
 

１ 学習状況の把握と分析 

学習状況の把握方法 

（１）平成１７年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査（昨年度の第１学年）と本校との状況分析 

（２）平成１７年度本校第２学年の学習にかかわる意識調査 

学習状況の結果と分析 

（１）平成１７年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査（昨年度の第１学年）と本校との状況分析 

 出題の意図 観点 県の正答率 本校の正答率 差 (県－本校)
 合計  ６７％ ６９％ ＋２％ 

ア 
物体にはたらく重力を力の矢印で表す方

法を身に付けている。 
技能・表現 ７８％ ７３％ －５％ 

イ 
葉の断面を観察するときの葉の切り方を

身に付けている。 
技能・表現 ４７％ ３７％ －１０％ 

ウ 
日光によく当てた葉と当てなかった葉を

準備する理由を理解して、実験を行う。 
技能・表現 ８８％ ８４％ －４％ 

エ 

植物の葉の断面に見られる葉緑体の数の

違いから、葉の表側と裏側を判別すること

ができる。 

科学的思考 ７８％ ６７％ －1１％ 

オ 
葉緑体のはたらきとヨウ素液の反応を関

連付けて考えることができる。 
科学的思考 ８８％ ８４％ －４％ 

【表１】 

本校の正答率が県の正答率を下回った５つの問題の結果を表１に示す。観点では「技能・表現」と「科

学的思考」の正答率が低いことが分かった。「技能・表現」の観点では、観察・実験にかかわる表現方

法や操作の基本技能、対照実験の目的や理由を理解する力が弱いことが分かった。「科学的思考」の観

点では、事実を的確にとらえて判別する力、関連付けて考える力が弱いことが分かった。 

  
 （２）学習にかかわる意識調査から （対象生徒数：１００人） 

＜５：すごくあてはまる ４：ややあてはまる ２：ややあてはまらない １：まったくあてはまらない＞ 

番号 調査項目 ５ ４ ２ １ 平均 

１ 理科が好きである。 ３４ ４８ １４ ４ ３．９

２ 予想ができる。 ２６ ５６ １５ ３ ３．９

３ 観察・実験を何のために行うのかが分かる。 ４０ ４８ ９ ３ ４．１

４ 観察・実験の結果が分かる。 ２４ ４４ ２８ ４ ３．６

５ 事実を大切にして考察が書くことができる。 ２４ ４３ ２９ ４ ３．５

【表２】 

事 例  中学校 理科 第２学年「電流」 

テーマ 
観察・実験の事実を基にして考える生徒を 

育てるための授業展開の工夫と改善 

授業改善の 

ポイント 

・観察・実験の事実を基にした思考の場を位置付けた単元指導計画の工夫と改善 

・観察・実験の事実を基にして考える学習活動の工夫と改善 



調査項目３の結果から、目的意識をもって観察・実験を行うことは比較的できている。しかし調査項  

  目４と５の結果から、観察・実験の事実を的確にとらえ、事実を基に考察する力に課題がある。 

また、調査項目１については４月当初にも行ったが、嫌いな原因として主なものは、「観察・実験が

面倒である（多数）」「分野によって好き嫌いがあり、計算のある単元は苦手」「難しいから」というも

のであった。 
 

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・実験の事実を基にして考える力 

○観察・実験の事実を見付けて的確にとらえる力 

○観察・実験の事実を基にして考察する力 

○観察・実験の事実を比較・関連付けて考える力 

  【授業改善の方法】 

①観察・実験の事実を基にした思考の場を位置付けた単元指導計画の工夫と改善 

②観察・実験の事実を基にして考える学習活動の工夫と改善 

本校の生徒に関する諸調査の結果分析から、「観察・実験の事実を基にして考える力」を付けたいと考え

た。事実に注目し、的確にとらえ、事実を基にした考える力が身に付けば、課題解決のために行う観察・実

験の結果を整理し、考察していく学習活動が定着し、面倒であるとか苦手、難しいといった生徒の意識も改

善されると考えた。 

そこで、単元指導計画内に、「本時身に付けさせたい問題解決の能力」と「各活動場面において事実をと

らえることができるようにするための手だて」、「その事実を基にした考え方」を位置付けた。 

また単位時間の学習においては、事実を見つけ、的確にとらえ、事実を基にして考え、事実と事実を比較

したり関連付けたりして考察を深めていく展開を工夫することにした。 

 

（２） 改善の具体的方途と実践 

①観察・実験の事実を基にした思考の場を位置付けた単元指導計画の工夫と改善 

  ア 従前の単元指導計画と改善した単元指導計画  

第２学年理科「電流」単元指導計画（第２４時を抜粋） 

＜従前の単元指導計画＞  

時数 学習活動 評価の観点 評価規準 

２４ 

 

 

 

 

【磁界中で電流の流れるコイルが受ける力】 

『電流と磁石の向きや強さを変えると、コ

イルの動き方はどうなるのだろうか』 

 

科学的思考 Ｕ字型磁石の中で、コイルに流れ

る電流と磁石の磁界の向きを変

えると、コイルの動く向きが逆に

なることを見いだすことできる。

（ノートの考察から）

 

 

 



＜改善後の単元指導計画＞ 

評価の観点 

時数 
学習活動 

評価規準 

関

心

・

意

欲

科

学

的

思

考

技

能

・

表

現

知

識

・

理

解

事実をとらえ
ることができ
るようにする
ための手だて 
ア 事象提示  
イ 予想  
ウ 観察・実験
エ 考察 
オ まとめ 

事実を基にし
た考え方 
ア 事象提示  
イ 予想  
ウ 観察・実験 
エ 考察 
オ まとめ 

本時身
に付けさ
せたい問
題解決の
能力 
 

２４ 【磁界中で電流の流れるコイルが受ける力】 

『電流と磁石の向きや強さ

を変えると、コイルの動き方

はどうなるのだろうか』 

Ｕ字型磁石の中で電流が流

れるコイルが動く理由を、鉄

粉の模様と磁力線の性質か

ら明らかにし、その理由か

ら、電流と磁界の向きや強さ

を変えた場合の実験結果を

考察することができる。 

（ノートの考察から） 

 

 

 

 

○   

 

ア コイルの動き

を鉄粉の模様と

結び付けて見る

ようにする。 

ウ 固定要素と動

かす要素の条件

を整理して見る

ようにする。 

エ 最初の結果と

比べさせ、事実を

関連付けて見る

ようにする。 

ア 磁力線の向き

と密度が違うこ

とで磁界の強弱

が説明できる。 

ウ 動く向きは磁

力や電流の強さ

関係していると

考えることがで

きる。 

エ コイルが逆に

動く場合は、電流

や磁界の向きが

逆と考えること

ができる。 

比較 

条件統一

【表３】 

 従前の単元指導計画では、評価の観点に関わって学習活動と評価規準を明らかにしてあるだけであった。

そこで表３のように、改善後の単元指導計画では、学習指導要領に基づいて４観点のねらいを明確にし、「本

時身に付けさせたい問題解決の能力」と「各活動場面において事実をとらえることができるようにするため

の手だて」と「その事実を基にした考え方」を位置付けた。これにより、単位時間において、事実を 

基にして付けたい力のためにどの場面でどんな考え方を身に付けるべきかが明確になった。 

②観察・実験の事実を基にして考える学習活動の工夫と改善 

ア 事実を的確にとらえることができる教材・教具の開発 

図１のように、結果を再現しやすく、こわれにくいアクリル板を利用した教材を作成した。磁界の中で、

電流が流れるコイルにはたらく力の学習においては、コイルに流れる電流と磁界の向きによって、コイルが

受ける力の向きが変わることを理解する。しかし、その現象をとらえるだけでは、生徒の「どうして電流や

磁界の向きを変えるとコイルが動く向きも変わるのか」といった疑問が残る。 

図１のようにアクリル板と鉄粉を使って、磁界のようすを視覚的にとらえることのできる教材・教具を用

いることで、磁力線の性質等の既習内容を生かしながら、その理由を考えることができた。 

 

 

 

 

 

                     
 

コイルにはたらいた力を確かめる教材 合成磁界のようすが見える教材 

【図１】



イ 導入で提示した事象から、条件や程度を変えながら追究を深めていく授業展開 

＜これまでの授業展開での課題＞ 

 これまでの電流と磁界の学習においては、導入で提示した実験で「何となく力がはたらいていそうだ」と

電流と磁界の関係に着目させ、磁界や磁力線の性質を利用して予想を立て、予想を基にして鉄粉や磁石、導

線やコイル等を使ってその規則性について調べていく展開であった。しかし、目に見えない磁界のようすを

イメージすることは生徒にとって難しく、時間もかかった。また、予想を筋道立てて考えるだけの既習学習

も少なく、さらに実験の事実が的確にとらえられない場合はうまく課題解決がなされない場合があった。 

 

＜改善後の授業展開＞ 

［事例］電流が流れる導線とコイルのまわりに生じる磁界の学習（第２２／２６時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒が調べた内容と結果、それに基づく生徒の考察は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、導入で提示した導線のまわりの磁界の基本的な特徴を、鉄粉の模様と方位磁針の向きを使っ

た視覚的な事実から明らかにした。これにより、観察・実験に自由度をもたせることができ、生徒の考えを

確かめるために、条件を変えたり、電流の強さやコイルの巻き数などの程度を変えたりして、実験を主体的

に行うことができた。 

 次にＡさんのノートに書かれた観察・実験の結果と考察を図３に示す。向きなどの条件を変えたり、磁界

の強さの程度を考えたりして考察を深めることができた。 

 

 

導入での事象提示から課題づくりの工夫 

【導入時】導線のまわりにできる磁界のようすを鉄粉の模様として観察する。 

生徒は、導線のまわりに鉄粉をかけて厚紙をたたくと、円の形に模様ができることを見付けた。 

さらに「方位磁針を置くとどうなるだろう？」と問い、図２のように数個の方位磁針を実際に置いてみ

ると、針が鉄粉の模様にそって円形に動き、時計まわりに針を向けて止まることを見付けた。そこで、 

【事実１】電流の流れる導線のまわりには、円形に磁界が発生する。 

【事実２】電流が下向きに流れると、時計まわりに磁界が発生する。 

ことをまとめた。ここまでとらえさせた段階で、 

【課題】電流が流れる導線とコイルのまわりの磁界のようすを調べよう 

を設定し、生徒が調べたいことを追究していくようにした。            【図２】 

・導線の近くに方位磁針を置くと、針がピタッと止まるけど、遠ざけていくと、あまり反応しなくなった。

導線に近い方が磁界が強いと考えられる。 

・電流を強くすると、針がピタっと止まった。このことから、電流を強くすると磁界が強まっていると考

えられる。 

・コイルに流れる電流の向きを電源装置で逆にすると、方位磁針がさす向きも逆になった。このことから、

電流の向きを変えると発生する磁界の向きも逆になることが分かった。 

・コイルの巻き数を多くしたら、方位磁針がピタッ止まった。コイルの巻き数を多くすると、発生する磁

界も強くなることが分かった。 

・電流が上向きに流れると、方位磁針が反時計まわりに動いて止まったので、反時計まわりに磁界が発生

していると考えられる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３】 

 

ウ 事実と事実を比較し、関連付けて考察できるようにするための机間指導の工夫 

Ｕ字型磁石の中で電流が流れるコイルが受ける力の学習において、実験の事実と事実を比較したり、関連

付けたりして考察できるようにするために、以下のように声をかけながら机間指導を行った。 

 

 

                          【事実①】 

                          【事実②】 

                          【事実③】 

                          【事実④】 

                                     【図４】 

＜声かけ１･･･事実①～④を最初の事実と比較することへの視点＞         

声かけ例：事実①をとらえた生徒へ「電流の向きを逆にしたら、コイルも逆に動いたのはなぜだろう？」 

生徒の反応：「電流の向きを逆にすると、磁界の向きも逆になるから、強め合う方と弱め合う方が反対になっ

て、コイルも逆に動くと思う。」 

 

＜声かけ２･･･事実①と②をまとめることへの視点＞ 

声かけ例：事実①と②をとらえた生徒へ「コイルが動く向きを変えるにはどうしたらいいのだろう？」 

生徒の反応：「コイルが動く向きを変えるには、電流の向きを逆にするか、磁石の極の向きを逆にすればいい。

そうすれば、磁界が弱まったり強まったりする位置が逆になるから。」 

 

＜声かけ３･･･事実①と②を関連付けることへの視点＞ 

声かけ例：事実①と②をとらえた生徒へ「電流の向きも磁石の向きも両方逆にしたらどうなるのだろう？」 

生徒の反応：「電流の向きも磁石の向きも逆だから、発生する磁界の向きは最初と同じで変わらないから、コ

イルが動く向きも最初と変わらないはずだ。」→その場でやってみるように声をかける。 

 

エ 事実を基に考えていくための考察の内容と流れを明確にした指導・評価 

 観察・実験の結果を基にして考える考察の内容を充実させていくために、単元を通して以下のような内容 

実験結果の板書のイメージ             

向き 電流の向きを逆にする   →逆に動いた  

   磁石の極の向きを逆にする →逆に動いた  

強さ 電流を強くする      →大きく動いた 

   磁石の磁界を強くする   →大きく動いた 



について毎時間の考察を行うようにした。また理科ノートの自己評価欄に以下の項目をつくり、単位時間の

学習の最後に、書けたら○、書けなかったら×で振り返るようにした。 

【考察１】～と予想したけど予想どおり（予想と違って）～だった。 

【考察２】～という事実から、～と考えられる。 

【考察３】～が疑問だ。 

 単元学習の始めと終わりでの、生徒の自己評価の変容を示す。 

○の割合 → 単元学習の始め 単元学習の終わり 差（学習の終わり－始め）

【考察１】予想とつなげて書けた。 ５８％ ８６％ ＋１８％ 

【考察２】事実から考察できた。 ５２％ ７３％ ＋２１％ 

【考察３】疑問点が書けた。 ３０％ ２８％ －２％ 

【表４】 

 単元学習の始めの頃は、予想とつなげて考察したり、事実から考察したりすることができる生徒が全体の

半数程であったが、単元学習の終わりには、８割前後の生徒が考察することができるようになった。 

また単元学習後に、生徒が考察にかかわって書いた感想を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように、事実を基にして考察できるようになった実感を生み出すことができた。 

 

３ 授業改善後の成果と課題 

（１）学習にかかわる意識調査から （対象生徒数：１００人） 
＜５：すごくあてはまる ４：ややあてはまる ２：ややあてはまらない １：まったくあてはまらない＞ 

番号 調査項目 ５ ４ ２ １ ５ ４ ２ １ 前平均 後平均

１ 理科が好きである。 ３４ ４８ １４ ４ ３８ ５２ １０ ０ ３．９ ４．２

２ 予想ができる。 ２６ ５６ １５ ３ ２３ ６５ １２ ０ ３．９ ４．０

３ 何のために観察・実験をするのかが分かる。 ４０ ４７ ９ ３ ３６ ５３ １１ ０ ４．１ ４．１

４ 観察・実験の結果が分かる。 ２４ ４４ ２８ ４ ２８ ５５ １７ ０ ３．６ ３．９

５ 観察・実験の事実を大切にして考察できる。 ２４ ４３ ２９ ４ ３３ ３７ ２７ ３ ３．５ ３．７

【表５】 

【Ｂさんの感想】 
 
 
 
 
 
 

【Ｃさんの感想】 



（２）県の学習状況調査から 

本校、昨年度第２学年と今年度第２学年の単元学習後の正答率の比較 

 第２学年「電流のはたらき」 

にかかわる問題 
観点 県の 

正答率 
本校昨年度

の正答率 
本校今年度

の正答率 
本校生徒の差 
(本年度－昨年度)

 ア～エの平均  ６０％ ６４％ ７４％ ＋１０％ 

ア 
電流が流れる導線のまわりに方位磁針を

置いたときに針が動く向きを選ぶ。 
科学的思考 ３９％ ５６％ ６４％ ＋８％ 

イ 
磁界中で電流が流れるコイルが動く向き

を変える方法を選ぶ。 
知識・理解 ８８％ ８８％ ８８％ ０％ 

ウ 
磁界中で電流が流れるコイルの動きを大

きくする方法を選ぶ。 
知識・理解 ８４％ ８５％ ８５％ ＋１％ 

エ 
磁界中で電流が流れるコイルが動くとき

の磁界ようすを磁力線で描いた図を選ぶ。
科学的思考 ３０％ ２８％ ５７％ ＋２９％ 

【表６】 

表５のように、授業改善前後の学習にかかわる意識調査の比較から生徒は観察・実験の結果が分かり、事

実を大切にして考察できると考える生徒が多くなった。 

また平成１７年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査における電流のはたらきにかかわる問題を、授

業改善後に同一問題で行った。表６のように、昨年度の本校第２学年生徒と、今年度の第２学年生徒との正

答率の比較をした。アとエの結果のように、昨年度に比べ、今年度の方が科学的思考にかかわる問題の正答

率が高かった。 

①観察・実験の事実を基にした考え方を位置付けた単元指導計画の工夫と改善に関わって 

○学習指導要領に基づいて４観点のねらいを明確にし、「事実に基づく本時に付けたい力」と「各活動場  

 面において事実をとらえさせるための手だて」、「その事実を基にした考え方」を位置付けた。これに   

 より、観察・実験の事実を基にして考察できる生徒が多くなった。 

②観察・実験の事実を基にして考える学習活動の工夫と改善に関わって 

ア 事実を的確にとらえることができる教材・教具の開発 

○視覚的にとらえられる教材・教具を作成したことで、磁界のようすを立体的に、またより視覚的にとら

えることができた。 

●教材・教具の提示方法や利用する場面を検討する必要性がある。 

イ 導入で提示した事象から、条件や程度を変えながら追究を深めていく授業展開 

○導入時に提示した事象にかかわる特徴や理由をまとめてから課題追究を行うようにしたことで、観察・

実験に自由度をもたせることができ、条件や程度を変えながら幅広く追究を行うことができた。 

●条件や程度の変え方に幅をもたせることで、追究が焦点化されずに分からなくなる生徒への手だてを考  

 える。 

ウ 事実と事実を比較し、関連付けて考察できるようにするための机間指導の工夫 

○観察・実験が終わり、考察を行う場面での机間指導において、どんな事実からどのように考えるとよい

のかを明確にして、段階的に声かけをすることで、事実と事実を比較したり、関連付けたりして考察で

きるようになってきた。 

エ 事実を基に考えていくための考察の内容と流れを明確にした指導・評価 

○考察の内容と流れを明確にすることで、事実を基にして考察が書けるようになってきた。 

●疑問点を見つけたり、学習内容を日常生活に結び付けたりして考える考察の仕方を工夫する。 


