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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
高等学校理科の授業改善
－探究の過程の充実に向けた指導と評価のあり方－
内容の要約
高等学校学習指導要領(平成30年告示)では、理科において、資質・能力の育
成に向けて、科学的に探究する学習活動の充実を図ることが求められている。
本研究では、問題を見いだし観察・実験を計画する活動等の科学的に探究す
る学習活動を取り入れたり、学習の過程や成果を見取る評価の場面、観点別学
習状況の評価の方法を工夫したりすることで、探究の過程の充実に向けた指導
と評価のあり方を探った。これらの取組により、探究の過程全体を主体的に遂
行し、自らの探究の過程をメタ認知できる生徒の姿が見られ、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。
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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
高等学校理科の授業改善
－探究の過程の充実に向けた指導と評価のあり方－
Ⅰ 主

題

設

定

の

理

由

中央教育審議会における「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
改善及び必要な方策等について(答申)」(平成28年12月)では、理科において、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、指導の改善を図るこ
とが重要であると明示された。高等学校については、観察・実験や探究的な活動が十分に取り入れられ
ておらず、知識・理解に偏重した指導となっていることが課題として挙げられた。また、学習評価につ
いても、知識量のみを問うペーパーテストの結果や、特定の活動の結果等のみに偏重した評価が行われ
ているのではないかとの懸念が示され、指導要録の様式改善等を通じて評価の観点を明確にし、観点別
学習状況の評価を更に普及させていく必要があると表記されている。
高等学校学習指導要領(平成30年告示)では、理科において、資質・能力の育成に向けて、単元等内容
や時間のまとまりを見通しながら、生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行い、
科学的に探究する学習活動の充実を図ることが求められている。また、学習評価の実施にあたっては、
各教科・科目等の目標の実現に向けた学習状況を把握する観点から、評価の場面や方法を工夫して、学
習の過程や成果を評価し、指導の改善や学習意欲の向上を図り、資質・能力の育成に生かすようにする
ことも示されている。
これらのことから、本研究では、問題を見いだし観察・実験を計画する活動や、科学的な概念を使用
して考えたり説明したりする活動等の、科学的に探究する学習活動を取り入れた単元・授業を構想する。
その際、学習の過程や成果を見取る評価の場面、観点別学習状況の評価の方法を工夫しながら、探究の
過程の充実を目指す。このように、指導と評価のあり方を探ることが、高等学校理科の授業改善を推進
し、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

科学的に探究する学習活動を取り入れたり、観点別学習状況の評価を行ったりして、探究の過程の充
実に向けた指導と評価のあり方を探る。これらにより、高等学校理科の授業改善を推進し、科学的に探
究するために必要な資質・能力の育成を目指す。
Ⅲ 研

究

の

仮

説

問題を見いだし観察・実験を計画する活動や、科学的な概念を使用して考えたり説明したりする活動
等の、科学的に探究する学習活動を取り入れた単元・授業を構想する。その際、学習の過程や成果を見
取る評価の観点を検討し、細分化して、観点別学習状況の評価を行う工夫をすることで、探究の過程の
充実を目指す。このような取組により、高等学校理科の授業改善を推進することができ、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行あける■
１□科学的に探究するために必要な資質・能力の育成に向けて重視すべき学習過程
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、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。そして、このような「探
究の過程全体を主体的に遂行できる生徒の
姿」や、「学びを振り返り、自らの探究の
過程をメタ認知できる生徒の姿」が見られ
るように、探究の過程の充実を図ることが
できれば、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る。

図１ 資質・能力を育成するために重視すべき学習過程

本研究では、メタ認知を、「生徒自身が、自らの探究のあり方について振り返り、資質・能力をど
の程度身に付けることができたかや、自らが、探究の過程のどの位置にいるか、どこで間違ったのか
等を説明できる」ことと、「生徒自身が、学習前と学習後の考えや知識等の自己の変容を認識できる」
ことと定義づける。
■１行あける■
２□高等学校理科教員の実態把握(探究の過程や学習評価についての認識調査)
滋賀県内の県立高等学校理科教員に対し
てアンケート調査(図２)を行い、探究の過
程や学習評価についての認識から、授業改
善の視点を明確にする。
■１行あける■

●アンケートの対象
：滋賀県内の県立高等学校に勤める全ての理科教員
●アンケートの回答期間
：平成30年５月15日(火)～６月１日(金)
●アンケートの設問
：探究の過程や学習評価に関する19項目の設問について、
平成29年度の状況を回答
図２ 理科の学習に関する教員アンケート【高等学校 理科】

３□探究の過程の充実を図る指導のあり方
(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単元・授業構想
科学的に探究するために必要な資質・能力の育成に向けて、学習評価を含めた単元・授業構想を
する。その際、各単元・授業で特に育成したい資質・能力を明確にし、その資質・能力が身に付い
たかどうかを見取る場面を設定する。また、探究の過程に、問題を見いだし観察・実験を計画する
活動や、科学的な概念を使用して考えたり説明したりする活動等の科学的に探究する学習活動を取
り入れる中で、既習事項を想起し、個人で思考する活動の場面を設定する。これらの取組により、
課題意識や見通しをもって、仮説を設定したり、実験を計画したりすることができる等、生徒が探
究の過程全体を主体的に遂行できるようになることを目指す。
■１行あける■
(２)□「探究ノート」の作成を通した学びの振り返り
科学的に探究する学習活動を充実させる工夫として、「探究ノート」を活用する。本研究では、
「探究ノート」を、探究の過程全体の流れや学習内容、その中で生じた疑問、自らの思考の過程等
を記録し、自己の成長の過程を認識できるようにするためのものとする。各時間で重視する学習場
面を中心に、既習事項や生活体験から得られる自分なりの理論や根拠を基に、「個人の考え」をノ
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ートに記入する時間を確保する。それを基に対話をする中で、「自分と異なる考え」や「新たな気
付き」を追記していく。その話合いの経過やそれぞれの思考の過程の記録を残すことで、生徒は、
学習前から学習後への自己の変容だけでなく、探究の過程全体を振り返ることができる。この取組
により、思考の流れを可視化することで、生徒自身が探究の過程のどの位置にいるかを確認し、探
究の進行状況を把握したり、学びを振り返り、次の学びに主体的に取り組んだりする等、探究の過
程の充実につながると考える。
■１行あける■
４□探究の過程の充実を図る学習評価のあり方
(１)□評価の観点を細分化した「観点別学習状況の評価シート」の作成
探究の過程を通して、資

観

質・能力が身に付いたかを

点

要

素

定

義

興味・関心

情報抽出力

様々な事象から、必要な情報を抽出する力

をもつ力

疑問形成力

様々な事象から得た情報を基に、疑問を形成する力

課題を設定

課題発見力

意義のある問題を見つけ、目的や課題を明らかにする力

を検討し、細分化する。ま

する力

課題化する力

ず、探究の過程を通して育

仮説を設定

見通しをもつ力

する力

仮説を検討する力

検証計画を

観察・実験デザイン力

仮説を確かめるための観察・実験を計画する力

を基に、「課題を設定する

立案する力

検証計画を検討する力

検証計画を計画・選択・決定する力

力」や「仮説を設定する力」

観察実験を

実行力

観察・実験を自分たちで実行する力

等の観点を設定する。それ

実施する力

操作力

観察・実験の基礎的操作をする力

らの観点について、例え

結果を

結果を表現する力

まとめる力

結果をモデル化する力

ば、「課題を設定する力」

考察する力

結果(情報)分析力

見取るために、評価の観点

成を目指したい資質・能力

であれば、「課題発見力」

図表・グラフ・数式などによって表現する力
論理的に判断・思考する力
実験結果(与えられた情報)から、関係性や傾向を見いだす力

結論を

結論導出力

課題に正対する結論を導く力

導く力

結論を検討する力

振り返る力

メタ認知力

振り返り、自らの探究のあり方について説明する力

メタ認知力

振り返り、学習前から学習後への自己の変容を認識する力

他者に表現

プレゼンテーション力

する力

文章にまとめる力

指す資質・能力の観点等を
基に、Ａ～Ｄの４段階で評

仮説の妥当性や改善策を検討する力

仮説と照らし合わせて、実験結果を基に考察する力

(図３)。
次に、各授業で育成を目

結果を予測して、仮説を立てる力

実証考察力

や「課題化する力」等の要
素に細分化し、定義づける

科学的な課題として設定する力

結論の妥当性を検討し、選択・決定する力

探究の過程を整理し、成果などを適切に表現し、発表する力
探究の過程を整理し、論文やレポートにまとめる力

図３ 探究の過程を通して育成する資質・能力とその評価の観点の細分化の一例

価できるよう、具体的な生徒の姿
を想定し、「観点別学習状況の評
価シート」を作成する(図４)。授
業を実践する中で、作成した評価

第
１
・
２
時

育成を目指す資質・能力
要素
定義
観察・実験
仮説を確かめるための
デザイン力
観察・実験を計画する力
実証考察力
仮説と照らし合わせて、
実験結果を基に考察する力
メタ認知力
振り返り、学習前から学習後
への自己の変容を認識する力

観点
検証計画を
立案する力
考察する力
振り返る力

A

B

C

D

具体的な
生徒の姿

シートを基に、生徒の姿や「探究
ノート」への記述内容を見取り、

図４ 「観点別学習状況の評価シート」

学校や生徒の実態に合うよう評価シートを改善していく。この「観点別学習状況の評価シート」を
用いて、育成を目指した資質・能力が身に付いているかを見取り、学習の過程における「形成的な
評価」を実施する。この評価シートの取組を継続的に実施することで、生徒の実態を把握し直し、
探究の過程の充実を目指してさらなる授業改善につなげる。
(２)□「観点別学習状況の評価シート」の活用
生徒が、探究の過程の最後に「自己評価」を行い、自らの探究のあり方について振り返る機会を
設定するために、「観点別学習状況の評価シート」を基に、「振り返り・自己評価シート」を作成
する(p.4の図５)。指導者が、学習の最初に「振り返り・自己評価シート」を生徒に提示し、全体で
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共有することで、生徒自身がどのような姿
を目指せばよいのかイメージできるように
する。評価の場面で、「探究ノート」と合
わせて活用することで、生徒が、探究の過
程において資質・能力をどの程度身に付け
ることができたかや、探究の過程を俯瞰的
に捉え、どのような学びがあり、どこで間
違ったのか等を説明できるようになること

図５ 「振り返り・自己評価シート」

を目指す。
Ⅴ 研

究

の

進

め

方

高等学校第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)□滋賀県内の県立高等学校理科教員に対してアンケート調査を行い、
授業改善の視点を明確にする。
(２)□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、科学的に探究す
る学習活動を充実させ、観点別学習状況の評価を取り入れた単元・授業を構想する。
(３)□単元指導計画・授業プラン、「観点別学習状況の評価シート」を作成し、実証授業を実施する。
(４)□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、その結果や「探究ノート」
の記述を分析することで、授業改善の成果を検証する。
(５)□単元指導計画・授業プランや、「観点別学習状況の評価シート」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、アンケート調査
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
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□高等学校理科教員の実態把握(探究の過程や学習評価についての認識調査)
本研究では、高等学校理科
の授業改善の視点を明確にす
る必要があると考えた。そこ
で、県立高等学校理科教員の
実態を把握するため、探究の
過程や学習評価に関する1 9項
目の設問から成るアンケート

◎本研究で重視している探究の過程の指導に関する項目
【６】理科の指導として、自ら考えた仮説
を基に観察や実験の計画を立てさ
せる指導を行いましたか。

【11】自分の学習に対する振り返りを行
い、改善に向けた取組を考えさせ
る指導を行いましたか。
【12】理科の指導として、探究の過程における観察や実験の内容、その中で生じた疑問、自
らの思考の過程などを記録するノー
ト（探究ノート）やレポート等を作成さ
せる指導を行いましたか。

調査を実施した。アンケート
の回答率は、86.2％であった。
本研究で重視している探究

１．よく行った
３．あまり行っていない

0%
20%
40%
２．どちらかといえば、行った
４．まったく行っていない

60%

80%

（ 回答者数 206 ）

図６ 理科の教員アンケート【高等学校 理科】の結果①
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の過程の指導に関する設問項
目についての集計結果を４ペ
ージの図６に示した。また、
図７には、学習評価の取組状
況に関する設問項目の集計結
果を示した。これらの結果よ
り、科学的に探究する学習活
動や、多面的な評価が十分に
取り入れられていない現状が
明らかとなった。
一方で、
「あなたが、理科の

◎学習評価の取組状況に関する項目
【15】多様な活動を評価する際、評価の観点を記したルーブリックを作成したり、それを授業
で生徒に示したりするような取組を
どの程度取り入れましたか。

【16】生徒の学習の過程、成果などの記録や作品を計画的にファイル等に集積（ポートフォリ
オ）して評価する取組をどの程度取
り入れましたか。
【17】定期考査の後や学期末などに、生
徒が学習に対する自己評価をする
取組をどの程度取り入れましたか。
１．積極的に取り入れている
３．あまり取り入れていない

20%
80%
40%
100%
0%
60%
２．どちらかといえば、取り入れている
４．まったく取り入れていない
（ 回答者数 206 ）

図７ 理科の教員アンケート【高等学校 理科】の結果②

授業を通して生徒に付けたい力はどのような力ですか。」や「高等学校学習指導要領の改訂や大学入学
者選抜改革において、あなたがキーワードと考える言葉をお書きください。」という自由記述の項目に
ついて見てみると、課題解決力や思考力・判断力・表現力等の育成と回答している教員が多数見られ
た。また、パフォーマンス評価やポートフォリオ評価等、ペーパーテスト以外の評価についても重要
だと認識している教員の記述も見られた。
これらのことから、課題解決力や思考力・判断力・表現力等の育成に向けて、問題を見いだし観察
・実験を計画する活動や、科学的な概念を使用して考えたり説明したりする活動を取り入れるととも
に、学習の過程や成果を見取るための観点別学習状況の評価を工夫することを授業改善の視点とし、
探究の過程の充実を目指した授業実践に取り組んだ。
２□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
高等学校理科の授業改善に向けて、滋賀県内の高等学校で、汎用性が高いと考えられる生物基礎を
取り上げ、実証授業に取り組むことにした。高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説理科編には、
生物基礎においては、主要な概念を理解させるための指導において重要となる用語を中心に、その用
語に関わる概念
揮しながら理解

第１・２時で
育成を目指
す資質・能力
第１・２時
のねらい

させるように指

探究の過程

導することとし

自然事象に ○タンパク質について知っていることを、既習事項や生活体験を基に考え、ノート等に書き出す。
対する気付き ○考えたことをクラス全体で共有し、教員や仲間とのやりとりの中で、解決すべき課題を設定する。

を、思考力を発

ている。ここで

質の合成」を取
り上げ、生活体
験や既習事項を

○主な学習活動

仮説の設定

○演示実験を基に、外的条件が酵素カタラーゼの反応にどのような影響を与えるかについて、仮説を
設定する。
○班ごとに検証計画を立案する。
評価の場面
○クラス全体で、班ごとに設定した仮説と検証計画を共有し、班の考えが妥当であるか確認する。

検証計画の
立案
観察・実験
の実施
結果の処理

の考えに加え

考察・推論

て、探究の過程

表現・伝達

を通した学びに
な概念を活用し

◆結論

◇タンパク質としての酵素は、どのような特徴をもっているのだろうか？

基にした学習前

より得た科学的

◇学習課題

課題の設定

は、単元「遺伝
情報とタンパク

・検証計画を立案する力（観察・実験デザイン力：仮説を確かめるための観察・実験を計画する力）
・考察する力（実証考察力：仮説と照らし合わせて、実験結果を基に考察する力）
・振り返る力（メタ認知力：振り返り、学習前から学習後への自己の変容を認識する力）
・生体内には多種多様なタンパク質が存在し、酵素などとしてさまざまな働きをしていることを理解
し、説明することができる。

振り返り

○班ごとに立案した計画に従って実験を実施し、酵素の特徴を見いだす。
○表や図を用いて、実験方法と結果を整理する。
○整理した実験結果を基に、自分の考えを述べる。
評価の場面
○考えやキーワードを全体で共有し、結論を導き出す。
◆タンパク質としての酵素は、熱や酸・アルカリによって変性し、活性を失う。
○振り返り・自己評価(観点別学習状況の評価)シートを用いて、本時の学びを振り返る。
○タンパク質の構造や役割などの特徴について、ペアで説明し合い、理解を深める。 評価の場面

図８ 探究の過程の充実を図った第１・２時「タンパク質」の指導の流れ
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て学習後の考えを表現できる指導と、その学習過程や成果を見取る評価のあり方を探り、探究の過程
の充実を図った。
(１)□「検証計画を立案する力」や「考察する力」等の育成を目指した授業の実践：「タンパク質」
ここでは、酵素カタラーゼを用いた実験を行い、酵素反応が温度の変化やpHに影響を受けること
とタンパク質の特徴を関連付けて理解させることがねらいである。問題を見いだし観察・実験を計
画する活動や、観察・実験の結果を分析し解釈する活動を取り入れることで、「検証計画を立案す
る力」や「考察する力」の育成を目指した。また、授業の最後には、「振り返り・自己評価シート」
を用いて、自らの探究の過程を振り返ることができるようにするための手立てとした。探究の過程
における指導の流れを５ページの図８に示す。
ア

仮説を確かめるための検証計画を立案
指導者は、最初に、実験でカタラーゼという酵素を用いることを説明した。次に熱処理をした
ものとしていないものの２種類のカタラーゼが入った試験管Ａと試験管Ｂに、過酸化水素水を加
え、気体が発生した試験管Ａと反応しなかった試験管Ｂに違いが出た理由を考える演示実験を行
った。また、試験管Ａと試験管Ｂに線香の火を近づけ、炎が大きくなったことから、試験管Ａで
発生した気体が何なのかについても考えるよう伝えた。生徒たちは、試験管Ａと試験管Ｂの違い
についての予想や仮説を設定し、その検証計画の立案について取り組んだ。
検証計画を立案する際には、指導者が図９に示す評価基準について「振り返り・自己評価シー
ト」を

目標①

用いて
示し、
生徒が
目指す

仮説を確かめるための観察・実験を計画することができる。
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

実験条件を細かく設定し、
何回やっても同じ結果が出
る再現性の高い検証方法を
立案することができた。

仮説を検証するため、対照
実験、実験手順、実験材料
や機器について考えた方法
を立案することができた。

実験計画を立案したが、仮
説を検証するための方法に
ついて考えられなかった。

対照実験や実験手順などに
ついて、検証計画をまった
く立案することができなか
った。

図９ 「検証計画を立案する力」の評価基準

べき姿

を確認した。ある班は、試験管Ｂを加熱した
から、カタラーゼが働かなくなったという仮
説を立てた後、仮説を検証するためには対照
実験が必要であることに気付き、加熱したも
のと加熱していないものの２種類のカタラ
ーゼを準備して実験する計画を立てること
ができた。その他にも、実験手順や実験材料、
実験器具等についてグループで考えていく

図10 生徒が立案した検証計画(囲み線は筆者)

中で、再現性の必要性を感じ、加熱時間や冷却温度等、具体的な条件を設定することができた生
徒の姿も見取ることができた(図10)。
イ 仮説と照らし合わせて、実験結果を基に考察
考察を行う場面では、指導者が、最初に図11に示す評価基準について示した。その後、指導者
は、
「予
想や仮
説と観
察・実
験の結
果が一

目標②

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る。
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

実験結果だけでなく、既習
事 項 や 生 活 体験 を 合 わせ
て、自分の考えを述べるこ
とができた。

実験結果を基に、キーワー
ド（酸素発生等）を入れな
がら自分の考えを述べるこ
とができた。

実験結果については述べる
ことができたが、自分の考
えを述べることができなか
った。

考察に関して、何も記述す
ることができなかった。

図11 「考察する力」の評価基準
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致しているか」や、「課題に正対した考察
になっているか」等、考察の視点について
も説明を加えたことにより、今まで実験結
果のみを記述していた生徒が、実験結果を
基に、自分の考えまでを記述する姿が見ら
れた(図12)。また、各班の実験結果を全体
で共有したところ、他の班の実験結果と比

図12 生徒の考察(囲み線、下線は筆者)

較しながら、自分の考えをまとめようとする生徒の姿も見られた。
結論を導く場面では、考察の場面で挙げられた「酵素は、熱に弱い」という考えや、「変性」
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「酵素は、熱等を加えることで変性
し、働きを失う」という課題に正対する結論を導き出す生徒の姿が見られた。
ウ 探究の過程全体を振り返り、学習の前後での自己の変容を認識
結論を導き出した後に取り組んだ「振り返り・自己評価シート」では、再度、タンパク質の特
徴について書き出し、「タンパク質は、卵・肉・魚等に含まれている」や「アミノ酸が連なって
できている」という生活体験や既習事項を基にした考えを表現する姿から、探究の過程を通して、
「加熱・酸・アルカリ等で変性する」という獲得した科学的概念を用いて考えを表現する姿へと
変容した(図13)。このことを全体で共有することで、生徒自身が、学習の前後での自己の変容を
実感できるようにした。また、「探究ノート」と合わせて、６ページの図９と図11で示したＡ～
Ｄの評価基準を基に振り返り、自己評価することで、育成したい資質・能力をどの程度身に付け
ることができたかを、生徒自身が認識できるようにした。

図13 生徒が作成した「探究ノート」(※一部、「振り返り・自己評価シート」を添付)(囲み線は筆者)

(２)□「課題を設定する力」や「他者に表現する力」等の育成を目指した授業の実践：「遺伝子とゲノ
ム、細胞内での遺伝子の発現」
ここでは、だ腺染色体を観察し、パフができている位置やその大きさがそれぞれ異なることに気
付き、盛んに転写されている遺伝子と、そうではない遺伝子があることを理解させることがねらい
- 7 -
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である。生徒
全体を主体的

第４・５時で
育成を目指
す資質・能力
第４・５時
のねらい

に遂行できる

探究の過程

ようにするた

観察・実験
の実施

○ショウジョウバエのだ腺染色体とタマネギの体細胞分裂を顕微鏡で観察する。
○観察結果を比較し、だ腺染色体について気付いたことや疑問に思ったことをノート等に書き出す。

をもつことが

自然事象に
対する気付き

○気付きや疑問を班ごとにまとめ、クラス全体で共有する。
○実証できそうな問題を見つけ、班ごとに学習課題を設定する。

大切であると

課題の設定

考え、それぞれ

仮説の設定

が、探究の過程

めに、課題意識

の生徒が、自ら
学習課題を設

検証計画の
立案

定する場面を

表現・伝達

設けた。探究の

考察・推論

過程における
指導の流れを

◇学習課題

◆結論

○主な学習活動

評価の場面

例：◇染色体に膨らんでいる部分があるのはなぜだろうか？
○学習課題に対する仮説や検証計画を個人で考えた後、班で考えを共有する。
○班ごとに仮説を設定し、それを確かめるための検証計画を立案する。
○班で考えた仮説や検証計画をホワイトボードにまとめ、発表準備を行う。
○各班順番に、学習課題、仮説、検証計画について、発表する。
評価の場面
※可能ならば、検証実験の結果や結論についても発表する。
○発表の際に、相互評価を行う。
○自分の班の考えに加え、他の班の考えを合わせて考察する。
○理由を合わせて、結論を導き出す。
※すでに結論を導き出している場合は、その妥当性について考える。
例：◆染色体の膨らんでいる部分のことをパフと呼び、転写が盛んに行われ、RNA が合成されて
いる。

図14に示す。
振り返り

図14

ア

・課題を設定する力（課題発見力：実証できそうな問題を見つけ、目的や課題を明らかにする力）
・他者に表現する力（プレゼンテーション力：探究の成果などを適切に表現し、発表する力）
・振り返る力（メタ認知力：振り返り、自らの探究のあり方について説明する力）
・だ腺染色体の特徴について理解し、すべての体細胞は、同じゲノムをもつが、発現している遺伝子
が異なることを説明することができる。

○振り返り・自己評価(観点別学習状況の評価)シートを用いて、本時の学びを振り返る。
○だ腺染色体の特徴について、ペアで説明し合い、理解を深める。
評価の場面

探究の過程の充実を図った第４・５時「遺伝子とゲノム、細胞内での遺伝子の発現」
の指導の流れ

観察から得た気付きや疑問から、科学的に解決できそうな課題を設定
生徒たちは、ショウジョウバエのだ腺染色体とタ
マネギの体細胞分裂の様子を顕微鏡で観察し、気付
いたことや疑問に思ったことを、それぞれノートに
書き出した。これらの気付きや疑問をクラス全体で
共有する中で、染色体の本数や、形、大きさ、縞模
様等の特徴に着目していることを確認した(図15)。
たくさんの疑問が出た中で、班ごとに学習課題を設
定するために、図16に示す評価基準について示し

図15

観察を通して出た生徒の疑問

た。その 目標① 実証できそうな問題（問い）を見つけ、目的や課題を明らかにすることができる。
ことによ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
り、生徒
たちは実
証性につ
いて考慮

仮説だけでなく、検証計画
まで見通した問いを立てる
ことができた。

検証計画までは考えられな
かったが、仮説を設定でき
る問いを立てることができ
た。

図16

自分の興味や関心に基づい
た問いを立てることができ
たが、仮説を設定すること
はできなかった。

興味や関心を持つことがで
きず、問いを立てることが
できなかった。

「課題を設定する力」の評価基準

したり、仮説だけでなく、検証計画まで見通したり
して、学習課題を設定できるよう取り組んでいた。
ある班では、「だ腺染色体にある縞模様は何なの
か？」という学習課題と、「縞模様は遺伝子が存在
する位置を示しており、その部分には多くの遺伝子
が詰まっている」という仮説を設定する中で、既習
事項を基に、
「酢酸カーミン溶液を用いて染色する」
や「縞模様の幅をミクロメーターで測定する」とい
- 8 -

図17

検証計画まで見通した学習課題の設定
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う顕微鏡観察による検証方法を検討している姿も見られた。また、自分たちの興味や関心に基づ
いた問いを課題に設定するだけでなく、観察結果をいくつか予想し、それぞれの結果で違う結論
を想定している班の姿も見られた(p.8の図17)。
イ 伝えるべき項目を押さえたプレゼンテーションの実施
生徒の「他者に表現する力」を育成するため、各班の学習課題、仮説、検証計画等について、
発表する場面を設定した。また、生徒同士による相互評価を取り入れ、他者の評価により自己肯
定感を高めたり、他者を評価することで自らを見直したりする機会とした。発表準備をする際に
は、評価基準(図18)を基に、生徒たちが伝えるべき項目を押さえ、他者に伝わりやすい発表にす
るために
は、どう
すればよ
いかを相
談し合う

目標②

探究の成果などを適切に表現し、発表することができる。
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

伝えるべき項目を押さえ、
他者に伝わりやすい表現を
用いて、発表することがで
きた。

伝えるべき項目を押さえ、
発表することができた。

発表することはできたが、
伝えるべき項目を押さえる
ことはできなかった。

探究の成果などをまとめる
ことができず、発表するこ
とができなかった。

姿が見ら

図18 「他者に表現する力」の評価基準

れた。また、班のメンバーの発言に共
感したり、相手の発言を引き出したり
しながら、自分の意見を伝え、班の考
えをまとめている姿も見られた(図
19)。班で発表する際には、聞いてい
る他の班の生徒の反応を確認しなが
ら話し、少しでも他者に伝わるよう努
力する姿が見られた。相互評価につい
ては、よかった点について記述するよ
う指導すると、各班の発表の特徴を捉
図19

えながら評価している姿も見られた。

発表用にまとめたホワイトボード

このような取組において、発表・評価の活動で終わるのではなく、他の班の発表や相互評価を基
に、気付いたことや学んだことを班のメンバーで再度交流することで、班の考えをより妥当なも
のにしたり、探究の過程を振り返ったりすることにつなげることが必要となる。また、こうした
発表や評価の目的・意図を事前に伝え、全体で共有することも重要であると感じた。
ウ

探究の過程全体を振り返り、自らの探究のあり方について説明
各班で設定した学習課題に対
して、それぞれの生徒は結論を導
いた後、「振り返り・自己評価シ
ート」を用いて、探究の過程を振
り返り、「だ腺染色体には、どの
ような特徴があるか？」につい
て、授業で学んだことを基に、再
度考えた。学習前は、染色体の本
数や、形、大きさ等の特徴に関す

図20 生徒の振り返りの記述

る記述であったが、学習後は、だ腺染色体の様々な特徴がなぜ見られるのかについて、遺伝情報
の伝達に関する学びと結び付け、「パフ」や「転写」等のキーワードを用いて説明する生徒の姿
が見られた(図20)。また、「探究ノート」と合わせて、探究の過程全体を振り返ることにより、
- 9 -
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生徒は学習の前後での自己の考えがどのように変容していったのかを把握することができ、自ら
の探究のあり方について考えるための取組となった(図21)。

図21

生徒が作成した「探究ノート」(※一部、「振り返り・自己評価シート」を添付)(囲み線は筆者)

「探究ノート」は、探究の過程における自らの思考の流れを可視化し、確認できることが重要
となる。他の生徒がどのように記述しているかお互いに見せ合ったり、指導者が記述に関するポ
イントやよい例を紹介したりして、「探究ノート」の作成に取り組んだ。生徒は、「自分の考え」
を自分の言葉で表現し、図や表、イラストを描き加える等して、自分なりの「探究ノート」を作
成していく姿が見られた。
３

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(図
22)。調査結果を見る
と、全ての項目で肯定
的な回答が多く、科学
的に探究する学習活動
や「振り返り・自己評価
シート」と「探究ノー
ト」の取組に概ね意欲
的に取り組んだことが
分かる。また、11ページ
の図23に示す生徒の自
由記述からは、自分の
考えを他者と交流する
ことや、自己の学びを
振り返ることの重要性

図22

理科の授業に対する生徒のアンケート調査の結果
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に気付いたり、他の班の発表を基に違った観点からの学びができたと実感したりしている様子がうか
がえた。これらのことから、指導者が、育成したい資質・能力を明確にして「振り返り・自己評価シ
ート」を作成し、学習の最初に全体で共有することや、生徒が「探究ノート」を作成することは、生
徒が探究の過程全体を主体的に取り組んだり、振り返ったりすることに効果を示したことが分かっ
た。
一方で、⑥、⑦、⑧の項目では、「４.当てはまる」と回答した割合が３割を下回った。実際に、自
分の考えや疑問を表現したり説明したりする学習活動に戸惑いを感じている生徒や、「探究ノート」
の作成や「振り返り・自己評価シート」を用いた自己評価の取組に、目的や意義を見いだせていない
生徒の様子が見受けられた。そこで、指導者は、生徒が自分の考えや疑問をもつことの大切さや自分
の言葉で表現することの重要さを伝え、生徒が自分の学びを振り返ったり評価したりすること、「探
究ノート」を作成することの目的や意義を実感できるよう取り組んでいく必要があると考える。
・自分たちの考えた課題に対して、仮説を立てたり、結論を考えたりするのは難しかったけど、班のメン
バーとの活動により、自分一人では考えつかない、よりよい考えをもつことができた。
・「振り返り・自己評価シート」を用いて自己評価したり、新たな疑問を記述したりすることで、次の学習
に向けての意欲が高まった。また、振り返ることで、自分のよかった点が分かったり、悪かった点を反
省したりすることもでき、次の時間の授業は、積極的に活動できた。
・自分の考えをもったり、他の人のよい考えを取り入れたり、いろいろと考えながら「探究ノート」を作成
できた。そこから、授業内容を理解したり、自分の成長を確認したりすることができた。
・「探究ノート」は、自由に記述することができるので、自分の考えを整理することができた。また、授業
で発表したり、他の人に説明したりする場面で、大いに役立った。
図23

４

探究の過程の充実に向けた取組に関する生徒の自由記述(下線は筆者)

指導者の意識調査
実証授業後、探究の過程の充実に向けた取組について、指導者と意見交流した内容を図24に示す。
指導者は、探究の過程の充実に向けた取組を通して、生徒の実態を把握し、各単元・授業で育成した
い資質・能力を明確にもつことが重要であることに気付いた様子であった。この育成したい資質・能
力を基に、「観点別学習状況の評価シート」を作成することで、指導者自身が生徒にどのような姿に
なってほしいかイメージすることができた。また、生徒に事前に提示し共有したことで、生徒自身も
どのような姿を目指せばよいかイメージして、主体的に授業に取り組むことができたことを実感して
いた。「探究ノート」の作成については、取組状況についての差は見られたが、「探究ノート」への
記述を基に、個人の考えをまとめ、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ことが分かった。このように、科学的に
探究する学習活動を取り入れ、「観点別学習状況の評価シート」や「探究ノート」を活用することを

通して授業改善に取り組み、探究の過程の充実を図ろうとする指導者の意識の向上が見られた。
・「観点別学習状況の評価シート」を作成することは、どのような資質・能力を育成したいか、そのために
はどの場面で評価するか等を考えるきっかけとなり、授業づくりに生かすことができた。
・学習前に、「観点別学習状況の評価シート」で評価基準を示すことにより、生徒がどのような姿を目指
せばよいのかイメージすることができ、「主体的な学び」へとつなげることができた。
・「観点別学習状況の評価シート」を用いることにより、ペーパーテスト以外の評価をすることができ、
指導者・生徒ともに、学習の成果を実感することができた。
・「探究ノート」の作成の取組により、生徒が個人の考えをもつことや、自分と違う考えを取り入れ、よ
りよい考えにすることの大切さに気付くことができ、グループワーク等の「対話的な学び」の充実につ
なげることができた。
・「観点別学習状況の評価シート」や「探究ノート」の取組は、生徒の学習したことを可視化することが
できるので、生徒に適切なフィードバックを与えればよい流れができると思う。
・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24 探究の過程の充実に向けた取組に関する指導者の意見(下線は筆者)
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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)

育成したい資質・能力を基に、「観点別学習状況の評価シート」を作成することで、指導者自身

が生徒にどのような姿になってほしいかイメージすることができた。また、生徒に事前に提示し共
有したことで、生徒自身もどのような姿を目指せばよいかイメージして、主体的に授業に取り組む
ことができた。
(２)

生徒が、「探究ノート」と「振り返り・自己評価シート」を用いて自らの探究のあり方を振り返

ることにより、学習前から学習後の自己の変容を認識することができ、自らの探究の過程をメタ認
知できる生徒の姿が見られた。
２

今後の課題

(１)

各学校や生徒の実態に合う「観点別学習状況の評価シート」を作成するためには、具体的な生徒

の姿を想定し、生徒とともに改善する取組を継続していく必要がある。
(２)

高等学校理科における探究の過程の充実に向けた指導と評価の取組を広げ、総合的な探究の時間

や新教科「理数」の授業づくりにつなげていく必要がある。
文
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