
事 例 中学校 理科 第１学年「身のまわりの現象」～いろいろな力の世界～

テーマ 自然事象のすばらしさを実感しながら、

生徒の実態に即した指導計画の工夫改善と評価の在り方

授業改善の ・県の学力状況調査をもとに 「科学的な思考」を伸ばすための授業改善、

ポイント ・実態に即した単元指導計画の工夫改善

・個に応じた指導の工夫改善

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（福岡中学校）の学習状況調査の比較（昨年度１・２年生）

②本校１年Ａ組の状況調査

ア．理科学習に対する全体の傾向・・・理科学習に関わるアンケート

イ．学習状況調査・・・昨年度の学習状況調査を実施

学習状況の結果と分析

①県全体と本校の学力状況調査結果の比較より

観察・実験の 自然事象についての
正答率 科学的な思考 技能・表現 知識・理解

県全体１年 ５７．３％ ６８．８％ ６１．６％

本校１年生 ５４．２％ ６０．９％ ５５．３％

（－３．１％） （－７．９％） （－６．３％）比 較

観察・実験の 自然事象についての
正答率 科学的な思考 技能・表現 知識・理解

県全体２年 ７２．８％ ６９．７％ ７６．５％

本校２年生 ６８．８％ ６１．０％ ７２．６％

（－４．０％） （－７．３％） （－３．９％）比 較

県と本校の学習状況調査の結果の比較から次のことが分かる。

「科学的な思考」および「自然事象についての知識・理解」においては、県全体の正答率とほぼ同じであ

った。しかし 「観察・実験の技能・表現」と１年生の「自然事象についての知識・理解」では６～８％ほ、

ど正答率が低かった。具体的な事例として次に示した。

本校１年生の正答率＜１年事例＞ 問題の意図 県全体の正答率

６４．８％ ５０．０％
鏡による像の見える範囲を光の反射のきまり

から考えることができる。

５０．３％ ３４．２％
光が空気中から水中に垂直に入射するときは、

光はそのまま直進することを理解している。

４３．９％ ３１．６％
物体にはたらく重力の大きさと圧力の関係に

ついて考えることができる。

３２．７％ １８．４％圧力の求め方を理解している。

５３．８％ ５０．０％
蒸散が葉で行われることを確かめる方法等を

考えることができる。

５９．５％ ３１．６％
石こうを使った実験から岩石の粘り気と火山

の形の関係について考えることができる。



本校２年生の正答率＜２年事例＞ 問題の意図 県全体の正答率

７２．９％ ５７．５％
電熱線の抵抗値を求めるには、オームの法則の

関係を用いることができる。

７２．３％ ６６．７％
炭酸水素ナトリウムの加熱実験の結果から、炭

。酸水素ナトリウムの分解を考えることができる

６０．７％ ５０．６％胎生と卵生を分類することができる。

４４．０％ ２９．９％
だ液が糖をデンプンに変えることを説明するこ

とができる。

また、分野別で正答率を比較すると、２分野の「光合成と蒸散」の出題に関して、６問中５問が県全体

の正答率より高い結果であった。これに対して、１分野では、全１４問中２問県全体の正答率を上回るに

。 、 、 「 」 。過ぎなかった これは 本校の年間指導計画では ２分野生物領域 植物の世界 を先行して行っている

中学校に入学して初めての単元ということもあり、自然の直接体験に重点を置いて、十分な学習時間を位

置付けている。学習状況の分析からもこの点は大きな成果であると考える。しかしながら、１分野物理領

域「身のまわりの現象」では、科学的な思考に弱さが見られることから、事実を的確に捉え、事実に対す

る見方や考え方を仲間と練り合うことを、今後の指導面の改善点としていく。

また、学習状況調査の設問の中で「力に関する問題」は、こちらが想定していた正答率を著しく下回っ

た。昨年度もこの単元では、課題の明確化の場、追究の方向付けの場、自分の考えや仲間の考えの練り合

いの場の位置付けを行ってきた。特にこの単元では、事象や教材教具の工夫をしてきた。今年度も、引き

続き追究過程での教材教具の改善を行い、より個に応じた指導過程を工夫することにした。

②本校１年Ａ組の状況調査

ア．理科学習に対する全体の傾向

授業での様子と平成１５年度岐阜県学習状況調査の結果から、４観点において分析する。

【Ⅰ】自然事象への関心･意欲･態度について

学習に対する意欲はもちろん、自然事象への関心・意欲は十分にあると考える。なぜならば、理科の授

業で自然事象に対して疑問を持って追究しようとし、自分の考えを仲間と練り合いながら生き生きと取り

組んでいる生徒がほとんどだからである。

【Ⅱ】科学的な思考について

学習状況調査の「鏡による像の見える範囲を光の反射のきまりから考えることができる」の問題の正答

率が４４．１％であったことからも、事実を関連付けて考察する力・推論や分析する力・多面的に考える

力などの科学的な思考が十分身に付いていない状況にある。

【Ⅲ】観察・実験の技能・表現について

学習状況調査の「光の反射のきまりを用いて、作図できる」問題の正答率７６．３％や 「ろ過の操作を、

」 ． 、 。習得している 問題の正答率８４ ２％から 観察・実験の技能・表現はおおむね満足できる状況にある

その他の実験器具の扱いに関する問題や、力を矢印で表す問題に関しても同様に、正解率が比較的が高い

結果となった。

【Ⅳ】自然事象についての知識・理解について

学習状況調査の「発生する気体とその確認の仕方を理解している」問題については、正解率が３４．４

％であるのに対して 「成層火山としての富士山の形を理解している」問題では、８９．５％と単元によっ、

て差があることが分かる。



イ．理科学習に関わるアンケートから

、＜結果＞理科の授業・実験観察・意見交流などにおいて

「楽しい」または 「だいたい楽しく授業をしている」と、

答えた生徒は９７％に達していた。

、 、＜分析＞ このことから 最近叫ばれている理科離れや

、 、理科嫌いというよりも むしろ生徒たちは理科の授業で

より多くの自然事象や自然現象を通して、さらに多くを

学びたいと感じていることが分かる。

４２％（複数回答可）が、学習意欲がわかない＜結果＞

理由として 「たくさん覚える言葉があるが、つながり、

」「 」 。わからない 勉強の仕方がわからない と答えている

１４％が「ノートに自分の考えを書くのが苦手」と答え

ている。

これは、学習・探究意欲はあるが、どのように＜分析＞

論理的に組み立てて考え、その語句と自然事象・自然現

象とのつながりを１本の道筋として、理論的に考えてい

く力に乏しいことの現れである。

２２％が「自信がないことから活動ができな＜結果＞

い 」１５％が「説明してもらっても、やり方が分から。

ない」９％が「話を聞いていなくて、やり方が分からな

いと答えた。

実験観察の場を、楽しく感じ意欲的に取り組む＜分析＞

姿勢はある。しかしながら、目的意識が薄かったり、技

能等に自信がないことから積極的に追究できない場面も

ある。

「考えがまとまらない 「自分の考えが間違っ＜結果＞ 」

ているかもしれない 「考えはまとまっているが、上手」

く話せない」と答えた生徒が、５０％に及んだ。

考えを深め、班での意見交流（練り合い）をし＜分析＞

ていく以前に、生徒個人の考えや、その事象に対する見

方が理論立てて構築されていないことがある。生徒一人

一人が、話し合いの材料をしっかり整理できていないた

め、意見交流ができるはずもない。

５３％が 「まとめ方がわからない 「まとまっ＜結果＞ 、 」

ているが、文章に表現しきれない 「間違っているかも」

しれない」と答えた。また、８％が「授業中の内容がよ

くわからない」と答えた。

単位時間の学習の振り返りが十分できていない＜分析＞

生徒が多いことが分かる。授業時間内では分かったよう

な錯覚に陥っており、結局、学習内容を生徒自身の言葉

でまとめきれないことが、学習事項の定着につながって

いない。

理科の授業全体について
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２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

前に示したような分析より、本校１年Ａ組の生徒一人一人に、事実を関連付けて考察する力・推論や分析

する力・多面的に考える力などの科学的な思考を、さらに身に付けさせたい。そのために、次のようなサイ

クルで指導が展開されることがのぞましいと考える。

集団の変容
岐阜県学習状 実態に即した学校・学年集

況調査など 指導法団の実態

授業改善①②

個に応じた指
個人の変容

導（評価）

授業改善③

特に、授業改善①②と③の部分に重点を置き工夫改善した。分析結果らも 「科学的な思考」の力をさらに、

伸ばしていきたい。なぜならば、事実から考察する力が十分でないために、追究の深まりが不十分であると

考えるからである。従って、授業改善①では、単元指導計画の工夫改善を行い、それに伴った教材教具の工

夫も併せて行った。授業改善②では、授業過程の工夫改善を行った。授業改善③では、評価規準（評価）に

達しない生徒に対する指導援助の工夫改善を行い、それに伴った教材の工夫も併せて行った。平成１５年度

「 」 。 、岐阜県学習状況調査では１年生の いろいろな力の世界 の圧力に関する問題が出題されている ここでは

「面を垂直に押す力と接触面積の関係に着目し、圧力は力の大きさに比例し、面積に反比例することを実験

から導き考察することができる」という科学的な思考が取り上げられている。この思考を身に付けることを

踏まえて、１年生の単元「いろいろな力の世界」で授業改善を試みた。

（２）改善の具体的方途と実践

授業改善①：単元指導計画の工夫改善

「 」 、 、 。 、科学的な思考 の力を高めていく上で まず 事象に対する正しい認識が重要であると考えた これは

正しく事実を整理できることで、様々な事実を関連付けて考察していくことになるからである 「力」に関す。

る基礎的な性質を「力の大きさ」や「力の向き」と捉え、力の３要素を単元を貫いて用いることで正しく事

実を整理し把握することになると考え、単元指導計画の工夫改善を行った。

従前の単元指導計画 改善した指導計画 具体的な工夫

４ ・目に見えない力の大きさを表すために、矢印を使うとことを知り、力を作用点、

大きさ、方向の３つの要素に正しく図で書き表すことができる。

５ ・どのような条件を満たすと２力が ５ ・どのような条件を満たすと２力がつ つり合っている

つり合うのか調べ、３つの条件を り合うのか調べ、３つの条件を満た ことを、文章だ

満たせば力がはたらいても物体が せば力がはたらいても物体が静止 けでなく図で表

静止し、そのとき２力がつり合っ し、そのとき２力がつり合っている 現できるよう工

ていることを理解できる。 こと できる。 夫した。力の矢印を使って説明

６ ・身の回りの静止している現象に関 ６ ・身の回りの静止している現象に関わ 一直線上反対方

・ わる力を言葉で表し、静止してい ・ る力を言葉で表し、静止している現 向同じ力、矢印

７ る現象が２力のつり合いで説明す ７ 象が２力のつり合いで説明すること を使って図で表

ることに気付き、その２力を言葉 に気付き、その２力を すように工夫し力の矢印を使

と図で正しく表すことができる。 できる。 た。って説明



８ ・圧力の大きさを調べ、同じ大きさ ８ ・紙コップの実験を通して、紙コップ コップ１個当た

・ の力でも力のはたらく面積によっ の数が増えると１つ当たりにはたら りの力を矢印を

９ て力のはたらきが変わることに気 く力が小さくなり、数が減ると１つ 使って図で表す

付き、圧力と面積の関係を見いだ 当たりにはたらく力が大きくなるこ ように工夫し

すことができる。 とを できる。 た。力の矢印を使って説明

９ ・コップ１つ当たりにはたらく力の考

え方から、圧力は単位面積あたりに

はたらく力である関係を見いだし計

算をすることができる。

１０ ・空気に重さがあることを調べ、大 １０ ・空気に重さがあることを調べ、大気 空気の柱をイメ

気圧がすべてのものに対して、上 圧がすべてのものに対して、上から ージし大気圧が

からかかっていることが説明でき かかっていることを かかることを矢力の矢印を使っ

る。 できる。 印で表す工夫。て説明

１１ ・大気圧の大きさを実験を通して実 １１ ・大気圧の大きさを実験を通して実感 四方八方から大

感し、大気圧がすべての方向から し、大気圧がすべての方向からはた 気あるがかかる

はたらいていることを説明でき らいていることを ことを矢印で表力の矢印を使って

る。 できる。 す工夫をした。説明

１２ ・身のまわりの大気圧の大きさと関 １２ ・身のまわりの大気圧の大きさと関わ 吸盤などが、壁

わって起こる現象を関連付けて大 って起こる現象を に付くことを矢力の矢印を使って

気圧についてまとめることができ し関連付け、大気圧についてま 印を用いて図に説明

る。 とめることができる。 表す工夫。

授業改善②：授業過程の工夫改善

、 、 、改善した単元指導計画より 第８時間目の圧力の概念形成では 単位面積当たりの関係を見いだすために

紙コップを用いた実験を展開した。圧力の概念の形成において、単位面積当たりを垂直に押す力に対する捉

えが十分でないという実態がある これは 面積の大きさと垂直に押す力の２つの要素が変数となるため ２。 、 （

変数）つまづくことが多いと考えられる。よって、紙コップを面積１と見たて、コップの数を面積と結びつ

けた 『単位コップ当たりの見方』から『単位面積当たりの見方』へと高めることをねらった。。

全１２時間の８時間目のねらいを 「紙コップの上に乗る実験を通して、紙コップの数が増えると１つ当た、

りにはたらく力が小さくなり、数が減ると１つ当たりにはたらく力が大きくなることを力の矢印を使って説

明できる 」として、授業を展開した。。

評紙コップの上に乗る実験を通して、紙コ １つのコップ当たり

ね 価ップの数が増えると１つ当たりにはたら にはたらく力 重さ（ ）

ら 規く力が小さくなり、数が減ると１つ当た について考えること

い 準りにはたらく力が大きくなることを力の ができる。

矢印を使って説明できる。

・板の上に乗る人の体重は変わらない。

・変化するのはコップの数、コップ１個当たりにかかる力の変化！

＜コップ１個当たりにかかる力＞

＝圧力の概念（単位面積当たりの力）



また、生徒は自分の身体がたった３個の紙コップで支えられる現実に直面し、驚きの中で課題を解決しよ

うとした。ここで再びねらいを振り返ってみる。

紙コップの上に乗る実験を通して、紙コップの数が増 従前の単元指導計画のねらいでは 「説明で
ね

、

えると が小さくなり、数が減 きる」という目標になっている （ 矢印を使
ら

１つ当たりにはたらく力 。「

ると が大きくなることを って」が使ってない）
い

１つ当たりにはたらく力 力の

できる。 生徒は、この「説明」をいくつもの捉え方矢印を使って説明

をした。

など、様々な捉え方をし［文章 ［絵 ［図］］ ］

板の上に乗る人の体重は変わらないので、紙コップを ていたが、個々にねらいを十分に達成するこ授

押す力は変わらない。しかし、１つ当たりのコップに とができなかった。業

はたらく力は 紙コップの数が多くなると小さくなり することで、コップの 、 、 力の矢印を使って説明

紙コップの数が少なくなると１つ当たりのコップには の数が減ると１つ当たりにはたらく力が大き出

たらく力は大きくなる。 くなることを考えることができた。口

改善後

力の矢印を用いて説明する （既習事項である）授 。

業

の

（３個） （４個）出

口

授業改善③：個に応じた指導の工夫改善

科学的な思考
第８時間目のねらいを全員が達成できなかった。

教師および班ごと
紙コップの実験終了

力の矢印で表現

に確認するコップ１つ当たり

「コップ１つ当たりにはたらく力という考え方」と「力の矢印を使って説明すること」が重要である。単

元を通して力と圧力の関係を力の矢印で表現することを貫くことで、単位面積当たりの力の大きさの考えを

持たせることができ、圧力の概念を形成する上で有効であると考え、指導をすすめた。しかし、ねらいを十

分達成できない生徒が生まれていた。その原因を考え、指導の改善を図った。

生徒の思考１つのコップ当たりにはた ＜この生徒の状況＞ 力の矢印で表現できない。

。らく力（重さ）について考 ・単位コップ当たりで考えられない

えることができる Ｂ評価 ・力と個数の関係が分からない。。（ ）

＜手だて＞

紙コップの個別実験

（どの生徒も体験する）



個別実験を行う上で次の３点を意識した。

（ ） 。・コップの個数に注目させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・変数 コップの数 を認識する

（ ）。・上から加わる力には変化がないことを確認する・・・・・・・・・・条件統一 垂直に押す力の固定

・コップの数が増えると、つぶれなくなることを考えさせる・・・・・１個当たりの力を意識する。

個別実験を行う段階では、この生徒は実験に対して毎回驚きの声を出して活動するなど、事象への興味・関

心は高かった。追究活動の中で、この生徒が「もう次はつぶれそうだ」と予想しながら実験を行っていたこ

とに着目し、この感覚的な見方を「力の矢印」を活用しまとめさせる指導・援助を行った。

しかし、まとめの中で、この生徒が「片足が乗ったときと 「両足で乗ったときでは」天板にかかる力の大」

きさが違うから、上手く説明ができないと言い出した。生徒が疑問に思った点は次の２点である。

・板に乗った位置の真下に一番力が加わり、各コップに均等に分散されないのではないか。

（力の伝わり方への疑問）

、 、 、 。・両足で 板の上に乗ったときと 片足で板の上に乗ったときでは 板に加わる力の大きさが違う

（力の変化への疑問）

早速、ビデオテープを持って疑問を持った生徒と保健室へ行き体重計で計測した。

個別実験を行った生徒の発言から、

垂直に力を加えることができるものとして、体重計をイメージした生徒が多かったことから、保健室の体

重計で検証した。

３８ｋｇの生徒

が片足で乗る

３８ｋｇを示す

２台の体重計に乗る

体重計１の値（１９ｋｇ） 体重計２の値（１９ｋｇ）

体重計１と２の値の和が本人の体重に一致



３ 授業改善後の成果

授業改善①：単元指導計画の工夫改善

力の３要素を単元を貫いて用いたことで、単元後半に進むに従って生徒は 「この力の世界は、力を矢印で、

図に表すことで考え易くなる。力の矢印を使っていくことで、つり合いだけでなく、圧力や大気の力のはた

らきも説明できる」ことに気付いていった。単元の出口の第１２時間目では、吸盤やサランラップが大気圧

によって密着していることも力の矢印を用いて説明できた。力の矢印で説明することを単元で貫くことは、

生徒自身が力のはたらきに対する見方や考え方を獲得する上で大変有効である。

授業改善②：授業過程の工夫改善

授業過程の工夫改善後の生徒のプリントを示す。

この生徒は 「コップ１個」と、

「コップ２個」の比較のモデル

で説明している。力の矢印を用

いて、コップ１個当たりの力の

大きさに着目している。そして、

圧力の概念である、単位面積当

たりを垂直に押す力という圧力

の見方や考え方に迫っている。

以下、同様に生徒のプリントを示す。

生徒がまとめたプリントからも分かるように 「力の矢印を使って 「コップ１つ当たり」の力について考、 」

え表現している。これは、単元を通して「力を矢印で表す」ということを貫いてきたからである。また、コ

ップを用いたことにより 「コップ１つ当たりの力」という単位個数当たり何Ｎという考えにも及んできた。、

次の第９時間目の「圧力」の授業では 「単位面積当たりにかかる力」という考え方にスムーズに考えを発展、

させることができた。

授業改善③：個に応じた指導の工夫改善

実態から十分に検討した単元指導計画および、授業過程の工夫改善を行ったと思われる場合でも、生徒一

人一人のねらいに対する到達度を見ていくと、個々の生徒に様々な部分でのつまずきがある。第８時間目に

おいて、つまずきをもった生徒の評価規準の達成のために、身近な保健室の体重計を用いて実際に体験させ

ることで事実から考えさせた。



４名の生徒とビデオカメラを持ち保健室へ保健室の体重計

（３８ｋｇの生徒が体重計に乗る）

③中心から少し ④２台に片足ず
①両足で乗る ②片足で乗る

はずれて乗る つ同時に乗る

ずつを
どれも、 を示した。３８ｋｇ

１９ｋｇ

示した。

保健室で撮影した体重計の実験結果を理科室で１年Ａ組の生徒全員で確認した。②の「体重計に片足で乗

る」状態から、片足減ったのだから、体重も減るのではないかと思っていた生徒も、よくよく考えると、体

重自体は何も変わっていないから、変わるはずがないことに気付いた。また、③では、体重計の仕組みを説

明する生徒によって、ほとんど変わりのないことを理解した。

④の２台の体重計に片足ずつ乗せると見事に値が半分になった。これには、驚きの声が上がった。このこ

とから、片足で立つと、３８ｋｇが１本の足にかかり、両足で立つと、その半分の１９ｋｇになることを映

像から確認できる。この事実は、単位コップ当たりにはたらく力の大きさと同様にして考えることができる

ことに気付いていった。このことは、圧力の概念を獲得する上で大変重要である。


