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ⅠⅠⅠⅠ    はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

 平成２４年度から全面実施される新学習指導要領理科には，現代理科教育の課題を解決するために，新

しい理科教育の方向が示されている。 TIMSS，PISA等，各種調査結果から明らかになった理科教育の問題点

として，日本の子どもの理科学力は国際的に比較して高位置を維持しているが低下傾向にあることである。

調査内容からは，選択問題に強いが科学的に論述したり，疑問を認識したり，現象を科学的に説明したりす

ることが苦手であるとされている。そこで，新しい理科教育の方向として，科学的に探究する能力の育成に

向けて系統性が考慮された。また，小学校から培っている問題解決能力をさらに伸ばし，観察・実験の結果

を分析して解釈することにより，規則性を発見したり課題を解決したりする方法を身につけさせ，科学的な

思考力を育成することに重点が置かれることになった。 

 理科における科学的な思考力の育成は，これまでにもくり返し議論されてきた課題の１つである。しかし，

教師は生徒に内容を理解させることに多くの時間を有し，思考力などの資質・能力の育成にまで手が回らな

いという現実がある。そのため生徒は，教師から与えられた問題や手順に対して常に受動的な態度で問題解

決を行うことが多い。生徒の思考の場を見ると，教科書に記述している内容や他の生徒の考えを写している

ものがあったり，自分の考えが含まれていなかったり，結果から導いた根拠がなかったりする。これは，生

徒がもっている知識や表現能力などの質や量に差があるため，個々に考えさせるだけでは思考する力を高め

ることが難しいためだと考えられる。 

本年度は，「科学的に探究する能力を育む学習指導の工夫」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・技能をもとに活用を

図る学習活動の中で，生徒のパフォーマンス（生徒の身体表現を含む様々な表現物など）として表出された

ものから，思考力・判断力・表現力等を見取り，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，実験結果だけをクローズアップするのではなく，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，個々では深まらない思

考も，協同で取り組む学びの場を取り入れることによって，互いの意見や気づきを交換したり，学びを共有

したりすることで新たな気づきが更新され，気づきの連鎖につながっていけるように研究実践を進めた。こ

のように，これまでの学習内容と関連付けながら，実験の結果に対して根拠をもとに考察するという取組は，

科学的な概念の定着のためにも大変有効なものであり，科学的な思考を高めるものと考え，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１９年度から「言語活動に着目した教科指導」に取り組んだ。具体的な言語活動としては，

７つの項目（感受･表現，収集･整理，記録･伝達，解釈･説明，評価･論述，構想･実践，討論・協同）を生か



した学習指導の工夫であった。これにより，広い学習活動を通して，観察・実験に主体的に取り組む姿勢も

見られるようになり，理科の目標として上げられる，科学的な見方・考え方の習得において十分価値のある

取組であることがわかった。 

 また，平成２１年度からは，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。 

単元・題材 指導目標 学習内容 時数

（５）力学的エネルギー ・エネルギーの概念や，位置エネルギー・運動エネルギー ・エネルギーについて確認する。
(2)

　について理解させる。 ・運動エネルギーや位置エネルギーについて，衝突実験などを通して確認する。

・位置エネルギーと運動エネルギーの変換，力学的エネ ・振り子の運動などから位置エネルギーと運動エネルギーとの相互変換について
(1)

　ルギーの保存について理解させる。 　まとめる。

・様々な仕事における力学的エネルギーの変換と保存に ・力学的エネルギーの変換と保存について考える。
(2)

　ついて捉えさせる。

・身のまわりの事物・現象をもとに，仕事について確認する。
(2)

・位置エネルギーや運動エネルギーと仕事との関係についてまとめる。

・仕事と時間との関係についてまとめる。

・仕事の原理について理解させる。 ・滑車などを用いて，仕事の規則性についてまとめる。
(2)

　下線部：エネルギー・環境教育に関する重点的な学習内容

様々な仕事におけるエネルギー

の変換について考えさせる。

１分野の学習内容でエネルギー・環境教育に関する教材の工

夫を行った。これにより，「力学的エネルギー」における学ぶ

意義や有用性の向上につながった。
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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。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    研究の内容研究の内容研究の内容研究の内容    

    

平成２０年４月に施行された学校教育法には学力の重要な要素として，「基礎的・基本的な知識・技能」「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」「主体的に学習に取り組む態度」

が示された。
１）

これは，現在の社会が知識・技能を獲得しているだけではなく，それを活用して課題を解決

する力が必要なことを示している。社会の中で困難な場面に立ち向かうとき，ただ知識や技能を持っている

だけでなく，場面や状況に応じて使いこなす力が必要である。これからの教育では，知識・技能を習得し，

正確に再生する力に加えて，場面や状況に応じて柔軟に「活用」できる力にも重点を置く必要がある。 

来年度から全面実施の学習指導要領でも，「習得・活用・探究」という学習の在り方が強調されている。そ

れまでに習得してきた基礎的・基本的な知識・技能を用いて，複雑な，あるいは現実的な課題の解決や説明

を行う。それによって，そこにはたらく概念や理論，原則について理解を深めたり，相互に関連付けを図っ

たりすることができる。観察・実験やレポートの作成，論述など知識・技能の活用を図る学習に着目するこ

とで，知識・技能の確実な習得に迫りつつ，さらには，科学的に考える探究的な学習にも生かされていくと

考えられる。 

 

１．１．１．１．    習得・活用・探究のとらえ方習得・活用・探究のとらえ方習得・活用・探究のとらえ方習得・活用・探究のとらえ方    

 習得・活用・探究のとらえ方については，様々な考え方が存在している。例えば，習得・活用・探究は区

別すべきではないという意見と，反対に区別するべきだという意見がある。前者の場合，生徒の立場に立っ



 

「水溶液とイオン」における習得・活用・探究のイメージ図「水溶液とイオン」における習得・活用・探究のイメージ図「水溶液とイオン」における習得・活用・探究のイメージ図「水溶液とイオン」における習得・活用・探究のイメージ図    

 

活用を図る学習活動の概念図活用を図る学習活動の概念図活用を図る学習活動の概念図活用を図る学習活動の概念図    

て考えると区別に意味はないことが理由の一つとなっている。後者の場合，学習のねらいが明確でなくなり，

混乱するとしている。 

 本校理科でも，習得・活用・探究のとらえ方や区別について議論を重ねてきた。生徒の立場から見ると，

習得・活用・探究の区別はあまり意味を持たないが，教える側から見ると，各時間のねらいを明確に持って

いないと授業は構成しにくい。また，本研究のテーマとなっている「科学的な探究」も明確になりにくい。

そこで，本校では，境界線を明確に引くことはないが，習得・活用・探究を区別して考え，学習のねらいを

明確にして授業を構成していくこととした。 

 本校における，習得・活用・探究のとらえ方や区別についての１つのモデルで示したものが次の図である。 

ここに示すように，知識・技能を図る学習（原子構造や電子配置，電子の流れ）と，探究的な学習（様々

な電池の仕組み）を効果的につなげるものが活用（ボルタ電池の仕組みについての考察）の大きな意義であ

る。本年度は，この活用を図る学習活動を通して科学的な思考力・表現力の育成を手掛かりに，探究する能

力を育む学習を目指していこうと考えている。 

 

２．２．２．２．    活用を図る学習活動活用を図る学習活動活用を図る学習活動活用を図る学習活動    

右図のように活用を図る学習活動では，単元で獲得した知識・技

能や，これまでの学習や生活経験の中ですでに獲得している知識・

技能をつないで課題を解決したり説明したりすることを通して，知

識の組織化を図ることに重点を置いている。知識をつないだりつな

ぎ替えたりすることで，様々な場面や状況で活用できるようになり，

柔軟に使える知識・技能へと高められていく。学習場面はより現実

的になり，習得した基礎的・基本的な知識・技能を複雑で現実的な

状況に適用しながら科学的な思考力・表現力を育んでいけるものと

考えている。これらの流れを意識した具体的な学習場面としては，

実験の結果をもとに思考の深めていく活動がその一つとして挙げら

れる。 



 

理科における評価方法の例理科における評価方法の例理科における評価方法の例理科における評価方法の例
２）

    

 

学力の質と評価方法との対応関係学力の質と評価方法との対応関係学力の質と評価方法との対応関係学力の質と評価方法との対応関係
２）

    

また，この活用の場面では，協同で取り組む学び合いも欠くことのできない学習活動となる。柔軟に使え

る知識・技能をグループ内で共有することによって，課題解決のために習得した知識・技能と科学的な思考

力・表現力の活用する力を発揮していくものを考えられる。 

 

３．３．３．３．    活用を図る学習への評価活用を図る学習への評価活用を図る学習への評価活用を図る学習への評価    

活用を図る学習活動の成果は，生徒のパフォーマンスとして表出され，そこに表れる科学的な思考力・表

現力が評価の対象となる。これまで，科学的な思考力については評価することが困難であることから，評価

基準を明確に示さない場合が多かった。生徒は，基準となるものがない中で，何を学び，どのように伸びた

のかを十分に評価することは困難である。教える側も授業改善や指導に生かすのも難しくなってくる。この

ことから本校では，活用する力を評価する方法として，パフォーマンス評価を取り入れることとした。 

（１）パフォーマンス評価とその種類 

学習の評価を行う際には，その目的・主体・

対象に応じて，適切な方法を用いることが大切

である。右の図は，西岡加名恵・田中耕治（編

著）『「活用する力」を育てる授業と評価 中

学校』(2009)学事出版 9頁を参考に理科におけ

る評価方法を示したものである。このような

様々な評価方法の中で，パフォーマンス評価は，

生徒が知識・技能を実際の世界にどの程度うま

く活用させているかをはかるものである。その

際，客観テストがテスト用紙に書き込まれた既

存の解答を選択させるのに対し，パフォーマン

ス評価では，学び得たことを様々なメディアを

使って表現させる。ここでのメディアとは，文

字による表現だけでなく，図やグラフ，絵とい

う表現もあり，さらには実際に演出するという表現もある。このようなメディアを通じてのパフォーマンス

によって，活用の力をはかろうとするものである。 

パフォーマンス評価の代表的な方法としては，「自由記述式問題」と狭義の「（パフォーマンス課題の基づ

く）パフォーマンス評価」がある。そのどちらを使用するかは，どの程度の科学的な思考力・表現力を目標

にするかによって異なってくるが，本年度理科で取り組んだのは，自由記述式によるパフォーマンス評価で

ある。思考のプロセスを見取る上で，取り組みやすく，活用の場面に生かせると考えたことが大きな理由で

ある。 

（２）学力の質と評価方法の対応関係 

目標となる学力の質に応じて学力評価の方法を工

夫していくことは，「指導と評価の一体化」という視

点からも重要なことである。学力の質と評価方法と

の対応関係は，図のようにまとめることができる。 

「知っている・できる」段階の評価は，客観テス

トが有効である。また，「わかる」段階の評価は，実

験の考察をイメージや説明を自由に記述させたりす



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 自然の事物・現象を題材としたパフォーマンス課題に対して，科学的な概念を使用して考えたり

説明したりするなどの学習活動を行う。これにより身近な現象と理科を結び付けて考える総合的

な見方を高めることができる。 

 

考察の記述を見取るルーブリックの例 

る（描画法）ことによって，生徒がどのように知識をつなぎ，内容に関してどのようなイメージを構成して

いくのか（知識表象）を表現させることが有効である。本校理科においても，ワークシートにおける思考の

プロセスや考察の根拠を書かせることに重点を置き，取り組ませている。さらに，「使える」段階を評価する

ためには，パフォーマンス課題を用いるのが有効となる。 

（３）パフォーマンス評価の妥当性と信頼性 

科学的な思考力・表現力を見取る上で，パフォーマ

ンス評価は有効な評価方法の一つである。しかし，こ

のパフォーマンス評価の方法を用いる場合，○×で採

点することはできない。そのために，評価規準として，

ルーブリック（評価指標）を使用することが求められ

る。ルーブリックとは，パフォーマンスの成功のレベ

ルを示す数段階程度の尺度と，それぞれのレベルにお

いて期待されるパフォーマンスの特徴を説明する記述

語から構成される評価基準表のことである。この評価

基準表を用いることで，生徒のパフォーマンスを多角

的に見ることができ，評価方法の妥当性，信頼性が高

まるものと考えられる。 

しかし，ルーブリックを全単元の全てのパフォーマ

ンスをみるために詳細に作成しつくすことは，大きな

労力を要し，“評価のための評価”になりかねない。

即導入するということは現実的には難しいことから，

本年度理科では，「活動別のルーブリック」を導入し，

パフォーマンス評価に生かそうと考えた。ここで示す

「活動別のルーブリック」
3）
は，奈良教育大学大学院の安藤輝次教授によるもので，パフォーマンス評価の

導入には最適なものと考えられる。 

 

ⅣⅣⅣⅣ    教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説    

    

平成２４年度から完全実施となる学習指導要領における特色としては，「学習内容の構造化」「問題解決や

科学的探究の重視」「自然体験や科学的な体験の充実」「理科の学ぶ意義や有用性を実感させ関心を高めるこ

と」等が大きな柱となっている。特に，科学的に探究する学習活動について学習指導要領の目標では「調べ

る能力と態度」から「探究する能力の基礎と態度」の育成へと変更がなされ，科学的に探究する活動をより

一層重視することが示されている。 



   

セルプレートを用いた実験の概略図セルプレートを用いた実験の概略図セルプレートを用いた実験の概略図セルプレートを用いた実験の概略図    

 

マイクロスケール実験の様子マイクロスケール実験の様子マイクロスケール実験の様子マイクロスケール実験の様子    

このような流れを受けて本年度は，これまでの言語活動による実践を生かしながら，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するパフォーマン

ス課題に取り組んでいく。そこで，科学的な思考力・表現力を育成させ，科学的な見方や考え方，総合的な

ものの見方を育んでいきたい。 

 

ⅤⅤⅤⅤ    実践例実践例実践例実践例    

    

[[[[実践事例１実践事例１実践事例１実践事例１]]]]    

１．１．１．１．    単元名単元名単元名単元名 「化学変化とイオン」(第３学年) 

 

２．２．２．２．    実践の概要実践の概要実践の概要実践の概要    

本時では，「水溶液とイオン」の題材においてセルプレート

を用いて，二人一組となり実験を行い，その実験結果をもとに

グループで分析，考察を行った。また，マイクロスケール実験

によって，実験時間の短縮がなされ，それぞれの実験データを

生かしながら協同での学び合いの場を持つことができた。 

また，身のまわりの金属や水溶液を教材に用いた学習課題の

中で，身近な生活と関連付けながら筋道を立てて結論を導くこ

とによって，論理的な思考力を育んでいくとともに，科学的な

思考力・表現力へと結びつけさることを目指した。 

 

３．指導計画３．指導計画３．指導計画３．指導計画（ ２６時間扱い・・・・本時 １０／２６ ）     

学習内容 指導内容 時数 

水溶液とイオ

ンについて 

・電解質と非電解質について理解させる。 

・電気分解とイオンについて理解させる。 

・原子の構造とイオンの関係について理解させる。 

８ 

電池について 

・化学エネルギーから電気エネルギーへの変換について理解させる。（本時2/3） 

・電池の電極での化学変化について理解させる。 

・身のまわりの様々な電池と環境とを関連付けてとらえさせる。 

８ 

（本時２/8） 

酸・アルカリ，

中和ついて 

・酸やアルカリについて理解させる。 

・酸性雨を環境と関連付けてとらえさせる。 

・中和について理解させる。 

１０ 

 

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

この授業では，セルプレートを用いた

マイクロスケール実験を行った。実験の

規模を小さくすることで次のような利

点があげられる。 

・生徒一人一人が実験に参加できる。 

・実験時間を短縮できる。 



 

仕組みについて話し合っている様子仕組みについて話し合っている様子仕組みについて話し合っている様子仕組みについて話し合っている様子    

・試薬と経費の節約と廃棄物の少量化が図れる。 

・危険度が小さく，安全性を確保できる。 

・実験結果の整理が明確となる。 

さらに，授業へ活用する際の利点は，実験時間が短縮されるため，操作の合間に効果的な発問が工夫でき，

生徒一人一人が目前の結果をもとに，提示された質問に対してじっくりと考える時間やグループで討論する

時間などが生まれることである。この点については，研究仮説の１を検証するための視点となる。 

    

[[[[実践事例２実践事例２実践事例２実践事例２]]]]    

１．１．１．１．    単元名単元名単元名単元名 「電流」(第２学年) 

 

２．２．２．２．    実践の概要実践の概要実践の概要実践の概要    

本時では，イヤホンを分解させることで，電流が磁界から受け

る力と電磁誘導という異なる現象が，どちらもコイルと磁石を用

いていることを確認しながら，身近な多くの製品に利用されてい

る現象であることが実感できるようにした。また，イヤホンは，

コイルと磁石，そして振動膜によってつくられており，音の振動

を大きくする方法を知ることで，スピーカーの仕組みをわかりや

すくとらえることができる。このことから，製品の中にある部品

の１つ１つに何らかの意味があり，無駄なく作られていることに

気付かせることで，自然の事物・現象に対する多角的な視点を育

みたいと考えた。 

 

３．３．３．３．    指導計画指導計画指導計画指導計画（ ２８時間扱い・・・・本時 １８／２８ ） 

学習内容 指導内容 時数 

電気とそのエネルギー

について 

・電流によって熱や光が発生することに気付かせる。 

・身のまわりの電気器具を参考にしながら，電力について理解させる。 

・電力，電力量と熱量の関係を理解させる。 

７ 

静電気と電流について 

・静電気の性質を理解し，静電気と電流の関係を理解させる。 

・電流が電子の流れであることを理解させる。 

・蓄電や放電の現象を通して，電気がエネルギーをもっていることを

理解させる。 

４ 

電流と磁界の関係 

・電流を磁石のつながりを気付かせる。 

・磁界の観察や磁力線の様子から，磁界の向きや強さを理解させる。 

・コイルがつくる磁界について，実験を通して理解させる。 

・電流が磁界から受ける力について，理解させる。（本時1/4） 

・磁界の中でコイルを動かすと電流が発生することに気付かせる。 

・電磁誘導と誘導電流について，しくみを理解させる。 

１７ 

（本時7／17） 

 



 

 

モデル化を意識したワークシートとそれモデル化を意識したワークシートとそれモデル化を意識したワークシートとそれモデル化を意識したワークシートとそれ    

に対する生徒のルーブリックによる評価に対する生徒のルーブリックによる評価に対する生徒のルーブリックによる評価に対する生徒のルーブリックによる評価    

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

この授業では，次のような実験の利点からイヤホン型スピーカーを用いた実験を行っている。 

・コイルが電流によって磁界を持つことを最も効果的に予想できる。 

・中学生が身近に使用している。 

・大型のスピーカーよりも簡単に分解できてその仕組みを科学的に考えやすい。 

・探究する能力や態度の育成を図ることができる。 

これらの４項目は，研究仮説の２を検証するための視点となっている。 

 

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 自然の事物・現象を題材としたパフォーマンス

課題に対して，科学的な概念を使用して考えた

り説明したりするなどの学習活動を行い，身近

な現象と理科を結び付けて考える総合的な見方

を高めることができたか。 

本年度，研究を進める中で，研究仮説についての実践

結果が少しずつ見えてきた。今後も更なる検証が必要と

なるが，その方向性がはっきりを示された点は非常に大

きなものと考えられる。   

①については，実践事例１の結果からも，その成果の

表れが見て取れる。ワークシート例に示す，一連のフォ

ーマットを利用して考察を深めていくことは，論理的な

記述をするための１つのスキルとなり，科学的な思考

力・表現力の育成に有効なものである。また，考察を記

述する場面で，モデル化を意識させることによって，言

葉だけではとらえにくかった学習内容をより理解しやす

くし，自分の考えをまとめやすくするものとなった。 

更に，それぞれの学びをグループ内で共有する場面で

は，モデル化した考察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

徒が多くなった点も研究の成果ということができる。 

次に，ルーブリックについてであるが，本年度は汎用

性のあるものを試験的に取り組んだ。はっきりとした結

果を出すには数多くの結果及び分析が必要であるが，ル



ーブリックを生徒に提示することによって，何をどのように書けばいいのか，生徒が自覚するようになった。

来年度以降も科学的な思考力・表現力の向上を視野に入れつつ，この取組を続けていこうと考えている。 

②については，まだ教材開発の段階であり，十分な成果を見取ることができていない。自然の事物・現象

をテーマとしてパフォーマンス課題を設計していく場合，生徒の発達段階や単元の内容などによって，難易

度に大きな幅ができてくる。このような問題点を解決していく方向性としては，昨年度まで取り組んできた

エネルギー・環境教育がその打開策になり得るのではないかと考えている。エネルギー･環境教育が理科をお

ける「学ぶことの意義や有用性の実感」に非常に重要な役割を担っていることは，昨年の研究結果からも示

されている。より実生活と結びつきのあるテーマをパフォーマンス課題として設定し，学んだ知識を身のま

わりの事物・現象と関連付けてとらえさせていく中で，高次の科学的な思考力・表現力を身につけさせてい

きたいと考えている。 

    

ⅦⅦⅦⅦ    実践の成果と課題実践の成果と課題実践の成果と課題実践の成果と課題    

    

この実践を通して次のような成果が見られた。 

（教科研究仮説１） 

 成果としては，次の点があげられる。 

○ 一連のフォーマットを利用して考察を深めていくことは，科学的な思考力・表現力の育成に有効な

ものである。 

○ モデル化を考察場面に取り入れることは，自分の考えを明確にするとともに，学習内容をより理解

しやすくし，自分の考えをまとめやすくすることができる。 

 課題としては，次の点があげられる。 

  ○  考察場面でルーブリックを活用することによって，生徒の科学的な思考力・表現力にどのような変

容がもたらされるか継続的な研究が必要である。 

（教科研究仮説２） 

 成果としては，次の点があげられる。 

  ○  自然の事物・現象をテーマとしてパフォーマンス課題を設計していく中で，エネルギー・環境教育

が一つの方向性を示すものであることが浮き彫りとなった。 

課題としては，次の点があげられる。 

 ○  自然の事物・現象をテーマとしたリアルな文脈において，科学的な思考力・表現力を育んでいくこ

とのできるパフォーマンス課題を設計していきたい。 

 

ⅧⅧⅧⅧ    おわりにおわりにおわりにおわりに    

    

平成２４年度の全国学力・学習状況調査に理科が追加されることとなった。高木義明文部科学大臣は，そ

の理由として，国際的な学力水準からみても「科学技術などの学習にかなり力を入れなければ」とその必要

性を語っている。また，全国的な学力調査のあり方などの検討に関する専門家会議では，その理由のひとつ

に「次代を担う科学技術人材の育成が重要な課題になっており，新学習指導要領においては国際的な通用性，

内容の系統性の観点から理数教育の授業時間数と教育内容の充実が図られている。また，科学的な見方や考

え方の育成，科学的な思考力・表現力の育成，科学を学ぶ意義や有用性を実感させ科学への関心を高めるこ



となどの観点から，その方向に沿った学習指導の充実が求められている」などをあげている。
4）
 

この２つの見解に共通する点は，科学技術創造立国である日本が危うい状況となりつつあるということで

ある。後進国と呼ばれた国々の技術革新は目覚しく，日本を追い抜こうとしている。この状況から抜け出し，

第一人者として進んでいくために，理数教育重視の方針が確認され，新たな教育実践が求められることとな

った。このような中で理科教育では，科学的な知識や技能を生かして，探求したり解決したりする能力や態

度を育てることが求められている。このような力としての科学的リテラシーを身につけることは全ての生徒

にとって意義のある学習となる。このような理科の学習が，実生活や実社会の様々な場面で活かされるよう

努めなければならない。 

本年度は，この課題を解決する糸口となるものが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」にあるのではないかと考え，研究に取り組んできた。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る。このような中で，

科学的な思考力・表現力を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。今後も研究をつづけ，さらなる検証を加えながら研究を進めていく

つもりである。 

（文責 松 下   賢 ・ 田 中 幸 樹） 
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