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滋賀県総合教育センター  

                         田 中 美 甫  

 小・中学校学習指導要領(平成29年告示)においては、児童生徒の資質・能力

の育成に向けて、理科の見方・考え方を働かせ、科学的に探究(問題を科学的に

解決しようと)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、「粒子」・「生命」領域において、まず各領域の学びのつなが

りを見いだした。それを基に、小・中学校の校種を越えた授業実践の交流と授

業分析に基づく研修を往還させた。その結果、児童生徒が発達段階に応じて働

かせる理科の見方・考え方が明らかとなり、小・中学校の学びのつながりを見

据え、探究的な学習過程を重視した理科の授業づくりを行うことができた。 



 

 

平成30年度(2018年度) 理科プロジェクト研究 研究概要図 

小・中学校の学びのつながりを見据えた 
理科の授業づくり 

学びのつながり 

【小学校】 

【中学校】 

 
 

・主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 
・深い学びの鍵として見方・考え方を働かせることが

重要 

 

 

学習内容のつながり 
 

理科の見方・考え方の
つながり 

 
 

第６学年 

「水溶液の性質」 

第３学年 

「植物を育てよう」 

第３学年 

「化学変化と電池」 

第２学年 

「動物の仲間」 

授業実践 

授業実践シートを

用いての児童生徒

の見取り 

学びのつながりに

基づいた指導案シ

ートの作成・検討 

小・中学校の研究

授業 

 

学習指導要領(平成29年告示) 

授業分析 

児童生徒の見取り

方 

各領域の学びのつ

ながりを作成 

学びのつながりに

基づいた分析 

平成29年度理科プロジェクト研究 
深い学びを実現する理科の授業づくり 

 ・理科の見方・考え方を働かせる場面の設定 

・単元を通した授業計画 
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理科プロジェクト研究 

 

「粒子」・「生命」領域における 
小・中学校の学びのつながりを見据えた理科の授業づくり 

－児童生徒が発達段階に応じて働かせる理科の見方・考え方を明らかにすることを通して－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

 

現行の小・中学校学習指導要領(平成20年告示)では、理科の目標を「科学的な見方や考え方を養うこ

と」と示されており、このことから、小・中学校の理科では、「科学的な見方や考え方」を育成するこ

とを重要な目標として取り組み、授業づくりを行ってきた。しかし、今回の学習指導要領改訂で、見方・

考え方は資質・能力を育成する過程で働く、物事を捉える視点や考え方として示されたため、理科にお

いては、児童生徒が理科の見方・考え方を働かせながら探究的な学習過程を通して学ぶことにより、理

科で育成する資質・能力の獲得につながる授業への転換を図る必要がある。 

本県では、小・中学校学習指導要領(平成29年告示)の実施に向けて、主体的・対話的で深い学びの実

現を図る授業改善に向けた取組を積極的に進めている。また、小・中学校学習指導要領(平成29年告示)

解説においては、深い学びの鍵として見方・考え方を働かせることが重要だと述べられている。これら

のことからも、理科の授業改善において理科の見方・考え方が極めて重要な視点になってくると考えら

れる。 

当センターでは、平成29年度理科プロジェクト研究において、深い学びの実現を目指す理科の授業づ

くりを行った。児童生徒の資質・能力を育成するために、単元を通した授業を計画し、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。しかし、実践する領域が様々であり、領域内での学びのつながりが深まらず、

児童生徒が発達段階に応じて働かせる理科の見方・考え方を意識しながら実践するところまで至らな

かった。 

そこで本研究では、「粒子」・「生命」領域における授業実践の中で、研究委員同士の授業分析や児

童生徒の見取りを基に、児童生徒が発達段階に応じて働かせる理科の見方・考え方を明らかにし、小・

中学校の学びのつながりを見据え、探究的な学習過程を重視した授業づくりを行うことを目指し、本主

題を設定した。 

 

Ⅱ 研 究 の 目 標 

 

「粒子」・「生命」領域における授業実践と授業分析に基づく研修の往還を通して、児童生徒が発達

段階に応じて働かせる理科の見方・考え方を明らかにし、小・中学校の学びのつながりを見据え、探究

的な学習過程を重視した授業づくりを目指す。 

 

Ⅲ 研 究 の 仮 説 

 

小・中学校の校種を越えて「粒子」・「生命」領域における授業実践を行い、交流・分析をし、各学

年で児童生徒が働かせる理科の見方・考え方の共通点・差異点を見いだす。そのことにより、児童生徒

が発達段階に応じて働かせる理科の見方・考え方が明らかになり、小・中学校の学びのつながりを見据

え、探究的な学習過程を重視した授業づくりを行う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 同領域における小・中学校の学びのつながり 

小・中学校学習指導要領(平成29年告示)では、理科の学習内容を「エネルギー」「粒子」「生命」

「地球」の４領域に分類している。本研究では、児童生徒が計画的に実験を行い課題を追究すること

ができる「粒子」領域と、児童生徒が諸感覚を通して生物に働きかけ、追究することができる「生命」

領域において研究を行う。 

本研究における学びのつながりとは、学習内容のつながりと児童生徒が働かせる理科の見方・考え

方のつながりとする。学習内容のつながりは、各学年で行う学習内容を整理することで明らかになっ

たつながりとする。また、理科の見方・考え方のつながりは、各学年で児童生徒が働かせる理科の見

方・考え方をまとめることで、それらの共通点・差異点を見いだし明らかになったつながりとする。

これらの系統性を基に、小・中学校の学びのつながりを見据えた授業づくりを行う。 

 

２ 理科の見方・考え方の捉え方 

理科の見方・考え方は、小・中学

校学習指導要領(平成29年告示)解

説理科編(以下、学習指導要領解説

という。)を基に整理できる(表１)。 

本研究で行う「粒子」領域の主な

理科の見方は、質的・実体的な視点

と示されている。質的な視点とは、物の性質を捉える視点であり、物を構成する要素である形や体積、

状態変化のことと考える。実体的な視点とは、目に見えなくてもそこに物体が存在するという視点で

あると考える。「生命」領域の主な理科の見方は、共通性・多様性の視点と示されている。多様な生

物の存在と、多様であっても共通する性質を併せてもつ生命体の特徴を捉える視点であると考える。

理科の見方は、各領域において主な視点が示されているが、それら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。 

また、理科の考え方とは、それぞれの領域の探究的な学習過程の各場面で、比較する、関係付ける、

条件を制御する、多面的に考える等の科学的に探究する方法を用いて考えることと捉える。 

 

３ 研修と実践の往還を通した授業づくりと授業分析 

(１) 小・中学校の学びのつながり 

学びのつながりの一つである

学習内容のつながりを見いだす

ために、まず、図１のように、各

領域において各学年の学習内容

を書き出す。その際、「粒子」領

域は「粒子の存在」「粒子の結合」

「粒子の保存性」「粒子のもつエ

ネルギー」の四つに、「生命」領

域は「生物の構造と機能」「生命

の連続性」「生物と環境の関わり」の三つに分け、学習内容を記入していく。次に、学習指導要領

解説や教科書を参考に、それぞれの学習内容のキーワードを矢印でつないでいくことで、小・中学

図１ 学びのつながり 

表１ 理科の見方・考え方 
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校の学習内容のつながりを明らかにする。 

 理科の見方・考え方のつながりにおいても、同様に学習対象と理科の見方・考え方を２ページの

図１のように書き出す。各学年で児童生徒が働かせる理科の見方・考え方の共通点・差異点を見い

だすことで、理科の見方・考え方のつながりを明らかにする。 

 その際、図２の授業実践シートを活用することで、学びのつながりをより児童生徒の実態に即し

たものにする。授業実践シートには、実際の授業で指導者が見取った児童生徒の学びの姿や児童生

徒が働かせた理科の見方・考え方、指導者の

手立てを、実践後に記入していく。各指導者

が授業実践ごとに記入した授業実践シート

を研究会に持ち寄り、各学年でどのような

理科の見方・考え方を働かせて学んでいた

かを校種を越えて交流し、実際の児童生徒

の学びの姿を２ページの図１に追記してい

く。それを基に、各学年で児童生徒が働かせ

る理科の見方・考え方の共通点・差異点を協

議し、小・中学校の学びのつながりを明らか

にする。 

 

(２) 探究的な学習過程 

理科では、児童生徒が探究的な学習過程

において理科の見方・考え方を働かせて学

ぶことで、資質・能力の育成につながると

考える。中央教育審議会で示された「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、理科において資質・能力の育成のた

めに重視すべき学習過程の例として図３

が記されている。 

探究的な学習過程の各場面で必要な資質・能力を育成するために、小・中学校の学びのつながり

を見据え、児童生徒がどのように理科の見方・考え方を働かせればよいのかを考えて授業づくりを

行う。 

 

(３) 指導案シートを用いた授業づくり 

本研究では、４ページの図４のような指導案シートを用いて授業づくりを行う。単元や授業を構

想するにあたり、単元目標を設定した後、学びのつながりと児童生徒の実態を明確にする。本単元

の学びのつながりの欄には、各領域における小・中学校の学びのつながり(p.2の図１)から、本単元

で学習する学びのつながりの部分を抜き取り記入する。児童生徒の実態の欄には、本単元の学びの

つながりを基に、児童生徒はこれまでどのような理科の見方・考え方を働かせて学んできたかや、

理科への学習の取組の状況を記入する。これらを明らかにすることで、指導者は、本単元で児童生

徒がどのような理科の見方・考え方を働かせればよいか、そのためにはどのような手立てが必要か

を考えることにつながる。 

図３ 探究的な学習過程 

図２ 授業実践シート 

児童生徒の 

学びの姿 

働かせた 

理科の見方・ 

考え方 

指導者

の 

手立て 
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続いて、確認した本単元の学びのつながりと児童生徒の実態を基に、単元計画を作成する。その

後、目指す児童生徒の学びの姿を想定して本時の目標を設定し、探究的な学習過程を踏まえた授業

の流れを検討し、板書をイメージして記入する。その際、指導者の手立てを明確にするために、児

童生徒が働かせる理科の見方・考え方を授業の流れの欄に記す。 

 

(４) 授業分析 

指導案シートを用いて構想した授業

実践を研究委員が相互参観し、その後、

授業分析を行う。参観した研究委員は、

授業で見取った児童生徒が理科の見方・

考え方を働かせて学んでいる姿と、その

ときの指導者の手立てを付箋に記入す

る。参観後に、記入した付箋を指導案

シートの拡大図に貼りながら、児童生徒

がそれぞれの学習場面でどのような理

科の見方・考え方をどのように働かせて

学びを深めていたかや、本時の目標に迫

れていたかを協議する(図５)。 

 

Ⅴ 研 究 の 進 め 方 

 

１ 研究の方法 

(１) 「粒子」・「生命」領域において探究的な学習過程を重視し、児童生徒が発達段階に応じた理科

の見方・考え方を働かせる授業づくりの目標を共有する。 

(２) 授業実践シートを用いて研究委員が見取った児童生徒が働かせた理科の見方・考え方と学習指導

要領解説を基に、「粒子」・「生命」領域の学びのつながりを見いだす。 

(３) 「粒子」・「生命」領域の学びのつながりから児童生徒が発達段階に応じて働かせる理科の見方・

考え方を見いだし、指導案シートを用いて授業づくりを行う。 

図４ 指導案シート 

図５ 指導案シートを用いての授業分析 

単元の計画 

本時に働かせる理科の見方・考え方 

授業の流れ 

   ・板書をイメージして記入する。 

・探究的な学習の過程を踏まえる。 

・児童生徒が働かせる理科の見方・考え方を記す。 

 

本時の目標(目指す児童生徒の姿) 本時の評価規準 

単元の目標 

(児童生徒に付けたい力) 

単元の評価規準 

本単元の学びのつながり 

児童生徒の実態 

指導によせて 
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(４) 「粒子」・「生命」領域で授業実践を行い、校種を越えて相互に授業を参観し協議することで、

小・中学校の学びのつながりを見据えた授業づくりを検証する。 

 

２ 研究の経過 

４月 

５月 

５～６月 

６月 

８月 

10～11月 

研究構想 研究推進計画の立案 

第１回研究会 

各研究協力校での授業実践 

第２回研究会 

第３回研究会 

公開授業 

10月 

 

11～12月 

１月 

２月 

３月 

第４回研究会 

第５回研究会 

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 

研究会での授業分析に基づく研修と、研究協力校での授業実践との往還により、研究委員が「粒子」・

「生命」領域における小・中学校の学びのつながりを見据えた授業づくりをするために、図６のよう

に計画・実施した。 

 

 

２ 「粒子」領域における授業づくりと実践 

(１) 小・中学校の学びのつながり 

第３回研究会において、６ページの図７を作成し、「粒子」領域の学びのつながりについて協議

した。学習内容のつながりにおいては、発達段階に応じて学習の対象が、粘土や金属等の物レベル

から、水に溶けている物等の物質レベルへと変化する。理科の見方・考え方についても、物の性質

を単一の視点で捉えていたのが、複数の視点で目に見えないレベルの原子や分子を捉えるようにな

る。このように発達段階に応じて働かせる理科の見方・考え方が明らかになった。 

図５ 研修と実践の往還 

図６ 研修と実践の往還 
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校

種 

学

年 

学習内容のつながり 
学習
対象 

理科の見方・考え方のつながり 

粒子の存在 粒子の結合 
粒子の 

保存性 

粒子のもつ 

エネルギー 

見方 

(主に質的・実体的な視点) 
考え方 

小
学
校 

３ 
  

 

  物の性質 

 

 

形や体積 重さ 比較する 

４ 

    空気と水

の性質 

体積や圧し返す力の変化 

圧す力 

関係付ける 

    金属、水

及び空気

の性質 

体積や状態の変化 

熱の伝わり方 

温度の変化 

関係付ける 

５ 
    物の溶け

方 

溶ける量や様子 

水の温度や量 

条件を制御する 

６ 

 

 

 

 

 

   
燃焼の仕

組み 

 

 

 

空気の変化 物の燃え方を多面的に考える 

     

水溶液 

溶けている物 

(性質・働き・状態) 

 

 

 

 

水溶液の性質や働きの違いを

多面的に考える 

中
学
校 

１ 

    
身の回り

の物質 

密度や加熱した時の変化等の

固有の性質 共通の性質  

気体の性質 発生方法    

比較する 

    
水溶液 

物質の溶け方(粒子のモデル) 

溶質を取り出す 溶解度 

関係付ける 

 

    

状態変化 

体積は変化するが質量は一定 

融点・沸点による混合物の分

離 

関係付ける 

多面的に考える、比較する 

２ 

    分解 

原子・分子 

物質は原子・分子からできて

いること 

多面的に考える 

    

 

 

 

 

 

 

化学変化 

酸化・還元 

反応前後の物質の変化 関係付ける 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

質量保存 

化学反応の前後の物質の質量

の総和 

条件を制御する 

３ 

    
イオン 

化学変化とイオン(モデル)、

変化の規則性や関係性 

関係付ける 

 

   

 

 
化学電池 

電解質水溶液と 2 種類の金属 関係付ける 

 

 

 

 

   

 

  

 

状態変化 

化学変化と電池 

化学変化と物質の質量 

質的・実体的な視点 

物の性質を捉える視点 

目に見えなくてもそこに物体が存在するという視点 

 

性 

質 

と 

変 

化 （窒素に物を燃やす働きがない）原因と（窒素の中にろう

そくの火を入れるとすぐに消える）結果に着目し、実験の

見通しを立てた。 

物が燃える前と燃えた後の空気は変化したと捉えた。 
酸素・二酸化炭素・窒素を粒として捉えてイメージ化した。 

反応前後の質量変化を調べるために条件を制御して実験

計画を立てた。 

反応後に固体や液体、気体が発生しても質量の総和は同じ

と導き出した。 

金属と結び付く酸素の量を調べるために条件を制御して

実験計画を立てた。 

物質レベル 

複数の見方 

単一の見方 

物レベル 

空気と水の

性質 

物と重さ 

金属，水，
空気と温度 

燃焼の仕組み 

物質の 
すがた 

化学変化と電池 

エネルギーと物質 

自然環境の保全と

科学技術の利用 

物

と

重

さ 

物

体

の

状

態

・

体

積 

物の溶け方 

水溶液 

水溶液の性質 

 

 

 

結

合 

物質の成り

立ち 

図７ 「粒子」領域の学びのつながり 

※(   は指導者が実際に見取った児童生徒の学びの姿) 

単一の見方 

複数の見方 

複数の見方＋概念 

燃焼の前後における、炭素や鉄の質量の変化を比べた。 

目に見えない原子に質量があると捉えた。 

使い捨てカイロをふると温度が上がることと酸化反応と
を関係付けて考えた。 

化学変化 

使用済みの使い捨てカイロを再び使うための必要な条件
を調べるために、条件を制御し実験計画を立て、様々な結

果を多面的に考察して結論を導いた。 

水溶液とイオン 

合 

結 

化 
学 
変 

化 
の 
利 
用 
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(２) 学びのつながりを意識した授業づくり 

 小学校第６学年「水溶液の性質」では、本単元の学びのつながりを表２のように作成し、授業づ

くりを行った。このように本単元の学びのつながりを作成することで、指導者は、小学校第５学年

の条件を制御しながら調べるという学びを生かし、水溶液の性質や働きの違いを多面的に調べる学

習であることを意識した。また、中学校段階では物質の水への溶解や化学変化を粒子や原子・分子

のモデルと関連付けて考えることを見据えて授業づくりを行うことができた。 

 また、探究的な学習過程の各場面で主にどのような理科

の考え方を児童生徒が働かせているかについては、学年や

単元が違っても共通しているものがあることから、表３に

まとめ、授業づくりに活用した。 

 

(３) 実践事例「粒子」領域：小学校第６学年「水溶液の性質」 

本単元は、複数の見方を働かせて、水溶液の性質や状態等の違いを多面的に調べる学習である。

授業づくりでは、複数の見方を働かせ多面的に考えて、検証計画の立案を行う場面と考察から結論

を導く場面を重視した。 

  ア 複数の見方を働かせて実験を行う場面 

指導者は、単元の最後に、児童が既習事項である水溶液の性質や状態等の複数の見方を働かせ

て実験を行わなければ解決できない学習課題として、「中身の分からない七つの水溶液から『水』

を見つけるためにはどうすればよいだろうか」を提示した。また、児童が主体的に学習を進めて

いく中で自在に理科の見方・考え方を働かせる手立てとして、実験計画や準備物を班で相談して

決めていく場面を設定した。 

児童は班ごとに、複数の実験を行って分類しながら七つの水溶液を特定できるように計画を立

てた。ある班は、水溶液中のにおいにまず着目し、次に水溶液中に溶けている物質の状態、そし

て性質と、順に着目して実験を行った。他の班も同様に既習事項と関係付けて着目する点を見い

だし、実験により七つの水溶液を分類しながら学習課題に取り組んだ(図８)。 

表２ 小学校第６学年「水溶液の性質」の学びのつながり 

表３ 探究的な学習過程と理科の考え方 

図８ 学習の様子 

実験計画 

１．においがあるかないかを調べる。 

２．蒸発させて溶けている物質の状 

態を調べる。 

３．リトマス紙で性質を調べる。 

１.においをかぐ 

青いリトマス紙が赤色に

変化すれば酸性だね。 

３.リトマス紙につける 

水であれば蒸発させる

と何も残らないはず。 

２.蒸発させる 

においがあると塩酸か

アンモニア水だね。 
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このように単元の終わりに既習事項を生かして取り組むことができる学習課題を提示するこ

とは、児童が前時までに働かせた理科の見方を複数働かせて問題を解決する過程を学ぶことに有

効な手立てであった。 

また、児童が複数の見方を働かせて学習することは、中学校から原子・分子・イオンの概念が

加わっても混乱することなく学ぶことへつながる。 

イ より妥当な考えを導くために質的・実体的な視点で多面的に考察を行う場面 

小学校第６学年で目指す資

質・能力の一つであるより妥

当な考えを作り出す力を付

けるために、指導者は、「金

属が溶けた水溶液から出て

きた物は元の金属と同じ物

か、違う物か」という学習課

題に対して、児童が複数の実験結果を基に多面的に考える場面を設定した。 

児童がアルミニウムの性質に基づいて課題を解決する方法を発想し、実験計画を立てられるよ

うに、指導者は元の金属であるアルミニウムの性質を提示した。児童が計画した実験は表４の４

種類である。班ごとに実験を行い、実験結果を基に個人で考察をし、アルミニウムかどうかを判

断した。Ｄ班の児童は、実験前にアルミニウムではないと予想していたので、出てきた物はアル

ミニウムの性質と異なり、磁石につくと考えていた。しかし、実験結果は磁石につかなかったた

め、出てきた物はアルミニウムだと判断した。個人で考察をした後、指導者は各班の結果と考察

を表にまとめ、提示した。児童は「なぜＤ班の考察だけちがうの？」と疑問をもち、学級全体で、

班によって考察が違うのはなぜかを考えることにした。すると、意見を交流する中で「Ｄ班は、

出てきた物は磁石につかなかったからアルミニウムだとしているけれど、磁石につかない物の中

にはアルミニウム以外の物もある」「磁石につかないからといってアルミニウムであるとはいえ

ないのではないか」といった考えが出された。これにはＤ班の児童も納得し、「全ての班の考察

を基にまとめると、出てきた物はアルミニウムではない」という結論に至った。 

このように、各班で異なる実験を行い、すべての実験結果と考察を共有できるようにすること

は、児童が多面的に考えながらより妥当な考えをつくりだすのに有効である。児童は複数の実験

結果を基に考えることで、一つの実験結果からで

は答えが導けないことに気付き、様々な結果から

多面的に考えて結論を導くことの必要性について

学んだ。このことは、児童の振り返りの記述から

も分かる(図９)。 

また、ある学校の授業実践では、児童が「水溶液から出てきた物

は元の金属と別の物だと分かったが、どのように別の物に変わっ

たのだろうか」と疑問をもった。指導者は、「粒子」領域の学習に

おいて、児童が粒子のモデルを使って自分の考えを表現すると、実

体的な視点を働かせてより深く学ぶことができ、中学校の学習内

容へもつながっていくと考え、日頃から粒子のモデルを使った授

業づくりを行ってきた。そこで、水溶液中の様子を粒子のモデルで

表すとどうなるのかと、全員で考えを深めた。児童は、アルミニウ

ムを塩酸に溶かした様子は、食塩を水に溶かした様子と同じよう

表４ 実験方法とその結果や考察 

 

図10 粒子のモデルを用いて考察 

図９ 児童の振り返りの記述(下線は筆者) 
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には粒子のモデルで表せないことに気付き、水溶液には金属を別の物に変化させる働きがあるこ

とを理解した(p.8の図10)。このように、小学校段階で粒子のモデルを使って考えを表現すること

は、気体や水溶液の中に入っている溶質のように目に見えない物を目に見える形で示すという実

体的な視点を働かせることにつながり、現象を捉えやすくなる。このことは、中学校で物質の水

への溶解を粒子のモデルと関連付けて考えたり、化学変化を原子・分子・イオンのモデルと関連

付けて考えたりして学習することにつながる。 

 

(４) 実践事例「粒子」領域：中学校第３学年「化学変化と電池」 

本単元は、複数の見方とイオンの概念を働かせて、電池の仕組みをイオンのモデルと関連付けて

考える学習である。授業づくりでは、電解質水溶液と金属が化学変化する時に起こる電子の授受や

金属のイオン化傾向をイオンのモデルと関連付けて考察・推論する場面を重視した。 

ア 複数の見方とイオンの概念を働かせて実験計画を立てる場面 

指導者は、学習課題として「金属はどんな順で

イオンになりやすいのだろうか」を提示し、水溶

液中でおこる化学変化について電子の授受や金

属のイオン化傾向という複数の見方と、イオンの

概念を働かせて考える場面を設けた。生徒は各班

で、三つの金属のイオンへのなりやすさの違いを

調べるために、複数の電解質水溶液から一つ(ま

たは二つ)と複数の金属から二つ(または一つ)の

計三つを選び、実験計画を図11のように立てた。 

イ 質的・実体的な視点で水溶液中の反応を考察する場面 

指導者は、実験後の考察の場面で、生徒が水溶液中の反応をイオ

ンのモデルで表すことにより、目に見えない電子の授受に着目し

て、金属原子がイオンへ変化する様子を考える時間を設けた。 

生徒はイオン化傾向について既に学んでいるが、電解質水溶液に

金属を入れた時の水溶液中の様子が分からずに悩んでいた。水溶液

中の電子の授受をモデルを使って表すことで、「分

かったかもしれない！」と気付き、「マグネシウム

片の表面に付着した物は、マグネシウムから電子を

もらってできた鉄だ」と、水溶液中の様子を班内で

説明している生徒の姿が見られた(図12)。その後、

三つの班の結果から考察ができるように交流する

場面を設けた。ある班は、自分の班の結果では銅が

最もイオンになりにくいことしか分からなかった

が、他の二班と考察を交流することで、四つの金属

のイオンへのなりやすさが分かり、順に並べることができた(図13)。 

このように、イオンのモデルという既習事項と現象とを関係付けて考えることで、質的・実体

的な視点で電解質水溶液や金属板の変化をイオンのモデルと関連付けて理解することができた。

また、本単元において生徒が班ごとに異なる金属板や電解質水溶液を選び実験を行うことは、班

を越えて交流することの必要性を感じることにつながり、様々な意見を基に複数の見方やイオン

の概念を働かせて多面的に考えることができた。 

図11 実験計画 

図12 モデル図を使った考察 

１班の結論 ２班の結論 自分の班の結論 

論 

図13 三つの班(１班～３班)の結論から導いた金属の

イオンのなりやすさ 

反応前 

論 

反応後 

論 

課題 

予想 

・ 

仮説 

実験

計画 
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３ 「生命」領域における授業づくりと実践 

(１) 小・中学校の学びのつながり 

 「生命」領域の学びのつながりについて、「粒子」領域同様協議を行った。学習内容のつながり

においては、発達段階に応じて学習の対象が、個体レベルから、細胞・生態系レベルへと変化する。

理科の見方・考え方についても、生命に関する自然の事物・事象を、共通性・多様性の視点で捉え

るようになる。このように、「生命」領域の学びのつながりを図 14のとおり整理した。  

 

   

(２) 実践事例「生命」領域：中学校第２学年「動物の仲間」 

指導者は、本単元の学びのつながりを

表５のように作成した。本単元は小学校

で学習した既習事項と関係付けて、いろ

いろな動物の共通点と相違点を見いだす

とともに、動物を分類するための観点や

基準を多面的に考えて表現する学習であ

る。ここでは、共通性・多様性の視点で動

物を捉えて体のつくりや特徴を比較し、次の進化の学習において過去から現在までの生物の変化と

体のつくりを関連付けて考えることを見据えて、動物を分類するための観点や基準を多面的に考察・

推論する場面を重視した。 

ア 共通性・多様性の視点で動物を分類するための観点や基準について話し合う場面 

指導者は、生徒が共通性・多様性の視点でいろいろな動物を捉え、分類するための観点や基準

を見いだすように、指導案シートを用いて授業づくりを行った(p.11の図15)。 

指導者は学習課題に、「どうすれば、いろいろな動物を二つに分類することができるだろうか」

を提示した。指導者が動物の骨格標本と実物の写真が付いたカードを示したことで、生徒は既習

事項を想起し、動物を二つに分類した。その後、各班の考えを発表し、学級全体で意見交流した。

生徒は、他の班が見つけた観点や基準で動物を本当に二つに分類できるかどうかを、生活経験や

図14 「生命」領域の学びのつながり 

表５ 中学校第２学年「動物の仲間」の学びのつながり 
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既習事項と関係付けて考え、矛盾点や疑問点を出し合った。「体が殻に覆われているか覆われて

いないか」という観点や基準を発表した班には、「覆われているといっても、包まれているのか

それとも上にかぶさっているのか分からない」と指摘した生徒がいた。また、「しっぽの有無」

という観点や基準には、「動物によってどの部分がしっぽなのかが分からない」と指摘があった。

これらのことから、生徒は曖昧な観点や基準では動物を分類できないことに気付いた。 

このように、動物を分類す

るための観点や基準は様々

で、目的に応じて多様な分類

の仕方があることに生徒が気

付くよう、授業者は、既習事項

や骨格標本、実物の写真を基

に、考える場面や学級全体で

話し合う場面を設けた。そう

することで、生徒が共通性・多

様性の視点で多面的に考えて

動物を分類するためのより妥

当な観点や基準を見いだすこ

とができた。 

  イ 動物の特徴を多面的に考え、順に分類する方法を見いだす場面 

    指導者は、脊椎動物を分類するための観点や基準を用いていろいろ

な脊椎動物を五つの仲間に順に分類する方法を考えることをねらいと

して授業を行った。 

考察の場面では、指導者が植物を分類するときに用いた樹形図を提

示することで、生徒は動物も順に分類できることに気付き、一人で考え

た後に班で意見交流した。ある班は、背骨の有無にまず着目し、次に子

の生まれ方、体温の様子、最後に呼吸方法というように、四つの観点を

基に分類した(図16)。生徒は、分類する順を考えることで、既習事項で

ある動物の特徴を多面的に考え、系統的に分けられることを見いだすことができた。 

このように、生徒が動物を系統立てて分類するための観点や基準があることに気付くために、

指導者は樹形図を活用してまとめる時間を設けた。そうすることで、生徒は知識をつなげ、より

科学的な概念へとつなげることができた。 

 

４ 研究委員の学びと意識の変容 

第１回研究会の中での交流内容と第５回研究会の研究委員の振り返りを比較し、理科の授業づくり

について大切にしていること、大切にしていきたいことの捉え方について、研究委員の意識の変容を

調査した(表６)。 

小学校の研究委員は、指導

者が縦のつながりや児童が

どのような理科の見方・考え

方を働かせて学びを深める

のかを具体的に意識するこ

との大切さに気付き、授業改

表６ 研究委員の意識の変容 

図16 樹形図を用いて分類する

 

図15 中学校第２学年「動物の仲間」の単元で作成された指導案シート(一部抜粋) 
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善を行うことができた。中学校の研究委員は、第５回研究会後に「以前は生徒が机を合わせて話合い

活動を行えば、主体的に学んでいると感じ満足していた。しかし、生徒がどのような理科の見方・考

え方を働かせればよいかを明確にして授業を行うと、生徒は何をどのように考えればよいかが分か

り、自分の考えを基に結論にたどり着こうとする姿が見られた」と話し、指導者が生徒の働かせる理

科の見方・考え方を意識して授業づくりを行えば、生徒の学ぶ姿が変容することを実感していた。 

このように各研究委員は、授業の流れや指導方法を考える前に児童生徒の学びの姿や児童生徒が働

かせる理科の見方・考え方を想定してから授業づくりを行うこと、また小・中学校のつながりを意識

することの大切さに気付き、授業づくりに向けての意欲を高めた。 

 

Ⅶ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究のまとめ 

(１) 「粒子」・「生命」領域において各領域の学びのつながりを見いだし、児童生徒が発達段階に応

じて働かせる理科の見方・考え方を明らかにすることで、小・中学校の学びのつながりを見据えて、

探究的な学習過程を重視した授業づくりを行うことができた。  

(２) 探究的な学習過程の各場面で児童生徒がどのような理科の見方・考え方を働かせるかを明確にし

て授業を実践し、子どもの姿を基に授業分析を行うことで、児童生徒が既習事項と関係付けたり多

面的に考え学んだりする姿につながった。 

 

２ 今後の課題  

(１) 「エネルギー」・「地球」領域においても学びのつながりを見いだし、小・中学校の学びのつな

がりを見据えた授業づくりをする必要がある。 

(２) 児童生徒が理科の見方・考え方を働かせて学ぶことが、資質・能力の育成につながっていること

をどのように見取るか検証していく必要がある。 
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