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はじめに 
 

小中学校での理科授業を改善しようとする研究には、子どもの学びの認知面や情意面に焦点を当てた

もの、教員の授業方略や内容別の指導法に着目したもの、用いる教材面や環境面に関するものなど、実に

様々な取り組みがなされてきました。しかし、研究が細分化され蓄積される一方で、実際の教室で各教員

が日々行っている理科授業では、どれほど研究の成果が反映されているでしょうか。 
研究と実践が乖離する原因としては、まず「実際の授業は総合的である」のに対して、大半の研究は細

分化された授業の一側面を追究するに止まっているため、それだけでは授業実践に不十分だと言えます。

学級には様々な実態の子どもがいて、年間を通じて彼らと関わりながら、学校の教材教具や時間的制約を

考慮しつつ、一人ひとりが成長できるように授業を実践していくという必要性に対して、どの研究も十分

応えられていないのです。 
研究と実践の乖離は、「教員は個人ではなく集団で教育している」のに対して、大半の研究は、教員個

人で対処可能な範囲に止まっているため、子どもを育てる上で不十分であることも原因と言えます。つま

り、子どもの立場からは、理科のある単元で効果的な指導を受けただけでは不十分で、どの単元でも効果

的に指導されることが必要であり、それは翌年度に理科を担当する教員が代わっても継続される必要が

あります。しかし、教員が代わったら理科が嫌いになったということでは、それまでの取り組みが台無し

になります。 
したがって、学校内で理科を教えるすべての教員の授業実践力が高まり、かつ、どの学年のどの単元に

おいてもすべての子どもたちに対して効果的な指導が継続して実践できることが、理科教育研究が本来

目指すべき目標です。本研究は、この目標の実現に貢献することを意図した取り組みです。その最も重要

なアプローチは、学校内や地域の理科教育を支えてきた中核的理科教員の理科授業力に焦点を当て、その

資質能力をモデル授業（示範授業）と協議会記録によって可視化しインターネット上のコンテンツとして

アーカイブ化することで、すべての教員がいつでもどこからでも利用できるものとするとともに、各学

校・地域における中核的理科教員の育成に寄与することです。 
 本中間報告書は、令和３年度の研究の成果のうち、事実の記録を中心にまとめたものです。より詳細な

情報と動画記録は、本研究のホームページ*で参照できます。また、令和６年度まで各年度の成果を蓄積

する予定です。より多くの教員と交流を深めながら、全国的な小中学校理科授業の改善に貢献できる成果

として参りたいと存じますので、ぜひ皆様のご参加ご協力をお願い致します。 
 
令和４年３月 

研究代表者  小倉  康 
 

* ホームページ http://kg.cst.saitama-u.ac.jp/ctrl/page?path=block_b/03_kenkyukai/00_contents00 
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Ⅰ 研究の背景と目的 

（小倉 康） 

１．問題の背景 

        

小学校、中学校には理科指導に対して苦手意識をもつ教員が多い（科学技術振興機構理科教育支援センタ

ー、2011）。平成 21～27 年度に JST が「理数系教員養成拠点構築事業（CST 事業）」を全国 16 都府県で実

施し、コア・サイエンス・ティーチャー（CST）を養成しその活用を促進した。CST事業では、CSTに「地

域の理科教育の推進役として活躍するとともに、教員研修会等の指導者としてその力量を広めることで、地

域の理科教育の向上に寄与する」ことが期待された（科学技術振興機構理数学習支援センター、 2012）。し

かし、文部科学省（国立教育政策研究、2012、2015）の全国学力学習状況調査理科において、CST事業を実

施した 16 都府県でその効果を裏付ける結果は得られなかった（小倉、2019）。CST は地域の教員向けの活

動を行う一方で所属校においては一教諭としての活動範囲に止まることや校内の教員に CST の認知度や影

響力が低いことなどがその原因と考えられる。 

そこで、小倉は平成28年度に中核的理科教員が所属する学校全体の理科教育を改善することを主目的と

し、そこで見出された効果的な取り組みを地域に拡大することによって地域の理科教育改善を導くことを

意図した研究「中核的理科教員を活用した地域理科教育のシステミックリフォーム」を実施し、学校、教育

委員会と連携することで、開始から2年後の平成30年度には参加校の科学的リテラシーの認識の実態と理

科学力に改善の傾向が確認され、地域においても取組みの有効性を支持する結果が得られた（小倉、2019、 

2020b）。 

この研究における「中核的理科教員」とは、「理科授業や実験のアドバイス、理科授業研究会の実施、自

由研究指導などを通じて、校内や地域の理科教育の推進に中心的な役割を担う教員」である。つまり、理科

の指導に苦手意識を持つ教員も含めて、多くの教員が学年、学級に分かれて理科を指導している小学校、中

学校において、学校全体の児童生徒の理科学習を向上するには、校内で理科を教えるすべての教員と協調し

ながら理科教育の改善を牽引する役割を担う「中核的理科教員」の存在が有効であることが小倉（2019）で

検証された。しかし、中核的理科教員的存在は現在の教員制度に位置付けられておらず、一般の小中学校で

普及することができない。各学校に分掌として存在する「理科主任」は理科教育に関する業務の主担当者で

あり、他の教員に対する指導や授業支援は職務でない。小学校では「理科主任」や「理科専科」に理科の専

門性は問われない。小中学校ともに理科を教える教員はそれぞれ個別に授業を実施しており、理科の教授学

習を協働で改善する活動は日常的には存在しない。平成19年の学校教育法改正で新設された「指導教諭」

の職務は、「児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のため

に必要な指導及び助言を行う」とされているが、令和元年度学校基本調査によれば、その配置は小中学校と

もに本務教員数の0.3%に留まり、かつ都道府県の4～5割が全く指導教諭を任用していないことから、各学

校に中核的理科教員として指導教諭を配置する発想は現実的でない。 

このように、中核的理科教員が他の教員を牽引して校内全体の理科教育を改善することは現状の学校体

制では実現が困難である。しかし、「理科主任」を中心とした校内研修体制を学校長のリーダーシップで実

現すれば、校内全体の理科教育の改善が実現できると考えられる。以上から、「中核的理科教員」としての

役割を遂行できる教員を持続的に育成する研修環境をいかに創出できるか、及び「理科主任」をはじめ学校

全体の理科授業改善を牽引する人材を育て活用するプロセスをいかに確立できるか、を本研究の核心的問

いとした。 
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２．研究の目的 

        

中核的理科教員が他の教員を牽引して校内全体の理科教育を改善することを実現するため、本研究は、①

中核的理科教員としての役割を遂行できる教員を育成するためのオンラインの研修プログラムを開発する

とともに、②「理科主任」を中心とした校内研修体制を整備して校内全体の理科教育を改善するアクショ

ン・リサーチ（校内授業改善）を支援するウェブシステムを利用可能にする。また、③中核的理科教員のも

つ高度な専門的資質・能力を相互に共有し互いの成長を導く研究・研鑽の場としての「専門職の学習共同体」

（PLC: Professional Learning Community）を形成し、「理科モデル授業オンライン研修会」を通じて、中核的

理科教員のもつ優れた理科授業実践を支えている専門的知識と技能を継承可能とし、中核的理科教員の育

成という新たな社会的機能を創出することを目的とする。 

 

３．新たな教員研修機会を必要とする背景 

        

（１）研修機会の減少 

学校の業務は多忙化し、働き方改革も相まって、理科の授業者としての資質・能力を高める研修機会に出

張することは益々困難な状況となっている。加えて、新型コロナウィルス感染症の影響も重なり、授業観察

を伴う研修会や実験実技に関する自主的な勉強会の実施が難しくなっている。 

（２）新学習指導要領が求める理科授業 

研修機会が乏しくなる中、「主体的対話的で深い学び」を通じて子どもの資質・能力を高める理科授業に

ついて、その具体的な実践を学んだり協議できる機会が不足している。 

（３）高度な授業実践力の普及・継承 

こうした状況で、これまで各地域で小・中学校における理科授業を推進したり支援したりしてきたいわゆ

る中核的理科教員がもつ高度な授業実践力を普及したり、熟練教員から若手教員が継承したりする文化も

希薄化している。 

（４）理科教育の課題 

 一方で、多くの子どもにとって理科は「よくわからない」「重要と思わない」「役立つと思わない」「自分

の将来の職業に関係しない」学習だと意識されている。子ども自身が今日および将来の社会で充実して生き

る上で基盤となる資質・能力が高まったと意識できる授業づくりに課題がある。 

（５）ＩＣＴ活用環境の発展 

 コロナ禍を経験し、学校も含めて社会全体で ICT を活用できる環境整備が進み、教育がリアルタイムの

動画で双方向通信が可能なコミュニケーションツール（Zoom、Meetなど）を容易に利用できる状況となっ

ている。 

（６）人権と個人情報の保護 

 昨今、児童生徒の人権と個人情報の保護のため、学校で授業を参観した際に様子を写真や動画で記録する

ことは困難になっている。そのため、優れた授業実践は、それを直接参観する以外には、具体的に知ること

が難しくなっている。 

 

４．モデル授業オンライン研修会の提案 

        

以上の背景から、本研究では「理科モデル授業オンライン研修会」を提案する。 
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（１）オンラインでの研修会 

 オンライン研修であれば、移動時間をかけずに任意の場所から参加できる。対面式の研修会よりも多くの

教員がリアルタイムで参加できる可能性があるのに加え、参加者の同意により、研修会の動画記録や資料を

ディジタルで記録し、ウェブサイトから提供することで、半永久的に研修利用することができる。 

（２）出張ではなく自己研鑽として 

 学校は、働き方改革を進める上で、出張を減らす必要がある。そこで、本研究のオンライン研修会は、土

曜日夕方（または休日）の開催を基本とすることで、学校の勤務時間を避け、自宅等から参加できるものと

する。 

 参加者は自分の意志で自身の資質・能力の向上のために参加するが、二次的には所属校の児童生徒の学習

向上と校内研修等を通じて他の教員の資質・能力の向上にもつながる。 

（３）モデル授業の提示 

 中核的理科教員がもつ高度な授業実践力を普及させるために、少人数の教員志望の大学生を児童生徒に

見立てたモデル授業を参観し、授業後に、授業者から指導案とともに実際に学校で行った授業の様子の説明

をした上で、参加者全員で研究協議を行う形態を基本とする。 

（４）優れた理科授業 

 現行の学習指導要領は、「主体的対話的で深い学び」を通じて子どもの資質・能力を高める理科授業を求

めているが、本研究ではこれによって「優れた理科授業」自体が変わるとは捉えていない。過去の授業実践

においても、優れた理科授業では児童生徒は主体的対話的に問題を科学的に探究する中で、科学的な見方や

考え方、科学的態度などを身につけてきた。本研究では「時代によって変わらない優れた理科授業」に内包

される本質的な授業実践力とともに、理科教育の今日的課題の克服につながる「今日必要とされる優れた理

科授業」の実践力にも着目する。 

（５）中核的理科教員のコミュニティ 

 熟練教員と若手教員がともにモデル授業を提案する立場にも学ぶ立場にもなり、協働して「優れた理科授

業」を追究する研修会を構築することで、中核的理科教員の研鑽の場としての「専門職の学習共同体

(Professional Learning Community-PLC)」が形成される。若手教員の参加は、中核的理科教員のコミュニティ

の持続を可能にする。各地域で授業観察や実験実技の研修機会が乏しくなる中、次代の中核的理科教員が持

続的に育成されることには意義がある。本研究は、オンライン研修会を通じた PLC の形成過程とその効果

を調査する。 

（６）科学的リテラシー指標（SLI）測定ツールの提供 

 子ども自身が生きる上で基盤となる資質・能力が高まったと意識できる授業づくりを支援するため、「科

学的リテラシー指標（Scientific Literacy Index; SLI）」を簡便に測定できるシステムを利用可能にする。これ

は、学校と児童生徒を特定可能な情報を一切収集しないで、ID 番号のみでインターネットのサイトに QR

コードでアクセスし、児童生徒が自分のタブレットで数分の短時間で次の項目に回答（四肢選択）し、教員

がその自動集計結果を参照可能になるシステムである。これにより、「理科学習に主体的に取り組む態度」

が醸成されている状況を把握することができる。 

①理科の授業の内容はよくわかる 

②理科の勉強は好きだ 

③理科の勉強は大切だ 

④理科を勉強すれば、私のふだんの生活や社会に出て役立つ 

⑤私が将来はたらく職業は、理科に関係している 
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⑥理科の授業では、自分のやるべきことを考えながら、進んで学習に取り組むことができる 

⑦理科の授業では、他の人と協力したり分担したりして学習を進めることができる 

 ①は、生徒の理科学習に対する自己効力感の程度を、②は、生徒の理科学習への興味の程度を、③は、生

徒が理科学習に感じている重要性の程度を、④は、生徒が理科学習に感じている有用性の程度を、⑤は、生

徒が理科学習と自身の長期的な目標であるキャリア意識との間に感じている関連性の程度を測定する。い

ずれの質問項目も、学習動機に関する「期待－価値理論（expectancy-value theory）」（Wigfield & Eccles、2000）

において学習意欲に直接影響を与える要因と考えられる（小倉、2016）。全国学力学習状況調査では、対応

する５項目すべてで、理科学力との間に正の相関関係が認められている（国立教育政策研究所、2015）。ま

た、⑥と⑦では、それぞれ主体性、協調性の程度を測定し、生徒が理科の授業に主体的対話的に取り組むこ

とができている程度を把握する。 

 

５．教員の優れた理科授業実践に関する先行研究との関連 

        

 小倉（2007、 2008）は、理科授業研究に熱心に取り組んできた全国の小中学校教員78名による小中学校

での89件の理科授業をビデオ収録し、その動画と指導案および優れた授業要素に関する分析結果を、教員

研修用にインターネットで公開している注(1)。小学校3年から中学校3年までの幅広い理科の内容について、

実際の授業の動画を指導案とともに視聴できるとともに、その授業の指導が優れている点について 6 人程

度の経験豊かな教員による評価コメントが授業場面に沿って参照可能である。また、授業者に装着したワイ

ヤレスマイクによって、机間指導における個々の子どもと授業者との対話が明瞭に聞き取れるなど、研究授

業を直接参観するよりも多くの情報が得られ、指導法に関するより多面的な研修が可能となっている。 

収録された授業は、それぞれの授業者が任意に構成したものであるが、優れた理科授業を構想する上で表

2の視点が示され方向づけが行われた。この視点は、小倉（1997、 2004）の先行研究で開発された表１の4

つの大観点、13 の小観点（評価コード）を踏まえて設定されたものである。経験豊かな教員が理科授業を

視聴した際に感じる肯定的もしくは否定的な評価コメントが、表 1 の観点によって整理できることがわか

っている。 

表1、表2から明らかなように、優れた理科授業には、多種多様な側面の指導の工夫が、授業という限ら

れた時間内に組み合わされて実践されていることがわかる。一つ一つの側面が広範で深みのある重要な実

践力であり、長期にわたる実践での工夫改善を経て向上していくものであるが、それは優れた理科授業を構

成する一側面に過ぎず、その他の様々な側面の実践力も同様に向上していなければ、全体として優れた理科

授業実践とはならない。このことは、要素還元的に実践力を向上させることと、優れた理科指導者となるこ

とが同一でないことを意味している。優れた理科授業実践者への熟達化は、必要となるすべての要素的な資

質・能力を関連付けながら一つの優れた理科授業を構成できるようになることである。小倉（2008）の研修・

教育用ビデオデータは、こうした高度な授業実践力への熟達化を支援する手段として、1時間の理科授業を

視聴し、その中に埋め込まれた優れた指導要素を自身の理科指導に統合することが意図されている。 

 本研究は、熟達化の過程で高度な理科授業実践力を身につけてきた中核的理科教員を授業者として、大学

生を児童生徒に見立てたモデル授業を実施することで、優れた理科授業実践力が表出する状況をつくり出

し、オンラインで視聴する中核的理科教員が協議する場を設けることで、モデル授業に埋め込まれている優

れた理科授業実践力を可視化し、共有可能な表現で記録するものである。そして授業動画と協議の概要の記

録をアーカイブ化して、インターネットを介して、全国の理科教員や教員志望の大学生が、中核的理科教員

の優れた理科授業実践力を自身の向上に生かせるようにすることを意図している。 
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表１ 「理科授業評価の観点」（〔 〕内は「評価コード」） 

I 教える事柄を工夫しているか 

〔I—1〕学習課題を明らかにしているか。 

必然性のある学習課題の提示、導入での課題づくりの工夫、まとめにおける課題の明確

化、 次時への予告・課題提示など 

〔I—2〕内容の取り扱いを工夫しているか 

講義や観察実験における内容の取り扱いの工夫 

〔I—3〕学習方法を的確に提示しているか 

全員を対象として、観察・実験の準備や実施方法、班や個別の学習方法を指示するなど 

〔I-4〕既習事項の定着を図っているか 

前時の復習、基礎的知識・技術の確認など 

Ⅱ 効果的な授業技術を用いているかどうか 

〔Ⅱ-1〕効果的な授業形態を採っているか 

効果的な観察実験や班学習の形態、時間の使い方（無駄な時間の有無、行動の敏速さ）など 

〔Ⅱ—2〕効果的な教材・教具・メディアを用いているか 

効果的な親察実験の教材、ワークシートやノート教科書、板書、視聴覚機器・コンピュータ 

の活用、教師の声や体や教材の使い方など 

〔Ⅱ—3〕生徒の学習状況を把握しているか 

学習状況の的確な把捏、班や個の学習状況に応じた助言・支援・配慮、机間支援など 

Ⅲ 生徒の活動を喚起するための工夫をしているかどうか 

〔Ⅲ-1〕思考を促すための支援をしているか 

生徒の考えを発表させたり吟味したりする工夫、集中させる工夫、思考を深めたり科学の 

プロセスを重視させたりする工夫など 

〔Ⅲ—2〕生徒の創意や主体性を促しているか 

疑問や予想をもつことを堂視する姿勢や新たな発想の励まし、生徒の主体性（積極性、自 

主性、生徒間での意見交換）の促しなど 

〔Ⅲ—3〕生徒の学習時間を保障しているか 

実験思考、作業（ノート、プリント記入）、まとめ、話し合い、発表などでの十分な時間 

Ⅳ 良好な学習環境を築いているかどうか 

〔Ⅳ-1〕生徒との信頼関係を築いているか 

教師と生徒及び生徒間での親しさ、生徒の心情への配慮やよい関係づくりのための行為、

教師の人間味ある語り方や表情など 

〔Ⅳ—2〕学級づくりができているか 

学びの姿勢子どもの役作り、学習に積極的で協力的な雰囲気など 

〔Ⅳ—3〕理科学習のための環境整備が良いか 

実験室やその他の教室、野外などでの環境面の整備の工夫や安全性への配慮 
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表２ 優れた理科授業を構想する視点（末尾の評価コードは表１を参照） 

表２は、平成 15 年の時点で、それまでの先行研究を踏まえて設定された視点であるが、今日

では、平成 29 年学習指導要領改訂により、各教科の教育目標が学習者の資質・能力を育むこと

として再整理された。これを受けて、図１に見られるように、理科の学習過程も資質・能力の育

成を一層重視することが想定されている。

図１ 資質・能力を育むために重視すべき学習過程のイメージ 

（平成 29 年告示学習指導要領解説理科編（p.9）より） 

・教師が教え込まず、子どもが主体的に進める理科学習／I-1、 I-2、 III-2

・子どもが目的や見通しを明瞭に意識した活動／I-1

・科学の知識のみならず、科学的探究の本質を伝える展開／I-2

・子どもの関心興味を引き付ける事象や活動／I-2、 II-2

・実社会や身の回りの生活や子どもの将来と関連づけられた学習内容／I-2、 I-4

・学習方法に関する必要かつ十分な指示／I-3

・既習事項の定着を図りつつ、それと関連づけた指導の連続性／I-4

・学習活動や内容に応じた効果的な学習形態を採り入れる技術／II-1

・学習活動や内容に応じた効果的な教材教具やメディアを採り入れる技術／II-2

・個々の子どもの学習状況の把握と適切な手だてを行う技術／II-3

・子どもに科学的な思考を展開させる工夫／III-1

・子どもの創意工夫や主体的な学習を促す働き掛け／III-2

・子どもが自分の思いや考えで活動したり思考をすすめるための時間の確保／III-3

・子どもと教師との信頼関係／IV-1

・協力的で自分の役割を自覚した子どもの学習姿勢の醸成／IV-2

・安全かつ効果的な理科学習のための環境／IV-3
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 さらに、中央教育審議会（2021）答申「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して」は、

Society 5.0 時代、予測困難な時代などを背景に、子どもたちに育むべき資質・能力として「一人

一人の児童生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在と

して尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、

持続可能な社会の創り手となることができる」ようにすることを求めている。 

 中核的理科教員は、これまで身につけてきた優れた理科授業実践力を基盤とし、さらに今日、

児童生徒に身につけさせることが要請されている資質・能力の育成を目指した授業実践を工夫し

て開発し、それを学校や地域に普及していくことが期待される。本研究によって、多くの中核的

理科教員がつながり、知恵と工夫を出し合って、新たな授業実践の開発と普及が促進されるもの

と考えている。 

 

６．今後の展開 

        

 令和3年度以降、本研究は、①埼玉大学と岐阜大学が共同して小中学校の中核的理科教員による専門職の

学習共同体（PLC）を形成し、「理科モデル授業オンライン研修会」を通じて、優れた理科授業実践のため

の専門的資質・能力を可視化し共有・継承を可能とすること、②小中学校の主な理科学習内容について児童

生徒に「主体的対話的で深い学び」を実現するモデル授業を開発し、中核的理科教員がその授業者を務める

こと、③モデル授業の動画と可視化された中核的理科教員の専門的資質・能力を全国小中学校の理科教員・

理科主任が研修できるプログラムをウェブ上に整備すること、④優れた理科授業実践の根拠として「科学的

リテラシー指標（SLI）測定システム」をウェブ上で利用可能とすること、⑤ウェブシステムを用いて学校

の「理科主任」が中核的理科教員として校内授業改善を持続的に牽引するアクション・リサーチを学校・教

育委員会と連携し実施すること、⑥アクション・リサーチを通じて児童生徒の理科学習の向上を検証するこ

と、⑦中核的理科教員にとってのPLC 参加の効果を明らかにした上で、PLC を拡大し全国の小中学校中核

的理科教員の参加を実現すること、以上の①～⑦を実施する。図２に①～⑦の関係を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２ 本研究の全体構想  
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注 (1) 小倉（2008）では「理科ねっとわーく」から提供する方式が記載されているが，その後次のURL

に変更している。 http://kg.cst.saitama-u.ac.jp/SciLessons/index.htm 
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Ⅱ－１ 理科モデル授業オンライン研修会の実施方法の開発 

 

       （小倉 康 ） 

１. オンライン研修会の基本設計 

 

（１）開催日時 

 「Ⅰ 研究目的」で説明したように、本研究におけるオンライン研修会は、学校の勤務時間を避け、土曜

日午後（または休日）に自宅等から参加できるようにしている。ただし、参加によって教員としての資質能

力が向上し、所属校の児童生徒の学習向上や校内研修等への還元による他教員の資質能力の向上も期待で

きることから、学校が研修会への参加を出張扱いとすることを否定してはいない。特に、モデル授業者にお

いては、所属長に対して研修会での授業実施への協力を依頼することで、参加を確実にしている。 

 年間８回の開催を基本とし、年間を通じた実施予定を早期に公開することで、教員が見通しをもって参加

を検討できるようにした。ただし、開催時間については、本研究初年度はいくつかのパターンを試行し、参

加者の意見を聴取しながら、本研究の趣旨に沿った開催時間を検討した。 

 第１回、第２回の研修会は、８月９日（月・休）に10時～12時に第１回を、14時～16時に第２回を実

施した。夏季休業期間中の休日であったことから、開催時間についての特段の課題は見られなかった。 

 第３回～第６回の研修会は、土曜日の16時～19時に実施した。モデル授業とそれに関する協議に加えて、

Giga スクール環境の活用など特定のテーマに関する協議を行うことで、密度の濃い研修内容となった。し

かし、3 時間の拘束時間が長く感じられること、終了時刻が19 時と遅くなり家庭生活に支障が生じること

などの意見が寄せられたことから、開始時間を早め、拘束時間を短縮することが課題となった。 

 そこで、第７回の研修会は、開始時間を1時間早めて、土曜日の15時～18時に実施した。開始時間につ

いては概ね適切と思われる反応が得られたが、終了時刻をより早めることへの期待も見られた。 

 第８回の研修会は、祝日の15時～17時30分に実施した。これは、特定のテーマに関する協議時間を設

定しないことで短縮したもので、モデル授業とそれに関する協議については簡素化していない。これによ

り、時間的負担感が減り、開催時間帯が参加しやすい時間帯になったとの意見が寄せられた。 

 開始時間を15時よりも早めることは、モデル授業と研修会場および配信の準備が厳しくなることに加え

て、土曜日午前を授業日としていたり、部活動の練習を設定している学校が少なくないことから、参加する

教員においても開始に間に合わなくなる可能性が高まる。 

 以上を踏まえると、次年度以降の本研究のオンライン研修会の開催時間は、土曜日午後（または休日）の

15時に開始し、特定のテーマに関する協議を行う場合は18時に終了、行わない場合は17時30分に終了す

る形態が望ましいと考えられる。 

 

（２）モデル授業者と授業内容 

 本研究は、埼玉大学と岐阜大学に所属する研究者の共同研究であることから、それぞれの大学をモデル授

業の実施会場とし、研修会を主催する大学の研究者が、それぞれの地域（必ずしも県内に限定しない）にお

いて中核的理科教員に相当する活動をしている教員から、モデル授業者を務めてもらえる教員を見いだし、

交渉する過程でモデル授業の内容を決めている。本研究での「中核的理科教員」とは、「理科授業や実験の

アドバイス、理科授業研究会の実施、自由研究指導などを通じて、校内や地域の理科教育の推進に中心的な

役割を担う教員」であり、必ずしもCST事業等によってコア・サイエンス・ティーチャー（CST）に認定さ
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れた教員を意味していない。 

 研究当初には、毎年度８回実施する研修会のうち、４回を埼玉大学が、４回を岐阜大学が主催することと

し、それぞれの４回のモデル授業のうち、２回を小学校、２回を中学校の内容で実施することを取り決めた。

これにより、令和６年度までの研究期間内に、小学校の内容で 16 回、中学校の内容で 16 回のモデル授業

を、計32人の中核的理科教員に実践してもらう計画である。すべてのモデル授業の動画と、協議記録の概

要をアーカイブし、教員研修や教師教育での利用に提供することから、小中学校における幅広い内容に関す

る優れた理科授業実践についての研修や学習リソースとなる予定である。同じ内容が複数となる場合も、中

核的理科教員によって異なるアプローチで実践された授業が収録されることは興味深い記録となる。 

 

（３）研修会参加者 

 本研修会は、オンライン（zoom）で配信されることから、研修会参加者を、「学校で理科を教える教員お

よび教員志望の学生はどなたでも参加できます。」としている。ただし、研究当初においては、埼玉県、岐

阜県のそれぞれの地域での中核的理科教員のネットワーク形成を推進するため、両県以外において、積極的

な開催案内に努めることはしていない。開催の情報を得て、自主的に参加される場合は、全国どこからでも

参加可能としている。研究の進展とともに、全国的な開催案内を積極的に行う予定である。 

 また、国の研究補助金によって行う研究の一環であることから、参加費を無料とする一方、参加者には研

究目的での無記名の参加者アンケートに協力することを参加の要件としている。 

 さらに、研修会では、参加者がグループ協議する場面や、授業者に対する質問や意見を述べる場面がある

が、否定的な意見のために協議が不活発になることが懸念されたため、授業者を含めた参加者全員が充実感

の得られる会となるように、参加者に対して以下のお願いをすることとした。 

 

 

  

「理科モデル授業オンライン研修会」に参加される皆様へのお願い 研究代表者 小倉 康 

 

中核的理科教員は、自身の理科授業の向上はもとより、自校の教員と地域の教員の理科授業がより充実する

よう支援することを通じて、地域全体の理科教育の向上に貢献しようとする教員です。本研修会は、優れた

授業や効果的な支援について情報共有したり、先輩教員から学び取ったりすることができる場として、中核

的理科教員の活動を応援することを目指しています。 

参加者におかれましては、以下にご留意の上、参加者全員が、真剣にかつ楽しみながら成長を実感できるよ

う会の運営にご協力願います。 

 

ア．授業を提供していただいた授業者と関係者に敬意を払いながら発言し、互いを尊重しましょう。 

イ．モデル授業は模範ではありません。学べる点を見出す一方で、改善可能な点を建設的に吟味する姿勢も

大切です。その際、指導案等や質疑を踏まえて、授業者の指導の意図をできるだけ理解しましょう。また、

単元展開から切り取った１時間に過ぎないことから、より長期的な視点で児童生徒に育成される資質・能力

を考えることも大切です。 

ウ．理想の授業像は唯一ではなく、異なる授業観を知ることも、各自が理想とする授業像を追究することに

役立つと捉えましょう。一方的な判断で授業実践を批判することは控えましょう。（学習指導要領は変わり続

けています。本研究では「時代によって変わらない優れた理科授業」を支える本質的な授業実践力とともに、

理科教育の今日的課題の克服につながる「今日必要とされる優れた理科授業」の実践力にも着目します。） 
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２. オンライン研修会のプログラム 

 

（１）基本要素 

 研修会の基本的なプログラムは、以下の要素で構成されている。（他に５分程度の休憩を２回設ける） 

① 主催者開会挨拶 

② 授業者紹介            ここまで約10分 

③ 授業者事前説明（前時までの学習、本時のねらい等）   約5分 

④ モデル授業（児童生徒は教員志望大学生または現職教員12名程度）   45分または50分 

⑤ 授業者事後説明（指導法、教材、普段の工夫点等）      約15分 

⑥ 参加者グループ協議（年代別または年代混合のブレークアウトセッション） 約25分 

⑦ 協議結果報告（「記録係」がグループ協議の概要をチャットに送信し説明） 約20分 

⑧ 授業者回答補足説明          約15分 

⑨ 大学教員の総括的コメント         約10分 

⑩ 特定テーマに関する情報提供や協議        約30分 

⑪ 次回モデル授業紹介          約5分 

⑫ 主催者閉会挨拶 

⑬ 閉会、参加者アンケートへの回答依頼 

  

 上記のうち、①、②、③、④、⑤、⑨、⑪、⑫については、記録動画を公開の対象とする。 

 その他については、オンライン参加者が特定可能な情報を省いて記録の概要を作成し、指導案等の資料と

ともに公開する。 

 

（２）特定テーマに関する協議 

 本研究の目的に関連したテーマで、参加者が情報を紹介して共有したり、主催者に対して意見したりする

ことで、オンライン研修会が参加者と主催者にとってより有効なものとなることをねらいとした。 

 第１回 本研究の概要説明 

 第２回 科学的リテラシー指標測定システム利用法の説明 

 第３回 GIGAスクール環境を活用した理科授業づくりの工夫や可能性 

 第４回 GIGAスクール環境を活用した理科授業づくりの工夫や可能性～中学校を中心に 

 第５回 主催者との対話「本オンライン研修会の発展に向けて」 

 第６回 主催者との対話（学校内や地域での理科授業の向上にどう貢献していくことができるか） 

 第７回 全体協議（学校全体で理科教育力の向上にどう取り組めるか） 

 （第８回は時間短縮のため実施していない） 

 

３. 参加者アンケート 

 

 研修会では、毎回終了時に、参加者に対してGoogleFormでの参加者アンケートに回答するよう依頼して

いる。メールアドレスなど参加者が特定可能な情報を収集しない無記名式のアンケートで、教員と学生では

質問内容が異なることから、２通りのアンケートを作成し、いずれかに回答するよう求めている。100%の回

収率が理想であるが、いずれについても回収率を高めることが課題である。 
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 アンケートの内容は回によって異なるものもあるが、概ね類似の内容である。例として、第７回の研修会

で実施した質問項目を以下に示す。 なお各回の参加者アンケートの結果は、本報告書の各回の記録概要の

末尾に掲載されている。 

 

［教員向け］ 

 質問 あなたは、本オンライン研修会に参加したことがありますか。 

 ・ある ・ない 

質問 あなたについて、最も当てはまるものを１つ選択してください。（小学校段階での教職経験） 

 ・小学校での教職経験年数 ０年（経験無し） 

 ・小学校での教職経験年数 ５年未満 

 ・小学校での教職経験年数 ５年以上１０年未満 

 ・小学校での教職経験年数 １０年以上２０年未満 

 ・小学校での教職経験年数 ２０年以上 

質問 あなたについて、最も当てはまるものを１つ選択してください。（中学校段階での教職経験） 

 ・中学校での教職経験年数 ０年（経験無し） 

 ・中学校での教職経験年数 ５年未満 

 ・中学校での教職経験年数 ５年以上１０年未満 

 ・中学校での教職経験年数 １０年以上２０年未満 

 ・中学校での教職経験年数 ２０年以上 

質問 本研修会のような、勤務時間外にオンラインでの研修会を設けることは、あなたにとって助けに 

なると思いますか。最も当てはまるものを１つ選択してください。 

 ・とてもそう思う ・わりとそう思う ・ややそう思う ・全くか殆どそう思わない 

質問 本日の研修会について、モデル授業とその後の協議は、あなたにとって参考になると思いますか。 

最も当てはまるものを１つ選択してください。 

 ・とてもそう思う ・わりとそう思う ・ややそう思う ・全くか殆どそう思わない 

質問 本日の研修会のモデル授業の記録動画と指導案は後日公開されますが、それらをあなたの知り 

合いの教員に紹介することは有意義と思いますか。最も当てはまるものを１つ選択してください。 

 ・とてもそう思う ・わりとそう思う ・ややそう思う ・全くか殆どそう思わない 

質問 本日の研修会の「モデル授業の内容」について、ご意見やご感想、ご質問などございましたら 

以下にご記入ください。 

質問 本日の研修会の「協議」の内容や進め方について、ご意見やご感想、ご質問などございましたら 

以下にご記入ください。 

質問 本日の研修会の「モデル授業者」に、お伝えしたいことがあれば以下にご記入ください。 

 

質問 紹介された以外に、校内や地域の教員の理科授業力の向上に有効だった経験や、取り組むことが 

困難な事情について、情報がありましたらご記入ください。 

質問 以上のほかに、ご意見やお気づきの点などございましたら以下にご記入ください。今回の開催時間 

（１５時～１８時）についてのご意見があればこちらにお願いします。 
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［学生向け］ 

質問 あなたは、本オンライン研修会に参加したことがありますか。 

 ・ある ・ない 

質問 あなたについて、最も当てはまるものを１つ選択してください。 

 ・小学校教員を志望している ・中学校教員を志望している ・高等学校教員を志望している 

 ・特別支援学校教員を志望している ・教員を志望していない ・決めていない、またはその他 

質問 あなたについて、最も当てはまるものを１つ選択してください。 

 ・教育実習経験がある ・教育実習経験がない 

質問 本日の研修会に、あなたはどのように参加しましたか。 

 ・オンラインで参加した ・教室での対面で参加した 

質問 本日の研修会について、モデル授業とその後の協議は、あなたにとって参考になりましたか。最も 

当てはまるものを１つ選択してください。 

 ・とてもそう思う ・わりとそう思う ・ややそう思う ・全くか殆どそう思わない 

質問 本日の研修会の「モデル授業の内容」について、意見や感想、質問などを、以下に記入してくださ

い。 

質問 本日の研修会の「協議」の内容や進め方について、意見や感想、質問などを、以下に記入してくだ

さい。 

質問 上記のほかに、本日の研修会で感じたこと、気づきや要望などがありましたら、以下に記入してく

ださい。 
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Ⅱ－１－１ ホームページの開発とメーリングリストの利用 

 

       （小倉 康 ） 

１. ホームページの構成 

 

 本研究では、独自のサイトを起ち上げるのではなく、研究代表者が運営する既存のサイト「理科教員支援」

の「中核的理科教員支援」の内容を拡張する形式で、本研究に関するホームページを新設することとした。 

 すでに「理科教員支援」に関わる数多くの研究成果が利用可能となっているサイトであり、本研究の成果

が加わることでその普及への相乗効果が期待できると考えた。 

 本研究のホームページは、以下の構成となっている。 

 「理科モデル授業オンライン研修会」 

① 概要説明・研修会の案内と記録・参加方法・参加者へのお願い 

 http://kg.cst.saitama-u.ac.jp/ctrl/page?path=block_b/03_kenkyukai/00_contents00 

② モデル授業のサンプル 

 http://kg.cst.saitama-u.ac.jp/ctrl/page?path=block_b/03_kenkyukai/00_contents01 

③ 第１回研修会記録（第２回以降も順次それぞれのページを用意） 

 http://kg.cst.saitama-u.ac.jp/ctrl/page?path=block_b/03_kenkyukai/01_contents01 

 各ページにおいては積極的に動画を利用し、YouTubeに限定公開動画としてアップした動画にリンクする

形式を採用することで、より安定的な動画の利用を可能としている。 

オンライン研修会への参加方法としては、「案内パンフ」をpdfで提供し、以下で説明するメーリングリ

ストに登録することで、各回の開催と参加のための情報を電子メールで案内することとした。 

 

図 本研究のホームページ（①）の画面の一部 
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２. メーリングリストの利用 

 

 本研究では、参加者の個人情報を収集しないまま、各回の研修会の開催情報を周知するために、メーリン

グリストを利用することとした。そのため、参加方法の「開催案内」において以下を記載している。 

オンライン研修会は 学校で理科を教える教員の方はどなたでもご参加できます。 

毎回無記名の参加者アンケートを実施しますが 、メーリングリストで接続情報を 

お届けするためのメールアドレス以外に 、個人情報を収集することはありません。 

 

 加えて、ホームページに以下を記載している。 

本研修会にご参加される方は、このページの「メーリングリストへの登録」をクリ

ックしたページでメールアドレスを登録してください。研修会に参加するための

zoom の接続情報（毎回変更し研修会５日前にお知らせします）を含む研究プロジ

ェクトに関する情報を随時メールで配信します。メールアドレス以外の個人的な

情報の登録は不要です。 

配信先のメールアドレスや登録したメッセージ情報を変更されたい場合は、同じ

ページで登録を削除していただき、再度登録し直すことで変更が可能です。同様に

メーリングリストからはいつでも登録を削除できます。 

☆☆登録は参加を強制するものではありませんので、都合のつかない日の研修会

は不参加で問題ありません。出欠の連絡も不要です。 

 

 各回の「開催案内」は、内容が決定次第、メーリングリスト登録者に配信し、zoom への接続情報を含む

具体的な「プログラム」は、概ね研修会の5日前にメーリングリストで配信することとしている。プログラ

ムには、当日の指導案をダウンロードするためのリンク情報も記載しているが、指導案については、研修会

前日にダウンロードを可能にしている。 

 メーリングリスト登録画面の一部  第5回研修会開催案内（pdf）の一部 
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Ⅱ－１－２ モデル授業オンライン研修会の実施技術―埼玉大学側 

 

       （小倉 康 ） 

１. 基本技術の説明 

 

 本研修会は、zoomを用いたリアルタイム・オンライン研修会としている。埼玉大学のzoomアカウントを

使用し、時間制限無しで通常時300 人までの会議が設定可能である。今年度の８回の研修会では、概ね30

人から50人程度がオンラインに接続したことから、接続人数に問題は発生していない。zoomを利用するこ

とで、“ブレークアウトセッション”機能により小人数のグループ協議が実施可能である。 

 接続するインターネット環境は、埼玉大学内の教育用のWiFiである。大学キャンパスの外にある附属学

校では、Gigaスクール環境が整備されたことにより、より高速なWiFi環境が利用可能である。 

 大学内の会場は、教職課程の理科指導法等で実験を伴う講義を実施している教室であり、新型コロナ感染

対策のため、常時換気するとともに、８人掛けの実験台に４人までの着席とし、対面する学生の間に移動可

能なパーティションを設置している。 

 研修会では、zoomの“共同ホスト”として２台のPCを稼働し、それぞれにビデオカメラを接続すること

で、異なる視野の２画面の映像に“スポットライト”を設定することで、参加者はその２画面のみを見るこ

とができるとともに、研修会を通じて、共同ホストのPC内にレコーディングすることで、研修会後に編集

してアーカイブする動画を保存している。映像と音声の入力設定に関する技術については次項で説明する。 

 授業者が授業中にPCを用いてスライドや動画を提示する際の基本的な方法は、そのPCをzoomに接続し、

画面共有機能を用いてオンライン参加者にも画面を提示するようにするとともに、zoom 画面を教室のモニ

ターまたはプロジェクターでスクリーンに投影することで、教室内の生徒に提示することである。別の方法

として、授業者のPCは普段の授業で用いるようにオフラインで使用し、教室のモニターまたはプロジェク

ターでスクリーンに投影された画面を、ビデオカメラの１台で撮影することで、オンライン参加者に提示す

る方法である。ただしこの方法の場合、画像がやや不鮮明になる。 

 モデル授業後の授業者による解説場面においても、上記のいずれかの方法を用いるが、ビデオカメラは授

業者向けの１台とする。その他の場面では、適宜スポットライトを発言者の画面に設定する。 

 協議や質疑の場面ではオンライン参加者が画面に表示されるが、プライバシー保護のため、研修会後の動

画編集で削除し、公開する動画に含まれないようにしている。代わりに、協議や質疑の場面での発言内容や

チャットでの意見、アンケートの内容を個人情報を除いて要約した「概要」を作成し、動画とともに公開す

るようにしている。 

 研修会当日の技術的な進行手順は概ね以下の通りである。 

・約２時間前 機器設定、会場設営、授業者による授業準備 

・約１時間前 zoom配信確認 

・40分前  児童生徒役の学生に20～30分間の事前授業（前時までの学習とアイスブレーク） 

・10分前  録画開始、スタンバイ画面表示 

・５分前  司会者からオンライン参加者に事前説明 

・研修会  開会挨拶、授業者紹介、授業前説明、モデル授業、授業後説明、グループ協議、 

   全体協議、総括的コメント、次回授業説明、閉会挨拶、参加者アンケート回答依頼 

・閉会後  zoom配信終了、機器撤収 
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２. 映像・音声収録・配信に関わる技術的説明 

 

 本研修会は、zoom を用いたリアルタイム配信であるため、最適な映像と音声が配信され、動画に記録さ

れるための技術を確立することも、今年度の研究課題であった。そのため、６月のサンプル収録をふまえ、

８月の第１・２回研修会を実施して以降も、技術的な改良を重ねた。その結果、埼玉大学側で確立してきた

技術について以下に説明する。なお、前段階の条件として、WiFi でのインターネットへの接続が十分なス

ピードであり、かつ、映像処理能力が高いPCを用いる必要がある。 

 

（１）映像 

 ビデオカメラ（HD、 1080P）の HDMI 出力から HDMI ケーブルを介して、HDMI キャプチャーボー

ド（ネットで約 3000 円で購入）に接続し、1080P のビデオ出力を PC の USB3.0 端子に入力する。

その後、Zoom のビデオ入力先に表示される USB を選択する。 

映像を安定させるため、２台のビデオカメラは三脚に取り付け、二人の撮影者がズームしなが

ら分担して授業の様子が把握できる映像となるように努めている。 

 

（２）音声 

 zoom の特性上、教室内でのマイク入力とスピーカーへの出力は、１台の PC に限定する必要が

ある。複数の PC でマイク入力した場合は、zoom 内では合成されず、いずれかの音声が選択され

て配信される。そのため、zoom に接続している参加者は、自分が発言する機会以外は、常にマイ

クを OFF の状態にしておく必要がある。また、教室内の複数の PC でスピーカーから出力すると、

別の PC からマイク入力され、ハウリングが発生してしまう。 

 そのため、埼玉大学側のシステムでは、１台の PC に、４チャンネルのオーディオミキサー（レ

コーダー）からの出力信号を USB 入力している。オーディオミキサーは、ZOOM 社の「PodTrak P4」

（ネットで約 2.3 万円で購入）を使用している。各チャンネルには、以下の音声信号を入力して

いる。 

 第１チャンネル 授業者に装着するワイヤレス・マイクからの音声 

 第２チャンネル ショットガンマイクからの音声 

 第３チャンネル 司会者に装着するワイヤレス・マイクからの音声 

 第４チャンネル 有線マイクからの音声（通常は使用していない） 

 ミキサーは、各チャンネルのボリュームを独立して調整できる。合成後の音声をヘッドホンで

確認しながら、必要に応じて、チャンネルごとに ON、 OFF とボリュームを増減する。 

 ショットガンマイクは、当初、第２チャンネルに、ビデオカメラからの音声出力を入力してい

たが、強制換気により常時騒音が大きいことと、机上にパーティションを設置しているため、学

生が発表する際などの声が通常マイクでは聞き取りにくかったことから、指向性の強いショット

ガンマイクをビデオカメラの横に取り付けて、その音声出力を用いることとした。この点は、後

述の岐阜大学の音声収録システムと大きく異なる。 

 また、授業後の協議では、オンライン参加者からの音声は、PCからのAV出力（HDMI）を教室のオーディ

オシステムに接続することでスピーカーから出力している。 
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（３）zoomの設定 

 zoom の「このコンピュータにレコーディング」の機能を用いて、研修会全体の動画をmp4 形式で記録し

ている。教室全体の音の状況をできるだけリアルに記録するため、「背景雑音を抑制」については「低」を

選択し、「音楽とプロフェッショナルオーディオ」の設定では、「ミーティング内オプションを表示して「オ

リジナルサウンド」を有効にします」を選択し、さらに「詳細」を選択して「Windowsオーディオデバイス

ドライバーによるシグナル処理」を「オフ」を選択している。この設定が、今年度の研究を通じて、授業動

画の配信と記録に最も適したものと判断している。 
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Ⅱ－１－３ モデル授業オンライン研修会の実施技術―岐阜大学側 

 

       （中村 琢，益子典文） 

１. 全体の概要 

 

 ここでは，岐阜大学のモデル授業オンライン研修会の実施方法と，研究開発により得られた技術的な知見

をまとめる。初年次は岐阜大学から発信する研修会が 4 回実施された。この 4 回は技術的な試行錯誤を経

て，質の改善のための追究が繰り返しなされた。 初に現在の配信環境を説明し，続いて技術的に生じた問

題とその対応について記述する。 

研修会では，理科授業の全体の映像と音声情報を Web 会議アプリケーションである Zoom を用いてリア

ルタイムに配信する。授業者の発言だけでなく，生徒役の学習者の発話もオンライン上での参加者に届くよ

うにする工夫が必要である。配信元である岐阜大学では，デジタルビデオカメラで撮影した映像と，会議用

のマイクロフォンで捉えた音声を，1台のノートパソコンに取り込み，Zoomのアプリに入力して配信する。

図1に配信する講義室のレイアウト図を示す。 

 配信する講義室は一般的な広さの理科実験室である。生徒役の学生は10名程度で，図1のように2～4名

のグループを形成する。実験・観察や，議論などはグループ単位で行うことが多いため，マイクをグループ

単位で設置し，教室全体の音声を1台のPCに入力している。 

 

２. 機器類の設定 

 

 次に，図 1 に示した機器類とその設定について以下にまとめる。 

 

（１）ノートパソコン(マウスコンピューター，21054P-TGL，2台) 

 ノートパソコン1(以下，PC1)，ノートパソコン2(以下，PC2)にはそれぞれビデオカメラの映像をZoom

に入力する。PC1 は，ビデオカメラ 1 の映像と，拡張マイク 5 台の音声を配信するメインの PC である。

PC2は，ビデオカメラ2の映像のみを配信する。埼玉大学側のメインPCとともに，これらの2台のPCを

Zoomの共同ホストに設定する。 

配信中には， PC1とPC2の画面をスポットライトの設定として左右に表示させる。PC1のマイクは外部

入力のマイクロフォンを選択し，PC2のマイクはミュートにし，それ以外の機器はすべてスピーカーをOFF

にする。PC1，PC2はZoomのレコーディング機能を使い，配信映像および音声を録画する。 

 これに加えて，授業者が学習者に映像等で提示するためのPC またはタブレット端末(以下，PC3)を，講

義室の前方に設置する。授業前後の協議会で授業者が資料を提示する際には，PC3をZoomに接続して画面

を共有する。 

 

（２）WiFi(無線)ルーター（IO-DATA，WN-TX4266GR） 

 情報コンセントから学内のLAN に接続し，5GHz 帯の十分に高速な通信の電波を2台のノートパソコン

に供給する。これまでの配信では通信速度の問題は生じていない。また，何らかのネット環境のトラブルに

備えて，ポータブルWiFiを用意している。 
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（３）ビデオカメラ1，2（SONY，FDR-AX45） 

 ビデオカメラ 1 は講義室の右前方の三脚に固定する。常時運営スタッフ 1 名がつき，学習者の動きを撮

影する。ビデオカメラ2は講義室の後方の三脚に固定する。ビデオカメラ2にも運営スタッフが1名つき，

講義室全体を授業者の動きを追跡しながら撮影する。配信している映像は講義室前方のスクリーン 2 に写

して確認するとともに，2つのカメラの映像が同じにならないように注意する。授業者が演示実験などをす

る際には，ビデオカメラ1が授業者の手元を写し，ビデオカメラ2が教室全体を写す。 

 ビデオカメラは，記録方式XAVC S HD，記録モード100Mbps，フレームレート120p，(1920×1080)でSD

カードに書き込む。配信中は常時録画モードとする。 

 

（４）キャプチャーボード（IO-DATA，GV-HUVC） 

 外部入力のカメラ映像を HDMI で直接 PC に取り組むことはできないため，変換アダプターであるキャ

プチャーボードを介して映像を入力する。カメラ側はHDMIの出力端子からキャプチャーボードに入力し，

USBに変換した映像をPCに入力する。 

 

（５）マイクロフォン（スピーカー兼コントロールユニット YAMAHA，YVC-1000， 拡張マイク YVC-

MIC1000EX） 

 スピーカー兼コントロールユニットは，拡張マイク 5 台を 1 列にケーブルでつないで講義室の音声を取

り込み，USB ケーブルでPC1に入力する。本ユニットは会場外の音声を出力するスピーカーを兼ねている。

一般の理科実験室の教室では，このスピーカーの音量で十分である。拡張マイクは5台まで同時に接続でき

る。1台で周囲約5mの距離の音声を拾うことができ，スピーカーから再生された音をマイクが拾う際のエ

コーの除去や，マイクに近い人と遠い人の声量を調整するオートゲインコントロール機能がある。また，複

数のスピーカーの音声を重ねるオートミキサー機能があるため，講義室で見学しているような雰囲気で音

声を配信できる。 

 

（６）プロジェクター，スクリーン 

 講義室には2 台のプロジェクターと2 台のスクリーンを設置する。スクリーン1 は授業者が授業中に学

習者に提示する動画や資料を投影する。スクリーン2には，配信しているPC1の映像を投影する。 

 

３. 研究開発の成果と課題 

 

 1年目の4回の研修会を通して得られた研究開発の成果と課題をまとめる。毎回，授業の進行や内容が異

なるため，都度適切な調整と課題の改善に取り組んだ。 

研究開発の初期は，YAMAHAのマイクロフォンの代わりにビデオカメラに適応するワイヤレスマイクロ

フォン（SONY，ECM-W1M）を用いた。このマイクロフォンを授業者などの発話者が身に付け，レシーバ

ーをビデオカメラ本体に接続して無線で音声を取り入れる方法である。撮影はミックスモードで行い，ワイ

ヤレスマイクロフォンが捉えた音と，ビデオカメラに内蔵のマイクが取り込む音声を合成したものをPCに

入力した。一般参加者からの音声は PC1 に入るが，会場には聞こえないため，外付けのスピーカーや講義

室に既設のスピーカーにUSBやイヤホンジャックを介して出力した。 

 この方法の問題点は4点ある。1点目は，外部スピーカーへの入力時にハウリングやノイズの問題が生

じること。2点目は，ワイヤレスマイクの音声の方がビデオカメラ内蔵マイクのへの入力よりも大きく，
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授業者の音声がメインとなってしまうこと。3点目は，ビデオカメラから遠い学習者の声をほとんど拾え

ないこと。この場合には，教師が発話者に近づいて，教師のワイヤレスマイクを介して音声を拾うことに

したが，収音の距離が狭いことから教師が教室内を動き回る必要があった。4点目は，授業前後の協議会

など，発話者が頻繁に入れ替わる際に，ワイヤレスマイク1台では対応できないことである。このような

ときは，ワイヤレスマイクを手渡しで発話者に回して対応したが，時間的にも非効率であった。レシーバ

ーは1台のマイクにしか対応していないことに加え，Zoomではすべての音声を1台のPCに取り入れる必

要があることから技術的な問題を解決できず，この方法を断念した。 

 カメラを固定する三脚は，当初は小型の140㎝の高さのものを使用した。講義室後方のカメラ2では，

この高さ位置では学習者の頭部と干渉するため170㎝程度の高さで撮影できるもの（Velbon, Sherpa 635 Ⅲ 

N）に変更した。 

 学習者の動きを追うカメラ1も三脚に固定して撮影している。カメラは電源ケーブルと出力ケーブルの

2本が接続されていてカメラ位置を動かすことができない。遠方を写す際にはカメラのズームズーム機能

を使う。学習者のノートの記述や，ホワイトボード等の手元を写す際には，カメラを固定しているために

上下が反転したり，左右からの映像となってしまったりする点が継続する課題である。 

 1年目の4回の研修会を終え，配信に関する問題はおおむね改善され，臨場感のある映像と音声を配信

できるようになったと考えている。 
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図１． 岐阜大学のモデル授業を配信する講義室のレイアウト図 
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Ⅱ－２ 科学的リテラシー指標（ＳＬＩ）測定ツールの開発 

 

       （小倉 康 ） 

１. 開発の背景と目的 

 

 小倉（2019、 2020b）は、理科指導に苦手意識を持つ教員も含めて、多くの教員が学年、学級に分かれて

理科を指導している学校において、学校全体の児童生徒の理科に関する学習意欲を向上するには、中核的理

科教員※が校内で理科を教える他の教員と協調しながら理科教育の改善を図ることが有効であり、理科学力

の向上にもつながり得ることを明らかにしている。 
※中核的理科教員とは・・・理科授業や実験のアドバイス、理科授業研究会の実施、自由研究指導などを通じて、校内や地

域の理科教育の推進に中心的な役割を担う教員 

しかし、中核的理科教員が学校全体の児童生徒の学習意欲を定期的に測定しデータを得ることは、時間的

に極めて困難である。 

そこで本研究は、インターネットに接続したタブレット型パソコンを各児童生徒が使用可能となった学

校の ICT 環境を活用して、容易に短時間に全校児童生徒の学習意欲を測定し自動集計することが可能とな

るシステムを開発することとした。このシステムを用いて、中核的理科教員が他の教員を支援しながら、全

校の理科授業の改善を図ることが目的である。 

 理科への学習意欲を喚起すると理科学力が向上する理由は、理科が「よくわかる」「興味がわく」「役立つ」

「大切だ」「将来に関係する」と意識することが、自己効力感、興味、知的好奇心、有用性の認識、重要性

の認識、キャリア意識、自己実現への期待値などの向上につながり、理科学習への内発的動機付けが高まる

ことが、過去の先行研究から示唆されるからである。 

 また、本研究では、学習意欲を改善させる授業は、現行の学習指導要領が目指す「主体的対話的で深い学

びを通じて資質・能力が高まる理科授業」と同一の方向性にあると捉え、具体的には次のような授業を実現

することを目指している。 

 

・よくわかる授業 

・魅力的な観察・実験教材で興味・関心を高める授業 

・認知的葛藤場面があり、他者と対話できる授業 

・科学的な探究によって葛藤を解消できる効果的教材 

・学習した資質・能力の意義・重要性を実感できる授業 

・学習事項の有用性を実感できる授業 

・学習事項の将来生活との関連性を認識できる授業 

 

 中核的理科教員が、こうした授業を開発し、校内・地域に広めることのツールとして、科学的リテラシー

指標測定システムを開発した。 

 

２. 科学的リテラシー指標測定システム 

 

 開発した「科学的リテラシー指標測定システム」は以下の特徴を有する。 
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(1) 全国の学校が無償で利用可能できる。 

(2) 学校と児童生徒をID番号のみで管理し、個人情報を一切入力しないシステムであるため、プライバシ

ーを侵害する恐れがない。 

(3) 児童生徒が自分のタブレットでQRコードを使ってインターネットのサイトにアクセスし、短時間に以

下の7項目（小倉、 2020a）に回答した直後に自動集計結果が参照可能になる。 

科学的リテラシー指標５項目 

①理科の授業の内容はよくわかる（自己効力感） 

②理科の勉強は好きだ（興味・関心） 

③理科の勉強は大切だ（重要性） 

④理科を勉強すれば、私のふだんの生活や社会に出て役立つ（有用性） 

⑤私が将来はたらく職業は、理科に関係している（職業との関連性） 

主体性・協調性２項目 

⑥理科の授業では、自分のやるべきことを考えながら、進んで学習に取り組むことができる（主体性） 

⑦理科の授業では、他の人と協力したり分担したりして学習を進めることができる（協調性） 

(4) 学校は任意の質問項目を追加できる。 

(5) 各児童生徒、学級毎、学年毎に回答が集計され過去からの変化を表示できる他、全員が「当てはまる」

を選択した状態にどれだけ近いかの指標値（0～100の数値）が出力される。 

(6) 先行研究から、指標値を高めることが理科学力の向上につながることが予測される。 

 

 児童生徒が自分のタブレットで選択式の質問項目に回答し、教員がその自動集計結果を直ぐに参照可能

になることにより、時間をかけずに、児童生徒の意識を把握しながら授業づくりと個に応じた指導に活かす

ことができることから、利用する教員の時間的・労力的負担が極めて小さい。 

本システムを利用することで、指標値が低い学級や学習意欲の低い児童生徒が容易に特定でき、担任が個

の支援を充実させ、中核的理科教員と相談しながらより効果的な理科授業への改善を図りやすくなると考

えられることから、この点を検証することも本研究の今後の課題である。 

 利用するに当たっては、次ページの利用規約を理解の上、マニュアルに沿って利用するものとしている。 

 

科学的リテラシー指標測定システム利用マニュアル 

http://kg.cst.saitama-u.ac.jp/contents/files/block_b/04_measure/user_manual.pdf 
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基盤研究(B)（課題番号16H03052）研究成果報告書』埼玉大学. 
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 本システムについてのより詳細な説明は、本報告書の「資料２ 科学的リテラシー指標測定システムの説

明資料」を参照ください。 
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「科学的リテラシー指標測定システム」利用規約（2021.7.4） 

 

（開発者）本システムは、埼玉大学教育学部小倉康教授を研究代表者として、令和3〜6年度科学研究

費補助金による研究の一環として開発されました。 

（利用者）全国の学校が教育目的の範囲で無償で利用できます。 

（プライバシー保護）個人情報は一切入力できないシステムですので、利用に伴ってプライバシーを

侵害する可能性はありません。 

（利用条件）利用者は、使用によってシステムに入力されたデータを、研究代表者が研究目的で分析

に用いることを承諾したと見なされることに同意いただくことが利用の条件となります。 

（情報公開）この研究に関して、研究代表者はホームページを通じて随時情報を公開しますが、利用

者に直接情報提供することはありません。 

（問い合わせ）ただし、利用者側からの問い合わせには可能な範囲で対応します。必要な場合は、ホ

ームページ[http://kg.cst.saitama-u.ac.jp]の「お問合せ」機能を使用して研究代表者ま

でご連絡ください。その際も利用者は、学校IDを知らせるだけで良く、学校名を明らかに

する必要はありません。 

（研究目的）本システムを利用することで、教師は自分が教える学級の児童生徒の理科に対する学習

意欲の実態を容易に測定できることから、学習意欲が高まる授業改善に取り組みやすくな

ると考えられます。それによって、児童生徒単位で、学級単位で、学校単位で、理科への

学習意欲が高まることが予想されます(註)。 

 また本システムは、理科以外の教育活動に関しても、児童生徒の意識を容易に測定することが可能

です。教科横断的な取り組みを通じて、児童生徒の学習を総合的に向上させるよう活用い

ただけるものと考えております。 

（免責）本システムは埼玉大学情報メディア基盤センターが管理する教育研究用サーバーを無償で使

用することでサービスを提供しています。そのため不定期のメンテナンス等により、一時

サービスを中断することがあります。また、本システム自体をバージョンアップすること

もあります。その場合、万一利用者にシステムを利用できないなどの不都合が生じたとし

ても、研究代表者は一切その責任を負いません。 

（データ管理）本システムでは、利用者自身によって自校の全測定データをダウンロードすることが

可能です。万一、埼玉大学のサーバーに異常が生じて測定データが消失する事態が発生し

たとしても被害を最小限に止められるよう、利用者は自身で定期的に測定データをダウン

ロードし保存することを勧めます。 

 

(註) 科学的リテラシー指標の意識の変化が児童生徒の理科学力に与える影響が、特に中学校段階で顕著であることが以

下の研究で明らかになっています。 

 小倉康（2020）中核的理科教員を活用した理科教育のシステミックリフォーム～科学的リテラシーの認識の変化が

理科学力にもたらす影響～、 理科教育学研究、 Vol.61(2)、 pp.229-240. 
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Ⅲ 研究結果 
 
 

―理科モデル授業オンライン研修会― 
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Ⅲ－１  
 

第１回モデル授業 
小学校第６学年 

「物の燃え方と空気」 

 
授業者 
藤井祐矢 

（岐阜大学教育学部附属小学校教諭） 
 
  

( 35 )



令和３年度 第１回「理科モデル授業オンライン研修会」概要 
２０２１年 8 月９日（月・休）10 時～12 時 
主会場：岐阜大学教育学部 
参加５２名（大学内２２名、オンライン３０名）  
 
１ 開会 
（１）研修会の趣旨説明（小倉康埼玉大学教授） 
 本研究「理科モデル授業オンライン研修会」は、岐阜大学の中村琢准教授と益子典文教授との 4
年間の共同研究で実施するものである。各地域の小・中学校における理科授業を推進したり支援し

たりする中核的な理科教員が、理科授業づくりに関して相互に研鑽できる研修会を構築し、若手教

員が熟練教員との交流を通じて中核的理科教員としての資質・能力を高められる手段を提供すると

ともに、各地域・学校の理科教育の改善・充実を支援することを目的としている。この研修会がこ

の目的に沿ったものであるかどうかが、この研究の大きな目標であり課題である。埼玉県・岐阜県

の経験豊かな教員がモデル授業を、年間 8 回、4 年間実施する予定であり、共に理科を支えていく

豊かなネットワークが広がっていくことを期待する。 
（２）益子教授より挨拶および中村准教授より挨拶と授業者の紹介 
（３）スケジュールの確認、指導案の配布 
 
２ 小学校理科モデル授業 
（１） 授業者と授業内容 
 授業者：藤井祐矢（岐阜大学教育学部附属小学校教諭） 
授業：小学校第６学年「物の燃え方と空気」 
本時の目標：空き缶の中で割り箸を燃やし切るために、空き缶に穴をあけたり、うちわで風を送

ったりして割り箸の燃え方を確かめる活動を通して、割り箸を燃やし切るためには、空き缶の

穴の数を増やしたり、穴の位置を上と下にしたりして、空気を出入りさせることが必要である

と考えることができる。【思考力・判断力・表現力等】 
（２）授業者による事前説明 
本時は 6 年に進級しての最初の単元の導入部である。以下の点を大事に導いていきたい。 

・理科の最初の授業を楽しめること。 
・日常生活で物を燃やす経験が少ないことから、実際にものを燃やす体験を通して問題意識を高め

ていくこと。 
・理科の物の見方・考え方において質的・実体的な見方を働かせること。 
・目には見えない空気の存在の理解と、モデル図に置き換えて捉えられるような見方。 
・複数の実験結果や考えから、多面的に捉え、考察できるようにすること。 
（３）モデル授業の実施・視聴 
  ［記録動画の通り］ 
（４）授業者による事後説明 
モデル授業での工夫した点・指導の中で大切にしている点について 

・子ども達にとって火を使う経験が乏しいことから、実際に物を燃やす経験を十分させたいと考え

た。 
・単元の導入部分に実験を組み込み、子供たちの興味や意欲を活かす展開とした。 
以前、この単元の終末に実施した割りばしを燃やす実験では、「楽しい」・「燃やしたい」という
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意欲的な取組が見られたが、既習の学習内容を生かしたものの見方考え方の結び付きがあまり見ら

れなかった。意欲的な姿勢を生かし、燃やしたい、なぜ燃えないのか？どうしたら燃やせるのか？

空気が関係しているのか？という、目に見えないものについての見方・考えを深められることを期

待し、敢えて単元の導入に組み込むことにした。 
・教材の工夫 
子供たちの視点を配慮した実験ができる教材を選択した。穴をあけたり加工したりし易い、薄い

アルミの空き缶、安価な割り箸、BBQ で使われる着火剤などを用いた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３ モデル授業についての協議 
（１）グループ協議 8 分間、4 名程度のグループ協議。 
 ブレイクアウトセッションによるグループ協議中に、教室でモデル授業に参加した学生からの質

問等に対して、授業者から以下の説明がなされた。 
①コロナ禍で実験を実施する際の工夫 
フェースシールドの使用や自分の机上で可能なものを選択し、一人 1 実験の実施や、実験内容の

共有のため手元を映すスクリーンを活用するなど工夫している。 
②実験の準備 
教科書で取り上げられている実験や問題にあらかじめ取組み、十分な教材研究に努める。 

 実際に事前に自分でしてみることで具体的な課題を把握でき、より細部までの実験内容を検討で

きる。（例：ロウソクを使用する際、新品か使いかけが良いか、割りばしの燃え方、割りばしの詰め

方の検討など。）更に、充分な教材研究の過程を経ることで、単元のどの位置で扱うべきかが見え

てくる（本単元では導入部分に実験を位置づけ）。 
③実験から導き出そうとする考えが子供たちから出ない場合の工夫 
まず少し待つ、周りの子と話してみようというステップをとる。 
指示の出し方、出された意見や結果を黒板に提示したり板書したりする際の整理の仕方が、子供

たちの考え易さや意見の出しやすさへと導く。（項目分け、板書の位置等） 
子供たちの小さな感想を拾い、実験での達成感を大切にしつつ、声掛けによって、疑問を整理し

て導く。 
例：穴を開けていない缶を最初に見せる→穴を開けなくては燃えない？穴に意識を向ける。 
缶の上側に穴をあけたものを見せる→穴の位置？穴の数のこと？  

蓋を開けていない缶を見せることで、空気をイメージしやすい。 など 
（２）協議内容の共有 
 ブレイクアウトセッションが終わり、協議で出された質問や感想等について、各グループの代表

導入：BBQ 写真  グループ実験：空き缶の加工 
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者が報告するとともに、必要に応じて授業者から回答する形態で協議した。 
質問[教材研究について] 導入部分での児童の考えに沿った実験を実施するための道具準備への負

担はどの程度か？ 
授業者：教員側の準備（割りばし切り、金切りばさみでの缶切り）は少し大変だが、子供たち

が実験しやすいことを考慮して準備をした。 
質問[授業展開について] 燃やす経験が少ないことから実際に割りばしを燃やしてみて、空気に意

識を持たせられて良かったが、後半でさらに考察を深められたらよかったのでは？  
授業者：2 時間続きで授業を実施することで、充分に考察を深めたり実験できたりしたらよか

った。目には見えていない空気の通り道について、更に意見交換を膨らませ、実際に調べられた

らよかった。 
感想［授業展開について］ 空き缶の中で割りばしを燃やすという実験を終末から導入に組込み、

子供たちの空気に関する発想が広がり、良かった。 
感想［実験の安全性について］ 炎が大きく出ていたので、実験室ではすこし危険もあると感じた。

より安全性を確保する検討は重要。例：三脚の中に缶を入れ、安定性を確保。 
感想［授業展開について］ 条件に関する問いかけ（例：どこに穴をあけたか、どのくらいの大き

さか）から、続いて子供たちに「なぜ」という穴を開けたことの根拠や穴の位置や大きさを変

えた根拠を問うことで、教員側から空気の通り道や量について触れるのではなく、おのずと見

えないものがより見えてくるようにする工夫が見られた。 
感想［授業展開について］ 単元の導入部において、皆が共通の思考でかつ安価での体験を共有で

きる点が良い。  
感想［授業展開について］ 実験をしながら明らかになった点、明らかになっていない点が明確に

なり、その中からなぜという疑問に繋げられる点がよい。 
意見［協議の視点について］ 問題を見出すことが目的なので、若手に見てもらい、どのような点

が問題なのかをもっと共有・議論できるとよい。 
感想［教材研究について］ 身近なものや事象を用いて導入に生かすことで、子供たちの興味をよ

り引き出すことが参考になった。このような教材研究にぜひ取り組みたい。 
感想［単元構成について］ 実験中や工作中の生徒への声掛けや考え方への価値づけをしてみたい。

また、「物で始まり、物で終わる」という、同じ教材を活用して単元を進めることを是非した

い。 
感想［単元構成について］ ハムが焼けるようになったことを最後に説明するという単元構成をみ

て、教科書のようになぜ最後に実験をしないのかが疑問であったが、説明を聞き、その意図を

理解できた。 
質問［単元構成について］単元構成において酸素が燃焼において必要なことをどのように導くの

か？ 
 授業者：実験の中で「空気はものが燃える時になぜ必要か？」という声が出ていた。燃焼には

空気が必要であること、集気びんを用いて空気の出入りが必要であることや、空気の成分の何が

燃焼に関係しているかを調べたら、燃焼には酸素が必要だと繋げられると考えている。学習を進

める中で、集気びんを使った空気の出入りの学習の後、もう一度この実験を振り返ることで、燃

焼についての理解が深められると考える。 
質問［授業展開について］うちわであおぐ、穴の位置や大きさを変える等、子供たちから出された

様々な条件や疑問をどのように整理し、今後の授業展開に導くか？ 
 授業者：次の時間、子供たちが実験で使った缶を使い、更に空気の通り道を調べる方法を考え
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させて、進めたい。5 年生で学習してきた「条件を制御し、実験方法を自分たちで考える」とい

う点を大切にしたいので、集気びんをこちらから与えるのではなく、子供たちに見つけさせ、出

なかったら紹介する方法をとりたい。空き缶を使うことから空気の通り道を見るためには中が透

明なものが必要であるという発想になるかもしれない。  
質問［授業展開について］教科書には上が空いている集気びんを用いる例があり、２つ空気の出入

口が必要だと説明しているが、このような点を最終的にどのように検証するか？ 
授業者：空気の出入り口に穴が二つ必要なのではなく、空気の出入りが必要という点が導けれ

ばよいと考える。 
質問［授業展開について］ 沢山の問題が子供たちから出され、想定した単元の授業展開をする上

で、教員の指導力が問われる単元構成であると感じた。5 年生の学習内容を大切に生かしつつ、

子供の問題発見から展開するうえで大切にしたい点は何か？ 
授業者：出てきた疑問を、なるべく子供たちで分類させ、調べさせたい。当然、カリキュラム

マネジメントが必要になる。グループごとのテーマを分担で実験する事も必要になるだろう。燃

焼のしくみはしっかり押さえたい。 
質問［授業展開について］ 実際に生徒が取り組む中でハムが焼けずに終わるケースはどのように

フォローアップし、まとめに（8 時間目説明するとあるが）進むか？ 
授業者：教材研究中にハムが焼けない事例や湿度の問題が出てくる点を確認している。着火剤

を用い、割りばしが 15 分で焼けることを確認しているので、実験時間をかければ可能と考えて

いる。本来 2 時間の授業を用意し、全員が焼ける体験をさせたいと考えていた。 
 
４ モデル授業についての講評（中村琢岐阜大学准教授） 
・提案性のある良い授業であった。その後のグループディスカッションでは的確な指摘があり、現

職教員同士がお互いに良い授業のために意見交換を行う研究協議であることから、非常に良いコミ

ュニティであると感じた。 
・小学校第 6 学年の「燃焼」において、肉を焼くという日常生活に密着した追究しがいのある課題

設定がなされ、理科の日常生活との関わりを直接意識できる点が非常に良かった。 
・通常は単元の終末に確認実験に行うところを敢えて導入部分に実験を設定し、それらをその後の

学習に繋げる点が良かった。皆で同じ体験をし、その後課題を追究していくという流れが意識づけ

に生かされていた。 
・活発な探究的な課題解決学習が展開されていた。 
・穴の位置・大きさ、穴の数など、子供同士のグループディスカッションにより、実際にその場で

試行し確かめられる点が探究的で面白い。 
・物を燃やす経験が乏しいと思考が広がりにくいが、子供たち自身が手を動かし、実験できる教材

をつくり、またそれらが子供たちの思考に伴って対応できるものである点が大変良かった。 
・どうして穴を大きくしたのか、数を増やすなどの根拠を求める点が良かった。2 時間の内容を今

回は 1 時間で実施していたが、今後の授業で子供たちの思考をどのように整理していくのかという

点が興味深い。 
・これらのことを考える提案性のある良い授業であった。 
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令和３年度 第１回「理科モデル授業オンライン研修会」アンケート結果 
 
質問８ 「モデル授業」の内容について、意見や感想、質問など 
 
・単元導入の時に広がりすぎてしまうことが心配で、内容をしぼってしかできないことが悩み

であったが、学ぶことができて目から鱗が落ちたようだ。見方・考え方を働かせて問題を解

決する指導の在り方、仮説の段階で空気に着目できたら、より見方・考え方を働かせて実験

→考察できるかと思った。深い教材研究の一端を垣間見ることができ、とてもよい刺激にな

った。（小学校５年以上１０年未満、中学校５年以上１０年未満） 
・特に子どもたちへの声かけを丁寧にされているそのワード選びが勉強になった。机間指導の

際の問いかけや声かけ、問い返しは、実際に各先生の授業をみないと学べない点である。（中

学校５年以上１０年未満） 
・教材の準備や子どもたちの言葉で進めていく先生の問い返し、価値付け等とても参考になっ

た。（中学校５年未満） 
・児童の見方や考え方に軸足を置いた授業は、カリキュラムマネジメントの観点、児童支援の

観点から大変勉強になった。児童が試行錯誤できる幅が広く、自らの手で学びに向かおうと

する意識がもてる構成だった。（小学校１０年以上２０年未満、中学校５年以上１０年未満） 
・教材教具が簡易的で興味深いものだった。（小学校５年未満、中学校５年未満） 
・「穴の数，穴の位置，穴の大きさ」など，教師が言葉を精選することで，児童の意識が集約さ

れていた。（小学校５年未満、中学校５年未満） 
・机間指導を何度も行い，児童に価値づけの言葉をかけながら，児童の考えを収集する教師 
 の姿勢が素晴らしかった。（小学校５年未満、中学校５年未満） 
・提案性が高く、先生ご自身の指導技術も高い授業で大変勉強になった。ぜひ今後の自分の授

業実践に生かしたいと思う一方で、どう現場に広げていくかが、今の私の課題である。（小学

校１０年以上２０年未満） 
・これまでの実践では、空気（酸素）や空気の通り道ありきで実践してしまうことが多く、酸

素が必要とか上下に出入り口が必要などと言った形式的な授業になりがちだった。提案のよ

うに、児童の疑問を大事にし、多様な検証の場を保証できるようにしなければと勉強になっ

た。（小学校２０年以上） 
・単元の導入で思考錯誤しながら子どもたちに視点をもたせたり問題意識を持たせたりするこ

とが学ぶ楽しさに繋がっていくことを感じた。（小学校２０年以上） 
・これまでの実践から単元構成を見直すこと、児童自らが実験を計画し、実験を進めていくこ

となどたくさんのことを学んだ。（小学校５年以上１０年未満、中学校５年以上１０年未満） 
・ホワイトボードの大きさが小さく，後ろの席からも見られたのか。児童を前に集めるか，タ

ブレットを用いて，児童の考えを写真におさめ，電子黒板に位置づけると方法もある。（小学

校５年未満、中学校５年未満） 
・単元の開始時に児童生徒に試行錯誤させることで、ものが燃えるという現象についての問題

を発見させることができるように感じた。密閉された缶で割りばしが燃えない現象から穴を

開けるという展開にたどり着く前に、密閉された缶と BBQ コンロを比較する視点を入れる

ことが大切だったと考える。それによって、多くの生徒にとって穴を開ける必要感がより強

化され、穴の位置や大きさ等によって何が変わっているのかという問題発見への足場かけに

なるのでは。（中学校１０年以上２０年未満） 
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・今回の単元では「質的・実体的な視点」で進めたいとのことだったが、穴が多くなればなる

ほど燃えやすくなるなど、「量的・関係的な視点」が強くなるので。そのため、「どうしてこ

のような結果になったの？」など、「原因と結果」の見方を使って切り替える発問、誘導があ

れば、「空気」の方向へ行き、「質的・実体的」に向かうのでは。（小学校１０年以上２０年未

満） 
・試行錯誤の場面でタブレットでの記録、活用の予定は？燃えたとき、燃えなかったときの記

録を見ながら、考察の場面で議論ができるのでは。（小学校１０年以上２０年未満） 
・条件制御をある程度こちらが意図して子ども達に投げかけ，穴にしぼって実験をすすめてい

っても割り箸の入れ方やうちわで風を送ることの視点は試行錯誤の中で自然と出てくること

なので、そのことが今日はっきりとは言えないことにも繋がっていると感じ、今後の展開で

条件を制御していく必要性も子どもたちが見いだしていけるのではないか。（小学校２０年

以上） 
 
 
質問９ 「モデル授業以外」の内容について、意見や感想、質問など 
 
・研究会・グループディスカッションとも参加人数等に応じて、それぞれの時間を調整できる

といいと思った。グループ協議の時間が８分しかなかったので、なかなか十分な協議ができ

なかったのが残念。（中学校５年以上１０年未満） 
・理科の授業を参観が難しい状況なので、非常に貴重な機会だと感じた。また、他校種の授業

もなかなか参観させていただく機会がないので、小・中連携という視点からもこの研修会で

学んだことを生かしていきたい。（小学校２０年以上） 
・他県の先生と意見を交える機会は少ないので、大変有意義だった。研鑽を積んで見える先生

方のご意見を聞くことでとても刺激になった。（小学校１０年以上２０年未満、中学校５年以

上１０年未満） 
・グループ討議については司会者を決めると話し合いが進みやすいと思います。グループ討議

の時間が短すぎてみんなが話せないので、この時間がもう少し欲しいです。（小学校５年以上

１０年未満、中学校１０年以上２０年未満） 
・オンラインでの研修だからこそ、今回のような遠隔地とつながりながら意見交流ができた。

（小学校５年未満、中学校１０年以上２０年未満） 
・オンラインならではの通信状況に左右される場面があり、環境が向上することを期待する。

（小学校５年未満、中学校１０年以上２０年未満） 
・zoom の音飛びで貴重な議論が聞こえづらかったので、今後公開される動画で補完したい。 
・自宅から参加できる点は、物理的・時間的にもメリットが大きい。（小学校１０年以上２０年

未満） 
・自分自身が課題と感じている点についても、どこかでみなさんと話し合う時間をもちたい。

（小学校１０年以上２０年未満） 
・授業者の意図や教材に対しての工夫点を教えていただけたことは、今後モデル授業を自身で

実践してみる際の軸に据えることができるのでとても貴重。（小学校１０年以上２０年未満） 
・子をもつ母親としては子どもを預けて参加できる時間帯をご検討いただけると幸いである。

（小学校２０年以上）
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第２回モデル授業 
中学校第３学年 

「金星の満ち欠け」 

 
授業者 
井形哲志 

（埼玉県立伊奈学園中学校教諭） 
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令和 3 年度 第２回「理科モデル授業オンライン研修会」概要  
２０２１年 8 月 9 日（月・休）14 時～16 時  
主会場：埼玉大学教育学部 
参加４６名（２１名，２５名） 
 
１ 開会  
(１) 研修会の趣旨説明（小倉康埼玉大学教授） 
本日スタートした「理科モデル授業オンライン研修会」は、学校の教員達のための新しい

研修形態として、今年度から岐阜大学の中村琢准教授と益子典文教授との 4 年間の共同研究

で実施するものである。 
従来、各地域で研修会が行われてきたが、最近では研修会に参加して授業の様子を観て学

ぶ機会が減り、研修会そのものに参加する事も難しくなっている現状がある。コロナ禍でも

あり、ICT の活用環境の発達により新しい学びのスタイルが増えてきた。より積極的に学び

たいという教員が参加しやすい時と場所で、大学が主催してより有益な学びの機会を実施・

提供することに意義があると考える。 
力のある教員の指導法や教材の工夫について、インターネットを活用して多くの教員に参

加して観ていただき、その記録や有益な資料を共有し、蓄積していくことを、このプロジェ

クトの目的としている。意義のあるものにしていきたい。 
（２）授業者の紹介  
（３）スケジュールの確認、指導案の配布 
 
２ 中学校理科モデル授業 
（１）授業者と授業内容 
授業者：井形哲志（埼玉県立伊奈学園中学校教諭） 
授業：中学校第 3 学年「金星の満ち欠け」 
本時の目標（第９・１０・１１時）：金星や火星の動きと見え方に関する事象にすすんでか 
かわり，観測や天体シミュレーションの結果から，科学的に調べようとすることができ 
る。【主体的に学習に取り組む態度】 
金星や火星の動きと見え方について，モデルを用いて検証するとともに，結果を分析し

て解釈し，自分の考えを表現することができる。【思考・判断・表現】 
（２）授業者による事前説明  
これから教育に携わるだろう大学生や若手教員達に向けた授業の紹介である。授業におけ

るこだわりや工夫している点を紹介したい。 
単元における学習内容と進度は、次の通

り。 
第1節 惑星と恒星（第１時～第２時）

太陽系外の天体・太陽系の天体 
第2節 太陽の様子（第３時～第５時）

太陽の特徴①② 
第3節 月や金星の運動と見え方（第６

時～第１０時） 実験教材 金星の動きと見え方 
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月の満ち欠けについて発泡スチロール球と電球を用いて実験を行った。金星の観

察等の学習を進め、本時の授業を迎えている。 
（３）モデル授業の実施・視聴 
［記録動画の通り］ 

 
（４）授業者による事後説明 
指導法・教材・授業で大事にしている点について 

｟１｠理科における小中連携・小中一貫教育において意識して指導している点 
① 小・中学校の内容を取り上げる：学習内容とのつながりや違いを考慮し、以前学習し

た内容について、授業の中で投げかけている。 
② 問題解決的学習：問題解決を意識した授業展開を構成するよう、ワークシートの作成

と合わせて工夫。 
③ モデル化などの思考の枠組みを活用する。 

｟２｠理科教育の課題からの着目点 
・日本の児童生徒は、深く考えたり、それを表現したりすることに対する苦手意識があるこ

とが課題である（PISA（２００６）での、思考力・判断力・表現力を問う記述式問題、H27 
全国学力・学習状況調査での、考察して分析した内容の記述より）。 
・H27 全国学力・学習状況調査より、小学校 6 年生が「理科の学習が大切である、わかる、

役に立つ」と考えていた項目が、中学校で大きく低下するという結果から、理科の学習に対

する理解度や有用感を高め、科学的な思考力の育成を目指す必要性を感じる。 
上記のことから、モデル化を通して科学的な思考力の育成を図る指導方法の工夫に着目し

ている。 
｟３｠モデル・モデル化とは 
・モデルとは、自然現象を説明・理解しやすくするために、その重要な特徴を抜き出し、

別のものにわかり易く置き換えたもの（松浦 2013）、浅田（2002） 
・モデル化とは、自然現象に対応するモデルを構築したり、モデルから自然現象に活用し

たりすること（松浦 2016） 
小・中学校の学習にモデルが扱われるが（地層を作成する実験、太陽や月、金星等）、授業

では特に「なぜこのモデルを使うのか」を考えさせるよう注意している。 
｟４｠自然現象とモデルの異同の認識の重要性について 

金星の満ち欠けについてのモデル実験 
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・自然現象をすべてモデルで表せるわけではないため、自然現象とモデルを対応付ける方策

が必要である。 
・教授・学習モデル（井形・小倉２０１７）からみ

る本時の学習展開： 
月の満ち欠けについてのモデル（知っている現象）

を用い、それを用いて新しい別の現象を考えるため

に（別の現象との比較）どのようにモデル実験を工

夫していくか（修正・評価）本時で考えさせた（別

のモデルから別の自然現象への適用）。 
｟５｠本時の教材について 
①「完璧ではない」モデル 
・実験時には、宵の明星、明けの明星につい

て、金星の満ち欠けの状況について、敢えて

触れていない。 
②観察用の紙筒 
・観察時に他の情報を省くため、筒型を採用。 
・中に黒丸を書いた OHP シートを張り、金星

の大きさの変化をわかり易くする工夫。 
 

３、モデル授業についての協議  
（１）グループ協議 10 分間、4 名程度のグループ協議 
ブレイクアウトセッションによるグループ協議中に、教室でモデル授業に参加した学生か

らの質問等に対して、授業者から以下の説明がなされた。 
・「振り返り」についての捉え方・工夫  
生徒達に考えるべき観点を予め与え、振り返りを求める。 
例：「○○について、キーワード○を使って書いて欲しい」 

「モデル実験について完璧なものでない部分を書いて欲しい」 
（２）協議内容の共有 
ブレイクアウトセッションが終わり、協議で出された質問や感想等について、各グループ

の代表者が報告するとともに、必要に応じて授業者から回答する形態で協議した。 
感想［教材について］ 天体の授業では物を見せたり想像させたりする点で難しさを感じる

が、大きさの違いを見せたり教材教具の工夫があったりして理解しやすいと感じた。 
質問［授業展開について］ 先生の言葉で授業を進める展開であったが、子供たちに教材・

教具を渡し、月と金星の違いを子供たちに考えさせて授業展開を進めるとすると、どの

ような授業展開が考えられるか？  
授業者：モデルの部分を全部子供たちに考えさせた場合、予め条件を出さないと、モデ

ル実験での操作と実際の自然現象での動きとの関係がわかりづらいのではないかと考える。 
特に天文単元では自然現象のものと自然現象の動きについて、指導者側がものと操作の視

点を絞る必要があると考えた。今回はモデル実験の操作を意識しながら進めることとした。 
感想［授業展開について］ 金星の継続観察を実際に行うことで、生徒たちは調べたいとい

う動機付けに繋がり、意欲が高まると感じた。 

観察用の紙筒 

教授・学習モデル（井形・小倉 2017）の紹介
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感想［授業展開について］ モデルにおける例えが子供たちに明確にわかっているようでわ

かっていないことが意外と多い。その点を意識しての指導がなされ勉強になった。 
質問［授業展開について］ 本時で子供たちに身につけさせたい資質・能力とは何か？ 

授業者：モデルと自然現象をどのようにつなげるかが本日のポイント。モデルと自然現

象の共通点と異なる点から、実験方法の立案におけるモデル化の過程を重視する。 
質問［授業展開について］ 金星、月、地球、太陽の空間的な見方を大切にすべきところだ

と考えるが、実験ではどうしても子供たちは平面的に捉える傾向がある。実際の空間的

な見方への繋がりをどのように授業展開の中で導いていくのか？  
授業者：モデル実験では平面と空間をどのようにつなげるかという点については、天文

に関するすべての位置関係を考えさせることは子供たちにとっては難しいことだと考える。

そこで、省略するところを作っている。 
例：金星のモデル 太陽の高さ、観察する自分の高さを同じにしてもらっていることに触

れずに省略。 
感想［授業展開について］ モデル化を通して深い学びを促進している。モデルについての

説明や、何のためにモデルを用いるかという、モデルを活用する目的を子供たちに考え

させる点が素晴らしい。 
質問［授業展開について］ モデルが実際のものとどのようにつながり、子供の中で意識が

構築されるのかという観点から、金星がどのように動くのかという点を、モデルを用い

た授業とどのようにつなげていくのか？ 
授業者：モデルと自然現象をどのようにつなげるかがポイント。実験方法の立案を丁寧

に行う必要があると考える。特にモデルと自然現象との共通点と異なる点を考えさせる必

要があり、なぜこれを使うのかは共通点があるからで、その理解について重視している。

  
授業者：モデル実験を行う前に、予めモデルとは何かを説明する特別な１時間を年間授

業の中で設けている。（例：風船、ストロー、ペットボトルなどを用いて実験する肺のモデ

ルの学習）自然現象をすべて理科室や教室に持ちこむことは難しいが、代わりのもの（モ

デル）で実験し、なぜこれを使うのかは共通点があるからで、その理解を重視している。

完全なモデルはないという理解のもとに共通性を意識しながら進め、理解を深める。 
 
４ モデル授業についての講評（小倉康埼玉大学教授） 
・わからない子がわかるようになり、わかる子がより理解を深められるように工夫されてい

る授業であった。 
・モデルを使うことで、わかることが沢山あるのでは？子供にとっては、わかったという実

感が大切であり、かつ、理科ではモデルでものごとを考えることができるという「思考の術」

を知り得ることの大切さもある。 
金星の動き方を、月についてのモデルを基にして違いを修正することによって、現象を理

解することができる。モデルと実際では違いがあり、実際に観察することに繋がるとそこま

での理解が更に興味関心につながると考える。 
 
５ 第 3 回「理科モデル授業オンライン研修会」の紹介 
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令和３年度 第２回「理科モデル授業オンライン研修会」アンケート結果 
 
質問８ 「モデル授業」の内容について、意見や感想、質問など 
 
・導入で生徒に疑問をきいておられた。生徒の意識に寄り添う授業として、私も大切にしたい。（小学

校５年以上１０年未満、中学校５年以上１０年未満） 
・教具やプリントの方法例を学ぶことができた。特に天体の分野は季節的に授業例をみたことが少な

いので、その授業を見ることができてよかった。モデルと実物のつなぎ方の展開例として、生徒へ

の問いかけ方を学べた。（中学校５年以上１０年未満） 
・金星の動き方を示した模造紙の準備や、金星の大きさを測りやすくするための紙筒の工夫など、生

徒にとってわかりやすい授業をつくるための工夫が見られてとても良かった。（中学校１０年以上

２０年未満） 
・筒の工夫が素晴らしく、ぜひ同じようなものを作って授業で活用したいと思う。（中学校５年未満） 
・生徒の言葉を用いながら、月の満ち欠けのモデルを金星の満ち欠けがわかるように修正させ、実験

を行うことによって、何のためのモデルなのか、このモデルから何がわかるのかを理解させながら

進められることが分かった。教師が「モデルを使えば分かるよ」というのではなく、生徒が「モデ

ルを使って調べたい」と思えるような授業構成をしていけるように研鑽したい。（中学校５年以上

１０年未満） 
・実際に学生を相手に，授業を参観できる形態であるとは知らなかったため，非常に驚いた。 
コロナ禍でなかなか参観できる機会が減少しているため，非常に有意義な時間となった。（中学校

１０年以上２０年未満） 
・モデルと自然現象とについての相違点を考えさせる授業をあらかじめ時間をとって学習する機会を

組み込まれている点に感銘を受けた。モデル化について余り意識を持っていなかったので、是非参

考にしたい。（小学校・中学校経験なし） 
・教える部分と考えさせる部分を明確にすると，よりよい授業になると思った。（小学校５年未満、中

学校５年未満） 
・中学校の授業自体をなかなか拝見する機会がないため、大変有意義な研修となった。（小学校１０

年以上 20 年未満） 
・天体のモデル実験の難しさを、既習内容と比較しながら実験の意味を見事に理解させて授業を進め

ていくことが大変勉強になった。（小学校５年以上 10 年未満、中学校 10 年以上 20 年未満） 
・天体分野は理科室内においてリアルタイムで観察することが十分にできない分野のため、モデルを

使った授業が多くなる。動きや見え方など、何を学ばせたいのかによって提示するモデルが変わる。

今回のモデルでは、模造紙のシートが補助としては大きな役割をはたしているだろう。また、大き

さでは筒につけた丸印が有効。スチロール球を複数準備することで大きさを比較することもできる。

（モデルならでは）観察結果は、タブレットなどで画像として残すことも有効だろう。 
天体は、できるだけ体験として実際に観察をさせたいところである。月、金星や火星も時期を考え

れば観察可能。導入や終末などで、実際に撮影した天体写真を提示することだけでも身近に感じら

れることがある。（小学校５年未満、中学校 10 年以上 20 年未満） 
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質問９ 「モデル授業以外」の内容について、意見や感想、質問など 
 
・本研究会で示されたモデルの概念の資料を広めてほしい。モデルで考えることはメリットも多いが、

生徒にとってハードルが高い部分でもあり、その指導法を研究されているということなので、ぜひ

広めていっていただきたい。（中学校５年以上１0 年未満） 
・実際の現象とのモデルのつなぎ合わせは自分の課題でもあるので、今日の方法提示は大変有益であ

った。（中学校５年以上１0 年未満） 
・他県の先生方と意見交流が行えることが、とても有意義であると感じた。（中学校１０年以上２

０年未満） 
・グループ討議に参加できなかったことが心残り。（小学校５年未満、中学校５年未満） 
・本日の授業で使用した模造紙、データで作成されたのであれば研修サイト等にアップして頂けると

授業動画と合わせてすぐに活用できる素晴らしい教材になると感じた。（小学校 10 年以上 20 年未

満） 
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第３学年 理科学習指導案 
令和 3 年 8 ⽉ 9 ⽇(⽉)  
場 所   埼⽟⼤学 
授業者   井形哲志 

１ 単元名   太陽系と恒星 
２ 指導計画＊ 
第１節 惑星と恒星（第１時〜第 2 時） 
・太陽系外の天体 ・太陽系の天体 
第２節 太陽の様子（第３時～第５時） 
・太陽の特徴① ・太陽の特徴② 
第３節 月や金星の運動と見え方（第６時～第１０時） 
第６・７時 
「⽉の動き⾒え⽅」 

⽉の動きと⾒え⽅に関する事象にすすんでかかわり，同じ時刻に
⾒える⽉の位置と形の観測から，科学的に調べようとすることが
できる。【主体的に学習に取り組む態度】 
⽉の動きと⾒え⽅について，モデルを⽤いて検証するとともに， 
結果を分析して解釈し，⾃分の考えを表現することができる。 
【思考・判断・表現】 

第８時 
「⽇⾷・⽉⾷のモデ
ル実験」 

⽇⾷や⽉⾷の起こる理由について，モデルを⽤いて検証するとと
もに，結果を分析して解釈し，⾃分の考えを表現することができ
る。【思考・判断・表現】 

第９・１０・１１時 
「⾦星・⽕星の動き
と⾒え⽅」 

⾦星や⽕星の動きと⾒え⽅に関する事象にすすんでかかわり，観
測や天体シミュレーションの結果から，科学的に調べようとする
ことができる。【主体的に学習に取り組む態度】 
⾦星や⽕星の動きと⾒え⽅について，モデルを⽤いて検証すると
ともに，結果を分析して解釈し，⾃分の考えを表現することがで
きる。【思考・判断・表現】 

＊天体と動きと地球の⾃転・公転（⽇周運動と⾃転，年周運動と公転）については，別単元 
としている。 

 
３ 本時の指導（第１０時） 
（１）展開 
時
間 

段階 学習者の 
○活動と学習目標 

教員の 
発問と○指導 

☆評価 
○留意事項 

5 疑問 ２つの満ち欠けの様子を比較
し，共通点・差異点を挙げるこ
とができる。 
（例）月は満ち欠けのとき大き
さは変化しないが，別の星は大
きさが変化している。 
（例）月はクレーターが見られ
るが，ある星はそれが見られな
い。 
 
知りたい疑問を表現することが
できる。 
（例）金星はどうして形や大き
さが変わるのかな。 

これら２つの満ち欠けの画
像を比較してみましょう。 
○挙手・発表させる。 
 
 
 
 
 
 
 
金星について，なぜだろう，
知りたいな，と思うことは
ありますか。 
○挙手・発表させる。 

○月の満ち欠けの様
子と，金星の満ち欠け
の様子を思い起こさ
せる。 
 
 
 
 
 
 

15 予想 
方法 

 
 
○ノートに問題を書く。 
 
金星の満ち欠けについて知って
いること，関係していそうなこ
とを挙げ，それらの特徴を考え
ることができる。 
（例）太陽のまわりをまわって
いる。金星自体は光っていな
い。 
 
問題の予想を表現することがで

 
 
○自然事象の特徴を列挙さ
せる。 
金星について知っているこ
と，関係していそうなこと
はないだろうか。特徴を挙
げてみましょう。 
○挙手・発表させる。 
 
 
 
問題について，自分の予想

 
 
○「もの」と「動き」
という観点から，でき
るだけたくさん挙げ
させるとともに，黒板
に要素毎に分類して
板書する。 
 
 
 
○金星の満ち欠けと
似ている自然現象や

⾦星はどうして⾒える形や⼤きさが変わるのだろうか。 

( 53 )



きる。 
（例）金星は月と同様に太陽の
光を反射させているのではない
か。 
（例）光っている部分の見え方
が違うだけではないだろうか。 
 
金星の満ち欠けと月の満ち欠け
を比較することができる。 
（例）両方とも自ら光ってはい
ないという点は同じ。 
（例）月は満ち欠けしても大き
さは変わらないが，金星は変わ
る。また，月は地球のまわりを，
金星は太陽のまわりをまわって
いるという点が違う。 
 
金星と月の比較をもとに，月の
満ち欠けのモデル実験を変形さ
せて，金星のモデル実験を立案
することができる。 
（例）電球を使うのは変えな
い。 
（例）ボールを電球のまわりを
１周するように動かす。金星は
太陽のまわりをまわっているか
ら。 

を表現しましょう。 
○挙手・発表させる。 
 
 
 
 
 
金星の満ち欠けと，月の満
ち欠けの同じ点・違う点は
どの点であるか。W(2) 
○考えをノートに書かせた
後，数人に発表させる。 
 
 
 
 
 
金星の満ち欠けを再現する
ために，月の満ち欠けのモ
デル実験をどのように変え
ればよいだろうか。W(3) 
○考えをノートに書かせた
後，数人に発表させる。 

モデル実験には，どの
ようなものがあるか
を考えさせ，月の見え
方（のモデル実験）を
ふり返る。W(1) 
 
 
○同じ点は「両とも…
という点は同じ」，違
う点は「…という点は
違う」という文章にあ
てはめて考えさせ
る。 
 
 
 
 
○金星を用意できな
いため，モデルで考え
ればよいことに気づ
かせる。 
○金星には大気があ
ることや，月より金星
は大きいことは，モデ
ル実験では省略す
る。 

15 
 

実験 ○指示された時間と，場所の範
囲で実験をする。 

○実験の時間と，調べる場
所の範囲を指示する。W(4) 

 

10 考察 
結論 

結果から規則性を見出すことが
できる。 
（例）地球から遠くなると金星
は小さくまるく見え，地球に近
いと金星は大きく欠けて見え
る。 
（例）地球から見て，太陽と同
じ方向だと見えない。 
 
問題に対する答えを表現するこ
とができる。 
（例）金星は位置や，地球との
距離が変化することにより，大
きさが変化しながら満ち欠けし
ているように見える。 

結果から，どのようなこと
が言えますか。 
モデル実験の結果から，
金星の満ち欠けについて
どのようなことが分かり
ますか。W(5) 
○挙手・発表させる。 
 
問題を探究して，見出した
知識は何ですか。問題に対
する答えを書きましょう。
W(6) 
○考えをノートに書かせた
後，数人に発表させる。 
 

☆金星の動きと見え
方について，モデル
を用いて検証すると
ともに，結果を分析
して解釈し，自分の
考えを表現してい
る。（ﾜｰｸｼｰﾄ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 (振返り)  
モデル実験で実際の金星の満
ち欠けを説明したり，再現し
たりすることができていない
部分を考えることができる。 
（例）金星が日の出・日の入り
の前後に見えることです。 
（明けの明星、よいの明星） 
○本時の学習や感想等をノート
にまとめる。 

○モデル実験を評価する。 
このモデル実験で実際の
金星の満ち欠けを説明し
たり，再現したりするこ
とができていない部分は
ないだろうか。W(7) 
○挙手・発表させる。 
 

○モデル実験はあく
まで，仮のものであ
り，自然現象すべて
を再現できているわ
けではないことを伝
える。 
 
 

（２）備考 本授業においては、実験⽅法の⽴案におけるモデル化過程を重視する。 
 
４ 参考 
 本指導案は，以下を基に作成した。 
⼩倉康・井形哲志・⾕津勇太（2016）「科学的探究能⼒を確かに指導するための学習⽬標の精緻
化と授業設計法への展開（２）中学校編」⽇本理科教育学会全国⼤会要項，第 66 巻，p386． 
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Ⅲ－３ 
 

第３回モデル授業 
小学校第４学年 

「ものの体積と温度」 

 
授業者 

佐久間聡子 
（埼玉県幸手市立上高野小学校教諭） 
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令和３年度 第３回「理科モデル授業オンライン研修会」概要 
２０２１年９月２５日（土）１６時～１９時 
主会場：埼玉大学教育学部 
参加４４名（大学内１７名、オンライン２７名） 
 
１ 開会  
（１）主催者の挨拶（埼玉大学教育学部 小倉 康教授） 

「理科モデル授業オンライン研修会」は８月９日に第１回を岐阜大学から、第２回を埼玉大

学から配信し、本日、第３回を迎えた。岐阜大学と埼玉大学との共同研究で 4 年間実施するも

のである。 
各地域の小・中学校における理科授業を推進したり支援したりする中核的な理科教員が、理

科授業づくりに関して相互に研鑽できる研修会を構築し、若手教員が熟練教員との交流を通じ

て中核的理科教員としての資質・能力を高められる手段を提供するとともに、各地域の学校の

理科教育の改善・充実を支援することを目的としている。 
本日は教室からの対面参加と ZOOM での参加スタイルにより、教員志望の学部生や教職大

学院で将来のリーダーを目指して学ぶ学生も参加している。将来、中核的理科教員として地域

や学校で活躍していくための良い機会になることを願う。 
（２）共同研究者である岐阜大学 中村琢准教授からの挨拶と小倉教授より授業者の紹介 
（３）スケジュールの確認、指導案の配布 
 
２ 小学校理科モデル授業  
（１） 授業者と授業内容  

授業者：佐久間聡子（埼玉県幸手市立上高野小学校教諭） 
授業：小学校第４学年 「ものの体積と温度」 第 2 次 
本時の目標： 
・水の微小な体積変化について調べ、的確に記録することができる。【知識・技能】 
・得られた結果を基に、水の体積変化を温度の違いと関連付けて考察し、空気と比較し表現す

るなどして問題解決することができる。【思考・判断・表現】 
（２） 授業者による事前説明 
  思考アイテムを用いた授業法の研究を行ってきた。事象に興味を持たせつつ、考える場面を

大切にした授業の中で、児童の科学的思考力を育成していくことを目的として、思考アイテムを

活用し展開する。 
 指導の計画は以下の通り。 
第１次（第 1～３時） 空気の体積と温度 
第２次（第４～６時）水の体積と温度 
第３次（第７～１０時）金属の体積と温度 
導入では、空気の入ったペットボトルに栓をして湯に入れた際の栓が飛ぶ現象を観察し、児童

が問題を設定する。第 1 次では、空気の温度による体積変化について学習する。前時の試験管口

に石鹸膜を張っての空気の体積変化の測定から、学習内容を基に、水の体積変化の調査法を検討

する。 
水の体積変化においては、水をお湯で温めたり冷やしたりすることで検討をすすめる。空気の

体積変化の実験法に則り、試験管に水を入れ、前回同様に氷水と湯を用いて試したところ、空気
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の場合と同様な明確な結果が得られなかった。そ

こで思考アイテム「見直し」を働かせて実験方法の

改善を行う。 
（３） モデル授業の実施・視聴 

［記録動画の通り］ 
（４）  授業者による事後説明 指導法・教材・

授業で大切にしている点について 
［１］コロナ禍の実験の工夫 
① 従来の授業における実験結果共有の流れ 

実験を終えた班から黒板に結果を張り、黒

板の前で他の班との意見交換を行った。 
例：共通点を見つけたり比較したりして、結

果の妥当性を検討。 
結果に新たな疑問が生じた場合には、その

グループが中心になり、再試行を行い、更に意

見交換を行ってきた。 
② ICT を活用した実験結果共有の試み 

コロナ禍で密になることを避け、ICT を活

用した実験結果の共有を試みている。 
例：Microsoft の Teams、ベネッセのミライ

シードの活用 
・表やグラフを作成する場合には Teams
で形式を作成したエクセルシートをファ

イル共有し、班ごとのデータが記入可能

となるようにした。他の班と結果を比較

したり、妥当性の検討を 行えるよう試

みた。 
・ミライシード上でムーブノートを用

い、結果を記入したワークシートを写真

に撮り、添付にて共有した。 
［２］本時の改善事項 
① 黒板への結果の貼り付けを左右逆に示

したかった。 
② 温める・冷やす際の水の高さの測定の印

（テープ）について 
本時では温めたり冷やしたりする場合、

できるだけ元の温度に戻した後（水の高さ

に戻す）、新たに測定を始めるとことを指

示した。 
最初に温めた場合、温め終わった後の

チューブの水の位置に印をつける。次に温めた位置から冷やす。 
最初に冷やした場合、冷やし終わった後の水の位置にテープを張る。次に、冷やした位置

図 1 思考アイテム「ピカっとアイテム」 

図 2  文例を活用し考えるヒントに 

図 3 体積変化の測定 

図 4 実験結果の比較 
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から温める。2 回目には温めた後からの冷やし始めの位置にはテープの色を変えるなどの工

夫をしたかった。 
温めることから行うと、温められた水が上に貯まり、500ml のビーカーを用いた場合、下

がりにくい。 
冷やすことから始める場合には、実施時の季節による外気温の影響もあり、水温変化がわ

かりにくい。最初の水温設定の工夫を行う必要がある。 
［３］「思考アイテム」を自由に働かせる指導法の開発について 
「子供たちに考える力をつけさせるにはどうしたらよいか」が出発点である。 
① 思考アイテムとは 

細分化された「科学的思考に関する知識・理解」（小倉（２０１０））より、小学生に身に付

けさせたい内容を抽出・統合し、作成した 12 項目である。この思考アイテムをカードにして

身近に位置付けている（通称：ピカっとアイテム）。 
カードには思考アイテムを使う主な場面や、思考アイテムを言語化したものを提示。また

提示されている文例に当てはめることで、考えるためのヒントとなるよう作成。 
② 考える力が養われ、思考力が高まる状態とは 

有している断片的な知識をつなぎ合わせて構造化したり、有している不十分な知識をより

肉付けしたりして、知識をより強化し、思考が深まることを示す。思考アイテムを用いること

で、思考の方略を獲得することを目的とする。自分の力でこの過程が無意識にできるようにな

る状態、考えるための方法・考え方を自在に働かせることができるようになることが、児童の

思考力が高まることと考える。 
③ 思考アイテム獲得の方法 
・知識として思考アイテムを生徒に与える。（パターンを知る）（知識レベル） 
・思考アイテムを意識した授業の段階的な実践。（意識的活用レベル） 
・繰り返しの使用により活用の仕方が身に付き、自由に活用可能となる。（メタレベル） 
④ その他 
・アイテム「比較・分類」では理科以外の教科でも頻繁な活用が可能である。 
・アイテム「知識・技能」の定着は教師側にはわかり易いが、「思考力・判断力・表現力」は変

化がわかりにくい。よって児童が考えるための方略を知識・技能として獲得させ、考える過程

を大切にし、この方略を活用していく力をつけていくことが大切だと考える。 
 
３ モデル授業についての協議 

5 名程度のグループ協議を 15 分間実施した。 
・グループ協議では、グループ内での「司会者」と「記録係」を決めて進めた。 
・ブレイクアウトセッションが終わり、協議で出された質問や感想等について、各グループの

記録係が報告するとともに、すべてのグループからの報告後、まとめて授業者から回答する形

態で協議した。 
以下に、報告された主な質問や感想、授業者の回答を示す。 

（１）授業展開について 
質問 授業のまとめの段階で、児童から「冷やし続けて氷になると体積が増える。なぜだろう？」

と質問が出たら、どのように次につなげるか？ 
授業者：小学校では事象からの理解が教科書にて提示されている。気づきやアイディアを思

いついた点をほめる。事象から理解を大切にしている。 
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感想 比較（温める・冷やす／空気との比較）の考え方をいくつかの場面で持たせている点が

良かった。 
感想 空気の体積変化を示す最後の演示実験で、児童たちから驚きの声が上がったことから、

実際の現象を見せることは教科「理科」の中で大切にしたい点であると感じた。 
感想 この単元では体積の変化を子供がイメージしにくい部分を含むと感じる。わかり易くす

るための工夫があれば教えて欲しい。  
質問 児童が実験方法を立案した場合、個別に対応は可能か？ 
授業者：個別対応には限界がある。個々の立案が授業展開のヒントになり、組み合わせや肉

付けをしたり、批判的思考に繋がったりすることから、児童の個々の考えを大切に拾うこと

をして心がけている。 
感想 細い管を用いた水や空気の体積変化の実験を通して、基準値や正しい測定への視点をま

ず子どもに持たせることが自然な流れと感じる。 
感想 本時では前回の終末での疑問からスタートしており、これまでの実践を踏まえ、思考ア

イテムを用いて児童同士で結果の承認や必要感を導くことは、子供たちの自然な学びという

点を踏まえた授業づくりに重要であると考える。 
質問 子どもたちの中に「これでいいのかな？」という感覚をどのように持たせていくのか？ 
感想 生徒からの言葉を拾って大切に確認や深めていく過程が良かった。 
感想 授業の中での約束事があらかじめ決められており、進行がスムーズである。 
質問 条件制御をどこまで行うべきか？（水面を最初の位置に戻すべき？）温めから冷やすこ

とにおいて、どこまでを統一条件として提示するか？） 
授業者：条件制御の限界も感じる。大切なのは本時のねらいであり、このねらいに迫るた

めに科学的な思考を大切にして条件制御を行うべきで、学習場面に応じて優先順位を考え

る。 
質問 思考アイテムの活用について、ノートにも書かせているのか？ 
授業者：書かせていない。日々頻繁に使う内容の継続よりも、より進めるべき内容があり、

自然の流れの中で意識させる意識的活用レベルからメタレベルの活用を目指している。 
感想 「温度を測りたい」という主体的な取組がみられてよい。 
感想 ボードに流れを提示したり、実験を進める時間を生徒に尋ねて決めたり、実験中の時間

を意識させる声掛けする展開から、生徒達自らが積極的に取り組めるための工夫を感じた。 
（２）思考アイテムについて 
感想 思考アイテムの活用は中学校に進学した際の効果が大きいと思う。子供の考えを養う道

具としての思考アイテムは、とても良いと感じた。 
感想 思考アイテムはどのような場面で活用できるかという使い方を理解すると、子ども自身

の判断で活用できる点において、ICT の使い方との類似点を感じる。従って、同様な使い方

ができるのではないかと考える。 
感想 振り返り指導だけでなく、思考アイテムをより活用するために結果の比較や考察などに

おいても、思考アイテムとの関連付けをより強調してよいのではないかと感じた。  
感想 観察内容や考察など流れを与えられるだけではなく、比較や価値づけなど活用の積み重

ねによって身に付けられるものだと感じた。 
感想 12 種類に厳選されており、他教科での活用も可能とのことで、興味深い。 
感想 思考アイテムが校内の見えるところにあり、発展的学習が可能な生徒にとってはとても

効果的だと感じる。 
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質問 活用において、いくつかの場面での思考の深まりや広がりについてのステップアップの

過程を具体的に知りたい。 
授業者：単元により、思考カードやヒントなどの活用の仕方や使用頻度が異なる。 
「予想・仮説」と「結びつける」の活用頻度は高い。限られたところで決まった思考をする

のではなく、必要な時に必要な思考ができることが大切と考える。限定されずに児童の思考

を大切にしたい。 
（３）教材について 
質問 「細い管を使用する」という実験方法は、空気の体積膨張の際に使用した石鹸膜の実験

を行った流れから出にくいと想像するが、どのように導き出されたのか？ 
授業者：算数の体積の学習からのイメージが一因とも考える。一部、教師側の誘導も含まれ

るかもしれないが、前学年での物づくりの成果物やガラス管やメスシリンダーなどの関連器

具を理科室に置き、気づきやつながりが持てるようなしかけをしている。 
感想 温めた後冷やした際の体積変化では、「冷やした後元に戻る」と言えても「冷やした後、

体積が小さくなる」ことを立証できないと考える。子どもの理解の仕方は多様。試験管を２

本準備して加温用と冷却用を準備するほうが妥当だと考える。 
質問 細い管はもう一度考えるため、改めて教材として取り上げたものか？敢えて実験を再試

行している点について、そこまでの過程や意図を伺いたい。 
授業者：決められた実験方法で実験を行い、必ずしもいつでも同じ良い実験結果が得られる

わけではない。より改善も必要である。この授業でこそできる、実験方法の見直しや改善を

し、より良いものにしていくという「科学的思考」を大切にしたい。従って思考の過程を大

切にして進めている。試験管で実験を始め、再試行の流れとした。 
感想 「熱いものを冷やしたら体積が減る」という表現は、誤解が生じやすい。まずは温度の基

準を等しくしてから実験を行うと良かったと思う。 
授業者：温度の基準を等しくしてから実験を行うことに迷いもあった。本時のねらい「温め

たり冷やしたりすると変化するのか？温めたり冷やしたりするとどのように変化するのか？」

に注目すると、今回のように温めた後を基準にしても問題はないのでは？と考える。 
感想 模造紙を使った結果の共有が分かりやすい。また、ホワイトボードを活用して提示する

方法は、いつでも確認できるという利点を感じた。 
感想 液面の変化を視覚的に確認しやすくするための工夫として、ガラス管にゼリーを詰める

工夫は見易い。 
質問 テープではなく、ペンで印つけるほうが楽なのでは？ 
授業者：試験が濡れている場合を想定し、利便性を考えてテープを使用。 

質問 試験管を複数本用意して、常温と温めた時、冷やした時の比較をすることができるよう

にする？ 
授業者：実験器具の複数準備はより好ましい。装置の作成に時間と手間が必要であり、労力

や頻度を踏まえ、やり易い教材準備を行った。 
質問 新たに水が増えたり、減ったりしていると考える子もいるのではないか？ 
授業者：新しい水が増えないという条件設定のため、試験管立てを使用している。 

 
４ モデル授業についての講評（小倉康埼玉大学教授） 
・非常に多くの質問や知りたいという点が出された協議であり、今回のモデル授業が、現場で参

考となる要素や勉強になる要素にあふれる内容であったと言えるのではないか。 
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・この思考アイテムは、普段の授業において、どのようにしたら科学的な思考力や表現力を伸ば

すことができるのかという問題意識に基づいた研究である。児童たちに思考アイテムはわかり

易く、①12 の思考のパターンを知り（知識レベル）、②授業の中で繰り返し使うことで理解す

る（意識的活用レベル）、③自分で対話の中で自由に使えるようになる（メタレベル）という 3
段階で、12 のパターンを自分のものとしていく。学年や学校全体での実践へとつながった。こ

のアイテムを用いた実践により、学年を重ね、成長と共に思考力も身に付くが、その更なる上

乗せとして思考力を伸ばしていく試みの実践となる。 
・簡潔な用語で示された思考ツールであるが、中身は発達段階に応じて、より論理的であったり

批判的思考に相当する内容となったり、数学的な考え方を適応したりしてより高度化していく。

中学校でも適応可能である。このように思考力は短期で身に付くものではなく、長い時間をか

けて培われていくものであり、その一つの切り口を知ることができた。 
・子供たちがいつでもどこでもツールとして使えるという工夫も知ることができた。 
・新学習指導要領における、理科で培うべき思考力・判断力・表現力は、未知の事柄に対処でき

る力を目指すものである。 
・多くの参加者が本時の研修から使えるものを見出し、現場での広い活用につなげてもらいたい。

そして、子供たちの思考力育成に役立てていただくことを期待する。 
 
５ 全体協議「コロナ禍での GIGA スクール環境を活用した理科授業づくりの工夫や可能性」 

参加者からの各学校での ICT 活用の現状や取組の工夫点を共有した。さらにコロナ禍が明けた

後、どのような理科授業の取組が可能なのか、全体での意見交換を行った。 
（１）S 市の国公立小学校の状況 
○Microsoft Teams を用いたオンライン授業を開講し、授業を中継。 
ベネッセのミライシードを用いて児童の意見を集約したり比較したりすることで、授業に活

用している。 
  実験の流れをカメラで撮影し、撮影された授業をオフリンクで教員に送り、その画面を教員

が生徒達に提示し、実験結果の違いを比較したり、いくつかのグループの違いを取り上げて

比較したりするなど、活用を進めている。 
オンライン参加の生徒は家で実験ができない。現状では双方向型の授業展開が難しく、教師

側からの一方向になりがち。Teams を用いて、資料を示しながら参加の状況である。 
○Microsoft の Teams を用いたオンライン授業を開講し、双方向型の授業展開に努めている。

欠席者や不登校生徒に対しての情報提供や授業終了後の板書写真を共有することで、学習内

容がつかめるような情報提供の活用に取り組む。 
教師側から学習内容記入用ファイルを児童たちに送付し、児童たちからの記入後の提出を求

めたり、児童たちがお互いのノートを共有しあったりして、ツールとして活用。また、振り

返りのアンケートの実施にも役立てている。双方向型の授業は難しいが、活用の一般化の後

に改善に努めたい。 
（２）G 市の公立小・中学校の状況 
○Microsoft Teams とワンノートを活用。共有することでコミュニケーションを図る取組み。 
ハイブリット登校のため、Teams にて学級通信を配信し、登校の生徒達とオンライン上の生

徒達が同時に朝の会や帰りの会に顔を合わせられるよう工夫している。 
理科では実験は難しい。ワンノートの共有ツールを用い、生徒の書き込みを同時に共有でき

る機能を活用している。班別にオンラインの生徒と登校の生徒とが共通のノートに書き込み、
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話し合いはできないが、共有することでコミュニケーションを図る取組みを実践している。 
○Microsoft Teams とワンノートを活用 デジタルの見せる資料、少人数での顕微鏡観察。 
 前に生徒達に渡しておきたい情報をワンノートに入れておき、必要な観察や学習に役立てて

いる。またデジタルの利点を活用し、見せる資料を活用している。 
ハイブリッド登校のため、少人数であることを利用して、台数の少ない顕微鏡実習の機会を

設けることができた。2 時間を組み合わせ、実際に観察する時間と学習記録をまとめ、課題を

こなす時間を交代で実施し、この時期を有効に活用できた。どのようにすれば実技指導から

必要な技能を身に付けさせることができるか課題である。 
（３）A 市の公立小学校の状況 
○Microsoft Chromebook の活用。映像共有により、画面越しのコミュニケーションを図る。 

1 週間の休講中、オンライン授業を実施。児童達の短期間での PC 操作技術の向上には驚かさ 
れた。学習プリントを児童たちに配布し、ワードで打ち込み返信をさせ、共有した。 
コロナ不安で登校できない生徒もおり、教室では Chromebook2 台を用い、1 台は黒板を映

し、もう一台を教室の子供たちの様子を映し、授業風景や内容を共有できるように工夫。 
理科の実験や野外観察では、各班で 1 台は Chromebook を持って参加し、児童の取組の状況

が伝わるようにしている。交流のしにくさを危惧したが、映像ソフトの活用による映像共有

により、画面越しのコミュニケーションが図れている。実験の実況はできないが、参加して

一緒に考えることは工夫次第で可能と考える。 
（４）H 市の公立小学校の状況 
○Chromebook を使用。子供たちの考えを共有 
ミライシードを活用し、オフリンクやムーブノートでの子供たちの考えを共有することが可

能。教員が作ったシートを送り、子供たち自身で上書きができるので共有可能。活動制限に

より理科室での実験ができないが、10 月からは可能となる。 
（５）G 市の私立小学校の状況 
○Microsoft の Teams、Google workspace を活用。iPad の持ち帰りの可能性を検討中 
昨日、情報の校内研修会が行われた。Google workspace の利用で、Google Meet、ドキュメ

ント、スプレッドシートをオンライン上で共有しながら、同時に扱うことが可能。双方向的

に活用できるツールを使用。 
iPad の持ち帰りの可能性を検討中。家庭学習で予想を作成し、授業では発展的な内容を取り

入れたり、アンケートを基に本時の学習に生かすことが可能となったりしつつある。 
「問題解決の過程において、どのように活用することができるのか」iPad の活用の紹介と

色々な技術を使いながらいかに意味のある効果的な学習にしていくかの工夫に取り組む。 
 
次回、継続して中学校での工夫も含め、コロナ禍の理科授業の取組の方向性や可能性について

の情報共有をすすめたい。 
 
６ 第４回「理科モデル授業オンライン研修会」の紹介 中村琢（岐阜大学教育学部准教授） 
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令和３年度 第３回「理科モデル授業オンライン研修会」アンケート結果［教員］   

 

質問７ 「モデル授業」の内容について、ご意見やご感想、ご質問など 

・授業の流れが見られたのが良かった。モデル授業は児童役が大人になってしまうので、子

供の純粋な反応が見られない点がデメリットである。実際の授業の様子を短くても良い

ので見られたら良かった。（小学校 ５年以上１０年未満） 

・思考アイテムの活用については小中で連携できれば非常に有効な取組になると考える。思

考アイテムによる科学的な思考の育成とともに、生徒に調べたい・明らかにしたいと思わ

せる授業を考えていきたい。（中学校１０年以上２０年未満） 

・思考ツールについて、実際の授業を通して理解を深めることができた。（小学校 ５年未満） 

・授業やそれを支える理論を教えていただけて有意義だった。（小学校 ５年以上１０年未

満、中学校５年以上１０年未満） 

・できれば指導案をもう少し早く公開していただけるとありがたい。 

（小学校で ２０年以上、中学校５年未満） 

・実験の操作技能、結果の記録の仕方、比較など、さまさまな要素のある授業だった。思考

アイテムがあることによって授業の進行や思考の組立ての手助けになると思う。（小学校

５年未満、中学校１０年以上２０年未満） 

・思考アイテムについて、大変興味を持った。スタート段階に、「知識として与える」とい

う部分が、とても明確ですっきりした。その後、手立て②、③と段階を踏んで指導されて

いくが、個の伸び（活用状況）に応じた支援の中身を勉強させていただきたいと感じた。

グループ実験中の個のつぶやきが聞き取れると、さらにありがたい。（小学校 ２０年以上） 

・本校でも、思考を育てるスキルについては度々話題になってる。その中で、今回の思考ア

イテムは大変整理されており、参考になった。 

 私は問題や課題を達成するためにどのような条件や方法があるかを試行錯誤させる時間

を大切にしたいと思っているので、敢えて方法を変えられた先生の考えは共感できるも

のだった。ただ、児童への思考を断ち切らないフォローが必要だとも感じた。（小学校１

０年以上２０年未満、中学校５年以上１０年未満） 

・比べるという思考アイテムを用い、石鹸膜、水面の位置、ペットボトルの蓋の 3 通りで比

べることで子どもたちがもった疑問が知識となりそれが確かな知識に変わっていくと感

じた。知識・技能は教える過程があってこそ使えるものなので、それを提示していくこと

を今後意識しながら授業を進めていきたいと考える。（小学校 ５年以上１０年未満） 

・大変素晴らしい授業で、思考アイテムの活用を除いたとしても、多くの人に観て頂きたい

授業だった。授業者からの授業の意図や思考アイテムについての説明も十分にあり、大変

勉強になった。（小学校１０年以上２０年未満） 

・論やねらいがしっかりとされていてとてもよく意図が伝わった。（中学校１０年以上２０

年未満） 
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質問８ 「グループ協議」の内容や進め方について、ご意見やご感想、質問など 

・グループ協議は授業者の先生から「○○についてはご意見をいただきたい」など方向性を

より絞ってもいいかもしれないと感じた。授業を提供してくださった先生もそれによっ

て得るものが多いと考える。（中学校１０年以上２０年未満） 

・疑問に思ったことなどを、熟練の教員に聞くことができたのは有意義だった。（小学校５

年未満） 

・協議する視点があると、そのことについて詳しく話せるのではないかと思った。（小学校 

５年未満） 

・意見を聞けてよかった。少々遠慮があり、沈黙があったが、良い時間だった。経験が混ざ

っていても新鮮でよいと思う。（小学校５年未満、中学校１０年以上２０年未満） 

・熟練同士でグループを組んでいただき、緊張感があった。もっと勉強しなければという刺

激も受けた。今後は、学生・若手・中堅・熟練というミックスのグループ討議もおもしろ

いと感じた。（小学校 ２０年以上） 

・少人数で話をすることができ、またチャットを用いて他の先生方の視点を知ることができ

たのがよかった。（小学校 ５年以上１０年未満） 

・グループ討議の時間はもう少し欲しいなと感じた。（小学校 ５年以上１０年未満、中学

校５年以上１０年未満） 

 

質問９ 「全体協議－GIGA スクール環境の活用」について、ご意見やご感想、ご質問など 

・各校によって導入しているソフト等の違いは実践の幅を広げるように感じる反面、成果の

共有につながりづらいように感じる。（中学校１０年以上２０年未満） 

・ぜひ、実物をもってギガスクール環境の活用を聞きたいと思った。（小学校 ５年未満） 

・異なる自治体の活用の様子や実際の活用アイデアを聞くことができ、有意義だった。（小

学校 ５年未満） 

・同一県内でも状況が大きく違い、驚いた。（小学校 ５年以上１０年未満、中学校５年以上

１０年未満） 

・これからどうなるか楽しみであり、不安でもある。どう活用できるか、実践交流はありが

たい。（小学校５年未満、中学校１０年以上２０年未満） 

・自治体による取り組みの違いに加え、私学の取り組みも学ぶことができ、とても有意義だ

った。（小学校 ２０年以上） 

・各校の実態を知ることができて非常によかった。本校は私立の学校であり、公立学校の動

向は非常に気になるところだった。それぞれの実態の中で工夫して今の状況に向き合っ

ていることが分かった。（小学校１０年以上２０年未満、中学校５年以上１０年未満） 

・理科を学ぶ環境として大変な現状の中、他の先生方も努力されていることや新たなメリッ

トも出てくることが共有でき安心したし、前向きな気持ちになれた。（小学校 ５年以上１

０年未満） 
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・モデル授業以外のテーマについて協議できるのは、大変よかった。特に今回は、GIGA ス

クール環境の活用というホットなテーマについて情報交換できたのはよかった。さまざ

まな実践をおもちの先生方がお集まりだと思うので、予め２～３分で実践紹介をして頂

く方を指定して頂くと、資料等を共有しながらのご紹介もできたのではないかと感じた

（ご負担にならない程度で）。（小学校１０年以上２０年未満） 

・みなさんそれぞれ悩みながらいろいろな実践をなされていて勉強になった。（小学校 ５年

以上１０年未満、中学校５年以上１０年未満） 

・画面共有で見せるのは良いと思った。（小学校５年未満、中学校５年未満） 

・こちらも活用場面をしぼって協議できるとよいかと思う。（中学校１０年以上２０年未満） 
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令和３年度 第３回「理科モデル授業オンライン研修会」アンケート結果［学生］   

 

質問６ 「モデル授業」の内容について、ご意見やご感想、ご質問など 

・私は今教育実習中であり、今度授業する予定だが、実験前の教師の働きかけ等参考にした

いと思った。思考ツールについて、回数を重ねて児童に定着させていくと、理科的な思考

という観点でとても有効なものであると感じた。（中学校希望・実習経験あり） 

・とても素晴らしい授業で、学べることが沢山あった。（小学校希望・実習経験あり） 

・ 水(液体)の温度による体積変化について実験であり、測定に使用した温度計も石油(液

体)の温度による体積変化を利用したものであるので、この原理が温度計に使われている

ことを紹介することも良いのではないかと思った。（高等学校希望・実習経験あり） 

・現場でご活躍される教員の皆様、特に経験を積まれたベテランの皆様の授業は、大変勉強

になった。（中学校希望・実習経験なし） 

・理科の授業は実験（実際に子供が手を動かす）と仮説、予想、考察（思考を働かせる、対

話する）に多くの時間を割くことが重要だと改めて感じた。また、授業で伝えたいことが

山ほどある中で、「これだけは押さえておきたい」といっためあてを絞って、子供たち自

身で気づけるように工夫していくことの大切さを痛感した。方法からもたくさん学ばせ

ていただき、私は言葉選びも重要なポイントだと思う。本日のモデル授業は、子供が自ら

考え、発言したくなる空気感があり、魅力的な授業とはこれのことだと思った。（小学校

希望・実習経験あり） 

・前時からの流れ、目的を持って実験を行うまでの発問、板書等とても参考にさせていただ

きたいと思う内容だった。思考アイテムを用いることで実際の児童がどのような反応を

示すようになるのかも是非知りたい。（中学校希望・実習経験あり） 

・思考アイテムをもっと活用した場面を経験したかった。（中学校希望・実習経験あり） 

・特に印象に残っているのは「ピカッとアイテム」です。これがあることでどのように考察

をまとめたらよいのか、どのような点に注意して実験をするのかなどが分かりやすく、迷

ってできない・書けないということが少なくなると思った。私も使いたいと思った。（中

学校希望・実習経験なし） 

・試験管の液面を見る実験からの疑問を、ガラス管を用いて解消できる流れがよかった。思

考する機会を提供していた。（高等学校希望・実習経験あり） 

・約束が書かれたホワイトボードや着目点・注意点のマグネットのシートなどを用意してい

るところから、先生が徹底的に事前準備をなさっていたことが伺えた。「ピカッとアイテ

ム」については、子どもたちに身に付けさせたい力が厳選されていてとても良いアイテム

だと思った。さらに、カードを用意するだけではなく、紙芝居を用いて実践場面をイメー

ジできるようにしたり、クイズコーナーを作ったりしたとおっしゃっていたので、実際に

どんな紙芝居やクイズコーナーを使っているのか見てみたいと思った。（小学校希望・実

習経験あり） 
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質問７ 「グループ協議」内容や進め方について、ご意見やご感想、質問など 

・学生 4 人グループで、意見も言いやすく、話しやすかった。（中学校希望・実習経験あり） 

・つつがなく進行していて、良かったと思うが、内容が多いと感じられた。（小学校希望・

実習経験あり） 

・とても有意義な時間になった。（高等学校希望・実習経験あり） 

・学生グループ内のディスカッションでは、自分が気付かない切り口からの意見に数多く触

れることができ、授業に対する視点が増える良い機会になった。また、現役の教師の皆様

とディスカッションする機会も頂けたらと感じた。（中学校希望・実習経験なし） 

・４～５人という限られた学生同士で話し合えたことで、自分の考えを素直に発言できた。

しかし、学生だけではなく、教員経験者の方のお話をもっと詳しく聞きたかったという思

いもある。（小学校希望・実習経験あり） 

・学生同士でグループ協議を行うことができ、実習経験などを踏まえて全員が話すことがで

きたと思う。（中学校希望・実習経験あり） 

・協議の内容が教材論になってしまいがちだった。もう少し児童生徒の考え方について議論

したら良かった。（中学校希望・実習経験あり） 

・ピカッとアイテムについて、データの分析や結論を出すまでの流れに分けて表示した方が

よいと考えていたが、実際にお話を伺って、あらゆる問題に対応できるようにする必要性

のために分けていないのだと分かり、納得できた。（中学校希望・実習経験なし） 

・他のグループとの意見を共有する時間をもう少し充実して欲しかった。（高等学校希望・

実習経験あり） 

・他大学の学生さんとお話しできて楽しかった。学生、若手、熟練の混合グループでグルー

プ協議するのもおもしろそうだと思った。（小学校希望・実習経験あり） 

 

質問８ 「全体協議－GIGA スクール環境の活用」について、ご意見やご感想、ご質問など 

・学校によって対応が異なるので難しいと感じた。（中学校希望・実習経験あり） 

・専門用語等多く、学生には少し難しい。使用しているツールやアプリ等の説明があるとい

いと思った。（小学校希望・実習経験あり） 

・コロナ禍における現場での対応を聞くことが出来たのでよかった。（高等学校希望・実習

経験あり） 

・全員がタブレットを片手に学習をするという、私にとっては馴染みのない形態が、現在

様々な形でとられていることから、自身の対応力に不安を感じた。教師を目指すにあたり、

より現代の教育現場の様子を 学ぶ必要があると感じた。（中学校希望・実習経験なし） 

・私は教育実習に昨年行った。GIGA スクール構想が実施される前だったので、このように

実際の現場のお話が聞けたことは大変勉強になった。（小学校希望・実習経験あり） 

・他県の状況や工夫を学ぶことができた。また同じ県内でも市により使用するアプリや学校

の状況が異なり、様々な工夫が行われていることに驚きながら、新たに学んでいくことが
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多いのだと感じた。（中学校希望・実習経験あり） 

・各校の取り組みを聞くことができたのはとてもよかった。（中学校希望・実習経験あり） 

・Google ミートを用いて子供同士がやりとりをし、あたかも一緒に実験や観察をしている

ような環境を作れていることがとてもいいと思った。一方的になりがちな遠隔授業がと

もに学ぶ場になっていることがすごいと思った。（中学校希望・実習経験なし） 

・事前に資料を準備していただけるとわかりやすかった。（高等学校希望・実習経験あり） 

・学校現場の実態を知るきっかけとなった。（小学校希望・実習経験あり） 

 

質問９ その他で、気づきや要望など 

・教員経験がなく、理科の授業も模擬授業や教育実習での数回のみという私自身、ものすご

く刺激になり、よりよい授業を研究していきたいという意欲がわいた。このような勉強会

を開催していることを、もっと多くの学生に情報提示していけると、理科やそのほかの教

科の授業力向上に繋がっていくのではないかと思った。（小学校希望・実習経験あり） 

 

  

( 73 )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 74 )



1 

第４学年 理科学習指導案 
                              授業日：令和 3年９月２５日（土） 
                              授業者：佐久間 聡子 
 
１ 単元名 ものの体積と温度 
 
２ 単元の目標  
 金属、水及び空気を温めたり、冷やしたりしたときの体積の変化に着目して、それらと温度の変化と
を関係付けて調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に
付けるとともに、主に既習の内容や生活経験を基に、根拠のある予想や仮説を発想する力や主体的に問
題を解決しようとする態度を育成する。 
 
３ 単元について 
（１）教材観 
 本内容は、「粒子」についての基本的な概念を柱とした内容のうちの「粒子のもつエネルギー」に関
わるものであり、中学校第１分野「（２）ア（ウ）状態変化」の学習につながるものである。 
本単元では、金属、水及び空気を温めたり、冷やしたりしたときの体積の変化に着目し、それらと温

度の変化を関連付けて調べる活動を通して、「金属、水及び空気は、温めたり冷やしたりすると、それ
らの体積は変わるが、その程度には違いがあること」「空気の温度による体積変化が最も大きいこと」
を捉えられるようにする。また、既習の内容や生活経験を基に、根拠のある予想や仮説を発想し、表現
する力も育成していく。 

 
（２）学習者の状況 
 児童は１学期に閉じ込めた空気や水に力を加えたときの体積変化と圧し返す力について学習した。そ
の中で、「閉じ込めた空気は圧し縮められるが、水は圧しても体積が変わらないこと」、「閉じ込めた空
気を圧すと体積が小さくなるが、圧し返す力は大きくなること」を体感しながら学んだ。また、この学
習では見えない様子を図で表すことも経験し、自分の考えをイメージ図を用いて表現しようとする児童
が増えてきている。 
 
（３）指導観 
教材は、導入では空気を入れて栓をしたペットボトルを用意し、これを水槽で温める活動を通して問

題を見いだしていくことができるようにする。空気の体積変化については、試験管の口に石鹸膜を張っ
たものを用いる。その後、水の体積変化も試験管を用いて行うことで、空気のときの変化の様子と比較
することができるようする。水の体積変化を見る実験では実験結果が分かりにくいことに着目させ、細
い管（試験管にガラス管をゴム栓で接続する）を用いると小さな体積変化が分かりやすくなることに気
付かせる。実験方法を見直して改善していく経験をさせ、妥当性を検討する態度も身に付けていく。 
温めたときと冷やしたとき、空気・水・金属の体積変化の大きさをそれぞれ比較することで気付いた

ことを主に問題解決の力を育成していきたい。 
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４ 単元の評価規準 
知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①金属、水及び空気は、温めた
り冷やしたりすると、それら
の体積は変わるが、その程度
には違いがあることを理解し
ている。 

②金属、水及び空気の温度を変
化させたときの体積の変化に
ついて、器具や機器などを正
しく扱いながら調べ、それら
の過程や得られた結果をわか
りやすく記録している。 

①金属、水及び空気の温度を変化さ
せたときの体積の変化について、
既習の内容や生活経験を基に、根
拠のある予想や仮説を発想し、表
現するなどして問題解決してい
る。 

②金属、水及び空気の温度を変化さ
せたときの体積の変化について、
観察、実験などを行い、得られた
結果を基に考察し、表現するなど
して問題解決している。 

①金属、水及び空気の温度
を変化させたときの体積
の変化についての事物・
現象に進んで関わり、他
者と関わりながら問題解
決しようとしている。 

②金属、水及び空気の温度
を変化させたときの体積
の変化について、学んだ
ことを学習や生活に生か
そうとしている。 

 
５ 指導と評価の計画 （10 時間扱い） 
次 時 主な学習活動 評価の観点・方法 
１  

１ 
 
２ 
３ 

〇空気の体積と温度（３時間） 
・ペットボトルに栓をして湯の中に入れたときの変化に
ついて考える。 

・空気は、温めたり冷やしたりすると、体積は変化する
のか調べる。 

 
【主体的に学習に取り組む態度①】 
（行動観察・発言） 
【知識・技能②】（行動観察・記述） 
【思考・判断・表現①】（発言・記述） 
【思考・判断・表現②】（発言・記述） 

２  
４ 
 
５ 
 
⑥ 
 

〇水の体積と温度（3時間） 
・水は、温めたり冷やしたりすると体積は変化するのか
調べる。 

・水の体積のわずかな変化を調べるにはどうしたらよい
か考える。 

・実験方法を改善し、温度による水の体積変化について
調べる。 

 
【思考・判断・表現①】（発言・記述） 
 
【思考・判断・表現②】（発言・記述） 
 
【知識・技能②】（行動観察・記述） 
【思考・判断・表現②】（発言・記述） 

３  
７ 
 
８ 
 
９ 
 
10 

〇金属の体積と温度（３時間） 
・金属は、温めたり冷やしたりすると体積は変化するの
か調べる。 

・金属の体積のわずかな変化を調べるにはどうしたよい
か考え、改善した方法で調べる。 

・空気、水、金属の温度による体積変化の違いについて
考える。 

・学習したことが、生活の中で活かされている場面につ
いて考える。 

 
【思考・判断・表現①】（発言・記述） 
 
【思考・判断・表現②】（発言・記述） 
【知識・技能②】（行動観察・記述） 
【知識・技能①】（発言・記述） 
 
【主体的に学習に取り組む態度②】 
（発言・記述） 
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６ 本時の学習 
（１）本時の目標 
 ・水の微小な体積変化について調べ、的確に記録することができる。【知識・技能】 
 ・得られた結果を基に、水の体積変化を温度の違いと関連付けて考察し、空気と比較し表現するなど

して問題解決することができる。【思考・判断・表現】 
 
（２）準備物 
 ３００mL ビーカー（各班２つ）、お湯、氷、ビニルテープ、試験管（ガラス管を接続したもの）、 
ゼリー、記録用紙、予想ボード 

 
（３）授業展開 
時
間 

段階 学習者の〇活動と資質・能力 
（主に働かせたい思考アイテム） 

教師の発問と○指導 ★評価 
〇留意事項 

２ 
 
 
 
 
 
３ 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
５ 
 
 
 
 
 
 
 
 

問題 
 
 
 
 
 
計画 
 
 
実験 
 
 
 
 
 
 
 
結果 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇前時の内容をふりかえり、
問題を確認する。 

今日調べることを把握し、問
題意識をもつ。（問題） 
 
 
〇実験方法を確認する。 
 
 
〇実験を行い、結果を記録す
る。 

温めたときと冷やしたときの
変化を比較する。（比較・分類、
数） 
 
 
 
〇実験結果をお互いに見合
う。 

 
実験結果の共通点や差異点を
見つける。（比較・分類、きま
り） 
 
 

今日はどのように調べます
か。 
 
 
 
 
〇前回の実験から、何のため
にどのような改善をしたか
確認する。 

 
グループで協力して実験を行
いましょう。 
 
〇実験前、温めたとき、冷や
したときの記録をグループ
ごとにシートに書かせ、後
に共有できるようにする。 

 
各班の実験結果を見て、共通
すること、気づいたことはあ
りますか？ 
〇見いだした実験結果の共通
点からきまりを見つけられ
るように助言する。 

〇前時の結果、児童の予
想を確認する 

 
 
 
 
〇空気が入らないよう
に水が入っているか
確認する。 

 
★水の微小な体積変化
について調べ、的確に
記録することができ
る。【知識・技能】（行
動観察記述） 

 
 
 
〇各班の結果を比較し
やすいように並べて
掲示する。 

〇児童が見出した共通
点を板書して意識づ
ける。 

 
 

水の体積は、温めたり冷やしたりすると変化するのだろうか。 
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10 
 
 
 
 
 
 
５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 
 
 
 
 
 
２ 

考察 
 
 
 
 
 
 
まとめ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
適用 
 
 
 
 
 
ふりかえ
り 

〇考察する。 
実験結果を基に考察し、結論
を導く。（すじみち、きまり） 
 
 
 
 
〇本時の問題に対する結論を
まとめる。 

各班の結論が一致しているか
を確かめ、結論を一般化する。
（比較・分類） 
 
〇ガラス管にゼリーを通し、
試験管に入れた空気を温め
た実験の結果を予想し、演
示実験を見る。 

 
空気の場合と比べて、水は体
積の変化が小さいことに気づ
く。（比較・分類、結びつける） 
 
〇水をペットボトルに入れた
場合は栓が飛ばない現象を
見て、理由を考える。 

既習内容を基に、現象を説明
する。（結びつける） 
 
〇本時の学習を振り返る。 

実験結果をもとに考察して、
結論をまとめましょう。 
〇自分の班の結果、他の班の
結果について触れながら、
考察するように声掛けす
る。 

 
空気の体積の変化と比べてど
うですか？ 
 
〇空気と水の変化の大きさの
違いを実感できるように、
本時の実験装置を用いて、
空気の体積変化の実験を演
示する。 

 
 
 
 
 
 
 
〇水をペットボトルに入れて
栓をして温める実験を演示
する。 

 
 
 
〇児童の振り返りを基に、次
時の問題を決定する。 

〇個人で考察文を書い
た後、グループで考察
文を見合い、自分の考
えを深めたり、見直し
たりできるようにす
る。 

 
★得られた結果を基に、
水の体積変化を温度
の違いと関連付けて
考察し、空気と比較し
表現するなどして問
題解決することがで
きる。【思考・判断・表
現】（発言、記述） 

※思考アイテムについては別紙資料をご参照ください。 
※本授業は、思考アイテムについて、意識的に活用できるレベルの子どもたちを想定して行います。 

水の体積も温めるとふえて冷やすとへる。しかし、そ
の変わり方は空気にくらべると小さい。 
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第４回モデル授業 
中学校第２学年 

「化学変化と原子・分子」 

 
授業者 

田中 利典 
（羽島市立竹鼻中学校教諭） 
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令和３年度 第４回「理科モデル授業オンライン研修会」概要 
２０２１年１０月２３日（土）１６時～１９時 
主会場：岐阜大学教育学部 
参加 ５１名（大学内１６名、オンライン３５名｛学生１４名，教員２１名｝） 
 
１ 開会 （小倉康埼玉大学教授） 
本研修会は、これまで各学校や地域で要となって理科教育を支えてこられた先生方と、これか

らそうなるであろう先生方と学生の皆さんが理科授業についてオンラインで交流できる場を利用

することによって、地域を超えて中核的理科教員としての資質・能力の向上と優れた理科教員の

育成を推進する取組である。「理科モデル授業オンライン研修会」は、８月９日の第１回の実施か

ら本日が第４回目である。今回は岐阜大学が会場となり配信が行われている。 
本日は埼玉大学から ZOOM での参加スタイルにより、私自身もこの研修会のモデル授業の視

聴と研究協議に参加できることにワクワクしている。本日の研修会が有意義な研修機会となるよ

う、参加者全員で是非、盛り上げていただきたい。 
（２）共同代表者である中村琢岐阜大学教育学部准教授からの挨拶と授業者の紹介 
理科モデル授業オンライン研修会も 4 回目を迎えた。良い授業を観て授業研究をすることは、

とても重要なことである。自身の授業実践力の向上のために、色々な授業を観て、色々な方から

多様な意見を受け、授業改善に生かしていくことが重要である。 
この研修会が多くの先生方にとって、有意義な研修会になることを願っている。 

 
２ 中学校理科モデル授業  
（１）授業者と授業内容  
授業者： 田中 利典（羽島市立竹鼻中学校教諭） 
授業： 中学校第２学年「化学変化と原子・分子」 
本時の目標： 二酸化炭素の中でマグネシウムが激しく反応する理由を考える活動を通して、

集気びんの内側に黒色の固体が付着した事実とマグネシウムの光沢が失われ白色に変化した事実

等を原子・分子のモデルとつなげて考え、二酸化炭素がマグネシウムによって還元され、マグネ

シウムが酸化されたため二酸化炭素中でマグネシウムが激しく反応したと考えることができる。

【思考・判断・表現】 
（２）授業者による事前説明 
  今まで学習してきた内容をもとに活用して考えるという、前半部分の最後の授業となる。 
［１］これまでの学習の流れ 
・分解について（第１時から第３時） 

ベーキングパウダー（炭酸水素ナトリウム）の加熱から発生した気体が何であるか？という

ことから、発生した液体が水であることを突き止める。さらに加熱後に残った物質が何である

かを想定しながら、加熱前と加熱後では残った物質が異なるものであることを捉えつつ、化学

変化について触れてきた。        
・酸化銀の熱分解や水の電気分解（第４時から第５時） 

酸化銀の熱分解や水の電気分解の反応を通して、物質が別の性質を持ち、異なる物質に変わ

ることの学習を進めてきた。 
・化学変化と原子・分子（第６時から第８時） 

化合では、これは化学変化といえるのか？という問いを投げたり、化学変化の証拠を集めた
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りすることを生徒達に求め、考えを持たせる問いによる学習を進めた。 
・酸素が関わる化学変化（第９時から第１１時） 

目に見える物質同士ではなく、酸素のような目に見えない物質との化学変化についての学習

を進めてきた。酸化鉄、酸化銅、酸化マグネシウム、二酸化炭素などについて学習してきた。 
・酸化物から酸素をとる化学変化（第１２時） 

酸化鉄と炭素の混合物を加熱した時の様子から、還元について学習をしてきた。 
［２］本時の学習（第１３時） 

最初に問題作りをして現象を見せ、この時に観た現象を説明するという授業である。通常の

授業では、課題や問題があり、予想し、追究をし、結果から考察するという流れが多いが、今

回は事実を説明するという授業に挑戦する。 
①化学変化によってそれ以上分割することができない。 
②原子の種類によって質量や大きさが決まっている。 
③化学変化によって、他の種類に変わったり、なくなったり、新しくできたりすることはない。 
化学変化とは原子同士の結びつきが変わる変化だと捉えている。 
これら①～③の原子の性質を捉え、原子・分子のモデル操作をしながら、頭の中にあるもの

を言葉で伝えるより、モデル操作を活用して相手に視覚的に伝える生徒や、モデル操作をしな

くても頭で考えてしまうことに慣れつつある生徒もある。このような活動を通して、これまで

の学習内容をつなげ、現象を説明する力が生徒達には育ってきていると感じている。班の仲間

と、お互いの考えを出し合いながら、目の前の事実との矛盾から自分の考えを再構築する作業

を行っている。 
後半は化学変化と質量に注目して学習を進める単元へと続くが、基本的な化学変化の学習に

ついて本時が最後である。 
（３）モデル授業の実施・視聴［記録動画の通り］ 

（４） 授業者による事後説明「指導法・教材・授業で大切にしている点について」 
［１］何のために理科を学ぶのか？ 

昔は自分のクラスから理科の仕事に携われる人やミニ科学者が生まれるといいと考えていた。

しかし考え方が変わり、知識・技能や実生活における経験などを基にしながら、考える力を育

て伸ばすことが理科の授業の目的ではないかと考えるようになった。 
インターネットを用いることで情報は集められるようになった。今は知識・技能が使えるこ

との方が大事である。例：新型コロナワクチンの開発・活用。 
そこで、色々な経験を踏まえ、こうしたらうまくいくのではないかと考えて行動できるよう

図 1  マグネシウムの燃焼 図 2 モデルによる反応の説明 
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になるために、理科では考える力を伸ばしたいと考える。 
［２］考える力を伸ばすために 
① 問題（課題）づくり 
・「～はなぜか。」（理由）・・「～しよう」は使わない。 
「～しよう」は、道具の操作をする場合。例：ガスバーナー、顕微鏡が使えるようになろう。 

・「～どうすればよいか。」（方法）。 
・「～しなさい。」（実証、知識の説明）。例：実際に溶けていることを示しなさい。溶けている

ことの証拠を示しなさい。答えを求めるときに用いる 例：○○について説明しなさい。 
② 考えさせる内容 

 ・追究の方法：予想をもとに、どのように明らかにするのかを考える。 
  多くの場合、実際に試してうまくいくかどうかを判断する。 
 ・事実（結果）の分析・解釈：学習してきた内容を基に目の前の事実に矛盾がないように自分

たちの理論（考え）を構築する。 
③ 実験班の仲間との議論の意義 
・発話の機会を増やす。 
全体で交流する時間よりも仲間との議論の時間を増やすようにしている。発話の時間を増や

すことで、自分の頭の中を整理しなければならないという状況を作り出す。 
・相手の意見を聞き、その場で一緒に考えることで、相手の考えを基に自分（たち）の考えを

再構築し、納得解を導き出す。 
留意点 
・理科が得意な生徒も頭を使う状況づくり。 
塾で学んだ既に知っていることを単に答えることには意味がなく、誰から見てもそのように

なると決まっているとしか考えられないことは、考えるよりも別のことに時間を使うべきで

ある。 
・適度抵抗があり、解決への見通しが持てる内容。 
簡単すぎず、難しすぎず、こうすれば何とかうまくいきそうだという見通しを持てるような

内容を取り上げる。 
［３］可能性を考える実践例の紹介 
 中学校第 1 学年「気体の性質」 

三角フラスコの中に入れた白い顆粒状の物質に塩酸を加えると、気体が発生した。この発生

した気体は何か？既習の気体（水素・酸素・二酸化炭素・アンモニア）の性質を基に考えさせ

る。 
生徒実験 発生した気体を水上置換で集める。集めた気体が何かを確認するため、マッチの

火を近づけると音が発生した。石灰水は白濁した。発生した気体は１種類だと生徒達が考える

ことが想定できる。しかし、「石灰水の白濁」・「マッチの火を近づけたらポンと音が出た」こと

から、生徒達は頭を働かせなくてはならない状況となる。 
考えさせるためのキーワード「他の可能性はない？」により、発生した気体は水素や二酸化

炭素の混合気体であるのでは？という考えへとつながる。更に、iPad で撮影された写真から、

白色の固体と黒色の固体が混ざっていることに気付き、水素や二酸化炭素の発生へと考えるよ

うになる。 
アンモニアの既習内容をもとに、生徒からの「アンモニアの発生の可能性はないか？」「気体

は水上置換だけでは集まらず、水に溶けた可能性はないか？」という意見から、フェノールフ
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タレイン溶液を加え、色の変化がないことから、アンモニアは発生しないことを確認する。 
  授業の中では「こうである」という事実を確認して結論付けることも大切であるが、「こうで   

はない」結論も同様に大切にしている。うまくいかないことも実証し、納得する時間をとるこ

とを心掛けている。 
 

検証 理科室の窓際の水槽にいるメダカは 6 月下旬に卵を産んだのに、12 月下旬には卵を産み

ませんでした。その原因としてどんなことが考えられますか？ 
（参考：平成 29 年度東京都教育委員会「児童・生徒の学力向上を図るための調査） 

2 つ以上の可能性を考えた生徒は、対象学級の生徒（N＝64）では 57.8％であるのに対し、

対象学級以外の生徒（N＝170）では 14.7％で、43.1 ポイントの差が見られた。 
普段の授業の中で「これしかない」と決めつけて進めるのではなく、色々な可能性を考えて

進めることで、生徒の思考の幅が広がっていくのではないかと考える。 
［４］授業で大切にしていること 

社会の中で初めて出会った問題について、それまで身に付けた知識や技能、思考力・表現力

等を発揮させながら、解決に向かう生徒を育てる。そのために、仲間と互いの考えを基に議論

し合い、解決していく場を位置づけている。 
 
３ モデル授業についての協議 
（１）グループ協議 15 分間、5 名程度のグループ協議 
・グループ協議では、グループ内での「司会者」と「記録係」を決めて進めた。 
・ブレイクアウトセッションが終わり、協議で出された質問や感想等について、各グループの司

会者が報告するとともに、すべてのグループからの報告後、まとめて授業者から回答する形態で

協議した。 
以下に、報告された主な質問や回答、感想を示す。 

《グループ協議前に全体で確認した事項》 
質問 指導案について「見方・考え方を働かせている姿」の欄を設けるねらいや意図を知りたい。 
授業者：新指導要領における「見方・考え方を働かせる」について理解されていない現状を踏

まえた本校での取組である。教員がまず、「見方・考え方とはどのようなことか」のイメージを

持つことが大切だと考え、具体的な姿を教師が明らかにするために始めた記述である。 
段階０：どのような見方・考え方をするのが良いか考え、整理する。 
段階１：生徒と教師が、見方・考え方を授業の中で共有し、選択できるようにする。 
段階２：生徒が無意識に見方・考え方を働かせることができる。 

今年度、指導案を作成し、段階１までが本年度の取組の目標として進めている。 
質問 「納得解」とは、どのようなことを表すのか？授業では、生徒達にとって本当に納得した

のかが興味の土台になるのではと考える。 

図 3 気体の発生 図 4 水上置換 図 5 マッチの火を近づける 図 6 石灰水の白濁 
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授業者：事実に矛盾がない、こうであると考えられるものをイメージしている。小学校から中

学校へ、中学校から高校・大学へと、生徒の発達段階に応じて、あいまいだったものがより明

らかになり、より確かなものになっていくはずである。現段階で学習している事実のレベルに

おいて、矛盾がないと考えられるものを納得解と捉える。 
《グループ協議後に各グループから報告された事項》 
感想・意見 
・事実をもとに考えていく進め方に、「確かな事実」という先生のこだわりを感じた。  
・モノで始まってモノで終わる授業スタイルが良い。 
・事実としての「煙」を大切にしているが、iPad を活用して今回のような反応過程を動画撮影す

ると後で確認しやすい。 
・思考力を育む授業であり、モデルを活用した子供たちが意欲的に取組める授業である。 
・白い煙というのが難しかった。煙は気体か？と、モヤモヤが残る生徒がいるかもしれない。ま

た、「煙」が出るのは事実をよく見ているからこそ出る見方だと考える。 
・小学校では比較的時間にゆとりを持って丁寧に進めることが可能であるが、中学校では軽重を

付けて授業を進めていく必要があり、課題提示などに教員のマネジメントを伺い知ることがで

きた。 
・納得解を得ていくところ、可能性を考えていくところ、事実を大事にしながらの授業設計に関

するところで、論理性を育むために矛盾点をいかに切り崩していくかという教師の引き出しの

必要性や、目の前の事実の何に注目させるかという視点を育てる必要性があることを感じた。 
・大事にしている考え方を日常に返す中で、児童生徒達自身がどのように納得し、学びの有用性

を感じながら次の授業に生かすことができるのかという点や、自分事と捉えられる興味のある

ことや将来に関わる道徳観・職業観に関わる教科横断的な視点を育てていく必要性があること

を感じた。 
・残った黒いものが炭素か？、これが本当に炭素かどうか確かめていきたいという生徒が出てく

るとさらに良いと思った。こういう生徒の姿も見られると良いと感じた 
・内容面の日常生活への転化だけでなく、田中先生が大切にしている理科の考え方が日常生活に

生きている場面を伝えていくことも大切だと思った。 
・話し合いに対する指導技術の高さ、問い返す力や学生のつぶやきに対する反応が多様で、指導

技術の高さを感じた。 
・事実を得てから事実をモデルでつないだり、まずは個で考えてから集団で取り組んだりしたり  

する展開も大変参考になった。 
・子どもと先生の対話や問い返しによって子どもが考えを深め、話し合いの中で試行錯誤し、子

供たちの変容が見られる。 
質問 今回の指導展開では、教師がまず演示、課題を出し、その後生徒にやらせてみて事実を集

める展開であったが、最初に生徒にやらせてみてから課題を生むという展開にしなかったこと

の意図を知りたい。 
授業者 最初に生徒にやらせてみてから課題を生むという展開方法もあった。今回は実際に観

て「えっ？」と感じる内容を共有したかったのが理由である。  
質問 気体が使われた直接的な証明がされていないのでは？ 
授業者：正しさを求める授業をするには 1 時間では足りない。 

質問 先に演示実験をすることで、子供の興味が減ることもあるのでは？ 
授業者：子どもが先に実験をすることもあり、見通しを持って取組んでくれる。 
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質問 前半部分での「問題」か「課題」かの言葉の用い方について。 
授業者：「○○しよう」というときは「課題」という言葉を用いる。イエスかノーではなく、自

分の考えた答を出す時は「問題」という表現である。 
 
４ モデル授業についての講評（中村琢岐阜大学准教授） 

色々な観点で工夫されている、提案性のある授業であったと感じる。 
◎一人一人を思考させる、考えさせる授業 
課題（問題）の設定において、単に事実を確認させる課題だけではなく、What（何が）、How

（どのように）、 why（なぜ）、というように、学習者に深い思考が必要になるような課題の設定

をしていることが、概念の獲得に有効である。 
◎答えが一つに定まらないような課題の設定  
生徒はとかく答えが一つに定まるようなトレーニングを受けがちである。上位層の生徒にとっ

て、あれ？と、自分の思っていたこととの矛盾を用意し、考えさせる点が素晴らしい。下位層の

生徒たちにとっても、授業に参加し、対話の中で活躍できるような場面づくりが工夫されている

点も面白い授業であった。 
◎矛盾を突き付けていく、揺さぶりをかけていく、事実を突きつけていく展開 
矛盾を突き付け、揺さぶりをかけ、事実を突きつけていき、思考をゴールにたどり着かせるだ

けでなく、誘導ではない、何が最も妥当性のある解であるかに気づかせる揺さぶり方である。 
協議の中でいくつかのグループも指摘していたが、問いかけ方において、先生がヒントを与える

のではなく、色々な観点から思考させるような揺さぶり方が素晴らしい。このような学びが、生

徒達を、理科の有用性をより好意的に捉えることに繋げるのではないかと考える。 
 一方で、「それが本当に炭素であることを証明することになっているのか」という点において、

この一単位時間（50 分）をゴールと設定しているのではなく、むしろ科学的な思考の中で最も妥

当性のある解を導くことをゴールに設定して、50 分の中で多くの内容を盛り込み取組んでいた。 
まとめは教師が書くのではなく、生徒自身にまとめさせている。50 分のプロセスで、一人ひと

りが頭を使って思考し、アウトプットさせている点も工夫され、素晴らしい授業であった。 
 
５ 全体協議「コロナ禍での GIGA スクール環境を活用した理科授業づくりの工夫や可能性～中学

校を中心に」 
これまでコロナ禍で、多くの自治体でオンライン授業の導入が進み、従来の観察・実験を通し

て、主体的・対話的で深い学びや科学的に疑問を解決していくという本来の理科の授業のありか

たを変えざるを得ない状況が起こっている。 
GIGA スクール環境を活用した理科の授業実践の工夫や課題、有用な情報について、共有した。

さらにコロナ禍が明けた後、どのような理科授業の取組が可能なのか、前回の第 3 回に引き続き、

全体での意見交換を行った。 
（１）G 市の私立小学校の状況 
・教室内の ICT 環境 
 iPad（第 8 世代）＋キーボード、ホワイトボード＋プロジェクタ、apple TV、Google Workspace
（Classroom/form/JAMBOARD/スプレッドシート/ドキュメント） 
・Google Forms の活用紹介（定着の確認と分析）  
アンケートを簡単に作成したり集配したり集計できるので、オンラインであればどのような

プラットフォームでも活用できるメリットがある。定着の確認、フィードバック、自学に活
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用している。定着の確認や即時フィードバックを返すことも可能である。 
・授業スタイルの変化（反転授業、共有、自学） 
リアルタイムで児童の定着度合いを確認し、フィードバックできる。満点を目指して何度で

も取り組める。その取組具合も把握できる。これらは数年の指導経験の中で、最も大きな効

果を実感している。 
・リアルタイムでできることが増える。ICT のスキルは、教科横断的に活用できるなどのメリ

ットがある。 
 質問 問題解決学習の際、複数のアプリを使い分けているように伺えたが、子供の問題解決が 

最後に一例となった際にどのように集約するのか？ 
発表者：実際の使用の中では子供たちの思考が途切れたり分断する状況は感じられない。そ

れぞれの実験や結果考察段階において子供たちが考えを練る部分や、家庭で予想を立て、授

業中や休み時間にお互いの意見を見合って進める活動においても不便を感じてはいない。使

い方や使うタイミングと必要性を重視すると良いと考える。 
（２）O 市の公立小学校の状況  
・タブレット学習ソフト「ミライシード」を活用。 
 オフリンク（授業支援）、ムーブノート（協働学習）、ドリルパーク（個別学習） 
・結果の可視化や整理を目的に合わせて行うことができる。 
紙ベースより結果の一覧に加筆・修正することが可能で容易である。 

・考察を「個」のレベルで可視化でき、意見を深めることから開始できる。塾に通っている子

どもや理解できている一部の子どもの意見で授業が進行しない。 
・コメントが「個」に対して、より妥当な考えを作り出すことを促していることに繋がる。 
個の資質・能力を育成する授業の実現＝パーソナライズド・ラーニングの実現（個別最適化）

に寄与している。 
（３）S 市 公立中学校の状況  

すべての授業で教師がタブレットを使用し、生徒たちは一人一台のタブレットをすべての授

業で使用し、文房具のように使うことを意識させている。よって授業プリントもタブレットに

て記録したり写真を用いたりして、生徒達の積極的な活用により理科の実習やレポートに活用

している。また、Microsoft Teams を使用することで、複数のクラスで共通の授業内容を配信

し交流に活用する例もある。 
子供たちにタブレットを渡し、ノートやペンと同じように使えるようにするための模索をし

ている。今後にむけて意見が積みあがっていくことを期待している。 
（４）個人での取組における工夫や苦労について 
① 動画の撮影と活用 
・頭の中にある自分の描く映像と、周りの人がそれを聞いた時に描く内容との「ずれ」を埋め

ることが可能である。また変化を捉えやすく、活用している。 
・タブレットを使うようになってから、周りの理解の状況を把握しにくくなった。伝えようと

する際、自分の端末画面を見てしまい、相手の反応を見なくなったことで、伝わっているか

どうか気にしなくなりがち。人と人との直接的なコミュニケーションが大事である。 
② 動画の活用 

複数回の使用と送信も可能な動画を授業で活用している。 
③ ICT を活用した物理教材開発の紹介 

音の高低をオシロスコープを用いて振幅と振動数を実際の弦で観察することを試みている。
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アプリを用いて各自が観察できることを目標に開発中である。振動数において、オシロスコ

ープを用いた場合、波として捉えることが難しい。周期や使い方において研究中である。 
④ All PC がよいのか？ノートとタブット使用における課題 
生徒のタイピング能力に差がある。タブレット活用の使用頻度によって、記録の仕方に差が

ある。タブレット活用とノートでの利便性の比較や、顕微鏡観察におけるスケッチなどのス

キルと単元の違いによる利用についても伺いたい。 
・国際調査や学力調査においても CBT が導入され、タイピング技能の育成は必要だと考える。 
 ゲーム感覚でのタイピング育成の工夫を勧めたい。 
・タブレットを使うか使わないかの見極めは子供たちに任せている。評価の方法論においては

同じだが、子供たちに学び方を選択してもらうことも大切だ。 
・アプリ（メタモジ）の利用を生徒達と一緒にやってみたが、使い方を個人に任せてみたとこ

ろ、ノート派が多数を占めた。生徒からは記入し易さが理由との回答。 
 ・すべてが ICT である必要はない。子供の学びが一番。使えそうな写真とスケッチではどこに

注目するのかで異なる。ここを見てよ！という指示に応じた活用でよいと考える。 
 ・観察ではスケッチだが、実物より勝る物はない。その人のフレームで見ていることになるの

で、実物と写真の両方の提出を求めている。  
 ・アプリ（メタモジ）にある観察カードは追加が可能で、季節ごとに活用できる点が便利で使

い良い。観察力をつけたい学習内容ではスケッチが有効である。 
 
６ 主催者挨拶 （小倉康埼玉大学教育学部教授） 

本日のモデル授業は、探究の過程（中学校指導要領解説理科編 9 ページ）の「課題の把握（発

見）」から「課題の探究（追究）」に入るための「仮説の設定」に重点を置き、それによって、批判

的思考力（自他の考えの矛盾を問う）を喚起しながら、論理的思考力（矛盾のない考え）を伸長

させる授業と解釈した。中学校の時間の短い単元展開において、５０分の内に、生徒に自力で問

題発見から解決まで展開させることは難しいが、本授業のように、どこかの段階に重点を置いて、

その他の過程は短時間で進める工夫が必要になる。 
本時は、客観的な事実をもとにした思考を対話的に展開させることで、“納得解”としての仮説

を設定することが重点で、その仮説を演示実験によって検証し結論を導いたものと捉えた。田中

先生はきっと探究の過程の他の部分に重点を置いた授業も工夫し実践しておられるのではないか。 
中学校では、こうした限られた時間の効果的マネジメントが今後大変重要になると思われる。多

くの教員に、一つの有用なアプローチを提供していただいたと感じた。  
GIGA School 環境を理科の授業にどのように利用するかの協議について、従来の理科授業でも

指導ツールとして様々に活用されてきたが、一人一台タブレットが使えるならば、 
◎コミュニケーションツールとして 
◎情報編集・表現ツール（ノートとペンに代わる） 
◎観察・実験のツールとして（センサー利用、シミュレーション） 
◎情報入手ツールとして（インターネットサイト）  
など、多様な学習形態が実現すると思われる。 そのための具体的な実践情報が今後報告されるに

つれ、どのような場面でどのように利用することが、有効性が高いのかについても、認識が共有

化されていくことを期待したい。 
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令和３年度 第４回「理科モデル授業オンライン研修会」アンケート結果［教員］  
 
質問７ 「モデル授業」の内容について、ご意見やご感想、ご質問など 
・指導案上にも本時に働かせたい見方•考え方が明らかになっていたところに共感した。（小

学校５年以上１０年未満、中学校５年以上１０年未満） 
・授業を設計する上で、子どもにこうなってもらいたいという教師のこだわりが大切だと思

う。そのような意味でも、今日のモデル授業は大変意義深いものだったと思う。（小学校

１０年以上２０年未満、中学校 ５年未満） 
・授業者の意図が大変伝わる授業だった。どう思考させるか。考えをコーディネートし、ま

とめていくか。なかなか難しいが、授業の中では大切にしたい。（小学校 ５年未満、中学

校 １０年以上２０年未満） 
・子どもの探究心を掘り起こすためには、単元を通しての課題意識の醸成が必要だと考えて

いる。本時の「活用」の授業において、必要感を醸成させる工夫はどのようにされている

のか。お聞きしたいと感じた。（中学校１０年以上２０年未満） 
・中学校の授業を拝見する機会が限られているので、オンラインで実際の授業に近い形で授

業の流れを知ることができて有意義だった。事実（結果）を矛盾なく証明していく展開

は、一緒くたに考えられてしまいがちな事実と考えを分けて考える考察に対して有用だと

感じた。（小学校５年以上１０年未満） 
・田中先生の考える力を育てる理科教育が、授業の中にもたくさん感じられ、大変勉強にな

った。演示実験で示したことを子どもにはっきり証拠として掴ませ、そこから考えるとこ

ろに今日の問題意識がしっかりあったと思う。また先生の子どもへの問いかけも、「さら

に？」と他の視点を求めたり、「これが説明できないんだね。」と共感し、グループ討議に

繋げやすくしたり、「例えばこれってあるの？」と、より妥当な考えを検討したりして多

様でとても勉強になった。全てメモしたので、どの問いかけや発問がどんな意味をもつの

かを自分で整理し、今後の授業に生かしていきたいと考える。またモデルを使った化学反

応式は子どもたちも、流れで掴むことができるとても良い教材だと思う。小学校でどう扱

っていくか検討したいと思う。（小学校１０年以上２０年未満） 
 
質問８ 「グループ協議」の内容や進め方について、ご意見やご感想、質問など 
・協議する視点があらかじめあると協議しやすいと感じた。（中学校 １０年以上２０年未

満） 
・授業者からこの点について議論してほしいといった視点があると、授業参観段階から焦点

化しやすくなるように感じた。（小学校１０年以上２０年未満、中学校 ５年未満） 
・属性混成のグループでの協議にしていただいたことで、視点、見方が様々で参考になっ

た。グループごとでも論点が多少異なり、面白い。（小学校 ５年未満、中学校 １０年以

上２０年未満） 
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・色々な年代の方や経験年数の違う方とお話しできてよかった。（小学校１０年以上２０年

未満） 
・参観者が授業者に、指導要領や言葉の捉えを質問する場面があった。それを基に、指導要

領や、言葉の捉え方が、個人の感覚論のまま議論が進んでも良いのか？と疑問に思った。

そこは大学の先生の方で｢～によると、･･･なんだよ｣というように、裏付けとなる論を示

し、議論の前提条件の線引きをして頂いた方が、さらに勉強になると思う。また、そうす

ることで、先生方も、自分の実践にバックボーンをもつことができるのではないか。座談

会のような形で行うのならいいと思うが、大学が主催している強みがあると更に意味のあ

る研修になると思う。（小学校５年以上１０年未満、中学校５年未満） ［…大学教員が

議論を主導して良いかは難しい問題です。本研修会は、教員が相互に学び合える場を構築

することを重視していますので、大学教員は指導者のような上下関係ではなく、できるだ

けその場をサポートする側にいることが大切だと捉えています。とはいえ、大学教員から

最後に総括的にお話しする機会を設けておりますので、そこでできるだけ参加者の腑に落

ちるようなコメントができるよう努めたいと存じます。（研究代表者）］ 
質問９ 「全体協議－GIGA スクール環境の活用」について、ご意見やご感想、ご質問など 
・皆さんの実践例を聞いて、とても参考になった。手探りの中で活用方法を考えている今の

状況で、意見交換ができたことはとても有意義だった。（中学校１０年以上２０年未満） 
・他校の様々な先生方の実践紹介は参考になる。（小学校１０年以上２０年未満、中学校 ５
年未満） 

・課題はいろいろある。子どもも教師も、まず何かに挑戦し、使ってみることが大切。ハイ

ブリッド期間では、若手からベテラン(本校には７０代の方もいる)までタブレットを駆使

して授業をされている。頭が下がる。（小学校５年未満、中学校１０年以上２０年未満） 
・いつも子供の実態調査について ICT を扱うことに勉強させられる。まず一歩踏み出して

みなければと思う。（小学校１０年以上２０年未満） 
・市町村によって「ミライシード」「学びポケット」「Teams」等、使用できるアプリに制限

があるので、高性能な電卓のイメージで文房具化していけたらと感じた。（小学校５年以

上１０年未満） 
・今回、3 人の方が発表されたが、授業同様、1 人に絞って、議論の視点を基に話を進めて

はどうかと思った。（小学校５年以上１０年未満、中学校５年未満） 
・テーマを絞っていただけると、議論しやすいかなと思う。（中学校１０年以上２０年未

満） 
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令和３年度 第４回「理科モデル授業オンライン研修会」アンケート結果［学生］  
 

質問６ 「モデル授業」の内容について、ご意見やご感想、ご質問など 

・今まで受けてきた理科授業は、答えが 1つしかないものだった。混合気体にすることによ

って、答えが 1つでなくなることは面白いと思った。（小学校志望・実習経験あり） 

・知識にとらわれずに目の前の事象から考察を考えることは大切だと思える授業だった。証

拠を集めるのがおもしろくて、夢中になれる授業だった。話し合いの時間が多かったこと

や、机間巡視のやり方等も参考になった。自分も、事実から言えることを子どもたちに考

えさせたいと思うことがあるのだが、その際に「事実」の定義をどうするか悩んでいたの

で、事実＝現象・結果とするのも参考になった。（未定・実習経験あり） 

・これから教育現場で働こうとする者にとって、授業だけでなく、授業後の協議会も勉強に

なった。（中学校志望、実習経験あり） 

・自分が授業をする上で参考になった（未定、実習経験あり） 

・生徒の｢なぜ？｣を引き出し、それを事実と矛盾しないことを重要視しながら説明できるよ

うに考えさせるという授業設計が、大変参考になった。（中学校志望、実習経験あり） 

・理科の見方考え方を育てる難しさを感じる授業であった。 

先生の意識されている子どもたちの姿がよく見える形であったが、一方で先生の求める姿

に落とし込もうとするやや押し付け的な発問が対話の中で生まれてしまっているように感

じた。先生が言うことが“答え”であると考える子どもがどれほどいるのかにもよると思

うが、先生から与える小さなヒントが直接答えとなってしまうのだと難しさを感じる。 

また、今回の授業での問題の設定や納得解について、二酸化炭素中でロウソクの火は消え

るという事実が大前提として「二酸化炭素中でもマグネシウムが激しく反応したのはなぜ

か」という問題設定であったと思うが、途中からその前提が意識されなくなってしまった

ように感じる。マグネシウムの燃焼に対して酸化還元反応を考えることが目標であったた

めかと考えるが、「二酸化炭素中で（ロウソクの火は消えるのに、）マグネシウムは燃える」

という事実に即して納得解が得られたかというと、イオン化傾向等の概念が必要であり、

十分に科学的な見方考え方を育成できない部分が残るのではないかと感じる。 

大学生でも予想や考察が難しい実験であったが、生徒に対してどこまで完全な答えを期待

するかによって問題を設定する必要があると思うが、その場合は生徒の言葉や想いで問題

を作ることがより難しくなるのだと感じた。 

以下、２点ほど質問をさせていただきたい。 

１．考察の途中で「瓶の中に酸素はある？」と発問があったと思うが、酸素分子(気体とし

ての酸素)と酸素原子(元素)の二通りの意味が考えられる発問になるかと感じた。授業内

で回答した生徒は酸素分子として捉えており、炭素から酸素が分子として離れて燃焼が起

こると説明していた（ものが燃えるためには酸素“分子”が必要 と考えていた）ように思

うが、発問はあえてどちらとも取れない形で行ったのか。 
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２．実験の説明について教師からの演示を見て同じ実験を生徒が行うという授業の進行で

あったが、演示の段階では生徒が実験を行うことを伝えておらず、実験方法がわからない

生徒がいたかと思う。実際に蓋を開けたまま実験を行い、煙が逃げたり薄くなっている班

があったかと思うが、こちらについてもあえて自由な実験を行わせていたのか、またはい

つも演示→生徒実験の形をとっているために自然と覚えてくれる様子であるのかお聞きし 

たい。（中学校志望・実習経験あり） 

 

質問７ 「グループ協議」内容や進め方について、ご意見やご感想、質問など 

・経験豊富な先生方のお話を聞けてとても勉強になった。しかし、経験のない私は意見する

ことが難しく受動的になってしまった。短い時間で良いので、学生だけで協議する時間を

頂けたら、その後のグループ協議でも意見しやすかったのかと思う。（小学校志望・実習経

験あり） ［…今回のご意見等を踏まえて、次回は年代別グループ協議後に全体での協議

を行う構成とする予定です。（研究代表者）］ 

・以前のアンケートで、いろいろな年代の方がミックスするとおもしろそうだと書いた。し

かし、実際に今日やってみたら、学生は先生方がおっしゃることを聞くことが多くなって

しまった。自分は学生で、非常に参考になったが、熟練の方や先生方はどのように感じた

かわからない。（未定・実習経験あり） 

・前回（9月 25 日）のグループ協議では学生グループを用意していただけたが、今回は現職

の教員との協議で、積極的に発言や議論ができなかった。教員の方々も学生に話を振って

くださっていたが、議論の中で学生は、実際の学校での授業の様子でなく感想を述べる程

度の発言となってしまうため、学生の人数分少ない人数で協議を行っている印象だった。

グループ分けが工夫されていると良かったと感じる。また、年齢による役割分けをご提案

頂いたために学生が記録を取っていたが、オンライン研修会の研究における重要な記録と

感じるので、現職の先生方の方が確実な記録を行うことができるのではないかと感じる。

（中学校志望・実習経験あり） 

・現職の先生方の率直な意見を聞くことができたのが良かった。また、直接疑問点を先生に

お聞きできたのも貴重な経験だった。（中学校志望、実習経験あり） 

 

質問８ 「全体協議－GIGA スクール環境の活用」について、ご意見やご感想、ご質問など 

・教育実習でも感じたが、Google の機能は本当に使いやすいなと思った。ただ、全体を集約

させることは、手間になってしまうのかなと感じている。様々な実践を知ることができて

良かった。（小学校教志望・実習経験あり） 

・学校も ICT 化が進んでいると思いながら拝聴した。先生方のお話を聞かせていただいて、

できるだけ児童・生徒が手を動かして活動する機会を奪わないようにしながら ICT をうま

く活用していくことが求められると思った。（スケッチしたり紙に文字を書いたりするこ

とを意味する）勉強になった（未定・実習経験あり） 
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・学生の身としては実際の業務の問題点や指導上の改善点を大まかにしか想像できなかった。

今回は実態や理論がベースになる協議であったこともあり、間が伸びてしまっているよう

に感じることもあった。モデル授業のグループ協議にもう少し時間を振っていてもよかっ

たのではないかと感じる。（中学校志望・実習経験あり） 

・もう少し時間があるといいと思った。（中学校志望、実習経験あり） 

・ICT 活用の具体例を教えていただけるのは、教育現場で活用できるとても有意義なことで

あった。ぜひ活用していきたい。（中学校志望、実習経験あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 103 )



第２学年 理科学習指導案 

授業者：田中 利典 

日 時：令和３年１０月２３日（土） 

場 所：岐阜大学教育学部 

１．単元名 「化学変化と原子・分子」 

 

２．本時の授業にかかわって 

 本単元の学習では次のことが主なねらいとなる。 

 生徒は第１学年で、物質の性質に着目しながら物質を区別することを学習している。第２学年では、その物質

を構成する原子に着目しながら分解や化合（酸化）、還元について学習している。その際、ドルトンの原子説をも

とに、化学変化においては、存在する原子の数や種類は変わらないが、原子の組み合わせが変わることで、物質

が全く違った性質を示すことを学んでいる。 

 本時は最初に二酸化炭素中でマグネシウムが激しく反応する様子を観察する。生徒にとっては二酸化炭素中で

火のついた物質が反応することは意外なことであり、そこに疑問を抱くはずである。集気瓶の内側の様子を観察

すると、そこには黒色の固体が付着しており、マグネシウムには光沢がなくなり白くもろくなっていることに気

付く。その事実と物が燃えるためには酸素が必要であるという既習内容をもとに、原子・分子のモデルを用いな

がら、マグネシウムが二酸化炭素中で燃えた原因を考えていくことになる。生徒同士が事実に矛盾していないか

を根拠とし、互いの考えを受け入れて自分（たち）の考えを再構築することで、互いの納得解を導きだすために、

教師は生徒の議論を組織する役割とならなければならない。その際、「事実と矛盾している点はないか」「考えの

根拠はどこにあるのか」「この点についてはどのように考えるのか」など、生徒の考えを深めたり、広げたりする

指導をしていきたい。 

  

３．理科の授業で大切にしていること 

 理科を学ぶ目的は、経験したことがないような問題に初めて出会ったときにそれまでに身に付けた知識・技能

や思考力、判断力等を使いながら解決に向かうことができるようにすることにあると考えている。 

現代において、インターネットをはじめとする科学技術が飛躍的に進歩し、世界との距離も縮まった。そのた

め、宗教や文化、国籍、人種等も違う様々な立場の人間同士が、互いを尊重しながら解決に向けて議論していく

ことがこれまで以上に必要となっている。 

そこで、中学校の理科の授業では、単に知識や技能を身に付けるだけでなく、生活における経験や既習内容を

もとに考え、仲間と解決に向かう授業を単元の中に必ず仕組んでいる。本単元においては、例えば、鉄と硫黄の

混合物を加熱して硫化鉄ができる化合の学習では、「鉄と硫黄の混合物を加熱したとき、化学変化がおきたといえ

るのか」という問題づくりをした。そして、生徒はこれまでの経験をもとに、化学変化をしたのか予想し、どの

ような実験を行い、どのような結果が得られれば良いのかを鉄の性質に着目しながら考えていった。さらに実験

の結果をもとに自分たちで結論付けることができた。このような仲間との議論を通して学びを深めていくことで、

思考力、判断力を身に付けるだけでなく、表現力や解決に向かう意欲、人間関係を調整する力などの社会で必要

とされる力を養っていくことにもつなげていけるようにしている。 

理科の見方・考え方を働かせ、化学変化についての観察、実験などを行い、化学変化における物質の変化や

その量的な関係について、原子や分子のモデルと関連付けて微視的に捉えさせて理解させるとともに、それら

の観察、実験などに関する技能を身に付けさせ、思考力、判断力、表現力を育成すること。 
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「化学変化と原子・分子」本時までの学習内容（＊下線部は本時の内容に直接かかわってくる部分） 
 

時 学習内容 生徒が身に付けた知識・技能や思考、意識 等 
１ 【ホットケーキの秘密】 

・小麦粉と牛乳を混ぜたものを焼いても膨
らまないが、ベーキングパウダーを加え
て混ぜるとホットケーキが膨らんだ。割
って断面を見ると穴が開いてスポンジ状
になっている。 

・ベーキングパウダーから気体が発生したからホットケーキが膨ら
んだのではないか。 

２ 【炭酸水素ナトリウムの熱分解】 
・ベーキングパウダー（炭酸水素ナトリウ
ム）から発生している気体は何か。 

 
・炭酸水素ナトリウムを加熱して気体を集
めて何が発生したか調べる。 

 
 
・試験管の内側に付いた液体は何か。 

・「水素」とあるから水素が発生したと思う。 
・「炭酸」とあるから二酸化炭素が発生したと思う。 
 
・石灰水が白く濁ったから、二酸化炭素が発生したことがわかった。
マッチの火を近づけても音がしなかったので、水素は発生してい
ない。 

 
・見た目は水のようだ。 
・青色の塩化コバルト紙が桃色になったので、発生した液体は水だ
とわかった。 

３ 【炭酸水素ナトリウム加熱後の固体】 
・炭酸水素ナトリウムを加熱した後に残っ
た固体は炭酸水素ナトリウムなのか。 

 
 
 
・水への溶け方、液性を比べる。 

・炭酸水素ナトリウムから二酸化炭素と水が出てきたから、加熱後
に残った固体は炭酸水素ナトリウムではないと思う。もし、加熱
後の固体が炭酸水素ナトリウムだったら永久に二酸化炭素と水が
発生するはずだ。 

 
・加熱前の固体は水に溶け残り、弱いアルカリ性を示した。 
・加熱後の固体は水によく溶け、強いアルカリ性を示した。 
・物質の性質が違うので、加熱後の固体は炭酸水素ナトリウムでは
ない。 

・炭酸水素ナトリウムは炭酸ナトリウムと水、二酸化炭素に熱分解
された。 

４ 【酸化銀の熱分解】 
・酸化銀を加熱すると気体が発生し、白っ
ぽい固体が残った。 

・発生した気体、残った固体が何かを調べ
る。 

・「酸」とあるので、酸素が発生したと思う。 
・火のついた線香が炎をあげて燃えたので、酸素が発生したといえ
る。白っぽい固体を磨くと金属光沢が出たので、その固体は金属
（単体）なので、銀だと思う。 

・酸化銀は酸素と銀に熱分解された。 
５ 【水の電気分解】 

・電気分解装置に水酸化ナトリウム水溶液
を加えた水（水酸化ナトリウム水溶液）に
電流を流すと陽極と陰極に 2：1の割合で
気体が発生した。 

・それぞれの極に発生した気体は何か。 

・陽極から発生した気体に火のついた線香を近づけると炎をあげて
燃えたので、酸素が発生したといえる。 

・陰極から発生した気体にマッチの火を近づけるとポンと音がした
ので、水素が発生したといえる。 

・水は酸素と水素に電気分解された。 
・酸素と水素は 2：1の割合で発生する。 

６ 【原子】 
・物質を分解していくと、それ以上、分割で
きなくなる。その最小単位を原子という。 

 
 
 
【分子と化学式】 
・元素記号を用いて、物質を化学式で表す。 
・分子をつくる物質とつくらない物質 
・化合物と単体 

・原子には①～③の性質がある。 
①化学変化によってそれ以上分割することができない。 
②原子の種類によって質量や大きさが決まっている。 
③化学変化によって、他の種類に変わったり、なくなったり、新し
くできたりすることはない。 

・元素記号（H,He,C,N,O,S,Cl,Na,Mg,Al,K,Ca,Fe,Cu,Zn,Ag,Ba,Au） 
 
・化学式（O2,H2,Cu,Mg,CO2,H2O,NaCl,CuO,NH3,N2,CL2） 

７ 【異なる原子の結びつき】 
・鉄と硫黄の混合物を加熱すると赤くなっ
た。これは化学変化といってもよいのか。
（加熱後の物質は加熱前の物質と同じ物
質なのか。） 

・加熱後の物質は磁石に反応しにくくなっていた。塩酸に入れると
加熱前の鉄からは無臭の気体が発生したが、加熱後の固体からは
卵が腐ったような臭いの気体が発生した。 

・加熱後の固体は加熱前の物質とは違うといえる。 
・鉄と硫黄の混合物を加熱すると化合して硫化鉄になる。硫化鉄に
は鉄の性質はないが、未反応の鉄が残っている。それが磁石に反
応した。 

８ 【化学反応式】 
・化学変化を反応式であらわす。 
 
 

・原子の性質に注目しながら化学変化を反応式であらわす。 
・反応式の左右の原子数を等しくするために、原子、分子のモデル
を用いて考える。 

・2H2O→2H2+O2 Fe+S→FeS 
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９ 【物が燃える変化】 
・スチールウールを取り付け、つりあって
いる天秤の一方をガスバーナーで加熱す
ると加熱した方に傾いた。 

・加熱によって鉄は別の物質になったの
か。 

 
・酸素中に火のついたスチールウールを入
れ、鉄と酸素が化合したことを確認する。 

 
・加熱したスチールウールを触るともろく崩れた。 
・電気を通すかどうかを調べると、スチールウールは電気を通した
が、加熱後のスチールウールは電気を通さなかった。 

・鉄を加熱すると別の物質になることが分かった。 
・硫化鉄のときは、鉄と硫黄が化合したが、今回はどんな化学変化
がおこったのか。 

・水をはったバットに置いた台の上に火のついたスチールウールを
置き、酸素を満たした集気びんをかぶせたら、スチールウールが
激しく反応し、水面が上昇した。このことから酸素がスチールウ
ールの反応に使われたことがわかった。 

・鉄は酸素と化合すると酸化鉄になる。 
10 【酸素がかかわる化学変化①】 

・マグネシウムリボンを加熱すると光を出
した後、白色の固体が残った。この固体は
マグネシウムなのか。 

 
 
 
 
 
・銅を空気中で熱すると黒色の固体になっ
た。これも酸素と反応したのだろうか。 

 
・残った後のマグネシウムリボンを触るともろく崩れた。 
・薬さじでこすっても金属光沢が出ない。そのため、加熱によって
マグネシウムが別の物質になったといえる。 

・鉄の場合と同じ用意調べると、マグネシウムが空気中の酸素と激
しく反応していることが分かった。 

・2Mg+O2→2MgO という反応がおこった。この反応は熱や光を出しな
がら激しく酸化したので、燃焼という。 

 
・銅と酸素が反応すると黒色の酸化銅になる。 
・2Cu+O2→2CuO 

11 【酸素がかかわる化学変化②】 
・酸素中に火のついた木炭を入れると、木
炭が激しく反応し、やがて見えなくなっ
た。 

・木炭が見えなくなったのはなぜか。 

 
・木炭（炭素）が酸素と反応したと思う。 
・このとき、C+O2→CO2の反応がおこったと思う。この考えが正しか
どうか、石灰水を使って調べよう。 

・石灰水が白く濁ったから二酸化炭素が発生している。木炭（炭素） 
 が酸素と化合して二酸化炭素になったから、見えなくなった。 

12 【酸化物から酸素をとる化学変化】 
・酸化銅と炭素の混合物を加熱すると反応
して気体が発生し、赤色の固体が残った。 

・どんな化学変化がおこったのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・銅と炭素の、酸素との結びつきやすさに
ついてどんなことがいえそうか。 

 
・原子、分子のモデル（化学反応式）を用いて考えると、 
 2CuO+C→2Cu+CO2となるのではないか。 
・この予想が正しかどうかは発生した気体が二酸化炭素であるかど
うかと加熱後に残った固体が銅であるかどうかが分かればよい。 

・発生した気体を石灰水と反応させると石灰水が白く濁ったので、
二酸化炭素が発生したといえる。 

・銅を金属の薬さじで加熱後に残った固体を加熱すると金属光沢が
見られた。存在する原子の中で金属光沢が出る可能性があるのは、
Cu しかないので、加熱後に残った赤色の固体は銅であるといえ
る。 

・炭素が酸化銅から酸素を奪って二酸化炭素になり、酸化銅は銅な
った。 

・酸化物から酸素を奪う化学変化を還元といい、還元と酸化は同時
におこる。 

・酸化銅は炭素に酸素を奪われているので、炭素の方が銅よりも酸
素と結びつきやすいと考えられる。 

13 本時  
 以後、化学変化と質量の関係について学習

をしていく。 
 

                         
 
（本時を迎える生徒の姿） 
・第６時に学習した原子の性質をもとに、化学変化を原子・分子のモデルを操作して考える。 
・モデル操作に慣れ、頭の中で考えることができる生徒はモデル操作をしない場合がある。 
・単元を通して学んできたこと（知識・技能、思考）をつなげて考えようとしている。 
・実験班の仲間と事実をもとに議論し、自分の考えを伝えるとともに仲間の考えを受け入れ、考えを再構築しようとして
いる。 
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第５回モデル授業 
中学校第３学年 

「力学的エネルギーの保存」 

 
授業者 
山本孔紀 

（埼玉大学教育学部附属中学校教諭） 
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令和３年度 第 5 回「理科モデル授業オンライン研修会」概要 
２０２１年１１月２７日（土）１６時～１９時

主会場：埼玉大学教育学部

参加４６名（大学内１４名｛学生９名、教員５名｝、オンライン３２名｛学生１１名、教員２１名｝）

１ 開会 

（１）研究代表者挨拶（小倉康埼玉大学教授）

本研修会は、どこからでも参加可能なオンライン研修会である。ICT を活用し、幅広く柔軟に

先生方が研修できるように立ち上げたもので、勤務時間を避けた土曜の夕方を自己研鑽の場とし

て参加いただけるよう設定している。

研修のために授業を録画したり配信しようとしたりすると、生徒のプライバシーや肖像権を守

ることに難しさが生じる。この研修会は教員志望の大学生が生徒役となり、実際の授業で用いる

教材で授業を行うというモデル授業の研修会である。また、各学校や地域における理科教育でご

活躍の先生方がお互いに学び合える機会でもあり、中核的理科教員のつながりを形成することも

ねらいとしている。このようにオンラインの活用により地域を超えてつながることができ、来年

度以降も全国の先生方が学び合える機会として、展開していきたいと考えている。

優れた要素を持つ授業からエビデンスをもとにお互いの学び合いを裏付けていく科学的リテラ

シ―指標（SLI）測定ツールの紹介も HP で公開している。これについては先の会で実際のデータ

と共に紹介の予定である。また、Web を通じて毎回の指導案や協議資料を提供することで、どこ

からでも何時でも活用できる情報源となることを目指している。

皆様に気持ちよく参加していただき、参加して良かったと感じられる研修会としたい。

（２）共同研究者挨拶（中村琢岐阜大学准教授）

理科モデル授業オンライン研修会も５回目を迎えた。毎回改善を加え、この会では参加の皆様

の理科授業の実践力をより高め、より役立つような内容を目指している。優れた実践を見て、色々

な意見交換をすることで、より良い実践となること、また多くの先生方に御参加いただける研修

会になることを期待している。

（３）本日の授業者の紹介（小倉康埼玉大学教授）

（４）スケジュールの確認、指導案の配布

２ 中学校理科モデル授業

（１）授業者と授業内容

授業者：山本孔紀（埼玉大学教育学部附属中学校教諭）

授業： 中学校第３学年 運動とエネルギー 「力学的エネルギーの保存」

本時の目標： 

・力学的エネルギーの移り変わりや金属球の運動エネルギーと速さの関係などの既習事項を活

用して、ジェットコースターモデル上を運動する球のゴールする順を説明できる。【思考力、判

断力、表現力等】

・探究の過程を振り返り、自らの考えの妨げになっていたことやその問題を解決するために必

要だったことについて気付き、自らの考えを表現できる。【学びに向かう力、人間性等】

（２）授業者による事前説明

［学習の流れ］

・仕事 省略（第１時から第３時）
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・位置エネルギーの大きさ（第４時） 
 ある高さにある物体の落下実験から、物体の持つ位置エネルギーの大きさについて考える。 
・運動エネルギーの大きさ（第５時）  
水平面上を動く物体の衝突実験から、物体の持つ運動エネルギーの大きさについて考える。 

・力学的エネルギーの保存（第６時）  
 振り子などの力学的エネルギーに関する実験を行い、力学的エネルギーの保存について考え

る。 
・ジェットコースターレース（第７時・第８時）  ［本時］ 
 ジェットコースターモデル上を運動する金属球の観測を行い、力学的エネルギーの移り変わ

りについて理解する。 
・エネルギーとその移り変わり（第９時から第１３時） 省略 

 
［本時の学習］（本時 ７／１３時） 
・位置エネルギーと運動エネルギーを定量的に実験で測定する授業を経験後、教科書にある力学

的エネルギーの保存として、振り子やジェットコースターの概念まで紙面上で押さえたところ

で本時の授業を始める。 
・本時は探究よりは活用に近い部分となり、探究活動は単元全体を通して進めている。 
・大事にしている教材研究について、本モデル授業を通じて伝えたい。 
・「金属球がゴールする順はどのように決まるだろうか。」 
力学的エネルギーの保存に関する概念的な理解を図るとともに、物体のもつエネルギーと速さ、

高さの関係を明確にする。ここでは、社会や日常生活と関連付けた文脈として、実社会で利用

されているジェットコースターに見立てて考える場面を設定した。生徒に求めるパフォーマン

スは、①力学的エネルギーの変化をゴール順位と関連付けて説明できること、②順位の結果と

理論をつなぐ実験データを得る検証実験を計画し、各地点の物体の運動を簡易速度測定器等で

調べることができること の２点である。 
（３）モデル授業の実施・視聴 

［記録動画の通り］ 
（４） 授業者による事後説明 指導法・教材・授業で大切にしている点について 
［本時の指導案の確認］ 
 本時の「位置エネルギーの大きさ」では、ある高さにある物体の落下実験から、物体の持つ位

置エネルギーの大きさについて考える。指導法や教材については、添付の指導案を参照。 
振り返り（省察）では、本時の学習のねらいにある「学びに向かう力・人間性等」の他者の意見

を取り入れて学ぶことや自分の考えの変容に気づくことを見取ることになる。指導案上では本時

の内容を踏まえ、「次回どういう実験をすれば確かめられると思うか？」と終わるのだが、今回は

参加者が大学生であるので、2 時間続きの想定で更に先の問いかけを行った。 
「課題の追究」過程では、子どもたちのノートの考察の記述分析から「思考力・判断力・表現

力等」の評価基準で見取り、 後の省察過程を「主体的に学習に取り組む態度」の評価場面とし

ている。 
［普段大切にしている事柄・姿勢・工夫など］ 
（１）目的意識・必要感のある物語 
目的意識を持ち必要感のある物語が生まれるような題材計画を心がけている。具体的には単元

の始めにジェットコースターを紹介し、どのような運動でこの現象が成り立ち、どの部分がなぜ

( 111 )



早くなるのか？という課題を投げかける。

エネルギーの利用に注目し、コンセプトマップや OPPA Sheet を活用することによって、ま

ず学習の始めに抱く概念を見取り、ジェットコースターを中心題材にして追究を進める。

今回は指導者側から生徒達に課題を与えたが、授業の時間配分を踏まえ、生徒の目的意識を高

めて主体的に前向きな取組が生まれるような授業や題材計画を大切にしている。

（２）素材の良さを生かす教材研究

普段から自作の教材を用いる工夫により、素材をそのまま生かして子どもたちに提供できるよ

うな教材研究を心掛けている。時に、教師による味付けや工夫のし過ぎで、子どもの前に届く時

には面白くなくなってしまう教材例もある。教材・題材の理解を一番に心掛けている。

（３）振り返り

概念の変容や自分の考えの変化に気づくことが大切であると考える。子どもたちの姿を見たり

ノートを定期的に集めたり、振り返りシートを確認することで、子どもたちの学びを捉えている。

例：・コンセプトマップを用いた概念変容の見取り

・OPPA Sheet を用い、「エネルギーとは何か？」という大きなテーマをどのように捉え

るかなどの把握（資料参照）

［３］協議の視点について

（１）物体の運動とエネルギーについての科学的な見方・考え方*を深めるものになっていたか。

（*注 学習指導要領の「理科の見方・考え方」ではなく前学習指導要領までの目標の表現）

・エネルギーの学習において、自然の事物・事象を量的・関係的な視点で捉えることは、理科

ならではの「エネルギーの見方」である。

・理科の学習における考え方（思考の枠組みなど）については、3 つのコースを用いた実験で比

較し、測定値を基に概念と関連付ける量的な見方を大切にして前時まで進めてきた。このよう

な取組を通じて、科学的な見方・考え方を育てるものになっていたか。机間巡視の声掛けも合

わせて、示唆をいただきたい。

（２）エネルギー単元の到達目標 （本時は②と③が大きく関わる。）

①エネルギーとは、仕事と等価で、実際の仕事の有無に関わらず、「なすことのできる仕事の総

量」であること。

②力は速さを変化させる量であること。（速さを変化させる原因としての力）

③運動エネルギーと位置エネルギーは相互に移り変わるがその総量は保存されること。

３ モデル授業についての協議

（１）グループ協議 15 分間、5 名程度のグループでの協議

図 1 どのコースの金属球が も早いか 図 2 ジェットコースターモデルによる検証 
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・以下の視点を中心に協議を進めた。

「物体の運動とエネルギーについての科学的な見方・考え方を深めるものになっていたか。」

・グループ協議では、グループ内での「司会者」と「記録係」を決めて進めた。

・ブレイクアウトセッションが終わり、協議で出された質問や感想等について、各グループの記

録係が報告するとともに、すべてのグループからの報告後、まとめて授業者から回答する形態で

協議した。

以下に、報告された主な質問や回答、感想を示す。

《モデル授業における全体で共有すべき疑問》

質問 教材の長さについて、速さが変化した間（上がった後、下がった後）の距離（坂道の長さ）

が特に短い。このような構造の意図を知りたい。またスタート地点の位置エネルギーが大きい場

合、グループ協議の中でエネルギー総量も大きくなると速さが変化することが議論に上がった場

合、全体での取り扱いはどのように進めるか。

授業者：坂道の長さは教材作成の限界でできたものである。実験卓にまたげ、乗り切る長さで

あり、子どもが扱いやすく事故や怪我がない長さという点で行き着いた長さである。市販の教

材には、より長く、高低が異なる種類も用意されており、結果がわかり易いものがあるが、高

価であり、公立中学校では購入が比較的難しい。もう少し長いレールが良いのかもしれない。

金属球を落とす高さにより測定値も異なり、生徒たちの中には運動エネルギーやエネルギー総

量についての変化に気づいている生徒もいる。そこで実験データをそろえた際に、エネルギー

総量に触れることもある。

質問 「エネルギーとは何か？」という問いについて、単元学習前と単元学習後の調査において、

具体的な記述やエネルギー概念の変容について知りたい。

授業者：授業改善の参考のために活用しており、生徒の真の姿を見取っているとまでは言えな

いが、生徒が感じ取っている内容の把握を一番に据えている。（補足資料を参照ください）

「エネルギー概念」についてこの展開で進めると、力学的エネルギーの記述が多く、エネルギ

ー概念の世界が広がりにくい点に課題を感じている。エネルギー概念は身近な事象すべてに適

応するものであり、熱エネルギー、光エネルギー等も大切である。そこで、 後の「エネルギ

ーの移り変わり」の単元では世界観を広げられるよう心掛けている。数名の生徒の記述で見ら

れたが、特に世界はエネルギーで成り立っており、すべての事物・事象の根底にある点や、エ

ネルギー変換の効率からエネルギー問題に目を向ける必要性について理解することなどの記述

が見られることを期待している。

《グループ協議後に各グループから報告された事項》

〈感想・意見〉

図３ 金属球がゴールする順はどのように決まるか？ 図４ 簡易速度測定器による測定
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〇授業展開について 
・コースを 3 つ用意することで生徒が比較したり関連付けたりし、生徒に自分たちの考えを自分

達の言葉で説明させていた点が素晴らしい。 
・机間指導において「エネルギー」に着目させていた。 
・授業展開を定性的に行ってから定量的に行っていたことで学習の理解を深めることができてい

た。 
・予想したことについて、 後に振り返りを行っていたことから、自分が立てた予想のどのよう

な点が間違っていたのかという、自分の考えの振り返りができると感じた。 
・視点を定めることで考察しやすいと感じた。 
・教師が、思考の過程をどのようにして顕在化させるかが重要。教師が言葉かけを行う中で、生

徒の考え方の変容を整理していきたい。  
・自分の予想と違った場合に、どこに修正すべき点があったかをふり返ることが大切。しかし、

変数が多い実験だったため、自分の仮説が反証された理由について明確にすることが難しくな

っていたのではないかと考える。 
・今回の授業時間（１時間）では、生徒たちは、仮説が異なっていた理由を明確にすることは難

しかったのではないだろうか。今回は時間が短かったが、２時間扱いの授業であれば、仮説の

振り返りについて丁寧に扱うことができるだろう。 
・ポートフォリオによって振り返り、自身の概念をまとめることで、既習事項と本時の内容を関

連づけて考えられる単元の流れができ、有効である。 
・ホワイトボードに書いたことで考えが変わり、勘であったことが結果を踏まえて理論的に考え

ることができ、他者に伝えることで考えが洗練されていく。予想がバラバラだったため、発表

をすることで、考えが違う人にも納得してもらえるような丁寧な伝え方を心掛けることができ

た。 
・机間指導によって新しい視点をアドバイスしてもらい、対話的であった。是非取り入れたい。 
・生徒たちが自分の知りたいところを実際に自由に試してみることができた点が良かった。  
・課題を与えられているのにも関わらず、予想ができない実験で主体的に取り組むことができた。 
時間があっという間に過ぎて楽しかった。振り返りの視点も与えられることで、深く振り返る

ことができた。 
・科学的な根拠を求めた発問で、速さに着目させたことで、速さを根拠として考察できた。 
・エネルギーと速さの関連は既習事項で理解されていると思われるが、データをとる時間の確保

により、より理論的に関連付けて考察できるようになると、より科学的な視点が養われるので

はないかと考える。 
・育成する資質・能力が、「思考力・判断力・表現力等」とのことであったが、教師主体になって

いたように感じた。 
・時間をロスしても、下りでその時間を回収できる。C では、下りで速くなって時間が早くなる

が、上りで遅くなって時間をロスして、結局、 後は同じになるといった予想の子はどのよう

に納得するのか疑問が残った。 
〇教材について 
・レールを使った実験教材は力学的エネルギーについて考えやすく、効果的な教材であると感じ

た。 
・3 つのコースのおかげで、「区間」についての視点を持つことができた。市販教材ではなく、自

作教材を用いることにより、意図的にこの視点を与えられる良さがあると考える。 
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・自作の教材によって、意図的な実験や考察が行える。 
・予算がない中でも、工夫した授業や実験が行えると教えてくださり感謝している。 
・自分が授業を受けていたとき、記録タイマーを使用したが、今はデジタル測定器を使っている

ことに驚いた。 
・力学的エネルギーを数値化して説明できた。このことは、これまでの授業内容や模式図を用い

てのホワイトボードの活用に依るものだと考える。 
・自由に速さを測定させることで、どこの部分の速さを調べて比較すれば考察の科学的根拠にな

るのかを生徒たち自身が考えて、自由に実践していた。 
・BC のレールの速さが変化したあとの水平部分が長い方が量的な見方がしやすかったかもしれ

ない。 
・３つのレールを準備したことで比較する必然性が生まれた。 
・下りレールだけを示してから、他のレールを自分たちで考えて実践させる方法もある。 
・水平部分が長ければ、水平部分の速さに自分たちで着目できる。等速直線運動の言葉も出てき

たので、それらの検証もできるだろう。 
・今回の授業で扱った教材は、単元の終末で扱うようなものであると考えられる。速さ・時間・

エネルギー量という変数があり、どれに着目すべきかを考えさせる授業であった。 
・エネルギー的な視点で考えた人は、全ての結果が同じという予想をしている。また速さに注目

した人は、到達するタイミングが異なるという予想をしており、視点によって意見が分かれて

いた。 
・実験内容はレールが３本での比較であったが今回は 2 本での比較であったので、比較のために

3 本あるとわかり易いと感じた。 
＜質問・課題＞ 
〇授業展開について 
質問 ボールの離し方を揃える必要があるのではないか？誤差が大きくなると考えられ、手を放

す高さについては定規を用いるなどの条件設定が必要ではないか。 
授業者：生徒たちにそこも選ばせるという考えである。生徒たちに注意点を言い過ぎることで

その通りにしなくてはならないと考えてしまい、またその支援が無くなった時に全くうまくい

かない状況がみられる場合がある。前提条件だけは守り、自分たちで考えて、できる失敗をす

ればよいし、工夫して欲しいという考えである。更に他の班との学び合いにより、良い方法を

選択していくとよいと考える。従って坂の高さより上から転がすのであればどこからでもよい

のでは？と考える。実験によってはわかりにくい方法をとってしまうこともあるため、机間巡

視の中でその班に応じた声掛けをしている。 
質問 授業者からは「エネルギー」という言葉が、学生からは「速さ」という言葉がよく出てい

た。学習者側から「エネルギー」という言葉が出るようにするためにはどのような工夫があるの

か？  
授業者：「エネルギーについての視点で考えよう。」とは伝えていないので、恐らく「エネルギ

ー」という言葉は出ない。既習事項が生きてくるので、前時までの学習で、いかにその結びつ

きを可能にする学びを提供するかに依る。既習の振り子の学習などから「エネルギー」のイメ

ージが浮かび、考えられる生徒もいるが、教科書を読んだり映像を見たりするだけでは、実際

に目に見えない現象がわかりにくく、「エネルギー」という言葉は出しにくい。だが、この授業

の前までに与えていた情報が基になり、生徒同士の関わり合いから生まれることもあるので机

間巡視の中で他のグループとの学び合いを促すよう、声掛けの工夫にも努めている。 

( 115 )



質問 自分の予想と違った場合に、どこに修正すべき点があったかをふり返ることが大切。しか

し、変数が多い実験だったため、自分の仮説が反証された理由について明確にすることが難しく

なっていたのではないか。 
授業者：ご指摘の通り。書けない生徒は書けない。変数が多いと生徒にとってやはりわかりに

くいだろう。その点は課題である。毎年悩むところであり、良きお知恵をいただきたい。 
質問 予想で、エネルギーだけではなく速さにも着目した結果、C＝B＝A と予想する生徒がいた

ら、どのように対応するのか。 
質問 速さに着目したが、 終的に時間が同じになると考えた生徒は、納得しきれないのではな

いか（「速さが一度遅くなるが、再び速くなる時点で差が回収されるのではないか」と考えている

可能性がある）。 
授業者：平面があること、直線的な運動の区間があることを伝えねばならない。また、速さが

変化した後の直線的な運動区間がある方が良く、視覚的に長い方がわかり易い。 
質問 評価において「主体的に学習に取り組む態度」は、どのような記述がある場合に A なのか、

評価の指標を知りたい。 
授業者：他者の意見を取り入れて○○君の意見でこのような視点が大事だと気づけたことが書

けているか、 初の自分の考えを整理しなおして表現できているかがポイントと考えている。

このような記述があるかを見取っている。視点に沿って書けない場合、視点を伝えるという方

法もあるが、「思考力・判断力・表現力等」と異なり、生徒の内面が出るところだと考えると、

果たしてこちらから声を掛けてしまうと生徒の視点ではなくなってしまう可能性があると考え

られ、声を掛けてしまうことが良いことなのか？C とつけることが良いことなのか？など色々

な考え方ができる。これらの点について皆さんと学んでいけたらよいと考えている。 
質問 生徒から良い意見や考え方が出なかった場合、どのような声かけや援助を行なっている

か？ 
質問 日常の事象において自転車や坂道の下りが例示であると、より身近に感じられるのではな

いか。 
授業者：単元計画の中で日常に帰る内容を必ず取り入れるようにしている。教室内の学びを必

ず外に出すようにしている。終末部分でエネルギーの視点で見てみようなど、生徒たちの実態と

残された時間によって工夫している。 
《さらに理解を深めるための全体協議》 
さらに理解を深める質疑、参加者の工夫や参考となる情報の紹介、環境整備の工夫について協

議した。 
質問 授業の終わりが忙しくなってしまい、OPPA シートの記入をさせたいが時間がない。でも

生徒たちの考えの変化は知りたい。時間との兼ね合いについて教えていただきたい。 
 授業者：不十分な時もあるが、書かせたら書かせたなりの授業についての生徒たちの学びに関

して得られるものが多い。進め方において、前の前の授業から課題があったことに気づかされ

たり、授業研究にプラスになったりすることが大きいと感じる。 近は 5 分間削ってでも振り

返りをしましょうという流れになっており、時間がかかる実験は簡素化し、子どもが扱いやす

いもので、実感を伴うものという教材の工夫が必要。振り返りの時間を生み出すためにも教材

研究が必要である。 
質問 速さに着目した場合、早くなる場所と遅くなる場所があることを生徒達は理解し、そこは

実際に速さを測定することで理解できたように思う。その中で速くなっても距離が延びると相殺

されてゴールが同じになるのではないかと考える生徒がいると思うがその場合、どのように指導
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しているか？ 
授業者：レールの距離が伸びているとはいえ、１～2 ㎝しか伸びていないので、金属球の体積

と比べ、ゴールした速度の差には距離の要素は影響しないと感じている生徒もいる。またレー

ルの長さは関係ないと机間巡視の際に先に伝えている。 
質問 理科室内の設備の紹介をお願いしたい。 
授業者：基本的に実験室内に棚を置いておらず、腰より低いものを置き、視界を遮らないよう

にしている。実験室に依るが、第 1 理科実験室では実験室内に物を自由におき、自由試行させ

るということは難しいが、第 2 理科実験室では物が自由に置かれ、自由な試行が可能である。 
ICT 機器については、電子黒板、スクリーン、PC の 2 台使いで動画を見せたりでき、実物投影

機は画面の切り替えをしなくても使用が可能。ホワイトボードを机の下に常備。指示がなくて

も必要なタイミングで自由に使えるような生徒を育成しようと理科部で話し合った。今では生

徒たちの積極的な活用が見られるようになっている。 
生徒には 1 人 1 台 Surface が用意されている。本日はアナログで進めたが、OPPA シートも

デジタルで OneNote に集約可能である。動画を取り出したり、ゴール地点で構えており、記録

をしてこれらをデジタルノートに貼りつけたりリンクを貼ったりしてオリジナルノートを作成

している。ICT の活用により、更に異なった資質が見られることになると思われる。大学附属

のため教材がそろっており、近隣中学校に貸し出しをしたり研修会でも活用したりしている。 
質問 自作教材に関する情報提供をお願いしたい。何を買ったらこれができるというアドバイス

をいただきたい。 
授業者：ホームセンターに出向くと「あれが使えそう」とか「あれが面白そう」という教材に

関するひらめきがある。以前は公開研究発表会に向けた自作による教材研究が使命感であった

が、年数を重ねるごとに教材研究への意識が日常に溶け込んだ。日常から理科的な視点で色々

なものを見たり素材に触れたりすることが良い授業に繋がると考える。 近、教材よりは指導

法といわれる方もいるが、私としては教材理解があってこその授業だと考える。 
例：落下の高さを変えられる工夫（ネジ式）、レールの付け方など 

４ モデル授業についての講評（小倉康埼玉大学教授） 
全国の教員が「主体的・対話的で深い学び」に取り組んでおり、深い学びをいかに築いていく

かが難しいが、今日のモデル授業では主体的で対話的な学びの場面が沢山あった。 
多くの大学生の皆さんが自分の中学校時代を振り返ってみても、科学的な見方や考え方をその

時点で深く理解していたかというと、決してそうではないだろう。また受験のために必要な問題

は何とか解けたかもしれないが、色々な場面に活用できるような概念の理解や深い理解はなかな

かできていなかったのではないだろうか。 

図５ 自作教材の工夫 
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深い学びでは、学んだことを活用させるような状況を提示する中で、「このようなところで使え

る」と実感したり、「そうだったのか」と腑に落ちるような場面を作ったりすることによって概念

を深く理解できる。それが現在の主体的・対話的で深い学びに通じるものではないか。

今日のモデル授業を考えみよう。まず、これまで学んだ学習内容を使い、金属球のどれが速く

ゴールに着くか？という予測をした。予測の段階では理由はわからないけれど、ある程度自信が

あって予測をする。けれども多くの場合にはこの予測は外れる。このような状況を作ることが実

は大きなポイントである。

中学校段階の浅い学習で留まっているということは、学んだことを使っても十分に解けない、

不十分に感じる機会がないため、学んだはずなのに解けない場面に出会うと不安な状況が生まれ

る。この不安な状況が、今まで持っていた概念（素朴概念）をより科学的な概念にしたいという

駆動力（推進力）に繋がる。このことを 80 年代の初めにＧ．Ｊ．ポスナーとＰ．Ｗ．ヒューソン

は概念変容に関しての大事な要素として、まず「不満足な状況（dissatisfaction）を作ること」が

初の条件だと述べている。

不満足な状況の上で科学概念がわかり易い（understandable, intelligible）、今回の授業でいえ

ば今まで学んだことから運動エネルギーによって速く到達するとわかること。それを確認実験に

よって速さが違うと確かめることができる（plausible）。この確かめによって「そうなのだ！」と

いうもっともらしい状況が作られることになる。そしてこの科学概念は使える（fruitful）、言い換

えれば、ここで学んだジェットコースターでの運動とエネルギーは別の状況でも使えるというこ

とになり、「この考え方は使える」となる。

このような 4 つの条件、不満足・科学概念がわかり易い・もっともらしい・使えるという状況

にしていくと、より素朴概念が科学概念に変わり易いということになる。

この 初にあった不満な状況を作るためには今回のこの教材は大変有効である。特に認知的な

葛藤状態に自分は不満足で、葛藤している状況を何とか収束させたいと思うこと、これが学習の

動機となる。この教材の素晴らしいところはこのような状況が作りだされたということである。

事物・現象を説明する教材はあるが、このように学習動機を生み出す教材は多くはない。そこが

この教材及び授業展開の素晴らしさである。 

色々なアイディアをお持ちの先生方が多いと思うが、このような価値ある教材を共有していく

と、中学校の授業が主体的・対話的で深い学びに近づくだろうし、より多くの児童・生徒が科学

概念を適切に理解し、身に付けることができる。これからの中学校授業の目指すところのモデル

としてお示しいただいたのではないか。

５ 主催者との対話「本オンライン研修会の発展に向けて」

質問 メーリングリストへの登録は必須か。プログラムを当日配布し、紹介することは可能か？

主催者：メーリングリストへの登録は必ずしも必須ではなく、信頼できるメンバーへの周知も

可能である。メーリングリストは常に会の情報提供のために設けているものである。

質問 SNS、Facebook などを活用して周知をしたい。ついては趣旨の伝わるチラシなども期待

したい。

主催者：チラシについて、是非アイディアをお待ちしている。更なる周知をお願いしたい。

６ 第６回「理科モデル授業オンライン研修会」の紹介 （中村琢岐阜大学准教授）

７ 閉会の挨拶 （小倉康埼玉大学教授）
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令和３年度 第５回「理科モデル授業オンライン研修会」アンケート結果［教員］  
 
質問７ 「モデル授業」の内容について、ご意見やご感想、ご質問など 
・とても丁寧に作られたであろう教材によって、生徒が目の前で事象を何度も確認しながら

考えることができる状況を創り出した山本先生の熱意が、わかりやすさに繋がったのだと

思った。力学分野はやはり何度も何度も運動の様子を見ることが大事だと思うので、それ

ができるような環境であったことが素晴らしかった。（中学校５年以上１０年未満） 
・時間的に難しいかもしれないが前後の授業内容についても詳細な説明があると、より一層

充実した議論がなされると思った。（中学校１０年以上２０年未満） 
・予想の段階で登り坂の数と下り坂の数に着目していたことや全体的な見方をしていたが、

3 つのコースを用意することで区間という着目点が出来た。このコースの共通点と差異点

から、ある区間のエネルギーの違いに気づくことができた。そこから次に調べなければい

けないことを見出すことができた。位置エネルギーと運動エネルギーの保存が速さにつな

がっているわけではないことに気がつくことができた。運動エネルギーの大きさの違いが

速さの違いになることにつながっていると結びつけることができた。学んでいても、実際

の物に当てはめて考えた時には位置エネルギーと運動エネルギーをどう当てはめて考えれ

ばいいのかに困難さがあることを改めて感じた。（小学校１０年以上２０年未満） 
・山本先生、ありがとうございました。私も、単元の終末で既習事項を活用したものづくり

に挑戦している。思考を多様にすることと、個に応じた指導・援助、および終末時点での

児童それぞれの納得、実感という部分に苦労している。今回、ご提供いただいた授業は、

そういった点からも、とても魅力的で学び多きものであった。（小学校２０年以上） 
・附属中の山本先生の授業はいつも学びがあり、本日も研修に参加することができてよかっ

た。自作教材の大切さや発問の重要性を改めて学ぶ機会となった。また、量的な見方や視

点を絞っていく発問も大変勉強になった。（中学校１０年以上２０年未満） 
・教材作りのお話も聞くことができ、大変有意義だった。（小学校５年以上１０年未満、中

学校５年以上１０年未満） 
・大学の附属学校の先生のモデル授業であり、先進的な取組の１つとして学ぶことができ

た。（小学校１０年以上２０年未満） 
 
質問８ 「グループ協議」の内容や進め方について、ご意見やご感想、質問など 
・グループ協議の時間はもっとあると嬉しかった。少人数であることで深い意見がたくさん

聞けた。（中学校５年以上１０年未満） 
・グループ協議は話が盛り上がってきたところで 15 分が経過する感じだったので、もう少

し時間があると嬉しいが、こちらも時間設定が難しいかもしれない。 
今回は、同じ県の中堅以上の先生方とのグループだった。今後、参加者が増えてより多様

な都道府県の先生方とご一緒できると、それぞれの特色を学ぶことができると期待する。
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（小学校２０年以上） 
・15 分間があっという間だった。中堅の教員グループで構成していただき、とても良かっ

た。話し合いもスムーズで充実していた。共通の意見も多くあったが、自分にはない視点

を持っている先生もいたので、大変勉強になった。（中学校１０年以上２０年未満） 
・他府県の先生方と交流ができ、有り難く思っている。お礼も言えず終わってしまったの

で、可能でしたら 2 分くらい前にお知らせいただけるとありがたい。（小学校５年以上１

０年未満、中学校５年以上１０年未満） 
 
質問９ 「全体協議」の内容や進め方について、ご意見やご感想、ご質問など 
・チャット機能を使うことで各グループの協議内容が非常に分かりやすく伝わった。（中学

校５年以上１０年未満） 
・後ほど上がる動画を改めて見させていただく。（中学校１０年以上２０年未満） 
・毎回、工夫を凝らしてくださり、今回は理科室の様子や自作教具の秘密まで教えていただ

き、ありがたかった。安価で工夫しやすく、生徒目線の教具に納得した。また、参加者の

意見を吸い上げてくださる姿勢に頭が下がる。私は毎回は参加できず申し訳ないが、後で

動画を見返すことができ、ありがたい。（小学校２０年以上） 
・全体協議もとてもスムーズだったと思う。（中学校１０年以上２０年未満） 
・全体に意見をきいてくださる時間が繰り返しあったことで理解が深まった。（小学校５年

以上１０年未満、中学校５年以上１０年未満） 
・案内の留意点が示されていた効果もあってだと思うが、授業者の意図を深く共有できる時

間となっていたと思う。授業者によって様々な授業展開がなされるので、参会者は自身の

経験等から本時に対する授業プランはあると思うが、授業モデルを否定するのではなく、

今回のモデル授業を理解するために協議がされていたと感じた。（小学校１０年以上２０

年未満） 
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令和３年度 第５回「理科モデル授業オンライン研修会」アンケート結果［学生］  
 

質問６ 「モデル授業」の内容について、ご意見やご感想、ご質問など 

・授業時間短縮のやり方が特に参考になった。授業を見ていて、実験の見通しと振り返りの

時間は優先して確保するべきだと思った。先生が机間指導のとき、既習事項を確認してい

たり、その子に応じた声かけをしていたりしていて良いと思った。また、先生が、予想を

するときにどの意見も否定せずに受け入れているところも良かった。授業の内容は、大学

の授業で見たことがあったので知っていた。しかし、改めてこの授業は、とても楽しく、

力学的エネルギーの理解を深められる内容で良いと思った。（未定・実習経験あり） 

・はじめに予想をして、その後結果から現象を捉え直す時間が十分にとられていて、考え終

えたときにとても達成感があった。予想ばかりに時間をかけず、結果から考える時間も大

切にしようと思った。 

自由に実験ができたり考えたりできることがとてもよかった。自由にやっていると収集が

つかなくなるときがあるという話がグループ協議で出てきたが、今回の授業ではそのよう

に収集がつかなくなることはないと思う。先生の設定する目的のようなものがはっきりし

ていて、自分たちが何をしたらよいのかが分かりやすかったからである。私も目標の提示

などは簡潔にできるように頑張りたい。受けていてとても楽しかった。（中学校志望・実

習経験なし） 

・モデル授業はとてもあっという間に感じた。まだまだ教材で検証したいことはあったの

で、やりきれなかったのは残念だったが、それだけ楽しい授業だった。ペアでホワイトボ

ードを用いて、どうして Cのレーンが一番早くなるのかをエネルギーの視点から考えてい

ったが、エネルギーと速さがなかなか結びつかなかった。意見を交わし、記入していくこ

とで、ようやくピンと来たので、書くことや話し合うことの意義がとても分かった。（未

定・実習経験なし） 

・とても楽しく実験を行うことができた。結果が予測できない実験を扱うことの重要性につ

いても理解を深められたと感じる。一方で生徒が「速さ」と「エネルギー」とを区別する

ことの難しさについても考えることができた。ゴール地点での速さはほぼ等しい（運動 E

が等しい）にも関わらず、時間に差が生まれることで、“区間”という発想が出ると思う

が、理解が難しい生徒はこの関連づけに苦戦してしまうのかもしれないと感じた。また、

区間の速さの考え方として平均の速さを考えることも有効ではないかと考えた。（中学校

志望・実習経験あり） 

・使用している教材やその使用方法など細い点で参考になることが沢山あり，非常に勉強に

なった。力学的エネルギー保存則を学習した後では，本時のような問題は混乱する生徒も

多いと思うが，そこを考えさせ，多数の異なる仮説（予想）を立てさせていた点が特に印

象に残った。（中学校志望・実習経験なし） 
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質問７ 「グループ協議」内容や進め方について、ご意見やご感想、質問など 

・話し合いをするときに視点が設けられていてとても話しやすかった。授業をした先生が「こ

こに注目してほしい」という点を示してくれたところがよかった。（中学校志望・実習経験

なし） 

・あまり発言はできなかったが、とても有意義な意見を聞くことができ、モデル授業を含め

授業動画などを見る際に、どのような視点で授業を見るのか、考えるのかという点がとて

も勉強になり、次回以降に生かしていきたいと感じた。（未定・実習経験なし） 

・自分では感じなかった点に気づくことができ，広い視点で考えることができ，とても身に

なる議論ができたと思う。（中学校志望・実習経験なし） 

 

質問８ 「全体協議」の内容や進め方について、意見や感想、質問など 

・現場で働く先生方のご意見や疑問点を聞くことができたのが新鮮だった。（未定・実習経験

なし） 

・山本先生が全ての質問等に丁寧に答えて下さったことで、長年の経験の中から先生自身の

理由をもって指導を行われているのだと強く感じることができた。（中学校志望・実習経験

あり） 

・中堅の教師の方の質問は，私には考えつかないようなものばかりで，非常に広い視点から

授業を見られているのだと感じた。全体協議を通して，たくさんの方の視点を考えること

ができ，とても良い経験となった。（中学校志望・実習経験なし） 

 

質問９ 上記以外で、気づきや要望など 

・初参加ということもあり慣れていないため、具体的な意見や疑問点、授業を見る際の視点

をきちんと持てていないことが自分の課題だと感じた。この機会を次に活かしていきたい

と思う。機会があれば、対面でまた参加したいと思う。（未定・実習経験なし） 

・学生についても同様に広報や学生間（他大学の学生を含む）での共有を行うことが可能で

あれば、積極的に伝えていきたいと考えている。（中学校志望・実習経験あり） 

・今回は対象が大学生であり，実際の公立中学で同様の実験を行うためには，生徒に意欲的

に授業に参加してもらうための、また別の工夫が必要かもしれないと感じた。（中学校志

望・実習経験なし） 
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令和３年 11 月 27 日（土） 

 

第３学年○組 理科学習指導案  

授業者 山 本 孔 紀 

 

１ 単元名  運動とエネルギー（本時「力学的エネルギーの保存」） 

 

２ 単元について 

   本単元は，理科の見方・考え方を働かせて，物体の運動とエネルギーについての観察，実験

などを行い，力，圧力，仕事，エネルギーについて日常生活や社会と関連付けながら理解さ

せるとともに，それらの観察，実験などに関する技能を身に付けさせ，思考力，判断力，表現

力等を育成することが主なねらいである。  

   思考力，判断力，表現力等を育成するに当たっては，運動とエネルギーについて，見通しを

もって観察，実験などを行い，その結果を分析して解釈し，力のつり合いと合成・分解，物体

の運動，力学的エネルギーについての規則性や関係性を見いだし表現するとともに，探究の

過程を振り返らせるようにさせる。そして，運動とエネルギー，様々なエネルギーとその変

換に関する事物・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ともに，自

然を総合的に見ることができるようにさせる。  

  生徒は，これまでに以下のことを学習してきている。  

   本校第３学年の生徒は，エネルギーについての学習を始める前に，すでに日常生活でエネ

ルギーということばを使用しており，それが物を動かしたり，変形させたりすることと何ら

かの関係があることを体験的に感じ取っている。このことから，本単元での学習目標づくり

を生徒ともに行うに当たって，それまでに生徒が獲得しているエネルギーのイメージを「エ

ネルギーとは何か」という問いを考えさせることから始めていく。そして，単元の終末にお

いて日常や社会と関連の深い題材を扱うよう工夫する。これらにより，物体のもつエネルギ

ーとその移り変わりについて，特に位置エネルギーと運動エネルギーは相互に変換されるこ

となどを日常生活や社会と関連付けながら物体の運動とエネルギーについての科学的な見方

や考え方を養いたい。  

  さらに，本校では OPPA 論を参考に，OPP シートの単元を貫く問いを広い概念で設定

し，単元全体での生徒の学びを見取っている。また，例えば下記のように，学習と指

導の計画の最初と最後に，「○○とは何か」（ここでは「エネルギーとは何か」）と

問うことで，生徒自身が本当に大切だと感じたことは何だったのか，獲得した概念は

どのようなものだったのかなど，授業者の授業意図との差違などを見取り，生徒理解

と授業改善に生かしている。このシートはいわゆる評定に生かす評価には含めない。 

学年 単元 学習内容 

小学校第５学年 振り子の運動 
・糸につるしたおもりが 1 往復する時間は，糸の長さに

よって変わること。 

中学校第１学年 身近な物理現象 ・力の働き ・力の表し方 ・力がつり合うときの条件 

中学校第２学年 気象とその変化 ・圧力 ・大気圧 

時 

 

○ 学習内容 ・学習活動  

□ 課題  

主なねらい（指導目標）と 

具体の評価規準 

重

点 

記

録 

評価方法 

 

単

元

当

初 

① エネルギーとは何か 

・「エネルギーとは何か」につい

て考え，３つの文で表現する。 

 

・「エネルギー」についての自分自身の概

念や考え方の自覚および単元の概観によ

り，単元の学びの見通し（学習目標）を

もとうとしている。 

 

 

態  

 

 

 

 

 

行動観察  

 

OPP記述分析 

単

元

末 

 

⑬ エネルギーとは何か 

「エネルギーとは何か」について考

え，３つの文で表現する。 

 

・「エネルギー」についての自分自身の概

念や考え方の変容を自覚し，その要因を

本単元の学びの過程と関連付けて表現し

ている。 

 

 

態 

 

 

 

 

行動観察  

 

OPP記述分析 
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３ 本時の学習の特徴 

(1) 題材設定  

本時の探究活動のねらいは，力学的エネルギーの保存に関する概念的な理解を図るととも

に，物体のもつエネルギーと速さ，高さの関係を明確にすることにある。ここでは，社会や日

常生活と関連付けた文脈として，実社会で利用されているジェットコースターに見立てて考

える場面を設定した。生徒たちに求めるパフォーマンスは，力学的エネルギーの変化をゴー

ル順位と関連付けて説明できること，順位の結果と理論をつなぐ実験データを得る検証実験

を計画し，各地点の物体の運動を簡易速度測定器等で調べることができることの２つである。 

具体的には本時では，位置エネルギーや運動エネルギーの移り変わり方の異なるジェット

コースターモデルを３コース用意し，そのコース上を転がる球の運動について，既習事項を

基に個人で予想する。実際の授業での，予想の分布（附属中学校第 69 回生・第３学年

生徒 172 名分）は以下のようであった。  

予  想  理  由  人  数  

① A＝ B＝ C 力学的エネルギーは保存されるから  ４８名  

② A→ B＝ C A は坂道がないから距離が短い。運動エネルギーが最大  

など  

４４名  

③ C→ A→ B 力学的エネルギーのうち，運動エネルギーへの変換がさ

れる割合が最大  

４８名  

④その他   ３２名  

  予想は大きく分けて，３つに分かれた。①と②は主に力学的エネルギーが保存され

るため，同着になるコースがあると考えているものである。正しく力学的エネルギー

の移り変わりについて理解できていない生徒が多いということがわかる。その予想を

基に確認実験を行うと，結果の意外性に驚く生徒が多い。ここから，なぜコースによって球

のゴールへの到達時間に差が生まれるのかについて，自然と話し合い，確認実験の結果を吟

味する活動が行われ始める。  

本時のような題材は，既習事項を組み合わせないと説明がつかないものであり，力学的エ

ネルギー保存の法則における位置エネルギーと運動エネルギーの関係の定着を図るのに有効

であると考える。生徒たちは班での話合いの中で，自らの考え方の誤りに気付き，新しい考

え方を構成し直し始める。その際，新しく構成した考え方を実証するために，どのようなデ

ータを得る必要があるかについて討論し，班で測定する条件を選択していく。この場合の条

件は「各地点の速度」であるが，振り子の運動などに代表される力学的エネルギー保存の法

則とは異なり，本教材は，実際にコースの各地点の速度を測定することが容易である。この

ことは，生徒に抽象的なエネルギー概念を獲得させるにあたって，実感を伴った理解を得る

手助けにつながると考える。  

(2) 振り返り活動  

   学習の終末において，問題解決し

た事柄やその解決過程を振り返る活

動を行い，自らがたどった思考の過

程を分かりやすく表現し直す活動を

取り入れる。そうすることで，問題解

決した事柄について，どのようなこ

とを柱として思考したのかという自

分の思考の流れをモニタリングすることができ，より適切な科学概念の定着や問題解

決スキルの向上に寄与するものと考える。実際に生徒たちは，対話的な学びを通して，

自分のもっていた運動とエネルギーに関する量的・関係的な見方・考え方の誤りなど

に気づき，新しい概念を再構成し始めるようになった。前述の②の予想をした生徒の

学習後の感想を示す。この生徒は，物体の運動エネルギーの増加が速さの増加につな

がることを十分に理解できていなかった。しかし，再構成された概念の信頼性を高め

るために検証実験を計画し，それを実証するといった資質・能力を伸ばすことを通し

て，エネルギー概念の体系的理解を深め，力学的エネルギーと運動についての深い理

解につながったと考える。  
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４ 単元の目標とその評価規準 
柱  知識及び技能  思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

目  

 

 

 

標  

力 学 的 エ ネ ル ギ ー を 日 常 生 活

や社会と関連付けながら，仕事

とエネルギー，力学的エネルギ

ー の 保 存 に つ い て の 基 本 的 な

概念や原理・法則などを理解す

るとともに，科学的に探究する

ために必要な観察，実験などに

関 す る 基 本 操 作 や 記 録 な ど の

基本的な技能を身に付ける。  

力学的エネルギーについて，

見通しをもって観察，実験な

どを行い，その結果を分析し

て解釈し表現するなど，科学

的に探究する活動を通して，

規 則 性 や 関 係 性 を 見 い だ し

た り 課 題 を 解 決 し た り す る

力を養う。  

力 学 的 エ ネ ル ギ ー に 関 す

る事物・現象に進んで関わ

り，見通しをもったり振り

返ったりするなど，科学的

に 探 究 し よ う と す る 態 度

を養う。  

観点 知識・技能  思考・判断・表現  主体的に学習に取り組む態度 

 

評  

 

価  

 

規  

 

準  

力 学 的 エ ネ ル ギ ー を 日 常 生 活

や社会と関連付けながら，仕事

とエネルギー，力学的エネルギ

ー の 保 存 に つ い て の 基 本 的 な

概念や原理・法則などを理解し

ているとともに，科学的に探究

するために必要な観察，実験な

ど に 関 す る 基 本 操 作 や 記 録 な

ど の 基 本 的 な 技 能 を 身 に 付 け

ている。  

力学的エネルギーについて，

見通しをもって観察，実験な

どを行い，その結果を分析し

て解釈し，力学的エネルギー

の 規 則 性 や 関 係 性 を 見 い だ

して表現しているとともに，

探究の過程を振り返るなど，

科学的に探究している。  

力 学 的 エ ネ ル ギ ー に 関 す

る事物・現象に進んで関わ

り，見通しをもったり振り

返ったりするなど，科学的

に探究しようとしている。  

 
５ 学習と指導の計画，評価規準 

(ｳ) 力学的エネルギー（13 時間）  

○ア仕事とエネルギー・○イ力学的エネルギーの保存（本時７／13 時）  

時 
 

○ 学習内容 ・学習活動  

□ 課題  

主なねらい（指導目標）と 
具体の評価規準 

重

点 
記

録 
評価方法 

 

 ①～③ 

仕事  

 

※省略  

   

 

 

４ 

 

④ 位置エネルギーの大きさ  

・ある高さにある物体の落下実験

から，物体のもつ位置エネルギ

ーの大きさについて考える。  

・物体の落下実験から，高いところにあ

る物体ほど，また，質量が大きいほど

，大きなエネルギーをもっていること

について，結果を分析して解釈し，自

らの考えを導いている。 

 

 

知 

 

 

 

 

 

考察の記述確認 

 

 

５ 

 

⑤ 運動エネルギーの大きさ  

・水平面上を動く物体の衝突実験

から，物体のもつ運動エネルギ

ーの大きさについて考える。  

・水平面上を動く物体の衝突実験から，

物体の質量が大きく，速さが速いほど

，大きなエネルギーをもっていること

について，結果を分析して解釈し，自

らの考えを導いている。 

 

 

知 

 

 

 

 

 

考察の記述確認 

 

 

６ 

 

 

⑥ 力学的エネルギーの保存  

・振り子などの力学的エネルギー

に関する実験を行い，力学的エ

ネルギーの保存について考える

。  

・振り子の運動の様子を観察し，位置エ

ネルギーと運動エネルギーとは相互に

移り変わることおよび摩擦の働かない

場合には，力学的エネルギーは保存さ

れることに気付き，自らの考えをまと

めている。 

 

 

知 

  

 

行動観察 

 

 

 

７ 

・ 

８ 

 

本

時 

⑦ ジェットコースターレース  

・ジェットコースターモデル上を

運動する金属球の観察を行い，

力学的エネルギーの移り変わり

について理解する。  

・力学的エネルギーの移り変わりや金属

球の運動エネルギーと速さの関係など

の既習事項を活用して，ジェットコー

スターモデル上を運動する球のゴール

する順を説明している。 

 

 

 

 

思 

 

 

○ 

 

 

考察の記述分析 

・探究の過程を振り返り，自らの考えの妨

げになっていたことやその問題を解決す

るために必要だったことについて，自ら

の考えを表現している。  

 

 

態 

 

 

○ 

行動観察 

 

振り返りの記述

分析 

 

 

⑨～⑬  

エネルギーとその移り変わり  

 

※省略 

 

 

  

 

金属球がゴールする順はどのように決まるだろうか。  
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６ 本時の学習 
 (1) ねらい（指導目標）  

（思考力、判断力、表現力等）   
・力学的エネルギーの移り変わりや金属球の運動エネルギーと速さの関係などの既習事     

項を活用して，ジェットコースターモデル上を運動する球のゴールする順を説明でき  

る。  

 （学びに向かう力、人間性等）   
・探究の過程を振り返り，自らの考えの妨げになっていたことやその問題を解決するた

めに必要だったことについて気付き，自らの考えを表現できる。  

 (2) 展開 

過程 学習内容・活動 教師の支援（・）と評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課 

 

題 

 

の 

 

把 

 

握 

① 前時までの復習（既習事項の確認）を行う。 
＜予想される生徒の反応＞ 
・エネルギーの大きさは物体がする仕事の大きさで

測れること。 
・位置エネルギーの大きさは，物体の高さと質量に関

係していること。 
・運動エネルギーの大きさは，物体の速さと質量に関

係していること。 
・運動エネルギーと位置エネルギーは相互に移り変

わること。また，その際に力学的エネルギーの総
量が保存されること。（＝力学的エネルギー保存
の法則） 

 
②  ジェットコースターモデルの説明を聞く。  

・Teams Class notebook のデジタ
ルノート等を開き，確認させ
る。 

・数名の生徒を指名し，これまで
の実験やふりこの例などを挙
げさせる。エネルギーの移り変
わりを視覚的に押さえておく。 

 
 

〈準備〉  

 □ジェットコースターモデル  

 （Ａ・Ｂ・Ｃコース）  

 □球（同種類のものを２つ）  

 （□簡易速度測定器）  

〈手順〉  

 ジェットコースターモデルのＡ～Ｃコースについてど
のようなコースかを知る。  

 Aコース･･･下り→平面  

 Bコース･･･下り→登り→下り→平面  

 Cコース･･･下り２回→登り→平面  
 

③ 本時の課題を知る。 
 
 

 

 

 

課 

 

題 

 

の 

 

追 

 

究 

 

 

 

④ 実験に対する結果を予想し，その理由を考え，ノ
ートに個々に記入する。 

＜予想される生徒の反応＞※予想の分布は別紙参照 
・Ａ，Ｂ，Ｃコースはどれも一緒にゴールする。なぜ

ならば，力学的エネルギーは保存されるから。 
・Ａコースが一番早い。なぜならば，コースが最も短

く平坦だから。 
・Ｃコースが一番早い。なぜならば，下り坂がある

から，速度が速くなると思うから。 ･･･など 
 
⑤ 班ごとに順位を確認する実験を行い，結果を記録

する。 
結果 Ｃ→Ａ→Ｂの順にゴールする。 

 
 

・書き始められない生徒には，具
体的な速さの変化を考えてみ
るように助言する。 

 
 
 
 
 
 
 
・ＡとＢコース，ＡとＣコースで

同時に転がさせ，比較させるこ
とで順位を決定させる。 

 
 

金属球がゴールする順はどのように決まるだろうか？  
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⑥ 各班で個人の予想したことおよび結果について
話し合い，理由についてホワイトボード等に整理
する。 

⑦ 班ごとに結果に対する理由を発表し，検証実験で
調べるべき事柄について考える。 

＜発表例＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・運動エネルギーが増大している時間が長いものか
ら順にゴールする。その根拠として，各地点の速度
を測定する。  ･･･など 

・ホワイトボード等を用いて，班
内での多様な意見の交流が行
われるように支援する。 

・自分たちの考え方が正しいこ
とを確かめるためにはどのよ
うな，データを得るべきかを
考えるよう，促す。 

 
 
 
 
 
 

以下、次時 

 
 
 
 

 

課 

 

題 

 

の 

 

追 

 

究 

 

 

⑧ 班で検証実験を行い，結果をノートに整理する。 
＜予想される生徒の反応＞ 
・各区間の速度を簡易速度計で測定したところ，･･･

であった。 
・平面は等速直線運動をしている。ゴール時の球の速

度は，A，B，C どれもほぼ変わらない。･･･など 
 
⑨ 検証実験の結果をもとに，個々に課題に対する考

察をノートに記入する。 
＜予想される生徒の反応＞ 
・力学的エネルギーの移り変わりで考えると，物体の

もつ位置エネルギーが運動エネルギーに移り変わ
って運動している時間が長いほど，ゴールに早く
到達するといえる。 

・全体として，力学的エネルギーは保存されている。                 
・・・など 

 
 
 
⑩ 考察を発表し，共有する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
・机間指導し，記述が不十分な

生徒には力学的，位置，運動
エネルギーなどの用語を用い
て説明するように助言する。 

・数名のノートをプロジェクター
に投影しながら，発表させる。 

〈思考・判断・表現〉 
・力学的エネルギーの移り変わ

りや金属球の運動エネルギー
と速さの関係などの既習事項
を活用して，ジェットコースタ
ーモデル上を運動する球のゴ
ールする順を説明している。 

【考察の記述分析】 

 
 
 
 
省 
 
察 
 

⑪ 本時の課題解決および自らがたどった思考過程
を振り返り，ノートに表現し直す。 

＜予想される生徒の反応＞ 
・エネルギーの移り変わりと速度を関わらせて考え

ることができていなかった。 
・力学的エネルギーの保存を考え過ぎて，順位も同

着ではないかと考えてしまっていた。 ･･･など 
 

・予想が結果と合致していた生
徒には，どの部分が課題の解
決にあたって必要であったか
を抽出させる。 

 

〈主体的に学習に取り組む態度〉 
・探究の過程を振り返り，自らの

考えの妨げになっていたことや
その問題を解決するために必要
だったこと（考え方）などに気
付き，自らの考えを表現してい
る。    【ノート（記述）】 
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- 1 -

1970

Hay 2007

B4

C.M.

C.M.

C.M.

C.M. C.M.

C.M.
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- 2 -

C.M.

C.M.
C.M.

A4

C.M.

C.M.

C.M.

A
A C.M.

A
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- 3 -

A C.M.

C.M.
3

A

5
C.M. C.M.

A

,
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- 4 -
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Ⅲ－６ 
 

第６回モデル授業 
小学校第６学年 

「てこのはたらき」 

 
授業者 
宮谷郁江 

（岐阜市立徹明さくら小学校教諭） 
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令和３年度 第６回「理科モデル授業オンライン研修会」概要 

２０２１年１２月２５日（土）１６時～１９時 

主会場：岐阜大学教育学部 

参加３５名（大学内１３名、オンライン２２名｛学生７名、教員１５名｝） 

 

１ 開会 （小倉康埼玉大学教授） 

（２）本日の授業者の紹介（中村琢岐阜大学准教授） 

（３）スケジュールの確認、指導案の配布 

 

２ 小学校理科モデル授業  

（１）授業者と授業内容  

授業者：宮谷郁江 （岐阜市立徹明さくら小学校教諭） 

授業：小学校第６学年 「てこのはたらき」 

本時のねらい：  

実験用てこを使って、水平につり合う条件を調べる実験を通して、てこが水平につり合うきま

りに気付くことができる。 

（２）授業者による事前説明 

［学習の流れ］ 

・てこのはたらきに興味をもち、1 本の棒を使って重い物を持ち上げる活動を通して、どのよう

にすれば楽に持ち上げることができるかについて問題を見いだすことができる。（第１時）  
・支点と作用点の距離を変えたり、支点と力点の距離を変えたりして、手ごたえを調べる実験を

通して、支点と作用点の距離を短くすると、小さい力で持ち上げることができ、支点と力点の

距離を長くすると小さい力で持ち上げることができるというきまりに気付くことができる。（第

２・３時） 
・てこが傾いているときや水平につり合っているときの様子について「てこを傾けるはたらき」

に関わって理解したり、実験用てこの仕組みについて理解したりすることができる。（第４時） 

・実験用てこを使って、水平につり合う条件を調べる実験を通して、てこが水平につり合うきま

りに気付くことができる。（第５・６時）［本時］ 

・学習したことを生かし、てんびんの仕組みについて考え、上皿てんびんを使って、いろいろ 

な物の重さのつり合いや重さを調べることができる。（第７時） 

・身の回りにある、てこを利用した道具について、支点、力点、作用点を考えたり、使い方を考

えたりする活動を通して、それぞれの道具について、どのようにてこのはたらきが生かされて

いるかまとめることができる。（第８・９時） 

 

［本時の学習］（本時５/１０時） 

1 本の棒を用いて重い物を持ち上げるとき、てこのはたらきを使って作用点を支点に近づける

と、小さい力で持ち上げることができることや、力点を支点から遠ざけると、小さい力で持ち上

げることができることを、今までの学習から見出してきた。これらを基に、本時との２時間で、

実験用てこを使った、水平につり合う条件を調べる実験を通して、てこが水平につり合うきまり

に気づくことができることをねらいとする。本時はその 1時間目となる。左腕の「おもりの重さ」

×「支点からの距離」と、右腕の「おもりの重さ」×「支点からの距離」が同じときに、てこは水

平につり合いそうだというところまでを導きたい。次の時間には、他の条件でも同様なことが当
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てはまり、確かなものへと調べていく。 

本時は、予想を立て、それに基づいて実験を行い、きまりを見出していくという過程で進めて

いく。子どもがどういう見通しのもとに実験し、事実をつかみ、考えをつくっているかという点

を視て欲しい。 

（３）モデル授業の実施・視聴 

［記録動画の通り］ 

（４）授業者による事後説明 指導法・教材・授業で大切にしている点について 

「見通しを持って問題解決していく理科学習」を大事にしている。 

① 見通しを持ち易い条件の提示 

教科書には、各班が異なる条件で多面的に考える過程を通してきまりを見つけるという進め

方が提示されている。算数の反比例の学習を進めていない中で初めて計算が出てくると、理解

が難しいと感じる子どもがいることを考慮し、本時では左腕の支点からの距離を６、おもりの

重さを１０ｇとして、どのグループにも統一した条件を提示した。生徒の思考の自由度を増や

すことで直感的に模索をすることも可能であるが、単に楽しい実験で終わらぬように工夫した。 

② 予想する時間の確保 

実験用てこに指で押さえる力を加え、支点と力点との距離の違いから感じられる手ごたえの

変化から水平につり合うきまりを考える導入により、予想する時間を十分にとることとした。 

③ 求められたら提供する教材の準備 

次時に色々な条件での確認ができるようにつながる展開を想定し、クリッ

プに粘土を付けた１ｇのおもりを用意した。このおもりは、子どもたちがき

まりを見出しつつある時に使うためや、自分の予想を確かめる時に、必要と

なることを想定している。実験の開始から提示するのではなく、子どもが求

めたら提供するための教材準備により、問題解決が深められると考える。 

④ 学びの価値づけをしながら問題解決を目指す  

見通しを持ち、学習がつながることが大切である。実験に目的があり、「実

験が楽しかった」だけで終わらないようにすることも大切に心掛けている。 

 

 本時のグループ実験では、早い段階から予想を基に「１ｇのおもりが欲しい」という声が出た。

以前の授業では、まずつり合う箇所を見つけ、支点からの距離が４または５の位置ではおもりが

１０ｇから２０ｇの間にあるのでは？という考えが出された。この予想を基に「１ｇ」のおもり

を用いた確認実験へと進めた。「おもりの重さ×支点からの距離」という掛け算に気づきつつある

子どもは、具体的な数字を挙げ、実験の中で見通しをもって事実を確かめていく繰り返しの中で、

図 2 手応えの変化 図 3 きまりを見つける 

図 1 １g のおもり 
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「おもりの重さ×支点からの距離が左右で同じである」というきまりを見出すことができた。 

このように、見通しを持って事実を確かめ、この事実を基に次の予想を立てる、という繰り返

しの過程を大切にしている。また、「予想する」「結果を予想と比べる」「予想通りではなかったか

らもう一度実験してみたい」「他の班はどうなったのだろう」という子どもたちの活動から学び方

の価値づけをしながら問題解決を目指すことを大切にしていきたい。 

 

３ モデル授業についての協議 

（１）グループ協議 ２０ 分間、５名程度のグループ協議 

・以下の視点を中心に協議を進めた。 

「本授業において、子どもがどのような見通しのもとに実験し、事実をつかみ、考えを作った

か。」 

・グループ協議では、グループ内での「司会者」と「記録係」を決めて進めた。 

・ブレイクアウトセッションが終わり、協議で出された質問や感想等について、各グループの

記録係が報告するとともに、すべてのグループからの報告後、まとめて授業者から回答する

形態で協議した。 

以下に、報告された主な質問や回答、感想を示す。 

《グループ協議後に各グループから報告された事項》 

〈感想・意見〉 

〇授業展開について 

・予想を立てる時間を十分に取っていることで、子どもたちが見通しを持って実験に取り組める

工夫がなされていた。そのため、立てた見通しを確認するための実験に取り組めることで充実

していた。 

・自分なりの見通しを持ちながら、実験を行っている様子がよく分かった。ただ実験するのでは

なく、自分の予想を基に（こうなるはずだ、だから実験しよう）という、実験を行う意味がよ

り明確にあった。 

・予想を立てることにおいて、グループ内で話し合い、共有する時間があると、予想の書き方が

わからなかったり予想をたてられなかったりする子どもへの配慮にもなるのではないか。 

・おもりの個数か重さなのかについて統一したほうが話し合いやすかったのではないか。 

・実験結果の表を示すことで、自分の予想に対する結果の見通しが立てやすいと感じた。 

・自分の立てた予想に対して、結果の表に対する予想があると、より見通しが持てたのではない

か？ 

図 4 グループ実験の様子 
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・支点からの距離が４と５の間ではおもりの重さが１ｇ単位となるため、扱いが難しい。 

・見通しと事実とで考えの往来が多くあり、見通しを立てやすいと感じた。 

・きまりを見つけることは難しいことなので、段階を踏んでの進め方もよいと感じた。 

・単元全体を通じて子どもの思考に沿った見通しのある授業展開で、素晴らしい授業だと感じた。 

 例：（中学）光では、単元の導入で一眼レフカメラの仕組みを教材とした。 

   →単位時間での見通しも単元を通しての見通しも有効。 

・左腕の支点からの距離を６、おもりの重さを１０ｇという共通の条件提示での追究で、皆が共

通した土台で予想を立てることができていた。 

・既習事項をもとにつながりをもって「どのくらい重くなっていくのか」という見通しでの実験

への取り組みに、素朴な見方があらわれており、展開が素晴らしかった。 

・前時までの実験結果より、支点からおもりまでの距離が近くなれば水平にするために指の押す

力を重く（強く）しないといけないという事実があったので、見通しをもって実験ができた。 

・おもりを 1ｇずつ用いることへの気付きを共有するタイミングが難しい。支点からの距離が５

の位置のおもり「１２g」という答えは、本当に見通しがないと出ないだろう。大学生ではなく

児童だと「１g」への気づきはあのタイミングからは出せないのではないか。 

・手ごたえの実験から、数字を使った実験になっている。 

・前時からつながっていることを意識させる丁寧な導入を行なっていた。 

・中学校では、見通しや予想を立てさせるが、失敗をさせても良いという考えだ。むしろ失敗し

た理由を追究させたい。小学校では時間的にも能力的にもまだ厳しいかもしれないが、学習の

振り返りの中で、問題解決の力を高める指導も行われている。 

〇教材について 

・子どもたちの見通しを想定し、１ｇや５ｇの教材教具の事前準備が素晴らしかった。 

・同じ条件で進めることで見通しを持ち易い。 

・グループ同士の交流や、ある点に気づいた班と気づいていない班との交流により、対話的な学

びが生まれ、さらに追究を深めるために重要な教材準備が見られた。 

・おもりをつるしてみて、ある程度目星をつけて実験をしていた。 

〇指導法について 

・温かい雰囲気、学びやすい授業時間だった。 

・生徒への声掛けにおいて、思考を促すような切り返しや丁寧な発言が随所に見られた。また指

導案にはない指導援助が随所に見られた。 

例：切り返し 

・一人の子どもの予想に「皆さん、わかりましたか？」と、子どもと子どもをつなぐ声掛け。 
・「今のこと、わかりましたか？」「それってどういうこと？」と、全体に再度投げかけ、思考

を促し、丁寧に発言を求める。 
・子どもの「おお」という発言に対し、「何が“おお”なの？」と、子どもがどんな事実を掴ん

だのか確認をする。 
・すぐに板書をせず、計算の考え方が出ても「どういうこと？」と全体への確認を行う。 

・このような授業の積み重ねによって、理科の学習意欲が高まり、力がつく児童が増えると考え

られる。 

〈質問・課題〉 

質問 つりあったと思われる際、「水平」かどうかを見た目で判断するのではなく、分度器など指

標を設けて判断させるようなことがあるとよいのではないか？「水平」の言葉の定義などがあ

( 147 )



るとよい。また、この過程において１g程度の違いを見出すのならば、基準が大切だと考える。 

 授業者： 実験用てこには微妙な傾きがあるものもある。つり合い（水平）がわからない場合、       

実験中のわからなかった点に関する結果を事実として受け止めることや、水平か水平ではない

か、わずかな違いを事実として見ようとする視点を大切にしたい。分度器の利用については是

非取り入れてみたい。 

微妙な傾きがあることをノートに記録として記す。他のグループとの意見交換により、自分

たちの結果と比較をしたり、結果の違いが生じたりした理由を考えてみる。そこから、測定に

用いたてこの差によるのではないかと考える。事実を見ようとする力が育っていると捉える。 

質問 予想の時点で足し算をする子どもが見られたように、予想外の子どもの考えが出てきた場

合にはどのように対応するか？ 

授業者： 1ｇのおもりを用意し、生徒の予想を基に確かめられることは、一緒に取り組んでみ

る。その時間では解決できない子どもの考えや予想には「次の時間にやってみよう。」とか「空

いている時間に取り組んでみよう。」など、子どもの考えをそのままにせずに何かしら応える。 

質問 「支点からの距離」×「おもりの重さ」が６０になるきまりを導く内容に対して、子ども

たちは距離と重さを掛けることにどのような意味を感じているのか？  

授業者： ６０を「グラム」だと捉えている生徒がいた。６０が「手ごたえ」と気づけることが

大切だと考える。前時の学習で、実際にてこを手で押してみて、力点の位置を変えると手ごた

えの変化を感じられることから、子ども達自身から「手ごたえ」という考えや言葉が発せられ

ることが大切と考えている。 

質問 見通しの大切さを踏まえ、今後の授業はどのように進めるか？  

授業者： ２か所に「おもり」をつるした実験を行ったグループがあり、その取り組みによっ

て今回のきまりを深く理解できる子どももいれば、難しく感じる子どももいるだろう。今回は

決まった条件で進め、次回は異なる条件を導入するという授業の組み立てを工夫したい。 

・予想が出ない子どもへの手立て 

事象提示より、前時の実用てこで学習した手ごたえと今回の実験用てこがつながるように、

敢えて指で力を加えて手ごたえを体感し、次におもりに置き換えるという展開とした。更に何

ｇでつり合うかという予想は子どもたちには難しいので、おもりの位置が支点に近づくことで

手ごたえは重くなるという予想ができたら良しとした。 

前の学習とつなげるために「手ごたえはどうだったか？」という声掛けを敢えてする。 

・見通しを大切にした授業展開の工夫 

２時間扱いの 1 時間目で、２か所におもりをかけてつり合うことを見出した子どもがいた。

さらに片腕が「掛け算したものの足し算になること」に気づき、発表を希望した子どもがいた。

見通しを大切にした授業展開をしたいと考え、1時間目ではなく次の時間での発表を依頼した。

現象が計算とつながった時の喜びを生かし、理解を深めることを次の時間につなげることを大

切にしている。今回は見通しを大切にして、あえて取り上げなかった。勘が計算へとつながる

ときもあるので、２時間目の展開を想定し、大事にしている。  

 

《さらに理解を深めるための全体協議》 

質問 次の時間の実験の条件づくりは、どのように進めるか？実験を進める上で自分たちで考え

て進めるのか、自分なりに予想を立てて実験を進めていくのか？ 

授業者： 条件づくりはグループ（ペア）で行うが、きまりが確かであればどのような結果が

導かれるのかという予想を書かせた上で、その内容を確かめるための実験を進めるという展開
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を考えている。 

質問者： 多くの予想が立てられると期待でき、授業者のコーディネート力も必要になりそう

だ。子どもが見通しをもって進めていくからこそ、学びが深まっていくと感じる。 

質問 指導案での単元のつくり方の工夫点について説明をお願いしたい。 

授業者： 単元のつながりを大事にしたいと考える。単元は大きく 3 つのまとまりで進める。

①実用てこ、②定性的から定量的にてこをとらえ、実用てこのきまりを見つける、③身の回り

に役立つてこの働きの利用について、これらそれぞれがつながりをもって理解できるように進

める。第４時の実用てこと実験用てこをつなぐ 1 時間では、用語を押さえ、実物を示して教え

ていく時間を設けた。さらに、どのてこのきまりが日常の道具にどのように役立っているか、

上皿天びんやてこを用いた道具についての学習を設定した。学習の流れは教科書通りに進め、

それぞれの単位時間の中でつながりを大事に指導している。 

質問 てこの単元で学んだはずである大学生が、てこの働きについて、理解が浅い。計算式を見

出し、覚えるところまでは学習済みと考えられるが、「傾けるはたらき」についての概念が育って

いないと思う。指導の中で子ども達はどのくらい「傾けるはたらき」に関する理解がすすむと考

えられるか？ 

授業者： 難しいという実感がある。実用てこを学習してきても、つり合わせることのための

計算になってしまっていると感じる。だからこそ、実用てこからのつながりを大事にして「傾

けるはたらき」の説明をしている。単元の終わりに子ども達へは学びの振り返りを求め、理解

の把握に努めている。［①よくわかったこと、②どうしてそれがよくわかったのか？③おもしろ

かったこと］ 振り返りによると、働きと重さと距離の違いが理解しきれていないと思われる

子どもがいる。「６０」を「６０ｇ」と記録したり、「支点からの距離」×「おもりの重さ」によ

る「傾けるはたらき」を重さと捉えたりしている子どももいた。計算に関しては、６２名中２

名がわからないと回答した。「傾けるはたらき」についての計算ができない児童と概念理解がで

きていない児童とは異なるようである。 

・実践例の紹介 

第２時で実験用てこについて学んだ際、定量的な見方の学習後に今一度第１時での実用てこ

の学習に戻り、手ごたえが軽くなった感覚は手ごたえが○分の 1 になった（〇倍軽くなった）

という、実用てこの手ごたえの数値化を行った。この手ごたえの可視化から、「傾ける力」をて

このはたらきとつなげ、理解につなげる工夫をした。 

 

４ モデル授業についての講評 

（１）中村琢岐阜大学准教授より 

見通しをもって問題解決に導く授業への取り組みである。最初は勘を働かせて試行を繰り返し

ていき、その中から見通しをもち、事実をつかみ、新たな考えをつくっていき具現化するという

授業展開であった。 

力のモーメント（トルク）は腕の長さと鉛直方向の力の積で表され、単位はニュートンメート

ルで表せる。長さ（距離）と重さという２つの異なる物理量の掛け算は「傾けるはたらき」を表

し、力のモーメントを示す。子どもたちにとっては、この掛け算の意味するところが分かりにく

く、難しい。てこの学習は中学校・高等学校の物理との接続の観点からも重要な単元である。 

本時では支点からの距離を６、おもりの重さを１０ｇという条件の指定を行い、量的な関係で

とらえる予想を立てた後、この予想が正しいかを調べた。てこを使って持ち上げてみる（力を加

える）ことを行い、「手ごたえの変化」を意識させた。手ごたえが変わることが、本時のてこを水
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平にすることとどのような関わりがあるのか、机間巡視による声掛けで意識させ、考えさせてい

る。さらにグループでの色々な会話を通し、積み上げを大切にした良い授業であった。 

見通しをもって観察や実験を行うことを重視している。予想を立てる段階から試行を繰り返す

ことによって、その結果を受けて更に新たな考えを得る。このプロセスにおいて、予想が正しい

かどうか検証することを働きかけていた。用意されているおもり（１０ｇ）だけでは解決できな

いような状況を作り（１０の倍数ではない）、矛盾点を用意することで、「おかしい」と思わせる。

またそれに対応するような１ｇや５ｇのような教材を予め用意し、子ども達に求められたら提供

する。このような矛盾点を予め設定した。実験用てこにはあらかじめ吊り下げる位置に穴があい

ているので、そこにおもりを吊り下げることで実験を進めた。 

個々の実験の事実を積み上げ、そこからきまり（法則）を導くという帰納法だけでなく、自分

達が導き出したきまりが本当に正しいかどうか確かめるという演繹法との繰り返しによって授業

を展開していく。更に前の授業からのつながりを生かした展開で、非常に興味深い授業であった。 

 

（２）小倉康埼玉大学教授より 

指導案に色々な工夫が盛り込まれたものであった。 

どのような指導が概念理解につなげられるか。子ども達が帰納と演繹を繰り返すことで、より

確信が高まっていく授業となっていた。その中で必要に迫られて１ｇのおもりを用いて確かめた

くなり、また細部まで確かめることが可能な探究のしくみが盛り込まれた展開が作られている。

本当にそうだという点を見出させて達成感を実感できるような展開になっていた。 

理科は計算があるから嫌い、計算が好きではないという子どもが非常に多い。この単元も気を

付けなければ、そのようになり易いと思うところである。見出した計算で説明でき、実際にそう

なることが確認できることは凄いことである。計算通りになることだという計算をメリットと捉

えると、中学校でも高等学校でも計算が苦手で理科が苦手になることを予防できる。中途半端に

計算で終わるのでなく、概念理解につなげることの大切さが感じられ、参考になる授業であった。 

 

５ 主催者との対話「本オンライン研修会の発展に向けて」 

学校内や地域での理科授業の向上にどう貢献していくことができるか、意見を求めた。 

・経験がない異校種の学びの機会が得られて良い。 

・大学生の段階からの理科教育支援の研究を実践中。学生時代から素晴らしい研修に参加できる

ことを有効だと感じている。学生間に勧めたい。 

・理科教材についての研修の機会は比較的多いが、指導法の研修機会が比較的少なく、重要だと

考えている。そこで、公開資料を活用して指導法についての研修を実践することも有効と考え

る。 

・土曜の夕方からの開催は、研修内容には興味が持たれるが、家庭の都合で参加が難しいと断ら

れる場合が少なくない。 

・家庭の夕食の時間と重なってしまうことから、少し時間帯をずらすことを検討いただきたい。 

・研修は参加によって勉強になる。若手教員の参加が特に大事だと考える。 

・働き方改革で、強く参加を勧めることは難しいが、研修の時間帯を変えたり時間を短くしたり

することが可能であれば参加しやすくなる。 

・毎回参加したいのだが、実際はできていない。土曜授業日と重なったり、家庭の事情があった

りして、夕方から夜の３時間の確保は難しい。普段の学校の研修では短いものもある。一案と

して、授業動画をあらかじめ視て、後から集まって協議という方法も可能と考える。  
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令和３年度 第６回「理科モデル授業オンライン研修会」アンケート結果［教員］  

 

質問７ 「モデル授業」の内容について、ご意見やご感想、ご質問など 

・ねらいに迫る構成が検討されており、参考になった。（小学校５年未満、中学校１０年以

上２０年未満） 

・大変すばらしい授業で勉強になった。特に、「傾けるはたらき」を意識した指導があり、

ノートには〇〇さんの 2点におけるつり合いの討議が記されていた。「傾けるはたらき」

が定着していたからこその発見。（小学校２０年以上、中学校１０年以上２０年未満） 

・目の前の子どもの実態や経験上の課題点から工夫改善がなされた授業提案で、非常に価値

があるものであったと思う。熟練教師の指導技術の高さが伝わりきらないところが残念で

ある。教材論や指導法は中堅の先生にも価値ある提案だと思う。（小学校１０年以上２０

年未満、中学校５年以上１０年未満） 

質問８ 「グループ協議」の内容や進め方について、ご意見やご感想、質問など 

・熟練の方が多くみえるグループだったので、教えていただくことが多く大変参考になっ

た。（中学校５年以上１０年未満） 

・限られた時間だが、意見交流ができた。現役教員の視点だけでなく、学生（現場経験がな

い、まはた少ない方）の視点も新鮮で、改めて気づかされることもある。（小学校５年未

満、中学校１０年以上２０年未満） 

・参加者の教職経験が幅広く、学生も加わると、議論は深まりにくいと感じた。それぞれ自

己課題や熱意のある方が参加してみえるので、学びたい点が違い、難しい。キャリアステ

ージをさらに小分けしてほしかった。予想が書けない子への支援は 4月から積み重ねてき

ている指導であり、水平の判断の仕方は授業者は経験上課題にはしていない。授業を提供

した先生が説明や返答に応じる時間が多すぎて大変負担だと思った。（小学校１０年以上

２０年未満、中学校５年以上１０年未満） 

 

質問１０ 本オンライン研修会の成果（動画記録，資料等）を，校内研究会や地域の授業

研究会等に活用する可能性やアイデアなど。 

・出された意見の通り、授業動画を事前に見た上での協議だけであれば１時間程度で終わる

と思う。中学校は土日に部活動もあり、貴重な休息の時間を多く削ってしまうことが、こ

の研修への参加を渋らせているように思う。有意義な内容であることはわかるが、一番の

壁は時間かと感じた。（中学校５年以上１０年未満） 

・口コミが多いかと思うが、研修会の存在や記録を見られることなど、周知できれば、オン

タイムで参加する方法だけでなく、事後に活用するという幅も広がるのではないか。（小

学校５年未満、中学校１０年以上２０年未満） 

・指導案も添付された授業動画は貴重な資料だと思う。このような研修会が行われていて、

研修日に参加できなくても後日動画を見ることができること（資料にも掲載されている
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が）がより広く知られるようになれば、活用したい方や参加したい方が増えるように思

う。（小学校２０年以上） 

・他の授業と違って、指導者の机間指導の言葉が明確に分かる。机間指導の在り方の研究

にはピッタリだと思う。なかなか参加者が少ない現状がある。経験では、自分が今度研究

授業をする必要があるときには、さらに実施を考える単元だと参加者が増えると思う。そ

こで、研修会の案内には、単元も明確にして、広く紹介すると、よいと思う。今までの授

業記録動画など、単元を明確にした上でホームページで紹介をするとよいと思う。研修ビ

デオとして、県教育委員会を通して、各小中学校に紹介してもよいと思う。（小学校２０

年以上、中学校１０年以上２０年未満） 

・研究会の構成員や目的に応じて、授業を研究する視点を変えて話題にするとよいと思う。

学生→問題解決の流れ。初任（若手）→展開や教材の工夫。中堅以上→指導改善、教師の

発問や手立てなど（小学校１０年以上２０年未満、中学校５年以上１０年未満） 

・中学校では、校内の理科部会における研修で活用可能と考えられる。また地域の授業研究

会では、オンライン開催を行う場合に有用な資料になると考えられる。（中学校１０年以

上２０年未満） 

 

質問１１ 上記以外で、ご意見やお気づきの点など。 

・熟練者の指導力の高さは、１時間の授業の中に現れるものではないと思う。教科書どおり

の展開でも、理科の本質にかかわるちょっとした声かけや日常的な指導が子どもの育ちを

左右している。教材の開発や指導法などは中堅の先生でも十分に研究されている。熟練者

の技を学ぶのは、子ども役が学生であることも含めて、非常に難しいこと。小学校理科も

教科担任制になっていくことを考えると、このように自主的に研修する機会があることや

会の趣旨には大いに賛成。今後も、参加できるところで学ばせていただきたいと思う。

（小学校５年未満、中学校１０年以上２０年未満） 

・意見交換の中でも出ていたが、家庭をもつ先生方にとって１６時～１９時という時間帯は

参加が難しいのかもしれない。１３時（１４時）～１６時という時間設定であれば、時間

を工面しやすいのではないか。（中学校１０年以上２０年未満） 
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令和３年度 第６回「理科モデル授業オンライン研修会」アンケート結果［学生］  
 

質問６ 「モデル授業」の内容について、ご意見やご感想、ご質問など 

・1g のおもりを用いて実験したことはなかったので、1gによる傾きの差が気になった。(小

学校志望・実習経験あり） 

・今日の授業では予想する時間がたっぷり設けられていて良いと思った。結果、様々な考え

が出され、おもしろかった。予想を確かめるための実験方法とその結果の予想まで具体的

に考えると良さそうだと思った。授業の感想は、結果の欄が特にわかりやすくて感動した。

また、１ｇ単位で測定し、調べる活動も、教科書にはないものだと知り、おもしろい試み

だと思った。教科書の 10g 単位で調べる活動より、1g単位で調べる活動のほうが良いと思

った。1g単位で調べたほうが、「支点からの距離×おもりの重さ」の公式を証明しやすく、

印象に残りやすいからだ。（未定・実習経験あり） 

・てこのはたらきにおける指導をどのように進めていくべきか、とても勉強になった。先生

の言葉掛けや態度など、子どもを中心に据えて授業を展開している様子がよく伝わった。 

「水平」かどうかは見た目で判断するのではなく、分度器など指標を付けて判断させるよ

うなことがあるとよいのではないかと思った。(小学校志望・実習経験あり） 

・指導経験を踏まえた教材の工夫や発問、授業の流れの工夫を見ることができ、児童理解や

教材、教科書の理解を深めることが大切であることを感じることができた。（中学校志望・

実習経験あり） 

 

質問７ 「協議」の内容や進め方について、意見や感想、質問など 

・学生間で協議をすることができたのでとても話しやすかった。(小学校志望・実習経験あり） 

・グループ構成が学生のみだった。折角なら、現職の先生とお話する場があるともっといい

と思った。（参加人数により難しい場合もあると思う。）(小学校志望・実習経験あり） 

・協議の視点が明確であり、見通しを持つことと事実の確認の繰り返しについて考えを深め

ることができた。ただし、メインとなる視点のみの協議となってしまったので感想などそ

の他の気付きも話すことができるとよいのではないかと思う。（中学校志望・実習経験あり） 

 

質問８ 本オンライン研修会の成果（動画記録，資料等）を，教員養成のカリキュラムで利

用すると良いと思われる可能性やアイデア 

・学生も参加しやすいようにすれば、よりよくなっていくのではないかと思う。(小学校志

望・実習経験あり） 

・理科指導法などで利用できると思う。（未定・実習経験あり） 

・参加の教員を見て「学び続ける教師」に対する意識も促すことができるのではないかと思

う。（中学校志望・実習経験あり） 
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Ⅲ－７ 
 

第７回モデル授業 
小学校第４学年 

「動物のからだのつくりと運動」 

 
授業者 
塩盛秀雄 

（埼玉大学教育学部附属小学校教諭） 
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令和３年度 第７回「理科モデル授業オンライン研修会」概要 

２０２２年１月２２日（土）１５時～１８時 

主会場：埼玉大学教育学部 

参加 名（大学内１８名、オンライン１５名｛学生４名、教員１１名｝） 

 

１ 開会  

（１）研究代表者挨拶（小倉康埼玉大学教授） 

この理科モデル授業オンライン研修会は、今年度で第７回を迎える。 

本日は前回の協議の意見を検討・反映させ、開催時間を早め、１５時開始とした。次回（2 月 23

日）は終了時間を 30 分早め、17 時 30 分終了の試行を検討している。今後も参加者の意見をなる

べく考慮し、主催者が総合的に判断し、開催日程を決めていく。 

本日も、教員の学びを止めない研修会の実施を進める。「継続は力なり」と言われるが、ホーム

ページを見て、1 回ずつ研修会の記録を積み上げていくことがこれからの理科教員の成長発展に

なると確信している。参加者自身はもとより、次世代の理科教員のためにも充実した研修会とし

ましょう。 

（２）共同研究者挨拶（中村琢岐阜大学准教授） 

第 7 回まで研修を積み上げることができた。良い授業をお互いにリアルタイムで見られると

いう貴重な研修の機会の提供を継続して行っていく。理科授業力の向上のために参加者の皆さ

んと議論を深めたいと考える。積極的な参加をお願いしたい。 

（３）スケジュールの確認、指導案の配布  

（４）本日の授業者の紹介（小倉康埼玉大学教授） 

 

２ 中学校理科モデル授業  

（１）授業者と授業内容  

授業者：塩盛 秀雄 （埼玉大学教育学部附属小学校教諭） 

授業：小学校第４学年 「動物のからだのつくりと運動」 

本時の目標：（本時１・２ /２時）公開は 1 時間のみ。 

・人や他の動物の体のつくりと運動について、既習の内容や生活経験を基に、根拠のある予想

や仮説を発想し、表現するなどして問題解決することができる。〔思考・判断・表現〕 

・人や他の動物の体のつくりと運動について、器具や機器を正しく扱いながら調べ、それらの

過程や得られた結果を分かりやすく記録することができる。〔知識・技能〕 

・人や他の動物の体のつくりと運動についての事物・現象に進んで関わり、他者と関わりなが

ら問題解決することができる。〔主体的に学習に取り組む態度〕 

 

（２）授業者による事前説明 

［単元の指導計画］ 

・教科書会社により、単元の進め方が異なる。そこで、以下のような流れで進める。 
第一次（１・２時） 
体のつくり、腕のつくり（骨や関節）について考え、資料を基に腕や関節についてまとめる。

ポリエチレンの手袋で手のモデルを活用し、体を動かす時に使う部分を考える。 
第二次（３・４時） 本時 
腕の曲げ伸ばしのときの筋肉の様子について予想し、資料を用いて腕の筋肉について考える。
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足を動かす時についても考え、腕の筋肉の伸びと縮みと関連付けて捉える。 
第三次（５・６時） 
学んだことを生かし、他の動物についても足や骨の筋肉に

ついて予想する。資料を用いて体のつくりについて調べてま

とめる。 
 
［前時までの活動］ 

腕のつくりについて考え、骨や関節について、資料を基に確認

した。また、ポリエチレンの手袋 を使って手の骨・関節モデル

をつくった。 

 

（３）モデル授業の実施・視聴 

 

［記録動画の通り］ 

 

（４） 授業者による事後説明 指導法・教材・授業で大切にしている点について 

［１］理科の授業づくりについて 

①子どもの声を聞き、子どもの言葉で問題解決すること 

子どもたちはさまざまな見方・考え方をしている。教師側は本時で目指す姿（ある見方・考え

を働かせて資質・能力を育成した姿）をもっており、そこに気付かせようとしてしまう。そこ

で、子どもたちの多様な見方考え方を認める雰囲気づくりに心がけ、授業の限りある時間の中

で、自然現象に対して子どもたちがある程度同じような視点で見られるような工夫に努めてい

る。 

②理科の学習を通して、新たな価値を創造できる児童の育成 

新たな価値を創造できるとは、 

・理科を学習したことの意義や価値を実感できること。 

・自然の事物・現象や問題を科学的に解決する営みに、新しい意味や価値を生み出したりつな

げたりすること。 

総合的な学習の時間では卒業研究に取り組む。実験・確かめ・結論付けというような、理科

で学んだ学習が生かされると嬉しい。そのためには、理科の学習を自分事として捉え、深い学

びとなっていくことが必要である。深い学びにするためには、「理科では理解すること」、「得た

知識や概念を活用していくこと」がキーワードとなる。 

そこで授業づくりのために以下２点を心掛けている。 

・教材研究・・・何を学ぶのか、何が学べるのか。 

・授業スタイルの決定・・・A 問題・課題解決パターン、B 目標達成・追究パターン 

子どもたちの考え方に考慮し、子どもたちが、理解していくのか活用していくのかについて

資料作りの際に気を付けている。 

 

［２］指導案について 

・各教科書会社により進め方が異なる。そこで、体のつくり、腕の動かし方、他の動物の例へと

理解を深めるという構成とした。本時は 2 時間扱いの 45 分間。 

・目に見えない自分の筋肉を考えることから始め、推測、推論する。自分の腕を見たり手で触っ 

図 1 ポリエチレン手袋による手の 
甲・関節モデル 
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 たりして、モデルを操作しながら予想を更新する。 後は共通の資料で説明し、結論付けると

いう流れとした。 

［手立て］ 

・筋肉の様子を探る流れとなるように、動と静を分けて考えた。 

①動きが止まっている時の筋肉の状態（緊張・リラックスの違い） 

②動かしている時の筋肉の状態（伸ばしている・伸びているの違い） 

・筋肉の変化を考えられるワークシートの用意。 

 動かしていくどうなるかというストーリが考えられるよう工夫した。 

・自分の考えに自信度を付けて、立場や状況を可視化。 

・考え方が多様になれば立場が異なってくる。手を挙げて発表するにはハードルが高い。発表す

ることに対してハードルが下がるために工夫し、自信がなくても表現させたい。このような手

立てとして自信度を活用している。 

 

［３］協議の視点 

本授業が、事実や他の情報を基に児童の考えを更新していくような授業となっていたか。 

 

３ モデル授業についての協議 

（１）グループ協議 ２０ 分間、５名程度のグループ協議 

・以下の視点を中心に協議を進めた。 

「本授業が、事実や他の情報を基に児童の考えを更新していくような授業となっていたか。」 

・グループ協議では、グループ内での「司会者」と「記録係」を決めて進めた。 

・ブレイクアウトセッションが終わり、協議で出された質問や感想等について、各グループの

記録係が報告するとともに、すべてのグループからの報告後、まとめて授業者から回答する

形態で協議した。 

以下に、報告された主な質問や回答、感想を示す。 

 

《グループ協議後に各グループから報告された事項》 

 

 

 

 

図 2 モデルを用いた筋肉の動きの検討 
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〈感想・意見〉 

〇自信度について 

・自信度を可視化する取り組みが良い。 

・自信度を表すことにおけるメリットについて  

授業者側のメリットは子どもの学習状況を

把握しやすい点。子ども達のメリットは、自

分の考えの変化に気づくことができたり交

流しやすくなったりすること。自信のない子

どもが自信のある子どもに尋ねに行くこと

ができていて、色々な生徒との交流が可能に

なっていた。 

・自信度によって、学習者同士が仲間意識を持つことができる。よって、自信がある子どもが立  

場を明確化することで、議論がより活発になるのではないかと考えた。 

・自信がない子ども達の意見をもっと聞いた方が良いと考えた。自信がない子どもの苦手意識の

具体的な個所や不安な内容に耳を傾けることで、授業改善に繋がると考える。 

・自信度を示すと、自信がないことを示した生徒にとっては気が楽になると考えられる。 

・子ども達の自信が下がっていく部分を是非上げたい。自信を伸ばす一つの方法として、スター

ト地点とゴール地点を明確にしたい。 

〇子どもの考えの更新について 

・予想の段階と授業終了後とで、どのように考えが変わったのかに注目すると、 初から考えが

変わらない生徒もいれば、自分の考えは正しかったと、思いをより強固にした子どももいた。

他の子ども達との意見交換によって、考えが変化する子どもや 初と同じだった子どももいた。

このような考え方の気づきもアプローチも全てを含めて「更新」と呼んでよいのではないかと

考えた。これらを踏まえての実験方法・動画・子ども同士の協議・教材・発問など、子どもの考

えを更新していく展開となっていた。 

・自分の考えを更新することについて三段階の更新があると考える。（日常生活において・授業の

始めの予想・授業終わりの際の予想）日常生活において腕が曲がるという現象から、通常、上

腕二頭筋分が動いていることは解かるが、他に上腕三頭筋も働き、2 つの筋肉が関与し合って動

く。一例として手袋を使った骨格を表す教材を使い、可視化ができないところを可視化する努

力が感じられ、体系的に理解ができ、自分事として捉えられるようになると考えた。 

・出された子ども達の言葉を基にモデルを使い、「何がどうなることがわかれば良いのか」という

ところまで押さえておくと、スタートとゴールがわかり、更新の方向性がわかるのではと感じ

た。 

〇教材について 

・モデルを作るのは難しい。教材会社の教材は高価である。 

・骨格モデルを使うことで、理解の浅い子どもも理解できるようになっていた。 

・モデルを使ってから筋肉の動きの映像を見せ、学習の定着を図っていた。 

〇授業展開について 

・導入の段階で子ども達の意見にじっくりと耳を傾け、意見交換をし、どういう立ち位置かをは

っきりさせている。  

・お互いの体を触らせながら子ども達同士でどのように考えているのかと明確にしながら立ち位

図 3 自信度 
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置をはっきりさせている点がよい。 

・立ち位置をはっきりさせている点からのモデル実験は、グループの中での見どころだと感じた。 

・ 後のゴール地点がどこになるか明確になるとよかったのではないか？ 

・取り上げにくいテーマを本授業で取り上げ、非常に勉強になった。内容は実験により数値で計

るものではなく、子どもの実感を大事にしながら展開し、ポイントを押さえにくい難しさがあ

ったが、随所に工夫が見られた授業だと感じた。 

・予想を特に重視した構成であった。目に見えないところを見ようとし、それらを見せようとし、

モデルで確かめ、更に動画で確かめることで、子どもは概念構築を進めていた。実際に机を持

ち上げようとする活動が見られたが、予想の段階ではあるものの、観察や活動により、その時

点では子どもの素朴概念をすでに半分検証しているような内容だと感じた。 

・子どもたちが考えを発しやすい仕込みがなされていた。他者の考えを聞き、比較しながら子ど

もたち自身の考えを再構築できたではないか。 

・まとめの段階で「筋肉が硬い」という子どもの感性を大事にしつつ、この「硬い」から学びを

広げられるのではないか。筋肉だけを取り上げる場合では、硬くなると考えられる。学習全体

の流れを踏まえ、体のつくりを考えた時には、「どうして腕が曲がるのか」を大切にすると、「曲

げる・縮む・伸びる」という捉え方となる。単元全体を捉え、体の中の筋肉と捉えると硬くな

るから伸びる・縮むという考えに子どもの思考が定まり、良いのではないか？ 

・授業構成において、自分が取り組み、予想をたて、ワークシートに記入し、モデルを用いて自

分の体を動かしてみて確認し、ワークシートに再び戻るという展開によって、自分自身がどの

ように理解しているのかという、自身の変容をつかむことができる。 

・予想を立てたり、実際に自分の体を動かしたりしていることと、実験で扱っていることで、子

ども達の考えの統制ができている。 

・手首の動きは難しい。 

・実験教材には限界があり、高さについて表現できないとのことだったが、実験の 初に「伸び

縮みだけに注目して観る」ことを伝えると良いと感じた。 

・結論では手を曲げる時に外側が「伸びる」、動画では「緩む」とあり、その違いが混乱を生じる

かもしれない。 

・子ども達が予想を立てる間の机間指導の時に、実際に物を持たせて筋肉の動きに気づけるよう

にしていた。 

・明確な意図が伝わる授業であったと感じる。 

 

〈質問・課題〉 

質問 子ども達の自信度が下がっていく部分を是非上げたい。 

授業者：必ずしも自信度が上がらなくてはいけないと考えていないのが私の提案である。子ど

も達の感じ方や受け止め方、考え方は様々である。ポジティブな子どもは結果として自信が上

がっていくこともあるが、ネガティブな子どもも上がっていくこともあり、頭のよい子やわか

る子にとっては色々なことがわかることによって思い悩み、自信は下がっていくということも

ある。結論はまとまっているのだが自信が下がっていくということもあるので、なぜ下がった

のか、なぜ上がったのかを大事にして自信度を使っている。子どものその場の立ち位置の理解

にも活用している。 

自信度の表現は、◎〇△などで表し、立場を明確にする方法もあり、是非参考にして欲しい。

頭のいい子しか発表しないとか、自信のある子しか発表しないとなると、30～40 名の子ども達
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がいる中では面白くない。皆が参加できている状態を一つでも作るために、この自信度の表は

教科を問わず活用できる。 

質問 「知識・技能」を重視していたのか「思考・判断」を重視していたのかどちらか？筋肉が収

縮すると腕が動くという「知識」に重きを置いたのか、思考させていく過程を重視したのか知り

たい。 

授業者：予想や仮説を発想し、表現することに重きを置いている。内容としては、筋肉が伸び、

縮むということには評価基準はない。筋肉の動きによって動くことを捉えることができれば良

い。細かい言葉よりも自分の考えを凝縮して表現し、繰り返しによってそれらに理由をつけて

詳しく話せることから授業が展開したので、「思考・判断」の授業として捉えている。 

質問 今回のモデルの使い方を知りたい。 

授業者：モデルの使い方については、子どもにこう使うといいよと渡す時と、とりあえず渡す

時があり、その点は悩むところである。子どもたちの実態に合わせた展開の仕方がある。自分

自身が気づいていなかったところもあるし、もう少し粘り強く取り組んで欲しいと考える時も

ある。数値化による可視化があればよいが、出し方についても考える。 

私が手動で動かすことによって手が動くということは、やはりモデルだからである。内側の筋

肉を縮ませて動かすことを試みていた人もいたが、これが正しい。このように伸びるばねのよ

うなものを使う方法もあるかもしれない。どれを使ったらよいかはわからない。 

腕を曲げるとき、動き方を言葉で説明するのは難しい。具体的には、内側が縮み、膨らんで硬

くなり、曲がる。その代わり反対側は柔らかくなることで伸びるかもしれない。柔らかくなっ

て伸びるかもしれないという言葉の入れ替えなども考えられる。教科書の表現だけではなく、

機能と合わせて考えると、表現もまた異なると考えている。 

 ここでは自分のからだを切り開いて確かめることはできず、予想を超えられない。純粋に書

かせる時間をもう少しとりたかったとも考える。更新しながら 1 回ごとに見直し、更新を繰り

返すことで、より妥当な予想になると考える。 

 

《さらに理解を深めるための全体協議》 

  

参加者：モデルを自作している。「伸びる」という言葉を使いたいため、筋肉部分をビニール

テープやひもで作る。子ども達に、教科書に合わせて「縮む」・「緩む」という言葉を予め与え

てから、自分のからだを触り、更に模型を使い、感じたことを説明させ、まとめるという方法

をとっている。言葉を大切にした進め方の他の取り組み例を聞きたい。 

授業者：言葉を予め与える方法、自由な子供の感性を大切にする方法など実践してきた。評価

テストを考えると、言葉を予め与え、言葉の意味を押さえることは大事と考える。これからの

理科で大切にしたいのは、子どもが知識として言葉を得るのではなく、自分達でからだを触り

ながら解決していったときに、このような仕組みになっていることを子どもなりにどのように

理解して体系化していくのかを大切に思う。 

・参加者：教材は色々な教員が色々な教材を試していたのを目にしたことがある。岐阜での一例。

みかんが入っている赤いネットにビニール袋を入れて空気で膨らませるもの。（筋肉のモデル）

ビニール袋を膨らませると、ビニールなので伸びずに縮んだようになる。空気が抜けても基に

なるだけなので、緩むに近い。伸びずに縮むことができるミカンのネットも活用し、自作・工

夫していただきたい。 

・授業者：伸びる、緩む、そして緩んだから結果として伸びがあるということを捉えられるモデ
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ルの活用、更にこのような言葉遣いができるようにしたい。 

 

〇理科室の環境整備の工夫 

・黒板 上下移動式で二面黒板 

・テレビモニター サイズが大きく、近くで見ているような感覚で生徒達が見ることができる 

・ガラス器具や実験道具 

子どもたちが主体的に取り組めるために工夫している。また、教員が整理整頓をして、単元ご

とに必要なものを取り出せる、使い易いような工夫をしている。 

・小型薄型テレビ 12 台 後ろにホワイトボードが貼り付けられるようになっており、意見交換

に活用。 

 

４ モデル授業についての講評（小倉康埼玉大学教授） 

①単元の特性について 

 第 4 学年の生命分野で、直接実験によって確かめられない体の中のつくりや働きについての疑

問を、どのように子ども自身が科学的に解決できるように指導するのか、それによって子ども

達にどのように資質・能力を身に付けさせるのかが注目された。 

②前時とのつながり 

前時までの学習で、子ども達は体の中がどのようになっているか関心が高まっている。ビニー

ル手袋を使った骨と関節を可視化する教材によって、ある程度のイメージができている状態。

しかし、骨と関節だけでは自由に動かすことはできない。そこで本時では、筋肉の存在に着目

させることで、それを調べたいという意欲に繋げていた。 

③実物からモデルへの展開 

自分の腕の筋肉に力を入れて曲げたり、力を緩めて伸ばしたりする運動において、骨や筋肉が

どのような働きをしているのか、自分の手で触りながら言葉で表現させた。しかし触るだけでは

骨と筋肉の様子まではわからない。そこでモデル教材を用い、骨と筋肉の繋がり方と、腕の曲げ

伸ばしのしくみを考えさせた。 

モデルを用いると、子どもたちはかなり考えやすくなる。「きっとこうなっているだろう。」と

仮説が導かれた。しかしモデルとは完全なものではなく、限界があることが明らかになり、この

点は学習の深まりにつながると解釈できる。授業の中ではこの限界にも触れられており、良かっ

た。 

④探究できたこと  

仮説を確かめることはできなくても、ここまでの探究によって資質・能力を育成することがで

きたと考える。子どもたちに客観的な事実に基づいて、仮説を設定する能力が育成された。また、

モデルを作り替えながら、より確からしいより自信の持てる仮説を設定する能力も育成された。

更に他の人との対話を通じて、より妥当な考えを構築し、自分の言葉で表現する能力も育てられ

たと考える。 

問いに対して科学的に正しい説明動画を見せておしまいにするという授業ではなく、根拠のあ

る予想や仮説を発想し、表現する資質・能力を子ども達に身に付けさせる授業になっていたと考

える。 

⑤効果的な ICT 教材  

モデル教材は仮説を発想する能力を高めるためには効果的だが、まだ改善の余地がある教材で

もある。理科ネットワークの映像教材を紹介いただいたが、映像表現を通じて、知識をより実感
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を伴って理解させる効果的な ICT 教材の活用で、目的に合わせて効果的な教材を選択し、適切に

指導できる資質・能力は、理科を教える教員にとってはとても大切なことと考える。子ども達が

自分のタブレットを利用して、教科書で紹介されているデジタルコンテンツを活用して自分で理

解を深めることも GIGA スクール時代の今、可能な指導法と考える。 

⑥職業との関連性 

 本単元は小学校段階で医師や獣医師へのキャリア意識を育む機会になる単元でもある。本学習

で骨と筋肉のしくみと働きに興味を持ったことがきっかけで、医師や獣医師を目指す可能性もあ

る。また、パワーアシストスーツなどのような、人の力仕事を助ける装置が開発され、活用され

ている。このようなことの紹介によって、ロボットや技術開発などの工学にも興味を高めること

ができる。将来就きたい職業への意識を高めることも、理科における学びに向かう力、人間性の

涵養に繋がる側面と考える。 

 

５主催者との対話 （小倉康埼玉大学教授） 

本研修会は、自身の理科授業はもとより、勤務校全体の理科授業や地域の理科授業の質を向上

させることも視野に入れた、中核的理科教員の研鑽の場でもある。 

現実には、とりわけ小学校にて理科を教えることに苦手意識を持ち続けている教員が多くいる。

様々な問題が学校を取り巻く中で、理科の授業改善をテーマにとりあげ、校内研修で授業研究に

取り組む学校はとても少ない。どのように理科授業の改善ができるのかわからぬまま指導の苦手

意識が長期化してしまう。 

そこで、これまで学校や地域の理科教育力向上に取り組んで来られた先生方に、他の教員の理

科授業力向上に有効だったり困難だったりした経験を伺い、これからの改善に向けた実態の把握

と意識の共有化を図りたい。学校内や地域での理科授業の向上にどのように貢献していくことが

できるか、意見を求めた。 

・小規模校が多く、理科の教員が一人という状況であった。校内では自主研修。市内の理科教員 

との交流はあるが、理科展の運営や発表会の運営の実務を担当し、実務の合間の会話のみの交

流である。授業研究会を同志で行うこともない。 

そこで有志の教員達が集まり、理科の会を立ち上げ、年に 2 回ほど講師を招いて研修会を実施

していた。直接講師の話を聞ける機会により、モチベーションが上がった。 

郡市レベルや学校レベルで、いつでもどこでも理科の研修ができるわけではない。自力で頑張

るしかない。しかし本研修により、学びの機会が得られ、ありがたい。（中学校） 

・中規模校・小規模校しかなく、研修ができていないという実態である。このような機会、この

ような状況だからこそ、この研修会を広めていきたい。理科研究部会などとのタイアップによ

り、より広めていけたら良いと考える。授業をライブで見られることが重要と感じる。広げて

いかねばならないという視点に立った。（中学校） 

 

６ 第８回「理科モデル授業オンライン研修会」の紹介 （中村琢岐阜大学准教授） 

 

７ 閉会の挨拶 （小倉康埼玉大学教授） 

( 169 )



令和３年度 第７回「理科モデル授業オンライン研修会」アンケート結果［教員］  

 

質問７ 「モデル授業」の内容について、ご意見やご感想、ご質問など 

・児童生徒の思考力を養う取り組みとして、とても有意義だった。知識を与えるだけであれ

ば動画の視聴のみで済んでしまうが、思考力を高めるためには今回の授業のような活動を

行うことが重要であると実感した。（中学校１０年以上２０年未満） 

・塩盛先生の子どもの言葉・考えを大切にしている授業は、問題解決の力をつけることに確

実につながっていく授業だと感じた。（小学校２０年以上） 

・深い教材研究と経験に裏打ちされた質の高いご実践に多くのことを学ばせていただいた。

「生命領域」はなかなか研究授業や研修会等では扱われない内容で、科学的な問題解決の

難しさを感じる。学習過程の柔軟な工夫と子どもの思考や体験を重視されたモデル授業の

内容であり、自身の学びにつながった。（小学校１０年以上２０年未満、中学校 ５年以

上１０年未満） 

・塩盛先生のような力のある、授業の上手な先生の授業を、オンラインで見せていただける

というのは非常に有意義で、技術向上に大きな効果があると思う。もしも可能なら、実際

の子供達との授業風景を観ることができると、子供の反応なども学べるのでより効果的か

と思う。（個人情報などが難しいと思うが。）（小学校５年以上１０年未満） 

 

質問８ 「協議」の内容や進め方について、ご意見やご感想、質問など 

・塩盛先生の授業の意図が明確に伝わるような内容であり，非常に勉強になった。最近はな

かなか理科授業の勉強をする機会が少なかったため，ありがたかった。（中学校１０年以

上２０年未満） 

・スムーズでとても良かった。他見の先生と対話することはとても意義深い。（中学校１０ 

年以上２０年未満） 

・有意義な協議ができた。中学校の先生のお話も聞くことができ、参考になった。（小学校

２０年以上） 

・埼玉県の先生方とグループ協議できたことは大変貴重な機会で、楽しく学ばせていただい

た。（小学校１０年以上２０年未満、中学校 ５年以上１０年未満） 

・非常に良いと思う。小グループの協議は話し合いが盛り上がり、とても勉強になった。

（小学校５年以上１０年未満） 

 

質問１０ 紹介された以外に、校内や地域の教員の理科授業力の向上に有効だった経験

や、取り組むことが困難な事情について、情報など。 

・小規模校では理科教員が１人しかいないことがあり、校内で理科教育について話し合う機

会が存在しない場合がある。（中学校１０年以上２０年未満） 
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・広域の理科教員を対象とした研修会が定期的に行われることで、自分自身の指導法を見直

す良い機会が得られる。（中学校１０年以上２０年未満） 

・本校は私学であり、公立や教育委員会等との研修がない。それぞれが会に所属して自己研

鑽を積んでいく必要がある。しかし校内でそれぞれで研鑽を積んだ内容を持ち寄り、共有

しようという動きがあるので、理科に限らず新しい情報を得ることができている。（小学

校１０年以上２０年未満、中学校５年以上１０年未満） 

・小学校は、国語・算数・体育・道徳の研修が中心になっている学校が多く、他の教科まで

学校研修として取り組むことは困難な実態がある。（小学校２０年以上） 

・教材論、内容論、指導法など、1つの授業でも学び合えることは無限にある。働き方改革

等の流れがあり、放課後等にじっくり議論したり、教材研究をしたりする時間がないのが

現況。教員の指導力向上こそ、働き方改革につながる。未熟のまま子どもたちの前に立つ

ことのほうが、若手の教員にとってストレスである。本当の意味での働き方改革を実現す

るためには、自由に自己研鑽できる場が身近にあることが大切かと思う。（小学校１０年

以上２０年未満、中学校 ５年以上１０年未満） 

 

質問１１ 上記以外で、ご意見やお気づきの点など。今回の開催時間（１５時～１８時）

についてのご意見など。 

・中学校理科教育研究会などとタイアップしながら取り組めると良い。ホームページ上にこ

のサイトを掲載したり，SNS を活用したりするなど，気軽に参加できる環境をつくること

ができればさらに良い会になると考える。（中学校１０年以上２０年未満） 

・15 時からの開催は適切であると感じた。14時～17 時の開催の方が参加しやすい方もいる

かもしれない（家庭での夕食の準備の都合を考慮して）。（中学校１０年以上２０年未

満） 

・時期にもよるが、入試等の募集行事が土曜日に入ることが多く、最近はなかなかフルタイ

ムで参加することができていない。（小学校１０年以上２０年未満、中学校５年以上１０

年未満） 

・主婦の立場からすると、18時までの方がゆとりがあると感じた。（小学校２０年以上） 

・実際の児童が相手ではないので、児童役の人達の思考の変化を追うことは難しい。４５分

の授業をすべてライブでやる必要はないかもしれない。授業者の主張点が表現できる場面に

限定しての模擬授業と指導案があれば、十分に協議ができる気がする。もう３０分でも短縮

できるかと思う。また、授業者が話す時間が長いように思う。参加者どうしで議論すること

で学びが深まるので、グループ協議後の説明も短くしてはどうか。授業に参加された学生

（教職経験がない方）には配信の後で直接解説をすればよいかもしれない。２時間程度での

研修になればと思う。（小学校１０年以上２０年未満、中学校 ５年以上１０年未満） 
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令和３年度 第７回「理科モデル授業オンライン研修会」アンケート結果［学生］  

 

質問６ 「モデル授業の内容」について、ご意見やご感想、ご質問など 

・モデルを最初から使うのではなく、疑問を課題として固めていくことで理解度が深まると

思った。（高等学校志望・実習経験あり） 

・段階を踏んで考えるというのはとても良いと思った。（中学校志望・実習経験あり） 

・筋肉のモデルが分かりやすく、おもしろかった。(小学校志望・実習経験あり） 

・本日の内容は自分が昨年教育実習に行った際にも見たものであった。理解している児童と

していない児童の差が大きくできてしまっており、それに対する有効な案が見いだせなか

ったが、今回の研修会であった「自信度を可視化する」という手法は児童同士の教え合い

が活発となるため非常に良いものであると感じた。（中学校志望・実習経験あり） 

・児童の考えを「更新」するような工夫があって、自分でも自らの学びを進める手応え？を

感じられて楽しかった。また、自信度の表示も教師と児童双方にとってよい工夫だと思っ

た。 (小学校志望・実習経験あり） 

・子どもの声で授業が進んでいる様子が感じられた。教材の提示が、児童から筋肉の様子に

対してさらに深めたい問題が生まれたタイミングで行われるなど、学習の必要性を児童が

見つけられると思う工夫が見られた。（未定・実習経験あり） 

 

質問７ 「協議」の内容や進め方について、意見や感想、質問など 

・自分ではなかった視点を知ることが出来た。（高等学校志望・実習経験あり） 

・実際に児童として参加した者同士で協議できたのは良かった。（中学校志望・実習経験あ

り） 

・よかったと思う。(小学校志望・実習経験あり） 

・教職大学院の方の考えが聞けてよかった。(小学校志望・実習経験あり） 

・各グループから具体的な例を挙げた質の高い協議内容が共有されていたと思う。教材につ

いて交流ができることはとても良いと感じた。（未定・実習経験あり） 

・学生のみでの話し合いでは、視点が同じようなものであったため発見はなかった。(小学校

志望・実習経験あり） 

 

質問８ 上記以外で、気づきや要望など 

・とくになし 
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第４学年○組 理科学習指導案

授業者 塩 盛 秀 雄

１ 単元名 動物のからだのつくりと運動

２ 単元について

(1) 本学級の児童は、目の前の事象を捉え、事実を基に自分の考えを展開することができる。「天

気と気温」の学習では、自分たちで調べた観察結果を基に、天気と１日の気温の変化とを関係付

けて考察し、自分の考えを表現することができた。しかし、目で見て分かることから考える経験

は多くあるが、手で触れたり、においを感じたりするような五感を使った観察の経験は多くない。

また、目に見えない部分や見えない物に対して自分のイメージを表現するような経験もあまりし

てきていない。観察したことから目に見えない部分を考えるような経験ができるようにしたい。

(2) 本単元では、児童が、骨や筋肉のつくりと働きに着目して、それらを関係付けて、人や他の動

物の体のつくりと運動との関わりを調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、

実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に既習の内容や生活経験を基に、根拠のある予

想や仮説を発想する力や生命を尊重する態度、主体的に問題解決しようとする態度を養うことを

ねらいとする。

(3) 展開に当たっては、第一次では、まず、水を飲む場面を想起し、腕を曲げないと水が飲めない

ことから、腕についてそのつくりを考える問題を設定する。そして、腕の中にある骨や関節につ

いて予想したことを絵で表現し、交流する。腕のつくりや関節については、タブレット端末を使

ってインターネットで検索したり、図鑑を使って資料を探したりしながら、腕の内部にある骨や

関節について捉えるようにする。さらに、調べたことや話し合ったことから、腕だけではなく、

全身にも骨や関節があることに気付くようにする。最後に、ポリエチレンの手袋を使って手のモ

デルをつくる活動を行い、このような活動を通して、自分の体を支える物として体の内部には骨

があること、また、骨と骨のつなぎ目には関節と呼ばれる部分があることを捉えるようにする。

第二次では、前時を振り返りながら、骨や関節だけでは体が動かないことに触れ、体を動かす筋

肉について調べる問題を設定する。まず、腕の筋肉は腕を曲げたり伸ばしたりするとき、どのよ

うな様子になるか予想する。そのとき、自分の体を触ったり、友達と感じたことを話し合ったり

するようにする。さらに、腕のモデルを提示し、モデルを操作しながら腕を曲げ伸ばしする筋肉

がどこに付くか考えるようにする。その後、実際の筋肉の付き方について資料を用いて確認し、

腕を動かすときは、腕にある筋肉の片方が縮み、硬くなり、もう片方がゆるみ、柔らかくなるこ

とを捉えられるようにする。また、腕だけでなく、足を動かすときについても考える場面をつく

り、腕の筋肉の伸び縮みと関係付けて捉えるようにする。このような活動を通して、体を動かす

ときには筋肉が必要であることを捉えるようにする。第三次では、動物の体のつくりについて考

えるようにする。まず、学校で飼育しているウサギの行動場面を想起し、脚のつくりに着目しな

がら映像を見るようにする。そして、ウサギの脚の骨や筋肉について予想したり、資料を使って

調べてまとめたりするようにする。また、他の動物についてもそれぞれが調べたい動物を決めて、

資料を使って体のつくりを調べるようにする。自分の調べたことを発表したり、友達の発表を聞

いたりする中で、人と他の動物の体のつくりについて捉えるようにする。

(4) 本時では、まず、自分でつくった骨・関節モデルの手袋や腕のモデルの模型などを提示し、骨

や関節だけでは体は動かないことに気付くようにする。そして、自分の体に触れ、骨や関節だけ

でなく筋肉があることを確認する。次に、体を動かすときに体の筋肉がどのような様子になるの
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か問いかけることで、筋肉の様子に着目できるようにする。問題「うでを曲げたり、伸ばしたり

するとき、きん肉はどんな様子になるのだろうか。」を設定し、自分の予想を表現するようにす

る。その際、腕を触ったり、腕のモデルの模型を使ったりしながら考えるようにする。また、こ

のとき自分の考えに自信度を付けるようにし、立場や状況を可視化する。そうすることで、それ

ぞれの立場や状況を基に、考えを交流できるようにする。その後、曲げ伸ばししているときの筋

肉の状態を確認できる資料を提示し、筋肉の様子についてまとめるようにする。最後は、足を動

かしたときの筋肉の様子について考え、調べるようにする。腕や足の筋肉の様子を関係付け、体

を動かすには動かす部分の骨や関節に関わる筋肉が伸び縮みすることを捉えるようにする。

(5) この学習は、第３学年「Ｂ (1) 身の回りの生物」の学習を踏まえて、「生命」についての基

本的な概念等を柱とした内容のうちの「生物の構造と機能」に関わるものであり、第６学年「Ｂ

(1) 人の体のつくりと働き」、中学校第２分野「(3) ア(ｳ) 動物の体のつくりと働き」の学習

につながるものである。

３ 単元の目標

骨や筋肉のつくりと働きに着目して、それらを関係付けて、人や他の動物の体のつくりと運動と

の関わりを調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身

に付けるとともに、主に既習の内容や生活経験を基に、根拠のある予想や仮説を発想する力や生命

を尊重する態度、主体的に問題解決しようとする態度を育成することがねらいである。

４ 単元の評価規準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

①人の体には骨と筋肉があること ①人や他の動物の体のつくりと運動 ①人や他の動物の体のつ

を理解している。 について、既習の内容や生活経験 くりと運動についての

②人が体を動かすことができるの を基に、根拠のある予想や仮説を 事物・現象に進んで関

は、骨、筋肉の働きによること 発想し、表現するなどして問題解 わり、他者と関わりな

を理解している。 決している。 がら問題解決しようと

③人や他の動物の体のつくりと運 ②人や他の動物の体のつくりと運動 している。

動について、器具や機器を正し について、観察、実験などを行い、 ②人や他の動物の体のつ

く扱いながら調べ、それらの過 得られた結果を基に考察し、表現 くりと運動について学

程や得られた結果を分かりやす するなどして問題解決している。 んだことを学習や生活

く記録している。 に生かそうとしている。

５ 単元の指導計画・評価計画（６時間扱い）

次 時 学 習 活 動 評価規準・評価方法

第 １ ・腕のつくり（骨や関節）について予想する。 思判表①〔発言・記述〕

一 ２ ・資料を基に腕の内側にある骨や関節についてまと 態 度①〔行動観察・記述〕

次 める。 知・技①〔発言・記述〕

・ポリエチレンの手袋を使って手のモデルをつくる

活動を行う。

第 ③ ・筋肉について調べる問題をつくり、腕の曲げ伸ば 思判表①〔発言・記述〕 全児童記録

二 ④ しのときの筋肉の様子について予想する。 知・技③〔行動観察・記録〕全児童記録
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次 ・資料を用いて腕の筋肉について確かめる。 知・技②〔発言・記述〕

・足を動かすときについても考え、腕の筋肉の伸び 態 度①〔行動観察・記述〕全児童記録

縮みと関係付けて捉える。

第 ５ ・学校で飼育しているウサギの行動場面から、ウサ 思判表②〔発言・記述〕 全児童記録

三 ６ ギの脚の骨や筋肉について予想する。 態 度②〔発言・記述〕 全児童記録

次 ・資料を使って調べてまとめる。

・他の動物について調べたい動物を決めて、資料を

使って体のつくりを調べる。

６ 本時の学習指導（第二次 １・２／２時）※公開は１時間のみ

(1) 目 標

〔思考・判断・表現〕 人や他の動物の体のつくりと運動について、既習の内容や生活経験を基に、

根拠のある予想や仮説を発想し、表現するなどして問題解決することができる。

〔知 識 ・ 技 能〕 人や他の動物の体のつくりと運動について、器具や機器を正しく扱いながら

調べ、それらの過程や得られた結果を分かりやすく記録することができる。

〔主体的に学習に取り組む態度〕 人や他の動物の体のつくりと運動についての事物・現象に進んで関わり、他

者と関わりながら問題解決することができる。

(2) 前時までの活動

腕のつくりについて考え、骨や関節について資料を基に確認した。また、ポリエチレンの手袋を

使って手の骨・関節モデルをつくった。

(3) 展 開

学習活動 ・児童の反応と◆教師の支援 ○留意点〔 〕評価の観点 時間

１ 前時の振り返り Ｔ１ 体を動かすには、骨や関節だけあれば ○前時で作った骨・関節モ 10

をし、全身に筋肉 よいのでしょうか。 デルの手袋や腕のモデル

があることを確認 ・骨だけではだめだと思う。 の模型を提示すること

する。 ・筋肉を使っているってよく聞くよ。 で、骨や関節があるだけ

・触ると分かるけど、硬い骨の周りに柔ら では体が動かないことに

かいものがあるよ。 気付くようにする。

○自分の体を触りながら、

骨や関節だけではなく、

筋肉が付いていることを

確かめるようにする。

【骨格図（黒板用）】 【全身筋肉図（黒板用）】

イラスト著作：「看護roo!」https://www.kango-roo.com/ki/guide/
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（本時ここから）

２ 体を動かす様子 Ｔ２ 体を動かしているときは、筋肉はどん ○動きが止まっているとき ５

から問題をつく な様子になっているのかな。 の二つの状態（リラック

る。 ・力が入ると硬くなる感じがするな。 ス、緊張）を提示し、そ

・力を抜いていると、体は動かせないよね。 のときの体の筋肉の様子

・でも緊張して体がカチコチになるってい について確認すること

うから、硬すぎたらダメだよね。 で、体を動かしていると

・腕を動かしながら触ると、腕の中の筋肉 きの様子に着目できるよ

が動いている感じはするよ。 うにする。

・重い物を持ち上げると、かなり硬くなる ○腕の曲げ伸ばしに焦点化

ね。 することで、使われてい

る筋肉やその様子につい

て考えることができるよ

うにする。

３ 自分の予想を立 Ｔ３ 体を動かすときの筋肉の様子について ○腕の曲げ伸ばしには、肩 20

てる。 自分の考えを絵や図を使って表しましょ から肘の間の筋肉（腕の

う。 曲げ伸ばしの内側、外側）

・腕を曲げるときは、内側の方の筋肉が動 が使われていることを確

いているな。 認する。

・筋肉の形が変わって、膨らんでいるよう ○実際に自分の腕を触りな

な気がする。 がら、考えをワークシー

・腕を伸ばそうとしたときは、外側の方が トに表すようにする。

動いて、少し硬くなっている。 ○腕を伸ばすときについて

・触った感じでしか分からないから、自信 は、腕がぶら下がった伸

度は７０％くらいかな。 びている状態ではなく、

肘を高くし、腕を伸ばし

ている状態で考えること

を確認する。

○自分の予想について自分

で自信度を付け、それぞ

れの児童の立場を可視化

できるようにする。

〔思考・判断・表現〕

人や他の動物の体のつく

りと運動について、既習の

内容や生活経験を基に、根

拠のある予想や仮説を発想

し、表現するなどして問題

解決している。全児童記録

◆筋肉の様子について予想が表現できない［おおむね満足できる状況］

児童には、腕を曲げ伸ばししようとして 腕を触ったり、モデルを

いるときや曲げ伸ばし終わったときの筋 操作したりしたことを理由

肉の硬さなど、場面を分けて筋肉を触っ にして、腕の筋肉の様子に

たときの様子について尋ねるようにする。ついて記述している。

うでを曲げたり、のばしたりするとき、きん肉は

どんな様子になるのだろうか。

予
想
さ
れ
る
児
童
の
反
応
例
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４ 腕を触ったり、 Ｔ４ 筋肉がどのような様子になっているか ○自信度などを基に、考え 10

モデルを操作した 近くの人と考えを交流し、考えをまとめ を聞きたい人のところへ

りしながら予想を ましょう。 行き、考えを聞いたり、

交流する。 ・腕を曲げると、筋肉が縮んで膨らみ、硬 自分の考えと比べたりす

くなっている感じがするよ。 る。

・腕を伸ばすときは、曲げたときと反対の ○交流を通して、改めて自

筋肉が縮んで硬くなっていると思う。 分の腕を触ったり模型を

・曲げ伸ばしそれぞれの場面で、筋肉はど 操作したりしながら、筋

ちらかが硬くなり、反対側はゆるんで柔 肉の様子についてまとめ

らかくなっている様子がある。 るようにする。

５ 腕を曲げ伸ばし Ｔ５ 腕を曲げ伸ばしするような体を動かし ○まとめるときは、腕を曲 10

したときについて ているときの筋肉の様子は、どのように げているときと伸ばして

まとめる。 なっていると言えばよいでしょうか。 いるときそれぞれの場合

・腕を曲げたときは、腕の内側の筋肉が硬 の腕の内側の筋肉と外側

くなっていました。そのとき、反対の外 の筋肉について説明する

側の筋肉は変化がないというか、柔らか ようにする。

い感じがしました。 ○曲げ伸ばししているとき

・触った感じですが、筋肉が硬くなるとき の筋肉の状態を確認でき

は筋肉自体が縮んで膨らんでいるように る映像資料を見せ、体の

なっていると思います。 内部にある筋肉の動きや

・腕を伸ばしたときは、曲げたときと筋肉 状態（筋肉の伸び縮み）

の様子は反対になっています。 について捉えることがで

きるようにする。

○自分の考えの自信度につ

いて改めて見直すように

することで、本時におけ

る学習の深まりを自覚で

きるようにする。

（本時ここまで）

６ 足を曲げ伸ばし Ｔ６ 腕を曲げ伸ばしするときは確認できま 〔知識・技能〕 25

したときについて したが、足を曲げ伸ばしするとき、筋肉 人や他の動物の体のつく

調べ、まとめる。 はどんな様子になっているのでしょうか。りと運動について、器具や

・膝の曲げ伸ばしをするときは、太ももが 機器を正しく扱いながら調

動いている感じがするよ。 べ、それらの過程や得られ

・曲げる部分の内側、外側という分け方を た結果を分かりやすく記録

すると、腕も足も筋肉の使い方は同じに している。

なると思う。 〔主体的に学習に取り組む態度〕

７ 体を動かすとき Ｔ７ 体を動かすことと筋肉のようすについ 人や他の動物の体のつく 10

についてまとめ て、学んだことをまとめましょう。 りと運動についての事物・

る。 ・体を動かすには筋肉が必要です。 現象に進んで関わり、他者

・筋肉を伸び縮みさせることで、人は体を と関わりながら問題解決し

動かすことができます。 ている。 全児童記録

７ 備 考 在籍児童数 ○名

うでを曲げたとき、うでの内がわのきん肉がちぢんで

かたくなり、外がわのきん肉はのびてやわらかくなる。

うでを伸ばしたとき、うでの外がわのきん肉がちぢん

でかたくなり、内がわのきん肉はのびてやわらかくなる。

( 179 )



( 180 )



•

•

•

•

•

•

( 181 )



•

•

•

•

•

•

•

( 182 )



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ－８ 
 

第８回モデル授業 
中学校第３学年 

「化学変化とイオン」 

 
授業者 
松浦亮太 

（岐阜県揖斐川町立揖斐川中学校教諭） 
 
  

( 183 )



令和３年度 第８回「理科モデル授業オンライン研修会」概要 

２０２２年２月２３日（土）１５時～１７時３０分 

主会場：岐阜大学教育学部 

参加３６名（大学内１０名、オンライン２６名｛学生１３名、教員２３名｝） 

 

１ 開会挨拶（中村琢岐阜大学准教授） 

理科の授業実践力向上のためには、良い授業を見て、お互いに学び合うことが非常に有益で

ある。コロナ禍で通常の研修も難しい中、本研修会を是非生かしてほしい。本日で第 8 回目を

むかえるが、本研修会の今までの貴重な映像と資料も公開されている。今後それぞれの学校で

是非役立てて欲しい。 

 

２ 中学校理科モデル授業  

（１）授業者と授業内容  

授業者： 松浦亮太（岐阜県揖斐川町立揖斐川中学校教諭） 

 授業：中学校第３学年「化学変化とイオン」  

本時の目標： （本時 ２６/２７時） 

電解質の水溶液を加えていくと、電球の光る様子が弱くなることに疑問をもち、「硫酸バリウム

が沈殿する様子」や「中和する際の電流の大きさの変化」、「BTB 溶液の色の変化」などの確か

めた事実とイオンのモデル等を関連付けて考察し、説明することができる。〔思考・判断・表現〕 

（２）授業者による事前説明 

本時は、「化学変化とイオン」という中学校第３学年の最後の学習となる。今まで小学校や中

学校を通して継続的に学習してきた粒子の見方・考え方を活用し、学習内容を発揮できること

を期待したい。教科書にみられないような発展的な内容を取り扱う。 

以下２点を大切に授業に取り組む。 

・子ども達は最終的にどのような姿になっていたら良いかを具体的に描き、授業に臨む。 

・子ども達が見通しを持って科学的な探究活動に取り組む。 

（３）モデル授業の実施・視聴 

［記録動画の通り］ 

（４） 授業者による事後説明 指導法・教材・授業で大切にしている点について 

大切にしているテーマは「子どもが科学でわくわくする姿」であり、これが学習の大前提だ

と思う。「やってみたい」、「もっと調べたい」と思える子ども達の育成ができれば大きな幸せで

ある。この「子どもが科学でわくわくする姿」を具体的に考えてみると、科学的な探究活動の

中で、子ども達が見通しを持って解決に向かう姿や、確かな事実とつなげながら、探究してい

く姿が好ましいと感じる。 

［１］科学的に探究する活動においては、各単位時間内で重視している過程とその評価の姿を明

確に持つ。 

学習指導要領では科学的探究が「資質・能力を育むために重視すべき学習過程のイメージ」

で示されており、参考にしている。更に資料「岐阜県中学校理科教育研究部会 指導の重点」

を基に科学的探究に取り組んでいる。 
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子ども達が自然の事物・現象と出会い、課題設定、予想・仮説を設定し、検証計画を立案して

進めていく。この部分の出会いを大切にしている。そこから「何が課題か」、「何を探究したいの

か」という、子どもがわからないままになりがちな点を明らかにして、できる限り子どもと共有

しながら取り組むことに努めている。つまり、どのようなことを解決していくのかという「見通

し」を大事にしている。その後、観察・

実験の実施、新しい結果を得て、結果

の処理、考察の実施、まとめ、自己表

現によって締めくくるという流れと

解釈している。 

明確な見通しがあることで、子ど

も達には、その時間の学習内容を理

解でき、振り返りも可能になると考

える。 

また、学習指導要領改訂における

生きる力の育成を目指す資質・能力

の三つの柱をもとに、評価基準を「主

体的に学習に取り組む態度」、「思考

力・判断・表現力等」、「知識・技能」

の三つの観点で捉え、図１の岐阜県中学校理科研究部会の資料を参考にして取り組んでいる。（図

１に沿って説明する。）このようなサイクルで授業を進めることで、各授業のゴールを具体的に描

き、評価基準と照らし合わせ、授業を展開するように努めている。 

[２]各単位時間での見通し・振り返りの視点を一層重視する 

見通しを持つには「自然の事象・現象との出会いから生まれる疑問」や「予想、仮説から考え

る検証計画に立案」が大切である。また、どんなことを知りたいか、何を追究したいか、どんな

方法をとってみたいか等の見通しを明確にしたうえで科学的に探究することが大切である。内容

が明確になると、追究したい内容も明確になる。 

＜本時の例＞ 

・電解質どうしの溶液を混ぜ合わせた時、子ども達は、既習の知識から電流は流れると理解して

いる。ところが今回は電流が流れない。「あれ？」という常識を覆す瞬間に出会うことが大切。 

・溶液を混ぜることで徐々に電球の光が弱くなり、電流も弱くなる。この現象を示す溶液をブラ

ックボックスとすることで、溶液の中身を追究してみたいという気持ちに繋がる。 

・中和の後、光り方が弱くなったのはどうしてか？という課題に対して、酸を更に加えることで

イオンが増え、電流が強くなることなど次の課題に繋がる部分を大事にする。 

図 1 岐阜県中学校理科研究部会 指導の重点 より 
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［３］本時の授業における教材など 

①学習形態  

個人→グループ→個人であったが、グループ学習を中心に展開。自分の考えを明確に持ちつ

つ、仲間とともに自力解決に取り組む。 

②教材 

ホワイトボードを利用し、モデルでイオンの数や移動を表現できるようなマグネットを活用。 

電流の強さ、沈殿の様子、イオンの数の変化など各実験結果を個別に考えるのではなく、それ

ぞれを関連付けて考えられるよう工夫に努めた。 

 

 ③成果物（レポート） 

豆電球の様子、BTB 溶液の色、電流の変化、溶液の変化 沈殿などについて整理され、電子の 

授受の理解が深まり、電流が流れるようになったことの記述。 

 

［４］協議の視点 

生徒が、見通しをもって観察・実験に取り組み、確かめた事実と既習事項とを関連付けて考

察し、説明することができていたか。 

 

３ モデル授業についての協議 

（１）グループ協議 ２０ 分間、５名程度のグループ協議 

・以下の視点を中心に協議を進めた。 

「生徒が、見通しをもって観察・実験に取り組み、確かめた事実と既習事項とを関連付けて考

図 2 薄い水酸化バリウム水溶液に薄い硫酸を加え、電球の様子を観察 

図 3 イオンのモデルを使ったグループでの探究活動 イオンのモデル 
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察し、説明することができていたか。」 

・グループ協議では、グループ内での「司会者」と「記録係」を決めて進めた。 

・ブレイクアウトセッションが終わり、協議で出された質問や感想等について、各グループの

記録係が報告するとともに、すべてのグループからの報告後、まとめて授業者から回答する

形態で協議した。 

以下に、報告された主な質問や回答、感想を示す。 

 

《グループ協議後に各グループから報告された事項》 

〈感想・意見〉 

〇見通しについて 

・全体を通して生徒が見通しを持ち、実験に臨めていた。 

・子ども達と共に実験計画を立てる過程で知りたいこと、調べたいことは何かという着目点を明

確化し、生徒に意識させるような工夫が見られた。 

・演示では、授業者が質問を沢山投げかけており、その時点から子ども達が見通しを持てるよう

な工夫があった。  

・実験と演示で同じ物質を用いて行っており、注目すべき点が子ども達にわかっており、見通し

を持つことができていた。  

・いろいろな視点を出して進めており、見通しを持って進められていた。 

・ヒント（既習事項）が並んでいた。 

・「何を探究したい？」という発問から見通しを持つことの大切さへの意識が感じられた。 

（以下は疑問点や改善への意見） 

・一人ひとりが予想を立てていなかったので、各自が見通し切れていないのではないか？  

・「電気に注目して」結果が予想できてしまう部分があったのではないか。こうなるはずだという

自分なりの見通しを持たせてから行うのがよいのではないかと思った。 

・既習事項の振り返りを行ってから演示に入ると、より見通しを持ちやすいのではないか。 

〇授業展開について 

・ブラックボックスにしておくのも一案だが、何かが入っていたから電気が流れなかったという

考えもあった。そこで、始めに中身を見せることが、よりわかり易さに繋がると考えた。 

・確かめた事実を基に既習事項と関連づけて説明していた。 

・対話しながら、展開されていてよかった。  

・演示で見た事実から課題設定という流れだったため、疑問を解決しようという意識を持つこと

ができていた。 

・演示実験で実験を見せていたため、方法を詳しく説明する必要がなくなり、時間短縮につなが

っていた。 

・「知りたいことは何か」などの声掛けに生徒の主体性を大切にしている点が伺え、是非取り入れ

たいと感じた。 

・ブラックボックスがあり、電球が消えるところまでしか見せなかった。「電球の明かりが弱くな

っていくのはどうしてだろうか。」と課題が出され、イオンの現象に目を向けさせたいという授

業者の狙いがよく見えた。このように焦点化させた点を参考にしたい。 

・冒頭で酸性の液体とアルカリ性の液体を提示することで、電流の低下が中和と関係しているこ

とを示せていた。 
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・今回の実験にはいくつかの着目点がある。実験に慣れている子や得意な子にとっては、十分に

良い抵抗があり、良い授業だと思った。 

・思考させていく過程において、モデルに着目し、どの実験もうまくいき、モデルを用いてうま

く発表できていたと感じた。 

・中学校の授業、或いは単元末の授業として、非常に良い授業であった。中学校では授業がスパ

イラルに次へと続いていくものが多い。自由度があり、２時間扱いにすることで、子ども達が

自分の考えを持ち、まとめていくには十分な時間が確保できることから、単元をまとめていく

という点でも有意義な時間となる。 

（以下は疑問点や改善への意見） 

・演示において何が起こるかわからないという面白さを期待できる。難しさもあると思うが、何

も伝えないで見せるという方法もあると考える。 

・子どもは、物質が溶けなかったら電解質にはならないという考えで進めがち。食塩水には電流

が流れるが、今回の実験では電流が流れない。 モデルとして説明するのは手段で、電流が流れ

ない塩の生成があり得ることを伝えたい。 

〇教材について 

・ホワイトボードを用いて図化しており、わかりやすい。  

・モデルの利用で、化学反応式だとわかりにくい途中経過がわかり、よかった。 

・取り上げられた実験自体がおもしろく、主体性が確保できる。 

・ビーカーに「？」を貼っていて、発言しやすくなっている。 

（以下は疑問点や改善への意見） 

・実験に注目すべき視点が多いので、ICT を活用し、動画などを用いて何度も見られるようにした

ら多くの視点を見やすくすることができるだろう。 

 

〈質問・課題〉 

質問 豆電球の明るさの変化により電流の大小を見ることができていた。電流計は生徒のレベル

に合わせて用いると良いのではないか。電流計の設定に時間がかかっていた班も伺えた。 

授業者：生徒のレベルに合わせた電流計の使用について、賛成である。豆電球を光らせるため

には１２０～１３０ｍAが必要である。豆電球が消えてからも一時電流は流れており、その後０

ｍA になるところを子ども達に見せたいという思惑があった。 

質問 見通しを持たせるための指導において、見通しを持たせたい要素が多数あり、教師が特に

どの点に見通しを持たせたかったのか知りたい。 （電流が小さくなる理由として･･･中和反応、

水の発生、塩の生成過程、塩の性質（水溶性等）） 

授業者：ブラックボックスの中身、水溶液の様子、BTB 溶液の色による変化、電流の大きさ、水

溶液の正体などが授業者側から考える見通し。 

 

質問 前時までの学習事項を踏まえ、どのような点を押さえて今回の授業に入っていくのか？経

験より、子どもは硫酸イオンとバリウムイオンが結びつくことは知らない。「硫酸とバリウムが結

合して水が本当に生成されたのか？」という疑問を抱くだろう。前時には「塩酸＋水酸化ナトリ

ウム水溶液の中和反応」の学習をしている。そこで子どもに反応モデルを書かせると、食塩の電

離を表す生徒や分けずに表す生徒もいる。（実際は電離している）電離の部分を押さえた状態で今

回の授業に学習を進めるとすると、電流が流れなくなった事象から沈殿が生じるという見通しを
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持たせることができるのか？ 

授業者：前時に塩酸と水酸化ナトリウムの中和反応の実験を行うことで、電解質同士の水溶液

を混ぜ合わせたら電気が流れることを確認し、この授業に向かっている。このギャップがある

ことで、本時の導入が生きてくると考える。 

教科書では、中和のところで硫酸イオンとバリウムイオンが紹介されており、反応を生徒に

見せてから授業に臨んでいる。第２学年での化学変化と原子・分子の単元は、質量に注目させ

ながら、今回の沈殿の見通しへの手掛かりになると考える。第 1 学年では小麦粉を水に溶かし

て沈殿させることを取り扱う。硫酸バリウムは非電解質ではなく、水に溶けない物質である。

このように既習の内容を振り返りつつ、比較したり、繋げたりしていくことで面白い展開にな

ると考える。 

質問 本時における生徒の見通しとは、どのような見通しを持てていたのか。先生はどのように

想定していたのか？実験の仕方？結果？考察？ 

質問 今回の授業では、モデルを使って表現できたよいのか？または溶けない塩が存在すること

を見いだせたら良いのか？  

質問 ブラックボックスを用いず、沈殿を見せる方法もあったのでは？沈殿を見せることで、沈

殿したものが何か関係があるのでは？という仮説への足掛かりになる。また、沈殿することに

よって電流が流れなくなるというヒントになるのではないか。 

授業者：子ども達の探究による達成感を味わえるようにするため、ブラックボックスを用いた。

「水溶液の正体は何か？」「この水溶液は硫酸と水酸化バリウムだろう」と、そこで終わってし

まいかねない。硫酸と水酸化バリウムの提示により、「だからあの中身は沈殿だったのだ」と、

達成感を味わえるようにこの方法を選択した。 

質問 予想の段階で、モデルや化学式を生かしながら予想を立てていく方法も考えられるので

は？単元終末の授業なので、今まで学習してきた内容を踏まえ、モデルの操作により考えが整

理されて、実験や考察が可能になったのではないか。 

授業者：予想の段階からモデルや化学式を使うとよかった。一人一人の意見を聞き、そこまで

出来たらよかったと振り返る。イオンのモデルを掲示しておいてもよかった。モデルとの関連

付けについて更に意識が高められると考える。 

質問 実験に慣れていない子にとっては、着目しなければならない視点がたくさんあり、難しさ

があったのではないか。一つ一つ着目すべき点への意味づけをして実験に臨むことで、何のため

に何を見るのかが明確になり、視点（実験）の意味が理解できると考える。 

授業者：考える要素が多いが、グループで協議しながら自力解決していくことを大切にした。

今回は特に理解力の高い生徒に焦点を当て、中間層や下の理解力の子がけん引され、伸びてい

くように目指した。 

 

４ モデル授業についての講評 

（１）中村琢岐阜大学准教授より 

探究活動（パフォーマンス課題）において、既習事項を活用することで難しい課題を設定し、

探究的な活動を通して科学的な概念や知識の獲得を目指す素晴らしい授業であった。特に探究し

がいのあるテーマの設定をし、授業の中でグループディスカッションにより、理解を深め導くと

いう手法に取り組んでいた。 

探究活動では課題を発見することから仮説を立て、検証方法を立案したり観察実験結果を得て
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分析したりしてまとめていく流れである。これらすべてを授業に取り込むのは難しい。日々の授

業の中で、この過程のどの段階を進めているのかを明確にし、個々の部分が評価と連動して、育

てたい生徒の状態が把握されていた。これらは授業の中での細かい教師の発言や追究の仕方に繋

がっている。そのための手立てや振り返りも用意されており、個人での振り返りも十分設定され

ていた。 

本授業の前に塩酸と水酸化ナトリウムの実験を行い、出てきた塩化ナトリウムが電解質なのか

や、気体やイオンの減少について学習した。本時では、BTB 溶液を用いた酸とアルカリの確認から

非電解質を用いることで、このギャップが、生徒に面白さと驚きを与えた。 

協議の中でモデル図や化学式で表す提案があったが、モデルを使い、電子の授受と量的な関係

を理解することは難しい。しかし、グループだからこそディスカッションによって解法を導き出

すことができ、他のグループとの交流でも理解が深められていた。このことは課題設定の良さも

あるといえる。また、授業の中に、滴下する酸の量やまとめ方についての自由性があり、探究の

面白さを伝え、発展的な授業であると感じた。 

 

（２）小倉康埼玉大学教授より 

生徒の資質・能力を育成する授業を深く追究していることが、指導案や授業後の解説資料から

明瞭に伝わる。これを、実際の限られた時間の授業の中で実現することは、非常に高度な技術だ

と感じた。グループ協議の発表内容も多面的で奥深く、非常に参考になった。よく考えられた指

導であると感じた。こうした「練り上げ」は、理科の授業の改善に向けた意義のあるものである。 

見通しを持ち、わくわくしながら疑問を解決できる授業であったが、そのためには既習事項を

つなげ、維持できるような、普段からの丁寧な指導が積み上げられており、確かな事実が得られ

る教材を工夫していると感じた。 

このように、中学校の理科が、教員から知識を授ける場ではなく、生徒が主体的・対話的に知

識を獲得し、自ら使えるようになる場であること、そのために教員が工夫した発問や教材を提供

している、よく研究された授業だと感じた。 

 

５ 今後の予定 （小倉康埼玉大学教授）（詳細は後日公開）  

①令和３年度研究報告会・パネル討議について 

３月２１日（月・祝）１４時から「令和３年度研究報告会・パネル討議」を開催予定。本年度研

究報告会として、先達の中核的理科教員からの本研修会への意見をいただき、次年度の研究の発

展につなげたい。地域で長きにわたり現場の理科教育を支えてきた 2 名の校長先生によるパネル

ディスカッションを予定。小学校教員当時の理科授業を収録しており、その後の教員養成や教員

研修に活用されてきた。授業動画の視聴と当日の質問などを通して、これからの理科教育の協議、

改善に生かしてほしい。 

②次年度モデル授業の研修会 

5 月以降、8回のモデル授業の研修会を予定。 

 

６ 閉会の挨拶 （中村琢・岐阜大学教育学部准教授） 
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令和３年度 第８回「理科モデル授業オンライン研修会」アンケート結果［教員］  

 

質問７ 「モデル授業」の内容について、ご意見やご感想、ご質問など 

・経験者の授業を見ることは自分の授業力の向上に非常に大切だと思うので、有意義な研修

だった。(小学校５年未満) 

・中和反応を電解質、非電解質と効果的に関連づける授業であったと感じる。(中学校１０

年以上２０年未満) 

・中学校の授業、単元末の授業、探究する授業など、さまざまな視点が盛り込まれた提案性

のある授業だった。本時までにどのような事象と出会い、経験し、知識や技能を得てきた

のかによって、実験操作や事実のとらえ方、考察の内容が変わってくるように思える。

(小学校５年未満、中学校５年以上１０年未満) 

・内容としては難しいものだったが、それをカバーするための先生の声かけやモデルの準備

等の手立てがあって進められる授業だった。内容以上に、そういった細かい部分を見させ

ていただけたことがありがたい。中学校第３学年のイオンの分野は十分に理解しないまま

進行したり誤概念を持っていたりと、難しい分野だとは思う。しかし、それ以上にワクワ

クさせることができれば、自ずと学習に向かう生徒の姿が見られると感じた。ワクワクさ

せるための技を私自身もっと磨いていきたいと感じた。 (中学校５年以上１０年未満) 

・生徒に実験の見通しを持たせるために、導入の時点での様々な工夫が感じられた。また、

グループでの話し合いを行う上で、ホワイトボードや原子モデルの利用が効果的であるこ

とを実感した。(中学校１０年以上２０年未満) 

・模擬授業でも教師の語りや板書、机間指導での声掛けなど、指導案だけでは伝わらない実

践的技術が映像から伝わってくることは、教員研修の方法として有意義である。(小学校

１０年以上２０年未満、中学校５年以上１０年未満) 

 

質問８ 「協議」の内容や進め方について、ご意見やご感想、質問など 

・グループ協議前に授業者へ質問する時間があったかと思うが、今回はなかったため、議論

の焦点がいつもより幅広くなった感じがした。(中学校１０年以上２０年未満) 

・異なる視点での意見や、年代が異なっても同じような疑問や感想を持つことなど、面白さ

がある。今回、熟練チームは２名だけで、少ないという思いもあったが、十分な時間を使

って話ができたのはよかった。(小学校５年未満、中学校５年以上１０年未満) 

・中堅で固めていただくと会話がしやすく、協議が進めやすかった。(中学校５年以上１０

年未満) 

・年代別グループのため、話しやすい雰囲気がある。力のある先生方と話すことができるた

め、とても有意義である。(中学校１０年以上２０年未満) 

・論点を絞って協議することができていた。授業者の主張点が明確であるからこそで、授業

者の努力に頭が下がる。(小学校１０年以上２０年未満、中学校５年以上１０年未満) 
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質問１０ 上記以外で、ご意見やお気づきの点など。今回の開催時間（１５時～１７時３

０分）についてのご意見など。 

・３０分だけかもしれないが、負担感が少し減ったように思えた。(小学校５年未満、中学

校５年以上１０年未満) 

・開催時間について、参加しやすい時間帯に設定していただいていると感じている。(中学

校１０年以上２０年未満) 

・グループ協議は時間が限られるため、授業を参観しながらチャットで意見を出し合うこと

も有意義ではないか。学校の教室での授業公開を参観していると、おしゃべりしながら授

業を見ることは難しいが、オンライン研修だからこそリアルタイムに気づいたことを出し

合うことができる。教授方法の意義や指導者の意図などを理解しながら参観できるかもし

れない。(小学校１０年以上２０年未満、中学校５年以上１０年未満) 
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令和３年度 第８回「理科モデル授業オンライン研修会」アンケート結果［学生］  

 

質問６ 「モデル授業の内容」について、ご意見やご感想、ご質問など 

・実験が面白く、生徒の主体性を確保でき、とても参考になった。時に発展的な内容に取り

組むことは、全体として良いものに導くと感じた。対話的な授業が確立されており、自分

も対面で受けてみたかった。(小学校志望・実習経験あり） 

・科学的探究を強く意識された授業であったと感じる。章末の授業として、既習事項（電離、

中和、イオンのモデル）を押さえながら発展的に学習が行われていることが印象的だった。 

一方で、大学生や現職の先生方でも説明に苦戦してしまうような、かなり難度の高い授業

であったとも感じる。普段の授業から授業者が未知の状況に対応して思考することを意識

していることで、より深い学びが実現されているのではないかと考える。 (未定・実習経

験あり） 

・附属の学校で見られるようなハイレベルな授業だと感じた。個人的には、ビーカーに「？」

が貼られていたところが手品のようで特に印象に残った。また、授業者が、生徒に何を追

究したいか訊ねたところも良いと思った。実験やグループ活動の時間が多く確保され、授

業者が生徒の気持ちを尊重しようとする意識が伝わり、とても良い授業だと思った。(未

定・実習経験あり） 

・生徒が既習事項を総動員しながら、自分なりの見通しを持って探究できていたように思う。

一人では難しい難易度の高い課題でも、他の子ども達と協力して実験することで、取り組

み易くなり、自分も頑張りたいという主体的な姿が期待できるのではないかと思った。(小

学校志望・実習経験あり） 

・最初の演示で、アルカリ性の水溶液をクエスチョンマークの描かれたビーカーに加えた際、

中に何か他の物質があるのではないかと勘違いしてしまった。最初に何も入っていないこ

とを確認したいと思った。ブラックボックスがあることで興味が高まると感じた。何が気

になるかを訊ねることで、実験で着目して欲しいポイントを示し、とても良いと思った。

各授業でどのような生徒に成長して欲しいかというゴールを定めることを大切にし、その

上で見通しも大切にしているという、そのような視点がとても勉強になり、意識したいと

感じた。(未定・実習経験なし） 

・探究学習の研究をしており、非常に勉強になった。(小学校志望・実習経験あり） 

・自分が教壇に立った時のワクワクさせる実験の一つとして取り入れようと思った。(中学校

志望・実習経験あり） 

・生徒役で参加したが、自由度の高い中でグループの子と悩みながら取り組むことが、とて

も楽しかった。要所要所で生徒の意見や考えを取り入れながら授業が進められており、子

ども達の主体性を引き出す工夫がされていてとても素敵な授業だと感じた。(小学校志望・

実習経験あり） 
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質問７ 「協議」の内容や進め方について、意見や感想、質問など 

・学生同士の討論で発言しやすく、後に熟練の方などの意見も聞けてよかった。(小学校志

望・実習経験あり） 

・質問に多く答えていただいていたように感じた。(未定・実習経験あり） 

・学生、若手、中堅、熟練と、それぞれの所属ごとに話し合いを行うことで、いろいろな視

点が見えておもしろいと思った。(小学校志望・実習経験あり） 

・属性ごとに協議を進められるのがとても良いと思った。学生同士だと萎縮することがなく

発言できる。また、属性によって視点が変わるため、受け取る側が内容を整理しやすくな

るのではないか。協議の中で「中学 3年生にはこの授業は難しいのではないか。」という意

見が出た。私自身、最後のモデルを使って考察するところは内容も含め、難しいのではな

いかと感じた。どこに難しさを感じたのか質問したところ、それぞれポイントが異なった

のに面白さを感じると同時に、難しさを感じるポイントが一つではないからこそ、中学校

第 3学年にできるのかという疑問が挙がるのではないかと思った。(未定・実習経験なし） 

・時間が短いと感じた。(小学校志望・実習経験あり） 

・話し合い後の授業者への質問がとても多面的で驚いた。どれも、｢そのような考え方もある｣

と感じ、それに対する授業者の返答もとても丁寧で勉強になった。(小学校志望・実習経験

あり） 

 

質問８ 上記以外で、気づきや要望など 

なし 
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Ⅳ 初年度成果の考察と課題 

（小倉 康） 

 

（１）中核的理科教員としての役割を遂行できる教員を育成するためのオンラインの研修プログラムを開

発すること 

 今年度、理科モデル授業オンライン研修会を当初の研究計画通り８回実施できた。４月以降、埼玉大学と

岐阜大学でオンライン協議を月１回以上行い、常に情報を共有しながら、研修会が研究目的に沿う内容とな

るよう協議を重ねた。それぞれの地域で、中核的理科教員の育成につながるモデル授業者として相応しい教

員を見いだし交渉し応諾していただく過程が困難であり大変重要であった。この努力により、いずれも質の

高いモデル授業を実施し収録することができた。その内容の質の高さは、各回の概要記録に明瞭に現れてい

る。この記録と動画は、今後、半永久的に中核的理科教員の育成に貢献できる貴重なリソースである。 

 質の高さは、各回の参加者アンケートの結果も裏付けている。下のグラフは、各回の選択肢による３つの

質問項目への現職教員の回答について、全８回分をまとめたものである。 

 質問A～質問C の各質問について、回答者の 85％以上が「とてもそう思う」か「わりとそう思う」と肯

定的に回答している。質問A は、自分以外の教員に紹介することが有意義だと考え、質問B で、自分にと

って参考になると考えていることから、中核的理科教員の育成に関して、質が高い研修プログラムと評価さ

れたものと解釈できる。 

 

現職教員に対する初年度参加者アンケートのまとめ  

( 208 )



 質問C の勤務時間外にオンライン研修会を設けることが助けになるかについても同様に 90％近い肯定的

回答である。ただし、少数ではあるが「全くそう思わない」が２件あることから、勤務時間外での自己研鑽

としての研修が必ずしもすべての教員に肯定的に受け止められるものでないこともわかる。とりわけ、第６

回の研修会は、12月25日というクリスマスの夕方に開催したものであったが、協議の中でも開催日程の見

直しへの要望が多く見られた。今後は、大切な個人生活への影響ができるだけ生じないよう開催日程に関し

て、より慎重に決定する必要があると認識している。 

 開催の時間帯については、第３～６回では、16時～19時の３時間としていたが、より早い時間帯で、よ

り短い時間での研修プログラムを要望する声も少なくないことから、試行的に、第７回を15時～18時の3

時間、第８回を15時～17時30分の2時間30分に変更して実施した。参加者アンケートの結果から、これ

らの変更は概ね評価されたことから、次年度においては、開始時間を15時とし、授業後に必要な協議内容

によって、長さを3時間または2時間30分に設定する形態が望ましいと思われる。 

 オンラインでの参加者数については、当初100人を超える規模を想定していたが、初年度は30～50人の

程度に止まった。ただし、授業後の協議に参加者の意見を反映できるという点では多いほど良いわけではな

く、また、事後にホームページで公開する動画・資料を用いた研修が十分可能であることから、無理に参加

者を増やすというよりは、広く周知する手法を改善することで、興味をもった教員が参加してその良さを実

感した上で、可能な回に主体的に参加することの結果として、参加数が増えることが望ましいと考えられ

る。また後述する「専門職の学習共同体」（PLC）の形成が進展することによっても、参加者数は増加する

ものと予想される。この実現は、次年度以降の課題である。 

 

（２）「理科主任」を中心とした校内研修体制を整備して校内全体の理科教育を改善するアクション・リサ

ーチ（校内授業改善）を支援するウェブシステムを利用可能にすること 

 初年度に、「科学的リテラシー指標（SLI）測定システム」を開発できたことは大きな成果である。すでに

小規模で実用されており、システムは正常に稼働し続けている。 

次年度以降、このシステムを用いて校内授業改善の取り組みが広く利用されるように、システムの利用法

と良さを周知するとともに、希望する学校（理科主任）と協同して研究に着手し、その有用性や有効性を実

証していく必要がある。特に、利用する教員の負担が極めて小さいシステムであること、個人情報を一切収

集しないこと、学年が上がり学級編成が変わっても、容易に子どもたちの過去の調査結果を引き継ぐことが

できること、などは本システムを利用することの大きなメリットであることから、これらの魅力を分かりや

すく伝えるとともに、システムを用いた学校全体での授業改善の実際をケーススタディとして示していく

ことが有効であり重要な課題である。 

 

（３）中核的理科教員のもつ高度な専門的資質・能力を相互に共有し互いの成長を導く研究・研鑽の場とし

ての「専門職の学習共同体」（PLC: Professional Learning Community）を形成し、「理科モデル授業オンライン

研修会」を通じて、中核的理科教員のもつ優れた理科授業実践を支えている専門的知識と技能を継承可能と

し、中核的理科教員の育成という新たな社会的機能を創出すること 

 初年度のオンライン研修会は、モデル授業に関して、小グループでの協議に約25分間、全体協議に約15

分間を設定するとともに、モデル授業とは別に、Giga 環境への対応など、特定のテーマでの協議時間も 20

分程度を充てた。こうした時間帯は、オンライン参加者が協議に参加でき、参加者同士が知り合う場面であ

るが、実際には、参加者が聞きたいこと、話したいことを自由に交流できる場とはならず、司会の求めに応

じて、決められたテーマに沿った意見を出し合うに止まった。そのため、各地域で活動している「中核的理
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科教員」としての「同僚性」が感じられるほどの交流には至らなかったと思われる。本研究では、各地域の

中核的理科教員のネットワークとしての「専門職の学習共同体」（PLC）の形成を目指すことから、次年度

以降の取り組みにおいては、「同僚性」が醸成される場を創出することが課題である。 

 一つの取り組みとして、今年度の研究報告会（3 月 21 日実施）では、岐阜県と埼玉県のそれぞれの地域

で、広く小中学校の理科教育を支える立場で活躍してきた「先達の中核的理科教員」として、お二人の現校

長にパネリストとして協力していただくパネル討議を設けた。これにより、それぞれの地域で後進となる中

核的理科教員やさらに若手の教員が、過去―現在―未来と時間軸でつながり、中核的理科教員として、将来

への見通しをもって地域の理科教育を支えていくという「協働性」、また、県を越えて、中核的理科教員が

共通のミッションに尽力しているという「同僚性」が醸成されるきっかけになるのではないかと期待され

る。 

また、次年度以降の取り組みにおいては、モデル授業に加えて、効果的な理科教材や、理科教育環境づく

りの工夫、校内理科授業改善の取り組みとその成果など、本研修会で得られる価値ある情報の範囲を拡大す

ることで、中核的理科教員の立場で、より有用性の高い自己研鑽の場としていくとともに、中核的理科教員

間の主体的で対話的な相互作用が実質的な成長につながるように運営することが効果的と考えられる。 

 さらに、本研修会では、教員志望の大学生に、モデル授業の児童生徒役として参加してもらう他、オンラ

イン参加者としても、年代層として「学生」を設け、授業後の協議にも積極的に参加できるようにした。こ

のことは、将来、中核的理科教員として地域や学校の理科教育を支える人材の育成につながるとともに、そ

うなるために必要な理科教員としての資質能力を学生のうちから主体的に高めていく手段を学生に提供す

ることを意図している。 

 学生対象の参加者アンケート（第３～８回に実施）への回答（有効数51）において、質問「本日の研修会

について、モデル授業とその後の協議は、あなたにとって参考になると思いますか。」に対する回答は、「と

てもそう思う」が76％、「わりとそう思う」が18％、「ややそう思う」が6％、「全くそう思わない」が0％

であり、肯定的回答が 94％を占めた。この高い割合から、高度な教員養成の一環として、本研修会および

その記録（動画、資料等）を活用することは、十分に効果があるものと考えられる。 

 今年度参加した学生には、埼玉大学の教職大学院（教育学研究科専門職学位課程教職実践専攻教科教育高

度化プログラム）の「自然科学系教育サブプログラム（理科）」に所属する学卒院生が含まれている。同サ

ブプログラム（理科）では、「中核的理科教員（CST）養成講座」という科目（通年集中4単位）を設定し、

すべての院生が中核的理科教員としての資質能力を高めることを必修に位置づけている。また、現職院生や

埼玉県長期研修教員内地留学生は、埼玉大学 CST 養成プログラムに参加することで、学卒院生とともに、

中核的理科教員としての資質能力を研修している。本研修会においても、現職教員は司会を含む研修会の運

営に参画することで、中核的理科教員対象の研修会を運営する能力が高められたと考えられる。 

 このように、中核的理科教員育成のためのオンライン研修会を教員養成大学が主催することで、教員志望

の学生の中核的理科教員としての資質能力を学修する教員養成機能が充実するとともに、大学での研修機

会を得た現職教員の資質能力を高度化する教員研修機能の強化にもつながると言える。今後、こうした教師

教育機能高度化のモデルを紹介することで、大学教育への拡大普及が図られる可能性があると考えられる。 
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