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はじめに
「できる・わかる」授業を生徒に提供したい。私が常に思い続けていることである。

しかし、いくら点数だけ採れても、学習内容を理解することができても理科が理科が嫌
いでは意味がない。したがって「知識＝できる・わかる」ではない。
理科教師の大きな使命は「科学が好きな生徒を授業で育てていかなければならない。」

と考えている。好きになれば学習をする。そうなると生徒は素晴らしい能力を発揮し、
自分の可能性をさらに伸ばすことができる。
本校の生徒は、「理科は難しいけど実験が好き」とよく言ってくれる。ということはこ

の「実験・観察」こそが、理科に興味をもたせるキーワードであると考える。「わぁ～」

と歓声があがる実験、「キャー」と悲鳴があがる実験、そこから生じる「なぜ」という疑
問が、学習意欲に結びついてくれると良いと考える。そして、このような実験が生徒の
感性を育てるのだと思う。つまり実験・観察こそが理科好きの生徒を育む「核」ととら
えており、そこから科学が好きな生徒に迫ろうと考えている。

また、昨年度実施された全国・学力学習状況調査では、「将来、理科や科学技術に関係
する職業につきたいと思いますか」という質問に対して、就きたいと考えている生徒は
約２２％しかいない。あとの約７８％は就きたくないと考えているという結果が現れた。
本校も似たような傾向にある。だからこそ、理科の学習の目的が高校入試に合格するた

めだけというのではなく、理科をなぜ学ぶのか、自分が学習している内容が、我々の生
活にどのように役立っているのか。そこを結ぶ橋渡しの役割をするような理科の授業も
必要だ。そこから感動も生まれ「科学が好き」にもつながるのではないだろうか。

１，科学が好きな生徒の定義
「科学が好きな生徒を授業で育てていかなければならない。」ことが理科教師の大きな

使命であると前述した。
そこで本校では「科学が好きな生徒」を次のように定義している。

本校が考える「科学が好きな生徒」

（１）科学的概念を獲得しようとする生徒

（２）科学の役割を理解し、理科の大切さに気づく生徒

これらを分析すると、科学が好きな生徒像は次のようになる。

科学が好きな生徒像

（１）科学的概念を獲得しようとする生徒
①自然現象や科学の不思議さや素晴らしさに感動することができる生徒

②実験・観察の仮説を立てて主体的に実験・観察を行い、その規則性を探ろうとす
る生徒

③他の人の意見を取り入れ、自ら持つ素朴概念を変容できる生徒
（２）科学の役割を理解し、理科の大切さに気づくことができる生徒

①日常生活やこれからの社会において科学技術の役割を理解し、理科の学習のつな
がりに気づくことができる生徒

これらの生徒を育てる理科授業の研究の視点は次のようになる。
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研究の視点

①自然現象や科学の不思議さや素晴らしさに感動すること
ができる生徒 (感動)
Ⅰ楽しい実験・観察による感動体験の充実

Ⅱものづくりの実施
Ⅲもの・ネタの用意

②実験・観察の仮説を立てて主体的に実験・観察を行い
その規則性を探ろうとすることができる生徒（できる）

Ⅰ体験活動の重点化による理解
Ⅱ演示実験の効果的活用

Ⅲ追究課題による探求活動の実施
Ⅳ自由思考による発見と疑問点の表出
Ⅴパフォーマンステストによる技能習得
Ⅵ理科室経営の充実化と機能的活用

③他の人の意見を取り入れ、自ら持つ素朴概念を変容で
きる生徒(変容)
Ⅰ結果の解釈から話し合い活動（討論）の場面設定

Ⅱポートフォリオ（ＯＰＰ）による学習評価
Ⅲ視聴覚教材やＩＣＴの有効活用
Ⅳ素朴概念を変容させるための教育課程の工夫
Ⅴ細分化や易から難への教材配列による知識の定着

④科学の役割を理解し、理科の大切さに気づくことが
できる生徒

Ⅰ日常生活における科学技術の役割を知る
Ⅱ最先端技術と理科学習との関わりを知る

２，２０１３年９月までの教育実践
実践例１：電流とその利用～粒子概念を獲得させてから、電流を学習し理解を深める～
（１）事前調査問題から生徒の素朴概念を表出する(変容)
これから電流の学習に入る前に、生徒が電流に対してどのようなイメージを持ってい

るのか事前調査してみた。そうすると、ほとんどの生徒は電流をギザギザや波で表して
いた。つまり、多くの生徒は電流をエネルギーとしてとらえているのである。これが生
徒が電流に持っている素朴概念なのである。
その素朴概念を、「電流は電子の流れ」つまり粒子であるという概念を獲得させてから、

電流・電圧の学習に進んでいくことにした。
「電流は粒子である」これが単元を貫く重要な科学的概念である。これだけを使って

電流や電圧、抵抗をイメージさせるように学習を進めた。そうすることで、「電流＝計算
問題、理科の計算は難しい、という思いを少しでも払拭することができるのではないか」
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と考えて、「電流は粒子であるという科学的概念」を単元学習の柱にした。

生徒がもつ電流のイメージの一例

上段は電流をエネルギーとしてとらえているもの：下段は粒子としてとらえているもの

直線としてとらえている ギザギザとしてとらえている カミナリのようなイメージ

としてとらえている

＋の電気をもつ粒子だけ ＋と－両方の電気を持つ粒子 粒子に電気はない

（２）電気の不思議を体験しながら、楽しく静電気の実験行う（感動）
アートバルーン用の風船を購入し、一人一個配付し風船を膨らませる。さらにキッチ

ンクロスを使用して風船を擦り静電気を発生させて次の実験を行う。

静電気の実験（感動）

①擦った風船を水道から出た水 ②擦った風船に擦ったビニル ③クラス全員で行う百人おど

に近づける ヒモを近づける（電気くらげ） し。かなりスリリング！

④バンデグラ ⑤バンデグラ

フを使って フを使って、

静電気で、蛍 静電気で、髪

光灯を点灯さ の毛を逆立た

せる せる。女子の

方が迫力あり



- 4 -

補足であるが、電気が恐いという生徒はクラスに必ずいるので、百人おどしの実験は

絶対に無理はさせないようにした。もちろん、バンデグラフの実験も、希望者によって
行っている。このような楽しい実験をやることで、電流は難しいというマイナスのイメ
ージを払拭し、電流の授業は楽しいと思わせたい。このような楽しい実験が感性を育む。

（３）討論を活用して、静電気の規則性に気づかせながら、素朴概念を変容させる(変容)
体験重視の実験を行うため、実験は２人１組で行う。
ストロー３本とティッシュペーパーを配付して、ストローどうしは反発し、ストロー

とキッチンクロスが引き合うことを実験で確認した。その後、なぜ、このようなことが

起こるのか、自分の考えをもとにして班で話し合い活動を行い、意見をまとめた後、発
表する。１班から順番に発表をしてもらった。そして、何か質問がないかクラス全体に
投げかけるとここから、討論に入っていく。あやふやな内容であれば、その点が質問さ
れる。そして、発表した班のあやふやなところがはっきりする。それが勉強になる。教

師が教えなくても生徒同士て理解しあえる。
しかし、間違えた方向に話し合いが進むこともあるが、私は必要以上に答えを誘導し

ないようにしている。間違えた答えでも、学習が進むことによって、矛盾点が浮き彫り
になっていくからである。

ここでは、生徒が自由に意見を言い合える雰囲気を大切にして学習を進めた。

生徒が考えた擦ったストローどうしが反発し、擦ったストローとティッシュペーパ
ーとが引き合う理由の一例（プロジェクターで映像を映している）

生徒の変容 いろんな人の考えを聞いて、自分
の考えを確立させることをねらい
として行っている。そこに、変容

がある。上の写真は班の考えをだ
したもので、これをもとにして、
討論を行っている。左の写真は、
生徒の変容を表している。最初の

自分の考えは、電気の大きさで引
きつけあったり反発したりすると
書いていたが、討論を通してプラ
スとマイナスの電気を帯びて、同

じ極どうしは反発し、違う極どう
しの電気を帯びると引き合うと書
いてある。素朴概念はとても強い
が、討論は素朴概念を変容させる
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には大変有効で、さらに、思考力・表現力・判断力を高めるのにもとても効果がある。

（４）陰極線を使って「電流は粒子である」という概念に変容させる(感動・変容）
「電流は電子の流れ」であるという概念をここで獲得させるように授業を行った。

電流は粒子である概念に気づかせる実験

①火花放電を見せ、電流を肉 ②クロス真空計を使ってなぜ ③なぜ電子の流れが回転車を

眼で確認させる 気圧が低い方が電流は流れや 動かすのか考える（質量）

すいか考える（粒子）

＊（ ）は電子の性質

これらの実験は、音も大

きく生徒には衝撃的で、

反応が良かった実験である

④蛍光板入りクルックス管に ⑤十字板入りクルックス管を

電流を流し、なぜ陰極線が＋ 使用して、陰極線がどのよう

極に引き寄せられるか考える に進むか考える（直進する）

（－の電気を持つ）

①の実験は静電気の授業のあと電流のイメージを生徒に確認したら、ギザギザなどエ
ネルギーでとらえている生徒は１５％、粒子でとらえている生徒は８５％と、単元学習
前に行った事前調査から変わってきた。しかし、電流を粒子でとらえている生徒のほと

んどが、＋と－の両方の電気が電流の中に存在していると考えているので、この素朴概
念を変容させるという授業を行った。
②の実験はほとんどの生徒が気圧が低い方と考えていたが、空気の中に電流があると

考えてる生徒もいた。

③の実験でなぜ、「電流がぶつかると回転車が回るのか」と生徒に聞いたが、「電流に
は質量がある」からと気づくのに時間がかかった。電流に質量があるという感覚が生徒
には無いのでこの答えには驚いていた。電流は粒子だから質量がある。もし、エネルギ
ーなら質量は無い。この実験は、粒子とエネルギーの違いが明確になる実験だけにとて

も重要な意味を持つ。
④の実験は、電流は－の電気を持った粒子の流れであることを確認するための実験で

ある。したがって、なぜ電流が＋極の方に引かれていったか、その理由を考えさせたと
ころ、生徒の考えは次の２つに分かれた。
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生徒の考え Ａ：電流は－の電気を持

Ａ Ｂ った粒子だけという

考え

Ｂ：電流は－の電気と

＋の電気の両方が存

在し、－の電気の方

が＋の電気の粒子が

より多く存在してい

るという考え

⑤の実験で、－極から電流が出てくることを確認して、さらに④にフィードバックし
て、電流は－極から出てくることを再確認し、もし、＋の電気を持っていたら、－極か

ら出てこられないのではないかという意見が出たりして、電流は－の電気を持った粒子
であるという科学的概念を獲得させようとした。

（５）生徒は素朴概念を科学的概念に変容することができたか

（４）の⑤の後、電流を拡大してみるとどのようになっているのか確認したところ、
次のように生徒の考えが変容した。
分類 図の様子 流れ方 回答数（％）

授 業 前 授 業 後

方向性無し ９ ０
１ ギザギザ ＋極から－極 ６ ０

－極から＋極 ６ ０
２ 波 線 方向性無し １６ ０

３ 渦 巻 き 方向性無し １３ ０
４ 直 線 方向性無し ２２ ０

＋極から－極 １９ ０
５ 矢 印 －極から＋極 ３ ０

＋極から－極と－極から＋極に流れる ３ ０

６ 粒 子 ＋と－の両方の電気を帯びている ３ ５
－の電気を帯びている ０ ９５

このように、授業前と授業後の生徒の電流に対するイメージが変化してきた。つまり、

素朴概念を科学的概念に変容させることができた。
ただ、電流は－の電気を持った電子の流れであるが、あくまで電流の中には＋の電気

を持った粒子が存在するというかたくなな考えを持った生徒もおり、この素朴概念は改
めて強く、④や⑤の実験を行っても生徒の考えを変えることができなかったのが残念で

あった。素朴概念というのは、なかなか変容できないものである。
しかし、ほとんどの生徒は電流はマイナスの電気を持った電子の流れであるという概

念を獲得するすることができたので、感動や衝撃を与えながらその現象に対する意見を
交流して（４）の実験を行ってきたが、ある成果が上がっているといえる。

（６）粒子概念を使って抵抗をイメージさせる （できる）
ストローによる抵抗のイメージを掴む実験として、体験重視させるために、ストロー

を２本とセロテープとピンポン球を１人１セット配付した。
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ストロー１本のときと比較

して、２本重ねて吹いたとき Ａ：ストローを２本つなぐ Ｂ：ストローを２本重ねる

と２本つなげて吹いたとき、
ピンポン球を遠くに吹き飛ば
しやすいのはどれか確認さ

せ、抵抗を並列につないだと
きと、直列につないだときの
合成抵抗のイメージを掴む実
験を行った。空気が電子で、

空気の流れにくさが抵抗とな
る。つまり、勢いよくピンポ 直列回路→抵抗が大きい 並列回路→抵抗が小さい

ン球を飛ばすことができるも ピンポン球が飛びにくい ピンポン球が飛びやすい

のが、空気抵抗が小さくなり

ピンポン球を飛ばしにくいのは抵抗が大きいということになる。ストロー２本をつない
だときが抵抗を直列につないだときとなり、ストローを２本重ねたときが、抵抗を並列
につないだときとなる。

（７）逆転現象から疑問を生じさせ、原因を追究させる（変容）
生徒の逆転現象を生じさせ、そこから「なぜ」という疑問を生み出し、その原因を探

らせる授業を行った。電球の明るさは何によって決まるのかという概念を導き出させる
のがねらいである。４０Ｗの電球と２０Ｗの電球を単回路で明るさの確認をした後、次

の２点を考えさせた。
①４０Ｗの電球と２０Ｗの電球を並列回路にしたとき、どちらの電球が明るくなるか
②４０Ｗの電球と２０Ｗの電球を直列回路にしたとき、どちらの電球が明るくなるか
４０Ｗと２０Ｗの電球を使用した理由は、明るさの比較が最もわかりやすかったから

である。生徒にとっては比較的①の並列回路は予想は立てやすく、４０Ｗの電球が明る
くつくと予想する生徒が多い。そして、実験をすると予想通り４０Ｗの電球が、２０Ｗ
の電球よりも明るく光る。その理由を考えさせた後、②の実験の予想をさせる。②の実
験を予想させると、４０Ｗが明るいと答える生徒が多いが、同じ明るさと答える生徒も

いる。同じ明るさの理由を聞くと、「直列回路だから流れる電流の大きさが同じになるか
ら」と答えた。
そして、実験をすると、予想に反して、２０Ｗの電球が明らかに明るくなる。

実験結果と生徒の考え

２０Ｗ電球の方が明るい：直列では抵抗の大きい２０Ｗ用の電球に大きな電圧がかかるから、

電球が明るく光ると書いている。
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「なぜ」というつぶやきが聞こえると、つい嬉しくなってしまう。①と同じように理

由を画用紙に書いて班ごとに説明してもらう。説明の中で討論が始まると、「電圧は電球
の明るさにどんな影響を与えるのか」、「２０Ｗ分で明るくなる電球だけど、４０Ｗの電
球は電力が足りないから暗い」など、生徒の疑問や曖昧な部分が浮き彫りにされる。
生徒は計算よりも、絵や文章で答えてくる。電圧が同じ大きさでないので、計算では

考えにくいようである。
電球の明るさは何で決まるのか、明確には答えられない班が多い。
討論の中で、「電球の明るさと電圧はどのような関係があるのか」という新たな疑問が

出てきた。電球の明るさと電流は結びつくが、電圧とは結びつきにくい生徒が非常に多

かった。
並列回路と直列回路で明るく点灯する電球に共通していることは何か。確認すると、

ようやく「電力」という答えが出てきた。
そして、粒子概念で考えてほしいので、それを電子を使って説明させることにする。

当初は、いきなり電子を使って説明させようとしたのだが、難しくて生徒の手が止まっ
てしまった。それでも、一生懸命に生徒は考えてくれた。これができるというのは、か
なり力がついていると判断できる。

電流は、計算問題だ

電子を使って説明した生徒の考え けできればいいので
はなく、理論からき
ちんと理解させるこ
とが大切であると考

えているので、この
ように説明ができる
ことを評価している。

（８）自由思考による生徒の疑問の表出と規則性の発見（感動・変容）

回路と電流の１時間目の授業で、

ＬＥＤ 豆電球２個、モーターつきプロペラ、乾電池２個、導線、並列用導線２
スイッチ、手回し発電機

を配付し、これらを使って、各自で自由に実験をして気づいたこと、疑問に思ったこ
とをまとめて、発表してもらった。発表の仕方は次の２点について話すように指導した。

①こういう実験をしてこういう事がわかりました。
②このような疑問が出ました。

実験終了後、結果をまとめる。

疑問カード（ピンクの画用紙）の記入をしてもらった。これは電流の授業の中で、生
徒から出た疑問を解決していく授業を行うためである。また、本校の校内研究を絡めた
授業でもあった。
生徒の発表はメモを取らせながら聞かせた。
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実験結果と生徒の考えとメモ 生徒のメモ

わかったこと

疑問に思ったこと

（９）タブレット（ＩＣＴ）を使って、生徒の考えをその場でプロジェクターに映し出す
（感動・できる・変容）

生徒の考えを画用紙に書いてもらったあと、黒板に貼

り付けると教室の後ろまで見えない。電子黒板があるわ
けではないので、どうすれば良いか悩んでいたところ、
技術科の先生にこういうものがあると紹介してもらった
のが、タブレットである。これを使用すると、無線で

映像をプロジェクターに飛ばすことができるので、生徒
の考えをすぐにクラス全体で共有する。これで、とても
効率よく授業ができるのと、この機能に生徒も最初は驚
いてくれた。もう、驚かなくなりましたが… 。

生徒の思考力などを育てたい授業には、大変有効な教 タブレットを使って映した映

具である。現在は、私物を使用しているが、できれば１ 像。教室のどこからでも映像が

班に１台欲しいところである。それは、まだまだ夢のよ 送ることができ、教室の後ろで

うである。 もよく見える。

（10）実践を終えての課題
電圧を粒子概念で説明するのは難しい。電圧自体は電子を押し出す力、つまりエネル

ギーなので、直列回路や並列回路の電圧を説明するのは困難である。

今回は、直列回路の電圧の大きさは、チューブとピストンを使って説明し、並列回路
の電圧の大きさは、駄菓子屋で購入した息を吹くと２方向に伸びていく、昔懐かしいお
もちゃを使用して説明した。これで、２方向に同じ力が働いていることをイメージして
もらおうと思っているが難しいのが現実である。さらに、電子の流はマイナス→プラス
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になるが、電流の流れはプラス→マイナスになる。ここで生徒は混乱してしまうのが課

題である。自由思考のところは、道具を見せてすぐに実験ではなく、これらの道具を使
ってどういう実験ができるか、何を調べられるかということを考えさせてから、実験を
させた方がよかったというアドバイスを副校長からいただいた。

【２０１３年４～７月実践】

実践例２：運動とエネルギー～素朴概念を表出し、その変容と確かな理解～
（１）教科書実験から追究課題を設定し、生徒に探究させる（できる・変容）
ゆるやかな斜面を下る台車の運動を実験で調べてから、斜面の角度を変えて同じ実験

を行うと、急斜面の方が台車の速さは速くなることがわかった。その授業の中で生徒の
発表を終えたとき、私が、「急斜面とゆるやかな斜面を走る台車の速さの違いがなぜ生じ
るのか」と聞いたところクラスが沈黙した。本校の生徒だけではないと思うが、知識は
知っていても、「なぜ」いう言葉に非常に弱い。そこで、これを追究課題として設定し、

各自で仮説を立ててから班で話し合い、次の手順でレポートの作成を行った。

仮説→仮説の検証を行う実験方法→実験に必要な物→実験結果→考察

各班で十分に話し合う時間をとってから実験を行う。そして、下の写真は生徒が作成
したレポートを私がまとめたものである。

生徒のレポート （２）追究課題から新たな疑問を生み出

す（変容）
（１）で示した実験を行い、各班

には上記の緑の枠の中の内容（具体
手な発表内容は左の写真）を発表し

てもらった。そして、何か質問がな
いかクラスに確認していくと、あや
ふやな実験内容や結果では、生徒か
らつっこまれてしまう。そして、討

論に発展する。この討論を行うこと
で、今まで自分たちが気づかなかっ
たことに気づかされることによって
その班の発見にもつながり、さらに

今まで自分たちが気づかなかった疑
問点が浮き彫りになっていくことも
ある。
「急斜面とゆるやかな斜面を走る

台車の速さの違いがなぜ生じるのか」
という課題を提示し、その発表のな
かで、課題の結果は「斜面上に平行
にはたらく力が急斜面の方が大きく

なること」ということがわかったが、
その討論のなかで、新たな疑問が生
じ、生徒の意見は次の２つに分かれ
た。
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Ａ）台車はだんだん速くなるから，斜面上にはたらく下向きの力もだんだん大きく
なる。

Ｂ）斜面上にはたらく下向きの力は，重力の分力だから力の大きさは変化しない。

まさに、授業は生き物である。そこで新たに、

斜面と平行に台車にはたらく力の大きさは、変化するのか。それとも一定の大きさ
ではたらいているのか？

という問いを出した。新たな素朴概念の表出である。
さらに討論を進め、台車にはたらく力について、生徒が持った素朴概念を科学的概念

に変容させようとした。

その話し合いの結果、斜面と平行に台車にはたらく力の大きさは、重力の分力である
から、台車の質量が変わらない限り、同じ斜面上であれば同じ大きさになることに結び
ついた。これも、私が教えたわけではなく、生徒が答えを導き出すだけである。表現力
・思考力・判断力が高まってきたと実感した瞬間であった。

（３）おもちゃを使って、慣性の法則の実験を行う（感動・変容）
慣性は生徒の素朴概念が強いところといってよい。

左図の問題６は正解者が多いが、問題７は間違

えてしまう生徒が多い。だからこそ、この素朴概
念を科学的概念に変容させるためには、検証の実
験が必要である。そして、その理由を考えさせる
ようにする。

しかし、この実験を生徒にやってもらうのは大
変危険である。そこで、問７の予想だけ生徒から
聞いて、東京ドームで販売していた、おもちゃの
バッティングマシーンとビニールボールと台車を

使って、体験重視を意識して、２人１組で実験を
行う。楽しく実験ができるので、生徒の反応も大
変良かった。楽しく概念を獲得できるのが理想で
ある。

バッティングマシーンと台車を使った慣性の法則の実験の様子

このようにボールの動きをデジカメで記録し、プロジェクターで映し出すと、ボールの軌道が

わかりやすい。
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（４）追究課題から、エネルギー概念を導き出す（変容）

使用したエネルギーは無くなるのだろうか

という課題を提示し、生徒が持つエネルギーの概念を明確し、素朴概念を表出し、科学

的概念に再構成させていきたい。
各班で仮説を立て、それを検証する実験方法を考え、結果から自分たちの仮説が正し

いか、それとも間違えているのかを調べる
本時は、各班で考えた実験を行い、仮説の検証をするところから行う。

課題→仮説→仮説検証の実験（各班毎に工夫する）→考察→発表

発表は、エネルギーは無くなるのか、それとも無くならないのか。その根拠を明確にし

て発表する。各班ごとに発表し、質問の時間をとる。その中で新たな意見（素朴概念）
が出てきたら、それを拾いあげ討論をすることによって、さらに考えを深めていく。発
表はメモをとりながら聞かせる。
ドミノを使って運動エネルギーの移り変わりを

調べたり、風車を使って実験をしたりそれぞれ工
夫しながら実験を行い、エネルギーは移り変わっ
ていくが最後にはなくなってしまうという結論に
なってしまった。しかし、「エネルギーは移り変わ

る。」と言うことに気づけばいいので、あとは教師
の説明である。

（５）体を使ってエネルギー概念を獲得させ、身のま

わりの日常生活に結びつける（変容）
ＬＥＤ、蛍光灯、白熱電球を手回し発電機を使 ＬＥＤは軽く白熱球は重い

って点灯させ、その違いを明確にし、理由を考える
実験を行った。ＬＥＤを点灯させるときに手回し発電機のエネルギーの移り変わりを体

験することができると同時に、ＬＥＤの光エネルギーの変換率が非常に高いことを実感
することができる。ここから、電化製品とくに省エネ家電にＬＥＤが使用されているも
のにどんなものがあるか考えさせ、日常生活に結びつけることができた。そして、白熱
球の製造が終了していることも理解させることができた。

説明だけではなかなか、理解しにくいのでやはり体験活動は重要である。

（６）１枚ポートフォリオで自己評価（変容）
生徒の学習状況を把握するために１枚ポートフォリオ（ＯＰＰ）を使用する。エネル

ギーの移り変わりについて、学習内容を理解することができたのか、もしできていなけ
れば、学習内容を理解できるようにＯＰＰに教師がコメントを記入し、軌道修正を行い
ながら、生徒の学習履歴を確認しながら変容をみとることができる。

【２０１２年６～９月実践】

実践例３ 宇宙と地球～モデルとコンピュータと実験を組み合わせて、理解を深める～
（１）コンピュータと実験で、理科室を広大な宇宙にする（感動・できる）
①宇宙の様子を見てみよう
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国立天文台のＨＰ（http://4d2u.nao.ac.jp/html/program/mitaka/）からフリーソフトをダウ
ンロードをして、現在わかっている宇宙（約１３５億光年先）の姿が見える。

単元の導入で、プロジェクターに映して見せた。
宇宙の果てはどうなっているのか、生徒は興味
を持っているようで、この映像を見せて、これ

から行う宇宙の学習は楽しい、ロマンがあるこ
とを感じ取ってもらうことを目的にした。この
映像をみても、全ての方向に銀河があるわけで
はなく、観測できていない方角の宇宙は、銀河

が無く真っ暗である。これがまた、宇宙の神秘
約１３５億光年先からみた宇宙の姿 さを増幅させる。
白い点は銀河を表している オリオン座の大星雲や馬頭星雲などもプロジ

ェクターで映し出し、宇宙の神秘さを伝えた。

②太陽の日周運動
太陽の一日の動きを透明半球で観察した後、太陽の日周運動をコンピュータ（ステラ

ナビゲーター）を使って、プロジェクターを通して大きく映像を映して確認する。

東の空（日の出）光跡 南の空 西の空（日の入り）

ソフトによって、太陽の日周運動の光跡を残して、よりわかりやすくした。

③星の日周運動
星の東・西・南・

天体の日周運動 北の日周運動を①同
様に、コンピュータ
を使ってプロジェク
ターを通して大きく

映像を映してアニメ
ーション機能を使っ
て確認する。その後、

北の空 東の空 透明半球を使って北

極星を中心に同心円
を広げて、東西南北
の天体の動きが生じ
る原因を確認する。

この学習は、天体
の内部にいることが

南の空 西の空 条件になるので、そ
のことをきちんと押

http://4d2u.nao.ac.jp/html/program/mitaka/
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さえさせるために、スクリーンに北の方角の天体をうつしだし、北天の星の動きを教師

が体を使って東の方角の天体の動き、その後、南・西の天体の動きを確認する。そのと
き、生徒は天体の中にいることを伝える。「北の空の動きと東・南・西の空の動きが逆で
はないか」と生徒から質問がでたが、コンピュータと透明半球を使うと、全ての方角の
天体の動きが北極星を中心に動いているように見えることを理解させることができた。

④太陽の１年の動き

黄道の様子

太陽の通り道を光跡で残してある 星座パネルをつくって、地球儀を持って、

実際の動きを再現する

天球上を太陽が１年かかって通る道である黄道は、生徒がイメージをしにくいので、

コンピュータで黄道をアニメーションを使って確認する。そのとき、１２の星座を太陽
が通るので、これらの星座は「黄道１２星座」とよばれ、みんなの誕生日の星座とほぼ
一致していることを伝える。その後、理科室にＬＥＤを使って作成した黄道１２星座の
パネルを設置し、太陽がこの星座を通過しているように見えることを確認する。また、

太陽と同じ方向にある星座は見えないことも確認できる。

⑤北極と南極、赤道上の太陽の動き
発展問題として、北極や南極・赤道上の太

陽の動きを考えさせる。これを考えることに
より、太陽の１日の動きや南中高度の変化を
イメージを持って理解することができる。そ
して、コンピュータで確認できると、なぜこ

のように見えるのかを考えることができるの
で、太陽の南中高度の変化や日周運動の理解が
深まる。 春分の日の太陽（オレンジ色の光）の動

き。地平線を這うように太陽が移動する

（２）ヘッドアースモデルを使って、イメージをつくり出す（変容・できる）
①ヘッドアースモデルで、実験をしながら理解を深める
太陽や天体の日周運動・年周運動、季節によって見える星座が変化すること、月の見

え方は、このヘッドアースモデルを使用すると、イメージがしやすく理解が深まる。
そして、盛り上がる。楽しく、わかる、概念を獲得するには非常に素晴らしい教材で

あることを実感した。
②星座モデルをつくって、宇宙の授業をよりリアルにわかりやすく工夫する
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ＬＥＤとプラスチック段ボールを使って、黄道１２星

座やオリオン座などの星座のモデルをつくり、星座の見
え方、太陽や地球の動きを調べる実験を少しでもわかり
やすくなるように工夫した。

③理科室を太陽系にして、金星の満ち欠けを観察する
夏休みのうちにビーチパラソルを購入しておいて、檜

の細い棒と釣り糸、黄色いスポンジボール、電球で金星
の満ち欠けを調べる実験道具をつくった。 真ん中は太陽のモデルとし

電球が太陽、金星は黄色いボール、地球は生徒になる。 て使用した赤い電球である。

このようなモデルをつくって実験に使用すると、生徒も 黒板にあるのはオリオン座の星

非常に興味を持って取り組んでくれる。 座モデル。下はいて座のモデル

また、もう一工夫として、印刷機のマスターを巻いて

いる紙の筒を１クラス分４０個集めて、その中心にＯＨ
Ｐシートに○を書いたものを貼り付け、金星の場所によ
って大きさが変化していることも確認できるようにして
おいた。地球から近い位置にある金星は大きく、遠くに

ある金星は小さく見えることがわかる。これらを使って
生徒は観察できる位置に動き、金星の満ち欠けを観察し
記録をする。その後、地球から見える金星をプロジェク ＬＥＤは１００円ショップで購

ターで映し、実際には天体望遠鏡で観察しないと満ち欠 入

けしている様子は見えないことを確認する。

金星の満ち欠けを調べる模型 金星の満ち欠けの様子がわ 中心の○で金星の大きさがわか

かる る。全員ができるように１人

１個、計４０個用意した

④月の満ち欠けを、１人１個のモデルを用意して実
験を行い、理解を深める

半分黒く塗りつぶした発泡スチロール球を全員に
配付し、それを月のモデルとする。(月は表しか見
せていない）それを持って外に出て、発泡スチロー
ル球を太陽の方にかざし、生徒が地球となって１周

すると、月、太陽、地球の位置と月の満ち欠けにつ
いて観察することができる。そして、太陽、地球、 月のモデル：発泡スチロールを半分

月の見え方はヘッドアースモデルを使用して、理解 黒く塗りつぶし、竹串をさしたもの

を深めることができた。 【２０１３年１月実践】
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３，成果と課題
（１）アンケートの結果の分析

項 目 肯定的な意見の回答率 ２０１３年４月実施の２年生対象の
理科が好きである ８８％ アンケートの結果である。７月現在電
理科の授業は楽しい ８３％ 流の単元の授業の途中なので、この学

理科の授業は退屈 ２０％ 習が終了しだい再びアンケートをと
理科の勉強はやさしい ８％ り、推移を確認する予定でいるが、電
理科は生活の中で大切 ９３％ 流という難しい単元だけに、結果がこ
科学を使う仕事がしたい ５８％ れ以上に良くならないのではないか。

①理科が好き
理科が好きと答えた生徒や授業が楽しいと答えた生徒が予想以上に多いのには驚いた。

理由としては、「実験が好き」と答える生徒が圧倒的に多い。やはり、理科は実験・観察

が授業の柱になっていることを実感した。その他の理由としては、「自然現象の仕組みが
わかるから」、「なぜ変化するのか、予想したり深く考えるのが楽しい」、「内容が興味深
いから」、「納得できたとき、自分の言葉で説明するのが楽しい」、「日常生活の疑問が解
決できる」という理由があった。

理科が好きではない、苦手という生徒の理由は、「計算問題が苦手」、「覚えることが
たくさんありすぎる」、「得意な分野と苦手な分野の差が大きい」。成功体験の不足であ
る。この課題を少しでも克服できれば、理科の授業も楽しくなってくれるのではないだ
ろうか。

②理科の授業が退屈
授業が退屈と答えた生徒が２０％ということは、一クラス４０人なので、８人は退屈

と感じているのが現状である。２年生になって、討論や話し合い活動を多く取り入れて
きたが、このことについて生徒がどのようにとらえているのか、単元学習後に確認をす

る予定である。
話し合い活動では、全員が参加できるように、自分の考えを持たせてから話し合い活

動に入るようにしている。しかし、この話し合い活動に入りきれない生徒がいることも
確かである。また、クラスで討論になったとき、自分の考えを発表できるから楽しいと

感じてくれる一方で、「意見は言いたいけど、ついていけないときがあります」と言われ
ることがある。それでも、一生懸命に発表者の話を聞こうという生徒が頑張っている姿
勢が見られるのは非常に嬉しいものである。
③「理科の勉強はやさしい」

「理科の勉強はやさしい」と感じている生徒は８％ということは、約３７人は難しい
と感じていることになる。実験結果の解釈をきちんと行う授業を意識している。つまり、
「なぜこうなるのか？」をしっかりと考えさせる。本校の生徒は知識を使うことは非常
に良くできる。しかし、この「なぜ」を考えるのは苦手でるが、思考力を育むのは大切

なので、それが当たり前になるようにやり続けることが必要であると考えている。
また、理科は計算問題が苦手という生徒が多い。つまり、理科好きに歯止めをかけて

いるのが計算問題といえるので、問題演習も定期的に行うことで、計算問題に慣れさせ
ていく必要もある。そして、その問題には教師の工夫が必要と考えている。具体的には、

「細分化や変化のある繰り返し」による、「易から難への教材配列」である。そして、気
がついたらできていたというのが理想である。
④「科学を使う仕事がしたい」が低い
「理科の授業は大切」と答える生徒の解答が最も高く９３％もあった。さらにこの数
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字が高められるように実践をつんでいきたい。しかし、「科学を使う仕事がしたい」とい

やや高いものであると感じている。でも、まだまだ伸びしろはある。最近、理系の人気
が高まってきている。科学を使う仕事にはどのようなものがあるのか、科学に身近に感
じてもらうために、山梨大学との連携授業を計画的に実施し、肯定的な意見の回答率が
少しでも良くなるようにしていきたい。

（２）研究実践の考察
①自然現象や科学の不思議さや素晴らしさに感動することができる生徒 (感動)
実験・観察を多く取り入れることによって理科授業の楽しさを実感してくれたと思う。

難しい電流の授業でも実験は楽しいと言ってくれる生徒がいた。基本は個別実験・班実
験であるが、演示実験も効果的に行うことで感動体験をさせることができた。
しかし、これからも実験・観察を充実させるには、教師も学習をして情報を収集しな

ければならないので、常にアンテナを張る必要がある。

②実験・観察の仮説を立てて主体的に実験・観察を行いその規則性を探ろうとすることができる
生徒（できる）
計画的に実施することができた。課題解決のために自分たちで実験方法を考え解決す

るというのは、課題こそ与えられているが実験を自分たちで行うという意識が高まり意

欲的に行うことができた。
また、自由思考をさせながら、疑問に思うことをまとめ、それらを授業を通して解決

することができるように進めていくことも、中途半端に終わってしまうことがあり、こ
こについては、やり方を吟味する必要がある。おおいに工夫の余地がある。

実験観察において、規則性を探ることは実験が好きなので意欲的にできていたが、そ
の規則性を他の現象にも応用することができる力を付けていきたいと考えている。
③他の人の意見を取り入れ、自ら持つ素朴概念を変容できる生徒 (変容)
ポートフォリオは生徒の概念形成においては非常に効果的である。生徒が授業で学習

したことと教師のねらいが一致しているか確認することができる。一致していなければ、
教師が気づかせてあげられるようにコメントをする。しかし、なかなか授業時間内に実
施して、クラス内で交流となるとそれだけで最低１０分はかかるので、宿題になること
が多い。教師が忙しく時期によってはなかなかコメントを書けずにいたことも反省であ

るが、継続してやり続けることが大切である。
また、科学的思考力を養うために討論を行うが、課題によっては盛り上がってしまい、

時間が足りなくなってしまうことがあった。長時間かけてやり過ぎてしまうと、生徒は
飽きてしまうので、時間配分などの見極めが大事である。実践報告にも載せたが、討論

によって、自分の考えを変容できた場面を多く見ることができた。
単元学習前に事前調査を行い素朴概念を表出し、科学的概念を獲得するための教育課

程を計画することは効果的であるが、まだまだ改善の余地はある。
計算問題・問題演習には細分化は間違いなく効果的だが、きちんとステップを踏まな

ければ生徒は混乱してしまう。したがって、細分化しすぎるくらいが適切であると思う。
先生になって授業をしてもらおうとも計画をしていたが、実施できなかったので次年

度に持ち越しである。理解を深めるためにはこういう場面は設定した方がよい。
④科学の役割を理解し、理科の大切さに気づくことができる生徒の育成

大学との連携授業を計画的に行う。ここは今年度はできなかったので是非実施したい。

＊「科学が好きな生徒」は増えたのか？
実験を中心にした学習になると「理科の授業が超楽しい」とクラスの日誌に書いてく
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れる生徒が増え、授業での話し合いの様子が書かれていたり、自分の考えを書くなど、

理科に対する興味・関心が高まってきたと考察している。しかし、単元によっての好き
・嫌いが明確であり、理科は難しいという思いが生徒の中に根強く残っている。

（３）今後の課題

Ⅰ理科授業の課題

①興味関心を高め、学習意欲を高めること
②思考力・表現力・判断力を育成すること

③課題解決能力を育成すること

理科授業の研究は科学的概念の獲得（感動・変容・できる）、科学の役割に向けて実践
を積むことである。

Ⅱ課題となる生徒像

①実験・観察の仮説を立てて主体的に実験・観察を行い、主体的にその規則性を探
ろうとすることができる生徒

②自分の考えを発表したり、他人の意見を聞いて筋道を立てて自分の考えを構築し、
素朴概念を科学的概念に変容することができる生徒
③日常生活やこれからの社会において科学技術の役割を理解し、理科の学習のつ
りをに気づくことができる生徒

Ⅲ課題とする取り組み

①実験・観察の充実を図る （概念：感動）

②思考力・表現力・判断力を育成する （概念：変容）
③課題を解決する能力の育成する （概念：変容・できる)
④科学的概念の獲得のために授業を工夫する （概念：変容）
⑤科学の役割を学ぶ場を設定する （科学の役割）

４，２０１４年度の教育計画
目指す生徒像 科学が好きな生徒

（１）科学的概念を獲得しようとする生徒
①自然現象や科学の不思議さや素晴らしさに感動することができる生徒

②実験・観察の仮説を立てて主体的に実験・観察を行い、その規則性を探ろうとする
ことができる生徒
③工夫を凝らして、課題を解決しようと最後まで頑張ることができる生徒
④他の人の意見を取り入れ、自ら持つ素朴概念を変容できる生徒

（２）科学の役割を理解し、理科の大切さに気づくことができる生徒
①日常生活やこれからの社会において科学技術の役割を理解し、理科の学習のつなが

りに気づくことができる生徒
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研究の構造図

①自然現象や科学の不思議さや素晴らしさに感動すること
ができる生徒（感動）
実験・観察の充実化
Ⅰ楽しい実験・観察による感動体験の充実

Ⅱものづくりの実施
Ⅲもの、ネタの用意
Ⅳ視聴覚教材の有効活用
Ⅴイベントへの参加・応募

②実験・観察の仮説を立てて主体的に実験・観察を行い
その規則性を探ろうとすることができる生徒（できる）

課題を解決する能力の育成、思考力・表現力・判断力
の育成のための場面設定
Ⅰ体験活動の重点化による理解
Ⅱ演示実験の効果的活用

Ⅲ追究課題による探求活動の実施
Ⅳ自由思考による発見と疑問点の表出
Ⅴパフォーマンステストによる技能習得
Ⅵ理科室経営の充実化と機能的活用

Ⅶ視聴覚機器の効果的使用

③他の人の意見を取り入れ、自ら持つ素朴概念を変容で

きる生徒（変容）
思考力・表現力・判断力の育成の場面設定
科学的概念の獲得のための授業の工夫
Ⅰ結果の解釈から話し合い活動(討論)の場面設定

Ⅱポートフォリオ（ＯＰＰ）による学習評価
Ⅲ視聴覚教材やＩＣＴの有効活用
Ⅳ素朴概念を変容させるたの教育課程の工夫
Ⅴ細分化や易から難への教材配列による知識の定着

Ⅵ先生になって授業をしよう

④科学の役割を理解し、理科の大切さに気づくことが
できる生徒

科学の役割を学ぶ場を設定する
Ⅰ日常生活における科学技術の役割を知る
Ⅱ最先端技術と理科学習との関わりを知る

＊ は教師の手だて
５，具体的な取り組み
①自然現象や科学の不思議さや素晴らしさに感動することができる生徒（感動）
Ⅰ楽しい実験・観察による感動体験の充実【継続】
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いかにインパクトのある実験をするか、興味がわき出るようなものを観察できるか。

こういう実験・観察が生徒に感動を与え、科学に対しての感性が育てられるのである。
理科好きの生徒を育てるには、楽しい実験・観察を計画的に取り入れて行く予定である。
また、これから動物の単元に入るので、実物やモデル等を用意し、生徒の興味関心を

高めるような工夫をしていく。

さらに、人間は格好から入るといわれるので、生徒に白衣を着させて実験をしようと
計画している。そうすると実験を行うという雰囲気が出て、生徒の意欲はさらに高めて
いくことができるのではないだろうかと考えている。
単 実験項目 実 験 内 容
元 （感動体験ができる実験・観察）
水素の燃焼 水素と酸素から水を合成する。爆発音が凄い。

原 酸化鉄の還元 テルミット実験をして、酸化鉄を鉄に還元する。これが鉄道
子 のレールをつなぐのに役立っていることを理解させる。

・ 二酸化炭素の還 マグネシウムを二酸化炭素中で加熱する。酸化・還元反応に
分 元 ついての理解を深める。
子 メチレンブルー メチレンブルーが還元され青色が消えて無色になる。
の還元

酸素の発生 洗剤とヨウ化カリウム、過酸化水素水から酸素の泡を発生。
手羽先の解剖 筋肉と骨格のつくりについての観察。
ブタの目玉の解 目のつくりについての観察。視神経や網膜、ガラス体の観察。

動 剖 レンズの柔らかさの確認。レンズを通して見る実像の観察。

物 消化管のつくり ブタの消化管を観察し、長さや臓器の様子を観察する。
の 肺のつくり ブタの肺を使って、肺胞のつくりや肺の仕組みと呼吸につい
生 て観察する。また、息を吹き込んだときの肺の膨らみを観察。
活 動脈血と静脈血 動脈血と静脈血の色の違いをブタの血液で確認する。

と 消化の実験 ヒツジの腸を使って、デンプンと糖の大きさを比較し、消化
生 とは何かを考える。
物 心臓のつくり ブタの心臓を観察して、心臓のつくりを理解する。また、左

心室や右心室の筋肉の厚さから、体循環と肺循環を考える。

神経のはたらき クラス全員で実験を行い、神経が伝わる速さや神経の役割を
を実験して理解する。

脳のはたらき 脳の解剖を行い、脳のつくりを観察する。
電 静電気の性質 電気くらげやバンデグラフを使った実験。百人おどしで、電

気の不思議さを体験し、電気の性質を体験する。
流 陰極線の性質 クルックス管や火花放電で、電子の性質を学ぶ
天 気圧 空き缶を使って気圧を体験する
気

Ⅱものづくりから興味関心を引き出す【継続】
理科への興味関心を高めるために、計画的にものづくりを取り入れていく。
ものをつくって終わりではなく、そこから原理などを探究するように、学習を進めて

いくのである。
ものづくりは「なぜこのようになるのか」という、その仕組みを探るための動機付け

になる。また、原理を視覚で確認することができ、それが課題解決に大きな役割を果た
すことになる。
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単 実験項目 実 験 内 容
元 （ものづくりを取り入れた実験・観察）
原 加熱分解 カルメ焼きをつくって、なぜ膨らむか考える
穏やかな酸化 カイロをつくって発熱反応を考える

子 吸熱反応 冷却剤をつくって吸熱反応を考える
肺の呼吸 肺のモデルをつくって呼吸の仕組みを考える

動 血液の循環 給油ポンプで心臓の働きを理解する
物 酵素の働き 生のパイナップルと缶詰のパイナップルでゼリーができるか

調べる
電球づくり できるだけ長く輝くことができる電球をつくる

電 簡易モーター エナメル線でモーターをつくり、モーターの仕組みを考える
流 づくり

誘導電流 電磁調理器で誘導電流を取り出す
天 雲の発生 雲が発生するメカニズムを考える
気

Ⅲもの、ネタの用意【継続】

どんなものでも、「ものやネタ」があると生徒の授業に対する興味や関心は高まってく
る。いかに「実物を用意できるか」ここを意識して生物の単元を行いたいと考えている。
Ⅳ視聴覚教材の有効活用【新規】
サイエンススコープなどを用いて、拡大して見せたり普通のものでも、ちょっと工夫

してみせられるように、視聴覚教材を有効活用していこうと考えている。とくに、生物
分野では有効に活用ができる。
Ⅴイベントへの参加【新規】
甲府市や山梨県の自由研究発表会に参加したり、第２回科学ジュニア甲子園があるの

で、そのイベントに参加したり、また、自由研究には様々な応募があるので可能な限り
出展をする。生徒にとっては素晴らしい思い出になる。

②実験・観察の仮説を立てて主体的に実験・観察を行い、その規則性を探ろうとすることができ

る生徒（できる）
Ⅰ体験活動の重点化による理解【継続】
単 実験項目 実 験 内 容
元 （規則性を探る実験・観察）

化 アルコールの燃 アルコールを燃焼させると何が生成されたか。またそれは、
学 焼 アルコールの中にどんな原子が入っているからか。
変 酸化銅の還元１ 酸化銅と炭素の混合物を加熱→なぜ酸化銅が銅に変化したの
化 か。炭素の役割は何か。

と 酸化銅の還元２ 酸化銅とエタノールを加熱→なぜ酸化銅が銅に変化したのか。
原 酸化銅の酸素はどこへ行ったのか。
子 銅の定比例実験 銅を加熱するとその質量に何か規則性はないか。
酵素のはたらき だ液はどういうはたらきをしたのか。

動 だ液のはたらき だ液のはたらきでデンプンは何に変わったかを理解させる
。

物
電 電流の性質 電流の性質の規則性を見つけ出す様々な実験
流 直列回路の電流や電圧の性質を調べる実験など
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実験・観察をできるだけ多くし、実物にふれる回数を多くする。また、できるだけ個

別化の実験を取り入れ、実体験を通して現象を理解できるようにする。また、そこから
わかること、規則性をきちんと理解させていくことが大切である。
もちろん、これだけではなく、感動にある実験や追究課題の実験、ものづくりも同様

に扱う。

Ⅱ演示実験の効果的活用【継続】
実験、観察はときにダイナミックなことも必要である。また、いつも生徒実験といわ

けにはいかないので、理解させるには、演示実験を効果的に使用していく必要がある。
実験の予想を行い、その現象を確認し、この実験から何がわかるのかしっかりと考え

させる授業を行うのである。
Ⅲ追究課題による探求活動の実施【継続】
学習指導要領でも重視されているところでもあり、引き続き課題追究の授業は計画的

にとりいれていきたい。追究課題を設定し、各自で実験方法なども工夫しながら、ねら

いに迫る授業が必要である。
例えば、化学変化と原子分子では、各班で課題の解決方法を検討して、ねらいに迫る

授業が実施しやすくなっているので、探究活動が充実したものになるように計画的に進
めていく。また、生物分野でも計画的に取り入れて、生徒に探究させて課題解決能力を

育んでいこうと考えている。

「課題提示→予想→実験方法の検討→実験→結果→考察」

この流れで授業を行う。
単 実験項目 実 験 内 容
元 （追究課題を取り入れた実験・観察）
マグネシウムの マグネシウムの燃焼の前後で、同じ物質と言えるのか

原 燃焼
子 鉄の燃焼 鉄を燃焼すると反応の前後で、同じ物質と言えるのか
・ いろいろな酸化 日常生活で酸化を防ぐために工夫されていること
分 は何か

子 硫黄と鉄の化合 硫黄と鉄を化合させる前後の物質は、同じ物質と言えるのか。
質量保存の法則 化学変化の前後で質量の変化にどのような規則性があるのか。

また、その規則性はどのような化学変化でも成り立つのか。
動 だ液のはたらく だ液がよくはたらく温度はずばり何度なのか

物 温度
電 回路と電力 回路と電力の異なる電球の明るさの違いについて
流

Ⅳ自由思考による発見と疑問点の表出【継続】
自由思考によってわかったことはクラスで共有し、さらに生じた疑問は課題として扱

い、各班で追究課題として探究し解決する。または、単元学習の最初に自由思考を行い、
疑問点を表出し、それを単元学習の中で解決するような授業を仕組む。それでも解決で

きない内容は、追究課題として、各自にその解決を迫るように取り組んでいく。これま
で、きちんとやりきれたことがないので、次年度は、是非挑戦したいと考えている。
Ⅴパフォーマンステストによる技能習得【継続】
理科実験を安全に正しく行うためには、実験器具をきちんと扱えなければならない。
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そのために、パフォーマンステストを行い、実験の技術をきちんと教える必要がある。

これが疎かになると実験・観察ができずに、器具が破損や正しい実験値が出せなくなっ
てしまうので、これは必ず実施したい。そして、生徒には、確かな技術を習得させたい。
Ⅵ理科室経営の充実化と機能的活用【継続】
どこに何があるのか明確にし、機能的に使用できるようにする。また、昨年度に引き

続き、必要な物を整理しておいておくようにする。そして、常に使用する物を班ごとに
まとめて置いておくようにする。教材を充実させることも教師の大切な仕事と先輩の先
生から言われたことがある。教材を用意するのも教師の大事な仕事である。
Ⅶ視聴覚機器の効果的使用【新規】

実験、観察を行うには、視聴覚教具があると結果の確認や理解のさせ方などを視覚的
に行うことができる。また、生徒の考えなども、その場で撮影し、教室のどこからでも
効率よくプロジェクターに映すことができる。視聴覚教具をどのように活用できるのか、
どういうことができるのか常にアンテナをはっておく必要がある。また、学校事務と連

絡を密に取り、無理とわかっていても要望を出してみるのも必要であると思う。

③他の人の意見を取り入れ、自ら持つ素朴概念を変容できる生徒（変容）
Ⅰ結果の解釈から話し合い活動（討論）の場面設定【継続】

理科は実験・観察である。個別実験・班の実験・演示実験を学習内容に合わせて有効
に取り入れていくことが必要である。
この実験・観察から生徒の思考力・表現力が育まれ、科学的概念の獲得につながって

いくのである。実験・観察時の予想や結果の解釈の場面で思考力・表現力・判断力を育

成する。このとき欠かせないのが話し合い活動である。

話し合い活動の手順：「自分の考え→班の考え→クラスの考え」

まず、自分の考えが無いと話し合いに参加できないので必ず自分の考えを持たせてか
ら話し合い活動に入ることにすることを意識していきたい。
班ごとに話し合った意見は必ず発表をしてもらう。自分たちの考えを発信することで、

考えを発展させることができる。その後、何か質問がないかクラス全体に投げかける。

何か質問があれば発表してもらい、そこから討論に展開するように授業を進めていくよ
うにする。
どの班もわかりやすく絵を使って説明をし、発表をしようとするので、表現力が育ま

れることになる。そして、相手にわかりやすく筋道を立てて考えることで思考力が育ま

れ、さらにいろいろな生徒の意見を聞くことによって、自分で正しいと思われる意見を
判断し、自分の考えを確立でき、科学的概念の獲得になるのである。このことを意識し
て、話し合い活動（討論）を取り入れていこうと考えている。
Ⅱポートフォリオ（ＯＰＰ）による学習評価【継続】

素朴概念を科学概念に変容させるには、学習を通して，自分の考えが学習前と後でど
のように変容したのかを，生徒自身がつかむようにさせていくことも必要である。
そのためには，ポートフォリオを使用して，自分の学習の履歴を記入し、自分の変容

を自分でつかむことができ、さらに前後の学習の関連をつかむことができる。

また、誤った学習履歴があると、学習を行いながら自分の間違いに気づき、自分の考
えを修正することができる。つまり、ポートフォリオではメタ認知能力を育むことがで
きる。
また、授業のまとめを書かせると、生徒が書いた授業のまとめと、教師がねらった、
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授業との整合性を確認確認することができる。それを比較することによって、教師は自

分の授業を振りかえることができるだけでなく、生徒が誤ったことやねらいに反してい
ることを書いていたら、教師がコメントを書いて、生徒の誤った考えを修正することが
できる。そうして、素朴概念から科学的概念へと変容させる手だてが必要である。

ポートフォリオ

学習前と学習後の比較が簡単にでき 学習のまとめを自由に行う

生徒の変容がとてもよくわかりやすい。 学習履歴や学習評価にもなる。

Ⅲ視聴覚教材やＩＣＴの有効活用【継続】
理科室で用意できるものには限界がある。そこで活用できるのがインターネットであ

る。昨年度、無線ＬＡＮを強くしてもらいインターネットが安心して授業に使えるよう
になった。引き続き、理科ネットやＹｏｕ－Ｔｕｂｅを有効活用して授業に取り入れて

いく。これらによって、モデルや現象を視覚で確認することができる。そして、その現
象がおきた原因を考えることができる。
また、生徒が考えた意見は、タブレット（ＩＣＴ）を使うとその場で撮影ができ、そ

れをプロジェクターに無線でとばして、クラス全体で確認をすることができる。そうす

れば、画用紙やホワイトボードに書いた考えを教室の前で発表して、後ろの生徒が見え
ないと言うことも解消される。ここまでは昨年度の継続であるが、できれば、班に１台
タブレットがあれば生徒からの意見がボタン一つで、クラス全体に大きな映像として見
せることができるので、学校に要望を出し続けていきたい。また、さらなる有効活用を

探究するために、セミナー等にも積極的に参加して、情報を得ていくことが必要である。
Ⅳ素朴概念を変容させるための教育課程の工夫【継続】
素朴概念を科学的概念に変容させるのは非常に難しい。しかも、その概念を教えるの

ではなく気づかせるのである。そのために教育課程を工夫しなければならない。その際、

単元学習前の事前調査を行い、生徒の素朴概念を把握することが必要である。
Ⅴ問題の細分化・変化のある繰り返し、易から難の教材配列【継続】
公式を教えるときや問題を与えるときには、必ず細分化して問題を与えるようにする。

これも昨年度同様に継続して行う。例えば、縦軸は何と書いてあるか、横軸は何と書い
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てあるか。誰でもできる問題から始めるようにする。そして、同じパターンで、変化の

ある繰り返しを用いながら２～３回解かせるようにする。そして、問題を解かせていく
ように配慮をしている。問題が飛躍して難しくなりすぎないように、気づいたら解ける
ようになっていたと思わせるように、十分に配慮して行きたいと思う。
Ⅵ自分が先生になって授業を行ってみる【新規】

理科の文部科学省の教科調査官から「学習内容を理解するには、先生になって教えれ
ばいい」と言う話を聞いた。いつもというわけにはいかないが、学習内容をみながら是
非、実施してみたいと思う。生徒にも刺激を与えることができるのではないかと思う。

④科学の役割を理解し、理科の大切さに気づくことができる生徒
科学の役割を学ぶ場を設定する【継続】
本校は国立大学の附属中学校なので、科学技術の最先端を学ぶには好条件である。
山梨大学には工学部や教育人間科学部、医学部、生命環境学部がある。どういう研究

をしているかを調査し、大学と連携を密にして、学年の生徒１６０人一斉に行う学年理
科として、しかも大学の雰囲気が味わえる大講堂などで実施し、そこで、大学の先生に
講義をしてもらうように計画している。目的は次の２点である。

Ⅰ日常生活における科学技術の役割を知る
Ⅱ最先端技術と理科学習との関わりを知る

そして、将来ある生徒たちなので、「これからどのように科学技術が進歩していくのか」

なども話をしてもらいたいと思っている。
また、科学を身近に感じてもらうために、山梨県の産業にも目をむけたり、科学技術

と触れる機会を増やしていきたい。そして、理科に対する興味や関心を高め、科学好き
の生徒が生まれ、「将来、科学を使った仕事をしたい」と答える生徒の割合を少しでも増

やしていくことができればいいと願っている。
また機会があれば、山梨県という土地柄、リニアや富士山といった日本でも有名な最

新技術や自然もあるので、このことについてもどこかの外部機関と連携ができて、生徒
に生徒に授業をしてもらいたいと考えている。

関係する単元 連 携 機 関
（１年間計画的に継続して行う）

原子・分子について 山梨大学工学部との連携授業
生物について 山梨大学医学部との連携授業

電流の学習について 山梨大学工学部（ナノセンター）との連携授業
気象について 山梨大学工学部・生命環境科学部との連携授業

さいごに
「教師は授業で勝負」と先輩の先生に教わりました。しかし、本実践からみてもわか

るとおり、私の授業はまだまだ未熟です。そんな私にとって、今回自分の実践を振りか
えることができたこと、そして次年度の授業でどういうところに重点をおいて、どのよ
うに取り組むのかをじっくり考えることができたことは、とても有意義でした。本当に

自分の実践は拙い実践であると言うことを改めて思い知らされました。
１つの穴を埋めればまた１つの穴が生まれてくる。その繰り返しだと思いますが、私

が頑張ること、それが生徒のためになると思いますので、妥協せずに取り組んでいきた
いと思います。 （研究代表・執筆 宮澤 和孝）




