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第１節

１．ＳＳＨ研究開発の目標

　本校が研究開発の仮説としている「サイエンス」の領

域は自然科学にとどまらず、社会科学、人文科学までを

含めている。すなわち、中等教育の現場で学習する既存

教科、数学、理科、社会、国語、外国語、芸術、技術、

体育といった学習領域を学習の対象としているのであ

る。辞書にある狭義の意味の「自然科学」のみを対象に

はせず、自然、社会、人文に関する法則や知識体系を対

象領域として考えている。言い換えるならば、学習対象

を自然科学系という領域のみに分断せず、自然科学系を

含めた相互に関連し合う社会科学、人文科学をも学習領

域としている。言わば専門領域別の知の分断、細分化よ

りも知の統合、知の融合を目標にしたＳＳＨ研究開発で

ある。

　本校の「サイエンス・リテラシー」の目標は、単なる

科学的読み書き能力にとどまることなく、学びの共有を

軸にしながら、人間・自然・社会と関わる「サイエンス・

リテラシー」の育成が目標である。別の言い方をするな

らば、人間・自然・社会と関わる「サイエンス・リテラ

シー」を中等教育段階で底上げし、裾野を広げるという

方向性が社会的要請の１つの解となることを提案してい

るのである。

　このような「サイエンス・リテラシー」を身につけ、

２１世紀の科学技術の高度化、専門化、国際化する社会を、

豊かな科学的思考力を持ち、科学の社会的営みを深く理

解して生き抜く「地球市民」を育成するのが目標である。

２．４年間の実践に基づいた成果と課題

�本校ＳＳＨの中心となる研究仮説

　高度化、専門化、国際化する科学技術社会において必

要とされる地球市民としての科学的思考力の向上の為に

は、青年期の発達段階に応じた「サイエンス・リテラ

シー」の育成が必要である。中・高・大の一貫した「サ

イエンス・リテラシーの育成」と「自覚的なキャリア意

識の育成」を目指す教育実践を中等教育と高等教育が協

同して実践することによって、地球市民としての科学的

思考力を持った生徒を育成することができる。また、

「協同的探究学習」と「教育実践の実証的評価」を通し

て生徒の力をより伸ばすことができる。

　本研究におけるサイエンスとは、理数分野だけではな

く、社会、人文科学分野を含んでいる。また、リテラ

シーとは、対象となる問題を深く理解し、課題を設定し、

解決する際に、知識や技能を効果的、創造的に活用し、

事象を論理的・批判的に思考し（分析、推論、判断）、さ

らに社会の中でコミュニケートする力と定義する。

�教育実践の実証的評価から

　研究開発４年間の生徒の意識調査の比較から特徴的な

な点をまとめた。本校独自のＳＳＨの目標に対する意識

調査、国際比較（ＴＩＭＳＳ利用）として理科学習の情

意的側面に関する調査、生徒の科学観に関する調査、こ

とばによる思考力に関する調査でこれまでに明らかに

なったことを以下にまとめた。

　上記の「サイエンス・リテラシー」と「キャリア」に

対する考えの基に、本校のＳＳＨ教育プログラムの目標

とする生徒の学びの力を５つ設定した。

Ａ：科学への知的好奇心

Ｂ：深く理解し、考え、発表する力

Ｃ：人や社会のために学習内容を活用する力

Ｄ：大学での専門的な研究につながる学びの力

Ｅ：自分の生き方について考える力

１）４年間の全学年を対象とした意識調査の平均値か

ら

�「Ｅ：自分の生き方について考える力」の平均値

（０６年度：３．６６、０７年度：３．６９、０８年度：３．６３、０９

年度：３．６６）が４年間を通して他の項目に比べて数

値が高いことである。その背景には、自然、人、社

会とのかかわりの中で学び自分の生き方を考えると

いう自覚的な進路選択という本校の「キャリア教育」

の教育実践が影響していると考えられる。

�「Ｅ：自分の生き方について考える力」が４年間の

調査によって、どの学年よりも高校３年生でともに

平均値が高いことである。高校３年生で進路意識が

高まるのは、当然の結果とも言えるかもしれない

が、「自分の進路を自覚的に選択している力」が高校

生活３年間の中で育っていっていると思われる。

実践の効果とその評価
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２）４年間の全学年を対象とした意識調査のＡ～Ｅの

各項目の相関関係から

�「Ｂ：深く理解し、考え、発表する力」：「Ｃ：人や

社会のために学習内容を活用する力」、�「Ｃ：深く

理解し、考え、発表する力」：「Ｄ：大学での専門的

な研究につながる学びの力」との相関係数が４年間

を通して高いことである。「Ｂ：深く理解し、考え、

発表する力」と「Ｃ：人や社会のために学習内容を

活用する力」及び「Ｄ：大学での専門的な研究につ

ながる力」との深い関連を意識していると推察でき

る。ＳＳＨプログラムの中核でもある学習内容を深

く理解し、考え、発表する力をＳＳＨの中核的な目

標として養うことが重要であるということが４年間

の意識調査から再度確認することができた。

�「Ｂ：深く理解し、考え、発表する力」と「Ｅ：自

分の生き方について考える力」の相関は、０６年度か

ら０８年度まで高校３年生において数値が上昇してい

る。このことは学ぶ力を身につけ、さらに自覚的な

進路意識をするようになったと考えることができ

る。０９年度になり、高校３年生の数値が若干下がっ

ているのは、意識調査の時期を早めたことに原因が

あるのか他に理由があるのか検討してみる必要があ

る。

　本校ＳＳＨの目標に対する意識調査から言えること

は、自然・人・社会とのかかわりの中で学び自分の生

き方を考える自覚的な学びと進路選択という教育実践

を今後も大切にしながら、「深く理解し・考え・発表す

る力」をＳＳＨの中核的な目標として養うことの重要

性を再認識したことである。研究開発最終年度には、

５年の経年変化を比較することによってプログラム全

体を評価して行く予定である。

３）ＴＩＭＳＳとの国際比較から（ＳＳＨプログラム

を経験した中学２年生を中心に）

�ＴＩＭＳＳの質問項目にある理科学習の情意的側

面、特に「理科は好きですか・きらいですか」の質

問項目で「好き」と「大好き」（０６年度中学２年生

「理科が大好き・好き」：６５．４％、０７年度同学年同項

目：８６．０％、０８年度同学年同項目：８０．５％、０９年度

同学年同項目：６８％）は、ＴＩＭＳＳの日本の平均

値である５２％よりかなり高くなっている。理科の授

業、ＳＬＰ�での理科選択必須化、理科的なテーマ

である総合学習の「生命と環境」の取り組みが影響

していると考えられる。

�ＴＩＭＳＳの質問項目にある理科学習の情意的側

面、「理科の勉強は楽しいか」の質問項目でも、「強

くそう思う」と「そう思う」（０６年度中学２年生「強

くそう思う・そう思う」：５２．５％、０７年度同学年同項

目：８２．３％、０８年度同学年同項目：７４．３６％、０９年度

同学年同項目：５３．３％）への変化が見られた。０７年

度・０８年度はＴＩＭＳＳの日本の平均値である５９％

より高くなっている。特に０７年度の中学２年生の

「強くそう思う・そう思う」は８２．３％であり、４年

間の研究開発の中でも高い数値となった。こうした

中学の理科学習に対する情意的側面の変化が何によ

るものなのか検討を加える必要がある。

�理科の学習に対する自信についての質問項目におい

て０６年度生徒の高いレベル（強くそう思う」が１６．３％

である。０７年度同一生徒が１０．３％、０８年度同一生徒

が１６．２％、０９年度同一生徒が１２．０％と推移してい

る。この平均値は、日本の平均値２０％、国際平均値

４８％と比べてもかなり低い。理科は「好き」である

が、理科には自信がないという姿を読み取ることが

できる。

　国際比較（ＴＩＭＳＳ）との比較を総括するならば、

中学段階での理科学習のイメージにおいて向上はあっ

たが、実際に学習へ向かう積極性や自信という観点に

おいては今日の日本の理科学習の現状と似通った状況

にあり、積極性と自信を持たせる教育課程の開発が課

題として明らかであることが再確認できた。これらの

課題に取り組むことが、日本の現状の改善に繋がれば

と考えている。

４）全学年を対象とした科学観に関する意識調査から

　４年間の調査で特に高い数値をあげている、特徴的

な項目について見ることにする。

�市民としての科学的リテラシーに関するアンケート

項目（「科学は、私たちの生活をとり巻くあらゆるも

のに関わっている」において、高いレベル（「ややそ

う思う」「強くそう思う」）の回答率が４年間を通し

て高い数値を示している。（０６年度８５％、０７年度

７７％、０８年度８４％、０９年度８６％）

�科学の有効性に関するアンケート項目（「科学は、生

活に役立つものである」）において高いレベル（「や

やそう思う」「強くそう思う」）の回答率が４年間を

通して高い数値を示している。（０６年度７７％、０７年

度７１％、０８年度８８％、０９年度７８％）

�科学の負の側面に対する理解に関するアンケート項

目（「科学は便利だけど危ないものである」、「科学は

使い方を誤ると人、社会、自然に悪影響を及ぼすも

のである」）の高いレベル（「ややそう思う」「強くそ

う思う」）の回答率が４年間を通して８０％を超える高

い数値となっている。

　アンケート項目の中で高い数値を維持しているのは

実践の効果とその評価
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なぜか、検討する必要がある。本校のＳＳＨプログラ

ムが有効に機能しているのか、詳しく分析してみるべ

きである。これらの分析を通して、２１世紀の科学・技

術社会を生き抜くために必要とされる科学・技術その

ものや科学・技術の社会的営みに対する価値・態度を

育成する教育課程作りに役立つ基礎資料を作成したい

と考えている。

５）科学的な思考力（ことばによる思考力）調査から

　外部基準であるＰＩＳＡにオリジナル問題加えた調

査から思考過程の広がり（多面的思考）、思考過程の深

まり（因果的推理）を評価する評価基準を作成できた

ことである。その評価基準として、１）事実を正確に

理解する　２）事実から課題の意図を理解する　３）

事実→推論→結論という思考過程をたどる　４）必要

に応じて既有知識をその思考過程で活用できるの４つ

を設定した。

　上記の評価基準による「ことばによる思考力の調査」

において、０７年度の事前・事後調査によると思考の深

まり、すなわち因果的推理ができるといった変化を見

ることができた。因果的推理ができるようになった

データが、事前３３人から事後５２人へと増加した。しか

し、思考の広がり、すなわち多面的思考の変化はあま

り見られなかった。

　０８年度には、思考力テストに共通分析基準（水準０、

水準�、水準�）を設けた。この水準を用いて、社会

の課題を分析すると事前テストでは水準�が８％で

あったものが、事後テストでは水準�が４３％と変化し

ている。この調査においては、大きな変化があったと

考えられ。これらの成果を他の教科にも広め、多元的

な思考力の育成を教育課程の中で実現することが本校

ＳＳＨの重要な目標の１つである。このような思考力

を育成する授業論や教育課程の開発が課題となる。

�協同的探究学習の調査から

　協同的探究学習においては、その特質を０６年度年度数

学�、０７年度数学�、０８年度では国語、数学、理科、０９

年度は数学、国語の教科連携による「ことばによる思考

力の育成」を目標にした授業実践をしてきた。協同的探

求学習において以下の学習要素が重要であることを大学

との連携を通して実証的に明確にしてきた。

１）学 習 内 容：概念的理解とスキル獲得の区分と構

造化

２）発　　　問：日常的事象に関連し、解や解法に多

様性のある問題の提示

３）学 習 環 境：各生徒による探究時間の設定と、生

徒間の問題解決過程の相互検討

４）教師の支援：生徒が発表した解法の関連づけと、

自由に意見を述べる学習観の育成

　これまで実施した協同的探求学習の調査から課題とし

て考えられるのは

・英語や実技教科等、もっと様々な教科で授業ができ

るかどうか、さらに実践を積む必要がある。

・高校での調査・実践を増やし、大学入試にも対応で

きる授業内容の開発が必要である。

３．４年次の研究実践に基づいた課題
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　ＳＳＨ研究協議会での公開授業と分科会を通して、Ｓ

ＳＨ教育実践の成果と課題を検証する取り組みを行っ

た。５年間の研究計画の第４年次報告として位置づけ、

今後の教育実践研究の方向性を検証する機会とした。

　本校のＳＳＨ研究開発の特色は、理数系教科だけに特

化せず、また対象を一部の生徒だけに特化せず、自然科

学系教科を含めた相互に関連し合う人文社会科学系教科

をも学習領域とした知の融合を目標に、サイエンス・リ

テラシーを中等教育段階で底上げし、裾野を広げること

にある。このようなＳＳＨ研究開発の方向性が社会的要

請の１つの解となりうるかを、公開授業、分科会を通し

て検討することができた。

　サイエンス・リテラシーを育成する各プロジェクト（Ｓ

ＬＰ�、ＳＬＰ�、ＡＳＰ）と既存教科との関連性を分

析し、それぞれがどのような目標を持ち、学習内容・学

習方法においてどのような役割を果たすべきかを明確に

することを目的とした。

　基本的には、中学・高校理科の授業で、実験・観察を

重視し、自然科学に対する基本的な態度、基本的科学実

験技術の習得を目標にした授業を展開する。中学・高校

数学の授業では、概念理解、自立的な学習、協同的学習

を重視し、数学の基礎・基本の徹底と本質的な理解・思

考・表現力を目標とした。

　また、国語、英語、社会の授業においても、ことばに

よる思考力や表現力の向上や、批判的思考力、多元的な

思考力の向上、芸術、技術・家庭、保健体育系の教科に

おいては表現力、創造力、感性の育成を目標にした授業

を展開した。

＜基本コンセプト＞

　サイエンス・リテラシーを育成する教育プログラム

と既存教科との相乗作用を目標に、それぞれの関連性

と役割分担を明確にして行く。

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要　第５５集（２０１０）
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　本校のサイエンス・リテラシーは、単なる科学的読み

書きの能力にとどまることなく、人間・自然・社会と関

わるサイエンス・リテラシーの育成を目標としている。

　そのため、具体的な学びの要素として挙げている次の

項目の中にも、知識の活用や意見交換する力が入ってい

る。

１）科学に対する好奇心

２）科学と人間・自然・社会との関係についての深い

知識と理解

３）科学的な事実・概念・原理・理論についての深い

知識と理解

４）科学的な知識の活用

５）科学的事象・現象を記述する力、意見交換する力

６）科学的な問題解決プロセスの使用

　通常の理数系教科では、基礎知識の習得も欠かすこと

ができない。毎回の授業で、このような広義のサイエン

ス・リテラシーの育成を直接目指すことはできないが、

年間授業計画の中で、上記の要素を育てるのに適する分

野を考えるよう心がけた。具体的には、解や考え方に多

様性のある発問および課題を取り入れたり、データから

法則性を見つける機会を作ったり、自然現象を自分の言

葉で表現する時間を設けるなどの工夫ができる部分を考

えた。
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　本校では、高度化、専門化、国際化する科学技術社会

において、全体を俯瞰して課題を設定し、周囲の人々と

協力して実行していく力が必要だと考えている。全体を

見渡すためには幅広い素養と論理的な思考力、皆で力を

合わせて物事を行う際には倫理観やコミュニケーション

能力が不可欠である。

　そこで、本校では「サイエンス」の領域を、自然科学

の分野はもちろん、社会科学、人文科学の分野までを含

めて捉えた。また、「リテラシー」を、問題の本質を理解

し、論理的に思考し、社会の中でコミュニケートする力

と定義した。

　これらのことを踏まえ、人文社会系教科に求められる

のは、主に「根拠に基づいて、自分の言葉で発言する」

ことができるようになることだと考えた。

　各教員は、自分の教科の授業の中で、「根拠に基づいて

自分の言葉で発言する」ことを生徒が身につけられるよ

うな工夫をした。本来の授業の進度があるので、それを

基本にして授業を進め、授業年間計画を照らし合わせな

がら「サイエンス・リテラシー」に関する学習内容や手

法を少しずつ取り入れていく方法 ―― Micro Insertion

（微細な組み入れ）――を取った。

　授業では、教員が知識を説明する、教えるという場面

がほとんどだが、生徒が自分で考える、仲間と話し合う

という場面をできるだけ取り入れるようにした。例え

ば、国語では、文法について、既習の知識を使って未習

の品詞の活用のしかたを考えたり、社会では、ある現象

が起こる理由を考えたり、英語では、教科書の文章を、

英語で要約して発表したり、といったことである。こう

いった教員の働きかけに対応することで、生徒は、原理

に気付いたり、仲間との話し合いから、一人では気付か

なかったことに気付いたりする。生徒が自分で気付くこ

と、教えられること、両方があって、さらにその教科へ

の興味や理解が深まっていくと考えている。

　次に、組織的な取り組みとして主なものを二つ挙げ

る。一つは、藤村宣之先生（東京大学大学院教育学研究

科）の指導のもとでの「ことばによる思考力を高める試

み」である。ここでは、�）生徒の多様な考えを喚起す

る発問　�）多様な考えを比較検討する集団討論　�）

討論前後の個別解決の３点を特徴とする「協同的探究学

習」を試みている。そして、生徒の思考力の質的変化を

捉えるための授業観察と、評価テストの開発を行ってい

る。これは教科連携による取り組みで、これまでに国

語・社会・数学・理科で授業を行ってきた。

　もう一つは、国語科による、中学生用のワークブック

「意見文を書く」の作成である。このワークブックの目

的は、中学生が論理的に物事を考える力を身につけ、さ

まざまな物事に対し自分の意見を文章で表明できるよう

になることである。国語科の教員が分担して執筆し、戸

田山和久先生（名古屋大学大学院情報科学研究科）に助

言をいただいた。すでに中学校では各学年の国語科の授

業で、このワークブックに基づいた授業を展開してい

る。その結果をフィードバックして、ワークブックを学

年の発達段階に応じた指導ができるように練り直してい

く予定である。

４．４年次の実践に基づいた今後の展望

　第３年次の研究開発より、高校既存教科を中心にサイ

エ ン ス・リ テ ラ シ ー に 関 す る 学 習 内 容 を「Micro 

Insertion」（微細な挿入）という考え方を取り入れ、各

学習でシラバスの試案作りを検討してきた。第４年次で

は、校内研究グループ（自然科学系、自分社会学系）を

組織して、学習シラバス作りと理論化に取り組んだ。

　２０１０年２月実施した、ＳＳＨ研究協議会の協議内容を

分析して、さらに第５年次の研究開発に取り組みたいと

考えている。高校既存教科を理数系、表現系、社会系、

生活系という区分に類型化し、類型化したそれぞれの分

野でサイエンス・リテラシーの中で特に重点化する「学

習内容」を整理し設定する。よくばらずに、特に重点化

する学習単元を取りあげる。そして、類型化したそれぞ

実践の効果とその評価
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れの分野でサイエンス・リテラシーの中で特に育成する

「学びの力」を設定した。

共通した学習目標としては：

１．理解・思考・表現力を育成する。

２．特に、事象を深く理解し、知識や技能を効果的、創

造的に「活用」し、論理的・多元的・批判的な思考

力、豊かで創造的な表現力を育成する。

共通した学習方法としては：

１．生徒の多様な考え方、解や解法に多様性のある発問

およびタスク（課題）

２．多様な考えの差異と共通性に焦点をあてた集団討論

３．集団討論後に討論過程を生かした個別解決

　今後は、教育実践の実証的評価、協同的探究学習の研

究からあきらかにしてきた知見を中高の既存教科の実践

で活用していく予定である。以上のような４年間の成果

と課題を参考にしながら、既存教科でサイエンス・リテ

ラシーを中等教育段階で底上げし、裾野を広げる計画立

案とその教育実践の完成に向けて取り組む予定である。

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要　第５５集（２０１０）
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第２節　第４年次評価評価部会

　今年度の評価部会は、教科を通してＳＳＨの目標とす

る力を付けることに全体の流れが移行したことを受け、

ＳＳＨ全体目標と教科の力を関連させた評価のあり方に

ついて研究をしてきた。また、併設型中高一貫校である

本校は、中学入学者と高校入学者の比較についても、ア

ンケート集計の分析を行った。調査は主に２００９年１２月に

行ったので、まだ詳細な検討を行うことができなかった

が、本節では現在までにわかったことの概略を報告す

る。

１．生徒の意識を知る調査

　全体の傾向としては、Ｅ（自分の生き方について考え

る力）の値が一番高く、次いで、Ａ（科学への知的好奇

心）、Ｂ（深く理解し、考え、発表する力）Ｄ（大学での

専門的な研究につながる学びの力）がほとんど同じ値で、

Ｃ（人や社会のために活用する力）の値が少し低くなっ

ている例年の傾向は変わらない。前年度（Ａ：３．２９、Ｂ：

３．２５、Ｃ：３．１６、Ｄ：３．２３、Ｅ：３．６３）と比べても変化

はない。

　中学入学者と高校入学者を比較するために、今年度の

高校１年生のデータを抜粋して比較した。

　中学入学者の平均値は、Ｅの値が比較的高く、次いで

Ａ、Ｂ、Ｄとなり、Ｃが一番低くなるという、全体の傾

向と全く同じで、値自体の差も見られない。

　高校入学者の平均値についても全く同傾向が見られ

る。更に、中学入学者と高校入学者の値を比較してみて

も、違いを見ることができない。強いてみれば、わずか

に高校入学者の方が値が低くなる傾向があるようだが、

細かな差なので、誤差である可能性が高い。おもしろい

のは、学年によって中学出身者の平均値が多少上下する

のだが、それに連れて高校入学者の平均値も上下してい

る傾向があることだ。例えば、０８年度の高校１年生は、

中学入学者の値が、Ａ：３．１１、Ｂ：３．２２、Ｃ：３．１３Ｄ：

３．１９、Ｅ：３．６２なのに対し、高校入学者は、Ａ：３．１１、

Ｂ：３．１０、Ｃ：２．９７、Ｄ：３．１３、Ｅ：３．５２となっている

ことからもわかる。

　中学２クラスで高校入学者は１クラス追加なので、主

導権は中学出身者が握っているのは明らかなのだが、ク

ラスを高校１年生から混ぜて編成していることもあり、

学年の傾向を高校入学者も影響を受けていることをデー

タも示していることが言えよう。しかし、高校入学者の

値が、もし中学入学者の値よりも低いという傾向が数値

的にも有意の差が出たとすれば、何らかの対策が高校入

学者に対してとられなければならないことになり、今後

もう少し詳しく分析する必要がある問題である。

２．ＴＩＭＳＳ ２００７との比較

　今年度の中学２年生のアンケート結果とＴＩＭＳＳ

２００７の日本、国際平均を比較した結果のうち、特徴的な

質問項目についてまとめた表が、以下のものである。

２００９年平均値

標準偏差平　均度　数全　　体

０．７７３．３７５６５Ａ知的好奇心

０．５４３．３１５５５Ｂ理解思考表現

０．６５３．１４５６３Ｃ人・社会に活用

０．５９３．２５５６４Ｄ大学専門研究

０．５３３．６６５６２Ｅ自分の生き方

２００９年Ｓ１

標準偏差平　均度　数全　　体

０．７６３．３８７６Ａ知的好奇心

０．４２３．３８７３Ｂ理解思考表現

０．５８３．１６７４Ｃ人・社会に活用

０．５０３．３３７５Ｄ大学専門研究

０．４４３．７２７５Ｅ自分の生き方

２００９年平均値

標準偏差平　均度　数全　　体

０．５９３．４０３３Ａ知的好奇心

０．５４３．２７３３Ｂ理解思考表現

０．６０３．０９３３Ｃ人・社会に活用

０．５６３．２４３３Ｄ大学専門研究

０．５３３．７０３３Ｅ自分の生き方

０９Ｊ２TIMSS２００７

あなたは、理科は好きですか、きらいですか。
累積累積

TIMSS

国際

TIMSS

日本

パーセント累積パーセント度数％％ａ_Ｔ２_０４

１６．６７１３１６．６７１３↓↓大好き

６７．９５５３５１．２８４０７５５２好き

８３．３３６５１５．３８１２きらい

１００．００７８１６．６７１３大きらい

理科の成績はいつも良い。
累積累積

TIMSS

国際

TIMSS

日本

パーセント累積パーセント度数％％ａ_Ｔ４_０１

２．５６２２．５６２↓↓つよくそう思う

２５．６４２０２３．０８１８７９２８そう思う

７０．５１５５４４．８７３８そう思わない

１００．００７８２９．４９２３まったくそう思わない
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　この結果から、本校の中２の生徒は、理科は好きだが、

自分の理科の成績については「よくない」とみているよ

うに自信がない。しかし日本人の平均並みに理科の学習

に対する重要性は認識しているということである、本校

の生徒は日本の平均的な中２の生徒と共通する課題を

持っていると言えよう。

３．科学に対する意識調査

　科学に対する意識調査とは、本校の生徒がＳＳＨプロ

グラム等を受けて、「科学」というものをどのようにとら

えているのか、そしてどのように変化してきたかを知る

ための調査である。今年度は４年次なので、中学入学者

については４年間の比較を、高校生は全体像をつかむた

め３年間の比較をし、特徴のある質問の回答を抜粋して

並べたものが以下の表である。質問の上二つは、科学に

対する前向きの答えが継続して多かった質問項目であ

り、次の二つは、科学の持つ２綿製についての認識につ

いて、両面性をわかっていると回答した生徒が継続して

多かった質問項目であり、下の二つは本校の生徒たちの

間でも回答が分かれる傾向が継続的にあった質問項目で

ある。 　上二つの質問項目からわかるように、本校の生徒は科

学というものに対して、身近にあり、人類の進歩に欠か

せないものであるということが認識されているようであ

る。しかしまた、科学は万能ではなく、使い方によって

は悪い影響を与えかねないものであることも認識してい

るようである。しかし、理科の成績の自信のなさにも現

れるように、理科がわかる人とわからない人で認識が異

なったり、万能感が分かれたりしているようでもある。

原因についてはもう少し詳細な検討をしなければならな

いと考えている。　 
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理科の勉強に対する自信の程度

理科学習の自信
累積累積

TIMSS

国際

TIMSS

日本

パーセント累積パーセント度数％％a_jisin

１２．００２１２．００９４８２０高いレベル

５７．３３４３４５．３３３４３８４４中間層

１００．００７５４２．６７３２１３３６低いレベル

理科を学習する重要性の意識

理科学習の重要性意識
累積累積

TIMSS

国際

TIMSS

日本

パーセント累積パーセント度数％％a_jisin

３２．８９２５３２．８９２５６６２６高いレベル

７５．００５７４２．１１３２２３４３中間層

１００．００７６２５．００１９１１３２低いレベル

０８高３
全体

０７高２
全体

０６高１
全体

０９高１
中学

０８中３０７中２０６中１
科学は、私たちの生活を
とり巻くあらゆるものに
関わっている。

０．０３０．０１０．０１０．０００．０００．０１０．００まったくそう思わない

０．０３０．０２０．０７０．０６０．０５０．０８０．０３あまりそう思わない

０．１４０．１００．１３０．０８０．１００．１４０．１３どちらともいえない

０．５２０．６１０．５３０．５３０．５９０．５２０．５６ややそう思う

０．２８０．２６０．２６０．３３０．２５０．２５０．２９強くそう思う

０８高３
全体

０７高２
全体

０６高１
全体

０９高１
中学

０８中３０７中２０６中１
科学は、人の未来を切り
開く。

０．０２０．０２０．０３０．０００．０００．０３０．０３まったくそう思わない

０．０４０．０２０．０４０．１００．０８０．０６０．００あまりそう思わない

０．１７０．１００．１６０．１００．０９０．１４０．２３どちらともいえない

０．４８０．５３０．５００．３５０．５６０．４８０．４１ややそう思う

０．３００．３４０．２８０．４５０．２８０．２９０．３４強くそう思う

０８高３
全体

０７高２
全体

０６高１
全体

０９高１
中学

０８中３０７中２０６中１
科学は、便利だけれど、
危ないものである。

０．０２０．０１０．０００．０１０．０３０．０３０．０４まったくそう思わない

０．０４０．０４０．０４０．０８０．０６０．０４０．０３あまりそう思わない

０．１９０．１００．２３０．１２０．０６０．１４０．０９どちらともいえない

０．４１０．５２０．４８０．４２０．５２０．４８０．４４ややそう思う

０．３４０．３３０．２４０．３７０．３２０．３２０．３９強くそう思う

０８高３
全体

０７高２
全体

０６高１
全体

０９高１
中学

０８中３０７中２０６中１
科学は、使い方を誤ると、
人、社会、自然に悪影響
を及ぼすものである。

０．０２０．０１０．０２０．０１０．０１０．０００．０５まったくそう思わない

０．０３０．０３０．０９０．０４０．０００．０１０．０３あまりそう思わない

０．１７０．１１０．１６０．０６０．０８０．１４０．０９どちらともいえない

０．３５０．４１０．４４０．２８０．４３０．３３０．３３ややそう思う

０．４４０．４５０．２９０．６００．４７０．５１０．５１強くそう思う

０８高３
全体

０７高２
全体

０６高１
全体

０９高１
中学

０８中３０７中２０６中１
科学とは、一部の人達に
しか理解することができ
ない難しい分野である。

０．２１０．２１０．２１０．１４０．０９０．１００．１５まったくそう思わない

０．３７０．３７０．３７０．３１０．３００．２８０．２９あまりそう思わない

０．２３０．２３０．２３０．２３０．３２０．３００．２７どちらともいえない

０．１７０．１７０．１７０．２２０．２４０．２５０．１９ややそう思う

０．０２０．０２０．０２０．１００．０５０．０５０．１０強くそう思う

０８高３
全体

０７高２
全体

０６高１
全体

０９高１
中学

０８中３０７中２０６中１
科学とは技術を使って自
然を支配するものである。

０．１９０．１６０．１５０．２４０．２４０．１１０．１９まったくそう思わない

０．１５０．１９０．２２０．２３０．２５０．２３０．１８あまりそう思わない

０．３５０．３１０．３８０．２６０．２２０．３５０．３９どちらともいえない

０．２１０．２８０．１８０．１４０．２００．１９０．１４ややそう思う

０．１００．０６０．０７０．１３０．０９０．１００．１０強くそう思う
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４．ＳＳＨ目標に照らした教科授業の試みと評価
について

　今年度からＳＳＨ目標を教科の授業を通しても実現を

図る授業の取り組みをすることになった。そこで本部会

では、教科の目標に本質的に関わるＢ（深く理解し、考

え、発表する力）を各教科共通する目標に据え、それぞ

れの教科でどのようにしてＢの力を付けさせることがで

きるのか検討し、授業方法と評価テストを研究してき

た。具体的には３年ほど前から行ってきた取り組みをこ

こでまとめて報告することになるが、これは、現東京大

学大学院教育学研究科の藤村宣之准教授に深くかかわっ

ていただいて行ってきたものである。

�授業方法について

　授業は「協同的探求学習法」を主に使って行う。ポイ

ントは以下の点にまとめることができる。

�生徒が多様な考えを生み出せるオープンな発問を準

備する。

　このことにより、生徒が既有知識と発問を関連づけ

て解答を出そうとすることができる。

�多様な考えを比較検討する討論の場の組織する。

（意見の差異や共通性に着目させる）

　このことにより、生徒が解答の多様性や因果関係の

深さを知る場とすることができる。

�個人が討論の前後で理解や論理的思考を深める個別

解決時間を設定する。

　このことにより、自分の考えを整理して発言した

り、考えを深めたりするできるようになる。

　この「協同的探究学習法」を継続的に複数教科で行う

ことにより、異なる既有知識や関心がある生徒がどこか

の教科を起点にして論理的思考力を伸ばすことができ

る。

�授業観察

　協同的探究学習の授業時に、生徒の討論時の発話や

ノートの記述内容を継続的に観察し、分析した。このこ

とにより、生徒の発言、記述の質的変化をつかむことが

できた。この方法は、どの発話や授業が効いたかわかる

ので、何もしない平常授業との比較をする必要がなくな

る。

�思考力テスト

　各教科で論理的思考力を客観的に測る自由記述型テス

トを実施した。テスト作成に関する共通事項を以下にま

とめる。

�少し難しい課題であること

�多様な解法があること

�様々な既有知識の活用できる内容であること

�同問題を事前事後の２回行い、記述から思考の質的

変化をつかむ。

　この条件に合うテストを各教科で作成し実施し、その

記述内容を分析し、解答の水準を設けた。

共通分析基準

・水準０・・・水準�を満たしていない。（０点）

・水準�・・・該当する要因に着目した適切な推理を

行っている。（１点）

・水準�・・・メカニズムとして理解し、深い因果的

統合による説明を行っている。（２点）

　�、�、�のそれぞれを年度ごとに協同でできる教科

で実施し、その成果と課題をまとめたものを以下に抜粋

する。

�取り組み報告例

　「多様な解や解法の探究」を通じた生徒の応用力育成プ

ロジェクト（名古屋大学総長裁量経費による研究助成を

得て、２００８年度に実施）

対象　中１　国語、数学、社会　中２　国語

○　国際比較調査（ＰＩＳＡ２００６など）では、日本の

生徒の「応用力」（現実場面に応じて多様な知識や

スキルを柔軟に組み合わせて問題を解決し、諸事

象を理解する力）に課題がある。

○　応用力を育成するために、多様な解や解法を生徒

が主体的に探究し相互に関連づける授業（協同的

探究学習）を複数の教科を連携させて継続的に組

織し、その効果を心理学的に検証した。

�発話内容変化分析

方法：名古屋大学教育学部附属学校の中学校１、２年生

を対象とする数学、国語、社会科の授業において、

１、２週に１回、授業場面の観察を行い、生徒の

発話内容の変化を分析した。

結果：１）年間の授業を通じて、教師や他生徒の発言に

触発された短答は減少する一方、明確な根拠

にもとづく説明や、他者の発言内容を検討し

たうえでの発言が増加した。

　　　２）以上の変化は、特に教師が因果関係を問う発

問（「なぜそのように考えるのか」など）を行っ

た場合に顕著であった。

�思考力テストの実施

方法：生徒の応用力を測定する課題を数学、国語、社会

科の各教科において、実践者と研究者が協同で開

実践の効果とその評価
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発し、事前テスト（７月）および事後テスト（３

月）として、名古屋大学教育学部附属学校の中学

校１、２年生を対象に実施した。

結果：１）数学、社会科、国語の各教科において、年間

を通じた「多様な解や解法の探究」によって

生徒のテスト得点が上昇した。、

　　　２）応用力向上の具体的内容としては、適切な要

因に着目する水準から、その背後にあるメカ

ニズムや全体構造に対する本質的理解の水準

へと生徒の概念的理解が深化した。

�課題例（社会）

（問２）２００８年現在、稼働しているアルミニウム精錬工

場は静岡市（旧　蒲原町）わずか１か所です。日

本のアルミニウム精錬工場が少なくなったのは

どうしてだと思いますか。減少した原因につい

て、自分で考えてみましょう。

�　成果と課題

成果

・国語、数学、理科、社会の各教科で「協同的探究学

習法」を用いた授業を行い、一定の成果が期待でき

ることを確認できた。

・概念的理解を促す授業と、活用すべき知識を理解し

て覚える授業といった、目標の違いに合わせた授業

スタイルをとることができるようになった。

課題

・英語や実技教科等、もっと様々な教科で授業ができ

るかどうか、実践を積む必要がある。

・高校での実践を増やすことと、入試にも対応できる

こと授業内容の開発をする必要がある。

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要　第５５集（２０１０）

事後テスト事前テスト

４３％８％
水準２：適切な要因とその背景への言及
具体例　「アルミニウムを精錬するのにそれほど高い技術は必要

ではなく、人件費の安いアジアの国で生産した方が安
くなるので、日本の工場は激減した」

４７％５２％
水準１：適切な要因への着目
具体例　「アルミニウムをリサイクルするようになった」
　　　　「アルミニウムを輸入した方が安くすむ」

１０％４０％水準０：関連要因への言及なし
具体例　「精錬工場が別の工場になったから」


