域を越えて知識・技能を活用
授業アイディア例「イオンの知識・技能を活用して，光合成を考えよう」

71

指導改善・充実の視点及び総括

報告書，授業アイディア例に込めたメッセージを
読み取り，授業改善につなげてください。

72

活用できる知識及び技能の習得

「分析・解釈」・・・観察，実験の結果を分析して解釈

「構想」・・・事象に含まれる要因を抽出し，妥当性を検
討して，条件を制御した観察，実験を計画

「検討・改善」・・・根拠に基づいて自他の考えを多面的，
総合的に思考し，検討して改善

「適用」・・・知識及び技能を日常生活や社会の中で活用

｢探究の過程｣の「重点的扱い」を踏まえ，科学的に探究する活動の充実


