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滋賀県総合教育センター  

                         堀  道 雄 

新学習指導要領の完全実施に向けて、「主体的・対話的で深い学び」の視点か

ら、本研究では、研究委員による研修と実践の往還を通じて、理科における「深

い学び」の実現を目指した授業づくりを行った。 

研究委員が単元を通した授業をデザインし、児童生徒が理科の「見方・考え

方」を働かせる場面を設定することで、探究的な学習過程の質が高まり、児童

生徒の「深い学び」の姿につながった。加えて、小・中・高等学校、校種を越

えた実践交流を通じて、異校種の児童生徒の学びの姿から、それぞれの校種で

の「深い学び」の姿について考えを深め、授業改善に生かすことができた。 

 

⑨

① 
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「深い学び」の実現を目指す理科の授業づくり 

日々の授業改善 

探究的な学習過程 
の質を高める 

単元で思考をつなぐ 
理科の「見方・考え方」 
を働かせる 

深い学びに向かう姿 自己の学びの深まりを確かめる姿 

学びを深く掘り下げる姿 

 

 

 

OPPシート 

自分が学んだことを 
振り返り、次の学習へ
つなげる姿 

理科の「見方・考え方」
を働かせて、予想・ 
仮説を立てる姿 

 
実験結果を基
に、自分の言葉
で考察する姿 

小・中・高等学校の理科に関わる教員 

TEAM理科プロ 
研究協議 

演習 

講義 

「主体的・対話的で深い学び」 
「主体的な問題解決のあり方」 
「小・中・高等学校のつながり」 

研究授業参観 

「児童生徒の『深い学び』の姿の見取り」 

研
修
と
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践
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対話を通じて、
実験方法を 
改善する姿 

【実践】 【研修】 

小・中・高等 
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つながり 

「単元の授業構想」 
「学習指導案作成」 
「学習指導案検討」 

「悩み相談」 
「実践交流」 

振り返り

気付き

次時の
計画

実践

内省

理科の「見方・考え方」を 
働かせながら、観察・実験 
に取り組む姿 
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理科プロジェクト研究 

 

児童生徒の学びの姿から「深い学び」の実現を目指す 
理科の授業づくり 

－小・中・高等学校、校種を越えた実践交流を通じて－ 

 

Ⅰ□主 題 設 定 の 理 由 

           

新学習指導要領の実施に向けて、「主体的・対話的で深い学び」の実現を図る理科の授業改善が、本

県でも積極的に進められている。当センターでも、昨年度、理科における探究的な学習過程を重視した

研究を行い、それらを通じて、授業改善が進み、児童生徒が自然の事物・現象を科学的に探究するため

に必要な資質・能力の育成につながることを見いだすことができた。しかし、個々の児童生徒の学びの

姿を詳細に見取ることについては課題が残った。 

今後、理科教育において、児童生徒の資質・能力の育成を目指して、さらなる授業改善を進めるには、

探究的な学習過程を重視した授業をデザインすることはもちろんのこと、個々の児童生徒の学びの姿を

確実に見取り、その姿を基にして、手立てを検証し、授業づくりに生かすことが必要である。その際に

重要となるのが、教科の本質に迫る学びである「深い学び」の姿である。中央教育審議会答申(平成28年

12月)においては、「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」が「子供の学びの過程としては一体

として実現されるもの」と述べられている。本研究においても、理科の観察・実験を含めた探究的な学

習過程の中で、これらが相互に関連し合いながら、様々な場面で「深い学び」の姿が表出するものであ

ると捉える。ゆえに、探究的な学習過程のどの場面で「深い学び」の姿が見られたか、指導者が学習の

ねらいと照らし合わせて、児童生徒の言動の意味やその意図を読み取ることが求められる。 

また、小・中学校学習指導要領解説総則編(平成29年６月)において、「深い学び」は、「各教科等の

学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた『見方・考え方』を働かせながら実現を目指す」とされて

いる。本研究では、理科の授業づくりにおいて、単元を通して探究的な学習過程の質を高め、児童生徒

が、理科の「見方・考え方」を働かせる場面を設定することで、「深い学び」の姿を明確にすることを

目指す。それを類型化して示すことで、研究成果が他教科にも波及することが期待されることから、新

学習指導要領の実施に向けて、「深い学び」について理科教育からアプローチすることは意義深い。 

さらに、校種を越えて理科に関わる教員が集まり、実践を交流し、各校種の授業の中で、児童生徒の

「深い学び」の姿を見取る。それらを通して、内容の系統性を踏まえたうえで、発達段階による「深い

学び」のつながりについて考え、自身の実践に生かすことを目指す。 

以上のことから、本研究では、小・中・高等学校、校種を越えた実践交流を通じて、児童生徒の学び

の姿を確実に見取り、その姿を基にして授業づくりを行うことで、理科における「深い学び」の実現に

つながると考え、本主題を設定した。 

 

Ⅱ□研 究 の 目 標  

   

 小・中・高等学校の研究委員が、研修と実践の往還を通じて、個々の児童生徒の学びの姿を確実に見

取り、その姿を基にして理科における「深い学び」の実現を目指した授業づくりを行う。また、その成

果を発信し、本県の理科教育の発展につなげる。 
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Ⅲ□研 究 の 仮 説  

 

各研究委員が授業参観や講義・演習・研究協議等の研修を通じて、児童生徒の学びの姿の確実な見取

り方やそれを基にした授業づくりのあり方を学んだり、小・中・高等学校、校種を越えて実践交流をし

たりすることで、理科における探究的な学習過程を重視した授業づくりについての考えを深め、「深い

学び」を実現する理科の授業をつくることができるだろう。 

 

Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

 

１ 理科における「深い学び」 

理科における児童生徒の「深い学び」を実現するためには、そ

の視点を明らかにしておく必要がある。 

小・中学校学習指導要領解説理科編(平成29年６月)では、「主

体的・対話的で深い学び」の中で「深い学び」について、授業改

善を図る視点の例として図１のように示されている。特に、物事

を捉える視点や考え方である「見方・考え方」が、学びの深まり

の鍵となることが述べられている。このことから、本研究におい

ては、理科の探究的な学習過程の中で「見方・考え方」を働かせ

た児童生徒の学びの姿を見取ることに重点を置いた。また、図１

の②で述べられている「様々な知識がつながって、より科学的な

概念を形成する」ために、単元を通して思考がつながるような授

業を構成する必要があり、その点についても重視して研究を進めた。 

  

２ 理科の「見方・考え方」 

  学びの深まりの鍵となる、理科の「見方・考え方」は、中央教育審議会答申(平成28年12月)等を基

に、表のように整理できる。 

 

領域 「見方」 
（探究の過程において、自然の事物・現象をどのような視点で捉
えるかということ） 

「考え方」 
（探究の過程において、どのような考え
方で思考していくかということ） 

エネルギー 量的・関係的な視点 ※左記の視点は領域固有のもので
はなく、他の領域でも用いられ
る視点である。「原因と結果」
「部分と全体」「定性と定量」
等といった視点もある。 

「比較」 

「関係付け」 

「条件制御」 

「多面的に考える」等 

粒子 質的・実体的な視点 

生命 多様性と共通性の視点 

地球 時間的・空間的な視点 
 
 
 

  小学校学習指導要領解説理科編(平成29年６月)にも、「理科の『見方・考え方』を自在に働かせ、

自然の事物・現象に関わることができる児童は、どのような視点で自然の事物・現象を捉え、どのよ

うな考え方で思考すればよいのかを自覚しながら、自然の事物・現象に関わることができるというこ

とである。それは、(略)『深い学び』を実現することになる」とあり、児童生徒が理科の「見方・考

え方」を働かせて、深く学んでいる姿を見取ることが重要であることが分かる。中学校、高等学校に

おいても、そのレベルに違いはあるⅰ）が、理科の「見方・考え方」の位置付けは同様である。 

                             
ⅰ）

中央教育審議会答申(平成28年12月)の別添資料５－３に理科の「見方」の整理が小・中・高等学校に分けて示されている。例えば、

エネルギー領域の「量的・関係的な視点」では、小学校では「見える(可視)レベル」、中学校、高等学校では「見える(可視)レベル～

見えない(不可視)レベル」で捉えさせるとある。 

①理科の「見方・考え方」を働かせな
がら問題解決(探究)の過程を通し
て学ぶことにより、理科で育成を
目指す資質・能力を獲得するよう
になっているか 

②様々な知識がつながって、より科
学的な概念を形成することに向か
っているか 

③新たに獲得した資質・能力に基づ
いた「理科の見方・考え方」を、次
の学習や日常生活などにおける問
題発見・解決の場面で働かせてい
るか 

※( )は中学校 
 

図１ 理科における 
「深い学び」の視点 

表 理科の「見方・考え方」の内容 
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３ 研修と実践の往還 

当センターが実施するプロジェクト

研究の特徴でもある、研修と実践の往還

を進めるにあたり、研修の場である研究

会では、参加した研究委員が、学んだこ

とから自分の実践に生かせることは何

か、ということを考えながら研修に取り

組めるように、自身の実践とつなげなが

ら考えるワークショップを実施した。そ

のうえで、研究会の振り返りでは、自分

の実践に生かせることを考える場を設けた。 

また、研究委員が授業実践する際は、「実践」→「振り返り」→「内

省による気付き(実践振り返りシートへの記入)」(図２)→「次時の計

画」→「実践」というサイクルで進めた(図３)。特に、授業後の振り返

りに重点を置いて、指導者が実践を振り返り、それを踏まえて当センタ

ー所員、他の参観者が見取った児童生徒の学びの姿を基に、指導者の意

図を明らかにしていくという形で協議を行った。 

 

４ 理科における小・中・高等学校の「深い学び」 

本研究では、理科を指導する小・中・高等学校の教員が集まり、「深い学び」を軸として、授業実

践・交流を通して研究を進める。 

理科においては、学習指導要領解説理科編で、校種ごとの内容の系統性が示されており、また、中

央教育審議会答申(平成28年12月)では、理科において育成を目指す資質・能力が校種ごとに整理され

ている。それに伴い、理科の「見方・考え方」についても、小・中・高等学校に分けて示されている。

これらのことから、内容の系統性を踏まえたうえで、理科における児童生徒の「深い学び」の姿、そ

して学習の中で働かせる理科の「見方・考え方」から、小・中・高等学校のつながりを探る必要性が

求められている。 

 

Ⅴ 研 究 の 進 め 方  

 

１ 研究の方法 

(１) 本研究では、理科における「深い学び」を実現する授業づくりを行うという共通の目標を見いだ

し、共有する。 

(２) 研修として研究会を６回行う。国立教育政策研究所 学力調査官・教育課程調査官 山中謙司氏を

講師として３回招聘し、先進的な研究や実践事例、児童生徒の「深い学び」の姿の見取り方などに

ついて学び、授業実践の見直しや学習指導案の検討を行う。 

(３) 研究委員は、研修での学びと研究協力校における実践の往還を進める。 

(４) 実践を交流し、成果と課題をまとめる。また、本研究での成果を広く発信し、本県の理科教育の

発展につなげる。 

 

 

図３ 授業実践のサイクル 

図２ 実践振り返りシートへの記入例 

振り返り

気付き

次時の
計画

実践

内省
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２ 研究の経過 

４月 

 

５月 

６月 

８月 

 

10月～11月 

研究構想、研究推進計画の立案 

研究委員の委託 

第１回研究会 

第２回研究会 

第３回研究会 

第４回研究会 

各研究協力校での授業実践(公開) 

10月 

11月 

 

11月～12月 

１月 

２月 

３月 

第５回研究会 

第６回研究会 

指導者意識調査(事後) 

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 研修と実践の往還 

(１) 研究会での研修と各研究協力校における実践 

本研究は、研究委員が研究会での研修と、各研究協力校での実践を往還させ、理科における「深

い学び」の姿を明らかにすることをねらいとしている。そのためには、研修と実践が有機的に往還

し、研究委員の学びが連続する必要がある。そこで、図４のように計画・実施した。 

 

月 研修 実践 

４
月
～
７
月 

  

夏
季
休
業
中 

  

９
月 
 
11 
月 

  

 

 

(２) 研修と実践を有機的につなげ、授業改善を進めた事例(高等学校第２学年物理「静止摩擦力」) 

 高等学校Ａ教員は、日頃から生徒が実験を確実に行えるように、丁寧な説明で授業を進めていた。

第１回研究会において、「深い学び」を研究の目標として共有したことや、国立教育政策研究所が 

実態把握・情報共有 
 各研究協力校にセンター所員が出向き、授

業参観・協議・情報共有を行った。 

第１回研究会(5月25日：総合教育センター)目標共有 
これまでの実践を振り返ったり、国研DVDを視聴したりして、理科にお

ける「主体的・対話的で深い学び」のあり方について考えた。その中でも、
本研究では「深い学び」をテーマに進めることを、共通理解した。 

授業実践、振り返り、授業改善 

(５～７月) 
 各研究協力校にて授業実践、振り返り、授
業改善を進めた。 

第２回研究会(6月27日：研究協力校)「深い学び」の姿を探る 
 国立教育政策研究所 山中謙司 学力調査官の講義を基に、小３「昆虫と植

物」の授業を参観し、「深い学び」の姿を見取った。 

第３回研究会(8月7日：総合教育センター)実践交流、単元の授業づくり 
 ４月～７月の実践の成果や課題を共有した。また、９月以降の公開授業に

向けて、単元イメージシートを活用した単元構想を行った。 

学習指導案作成 
 第３回研究会の学びを基に、児童生徒の

「深い学び」の姿を明らかにして、学習指導

案を作成した。 
第４回研究会(8月18日：総合教育センター) 

小・中・高等学校のつながり、探究的な学習過程、理科の「見方・考え方」、学習指導案検討 
 滋賀大学大学院 藤岡達也 教授、総合教育センター 森井貴士 研修指導
主事、国立教育政策研究所 山中謙司 調査官の講義を基にして、研究委員が

お互いの学習指導案について検討し合った。 

学習指導案修正 
 第４回研究会で検討した内容を踏まえて、

学習指導案を修正した。 

第５回研究会(10月19日：研究協力校) 

協議(「深い学び」が成立していたか)、悩み・成果の共有 
 小４「とじこめた空気と水」の授業を参観し、児童の「深い学び」が成立

していたか、という視点で研究協議を行った。また、授業をするうえで「深

い学び」についての悩み・成果を共有した。滋賀大学大学院 藤岡達也 教授
の講義を聞き、今後の研究の視点について共通理解した。 

学習指導案最終検討 
 他校の公開授業を参観して学んだことを

踏まえ、センター所員と最終検討を行った。 

公開授業実施、研究協議 
 公開授業を実施し、その後児童生徒の「深

い学び」が成立していたかという視点で、研

究協議を行った。 

～ 

第６回研究会(11月6日：研究協力校) 

協議(「深い学び」が成立していたか)、研究のまとめ 
 中３「仕事とエネルギー」の授業を参観し、生徒の「深い学び」が成立し

ていたか、という視点で研究協議を行った。その後、国立教育政策研究所 山

中謙司 調査官の講義を聞き、研究のまとめを行った。 

図４ 本研究における研修と実践の往還 
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発行したDVDⅰ）の実践事例の視聴を行った。それらのことを通して、生徒が予想・仮説を基に試行

錯誤して実験を進めること、また、自然事象を「比較」することで、より探究的な学習になり、生

徒の主体性を生み、対話を促すと考え、物理

「静止摩擦力」の学習で授業改善を行った。

本時のねらいと指導の流れを図５に示す。 

  本時では、はじめに木片と木の台を使用

して実験し、静止摩擦係数μを導出した。次

に、静止摩擦係数が、接触する両物体の面の

材質や状態によって定まる定数であること

を実感できるように、指導者は木片以外の物

体や台を用意し、生徒はそれをカードから選

び、実験を進めた。実験する際には、選んだ

物体の静止摩擦係数を予想しながら実験に

取り組んだ。生徒は自分の予想と結果のデー

タが合わないことがあり、どうすれば実験が

正確にできるのか、材質の違いによる静止摩

擦係数の違いについて、自然に対話をしながら実験を進める様子が見ら

れた(図６)。また、各グループのデータを黒板に示したことによって、

自分たちが行った実験結果だけでなく、他の班が行った結果も含めて客

観的に静止摩擦力についての考察をすることができた。 

 生徒のワークシートには、図７のような記述があり、実験結果への驚

きとともに、物質の摩擦係数について生活とのつながりを感じている様

子が見られた。Ａ教員は、自然事象を「比較」し、

また複数のデータから客観的に考察するという

時間を設定したことによって、過去に自身が行っ

た同単元の実践よりも摩擦力と摩擦係数の違い

について、確実に理解する生徒が増えたと感じて

いた。 

 

(３) 実践後の振り返りを基に授業改善を進めた事例(小学校第４学年「電気のはたらき」) 

   小学校Ｂ教員は、導入で使う教材を工夫して児童の意欲を高めたり、問題解決の学習過程を一つ

ひとつおさえて指導したり、またノート指導も丁寧に行ったりして、児童が理科の学習に主体的に

取り組めるように授業を行っていた。しかし、Ｂ教員は授業後の振り返りにおいて、学習のはじめ

に提示する「問題」と「めあて」の区別や考察のさせ方について、日頃からどうすべきか迷いをも

って指導をしていると話していた。これを踏まえて、理科の学習の中で、児童にとって問いが明確

になることを優先し、考察の場面ではその問いに正対する答えを、結果を根拠に述べさせるという

ことを重視して、授業改善を進めることにした。 

その後の実践、単元「電気のはたらき」の学習では、前時に学習問題として児童と見いだした「乾

電池２個をどのようにつなぐと、電気のはたらきを大きくすることができるのだろうか」という問

                             
ⅰ） 文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究センターが平成29年３月に発行した「全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた

理科の学習指導の改善・充実に関する指導事例集」に付属している映像資料(DVD)。全国の教育委員会および小・中学校全校に配付

された。小学校が６事例、中学校が７事例掲載されている。本研究会では、中学校事例E「化学変化と電池」を視聴した。 

本時のねらい：静止摩擦係数が、接触する物体同士の面の材

質や状態によって定まる定数であることを、実験によって確

かめ、最大静止摩擦力が物質によって違うことを見いだす。 

学習活動 指導上の留意点 

○課題を見いだし、実

験方法を確認する。 

 

・摩擦力測定の実験を体験させ、

摩擦力の大小に興味をもたせる。  

・実験方法の確認は簡潔に行う。 

○木の板と木片で実

験をし、静止摩擦係

数を導出する。 

○台と乗せる物質の

組合せのカードを

選んで実験し、摩擦

係数を導出する。 

・二人に一つ実験装置を使い、対

話しながら進められるように支

援する。 

・木の板と木片の実験のデータを 

基に、ある程度数値を予想して

から実験に取り組むよう指示す

る。 

○実験の結果分析・考

察をする。 

・データを黒板に示し、複数のデ

ータから客観的に考察できるよ

うにする。 

図５ 物理「静止摩擦力」本時のねらいと指導の流れ 
    (下線は筆者) 

図６ 予想して実験に 
取り組む様子 

図７ 生徒の記述(下線は筆者) 
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いを提示し、乾電池１個でプロペラを回した場合と乾電池２個の直列つなぎ・並列つなぎでプロペ

ラを回した場合を比較し、検流計の数値から、電流の大きさを確かめた。児童は問いが明確になり、

何を実験で明らかにすべきか分かっていたため、実験中には予想と実験結果の違いについて自然と

対話する様子が見られた(図８)。考察でも問いに対する答えを詳細に記述し、さらに分かったこと

を書き加え(図９)、学習を通じて考えを深めた様子が見られた。Ｂ教員は、問いを吟味することに

よって、指導者として児童に考えさせたいことが明確になり、その結果、子どもたちが主体的に問

題解決する姿につながったと感じていた。 

 

２ 「深い学び」の実現を目指す理科の授業づくり 

  研究会での研修・研究協議を踏まえて、「深い学び」を実現する理科の

授業構想を行い、各研究協力校にて、主に10月～11月の期間に授業実践

(公開)を行った。 

授業後の研究協議(図10)は、第２回研究会において本研究の講師であ

る国立教育政策研究所 山中謙司 調査官より示された「深い学び」の視点

(p.2の図１)を基に、「『深い学び』が成立していたか」

というテーマで協議を行った。「深い学び」に至る児童

生徒の学びの姿があったかということについて、良か

った点は青色の付箋、課題については桃色の付箋に記

入し、それを模造紙上に貼りながら、見取った児童生徒

の学びの姿から授業の考察を進めた(図11)。 

また、本研究では校種を越えた研究委員が参加して

いるため、校種ごとの理科における「深い学び」のあり

方についても、協議の中で考えていくこととした。 

 

(１) 実践事例 

小・中・高等学校の各研究協力校において実践した中から、「深い学び」の姿を見取った様子に

分けて、以下に示す。 

ア 「比較」から問題を見いだし、深い学びに向かう実践(小学校第３学年「明かりをつけよう」) 

    単元「明かりをつけよう」では、指導者が用意した様々な素材の物(鉄のかたまり、アルミはく、

紙コップ等)のどれが電気を通すか予想したうえで実験をし、電気を通す物の特徴を見いだすこ

とをねらいとして学習を進めた。 

    実際の授業では、予想の段階から考察に至るまで、電気を通す物と通さない物の素材に着目し

図９ 児童の考察の記述(囲み線は筆者) 

結果を根拠

にした問い

に対する 

答えの記述 

さらに 

分かった

ことの 

記述 

図10 研究協議の様子 

図８ 実験中の対話の様子 

プロペラの回り方が 

予想とちがう 

ぼくは予想 

どおりだった 

図11 模造紙上に付箋を貼りながら協議 
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て「比較」しながら考えたことで、それぞれの特徴について客観的に捉えようとする児童の姿が

見られた。結果を一覧にして考察した際には、缶についてだけ実験結果が各グループで違うこと

が分かり、再度、実験をして確かめ、最後まで粘り強く取り組もうとする姿が見られた。また、

缶には電気を通す場所、通さない場所がなぜ存在しているのかという疑問をもち、次時につなが

る問題を見いだすことができた(図12)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本実践では、学習指導要領解説理科編(平成29年６月)にある、「差異点や共通点に気付いたり、

比較したり」することによって、問題を見いだし、解決に向かう姿が見られた。これらのことよ

り、理科の「見方・考え方」を働かせることによって、探究的な学習過程の質が高まり、「深い

学び」に向かう実践となった。 

イ 「質的・実体的な視点」で学びを深く掘り下げる実践(中学校第３学年「水溶液とイオン」) 

    単元「水溶液とイオン」では、塩化銅水溶液に電流を流すと、電極付近ではどのようなことが

起こるかを調べ、なぜそのようなことが起こるのか考えることをねらいとして学習を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    実際の授業の導入では、生徒が指導者と対話する中で塩化銅水溶液の粒子の考え方を想起した

うえで、電極の変化の予想をした。そのことにより、実験の場面で生徒は、表出する自然事象(陰

極に銅が析出し陽極に塩素が発生する、水溶液の色が薄くなる等)以外に、塩化銅水溶液中の粒子

(分子)がどのように移動するかについても話し合う姿が見られた。考察の場面では、電気分解の

実験で、電極に物質が析出した原因を、電気を帯びた粒子について言及し書き表す生徒が多く、

目に見える現象をより微視的に捉えることができていた。中には、粒子が電気を帯びていること

素材に着目して 
電気を通す物を予想 

実験をして、電気を通す
物と通さない物に分ける 

電気を通す物がど

んなものか分かっ

てきた！ 

結果を一覧にまとめて
考察する 

缶は本当に 

電気を通すの？ 

図12 小学校第３学年「明かりをつけよう」児童の学びの様子 

塩化銅水溶液に電流を
流して確かめる 

次時につながる問題を 
見いだし、「深い学び」

に向かう姿 

 

図13 中学校第３学年「水溶液とイオン」生徒の学びの様子 

粒子の考え方を想起し、
電極の変化を予想する 

炭素棒に何か

がついている 

なぜこのようなことが
起こるか粒子で考える 

塩化銅水溶液

中の粒子が引き

寄せられたから
なのではないだ

ろうか 電気を帯びた粒子 
についての記述 

「質的・実体的」な視点で 
学びを深く掘り下げる姿 
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について、磁石に例え、感覚的に捉えている生徒もいた(p.7の図13)。 

本実践では、電気分解によって起こる水溶液の性質の変化(質)を、１時間を通して粒子という

概念から微視的に関係付けて実体として捉えさせることで、生徒の「深い学び」を促すことがで

きた。小・中学校学習指導要領解説理科編(平成29年６月)にある粒子分野の「質的・実体的な視

点」で自然事象を関係付けるという「見方・考え方」を働かせることで、生徒は学びを深く掘り

下げられるということが分かった。 

ウ 知識をつなげ、自己の学びの深まりを確かめる実践 

(高等学校第１学年生物基礎「体内環境の維持」) 

    生物基礎「体内環境の維

持」では、「ヒトの体内環境

はどのように維持されてい

るのだろうか」という本質

的な問いの基、図14の内容を一つひとつ探究的に学習することによって、体内環境が保たれる仕

組みについて、生徒に統合的に捉えさせるというねらいで単元構想を行った。その際、当センタ

ーの平成28年度小学校派遣研究(理科)の研究成果物である単元イメージシートを用いて、各時間

での発問や生徒の反応を想定しながら単元構想を進めた(図15)。 

    実際の単元の学習では、

OPPシート(p.9の図16)ⅰ）を

生徒に配付して自己評価を

させる取組を行った。その

際、「本質的な問い」(単元

の事前・事後)、「学習履歴」

(各時間)、「振り返り」(自

己評価)を生徒が記入し、学

びがどれだけ深まったか振

り返ることができるように

した。 

    単元を通して、対話によ

って解決する場面を設定

し、グループ学習の中で探

究的に学び、各時間の終わ

りにはOPPシートによる振り返りをするという一連の流れで進めた結果、生徒は本質的な問いに

対してより詳細に、要点をまとめた記述ができるようになった(p.9の図17)。また、自分自身の学

びが深まったことについて自覚する記述(p.9の図18)が見られた。 

    本実践では、単元を通して本質的な問いについて考え、学習履歴を振り返りながら学習を進め

たことで、生徒は体内環境を維持する仕組みを統合的に捉え、より科学的な概念を形成すること

ができた。小・中学校学習指導要領解説理科編(平成29年６月)で述べられている、理科における

「深い学び」の視点である「様々な知識がつながって、より科学的な概念を形成する」姿が見ら

れ、自己の学びの深まりを確かめることができる実践として有効であった。 

                             
ⅰ）

山梨大学堀哲夫教授が開発した一枚ポートフォリオ評価法(OPPA：One Page Portfolio Assessment)で、 OPPシートという一枚の

シートを用いた自己評価方法である。当センター平成28年度「理科教育(中学校)に関する研究」においても活用した。 

・血液の循環によって、体液の状態が一定に保たれること 
・血液の凝固によって失血を防ぎ、体液の量が保たれること 
・腎臓の働きによって体液中の塩類等の濃度が保たれること 
・肝臓で様々な物質の合成・分解・貯蔵が行われて体液の成分が保たれること 

図14 「体内環境の維持」の学習内容 

図15 生物基礎「体内環境の維持」単元イメージシート 

身近な事象から 
「本質的な問い」を設定する 

「血液循環」「血液凝固」 
による体内環境の維持の 
仕組みについて考える 

「肝臓」 
による 
体内環境 
の維持の 
仕組みに 
ついて 
考える 
 

「腎臓・尿の生成」による 
体内環境の仕組みに 
ついて考える 

単元のねらい 
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(２) 理科における児童生徒の「深い学び」の姿が表出する場面 

研究に際して約30時間、小・中・高等学校の理科の授業に参画した。その中で、児童生徒の「深

い学び」が成立したかどうかという観点から授業を参観したとき、探究的な学習過程の様々な場面

において、児童生徒が学びを深める様子が見られた。本研究では、それらを三つのカテゴリー「深

い学びに向かう姿」「学びを深く掘り下げる姿」「自己の学びの深まりを確かめる姿」に分類した。 

この三つの「深

い学び」の姿につ

いて、第６回研究

会において、研究

委員がそれぞれ今

までの実践を振り

返り、児童生徒の

学びが深まったと

感じた場面をカー

ドに記し、探究的

な学習過程に沿っ

て集約したとこ

ろ、図19のように

なった。これを見

ると、探究的な学

図16 本研究で使用したOPPシート 

本質的な問い 

振り返り 

学習履歴 

表 

裏 

図17 「本質的な問い」への生徒の記述の様子の変化 
（囲み線、矢印、コメントは筆者） 

詳細な記述 

要点をまとめた記述 

Ｑ．学習の前後を比べて、あなたの考え方はどのように変わり
ましたか。また、自分の考えが変わったことについてどう
思いますか？ 

Ａ．・学習前に考えていたことよりも深くなった。 
・学習前と比べて(略)グループワークをしたことにより違
う考えを取り込むことで理解が深まったと思う。 

・どのようにして(体内環境が)維持されているのかが、よ
り詳しく分かった。 

・体内環境が維持される仕組みを知ることができたので
よかった。 

・様々な小さい細胞一つひとつに意味があると思った。 

図18 生徒の振り返りの記述 

研究委員が実践から見取った 

「深い学び」の姿 

図19 第６回研究会のまとめ 

探 究 的 な 学 習 過 程 

探究的な学習
過程が進むに
つれて、より
多くの「深い
学び」の姿が
表れる 
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習過程のどの場面にも深い学びの姿が表出

するが、実験・考察・結論・振り返りと探究

的な学習過程が進むにつれて、より多くの

「深い学び」の姿が表出することが分かっ

た。 

これらを踏まえて、理科の学習においてど

のような場面で「深い学び」の姿が見られる

か、全国学力・学習状況調査【小学校】理科

で示されている「活用」の視点も含め、類型

化したものが図20である。 

本研究では、児童生徒の科学的に探究する

ために必要な資質・能力を育成するために、

単元を通して探究的な学習過程の質を高めながら、この三つの「深い学び」の姿を想定して授業を

デザインすることで、「深い学び」を実現する理科の授業づくりを進められるということを見いだ

すことができた。 

 

３ 「深い学び」を軸とした小・中・高等学校のつながり 

  本研究では、「深い学び」を軸として、小・中・高等学校の研究委員が授業を相互に参観したり協

議したりする中で、そのつながりについて考える機会をもつことができた。 

  第４回研究会において、滋賀大学大学院 藤岡達也 教授から、「問題解決の流れはどの校種でも大

事にしつつ、理科を何のために学習するのかということを、指導者や児童生徒自身が明確にする必要

がある。小学校段階では身の回りの現象を扱っていたものが、年齢が上がるにつれて、科学技術・医

療といったところまで目を向けさせるということが、『深い学び』を実現するうえでは重要である」

との示唆があった。このことから、各研究委員が授業づくりをする中で、他校種とどのようなつなが

りがあるか、また、それぞれの校種で身に付けさせるべきことは何かを意識して授業づくりを進める

こととなった。 

研究委員の記述した、第４回研究会の振り返りと事後意識調査(図21)を見ると、小・中・高等学校

の学習内容の系統性や「深い学び」のつなが

りについて考えたうえで授業を構想してい

ることがうかがえる。このように、研修で学

んだことや、校種を越えて実践交流を進めた

ことによって、学習内容の系統性や「深い学

び」のつながりについて、日頃から意識して

実践を進めることができた。 

   

４ 研究委員の意識の変容 

(１) 研修と実践の往還を通じた学び 

全６回の研究会では、最後に、研究委員が研究会での「気付き」や「自分の実践に生かせること」

を振り返って記述する時間を設けた。「気付き」の項目では、各研究会のねらいに迫る記述があり、

また、それを「自分の実践に生かせること」に関連させて記述する研究委員が多く、研修と実践を

つなげていこうとする姿勢が見られた。例えば、第３回研究会で単元イメージシートを利用して単

元構想を行ったときは、11ページの図22のような記述があり、単元イメージシートをその後の学習

○第４回研究会振り返り 
・小学校の学習がどうつながっていくのか踏まえたうえ
で、実践していきたい。(小学校教員) 

・小学校の取組を聞いて、高校生にどのような「深い学
び」をさせられるか考えた。(高等学校教員) 

○事後意識調査 
・学習指導要領に明記されている、小・中・高等学校の内
容の系統性を意識することができた。(中学校教員) 

・「深い学び」のつながりから学習を考えることができ
た。(小学校教員) 

図21 研究委員の学び(小・中・高等学校のつながり) 

図20 「深い学び」の姿が表出する場面 

1

理科における「深い学び」の姿

○深い学びに向かう姿
・理科の「見方・考え方」を働かせながら、問題意識をもち、
予想・仮説を立て、実験を行っていく場面（構想）

○学びを深く掘り下げる姿
・理科の「見方・考え方」を働かせながら、
観察・実験の結果を整理し、考察し、結論を導き出す場面（分析）

・様々な場面において、自分の考えを改善する場面（改善）
・自然事象を生活に当てはめて考える場面（適用）

○自己の学びの深まりを確かめる姿
・自分の学びを認知的・心情的に確かめ、振り返る場面
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指導案作成につなげようとしている姿が見

られた。 

事後の指導者意識調査では、「深い学びを

意識することで、授業の構成や要素を再構築

することができた」等の記述があり、各研究

委員は、本研究に参加し「深い学び」をテー

マに研修を進めたことで、実践と結び付ける

ことができたと考える。 

 

(２) 「深い学び」の捉え方 

   本研究では、第１回研究会の振り返りと事後の指導者意識調査を比較し、「深い学び」の捉え方

について、本研究に参加した研究委員の意識の変容を調査した(図23)。 

   Ａ教員は、事後の意

識調査では、理科の

「見方・考え方」のう

ちの「原因と結果」の

視点を働かせること

について記述し、具体

的な生徒の学びの姿

を想定するようにな

ったことがうかがえ

る。また、Ｂ教員やＣ

教員は、単元を通じて

探究的な学習過程の

質を高めながら学ん

でいくことが「深い学

び」につながると記述しており、理科における「深い学び」の視点(p.2の図１)と重なる点を多く見

いだすことができた。 

   本研究では、研修と実践の往還を進めることにより、児童生徒の「深い学び」の姿をより具体的

に想定できるようになり、各研究委員が自身の実践をブラッシュアップすることができた。 

 

Ⅶ 研究のまとめと今後の課題  

 

１ 研究のまとめ 

(１) 児童生徒の資質・能力を育成するために、研修と実践の往還を通じて、単元を通した授業をデザ

インし、理科の「見方・考え方」を働かせる場面を設定することで、探究的な学習過程の質が高ま

り、「深い学び」を実現する理科の授業をつくることができた。 

(２) 実践事例から「深い学び」を、「深い学びに向かう姿」「学びを深く掘り下げる姿」「自己の学

びの深まりを確かめる姿」の三つのカテゴリーに分類し、その姿を想定して授業を構成することが、

「深い学び」を実現する授業づくりにつながることを見いだせた。 

 

 

 A教員(高等学校) B教員(小学校) C教員(中学校) 

第
１
回
振
り
返
り 

「深い学び」の姿とは 

・自然の事象を考察する

姿。 

・知識の手法を獲得する

姿。 

「深い学び」の姿とは 

・自分なりの考えをもて

る(科学的根拠あり)子

どもの姿。 

・事象について説明でき

る姿。 

「深い学び」の姿とは 

単に教師から注がれて

いる学びではなく、生徒

に問題(課題)意識があっ

たうえで、「気付くこと」

「気付いたこと」がある

姿。 

 

指
導
者
意
識
調
査(

事
後) 

「深い学び」の姿とは 

現象(状況)に対して、

客観的な視点で測定(分

析)できること。そして、

現象から一番の要因(大

切なこと)を見いだせる

こと。それを問題解決に

つなげられること。 

「深い学び」の姿とは 

単元を通して、ねらい

に迫っていくことがで

き、学びの質が高まって

いく姿。 

「深い学び」の姿とは 

学びの文脈がある中

で、生徒が問題を見いだ

し、実験を計画し、結果

から何が分かったのか、

自分の言葉でまとめる

姿。この流れが深い学び

につながる。 

○第３回研究会での気付き 
 キーワード 「単元の中での生徒の思考の流れ」 
 上のキーワードを挙げた理由 
  「単元イメージシートを書く中で、単元全体での生
徒の思考をイメージすることができたため」 

○研究会から、自分の実践に生かせること 
  「今までは、単元全体にまで思考の流れを考えるこ
とができていなかったように思う。今後、広い視野で
つながりを考えていきたいと思う」 

図22 振り返りシートの記述 

図23 研究委員の「深い学び」の捉え方の変容 
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２ 今後の課題 

(１) 新学習指導要領の完全実施に向けて、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善によ

って、児童生徒の科学的に探究するために必要な資質・能力がいかに身に付いたか、評価について

も今後検討していく必要がある。 

(２) 理科を指導する際、小・中・高等学校のどの校種においても、理科の「見方・考え方」を働かせ

ながら「深い学び」を実現することが重要であるが、領域や発達段階によってその「深さ」や「深

め方」がどのように違うのか、「深い学び」のつながりを明らかにする必要がある。 
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