
事 例 中学校 理科 第２学年「化学変化と原子・分子」

「目的意識をもって生き生きと課題追究をするための学習過程の工夫」テーマ

授業改善 ・予想されるつまずきに対応した指導（指導計画）の工夫・改善

の ・目的意識をもった課題追究をするための学習過程の工夫

ポイント 興味・関心を高める導入・実験の工夫、課題追究を支える教室環境の工夫

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【把握方法】

(1) 学習状況調査の結果から

(2) 生徒の理科学習に対する意識調査から

学習状況の結果と分析

(1) 学習状況調査の結果と分析から

昨年度の第１学年（現第２学年）の学習状況調査の結果を分析してみると、県の平均を大き

く下回っている問題が多く、学力の定着が不十分であることが分かる。特に１０％を大きく下

回っている問題は、以下のとおりである。

１ 水の中でのコインの見え方の理由を問う問題 （科学的な思考） －１９．６

２ １と同じ理由で起こる身近な現象を問う問題 （科学的な思考） －１８．２

３ 水中を進む光の進行方向を選択する問題 （知識・理解） －１３．９

１１ 複数の実験結果から物質名を答える問題 （科学的な思考） －１７．０

１２ ガスバーナーの操作手順を問う問題 （技能・表現） －２２．８

１４ 酸素を集める置換の方法を選択する問題 （技能・表現） －１４．２

１６ 二酸化炭素が発生する方法を問う問題 （技能・表現） －１５．４

２１ 茎のつくりから植物名を答える問題 （知識・理解） －２１．３

２７ オオカナダモの実験で、沸騰してからさまし

た水を使う理由を答える問題 （技能・表現） －１６．７

２８ マグマの粘りけと火山の形を選択する問題 （科学的な思考） －１２．３

この中から次のような傾向があると考えられる。

＊観察・実験の方法や理由についての定着が弱く、何のために実験をしているのかという目的

意識が十分でない（１２、１４、１６、２７ 。）

、 （ 、 、 、 ）。＊実験結果や現象から考察したり 理由を考えたりする思考力が弱い １ ２ １１ ２８

＊身近な自然現象や生活に結び付ける力が弱い（１、２、３、１６、２１ 。）

このことから、本校第２学年生徒は、特に観察・実験の技能・表現と科学的な思考が弱いた

めに、正解につながらず、県平均を大きく下回ったと考えられる。また、そのために、理科が

苦手で自信がもてないという生徒も多いと思われる。さらに、生徒の意識や考えを探るために

下記のような意識調査を実施した。

下記の数値：％(2) 生徒の理科学習に対する意識調査（アンケート調査）から

いいえ質 問 内 容 はい どちらとも

１ 理科は好きですか？ ７１ ８ ２１

１の理由を書いてください。

・実験が楽しい ３５ ・授業がわかりやすい ３ ＊苦手だから ９

２ ・おもしろいことを学べる ９ ・眠くならない ３ ＊難しい ６

・授業が楽しい ９ ・新しい発見がある ３ ＊実験が嫌い ３

・実験が好き ６ ・プリントでできる ３

３ 理科の学習内容をほぼ理解していますか？ ５０ １５ ３５

４ 授業の中で、身近な生活と結び付けて考えていますか？ ２９ ０ ７１

５ 「あれ？」と思ったことを調べてみたいですか？ ６２ ９ ２９

６ 観察や実験をするのは好きですか？ ８８ ０ １２

７ グループでの観察や実験で、進んでやっていますか？ ６５ ９ ２６



８ 何のために実験をしているのか意識していますか？ ６５ ９ ２６

９ 観察や実験の方法を自分で考えることができますか？ ３８ ３ ５９

１０ 自分の予想を書くことができますか？ ７４ ６ ２０

１１ 結果や気付いたことを自分の言葉で書いていますか？ ３８ ６ ５６

１２ 観察や実験の結果から、考察を自分で書くことができますか？ ５０ ３ ４７

上記のアンケート結果から、生徒の理科の学習に対するに対する意識、考え方や理解につい

て、次のような傾向がわかる。

・理科が好きという生徒が、どちらともいえないという生徒を含めると約８０％おり、その

理由としては実験が楽しいからというものが最も多くなっている。

・進んで観察・実験をしている生徒は、自分なりの目的意識をもって取り組んでいる意識が

ある（６５％ 。）

＊授業の中で、身近な生活と結び付けて考えている生徒は少ない（約３０％ 。）

＊観察や実験の方法を自分で考えること、結果や気付いたことを自分の言葉で書くことなど

自分の力で表現することができない（自信がない）生徒が６０％近くいる。

＊考察を自分で書くことができると答えた生徒は半数しかなく、科学的な思考力に弱さがあ

る。

「理科が好き 「理科は楽しい」と感じている生徒も比較的多いことから、理科の学習に」、

対する興味・関心や意欲は高いと思われる。

課題としては、学習状況調査の分析と同様に、生徒の意識調査からも特に観察・実験の技能

・表現と科学的な思考力が弱い（自信がない）ことが分かる。原因としては、全体的に粘り強

さや集中力に欠けること、分からないことや抵抗があると学習に対する意欲をなくす傾向が強

いことがあげられる。また、第１学年での学習内容の定着に弱さが見られる。そのため、学力

の定着が不十分で、十分力を出し切れていないと考えられる。

そこで、生徒の意欲（理科が好きという気持ち）を大切にしながら、驚きや感動のある事象

提示や実験を行うこと、課題追究の中で予想される生徒のつまずきに対するきめ細かな手だて

、 、 。を講ずることで さらに意欲を高めるとともに 自信をもって課題追究ができるようにしたい

その中で、目的意識をもって生き生きと課題追究をする姿を目指すことによって、生徒の意識

を変え、観察・実験の技能・表現と科学的な思考力を高めていきたいと願っている。

上記の実態や願いから、自分自身で学んだことを広げたり、深めたりしながら 「目的意識、

をもって生き生きと学ぶ姿」を目指したいと考えた。そのためには、一人一人の生徒に充実感

をもたせるとともに、学習過程・指導方法の工夫改善を行い、生徒の実態に応じたきめ細かな

指導の充実が必要であると考え、本テーマを設定した。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

(1) 授業改善の方針

◎付けたい力

観察・実験の技能・表現 科学的な思考力

・化学変化に関する基礎操作が正しくできる。 ・自分の仮説（予想）をもつことができる。

・事実を見つけ、結果や気付いたことを自分の ・仮説や考えに対して理由を述べることができる。

言葉や表現で書く（話す）ことができる。 ・図やモデルで表し、説明することができる。

・図やモデルを使って表すことができる。 ・事実をもとに考察を書く(話す)ことができる

・何のために実験しているのかを説明できる。 ・規則性やきまりを見い出すことができる。

・観察・実験の結果を、表やグラフで表すこと ・比較したり、身近な生活につなげたりして考える

ができる。 ことができる。

◎授業改善の方法

①予想されるつまずきに対応した指導（指導計画）の工夫・改善

②目的意識をもった課題追究をするための学習過程の工夫

生徒の実態を踏まえ、目的意識をもった課題追究をするために、興味や疑問のわく導入の工夫をす

ること、それが必然性のある課題設定へとつながるようにしていく。また、一人一人が目的意識をも

って課題を追究できるようにするための学習過程を工夫・改善していく。そして、結果から自分なり

の規則性を見いだす指導に力を入れることによって 「目的意識をもって生き生きと学ぶ生徒」を育、



てていきたい。さらに、一時間一時間のそうした授業の積み上げによって観察・実験の技能・表現と

科学的な思考力を伸ばしていきたいと考え、指導と評価の一体化を図った単元指導計画に改善してい

った。

(2) 改善の具体的方途と実践

① 予想されるつまずきに対応した指導（指導計画）の工夫・改善

従来の単元指導計画から、生徒の特性をつかみ、予想されるつまずきに対応した指導を行うこと、

指導と評価が明確になることを目指して、次のような点について改善を図った（資料１「本事例によ

り改善した単元の指導と評価の計画案」 資料３「改善した単元指導計画」参照 。）

単元のねらいを達成するために、単位時間あたりの重点となる観点を１つ（場合によって２つ）に

絞って、単位時間における観点別重点を明確にした。また、基礎・基本の定着を図るために、生徒の

つまずきを把握し、実態に応じたきめ細かな指導の充実を目指して、単元指導計画の中に、Ｂ（ お「

むね満足できる」状況）に達しない生徒のつまずきと、つまずきを取り除く手だてを位置付けた。

〔従前の単元指導計画と改善した単元指導計画の比較〕

〔従前の単元指導計画〕 第２学年理科 単元指導計画 「化学変化と原子・分子」

課 題 学 習 内 容 評価の重点 評価規準時

化学変化と原子・分子の単 事前テストをし、本単元における自分の学 本単元に意欲的に取り組興味・関心

元での学習計画をしよう。 習方法を意欲的に計画する。 もうとする。1 知識・理解

カルメ焼きはなぜふくらむ ・カルメ焼きがなぜふくらむか考える。 カルメ焼きの実験を意欲興味・関心

か。 ・カルメ焼きの方法を聞く。 的に取り組もうとする。2 技能・表現

・カルメ焼きの実験を行う。

炭酸水素ナトリウムを加熱 ・炭酸水素ナトリウムを熱したときの変 実験を行い、結果を正確

。3 技能・表現するとどんな変化がみられ 化について話し合う。 にまとめることができる

科学的な思るか。 ・実験方法を確認し、実験する。結果・

4 考考察をまとめ、全体で交流する。

・レポート作りを行う。

〔改善した単元指導計画〕第２学年理科 単元指導計画 「化学変化と原子・分子 （参照 資料３）」

評 価 等評価の重点

「おおむね満足で Ｂに達しない生徒 つまずきを取り除く興 科 技 知

きる」状況Ｂ のつまずき 手だて時 課 題 学習内容 味 学 能 識

関 思 表 理

心 考 現 解

、化学変化と原子・ 事前テストをし、本単元における 既習内容や生活経験 既習事項が定着して 事前テストの確認時に

、 。分子の単元での学 自分の学習方法を意欲的に計画す をもとに事前テスト おらず、単元の内容 援助し 考え方を示す

習計画をしよう。 る。 に意欲的に取り組も に抵抗がある。 これからの学習時にア1 ◎

うとしている。 ドバイスする。

カルメ焼きはなぜ ・カルメ焼きがなぜふくらむか考 カルメ焼きの実験を ガスバーナーの使い 手順を示しながら、ガ

ふくらむか。 える。 進んで行い、カルメ 方が習得できていな スや空気の流れを説明2

・カルメ焼きの方法を聞く。 焼きができる過程で い。 し、援助する。◎

・カルメ焼きの実験を行う。 見られる変化に興味

をもち、進んで記録

しようとしている。

炭酸水素ナトリウ ・炭酸水素ナトリウムを熱したと 炭酸水素ナトリウム 結果をまとめること 仲間の結果を参考にし

ムを加熱するとど きの変化について話し合う。 を熱する実験を行い ができない。 ながら、実験を思い出、

んな変化がみられ ・実験方法を確認し、実験する。 結果を正確にまとめ し、まとめるようにす3

るか。 結果・考察をまとめ、全体で交 る。 る。◎

流する。4

・レポート作りを行う。



単元指導計画の中で、単位時間における観点別重点を明確にしたことによって、毎時間最も大切

に指導すること、評価することを教師がはっきりともった上で授業を行うことができた。生徒に対

しては 「めあて」という言葉で授業の開始前に、日付や気象データとともに学習プリントに記入、

し、授業の終わりに自己評価の項目を活用して振り返るようにした。例えば科学的な思考を重点に

おいた授業では 「実験結果をもとに、自分の言葉で説明しよう 、技能・表現に重点をおいた授、 。」

業では 「安全に実験し、事実を３つ以上見付けよう 」などといっためあてをたてるとともに、、 。

授業のはじめにも本時の観点別重点を生徒に話すようにしてきた。これによって、生徒も学習活動

の中で、観点別重点を意識して取り組むことができるようになってきている。

また、生徒の予想されるつまずきとその手だてを指導計画に位置付けたことによって、あらかじ

め手だてを考えて授業に臨むことができた。例えば、金属の燃焼による質量変化を調べる実験（第

１６時 、密閉した容器内での化学変化において質量が保存される実験（第１７時）では 『実験デ） 、

ータを正確にまとめることができない』というつまずきが予想された。そこで 『実験の誤差を少、

なくするよう、方法を確認しておく』という手だてを考えた。具体的には、次のようである。

・予備実験によって、測定誤差の範囲をつかんでおく。

→ 誤差は大きくても０．１ｇまでであった。

・電子天秤の測定値は１００分の１ｇではなく、１０分の１ｇとする。

→ 測定誤差がほぼ０にできる。

・結果を整理する小黒板の活用によって、一目で全部の結果がつかめるようにする。また、小黒板

を展示コーナーに設置して結果を残しておき、次時にも活用できるようにする。

→ 一目で結果を比較でき、数多くの結果から考察できる。

・実験操作によって生じる誤差の極力小さい実験器具・方法を工夫する。

→ 繰り返し実験できる。操作が簡単で、結果が見やすい。

これによって、質量保存の実験では、化学変化の前後での質量変化は下記のようになり、実験の

誤差を少なくすることができ、予想されるつまずきに対応することができた。

第１７時 質量保存の法則』の実験データ

（小黒板に生徒が記録した数値）

※質量変化がなかった実験 １３／１６・・・

※０．１ｇ質量が減少した実験 １ ／１６・・・

※０．１ｇ質量が増加した実験 ２ ／１６・・・

＊備考

・データが２つあるグループは、時間内に２回

実験をしている。

・燃焼実験は砂の量、入浴剤の実験は水の量が

異なるため、質量に違いが出ている。

、 、 、このように つまずきを授業の前に予想して手だてを講じるとともに それ以上に重要なことは

授業を終えて、実際の生徒の活動からつまずきと手だてを見直し、改善することである。一度単元

指導計画に位置付けると、わずかな時間で単元指導計画を改善でき、日常的に十分活用できる。

今年度担当している第２学年の全単元について、本単元と同様の単元指導計画を作成した。まだ

まだ不十分で改善すべき点がたくさんあるが、一度作成して終わりというのではなく、今後も生徒

のつまずきと手だての積み上げと改善を日々の授業で継続していくことが、きめ細かな指導につな

がり、目的意識をもった課題追究へとつながっていくと考えている。

② 目的意識をもった課題追究をするための学習過程の工夫

ア 興味・関心を高める導入・実験の工夫

目的意識をもった課題追究をするために、興味や疑問のわく導入の工夫（演示実験や具体物・事

象の提示など）をするようにしてきた。また、それが必然性のある課題設定（調べてみたいという

、） 。意欲が持続する課題 となるよう生徒の言葉や意識で課題をつくるようにするなど配慮してきた

さらに、自分の予想に基づいて実験方法を選択したり繰り返し実験したりできるようにするなど、

学習過程を工夫・改善した。

以下に、具体的な実践例を紹介する。



◎興味・関心を高める導入の工夫

【１４時：スチールウールの燃焼】

スチールウールの燃焼では、酸素中でスチールウールを燃焼させる実験、マグネシウムリボンを

燃焼させる実験を導入で演示し、金属も激しく熱と光を出しながら燃焼するという事実をつかめる

ようにした。生徒たちは、花火のように燃焼する鉄や、強い光を放つマグネシウムに驚きの声を上

げ、燃焼に興味をもち、その後の実験への意欲化につながった。

【１６時：化学変化と質量】

金属を熱したときの質量変化の学習では、スチールウールの大きなかたまり２つでつくった天秤

を提示し、一方をガスバーナーで加熱したらどうなるかと投げかけ、予想をした後、加熱して天秤

が傾く様子を演示した。結果が一目瞭然であるため、加熱によって軽くなると予想した生徒が多か

ったこともあり 「あれっ 」というつぶやきも多かった。その後、銅の加熱によって具体的なデ、 。

ータ（数値）を調べる実験へとつないでいくようにした。

【１７時：質量保存の法則】

密閉した容器内での化学変化を通して、質量保存の法則を学習する時間の導入では、密閉した容

器内に酸素を入れ、その中でスチールウールを燃焼させる実験と、発砲入浴剤を水に入れて気体が

発生する実験の２つを演示し、質量がどうなるのかを予想して、課題へとつなげるようにした。

以下に述べる、自分の予想に基づいて実験方法を選択できるようにする実験の導入となるため、

２つの事象提示を行ったが、課題化と予想をたてるまでの時間を要することなど改善点も残った。

◎目的意識をもった課題追究（実験）の工夫

前述のように学習過程を工夫・改善し、自分の予想に基づいて実験方法を選択したり繰り返し実

験したりできるようにするとともに 結果から自分なりの規則性を見いだす指導に力を入れた 書、 。（

く時間の確保、複数の結果から一般化して考察できる工夫）

【１７時：質量保存の法則 （資料２「本時の学習展開」参照）】

密閉した容器内での化学変化を通して、質量保

存の法則を学習する時間の実験では、スチールウ

ールの燃焼と、発砲入浴剤を水に入れて気体が発

生する実験の２つを準備し、興味・関心や考え方

によって、選択できる（もしくは両方できる）よ

うにした （ →発砲入浴剤と水を入れるペッ。 注意！

トボトルは必ず炭酸飲料用で新しいものを使用し

予備実験により加える発砲入浴剤と水の適正な量

について把握しておく。同様に、スチールウール

の燃焼についても、注射器は新しいものを使用し、

必ず予備実験を行い中に入れる酸素とスチールウ

ールの適正な量について把握しておく ）。

このことによって、自分の予想に基づいて実験方法を選択できること、繰り返し実験できること

が可能となり、意欲的な実験へとつながった。また、結果がたくさん出るため、小黒板を用いて一

目で分かるように配慮した。

この実験では、２つの実験を行うために、１つの

『 』実験についてじっくり事実を見付けたり、モデルで 実験：密閉容器内でのスチールウールの燃焼

考えたりすることが十分できないという課題も残っ

た。具体的には、密閉容器内のスチールウールが燃焼するとき、プラスチック注射器のピストンが

下がるという事実や、その考察に目がいかなかったことなどがあげられる。２時間に分けて実施す

る、いずれか一方の実験のみでじっくり追究するということも試していく必要があると感じた。

イ 課題追究を支える教室環境の工夫

自分なりの予想をもったり、考察をしたりする場面では、すでに学習した内容を使って考え、比

較したり、つなげたりすることが必要になる。これらの課題追究の中では、前時までの学習内容の

定着が不十分であったり、どんなことにつなげて考えればよいのかが分からなかったりするなど様

様なつまずきが予想される。

そこで、既習学習内容の掲示やこれまでに実験してきた実験器具等の実物を置くコーナーを設置

し、理科室の環境整備にも力を入れてきた。演示実験で使った器具や生徒が実験した器具を設置す

ること、学習の足跡を掲示として残すことによって、この単元で学習してきた内容をすぐに目で確



かめて、振り返ることができる。

『実験装置のコーナー：スチールウールの天秤他』 『結果を整理する小黒板の活用』

『既習学習内容の掲示：左側前面』 『小黒板を利用した掲示：側面』

『小黒板を利用した掲示：側面』 『生徒のノートの紹介（ノート展 ：背面』）

これにより、全体で意見を交流しているときに確認することができ、また一人一人が必要に応じ

て活用することができた。全体で交流する場面では、空気中で金属を加熱したときに、質量が増え

たことを前時の小黒板の実験結果や天秤の実験器具でおさえることができた。また、一人一人の活

動の中では、予想や考察を書いたり発表したりする場面で、掲示を手がかりにしている生徒が見ら

れた。また、化学変化を化学反応式で表すときに、原子・分子のモデルや記号、化学式をヒントに

する生徒も多く見られた。休み時間等にも興味をもって見ている姿も多くなってきている。

左：学習プリント 右：自主的な学習



３ 授業改善後の成果

(1) 成果

、 、 、生徒の意欲を大切にしながら 観察・実験の技能・表現 科学的な思考力を伸ばす実践について

成果としては次のような姿が見られるようになってきたことがあげられる。

～生徒の姿から～

・授業に早めに来た生徒は 『実験装置のコーナー』を見たり、器具にさわったりしながら、話を、

する姿が出てきた。

・授業後 「先生、もう１回あの実験やってみて 「酸化鉄があるということは、酸化銅や酸化金、 。」、

もあるの？」など、実験に興味を示したり、質問をしたりする生徒が増えてきた。

復習の場面では、８割以上の生徒が挙手できるようになった。

、 。・導入で興味・関心をもつことによって 予想やつぶやきなど意見も活発に出るようになってきた

・導入の場面や、予想・考察などで、既習学習の掲示を手がかりとしながら、自分の考えを書いた

り、発言したりする姿が増えてきた。

・事象提示や演示実験に飛びついたときには、その後の実験においても、目的意識をもって意欲的

に取り組み、普段授業に積極的に関われない生徒も、率先して実験する姿が見られた。

・実験の時間内に繰り返し実験するグループが増え、そのことによって結果が確かなものになった

り、データが増えたりするため、より広い結果から一般化することにつながった。

・多くの生徒が事実を見付ける（結果を自分の言葉で書く）ことができるようになってきた。

・事実をもとに考察が書ける生徒が増え、いくつかの事実から複数の考察を書けるようになった。

・期末テストの平均得点では、科学的な思考の問題が１ ８ポイント、観察・実験の技能・表現の問．

題が、０ ９ポイント上がり、合計で３ ３ポイント上がった。． ．

～定期テスト・意識調査のデータから～

◎ 期末テストの変容

科学的な思考 技能・表現 知識・理解 合計

配点 ２０ ２０ ６０ １００

１学期平均 ７ １ ７ ０ ４３ ３ ５７ ４． ． ． ．

２学期平均 ４３ ９ ６０ ７８ ９ ７ ９． ． ． ．

◎ 生徒の意識調査（アンケート調査）の変容

下記の数値：％

内 容 観 点 単元前 単元後

９１理科が好きである 興味・関心 ７９（ どちらともいえない」を数％含む「

４１授業の中で、身近な生活と結び付けて考えている ２９科学的な思考

５４理科の学習内容をほぼ理解している 知識・理解 ５０

７１「あれ？」と思ったことを調べてみたい 興味・関心 ６２

８５観察や実験をするのは好き 興味・関心 ８８

８５グループでの観察や実験で、進んでやっている 技能・表現 ６５

７６何のために実験をしているのか意識している 技能・表現 ６５

６８観察や実験の方法を自分で考えることができる 技能・表現 ３８

７９自分の予想を書くことができる ７４科学的な思考

７４結果や気付いたことを自分の言葉で書いている 技能・表現 ３８

観察や実験の結果から、考察を自分で書くことが

７４できる ５０科学的な思考

（ ）好きの理由 単元後

・実験が楽しい ・理科が楽しい ・授業がわかりやすい ・変化がおもしろい

・１分野が好き ・どう変化するかしっかり分かる ・分かるとうれしくなる

・びっくりすることや新しい発見がいっぱいある ・分からないことがあっても復習しやすい

・上記のように、生徒の意識としては、進んで実験しているという気持ちが高まってきたために、

実験に対する目的意識も強くなってきている。これは、導入及び追究の実験の工夫が意欲につな

がったものと考えられる。

・ 実験方法を自分で考える 「結果を自分の言葉で書く 「考察を自分の力で書く 」という観察「 。」 。」 。

・実験の技能表現と科学的な思考についても、７０％前後の生徒ができると答え、自信をもっ て

きていることが分かる。これは、導入・実験の工夫と学習環境の工夫が生きてきているものと考



えられる。

・理科が好きであると答えた生徒も９０％を越え、自分の力で課題解決ができるといった一つ一つ

の積み重ね、そして自信が表れていると思われる。

今後の課題(2)

この実践を通して、生き生きと課題追究をする姿が増えてきていること、生徒が自信をもちつつあ

ること、なによりも「理科が好き」という生徒が非常に多くなったことに喜びを感じている。

しかし、自分の力で予想し、実験方法を考え、課題追究を進めるといった自らの力で学ぶ姿勢はま

だ弱く、難しいことや抵抗があると、意欲をなくしてしまう面もなくなってはいない。また、仲間と

の練り合いによって考えを深めていくということが不十分で、結果や考察で自分の意見を出し合う場

面では、交流にとどまっている場合が多い。

今後は、学習過程の工夫の中でより効果的な仲間との関わり合いを仕組んでいくこと、きめ細かな

指導の積み上げと改善を日々の授業で継続していくことを大切にし、生徒一人一人が自らの力で課題

追究をする力をさらに育てていきたいと考えている。


