
 
１．学習状況の把握と分析 
学習状況の把握 
【把握方法】 
① 県の学習状況調査と本校の状況分析（昨年度） 
② 本校本年度１年生の学習状況分析 
・ 期末テスト到達度 
・ ビフォアアフターテスト 
   一枚のプリントの中に事前調査を兼ねた問題と、学習後に行う、同一問題、発展問題が書かれているもの。 
学習状況の結果と分析 
【結果】 
① 県の学習状況調査（昨年度） 

 
 

 
 
 
出題内容から本校生徒の傾向を具体的に分析する。 
○圧力の求め方を理解している（県との対比＋０．７％） 
○水を特定する方法としての塩化コバルト紙の反応について、理解している（県との対比＋９．２％） 
○身近な脊椎動物の特徴について理解している（県との対比＋３．４％） 
○胎生と卵生を分類することができる（県との対比＋０．７％） 
△光の反射のきまりを用いて作図できる（県との対比―４０％） 
△蒸散を調べる実験でガラス管を使う理由が説明できる（県との対比）―２０％） 
△電流や電圧計を含んだ回路図を正しく作図できる（県との対比―２５％） 
△天気図記号を読み取ることができる（県との対比―２８％） 
△乾湿計の使い方及び湿度計の読み取り方を身につけている（県との対比―３４％） 
このことから、基本的な知識については定着していると考えられる。つまり、小テスト、期末テスト、などで繰り

かえし出される基本的な知識理解に関する事項については平均的な力があると言える。一方、課題点として特に県対

比で低かったものを分析すると、天気図記号の読み取りのつまずきは単に東西南北の方位と、天気記号への理解が定

着していないためだと考えられるが、あとの４つの出題に関しては、どうやってきまりに当てはめるか考えて解く力、

実験の目的と実験器具の特性を考え実験を組み立てる力、表を読み取る力、など科学的思考の力が弱いため正解につ

ながらなかったと思われる。 
② 本校の本年度１年生の学習状況分析 
○期末テスト到達度 

知識理解 ７１．７％ 
科学的思考６４．７％ 
技能表現 ６２．８％ 

事 例 中学校 理科 第１学年 単元名「身のまわりの物質」 
テーマ 目的意識をもった実験観察により科学的に調べる能力や態度を育て 

科学的な見方や考え方を養う指導と評価の工夫・改善 
～目的をもった追究と自己評価の継続を大切にした指導～ 

授業改善の

ポイント 
・ 追究課題が明確になる導入の工夫 
・ 付けたい力が生徒自身にも見通せる課題・評価の工夫 
・ 生徒自身が、付けた力を自覚できる場の設定 

１年生 県の学習状況調査の正答率（県との対比） 
科学的な思考       ５１％ （―６％） 
観察実験の技能表現    ５９％ （―１０％）

自然についての知識理解  ５４％ （―８％） 

２年生 県の学習状況調査の正答率（県との対比） 
科学的な思考       ６６％ （―９％） 
観察実験の技能表現    ５４％ （―１８％）

自然についての知識理解  ７０％ （―７％） 



出題内容が明確になっている期末テストにおいても、県の学習状況調査と同様に、知識理解が７０％の正答率であ

るのに対し、技能表現がそれを９％も下回る低い状況であった。ここから、昨年度の１年生と同様、本年度の１年生

も同じ傾向が見られることがわかる。つまり、本校の生徒は基本的な知識については定着しやすく、また科学的思考

を伴う技能表現については力が弱いことがわかる。 
その原因として、生徒の授業に対しての意欲が低いということ、またそれに対して教師の指導方法が一貫していな

かったこと、学力の中間層に対しての働きかけを中心にしたことが考えられる。具体的には、授業の始めに復習のミ

ニプリントを行う活動から、前時の復習を「挙手発言スタート」をする方法に途中から切り替えた。ノートを見れば

挙手ができる発問と、少し刺激のある問題を出して授業に向かう姿勢を作るよう活動を仕組んできた。しかし、低位

の生徒にはノートがしっかりととれない子も多く、始めは全員挙手を目指し班の子にノートを見せてもらってでも挙

手をする意欲的な姿も見せたが、徐々に飽きてしまい全員挙手スタートができなくなった。そうなると、中間層の子

もそれにつられ、一人二人と何が何でも挙手をしようという気持ちが減っていった。 
また、意欲が低下すると課題に対しても目的意識が弱まり、何となくの実験観察をするため、科学的思考は育ちに

くく、それに伴い考察の力も乏しくなり、新たな疑問や課題が生み出せない。そして次の授業への意欲がまた弱くな

る、という悪循環に陥った。 
○ビフォアアフターテスト 
設問１（ビフォアー）酸性・中性・アルカリ性（小学校での既習事項）について今、自分が知っていることを書きま

しょう。 
A具体的な性質・液性の調べ方など既習事項が記述できている  ２３％   
B酸性雨や弱酸性ビオレなど液性に関する言葉が記述できている ５４％ 
C間違っている                       ２２％ 
Ｄ無記述                           ０％ 
設問２（ビフォアー）ホースからガスが漏れています。危ないのでガスだけを早く集めたいと思います。どうやった

らいいでしょう。図と言葉で説明しましょう。 
A気体を重い軽いと考えて具体的な方法で集めようとしている        ４％ 
B具体的にビニールなど用具を用いて漏れないように集めようとしている  ３６％ 
Ｃ集められない方法を記述している                   ２５％ 
Ｄ無記述                               ３５％ 
設問３（ビフォアー）結晶と聞いて知っているものを絵や言葉で書きましょう。 
A結晶の形が絵や言葉で表せている        ３５％ 
B雪や食塩などの結晶の名前が書けている     ５２％ 
Ｃ間違い                     ８％ 
Ｄ無記述                     ５％ 

設問４（ビフォアー）ココア・コーラ・塩水・おみそ汁を数日間静かに置いておいた。 
それぞれの濃い部分（上の方 下の方 中間部分 どこも同じ）はどこか、またその理由を書きましょう。 
正解率 

ココア   A正解 ７８％  C不正解 ２１％  Ｄ無記述 １％ 
コーラ   A 正解 ４９％  C不正解 ４８％  Ｄ無記述 ３％ 
塩水     A正解 １０％  C不正解 ８６％  Ｄ無記述 ４％ 
おみそ汁 A正解 ７４％  C不正解 ２６％  Ｄ無記述 ０％ 

理由  記述なし３９％ 
設問１・４の小学校既習事項については無回答が少なく、自分の知っていることを何とか書こうという姿があった。

中でもリトマス紙に関する解答が多く、水溶液の性質を調べるための具体的な方法として体験してきたことは、時間

がたっても定着していると言える。また、設問３のように生活体験から答えられる問題についても雪や塩などの結晶

に関する記述率が高かった。生活体験は比較的豊かな生徒が多く、それを生かして予想、考察など深めていくことが

できると考えられる。反面、身近な水溶液の液性や性質の大まかな特徴を捉えている生徒は少なかった。学んだこと

と身の回りの生活を結びつける力は弱いと言える。 



設問２にでは、ガスを集める具体的な方法を問いにした。目に見えないガスをどう集めるか、ましてや生活体験が

ないと思われるこの問いを答えるには、はやり科学的な思考が必要である。残念ながら無回答が３５％と一番高くな

った。また、窓を開ける・ガスの元栓を閉めるなど危険回避の対処を書いている生徒も多く、気体を集めるという事

自体が非日常的であり、概念がないと思われる。さらに、方法を書いている生徒の中には掃除機で吸い取るという解

答も多く、目に見えないものに対してのものの見方・考え方をつけていくには具体的な事物提示やモデル化などをよ

り多く取り入れ、徐々に抽象的思考へと高めていく必要があると考える。 
○体験的な学習は時間がたっていてもよく定着している 
○生活体験は比較的豊かである 
△学習内容と身近な生活を結びつける力が弱い 
△経験がないものに対し消極的で、主体的に考えられない。 
△目に見えないものに対して考える力が弱い 

以上の学習状況の結果から、本校生徒の良さは 
◎基本的な知識理解についてはよく努力し力をつけることができる。 
◎体験的な学習や豊かな生活体験からの知識は定着しやすい。 
 
また、課題点として 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
授業改善へ 
２．分析に基づく授業改善 
（１） 授業改善の方針 
一年生において毎時間どんな事を追究するのか明確に生徒に伝わるよう導入を工夫すること。そして、それが課題、

評価とつながっており、生徒自身が一時間を終えたときに自分でその力が付いたかどうか自覚できるものであるように

改善すること。つまりスタートとゴールを教師だけでなく生徒にもはっきり分かるようにし、目的意識をもって主体的

に課題追究できる力を伸ばしたい｡また、その追究していく事物や事象は、身近なものを利用し日常生活に戻していきた

い。そうすることによってその理解に実感が伴い、より力がついていくと考える。そのために日常生活との関連を重視

した学習内容を指導計画に位置付けていく。これらが本校生徒の実験観察の技能表現、科学的思考の力を付けていく第

一歩となると考える。また、授業改善をしていく単元は第一学年第一分野「身のまわりの物質」とし、一年生全体を対

象とする。また、効果的に実験を行い、体験を通じての学力の定着も図りたい。 
 
 
 
 
 
 

授業改善の方法 
①追求課題が明確になる導入の工夫 
②付けたい力が生徒自身にも見通せる課題・評価の工夫 
③生徒自身がつけた力を自覚できる場の設定 

付けたい力 
・ 目的意識を持って主体的に課題追求できる力 
・ 実験観察の技能表現、科学的思考の力 
・ つけた力を生徒自身が自覚できる力 

科学的思考が育っていな

いため観察実験が単なる

活動で終わってしまう。 

単なる活動のため考察す

る力が乏しくなる。 

授業に対して見通しがも

てず、課題追究するための

実験観察ができない。 
目的がない実験観察の

ため、科学的思考が育ち

にくい。 

考察から新たな疑問や課

題が見いだせないため、次

への見通しがもてない。 

悪循環ができあがっている 



（２） 改善の具体的方途と実践 
①追究課題が明確になる導入の工夫 

従来、導入前に前時の復習に関する発問やミニテストをし、挙手発言などさせることで基礎基本の定着や授業への

自主的な参加をねらってきた｡しかし、前時、理解できていない生徒やノートが取れていない生徒、自主的に参加で

きない生徒には逆に初めから意欲をそぐものでもあった｡そこで、復習に関することはまとめて行うこととし、導入

ではできる限り始めから事象提示をし、誰もが新しい気持ちで授業に臨めるようスタートを工夫し、その時間何を学

習するのか目的をよりはっきりさせた。 
 
例１）物体と物質の違いを明確にさせるための導入 において 

ねらい：物質と物体が区別できる。また身の回りの物質について興味をもつことができる 
 
 
 
 
 
    

 
                       

                                   
 
例２）密度の学習の導入  において 
    ねらい：金属を区別する方法の１つとして密度があり、密度を利用することができる  
 
 
 
    
 
                          
 
 
②付けたい力が生徒自身にも見通せる課題・評価の工夫 
従来は章ごとの評価カードを使用し、教師側からの簡単

な４観点の評価と生徒自身の意欲的な面の自己評価を行

っていた。教師側としては生徒を４観点で評価することは、

ねらう力が明確なためすぐにできるが、評価された生徒は

丸がつけばうれしい、丸がつかなければ残念、という意識

で止まっている。具体的に何をすれば丸になるのかが分か

らないままで次への見通しがもてなかった。そこで、より

生徒自身にも自分が付けるべき力が分かるように、従来の

カードと並行して毎時ごとの評価表を使用し、それに関す

る自己評価を継続した。また、それは当然課題と直結する

ものであるようにした。ゴールをはっきりさせることで課

題からその解決までの見通しも生徒なりにもたせた。また、

実験で必要な技能を一覧表にし単元が終わるまでにどの

ような技能がついていればいいのかあらかじめ生徒自身

が見通せるものとした。 

リサイクルやゴミの分別方法を想起させた
り、教科書の挿絵やコップなどを用意したり
するなどして物質と物体の区別を考えさせ
る。 

お金（コイン・お札全ての種類）
スチール缶とクギを用意し、その共通点と相違
点を見つける中で物質と物体の違いをはっき
りさせ、自分でも同じような例を身のまわりか
ら７つ以上見つけさせる。 

鉄や銅など金属どうしを区別する方法を考え、

条件を統一して質量を比べる方法へと導いて

いく。 

ペットボトルに水を入れたものとアルコール

を入れたものを用意する。天秤で重さを量りそ

の違いは何かを考えさせる。 

思い出させる、考え

させるという抽象的

活動 

違いをはっきりと押さえ

何をするのか生徒自身が

分かりその結果が見える

ものに改善

思考から入る

学習活動 
視覚的に常識を破り、興味付

けをしたあとの思考活動 



③生徒自身が付けた力を自覚できる場の設定 
従来生徒が自分の身につけた知識・技能・学び方が発揮できるのは単元末や期末､実力テストという限られた場所

でしか設定させることができなかった｡そこで身のまわりの物質では発展的な授業を取り入れ、自分のつけた力を生

かせる場を設定し、それが自己評価できるように工夫し、力をつけると身近なものの見方が変わり､それが新たな意

欲や課題につながるようにした。 
 
 身のまわりの物質を区別する力を生徒自身が自覚できる ために 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教師の用意する実験材料だけでなく、実際に自分の身のまわりの物質についてじっくりと考え、それを自分の学習

した技能や知識や方法をもう一度使って調べることを通して、自分のつけた力を再確認できるようにする。また、ビ

フォアアフターテストを行うことで自分が以前に比べて知識や考え方に深まりが出たことを自覚させる。 
 
３．授業改善後の成果 

① 追究課題が明確になる導入の工夫 
② 付けたい力が生徒自身にも見通せる課題・評価の工夫 
 

授業の導入をミニテストや復習でスタートさせず、できる限りもので入ったことは低学力層の生徒への意欲付けには

大変有効であった。なかなかノートをとれなかった生徒、挙手スタートできなかった生徒も少しずつ意欲的になり、１

時間の授業への集中力も上がってきた。また、授業前や授業後でも「今日は何やるの？」と期待を見せるようになり、

さらに「今日は○○の実験するんだよね？」や「単元終わるまでにあと何回授業がある？ガスバーナーのマスターにそ

れまでになってやる」など、その生徒なりの見通しをもつ言動が見られるようになってきた。 

物質を７つ見つける 評価カードより 
物質と物体の違いを意識しながら７つ以上見つけようと身の回りのものを探す意欲的な姿があった。身近なものを物質

という観点から見ること、さらにそれらを気体・液体・固体に分けるなど、生活の中を今までと違った視点から見直す

楽しさを実感している姿があった。 

① 金属、プラスチックの区別のしかたを知
り、調べる。 

② 自分の身のまわりのものを考えて持参し、
自分の得た技能を生かし実験をする。 

③ 結果からどう分類されるのかを考察し、身
のまわりの物質について再考する。 

① 酸素と二酸化炭素の発生方法と捕集方法
を知る。 

② 実験を行いその性質を調べる。 
③ 水素やアンモニアの性質からその捕集方

法を考え実験し、その性質を再度確かめ
る。 

④ 身のまわりのもの（レバーとオキシドー
ル・発泡入浴剤・入れ歯洗浄剤など）から
気体が発生することをあらためて確認し、
その気体を自分の今まで学習した事を生
かして捕集・同定する活動を行う。 

① 金属の区別のしかたを知る。 
② 実際に金属光沢、導電性などを調べる。 
③ プラスチックにも種類があり区別できる

ことを知る。 

① 酸素と二酸化炭素、水素、アンモニアの発
生方法と捕集方法を知る。 

② 実験を行いその性質を調べる。 
③ 気体の性質に合わせた捕集方法やその性

質の調べ方をまとめる。 



③ 生徒自身が付けた力を自覚できる場の設定 
授業より 
「身の回りのものから気体を発生させ今まで学習したことを生かして捕集同定ができる」授業（別紙資料） 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
＜Ａ子について＞ 

A子は、授業はまじめに受けるが、受動的で予想や考察が苦手な生徒である。その反面、テストではいつもよい点

を取ることができていた。こつこつと学習をするため点は取れるが、授業では、間違いをおそれ、自分の考えを表現

したり深めたりすることに喜びを見いだせない状態であった。しかし、この授業においては班の仲間と生き生きと活

動をし、試行錯誤を繰り返しながら気体を同定していく姿があった。結果を仲間の中で交流するときにも違う班のと

ころへ行き、自分の実験結果と考察を堂々と話す姿が見られた。 
＜Ｂ男・Ｃ子について＞ 
 Ｂ男やＣ子は、目的をもった実験ができずにいる生徒の一人であった。そのため自主的に追究活動をすることが難

しく意欲が続かない事が多くあった。しかし、班の仲間に頼ったり、先生に言われてからやったりするのではなく、

自分でできたという自信が少しずつ芽生えてきた。Ｂ男は１つの気体の結果が出ると、自分からノートを出し記録す

る姿が見られた。また、Ｃ子は自己評価でも初めて自分でＡをつけた。 
＜Ｄ子について＞ 
 Ｄ子は自主的に追究活動をすることができる生徒である。班の中でも率先して実験をしたり発言をしたりと活発で

ある。この授業でも自分の考えをもち実験を進めていくことができた。今までの実験で得た事を十分生かし、何度も

繰り返し気体を捕集し、様々な方法で調べていく事ができた。 
 
 
 



ビフォアアフターテストより 
学習への興味関心が薄かったＹ男のビフォアアフターテスト 

 
ビフォアテストの時には、なかなか筆が進まずに、そばについていないと放り投げてしまっていた。しかしアフター

では、自分でもすらすらと書ける事がうれしく、どんどんと解答欄を埋めていくことができた。また、できあがったテ

スト用紙を大事そうに眺める姿があった。 
 
 



④ 付けた力の考察 
（ア）科学的思考の力について 
アフターテスト 
設問２（科学的思考） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単元終了後のアフターテストでは評価ＡＢがあわせて９７％に達した。もちろん実際に塩素を使用した実験はし

ていないが、気体の性質を考え、下方置換という言葉とともに正しく解答することができた。 
設問４（科学的思考） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（ビフォアー）下のホースからガスが漏れています。
危ないのでガスだけを早く集めたいと思いま
す。どうやったらいいでしょう。図と言葉で説
明しましょう。 

 
A 気体を重い軽いと考えて具体的な方法で集めよう
としている        

B 具体的にビニールなど用具を用いて漏れないよう
に集めようとしている   

Ｃ集められない方法を記述している  
Ｄ無記述 

→（アフター）塩素は有毒で殺菌作用や漂白作用がある物
質です｡また、水によく溶け空気より密度が大きいという
性質を持ちます｡ではどのような集め方をすると安全に
この塩素を集められますか？集める方法とその方法を選
んだ理由を書きましょう。 

Ａ水に溶けやすい、密度が大きいということが理由に挙

げ、下方置換だと判断できる  
Ｂ下方置換だとわかる 
Ｃ間違い 
Ｄ無記述 

設問２ビフォア

A

B

C

D

ココア・コーラ・塩水・おみそ汁を数日間静かに置いておいた。 
それぞれの濃い部分（上の方 下の方 中間部分 どこも同じ）はどこか、またその理由を書きましょう。 

ココアビフォア

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

ココアアフター

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

コーラビフォア

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

コーラアフター

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

設問２アフター

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

ココア正解率 ７８％→８９％ 

コーラ正解率 ４９％→７２％ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水溶液は透明で溶質は見えない粒となって均一に拡散している、という学習内容から身の回りのものについてど

の程度考えられるかを見る問題であった。どの身近なものについても正解率を上げており、得た知識を身近なもの

に応用し判断できる力が付きつつあることがわかる。 
 
県の学習状況調査（Ｈ１６年度）１年生 県の学習状況調査の正答率 

科学的な思考       ７１．８％ （前年比 ＋２０％） 
○ 光の屈折を身近な現象として適切にとらえている 

屈折に関する前年度の正答率５０％に対し、今年度は７６，１％に上がった。また設問の意図である屈折を身

近な現象として正しくとらえられるかに正答率が上がったことは、本校の生徒の弱さであった、学習したことを

身近な生活に結びつけることに対して力がついてきたことが伺える。 
○ 同じ重力であっても力がはたらいている面積によって、圧力の大きさが変わることを考えられる 

前年度同様のこの問題では６０％であった、この記述式の設問に対して９１％の記述率で７８，４％の正答率

を得た。面積と圧力の関係を自分の文章でまとめ表現する力がついていると言える。 
○ 条件を変えた実験から結果の違いを推論することができる 

８４，２％の正答率を得た。この実験は大規模校であるため、実験器具に余裕がなく、各クラス各班の試験管

を結果が出るまで保管しておくことができず、実際にはおこなっていない実験であった。しかしこの正答率を見

ると、体験したことでなくても実験の意図を理解し条件に当てはめながら結果を考える力がついてきたと考えら

れる。 
（イ）実験観察の技能表現の力について 
ビフォアアフターテスト 

 
  
 
 
 
 
 
 

塩水ビフォア

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

塩水アフター

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

おみそ汁ビフォア

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

おみそ汁アフター

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

（アフター）食塩・硝酸カリウムの結晶を作る方法を説明し

ましょう。また、出てきた結晶を観察した様子を書き表しま

しょう 
Ａ冷却する・蒸発させ再結晶させる方法が書ける 
Ｂ再結晶の方法をどちらか１つ書ける 
Ｃ間違い 

設問３（ビフォアー）結晶と聞いて知っている
ものを絵や言葉で書きましょう。 
 
A結晶の形が絵や言葉で表せている      
B雪や食塩などの結晶の名前が書けている   

Ｃ間違い 
Ｄ無記述 

塩水 正解率 １０％→５６％ 

おみそ汁正解率 ７４％→８３％ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

再結晶の実験で、きれいな結晶が出てきたときの生徒の喜ぶ様子からもこの結果からも体験したことが後に生徒

自身の力となり定着したことがわかる。 
 

県の学習状況調査（Ｈ１６年度）１年生 県の学習状況調査の正答率 
観察実験の技能表現    ７０．３％ （前年比 ＋１１．３％） 

○水上置換を用いて酸素を適切に捕集できる 
実践した単元であるこの設問に対し正答率は９２．３％であり、無回答率も７％と他設問も含めて２番目に低

いものであった。前述したＢ男やＣ子のように今まで受動的で授業に参加していた生徒たちが自信をもって答え

られた結果であると言える。 
○身近なもので二酸化炭素を発生させる方法を説明できる 

入浴剤と水やベーキングパウダーと酢など身近なものを用いて体験的に学習をしてきたのだが、残念ながら正

答率は４４，８％であった。このことを扱った授業において問題があると言える。その原因の一つは、気体が発

生する実験が３種類もあり、１つ１つの実験がぼけてしまったこと。実際にベーキングパウダーと水と書いた生

徒、レバーにオキシドールと酸素を発生させる組み合わせを書いた生徒が多くいたことからもそれがわかる。二

つめに１時間の中で、考察の在り方に問題があったこと。自分が行っていない実験の考察は意欲的になれず、単

に聞くだけとなってしまったこと。つまり教師が、体験させたつもりになっていただけであり、酸素を発生させ

る実験のみ行った生徒には体験ではなかったということである。この授業展開には再考が必要である。 

設問３ビフォア

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

設問３アフター

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ


