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面を設定した。また、讃岐岩質安山岩の結晶の
観察をもとに、そのでき方を推察することを通し
て、地学的な事物・現象は長大な時間と広大な
空間の中で変化したり、生起したりしているとい
う地学の見方や考え方についても養いたいと考え
た。さらに、単元終了後には学んだことによる自
己の自然観の変容に気づき、この単元を学ぶ意
味や価値について実感できるよう、タイトルや振
り返りの視点を工夫した。実践を分析し、これ
らの手立ての有効性を検証することが本研究の
目的である。

　上記の目的を達成するため、次の三つを研究
の柱に設定し、実践した。

（1）�自然を新たな視点で捉え直し、探究する力
を育てる単元構成と問い

【単元構成の視点】
　学習指導要領に定められている中学校１年生
の地学領域の内容をふまえつつ、香川県中讃地
区の地域教材である讃岐岩質安山岩（サヌカイ

研究の内容2

（1） 自然を新たな視点で捉え直し、探究する
力を育てる単元構成と問い

（2） 科学的に問い合える集団を育てるための
教師のかかわり

（3） 自己の自然観の変容に気づき、学びの意
味や価値を実感できる振り返り

　中学校１年生で学習するこの単元は、大地の
活動の様子や身近な岩石、地層、地形などの観
察を通して、地表に見られる様 な々事物・現象を
大地の変化と関連づけて理解し、大地の変化に
ついて認識を深めることをねらいとしている。主
に火山や火成岩の分類、観察を中心に学習する
が、これまでの授業実践から以下の２点が課題
だと考えている。

（1） 　現在火山をもたない香川県に住んでいる生
徒にとって、学習内容があまり身近なものとし
て感じられない。そのため、知識を受身的に
理解していくだけの授業になりがちで、魅力
的な内容を含んでいるにもかかわらず、学ぶ
意味や価値を生徒に感じさせにくい。

（2） 　仮説を立てそれを検証するための実験を構
想したり、その結果から仮説を修正したりす
るなど、自然を探究する力を育成するための
活動が少ない。

　そこで、上記の課題を解消するため、香川県
を代表する岩石である庵治石（花こう岩）と讃岐
岩質安山岩・サヌカイト（安山岩）を中心とした
ものへと単元を再構成した。さらに、理科で養
いたい資質・能力（自然を探究する力）の育成に
向けて、生徒同士が科学的に対話することを通
して仮説を設定したり、それを検証するための実
験を構想したり、結果を分析・解釈したりする場

研究の目的1
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ト）を題材とし、以下の①～④の視点から単元
を構成した。
① 　生徒の自然事象に対する捉え方を把握し、

変容した生徒の姿が設定できているか
② 　生徒の自然事象に対する概念を揺さぶり、

葛藤や対話を生むような教材が設定できてい
るか

③ 　生徒の学びの文脈をふまえ、生徒が主体的
に探究できる場が設定できているか

④ 　自己の学びを振り返り、経験を再構成させ
る場面が設定できているか

【問いの視点】
　全員が学びや対話に参加できるように、次の
⑤～⑦の視点で問いづくりを行った。
⑤ 　生徒の知的好奇心を揺さぶる問いになって

いるか（全員が学びに参加できるか）
⑥ 　生徒が立場を決められる問いになっているか
（全員が対話に参加できるか）

⑦ 　生徒が理科の見方や考え方を働かすことの
できる問いになっているか

【単元構成や問いの設定の具体】
　上記の①～⑦の視点を意識して、単元構成や
問いを設定した。以下にその具体を記述する。
事前アンケート　※単元構成の視点①

　学習前に図１のようなアンケートを行い、生徒
の岩石に対する興味・関心や自分は岩石をどう
捉えているのかについて調べた。アンケートには
「見るだけで、おもしろみを感じない」、「石につ
いて考えたことがない」「不思議だと思うことがな
い」「石は石、どれも同じ」「知っても得しない」
などの記述が多く見られた。これらの記述から、
授業前の生徒の実態を以下のように捉えた。

図１　事前アンケートの生徒の記述

変容後の生徒の姿を設定 ※単元構成の視点①
　授業前の生徒の姿をふまえ、変容した生徒
の姿（教師の願い）を以下のように設定した。

生徒の思考の流れ（文脈）を想定し、探究活
動を設定していく　※単元構成の視点②、③

　次に、変容した生徒の姿に至る生徒の思考の
流れを想定し、単元を大まかにデザインした。今
回は、中心の題材を香川県の特有の岩石である
庵治石とサヌカイトとし、図２のような探究活動１
～４を設定した。実際に授業を行うと、この流れ
が生徒の思考とずれていることに気づくこともあ
る。そのときは、生徒の思考にそって柔軟に単元
を組み替えたり、追加したりする。今回も授業を

（授業前の生徒の姿）特殊な石や宝石にはあ
る程度の興味・関心があるものの、身近にある
当たり前のように目にしている岩石には、あまり
興味がなく、自分には関係ない、学んでも得な
ことなんてない、むしろ邪魔なものであったり、
嫌なものであったりするというイメージさえもっ
ている。

（変容した生徒の姿）学ぶ前は、宝石のような
特殊な石にはある程度の興味・関心があるけど、
そのあたりに転がっている岩石なんて、自分に
はあまり関係ないし、興味もなかった。でも、
香川県の風景に岩石がかかわっていたことを
知って、びっくりした。また、そのあたりに転がっ
ている岩石を偏光顕微鏡で見たとき、何の変
哲もない岩石が虹色に輝く姿にも驚いた。科学
者はあんなふうに岩石を見ていたなんて知らな
かった。岩石の風化のしやすさについて探究も
した。同じように見えていた岩石にも、含まれ
る鉱物や結晶の大きさで性質が変わることを
知って、なんだか岩石が一人一人違う個性をもっ
た人間みたいに見えてきた。岩石って本当に奥
深い。今度どこかに旅行に行ったら、自分でも
石を拾ってじっくり観察してみたい。
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しながら生徒の文脈を把握し、修正を加えていっ
た。

生徒の思考の流れ（文脈）を想定し、問いを
設定していく　※問いの視点⑤、⑥、⑦

　最後に、１時間毎の授業のねらいと問いを具
体的に設定した。問いを設定する際には、全員
が対話に参加できるように工夫した。例えば、３
時間目では「加熱すると安山岩はどうなるか？」
という漠然とした問いではなく、「安山岩も花こう
岩と同じように風化するのか」という形にして、
選択肢を設けるなどした。また、理科の考え方
を働かせるため、「仮説を検証するために花こう
岩とどの岩石を比較すればよいか」といったよう
な比較や関係づけ、推論などを意識した問いを
単元の中に設定した。さらに、生徒の振り返りか
ら常に生徒の学びの文脈を把握し、問いを追加
したり、修正したりしながら授業を行った。

（2）�科学的に問い合える集団を育てるための教
師のかかわり

　対話の場を設定しても、根拠や理由が語られ
ず、想像やイメージによる対話では科学的なもの
にならないことはもちろん、生徒の学びも深まっ
ていかない。そこで、トゥールミンモデルを参考
に図３のような理科の授業における根拠・理由・
結論の関係を明確化した。さらに、仮説や予想、
考察などの対話の場面で、図４のように自分の考

図２　生徒の思考から単元を大まかにデザイン

えの根拠となる事実を「キーワード」にして、根
拠と結論だけを端的に示すことにした。このよう
にすることで、生徒が科学的な原則や法則、経
験、実験や観察の事実などを根拠とし、その結
論に至る理由について主体的に聴き合い、問い
合えるようになると考えた。

（3）�学びの意味や価値を実感し、自己の自然観
の変容に気づく振り返り

　振り返りの工夫は以下の２点である。
① 　題材に対する自己の変容に気づかすための

タイトルの工夫
　単元後に自己の学びの振り返りを記述させる
際のタイトルを『私にとって火成岩とは（　　）
である』という形に統一した。これにより、学ん
だ後の題材に対する自分の捉えが端的に表され
ると考えた。そして、（　　）の記述と事前のア
ンケートの自分の記述とを生徒が比較すること

図３　根拠・理由・結論の関係

図４　�対話では根拠と結論を端的に示すことでズレを�
明確化し、示されていない理由を問い合う
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で、題材に対する変容に気づくことができると考
えた。
②　単元後に学びを振り返る際の視点の設定
　単元後の振り返りにおいても、感想や事実の
羅列にしないためには、振り返りの視点が必要
であると考えた。そこで、１時間軸、２感性的
な揺らぎ（驚き、発見、葛藤）、３自然観の広がり、
４自分なりの学びの意味づけの１～４が記述され
るように、振り返りの視点を設定（図５）して生
徒に示し、単元後の学びの物語を記述させた。

「探究課題１：なぜ香川県の山は山頂が平らな
のか」（１、２時間目）

【１、２時間目の様子】
問 い「香川を代表する山はどんな形をしているの

か」（１時間目：日常の風景から問いを見出す）
問 い「山頂の石は安山岩か花こう岩か」（２時間

目：対話）
　香川を代表する山（屋島、五色台、飯野山、
象頭山など）のイラストを描かせ、その後に写真
を見せることで、自分たちが思っている以上に山
の山頂が平らになっていることに気づかせる。こ
の過程で生徒に、なぜ平らなのかという問いが
生まれてくる。また、山頂と麓から採取してきた
花こう岩と安山岩を見せて、山頂の石はどちらか

単元を通して、何を感じ、何を学び、何が変容（＝成長）したのか。
自分の学びのものがたりをつむいでみよう。

〈以下の１～４の視点をいれて自分の学びを振り返ってみませんか〉
１  学習前後での自分の考えの変容（＝成長）を語る。（例文：○

○について、はじめ自分はこう考えていたが、今は…）
２  自分の感性（驚き、発見、葛藤）と結びつけて学びを語る。（岩

石について学ぶ過程であなたはどんなことに悩んだり、驚いたり、
おもしろいなぁと感じたり、はっとしたりしましたか？ また、そ
のような経験を通して、何に気づきましたか？）

３  自分の自然観の広がりや変化を語る。（学習したこととこれまで
の様々な経験を結びつけながら、新たな見方や考え方で身近な
自然現象を説明したり、疑問を見つけたり、もし、こうだったら
…こうなるんじゃないかといった仮説を立ててみたりしよう。）

４  学びを意味づけて語る。（「自分にとってこの学習は○○であっ
た。その理由は…。」）

図５　単元後に学びを振り返る際に生徒に与えた視点

授業の実際：単元名「讃岐の火
成岩」3

を予想し、その理由を記述する。２時間目は、
前時の予想をもとに、同じ意見の生徒同士でグ
ループをつくり、なぜそう考えたのかをホワイト
ボードにまとめ、考えを交流する。実際に教師が
岩石を採取している様子や香川県の地質図を見
せて、山頂に安山岩があることを確認する。また
象頭山のでき方などを映像で紹介する。

「探究課題２：なぜ花こう岩は風化しやすいの
か」（３～８時間目）

【３時間目の様子】
問 い「安山岩も花こう岩と同じように風化するの

か」（３時間目：新たな疑問）
　前時の結果を知り、生徒の中になぜボロボロ
の石が麓にあるのに山が崩れないのかという疑
問が生まれる。そこで、風化する前の花こう岩を
見せ、ボロボロになっているのは風化（物理風化）
によるものだということを伝える。その後、本当
に岩石は風化するのか目の前で実験して確かめ
る。その様子を見せた後、安山岩も同様に風化
するのか予想させた後、同じように加熱・急冷し
ても安山岩はボロボロにならないことを実験で確
認する。

【ホワイトボードや実物を示しながら対話】

【花こう岩の風化実験（教師�実験）】
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【４～６時間目の様子】
問 い「花こう岩が風化しやすいのは（　　）だから」
（４時間目：最初の仮説を立てる）

問 い「火成岩にはどのような鉱物が含まれている
のか」（５時間目：基礎知識の習得）

問 い「火山岩と深成岩では岩石のつくりにどのよ
うな違いがあるのか」（６時間目：基礎知識の
習得）

　前時の実験で、生徒の中に、安山岩はほとん
ど風化しないのに、なぜ花こう岩はあんなにも風
化したのかという疑問が生まれる。そこで、その
疑問を次の探究課題とし、次の探究をスタートさ
せる。まず、生徒に目の前にある安山岩と花こう
岩とでは何が違うのかを調べさせる。その手掛か
りとして、科学者がどんな特徴に着目し、分類し
ているのかを実際に火成岩の標本を観察させな
がら説明する。その後、現時点での探究課題に
対する自分の仮説を立てさせる。
　５時間目には、火成岩に含まれる鉱物（無色
鉱物、有色鉱物）を観察し、実物に触れながら
鉱物の特徴を学ぶ。６時間目には、花こう岩と
安山岩の岩石薄片をそれぞれ偏光顕微鏡（普通
の顕微鏡に偏光板を取り付けたもの）で観察し、
岩石のつくりに違いがあることや、様々な鉱物が
集まって火成岩ができているということを実感さ
せる。これから探究するための基礎となる知識を
獲得する時間だが、実物を用意して実際に触っ
たり観察したりさせることで、実感をともなった
知識となるよう心がける。

【偏光板を入れた顕微鏡で岩石薄片を観察】

【７時間目の様子】※科学的に聴き合い、問い
合う教師のかかわりについて逐語録から分析
問 い「花こう岩は（　　）から風化しやすい」（７

時間目：対話を通して仮説を再度見直す）
　これまでに学習したことをふまえ、４時間目に
立てた仮説を再度見直す。その後、仮説の（　　）
に入る言葉をキーワードで書かせ、前に提示する。
生徒は互いにキーワードで書かれている内容がど
ういう意味なのかについて対話し始める。それぞ
れの内容が理解できたところで、出てきたキー
ワードを全員でグルーピングし、学級の仮説を
設定する。最後に、自分はこの仮説のうち、ど
れを支持するのか決める。
　この時間の授業中の生徒の発言の逐語録から
キーワードによる対話の手立てや教師のかかわり
が、生徒の主体的な対話を生み出すことにどのよ
うにはたらいたのかを分析した（紙面の関係で今
回は省略してある）。自分たちの予想に対し、そ
の根拠をキーワードで示すことで、何に基づいて
結論を導いたのかが明確になった。また、その
根拠から「なぜその結論になるのか」という理由
の部分を問い合えるように教師がかかわること
で、生徒同士が主体的に問う姿や観察事実や既
習事項を使いながら対話をする生徒の姿が生ま
れた。

【８時間目の様子】
問 い「仮説を検証するために花こう岩とどの岩石

を比較すればよいか」（８時間目：仮説を実験
で検証）

　前時に立てた仮説を検証するために、どの岩

【根拠に基づきながら自分たちの仮説について対話】
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石で実験を行えばよいかを考える。その過程で独
立変数を明確にし、なぜその岩石で実験すれば
仮説を検証できるのか、どのような結果になれば、
どの仮説が正しいことになるのかといった見通し
をもたせたうえで、検証実験を行う。
　生徒は、これまでの学習経験から、原因とな
る変数は一つだと考えており、「鉱物の割合」か
「岩石のつくり」のどちらかが原因ではないかと
いう仮説を立てることが多い。しかし、実験から
はどちらの仮説も違うという結果になる。その結
論を受けて、生徒はこれまでの仮説を修正し、
「鉱物の割合」と「岩石のつくり」の両方が原
因ではないかという新たな仮説を設定する。上は、
あるクラスの８時間目の学習指導課程とその時の
様子である。

【９時間目の様子】
問 い「なぜ無色鉱物が多く、等粒状組織である

事が風化のしやすさを生むのか」（９時間目：
追加実験）

　前時の実験結果から新たに立てた仮説C（風
化のしやすさは等粒状組織であることと無色鉱
物が多いという二つの条件が関係している）の信
頼性を高めるために、閃緑岩や玄武岩がこれま
での岩石と比べてどのぐらい風化するのかを予想
し、実験を行う。結果は、ほぼ生徒の予想どお
りとなり、仮説Cが正しいのではないかという確
信を得る。そこで、なぜそれらの条件が重要な
のかを問い、映像で花こう岩が風化していく様子
を観察させる。すると、生徒は映像から熱によっ
て岩石が膨張し、ひび割れ始めていることに気
づく。さらに、鉱物の熱膨張率のデータを示し、
二つの条件が必要な理由についてこれまで得ら
れた事実をふまえ、考えや仮説を出し合う。最後
に、岡山理科大学の能美教授から得た、「花こう
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岩の風化のメカニズム」を生徒に伝え、自分たち
の導き出した結論が、専門家の知見からも正し
いものであったことを知る。

「探究課題３：結晶の大きさの違いはなぜ生ま
れるのか」（10、11時間目）

【10、11時間目の様子】　※単元構成の視点③：
振り返りの記述から学習内容を追加（11時間目）
問 い「岩石のできる場所が変わると何が変わるの

か」（10時間目：対話、仮説の設定と検証）
問 い「なぜゆっくり冷えると結晶は大きくなるの

か」（11時間目：結晶を粒子の視点から捉える）
　結晶の大きさが風化のしやすさに関係している
ことを知った生徒は、そもそも結晶の大きさの違
いがなぜ生まれたのか考え始める。岩石のでき
た場所の違いから、冷え方の違いが岩石の結晶
の大きさの違いを生んでいるのではないかという
仮説を立て、チオ硫酸ナトリウムを用いてそれを
検証するための実験計画を立てる。本実践では、
結晶のできる様子を観察していた多くの生徒の振
り返りに、結晶のでき方やゆっくり冷えたときに
結晶がなぜ大きくなるのかについて疑問が書かれ
ていた。そこで、最初の計画にはなかったが、
粒子の視点から結晶のでき方について学ぶ内容
を単元の中に追加した。

【追加実験で仮説の信頼性を高める】

【実際に結晶ができる様子を観察】

「探究課題４：なぜ讃岐岩質安山岩（サヌカイ
ト）は斑晶が見られないのか」（12時間目）

【12時間目の様子】
問 い「サヌカイトはどのようにして生まれたのか」
（12時間目：香川の風景に秘められた物語を知
る）

　前時の岩石薄片の観察を思い出させた後、讃
岐岩質安山岩（サヌカイト）の岩石薄片はどう見
えるのかと問いかけ、その結晶の様子を観察さ
せる。すると、生徒たちはあまりの結晶の小ささ
に驚くと同時に、なぜこんな特殊なつくりになっ
たのかという疑問をもつ。そこで、結晶が小さい
ことや斑晶がまったく見られないという事実か
ら、この岩石が生まれた1400万年前にいったい
何があったのか、様々に想像をふくらませ生徒同

【偏光顕微鏡で見た岩石薄片のプレパラートの�写真
（上：花こう岩　中央�：安山岩　下：サヌカイト】
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士で語らせる。最後は、日本海誕生の資料と
NHKの「列島誕生ジオ・ジャパン第２集」の映
像資料を使って、1400万年前に起きた日本海誕
生とそれによって引き起こされた西日本の火山活
動が香川県にサヌカイトを生み、それが今の香川
の風景をつくっていることを伝え、当たり前に見
ている香川の風景に秘められた物語を知り、単
元の終わりとする。

（1）�探究するための資質・能力は育成されたか
　図６のような評価問題を用いて事後テストを行
い、生徒の資質能力は育成されたのかを分析し
た。このテストにおける問題とそこで評価される
内容を右の表に示した。
　図７のように、正答率は７～８割程度であった。
不十分な生徒はいるものの、今回の授業は、基
本的な知識・技能の定着や仮説から実験を構想
する力の育成に一定の効果があったと考える。

実践の分析および成果と課題4

図６　事後に実施した調査�問題

（2）�自己の自然観を広げ、学ぶ意欲を高めるこ
とができたか

ア　生徒のアンケート（自己評価）
　単元終了後に下のような質問で、単元やその
内容のわかりやすさについて質問し、生徒に４段
階で自己評価させた。図８はその結果である。

　このアンケート結果だけで自然を新たな視点で
捉え直すことができるようになったとは安易に結
論づけられない。そこで、単元終了後に書いた
生徒の学びの振り返りからも分析を行った。

図７　事後の調査問題の結果　n＝40

質問　次の３つの項目について、あてはまる数
字に〇をつけてください。
①　岩石に関する興味や関心は高まりましたか
② 　この単元の内容はわかりやすかったです

か
③ 　この単元で学んだことは、自分の自然観を

広げるのに有効でしたか
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とって生徒の題材や自己の自然観の変容を促す
ものであり、自然を探究の楽しさを体感すること
ができるものであったと考える。また、単元終了
後の振り返り用紙にある「振り返りの視点」を参
考にした生徒も多く、学びを振り返る手立てとし
て一定の効果があったと考えられる。以下に、
生徒の記述した振り返りを紹介する。

　　
は、分析の視点①の題材や自然観の変

容に関する記述
　　

は、分析の視点②の教科の内容に関す

る記述
　　

は、分析の視点③の意味・価値の実感

に関する記述

（※は授業者が、生徒の振り返りの内容をど

う捉えたかを記述したもの）

タイトル
『私にとって火成岩とは「人間の源」である』
　まず、自然について考え方が大きく変わりまし
た。「綺麗な石は宝石だけなんだろうな」という
既成概念が以前はあったため、石や大地につい
てそれほど興味はありませんでした（※学習前の
題材に対する捉え）。しかし、石は偏光顕微鏡
で見てみると道端の石でもすごく綺麗に見える事
や、偶然にも西日本とプレートが衝突した事に
よって私たちが住む香川県ができている事を知っ
て、自然には本当にいろいろな意味で敵わない
なぁと思いました。理科の授業の中で色々な石
を偏光顕微鏡で見てみると、まるで万華鏡を見
ているみたいな気分になって、道端の石を見かけ
ると、今までは「石だ」としか思わなかったのに、
今は「あの石もじっくりみてみたい」と思うように
なっています（※学習後の題材に対する捉え：題
材に対する変容）。
　自分が授業で悩んだ事は「香川県の山の山頂
は、花崗岩と安山岩のどちらの石なのか？」とい
う事でした。私は安山岩だと思っていたので、花
崗岩派の人が納得してしまいそうになる意見を
言った時は、すごく戸惑っていました。でも、同

イ　単元後の振り返りの分析
　単元の振り返りを分析する視点を以下の①～
③とし、単元後の振り返りを分析した。

　図９は、あるクラスの単元後の振り返りを分析
した結果である。９割近くの生徒が、題材や自
己の自然観の変容について記述することができ
ていた（分析の視点①）。また、同様に探究の過
程を自分の感性とつなげながら教科の言葉を
使って記述することも多くの生徒ができていた（分
析の視点②）。さらに、意味・価値に関しても、
半数以上の生徒が自分の言葉で学びを意味づけ
たり、価値づけたりできていた（分析の視点③）。
このことから、今回の取り組みは、多くの生徒に

図８　単元終了後の生徒アンケートの結果　n＝99

【分析の３つの視点】
① 　題材や自然観の変容…学習前後での題材

や自然観の変容についての記述があるか。
② 　教科の内容…理科としての資質能力の育

成にかかわる学びの過程や記述があるか。
③ 　意味・価値…学んだことをふまえて、自分

なりに学びを意味づけたり、価値づけたりし
た記述があるか。

図９　�単元終了後の振り返りを３つの視点
で分析した結果　n＝35
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じグループの人が「地面を掘ると花こう岩が下に
ある」とつぶやいたのを聞いて「山」だけじゃな
くて、家の庭など「日常」にも焦点を当てると説
得感のある意見になるとわかりました（※探究の
過程における葛藤や新たな気づき）。
　私は以前「物をどんどん拡大していくと最終的
に分子にたどりつく」という言葉を本でみかけた
時、どういう意味か今ひとつわかっていなかった
けど、今は結晶の学習のおかげで、意味がわか
るようになりました。あと「努力が結晶になった」
という言葉も今回の学習と関与していると思いま
した。努力は分子でたくさんの努力が集まって１
つの成果（結晶）になると考えていると、理科は
人を創っているなと深く実感できました（※単元
の学びを自己のこれまでの経験や価値観につな
げる：転移）。
　大昔の巨大噴火がなかったら、今の香川県は
山がない面白みに欠ける場所になっていたかもし
れません（※香川の風景の捉え直し・自然観の
変容）。しかし、専門家によると、香川県自体が
なかったかもしれないという可能性があることが
わかると、大昔の噴火は奇跡だったんだと思えま
した。自分の命や香川県の存在って、小さく見え
るけど今までの歴史の「結晶」なのかな（※自分
自身や自然に対する捉え直し・自然観の変容）
と思います。
　今回の単元は、石を中心に学習してきました
が、私は「人間や大地ができるまで」の過程を
学習したような感覚です。「分子」という言葉が
とても頭に残っていて、ふと「これも分子に行き
着くのかな」と考えるようになりました。人や大
地が形成されるまでの過程を学習した感覚なの
は、きっと「あるのが当たり前」と思っている生
命や大地は実は当たり前ではなかったと実感して
いるからです（※新たな目で自然を捉え直してい
る自分に気づき、単元の学びを意味づけ、価値
づける）。偶然の衝突のおかげで今の私たちや大
地があることに感謝したいです。

（3）成果（○）と課題（●）
【研究の柱（1）：単元構成と問いの工夫に関して】
○ 　生徒の素朴概念を把握し、探究活動を中心

に生徒の学びの文脈を意識しながら構成した
単元は、多くの生徒にとって探究する力を育成
し、自然観の変容を生むことのできるものと
なった。また、全員が対話に参加できること、
理科の見方・考え方を働かすことでできること
を意識した問いづくりは、主体的で理科の見
方や考え方を働かした学びを生み出すことに
有効であった。

○ 　地域教材を用いることで、日常のありふれ
た事物や現象を深く問い直し、再びその事物
や現象に返るように単元を構成することで、生
徒は自然観の広がりを感じることができた。

● 　実施しやすくなるような単元のスリム化が必
要である。今回の実践を参考に、単元構成を
さらに工夫していきたい。

【研究の柱（2）：教師のかかわりの工夫に関して】
○ 　根拠と結果をキーワード化して示すことで、

何を根拠にしているのかが明確になり、科学
的な対話を行いやすくなった。また、あえて理
由を示さないことで、生徒の中に疑問が生ま
れ、生徒同士で主体的に聴き合い、問い合う
姿や根拠に基づきながら対話する科学的な対
話の姿を生み出すことができた。

● 　班や小グループでは積極的に対話を行えて
いる生徒が多いが、全体の場になると一部の
生徒の発言に偏りがちである。全員が対話に
参加し、考えを出し合えるような手立てや工夫
がさらに必要である。

レポートの最後にこの生徒が記述した学習の
前後での題材や自然観の変容
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【研究の柱（3）：振り返りの工夫に関して】
○ 　観察実験ノートに日々の授業の学びを振り返

りとして記述させていくことで、生徒の学びの
文脈を常に把握し、単元構成や問いづくりに
反映させることができた。また、単元終了後の
振り返りにおいては、振り返る際の視点を生徒
に示すことで、生徒は自己の自然観の変容や
探究活動の中で感じたことや学んだことなどを
意識しながら、振り返りを記述することができ
た。

● 　毎授業の振り返りを記述する際の視点を生
徒に示せていなかったため、授業後の振り返
りが単なる感想になっている場合も見られた。
毎授業における振り返りの視点や単元全体を
俯瞰できる手立てや工夫が必要である。

　生徒に自然を探究する力を育成することはもち
ろん、「科学すること」の楽しさを感じてもらいた
いと考え、授業実践を行ってきた。１年生の地
学領域は実験が少なく、岩石や化石を見せて説
明をするという、知識を教え込む授業になりがち
である。しかし、そのような単元であっても、生
徒に探究する力を育て、「科学すること」の楽し
さを実感させることができるのではないかと考え、
今回の実践を行った。また、香川県には世界的
にも貴重な岩石（サヌカイト）とそれらが作り出
した独特の景観がある。それらを題材にした授
業をつくってみたいという思いもあった。地域教
材を利用したことで、香川県だからできる授業に
なってしまったのかもしれないが、単元構成や問
いづくりの視点、対話や振り返りのさせ方は、他
の実践にも生きるものであると思う。現在は感染
予防のために、対話はおろか対面での授業すら
できず、いまだにオンラインによる授業を行って
いる学校もある。しかし、理科の魅力は本物を
実際に触り、観察し、そこから生まれる問いに
ついて、対話し、実験で自分たちの仮説を検証し、
自然の真理や摂理を明らかにしていく探究の過
程にあると思う。学校で授業ができないこの期間

おわりに5

に生まれた新しい技術も取り入れつつ、教科の
魅力と本質を忘れず、学び続ける生徒の育成に
向けた研究を深めていきたい。
　最後になりますが、今回の実践を行うにあたり、
校内の同僚の先生方や香川大学の笠教授、岡山
理科大学の能美教授から多くの指導、助言をい
ただきました。この場を借りて感謝の意を表した
いと思います。
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