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１ 研究主題 

科学概念を用いて意思決定ができる理科学習指導法の研究 

～思考の流れを判断に活かす学習過程を通して～ 

 

２ 主題設定の理由 

（1） 社会の要請から 

現代社会において，身の回りには多くの製品やそれらに伴う情報であふれている。近年の日本

においては，健康志向が高まり，さまざまな業者が過大な広報活動を行い，使うことで効果が出

るといった情報を流している。特に新しい製品であれば，明確な基準がないまま商品化され，世

に出回ることもある。そうした中で，我々がその商品の信憑性を確かめることは，極めて困難で

あり，その業者の広告を信じることしかできない。もちろん，しっかりとしたテストを基に良い

商品も出回っていることも確かである。しかし，中には何の効果も得られないばかりか，重度の

健康被害をもたらす事例も報告されている。今後，ますます多くの情報が無作為に飛び交う社会

になることは，容易に想像できる。これからの社会において，我々に求められるのは，多くの情

報を精査し，その場の状況を加味して取捨選択をすることである。正しい情報を取り入れ，間違

った情報に惑わされないようにするには，より確かな科学概念を構成し続け，科学概念を用いて

判断しながら行動していくことが重要である。 

PISA2015年調査では，科学的リテラシーを「思慮深い市民として，科学的な考えをもち，科学

に関連する諸問題に関与する能力である」としている。科学的リテラシーを身に付けた人がもつ

能力の１つに「データと根拠を科学的に解釈する」がある。このような時代を生きていく子ども

たちにとって，正しい情報を基に判断をするための科学的リテラシーが重要であるといえる。つ

まり，様々な情報の中でデータ，主張，論を分析し，評価し，適切な科学的な結論を導き出すこ

とができるようになることが重要である。現代の知識基盤社会において，特に実生活の中では，

生活概念だけでは間違った判断をする可能性がある。そうならないためにも，自然の事物・現象

を科学的に見たり考えたりして科学概念を構成し，判断することができなくてはならない。以上

のことから，現代の問題に対して精緻化された科学概念を活用し判断をする力が必要であると考

え，本主題を設定した。 

（2） 理科の目標から 

中学校学習指導要領解説理科編（平成20年９月）によると，理科の目標は「自然の事物・現象

に進んでかかわり，目的意識をもって観察，実験などを行い，科学的に探究する能力の基礎と態

度を育てるとともに自然の事物・現象についての理解を深め，科学的な見方や考え方を養う。」

と明記されている。その中でも「科学的な見方や考え方を養うこと」については，「自然環境の

保全や科学技術の利用に関する問題などでは，人間が自然と調和しながら，持続可能な社会をつ

くっていくため，身の回りの事象から地球規模の環境まで視野に入れて，科学的な根拠に基づい

て賢明な意思決定ができるような力を身に付ける必要がある。」とある。言い換えると，いろい

ろな状況に対して，科学概念を活用し判断をする力が必要であるということになる。また，理科

ワーキンググループにおける審議のとりまとめ（平成28年８月）では，自然の事物・現象を科学

的に探究するために必要な資質・能力を育成する方法の中に，「自然を敬い，自然の事物・現象

に進んでかかわり，科学の面白さや有用性に気付くとともに，科学的な根拠に基づき判断する態

度を養う」とある。理科教育の中で，知識を習得するだけでなく，科学的な見方・考え方を通し

て科学概念を構成してくことや，自分で構成した科学概念を基に，状況に応じた判断へとつなげ

ていくことが今求められている。 

また，平成27年度全国学力・学習状況調査においては，「日常生活の場面において，気体の種

類による特性や露点などの基礎的・基本的な知識・技能を活用することに課題がある」と指摘さ

れている。日常生活や社会の特定の場面において，理科で学習した知識・技能を活用できるよう

にするための指導改善のポイントとして，次の２点が挙げられる。１つ目は，理科で学習した知

識・技能に関連した自然の事物・現象や科学技術などについて考えたり説明したりする学習場面

を作ること。２つ目は，そのような学習場面を単元全体の課題として設定したり，単元の終わり

に設定したりすることである。このように，理科教育においては，理科で学習した知識や技能を

身に付けることはもちろんのこと，それらを基に科学概念を構成し，科学概念を用いて意思決定
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ができる生徒を育成しなければならないと考え，本主題を設定した。 

（3） これまでの授業の反省から 

これまでの授業を振り返って，教科書にある実験を確実に行い，できる限り実験道具を多くそ

ろえ，生徒にはなるべく多く実験に関われるような場をつくってきた。そのため，実験や観察に

関しては，意欲的に取り組む生徒も多く，実験の技能を身に付けさせることができた。しかし，

予想を立てさせる場面を設定したとき，根拠が思いつかないため予想できない生徒が多く，根拠

を今までの知識を使って考えさせることができていなかった。また，実験結果から考察させる場

面では，実験がうまくいっているにもかかわらず，そこから規則性を見いだしたり，既有の知識

との関連性から考察したりする生徒が少なかった。授業のまとめの場面では，教師や理科が得意

な生徒が主体になってまとめることが多く，生徒によっては考えが深まらないまま授業が進んで

しまうことがあった。それは，授業で得た知識が言葉や言葉の意味だけを覚えるだけの学習に留

まっており，知識を関連付けて科学概念を構成させることが不十分だったことが原因であると考

える。生徒が科学概念を構成することができれば，それを使って予想を考えたり，結果を考察し

たり，実験を計画したりすることができる。また，自分がもっている不十分な科学概念がより精

緻化された科学概念になったときに，生活の中の様々な場面でも自分が構成した科学概念を基に

仮説を立てたり，実験結果から考察したりするようになる。普段の生活の中では，行動を伴うこ

とが多いため，科学的な根拠を基に考えれば，よりよい判断につながる。以上のことから，科学

概念を構成させ，それを用いて判断することができる生徒を育成する理科学習指導法を究明する

ことは大変意義深いと考え，本主題を設定した。 

 

３ 研究の目標 

 課題解決の際に思考の流れを判断の根拠とする学習過程を通して，精緻化された科学概念を用

いて意思決定ができるような生徒を育てる理科学習指導法を究明する。 

 

４ 研究の仮説 

 中学校理科学習指導において，思考の流れを可視化する学習過程を通せば，それぞれの思考の

流れの中で精緻化された科学概念を根拠に最適な意思決定をすることができるであろう。 

 

５ 主題・副主題の意味 

（1） 「科学概念」とは 

 科学的な見方や考え方を通して得られた知識を基にした自然の事物・現象についての表象のこ

とである。 

 科学的とは，【資料１】に示すよう

に，自然の事物・現象に対して，実証

性，再現性，客観性の条件を検討する

手続きを重視することである。また，

理科の特質に応じた見方や考え方は，

自然の事物・現象を質的・量的な関係

や時間的・空間的な関係などの視点で

捉え，比較したり関連付けたりするな

どの科学的に探究する方法を用いて考

えたものである。森本（2017）は「科

学概念はことば，記号，数式，イメー

ジ，グラフ等，多様に表現される。こ

のことは他者への説明あるいは議論において有効である。」と述べている。生徒たちは，もとも

と生活経験の中で生活概念をもっている。その生活概念を理科の学習を通して，科学概念へと近

づけ生徒がもっている科学概念を精緻化させていく。 

（2） 「意思決定」とは 

 目標達成のために，いくつかの選択肢を考察・分析し，状況に応じた最適な選択を行うことで

ある。 

【資料１】科学的の３つの条件 

実証性 

考えられた仮説が観察，実験などによ

って検討することができるという条件と

する。 

再現性 

仮説を観察，実験などを通して実証す

るとき，時間や場所を変えて複数回行っ

ても同一の実験条件下では同一の結果が

得られるという条件とする。 

客観性 

実証性や再現性という条件を満たすこ

とにより，多くの人によって承認され，

公認されるという条件とする。 
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本研究では，学習課題に対する解

決策をいくつかの方法の中から，科

学的な根拠を基に状況に応じた最適

なものを導き出すこととする。その

ためには，条件に合うものを複数の

解決策の中から考え，相対的によい

ものを判断しなくてはならない。意

思決定は，行動に対する方向性であ

り，いくつかの解決策を取捨選択し

たり，【資料２】のように折衷案などを考えたり作りだしたりする際，いくつかの判断を伴うこ

とがある。また，意思決定にあたっては，選択肢の効用を全て調べ尽くして行いたいが，すべて

を調べることは困難である。意思決定には，たとえ不明確で限定された状況の下であっても選択

肢に関する情報を統合しながら判断していくことが必要である。 

（3） 「科学概念を用いて意思決定ができる」とは 

 自然の事物・現象について，科学的な見方や考え方を通して得られた知識を基にした表象を他

者のそれらとの比較，検討を通して，適用範囲を広げたり洗練したりすることで得られた科学概

念を根拠に，状況に応じた最適な解決策の選択ができることである。 

 本研究では，最初に生徒たちの生活概念と知識を関連付けながら科学概念を構成させ，課題に

対する複数の解決策の中から精緻化された科学概念を根拠に，状況にあった最適な解決策を求め

させる。生徒たちは，生活経験から自分なりの生活概念を構成している。しかしそれは，科学的

に正しいとはいえないことが多い。そこで，理科の学習の中で生活概念と事象を関連付けながら

科学的な見方・考え方を通して，科学概念を構成させる。また，他者と比較することでも自分の

科学概念を分析したり，検討したりすることになる。その過程が科学概念の精緻化を円滑にし，

自他共に説得性のある科学概念を構成することにつながる。科学概念を構成することができた生

徒は，与えられた学習課題を解決するために，学習課題の状況に応じた最も適した科学概念を根

拠に判断することができる。自分が構成した科学概念を基に，たくさんの解決策がある中で適切

なものを判断し決定させる。最適な判断とは，誰にとってなのか，何にとってなのかというよう

に，視点を変えると解決策が変わってくるため，その視点も生徒に問いかけながら，判断をさせ

る必要がある。学習課題の制限された状況の中で，精緻化された科学概念を基に実証性，再現性

や客観性のある科学的な判断ができるものとする。 

以上から，本研究で目指す生徒像を以下に示す。 

○ 課題に対して自らの生活概念を関連付け，解決策を予測することができる生徒 

○ 結果を検証したり，他者の概念と比較したりしながら，科学概念を精緻化させることができ

る生徒 

○ 精緻化された科学概念を用いて状況に応じた最適な解決策を選択することができる生徒 

（4） 「思考の流れ」とは 

 問題に直面したときに最適な解決策を導き出すために，必要な情報を収集し，自らの解決策と

他者の解決策を比較したり関連付けたりする一連の思考過程のことである。 

本研究では，まず単元の最初に学習課題を与え，それに対する解決策を予測させる。その学習

課題に対する解決策を導くために知識を習得させ，その知識を基に考えさせ，最適な解決策を導

き出させることとする。角屋（2013）は，理科における科学的な思考力について「思考とは，あ

る目標の下に生徒が既有経験をもとにして，対象に働きかけ種々の情報を得て，それらを既有の

体系と意味付けたり，関係付けたりして，新しい意味の体系を造りだしていくことで，つまり生

徒自らが既有経験をもとに対象に働きかけ，新たな意味の体系を構築していくことが思考といえ

る。」と述べている。単元の中での思考は，生活概念や不十分な科学概念を基に自分なりの解決

策を導き出すために考えることや，知識を得るために学習課題を基に実験・観察を行い，実験結

果から新たな科学概念について考えること。また，学習を通して得た知識を基に解決策を考える

こと，他者との対話を通して，自分の解決策が他者の解決策と比べて共通点や相違点がないか比

較し，よりよい解決策を選択することなど，問題解決型の理科学習の中で思考する場面は多い。

思考は，１つ１つ単独で行われているものではない。解決策をつくる場面や実験結果を基に考察

【資料２】意思決定のための案の作り方 

折衷案 
二つ以上の案のよいところをとり合わせ

て，一つにまとめた案。 

妥協案 
対立した案について，双方が譲り合って

一致点を見いだし，解決できる案。 

代替案 
すでに発表・提出されている案に代わる

案。 

 

https://kotobank.jp/word/%E6%A1%88-29025
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をする場面，他者との対話から自分の解決策が正しいかを判断する場面など，単元の中の様々な

場面で行われる。このように，学習課題を解決するためには思考が連なっていくと考える。その

思考の連なりを思考の流れとした。そこで，本研究では，１つの単元の中に「予測する」「練り

直す」「判断する」の３つ段階を位置付ける。 

（5） 「思考の流れを判断に活かす」とは 

 学習課題に対し判断する場面において，生活概念や不十分な科学概念を比較したり関連付けた

りする思考の流れを通して，最適な解決策を導き出すことである。 

本研究では，思考が内面的なものであるため，後で振り返ることが難しい。そこで，思考の流

れを表出するものとして，堀哲夫（2013）が考えたワンページポートフォリオアセスメント（以

下，ＯＰＰＡ）を援用して活用する。ＯＰＰＡとは，一般的なポートフォリオ評価を１枚の用紙

のみを用いて行うものである。その時に使われる１枚の学習プリントをワンページポートフォリ

オシート【資料３】（以下，ＯＰＰシート）とする。ＯＰＰシートの中には，「単元名」，「学

習前・後の本質的な問い」，「学習履歴」，「学習後の振り返り」の４つの要素からなる。「単

元名」と「学習前・

後の本質的な問い」

は，教師が考え提示

する。「学習履歴」

は毎時間の最後に記

入させる。生徒に毎

時間の学習で授業で

１番大切なことを書

かせることで，この

時間で思考したこと

を振り返らせること

ができる。また，教

師は１単位時間の学

習を通して，生徒の

中に何が残ったかを

確認することもでき

る。「学習後の振り

返り」は，単元の最

後に，学習を振り返

ってみて概念がどう変わったかを書かせることで，自分の学習の意味付けや，自分で考えたこと

や表現したことについて整理することができる。学習や授業の進展とともに学習者の既有の知識

や考えが変容し，それらを学習履歴としてＯＰＰシートに記録させながら，その内容を教師が確

認しフィードバックしていくことができる。生徒も自己の学習状況を把握しながら自己評価を行

うことができる。 

ＯＰＰシートの特徴は，まず生徒が自分で考えをまとめた内容が記載されていることである。

生徒自身が思考したり表現したりしているもので，理解の状態と内容を適切に把握することがで

き，的確な教師の働きかけを行うこともできる。次に，形成的評価を毎時間行うことができるこ

とである。さらに，見通しと振り返りが行いやすいことも挙げられる。ＯＰＰシートは，１単元

のまとまりごとに構成されているため，学習前・中・後の関連性を明確にすることができ，見通

しと振り返りが行いやすいので思考の流れを確認できるという利点がある。最後に，学習全体を

構造化した形で把握がしやすいことが挙げられる。また，ＯＰＰシートとは別に，学習プリント

も活用していく。学習プリントは，１単位時間でめあてや実験方法，実験結果，考察，まとめな

どを記載するシートである。ＯＰＰシートを見て１単位時間の学習を想起するためには「学習履

歴」を活用するが，それだけでは不十分であるため，学習プリントを確認することで，そのとき

の学習を想起することもできる。 

科学概念を構成し，最適な解決策を導き出すための思考を整理するために「対話」を位置付け

た。本研究では，「対話」を「教材との対話」，「他者との対話」，「自己との対話」の３つと

【資料３】ＯＰＰシート 
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し，３つの対話と活動内容，

主な効果を【資料４】のよう

に整理した。特に自分の科学

概念を精緻化させるための手

段として，「他者との対話」

を単元の中に設定した。生活

概念から科学概念を構成して

いくことについて，ポスナー

（1982）らは，自分の概念変

換が生じるために満たされな

くてはならない条件として，

「既有概念に不満が生じるこ

と」などを挙げている。学習

課題を与え，その学習課題に

対して自分がもっている概念

では不十分だということに気

付いたとき，概念を変容させようとする。また森本（2013）は，「対話の意味や育成される能力

を見るとき『有能な他者』の存在を抜きに語ることはできない。子どもの対話の向上に寄与する

子ども一人ひとりの考え方や教師により精選された資料，図書やネット情報等が教室における有

能な他者を形成する。」と述べている。このように，様々な他者と対話することで，知識や概念

を深めることができる。「他者との対話」とは，自分のもっている科学概念を再構成し，より精

緻なものにするために，他者との交流活動を通して，自分が作った科学概念と他者の概念とを比

べ，相違点や共通点を探るためのやりとりとする。このとき，ＯＰＰシートを持ち寄り自分の考

えと他者の考えの違いを確認することができる。ＯＰＰシートは毎時間提出させ，そこに教師が

コメントを入れて形成的評価を行う。ブラック（2003）らの研究によると生徒のプリントに対す

るフィードバックにおいて，点数のみ，コメントのみ，点数とコメントの両方という３種のフィ

ードバックを比較したところ，コメントのみのフィードバックが学習改善において唯一効果的で

あったという結果が出ている。自分の考えに対してコメントをしていくような働きかけを行い，

毎時間の評価が行われることで，生徒は成長を実感でき，教師は生徒の思考を学習過程にフィー

ドバックすることもできる。「他者との対話」に関して佐藤（1995）は，「教室における学びは

教師や仲間との関係において遂行されているし，一人で学ぶ状況に置かれた場合でさえその学び

には他者との見えない関係が編み込まれている。」と述べている。他者との関係は，学習の中で

生徒同士の情報をやりとりして，他者の考えを分析し他者の視点を受容することで，新たな概念

を構築していくのに有効である。 

このような対話活動を位置付けることで科学概念が精緻化され，ＯＰＰシートを活用すること

で思考の流れを可視化することができ，判断に活かすことができると考える。 

（6） 「思考の流れを判断に活かす学習過程」とは 

単元の中に「予測する」「練り直す」「判断する」の３つの段階を位置付け，日常生活と結び

付けた学習課題を設定し，単元を通してＯＰＰシートや他者との対話から概念形成と思考の流れ

を可視化させることによって最適な解決策を選択させていく活動のことである。 

まず，【資料５】のように，「予測する」

段階の「予測」とは，理科の学習で言うとデ

ータなどの根拠があって推し測ることとし，

「予想」は根拠がなくてもいいので見当をつ

けることと明確に示す。「予測する」段階で

は，生活の中での体験などの生活概念を根拠

に解決策を考えることが必要となる。そこで，単元と関わりがあり，自然の事物・現象が日常生

活の中で起こりうるようなもので，思考が広がり過ぎないように状況設定を盛り込んだ学習課題

を設定する。この学習課題については，生徒の生活概念や既有の知識では判断しにくく単元を通

して構成した科学的な根拠を基に判断することができるような学習課題とする。このような学習

【資料４】３つの対話と活動内容と効果の関係 

 活動内容 主な効果 

教材と 

の対話 

・自分の知識を確認 

・新たな知識を獲得 

・実験観察を行い，情

報の整理，収集 

・教材に興味関心をもつ 

・教材に対して驚きや疑

問をもつ 

・自分の考えを分析する 

・科学概念を構成する 

他者と 

の対話 

・自分の考えと他者の

考えを交流活動を通

して比較 

・科学概念が精緻化され

る 

・考えを修正したり広げ

たり深めたりする 

自己と 

の対話 

・自分の概念の問題解

決のための活用 

・自己評価 

・考えを修正したり深め

たりする 

・科学概念を基に意思決

定する 

 

【資料５】予想と予測の違い 

予想 
 将来どうなるか，前もって見当をつ

けること。その見当をつけた内容。 

予測 
 将来の出来事や有様を何らかの根拠

に立って推し測ること。 
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課題に対する最適な解決策を，単元を通して精緻化された科学概念を活用できるようになれば，

科学的な根拠を基に判断することにつながると考える。そのために判断の根拠を問い，この段階

での生活概念を活用した解決策を表出させる。最初の考えは，ＯＰＰシートに記載することで，

常に振り返ることができるようにする。そのことで，生徒自身も不十分な科学概念が精緻化され

ていくことに気付くことができる。また，この段階では，生活概念を活かした課題意識を喚起さ

せる手だてとして，学習課題に近い事例を提示し，学習課題に対する解決の糸口をつかませる。

学習課題に近い事例というのは，学習課題と同じ原理や法則が使われており，かつ身近にある事

例とする。生徒から出てくるような事例を用いることで，学習課題と生活概念を関連付けやすく

なり，学習課題の解決に必然性を感じることができ，これからの生活にも活かすことができる。

この事例と学習課題を関連付けて考えることで，今までの学習で身に付けた知識と生活概念が結

びつき概念を更新するきっかけとなる。そのため，科学概念が精緻化されやすくなり，解決のた

めの見通しがもてるようになる。 

次に，「練り直す」段階では，「予測する」段階で与えた学習課題を解決させるために必要な

知識を考えさせ，実験や観察を通して獲得させるために，必要な知識を焦点化させ，検証させて

いくことができるような補助課題を設定する。その時の実験や観察は，学習プリントに記載させ

る。ＯＰＰシートには，毎時間の最後に授業の要点を書かせ，１時間を振り返らせる。その後，

「他者との対話」を通して，様々な考えに触れさせ，根拠の反証可能性を探らせながら科学概念

を精緻化させる。他者の概念と比べ相違点や共通点を見つけていくことで，不十分な点を探すこ

とができる。また，ＯＰＰシートを毎時間提出することでも，他者である教師とも対話すること

ができる。これは，１単位時間での要点を記述させることで，思考の外化の自発性の向上や自己

認識の自覚化を促すことができる。思考を記述することで，自分がどこまで理解できていて学習

課題の解決のために何が必要なのかを振り返る機会にもなり，生徒の学習意欲を向上することに

なる。このような活動をすることで，自分の考えを分析し，より精緻な科学概念へと変容させる

ことができる。 

最後に，「判断する」段階では，「予測する」段階で与えた学習課題について，学習したこと

に基づいて構成させ，精緻化された科学概念を基に，解決策を導き出させる。これまでの学習や

思考の過程で精緻化されてきた科学概念を想起させるために，ＯＰＰシートを活用する。そこに

は，毎時間の授業の要点や他者との対話で触れた違う考えが記載されている。最終的に自分がも

っていた視点や他者のもっていた自分とは違う視点の中から状況に応じた最適な解決策を判断さ

せる。その時に，検証実験の比較を行わせることで様々な視点の中から視点を絞らせ，課題解決

に対して最適な根拠を検討させること

ができる。事物・現象に対する科学概

念を精緻化させる際の自分自身の思考

について吟味することができるため，

最適な判断につなげることができる。

ＯＰＰシートの中で，「判断する」段

階の最終的な解決策と「予測する」段

階での解決策の比較や，「練り直す」

段階で，科学概念を精緻化してきた過

程を可視化させることで自分の科学概

念が精緻化されていることに気付くこ

とができ，自分の成長を実感すること

ができる。 

単元の中での学習過程を【資料６】

のような流れで行う。「予測する」段

階では，学習課題に出会わせ，その時

点での解決策を予測させる。解決策を

予測させる際に，知識の不足を感じさ

せる。「練り直す」段階では，課題解

決に必要な根拠となるデータを補助課

【資料６】単元の学習過程 

 

学習課題

補
助
課
題
１

補
助
課
題
４

補
助
課
題
２

補
助
課
題
３

最初の解決策

解決策３ 解決策２ 解決策１

最終的な解決策

予
測
す
る

練
り
直
す

判
断
す
る
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題とする。補助課題を解決していくことで，科学概念が精緻化され学習課題の解決に必要な根拠

となるデータがそろっていく。補助課題の実験結果を基にもう一度解決策を考えさせ，その解決

策を基に他者と交流し，自分が行っていない実験データにも触れることで，さらに科学概念を精

緻化させていく。「練り直す」段階で精緻化された科学概念を基に「判断する」段階では，班で

解決策をまとめさせ，検証実験を行わせ，最終的な解決策を選択させる。このような学習過程を

通すことで，精緻化された科学概念を用いて意思決定ができるようになると考える。 

 

６ 研究の概要 

（1） 研究の内容 

○ 最適な意思決定のために科学概念を精緻化させる手だての有効性 

○ 思考を可視化する手だての有効性 

（2） 研究構想図 

 

（3） 検証の方法 

○ 最適な判断のために科学概念を構成し，精緻化させるための手だての分析 

 ・対話 

○ 判断の根拠となった手だての分析 

 ・ОＰＰシート 

 ・学習プリント 
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７ 生徒の実態 

（1） 実態調査 

   実践学級に対して，科学的な思考力を問う小テストを行った。 

各問のねらいは，（問１）①事象から仮説を設定することができるか，②仮説を基に検証方法

を計画することができるか（問２）単元の最初の学習課題に対して生活概念を活用しているかを

調べるためである。 

また，他者との対話を行った後に，対話に関する意識調査アンケートを行った。 

 

問１ ＜仮説の設定と検証＞ 

図のような水槽にメダカが飼ってあり，水槽

の中には水草が生えている。水槽にふたをした

ところに，蛍光灯をつけたところ，しばらくし

てメダカは水面のほうに集まってきた。 

① どうしてメダカは，上に集まったのか。

考えられることを書きなさい。（仮説の設

定） 

② ①のことを確かめるのにどうすればよい

か。その方法を述べなさい。（検証方法の

計画） 

 

問２ ＜生活概念の活用＞ 

海の近くに住むＹ先生が自転車を買おうと考えています。しかし，すぐにさびてしまいそうで

なかなか買うことができません。Ｙ先生にさびない自転車を提案してください。また，なぜそれ

がいいか理由も教えてください。（安さと手軽さを総合的に判断してください。） 

という学習課題の基，解決策とその理由を答えなさい。 

 

対話意識調査アンケート 

交流活動で，友達が「さびない自転車を作るのに亜鉛を使ったらいいと思います。」と発言し

たら，あなたは友達にどのような発言をしますか。 

 

（2） 全体考察 

小テストの問１の①の結果では，「水草が作り出した酸素が水に溶けきれずに上の方に集まっ

た。」や「水が蛍光灯に当たることで，水温が上がり，メダカに適した水温になった。」など科

学的な仮説を立てている生徒が45％いることが分かった。自然の事物・現象から問題を把握し，

その事象が生じる原因を考えることができるのは，全体の半数にも満たないことが分かる。残り

の生徒は，「明るいところが好きだから。」といった客観性に欠ける回答が見られた。②の結果

では，自分が立てた仮説に対して，的確な検証方法を考えて計画することができた生徒が全体の

61％いることが分かった。このことから，仮説は立てられても今それを検証する方法を考えるこ

とができない生徒も多いことが分かった。問２の結果では，生活概念を基に解決策を答えること

ができた生徒が38％であった。身近な現象であっても，生活経験から構成された生活概念を活用

して思考している生徒は少ないということがいえる。生活概念を活用している生徒の記述では，

「ステンレスはさびないと聞いたことがある。」「鉄がさびないさび止め剤を塗る。」という記

述が見られた。 

対話意識調査アンケートでは，友達の発言に対して，意見の根拠を聞き出そうとする生徒は，

23％であった。そのほかの生徒は，根拠を提示せずに意見を述べたり，相手の意見よりも自分の

意見を通したりするような発言が見られた。判断をするにあたっては，科学的な根拠を基に行わ

れていないことがいえる。生徒たちの中には，科学的な根拠を基に判断をしていない生徒が多い

ため，説明に科学的な根拠を付け加えることができていない生徒がいる。生徒たちは対話活動に

おいて，科学的な根拠を探るために話し合っているのではなく，何となく考えを出し合っている

ことが分かった。科学的な根拠を話し合わせるには，対話の中に科学的な根拠を意識させるよう
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な手だてが必要である。 

小テストと対話意識アンケートの結果から，自然の事象を科学概念を用いて判断することがで

きていない生徒が多い。その原因として，知識はあるが概念になっておらず，判断に適用するこ

とができていないことや自然の事象と自分がもっている生活概念を結び付けることができないこ

とが考えられる。そのため，生活概念を基に，理科の学習を通して科学概念が精緻化され，判断

に活かせるような適用範囲の広い科学概念にしていく必要がある。また，対話意識調査アンケー

トでは，対話はしているが，自分の考えと他者の考えを比較したり，自分の考えを付加・修正し

たりすることができていないことが分かった。対話を自分の概念を精緻化させるための方法にし

なければならない。考えを出し合うだけでなく，考えを聞き合う対話にしなくてはならない。 

 

（3） 抽出生 

 ① 抽出生タイプ 

アンケートの結果と記述，学力診断テストを

基に「知識」と「関連付け」の２軸としてＡタ

イプ，Ｂタイプ，Ｃタイプ，Ｄタイプの４タイ

プに分けた。 

 

 

 

 

 

Ａタイプ 
科学的な概念が十分あり，判断する際に生活概念を解決策と関連付けて説明する

ことができる。 

Ｂタイプ 
科学的な概念が不足しているが，判断する際に生活概念を解決策と関連付けて説

明することができる。 

Ｃタイプ 
科学的な概念が十分あるが，判断する際に生活概念を解決策と関連付けて説明す

ることができていない。 

Ｄタイプ 
科学的な概念が不足しており，判断する際に生活概念を解決策と関連付けること

もできていない。 

 

 ② 抽出生の決定 

   抽出生は次のア，イを基に決定した。 

  ア 理科学習に関するアンケート 

  イ 授業での様相観察 

 

 ③ 抽出生の実態 

抽出生Ａ 科学的な概念が十分あり，概念を適用させて，判断の根拠として関連付けること

ができる。授業中の発言も多く，交流活動では他者の意見も聞くこともできる。 

抽出生Ｂ 科学的な概念が不足しているが，判断の根拠として自分がもっている概念を関連

付けることができる。小集団の活動では，他者と意見交流をしながら意欲的に活動

している。 

抽出生Ｃ 科学的な概念が十分あるが，判断の根拠として適切な概念を関連付けることが苦

手である。小集団での話し合いでは，発言することがあるが，授業中に発表するこ

とはあまりない。 

抽出生Ｄ 科学的な概念が不十分であり，判断に科学的な概念を関連付けることができてい

ない。実験などには意欲的に関わることができ，小集団の活動では，他者と意見交

流をしながら活動しているが，授業中に発表することはあまりない。 
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８ 研究の経過 

（1） 実践１ 単元「化学変化と熱の出入り」 平成29年６月～７月実施 

 ① 実践１のねらい 

実践１では，吸熱反応を伴う化学反応を活用して学習課題を解決を図ることを通して，物質に

よって反応の仕方に違いがあることを見いださせ，物質の量や混ぜ方を工夫し目的にあった反応

の時間や早さを考えることができることをねらいとした。日常生活と関連しており，化学変化に

よって吸熱反応が関係している学習課題を設定した。学習課題に対する解決策を予測する過程に

おいては，最初の判断・毎時間の学習履歴・最終の根拠と判断をＯＰＰシートに書かせることで

思考を可視化する。また，解決策を考えるために補助課題を設定し，実験結果を考察しながら必

要な科学概念を構成し，構成した科学概念を対話によって精緻化していく。さらに，ＯＰＰシー

トと学習プリントを活用して思考の流れを可視化することによって，科学概念を用いて最適な解

決策を選択することができたかを検証する。 

 ② 実践１の仮説 

   単元「化学変化と熱の出入り」において，判断に科学的根拠が必要な学習課題を提示し，思考

の流れを可視化し，それを判断に活かす学習過程を通して思考させれば，不十分だった科学概念

が精緻化され，単元を通して構成された科学概念を基に判断することができるだろう。 

「予測する」段階では，既有の知識ではどの物質をどのように使えば温度が下がるか判断でき

ない学習課題を解決するために，今までの科学概念をＯＰＰシートに表出させ，科学概念の不十

分さを実感させる。また，生活概念と学習課題を関連付けさせるために，類似した事例を提示す

る。 

「練り直す」段階では，判断に必要な知識に気付かせ，化学反応にともなって温度が下がるも

のについて，提示された物質を使って実験を行い，長時間持続させる方法を予測させる。また，

吸熱反応の実験を通して判断に必要な科学概念を構成させる。さらに，毎時間ＯＰＰシートを活

用して教師との対話を行い，科学概念の状況を確認する。段階の最後に，ＯＰＰシートを活用し

て学習内容をふり返らせ，他者と対話させる。ここでは，物質の量と水の量の関係や反応させる

順番などに対する自分の考えと他者の考えを比較や検討させることを通して，判断に対する根拠

の反証可能性を探らせる。 

「判断する」段階では，「予測する」段階で与えられた学習課題について再度解決策を判断さ

せる。ここでは，学習した内容を基に限られた状況の中で，最も効果的な吸熱反応を持続させる

方法を提案させる。さらに，生徒に検証実験を行わせ，自分が考えた解決策が正しいかを確認さ

せ，科学概念を基に自分の解決策を判断させる。 

 

 ③ 検証の視点 

  視点１ 

「予測する」段階において，課題と類似する事例を提示したことが，生徒の生活概念や既習の

知識と取り上げた事象を関連付けることに有効であったか。 

 

  視点２ 

「練り直す」段階において，検証結果の交流により根拠を比較させたことが，生徒の科学概念

を精緻化させることに有効であったか。 

 

視点３ 

「判断する」段階において，検証実験の結果を比較させたことが，最適な解決策を述べること

に有効であったか。 
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④ 単元計画（６時間）   関：関心・意欲・態度 思：思考・表現 技：技能 知：知識・理解 

段階  配時  学習活動・内容 手だて(○)，研究に関わる手だて(◎) 評価規準 

予

測

す

る 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 長時間冷やす方法を予

測する。 

 ・熱の伝導 

 ・反応熱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 生活概念と学習課題を関連付け

させるために，類似した事例を提

示する。 

○ 長時間冷やす方法は化学変化に

よる吸熱反応が望ましいことに気

付かせるために，化学反応による

吸熱反応のメリットについて問

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関：生活概念から化

学変化をするとき

の温度変化につい

て探究しようとし

ている。 

 

練

り

直

す 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 化学変化と物質の種類

と質量の関係を調べる。 

（1） 化学変化による熱と

質量の関係を調べる。 

 ・炭酸水素ナトリウムと

クエン酸の吸熱反応 

 ・水酸化バリウムと塩化

アンモニウムの吸熱反

応 

 ・尿素と硝酸アンモニウ

ムの吸熱反応 

 

（2） 物質の質量と温度変

化の関係について検討

する。 

 ・物質量と反応速度の関

係 

 ・物質の種類と反応速度

の関係 

 

 

 

 

○ さまざまな実験結果を基に話し

合わせるために，実験班は交流班

とメンバーを変える。 

○ 温度の変化量や変化時間の違い

に気付かせるために，班ごとに物

質と水の量を自由に変化させて実

験を行わせる。 

○ 化学反応と温度変化の関係を確

かめるために，時間経過による温

度を測定させる。 

◎ 実験の方向性に気付かせるため

に，教師との対話を促す。 

◎ 視点をもった仮説を立てさせる

ために，実験内容と検証の視点を

基に班内で発表させる。 

◎ 課題解決に対する自分の考えの

変容を自覚化させるために，検証

実験に必要な視点について記入さ

せる。 

 

 

 

 

技：化学変化後の温

度の変化を記録し

整理することがで

きる。 

 

 

 

知：物質の質量と温

度変化の相関関係

を説明できる。 

 

 

思：それぞれの物質

の量と温度変化の

関係を見いだすこ

とができる。 

判

断

す

る 

２ 

 

３ 最適な解決策を提案す

る。 

（1） 班で考えた解決策の

検証実験を行う。 

 ・尿素と硝酸アンモニウ

ムの吸熱反応実験 

（2） 最適な解決策を提案

する。 

 ・物質量 

 ・反応速度 

 ・物質の組み合わせ 

◎ 判断に対する根拠の反証可能性

を探らせるために，他者と自分の

考えを比較させる。 

○ 判断に対する根拠の正しさを確

認させるために，実証実験を行

う。 

◎ 最適な解決策に気付かせるため

に，実験結果と理由を班ごとに発

表させる。 

◎ 最終的な自己の最適な判断をさ

せるために，学習履歴と他者の考

えを活用するよう促す。  

思：実験結果から長

時間冷やす方法を

見いだすことがで

きる。 

 

 

関：学習した内容や

他者の意見を基に

課題に対する判断

をしようとしてい

る。 

【補助課題】 
（1） 化学変化による，熱と質量の関係を調べなさい。 
（2） 化学変化による，物質と吸熱時間の関係を調べなさい。 

【学習課題】 
あなたは友達と２人で無人島に流れ着いた。しかし，友達

は，漂流の疲れもあり 39 度の高熱。いつ救助が来るかわから
ないので，なるべく長い時間，体を冷やしたい。無人島に流
れ着いているものは，ベーキングパウダー（炭酸水素ナトリ
ウム 10ｇ）・保湿クリーム（尿素 10ｇ）・水酸化バリウム
（10ｇ）・レモン 1個（10ｍＬ分の果汁が取れる）・皮のなめ
し材（塩化アンモニウム 10ｇ）・化学肥料（硝酸アンモニウ
ム 10ｇ）・飲料水（500ｍＬ）これらを使って冷やすためには
どうすればよいか提案しなさい。 
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⑤ 授業の実際 

ア 「予測する」段階 

本段階では，【資料１】

の学習課題を解決するため

の解決策を予測させる際，

既有の知識では判断できな

いことに気付かせることを

ねらいとした。 

そのためにまず，今まで

学習してきたことを想起さ

せ，化学変化することで温

度が変化することに気付か

せた。ここでは，「化学変化と熱の関係はあるのだろうか」と問うた。生徒は，鉄の硫化や，鉄

の酸化によって，熱が発生する事例を挙げることができた。次に，学習課題の中にある物質がど

のようなものかを提示し，説明した。その際，身近にあるものを使うという実感をもたせるため

に，製品名と写真を提示した。さらに，既有の知識や生活概念を関連付けて解決策を予測させる

ために化学カイロの例を提示した。これに

より【資料２】のように生活概念や化学変

化と熱に関する既有の知識を基に解決策を

予測することができた。一方で，具体的な

解決策を記述できなかった生徒もいた。解

決策を予測したものの根拠（判断材料）が

書けない生徒も見られた。最後に，自分の

解決策を発表させた。ここでは，学習課題

を解決するための方法を考えさせた。解決

策がうまく考えられなかったため，「尿素

と水を混ぜてみたい」や「○○と△△を混

ぜるとどうなるのだろう」といった発言も

見られた。 

 

イ 「練り直す」段階 

本段階では，「予測する」段階で生徒から挙がっていた課題解決に必要な概念を検証する補助

課題を提示した。１時間目の補助課題は，「化学変化による，熱と質量の関係を調べなさい」と

した。まず，どの物質とどの物質を反応させれば吸熱

反応が起こるか調べさせた。ここでは，ベーキングパ

ウダーとレモン汁や硝酸アンモニウムと水，水酸化バ

リウムと塩化アンモニウムと水，尿素と水で吸熱反応

が起こることを調べさせた。この実験では，物質の質

量と温度変化の関係を予測させ，検証させた。この時

間で分かったことを授業の最後にＯＰＰシートにまと

めさせると，生徒は，【資料３】のように記述してい

た。例えば，尿素と水の場合，水の量を多くしている

班は，「温度変化が小さく，質量を増やしても温度変

化が大きくならない」という見解を示した。また，他

の班では，「硝酸アンモニウムと水を混ぜ

ていたが硝酸アンモニウムの量を増やしな

がら少しずつ水を加えていた」さらに「物

質の質量と温度変化には，関係はあるけど

多ければいいとは限らない」と考える生徒

も見られた。一方，【資料４】のように，

【資料１】本単元の学習課題 

【資料２】学習課題に対する解決策 

 

【学習課題】 
あなたは友達と２人で無人島に流れ着いた。しかし，友達

は，漂流の疲れもあり 39 度の高熱。いつ救助が来るかわから
ないので，なるべく長い時間，体を冷やしたい。無人島に流
れ着いているものは，ベーキングパウダー（炭酸水素ナトリ
ウム 10ｇ）・保湿クリーム（尿素 10ｇ）・水酸化バリウム
（10ｇ）・レモン１個（10ｍＬ分の果汁が取れる）・皮のな
めし材（塩化アンモニウム 10ｇ）・化学肥料（硝酸アンモニ
ウム 10ｇ）・飲料水（500ｍＬ）これらを使って冷やすために
はどうすればよいか提案しなさい。 

【資料３】学習履歴をＯＰＰシートに 
記述する様子 

 

【資料４】補助課題１に対する学習履歴の記述 
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「反応が終わったらさらに加えて質量を増やす」といった質量の増やし方であれば，反応が大き

くなるといった班も見られた。今回使った物質のうち，水を使う化学変化が多かったが，その時

に，水を多く入れてしまうと吸収した熱が水で拡散されてしまい，温度変化があまり見られなく

なった。 

２時間目の補助課題は，「化学変化による，物質と吸熱時間の関係を調べなさい」とし，どの

物質とどの物質を組み合わせると，長持ちするのかを調べる実験を行わせた。調べる視点として

は，「どの組み合わせがよいのか」と，「どのように反応させると長時間続くのか」を予測させ

実験を行わせた。生徒たちは，実験をやっていく中で，以下のような点に気付くことができた。

「組み合わせの具体例とその吸熱時間では，硝酸アンモニウムと水の組み合わせと尿素と水の組

み合わせは，温度が下がりやすいがあまり長くは続かない」「塩化アンモニウムと水酸化バリウ

ムと水の組み合わせは，温度が下がるのに時間がかかってしまうが継続時間は長い」「ベーキン

グパウダーとレモン汁では，吸熱反応は起きるが，ほとんど温度が下がらないので，この課題に

は適さない」ことなどである。しかし，班によっては，実験の誤差が影響したため見解にも違い

が見られた。持続しにくい硝酸アンモニウムと水の組み合わせと尿素と水の組み合わせは，水を

少しずつ加えていけば吸熱反応は継続していくことに気付いた生徒がいた。 

３時間目は，実験をした班とは違うメンバーで班を構成し，実験結果を持ち寄り，対話によっ

て科学概念を精緻化させ，長時間吸熱反応を起こす方法を見いだすことをねらいとした。そこで

まず，ОＰＰシートを確認させ，長時間持続する吸熱反応に必要な視点を考えさせた。次に，長

時間持続させるために，行う方法の視点を明確にさせるために今まで行った実験の画像を提示し

た。そのときに出てきた視点は，①水や物

質の加え方②入れ物の工夫③変化のしやす

さであった。さらに，自分なりの視点をも

った仮説を立てさせるために，視点を活用

した吸熱反応の組み合わせを話し合わせ，

担当した実験内容と検証の視点を基に班内

で発表させた。【資料５】のように自分が

考えた解決策の根拠を学習プリントやＯＰ

Ｐシートを活用して班員に説明させた。ま

た，他者と自分の考えを比較させ，判断に

対する根拠の反証可能性を探らせた。最後

に，課題解決に対する自分の考えの変容を

自覚させるために，検証実験に必要な視点

について記入させ，最適な吸熱反応の組み

合わせをまとめさせた。 

 

ウ 「判断する」段階 

前段階までに考えた自分なりの最適な方法を確かめる実験を計画し，実証実験を行い，最終的

に最適な解決策を提案させることをねらいとした。まず１時間目は，クラスの代表の実験を決め

た。ここでは，班で自分の考えた最適な解決策から意見を出し合い，班で行う検証実験を計画さ

せた。すべての班で一人の意見を採用するのではなく，班員のよさそうな解決策を合わせて折衷

案をつくり出させた。次に，班毎に計画した検証実験を発表し合わせた。生徒は，クラスで一番

納得してもらえるような検証実験を計画しようと，計画書に根拠を詳しく書き記し提案した。発

表では，計画書には書いていないことを詳しく説明する姿も見られた。すべての班の中で，一番

長時間持続しそうな解決策をクラスで１つ選ばせ，次の時間の検証実験とした。 

２時間目は，クラスで選ばれた検証実験を観察し，その結果を踏まえて最終的な最適な解決策

を提案させた。まずは，クラスで選ばれた班に実験方法と実験での注意点を発表させた。代表に

なった班からは，「最初に硝酸アンモニウムと水を合わせます。理由は，温度が下がるのが一番

早いからです。」といった反応の特徴やこの順番にした理由の説明などがあった。次に，実験の

様子をモニターを使ってクラス全体で共有した。実験の最中に代表の班から，実験の詳しい方法

についての説明があった。他の生徒たちは，メモを取りながら，実験を観察していた。さらに，

【資料５】ＯＰＰシートを使って説明している様子 
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その実験もヒントにそれぞれの解決策を考えさせた。【資料６】は，クラスの代表になった実験

計画書である。その後，最終的な「私の解決策」の付加修正を行わせた。最後に，単元の振り返

りを行わせた。知識がどのように変化したか，この学習をしてみて疑問に思ったことや感想など

を記入させた。 

【資料６】クラス代表の実験方法 
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⑥ 結果と考察 

  視点１ 

「予測する」段階において，課題と類似する事例を提示したことが，生徒の生活概念や既習の

知識と取り上げた事象を関連付けることに有効であったか。 

「予測する」段階では，生徒の生活概念や既習の知識と取り上げた事象を関連付けた姿を「提

示された物質を使って化学変化によって温度変化が起こると予測する姿」や「今まで経験したこ

とのある冷却パックのようなものを解決策と関連付けて考えることができた姿」と規定する。 

【資料７】は，抽出生Ａの記述である。抽出

生Ａは，冷やす方法について，４つを記述して

いた。いずれも，混ぜたり，溶かしたりという

物質が変化することで起きる吸熱反応を予測し

ている。このことより，吸熱反応を化学変化と

関連付けることができていると考えられる。ま

た，判断材料の欄に「たたくと凍るまくらの原

理と同じ」と記述している。これは，これまで

の経験から生活概念を関連付けて考えることが

できていると考えられる。このことより，科学的な概念が十分あり生活概念を関連付けて考える

ことができる抽出生Ａにとって，このような課題と類似する事例を提示したことは有効であった

といえる。 

【資料８】は，抽出生Ｂの記述である。物質

を混ぜることで，何らかの反応が起こるのでは

ないかと予測していることがうかがえる。しか

し，この２つの物質を混ぜることの根拠は，書

かれていない。生活概念としてのレモンの活用

を想定しているが，科学概念が不足しているた

め水酸化バリウムと混ぜるとどのような反応が

起こるのかといった関連付けができていないた

め，生活概念を使って解決策を導いているとはいえない。よって，科学的な概念が不足している

が関連付けて考えることができる抽出生Ｂにとって，課題と類似する発熱反応の事例を提示した

ことは有効であったとはいえない。より科学概念をつかみやすい事例を提示する必要がある。 

【資料９】は，抽出生Ｃの記述である。「ベ

ーキングパウダーと」までしか記述ができてい

ない。このことから，何かを使って温度は下が

ると考えてはいるが，具体的な方法を見いだす

ことができていない。また，ベーキングパウダ

ーとは，炭酸水素ナトリウムで化学変化を起こ

すという科学概念はもっているが，それと何を

反応させるかという関連付けることができてい

ないからだとも捉えられる。よって，科学的な

概念が十分で関連付けて考えることができない

抽出生Ｃにとって，このような課題と類似する

事例を提示したことは有効であったとはいえな

い。学習課題により近い事例を提示し，事例の

根拠と学習課題の解決策を関連付けて考えるこ

とができることを伝える必要があると考える。 

【資料10】は抽出生Ｄの記述である。判断材

料の中に「日陰」という記述や「使う材料がわ

からない」という記述がある。このことから，

化学変化を使って温度を下げる方法に気付くこ

とができていなかったと考える。物質を混ぜる

【資料８】抽出生Ｂの記述の内容 

 

【資料９】抽出生Ｃの記述の内容 

 

【資料７】抽出生Ａの記述の内容 

 

【資料 10】抽出生Ｄの記述の内容 
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ことで吸熱反応が起きるという生活概念が不足しているからだと考える。また，今まで化学変化

によって熱が発生する学習はしてきたが，化学変化で吸熱反応が起きるのではないかというよう

に関連付けることもできなかった。よって，科学的な概念が不十分で関連付けて考えることもで

きない抽出生Ｄにとって，このような課題と類似する事例を提示したことは有効であったとはい

えない。化学反応が吸熱反応を起こすといった例の提示をするとともに，身近にも吸熱反応を使

った道具があることを知らせることも必要があると考える。 

４人の抽出生以外でも，このような課題と類似する事例を提示したことで，生活概念やこれま

での学習が判断に活かされていた生徒は，34％であったことから，有効であったとはいえない。 

 

  視点２ 

「練り直す」段階において，検証結果の交流により根拠を比較させたことが，生徒の科学概念

を精緻化させることに有効であったか。 

「練り直す」段階では，生徒の科学概念を精緻化させることができた姿を，解決策の判断材料

が補助課題や他者の考えを基に，吸熱反応がより持続したり，温度が５度から10度に保つことが

できたりといった状況にあったものに練り直された姿と規定する。補助課題を提示し，その課題

を解決していくことで，まだ十分といえないまでも生徒の中で科学概念が構成され，広がり洗練

され，班で解決策を対話させることで，生徒の科学概念が精緻化されたかをＯＰＰシートを基に

検証する。 

【資料11】は，抽出生Ｂの対話する前の記述

である。抽出生Ｂは，補助課題を通し，塩化ア

ンモニウム（２ｇ）と水酸化バリウム（６ｇ）

と水（３ｍＬ）を使うことで温度が氷点下まで

下がり，少しずつ温度が上がっていくと記述し

た。 

対話では，班員①と班員②の考えは，抽出生Ｂと同じ考えであったが，班員③に関しては，ベ

ーキングパウダーとレモン汁の組み合わせを選んでいた。【資料12】は，対話後の記述である。

抽出生Ｂは，科学的な概念が不十分であるが関

連付けることはできる。対話をすることで１つ

の組み合わせにこだわらず，他の組み合わせで

も同じように混ぜることで吸熱反応が起こると

関連付けることができた。そのため，他の組み

合わせ方を取り入れることで持続時間を延ばす

ことができると考えることができた。また，塩

化アンモニウムと水酸化バリウムと水の実験を

２回行うという記述もあった。このことから，

１度にたくさん混ぜるよりも２回に分けて混ぜ

るほうが，長持ちするという考えに至ったと考

えられる。対話前の１つの実験を行うという考

えから，いろんな実験を組み合わせることと物

質の混ぜ方を工夫することで，持続時間を延ば

すという状況にあった方法を考えることができた。また，班員③の考えたベーキングパウダーと

レモン汁の組み合わせは，あまり温度が下がらず条件に合わないと判断して採用しなかった。以

上のことから，科学的な概念が不足しているが，関連付けることができる抽出生Ｂには，対話を

することで，様々な意見や考えに触れ概念が広がっていくため，化学変化を持続させる方法につ

いて，混ぜ方を工夫したり混ぜる物質を精選したりするといったような考えに至っており，科学

概念を精緻化させることに有効だったといえる。 

【資料 12】抽出生Ｂの対話後の記述の内容 

 

【資料 11】抽出生Ｂの対話前の記述の内容 
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【資料13】は抽出生Ｃの対話する前の記述で

ある。「尿素と水がいい」という記述から，補

助課題を行っていくことで尿素と水が一番条件

に適していると見いだしたことがうかがえる。

また，その理由を，実験の結果から他の物質を

使った実験と比べて温度が下がったからとして

いる。しかし，他者と対話をすることで考えに変化が見られた。班員①は，硝酸アンモニウムと

水の組み合わせが１番いいと発言し，班員②は，塩化アンモニウムと水酸化バリウムと水の組み

合わせが０℃以下になって最も温度が下がると発言していた。班員③は班員①と同様に，硝酸ア

ンモニウムと水の組み合わせが一番温度が下がっていたという発言をしていた。班の中で意見が

分かれ，対話をした上で【資料14】のように温

度を下げるには，塩化アンモニウムと水酸化バ

リウムと水の組み合わせの方がいいといった考

えの変容が見られた。理由も班員②の考えを聞

いて，よく理解できている記述内容であった。

抽出生Ｃは，科学的な概念はあるが，関連付け

て考えることがあまりできないが，班員②の意

見のすべてを鵜呑みにしたわけではなく，よく

考えた上で対話前の考えも，最終的な解決策に

は盛り込まれている。対話後の「温度は，５度

から10度なので，もう少し水を増やして実験を

するとよい」という記述から，具体的な温度を

挙げ，状況と関連付けて考えることもできてい

た。吸熱反応に対しては，状況に合った混ぜる

水の量があるといった，科学概念が精緻化されたと考えられる。 

抽出生以外の生徒では，対話によって科学概念を精緻化させることができていない生徒も存在

した。それは，実験結果を持ち寄った際に，誤った実験結果を正しい実験結果と判断しており，

それを科学概念として，解決策を考えていたといえる。話し合いの中で正しい科学的な根拠を確

認する場面がなかったため，そのまま対話をしてしまったことが原因だと考える。正しい実験結

果や科学的な根拠を使わせる手だてが必要ではないかと考える。 

   

視点３ 

「判断する」段階において，検証実験の結果を比較させたことが，最適な解決策を述べること

に有効であったか。 

「判断する」段階では，最適な解決策を述べることができた姿を，「練り直す」段階で作った

解決策よりも詳しく，５度から10度の温度と長時間持続するという条件にあった根拠を最終的な

解決策に反映させた姿と規定する。ここでは，検証実験の方法を聞くことや，クラスの代表の検

証実験を見ることで，自分の解決策と比較し班員と話し合いながら，班で一つ検証実験を計画さ

せた。自分が触れていない考えをもったクラスの代表の班の検証実験の様子もうかがい，自分の

考えた方法が状況にあっているかを確かめたりしたことを記述したか検証する。 

【資料15】は，抽出生Ｂの最終的な解決策の

記述である。方法に変更はないが，回数に変更

が見られた。理由としては，クラス代表の実験

方法，検証実験，ＯＰＰシートに記述した他者

の意見を参考に変更できたと考える。特に，対

話後は，２回の繰り返しという考えにしか至っ

ていなかったが，「何回も」といった変容は，

他の班との検証実験の比較や観察することで起こったものだと考えられる。しかし，温度につい

ての記述がない。繰り返すことでは，長時間継続することのみであり，温度が低い状態を保つこ

とに関しては，あまり触れていない。 

【資料 13】抽出生Ｃの対話前の記述の内容 

 

【資料 14】抽出生Ｃの対話後の記述の内容 

 

【資料 15】抽出生Ｂの最終的な解決策の記述 
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【資料16】は，抽出生Ｂの学習後の振り返

りの記述である。「吸熱反応はたくさんの種

類がある」という記述から，振り返ったとき

に知識が増えたと考えている。検証実験を観

察し自分の解決策と比較することで，知識を増やすことができている。これは，持続することと

関連付けることはできたが，温度を下げるということとの関連付けには至っていないといえる。

よって，科学的な概念が不十分だが関連付けることはできる抽出生Ｂには，視点を明確にして，

持続時間と温度の２つと物質の組み合わせと混ぜ方を関連付けることを意識させることが必要で

あると考える。 

【資料17】は，抽出生Ｃの最終的な解決策

の記述である。抽出生Ｃの対話の後の解決策

では，塩化アンモニウムと水酸化バリウムと

水を組み合わせた実験の吸熱反応が一気に温

度が下がるので，最も適しているという記述

であった。しかし，硝酸アンモニウムと水の

反応は一気に温度を下げることができること

や水と硝酸アンモニウムを少しずつ加えてい

くことで，一定の温度を保つことができると

いう記述をしている。検証実験の発表を聞い

たり，クラス代表の検証実験を観察したりす

ることで，それぞれの組み合わせでの温度変

化の特徴をつかむことができた記述になった。      

また，【資料18】は，抽出生Ｃの学習後の振り返りの記述である。ベーキングパウダーとレモ

ン汁の反応について，単元のはじめではこの反応が温度が下がる反応だと考えていたが，実際に

やってみるとあまり温度が下がらなかったという実験結果を得ている。また，硝酸アンモニウム

と水の反応では，反応させる物質の量が少ないとあまり反応せず温度が下がらないことと水酸化

バリウムと塩化アンモニウムと水では温度がしっかりと下がり，さらに温度を下げるには水を加

えていけばよいことに気付くことができていた。このことより，吸熱反応を起こす組み合わせと

反応の特徴に関する科学概念を精緻化させることができたといえる。また，対話後の解決方法で

挙げていた塩化アンモニウムと水酸化バリウムと水の実験も引き続き記述していることから，他

の班の意見をそのまま取り入れて知識を増やすのではなく，自分の科学概念を精緻化させること

ができたということがいえる。このように精緻化された科学概念を適切な温度まで下げることと

長時間持続させることと関連付けることもできていた。科学的な概念が十分だが関連付けが苦手

な抽出生Ｃにとって，検証実験との比較は科学概念が精緻化され，科学概念と学習課題の条件を

関連付けて考え，最適な解決策を述べることに有効だったといえる。 

 

⑦ 成果と課題 

 ○ 「練り直す」段階において，対話によって科学概念を変化させるために，実験メンバーと対

話メンバーを変えたことによって，様々な実験結果に触れさせることができた。このように，

多様な実験結果や考えに触れさせることは，科学概念を精緻化させるためには有効だった。 

 ○ 「判断する」段階において，班ごとの解決方法の発表を聞き検証実験を比較をしたことが，

実験がうまくいかなかった生徒にとっても，正しい実験結果を得ることにつながった。そのこ

とで，さらに自分の科学概念が精緻化されたと考えられる。どの生徒も最終的な解決策は，最

初の自分の解決策や補助課題を行った後の考えや対話後の考えよりも詳しく，より課題に適し

【資料 17】抽出生Ｃの最終的な解決策の記述 

 

【資料 18】抽出生Ｃの学習後の振り返りの記述 

 

【資料 16】抽出生Ｂの学習後の振り返りの記述 
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た解決策を記述することができた。それぞれの条件とそれに合った解決策に関連付けて考える

ことができた。 

 ● 学習課題に使われていた物質は，身近にあるものを使ったが，生徒によっては生活概念と関

連付けて考えることができなかった。要因は物質をどのように活用していけばよかったかが予

測しにくかった。このことより学習課題は，生徒の生活の中に関係があるものにし，生活概念

と関連付けることで解決の糸口が見つかるようなものにし，精緻化された科学概念を使えば解

決できる学習課題にするべきだと考える。 

● 「予測する」段階において，冷却パックとカイロでは，身近にあるが使う頻度が違うため関

連させることができていなかった。今回は，化学変化に発熱が伴うような事例を提示したが，

発熱ではなく，課題と同じ吸熱反応の事例を出した方がいいのではないかと考える。事例も，

どの程度類似する事例を出すのかを再考するべきだと考える。 

 ● 「練り直す」段階において，抽出生では対話で科学概念が精緻化されていたが，実験があま

りうまくいかなかったり，解決策の根拠がＯＰＰシートに記載されていなかったりしており，

対話の中で自分の意見が言えていない生徒も見られた。対話のときにはＯＰＰシートをうまく

活用させることができなかった。ＯＰＰシートを活用させ，より視覚的に分かりやすい対話を

促す必要があると考える。 

 ● 「判断する」段階で，ＯＰＰシートを活用して精緻化された科学概念と学習課題の条件を関

連付けさせることができなかった。学習課題の条件と科学概念を関係付けさせるために，判断

の根拠の質を問うことが必要だと考える。 
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（2） 実践２ 単元「電流のはたらき」 平成29年10月下旬実施 

 ① 実践２のねらい 

実践２では，学習課題の解決を図ることを通して，電気で熱や光を発生させる際，電力の違い

によって発生する量に違いがあることを見いださせる。電熱線の長さや太さ，材質を工夫し電力

を増やす方法を見いださせることをねらいとした。そのため，学習課題は日常生活と関連してお

り，電力とそれにより発生する熱や光などの量が関係しているものを設定した。学習課題に対す

る解決策を予測する過程において，最初の予測・毎時間の学習履歴・最終の根拠と判断をＯＰＰ

シートに書かせることで思考を可視化させる。解決策を考えさせるために補助課題を設定し，実

験結果を考察させながら必要な科学概念を構成させ，構成した科学概念を対話によって，さらに

精緻化させていく。ＯＰＰシートと学習プリントを活用して思考の流れを可視化することによっ

て，学習課題に対して科学概念を用いて判断することができたかを検証する。 

 ② 実践１の課題と実践２の改善点 

課題 「予測する」段階において，提示した事例が身近にあるが，提示したものや現

象を使う機会が少ないものであったため生活概念や既有の知識と学習課題を関連

させることができていなかった。 

改善点 学習課題の解決策を予測する際に，提示する事例を生徒の身の回りで使われて

おり課題と同じ現象のものとする。 

 

課題 「練り直す」段階において，実験があまりうまくいかず，対話で自分の意見が

言えていない生徒も見られた。対話の時には，ＯＰＰシートに必要なデータなど

が書かれておらず，うまく活用させることができなかった。 

改善点 これまでの思考の流れや実験結果を根拠に意見を述べさせるために，ＯＰＰシ

ートと学習プリントの関連付けを行う。 

  

課題 「判断する」段階で，ＯＰＰシートを活用して精緻化された科学概念と学習課

題の条件を関連付けさせることができなかった。 

改善点 学習課題の条件と科学概念を関係付けさせるために，判断の根拠のメリットや

デメリットを問う。 

 ③ 実践２の仮説 

   単元「電流のはたらき」において，生活概念では根拠にならず判断できない学習課題を提示し

思考の流れを判断に活かす学習過程を通して，思考の流れを可視化し，不十分だった科学概念を

精緻化させれば，その科学概念を基に最適な解決策を判断することができるだろう。 

「予測する」段階において，水を効率よく温める方法を予測させる。その際，電力の違うケト

ルによる沸騰の効率性を体感させることで，解決の方向性をつかませる。また，学習課題を解決

するために，今までの生活概念をＯＰＰシートに表出させ，科学概念の不十分さを実感させる。

その上で，解決に必要な概念を出させ，次からの学習につなげていく。 

「練り直す」段階では，学習課題に提示されている物質を使って実験を行い，電力と発熱量の

関係，抵抗の材質や長さと温度変化の関係などの科学概念が精緻化され，より温度を上昇させる

方法をもう一度予測させる。その際，毎時間ＯＰＰシートを介して教師との対話を行い，科学概

念の状況を確認し足りない部分をフィードバックしていく。また，段階の最後に，ＯＰＰシート

を活用して学習内容をふり返り，抵抗と発熱量の関係に対する自分の考えと他者の考えを比較さ

せたり検討させたりすることを通して，判断に対する根拠の反証可能性を探っていく。 

「判断する」段階では，「予測する」段階で与えられた学習課題についてもう一度解決策を判

断させる。生徒たちが検証実験を行い，自分が考えた解決策が条件に合っているかを確認し，解

決策を判断させる。その際，学習課題の条件と科学概念を関係付けさせるために，判断の根拠の

メリットやデメリットを問う。精緻化された科学概念が活用されているかを確認する。 
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 ④ 検証の視点 

  視点１ 

「予測する」段階において，事例提示から生活場面を想起させたことが，生徒の生活概念や既

有の知識を関連付けた自分なりの解決の方向性をつかませることに有効であったか。 

 

  視点２ 

「練り直す」段階において，対話により根拠を比較させたことが，生徒の科学概念を精緻化さ

せることに有効であったか。 

 

視点３ 

「判断する」段階において，検証実験の結果を比較させたことが，最適な解決策を選択するこ

とに有効であったか。 

 

⑤ 単元計画（７時間）    関：関心・意欲・態度 思：思考・表現 技：技能 知：知識・理解 

段階  配時  学習活動・内容 手だて(○)，研究に関わる手だて(◎) 評価規準 

予
測
す
る 

１  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 条件に合った水の温

度を上げる方法を予測
する。 

 ・オームの法則 
 ・電力 
 ・電力と発熱量の違い 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎ 学習課題の解決策を予測する際

に電力が関係することに気付かせ
るために，２種類の電力の違うポ
ットの事例を提示する。 

◎ 解決策をつくるために必要な視
点に気付かせるために，既有の知
識をＯＰＰシートに表出させ，学
習課題を満たす条件について問
う。（ＯＰＰシート） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
関：条件に合った発

熱させる方法を生
活概念と関連付け
て述べることがで
きる。 

練
り
直
す 

４ 
 

 
 
 
 
 
 
２ 電力と発熱量の関係

を調べる。 
（ 1）材質と抵抗の関係

を調べる。 
 ・ニクロム線の抵抗 
 ・鉄線の抵抗 
 ・銅線の抵抗 
 ・ステンレス線の抵抗 
（ 2）抵抗と長さ，太さ

の関係を調べる。 
 ・長さと抵抗の関係 
 ・太さと抵抗の関係 
（ 3）電力と発熱量の関

係を調べる。 
 ・電力の計算 
 ・発熱量の測定 

 
 
 
 
 
 
 
◎ 解決策を考える際に様々な実験

結果にふれさせるために，実験は
メンバーを変えて比較させる。 

○ 金属線の材質の違いから抵抗値
の違いに気付かせるために，違う
種類の金属線の抵抗値を測定させ
る。 

○ 金属線の太さや長さの違いから
抵抗の違いに気付かせるために，
長さと太さの違う金属線の抵抗値
を測定させる。 

○ 抵抗と温度変化の関係を確かめ
させるために，時間経過による温
度を測定させる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
技：抵抗の材質と抵

抗値の関係を記録
し，整理すること
ができる。 

 
 
 
思：抵抗の長さや太

さと抵抗値との関
係を見いだすこと
ができる。 

知：抵抗と発熱量の
相関関係を説明で
きる。 

 

【補助課題】 

（1）抵抗と材質の関係を調べなさい。 

（2）金属線の長さや太さと抵抗の関係を調べなさい。 

（3）電力と発熱量の関係を調べなさい。 

【学習課題】 
あなたは，山根電機の新入社員です。 
山根社長から玉露好きの大事なお客さんが来たので，すぐ

にお茶を出してほしいと頼まれました。しかし，給湯室に行
くと突然停電になり，電気が使えない状況です。あたりを見
渡すと，玉露のお茶の葉とニクロム線，銅線，鉄線，ステン
レス線と電池が４個ありました。これらを使って玉露を入れ
るために，効果的に水を温める方法を考えなさい。 

なお，玉露がおいしく飲める適温は 60℃です。 
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 ⑥ 授業の実際 

ア 「予測する」段階 

本段階では，【資料１】の学

習課題を解決するための解決策

を予測させる際，既有の知識で

は判断のための知識が足りない

ことに気付かせることをねらい

とした。この段階では，身近な

家電製品の性能を探ることを通

して，発熱量と抵抗の関係につ

いて見いださせ，この時点での解決策を記述させた。

そのためにまず，ケトルとポットの発熱の違いを考察

させめあてを確認させた。ここでは，電力の違いと効

果の違いに気付かせるために，【資料２】のように身

近にあるケトルとポットの実験を提示した。その際，

ケトルの方が早く湯が沸いた理由を問うと，「容器の

大きさが違うから」や「ケトルに対する水の量が合っ

ているから」「電力が違うから」といった答えが挙が

った。その後，学習課題を提示し，ОＰＰシートで課

題解決のための条件を確認させた。次に，身近にある

家電製品の例から発熱量の違いを考察させた。ここで

は，抵抗の違いと発熱の効果の違いに気付かせるため

に，【資料３】のように，電力の違う３種の電球の実

験を提示した。３種類の明るさの違う電球は，それぞ

れ明るいものほど電力が大きくなっており，その違い

に気付かせるために，明るさが違う理由を問うた。生

徒は，「エネルギーの変換効率が違うから」や「中の

光っている部分が違うから」と答えた。さらに，どの

ように違うかを問うと，「フィラメントの材質が違う

のかもしれない」といった答えが出た。ここでは，自

分で考えさせた後，班で意見交流を行い，考えを広げ

（4） 抵抗と発熱量の関
係 に つ い て 検 討 す
る。 

 ・抵抗と電流の関係 
 ・抵抗と発熱量の関係 

◎ 科学的な根拠のある解決策を立
てさせるために，実験内容と解決
の視点を基に班内で検証させる。 

◎ 課題解決に対する自分の考えの
変容を自覚させるために，再度検
証すべき内容を記入させる。 

（ＯＰＰシート） 
 

思：それぞれの抵抗
と温度変化の関係
を見いだすことが
できる。 

判
断
す
る 

２ 
 

３ 最適な解決策を選択
し，提案する。 

（ 1）班で考えた解決策
の検証実験を選択す
る。 

 ・条件に合う抵抗の選
択 

（ 2）検証実験を行い最
適な解決策を提案す
る。 

 ・電流の最大化 
 ・抵抗の選択 

◎ 判断に対する根拠の反証可能性
を探らせるために，他者と自分の
考えを比較させる。 

◎ 最適な解決策に気付かせるため
に，検証実験の方法と根拠を班ご
とに発表させる。 

 
○ 判断に対する根拠が科学的であ

るか判断させるために，今までの
実験結果を想起させる。 

◎ 最終的な自己の最適な判断をさ
せるために，学習履歴と他者の考
えを活用するよう促す。  

思：検証結果から条
件に合った発熱方
法を指摘すること
ができる。 

 
 
 
関：学習した内容や

他者の意見を基に
課題に対する解決
策を選択しようと
している。 

【学習課題】 
あなたは，山根電機の新入社員です。 
山根社長から玉露好きの大事なお客さんが来たので，す

ぐにお茶を出してほしいと頼まれました。しかし，給湯室
に行くと突然停電になり，電気が使えない状況です。あた
りを見渡すと，玉露のお茶の葉とニクロム線，銅線，鉄
線，ステンレス線と電池が４個ありました。これらを使っ
て玉露を入れるために，効果的に水を温める方法を考えな
さい。 

なお，玉露がおいしく飲める適温は６０℃です。 

【資料１】本単元の学習課題 

【資料２】ポットとケトルの実験の提示 

 
【資料３】３種類の電球の実験の提示 
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させた。さらに，学習課題を解決する方法を予測させた。ここでは，自分なりの解決の視点を明

確にもたせるために，解決策の根拠を問うた。生徒が考えた解決策の中には，今までの学習から

「抵抗が小さくなると電流が大きくなり電力が大きくなる」「与えられた材質の中で抵抗が小さ

いものを使えば電力が大きくなる」といった

記述も見られた。その他にも【資料４】のよ

うに「ニクロム線はホットカーペットなどに

使われていて，発熱しやすいと思うから」と

いった暖かくなる身近な製品や現象と関連付

けた記述も見られた。最後に，学習課題を解

決するために必要な情報や解決する方法を話

し合わせた。ここでは，課題解決に対する自

分の考えを整理させ，解決に必要な知識につ

いて問うた。生徒から，「抵抗の材質と抵抗

の値の関係」「材質の違いによる温度変化」

「電力と温度」「温度変化の時間の関係」な

どが挙がった。 

 

イ 「練り直す」段階 

本段階では，「予測する」段階で生徒から挙がった学習課題の解決に必要な知識の中から，３

つを選び補助課題として学習を進めた。１時間目の補助課題は，「材質と抵抗の関係を調べなさ

い」とした。ここでは，学習課題に挙げられている銅・鉄・ステンレス・ニクロムの金属線の抵

抗値を測定させ，材質が違うことで抵抗値が違うことに気付かせることをねらいとした。まず，

生徒たちは，それぞれの材質毎に抵抗値を測定し，銅・鉄・ステンレス・ニクロムの順で抵抗値

が大きくなっていることに気付くことができた。実態調査では，金属であればどれも同じ抵抗値

になるのではないかという考えをもった生徒がいたが，この授業を通して全員が材質によって抵

抗値が違うことに気付くことができた。 

２時間目の補助課題は，「金属線の長さや太さと抵抗の関係を調べなさい」とした。この時間

のねらいは２つある。１つは，金属線の太さの違いによる抵抗値を測定させ，太いものの方が抵

抗値は小さくなり細いものは抵抗値が大きくなることに気付かせることである。もう１つは，金

属線の長さを変えて長いものの方が抵抗値が大きくなり短いものは抵抗値が小さくなることに気

付かせることである。金属線の太さと抵抗値の関係については，学習課題に挙げられている銅・

鉄・ステンレス・ニクロムの太いものと細いものを準備し，抵抗値を測定させた。実験結果は，

学習プリントに記入させ，この時間の最後に学習履歴として，学習の要点をＯＰＰシートに記入

させた。金属線の抵抗値は，どれも細いものの方が大きくなり，生徒は太さと抵抗値の関係に気

付くことができた。また，長さと抵抗値の関係については，金属線の長さを自由に変えさせ，そ

れぞれの抵抗値を測定させた。長さを自由

に変えさせたことで，ただ短くなれば抵抗

値が小さくなるという気付きだけでなく，

長くなればなるほど抵抗値は大きくなると

いった比例関係が成り立つのではないかと

いうことに気付いた生徒もいた。 

３時間目の補助課題は，「電力と発熱量

の関係を調べなさい」とした。抵抗値の違

う金属線を使い電力の大きさと発熱量に関

係があることに気付かせることをねらいと

した。班ごとに金属線を選ばせ，選んだ金

属線を使って回路を作らせた。【資料５】

のように金属線の部分に電圧をかけ，その

発熱を使い水の温度を上げる実験を行わせ

た。実験結果を学習プリントに記入させ，

【資料５】電力と温度変化の関係を学習プリント

に記録している様子 

 

【資料４】学習課題に対する解決策 
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その後，学習履歴として要点をＯＰＰシートに記入させた。この実験を通し水の上昇温度と時間

には比例の関係があることに気付くことができ，この金属線を使えば，何分経てば60度まで上が

るといった計算をする生徒もいた。また，ほとんどの生徒は銅線の抵抗値が一番小さく，ほとん

ど発熱しないことに気付くことができた。この時点で大部分の生徒たちは，抵抗を大きくすれば

よい，または，小さくすればよいという記述をしていた。 

４時間目は，実験をした班とは違う班で実験結果を持ち寄り，対話によって科学概念を精緻化

させ，最適な解決策を導き出すための視点を考えさせ，水の温度を効率よく上げる方法を見いだ

させることをねらいとした。そこでまず，ОＰＰシートを確認させ，水の温度を効率よく上げる

上で関係しそうな視点を挙げさせた。次に，水の温度を効率よく上げる方法の視点を明確にさせ

るために，今までの補助課題の解決を通して分かったことを提示した。そのときに出てきた視点

は，以下の３つであった。①材質によって抵抗値は変わり銅，鉄，ステンレス，ニクロムの順で

抵抗値が大きくなっていったこと，②金属線が太くなれば抵抗値は小さくなり細くなれば大きく

なることと金属線が長くなれば抵抗値が大きくなり短くなれば小さくなること，③電力が大きい

ほど発熱量は大きくなり，温度変化は時間と比例することである。さらに，自分なりの解決の視

点をもった仮説を立てさせるため，視点を活用した水の温度を上げる方法を話し合わせた。担当

した実験内容と検証の視点を基に班内で発表させた。自分が考えた解決策とその根拠を学習プリ

ントやＯＰＰシートを活用して班員に説明させた。また，他者の考えと自分の考えを比較させ，

判断に対する根拠の反証可能性を探らせた。最後に，課題解決に対する自分の考えの変容を自覚

化させるために，検証実験に必要な視点について記入させ，効率よく水の温度を上げる方法をま

とめさせた。 

 

ウ 「判断する」段階 

前段階までに考えた自分なりの最適な解決策を確かめる実験を計画させ，実証実験を行わせ，

最終的に最適な解決策を選択させることをねらいとした。１時間目は，班で行う実験を決め，使

う金属線を作成した。まず，電圧は電池を４つ使ったときの電圧は６Ｖであるが，身近にあるも

のと考え，何回か使用した後の電池と想定し５Ｖという新たな条件を加えた。次に，大きな電流

を流すことは現実的ではなく，家庭でのブレーカーの話やショート回路の説明をした上で，電流

計でも測ることのできる最大の大きさという理由で，５Ａまでとした。さらに，班で自分の考え

た最適な解決策から意見を出させ，検証実験を計画させた。すべての班で班員の最適な解決策を

合わせて折衷案をつくり，班でまとめさせた。最後に，班毎に計画した検証実験の金属線の抵抗

値を測定させた。多くの班が，「細いニクロム線を使う」や「太いステンレス線を使う」といっ

た解決策を提案している中で，

「細いニクロム線を30cmぐらい

にして抵抗を５Ωにする」とい

った長さを工夫するような細か

い案が出ている班も見られた。

班によっては考えた金属線を切

って作成している班もあった。

最後に作成した金属線をケーブ

ルに繋いで，検証実験の準備を

行わせた。 

２時間目は，検証実験の結果

を基に最終的な解決策を選択す

ることをねらいとした。そのた

めにまず，【資料６】のように

班で考えた実験方法を基に作成

した電熱線を使って５Ｖの電圧

をかけ，時間と温度変化の関係

を調べる検証実験を行った。そ

の結果を踏まえて最適な解決策

【資料６】班で考えた実験方法 
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を選択させた後，最終的な「私の解決策」を書かせた。最後に，単元の振り返りを行った。生徒

は，知識がどのように変化したか，この学習を通して疑問に思ったことや感想などを記入した。

生徒の中には「抵抗の太さと長さの関係についての実験（学習プリント㊴）が参考になった。た

だ抵抗を小さくすればいいわけではなく，条件を考慮して考えなければならないということが分

かった」と記述している生徒もいた。 
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 ⑦ 結果と考察 

  視点１ 

「予測する」段階において，事例提示から生活場面を想起させたことが，生徒の生活概念や既

有の知識を関連付けた自分なりの解決の方向性をつかませることに有効であったか。 

「予測する」段階では，課題に対して自らの生活概念を関連付け解決策を予測する姿を，今ま

での経験で知っている電熱線などのようなものと関連付けて考えたり，提示された材質の金属線

の抵抗値と電力を関連付けながら効率よく発熱させる方法を予測したりすることができた姿と規

定する。 

【資料７】は，抽出生Ａの最初の解決策の記述

である。抽出生Ａは，予測の欄に，「電池にニク

ロム線を直接つなぐ」と記述していた。根拠とし

て，導線をつなぐと導線が温まるのに電気が使わ

れてしまうため，ニクロム線を温めること以外で

使われるのを防ぐという理由を記述していた。こ

の中では，生活概念であるニクロム線に電流を流

すと発熱することと学習課題を関連付けることは

できていた。また，導線の中に銅線が入っている

ことは認識しており，導線も抵抗になり電力を使い発熱するのではないかと考えた。よって，科

学的な概念があり関連付けて考えることができる抽出生Ａにとって，課題と類似する事例を提示

したことは有効であったといえる。また，導線の中に入っている金属線も電気を流すことによっ

て発熱するのではないかと考えている。これは，提示した金属線の中に銅線も入っているため，

銅線が発熱すると判断したのではないかと考える。しかし，今までの生活概念や既習の学習から

考えると，導線に電気を流しても発熱していないことに気付き，銅線を除外して判断するはずで

ある。想定していた解決方法以外の条件のことまで考えさせてしまっていた。学習課題を提示す

るときに，解決するための状況を正確に伝えることができていなかったことが原因だといえる。 

【資料８】は，抽出生Ｂの最初の解決策の記

述である。抽出生Ｂは，予測の欄に教科書を参

考にして銅線とニクロム線と鉄線の抵抗値を記

述していた。それらを基に，根拠を「抵抗の少

ない」ものとし，銅線を選んでいたが，抵抗が

少ないものが適している根拠については書かれ

ていなかった。授業の中で，発熱量を大きくす

るためには，電力を大きくしなければならない

ということは押さえていた。解決策を予測する

場面では，金属と電力の関係を考えることはで

きていなかったが，金属によって抵抗が違うと

いうことに気付くことができていた。つまり，

抵抗の違いと発熱量が関係していることを捉え

ているということである。よって，科学的な概

念がなく関連付けて考えることができる抽出生

Ｂにとって，課題と類似する事例を提示したこ

とは，解決の糸口をつかむ上で有効であったと

いえる。 

【資料９】は，抽出生Ｃの最初の解決策の記

述である。抽出生Ｃは，予測の欄に「銅線（ニ

クロム線）を使うといいと思う」と記述してい

る。抵抗値の全く違う銅線とニクロム線の両方

を記述していることから，抵抗が違うと電力が

変化し発熱量も変わってくると考えることがで

きていないことがうかがえる。また，根拠には

【資料７】抽出生Ａの記述の内容 

 

【資料８】抽出生Ｂの記述の内容 

 

【資料９】抽出生Ｃの記述の内容 
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「銅線は導体なので電流が流れやすい」と記述している。提示してある４つの金属は全て導体で

ある。導体は電流を流すものだという知識はあるが，導体と抵抗との関係をうまく活用できてい

ない。よって，科学的な概念は十分だが関連付けて考えることができない抽出生Ｃにとっては，

このような課題と類似する事例を提示したことは有効であったとはいえない。生徒が解決策と関

連付ける今まで学習した知識を想定し，それらと生活概念を結びつけて考えることができるよう

な問いや事例の準備をしておくことが必要だと考える。 

【資料10】は，抽出生Ｄの最初の解決策の記

述である。抽出生Ｄは予測の欄に「抵抗が小さ

い物質」と記述している。また，根拠に教科書

で調べた金属の抵抗値を記述しており，「銅は

抵抗が小さい」としている。このことから，解

決策としては，銅が適していると考えているこ

とがうかがえる。しかし，生活概念や既有の知

識と関連付けているとは確認できない。また，

電力と抵抗の関係についても触れていない。一

方，解決策への見通しとしては，根拠の欄に提

示された材質の抵抗値を記述していることから

抵抗値が関係しているのではないかという意図

がうかがえる。よって，科学的な概念が不十分

で関連付けて考えることもできない抽出生Ｄに

とって，このような課題と類似する事例を提示したことは解決の糸口をつかませるのには有効で

あったといえる。しかし，より解決策を予測しやすくするためには，電力を大きくすることが発

熱量を増やすことにつながることをもう一度確認し，電力を増やすために金属線をどう使うかを

細かく説明し考えさせることも必要であったと考える。 

 

  視点２ 

「練り直す」段階において，対話により根拠を比較したことが，生徒の科学概念を精緻化させ

ることに有効であったか。 

「練り直す」段階では，生徒の科学概念を精緻化させることができた姿を，判断の根拠が補助

課題や他者の考えを基に，抵抗値と電力の関係から一定電圧下における抵抗値とそれにあった材

質を選定した姿と規定する。ここでは，補助課題を提示し，その課題を解決していくことで，徐

々に科学概念を構成させ，広がり洗練させていく。解決策について，他者と対話することで，科

学概念がいかに精緻化されたかをＯＰＰシートを基に検証する。 

【資料11】は，抽出生Ｂの対話をする前の記

述である。抽出生Ｂは，補助課題を行ったこと

で，銅では発熱しないことやステンレス線を使

うと2.5Wとなり，少し発熱するという実験結果

を得ていた。これらを通して，銅やステンレス

よりも抵抗の大きい細くて長いニクロム線を使

うと温度が上がると記述していた。交流した班

員の考えとしては，班員①の考えは，短くて太

い銅が抵抗が小さく，よいのではないかという

ものであった。班員②の考えは，抽出生Ｂと同

じ細く長いニクロム線がよいのではないかとい

う考えであった。班員③の考えは，ニクロム線

の太いものがよいのではないかという考えであった。このように，実験班と交流班を変えること

で班員が行った実験が違うために，解決策も様々であった。考えの違う生徒たちが話し合うこと

で，抽出生Ｂの考えにも変容が見られた。 

【資料 11】抽出生Ｂの対話前の記述の内容 

 

【資料 10】抽出生Ｄの記述の内容 

 

抵抗値 
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【資料12】は，対話をした後の抽出生Ｂの

記述である。抽出生Ｂは，科学的な概念が不

十分であるが関連付けることができる。最初

の考えに比べ，抵抗値をただ大きくするので

はなく，大きすぎてもよくないという考えに

至った。抵抗は大きいほうがよいが，大きす

ぎないニクロム線の太くて長いものを選択し

ていた。しかし，なぜ大きい抵抗のものがよ

いのか，なぜ抵抗が大きすぎないほうがよい

のかという理由には，触れることができてい

なかった。「練り直す」段階で，発熱量は電

力に比例することは知っているため，それと

関連付けて考えさせた。さらに，今までの補助課題からの実験結果と関連付けて考えることはで

きていたが，そこに明確な根拠を提示することはできていなかった。以上のことから，科学的な

概念が不足しているが，関連付けることができる抽出生Ｂには，対話を通し，様々な意見や考え

に触れさせることは，概念を精緻化させる上で，有効であったといえる。しかし，解決策と関連

付ける要素が他にもたくさんある場合，どれとどれを関連付けると解決につながるかが分からな

くなってしまうため，整理させることが必要であったと考えられる。また，抵抗は大きいものが

いいという考えから，大きすぎても電流が流れなくなるからよくないという考えに至ったことか

ら，科学概念を精緻化させることに有効だったといえる。 

【資料13】は，抽出生Ｃの対話をする前の

記述である。抽出生Ｃは「細いステンレスを

使ってみたらいいのではないか」と記述して

いる。根拠としては，補助課題の実験結果で

細いニクロムを使ったときに，あまり温度が

上がらなかったことを挙げていた。 

交流した班員の考えとして，班員①の考え

は，補助課題の実験結果から細くて長いステ

ンレス線が適当であるという考えであった。

班員②の考えは，補助課題の実験結果からニクロムの太く短いものであればいいという考えであ

った。班員③の考えは，細くて長いニクロムを使うという考えであった。班の中で意見が分かれ

て，話を聞いた上で【資料14】のように細く

て長いニクロムがいいという考えに至った。

抽出生Ｃは，科学的な概念はあるが，関連付

けて考えることがあまりできない。しかし，

最初の解決策とほとんど変わらないが，根拠

として挙げているのが，「抵抗を小さくしな

いといけない」ということであった。抵抗を

小さくするためのニクロムを使うのは，班員

の考えを聞いての変容であると捉えることが

できる。また，抵抗を１Ωにすることがいい

と班の交流で挙がっていた。班員②が電力を上げるためには，抵抗値を適当な大きさにしなけれ

ばならないことに気付き，そのことを提案していた。その提案に，納得した記述内容であったと

考える。よって，科学的な概念が十分あるが，関連付けることが苦手な抽出生Ｃにとっては，対

話を促したことで条件を加味した上で金属線の状況を関連付けて考えることができたため，抵抗

を１Ωにするという考えに至った。このことから，科学概念を精緻化させるには有効であったと

考えられる。 

抽出生以外の生徒では，「予測する」段階で上げられた，課題解決のために明らかにしていく

べきことを補助課題とし，それを実験によって解決していくことで科学概念はある程度精緻化さ

れてきていた。補助課題の実験結果を持ち寄り，解決策を考えさせた際に，材質と太さしか変え

【資料 14】抽出生Ｃの記述の内容 

 

班員３人の考え 

【資料 12】抽出生Ｂの対話後の記述の内容 

 

【資料 13】抽出生Ｃの対話前の記述の内容 
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ずに解決策を考えようとする姿が見られた。補助課題では，長さを変えることで抵抗値を変えら

れることを学習しているにもかかわらず，あるものをそのまま使って解決しようとしていた。与

えられたものを工夫し，意図的に抵抗値を調節するといった解決策を考える生徒が非常に少なか

った。今回は，発熱量，電力，抵抗の関係を考えなければならないため，その３つを関連付ける

ことが難しかったようだ。抵抗と発熱量と電力を関係付ける手だてを仕組む必要があった。 

 

視点３ 

「判断する」段階において，検証実験の結果を比較させたことが，最適な解決策を選択するこ

とに有効であったか。 

「判断する」段階では，最適な解決策を述べることができた姿を，「練り直す」段階で作った

解決策よりも，抵抗の長さや太さを工夫したり，電力を意図的に上げたりして詳しく述べること

ができた姿と規定する。ここでは，自分の解決策と班員の解決策を比較し，班員と話し合いなが

ら，班で一つ検証実験を計画させ行わせた。自分と違う考えをもった他の班の検証実験の結果に

触れることで，自分の考えた方法が状況に合っているかを確かめたことを記述したか検証する。 

【資料15】は，抽出生Ｂの最終的な解決策

の記述である。抽出生Ｂは「ステンレスの太

いもの」という考えに至った。抽出生Ｂは，

単元を通して【資料16】のような解決策の変

容が見られた。まず，「予測する」段階では

抵抗の小さい「銅線」という考えであった。

対話前に，「ニクロム線の細く長いもの」に

なり，対話後には，「ニクロム線の太くて長

いもの」という考えになった。根拠として，

抵抗が大きすぎないものであった。しかし，

抽出生Ｂは，「練り直す」段階の３つ目の補

助課題のときに，抵抗の一番小さい銅を使っ

て，電力と発熱量の関係を調べている。その

際，抵抗の小さいものでは発熱しないという

結果を得ることができた。そこで，対話後に

抵抗の大きいもので，かつあまり大きすぎる

と発熱しないということを班員との対話によ

って捉えることができた。そこで抽出生Ｂの

班の検証実験は，太いニクロム線を使うもの

であった。検証実験の結果は，12分で約21℃

上がるものであった。その後，検証実験の結

果を比較させたことで，「ステンレスの太い

ものを使う」となった。根拠としては，抵抗

を１Ωにすることで，５Ｖで５Ａまでの条件

で最大の電力にすることができると考えたよ

うだった。今まで選択肢として出てきていな

かったステンレス線が出てきたのは，検証実

験の比較をしたときに，他の班が使っていた

ため出てきた案だと考える。ステンレス線を

使うことで，ニクロム線より抵抗が小さくな

り，抵抗を１Ωに近づけることができると捉

えることができたからである。検証実験前の

解決策と比較すると，抵抗の値に対する記述が増えている。さらに，検証前の解決策よりも材質

を変えることで抵抗値を下げ，電力を上げようとする姿が確認できる。よって，科学的な概念が

不十分で，関連付けることができる抽出生Ｂには，検証実験を比較させることが様々な選択肢の

中から条件により適した解決策を選択するには有効であったと考える。 

【資料 15】抽出生Ｂの最終的な解決策の記述 

 

【資料 16】抽出生Ｂの解決策の変容 
 
「予測する」段階の解決策 
 
 
 
 

 
「練り直す」段階の対話前の解決策 

 

「練り直す」段階の対話後の解決策 

 

「判断する」段階の解決策 
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【資料17】は，抽出生Ｂの学習後の振り返

りの記述である。「抵抗が大きすぎるとＡの

値が小さくなってしまう」と「抵抗を１Ωに

すれば５Ｖ５Ａになる」という記述から，学

習を振り返ったときに，最終的な解決策は，

検証実験後に得られたものだと分かる。振り

返ったときに知識が増えたと考えている。よ

って，科学的な概念が不十分だが関連付ける

ことができる抽出生Ｂには，検証実験の結果

を比較させたことで各段階で解決策を作り出したり，対話によって解決策に触れたりすることが

できたため，最終的な解決策を選択するのに有効であったと考える。発熱量と電力の関係や電力

と抵抗の関係が解決の糸口であることが見えてきているため，検証実験の交流が効果的にはたら

いたと考える。 

【資料18】は，抽出生Ｃの最終的な解決策

の記述である。抽出生Ｃは，最終的に「太く

て短いニクロム線を使う」という考えに至っ

た。この考えになった経緯は，まず，対話後

の解決策に対する納得した根拠として，細く

て長いニクロム線が適しているという考えで

あった。これは，班員との対話を通して，班

員②の解決策に対する根拠に「抵抗が１Ωに

なるといい」という発言によるものだと考え

る。抽出生Ｃの班は，太くて短いニクロム線

を使って検証実験を行った。検証実験の結果

は，水の温度を今までで一番上げることがで

きた。これらを通して，最終的な解決策が，

「太くて短いニクロム線を使う」となった。 

抽出生Ｃは，【資料19】のような記述の変

容が見られた。抽出生Ｃは，「判断する」段

階の解決策は，「銅線を使う」であり，根拠

は，「銅線は導体で電流が流れやすいから」

というものであった。これは，今までの学習

を通して，大きな電流が流れるものがたくさ

ん発熱するという考えに起因している。「練

り直す」段階の対話前の解決策では，「ステ

ンレス線の細いものを使う」とし，根拠は，

補助課題の３つ目の「電力と発熱量の関係を

調べなさい」で行った実験で「細いニクロム

線を使ったとき，あまり温度が上がらなかっ

た」ということから，他の材質がよいのでは

ないかという考えからであった。対話後には

「ニクロム線の太くて短いものを使う」とし

て根拠は，「班員との対話により抵抗を１Ω

に近いものにする」と述べていた。電力を最

大にするには，５Ｖの電圧で５Ａの電流を流

すためには，抵抗を１Ωにする必要があると

捉えていたと考える。これらのことから，発

熱量を増やすために電力を上げる方法として

抵抗を工夫するといった関連付けができてい

たと考える。 

【資料 18】抽出生Ｃの最終的な解決策の記述 

 

【資料 17】抽出生Ｂの学習後の振り返りの記述 

 

【資料 19】抽出生Ｃの解決策の変容 
 
「予測する」段階の解決策 
 
 
 
 

 
「練り直す」段階の対話前の解決策 

 

「練り直す」段階の対話後の解決策 

 

「判断する」段階の解決策 
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【資料20】は，抽出生Ｃの学習後の振り返

りの記述である。最終的な解決策の参考にな

ったのは，「判断する」段階の検証実験でニ

クロム線の細くて長いものを使って行った実

験であると記述している。科学的な概念が十

分で関連付けが苦手な抽出生Ｃにとって，検

証実験との比較は，精緻化された科学概念と

学習課題の条件を関連付けて考え，最適な解

決策を述べることに有効であったといえる。 

 

⑧ 成果と課題 

○ 「予測する」段階において，実践２では学習課題と同じ現象が使われている身近な事例を提

示したことは，生徒にとって解決策を予測するための大きな手がかりになっていたと考える。

関連付けることが苦手な生徒であっても，抵抗の違いが発熱量の違いに気付くことができたよ

うに，解決の糸口をつかむことができた。事例を提示しないという実践は行っていないが，生

徒の様相から見ても提示した時の方が解決策を導きやすかったと考えられる。 

○ 「練り直す」段階で，ＯＰＰシートに学習プリントの番号を記載しておくといった関連付け

を行ったことで，班内での対話をしたときや，ＯＰＰシートで振り返ったときに思考しやすく

なったと考えられる。振り返りを記述した際に，「解決策を考えるときに学習プリント㊴の実

験が参考になった」という記述があったことからも，学習プリントとの関連付けが効果的だっ

たと考える。 

● 「予測する」段階での提示する事例はどういうものがよいかが一般化できていない。実践２

では，ポットとケトルで水を沸騰させる実験をすることで電力と発熱量の関係に気付かせ，３

種類の電球の実験を見せることで電力と抵抗の関係を気付かせることができた。生徒に問題意

識や課題意識をもたせるために身近にあることも大切だと考える。ただ与えられる事例ではな

く，生徒自身から引き出した疑問や課題意識を想定した上で実態に合った事例を考える必要が

ある。提示する事例が，学習課題の解決の糸口になるような事例にしていく。そのためにここ

で提示する事例は，生徒の身近にあり学習課題で使われる現象と全く同じ現象を用いた別の事

例が適していると考える。 

● 「予測する」段階において，生活概念と科学概念を結び付けることができていなかった。最

初の解決策を予測させる際に，学習課題の現象は身近にあるにもかかわらず，生活概念を使っ

て考えている生徒が少なかった。生徒の考えを想定することが不十分であった。今後は，生徒

の既有の考え方や知識である生活概念と科学概念の繋ぎ方も想定をしておく必要があると考え

る。 

● 「練り直す」段階で，対話によって科学概念が精緻化されたことが見取れていなかった。精

緻化されたことを見取る方法について，科学概念を精緻化させるために対話は有効な手だてで

あるが，どのように対話させることが精緻化に寄与したかを分析する必要がある。より細かく

見取ることで精緻化されたという根拠をはっきりさせなければならない。そのための１つの方

法として，補助課題の１つ１つの学習履歴や学習プリントを評価していき，どの程度精緻化さ

れているか確認をする。 

● 「判断する」段階では，抵抗を適当な大きさにすることで電力が大きくなり，発熱量が増え

るということを考えて解決策を判断しなくてはならなかったが，電力と抵抗，電力と発熱量，

抵抗と発熱量の関係は見えてきても，抵抗と電力と発熱量の３つを関連付けて考えさせること

ができなかった。解決策の糸口をつかませる資料提示などを考える必要がある。 

 

 

 

 

 

 

【資料 20】抽出生Ｃの学習後の振り返りの記述 
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９ 研究のまとめ 

   本研究は，次のような仮説に基づいて実践を行った。 

 中学校理科学習指導において，思考の流れを可視化する学習過程を通せば，それぞれの思考の

流れの中で精緻化された科学概念を根拠に最適な意思決定をすることができるであろう。 

また，以下のような内容を明らかにすることをねらいとした。 

○ 最適な意思決定のために科学概念を精緻化させる手だての有効性 

○ 思考を可視化する手だての有効性 

以上のことを踏まえて，科学概念の精緻化に有効だった手だてについて，実践１と実践２の学

習活動から分析する。また，思考を可視化する手だての有効性について，実践１と実践２で用い

たＯＰＰシートへの生徒の記述を基に分析する。 

 

（1） 生徒の変容 

実践後に実施した精緻化された科学概念の活用に関する検証問題の結果の記述を分析し，生徒

の変容を考察した。 

 

＜実践後の検証問題＞ 

ドライアイスの温度は約－80℃と非常に温度は低い。したがって，室内に置いておくと室温と

の温度差が大きいので，すぐに溶けて気体になってしまう。このドライアイスを翌日までたくさ

ん残しておくにはどうしたらよいだろうか。家庭にあるものを使って，たくさん残すにはどうし

たらいいだろうか。また，そう考えた根拠を詳しく説明しなさい。 

 

【資料１】は，検証問題における抽出生の記述を評価基準に従って評価したものである。 

  【資料１】検証問題における抽出生の評価及び評価基準 

 抽出生Ａ 抽出生Ｂ 抽出生Ｃ 抽出生Ｄ 

生活概念を関連付けている。 ○ △ ○ △ 

科学概念が精緻化されている。 ○ ○ ○ △ 

科学的な根拠を基に最適な解決

策を選択している。 
○ ○ △ △ 

○：満足できる   △：不十分である 

 
生活概念を関連付けてい

る。 

科学概念が精緻化されてい

る。 

科学的な根拠を基に最適な

解決策を選択している。 

○ 

生活概念が根拠となった

解決策を記述している。 

課題と科学概念を正しく関

連付けることができている

記述をしている。 

学習を通して精緻化された

科学概念の伝導と放射を根

拠にした記述をしている。 

△ 

生活概念は記述している

が，根拠になっていない

記述をしている。 

課題と科学概念が関連付け

ることができていない記述

をしている。 

学習を通して精緻化された

科学概念のうち伝導を根拠

にした記述をしている。 

 

【資料２】は，生活

概念と課題を関連付け

て解決策を予測するこ

とができた生徒の記述

である。この生徒が予

測した解決策は，「ま

ほうびんに入れて温度

を保つ」であった。こ

の生徒は，身近で温度が保たれている生活概念であるまほうびんに気付き，その仕組みを課題と

関連付け，科学的な根拠を基に解決策を予測することができた。ここでは，熱エネルギーの効果

的な活用法の学習のために，熱伝導や対流について身近な活用例を班で話し合わせた。その後，

【資料２】生活概念と課題を関連付けて解決策を予測することができた生徒の記述 
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再度解決策を考えさせ，解決策を話し合わせた。この生徒は，熱伝導の考え方から「真空状態で

ある宇宙空間を通ってきている太陽の熱は，なぜ地球を暖かくすることができるのか」といった

疑問をもち放射と伝導の違いについて気付いた。よって，放射と伝導の２つのことを関連付けて

解決策を選択しなければならないことに気付いたと考える。【資料３】は，その後の解決策の記

述である。生徒は，「赤外線を反射する素材がある。だから，熱が伝導せず放射しない」という

記述を加え，学習課題

と科学概念を関連付け

て解決策を考えること

ができた。精緻化され

た科学概念を活用する

ことができているとい

える。 

【資料４】は，

「予測する」段階

で，生活概念を課

題と関連付けるこ

とができなかった

生徒の記述である。この生徒は，「ステンレスの容器に入れて保存をする」という解決策を予測

した。根拠は，「温度差を減らせば少しでも保つかもしれない」という生活概念でも精緻化した

科学概念でもない根拠にとどまった。学習後の解決策でこの生徒は，「水筒の中に発泡スチロー

ルを入れ，そこで保存する」というものに変わった。根拠は，【資料５】のように，「発泡スチ

ロールは熱を伝えにくく水筒も

熱を逃しにくい」というもので

あった。単元の学習を通す中で

科学概念を精緻化させていき，

発泡スチロールは熱伝導しにく

いということを課題と関連付け

て解決策を考えることが可能と

なった。 

全体では，複数の科学的な根拠を基に最終的な解決策を記述した生徒は30％，１つの科学的な

根拠を基に解決策を記述した生徒は55％，解決策に科学的な根拠を記述していない生徒は15％で

あった。１つの科学的な根拠を基に解決策を記述している生徒の多くは，熱伝導の科学概念を基

に，「真空の空間に入れる」といった解決策を記述していた。このように記述した理由として，

ある温かい物体から熱が逃げる，外に伝わっていくといった科学概念は活用できていたが冷たい

物体が熱を吸収する，受け取るといった科学概念を活用できていなかったことがうかがえる。つ

まり，熱放射の概念と解決策を関連付けさせることができていなかった。したがって，冷たい物

体がどのように熱を受け取るのかという事例を提示することが必要であった。また，解決策に科

学概念を活用できていない生徒に共通していることは，「真空パックに入れる」といった真空に

すればよいという考えまでで真空の層があることで熱が伝わりにくくなるという科学概念を根拠

として挙げることができなかったといえる。これは，物質と物質が触れることで熱が伝わる精緻

化された科学概念を構成できなかったからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料３】科学概念を活用した生徒の記述 

 

【資料４】生活概念を解決策に関連付けることができなかった生徒の記述 

 

【資料５】科学概念を活用した生徒の記述 
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（2） 最適な意思決定のために科学概念を精緻化させる手だての有効性について 

科学概念を精緻化させるための手だてをどのように用いれば，最適な意思決定をさせることが

できるかを分析する。 

 ① 身近な生活事例の提示 

実践１と実践２を通して，身近な生活事例の提示を用いて，解決への見通しをもたせるために

有効であった手だてを提案する。 

   【資料６】生活概念を予測に有効活用した生徒の記述 

実践１ 実践２ 

 

 

 

 

 

 

【資料６】は，生活概念を予測に有効活用した生徒の最初の解決策の記述である。提示された

生活事例を基に，自分の生活概念と学習課題を関連付けて解決策を予測することができた。実践

１では，学習課題を設定する際の条件として，物質の化学変化による吸熱反応を捉えられるかを

設定した。ここでは，鉄の酸化による発熱反応である化学カイロの例を提示した。発熱反応と吸

熱反応には温度変化を伴う化学変化という共通点がある。この事例を基に物質を混ぜることで化

学変化が起こり，吸熱反応が起こることを根拠に解決策を予測させた。 

これを踏まえて実践２では，学習課題を設定する際の条件として，「様々な金属線を工夫して

使うことで発熱量を増やせることを捉えられるか」を設定した。そのため，電力を大きくすると

発熱量が大きくなることに気付かせるために，電力の違うポットとケトルの実験を提示した。抵

抗を変えることで電力が変わるという共通点がある。また，効果の違いは抵抗の違いによるもの

であることに気付かせるために，３種類のフィラメントの太さなどの形状が違うことで電力の違

う電球を提示した。これは，抵抗が違うことで，効果が違うという共通点がある。 

【資料７】生活概念と関連付けることができなかった生徒の実践１と実践２の記述 

実践１ 実践２ 

 
 

 

 

 

 

 

 

【資料７】は，学習課題と生活概念を関連付けることができなかった生徒の最初の解決策の記

化学変化を活用していない温度をさ

げる解決策を予測している。 
電力を変化させるには抵抗が関係し

ていることに気付き各材質の抵抗値

を調べて挙げている。 

化学変化を活用した解決策を予測し

ており，根拠（判断材料）に生活概

念の記述がある。 

根拠にニクロム線の発熱という記述

があることから，生活概念に金属線

は発熱することがあると考える。 
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述である。学習課題に対して解決の見通しをもつことができなかった生徒は，鉄が酸化すること

で発熱反応が起きることには気付くことができたが，化学変化で吸熱反応が起きることに気付く

ことができなかった。学習後のインタビューで，見通しをもつことができなかった理由を問うと

「カイロは鉄が変化することで熱が発生するのは分かったけど，混ぜたりすることで温度が下が

ることには気付かなかった」と答えた。発熱反応と吸熱反応をつなげることができなかったと考

える。よって，実践１のように学習課題で使われる現象と似た事例の提示では，解決への見通し

をもつことができないため，学習課題で使われている現象と同じ事例を提示する必要があると考

える。実践２では，身近な生活事例の提示後に最初の解決策を予測させた際，生徒は発熱量を増

やすには抵抗を工夫させることに気付き，学習課題にある材質の抵抗値を調べていた。このこと

から，学習課題で扱う現象と同じ現象の生活概念を提示することで，提示した生活概念と解決策

を関連付けさせることができると考える。  

解決への見通しをもたせるために生活概念を提示する際，有効な手だてとして２点挙げる。 

○ 提示する生活事例は，学習課題を解決するために使う現象と同じ原理や法則を扱った現象で

生徒の身近にあるものを扱う。 

実践１で提示したような学習課題と似ている現象を提示した際，解決への見通しをもつことが

できない生徒が見られた。なぜなら，学習課題と似た現象である化学カイロのように，化学変化

で発熱反応が起きることがあることには気付くことができても，化学変化によって吸熱反応が起

きることとつなげることができなかったからだ。また，化学カイロの場合は身近にある頻度が多

いが，化学変化による吸熱反応が身近に少ないことも原因だと考える。化学変化による吸熱反応

と発熱反応は，頻度があまりにも違いすぎるため，気付きにくかったと考える。科学的な概念が

なく関連付けることが苦手な生徒は，自分の生活概念と提示された生活概念を関連付けることが

できないことがある。そこで，実践２では，学習課題と同じ現象を扱った事例を提示した。学習

課題では，金属線を工夫することで効率よく水の温度を上げる方法を考えるものとした。提示し

た事例は，金属線を使って温度を上げる身近な事例の２種類の電気ポットを提示した。この事例

を提示したことで，学習課題と同じ現象であるため，金属線を変えることで発熱量が違うことに

気付かせることができた。 

○ 事例を提示するのは，学習課題を提示し，自らの解決策を予測させた後，解決策を修正する

際に提示することが有効である。 

実践１では，学習課題の提示前に身近な生活事例の提示を行った。化学変化の時に熱の出入り

が起きることを知ったうえで，学習課題に取り組ませることが必要であると考えた。一方，学習

課題の提示前であれば，生活概念を提示するのが早すぎ，学習課題をつなげることができず，生

活概念を活用しながら解決策を予測することができなかった。ヒントになるようなことを欲しが

っていない時に与えても，関連付けはできないと考える。そこで実践２では，学習課題を提示し

た後に，身近な生活事例の提示を行った。学習課題をどうすれば解決につながっていくかを考え

始めた時に事例を提示した。このときが，解決策を予測するにあたって自分の解決策が不十分で

あると自覚しているときであり，与えられたものを解決策に関連付けようとすることができた。 

以上のことより，「予測する」段階の生活概念を活かした課題意識の喚起のための事例につい

て【資料８】のようにまとめた。 

  【資料８】「予測する」段階における提示する事例の在り方 

ねらい 学習課題に対して自らの生活概念を関連付け，解決策を予測させる。 

提示する 

事例の条件 

・学習課題と同じ現象を伴う事例であること。 

・生徒の身近にあるものであること。 

・生徒自身から引き出した疑問や課題意識を想定した上で実態に合った事例

であること。 

・学習課題の後に事例の提示を行う。 
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 ② 検証結果の交流 

実践１と実践２を通して，対話による検証結果の交流を用いて，科学概念を精緻化させるため

に有効であった手だてを提案する。 

【資料９】各実践における対話による科学概念の精緻化ができた生徒の検証結果の交流前後の解決策の記述 

実践１ 

対話前の

解決策 

 

 

実践１ 

対話後の

解決策 

 

実践２ 

対話前の

解決策 

 
 

 

 

実践２ 

対話後の

解決策 

 

実践１では，交流の前に補助課題の実験を参考にして解決策を考えさせた。その後，それぞれ

の解決策を基に班で交流させた。このとき，補助課題の実験を行った班と交流する班のメンバー

を変えることで，様々な実験結果に触れるようにした。交流の視点を生徒に発表させ，それを基

に交流を行った。交流の視点は，混ぜる組み合わせはどれがいいのか，混ぜ方はどうすればいい

か，化学変化の速さ，入れ物の工夫であった。【資料９】は，対話によって科学概念を精緻化さ

せることができた生徒の検証結果の交流前後の解決策の記述である。対話の前の解決策は，「尿

素2.0gと水5.0gを混ぜる」「水酸化バリウム0.5gと塩化アンモニウム1.5gに水1.0gを加える」と

いうものであった。このように組み合わせを２種類と混ぜる量についての記述であった。対話後

では，「硝酸アンモニウムと水，尿素と水が良いと思う」という記述に変わった。その根拠とし

ては，対話によって「硝酸アンモニウムと水」の組み合わせが温度がよく下がるといった実験結

果を得ることができたためである。これは，対話前になかった考えであることから，科学概念の

精緻化につながったためである。こういった考えに至ったのは，対話をすることで組み合わせに

対する知識だけでなく，反応の特徴という視点も加えて考えることができたからである。対話の

中で，与えられた視点以外の視点も出てきたことで，より科学概念が精緻化されたといえる。 

実践２の対話前の解決策は「ニクロム線の太い短いものを使う」という記述であった。その解

組み合わせを２種類

（１種類は対話前と違

う組み合わせ），混ぜ

る量と吸熱反応の持続

時間を考慮した考えに

至った。 

組み合わせが２種類あり，混ぜる量が関係すると考えた。 

抵抗値を 1 に近付け

るように抵抗を工夫

することで，電力を

大きくするという考

えに至った。 

補助課題の実験結果から解決策を考えた。 

根拠が科学的ではない。 
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決策の根拠は，補助課題の実験課題であるこの金属線を使うことで，「22℃～28℃に温度が上が

った」としていた。対話後の解決策では，ニクロム線を使うとし，「５Ｖ５Ａの条件下で電力が

最大になるのは，抵抗が１Ωの時である。」といった考えから，「抵抗値に一番近いものがニク

ロム線であった。」ということを根拠にしていた。この考えに至ったのは，対話を通して条件に

合った具体的な抵抗値を求めることができたからだと考える。 

【資料10】対話による科学概念の精緻化ができなかった生徒の実践１における検証結果の交流前後の解決策の記述 

実践１ 

対話前の

解決策 

 

 

 

実践１ 

対話後の

解決策 

 

【資料10】は，対話によって科学概念を精緻化させることができなかった生徒の実践１の解決

策の交流前後の解決策の記述である。実践１では，対話前の解決策は，硝酸アンモニウムと水と

し，根拠は補助課題の実験結果が根拠になっていた。対話後の解決策も，対話前と同じ硝酸アン

モニウムと水であった。変えなかった理由は，他の班員の解決方法と実験結果を考えに入れた上

で，一番温度が下がったからであった。対話をしたことでは，考えを深めることにつながらなか

った。原因としては，実験の班と交流の班を変えたが，実験結果や考えが違う生徒が少なく対話

によって深めることができなかったことが挙げられる。意図的に解決策が違う生徒同士を組み合

わせて，交流させることが必要である。また，対話をするときの解決の視点は，一番温度の下が

る組み合わせと水や物質の加え方，変化のしやすさを挙げていた。一方，科学概念を精緻化させ

ることができなかった生徒の班は，組み合わせと水の加え方についてのみになっていた。補助課

題の実験の際には，反応の速度などの考えが入っていなかったため，変化のしやすさに関するデ

ータがなかった。そのため，解決策を考える際，反応の特徴と関連付けて考えることができなか

ったため精緻化につながらなかった。補助課題で解決してきたことを学習課題の解決策の視点に

することが必要であったと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組み合わせを１種類，根拠は自分たちの実験結果であった。 

組み合わせは１種類

で水を少しずつ加え

ていくという記述が

加わった。 
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【資料11】対話による科学概念の精緻化ができなかった生徒の実践２における検証結果の交流前後の解決策の記述 

実践２ 

対話前の

解決策 

 

 

 

実践２ 

対話後の

解決策 

 

【資料11】は，対話によって科学概念を精緻化させることができなかった生徒の実践２の検証

結果の交流前後の解決策の記述である。実践２では，解決の視点は，材質と抵抗の長さと太さと

し，補助課題で行ったことが視点になるようにした。対話後の解決策には，補助課題で行った実

験の視点である材質のことと太さのことについての記述が見られた。交流前よりは，解決策に対

する根拠が抵抗値を工夫するといった方向付けができるようになった。 

科学概念を精緻化させるために対話をさせる際，有効な手だてとして以下の２点を挙げる。 

○ 実験をさせる班と交流をさせる班のメンバーを変える。 

解決策を考えさせる際，多くのデータから考えることで，より条件に合った解決策になると考

える。実験を行った班で交流を行うと，持っているデータが同じであるため，根拠の交流を行い

にくい。実験の班と交流の班を変えることで，実験材料の用い方の違いや，多様な工夫の視点が

得られ，違った考えが集まることになる。そのため，同じ実験をしていても反証可能性を探るこ

とが可能になる。 

○ 交流の視点を与えることで，解決策だけでなく，解決策に対する根拠の交流につなげること

ができる。 

解決策のみの交流であれば，解決策に対する選択肢を増やすことができるが，自分の科学概念

を精緻化させることにつながらない。そのため，条件を考慮して最適な解決策を選ぶことにつな

がらない。根拠の交流をさせることで，同じ実験をしていても結果が違うことがあり，そのこと

で，現象の特徴をつかむことにつながる。また，行っていない実験結果に触れることもできるた

め，精緻化につながる。 

以上のことより，科学概念を精緻化させるための対話による検証結果の交流の在り方について

【資料12】のようにまとめた。 

  【資料12】検証結果の交流の在り方 

ねらい 対話による検証結果の交流を用いて，科学概念を精緻化させる。 

交流のとき

の留意点 

・実験をさせる班と交流をさせる班のメンバーを変える。 

・解決策だけでなく，解決策に対する根拠の交流につなげるために交流の視

点を与える。 

・交流の視点は，単元の中で学習する補助課題の内容が望ましい。 

・様々な解決策に触れさせるために，意図的に解決策が違う生徒同士を組み

合わせて交流させる。 

 

補助課題の実験結果を根拠に細いニクロム線を選んでいる。 

抵抗値が大きすぎず，小

さすぎないものがいいの

ではないかという考えか

ら解決策を考えた。 
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（3） 思考を可視化するための工夫について 

実践１と実践２を通して明らかとなった，最適な意思決定を行うために思考を可視化する手だ

てを提案する。 

① 実験検証データとＯＰＰシートの関連付けについて 

対話の時や最終的な解決策を考える際，参考

となる資料・データは，ＯＰＰシートの学習履

歴である。学習履歴には，その授業での要点や

分かったことが記されている。実践１では，学

習履歴を対話や最終的な解決策と関連付けられ

ないことが多かった。なぜなら，対話の際，他

者に説明するときに根拠を伴った説明をしたい

が，ＯＰＰシートの欄だけの記述では，根拠が

書かれていないため説得力が足りなかったから

だ。実践１では，対話をする際，補助課題の時

に使った学習プリントを探して見せながら説明

をする姿が見られた。よって，解決策の根拠と

なる学習プリントとＯＰＰシートの関連付けが

必要であることが分かった。実践２では，ＯＰ

Ｐシートと学習プリントをリンク付けし，参照

を促した。そのために，【資料13】のようにＯ

ＰＰシートの中の学習履歴の欄に，その授業で

使った学習プリントの番号を記載した。そのことで，対話の場面や最終的な解決策を考えさせる

場面では，考える視点を問うたときに，それぞれの学習プリントの補助課題と関連付けて考える

ことにつながった。その結果，【資料14】のように「最初の実験結果から」といった記述をし，

学習履歴を参照していた。よって，リンク付けすることで解決策を考える際に，実験で得たデー

タを容易に取り出し，解決策に活かすことができると考える。 

○ ＯＰＰシートの学習履歴の欄に別紙の学習プリントの番号を記載することは，他者との対話

や最終的な解決策を述べる際に，根拠を伴わせることに有効である。 

 

 ② 科学概念を精緻化している生徒の意見の参照ついて 

実践１では，対話後に参考になったものを記述する見出しを「一番納得した判断材料」とし，

対話をしたことで得られた根拠を書かせた。一方，その後の解決策を選択するときには，対話で

得られた根拠を活用することができない生徒がいた。なぜなら，根拠に具体性が欠けるため参考

にならない場合があるからだ。ここには，具体的な方法と根拠を記述する必要があることが分か

った。実践２では，対話後には具体的な解決策と根拠を書くように促した。そのため，対話後の

参考になったものを書く見出しを「納得した根拠と解決策」とした。そのことで，補助課題を解

決することで精緻化することができた科学概念

に，さらに精緻化することができた科学概念や

新たな科学概念をＯＰＰシートに加えることが

でき，解決策と関連付けることができると考え

た。その結果，実践１で「班員がみんな同じ実

験で結果がうまく出ていたから」としか記述で

きなかった生徒が，実践２では，【資料15】の

ように，新たな科学概念を根拠に用いた解決策

を記述することができた。班員の納得した根拠

と解決策が記述されている。この生徒の最終的

な解決策も，太く短いステンレス線で根拠はこ

の時と同じであった。よって，対話後に対話の

成果を具体的な解決策として記述することで，

それを最終的な解決策に活用することができる

【資料 13】実践２の学習履歴の欄 

 

【資料15】ＯＰＰシートが判断に活かせた生徒の記述 

 

【資料 14】リンク付けが有効だった生徒の記述 
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と考える。 

○ 対話後に参考になった生徒の具体的な解決策を根拠とともに記述させることは，最終的な解

決策に活かすことに有効である。 

 

（4） 研究の成果と今後の課題（○は成果，●は課題） 

○ 最適な意思決定のために科学概念を精緻化させる手だての有効性について，次のことが分か

った。 

・生活概念と学習課題に関連付けるための事例を提示することで，学習課題に対する解決策を

予測させることができ，学習課題の解決への見通しをもたせることができた。 

・検証結果を交流させることは，他者と解決策の根拠を比較させ，他者の解決策に触れさせる

ことになり，解決策を見いだすために必要な科学概念を精緻化させることにつなげることが

できた。 

・検証実験を比較させ，科学的な根拠について再考させることは，科学概念がさらに精緻化さ

れ，最終的な解決策を導き出すことにつながった。 

● 最適な意思決定のために科学概念を精緻化させる手だての有効性について，次のような課題

が明らかになった。 

・課題意識喚起のための事例は，類似しているだけのものでは事例と学習課題を関係付けるこ

とができないため，学習課題で使われている現象と同じ原理や法則を扱った現象を提示する

必要がある。 

・実験班と交流班を変えたが，実験結果や考えが違う生徒が少なく対話によって深めることが

できなかったため，意図的に解決策が違う生徒同士を組み合わせて，交流させることが必要

である。 

○ ＯＰＰシートの活用について，次のことが分かった。 

・補助課題の実験を行い，学習履歴を明記させることは，自然の事物・現象に対する生徒の見

方や考え方の変容を見取ることにつながった。 

・自分の考えの変容や変遷が可視化できるもの，自己の学びを知るツールとなった。 

・解決策と根拠，原因と結果などのように，知識と事象を関連付けさせて捉えさせることにつ

ながった。 

● ＯＰＰシートの活用について，次のような課題が明らかになった。 

・ＯＰＰシートの効果について生徒の自覚化をはかるために，ＯＰＰシートを基に最適な判断

をしている生徒を取り上げて例示するような，ガイダンスをする必要である。 
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