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(1)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 理科（生物Ⅰ・化学Ⅰ）

≪研究主題≫

実験・観察，レポート等の日々の学習活動

における評価の在り方が，生徒の学習内容

の定着にどのように寄与しているかを調査

し，評価の改善及び授業の充実を図る。

【研究の要点】

生物Ⅰにおいては，平成20・21・22年度に「生命の連続

性」にかかわる実験のうち顕微鏡操作を含む実験を題材に

研究を行った。昨年度の研究で振り返りシートによる生徒

の自己評価が学力の把握に有効であったため，今年度も同

様の振り返りシートを用いて研究を行った。また，スケッ

チの仕方の説明や時間の確保など授業の改善につなげた。

化学Ⅰにおいては，各単元におけるねらいと目標を具体

的に定め，振り返りシートを活用し，どの問題が解けなか

ったかを生徒自身に評価させた。また，生徒が問題を解決

できるに至った具体的な問題例を提示することによって，

生徒自らが自己の理解力の変化を実感させるとともに，学

力の定着を自覚させることで，興味と関心を引き出させた。

授業で発問に工夫をすることで，生徒に自分で問題を設定

させることを習慣化し，思考力と判断力を養わせた。また，

単元の最後に実験を行い，授業で学んだ内容を体験させる

ことにより技能の向上を目指すとともに，考察内容を発表

させることにより表現力の向上を目指した。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は，三重県の北部，木曾三川の水郷地

帯や多度山系の豊かな自然環境に囲まれた人

口約14万人の桑名市に位置する。自主創造の

精神のもと，「自らの意思で学び，より高み

に向かう意欲と，協働と交流を通して社会性

と責任感を育成する」ことを基本理念として

いる。現在は進学９割強，就職１割弱で，就

職・専門学校が減少し，四年制大学進学が増

加している。２年次より文系・理系カリキュ

ラムに分かれるが，大半が文系生徒である。

昨年度から，生徒のコミュニケーション能力

の向上と進路実現に向けて，「文章力の向上」

を目指して全教職員が分担し，全校生徒の指

導に当たっている。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

課程 学科 １年 ２年 ３年 計

学 生 学 生 学 生 学 生

級 徒 級 徒 級 徒 級 徒

数 数 数 数 数 数 数 数

全日制 普通科 ８ 320 ８ 317 ８ 315 24 952

計 ８ 320 ８ 317 ８ 315 24 952

教員数 64名（５名）

※ 本研究対象の「生物Ⅰ」は２年生理系コースの必修選

択科目として，「化学Ⅰ」は２年生文系コースの必修科目

として３単位開設している。

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

実験・観察，レポート等の日々の学習活動

における評価の在り方が，生徒の学習内容

の定着にどのように寄与しているかを調査

し，評価の改善及び授業の充実を図る。

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

理科の学習内容を定着させるために，振り

返りシートや観察，実験，レポート等の内容

を改善し，効果的な観察，実験の実施時期と

回数を検討する。観点毎の評価の在り方や，



評価方法とその重み付けについて，授業の充

実と結びつけて研究する。

○［調査研究の対象］

生物Ⅰでは，２年次の理系クラスについて，

「生命の連続性」にかかわる実験のうち顕微

鏡操作を含む実験を題材に研究を行った。対

象をこのように設定したのは，より効果的に

顕微鏡操作の習熟を図る指導を目指してであ

る。

化学Ⅰでは，２年次の文系クラスについて，

１・２年目は「物質の変化」の「酸と塩基」

「中和反応」３年目は「物質の変化」の「酸

と塩基」「酸化還元反応」を調査研究の対象

とした。対象をこのように設定したのは，非

金属元素や金属元素及び有機化合物の化学的

な性質や変化を系統的に理解することに必要

な学力の習得を目指してである。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1) 生物Ⅰについて

顕微鏡の操作に関して「観察・実験の技能

・表現」は，実験中の生徒の様子の観察と振

り返りシートの内容から評価した。複数の実

験において，同じ質問項目を振り返りシート

に設定し，「できた」「なんとかできた」「で

きなかった」の中から自己評価させた。

授業中の生徒の態度や振り返りシートの他

の内容から判断して，生徒はおおむね正当な

自己評価をしていた。同じ項目を観察，実験

のたびに設定し，自己評価させることが学力

の把握に有効であった。回数を重ねるうちに

顕微鏡操作のできない生徒が減少した。

また，ミクロメーターの使用については，

全員の生徒がおおむね使えるようになるには

３回程度の実験観察が必要であった。

「ミクロメーターの使い方と測定」では各

自の髪の毛の直径とシャープペンシルの芯の

直径を測定した。「関心・意欲・態度」につ

いては，ミクロメーターで測定することに興

味を持ち，観察や実験をする意欲があること

を，振り返りシートの内容から評価した。

実験を行った次の授業の最初に各自の測定

結果を発表させ，その結果を黒板に書いて全

員の結果を比較できるようにした。それによ

り，髪の毛は測定値のばらつきが大きく，測

定誤差以上に個体差が大きく，工業製品であ

るシャープペンシルの芯はばらつきが小さ

く，その差は測定誤差によるものであること

に気付くことができた。このことから，他の

ものについても測定したいと考える生徒が多

く出て，関心・意欲が高くなった。

「タマネギの細胞の長さと核の直径の測定」

ではタマネギの鱗葉片のそれぞれの位置の細

胞の測定を行った。「思考・判断」は細胞の

大きさが鱗葉片の位置によって異なり，内側

から外側に向かって細胞が大きくなるのに対

し，核の大きさは変わらないことから，それ

ぞれの関係を考察できるかを振り返りシート

の内容から評価した。

それぞれの関係を考察させる前に，実験の

次の授業の最初に各自の測定結果を全員に発

表させ，その結果を黒板に書いて全員の結果

を比較できるようにした。本年度は４名の班



員それぞれが分担して，その中で，細胞の大

きさは長辺の長さを測定するようにしていた

が，短片の長さを間違って測定した生徒がい

た。その生徒は，他の班の測定結果を聞いて

いく中で自分の測定結果がおかしいことに気

がつき，他の班員も含めそれぞれの関係を考

察することができた。班員の結果だけで考察

をするのではなく，多くの結果を見た上で考

察を行うことができた。

「体細胞分裂の観察」では，発芽させたネ

ギの根端の分裂組織の観察を行った。体細胞

分裂の観察において，各時期の特徴をとらえ

ながら各時期を区別できるかを，振り返りシ

ートの内容とスケッチから評価した。

平成21年度は分裂期の細胞を探すのに手間

取り，うまく観察できない生徒が多く，丁寧

なスケッチができた生徒は少なかった。その

ため，本年度は観察前に顕微鏡テレビ装置を

用いて観察対象のイメージを持たせた後に観

察を行った。その結果，多くの生徒が各時期

を区別することができ，「丁寧にスケッチす

ることができた」と自己評価した生徒が約４

割になった。

平成21年度の研究で，振り返りシートの自

己評価の項目で「丁寧にスケッチをすること

ができた」は他の設問に比べ，「できた」と

答えた生徒が少なかった。そこで本年度は観

察する題材を選び，新たに「スギナの胞子の

観察」を行い，スケッチの仕方についてポイ

ントを説明し，比較的よいものを実験室に掲

示して他の生徒にも見られるようにした。

(2) 化学Ⅰについて

生徒の学力を把握するために，振り返りシ

ートを使って生徒が授業や実験を理解できて

いるかを自己確認したり，実験報告書を活用

したりした。

１年目は，生徒に授業の最後に毎時間，振

り返りシートを使って授業内容が理解できた

かを書かせた。また実験報告書では，最後に

アンケート形式で実験を理解できているかを

書かせた。これによって教師はある程度，生

徒の学力を把握でき，授業・実験の改善にも

つながった。しかし，振り返りシートのすべ

てを毎回評価し，生徒が振り返りシートを見

直すことで今後の学習の参考になるように返

却することを心がけたため，教師の負担が大

きくなったこともあり，生徒の学力を正確に

把握することが徐々に難しくなってきた。

２年目は，１年目の課題を踏まえ，振り返

りシートの項目を絞り，生徒が学習の前後で

自分自身の変化に気づくよう工夫するなど，

単元の前後で効果的に行えるようにした。ま

た生徒の思考力や判断力を伸ばすために，実

験報告書で考察や感想など文章を多く書か

せ，生徒にできるだけ思考・判断させるよう

に変更した。また，実験報告書の考察や結論

の文章を論理的に書くように指導した。しか

し，見本となる文章を示さずに行ったことも

あり，文章を書くことが苦手な生徒の思考・

判断の学力の把握は困難であった。

この２年間で，生徒は身のまわりにある化

学に関連する現象に対して興味・関心を高

め，日常生活で意識せずに利用している物質

の見方が，学習前後で変わったと気づくよう

になった。しかし実験で行った内容と授業で

学習した化学の基礎的な知識とが結びついて

いない生徒もいたため，さらに改善の余地が

あると思われた。

そこで最終年度は，授業ごとの内容をより

具体的に評価できるよう振り返りシートを改

良し，各授業の最後の５分で実施した。改良

点の例をあげると，前年度使用した振り返り

シートでは，

【問い】硝酸銀水溶液を食塩水に加えたとき，

ＡｇＣｌができることを理解できたか。

できた（ ）

まあまあできた（ ）



あまりできなかった（ ）

できなかった（ ）

のような設問であったものを，

【問い】硝酸銀水溶液を食塩水に加えたとき，

できた白色沈殿は何ですか。

（ ）

のように，具体的な内容に対して答えること

ができるかどうかを問うようにした。その際，

答えられずに空欄のままの生徒に対しては，

「この実験によって食塩水にどんな元素が含

まれていることを確認しようとしているか」

などと質問をして，解答にいたるステップを

設けた。さらに，正確に解答できているが「塩

化銀」と書いた生徒に対しては化学式を用い

て書くように指示し，ＡｇＣｌと表記できる

かを評価した。

課題としては，時間の制約で基本的な項目

に関してしか振り返ることができない点が挙

げられる。また，振り返りシートの設問が「関

心・意欲・態度」，「思考・判断」，「観察・実

験の技能・表現」，「知識・理解」のどの項目

についてなされたものかという観点が不十分

であることも課題であった。

２学期においては，振り返りシートを学力

の把握のためにより重要なものと位置づけ

た。穴埋め式の教材を用意し，授業を効率的

に展開することで，振り返りシートの実施時

間を15分間確保した。さらに，生徒が自己評

価をする際，具体的な問題を示し，どの段階

の理解度に自分が到達しているのかを生徒自

身が把握できるように工夫した。酸と塩基の

例でいうと，Ｈ ＳＯ ，ＮａＯＨなどの物２ ４

質が酸・塩基のどちらであるかを答えられる

段階を最低限の学力評価とした。さらに酸・

塩基の強弱まで答えることができればより高

い学力を身につけているとし，ここまでの学

力を酸・塩基を理解する上での基本的な知識

が身についいる学力であると評価した。また，

水溶液内での電離の様子を，

ＨＣｌ → Ｈ ＋ Ｃｌ＋ －

のように書くことができれば酸・塩基の基本

的な知識を化学変化への理解に結びつけるた

めの基礎となる重要な学力と位置づけた。さ

らに，

ＨＣｌ＋ＮａＯＨ → ＮａＣｌ＋Ｈ Ｏ２

のように中和反応式を表記できれば，酸・塩

基の化学変化への理解を実際の反応に応用で

きるだけの思考，判断を身につけた段階にあ

る学力として評価した。次に下記のような量

的関係を用いた計算問題まで解ければ定性的

な問題だけではなく，定量的な実験において

も対応が可能な実践的な学力が身についてい

るとして最高の評価とした。

「１mol／Ｌの塩酸250ｍＬを過不足なく中

和するには0.5mol／Ｌの水酸化カリウムは何

ｍＬ必要ですか。」

酸と塩基の学習において中和反応式が書け

ることは，今後の学習を進める上で非常に重

要であると考え，小テストを行って生徒の状

況を把握した。結果は60％であった。誤答を

詳細に分析すると硝酸ＨＮＯ の電離式が書３

けないことや，水酸化カルシウムＣａ(ＯＨ)２

など２価の酸・塩基が関係した中和反応に課

題があると分かった。例えば，

ＨＣｌ＋Ｃａ(ＯＨ)２

→ ２ＣａＣｌ＋Ｈ Ｏ２

などの誤答が多くみられたため，この生徒に

なぜＣａＣｌの前に２をつけようとしたのか

を聞いたところ，水酸化カルシウムが２価な

のでなんらかの形で式に２をつける必要があ

ると考えたからだと分かった。価数の異なる

酸と塩基の組み合わせから塩の化学式を書く

際，生じる塩を機械的に記憶しており，「水

溶液中にＣａ とＣｌ というイオンが存２＋ －

在するので，ＣａＣｌ という塩が生じる」２

ということを論理的に考えることができてい

なかった。このような生徒は中和反応式を単

に暗記しているだけで，酸・塩基の水溶液中



における電離について理解が不十分であると

感じた。年間の授業計画を確認したところ，

その原因が，１学期において，多原子イオン

をイオン式で書けるかどうかを振り返りシー

トで生徒に確認させていないことにあると考

えた。そこで，ＳＯ とＮＯ などの多４
２－

３
－

原子イオンを含んだ酸・塩基を演習の中で多

く取り上げ，それでも理解できない生徒には

個別指導を行うなど確実な学力の定着を図っ

た。

また，観察・測定の技術が身についている

かを評価するために，酢酸を水酸化ナトリウ

ムで中和滴定する実験を行った。まず，ホー

ルピペットやビュレットの使い方を理解して

いるか，また，フェノールフタレイン溶液を

酢酸に滴下する意味を理解しているかを評価

した。次に中和するために水酸化ナトリウム

を何ｍＬ滴下したかを実験シートに記入さ

せ，正確な測定結果が得られたかを評価した。

最後に測定結果から授業で学習した中和の量

的関係を用いて酢酸のモル濃度を計算するこ

とができるかを評価した。結果としてはモル

濃度の計算をする段階でつまずく生徒が80％

いた。このような生徒は中和の量的結果は理

解していたが，今回の実験と中和の量的関係

の内容に関連があることを理解できていない

と感じた。また，最終的に各班に結果を発表

させたところ，どのクラスにおいても，酢酸

水溶液の濃度の値を正確に求められない班が

あった。その理由を確認したところ，計算で

間違えているのではなく，測定結果が正確で

ないことが原因であった。この班員に酢酸の

濃度を測定するという実験の目的をたずねた

ところ，「わからない」と答える生徒が多か

った。また，前日，授業で実験内容について

講義したときのプリントを家庭学習において

復習していなかった。

酸化・還元の単元においては酸化数の計算

はＣｒ Ｏ のＣｒの酸化数を求めること２ ７
２－

ができる段階の理解度をすべての生徒が達成

することを目標とした。小テストを行った段

階では67％の達成度であったが，定期考査の

段階では90％以上の達成度に到達した。この

酸化数の計算ができる段階を今後，学習を進

めていくうえで最低限，必要な学力として評

価を行った。

Ｍｇ＋Ｃｌ２ → ＭｇＣｌ２

のような化学反応式において酸化数を計算

し，どの原子が酸化され，どの原子が還元さ

れたかが分かるかを問うことで，酸化数を計

算させるだけではなく，化学反応における酸

化数の意義を理解しているかを評価した。さ

らに，

ＭｎＯ４
－＋８Ｈ＋＋５ｅ－

→ Ｍｎ２＋＋４Ｈ２Ｏ

のような式において，酸化・還元が生じる原

因を電子の移動であると考え，酸化剤として

の反応であるのか，還元剤としての反応であ

るのかを判断できるかを評価した。また，酸

化数の増減から，

ＭｎＯ４
－＋８Ｈ＋＋（ ）ｅ－

→ Ｍｎ２＋＋４Ｈ２Ｏ

の（ ）の係数が計算できれば，酸化数の概

念の背景にある酸化・還元の本質を理解して

いるとして，最高の学力評価とした。

酸化数の計算ができるようになることを重

点とし，振り返りシートによる自己採点，小

テストを実施した。また，授業でも頻繁に取

り上げ，生徒に解答させた。その結果，最高

の学力評価まで達した生徒は60％近くにまで

なった。しかし，前単元の酸と塩基で行った

中和滴定の実験においては，実験の内容を教

室での学習内容と結びつけて考えられない生

徒が多数いたことから，実験のやり方を工夫

した。まず，１回の授業で行う実験項目を減

らした。このことにより，時間的な余裕がで

き，生徒が実験を自ら工夫する時間を増やす



ことができた。生徒が実験の課題を単にクリ

アすればよいのではなく，その現象の背後に

ある法則に目を向けることでより効果的に実

験を行えることに気づき，学習した物質の化

学的性質などに興味をもつようになった。

例えば，果物電池の実験の場合，電子オル

ゴールを使用したが，これまでは電子オルゴ

ールをどのように電池につなげばよいかにつ

いては，教師が説明してから実験を行ってい

た。しかし，実験項目をしぼって，電子オル

ゴールと電池の接続について試行錯誤の時間

を取ることで，電子オルゴールのどの金属端

子を負極につなげば音がなるのかを意識する

ようになり，実際に果物電池で電気を発生し

たとき，Ｚｎ版とＣｕ版のどちらを，電子オ

ルゴールのどの金属端子に接続したかを確認

することで，それぞれの金属版が正極なのか

負極なのかを正確に理解することができた。

また，これまでの「実験報告書」では，

【まとめ】亜鉛の板を塩酸につけるとどう

なりますか。

答（ ）

のように書かせる形式だったところを，

答（ ）を発生して（ ）

とした。これによって，白紙での解答が減り，

生徒が発生した気体の種類を理解しているか

どうかが分かるようになった。間違った気体

を記述する生徒はほとんどいなかったが，実

験による体験がかえって間違った理解に生徒

を導く例も見られた。例えば，亜鉛と塩酸を

入れて水素を発生させる実験において二股試

験管を使用した際，実験器具の形が印象的で

あったため，小テストで使用した化学物質が

何であるかを確認せず，二股試験管を見ただ

けで，発生する気体を水素と解答しまう傾向

が見られた。このように，生徒が勘違いを起

こしていると感じた項目はプリントを配布し

て注意を喚起するなどした。

３ 成果の普及と今後の展望

(1) 生物Ⅰについて

学力の把握を通して，これまで漠然と行っ

てきた実験・観察の内容を改めて見直し，一

部の内容で授業の改善を行うことができた。

一概に何がよいとは判断できないものもある

が，できる範囲で今後も継続していきたいと

考えている。平成24年以降の新課程では，本

校では「生物基礎」が全員の必履修科目とな

る予定であり（履修学年は未定），振り返り

シートを用いて学力の把握を行い，授業の改

善につなげていきたい。

(2) 化学Ⅰについて

振り返りシートを活用した学力の把握によ

り，生徒が自分の学習の到達度を具体的に理

解できるようになり，学習に対する興味や意

欲の改善が見られた。今後はさらに，項目ご

との到達度を生徒が理解し，学習方法の改善

に効果があるように振り返りシートを改良し

ていきたい。

また，実験が学習の理解を深めてはいるが，

ある段階においては実験で得た具体的なイメ

ージがかえってシンプルな問題を解く際に難

しく考えすぎてしまい，間違った解答をして

しまう傾向がみられた。例えば，食塩水に硝

酸銀水溶液を入れたときのイオン反応式を

Ａｇ ＋Ｃｌ →ＡｇＣｌ＋ －

と解答するところを，

ＡｇＮＯ ＋Ｃｌ →ＡｇＣｌ＋ＨＮＯ３
－

３

と解答する例が実験を行った後でみられた。

生徒は実験を通じて硝酸銀が水溶液中で,

ＡｇＮＯ →Ａｇ ＋ＮＯ３
＋

３
－

のように電離するイメージを得た。そのため，

硝酸イオンを含めてイオン反応式を書くべき

だと考え，複雑に考えた結果，途中で混乱し

て分からなくなり，間違った式を書いていた。

この点に関しては，生徒の理解を整理する

ための工夫を行っていきたい。



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 京都府立亀岡高等学校
ふ り が な きょうとふりつかめおかこうとうがっこう

校 長 名：吉田 龍一

所 在 地：京都府亀岡市横町２３

電話番号： 0771-22-0103

(1)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 理科（生物）

≪研究主題≫

科学的な興味の喚起を考えた観察・実験・

実習の在り方とその評価に関する研究

【研究の要点】

理科においては，実験・観察によって「実物を見る」，あ

るいは「体験する」という活動はとても重要であり，本校

でも様々な形で実験を取り入れてきた。しかし，「実験を行

うこと」ができても，それが生徒の「学力」につながって

いるかということについては，十分な検証がなされずにい

ることが多い。実験･実習の活動は生徒の強い関心を引くが，

それを具体的な「学習」，「学力」と結び付けるためには，

それに加えて様々な工夫が必要である。そこで，生徒の状

況を正しく把握するとともに，自然科学に対する興味・関

心を喚起するために，様々な観察・実験の在り方を再検討

し，実験などのもつ情報量をより効果的に授業展開に取り

入れるための評価規準を設定することについて調査，研究

を行った。

本校では数多くの実験・実習を取り入れているが，従来

は当該内容を学習した後で，確認実験として行うことがほ

とんどであった。しかし，実験・実習で実際に『体験』し

たことをより効果的に学習に結び付けるために，学習前に

実験を行い，その結果を考察する形で授業展開する《前実

験》を考えた。つまり，実験・実習を授業計画の中に有機

的に位置付けることで，実験に向けられた生徒の興味・関

心を学習につなげることを目指し，どのような実験が適用

できるか，実験方法にはどのような工夫が必要か，などを

考察した。

また，アンケート調査の結果，「結果や考察，あるいは感

想などレポート(実験プリント)を書く時間がない」という

生徒が多かった。これまでは，多くの場合，感想が未記入

ならば，【関心・意欲・態度】が不十分であると評価してい

たが，この評価は生徒の実態を反映していないことになる。

したがって，実験を効率化して時間を短縮し，レポートを

記入するだけの時間を確保することも検討した。

例えば，ユキノシタの表皮を用いた原形質分離の実験で

は，班活動の導入による観察・実験の効率化の試みと，《前

実験》の効果について考察した。一人一つ，4人の班で四つ

の試料が準備できるようにして，準備にかける時間を短縮

したところ，多数の試料を比較して観察できるため，より

中身の濃い観察にすることができた。また，多数の試料を

比較できることから，試料の条件設定を伏せて，実験結果

から溶液の濃度の濃さを推察させる『クイズ形式』を導入

した。このことによって，生徒が何を考察したらよいのか

が明確化し，さらに班内外で結果に関する議論が生じて，

生徒の活動をより活発なものにすることができた。さらに，

《前実験》として行ったこの実験については，結果を元に

して，浸透圧の変化に伴う植物細胞の変化について授業を

展開し，自らの考察について，その理由を学習するという

形で，効果的な学習とその評価ができたと考える。

このようなやり方がすべての実験・実習に適応できるわ

けではないが，生徒の学習を実験・実習を積極的に取り入

れた形で評価する場合，評価に見合った活動を保障したう

えで，その実験ごとに評価規準を設定する必要があること

は同じであろう。それぞれの実験で何を評価できるのか，

評価すべきなのかなどを検討したうえで，実験計画を再検

討すると共に，《前実験》，《後実験》のどちらで実施するの

がよいのかなどを考慮して，年間計画に意図的に戦略的に

位置付けていくことが求められている。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は，京都市に隣接する田園地帯にあり，地

域の中核校として，社会を担う人材を育てるため，

生徒一人ひとりの多様な進路に応じた教育を展開

している。平成18年度より自然科学系の専門学科

である数理科学科を設置し，普通科（第Ⅰ類，第



Ⅱ類文理系，第Ⅲ類芸術系）も併せて，豊かな人

間性と創造力を育み，生徒の進路希望の実現や個

性伸長に努めている。多様な進路希望をもつ生徒

たちがお互い切磋琢磨している学校である。

しかし，特に普通科においては，理数系分野に

対する関心が高くない生徒も見られる。生徒の状

況を適切に把握するとともに，その状況に応じた

様々な実験や実習を考案し，展開していくことが

必要である。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

（高等学校の例）

課程 学科 １年 ２年 ３年 計

学 生 学 生 学 生 学 生徒数

級 徒 級 徒 級 徒 級

数 数 数 数 数 数 数

全日制 普通科 7 275 7 276 7 271 21 822

数理科学科 1 40 1 40 1 39 3 119

計 8 315 8 316 8 310 24 941

計 8 315 8 316 8 310 24 941

教員数 65 名（ 9 名）

普通科(各学年7学級)は第Ⅰ類一般型(GS)3学級，文理科系(SA)

2学級，第Ⅱ類文理型(SA)1学級，第Ⅲ類(AC)1学級で構成

１年次 普通科：理科総合Ａ，理科総合Ｂ(AC)

（数理科学科：理数生物)

２年次 普通科：生物Ⅰ，物理Ⅰ，化学Ⅰ

(数理科学科：理数化学，理数物理)

３年次 普通科：地学Ⅰ，物理Ⅱ，化学Ⅱ，生物Ⅱ

（数理科学科：理数化学，理数物理，理数生物)

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

科学的な興味の喚起を考えた観察・実験・実習

の在り方とその評価に関する研究

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

理科においては，観察・実験によって「実物を

見る」，あるいは「体験する」という活動はとて

も重要であり，本校でも様々な形で実験を取り入

れてきた。しかし，「実験を行うこと」ができて

も，多くの場合は，学習内容を追体験する「検証

実験」であり，「やってみました」という段階に

とどまってしまうため，それが生徒の「学力」に

つながっているかということについては，十分な

検証がなされずにいた。実験･実習の活動は生徒

の強い関心を引くが，それを具体的な「学習」，「学

力」と結び付けるためには，様々な工夫が必要で

ある。そこで，生徒の状況を適切に把握するとと

もに，自然科学に対する興味・関心を喚起するた

めに，様々な観察・実験の在り方を再検討し，実

験などのもつ情報量をより効果的に授業展開に取

り入れるための実験・実習の方法とその評価規準

を設定することを目指して，調査，研究を行った。

○［調査研究の対象］

「生物Ⅰ」(普通科の２年生)及び「理数生物」

(数理科学科の１年生)について，実験の在り方と

その評価を調査研究の対象とした。

実験･実習の際に生徒が示す興味･関心･意欲を

授業に活かすための工夫として，単元ごと，実験

ごとにその配置(学習に先立って行った実験を基

に授業を展開する「前実験」，学習後に確認･検証

をする「後実験」)を設定して，授業展開の中で

の位置付けや意味を明確化するとともに，それに

合わせた評価規準を設定することを試みた。１年

目は前実験･後実験それぞれに適した単元･実験を

考えた。２年目はそれぞれの実験を効果的に行う

方法やその評価規準などを考察した。３年目は，

２年間で得られた成果を確認し，それぞれの実験

実習について年間計画とともに評価規準を設定し

た。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

実験についてアンケート調査を行った結果，

多くの生徒がワークシートを書く時間が少ないと

感じていることがわかった(資料１参照)。提出期

限をその時間中ではなく，次の授業までに延ばし

た結果，しっかり実験に参加できていた生徒ほど，

レポートの内容は以前に比べて充実したものにな



った。一方で，実体験の新鮮な印象が薄れてしま

い，結局ありきたりな感想になってしまう，ある

いは提出されないなどの欠点もあった。

従って，生徒の状況を適切に把握できるレポ

ートを書かせるためには，その時間を確保する必

要がある。多くの場合は試料の準備から観察する

対象を視野に入れるまでに時間がかかっていた。

顕微鏡の使い方そのものはある程度できるように

なっているのだが，特に「何をどのように」観察

したらよいのかが分かっておらず，全く関係のな

いものを見てしまっている事もあった。このよう

な場合，評価は【実験の技能･表現】に制約され

てしまい，ほかの観点での評価まで到達できない。

そこで，いくつかの実験･実習について，準備

段階の短縮を考えた。例えば原形質分離の実験に

おいては，従来１人で２種類（蒸留水と高張液）

の試料を観察させていたが，今回は実験班を利用

して四つの試料を班ごとに準備させることで，１

人当たり一つ分の準備時間で４種類の異なる試料

を観察させることができるようになった。

さらに，時間が短縮できただけでなく，より多

くの試料を観察･比較することができたため，伏

せてあった濃度を推察させる『クイズ形式』を取

り入れることで，浸透圧とその影響についてより

深く考察させることができた。また，結果が曖昧

なものがあったため，それぞれが班内外で結果に

ついて交流し，議論する姿も見られた。これは指

示したものではなかったが，考察すべきこと，答

えるべき課題が明確になったことで，生徒たちの

積極的な「科学する姿勢」を引き出すことができ

たのであろう。

この原形質分離の実験の評価では，わからなか

ったことも含めて，観察結果を適切に考察してい

るか否かによって，主に【思考・判断】を評価し

た。また，スケッチやメモが適切な観察に基づい

ていることなどから【関心・意欲・態度】につい

て評価した。浸透現象が細胞の大きさだけではな

く色の濃さに反映することが判ることは，浸透現

象を理解していると判断できる。ただし，これだ

けのことを評価するためには，生徒がそれに見合

う活動を行うことが前提になる。実験操作だけに

追われてしまうと，思考する暇がなかったり，理

解していてもそれを書けないことになる。今回は

実験方法の見直しによって改善の方向が見られ

た。逆に言えば，従来の方法では，実験の技能不

足のために，今回見られた「結果からの推論」や

「議論して解決しようとする態度」は評価する事

ができなかったことになる。

また，この実験は前実験（浸透圧の原理は学習

しているが，それに伴う植物細胞の変化は学習し

ていない）として行い，このような推論をした上

で，浸透圧による植物細胞の変化について学習を

行った。このやり方であれば，後実験としても十

分効果的なものになると考えられるが，「どうし

てそうなるのか？」という疑問を解決する方向で

の授業は，実験によってもたらされた生徒の関心

・意欲をモチベーションとして利用できるという

点で，より優れていると思われる。

ウニ胚の観察においては，ウニの発生段階を四

つのグループに分け，原形質分離の時と同様に班

活動を利用してより多くの試料を観察･比較させ

ることを目指した。また，ワークシートの半分を

穴埋め式のチェックシートとして【知識・理解】

を評価するために利用した。この実験は後実験と

して行っており，実際に観察しているものと授業

で学習した内容を追体験する形で行った。従来の

方法では一つか二つぐらいしか見られなかったと

思われる生徒が，とりあえず４種類の異なるステ

ージの試料を観察できたことで，そのダイナミッ

クな変化（ただの「球」から「複雑なかたち」へ）

を立体の実物として体験することが，感想などか

ら伺える。これも，実験の効率化によってもたら

された効果であり，「技能」に制約されていた評

価を他の観点にまで広げる事ができた。

これ以外の実験についても実験材料の見直しや

方法の検討を行っているが，残念ながらこれほど

の効果はあがらなかった。実際行った工夫改善と

しては，模範プレパラートを教卓に準備したり，



顕微鏡カメラを用いて，自ら試料を用意できなか

った生徒にも「本物」を見せることができるよう

に心がけるなどである。

いくつかの実験について，班活動を利用するこ

とによって時間を短縮することができ，その結果

がレポートの評価にも現れた。レポートをしっか

り書くことができるということは，学習につなげ

る考察をより深くすることにつながることから，

今後は様々な時間短縮などの試みを取り入れて，

より効率的，効果的な実験方法の確立を目指す必

要がある。

また，実験などによる体験活動が，生徒の興味･

関心を喚起していることは明らかであったが，そ

れが実際に授業の理解に「役立った」か否かは，

クラスによって開きがあり，特に役だったと感じ

ていないクラスにおいて評価が低い傾向であっ

た。これらはクラスの特性などによる部分もある

が，指導方法の検討が必要だと思われる。

いずれにしても，それぞれの観察・実験でどの

ようなことを学ばせるのか，どのような力をつけ

させたいのかといったことを改めて検討し，《前

実験》，《後実験》などを考えて，授業計画を立て，

年間計画に位置付けていく必要がある。また，そ

れぞれの観察・実験についてどのような観点で評

価するのか，評価規準を設定しておくことも大切

である。

本研究では，こうしたことを考慮して本校で行

っている観察・実験を年間指導計画の中に位置付

けて，それぞれの評価規準を設定した(資料２参照)。

本研究の中では，《前実験》の扱いも含めてこの

計画を十分に検証することはできなかった。また，

このような計画及び評価規準は，学校や生徒の状

況に応じてそれぞれ設定する必要がある。しかし，

貴重な体験活動を生徒の学習意欲や科学的興味に

結び付けていくためには，評価規準も含めた，計

画的な授業展開が必要になる。

３ 成果の普及と今後の展望

３年間の研究で，実験実習がもつ情報量，実験

で喚起される生徒の興味･モチベーションを効果

的に利用していく方法，およびその評価規準を考

えてきた。

実験を置く位置については，原形質分離の実験

をはじめとして，いくつかの単元について前実験

による課題解決型授業展開を行った。このような

実験が行える条件として，わかりやすい結果で，

それまでの知識で解釈･考察できること，その後

の授業展開に活かすことができることなどが挙げ

られる。原形質分離の実験についてはその効果を

確認できたが，その他の実験については，そもそ

も適用できないものも含めて，その「効果」を確

認できるところまでは至らなかった。授業展開な

どを工夫して新たなものを加えていきたい。

班活動を使うなど，方法を改善することによっ

て実験を効率的に行った結果，実験がより充実し

たものとなり，生徒の積極的な学習姿勢を引き出

す事ができた。『クイズ形式』を取り入れること

で，生徒の意欲･関心を高め，加えて【知識･理解】

あるいは【思考･判断】といった観点でも十分に

評価が可能な内容となった。実際に同様の見直し

ができる実験は限られているかもしれないが，こ

れまでの方法を再検討して，改善を図っていく。

高校の設備では実施できない実験などについ

て，視聴覚（ICT)）教材の利用も検討した。様々

な教材を利用することで，動きや変化を実感させ

ることは可能だが，その「見せ方」しだいでは，

見るだけになってしまうこともあるため，その時

間の授業の構成については十分検討しなければな

らない。

今回研究したような実験に関するアイディア

は，理科教師それぞれがいろいろと工夫されてい

ることだと思われるが，このようなアイディアを

交流することができれば，よりよい実験･実習を

開発していくことができるであろう。



資料１：アンケート - 調査項目と結果

次に示すアンケートは，普通科でコースの異なる３つのクラスについて，最初の

単元である「第一章：細胞」を終えたところで行った。１学期期末考査前ぐらいま

での間に顕微鏡の使用法など全部で１０項目ほどの実験・実習を行った後の調査で

ある。

１. どのような実験があったかを覚えている

２. 方法、手順の説明を理解して実験に臨めた

３. 実験内容（何のための実験か）を理解できた

４. 実験レポート（プリント）をよく読んで実験できた

５. 実験結果を理解できた

６. 器具の使用方法などが理解できた

７. 実験班で協力して作業を進められた

８. 実験に積極的に取り組めた

９. 実験レポートをまとめる時間が十分あった

１０. 実験が授業の理解に役立った

■…当てはまらない

□…あまり当てはまらない

□…当てはまる

□…よく当てはまる



資料２：実験に関する年間計画とその評価規準 

京都府立亀岡高等学校

年間学習指導計画 第２学年
普通科２年Ⅰ類標準系(GS)，およびⅢ類
芸術系(AC)（３単位）

科目名：生物Ⅰ 担当：降旗、足立、毛原

実教出版『生物総合資料(四訂版)』

学
期

月
時
数

学習内容 指導目標（学習のねらい）
実験･実習

(〈前〉は前実験で行う)
実験についての評価規準（中心となる観点）

第1章　細胞と個体の成り立ち

4

1．生命の単位－細胞

細胞の発見と細胞説，細胞の構造とはたら

き，真核細胞と原核細胞

生物Ⅰで学習する内容をおおまかに理
解するとともに，観察の基本となる顕
微鏡及びミクロメーターの使い方を習
得する。

予備学習1　顕微鏡観察の基本操作、ス
ケッチの仕方

実験＆観察：細胞の観察(タマネギ、口腔
上皮）

予備学習2　ミクロメーターによる測定
（SAのみ）

【関心・意欲・態度】顕微鏡を用いて，様々なものを観察しようとしてい
る。
【観察･実験の技能・表現】顕微鏡の操作方法とプレパラートの作り方を理
解し，正しくスケッチができる。ミクロメータの使用法を理解し，細胞の
大きさの測定ができる。
【思考・判断】顕微鏡の原理（見え方）について理解し，考えることがで
きる。
【知識・理解】顕微鏡操作の方法，スケッチの意味，ミクロメータの原理
を理解している。

7
1．生命の単位－細胞

細胞の発見と細胞説，細胞の構造とはたら

き，真核細胞と原核細胞

実験＆観察：原形質流動の観察（オオカナ
ダモ）

【知識・理解】細胞の「動き」を観察し，その意味を理解している。

4

2．細胞膜と物質の出入り

膜の透過性と浸透圧，細胞膜と水の出入

り，選択的透過性

教示：浸透圧による植物の変化

実験＆観察：植物細胞の原形質分離の測定
（ユキノシタ）〈前〉

【思考・判断】様々な濃度の溶液に浸けた植物細胞の変化を観察し，その
理由を考えることができる（観察結果から浸けた溶液の濃度を推定でき
る）。
【知識・理解】浸透現象が生じる理由とその結果を理解している。

2
3．細胞のはたらきと酵素　酵素のはたら

き，細胞の内外ではたらく酵素
実験：カタラーゼの働き〈前〉 【思考・判断】酵素と無機触媒の違いを実験結果から考察できる。

【知識・理解】酵素が最適温度，最適ｐHを持つ理由を理解している。

4

4．細胞の増殖と分化

細胞分裂，体細胞分裂の過程，染色体と核

型・核相

観察＆実験　植物細胞の細胞分裂の観察
（タマネギ根端分裂組織）

【観察･実験の技能・表現】細胞分裂標本を作製し，各ステージの細胞を同
定、スケッチできる。
【知識・理解】細胞分裂における染色体の動きを把握し，その意味を理解
している。

1

5．単細胞生物と多細胞生物

単細胞生物，多細胞生物
観察＆実験　ゾウリムシの観察（食胞、収
縮胞）

【関心・意欲・態度】単細胞生物の構造や生態に興味を持ち，観察する。

3
6．個体の成り立ち

動物個体の成り立ち，植物個体の成り立ち
観察＆実験　動物・植物の組織の観察 【知識・理解】動物と植物の組織について，その違いを理解している。

第2章　生殖と発生

1
1．生殖

生殖，有性生殖，配偶子によらない生殖

2

2．生殖細胞の形成

減数分裂，減数分裂の過程，減数分裂での
染色体の分かれ方

観察＆実験　減数分裂の観察 【知識・理解】減数分裂における染色体の動きと，その意義を理解してい
る。

2

3．動物と植物の生殖

動物の配偶子形成と受精，被子植物の配偶

子形成と受精

観察＆実験　花粉管の観察（ホウセンカ）
〈前〉

【関心・意欲・態度】被子植物の生殖について興味を持ち，花粉の意味を
考えようとしている。

6
4．動物の発生

卵割，ウニの発生，カエルの発生
観察＆実験　ウニの発生の観察
(固定標本)

【知識・理解】ウニ発生における胚の変化と形態形成について理解してい
る。

8 3

5．動物の発生のしくみ

発生に対する考え方，調節卵とモザイク

卵，発生における細胞質の役割，原基分布

図，予定運命の決定，形成体と誘導，誘導

の連鎖

視聴覚教材（生命の連続性・理科ねっと
わーく）

ニワトリ発生の観察

【知識・理解】発生における細胞の動きがわかり、形態形成の過程を理解
している。

【関心・意欲・態度】動物の発生過程に興味を持ち、形態形成について理
解しようとしている。

第3章　遺伝

4

1．遺伝の法則

遺伝形質，メンデルの遺伝の法則，一遺伝

子雑種の遺伝，検定交雑，二遺伝子雑種の

遺伝

観察＆実験　ピーターコーンの種子色の観
察〈前〉
実習　碁石を使った遺伝のモデル実験

【思考・判断】ピーターコーンの種子色の比が3:1になる理由について考
察できる。
【関心･意欲･態度】遺伝現象に関心をもち、遺伝子の動きを理解しようと
している。

2

2．いろいろな遺伝

対立遺伝子のはたらき方，遺伝子の相互作

用

8

3．遺伝子と染色体

遺伝子の連鎖と組換え，だ腺染色体，性と

染色体，伴性遺伝

観察＆実験　だ腺染色体の観察 【思考・判断】だ腺染色体の縞模様から染色体上に並ぶ遺伝子について考
えることができる。

2

4．遺伝子の本体

核の成分－ＤＮＡ，遺伝子の本体＝ＤＮＡ

を示す実験，ＤＮＡの構造

観察＆実験　ＤＮＡの抽出（バナナ･ブ
ロッコリー）

【思考・判断】身近な材料から遺伝子を抽出し、すべての生物に遺伝子が
含まれていることを考察できる。

第4章　刺激の受容と反応

2

1．刺激の受容から反応まで

刺激の受容と感覚，刺激の受容から反応ま

で

6

2．受容器と効果器

視覚器，聴覚器・平衡受容器，その他の受

容器，おもな効果器

観察＆実験　盲斑・黄斑の検出〈前〉
実験　盲斑の測定（形、大きさ）
観察＆実験　ブタ眼球の解剖

【関心・意欲・態度】盲班の存在から眼の構造と視覚のしくみについて興
味をもっている。
【知識･理解】自らの盲斑を測定し、目の構造を理解している。

6

3．神経系

ニューロン，興奮とその伝導，興奮の伝

達，脊つい動物の神経系，反射

観察＆実験：皮膚感覚の測定
（実験：ニワトリ脳の解剖・水煮缶）

【関心・意欲・態度】自らの感覚を調べることで、そのしくみについて関
心を持ち、理解しようとしている。

6
4．動物の行動

生得的行動，学習による行動
◎イトヨの求愛行動（視聴覚教材） 【知識・理解】複雑な行動が単純な反射から組み立てられていることを理

解している。

第5章　内部環境の恒常性

6
1．内部環境としての体液　体液の恒常
性，体液の組成と循環，生体防御

視聴覚教材（免疫とアレルギー） 【知識・理解】免疫におけるリンパ球の働きについて理解している。

6
2．体液の恒常性

体液の浸透圧の調節，腎臓のはたらき，肝
臓のはたらき

◎視聴覚教材 【関心･意欲･態度】腎臓、肝臓の働きについて自らのこととして関心を
もっている。

6

3．自律神経とホルモンによる調節

自律神経系，ホルモンによる調節，自律神

経系とホルモンの協調，恒常性維持と健康

◎（視聴覚教材） 【知識･理解】恒常性の維持に働く自律神経系、内分泌系の働きを理解して
いる。

第6章　植物の反応と調節

2
1．刺激と植物の反応
いろいろな植物の反応，刺激に対する植物

の反応

観察＆実験　いろいろな植物の反応 【関心･意欲･態度】植物の様々な反応について関心を持ち、その仕組みを
理解しようとしている。

6
2．成長の調節

屈性の研究と植物の成長，オーキシンの性

質とはたらき，その他の成長の調節

◎光屈性:ダーウィンの実験またはオーキシ
ンの働き

【思考・判断】光屈性の生じるしくみについて考察できる。

4

3．花芽形成と発芽の調節

花芽形成と日長，花芽形成のしくみ，花芽

形成と温度，種子の休眠と発芽，種子の発

芽と光，植物の生活と植物ホルモン

◎（視聴覚教材）植物の光周性 【知識･理解】四季それぞれに花が咲く仕組み、その意義を理解している。

3
4．植物の生活と水

いろいろな環境要因，植物と水，水の吸
収・移動と蒸散，気孔の開閉

◎（視聴覚教材）

3 3

5．植物の生活と光

植物と光，光の強さと植物の生活，光合成

速度と環境要因

探究活動9．光合成と光の強さ
観察＆実験　光合成による酸素の発生（オ
オカナダモ）

【関心・意欲・態度】光合成の反応に興味を持ち、その反応に必要な条件
について考えようとしている。

1

3
学
期

2
学
期

12

7

9

10

2

11

使用教科書

5

6

指導
目標

　中学校で学んだ生物分野をより発展させて詳しく学習する。生物を構成する細胞とその増殖，生殖と発生，遺伝，環境と生物の反応について学び，自分自身もその一
部である生物についての理解を深めるとともに，現代を生き抜くために必要な，「科学的な考え方」を身に付けることを目指す。

数研出版 『改訂版 高等学校　生物Ⅰ』

4

1
学
期

多細胞動物が内部環境の恒常性を維持
するために，どのようなしくみで調節
を行っているかについて学習する。

植物がどのようにして外界から刺激を
受容し，成長運動や花芽形成などの調
節を行っているか，また，それらが植
物の生活にどのように関わっているか
について，植物ホルモンのはたらきを
中心に学ぶ。ついで，植物の生活と水
の関係を，また植物の生活と光につい
ては光合成と環境要因との関係を中心
に学ぶ。

細胞が構造上のみならず，機能上の単
位でもあることを細胞小器官のはたら
きなどを通して学ぶ｡
また，細胞は体細胞分裂で増えるが，
体細胞分裂は数を増やすだけのしくみ
ではなく，母細胞と等質の染色体構成
をもつ娘細胞をつくるしくみであるこ
とを学習する｡
続いて，単細胞生物，細胞群体，多細
胞生物の違いを学習する。とくに，多
細胞生物では細胞が構造的・機能的に
いろいろに分化し，さらにそれらが多
数結合し，共同してはたらき，個体を
構成していることを学習する｡

生物には寿命がある。そのため､それぞ
れの生物がその一生の間に次世代の個
体をつくることによって種族を維持し
ない限り，生物は絶滅してしまう。生
物はその限られた一生の中で，生殖に
よって自己と同じ種類の次世代の個体
をつくっている。生殖や発生の過程を
しっかりと捉えさせ，その内容を深め
るために，実験や観察，探究の歴史な
どを通して，そのしくみを理解させ
る。

遺伝には法則性があり，そのしくみを
「遺伝子」という概念を使って学習す
る。遺伝子が染色体にあることから，
連鎖および組換えの起こる遺伝につい
て理解させる。性を決定する染色体の
存在とそれによる性決定，伴性遺伝に
ついても学ぶ。さらに，遺伝子の本体
がＤＮＡであることを研究の歴史を通
して知り，ＤＮＡの簡単な構造につい
て学ぶ。

動物が外界からの刺激を受け取り，そ
れに応じて反応するしくみを知り，そ
れを基礎に動物の行動について学習す
る。
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