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1. はじめに

授

森本 信也

んど改善傾向は見られなかった。依然として、

学校教育法において学力は三つの要素とし

中学校理科教育において科学的な思考力・表

て規定されている。
「基礎的・基本的な知識・

現力が十分育成されていなかったのである。

技能」
「思考力・判断力・表現力の育成」
「主体

高等学校理科学習への影響は必至である。本

的な学習態度」である。最も重視されている

研究においては、中学校と高等学校の理科教

要素は、
「思考力・判断力・表現力の育成」で

師が、生徒の学習状況に関する情報を共有し、

ある。PISA や国際的な数学・理科教育調査で

その改善の方策について協同的に検討した。

ある TIMSS の結果から、日本の児童・生徒に

生徒のパフォーマンスを理科授業において逐

おいては、思考力・判断力・表現力の育成が喫

次評価し、科学的な思考力・表現力を育成す

緊の課題として示されたからである。児童・

ることで、上述の課題解決の方途を見いだす

生徒は学習成果を咀嚼し、適切に表現するこ

ことを研究の目標とした。

とに課題があったのである。
平成 23・24 年度から実施されている中学
校・高等学校の理科学習指導要領ではこうし
た課題を反映させ、理科学習の成果として観

２．研究の視点と方法
(1) 科学的思考力・表現力を評価するため
の枠組み

察、実験の結果を「分析・解釈」する能力の育

中学生・高校生の科学的な思考力・表現力

成が、主要目標の一つとして措定された。観

の育成のために、二つの視点から評価項目を

察、実験結果について考察し、科学概念とし

設定した。これは、学習の目標を示すもので

て理解することが求められたのである。しか

あり、理科授業における指導の視点と言い換

しながら、平成 24・27 年度に実施された文科

えられる。

省による「全国学力学習状況調査」の中学校

先ず、第一の分析の視点は、表 1 に示した

理科の評価において、中学生（3 年生）の考察

「理科学習に必要とされる記憶要素」である。

する能力、すなわち観点別評価の「科学的な

ホワイト（White,R.T.）は、理科学習における

思考・表現」に関わる問題の平均正答率は、24

科学概念の構築を、表に示す多様な要素から

年度調査では 48％、27 年度では 49％とほと

措定した

1)

。ことばのみの記憶を求める学習

表１ 理科学習に必要とされる記憶要素
具体例

要素の種類

ストリング

教科書のことば、子どものことば、教師のことば、観察、実験結果の記
述

命題

教科書の説明、子どもの考え方、教師の説明、議論により共有された考
え方

知的技能

計算問題の解法、観察、実験のコントロール、子どもによるルールの発
見、子どもによる観察、実験計画、表・グラフの読み・解釈・作成

エピソード

観察、実験や日常経験

イメージ

考察での比喩的表現、モデルの構成・記述

運動技能

観察、実験の遂行・演示、工作・飼育・栽培

を排し、イメージやエピソード等の多様な要

して分析を行ったものである。科学的思考力・

素の組み合わせからなる、科学概念構築指導

表現力は、表に示す理科授業の各場面での一

の必要性を重視した。表はこのような指摘を

つひとつの学習の充実を通して形成される。

加味して分析したものである。

また、同時に表 1 の学習と同様に生徒には、

このような分析を基に、理科授業における
生徒への指導を想定するとき、授業で提示さ

自覚的に進められる活動として位置付けられ
るものでなければならない。

れる多様な情報に対して、彼らにどのような

生徒のパフォーマンスを通した科学的思

処理とその成果の表現をすべきかを明らかに

考力・表現力は、こうした二つの視点からの

示すことができるのである。結果として、生

指導と評価を通して充実する。これが研究を

徒は理科学習の成果をどのように表現するの

進める上での仮説である。

かを、自覚することができるようになるので

(2) 評価の枠組みを検証する方法

ある。科学的思考力・表現力をどのように習

指導の視点として、表１に示す理科学習で

得するのかを自覚することができるのである。

必要とされる思考表現の多様性、並びに表２

第二の分析は、理科授業の各段階でこれら

に示す理科授業における多様な活動での思考

の要素を基にして、生徒にどのように思考し

表現にそくして、生徒にパフォーマンスを促

たことを表現させるのかを指導する視点を明

し、彼らにその有用性を実感させ、その学習

らかにすることである。理科授業のはじめの

の成果を常に表出させた。

段階である予想や仮説を設定、観察、実験結

今年度は、平成 24・27 年度全国学力・学習

果の整理、考察、結論を導出する等のそれぞ

状況調査で、両年度ともに平均正答率が 40％

れの段階での思考を表現させる指導と評価の

台であった中学校物理分野を中心にしてその

視点の分析が必要である。表２に

示すソ

指導を行い、生徒における科学的思考力・表

ーヤ（Sawyer,R.K.）の分析による「知識につ

現力の充実度を評価した。表 1・2 の指導の充

いての深い学習」は、こうした指導と評価に

実が求められる領域であり、かつこの分野の

とって有用である 2)。

充実が高等学校物理の学習へも当然のことな

表はソーヤの指摘を基に、理科授業にそく

がら影響を与えると考えるからである。

表２ 理科学習における知識についての深い学習を評価する視点
知識についての深い学習

理科授業での事例

実験データを分類し、類似性やパター
事象をパターン化し、背景に潜む原理を探す 観察、
ンを見出せる。
また、表やグラフ等からデー
ことができる。
タの傾向を読み取ることができる。

新しい考え方を評価し、結論として取り入れ 予想と観察、実験結果とを照らし合わせて、
新しい考え方を導き出せる。新しい考え方
ることができる。
で何が説明できたかを自己評価できる。
知識が作り上げられる際になされた話し合
いの過程を咀嚼したり、話し合いの論理を批
判的に捉えることができる。

予想を立てたり考察をするときに、クラス
のなかまの考え方を受け入れ、その意味を
吟味しながら、自分なりの考え方を作るこ
とができる。

理解したことがどのような過程から得られ
たのかを振り返えることができる。

科学概念がどのような観察、実験とデータ
から作り上げられたかを説明できる。

新しく学習した概念を既有の知識や経験に
結びつけることができる。

新しく学習した科学概念と既習の知識との
関連性を考えたり、新しく学習した概念で
既有の経験を説明できる。

学習した知識を体系化された知識と結びつ
けることができる。

学習から得られた科学概念を常に既習の概
念との関連性を考え、系統的に整理して理
解できる。

３．研究の結果と成果
中学校理科における物理分野での電気の学
習を通して、パフォーマンスを通した生徒の
科学的思考力・表現力がどのように変容した
このかをここでは、事例として報告する。
図１は直列回路と並列回路における電流の
流れ方を表現したものである。表 1 に示した
ストリング、命題、知的技能としてのデータ
の読みの反映、イメージを駆使した表現がな
されている。加えて、表 2 に示した科学概念
の背景にあるデータの理解、既習の経験を基

図１ 中学生による電流モデル

にした、電流概念の深い学習が成立している
ことが明らかである。

同様の形態の学習は、図 2 に示す電圧、図

ここで、重要なことは生徒一人ひとりに、

3 に示す抵抗の学習においても踏襲されてい

観察、実験から得られたデータを読み取り、

った。図 1 と同様に生徒による明確な視点か

図にあるような自分で納得できる表現を行わ

らなるそれぞれの科学概念についての意味構

せることである。教科書にある表現を復唱す

築がなされている。

ることになっても、自分なりにその意味を作

さらに、図 1～3 に見られる科学概念につい

り上げることにここでの活動の意味はある。

ての意味構築が、確実に観察、実験の読み取

表 2 の深い学習の意味するところでもある。

りによりなされた根拠を生徒の表現から見る

が開かれた。
４．今後の研究課題
本報告では中学校の物理分野の学習に限
定して、理科学習において中学生の課題であ
った「分析・解釈」する能力の伸張が、表 1，
2 に示す視点からの指導と評価により充実す
ることを明らかにした。化学、生物、地学分
野の学習においても、こうした能力を活用し
ていくことは容易に想像できる。図 4 に示す
生徒の観察、実験データに関する読みの考え
図 2 中学生による電圧モデル

方が、こうした考え方を確証に導く。当然の
ことながら、教師によるこうした視点からの
一貫して指導が必須であることは言うまで
もない。
次の教育課程における学習の中心として、
文部科学省は active learning の必要性を提
案している。理科授受業を対象にすれば、本
報告にある実践が未だ試行レベルであり、通
常の授業形態として公立学校に定着してい

図 3 中学生による抵抗モデル

ないことを指摘したものと思われる。特に、
こうした学習の必要性が、高等学校教育並び

ことができる。図 4 に示す、生徒の観察、

に高大連携を充実させるための視点から主

実験データ、特にグラフ読み取りの視点がそ

唱されたことに注視する必要がある。学校間

れである。プロットからのグラフの傾向の読

の連携が課題解決の鍵である。

み取り、変数の同定、内挿、外挿等の表やグラ
フからのデータ読み取りにとって必須の要素
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