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沖縄県立総合教育センター 1 年長期研修員 第 63 集 研究集録 2018 年３月 

〈化学〉 

科学的な思考力・判断力・表現力を育成する指導の工夫 

―「探究活動」を取り入れた授業実践を通して― 

 

沖縄県立北山高等学校教諭 運 天 浩 俊    

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会理科ワーキンググループ「理科ワーキンググルー

プにおける審議の取りまとめ」（以下「理科審議のまとめ」と略す）で、「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・理解を偏重した指導となっている」とし、

理科教育の改善・充実を図っていくことが求められている。 

本校では理数科が設置されており、理数科１学年は「理数化学」を必履修としている。「理数化学」

の目標は、現行の高等学校学習指導要領（以下「指導要領」と略す）において、「化学的な事物・現象

についての観察，実験などを行い，自然に対する関心や探究心を高め，化学的に探究する能力と態度

を育てるとともに，化学の基本的な概念や原理・法則の系統的な理解を深め，科学的な自然観を育成

する」としている。内容については、「『化学基礎』及び『化学』の内容等を参照し,必要に応じて,こ

れらの科目の内容を発展,拡充させて取り扱うもの」としている。 

理数科２学年では「理数物理」、「理数生物」、「理数地学」から２科目を選択履修し、理数科３学年

では１、２学年で履修した科目から２科目までの選択履修と「課題研究」を必履修としている。現行

の高等学校学習指導要領解説理科編理数編（以下「解説理科編理数編」と略す）で、「課題研究」は「生

徒自らが科学や数学に関する課題を設定し,その課題の解決のために個人又はグループで研究を行い」、

「問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を育てる」点に特色を持つ科目としている。本校での

「課題研究」において、生徒は研究課題を決められず、主体的に研究を進められない状況がある。生

徒は高校理科で扱う自然の事物や現象を高度な内容と考え、「理数化学」や「課題研究」の授業に対し

て受け身で、大学受験に向けて知識の習得や理解を意識している。 

私のこれまでの授業実践では、基礎・基本の定着を図りつつ、限られた時間の中でも観察・実験を

できるだけ多く行い、知識と日常生活や社会との関連を図るように取り組んできた。実験では、目的

や方法を提示し、結果の整理や考察では助言を与えて記述させることが多かった。実験の仮説や方法

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ていなかった。そのた

め、見通しを持って実験を行うことや結果を分析・解釈するなどの科学的な思考力・判断力・表現力

を十分に育成できていない面があったといえる。 

そこで、理数科１学年「理数化学」において探究の過程や「探究活動」を取り入れた授業計画を行

う。「解説理科編理数編」で、「探究活動」では「学習活動と関連させながら,観察,実験を通して,情報

の収集,仮説の設定,実験の計画,実験による検証,実験データの分析・解釈など化学的に探究する方法

を習得させるようにする」としている。探究の過程や「探究活動」を授業に取り入れ、仮説を立てて

実験を計画する活動や結果を整理して考察する活動を通して科学的な思考力・判断力・表現力を育成

していきたい。これらの活動で、自分の考えを基に実験グループのメンバーと意見を交換して考えを

広げ、深められるように、ワークシートの作成と対話活動の実施方法を工夫することで、科学的な思

考力・判断力・表現力を高められると考え、本テーマを設定した。 

〈研究仮説〉 

「理数化学」で探究の過程や「探究活動」を取り入れた授業を計画し、仮説を立てて実験を計画す

る活動や結果を整理して考察する活動などを取り組ませることで、科学的な思考力・判断力・表現力

を育成することができるであろう。 
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Ⅱ 研究内容 

１ 実態調査 

(1) 目的 アンケートを実施し、実態把握と授業設計の基礎資料とする。 

(2) 対象 沖縄県立北山高等学校理数科１年３組（25 名） 

(3) 実施日 平成 29 年６月５日（月） 

  (4) 結果及び考察 

① アンケートについて 

「１.実験の前に器具や実験内容の確認

をしていますか」の質問では、「当てはま

る」68％、「やや当てはまる」20％と肯定

的な回答は 88％であった。また、「２.実験

の前に活動の見通しを立てているか」では

肯定的な回答は 80％であった。実際には、

実験が始まると教師の指示を仰ぐ生徒が

多い。安全で効率的な実験を、自分で確認

して進めさせる手立てが必要である。 

「３.結果の整理では図や表を利用して

いるか」では、「あまり当てはまらない」

52％、「当てはまらない」16％と否定的な

回答は 68％であった。「４.結果を基に考

察し、記述しているか」では、肯定的な回

答は 48％、否定的な回答は 52％となって

いた。「５.発表することは得意か。」では、

否定的な回答は 60％であった。結果の整

理や発表はできていないことがわかった。

また、考察は結果を基に思考させる手立て

が必要であることが分かった。 

② 並び替えアンケートについて 

「探究活動の進め方」（Ｐ.14 図２）の

「①課題の設定、②情報収集、③仮説の設

定、④観察・実験の計画、⑤観察・実験の

実施、⑥結果の整理、⑦考察、⑧発表」の

探究の過程を順番に正しく並べられるか

アンケートを実施した。正しく並べられた

生徒は 25 人中４人であった。探究の過程

では順番が前後することもあるため、①～

③を課題の把握、④～⑤を観察・実験、⑥

～⑧を課題の解決として大きく３つに区 

切り生徒の回答状況を確認すると、６人が「大まかな流れ」を把握していた。多くの生徒は探

究の過程を理解していないため、探究の過程について説明して「探究活動の進め方」を学ば

せる必要があることがわかった。 

２ 仮説検証の手立て 

  (1) 検証の観点 

① 探究の過程を取り入れた授業を行うことで、「化学的に探究する方法」を習得できたか。 

② 「探究活動」に取り組ませることで、科学的な思考力・判断力・表現力が育成されたか。 

図１ 事前アンケートの結果（Ｎ＝25） 

24％ 24％ 32％ 20％

当てはまる
やや当てはまる
あまり当てはまらない
当てはまらない

４.実験結果を基に考察し、記述しているか 

68％ 20％ 12％

当てはまる
やや当てはまる
あまり当てはまらない

１.実験の前に器具や実験内容を確認しているか 

20％ 60％ 20％

当てはまる
やや当てはまる
あまり当てはまらない
当てはまらない

２.実験をする前に活動の見通しを立てているか 

12％ 20％ 52％ 16％

当てはまる
やや当てはまる
あまり当てはまらない
当てはまらない

３.結果の整理では図や表を利用しているか 

12％ 28％ 40％ 20％

当てはまる
やや当てはまる
あまり当てはまらない
当てはまらない

５.発表することは得意か 
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表１ 「理科審議のまとめ」の学習過程例 

○自然事象に対する気付き 

○課題の設定 

○仮説の設定 

○検証計画の立案 

○観察・実験の実施 

○結果の処理 

○考察・推論 

○表現・伝達 

＊必ずしも一方向の流れではない 

＊過程の一部を取り扱ってもよい 

(2) 検証の方法 

① アンケートの実施と分析 

   ② 授業で使用したワークシート記述や作成したポスターの分析 

   ③ グループ活動の行動観察・分析 

３ 理論研究 

(1) 「探究活動」について 

「指導要領」では科学的な思考力・判断力・表現力

の育成を図る観点から探究的な学習を重視し、理科

の各科目の大項目に「探究活動」を設定している。 

「解説理科編」で「探究活動」について、「各項目

の学習活動と関連させながら観察, 実験を行い,報

告書を作成させたり発表を行う機会を設けたり」し、

「情報の収集,仮説の設定,実験の計画,実験による

検証,実験データの分析・解釈など化学的に探究する

方法を習得させるようにする」としている。 

「理科審議のまとめ」で、探究の過程は理科におい 

て資質・能力を育成するために重視する学習過程の例として示されている（表１）。 

本研究の探究の過程では、①「課題の設定」、②「情報収集」、③「仮説の設定」、④「観察・

実験の計画」、⑤「観察・実験の実施」、⑥「結果の整理」、⑦「考察」、⑧「発表」の８つの学習

過程を行う。これらを通して課題解決に取り組む方法を「化学的に探究する方法」とする。「課

題の設定」、「情報収集」、「仮説の設定」を課題の把握、「観察・実験の計画」、「観察・実験の実

施」を観察・実験、「結果の整理」、「考察」、「発表」を課題の解決として大きく区切り、「大まか

な流れ」と探究の過程を設定した。 

(2) 科学的な思考力・判断力・表現力について 

「小学校学習指導要領解説理科編」（平成 20 年）で、科学的な条件として実証性や再現性、

客観性が挙げられている。理科における思考力・判断力・表現力は、科学的な条件である実証性

や再現性、客観性が満たされていることが重視されている。 

「理科審議のまとめ」では、高等学校理科にお

いて育成する思考力・判断力・表現力について、

「見通しをもって観察・実験を行い,科学的に探究

したり,科学的な根拠を基に表現したりする力を

養う」としている。また、思考力・判断力・表現力

として、「自然の事象から見通しをもって課題や仮

説を設定する力」や「観察・実験をし,得られた結

果を分析して解釈するなど,科学的に探究する力

と科学的な根拠を基に考えを表現する力」、「仮説

の妥当性や改善策を検討する力」を挙げている。 

４ 素材研究 

(1) 「探究活動」の資料・ワークシートの作成 

① 「探究活動の進め方」の説明資料 

「探究活動」のイメージを持たせるために８

つの学習過程を探究の過程の順番に構成し、「探

究活動の進め方」（図２）を作成した。教科書等

の「探究活動」の進め方の例を参考にして、「探

究活動」の流れを視覚的に捉えられるようにし 図２ 本研究で作成した「探究活動の進め方」 
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図４ 課題探しシート 

探究する課題を

決めて具体化 

考えた課題を付箋紙に書き、集約する 

話し合って課題を２～３つに絞る 

た。「探究活動の進め方」の拡大図を

教室内に掲示し生徒が「探究活動」

の流れを常に確認できるようにした。 

② 「探究活動」生徒用手引き 

「探究活動」の意義や進め方を生

徒に説明する資料として「探究活動」

生徒用手引きを作成した（図３）。 

「探究活動の進め方」に対応させ

て８つの学習過程について記述した。

また、教育課程の説明や探究活動を

行う意義、活動の心構え、報告書の

書き方、発表の方法などをまとめ、

「探究活動」でどのような学習を行

うのかわかるように記述した。「探究

活動」が理数科３学年で履修する「課

題研究」につながる学習であること

を示し、見通しを持って意欲的に「探

究活動」に取り組めるようにした。 

③ 「探究活動」教師用手引き 

  「探究活動」の教師用資料として、

高校理科「探究活動」の手引き（教

師用）を作成した。現行の高等学校

学習指導要領に示されている「探究

活動」の位置付けや内容をまとめた。

科目「課題研究」との違いや「探究

活動」の指導計画、実施時期などを

提示し、「探究活動」に取り組む授業

計画の例を示した。 

④ 課題探しシート 

  付箋紙を活用して課題を設定する 

課題探しシートを作成した（図４）。

単元で学習した内容を振り返り、課

題や疑問を記述した付箋紙を集約し

て話し合いを進めていく形式にした。

実施可能な課題や探究することので

きる課題であるかなどをグループで

検討し、課題を２～３つに絞り込み、

その中から「探究活動」に取り組む

課題を１つに決め、具体的に記述す

ることとした。個人の考えた課題を

基に話し合うことで考えを広げ、深

められるように構成した。 

⑤ 「探究活動」ワークシート 

探究の過程を３枚のワークシート

にまとめ、活動全体を見通せる形式 

図３ 「探究活動」生徒用手引きの一部 



- 5 - 

にした。１枚目に「課題設定」と「仮説設定」、「必要な器具・試薬」を、２枚目に「実験方法」

を、３枚目に「実験結果」と「考察」、参考文献を記入する構成にした（図５）。また、仮説や

実験計画を見直して改善事項を記入する枠を設け、振り返りを行えるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 演示実験の工夫とワークシート作成 

「酸と塩基」の単元の

中で「探究活動」の学習

過程の流れを理解させ

るために、演示実験を計

画し、ワークシートを作

成した（図６）。興味・

関心を高め、解決したく

なるような課題を設定

した。演示実験を通して

探究の過程を身に付け

ることや結果を整理し

て考察する力を高める

ことを目的にした。 

「課題の設定」と「仮

説の設定」、「観察・実験 

の計画」はプリントで例を示し、「結果の整理」と「考察」の記述に取り組ませることとした。 

「考察記述の評価規準」を作成して演示実験ワークシートの評価に用いた（表２）。 

 

 

 

 

 

 

図５ 「探究活動」ワークシート 

表２ 考察記述の評価規準 

A　十分満足 B　概ね満足 C　不十分 Ｄ　手立て

【思考・判断・表現】
仮説と実験結果を関連させ

て、根拠を示して比較し、検
討して考察を記述している。

仮説と実験結果を
関連させて考察し、
根拠を示して文章で
表現している。

仮説と実験結果を
関連させて考えたこ
とを記述している。

仮説と実験結果の
関連がない記述であ
る。実験結果を基に
記述するように助言
する。

文章を何も書けて
いない生徒には、考
える視点やキーワー
ドを提示して記述を
促す。

・ ワ ー ク
シ ー ト 記 述
の分析

【評価の観点】
評価規準

判断の基準
評価方法

図６ 演示実験ワークシート 
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 (3) 興味・関心を高める教材 

学習した知識と生活の関連を意識さ

せるように、ｐＨ調査キットを作成した

（図７）。ｐＨ試験紙、マドラー、色の識

別表、説明書をセットにして生徒に配布

した。説明書には他に準備するものや使

用方法、注意事項などを記述した。日常

生活の中にあるものから酸性・中性・塩

基性の物質を予想し、自ら家庭で実験し

て確かめるという課題とした。 

 

Ⅲ 指導の実際 

１ 単元名 

 ３章 物質の変化 ２節 酸と塩基 

２ 単元の目標 

 酸と塩基の性質及び中和反応に関与する物質の量的関係を理解する。 

３ 単元の評価規準 

 

 

 

 

 

４ 単元の指導計画と評価計画（１学期：全６時間、２学期：全 17 時間） 

  【関】関心・意欲・態度 【思】思考・判断・表現 【技】観察・実験の技能 【知】知識・理解 

◎は指導に活かすとともに総括に用いる評価、○は指導に活かす評価 

(1) １学期「探究活動」（検証授業：第１～６時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ２学期「酸と塩基・探究活動」（検証授業：第１～17 時） 

図７ ｐＨ調査キット 

関 思 技 知

1

「探究活動」①
「探究活動」の説明
課題の提示、情報収集

・「探究活動」について学ぶ。
・課題についての調べ学習を行
う。

・科学の方法を理解させる。
・課題についての情報の集め方
を学ぶ。

○ ・科学の方法を理解し、知
識を身に付けている。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記
述の分析

2

「探究活動」②
仮説設定、実験計画

・調べたことを基に、仮説を立
てて実験を計画する。

・仮説を立て、使用可能な器具
や薬品を検討して実験を計画し
ている。

◎ ・課題を解決するための仮
説や実験計画を立て、表現
している。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記
述の分析
・行動観察

3

「探究活動」③
仮説の検討会

・設定した仮説や計画について
発表する。
・発表を聞き、質問や意見を紙
に書いて発表者に渡す。
・質問や意見を基に、各グルー
プで仮説や実験計画を見直す。

・他者の発表に関心を持たせ
る。
・質問や意見を聞き、仮説を見
直し、必要に応じて計画を変更
している。

○

◎

・他者の発表に関心を持ち
質問や意見を述べている。
・質問や意見を聞き、仮説
や実験計画が適切であるか
検討している。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記
述の分析
・行動観察

4
「探究活動」
観察・実験、考察

・計画した実験を行い、結果を
記録し、考察を行う。

・器具を正しく使い、結果を的
確に記録させる。

◎ ・器具を正しく使い、結果
を的確に記録している。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記
述の分析
・行動観察

5
「探究活動」⑤
発表資料作成

・「探究活動」の発表資料をポ
スターにまとめる。

・活動内容を科学的な文章でま
とめ、ポスターを作成させる。

◎ ・活動内容を科学的な文章
で表現し、ポスターを作成
している。

・ポスター
の分析

6

「探究活動」⑥
「探究活動」報告会

・自分たちの行った「探究活
動」を発表する。
・発表を聞き、質問や意見を紙
に書いて発表者に渡す。
・「探究活動」の振り返りを行
う。

・活動内容の発表を通して表現
力を身に付けさせる。
・他者の発表に関心を持ち、質
問している。

○

◎ ・活動内容を分かりやすく
他者に伝えている。
・他者の発表に関心をも
ち、質問している。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記
述の分析
・行動観察

評価方法時 学習内容 学習活動 学習のねらい
評価の観点

評価規準

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 観察・実験の技能 知識・理解

酸・塩基と中和反応につい
て関心をもち、意欲的に探
究しようとする。

酸と塩基の性質や中和反応
におけるこれらの量的関係
について考察し、導き出し
た考えを表現している。

酸と塩基の性質や中和反応に
おける量的関係について観
察、実験などを行い、基本操
作を習得するとともに、それ
らの過程や結果を的確に記
録、整理している。

酸と塩基の性質及び中和反
応に関与する物質の量的関
係を理解し、知識を身に付
けている。
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５ 本時の学習指導（２学期：第 14 時／全 17 時間） 

  (1) 小単元名 

 探究活動②（実験Ⅰの実施、結果の整理、実験Ⅰの見直しと実験Ⅱの計画） 

 (2) 指導目標 

・安全に配慮して器具等を正しく使い、結果を正確に記録させる。 

・仮説や実験計画を見直し、実験Ⅱで行う実験を考えさせる。 

  (3) 本時の評価規準 

関 思 技 知

1
酸と塩基
演示実験①

・酸と塩基の定義を学び、電離式
を理解する。

・酸と塩基に関心を持ち、探究
しようとする。

○ ・酸と塩基に関心をもち、探究
している。

・行動観察

2
酸と塩基の価数と強弱
演示実験②

・酸と塩基の価数や酸と塩基の強
弱について学ぶ。

・電離度と酸・塩基の強弱につ
いて理解する。

◎ ・電離度と酸・塩基の強弱につ
いて知識を身に付けている。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記述の分析
・小ﾃｽﾄ

3
酸・塩基の性質
生徒実験①

・酸と塩基の性質を調べる実験を
行う。

・意欲的に実験を行い、酸と塩
基の性質を確認する。

◎ ・酸と塩基の性質を意欲的に調
べている。

・行動観察
・ﾜｰｸｼｰﾄ記述の分析

4

水素イオン濃度とｐＨ
演示実験③

・水の電離やｐＨの定義を学ぶ。 ・水素イオン濃度からｐＨを求
める計算方法を理解する。

◎ ・水素イオン濃度からｐＨを求
める計算方法について理解して
いる。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記述の分析
・小ﾃｽﾄ

5

ｐＨの測定
生徒実験②

・水素イオン濃度からｐＨを求め
る。

・身近な物質のｐＨを予想し、
測定する。
・酸や塩基を正確に希釈する。

○

◎

・関心をもってｐＨを測定して
いる。
・酸や塩基を正確に希釈してい
る。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記述の分析
・行動観察

6

中和反応
演示実験④

・身近な物質のｐＨを測定する。
・酸や塩基を希釈しｐＨの変化を
調べる。

・モデル図を使って中和反応の
原理を考え、化学反応式で表
す。

◎ ・モデル図で中和反応を考え、
化学反応式で表している。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記述の分析

7

中和の量的関係
演示実験⑤

・中和反応の原理を学び、中和反
応を化学反応式で表す。
・中和反応の量的関係を学ぶ。

・中和反応における量的関係の
計算方法を理解する。

◎ 中和反応における量的関係の計
算方法を理解している。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記述の分析
・小ﾃｽﾄ

8

中和滴定
滴定曲線

・中和滴定の原理や操作方法を学
ぶ。
・滴定曲線や指示薬の役割を学
ぶ。

・中和滴定の原理を理解する。
・中和滴定の器具を適切に操作
する。
・滴定曲線と指示薬の関係を理
解する。

◎

○

・中和滴定の原理を理解し、実
験器具の操作を身に付けてい
る。
・滴定曲線や指示薬の役割につ
いて知識を身に付けている。

・実技ﾃｽﾄ

9

中和滴定
生徒実験③

・中和滴定の操作を行い、濃度未
知の酸・塩基の濃度を計算で求め
る。

・中和滴定の操作を正確に行
う。
・計算で濃度未知の酸・塩基の
濃度を求める。

◎ ・実験を通して中和滴定の操作
を正確に行い、濃度未知の酸・
塩基の濃度を求めている。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記述の分析
・行動観察

10
塩
演示実験⑥

・塩の定義や種類を学ぶ。 ・塩の定義や種類を基に塩を分
類する。

◎ ・塩の定義や種類を理解してい
る。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記述の分析

11
塩の加水分解
生徒実験④

・塩の水溶液の性質を予想し、調
べる。

・塩の水溶液の性質を予想し、
関心をもって実験する。

◎ ・酸・塩基の強弱を基に水溶液
の性質を予想し調べている。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記述の分析
・行動観察

12

酸と塩基のまとめ ・酸と塩基の性質や中和反応の原
理などを振り返り、理解を深め
る。

・酸と塩基の性質や中和反応の
原理について振り返り、知識を
整理する。

◎ ・酸と塩基の性質や中和反応の
原理について理解している。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記述の分析
・小ﾃｽﾄ

13

「探究活動」①
課題設定、仮説設定、
実験計画

・授業や実験を振り返り課題を見
つける。
・課題を解決する仮説を設定す
る。
・仮説を検証する実験を計画す
る。

・授業や実験を振り返り、グ
ループで話し合い課題を設定す
る。
・器具や薬品を検討し、話し合
い実験計画を立てる。

○

◎

・授業や実験を振り返り、課題
を見つけて意欲的に探究してい
る。
・実験計画を立て、図や科学的
な文章で表現している。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記述の分析
・行動観察

14
本
時

「探究活動」②
実験Ⅰ、結果の整
理、実験Ⅱの計画

・計画した実験を行い、結果を
記録する。
・仮説や実験計画を見直し、実
験Ⅱで行う実験を考える。

・安全に配慮して器具等を正
しく使い、結果を正確に記録
する。
・仮説や実験計画を見直し、
実験Ⅱで行う実験を考える。

◎

○ ・安全に配慮して器具等を正
しく使用して実験し、結果を
正確に記録している。
・仮説や実験計画の妥当性を
グループで話し合い、検討し
ている。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記述の分析
・行動観察

15

「探究活動」③
実験Ⅱ、結果の整理、
考察

・計画した実験を行い、結果を記
録する。
・仮説が検証されたか考察する。

・器具を正しく使い、結果を正
確に記録する。
・実験結果を基に仮説の検証と
考察をする。

◎

○ ・器具を正しく使い、結果を正
確に記録している。
・実験結果を基に仮説の検証と
考察をしている。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記述の分析
・行動観察

16

「探究活動」④
考察、発表資料作成

・仮説が検証されたか考察する。
・「探究活動」をポスターにまと
める。

・実験結果を基に仮説の検証と
考察をする。
・科学的で他者が見てわかりや
すいポスターを作成する。

◎ ・仮説が検証されたか考察し、
探究活動の一連の過程を科学的
に表現している。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記述の分析
・行動観察

17

「探究活動」⑤
発表、振り返り

・自分たちの行った「探究活動」
を発表する。
・他のグループの発表に関心を
持って聞く。
・「探究活動」の振り返りを行
う。

・行った「探究活動」を他者に
わかりやすく伝える。
・他のグループの発表に関心を
持って聞く。

○ ◎ ・探究活動を論理的な文章でま
とめ、他者に伝えている。
・他グループの発表に関心を
持っている。

・ﾜｰｸｼｰﾄ記述の分析
・行動観察

評価方法時 学習内容 学習活動 学習のねらい
評価の観点

評価規準
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(4) 準備する教材、教具 

 ・教科書 ・資料集 ・「探究活動」ワークシート①～③ ・付箋紙 ・実験器具 ・試薬 

  (5) 本時の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 仮説の検証 

１ 探究の過程を取り入れた授業を行うことで、「化学的に探究する方法」を習得できたか。 

(1) 並び替えアンケートの結果より 

「探究活動の進め方」の８つの学習過程の

並び替えアンケートの結果を示した（表３）。

１学期「探究活動」の実施後に正しく並び替

えられた生徒は 64％、２学期「探究活動」の

実施後は 76％であった。「探究活動」生徒用

手引きなどを活用しながら実際に「探究活動」 

を経験することで、約８割の生徒が「探究活動の進め方」の８つの学習過程を把握した。 

表３ 「探究活動の進め方」並び替えアンケートの結果 

正しく並び
替えられた

大まかに並び
替えられた

並び替えられ
ない

 事前調査（６月） 16% 28% 56%

 １学期「探究活動」
 実施後（７月） 64% 32% 4%

 ２学期「探究活動」
 実施後（12月） 76% 16% 8%

A　十分満足 B　概ね満足 C　手立て

【観察・実験の技能】
　安全に配慮して器具等を
正しく使用して実験し、結
果を正確に記録している。

　安全面に配慮して正しく
器具等を使用して実験し、
結果を正確に記録し図や表
を用いて整理している。

　正しく器具等を使用して
実験を行い、結果を記録し
整理している。

　実験を完了していない班
に教科書等を見て器具等の
取り扱い方や結果の整理す
る方法を確認させる。

・ワークシート記
述分析
・行動観察

【思考・判断・表現】
仮説や実験計画の妥当

性 を グ ル ー プ で 話 し 合
い、検討している。

実験結果を基に仮説や
実験計画の妥当性を話し
合い、改善や工夫をして
いる。

仮説や実験計画の改善
や工夫について話し合い
まとめている。

うまくいかなかったこ
とや足りないデータなど
を考えさせて、改善策を
話し合わせる。

・ワークシ ート
記述分析
・行動観察

【評価の観点】
評価規準

判断の基準
評価方法

過程 生徒の活動 教師の活動・支援 形態 準備・備考 評価規準

導
入
(5)

1.授業の流れと本時のめあ
てを確認する。

・ワークシートを配布する
・前回立てた仮説や実験計
画を確認させる。

一斉 ・ワークシート

展
開
①

(25)

２.計画に沿って実験を行
い、結果を正確に記録す
る。
・役割を分担して実験を行
う。
・時間を守り、片づけをす
る。

・計画に沿って実験を行
い、結果を記録するように
伝える。
・安全に正しく器具を使用
しているか確認する。
・実験終了の５分前に声を
かけ、片付けを促す。

グループ ・ワークシート
・実験器具
・試薬

【技】
安全に配慮して器
具を正しく使用し
て実験し、結果を
正確に記録してい
る。

展
開
②

(15)

３．仮説や実験計画の妥当
性を付箋紙に書く。
４．付箋紙をグループ討議
用のワークシートに集約
し、グループで話し合い実
験Ⅱで行うことを決める。

・自分の考えを付箋紙に書
くように伝える。
・他者の意見と比較させ、
仮説や実験計画の妥当性を
検討させる。

個人

グループ

・ワークシート
・付箋紙
・教科書
・資料集

【思】
仮説や実験計画の
妥当性をグループ
で話し合い検討し
ている。

ま
と
め
(5)

５．本時の学習を振り返
り、ワークシートをまとめ
て提出する。

・本時の学習を振り返り、
ワークシートをまとめるよ
うに指示する。
・ワークシートを回収し、
次の授業の予告をする

個人

一斉

・ワークシート

展開①：実験Ⅰ（25分）

【振り返り】

・安全に配慮して器具等を正しく使用して実験を行い、結果を正確に記録したか。

・仮説や実験計画を見直し、実験Ⅱで行う実験を考えたか。

【本時のめあて】

・安全に配慮して器具等を正しく使用して実験を行い、結果を正確に記録する。

・仮説や実験計画を見直し、実験Ⅱで行う実験を考える。

展開②：実験Ⅱの計画（15分）
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(2) ワークシート記述より 

① 「仮説の設定」、「観察・実験の計画」 

「探究活動」ワークシートの分析を行った。１学期に設定した仮説では、アイデア欄にメ

モを取り、個人の考えを基にグループで話し合い仮説を設定している様子が見られた（図８）。 

    「○○なら□□だろ

う」という仮説の文

章になっていない

ため、仮説の書き方

は継続して指導す

る必要がある。 

２学期も話し合

いで仮説を設定し

た。ただ予想するの

ではなく、理由を示

して仮説を立てて

いる記述が見られ

た（図９）。 

１学期と２学期「探究活動」において、仮説を検証する実験を話し合いで生徒自ら計画し

ていた（図 10、11）。図を用いてわかりやすく表現しているグループが見られた。今までに学

習したことや経験を基に実験を考えて計画していた。２学期は詳しい手順の記述が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

② 「結果の整理」、「考察」 

２学期の演示実験を中心に、結果を整理して考察し、文章でまとめる場面に取り組ませた。

演示実験①・②回目を第一段階とし、実験後に結果を確認して黒板に考察のキーワードを与

えた。③・④回目を第二段階とし、キーワードを与えず個人で考えて記述させた。 

考察記述の評価規準（Ｐ.16 表２）を基に演示実験ワークシートを分析した（Ｐ.21 表５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５ 考察記述の評価結果 

図 11 ２学期「観察・実験の計画」生徒記述 図 10 １学期「観察・実験の計画」生徒記述 

図８ １学期「仮説の設定」生徒記述 

図９ ２学期「仮説の設定」生徒記述 
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キーワードを与えることで９割以上の生徒が考察を記述していたが、その多くが仮説と関

連のない記述や説明の不十分な記述であった。第二段階ではキーワードを与えなかったが、

ワークシートに記述のポイントを示し仮説と関連して考察するように促したため、Ａ評価と

Ｂ評価の生徒が増えていた。③でＡ評価が 30％、Ｂ評価が 35％で合計 65％の生徒が仮説と

関連させて記述していた。④ではＡ評価とＢ評価の生徒の合計が 67％であった。 

一方、Ｄ評価の生徒も増えていた。時間内に考えをまとめきれなかったり、意欲的に取り

組めていなかったりする様子があり、別の指導が必要であることが分かった。 

以上のことより、結果を整理し考察する場面を設定して「結果の整理」と「考察」に繰り返

し取り組ませることで、根拠を示し、仮説と結果を関連させた考察を記述する力が付いた。 

③ 「発表」 

発表の時間の振り返りシートの記述で、「仮説や実験計画を発表することができた」や「う

まく説明できた」などの肯定的な意見があった。また、「もっと声を大きくする」や「分かり

やすい説明を心掛ける」などの課題を見つけ、改善しようとする記述もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことより、探究の過程を取り入れた授業や「探究活動」を行うことで、探究の過程を理解

し、課題解決に取り組む力が身に付いた。２学期の「探究活動」では、主体的に見通しを持って取

り組む様子が見られたことから、「化学的に探究する方法」を習得したと考えられる。 

 ２ 「探究活動」に取り組ませることで、科学的な思考力・判断力・表現力が育成されたか。 

  (1) アンケートより 

「結果の整理では図や表を利用している

か」の質問では、事前アンケートで肯定的な

回答は 32％で、事後アンケートでは 76％と

44 ポイント増えていた。 

「実験結果を基に考察し、記述しているか」

の質問では、事前アンケートで肯定的な回答

は 48％で、事後アンケートでは 92％と 44 ポ

イント増えていた。 

「発表することは得意か。」の質問では、

事前アンケートで肯定的な回答は 40％で、

事後アンケートでは 52％と 12ポイント増え

ていた。 

「科学的な思考力は身についていますか」

の質問で、事前アンケートは肯定的な回答が

68％、事後アンケートでは 96％となり 28 ポ

イント増えた（Ｐ.22 図 15）。また、「科学的

な表現力は身についていますか」の質問で、

事前アンケートは肯定的な回答が 68％、事

後アンケートでは 92％となり 24ポイント増 図 14 事前アンケートと事後アンケート
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図 12 「仮説の検討会」での発表 図 13 「探究活動報告会」での発表 
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えた。生徒は探究の過程を取り入れた授業や

「探究活動」に取り組むことで科学的な思考

力・判断力・表現力が高まったと回答している。 

  (2) ワークシート・ポスター記述より 

① 「自然の事象から見通しをもって課題や仮

説を設定する力」について 

１学期「探究活動」では教師の与えた課題

について仮説設定に取り組んだ。今まで学習

したことを基に仮説を考えて個人ワークシ

ートに記述し、グループ討議ワークシートに

メンバーの考えを集約し、検討して仮説を立

てる様子が見られた。 

  ２学期「探究活動」では、「酸と塩基」の学

習内容を個人で振り返り、付箋紙に課題や疑

問を書き出していた。そして、「課題探しシー 

ト」に付箋紙を集約し、全ての課題や疑問について実施可能で検証可能かを検討し、課題を

設定していた。生徒の出した課題や疑問は「○○はあるのか」などの疑問形になっている記

述が少なかったので、課題や疑問の探し方について手立てが必要である（図 17）。仮説につ

いても「○○なら□□だろう」という形を基本として記述できるように継続して指導が必要

である（図 16、17）。 

すべてのグループが対話を通して課題を設定し、仮説や実験計画を立てて「探究活動」を

進めていたことから、「見通しをもって課題や仮説を設定する力」が育成されたといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 事前アンケートと事後アンケートの比較④ 
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図 16 １学期「探究活動」で生徒が作成したポスター 図 17 ２学期「探究活動」で生徒が作成したポスター 

シュウ酸標準水溶液を作る。 
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② 「科学的な根拠を基に考えを表現する力」について 

  １学期「探究活動」ポスターでは、結果と考察が同じような文章になっていたり、考察の根

拠を示せていなかったりする記述が見られた（Ｐ.22 図 16）。２学期「探究活動」ポスターで

は、結果から得られたことを基に、考察し、根拠を示した記述が見られた（Ｐ.22 図 17）。 

  １学期と２学期の「探究活動」ポスターの考察記述の比較より、「科学的な根拠を基に考え

を表現する力」が育成されたといえる。 

③ 「仮説や実験計画の妥当性や改善策を検討する力」について 

１学期「探究活動」の「仮説の検討会」で、発表後に各グループで話し合い、意見や質問の

書かれた付箋紙を分析していた（図 18）。そして、ワークシートに仮説や実験計画で良かった

点や改善点を記述していた（図 19）。対話により妥当な仮説や実験計画を検討している様子が

見られた。２学期「探究活動」では、実験Ⅰの後に仮説や実験計画の妥当性や改善策について

話し合った。付箋紙を活用して実験グループのメンバー全員が意見を出し、話し合いで仮説

や実験計画を見直している様子が観察できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

以上より、「探究活動」に取り組ませることで、「自然の事象から見通しをもって課題や仮説を

設定する力」や「科学的な根拠を基に考えを表現する力」、「仮説や実験計画の妥当性や改善策を

検討する力」などの科学的な思考力・判断力・表現力が育成されることが分かった。 

探究の過程や「探究活動」を授業に取り入れることで、「探究活動」の学習過程を把握し、見通

しを立てて主体的に「探究活動」に取り組めるようになった。また、「探究活動」に取り組むこと

で「化学的に探究する方法」を習得し、科学的な思考力・判断力・表現力が育成されたといえる。 

 

Ⅴ 成果と課題 

 １ 成果 

(1) 「探究活動」の説明資料やワークシートを作成して活用することで「化学的に探究する方法」

を習得させることができた。 

(2) 「探究活動」を計画・実施して探究の過程をたどらせることで、科学的な思考力・判断力・表

現力が育成された。 

(3) 「課題の設定」や「仮説の設定」の場面などで、付箋紙に個人の考えを記述させて、大きな紙

に貼り付けてグループで検討させることで妥当な課題や仮説を設定させることができ、科学的

な思考力・判断力・表現力を高められた。 

 ２ 課題 

(1) 今後は探究の過程や「探究活動」を取り入れた年間の授業計画を行う。授業の中で「課題の

設定」や「仮説の設定」、「考察」、「発表」などの場面を設定し、繰り返し探究の過程や「探究活

動」に取り組ませて計画的に「化学的に探究する方法」を習得させる。 

(2) 日常生活や授業の中で、自然の事物や現象について疑問を持たせ、課題を発見させる指導方

法など、探究活動を指導する方法を研究する。 

図 19 仮説や実験計画見直しの記述 図 18 仮説や実験計画見直しの様子 
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