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中学校部会研究主題 

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を育む理科教育 

 

１ 研究主題の設定理由 

(1) 生徒を取り巻く社会の状況 

  今の中学生が成人し，社会に出て活躍する 2030

年頃には，AI や IoT 等の最新のテクノロジーをは

じめとする技術革新やグローバル化の一層の進

展，人口構造の変化や雇用環境の変化等，社会の

変化が激しく予測が困難な時代になるといわれて

いる。このような時代に向けて，解き方があらか

じめ定まった問題を効率的に解ける力を育むので

はなく，様々な知識や情報を活用しながら自分の

考えを形成したり，新しいアイディアを創造した

り，他者と協働しながら問題解決できる力・人間

性等を育むことが求められている。そのためには，

「何ができるようになるか」「何が身に付いたか」

が重要で，「何を学ぶか」「どのように学ぶか」

「実施するために何が必要か」の学びのプロセス

が大切になってくる。そこで，習得・活用・探究

という学びの過程の中で，「見方・考え方」を働

かせながら，知識を相互に関連付けてより深く理

解したり，情報を精査して考えを形成したり，問

題を見いだして解決策を考えたり，思いや考えを

基に創造したりする，深い学びの実現を通して，

その資質・能力が育まれると考える。 

 

(2) 生徒の学力状況 

 日本の中学生の理科の学力状況は，OECD によ

る PISA2018 の調査結果では科学的リテラシーが

７９の参加国・地域の中で５位，TIMSS2015 の調

査結果では理科学習の到達度が３９の参加国の中

で２位と引き続き世界のトップレベルである。し

かし，TIMSS2015 では理科を学ぶことに対する関

心・意欲や意義・有用性に対する認識について改

善が見られる一方で，諸外国と比べると肯定的な

回答の割合が低い状況にあることや，「観察・実

験の結果等を整理・分析した上で，解釈・考察し，

説明すること」等の資質・能力に課題があること

が指摘されている。 

 本県の生徒の理科の学力・学習状況は，全国学

力・学習状況調査において，標準化得点(全国の平

均正答数を 100 となるように標準化した得点)が

H27 に 96.2 だったのが H30 には 98.9 に上昇し，

理科に対する意識や態度についても，「理科の勉

強は好き」と答えた生徒が H27 に 61.0％だったの

が H30 には 62.5％と上昇している。また，他の項

目についても「観察や実験を行うことが好き」が

81.6％，「理科の勉強は大切だと思う」が 71.1％

と比較的高い数値がでている。しかし，調査結果

を分析すると，「濃度が異なる食塩水のうち，特

定の質量パーセント濃度のものを指摘できるこ

と」の平均正答率が 45％，「風向の観測方法や記

録の仕方に関する知識・技能を活用できること」

が 36％，「植物を入れた容器の中の湿度が高くな

る蒸散以外の原因を指摘できること」が 19％と全

国平均に比べて正答率が低い。これらのことは，

定量的・数量的理解や数的処理，知識・技能の日

常生活の場面との関連付けや活用，多面的な視点

に立った思考等の課題があげられる。 

 以上のことから，生徒の理科及び科学的リテラ

シーはとても高いものを持っており，理科に対す

る意識や態度についても改善傾向にあるが，「観

察・実験の結果等を整理・分析した上で，解釈・

考察し，説明すること」等の資質・能力に課題が

見られる。 

 

(3) 新学習指導要領で求められるもの 

  新学習指導要領では，育成する資質・能力とし

て，①「何を理解しているか，何ができるか」と

いう，生きて働く「知識・技能」の習得。②「理

解していること・できることをどう使うか」とい

う，未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・
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表現力等」の育成。③「どのように社会・世界と

関わり，よりよい人生を送るか」という，学びを

人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力，

人間性等」の涵養，の３つの柱が示されている。

そして，自然の事物・現象に関わり，理科の見方・考

え方を働かせ，見通しをもって観察・実験を行う

こと等を通して，自然の事物・現象を科学的に探

究するために必要な資質・能力を育成することを

めざし，中学校理科の教育目標として，①自然の

事物・現象についての理解を深め，科学的に探究

するために必要な観察・実験等に関する基本的な

技能を身に付けるようにする。②観察・実験等を

行い，科学的に探究する力を養う。③自然の事物・

現象に進んで関わり，科学的に探究しようとする態

度を養う，と定められている。そしてさらに，資

質・能力の育成に向けて，生徒の「主体的・対話

的で深い学び」の授業改善を図り，その際，理科

の学習過程の特質を踏まえ，理科の見方・考え方

を働かせ，見通しをもって観察・実験を行うこと

等の，科学的に探究する学習活動の充実を図るこ

との大切さが示されている。 

 

(4) 本研究の構想 

 そこで本研究では，次の３点を重視した研究を

進めていく。①課題の把握（発見），課題の探究

（追究），課題の解決という探究の学習過程の中

で，「自然事象に対する気付き，課題の設定，仮

説の検証，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・伝達等」につい

て，「見通し」と「振り返り」を循環的に行い，

中学校３年間を通して計画的に取り組んでいく探

究的な学習過程を重視する。②探究的な学習過程

の中で，「理科の見方・考え方」を働かせながら，

自然の事物・現象を，質的・量的な関係や時間的・

空間的な関係等の科学的な視点で捉え，比較した

り，関係付けたりすること等の科学的に探究する

方法を用いて考えさせる。そして，様々な思考法

を用いて考察させる活動を通して，「知識・技能」

を習得し「思考・判断・表現等」に磨きをかけ，

さらに高度な「理科の見方・考え方」を獲得して

いくスパイラルな関係を重視する。③生徒が新し

い知識や概念を構成し社会生活において活用でき

るようにするために，学習過程において試行錯誤

する学びのプロセスを通して，新しい知識が既得

の知識と関連づけられて構造化されたり，知識と

経験が結びつくことで身体化されたりすること

で，複数の知識がつながり合った「概念的な知識」

の形成を重視する。以上の構想から，本研究中学

校部会の研究主題を「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を育む理科教育」

と設定した。 

   

２ 研究主題の意味 

(1) 科学的な知識や経験とは 

  知識や経験とは，自然の事物・現象に触れた感

動や気付き，観察・実験から得られた結果，これ

までの生活経験や既習経験で培われた素朴概念，

学習によって得られた概念等である。そして，こ

れらは，理科の見方・考え方を働かせて，問題を

見いだし，課題や仮説を設定し，観察・実験等を

行い，根拠に基づいて結論を導き出す等の学習過

程を通して獲得できる。また，これらは，学習過

程の中で，見通しをもって観察・実験を行うこと

で実証したり（実証性），時間や場所を変えて複

数回行っても同一の結果が得られることで再現し

たり（再現性），多くの人に承認され公認される

ことで（客観性），科学的なものに変容すること

ができる。 

 

(2) 未知の状況に対応できる力とは 

  国立教育政策研究所は，これからの時代に求め

られる汎用的な能力として次の図に示すような

「21 世紀に求められる資質・能力」を提案してい

る。それは「思考力」を中核とし，それを支える

「基礎力」と，思考力の使い方を方向付ける「実

践力」の三層で構造化されている。 

 未知の状況に対応できる力とは，この中の「思

考力」が中核になると考える。「思考力」は「問

題解決・発見力・創造力」「論理的・批判的思考

力」「メタ認知・適応的学習力」から構成され，
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高次な思考を働かせながら，主体的・協働的に問

題を解決し，さらに新たな問いを見いだしていく

力のことである。変化の激しい時代において，一

人ひとりが自分の考えを持つとともに，自分の考

えを他者の考えと比較・検討して，批判を加えた

りよい考えを受け入れたりして，協働的に問題解

決ができる力の育成が重要であると考える。また，

中教審答申別添 5-4 の中では，探究の学習過程の

流れに沿った育成すべき資質･能力の例として具

体的に次のように示されている。 

①課題の把握(発見) 

・主体的に自然事象とかかわり，それらを科学的

に探究しようとする態度（以後全ての過程に共通） 

・自然事象を観察し，必要な情報を抽出・整理す

る力 

・抽出・整理した情報について，それらの関係性

（共通点や相違点等）や傾向を見いだす力 

・見いだした関係性や傾向から，課題を設定する力 

②課題の探究(追究) 

・見通しを持ち，検証できる仮説を設定する力 

・仮説を確かめるための観察・実験の計画を立案

する力 

・観察・実験の計画を評価，選択，決定する力 

・観察・実験を実行する力 

・観察・実験の結果を処理する力 

③課題の解決 

・観察・実験の結果を分析，解釈する力 

・情報収集して仮説の妥当性を検討したり，考察

したりする力 

・全体を振り返って推論したり，改善策を考えた

りする力 

・新たな知識やモデル等を創造したり，次の課題

を発見したりする力 

・事象や概念等に対する新たな知識を再構築した

り，獲得したりする力 

・学んだことを次の課題や，日常生活や社会に活

用しようとする態度 

・考察，推論したことや結論を発表したり，レポー

トにまとめたりする力 

 

３ 研究の内容 

(1) 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業

改善  

新学習指導要領では，学びの質の向上に向け学

習内容を深く理解し適切な資質・能力を身に付け，

生涯にわたってアクティブに学び続けることが重

視されている。生徒の学びの質を高めるために次

のような視点に立った授業改善を行う。 

①「主体的な学び」の視点 

・生徒が主体的に学習に取り組むために，学習の

見通しを立てさせたり学習したことを振り返ら 

せたりして自分の学びや変容を自覚できる場面

を設定する。 

②「対話的な学び」の視点 

・学習活動のプロセスを質的に高めるために，教

師と生徒または生徒同士等による対話等の他者

との学びを通して自分の考えを広げさせたり深

めさせさせたりする場面を設定する。 

③「深い学び」の視点 

・学びの深まりをつくりだすために，生徒に考え

させる場面と教師が教える場面の組み立ての工

夫を行う。そして，「理科の見方・考え方」を

働かせながら，探究の過程を通して学ばせるこ

とにより，理科で育成をめざす資質・能力を獲

得させる。さらに，複数の知識や経験をつなげ

た「概念的な知識」を形成させることや，新た

に獲得した資質・能力に基づいた「理科の見方・
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考え方」を，次の学習や日常生活などにおける

課題の発見や解決の場面に働かせること等の視

点から授業改善を図る。 

・「理科の見方・考え方」は，資質・能力を育成

させる過程で働く，物事を捉える視点や考え方

をさすものであり，新学習指導要領では中学校

の理科における「見方・考え方」を「自然の事

物・現象を質的・量的な関係や時間的・空間的

な関係等の科学的な視点で捉えさせ，比較させ

たり，関係付けさせたりする等の科学的に探究す

る方法を用いて考えさせること」と示している。 

 

(2) 生徒が主体的に学ぶ教材・教具の開発  

  生徒がアクティブに学び続けるためには，自然

の事物・現象に対して「なぜだろう」「どうなっ

ているのだろう」といった学習への動機付けや課

題解決に向けた実感の伴った理解が大切である。

ジョン・Ｍ・ケラーのＡＲＣＳモデルに照らし合

わせて，次のような視点に立った生徒が主体的に

学ぶ教材・教具の開発を行う。 

①Attention 教材（注意） 

・様々な感覚への刺激や新奇性，意外性で驚きを

与え生徒の注意を引きつける。 

②Relevance 教材（関連性） 

・学習課題が何であるかを知り，やりがいや追究

したい意欲をもたせ学習活動の関連性を高める。 

③Confidence 教材（自信）       

・試行錯誤を重ね，自分なりの工夫をこらし課題

解決に向けての努力で自信はさらに高まる。具

体的にイメージできたり，予想や見通しがもて

たりして，やればできそうだという学習への自

信をもたせる。  

④Satisfaction 教材（満足感） 

・学習を振り返り，努力が実を結び「やってよかっ

た」と思えれば，次の学習意欲へつながる満足

感が達成される。 

 

(3) ＩＣＴ等の教育機器の積極的な活用 

  急速な情報通信技術の進展やグローバル化等，

変化の激しい社会を生き抜く生徒達にとって ICT 

機器を理解し使いこなせるためのリテラシーはま

すます重要になってくる。ICT は，時間的・空間

的制約を超えたり，双方向性を有したり，カスタ

マイズを容易に行うことができる。このような特

徴を効果的に活用することにより，生徒へのわか

りやすい授業や一人ひとりの能力や特性に応じた

学び，生徒同士が教え学び合う協働的な学び等を

行うことができる。そこで，次のような場面で ICT

等の教育機器の積極的な活用した学習を行う。 

①一斉学習の場面       

・画像の拡大掲示や写真，音声，動画等の視覚的

でわかりやすい教材を活用して，生徒の興味・

関心を高める。 

②個別学習の場面 

・デジタル教材等の活用により，自らの疑問につ

いて深く調べたり，シミュレーション機能を利

用して思考を深め，自分に合った進度で学習す

る。また，一人ひとりの学習履歴を把握するこ

とにより，個々の理解や関心の程度に応じた学

びを構築することができる。 

③協働学習の場面 

・タブレットＰＣや電子黒板等を活用し，教室内

の授業や教室外の交流学習において生徒同士に

よる意見交換，発表等お互いに高め合う学習を

通じて，思考力・判断力・表現力等を育成する。 

④家庭学習の場面 

・情報端末を家庭に持ち帰り，課題，オンライン

授業，授業に関連したデジタル教材等に取り組

むことができる。 


