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抄録：	ある物理現象の関係性や規則性を実験を通して見出していくという授業において，生徒の探究的な学習を実現す

るために，ある指導法 (今回の指導法 )を実践した。そして，今回の指導法による生徒の探究的な活動によって，

どのような力が育成されたのかについて「推論力」や「理解度」，「生徒の発言」という観点から検証した。また，

学年を学力別で班編成 (習熟度班 )した学級とどの班も概ね同じくらいの学力になるように班編成 (均一班 )し

た学級とに分けて授業を行い，どちらの班編成の方が探究的な活動をしていく上で効果的なのかも検証した。最

後に，実験中の生徒の対話を分析し，教科横断的な学習への可能性について探ってみた。

	 　結果として，推論力や理解度に対する今回の指導法の効果量は小であったが，理解度に対する習熟度班編成の

効果量は中であることがわかった。また，生徒の発言から他教科とのつながりを見つけることはできなかったが，

探究的な活動を行ったことは確認できた。今後，自由研究や SSH，課題解決学習などに活かされることが期待で

きる。

キーワード：	物理分野，探究的な学習，指導法，班編成，推論力，理解度，効果量，教科横断的な学習

1．はじめに

	 探究的な学習の教育的な価値が大きいことは，平成 28 年 12 月の中央教育審議会答申にて次の事柄として

述べられている。

〇探究的な学習は，学習に対する興味・関心・意欲の向上だけでなく，知識・技能の着実な習得や思考力・

判断力・表現力の育成にも期待されている。

○スーパーサイエンスハイスクール（SSH）にて行われている課題研究では，相応の成果が上げられており，

その教育的な有効性も広く認められていること。

〇知の創出をもたらすことが可能な人材を育成するためには，そのための基本的な資質・能力を身につけ，

数学や理科に関する横断的なテーマに徹底的に向き合い考え抜く力が必要である。

	 また，国立教育政策研究所（2016）や，市川（2004）は，探究的な活動が知識を活用する場としてだけで

なく，知識を習得するための動機づけの場としても有効であることを述べている。

　また，文部科学省初等中等教育局教育課程課より出された「STEAM 教育等の教科等横断的な学習の推進に

ついて」や中央教育審議会答申（令和 3 年 1 月 26 日）でも，STEAM 教育は「各教科での学習を実社会での

問題発見・解決にいかしていくための教科横断的な教育」や「児童生徒の興味・関心等を生かし，教師が一

人一人に応じた学習活動を課すことで，児童生徒自身が主体的に学習テーマや探究方法等を設定することが

重要である。」など，探究のプロセスが重視されている。

	 このように，文部科学省は全国学力・学習状況調査などを用いて分析し，探究的な学習の重要性を実証し

ている。しかし，より厳密に指導の効果を測定するためには，指導実施の前後における生徒の変化を見るこ

とや実地調査においてその効果を数値化していくことが有効であると考える。

1.1．研究動機

	 TIMSS2019 の調査報告では，日本は科学的推論（科学的な証拠から結論を導くために科学的概念や原理を

適用して推論する）の問題において国際平均値より正答率は高いが，科学的推論力につまずきを感じている

生徒は少なくないと感じている。では，科学的推論力はどのようにしたら身につくのだろうか。そこで，中

学校理科の授業において科学的推論力の育成に取り組んでみることにする。中でも本研究で扱う中学校物理

分野の単元では，対照実験を行う際に条件制御を行ったり，実験方法を企画するのに推論力が必要となると

考える。そのため，このような探究的な学習を設定することによって，推論力が育成されるのかどうか検証

物理分野における探究的な学習とその効果
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を行う。また，本研究の探究的な場面において，生徒がどの教科の見方 ·考え方を働かせた対話をしながら

問題解決していくのかについても分析してみたい。そのことで，文部科学省が推進する STEAM 教育等の教科

等横断的な学習を，探究的なプロセスを踏むものにできる可能性が広がると考えた。

1.2．研究の目的

	 生徒の探究的な学習場面を設定するために，ある指導法 (今回の指導法 )を展開する。そして，その探究

的な学習（探究のプロセス）が推論力の育成や理解度を上げるのに有効であるかどうかを統計的に分析する。

	 また，学力別で班を編成(習熟度班)した学級とどの班も概ね同じくらいの学力になるように班を編成(均

一班 )した学級のどちらにも今回の指導法を用いて授業を行い，どちらの班編成の方が探究的な活動の中で

推論力の育成や理解度を上げるのに効果的であるかも検証する。

	 探究的な場面において，生徒がどの教科の見方 ·考え方を働かせた対話をしながら問題解決していくのか

を分析し，STEAM 教育や教科横断的な学習への可能性を模索する。

	 以上を本研究の目的とする。

2．研究方法

2.1．調査対象者

	 大阪教育大学附属天王寺中学校３年生　男子 72 名　女子 71 名

2.2．実験手順・分析方法

　中学３年生理科「運動とエネルギー」の単元の第２節において，第３学年全４学級のうち２学級で指導書

ベースの授業 (従来の指導法 )を展開し，残り２学級で生徒が探究的なプロセスを踏む授業（今回の指導法）

を展開する。従来の指導法では，実験の目的を確認した後，実験の手順や実験器具の使い方を説明する。一

方，今回の指導法では，実験器具の使い方は説明するものの実験の手順については説明せず，生徒に考えさ

せることにする。そのための発問も用意する【資料１】。今回の指導法を展開することで，従来の指導法よ

り探究的な場面を多くつくれるのではないかと考える。

（１）指導法の検証

	 指導実施前後で TIMSS，CTSR などの科学的推論力テスト【資料２】や理解度テスト【資料３】を実施し，「推

論力と指導法」，「理解度と指導法」の相関・有意差・効果量について調べ，分析する。相関分析とは，２種

類のデータ間の関係を数値で記述する分析方法である。相関分

析では，相関係数という値を求める。相関係数とは，２種類の

データの関係を示す指標である。相関係数 r は，- １≦ r ≦１

であり，rが１に近いほど強い正の相関関係があり，rが -1 に

近いほど強い負の相関関係がある。r が 0 に近いと直線的な相

関関係は殆どない。正の相関関係とは，一方の値が増えればも

う一方の値も増えるような関係のことである。負の相関関係と

は一方の値が増えればもう一方の値が減るような関係のことで

ある。相関係数と相関の強さの関係については【表１】の通り

とする。しかし，相関分析はあくまで線形な関係の指標を調べ

ることにすぎず，因果関係を説明するものでもない。実際，偶

然，相関が見られる場合や潜伏変数によって因果関係のない 2

つの事象間に因果関係があるかのように推測される場合（疑似

相関）もある。また，「2 つの標本（グループ）の平均値に有

意差があるかどうか」を検定する手法としてｔ検定を用いる。

	 効果量については，サンプルサイズの影響を受けることがな

い指標であり，【式１】を用いて Cohen’s	d という指標を求める。そして，本研究では Cohen(1988) による，

d=0.2 を効果量小 ,d=0.5 を効果量中 ,d=0.8 を効果量大とする基準を用いる。ただし，効果量が低いことは

必ずしも「実施すべきではない」ということを意味しているのではない（John	Hattie,2018）。

表１　相関係数と相関の強さの関係

相関係数（ｒ） 相関の強さ

-1.0 ≦ r ≦ -0.7 強い負の相関

-0.7 ≦ r ≦ -0.4 負の相関

-0.4 ≦ r ≦ -0.2 弱い負の相関

-0.2 ≦ r ≦ 0.2 ほとんど相関がない

0.2 ≦ r ≦ 0.4 弱い正の相関

0.4 ≦ r ≦ 0.7 正の相関

0.7 ≦ r ≦ 1.0 強い正の相関

式１　効果量の計算式
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（２）班編成の検証

	 令和３年９月に実施した校内学力診断テストの理科の点数を参考に，４クラスのうち２クラスは学力別で

班（習熟度班）を編成し，残り２クラスはどの班も概ね同じくらいの学力になるように班（均一班）を編成

する。また，固定的役割分担意識（性別による役割意識，固定観念）が班編成より強い影響を示さないように，

習熟度班も均一班も同性同士で構成することにする。指導法と班編成の振り分けは，【表２】の通りとする。

指導実施前後で行った TIMSS，CTSR などの科学的推論力テストや理解度テスト，アンケート【資料４】から，「推

論力と班編成」・「理解度と班編成」の相関・有意差・効果量について調べ，分析する。分析方法については，

（１）と同様とする。

表２　中学校第３学年における学級別の指導法と班編成

Ａ組 Ｂ組 Ｃ組 Ｄ組

指導法 今回の指導法 従来の指導法 今回の指導法 従来の指導法

班編成 均一班 習熟度班 習熟度班 均一班

（３）生徒の発言から教科横断的な学習を探る

	 従来の指導法と今回の指導法を展開した両授業の実験場面において，生徒がどの教科の見方・考え方を働

かせた対話を行い，問題解決していくかを，実験中の生徒の対話を THETA【資料５】や VOITER【資料６】の

機能を使って録画・録音・文字起こししたものをテキストマイニングにかけて分析を行い，教科横断的な学

習への可能性について探ってみる。

3．研究結果

（１）「指導法」の分析

　①　「指導法（今回と従来）」と「推論力」の相関

　「今回の指導法」と「推論力」の間の相関係数は次の【表３】の通りである。推論力テストの指導前後

の点数のグラフは【図１】の通りである。【表３】と【図１】より，「今回の指導法」と「推論力」との間

では正の相関関係が現れた。ちなみに，「従来の指導法」と「推論力」の間の相関係数は【表４】の通り

となり，推論力テストの指導前後の点数のグラフは【図２】の通りである。「従来の指導法」と「推論力」

との間でも正の相関関係が現れた。

　②　「指導法（今回と従来）」と「推論力」の有意差　　　

　「今回の指導法」と「推論力」の有意差について，ｔ検定を用い調べた。結果は次の【表５】の通りである。

有意水準 5％ (0.05) より P 値が小さいので今回の指導法前後の推論力テストの平均値に有意差はあった

と考えられる。

　ちなみに，「従来の指導法」と「推論力」の間の有意差は次の【表６】の通りである。有意水準 5％ (0.05)

より P値が小さいので従来の指導法前後の推論力テストの平均値に有意差はあったと考えられる。

表３

図１

表４

図２
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　③　「今回の指導法」と「推論力」の効果量

　「今回の指導法」が「推論力」にもたらす効果を，効果量としてあらわした結果は，d=0.02 となり，

Cohen の基準を用いると，「今回の指導法」が「推論力」にもたらす効果は小さかった。

　④　「理解度」による「指導法（今回と従来）」の有意差

　ｔ検定を用いた「理解度テスト」による「今回の指導法」と「従来の指導法」

との間の有意差は右の【表７】の通りである。有意水準 5％ (0.05) より P

値が大きいので，「理解度」による「従来の指導法」と「今回の指導法」に

は有意差はなかったと考えられる。

　⑤　「今回の指導法」と「理解度」の効果量

　「今回の指導法」が「理解度」にもたらす効果を，効果量としてあらわし

た結果は，d=0.06 となり，Cohen の基準を用いると，「今回の指導法」が「理

解度」にもたらす効果は小さかった。

（２）「班編成」の分析

　①　「班編成 (習熟度班と均一班 )」と「推論力」の相関

　「習熟度班」と「推論力」の間の相関係数は次の【表８】の通りである。推論力テストの指導前後の点

数のグラフは【図３】の通りである。【表８】と【図３】より，「習熟度班」と「推論力」との間では弱い

正の相関関係が現れた。ちなみに，「均一班」と「推論力」の間の相関係数は【表９】の通りとなり，推

論力テストの指導前後の点数のグラフは【図４】の通りである。「均一班」と「推論力」との間では比較

的強い正の相関関係が現れた。

表５ 表６

表７

表８

図３

表９

図４
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　②　「班編成 (習熟度班と均一班 )」と「推論力」の有意差

　習熟度班と推論力の有意差について，ｔ検定を用い調べた。結果は、【表 10】の通りである。有意水準 5％

(0.05) より P値が小さいので習熟度班編成前後の推論力テストの平均値に有意差はあったと考えられる。

　また，「均一班」と「推論力」の間の有意差は次の【表 11】の通りである。有意水準 5％ (0.05) より P

値が小さいので均一班編成前後の推論力テストの平均値にも有意差はあったと考えられる。

　③　「習熟度班」と「推論力」の効果量

　「習熟度班」が「推論力」にもたらす効果を，効果量としてあらわした結果はｄ＝ 0.14 となり，Cohen

の基準を用いると，習熟度班が推論力にもたらす効果量は小さかった。

　④　「理解度」による「習熟度班」と「均一班」の有意差

　理解度テストによる習熟度と均一の班編成の有意差について，ｔ

検定を用い調べた。結果は、【表 12】の通りである。有意水準 5％

(0.05) より P 値が小さいので，理解度テストによる習熟度班と均

一班に有意差はあったと考えられる。

　⑤　「習熟度班」と「理解度」の効果量

　「習熟度班」が「理解度」にもたらす効果を，効果量としてあら

わした結果はｄ＝ 0.59 となり，Cohen の基準を用いると、習熟度

班が理解度にもたらす効果量は中であった。

　⑥　アンケート結果

　同性同士の班を編成したことについて，本節の授業実施後，生徒にとったアンケート【資料４】の結果

は【図５～図８】である。

表 10 表 11

表 12

図５ 図６　主な回答理由
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（３）「生徒の発言」の分析

　①　均一班における「今回の指導法」と「従来の指導法」との比較

　同じ均一班で編成された A組（今回の指導法）と D組（従来の指導法）において，実験中の生徒の対話

を録音・文字起こししたものをテキストマイニングにかけ，比べた結果【表 13】である。

表 13

　②　習熟度班における「今回の指導法」と「従来の指導法」との比較

　同じ習熟度班で編成された C組（今回の指導法）と B組（従来の指導法）において，実験中の生徒の対

話を録音・文字起こししたものをテキストマイニングにかけ，比べた結果【表 14】である。

表 14

図７ 図８　主な回答理由
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　③　習熟度班における「今回の指導法」と「従来の導法」との比較

　今回の指導法を実施した C組（習熟度班）と B組（従来の指導法）において，実験中の生徒の対話を録

音・文字起こししたものをテキストマイニングにかけ，比べた結果【表 15】である。

表 15

　④　習熟度班における「今回の指導法」と「従来の指導法」との比較

　従来の指導法を実施した B組（習熟度班）と D組（均一班）において，実験中の生徒の対話を録音・文

字起こししたものをテキストマイニングにかけ，比べた結果【表 16】である。

表 16

　⑤　THETA【資料５】で録画した映像から見られた生徒の様子

　１回目の実験で，B・C組 (習熟度班 )では，一人の生徒が主導で積極的に実験をすすめ，A・D組 (均一班 )

では，全員で協力し合いながら実験をすすめる様子が見られた。しかし，２回目の実験からは，B・C組 (習

熟度班 )も全員で協力し合いながら実験をすすめていた。

　また，A・C 組 ( 今回の指導法 ) では，対照実験をするために，どのように条件制御すればよいかとい

う話し合いがなされていた。

　C 組 ( 習熟度班・今回の指導法 ) では，本研究前の授業（実験）と比べて，普段はあまり発言しない生

徒が活発に発言している様子が見られた。

4．考察

（１）「指導法」の考察

　生徒の発言から，今回の指導法により，生徒は探究的な活動を行っていたのではないかということが考え

られる。しかし，「今回の指導法」と「推論力」には正の相関や有意差はあったものの，効果量は小さかっ
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たことから，探究的な活動で「推論力」はあまり育成されないのか，それとも短期間で推論力を育成するの

は難しいことが考えられる。また，「今回の指導法」と「理解度」についても，有意差はなく，効果量も小

さかったことから，「推論力」と同様のことが考えられる。

（２）「班編成」の考察

　「習熟度班」と「推論力」には正の相関や有意差はあったが，効果量は小さかったことから，「習熟度班」

が「推論力」にあまり影響を及ぼさないのではないかということが考えられる。また，「習熟度班」と「理

解度」には有意差や効果量も中くらいあったことから，「習熟度班」は「理解度」に一定の効果があること

が考えられる。文部科学省は，平成 19 年度全国学力・学習状況調査追加分析結果より習熟度別・少人数指

導について，「習熟度別・少人数指導が，生徒の学力の底上げと関連しており，習熟の早いグループへの発

展的指導も生徒の学力を伸ばすことに関連があると考えられる。」という見解を示しているが，それに相応

する結果が得られたと考えている。また，同性同士の班編成について，生徒の大半は“実験のしやすさ”を

感じているものの，“理解のしやすさ”はそれほど感じていないことがわかった。このような結果になった

要因としては，固定的役割分担意識と男女の人間関係の２点が考えられる。

（３）「生徒の発言」の考察

　「生徒の発言」から数学的な知識を活用したことは窺えるが，理科は数学のヘビーユーザーであるため，

この結果は当然とも言えるかもしれない。しかし，本研究における探究のプロセスは，中学３年生数学の単

元である関数 y=ax2
の学習へとスムーズにつなげることを可能にするのではないかと考える。また，どのよ

うに条件制御すれば対照実験が行えるのかという探究的な活動を行ったことも「生徒の発言」から確認できた。

5．今後の課題

　「今回の指導法」により，生徒が探究的なプロセスを踏んだということは確認できたが，「推論力」や「理解度」

への効果は小さかった。今後も継続して，他教科や他の分野や単元において，生徒が探究的なプロセスを踏

むことができるようなカリキュラムを実施していき，その効果を数値化し，統計分析していきたい。一般的

に「形式的推論力」の育成は難しいと言われ，「形式的推論力」の育成には，ピアジェは「具体物を用いる

ことによる科学的な推論の支援」を，ヴィゴツキーは「周囲の大人や仲間からの支援」の重要性を示唆して

いる。このことから，「推論力」の育成は，個の活動よりも「教師と生徒」や「生徒同士」などによる他者

の関りが大切であると考えている。

　また，「生徒の発言」から，生徒が理科や数学以外の教科の見方・考え方を働かせた対話を行ったという

ことは確認できなかったが，理科の授業において探究的な活動を通して培われた力は，今後，理科以外の教

科や本校の自由研究やプルーフ，SSH に活かされることが期待できると考えている。
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【資料１】

理科学習指導案

（１）単元名　：　運動とエネルギー（使用図書は，教科書：未来へひろがるサイエンス）
（２）単元・本章・本節の目標
　　単元（運動とエネルギー）の目標
　　　ア　物体の運動とエネルギーを日常生活や社会と関連付けながら，力，圧力，仕事，エネルギーにつ

いて理解するとともに，それらの観察，実験などに関する技能を身に付けること。
　　　イ　運動とエネルギーについて，見通しをもって観察，実験などを行い，その結果を分析して解釈し，

力のつり合い，合成や分解，物体の運動，力学的エネルギーの規則性や関係性を見いだして表現す
ること。また，探究の過程を振り返ること。

　　本章（３章　仕事とエネルギー）　の目標
　仕事の定義を理解させ，仕事の原理を見いださせる。また，仕事をする能力としてエネルギーを定義し，
位置エネルギーや運動エネルギーの大きさと，物体の高さや質量，速さとの関係を見いださせる。摩擦
や空気の抵抗がなければ，力学的エネルギーが保存されることを理解させる。

　　本節（２節　エネルギー）の目標
　エネルギーの定義を理解させ，位置エネルギーと運動エネルギーの大きさが何で決まるかを見いださ
せる。

（３）　教材観
　「運動とエネルギー」の単元では，物体の運動の規則性やエネルギーの基礎について理解させること，
さらにそれらを日常生活や社会と関連付けて運動とエネルギーの初歩的な見方や考え方を養うことを目的
としている。ここでは，力学的エネルギーに関する実験を行い，仕事の概念を導入してエネルギーについ
て理解させる。また，生活の中の事象と結び付けて，エネルギーの見方や考え方を養っていく。さらに，
発表を適宜行わせることで思考力・表現力を育成することもできる。実験の目的を明確にするために，杭
打ちやボウリングについての発問をする。多くの生徒たちが体験したことがある題材を導入に用いること
で日常生活と関連付けたい。また，発問を解決するためにはどのような実験の手順を踏めばよいかや実験
から得た考え方によって，最終的に発問の答えがどうなるのかについて考える時間を設定し，それを発表
することで思考力・表現力を育成できると考えた。
　運動エネルギーの実験では，適切な実験装置を用いることで，定量的な実験が可能である。しかし，測
定誤差は必ず生じる。中学校学習指導要領解説理科編 p.33 では「測定値には誤差が必ず含まれているこ
とや誤差を踏まえた上で規則性を見いださせるように指導し，誤差の扱いやグラフ化など，測定値の処理
の仕方の基礎を習得させることが大切である」とある。そこで，今回の実験では Google スプレッドシー
トを用いることで，自動的に誤差を考慮してグラフを作成できるようにした。グラフを手作業で作成する
ことも大切だが，今回の実験の場合，１時間ではデータの処理までできなくなる。そこで，データ入力に
よって，実験と同時進行でデータを集計することにより，グラフ作成の時間を短縮し，グラフを見て規則
性を考えるところまで１時間で到達できるようにした。ＩＣＴの即時性を生かして，データ収集，分析を
効率よく進めることで，授業の最終的な目的である「運動の規則性やエネルギーの基礎」に気付かせるこ
とができる。

（４）　生徒観
本学年の生徒は，理科への興味や関心が高く，授業や実験にも積極的に参加している。１年生のときから基
本的な用語を使って自分の考えを説明したり，それを発表したりする活動に段階的に取り組んできた。また，
討論形式の授業にも取り組み，学級の多くの生徒が，自らの考えを進んで発表することができるようになっ
た。また，３年生になり，科学的な事象について根拠をもって説明することができるようになってきている。
一方で数値やグラフなどのデータに基づいて考察したり，計算した結果に基づいて説明したりすることは，
まだまだ不十分である。そこで，グラフを基に，位置エネルギーや運動エネルギーについて説明する授業を
仕組むことで，データ等に基づいて考察し表現する力を高めることができると考えた。
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（５）　単元の評価規準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

物体の運動とエネルギーを日
常生活や社会と関連づけなが
ら，力のつりあいと合成・分
解，運動の規則性，力学的エ
ネルギー，エネルギーの変換
を理解しているとともに，そ
れらの観察，実験などに関す
る技能を身につけている。

運動とエネルギーについて，
見通しをもって観察，実験な
どを行い，その結果を分析し
て解釈し，探究の過程を振り
返って，力のつりあい，合成
や分解，物体の運動，力学的
エネルギーの規則性や関係性
を見いだして表現している。
また，日常生活や社会で使わ
れているエネルギーについ
て，見通しをもって観察，実
験などを行い，その結果を分
析して解釈している。加え
て，それらの探究の過程を振
り返っている。

運動とエネルギーやエネル
ギー変換に関する事物・現象
に進んで関わり，見通しを
もったり振り返ったりするな
ど，科学的に探究しようとし
ている。

（６）　単元計画（全２８時間）

区分 内容 時数

第１次 力の合成と分解 ７

第２次 物体の運動 １０

第３次

仕事とエネルギー

①　仕事（３）

②　エネルギー（４）・・・授業

③　位置エネルギーと運動エネルギー（１）

８

第４次 多様なエネルギーとその移り変わり ３

(７)　授業の展開

過程 従来の指導 (生徒の活動 ) 今回の指導 (生徒の活動 ) 評価規準

第
１
時

エネルギーとは何か

１　ハンマーでくいを打つと

き，どうすれば深く食いこま

せられるかを考える。

２　エネルギーの大きさの表し

方や，単位について理解する。

３　物体のもつエネルギーと高

さや質量の関係について調べ

る実験を行う。実験１

・スプレッドシートを使い，結

果からグラフを作成する。

エネルギーとは何か

１，２と同じ活動を行う。

３　実験１の実験器の使用方法

の説明を聞き，物体のもつエ

ネルギーの大きさと高さや質

量の関係について調べるため

の実験方法を班で話し合いな

がら実験を行う。

・スプレッドシートを使い，結

果からグラフを作成する。

エネルギーについて理解する。

（知）

他者とかかわりながら，位置エ

ネルギーの大きさと高さや質量

の関係について探究する。（主）

実験を正確に行い，記録を取っ

ている。（技）

第
２
時

第２時	位置エネルギーの大きさは何に関係しているか

１　実験の結果を確認する。

２　物体のもつ位置エネルギーと基準面からの高さや質量の関係

　について理解する。

位置エネルギーの大きさと高さ

や質量の関係を考察することが

できる。(思 )

位置エネルギーについて理解す

る。（知）
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第
３
時

物体の速さとエネルギーの関係

について調べる

１　ボウリングの写真を見て，

物体のもつエネルギーの大き

さが何に関係しているか，予

想を立てる。

２　実験２の実験器の使用方法

と物体のもつエネルギーと速

さや質量の関係について調べ

る実験の手順を聞き，実験を

行う。

・スプレッドシートを使い，結

果からグラフを作成する。

物体の速さとエネルギーの関係

について調べる

１　ボウリングの写真を見て，

物体のもつエネルギーの大き

さが何に関係しているか，予

想を立てる。

２　物体のもつエネルギーの大

きさと速さや質量の関係につ

いて調べるための実験方法を

班で話し合いながら実験を行

う。実験２

・スプレッドシートを使い，結

果からグラフを作成する。

他者とかかわりながら，運動エ

ネルギーの大きさと速さや質量

の関係について探究する。（主）

実験を正確に行い，記録を取っ

ている。（技）

第
４
時

運動エネルギーの大きさは何に関係しているか
１　実験の結果を確認する。
２　物体のもつ運動エネルギーと物体の速さや質量の関係につ
いて理解する。
３	位置エネルギーは，基準面からの高さや質量が大きいほど
大きく，運動エネルギーは，物体の速さや質量が大きいほど
大きくなることを確認する。

運動エネルギーの大きさと速
さや質量の関係を考察するこ
とができる。（思）
・運動エネルギーについて理
解する。（知）

(8)	授業プリント
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【資料２】推論力テスト
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【資料３】理解度テスト

【資料４】アンケート                                           【資料５】　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【資料６】
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Investigating learning in the physical field and its effect 

SHINOHARA Takao

Abstract: In a class where students discover relationships and regularities in physical phenomena through experiments, 
a certain teaching method (the present teaching method) was practiced in order to realize students' inquisitive 
learning. In order to realize students' inquisitive learning, we implemented a certain teaching method (the 
present teaching method), and examined what kind of skills were developed through students' inquisitive 
activities using the present teaching method in terms of "reasoning ability," "level of understanding," and 
"students' comments. In addition, we divided the class into two groups: one grouped according to academic 
ability (proficiency group) and the other grouped so that all groups had roughly the same academic ability 
(uniform group), and examined which grouping was more effective in conducting exploratory activities. 
Finally, we analyzed the students' dialogues during the experiment to explore the possibility of cross-
curricular learning.

 As a result, we found that the effect of this teaching method on reasoning ability and comprehension was 
small, but the effect of the proficiency grouping on comprehension was medium. In addition, although we 
could not find any connection with other subjects from the students' comments, we could confirm that they 
engaged in exploratory activities. In the future, it is expected that the results will be utilized for free research, 
SSH, and problem-solving learning.

Key Words: the physical field, investigating learning, method of teaching, group organization, the inference power, 
  the intelligibility, the effect amount and subject crossing learning


