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科学的な思考力・表現力を育むための指導と評価 
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ⅠⅠⅠⅠ    はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

 平成24年度，初めて理科を加えた全国学力・学習状況調査の結果が発表された。今回の理科の調査におけ

る最大の特徴は，小学校，中学校共に「科学的な思考・表現」に関する評価を重視していることである。中

学校では6割の問題がこの評価に当てられている。今回の調査結果の内容を「知識・技能」と「科学的な思

考・表現」という観点から見ると，「知識・技能」に関わる正答率は高いものの，「科学的な思考・表現」と

いう観点からの課題は，平成21年に行われた国際学習到達度調査で指摘された事柄が引き続き同様に挙げら

れている状況である。 

 一方，今回の調査における学校質問紙では，自分の考えを説明したり発表したりすることを取り入れた指

導をしている学校で平均回答率が高い傾向が見られている。また，新しい学習指導要領では，観察・実験を

学習活動の視点として，基礎的・基本的な知識や技能を基に，仮説を検証するための観察・実験を計画した

り，観察・実験から自ら得た結果などを「分析・解釈」したりすることが重視されている。これらの点を踏

まえ，調査結果から明らかになった課題を解決するために科学的な思考力・表現力を育むための学習指導の

改善に取組んでいく必要がある。 

本年度は，「科学的な思考力・表現力を育むための指導と評価」をテーマとして設定し，科学的な思考を

深める学習指導の工夫とその評価について研究を進めてきた。既習知識や生活体験から習得した知識・技能

の活用を図る学習課題に取組む中で，生徒の思考を可視化させ，科学的な思考力・表現力を見取り，これら

の資質・能力の育成につなげていこうというものである。具体的には，ワークシート等の記述について，結

論にたどり着くまでのプロセスを大切にするという指導の工夫に取り組んだ。さらに，ポートフォリオを生

かして，長期的な学習の進歩を評価する取組を行い，見えにくい学力とされる思考力についても研究実践を

進めた。このように，生徒の学習状況を適切に評価し，評価を指導の改善に生かすという視点を一層重視し，

指導の過程や評価方法を見直して，より効率的な指導が行えるよう指導のあり方について工夫改善を図って

いくことを目指して研究を進めた。 

  

ⅡⅡⅡⅡ    研究の経過研究の経過研究の経過研究の経過 

 

 本校では，平成 21 年度から，国立教育政策研究所の教育課程研究指定校事業（平成 21 年度･22 年度）の

研究指定を受け，「学ぶことの意義や有用性を実感できる理科の学習を目指して」をテーマに研究に取り組ん

だ。その中で，エネルギー・環境教育を視点に年間指導計画を見直し，それらを計画的に取り入れることで，

それぞれの単元の学習内容 としっかりと関連させながら「身近な現象の理解」に無理なく結び付けること

ができた。この取組では，エネルギー・環境教育を軸に，日常生活や社会生活の現象をとらえさせることが，

理科に置ける「学ぶことの意義や有用性」を実感させるものとなることがわかった。 



教科研究仮説 

① 言語活動を通し，観察・実験の結果を分析して解決する学習を行うことによって，科学的な思

考力，表現力を育むことができる。 

② 指導内容や学習活動にあった評価のあり方を工夫するとともに，適切な評価方法を工夫するこ

とによって，指導と評価の一体化を図ることができる。 

 

図1 考察の記述を見取るルーブリックの例 

また，平成23年度は，研究のテーマを「科

学的に探究する能力を育む学習指導の工夫」

とし，新学習指導要領の基本的な柱ともなっ

ている「科学的探究の重視」に焦点を当て，

研究に取り組んだ。科学的な探究の過程を重

視した学習は，観察や実験で得られた結果を

もとに考察し結論を導いたり，自分の考えを

科学的な根拠に基づいて表現したりといった

学習活動を充実させ，科学的な思考力・表現

力を育成しようとするものであった。このよ

うな中で，科学的な思考力・表現力を図1の

ようなルーブリックを用いたパフォーマンス

評価によって見取っていくことは，指導と評

価の一体化を図る上でも非常に有用であるこ

とが示された。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説    

    

新しい学習指導要領の下での学習評価については，平成 22 年 5 月の文部科学省初等中等教育局長通知「小

学校・中学校・高等学校及び特別支援学校における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」で

は「科学的な思考」に「表現」が加わり，「科学的な思考・表現」となった。「科学的な思考・表現」は学力

の三つの要素のうちの「知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等」に

対応する。 

 新学習指導要領では「思考力・判断力・表現力」の育成のため，「言語活動の充実」が求められている。ま

た，理科においては「粒子」「エネルギー」「生命」「地球」の系統を重視した指導，学習指導要領で示された

「分析し解釈する」なども「科学的な思考」と関連が深いキーワードである。新学習指導要領の趣旨をふま

え，様々なキーワードが学習指導の中で具体化されなければならない。 

 次に評価について考えた場合，思考力は問題解決の結果だけでなくプロセスにも現れる。思考力の評価が

難しいのは，生徒の問題解決過程を見取り，評価しなければならないためである。「科学的な思考・表現」に

ついて妥当な評価を行い，後の指導をさらに充実させるためには，指導計画の中に評価の場，評価規準，評

価方法をもたなければならない。 

 これらの点を踏まえ，指導と評価の視点から本年度は，次のような研究仮説を設定した。 



ⅣⅣⅣⅣ    研究の内容研究の内容研究の内容研究の内容    

 

１．１．１．１．科学的な思考力・表現力の現状と課題科学的な思考力・表現力の現状と課題科学的な思考力・表現力の現状と課題科学的な思考力・表現力の現状と課題        

 （１）学習指導要領における科学的な思考力・表現力の取扱い 

   新しい学習指導要領においては，思考力・判断力・表現力等を育成するため，基礎的・基本的な知識・

技能を活用する学習活動を重視するとともに，言語活動を充実することになった。
（１）

理科においても思

考と表現が一体となって育成されることが重要であることが強調されている。そこで，学習指導要領で

科学的な思考力・表現力がどのように取り扱われてきたのかを取り上げてみた。 

   表 1は，平成以降の小学校，中学校の学習指導要領の各学年において示された思考・表現に関わる能

力をまとめたものである。 

表1 理科の学習指導要領における思考・表現に関わる能力（平成元年版以降） 

学校種・学年 平成元年 平成10年 平成20年 

小学校 

第3学年 事象の比較 事象の比較 事象の比較 

第4学年 変化の要因抽出 変化の要因抽出 変化の要因抽出 

第5学年 条件の制御 条件の制御 条件の制御 

第6学年 事象間の関係付け 事象間の関係付け 要因や規則性の推論 

中学校 科学的見方・考え方 科学的見方・考え方 

科学的見方・考え方 

科学的思考力・表現力科学的思考力・表現力科学的思考力・表現力科学的思考力・表現力    

   学習指導要領の改訂によって大きな変化は見られないが，小学校においては学年が進むにつれて，比

較，抽出，制御，推論といった高度化する論理的思考操作に基づいた能力の系統性が一貫してみられる。

また，中学校においては分析と総合を中心に据えた科学の方法を用いて習得する科学的見方・考え方が

主であるが，平成 20 年告示の中学校学習指導要領においては，科学的な思考力や表現力についても習

得すべき能力として取り扱いようになっている。 

（２）TIMSSから見えてくる科学的な思考力・表現力の課題 

  TIMSSは 1995年から4年おきに調査を重ねている。ここでは，猿田の研究
１）

をもとに，TIMSS2003と

TIMSS2007 の結果を比較し，科学的な思考力・表現力に関連する問題での中学生の成績の推移から科学

的な思考力・表現力の課題を捉えることにした。 

表2 選択肢形式問題の平均正答率の推移     表 3 論述形式問題の平均正答率の推移 

 

知識 

(29題) 

応用 

(15題) 

推論 

(6題) 

  

知識 

(6題) 

応用 

(15題) 

推論 

(9題) 

日本（2003） 60.7% 57.9% 63.2%  日本（2003） 43.7% 41.0% 36.4% 

国際平均（2003） 50.0% 47.7% 45.9%  国際平均（2003） 33.9% 27.0% 23.0% 

日本（2007） 61.0% 60.0% 61.4%  日本（2007） 49.5% 45.3% 40.5% 

国際平均（2007） 48.8% 45.8% 43.5%  国際平均（2007） 36.5% 26.0% 22.7% 

  TIMSS2003 と TIMSS2007 とで共通に出題された中学校 2 年生の同一問題の中で，選択肢形式問題およ

び論述形式問題での平均正答率を示したものが表2と表3である。 

  表 2から，選択肢形式問題において，日本の中学2年生の平均正答率は知識，応用，推論の項目によ

る差がほとんど見られなかった。それに対して，表 3 のように，論述形式問題において，日本の中学 2

年生の各項目における平均正答率は，TIMSS2007 の方が TIMSS2003 より高くなっているが，両調査にお



 

「「「「図図図図 2222        学習活動を表す概念図学習活動を表す概念図学習活動を表す概念図学習活動を表す概念図 

いて知識，応用，推論の順に低くなっている。特に，推論では，知識および応用よりも低い結果を示し

ている。 

  これらの結果から，日本の中学生は，推論を行うことによって得られる問題の答えがあらかじめ選択

肢として用意されているか，あるいは事象の原因や理由を説明したり自分の考えを書いたりしなければ

ならないのかで正答率が異なり，後者の正答率が低いことがわかる。つまり，自分で推論を行い表現す

ることが苦手ということである。これについては，科学的に説明するという意味やその力がついていな

い中学生が多いと見ることができ，科学的な思考力，表現力を育むような学習指導が求められていると

言える。 

 

２２２２．．．．「習得・活用・探求」や「科学的な思考力・表現力」を重視した学力観「習得・活用・探求」や「科学的な思考力・表現力」を重視した学力観「習得・活用・探求」や「科学的な思考力・表現力」を重視した学力観「習得・活用・探求」や「科学的な思考力・表現力」を重視した学力観        

  平成20年改訂の学習指導要領では，平成10年改訂の学習指導要領で重視された「生きる力」の育成

が踏襲されることになった。この理念が強調されるのは，これからの時代にとって重要な資質・能力で

あると考えられるからである。しかし，その育成が，まだなされていないことが多くの学力調査結果か

ら示されている。 

  これを受け，平成20年改訂の学習指導要領において打ち出されてきたのが，「習得・活用・探求」や

「科学的な思考力・表現力」の重視である。「習得」は基礎的・基本的知識や技能の習得であり，「活用」

は「習得」で理解し定着した知識や技能の活用であり，「探求」は習得と活用を基礎とした課題の探求

を意味している。これらは，相互に依存している関係にあり，一方的なものではない。このような視点

は，これまでの学習指導要領の中でも説かれてきたが，様々な学力調査から明らかにされてきた課題の

克服を目標としたものである。 

  すなわち，教科と関わる具体的資質・能力である「自ら学び自ら考える力」の育成には，適切な「科

学的な思考力・表現力」が不可欠であり，さらにその力の前提として学習活動の「習得・活用・探求」

が求められているということである。そのため，

理科では，まず「習得・活用・探求」が重視され

ることになった。 

  図 2は，「自ら学び自ら考える力」「科学的な思

考力・表現力」「習得・活用・探求」の関係を示

した構造図である。この図をもとに考えると，「習

得」は「活用」にも「探求」にも関係しており，

逆に「探求」にも「活用」や「習得」が関係し，

必要とされていることを示している。つまり，こ

れらは，「習得 → 活用 → 探求」という方向の

みで行われるものではない。三者は相互に深く関

連し合っており，学習活動に応じて，それぞれが

関連性を持って扱われる必要がある。 

  また，「科学的な思考力・表現力」は「習得・

活用・探求」の中で生かされる必要がある。つま

り，「習得」「活用」「探求」の学習過程において

「科学的な思考力・表現力」がどう機能し生かさ

れているのかを見取ることが求められていると



考えられる。学習履歴を重視したポートフォリオ評価法は，こうした新しい学力観の求めに十分答える

ことができると考えられる。 

    

３３３３．．．．「科学的な思考力・表現力」「科学的な思考力・表現力」「科学的な思考力・表現力」「科学的な思考力・表現力」の評価につながるポートフォリオ評価の評価につながるポートフォリオ評価の評価につながるポートフォリオ評価の評価につながるポートフォリオ評価        

  教育課程審議会による「児童生徒の学習評価のあり方（報告）」では，生徒の学習状況について保護

者に説明する場合には，ポートフォリオを用いることもありえると示されている。「報告」では，ポー

トフォリオの利用は，総合的な学習だけでなく，普通教科の学習においても可能であるとしている。ポ

ートフォリオを作成するからには，保護者の説明に用いるだけでなく，教科の学習の評価としても用い

ることになる。 

 （１）ポートフォリオ評価の特徴 

   ポートフォリオ評価は，生徒が学習活動の中で優れた作品を残したり，進歩を示す事例が見られた

りしたら，その作品自体を保存することが評価となる。あくまで，ファイルに保存する作品等が，優

れたものであったり，進歩を示すものであったりすることによって，評価を認めること，すなわち評

価することができる。つまり，そこに保存された作品等を見れば，生徒の現在の学習状況（学習の特

徴や達成水準）が簡単に分かることであり，さらに単なる点数や文言ではなく，実物がそこに保存さ

れていることが大きな特徴となる。 

 （２）長期的な学習の進歩の評価 

   考察を記述したワークシート等を保存することを考えれば，1 つの単元という長い時間での見取り

になることが多い。これらの特徴を考え合わせれば，かなり大きな変化や長期的な変化を評価する場

合に適した評価方法であると言える。つまり，ポートフォリオ評価は「科学的な思考・表現」の観点

の評価に適していると考えられる。なぜなら，この観点の能力の発達は，短期的に学習できる個別の

知識と異なり，思考方法の特徴や問題に対処する場合の方法の変化を伴うものであり，このような変

化は知識のような短時間で学習できる性質のものではない。このような特徴は，ポートフォリオ評価

の特徴と一致する。「報告」でも複数学年にわたる長期的な進歩を見ていけるような評価規準の開発

を求めている。このような長期的な進歩を捕らえる評価規準は，「科学的な思考力・表現力」の観点

で特に必要であるとしている。 

    

４４４４．．．．思考の視覚化による学びの変容思考の視覚化による学びの変容思考の視覚化による学びの変容思考の視覚化による学びの変容    

  教育課程審議会による「児童生徒の学習評価のあり方（報告）」で大きく変更された「科学的な思考・

表現」は，自然の事物・現象の中に問題を見出し，目的意識を持って観察，実験を計画したり，得られ

た結果を分析して解釈したり，科学的な概念を使用して考えたり説明したりするなど，生徒が科学的に

思考する場面を対象として，その考えを表現する活動と一体的に評価することになった。思考は目に見

えにくいものなので，知識・理解や観察・実験の技能以上に，表現されたものを通して思考のプロセス

を見ていくことが重視され，「思考・表現」がセットとなっている。科学的な思考を表現することとあ

わせて評価することがポイントということである。この観点で言う「表現」は，単に文章に表す，表や

図に表すという表面的な現象を評価するものではなく，観察・実験を通じ規則性を見出しているか等，

基礎的・基本的な知識・技能を活用しつつ思考・判断したところを，記録，要約，説明，論述等により

評価するものである。 

  この点を踏まえて，生徒を的確に評価するためには，生徒の思考や認知過程を教師に見えるようにし

なければならない。学びの過程を可視化させる必要があると言うことである。生徒に学びの過程を可視



 

ギムネマ茶による味覚阻害のギムネマ茶による味覚阻害のギムネマ茶による味覚阻害のギムネマ茶による味覚阻害の実験実験実験実験を行っているを行っているを行っているを行っている様子様子様子様子    

化させ，思考のプロセスの再吟味や班のメンバーとの共有，新しい視点の獲得を図る学習方法は，評価

活動においても，学習目標の達成を診断し，指導に生かすことのできる有効な方法と考えることができ

る。 

  知識や技能の評価のように見えやすい学力についてだけでなく，思考力といった見えにくい学力を評

価するに場合には特に必要である。これまでも科学的な思考・表現を評価するために「ワークシート」

や「レポート」「パフォーマンス」「ポートフォリオ」「モデル」「話し合い」など，多様な方法が実践さ

れてきた。これらは，思考の過程を可視化し，それを評価しようとするものである。 

  本年度は，学びの可視化として，仮説の設定や結果を考察する際に色別の付箋紙を用いる方法に取組

んだ。以下の実践例で具体的な取組を説明していく。 

    

ⅤⅤⅤⅤ    実践例実践例実践例実践例    

    

１．単元名１．単元名１．単元名１．単元名 「動物の生活と生物の変遷」(第２学年) 

 

２．実践の概要２．実践の概要２．実践の概要２．実践の概要    

本単元は，身近な動物の観察，実験を通

して，動物のからだのつくりとはたらきや

動物の種類等を理解させ，自然の中に見ら

れる多様性や規則性を発見させることが

できる単元である。また，小学校で培って

きた，比較することや，条件の設定などを

発展させることができ，分析して解釈させ

るところまで取り組ませることができる

単元でもある。 

生徒は小学校で，呼吸，血液の循環，食

べ物の消化と吸収について学習してきた。また，１年生では，植物の生活と種類での学習により，自然

界における多様性や規則性について学んでいる。それらの学習の上に立って，自然界に生きる動物の生

活に興味・関心をもたせていくとともに，地球上の動物界全体を取り巻く地球環境全体にも目を向けさ

せることができ，植物と動物の比較及び共通性などにも着目させながら学習を進めることができた。自

然界の中での植物及び動物について学ぶことにより，豊かな自然に対する畏敬の念を深め，自分自身で

考えていく大切さを納得させた上で，学習を進めることができた。 

また，問題解決学習の過程を通して，自然現象を詳しく見たり，そこに潜む関係性を具体的な事物・

事象を通して見出したりする力を育成することができた。 

 

３．指導計画３．指導計画３．指導計画３．指導計画（ 33時間扱い・・・・本時 18／33 ）     

学習内容 指導内容 時数 

生物と細胞に

ついて 

・動物，植物の細胞のつくりと特徴について理解させる。 

・単細胞生物と多細胞生物のつくりと特徴について理解させる。 
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ギムネマ茶による味覚阻害の実験を行っている様子ギムネマ茶による味覚阻害の実験を行っている様子ギムネマ茶による味覚阻害の実験を行っている様子ギムネマ茶による味覚阻害の実験を行っている様子 

動物のからだ

のつくりとは

たらきについ

て 

・動物の生活環境が体のつくりや働きに影響していることを気づかせる。 

・食物の成分について実験を通して理解させる。 

・人の消化器官のつくりと消化された物質が吸収されるしくみを理解させる。 

・エネルギーを得る仕組みについて理解させる。 

・排出系のつくりと働きを，資料や日常生活などと関連させながら理解させる。 

・動物の体の特徴をとらえ，感覚器官や中枢神経のつくりと働きについて気づか

せる。 

・感覚器官や中枢神経のつくりと働きを理解させる。（本時） 

・刺激に反応するしくみ，反射のしくみを理解させる。 

・運動が骨格と筋肉の組み合わせで行われることを理解させる。 

15 

（本時13/15） 

動物の分類に

ついて 

・セキツイ動物が５つの種類に分類できることを，体の特徴の違いから理解させ

る。 

・無セキツイ動物の体の特徴を理解させる。 

・動物を体の特徴の違いによって分類できることを理解させる。 

7 

生物の変遷と

進化について 

・セキツイ動物の特徴を比較して，段階的な共通性が見られることを理解させる。 

・現存している生物は進化によって生じたものであることを理解させる。 

6 

 

４．観察・実験について４．観察・実験について４．観察・実験について４．観察・実験について    

刺激の受容の仕組みを学ぶ題材として，ギ

ムネマ茶による味覚阻害の実験を取り上げて

実践を行った。実体験を通して得られること

を考察・表現させることによって，「実体験を

通して，認識する刺激の受容にかかわる現象

の仕組みを，これまでに学習した知識を活用

して考察すること」を主な目的として授業に

取組んだ。 

    

ⅥⅥⅥⅥ    実践の検証実践の検証実践の検証実践の検証    

    

教科研究仮説について検証すべき点は次の２点である。 

①言語活動を通し，観察・実験の結果を分析して解決する学習を行うことによって，科学的な思考力，

表現力を育むことができたか。 

②指導内容や学習活動にあった評価のあり方を工夫するとともに，適切な評価方法を工夫することによ

って，指導と評価の一体化を図ることができたか。 

本年度は，昨年度までの研究成果を生かして実践を進めることができた。今後も検証が必要な部分がある

が，これまでの取組から一定の方向性を示すことができた点は大きな成果と考えられる。 

①については，ワークシートの工夫を通して実験を行ってきた。この実践からの成果を以下に示す。    

・自分が考えるにいたった｢根拠｣や｢事実｣は何だったのかをしっかり意識させることで，科学的な思考過

程を順序良く整理することができるようになった。 

・予想や考察の場面で，思考の内容に応じて，科学的な思考の組み立てにモデル化などを利用することに



 

図図図図３３３３    色分けした付箋紙を用いた思考の可視化色分けした付箋紙を用いた思考の可視化色分けした付箋紙を用いた思考の可視化色分けした付箋紙を用いた思考の可視化    

    

図図図図４４４４    思考の過程に変化が見られるワークシートの一例思考の過程に変化が見られるワークシートの一例思考の過程に変化が見られるワークシートの一例思考の過程に変化が見られるワークシートの一例    

よって，どのように考えていけばいいのかを理解でき，そのパターンをもとに積極的に思考していこう

とするようになった。 

・生徒全員が共通する表現方法を用いてそれぞれの考えを示し，それを持ち寄ることにより，他者の意見

をすぐ理解できるようになり，話し合いを

活発に行うようになった。「グループの人

から学ぶことができる」「積極的に話し合

うことができるようになった」と感じる生

徒が多くなった。 

②については，次のような成果が見られた。    

・生徒が仮説の設定や結果を考察する際に色

分けした付箋紙を使用することで確信の

ある考えを示せているかどうかを確認で

きた。観察・実験を通して生徒の思考の変

容を捉えることができ，科学的な概念の形

成が不十分な生徒に具体的なアドバイス

を示すことができた。 

・研究総論に示すように（p.17），指導と評価の系統性を意識した取組として，単元の題材が進むにした

がって，学習で習得した知識・技能を活用しながら考察を行っていけるように指導目標の配列を工夫し

た。図4のワークシート例にもあるように，学習が進むにしたがって，科学的な思考力や表現力に変化

が見られるものが出てきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

図図図図５５５５    科学的な思考力・表現力を見るためのポートフォリオ科学的な思考力・表現力を見るためのポートフォリオ科学的な思考力・表現力を見るためのポートフォリオ科学的な思考力・表現力を見るためのポートフォリオ    

ホワイトボードを用いた話し合い活動の様子ホワイトボードを用いた話し合い活動の様子ホワイトボードを用いた話し合い活動の様子ホワイトボードを用いた話し合い活動の様子 

・図5に示すように，実験結果から結論に至る考察のワークシートをポートフォリオにまとめることによ

って，科学的な思考力・表現力の長期的な進歩を評価することができるようになった。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ⅧⅧⅧⅧ    おわりにおわりにおわりにおわりに    

    

 全国学力調査で今年初めて実施された理科

の結果からは，小・中学校ともに観察・実験

の結果を解釈したり説明したりするのが苦手

な様子があらためて明らかになった。理科で

も既習知識を活用する力の定着に課題がある

結果となった。 

このような背景のもとで，本年度理科では，

科学的な思考力・表現力を育成するための指

導と評価について研究を進めてきた。科学的

な思考力を育成する場の１つとして，ワーク

シートの工夫が非常に重要である。自らの思

考を科学的に筋道の通った論に展開するため，実験の仮説から結論に至る一連の流れを論理的なステップが

踏めるように図を用いて，表現させる取組を行った。自らの論理を図で示すことによって，論理の明確化を

図ることができた。また，グループ内で図を用いた知識の共有化を進めることによって，学び合い活動の場

が活発になった。これらの一連の流れを通して，科学的な思考力・表現力の高まりが見られた。 

また，評価の視点として，科学的な思考の可視化を考慮しながら研究を進めた。観察・実験における科学

的な思考を深める場面で，多面的・多角的な評価を取り入れることによって，生徒一人一人の良さや能力の



高まりを見取りことができる。このように，評価から生徒の実態を把握し，それを踏まえて指導方法に工夫

や改善を加えることで，よりよい授業づくりができると考えている。今後も継続的な検証を行なっていく予

定である。 

 

（文責 松下 賢） 

 

＜引用文献＞ 

1）猿田祐嗣・中山迅（編著）（2011）「思考と表現を一体化させる理科授業」東洋館出版社 11～15頁 

 

＜参考文献＞ 

・中学校学習指導要領解説理科編（平成20年9月）文部科学省 

・北海道教育大学附属函館中学校（2010）「教育研究大会研究紀要」 

・北海道教育大学附属函館中学校（2011）「教育研究大会研究紀要」 

・中央教育審議会 (2008)「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改

善について」答申 

・中央教育審議会 (2008)「児童生徒の学習評価のあり方について（報告）」 


