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事例 中学校理科 第１学年 「身のまわりの現象」

テーマ 「実社会・実生活との関連を図り、

科学的な見方や考え方を養う指導の工夫」

授業改善 ①実社会・実生活で体験する自然事象を導入で位置付けた単元指導計画の

の視点 工夫改善

②事実と事実を結び付け科学的な見方や考え方を養うことができる指導方

法の工夫改善

１ 学習状況の把握と結果の分析

(1)学習状況の把握の方法

①岐阜県における児童生徒の学習状況調査と本校の状況分析

②学習に関するアンケート調査の分析

③体験に関するアンケート調査の分析

(2)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と本校の状況分析

【結果】

正答率

領
問題番号 出題の意図 評価の観点

（％）

域 大 小 通 科学的 観察 知識 県 自校

問 問 番 な思考 実験 理解

第 13 力を矢印で表すことができる。 ○ 62.3 50.4

一 14 圧力が大きくはたらくときの条件を理解してい ○ 70.6 72.0

分 ④ １ る。

野 重さが同じでも、その力のはたらく面積が変わ ○ 38.7 40.7
15

った場合、圧力の大きさが変化することを説明

することができる。

16 圧力のはたらきを実生活の中の事象にあてはめ ○ 58.1 53.7

て考えることができる。

【分析】

・科学的な思考

圧力が大きくなる条件についての知識・理解は高い。また、同じ重さの物体が力の

はたらく面積の違いによって変化することについても理解している。しかし、その現

象を正しく説明する力はやや身に付いていないと分析できる。また、実社会・実生活

に結び付けて理解していないため、圧力のはたらきを実生活の中の事象にあてはめて

考えることができていないと分析する。

・観察・実験の技能・表現

力の大きさを力の矢印の長さで表現することはできる。しかし、力のはたらいてい

る向きまで十分に理解しているとはいえない。力は、視覚でとらえることができない
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ためであると分析する。

・総合分析

これらの分析より、生徒は力のように視覚で事象をとらえることができないと理解

がやや低くなる傾向にある。また、力や圧力を定性的にとらえることができるが、そ

れらを定量的にとらえる力はやや低い。そして、理科の学習を、実社会・実生活と結

び付けて考える力がやや低いと分析する。

②学習に関するアンケート調査（９月実施）の分析

【結果】

理科の学習に臨む、生徒の意識を調査した（表１）。○は「はい」という解答、▲は

「いいえ」という解答を一部記述している。

表１：理科の学習に関するアンケート調査 ３学級 １０５人対象

質 問 項 目 は い い い え

①理科は好きですか。 ７１％ ２９％

「生徒の意見」

○おもしろい、楽しいから。

○実験などをして、身近なもののいろいろなことを知ることができるから。

○自然のことや実験からの考察が好きだから。

▲予想等を書くことが苦手だから。

②観察・実験は好きですか。 ８３％ １７％

「生徒の意見」

○スケッチするのは好きで、実験も楽しいから。

○班で真剣に観察・実験をすることができるから。

○観察・実験で自分の知らなかったことを知ることができるから。

▲めんどくさいから。

③予想や考察を書くことは好きですか。 ２９％ ７１％

「生徒の意見」

○考えたことがあっていたり、新しいことが分かったりするとおもしろいから。

○自分の考えをまとめるのが楽しいから。

○分かりかけていることを考えることは楽しい。

▲自分で考えて書くことが苦手、難しい、考えすぎてしまうから。

④日常生活と結び付けて学習していますか。 １６％ ８４％

【分析】

・理科に関する興味・関心（質問項目①、②について）

多くの生徒は観察・実験をすることが楽しいという考えている。そのため、意欲的

に授業に取り組む生徒が多い。また、身近な事象について、自分の考えをまとめて記

述していくことにおもしろさを感じることができる生徒が若干いる。

・予想・考察での思考 （質問項目③、④について）

身近な現象について、観察・実験から結果をまとめ、事実と事実を結び付けて考え

ていくことが楽しいという生徒も若干いる。しかし、多くの生徒は、予想や考察を書
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くことが難しいと考えている。そのため、自分の考えをまとめることに苦手意識をも

っている。さらに、学習した内容がどんな実社会・実生活と結び付いているのかを考

えることができていない傾向がある。

③体験に関するアンケート調査（９月実施）の分析

【結果】

実社会・実生活の中にある圧力が関係する現象について、生徒がどれくらい関心があ

るのかを知るために、アンケートを実施した。（表２）。○は正答、▲は誤答について

その回答例を一部記述している。

表２：体験に関するアンケート調査 ３学級 １０５人対象

質 問 項 目 解 答 内 容

①どうしてテレビの下に丸い円盤 ▲知らない。わからない。

の形をしたものが、おいてある

のか知っていますか。

②スキーの板を履くと雪に沈まな ○１点に重心がかからなくて力が分散されるから。

いのはどうしてか。 ○行きに当たる面積が増えるから。

▲水をはじくから。▲浮力があるから。

▲知らない。わからない。

③丸太を土の中に埋める時には、 ○先をとがらせてハンマーで叩く。

どうしたらよいか。 ▲穴をほって埋める。（多数）

④釘はどうして板にささりやすい ○先端がとがっているから。

のか。 ▲知らない。わからない。

【分析】

・実社会・実生活とのかかわりについての総合的な分析

この結果から、実社会・実生活で体験はしていても、身近な現象について注意深く

見たり、疑問に思うことがなく、自然現象をそのまま見過ごしてしまうと分析できる。

また、理由を説明する質問項目に関しては、「知らない・分からない」と答えるだけ

で、考えてみようとする力も低いと考えられる。このことから、理科で学習したこと

を自ら日常に適用して説明する力を養うことが大切であると考えた。

２ 分析に基づく授業改善

(1)授業改善の方針

生徒は、自然に対する興味・関心がやや低いため、事象をそのまま見過ごしてしまう

傾向が強い。また、学んだことが日常生活に生きてはたらく理解に至っていない。そこ

で、実社会・実生活において、生徒が課題を生み出すことができる教材を準備し、事象

についての見方や考え方を交流することで、課題追究の意欲を高めていくことができる

と考えた。また、見通しをもって課題追究をしていくことができれば、事実と事実を結

び付けて科学的な見方や考え方を養うことができ、考察を書く力が付いてくるのではな

いかと考えた。これらの力を高めるために、単元指導計画の改善および、学習形態の工

夫を図る。
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(2)改善の具体的方途と実践

①実社会・実生活で体験する自然事象を導入で位置付けた単元指導計画の工夫改善

・事象提示において、実社会・実生活で体験する事象を位置付ける。

・終末においても、実社会・実生活で体験できる事象についてまとめる。

・単元指導計画に、必要事項を以下の記号を用いて、記載するよう工夫する。

◎事象提示 ○観察・実験 △生徒の考え ☆疑問 ◇実生活・実社会

従前の展開案簡易版 改善した展開案簡易版

◎圧力について説明を聞く。 ◎ピアノの足に台を置くと、じゅうたん

がへこみにくくなるのかを考える。

圧力について調べよう。 あしの台を置くと、どうしてじゅうた

んがへこみにくくなるのか。

○触れ合う面積と力のはたらきを ○触れ合う面積と力のはたらきを調べる

６ 調べる実験をする。 ６ 実験をする。

①瓶の底面積とスポンジのへこむ △触れ合う面積の違いによって、かかる

量の関係を調べる。 力の大きさがかわってくることがわか

△圧力は面を垂直に押す力を面の った。だから、ピアノの足に台を置く

面積で割って求めることができ と絨毯と触れ合う面積が広くなり、絨

ることがわかった。また、同じ 毯がへこみにくくなることがわかる。

力であっても圧力は異なる。 □圧力について説明する。

☆空気にも圧力はあるのか？ ◇剣山や釘、スノーボードについて説明

する。

図１ 単位時間の指導計画の改善

②事実と事実を結び付け科学的な見方や考え方を養うことができる指導方法の工夫改善

・「事象提示」から「まとめ」まで、見通しをもって課題追究ができる課題設定をす

る。終末には、「日常」という項目を設定する。生徒がつくり上げた科学的な見方

や考え方を、日常生活における現象を説明する場を単元の中に意図的に位置付けた。

図２ 授業展開の板書（圧力）
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・事実を正確にとらえ、詳細に記録できるよう、観察・実験の時間を十分に確保する。

・事実と事実を結び付けて考えることができるように、互いにアドバイスをしながら、

一人一人に科学的な見方や考え方を養うことのできる学習形態を工夫する。

３ 授業改善後の成果

①実社会・実生活で体験できる自然事象を位置付けた単元指導計画の工夫改善

・実社会・実生活での自然事象を位置付けた単元指導計画の工夫をしていくことで、

理科に興味・関心を抱いていなかった生徒が身近な生活にも目を向けて考えること

ができた。そのため、全体発表の場で、図や絵を用いて、分かりやすく説明するこ

とができた（図３、資料３）。

・実生活・実社会で体験できる事象を提示することで、課題を解決する必然生が生ま

れ、生徒は課題に対して意欲的に取り組むことができるようになった。

・「日常」という項目を設定したことで、この課題と類似した事例に対して、考察の

内容にも記述したり（図４）、全体交流で発言し、実生活・実社会について着目し

て説明したりすることができるようになった（図５）。

図３ 意欲的に授業に取り組ん 図４ 実社会・実生活を結び付けて

でいる様子 考察を書いている様子

図５ 実生活・実社会と結び付け 図６ 板書にアドバイスをまとめ

て意見交流している様子 ている様子

②事実と事実を結び付け科学的な見方や考え方を養うことができる指導方法の工夫改善

単位時間内で評価規準に全員が到達できるように、次のような指導を実施した。生徒

の実態から、特に、考察を書く場面でのつまずきが多い。そこで、考察を書くことが困

難な生徒は自ら黒板に集まり、本時得た事実と事実を結び付けて考える場を設定した。
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それぞれが「理解した」時点で席に戻り、考察を書いて

いく指導を繰り返し実践した（図 ６）。このことから、

以下の成果が上げられる。

・考察の記述力が高まり、生徒の考察の中にも、日常生

活との関わりを考察の段階で書くことができた。

・実験結果から、事象提示で考えたことを踏まえて、分

かりやすく考察を発表し、説明する力も付いてきてい

る（図７）。 図７ 事象提示を踏まえて

説明している様子
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③平成１８年度学習状況調査との比較

この単元を終了した段階で、昨年度の学習状況調査の問題を解き、正答率を比較して

以下の表にまとめた（表３）。

【結果】

表３ 平成１８年度学習状況調査の問題における比較と分析 ３学級 １０５人対象

第１学年「第一分野」４ －１ 正答率の差

出題意図：力を矢印で表すことができる。 （％）

平成１８年度１年生（現２年生） 正答率 ５０．４％

平成１９年度１年生 正答率 ６１．０％ ＋１０．６

【分析】

力の大きさ、力のはたらく向き、作用点、 g から N への単位変化は「おおむね満足

できる」状況であると判断できる。これは、単元指導計画の中で、演習問題を位置付

けたことが成果へとつながったと考えられる。

第１学年「第一分野」４ －２ 正答率の差

出題意図：圧力が大きくはたらくときの条件を理解している。 （％）

平成１８年度１年生（現２年生） 正答率 ７２．０％

平成１９年度１年生 正答率 ８６．０％ ＋１４．０

【分析】

物体とふれ合う面積に違いによって、スポンジのへこみ方が変わることは「十分満

足できる状況」であると判断できる。ふれ合う面積が大きいことで、圧力が小さくな

ることを理解していると判断できる。

第１学年「第一分野」４ －３ 正答率の差

出題意図：重さが同じでも、その力のはたらく面積が変わった場合、 （％）

圧力の大きさが変化することを説明することができる。

平成１８年度１年生（現２年生） 正答率 ４０．７％

平成１９年度１年生 正答率 ４１．０％ ＋０．３

圧力を求める公式は理解できているが、小数の計算ができないという誤答が見られ

た。また、文章をしっかり理解していないため、図２の状況から図１のように図を置

き換えている生徒がいる解答も多かった。

第１学年「第一分野」４ －４ 正答率の差

出題意図：圧力のはたらきを実生活の中の事象にあてはめて考える （％）

ことができる。

平成１８年度１年生（現２年生） 正答率 ５３．７％ ＋６．３

平成１９年度１年生 正答率 ６０．０％

圧力が分散されるという解答が多かった。これは圧力と力の大きさを混同している

ことがわかる。また、誤答の中には、「圧力が一点に集中する」という解答が多く、

圧力と力の大きさを混同していることも分かった。また、文章をしっかり読んでいな

いことで、「圧力」という言葉を使っていない解答もあった。

【分析】

・圧力に関する生徒の理解は高まったと判断できる。
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・実生活・実社会との関連を図る単元指導計画や単位時間の授業へと改善し、考察す

る時間を十分確保したことで、生徒の理解も高まったのではないかと分析できる。

④生徒の記述内容の変容

予想や考察の段階で、自分の考えをまとめる力がついてきてきた。そこで、生徒の

記述内容から、どのような変容があるのかを下のノートを参考に分析してみる。

「Ａ子の場合」

予想の段階で、図や絵を利用し

て、分かりやすく記述できるよう

になった。また、図中に力の大き

さを記述し、既習内容を踏まえて予想を書くことができるようになった。考察の段

階では、「日常」の項目を作り、生活経験をもとに実社会・実生活と関連させて、

授業とは違う事例（鉛筆の先と底のふれあう面積）から、圧力の関係について考察

を書くことができるようになった。

「Ｂ子の場合」

予想の段階で、触れ合う面積の

違いに着目することができている。

このことから、面積と力の大きさ

に関わりがあることを見いだすこ

とができている。考察の段階では、

自分の意見をしっかりまとめるこ

とができるようになっている。さ

らに、日常生活において圧力が関

係する様々な事例を取り上げ、図

を用いながら分かりやすく説明し

ている。さらには、アンケート調

査で実施した、釘についてもしっかり記述内容に位置付けている。

【総合分析】

・実験結果をもとに事象提示とつないで考えをまとめることができている。
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・ふれ合う面積に違いに着目し、結果を比較することができている。その上で、単位

面積あたりの力の大きさの違いと結び付けて、考えをまとめることができるように

なっている。

・考察を書くことができるようになった生徒は、実生活・実社会に結び付けて記述す

ることができるようになり、深いかかわりがあることを理解している。

⑤生徒の意識調査

単元終了時に、事前調査アンケートと同じ内容のアンケート調査を実施し、理科の

学習にかかわる生徒の意識の変容について調査をした（表４）。○は「はい」という

解答の意見、▲は「いいえ」という解答の意見を一部記述している。

表４ 単元開始時と単元終了時の生徒の意識の変容 ３学級 １０５人対象

質 問 事 項 はい いいえ

③予想や考察を書くことは好きですか。 事前 ２９％ ７１％

事後 ４６％ ５４％

「生徒の意見」

○仲間や先生と考えていくと分かるから。

○日常生活と結び付けて考えていくことがおもしろい。

○日常生活と結び付いた時、「あっそうか」と思えるから。

▲先生や友達のアドバイスがないとまだ書けない。

▲まだ、日常生活と結び付けて考えることができない。

④日常生活と結び付けて学習していますか。 事前 １６％ ８４％

事後 ３８％ ６２％

【総合分析】

・予想や考察を書くことが好きになってきている生徒が多くなっている。これは、単

位時間の授業の中で、じっくり考える時間を十分に確保したり、考察の段階で生徒

自ら黒板に集まって考える場を設定したりしたことによると考える。後者について

は、「仲間とともに考えをつくり上げていくこと」に喜びや価値を見いだしている

生徒もいる。

・実社会・実生活と結び付けて学習する生徒が増えてきた。実社会・実生活と結び付

けた単元指導計画を工夫改善したこと、さらに「日常」という項目をあげて実生活

・実社会との結び付きについて考えていく機会を設定したことが生徒の意識を変え

ていくことにつながったと考える。


