
 

平成２７年度研究成果中間報告書《平成２７年度指定教育課程研究指定校事業》 

都道府県・ 
指定都市番号 

５ 
都道府県・ 
指定都市名 秋田県 

研究課題番号・校種名 ２ 中学校 
教科・領域名 理科 

研究課題 

学習指導要領の指導状況及びこれまでの全国学力・学習状況調査結果から，学習指導
要領の趣旨等を実現するための教育課程の編成，指導方法等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)生徒自身が予想や仮説を立て，予想や仮説を検証するための観察・実験の計画や，
予想や仮説と観察・実験の結果を正対させながら分析して解釈したりする指導の充
実に関する研究 
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（170人） 

所在地（電話番号） 〒014-0207 大仙市長野字新山５-１（0187-56-2328） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ns-nakasentyu/ 

研究のキーワード 

予想・仮説，課題解決の過程，課題と正対させた考察 

研究成果のポイント 

○予想・仮説を設定し，それを結果と比較して分析・解釈し，課題と正対させながら考察すること
を課題解決の過程の中心に据えた授業の工夫。（予想・仮説の場面での学び合い及び，分析・解
釈して考察する場面での学び合いの実践） 

 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

自然の事物・現象から問題を見いだし，主体的に課題解決に取り組む指導方法の工夫 
～予想・仮説を大切にし，学び合いを通して科学的な思考力，表現力を育む指導～ 

（２）研究主題設定の理由 

本校では，平成 22・23年度に，二つの文部科学省委託事業に取り組んできた。この研究実践をきっ
かけに授業改善のための「中仙モデル」という授業スタイルを策定し，その後も小・中連携により研
究内容の深化・発展に努めてきた。この「中仙モデル」は，①[導入]生徒が課題を明確に捉えること
ができるようにする工夫，②[展開]自力解決から学び合いに通ずる充実した言語活動，③[終末]個の
学びの成立，を基本とした単位時間内完結型の授業モデルである。本校では，平成 24年度以降も全教
科においてこのモデルを基本とした授業の構築を目指し，研究に取り組んできた。この流れを受け，
平成 27年度，本校では，研究主題「確かな学力を確立し，学力，心力，体力の調和のとれた生徒の育
成～主体的に関わり合う中で，一人一人の学びが深まる授業を目指して～」の下，教育活動全体を通
して学級や学年の枠を肥えて相互に関わり合う活動を展開し，互いのよさを認め合い，意欲的に表現
し合う取組を推進している。しかし，県学習状況調査の結果などから見て，理数系における思考力，
表現力の育成という課題は改善できていない。 
平成 24年度全国学力・学習状況調査の理科において，全国的に小・中学校とも，観察・実験の結果

などを整理し分析・解釈した上で考察し，説明することなどに課題が見られ，特に，中学校では観察・
実験の計画や考察などを検討し，改善したことを科学的な根拠を基に説明することについての課題が
指摘されている。本校でも同様の傾向があり，これを克服するための指導方法の改善が求められてい
る。特に，科学的な根拠に基づき説明する力を伸ばすには，「中仙モデル」の授業の導入部分で「生
徒自身が課題（ねらい）を明確にとらえていること」が重要であり，そのためには課題づくりからの
予想・仮説を大切にし，それと観察・実験の結果を比較して分析・解釈し，課題と正対させて考察す
ることの積み重ねが肝要であると考えられる。予想・仮説に基づき思考する中で，学び合いが鍵にな
るものと考え，本主題を設定した。 
 

（３）研究体制 
   ・秋田県及び大仙市教育委員会   ・地区理科教育研究会 

                 ・学区内小・中学校             ・近隣の高等学校 
 

   校長     教育課程研究委員会          理科 
    研究推進委員会          教科部会 

 
                           道徳・学級活動等部会 



 

（４）１年間の主な取組 

平
成
27
年
度 

・予想・仮説を設定することに対する意識についての実態把握 

・全国学力・学習状況調査の問題及び結果の分析 

・予想・仮説を課題解決の過程の中心に据えた授業の工夫 

（予想・仮説と観察・実験の結果を比較した分析・解釈，課題と正対させた考察） 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 

 予想・仮説を大切にし，科学的な思考力，表 
現力の育成に結び付く授業改善モデルの構築 
授業改善モデルを策定し，生徒自らが課題を

明確にする。また，予想・仮説の設定や予想・
仮説と観察・実験の結果を比較して分析・解釈
し，課題と正対させながら考察する段階で学び
合いの場面を設定し，観察・実験の結果から気
付いたことや分かったことを科学的な根拠に基
づいて話し合わせるなど，一連の学習過程を定
着させるための指導内容・指導方法を確立する。 

 
（２）具体的な研究活動 
生徒の予想・仮説に対する意識を把握するため，６月に全校生徒を対象にアンケート調査を行っ

た。その結果から，本校生徒は「理科の学習を深めるために必要だと思う場面」として「予想・仮
説の場面」を重視しているのに対し，「理科の授業で楽しいと感じる場面」としては「観察・実験
の場面」の回答が圧倒的に多く，「予想・仮説の場面」はあまり楽しいと感じていない現状が浮き
彫りとなった。授業改善の実践を通して，「予想・仮説」を立てたことによって，授業がより楽し
いと感じることができるような課題解決の過程を工夫していくことに課題があることが分かった。 
この課題を受けて，授業改善に取り組んだ。そこで，平成 27 年度全国学力・学習状況調査の問

題の分析を行い，報告書及び調査結果を踏まえた指導の改善・充実に向けた説明会【報告資料】を
基に，「予想・仮説」と「結果」を比較して分析・解釈し，学び合いを通して課題と結果を正対さ
せながら考察していくことをより重視することとした。このように，予想・仮説を課題解決の過程
の中心に据えた授業の工夫を行い，これを継続的に実践した。具体的には，図１の予想・仮説を課
題解決の過程の中心に据えた授業モデルで示すように,予想・仮説の学習場面を設定すると共に，
①予想・仮説と結果を比較して分析・解釈する活動と，②課題と考察・結論を正対させる活動であ
る。 
平成 27年６月から 12月までの間に，「化学変化と原子・分子」「動物の生活と生物の変遷」「電

気の世界」の３つの単元において，計９回の予想・仮説を中心に据えた課題解決型の授業を実践し
た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

【実践例】（２年生「電熱線の発熱量」における取組） 
○１時間目 
導   入…３つの電熱線（２Ω・４Ω・６Ω）に６Ｖの電圧を加えたときのワット数を計算する。 
課題づくり…電熱線が発熱する現象を演示し，発熱量は何と関係するか話し合わせる。 
 

課題「電熱線のワット数が大きくなると，発熱量はどうなるか？」 
 
予想・仮説…「ワット数が大きくなると，発熱量が大きくなる。」 
       →実験方法の見通し「それは，水の温度上昇で調べることができる。」 
 
実 験 計 画…実験案①ワット数が大きくなるとたくさん発熱するので，水が早く温まる。 

それぞれの電熱線で，ある温度から決められた温度まで上昇する時間を測定すれば，
ワット数が大きい電熱線ほど早く温まる。 

実験案②ワット数が大きくなると，水の温度上昇が大きくなる。 
   ㋐それぞれの電熱線で，一定の時間水を温め，上昇する温度を測定して調べれば， 

ワット数が大きい電熱線ほど温度が上昇する。 
 

図１ 予想・仮説を課題解決の過程の中心に据えた授業モデル 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
３ 研究の成果と課題 
（１）成果 

本研究の実践を通して，学習シートや振り返りカード，授業後の感想には，「予想・仮説をし
っかり考えることによって，もっと実験が楽しくなる」「予想・仮説を考えれば，実験がスムー
ズに行える」「予想や仮説を立てて実験をすると，自分の予想と比べることができ，分析・解釈・
考察を行うことによって，その結果やそれについての考えをまとめることができる」などの記述
が見られた。このように，予想・仮説と結果を比較して分析・解釈する時間や，課題と正対させ
ながら考察する時間を保障した授業の実践を積み重ねることによって，観察・実験に対する目的
意識や課題解決への意欲がより高まってくることが分かってきた。 
表１，２は，平成 27 年６月２日及び 12 月 11 日の２回，本校の２年生 54 名を対象にアンケー

ト調査した「理科についての質問項目のｔ検定結果」と「探究の過程の楽しさのｔ検定結果」を
示したものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表１の調査は，理科
の授業に関する 12の質
問項目について，どの
ように思っているかを
「当てはまる」「どちら
かといえば当てはま
る」「どちらかといえば
当てはまらない」「当て
はまらない」の４つか
ら選択する方法で行っ 
た。この４段階の回答を数値化し，６月と 12月の生徒個々の回答についてｔ検定を行ったところ，
全項目の平均で 3.33から 3.48と上昇し，0.1％の有意水準で有意差（ｔ値＝3.70）が認められ，
学年全体で大きく上がった。また，各項目では，「理科の授業の内容はよく分かる」（ｔ値＝1.85） 

㋑それぞれの電熱線で水を温め，１分ごとに上昇する温度を測定して調べれば， 
ワット数が大きい電熱線ほど温度がだんだん上昇する。 

※共通して固定する条件：電源電圧６Ｖ，水 100mL 
 
実験案を比較し，より効率的な実験方法はどれか話し合わせる。 

 
「実験案①は，何分かかるかわからない。設定した温度まで上昇するか分からない。」 
「実験案②の㋐と㋑は，同じ手順で実験できる。㋑の方法で行えば，グラフや表にまとめて 
考察すると，時間と温度上昇の関係も分かるかもしれない。」 

「実験案②の㋑の実験方法でやってみよう。」 
 
○２時間目 
実   験…前時の実験方法を確認し，実験を行う。 
結   果…ワット数が大きくなるほど，水温が上昇した。時間が長くなるほど，より水温が上昇した。 
考察・結論…ワット数が大きくなるほど，発熱量が大きくなる。時間が長くなるほど，発熱量が大きく 

なる。 

当てはまる・・・４　　どちらかといえば当てはまる・・・３　　どちらかといえば当てはまらない・・・２　　当てはまらない・・・１

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 ｔ値 有意確率 有意差

1 理科の勉強は好きだ 3.67 0.476 3.69 0.469 0.24 0.811 -

2 理科の授業は大切だ 3.74 0.521 3.78 0.420 0.53 0.598 -

3 理科の授業内容はよく分かる 3.63 0.525 3.76 0.432 1.85 0.070 ＋

4 自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがある 3.56 0.664 3.44 0.664 0.90 0.371 -

5 理科の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考える 3.22 0.691 3.28 0.596 0.55 0.582 -

6 理科の授業の中で学習したことは，将来，社会に出たときに役立つ 3.46 0.665 3.59 0.630 1.31 0.196 -

7 将来，理科や科学技術に関する職業に就きたい 2.09 0.996 2.33 0.932 1.66 0.102 -

8 理科の授業で，自分の考えや考察をまわりの人に説明したり発表したりしている 2.93 0.886 3.24 0.751 2.99 0.004 ＊＊

9 観察や実験をすることは好きだ 3.85 0.359 3.78 0.339 0.33 0.742 -

10 理科の授業で自分の予想をもとに観察や実験の計画を立てている 3.15 0.684 3.44 0.634 3.44 0.001 ＊＊＊

11 理科の授業で，観察や実験の結果をもとに考察している 3.43 0.690 3.74 0.483 3.62 0.001 ＊＊＊

12 理科の授業で，観察や実験の進め方が間違っていないかを振り返って考えている 3.20 0.801 3.44 0.604 2.28 0.027 ＊

全体平均 3.33 0.381 3.48 0.311 3.70 0.001 ＊＊＊

表１　理科についての質問項目のｔ検定（一対の標本による平均の検定）結果（標本数５４）

有意差　０．１％：＊＊＊　　１％：＊＊　　５％：＊　　１０％：＋　　なし：－

６月 １２月 結果
番号 質問項目

そう思う・・・１　　思わない・・・０

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 ｔ値 有意確率 有意差
ア 課題を発見するとき 0.15 0.363 0.05 0.222 1.94 0.057 ＋
イ 予想・仮説を立てるとき 0.17 0.378 0.31 0.464 2.21 0.031 ＊

ウ 観察・実験の計画を立てるとき 0.10 0.305 0.10 0.305 0.00 1.000 -
エ 観察・実験をするとき 0.85 0.363 0.71 0.457 2.40 0.020 ＊

オ 観察・実験の結果から考察・まとめをするとき 0.17 0.378 0.20 0.406 0.50 0.621 -
カ 観察・実験の課題を解決したとき 0.37 0.488 0.19 0.393 3.03 0.004 ＊＊

全体平均 0.31 0.201 0.27 0.153 1.64 0.107 -

表２　探究の過程の楽しさのｔ検定（一対の標本による平均の検定）結果（標本数５９）

有意差　０．１％：＊＊＊　　１％：＊＊　　５％：＊　　１０％：＋　　なし：－

記号 内容
６月 １２月 結果



 
（２）課題 

 
（３）研究２年目へ向けての取組 
２年目は，継続的な研究の取組を通して，全校生徒の予想・仮説に対する意欲の向上を図りな

がら，各学年で目指す生徒像へ迫っていきたい。併せて，生徒の科学的な思考力の育成も期待で
きることから，その検証も進めていく。また，仮説演繹的に探究することの効果がある観察・実
験を従来の帰納的に探究していた観察・実験を含めて，さらに精選するとともに，従属変数と独
立変数を意識した課題設定や予想・仮説を立てやすい学習シートなど，課題解決の過程に指導の
工夫を加えながら，実践例を積み上げていきたい。 

アンケート調査の自由記述には，「仮説を立てるとき，難しいときがある」などの回答があり，
「予想・仮説を設定すること」や「観察・実験の結果と予想・仮説を比較して分析・解釈するこ
と」に難しさを感じている生徒も少なくない。そこで，次の点について課題の改善を進めていく。 
 
【課題改善のポイント】 
① 円滑に予想・仮説を設定するための導入や課題づくりの工夫 

これまでの実践から，生徒が予想・仮
説を設定するためには，変化する原因と
して考えられる要因をできるだけ多く抽
出できることや，抽出した要因の妥当性
を検討して精選すること，「変化するこ
と（従属変数）」と「その原因として考
えられる要因（独立変数）」を意識して
課題づくりをすることが重要である。そ
こで，課題づくりのための導入実験など
を，生徒が独立変数と従属変数を意識し
やすいものに工夫していく。 
また，生徒の思考の流れに合わせてス

ムーズに予想・仮説を設定することがで
きる学習シートの工夫を図る。 

② 仮説演繹的に探究する課題解決の過程
の工夫 
図２のように，従属変数と独立変数を意識した課題づくりの工夫と併せて，予想・仮説を

立てやすい仮説演繹型の授業モデルを再構築する。 

が 3.63から 3.76と上昇傾向にあるとともに，「自分の考えや考察を周りの人に説明したり発表
したりしている」（ｔ値＝2.99），「予想を基に観察・実験の計画を立てている」（ｔ値＝3.44），
「観察・実験結果を基に考察している」（ｔ値＝3.62），「進め方や考え方が間違っていないか
振り返って考えている」（ｔ値＝2.28）がそれぞれ上昇し，0.1～５％の有意水準で有意差が認め
られた。 
表２の調査は，「観察・実験において自分が楽しいと感じる」のがどのような場面なのか，「課

題の発見」「予想・仮説の設定」「観察・実験の計画」「観察・実験」「考察・まとめ」「課題
解決」から選択する方法（複数選択可）で行った。表１と同様に，６月と 12月の生徒個々の回答
について対応のあるｔ検定を行ったところ，「予想・仮説の設定」の場面は 0.17 から 0.31 へと
上昇し，５％の有意水準で有意差が認められた。一方，「課題発見」については下降傾向がある。
また，「観察・実験」及び「課題解決」については１～５％の有意水準で有意差が認められ，下
降していることが分かった。このことより，楽しいと感じる場面が「課題・発見」「観察・実験」
「課題解決」の場面から「予想・仮説の設定」の場面へとシフトしていることが分かった。複数
回答で選択させたため，強く印象に残っている「予想・仮説の設定」を中心に選択したものと思
われる。 
自由記述には，予想・仮説を設定する場面が楽しいと感じる理由として「予想を立てると，実

験するとき（予想と）合っているか違うかを確かめたくなる」「仮説を考えることで実験の意欲
があがるから」「予想を立てることで，頭の中でどのように進んでいくのかを感じることができ
るから」などを挙げており，予想・仮説を大切にした学習過程が定着するにつれ，自分の予想・
仮説と結果が一致したときに喜びを感じたり，一致しないときでも予想・仮説を振り返って見直
したりすることにもつながっていることが分かった。 

図２ 仮説演繹的な観察・実験で予想・仮説を課題解決の過程の 
中心に据えた授業モデル 


