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「思考力，判断力，表現力等」を育てる授業づくりの工夫  

－「粒子」を柱とする領域の見方・考え方を働かせ探究の過程を取り入れた学習活動

を通して（第１学年）－ 

 

沖縄県立辺土名高等学校教諭 藤 木 淳 平    

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

 平成 30 年告示高等学校学習指導要領（以下「学習指導要領」）において、育成を目指す資質・能力

が、「知識及び技能」、「思考力，判断力，表現力等」、「学びに向かう力，人間性等」の三つの柱で再

整理された。また、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせ、生徒の学びを深めていくこ

との重要性が示され、理科における見方については、理科を構成する領域ごとの特徴を見いだすこと

が可能であり、主として「エネルギー」、「粒子」、「生命」、「地球」を柱とする領域に整理されている。

本研究の単元である「化学基礎（２）物質の構成（イ）物質と化学結合」の主なねらいは、「物質と

化学結合についての観察，実験などを通して，イオンとイオン結合，（中略）について理解させ，そ

れらの観察，実験などの技能を身に付けさせるとともに，思考力，判断力，表現力等を育成すること」

と示されている。 

昨年度実施したアンケートでは、生徒は「イオンとイオン結合」の単元でつまずきを感じているこ

とがわかった。これは、私の授業実践において、「粒子」を柱とする領域の見方・考え方を働かせる

授業づくりが不十分であったため、生徒は「粒子」を柱とする領域の「質的・実体的」な視点で物質

を捉えることができず、深い学びに繋がっていなかったと考えられる。また、実験の仮説や計画を考

えさせたり、得られた結果を基に考察させたりする場面を十分に設定できなかったため、見通しをも

って観察、実験を行うことや結果を分析、解釈するなどの「思考力，判断力，表現力等」を十分に育

成できていない面があった。生徒の「思考力，判断力，表現力等」を育成するためには、「粒子」を

柱とする領域の見方・考え方を働かせ、探究の過程を取り入れた「問題を見いだし観察、実験などを

計画する学習活動」や「観察、実験の結果を分析し、科学的な概念を使用して考えたり説明したりす

る学習活動」を適切に設定することが重要である。 

そこで、本研究では、生徒の「粒子」を柱とする領域の見方・考え方を働かせる工夫及び探究の過

程を取り入れた「問題を見いだし観察、実験などを計画する学習活動」や「観察、実験の結果を分析

し、科学的な概念を使用して考えたり説明したりする学習活動」を適切に設定することで、「思考力，

判断力，表現力等」を育成することができると考え本テーマを設定した。 

〈研究仮説〉 

 「イオンとイオン結合」の単元において、「粒子」を柱とする領域の見方・考え方を働かせ、探究

の過程を取り入れた「問題を見いだし観察、実験などを計画する学習活動」や「観察、実験の結果を

分析し、科学的な概念を使用して考えたり説明したりする学習活動」を設定することで、生徒の「思

考力，判断力，表現力等」を育成することができるであろう。 

 

Ⅱ 研究内容 

 １ 実態調査 

  (1) 目的 

    事前・事後アンケ―トを行い、生徒の実態と変容を把握し仮説の検証のための資料とする。 

  (2) 対象及び実施期日 

    対象：沖縄県立辺土名高等学校 １年１組（16 名） 



 

 

期日：事前アンケート・・・令和３年５月 18 日 

事後アンケート・・・令和３年６月 15 日 

  (3) 事前アンケートの結果及び考察 

   ① 「粒子」を柱とする領域の見方・考え方について 

平成 28 年５月に文部科学省教育課程分科会理科ワーキンググループでは、「粒子」を柱と

する領域の特徴的な見方を「自然の事物・現象を主として質的・実体的な視点で捉える。」

と示している。化学基礎は物質とその変化を扱い、小学校、中学校理科の主として「粒子」

を柱とする領域との関わりが深い。そこで、生徒が「粒子」を柱とする領域の見方・考え

方を働かせ、イオンを実体的な視点で捉えることができているか把握するために「塩化ナ

トリウム NaCl が水に溶けている様子をイ

ラストで表現してください。」という質問

項目を作成した。図１より、塩化ナトリウ

ムが水溶液中で電離している様子を簡単な

モデルで表現できた生徒は 19％であり、

回答のほとんどが「無答」であった。 

以上より、生徒の大半は、イオンが電

荷を持つ粒子であることを実体的な視点で捉えられていないことがわかった。そのため、

観察、実験を取り入れ、生徒の「粒子」を柱とする領域の見方・考え方を働かせることで、

水溶液中の粒子の様子を表現できるようになると考える。 

② 学習活動について 

生徒の「思考力，判断力，表現力等」を育成するためには、探究の過程を取り入れた学習

活動を適切に設定し、授業改善を進める視点が重要である。そこで、対象クラスの生徒が

探究の過程においてどのような課題があるのか実態調査を行った。質問項目は、学習指導

要領解説理科編（以下「解説理科編」）の「資質・能力を育むために重視する探究の過程の

イメージ」の項立を参考に作成した（図２）。図２より、全項目で 70％以上の生徒が、「あ

てはまる」、「少しあてはまる」と肯定的な回答をしている。しかし、項目①「授業内容を

予想しながら学習に取り組んでいる」、項目②「実験計画を立案している」、項目③「科学

的な用語を使っている」、項目⑤「学習内容を振り返っている」において、「少しあてはま

る」と回答した生徒の割合が多かった。これは、「生徒が授業内容を予想しながら学習に取

り組めているか」「実験計画を立案できているか」「科学的な用語を使えているか」「学習内

容を振り返ることができているか」について曖昧な状態であると考えられる。 

以上より、「思考力，判断力，表現力等」を育成するために、探究の過程を取り入れた学

習活動を設定し、生徒が学習内容に見通しをもち、自ら検証計画を立案したり、生徒同士

が自分の考えを基に意見交換したりする場面を充実させることが重要であると考える。 
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図１ イオンを実体的な視点で捉えられているか（ｎ＝16） 
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図２ 学習活動の実態調査（ｎ＝16） 



 

 

 ２ 仮説検証の手立て 

  (1) 検証の観点 

   ① 観察、実験を取り入れ、生徒の「粒子」を柱とする領域の見方・考え方を働かせることが

できたか。 

② 探究の過程を取り入れた「問題を見いだし観察、実験などを計画する学習活動」や「観

察、実験の結果を分析し、科学的な概念を使用して考えたり説明したりする学習活動」を

設定し、生徒の「思考力，判断力，表現力等」を育成することができたか。 

  (2) 検証の方法 

   ① ワークシートの分析 

   ② 事前・事後アンケートの分析 

 ３ 理論研究 

  (1) 「粒子」を柱とする領域の見方・考え方 

    「見方・考え方」とは、「どのような視点で物事を捉え，どのような考え方で思考していく

のか」というその教科等ならではの物事を捉える視点や考え方であり、深い学びの鍵として

重要である。そして、理科で求められる資質・能力を育成するために働かせるのが「理科の

見方・考え方」である。解説理科編では、理科における各領域の特徴的な視点について、主

として「エネルギー」、「粒子」、「生命」、「地球」を柱とする領域に整理している。各領域に

おける特徴的な視点は、それぞれの領域固有のものではなく、その強弱はあるものの、他の

領域においても用いられる視点であり、これら以外の視点もあることに留意する。各領域に

おける視点は、小学校、中学校、高等学校と繋がりを持たせて示され、「粒子」を柱とする領

域では、「自然の事物・現象を主として質的・実体的な視点」で捉え、中学校からは、実体は

あるが見えない事象を扱うことが求められている。つまり、見えない事象を教師がどのよう

な手立てを行い、生徒に実体的な視点で物質を捉えさせ、その視点を基に生徒の思考を深め

表現させるかが重要である。また、理科の「考え方」について、学習の中で比較したり関係

付けたりするなどの科学的に探究する方法を用いて考えることとして整理された。生徒が

「見方・考え方」に基づく学習を進められるよう、観察、実験等に用いるワークシートを工

夫し、授業改善を行うことで生徒の資質・能力の育成に繋がると考える。 

  (2) 「思考力，判断力，表現力等」を育成する授業づくり 

   ① 理科における「思考力，判断力，表現力等」について 

解説理科編では、「思考力，判断力，表現力等」を育成する観点から、「問題を見いだし

観察、実験などを計画する学習活動」、「観察、実験の結果を分析し解釈する学習活動」、

「科学的な概念を使用して考えたり説明したりする学習活動」などの科学的に探究する学

習活動を充実させることを示している。これらの学習活動は、事前アンケートで本研究の

対象生徒に課題が見られる探究の過程の内容と一致する。つまり、生徒の「思考力，判断

力，表現力等」を育成するために、単元の指導計画の中で探究の過程を取り入れた学習活

動を重視し、生徒が問題を見いだし観察、実験の計画を立案する場面や、観察、実験の結

果を分析、解釈し、科学的な概念を使用して考えたり説明したりする場面を設定し、生徒

が課題の解決に向け、生徒自身で仮説を設定し、検証計画を立案したり、観察、実験の結

果を基に考察し、生徒同士で意見交換したりする授業づくりの工夫が重要であると考える。 

② 探究の過程を取り入れた学習活動 

学習指導要領の化学基礎の目標（２）は、「観察，実験などを行い，科学的に探究する力

を養う。」と示している。つまり、観察、実験などを通して探究することは、生徒の科学的

に探究する力を養い、「思考力，判断力，表現力等」を育成する上で重要であると考える。

本研究では、解説理科編に示された探究の過程を２つに分割し、「①自然現象に対する気付

き」から「④検証計画の立案」までを、「問題を見いだし観察、実験などを計画する学習活



 

 

動」、「⑤観察・実験の実施」から「⑧表現・伝達」まで

を「観察、実験の結果を分析し、科学的な概念を使用し

て考えたり説明したりする学習活動」として学習活動を

設定した（図３）。なお、探究の過程は必ずしも一方向

の流れではないこと、授業ではその一部を扱ってよいこ

とに留意する。「思考力，判断力，表現力等」を育成す

るために、教師は生徒の実態を十分に把握し、教材作成

やワークシートの工夫を行うことが重要である。 

  (3) 「思考・判断・表現」の見取り 

    「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考

資料中学校理科に示されている通り、理科における「思

考・判断・表現」の評価は、生徒が見通しをもって観察、

実験などに取り組み、その結果を分析して解釈するなどの

探究する過程において、知識を活用して課題を解決するた

めに必要な「思考力，判断力，表現力等」を身に付けているかを見取った。また、具体的な

評価の方法として、グループの話し合いやワークシートの記述など、多様な方法が考えられ

る。さらに、「思考・判断・表現」の評価において、生徒が知識及び技能を活用し、思考でき

ているかを評価する場合、例えば、単に〇×で判断すること（一問一答式のテストなど）は難

しい。そこで、生徒のワークシートの記述やその変容を分析し、生徒が知識を基に思考し科

学的な概念や用語を使用して記述できているかどうかを判断した。また、学習指導要領の目

標に基づく幅のある資質や能力の育成の実現状況の評価を目指すため、評価規準を明確にす

ることが重要となる。 

 ４ 素材研究 

  (1) 「粒子」を柱とする領域の見方・考え方を働かせ、表現するためのワークシートの作成 

    「粒子」を

柱とする領域

の見方・考え

方を働かせる

ためには、観

察、実験を通

して水溶液中

のイオンの働

きを見いだし

て表現するこ

とが重要であ

ると考える。

そこで、「問

題を見いだし

観察、実験な

どを計画する

学習活動」及

び「観察、実

験の結果を分

析、解釈する

学習活動」のワークシートを作成した。１枚目は「実験計画シート」と題し（図４）、「課題

図４ 「実験計画シート」 

図３ 本研究の学習活動の設定 



 

 

設定」「仮説の設定」「検証計画の立案」を記入し、２枚目は「結果記録シート」と題し（図

５）、「実験結果」

「考察」「まとめ」

を記入する構成とし

た。また、ワークシ

ートの記入を通し

て、探究の過程を経

ることができるよう

構成を重視した。い

ずれのワークシート

も生徒個人の考えを

記入する欄と自分の

考えを基に班で話し

合い、班の考えを記

入する欄を設け、生

徒同士の意見交換か

ら生徒が新たな考え

に気が付いたり、自分の考えをより妥当なものにできたりするようワークシートの作成を工

夫した。 

  (2) 探究の過程を取り入れた学習活動の設定 

    解説理科編では、「思考力，判断力，表現力等を育成するに当たっては，物質の構成につい

て観察，実験などを通して探究し，物質の構成における規則性や関係性を見いだして表現さ

せることが大切である。」と示している。そこで、単元の指導計画の中で観察、実験などを通

して探究する過程を取り入れた「問題を見いだし観察、実験などを計画する学習活動」や

「観察、実験の結果を分析、解釈し科学的な概念を使用して考えたり説明したりする学習活

動」を設定した（表１）。いずれの学習活動も、各過程において生徒同士の意見交換を行う際

は、あらかじめ生徒自身で考える時間を設けた。なお、探究の過程の全てを取り入れた学習

活動を設定できない授業では、探究の過程の一部を扱うよう工夫した。 

  (3) 評価規準「思考・判断・表現」の作成 

    学習指導要領解説総則編では、学習評価の妥当性や信頼性が高められるよう、評価規準

を明確にすることなどの重要性を示している。そこで、生徒の実態と単元の指導のねらい

や学習活動に応じた２時間目、７時間目の評価規準を作成した（表２）。２時間目の評価の

ポイントは、電解質と非電解

質の性質をふまえ、塩化ナト

リウム水溶液とスクロース

水溶液の電気伝導性を比較

し、粒子の様子を簡単なモ

デルを用いて記述できてい

るものを「思考・判断・表

現」の観点で「概ね満足で

きる」状況（Ｂ）と判断し

た。７時間目は、単元の学

習を通して得られた知識を

基に、観察、実験を通して

イオン結晶の性質を記述で

時間 学習活動 学習内容 

１ 
問題を見いだし観察、実験などを計画する学習

活動 
イオン① 

２ 
観察、実験の結果を分析、解釈し科学的な概念

を使用して考えたり説明したりする学習活動 
イオン② 

７ 
観察、実験の結果を分析、解釈し科学的な概念

を使用して考えたり説明したりする学習活動 

イオン結晶

の性質 

時間 思考・判断・表現 

２ 
観察、実験を行い、水溶液中の粒子の様子と電気伝導性との関

係を見いだし、簡単なモデルを用いて表現している。 

７ 
観察、実験を通して、イオン結晶の性質をイオン結合と関連付

けて表現している。 

表１ 探究の過程を取り入れた学習活動の実施計画の抜粋 

表２ 思考・判断・表現の評価規準 

図５ 「結果記録シート」 

 



 

 

きているものを「思考・判断・表現」の観点で「概ね満足できる」状況（Ｂ）と判断した。

「十分満足できる」状況（Ａ）及び「努力を要する」状況（Ｃ）は、評価Ｂを基に判断し

た。 

 

Ⅲ 指導の実際 

 １ 単元名 「物質と化学結合」 

 ２ 単元の目標 

  (1) 物質と化学結合について、イオンとイオン結合、分子と共有結合、金属と金属結合の概念や

原理・法則などを理解しているとともに、科学的に探究するために必要な観察、実験などに

関する基本操作や記録などの基本的な技能を身に付けている。 

(2) 物質と化学結合について、観察・実験などを通して探究し、物質の構成における規則性や関

係性を見いだして表現し、科学的に探究している。 

(3) 物質と化学結合とその働きに関する事物・現象に主体的に関わり、見通しをもったり振り返

ったりするなど、科学的に探究している。 

 ３ 単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

物質と化学結合について、イオンと

イオン結合、分子と共有結合、金属

と金属結合概念や原理・法則を理解

しているとともに、科学的に探究す

るために必要な観察、実験などに関

する基本操作や記録などの基本的な

技能を身に付けている。 

物質と化学結合について、観察、実

験などを通して探究し、物質の構成

における規則性や関係性を見いだし

て表現するなど、科学的に探究して

いる。 

物質と化学結合に関する事物・現象

に主体的に関わり、見通しをもった

り振り返ったりするなど、科学的に

探究しようとしている。 

 ※単元目標に迫る問い・本質に迫る問い 

 「物質の性質と化学結合には、どのような規則性や関係性があるのだろうか。」 

 ４ 単元の指導と評価計画（全８時間計画） 

時
間 

ねらい・学習活動 
重
点 

記
録 

備考・評価方法 

１ 
イオン① 

・水溶液の電気伝導性について実験計画を立案する。 思 

 ・水溶液の電気伝導性の実験計画を立案して

いる。【記述分析】 

２ 

イオン② 

・観察、実験を行い、水溶液中の粒子の様子を電気伝導性と

関連付けて簡単なモデルを用いて表現する。 

思 ○ 

・観察、実験を行い、水溶液中の粒子の様子

を電気伝導性と関連付けて簡単なモデルを

用いて表現している。【記述分析】 

３ 

イオンの生成 

・アルカリ金属の性質の演示実験から、イオンの生成を電子

配置と関連付けて理解する。 

知 

 

・イオンの生成を電子配置と関連付けて理解

している。【記述分析】 

４ 

イオンの表し方とイオン化エネルギー 

・イオンの表し方について理解する。 

・イオン化エネルギーについての知識を身に付ける。 

知 

 

・イオンの表し方について理解している。 

・イオン化エネルギーについての知識を身に

付けている。【記述分析】 

５ 

イオン結合① 

・イオン結合がイオン間の静電気的な引力によることを理解

する。 

・イオン結合と電荷のつり合いとの関係性を見いだし、組成

式の書き方と名称を理解する。 

知 ○ 

・イオン結合がイオン間の静電気的な引力に

よることを理解している。 

・イオン結合と電荷のつり合いとの関係性を

見いだし、組成式の書き方と名称を理解し

ている。【記述分析】 

６ 
イオン結合② 

・組成式を用いてイオン結合でできた物質を表現する。 思 

 ・組成式を用いてイオン結合でできた物質を

表現している。【記述分析】 

７ 

イオンからできる物質① 

・観察、実験を通して、イオン結晶の性質を、イオン結合と

関連付けて表現する。 

思 〇 

・観察、実験を通して、イオン結晶の性質

を、イオン結合と関連付けて表現してい

る。【記述分析】 

８ 

イオンからできる物質② 

・イオンからなる物質に関心をもち、意欲的にイオン結晶に

ついて探究する。 

態 

 ○ 

・イオンからなる物質に関心をもち、意欲的

にイオン結晶について探究している。【記述

分析】 

   ＊記録の欄に〇が付いていない授業においても、教師が生徒の学習状況を把握し、指導の改善

に生かすことが重要である。 



 

 

 ５ 本時の展開 

  (1) 本時（第２時）のねらい 

    観察、実験を行い、水溶液中の粒子の様子を電気伝導性と関連付けて簡単なモデルを用いて

表現する。 

(2) 評価規準 

    観察、実験を行い、水溶液中の粒子の様子を電気伝導性と関連付けて簡単なモデルを用いて

表現している。 

  (3) 評価のポイント 

    本時では、水溶液中の電気伝導性について、電解質と非電解質の性質及び陽イオンと陰イオ

ンの存在を関連付けて表現しているかを「ワークシート」の記述を基に評価する。 

  (4) 準備する教材・教具 

    ①ワークシート ②一枚ポートフォリオ ③実験器具（200mL ビーカー、薬さじ、ガラス棒、

豆電球、電球ソケット付き導線、銅板） ④試薬（塩化ナトリウム、スクロース、蒸留水）

⑤プロジェクター ⑥パソコン ⑦ホワイトボード 

  (5) 本時の展開 

課程 
生徒の活動 

（学習活動） 

教師の支援 

（指導） 
形態 準備・備考 評価方法 

導入 

（５分） 

・ワークシート受け取り 

・本時の目標を確認 

 

 

 

 

・実験の諸注意を確認 

・ワークシート配布 

・本時の目標を提示 

 

 

 

 

・注意事項を伝える 

一斉 

 

 

 

 

 

・ワークシー

ト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開 

（30 分） 

・実験器具受け取り 

・実験開始 

・実験結果をワークシート

に記録し、考察を記入 

・考察をグループで共有 

・実験器具返却 

・グループの考察を発表 

・実験器具配布 

・事故防止の注意喚起 

・机間指導 

・グループの話し合いを

促す 

・実験器具受け取り 

・グループの発表を確認 

・グル

ープ 

・個人 

・グル

ープ 

 

・一斉 

・実験器具 

 

 

 

・ホワイトボ

ード 

・ペン 

【思】 

記述分析 

 

 

 

 

 

まとめ 

（15 分） 

・学習履歴を記入 

・次時の確認 

・学習履歴を記入させる 

・次時の連絡 

・個人 

 

・一枚ポート

フォリオ 

【思】 

記述分析 

 ６ 本時の観点別学習状況「思考・判断・表現」の評価例 

   水溶液中の粒子の様子を、電気伝導性と関連

付けて簡単なモデルで表現していることが判断

できる内容を、本時の評価規準（表２）より、

「概ね満足できる」状況（Ｂ）と評価した（図

５）。 

 

Ⅳ 仮説の検証 

 １ 観察、実験を取り入れ、生徒の「粒子」を柱とする領域の見方・考え方を働かせることができ

たか。 

  (1) ワークシートの分析 

    単元の２時間目の授業では、前時に立案した検証計画を基に観察、実験を実施した。ワーク

シートの記述から、生徒の「粒子」を柱とする領域の見方・考え方を働かせることができた

か分析するため、水溶液中の粒子の様子と水溶液の電気伝導性との関係について簡単なモデ

ルを用いて記述させた。図６より、生徒Ａの記述からは、電解質と非電解質の性質に注目し、

塩化ナトリウム水溶液中の陽イオンと陰イオンが、それぞれ電極にひかれて移動する様子を

水溶液の電気伝導性の違いを、水溶液中の粒子の様子と関連付けて、簡単なモデルを用い

て表現できる。 

図５ 評価Ｂの記述（一部抜粋）例 



 

 

簡単なモデルと言葉で詳しく表現しているこ

とが読み取れるため、評価Ａとした。本時の

評価規準（表２）を基に対象クラスのワーク

シートを分析したところ、44％の生徒は評価

Ａとなり、水溶液中の粒子の様子とその働き

に着目し、電気伝導性と関連付けて詳しく記

述することができた。また、55％の生徒は評

価Ｂとした。 

このことから、観察、実験を取り入れ、生

徒の「粒子」を柱とする領域の見方・考え方

を働かせることができたと判断できる。 

  (2) 事前・事後アンケートの分析 

検証授業後の「塩化ナトリウム NaCl が水に溶けている

様子をイラストで表現してください。」の質問項目に対す

る生徒の記述を記載する（図７）。生徒Ｂは、事前アンケ

ートでは、粒子の様子を表現することができず、無答であ

った。しかし、事後アンケートでは、塩化ナトリウムが電

離し、電極にひかれる様子を簡単なモデルで表現すること

ができた。次に、クラス全体の回答を分析すると、事前ア

ンケートで、粒子の様子を表現することができた回答は

19％であったが、事後アンケートでは 81％と増加した（図

８）。これは、生徒自身で立案した検証計画を基に観察、

実験に取り組み、水溶液の電気伝導性を比較することで、

水溶液中の粒子の働きを見いだして理解し、イオンを実体

的な視点で捉え、その視点を基に思考できたためだと考え

られる。 

このことから、生徒の「粒子」を柱とする領域の見方・

考え方を働かせるために、水溶液の電気伝導性を比較する

観察、実験を取り入れることは、有効な手立てであったと

判断できる。 

 ２ 探究の過程を取り入れた「問題を見いだし観察、実験などを計画する学習活動」や「観察、実

験の結果を分析し、科学的な概念を使用して考えたり説明したりする学習活動」を設定し、生徒

の「思考力，判断力，表現力等」を育成することができたか。 

  (1) ワークシートの分析 

    単元の１時間目と２時間目に探究の過程を取り入れた学習活動を設定し（表１）、ワークシ

ートの記述から、自分で設定した仮説や検証計画を班での意見交換を通して、より妥当なも

のとすることができているか、考察を科学的な概念や用語を使用しているかを見取った。次

に、７時間目のワークシートの記述から、２時間目と 7 時間目の考察記述の変容を見取り、単

元で学習した知識を基に思考できているかを見取った。 

   ① 「問題を見いだし観察、実験などを計画する学習活動」 

     単元の１時間目は、観察、実験の計画を立案する場面を設定した。生徒は、自分の考えを

基に他者と意見交換を行い、その後、班の考えをまとめていく流れにした。個人で計画を

立案する場面では、うまく記述できない生徒が多く見られたが、班で意見交換を行うこと

で、生徒は新たな考えに気が付き、より妥当な実験計画を立案することができた（図９）。

81

19

19

81

0% 50% 100%

事後

事前

簡単なモデルで表現できた

無答

図８ イオンを実体的な視点で

捉えられたか（n＝16） 

図６ 生徒Ａの記述 

 

詳しく記述できた 

図７ 事後アンケート（生徒 Bの記述） 

電解質が電離し、電極にひかれる 

様子を表現できた 

 



 

 

授業の後半部分に、全体で各班の実験計画を共

有する場を設定し、必要であれば班ごとに計画

の微調整を行った。 

   ② 「観察、実験の結果を分析し、科学的な概念

を使用して考えたり説明したりする学習活動」 

     単元の２時間目は、前時に各班で立案した検

証計画を基に水溶液の電気伝導性を比較する観

察、実験を実施した。生徒の考察記述におい

て、塩化ナトリウム水溶液とスクロース水溶液

の電気伝導性の違いを見いだして理解し、科学

的な根拠を基に記述できてい

ることが読み取れる（図 10）。

また、生徒が自身の考察を基

に、班で意見交換を行い、互

いの考察を共有することで、

生徒の思考が深まっていく様

子も見られた。 

   ③ 考察記述の変容 

     単元の２時間

目と７時間目の

考察記述の変容

を分析した。生

徒の約半数は、

２時間目の考察

記述において、

水溶液中で塩化

ナトリウムがナ

トリウムイオン

と塩化物イオン

に別れることは

表現できたが、科学的な用語やイオンの働きをふまえて詳細に記述できていなかった。一

方、７時間目の考察記述では、単元の学習で得られた知識を活用し、生徒Ｄや生徒Ｅのよ

うに、「電離」という科学的な用語や「自由に動く」という概念を観察、実験より見いだし

て表現できていることがわかる（図 11）。生徒の考察記述を評価規準（表２）で分析ところ、

７時間目の考察記述は、評価Ａとなる生徒が 50％に増え、結晶や水溶液中のイオンの様子

を単元の学習で得られた知識を基に詳しく表現できていると判断した（表３）。一方、「手

立てを要する」状況（Ｃ）と判断した生徒は、７時間目の授業において、６％存在した。

７時間目は、単元のまとめとして観察、実験を実施した。そのため、２時間目の観察、実

験と比較すると、観察、実験に使用する試薬の種類や実験手順の工程、ワークシートの記

述量が増えたため、考察を記述する時間を十分に確保で

きなかったことが原因であると考えられる。また、単

元で学習した知識がしっかりと定着しているか丁寧に

生徒の実態を把握し、授業の中で単元の学習を振り返

る時間を設けたり考察の書き方を助言したりするな

ど、指導の改善を行う必要がある。 

時間 
評価 

Ａ Ｂ Ｃ 

２ 44％ 56％ ０％ 

７ 50％ 44％ ６％ 

図９ 班の考えを取り入れた記述 

図 10 「結果の分析、考察」生徒Ｃの記述（抜粋） 

表３ 考察記述の変容 

  図 11 単元の２、７時間目、「結果の分析、考察」の記述の変容（抜粋） 

２時間目 

７時間目 

生徒 E 

生徒Ｄ 
２時間目 

７時間目 



 

 

  (2) 事前・事後アンケートによる分析 

    全項目で、探究の過程に対して「あてはまる」、「少しあてはまる」と肯定的な回答をする生

徒が増えた（図 12）。また、項目①「授業内容を予想しながら学習に取り組んでいる」および

項目②「実験計画を立案している」では、事前アンケートと比較し、肯定的な回答が 75％か

ら 87％、82％から 94％に増えた。これは、生徒が「問題を見いだし観察、実験などを計画す

る学習活動」に取り組むことで、課題の解決に向け、生徒自身で仮説を設定したり検証計画

を立案したりすることができたからだと考えられる。さらに、項目③「科学的な用語を使っ

ている」では、「あてはまる」と回答した生徒が事前アンケートと比較し、25％から 50％へ倍

増した。これは、単元の指導計画の中で、生徒自身で考察を考える時間を十分に確保し、生

徒自身の考えをもとに班で意見交換を行う場面を適切に設定できたからだと考える。単元の

７時間目の考察記述では、学習で得られた知識を活用し、科学的な概念や用語を使用して詳

しく記述できている生徒が全体の半分に増えた。そのため、事後アンケートにおいても、肯

定的な回答をする生徒が増えたと考えられる。 

このことから、探究の過程を取り入れた「問題を見いだし観察、実験などを計画する学習

活動」や「観察、実験の結果を分析し、科学的な概念を使用して考えたり説明したりする学

習活動」を設定し、生徒が課題の解決に向け、生徒自身で仮説の設定を行い、検証計画を立

案したり、観察、実験の結果を考察し、自分の考えを基に生徒同士で意見交換したりするこ

とは、生徒の「思考力，判断力，表現力等」を育成するために有効な手立てであったと考え

られる。 

 

Ⅴ 成果と課題 

 １ 成果 

  (1) 観察、実験を取り入れ、生徒の「粒子」を柱とする領域の見方・考え方を働かせることがで

きた。 

  (2) 探究の過程を取り入れた、「問題を見いだし観察、実験などを計画する学習活動」や「観察、

実験の結果を分析し、科学的な概念を使用して考えたり説明したりする学習活動」を設定し、

生徒の「思考力，判断力，表現力等」を育成することができた。 

 ２ 課題 

  (1) 年間の授業計画を通して、生徒の「粒子」を柱とする領域の見方・考え方を働かせる授業づ

くりを継続する。 

  (2) 探究の過程を取り入れた学習活動を継続して設定し、生徒の「思考力，判断力，表現力等」

を育成する授業づくりを行う。 

  (3) 生徒の学習状況を把握し、生徒が学習した知識を活用して思考できるよう、単元の基礎知識

の定着を図る手立てを継続して行う。 
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図 12 事後アンケート（n＝16） 
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