
Ⅰ　研究の動機・目的
実習校で理科の授業観察や授業補助から、科学的な思

考力が十分に育っていないのではないかと感じた。授業で
学習したことをその時は覚えてはいるがテストの際はそれを
用いて答えることができない少なくないことに気づいた。
基礎的・基本的な知識や技能が確実に習得できていな

いことが、一因であると考えられる。
活用することによってより深く習得するとともに、問

題解決に取り組み、思考を伴う学習活動を行う必要があ
ると考えた。
本研究の目的は、自分が認識した理科学習における問

題や課題に基づいて、授業を実践し、学習記録、アンケ
ート調査を分析・検討し、省察等を深めて、基礎・基本
の習得と活用を図り、科学的な思考力を高める授業づく
りを行うことである。

Ⅱ　研究の方法
・理科学習指導要領の精読
・理科教育における現状と課題の分析・把握(理科教育
研究会での講演)
・基礎・基本の習得と活用、科学的な思考について先行
研究の調査
・物質の状態変化についての先行研究の調査
・対象生徒のアンケート調査、ワークシート等の分析
・授業実践の記録、省察　など

Ⅲ 生徒の理科の学習・授業に対する意識
と課題（アンケート調査の結果から）
今回理科の学習と授業に関するアンケートを実施した

背景は上述の理科教育の課題の 1つとして「理科の学習
に対する意欲は高いが、それが大切だという意識が高く
ないことや学習の意義や生活で生かせる“有用性”を培
うことが必要である。」との指摘があるが、実際に対象
となる生徒はどの程度理科に興味・関心があるのか、ま
た観察実験において、予想や仮説をたてることなど目的
意識をどの程度もって取り組んでいるのかをみるためで
ある。そして系統立てて授業実践を行うにあたり、小学
校の学習内容をどの程度覚えているかを知っておく必要
があったため、理科の学習についてと、理科の授業につ
いてアンケートを実施した。
○生徒の理科の学習に対する結果・課題
5 割の生徒が、理科の勉強は好きではないと答えた。

いかにして興味・関心をつけさせるのかが課題である。
理科の勉強の大切さや、有用性を感じていない生徒が

4 割ほどいた。理科を学ぶ意義や将来に役立つような意

義が感じられるようにしていく必要がある。
多くの生徒が、理科の勉強で疑問を解決したり、予想

をたしかめたりする力をつけることを望んでいる結果と
なった。理科学習において自ら問題解決、課題解決でき
る力を養えるように学習過程を組むことも課題であると
思われる。
○生徒の理科の授業に対する結果・課題
生徒の 9 割が実験や観察の授業が好きであると答え

た。好きだからこそ更に興味・関心を持たせさせ、実験
や観察だけではなく、理科の勉強・授業が好きな生徒を
育てることが必要である。
理科の授業で学んだことを身に付けるためには、試験

前に勉強すると答えた生徒が多かった。学んだことを活
かしながら考えさせるためにも、生徒に、学習したこと
を使って実験や観察を通して、考えさせる授業を行うこ
とが大切である。
教師から出された問については、知っていれば答える

という生徒が半分近くいたが、既習したことを使って考
えている生徒が少なかった。学んだことを使って考えら
れる力を育成することが課題である。また、実験の方法
や予想、結果などを振り返ろうとする力を育てることが
大切であり、課題である。

Ⅳ 本研究での基礎・基本の習得と活用、
科学的思考力について
「基礎・基本の習得」とは「基礎的・基本的な知識・

技能」の習得のことである。
「科学的な思考力とは、正しい知識を得てそれらの知

識を活用する学習活動の全体を通して自然の事物現象に
ついて客観的・多角的にとらえることができる力である
という意味で用いる。
○基礎・基本の習得と活用、科学的な思考力の 3 つの
関係
「習得」とは児童生徒が基礎的・基本的な知識及び技

能を身に付ける活動を示し、「活用」とは、見通しや目
的意識をもって習得した基礎的・基本的な知識及び技能
を選択したり、組み合わせたりして行う学習活動を示し
ている。
「習得」と「活用」の学習過程を踏み重ねることで科

学的に考える活動が繰り返され、科学的な思考力が養わ
れていく、と考えられる。
基礎的・基本的な知識及び技能は、「習得」すること

を繰り返し、活用する学習活動を行うことによって科学
的な思考力が育成されていくと考えられる。
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Ⅴ 基礎・基本の習得と活用を図る授業の
工夫

①生徒に興味・関心を抱かせる教材を使用する。（スズ
の使用）⇒融点の低い金属（スズ）の使用。
②小学校で学んだこと、これまでの既習事項を思い出し
ながら学べるワークシートの作成。
③既習知識を授業のなかで確認しながら行う。
④言葉の意味を確認しながら行う。
（固体・液体・気体・蒸発・凝結・凝固・融解など）
⑤授業（実験・観察）を通して考えさせる時間を多くする。
⑥前時で学んだことを活かす実験観察（知識を実験で活
用して習得を図る）
⑦予想や仮説と実験結果を比較させるようにする。
⑧実験観察の予想を図に表して考えさせる。
既習の知識を活用して考えさせる工夫では、生活経験

や学習で獲得した知識・技能を動員させて考えるために
も小学校で学習したことなどを通して系統的に学習する
ことで基礎・基本の習得と活用、科学的な思考力の向上
につながっていくと考えている。

課題研究授業の指導計画（3/10時間を実施）

Ⅵ　授業実践の振り返り
≪授業実践第 1 時より≫
金属も状態が変化することや興味・関心をもたせるた

めに融点の低い金属である「スズ」を用いたことについ
ては、スズ（金属）の状態が固体から気体に変わる過程
で興味や関心が高まったため、よく観察していた。しか
し、身近な物質であったかどうかを検討する必要がある。
純粋な物質ではないが、技術の授業で使用する“はんだ”
の方が、生徒にとっては身近な物質であったと思う。
習得と活用の工夫から「水の三態変化」について学ん

だことを実際に実験を通してたしかめることは、水の三
態変化を思い出ながら（氷（固体）を熱すると水（液体）に
なること）観察しており考察が書けていた。
観察・実験の際に結果の確認にこだわり過ぎていた。

結果にこだわることよりも、実験時の観察や結果からわ

かったことを既習学習と結びつけて言葉にしていきなが
ら考える学習過程が科学的思考力を高めることにつなが
ったのではないかと考える。
≪授業実践第 2 時より≫
前時で学習した用語を本時で活かしたいという焦りか

ら用語や現象の説明に重みがいきがちになり、時間を費
やしてしまった。水（液体）⇔氷（固体）に状態変化さ
せた時の体積や質量については、予想では普段の生活経
験と関連させながら、比較して考えていた。ペットボト
ルの水を用いて考えさせることで生徒にとって想像しや
すかった。
次時のロウの状態変化の実験と比較するときのため

に、水だと液体から固体になると体積が増え、固体から
液体になると減ることを認識させることはできたのでは
ないかと思う。
≪授業実践第 3 時より≫
基礎・基本の活用の工夫から、前時での「水（液体）

⇔氷（固体）」の学習で学んだことを振り返り、水以外
の物質（ロウ）ではどうなるかを、既習の知識を活用さ
せて考えさせた。これについては、前時の学習内容が理
解しやすかったため、ロウの予想では、前時で学んだこ
とを活かして予想していた。
ロウ（固体）⇔ロウ（液体）でも、氷（固体）⇔水

（液体）と同じ結果になると予想した者や、違う結果に
なると予想した者もいた。予想図を描かせたことは想像
をしやすくさせることにつながった。
予想と結果を比較させることついては、観察の欄に

「ロウが溶けて液体になったときに固体のロウが沈んだ」
と記されていたことを生かすことができなかった。この
観察の視点が科学的な思考力につながり、この発見を生
かしていくことが非常に大切であったと考える。後に学
ぶ物質の状態と粒子運動や密度との関係に関連するから
である。

Ⅶ　研究の成果・課題
「スズ」を用いて生徒に興味・関心を抱かせることは

有効であった。しかし、身近な物質であったか検討する
必要がある。小学校で学んだこと、既習事項を思い出し
ながら学べるワークシートの作成は生徒が既習内容を思
い出しながら学習でき、学習内容に小学校とのつながり
を通して学ぶためにも必要である。前時の実験を通して
学習したことを活かして考えさせることや、比較させる
ことは「ロウの状態変化」の確認問題の結果から見ても、
有効であった。
「ロウの状態変化」の実験観察において生徒の科学的

な思考力につながるきっかけとなる発見や気づきを教師
側が拾えず、活かすことができなかった。基礎・基本の
習得は活用を通して身に付け、その過程が科学的な思考
力を高めることにつながると考えたときに、私の授業
（実験観察）の展開に問題があった。
学習した知識を検証するために実験するのではなく、

事象を提示し、興味・関心を抱かせ、既習内容の知識を
もとに生徒自らが実験の方法や観察の視点を導きだし、
目的意識をもって学べる授業づくりが必要である。その
過程で、学んだことと比較しながら考えさせ、実験の方
法や結果、考察を振り返りながら考える活動が科学的な
思考力を高めることにつながると考えている。

※小学校との系統�
ワークシートを用いて、小学校での既習事項である、
固体・液体 ・気体にわけさせる活動や、「水の三態
変化」について図を通して考え、書き込むことで復習
を図り、中学校での学習につなげる。�
※習得と活用�
「水の三態変化」について学んだことを実際に実験
を通してたしかめる。�
※実験教材�
金属も状態が変化することや興味・関心をもたせる
ために融点の低い金属としてスズを用いる。�
実験を通して考え、最後に正しい知識の習得のため
“ポイント”にまとめて理解しやすくする。�

※基礎・基本の活用�
前時での「水〈液体〉→氷〈固体〉」 の学習で学ん
だこと〈水は氷に比べ、体積が小さく、氷は水に比べ、
体積が大きい。質量はともに変わらないこと〉を振り
返る。そして、水以外の物質〈ロウ〉ではどうなるかを、
既習の知識を活用させて考えさせる。�
前時で学んだ知識をロウでの実験で活用させて考
えさせる。�
予想を立て、スケッチを用いて皆の前で発表してか
ら実験に進ませる。�
※比較・振り返り�
※実験を観察の前に観察して分かったことや、気づ
いたこと、疑問に思ったことを記させる。考察の際に
それを用いて振り返り、予想と結果を比較させるよう
にする。�

※用語の活用�
水の液体→固体の状態変化の様子を普段の学習
体験から考えさせる。水〈液体〉から氷〈固体〉に状
態変化したときと、氷〈固体〉から水〈液体〉に状態変
化させたときの体積や質量を既習事項から予想させ
て実際に実験を通して検証する。�
※比較する�
実験では凍らせたペットボトルとそうでない物を用意
する。�
〈パンパンに膨らんだペットボトルは生徒の興味・関心
につながる。〉�
次時のロウを実験と比較するために、水だと液体か
ら固体になると体積が増え、固体から液体になると減
ることを認識させる。�

主題：物質の状態変化
と温度�
�
ねらい：状態変化と温度
の関係を調べる。�

主題：ロウの状態変化と
質量・体積�
�
ねらい：実験からロウの
体積は変化するが、質
量は変化しないことを知
る。また、水の状態変化
との違いに気づく。�

主題：水の状態変化と
質量・体積�
�
ねらい：水は液体から固
体になると体積が増え、
固体から液体になると
体積が減るが、質量は
変化しないことに気づく。�

○ワークシートNo.47�
①固体・液体・気体�
②実験「水の三態変化」�
（固体・液体・気体）�
③実験「スズの状態変
化」�

○ワークシートNo.48�
①ロウの状態変化の質
量保存と体積変化�
②実験「ロウの状態変
化前後の体積を調べる」�
�

○ワークシートNo.48�
①水の状態変化の質
量保存と体積変化�
②宣示実験「水の状態
変化前後の体積と質量
の変化を調べる」�
�
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