
事例 中学校 理科 第１学年 「身近な物理現象」

テーマ 「学習内容と日常生活、経験との関連付けを図り、科学的な見

方や考え方を養う指導」

授業改善 ①予想を基に繰り返し実験を行ったり、得られた結果を経験や日常生活と関連付けて

の視点 考察したりしながら、科学的に追究する力を育成する指導計画の工夫改善

②観察、実験結果と経験や日常生活と関連付けて考察する力を育成する指導方法の工

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平成１９年度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

（２）学習状況の結果と分析

①平成１９年度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】

問題番号 出題の意図 評価の観点 正答率（％）

領 大 小 通 科学的 観察 知識 県 自校

域 問 問 番 な思考 実験 理解

１ １ 鏡における光の反射の仕方を、方眼紙のマス目 ○ 78.2 86.8

の数から見付けることができる。

１ ２ ２ 反射の法則により、鏡で見える範囲を考察する ○ 78.7 74.4

ことができる。

第 半円形レンズの水平面に向かって光が入射する ○ 87.9 85.0

１ １ ３ とき、入射角がある角度よりも大きくなると、光

分 はすべて反射して空気中に出なくなる現象を「全

野 ２ 反射」ということを理解している。

光が透明な物体から空気中に進むとき、入射角 ○ 83.9 79.9

２ ４ がある角度よりも大きくなると、光はすべて反射

して空気中に出なくなる現象を「全反射」という

ことを理解している。

【分析】

・第１分野「身近な物理現象（光）」において、観察・実験の技能・表現は県の正答率を上回り、

８６.８％と高い。また、知識・理解においては、県の正答率を下回っているものの自校の正答

率は平均して８０％を超えており定着していると考える。これは、指導計画の中に観察、実験

を重視して位置付け、単位時間の中で常に大切にしてきたからであると考えられる。また、ノ

ートづくり、問題集を用いた学習、定期テストに向けた学習など反復的な学習も知識・理解の

定着に大きくかかわっていると考えている。

・科学的な思考は県の正答率を下回り、かつ、７５％に達していないことから、、定着の弱さがあ

ると考えている。その要因として、観察、実験を重視してきたものの、得られた結果を考察す



ることに十分な時間を費やしてこなかったことや指名などで多様な見方や考え方を引き出すな

ど、仲間の考えを取り入れながら思考を深める指導に弱さがあったと考えられる。

②学習に関するアンケート調査の分析

【結果】 【分析】

・光の進み方ついて「知らない・分からない」

が過半数であるのは既習内容でないためであ

る。一方、既習内容でないにもかかわらず、

鏡に当たったときの進み方や光の進む速さに

ついて多くの生徒が答えているのは、日常生

活との関連があるからであると考える。特に、

雷や花火について、光が先に届き、後から音

が聞こえてくるのは、光の方が音よりも空気

中を伝わる速さが速いからだと考えている。

・日常生活との関連が強い学習内容については、

関心が高く、知識をもっている生徒が多くい

る。しかし、光が鏡に当たったときの光の進

み方について、鏡の表面で反射することは知

っているものの、入射角と反射角が等しいと

いう規則性については未習のため一人も知ら

ない。したがって、さまざまな角度から鏡に

入射する実験を繰り返し行い、その結果から

「どの角度から入射しても、必ず同じ角度で

反射する」という「反射の法則」を生徒自ら

見いだすことができるようにすることで、科

学的な思考力を育成できると考える。

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

１で述べた学習状況の把握と分析から、本校の第１学年の生徒の実態として、日常生活と関連

させて理解していくことは比較的よくできるが、「客観性」「再現性」「実証性」を大切にした考

察を行うことや、仲間の考えを取り入れながら思考を深めることに弱さがあるとさらえた。そこ

で、第１学年の指導において、科学的な追究の過程を通して科学的に思考する力を育成すること

に焦点を当て、次の２点について授業改善していくことにした。

①予想を基に繰り返し実験を行ったり、得られた結果を経験や日常生活と関連付けて考察した

りしながら、科学的に追究する力を育成する指導計画の工夫改善

②観察、実験結果と経験や日常生活と関連付けて考察する力を育成する指導方法の工夫改善

（２）改善の具体的方途と実践

①予想を基に繰り返し実験を行ったり、得られた結果を経験や日常生活と関連付けて考察したりし

ながら、科学的に追究する力を育成する指導計画の工夫改善



・単元の導入において、打ち上げ花火のＶＴＲによる、光と音の違いの提示

これまでの指導計画では、暗幕を閉めた理科室で光の少ない状況では物体が見えないことを

体感し、蛍光灯をつけると物体が見やすくなることを体感してきた。そうすることで光が物体

に当たり、それが反射して光が目に入ることで見えることを説明していた。今回は、日常生活

との関連を考え、はじめに打ち上げ花火のＶＴＲを見せる。このＶＴＲで光と音が空気中を伝

わる時の速さの違いに気付くことができるようにし、同時に光と音の性質の違いに興味・関心

を抱くことができるようにする。その後、光と音の性質に着目させてから、光の性質に絞り、

光の空気中の進み方から学習するように改善する。

・日常生活との関連を重視した指導計画

従前の単元指導計画（簡易版） 改善した単元指導計画（簡易版）

時 学習内容 時 学習内容

・理科室の暗幕を閉め、光が少な １ ・打ち上げ花火のＶＴＲを見る。

１ い状況で物体を見る。 ２ ・音と光の性質の違いに気付く。

・光の直進を学習する ・光の直進を学習する。

・光の反射の決まりがあるか考え ・鏡を正面に置き、懐中電灯の光

２ る。 ３ が反射する事物・現象を見る。

・鏡に光を入射し、反射する角度 ・光が鏡面で反射することを予想

を調べる し、実験をして調べる。

３ ・透明なガラスなどの中を光はど ・水中で定規が折れ曲がって見え

４ のように進むか考える。 ４ る現象を体験する。

・半円形レンズを用いて調べる。 ・半円形レンズを用いて調べる。

・「入射、反射」等の科学的な言葉を使用して考察できるような計画的な指導

本単元の学習において、考察の時に生徒が使用する科学的な言葉について整理し、それぞれ

の科学的な言葉について、どの単位時間のどの場面で指導するのかを明らかにして指導した。

②観察、実験結果と経験や日常生活と関連付けて考察する力を育成する指導方法の工夫改善

・直接見えないものを鏡を使って見ることができることを生徒全員が体験する場の位置付け

従前は光は鏡に当たると反射することを前提として扱ってきた。そして、どのように反射す

るのか、どんな決まりがあるのか予想してから実験をして調べていた。今回は、鏡を用いて後

の人間が見えることを誰もが体験し、この事象を基に後方から入射した光が鏡で反射し、目に

入ったのではないかという予想をもち、光の反射の決まりについて調べるように改善した。

・より多くの確かな事実を得ることができる実験方法の工夫と実験の時間の確保

実験方法を工夫するとともに、従前よりも実験の時間を多く確保し、様々な角度で、繰り返

し実験を行い、確かな事実を得ることを大切にするよう改善した。そして、多くの確かな事実

を基に考察できるようにした。

・考察で交流する内容の明確化

「見方や考え方」を交流する場面では、科学的なものにしていくために事前に「実証性」「再

現性」「客観性」などに基づく考え方を生徒の言葉で予測しており、机間指導や考察の交流の場

で、生徒の発言に対して、適切な評価ができるようにした。

・机間指導による考察の交流時において引き出したい「見方や考え方」の把握

事前に計画した順序で机間指導を行うとともに、机間指導を行いながら、まわりの生徒のつ

ぶやきや会話に耳を傾け、本時のねらいに迫るために引き出したい「見方や考え方」をしてい



る生徒には、その場で認めや価値付けを行い、その生徒が全体の意見交流の場で自信をもって

発言できるようにした。

・考察の交流の位置付けと、生徒の考察の表現に対する教師の評価

「『どの班も』が重要やね」、「その言葉いいねえ」など、生徒の発言に含まれる「科学的」な

ところ（科学的な言葉）を教師が聞き取り、その場で価値付けを行うようにした。

従前の授業展開案（簡易版） 改善した授業展開案（簡易版）

・光の反射の仕方にはどのような決ま ・鏡を用意し、後の人が映って見える

りがあるか考える。 理由を考える。

・光を鏡に入射し、どのような進み方 ・光が反射しているという予想を基に、

をするか調べる。 鏡に光を入射し、どのような進み方

・光の反射の法則についての説明を聞 をするか、角度を細かく変えて調べ

く。 たり、繰り返し調べたりする。

・光ファイバーを観察し、乱反射につ ・結果を基に考察し、光の反射の法則

いて知り、ものが見える理由につい を見いだすようにする。

て考える。

３ 授業改善後の成果

（１）予想を基に繰り返し実験を行ったり、得られた結果を経験や日常生活と関連付けて考察したり

しながら、科学的に追究する力を育成する指導計画の工夫改善

・単元の導入時に、地域で行われた花火のＶＴＲを見せることで、光と音の空気中を伝わる速さ

について関心をもたせることができ、光や音の性質を調べる必然をもたせることができた。

・科学的な見方や考え方を養うために、単元を通して次のことを重視してきた結果、科学的な見

方や考え方を具体的な生徒の言葉として引き出すことができた。

科学的に調べること 生徒の表現

実証性 観察、実験などによって仮説を検討できること 予想通りだ

やっぱりそうか

再現性 同じ条件下では必ず同じ結果が得られること だれがやってもそうなる

どの班も同じ結果になる

何度やってもそうなる

客観性 多くの人によって承認され公認されること 誰が見ても、考えてもそうだ

間違いなさそうだ

・単元終了後に平成１９年度の岐阜県における児童生徒の学習状況調査問題を実施し、その正答率

を比較した。結果は次のようになった。

問題番号 出題の意図 評価の観点 正答率（％）

領 大 小 通 科学的 観察 知識 県 19 年度 20 年度

域 問 問 番 な思考 実験 理解 自校 自校

１ １ 鏡における光の反射の仕方を、方眼紙のマス ○ 78.2 86.8 87.1

１ 目の数から見付けることができる。

２ ２ 反射の法則により、鏡で見える範囲を考察す ○ 78.7 74.4 75.2

第 ることができる。

１ 半円形レンズの水平面に向かって光が入射す



分 １ ３ るとき、入射角がある角度よりも大きくなると、

野 光はすべて反射して空気中に出なくなる現象を ○ 87.9 85.0 87.5

２ 「全反射」ということを理解している。

光が透明な物体から空気中に進むとき、入射

２ ４ 角がある角度よりも大きくなると、光はすべて

反射して空気中に出なくなる現象を「全反射」 ○ 83.9 79.9 80.7

ということを理解している。

・生徒の思考の流れや日常生活との関連を大切にして単元指導計画を見直し、科学的な思考力の

育成に力を入れて指導した結果、科学的な思考力だけでなく、全ての結果においてわずかでは

あるが正答率の伸びが見られた。

（２）観察、実験結果と経験や日常生活と関連付けて考察する力を育成する指導方法の工夫改善

・実験技能を養うために、どの生徒も実験に参加できるよう自作の実験装置を班に３個ずつ準備

し、２人に１つの装置で実験を行った。また、容易に記録ができるよう記録用紙を一人１枚用

意することで、生徒自らが結果を記録して考察したり、仲間の記録と比較したり、全員の記録

から総合的に判断したりすることができ、科学的に考察する力を育成することができた。

・６つの班全ての実験結果を板書に示すことで、「再現性」「客観性」に着目しやすくすることが

でき、「どの角度でも」

「角度を変えても」「誰

がやっても」など、

科学的な見方や考え

方を表出していると

考えられる発言を引

き出すことができた。

また、考察において

どの生徒の結果も大

切にすることができ

た。右の図は１つの

班の実験結果の記録

である。 ある班の実験結果の記録

・考察では、学んだ科学的な言葉を使って説明し、意見交流によって様々な見方や考え方を重ね

合わせていくことを通して、自己の見方や考え方をより確かにしていくことができた。

以下は授業記録である。

【授業記録】

教師：この結果からどんなことが言えるか考えよう。

Ａ男：どの班も同じ角度になっています。

教師：「どの班も」ってのが重要ですね。

Ｂ男：反射させると同じ所に帰ってきます。

教師：同じ所か…

Ｃ子：どの班も全部同じで、どの位置からでも同じことが分かります。だから、どの位置

から入射しても反射する角度は同じことが言えると思います。



教師：その言葉いいですね。

教師：全部の班、全部の結果が集まりました。前に集まりましょう。この結果からどんな

ことが分かりますか。

Ｄ子：この結果を見て、どの向きでも反射する角度は同じことが分かりました。

Ｅ男：どこから入射しても、反射する角度は同じだといえます。

教師：入射、反射という言葉を使って発表できたね。

Ｆ子：反射した光は直進していました。

Ｇ子：どの角度からでも対照的に反射していました。具体的に言うと、入射する角度が

３０°なら、反射する角度は３０°です。

Ｈ子：私の班もそれぞれの角度でやってみたのですが、全て入射する角度と反射する角度

が同じでした。光の反射にはそういう決まりがあると思います。みんなが言うよう

に、入射する角度が３０°なら反射する角度は３０°、大きい角度でも７０°なら

７０°となります。

Ｉ子：どの班でも入射する角度と反射する角度は同じだし、どの向きからやっても入射す

る角度と反射する角度は同じになります。

Ｊ子：みんなと同じで、どの方向から入射しても光は同じ角度で反射すると思います。

Ｋ子：私もみんなと同じで、入射する角度と反射する角度が同じことが分かります。角度

は小さくても大きくても、３０°なら３０°、７０°なら７０°で同じになります。

Ｌ男：どの結果でも同じ角度で反射したのでどの角度でも同じように反射することが分か

りました。

Ｍ男：僕たちはやってないけど、４班の結果を見ると、０°のとき０°に戻ってくるので

どの角度からやっても入射する角度と反射する角度は同じということが分かります。

教師：よし、みんなが言った言葉を使ってまとめてみよう。（「入射角」と「反射角」の言

葉を使って「光の反射の法則」について板書してまとめを行う。）

このように発言を引き出すことができ、生徒の科学的な見方や考え方がより確かになり、本時

のねらいに到達することができたのは、教師が、考察で交流する内容を明確にしていたことや、

意図的な机間指導ができたこと、交流において生徒の発言内容について適切に価値付けができ

たためであると考えられる。

・本時の終末では授業の振り返り、発言することができるようにすることで生徒の変容の自覚を

促すことができた。下記は本時終末の生徒の発言内容である。この生徒は、実験を通して初め

て入射角と反射角が常に等しくなることを学んだ。

僕は、光が鏡に当たると反射することは小学校の勉強やこれまでの生活で知っていたけど、

今日の授業で、入射角と反射角がいつでも同じになるように反射することが分かりました。

このように学習前との変容の自覚を促すことによって、知識の定着を図り次時への意欲をもた

せることができたと考えている。


