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課題研究最終報告書

授業の振り返り活動を活用した生物基礎の授業実践

-OPPシートが持つ学習内容の理解に対する影響について一

A Teaching Practice of Reflective Activities during "Seibutsu-Kiso" (Basic Biology) Classes: 

An Investigation into the Understanding of Leaming Content Using OPP Sheets 

泉川奈々美

Nanami IZUMIKAWA 

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻

1. はじめに

平成 30年に告示された高等学校学習指導要における改訂の基本方針の一つに，「主体的・対話で深い

学び」の実現に向けた授業改善の推進があげられており，各教科等の学習指導要領解説（以下，解説）

の「各科目にわたる指導計画の作成と内容の取り扱い」において，授業改善の留意点としてさまざまな

取り組みが述べられている（文部科学省， 2018)。解説（理科編・理数編）では，授業改善の視点の一つ

として「主体的に学習に取り組めるよう学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりして自身

の学びや変容を自覚できる場面をどこに設定するのか」という内容が示されており，主体的・対話的で

深い学びの実現に向けた授業改善を進める際の指導上の配慮事項として「学習の振り返り」が重視され

ている（文部科学省， 2018)。

高等学校理科「生物基礎」を対象に先行研究を確認すると，種無しピーマンができる仕組みを通して

ホルモンなどについての理解を深める実験教材の開発と実践（永澤・中西， 2018)や，遺伝子実験に関

する実験教材の開発（井上・谷口， 018), ヨーグルト作製の教材化（加藤・富樫， 2012), ICTを使った

授業実践（郡司•福田ら， 2016) などがあるが，その多くが授業で活用する教材の開発を行ったもので

あり，授業の振り返りについては，神澤・堀 (2014) などの OPPシートを活用した実践が僅かに報告さ

れているのみである。

OPPA (一枚ポートフォリオアセスメント）は，堀 (2013)によって提唱された評価方法で，「教師のね

らいとする授業成果を，学習者が一枚の用紙 (OPPシート）の中に授業前・中・後の学習履歴として記

録し，その全体を学習者自身に自己評価させる方法」である。堀 (2013)は， OPPシートを使うことで，

「学習者の素朴概念を表出させ，学習を行うことで，学習履歴の可視化と変容の明確化を行うことがで

きるよう になった」と述べており，小学校，中学校，高等学校，高等教育機関などの様々な教育現場で

の実践報告がされている（市川・堀， 2008;神澤・堀， 2012;古川， 2017など）。また，授業の振り返り

に注目した研究については，テストを活用した実践報告（井上• 平林， 2017) もあり，その効果につい

て肯定的な結果が示されている。

このように，授業の振り返りを行う方法については， OPPシート等の振り返りシートの活用や，穴埋

め式や選択式の問題を使ったテスト等の活用などさまざまな方法での実践が行われているが，特徴の異

なる両者の効果の違いについて検証した事例は報告されていない。そのため，本研究では，高等学校理

科の科目「生物基礎」を対象に，クラス間で異なる方式の授業の振り返り活動を実施し，その効果の違

いと特徴について明らかにする取り組みを実施した。
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2. 研究方法

(1)予備調査

実践研究の一環として，教師が指導する際に難しいと感じている生物基礎の単元のアンケート調査（泉

川， 2018) によって各単元での指導上の問題点を明らかにすると共に，実習校であるA高等学校におい

て授業実践 (2018年 6月4S~15 日）を行い，実践研究の円滑な実施に向けて問題点の把握等を行っ

た。

(2)授業実践

①対象クラス

連携協力校であるA高等学校（沖縄県の普通高校）は， 1学年が「特別進学コース (2クラス）」，

「健康科学コース (2クラス）」，「文理コース (4クラス）」の 8クラスで構成されている。本実践は，

柔軟な進路に対応する教育課程を持つ「文理コース」の第 2学年2クラス約 79名を対象に実施した。

②実施時期と単元

期間： 2018年 10月 22Sから 11月 2日までの 10日間

単元・高等学校生物基礎「体液の濃度調節」

③実践内容

第 1時は「腎臓の構造とはたらき」，第 2時は

「濃縮率と肝臓の構造とはたらき」，第 3時は「腎

臓の解剖の実験」に関する授業を行い，第4時は，

授業内容の理解度を測定するための統一テスト

を実施した（表 1)。

第 1時では腎臓の構造を学習し，どのように尿

が作られているのかを学習した。その際に腎単位

（ネフロン）や腎小体を色鉛筆で囲むことで腎臓

内の場所とそれぞれの用語が指している範囲を

明確化できるようにした。加えて，尿が作られる

過程で原尿量と尿量を比較することで，原尿のほ

とんどが再吸収されていることなどを学習した。

また，細尿管などで行われる再吸収は選択的に行

われていることも学習した。

第 2時は，濃縮率と肝臓の構造と働きについて

学習を行った。濃縮率については，再吸収される

物質では濃縮率が低く，再吸収されにくい物質は

濃縮率が高いことを表から読み取ることで，再吸

表1 「体液の濃度調節」の単元の全体の流れ

授業時間 学習目標または実施内容

第 1時 腎臓の構造とはたらきが分かる事

を目標に，腎単位や尿ができるまで

の過程を説明し，尿を排出すること

で水分量と塩分濃度の調節が行われ

るという腎臓のはたらきを解説し

た。

第2時 腎臓の濃縮率と肝臓の構造とはた

第 3時

らきが分かる事を目標に，腎臓の濃

縮率の解説を行い，肝臓の構造やは

たらきについて説明した。

これまで学習した腎臓に関する知

識の統合化を目標に，ブタの腎臓の

解剖を実施した。

第4時 統一テスト

収が選択的に行われていることを再確認した。また血しょう中の濃度と原尿中の濃度を比較すること

で，血液中の分子のサイズが大きいタンパク質などがろ過されないことも同時に学習した。

第 3時は，ブタの腎臓を解剖することで腎臓に関する知識の統合化を図った。実験では，腎臓の外

部形態の観察を行った。縦と横の長さの計測，重量の計測を行い，腎動脈，腎静脈，輸尿管の観察を

行った。その後，腎臓を切開し皮質，髄質，腎うの確認とスケッチを行った。各実験は班ごとに実施

したが，班によっては皮質にある斑点を発見し，資料を見ながらこれが糸球体である可能性を見いだ

すなど，積極的に取り組んでいた。
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(3)検証方法

連携協力校の第 2学年の 2クラスについて，授業時間数，授業内容，教材はすべて同一のものを使用

し，各授業終了前 5分間は異なる振り返り方法を行うことで，振り返り方法による効果の差について検

証した。クラス Iは穴埋め形式のテスト（テスト群），クラス IIは OPPシート (OPP群），を使用した振

り返り活動を実施した。また，全授業終了後，授業内容の理解度を測定するために，統ーテストを実施

した。統ーテストは， A間題と B間題という 2つから構成されている。 A問題は単純な知識を間う「選

択式間題」， B問題は科学的な事象の説明を求める「記述式間題」である。結果については次のように解

析を行った。

A問題については正答率．不正答率．無解答率を指標として算出した。加えて，テスト群と OPP群の

差（テスト群一OPP群）を算出し，差の値にもとづいて，テスト群が大きい場合（テスト群>OPP群） ， 

OPP群が大きい場合 （テスト群<OPP群） ，テスト群と OPP群の差がない場合 （テスト群=OPP群）

の3パターンに振り分けたうえで，それぞれのパターンに該当する解答数を算出して，間題全体及び個々

の問題について振り返り方法の違いが及ぼす影轡について比較検討を行った。

B問題については，評価規準をA・B・Cと設定して評価を行った。評価Aは「腎臓と肝臓の各構造

に関する名称とはたらきについて記入することができる」とし，評価Bは「腎臓または肝臓の各構造に

関する名称と働きのいずれかが記入されている」とした。評価Cは「あきらかな不正答または無解答，

判定不能な解答の場合」と設定した。

OPPシートの学習記録の評価については，学習内容の理解度と統ーテストの正答率，不正答率，無解

答率など関連を検討するために， OPPシートの学習履歴のみについて評価を行った。学習目標を基にA・

B・Cの評価基準を設定し，評価Aは「各時間の学習目標に対して満足と考えられる記述がある」，評価

Bは「学習目標に対しておおむね満足と考えられる記述がある」，評価Cは「学習目標に対して不満足な

記述があるもしくは無解答である」場合とした。なお，統計的なデータ解析には EZR (Easy R) を用い

た。

3. 結果および考察

(1)_ A問題「選択問題」全体

プスト群と OPP群のそれぞれにおける正答率，不正答率，無解答率をフィッシャーの正確確率検定

にて解析した結果，すべてにおいて統計的有意差はなかった。

①A問題の全体の傾向

正答率については，テスト群の方 表2 「A問題全体」での両群の比較

が高い項目が 11項目で， OPP群の方 率 テスト>OPP テスト=OPP テスト<OPP

が高い項目は 5項目であった。つま 正答率 11 3 5 

り，テスト群の方が正答率は高い（表 不正答率 5 

゜
14 

2)。不正答率については，テスト群 無解答率 13 

゜
6 

の方が高い項目は 5項目で， OPP群が

高い項目は 14項目であった。つまり OPP群の方が不正答率は高い。無解答率について，テスト群が

高い項目は 13項目であり， OPP群が高い項目は6項目であった。つまり，テスト群の方が無解答率

は高い。知識を問う問題においては，正答率はテスト群の方が高いことが分かった。これは振り返り

の特性によるものだと考えている。知識を間う間題に関してはテスト群の方が OPP群よりも正答する

ことができる。しかし，テスト群は無解答率が高いことから答えを知っている間題のみに解答してい

ることが予測される。
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(2)問題ごとにおける傾向について

① 「腎臓の構造と働き」の問題について

間題 1は，腎臓の構造と働きに関す

る問題になっている。問題項目数は 9

項目であり，そのうち 5項目は文章の

穴埋め式で適切な語句を記入する間

題，残り 4項目は語群から記号を選択

する間題である。正答率については，テ

表3

率

正答率

不正答率

無解答率

「腎臓の構造と働き」での両群の比較

テスト>OPP テスト=OPP テスト<OPP

7 0 2 

0 0 9 

8 0 1 

スト群が高い項目が 7項目であり， OPP群が高い項目が 2項目であった。つまり，腎臓の構造と働

きの正答率はテスト群の方が高い。不正答率については，すべての項目において OPP群が高い。無

解答率については，テスト群が高い項目は 8項目であり， OPP群が高い項目は 1項目であった。つ

まり不正答率は OPP群が高く，正答率と無解答率はテスト群の方が高い。

② 「肝臓の構造」について

問題 2は肝臓の構造に関する問題 表4 「肝臓の構造」での両群の比較

になっている。問題項目数は 5項目

で，そのすべてが文章の穴埋め式で

あり，適切な語句を記入する間題で

ある。

正答率については，テスト群の方

率

正答率

不正答率

無解答率

テスト>OPP

1 

3 

2 

テスト=OPP テスト<OPP

3 1 

゜
2 

゜
3 

が高い項目は 1項目であり，テスト群と OPP群が同等である項目は 3項目であり， OPP群が高い項

目は 1項目であった。つまり正答率については両群間に差はない。不正答率については，テスト群

が高い項目は 3項目であり， OPP群が高い項目は 2項目であった。無記入率についてはテスト群が

高い項目は 2項目， OPP群が高い項目は 3項目である。つまり，正答率，不正答率，無解答率につ

いて両群でほとんど差は無かった。

③ 「肝臓の働き」について

問題 3は肝臓の働きに関する問題

である。間題項目数は 5項目であり，

そのうち 4項目は文章の穴埋め式で

適切な語句を記入する間題，残り 1

項目は語群から記号を選択する問題

率

正答率

不正答率

無解答率

表5 「肝臓の働き」での両群の比較

テスト>OPP テスト=OPP テスト<OPP

3 

゜
2 

2 

゜
3 

3 

゜
3 

である。正答率についてはテスト群が高い項目は 3項目， OPP群が高い項目は 2項目であった。不

正答率についてはテスト群が高い項目は 2項目であり， OPP群が高い項目は 3項目であった。無解

答率については，テスト群が高い項目は 3項目であり， OPP群が高い項目は 3項目であった。つま

り，正答率，不正答率，無解答率について両群でほとんど差は無かった。

(3)問題の種類ごとの傾向

①文章の穴埋めの場合

間題の種類別でそれぞれの特性を

考えていく。文章の穴埋め問題は，腎

臓や肝臓の構造と働きに関する内容

であった。正答率についてはテスト群

が高い項目は 9項目， OPP群が高い項

目は 3項目であった。不正答率につい

率

正答率

不正答率

無解答率
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ては，テスト群が高い項目は4項目であり， OPP群が高い項目は 11項目であった。無解答率につい

ては，テスト群が高い項目は 9項目であり， OPP群は6項目であった。つまり，正答率はテスト群

が，不正答率は OPP群が，無解答率はテスト群が，それぞれ麻い傾向にあった。

②記号選択式問題での場合

選択式間題について傾向を見てい

く。正答率についてはテスト群が高い

項目は 2項目であり， OPP群が高い項

目は 2項目であった。つまり，正答率

についてはテスト群と OPP群に差が

ない。不正答率は，テスト群が高い項

目は 1項目であり， OPP群が高い項目は 3項目である。つまり， OPP群が高い。無解答率について

は，テスト群が高い項目は4項目であり， OPP群が高い項目はなかった。つまり，無解答について

は，テスト群が高い。問題の種類ごとに分けて考えた場合，不正答率は OPP群が高く，無解答率に

ついてはテスト群が高いため，テスト群が穴埋め問題を解答する場合は，答えを覚えている設問だ

けに解答していることが予測される。

(4) OPPシートの学習履歴の評価と統一テストとの関連

① OPPシートの学習履歴の評価

第 1時において評価Aは 10.0%, 評価Bは

56. 7%, 評価Cは33.3%であった（図 1)。第 2
(%)100. 0 

時は，評価Aは6.9%,評価Bは44.8%,評価c so. o 

は48.3%であった。第3時は，評価Aは20.0%, 4口60.0 

評価Bは43.3%, 評価Cは36.7%であった。第
蚕
G 40. o 

1時と第 3時について，評価Aならびに評価Bは 阜
臨 20.0 

66. 7%と63.3%であり， 6割以上の生徒が学習内 や

容を一定の範囲で理解できると考えられるが，第
0.0 

第 1時第2時第3時

2時は 51.7%であり，第 1時に比べると 10%の 口評価A 口評価B ■評価C

生徒が満足に学習履歴を書くことができていな 図,. 各時間における学習履歴の評価の割合

い。この要因として，授業内で，肝臓の構造を口頭で説明し，その後すぐに問題演習に入った。その

ため，生徒が肝臓の構造や働きについて理解できないと考えられる。それとは対照的に，腎臓の構造

の授業では，各構造の名称を縁取りするなどの手だてを行ったため，生徒にとって理解しやすかった

と考えられる。

② OPPシートの学習履歴の評価と統一テストの関連

各時間の学習履歴の評価を行った後に，学習履

歴の総合評価を行った。学習履歴の評価において

Aが2つ以上の場合は総合評価Aとし，学習履歴

の評価でB以上の評価が 2つ以上ある場合を総

合評価Bとした。それ以外を総合評価Cとした。

これらの OPPシート総合評価と各解答率との関

連性については，表 8に示した。平均正答率はA>B>C, 不正答率はC>B>A, 無解答率はB

>C>Aの順に値が高くなっており， OPPシートの学習履歴の評価が高い生徒は統一テストの正答

率が高いことが明らかになった。学習履歴が書けている生徒ほど学習内容が理解できており，生徒

の学習の理解度を的確に把握することができるといえよう。

表7

率

正答率

不正答率

無解答率

「選択式問題」での両群の比較

テスト>OPP テスト=OPP テスト<OPP

2
 ゜

2
 

゜
3
 

4
 ゜ ゜

表8 OPPシート総合評価と解答率

総合評価 正答率 不正答率 無解答率

A 34. 2 28. 9 36. 8 

B
 

12. 3 34.2 48.0 

c
 

6.8 46.3 46.8 
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(5)テストと統ーテストの関連

①授業後に行うテストについて

授業後に行うテストは， 2つの間題から構成されて

おり，知識を問う問題を基本として作成している。腎

臓の構造と働きに関する問題では，腎臓の模式図につ

いて各構造の名称を間う設問が 6間，他に一間一答形

式の設間を4間設定している。肝臓の構造と働きに関

する間題では，肝臓周辺の模式図とその模式図を説明する文章について空欄に穴埋めを行う形式を

とっており，設問は 9問設定し，それに加えて一問一答形式の問題を 3問設定している。

②テストの結果と考察

腎臓の構造と働きに関する問題の平均正答率は 48.5%であり，肝臓の構造と働きに関する間題に

ついては 41.9%であった。また，平均不正答率は腎臓と肝臓それぞれ 15.2%と6.1%であった。さ

らに，平均無解答率については，腎臓と肝臓それぞれ 36.3%と51.9%であった（表 9)。腎臓に関

する問題と肝臓に関する問題のそれぞれの解答率の値について t検定を用いて比較を行ったが統計

的有意差はなかった。

(6)統一テストのB問題について

①B問題全体「記述式問題」について

B問題での「腎臓」と「肝臓」に関する問 (%)100.0 

題全体での結果を，テスト群と OPP群で比

較した。

腎臓に関する問題については，テスト群

は，評価Aが最も少なく 0.0%,次いで評価

Bが 21.6%, 最も多かったのが評価Cで

78. 4%であった。

OPP群は評価Aが最も少なく 5.7%であ

り，次いで評価Cは34.3%, 最も多かった

のが評価Bで60.0%であった。肝臓に関す

る問題については，テスト群は評価Aが最

も少なく 0.0%であった。次いで評価Bで

10. 2%, 最も多かった評価Cで 89.2%であ
(%)100.0 

った。 OPP群は評価Aが最も少なく 2.9%で
80.0 

4ロ
あった。次いで評価Bが 40.0%, 最も多か 面

60.0 

ったのが評価Cで57.1%であった。（図 2)。
G4o.o 
垣

B問題について，テスト群と OPP群の各 臨20.0

評価の割合の差を算出した。その結果，腎臓
ゃ。.0

では，評価Aは， 5.7ポイント OPP群の方が

高い。評価Bは， 39.4ポイント OPP群の方

が高い。肝臓についても，評価Aは， 2.9ポ I 構造

口評価A 口評価B ■評価C
イント OPP群の方が高く 評価Bは 38.2， ， 図3. 腎臓と肝臓の構造に闘する各評価の割合
ポイント OPP群の方が高い。このように，腎臓と肝臓ともに，評価Aと評価Bの割合は OPP群の方

が高い。この結果より，科学的事象の説明を求める B問題については， OPP群の方がテスト群より

評価が高い割合が多いことが明らかである。現象全体についての理解については， OPP群の方がテ

表9 テストの正答率について

正答率 不正答率 無解答率

48. 5 15. 2 36. 3 腎臓

肝臓 41. 9 6. 1 53.3 

0
 
0
 
0
 
0
 

的

g

仰

⑳

如
I

＿細

e浬
臨
中

〇.0

腎臓 l 肝臓

□評価A 口評価B ■評価c
図2 腎臓と肝臓の各評価の割合

腎臓 肝臓

-122 -



課題研究最終報告書

スト群よりも学習内容の理解度は高いと言える。

②腎臓と肝臓の構造について

腎臓と肝臓のそれぞれの間題についての解答内容を，構造と働きに

ついて別個に確認し，比較した結果を図 3に示す。腎臓の構造について

は，テスト群は評価Aが最も少なく 0.0%であった。次いで評価Bが

16. 2%, 評価Cは最も多く 83.8%であった。 OPP群は評価Aが最も少

なく 0.0%であり，次いで評価Bが 45.7%, 最も多かったのが評価c
で 54.3%であった。

肝臓の構造については，テスト群は，評価Aが最も少なく 0.0%であ

り，次いで評価Bが 2.7%, 最も多かったのが評価Cで 97.3%であっ

た。 OPP群は評価Aが最も少なく 0.0%,次いで評価Bが 5.7%, 最も多

o虹辟If:麿ぅゃり命1'.111ふ

甜→薪茶．ャ糾が,,,

が賃蜂く1:il''I消#,11,

賢戸恥岱，1f.'1•,

図4. 生徒Aの解答

かったのが評価Cで94.7%であった。構造で比較すると肝臓よりも腎臓の方が両群とも評価Bの割

合が大きい。このことにより，構造については腎臓の方が学習内容の理解度が高いことが分かる。

原因としては，腎臓の解剖を授業の中で行ったことであると考えている。生徒が書いた解答には，

実験の授業で書いたスケッチと同様なものを回答していた（図 4)。生徒Aの解答には腎臓を切開し

た断面図が書かれており，その下に，「輸尿管は腎うからつながっている。皮質→赤茶。やわらかい。

ずい質→赤くてゼリーみたい。腎う→白い筋っぽい。」という記述がある。これは，実験で実際に生

徒Aが体感したことをそのまま書いており，その事を統ーテストに解答している。そのため，肝臓

よりも腎臓の構造が理解できると考えている。

③腎臓と肝臓の働きについて

腎臓と肝臓の働きについて比較した結

果は，図 5に示す。腎臓の働きに関して，
(%) 100. 0 

80.0 
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解 60.0 

評価Bは，テスト群は 5.4%であり， OPP群

は 31.4%であった。つまり，腎臓の働きに

ついては， OPP群の方が評価Aおよび評価

Bの割合が高いことが分かった。肝臓の働

きに関しては，評価Aについては，テスト

群では該当する解答は無く， OPP群は5.7% 

であった。評価Bは，テスト群は 10.8%で

40.0 

20.0 

働き
口評価A 口評価B ■評価c

図5. 腎臓と肝臓の働きに関する各評価の割合

あり， OPP群は 34.3%であった。つまり，肝臓の働きについては， OPP群の方が評価Aおよび評価

Bの割合が高いことが分かった。このように腎臓・肝臓の働きについては，腎臓と肝臓ともに，同

程度の理解度であったと考えられる。

4. まとめ

成果は，統一テストにおいては，知識を間う間題であるA間題については正答率，不正答率，無解答

率については統計的な差は見られなかった。しかし， A問題全体の正答率について，テスト群と OPP群

の差がテスト群の方が大きい項目が OPP群の方よりも 7項目多い。そのため，正答率はテスト群の方が

高い。よって，テスト群の方が正答率が高い可能性があることが分かる（表 2)。OPPシート学習履歴の

総合評価と統一テストのA間題の関連については，学習履歴の総合評価が高いほど統一テストのA問題

の正答率が高いことが分かった。そのため，学習履歴の評価が高い場合，学習内容をより理解できてい
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る可能性がある。従って， OPPシートの学習履歴を通して，子どもの学習理解度をある程度把握するこ

とが可能かもしれない。 B間題は，テスト群と OPP群の各評価の割合の差を算出すると腎臓では，評価

Aと評価Bは OPP群の方が高い。肝臓についても似たような傾向が見られた（図 2)。科学的事象の説明

を求める B問題については， OPP群の方が評価の高い割合は大きい。そのため，現象全体についての理

解については， OPP群の方がテスト群よりも学習内容の理解度は高いと言える。神澤・堀 (2012)は，定

期テストの成績と OPPシートの本質的な問いの記述内容に対して評価を行い，その関係について述べて

いる。そのなかで，成績がよいが OPPシートの記述が不十分な生徒が存在すること，それに反して，テ

ストの成績は良くないが OPPシートの評価が高い生徒もいること，から OPPシートの評価と成績のねじ

れがあることを報告しているが，今回この研究ではその傾向はみられなかった。

本研究では，統ーテストのA間題について正答率，不正答率，無解答率の全てにおいて統計的有意差

はなかったため， OPPシートを活用することに対する影轡を明らかにすることができなかった。理由と

して，生徒が OPPシートを害き慣れるまでに時間がかかることが考えられる。そのため，授業の振り返

り活動の方法の違いが，生徒の学習内容の理解に及ぼす影響を明らかにするためには，より長期にわた

る調査が必要であろう。今後は，通年で調査を実施して効果を検証する必要があると思われる。
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