
平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 宮代町立前原中学校
ふ り が な みやしろちようりつまえはらちゆがつこう

校 長 名： 小林 尚

所 在 地：埼玉県南埼玉郡宮代町字中４６１

電話番号： 0480-34-0631

(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

【研究の要点】

１ 主題設定の理由と研究の対象

理科の学習の出発点は観察・実験であり，その実現状

況の把握・評価の方法を見直し，授業に生かすことがで

きれば確実な学力の向上を図ることができると考え主題

を設定した。研究の対象は第１分野における観察・実験

の技能・表現の観点を中心に行った。

２ 評価の具体例

ワークシートに重点をおいて，観察・実験の技能・表

現の観点を，①観察・実験の知的な技能，②観察・実験

の操作的な技能，③観察・実験の表現能力の３つに分け

て実現状況の把握に取り組んだ。

３ 成果と課題

効率的な実現状況の把握ができ，観察・実験の技能が

向上すると，理科に対する関心・意欲も向上することが

見られた。課題は，思考力・表現力の向上と，他の観点

との関係を踏まえた評価方法を工夫することである。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

宮代町の南東部に位置し，教室の窓からは

林や田畑が見え，花と緑に囲まれた教育環境

の中，生徒主体の教育活動を展開している。

数学・英語の全学年・全時間少人数指導，朝

の全校読書，宮代特別支援学校との交流や福

祉ボランティア活動の充実を図っている。ま

た，埼玉県学校歯科コンクール最優秀校を受

賞している。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１年 ２年 ３年 特別支援学級 計

学級数 3 3 3 9

生徒数 103 83 108 294

教員数17名（2名）

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

確かな学力の向上を図る評価の工夫と改善

～第１分野の領域における

観察・実験の技能・表現の評価の研究～

(2) 研究主題設定の理由と対象

［研究主題設定の理由］

本校では，主に学習指導の方法を工夫する

ことで「確かな学力の向上」の研究を行って

きた。個に応じた指導法を工夫し，個に応じ

た評価をすることで，理解の深まりが見られ

た。そして，学力の確実な定着を実現するた

めには生徒の学習状況を的確に，かつ，効率

的に把握し，指導に生かすことが重要である。

しかし，現実にはまだ，十分に満足のいくも

のではない。

理科の学習の出発点は観察・実験などの体

験であり，その体験から新たな疑問・驚きが

生まれ，それが関心・意欲へとつながる。そ

して，新たに生じた課題を解決するために観

察・実験を行うというサイクルになる。理科

の学習はこのようなサイクルとして考えるこ

とができる。

そこで，観察・実験の技能・表現の実現状

況の把握の方法，評価方法を見直し，より的

確な評価を行い，その評価を授業の指導へフ

ィードバックができれば，確実な学力の向上

を図ることができると考え研究主題を設定し

た。

また，この観察・実験の実現状況の把握の



研究をすることで，理科への関心・意欲の向

上につながると考えた。

［調査研究の対象］

全学年の第１分野における観察・実験の技

能・表現の観点を中心に研究を行った。第１

分野の観察・実験には，結果が明確なものや，

疑問・驚きを伴うものが多く，研究主題設定

の理由で述べたように，理科への関心・意欲

の向上につながると考えたからである。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

本校の理科の授業では，生徒一人一人が観

察・実験に十分に取り組めるよう少人数の班

編制で行うことを基本としている。そのため

か，多くの生徒が良好な学習態度で授業に参

加しており，観察の技能や実験器具操作の技

能も多くの生徒が「おおむね満足」以上の状

況にあると思われる。しかし，一人の教師が

その実験授業中に約４０名近い生徒の状況を

的確に把握し，評価することはかなり難しい

という実状がある。

この研究を進めるために，理科に関する意

識調査を実施するとともに，生徒の相互評価

を取り入れたり，ワークシートを使ったりし

た。また，パフォーマンステストや小テスト

で，観察・実験の技能・表現に関しても評価

できるよう工夫を加えて実施した。

そして，最終的にワークシートに重点を置

き，観察・実験の技能・表現の実現状況の把

握に関して研究をすることにした。

特に，第１分野の観察・実験の技能・表現

の観点を，次の３つの視点に分けて整理し取

り組んだ。

①観察・実験の知的な技能

・器具の名称や使い方，実験器具の選定

観察・実験の記録

②観察・実験の操作的な技能

・実験計画，実験・測定方法，結果の数

量的扱い，グラフ化，既習技能の利用

③観察・実験の表現能力

・事象の数量的扱い，事象の定性的な扱

い，系統的又は論理的な表現及び発表

(1) 平成21年度の取組の中から

①実践例

第３学年の「物質と化学変化の利用」の酸

化銅の還元実験では，ワークシートを生徒の

視点でまとめられるように工夫した。従前の

シートには，実験における変化の視点や表現

方法などが明示してあった。生徒にとっては

書きやすかったようであるが，書かれている

内容がすべて同じように表記されていた。生

徒が考えたことや行ったことなどを記録・表

現したものではなく，指示に従って書き込ん

でいくというワークシートになってしまい，

評価に適さないものとなっていた。そこで，

生徒の視点で観察し，生徒が考えた方法を用

いて，生徒の観察能力・表現技能を使ってま

とめることができるように工夫した。工夫後

のシートには，観察した場所，色，気体の有

無，試験管の内部の様子等，多くの内容が書

かれていた。

◎工夫前のワークシートの質問部分

２ 実験結果

（変化や気付いたことなどをまとめる。）

①石灰水はどうなりましたか。

※なぜそのようになったのですか。

②試験管の中の物質はどうなりましたか。

③試験管の中の物質は何だと思いますか。

３ 考察（この実験から何が分かったか。）

◎工夫後のワークシートの質問部分

２ 実験結果

(気付いたことを記録しよう。）

３ 考察

（実験結果を振り返ってみよう。）



①試験管の中の物質は何だと思いますか。

②なぜ，そのように判断するのですか。

③この実験から，どのようなことが言

えますか。

ワークシートの実験結果の項目に図を加え

るという工夫により，生徒一人一人の観察に

関する技能や表現方法が見え，一人一人の評

価と指導ができるようになった。

そして，この還元の実験では，「試験管の

中の物質の色の変化が書かれ，それが何であ

るか調べることができる。」という評価の規

準を設けた。しかし，ワークシートからは，

色の変化は書けるが，銅であることを特定す

ることができない生徒が多いという傾向が分

かった。これについては，次年度の指導に改

善を加え，実現状況の把握を行い比較検証を

行うこととした。

(2) 平成22年度の取組の中から

①実践例

第２学年の「電流とその利用」において，

評価の３つの視点を意識したワ－クシートの

工夫を図った。計器の名称，赤端子は電源の

陽極に接続するなどを知的な技能としてとら

えた。下図はワークシートの知的な技能を評

価する部分である。電熱線に計器が接続され

１ 次の回路で電圧と電流を調べよう。

①右図でＸは電流計か電圧計か。

②右図でＹは電流計か電圧計か。

ている回路に関する問いで，知的な技能を把

握しやすい。次図は電圧と電流のそれぞれの

測定方法を学習したあとに，使用したしたワ

ークシートの抜粋である。操作的な技能を

①図１の回路でア，イ，ウ各点の電流の大

きさを測定して求めよ。

②図２でエオ間，カキ間，クケ間の電圧の

大きさを測定して求めよ。

評価する部分である。（①②はそれぞれ1時間

扱い）しかし，回路図をもとに実際に配線を

行い測定することは，かなりの操作的な技能

をもっていないと難しい。そこで，回路図と

実験に必要な器具のイラストをワ－クシート

に加える工夫をした。すると，ワークシート

上に各自が線を引き，回路をつくることがで

きた。実際の操作とは違うが，操作的な技能の

把握を３つに絞り行った。

・電源の＋極に計器の赤端子をつないでいる

か。

・電球を並列につないでいるか。

・指示通りに計器をつないでいるか。

この工夫により，規準が明確になり評価しや

すくなった。

次に，表現能力を把握するために，電圧と

電流の関係を調べるワークシートにおいて，

接続した導線の順番を記入し，その順に接続

した理由を書かせる工夫をした。このことに

②接続順に導線に番号を書きなさい。

③なぜそのような順で接続したのですか。

より，技能の操作的なことを表現できるかを

より適確に把握することができた。

このように，知的な技能，操作的な技能，



表現能力の３つに分けて課題を設定すると把

握しやすいことが分かった。表現能力はワー

クシートの考察や気付いたことの項目から把

握したが，考えたことや思ったことを自分の

言葉で表現できない生徒が多いことが分かっ

た。表現能力は，思考力，言語力との関わり

が深いと考えられる。今後，観察・実験の技

能に関する目標や内容を見直し，知的な技能，

操作的な技能に分けて評価規準を作成しよう

と思うが，その２つの技能の視点をどのよう

に集約するかが課題である。

この単元で，観察・実験の技能・表現の実

現状況がＡの生徒における他の観点はどのよ

うな実現状況なのかを調べてみたところ，次

の表のようになった。

実験・観察の技能・表現Ａの生徒

観点 関心 思考 知識

Ａ 80.0％ 25.0％ 45.0％

Ｂ 20.0％ 75.0％ 55.0％

Ｃ 0.0％ 0.0％ 0.0％

技能・表現の実現状況がＡの生徒は，関心

・意欲もＡの生徒が多く，科学的思考と知識

・理解はＢの生徒が多いという結果になった。

つまり，実験・観察の技能・表現の能力は

関心・意欲と関係があることが示された。こ

のことは，研究主題設定の理由で述べたこと

を裏付けている。

３ 成果の普及と今後の展望

第１分野での観察・実験の技能・表現の実

現状況の把握について研究を進め，この観点

を３つの視点に分けて取り組んだことが，こ

の研究を行っての大きな成果である。

しかし，この３つの視点は，第１分野だけ

の試みで第２分野では行っていない。これか

ら，学習指導要領の目標や内容を精査し，よ

り的確で実施しやすい実現状況の把握ができ

る工夫を行いたい。

さらに，評価方法をワークシートを中心に

したことで，単元ごとのワークシートが作成

でき，次年度に誰でも使うことが可能になっ

た。さらに工夫を加え，より使いやすく評価

しやすいワークシートを作成しようと考えて

いる。

また，ワークシート以外のパフォーマンス

テストや小テストにもさらに工夫を加えた

り，実験操作の相互評価等を評価に取り入れ

たりしたいと考えている。

まだ，顕著な成果をあげているという状況

ではないが，観察・実験の操作的な技能や表

現方法に向上が見られた。観察・実験の技能

・表現の観点についての評価方法の研究を通

して，生徒に知識・理解や思考力・表現力を

身に付けさせる必要性を感じた。また，実験

・観察の技能が向上すると，理科に対する関

心・意欲も向上することが分かった。４つの観

点が相互に関連し合っていることを痛感した。

今後は，より具体的に成果をあげるため，

学習環境を整備したり，他観点と関係した実

践をしたりし，さらに研究を深めたいと考え

ている。

また，理科に関するアンケートでは，どの

学年でも，「理科が好き」という生徒が多く

見られた(全学年平均約65%)。また，「疑問を

解決したり予想を確かめたりする力がつく」

と考える生徒は，学年を問わず多い(71%)。

これは，理科の重要性を認識している現れで

ある。昨年から変化している点で気になるこ

とは，現２年生が「理科は生活に役立つ」で

はほとんど変化していない(68%→67%)のに対

し，「受験に役立つ」では増加(68%→72%)し

ていることである。学年が上がるに従い，受

験が気になっていることが分かる。目の前の

こと(受験)にとらわれずに理科本来の目的達

成のため，日常生活に関連した実験等を工夫

しながら研究に取り組む必要がある。今後，

研究結果を評価に速やかに反映し，改善しな

ければならないと感じた。



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 横浜国立大学教 育人間科学部附属
ふ り が な よこはまこくりつだいがくきよういくにんげん か が く ぶ ふ ぞ く

鎌倉中 学校
かまくらちゆうがつこう

校 長 名：種田 保穂

所 在 地：神奈川県鎌倉市雪ノ下3-5-10

電話番号： 0467-22-2033

(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

≪研究主題≫

観点「科学的な思考」の学力を育て評価す

る手法の開発

【研究の要点】

○［研究主題設定の理由］

観点別学習状況における観点「科学的な思考」の目標等

の実現状況は，生徒の概念形成状況や思考の深まりに着目

することで客観的に把握できると考え，より効率な方法で

実現状況（到達状況）を把握する手法の開発を目指すこと

にした。

本研究では，観点「科学的な思考」の学力の指導と評価

について重点的に取り組む。この観点の学力形成を促す指

導と評価方法の開発を行えば，他の３観点に生かすことが

できると考え，この研究主題を設定した。

○調査研究の対象

理科の全学年について，「科学的な思考」の観点を調査研

究の対象とした。また，単元のはじめ・中間・終わりとど

の場面が有効であるかを３年間で調査した。

○評価の具体例と考察及び指導の改善

(1) 事前と事後の比較

各単元においてテーマを決め，個人（事前）→集団→個

人（事後）という活動の中で「科学的な思考」の変容を見

た。また，評価を行いやすいように学習活動を１枚のワー

クシートで見とれる工夫をした。

さらに，各学年に応じ科学的な視点を与え，自己評価欄

を設定し，振り返りを繰り返し行うことで科学的な思考の

向上を図った。

(2) 効率化を試みた評価

生徒の記述から，その到達状況を評価する手法の開発・

実践を行った。その中で，客観的かつ，生徒と教師双方

にとって，有効なワークシートに改善していくかにつ

いての工夫を行った。

(3) 実際の評価

課題に対する個人の考えが集団の中での学習によって，

変容していく過程をワークシートの記述内容から評価した。

また，記述内容を評価するのに有した時間は，自己評価

欄を記載したときの方が時間短縮を図ることができた。

(4) 科学的な思考が高まったという実感

本校１年～３年を対象に『「考える力・判断する力・様々

な方法で表現する力」（思考力・判断力・表現力など）は高

まりましたか』という問いに対するアンケートへの回答が，

学年を追うごとに高まったという結果が得られた。

(5) 課題を与える時期

思考の変容を見取るワークシートを使用し，基本的な内

容を学習した後や単元のまとめとして，パフォーマンス課

題などを行った。生徒自身は，単元での学習成果を実感

することができるとともに，理解が不十分であること

が明確になり，到達度を測る上でも有効であった。

○ 成果と課題

３年間の研究で「科学的な思考」の学力を育てる学習指導

と学習評価について，次の点で有効であるとわかった。

①評価の視点を明確化することで，長期的なスパンで育

てることができる。また，生徒の３年間を見通して，育て

たい力を身に付けさせることができるとともに，教師によ

る評価の効率化が図れる。

②各単元ごとに示す科学的な視点の順序性や重点項目を

明確にし，３年間を見通した指導計画を考えることで，長

期的かつ段階的に科学的な思考を育てることできる。

③生徒自身が課題に取り組む前後で個人の科学的な思考

がどのように変容したのかを認識することで，学習の有用

性や科学的な思考力が身についたという実感につながり，

次への学習意欲を引き出すことができる。

④一定の学習プロセスを踏むことで，集団の中での

学習の必要性や他者の意見との比較によって，生徒は

科学的な思考の質的向上を実感することができる。



Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

横浜国立大学教育人間科学部と連携して，

教育の理論と実践の研究を行っている。学校

教育法に示された学力の要素に着目し，「知

識・技能」「能力」「態度」を関連付けて養う

授業づくりに取り組んでいる。

授業では，体験的・問題解決的な学習を積

極的に取り入れながら，学力の３要素に応じ

た働きかけや言語活動を取り入れ，生徒の知

識や技能を活用しながら確実に習得させ，関

心・意欲・態度や思考力・判断力・表現力等

を育てる指導法を工夫している。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１ ２ ３ 計

年 年 年

学級数 4 4 4 12

生徒数 171 173 172 516

教員数 23名(1名)

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

観点「科学的な思考」の学力を育て評価す

る手法の開発

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

観点別学習状況における観点「科学的な思

考」の目標等の実現状況は，生徒の概念形成

状況や思考の深まりに着目することで客観的

に把握できる。そこで，生徒が記述した概念

（イメージ等）の変容と，ペーパーテストを

利用し，より効率的な方法で実現状況（到達

状況）を把握する手法の開発を目指した。

本研究では，観点「科学的な思考」の学力

の指導と評価について重点的に取り組む。こ

の観点の学力形成を促す指導と評価方法の開

発を行えば，他の３観点に生かすことができ

ると考え，この研究主題を設定した。

○［調査研究の対象］

理科の全学年について，「科学的な思考」

の観点を調査研究の対象とした。また，単元

のはじめ・中間・終わりとどの場面が「科学

的な思考」を評価するのに有効であるかを３

年間で調査した。（表1参照）

学年 分野 単元

１ １ １ 身近な物理現象

年 １ ２ 植物の生活と種類

目 ３ １ 物質と化学変化の利用

２ ２ １ 電流とその利用

年 ２ ２ 動物の生活と種類

目 ３ １ 物質と化学変化の利用

３ １ ２ 植物と生活の種類

年 ２ １ 電流とその利用

目 ３ ２ 生命の連続性

３ １ 物質と化学変化の利用

（表1）

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1)調査計画

内容

１ アンケートの実施

年 数パターンのワークシートの実践･工夫

目 評価規準の作成

２ 評価規準の作成

年 ワークシートと評価を連動させた「科

目 学的な思考」の評価方法の具体化

３ 継続した指導と効果

年 ワークシート（自己評価欄の工夫）

目 研究成果のまとめ

（表２）

（2）事前と事後の比較

各単元において課題を決め，個人（事前）

→集団→個人（事後）という活動の中で「科

学的な思考」の変容を見た。また，評価を行

いやすいように学習活動を１枚のワークシー

トで見とれる工夫をした。

ワークシートに「科学的な思考」の観点に

おける自己評価欄を設けたことにより，生徒

自らが活動の始めと終わりでの成長を認識す

ることができた。さらに，教師の評価を書き



加え，返却時にコメントを加えることにより

教師と生徒との評価の往復ができ，評価のす

り合わせができるようになった。生徒は，教

師の次への明確な改善点や教師からみた評価

を示すことで学習意欲の向上にもつながっ

た。ワークシートにおいては記入するスペー

スや変容の評価において改善を重ねた。

（ワークシートの一例）

中学１年生に対して，２分野「植物と生活の

種類」の単元において，３年間同じ課題を与

え，記入内容や生徒自身の変容等の調査を行

った。学習前と後を比較することで生徒自身

で学習による成果を自己認識するという点で

は，記述内容などから判断して，効果が見ら

れたが，自己評価欄を空欄にした場合と科学

的な思考の視点を与えた場合とでは，記述内

容に大きな差が見られたことから，１年生で

は，科学的な視点を与えた上で記述させるこ

とが有効であるとわかった。

(2) 効率化を試みた評価

生徒の記述（イメージ等の変容）から，そ

の到達状況を評価する手法の開発・実践を行

った。その中で，学習目標の実現状況を把握

しやすい課題の開発と客観性の検証を試み

た。評価の客観性を高めるため，複数の教員

による評価の比較や公立校との協力を行い，

検証・改善を行った。教師の立場で評価し

やすいワークシートであるとともに，生

徒の立場では，理論構築の過程が学習後

に分かるワークシートを作成することが

思考力の向上につながると考えた。この

学習の課題に関して，既習事項をもとに

考えることができる課題を用いることで，

習得した知識・技能の有効性に気付かせ

たり，知識・技能を活用させることでよ

り深い知識・理解につながように心掛け

た。特に，最初の個人の考えと最終的な

個人の考えの間に評価の視点を与え，自

己評価項目により科学的な思考の変容を

見取ることができるように改善した。

実際の教師による評価として，同一ク

ラスを複数の教員により評価したときの評

価結果を比較したところ，評価の視点を明確

にしたことで，ほとんど相違なく同等の評価

を行うことができた。

(3) 実際の評価

課題に対する個人の考えが集団の中での学

習によって変容していく過程をワークシート

の記述内容から評価することができる。

自己評価欄の項目により異なるが，規準は，

個人（事後）の記述において，既習事項が記

述されていれば，おおむね達成している，他

者の意見を取り入れたり，議論により考えを

深め、わかりやすい例や課題に対する説明が

記述されていれば，十分達成しているなど，

項目に沿って，教師が評価を行う。各単元の

課題によって，評価の視点を変えることで，

単元ごとの特性を生かすことができた。



また，実際に記述内容を評価する際，自己

評価欄を記載したときの方が，生徒自身が自

己評価欄に沿って記述していることもあり，

容易に評価することが可能であり，時間も短

縮することができた。

(4) 科学的な思考が高まったという実感

本校１年～３年を対象に『「考える力・判

断する力・様々な方法で表現する力」は高ま

りましたか。』という問いに対するアンケー

トへの回答が，学年を追うごとに高まったと

感じる生徒が増加しているという結果が得ら

れた。次にアンケートの結果を示す。なお，

数値の最高点は3.0であり，（ ）内は前年度

数値である。

①[考える力・判断する力・様々な方法で表

現する力]（思考力・判断力・表現力など）

は高まりましたか。

1年1.8 2年2.3(2.0) 3年2.4(2.3)

②それぞれの教科について知識や技能を身に

つけることができましたか。

1年2.0 2年2.4(2.1) 3年2.4(2.4)

様々な場面で科学的な思考の視点を明示

し，繰り返し記述していくことで生徒自身に

科学的な思考の視点が身につき，記述内容も

向上している傾向が見られた。評価項目に

おいては，各単元の課題で教師自身が科

学的な視点として，ねらった項目を表記

することで，評価の効率化を図ることが

できるとともに育てたい力が明確になり，

生徒自身が意識的に記入することを繰り

返すことで科学的な視点が身についてい

くという結論に至った。

(5) 課題を与える時期

単元や課題によって，思考の変容を見取る

ワークシートを使用したが，学習した後や単

元のまとめとして，パフォーマンス課題など

を用いながら，行うことで生徒自身が単元

での学習成果を実感することができると

ともに，記述内容から到達度を測る上で

も有効であった。

(6) 成果と課題

３年間の研究で「科学的な思考」の学力を

育てる学習指導と学習評価について，次の点

で有効であるとわかった。

①評価の視点の明確化と効率化

育てたい科学的な思考の視点が明確するこ

とで，視点自体を一種の評価規準とみなすこ

ともできる。そのため，生徒の３年間を見通

して，育てたい力を身に付けることができる

とともに，教師による評価の効率化が図れる。

②思考の変容の自己認識

生徒自身が課題に取り組む前後で個人の科

学的な思考がどのように変容したのかを認識

することで，学習の有用性や科学的な思考力

が身についたという実感につながり，次への

学習意欲を引き出すことができる。

③学習プロセスの統一

個人→集団→個人のプロセスを踏むこ

とは，集団の中での学習の必要性や他者

の意見との比較することによって，生徒

は科学的な思考の質的向上を実感するこ

とができる。

３ 成果の普及と今後の展望

本研究の成果は，本校研究発表会や公

開授業研究会等を通して，具体的な授業

提案と合わせて普及を図っている。また，

公立校との連携を強化することで，実践

可能な教材として洗練していきたい。

すべての単元において，身につけさせ

たい力を整理することで，どういった課

題が適切であるか示したい。また，３年

間を見通した単元計画・指導計画を再構

築し，段階的に科学的な思考力を高めて

いくための実践と検証を進めたい。
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