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「科学が好きな子どもを育てる」 

～なぜを大切に／感性・創造性・主体性の育成～ 
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１ はじめに 

2010 年４月に３年生全生徒１０４名に調査をしたところ、４４名（４１％）の生徒が「理

科が嫌い、もしくはどちらでもない」と回答した。2011 年３月上旬、同様の調査を行った

所、その生徒たちの中で２４人（全校比２３％）の生徒が、「好き」の回答に変化した。「好

き」に変化した生徒の理由の主なものは以下のとおりである。（表の前後は対応しており、

同一生徒である） 

４月「好きでない」理由 

・実験は楽しいが勉強が難しい 

・難しい 

・実験は好きだがそこから考えるのが苦手

 

３月「好き」な理由 

・実験が面白いし分かりやすい 

・実験が楽しい。結果がどうなるか楽しみ。

・どうなるか考えて、予想外になることが

楽しい。 

総じて、「理科は難しい」と感じていたものが、「考えながら実験し、追究していくこと

が楽しい」と変容した生徒たちであると言える。 

昨年、２回目の「ソニー子ども科学教育プログラム」応募論文にまとめた「土岐津中プ

ロジェクトⅡ」で一定の成果を得た後、継続発展して「土岐津中プロジェクトⅢ」を実践

し、「科学が好きな生徒」の育成を図ってきた。 

昨年度の夏休みに立案した当初計画と比べると、順調に進行し成果を上げた実践もある

が、なかなか推進することができなかった計画もあった。それらの反省も踏まえ、「土岐津

中プロジェクトⅢ」をまとめ、来年度の計画を立案したい。 

 

２ 本校の学校教育目標と本校が捉える科学が好きな生徒 

 本校の学校教育目標は、以下の通りである。 

 
 この学校教育目標から、本校の捉える科学が好きな生徒を次のように定義した。 

 
まず、仲間と学び合うことにより、創造性の育成を図りたいと考えた。理科では自然と

向き合うことで、自分の見方や考え方を変容させる。しかし、個人が自然を捉えた見方や

考え方は十分に科学的なものであると言えないことが多い。それを、他者との学び合いに

おいて、より深い議論や検討をすることによって、より広く、深く科学的な見方や考え方

ができるようになる。そのような活動を通して、創造性が育成できると考えた。 

さらに、粘り強く課題を追究する生徒は、自分自身が持った「なぜ」を大切にして、方

法を工夫し主体的に追究していくであろう。また、自分の疑問から出発し、方法を工夫し、

本校の捉える科学が好きな生徒 
仲間と学び合う中で（力を合わせて）、粘り強く課題を追究し（やりとげよう）、
科学的な見方や考え方を広め、深め、自分との関わりで自然や科学を考えら
れる生徒（よく考え） 

土岐津中学校学校教育目標 

よく考え 力を合わせて やりとげよう 
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繰り返し観察・実験を行いながら追究していく学習活動は、創造性の育成にもつながると

考えた。 

こうした理科の学習により、自分がもっている見方や考え方をより、科学的な見方や考

え方に広め、深め、生徒は自然や科学を自分との関わりで捉えられるようになる。そのこ

とがより豊かな自然観を形成し、豊かな感性の育成につながると考えた。 

そこで、以下のような生徒の姿を生み出したいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎科学的な見方や考え方を広め深める姿 

「観察，実験結果から、科学的な見方や考え方を広め、深め、表現する」 

「仲間の自然に対する見方や考え方から、科学的な見方や考え方を広め、深め、表現す

る」 

◎科学的に探究する力を身に付けた姿 

「事象提示や、実験結果から自分の疑問や考えをもち、話したり書いたりできる」 

「図表など、情報を読み取り追究に生かすことができる」 

◎自分から科学に関わろうとする姿 

「授業で学んだことを授業以降にも、さらに追究しようとする」 

「授業と離れた内容でも科学に関心をもち知ろうとする」 

科
学
が
好
き
な
生
徒 

⑤ノート指導と評価（継続） 

⑥理科における学び方の指導（継続） 

⑦情報機器を活用した指導の工夫（新規） 

仲
間
と
学
び
合
う
中
で
、
粘
り
強
く
課
題
を
追
究
し
、

科
学
的
な
見
方
や
考
え
方
を
広
め
、
深
め
、
自
分
と

の
関
わ
り
で
自
然
や
科
学
を
考
え
ら
れ
る
生
徒 

土岐津中プロジェクトⅢ-１ 

科学的な見方や考え方を広め、深める授業実践 

２０１１年度版土岐津中プロジェクト（改訂版） 

①単元や各時間で育てたい科学的な見方や考え方の明確化（継続） 

②多くの科学的な体験を行う機会を位置付け、実感を伴った理解を促す

（継続） 

③分析して解釈する力を高める教材教具の開発（継続） 

④学び合い（話し合い活動）の組織化（継続） 

土岐津中プロジェクトⅢ-２ 

授業を支え、科学的に探究する力を育てる実践 

土岐津中プロジェクトⅢ-３ 

授業を離れても科学への関心や意欲を高めるための実践 

⑧科学への関心を高める掲示・展示と理科室開放 
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自然に対する科学的な見方や考え方 

 生物領域 
各
領
域
の
自
然
に
対
す
る 

科
学
的
な
見
方
や
考
え
方 

生物ははたらきに応じたか

らだのしくみがあり，生命を

連続させているという見方

や考え方 

３ 
 

年 
 

生 

科学技術は人間の生活を豊か

にする一方、自然環境に対し影

響を与えるため、環境との調和

を図り、持続可能な社会をつく

ることが重要であるという見方

や考え方 
【自然環境の保全と科学技術の

利用】 
 環境も生命も時間や空間のつ

ながりの中にあるかけがえのな

いものであり，人間もそのつな

がりの中に生きているという見

方や考え方 
【自然と人間】

細胞のはたらきにより生物は

成長し、生命は連続していると

いう見方や考え方 
【生命の連続性】

２ 
 

年 
 

生 

動物は個体を維持し，なかま

を残すために環境やはたらきに

応じたつくりをもっている。そ

のため多様性や共通性があると

いう見方や考え方 
【動物の生活と生物の変遷】

１ 
 

年 
 

生 

植物は個体を維持し，なかま

を残すために環境やはたらきに

応じたつくりをもっている。そ

のため多様性や共通性があると

いう見方や考え方 
【植物の生活と種類】

 

理科における付けたい力 
→『自然に対する科学的な見方や考え方』 

3 年間で育成する科学的な見方や考え方（部分）

３ 2011 年度までの実践 

昨年度、2010 年度までの実践「土岐津中プロジェクトⅡ」を振り返り、「2011 年度版土

岐津中プロジェクト」を計画した。その後の実践の中で、一部計画を修正し、実施した改

訂版「2011 年度版土岐津中プロジェクトⅢ」が P２に掲載したものである。まとめ方を生

み出したい生徒の姿に対応させ、「授業における

実践」で主に科学的な見方や考え方を育成し、

「授業を支える実践」で、主に探究する力を育

成し、「授業を離れた実践」で、主に科学への関

心や意欲を育てようと考えた。 

以下に 2011 年度までの実践の具体を記述し

ていく。 

 

（１）土岐津中プロジェクトⅢ-１ 

科学的な見方や考え方を広め、深める授業 

①小単元や各時間で育てたい科学的な見方や

考え方の明確化（継続）［2011 年５月］ 

昨年の実践、土岐津中プロジェクトⅡ-１では、

「力と圧力」の単元における育てたい「エネル

ギーの見方」を明らかにし、指導計画に位置付

け系統的計画的に指導した。そうすることで生

徒は確かなエネルギーの見方をもつことができ、

科学技術の有効性に対しても考えが深まり、科

学への感性が育成されることが明らかになった。 

本年度は生物領域における「生命」の見方や

考え方は何かを明らかにし、３年生「生物の細

胞と増え方」の指導計画に位置付け、系統的、

計画的に指導した。 

昨年の実践で報告したように、本校では３年

間の中学理科教育の、物理・化学・生物・地学

領域で育てたい科学的な見方や考え方を明確に

し、そこから各学年で育てたい科学的な見方や

考え方を分析して「理科におけるつけたい力」

として指導に当たっている。 

そこでは３年間の生物領域の学習で育成する

科学的な見方や考え方を 

「生物ははたらきに応じたからだのしくみが

あり，生命を連続させているという見方や考え
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「花粉管の中に水分があることによって裸子植物より確実に受精することができること

が分かりました。」 

「環境が変わった場合に有性生殖は有利になるから、無性生殖で数だけいてもだめな時

もあると思いました。だから、有性、無性それぞれいい所があって、どっちが有利とは

言えないから、地球上には有性・無性両方が存在して、みんな生きていけると思いまし

た。」 

方」と捉えている。それをもとにし、どのような見方や考え方があるのかをさらに細分化

し、指導計画に位置付けた。 

また、新学習指導要領には『「エネルギー・粒子・生命・地球」を柱とした内容の構成』

が位置付き、「生命」は、「生物の構造と機能」「生物の多様性と共通性」「生命の連続性」

「生物と環境のかかわり」の４つに分かれている。それを参考に以下のように細分した。 

 
この科学的な見方や考え方を位置付けた単元指導計画をＰ４に示す。 

各時間に育成する見方や考え方を明らかにした結果、以下のような指導内容の工夫改善

が有効と考え実践した。以下に生徒の感想とともに掲載する。 

第７次 花粉管で受精するよさを考えさせる。そのためにも第５次で体内・体外受精に触

れ、第７次では裸子植物の受精にも触れる。（ａ－２） 

被子植物の花粉管による受精は、生殖の確実性を高める巧みなしくみであり。ａ―２の

見方を深めるのに適していると考えた。そこで、その巧みさを実感させるために、前時の

第５次の動物の有性生殖では体内、体外受精共に水分を必要とすること。また、本時では

水分の保証がない裸子植物では受精の確率が大変低く、時間もかかることを紹介した。 

第８次 種を維持するしくみの精妙さを考えるため、無性生殖、有性生殖どちらが有利か

話し合った。（ａ－２） 

無性生殖、有性生殖どちらの殖え方も仲間を残すよさをもっており、それらは進化の中

で得られた巧みさである。これもまた、ａ―２の見方を深めるために大切と考え、討論会

をもった。以下は討論会後のある生徒の感想である。 

 

  

【ａ構造と機能】       
○「はたらきに応じたつくりがある」           ａ－１ 
○「生命を維持する精妙なつくりやはたらきがある」    ａ－２ 
【ｂ生物の多様性と共通性】  
○「共通性がありそれで分類できる」           ｂ－３ 
○「多様性がある」                   ｂ－４ 
【ｃ生命の連続性】      
○「親から子へ、生命が連続している」          ｃ－５ 
【ｄ生物と環境のかかわり】  
○「環境に応じたつくりがある」             ｄ－６ 
○「生物どうしが相互に関係しながら生態系をつくっている」ｄ－７ 
○「生命を尊重しなければならない」           ｄ－８   
○「環境を保全しなければならない」           ｄ－９ 
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生命の見方を位置付けた単元指導計画『生物の細胞と増え方』全 12 時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学校・生物領域で育成したい科学的な見方や考え方】
生物ははたらきに応じたからだのしくみがあり，生命を連続させているという見方や考え方 

【ａ構造と機能】      ○「はたらきに応じたつくりがある」         ａ－１ 
○「生命を維持する精妙なつくりやはたらきがある」  ａ－２ 

【ｂ生物の多様性と共通性】 ○「共通性がありそれで分類できる」         ｂ－３ 
○「多様性がある」                 ｂ－４ 

【ｃ生命の連続性】     ○「親から子へ、生命が連続している」        ｃ－５ 
【ｄ生物と環境のかかわり】 ○「環境に応じたつくりがある」           ｄ－６ 

○「生物どうしが相互に関係しながら生態系をつくっている」ｄ－７ 
○「生命を尊重しなければならない」 ｄ－８  ○「環境を保全しなければならない」 ｄ－９

【学習目標】 
身近な生物についての観察，実験を通して，細胞のレベルで見た生物の体のつくりと生殖について理

解するとともに，親の形質が子に伝わる現象について認識する。 
【単元を通して育成する科学的な見方や考え方】 

細胞のはたらきにより生物は成長し、生命は連続しているという見方や考え方 

中学校３年 自然と人間 

小３身近な自然の観察・昆虫と植物 小４季節と生物・人の体のつくりと運動 小６人の体のつくりとはたらき・植物の養分と水の
通り道・生物と環境 中１植物の生活と種類 中２動物の生活と生物の変遷

 学習内容 育成する科学的な見方や考え方 

ａ構造と機能 ｂ生物の多様性と共通性 ｃ生命の連続性 ｄ生物と環境のかかわり 

１
応じた

つくり

２

精妙

３ 

共通性 

４ 

多様性 

５ 

連続

６

適応

８

保全

１
根の伸びる部分と細
胞 

生物が細胞する時，細胞は分裂して物
大きさまで戻って成長していく 

       

２･

３ 

細胞分裂の観察 細胞分裂するときに全く同じ染色体
がつくられ，同じ細胞ができていく。  ○      

４
無性生殖 雄，雌関係なく，体の一部分からなか

まをふやす生き物もいる 
   ○ ○   

５
動物の有性生殖 動物は精子と卵という生殖細胞のは

たらきによって仲間がふえる 
 ○ ○ ○ ○ ○  

６
・
７

種子植物の有性生殖
（花粉管の観察） 

種子植物も動物と同じように生殖細
胞でなかまをふやす。確実になかまを
ふやすため巧みなしくみがある 

○ ○ ○ ○ ○   

８
無性生殖と有性生殖
の利点 

種が絶滅しないよう、生物が種を残す
方法は工夫されている 

 ○   ○  ○

９･

10

遺伝の規則性 親から子、孫への形質の遺伝には規則
性がある     ○   

11
遺伝と遺伝子 分離の法則に従い、遺伝子のはたらき

で形質は遺伝する。 
 ○   ○   

12
遺伝子や DNA の活用 私たちの生活を豊かにするために遺

伝子やＤＮＡが活用されている 
 ○     ○

表中の７，９は本単元に該当がないため省略
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「遺伝子の組み換え技術によってメリットもあればデメリットもあるので今の段階では

どちらがいいとは言えないけど興味深いものが発明されていてびっくりしました。今の

暮らしの中で、実は気付いていないだけで遺伝子組み換えされたものがたくさんあるの

では？と思いました。デメリットが動物に対してなので（注：野生種の減少や多様性が

失われることを指している）もう少し動物のことも考えた遺伝子組み換えはないのか？

と疑問に思いました。」 

導入で提示したカーペット（左）と人工芝 

第１２次 遺伝子やＤＮＡと私たちの生活の関わりをより深く知るため、レポート制作を

行った。（ｄ－９） 

遺伝子技術を活用して私たちは豊かな生活を送っている。しかし、そこには生態系を破

壊するというリスクもあり、ｄ－９の見方や考え方を深めたい内容である。ここでは「希

望者レポート」という形をとり、興味・関心がある生徒に自分で調べて、自分の意見を記

述するレポートを提出させた。 

これら生徒の感想から、科学的な見方や考え方の系統性を明らかにし、題材ごとに育て

たいこれらの見方や考え方を位置づけ、それを意識して指導することで、生徒はより確か

な生命の見方をもつことができたと言える。そして、生徒の「生命」に対するより豊かな

感性が育成されたと考える。 

 

②多くの科学的な体験を行う機会を位置付け、実感を伴った理解を促す（継続） 

多くの科学的な体験を行う授業形態としてスクランブル実験の授業を、３年生の単元で

実施する計画であったが、2011 年７月までの授業では十分な実践が行えなかった。9 月以

降の授業において実施する予定である。これについては後で、分析と考察を述べる。 

 

③分析して解釈する力を高める教材教具の開発（継続） 

○だんだん遅くなる運動における実践［2011 年 7 月］ 

昨年の土岐津中プロジェクトⅡの課題

設定の工夫では見えない摩擦力に注目さ

せる導入として、人工芝と、床の上で力学

台車を走らせる方法を実践した。その結果、

摩擦力に注目して課題化することはでき

たが、「摩擦力という進行方向と逆向きの

力が働く」という結論に至らせる材料が弱

いという反省が残った。そこで、本時は人

工芝、カーペット、２種類の床を走る力学

台車を演示し、生徒実験も記録タイマーで

２つの床を走る台車の速さの変化を調べさ

せた。 
本時のねらい：人工芝と、カーペット２つの床の上を移動する力学台車の速さの変化を調

べる活動を通し、人工芝やカーペットの上では摩擦力という進行方向に逆

向きの力が働き、速さがだんだん遅くなることを理解することができる。 
以下に課題設定までの授業記録を記す。 

教師の働きかけ 生徒の活動・反応 
教卓の周りに生徒を集め演示する 
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力学台車をカーペットの

上で走らせる。 
人工芝の上を走らせる。 
「気付いたことを発表し

ましょう」 
 

（摩擦だ）←つぶやき 
 
（ここまで来ないな。絶対に来ない）←つぶやき 
Ｓ１人工芝にしたら、ここまで来なかった。 
Ｓ２カーペットは奥までいったけど、人工芝は途中で遅くな

って止まった 
Ｓ３床を変えると、移動できる距離が変わる。 

「そこから考えたことを

発表しましょう」 
 
 
「今、Ｓ６さんが言ってく

れた力、何？どっちにある 
の？」 

Ｓ４でこぼこの道はあまり進まないと思う。 
Ｓ５でこぼこなので、進まない。 
Ｓ６カーペットは音がしないけど、人工芝は音がしたので、

摩擦力があると思いました。 
Ｓ多「摩擦力」 

「人工芝にある。（Ｔカーペットは？）ない・・・ある 
けど弱い。」 

平面で摩擦力があるとき、速さはどう変化するだろう。 

２種類の異なる摩擦力が働く床を用意することにより、生徒は容易に「摩擦力」に注目

し、その大小についても予想することができた。また、速さと摩擦力の違いを調べること

に対する見通しをもつこともでき、２つの床を使った課題設定は「なぜ」を大切にして、

主体的に追究する力を高める上で有効だったと言える。教材とは別の視点になるが、この

時に、「Ｓ６さん、何という力と言ったの？」と、全員の生徒に発言を広げたり、「どちら

にあるの？」と自分の思考を再確認させたりする教師の問いかけが重要である。 
 

また、この生徒

の記述から分か

るように、昨年度

課題として残っ

た、「摩擦力が遅

くする原因であ

ると結論付けら

れない」という問

題も、摩擦力の大小から考察することでクリアすることができた。分析して解釈する力を

育成し、科学的な見方や考え方を深めるために有効な教材であったと言える。 

○天体の運動における実践［2010 年１２月］ 

天体の見え方と運動の学習では、視点を地球からと宇宙からとに移動し、空間概念を形

成することが必要である。そのためには実際の観察は勿論のこと、机上でのモデル操作が

空間概念を形成するために有効である。そのための教材を開発、工夫した。 

また、本校では「協同学習」（班を母体とした少人数での話し合い活動）を全校体制で推

進している。「分析して解釈する力を高める」という視点に加え、「協同学習での表現活動

を支える」という視点をもって、いくつかの教材を用意した。これらの教材は必要に応じ

て教師が提示した後、次時以降の授業では生徒が必要に応じて自由に活用できる状態にし、

生徒の主体的な協同学習を促した。 
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○方位を記入した付箋 

地球の公転や自転により、観測点が移動し

た時、その地点における東西南北が生徒に

とっては理解しにくい。付箋に方位を書く

ことで、空間概念の形成を図った。 

○小型地球儀（100 円ショップで購入） 

日周運動や、南中高度を調べる際には普通

の直径２０cm の地球儀を班で用いたが、年

周運動の学習など地球を移動させたいと

きには大きすぎるため、100 円ショップで

直径１０cm の地球儀を購入した。 

○小型の人形 

空間概念が形成されないときには観測者

の位置、立っている方向が理解しにくい。

小型の人形を用意し、透明半球の学習や地

球儀を用いた学習の中で利用した。写真は

生徒が工夫しセロテープで日本の位置に

貼り付けてある。 

○拡大コピーし作成した台紙 

モデル操作をする時、円（地球や金星の軌

道）を書いた台紙があると生徒が説明をし

やすい。Ａ１サイズに拡大コピーしたもの

を各班に用意した。内容により数種類作っ

たが、写真は、四季の星座の学習用のもの

である。 

○塗装したスチロール球 

金星や月の光る面を表すために、写真のよ

うに半球を塗ったモデルと、全面を塗って

光源を用い影を作るモデルがある。境界が

はっきり分かること、８班で光源を使うと

球に一方向から光が当たらないことから、

写真のものを利用している。 

生徒は「球」と思い込んで見るため、黄色

い所を見ても「三日月」や「レモン型」に

見えない場合がある。写真のような円筒で

覗かせたり、デジカメのファインダー越し

に見させると「本当だー」と納得し、空間

概念を形成する上で有効である。 

 
○高度測定用分度器 

モデル操作で南中高度を測定するための

分度器である。スチロールで土台をつけ、

地球儀に当てやすくし、人型のシールを貼

って空間概念の形成が不十分な生徒にも

天頂方向を意識できるようにした。 

単元を通じてこれらの教材を用い、観測結果について、モデルを操作しながら説明し合

う学習を行い、空間概念を形成してきた。ここでは、単元終盤の「月の見え方」について
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詳しく紹介する。（一部を岐阜市立陽南中学校栗本和宏教諭の先行実践を参考にさせていた

だいた） 

ねらい 同じ時間に観測した月の方角と形の記録から、日がたつと月は東に移動し、満月

に近づくことを見出し、その理由を月の公転から説明することができる。 

生徒の活動 教師のはたらきかけ、指導 

○家庭学習で継続観察してきた記録、また

は、提示された写真から、気づいたこと

を交流する 

・日がたつと、東へ移動している。 

・日がたつと、満月に近づいている。 

 

 

○予想を交流し、月が地球の周りを移動す

る運動と、太陽によって輝く面について

考えればよいという見通しをもつ。 

○班でモデルを使い、方角と、見える形に

ついて話し合う。 

○全体で月の公転による月の見え方の変化

について話し合う。 

・月は地球から見て反時計回りに公転する。

地球の夕方の位置から見ると、月は東に

移動し、満月に近付く。 

○まとめとして、明け方にはどの方向にど

んな月が観察できそうか考察する。 

・教師が撮影した継続観察の結果を提示す

る 

 

 

 

 

 

 

 

・モデルで協同学習ができるよう、地球の

位置、太陽の光が当たる方向、月の運動

について確認する。 

・必要に応じてモデルと教材を利用し、班

の中で考察する。 

必要な道具：小型地球儀、スチロール球

必要に応じて使いそうな道具：付箋、小

型の人形、 

・身に付いた空間概念を確かめ、より確か

なものにするために、観察経験が浅い明

け方の月を予想する。 

 

本時の授業を実施するのにさき

がけ、半月間、毎日１８：００に

家庭で月の位置と見え方を観察し

た。また、観測できない生徒がい

ることも考え、教師も定時観察を

行い、画像を掲示物にまとめた。 

課題追求では紹介した教材を活

用しながら、生徒は月の公転の方

向、太陽の方向から考え、月の光

る面が地球からどう見えるかをモ

デルを使いなが

ら説明し合うこ

とができた。 

授業後の４人

の生徒の感想を

記載する。最初の

生徒は「頭の中の

宇宙が立体的に

夕方見える月は東に行くほど満月に近づくのはどうしてだろう。 
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なってきた」と、自己の

空間概念の形成を実感し、

ストレートな喜びを表現

している。また、後３人

の生徒は授業後、まとめ

の問題で確認したのと同

じ月を登校時に確認し、

見方や考え方の広がりを

実感している。（この時、

感想は授業直後でなく、

一度家に持ち帰り、次時

に提出している）。 

これらの生徒の感想か

らも、「空間概念を形成す

る」「モデルを利用

した協同学習を促

進する」ねらいで

開発した教材は、

「空間概念」とい

う科学的な見方や

考え方を育てるた

め有効だったとい

える。また、継続

観察とこの教具を

合わせた学習によ

り、生徒は月の運

動や見え方を自分

の身近な事象とし

て捉え、自然に対

する豊かな感性の

育成にもつながった。 

 

④学び合い（話し合い活動）の組織化（継続）［2010 年１１月］ 

３年生「化学変化とエネルギー」では備長炭と寒天、ＢＴＢ溶液を用いた、電池と似た

構造の「備長炭寒天電池」を用い、電池で電気エネルギーを取り出す際、化学変化が起き

ていることを確かめた。 
本時のねらい：備長炭寒天電池から電流を取り出す実験から、電池の中で化学変化が起き

ている事実を見つけ、電池は化学変化により電気エネルギーを取り出して

いることを見出すことができる。 

ここではＰ１１の様な「学び合いのモデル」を作成した。学び合いのモデルは、標準的

な思考をする生徒Ⅰの思考を想定する。その生徒の思考から内容的に深まり（同じ方向で

思考しているがさらに深く考えている）がある生徒を生徒Ⅱ、内容的に広まり（違う方向

から思考している）がある生徒を生徒Ⅲとして、想定する。そして、それらの生徒の見方

や考え方をどのように関わらせ、生徒一人一人の見方や考え方を科学的な高まったものに 
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していくか、手立てを明らかにしていくものが学び合いのモデルである。 
本時の生徒の見方や考え方の変容は十分なデータがとれなかったが、記録が取れた生徒

の変容を記載する。この生徒は実験後、「生徒Ⅲ」のエネルギーの見方や考え方をしていた

ので、授業で発表することにより、生徒Ⅰの見方を広めることができた。この生徒自身は

授業後の感想では生徒Ⅱの考えに近い考えももっているが、イオンの見方や考え方に注目

していることが分かる。電池の内容が今年からイオンの学習の一部になったのに対し、教

師が昨年までのイオンを学ばない生徒を無意識にイメージしていた部分がありモデルの設

定として、甘かった点が反省として残った。 

 
生徒の見方や考え方を捉えること、学び合わせる手立てを明らかにすることはやはり、

生徒の科学的な見方や考え方を深めるために有効である。今後さらに精度を高めるために、

生徒の実態把握を確実に行い、教材研究を深め、その教材の本質をしっかり捉えることが

さらに重要であると実感した。 

 

（２）土岐津中プロジェクトⅢ-２ 

授業を支え、科学的に探究する力を育てる実践 

⑤ノート指導と評価（継続）［通年］ 

毎 時

間のノ

ートは

方眼の

ノート

プリン

トを使

用し、授業の次の時間に提出させ、指導と評価をし、

返却している。 

評価は、意欲面の５段階評価（記述量、丁寧さ）、本

時の評価基準に関わる観点の３段階評価（技能であれ

ば記録の内容、思考であれば考察等の記述）の２段階

で行っている。また、それに加え、「授業と生活をつな

げよう」の価値づけ、（時にはコメント）活用したスキ

ルの価値づけ、本文中の評価基準に関わる記述の価値

づけを赤ペンで行っている。一学級分を点検するのに

約１５分程度必要である。また、これらのノートは学

期末にまとめて綴じ、同時に評価も集計し、学期末の評

授業後の感想 

色々なもので電池が作れるんだなあと

思った。必要なものは＋極と－極（電

極）。それに電解質水溶液だった。電池

の仕組みを知らなかったので、電池の

中に電解質水溶液が入っているとはじ

めて知りました。 

学期末にまとめたノートプリント 
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価の総括に活用している。 

また、ノートの質を向上させるために教師の指

導だけでなく、優れたノートを掲示し仲間の記述

から学び合う機会をつくっている。今年度はスキ

ャナを活用し、カラーコピーが手軽にできるよう

になったため、生徒本人にはプリントを返却して

も、カラーで優秀作品を掲示することができた。 

教師による指導と、掲示による交流、そして次

項に述べる学び方の指導によって生徒の記述は大

変充実してきている。以下は、「理科が好き」と答

えたある生徒の理由である。 

本校にとってノートの指導と評価は、思考力、言語能力などの科学的に探究する能力を

育成する大切な手段となっている。このノート指導と評価が、粘り強く、主体的に課題を

追求する力の育成につながっている。 

 

⑥理科における学び方の指導（継続）［2011 年４月（通年）］ 

１０個の「思考のスキル」を教師が生徒に意識させたり、生徒自身が意識して課題を追

究したりすることで、生徒の追究する力が高まることを昨年までの実践で明らかにした。

本年度は、年度初めにそれぞれのスキルについて紹介する時に、生徒の言葉や文章にする

と、どんな言葉になるか言葉の例を示し、生徒がスキルを活用しやすくした。 

スキル 内容 生徒が使う言葉の例 

比 較 事実と事実を比較して考えよう 「～と比べると」 

共通点 どの事実にも共通することを考えよう 「どちらも・・・」 

相違点 その事実だけ、違う点を考えよう 「他とは違い」「ここだけ…」 

関連付け 事実と事実を関連付けて考えよう 「～と～から」「～が…するほど…」

図 図で表して考えよう 「図で表わすと」 

条 件 事実が得られた時の条件まで考えよう 「～した時に」「～すると」 

総合的 いろいろな事実をつなげて考えよう 「～と、～を合わせて考えると」 

前の学習 これまでの学習とつなげて考えよう 「以前の学習では…」 

日常生活 日常生活とつなげて考えよう 「身の周りでは・・・」 

疑 問 納得できないことに疑問をもとう 「～なはずなのに」「どうして…」 

語例を示すことにより、生徒はこれまで以上にスキルを意識して、活用することができ

た（下の生徒の学習の振り返りを参照）。 

 
 

そしてスキルを意識して活用することにより、生徒が探究する力を身に付けてきたと言

スキルの活用を意識したことが分かる学習の振り返りスキルの活用を意識したことが分かる学習の振り返り

がんばってノートをとろうと思えるから、集中して授業が受けられる。 
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える。ノート指導と、スキルの活用を繰り返し指導した結果、予想や考察など自分の考え

を書く場面において、ほとんどの場合、すべての生徒が事象に対する自分の考えを持ち、

記述することができるようになってきた。本校では、思考力と、表現力を育成するためワ

ークシートや穴埋めのノートは使用していない。考えを表現できない生徒の対応が重要で

あったが、ノート指導と考え方の指導

をすることにより、記述する力も十分

高めることができることが分かった。

こうして学び方を指導し、思考力や表

現力を育てることが、創造性の育成に

つながったと言える。 

 

⑦情報機器を活用した指導の工夫（新

規）［2011 年９月～（通年）］ 

学力状況調査の結果では課題があっ

た、図表を読み解く力を育成するなど

の目的で、情報機器を整備し、指導に

活用した。 

昨年土岐市に導入された地デジテレビに加え、各校一台配備された電子黒板も理科室に

据え置きとした。このことにより、必要に応じて前方左右に同じ情報を表示することも、

異なる情報も表示することもできるようにした。 

また、使用できる機器も 

・実物投影器  ・ＰＣ 

・ＤＶＤ    ・デジカメ 

・顕微鏡カメラ ・ＶＨＳビデオ 

などを常置したうえで配線し、いつでも使える環境にした。 

それらを使用した実践のいくつかからこの実践の有効性を検証する。 

 

○備長炭寒天電池の実践［2010 年

11 月］ 

前述の備長炭寒天電池の実践

ではマンガン乾電池と、備長炭寒

天電池が同じ構造になっている

ことを理解することが、見方や考

え方を深めるために重要である。 

そこで、実物投影器で左の図を

テレビに映し、構造を説明した。 

これは、日常的に使う最も多い

活用法の一つである。本時も分か

りやすい図表を示すことは生徒

の理解を助けるうえでは有効で

あった。 

しかし、新たに課題も明らかになってきた。テレビで示される図表は教師が黒板に手書

きする図表と違い、瞬時に写され説明が進むため、生徒の中で図表をノートに写すものは

ほとんどいない状態であった。 

理科室に整備したテレビ（左）と電子黒板（右）

マンガン電池（左）と備長炭寒天電池（右）の比較の
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総じて、生徒のノートに残し、写させる図表についてはやはり従来通り黒板に時間をか

けて記述し、そうでなく、解決の手助けにするような情報はモニターで示したほうがよい

ということが明らかになってきた。 

○記録タイマーのデータ処理における実践［2011 年 6 月］ 

技能の確実な習得を図るためにも情報機器を活用した。記録タイマーのテープを 6 打点

ごとに切り、テープグラフをつくる。初めて作

成するときに数え方、切る位置は指導するが、

繰り返し指導し、見届けないとなかなか全員が

正確に作業することができなかった。 

そこで初めて作成する際は黒板で指導した

後、２回目以降に作成するときは電子黒板にデ

ジカメで撮影した１回目の黒板の画像を提示

し、必要に応じて電子ペンで説明を加えるなど

した。テープグラフをつくる際には常に画像が

提示されている状態になったため、作業中に分

からなくなると自分から画面を見て、正確か確

かめながら作業する姿があった。 

この技能が身に付いたか確かめるために期

末テストで６打点にテープを切る位置を示す問題を出題したところ、８８人中８７名が、

６打点の数え方、切る位置を正しく答えることができた。このことから、実験方法を情報

機器で提示しながら学習を進めることは技能習得の上で有効であると言える。 

 

他にも電子黒板と大型テレビを日常的に使うことにより、様々な実践が可能となった。

いくつかの事例を紹介する。 

○運動エネルギーの授業における実践［2011 年７月］ 

運動エネルギーが「物体の質量と速さ

で決まる」と学習したのち、「速さにも

比例するの？」という生徒の声に応える

形で、パソコンと接続した電子黒板を活

用し、発展的に「物体の速さと運動エネ

ルギーの関係」について学習した。 

レール上を走る金属球の速さを速度測

定器で測定し、金属球が木片にぶつかり

移動した距離を測定した。そのデータを

パソコンの操作をしている教師に報告

し、表計算ソフト上でグラフ化した。 

中学校理科で扱うグラフはたいてい

横軸が一定量で増加するが、本時のグラ

フは横軸、縦軸ともに一定量では増加せ

ず、生徒にとってグラフ作成が難しい。さらにデータは誤差を含み二次関数での増加はな

かなか読み取りにくい。ところがエクセルと電子黒板でデータ処理をした結果、写真の様

な大変分析しやすいグラフが作成できた。 

「比例はしていない」「初めは増えないが、速さが増加すると一気にエネルギーが増える」

などの表現で生徒はエネルギーの増え方を説明することができた。 

電子黒板で放物線のデータをグラフ化する様子 

作業時は常時提示していたテープの処理法 
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本校では７月現在、数学でまだ二次関数を学習していなかった。「放物線」という言葉を

含め、そうした考察は出なかったため、軽く説明を加えた。２学期数学で学習した時にま

た、見方や考え方が広がることを期待している。 

○表現活動への活用［通年］ 

実物投影器を常置したことにより、生徒

が学級のなかまに自分の考えを説明する

際に図表を用いて説明することが容易に

なった。特に、モデルを示したり、ノート

に書いた図表を示したりしての表現活動

に有効であった。還元などのモデルを使う

学習では協同学習（班単位）で説明しあっ

た後、テレビ画面で全員で同じ生徒のモデ

ル操作を見て考えることで、考えを容易に

共有することができた。 

写真は、生物のつりあいの学習の一場面

である。生物ピラミッドのバランスが崩れ

た後どんなことが起こるか、各自がノート

に考えを書いたのち、全体で交流している様子である。自分の考えた図表を改めて、黒板

やホワイトボードに書きうつす必要なく、スムーズに仲間に提示することができるように

なり、発表する力を高める上でも、仲間の意見から自分の見方や考え方を広め深める上で

も有効であったと考える。 

 

ここまで紹介してきた実践により、図表を読み取る力、観察、実験の正しい技能、図表

を用いて説明する力など、様々な科学的に探究する力を育成することができた。このこと

は粘り強く追究する力の育成につながり、生徒の主体性を育てることができたと考える。 

 

（３）土岐津中プロジェクトⅢ-３ 

授業を離れても科学への関心や意欲を高めるた

めの実践 

⑧科学への関心を高める掲示・展示と理科室開放

［通年］ 

昨年度のプロジェクトは理科の授業に限定し

ていたが、本年度は、授業を離れた場面の実践を

計画した。授業という、必ず科学と向き合うとき

だけでなくても、自分から科学にかかわろうとす

る生徒をさらに育てたいと考えた。 

○理科室前の廊下を利用した展示スペース 

展示スペースには以下の様なものを展示した。 

自分のノートをテレビに提示し、仲間に説明する様子 

・理科の書籍、科学雑誌 

・様々な面白実験 

～錯視を利用した首振りドラゴン、新燃岳の火山灰 

・関心を高める展示物 

～無性生殖で増えるコダカラベンケイソウ、本校で撮影した虹の写真 
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授業前後の空いた時間、昼休みなど、廊下のスペースで立ち止まり、展示物を見たり手

にしたりする生徒の姿がたくさん見られた。 

噴火し話題になった鹿児島県新燃岳の火山灰を

いただく機会があり、双眼実体顕微鏡で観察でき

る状態にしたところ、大変生徒に人気があり、多

くの生徒が観察していた。２、３年生の生徒は、

「これ、石英だよね」など、１年の授業以降あま

り使うことがない鉱物名を使って会話をする姿な

どがあった。 

○理科室の開放 

あまり大きなスケールにはならなかったが、ほ

ぼ毎日昼休みに、理科室を開放した。９月には購

入した「はやぶさ」のビデオ上映会を行った。 

２週間程度、繰り返しビデオを上映し、生徒が

時間ができたときに自由に出入りできる状態に

した。参加者はのべ、２５名程度で多くはなかっ

たが、誰から強制されるわけでもないのに自分の

意思で関心をもって参加する生徒がいたことに

大変意義があったと感じている。 

その後の開放では理科の学習について聞きに

くる生徒や、様々な理科の書籍やビデオを見に来

る生徒など、多くはないが、継続的に理科室を訪

れる生徒の姿があった。 

廊下に足を止める生徒の姿や、自分から理科室に足を運ぶ姿など、これまでになかった

主体的に科学に関わろうとする姿を生み出すことができた。正確には、新しく生み出した

のではなく、生徒が本来持っていた「主体的に関わりたい」という生徒のニーズを引き出

したと言えるかもしれない。 

 

４ 今年度の実践の成果と課題 

今年度の成果と課題をまとめ、来年度の

計画を立案するに当たり、2010 年度卒業生

の学年はじめと終わりに取ったアンケート

の分析を行った。 
「理科は好きですか はい・いいえ」の質問

に対する学年前後の回答は右のグラフのよ

うになった。 
冒頭に述べたように、２４人（２３％）の

生徒が、嫌いまたはその他（どちらでもない

など）から、「好き」になった。と回答して

いる。記述された理由から分析すると（具体

は冒頭に記述したため略）、「理科は難しい」

と感じていたものが、「考えながら実験し追

究していくことが楽しい」と変容したといえる。 
また、５４人（５１．９％）の生徒が前後変わらずに「理科が好き」と返答している。

0% 50% 100%

後

前

後 前

はい 70.1 59.2

いいえ 25 32.4

その他 4.8 8.3

はい

いいえ

その他
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その理由の記述の主なものは以下である。 

以下の３つに分析できる。 
○疑問を自分で考えて解決していく追究の過程に楽しみを感じる 

○自然や科学に対する新しい見方や考え方が広がることに喜びを感じる。 

○実験や観察で意外な事象に出会う楽しさを感じる。 

一方、１７人（１６．３％）の生徒が前後ともに「いいえ」と回答している。理由の記

述を見ると、 

と、難しさを理由に挙げる生徒が多かった。 
また、大変残念なことに９人（８．７％）の生徒が４月は好きまたはその他と答えてい

たのに対し、３月に「いいえ」と回答している。これら生徒の理由の変容を以下に記述す

る。（表の前後は対応しており、同一生徒である） 
４月「好き」な理由 
・暗記が苦手だけど、実験が楽しいから好

きです。 
・実験が面白いから 

３月「嫌い」な理由 
・化学の所とかで、計算問題とかが出てく

るので、考えるのが難しいです。 
・実験は好きだけど、覚えることがたくさ

んあって難しいから 
嫌いな理由だけを見ると、先の前後ともに「いいえ」の生徒と大差はない。「好きな」理

由に実験を挙げている生徒がほとんどであり、「好き」の３パターンのうち、「追究の過程」

「見方や考え方の広がり」に当てはまる生徒はいなかった。理科に対し難しさを考えてい

る生徒たちで、今回の実践で「追究をする、新しい見方や考え方を得る」楽しみを感じさ

せられなかった生徒たちと言える。 
また、右のグラフはこれまで述べた質問

を行ったときに同時に行った、「理科は生

活の役に立ちますか」という質問に対する

解答である。これについては、学習後の３

月に「はい」の生徒が１８．９％増と、は

っきりと土岐津中プロジェクトの成果が

表れている。 
自分とのつながりで科学を捉える事が

できる生徒が増えたと言える。 
 

【成果】 

（１）土岐津中プロジェクトⅢ-１ 

科学的な見方や考え方を広め、深める授業

について 

理科が「好き」と答えた生徒の理由にあったように、生徒の科学的な見方や考え方を広

・考えながら取り組むのが楽しい、考察を考えるのが好き。 
・自分の疑問が解決できてすっきりする。 
・新しい知識が増えるのが楽しい。不思議なことを知ることができる。 
・実験が好き、楽しい 

・難しくて分からないから。 
・面白い実験もあるけど、分からないときがある 
・２分野は好きだけど、１分野が難しい 

0% 50% 100%

後

前

後 前

はい 84.6 65.7

いいえ 10.6 23.1

その他 4.8 11.1

はい

いいえ

その他
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め、深めることができた。実践①で、育てたい科学的な見方や考え方を明らかにし、実践

③で教材を工夫し追究活動を行い、実践④のように仲間の見方や考え方と学び合わせるこ

とで、生徒の見方や考え方は科学的なものに広め、深められると言える。 
また、仲間と学び合い、仲間の見方や考え方から自分の見方や考え方を深めることで、

より科学的な見方や考え方を生み出そうとする創造性を育てることができたと考える。ま

た、科学的な見方や考え方の広まりや深まりは、自分の身近な事象や、身のまわりの自然

を新たな認識で見直すことにつながり、豊かな感性の育成にもつながった。「理科は生活の

役に立ちますか」という質問で、１８．９％「はい」という回答が増えたことにもそれが

表れている。 
「理科が好き」と答えた生徒の、天体の学習のある１時間の振り返りである。 

 
（２）土岐津中プロジェクトⅢ-２ 

授業を支え、科学的に探究する力を育てる実践について 

実践③のノート指導や、実践④のスキルを用いた指導によって、「予想」や「考察」の場

面において自分の考えが書けない生徒はほとんどいない状態である。定型文や穴埋めのワ

ークシートを用いなくてもそうして記述できるようになったことは、思考力や表現力など

の科学的に探求する力が育ってきたと捉えてよいだろう。 
また、今回検証した中においては実践⑤の情報機器の活用により、「図表を読み取る力」

「表現力」についても、向上が見られる。これらの力の育成については、実践事例は多く

積み重ねたが、有効なデータがまだ十分得られていないため、今後さらに検証を続ける必

要がある。 
ここまで述べたような「思考力」「表現力」「図表を読み取る力」が育った生徒たちは、

自分の「なぜ」を大切にして主体的に追究する姿勢が育ってきている。そのことがアンケ

ートの「考えながら取り組み、自分の疑問を解決することが嬉しい」という生徒の声に表

れている。 
 

（３）土岐津中プロジェクトⅢ-３ 

授業を離れても科学への関心や意欲を高めるための実践について 

本年度初めてプロジェクトとして展示や理科室開放に取り組んだ。授業前後や教室移動

時に、理科室前の廊下で足を止める生徒、開放されている理科室へ、理科の番組や理科の

話を求めて訪れる生徒。数は多くないが、「自分から」科学に関わろうとするこれまで感じ

ることのできない生徒の力を感じることができた。 
自分から科学に関わろうとする主体性が育ちつつあると考えられる。 
 

【課題】 

○「難しいから嫌い」と考える生徒を土岐津中プロジェクトⅢにより、「追究する過程が楽

しい」「見方や考え方が広がり嬉しい」と変えてきた。しかし、「難しいから嫌い」とい

う生徒をなくすことができなかったことは大きな課題である。調査の記述からうかがえ

るのは、一分野、特に数を扱う内容に対する苦手意識である。理科に対し苦手意識をも

つ生徒に対する手立てが必要である。 

最近、星空を気にしてみるようになりました。方位を確かめながら見てはいないけど、

今まで気にしていなかったのに、星座の位置がずれている意味が分かるようになって嬉

しいです。理科の授業によって何気なく過ごしていた不思議を解決できるのが嬉しい。
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2012 年度版土岐津中プロジェクト 

プロジェクト１ 科学的な見方や考え方を広め、深める授業実践 

①小単元や各時間で育てたい科学的な見方や考え方の明確化（継続） 
②多くの科学的な体験を行う機会を位置付け、実感を伴った理解を促す（継続） 
③分析して解釈する力を高める教材教具の開発（継続） 
④直接体験、本物との出会いを大切にした授業（新規） 

⑤追究につまずく生徒への支援の手立ての工夫（新規） 

プロジェクト２ 授業を支え、科学的に探究する力を育てる実践 

⑥理科における学び方の指導（統合・継続） 
⑦情報機器を活用した指導の工夫（継続） 

プロジェクト３ 授業を離れても科学への関心や意欲を高めるための実践 

⑧科学への関心を高める掲示・展示と理科室開放（継続） 

⑨保護者と共に科学を学ぶ授業参観（新規） 

○「理科が好き」から、「嫌い」になった生徒は、実験の楽しさを感じる生徒から、追究す

ることや教えられることに対し苦痛を感じるようになった生徒であると考えられる。実

践の反省としても、育てたい科学的な見方や考え方を明確にしたことはよかったが、そ

れにこだわるあまり、生徒の多様で豊かな発想を取り上げられなかった面がある。生徒

の多様な見方や考え方をさらに生かす方向を考えたい。 
○天体の授業で月の継続観察や、星空の観察レポートを課題で行ったことは、天体に関す

る生徒の関心を高める上で、大いに有効であった。３月のアンケートでも「理科はあま

り好きではないけど、星は好き」と答えた生徒もいた。天体の単元でも、それ以外の単

元でも、観察させにくい事象でもやはり本物を見させることは生徒の自然に対する感性

を豊かにし、科学が好きな生徒を育てると考える。 
 
５ 2012 年の教育計画 

 ２０１１年度の実践をもとに、基本的な部分は継承しつつ、課題を改善する方向で２０

１２年度版土岐津中プロジェクトを計画した。 

 

プロジェクト１に新規の内容が多いため、これまで大切にしてきた「学び合いの組織化」

は実践を進めるが、内容から外している。以下に具体的計画を記す。 

 

（１）2012 年度版土岐津中プロジェクト１ 

科学的な見方や考え方を広め、深める授業 

①小単元や各時間で育てたい科学的な見方や考え方の明確化（継続） 

2011 年度版プロジェクトでは、生命の見方について、「生物の成長とふえ方」の単元で

育てたい科学的な見方や考え方を具体的に明らかにした。2010 年よりこの実践を行ってい

るが、明確にした科学的な見方や考え方を位置付けた単元指導計画はまだ２つしか作成し

ていない。これまでの実践を生かし、さらに実践を進める。科学的な見方や考え方をどう

育成するかというプロセスを明確にし、より豊かな感性を育成していく。 

その際、以下の２つの方向のいずれかで進めていく。 

○これまで、物理「エネルギー」、生物「生命」の見方について具体を明らかにしてきた。

今後、まだ実践のない化学、地学について明らかにしていく。指導要領解説には化学は

「粒子」、地学は「地球」を柱とした内容の構成になっている。その下部項目が適切かど
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うかの検討もしながら、それぞれの見方や考え方の具体を明らかにしていく。 

○これまでに、物理「エネルギー」、生物「生命」について見方を明らかにしたが、指導計

画に位置付けたのは、３カ年のほんの一部分である。別の学年の単元指導計画を作成し、

さらに系統性を確かなものにしていく。いずれかの領域で３カ年分の単元指導計画が作

成できれば、系統的に科学的な見方や考え方を育成する計画になっているかの検証がで

きる。 

 

②多くの科学的な体験を行う機会を位置付け、実感を伴った理解を促す（継続） 

多くの科学的な体験を行う機会を位置付けた学習形態として過去２年間、「スクランブル

実験」を大切にしてきた。スクランブル実験とは、数分で終了するミニ実験や、体験を豊

かにすることを目的とする実験などを多数用意し、生徒が自由に選択しながら実験する学

習過程である。 

２学期以降にさらに実践を進める予定ではいるが、スクランブル実験のこのプロジェク

トについては、本年度実践がなかなか進まなかった。これまでの実践で明らかになってき

たスクランブル実験のよさと課題について以下に述べる 

 

 

今年度の土岐津中プロジェクトⅢは、第３学年での実践を中心にまとめた。学年が上が

るほど一つの事象から得られる知識や、身につける科学的な見方や考え方は複雑で、高度

なものになる。そのため、３年生の単元ではスクランブル実験を行う適切な単元が見つか

らなかったのが、正直な所である。 

しかし、本年度課題になった「生徒の多様な見方や考え方を生かす」という意味では、

様々な事象を自分で選び、複数の事象から考えるスクランブル実験は有効な学習形態であ

ると考える。 

現段階では、スクランブル学習は、１年生などの科学の土台を学ぶ中で一番有効な形態

であると言えるが、さらに実践に挑戦し、どの単元や学年スクランブル実験を行うことが

主体的な追求を生み出すために有効かを確かめていきたい。 

 

③分析して解釈する力を高める教材教具の開発（継続） 

今年度は、「課題意識をもたせるための教材」「協同学習での表現活動を支える教材」の

開発を行い生徒の分析し解釈する力を高めることができた。来年度も教材教具の開発は大

スクランブル実験の長所 
○生徒の生活経験の不足を補い、実感を伴った理解につながり、科学的な見方や考え方

を育成することができる。 
○主体的な追究を生み出すことができる。  
○様々な事象から考える総合的なものの見方の育成を図れる。 
○「どの事象でも同じ結論が言える」という、一般化されたより科学的な見方や考え方

を育成できる。 
○「数が少ない」「時間が短い」が、効果が高い教材を有効活用することができる。 

スクランブル実験の短所 
○各コーナーは教師の準備であり、生徒にとっての必然が弱い。 
○一つ一つの事象をじっくり見る時間と機会が少なくなる。そのため、一つの事象を深

く分析し解釈しなければならない教材には不向きである。 



22 

切な柱として継続していき、分析して解釈する力を高めていく。 
来年度の開発の方向として、２，３年生では時数が増え、探究的な活動の時間が保証さ

れている。探究的な活動を行う上で生徒の見方や考え方を広め、深めることができる教材

教具を開発していきたい。また、それにかかわって「ものづくり」の大切さも言われてい

る。それに関わる教材教具の開発も考えていきたい。 
 
④直接体験、本物との出会いを大切にした授業（新規） 

本年度天文の単元の継続観測や、家庭での星空観察が生徒の宇宙に対する関心を高め、

豊かな感性を高める上で有効だった。授業を進める上で、本物を見せたり、直接体験をさ

せたりすることがやはり大切であると再確認した。直接体験をさせることが難しい内容も

たくさんあるが、それを厭わず行っていきたい。 

今回成果があった天体の単元では・・・ 

星の日周運動、月の見え方、金星の見え方、季節の星座の家庭での観察。夕方、下校前

の時間を利用した学校での月面観測。 

気象の単元では・・・気象の継続観測。 動物の単元では・・・生物の飼育、観察。 

地質の単元では・・・露頭観察 

などが考えられる。 

また、それに関わる取組として、学校を離れた施設での授業も行いたい。本校の近隣の

瑞浪市には、「サイエンスワールド（岐阜県先端科学技術体験センター）」がある。時間割

を午前中４時間理科の授業にし、バスを借りて移動することができれば、６０分程度のプ

ログラムを一学級が受講することができる。 

内容としては、単元の学習をしたうえで、さらにその発展として、学校では体験できな

い先端技術や珍しい実験を行うことができれば、生徒の豊かな感性の育成につながると考

える。 

実現にあたっては、本校の立地条件が、バスで移動する上で不便であることなど、いく

つかの困難もあるが、実施する方法を検討していきたい。 

 

⑤追究につまずく生徒への支援の手立ての工夫（新規） 

本年度のプロジェクトで残った課題として、理科に苦手意識をもつ生徒に対する手立て

が必要であるということがある。ここで言う苦手とは、「追究の過程が分からず、自分の考

えが持てない」というよりは、習得すべき知識や概念に難しさを感じ、理解しきれないと

いう面が強い。先のアンケートでも明らかにしたように特に数量が出てくる「力」「圧力」

「電流」「湿度」「運動」では、数値の処理でつまずく生徒も多い。 

これらの生徒には、つまずきを感じた時に、必要な支援をすることが重要であると考え

ている。最初から難易度を下げたり、つまずく

前からマニュアルを渡したりするのでなく、つ

まずいたときに教師が支援する、または生徒自

身が助けを求めることがつまずきを取り除いて

いく上で大切だと考える。 

これまでも実践したことがあるが、例えば電

流の単元であればまず全員が同じように追究す

る。予想されるつまずきは「ｍＡ（ミリアンペ

ア）をＡに直すことができない」である。そこ

で困っている生徒には、単位の換算表を書いたシートを渡す。そのシートの存在を知った

つまずいた生徒に渡す換算シート 
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生徒は、次時以降、必要に応じて自分からその表を求めるだろう。繰り返しそのシートを

利用しながら追究する中で、最終的にｍＡから、Ａへ直すことができるようになると考え

る。 

また、算数数学の力の二極化は年々ひどくなり、基礎的な計算ができない生徒が増えて

いる。特に割り算を苦手とする生徒は多く、分数にする時、どちらが分母か。筆算にする

時どちらで割るのかが判断できない生徒も各学級に一定数いる。パーセントや、速さ、圧

力、オームの法則など理科で必要な計算の大半は割り算であるため、これは放っておけな

い問題である。小学校算数の範囲だが、割り算の筆算のマニュアルなども用意して、つま

ずいた生徒へ対応することが必要だと考える。 

そんな個に応じたつまずきへの支援を考えたい。 

つまずいた時の支援が充実していれば「分からない」という苦手意識は減り、進んで取

り組む主体的な追究になっていくのではないかと考える。 

 

（２）2012 年度版土岐津中プロジェクト２ 

授業を支え、科学的に探究する力を育てる実践 

⑥理科における学び方の指導（統合・継続） 

思考のスキルを活用した学び方の指導は生徒の思考力や表現力を育成する上で大変有効

であり、本校のプロジェクトに外せないものであり、当然来年度も継続していく。今年度

まで別項であった「ノートの指導」も、評価欄にスキルを位置付けたこともあり、スキル

の活用と切り離せないものになってきた。そこで、来年度は２つの内容を統合し、「理科に

おける学び方の指導」として、生徒の思考力、言語能力などの科学的に探究する能力を育

成し、粘り強く、主体的に課題を追求する力を高めたい。 

 
⑦情報機器を活用した指導の工夫（継続） 

この内容についても、今年度の成果を生かし、さらに実践を積み重ねていく。特に来年

度は、本年度検証が不十分だった表現活動への活用についての実践を深めたい。モデルで

の交流、生徒のノートを示しての交流など、何を用いて交流するかについて、検討の余地

がある。さらに、実物投影器を用いるか、デジカメ

を用いるか、電子黒板の電子ペンを用いるか、どん

な機器を用いると交流で有効かについても実践から

検討を加えていきたい。 

様々な形態で表現活動を行うことにより、どの方

法が最も生徒の表現する力を育成するのに適して

いるか分析していく。また、仲間の発表を聞き取り

図表を読み取る力がどう高まるか、聞き手の側の力

の高まりも分析していきたい。 

 

（３）2012 年度版土岐津中プロジェクト３ 

授業を離れても科学への関心や意欲を高めるため

の実践 

⑧科学への関心を高める掲示・展示と理科室開放

（継続） 

今年から実践し、自分から科学に関わろうとする

生徒の姿が生まれ始めた掲示・展示と理科室開放も
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継続していく。 

掲示・展示では、さらに生徒が科学への関心や意欲を高めるものを紹介していきたいと

考える。充実させていきたいと考えるのは、「科学の有用性」を伝える掲示である。遺伝子

やＤＮＡについて調べ学習でレポートを作成した時、生徒が、毎日のように遺伝子技術に

関する新聞記事が掲載されることに気付き、驚いていた。 

毎日のように新聞に掲載される科学に関わる記事を紹介するため、「生活とつなげよう」

というコーナーを作り、各学年の学習内容に関わりがある新聞記事を掲示できるようにし

た。ちなみに、「授業と生活をつなげよう」は、生徒が使っているノートプリントの授業後

に振り返りを書く欄の名前と同一である。 

枠は作成したが、まだ、十分機能していないこのコーナーを活用し、科学が身近なもの

であること、科学技術のおかげで私たちは豊かな生活を送っていること、人間の営みが自

然に負荷をかけていることなどを実感させたい。そして、自分とのかかわりで自然や科学

を捉えられる生徒にさらにしていきたい。 

また、展示している書籍も充実を図る。「世界で一番美しい元素図鑑」は、現在展示して

いる本で生徒に最も人気がある本であり、いつも誰か生徒がページをめくっている。美し

い写真や不思議な写真は、どの生徒にとっても科学に対して関心をもつ入口になる。そん

な観点からも展示書籍の充実を図りたい。 

 

⑨保護者と共に科学を学ぶ授業参観（新規） 

生徒の科学への関心や意欲を高めるために、保護者などの家の方に「科学が好きな大人」

になってもらうことが有効だと考えている。しかし、日本の大人の科学に対する関心やリ

テラシーは大変低いと言われている。 

そこで、授業参観では、生徒が理科を学ぶ姿を見ていただくことは勿論、保護者の方に

も授業に参加していただき、科学

の楽しさを味わっていただくこ

とを考えている。 

親子が同じ課題を追究し、自然

に不思議を感じたり、意外さに驚

いたり、結論に納得する体験をす

ることは、今後の生徒にとって、

科学への興味を高め、主体的に

科学に関わろうとする力になる

と考える。 

そのために、以下の様な工夫

を考える。 

○参観の手引き 

これまでの実践で、保護者に

授業の内容を理解し、指導の意図を

分かっていただくために「参観の手引き」を作成したことがある。内容は指導案を保護者

向けにし、終末にはその学習内容に対応する身近なトピックを掲載した。 

こうした情報を提供することで、保護者の授業に対する見方も意欲的なものになり、理

科に対する関心も高まると考える。 

○保護者実験班の設定 

通常保護者参観と言うと、家族は遠巻きに我が子の姿を見守るイメージがある。かつて、

過去に作成した参観のしおり 
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家族参観で圧力のスクランブル実験を行った時、生徒の家族の小学生が簡易真空器で風船

を膨らます実験を一緒に行い、その小学生も保護者も喜んで下さったことがあった。 

それであれば、生徒の実験班８班のほかに、保護者の実験用の設置をしてみようと思う。

火を使う実験などはむずかしいが、それ以外であれば安全面の配慮だけすれば、実験器具

の数からも２，３の保護者班を用意することは可能である。生徒が体験している観察，実

験から新しい事実を見つける喜びを、保護者の方にも感じていただけたらと考える。 

 

６ おわりに 

昨年度「土岐津中プロジェクトⅡ」をまとめ、「Ⅲ」を立案してから、あっという間に１

年間が過ぎた。その間に稲敷市立東中学校の子ども教育科学教育研究会に参加させていた

だくなど、たくさんの刺激やアイデアをいただき、実践の充実を図ってきた。 

生徒の「科学的に探究する力」、「科学的な見方や考え方を広まりや深まり」については

３年目を迎え、確実に成長してきたと手ごたえを感じている。 

昨年もそうであったが、なかなか実践が進まないプロジェクトがあったり、新たな課題

が出てきたり、進んだ分と同じぐらい、次のやるべきことが生まれる気がする。 

「科学的な見方や考え方を広め深める姿」 

「科学的に探究する力を身に付けた姿」 

「自分から科学に関わろうとする姿」 

を２０１２年度版土岐津中プロジェクトでさらに生み出していきたい。 

 
［研究代表：園原久徳］ 
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