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研究結果のポイント 

○習得した知識・技能を分野・領域を横断して活用する探究的な学習活動を単元末に位置付ける

ことによって，科学的な思考力や表現力の広がりや深まりが見られた。 

○対話を通して自らの考えを高める手立て（【動機付け】【活用する既習内容の想起】【足場掛け】

【学習の見通し】）を授業に位置付けることによって，生徒は主体的に知識・技能を活用して自

分の考えをもつとともに，対話によって自らの考えを高めようとする意識が向上した。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

自然の事物・現象を対話的に探究する生徒の育成 

―各分野に特徴的な探究の過程に着目した指導方法・単元構成の追究を通して― 

（２）研究主題設定の理由 

平成 25 年度，平成 27，28年度に教育課程研究の指定を受け，小中高の「探究の技能」の系統性

に着目して，単元構成の在り方及び探究的な学習活動を構成する際の視点，指導方法を追究した。

例えば，単元構成においては，観察・実験に含まれる「探究の技能」を明確にし，小学校の問題

解決の力を発揮しながら高等学校の科学的な探究へと発展できるよう，発達段階を考慮した。ま

た，授業構成においては，対象とする事物・現象の再現性や生徒の知識・技能の習得状況に応じ

て，探究の過程を分類し，「探究の技能」を育成する授業づくりの基本として位置付けた。さらに，

それぞれの「探究の技能」を「科学的な対話の視点」として生徒に明示的に指導した。その結果，

科学的な思考力・表現力が高まるとともに，日常生活の文脈で知識・技能を活用して探究の過程

を構成する力の育成に有効であった。また，知識・技能を身に付けると同時に理科を学ぶ意義や

有用性を実感することが，主体的に探究する原動力となることが示唆された。 

本研究では，自然の事物・現象の再現性を基に，第１分野，第２分野がそれぞれもつ特徴的な探

究の過程を整理し，全ての生徒が自然の事物・現象に主体的に関わって自らの考えをもち，対話

を通して科学的な思考力・表現力を高める授業の手立てを追究する。また，生徒が自然の事物・

現象の中から問題を見いだして課題を設定し，主体的に科学的な探究に取り組めるようにするた

めに，習得した知識・技能を分野・領域を横断して総合的に活用する探究的な授業を単元に位置

付ける。これらの手立てを基に単元及び授業を構成し，授業実践を行うことによって，自然の事

物・現象を主体的，対話的に探究する生徒の育成に迫ることにした。 

（３）研究体制 

 

 

 
 
  



（４）２年間の主な取組 
平
成
29
年
度 

4 月～7 月…研究デザインの協議及び研究計画の立案，第一次授業実践（7 月 4 日公開授業） 
7 月～8 月…第一次授業実践のまとめ第二次実践に向けての協議及び教材開発 
9 月～11 月…事前調査実施と第二次授業実践（11 月 18 日公開授業） 
12 月～３月…事後調査の実施と統計処理及び次年度の研究の検討（3 月 1 日公開授業） 

平
成
30
年
度 

4 月～6 月…探究の過程の協議及び研究計画の立案 
7 月～8 月…第三次実践に向けての協議及び教材開発 
9 月～11 月…事前調査実施と第三次授業実践（11 月 15 日公開授業） 
12 月～1 月…事後調査の実施と統計処理及び成果と課題の整理 
2 月～…次年度に向けて研究デザインの検討（3 月 1 日公開授業予定） 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
①第１分野，第２分野に特徴的な探究の過程及び事象の再現性を基に，単元及び授業を構成 

自然の事物・現象の再現

性を基に，第１分野，第２

分野に特徴的な探究の型

を整理した（図１）。これ

は，高等学校の科学的な探

究に結び付くと考える。 
それぞれの型において，

小学校で培われた問題解

決の力を更に高められる

よう「実験・結論型」，「観

察・結論型」を内包する形で整理し，発達段階や探究の技能の習得状況，扱う事物・現象の再

現性に応じて柔軟に使い分けるようにした。この整理した型を基に，教科書の観察・実験に含

まれる探究の技能を分析して単元を構成した。 
②分野・領域を横断する二段階の探究的な学習を単元に設定 

本校では，連続する２単位時間を教育課程に位置付け，

単元や小単元末に，いわゆるパフォーマンス課題を設定

し，二段階の探究的な学習活動を展開している。二段階

の探究的な学習活動とは，探究１の観察・実験結果を分

析・解釈し，新たな課題を見いだして探究２を行い，結論

を導出する学習活動のことである（図２）。「エネルギー」，

「粒子」，「生命」，「地球」のそれぞれの柱において授業実践

を行った結果，知識・技能の定着が図れるとともに，科学

的な概念の形成に有効であった。そこで，本研究では，探

究１で得られた結論を，学習した別の柱の事物・現象に領域を横断して活用する探究２を行う

展開を追究した。この展開によって，科学的な概念の形成をより一層図るとともに，科学的な

見方・考え方を広げ，知識・技能を総合して自然の事物・現象を捉えることを狙った。 
③自分の考えをもち，対話を通して自らの考えを高める手立ての開発 

対話には「対象との対話（対象に経験や知識を適用すること）」「他者との対話（言語活動を

通して考えを高めること）」「自己との対話（省察，メタ認知）」の側面がある。この三つの側面

を相互に関連させながら，自然の事物・現象を探究することによって，科学的な思考力や表現

力が高まると考える。これまでの実践では，理科を得意とする生徒を中心に探究が進みがちで，

全ての生徒が対話を通して自分の考えを高められているかが課題であった。 
そこで，本研究では，全ての生徒が課題解決への意欲と見通しをもち，対話（話合い）を通し

て自分の考えを高めながら課題解決を行える手立てを追究した。授業の導入から小集団で話し

合うまでが重要であると考え，次の四点に基づいた手立てを授業に位置付けた。 
【動機付け】…事物･現象の中に問題を見いだし，生徒が課題を設定することで課題解決の意欲を高める。 
【活用する既習内容の想起】…全ての生徒が自分の考えをもてるように，活用する知識・技能を振り返る。 
【足場掛け】…課題解決に必要な情報を与え，小集団で話し合えば解決できそうだと思えるようにする。 
【学習の見通し】…課題解決までの見通しをもたせ，探究の過程における学習活動を意味付ける。 

図１ 各分野に特徴的な探究の過程 

図２ 二段階の探究的な学習活動 



（２）具体的な研究活動 
①「粒子」と「生命」を柱とする領域を横断して知識・技能を活用する学習活動の例 

２年生の「化学変化と原子・分子」の単元末に，既習の「光合成」と「呼吸」を化学変化の視

点から捉え直すことによって，「光合成」と「呼吸」は持続可能なシステムであることに気付く

とともに，エネルギーの初歩的な概念を導入する探究的な学習活動を展開した。 

探究 1：「光合成」と「呼吸」を原子や分子のモデルで考えよう。 

(1)「光合成」と「呼吸」は，植物や生物の体内で起こる化

学変化であることに気付かせた。【動機付け】 

原子の性質や化学変化の前後で質量は変化しないこと

を押さえた。【活用する既習内容の想起】 

(2)「光合成」でできる物質と光合成で分解される物質を同

じブドウ糖（Ｃ６Ｈ１２Ｏ６）として提示し，それぞれの化

学変化を原子や分子のモデルの具体操作を通して比較

できるようにした。【足場掛け】 

(3)実験班内で，「光合成」と「呼吸」のグループに分かれ

てホワイトボード上で原子や分子のモデルの具体操作

を行い，反応後の物質の様子を表したホワイトボードを

相手のグループに受け渡す操作を通して，物質の循環及び光のエネルギーがある限り持続

可能であることに気付くことができるようにした。 
探究２：身近な「光合成」と「呼吸」による持続可能なシステムについて考えよう。 
（4）身近にある，食パン，牛肉，チューブ入りチョコレート，木材の 4つの例を提示し，「光

合成」と「呼吸」による持続可能なシステムが当てはまるかどうか考えさせ，見いだした
新たなシステムが身近な事象に当てはまることを実感させた。 

（5）更にコンクリートブロックに循環するシステムがあるか問いかけ，分野・領域を横断して
総合的に捉えたり，地学的，化学的，生物学的な視点など多面的に考えたりすると循環す
るシステムが見いだせることを押さえ，新たな探究への意欲や見通しを持てるようにした。 

②「気体の性質」と「酸・アルカリと中和」の知識・技能を関連付けた探究的な学習活動の例 
「化学変化とイオン」の単元末に，強い酸性の河川水を農業用水に利用する方法を探究する

授業を設定した。生徒はアルカリ性の水溶液で中和すればよいと考えるが実用的ではないこと
に実験を通して気付き，先人の知恵である石灰石で中和する利点を考える学習活動を展開した。 
探究１：強い酸性の河川水を農業用水に利用できるようにするには，どのような方法が適切か。 
（1）強い酸性の河川水が農業や生活に与える影響を考えさせて問題を見いだし，知識・技能を

活用して，強い酸性の河川水を利用する方法を考えるように方向付けた。【動機付け】 
（2）生徒はアルカリ生の水溶液で中和する方法を指摘すると考えられるので，水酸化ナトリ

ウム水溶液で中和する実験方法を提示した。【活用する既習内容の想起】【学習の見通し】 
（3）水酸化ナトリウム水溶液で中性にする難しさを実感させ，アルカリを使った方法は理論

的にはできるが，毎分 35,000Lも流れ出る河川水には現実的でないことを指摘させた。 
(4) 以下の点を明示し，先人の知恵と習得した知識・技能とを関連付けて考え，石灰石を使う

方法は加え過ぎてもアルカリ性にはならないため，アルカリで中和する方法よりも適切で
あることを指摘できるようにした。 
・河川水中の硫酸と石灰石（炭酸カルシウム）の化学式を
提示し，分子やイオンのモデルで考えること【足場掛け】 

・先人は pH を測定して石灰石をまいていないことから，
石灰石が多い場合の化学変化を考えること【足場掛け】 

・二酸化炭素の発生と pH の値の変化を関連付けて考える
こと【活用する学習内容の想起】 

（5）先人の知恵の利点について，実験によって簡単で一瞬で
中性になることを確かめ，アルカリを用いた方法と石灰
石を用いる先人の知恵とを比較し，課題に正対した考察
を行った。 

（6）草津温泉にある中和工場を紹介する中で，石灰石を使って中和する方法に気付いた先人
の知恵の偉大さに触れ，本時のまとめとした。 

（7）本時の学習を振り返り，新たな疑問や課題を設定して新たな探究へ意欲や見通しが持て
るようにした。 

図３ 光合成と呼吸の化学変化を 
モデルで表す 

図４ 酸性の河川水を中和する実験 



３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○ 知識や概念の深まりと分野・領域が異なる概念を関連付けて身近な事象に適用する力の向上 

前述の本校２年生で実施した「粒子」と「生命」を柱とする

領域を横断して知識・技能を活用する学習活動の事前事後

に調査を行った。調査は，基本的な知識を短答式で答える

Ａ問題，「光合成」と「呼吸」の概念を自由記述式で答えるＢ

問題，身近な文脈に分野・領域を横断して知識を活用する

自由記述式で答えるＣ問題の３つを実施した。また，対照

群として３年生にも同じ調査問題を実施し，２年生と比較

した（２年生(実験群)n=100，３年生(対照群)n=165）。自由記述

式の回答は４段階のルーブリックを作成して分析し，身近

な文脈に分野・領域を横断して知識を活用するＣ問題はさ

らにテキストマイニングによって概念の変

容を分析した。その結果，3 年生（対照群）

では差は見られなかった。2 年生（実験群）

では基本的な知識については事前事後及び

学年間で差は見られなかったが，「分野・領

域を横断して知識や概念を関連付けて身近な

事象に活用すること」が事前 2.02から事前

2.60 へと上昇し有意差が見られた（図５）。

また，テキストマイニングの結果から概念

の広がりや深まりが見られた（図６）。 
この変化から，本研究の既習の知識・技能を分野・領域を横断して活用する探究的な学習活

動を単元末に位置付ける手だては，科学的な思考力や表現力を高め，概念の形成を促すととも

に，習得した知識・技能を総合して自然の事物・現象を捉えることに有効であると考える。 

○ 知識・技能を活用して自分の考えをもち，対話を通して考えを高める意識が向上 

公立中学校の研究協力校において，本研究の【動機付け】

【活用する既習内容の想起】【足場掛け】【学習の見通し】の手

立てを位置付けた学習活動を，３年生の「運動とエネルギ

ー」の単元で授業実践した。対話（話合い）についての意識

調査（４件法，30 項目，n=120）を実施し，因子分析を行った

結果，因子１「知識・技能を活用して自分の考えを持ち，その

考えを高める」，因子２「対話の苦手意識」，因子３「対話の良

さ」が得られた。各因子の平均値を事前と事後で比較した

ところ，因子１が事前 3.13から事後 3.22に上昇し，有意

差が認められた（図７）。同じ中学校の別の教員が担当す

る一般的な学習過程の学級でも同じ調査を行ったが，どの因子も変化は見られなかった。 

この結果から，本研究の対話の手立ては，生徒が知識・技能を活用して自分の考えをもち，

その考えを高める意識の向上に効果があると考える。 
● すべての生徒が既習の知識・技能を関連付け，対話を通して探究を深められるようにする 

本研究の手だては，生徒の 49.8％に既習の知識・技能を関連付けて科学的に思考したり表現

したりする力や概念形成について有意な上昇が見られた。すべての生徒が既習の知識・技能を

関連付け，対話を通して探究を深められるように，手だてのさらなる改善が必要である。 
 

４ 今後の取組 

研究協議会において，対話的な学びに焦点を当てながら，主体的な学び，深い学びにもつながっ

ていること，開発した「対話的な学び」の手立ては公立中学校においても実施できることを評価し

ていただき，異なる分野・領域を関連付けた探究的な学習活動の提案にも賛同を得ることができた。 
今後は，質的な側面から生徒一人一人を分析し，【動機付け】【活用する既習内容の想起】【足場掛

け】【学習の見通し】に重点を置いた対話の手だて，分野・領域を横断して知識・技能を活用する授

業や単元構成の在り方を更に追究し，自然の事物・現象を主体的に探究する生徒の育成に迫りたい。 

図７ 各因子の平均値の変化 

図６ テキストマイニングの分析結果 

図５ 分野・領域を横断して知識・技能を活用 


