
事例 中学校理科 第１学年 「身のまわりの現象～力～」

テーマ 「分析して解釈し表現する力を高め、

より確かなエネルギーの見方や考え方の基礎を養う指導の在り方」

授業改善

の視点

① エネルギーの見方や考え方の系統性を大切にした指導計画の工夫改善

② 分析して解釈し表現する力を仲間と高め合う指導方法の工夫

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

該当単元の平成２０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（該当単元

と、顕著な傾向や課題が見られる問題）

（２）学習状況の結果と分析

問題番号

出題の意図

評価の観点 正答率（％）

領

域

大

問

小

問

科学的

思考

観察

実験

知識

理解
県 自校

第

1
分

野

２

１ 圧力という考えと計算の仕方を理解している ○ 29.6 20.0 
２ 同じ質量の物体でも、物体と接触する面積が２倍

になると、かかる圧力の大きさは２分の１になる

と考えることができる。

○ 21.2 21.0 

３ 同じ質量のとき、物体の底面積が狭いものほど接

触する物体に対して、大きな圧力を与えると考え

ることができる。

○ 84.4 80.0

４ 圧力のはたらきを生活に適用し、説明することが

できる。
○ 66.4 57.1 

１ １ 光が水中から空気中に入射するとき、光は水と空

気の境界面で屈折して進み、目に届くと考えるこ

とができる。

○ 69.3 71.4

２ ７ ３ 単子葉類の茎の維管束の並び方を理解している。 ○ 50.5 54.3
理科全問平均 60.1 50.8

【分析】

県の平均正答率と比べると、全体的に下回っており、特に科学的な見方や考え方の定着が不十

分である。また、記述で解答する問題の正答率が低い。これらは、これまでの指導において説明

の文章を読んで理解したり、現象やきまりを文章で説明したりする学習活動が十分でなかったこ

とが要因である。

圧力の単元の正答率は低く、圧力の概念の定着が大きな課題である。目に見えない“力”や“圧

力”については言葉だけの理解となっている。これは、エネルギーとしての系統的な見方や“力”

や“圧力”という概念を実感を伴った理解とするため指導の工夫が十分でなかったことが要因と

なっている。

１１、７３の問題のように、より多くの観察・実験等の体験を通して、実感したことや目に見

える事実や現象を図で表現する活動を大切にして指導した内容の正答率は高い。 

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

１における分析から、目に見えない“力”や“圧力”の概念を確実に習得できるよう授業改善

が必要である。そのためには、得られた結果を分析して解釈し、表現して、目に見えないきまり

を見いだしていく学習活動を充実させることにより、思考力や表現力を高めることが大切である

と考えた。また、仲間とのかかわりの中で、図や具体物を用いた言語活動を行い、科学的な見方

や考え方を高めながら、概念を科学的な言葉として習得する指導も重要であると考え、次の２点

について授業改善することとした。

① エネルギーの見方や考え方の系統性を大切にした指導計画の工夫改善

② 分析して解釈し表現する力を仲間と高め合う指導方法の工夫



（２）改善の具体的方途と実践

①エネルギーの見方や考え方の系統性を大切にした指導計画の工夫改善

ア 単元や各単位時間で身に付けたい科学的な見方や考え方の明確化

中学校の物理分野では、以下のような科学的な見方や考え方を身に付けたいと考えている。
１年生 ２年生 ３年生 【物理分野で身に付け

たい科学的な見方や

考え方】

エネルギーは移り
変わるが、総量は
保存されるという
見方や考え方

日常生活で見ら
れる物理現象に
は、性質や量で説
明できる規則性
があるという見
方や考え方 

電流、電圧、抵抗の
関係には規則性が
あり、電流によって
熱、光を取り出した
り物体を動かした
りすることができ
るという見方や考
え方 

エネルギーには
いろいろな姿が
あり、それらは互
いに移り変わる
が、移り変わる前
後で総量は変化
しないという見
方や考え方 

エネルギーは循環
可能であるから、そ
れらを有効に利用
するよう、自然との
調和を図りながら
科学技術を発展さ
せていく必要があ
るという見方や考
え方 
また、新学習指導要領では物理分野は『「エネルギー」を柱とした内容の構成』がされており、

１年生の力と圧力の内容は「エネルギーの見方」に位置付いている。そこで、「エネルギーの見方」

を以下の５つに具体化して、各単位時間の授業に位置付け、段階的に高めるようにした。

（資料３ エネルギーの見方を位置付けた単元指導計画参照）

イ 実感を伴った理解を促す科学的な体験の位置付け

本単元で扱う力や圧力はそれ自体が目に見えず、生徒が実感をもってその概念を理解すること

が難しい。そこで、水圧や大気圧を体感できる実験をいくつも準備し、自己選択して（スクラン

ブル形式にて）体験させることで、より実感を伴った理解が得られると考えた。 
※水圧は新たに追加された内容であるため、補助教材に沿った一般的な指導計画を示す。 

一般的な単元指導計画（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

８ ・ビニール袋に手を入れ水槽の水に浸

し、圧力が加わることを知る。

・水圧測定器で水深が深いほど水圧が

大きくなることを調べる。

８ ・様々な水圧が生じる現象（ビニール袋

に手を入れ水槽へ、長いストローで水

槽内に息を吹き込む、空気抜きホース

のついた風船を水に沈める･･･）を体

験させ、水の中では水の重さにより圧

力がかかることを見いだす。

９ ・深いほど水圧が大きくなる理由を話

し合う。 
・水圧の大きさと方向をまとめる。

９ ・形や大きさの異なる水槽を用いて、水

圧測定器で水圧は水の深さによって

決まることを見いだす。

10 ・蒸気が満ちた空き缶を密閉し冷やす

とつぶれるのはなぜか考える。

・空気に重さがあることを調べる。

10 ・蒸気が満ちた空き缶を密閉し冷やすと

つぶれるのはなぜか考える。

・仮説を確かめるために、複数ある（8

つ程度）大気圧に関するミニ実験を選

んで行う。 
11 ・ピストンを押し、空気が押す力は四

方からかかることを確かめる。

・日常生活のどんな場面で大気圧が感

じられるか交流する。

11 ・実験結果から空き缶がつぶれた理由を

考察し、交流する。

・日常生活のどんな場面で大気圧が感じ

られるか交流する。

○「加えるものと加えられるものがある」 ａ－１

○「加えるものの変化によって加えられるものが変化する」 ａ－２

○「量がある」 ａ－３

○「数値化できる」 ａ－４

○「調整できる」 ａ－５



○生徒Ⅰの見方や考え方をもとに、それと同質で、さらに深まった見方や考え方の生徒や、

生徒Ⅰの見方や考え方と異質で、さらに広まった見方や考え方の生徒をつかむ。

○意図的な指名や板書の構造化により、お互いの意見の関連性に着目できるようにする。

○一部の生徒の話し合いにならないよう、生徒の発言を全体に問い返したり、話し合った

ことをまとめて話すようにする。

○自己の見方や考え方の変容について話す機会を位置付ける。 
「資料４ 学び合いのモデル」参照

② 分析して解釈し表現する力を仲間と高め合う指導方法の工夫

ア 分析して解釈する力を高めるための教材の工夫（資料５ 参照）

水圧の大きさについての学習内容は「水深が深いほど水圧が大き

くなること」である。補助教材などでは、ゴム膜を用いた水圧測定

器を水槽に沈め、深さによってゴム膜のへこみが大きくなることを

見いだす実験方法が一般的な学習展開として示されている。この方

法では、深さによる水圧の変化が見いだせるが、生徒は水の深さ以

外にも水の量や水面の面積なども水圧に影響を与えるのではないか

と考える傾向がある。したがって、深さ以外の要因についても検証

し、それらの要因によっては変化せず、深さによってのみ変化する

ということを実証してこそ、水圧に対する確かな理解が得られると

考えた。

そこで、導入で提示する事象として、右図のような細いパイプと大きなプラスチックケースを

用意し、底面から同じ高さに穴を開け、そこから水が吹き出る様子を観察できるようにした。生

徒が水の深さだけでなく、水槽の体積や、水面の面積などの要因にも着目できると考えたからで

ある。また、生徒が追究する場面においても、丸型水槽だけでなく、２Ｌペットボトルをつない

だ縦長の水槽も用意し、生徒が自分の仮説を、実験を通して検証できるようにした。

イ 追究に向かう生徒の言葉の整理、類型化

本時は予想の段階で、水が出る勢い（＝水圧の大きさ）を決める要因として、「深さ」「高さ」

「面積」「量」「体積」「重さ」など、生徒から多くの言葉が発せられることが予想された。生徒た

ちが同じ足場に立ち、同じ視点から現象を見て考えられるように、また、正しく条件を統一して

追究できるように、予想の段階で生徒が用いるそれぞれの言葉が何を指しているか整理、類型化

できるようにした。「量って何の量のことなの？」「○○くんがいう高さってどこの長さのことな

の？」「○○さんがいう深さってどこからどこまでか、これを使って説明できるかな？」などの問

い返しを行いながら仲間と見つけた事実の共通点や相違点を整理し理解し合うことが、仲間と高

め合う学習の基盤となると考えたからである。

ウ 科学的な見方や考え方を広め、深める学び合いの組織化

自分が見付けた事実を分析して解釈し、仲間へ伝える。それとともに、仲間が分析して解釈し

た見方や考え方から自分の見方や考え方を振り返り、より科学的なものに広め、深める。分析し

て解釈し表現する力は、仲間との学び合いのなかで高まると考える。したがって、結果から考察

にいたる話し合いを特に大切にし、以下の点を意識して指導した。 

３ 授業改善後の成果

（１）エネルギーの見方や考え方の系統性を大切にした指導計画の工夫改善

①単元や各単位時間で身に付けたい科学的な見方や考え方の明確化

新学習指導要領解説に示された内容構成の「エネルギーの見方」を具体化し、単元の指導に位

置付けた。（資料３ エネルギーの見方を位置付けた単元指導計画）

本時（第 9時）は、「加えるものの変化により加えられるものが変化する」という規則性を広め、

深める時間であることが明確になった。そこで、どんな条件によって水圧が変化するかという変

化の要因、すなわち「加えるもの」の条件を制御することで、それに伴う変化を探る授業展開を



行った。以下、具体的な成果と課題を記していく。

② 実感を伴った理解を促す科学的な体験の位置付け

前時（第８時）、水圧を体感する様々な実験をスクランブル形式

で行った。生徒はそこでの体験により、水圧が水の重さによって

生じ、四方からかかっていることを実感することができた。

（

特に、水の中にビニール袋をつけて手を入れると、ビニール袋が手

にひっついて驚きでした。この時に四方八方から押されていること

が分かりました。（生徒Ａ）
また、様々な体験を通して水圧を実感したことで、本時（第９

時）の「水圧の大きさは何によって変化するか」という課題追究

をする際に根拠を明確にもつ生徒が多く見られた。
［第９時水圧の大きさの学習を終えて］…が分かりました。だから前の授業でビニール袋を付け

て水に手を入れた時も、深くするほどビニールが手にくっついたんだと思いました。（生徒Ｂ）
２）分析して解釈し表現する力を仲間と高め合う指導方法の工夫

① 分析して解釈し表現する力を高めるための教材の工夫

導入での細いパイプと、大きなプラスチ

ックケースから吹き出す水の様子を比較す

る提示は、水の勢いの違いが大きく、生徒

から驚きの声が上がった。水圧を決める要

因に対する生徒の関心を高め、深さ以外の

要因にも目を向けさせることにおいてこの

教材は有効であった。

生徒 C の記述からも、深さと幅（面積）

という２つの要因に注目し、面積による力の集中と分散に目を向けて

予想以上に最初から「深さ」に注目する生徒が多かった。これは、

の条件に対する意識の仕方、水位と共に水の勢いが弱くなる演示の

えられる。また、水圧が水の重さによって生じるのではということ

提示として、水槽の下部に水の出口の穴を開けて、水の出方を比べ

（詳細は資料５ 教材の工夫参照）

本時のグループ追究では、どの班も「水面の表面積に関わらず、

という事実は見出すことができたが、「深さが同じなら、水面の表面

ない」という事実は見出すことができなかった班もあった。深さが

こみが同じであることの２点をこの教材では判断できなかったから

測定する定規を用意し、ゴム膜のへこんだ量を明らかにする目盛り

全ての班が「深さが同じなら、水圧は変わらない」という結論に至っ

り加えられるものが変化する」という規則性をつかむという点から

えられるものの変化」が記録できる教材が必要である。「分析して解釈

に、着眼点が明確になり、比較することが容易な教材を開発するこ

② 追究に向かう生徒の言葉の整理、類型化

「どうしてパイプの方が、水圧が大きいのか」という課題に対し

パイプは水槽よりも深くて横幅も狭いか

ら圧力が強くかかると思います。水でも、

入っている容器が大きければ力が分散され

るのではないかと思います。（生徒Ｃ）
第８時 水圧を様々な方法で体感
いることが分かる。しかし、

前時のまとめ方、水を出す前 
見方などに関係していると考

を意識付け、意外性を高める

るという工夫も考えられる。

深いほど水圧は大きくなる」

積が異なっても水圧は変わら

同じであること、ゴム膜のへ

である。そこで、水の深さを

をつけて再実験したところ、

た。「加えるものの変化によ

も、「加えるものの変化」「加

し表現する力を高めるため」

とが大切である。

、（パイプの方が）「縦に長い



から」「深いから」「穴から上の水の量が多いから」「細長いから」「（面積が）狭いから」と様々な

予想が出された。一通り出た後、写真にある図を使って、「深さってどこのことなの？」と確認を

しながら、「水面からの深さ」と「水面の面積」という２つの

要因に整理し、その視点から追究することを確認した。それ

でも言葉の整理は十分でなかった。特に「深さを同じにして、

面積の違う水槽で調べる」時にはどこを同じにすればよいの

か混乱する姿が見られた。問い返しや、仲間の意見を全体で

確認することは有効であるが、一人一人が考えている要因が

どこを指すのか、図に置き換えて示すことで共通理解を図る

など、さらに丁寧な整理が必要であった。

③ 科学的な見方や考え方を広め、深める学び合いの組織化

本時では深さが同じなら水圧は等しいということを、一度

の実験で全員が確認することができなかったが、再実験をし

てさらに追究することで、以下のような生徒の見方や考え方 
の変容を見ることができた。

課題提示後の予想 実験後の考察 再実験も含めた学習後の感想

生
徒
Ｄ

パイプはケースよりも小

さいけれど、細長いし、深

さは深いから、水圧が大き

いと思います。

深い所へ入れるほどゴムのへこみが

大きいから深いほど水圧が大きい。

だからパイプの水を出した時は勢い

よく出たけど、次第に深さが浅くな

ってきて水の勢いが弱くなったと思

います。

水圧が大きくなったり小さくなったりする

のに面積は関係なく水面からの深さが関係

している。

分
析

・容器の形状にとらわれて

いる。

・「細長い」と面積も含め

て注目している。

・「細長い」という形の中に「面積」

という要因が含まれているという

自覚がないため、面積に関わった

記述が見られない。

・仲間の発言や再実験での事実から「面積は

関係なく」と断言しており、エネルギーの

見方ａ－２について、より科学的な見方に

なったと言える。

生
徒
Ｃ

パイプは水槽よりも深く

て横幅も狭いから圧力が

強くかかると思います。水

も、入っている容器が大き

ければ力が分散されると

思います。

深さは同じでも、横幅の狭い入れ物

の方がゴムのへこみが少し大きかっ

たです。だから圧力は深くなるほど

大きく、狭いほど大きいと思いまし

た。 

私は、水圧は面積が違うと変わってくると思

っていたけどそうではなくて、変わるのは深

さだけということがわかりました。

分
析

・「深く」と水の深さに、

「横幅も狭い」「力が分

散」と面積に注目してい

る。

・追究では、面積に注目した実験を

行った。しかし、「狭いほど圧力は

大きい」という先入観からか誤認

識をしている。

・学び合いでの生徒Ｆの意見と、再実験で見

方が変容し、「思っていたけど」と本人も

変容を自覚している。「深さだけ」とエネ

ルギーの見方ａ－２について一条件しか

ないという科学的なものに深まっている。

生
徒
Ｆ

衣装ケースの方は、穴から

水面の高さが低く、パイプ

の方は高さが高いから水

圧が大きいと思う。 

深さが深いとその分へこんだ。面積

が同じだとへこみ具合があまり変わ

らなかった。このことから、深いほ

ど水圧が強い。 

水圧は深いと強いということが分かった。考

えてみれば、面積に関しては広ければ強いの

なら、海に人が入った瞬間につぶされてしま

う。 

分
析

・予想の段階から深さに注

目しており、その捉えも

適切である。

・面積によって水圧が変化しないと

考えており、学び合いでは少数意

見であったが多数派の「狭いと水

圧は大きい」という見方の見直し

につながった。

・学習後、仲間の意見について生活経験を交

えながら再検証している。「面積」では水

圧は変化しないという事実から、エネルギ

ーの見方ａ－２について、より科学的な見

方に深まっていると言える。

これらの生徒の見方や考え方を適切に捉えたうえで、確かな事実に基づいて自分の仮説を振り返る

よう指導するとともに、仲間とかかわり合う中でより科学的な見方や考え方が広まり、深められるよ

うに、教師が意図的に学び合いを組織していくことが重要である。

【生徒の予想を整理した後の板書】


