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⾃⼰紹介
• 私の原点は，⾼卒で働いていた町⼯場・・・仕事以外にもたくさん学んだ
• 退職して22歳で⼤学へ・・・昼は学⽣，早朝・夜は労働者(バイトでは無い。⽣活

と仕送りのため）勉強だけすれば良い⽣活は憧れだった
• 教員としての原点は，超困難校と呼ばれていた新任の都⽴⾼校⇒附属⾼校へ

その後，東京学芸⼤学理科教員⾼度⽀援センターを経て、
• 福井県教育総合研究所 特別研究員
• 明治⼤学 理科教育法1，2
• 電気通信⼤学 理科教育法Ⅰ 
• 東京学芸⼤学 中等理科教育法Ⅲ 
• 東京農⼯⼤学 理科教育法
• 東京⼯芸⼤学 現代社会と科学技術 情報と職業
• ＮＨＫＴＶ ⾼校講座物理基礎 講師（ものり家のお⽗さん）
• ＮＨＫＴＶ ⾼校講座 科学と⼈間⽣活 監修



テレビ番組との出会い
• TKK ⾼校講座物理(1983年〜)
•⼤科学実験 （⽇本賞2位）
•考えるカラス (エミー賞最終4候補に残る)
本：NHK出版，北京科学技術出版(中国語翻訳)

•カガクノミカタ（アメリカ国際フィルム・ビデオ祭1位)
（グッドデザイン賞）

• NHKスペシャル
•ニュースコメント（モーニングバード，NHKニュースなど）
•バラエティ番組など



教育テレビ番組で
→アクティブラーニングは苦⼿分野

• TKK ⾼校講座物理・・・3分以上考えてわかる、と⾔うのはダメと
⾔われた 教えるか・・・?
•⼤科学実験 3分以上注⽬させたい

気づかせて興味を引かせる
•考えるカラス 3分以上考えさせたい
•カガクノミカタ 考えることを⾒つけさせたい
(理科教員⾼度⽀援センターシンポジウムから⽣まれた)
• 2355 ⾝近な不思議に眼を向ける



NHK物理基礎は探究の過程を重視
•⾝近な不思議を解決していく過程を通して科学的な⾒⽅や考え⽅を育
てる番組作り
•＃１〜１４、１６〜２２、２４〜２９
お⺟さんが不思議に気づき、家族と⼀緒にお⽗さんが解決の道をつけ
ていく
•＃３１〜３７→⾃⽴への道
⼦供たちが不思議に気づき、⼦供たちが仮説を⽴てお⽗さんの⽀援を
受けながら検証・解決していく
•＃１５，２３，３０，３８→競技の形で問題解決
通信⾼校⽣が、学習内容を活かして与えられた課題を解決していく競
技：既習知識の活⽤も含めたアクティブラーニング
これらの過程を通して、知識・理解と共に、科学の方法を学んでいく



番組内の基本的な流れ

•身近な不思議に気づく
•知っていることから始める
•不思議を解決していく過程で、知識と解決方法
(科学の方法）を学ぶ

•必ず実験をし、具体的なデータを使う
•再度日常生活との関係を知る

•誤解や理解不足にも気づきを与える



学びの責任は誰にあるのか」
～責任の移行モデル～

Dauglas Fisher,  Nancy Frey

教師の責任

生徒の責任

焦点を絞った指導

協働学習

「私がします」

「私たちはします」

「あなた方は協力してします」

「あなたが一人でします」

教師がガイド

する指導

個別学習

協働学習だけでは主体的
な学びは完成しない

・・・学習の最終責任者



正解を決めるのはだれか
•先⽣は、どうやって正解を判断している？
•⽣徒はどうする？

•⽣徒⾃⾝が正解と判断できた時、本当の理解になっている
•学習の最終責任者は「私」（学習者）

•予定された正解を探す学習や試験から脱却したい



「権威者があらかじめ⽤意した正解を
探すor当てる」ことが勉強ではない

科学における正解は、

科学的手法により判断される

科学の⽅法を⾝につけなければ、
現代社会と科学技術についての判断ができない



理科教員養成に期待すること
• 科学の⽅法を学ばせることができる教員を育てるべき
• そのために必要な実践的な学習場⾯が⼤学に必要
• 現場教員は，各学習場⾯で，どんな科学の⽅法を⾝につけさせようとして

いるのか⾒直す
• 学⽣，指導教員，⼤学教員が教育実習でそれを実践する・・・指導教員が

⽇常的に探究的な授業を実践している必要がある

このためには，
• 公開授業をし，探究的な観点で⾒学者(教員，教育実習⽣など)に授業評価を

つけてもらう(評価表のたたき台はある。改良していただければ良い)
• 教師⾃⾝が，⽣徒実験を⾏い，徹底的に分析し，教師が書いた実験レポー

トを⽣徒に配り，これと⽣徒の実験データとを使って授業を展開する



ニューノーマルの前に
•何よりも基本的な科学教育ができるようにすべき
•科学教育では，⾃然界の仕組みを調べる過程で，科学の⽅法と
科学的な知識，科学的な判断⼒・⾏動⼒を育てる
•ベースとなるノーマル(本筋)の科学教育ができなければ，
ニューノーマルという⾔葉は空しい





分からないに気づかせたい
•分からない，知りたい､と思わないと解決⾏動につながらない
•分からないと⾔える､気づく⾃分は，分かりたいと思っている
•学校は，分からないに気づき，分かりたいと思う機会をたくさん
得ることができる場所
•教えてもらいたいと思っているかも知れない，が・・・
•親や先⽣が何でも答える必要は無い，答えない⽅が良いことも
多々ある
•分からないと⾔い出した君が解決しよう
•解決への⽅法を学ぼう・・・先⽣はそのための⽀援者



探究の過程を意識した授業構築のために
授業評価記録表などについて

「福井県教育総合研究所」「川⾓」で検索してください

•探究の過程の授業を構築するにあたり、授業評価記録表を作っ
た（探究の過程を実現する物理基礎授業の試⾏ に添付。福井
県教育研究所福井県教育総合研究所から2018年度の研究紀要を
参照して下さい。pdfを確認）
•探究の過程の授業を評価する観点を洗い出してみた
•この評価ができるように授業を構築する
•この評価は、研究授業を⾒学している教育関係者が授業者を評
価するもの

https://www.fukui-c.ed.jp/~fec/


授業評価記録表

授業計画 ✓：授業計画されてい
た項⽬にチェック
⽣徒の様⼦ 授業計画されていた
ものに対して評価
A：⽣徒の成⻑が⾒られる、⽣徒
が探求的に活動している
B：⽣徒が指⽰通り活動している
C：⽣徒活動がない



主体的な学びに持ち込むために

•分かっていることから始める
⇒身近・具体的な話題

•分からないことに気付かせる
・・・どうやって？

⇒具体的な課題の気づき

•分からないことを自分で解決したいと思わせる
・・・どうやって？

⇒一般化された課題の提示

•解決のための学習(授業)
•自分で分かったかどうかを確認させる・・・自分で検証する癖
をつける(自分で納得しないと気持ち悪い)

学習の芽を出させ、思考
の過程を歩ませる



探究の過程を実現する授業のために
•教えたいことをはっきりさせる
•年間授業全体の構造を考える
•授業で科学の⽅法のトレーニング機会を提供する
•⽣徒が気づき，解決の必要性を感じ，根拠を持って理解し，他者に
説明できる能⼒を育てる

•教師⾃⾝が，⽣徒実験を⾏い，徹底的に分析し，教師が書いた実験
レポートを⽣徒に配る
・・・上記内容に気づき，⾒直すことができる



理科の授業とは

•自然科学の対象は、自然界だ。だから、理科の時間は自
然界の仕組みとその調べ方を学ぶ。そのためには自然界
へのアプローチは必須だ。つまり、観察実験とその分析
解釈、演繹的な活用の無い理科の学習はあり得ない

•法則の発見を目指しているわけではない
•法則の検証をする時間でもない
•具体的な観測に基づき、自然界を合理的に説明する方法
を自ら納得していく活動



次期学習指導要領は変わったのか

主体的な気づきに基づく、学習目的の意識化・明確化

⇒・・・を行い、・・・を見出して理解する

教科・科目の本来の中心的なねらいの達成をさらに明確化

⇒・・・の見方・考え方を身につける

将来，未経験の場面に遭遇しても、主体的な判断と行動ができ
る生徒を育てる

本来あるべき授業の姿が具体的に示された



「理科の見方・考え方」を育てたい

本当に教えたいこと、教えるべきことは何かをいつも考えたい

学習指導要領で求められているから育成するのではない

それが未来の社会人のために、本当に必要だから

新学習指導要領で求められる能力の育成
⇓



私たちが⽬指しているのは

未知の未来世界で、⾃⽴して⽣きていくことのできる⼈の育成

そのための能⼒を⼦供たちに与えたい

このためには，科学の⽅法に基づいた判断⼒と⾏動⼒が必要

闇雲では無く，⼀か⼋かでも無く，根拠に基づいて成功確率の⾼
い道筋を⾃ら選択できる能⼒が必要





学校教育のねらいは、遠隔授業だけで実現できるか

遠隔授業について、

「学校は何のためにあるのだろう」
「科学の発展に議論は必須」

から考える



石巻の奇跡・・・奇跡ではない

3000人ほどの小中学生の９９．８％が助かった。

学校にいた子供・・・・避難訓練を実践

帰宅した生徒・・・・先生の言いつけを守って自主避難

南三陸町立戸倉小学校
マニュアルを超えた対応

学校ってすごい！



学校教育で何を⾝につけたか
•地震と津波の知識
•地震と津波と避難の評価・判断⼒
•知識・判断に基づく⾏動⼒



学校教育とセーフティーネット
学校教育は、未来の社会⼈と未来社会の重要なセーフティネット

そのために必要なリテラシーとは何か・・・そこに教育の原点が
あるのでは

健全な社会を形成するためには､様々な能⼒が必要・・・それを
学校教育で育てておくことが､未来の世界のためのセーフティー
ネットとなる
どんな能⼒が必要だろうか
基本的な 読み書き・計算・情報活⽤・科学的な判断と⾏動⼒・
協調性・社会性・・・オンラインだけで育つか



学校ってすごい！

食品偽装
違法建築
不法投棄
手抜き点検

汚職
いじめ
暴力

子供虐待
etc

法律・条令の新設・改正
厳罰化
規制強化
監視強化
等など
いくらやっても解決に収束しない

教育は、未来社会への
最強のセーフティーネット



•自ら課題を発見し
•自ら正解を目指す仮説を立て
•自ら検証することで
•自ら正解を決定し、行動できる生徒を育てる

•それが教育の最終目標

親や先生を必要としない
自律した生徒を育てる

目的意識をもって解決しながら学ぶ授業を

正解を決定するのは自分



ニューノーマルの理科教育？



ニューノーマルの理科教育？
•「ニューノーマル」に振り回されない・・・科学教育としてやる
べきことは何か
•時代の要請が教育に影響することはあるが，理科教育の本質的な
ねらいに変化は無い
•軸がしっかりしているから新しい状況にも対応できる
•新しい状況にだけ⽬が⾏くと，すぐに使えない時代がやってくる
•科学教育として何をすべきかを熟慮して，その時代にできる⽅法
で実現する

•観察・実験からはじめる
•分析・考察する
•発表し議論する



次期学習指導要領は変わったのか

主体的な気づきに基づく、学習目的の意識化・明確化

⇒・・・を行い、・・・を見出して理解する

教科・科目の本来の中心的なねらいの達成をさらに明確化

⇒・・・の見方・考え方を身につける

将来，未経験の場面に遭遇しても、主体的な判断と行動ができ
る生徒を育てる

本来あるべき授業の姿が具体的に示された



「理科の見方・考え方」を育てたい

本当に教えたいこと、教えるべきことは何かをいつも考えたい

学習指導要領で求められているから育成するのではない

それが未来の社会人のために、本当に必要だから

新学習指導要領で求められる能力の育成
⇓





⾃分の活性を⾼めるには
•新しい仕事に積極的に取り組む
•失敗も肥やし
•⼀所懸命やった結果なら，何らかの学びは残る
•⼈⽣は1回しか無い
•⼈⽣は楽しい，しかし楽では無い を信じて





実験⼒・探究⼒を⾼めるには
•⽣徒実験をして，徹底的にデータ分析する
•この実験結果から伝えたいことをレポートにまとめる⇒分から
ないことが⼭ほど出てくる⇒さらに探究する

•当たり前のことをきちんと説明してみる



なぜ球は転がりやすいの？
•直⽅体は転がりにくい
•球は転がりやすい

•倒れにくいもの
•倒れやすいもの

当たり前⇒気まぐれではなく法則性がある、ということ

断⽚的な知識ではなく、普遍的な考え⽅が分かったほうが、アプ
ローチの仕⽅も含めて、未来の⾃分に役⽴つ





共に創るという経験
•情報教育
• TV番組創り
•⼤学院⽣を⾮常勤講師として雇い，OJTで育てながら，議論を重ねる
•分からない⽣徒の「分からない」。特になぜ物理を勉強しなきゃいけ
ないのか分からない





個々の学習者の学びを把握して適切にマ
ネジメントする能⼒を養う⼿⽴て
•ここで⾔う「学び」を，探究の過程の「学び」と捉える

•教えるべき探究の過程(科学の⽅法)をはっきりさせる
•これが実現しているかどうかを評価する⼿段を構築する
•しかし簡単には分からない
•授業と評価を繰り返しながらデータを取り，キーコンピテン
シーを抽出していくしか無い
•探究の過程を評価できるか・・・可能性は⼗分にある



次期学習指導要領を実現する授業のために
探究の過程を実現する物理授業の試行「温度とは何か」より

（http://www.fukui-c.ed.jp/~fec/kenkyukiyo/kk124/03.pdf）

(1)探究の過程に対する過度の期待

(2)探究の過程に必要な授業時間

(3)探究の過程の扱い

(4)探究の過程を意識した授業構築の方法

(5)残された課題

http://www.fukui-c.ed.jp/~fec/kenkyukiyo/kk124/03.pdf


評価の三観点
「知識・技能」

「技能」には、データを整理分析する能⼒も含まれる。このためにも、ま
た「思考・判断・表現」のためにも、「知識」が必要
「思考・判断・表現」

分析整理して得られた情報や知識に基づいて、判断する能⼒、他者に伝え
る能⼒
「主体的に学習に取り組む態度」

⼦供たちが⾒通しを持って粘り強く取り組み、⾃らの学習活動を振り返っ
て次につなげる、主体的な学びの過程が実現できているかどうかを評価

⼦供の学びに向かう⼒、 これを引き出すためには、実社会や実⽣活に関連
した課題などを通じて動機付けを⾏い、 ⼦供たちの学びへの興味と努⼒し続
ける意志を喚起する必要がある

教育課程企画特別部会論点整理 平成27年8月26日 より



探究の過程で評価すべき観点
詳細は http://www.fukui-c.ed.jp/~fec/kenkyukiyo/kk125/01.pdf 参照

「資質能⼒を育むために重視すべき学習過程」を実現する授業の評価
が必要。
客観的に評価できる試験として、今年度から始まった⼤学⼊学共通テ
スト。
学校の定期試験でも、探究の過程で⾝につけた科学の⽅法を評価でき
る必要がある。
悩ましい問題：課題への気づきや仮説の設定の評価が、出題意図に対
する⽣徒の忖度能⼒を測ることになりかねない。
多様な考えを持つことの⼤切さも伝えるメッセージを含む評価問題を
作ることが必要。

http://www.fukui-c.ed.jp/~fec/kenkyukiyo/kk125/01.pdf




１ 課題の把握
同じ現象を⾒ても、⽣徒の気づきは様々である。その⼀⽅で、学習場

⾯で期待する気づきはある。その期待する気づきを持った⽣徒を評価す
ることは、授業場⾯では可能だろうが、⼀般化された評価問題としては
難しい。どの気づきが良いか悪いかの評価はできない。
【対応の可能性】
(1) どんな場⾯で、どんな気づきに⾄ったら評価するかなど、前提や結

果と気づきとの関連(気づきと背景の理解・結果の理解やその整合性)
を評価する。

(2) 気づきに対応する課題設定の必然性・論理性を評価する。
(3) ⾝近な現象から、課題を⾒いだす能⼒を評価する。
(4) 現象の解決に向かうのに適した課題の設定かを評価する。例えば、

反証可能性のない課題・仮説の設定は、科学的探究につながらない。



２ 課題の探究
現象に対して、課題を設定し、これを解決するために仮説を設定するが、

この仮説⾃体に良い悪いはないはずである。棄却されるかどうかだけのこと
で、突拍⼦もない仮説を最初から他者が排除するのは良くないし、評価すべ
きでもない。つまり、仮説内容だけでの評価は困難だろう。すると、これを
評価する仕組みが必要となる。
【対応の可能性】
(1) 設定課題と仮説との論理的合理性、設定課題からその仮説に⾄る背景と

なる科学的な知識理解を評価する。
(2) 仮説と検証⽅法(実験⽅法)との関係の論理性、整合性を評価する。
(3) 観察実験に関する技能的な評価を紙⾯でも可能とする。
(4) 観察実験の⽴案能⼒を評価する。例：実験のねらいを達成するために

は、どの材質を選べば良いか、どれくらいの質量が適切かなど。
(5) 仮説を検証するのに適した結果の処理ができているかを評価する。
(6) 結果の処理能⼒・表現⼒(表・グラフ化など技能⾯)を評価する。



３ 課題の解決
設定課題に対して設定した仮説について、処理された実験結果から、適切

な判断（考察・推論）ができているかどうかを評価する。従って考察だけ単
独での評価は探究の過程の評価としては、不⼗分であろう。仮説･実験との
関連において評価する仕組みが必要だろう。もちろん、既知の知識等も活⽤
することになるので、その活⽤能⼒としての評価も含まれる。また、全体の
流れを気にせず、既知の知識に基づく判断能⼒を評価する場⾯も有り得る。
【対応の可能性】
(1) 処理された結果から、仮説に対する適切な判断能⼒を評価する。結果

から仮説を受け⼊れる判断だけではなく、棄却する判断能⼒も評価した
い。

(2) 考察･推論で、学習内容が適切に活⽤できているかどうかを評価する。
(3) 処理結果から考察・推論し、仮説に判断を与える過程を、わかりやす

く表現する能⼒を評価する。



４ 学びに向かう⼒
気づきから仮説の設定、課題の探究、解決、表現までの活動から、
社会や未来につながる⾏動を評価したい。
これに関しては、ペーパーテストでは無理？なのではと思える。
ペーパーテストでは評価できない評価の必要性





(1)探究の過程に対する過度の期待

•いきなり探究の過程を実現できない
•物理基礎では、探究の過程を歩む機会を与え、トレーニングを目
指す

•特に仮説の設定は難しい・・・多様な経験・知識とこれを有機的
に連携する知恵が必要。何より、解決すべき課題を持ち、これを
解決したいと思えることが必要



(2)探究の過程に必要な授業時間

•気付き、仮説
•検証立案
•実験
＜課題＞

•表現伝達
•実験結果の分析と解釈
•物理法則の理解

•応用的理解 (演繹的活用)

「・・・に関する実験などを行い、
・・・見出して理解する」

学習指導要領で物理基礎に6項目
探究の過程を授業で実現するには、
毎回全項目を扱わなくても
1回に最低２～３時間を要する
実質年間60時間の4分の1が必要

十分に実現可能

教員も実験をしレポートを書く

53ʼ



(3)探究の過程の扱い

•探究の過程を年間授業全体で網羅する。
•探究の過程に関わる協働学習だけでなく、それをクラスで共
有・磨き上げる

•協働学習だけでは主体的な学びは完成しない。最終的な考察を
含めて、個人で報告書をまとめる作業は欠かせない



(4)探究の過程を意識した授業構築の方法

•汎用的な探究の過程の授業評価表(生徒の評価ではない)を作る
•三観点に対応する観点別評価の基準(規準に基づいて各校に合
わせたものとする)を作る

•この評価ができる授業を構築する
•最終的なねらいから逆算して授業作りをする



(5)残された課題

•一般市民に必要とされ、全国で実現可能で物理基礎なりの探究
の過程として教えるべきことは何か

•探究の過程の授業評価の汎用的な項目と方法を作る
•科学的に探究するために必要な資質・能力の成長を評価する具
体策を示す

•上記のために、評価のための基礎データの収集が必要
•物理基礎「観察・実験から・・・見出して、理解する・・・」
に相当する6単元の授業実践をし、これを評価と共に公開する



分からないことを解決する道筋を教えたい
•分かったと⾔えるのは，誰かに教わったときではない
•分かったと⾔えるのは，出された問題が解けて､○をもらえた
ときではない
•分かったと⾔えるのは，実験事実に基づいて論理的な説明がで
きたとき：実証性
•説明を聞いた他の⼈が納得したとき：客観性
•他の⼈が再現できたとき：再現性

•何より「⾃分が分かった」と⾔えるとき
15ʼ



問題を科学的に解決する
⾃然の事物・現象についての問題を，実証性，再現性，客観性
などといった条件を検討する⼿続きを重視しながら解決していく

実証性：考えられた仮説が観察，実験などによって検討すること
ができるという条件
再現性：仮説を観察，実験などを通して実証するとき，時間や場
所を変えて複数回⾏っても同⼀の実験条件下では同⼀の結果が得
られるという条件
客観性：実証性や再現性という条件を満⾜することにより，多く
の⼈々によって承認され，公認されるという条件



必要とされる能⼒は？
•必要なデータは何かを知り，これを収集できる
•データ収集・分析・処理が合理的にできる：⽐較，関係付け，条件
制御，多⾯的思考
•データに基づいて判断し、⾏動できる
•そのために必要な知識、思考⼒、判断⼒、協働性、リーダーシップ

（協働性：他者と⽬的や課題を共有し，互いのよさや多様性を⽣かして課題解決
に向かう態度 新潟⼤学附属新潟⼩学校 協働性育成部より）



理科の考え⽅
・・・科学的に探究する⽅法を⽤いて考える

問題解決の過程の中で⽤いる⽅法
⽐較，関係付け，条件制御，多⾯的思考

• ⽐較：複数の⾃然の事物・現象を対応させ⽐べる。
同時に複数の⾃然の事物・現象を⽐べたり，ある⾃然の事物・現象

の変化を時間的な前後の関係で⽐べたりする。差異、共通点を明らか
にする

• 関係付け：⾃然の事物・現象を様々な視点から結び付ける。「関係
付け」には，変化とそれに関わる要因を結び付けたり，既習の内容
や⽣活経験と結び付けたりする。



理科の考え⽅
•条件制御：⾃然の事物・現象に影響を与えると考えられる要因
について，どの要因が影響を与えるかを調べる際に，変化させ
る要因と変化させない要因を区別する。

•多⾯的思考：⾃然の事物・現象を複数の側⾯から考える
問題解決を⾏う際に，解決したい問題について互いの予想や仮
説を尊重しながら追究したり，観察，実験などの結果を基に，予
想や仮説，観察，実験などの⽅法を振り返り，再検討したり，複
数の観察，実験などから得た結果を基に考察をしたりする。




