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滋賀県総合教育センター  

                        遠 藤  彰 

次期学習指導要領改訂に向けた中央教育審議会の報告では、「アクティブ・

ラーニング」の視点から、理科の授業改善に関わっては、探究の過程を通じた

学習活動や学習評価の充実を図ることが求められている。 

そこで、本研究においては、単元・授業を構想する際、探究の過程を通じた

学習活動を重視したり、評価問題事例集の活用や一枚ポートフォリオ評価の採

用による評価を工夫したりした。それらの取組によって、探究の過程を通じた

学習活動や学習評価の充実を図り、理科の授業改善を推進することができ、探

究の過程において必要とされる資質・能力の育成につながった。 

⑫ 
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探究の過程において必要とされる資質・能力の育成 

学校での学びにおいて 

「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善や、学習評価の充実を図ることが求められて

いる。 

理科において 

課題の把握、課題の探究、課題の解決という探究の過程を通じた学習活動を行い、それぞれの過

程において必要とされる資質・能力が育成されるように授業改善を図ることが重要である。 

次期学習指導要領改訂に向けて 

平成28年、中央教育審議会 「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめについて(報告)」 

 「理科ワーキンググループにおける審議の取りまとめについて(報告)」 

 指導の工夫 評価の工夫 

探究の過程を通じた 

学習活動の充実 
学習評価の充実 

「深い学び」の実現につなぐ 

単元・授業を構想す

る際、探究の過程を通

じた学習活動を重視す

る。 

「主体的な学び」の実現につなぐ 

探究の過程全体に、生徒が見通しをもって主

体的に取り組めるようにする。 

「対話的な学び」の実現につなぐ 

探究の過程の要所要所

で、生徒があらかじめ個人

で考えてから、意見交換し

たり議論したりして、自分

の考えを広げたり深めた

りできるようにする。 

評価問題事例集の活用 

一枚ポートフォリオ評価の採用 

生徒が、学習過程で身に付け

た資質・能力や「見方・考え方」

を活用して学びを深め、自らの

学びを振り返り、次の学びに主

体的に取り組めるようにする。 

生徒が、探究の過程を

振り返り、自らの考えの

変容を自覚すること等

を通して、学びを深め、

次の学びに主体的に取

り組めるようにする。 

 

「アクティブ・ラーニング」の視点からの指導と評価の工夫 

中 学 校 理 科 の 授 業 改 善 
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理科教育に関する研究 

 

探究の過程において必要とされる資質・能力の育成につながる 
中学校理科の授業改善 

－「アクティブ・ラーニング」の視点からの指導と評価の工夫－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

  

平成28年８月に中央教育審議会は、「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめについて

(報告)」において、育成を目指す資質・能力を明らかにした。続いて示した「理科ワーキンググループ

における審議の取りまとめについて(報告)」においては、「資質・能力を育成していくためには、学習

過程の果たす役割が極めて重要である」1)と述べ、とりわけ理科においては、課題の把握(発見)・課題

の探究(追究)・課題の解決という探究の過程を通じた学習活動を行い、それぞれの過程において必要と

される資質・能力の育成を目指すことが重要であると強調した。理科における授業改善に関わっては、

「アクティブ・ラーニング」の視点から、探究の過程を通じた学習活動の充実を図ることや、生徒自身

が自らの学びを振り返って、次の学びに向かうことができるようにするため、学習評価の充実を図るこ

とが求められている。 

一方、平成27年度全国学力・学習状況調査の分析結果を基に、本県における中学校理科の指導の現状

に目を向けると、「実生活における事象との関連を図った授業」「自ら考えた仮説を基に観察・実験の

計画を立てる指導」「観察や実験の結果を分析し、解釈する指導」について「よく行った」と回答する

教員の割合がいずれも低い。このことから、生徒が探究の過程を通じた学習活動を行ううえで、重要な

指導が十分に実施されていないことがうかがえる。 

平成27年度理科教育に関する研究においては、【中学校理科】評価問題事例集の作成を行った。作成

した評価問題には、生徒が探究の過程を通じて学ぶ様子を題材として積極的に取り上げた。事例集を活

用した教員の所感からは、授業改善の視点をもつ気付きにつながる内容であることが認められている。 

以上のことから、本研究では、「アクティブ・ラーニング」の視点からの指導と評価の工夫を行い、

探究の過程を通じた学習活動や学習評価の充実を図ることが、中学校理科の授業改善を推進し、探究の

過程において必要とされる資質・能力の育成につながると考え、本主題を設定した。 

 

Ⅱ 研 究 の 目 標 

 

 「アクティブ・ラーニング」の視点からの指導と評価の工夫を行うことで、中学校理科の授業改善を

推進し、探究の過程において必要とされる資質・能力の育成につなげる。 

 

Ⅲ 研 究 の 仮 説 

 

「アクティブ・ラーニング」の視点からの指導と評価の工夫として、単元・授業を構想する際に探究

の過程を通じた学習活動を重視したり、【中学校理科】評価問題事例集の活用や一枚ポートフォリオ評

価の採用による評価を工夫したりすることで、探究の過程を通じた学習活動や学習評価の充実を図る。

このような取組により、中学校理科の授業改善を推進することで、探究の過程において必要とされる資

質・能力の育成につなげることができるだろう。 
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Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

 

１ 探究の過程 

理科においては、図１に例を示すように、課題の把握(発見)・課

題の探究(追究)・課題の解決という探究の過程を通じた学習活動を

行い、それぞれの過程において必要とされる資質・能力の育成を目

指すことが重要となる。こうした学習過程については、必ずしも一

方向の流れではなく、必要に応じて戻ったり、繰り返したりする場

合や、授業によっては、全ての学習過程を実施するのではなく、そ

の一部を取り扱う場合があってもよいとされている。 

 

２ 探究の過程において必要とされる資質・能力 

資質・能力の三つの柱i)に照らし合わせながら、課題の把握(発見)

・課題の探究(追究)・課題の解決のそれぞれの過程において主に必

要とされる資質・能力を細分化して示すと、下の表のようになる。 

３ 探究の過程において必要とされる資質・能力の育成につながる授業改善 

「アクティブ・ラーニング」の視点である「主

体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の

三つの視点(図２)からの指導と評価の工夫を行

う。それらのことにより、探究の過程を通じた

学習活動や学習評価の充実を図り、探究の過程

において必要とされる資質・能力の育成につな

がる中学校理科の授業改善を推進する。 

 

 

                             
i）中央教育審議会「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめについて(報告)」では、「生きて働く『知識・

技能』の習得」「未知の状況にも対応できる『思考力・判断力・表現力等』の育成」「学びを人生や社会に生かそうとす

る『学びに向かう力・人間性等』の涵養」2)の三つで整理して示されている。 

図１ 探究の過程の例 

「理科ワーキンググループにおける審議の取りまとめ 

について(報告)」における資料を参考に作成

①学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の
方向性と関連付けながら、見通しをもって粘り強く取
り組み、自らの学習活動を振り返って次につなげる
「主体的な学び」が実現できているか。

②子供同士の協働、教員や地域の人との対話、先哲の考
え方を手掛かりに考えること等を通じ、自らの考えを
広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。

③習得・活用・探究という見通しの中で、教科等の特質
に応じて育まれる「見方・考え方」を働かせて思考・
判断・表現し、学習内容の深い理解や資質・能力の育
成、学習への動機付け等につながる「深い学び」を実
現できているか。

図２ 「アクティブ・ラーニング」の視点 

「理科ワーキンググループにおける審議の取りまとめについて(報告)」における資料

を参考に作成

表 探究の過程において必要とされる資質・能力の例 

「理科ワーキンググループにおける審議の取りまとめについて(報告)」における資料を参考に作成 



理科教育に関する研究 

  (3) 

(１) 探究の過程を通じた学習活動の充実に向けて 

本研究おいては、自然の事物・現象について、「理科の見方・考え方」i)を働かせながら探究の

過程を通して学ぶこと、そして、そこで身に付けた資質・能力や「見方・考え方」を、次の学習や

日常生活等において活用することが、「深い学び」の実現につながっていくものと考える。そこで、

単元・授業を構想する際、探究の過程を通じた学習活動を重視することとした。 

その際、探究の過程

全体に、生徒が見通し

をもって主体的に取り

組めるようにする。そ

のために、まず、自然

の事物・現象に進んで

関わることができる場

面を設定し、問題を見

いだし、予想や仮説を立て、それらを確かめるための観察・実験の計画を立てながら学習を進めて

いく等の工夫をすることで、「主体的な学び」の実現につなげる。具体的には、図３に示すような

三つの学習場面を設定する。 

また、課題の設定や観察・実験の立案、観察・実験の結果の処理、考察・推論する場面等で、あ

らかじめ個人で考えてから、意見交換したり議論したりして、自分の考えを広げたり深めたりする

学習場面を設定することで、「対話的な学び」の実現につなげる。 

 

(２) 学習評価の充実に向けて 

ア 【中学校理科】評価問題事例集の活用 

【中学校理科】評価問題事例集(図４)の評価問題に取り組む学習場面

を設定する。生徒は、学習過程を通して身に付けた資質・能力や「見方

・考え方」を活用して評価問題に取り組み、考えたり説明したりするこ

とで、学びを深めていくものと考える。また、生徒自身が自らの学びを

振り返って、次の学びに主体的に取り組めるようにする。 

一方、指導者は、評価問題を活用することで、育成すべき資質・能力

を想定しながら単元・授業を構想することができ、授業改善につなげる

ことができると考える。 

 

イ 一枚ポートフォリオ評価の採用 

一枚ポートフォリオ評価(One Page Portfolio Assessment：堀、2013)とは、OPPシートという一枚

のシートを用いた評価方法である。本研究で用いるOPPシートは、「本質的な問い」「学習履歴」

「振り返り(自己評価)」「チャレンジ問題」の四つの要素で構成・作成する(p.4の図５)。 

OPPシートの作成には、指導者が、学習過程を通して育成すべき資質・能力を明確にしたうえ

で、その育成に向けてどのような取組を行うべきなのか、また、各授業で押さえるべき内容は何

かを検討することが求められる。そのため、OPPシートは、単元の指導計画や学習展開例と一体

的に作成することが重要である。 

                             
i）中央教育審議会「理科ワーキンググループにおける審議の取りまとめについて(報告)」では、中学校理科について、「自

然の事物・現象を、質的・量的な関係や時間的・空間的な関係等の科学的な視点で捉え、比較したり、関係付けたりす

る等の科学的に探究する方法を用いて考えること」と整理されている。 

図４ 【中学校理科】 

評価問題事例集 

図３ 「主体的な学び」の実現につなげるために設定する学習場面 

●自然の事物・現象から問題を見いだし、見通しをもって課題や仮説を設定したり、観察・実験の計
画を立案したりする学習場面

●観察・実験の結果を分析・解釈して仮説の妥当性を検討したり、全体を振り返って改善策を考えた
りする学習場面

●得られた知識や技能を基に、次の課題を発見したり、新たな視点で自然の事物・現象を把握したり
する学習場面
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この評価方法は、指導者が生徒一人ひとりの学びの多様性に応じた、学習過程における形成的

な評価を行うことで、指導の改善を図ることができるようにするとともに、生徒自身が自らの学

びを振り返って、次の学びに主体的に取り組めるようにすることを目的として採用する。また、

生徒にOPPシートへの記述を通して学習過程を振り返らせ、自らの考えの変容を自覚させたり表

現させたりすることにより、学びを深めることもねらいとする。 

Ⅴ 研 究 の 進 め 方 

 

中学校第３学年を対象として、研究協力校と連携して研究を進める。 

１ 研究の方法 

(１) 探究の過程において必要とされる資質・能力の育成につながる授業改善に向けて、「アクティブ

・ラーニング」の視点からの指導と評価の工夫を取り入れた単元・授業を構想する。 

(２) 構想した単元・授業について、実証授業を実施する。 

(３) 授業の実施後、生徒へのアンケート調査や教員への聞き取りを行い、その結果を分析することで、

授業改善の成果を検証する。 

(４) 研究の成果と課題を研究紀要にまとめるとともに、指導計画、授業展開例、およびOPPシートを

公開し、その活用を図る。 

 

２ 研究の経過 

４月 

５月 

６月 

 

７月～11月 

８月 

 

研究構想 

研究推進計画の立案 

第１回専門・研究委員会 

(研究構想、１学期の実証授業の検討) 

研究協力校での実証授業 

第２回専門・研究委員会 

(２学期の実証授業の検討) 

10月 

 

11月～12月 

１月 

２月 

３月 

第３回専門・研究委員会 

(研究の成果と課題の分析) 

研究紀要原稿執筆 

研究発表準備 

研究発表大会 

研究のまとめ 

本質的な問い 

 学習前・後の生徒の変

容を押さえるために、指

導者が、単元の学習を通

してもっとも確認した

い核となる内容を、学習

前・後でまったく同じ形

で問う。 学習履歴 

 指導者が、各授業後にもっとも確認

したい核となる内容について、生徒自

らの言葉でまとめさせる。指導者は、

生徒の記述内容に対してコメントを加

え、生徒の内省を促す。また、指導者

は適宜、生徒の記述内容が学習のねら

いに対応したものになっているかどう

かを確認することで授業評価を行い、

次の指導に生かす。 

 さらに、言語活動についての自己評

価を行う欄を設ける。 

振り返り(自己評価) 

 学習前・中・後を比較

し、何がどう変わったの

か、変わったことに対し

てどう思うのか等を自

由に記述させ、生徒にメ

タ認知を促す。 

チャレンジ問題 

 単元の学習を通して育成すべき資質

・能力の高まりを見取ることを目的と

して設定する。 

図５ 本研究で作成したOPPシートの基本的な構成とその構成要素の要点 

表
面 

裏
面 



理科教育に関する研究 

  (5) 

Ⅵ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

 

１ 探究の過程において必要とされる資質・能力の育成につながる授業改善に向けて 

(１)  探究の過程を通じた学習活動と学習評価の充実 

「アクティブ・ラーニング」の視点からの指導と評価の工夫を行い、探究の過程を通じた学習活

動や学習評価の充実を図った。中学校第３学年の学習における「化学変化とイオン」と「運動とエ

ネルギー」の２単元について、探究の過程を通じた学習活動を重視して単元・授業を構想し、実証

授業を実施した。図６に、単元「化学変化とイオン」の指導計画を示す。 

 ◆課題 

◇学習のめあて 

○探究の過程を通じた学習活動の充実に向けて

設定した学習場面 

◎学習評価の充実に向けて設定した学習場面 

★結論 

☆学習のねらいを達成した生徒の姿 

【
第
１
次
】
酸
・
ア
ル
カ
リ 

第
１
時 

◇水溶液にはどのような性質が

あったかを振り返ろう 

○四つの透明な水溶液を区別する実験を立案する 

○実験計画を立案する場面で、個人で思考したうえ

で、班での意見交換・議論を行う 

◎OPPシートの「本質的な問い」に回答する 

☆身の回りの酸性やアルカリ性の水溶液に興

味をもち、水溶液の性質についての既習の

内容を振り返ることができる 

第
２
時 

◇酸性やアルカリ性の水溶

液それぞれに共通する性質

について調べよう 

○身の回りに見られる水溶液を用いて実験を行う 

◎OPPシートの「学習履歴」に自分の考えを記述する 

☆酸性やアルカリ性の水溶液の性質を調べ

る実験を行い、酸性やアルカリ性の水溶液

それぞれに共通する性質を見いだすことが

できる 

第
３
・
４
時 

探究の過程① 

◆酸性やアルカリ性の水溶

液それぞれの性質を示す

原因となっている粒子は

何だろうか 

○物質の性質についての既有の知識から問題を見い

だし、課題・仮説を設定する 

○電気泳動を利用した実験について、結果を予想する 

○課題に正対する結論を導き出す 

○実験結果から考察する場面において、個人で思考

したうえで、班での意見交換・議論を行う 

◎OPPシートの「学習履歴」に自分の考えを記述する 

★酸性の水溶液の性質を示すもとはH＋で、

アルカリ性の水溶液の性質を示すもとは

OH－である 

☆酸性やアルカリ性の水溶液それぞれの性

質を示すもとが何なのかについて、科学的

に探究し、課題に正対した結論を導き出す

ことができる 

第
５
時 

探究の過程② 

◆塩酸と酢酸で、マグネシウ

ムとの反応に違いが起こ

るのはなぜだろうか 

○塩酸と酢酸のマグネシウムとの反応の様子から疑問

を形成し、課題・仮説を設定する 

○課題に正対する結論を導き出す 

◎OPPシートの「学習履歴」に自分の考えを記述する 

★塩酸と酢酸では、塩酸の方がpHの値が小

さく、強い酸性を示すため、塩酸の方がマ

グネシウムと激しく反応する 

☆水溶液の酸性・アルカリ性には強弱がある

ことについて、科学的に探究し、課題に正

対した結論を導き出すことができる 

【
第
２
次
】
中
和
と
塩 

第
６
・
７
時 

探究の過程③ 

◆なぜ、湯川に石灰石の粉

を混ぜた水を注いでいる

のだろうか 

○湯川の中和処理の様子から得た気付きから疑問を

形成し、課題・仮説を設定する 

○仮説を検証する実験を立案する 

○実験計画を立案する場面や実験結果から仮説の

妥当性を検討する場面において、個人で思考したう

えで、班での意見交換・議論を行う 

○課題に正対する結論を導き出す 

◎OPPシートの「学習履歴」に自分の考えを記述する 

★湯川の水がもつ強い酸性の性質を和ら

げ、生き物が住むことができる環境にする

ことを目的としている 

☆身の回りの酸・アルカリと中和に興味をも

ち、酸とアルカリを混ぜ合わせると何が起こ

るかについて、科学的に探究し、課題に正

対した結論を導き出すことができる 

第
８
・
９
時 

探究の過程④ 

◆中和が起こるとき、水溶液

中でどのような変化が起こ

り、酸とアルカリの互いの

性質が打ち消されるのだ

ろうか 

○酸性・アルカリ性の水溶液中のイオンのあり方に着目

することで、中和が起こる仕組みに問題を見いだし、

課題・仮説を設定する 

○実験結果を基に仮説を検証し、課題を解決するため

に必要な追加の実験について考える 

○課題に正対する結論を導き出す 

◎OPPシートの「学習履歴」に自分の考えを記述する 

★中和では、酸のH＋とアルカリのOH－から

水が生じることで、互いの性質を打ち消し

合う 

☆中和が起こる仕組みについて、科学的に

探究し、課題に正対した結論を導き出すこ

とができる 

第
10
時 

◇酸とアルカリを混ぜ合わせ

ていく過程で、水溶液の中

で起こっていることを、粒子

のモデルを用いて説明しよう 

○酸とアルカリを混ぜ合わせていく過程で、水溶液の

中で起こっていることを、粒子のモデルを用いて説明

する(微視的な視点で把握する) 

◎OPP シートの「学習履歴」に自分の考えを記述する 

☆酸性の水溶液とアルカリ性の水溶液を混

ぜ合わせていくときの水溶液中の変化につ

いて、粒子のモデルを使って考え、段階的

に中和が進む様子について理解する 

振
り
返
り 

第
11
時 

◇本単元での自分の学習を

振り返ろう 

◎評価問題(OPPシートのチャレンジ問題)に解答する 

◎OPPシートの「本質的な問い」「学習を振り返って」に

回答する 

☆「酸・アルカリ」や「中和と塩」に関して習得し

た知識・技能を活用する 

☆本単元での学習を振り返り、自らの学びを

実感する 

図６ 単元「化学変化とイオン」の指導計画 
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(２) 実証授業の実際 

「アクティブ・ラーニング」の視点からの指導と評価の工夫を行い、探究の過程を通じた学習活

動や学習評価の充実を図ったところ、「見通しをもち、目的意識を明確にして、探究の過程全体に

主体的に取り組もうとする生徒の姿」「探究の過程の要所要所で、生徒同士の対話・協働や指導者

との対話を通じて、自らの考えを広げたり深めたりする生徒の姿」「探究の過程の意義を理解しな

がら学習を進め、様々な場面で、自らの学びを実感する生徒の姿」が見られた。 

単元「化学変化とイオン」の実証授業の実際を以下に示す。 

ア 【第１次】酸・アルカリ 

単元の導入にあたる第１時では、これから学習する内容

に関連して、既に学んだことを振り返り、見通しをもつこ

とができるよう、小学校第６学年「水溶液の性質」の学習

内容を想起させた。既有の知識・技能を基に、四つの無色

透明の水溶液(塩酸・炭酸水・石灰水・食塩水)を区別する

ために行う実験の計画を立案する学習場面を設定した。そ

の折には、生徒の思考を促すツールであるチャート図の活

用を促した(図７)。また、あらかじめ個人で考えたうえで、

班ごとに一つの計画を立案するための話合いを行った。指

示薬を用いて液性を判別する方法や、水溶液の性質を利用

する方法、金属との反応を見る方法等について検討し、そ

れらの実験の操作や予想される結果について順序よくま

とめ、説明をする生徒の姿が見られた。 

本単元においては、事象の質的な変化を正確にとらえる

ことが求められ、粒子のモデルを用いて図式化すること

が、理解を深めることに有効であると考える。そこで第３

・４時では、酸性・アルカリ性の水溶液が、それぞれに共

通した性質を有する仕組みについて、物質をつくる粒子

(原子・分子・イオン)のあり方からとらえる微視的な視点

をもって考える学習場面を設定した。塩酸および水酸化ナ

トリウム水溶液について電気泳動の実験を行い、指示薬の

反応を手掛かりにして、水溶液中のイオンの移動を確かめ

た生徒は、粒子のモデルを用いながら、得られた結果を分

析して解釈した。酸性の水溶液の性質を示すもとがH＋で

あり、アルカリ性の水溶液の性質を示すもとがOH－であ

ることを理解し説明することができていた(図８)。 

イ 【第２次】中和と塩 

第６時では、身の回りに見られる酸・アルカリと中和の様子から問題を見いだし、課題・仮説

の設定や実験の計画を立案する学習場面を設定した。 

はじめに指導者は、「群馬県の草津温泉から流れ出る湯川の水に、乳白色をした液体が投入さ

れている様子」「湯川の下流にあるダムの様子」「草津温泉の湯につけておくことで溶けた鉄釘

の様子」等を写真で提示した。生徒たちからは、「鉄を溶かすことができるってことは草津温泉

の水は酸性なのかな」といった声が挙がり、第１次の学習で習得した酸性・アルカリ性の水溶液

が示す性質についての知識・技能を基に、提示された事象について思考している様子が見られた。

図７ 第１時で生徒が立案した実験 

の計画のチャート図 

図８ 第４時の「学習履歴」への回答の 

様子 
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また指導者は、「乳白色をした液体は何だろう」という生徒の声を拾い上げ、その液体が石灰石

の粉を混ぜた水であり、湯川の水に毎日大量に流し込まれていることを伝えた。得た情報から、

クラス全体で、「なぜ、湯川の水に石灰石の粉を混ぜた水を流しているのだろうか」という疑問

を共有し、それを本時の課題として設定した。 

次に、課題に対する仮説を個人で考える時間が与

えられると、「湯川の水の強い酸性の性質を弱める

ため」「中性に近づけて生物に悪影響を及ぼさない

ようにするため」といった仮説を設定する生徒が多

く見られた。続いて、それらの仮説を検証するため

には、どのような実験を行えばよいかを個人で考え

た。その後、それぞれの考えをもち寄りながら４人

班での意見交換を行い、班ごとに一つの実験計画を

立案した(図９)。理科の授業において意見交換や議

論を行う際には、個々の生徒が、既習の知識・技能

を基にした自分の考えをもっていることが重要であ

る。このことから、生徒が個人で考える時間を十分

に確保した。その際、指導者は個々の生徒の実態を

把握するために机間指導を入念に行い、一人ひとり

が適切な考えをもてるよう、働きかけを適宜行った。

その成果もあり、班の中ではいろいろな実験の計画

が提案され、より安全で効率のよい方法を追究した

り、仮説を適切に検証できる方法を精査し

たりと、活発な話合いをする生徒の姿が見

られた(図10)。立案された各班の実験計画

には、使用する実験器具の選択、水溶液の

混合の仕方、および指示薬の取扱い方等、

様々な差異が認められた。 

第７時では、生徒たちは、第６時に立案

した計画に沿った検証実験を行った。実験

を実施する前には、各班の実験計画の差異

がもつ意義をクラス全体で共有し、科学的

に探究するうえでもつべき視点について触

れた。 

各班には、班の思考の流れを外化させる

ための模造紙を配付し、実験の進行に伴っ

て得られた結果にとどまらず、それに対す

る班の考えをその都度記録をしていくよう

に指示をした(図11)。 

水溶液については、指導者が準備をして

おいた「2.5％塩酸」「2.5％水酸化ナトリ

ウム水溶液」「0.17％石灰水(水酸化カルシ

ウムの飽和水溶液)」をそのまま使う班がほ

pH試験紙 
を貼り付け 
ている 

第
６
時
で
立
案
し
た
実
験
の
計
画 

追
加
さ
れ
た
実
験
の
結
果 

図11 第７時で生徒が作成した実験の記録 

図９ 第６時で生徒が立案した実験の計画 

図10 実験の計画について話し合う様子 
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とんどであった。そのような中、塩酸に石灰水を少量ずつ加

えていく計画を立案した班については、なかなか液性が変わ

らないことに戸惑う様子が見られた。第５時において、塩酸

と石灰水がそれぞれ強酸、強アルカリを示すことは既有の知

識としてもっていたため、およそ同量を混合すれば中性に近

くなるだろうという考え(仮説)を内在させていたことが推測

される。得られた結果を基に、班での意見交換や議論を通し

て、自分たちがもっていた考え(仮説)の妥当性を検討したり、

改善策を考えたりする中で、混合する水溶液の濃度について

も思考し始めた。そして、強酸と強アルカリの水溶液の中和

ではあるが、今回準備された両水溶液については濃度の差が

大きいため、液性が中性になるまで混合するときは、塩酸の

何倍もの量の石灰水を用意する必要があることを見いだした

り、同じ濃度の水溶液を準備し直したりして、追加の実験を

行う様子が見られた(図12)。 

第７時の終末には、酸性雨の被害を受けた森に灰をまく様

子について考える学習場面を設定した。生徒たちは、探究の

過程を通して見いだした「酸とアルカリの水溶液が混ざり合

うと、互いの性質を打ち消し合う反応が起こること」を基に、

身の回りに見られる事象を新たな視点で把握しようとしてい

た。また、OPPシートには「なぜ中和が起こるのか」「中和

が起こるときの水溶液中の変化を、粒子のモデルを用いなが

ら調べてみたい」といった次の学びに向かう記述が見られた。 

そこで第８・９時では、そうした記述を指導者が拾い上げ、

「中和が起こるとき、水溶液中でどのような変化が起こり、

酸とアルカリの互いの性質が打ち消されるのだろうか」とい

う課題を設定して、生徒たちは探究を進めた。 

生徒たちは、まず塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和の

実験を行い、その結果を分析・解釈することで、塩として塩

化ナトリウムが生成することを確認した。そこで指導者は、

水溶液中で起こった変化についてイオン式やイオンのモデル

を用いて説明することを生徒たちに促し、さらに探究を進め

ていくための追加の実験について検討する(改善策を考える)

学習場面を設定した。このとき、塩化ナトリウムが生成した

ということから、水溶液中のNa＋とCl－が結び付くことを確認

することができ、残されているH＋とOH－が結び付くことで水

が生成し、互いの性質を打ち消し合ったのではないか、とい

う仮説を設定する生徒が多く見られた(図13)。追加の実験には、塩化コバルト溶液を滴下した氷

酢酸に粒状の水酸化ナトリウムを加えて色の変化を確認する実験を行い、水の発生を確認した

(図14)。探究の過程の終末には、二つの実験の結果から総合的に考察して、多くの生徒が課題に

正対する結論を導き出すことができていた(p.9の図15)。これは、生徒が目的意識を明確にした

探究活動を行うことができたことによる成果だと考える。 

図13 第８・９時の生徒のノートの

一部① 

結果から考察して設定された仮説 

図14 第８・９時の生徒のノートの

一部② 

図12 仮説の妥当性について検討

しながら実験を行う様子 
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第10時では、本単元で習得したイオン式やイオ

ンのモデルを用いながら、酸とアルカリを混ぜ合

わせていく過程を説明する学習場面を設定した

(図16)。生徒たちは、目に見えない水溶液中の変

化を微視的な視点でとらえ直し、中和が段階的に

進むことを理解したり、中和による水溶液中のイ

オンの変化と水溶液の導電性とを結び付けて考え

たりすることができていた。 

  ウ 振り返り 

(ア) 評価問題への解答の様子から 

本単元において育成すべき資質・能力を想定

しながら、評価問題事例集掲載の評価問題を加

筆・修正し、指導計画や学習展開例と一体で作

成したOPPシートの「チャレンジ問題」として

採用した。 

単元末の授業(第11時)において、生徒たちは、

探究の過程を通して習得した酸とアルカリの特

性や中和に関する知識・技能を活用して評価問

題に取り組み、考えたり説明したりすることで、

学びを深めた(図17)。 

解答後は、自らの解答を振り返ることで、次

の学びにも主体的に取り組めるように促した。 

なお、生徒の誤答を分析すると、習得した知

識・技能を活用して実験結果を分析・解釈する

場面でつまずく生徒が少なくないことが見受け

られた。今回、問題で取り上げたような、複数

の実験結果を分析・解釈する場合には、表れて

くる結果の関係性をしっかりと押さえることが

重要な視点になる。今後、生徒がそうした視点

をもちながら、実験結果を分析・解釈できるよ

うな支援を増やしていくことの必要性を、本時

の指導者であった教員と共に確認することがで

きた。評価問題の活用は、指導者が、生徒の実

態を把握し、育成すべき資質・能力を想定しな

がら授業改善を図ることにつながると感じた。 

 

正対 

図15 第８・９時の生徒のノートの一部③ 

図16 第10時の生徒のノートの一部 

図17 評価問題への解答の様子 
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 (イ) OPPシートへの回答の様子から 

「本質的な問い」への回答の様子

を確認すると、学習前は、多くの生

徒が、酸とアルカリのそれぞれの水

溶液におけるリトマス紙との反応の

違いを挙げて、「逆の関係」や「対

照的な関係」と述べていたが、学習

後は、「中和」について述べること

で、酸とアルカリの間に見られる関

係を説明する生徒が増えた。このこ

とから、酸とアルカリが単に対極の

関係であるという既有の概念に、混

ざり合うことで互いの性質を打ち消

し合う関係であるという概念が付加

されたことを見取ることができた

(図18)。 

「学習履歴」への回答の様子を確

認すると、酸・アルカリに関わり、

それぞれの水溶液の性質に明確な違

いがあることや、それらが混ざり合

うことで中和が起こることについ

て、イオンのモデルと関連付けなが

ら、自分の考えを適切に外化できて

いる記述が多く見られた(図19)。中

には学習のねらいに対応していない

記述等が見られることもあったが、

指導者による働きかけが適宜行わ

れ、生徒たちの内省が促されること

で、自らの習得状況を把握しながら

学習活動を進めていたことがうかが

えた。加えて、「疑問や調べたいと

思うこと」の欄にも積極的な記述が見られた。記述の中には、次時以降の学習内容に関連する

ものも多数見られ、生徒たちの学習対象への関心や、学習意欲の高まりを見取ることができた。 

「学習履歴」を丁寧に添削することは、「指導者と生徒との対話」を充実させる取組の一つ

として有効であると考える。 

「振り返り(自己評価)」への回答の様子を確認すると、「酸とアルカリの関係についての理

解が深まった」「この単元での学習を次の学習に生かしていきたいと思う」といった記述が多

く見られ、生徒自身が自らの学びを振り返って次の学びに主体的に取り組もうとしている様子

がうかがえた。他にも多様な記述が見られ、探究の過程において仮説を設定することの有用性

に気付いたり、自然事象の原因や仕組みを考え理解することの重要性を感じたり、微視的な事

象については粒子のモデルを用いて図式化することで理解を助けることに気付いたりと、理科

の学習にかかる考え方の変容がうかがえる記述が多く見られた。 

図18「本質的な問い」への回答の様子 

図19 「学習履歴」への回答の様子 
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２ 実証授業を終えての生徒の意識 

実証授業後、研究協力

校の生徒に理科の授業に

対するアンケート調査を

実施した。生徒の回答(図

20)からは、探究の過程を

通じた学習活動に概ね意

欲的に取り組んだ様子が

うかがえた。 

項目①に肯定的に回答

した生徒は、「課題の解

決に向かってどのように

学ぶかが大切だと思う」

「課題を設定すること

で、それを確かめるための実験の計画を立てたり結論に結び付けたりしやすい」「課題に対する結論

を考えると理解が深まる」等と理由を述べており、課題の把握(発見)・課題の探究(追究)・課題の解

決という探究の過程の意義を理解しながら学習を進めていたことがうかがえた。 

項目⑦に肯定的に回答した生徒は、「自分の考えと他の人の考えを比較することができ、視点が広

がる」「互いの考えを補うことができる」「新しい考え方を学べる」「人に分かるように説明するこ

とで自分の考えをより深められる」等と理由を述べており、対話を通じて自分の考えを広げたり深め

たりできることを実感した様子がうかがえた。 

また、項目⑩に肯定的に回答した生徒は、「自分の力になった」と感じる場面として、「習得した

知識を使って仮説や実験の計画を考えることができたとき」「自分で結論を導き出せたとき」「OPP

シートへの振り返りをしっかりとできたとき」「学習した内容が日常で使えそうだと感じたとき」等

を挙げており、探究の過程における様々な場面で、自らの学びを実感している様子がうかがえた。 

 

３ 実証授業を終えての指導者の意識 

実証授業後、指導者に実証授業を終えての所感について調査した結果を図21に示す。記述からは、

「アクティブ・ラーニング」の視点からの指導と評価の工夫を行い、探究の過程を通じた学習活動や

学習評価の充実を図ったことによる価値を実感したことがうかがえた。 

探究の過程を通じた学習活動の充実について 

○生徒自らが課題や仮説を設定し、目的意識をもち、班での意見交換や議論を通して仮説の妥当性を検討しなが

ら取り組む実験は、理科において重要な活動であると感じた。 

○目的意識をもった探究ができれば、生徒自らが表現した結論は課題と正対し、充実したものになると感じた。 

○主体的に課題の解決に向き合い、実験によって検証し、結論を導き出すことに努める生徒の姿が見られた。 

○生徒のOPPシートへの記述から、今後興味をもったことに対して、実証授業で取り組んだ“探究の過程”を意

識しながら自らの学びを進めていこうとする積極的な態度が見受けられた。 

学習評価の充実について 

○授業を構想する上で、身に付けさせたい資質・能力を見取ることができる評価問題があれば、指導者の授業改

善に対する意識が高まると思った。 

○OPPシートを丁寧に添削することで、新たな概念への理解が不十分であったり、自らの誤った概念から脱却で

きていなかったりという生徒一人ひとりのつまずきの様子を、学習過程の中で見取ることができ、その都度指

導の改善に生かすことができた。 

図21 本研究を通しての指導者の意識について(下線は筆者) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

４：当てはまる ３：どちらかといえば当てはまる ２：どちらかといえば当てはまらない １：当てはまらない

⑨自分の学習活動に対する姿勢や自分の考えの変化について、OPP
シートへの記述などを通して、振り返りを行うことができた

⑩学習を通じて「自分の力になった」と感じる場面があった

⑧身近にみられる事象と、理科で学習する内容とのつながりを感じ
る場面があった

⑦理科の授業の中で、ペアやグループでの活動を行うことは有効だ
と感じた

⑥自分の考えを、まわりの人に説明したり発表したりすることがで
きた

⑤自分の考えを、ノートやOPPシートに表現することができた

④観察や実験の結果を基に考察することができた

③仮説を基に観察や実験の計画を考えることができた

②課題に対して、仮説を設定することができた

①目的意識をもって観察や実験を行うためには、課題を設定するこ
とが大切だと感じた

(回答総数 中学校第３学年生徒101)

図20 理科の授業に対するアンケート調査の結果 
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Ⅶ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究のまとめ 

(１) 「アクティブ・ラーニング」の視点からの指導と評価の工夫を行い、探究の過程を通じた学習活

動や学習評価の充実を図ったことは、中学校理科の授業改善を推進し、探究の過程において必要と

される資質・能力の育成につながる取組であった。 

(２) 【中学校理科】評価問題事例集の活用や一枚ポートフォリオ評価の採用により、指導者は、育成

すべき資質・能力を想定しながら単元・授業を構想することができ、授業改善につなげることがで

きた。 

 

２ 今後の課題 

(１) 育成すべき資質・能力は多岐にわたる。今後は、それらを多角的・多面的に見取ることができる

よう学習評価を工夫し、その充実を図っていくことが求められる。そうした学習評価の充実を図り

ながら、さらなる授業改善に取り組んでいく必要がある。 

(２) 本研究で提示する指導計画と学習展開の例はあくまで一例に過ぎず、今後、そうした先行事例を

参考にしながら、指導者各々が、生徒たちの実態に応じて、最適な指導計画、授業展開、および学

習評価のあり方を能動的に考えていく必要がある。 
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