
図表－１ 第１学年 県の学習状況調査の正答率（本校との比較） 
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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（昨年度）と本校の状況分析 

 (2) 本校の本年度第２学年の学習状況分析（１学期期末テスト到達度） 

 (3) 本校の本年度第２学年の学習状況分析（理科に対する興味…理科アンケートより） 

学習状況の結果と分析 

 (1) 県の学習状況調査（昨年度）と本校の状況分析                    

 【結果】 

 知識・理解については県対比で大きく正答率が上回ったが、科学的な思考については知識・理解と

比べると７％ほど下回った。 

 理科学習の中で、教師から与えられた活動をして結果を覚えているだけで、自分で目的意識をもっ

た観察・実験を通して問題解決をしていく学習となり得ていないではないかと考える。 

 本校第２学年の昨年度の学習状    

況調査の正答率の結果から、基本

的な知識・理解についてはおおむ

ね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

で繰り返し出される基本的な知

識・理解に関する事項については

身に付きやすいと考える。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な思考力が弱いと言える。 

 理科学習の中で、観察や実験などの活動そのものには興味をもって取り組むものの、自分で目的意

識をもった観察・実験を通した問題解決学習となりえていない生徒が多いのではないかと考える。つ

まり、何のための実験で、そこから何が分かるかなどの科学的な思考力が育っていない。 

 (2) 本校の本年度第２学年の学習状況分析（１学期期末テスト正答率） 

 知識・理解に対して科学的な思考の正答率は、８％ほど下回った。 

 覚え込めばある程度定着する知識・理解と違って、科学的な思考は、観察・実験を伴った問題解決

学習のなかで意図的に育成していかなければ定着しないと考える。 

 期末テストの正答率の結果からも、基本的な知識・理解

についてはおおむね定着しているが、科学的な思考力が弱

いということが分かった。 

 科学的な思考を問う問題のうち、特に正答率が低かった

のは、実験結果を示して、そこからきまりを見い出す問題

や、実験の目的と実験器具の特性を考えて実験を組み立てる問題であった。 

 やはり、出題内容が明確になっている期末テストということもあり、知識・理解については、覚え

ればある程度は定着するものと思われる。しかし科学的な思考については、理科学習の中で、観察・

実験を伴った問題解決学習を通して、意図的に育成していかないと定着しにくいと言える。また単元

の中で、繰り返し育てていく必要があると考える。 

  (3) 本校の本年度第２学年の学習状況分析（理科に対する興味…理科アンケート ５月実施） 

  理科に対する興味・関心が高い一方、学習状況調査や期末テストの結果において、科学的な思考の

正答率が低かったのは、理科学習において科学的な思考力を駆使しながら「なるほど」「そうか、分

かった」と実感を味わえなかったことや、問題を解決した自分の歩みへの自信のもたせ方に弱さがあ

ったことなどが原因だと考える。 

  

事 例 中学校 理科 第２学年「化学変化と原子・分子」 

テーマ 「学ぶ喜びを味わいながら科学的な思考力を育てる理科学習指導の在り方」

授業改善の 

ポイント 

 

・ 重点的に科学的な思考力を育てる場を位置付けた単元構成の工夫 

・ 科学的な思考力を高める一単位時間の授業の工夫 

・ 学ぶ喜びを味わうための自己評価の工夫 

○１学期期末テスト正答率
　　科学的な思考　　６５．２％
　　技能・表現　　　６９．７％
　　知識・理解　　　７３．４％



 図表-2 理科アンケートの結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この結果から、自然の事物や現象に興味・関心をもつ生徒は多いことが分かる。理科が好きな理由

から、ただ単に実験がおもしろいという表面的なおもしろさに興味を抱いている生徒もいる反面、自

分の力で問題を解決していくおもしろさに関心を抱いている生徒もいることが分かる。 

 理科に対して興味・関心があり、知識・理解の定着率が高い一方で、科学的な思考の定着率が低い

のは、理科学習において科学的な思考力を駆使して「なるほど」「分かった」と実感を十分に味わえ

なかったことや、問題を解決した自分の歩みへの自信をもたせられなかったことなどが原因だと考え

る。 

授業改善へ 

 

２ 分析に基づく授業改善 

(1) 授業改善の方針 

【どのような力を付けるか】 

 本校生徒には科学的な思考力を育てることが必要

だと考えた。育てたい科学的な思考力を本校第２学

年の生徒の実態を考慮して、右記 a～iのように捉え

た。 

 また科学的な思考力を育てると同時に科学的に追究する態度（学ぶ喜びを味わう姿）の育成も不可欠

であると考えた。それは、科学的に思考する方法を伝達し、興味をもって観察・実験をしたとしても、

それだけでは科学的に追究する態度は身に付かないからである。学ぶ喜びを味わいながら科学的に追究

することにより、科学的に追究する態度が育ち、将来にわたって生き続ける力となると考える。そこで、

学ぶ喜びを味わう授業を次のように捉えた。  

 これが学ぶ喜びを味わう姿であり、学ぶ喜びを味わいながら授業に向かうことによって、自然を愛す

る心情を育て、科学的な見方や考え方を養い、科学的に追究する態度を育てることができると考える。

（資料３「学ぶ喜びを味わう理科の授業構想」参照） 

 生徒一人一人が知的好奇心や探究心をもって追究に向かい、科学的な追究の過程をたどり、自分の理

【技能・表現】 

・自分たちで実験して、自分たちで結果を交流

しあえるから。 

【知識・理解】 

・今まで知らなかったことがよく分かるように

なったから楽しい。 

・日常生活の中で不思議なことを勉強して理解

した時、おもしろいと思うしすごいと思うか

ら。 

○好きな理由（４観点に関わって分類した） 

 【興味・関心】 

・実験がおもしろい。 

・雰囲気がよくて、実験などもしやすい。 

・実験が楽しいし、授業がすごく楽しく、分かりやす

いのでやる気になる。 

・興味をもち、進んで実験器具をもってきて、自分か

ら実験した時にやる気が出る。 

 【科学的な思考】 

・実験やみんなで意見を出し合って、いろんな答えが

出てくるところがおもしろい。 

・どのようになるかを調べるのがおもしろく、考察も

たくさんできるから。 

・『それなら実験』(発展的な追究）をした時がおもし

ろい。 

・他の班の実験結果などと比較した時におもしろい。 

 観察・実験を通して事実を得て満足してしまうのでなく、その事実の奥に潜んでいる真実を見極
めようとする目をもって、繰り返し調べたり、他の仲間の事実を情報として得ようとしたり、その
訳を自分の納得できるように解釈しようとしたりする生徒。 
 自分の力できまりを見付けて「なんだ、そうだったのか。」「自然ってすごいよね。」と会心の笑
みを浮かべて授業を終える生徒。 

【学ぶ喜びを味わう授業（生徒の姿）】

ａ 仮説を立てる力 

ｂ 実験を計画し、検証実験を行う力 

ｃ 仮説や結果を、図やモデルで表す力 

ｄ 図やモデルを基に、説明する力 

ｅ 結論に対しての理由を述べる力 

ｆ 他の事実や考えと比較し、検討する力 

ｇ 考察を筋道立てて述べる力 

ｈ 規則性やきまりを見出す力 

ｉ 普遍性に気付いたり、一般化したりする力 

【科学的な思考

 本校生徒には科学的な思考力を育てると同時

に科学的に追究する態度（学ぶ喜びを味わう姿）

の育成が不可欠であると考えた。 

１１人 
（１１％） ０人 ８９人 

（８９％） 

どちらとも 
言えない いいえ はい 

理科の授業は好きですか。 
    （第２学年 100 名対象） 



図表－３ 従前の単元指導計画との比較 

科学習においての心情（実感）から、自分を振り返る理科学習を積み重ねていくようにすることで、科

学的な思考力を育てると同時に科学的に追究する態度も育成できると考える。 

【どのような方法で行うか】 

(2) 改善の具体的方途と実践 

① 重点的に科学的な思考力を育てる場を位置付けた単元構成の工夫 

ア 生徒の問題意識が連続する単元指導計画（生徒のつぶやきや様相で具体的に描く） 

 科学的な思考力を育てるためには、単元を通して科学的な見方や考え方が段階的に養われていくこと

が大切である。なぜなら、毎時間の学習内容の積み重ねによって、素朴な見方や考え方が科学的な見方

や考え方に変容していくからである。生徒の素朴な見方や考え方が科学的な見方や考え方に変容してい

く営みのなかで、科学的な思考力が育つと考える。 

 そこで、生徒のつぶやきや行動をできるだけ具体的に描き 

ながら、単元指導計画を作成した。本時の意識が単元のどこ 

につながるのかも位置付けた。また、単元構成では、既習内 

容とのつながりを考慮した。たとえば、水の電気分解によっ 

て水は水素と酸素に分解されるという既習内容と関連させ、 

化合の学習の導入では、水素と酸素を結び付ける事象により 

「他にも物質と酸素が結び付く変化はあるのか」という学習 

を位置付けた。この後の学習も、既習内容とのつながりを考 

慮した単元構成にした。（資料４「単元指導計画」参照） 

  

① 重点的に科学的な思考力を育てる場を位置付けた単元構成の工夫 

   第２学年「化学変化と原子・分子」２章「物質どうしの化学変化」における単元構成の工夫

  ア 生徒の問題意識が連続する単元指導計画…生徒のつぶやきや様相で具体的に描く 

  イ 重点的に科学的な思考力を育てる場の意図的な位置付け 

② 科学的な思考力を育てる一単位時間の授業の工夫 

「物質どうしの化学変化」における一単位時間の授業「気体が発生する化学変化の前後で全体

の質量は変わるのだろうか」における教師の手だて 

  ア 仲間の情報と比較・検討することができる場としての情報交流黒板の位置付け 

  イ 追究を自ら深めていこうとする『それなら実験（発展的な追究）』の位置付け 
③ 学ぶ喜びを味わうための自己評価の工夫 

 科学的な追究の過程をたどり、学ぶ喜びを味わうことができた自分を振り返り、本時身に付

けた科学的な思考力を、次の問題解決活動で生かそうという構えをつくるための自己評価の場

の位置付け 

従前の指導計画と今回実施の指導計画の比較
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重点学習内容時

水素と酸素が結びつく以外にも、物質
と酸素が結びつく変化はあるのだろう
か。

1
2

金属の質量を変えたとき、化合する酸
素の質量は増え続けるのだろうか。

一定量のマグネシウムに化合する酸素
の質量には限度があるのだろうか。

銅に酸素を送り続けて酸化させた質量
は増え続けるのだろうか。

化学変化を記号で表そう。

気体が発生する化学変化の前後で、全
体の質量は変わるのだろうか。

鉄と硫黄は結びついて、別の物質にな
るのだろうか。

11

10

9

7
8

5
6

3
4

改善した今回実施の指導計画　  全11時間

学習内容時

物質同士は結びつくのだろうか。1

金属の質量と、できた酸化物の質量や化合し
た酸素の質量との決まりについて考えよう。

11

金属の質量と、できた酸化物の質量や化合し
た酸素の質量との関係をグラフに表そう。

10

金属を熱し続けたとき、全体の質量はどう変
化するだろうか。

9

化学変化を記号で表そう。
7
8

化学変化をするとき、物質の質量は変わるの
だろうか。

5
6

物質と酸素の化合はモデルではどのようにな
るのだろうか。

4

燃えるとはどんなことだろうか。3

物質同士はどのようにして結びつくのだろう
か。

2

従前の指導計画　　　　        全11時間

ａ 仮説を立てる力 

ｂ 実験を計画し、検証実験を行う力 

ｃ 仮説や結果を、図やモデルで表す力 

ｄ 図やモデルを基に、説明する力 

ｅ 結論に対しての理由を述べる力 

ｆ 他の事実や考えと比較し、検討する力 

ｇ 考察を筋道立てて述べる力 

ｈ 規則性やきまりを見出す力 

ｉ 普遍性に気付いたり、一般化したりする力 

【科学的な思考



こうして教師の頭の中で単元の学習内容をストーリー化することで、授業の中で生徒のつぶやきを意

図的に取り上げ、全体に広め、授業と授業をつなげることができるようになった。本時の終末において

も、次時につながる疑問を意図的に紹介したり、単元で大切にしたい科学的な見方や考え方にかかわる

振り返りの記述を意図的に紹介したりすることもできるようになった。 

 例えば、前章の終末において「水が酸素と水素に分解されるということは酸素と水素で水ができるの

だろうか」という生徒の振り返りの記述を意図的に取り上げて広めることで、生徒の意識を大切にして

本単元の導入をした。このように、生徒の問題意識が連続するように単元を構成していった。 

イ 重点的に科学的な思考力を育てる場の意図的な位置付け 

 科学的な思考力は単元の中で意図的に育てていく必要がある。図表-3 のように、科学的な思考力を重

点的に育てる場を単元の中に意図的に位置付けた。できるだけ繰り返して育てられるよう位置付けた。 

 重点的に育てる場においては、次のような工夫をした。 

 （一単位時間においての具体的な事例は②で述べる。） 

 こうして重点的に育てる場を意図的に位置付け、一単位時間の中での教師の言葉がけなどの指導・援

助によって、科学的な思考力が育ってきた。（その効果についての分析は後述） 

② 科学的な思考力を育てる一単位時間の授業

の工夫 

 一単位時間の授業「気体が発生する化学変化

の前後で全体の質量は変わるのだろうか」にお

ける教師の手だてと生徒の具体的な様相につ

いて述べる。（資料２ 「本時の授業展開」参照） 

ア 仲間の情報と比較・検討することができる

場としての情報交流黒板の位置付け 

 生徒が問題解決に向けた歩みの中で見出した

事実を仲間と交流する営みを大切にしていき

たい。この交流が得られた事実を基につくりあ

げられた見方や考え方を客観性のあるものへ

と高めていくことになると考える。また発見し

た喜びや驚きを仲間と共有することで、その気

持ちがより増幅されて実感が深まり、学ぶ喜び

につながると考える（図表ｰ４）。 

 そこで、前面の黒板の一部を情報交流黒板と

して位置付け、自分たちの見付けた事実と仲間

の事実を一カ所に集めて掲示することにした。

それらの事実を比較して、共通点や差異点を見

いだし考察することができると考える。基本的

に、生徒の必要感に応じて活用するものとして

いる。 

【実践事例】 

 
 
 
 
 

 

・一単位時間の中で、その場面に時間をかける 

・方法を教える（例示する、仲間の追究を紹介するなど） 

・ 歩みを見守る（素朴な見方や考え方が科学的な見方や考え方に変容していく営みを捉える） 

・歩みのよさを顕在化し価値付ける（「どうして○○しているの（顕在化）」「なるほど、いい調べ方

だね（価値付け）」） 

・次の歩みを方向付ける（「その調子で頑張れ」「～してみたらどうかな」など） 

ねらい：気体が発生する化学変化で、発生する気体を逃がさないようにして反応前後の物質全体の

質量の変化を調べる実験を通して、化学変化の前後ではその化学変化に関係している物質全体の質

量は変わらないと考えることができる。 

第２学年「化学変化と原子・分子」第５時 

図表ｰ４　自ら進んで仲間の情報を得て、比較・検
討し、結論を導きだしていく在り方

自然の事象

仲間の情報（事実）

「やっぱり○○なるのは△△だから
みたいだね。」
「他の結果を見ても○○は～すると
△△になるのだね。」

事実 事実

事実事実

事実

導きだされた結論

比
較
・
検
討

事象から
　捉えた事実

実験

事実

「この○○でいいのかな。」
「他の仲間はどうだろう。」

「他には、ないかな。」

「別の角度から見ると…」

「もう一回実験して、じっくり見てみよう。」

問題解決に有効
となる事実

選択・判断

　客観性の条件を満たすことができるように、自分の見

付けた事実をお互いがもちより、交流し合うことで、そ

の事実の妥当性を検討することができる。

　自分の見付けた事実と仲間の事実を一カ所に集めて掲

示することにより、それらを比較し、共通点や差異点を
見い出し、自分の見方や考え方を吟味することにつなげ

ることができる。

有　　効　　性環境構成

結果速報

板

情報交流

黒板 

仲間の情報と比較・検討する環境構成

事実

事実

事実



 



イ 追究を自ら深めていこうとする『それなら実験（発展的な追究）』の位置付け 

 一つ解決したことで「はい、おしまい」と満足してしまうのではなく、「もっともっと」と意欲的に

に真理を追い求めていく生徒を育てていきたい。 

 そこで、観察・実験によって導き出した事実や結論に対して課題意識をもち、納得や感動につながる

さらなる歩みを展開していく発展的な実験・観察の活動（通称『それなら実験』）を推奨している。     

『それなら実験』は観察・実験の時間中に、生徒の必要に応じて行っている。活動単位は、個人でもグ

ループでも、生徒の自主性に任せている。 

 こうして発展的な観察・実験に取り組み、自ら新たな事実や結論を導き出すことで、より深い納得と

感動（実感）が生まれるとともに、自ら学びとったという自信につながると考える。この実感と自信が

学ぶ喜びであり、こうした学ぶ喜びを味わう経験を積み重ねていくことで、自ら学ぶ力を身に付け、将

来にわたって学び続けていこうとする態度を育てることにつながると考える。 

 生徒には、右のような

意識で『それなら実験』

に向かうことが、科学を

追究する上で大切であ

ると、繰り返し教師が語

るようにしている。 

【実践事例】 

 

 

・「それなら、もう一回やっても同じ結果になるのか。」 
  （→再現性の条件を満たすかどうかの検討へ） 
・「それなら、他の仲間の結果はどうなのだろうか。」 
  （→客観性の条件を満たすかどうかの検討へ） 
・「それなら、他の素材でやってみても同じ結果なのだろうか。」 
  （→客観性の条件を満たすかどうかの検討へ） 
・「それなら、様々な事実から、何かきまりがあるのか考えてみよう。」
  （→多面的、総合的な見方を培うために） 



③ 学ぶ喜びを味わうための自己評価の工夫 

 教師は本時のねらいに照らした評価規準をもとに、一人一人の学習状況を様々な評価方法により把握

して指導に生かしていく。こうした教師評価とともに生徒自身による自己評価も大切にし、自ら学んで

いこうという意欲を育てていく。１単位時間の自らの歩みを振り返り、得ることができた自分への自信

は、次の追究活動の原動力となると考える。素朴な見方や考え方が科学的なものに変容した喜びに浸る

ことで、自分の成長を自覚するとともに、学ぶ 

喜びを味わい、実感をともなった理解を図るこ 

とができると考える。また、自分の成長に自信 

がもてたとき、本時の学びが次からの問題解決 

の原動力となっていく。 

 そこで、毎時間の終末には自由記述による自 

己評価を位置付け、自分の変容を振り返るよう 

にする。記述内容を充実させていくために、図 

表－４のようなキーワードを示している。生徒 

はキーワードを意識しながら振り返りをノート 

に記述している。 

 第５時の振り返りの事例（ノートの記述） 

 

３ 授業改善後の成果 

(1) 授業改善後の学習状況分析（２学期期末テスト正答率） 

 ２学期期末テストにおいては、

１学期同様、知識・理解に対し、

科学的思考の正答率は８％下回

る結果だった。しかし、問題の

違いはあるというものの、１学

期の正答率と比較すると１２％

ほど上積みすることができた。１学期期末テストで正答率が低かった「実験結果を示して、そこからき

まりを見出す問題」についての正答率も高くなった。この結果から見ると科学的な思考力が着実につい

てきていると思われる。「科学的思考」の正答率の上昇に伴って「技能・表現」「知識・理解」について

も大きく上昇している。多くの生徒が、自分自身のテストの点数が伸びたことで自信をつけ、さらに頑

張っていきたいという思いをもつことができた。今後も、科学的な思考力は授業の中で意図的に育成し

ていくことが大切であると言える。 

 

 今日は炭酸水素ナトリウムと塩酸を化合させてみて、質量には変化があるかないかをやってみた
んだけど、私たちの班は初め、前と後で質量が変わってしまって、本当だったらフタをしているの
で何か気体が出ていたとしても外へは出ないので質量は変わらないはずだし、他の班の結果を見て
も変わっていませんでした。なので『それなら実験』でもう一度やってみて、そしたら質量が変わ
らなかったので、やっぱりふたをしていると質量は変わらないのだなあと思いました。その後、フ
タを開けてみると「プシュー」と炭酸ジュースを開けた時のような音がして、それと同時に質量も
減ったので、気体が逃げたということだなと納得しました。その気体を石灰水で調べてみたら、白
く濁ったので二酸化炭素だということが分かりました。これからもなぜ？どうして？の気持ちを大
切にしてやっていきたいと思います。                  （Ａ子の振り返り） 

 今回の実験をやってみて、60.8g から 60.8g になって、化学変化の前後で、質量は変化しないこ
とが分かりました。質量は変化しなかったけど、ペットボトルが初めよりもかたくなりました。だ
から「何か気体が発生したのかな」と思いました。それでペットボトルをあけたら「シュー」と炭
酸が抜ける音がしました。気体が発生したのは化学式で考えると二酸化炭素だと分かりました。ま
た、水と食塩ができることも分かりました。 
 ペットボトルに残ったのは何？と疑問になったので蒸発させれば分かるのではないかと思い、加
熱しました。すると食塩らしきものが残り、顕微鏡で見てみると四角い立方体のような形の物質が
見えました。だから食塩だと分かりました。やっぱり化学式で考えたのは正しかったのかなと思い
ました。Ｃ君の発言から、水をしっかり調べるには、塩化コバルト紙で調べるという方法があるん
だなぁと思いました。昨年は、『それなら実験』とかやっていなくて、自分たちで新しく発見する
ことができたり、みんなで考えたりして楽しくやることができてよかったです。（Ｄ子の振り返り） 

○１学期期末テスト正答率 

  科学的思考  ６５．２％ 

  技能・表現  ６９．７％ 

  知識・理解  ７３．４％ 

○２学期期末テスト正答率 

  科学的思考  ７７．０％

  技能・表現  ８２．２％

  知識・理解  ８５．４％ 

図表－５ 自由記述に生かすキーワード 

見いだした自然の 
きまりに納得した 
ときに 

「なるほど」 

自分の追究により 
反証を得たときに 

「なあんだ。 

そうだったのか」 
自分の追究により 
確証を得たときに 

「やっぱり
   そうだ」 

 見いだした自然のきまりと生活が結びついたとき 
「そういえば…」 

 導入時にもっていた素朴な見方や考え方と比べて 
「最初は…」 



(2) 授業改善後の学習状況分析（理科に対する興味…理科アンケートより 10 月実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 理科に対する興味・関心も微増し、やや高くなっている。また、生徒たちは『情報交流黒板』や『そ

れなら実験（発展的な追究）』有効性も認めているようである。それらをうまく使いこなすことを目指

している様子も伝わってくる。 

 理科学習において科学的な思考力を駆使しながら『それなら実験（発展的な追究）』に取り組んだこ

とで、「なるほど」「そうだったのか」と実感や感動を味わい、自分の理科学習に自信をもちつつあるた

め、科学的に追究する態度も育ってきていると思われる。 

(3) 成果と課題 

① 重点的に科学的な思考力を育てる場を位置付けた単元構成の工夫 

ア 生徒の問題意識が連続する単元指導計画 

○連続した意識で単元指導計画を作成し、見方や考え方が変容していく歩みを大切にすることができ

た。 

○一部の生徒ではあるが、問題意識を連続発展させていくことができた。前時までに学習した内容と本

時の事実とつなげてきまりを導き出すことができた。  

●こうした営みを積み重ねて、より多くの生徒の問題意識が連続し発展していくようにする。また、学

習への期待感と単元の見通しをもつことができる単元指導計画の在り方を工夫していきたい。 

イ 重点的に科学的な思考力を高める場の意図的な位置付け  

○一単位時間の中で育てたい科学的な思考力を描き、授業過程の中で教師の言葉がけなどの指導・援助

によって重点的に鍛えていくことで、科学的な思考力が育ってきた。 

●科学的な思考力を育てるために教師のできることは、学習環境を整えることと指導・援助である。今

後も単元の内容に応じて科学的な思考力を高める場を描いていきたい。 

② 科学的な思考力を高める一単位時間の授業の工夫 

ア 仲間の情報と比較・検討することができる場としての情報交流黒板の位置付け 

○情報交流黒板を活用して多くの情報から客観性の伴った考察へとつなげることができた。 

●生徒自らが進んで仲間とかかわりながら情報交流し、規則性を見付け出していく在り方を探っていき

たい。 

イ 追究を自ら深めていこうとする『それなら実験（発展的な追究）』の位置付け 

○生徒のちょっとした発想を、教師が大いに喜び、価値付け、共に歩んでいこうとしたことで、追究意

欲を高め『それなら実験』に魅力を感じて夢中になって実験する姿が見られた。 

●『それなら実験』の場面で、グループのメンバーの中に何をしていいのか分からない生徒がいる。そ

うした生徒に応じた指導をしていかなくてはならない。 

● 生徒の発想が課題からずれることがある。意欲を大切にしながら、軌道修正するのが教師の腕の見

せ所である。 

③  学ぶ喜びを味わうための自己評価の工夫 

○自由記述による振り返りによって、事実をもとに科学的な思考力を駆使して自分なりに考察し、自然

の巧みさまで気付くことができた自分のよさを、再度自覚することで自分に満足することができた。 

●昨年度からこうした自己評価を実践してきているが、実践をさらに累積的に行い、成果を分析し、さ

らに生徒自身が有効性を感じて活用していく自己評価にしていきたい。 

情報交流黒板について 

・仲間と知識を深められるからよい。 

・いろんな実験結果を見られるので便利。 

『それなら実験（発展的な追究）』について 
・自分で考えたり、疑問をもったりする力がつくから
いいと思う。 

・班での話し合いが増えて、活気が出てよい。 
・「自分から」ということで意欲がわくし、それなら実
験で新しいことを発見するのが楽しい。 

・自分で考察ができる。知識が深められる。印象に残
って忘れにくい。 

・問題について深く追究できるし、興味がもてる。 
・人に指示されてやるより自分たちで考えてやる方が
おもしろい。 

・課題からずれることがなければよい。 

89 人→94 人 
（89％→94％） ０人 11 人→６人 

（11％→6％） 

どちらとも 
言えない いいえ はい 

理科の授業は好きですか。 
    （第２学年 100 名対象） 


