理科(中)部会
Ⅰ．研究の概要
１．研究主題

「観察・実験方法と教材・教具の見直し」～新学習指導要領と新教科書への対応～

研究の過程
２．主題設定の理由
平成１８年に実施されたＰＩＳＡの調査では、思考
力・判断力・表現力等を問う読解力や記述式問題、知識・
技能を活用する問題等、いくつかの課題が明らかになっ
た。そのため、新学習指導要領では、科学的な見方や考
え方を育成するため、観察・実験や自然体験、科学的な
体験を充実させることを重要視している。
新学習指導要領と新教科書へ対応するため観察・実
験方法と教材・教具を見直し、改善を図ることを目標と
して、研究に取り組みたい。

Ｈ12～15 年度
「選択学習の題材を探し、生徒の探究心
を高める授業の構成」
Ｈ16～20 年度
「わかる楽しい授業づくりによって、確
かな学力を育む」
Ｈ21～23 年度
「移行期間に入る新学習指導要領を重点
に、わかる楽しい授業づくりを研究する」
Ｈ24 年度～
「観察・実験方法と教材・教具の見直し」
「新学習指導要領と新教科書への対応」

３．研究仮説
効果的な観察、実験、科学的体験を行い、授業展開を工夫することにより、科学的な知識や概念が定着
し、科学的に調べる能力や自然を探究しようとする能力が身につくであろう。
４．研究内容
(1)観察・実験方法の見直し
・生徒が理解しにくい部分を中心に観察、実験方法の開発や改善などの研究を進める

(2)教材・教具の見直し
・生徒が理解しにくい部分を中心に教材・教具（装置・器具）の開発や改善などの研究を進める

(3)課題のある学習内容を以下に授業展開すべきか
・実験が上手くいかない、生徒が理解しにくいなど、指導上の課題が残っている学習内容をいかに授業展開す
べきかを研究する。

(4)「言語活動」を取り入れ、いかに授業展開すべきか
・思考力・判断力・表現力等を高めるため観察・実験やレポート作成、説明、論述などの「言語活動の充実」
をどのように取り入れて、いかに授業展開すべきかを研究する

５．研究方法「管内共同研究の趣旨をふまえ、部会員全員の手により主題解明に向けて推進する」
(1)部会員全員で研究できるよう個々人の研究テーマを明確にする。
(2)理論・実技研修会は、研究課題の解明、および部会員の研修活動の強化・充実を目的として実施する。
(3)事務局は、推進委員会を充実させ、推進委員と―体となって管内研究を進める。
(4)各市町村研究団体は、独自性を発揮しながらも管内共同研究の趣旨をふまえ、地域に適した研究を組織する。
(5)部会員の実践交流の中心となるのは市町村である。推進委員は連絡調整とともに、市町村の研究推進、研究協議会事前集
会の運営などに積極的に役割を果たすようにする。
(6)研究が生徒から遊離しないように授業研究を重視する。

Ⅱ.実践研究の経過と成果
１．部会の運営と協議内容、主な成果について
４月 １６日 専門部会第一次研究協議会
・平成２５年度の部会研究計画の確認と研究の見通しについて
・専門部会第二次研究協議会についての確認
４月下旬

各市町村第一次研究協議会
・部会研究計画の概要の確認
・専門部会第二次研究協議会に向けての個人レポート作成についての確認
・実技研修会（市町村ごと）の内容および日程の交流

４月 １８日 恵庭市教育研究会 第一次研究協議会（恵庭市立恵北中学校）
・専門部会第二次研究協議会の会場校・授業校について（柏陽中学校・恵み野中学校）
５月 ２２日 第１回役員研修会・推進委員研修会
・部会役員および推進委員の確認
・平成２６年度の部会研究計画の確認と研究の見通しについて
・各市町村の取り組みについて交流
・専門部会第二次研究協議会についての確認（授業者、単元、実践交流等）
７月

３日 第２回役員研修会・推進委員研修会
・各市町村の取り組みについて、進捗状況の交流
・専門部会第二次研究協議会に向けての諸準備について協議
（授業公開後の研究協議のあり方、分科会のもち方について）

８月

５日 実技研修会（小樽市・余市町・古平町・積丹町にて地質巡検）

９月中旬

各市町村第二次研究協議会
・専門部会第二次研究協議会に向けての個人レポート発表者の選考等

９月 ５日 恵庭市教育研究会 第二次研究協議会（恵庭市立恵北中学校）
・公開授業での役割分担
・指導案の検討（为に授業校を中心に）
９月 １８日 第３回役員研修会・推進委員研修会
・専門部会第二次研究協議会について（为に全体会・分科会の進行）
・レポート発表者の人選および実践交流の方法について
１０月

７日 第４回役員研修会・推進委員研修会
・個人レポート集の作成
・専門部会第二次研究協議会に向けての最終確認

１０月 １７日 石教研専門部会第二次研究協議会
１１月 １０日 第５回役員研修会・推進委員研修会
・専門部会第二次研究協議会の反省および研究の反省とまとめ、次年度への方向性
について協議
■石教研専門部会第二次研究協議会に向けて、中心サークル全体での授業づくり（指導案検討お
よびプレ研など）を充実させていくことを確認した。
■自作教材の実践交流、研究協議での実践発表の人数および協議のあり方について改善していく
ことを確認した。
１月 ２０日 第６回役員研修会・推進委員研修会
・次年度の研究計画案および役員体制の検討

２．専門部会第二次研究協議会での交流
（１）専門部会第二次研究協議会での交流内容
①授業公開の様子
２年生 単元「 電気の世界 第１章 電流の性質 」
授 業 者： 草野 正英 教諭（恵庭市立恵み野中学校）
本時の目標： ・豆電球３個を使ってのいろいろな回路における電流と電圧の大きさを予想し、実験によ
って確かめる。
本時の様子
学習内容と生徒の活動
教師のはたらきかけ
◆本時の課題を知る。
豆電球３つを使ったいろいろな回路を考え、各点を流れる電流、各部分にかかる電圧を予想

してみよう。
◆各班で相談し、豆電球３つの回路をできるだけ多く考
え、ボードに書く。

課
題
設
定

①『豆電球３つの直列回路』 ②『豆電球３つの並列回路』
③『枝分かれする前に豆電球１つ、枝分かれした２つの道に豆電球が１つずつ入っている回路
◆班の代表が発表する。

■発表の中から、３種類の回路につい
て各点を流れる電流と各部分にかか
る電圧について、予想させる。
豆電球３つを用いた回路を班内で予想
する。言語活動として話し合い活動や

相談の場を多く設定。

解
決
努
力

◆③の回路について、各点の電流および各部分にかかる電 ■机間支援を行う。
圧について班で予想し、実験で確かめる。
◆結果を発表する。
既習事項を活用しながら電流と電圧の
値がどうなるか班ごとに予想を立て、
回路を組んで測定する。

②授業分科会での協議内容
・豆電球を３つ用いる実験および指導方法の工夫について
・言語活動を取り入れた授業展開について
③成果と課題（授業分科会での意見交流より）
＜授業者より＞
・既習事項の水路モデルにおける水の流れ（電流）と落差（電圧）をイメージさせることで、豆電球が３
つの場合でも電流と電圧の関係を見出し、説明させることができた。
・回路を視覚的に簡略化させるために短めのリード線を用い、生徒が回路を作りやすくなるよう工夫した。
・教科書では扱っていない豆電球３つを用いる回路を教材とすることで、後の単元「電流の利用」にもつ
ながると考えた。例としてドライヤーの原理を説明する自作教材を作り、今後活用していく。
＜参観者より＞
・実験結果の予想や結果について、理由も合わせて発表する場面があればより深まったと思われる。
・電流計および電圧計モデルなど手作り教材が授業に生かされていた。短い指示でも生徒がよく動けてお
り、回路を組んで目盛りを読むなど実験技能の面でも基礎事項がよく定着している。

３年生 単元「 地球と宇宙
授

業 者： 三浦 篤史

第３章 月の満ち欠け 」
教諭（恵庭市立柏陽中学校）

本時の目標： ・月の満ち欠けを観察して正確に記録し、地球と月の位置関係について考え、説明するこ
とができる。
本時の様子
生徒の学習活動
ア
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教師の活動

◆月の特徴について確認する。
・満ち欠けして見える
・クレーターがある
・地球に一番近い衛星

■月に関わる情報を提示する。
・月の画像を見せる
・月着陸の様子を記録した動画を見
せる

◆本時の課題を確認する。

■満ち欠けの様子を提示する。
・満月、半月など特徴のある写真を
見せる

太陽・地球・月の位置関係と見え方を考えよう。
◆実験・話し合い活動を行う。
・月の位置で地球からの見え方が変わる
・月の見え方を班ごとに話し合う

■実験方法を指示する。
発泡スチロール球で月と地球の
モデルを作成し、月が地球のま
わりを公転する様子を再現。

◆結果を発表する。
・班ごとに発表する

■結果を確認する。

◆考察する。
・夕暮れどきに満月が見えるときの月の位置について
モデルをもとに観察、班内で話
し合い、結果をまとめる。

■俳句を提示する。
『菜の花や 月は東に 日は西に」
・情景をイメージさせ、地球と月の
位置関係を考察させる。

②授業分科会での協議内容
・教材を用いて、いかに宇宙空間をイメージ化させるか。
（空間概念を認識する力をどう高めるか。
）
・言語活動を取り入れた授業展開に関わって、生徒の発表方法の工夫について。
③成果と課題（授業分科会での意見交流より）
＜授業者より＞
・広大な宇宙空間での天体の動きや見え方をどのようにイメージさせるかを考え、発泡スチロール球を用
いて地球と月のモデルを作成した。
・生徒たちは時間の経過に基づいてモデルを動かし、月の位置の変化による満ち欠けを的確に記録できて
いた。
＜参観者より＞
・モデルに影をつけることで光源を用いずに観察を行うこともできるが、太陽に見立てた光源を置いたこ
とで昼と夜の境界線のぼやけができるなどリアルな教材に工夫されていた。
・班での話し合いが活発にできていた。下位層への指導の手立てとして仮設段階での交流もあると良い。
・観測者の立ち位置を確認させ、条件をはっきりさせながら観察を行えると良い。
・実験のしづらい単元なので、動画や写真を用いたのは効果的であった。天体の距離感を意識させるため
に体育館や教室全体を使うなど広い場所を活用することもできる。

（２）専門部会第二次研究協議会での協議内容
【レポート交流と実践の紹介】
①「金星の満ち欠け」
発表者 木下 浩治 教諭（陽香分校）
◆ブラックライトを活用するこ
とで、輝く金星の様子をリア
ルに再現できる。
◆ビデオカメラで写すことで地
球との距離で金星の大きさの
が変わることを実感できる。

②「金星と月の満ち欠け」
発表者 平地 亮介 教諭（石狩中学校）
◆黒板に金星（月）の軌道を描き、金星と月およ
び地球との位置関係がわかるようにする。
◆黒板の下側からビデオカメラで写し、満ち欠
けの様子を観察する。
③「簡易モーター」
発表者 吉川 広樹 教諭（大曲中学校）
◆磁界の中で電流が力を受ける
様子を観察する『クリップモ
ーター』の改良版。
◆軸受に使うパイプにボールペ
ンのインクを抜いたものを使
用する。
④「眼球モデルの作成」
発表者 渡邊 真樹 教諭（大麻東中学校）
鈴木 順也 教諭（大麻東中学校）
◆透明半球、発泡スチロールを使った眼球モデル
で、作成する過程で眼の構造を実感できる教材。
◆網膜側からのぞくと倒立した像が見える。
⑤「水中でのマグネシウムの燃焼」
発表者 長谷川 遼太 教諭
（西当別中学校）
福本 雅浩 教諭（西当別中学校）
◆沸騰したお湯の中に燃焼した
マグネシウムリボンを入れると、
水中でも燃え続ける。
◆水や二酸化炭素の中でも物が燃
える様子を観察することで燃焼
の本質について考えさせる。

⑥「消化酵素の実験」
発表者 鷲頭
豊 教諭（東千歳中学校）
◆シイタケ、生マイタケ、焼きマイタケの三種類
で『茶わん蒸し』をつくり、酵素の働きでたん
ぱく質が分解されるのを確かめる。
◆生マイタケ入りは酵素のはたらきで卵が固
まらない。実験後はおいしくいただきました。
⑦「消化酵素の実験」
発表者 髙橋
衛 教諭（聚富中学校）
◆食品の中に含まれる消化酵素のはたらきにつ
いての実験。
◆『消化に良い』と言われている大根のしぼり汁
が整腸剤（ジアスターゼ）と同様にデンプンを
分解するはたらきがあることを確認できた。
⑧「自作ベネジクト液」
発表者 鈴木 善則 教諭（恵明中学校）
◆消化の実験で用いるベネジクト液を普段の授
業ではあまり使用しない薬品を用いて作成。
◆分量は大ざっぱに測っても、糖の検出には十
分使用できる。市販価格の２０分の一程度で
作成できる。
⑨「紫キャベツ寒天によるイオン移動の観察」
発表者 宮内 純一 教諭（千歳中学校）
坂口 広知 教諭（千歳中学校）
◆紫キャベツの色素を入れた寒天の色の変化か
らイオンの移動をよりはっき
りと観察できる。
◆紫から黄色（酸性）なので、
塩酸の水素イオンの移動が
よりわかりやすくなる。
⑩「血液・血球の観察」
発表者 松本 健吾 教諭（西部中学校）
◆ブタの血液を使用。メタノールとギムザ染色液
で血球を染色して観察する。
◆白血球が青色に染まり、核の形状もはっきり
と観察できた。血液に酸素を入れると、鮮赤
色に染まり、ヘモグロビンの働きを見ること
ができた。

Ⅲ．教育課程の研究
新学習指導要領の実施から、丸２年が経過した。今年度に関しては、昨年度まで行っていたアンケートの
実施は行わなかった。次年度以降は「課題のある学習内容をいかに授業展開すべきか」というテーマで、二
次研究協議会等での交流がしやすい内容のアンケート調査を行うことを予定している。また、必要に応じて
修正等も加えながら、よりよい教育課程を作成していきたい。

Ⅳ．実技・理論研修会
８月上旬に、地域の特性を生かした授業作りにつながるよう積丹半島の地質巡検を行った。元札幌あすか
ぜ高校の松田義章先生を講師に迎え、古平町セタカムイ岩の前置層、積丹岬の海底火山でのマグマの通り道
などを観察した。あいにく天候が悪く、予定していた場所の全てを見る
ことはできなかったが、積丹半島のでき方や北海道の地質の歴史につい
ての説明、雪が残る山の写真から山の新旧を見分けるなど大変充実した
雨天プランであった。
部会員対象のアンケートにも「もう一度行きたい」
という声が多数あり、有意義な研修会になったと言える。
昨年度・今年度と地質巡検を行ったので、今後もより参加しやすく、
また部会員の希望に沿うような研修会を企画し、参加者の増加と内容の
充実を図っていきたい。

Ⅴ．研究の成果と課題
１．成 果
今年度の研究は、昨年までの研究を更に深めるために２年研究の１年目として、より多くの実践交流や
観察・実験の方法などについての研究に取り組んだ。過去の教材の掘り起こしや効果的な実験方法および
学習展開の工夫を効果的に行ない、かつ簡素化した教材・教具の開発など、会員からのレポート発表では
よりわかりやすい研究となっていた。
分科会発表では「観察・実験方法の見直し」および「教材・教具の見直し」については、指導目標の到
達点は同じであっても、様々な方法があるという視点を変えた工夫や、過去に提示されていたレポートの
改善など、毎年見応えのあるものとなっている。また、会員のアンケートにも「日常の実践に役立つので
継続して欲しい」という意見が多く、満足できる研究活動になっていると評価できる。
「言語活動」を取り入れた公開授業では、より組織的な活動（①指導案検討→②プレ研実施→③公開授
業）を取り入れ、効果的な授業構築のための手立てとしてさらに研究体制の確立としていきたい。

２．課 題
次年度は２年研究の２年目として、今年度の研究をさらに深化させた研究として取り組んでいきたい。
そのためには、日常の実践における個人での研究の結果の蓄積を、授業交流やレポート発表の中で効果的
に発表していくことが必要である。個人では上手くいかない内容であっても、誰かのレポートの中で検証
することができたり、授業の中での新しい提示方法などを推察できたりすることもある。そのために、今
後について数年間は現在の研究体制・研究内容を維持していくことが必要なのではないかと考えている。
「言語活動」の部分では「日常の授業実践に役立つ」という回答が相変わらず多いので、忙しい時間を
割いて、各市町村での可能な限りの組織的な動き（指導案検討やプレ研など）を盛り込んだ授業公開の模
索についても検討していきたい。
（文責

工藤

幸平）

