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鈴木

康代

おける 言｢語活動 は
｣ 何をねらいとするの
か。平成 年１月の中央教育審議会答申の

千葉県南房総市立丸山中学校教諭

てて記述したりすることができた。
話し合いで役割を分担したことによ

日常生活の場面での雲のでき方につ

ることができていた。

振り返り、改善したり補足したりす

動、科学的な概念を使用して考えたり説明

観察・実験の結果を整理し考察する学習活

や発達の段階、指導内容に応じて、例えば、

理｢科の改善の基本方針 に
｣ 科｢学的な思
考力・表現力の育成を図る観点から、学年

り、全員が参加でき、自分の考えを

いて、学んだ知識を活用して説明す

したりする学習活動、探究的な学習活動を

充実する方向で改善する。と｣ある。つまり、

なった。中学校学習指導要領の第１章総則

本年度から新学習指導要領の全面実施と

活動を取り入れ、生徒の思考を深めさせた

いる。本研究では、特に考察の場面に言語

理科では、 言｢語活動 に
｣ よって科学的な
思考力・表現力を高めることが求められて

考を深めることに有効であることが明らか

いと考えた。
「対話法」で記述させたことにより、「何
て根拠を明確に記述したり、
「それか

とあり、言語活動の充実が改善重点事項の

か文章を書かせても結論のみの記述であ

文章を書くことを好まないと感じる。何と

今までの実践経験から、多くの中学生は

言語活動に関する生徒の実態から

（２）
一つとしてあげられている。では、理科に

で？」という問いかけを自ら作りだし

（１）

ら？」という問いかけを作り、順序立

…｢…、生徒の発達の段階を考慮して、生
徒の言語活動を充実するとともに、…… ｣

の 第｢１ 教育課程編成の一般方針 に
｣

新学習指導要領の重点事項から

主題設定の理由

ることができた。
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〈概要〉
中学校２年「天気の変化」で考察の場面
に言語活動を取り入れ、充実させることに
よって、生徒の思考が深まるかどうかを検
証した。結露や雲のでき方を考える課題１
から課題５について考察する場面で、自分
の考えをまとめる際に物質と対話する形式
で考えをまとめる「対話法」と、
「役割分
担を課した話し合い活動」を取り入れた。
その結果として以下のような点が明らかに
なり、
「対話法」で記述することと「役割

（３）
（１）

になった。

分担を課した話し合い活動」が、生徒の思

（２）

〜中学２年「天気の変化」で「対話法」と「役割分担を課した話し合い活動」を通して〜

言語活動の充実をはかり、考察の場面で
深く思考させる理科の授業づくり

平成 24 年度
第 48 回

分の考えをノートに書くことには前向きで

には興味を示しても、実験結果を考察し自

を示すことは稀である。また、実験や観察

①水蒸気が目に見えない。そのため、空気

またげていると読み取れた。

ころ、以下の３つのことが生徒の理解をさ

り、 湿｢度 の
｣ 計算の正答率も ％と低い。
昨年度の定期テストの解答の分析をしたと

てて考える力を養うことができると考えた

つこととなり、根拠を明確にして、筋道立

えを振り返ったり検討したりする機会をも

で、生徒の理解を深めるとともに自分の考

たり他者に説明したりして表現すること

ろう。考えたことを科学用語を用いて書い

はない。班で話し合い活動を行う時にも、

中に含まれている水蒸気をイメージしに

り、どのような根拠から結論に至ったのか

自分の考えを順番に述べるだけで質問はな
くいこと。

してしまう様子がしばしば見られ、話し合

言力のある生徒の考えに、根拠もなく賛成

として使えるレベルになっていないこと。

生徒にとって親しみにくく、自分の言葉

②「飽和水蒸気量」
「露点」などの用語が

入れ、生徒の考える力を伸ばしていこうと

生」で、特に考察の場面に言語活動を取り

する活動を充実させて効果を上げるには、

を説明したり、班の考えをまとめ上げたり

分の考えを書く活動や班の中で自分の考え

だけでは、効果は得られないと考えた。自

以上のことから、言語活動を取り入れる

かし、生徒は、雲の発生の仕組みを気圧、

雲を発生させ（図１／略）観察をする。し

本単元では、生徒は実際にフラスコ内に

が高いこと。

つかの段階があり、説明するには難易度

③雲が発生する過程は単純ではなく、いく

２名ずつの班を基本とし、８班編成した）

南房総市立丸山中学校第２学年 名（男女

調査対象および学習の流れ

何らかの工夫をする必要があると感じた。

気温及び湿度の変化と関連付けてとらえ、

を対象に調査を行った。

「霧や雲の発生 の
｣ 単元に言語活動を

平成

年２月６日から２月

日まで、
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らえること。 を
例年、
｣ ねらいとしているが、
生徒の理解度が低いと感じる。

気圧、気温及び湿度の変化と関連付けてと

ア｢霧や雲の発生 で
｣ は、 霧｢や雲の発生に
ついての観察、実験を行い、そのでき方を

して、考えたことを科学用語を用いて書い

る時間を確保することが大切であろう。そ

について、学んだ知識をもとに自分で考え

このような単元でこそ、自然現象の仕組み

いつい教え込みになっていた。 しかし、

は、教員も理解させようと思うあまり、つ

ない。

の考えをノートに書いたりすることは好ま

む。しかし、実験結果を考察したり、自分

較的高く、実験・観察に手際よく取り組

15

表１の「学習の流れ」で、学習を進めた。

単元の構想
昨年度の定期テストでの「雲のでき方」

従来、本単元では気象観測の方法から学
を説明する問いの正答率は

たり他者に説明したりさせる必要があるだ

男女ともに理科に対する興味・関心が比

24

調査時期と調査対象および実態

（１）

（２）

このような生徒の理解度が低い単元で

順序立てて説明することができない。

考えた。

いの効果がほとんど感じられなかった。

以上のことより、小単元「霧や雲の発

からである。

く、深まらない。そればかりか班の中で発

32

％ほどであ

中学２年単元 天｢気の変化 の
｣ 小単元

取り入れる意味

（３）
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習を始め、
「湿度」の意味も知らせずに観
測させていた。しかし、本調査では観測で
はなく、まず「大気中の水の変化」を学習
することとした。
導入として窓やコップが曇るなど、大気
中の水蒸気が水滴に変化する身近な現象の
観察を十分に行い、これらの現象を「露点」
や「飽和水蒸気量」といった用語を用いて
説明させ、水蒸気の凝結現象について理解
を深めさせる。その上で自然界での雲ので
き方の説明をさせる。そして、単元の最後
に「湿度」の計算や具体的な数値の観測を
なお、本単元の学習内容の理解がスムー

水蒸気」に注目した以下の３つとした。

①空気は膨張すると温度が低下する。
②気温が下がると水蒸気が水滴になっ
て現れる。
③気温によって空気に入る水分量は決
まっている。

この「核となる知識」を用いて考え、説

明するという制限を与えることで、生徒に

とって「気温と水蒸気の量に注目して考え

るのだ」という視点が明確になり、根拠を

もった説明をしやすくなるであろうと考え
た。

空気中に入る水の ・溶解度と再結晶（１年「水溶液」）の復習をし、溶解度曲線の読み取りをした。
・飽和水蒸気を表すグラフを作成した。
３ 量１

〈核となる知識２〉気温が下がると水蒸気が水滴になって現れることを学んだ。

・水滴ができる温度（露点）を測った。
４ 空気中に入る水の 【課題３】どのようにしてコップの周りに水滴がついたのか。〔言語活動③〕
量２

〈核となる知識３〉気温によって空気に入る水分量は決まっていることを学んだ。

・フラスコの中に白い曇りをつくる実験を行った。
５ フラスコの中の白 【課題４】どのようにしてフラスコに白い曇りができたのか。〔言語活動④〕
い曇り

７ 空中の水分の割合 ・空気中にどのくらい水蒸気が含まれているか（湿度）表す方法を学んだ。

本単元の「核となる知識」は、
「気温と

の①の部分に載せて、活用を促した。

めに学習する。また、ワークシート（図２）

る「核となる知識」を設定し、単元のはじ

んだことを活用して「雲ができる仕組み」

させ、興味・関心を高める。その上で、学

活で目にする結露などの現象を実験で再現

そこで、本研究ではまず、生徒に日常生

をもとにして考えれば、自力で解決するこ

〈核となる知識１〉空気は膨張すると温度が低下することを学んだ。

とができる内容でなければならない。

空気中にかくれて ・フラスコに水滴を入れふたをし、温めると水滴が消え、冷やすと再び現れる現象を観察した。
【課題２】どのようにして朝窓ガラスに水滴がついたのか。
〔言語活動②〕
２ いる水

は、考える時に拠り所とする知識が必要で

天気の変化が起こ ・山頂と地表の気圧の比較（１年「気圧」）の復習をした。
【課題１】おやつの袋は山頂ではどうなるか。
〔言語活動①〕
１ るところと気圧

ある。そこで、単元を貫き考えるもととな

る。さらには、学んだことや体験したこと

いと思う課題でなければならないと考え

が自ら興味・関心をもち、進んで解決した

る内容でなければならない。つまり、生徒

課題の内容は、生徒が考える意義を感じ

を提示する

生徒の意欲を引き出し、明確に課題

（２）

させる流れとした。
ズに進むよう、関連事項である中学１年で
学んだ「気圧」や「溶解度」についての復
言語活動については、表１のとおり、単

・上昇気流が起こる所に雲ができることを学んだ。
【課題５】自然界での雲はどのようにしてできるのか、説明しよう。
〔言語活動⑤〕
・太陽エネルギーによって水が循環していることを学んだ。

雲や雨のでき方
６

生徒の活動内容と課題
学習内容
時

学習の流れ
表1

習も行った。
元の７回の授業のうち、第１時、第２時、
第４時、第５時、第６時の計５回取り入れ
た。

言語活動を充実させるために
講じた手立て
「核となる知識」の設定
生徒が根拠に基づいた考えをもつために

（１）

きるようにした。
記述しやすい枠組みを提示する

筆者が「対話法」と呼んでいる方法で記

述させる（図３）
。この方法は、自分の考
えをノートやワークシートにまとめる際
に、自分と物質とが対話する形で書き進め
る方法である。物質を対話相手として設定
し、他者に説明するように自分の考えを記

対話法の生徒記述例

を説明する課題へとつなげる。仕組みの説
明を求めるため、課題の表現は「なぜ〇〇
か」
「〇〇なのはなぜか」ではなく、
「どの
ようにして○○か」と問いかける。
課題の内容は次に示したとおりである。
課題 １
課題 ２

述する。
本単元では、対話する相手として「空気」
を設定した。それは、空気の温度や気圧に
注目させたいという意図と、空気の立場に
立って考えることで考えが深まると予想し
たためである。

るよう指示する。

べく長く対話を続け

述例のように、なる

していき、図３の記

は各自が考えて記述

次の新たな問いかけ

かけに対する答えや、

しておく。この問い

欄②の１行目に印刷

ート（図２）の記述

たの？」はワークシ

中に白い曇りができ

「空気さん、どのようにして、フラスコの

例えば課題４では、はじまりの問いかけ

私

課題 ３
課題 ４
課題５

おやつの袋は山頂ではどうな
るか。
どのようにして朝窓ガラスに
水滴がついたのか。
どのようにしてコップの周り
に水滴がついたのか。
どのようにしてフラスコに白
い曇りができたのか。
自然界での雲はどのようにし
てできるのか、説明しよう。

課題１は既習事項を用いて考える課題で
ある。課題２は日常体験を生かして考える
課題である。そして、課題３、
４は「核と
なる知識」を用いれば、自力解決が可能な
課題である。課題５では、理科室での雲づ

：空気さん、どのようにして、フラ
スコの中に白い曇りができたの？
空気：それはね、ピストンを引くと空気
が膨張するからだよ。
私 ：膨張するとどうなるの？
空気：空気が膨張すると気温が下がるん
だ。
私 ：気温が下がると？
空気：気温が下がると、空気の中に溶け
込む水分量が減るんだ。溶け込め
なくなった水分が水滴になって出
てくるんだよ。
私 ：それが、白い曇りになって見えて
いたんだね。

⑤学級全体で協議した後
もう一度、通常の文章
で書くところ

④班の話し合いで班の考
えをまとめて通常の文
章で書くところ

くりを自然界での雲のでき方に置き換えて
考えさせる。この課題５で、「核となる知識」
を日常生活の場面に活用して説明できるか
が、思考が深まったかどうかの評価の一つ
となるだろう。
なお、課題１から課題５まで、図２のワ
ークシートに考えを記入させ、後で分析で

②自分の考えを「対話法」で書くところ

図３
③班の話し合いで
仲間の考えを聞
き取り要約して
書くところ

（３）
①核となる知識
本時の課題

ワークシート
図２
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葉でよいので、記述しやすくなると考えた。

かなか書き始められずにいた生徒も話し言

この「対話法」の取り組みによって、な

ておく。役割は班員で順番に回す。

話し合いに必要となる基本的な言葉を書い

の際、役割ごとにカード（図４）を作り、

をする。質問者は発表者に質問をする。そ

た。

手立てが有効であったかどうかを調査し

他者への説明活動を行う。この方法では、

割分担を課した話し合い活動」を取り入れ、

山下修一氏（２００８）が開発した「役

確にする

話し合いの際の役割分担や流れを明

えた。

み立てて、論理的に説明できるだろうと考

確に示すだろう。また、対話を順序よく組

などの問いかけを自ら作りだして根拠を明

ができると考えた。

基づいたものであるかをチェックすること

り返り、筋が通ったものであるか、根拠に

ことで、対話法で書かれた自分の考えを振

に振り返りをさせることを重視した。この

なたの考えは筋が通っていますか」と最後

確認する質問を重視した。また司会者に
「あ

と、
「つまり、○○ということですね」と

う思ったのですか」という根拠を問う質問

本単元では特に、質問者の「どうしてそ

〇「なぜ？」
「どうして？」という問いか

見られた。

述内容を分析すると、以下のような特徴が

る。次に、ワークシート（図２）の②の記

でき、書くことへの壁は取り除けたと考え

全員が自分の言葉で考えを記述することが

課題５まで、記述量に個人差はあるものの、

く取り組むことができていた。課題１から

での記述は初めてであったが、特に抵抗な

はグループの話し合いの進行を、発表者は

発表者、質問者の役割を設定する。司会者

た考えを聞き取りワークシート（図２）の

の考えを発表し、自分以外の班員が発表し

なお、この話し合い活動では全員が自分

えの根拠を述べている生徒の割合は課題

３で ・５％、課題４で ・６％ 、課

60

題５で ・８％であった。根拠としては、

45

〇課題が進むに従って「対話法」での記述

になった。

で順序立てて説明することができるよう

て、課題４では９割の生徒が、短い文章

章でやりとりできるようになった。そし

という問いかけを自ら作りだし、短い文

く、
「それで？」
「次に？」
「それから？」

最後に班全員の考えを検討し、班として

言語活動の後のワークシートを分析し、

生徒の変容

発表させた。

せた。まとめた班の考えは学級全体の前で

④に「対話法」ではない通常の文章で書か

に慣れて、長い文章で説明するのではな

設定した「核となる知識」を用いていた。

78
の考えをまとめてワークシート（図２）の

③に要約させた。

記述した対話文を読み、自分の考えの説明

けを自ら作りだし、
「〇〇だから」と考

男女２名ずつの４人の班の中で、司会者、

本実践で対象とした生徒は、
「対話法」

「対話法」を用いた書く活動について

また、
慣れてくれば「なぜ？」
「どうして？」

（１）

（４）
役割カード
図４

仕組みは理解しているものの、科学用語

たので」と表現したりするなど、現象の

を使用せずに「入りきれない温度になっ

る水蒸気の限界で」と記述したり、「露点」

言葉は使用せず、
「空気に溶けていられ

め、
「飽和」や「飽和水蒸気量」という

〇生徒が日常使う話し言葉で記述させたた

ていたと考えられる。

聞く活動や書く活動にも良い影響を与え

た。つまり、質問するなどの話す活動が、

聞き取り要約する活動がスムーズになっ

回数を重ねていくに従い、班員の考えを

に役立っていたと考えられ、言語活動の

意見と比較して聞く姿勢を育成すること

イントを押さえて話を聞くことや自分の

である。

の正答率を「班活動後」の欄に示したもの

答率を「個人」の欄に、班でまとめた考え

示す。生徒が一人で考え記述した内容の正

以上のことから、書く活動に「対話法」

が抜けてしまったりした生徒がいる。例

たり、順序よく論を展開しているが根拠

なってしまい、最後まで説明できなかっ

人とも班活動後は最後まで説明すること

たので、思考が深まったと言えるだろう。

を用いることができない生徒が半数近く

を取り入れたことは、根拠に基づいて、順

〇個人で記述した時には途中で分からなく

序立てて説明することに有効であり、生徒

えば、課題４では８人いた。しかし、８

いたことが課題である。

は書く活動で思考を深めたと判断した。
「役割分担を課した話し合い活動」に

ができており、足りなかった部分の説明
〇個人で記述した時には「対話法」を用い

も補充されていた。

ついて

〇役割を分担し、話し合いの流れをカード
に記したため、司会者の進行でスムーズ

めた意見は通常の文章で順序よく説明が

て話し言葉で記述していたが、班でまと
書けていた。また、科学用語を使えなか

に話し合いが進められていた。
れていた２つの質問の言葉を使って、「ど

〇質問者になった場合には、カードに書か

った生徒も、
「露点に達し」などの表現
に改善されていた。

うしてそう思ったのですか」と根拠を聞
いたり、相手の考えを要約して確かめた

以上のことより、役割分担を決めたこと

取り組み全体を通して

６班
75％

課題３

コップの中の水が氷で冷やされ、コップの温度も下
がった。次に、コップの周りの空気が冷やされ露点に
達し、空気中に入りきれなくなった水蒸気が水滴に
なって現れた。

18 人
54.5％

３班
37.5％

課題４

ピストンを引くとフラスコ内の気圧が下がり、フラス
コ内の空気が膨張する。膨張すると気温が下がり、露
点に達し、空気中に入りきれなくなった水蒸気が水滴
となって現れ、白く見えた。

28 人
84.8％

８班
100％

課題５

地上付近の暖かい空気が山の斜面で上昇気流となる。
上昇すると気圧が下がり、膨張する。膨張すると気温
が下がり、露点に達し、空気中に入りきれなくなった
水蒸気が水滴となって現れ、水滴が集まると雲になる。

31 人
93.9％

８班
100％

表２に、各課題の正答の基準と正答率を

15 人
45.4％

課題１から課題５へと進むに従って正答

により話し合いが深まったと考える。仲間

朝、寒いので窓ガラスが冷える。ガラス付近の空気も
冷やされ、その空気中にある水蒸気が液体に戻り、窓
に付いた。

うことですね」と要約して確かめる質問

課題２

率が上がったことや、生徒の記述内容が順

８班
100％

の考えを要約し、自分の考えを比較したり

25 人
75.7％

をする場合には、相手の話を聞き取り、

袋は膨らむ。山頂では気圧が低くなり、袋の外よりも
中の気圧の方が高くなり、内側から外側に向かって力
がはたらくから。

序よく筋道立ったものになったこと、班の

課題１

検討したりして、改善している姿が見られ

正答の基準

個人
班活動後
（N=33）（N=8）

短くまとめる必要がある。そのため、ポ

りする姿が見られた。特に、
「〇〇とい

（３）

課題の正答基準と正答率
表２

（２）

平成 24 年度
第 48 回「わたしの教育記録」入選作品発表！

話し合い後に誤った考えが改善されたこと

動では、課題３で誤った考えに引きずられ

科学用語については、課題１から課題５

てしまい、正答率が下がってしまったこと

へと進むに従って使用する生徒が増えてい

が多かったことから、生徒の思考が深まっ
特に課題５は自然界での雲のでき方を説

た。このことから、言語活動を行って科学

（表２）が問題点として残っている。

明させ、学んだ知識を日常生活の場面で活

たと結論付けることができる。

用する課題であったが、個人でも ・９％

の中では、
山の斜面にできた雲の写真で「雲

正答率１００％となった。さらに話し合い

の生徒が正答しており、班の話し合い後は

なるものと考える。

つことで徐々に定着し、使用できるように

言葉として用いて他者に説明する機会をも

用語を記述する機会や、科学用語を自分の

誤った考えに引きずられてしまうことは

の一番下の高さのところで、露点に達した
のだ」と説明し、学んだことを活用して考

話法」を用いて記述させること、
「役割を

定し、これをもとにして考察すること、
「対

以上のことにより「核となる知識」を設

説明させたり質問に答えさせたりして、自

うな全体協議の時間をしっかりと設定して

づき、訂正することができていた。このよ

級全体の協議の時間に自分たちで誤りに気

今後もないとは言えない。本実践では、学

課した話し合い活動」で他者に説明したり、

分たちの考えを振り返る機会をもつように

えを述べている姿が見られた。

他者の考えを要約したりし、班の考えをま

することが大切であろう。

ミュニケーション﹄風間書房

２００８

○山下修一﹃中学校理科教育における構成されたグループコ

２００８

び特別支援学校の学習指導要領等の改善について︵答申︶
﹂

○ 中 央 教 育 審 議 会﹁ 幼 稚 園、 小 学 校、 中 学 校、 高 等 学 校 及

○文部科学省﹁中学校学習指導要領﹂２００８
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く思考する授業を展開していきたい。

他の単元でも積極的に取り組み、生徒が深

今後も年間計画に言語活動を位置付け、

とめ上げることは、生徒に深く思考させる
のに有効な手立てであったと結論づけるこ
とができる。

言語活動を取り入れて
本実践では言語活動を取り入れ、生徒の
思考を深めるのに効果があることが確認で
きた。しかし、書く活動では科学用語があ
まり使えなかったこと、そして話し合い活

受賞の言葉

鈴木 康代

千葉県南房総市立丸山中学校教諭

この度は︑日ごろの実践をご評価い
ただき︑うれしい気持ちでいっぱいで
す︒
今回の論文は︑かねてから取り組ん
できた﹁対話法﹂による説明活動の一
つをまとめたものです︒生徒がじっく
りと考え︑考えたことを自分の言葉で
表現する機会を設定しようと︑毎年少
しずつ︑いろいろな単元で説明活動を
取り入れています︒しかし︑説明活動
をすることによって︑生徒が理科嫌い
になってはいけません︒身近な現象の
仕組みを楽しく気軽に︑しかも︑順序
よく筋道立てて説明する方法はないか
と考え︑試行錯誤した結果︑この﹁対
話 法 ﹂ が で き ま し た︒
﹁対話法﹂で説

明させた現象は を超えました︒
本校のような小規模校では︑理科の
教員は私一人で︑なかなかアドバイス
やご指導をいただける機会がないこと
が悩みです︒今回はいろいろな方にご
指導いただける貴重な機会となりまし

た︒お認めいただいたことを糧に︑研
究︑実践を続けていきたいと存じます︒
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