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中学校学習指導要領(平成29年３月公示)では、理科の目標として「自然の事

物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を育成することを目指す」

と記されている。本研究では、科学的に探究する学習活動の充実を図るために、

「レディネス学習」を取り入れた単元・授業を構想し実践した。これにより生

徒は、自然の事物・現象に関わる中で得た気付きから、問題を見いだし課題を

設定したり、見通しをもって検証できる仮説を設定したりできるようになっ

た。また、このように探究の過程の導入部を充実させることで、科学的に探究

するために必要な資質・能力の育成につながった。 

④ 
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理科教育に関する研究 

 

科学的に探究するために必要な資質・能力の育成を目指した 
中学校理科の授業改善 

－「レディネス学習」を取り入れた科学的に探究する学習活動の充実－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

           

中学校学習指導要領(平成29年３月公示)では、理科の目標を「自然の事物・現象に関わり、理科の見

方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うことなどを通して、自然の事物・現象を科学的

に探究するために必要な資質・能力を育成することを目指す」１）と示している。また、資質・能力の育

成に向けて、生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図ることや、理科の学習過程の特質を踏まえ、

理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うことなどの科学的に探究する学習活動

の充実を図ることが記されている。 

当センターでの理科教育に関する研究において、平成27年度は、生徒が探究の過程を通して学ぶ様子

を題材とした【中学校理科】評価問題事例集の作成を行った。平成28年度は、主体的・対話的で深い学

びの実現に向けた授業改善につながるよう、探究の過程を通した学習活動や学習評価の充実を図る取組

を行った。それらの研究を通して、指導者が最適な単元計画、授業展開、および学習評価のあり方を生

徒の実態に応じて考えていくことが、科学的に探究する学習活動を充実させるために必要であることを

検証することができた。 

そこで本研究では、科学的に探究する学習活動のさらなる充実を図るために、生徒の実態に応じた「レ

ディネス学習」を取り入れ、単元計画を開発する。生徒は、「レディネス学習」に取り組むことにより、

自然の事物・現象への気付きから、問題を見いだし課題を設定したり、これまでに身に付けた資質・能

力を活用して見通しをもって検証できる仮説を設定したりすることができるようになる。このように、

「レディネス学習」を取り入れることで探究の過程の導入部を充実させることにより、生徒が探究の過

程全体を主体的に遂行することができ、科学的に探究するために必要な資質・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 

           

「レディネス学習」を取り入れ、探究の過程の導入部の充実を図ることで、中学校理科の授業改善を

推進し、生徒の科学的に探究するために必要な資質・能力を育成する。 

 

Ⅲ 研 究 の 仮 説 

 

 生徒が、自然の事物・現象への気付きから問題を見いだし課題を設定したり、既習事項を想起し見通

しをもって仮説を設定したりできるよう、生徒の実態に応じた「レディネス学習」を取り入れ、単元・

授業を構想し実践する。このように探究の過程の導入部を充実させることで、生徒が探究の過程全体を

主体的に遂行することができ、科学的に探究するために必要な資質・能力の育成につながるであろう。 
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Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

 

１ 本研究で重点とした科学的に探究するために必要な資質・能力 

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、資質・能力が

育成されるよう指導の改善を図ること

が必要である(図１)。 

平成27年度全国学力・学習状況調査

【中学校】理科では、自然の事物・現象

から問題を見いだし、それを基に適切

な課題を設定することや、課題を解決

するために、予想や仮説を立ててそれ

を検証する実験を計画することが課題

となっていた。そのような背景から、本

研究では、「自然事象に対する気付きか

ら、問題を見いだし課題を設定すること」や、「これまでに身に付けた資質・能力を活用して、見通

しをもって検証できる仮説を設定すること」に重点をおいて研究を進める。探究の過程の導入部を「レ

ディネス学習」によって充実させることにより、生徒自身が、探究の過程全体を主体的に遂行するよ

うになると考える。 

 

２ 科学的に探究する学習活動の充実を図る「レディネス学習」を取り入れた授業改善 

(１) 「レディネス学習」とは 

本研究では、「レディネス学習」を、生徒の主体的な学びを支え、より充実させるために必要な

準備を整える学習と定義する。「レディネス学習」により指導者は、生徒の実態として、「既習事

項をどの程度習得しているか」や「自然の事物・現象に対してどのような素朴概念ⅰ）をもっている

か」等を把握することができる。また、生徒にとっては、学びに向けての興味・関心あるいは動機

付けを行うもので、学習前にもっている自然の事物・現象に対する素朴概念を自ら把握し、課題設

定につなげることや、既習事項を想起し、仮説の設定や検証計画の立案につなげることを目指す。 

 

(２) 「レディネス学習」の意図 

   本研究で用いる「レディネス学

習」として、最初に「授業前に考え

てみよう」シートを作成した。家庭

学習として取り組む「授業前に考え

てみよう」シートは、自然事象と出

会うきっかけをつくるものであり、

その中で得た気付きから、生徒の興

味・関心や疑問を引き出したり、自

                             
ⅰ） 学校などで系統的な科学教育を受けなくても、人間は日常経験から自然現象に関する「自分なりの」理解を作り上げている。こう

して作られ、保持され、利用されている概念を、素朴概念と呼ぶ２）。 

図１ 資質・能力を育むために重視すべき学習過程 

図２ 「授業前に考えてみよう」シートのイメージ 
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己の考えを形成したりすることができると考える(p.2の図２)。自己の考えを形成することは、意

見交換や議論を通して、より妥当なものにしたり、広げ深めたりする「対話的な学び」を充実させ

ることにつながると考える。さらに、考えや疑問を共有する中で、生徒が主体的に課題を設定する

ことや、課題の解決に向けて見通しをもって検証できる仮説を設定することを目指す。 

   次に、単元を通した学びのつながりや科学的に探究する学習過程の連続性を意識し、「授業後に考

えてみよう」シートを作成した。このシートは、授業の終末

に実施し、授業の前後における自己の考えを比較し、学びを

振り返ったり、学んだことをさらに深めたりするために活用

するものである(図３)。これに取り組むことで、生徒自身が

自己の学びや変容を自覚し、次の学びに主体的に取り組める

ようになると考える。また、探究の過程の中で生まれた新た

な気付きから問題を見いだすことで、次の課題設定につなぐ

ことができる。指導者は、このシートの取組を継続的に実施

することで、授業における生徒の変容を適切に評価し、その

後の指導に生かすことができる。 

   

(３) 「レディネス学習」の作成 

 「レディネス学習」を取り入れた単元・授業を構想する際、

中学校学習指導要領解説理科編(平成29年６月)を基に、単元

の目標と学習内容の確認から始める。その後、単元全体の流

れや生徒の実態を踏まえながら、探究の過程における学習の

ねらいを設定する。学習のねらいが定まれば、そのねらいに

到達した生徒の姿をイメージし、生徒が導き出すべき結論を

考える。そして、その結論に正対する学習課題を考え、それ

を生徒自身が設定できるよう「レディネス学習」を作成する

(図４)。 

「レディネス学習」は、「授業の先取り」をするための予習とは異なり、自然の事物・現象に目を

向け、興味・関心を高めたり、既習事項を想起したりするきっかけになるものである。そのため、

全ての生徒が、次時の学習に見通しや意欲をもって臨んだり、自分の考えから課題意識をもつこと

ができたりするよう工夫する。 

 

Ⅴ 研 究 の 進 め 方 

 

中学校第２・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) 科学的に探究するために必要な資質・能力の育成につながる授業改善に向けて、「レディネス学

習」を取り入れ、科学的に探究する学習活動の充実を図る単元・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指導者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論文にまとめるとともに、指導計画、授業展開例、「授業前に考えてみ

よう」シート、および「授業後に考えてみよう」シートを公開する。 

図３ 「授業後に考えてみよう」 

シートのイメージ 

指導者

自己の
変容を
自覚

新たな
気付き

｢レディネス学習｣

授業前に
考えてみよう

｢レディネス学習｣

授業後に
考えてみよう

変容を
評価

指導に
生かす

生徒

自己の考えを比較
学びを振り返る
学びを深める

図４ ｢レディネス学習｣の作成 

学習のねらい

生徒が導き出すべき結論

結論に正対する学習課題

レディネス学習

学習の流れ
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２ 研究の経過 

４月 

５月 

６月 

 

６月～10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) 

生徒アンケート調査・指導者聞き取り 

研究論文原稿執筆 

研究発表準備 

研究発表大会 

研究のまとめ 

 

Ⅵ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

 

１ 科学的に探究するために必要な資質・能力の育成を目指した授業改善 

 中学校理科の授業改善に向けて、第１分野、第２分野の特徴を押さえたうえで、それぞれの単元で

実証授業に取り組むことにした。中学校学習指導要領解説理科編には、「第１分野の特徴は、観察、

実験が比較的行いやすく、分析的な手法によって規則性を見いだしやすいことである」「第２分野の

特徴として、再現したり実験したりすることが困難な事物・現象を扱うことがある」３）と記されてい

る。そこで、「レディネス学習」を取り入れ、第１分野では、生徒自身が問題を見いだし探究の過程

全体を主体的に遂行できる授業を、第２分野では、事象を比較して多様性や共通性、関係性や規則性

を見いだすことで、意見交換や議論を活発にし、科学的に探究する学習活動を充実させる授業をそれ

ぞれ目指した。 

 

(１) 日常生活や社会との関連につなげる「レディネス学習」：単元「化学変化とイオン」(第３学年) 

ここでは、中和反応の実験を行い、中和反応によって水と塩が生成することをイオンのモデルと 

関連付けて理解させることがねらいである。中和反応と日常生活や社会との関連につなげる工夫と

して、「レディネス学習」で草津白根山の湯川の様子を取り上げることで、扱う事象が理科室の中で

起こっているものではなく、日常生活や社会の中で見られることに気付かせる。また、それによっ

て、物質や化学変化に対する興味・関心を高めるとともに、これまでに学んだことと関連付けなが

ら身の回りの物質や事象を捉えることができると考えた。指導の流れを、図５に示す。 

図５ 「レディネス学習」を取り入れた「化学変化とイオン」の指導の流れ 

自分たちの立案した実験の計画から、酸とアルカリを混ぜ合わせると互いの性質を打ち消し合う反応が
起こることを見いだす。

－ ア

〈授業前に考えてみよう〉
温泉から流れてきた水は強い酸性を示
し川の上流から流れてくる。このまま
下流まで流れてくれば、どのようなこと
が起こるか問題点を考えてみよう。ま
た、解決策についても考えてみよう。

授業前に「レディネス学習」に取り組む

〈学習課題〉
酸性の水溶液にアルカリ性の水溶液を混
ぜると、水溶液の性質はどうなるだろうか？

学習課題の設定

仮説の設定
検証計画の立案
検証実験の実施

－ イ

結果の処理・考察・結論

〈結論〉
酸性の水溶液にアルカリ性の水溶液を混
ぜ合わせると、中和（反応）が起こって、そ
れぞれの性質を打ち消し合う。

－ ウ－ エ

本時のねらい

考えや疑問を共有

学習の振り返り
次時へのつながり

自己の考えを比較
学びを振り返る
学びを深める

〈授業後に考えてみよう〉
・群馬県の草津温泉から流れる湯川の水
（ｐH２．１）には、石灰石の粉を混ぜた水
を注いでいます。何のために、そのよう
なことをするのだろう？授業で学んだこ
とを基に考えてみよう。
・新たに疑問に思うことやさらに知りたい
ことを書こう。

授業の最後に「レディネス学習」に取り組む

（※ア～エは、５ページからの項を示す）
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ア 「レディネス学習」で得た気付きから学習課題を設定  

「授業前に考えてみよう」シートに取り組

んだ生徒の考えを学級全体で共有すると、「魚

が死んでしまう」「生態系が弱ってしまう」「人

が健康被害を受ける」といった自然事象と関

連させた問題点や、「酸性を弱める薬を混ぜ

る」「酸性を弱めるフィルターなどの装置を使

う」といった生徒なりの解決策が出された(図

６)。このように、「レディネス学習」で得た

気付きから生徒の興味・関心が引き出され、

既習事項と関連付けながら事象を捉えている

生徒の様子が見られた。 

さらに、指導者の「酸性を弱める薬ってどんなもの？」「混ぜたらどうなるの？」という問いか

けに対し、生徒同士で、「アルカリ性の薬品」「中性になる」という考えや「混ぜたら本当に中性

になるの？」という疑問をやりとりする中で、

「酸性の水溶液(温泉の水)にアルカリ性の水

溶液(薬品)を混ぜると、水溶液の性質はどう

なるだろうか？(中性になるのか？)」という

学習課題を、生徒自ら設定することができた

(図７)。 

イ 見通しをもって検証できる仮説を設定 

学習課題に対する仮説を

設定する場面では、対照的な

関係であるアルカリ性と酸

性を混ぜるので、「中性になる」という考えをもつ生徒が

多かった(図８)。その後、「中性になるのはなぜか？」と

いう理由について、班のメンバーで意見交流する中で、

「濃度や量は考えなくていいの？」「同量加えれば中性

になるのでは？」といった意見を出し合いながら、濃度

や量が同じならば中性になるという見通しをもって検

証できる仮説を設定することができた(図９)。 

 検証計画の立案の場面では、仮説を確かめるにはどの

ような実験をすればよいかや、仮説が正しければどのよ

うな結果になるかを考え、活発な話合いをする生徒の姿

が見られた(図10)。また、安全で効率の良い方法や、仮

説をより確実に検証できる方法を追究しながら、検証計

画を立案していた(図11)。 

検証実験の実施の場面では、各班で立案した計画を基

に、酸性の水溶液(塩酸)とアルカリ性の水溶液(水酸化

ナトリウム水溶液)を混ぜ、BTB溶液、pH試験紙、リトマ

ス紙等を用いて、水溶液の性質を調べる中和反応の実験

を行った。仮説を検証できた班がある一方で、仮説の設

図８ 生徒が個人で考えた仮説 

図９ 班で考えた仮説 

図11 班で考えた検証計画 

図10 検証計画について話し合う様子 

 

BTB 溶液 

で、中性

になるこ

とを確認 

しよう 

 中性になったら、 

緑色になるね 

図６ 「授業前に考えてみよう」シートの生徒の記述 

(囲み線は筆者) 

図７ 「レディネス学習」を基に、生徒が設定した 

学習課題(下線、囲み線は筆者) 

温泉から流れてきた水 解決方法

本当に中性になるのだろうか？
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定の段階で、濃度や量などの条件を考えず、単純に混ぜたら中性になるという考えをもっていた

班の生徒たちは、予想と違う結果に戸惑う様子も見られた。その後、混ぜた液が必ずしも中性に

なるとは限らないことや、混ぜた液を中性にするためには、少しずつ混ぜて液性の連続した変化

を見る必要があることに気付き、検証計画を再度検討し直していた。 

ウ 仮説と照らし合わせ、実験結果を基に考察 

 実験の結果を基に考察を行う場面では、仮説、実験方法、実験結果の予想、実験結果、考察の

順に考えるように指導した。これにより、仮説と

照らし合わせて、実験結果を基に考察することが

できた。考察内容には、仮説どおりに酸性とアル

カリ性の性質が互いに打ち消し合い、中性になっ

たという考えが多かったが、中には酸性の性質を

示す水素イオン(H＋)とアルカリ性の性質を示す

水酸化物イオン(OH－)が反応し、水(H2O)ができ

たために、互いの性質を打ち消し合い中性になっ

たのではないかと考えている班があった(図12)。 

結論を導く場面では、考察の場面で挙げら

れた「中和」と「互いの性質を打ち消し合う」

というキーワードを全体で共有することで、

それらを用いて課題に正対する結論を導き

出す姿が見られた(図13)。 

エ 学習の振り返りと次時へのつながり 

 結論を導き出した後に取り組んだ「授業後に考えてみよう」シートでは、「授業前に考えてみよ

う」シートの内容と類似したものに取り組んだ。生徒は、授業での学びを、酸性河川の中和事業

に結び付けて記述することができた(図14)。

また、これにより、授業前に曖昧だった考え

を、授業後には科学的な言葉や概念を用いて

表現することができ、生徒自身が自己の成長

や変容を実感することができた。 

また、新たな疑問等については、「なぜ酸

性とアルカリ性を混ぜると、互いの性質を打

ち消すのか？」という記述が幾つか見られた

(図15)。これを学級全体で共有し、「酸性の

性質を示す水素イオン(H＋)とアルカリ性の

性質を示す水酸化物イオン(OH－)が反応し、

水(H2O)ができたために、互いの性質を打ち

消し合い中性になったのではないか」という

考察の場面で挙げられていた考えを基に、次

時の学習課題を生徒自身で設定することが

できた(図16)。 

オ 探究の過程全体を確認できるノート指導 

中学校学習指導要領解説理科編には、単元など内容や時間のまとまりの中で、主体的に学習の

見通しを立てたり振り返ったりする場面を計画的に取り入れられるよう工夫することが大切で

図12 生徒がまとめた内容 

図13 生徒が導き出した結論 

図16 生徒が設定した新たな学習課題 

図15 生徒の新たな疑問に関する記述 

(囲み線は筆者) 

図14 「授業後に考えてみよう」シートの生徒の記述 

    (下線は筆者) 
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あると記され

ている。そこ

で、ノートに

「レディネス

学習」のシート

を貼り、生徒

が、学習前から

学習後への自

身の変容だけ

でなく、その探

究の過程全体

を確認できる

ようにした(図

17)。この取組

により、生徒

は、思考の流れ

を可視化することができ、自らの学びを振り返って、次の学びに主体的に取り組むことができた。

さらに、継続的に取り組むことで、探究の過程の定着を図ることができた。 

 

(２) 生物に対する興味・関心を高めるレディネス学習：単元「動物の仲間」(第２学年)  

ここでは、身近な動物にもいろいろな共通点や相違点があることを見つけ、動物の体の基本的な

つくりを理解させるとともに、その共通点や相違点に基づいて分類できることを見いだして理解さ

せることがねらいである。「レディネス学習」で、幾つかの動物について、自分なりに考えた共通

点や相違点を基に分類することで、動物に対する興味・関心を高めるとともに、動物には目的に応

じて多様な分類の仕方があり、分類することの意味に気付かせる。また、動物を観察するときにど

のような点に注目すればよいか考える力を身に付けることができると考えた。指導の流れを、図18

に示す。 

図17 科学的に探究する学習を記すノートの記述 

図18 「レディネス学習」を取り入れた「動物の仲間」の指導の流れ 

授業前に「レディネス学習」に取り組む － ア学習課題の設定

「レディネス学習」を基にした
分類表の作成

－ イ

分類表を基にしたチャート図の作成
結論

－ ウ
－ エ

セキツイ動物が、体のつくりや子の生まれ方、呼吸の仕方、体温などの特徴によって、五つの仲間（魚類、
両生類、ハチュウ類、鳥類、ホニュウ類）に分類できることを説明することができる。

〈授業前に考えてみよう〉
コイ、カエル、トカゲ、ハト、ウサギ、
バッタ、タコについて、二つのグルー
プ に分類してみよう。理由について
も合わせて考えてみよう。

授業の最後に「レディネス学習」に取り組む

〈授業後に考えてみよう〉
・ イルカやクジラは水中で生活しているにも
かかわらず、ホニュウ類である。その理由
について、授業で学んだことを基に説明し
てみよう。
・ 新たに疑問に思うことやさらに知りたいこ
とを書こう。

〈学習課題〉
セキツイ動物は、どのように分類できるの
だろうか？

〈結論〉
セキツイ動物は、からだのつくりや子の生まれ
方、呼吸の仕方、体温などの特徴によって、魚
類、両生類、ハチュウ類、鳥類、ホニュウ類の
五つのグループに分類することができる。

本時のねらい

考えや疑問を共有

自己の考えを比較
学びを振り返る
学びを深める

学習の振り返り
次時へのつながり

（※ア～エは、８ページからの項を示す）
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ア 「レディネス学習」で得た気付きから学習課題を設定 

 家庭学習で「授業前に考えてみ

よう」シートに取り組んだ生徒

は、既習事項や生活経験を基に、

「飛ぶ」、「羽がある」、「卵を産

む」、「肺で呼吸する」など多様な

考えを記入していた(図19)。これ

らの考えを授業前に把握してい

た指導者は、本時のねらいから、

まずは「背骨がある」という考え

を意図的に取り上げ、セキツイ動

物(コイ、カエル、トカゲ、ハト、

ウサギ)と無セキツイ動物(バッ

タ、タコ)の大きく二つに分類で

きることを確認した。その後、生

徒の考えてきた多様な分類の観

点を共有し(図20)、その中で、「同

じセキツイ動物でもさらに分類

することができる」という気付き

や、「他のセキツイ動物を分類し

たらどうなるだろう？」という疑

問を基に、生徒自身が学習課題を設定した(図21)。 

イ 課題解決に向けた分類表の作成 

 学習課題を設定した後、「授業前に考えてみよう」シートで考えた各自の分類の観点を生かして、

十数種類のセキツイ動物の分類について考えた。その考えを基に、班ごとに分類する活動(図22)

では、互いの考えの違いから議論が活発になる班が多かった。これは、「レディネス学習」により、

あらかじめ個人で考え、自分なりの意見をもっていたからだと考える。班ごとに分類した結果を

見渡すと、「卵を産む」や「肺で呼吸する」などの考えを基に、「魚類」、「両生類」、「ハチュウ類」、

「鳥類」、「ホニュウ類」に相当する五つの仲間に分

類していた班が多かったが、中には生活場所に注目

し、「水中で生活」、「水中と陸上の両方で生活」、「陸

上で生活」の三つの仲間に分類した班があった(図

23)。話合いの様子を確認すると、ある生徒から、「陸

上で生活する動物として、ヘビとネコを同じにして

よいのか？」という発言があった。さらに「陸上で

生活しているけど、飛ぶことがで

きるタカはどうなのか？」といっ

た意見もあった。この班は、それ

をきっかけに再度分類に取り組

み、生活場所に加えて、体の表面

の様子や呼吸の仕方等の特徴の

共通点や相違点に基づいて、「鳥

図19 「授業前に考えてみよう」シートの作成 

図23 分類に取り組んだ班の記述 

図21 「レディネス学習」を基に、生徒が設定した学習課題 

図20 共有した分類の観点 

図22 分類に取り組む生徒の様子 
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類」や「ホニュウ

類」などの五つの

仲間に分類し直し

ていた(図24)。こ

のように、生徒は

「レディネス学

習」で考えた分類

の観点を基に、班内

で意見交換し、他者と関わりながら、自分の考えをより妥当なものにしようとしていた。 

ウ 学びを生かしたチャート図の作成 

分類表の作成に取り組んだ観点を基に、チャート

図の作成に取り組んだ。このチャート図は、これま

での学びを生かし、セキツイ動物の五つの仲間を順

に分類するための方法を考えることをねらいとし

た。慣れない取組に戸惑いながらも、生徒たちは、

体温や呼吸方法等に着目し、自分なりの考えに基づ

いたチャート図を作成していた(図25)。しかし、ど

の特徴に注目すれば順に分類できるか、整理できて

いない生徒も多かったため、ペアで相談しながら作

成に取り組んだ(図26)。相談している様子を見る

と、「まずは、一つの仲間と四つの仲間に分類できる

方法を探すんだよ」というアドバイスを基に、自分

で作成したチャート図を見直し、子の生まれ方に注

目すれば、胎生のホニュウ類だけを分類できそうだ

ということに気付いた生徒がいた。さらに、次は体

温を考えると鳥類だけに当てはまることに気付き、

順にチャート図を作成していくことができた(図

27)。その後、作成したチャート図を基に全体交流を

行い、その中で共通点や相違点を見つけた。全体交

流の中では、ペア活動での学び合いを生かし、積極

的に議論する姿が見られ、チャート図の作成を通し

て、動物を共通点や相違点に基づいて分類するため

の考えを確かにすることができた。 

結論を導く場面では、作成したチャート図の観点

を基に、自分自身の言葉で学習課題に正対した結論

を導き出すことができた(図28)。 

図24 新たな考えを組み入れた班の記述 

図27 新たに作成したチャート図 

図25 生徒が作成したチャート図 

図28 生徒が導き出した結論 

図26 ペアで相談している様子 
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エ 生徒の学びを評価し、その後の指導に生かす「レディネス学習」 

「授業後に考えてみよう」シート

では、同じ水中に生活するホニュウ

類と魚類の相違点を考え、説明する

課題に取り組んだ(図29)。生徒の記

述を確認したところ、学級の大半の

生徒が、ホニュウ類の特徴である胎

生や肺呼吸を基に、自分なりの言葉

で表現できていた。また、ホニュウ

類の特徴を基に説明する記述ができていない生徒については、指導者が次の授業のはじまりに個

々に声かけをし、説明が足りない部分を確認していた。また、この「レディネス学習」を通して

生まれた「なぜ、イルカやクジラは肺呼吸や胎生などの体の特徴をもつのに、陸上ではなく水中

に住むのか？」「イルカやクジラは、どのように誕生したのか？」といった生徒の疑問を、次の単

元につなげるよう工夫していた。このように、「レディネス学習」を活用することで、指導者が生

徒の学びを適切に評価し、その後の指導に生かすことができた。 

オ 「レディネス学習」による科学的に探究する学習活動の充実 

 本実践において生徒は、呼吸の仕方や子の生まれ方などの特徴の共通点や相違点に基づいて、

五つの仲間(魚類、両生類、ハチュウ類、鳥類、ホニュウ類)に分類できることを学んだ。その学

習過程では、「授業前に考えてみよう」シートでの取組をきっかけとして、動物を観察するとき

にどのような点に注目するべきかを考え、比較したり共通点や相違点を見いだしたりしながら、

課題解決に向けて主体的に取り組む様子が見られた。さらに、自分の考えを基に意欲的に発表し

たり交流したりすることで、考えを深め、結論を導き出す姿が見られた。 

 この実践のように、観察したり資料を調べたりして情報を収集し、そこから考察するような授

業を行う場合は、まず自己の考えを形成し、意見交換や議論を通して、より妥当なものにしたり、

広げ深めたりすることが大切になる。自然の事物・現象を科学的に探究していくために、授業前

に自己の考えを形成できる「レディネス学習」

の活用は有効であった。 

また、本実践の後に取り組んだ単元「生物の

進化」では、現存の生物および化石の比較など

を通して、その進化を体のつくりと関連付けて

学習した(図30)。その際、分類表やチャート図

の作成を通して学んだセキツイ動物の分類の

観点を生かして、セキツイ動物の五つの仲間の

間には、段階的な共通性が見られることを見い

だすことができた。さらに、現存している多様

な生物は、過去の生物が長い時間の経過の中で変化して生じてきたことにも気付くことができ

た。これらは、前単元で獲得した資質・能力に基づいた、多様性と共通性の視点という「見方」

や比較するという「考え方」を、次の単元における課題解決の場面で働かせていたからだと考え

る。 

 

２ 生徒の意識調査 

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(p.11の図31)。生

図30 「生物の進化」の授業の様子 

図29 「授業後に考えてみよう」シートの生徒の記述 
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徒の回答からは、科学的に探究する学習活動に概ね意欲的に取り組んだことが分かる。また、「レディ

ネス学習」を取り入れた授業に関する項目である⑤、⑥、⑦の回答についても、肯定的な回答が多く、

取組に対する効果を感じている様子がうかがえる。 

図32に示す生徒の自由記述から

は、興味・関心をもって授業に臨

めたことや、授業前に自己の考え

を形成することができたこと、見

通しをもって授業に臨んでいたこ

となど、「レディネス学習」が課

題の設定や仮説の設定に効果を示

したことが分かる。また、授業前

に自己の考えをもつことで、意見

交流しやすく、議論により考えが

深まり、授業の前後における自己

の変容を実感している様子がうか

がえた。 

 

３ 指導者の意識調査 

実証授業後、「レディネス学習」の活用について、指導者と意見交流した内容を図33に示す。指導

者は、「レディネス学習」を取り入れ、探究の過程の導入部を充実させたことにより、主体的に授業

に取り組む生徒の姿が見られたことを実感していた。「レディネス学習」の内容によって、生徒の取

り組む様子に差が見られたが、「レディネス学習」により、授業前に自分なりの考えをもたせ、意見

交流したり、説明し合ったりする場面を繰り返し設定することで、表現力や理解力の向上につながっ

ていくと感じている様子がうかがえた。このように、「レディネス学習」の活用を通して、科学的に

探究する学習活動の充実を図るために授業改善を進めようとする指導者の意識の向上が見られた。 

・授業前に自分の考えをまとめ、それを基に学習課題が設定できた。 

・「レディネス学習」でいろいろな疑問を持ち、それに対する自分なりの仮説を立てることができた。 

・「レディネス学習」により、目的を明らかにすることで、次に何をするのか見当がつけられて良かった。 

・授業前に自分の考えを整理できて、授業での発表に大いに役立ったと思う。 

・考えを交流することにより、授業前に考えたことが深まった。 

・授業前に考えたことと授業後に考えたことを比べ、自分の成長を確認できたのが良かった。 

・「レディネス学習」が授業の鍵になっており、授業の内容がわかりやすくなった。 

・「レディネス学習」を使って事前に考えることで、授業の様々な場面で新たな発見があり、より興味がわいた。 
 図32 「レディネス学習」に関する生徒の自由記述 

図31 理科の授業に対する生徒のアンケート調査の結果 

○「レディネス学習」の活用について 
・複数の考えが出る課題により、発想を自由に広げたり疑問に思ったりすることができ、授業に対する興味や関心が

高まった。 

・事前に生徒の実態把握をすることで、意図的に指名しながら授業を組み立てたり、学習内容の理解につまずきのあ

る生徒に配慮したりする授業展開にすることができた。 

・学習課題の設定や仮説の設定ができるようになり、目的意識をもって授業に臨めるようになった。 

・授業前に考え、自分の意見をもつことで、授業中に発表したり、交流したりすることに意欲をもった生徒の姿が見

られた。 

・授業前に自己の考えを形成することは、意見交換や議論を通して、より妥当なものにしたり、広げ深めたりする「対

話的な学び」の姿を引き出し、思考を深めることができた。 

・自分の考えを整理し、まとめたり説明したりするための取組を続けることで、表現力や理解力の向上につながった。 

図33 「レディネス学習」に関する指導者の意見（下線は筆者） 



理科教育に関する研究 

- 12 - 

Ⅶ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究のまとめ 

(１) 「レディネス学習」を取り入れ、探究の過程の導入部を充実させたことで、「自然事象に対する

気付きから、問題を見いだし課題を設定すること」や、「見通しをもって検証できる仮説を設定す

ること」ができ、探究の過程全体を主体的に遂行する生徒の姿が見られた。 

(２) 「レディネス学習」を取り入れることで、生徒の興味・関心や疑問を引き出し、自己の考えを形

成することができた。自己の考えを形成することにより、意見交換や議論を活発にし、学習活動を

充実させることができ、科学的に探究するために必要な資質・能力の育成につながった。 

 

２ 今後の課題 

(１) 「レディネス学習」の効果を高めるためには、生徒の実態に応じて、短時間で取り組めるもの、

生徒の負担にならないもの、複数の考えが出てくるものとなるよう工夫をしていく必要がある。 

(２) 本研究では、「レディネス学習」を取り入れ、探究の過程の導入部を充実させることができたが、

科学的に探究するために必要な資質・能力が育成されるよう、さらなる指導の改善を図る必要があ

る。 
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