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１ 研究主題 

  思考力，判断力，表現力等を育成する理科指導の取組 

～思考，判断，表現の場と評価の工夫を通して～ 

 

２ 研究主題の設定の理由 

  今，我々が生きている 21世紀の社会は，科学技術が進歩し，あらゆる情報がめまぐるしく駆け抜

け，さらに，日々新たに技術が進化するような社会である。これから，さらにグローバル化が進展

し，人工知能（AI）が飛躍的に進化するなど，加速度的な変化が予想されている。一方，資源やエ

ネルギーの枯渇の危惧，地球温暖化による異常気象，少子化の進行による人口減少といった深刻な

課題が山積している。 

このように，将来の予測が難しい変化の激しい社会，課題が山積している社会において，これか

らも生徒がたくましく生き抜き，活躍し，「持続可能な社会」を構築していくためには，知識や技能

を確実に習得させていくことはもとより，これらを活用して課題を解決し，未知の状況にも対応で

きる思考力，判断力，表現力等を習得させることがより一層求められている。 

一方，OECDが進める生徒の学習到達度調査（PISA2015）や国際数学・理科教育動向調査（TIMSS2015）

などの国際比較から，日本の得点は前回に引き続き上位を維持しており，科学に対する態度につい

ても改善が見られているが，引き続き「現象を科学的に説明する」，「科学的探究を評価して計画す

る」，「データと証拠を科学的に解釈する」能力を育成する必要性が指摘されている。 

また，新学習指導要領において，これまでに引き続き，知識及び技能と思考力，判断力，表現力

等をバランスよく育成することの重要性が示されている。特に，理科においては，課題を把握し，

探究し，解決していくという探究的な学習活動，探究の過程を振り返る活動の重要性が示されてい

る。 

これらのことを踏まえ，理科の授業において思考力，判断力，表現力等を育成するためにはどの

ような工夫ができるか，思考，判断，表現の場を通して研究することとした。また，生徒が思考，

判断したことを表現する活動を適切に評価することにより，より一層，思考力，判断力，表現力等

を育むことができるのではないかと考え，評価の工夫を行うこととした。 

 

３ 研究の仮説 

  仮説１ 

大単元を見通して，思考，判断，表現の場を計画的に位置付け，考えを表出させる活動をくり返

し取り入れ，活動を充実していくことで，思考力，判断力，表現力等を向上させることができるの

ではないか。 

 

仮説２ 

生徒の思考，判断の高まりをどこまで求めるか事前に想定して判断基準を作成し，それを基に話

合い時の評価を工夫したり，生徒の自己評価を活用したりすることで，思考力，判断力，表現力等

を向上させるための指導の充実を図ることができるのではないか。 
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４ 研究内容 

 ⑴ 思考，判断，表現の場を明記した評価計画の作成 

 ⑵ 思考，判断，表現の場の工夫 

 ⑶ 判断基準の事前設定による評価，指導 

 ⑷ 話合い時の評価，自己評価の工夫 

 

５ 研究の実際 

 ⑴ 思考，判断，表現の場を明記した評価計画の作成 

   大単元の学習を始める前に，その単元の学習を見渡し，内容や重要度を確認し，どの場面で，

どのようなことについて考察させるかを事前に計画しておくことで，ポイントを逃さず指導でき，

生徒に深い思考を促すことができるのではないかと考え，単元全体の指導計画を見直し，思考，

判断，表現の場を明記した評価計画を作成した（図１）。 

 

       内が思考，判断，表現の場 

 

 

   この評価計画に基づき授業を展開し，生徒に自分の考えを説明させる活動を繰り返し行った。  

単元を通して，重要度の高い内容や難易度の高い考察をさせるときなどは発表の時間を確保し，

できるだけ発表の機会を増やすためにも，個人での考察を基に考えをペアやグループで練り上げ

させ，学級全体で発表させた。 

   また，特に重要度の高い内容を学習する際には，どのように生徒の思考を積み重ねていけばよ

いかを事前に分析し，思考分析シートを作成してから大単元の学習を進めた（図２）。単元の学習

で到達させたい生徒の思考の様子を把握してから指導に当たることで，各授業において生徒に見

いださせたい思考のポイントを逃さず，支援，指導することができると考えた。 

図１ 思考，判断，表現の場を明記した評価計画の例「３年 酸，アルカリとイオン」 
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⑵ 思考，判断，表現の場の工夫 

  ア 学習課題設定に関する工夫 

    生徒が主体的に学習に取り組み，より深く考え，よりよい表現をするためには，生徒の知的

好奇心を刺激するような学習課題を設定する必要がある。そこで，生徒にとって必然性のある，

興味・関心を高められる学習課題が設定できるよう，授業展開において学習課題設定までの手

順を具体的にし，それに基づいて授業を進めた（図３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Step１として，生徒の問いを引き出すための事象提示，演示実験を行い，事象提示，演示実

験を効果的に行い，生徒に課題，疑問，問題を抱かせ，問いを引き出すようにした。次に，Step2

として，生徒が抱いた問題を引き出す発問を工夫し，課題を共有することで学習課題を設定す

るようにした。 

図２ 思考分析シートの例（一部を抜粋） 

 

○ 事象を見せ，その原因，理由，規則性を考えさせる。 

○ 既習事項の問題から未習事項の問題へ移行し，新たな疑問を抱かせる。 

○ 条件を加え，負荷を与えることで解決への意欲を高めさせる。 

○ 前時までの学習において，生徒が疑問に思っていたことを示す。 

 

＜Step１＞ 生徒の問いを引き出すための事象提示，演示実験の工夫 

 

○ 「ということは，今日は何について調べていきたいですか」 

○ 「みんなの疑問を整理すると○○という課題になるけれどどうですか」 

＜Step２＞ 学習課題につなげる発問の工夫 

図３ 学習課題設定の手順 
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図４ 話合い深めるシート 

イ 話合い活動の工夫 

これまでも話合い活動を行い，個人で思考したことを交流し合い，考えを深めさせてきたが，

生徒に話合い活動を行う意義をより感じさせるために，話合い活動を「学び合いタイム」，「深

め合いタイム」と名称を分けて設定した。 

(ｱ)  「学び合いタイム」 

学んだことを互いに確かめ合ったり，教え合ったり，説明し合ったりする活動を「学び合

いタイム」とした。主にペアで活動するようにして，表現機会を多くし，獲得した知識や技

能がしっかり定着することを目指し，設定した。 

 

(ｲ)  「深め合いタイム」 

ペアやグループで自

分の考えを伝え合い，互

いに意見を出し合いな

がら考えを深め合うこ

とを目標に「深め合いタ

イム」を設定した。その

際，話合いを深めること

ができるよう，「話合い

深めるシート（図４）」

を作成し，互いの意見に

補足して自分の意見を述

べたり，他者の意見の課題を批判したり，質問したりしてより深い考えに到達できるように

支援した。 

ウ 発表ツールの活用 

 発表時に生徒の意見を視覚化し，生徒全員に思考を共有化しやすくし，また，グルーピング

やマッピングなどの整理をしやすくし，次時以降に活用することができるようにするために発

表ツールを活用し，個人やグループの考えを発表させた。 

(ｱ) 「ミニッツペーパー」 

     個人の考えを発表するときには，数分で書ける発表用紙である「ミニッツペーパー」を使

用した。グループ内で発表する際は付箋紙を，学級全体で発表させる際にはＢ４ラミネート

を３枚に切った用紙を作成し，いつでも書けるよう全グループに付箋紙，ミニッツペーパー

とマーカー，イレイザーを準備した。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５ 個人の考えの発表の様子（左），各班に常備してある発表用具（中，右） 
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   考えを記入するときは白，分かったこと，発見したこと等は青色，疑問や分からないこと

等は赤色，次にやってみたいことや改善策は黄色の用紙に書かせ，考えを整理してから記入

させ，発表させるようにした。 

 

(ｲ)  「発表ボード」 

Ａ３ラミネートを使用した「発表ボード」を作成し，グループで意見をまとめ，発表する

場面で使用させた。発表する際に「発表ボード」を活用しながら発表させることで，思考の

共有化を図りやすくなると考えた。ホワイトボードの代わりにラミネートを使用することで，

安価で大量に作成することができ，次時以降に残すことができるため，単元の終末時におい

て，生徒の意見を活用して学習を振り返らせることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 思考ツールの活用 

 思考ツールを用いて，学習内容をより深く理解したり，自分の中で再構築を図ったりするこ

とで，科学的な思考力・表現力を育成することができるのではないかと考え，「仮定スキル」，

「ポートフォリオ」，「マインドマップ」を活用した学習活動に取り組んだ。 

(ｱ)  「仮定スキル」 

  「もし～なら」というように，ある状況を仮定することにより，自らの考えを整理し，課

題を解決していく方法を「仮定スキル」とし，生徒に活用させた。「仮定スキル」を活用す

ることで，仮説を立てて検証していこうとする態度が養われていくと考えた。 

 

(ｲ)  「ポートフォリオ」 

既習事項を振り返らせ，整理させ，獲得し

た知識・技能を再構築させるために「ポー

トフォリオ」を活用した。 

まず，単元の学習を始める前に，その単

元に係る内容について知っていることや抱

いているイメージなどを書かせた。その後，

単元での学習を終えた後，学習前に書いた

ことに付け加えて，分かったことや学習し

た内容をまとめさせた。 

図６ 発表ボードを活用した話合いの様子（左）と発表の様子（右） 

図７ ポートフォリオ作成例 
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(ｳ)  「マインドマップ」 

  思考を整理し，発想を豊かにし，想像力と連

想力を用いて思考を展開するために「マイン

ドマップ」を作成させた。概念の中心となる

キーワードやイメージを中央におき，そこか

ら放射状にキーワードやイメージを広げ，つ

なげていくことにより，単元で獲得した知

識・技能が有機的につながり，深い学びへと

深化すると考えた。 

⑶ 判断基準の事前設定による評価，指導 

 これまでも生徒の思考の高まりを的確に評価するために，発表内容やレポートなどを評価の対

象として，評価規準を設定して評価を実施してきた。しかし，評価規準だけでは客観性，妥当性

のある評価を行うことは難しい。そこで，評価規準に含まれる要素やその基準を明確にし，どこ

まで思考させたいか事前に設定しておく必要があると考え，具体的な判断基準を設定し，それに

基づいて評価を行うことにした。また，判断基準を事前に設定し，指導していくことで，どのよ

うに考えを深めていけばよいかを生徒に示すことができ，思考力，判断力，表現力等を育成する

ことができるのではないかと考えた。 

判断基準の設定については，まず，一単位時間の授業の評価規準を基に，それを達成するため

の要素を分析してから判断基準を考えた。おおむね満足できる状況に達していない生徒に対して

は，手立てや気付きを促す発問等を補充指導とし，設定してから指導にあたった。一方，十分満

足できる，または，おおむね満足できる状況の生徒に対しては，深化指導を行った。  

ア 判断基準の事前設定による評価の例 

２年「化学変化と原子・分子」４章「化学変化と物質の質量」第５／６時において，章の目

標を基に，評価規準を以下のように作成した。 

評価規準「科学的な思考・表現」 

ある質量の金属と化合する酸素の質量には限度があることを説明できる。 

    この評価規準を基に，判断基準Ｂを以下のように設定した。さらに，既習事項の知識，概念

と関連付けて説明できていれば「十分満足できる状況」であると考え，判断基準Ａを設定した。 

判断基準Ｂ （おおむね満足できる状況） 判断基準Ａ （十分満足できる状況） 

 ある質量の金属とそれに化合する酸素の質量

には限度があり，質量が増えなくなることを説明

している。 

＜実際の表現例＞ 

 

 【判断基準Ｂに加えて】ある質量の金属と化合する

酸素の質量には限度があることを，原子の結び付きか

ら説明している。 

＜実際の表現例＞ 

 

Ｃ状況の生徒（Ｂ状況に達していない生徒）への指導【補充指導】 

補助発問で加熱回数を増やしていても質量が変化していないことに着目させる。 

Ｂ状況の生徒への指導【深化指導】 

 質量がやがて増えなくなったのはなぜか発問し，既習事項を想起させながら考察させる。 

図８ マインドマップ作成例 
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 イ 評価の活用 

    判断基準に沿って，生徒の考察を評価し，Ａ評価だった生徒の表現を活用し，授業でのまと

めを行った。また，生徒の思考，表現の深まりを促すために，Ａ評価の生徒の表現例を理科室

後ろに学年ごとに掲示し，いつでも生徒に見えるようにした。さらに，月に２回程度，理科通

信を全校生徒に配布し，その中で，生徒の授業や考察への意欲を高めるために，各学年の学習

の単元構想図を示しながら考察例を紹介した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 話合い，発表時の評価，自己評価の工夫 

ア 話合い時の評価 

 話合いを行うときに，生徒の意欲を高めさせ，より深い考えに到達することができるよう，

評価を工夫した。班での話合いを通して考えが深まった場合，参考にした生徒の名前も記入さ

せ，ノート点検の際に集計した。話合いを通して自分の意見が変わった場合は，記入していた

自分の考えは消さないよう指導し，どのように考えが深まったかを後に振り返ることができる

ようにした。 

    学級全体での話合い時においては，意見を発表し

た生徒には１ポイント，前述の「ミニッツペーパー」

を使用して，補足，批判，新たな疑問等の意見を発

表した生徒には２ポイント等を加算した。 

イ 自己評価の工夫 

    主体的に学習や話合いに取り組んでいるか，他者の考えを聞

いて，自分の考えを深めることができているか等を振り返ら

せ，考えを練り上げていこうとする意欲を高めさせるため，

「学び合いタイム」，「深め合いタイム」を行った際には毎回

自己評価を行わせた。 

    自己評価の視点は，「主体的な学びとなっているか（主体

性）」，「多様な意見を受け入れ，間違いを許容し，意見を言い

合える雰囲気をつくったか（対話）」，「自分の考えをもち，的

確に伝えることができたか（表現）」，「他者の意見を素直に聞

き，自分の考えを再考することができたか（思考・判断）」，

「考えを比較しながら意見を述べ，話合いを深めることがで

きたか（練り上げ）」の５つに絞り，短時間で振り返らせるこ

とができるようにした。 

 

 

 

 

図 10 生徒のノートの例 

図９ 理科室後方の掲示物を眺める様子（左） 理科通信の例（中） 理科通信での単元構想図の例（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 図 11 自己評価の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 自己評価の例 
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６ 研究の成果と課題 

⑴ 研究の成果 

 思考，判断，表現の場を明記した評価計画を事前に作成し，大単元の学習を進めることで，生

徒にしっかりと考えさせたいポイントを逃さず，時間をかけて考察，発表させ，考えを練り上げ

させることができた。 

  授業を行う際には，前時までの既習事項を振り返らせたり，演示実験や生活の中に課題を見つ

けさせたりして，生徒に問いや迷いを感じさせ，それをもとに学習課題を自分たちで設定させる

ことで，授業に対して意欲的に取り組むようになった。 

  話合い活動を名称を分けて実施し，何のために話合いを行うのかを意識させ，また，発表ツー

ルを活用して話合いを行わせることで，他者の意見を聞いて自分の考察を再考し，考えを深める

ことができていた。 

  「マインドマップ」などの思考ツールを活用し，学んだことを振り返る活動を取り入れること

で，どのようなことが分かったか，どのようなことを学んだかを見つめさせ，単元を通して身に

付けた内容を整理させることができた。 

  生徒に考察させるときに，評価規準を基に判断基準を事前に作成し，指導に当たることで生徒

に見いださせたいポイントをおさえた上で指導することができ，深い思考を促すことができた。

また，評価後にＡ評価だった生徒の表現例を活用してまとめを行うことで，表現の参考になり，

より分かりやすく詳しい考察に至る生徒が増えてきた。 

生徒のノートやワークシートへの表現を見てみると，考察の回数を重ねるほど，詳しく自分の

考えを説明でき，深い考えに至るようになってきた。最初はほとんど自分の考えを書けなかった

生徒が詳しく自分の考えを表現することができるようになったり，既習事項や生活と関連付けて

考察したり，教師の想定を超えた考察をする生徒も出てきたりするなど多数の成果が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話合いや発表場面において意見を出す際には名前を記入させ，評価に活用することで，自分か

ら積極的に発表するようになってきた。補足，批判，新たな疑問等の意見には 2ポイント等を加

算することで，他者の意見を聞いて自分の考えと比較し，新たな考えに至ったり，漠然とした理

 

図 12 生徒の考察の変容 
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解だったのが深く理解するに至ったりする姿が見られるようになってきた。また，話合いを行っ

た時には必ず自己評価を行わせることで，話合いに取り組む姿を内省させることができ，回を重

ねるごとに積極的に話合いに取り組み，かつ，他者の意見を受け入れるようになってきた。 

生徒の学力，科学的な

思考力・表現力等の変移

を調べるために，鹿児島

学習定着度調査，ＮＲＴ

検査の結果を分析した

（図 13）。鹿児島学習定

着度調査において，平成

28 年度に比べ平成 29 年

度では「科学的な思考力

（科学的な思考・表現）」

が 2.3 ポイント，「思

考・表現」が 6.8ポイン

ト向上した。ＮＲＴにお

いて同じ生徒集団の変

移を調べたところ，平成

29 年度に比べ平成 30 年

度では「科学的な思考・

表現」が 30 ポイント向

上しており，研究・実践

の成果が表れたと考え

られる。さらに，評定が

3，4の生徒の比率が減り，

評定 5の生徒が増えたことから思考力，判断力，表現力等の向上を図ることで，更に学力を向上

させることができたと考えられる。 

 また，平成 30 年 4 月に行われた全国学力・学習状況調査において，理科の結果は全国平均と

比べて約 5ポイント高い正答率となっており，本研究を実践することで学力の定着も図ることが

できたと考えられる。 

 ⑵ 研究の課題 

   今回の研究，実践は成果が大きかった反面，事前に準備の時間がかかり，多大な労力がかかっ

た。学校行事などの業務と並行して，長期間実践を続けるには根気が必要である。今後，デジタ

ルツール等を活用して，効率化を進めていきたい。 

考察場面，話合い活動を充実させていくためには単元全体の学習を見通して，スリム化を図る

場面も必要となる。学習内容の定着とバランスをとりながら単元の学習計画を今後も継続して研

究する必要がある。 

今後更に，生徒の科学的な思考力，判断力，表現力等を高めていくためにはどのような支援が

できるか研究，実践していきたい。 

  

 

ＮＲＴ検査 平成２９年度 ２年生 ＮＲＴ検査 平成３０年度 ３年生 

鹿児島学習定着度調査 

平成２８年度２年生 

鹿児島学習定着度調査 

平成２９年度２年生 

図 13 学力検査等結果 

平成３０年度全国学力学習状況調査（理科） 
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