
 

 

 

 

 

Ⅰ はじめに 

 北海道中学校理科教育研究会（以下、道中理）で

は、2014年度から以下の研究主題を掲げ、研究を推

進してきた。 

【道中理研究主題】 

自然と人間との調和をめざし、未来を創造する力

を育む理科教育 

本研究では、これまで『未来を創造する力』を身

に付けた子どもの姿を「18の姿」として、その具現

化を図る研究を進めてきた。その成果は、平成 28年

度の全国中学校理科教育研究会をはじめ道内外に広

く研究の成果を発信してきた。さらに、新学習指導

要領の全面実施に向けて、2019 年度からは、『未来

を創造する力』を具現化した４つの力を改めて精査

し、併せて以下のように具体的な姿を更新した。 

『未来を創造する力』 
○問題を見出し、課題や仮説を設定する力 
○情報を収集し、整理する力 
○他者と協働して課題の解決につなげる力 
○自らの学びを振り返る力 

これらの４つの力は、本分科会の４つの視点の目

指す生徒の姿であるとも考える。したがって、道中

理の研究で育む力は、本分科会主題にある「科学的

な知識や経験をもとに、未知の状況に対応できる力」

とも関わりが深いと考える。 

 

Ⅱ 研究のねらい 

本研究では、道中理で設定した以下の研究仮説を

検証し、教育課程の工夫から『未来を創造する力』

を育むことをねらった。 

【研究仮説】 
自然と関わり合うことで、目的意識や課題意識を
もち、自他の学びを自らの学びに機能させること
を積み重ねることによって知的探究心がふくら
み、未来を創造する力を育むことができる。 

 

Ⅲ 研究の方法 

１ 単元構成の工夫 

本研究では、「習得」の場面と「活用」の場面を１

つのサイクルとして捉え、そのサイクルをくり返し、

積み上げていくことで、『未来を創造する力』を育む

ことができると考え、単元構成を再検討した。 

 

 

 

 

 

なお、本研究においては生徒が考える『仮説』を

以下のように定義した。 

本研究における『仮説』 
「これまでの学びを根拠として結果を予測する
とともに、検証に必要な方法を考え、結果の見通
しをもつこと」  

また、授業実践では表１のように、『未来を創造す

る力』の４つの力のうち、特にどの力に重点を置く

かを明確にして行った。 

授業実践 未来を創造する力 

「動物の生活と生物の変遷」 

生命を維持する働き 

情報を収集し、整理

する力 

「化学変化と原子・分子」 

物質の成り立ち 

問題を見出し、課題

や仮説を設定する力 

「化学変化と原子・分子」

化学変化と物質の質量 

自らの学びを振り返

る力 

「電流とその利用」 

静電気と電流 

他者と協働して課題

の解決につなげる力 

【表１ 授業実践と重点を置く『未来を創造する力』】 

 

２ 授業展開における工夫 

１時間単位の授業においても『未来を創造する力』

を育むために、表２のような手立てを用いた。これ

らの手立ては、１年間を通して生徒の力を育むため

に、生徒の実態を踏まえながら行った。『自らの学び

を振り返る力』の手立てである考え方シールは、す

べての授業実践で行った。 

未来を創造する力 授業での手立て 

○問題を見出し、課題

や仮説を設定する力 

段階的に仮説へと練り

上げるワークシート 

○情報を収集し、整理

する力 

検証計画を立案する学

習活動の設定 

○他者と協働して課題

の解決につなげる力 

情報カードを用いた交

流 

○自らの学びを振り返

る力 

考え方シール 

探究シート 

【表２ 『未来を創造する力』を育む手立て】 
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３ 授業実践とアンケート調査 

本研究では、2019年度の２学年において 1年間を

通して実践を行った。授業実践は 5、7、10、2月に

行い、4 月（授業実践前）とそれぞれの授業実践後

にアンケート調査を行い、本研究の成果と課題の分

析を行った。 

 

Ⅳ 研究の内容 

１ 単元の再構成 

『未来を創造する力』は、知識や技能の「習得」

と、「習得」したことの「活用」を繰り返すことで育

むことができると考え、単元を再構成した。 

『問題を見出し、課題や仮説を設定する力』は、

「習得」したことを「活用」することで、予想を『仮

説』へと練り上げることができるようにした。また、

「習得」と「活用」のサイクルを繰り返すことで、

生徒は過去の学びを活かして新たな課題を自らの力

で検証し解決できることに気付くことができ、『自ら

の学びを振り返る力』を育むことができると考えた。

このような単元構成により、学びを活かすことの価

値を自ら見出し、探究に向かうことで、『未来を創造

する力』を育むことができると考えた。 

特に「化学変化と原子・分子」においては、生徒

の予想を『仮説』へと高め検証していけるようにす

るため、知識や技能を「習得」する場面、「習得」し

たことを根拠として「活用」する場面が明確になる

ように単元を構成した。 

 

２ 公開授業 

 本研究では、「活用」の場面を通して生徒が『未来

を創造する力』を身に付け、４つの力を姿として見

取ることができると考え、「動物の生活と生物の変

遷」、「化学変化と原子・分子」、「電流とその利用」

で公開授業を行った。本資料では、上記のように「習

得」と「活用」のサイクルを明確にした「化学変化

と原子・分子」について紹介する。 

 

(1)「化学変化と原子・分子」 物質の成り立ち 

第９時 

【学習課題】 

塩化銅水溶液に電流を流すと、どのような変化が

起こるだろう 

 本時では、『問題を見出し、課題や仮説を設定する

力』を育むことに重点を置いた。 

 

ア．単元構成の工夫 

生徒が過去の学びを活用しながら主体的に探究が

行えるように「習得」と「活用」のサイクルを意識

して、表３のように題材を配列し直した。 

第１、２時 酸化銀の熱分解 習得 

第３、４時 炭酸水素ナトリウムの 
熱分解 

活用 

第５、６時 原子、分子 習得 

第７時 化学式 習得 

第８、９時 水の電気分解 習得 

第 10時 塩化銅水溶液の電気分解（公開） 活用 

第 11、12時 化学反応式  

第13～21時 化合、酸化、燃焼、酸化・還
元、発熱反応、吸熱反応 

 

第22〜24時 質量保存の法則（公開） 活用 

第25〜28時 反応する物質どうしの質量
の割合 

 

【表３ 化学変化と原子・分子の単元計画】 

 

生徒が主体的に学びに向かい、試行錯誤しながら

課題解決に向かうには、『仮説』を立てて取り組むこ

とが重要である。本時では、原子・分子の概念や化

学式を先に学習し、化学式が生徒にとって未知な化

学変化の『仮説』を立てるための手がかりの１つと

なるようにした。さらに、熱分解、電気分解で習得

と活用が１サイクルになることで、学んだ知識を振

り返り、理科の見方・考え方を働かせて、『仮説』を

立てられるようにした。 

 

イ． 授業展開における工夫 

授業で使用するワークシートに、図１のように実

験結果の予想とそれを確かめるための方法を記入で

きる欄を設け、段階的に『仮説』に練り上げること

ができるようにした。また、『仮説』を立てる際に参

考にした過去の学びを記入する欄を設け、生徒がこ

れまでの学びを振り返り、根拠をもって『仮説』を

設定できるようにした。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図１ ワークシートの仮説の設定】 
 



ウ．公開授業の実施 

本時では、これまでの授業を振り返る発言があり、

分解によって生成する物質は元の物質の化学式と関

わりがあることに気付き、『仮説』を立てるときの根

拠として活用しながら追究する姿が見られた。これ

は、ワークシートにこれまでの学びを記入すること

で、『仮説』を立てるときに生徒自身がどのような学

びを活かしたのかを自覚できた現れであると考える。

このように生徒自らが自己の学びを振り返り、活用

することが課題を探究していくために有効であるこ

とを実感できていた。 

『仮説』を自身の力で設定したという認識をもつ

ことで、自分で立てた検証方法を確かめる必然性が

生まれた。例えば、発生した気体のにおいから塩素

であると判断できていても、漂白作用についても検

証し、複数の結果を根拠にして主体的に課題解決に

迫る姿が見られた。 

また、水の電気分解の学びを活かして、溶質の塩

化銅と同時に、溶媒である水も分解し水素と酸素も

生じると考える班もあった。実際に発生した気体を

集め、水の電気分解の時に比べ気体がほとんど集ま

らないことや、火のついた線香を近づけても特に反

応がないことから、水素と酸素は発生していないと

結論づけていた。このような生徒の姿も、過去の学

びを活かしながら生徒が自分の力で『仮説』を立て、

追究したからこそ現れたと考える。 

 

(2)「化学変化と原子・分子」化学変化と物質の質量 

第 22時 

【学習課題】 

化学変化の前後で、物質全体の質量は変化するの

だろうか 

 本時では、『自らの学びを振り返る力』を育むこと

に重点を置いた。 

 

ア．単元構成の工夫 

本時は「化学変化と原子・分子」の第 22 時であ

る。これまでの化学変化についての学びを活用し、

この単元で実際に行ってきた実験をもとに、生徒が

選択しながら化学変化と質量との関係を探究できる

ようにした。 

 

イ．授業展開における工夫 

学びを振り返るには、生徒自身が自らの学びの過

程を明確にしていく必要がある。その手立てとして

図２の探究シートを活用した。最初の探究が終わっ

た段階で、課題を解決するためにさらにどのような

ことを明らかにすればよいか、どのような点を修正

していけばよいかなど、自己の探究に対する自己評

価を行い、記録することができるようにした。これ

により、次の探究の見通しや目的を明確にすること

ができ、生徒は新たな『仮説』を立てて、検証方法

を工夫しながら次の探究に向かうことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．公開授業の実施 

本時では、自分たちの班が行った実験結果を考察

し、「化学変化によって物質が気体になったから軽く

なったのではないか」、「質量が変化するかどうかは、

化学変化の種類によって決まるのではないか」など

様々な考えが生徒の中に生まれていた。その後の中

間交流を通して、質量が減少する化学変化の共通点

に気付き、「質量が減ったのは気体が空気中に出てい

くことが原因ではないか」という考えを学級で共有

できた。その考えは「発生した気体を逃がさなけれ

ば、質量が変化しないことを確かめたい」という生

徒の意欲につながった。生徒の確かめたいという意

欲と、密閉することへの必要性が生まれたときに、

教師から炭酸飲料用ペットボトルや風船、チャック

付きのポリ袋などを用いた閉鎖系の実験方法を提示

した。生徒は新たな『仮説』を立てて、検証方法を

工夫しながら次の探究に向かうことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【図２ 探究シート】 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉鎖系で実験を行い質量が変化しないことを確

かめられた後も、「もっと長い時間電気分解すれば、

さらに質量は減るのではないか」、「塩酸や石灰石の

量を２倍にすれば、２倍の気体が発生し質量も減る

のではないか」など、自分の考えを確かめようと探

究を進める姿が見られた。 

水の電気分解を行った班では、装置のふたを開け

ると質量が減ると考えていたが、実際にはあまり減

らなかった。この理由を、水素の密度が載った過去

のワークシートを振り返り、「水素が逃げても、水素

自体が軽いため大きな変化はなかったのだと思う」

と考えた。このように過去の学びを振り返りながら

探究が連続していく姿が現れたのは、探究シートを

用いて自分の学びの過程を明確にしながら、探究を

進めることができた成果であると考える。 

 

３ 事前・事後アンケートの比較と分析 

 『未来を創造する力』に関わりが深い質問項目の

多くで、ポジティブな認識に伸びが見られた。この

ことから、生徒も成果について自覚していると考え

る。以下には、Ⅲ－２の授業実践に関わりの深い質

問項目の結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 理科の授業では、課題解決のための見通し 

をもって仮説や予想を立てることができる。 

 

 

８ 理科の授業では、見通しをもって課題解決 

するための観察や実験の方法を計画すること 

ができる。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【図３ 追究１の評価と次の探究の生徒の記

述】 
 

『問題を見出し、課題や仮説を設定する力』 

『問題を見出し、課題や仮説を設定する力』 

 

 どちらの項目も４月と２月を比較すると「あて

はまる」が 10 ポイント程度の増加を示している。

これは、本研究で定義した『仮説』を設定する力

を育むために行った段階的な『仮説』の設定が生

徒自身にも身に付いた力として認識できている

と考える。 

 ２つの項目とも「あてはまる」、「どちらかと言

えばあてはまる」のポジティブな認識が８割を超

えていることから、この状況が定着するようにす

るとともに、より論理的な根拠をもって『仮説』

を設定できるように継続的な取組が必要である

と考える。 



 

 

 

９ 観察・実験の結果を自分なりに分析(考察) 

して、仮説が適切であったか考えることがで 

きる。  

 

 

10  お互いが立てた課題や仮説、観察計画、実 

験計画について、よいところや改善点を話し 

合うことができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  課題解決の途中や課題解決のあと、自分の 

学びを振り返り、改善することができる。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『情報を収集し、整理する力』 『自らの学びを振り返る力』 

『情報を収集し、整理する力』 

 

 どちらの項目も「あてはまる」が 10 ポイント程

度増加していることから、観察・実験で得た結果や

他者からの情報を整理し、論理的に考え、自身が設

定した『仮説』や検証計画の適切さを判断する力が

身に付いたという認識をもっていると考える。 

 また、授業実践①、②からも他者からも情報を収

集し、自己の検証の改善につなげる姿も見られてい

ることからもこの『情報を収集し、整理する力』が

高まったと考えることができる。 

 さらに、観察・実験の結果の処理や考察の場面で

も活用できると、より論理的に自然事象を捉えるこ

とにつながると考える。 

『自らの学びを振り返る力』 

 

 ４月と７月では、肯定的な回答で差が見られなか

った。ワークシートに記入欄を設けて、これまでの

学びを振り返り、活用しながら、学びを進めている

ことを自覚できるように促したが、課題解決に至る

までの自身の思考を捉えるものとしては効果が薄か

ったと考える。 

 この授業実践①、②における主観的な見取りとこ

のアンケート結果から、授業実践③、④において自

己の思考を視覚的に捉えることができる探究シート

による実践を行った。実践後の 10 月と２月のアンケ

ートでは、４月に比べ「あてはまる」が 10 ポイント

以上増加していることから、探究の過程で自らの学

びを振り返り、改善する力が身に付いたという認識

をもっていると考える。 



 

 

 

11  観察・実験の結果や考察について、仲間と根

拠をもって話し合うことができる。 

 

 

12 観察・実験の結果や考察について、仲間と話

し合いながら、よりよい結論を導き出すこと

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 成果と課題 

１ 成果 

〇検証計画の立案や交流を行い、必要に応じて修正

を行いながら課題を追究することで、 『情報を収

集し整理する力』を育むことができた。 

○「習得」と「活用」のサイクルを意図的に設定し

た教育課程を実践することで、生徒は自他の学び

を自らの学びに機能させる意識が高まり、 『問題

を見出し、課題や仮説を設定する力』を育むこと

ができた。 

○「動物の生活と生物の変遷」の実践で用いた考え

方シールや、予想から仮説へと練り上げるワーク

シート、探究シートなど生徒の実態に合わせて手

立てを発展させることで、 『自らの学びを振り返

る力』を育むことができた。 

〇生徒が自他の学びを活用することに価値を見出し

たことで、生徒は他者と情報を交流しながら、こ

れまでの学びで「習得」したことを自ら「活用」

するようになり、『他者と協働して課題の解決につ

なげる力』を育むことができた。 

 

以上のことから、研究仮説にあるように、目的

意識をもち、自他の学びを自らの学びに機能させ

ることを積み重ねることで、『未来を創造する力』

を育むことができた。 

 

 

２ 課題 

●新学習指導要領の全面実施を踏まえ、生徒のアン

ケート結果を、検定をかけてより正確に見取る必

要がある。 

●他者の学びを自らの学びにどのように機能させた

かを見取る方法に工夫が必要である。 

●３年間を見通した同じ領域ごとの単元構成や、教

科等横断的な視点で各教科等との関連を図りなが

ら教育課程を工夫していくことが必要である。 

 

 

『他者と協働して課題の解決につなげる力』 

『他者と協働して課題の解決につなげる力』 

 

 どちらの項目も、４月と比較すると「あてはまる」

とした回答に 10 ポイント以上伸びが見られた。し

かし、10 月と２月を比較すると、肯定的な回答がど

ちらも減少した。 

 ２月に行った実践④では、目に見えない静電気に

ついてその性質を推測したり考察したりした。その

ため、はっきりとした根拠をもったり、明確な結論

を導いたりすることができなかったのではないか

と考えられる。しかし、他者と情報を交流しながら、

これまでの学びで「習得」したことを自ら「活用」

する姿が見られるようになったことから、生徒は自

他の学びを活用することに価値を見出し、一人では

解決が困難な課題に対して協働しながら解決につ

なげようとする力が高まったと考える。 



単元の全体計画と未来を創造する力との関わり 

【物質 化学変化と原子・分子】 

章 時

間 

学習課題 学習内容と学習のつながり 習得と 

活用 

未来を創造する力に

つながる学び 

１ １ 

２ 

単元の導入 

酸化銀を加熱するとど

のような変化が起こる

だろう 

分解、熱分解 

分解で生成する物質は物質名から推

測できることを習得する 

習得 

 

○探究に向かう態度 

１ ３ 

４ 

炭酸水素ナトリウムを

加熱するとどのような

変化が起こるだろう 

塩化コバルト紙 

物質名をもとに分解して生成する物

質を予想して検証する 

活用 

 

□結果を処理する力 

２ ５ 

６ 

物質は何からできてい

るのだろう 

原子説、原子、周期表、分子 習得 

 

○獲得する力 

２ ７ 物質は記号でどのよう

に表されるのだろう 

化学式 習得 

 

○獲得する力 

１ ８ 

９ 

水に電流を流すとどの

ような変化が起こるだ

ろう 

電源装置の使い方、電気分解 

分解して生成する物質は化学式と関

係があることを習得する 

習得 

 

○仮説を設定する力 

□仮説を検証する力 

１ 10 塩化銅水溶液に電流を

流すとどのような変化

が起こるだろう 

炭素棒を用いた電気分解 

物質名や化学式から、分解して生成す

る物質について仮説を設定し検証す

る 

活用 ○仮説を設定する力 

□仮説を検証する力 

☆検討する力 

２ 11 

12 

化学変化は記号でどの

ように表せるのだろう 

化学反応式、酸化銀、炭酸水素ナトリ

ウム、水、塩化銅の化学反応式 

 ○獲得する力 

３ 13 

14 

物質を結びつけること

はできるだろうか 

化合、鉄と硫黄の化合  ○獲得する力 

□結果を処理する力 

３ 15 

 

物質が酸素と結びつく

とき、どのような変化

をするだろう 

酸化、スチールウールの燃焼、銅粉を

加熱する実験 

 ○獲得する力 

３ 16 燃えると二酸化炭素が

生じるのはどうしてだ

ろう 

有機物と無機物の酸化  □関係性や傾向を見

いだす力 

３ 17 

18 

酸化銅を銅に戻すには

どうしたらよいだろう 

酸化銅を炭素で還元  □結果を処理する力 

○活用しようとする

態度 

３ 19 炭素以外でも還元でき

るだろうか 

酸化銅を水素、エタノールで還元  ◇表現する力 

３ 20 

21 

化学変化が起こる時、

熱が発生するのはどの

ような反応だろう 

鉄と酸素、発熱反応 

クエン酸と水、アンモニアの発生の吸

熱反応 

 □結果を処理する力 

３ 22 

23 

24 

化学変化の前後で物質

全体の質量は変化する

だろうか 

質量保存の法則 

これまでに学んだ化学変化について、

質量が変化するか仮説を立てて検証

する 

活用 

 

□創造する力 

◇評価・検証する力 

☆改善する力 



３ 25 

26 

銅の質量と化合する酸

素の質量にはどのよう

な関係があるだろう 

銅粉の質量を変えて加熱し、結びつく

酸素の質量を調べる実験。 

定比例の法則 

 □結果を処理する力 

□関係性や傾向を見

いだす力 

３ 27 

28 

マグネシウムと化合す

る酸素の質量にはどの

ような関係があるだろ

う 

マグネシウム粉の質量を変えて加熱

し、結びつく酸素の質量を調べる実

験。 

  

 


