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中学校理科における生徒の主体性に着目した授業改善について

山城慶太

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 29年度告示の学習指導要領改訂の元となった中教審答申には，観点別学習状況評価の各観点と

して「主体的に学習に取り組む態度」が置かれている（中央教育審議会， 2019)。また，同学習指導要領

においても，授業改善の視点として「主体的・対話的で深い学び」が挙げられている（文部科学省， 2017)。

これらを踏まえると，これからの授業においては生徒が主体的に学ぶことが求められているといえる。

この点について，筆者の実践を振り返る。昨年度，筆者は高校理科生物の授業実践を行った。それら

の授業は，主に筆者が教科書の内容を説明し，ワークシートに穴埋めしていく流れで進めた。その授業

における生徒の様子は，授業冒頭では筆者の説明を聞き，ワークシートの穴を埋めていたものの，授業

が進むにつれて次第に意欲が下がり，寝ている生徒も見られた。また，今年度は，授業に生徒を参加さ

せるために発間で考えさせることを意識して授業改善を図った。しかし，多くの発間が一問一答形式の

単純な発問であったり，教科書の内容を一方的な説明をして網羅的に教え込んでいたりして，授業が後

半になるにつれて授業への意欲が次第に下がった。このように筆者の実践は，教師の一方的な説明によ

る授業であり，生徒が主体的に学ぶ授業ではないと考える。そこで本研究では，生徒の主体性に着目し

た授業改善を図っていく。

2. 研究の目的

本研究では，中学校理科授業における生徒が主体的に学ぶ授業の在り方を筆者の実践や文献から探る

ことを目的とする。

3. 研究内容

(1) 主体的に学ぶとは

生徒が主体的に学ぶとはどのような状態だろうか。鹿毛 (2013) は，主体的な学びを心理現象として

捉え，ェンゲージメントで述べている。エンゲージメントとは，興味や楽しさを感じながら気持ちを集

中させ，注意を向けて持続的に努力するような心理状態である。このエンゲージメントは，①行動的工

ンゲージメント，②感情的エンゲージメント③認知的エンゲージメントの三つに分けられる（鹿毛， 2013)。

より具体性を示すために，エンゲージメントと非エンゲージメントを比較する表を以下に記す。

表1 エンゲージメントと非エンゲージメント（鹿毛， 2013,一部抜粋）

エンゲージメント 非エンゲージメント

行動的側面 一生懸命取り組む 落ち着きがない

持続的に取り組む 課題に焦点が向いておらず不注意

感情的側面 興味を示している 興味がある

楽しんでいる 退屈している

認知的側面 積極的に参加する 反抗的である

集中する，注意を向ける 頭がはたらいていない
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これらを踏まえると，生徒が主体的に学ぶとは，生徒が授業に対して興味を持ちながら集中して取り

組み，積極的に授業に参加する姿であるといえる。

(2) 授業改善の視点

生徒が主体的に学ぶためにどのように授業を改善していけばよいのだろうか。中学校学習指導要領解

説理科編では，生徒自らの力で知識を獲得することが求められている（文部科学省， 2017)。この点につ

いて，広田 (1983) では，「発見学習」について述べており，「発見学習」は，「学習内容を学習者が与え

られた資料，事実，事例さらに教材 ・教具を活用し，独力で発見し，それを内面化する学習である」と

述べられている。それに対して，教師が教え込みを行う「注入教授」（インドクトリネーション）がある。

「注入教授」とは，教師が一方的に知識の注入を図り，教科書に配列された既存の知識の体系をそのま

ま教授すれば生徒側が知識を系統的に定着していくというものである（吉本， 1981)。この両者のどちら

かに偏った授業を展開するというものではなく，「生徒が考える場面と教師が教える場面をどのように

組み立てるか考え，実現を図っていくもの」（文部科学省， 2017)とあるように単元や学習内容によって

効果的に組み合わせていくことが必要であるといえる。

鹿毛 (2013)では，生徒の主体性を引き出すために，課題の設定ついて述べている。課題の設定では，

「①課題のタイプ」と「②課題の困難度」について挙げている。「①課題のタイプ」においては，生徒の

興味や好奇心を喚起する課題であるかどうかという点や生徒が社会で生きていく上で価値や重要性のあ

る課題の設定が必要であると述べている。また，「②課題の困難度」においては，成功するか失敗するか

わからないチャレンジングな課題の設定が必要であると述べている。さらに，そのようなチャレンジン

グな課題を生徒自身もしくは，教師が支援して達成することで，生徒自身の有能感が高まると述べてい

る。すなわち，授業の課題設定においては，生徒の興味や好奇心を促し，チャレンジングであることが

必要であるといえる。

さらに，鹿毛 (2013) において，生徒の「注意の持続」についても述べている。 「注意の持続」におい

ては，音やアニメーションなどのメディアを利用する知覚的覚醒，謎解きの要素を取り入れたり，「はい」

や「いいえ」では答えられない問いを投げかけたりする探究的覚醒，協同学習や短時間の討論などの多

様な学習方法を組み合わせた流動性が必要であると述べている。

これらを踏まえると，生徒が主体的に学ぶための授業改善に向けて，「教師が教える場面と生徒に考え

させる場面の組み立て」，「効果的な課題の設定」，「注意を持続させるための工夫」が重要であるといえ

る。

(3) 授業実践と分析

では，筆者の授業実践はどのようなものだろうか。 2019年 9月 9日,--..__,g月 25日の期間に A中学校の 2

年生 3クラスに行った中学校理科第 2分野生物の授業を 3. (1) と (2) を踏まえ，ビデオ分析をし

た。生徒の学習を把握するために，授業風景をビデオカメラで撮影し，振り返りシートには，授業でわ

かったところ，わからなかったところ，感想などを記入するよう求めた。特に，筆者が今年度行った授

業の中で，生徒が授業に主体的に参加したと感じた授業と主体的ではなかったと感じた授業の展開と生

徒のようすを以下に記す。

表2 ①生徒が主体的に学んだと感じた授業の展開「骨と筋肉」

導入⑦ビニール製の傘袋の先に軍手を付けた模型を提示し，人が運動するには筋肉と骨が必要なこと

に気付かせ，本時では，二の腕の筋肉の動きと骨の付き方について学習することを確認する。

展開⑦「骨と筋肉は何のためにあるのだろう」と問い，話し合いをさせながら骨と筋肉の役割につい

て考えさせる。

⑰二の腕の筋肉の付き方と骨の付き方について確認する。
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＠「腕を曲げたり伸ばしたりするときの，腕の上下の筋肉はどのようになっているだろう」と間

い，話し合いをさせながらに腕を曲げたり伸ばしたりするときの，上下の筋肉のようすについ

て考えさせる。

R 「足が伸び縮みするときの，足の前後の筋肉はどのようになっているだろう」と間い，足を伸

ばしたり曲げたりするときの，足の前後の筋肉のようすについて考えさせる。

終末⑰骨と筋肉のはたらきについて板書 しながらまとめる。

表3 ②生徒が主体的ではなかったと感じた授業「動物のなかま」

導入⑦様々な動物を提示し， 「00はセキツイ動物のどのグループに分類されますか」と間い，前時の

学習内容を再起させる。

展開⑦ 「陸上で生活するセキツイ動物，水中で生活するセキツイ動物，空で生活するセキツイ動物，

それぞれの共通する体のつくりは何ですか」と間い，それぞれ確認し，デジタル教科書に線を

弓I<。

⑰ 「魚類，両生類，ハチュウ類，ホニュウ類，鳥類はそれぞれどのように呼吸しますか」と間い，

デジタル教科書に線を引き， 1つずつ確認する。

＠「魚類，両生類，ハチュウ類，ホニュウ類，鳥類それぞれどのように子を産みますか」と問い，

デジタル教科書に線を引き， 1つずつ確認する。また，卵に殻がある理由について確認する。

Rセキツイ動物 5類の体温調節について確認し，魚類，両生類，ハチュウ類，ホニュウ類，鳥類

それぞれの特徴についての表を完成させる。

①の授業では，多くの生徒は教師の発問に対して考えながら，授業に参加し，普段の授業で寝ている

生徒が発表するなどの授業中における行動的エンゲージメントが見られた。また，振り返りからも面白

かったや楽しかったなどの授業に対する肯定的な意見が多く，感情的エンゲージメントが見られた。そ

の要因として，「＠腕を曲げ伸ばしするときの筋肉のようす」についてなど生徒自らの知識で考えられる

場面と 二の腕の筋肉の付き方など教師が教える場面を組み合わせて授業を設計したことが考えらえる。

また，本時の主発間である I⑰腕を曲げ伸ばしするときの筋肉のようす」では，生徒が他者と話し合い

ながら解決する様子が見られ，生徒にとって効果的な課題であったと考える。さらに，授業導入時に，

模型を提示し，視覚的に捉えさせたことも生徒が主体的に学ぶことできた一要因であると考える。

②の授業では，生徒が受動的になり，授業の後半では複数の寝ている生徒も見られた。その要因とし

ては，教師がデジタル教科書を使って一方的に説明を行い，生徒は受動的に教師の説明を聞くことが中

心となっていることが挙げられる。また，この授業の多くの発問が単純な発間であり，生徒にとって考

えなくてもわかるような発問であったことや授業導入時に明確な目標設定や課題の提示，注意を持続さ

せるための学習方法のエ夫などがなかったことが考えられる。

このように筆者の実践からも，生徒が主体的に学ぶ授業に向けて， 3 (2) の視点を踏まえた授業改

善が必要であるといえる。

また，①と②における学習内容は，「骨と筋肉」では，生徒が自身の体を使って考えることができるが，

「動物のなかま」では実際に動物を見ることができず，教師の一方的な説明すなわち 「注入教授」にな

りがちである。そのため，② 「動物のなかま」のような学習内容においても，発問や活動の工夫が必要

であるといえる。

(4)その他の生徒を主体的にさせるための方法

①工作的発問

その他の生徒を生徒を主体的にさせるための方法として，紺野ら (2005) ではエ作的発問を用いた実

践が報告されている。伏見 (1999) によると ，『エ作的発間とは， 「できるだけ～にするにはどうしたら
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いいだろうか」とか 「できるだけ～にしてみよう」という形をとる発問である』と述べている。紺野ら

の研究では，「一秒振り子を作ろう 」という工作的発間をし，児童がもった間題を基にグループごとに実

験計画を立て，適宜学級全体での話し合いを取り入れながら授業を進め，児童の知的好奇心を高めてい

る。エ作的発問は生徒の試行錯誤を促し，生徒が主体的に学ぶための方法であると考える。

② 「教えて考えさせる授業」

また，「教師が教える場面と生徒に考えさせる場面の組み立て」において参考になるのが，市川 (2008)

の「教えて考えさせる授業」である。この授業形態は 1990年代以前の「注入学習」，それ以降の 「発見

学習」のどちらかに偏った授業に改善を促すものである。具体的には，「教える」と「考える」を通して

知識の習得を目指した授業形態である。「教える」の部分で，教師が教材や教具などを使い，わかりやす

く教え，次に教わったことを生徒同士で教え合う「理解確認」を行う。次に教えられたことを使って考

えさせる発展的な課題を協同的に取り組ませ，「理解深化」を図る。最後に， 「わかったこと」「わからな

かった」ことを振り返らせる。この授業形態は，教わったことが身についているかを確認する場面や生

徒が考える場面を設けることで， 筆者のような一方的に教え込む授業より，学習内容を理解させること

ができると考える。

4. まとめ

筆者の実践は，生徒が主体的に学んだと感じた授業はあったものの，その多くの生徒が主体的に学ぶ

授業ではなかった。そのため，「教師が教える場面と生徒に考えさせる場面の組み立て」，「効果的な課題

の設定」， 「注意を持続させるためのエ夫」に視点を置いた授業改善，それに加えて「エ作的発問」や「教

えて考えさせる授業」を参考に更なる授業改善を図っていきたいと考える。
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