
岡山大学教育学部附属中学校

国立教育政策研究所教育課程研究センター指定

平成29･30年度教育課程研究指定校事業
【研究課題２ 中学校 理科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】

『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－

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本校では，自然の事物・現象の中に問題を見いだして課題を設定し，課題解決の過程を重視した，探究的な学習活動の在り方を一貫して追究してきました。２７・２８年度は，探究的な学習活動と単元構成の関係に着目し，科学的な思考力・表現力を高め，自然の事物・現象を主体的に探究する生徒の育成に迫りました。研究を通して，学習活動で「探究の技能」を生徒に明示的に指導することで，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ることが明らかとなりました。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させることが，主体的に探究する原動力となることが示唆されました。この結果を踏まえて，全ての生徒が自分の考えをもち，対話を通して髙める学習活動の在り方に着目し，科学的な思考力・表現力を高めるとともに主体的に探究する生徒の育成に迫ることにしました。



１ 目指す生徒像と研究のねらい

２ 全ての生徒が考えを高める対話の手立て

３ 各分野に特徴的な探究の過程と授業構成の視点

４ 科学的な思考力・表現力を高める
二段階の探究的な学習

５ 科学的な「探究の技能」を系統的に
育成する単元構成の視点

６ 授業実践例

７ 教育効果の検証と研究の成果・課題

説明の概要

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
スクリーンの，１から7の順で研究の概要を説明いたします。お手元の資料も参考にしながらお聞きください。カラーA3二つ折りの資料を2種類，お配りしておりますが，研究主題が掲載されていないものは，昨年度の資料の一部です。本年度の資料と合わせてご覧ください。●



１ 目指す生徒像と研究のねらい

自然の事物・現象の中に問題を見いだして課題を設定し，

知識・技能を活用して主体的に探究に取り組み，

対話を通して，新たな知を獲得・創造しながら学び続ける生徒

「自然の事物・現象の中に問題を見いだして課題を設定し」
↓

◎課題意識と自分の考えをもつことが，主体的な探究の原動力

「知識・技能を活用して主体的に探究に取り組み」
↓

◎予想や仮説を立て，妥当性を吟味し，観察・実験を計画して解決

「対話を通して，新たな知を獲得・創造しながら学び続ける」
↓

◎対話を通して自分の考えを高め，新たな課題を探究し続ける

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本校が育成を目指す生徒は，「自然の事物・現象の中に問題を見いだして課題を設定し，知識・技能を活用して主体的に探究に取り組み，対話を通して，新たな知を獲得・創造しながら学び続ける生徒」です。育成の視点として，まず，「事物・現象の中に問題を見出して課題を設定する」ことが主体的に学習に取り組む原動力だと考え，大切にしています。２つめとして学習した知識・技能を活用して現象を説明できる予想や仮説を自分の考えとしてもち，対話を通して考えを高めながら観察・実験を計画して行い，検証する力を育成する探究の過程に沿った指導方法が大切だと考えています。これらの力は，小学校の問題解決で培われた能力をさらに中学校で高めて，高校の科学的な探究へと結びつける，系統性をもって指導することが大切だと考えています。本研究では，自分の考えをもち，対話を通して高める指導方法の在り方に着目し，追究しています。●



２ 全ての生徒が考えを高める対話の手立て

●探究の過程において自分をメタ認知し，知
識・技能の習得・活用の状況を把握して学
習活動を制御

●課題解決の困難さに対して，自分の情意面
を認知，制御

●事物･現象に主体的に関わり，自分の経験や知
識・技能を想起して問題を見いだし，解決可能
な課題を設定

●課題解決後は，獲得した知識・技能を他の事
物･現象に適用

子供同士の協働、
教職員や地域の人との対話、
先哲の考え方を手掛かりに考えること
等を通じ、自己の考えを広げ深める
「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」から

対話的な学び

【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】

生徒が考えを高める対話の条件

他者

対象 自己

対話

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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）」の側面があると考えます。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ています。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的な学習活動が進みがちで，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した。そこで，●本研究では，主に「他者との対話」の側面を取り上げ，全ての生徒が課題解決への意欲と見通しをもち，対話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ました。授業の導入から小集団で話し合うまでの指導方法が重要であると考え，【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】の四点に基づいた手立てを授業に位置付けました。



２ 全ての生徒が考えを高める対話の手立て

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

全ての生徒が対話を通して考えを高められているかが課題

【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。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
全ての生徒が自分の考えをもち，考えを高める四つの手だてついて，授業の導入からの時系列に沿って説明します。初めに，●【動機付け】です。生徒が驚いたり認知的な葛藤が起きたりする自然の事物･現象を提示し，問題を見いだして，生徒が課題を設定できるようにすることで，課題解決の意欲を高めます。●次に，事物・現象の仕組みや原因を考えられるように【活用する既習内容を想起】させます。この指導によって，全ての生徒が考える視点や活用する知識をもてるようにします。既習内容だけでは知識・技能が足りない場合もあります。●そこで，三つ目として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【足場掛け】をします。●4つめとして，主体的な学習活動とするために，指導者が逐一学習活動を指示するスモールステップではなく，本時の課題解決までの流れを【学習の見通し】としてもたせ，探究のそれぞれの過程を意味付けるようにしました。●



① 全ての生徒が考えを高める対話の手立の視点
【活用する既習内容の振り返り】【動機付け】【足場掛け】【学習の見通し】

再現性が高い事物・現象の探究の型

観察・実験結果を基に，仮説演繹法に基づいて思考し，知
識や概念を活用して事物・現象の説明仮説を立て，変数
に着目して検証のための観察･実験を計画して実行し，結
果を分析･解釈して結論を導出

仮説検証型

課題解決の目的をもって変数を制御しながら実験を
行い，実験結果(主に量的データ)を分析･解釈し，規
則性の有無を見いだして結論を導出

実験･結論型

再現性が低い事物・現象の探究の型

原因類推型
観察結果を基に，仮説的推論に基づいて思考し，時間
的･空間的に長大で，再現性の低い事物･現象の合理的
な説明 (結論･説明仮説)を発見的に導出

観察･結論型

課題解決の目的（観察の視点）をもって観察を
行い，観察結果(主に質的データ)を分析･解釈し，
規則性･多様性を見いだして結論を導出

② 「探究の過程」を構成する視点

３ 授業構成の三つの視点

③ 主体的に新たな探究に取り組む視点
●理科を学ぶ有用性を実感させ，主体的な探究を促す終末の指導
●主体的な探究の成果を共有できる場や授業の【動機付け】等に活用

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここからは，本校が授業を構成する際の，視点について説明します。理科の授業は，自然の事物・現象を探究的に学習します。この探究的な学習活動を，すべての授業の基本と考えています。前時に学習や生活経験の知識・技能を活用して探究し，新たな知識・技能を習得するため，探究の中で活用と習得は行われると考えています。しかし，すべての探究の過程を全授業で行うのは，現実的ではありません。そこで，生徒の知識・技能の習得状況，概念形成の状況によって，適宜，重点的に取り組む「探究の過程」を構成しています。この考えを基に，三つの視点から探究的な学習活動を構成しています。●一つ目は，先ほど説明しました「全ての生徒が考えを高める対話の手立の視点」です。●二つ目は，学習の対象とする事物・現象の再現性によって「探究の過程」も異なると考えています。●



３ 各分野に特徴的な探究の過程

学習の対象・・・物質やエネルギーに関する事物・現象
再現性が高いものが多く，分析的な手法によって
規則性を見いだしやすい

第１分野（物理的領域及び化学的領域）

再現性が高い事物・現象の探究の型

観察・実験結果を基に，仮説演繹法に基づいて思考し，知識や概念を
活用して事物・現象の説明仮説を立て，変数に着目して検証のための
観察･実験を計画して実行し，結果を分析･解釈して結論を導出

仮説検証型

課題解決の目的をもって変数を制御して実験を行い，実験結果
（主に量的データ）を分析･解釈し，規則性の有無を見いだし，
結論を導出

実験･結論型

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第１分野の物理的領域及び化学的領域は，学習の対象が物質やエネルギーに関する事物・現象で，再現性が高いものが多く，分析的な手法によって規則性を見いだしやすい特徴があります。そこで，●小学校の問題解決の能力を基盤として，知識・技能の習得状況，概念形成の状況や発達段階を考慮して，●仮説を立てて観察・実験を計画し，検証を行うようにしています。●



学習の対象・・・生物とそれを取り巻く自然の事物・現象
再現性が低いものが多く，モデル実験や観察を通
して事象と周囲の事象との関係を分析して解釈

第２分野（生物的領域及び地学的領域）

再現性が低い事物・現象の探究の型

原因類推型
観察結果を基に，仮説的推論に基づいて思考し，時間的･空間的に
長大で，再現性の低い事物･現象の合理的な説明 (結論･説明仮説)
を発見的に導出

観察･結論型
課題解決の目的（観察の視点）をもって観察を行い，観察結果
（主に質的データ）を分析･解釈し，規則性･多様性を見いだし，
結論を導出

３ 各分野に特徴的な探究の過程

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第2分野の生物的領域及び地学的領域は，学習の対象が生物とそれを取り巻く自然の事物・現象で，再現性が低いものが多く，モデル実験や観察を通して事象と周囲の事象との関係を分析して解釈する特徴があります。ここでも，●小学校の問題解決の能力，特に小学校6年生の推論の能力を基盤として，知識・技能の習得状況，概念形成の状況や発達段階を考慮して，●観察結果を基に，推論して，時間的･空間的に長大で，再現性の低い事物･現象の合理的な説明を発見的に導出できるように授業を構成しています。●



① 全ての生徒が考えを高める対話の手立の視点
【活用する既習内容の振り返り】【動機付け】【足場掛け】【学習の見通し】

再現性が高い事物・現象の探究の型

観察・実験結果を基に，仮説演繹法に基づいて思考し，知
識や概念を活用して事物・現象の説明仮説を立て，変数
に着目して検証のための観察･実験を計画して実行し，結
果を分析･解釈して結論を導出

仮説検証型

課題解決の目的をもって変数を制御しながら実験を
行い，実験結果(主に量的データ)を分析･解釈し，規
則性の有無を見いだして結論を導出

実験･結論型

再現性が低い事物・現象の探究の型

原因類推型
観察結果を基に，仮説的推論に基づいて思考し，時間
的･空間的に長大で，再現性の低い事物･現象の合理的
な説明 (結論･説明仮説)を発見的に導出

観察･結論型

課題解決の目的（観察の視点）をもって観察を
行い，観察結果(主に質的データ)を分析･解釈し，
規則性･多様性を見いだして結論を導出

② 「探究の過程」を構成する視点

３ 授業構成の三つの視点

③ 主体的に新たな探究に取り組む視点
●理科を学ぶ有用性を実感させ，主体的な探究を促す終末の指導
●主体的な探究の成果を共有できる場や授業の【動機付け】等に活用

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
授業を構成する，●三つ目の視点について説明します。授業を通して高まった知識・技能と科学的探究の能力を，日常生活や社会の中で活用することによって，科学的な思考力や表現力がさらに高まるとともに，主体的に学び続ける態度も育成できると考えています。そのためには，授業の終末において，理科を学ぶ有用性を実感させ，主体的な探究を促す終末の指導と，主体的な探究の成果を共有できる場や次の授業の【動機付け】等に活用する視点が重要と考えています。●



自然の事物・現象の
中に問題を見いだし，
課題を設定する

○説明仮説の設定

○検証計画の立案

○結果の予想

○観察・実験の実施

○結果の処理

○考察と結論の導出

獲得した知識や技能が
活用されている文脈を知
り，別の文脈ではどうか

疑問をもつ

身近な事物・現象に活用し
たり別の文脈の活用例を
主体的に調べる

活用例を知る

活用してみる・調べる

授業

主体的に
取り組む

新たな探究

「活用できる」＝「知識・技能」＋「活用する文脈や条件」

知識・技能を使うことの
「有用感」

＋

３ 主体的に取り組む新たな探究

授業で活用し，
新たな知識・
技能を習得

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
この図は，学習した知識・技能を日常生活や社会の中で活用し，授業と授業をつないで科学的探究の能力を育成する，循環を作り出すイメージです。●習得した知識・技能を日常生活や社会の中で活用できるようにするには，知識・技能を身に付けさせるだけでなく，活用する文脈や条件，知識・技能を使うことの有用感と合わせてもたせることが，前回の研究から示唆されました。具体的には，授業の終末で学習した知識・技能や見いだした規則性が日常生活や社会の中で活用されている例を示すことによって有用感をもたせ，興味・関心を高めて自主的な探究を促し，自主的に探究した結果を発表する場の設定し，評価を与えること，その探究の成果を次の授業に繋ぐことです。●



部活動中の地面に生活している藍藻類に疑問を
もち，探究したレポート

３ 主体的に新たな探究に取り組む場の保証

理科室の壁面に掲示

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
主体的に新たな探究に取り組んだ，テニス部に所属する１年生女子生徒の例を紹介します。植物についての学習が終わった後に，テニスコート脇に生息するイシクラゲに興味をもち，探究したものです。乾燥して干からびても雨が降ると元にもどることに疑問をもち，資料やインターネットで情報を得て，観察・実験を計画して，五感を駆使した探究を行っています。イシクラゲは食べられるという情報から，探究の最後には，酢の物にして食べ，食感まで確かめています。厳密には，イシクラゲは藍藻類ですので植物ではないのですが，習得した知識・技能を活用して，探究がうまくつながって循環している例だと考えています。●



探究２

４ 二段階の探究的な学習

新たな課題

探究１

科学的な探究の
能力の育成

同じ領域で探究を深める

探究１の結果，
予想や仮説が
成り立たない

場合

なぜ成り立た
ないか考え
新たな課題

を設定

解決

探究１で得た
知識・技能を
活用する場合

新たな文脈を
提示

問題を見いだ
し課題を設定

解決

知識・技能の深い理解
知識・技能を活用する意欲

知識・技能を総合して自然
の事物・現象を捉える

領域を横断して探究を深める

探究１で得た知識・技能を
他の領域に活用する場合

他の領域の文脈を提示
問題を見いだして課題を設定

探究１の知識・技能を活用す
る視点を提示

解決

例

探究１ 探究２
「エネルギー」 「地球」

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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ます。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，結論を導出することによって，知識・技能の習得を深めるとともに，科学的な探究の能力を高めることを狙った授業構成です。●「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した。●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ました。この展開によって，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いました。●



４ 領域を横断する二段階の探究的な学習

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本年度に開発した領域を横断して探究を深める二段階の探究的な学習の一覧です。このように，領域や学年を超えて知識・技能を活用し，探究を深める授業構成及び教材を開発し，実践を行っています。黄色で示しました「植物の体のつくりと働き」が「台風」については，矢印が2つ伸びておりますが，台風の風の強さや接近時期などの小学校で学習した知識や生活経験を基に探究する構成としているため，1年生でも2年生でも実施できるということを示しています。本年度は，1年生で実施しました。また，赤で示した，「状態変化と熱」と「日本の天気の特徴」は3月1日に公開授業を行う予定です。●



内容の
系統性

学習指導要領

小学校

中学校

高 校

問題解決
（予想⇒解決）

課題解決・探究
（予想や仮説⇒解決）

科学的な探究

視点 「探究の技能」の系統的な育成

小学校

中学校

高 校

分析・解釈

課題の
設定

要因の
抽出

推論
(説明仮説)

変数の制御
（作業仮説） 考察

３年

２年

１年

６年 推 論

５年 条件制御

４年 関連付け

３年 比 較

分析・解釈（科学的な探究）

少数

多数

予想
(直観的)

予想や
仮説

(分析的)

単純
（少数）

複雑
(多数)

少数を
比較

複数を比較
して統合

直観的

分析的条件が制御された
事物・現象から

自然の複雑な事物・
現象へと発展

５ 科学的な「探究の技能」を系統的に育成する単元構成

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今まで説明してきた授業構成の視点を基に，知識・技能の習得や概念形成の状況，さらに発達段階を考慮して柔軟に授業を構成しています。授業構成において重要な視点は，学習指導要領の内容の系統性を基に，科学的な探究の技能を小中高の系統性をもって育成することだと考えます。この図は，小学校の問題解決の能力から高等学校の科学的な探究へと発達段階に応じた接続を行うために，探究の過程に着目して，それぞれをどのように構成すればよいか検討し，イメージ化したものです。この視点も踏まえて，単元構成や授業構成を行いました。●



Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

伝
達
の
技
能

課題の設定 要因の抽出 説明仮説の設定
観察・実験の計画

（作業仮説の設定・変数
の制御）

考察・結論の導出 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現

C 1 1 1 1 5 ５ ２ １

●五感を通した観察の結果を帰
納的に思考して，金属と非金属
のもつ規則性や共通性を導くこと
ができる。

★五感を使った様々な物質の観察を通し
て，金属と非金属を見分ける観点を考
え，課題を設定する。

★物質に共通の性質を指摘する。
・磁性の有無
・電気伝導性の有無
・熱伝導性の大小
・展性，延性

☆既習の知識や概念から，実験の方法
を指摘する。

★実験結果を帰納的に思考し，金属に
共通する性質をまとめる。

◎これまでに学んだことや生活経験をも
とに興味・関心をもって物質の見分け方
に取り組み，発言している。

〇いろいろな物質の性質を調べる観
あげ，どのように調べたらよいかを自
の考えに基づいて説明できる。
◎身の回りのものを例にあげ，そのも
を物質・物体という用語を用いて説明
きる。

C 1 2 2 1

２
・
３
・
4

５ ２ １

●五感を通して色々な金属を観
察し，結果を帰納的に思考して，
密度や色の違いに気付き，見分
ける方法を指摘できる。

★金属の五感を通した観察を通して問題
を見いだし，課題を設定する。

★五感を通した観察の結果から，金属光
沢や重さが異なることに気付く。
・金属光沢の違い
・同じ体積
・重さが異なる
　（単位体積あたりの質量が異なる）

★金属を見分けるために，体積と質量を
測定すれば良いことを指摘する。

☆物質の密度のデータと実験結果を比
較して，金属の種類と金属光沢の違いを
指摘する。

〇身近な金属のいろいろな性質につい
て，例をあげたり科学的に調べたりしよう
とする。

◎いろいろな金属の性質を比べ，さま
まな金属の特徴について共通点と相
点を説明できる。

3

〇ペンキで塗装された４種類の
金属を見分けよう（鉄，アルミニ
ウム，銅，ニッケル）

A 1 2 4 1

２
・
３
・

4 ５ ３ ４

●金属は固有の密度があるとい
う知識を前提とし，演繹的に思考
して実験計画（作業仮説）を立て
ることができる。

☆ペンキで金属光沢が見えないようにし
た体積の異なる４つの金属の観察を通し
て問題を見いだし，課題を設定する。

★２つの要因を抽出する。
・質量（それぞれ異なる。）
・体積（それぞれ異なる。）

☆手で持った感覚と金属の密度のデータ
からそれぞれの金属の名称を予測する。

★体積と質量を測定し，金属の密度を計
算によって求め，金属のデータと比較す
れば４種類の金属を見分けられることを
指摘する。

☆物質の密度のデータと実験結果を比
較して，金属の種類を指摘する。

◎金属を区別するための実験を，見
をもって計画できる。
〇実験の結果から密度を求め，いろ
な物質を特定できる。

●小学校での理科や家庭科，生
活経験で得た知識を活用して，
物質の性質の違いに着目した区
別する方法を考え，実験計画（作
業仮説）を立てることができる。

☆見ただけでは分からない4種類の白い
粉末の観察を通して問題を見いだし，課
題を設定する。

★4種類の物質の特徴の違いを指摘す
る。
・加熱したときの様子
・水に溶かしたときの様子
・手で触った感触
・粉末をルーペで観察

★4種類の物質の特徴を基に，加熱した
ときと水に溶かしたときの結果を予想す
る。

☆4種類の物質を区別する方法を基に，
実験計画を立てるとともに，結果を記録
する表を作成する。

◎予想，実験結果の分析・解釈，考察
ついてレポートにまとめることができる

●設定した区別する観点に基づ
いて，実験結果を表にまとめ，仮
説と結果を比較しながら考察す
ることができる。

★実験結果をもとに，説明仮説と比較し
ながら考察し，4種類の物質を見分ける。

◎物質を，その性質のちがいに着目
分類し，その物質は何かについて根
示して説明できる。

6

〇いろいろなプラスチックの特徴
や性質を調べ，生活の中で多く
使われている理由を考えよう。

C 1 1 1 1 ５ １ １

●五感を通して色々なプラスチッ
クの観察を通して，密度や色，質
感の違いに気付き，特徴を記録
できる。

☆身の回りに使われているプラスチック
を観察し，特徴が違うことに問題を見い
だし，課題を設定する。

★身近なプラスチックの観察を通して調
べる方法を指摘する。
・密度（水に浮くかどうか）
・加熱したときの様子
・透明度
・手触りや強度

★抽出した要因を基に，実験計画を立て
るとともに，結果を記録する表を作成す
る。

☆実験結果をもとに身近なプラスチック
の特徴を整理し，プラスチックに共通する
性質をまとめる。

◎プラスチックの種類や性質について，
ごみの分別やリサイクルと関連付けて捉
えようとしている。

〇プラスチックの用途と性質とを関連
けて説明できる。

7

〇４種類のプラスチックが混合し
たチップを分離しよう。
（パフォーマンス課題）

A 1 2 3 2
2
・
３

５ ３ ４

●プラスチックは固有の密度が
あるという知識を前提として，演
繹的に思考して，密度を調整し
た食塩水を用いて分離する実験
計画（作業仮説）を立てることが
できる。

☆再処理工程で使われている細かなチッ
プ状になった４種類のプラスチックの観
察を通して問題を見いだし，課題を設定
する。

☆一度に大量に分離できる方法をそれ
ぞれのプラスチックの特徴の何に着目す
れば良いか指摘する。

★密度の違いによる浮き沈みを利用して
できることを指摘する

★密度を調整した３種類の食塩水を使っ
て，浮くものと沈むものを分離すれば良
いことを指摘する。

☆実験結果と説明仮説を比較してまとめ
る。

◎金属を区別するための実験を，見
をもって計画できる。

3 1 2 1 １ ２

●身近な物質の状態変化を経
験・直観等からアブダクション的
推論によって推測し，結果を予
測する。
●身近な物質の状態変化につい
て枚挙的帰納法によって思考
し，結論を導くことができる。

☆水の状態変化を基に他の物質も状態
変化に問題を見いだし，課題を設定す
る。

★水の状態変化を想起し，状態変化を
起こす要因は温度の変化であることを指
摘する。

★水の状態変化を基に演繹的に思考し
て，物質の状態変化について予想する。

☆複数の身近な物質の状態変化につい
て知り，枚挙的帰納法によって一般化す
る。

◎水と比較しながら，身のまわりにある
物質の状態変化について，進んで考えよ
うとする。

〇エタノールを加熱して状態変化が起
ると，体積が増えることを指摘できる

3 1 2 2 1 ６ ２ ２

●ロウの状態変化における体積
と質量の変化を経験・直観等か
らアブダクション的推論によって
推測し，仮説を立てるとともに実
験の結果を予測できる。

★ロウソクが燃やして，液体になったロウ
の観察を通して問題を見いだし，課題を
設定する。

★ロウが液体から固体に状態変化をす
るときに着目する体積と質量の２つの要
因を指摘する。

★燃えているロウソクから液体になった
ロウがたれることを根拠にして体積の変
化を予想する。

☆体積は，ビーカーの目盛りを使って測
定し，質量は加熱前と加熱後に測定すれ
ば良いことを指摘する。

☆体積と質量の２つの要因の変化を基
に仮説と比較しながら考察し結論を導く。

◎ロウの状態が変化する際，体積は
化するが質量は保存されることを見い
し，説明できる。

1
0

〇物質が状態変化するときの体
積変化を粒子のモデルで表そ
う。 A 6 2 3 1 ４ ２ ６

●粒子のモデルを用いて物質の
状態変化の説明する（説明仮説
を立てる）ことができる。

☆加熱すると質量は変化しないが体積が
大きくなることに問題を見いだし，課題を
設定する。

☆物質は粒でできているという前提から
状態変化で質量が変わらないことは粒の
数が変わらないことを指摘する。

★粒子のモデルを使って，体積の変化と
固体・液体・気体の様子をモデルと矢印
で表す。

★粒子のモデルで表した状態変化が実
際の状態変化とつじつまが合うことを基
に粒子の視点から状態変化をまとめる。

◎物質の状態が変化するときのよう
粒子のモデルを使って，模式的に表
とができる。

E 2 1 2 1 2 ３ ３ ２

●身近な物質の沸点と融点を経
験・直観等からアブダクション的
推論によって推測し，結果を予
測する。
●実験の結果や測定結果を帰
納的に思考して規則性や共通性
を導く。

☆水以外の物質でも状態変化をするとき
の温度は水と同じなのかということに問
題を見いだし，課題を設定する。

☆加熱したときの変化の様子を調べるに
は，温度と時間の２つの要因があること
を指摘する。

★水を加熱したときの温度の上昇のしか
たから，エタノールを加熱したときの温度
の変化を予測する。

☆予測を確かめるには，一定時間ごとに
温度を測定し，グラフにすれば良いことを
指摘する。

★実験結果を基にエタノールの沸点や温
度の上昇の様子を考察し，純粋な物質
の沸点について一般化する。

◎水以外の物質の沸点について進んで
調べようとする。

E 2 2 2 2 2 ３ １ ２

●水とエタノールはそれぞれ異な
る沸点をもつという知識を前提と
して，経験・直観等からアブダク
ション的推論によって推測し，結
果を予測できる。
●結果のグラフから事象の変化
の特徴を読み取ることができる。

☆沸点の分かっている水とエタノールを
混ぜたときの沸点について問題を見いだ
し，課題を設定する。

☆加熱したときの変化の様子を調べるに
は，温度と時間の２つの要因があること
を指摘する。

★水とエタノールの沸点からアブダクショ
ン的推論によって温度の上昇の様子を
予想する。

☆予測を確かめるには，一定時間ごとに
温度を測定し，グラフにすれば良いことを
指摘する。

★グラフから読み取った温度の変化の傾
向と沸騰の様子から混合物では沸点が
一定しないことを指摘する。

〇水とエタノールの沸点から，それら
混合物の沸点を予想できる。

1
3

〇赤ワインを沸騰させたとき，出
てくる気体はどのように変化する
のだろうか。

C 2 2 3 2 2 ３ ３ ２

●水とエタノールの混合物の沸
騰についての知識を前提として，
演繹的に思考して，説明仮説を
立てるとともに実験の結果を予
測することができる。

☆混合物は沸騰しても温度が上昇するこ
とから出てくる気体に問題を見いだし，課
題を設定する。

☆加熱したときの変化の様子を調べるに
は，温度と時間の２つの要因があること
を指摘する。

★エタノールと水の沸点を基に，赤ワイン
を加熱したときに出てくる物質について，
捕集する試験管ごとに予想する。

★沸騰し始めても温度が上昇するので，
沸騰し始めてからの温度上昇を独立変
数として指摘しする。

☆混合物の温度変化と出てくる気体につ
いて，仮説と比較しながら考察する。

〇身近にある液体の混合物から物質を
分離できるか進んで調べようとする。

◎沸点，融点という用語を正しく用い
温度による出てくる気体の違いを予想
きる。

1
4

○ラヴァランプ中を油滴が上昇
するのはなぜだろうか。
(パフォーマンス課題)

F 3 1 4 2 ４ ３ ６

●油滴の上昇の観察を通して複
数の要因（従属変数）を指摘し，
説明仮説を立てることができる。
●説明仮説を検証するための作
業仮説を立てることができる。

★油滴の浮き沈みする現象に問題を見
いだし，課題を設定する。

★油滴が浮いたり沈んだりすることから，
油滴の密度が変化していることを指摘す
る。

★観察をもとに，油滴が浮き沈みすると
きの現象を，油滴とプロパノールの体積
変化と関連付けて説明する。

★油滴とプロパノールを同条件で温めた
時，体積が変化する割合が違うことを見
い出す。

★油滴が液体中を浮いたり沈んだりする
理由を，油滴の体積変化，密度と関連付
けて指摘する。

◎科学的に探究することを通して，下
のミシン油が上部のプロパノール中を
滴として上昇する原因を，プロパノー
ミシン油のそれぞれの体積変化と密
関連付けて指摘できる。

3 1 4 1 ５ １ ２

時
数

1
・
２

〇物質を見分けるには，どのよう
な方法があるのだろうか。

〇金属と金属でない物質では，
どのような性質の違いがあるの
だろうか。

〇さまざまな金属を見分けるに
は，どのような方法があるのだろ
うか。

 評価の観点

１
１
・
１
２

〇水と同じように，物質が状態変
化するときの温度は，決まってい
るのだろうか。

〇水とエタノールが混ざりあった
液体の沸点はどうなるのだろう
か。

C

課題
（緑色は，小単元末
に設定したパフォー

マンス課題）

観察・
実験
の類
型

４
・
５

〇白砂糖，デンプン，食塩，グラ
ニュー糖を区別するには，どのよ
うな方法があるのだろうか。

A

８
・
９

〇身の回りの物質も，水のように
姿を変えるのだろうか。

〇物質が状態変化するとき，体
積や質量はどうなるのだろうか。

第
１
章

（
物
質
の
性
質

）

探究の過程（★は，本時における指導の重点）育成する探究の技能

ねらいとする探究の
能力

章

第
４
章

（
物
質
の
状
態
変
化

）

『探究の技能・能力』の育成に着目した単元構成 （第１学年 「身の回りの物質」一部抜粋）

パフォーマンス課題
配
列
の
工
夫

５ 科学的な「探究の技能」を系統的に育成する単元構成

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
先ほどの図で示しました，系統性の概要を基に，科学的に探究する能力の育成を目指して，教科書の観察・実験を中心に単元構成を行っています。●具体的には，まず，観察・実験を分類します。観察・実験の分類および探究の技能の洗い出しについては，●上越教育大学の小林先生の研究成果を基にしました。次に，分類を基に観察・実験に含まれる探究の技能を洗い出します。●次に学習内容，重点的に育成する複数の探究の技能をまとめて「ねらいとする探究の能力」として，観点別目標とは別に設定しました。●この分析と設定によって配列の工夫と●単元末のパフォーマンス課題の設定を往還させて，単元を構成しました。この表は，あくまでも単元構成の考え方を具体化した物で，この表を作ることが目的や必要条件ではありません。●



６ 授業実践例（同じ領域で探究を深める）

1年 「植物の生活と種類」

葉のモデル実験や多肉植物の観察を行い，植物の体には共通のつくり
と働きがあるが，環境に適応するために，つくりと働きを多様に変化させ
て生活していることを指摘できる。

目標

６月以降に展開した葉４月に展開した葉

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
授業実践例を説明します。はじめに，１年生で実践した「生命」の柱と「地球」の柱を横断する二段階の探究的な学習活動です。イチョウの葉の切れ込みは，4月に展開した葉よりも，6月に展開した葉の方が深くなります。●探究1として，この観察結果と台風の月別接近数のグラフを関連付けて推論して，モデル実験を行って植物は環境に適応して体のつくりを変化させることを見いださせます。探究2は，環境に適応して体のつくりだけでなく，働きも変化させている身近な植物を観察して，どのように適応していると考えられるか推論する授業を実践しました。●目標は，「葉のモデル実験や多肉植物の観察を行い，植物の体には共通のつくりと働きがあるが，環境に適応するために，つくりと働きを多様に変化させて生活していることを指摘できる。」です。●



開発した教材 葉の切れ込みの有無による力の大きさの違いを
数値化するモデル実験の装置

送風機
（風のモデル）

うちわ
（イチョウのモデル）

力

1年 「植物の生活と種類」

電子天秤

ブックエンド

６ 授業実践例（同じ領域で探究を深める）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
開発した，葉が風を当たるときの，受ける力を比較するモデル実験の装置です。イチョウの葉をうちわ，台風の風を送風機の風と見立て，●送風機の風をブックエンドに固定されたうちわが受けると●力が発生し，ブックエンドを介して電子天秤はその分だけ値が変化します。電子天秤の数値は，プロジェクターでスクリーンに表示しました。イチョウの葉の切れ込みが深い状況は，その場でイチョウの葉のモデルに，はさみで切れ込みを入れ，切れ込みを入れる前後で比較できるように，うちわの骨は間引いてあります。●



探究１ イチョウの葉の切れ込みの変化と台風の接近

1年 「植物の生活と種類」

導 入
○光合成の効率の視点から葉のつくりと働きの知識を想起

【活用する既習内容の想起】

○イチョウの葉は，春に展開した葉は切れ込みがほとんどないが，６月以
降に展開した葉は切れ込みが多くなることを提示

○なぜこのような形に変化するか問いかけ，問題を見いだして課題を設定

【動機付け】

課題の設定

考える視点の明示と情報の追加
○小学校で学習した台風の月別接近数のグラフを提示
○グラフと切れ込みの数の変化を関連付けて自分の考えをもつよう指示

【足場掛け】
学習の流れの提示

○個人で考えた後，自分の考えと比較しながら実験班で妥当性を吟味し，
仮説にまとめ，さらに学級全体で検討することを指示 【学習の見通し】

導
入
か
ら
、
実
験
班
で
話
し
合
う
ま
で
の
指
導
・支
援

６ 授業実践例（同じ領域で探究を深める）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
探究1の，導入から、実験班で話し合うまでの，生徒が自分の考えをもち，考えを高める四つの手だてについて説明します。導入は，本時で活用する葉のつくりと働きについて，学習した知識・技能を想起させました。課題の設定は，いつも何気なく見ている，校内のイチョウの葉の切れ込みが変化していることに興味がもてるように提示し，なぜこのような形に変化するか問いかけ，問題を見いだして課題を設定しました。次に，足場掛けとして，台風の月別接近数の情報と小学校で学習した台風の知識を関連付けて，イチョウの葉の切れ込みが変化する理由を考えるよう指示しました。個人の考えもち，実験班で話し合い，妥当かな考えかどうか高めてからから学級全体で共有し，実験で確かめることを伝え，課題解決までの見通しをもたせました。●



●生徒は，風で落ちないように切れ込みを多くしていると仮説を立てた。
●モデルと事物・現象の対応を指摘させ，仮説が成り立つときの結果を予想させた。
●演示によるモデル実験を行い，仮説を検証して，課題に正対した考察を行った。
●植物は，環境に適応して季節によって葉のつくりを変化させていることを押さえた。

モデル実験で仮説を検証

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ほとんどの生徒が，対話によって　　（後は●を順番に読んで説明）まとめとして，植物は，環境に適応して季節によって葉のつくりを変化させていることを押さえ，一般化を図りました。この探究1で見いだした知識・技能や見方・考え方を探究2で活用し，深めました。●



探究２ 葉や茎の働きを変化させた身近な植物

導 入
○探究1から，植物は環境に適応して体のつくりが変化する見方を想起

【活用する既習内容の想起】

○環境に適応して，葉のつくりとともに働きも変化させた植物はないか問
いかけ，課題を設定 【動機付け】

課題の設定

学習の流れの提示

○環境への適応の視点から植物を観察し，つくりや働きの変化を個人で自
由に推論して付箋に書き込み，実験班で付箋をグルーピングして，考え
（推論）を高め，学級全体で共有することを提示 【学習の見通し】

導
入
か
ら
、
実
験
班
で
話
し
合
う
ま
で
の
指
導
・支
援

○身近にあるサボテンと多肉植物が生活している乾燥地帯の画像を提示
○環境に適応する視点から葉のつくりと働きの変化を考えるよう指示
○変化の理由には明確な答えはなく，妥当性を考えて自由に発想するこ

とを指示 【足場掛け】

考える視点の明示と情報の追加

1年 「植物の生活と種類」

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
探究2では，環境に適応して，葉のつくりとともに働きも変化させた植物はないか問いかけ，課題を設定しました。生徒に色々な植物を挙げさせ，その中からサボテンを取り上げ，さらに多肉植物を提示しました。足場賭けとして，サボテンと多肉植物が生活している環境の画像を提示し，環境に適応する視点から葉のつくりと働きの変化を考えるよう指示しました。また，変化の理由には明確な答えはなく，環境に適応する視点から妥当性を考えて自由に発想することも指示しました。観察を通して個人の考えを付箋に書き出し，実験班でホワイトボード上に分類することによって環境への適応の視点から，妥当な考えかどうか吟味して，学級全体で共有して課題解決することを伝え，見通しをもたせました。●



○生徒は，探究1で見いだした知識・技能を
活用して，サボテンや多肉植物の葉のつ
くりや働きの変化を環境への適応の視点
から自由に発想し，妥当性のある理由を
指摘して考察できていた。

班の代表が別の班へ説明し，対話する

終 末

【主体的な探究を促す終末の指導】

○校庭のヤツデとタイワンヤツデの葉の
違いを，学習内容を活用して推論させ，
理科を学ぶ意義を実感させた。

○動物の環境への適応の例としてダー
ウィンフィンチのくちばしの変化を紹介し，
２年生の動物の学習への意欲を高める
とともに，主体的な探究を促した。

観察及び結果の考察

「動物」への発展を意識した終末

【課題に正対した考察】

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
生徒は，探究1で見いだした知識・技能を活用して，サボテンや多肉植物の葉のつくりや働きの変化を環境への適応の視点から自由に発想し，妥当性のある理由を指摘して考察できていました。ある実験班の考察をご覧ください。（再生）このように学級全体で考察を行い，まとめとして，植物の中には，環境に適応して葉のつくりだけでなく働きも変化させているものがあることを押さえ，植物の見方・考え方である多様性と共通性を押さえました。終末では，学習した知識・技能を日常生活や社会の中で活用し，授業と授業をつないで科学的探究の能力を育成するために，校庭のヤツデとタイワンヤツデの切れ込みの深さを比較して，その理由を考えさせたり，2年生の動物への発展としてダーウィンフィンチのくちばしの変化を紹介しました。●



６ 授業実践例（領域を横断して探究を深める）

３年「エネルギー」と１年「地球」を柱とする領域を横断して探究

物体が衝突することによって運動エネルギーが熱のエネルギーに移り
変わることを指摘することができ，その知識・技能を適用して，隕石の衝
突によって岩石が溶けて溶岩ができることを推論できる。

目標

鉄球

非弾性体机

衝突前 衝突後

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次の授業実践例は，3年生で実践した「エネルギー」の柱と「地球」の柱を横断する二段階の探究的な学習活動です。「エネルギーの移り変わりと保存」について位置エネルギーと運動エネルギーの移り変わりを主に扱いますが，生徒の日常生活の中の身近な例では，ボールの落下があります。ボールは地面や床に衝突して跳ね返ってくる当たり前の経験を探究するための教材を開発して実践しました。鉄球が机に衝突する場合と，被弾正対に衝突するときの様子の違いをご覧ください。（動画再生）この事象を基に，探究1として，非弾性体へ鉄球を落下させたときのエネルギーの移り変わりを探究し，運動エネルギーが熱エネルギーへ移り変わったことを見いださせます。演示実験によって，鉄球が衝突した後の非弾性体をサーモカメラで観察することによって確かめます。探究2は，探究1で見いだしたエネルギーの移り変わりの知識を隕石の衝突によってできたテクタイトへ活用させ，テクタイトの組織の観察結果と地球上の分布の特徴の情報から，その成因を推論する授業を実践しました。●目標は，「物体が衝突することによって運動エネルギーが熱のエネルギーに移り変わることを指摘することができ，その知識・技能を適用して，隕石の衝突によって岩石が溶けて溶岩ができることを推論できる。」です。●



開発した教材

６ 授業実践例（領域を横断して探究を深める）
３年「エネルギー」と１年「地球」を柱とする領域を横断して探究

鉄球を落下させ，非弾性体に衝
突したときの熱をサーモカメラで
観察

隕石が衝突し，地面が溶けてす
ぐに固まったときにのみできる

テクタイト（隕石の衝突によって
作られる天然ガラス）を教材化

関連付け

Ａ：9000km離れて分布

Ｂ：引き延ばされた形

Ｃ：火山がない場所にも分布

特

徴

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
開発した，「テクタイトの成因を推論」する教材です。テクタイトの特徴を3つに整理し，●長い間，成因が不明の火成岩であったことを生徒に提示しました。一つ目は，同じテクタイトが9000ｋｍも離れて大量に分布していること。●二つ目は，多くのテクタイトが引き延ばされた形をしていること。●三つ目は，火山がない場所にも分布していること。引き延ばされた形やガラス質であること，9000ｋｍも離れて分布していることから，●現在では，隕石の衝突によって溶けた地表が一端，宇宙空間に出て，弾道軌道を描いて落下したと考えられていることを説明する図を作成しました。●



６ 授業実践例（領域を横断して探究を深める）

３年「エネルギー」と１年「地球」を柱とする領域を横断して探究

探究１ 物体の衝突とエネルギーの移り変わり

○エネルギーの移り変わりの視点から，鉄球が机に衝突したときの様子と比
較して観察するように指示し，非弾性体に鉄球を衝突させ，問題を見いだ
して課題を設定

導 入

学習の流れの提示

○鉄球を机に落としたときのエネルギーの移り変わりを指摘

課題の設定

○現象をうまく説明できるエネルギーの移り変わりを推論できるように，エネ
ルギーの保存の概念を活用し，衝突したときの物質の分子の振動と状態
変化と熱の知識を関連付けて考えるよう指示

○個人で考えた後，自分の考えと比較しながら話し合い，妥当性のある仮説
にまとめ，学級全体で検討することを指示

導
入
か
ら
、
実
験
班
で
話
し
合
う
ま
で
の
指
導
・支
援

考える視点の明示と情報の追加

【活用する既習内容の想起】

【動機付け】

【足場掛け】

【学習の見通し】

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
探究1の，導入から、実験班で話し合うまでの，生徒が自分の考えをもち，考えを高める四つの手だてについて説明します。導入は，本時で活用する位置エネルギーと運動エネルギーの移り変わりについて，学習した知識・技能を想起させました。課題の設定は，いつも何気なく見ている，ボールの落下とも関連付けながら，鉄球が机に衝突したときの様子と比較して観察するように指示し，非弾性体に鉄球を衝突させ，問題を見いだして課題を設定しました。次に，足場掛けとして，現象をうまく説明できるエネルギーの移り変わりを推論できるように，エネルギーの保存の概念を活用し，衝突したときの物質の分子の振動と状態変化と熱の知識を関連付けて考えるよう指示しました。個人で考えた後，自分の考えと比較しながら話し合い，妥当性のある仮説にまとめ，学級全体で検討することを伝え，課題解決までの見通しをもたせました。●



●自分の考えを実験で再現しながら対話を通して高めた。
●運動エネルギーが熱と音エネルギーに変わったのではないかと仮説を立てた。
●サーモカメラを使った演示実験を行い，課題に正対した考察を行った。
●物体の衝突による熱エネルギーの身近な例を考えさせ，まとめを行った。

実験し，対話で考えを高める 他の班と対話し考えを高める 演示実験で仮説を検証

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
自分の考えを実験しながら説明できるように，実験班ごとに小球と非弾性体を用意し，現象を観察しながら話し合い，妥当性を高められるようにしました。運動エネルギーが無くなったと考えた生徒も見られました。「エネルギーの保存」や「状態変化と熱」の知識・技能を活用して粒子のモデルも使って考えるよう机間指導を行い，運動エネルギーが熱と音エネルギーに変わったのではないかと仮説を立てました。仮説に対して納得や実感がない生徒も見られましたが，演示実験のサーモカメラの画像を見て，課題に正対した考察を行い，衝突による運動エネルギーの熱のエネルギーへの移り変わりを押さえました。この探究1で見いだした知識・技能や探究2で活用し，深めました。●



３年「エネルギー」と１年「地球」を柱とする領域を横断して探究

探究２ テクタイト（隕石の衝突によってできたガラス質の岩石）の成因を
探究する。

○テクタイトの特徴（Ａ：9000km離れて分布 Ｂ：引き延ばされた形 Ｃ：火山
がない場所にも分布）を提示

○長い間成因が謎の火成岩であったテクタイトについて，科学者になったつ
もりで，三つの特徴を全てうまく説明できる仮説を考えるよう指示

導 入

学習の流れの提示

○探究1を振り返り，衝突による熱エネルギーが発生する事物・現象を考えさ
せ，隕石の衝突を指摘

課題の設定

○１年生の火成岩の観察の視点を想起
○探究１で得たエネルギーの移り変わりの視点と関連付けてテクタイトの成

因を考えるよう指示

○観察を行い，特徴から成因を自由に推論して実験班で話し合い，説明仮
説の妥当性を高め，学級全体で共有することを指示

導
入
か
ら
、
実
験
班
で
話
し
合
う
ま
で
の
指
導
・支
援

考える視点の明示と情報の追加

【活用する既習内容の想起】

【動機付け】

【足場掛け】

【学習の見通し】

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
探究2では，探究1を振り返り，衝突による熱のエネルギーが発生する事物・現象を考えさせ，隕石の衝突を指摘させました。課題の設定では，テクタイトを提示し，長い間成因が不明であったテクタイトについて，科学者になったつもりで成因を考えることで，動機付けを行いました。足場賭け及び活用する既習内容の想起として，１年生の火成岩の観察の視点と探究1で得たエネルギーの移り変わりの視点を関連付けてテクタイトの成因を考えるよう指示しました。テクタイトの観察を通して個人の考えをもち，実験班で話し合うことによってエネルギーの移り変わりの視点から，3つの特徴を全てうまく説明できるかどうか吟味して，学級全体で共有して課題解決することを伝え，見通しをもたせました。●



観察を通して説明仮説を考える

【主体的な探究を促す終末の指導】

【課題に正対した考察】

観察及び結果の考察

終 末

○地球は小惑星や隕石が衝突してでき，そのときの熱
が今でも残っており，大地の変動の原因であることを
伝え，理科を学ぶ意義や有用感を実感させた。

○生徒は，探究1で見いだした知識・技能と１年生
の火成岩の知識・技能を活用して，観察を行い，
テクタイトの３つの特徴をうまく説明できる成因を
指摘できていた。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
生徒は，探究1で見いだした知識と観察結果を活用して，テクタイトの3つの特徴をすべてうまく説明できる成因を指摘できていました。まとめとして，植物の中には，環境に適応して葉のつくりだけでなく働きも変化させているものがあることを押さえ，植物の見方・考え方である多様性と共通性を押さえました。終末では，地球は小惑星や隕石が衝突してでき，そのときの熱のエネルギーが今でも残っており，大地の変動の原因であることを伝え，エネルギーの視点から地学的領域の事物・現象を捉えることの大切さとともに，理科を学ぶ意義や有用感を実感させるようにしました。●



７ 教育効果の検証

科学的な思考力・表現力と「対話の質」
自然の事物・現象の中に問題を見いだして課題を設定し，知識や技能を

活用して自分の考え（事物・現象の原因を説明できる予想や仮説）をもち，
対話を通して考えを高めながら探究し（観察・実験を計画して実行し，結
果を分析・解釈して）解決する。

○発話分析（ビデオ記録による分析）
・自分の考えと比較した発言
・相手の考えを受け入れ，更に高める発言
●発言を二つの視点から分析
●事前アンケートから理科に苦手意識のある生徒を追跡調査

○意識調査（４件法）
・対話に対する意識（意義や有用感）
・自分の考えをもつこと
●公立の研究協力校で調査を実施し，指導方法の有効性を検証
●結果を統計処理し，授業実践の前後で比較

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本研究の教育効果の検証について説明いたします。実験班の対話をビデオで記録し，発話内容の分析と対話と自分の考えをもつことについての意識調査を実施しました。発話分析は，本校3年生で実施し，対話についての意識調査は，公立の研究協力校の3年生で実施しました。●



○発話分析例（逐語記録による分析 ３年「ダニエル電池」）

自分の考えと比較…H　　相手の考えを受け入れ…U　　更に高める…T

生徒名 発言内容 分類
生徒S 電極に泡がついて，電極と水溶液がふれる面積がせまくなるからって書いた。 H
生徒N そりゃそうなんですけど U
生徒H あそこが食塩水だったらどうなん？ T
生徒S 食塩水だったら，弱ーいんじゃない？ U
生徒N Ｚｎが溶けることはあまり関係ないっていうか・・
生徒K もともとの硫酸のイオンの数が少ないからとか。 U，T
生徒H 泡がついて面積が小さくなるけど，食塩水だったらいいけど・・ U
生徒N Ｚｎにさあ，溶けないもので仕切りを作ってあげれば・・ T
生徒H どういうこと？
生徒N 亜鉛イオンがこっちに行かないようにしてあげたら・・何も解決してないか。
生徒H 泡のせいで表面積が小さくなるってことは・・ T
生徒S 最初は泡がついてないからものすごく回るんだけど，泡が付いたら・・ U
生徒H 振り払ったらどうなん？ T
生徒S すんごい回るんじゃない？ U
生徒N 難しいよ。 H
生徒H 難しいのはわかるけど，理論上はそうやってやればずっと回るでしょ。 U，T
生徒N これはあくまで塩酸だけで考えるんだよね。
生徒H ま，どっちにしろ泡は付く。 U
生徒N でも，どうせ予想するんなら，解決したいじゃないですか。
生徒K うん，頑張って。
生徒N 泡がつかないようにするためには
生徒H 泡が付いたところを，こすって落とす。 T
生徒N 落としても無限に湧いてくる。 H
生徒N どないしょって感じ。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
発話内容の分析例です。これは，エネルギーの単元に入る前の記録です。対話の質の変化を「自分の考えと比較した発言」これをＨで表しています。「相手の考えを受け入れ，更に高める発言」については，相手の考えを受け入れることをＵ，考えを高めるをＴとして分類しています。さらに，理科に関するアンケート調査を基に，理科が得意な生徒と苦手意識のある生徒に分け，対話の質の変化が見られるかどうか追跡しました。赤の枠で示している生徒Ｓが，理科に苦手意識のある生徒です。理科を得意としている生徒ＮやＨに比べると発言の回数が少ないことが分かります。●


Sheet1

				右遠 ウトオ

				大下 オオシタ

				小島 コジマ

				佐藤 サトウ





Ｂ2班

				小田 オダ

				小枝 コエダ

				小崎 コザキ

				上原 ウエハラ

				大倉 オオクラ





Ａ２班

				大隅 オオスミ

				石井 イシイ

				岩永 イワナガ

				大橋 オオハシ

				小田 オダ





Ｅ2班

				小松原 コマツバラ

				倉本 クラモト

				大倉 オオクラ

				太田 オオタ

				犬飼 イヌカイ

				小松原 コマツバラ		酸性の水溶液によって，金属は水素を発生し，電流が発生する。なぜなら全部一緒。 サンセイ スイヨウエキ キンゾク スイソ ハッセイ デンリュウ ハッセイ ゼンブ イッショ

				倉本 クラモト		うん。





Ｄ2班

				大橋 オオハシ

				岡本 オカモト

				小川 オガワ

				奥野 オクノ

				岡田侑 オカダ ユウ

				大橋 オオハシ		うすいから水混ぜとんか。 ミズ マ

				小川 オガワ		塩酸がＨＣＬだから，Ｈがある。， エンサン

				岡本 オカモト		うん

				小川 オガワ		でも，分子があるってことには・・ ブンシ

				大橋 オオハシ		ん，水素分子？気体が入ってる？ スイソ ブンシ キタイ ハイ

				岡本 オカモト		イオンじゃなくて・・

				小川 オガワ		ＨＣＬだったら，Ｈが1個だから・・ コ

				山田 ヤマダ		水素イオンが原因だとするならば，どうやって確かめたらよいですか？ スイソ ゲンイン タシ

				岡田侑 オカダ ユウ		えっと。

				岡田侑 オカダ ユウ		酸性の性質の正体は，水素イオンである。 サンセイ セイシツ ショウタイ スイソ

				大橋 オオハシ		酸性の正体は水素イオンだと考えました。 サンセイ ショウタイ スイソ カンガ

				小川 オガワ		陰極側のリトマス紙の色が変化しており，水素イオンは陽イオンだから，陰極側に移動すると思うからです。 インキョク ガワ シ イロ ヘンカ スイソ ヨウ インキョク ガワ イドウ オモ





Ｅ2班②

				仲西 ナカニシ

				平松 ヒラマツ

				小松原 コマツバラ

				木村 キムラ

				生徒名 セイト メイ

				生徒H セイト		俺は，ある一定のところで止まると思って，理由はＳＯ４２－かな，と２　が反応して円を作ると思うんだけど，ＳＯ４２－の限りがあるから・・そうそう オレ イッテイ ト オモ リユウ ハンノウ エン ツク オモ カギ

				仲西 ナカニシ		だから

				仲西 ナカニシ		で，うそでしょ，そんなん。

				仲西 ナカニシ		硫酸の中にあるＳＯ４２－っていう陰イオンが無くなったら，反応が止まるってことで， リュウサン ナカ イン ナ ハンノウ ト

				生徒H セイト		たとえばものすごく量があって，無限に近くあったとしても，無限に近いバリウムを入れれば，ゼロになるってことで リョウ ムゲン チカ ムゲン チカ イ

				仲西 ナカニシ		そうです。

				木村 キムラ		だから，反応できる硫酸の数？には決まりがあるから，それ以上はたぶん・・ ハンノウ リュウサン カズ キ イジョウ

				仲西 ナカニシ		で，できる塩の関係だが，まず水酸化と水素イオンがあるんだから水はできる。じゃあもう一方は？ エン カンケイ スイサンカ スイソ ミズ イッポウ

				仲西 ナカニシ		硫化，バリウム？硫酸バリウムと思うんだけど。 リュウカ リュウサン オモ

				小松原 コマツバラ		どっち？

				木村 キムラ		どっち？硫酸，硫酸バリウム。でも硫化かもしれない。だって水酸化バリウムだから。 リュウサン リュウサン リュウカ スイサンカ

				小松原 コマツバラ		硫酸化バリウム。 リュウサン カ

				仲西 ナカニシ		ＢａとＳなら，硫化バリウムだと思うよ。 リュウカ オモ

						増えていくけど，限りがあります。 フ カギ

				仲西 ナカニシ		ＳＯ４２－が無くなった時が，・・ ナ トキ

				小松原 コマツバラ		付けたしでって感じで言う? ツ カン イ

				仲西 ナカニシ		確かに，絶対過不足はできる。 タシ ゼッタイ カブソク

				小松原 コマツバラ		なくなっていく・・

				仲西 ナカニシ		濃縮された・・ ノウシュク

				仲西 ナカニシ		でもさあ前やったその，塩酸と水酸化ナトリウムのときは，塩はまだできてないわけじゃん。電離してるから。この実験は結晶ができちゃう。 マエ エンサン スイサンカ シオ デンリ ジッケン ケッショウ

						上手くいくんだったら，ふえた，増えた，止まったってなるはず。 ウマ フ ト

						うーん。みんなこの結果を見てくれ。こいつをどう思う？ ケッカ ミ オモ

				RIMG0016		ダニエル電池 デンチ

				平松 ヒラマツ

				小松原 コマツバラ

				澤地 サワジ

				仲西 ナカニシ

						自分の考えと比較…H　　相手の考えを受け入れ…U　　更に高める…T

				生徒名 セイトメイ		発言内容 ハツゲン ナイヨウ		分類 ブンルイ

				生徒S セイト		電極に泡がついて，電極と水溶液がふれる面積がせまくなるからって書いた。 デンキョク アワ デンキョク スイヨウエキ メンセキ カ		H

				生徒N セイト		そりゃそうなんですけど		U

				生徒H セイト		あそこが食塩水だったらどうなん？ ショクエンスイ		T

				生徒S セイト		食塩水だったら，弱ーいんじゃない？ ショクエンスイ ヨワ		U

				生徒N セイト		Ｚｎが溶けることはあまり関係ないっていうか・・ ト カンケイ

				生徒K セイト		もともとの硫酸のイオンの数が少ないからとか。 リュウサン カズ スク		U，T

				生徒H セイト		泡がついて面積が小さくなるけど，食塩水だったらいいけど・・ アワ メンセキ チイ ショクエンスイ		U

				生徒N セイト		Ｚｎにさあ，溶けないもので仕切りを作ってあげれば・・ ト シキ ツク		T

				生徒H セイト		どういうこと？

				生徒N セイト		亜鉛イオンがこっちに行かないようにしてあげたら・・何も解決してないか。 アエン イ ナニ カイケツ

				生徒H セイト		泡のせいで表面積が小さくなるってことは・・ アワ ヒョウメンセキ チイ		T

				生徒S セイト		最初は泡がついてないからものすごく回るんだけど，泡が付いたら・・ サイショ アワ マワ アワ ツ		U

				生徒H セイト		振り払ったらどうなん？ フ ハラ		T

				生徒S セイト		すんごい回るんじゃない？ マワ		U

				生徒N セイト		難しいよ。 ムズカ		H

				生徒H セイト		難しいのはわかるけど，理論上はそうやってやればずっと回るでしょ。 ムズカ リロン ジョウ マワ		U，T

				生徒N セイト		これはあくまで塩酸だけで考えるんだよね。 エンサン カンガ

				生徒H セイト		ま，どっちにしろ泡は付く。 アワ ツ		U

				生徒N セイト		でも，どうせ予想するんなら，解決したいじゃないですか。 ヨソウ カイケツ

				生徒K セイト		うん，頑張って。 ガンバ

				生徒N セイト		泡がつかないようにするためには アワ

				生徒H セイト		泡が付いたところを，こすって落とす。 アワ ツ オ		T

				生徒N セイト		落としても無限に湧いてくる。 オ ムゲン ワ		H

				生徒N セイト		どないしょって感じ。 カン





Ｂ２班②

				ＲＩＭＧ００１４

				寺澤 テラサワ

				石井 イシイ

				小崎 コザキ

				浅野 アサノ

				保田 ヤスダ

				浅野 アサノ		水酸化バリウムだから・・ スイサンカ

				保田 ヤスダ		あ，そうか。

				浅野 アサノ		加えるやつも水酸化バリウムも，反応しなくなったじゃん。それも書かなくちゃ。 クワ スイサンカ ハンノウ カ

				石井 イシイ		Caってどっち？２＋？

				浅野 アサノ		反応しなくなったものがここにあるはず。 ハンノウ

				浅野 アサノ		硫酸ナトリウムとあとＯＨ－？ リュウサン

				浅野 アサノ		これは反応してしまって，余るじゃん。 ハンノウ アマ

				保田 ヤスダ		こういうこと？

						余るから，そうそう・これが沈殿するんだけど，反応しきってしまったら，加えても何も起こらない。 アマ チンデン ハンノウ クワ ナニ オ

				石井 イシイ		硫酸バリウムと水酸化バリウムが最終的に残るってことか。 リュウサン スイサンカ サイシュウテキ ノコ

				小崎 コザキ		最終的に，硫酸バリウム，水と水酸化バリウム サイシュウテキ リュウサン ミズ スイサンカ

				保田 ヤスダ		ＢａＳＯ４って，Ｂａ２＋と・・何が結びついてできてるの？ ナニ ムス

						これの余ったやつが，沈殿になる。 アマ チンデン





Ｃ2班②

				RIMG0015		ダニエル電池 デンチ

				島村 シマムラ

				田井 タイ

				村上 ムラカミ

				小島 コジマ

				田井 タイ		右側で，・・左側で・・ ミギガワ ヒダリガワ

				島村 シマムラ		ああ。（過去のノートを見返す） カコ ミカエ

				教師 キョウシ		電圧が下がっちゃうってことに，関係がありそうなことが，電極まわりで起こっていなかったか？ デンアツ サ カンケイ デンキョク オ

				田井 タイ		（島村のノートを一緒にのぞき込んで）こっちこっち。 シマムラ イッショ コ

				教師 キョウシ		水素が発生しています。このことと電圧が下がってしまうことがつながりませんか。 スイソ ハッセイ デンアツ サ

				他の班の発表 ホカ ハン ハッピョウ		接する面積が少なくなって，電圧が下がると思います。 セッ メンセキ スク デンアツ サ オモ

				教師 キョウシ		水素が発生しなければいい。発生しないように改善した人がいるんです。 スイソ ハッセイ ハッセイ カイゼン ヒト

						これがダニエルさん。ダニエル電池はボルタ電池のように水素が発生しない。電夏が下がらないものです。 デンチ デンチ スイソ ハッセイ デン ナツ サ

				村上 ムラカミ		これ，何で流れたん？ ナン ナガ

				田井 タイ		これ，何で流れたん？なんやろな？ ナン ナガ

						何これ，何の時間なん？ ナニ ナン ジカン

						ボルタの電池はすぐ止まってしまいましたが，これはどうですか？ デンチ ト

				村上 ムラカミ		めっちゃ，動いとる。 ウゴ

						電極付近で，何か起こっていますか？ デンキョク フキン ナニ オ

				島村 シマムラ		あわが出てない。 デ

						変化しているかわからないですよね。これは一晩おいておいたものです。変化が出てきています。 ヘンカ ヒトバン ヘンカ デ

						どういう変化が出ているか。 ヘンカ デ





Ｅ2班③

				RIMG0017

				仲西 ナカニシ		僕らの考えは，3行目に触れてないことない？電子のやりとりについて。 ボク カンガ ギョウメ フ デンシ

				澤地 サワジ		だから，表面に泡がついて電子のやりとりができなくなったってこと。 ヒョウメン アワ デンシ

				他の班 ホカ ハン		金属板の周りのイオンが使われまくって，まわりのあれが減ってから，移動するのに時間がかかるので‥と思いました。 キンゾクバン マワ ツカ ヘ イドウ ジカン オモ

				澤地 サワジ		言いたいことはわかる。 イ

				仲西 ナカニシ		Ｚｎ２＋が出過ぎると，ＨＣＬの濃度が薄くなる。 デス ノウド ウス

				澤地 サワジ		まわりだけ薄くなっちゃう。 ウス

				仲西 ナカニシ		亜鉛板の周りだけ・・ アエン バン マワ

				澤地 サワジ		水溶液を分けちゃう。 スイヨウエキ ワ

				平松 ヒラマツ		イオンが無くなるんだったら，すっごい液に入れて， ナ エキ イ

				澤地 サワジ		ぐるぐるかき混ぜながら・・ マ







○理科を得意とする生徒には，大きな変化は見られ
なかった。

○理科に苦手意識のある生徒には，発言数の増加と
自分の考えと相手の考えを比較して，考えを高め
ようとする発言が増加した。

★本研究の特徴的な手立てによって
○知識・技能を活用する視点が明確になった
○探究の過程の各学習活動が意味付けられた
○課題解決までの見通しが明らかになった

自然の事物・現象を主体的に探究しようとする意
欲が高まったものと考える。

発話分析の結果（本校３年生）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
発話分析についての，現時点でのまとめです。理科を得意とする生徒には，回数や内容とも大きな変化は見られませんでした。理科に苦手意識のある生徒には，発言数の増加と自分の考えと相手の考えを比較して，考えを高めようとする発言が増加しました。以上から，本研究の特徴的な手立てによって，知識・技能を活用する視点が明確になったこと，探究の過程が意味付けられたこと，課題解決までの見通しが明らかになったことによって，主体的に対話を通して探究しようとする意欲が高まったものと考えています。しかし，分析の視点や方法も含めて，検討の余地があり，来年度の課題だと考えています。●



意識調査（対話に対する意識 ２２項目）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に対話についての意識調査です。対話について22項目を設定し，4件法で調査しました。●



意識調査（知識・技能を活用して自分の考えをもつこと ８項目）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に知識・技能を活用して自分の考えをもつことについての意識調査です。8項目を設定し，4件法で調査しました。このアンケートを単元の事前と事後に行い，因子分析を行いました。●



意識調査の結果（公立の協力校）

各因子の平均値の変化（４件法，30項目，n=120）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
因子分析の結果，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」が得られました。それぞれの因子の平均値を単元の事前と事後で比較したところ，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」に事前3.13から事後3.22に上昇し，有意差が認められました。因子２「対話の苦手意識」は減少，因子３「対話の良さ」には増加が見られるものの有意差は認められませんでした。これは，集団に対話（話合い）の意義が共有されていたため，平均値の変化が小さかったと考えています。また，同じ公立中学校３年生の別の教員が担当する，一般的な学習過程の学級でも単元の事前と事後で同じ意識調査を行ったが，どの因子も平均値の変化は見られませんでした。●



７ 研究の成果と課題

研究の課題と発展

○ 対話の質の分析は，抽出した実験班の限られた視点から見
取ったものであり，全体の変化は捉えていない。

○主体的に探究する意欲や態度は，対話における科学的な思考・
表現として表出すると考える。多くの生徒の対話の質の変化を見
取り，客観性を高め本研究の手立ての有効性を追究したい。

◎本研究の手立てによって理科に苦手意識のある生徒の対話の
質が向上し活性化した。これは，自然の事物・現象を主体的に
探究しようとする意欲が高まったものと考える。

◎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
める意識が向上した。

科学的な思考力や表現力の育成に効果

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
研究成果と課題です。読む　　　研究協議の中で協議したいことについては・・・●



ご静聴ありがとうございました。
忌憚のないご意見をよろしくお願いいたします。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
以上で，発表を終わります。ありがとうございました。
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