
事例 中学校理科 第３学年 「物質と化学変化の利用」

目的意識をもって観察、実験を行い、事実を関連付けてテーマ

考察する力を育成するための指導の工夫改善
授業改善 ・思考の連続性を重視した単元指導計画の工夫

の ・仲間との学び合いの時間を充実させるための工夫

ポイント

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【把握方法】

(1) 岐阜県における児童生徒の学習状況調査の結果から

(2) 生徒のノートの分析から

学習状況の結果と分析

(1) 岐阜県における児童生徒の学習状況調査の結果から

「平成１７年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査 調査結果の分析と指

を参考に、本校の生徒の学習状況調査結果を分析し、指導の方途導方法の改善」

を考えた。

県全体と本校の調査結果を比

較してみると、県全体の結果と

比べて、正答率では本校は全体

的に上回っている。しかし、特

に第２学年（現在は第３学年）

の結果の中で問題 ３－４ ５「 」「

－５」は、正答率が低い。

「３－４」は、磁界の中にあ

る導線に電流が流れたときの磁界の様子を選択する「観察･実験の技能･表現」に

ついての問題である。この問題のように、既習の知識を実験の結果やモデルと関

連付けて考える問題では、正答率が低く、十分に身に付いているとはいえない。

生徒の実態は、この問題に顕著に現れている。このことから、特に、実験で得ら

既習内容や日常生活、他分野での学習と関連付けた指導を充実させ、総れた事実を

合的に考察する力を育てることが必要である考えた。

また 「５－５」は実験結果をもとに、だ液がデンプンを糖に変えていること、

を記述して説明する問題である。この問題の分析から、何のためにベネジクト液

目的意識を明確にもてないまま実験を進めていたり、を使うのかが分からないなど、

いくつかの実験結果を関連付けて考察することが不十分であると考えた。

以上のことから、特に、 実目的意識をもって観察、実験を行ったり、いくつかの

験結果や既習内容、日常生活等を関連付けて総合的に考察する力に弱さが見られる

と考えた。

(2)生徒のノートの分析から

課題を解決するに当たって、観察、実験で得た事実を大切にし、自分の考えや

既習内容などと関連付けながら総合的に考察して自分の考えをまとめ、表現する

ことが必要である。そこで、次の１～４の段階でノートを評価し、生徒の実態を

分析した。

１ 観察、実験の事実をもとに予想や既習内容、生活経験を関連付けながら考

察している。

２ 結果はまとめられているが、事実を基に語るのではなく、知識として知

っていることから考察する。

３ 観察、実験で得られた事実の記述が少なく、結果を表面的にとらえた考察

正答率 全体 ３－４ ５－５

％ ％ ％県全体第２学年 60.6 30.4 54.6

％ ％ ％本校第２学年 72.1 43.0 65.0

比 較 ％ ％ ％+11.5 +12.6 +10.4

図表１ 第２学年 県の学習状況調査の正答率（本校との比較）



になったり、１つの事実だけから結論を導き出している。

４ 観察、実験で得られた事実の記述がなかったり、正確な観察、実験の結果

がないのに考察をしている。

図表２のノートの分析から、本校の３年生は実験

結果による事実をありのままにとらえること、その

事実を自分の予想や既習の知識と関連付けて考察す

る力が弱いと言える。

図表３はサクラの花びらを観察ときの生徒のノ

ートである。丁寧に詳しくサクラの花びらが観察さ

れており、それで得られた事実をもとに、自分のこ

れまでのサクラの花びらに対する見方や考え方を広

げている。この生徒のように事実を大切にして、

自然の事物・現象に対する見方や考え方をより科学

的なものになるよう授業改善したい。

図表３ 生徒のノート授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

(1) 授業改善の方針

前述の問題「３－４ 「５－５」の本校生徒の結果分析やノートを基に分析した生徒」

『 』の実態から 実験で得た事実を既習の知識や日常生活と関連付けて総合的に考察する力

を育成する必要があることが言える。そこで次の手だてを考えた。

①思考の連続性を重視した単元指導計画の工夫

ア単元を貫く課題を軸とした単位時間の役割の明確化

②仲間との学び合いの時間を充実させるための工夫

ア目的意識を明確にするための事象提示と課題設定の工夫

イ意図的指名による学び合いの場の充実

観察によって得ら

、れた事実をもとに

自分の見方や考え

方を広げている。

図表２ ノートの分析



(2) 改善の具体的方途と実践

①思考の連続性を重視した単元指導計画の工夫

【実践事例：第３学年 「物質と化学変化の利用 】、 」

生徒の思考の連続性を大切にし、直接体験をもとにした学習から徐々にそれらの規則

性や関連を見出していける内容へとつなげ、日常生活や他領域での学習内容と関連付け

て考察できるよう、単元の構造化を図った （資料４「単元構想図」参照）。

従前の単元構想図や指導計画では 「化学変化とエネルギー 「物質資源の利用」と、 」

いうように別の単元として分けて扱っていた内容を 「物質と化学変化の利用」として、

一つの単元に整理した。同時に 「化学変化は私たちの生活でどんなところに利用され、

ているのだろうか」という単元を貫く課題を設定して単元を構成した。これによって、

生徒は既習内容である「化学変化」を足場としながらエネルギーの利用や物質資源の利

用について、日常生活と関連付けながら学習していくことができると考えた。

単元指導計画では 「どんな実験」によって 「何を見せ 「どんなことを考えさせ、 、 」、

る」のかを指導計画に位置付け、単位時間の役割を明確にした。また、学習活動を進め

る中での生徒の思考の流れやつまずきを予想し、その手だてを具体的に記述するように

した （資料３「単元指導計画」参照）。

＜従前の単元指導計画＞

次 時 ねらい 学習活動 評価規準

金 金属の燃焼は、金属 金属が燃えるには、酸素が必要①

属 と酸素とが激しく光と 金属が燃えるには、なにが必要か、また、金属が燃えると であることを予想できる。

【科学的な思考】と 熱を出して化合するこ どんな物質ができるのだろうか

酸 とであり、さびは酸素 金属の燃焼は、金属と酸素とが・銅とマグネシウムを空気中で加熱して様子を調べる。

素 と金属がゆっくりと時 ・マグネシウムや銅が 酸素と化合するときにできる物質や 激しく光と熱を出して化合する、 、

の 間をかけてゆるやかに 金属のさびについての説明を聞く。 ことであることをや、さびは酸

反 酸素と化合してできる ・酸化と酸化物について説明を聞く。 素と金属がゆっくりと時間をか

応 ことを説明することが ・自然にある金属の酸化物について説明を聞く。 けてゆるやかに酸素と化合して

できる。 できることを指摘できる。

＜改善した単元指導計画＞

図表４ 従前の単元指導計画と改善した単元指導計画との比較



② 仲間との学び合いの時間を充実させるための工夫

【実践事例：第３学年「物質と化学変化の利用」第２時 酸化銅の還元】

ア 目的意識を明確にするための事象提示と課題設定の工夫

酸化銅の還元の実験から、還元についての学習では、これまで、演繹的な方法で学習

を進めてきた。しかし、本時のねらいや指導内容をよく吟味した結果、より方向性を明

確にした課題の設定を行うことで目的意識を強くもたせ、関連付けて考える思考を深め

るために、帰納的な方法で学習を進めていくことにした。本時の課題を図表６のように

設定した。

＜従前の還元の学習での課題＞ ＜改善した課題＞

課題「酸化銅を元の銅に戻すことはでき 課題「酸化銅から銅をとり出すとき、どん

るのだろうか 」 な化学変化が起きたのだろうか 」。 。

課題「酸化銅が銅に戻った化学変化を、

化学反応式を用いて書き表そう 」。

図表５ 従前の還元の学習での課題と改善した課題

ほとんどの生徒は酸化した金属の還元を実際に見たり行ったりした経験はない。そん

な中で従前の課題を提示したとしても、直感でできるかできないかを判断するだけで、

この現象について調べてみたいという目的意識を強くもたせることが難しい。

そこで、まず、演示実験によって先に事象を提示し、銅に戻すことができることを示

した。その後、課題づくりを行い、どんな化学変化が起ているのかを考えさせるように

した。このことによって、本時は「どんな実験をどんな方法で行えばよいのか 「何。」

を見てどんなことを考えていけばよいのか 」がより明確になると考えた。。

「前回の実験で作った酸化銅。これを元に戻せると思う？実は炭素を混ぜて加熱する

と・・・ と簡単に説明しながら演示実験を行った 生徒は 気体が出てきた 色。」 。 、「 。」「

が変わった 「何で？」とつぶやきながら観察した。そこで、生徒のつぶやきをつ。」

なげて課題づくりを行い 「この課題を解決するには何を調べたらいい？」と聞いた。、

すると 「本当に銅に戻っているのか調べる 「発生した気体を調べる 「気体は酸素、 。」 。」

か二酸化炭素 」という意見が出された。生徒はそれらの意見を参考にしながら予想を。

たて、簡単に交流を行った。このことにより、一人一人が自分なりの予想をもち、目的

意識を明確にもった追究をスタートさせることができた。

学習状況調査の問題「５－５」が不正答であったＡ子は、これまでの授業の中で、探

究活動に目的意識を明確にもって取り組むことが少なかった。そのため感覚的に事実を

とらえて、複数の事実を関連付けてとらえる力の定着には弱さが見られた。Ａ子には、

ど のような根拠から、課題に対しての予想をもったのかを十分に考えるよう指導・援助

し た。その結果、この交流の中で、既習事項から発生した気体は酸化銅が分解して発生

し た酸素だと発表した さらに 炭素を混ぜた事に着目しているＢ男の発言を聞き 発。 、 、「

生した気体はどちらなのだろう。二酸化炭素だとしたらどんな変化が起きたのか…」と

視点をもち、目的意識をもって意欲的に実験に取り組んだ。

さびてしまったものはもう戻せないと思っていたけれど、今日考えてみたら、

酸素とより結び付きやすいものをつかって酸素を奪い取ってしまえば、また元の

物質に戻すことができることが分かりました。日常生活で使っている金属がこう

やって取り出されていることが分かってちょっと感動しました。

（Ａ子の授業後の記録）

以上のように事象提示と課題設定の工夫によって、目的意識をもち、様々な見方や

考え方でとらえようとする姿をつくり出すことができた。



イ 意図的指名による学び合いの場の充実

本時では、酸化銅の還元について、原子の組み合わせを用いて説明できることに気付

くことができるよう、図表６のように学び合いを構想した。

図表６ 学び合いの場の構想図

この学び合いの構想を交流時の意図的な指名に生かしていくことで、見方や考え方の

深まりを生徒が実感できると考えた。

意見交流では、最初に交流の土台として実際に実験で見付けた事実を確認後 『炭素、

と酸化銅が反応して、銅と二酸化炭素ができる』事象についてどんな変化が起きたのか

を考えた。まず、銅と二酸化炭素のそれぞれが、どのような変化によって発生したかを

意図的により明らかにしようとした。

「酸化銅からが離れて銅になった 「炭素と酸素が化合した 」これらの意見を板書。」 。

に位置付けてから、原子同士の結び付きに着目している生徒を指名することによって、

「銅に結び付いていた酸素が炭素に奪われた。だから、炭素が酸素と結び付いて二酸化

炭素が発生した 」という思考につなぐことができた。。

さらに、この反応を原子のモデルを用いて説明するために考える場を位置付けた。そ

の結果、生徒はモデルを動かしながらまとめ、実験で見つけた様々な事実と関連付けな

がら全体としてどういう変化が起こっているのか思考を深めていくことができた。実験

結果を予想や既習内容と関連付けて考察することができた。

私は実験をする前、発生する気体は二酸化炭素と予想をしていて、それはあっ

ていました。でも、どうして二酸化炭素が発生するかは考えていなかったので、

みんなの意見を参考にしてモデルを動かして、原子の数が実験前と後で一致した

ときすっきりしました。酸化銅から銅を取り出すときにどんな変化が起きたのか

よく分かりました。 （Ｃ子の授業後の記録）

Ｃ子は、きちんとノートをまとめるが、

事実と生活経験から自然事象を考えて、ま

とめることは苦手である。Ｃ子は、本時、

二酸化炭素が発生する理由を説明できなか

った。それは、二酸化炭素が、酸素と炭素

の化合物であるというとらえができていな

いからだと考えた。 そこで 『物質のつ、

くりと原子の結び付き』に着目しているＤ

子を意図的に指名し、意見交流を行うこと

ができるようにした。そうすることで 「二、

酸化炭素は炭素と酸素の化合物である 「酸」

化銅は酸素と銅の化合物である」という見

方が生まれ、考えを深めていけると考えた

からである。交流を行った結果、Ｄ子は、

酸化銅から離れた酸素が炭素と結び付いて図表７ Ｃ子の授業後のノート



二酸化炭素ができることに気付き、実験による事実と原子モデルを関連付けて酸化還元を

説明することができた。図表７の授業後のノートには、実験によって見付けた事実を既習

内容と関連付けてまとめることができた。

３ 授業改善後の成果

( ) 授業改善後の学習状況分析1
① 生徒のノート分析から

１ 観察、実験の結果もとに予想や既習内容、既習

内容、生活経験を関連付けながら考察している。

２ 結果はまとめてあるが、事実をもとに語るので

、 。はなく 知識として知っていることから考察する

３ 観察、実験で得られた事実の記述が少なく、結

果を表面的にとらえた考察になったり、１つの事

実だけから結論を導き出している。

、 、４ 観察 実験で得られた事実の記述がなかったり

正確な観察、実験の結果がないのに考察をしてい

る。

図表８ 単元終了後のノート分析

図表９ 単元を通してのノートの変容

実践を終えて、１学期と同様に生徒のノートを分析したところ、図表９のように、

、 。見付けた事実を既習内容や予想 生活経験と関連付けて考察できる生徒が多くなった

実際の授業では、信頼性の高い事実を得るために、何度も繰り返し観察、実験を行う

姿やいくつかの事実を自分や仲間の見方や考え方と関連付けて考えようとする姿が生

まれ、生徒には、さらに論理的に自分たちの考えを深めようとする姿が見られた。

② ２学期期末テスト正答率から

○県の学習状況調査の正答率 ○２学期期末テストの正答率

３－４ ４３．０％ ３－４ ６３．５％類似問題

５－５ ６５．０％ ５－５ ７１．２％類似問題

２学期期末テストにおいて、学習状況調査における類似問題を作成し、授業改善後

の学習状況を分析した 「酸化銅に炭素を加えて加熱したときに起こる変化を原子の。

モデルを用いて模式的に書きなさい 」という３－４の類似問題では、学習状況調査。

の正答率と比較をすると、２０％ほど高くなっている。また、還元の問題で 「反応、

が終わったあとすぐに、試験管から銅を取り出すと、また黒色の酸化銅に戻ってしま

った。これはなぜか。理由を簡潔に説明せよ 」という５－５の類似問題でも、正答。

率は６％高くなった。

(２)授業改善の手だてに対する成果と課題

①思考の連続性を重視した単元指導計画の工夫

ア単元を貫く課題を軸とした単位時間の役割の明確化

○付けたい力と各時間の役割を見方や考え方のレベルで明確にした結果、それぞれ

の時間に育てていく見方や考え方を意図した指導・援助が可能になった。それに

より、基礎的・基本的な内容の定着がより確かなものとなり、事実をもとに考察

できる生徒が多くなった。

改善後のノートの分析改善前のノートの分析



②仲間との学び合いの時間を充実させるための工夫

ア目的意識を明確にするための事象提示と課題設定の工夫

イ意図的指名による学び合いの場の充実

○目的意識を明確にするために事象提示や課題設定を工夫することにより、生徒は

自分なりの予想をもち、目的意識を強くもって課題追究することができた。

また、仲間との学び合いの場で、生徒の着眼点や見方や考え方を事前にとらえ、

意図的指名に生かし学び合いを組織することで、生徒はいくつかの事実を関連付

けながら多面的、総合的に事象をとらえて考え、見方や考え方を広げ深めること

ができた。

●仲間との学び合いの姿を生み出すためには、あらかじめ意見交流の土台となる共

通の足場をつくることが大切である。その共通の足場づくりを効率的に行うため

の方途を探っていく必要がある。
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