理科総論
テーマ

「思考力・表現力を高めるための教科指導のあり方」

１．テーマ設定の理由
中央教育審議会の「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善につ
いて（答申）」
（平成20年１月17日）を受けて、平成20年３月に新しい小学校及び中学校の指導要領が告示
された。その答申では理科の課題として以下のことを指摘している。

①理科の学習に対する意欲は他の教科と比較して高いといえるが、それが大切だという意識が高くな
いという両者の乖離が課題である。また、国際的に見ると、我が国の子どもたちの理科の学習に対
する意欲は低い状況が見られる。
②国民の科学に対する関心が低いことを踏まえ、理科教育については生涯にわたって、科学に関心を
もち続けられるようにするという観点から、見直す必要があるのではないかという指摘がある。
③子どもの体験の状況については、過去に比べて、理科の学習の基盤となる自然体験、生活体験が乏
しくなってきている状況が見られる。
④教育課程実施状況調査において、過去同一問題の比較から全体としては上昇傾向が見られたものの、
てこのつり合いや衝突、人体の構造や働き、物質の状態変化や化学変化における質量の保存、植物
の生活と種類などの内容の基礎的な知識・理解が十分ではない状況がある。
⑤教育課程実施状況調査において、地層のでき方を推論する問題、意味付けや関係付けを伴う説明活
動に関する問題、グラフを読み取り考察する問題、実験の途中経過を考察する問題などにおいて、
科学的な思考力・表現力が十分ではない状況がある。また、ＰＩＳＡ調査においては、「科学的証拠
を用いること」に比べ、「科学的な疑問を認識すること」や「現象を科学的に説明すること」に課題
が見られる。

上記の①に関しては、本校の生徒は自然の事物・現象に対する関心が教師の目から見て、割合高いと感
じている。それは平成18年度からの３年間、下記のような仮説を立てて、研究に取り組んできたためであ
る。
仮説：
「自然の事物・現象に対する関心を高めることができれば、生徒の学習意欲を喚起させることにつな
がり、生徒は自らすすんで目的意識をもって主体的に観察や実験などを中心とした学習活動を行うよ
うになるであろう。さらに、自然の事物・現象に対しての理解が深まり、科学的な見方や考え方が身
につくであろう。」
つまり、授業の導入を工夫したり、興味や関心を高めるための教材・教具づくりをしてきた結果、以前
にも増して生徒が実験や観察に前向きに取り組むようになったと考えられる。授業者としても、理科の授
業で学習した内容は教室内だけの知識として完結するのではなく、学校外でも生きてはたらく力となって
欲しいと考えている。
また、平成19年度からの２年間、理科の授業が「習得」「活用」「探究」のいずれにあてはまるかを教師
自身が意識して授業づくりを行ってきた。教師自身が授業のねらいを改めて意識することで、生徒に何を
考えさせたいのか、教師主導の授業なのか、生徒の自主性・創造性に任せるのかを、これまで以上にはっ
きりさせることができた。そして授業のねらいを明らかにするために、授業の始めに「本時のねらい」や
「今日のテーマ」を黒板等に書き、生徒に伝えることを継続して行ってきた。そのため、生徒が何を目的
とした授業であるかを把握することで、主体的に学ぼうとする意欲が高まった。
また、平成19年度から協同学習に着目して、集団の中で個性の伸長をはかることを目指してきた。さら
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に、「思考させる」ことにこだわって授業実践も行ってきた。実験観察をただ行わせるのではなく、中教
審の答申の⑤に関わって、自分なりの疑問や予想を大切にさせながら、実験に取り組ませた。実験で得ら
れた結果についても、レポートの考察をより充実させるために、考察する時間をできるだけ確保し、書き
方の上手な生徒の模範的なレポートを紹介するようにした。そして、自分なりの考えを発表させたり、班
内で意見交流をする機会を意図的に増やした。実験前には班で担当を決めさせてから活動させることも
行った。そのため班内の誰か１人だけがリードして、実験するということがほとんどなくなり、どの班員
も考えながら実験をすることができた。また、常に予想と照らし合わせながら、そして、実験結果からど
んなことがわかるかを考えながら実験を行うことができた。これらの内容は中教審の答申の⑤で指摘され
ている内容に関係している。⑤では実験や観察を行う際に、どこに着目して良いか分からない、またそこ
から導き出される考えを上手く表現できない生徒が多いとされている。しかし、本校の平成20年度までの
取り組みのように、
「自然の事物・現象に興味関心を持たせると、学習に対する意欲が高まる。」
「授業の
ねらいを把握させ、じっくりと思考させたり、他者にわかるように表現させることを繰り返し行えば、思
考力や表現力が高まる。
」ということが考えられる。そこで、一昨年度から「思考させる」ことや「表現
させる」ことを中心とした理科としての授業のあり方を探ることにした。
２．本年度の研究について
昨年度は、学校全体として共通した方向性を持たせ、言語活動に関する学習要素を【感受・表現】、
【理
解・伝達】、
【解釈・説明】、
【評価・論述】、
【討論・協同】の５つに分類することにした。そのため、理科
においても、授業の視点をこの５つに整理しながら授業づくりを行ってきた。言うまでもなく、言語活動
を充実させるために、理科の授業を５つに分類したわけではない。生徒に理科の基礎学力を定着させる、
そしてさらに思考力や表現力、判断力を向上させるために、言語活動を充実させてきたのである。
本校理科では、表現力を「正確に記録する力」「他者にわかりやすく伝える力」「図や表などを活用する
力」「わかりやすくまとめる力」「他者を説得する力」と捉えてきた。「説明する活動」は、この表現力を
高める活動であると考えられたが、本年度の研究を進めていくに当たり、再度、理科として「説明する活
動」の意味を以下のように考えた。
ア

他者に説明するためには、自然事象に対する自分の解釈をはっきりさせる必要がある。

イ

他者に説明しようとしたとき、自分の解釈のあいまいさに気づくことがある。

ウ

他者に説明するとき、科学的な用語を適切に使用することが大切である。

エ

他者に説明するとき、わかりやすく言葉を選んだり、例をあげるなどの工夫が必要になる。

オ

他者の説明で分からないところを質問しあうことで、お互いの解釈、理解が深まる。

カ

他者の説明を聞き、その説明を解釈することで、自分の解釈を見直し、高めることができる
これらのことから、説明する活動は、まさに思考力、表現力を高めるために必要な活動であるというこ

とをはっきりさせることができた。
説明する活動を取り入れた授業づくりをする上で、まず考えなければならないことは、どの場面で、ど
のような説明する活動を計画するかということである。学習内容の正確な理解という面では、説明する活
動の後、全体で確認しなければならない場面も考えられるので、単元全体の中で、説明する活動が有効で
あるような場面をよく検討して計画する必要があると思われる。また、どのような説明する活動を行うか
であるが、これまでの実践例を基に、説明する活動の手順を決めることにした。このことによって、手順
の改善が行いやすくなるとともに、生徒も説明する活動に慣れ、目的意識を持って取り組めるようになる
と考えたからである。
例としてペアに説明する場合を以下の表に示す。
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１

実験結果からわかることを自分のレポートやワークシートに図と文字で書く。

２

書いたものをペアに渡して、見てもらいながら何を書いているのか説明する。

３

説明を聞いたことに対して質問した後、役割を交代する。

４

自分の書いたものを見直して、もう一度考察する。
今までに取り組んだ説明する活動の実践例を、以下の表に示す。
学 習 内 容

活 動 の 具 体 例

植物のつくりと
はたらき

植物のつくりとはたらきをイメージ図にまとめ、それを見せあいながら説明し
あった。

音の世界

音の波形を読み取り、その大きさ、高さのちがいを、振幅、振動数という用語を
使って説明しあった。

目と脳の働き

落とされたさしが素早くつかめない実験から、視覚と脳の関係性について考察し、
自分の考えをペアで説明しあった。

電流と電圧との関係

電流と電圧との実験から得られたグラフの直線の傾きと、電気抵抗の大きさとの
関係性について考察し、自分の考えをペアで説明しあった。

酸・アルカリ

酸・アルカリの実験を通して見いだした酸・アルカリの性質について、自分の考
えをペアで説明しあった。

月の満ち欠け

月の満ち欠けの観察結果と合うように地球・太陽・月の３つの位置関係について
模型で実験して調べ、天体がどのように運動していくかをグループで話しあい、
他のグループに自分達の考えを説明した。

３．成果と課題
言語活動を広い意味で捉えると、生徒が学習していく過程におけるインプットからアウトプットの様々
な内容が考えられる。これまで取り組んできたことを例に挙げると、
・身近な野草を観察するとき、ただ単に見るだけではなく、詳しく観て記録させるために、スケッチに言
葉で、気づいたことを書きこませる。

【感受・表現】

・知識を与えるために教師が説明したことが身についたかを確かめるために、自分の言葉で表現させる。
【理解・伝達】
・課題意識を持って実験を行わせ、その結果を考察したものを他者に説明させる。

【解釈・説明】

・自分や他者の考察、自身の既習の知識、理解を活用し、科学的な概念を組み立てさせる。【評価・論述】
・発展的な課題解決学習に、協同学習として取り組ませる。

【討論・協同】

これらのさまざまな言語活動は、本校理科のテーマである「思考力・表現力を高めるための教科指導の
あり方」に深くかかわるものであると考えられる。すなわち、思考力・表現力を高めるための取り組みは、
言語活動を充実させる取り組みとも言えるのである。
一昨年度からの３年間の本校理科の取り組みの中で、見えてきた共通の成果として次のようなことが見
受けられる。
・スケッチに気づいたことなど書き足しておくことで、話しあいのとき意見交換が活発になってきた。
・専門的な語彙の意味の理解が深まり、他者への説明のときに適切に使える生徒が増えてきた。
・誰が見ても分かりやすいようなノートのまとめ方ができる生徒が増えてきた。
・他者から説明を受けるときに、聞き手が「なぜ？」と聞くことを繰り返すことで、説明していた本人
が科学的な根拠を持って説明することを心掛けるようになってきた。
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・自分の考えを他者に説明することで、説明した本人が説明する前よりも深く内容について理解できる
ようになってきた。
・電子黒板やタブレットＰＣなどの活用を進めることにより、説明や伝達などの言語活動が活性化して
きた。
・発展的な内容の問題解決型の授業をすることで、生徒の意欲が高まり、班での意見交流が活発になっ
てきた。
また、指導者の立場としては、次のようなことに気づくことができた。
・実験結果からわかることを考察させるときには、イメージ図で表しながらすると、考察させやすい。特
に１年生の場合、いきなり考察させるよりは、少しずつヒントを与えてゆっくりと考えて書かせると
比較的スムーズに考察できるようになる。
・考察したことを生徒に発言させる機会を多く持つことで、実験結果のもつ意味をきちんと理解できて
いるのかどうかを、教師が確かめることができる。
・授業者が生徒のノートを評価する時に、評価の観点を生徒に丁寧に示すことで、生徒のノートづくり
の力が高まり、ひいては表現力向上につながるものと考えられる。
・班ごとに違った課題を与えて授業を進めると、生徒の責任感は高まり、言語活動もより充実したもの
になる。
・他者へ説明する活動を繰り返し行わせることは、生徒の思考力・表現力を高めることにつながる。
今後、生徒に身につけさせ、伸ばしていきたいと考えている力は、次のようなものである。
・実験や観察結果から得られる科学的な根拠を、丁寧に見つけ出す力
・レポートの考察を要約してわかりやすく書く力
・観察や実験のレポートを書くとき、専門的な語彙や法則を正しく記述する力
・重点的な内容を、キーワードを使ってノートに分かりやすくまとめる力
・説明する活動で、ＩＣＴ機器を活用する力
・他者に、丁寧に根拠を示しながら説明する力

上記の力を伸ばしていくための課題として、３年間を見通した系統的な指導の確立がある。学年の発達
段階を見極めながら、１年生ではこのレベルまで、２年生ではこのレベルまで、３年生ではここまで到達
させたいというレベルの共通理解を、理科の教員どうしで図ることが大切である。他にも次のような点が
課題である。
・生徒に思考・表現をさせる授業時間の確保
・説明する活動の評価の仕方
・思考力を高めるための教材や課題の開発
・適切な言語活動の場面設定
・教科会や研修の充実

【参考文献】
・
「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について」
平成20年１月17日 中央教育審議会答申
・和歌山大学教育学部附属中学校研究紀要 「いとなみ」 2009年、2010年
・言語活動の充実を図る全体計画と授業の工夫

独立行政法人教員研修センター 平成22年２月

・新しい教育課程における言語活動の充実

財団法人 学校教育研究所
学校図書株式会社 2009年２月18日
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実践１

１年生
授業者 林

１．単元名

秀 彦

いろいろな力の世界

２．単元観
学習指導要領の改訂によって、１年生の力の分野では「力とばねののび」「重さと質量の違い」「水圧」
「浮力」が追加され、「２力のつり合い」が３年生へ移動した。追加された内容について、本年度は補助
教材を中心に指導することになっている。その中で、浮力については、「物体を沈めようとする時、おし
返される力」「水圧の差」「空気中と比べて軽くなった重さ」というように、異なったかたちで表現されて
いるのが興味深いところである。
この単元では、力がはたらいたことで起こることがらを、３つの力のはたらきとして分類させることか
ら学習を始めた。このとき、現象をことばで置き換え、それを分類するという言語活動が行われている。
このように、生徒の思考力を高めながら、科学的な概念を身に付けさせていくために言語活動は不可欠な
ものである。
本時では、浮力に対して異なるアプローチの実験を行わせ、その結果をお互いに説明させる中で、理解
を深めさせ浮力の本質にせまりたい。説明する活動によって、実験結果に対する自分の解釈をはっきりさ
せること、わかりやすく説明すること、わからないところを質問することの力を伸ばせるものと考えてい
る。また、実験結果からわかることをしっかり考えさせることは、真実を求めていく態度にもつながるも
のと考えられる。
３．単元の指導目標
力のはたらきに対して、生徒の興味・関心を高め、実験を通して、力の大きさを表す方法を見いださせ
るとともに、力は大きさと向きによって表されることを理解させ、力を矢印で表現できるようにする。
圧力についての実験を行い、圧力は力の大きさと面積に関係があることを見いださせる。
大気圧や水圧の実験を行い、それらが水や空気の重さと関連していることを理解させるとともに、浮力
についての実験結果を考察した内容を説明する活動を通して、科学的な思考力や表現力を養う。
４．単元の評価規準
ア 自然事象への関
心・意欲・態度

１ 力のはたらきに関して進んでかかわり、日常生活とのかかわりでみようとする。
２ 圧力に関する事物・現象に進んでかかわり、それらを科学的に探究しようと
するとともに、事象を日常生活とのかかわりでみようとする。

イ 科学的な思考・
表現

１ 力のはたらきに関して、目的意識をもって観察、実験を行い、力がはたらい
たことによっておこる物体の変形や運動の様子の変化などについて自らの考え
をまとめ、表現している。
２ 圧力に関する事物・現象の中に問題を見いだし、目的意識をもって観察、実
験などを行い、大気圧や水圧、浮力について自らの考えを導いたりまとめたり
して、表現している。

ウ 観察・実験の技
能

１ 力のはたらきに関する観察、実験の基本操作を習得するとともに、観察、実
験の計画的な実施、結果の記録や整理などの仕方を身に付けている。
２ 圧力に関する観察、実験の基本操作を習得するとともに、観察、実験の計画
的な実施、結果の記録や整理などの仕方を身に付けている。

エ 自然事象につい
ての知識・理解

１ 力のはたらきを分類するとともに、力は大きさと向きによって表されること
などについて理解し、知識を身に付けている。
２ 圧力は力の大きさと面積に関係があること、大気圧や水圧、浮力について基
本的な概念や原理・法則を理解し、知識を身に付けている。
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５．単元計画 13時間（◎は本時で12時間目）
学習内容

ねらい

中心となる言語活動

評価規準

物体にはたらく力を
見つけよう
（２時間）

・力のはたらきについて分類で
きる。

・身のまわりの事象を、力のはたら
きの面から分類する。
【感受・表現】

エ−１

・重力と質量のちがいを理解で
きる。
力を表すにはどうし
たらよいか
（４時間）

エ−１

・力は、向きと大きさで表すこ
とができることに気づく。

・力のはたらきのちがいを、力の向
きと大きさの違いで表現する。
【感受・表現】

ア−１

・力の大きさとばねののびにつ
いて興味を持って実験し、記
録できる。

・実験結果を注意深く記録する。
【感受・表現】

ウ−１

・実験結果のグラフから、力の
大きさとばねののびの関係を
理解できる。

・比例の関係をグラフで表現する。
【理解・伝達】

イ−１

・力を矢印で表すことができる。
面に力がはたらくと
どうなるか
（６時間）

学習内容の整理

・身近な事例から、力のはたら
きを圧力で説明できることに
気づく。

エ−１
・圧力で説明できる身近な事象を見
いだす。
【感受・表現】

ア−２

・大気圧について理解できる。

エ−２

・水圧について理解できる。

エ−２

・水の深さと水圧の関係につい
て考察する。

・水の深さと水圧の関係を事実を元
に説明する。
【解釈・説明】

イ−２

・物体のしずんだ体積と浮力の
関係について、興味を持って
実験できる。

・実験結果を注意深く記録する。
【感受・表現】

ウ−２

◎物体にはたらく浮力の大きさ
について、理解し、説明でき
る。

・浮力の大きさが、物体の体積やし
ずみ方と関係していることに気づ
き、説明できる。
【解釈・説明】

イ−２
ウ−２

・力についての総合的な理解を
深める。

エ−２

（道徳的視点） １−（４）真理愛、理想の実現
・真理を愛し、真実を求め、高い志をもって理想の自己を追い求めていこうとする心情を育てる。
６．本時の目標
・物体にはたらく浮力の大きさが、物体の体積やしずみ方と関係していることを実験を通して理解し、わ
かりやすく説明することができる。
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７．本時の展開
学習活動

教師の指導

備 考

１、前時の実験結果につい 班内のペアで、説明し合いながらふり返りをさせる。 ワークシート
てふり返る。
（沈 ん で い る 体 積 と、
浮力の大きさ）
２、浮力について、さらに
深める実験を行う。

10班を２つのグループに分け、グループ別にＡ、Ｂ
の実験を行わせる。

実験Ａ
実験Ａのテーマ：水面から沈んだ体積と浮力の大き
「物体を沈めようとす
さの関係
・底面が10㎝×10㎝の発泡ポリスチレンを沈める
る 時、お し 返 さ れ る
力」
ときの力を、押しばねはかりではからせる。
・浮力の大きさと関係がありそうな量として、物
体の体積や質量を測定させる。

ニ ュ ー ト ン は か り、
水そう、発泡ポリス
チレン、電子てんび
ん
ワークシート

実験Ｂ
実験Ｂのテーマ：物体の重さと浮力の大きさの関係
「空気中と比べて軽く
・フィルムケースにいろいろなおもりを入れて、
なった重さ」
細いテグスでつり、水中に沈めて、どのくらい
軽くなるかを測定させる。
・浮力の大きさと関係がありそうな量として、物
体の体積や質量を測定させる。

ニ ュ ー ト ン は か り、
水 そ う、フ ィ ル ム
ケース、おもり、電
子てんびん、メスシ
リンダー
ワークシート

３、実験結果について、考
察をまとめる。

班ごとに実験結果をまとめさせる。
ミニホワイトボード
・個人でワークシートに考察を書かせる。
・班で話し合わせ、ミニホワイトボードにまとめ
させる。
・グループをまわりながら、書き込みの少ないと
ころには助言をする。

４、考察した結果を、異な
る実験をした班同士で
説明しあう。

ミニホワイトボードを使いながら、他のグループに
説明する活動を行わせる。

５、関連する話題で理解を オーギュスト・ピカールの功績について、資料を使 資料プリント
深める。
いながら話をする。
（時間がなければ、資料を配り読んでおくように指
示をする。）

８．結果と考察
理科の教師として、生徒にできるだけ多くの実験をさせ、科学的な体験を豊かにさせたいと考えてきた。
班によって異なる実験をさせるということは、ある実験はできるが、別の実験はできないということにな
るので、少し心苦しい思いがあるのは正直なところである。また、一人の教師で別々の実験について、て
いねいな説明をどこまでできるかについても、経験が不足しているのは事実である。今回の実験について
も、授業後の協議会に於いて、実験に対する課題意識や実験の正確性、浮力の体感などについて、不十分
であるとの指摘をいただいたところである。本時で何を理解させたいのかをもっと明確にし、そのために
必要な活動に時間を確保するため、不必要な説明にかける時間を削ぎ落とす必要性を感じた。また、実験
の正確さを高めるための工夫（実験方法や指示の仕方）が不足していた面があったが、生徒の課題意識が
高ければ改善できたのではないかという内容もあると思うので、今後の課題としたい。
言語活動の面においては、この単元でも、すべての班が同じ実験をした後で自分の考察を他者に説明す
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る活動も行ってみたが、本時は「いろいろな意見があるから、説明する意味がある」と考えて、異なる実
験を行った班どうしで説明する活動をさせてみた。これについて「説明した内容が正しいかどうかの確認
は、いつ、どこでするのか。説明が正しいことが前提になっている。」という指摘をいただいた。実際に
は、これは次時にまわすことになったのであるが、生徒が説明している内容をリアルタイムですべて把握
することは困難である。ミニホワイトボードの内容を写真などで記録しておくことで、ある程度解決でき
るのではないかと考えている。また、活動の評価の試みとしてねらいを達成できたのか、生徒にアンケー
トを行ってみた。今回、説明する活動は班で行ったので、実際に活動を行えたのは72％で、説明を受けて
よく分かったと答えたのは31％、まあまあ分かったと答えたのは53％であった。
説明した生徒の感想としては、
・自分の意見があっているかどうか不安だったけど、意見を言ってみんなで考えるのは良いことだと思い
ました。
・頭の中で分かっていても、まとめて人に伝えるのは難しいなと思いました。
・意外と難しいけれど楽しい。 ‥‥‥など
説明を受けた感想としては、
・とても分かりやすく、分かりにくいところは質問したりと、意見を交換しあって知識を深められるのが
良かった。
・分かりにくいところがあったけれど、質問したら答えてくれて良かった。
・説明してもらいはしたが、結果だけ言われた。‥‥‥など
この結果から、１年生の段階では、説明することの難しさや楽しさを感じながら、よりよい説明する活
動への意識づけができたのではないかと考えている。
説明する活動は、正確な理解のためのフォローが必要になることがあるので、常に実施することは困難
であるが、単元の中で、説明する活動が有効な場面を見定めて、今後とも積極的に取り入れていきたい。
授業風景
実験Ｂ

実験Ａ

説明する活動
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ワークシート
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資料プリント

アンケート用紙

説明用のミニホワイトボードの例（実験誤差から、間違った結論になっている班も見られる）

― 98 ―

実践２

２年生
授業者 矢 野 充 博

１．単元名

刺激と反応

２．単元観
本単元では、主に感覚器官と中枢神経との関わりについて学習する。動物の細胞や組織の構造を観察し
て理解させ、それらが機能的に集まって器官となるときに、どのような刺激に対してどのように反応を起
こすのかを実験して学習する。今回の題材は「目のつくりとはたらき」である。目のはたらきについては、
生徒は「見ること」に関係しているという認識はあるだろうが、どのようなつくりで、刺激に対してどの
ように調節を行いながら、信号を脳に伝えているのかはまだ学習していない。実際には水晶体の厚みを変
えて焦点を合わせたり、光量によって虹彩の幅を変化させて瞳の大きさが変わる。また、感覚器官は適当
な刺激を感じる器官であるが、変化がない刺激を与えても刺激として脳に伝えることはない。これを「慣
れ」という。授業の前半では、目に関する「慣れ」を体験させて、感覚器官は「変化」を感じる器官であ
ることを理解させたい。そして、①「網膜」②「虹彩」③「水晶体」のはたらきについてそれぞれ学習し
てから、授業の後半では、実際に目を解剖してそれぞれのつくりを観察させる。単純に解剖して観察させ
るだけでは、つくりとはたらきを結びつけて理解させることはできない。そこで部位のはたらきについて
しっかりと学習してから、解剖して観察させることにした。また、和歌山市では部位によっては実験用の
臓器を手に入れるのに苦労する。今回は全農から安く入手した。実物の教材からは、紙面やテレビ画面で
は感じることのできない多くの事を経験できる。できるだけ生徒には動物の体に触れて、その巧妙さや神
秘さに気づいて欲しいと願っている。また、言語活動に関しては、自分が気づいたことや考えたことを書
き出させたり、教師が解説したことを生徒が解釈してそれを隣にもう一度自分達の言葉で説明する活動を
行わせることで、内容をさらに理解させたい。
３．単元の指導目標
・動物が外界からの刺激に反応しているようすを観察し、刺激を受け取ってから反応が起こるまでのしく
みや実際にからだを動かすしくみを観察結果と関連づけてとらえることができるようにする。
４．単元の評価規準
ア 自然事象への関
心・意欲・態度

１ 生物と細胞に関する事物・現象に進んでかかわり、それらを科学的に探求し
ようとする。
２ 刺激と反応に関する事物・現象に進んでかかわり、それらを科学的に探求し
ようとするとともに、生命を尊重しようとする。

イ 科学的な思考・
表現

１ 生物と細胞に関する事物・現象の中に問題を見いだし、目的意識をもって観
察などを行い、動物と植物の細胞のつくりの特徴などについて自らの考えを導
き、表現している。
２ 刺激と反応に関する事物・現象の中に問題を見いだし、目的意識をもって観察、
実験を行い、外界の刺激に反応する仕組みについて自らの考えをまとめ、表現
している。

ウ 観察・実験の技
能

１ 生物と細胞に関する観察などの基本的操作を習得するとともに、結果の記録
や整理の仕方を身に付けている。
２ 刺激と反応などに関する観察、実験の基本操作を習得するとともに、結果の
記録や整理の仕方を身に付けている。

エ 自然事象につい
ての知識・理解

１ 生物の体は細胞からできていることや動物と植物の細胞のつくりの特徴など
について基本的な概念を理解し、知識を身に付けている。
２ 外界の刺激に反応する仕組みなどについて基本的な概念や規則性を理解し、
知識を身に付けている。
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５．単元計画 12時間（◎は本時で８時間目）
学習内容

ねらい

中心となる言語活動

評価規準

動物の世界
（２時間）

・動物園で体のつくりや行動の
特徴を記録して、動物に興味
を持つようになる。

・動物の体のつくりと動きを記録す
る。
【感受・表現】

ア−２
ウ−２

動物と植物の細胞の
違い
（３時間）

・全ての生物が細胞でできてい
ることを理解し、さらに植物
と動物の細胞の違いが分かる
ように、特徴を記録できる。

・動物と植物の細胞の特徴の違いに
ついてスケッチする。
【感受・表現】

ア−１
イ−１
ウ−１
エ−１

動物の骨格
（１時間）

・歯、目の付き方と生活のしか
たとの関係を見いだす。

・数種類の動物の骨格の特徴を調べ
て記録して、違いを報告しあう。
【理解・伝達】

ウ−２

◎感覚器官のつくり
とはたらき
（２時間）

・感覚器官を解剖して、刺激に
対してうまく受け入れられる
しくみになっていることを説
明できる。

・水晶体の厚みの調節についての説
明を解釈して説明する。
【解釈・説明】

イ−２
ウ−２
エ−２

刺激の伝わり方
（３時間）

・生活の中で見られる行動を、 ・反射が起こるしくみと、それが起
こる理由について説明する。
意識・無意識に起こる反応に
【解釈・説明】
分けて、神経伝達の経路につ
いて、そのしくみが理解でき
・脳の特徴をスケッチする。
る。
【感受・表現】

イ−２
エ−２

動くためのしくみ
（１時間）

・手足の動きを、骨格と筋肉の ・筋肉の骨への付き方とはたらきに
関係に結びつけて説明できる。 ついて模型をもとに説明する。
【解釈・説明】

ウ−２
イ−２
ウ−２

（道徳的視点） 内容項目３−２ 自然愛護、畏敬の念
・動物の体を実際に扱うことで、体のつくりの巧妙さに気づかせるとともに、命の尊厳についても深く
考えさせたい。
６．本時の目標
・目のつくりを観察して、そのはたらきと関連づけて理解することができる。
・解剖して理解した内容を自分なりの言葉で他者に説明することで、理解を深めることができる。
７．本時の展開
学習活動
○目の不思議な性質を知る。

教師の指導
●目の錯覚に関する画像を見せる。
・気づいたことをメモさせる。【感受・表現】
※網膜に光が当たり、その刺激が脳に伝わる。
※変化のない刺激には反応しなくなる。
→「慣れ」

○補色が見える理由を聞き、 ●隣とペアになり、白色を見たときに補色が見える理
隣に説明する活動を行う。
由を他方に説明させる。【解釈・説明】
※同じ色を見続けると網膜の細胞が疲れて、その
色が見えなくなる。
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備 考
ワークシート
パソコン
プロジェクター
電子黒板

○目のつくりとはたらきを知 ●目のつくりとはたらきを解説する。
る。
・各部分のはたらきを解説する
・電子黒板上に名称を書き加えていく。
※網膜には、反対になった像が映る。
○盲斑の実験をする。

●盲斑の実験をさせる。
・一点に集中すると見えない部分があることを確か
めさせる。
※盲斑は視神経が集まっていて、視細胞がない。

○明るさによってひとみの大 ●ひとみの収縮の実験をさせる。
・ペアでひとみが変化する様子を観察させる。
きさが変わることを確かめ
※虹彩の幅が変わることに注目させる。
る。
・ひとみの大きさが変わった理由を考えさせる。
○レンズと物体までの距離の ●見る距離が変わると、水晶体の厚みが変化するしく
関係を知る。
みを解説する。
○今の気持ちを整理する。

●今の気持ちをiPod touchでTweetさせる。

iPod touch

○豚の目の解剖をする。

●豚の目を解剖させる。
・怖がらず、真剣に実験できるように話をする。
・事前に撮っていた写真を見せて手順を説明しなが
ら、生徒に解剖を順次させる。
・観察のポイント
①視神経の太さ
②目の大きさは約2.4㎝ 重さ7.4g
③網膜、虹彩、レンズ
④レンズで新聞の文字を拡大。

モニタ
豚の目
手袋
解剖ばさみ
トレー
ピンセット
新聞紙
スライドガラス

○今日のふりかえりをする。

●今日のふりかえりをさせる。
・気づいたことをiPod touchでTweetさせる。

iPod touch
iPad

８．結果と考察
＜説明する活動に関して＞
理科の授業で説明する活動を成り立たせるためには、いくつかのポイントが押さえられていなければな
らない。
・自然事象に対して自分の解釈をはっきりさせていること。
・自分自身が説明しようとする内容を十分に分かっていること。
・科学的な用語を適切に使用していること。
・相手が分かっているかどうかを判断しようとする姿勢をもち、相手が分かっていなさそうな場合
は、例を挙げたり、言葉を選び、言い換えて説明し直すこと。
さて、本単元では、動物がいかにして外界からの刺激に反応するのかの仕組みを学習した。細胞レベル
の学習から組織レベル、器官レベルへと少しずつマクロの視点へと移行して、それらの関連性に着目させ
ながら学習した。説明する活動に至るまでには、単元の初めには基本的な技能として動物の細胞や組織の
構造を観察する力を養った。次に、構造とはたらきとの関連性について解説した後、それらがきちんと理
解できているのかを確かめるために説明しあった。さらに、単元の終盤では骨と筋肉と伳とのつながりか
たがどのようであれば、骨格を自由に動かすことができるのかを確かめさせて、構造とはたらきについて
説明させることとした。つまり、「知識・技能を高める段階」→「関連性に着目する段階」→「関連性を
確かめて納得する段階」という３つの構造で単元を捉えた。特に動物の構造とそのはたらきの関連性につ
いては、図示をさせたり具体物を製作させて、各自でイメージさせてから、ペアや班で説明する活動を行

― 101 ―

わせてきた。
さて今回の授業では、ペアになり補色が見える理由を説明させあった。具体的には「①教師が目の錯覚
について解説する」
「②ペアになり、片方が他方に錯覚を感じる理由を説明する」
「③役割を入れ替える」
というものであった。しかし、これだけでは単なる「理解・伝達」の過程であり、観察実験を通して十分
に自分の中で納得して解釈させているわけではなかったので、授業の前半で「目の錯覚の解釈」という活
動をするのではなく、「目の解剖の実験」に対して生徒自らが課題を設定して、それについて解剖させて
解決した後に、解釈した内容を他者に説明させると、より興味を持って観察できただろうと思われるし、
より構造とはたらきについての関連性を考察させることができたと考えられる。また、口頭の言葉の表現
だけで終わるのではなく、しっかりと自分のワークシートに自分の言葉で書かせることを行う方が良かっ
た。それは生徒自身が適切な言葉を選択しながら表現を行うと思考が整理されるからである。特に先ほど
も述べた通り、実験を行う前には、生徒自身に今回の実験で注目して観察したい所をあらかじめ考えさせ
る指示を行う工夫が必要であった。観察する視点を明確にすることで、生徒の主体的な観察ができると考
えられるからである。
＜Twitterに関して＞
これまでにさまざまな授業でiPod touchを活用した授業を行ってきた。
例えば、和歌山城動物園で動物の形態や行動の観察にも用いたり、学習
内容の理解度を調べるとともに学習意欲を高めるためにグループで小テ
ストを行うなどしてきた。今回の授業ではiPod touchを40台用いて、動
物の解剖を行うことに対して現在の気持ちをTweetさせて、実験の前後
での意識の変化を全員で確かめた。参考資料の実際のTweetの様子から
も伺えるが、生徒は、初めは実物のブタの眼を見たり触ることに対して
かなりの抵抗を持っていたが、実験中は恐る恐る触り始め、しだいに積
極的に解剖して構造を理解することに楽しさを感じる生徒がたくさんい
た。その結果、授業後は半数以上の生徒は「また、解剖を行いたい」
「水晶体がとてもきれいで、本当に新聞の文字を拡大できることに感動
した」などの意見をTweetしていた。どの授業でも生徒自身が体験する方が教材への関心の度合いがかな
り違う。ただ、今回のように単に感想をTweetさせるのではなく、学習を効果的に行うために、むしろ何
を学ぶことができたのかという学習内容に関することをコメントさせる方が良かった。それは、生徒自身
が持っていた課題をどのように解決することができたのかを整理して考え直すことができるからである。
ただ、授業後のワークシートの生徒の感想からもわかるように、多くの生徒がそれぞれの生徒なりに観察
したいと考えたことをきちんと観察できていたようである。
＜実物教材に関して＞
教科書に載っている基本的な生物用語を覚えて、そのはたらきを理解させるために、できるだけ実物教
材を使って構造を観察させるなどの工夫を行った。例えば、動物の骨格の学習では、数種類の動物の骨格
標本を自由に観察させて、口が上下に開く仕組みや、歯の様子を観察させて、動物の生活と結びつけて考
察させた。別の単元では、ブタの臓器（心臓・肝臓・肺・腎臓）
、鳥の脳の観察を行わせた。教科書のき
れいな図だけで学習を進めても構造は理解しやすいだろうが、生命の巧妙さを直接経験することは教科書
だけでは学べないくらいの意義が多くある。ここに道徳的な要素が含まれている。今回の授業では、実物
のブタの目を１班に１つずつ観察させた。手袋をはめさせて作業をさせてはいたが、観察の後半には手袋
を外して素手で触る生徒が多かったのには驚いた。初めに感じていた怖さよりも、実際に触ってみたいと
いう欲求の方が勝った結果であろう。ただ、単に観察させるだけでは多くの情報を得ることはできない。
教師が適切な情報を与えることによって、観察する視点が明確になり、より深く観察することができる。
これからも生徒には、実物に触れさせてそこから得られる生の感覚を養わせていきたいと考えている。
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＜その他＞
今回の単元を構成するに当たって、単元全体を見通して、生徒にどのような力をつけていくのかの段取
りを考えることの必要性を改めて感じた。今後に活かしていきたいと考えている。
●ワークシート

●Twitterでの生徒の意見
＜授業の始まり＞

＜授業後＞
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●ブタの眼の解剖写真

●解剖している生徒

●生徒のワークシートからの抜粋

― 104 ―

実践３

３年生
授業者 辻 本 佳 紀

１．単元名

化学変化とエネルギー

２．単元観
生徒は「身のまわりの物質」という単元で、状態変化を物質の粒子性を活用して見る見方や考え方を学
習し、｢化学変化と原子・分子｣ という単元では化学変化を分子・原子モデルを用いて見る見方や考え方
を学習してきた。
本単元では、さらに進んで、物質を構成する単位として「イオン」を学習することにより、生徒の物質
観を豊かにし、自然現象や日常のさまざまな事象をイオンモデルで関連付けてみる見方や考え方を養うこ
とをねらいとした。イオンを学習し、理解するためには、原子の構造を理解しなければならない。これま
で学習してきた粒子概念（分子・原子概念）だけでは説明できない現象を、既習事項や実験結果をもとに、
科学的に追究することを通して、イオンの存在に気づかせ、物質概念の完成をはかり、豊かな物質観を身
につけさせたい。
そのためには、グループでの話し合いが不可欠であり、お互いにイメージを共有したり、説明しあう活
動が効果的であると考えられる。
３．単元の指導目標
エネルギーに関する観察・実験を通して、エネルギーの基礎について理解させるとともに、これらの事
象を日常生活と関連づけて科学的な見方や考え方を養い、エネルギーに対する興味・関心を高める。
この小単元では、いろいろな水溶液についての実験を通して、酸の特性が水素イオン、アルカリ性の特
性が水酸化物イオンによるものであることを見いだす。また、酸とアルカリの中和実験を行い、酸の陰イ
オンとアルカリの陽イオンが結びついて塩ができ、中和するときに濃度や体積との間にどのような関係が
あるかを発展的な課題として取り組ませたい。
４．単元の評価規準
ア 自然事象への関
心・意欲・態度

１ 酸・アルカリ、中和と塩に関する事物・現象に進んでかかわり、それらを科
学的に探究しようとする。

イ 科学的な思考・
表現

１ 酸・アルカリ、中和と塩に関する事物・現象の中に問題を見いだし、目的意
識をもって実験などを行い、酸・アルカリの特性とイオンの関係について自ら
の考えを導きまとめ、表現している。
２ イオンモデルを使って、自らの考えを導き、表現している。

ウ 観察・実験の技
能

１ 酸・アルカリ・中和に関する実験の基本操作を習得するとともに、結果の記
録や整理などの仕方を身に付けている。

エ 自然事象につい
ての知識・理解

１ 酸・アルカリの特性・中和反応・塩の生成などについて、基本的な概念を理
解し、知識を身に付けている。

５．単元計画 ９時間（◎は本時で８時間目）
学習内容
酸、アルカリ
とイオン
（９時間）

ねらい

中心となる言語活動

評価規準

・酸性やアルカリ性の水溶液の性質を いろんな水溶液が何性か調べ、その
調べ、それらの共通性を見つけるこ 性質について記録する。
とができる。
【感受・表現】

ウー１

・酸性やアルカリ性の水溶液の性質を
理解することができる。

エー１
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・酸とアルカリの性質が水素イオンと いくつかの電離式をもとに共通して
水酸化物イオンによることを理解し、生成するイオンについて説明する。
【解釈・説明】
説明できる。

イー１

・酸性やアルカリ性の水溶液に電流を
流して、イオンの動きを観察する。

酸性、アルカリ性の水溶液の性質の
違いがどのような関係にあるか発表
する。
【感受・表現】

ア−１
ウー１

・酸とアルカリの水溶液を混ぜ合わせ 水素イオンと水酸化物イオンが反応
ると、どんな変化が起こるか進んで して水と塩が生成することを説明す
【解釈・説明】
調べ、中和と中性のちがいについて、る。
例をあげながら説明できる。

アー１

・酸とアルカリの水溶液を混ぜ合わせ
て中性にし、中和によってできた塩
を観察・記録することができる。

・できた塩についてスケッチし、そ
の特徴から何ができたかを話しあ
う。
【感受・表現】

ウ−１

・中和に必要な酸とアルカリの水溶液
の濃度と体積について調べ、記録す
ることができる。

ア−１
・中和に必要な酸とアルカリの水溶
液の濃度と体積の関係を記録する。 ウー１
【感受・表現】

◎中和実験の水溶液中のイオンのよう
すを、モデルで示すことができる。

・中和に必要なイオンの濃度と体積
について説明する。【解釈・説明】

・塩ができる反応を化学式で表すこと
ができる。

イ−１
エ−１

（道徳的視点）１−（４）真理愛 理想の実現
・真理を愛し、真実を求め、高い志をもって、理想の自己を求めていこうという心情を育てる。
６．本時の目標
・中和反応について、図表やモデル図を用いて、自分の考えを説明できる。
７．本時の展開
学習活動

教師の指導

備 考

１ 本時の主題とねらいを確認する。 ○本時の主題とねらいを説明する。
○本時の流れを説明する。
２ 前時の中和実験の結果について
振り返る。

○前時の各グループの結果を発表させる。
ワークシート

３ 濃度や体積の違う中和反応につ
いてイオンのモデル図について考
える。
４ 自分の考えを班員に説明する。

○結果をもとに、濃度や体積が変わるとどのよ
うなイオンのモデル図になるかを説明させる。

５ 全体の場で発表する。
６ 次時の連絡を受ける。

○次時の連絡をおこなう。
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８．結果と考察
授業では、中和に必要な酸・アルカリの濃度と体積の関係について、イオンモデルを使って説明できる
ことをねらいにした。２つのポイントを設定し、１つ目は、前時の中和滴定実験の各班のデータからその
規則性を見出し、説明しあう活動を、もう１つはグループごとに行った実験を模造紙にモデル図を表し、
気づいたことを説明する活動を行った。
前半の活動では、前時の実験からデータをもとに、それぞれの５つ違う条件の実験結果から、各グルー
プの結果をもとに、「水溶液を完全に中和すると片方の濃度の体積を一定にして体積を変えると他方の水
溶液もそれに比例すること」や「体積を一定にして濃度を変えると他方の水溶液もそれに比例する」など、
自分たち以外のグループの結果を用いながら自分たちの言葉でわかりやすく説明するグループもいたが、
中には、いきなり「濃度×体積＝濃度×体積」と既に知り得た知識を発表する場面なども見られた。
後半の活動では、イオンモデルを使って説明する活動は、作業にたいへん時間がかかり、計画していた
全体の場での発表が１番最初にできた１グループの発表のみで、その後のまとめや本日の感想など今日の
振り返りなどをさせる時間を確保することができなかったが、次時で、イオンモデルを用いて模造紙に描
きながら、自分たちが行った実験を図に表すことで、頭の中で整理しながら、相手にわかりやすく伝える
ことができたと考える。
最後に、協議会では、ＩＣＴ機器を効果的に利用することや説明する活動の時間確保、ワークシートの
工夫等を教えていただいた。今後の授業に生かしていきたいと思う。

当日の板書

授業風景
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配布したワークシート↓
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