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教科名 理科① 

研究課題 

新学習指導要領の実施を踏まえた教育課程の編成，指導方法等の工夫改善を中心とす

る生徒の学習意欲を向上させる授業づくりに関する実践研究 

○基礎を付した科目の指導方法や教材開発  

基礎を付した科目（「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」）につい

て，旧課程のⅠを付した科目との指導方法の違いを明確にし，生徒をより主体的に探

究的な学習に向かわせるための教材開発を行う。  

１年目は，単元を絞って研究を進め，２年目は年間計画を見据えて研究を行う。 
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所在地（電話番号） 〒379-2147 群馬県前橋市亀里町 1 番地（027-265-2811) 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.maenan-hs.gsn.ed.jp/ 

研究のキーワード 

○言語活動  ○グループ学習  ○理科基礎科目  ○探究活動  ○ＩＣＴの活用 

研究成果のポイント 

○ グループ学習 

個人で考えさせる時間を確保し，個人の考えをしっかり持たせた上でグループ活動を実施し

た結果，グループ協議が活発になり生徒全体が有意義に活動できるようになった。 
○ ワークシート 

ワークシートは学習したことを踏まえて，さらに発展的な実験を構想するような工夫をした

結果，考察を個人やグループで考えていく中で，生徒の思考力や記述力が高まった。 

○ ＩＣＴの活用 

生徒にとって身近なスマートフォンの機能を観察・実験に活用することで，生徒の興味・関心が

高まり，授業がより発展的に展開するようになった。 

 
１ 研究主題等 

（１）研究主題 

「言語活動を積極的に取り入れた理科基礎科目の授業づくりに関する研究 

  ～グループ学習等による観察・実験等の多面的な探究活動をとおして～ 」 

 

（２）研究主題設定の理由 

理系大学への進学を希望する生徒が増加する一方，生徒の理科への苦手意識は強く，生徒の理

科への興味・関心を高めるための授業改善を要する現状である。そこで，これまでの教師主導の

一斉授業による講義形式の指導のみに頼らず，生徒が理科に対する苦手意識を克服して主体的に

学習に取り組む授業づくりが必要とされている。具体的には，グループ学習等を通じて，生徒自

身が観察や実験の結果を分析・解釈し，自らの考えを導き出すような言語活動を重視した学習活

動を授業の中に取り入れる研究を行う。 

 
（３）研究体制 

理科教員を中心として，管理職を含めた校内委員会を設置し取り組む。また，学校外の専門家

を招き校内研修を実施するほか，先進校の視察を行い，その報告会を開催する等，教職員のスキ

ルアップを図る。 

さらに，本研究の趣旨である「生徒の学習意欲を向上させる授業づくり」について他教科にも

浸透させていくために，各教科代表・学年主任等を推進メンバーに追加し，各教科・各学年にお

いて事業の趣旨を徹底させる。研究の過程においては，群馬県教育委員会高校教育課と連携する。 



（４）２年間の主な取組 
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○ アンケート（5月，11月） 

（国立教育政策研究所が実施した教育課程実施状況調査に変更を加えたもの） 

○ 埼玉大学教育学部附属中学校の視察（9月） 

（平成 25年度指定校 研究テーマ「言語活動」） 

○ 群馬大学准教授 濱田秀行氏による講演会（9月） 

（言語活動の充実について） 

○ 文部科学省調査官による訪問･研究授業（10月） 

○ 探究活動を組み入れた年間指導計画の検討（3月） 
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○ アンケート（5月，11月） 

（国立教育政策研究所が実施した教育課程実施状況調査に変更を加えたもの） 

○ 埼玉県立浦和第一女子高等学校の視察（5月） 

（「未来を拓く『学び』推進事業」埼玉県教育委員会指定校，SSH指定校） 

○ 文部科学省調査官による訪問･研究授業（6月） 

○ アクティブラーニング研修会（10月） 

（産業能率大学 教授 小林昭文） 

○ 群馬県教育課程研究協議会公開授業実施（10月） 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 

○  言語活動の充実につながる新しい教材の開発 

本校では，1 年次で「生物基礎」を，2 年次では，「化学基礎」と「物理基礎」を履修してい

る。1 年目は各科目で単元を絞って教材を開発し，2 年目に当たる本年は，年間指導計画の中

に位置付けて教材を配置した。指導に当たっては，各科目において従前のような講義中心・知

識伝達型のみにならないよう，また，グループ学習や言語活動を取り入れて生徒が主体的に取

り組み，興味・関心を高めるとともに理解を深められるように工夫した。以下は，「生物基礎」

の取組の例である。なお，項目名の後の記号は，授業ごとに留意して指導したポイントである。 

Ｇ…グループ学習   Ｗ…ワークシート   Ｉ…ＩＣＴの活用 

 

「生物基礎」 

①生物の共通性を考える(4 月) Ｇ     ②酵素反応(4 月) Ｇ Ｗ 

③ＤＮＡの抽出実験(5 月) Ｇ Ｗ      ④体細胞分裂の観察(6 月) Ｇ Ｗ Ｉ 

⑤パフの観察(7 月) Ｇ Ｗ Ｉ      ⑥交感神経のはたらきを調べる(10 月) Ｇ Ｗ Ｉ 

⑦白血球の食作用の観察(12 月) Ｇ Ｗ Ｉ ⑧地域のバイオームを決定(2 月) Ｇ Ｗ Ｉ 

⑨ミクロメーターの使い方(3 月) Ｇ Ｗ  ⑩校庭の植生を調べる(3 月) Ｇ Ｗ Ｉ 

 

（２）具体的な研究活動 

「生物基礎」，「化学基礎」，「物理基礎」の各科目において上記の 3 つのポイントに留意しなが

ら指導した。以下に留意した具体的な内容を示す。 

○ グループ学習 

グループ学習においては，教師の発言は簡単な指示と説明及び生徒の質問に対してコメント

するに留め，ほとんどの時間を生徒の主体的な学習活動にあてた。各科目の詳細は次の通りで

ある。 

生物基礎(以下生基とする)…グループ学習では他人任せになりがちなので，交感神経の実験

においては，机を移動させる前に個人で考え，記入させる時間を設けた。(Fig.1 参照) 



化学基礎(以下化基とする)…溶解度の実

験において，グループごとに条

件(温度・水量)を設定した実験

を考えさせることで，コミュニ

ケーションを促した。 

物理基礎(以下物基とする)…ホワイトボ

ードを配布し，それをメモ代わ

りに使わせることで意見交換を

促した。 

○ ワークシート 

単なる記録や感想にとどまらず，思考

力を深めるような構成にし，グループで考える考察も用意した。また，考察は苦手でもしっかり

と感想を書くよう指導した。 

生基…知識の定着や表現力の向上を評価するために，ワークシートにおける考察と類似した記述

式の問題を定期考査で出題した。 

化基…実験結果を予想させることで，実験の目的をより明確に

させるようにした。 

物基…学習したことを簡単に振り返ることができるように，本

時の内容を文字だけではなく図でも説明するようなものに

した。(Fig.2 参照) 

○ ＩＣＴの活用 

ＩＣＴを活用することで授業を効率的に進めるよう考慮し，

また，生徒の多面的な理解が進むようにした。 

生基…生徒にとって身近なスマートフォンの機能を観察・実験に

活用することで，生徒の興味・関心を高めるように工夫した。 

化基…実験結果を表計算ソフトを使って整理・分析することにより理解が深まるようにした。 

物基…教科書の図だけでは説明しきれないことを動画などを利用して解説するよう努めた。 

 

３ 研究の成果と課題 

（１） 成果 

○ グループ学習 

生徒の自主性を重視したことにより，生

徒は主体的に学習し，グループでの話し合い

から実験，まとめ，発表に至るまで予想以上

に充実した活動を行うことが分かった。 

生基…各自がきちんと意見を述べることに

より議論が深まり，まとめる際にも他人の意見に配

慮しようとする姿勢が見られた。(Fig.3 参照) 

化基…実験を計画するためには，自分の意見をまとめ，

グループで意見を交換する必要があり，論理的コミ

ュニケーション能力が高まった。 

物基…ホワイトボードを使うことによって，言葉や文字だけでは表現

できないことを図を用いて考えを表していたので，円滑にまた活

発に議論するようになった。(Fig.4 参照) 

○ ワークシート 

ワークシートは学習したことを踏まえて，さらに発展的な思考がで

きるような工夫をした結果，考察を個人やグループで考えていく中で，

生徒の思考力や記述力が高まった。 

生基…回を追うごとにきちんと記述できる生徒の割合が増し，また，新しい実験を考える発展的

な考察にも対応できるようになった。 

班の中で意見をまとめることができる。
5点 4点 3点 2点 1点

5月 33.5% 20.4% 9.8% 28.2% 7.2%
11月 38.2% 21.8% 10.0% 22.6% 7.4%

結論を導き出すときに、仲間の考えも参考にしている。
5点 4点 3点 2点 1点

5月 18.0% 21.0% 17.6% 24.6% 18.0%
11月 23.0% 21.8% 16.8% 22.8% 15.6%

Fig.2 ペットボトルロケ

ットの推進原理 

Fig.3 アンケート結果 

アンケートは 5 月と 11月に 5 段階で評価 

5点（非常にそう思う）～ 
1点（まったくそう思わない） 

Fig.1 個人の考え，班としての考えと段階を踏んで書

かせた。 

Fig.4 ホワイトボードに

よる発表 



化基…実験結果を予想した結果，単元の理解度が高まり，目的意識をもって実験する生徒が増え

た。 

物基…結果の予想を記述するときに，言葉を使わず記号や図で示せるものにすることによって生

徒が取り組む際のハードルが低くなり，考えない生徒が少なくなった。 

○ ＩＣＴの活用 

黒板を利用した講義のみに頼らず、様々なアプローチを試みることによって生徒の興味･関心

が高まり理解力が向上した。 

生基…体細胞分裂の観察で，分裂している細胞を数える際にスマホで

写真を撮り，印刷して計測した。顕微鏡をのぞいたり，スケッチ

したものを計測するよりも短時間で効率的に行えた。(Fig.5 参照) 

化基…実験データをグラフで表現してみることによって，より多面的

に理解できるようになった。 

物基…静止画だけでは理解できない部分を，動画で順を追って解説し

ていくことによって，静止画の時よりも理解が深まった生徒が増

えた。 

 

（２） 課題 

○ グループ学習 

生基…慣れたメンバーの方がよいと思い，グループを固定したが，活動にばらつきがあるので，

学期ごとに組み替えるなどグループ編成を工夫したい。 

化基…実験条件を求める際の基本的な計算ができない生徒が見受けられたので，小テストなどを

行い基礎学力を身に付けさせたい。 

物基…机間指導などでついアドバイスをしすぎてしまい答えを誘導してしまう場面も見られた

ので，もう少し自由な発想ができるよう指導は必要最低限にしたい。 

○ ワークシート 

生基…生徒によるばらつきが見られた。また，答えを誘導するような質問にならず，自由な発想

で生徒が記述できるような工夫をしたい。 

化基…実験が予定通り実施できないグループがあった。ワークシートを事前に配付したり，生徒

に設定させる実験条件を絞り込むなど工夫をしたい。 

物基…生徒の意見を限定する構成になってしまったので，授業の趣旨から外れない程度に，生徒

自身がもっと発想豊かに記述できるものにしたい。 

○ ＩＣＴの活用 

生基…スマホを所持していない生徒への対応や，新たな活用法(動画，画像の検索，データの収

集等)を組み込んだ教材を開発したい。 

化基…表計算ソフトのさらなる活用およびプレゼンテーションの資料を作成し，パソコンを使っ

て発表できるようにしていきたい。 

物基…動画のダウンロードに制限がかかっていることが多く，充分に活用できないことが多い。

また，今後は活用できそうなサイトをさらに探索していきたい。 

 

（３）指定期間終了後の取組 

2 年間にわたる取組において，教材開発と指導方法の改善に努めた結果，教師自身の指導力は

向上し，従前の授業と比較して，生徒は生き生きと主体的に取り組むようになったと考えられる。 

しかし，生徒の思考力・判断力・表現力の向上のため，より主体的な探究活動に向かわせるに

は，まだ研究途中であると考える。今後は，課題の改善に取り組み，さらに，アンケートによる

生徒の意見を考慮しながら，より発展させて取り組んでいきたい。そして，教材をホームページ

等に掲載して成果の普及に努めていきたいと考えている。 

 

Fig.5 生徒が撮影した 
体細胞分裂 


