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科学的に探究する力を育成する化学領域の授業に関する研究  

－困惑場面をきっかけに、学びを振り返る活動を通して－ 

 

山口県立華陵高等学校 教諭 田村 早紀  

 

１ 研究の意図 

(1) 研究の背景 

「高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 理科編 理数編」では、高等学校におい

て、生徒一人ひとりに社会で求められる資質・能力を育み、生涯にわたって探究を深める未来

の創り手として送り出していくことが、これまで以上に重要とされている。理科の目標として

は、自然の事物・現象に関わり、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を

行うことなどを通して、自然の事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を育成

することが示されている。そして、探究の過程全体を生徒が主体的に遂行できるようにするこ

とをめざすとともに、生徒が常に知的好奇心をもって身の回りの自然の事物・現象に関わるよ

うになることや、その中で得た気付きから疑問を形成し、課題として設定することができるよ

うになることを重視すべきであるとされている。 

(2) 研究テーマ設定の理由 

原籍校では、学習内容と実社会のつながりを感じられないまま学習に取り組む生徒がいる。

化学が身の回りのものに関わっていることをあまり実感できず、疑問をもたないまま、実験や

学習に取り組んでいる。 

自分の今までの取組を振り返ってみると、実験を行うことが目的になったり、確認実験に

なってしまったりしたことで、生徒が疑問をもって取り組み、学習の中で新たな疑問が発生す

ることがなかったように思う。例えば、生徒は実験に意欲的に取り組むが、考察になると、

「何を書けばいいですか」という質問が多く出てくる。生徒が物事の本質を探究的に捉えるこ

とができるよう、生徒自身が課題を解決したり、新たな課題を発見したりする経験を増やすこ

とで、科学的に探究する力を育てたい。さらに、解決の過程でまた新たな疑問が生じ、探究が

続いていくような授業をめざしたい。そのためには、生徒が課題意識をもって考えながら取り

組むことができるような教師の手立てが必要である。 

見形（2019）は、得られた結果に戸惑うといった困惑場面の表出が、学習内容を振り返り内

省することに有効にはたらくと述べている。最初に取り組んだ問題では通じる解法が、次の問

題では通用しなくなるような課題設定を行ったところ、今までの解法が通用しないことに生徒

が戸惑い、学習活動を振り返る様子が見られたと述

べている。このことから、探究の過程において困惑

場面を生じさせることで、生徒が疑問をもって一層

考えながら探究に取り組むことができるようになる

のではないかと考えた。そこで本研究では、困惑場

面を授業に組み込む（図１）。困惑場面では、簡単

に答えを出すことができなかったり、理由を説明す

ることが難しかったりするため、生徒は課題を自分

事として捉えて既習事項や日常の経験を振り返り、

探究の過程 

課題の把握 自然事象に 

対する気付き 

課題の設定 

課題の探究 仮説の設定 

実験計画の立案 

実験 

課題の解決 考察 

結論 

振り返り 

  

困惑場面 

図１ 探究の過程と困惑場面 
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より妥当な仮説を設定しようとすると考える。多様な考えが生まれる題材を設定したり、生徒

の予想に反する事象を示したりすることで、生徒は自分や他者の考えを検討して、いろいろな

側面から考える必要性を感じ、学習に取り組むと考える。 

(3) 研究の仮説 

 困惑場面に対して仮説を設定し、実験や考察を行う過程において、自分や他者の考えを互い

に検討することを通して、科学的に探究する力を育成することができる。 

 

２ 研究の内容 

(1) 本研究における「科学的に探究する力」とは 

   本研究では、科学的に探究する力を次の三つの力とする。 

・自然事象に主体的に関わり、健全に物事を疑い、課題を設定する力 

・見通しをもって仮説を設定し、観察・実験を実行する力 

 ・全体を振り返り、課題についていろいろな側面から考察する力 

(2) 本研究における「困惑場面」とは 

  本研究では、困惑場面を「既習の内容や日常の経験から生徒が考えることとのずれや、考え

に必要な条件の不足によって、生徒に戸惑いが生じる場面」とする。人は自分の知識や経験、

常識とかけ離れていることに出会うと戸惑うことがある。理科の学習において戸惑いが生じる

と考えられる場面について、二つ挙げる。 

 一つは、今まで知らなかった新しい現象との出会いである。自分の知識や経験の中にはな

かった新しい現象に出会ったときに、戸惑い、困惑するだろう。ただし、あまりに自分たちの

日常とかけ離れたことであると、興味や実感をもちにくく、困惑するに至らないので、生徒が

身近に感じることのできる内容であるとよいと考える。 

 もう一つは、既習事項や日常の経験を基にして考えた、予想と異なる結果が起こった時であ

る。根拠を基にして考えたにもかかわらず、それを覆すような結果に遭遇すると、生徒にはよ

り大きな戸惑いが生じ、追究しようとすると考える。 

(3) 第１回授業実践「イオン化傾向」（６月） 

ア 概要 

原籍校の３年生91人を

対象に、全３時間で、実

験を中心とした授業実践

を行った（表１）。 

第１・２時は、実験を

通して、既習の知識の確

認や活用をさせた。 

 第３時には、図２のと

おり、第１・２時の実験

で使用した３種の水溶液

に、さらに未知の水溶液

１種を加えた計４種の水

溶液を判別する課題を設

表１ 授業実践の概要 

時 課題 意図 

１ 金属のイオン化傾向の違いを実験で確認する。 既習の知識の確認 

２ 鉄のイオン化傾向の大小関係を、必要最低限の

実験を選んで証明する。 

イオン化列の知識

を活用 

３ 困惑場面  

前時までに使用した水溶液３種と、未知の水溶

液１種を加えた計４種の水溶液を、判別する。 

知識の活用 

前時までの実験・

既習事項の振り返り 
未知の水溶液の正体について考える。 

Ａ～Ｄの４種の水溶液が３本ずつ試験管（計12本）に用意してある。金属片

（マグネシウムリボン、亜鉛片、銅片）を用いてＡ～Ｄの各水溶液を判別せよ。 

Ａ～Ｄの水溶液は次のうちのどれかである。 

・ 硫酸マグネシウム水溶液 ・ 硫酸亜鉛水溶液 ・ 硫酸 ・ 未知の水溶液 
 

図２ 第３時の課題 
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定した。ここで示した未知の水溶液の正体は硝酸銀水溶液であり、用意した全ての金属片と

反応する。この第３時の課題で、未知の水溶液の正体を明かさないままにすることによって

困惑場面が生じると想定した。 

イ 成果 

生徒が活発に意見交換しながら水溶液の判

別に取り組む様子が見られた（図３）。未知

の水溶液が含まれていることによって、実験

結果を注意深く観察して考え、判断しようと

していたと考えられる。生徒から「未知の水

溶液の正体は何ですか」と声が上がったこと

や、振り返りに「未知の水溶液が加えられ、

面白かった」という記述があったことから、

未知の水溶液が生徒の興味・関心を高め、探究心をくすぐる効果があったといえる。 

ウ 困惑場面の認識と課題 

第１回授業実践における困惑場面では、未知の水溶液という不確定な要素に対して、生徒

が興味をもって学習を振り返り、いろいろな考えをもつことを意図していた。しかし、困惑

場面の捉え方が曖昧であったため、提示した課題を解決する探究活動ではあったが、困惑場

面をきっかけにした探究活動にはならなかった。また、生徒たちは、水溶液の判別という

ゲーム性のある面白そうな課題を解決するために、積極的に取り組み、未知の水溶液の正体

にも興味をもっていたと考えられるが、そこからさらに興味を広げ、新たな探究への意欲が

生まれることはなかったように感じる。 

一方で、今回の探究活動の中で、生徒の予想と結果の

ギャップが生じていたことを振り返りやワークシートか

ら確認できた（図４）。このような生徒のギャップがま

さに困惑場面であり、ここから授業を展開することが有

効なのではないかと考えた。生徒に探究への意欲が生ま

れ、課題をより自分事として捉えて取り組むことができ

るように、生徒が見出した問題から、課題を設定する授

業を展開したい。実践を通して、困惑場面についての捉え方を明確にすることができた。 

以上のことから、まずは探究を始めるきっかけとして困惑場面を生じさせる必要があるの

ではないかと考えた。それによって、題材に対する興味・関心を高め、学習する意義を感じ

させることができ、生徒の探究する意欲を引き出せるのではないだろうか。そして探究する

活動の中で新たな困惑場面が生じ、さらに探究が深まっていくとよりよいと考える。また、

生徒にも探究の過程を意識させながら取り組ませることで、活動の内容を明確にし、各過程

の活動を充実させる必要がある。 

エ 第２回授業実践に向けた改善点 

 第１回の授業実践における反省を生かし、第２回授業実践では次の点に留意した。 

・授業の導入で、身近な状況から困惑場面を生じさせ、そこから生徒に課題を設定させる。 

・探究の過程に沿った授業を展開し、生徒にも各過程を意識させる。 

 

S1：（気体が激しく発生した試験管Ｂを見て） 
  これって熱いん？熱くない？ 
S2：あ、熱い。すごい！ 
S3：本当だ。熱い。 
S4：（金属片が）溶けた。 
S2：じゃあこれはもう硫酸ってことですか？  
    Ｂは硫酸？ 
S3：そう…だね。 
S1：未知かもしれんよ？ 
S3：あ…。いや、でも… 

図３ 生徒の意見交換の様子 

 

結果 

生徒の予想 

 ギャップ 

図４ 生徒から生じた困惑 
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(4) 第２回授業実践「酸化剤と還元剤」（10月） 

 ア 単元の概要と指導計画 

(ｱ) 題材について 

いれたての緑茶は緑色をしているが、時間が経つと茶色

に変化してしまう（図５）。それは、空気に触れて緑茶の

主成分の一つであるカテキンが酸化され、互いに結合し

て、タンニンが生成することが原因とされている。タンニ

ンの生成により、緑茶の色は茶色に変化し、味が渋くな

る。還元剤の強さに関係なく、タンニンとなったカテキン

を元に戻すことはできない。 

 ペットボトルの緑茶には、酸化防止剤としてビタミンＣが添加されている。ビタミンＣ

は還元作用をもち、優先的に酸素と結合することによって、カテキンが酸化されるのを防

ぐ役割がある。 

 本実践では、「酸化剤と還元剤」の単元で、還元作用をもつビタミンＣに注目してその

働きを実験で確かめていく。緑茶の色の変化とビタミンＣの働きを関連させて、科学的に

考えさせる。 

(ｲ) 指導計画 

原籍校の３年生91人を対象に、探究の過程に基づいた授業を行った（表２）。導入時に、

困惑場面を生じさせる手立てを仕組んだ。３時間で探究の過程を通し、それぞれの過程を

生徒に意識させながら、生徒主体で取り組ませた。 

表２ 授業実践（10 月）の概要 

＜ねらい＞ 

・ビタミンＣの働きを酸化還元反応の観点から理解するとともに、それらの観察、実験などに関する

技能を身に付けること。【知】 

・課題の解決を通して、ビタミンＣの働きを見出し、緑茶の変化と関連させて科学的に考えること。 

 【思】 

・課題の解決に向けて、科学的に探究しようとする態度を養うこと。【態】 

時 探究の過程 学習活動 手立て 

１ 

自然事象に 

対する気付き 

・緑茶の色の変化や、ペットボトルの緑茶の色が

変化しないことについて、意見交換する。 

・ペットボトルの緑茶に酸化防止剤としてビタミ

ンＣが添加されていることに気付く。 

・酸化防止剤というキーワードをヒントに、「酸

化と還元」について復習する。 

１ 緑茶の色は、時間が経つと

変化するが、ペットボトル

の緑茶は変化しないことを

示す。 

 

課題の設定 ・困惑場面から課題を設定する。 

仮説の設定 ・ビタミンＣの働きに注目して仮説を設定する。 

実験計画の 

立案 
・試薬を選んで実験を計画する。 

２ 三つの試薬の中から選んで

計画させることで、班ごと

に異なる結果や考察が生じ

るようにする。 

２ 実験 
・各班で実験を行い、考察する。 

考察 

３ 
結論 

・各班の実験結果を共有し、ビタミンＣの働きに

ついていろいろな側面から考察する。 

・緑茶の変化とビタミンＣの働きを結びつけて説

明する。 

３ 緑茶の色の変化に戻って考

えさせる。色が変化した緑

茶にビタミンＣを加えても

元に戻らないことを示す。 振り返り 

 
 
 
 
 
 
いれたて ８時間後 
緑色 茶色 

    
図５ 緑茶の色の変化 

困惑場面 
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イ 手立て 

(ｱ) 困惑場面の設定 

いれたての緑茶は緑色をしているが、時間が経つと茶色に変化してしまうことを生徒に

示し、その現象について自由に考えさせる。次に、ペットボトルの緑茶は色が変わらない

ことを示し、何か秘密があるのだろうかと考えさせる。 

生徒の中には、緑茶の色が変化することも知らない人や、変化することは知っていたけ

れどその理由まで考えたことがない人が多いと考える。今まで緑茶の色が変化している場

面に遭遇したことがなかった生徒にとっては、本研究における、新しい現象との出会いに

よる「困惑場面」が生じる。また、変化することは知っていても、理由を簡単に答えるこ

とのできない場面である。生徒は戸惑い、今までの学習や経験を振り返って考えようとす

るだろうと考えた。 

(ｲ) 三つの試薬の提示 

表３に示す三つの試薬を提示し、実験を計画

させる。試薬の提示の意図は二つある。 

一つは、見通しをもちやすくさせることであ

る。実験計画をする際に、一から考えていくの

は、生徒の実験の経験の少なさから考えると難

易度が高いと考えた。そこで、試薬を提示することで、生徒は提示された試薬に焦点を当

て、調べたり考えたりすることができるので実験を計画しやすくなると考えた。  

もう一つは、複数の実験結果を基に、いろいろな側面から検討させることである。過マ

ンガン酸カリウム水溶液とヨウ素溶液は、酸化還元の実験で使用される代表的な試薬であ

る。いずれも水溶液は有色で、還元されると無色になる。ビタミンＣと反応させることに

よって色の変化が見られることから、ビタミンＣが還元剤として働くと考察できる。  

銅は、中学校の酸化還元の単元で使用される。ガスバーナーで加熱して、黒い酸化銅

(Ⅱ)に変化させ、炭素粉末等を用いて還元するという実験をした経験がある生徒が多いと

考えられる。しかし、酸化銅(Ⅱ)にビタミンＣ水溶液を加えても、変化が見られず、ビタ

ミンＣが還元剤として働いていることを確認できない。 

これらの試薬のうち、変化を確認できる二つの試薬で実験した場合、それぞれの実験か

ら得られる考察は同じであり、ビタミンＣが還元剤として働かない場合について考えるこ

とができないため、議論の必要性が生じない。そこで、予想に反して変化が確認できない

試薬も含めた三つの試薬から選んで実験を行い、これらの結果を合わせて考えることで、

生徒はビタミンＣが還元剤として働く場合と働かない場合があることに気付き、その理由

を考えようとするだろう。 

(ｳ) 緑茶の色の変化に戻って考えさせる場面の設定 

ビタミンＣが還元剤として働くという結論が出た後、緑茶の色の変化に戻ってもう一度

考えさせる。ここで、色が変化した後の緑茶にビタミンＣを加えるとどうなるか予想させ

た後、実際に実験をして、何も変化が起こらないことを示す。ビタミンＣが還元剤として

働くことを実験で確かめた生徒たちにとって、それは予想外の現象であるため、本研究に

おける、予想と異なる結果との遭遇による「困惑場面」が生じ、さらに考えようとするだ

ろうと想定した。 

表３ 実験の概要 

試薬 結果 考察 

過マンガン酸 

カリウム水溶液 
ビタミンＣ

を加えて 

変化がある 

ビタミンＣ

は還元剤と

して働く ヨウ素溶液 

銅 変化がない 働かない 

※銅は酸化させて使用 
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 ウ 教材 

ワークシートは全３時間分をＡ３用紙１枚にまとめ、単元の見通しをもたせた（図６）。

また、生徒が探究の過程を意識して学習に取り組むことができるように各過程を示した。 

  

毎時間の授業の最後に、振り返

りシートを記入させた（図７）。

探究の過程についても意識させる

ため、本時に取り組んだ部分を示

し、それに対する自己評価も「よ

くできた」「まあまあできた」

「あまりできなかった」「できな

かった」の４件法で行った。ま

た、各項目に対する理由や、学習

で考えたこと、大事だと思ったこ

とを自由記述させた。これは、生

徒の主体性の見取りにも使える。 

 エ 探究の過程に基づく授業の実際 

    (ｱ) 自然事象に対する気付き (困惑場面)  

 緑茶の色の変化について生徒が考えたこと

を自由に意見交換させた。ある班の話合いの

様子を図８に示す。生徒は活発に意見交換を

していた。班で話した後、全体で共有したと

自由記述 

探究の過程  

図７ 振り返りシート 

図６ 探究の過程を帯で示したワークシート 

 

探究の過程 

S1：菌が増えた。 
S2：菌で色が変わった。 
S3：単純に温度変化かと思った。 

冷めたら…みたいな。 
S2：え、でもそしたら冷たいのは… 
S3：そっか、冷たいお茶もあるか。確かに。 
S4：酸素にふれるか、ふれないか。 
S3：あ、酸化した！ 

図８ 生徒の意見交換の様子 
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ころ、図９のように様々な意見が挙がった。 

次に、ペットボトルの緑茶は長期保存できて色が変

わらないが、何か秘密があるだろうかと問いかけた。 

生徒は実際に緑茶のペットボトルを観察して、ラベル

からビタミンＣが入っていることに気付いた。「なん

でビタミンＣ？何のために？」という驚きの声が上

がった。さらに、ビタミンＣが加えられている理由を考えさせると、ペットボトルのラベ

ルに「酸化防止剤（ビタミンＣ）」と表記されているものを見付け、酸化防止剤としての

役割に気付くことができた。 

この後、酸化防止剤というキーワードから、全体で酸化還元について復習した。 

(ｲ) 課題の設定 

班ごとに課題について考えさせた。

「ビタミンＣは～だろうか」という型を示し、

Google Jamboard（以下「Jamboard」と

いう。）で課題を挙げさせ、共有した。

あるクラスで使用したJamboardの画面を

図10に示す。班で挙げた課題を踏まえ

て、クラス全体としては「ビタミンＣは

還元剤として働くのだろうか」という課

題を設定した。 

(ｳ) 仮説の設定と実験計画の立案 

「ビタミンＣが還元剤として働くとすると、～することができる」という型を示して仮

説を立てさせた。生徒は班で話し合い、「相手を酸化することができる」「酸化されたも

のを還元することができる」などと考えたが、このように検証の見通しをもった具体的な

内容の仮説を立てることができなかった。そのため、実験計画の立案では、選んだ試薬に

よっては、見通しをもてないまま実験を計画している様子が見られた。銅を選んだ班は、

中学校で学習した経験を生かして、銅をガスバーナーで加熱して酸化させてから、ビタミ

ンＣを加えて還元させ、元の銅に戻ればよいと考えることができており（図11）、見通し

をもって計画を立案している様子が見られ

た。しかし他の試薬を選んだ班は、教科書

を見て調べようとはしていたが、あまり見

通しをもてないまま、結果はどうなるか分

からないが混ぜる、などの計画をしている

ところが多かった。 

(ｴ) 実験の実施 

そこで生徒の実験計画を参考に、教師が試薬ごとに実験計画を

作成し、それぞれ実験①～③とした（表４）。それを次の時間に

示し、班で取り組む実験を①～③から選ばせた。簡単な実験操作

を示して、各班に配付する器具を多めに用意しておくことで、生

徒が考えて工夫して取り組む余地を残しておき、使用する試薬の

表４ 実験 

実験 試薬 

① 
過マンガン酸 

カリウム水溶液 

② ヨウ素溶液 

③ 銅 

図 10 班ごとに課題を挙げた Jamboard の画面 

図 11 生徒の立てた実験計画（銅を選んだ班） 

・酸化した(された)・腐った 
・菌が増えた・沈殿ができた 
・温度が下がって水に飽和する量が
少なくなった・空気に触れた 

・黄緑色から茶色になった 
・苦くなった 
・賞味期限８時間なのか 

図９ 緑茶の色の変化について 
生徒から出た意見 
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量などの詳細は班で考えさせた。23班中

９班は、示された実験操作にさらに工夫

を加えて取り組んでいた。 

 例えば図 12 の班は、三つの試験管にそ

れぞれ蒸留水とヨウ素溶液の混合の組合

せを変えて用意し、比較できるようにし

ていた。同じ班が実験結果を Google スラ

イド（以下「スライド」という。）にま

とめたものを図 13 に

示す。実験の結果、ヨ

ウ素溶液を薄めたもの

は、反応の速度が少し

遅くなったことに気付

いて、その理由を考え

ていた。教科書から、

ヨウ素は水と混ざりに

くいという記述を見つ

け、このことが関係あ

るのではないかと考察

していた。 

(ｵ) 考察と振り返り 

 実験結果は班ごとにスライドにまとめ、生徒同士でいつでも内容を確認できるように共

有した。また、全体でも代表の班に実験内容と結果、考察を発表させ、内容を共有した。

生徒は、発表を聴くときや考察するときに、各自のタブレット端末で他の班のスライドを

見て随時内容を確認していた。 

 この時点での生徒の考察は、科学的な根拠に基づいていないものが多かった。そこで、

根拠を基に筋の通った考察ができるように、全体で過マンガン酸カリウムの例を挙げなが

ら考え方を確認していった。その後、各班で考察の見直しをさせてから再び全体で共有し

た。このようにして、自分の班の実験に対する理解を深めた上で、共有した班ごとの結果

を踏まえて改めてビタミンＣの働きについて考察させた。実験①②と実験③で結果が異

なっていることに対し、生徒は何が違うのか熱心に考えていた。 

 結論が出た後、緑茶の色の変化についてもう一度考えさせた。色が変化した後の緑茶に

ビタミンＣを加えるとどうなるだろうと問いかけた。生徒からは、色が元に戻る、無色に

なる、何も起こらない、という予想が挙がった。実際に実験をして、色が変化した後の緑

茶にビタミンＣを加えても元には戻らないことを示すと、生徒は「じゃあビタミンＣは結

局何をしているのだろう」と戸惑い、さらに考えようとしていた。そして、実験結果を参

考に、ビタミンＣは酸化した後の物質を還元することはできないのではないか、ビタミン

Ｃが酸化銅(Ⅱ)を還元できなかったのと同じなのではないか、酸化される前の物質の酸化

を防ぐことはできるが、還元することはできないのではないか、など考えていた。  

 

 

図12 生徒の立てた実験計画 
（ヨウ素溶液を選んだ班） 

[教師の示した実験操作] 
(1) 試験管にヨウ素溶液を入れる。 
(2) ビタミン C 水溶液を加える。 

[生徒が実際に行った実験操作] 
(1) 三つの試験管に(A：蒸留水、B：ヨウ素

溶液、C：蒸留水＋ヨウ素溶液)を入れる。 
(2) それぞれにビタミン C を追加する。 

図13 生徒が作成したスライド（ヨウ素溶液を選んだ班） 



- 85 - 

(5) 第２回授業実践についての結果と考察 

ア 自然事象に主体的に関わり、健全に物事を疑い、課題を設定する力について 

生徒は、困惑場面から考えたことを積極的

に意見交換した。ビタミンＣの働きに疑問や

課題意識をもって既習事項を振り返り、班で

課題を挙げることができた。 

第１時の授業後の振り返り（図14）には、

緑茶の色の変化や、ペットボトルの緑茶にビ

タミンＣが添加されていることに対する驚き

がたくさん記述されていた。また、課題と

は別に疑問が多く出てきていた（図15）。

「当たり前に思ってきたことや、深く考え

たこともなかったことも、改めて考えると

不思議で興味が湧いた」といった記述が多

く見られ、身近な事象に目を向けて、考え

ようとしていたことが分かった。 

 このように、最初に困惑場面を生じさ

せ、身近な題材から考えさせたことで、生

徒は課題意識をもちやすくなり、思考が活

発になって主体的に取り組んだと考えられ

る。次の時間の実験や設定した課題を解き

明かしていくことに対する意欲が見られ、

課題とは別に疑問などがたくさん出ていたことから、探究心を育むのにも有効であったと

いえる。 

また、単元終了後の振り返りには、新たな課題を見出し、他の物でも試してみたい、な

どの記述が多く見られ、さらなる探究への意

欲が感じられた。今回の実験結果を基に考

え、取り組んでみたい実験を具体的に示して

いる生徒もいた（図16）。このような生徒の

考えから授業を展開することで、生徒の探究

心をより深めていくことができると考える。 

イ 見通しをもって仮説を設定し、観察・実験を実行する力について 

仮説の設定や実験計画の立案においても、生徒は活発に意見交換をしていたが、見通し

がもてず、具体的な仮説を立てることができなかった。そのため、選んだ試薬によって

は、実験計画の立案もうまくいかなかった。振り返りシートでも、実験計画の立案が難し

かったという記述をしていた生徒が多かった。 

 実験計画の立案にあたり、実験計画を見通した具体的な仮説を立てさせるべきであっ

た。それができなかった原因として、生徒の試薬に対する理解の不足と、教師の見通しを

もたせる手立ての不足が考えられる。見通しをもった実験計画の立案のためには、生徒が

試薬の性質や反応を具体的に理解し、仮説を設定する経験などを重ね、活用できる知識と

・銅粉にビタミンＣ水溶液を加えて加熱する
とどうなるか調べたい 

・炙る前の銅にビタミンＣを加えて、酸化防
止剤として働くのか調べたい 

・酸化銀でも同じ結果になるか調べたい 

図 16 新たな実験を提案している生徒の記述 

 

・緑茶の色の変化に驚いた 
・お茶にビタミンが入っていることに驚いた 
・考えたこともないことを考えるのが楽しい 
・分からないなりに自分の意見を言って話し
合えた 

・当たり前に思っていた現象にも原因があ
り、それを考えるために頭を使うのが楽し
かった 

・他の人の発酵や温度変化という意見もなる
ほどと思った 

図 14 生徒の振り返り 

 ・酸素には品質を下げる働きがあるのか 
・他の飲料やお菓子にもビタミンＣは入れら
れているのか 

・家で麦茶を作ると時間とともに濃くなるけ
ど関係あるのか 

・ペットボトルは密閉されているのになぜビ
タミンＣが必要なのか 

・緑茶に酸化防止剤を入れて味は変わらない
のか 

・入れる量は少量でよいのか 
・家で飲むお茶は茶色だが、すでに酸化され
ているということなのか 

・緑茶が酸化されると味やにおいにも変化が
あるのか、どちらがおいしく、黄色はすっ
ぱいのか 

・色が変わるのは緑茶だけなのか 
・何の成分が酸化しているのか 
・何時間経過すると変色が始まるのか 

図 15 生徒から生じた疑問 
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して身に付けることができるように日々の授業づくりに取り組む必要がある。実験計画の

立案の際には、結果まで予想させて、どのような結果が得られたら何が言えるのか、考え

を整理できるワークシートの工夫などが考えられる。今回、教師の示した簡易の実験操作

を基に、生徒が工夫を加えて実験に取り組むことはできていたため、生徒の実態に応じ

て、使用する試薬や、簡易な実験操作の提示を行うことは有効であると考える。  

 振り返りシートには、仮説の設定や実験計画の立案が難しかったという記述は多かった

が、「難しかったが班の人と話し合って考えることができた」といった前向きな内容も多

かった。生徒は自分たちで考えて実験できることにやりがいを感じ、積極的に取り組んで

いたと考えられる。第３時の授業後には、今回の実験結果から新たな仮説を考え、確かめ

る実験方法を提案している生徒が見られた（図16）。実験に取り組んだことによって、新

たな仮説を設定し、具体的な検証の方法を考えることができたようである。このように、

実験の経験を重ねることで着実に生徒の力は向上していくと考えられる。  

 ウ 全体を振り返り、課題についていろいろな側面から考察する力について 

クラス全体の結果を共有す

ると、異なる実験結果が生じ

たことで、生徒たちは自然と

その違いが生じたことを疑問

に思い、さらに議論しようと

していた。 

クラス全体の結果を踏まえ

て、改めて考察をさせた。

ワークシートに記述があった

80人について分析し、変化が

あった結果となかった結果を

どのように取り入れて考えて

いるかという観点で区分Ａ～

Ｃの三つに分類した。表５に

分類、生徒の割合と生徒の考

察から抜粋したものを示す。

全体で、51％の生徒が、変化

があった結果と変化がなかっ

た結果の両方を踏まえて総合的に判断しよ

うとしていた。 

さらにこの結果を、取り組んだ実験別で

分けて比べたグラフが図17である。実験①

②よりも、予想と異なる結果になった実験

③を行った生徒は、変化がなかった結果も

踏まえて総合的に判断している割合が高

かった。実験が上手くいかなかったと感じ

たり、予想外の結果に遭遇したりした生徒は、自分たちの班が行った実験についての印象

表５ ワークシートに記入された生徒の考察と傾向の区分 

区分 生徒の考察 

Ａ 

「変化がなかった結果も踏まえて総合的に判断」(51％) 

・ビタミンＣは過マンガン酸カリウムやヨウ素を還元し
ていることから還元剤として働くことが分かった。ま
た、酸化銅（Ⅱ）を還元できるほどの力はない。 

・ビタミンＣは、一度酸化したものは還元できないけ
ど、酸化する前のものなら還元できる 

・液体の物質では還元剤として働く。固体の物質では還
元剤として働かない(常温で)。 

・色が赤紫から無色になったことからMnO4
-がMn2+になっ

たことが分かり、酸化数が+7から+2に変化したことか
ら、ビタミンＣは還元剤として働いたことが分かっ
た。しかし、酸化銅を使用した実験からはビタミンＣ
が還元剤として働いたことが分からないため、常にビ
タミンＣが還元剤として働いているとは言えない。 

Ｂ 

「変化があった結果を取り入れて判断」(24％) 

・ビタミンＣは過マンガン酸カリウムやヨウ素を還元し
ていることから還元剤である。 

 （銅に関係する記述はなし。） 

Ｃ 

「自分の班の結果のみから判断」(25％) 

・ヨウ素を還元していることから還元剤である。 
・ビタミンＣは還元剤だ。 

37％

46％

65％

17％

21％

32％

46％

33％

3％

実験①

実験➁

実験③

Ａ：変化がなかった結果も踏まえて総合的に判断

Ｂ：変化があった結果を取り入れて判断

Ｃ：自分の班の結果のみから判断

Ｎ＝80（人） 

（24人） 

（25人） 

（31人） 

 

図 17 生徒の考察の傾向（実験別） 
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が強くなり、その理由をより考えて、考察しようとしていたと考えられる。 

また、各自の考察の筋が通っているかを一度振り返る時間をとったことで、生徒たち

は、自分の班が取り組んだ実験についての理解が深まった上で他の班の結果についても考

えたため、意見交換が活発になったと考えられる。 

結論が出た後、緑茶の色の変化に戻って

もう一度考えさせた。色が変化した後の緑

茶にビタミンＣを加えても、緑茶の色は元

に戻らないことを実験で示したことで、新

たな困惑場面が生じ、生徒は戸惑いつつも

さらに考えようとしていた。 

このように、予想外の実験結果や困惑場

面は、いろいろな側面から考えさせたり、

そのおもしろさや有用性を感じさせたりす

ることに有効であった（図18）。 

(6) 困惑場面の設定について 

 困惑場面をきっかけに探究を始めたり、探究する活動の中で新たな困惑場面が生じたりする

ことで、生徒は探究する活動に意欲的に取り組むことができると分かった。授業実践を通し

て、困惑場面について次の二つが大切であると考える。 

 一つは、導入時に仕組む困惑場面は身近な題材から生じさせることである。そして、生徒に

考えさせながら、授業で取り上げたいことに焦点を絞っていく。10月の実践では、ビタミンＣ

が還元剤として働くことを確かめさせるために、まずは身近な緑茶の話題を挙げ、色が変わる

という現象から考えさせていった。生徒の振り返りに「私たちの班は緑茶の色の変化について

考える時間からなぜペットボトルのお茶の色が

変わらないのかと話していたので、酸化防止剤

としてビタミンＣが含まれていることに納得し

た」という記述があったことから、今回の授業

の流れは生徒の思考にも合っていたといえる。

そのように考えさせていった結果、生徒に化学

を身近に感じさせたり、題材に対する愛着をも

たせたりすることもできた（図19）。 

 もう一つは、探究する学習の中で、新たな困惑を生じさせる手立てを考えることである。実

験を単純な事実確認で終わらせず、いろいろな側面から考えることができるようにすること

や、新たな探究活動につなげることが大切であると考える。探究的な学習活動をスパイラルに

繰り返すことで、探究する力の高まりが期待できる。 

(7) ある生徒の変容 

授業実践の第１回から第２回に大きな変容が見られたある生徒（以下「Ｓさん」とする。）

について述べる。Ｓさんの振り返りから抜粋したものを図20に示す。 

第１回と第２回の実践では、振り返りの方法や質問内容に違いがあるため、単純には比べら

れないが、振り返りの記述から、Ｓさんは、第１回の実践時には、学習内容をあまり理解でき

ず、学習に対して消極的であったことが分かる。 

・物事を決めつけず、色々な方向から多くの人

の意見を基に結果を考えることが大切なのだ

と改めて理解できた 

・前回の実験では思ったような結果が得られな

かったが、他の班の結果も合わせて考えると

新たな結論にたどり着いて、今までやったこ

とが最後に生きたので嬉しかった 

・実験がうまくいかず悔しい思いをしたが、逆

にこの実験の印象が強くなった 

・変化がないこともひとつの結果であり、自分

たちの行った実験も大事だったんだと思えた 

図 18 考察について生徒の振り返り 

・化学は近くに存在していると改めて感じて面白
かった 

・今まで以上に化学を身近に感じてもっと好きに
なれた気がする 

・日常のあらゆるところに化学変化が起こってい
ると分かった 

・なぜか緑茶が少し好きになった 

図 19 化学を身近に感じた生徒の記述 
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それに対して第２回の実践では、第１時の振り

返りから「緑茶ってなんだろうっていうテーマが

入りやすくいつもより分かりやすかった」と記述

しており、前向きに取り組んでいるようであっ

た。実験や考察をして、図20のような振り返りを

書いていた。疑問をもっていろいろと考えようと

していたことが分かる。化学を理解するのは心の

底から難しいと感じながらも「でも楽しかった」

と締めくくっている。分からないことが多く、

次々に疑問が生まれている状況を楽しんでいるよ

うであった。このような姿こそが探究しようとす

る姿だと考える。 

第１回に比べて第２回の実践では、課題に対す

る親しみやすさがあったことや、探究の過程に

沿って考えていったことが、Ｓさんの意欲的な取

組につながったと考えられる。 

 

３ 研究のまとめと今後の課題 

 (1) 研究のまとめ 

困惑場面をきっかけとした、探究の過程に基づく授業実践は、生徒が活発に考え課題意識を

もって取り組むことや、互いの考えを検討していろいろな側面から考察しようとすることに有

効であったと考えられる。探究心を育むためにも有効であり、生徒が身の回りの事象に疑問を

もち、探究する活動の中で生まれた新たな気付きや発見から課題を見付けることができる、さ

らなる探究につながる活動となった。 

(2) 今後の課題 

科学的に探究する力を育成するためには、今後、このような過程の繰り返しや各過程の活動

の充実が必要である。例えば、実験計画の立案など、授業で探究の過程の一部に焦点を当てて

取り組ませ、生徒が知識を活用する経験の積み重ねが必要であると考える。また、生徒が考え

た新たな実験や課題に取り組み、探究し続けていくことが、生徒の探究する力の育成に有効で

あると考える。 

 今後はさらに、様々な単元における困惑場面について考えていきたい。授業の中で生じた困

惑場面をきっかけに、次の単元を学習させることで、生徒が今までの学びを振り返り、学びの

意義を感じながら新たな学習に探究的に取り組むことができるようにしていきたい。 
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第１回授業実践 

Ｑ今までの学習や経験を振り返り、根拠
をもとに考えることができましたか 

仕組みはあまりわかっていない。 

Ｑ他の人の考えに対して、質問をした
り、自分の考えを伝えたりすることが
できましたか 

一言も喋ってません。 
 

第２回授業実践 

難しい。 
考えているがいまだによく分からない。 
ビタミン C が還元剤になるのは驚き。   
他のビタミンも還元作用をもっているの
か？さび取り効果があるものは還元剤に
なるのか？ 
さび自体が酸化だったような、じゃあ
やっぱり還元剤？ 酢も還元剤なのか？ 
化学を理解するのは心の底から難しいと
感じた。 
でも楽しかった。 

 
図 20 Ｓさんの振り返り（抜粋） 


	77_01 項立（田村早紀）.docx
	77_02 本文（田村早紀）

