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自ら学ぶ意欲を育てる生徒指導の実践的研究
― 自ら考える力を育てるための問題解決学習の改善を通して ―
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A practical study of student guidance to learn by themselves:
Through the improvement of the problem-solving learning
to cultivate their ability to think by themselves
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According to the Student Instruction Epitome（MEXT,2010,pp.24）
,“it
is necessary for students to have their own goal and tasks toward their
learning, and to cultivate their abilities and attitudes to autonomously
think, make a judgement, and take action to solve problems.”This means
that it is essential to conduct Problem-Solving Learning such as inquiry
learning and discovery learning.
However, Hamayasu（2015）points out that the problems with ProblemSolving Leaning is that although students tend to conduct experiments
with their interests, they tend not to have fun in the process of doing the
experiment or solving problems, such as expecting the results, giving
the reasons of the result expectations, or thinking about the method of
the research. This means that it is necessary to improve Problem-Solving
Learning through the use of meaningful learning activities.
Therefore, in order to conduct research on students’
attitude toward
science and conduct meaningful Problem-Solving Learning with a sense
of purpose, we developed three areas for improving Problem-Solving
Learning:（1）the process of effective introductions,（2）the process of
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how to develop Problem-Solving Learning, and（3）the process of making
students apply their acquired knowledge to the problem-solving learning.
Also, we conducted an experimental class to verify the eﬀects of these
variables.
Keyword：Willingness to learn independently, Practical study, Student
guidance, Problem-solving

生徒指導提要（平成22年）では，「自ら学び，自ら考える力」を育成する
ためには，「生徒が学習に対して自ら目標や課題をもち，自ら考え，自ら判
断し，自ら行動しながら主体的に問題を解決していく能力や態度をはぐく
む必要がある」とし，探究学習や発見学習など問題解決学習を行うことの
必要性を説いている。
しかし，問題解決学習における問題点として，濱保（2015）は，生徒達
は観察・実験に対して興味・関心を持って取り組む姿勢を見せるが，予想
したり，予想の理由や実験方法を考えたりするなど探究の方法や過程に楽
しさを感じていないという調査結果を報告している。この改善のために
は，問題解決学習を意味のあるものに改善する必要がある。
そこで，生徒の理科授業に対する意識を調査し，見通しや目的意識を
持った意味のある問題解決学習を行うために，①効果的な導入の工夫，②
問題解決学習の授業展開の工夫，③身に付けた知識を関連付けて活用させ
る工夫の 3 点の授業改善の視点を開発し，検証授業を計画・実施し，その
効果を検証した。
キーワード：自ら学ぶ意欲，実践的研究，生徒指導，問題解決学習

１．はじめに
学習指導要領₁︶の基本方針の一つに「自ら学び，自ら考える力の育成」が示されている。また，
₂︶
生徒指導提要（平成22年）
では，生徒一人一人が目標を持って意欲的に生き生きと授業に参加し，

主体的な学習態度を養うようにするためには，「生徒が学習に対して自ら目標や課題をもとに自ら
考え，自ら判断し，自ら行動しながら主体的に問題を解決していく能力や態度をはぐくむ必要があ
る」とし，こうした「自ら学び，自ら考える力」の育成は生徒指導がめざしていることであると示
している。
では，日常の学習指導の中で「自ら学び，自ら考える力」はどの様に育まれるのだろうか。生徒
指導提要（平成22年）₃︶では，学習指導における生徒指導にについて「①生徒に自己存在感を与え
ること，②共感的な人間関係を育成すること，③自己決定の場を与え自己の可能性の開発を援助す
ることの三つの視点に留意すること」とし，「具体的には，一人一人の生徒のよさや興味関心を生
かした指導や，生徒が互いの考えを交流し，互いのよさに学び合う場を工夫した指導，一人一人の
生徒が主体的に学ぶことができるよう課題の設定やの学び方について自ら選択する場を工夫した指
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導など」が示されている。広島県においても2011年に広島県立教育センター研究紀要の論文（池
₄︶
田・北野）
に授業のモデルが示され，生徒指導の三つの留意点（以下，三機能とする）を用いた
₅︶
授業実践は始まったばかりである。池田・北野ら（2011）
は，生徒指導の三機能を生かした授業

モデルを作成し，「学ぶ意欲を支える 3 要素（自己決定感，有能感，他者受容感）」と「学ぶ楽し
₆︶
さ」について授業検証を行った。また，鈴木（2012）
は，生徒指導の三機能を生かした協同学習

モデルを作成し，池田らと同様の視点で授業検証した。これらの研究は，「自らの学ぶ意欲」につ
いて学習意欲の向上はあったものの，実際の学習行動についての変容までは考察されていない。そ
こで，「自ら学び，自ら考える力」を育成するために，問題解決学習における具体的な学習行動の
変容に着目して問題解決学習の授業改善に行うことは，学習指導における生徒指導のあり方を考え
る上で有効な方法だと考えられる。
２．研究の目的
理科における「自ら学び，自ら考える力」についての具体的な学習行動の現状について考えてみ
たい。平成24年度全国学力・学習状況調査結果報告書₇︶では，観察・実験に意欲的な子どもが多い
反面，観察・実験の考察など「自ら考えること」に対してあまり意欲的でない子どもが多いことが
指摘されている。この結果から，観察・実験など直接体験できる事象には興味・関心を示すが，観
察・実験の考察など直接体験できない事象から規則性を見いだすなどの抽象的な思考を敬遠する子
どもが増えていることが考えられる。これらのことから，直接体験できる「観察・実験」だけでな
く，直接体験できない「考えること」に子どもが意欲的に取り組み，科学的な思考力を育てていく
ことは，理科教育の大きな課題だと言える。理科に限らず，生徒が「自ら考える」ためには，授業
の中で「気づき」や「発見」がなくてはならない。これらは授業の中で発見的な学習や問題解決的
₈︶
な学習によって生み出される。また，生徒指導提要（平成22年）
では，
「自ら学び，自ら考える力」

を育成するためには，「生徒が学習に対して自ら目標や課題をもち，自ら考え，自ら判断し，自ら
行動しながら主体的に問題を解決していく能力や態度をはぐくむ必要がある」とし，探究学習や発
見学習など問題解決学習を行うことの必要性を説いている。
しかし，問題解決学習における問題点として，筆者らが行った中学生の探究学習における意識調
₉︶
査（2014）
において，生徒達は観察・実験に対して興味・関心を持って取り組む姿勢を見せるが，

予想したり，予想の理由や実験方法を考えたりするなど探究の方法や過程に楽しさを感じていない
という分析結果がある。その原因の一つとしては，現在一般的に行われている理科授業では，観
察・実験を重視し，発見学習など問題解決学習の授業形態を多く見かけるが，生徒に情報不足のま
ま予想や仮説を立てさせて，自然の法則やきまりを発見させようとしているからではないかと考え
られる。そのため，子どもの興味・関心を高めるための教材の開発や工夫に時間をかけているにも
かわらず，見通しや目的意識の形成が十分でなく，学習内容が定着していない現状があるのではな
かと考えられる。この改善のためには，問題解学習を意味のあるものに改善する必要がある。
そこで，理科における「自ら学び，自ら考える力」についての具体的な学習行動の現状につい
て，生徒の実態を分析し，「自ら学び，自ら考える力」を育成するための見通しや目的意識を持っ
た意味のある問題解決学習を行うために，授業改善の視点を開発し，検証授業を計画・実施し，そ
の効果を検証することが目的である。

想や仮説を立てさせて，自然の法則やきまりを発見させようとしているからではないかと考えられ
る。そのため，子どもの興味・関心を高めるための教材の開発や工夫に時間をかけているにもかわ
らず，見通しや目的意識の形成が十分でなく，学習内容が定着していない現状があるのではなかと
考えられる。この改善のためには，問題解学習を意味のあるものに改善する必要がある。
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そこで，
理科における「自ら学び，自ら考える力」
についての具体的な学習行動の現状について，

生徒の実態を分析し，
「自ら学び，自ら考える力」を育成するための見通しや目的意識を持った意味

３．研究の方法
のある問題解決学習を行うために，授業改善の視点を開発し，検証授業を計画・実施し，その効果
⑴ 平成25年 7 月に筆者の当時の所属校（海田中学校）中学 3 年生173名に，中学生の理科授業に
を検証することが目的である。
対する意識と学習観（実験観）についての意識を調査（以下は 7 月調査とする）し，
「自ら学び，
自ら考える」ことができない原因について考察する。
３．研究の方法

(1) 平成
25 年７月に筆者の当時の所属校（海田中学校）中学３年生 173 名に，中学生の理科授業
⑵ 「自ら学び，自ら考える力」を育成するための見通しや目的意識を持った意味のある問題解決
に対する意識と学習観（実験観）についての意識を調査（以下は７月調査とする）し，
「自ら学
学習を行うために，授業改善の視点を開発し，平成25年 9 月に筆者の当時の所属校（海田中学
び，自ら考える」ことができない原因について考察する。
校）中学 3 年生173名に検証授業を計画・実施し，その効果を検証する。検証授業後に，中学生

(2) 「自ら学び，自ら考える力」を育成するための見通しや目的意識を持った意味のある問題解決
の理科授業に対する意識と学習観（実験観）についての意識を調査（以下は 9 月調査とする）

学習を行うために，授業改善の視点を開発し，平成 25 年９月に筆者の当時の所属校（海田中学
し，調査結果の事前事後の分析から「自ら学び，考える」具体的な学習行動の変容について考察

校）中学３年生 173 名に検証授業を計画・実施し，その効果を検証する。検証授業後に，中学生
する。

の理科授業に対する意識と学習観（実験観）についての意識を調査（以下は９月調査とする）し，
調査結果の事前事後の分析から「自ら学び，考える」具体的な学習行動の変容について考察する。
４．研究の内容

⑴ 中学生の理科授業に対する意識調査
４．研究の内容
7 月調査において理科授業に対する意識調査を行った。各質問項目の肯定的回答（とてもそう思
(1) 中学生の理科授業に対する意識調査

７月調査において理科授業に対する意識調査を行った。各質問項目の肯定的回答（とてもそう思
う・わりにそう思う）の割合を表 1 に示す。
う・わりにそう思う）の割合を表１に示す。
表
1 各質問項目の肯定的回答の割合
表１
各質問項目の肯定的回答の割合
質問項目
肯定的回答の割合（%）
2.理科に関する現象で「すごいなあ」と思うことがある。
83.2
1.理科に関する現象で「おもしろいなあ」と思うことがある。
81.5
3.理科に関する現象で，不思議に思うことがある。
80.3
12.理科の観察や実験は楽しい。
79.2
6.理科の観察や実験には積極的に取り組むようにしている。
77.9
7.理科の観察や実験には興味深く取り組んでいる。
75.1
15.実験のとき班での話し合いでは，自分の考えを出そうとしている。
60.1
10.自分が知らないことを理科で勉強するのは楽しい。
59.5
4.理科に関する現象で，調べてみたいことがある。
56.1
11.理科の授業は楽しい。
54.3
14.観察や実験の結果から，考えを出し合い，深めていくのが好きである。
53.8
8.身の回りにある理科に関する現象について見直すようになった。
50.9
13.理科の観察や実験には，自分なりの工夫をして取り組もうとしている。
50.3
16.勉強したことを，日常生活と結びつけて考えようとしている。
49.1
5.理科に関する現象で自分で調べたことがらがある。
47.4
9.理科の授業はよくわかる。
40.5
（注；表の質問項目の番号は質問順であり，肯定的回答の割合が高い順に並べている。
（注；表の質問項目の番号は質問順であり，肯定的回答の割合が高い順に並べている。
））

知的好奇心に関する質問項目（ 1 ． 2 ． 3 ． 4 ．）はほぼ80％以上のおおむね高い数値をしめし
ており，知的好奇心が高いことがわかる。観察・実験に対する関心に関する質問項目（ 6 ． 7 ．
12．）は，70％以上のおおむね高い数値をしめしており，関心が高いことがわかる。理科授業に関
する質問項目（ 9 ．11．）では，60％以下の低い数値であり，理科は難しくあまり好きではないこ
とがわかる。また，日常生活との関連（16．）についても関心が低いことがわかる。
理科授業と観察・実験の関心度によるタイプ分類を行うために「11．理科の授業は楽しい」と
「12．理科の観察や実験は楽しい」の 2 軸で分類してクロス集計を行う（表 2 ）。
表 2 の結果を理科授業と観察・実験の関心度によるタイプ分類による出現比率にまとめたものが
表 3 である。このことから，「理科も実験も楽しい」が約50％と最も多く，次に「理科は楽しくな
いが，実験は楽しい」が約30％となり，実験が楽しい者がほとんどである。さらに，表 1 のうちで
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表 2 「11．理科の授業は楽しい」と「12．理科の観察や実験
は楽しい」によるクロス集計表
中学３年生
１７３名
全体
12.理科の
当てはまる
観察や実
やや当てはまる
験は楽し
い。

どちらかといえ ば当て はまらな い

当てはまらない

独立性の検定
χ 2乗値 自由度
140.4862

9

11.理科の授業は楽しい。
当てはまらない
当てはまる やや当てはまる
全体
100.0%
22.0%
32.4%
28.9%
16.8%
38.2%
20.8% ①
11.0%
4.6% ③
1.7%
41.0%
0.6%
17.3%
19.7%
3.5%
12.1%
0.6% ②
3.5%
4.6% ④
3.5%
8.7%
0.0%
0.6%
0.0%
8.1%
どちらかといえ ば当て はまらな い

表3

理科授業と観察・実験の
タイプ分類による出現比率

理科授業と観察・実験のタイプ分類 出現比率

①理科も実験も楽しい
②理科は楽しい、実験は楽しくない
③理科は楽しくない、実験は楽しい
④理科も実験も楽しくない

49.7%
4.6%
29.5%
16.2%

Ｐ 値
0.0000

「自ら学び，考える」具体的な学習行動である積極的な学習行動に関する項目は，質問項目（ 5 ．
8 ．10．13．14．15）ある。表 1 の結果から，「自ら学び，考える」具体的な学習行動については
ほぼ60％以下の数値であり，「自ら学び，考える」ことを敬遠する傾向があるといえる。これらの
生徒の実態は，平成24年度全国学力・学習状況調査結果報告書₁₀︶に示す分析結果と同様に，観察・
実験は好きであるが，観察・実験の結果から規則性を見いだすなど抽象的な思考を敬遠する傾向が
あることがわかる。
さて，これまでの分析結果を踏まえて，抽象的な思考への積極性を示す質問項目「14．観察や実
験の結果から，考えを出し合い，深めていくのが好きである。」を目的変数とした回帰分析を実施
し，項目間の抽象的な思考への積極性への影響の強さを比較する（表 4 ）。
表4

回帰分析「抽象的な思考への積極性」への影響の強さ

***1%，**5%，*10%水準で有意
目的変数「14.観察や実験の結果から，考えを出し合い，深めていくのが好きである。」
説明変数名
偏回帰係数 標準偏回帰係数 有意判定
1.理科に関する現象で「おもしろいなあ」と思うことがある。
0.1742515
0.1579
2.理科に関する現象で「すごいなあ」と思うことがある。
-0.1372184
-0.1181
3.理科に関する現象で，不思議に思うことがある。
0.05691969
0.0513
4.理科に関する現象で，調べてみたいことがある。
0.16414814
0.1685
*
5.理科に関する現象で自分で調べたことがらがある。
0.11237916
0.1204
6.理科の観察や実験には積極的に取り組むようにしている。
-0.0311538
-0.0744
7.理科の観察や実験には興味深く取り組んでいる。
-0.0275992
-0.0246
8.身の回りにある理科に関する現象について見直すようになった。
0.05960879
0.0591
9.理科の授業はよくわかる。
0.02538245
0.0246
10.自分が知らないことを理科で勉強するのは楽しい。
0.04620589
0.0475
11.理科の授業は楽しい。
0.05549521
0.0550
12.理科の観察や実験は楽しい。
0.00586754
0.0053
0.2856
***
13.理科の観察や実験には，自分なりの工夫をして取り組もうとしている。 0.29622338
15.実験のとき班での話し合いでは，自分の考えを出そうとしている。
0.12813735
0.1201
16.勉強したことを，日常生活と結びつけて考えようとしている。
0.12741198
0.1339
*
定数項
-0.1407805

「観察や実験の結果から，考えを出し合い，深めていくのが好きである。」を目的変数とした分析
結果から，標準編回帰係数を比較すると，「理科の観察や実験には，自分なりの工夫をして取り組
もうとしている。」が最も大きく，次に「理科に関する現象で，調べてみたいことがある。」が大き
く，次いで「勉強したことを，日常生活と結びつけて考えようとしている。」が大きい。このこと
から，「抽象的な思考への積極性」を高めるためには，観察・実験の方法などにおいて自分なりの
工夫をさせる取組，理科現象について調べさせる取組，そして日常生活との関連を深める取組が有
効であることがわかる。
⑵

中学生の学習観（実験観）についての意識調査

「自ら学び，考える」具体的な学習行動である「抽象的な思考への積極性」は，中学生の学習観
（実験観）とも関連が深いと考えられる。観察・実験の学習観（実験観）についての意識調査は，
草場実の「実験観に関する評価尺度」₁₁︶を用いて， 7 月調査を行った。この調査と同じ質問紙を用

させる取組，理科現象について調べさせる取組，そして日常生活との関連を深める取組が有効であ
ることがわかる。
(2)

中学生の学習観（実験観）についての意識調査

「自ら学び，考える」具体的な学習行動である「抽象的な思考への積極性」は，中学生の学習観（実
濱保 和治，岡田 大爾
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験観）とも関連が深いと考えられる。観察・実験の学習観（実験観）についての意識調査
は，草場

実の「実験観に関する評価尺度」 11) を用いて，７月調査を行った。この調査と同じ質問紙を用いて
₁₂︶

いて筆者らが行った中学生の探究学習における意識調査（2014）
では，因子分析（バリマックス
12) では，因子分析（バリマックス法）を
筆者らが行った中学生の探究学習における意識調査(2014)
法）を行った結果，実験に関してのメタ認知的方略（質問項目
3 ．7 ．12．18），仮説検証方略（質
行った結果，実験に関してのメタ認知的方略(質問項目
3.7.12.18),仮説検証方略(質問項目
4.9.15),

問項目 4 ． 9 ．15），意味理解方略（質問項目
2 ． 6 ．10．16）
，可視化方略（質問項目11．17），
意味理解方略(質問項目
2.6.10.16), 可視化方略(質問項目
11.17),新しい発見や気づき(質問項目

新しい発見や気づき（質問項目 1 ． 4 ． 8 ．13．19）
，実験プロセスの重視（質問項目14．20．）の
1.4.8.13.19),実験プロセスの重視(質問項目
14. 20.) の６つの因子を得た。表５に各因子を説明する

質問項目の評定平均値の平均を示す。
6 つの因子を得た。表 5 に各因子を説明する質問項目の評定平均値の平均を示す。
表５ 各因子を説明する質問項目の評定平均値の平均

表5

各因子を説明する質問項目の評定平均値の平均
６因子
意味理解志向

評定平均値の平均
2.90

新しい発見・気づき
メタ認知的方略志向
仮説検証方略志向
可視化方略志向
実験プロセスの重視

3.60
3.55
3.11
3.20
3.20

（注：質問紙は 5 段階の評定尺度を用いており，数
（注：質問紙は５段階の評定尺度を用いており，数値が高いほど肯定的回答を示す。
）
値が高いほど肯定的回答を示す。）

表５の結果から，筆者が行った中学生の探究学習における意識調査(2014)の分析結果と同様に，
表 5 の結果から，筆者が行った中学生の探究学習における意識調査（2014）の分析結果と同様

「意味理解志向」と「仮説検証方略志向」の数値が相対的に低いことから，生徒は，実験の意味を

に，「意味理解志向」と「仮説検証方略志向」の数値が相対的に低いことから，生徒は，実験の意
理解せず実験をしており，
仮説の検証よりも実験の結果に関心を持って実験していることがわかる。
味を理解せず実験をしており，仮説の検証よりも実験の結果に関心を持って実験していることがわ
また，
「自ら学び，考える」具体的な学習行動である「抽象的な思考への積極性」と学習観(実験

かる。
観)との関連を調べるために，
「 観察や実験の結果から考えを出し合い，深めていくのが好きである。」
また，「自ら学び，考える」具体的な学習行動である「抽象的な思考への積極性」と学習観（実
を目的変数とした回帰分析を実施し，学習観（実験観）の項目間の抽象的な思考への積極性への影

響の強さを調べた（理科授業に対する意識調査と観察・実験の学習観（実験観）についての意識調
験観）との関連を調べるために，「観察や実験の結果から考えを出し合い，深めていくのが好きで
査は中学３年１７３名に対して同時に実施した）
。この結果を表したものが，表６である。
ある。」を目的変数とした回帰分析を実施し，学習観（実験観）の項目間の抽象的な思考への積極
「観察や実験の結果から，考えを出し合い，深めていくのが好きである。」を目的変数とした分
表 6 回帰分析「抽象的な思考への積極性」への学習観（実験観）の影響の強さ
析結果から，標準編回帰係数を比較すると，
「ある実験方法で成功したあとでも，別のより良い実験
目的変数「14.観察や実験の結果から，考えを出し合い，深めていくのが好きである。」
方法を探してみることがある。
」が最も大きく，次いで「新しいことに気づくので，実験はおもしろ
***1%，**5%，*10%水準で有意

説明変数名

い。」が大きい。
1.新しいことに気づくので，実験はおもしろい

偏回帰係数 標準偏回帰係数 有意判定

0.196235

0.2335

*

2.実験方法の意味をあまり考えずに，実験をすることが多い
-0.0194
-0.0253
このことから，
「抽象的な思考への積極性」を高めるためには，観察・実験において多様な方法
3.実験が成功しているグループの実験計画を参考にしている
-0.01478
-0.0184
を考えさせる取組や新しい発見に気づかせるような観察・実験の工夫が有効であることがわかる。
4.思いもよらない発見があるから，実験はおもしろい
5.仮説を検証するための実験方法になっているのかをよく考える
6.実験方法の意味が分からなくても，あまり気にせずに実験をしている
7.実験がうまくいっているのかを，よく確認しながら実験をしている
8.実験をしても，新しい発見はあまりない
9.実験結果を予測しながら，実験方法を計画している
10.実験方法の意味が分からなくても，あまり気にならない
11.実験結果は，図や表で整理して理解しようとしている
12.実験に失敗したとき，実験方法を見直している
13.実験をしていると，新しいことに気づくことがある
14.実験方法の意味が分からなくても，実験が成功していればいいと思う
15.ある実験方法で成功したあとでも，別のより良い実験方法をさがして
みることがある
16.なぜそうなるかはあまり考えず，実験をしてしまうことが多い
17.図や表で整理しながら実験をしている
18.実験で思ったような結果がでないときは，その原因をつきとめようとする
19.授業よりも，実験のほうがたくさんの発見がある
20.実験方法の意味より，実験が成功していたかどうかが気になる
定数項

0.048454
0.018158
0.050521
-0.03275
0.035806
0.068726
-0.09252
-0.07873
-0.11118
0.066829
-0.023

0.0597
0.0213
0.0673
-0.0402
0.0421
0.0848
-0.1125
-0.0948
-0.1357
0.0779
-0.0285

0.216531

0.2650

-0.07473
0.170703
0.028307
-0.01836
-0.01078
1.195638

-0.0897
0.2159
0.0333
-0.0202
-0.0126

***

**
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性への影響の強さを調べた（理科授業に対する意識調査と観察・実験の学習観（実験観）について
の意識調査は中学 3 年173名に対して同時に実施した）。この結果を表したものが，表 6 である。
「観察や実験の結果から，考えを出し合い，深めていくのが好きである。」を目的変数とした分析
結果から，標準編回帰係数を比較すると，「ある実験方法で成功したあとでも，別のより良い実験
方法を探してみることがある。」が最も大きく，次いで「新しいことに気づくので，実験はおもし
ろい。」が大きい。
このことから，「抽象的な思考への積極性」を高めるためには，観察・実験において多様な方法
を考えさせる取組や新しい発見に気づかせるような観察・実験の工夫が有効であることがわかる。
⑶

問題解決学習の基本過程の改善
学習指導要領では，体験的な学習や問題解決的な学習を通して，主体的に問題を解決する力

₁₂︶
（資質・能力・態度を含む）の育成が強く求められている。しかし，濱保・山崎ら（2001）
によれ

ば，生徒が学習課題に対して受動的であり，課題意識や学習への動機付けが十分ではないなどの理
由から，主体的な探究学習が十分に進められていないという課題がある。
そこで，問題解決学習においては，生徒の解決意欲を喚起し，直接体験を通して解決問題を自ら
見いだし，自分なりの仮説を立て，自分なりの方法で確かめたり修正したりする主体的な問題解
決ができるように支援する必要がある。つまり，効果的な動機付けにより知的好奇心を喚起した
り，既習事項を活用して解決問題を焦点化したり，メタ認知や自己効力感を育成し解決できるかど
うかの判断や自信を育てるなどの手立てや支援が必要である。
しかし，実態調査の結果から子ども達は観察・実験に対して興味・関心を持って取り組む姿勢は
見せるが，予想したり，予想の理由や実験方法を考えたりするなど仮説の検証に楽しさを感じてい
ないことがわかった。その原因の一つとして，現在一般的に行われている理科授業では，観察・実
験を重視し，発見学習など問題解決的学習の授業形態を多く見かけるが，生徒に情報不足のまま予
想や仮説を立てさせて，自然の法則やきまりを発見させようとしているのではないかと考えられ
る。そのため，子どもの興味・関心を高めるための教材の開発や工夫に時間をかけているにもかわ
らず，見通しや目的意識の形成が十分でなく，学習内容が定着していない現状があるのではなかと
考えられる。この改善のためには，問題解学習を意味のあるものに改善する必要がある。
実態調査の結果分析から「抽象的な思考への積極性」を高めるためには，次のことが有効である
と分かった。
①

観察・実験の方法などにおいて自分なりの工夫をさせる取組，理科現象について調べさせる
取組，そして日常生活との関連を深める取組が有効である。

②

観察・実験において多様な方法を考えさせる取組や新しい発見に気づかせるような観察・実
験の工夫が有効である。

₁₃︶
以上のことから，濱保・岡田（2014）
が示した問題解決の基本過程を「効果的な導入（適切な

先行学習）」
「問題解決学習の展開の工夫」
「身に付けた知識を関連付けて活用（日常生活との関連）」
の 3 つの視点を付け加えて改善したものが図 1 である。
⑷

授業改善の視点の導出
見通しや目的意識を持って問題解決学習を行うためには，特に次の点に留意する必要がある。
①

効果的な導入の工夫
レディネスや学習に必要な情報などを導入時に意図的に先行学習として組み込み，子どもの

② 観察・実験において多様な方法を考えさせる取組や新しい発見に気づかせるような観察・実験の
工夫が有効である
以上のことから，濱保・岡田（2014）13)が示した問題解決の基本過程を「効果的な導入（適切な
先行学習）」
「問題解決学習の展開の工夫」
「身に付けた知識を関連付けて活用
（日常生活との関連）」
濱保 和治，岡田 大爾
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の３つの視点を付け加えて改善したものが図１である。
(4)

学習目標に対する視点を明確にする必要があ
授業改善の視点の導出

る。学習の導入時に診断的評価を実施してス
見通しや目的意識を持って問題解決学習を行うため

タートラインをそろえて，目標提示の方法を
には，特に次の点に留意する必要がある。
工夫して教師の意図した視点で課題に取り組
① 効果的な導入の工夫
ませるようにすることが重要である。
レディネスや学習に必要な情報などを導入時に意図
② 問題解決学習の授業展開の工夫
的に先行学習として組み込み，子どもの学習目標に対
一般に授業展開には，帰納法と演繹法があ
する視点を明確にする必要がある。学習の導入時に診
る。帰納法とは，観察・実験で得られたデー
断的評価を実施してスタートラインをそろえて，目標

提示の方法を工夫して教師の意図した視点で課題に取
タから，きまりや法則を導き出す指導法であ
り組ませるようにすることが重要である。
る。それに対して，演繹法は，前提とするき
③ 問題解決学習の授業展開の工夫
まりや法則から導かれる結論を観察・実験に
一般に授業展開には，帰納法と演繹法がある。帰納
よって検証する指導法である。前提とするき
法とは，観察・実験で得られたデータから，きまりや
まりや法則については，教師が一般法則とし
法則を導き出す指導法である。それに対して，演繹法
て与える場合と，子どもが課題解決のために
は，前提とするきまりや法則から導かれる結論を観
仮説を作り出す場合がある。学習内容や，方
察・実験によって検証する指導法である。前提とする
法などの系統性をふまえて，帰納法だけでな
きまりや法則については，教師が一般法則として与え
く演繹法も取り入れた指導計画を工夫する必
る場合と，子どもが課題解決のために仮説を作り出す
要がある。

図１

図1

問題解決学習の基本過程の改善

問題解決学習の基本過程の改善

場合がある。学習内容や，方法などの系統性をふまえて，帰納法だけでなく演繹法も取り入れた指
③ 身に付けた知識を関連付けて活用させる工夫
導計画を工夫する必要がある。
これまでに身につけた科学的な知識や経験を関連付けて問題解決にあたることは重要であ
④ 身に付けた知識を関連付けて活用させる工夫
る。課題把握の過程では，既有の知識を分類・比較する中で解決課題の明確化をはかり，解決へ

これまでに身につけた科学的な知識や経験を関連付けて問題解決にあたることは重要である。課
の見通しを持たせるような工夫が必要である。また，解決の過程では，問題解決によって得られ

題把握の過程では，既有の知識を分類・比較する中で解決課題の明確化をはかり，解決への見通し
た知識を関連付けることで，実生活とのかかわりを深めるように工夫することが大切である。

を持たせるような工夫が必要である。また，解決の過程では，問題解決によって得られた知識を関
連付けることで，実生活とのかかわりを深めるように工夫することが大切である。
４．検証授業の実際

４．検証授業の実際
⑴

検証授業における問題解決学習の改善点

(1) 検証授業における問題解決学習の改善点
①

効果的導入の工夫

①効果的導入の工夫

先行学習として， 2 種類の金属と電解質水溶液からから化学電池をつくる実験を行い，より

先行学習として，２種類の金属と電解質水溶液からから化学電池をつくる実験を行い，より大き
大きな電圧を生じさせる方法を考えさせる前提とした。

な電圧を生じさせる方法を考えさせる前提とした。
②

②授業展開の工夫

授業展開の工夫

化学電池の仕組みを考える先行学習から大きな電圧を生じさせる化学電池をつくる方法を仮

化学電池の仕組みを考える先行学習から大きな電圧を生じさせる化学電池をつくる方法を仮説と
説として設定し，それを確かめるような演繹的な授業展開とした。

して設定し，それを確かめるような演繹的な授業展開とした。
③

身に付けた知識を関連付けて活用させる工夫

これまでの先行学習から金属板の種類の組み合わせ方や電解質水溶液の種類について考察さ
せ，見通しを持って実験方法を考えられるように工夫した。
⑵

検証授業の実施
①

対象

筆者の当時の所属校（海田中学校）中学 3 年生 4 クラス173名

②

時期

平成25年 9 月上旬

③

単元

中学校 3 年生 1 分野「化学変化と電池」（大きな電圧を発生させる電池を作ろう）

③身に付けた知識を関連付けて活用させる工夫
③身に付けた知識を関連付けて活用させる工夫
これまでの先行学習から金属板の種類の組み合わせ方や電解質水溶液の種類について考察させ，
これまでの先行学習から金属板の種類の組み合わせ方や電解質水溶液の種類について考察させ，
見通しを持って実験方法を考えられるように工夫した。
自ら学ぶ意欲を育てる生徒指導の実践的研究
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見通しを持って実験方法を考えられるように工夫した。
(2) 検証授業の実施
(2) 検証授業の実施
筆者の当時の所属校（海田中学校）中学３年生４クラス 173 名
④ ①対象
単元の目標
①対象 筆者の当時の所属校（海田中学校）中学３年生４クラス 173 名
②時期 平成２５年９月上旬
電解質の水溶液と
2 種類の金属などを用いた実験を行い，電流が取り出せることを見いだす
②時期
平成２５年９月上旬
③単元 中学校３年生１分野「化学変化と電池」（大きな電圧を発生させる電池を作ろう）
③単元 中学校３年生１分野「化学変化と電池」（大きな電圧を発生させる電池を作ろう）
ととともに，化学エネルギーが電気エネルギーに変換されることを理解させ，日常生活や社会
④単元の目標
④単元の目標
電解質の水溶液と２種類の金属などを用いた実験を行い，電流が取り出せることを見いだすとと
の中で見られることに気づかせ，身のまわりの物質や事象を新たな見方や考え方でとらえさせ
電解質の水溶液と２種類の金属などを用いた実験を行い，電流が取り出せることを見いだすとと
ともに，化学エネルギーが電気エネルギーに変換されることを理解させ，日常生活や社会の中で見
る。
ともに，化学エネルギーが電気エネルギーに変換されることを理解させ，日常生活や社会の中で見
られることに気づかせ，身のまわりの物質や事象を新たな見方や考え方でとらえさせる。
⑤ られることに気づかせ，身のまわりの物質や事象を新たな見方や考え方でとらえさせる。
単元の指導計画（全 6 時間）
⑤単元の指導計画（全６時間）
⑤単元の指導計画（全６時間）
時数
学習内容
学習活動
時数
学習内容
学習活動
１
（実験）２種類の金属板を使 ２種類の金属板と塩酸を使って，電池をつくる実験を行い，
１
（実験）２種類の金属板を使 ２種類の金属板と塩酸を使って，電池をつくる実験を行い，
って電流を取り出せるか調べ 金属板の組み合わせと電圧との関係を考察させる。
って電流を取り出せるか調べ 金属板の組み合わせと電圧との関係を考察させる。
よう［先行学習］
よう［先行学習］
２
（実験）電解質水溶液の種類 銅板と亜鉛板と数種類の電解質水溶液を使って，電池をつく
２
（実験）電解質水溶液の種類 銅板と亜鉛板と数種類の電解質水溶液を使って，電池をつく
を変えて電流が取り出せるか る実験を行い，電解質水溶液と電圧との関係を考察させる。
を変えて電流が取り出せるか る実験を行い，電解質水溶液と電圧との関係を考察させる。
調べよう［先行学習］
調べよう［先行学習］
３
（実験）大きな電圧を発生さ 最も大きな電圧を発生させるために，金属板の種類と電解質
３
（実験）大きな電圧を発生さ 最も大きな電圧を発生させるために，金属板の種類と電解質
水溶液の組み合わせを選択させ，実験計画を立てて，仮説を
せる電池を作ろう
水溶液の組み合わせを選択させ，実験計画を立てて，仮説を
せる電池を作ろう
［検証授業：問題解決学習］ 検証し考察させる。
［検証授業：問題解決学習］ 検証し考察させる。
４
電池の仕組みについて理解し これまでの実験結果をもとに，化学エネルギーは化学変化に
４
電池の仕組みについて理解し これまでの実験結果をもとに，化学エネルギーは化学変化に
よう
よって電気エネルギーに変換されることを理解させる。
よう
よって電気エネルギーに変換されることを理解させる。
５
電池の中で起こる変化をイオ 電池の中で起こっている変化について，イオンのモデルを使
５
電池の中で起こる変化をイオ 電池の中で起こっている変化について，イオンのモデルを使
ンで説明しよう
って考察させる。
ンで説明しよう
って考察させる。
６
身のまわりの電池を知ろう
身のまわりでは，どのような電池が使われているか考察させ
６
身のまわりの電池を知ろう
身のまわりでは，どのような電池が使われているか考察させ
る。
る。
⑥検証授業の学習指導案での改善点
⑥ ⑥検証授業の学習指導案での改善点
検証授業の学習指導案での改善点
改善の視点
学習指導案での改善点（図２の学習指導案に下線で示す。）
学習指導案での改善点（図２の学習指導案に下線で示す。）
改善の視点
①効果的導入の工夫
既習の方法を参考にして，実験装置を図と言葉で書かせる。
①効果的導入の工夫
既習の方法を参考にして，実験装置を図と言葉で書かせる。
（ワークシートに自分の考える「大きな電圧を生じさせる電池」を
（ワークシートに自分の考える「大きな電圧を生じさせる電池」を
図と簡潔な言葉で表現させる。）
図と簡潔な言葉で表現させる。）
②授業展開の工夫
自分の考えた電池（実験装置）を実験で検証させる。
②授業展開の工夫
自分の考えた電池（実験装置）を実験で検証させる。
（教師用の実験台に置いてある実験道具の中から，斑で話し合って
（教師用の実験台に置いてある実験道具の中から，班で話し合って
必要となったものを斑に持って行き，実験を行う。
）
必要となったものを班に持って行き，実験を行う。）
③身に付けて知識を関連 先行学習の結果と自分の考えた電池とを比較し，電圧が大きくなる
③身に付けて知識を関連
先行学習の結果と自分の考えた電池とを比較し，電圧が大きくなる
付けて活用させる工夫
規則性を考えさせる。
付けて活用させる工夫
規則性を考えさせる。
（実験の結果を画用紙に図と簡潔な文章で説明したポスターを作成
（実験の結果を画用紙に図と簡潔な文章で説明したポスターを作成
させる。）
させる。）

５．検証授業の分析
検証授業の後に理科授業に対する意識調査と学習観（実験観）についての意識調査を行った（ 9
月調査）。 7 月調査と 9 月調査の結果の比較から，次の分析を行った。
①

理科授業に対する意識調査の結果から言えること
表 7 は事前・事後での理科授業に対する意識調査の肯定的回答の割合を比較したものである。こ

の中で，10％以上上昇した項目が 7 項目あった。それらの中で「授業内容の理解」（質問項目 9 ．）
が一番向上した。これは，先行学習で十分な情報を与えたことが授業の理解につながったからだと
考えられる。次に，「自ら学び，考える」具体的な学習行動（質問項目 8 ．13．14．15．）が大きく
向上した。これは，実験方法を工夫したり，学び合いの場で実験方法を話し合ったり，規則性につ
いて話し合ったことが原因だと考えられる。さらに，「日常生活との関連」（質問項目16．）が大き
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濱保

和治，岡田

大爾

３年理科学習指導案「大きな電圧を生じさせる電池をつくろう」
◇本時の目標
化学電池をつくる実験を行い，実験結果に基づいて話し合い，より大きな電圧を生じさせる方法について話し合う。
◇学習の流れ（3 時間/全 6 時間）
学習活動
□学び合いの場
○本時の目標を大きく書いた
紙を掲示する。

指導上の留意事項（◇）
◆「努力を要する」状況と判断した児童生徒への指導の
手立て

評価規準〔観点〕
（評価方法）
◎肯定的評価

◇授業の目標を明確にする。
（めあて）大きな電圧を生じさせる電池をつくる。
◇使用できる器具・材料を説明する。
・金属板（鉄・銅・亜鉛・アルミ）
・金属板ホルダー，導線，電圧計
・電子オルゴール，蒸留水，塩酸，食塩水
ビーカー，ガラス棒など

○めあてを確認する。

◆ワークシートで確認させる。

○ワークシートに自分の考え

◇なぜそのような装置にしたのか理由を書かせる。
（個

る「大きな電圧を生じさせる
電池」を図と簡潔な言葉で表
現させる。

人）

たか理由を表現できる。

◆自分の考えが書けない場合は，既習の方法を参考にさ

しあう。

（ワークシート）

せる。

□学び合いの場【10 分間】 大きな電圧を生じさせる電池について班で話し合う。
○自分の考えをもとに班で話

［思考］なぜその装置にし

◇なぜそう考えたのか理由を言うように指示する。話し
合った結果についてはワークシートに記入させる。

◎なぜその装置に
したか理由を自分
の言葉でよく表現
しているね。

□学び合いの場【20 分間】
班で話し合いながら大きな電圧を生じさせる電池につくる実験を行う。
○教師用の実験台に置いてあ

◇１回の実験で終わりにするのではなく，大きな電圧を

る実験道具の中から，班で話

生じさせるためにはどうしたらよいか繰り返し実験を

し合って必要となったもの

行わせる。

を班に持って行き，実験を行
う。

◇実験の結果を画用紙に図と簡潔な文章で説明したポス

◎進んで実験に取り
組んでいるね。

ターを作成させる。

□学び合いの場【10 分間】 大きな電圧を生じさせる電池について全体に発表する。
◎電池の規則性をよ

○班で作成したポスターを黒
板に掲示させる。
○発表の結果から電圧が大き

◇他の班の発表を自分の班の結果と比較しながら分析さ

く見出しているね。

せる。

くなる電池の規則性につい

◇ワークシートに考察を記入し，規則性をまとめさせる。 ［思考］電池の規則性を見

てまとめる。

◇自己評価票に振り返りを記入する。

出した記述となっている
か。
（ワークシート）

○授業の振り返りを行う。

学習指導案
図図２
2 学習指導案

① 理科授業に対する意識調査の結果から言えること
考えられる。次に，「自ら学び，考える」具体的な学習行動（質問項目 8.13.14.15.）が大きく向上
表７は事前・事後での理科授業に対する意識調査の肯定的回答の割合を比較したものである。こ
した。これは，実験方法を工夫したり，学び合いの場で実験方法を話し合ったり，規則性について
の中で，10%以上上昇した項目が７項目あった。それらの中で「授業内容の理解」（質問項目 9.）
話し合ったことが原因だと考えられる。さらに，「日常生活との関連」（質問項目 16.）が大きく向
が一番向上した。これは，先行学習で十分な情報を与えたことが授業の理解につながったからだと
上した。これは，授業の目標が「大きな電圧を生じる電池」という日常生活との関連を意識させる
自ら学ぶ意欲を育てる生徒指導の実践的研究
19
考えられる。次に，「自ら学び，考える」具体的な学習行動（質問項目
8.13.14.15.）が大きく向上
ものであったからだと考えられる。
した。これは，実験方法を工夫したり，学び合いの場で実験方法を話し合ったり，規則性について
事前・事後での授業評価の肯定的回答の割合
表表７
7 事前・事後での授業評価の肯定的回答の割合
話し合ったことが原因だと考えられる。さらに，
「日常生活との関連」（質問項目 16.）が大きく向
質問項目

事前

事後

事前・事後の差

上した。これは，授業の目標が「大きな電圧を生じる電池」という日常生活との関連を意識させる
9.理科の授業はよくわかる。
40.5
63.6
23.1
13.理科の観察や実験には，自分なりの工夫をして取り組もうとしている。
ものであったからだと考えられる。

50.3
69.4
19.1
8.身の回りにある理科に関する現象について見直すようになった。
50.9
65.9
15.0
表７ 事前・事後での授業評価の肯定的回答の割合
11.理科の授業は楽しい。
54.3
67.1
12.7
16.勉強したことを，日常生活と結びつけて考えようとしている。
49.1
60.7
11.6
質問項目
事前
事後
事前・事後の差
14.観察や実験の結果から，考えを出し合い，深めていくのが好きである。
53.8
65.3
11.6
9.理科の授業はよくわかる。
40.5
63.6
23.1
15.実験のとき班での話し合いでは，自分の考えを出そうとしている。
60.1
71.1
11.0
13.理科の観察や実験には，自分なりの工夫をして取り組もうとしている。 50.3
69.4
19.1
5.理科に関する現象で自分で調べたことがらがある。
47.4
56.1
8.7
8.身の回りにある理科に関する現象について見直すようになった。
50.9
65.9
15.0
10.自分が知らないことを理科で勉強するのは楽しい。
59.5
68.2
8.7
11.理科の授業は楽しい。
54.3
67.1
12.7
7.理科の観察や実験には興味深く取り組んでいる。
75.1
82.1
6.9
16.勉強したことを，日常生活と結びつけて考えようとしている。
49.1
60.7
11.6
4.理科に関する現象で，調べてみたいことがある。
56.1
62.4
6.4
14.観察や実験の結果から，考えを出し合い，深めていくのが好きである。 53.8
65.3
11.6
6.理科の観察や実験には積極的に取り組むようにしている。
77.9
83.7
5.8
15.実験のとき班での話し合いでは，自分の考えを出そうとしている。
60.1
71.1
11.0
12.理科の観察や実験は楽しい。
79.2
83.8
4.6
5.理科に関する現象で自分で調べたことがらがある。
47.4
56.1
8.7
2.理科に関する現象で「すごいなあ」と思うことがある。
83.2
86.7
3.5
10.自分が知らないことを理科で勉強するのは楽しい。
59.5
68.2
8.7
1.理科に関する現象で「おもしろいなあ」と思うことがある。
81.5
83.8
2.3
7.理科の観察や実験には興味深く取り組んでいる。
75.1
82.1
6.9
3.理科に関する現象で，不思議に思うことがある。
80.3
82.1
1.7
4.理科に関する現象で，調べてみたいことがある。
56.1
62.4
6.4
6.理科の観察や実験には積極的に取り組むようにしている。
77.9
83.7
5.8
また，「理科授業への関心」(質問項目 11.)も大きく向上した。このことと関連して，検証授業の
12.理科の観察や実験は楽しい。
79.2
83.8
4.6
く向上した。これは，授業の目標が「大きな電圧を生じる電池」という日常生活との関連を意識さ
前後で理科授業と観察・実験の関心度によるタイプ分類による出現比率にまとめたものが表
8 であ
2.理科に関する現象で「すごいなあ」と思うことがある。
83.2
86.7
3.5
せるものであったからだと考えられる。
1.理科に関する現象で「おもしろいなあ」と思うことがある。
81.5
83.8
2.3
る。
3.理科に関する現象で，不思議に思うことがある。
80.3
82.1
1.7
また，「理科授業への関心」（質問項目11．）も大きく向上した。このことと関連して，検証授業

表８

検証授業の前後で理科授業と観察・実験の関心度によるタイプ分類による出現比率

また，「理科授業への関心」(質問項目
11.)も大きく向上した。このことと関連して，検証授業の
の前後で理科授業と観察・実験の関心度によるタイプ分類による出現比率にまとめたものが表
8で
出現比率（事前） 出現比率（事後）
タイプ分類

①理科も実験も楽しい（Ａ）
49.7%
65.3%
前後で理科授業と観察・実験の関心度によるタイプ分類による出現比率にまとめたものが表
8 であ
ある。

②理科は楽しい、実験は楽しくない（Ｂ）
4.6%
1.7%
③理科は楽しくない、実験は楽しい（Ｃ）
29.5%
25.4%
検証授業の前後で理科授業と観察・実験の関心度によるタイプ分類による出現比率
検証授業の前後で理科授業と観察・実験の関心度によるタイプ分類による出現比率
④理科も実験も楽しくない（Ｄ）
16.2%
14.5%
出現比率（事前） 出現比率（事後）
タイプ分類
表８から，タイプＢ・Ｃ・Ｄが減って，タイプＡが増えたことが分かる。とくに，理科は楽しい
①理科も実験も楽しい（Ａ）
49.7%
65.3%
②理科は楽しい、実験は楽しくない（Ｂ）
4.6%
1.7%
が実験は楽しくない(B)と理科は楽しくないが実験は楽しい(C)がどちらも
4%減少している。このこ
③理科は楽しくない、実験は楽しい（Ｃ）
29.5%
25.4%
とから，ただ実験を行うことが楽しかったのではなく，自分の仮説を検証することが楽しかったの
④理科も実験も楽しくない（Ｄ）
16.2%
14.5%

る。
表８
表8

ではないかと推察される。
表 8 から，タイプＢ・Ｃ・Ｄが減って，タイプＡが増えたことが分かる。とくに，理科は楽しい
表８から，タイプＢ・Ｃ・Ｄが減って，タイプＡが増えたことが分かる。とくに，理科は楽しい
問題解決学習を行ったことにより，以下の項目について生徒の意識が変容した。
が実験は楽しくないＢと理科は楽しくないが実験は楽しいCがどちらも 4 ％減少している。このこ
が実験は楽しくない(B)と理科は楽しくないが実験は楽しい(C)がどちらも
4%減少している。このこ
・「授業内容の理解」が進んだことにより，「理科の授業が楽しい」という生徒が増えた。
とから，ただ実験を行うことが楽しかったのではなく，自分の仮説を検証することが楽しかったの
とから，ただ実験を行うことが楽しかったのではなく，自分の仮説を検証することが楽しかったの
・「問題解決の過程で実験方法を創意・工夫した」ことにより，「自ら学び，考える」具体的な学習
ではないかと推察される。
ではないかと推察される。
問題解決学習を行ったことにより，以下の項目について生徒の意識が変容した。
問題解決学習を行ったことにより，以下の項目について生徒の意識が変容した。
・「授業内容の理解」が進んだことにより，「理科の授業が楽しい」という生徒が増えた。
・「授業内容の理解」が進んだことにより，「理科の授業が楽しい」という生徒が増えた。

・「問題解決の過程で実験方法を創意・工夫した」ことにより，「自ら学び，考える」具体的な学習
・「問題解決の過程で実験方法を創意・工夫した」ことにより，「自ら学び，考える」具体的な学習
行動が増えた。
・「問題解決学習で日常の課題を扱った」ことにより，「日常生活との関連」が増えた。
・「理科授業と観察・実験への関心」を高めることができた。
②

学習観（実験観）についての意識調査から言えること
表 9 は事前事後での学習観（実験観）についてのアンケートの肯定的回答の割合を比較したもの

である。表 9 から「多様な実験方法を考える」
（質問項目15．）
「実験の意味の理解」
（質問項目 2 ．6 ．
16．）｢実験プロセスの重視」
（質問項目 3 ．7 ．）
「仮説の検証」
（質問項目 9 ．）
「図表を使って考える」
（質
問項目11）の数値が 7 ％向上した。これらは，実験方法の立案，先行学習，予想の検証，実験結果
の説明ポスターの作成により，向上したと考えられる。
また， 6 つの因子について各因子を説明する質問項目の評定平均値の平均を比較すると表10のよ
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事前事後での学習観（実験観）についてのアンケートの肯定的回答の割合の比較

質問項目
15.ある実験方法で成功したあとでも，別のより良い実験方法をさがしてみ
ることがある
2.実験方法の意味をあまり考えずに，実験をすることが多い（Ｒ）
6.実験方法の意味が分からなくても，あまり気にせずに実験をしている（Ｒ）
16.なぜそうなるかはあまり考えず，実験をしてしまうことが多い（Ｒ）
3.実験が成功しているグループの実験計画を参考にしている
7.実験がうまくいっているのかを，よく確認しながら実験をしている
11.実験結果は，図や表で整理して理解しようとしている
9.実験結果を予測しながら，実験方法を計画している
4.思いもよらない発見があるから，実験はおもしろい
12.実験に失敗したとき，実験方法を見直している
13.実験をしていると，新しいことに気づくことがある
20.実験方法の意味より，実験が成功していたかどうかが気になる（Ｒ）
8.実験をしても，新しい発見はあまりない（Ｒ）
5.仮説を検証するための実験方法になっているのかをよく考える
17.図や表で整理しながら実験をしている
18.実験で思ったような結果がでないときは，その原因をつきとめようとする
1.新しいことに気づくので，実験はおもしろい
19.授業よりも，実験のほうがたくさんの発見がある
10.実験方法の意味が分からなくても，あまり気にならない（Ｒ）
14.実験方法の意味が分からなくても，実験が成功していればいいと思う（Ｒ）
（Ｒ）は逆転項目なので反転して集計してある。

表10

事前

事後

事前・事後の差

52.6

64.2

11.6

51.7
54.9
57.5
75.4
77.5
72.9
71.3
75.2
73.8
79.8
72.1
55.1
73.2
67.6
70.8
78.7
85.2
61.4
63.4

62.3
63.9
65.4
82.8
84.7
79.9
78.3
81.9
79.1
84.6
76.4
59.2
76.1
70.3
73.1
79.3
85.7
60.9
62.7

10.6
9.0
7.9
7.4
7.2
7.0
7.0
6.7
5.3
4.7
4.2
4.1
2.8
2.7
2.3
0.6
0.5
-0.5
-0.8

事前事後での各因子を説明する質問項目の評定平均値の平均の比較

６因子
事前の評定平均値の平均 事後の評定平均値の平均 事前事後の差
意味理解志向
2.90
3.08
0.17
新しい発見・気づき
3.60
3.61
0.02
メタ認知的方略志向
3.55
3.60
0.05
仮説検証方略志向
3.11
3.32
0.21
可視化方略志向
3.20
3.48
0.29
実験プロセスの重視
3.20
3.22
0.03

うになる。
表10から「意味理解志向」「仮説検証方略志向」「可視化方略志向」が向上したことがわかる。
問題解決学習において実験方法の立案，先行学習，予想の検証，実験果の説明ポスターの作成を
行ったことにより，以下の項目について生徒の意識が変容した。
・「意味理解志向」が向上したことにより，見通しを持って実験ができるようになった。
・「仮説検証方略志向」が向上したことにより，実験の過程の振り返りを行いながら実験ができる
ようになった。
・「可視化方略志向」が向上したことにより，抽象的な思考を可視化することができるようになっ
た。
６．総合考察
⑴

成果
問題解決学習を意味あるものにするためには，実態調査の結果から次のことが必要だと分かっ

た。
① 「抽象的な思考への積極性」を高めるためには，観察・実験の方法などにおいて自分なりの
工夫をさせる取組，理科現象について調べさせる取組，そして日常生活との関連を深める取組
が有効である。

自ら学ぶ意欲を育てる生徒指導の実践的研究

21

② 「抽象的な思考への積極性」を高めるためには，観察・実験において多様な方法を考えさせ
る取組や新しい発見に気づかせるような観察・実験の工夫が有効である。
③

観察・実験の方法などにおいて自分なりの工夫をさせる取組，理科現象について調べさせる
取組，そして日常生活との関連を深める取組が有効である。

④

観察・実験において多様な方法を考えさせる取組や新しい発見に気づかせるような観察・実
験の工夫が有効である
問題解決学習の改善の視点として次の 3 点を導出できた。

①

効果的導入の工夫
先行学習により，適切な情報を与える。

②

授業展開の工夫
学習内容や，方法などの系統性をふまえて，帰納法だけでなく演繹法も取り入れた指導計画
を工夫する。

③

身に付けて知識を関連付けて活用させる工夫
問題解決によって得られた知識を関連付けることで，実生活とのかかわりを深める。
問題解決学習を行ったことにより，次の 3 項目が向上した。

① 「授業内容の理解」が進んだことにより，「理科の授業が楽しい」という生徒が増えた。
② 「問題解決の過程で実験方法を創意・工夫した」ことにより，「自ら学び，考える」具体的な
学習行動が増えた。
③ 「問題解決学習で日常の課題を扱った」ことにより，「日常生活との関連」が増えた。
問題解決学習において実験方法の立案，先行学習，予想の検証，実験結果の説明ポスターの
作成を行ったことにより，以下の 4 項目について生徒の意識が変容した。
① 「意味理解志向」が向上したことにより，見通しを持って実験ができるようになった。
② 「仮説検証方略志向」が向上したことにより，実験の過程の振り返りを行いながら実験がで
きるようになった。
③ 「可視化方略志向」が向上したことにより，抽象的な思考を可視化することができるように
なった。
④
⑵

仮説を検証する実験を実施したことで，理科も実験も楽しい（Aタイプ）生徒が増加した。
課題

① 「新しい発見・気づき」が向上しなかった。それは今回の検証授業では，大きな電圧が得ら
れる電池を作ることが目的であり，自分の考えた仮説を検証する演繹的な展開であったからで
ある。そのため，多様な実験方法を考えたり，新しい発見・気づきが得られるような場面がな
かった。
そこで，演繹的な学習だけではなく，発見学習や問題解決学習の帰納的な学習展開を考える
必要がある。
② 「実験プロセスの重視」が向上しなかった。また，「メタ認知的方略志向」もわずかしか向上
しなかった。それは，今回の検証授業が金属板と水溶液の種類を選択することが仮説となって
おり，実験方法そのものは変わらなかったからである。そのため実験結果のみに関心が図ら
れ，実験の過程を重視するような展開ではなかった。そこで，多様な実験方法を考えて，実験
の過程をチェックしながら実験を進めるような授業を設定し，メタ認知能力を育成する取組を
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考える必要がある。
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