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研究課題 

学習指導要領の指導状況及びこれまでの全国学力・学習状況調査結果から，学習指
導要領の趣旨等を実現するための教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実
践研究 
②全国学力・学習状況調査等に係る課題 

(ｲ)生徒自身が予想や仮説を立て，予想や仮説を検証するための観察・実験の計画
や，予想や仮説と観察・実験の結果を正対させながら分析して解釈したりする指導の
充実に関する研究 

指定年度 平成 27 年度～平成 28年度 
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所在地（電話番号） 〒014-0207 秋田県大仙市長野字新山５－１ 電話 0187(56)2328 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ns-nakasentyu/ 

研究のキーワード 

 予想・仮説，課題と正対させた考察，課題解決の過程の構造化 

研究結果のポイント 

○予想・仮説を課題解決の過程の中心に据えた授業の工夫 
○独立変数と従属変数を抽出する導入 
○予想・仮説を課題解決の過程の中心に据えた授業の実践に向けた観察・実験計画の作成 
○生徒の思考過程に沿った学習シート等の工夫 
○理科の学習に関する意識の変容と，理科授業の構造化の実態 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

自然の事物・現象から問題を見いだし，主体的に課題解決に取り組む指導方法の工夫 
～予想・仮説を大切にし，学び合いを通して科学的な思考力，表現力を育む指導～ 

（２）研究主題設定の理由 

本校では，平成 22・23 年度に，二つの文部科学省委託事業に取り組んできた。この研究実践
をきっかけに授業改善のための「中仙モデル」という授業スタイルを策定し，その後も小・中
連携により研究内容の深化・発展に努めてきた。この「中仙モデル」は，①[導入]生徒が課題
を明確に捉えることができるようにする工夫，②[展開]自力解決から学び合いに通ずる充実し
た言語活動，③[終末]個の学びの成立，を基本とした単位時間内完結型の授業モデルである。
本校では，平成 24 年度以降も全教科においてこのモデルを基本とした授業の構築を目指し，研
究に取り組んできた。この流れを受け，平成 28年度本校では，研究主題「確かな学力の定着を
目指し，共に磨き合う生徒の育成～主体的に学び，深く学び合える授業の構築～」の下，教育
活動全体を通して学級や学年の枠を越えて相互に関わり合う活動を展開し，互いのよさを認め
合い，意欲的に表現し合う取組を推進している。 
全国学力・学習状況調査の理科において，全国的に小・中学校とも，観察・実験の結果など

を整理し分析・解釈した上で考察し，説明することなどに課題が見られ，特に中学校では観察・
実験の計画や考察などを検討し，改善したことを科学的な根拠を基に説明することについての
課題が指摘されている［１］［２］。本校でも同様の傾向があり，これを克服するための指導方法の
改善が求められている。特に，科学的な根拠に基づき説明する力を伸ばすには，「中仙モデル」
の授業の導入部分で「生徒自身が課題やねらいを明確に捉えていること」が重要であり，その
ためには課題づくりにおける予想・仮説の設定を大切にするとともに，観察・実験の結果を比
較して分析・解釈し，課題と正対させて考察することの積み重ねが大切であると考えられる。
予想・仮説に基づき思考する中で，生徒相互の学び合いが鍵となると考え，本主題を設定した。 

（３）研究体制 
・秋田県及び大仙市教育委員会   ・地区理科教育研究会 
・学区内小・中学校             ・近隣の高等学校 

 
   校長     教育課程研究委員会          理科 

    研究推進委員会         教科部会 
 

                          道徳・学級活動等部会 



（４）２年間の主な取組 

平
成
27
年
度 

・予想・仮説を設定することに対する意識についての実態把握 
・全国学力・学習状況調査の問題及び結果の分析 
・予想・仮説を課題解決の過程の中心に据えた授業の工夫 
（予想・仮説の場面や分析・解釈して考察する場面での学び合いの実践及び，予想・仮説と観

察・実験の結果を比較した分析・解釈，課題と正対させた考察） 

平
成
28
年
度 

・予想・仮説を課題解決の過程の中心に据えた授業の工夫 
（独立変数と従属変数を抽出する導入の過程を位置付けた授業の実践） 
・生徒の思考過程に沿った学習シート等の工夫 
・予想・仮説を課題解決の過程の中心に据えた授業の実践に向けた観察・実験計画の作成 
・理科の学習に関する生徒の意識調査及び理科授業の構造化についての実態調査の分析 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 
（１） 研究内容 

①  予想・仮説を課題解決の中心に据えた授業の工夫 
研究１年目の昨年度は，図１のような予想・仮説を

課題解決の過程の中心に据えた授業モデルを構築した。
このモデルでは，導入において生徒自らが課題を設定
し，予想・仮説を設定する場面での学び合い【Ｐ－Ｔ
ＩＭＥ（プランニング・タイム）】と予想・仮説と観察・
実験の結果を比較して分析・解釈し，課題と正対させ
ながら考察する場面での学び合い【Ｄ－ＴＩＭＥ（デ
ィスカッション・タイム）】を設定することで，生徒に
一連の学習過程を定着させる。このモデルを基にした
研究実践を主に２年生で行った。その成果として，観
察・実験に対する目的意識や課題解決への意欲が高ま
るとともに，理科の時間における「楽しい」と感じる
場面が，研究実践前は「観察・実験」の場面だけであ
ったが，実践後には「予想・仮説の設定」の場面を楽
しいと感じる生徒が増加した。課題として，予想・仮
説の設定や予想・仮説と結果を比較して分析・解釈す
ることに，難しさを感じている生徒が少なくないこと
も分かってきた。 
これを受け，研究２年目の今年度は，従来の図１の

授業モデルに加え，新たに図２の授業モデルを構築した。このモデルでは，課題設定前の導入
過程を重視し，できるだけ現象に関わる要因を多く抽出し，その要因の妥当性を検討し精選す
る。そして，「変化すること（従属変数）」と「その原因と考えられる要因（独立変数）」を基
にして課題設定をすることで，生徒が自分の予想・仮説を基に観察・実験を行い，結果を予想・
仮説と比較して分析・解釈する探究的な学習の充実を図った。 

② 生徒の思考過程に沿った学習シート等の工夫 
生徒が結果を予想・仮説と比較して分析・解釈し，課題と正対させながら考察することが行

いやすいよう，学習シートやノート作り，板書の構造化を進めた。これにより，生徒が授業で
課題解決の過程を意識し，スムーズに思考活動ができるようにした。そして，これらを各学年
で共通実践することで，学年が上がるにつれて生徒の思考活動や課題解決の活動がより充実し
ていくようにした。 

③  予想・仮説を課題解決の過程の中心に据えた授業の実践に向けた観察・実験計画の作成 
授業において，生徒の思考活動を充実させていくほどその時間の保障が課題となる。本校で

も，予想・仮説を課題解決の過程の中心に据えた授業モデルを各学年で実践していくに当たり，
効果的な実践の在り方が課題となった。そこで，「授業展開」「課題設定を促す導入」「学習
課題の表現」を大まかに類型化して各学年それぞれの観察・実験を分析し，明確な見通しをも
って計画的に実践を進めることができるよう，観察・実験計画の作成を行った。 

（２）具体的な研究活動 
本研究では，観察・実験計画の作成に当たり，右の類型のように「授業展開」を四つ，「課

題設定を促す導入」を五つ，「学習課題の表現」を六つに類型化した。さらに，「小・中学校
の理科教科書に掲載されている観察・実験等におけ
る“The Four Question Strategy（４ＱＳ）”の適
用の可能性に関する研究」［３］を参考にして，使
用している教科書のすべての観察・実験について授
業の流れを整理し，観察・実験計画を作成した。こ
れを基に，平成 28 年４月から 12 月まで各学年で授
業モデルの計画的な実践に取り組んだ（図３）。 

図２ 仮説演繹的な観察・実験で予想・仮説を
課題解決の過程の中心に据えた授業モデル 

図１ 予想・仮説を課題解決の過程の中心に据
えた授業モデル 

【授業展開の類型】 
Ⓐ課題解決の過程を帰納的に行う観察・実験 
Ⓑ課題解決の過程を仮説演繹的に行う観察・実験 
Ⓒ従来Ⓐで行うものをⒷで行うことで効果のある 
観察・実験 

ⒹⒷ，Ⓒの予想・仮説の検証を資料分析等で行う
課題解決 ※観察・実験が行えない学習内容 
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② 
どのようにして
島の上空にだ
け雲ができた
のだろうか。 

・島の陸地の方が海よりも温まりやす
いことで，上昇気流が発生するので
はないか。 

・島に山があることで，地形による上
昇気流が発生するのではないか。 

・島の中央にある山に沿
って湿った空気が上昇
したことによって，島の
上空にだけ雲ができた
と考えられる。 

 
 学習シートや板書は，生徒
が設定した予想・仮説と観察・
実験の結果を比較して分析・解
釈しやすいようにし，課題と考
察・結論が正対するように工夫
した。また，授業展開と生徒の
思考過程，学習シート，板書が
つながるようにするため，図４の
学習シートと図５の板書の基本
型を基に，各学年で共通実践
を行った。 

【実践例】２年生「島の上だけにできる雲」における授業実践（授業展開の類型：Ⓓ） 
※「島の上空だけに雲ができる理由を複数の資料から考える学習場面の例」［４］と，石垣市立名蔵中学校の指導案を参考
にして次のように授業を設計した。 

導   入…島の上にだけ雲ができている写真を見せ，雲がどのようにしてできたのか疑問をもたせる。 
課題づくり…課題「どのようにして島の上空にだけ雲ができたのだろうか。」 
予想・仮説…①島の陸地の方が海よりも温まりやすいことで，上昇気流が発生するのではないか。 

②島に山があることで，地形による上昇気流が発生するのではないか。 
計 画…課題を解決するために，要因を抽出し，必要な気象データの見通しをもつ。 
      ［従属変数］…雲のでき方 ［独立変数］…上昇気流，風向，風力，地形，気温，湿度 
資 料 分 析…気象データ(独立変数)を基に，予想・仮説を検証する。 
結   果…湿度が高く強い風が島に吹いている。島の中心に山があり上昇気流が起きやすい。気温が低

いため，熱による上昇気流は発生しにくいことが考えられる。 
考察・結論…島の中央にある山に沿って湿った空気が上昇したため，島の上空にだけ雲ができたと考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

これらの実践と並行して，アンケート調査を実施し，生徒の変容を分析した。生徒の理科の学
習に関する意識の調査として，12 項目からなる理科の授業に関するアンケートと観察・実験に
おいて自分が楽しいと感じる場面についてのアンケート（「課題の発見」「予想・仮説の設定」
「観察・実験の計画」「観察・実験」「考察・結論」「課題解決」から選択する方法（複数選択可））
を行った。これらのアンケートは，１・２年生の 119 名を対象に平成 28 年４月下旬と 10月下旬の
２回，３年生の 57 名を対象に今年度の２回に加え昨年度６月上旬の実施と併せて３回実施した。
結果について分析し，個々の対応あるｔ検定を行った。また，「課題に正対した考察」を意識す
るようになったかどうかを検討するために，問題解決の過程の「構造化」［５］を参考にした調査問
題を作成した。この調査は，１～３年生の 176 名を対象に平成 28 年４月下旬と 10月下旬の２回
実施し，出現率から生徒の理科授業の構造化の捉え方がどの程度進んだかを分析した。 

図４ 学習シートの基本型 図５ 板書の基本型 

図３ 観察・実験計画（第２学年抜粋） 

学習課題 

基本型に基づく板書 生徒の学習シートより 

予想・仮説 検証 

考察 結論 



３ 研究の結果と今後の取組 
（１） 研究の結果 
＜成果＞ 
・生徒の理科の学習に対する意識の変容について 

理科の学習に関する意識については，12 の質問項目について「当てはまる」「どちらかとい
えば当てはまる」「どちらかといえば当てはまらない」「当てはまらない」の４つから選択す
る方法で調査した。この４段階の回答を数値化し，生徒個々の回答についてｔ検定を行ったと
ころ，全項目の平均が１年生で 3.14 から 3.30，２年生で 3.10 から 3.20，３年生で 3.31 から
3.49 と上昇し，0.1％～５％の有意水準で有意差（ｔ値＝1年：2.93，２年：2.98，３年：3.02）
が認められ，学校全体で大きく上がった。各項目では，グラフ①「自分の考えや考察を周りの
人に説明したり発表したりしている」（ｔ値＝1 年：4.73，２年：2.37，３年：3.94）が上昇
し，0.1～５％の有意水準で有意差が認められた。グラフ②の「観察・実験結果を基に考察して
いる」（ｔ値＝1 年：3.32，２年：1.54，３年：5.28）でも，１年生や３年生で上昇し，0.1
～１％の有意水準で有意差が認められた。２年生では，3.43 から 3.53 と高い平均値で安定し
ている。「観察・実験において自分が楽しいと感じる」場面については，「予想・仮説の設定」
（ｔ値＝1年：3.04，２年：3.97，３年：2.70）が上昇し，0.1～１％の有意水準で有意差が認
められた。 

・生徒の理科授業の構造化の実態について 
 図６の生徒の理科授業の構造化の実態調査の結果から，観
点１の課題と結論を正対させる矢印（②→⑧）と，観点２の
予想・仮説と結果を比較して分析・解釈し考察させる矢印（③
→⑦）について抽出し，出現率を分析した。各学年とも概ね
上昇傾向にある。観点１の出現率は２年生で 60％，観点２
の出現率は２・３年生で 50％を超えており，研究実践を通
して，生徒は理科の授業を構造化して捉えることができるよ
うになってきている。 

＜課題＞ 
・観察・実験計画の見直しと，継続した授業実践 

今年度の実践を通して，予想・仮説を課題解決の過程の中
心に据えた授業モデルを有効に機能させるには，抽出した要
因を整理して精選するための観察・実験が必要である場合が
あることなどが分かってきた。このような点を踏まえて，観
察・実験計画を見直して実践を継続していく必要がある。 

・予想・仮説を検証する観察・実験方法の立案 
「観察・実験において自分が楽しいと感じる」場面について，「観察・実験の計画」の平均

値が，すべての学年で低い傾向にある。本研究では，予想・仮説を検証する観察・実験は，教
科書で取り上げている実験につながるよう，課題解決の過程を工夫してきた。どこまで生徒の
力で観察・実験を計画させるか，また，その手立てについて実践を通して検討していく必要が
ある。 

（２）今後の取組 
２年間の本研究の取組を生かし観察・実験計画を見直しながら，予想・仮説を課題解決の中心

に据えた授業モデルの実践を継続する。引き続き課題から予想・仮説を設定し，観察・実験の結
果を比較して分析・解釈し，課題と正対させて考察することの積み重ねを行うことで，生徒の理
科の授業における課題解決の過程の構造化を図りながら，科学的な思考力を育成していきたい。 
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