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①生徒の主体的な学びを促し，科学的な思考力・表現力を高める研究  
科学的な思考力･表現力を高めるために，｢問題を見いだし観察・実験を計画する学

習活動，観察･実験の結果を分析し解釈する学習活動，科学的な概念を使用して考え
たり説明したりするなどの学習活動｣等の学習活動を取り入れた単元を構成して，生
徒を主体的にする教材の開発や単元の構成に工夫を加えることの効果について研究
する。 
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研究のキーワード 単元構成の系統性 探究の技能 探究の型 課題の設定 知識・技能の活用 

研究結果のポイント 
○単元を通して育成する「探究の技能」を基にパフォーマンス課題を開発し，単元に適切に位置

付け，学習した知識・技能を活用できるように単元を構成した。 
※本研究では，科学的な探究の過程において，要因の抽出や推論，課題や仮説の設定，変数の
制御，データの解釈等の技能を「探究の技能」とし，観察・実験の技能と区別した。 

○事物・現象の再現性と知識・技能の習得の状況に応じて探究の型を五つに分類した。育成する
「探究の技能」を生徒の対話の視点として明確化して，授業構成の枠組みとして活用した。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

探究的な学習活動を通した主体的な学習者の育成 
―科学的な知識や概念と思考力の育成の過程を構造化した単元の構成と実践― 

（２）研究主題設定の理由 

平成 25 年度に，仮説を立てて検証する過程を重視した探究的な学習活動の在り方を追究した。

連続した２単位時間において，生徒が立てた仮説が成り立たないパフォーマンス課題を単元末に

設定し，二段階の探究的な学習活動を展開することによって，思考力・表現力が高まることを明

らかにした。平成 26年度は，仮説を立てるときの思考に着目し，帰納，演繹とともに重要な思

考法である仮説的推論(アブダクション)に重点を置いた探究的な学習活動の在り方を追究した。

その結果，モデルを用いた探究的な学習活動の指導方法の開発と，その有効性を明らかにした。 

中学校理科の探究的な学習活動は，小学校の問題解決学習を受けて，高等学校の科学的な探究

へと発展させる役割がある。しかし，発達段階を考慮した科学的な思考力や資質・能力を育成す

るための指導の在り方や単元構成については明らかにできていない。 

そこで，これまでの研究結果を基に各単元の科学的な知識や概念，「探究の技能」を小学校から

高等学校までの系統性を踏まえて分析し，単元構成の在り方を追究する。その単元構成において，

探究的な学習活動を展開し，科学的な思考力・表現力を高めるととともに，身に付けた知識・技

能を活用して新たな探究を行う主体的な学習者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 
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4 月～5 月…研究デザインの協議及び研究計画の立案 
5 月～6 月…第一次授業実践（6 月 6 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 20 日公開授業） 
12 月～3 月…事後調査の実施と統計処理及び成果と課題の整理 
      次年度に向けて検討（3 月 5 日公開授業） 
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4 月～5 月…探究の過程の協議及び研究計画の立案 
5 月～6 月…第三次授業実践（6 月 28 日公開授業） 
7 月～8 月…第三次授業実践のまとめ第四次実践に向けての協議及び教材開発 
9 月～11 月…事前調査実施と第四次授業実践，研究協力校での実践（11 月 11 日公開授業） 

12 月～3 月…事後調査の実施と統計処理及び研究のまとめ（3 月 3 日公開授業） 

 
２ 研究内容及び具体的な研究活動 
（１）研究内容 
① 系統的に「探究の技能」を育成する単元構成 

中学校理科は，小学校で身に付けた問題

解決の力を更に高め，高等学校の科学的探

究へと発展させる役割がある。具体的に

は，事物・現象から複数の要因を抽出して

制御したり，直感や生活経験を基にした予

想から科学的な知識や概念を活用した仮

説へと導いたりする，発達段階を考慮した

単元構成である。本研究では，図１に示す

五つの視点を基に系統性を検討した。 
また，単元末にパフォーマンス課題を設

定して探究的な学習活動を行わせるため

には，単元の中のそれぞれの授業で育成で

きる「探究の技能」を明確化し，単元を通し

て計画的に育成することも重要である。そこで，次の順序で単元構成を行った。 
１：観察･実験の探究の過程を分析し，単元を通して育成する「探究の技能」を明確にする。 
２：知識･技能や概念を活用し，「探究の技能」が発揮できるパフォーマンス課題を設定する。 
３：知識･技能や基本的な概念の習得を目的とする通常の授業に，パフォーマンス課題の解

決に必要な「探究の技能」も目標として設定する。 
本年度は，単元の途中と単元末の２回にわたって同じパフォーマンス課題を探究することに

よって，知識・技能をより深く活用させるとともに，メタ認知の育成を図る実践を行った。 
② 探究の型の分類と対話の視点の明確化 

対象とする事物・現象によって科学的な

アプローチは異なることから，探究の過程

も，それに基づいて構成することが重要と

考える。また，事物・現象の再現性と生徒

のレディネスとしての知識・技能の習得の

状況や概念形成の状況を考慮することも

授業構成の重要な視点である。これらの考

えに基づいて，探究の過程を検討し，五つ    

の型に分類した（図２）。さらに，各探究の

型における「探究の技能」を生徒の科学的

な対話の視点として明確化した（図３，図

４）。この探究の型の分類と対話の視点は，

探究的な学習活動を構成する際の視点であり，題材に応じて柔軟に探究の過程を構成した。ま

た，対話の視点を明示的に指導することによって，生徒が「探究の技能」を習得することも狙

いとした。この指導を繰り返すことによって，「探究の技能」を思考の道具として自由に組み合

わせ，主体的に探究を行うことができるようになると考えた。本年度は，本校及び公立の研究

協力校で，学校の実情に合わせて探究の型と対話の視点を活用した実践を行った。 
（２）具体的な研究活動 
① 単元の途中と単元末に同じパフォーマンス課題を探究する単元の構成 

化学変化と原子・分子の単元において，「水中で花火が燃え続けるのは，どのような理由か

らか」を課題として，熱分解と化合，酸化の学習を終えた段階と単元末の２回，「原因類推型」

の探究的な学習活動（図３）を展開した。 

図１ 「探究の技能」を視点とした系統性 

図２ 探究の型の分類 



１回目の探究的な学習活動では，生徒の多くが燃えている花火を水中に入れると消えると予

想した。演示実験によって水中で燃え続ける花火を提示し，認知的葛藤を起こして課題の設定

を行った。花火に含まれる物質として過塩素酸カリウム，木炭，硫黄，マグネシウムの化学式

と粒子モデルを提示し，燃え続ける原因を粒子のモデルを具体操作して考えさせた。生徒は，

学習している熱分解の知識を活用して過塩素酸カリウムが分解して酸素が発生し，他の物質が

燃えたとする説明仮説を立てることができた。しかし，水が黒く濁ったり水中にマグネシウム

の粒が残ったりしていることから，この説明で良いのかもやもやとした感覚が残った様子であ

った。現時点では最善の説明であり，学習が進めば変わる可能性がある事を押さえた。 
２回目の探究的な学習活動として，単元末にもう一度この現象を取り上げ，前回の説明を吟

味した。２回目は，還元の知識を活用して，過塩素酸カリウムと硫黄が直接反応したため酸素

は発生せず，そのため炭素やマグネシウムは反応せずに水中に残っていると説明仮説を立てた

班があった。全体で吟味して前回よりも妥当性が高い説明であることを確認して結論付けた。 
この実践を通して，１回目の探究でもやもや感が残ったことが単元の学習を進める上での課

題意識となり，２回目の探究において知識・技能をより深く活用して妥当性の高い説明をしよ

うという意欲につながったと考える。 

② 探究の型に基づいた研究協力校における実践 

本研究で追究する単元の構成と探究の型の考え方を基に，県内の公立中学校で１年生の「身

近な物理現象」の音の単元で実践を行った。協力校は，学年４クラスの中規模校で，採用３年

目の若手教員に教頭がメンターとして助言を行う構成とした。学校の実情に合わせて「実験・

結論型」（図４）を授業構成の視点とした。また，生徒が事物・現象の中に問題を見いだして課

題を設定すること，課題解決の目的意識を持って実験を行うこと，課題に正対した考察を行う

ことの３点に重点を置いて工夫や支援を行った。 
○モノコードを使って音の大小・高低の規則性を見いだす授業例 

主体的に探究的な学習活動に取り組むためには，生徒が疑問を持ち，課題を設定すること

が大切である。モノコードの弦の長さとはじく強さを一定にし，音の高さが変化しない状況

で楽器として用いて，歌を歌いながら教師が登場した。この状況に生徒は興味を持ち，音階

がないことに違和感を覚えることによって問題を見いだし，課題を設定できるようにした。 
実験装置は，糸電話の仕組みを利用した紙コップモノコードを開発し，一人に一台用意し

て生徒一人一人が課題解決の目的意識を持って実験に取り組めるようにした。どのようにモ

ノコードを操作すれば音の大小・高低が変化するか自由に試行錯誤させた。 
その後，個人で見いだした規則性を班で共有し，ホワイトボードにまとめた後，全体で共

有し，ホワイトボードの内容を分類した。さらに，ホワイトボードの記述を「このまとめは，

弦の長さをどのように変化させることなのかな？」などと生徒に問いかけながら，弦の長さ，

弦の張り具合，弦をはじく強さの要因を焦点化して規則性を見いだせるようにした。 
試行錯誤して得た実験結果から帰納的に規則性を見いだす授業では，見いだした規則性が，

あらゆる場面で成り立つか検証し，客観性を高める学習過程が重要である。本実践でも規則

性を見いだした後に再実験を行って確かめさせ，課題を解決できたことに満足していた。 
 

図３ 「原因類推型」の科学的な対話の視点 図４ 「実験・結論型」における科学的な対話の視点 



授業の最後に，見いだした規則性を弦楽器に活用して音の高低を判断させることによって

一般化を図った。生徒一人一人が課題を設定して解決するための実験を行い，班や学級で話

し合うことによって，主体的に音の大小・高低の規則性を見いだすことができた。 
 
３ 研究の結果と今後の取組 

（１） 研究の結果 

○ 成果 

・身近な事物・現象の中に問題を見いだして探究の過程を構成することについて 

 学習した文脈とは異なる日常生活の場面において学習した知識・技能を活用し，自然の事

物・現象を探究する過程を記述する調査問題を実践の前後に実施し，効果を検証した。 

その結果，新たな事物・現象に出会ったとき，

問題を見いだして課題を設定し，知識・技能を活

用して仮説を立て，観察・実験を計画するまでの探究の過程を構成する力の向上が見られた

（図５）。また，公立の研究協力校でも本研究に基づいた単元構成と授業構成を実践した学

校では同様の上昇が見られたが，一般的な授業展開を行った協力校では変化がなかった。 
・身近な事物・現象に知識・技能を活用することについて 

 研究協力校の２年生で，学習した文脈とは異なる場面において学習した知識を活用する，

自由記述による調査問題を実践の前後で実施し，効果を検証した。知識の活用に応じて５段

階のルーブリックを作成して分析し，生徒個々の記述を数値化してｔ検定を行った。実践の

前後において平均が 0.94 から 1.70 に上昇し，0.1％の有意水準で有意差（ｔ値 5.26）が認め

られた。また，無回答率は 34.0％から 11.3％に減少した。一般的な授業展開を行った協力校

では，上昇傾向が見られるものの，有意差は認められなかった。 
 これらのことから，本研究で行った単元構成と探究的な学習活動は，科学的な思考力・表現

力を高めるとともに，知識・技能を活用して主体的に自然の事物・現象を探究する力の育成に

有効であると考える。また，理科を学ぶ意義や有用感についての意識調査を行った結果，意義

や有用感を実感している生徒の方が知識・技能を活用したり，探究の過程を構成しようとした

りする傾向が見られた。 
○ 課題 

育成する「探究の技能」を明確化して，小中高の系統性に着目して単元及び授業を構成し

たが，それぞれの「探究の技能」の習得の状況については検討できていない。また，習得し

た「探究の技能」を自由に組み合わせて，学習した文脈とは異なる新たな文脈に活用できる

ようになったか検証する必要がある。 

調査問題（自由記述，３年生で実施） 
日常生活の中の事物・現象の中に問題を見い

だし，課題を設定して実験を計画するまでの探

究の過程を記述する。 
〇課題の設定から実験の計画までの探究の過程  
 に沿って４段階のルーブリックを作成し，記 
 述内容を分析する。 
〇結果を統計処理し，実践の前後で比較する。 
〇協力校でも調査を行い，有効性を検討する。 

 

（２）今後の取組 

育成する「探究の技能」を明らかにし，小中高の「探究の技能」の系統性を考慮して単元と探究

的な学習活動を構成することは，学習した状況以外の文脈で知識・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できるようになる重要な視点であることが示唆された。今後

は，５つに分類した探究の型や科学的な対話の視点を明示的に指導する探究的な学習活動を更に

深めて，生徒自身が「探究の技能」の習得や活用の状況を自覚し，主体的に自然の事物・現象を

探究する生徒の育成に迫りたい。 

図５ 探究の過程を構成する調査結果（本校） 


