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研究課題 
 

 学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に関
する実践研究 

②全国学力・学習状況調査等に係る課題 
(ｲ) 自然の事物・現象について観察・実験を行って科学的に探究する際に，習得と活
用と探究のそれぞれの学習場面の適切な設計に関する研究。例えば，単元や題材のま
とまりの中で，知識・技能を習得し，思考力・表現力が高まるように，生徒が「必要
性を認識し目的意識を持って知識・技能を習得する場面」と「思考・表現する場面」
を適切に設定することが考えられる。 
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研究のキーワード 
単元や題材のまとまり，習得・活用・探究の学習プロセス，課題の設定，必要性を認識し目的意
識を持った知識・技能の習得，思考力・表現力の育成 

研究結果のポイント 
○ 習得・活用・探究のそれぞれの学習場面を適切に設定して単元や題材のまとまりを構造化す

ることは，生徒の学習意欲を向上させ，生徒が必要性を認識し目的意識を持って知識・技能を
習得しようとすることに有効であると示すことができた。 

○ 実践した各単元等の学習内容に関する思考力・表現力の向上が認められた。また，「自らの
考えを基に文章や図などで表現することができる」などの生徒の意識の向上が認められた。 

○ 思考力・表現力の育成について，今年度の研究では，他の領域や内容においても使えるよう
な汎用的な思考力・表現力としての評価方法を確立できなかった。  

１ 研究主題等 
（１）研究主題 

探究的な学習活動を通した科学的な思考力・表現力の育成 

－習得・活用・探究を構造化した指導の工夫・改善－ 

（２）研究主題設定の理由 
 本校では，平成 26～28 年度の３年間，生徒の思考の可視化による対話的な学びの活性化を通し
て，主体性や協働性，思考力・表現力の向上を目標とした研究に，全教科で取り組んだ。自らの考
えを表現したり，他者と関わろうとしたりする生徒の姿がよく見られるようになり，一定の成果は
認められたが，目標を十分に達成できたとはいえない。また，平成 27 年度全国学力・学習状況調
査の「科学的な思考・表現」の問題（主として「活用」に関する問題)の本校の平均正答率は 49.6％
（全国平均は 48.8％）であり，思考力・表現力を十分に育成できたとはいえない。 
 実践された授業の学習指導案等から，本校教員の「習得・活用・探究の学習場面」や「思考力・
表現力」についての認識は，次のとおりだと推察する。単元や題材のまとまり（以下，「単元等」）
を通した生徒の学習意欲の連続性は余り意識していない。主に教科書の流れに沿って学習を進めて
知識・技能を習得させ，単元等の終末に知識・技能を活用した課題解決の場面を設定する構成はよ
く見られる。探究は，総合的な学習の時間を中心に行われる探究活動のこととして捉えており，各
教科において探究を意識した単元等の設計は余り見られない。また，思考力・表現力については，
生徒が自らの考えを言語等として表出することや，他者と考えを練り合う活動を通して，思考力・
表現力が向上するだろうという研究仮説の下，全教科で，考えを表現したワークシートなどを用い
てグループや学級全体で対話的な学びを行うことが定着している。 
 以上の本校の実態から，本事業の研究課題や「全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた理
科の学習指導の改善・充実に関する指導事例集」（平成 29年３月 国立教育政策研究所）の中学校の
事例Ｃ（65～72 ページ）で示されているように，生徒が必要性を認識し目的意識を持って知識・技
能を習得する場面や，知識・技能を活用して思考・表現する場面を適切に設定し，生徒が粘り強く
探究するように単元等を設計することが大切だと考えた。これにより，生徒の学習意欲はより高ま
り持続することが見込まれ，既に定着している対話的な学びがより効果的に機能することで，思考
力・表現力を更に高めることができると考える。そこで，まず理科において，思考力・表現力の育
成を目標とした習得・活用・探究の学習場面の効果的な設計の研究に取り組みたい。その有効性が
認められれば，全教科で取り組む研究として発展させたい。以上の理由から，研究主題を設定した。 



 
（３）研究体制 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）１年目の主な取組 

平
成
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年
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○研究の計画（研究の理論と方法） 

○六つ（各学年二つ）の習得・活用・探究を構造化した単元等の設計と授業実践 

○授業・研究への指導・助言（担当学力調査官，小笠原豊准教授，愛知県教育委員会主席指

導主事，西尾市教育委員会指導主事） 

○研究１年目の成果と課題のまとめ 
 
２ 研究内容及び具体的な研究活動 
（１）研究内容 
① 習得・活用・探究の構造化 
 本研究の軸となる理科における「習得・活用・探究の構造化」を次の
とおり考えた（資料１）。 
 単元等のはじめに，自然事象との出会いにより生徒が見いだした問
題から，単元等を通して取り組む課題を設定する。次に，課題を解決す
るために必要な知識・技能は何かを明示的に示す。生徒は，課題と関連
付けて必要性を認識し目的意識を持って知識・技能を習得しようとす
るだろう。そして，単元等の終末で，課題を解決する場面を設定する。
生徒は，習得してきた知識・技能を活用して思考・表現し，課題を解決
しようとするだろう。単元等全体を通して学習意欲が向上・持続し，生
徒は粘り強く探究しようとするだろう。「課題の設定」→「必要性を認
識し目的意識を持った知識・技能の習得」→「取得した知識・技能を活
用した思考・表現による課題の解決」という一連の学習場面を設定し，生徒が粘り強く探究する単
元等を設計することを，「習得・活用・探究の構造化」と呼ぶことにする。  
② 「知識・技能の習得」と「思考力・表現力の向上」のための手立て 
 本事業の課題の理科②(ｲ)に，「知識・技能を習得し，思考力・表現力が高まるように」と示され
ているように，本研究の目標は知識・技能の更なる習得と，思考力・表現力の育成である。習得・
活用・探究の構造化はそのための基盤となる手立てである。しかし，習得・活用・探究の構造化だ
けにより，直接的に目標に迫ることは難しい。以下のような具体的な支援や手立てを，必要に応じ
て講じることにより，思考力・表現力の向上が見込まれると考える。 
・単元等の学習が進む中で，設定した課題と本時の学習内容との関係を随時確認する支援（目的意

識の持続，習得の必要性の認識，課題解決への見通し） 
・自他の考えを検討・改善する対話的な学びの場面の設定（例えば，「個人で思考・表現」→「班で
共有し検討・改善」→「学級全体で検討・改善」の場面） 

・対話的な学びの後で，再度，自らの考えを表現する場面の設定と，対話的な学びの前後の自らの
考えを比較して振り返る場面の設定（自らの思考力・表現力の向上のメタ認知） 

・主に対話的な学びの場面で「自信度」（自らの考えに対する自信を０～100％の数値で表したもの）
を示すようにしたり，対話的な学びの前後の自信度を比較するようにしたりする支援（対話的な
学びの活性化，自らの思考力・表現力の向上のメタ認知） 

・生徒に提示する図や具体物などを工夫し，生徒が思考・表現しやすいようにする支援 
・課題解決の場面で，習得してきたことを想起させ，活用する知識・技能を明確に示す支援 
③ 習得・活用・探究の構造化の有効性の評価方法 
 生徒の学習意欲に関する有効性の評価は，単元等の学習の前後などに生徒質問紙による意識調査
を行い，その結果を分析する方法で行った。また，思考力・表現力に関する有効性の評価は，各単
元等において，生徒のワークシートの記述の変容を分析する方法で行った。 

指導・助言 
愛知県教育委員会 中部大学（小笠原豊准教授） 西尾市教育委員会 

指導・助言 指導・助言 
平坂中学校 
 
   ・本研究の理論の構築          ・理科における構造化した単元等の開発 
   ・全教科における構造化に関する研究   ・授業実践  ・授業研究会 
   ・本研究の評価             ・報告書等の作成 
   ・授業研究会・研修会等の企画・運営       
   ・報告書等の作成協力 
                       ・授業実践 

理科部 研究推進委員会 

各教科部 

 

 

 

 

 

 

 

      
資料１ 本研究における 
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（２）具体的な研究活動 
① 習得・活用・探究を構造化した単元等の開発と授業実践 
 今年度は，以下の各学年二つの単元等，計六つの単元等を開発し，授業を実践した。 
学年 月 単元や題材のまとまりの名称 時数 学習指導要領における内容 

１年 ７月 ラムネの材料を区別しよう ５時間 身の回りの物質とその性質 

１年 10 月 
水が入った水槽の中の消しゴムがたくさんある
ように見える仕組みを探ろう 

７時間 光の反射･屈折 

２年 12 月 無接点充電器で電流が発生する仕組みを探ろう ４時間 電磁誘導と発電 

２年 ２月 いろいろな雲ができる仕組みを探ろう ５時間 霧や雲の発生 

３年 ７月 平坂コースターの謎を解明しよう ５時間 力学的エネルギー 

３年 11 月 
太陽がいろいろな方向に昇る日の出が見られる
仕組みを探ろう 

４時間 日周運動と自転 

 
② 実際の授業の概要 ―第１学年「光の反射・屈折」の実践事例― 
 実際の習得・活用・探究を構造化した単元等の授業の概要を「光の反射・
屈折」の題材のまとまりの実践事例を通して述べる。 
 はじめに，資料２の現象に出会った生徒は，「（消しゴムが）こんなにた
くさん見えるんだ」「なぜだろう」などの声をあげて関心を持った。その疑
問や問題から，課題を「水が入った水槽の中の消しゴムがたくさんあるよ
うに見える仕組みを説明しよう」と設定した。次に，その課題を解決する
ために，「光の直進」「光の反射」「光の屈折」の知識・技能が必要なことを
明示的に示すとともに，今後の知識・技能の習得と終末の課題解
決までの進め方を「学習の流れ」として示した（資料３）。 
 そして６時間で，光の進み方の観察・実験を行ったり，鏡に映
る像や水・ガラスを通して見える像の光の道すじを考えたりし，
「光の直進・反射・屈折」に関する知識・技能を習得した。生徒
は，反射や屈折によって見える像について，目に光が入ってきた
方向に物体の像が見えるが，実際には像が見える位置とは異なる
位置にある物体から出た光が反射や屈折で折れ曲がって目に入
ることを理解するとともに，その光の道すじを作図できるように
なっていった。私たちは，生徒がこの作図を通して光の進み方の
理解を深めるとともに，生徒の思考が作図に表現されると捉えて
学習指導を行った。また，随時，「学習の流れ」で課題と本時の
内容との関係を確認しながら学習を進めた。 
 習得の後，対話的な学びを通した課題解決の場面を設定した。
対話的な学びの成立のために，全員共通の「たくさんあるように
見える」像を対象にする必要がある。また，生徒が資料２のよう
に立体的に捉えることは難しく，平面内の光の道すじを考えるよ
うにしたい。さらに，屈折による像と全反射による像の両方につ
いて説明しなければ，課題解決とは言えない。そこで，資料４の
ように水槽を見る位置を定め，課題の「たくさんあるように見え
る」像を，「三つあるように見える」像として具体的に設定した。 
 消しゴムが三つあるように見える現象を確認した後，まず個人
で資料４のワークシートに光の道すじを作図した。次に，班で互いの考えを共有し検討・改善して
班の考えをホワイトボードに作図してまとめた。さらに，学級全体で班の考えを共有し検討・改善
して学級としての考えをまとめた。最後に，学級の考え（予想）が，レーザー光源による光の道す
じ（実験の結果）と一致することを確かめ，課題を解決した。その後，再度，個人の考えを作図す
るとともに，対話的な学びの前後で自らの考えを比較して振り返る場面を設定した。 
③ 学習意欲に関する有効性の評価 
 生徒質問紙による意識調査の多数の項目において，学習意欲に関する有効性が示された。ここで
は，そのうちの２項目について述べる。この題材のまとまりの学習後に，(ⅰ)「２～６時間目に学
んだ内容とこの現象の仕組みの関係を考えながら授業に取り組めたと思う」，(ⅱ)「この現象の仕
組みを明らかにするために，必要な知識や技能（光の直進・反射・屈折）の学習をがんばりたいと
思った」を５件法で質問したところ，(ⅰ) は 71.3％，(ⅱ)は 84.7％の生徒が肯定的な回答をした。
この結果から，習得・活用・探究の構造化は，生徒の学習意欲を向上させ，生徒が必要性を認識し
目的意識を持って知識・技能を習得しようとすることに有効であったと言える。 

資料２ 水槽の中の消しゴ 
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資料４ 三つあるように見える現象 

資料３ 随時提示した「学習の流れ」 



 
④ 思考力・表現力に関する有効性の評価 
 この題材のまとまりの学習全般を通して，生徒のワークシートの追跡調査から，思考力・表現力
の向上が認められた。ここでは，課題解決の場面における思考力・表現力の向上について述べる。 
 資料５のように，「三つあるように見える」像Ｂ，Ｃ，Ｄのうち，
Ｂは，実物の消しゴムＡから出た光が水槽の上の側面で全反射して
左の側面で屈折して目に入ることで見え，Ｃ，Ｄは，Ａから出た光
がそれぞれの左，下の側面で屈折して目に入ることで見える。ある
学級では，資料６に示したように，はじめの個人の考え（前）は，
全て説明できた生徒（類型１）が０人で，Ｂ，Ｃ，Ｄが屈折によっ
て見えるという説明の生徒（類型２）が８人，屈折によって見える
ことが説明できない生徒（類型３）が 14人，無記入の生徒（類型０）
が８名であった。班での検討・改善により，類型１が２班，類型２
が６班になり，類型３，０の班はなかった。さらに，学級全体の話
合いを通して，最終的には，ほとんどの生徒が個人で類型１の説明ができるようになっている。ま
た，「自信度」（自らの考えに対する自信を０～100％の数値で表したもの）の平均値も大きく上昇し
ていることから，自らの思考力・表現力の高まりを自覚していると捉える。 
類型 個人のワークシート・班のホワイトボードの説明（作図） 前 班 後 
１ 「Ｂは全反射と屈折による像」，「Ｃ，Ｄは屈折による像」 ０人 ２班 28 人 

２ 「Ｂ，Ｃ，Ｄは屈折による像」 ８人 ６班 ０人 

３ その他の説明 14 人 ０班 ２人 

０ 無記入 ８人 ０班 ０人 

「自信度」の平均値 17.8％  75.6％ 

 資料６ ワークシートの説明（作図）の類型による人数の推移   
 以上から，課題解決の場面での対話的な学びが，思考力・表現力の向上に有効であったと考える。 
⑤ その他の実践した単元等における有効性の評価 
 その他の実践した五つの単元等においても，上の実践と同様の有効性を示す調査結果が得られた。  
３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 
○ 習得・活用・探究のそれぞれの学習場面を適切に設定して構造化した単元等を，各学年二

つずつ（計六つ）開発し，授業実践することができた。 
○ 習得・活用・探究の構造化は，生徒の学習意欲を向上させ，生徒が必要性を認識し目的意
識を持って知識・技能を習得しようとすることに有効であると示すことができた。 

○ 各単元等の学習内容に関する思考力・表現力の向上を認めることができた。また，自らの
考えを基にして文章や図などで表現することができるという意識の向上が認められた。 

● 今年度は，思考力・表現力について，他の領域や内容においても使える汎用的な思考力・
表現力として評価する方法を確立できなかった。 

● 今年度，開発・実践できた単元等の領域は，エネルギー３，粒子１，生命０，地球２であ
り，生命領域での単元等の開発・実践ができなかった。 

  
４ 今後の取組 
 今年度，開発・実践した六つの単元等に加え，来年度は，更に各学年二つの単元等を開発し，各
学年四つの単元等（計 12）を実践する。特に，生命領域の単元等の開発に力を注ぎたい。 
 今年度は，単元等の開発と授業実践に並行して，有効性の調査方法もそれぞれの単元等で試行錯
誤をして進めてきたため，生徒への意識調査や思考力・表現力に関する評価の方法が，単元等によ
って様々であった。そのため，各単元等での成果や課題は明らかになったものの，全ての単元等に
共通した成果や課題，年間を通した長期的な効果を示すことができなかった。研究として統一した
調査方法や年間を通した長期的な調査方法を確立し，計画的に来年度の研究実践に臨みたい。 
 今年度は，思考力・表現力について，それぞれの単元等の学習内容における思考力・表現力とし
て評価することができたが，領域や内容に関わらない思考力・表現力として評価する方法を確立で
きなかった。来年度は，各学年四つの単元等の実践により，思考力・表現力の更なる向上が見込ま
れる。過去の全国学力・学習状況調査の問題を活用するなどして，年間を通した長期的な思考力・
表現力の評価方法を確立し，計画的に調査や評価を行いたい。 

☆Ｂ 

☆Ｃ 

☆Ｄ 

★Ａ 

資料５ ワークシートの例（類型１） 
（生徒の記述等を強調） 


