
県と本校第３学年生徒の学習状況調査結果の比較
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事例 中学校 理科 第３学年 「自然と人間 ～自然の中の生物～」

自然事象を探究するおもしろさを感じながらテーマ

理解を深めることができる指導の在り方
・事実と事実を関係付けて考えながら、自然事象について理解を深めること授業改善の

ができる授業展開の工夫ポイント

・科学的な見方や考え方の変容を自覚することができる振り返りの工夫

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【把握方法】

（１）平成１７年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査の分析

平成１７年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査で生徒の実態をとらえた。

（２）平成１８年度 本校第３学年対象に行った理科に関するアンケート

６月に「理科の学習」についてのアンケートを実施し、実態把握に役立てた。

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の分析

【表１】岐阜県と本校の正答率の比較

評価の観点 県の正答率 本校の正答率 比 較

６０.６％ ６１.３％ ＋０.７全 体

科学的な思考 ７１.３％ ７３.２％ ＋１.９

観察・実験の技能・表現 ６３.１％ ６７.６％ ＋４.５

知識・理解 ５１.１％ ４８.２％ －２.９

県の結果と比較すると、本校生徒の正答率とほぼ同じ傾向であるといえる。

本校生徒の特徴として以下の点に着目した。

・ 観察・実験の技能・表現」についての正答率が県の正答率をやや上回っていること「

から、観察・実験は授業の中で充実しており、力も付けてきている。

・知識・理解が県の正答率を下回っていると共に、正答率５０％に満たないことから、

観察・実験を通して学んだことが知識・理解に結び付いていない。

さらに、設問ごとに県と本校３年生の生徒の結果を比較すると、正答率が低い項目ほど県

の結果より低くなる傾向が分かった。そこで「知識・理解」の観点で、正答率５５％に満た

ない問題に着目して分析した。

【図１】設問ごとに見た県と本校３年生生徒の学習状況結果

正答率（％）



【表２】観点「知識・理解」で、本校の正答率が５５％を下回っている問題

出題の意図 県の正答率 本校の正答率 比 較問題番号

水の電気分解を表す化学反応式を理解して ３０.６％ ２９.６％ －１.０％２－⑤

いる。

電流が流れる導線の周りにできる磁界の向 ３８.８％ ２０.６％ －１８.２％３－①

きについて理解している。

磁石による磁界の中にある導線に電流が流 ３０.４％ ２１.９％ －８.５％３－④

。れた時の磁界の様子について理解している

うすい塩酸と石灰石の反応で発生する気体 ５２.３％ ３５.６％ －１６.７％４－①

を表す化学式を理解している。

質量保存の法則について理解している。 ４８.９％ ４５.９％ －４.９％４－②

小腸が養分を吸収し、その養分が血液中に ４６.２％ ４１.３％ －６.１％６－③

取り込まれることについて理解している。

ここに挙げた問題の特徴として、化学変化や電流、磁界など、直接目に見えない事象を題

２－⑤の正答率の低いのは 「モデルと化学式とを関係付けて理材としていることに着目した。 、

解することが弱く、知識が断片的なため」であると思われる。また、問題３－①、問題３－④に

ついては、生徒は実験で実際に磁界が発生する様子や、磁石の磁界の中で電流を流したコイルの

動きを観察・実験を実験で見て確かめているものの理解度が低い。この原因は、化学変化のモデ

ル概念や、電流と磁界の関係性について、仮説を立てて実験し、考察する探究活動によって導か

れ、獲得された知識・理解になっていないからであると思われる。

（２）平成１８年度 本校第３学年対象に行った理科に関する意識調査より

理科の学習や授業についてどのように感じているかを把握するために、意識調査を実施

した （６月実施）。

（３２名対象）【表３】意識調査の集計結果 その１

〔設問〕理科の授業は好きですか。

好き どちらかというと好き どちらかというと嫌い 嫌い
４人（１３％） １７人（５３％） １１人（３４％） ０人（０％）

（好きな理由） （嫌いな理由）
・学習内容に興味・関心がある。 ・計算が苦手。計算が嫌い （８割強）。
・実験・観察が好き、おもしろい。楽しい。 ・授業の内容が難しい、よく分からない。
・疑問を解決するのがおもしろい。 ・学習内容に興味・関心がわかない。
・授業の内容がよく分かる。 ・考えることが面倒くさい。

〔設問〕理科の授業の内容は分かりますか。

よく分かる 分かる あまり分からない 分からない
１人（３％） ２０人（６３％） １０人（３１％） １人（３％）

（３２名対象）【表４】意識調査の集計結果 その２

○と答えた生徒設問「理科の授業で次の項目はできていますか？満足できている項目に○を付けましょう」

８１.３％Ａ 「なぜだろう 「どうなるんだろう」という疑問を持つことができる。． 」

６２.５％Ｂ 「こうなるのではないか」という自分の予想（仮説）を立てることができる。．

７１.９％Ｃ．実験操作を積極的に自分で行うことができる。

７１.９％Ｄ．実験・観察結果を、スケッチや表、グラフ、コメントで記録することができる

７８.１％Ｅ．結果をもとに自分の考察を書くことができる。

２１.９％Ｆ．自分の考えを発表して、仲間に説明することができる。

８４.４％Ｇ 仲間の考えから 自分の考えを見直したり 確信を深めたりすることができる． 、 、 。

４６.９％Ｈ．授業を振り返って、自分の考えの変化や、分かったこと書くことができる。



①意識調査の集計結果 その１より分析

「 」「 」 、「 」理科が 嫌い どちらかというと嫌い と答えた生徒の８割以上が 計算が苦手だから

「計算が難しい」と答えている。また、数人の生徒から「覚えるのが苦手 「覚えるのが面」

倒くさい」という回答も見られた。こういった生徒は「理科は知識を覚える学習だ」という

意識が強いと考える。理科が嫌いな生徒は日頃の授業の中で、自然事象の中に感じた疑問に

ついて探究して解明していくおもしろさよりも、用語を覚えることや、できたかできなかっ

たかを重視しているととらえた。

②意識調査の集計結果 その２より分析

理科における学習活動について 【表４】のＡ～Ｈの項目で満足できている内容に○を付、

けた。その結果を以下のように分析した。

・疑問を持ち、予想もして、観察・実験の結果から考察もできているが、それを自分の

言葉で説明できるところまでの理解には達していないため、発表できない。

、 。・授業を振り返って 今日の授業での自分の学びを充分に振り返ることができていない

これまでの分析をまとめると、本校生徒の実態として、以下のような点を課題としてとら

えた。

本校生徒は、理科の学習における自然事象に対する知識・理解が、断片的な知識や理解に

留まっており、自ら観察・実験で確かめた事実と関係付けて考察する追究活動によって得た

知識・理解になっていない。そのため、自分の考えに自信がもてなかったり、授業での自ら

の思考の深まりに満足することができていない。

授業改善へ

そこで、授業改善の方向として２つのことについて取り組むこととした。

・事実と事実を関係付けて考えながら、自然事象について理解を深めることができる授業展

開の工夫

・科学的な見方や考え方の変容を自覚することができる振り返りの工夫

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

①事実と事実を関係付けて考えながら、自然事象について理解を深めることができる授業展

開の工夫

ア 「生徒がとらえる事実」と「事実からの考察」を位置付けた単元指導計画の工夫と改．

善

生徒の実態分析より、事実と事実を関係付けて考えたり、事象を説明したりする力を高

める必要があると考えた。これまでの授業の中では、生徒は観察や実験は意欲的に行って

いるものの、そこで確かめた事実をもとに、じっくりと自分の考察を錬り、自然事象を説

明することができていなかったと考える。自分の言葉でうまく説明ができたとき、自然に

ついての理解が深まった充実感を感じることができるのではないかと考えた。そこで、本

単元での学習内容を分析し、その授業で「生徒がとらえる事実」と 「その事実から考察、

する内容」を教師自身が明確にもって指導に当たることが必要と考えて単元指導計画を改

善した。

イ．生徒が事実をしっかりととらえ、事実から考察を導いたり、事実と事実を関係付けて

考える見方や考え方を高める指導

単元指導計画で明確にした「生徒がとらえる事実」と 「その事実から考察する内容」、

を単位時間の中でさらに具体化し、指導に生かすことによって、生徒の見方や考え方を高

めていく必要がある。

そこで、生徒の思考に沿った指導展開に留意すると共に、次の３点について具体化し、

実践することとした。

・生徒が事実をとらえるために、事象を見る視点や考える視点をもたせる。

・生徒が見出した事実を意図的に整理する。

・生徒がとらえる事実と事実を関係付ける内容を明確にし、意図的な机間指導を行う。

②科学的な見方や考え方の変容を自覚することができる振り返りの工夫

生徒自身が、その授業での学習を通して、こんなことが分かるようになった。こんなに考



えが深まったということを実感できることで、学ぶ喜びや充実感を感じることができるので

はないかと考える。振り返りは、これまでも行ってきており、ノートに「今日の授業で分か

ったこと、分からないまま終わったこと」を書こうという投げかけで文章で書くことにして

いた。しかし、毎回の授業時間では振り返りをする時間を十分に取ることができず、また、

内容面も分かったこと、分からないことを書くだけであった。

今回振り返りの方法について以下のように改善した。

①一番はじめの時点での自分の考え、予想の段階での自分の考えを、黄色の蛍光ペン

でマークする。

②自分の授業を終えての自分が納得した最終的な考えを赤い蛍光ペンでマークする。

③初めの考え（黄色でマーク）と、最終的な考え（赤色でマーク）を赤色の蛍光ペン

で矢印で結ぶ。

④振り返りの欄に、蛍光ペンでの自分の考えの変容をたどりながら以下の文章に当て

はめる形で振り返りを書く 「初めは□□と思っていたけど、◇◇することによっ。

て、○○ということが分かりました 」。

、 、課題把握から結論に至るまでの本時の学びを 自分の書いた文章を読み返しながらたどり

変化を矢印でつないでみることは、自分の思考の変化や深まりをたどることにつながる。こ

れは、科学的な見方や考え方の変容の自覚を促すことと、理科の学び方の定着につながると

考えた。そこで生徒に次のことを伝えた 「はじめの自分の考えがあり、それが最後にどう。

変わったかが第１の学びの足跡である。また、それに対して矢印の間に挟まれた実験図や観

察・実験結果の記録、途中の考察、仲間の意見のメモなどが、自分の考えの変容をもたらし

てくれるものであり、第２の学びの足跡である 」。

一時間の中で、何が生徒の科学的な見方や考え方の変容をもたらすようになったかという

ことをとらえ、意図的に価値付けていくことで 「覚えている 「覚えていない」といった生、 」

徒の価値観が、探究や思考を充実させることの大切さや、楽しさを感じる方へと近づけばよ

。 、 、いと考えた このことについて その意味と活用の仕方について１枚プリントにして配布し

ファイルに貼り、毎回の授業での振り返りをするときに利用した。



（２）改善の具体的方途と実践

①事実と事実を関係付けて考えながら、自然事象について理解を深めることができる授業展

開の工夫

ア「生徒がとらえる事実」と「事実からの考察」を位置付けた単元指導計画の工夫と改善

【従前の単元指導計画】

ねらい 学習活動 評価規準時数

土中の菌類や細菌類な ・条件統一した比較対照実験を５ 「土の中にいる生物が有機物を変化させている

どの微生物が有機物を分 行い、結果から考察をするこ・ のだろうか」

解していることについ ○土と一緒に数週間保管していた食べ物（＝有 とができる。６

て、デンプンを分解する 機物）がどうなっているか観察し、変化の原 〔実験技能・表現〕

土中の生物のはたらきを 因を予想する。 【行動観察、ノート記述】

確かめる実験を行い、設 ○食物の変化が、土の中の生物のはたらきによ ・腐食した食物の観察結果と実

定した実験の条件と結果 るものかを調べる実験方法を考え、実験を行 験結果から、有機物は生物の

の違いとを生物の活動と う。 はたらきで変化していること

関係付けて考察し、説明 ○前回準備した実験の続きで、デンプン溶液の が書かれている。

することができる。 ヨウ素反応を確かめ 実験結果より考察する 〔科学的な思考〕、 。

○実験結果を交流し、結論をまとめる。 【ノート記述】

○土中の小動物のはたらきや菌類、細菌類など

「分解者」についての説明を聞く。

【改善した単元指導計画】

ねらい 学習活動 評価規準時数 とらえる事実(○)と、

その事実からの思考(→）

土中の菌類や ○１ヶ月間放置した食物 ・条件統一して比較５ 「土の中にいる生物が有機物を変化

細菌類などの微 （有機物）自体の変化と 対照実験を行い結・ させているのだろうか」

生物が有機物を ○土と一緒に数週間保管していた食 周りの変化（カビ）の 果から考察をする６

分解しているこ べ物（＝有機物）がどうなってい 変化の様子 ことができる。

〔 〕とについて、デ るか観察し、変化の原因を予想す →目には見えない生物の 実験技能・表現

ンプンを分解す る。 存在が食べ物を変化さ 【行動観察、

】る土中の生物の ○食物の変化が、土の中の生物のは せているのではという ノート記述

はたらきを確か たらきによるものかを調べる実験 思考 ・腐食した食物の観

める実験を行い、 方法を考え、実験を行う。 ○条件を変えた溶液のヨ 察結果と実験結果

設定した実験の ○デンプン溶液のヨウ素反応を確か ウ素液の変化の仕方の から、有機物は生

条件と結果の違 め、結果より考察する。 違い 物のはたらきによ

いとを生物の活 ○結果を交流し、結論をまとめる。 →デンプンの有無と生物 って変化している

動と関係付けて ○土中の小動物のはたらきや菌類、 の存在の有無から目に ことを見出すこと

考察し、説明す 細菌類など「分解者」についての 見えない生物による有 ができる。

ることができる。 説明を聞く。 機物の分解を関係付け 〔科学的な思考〕

て思考 【ノート記述】



イ．生徒が事実をしっかりととらえ、事実から考察したり、事実と事実を関係付けて考え

る見方や考え方を育てる指導（第６時：分解者による有機物の分解の授業より）

〔具体的な授業の流れ〕 〔指導内容〕
〔実験〕 手だて

とらえる事実と事実を関係付ける内共通実験については、どの生徒も「実験結果で確かめる

容の明確化と意図的な机間指導ことができるであろう事実」と「その事実から考察できる

事実をとらえ、事実から事象を説明こと」の見通しをもつために、生徒に結果に対する見通し

するために、生徒に実験で「とらえるを問い、板書に位置付けておいた。

」 「 」事実 と その事実から考察すること
さらに、その事実と考察をどのように（板書）

関係付ければ「有機物を変化させてい条件Ａ→ヨウ素反応なし→デンプンが分解された

るのが菌や微生物である」ことを説明条件Ｂ→ヨウ素反応あり→デンプンが残っている

できるを、以下のように整理した。条件Ｃ→ヨウ素反応あり→デンプンが残っている

（※）どの結果から、課題解決できるかは机間指導で行った

〔結果〕→〔考察〕

授業の中で、生徒がとらえている事
実や、そこから考えている考察の段階

に応じて援助の仕方を使い分けて机間

指導した。

( )ヨウ素液の色の違いをとらえる。Step1
（問いかけ 「ヨウ素液の色はどう違います）

か？デンプンが残っているのは？そのことか

らデンプンはどうなったといえますか？」

「デンプンが多いのはどれですか？どうして

そのことがいえるの？」

（→板書に立ち返って示す）

( )ヨウ素液の色から考察したデンプンのStep2
変化を、設定した実験条件と関係付けながら

考察する。

（問いかけ 「ＡとＢ、ＡとＣの結果を比較）

すると、どんなことがいえますか？」

その成果

生徒の実態に応じた机間指導の在り考察 ２の生徒は、写真のようにＢとＣでわずかに色のNo
方を明確にしておくことで、短時間に違いが出たグループの一人である。

えを導き引き出すことができていた。

グループによっては、写真のように

ＢとＣでわずかに色の違いが出た。生

Ａは上記（生徒の考察②）のように考

察した 「ヨウ素反応の濃さの違い」。

という事実をとらえ、その事実をデンプンの量、さらには微生物の存在量にまで関係付けて現
象を説明することができていた。このグループでは班員同士がこのヨウ素反応の色の違いにつ
いてお互いに意見を言い合う中で、それぞれの考えを深めることができていた。次時に、この
グループがヨウ素液の濃さの違いに着目した事実のとらえの鋭さを紹介し、価値付けた。

(生徒の考察①)
Ａ：加熱してない土の水はヨウ素液に変化がないので、

デンプンはない。

Ｃ：加熱した土の水は、ヨウ素反応があったのでデンプン

がある。

Ｂ：水はヨウ素反応があったのでデンプンがある。

まとめて…

Ａは土の水の中に微生物がいて、デンプンを分解した。

Ｃは加熱をしたので、微生物が死んでしまってデンプン

を分解できなかった。

（教師 「どの結果から、微生物が分解したと説明できるの？」）

（生徒の考察Ｎｏ２）

ＡとＣを比べると、ＡはデンプンがないのにＣはデンプンが

あるので、加熱すると微生物は死んでしまい、デンプンは分解

することができない。

「とらえる事実」と『関係付ける内容』
Ⅰ 「ヨウ素反応の違い」→『有機物；ﾃﾞﾝﾌﾟﾝの変化（分解 』． ）

ヨウ素反応あり → デンプン残っている。
ヨウ素反応なし → デンプンが変化した。

Ⅱ 「条件の違い」→ 生物の存在．
Ａ：土 → デンプン残っていない。
Ｂ：水 → デンプン残っている。
Ｃ：土＋熱 → デンプンが少し残っている。

机間指導の中でⅠとⅡの事実を捉える助言をし、生徒はそこから
考えられることを言葉に出しながら、課題についての考察し、説
明できるようにした。

（生徒のノートより ヨウ素反応の濃度に着目した考察）
Ｃは薄い紫色になって、少しだがヨウ素反応があった。Ｃは加熱し

たことで微生物が死んだが、少しは生き残っていて、それがデンプ

ンを少し分解したので、わずかにヨウ素反応があった。



②科学的な見方や考え方の変容を自覚することができる振り返りの工夫

生徒Ａの授業ノートから、生徒Ａの科学的な見方や考え方の変容の自覚について分析する。

①

②

③

④



この生徒の振り返りの場での様子は次の①～④ようだった。

自分のはじめの考え（予想）を緑の蛍光ペンで２回囲んだ。①
・はじめの自分をじっくりと振り返る様相としてとらえた。

次に、考察の自分の記述を読み返し、赤い蛍光ペンで自分が最終的に納得した説明が②
できている考察 「Ａは微生物がデンプンを食べた 「Ｃでは、熱したことより微生、 」
物が死んだので変化した」に下線を引いた。
・はじめの考えと比較し、どう変容したかを自覚している様相としてとらえた。

その後、自分の科学的な見方や考えの変化をたどる矢印を書き加えた。この時、予想③
と考察をつなぐことに加えて、実験Ａと実験Ｃの結果を比較した考察の記述にまで矢
印を伸ばしている。この部分は仲間との考察の交流の得た考察である。
・自ら見いだした考えを更に仲間の情報から再構築している様相をとらえた。

最後に振り返りを書いた 「初め～と考えていたけど、やっぱり～」と記述している④ 。
ように、自分の考えの変容をたどることで、はじめの考えからどう変容し、自分の科
学的な見方や考え方が構築されたかを自覚していることが分かる。書き終えた後、再
度振り返りを赤い蛍光ペンで囲い見直しもした。

、 。・本時の学習内容と共に 自分の学習姿勢も含めた歩みに納得した様相をとらえた

このようにして授業の振り返りをするで 「自分の考えが何よって変わることができたか。、
何によって自信がもてたか。何によって納得できたかが分かるね 」と投げかけながら指導し。
た。生徒は、もう一度自分の記録した実験結果に印をしたり、考察の文章に、自分独自の矢印

。 、 、を加えたりする生徒が見られるようになってきた また 黒板に位置付けられた仲間の考察を
ノートに新たに加えたりして、より自分が納得できる説明をしようとする生徒が増えてきた。
短時間でできることであるが、ノートに色を加えたり、矢印でつないだりすることで 「自分、

」 、 。の分かり方が分かる ようになり 学習にも意欲的に取り組む姿が見られるようになってきた

３． 授業改善後の成果

（１）学習に関わる意識調査から

【表５：意識調査結果 その１】

〔設問〕理科の授業は好きですか。 〔設問〕理科の授業の内容は分かりますか

差 差授業改善前 授業改善後 授業改善前 授業改善後

４人 ４人 ０人 １人 ２人 ＋１人好き よく分かる

１７人 ２６人 ＋９人 ２０人 ２５人 ＋５人どちらかというと好き 分かる

１１人 ２人 －９人 １０人 ５人 －５人どちらかというと嫌い あまり分からない

０人 ０人 ０人 １人 ０人 －１人嫌い 分からない

【表６：意識調査結果 その２】

設 問 ○と答えた生徒

８１．３％ ７８．１％Ａ 「なぜだろう 「どうなるんだろう」という疑問を持つことができる． 」

６８．８％Ｂ こうなるのではないか という自分の予想 仮説 を立てることができる．「 」 （ ） 。 ６２．５％

７５．０％Ｃ．実験操作を積極的に自分で行うことができる。 ７１．９％

７１．９％ ７１．９％Ｄ．実験･観察結果を、スケッチや表、グラフ、コメントで記録することができ

８４．４％Ｅ．結果をもとに自分の考察を書くことができる。 ７８．１％

３１．３％Ｆ．自分の考えを発表して、仲間に説明することができる。 ２１．９％

７８．４％Ｇ 仲間の考えから自分の考えを見直したり 確信を深めたりすることができる． 、 。 ７１．９％

５６．３％Ｈ．授業を振り返って、自分の考えの変化や、分かったこと書くことができる。 ４６．９％

○【意識調査結果①】より、理科の授業が「どちらかというと嫌い」と答えていた生徒が

「どちらかというと好き」になってきている。その結果「好き 「どちらかというと好」

き」の合計の割合が９４％となった。同時に 「分かる」生徒の割合も大きく伸びてい、

る。本単元による実践が、生徒の意識を大きく変容させたと分析できる。

○【意識調査結果②】より、全般的に理科の授業における自分の学びに満足感を感じるこ

とができている生徒が増えてきた。特に、Ｅ；考察の項目での満足度が高くなっている



、 、 、ことから 事実をしっかりとらえ 事実から関係付けて考察する指導をすることにより

自分の考えをもつことができる生徒が増えたと分析する。

（２）単元テストの正答率から

【定期テストでの本単元の問題】

〔問題○〕土の中の小動物や分解者のはたらきを確認するために、次のような実験を行いました。これ

について以下の各問いに答えなさい。

【実験１】雑木林と運動場の土のそれぞれを容器にとり、ラップをかけてパンと一緒に常温で１ヶ月間

保管した。この間、土が乾いてしまわないように管理した。

【実験２】雑木林と運動場の土に、それぞれ水を入れてよくかき回し、布でこした水と、それらと同量

。 、 、の水にそれぞれデンプン溶液を加えた ２日後 ふくろの中の気体を石灰水の中におし出し

袋の中の液にはヨウ素液を加えて反応を調べた。

Ａ：雑木林の土をこした水 Ｂ：運動場の土をこした水 Ｃ：水

＋デンプン液 ＋デンプン液 ＋デンプン液

【表７：定期テストの正答率】

番号 設 問 正答率（％）

【実験１】で１ヶ月後、雑木林の土、運動場の土と一緒に放置したパンには、（ ）１
８４．４％ある変化が見られました。どのような変化が見られたでしょうか。授業で観

（解答：カビが生えている。腐っている ）察したことから答えなさい。 。

この実験で用いたパンは、自然界で考えると、どんな物質の一種として実験（ ）２
５３．１％に用いたものになりますか 〔設問○〕の解答の中から適切な語句を選んで答。

（解答：有機物）えなさい。

【実験１】で雑木林の土と運動場の土での結果を比較したときに、どのよう（ ）３
な違いが見られると考えますか。また、その結果から分解者の存在する量に

７８．１％ついてどのようなことが考えられますか。
（ 。 ）解答：雑木林の土の方が運動場の土よりカビが多く生えている より腐り方が激しい

（解答：分解者は雑木林の土の方が運動場の土より多く存在している。

４ ８７．５％（ ） 【実験２】のＡ～Ｃで、石灰水がもっとも白く濁ったのはどれですか。
（解答：Ａ）

この実験で、パンを変化させたものが「生物」であるということを確かめる（ ）５
７１．９％には、さらにどんな実験を行えばよいでしょうか。そのための実験方法を考

えて答えなさい。
（解答：焼いた土で同じ実験をする。土をこした水を沸騰させる）

○設問（１）から、食物や周辺の変化について、授業で確かめた事実を基にして解答でき

ており、十分理解されているといえる。

○設問（３）から、雑木林の土とグランドの土の食物の変化の違いからそれぞれに生存し

、 。ている分解者の量について 関係付けて考えることがおおむね理解されているといえる

○設問（４）から、分解者の存在量を分解によって発生する二酸化炭素の量と関係付けて

考えることが十分理解されているといえる。

○設問（５）では、目的に応じた実験方法を考えることについておおむね理解されている

といえる。

（３）研究内容の視点から分析する成果と課題

①事実と事実を関係付けて考えながら、自然事象について理解を深めることができる授業展

開の工夫

ア 「生徒がとらえる事実」と「事実からの考察」を位置付けた単元指導計画の工夫と改．



善

○教師自身、単位時間に生徒がどんな事実をとらえて、それらを関係付け、何について考

察したらよいかを単元指導計画作成の段階で明確にすることで、単元で身に付けさせた

、 。い資質・能力についての全体像と単位時間ごとのつながりをつかみ 指導するができた

また、単位時間の指導内容を具体化する時のより所となった。

イ．事実をしっかりととらえることで、事実から考察を導いたり、事実と事実を関係付け

て考える見方や考え方を育てる指導

○【意識調査結果①】の特に、Ｅ；考察の項目での満足度が高くなっていることから、問

題解決の過程で必要とする事実（何を見たらよいか）について、生徒は見通しをもち、

自分で見いだした事実から自分の考えにつないでいくことができたと考える。実際に生

徒のノートには、事実をより細かくとらえた記述や、考察を事実に基づいて説明できて

いる記述が多く見られるようになってきた。

○【定期テストの分析】より、事実をとらえたり、事実と関係させて考えたりすることに

仮説を立てて実験し、考ついて、指導の成果があったと考える。本単元で学んだことが、

察する探究活動によって導かれ、獲得されたものであると思われる。

●具体物や実体験が用意できない授業で、どんな方法で事実をつかませて、考察させるの

かを考える必要がある。

②科学的な見方や考え方の変容を自覚することができる振り返りの工夫

○自分の考えの変容を、矢印を書き込んだり色分けしたりして振り返りをすることで、振

り返りの記述の中に自分の考えの流れや変容が記述できていたり、自分が納得する考え

が得られたきっかけを記述することができていたりする生徒が増えてきた。

○「自分の歩みを振り返る」ことを繰り返す中で、自分が学び取ったことを自覚すること

ができ、探究のおもしろさを感じている生徒が増えていると考える。それが 「理科が、

好き 「理科の授業が分かる」生徒の増加につながったと考える。」

●記述の時間の確保は必要である。

●Ｈ： 振り返り」について、伸びはあるものの、まだ６０％を越えていない。本単元か「

ら始めた試みなので、日々の授業で繰り返し実践し、その有効性を実感できるようにし

ていきたい。これからも継続して指導していくとともに、さらには、日常生活の体験と

結び付いた振り返りにもつなげていけるよう指導したい。


