
令和３年度 ３年目研修 授業実践研究のまとめ 

生徒が思考したくなる授業づくり  
～文章を読み解く力をつける工夫～ 

 

                         

 

１ ２年目研修の授業実践研究における成果と課題 

（１）成果 

１年目のテーマは「生徒が思考したくなる授業づくり～生徒に寄り添った発問から「わかる・解け

る」に導く工夫～」であった。単元や授業を組み立てる際に、生徒にスモールステップをしっかりと

踏ませながら「わかる・解ける」という経験を積ませることを意識して授業づくりを行った。また私

が授業を見直すきっかけになったのは、授業中や休み時間、考査前の生徒の質問や様子であった。成

果としては、問題演習の際に見通しを提示して何を求めるために、何を行っているのかを伝えること

で理解が進む様子であった。 

２年目のテーマは、「生徒が思考したくなる授業づくり～生徒に寄り添った発問の工夫～」とし、

１年目の課題として挙がった発問について実践研究を行った。動画を作成することにより、学習内容

のポイントや映像だからこそ提示できる部分があり、生徒が思考する時間をつくった。また、化学で

は教科書を読ませ疑問点や興味がわいた点を挙げさせ、授業に入る取り組みをした。成果としては、

教科書を熟読し質問に来る生徒は共通テストの結果や進学先が良好であった。 

 

（２）課題 

１・２年目を通して見えてきた課題は、「教科書や問題を読み解く力をつけさせること」である。

発問を工夫し、スモールステップを積ませることは教科の内容を理解するために必要である。しかし、

問題を理解し、解答までの道筋を組み立て、問題を解く力をつけさせなければ受験に対応できる学力

をつけさせることができないため、文章を読み解く力が必要であると考えた。 

 

２ テーマ設定の理由 

理系化学は、教科書の内容が３年１１月初旬に終わるためそこから共通テスト対策になる。２次試

験まで化学を使う生徒はごく僅かであり、化学に手が回っていない生徒がいる。また、理論化学分野

の思考を伴う問題を苦手としている。そのような生徒の実態を踏まえて、「問題の理解、解答までの

道筋の組み立て、問題を解く力」をつけさせて共通テストに対応できる学力をつけたいため。 

 

３ 研究の枠組み 

年間を通して２年理系特設クラス化学で行う。毎時間の教科書予習と授業後の自己評価について

chromeブックを用いて行う。教科書の予習では疑問点を Formsに入力させる。そして授業は疑問点を

中心に授業を行う。問題演習を行う際は、解くことができなくてもどこで躓いたのかを表現させる。

また、進研模試の過去問を利用する際は、各大学に合格するために正解したい問題の資料用いて問題

を分類し、演習を行う。模範解答などを用いてでも思考の再現ができるかを確認する。教科書の読み

取りや問題演習のルーブリックを作成する。 



４ 実践の目的と概要 

２年生の理系クラスで実践を行った。毎時間の教科書予

習と授業後の自己評価はChromebookを用いてFormsに入力

させた。授業は疑問点を中心に授業を行い、問題演習を行

う際は、どこで躓いたのかを表現させた。また、進研模試

の過去問を利用する際は、「各大学に合格するために正解

したい問題」の資料用いて、問題を分類し演習を行った。 

 

⑴ 教科書の予習について 

 大学入学共通テストでは、図・表の読み取りや与えられ

た知識から問題を解く力が求められる。しかし、講義形式の一斉授業ではこれらの力を十分に育成す

ることが容易ではないと考えた。そのため、教科書をじっくりと読ませることで、論理的に思考して

自ら知識を獲得する経験や、図・表の読み取る力を育成させることを目的として教科書の予習を行わ

せた。 

教科書の予習の方法としては、授業の前日までに教科書の写しと自己評価を記入するプリント（図

１）を配った。予習内容としては教科書をよく読んで、わからない点・疑問点は赤線、不思議に思う

ところは青線、理解できたところは黒線で記入し、Chromebookの Forms（図２）に入力させた。また、

自己評価の欄に生徒が考えるべき内容を記載することで、予習の助けになるようにした。 

⑵ 生徒の疑問をもとにした授業 

教科書の予習を丁寧に行わせ、生徒の学びに向かう力の育成を目的として、生徒の疑問をもとにし

た授業を行った。 

授業中の課題は Formsで集めた疑問を組み合わせたり、まとめたりして授業を行った。すべての疑

問に触れられなかった場合は、次の時間や個別の返信機能などを使いながら考えられるようにした。 

⑶ 授業後の振り返り 

 授業内容の整理を行うことを目的として、授業後の振り返りを Formsで行った。振り返る項目は、

予習プリントの自己評価に記載してある内容である。また、授業中の疑問を記入する欄も設けた。理

解度が低い部分は次の授業で扱えるようにした。 

⑷ 定期考査後の振り返り 

 基礎的な概念の定着を図る目的として、Formsを利用した記述式のテストを行った。出題は定期考

査の範囲で行い、定期考査返却の時間に行った。 

 

５ 実践報告 

 年間を通した授業実践の中で、沸点上昇の授業を例に生徒との学びを報告させていただく。 

⑴ 教科書の予習における生徒の疑問について 

表１の(ア)～(カ)は、図１を予習してきた生徒の疑問の抜粋である。 

図１ 毎時間の予習プリント 



 (ア)、(イ)の疑問点は、教科書の蒸気圧降下の

説明文の「スクロースや塩化ナトリウムのよう

な不揮発性の物質を溶媒に溶かすと、溶液の蒸

気圧は、同じ温度の純粋な溶媒の蒸気圧よりも

低くなる。（図 11）このような現象を蒸気圧降

下という。」1)から出てきたものであると予想

する。 

(ア)の疑問は、教科書の本文から現象を考え

るところまで至っていない。この疑問が生じた

背景には、蒸気圧の理解が不十分なことから現

象をイメージできなかったのではないかと考え

る。教科書には、蒸気圧降下の現象を図と補足

が書かれているが読み取りが難しかったと考えられる。 

(イ)の疑問は、蒸気圧降下という現象に対する疑問であり、実際に生じる現象に対して疑問を持っ

ている。初めて現象を理解しようとする生徒からすると、上記の文だけでは疑問に思ってしまうこと

も頷けるが、次の段落には「溶液では、溶質粒子の分だけ溶媒分子の割合が減少するため、溶液の表

面から蒸発する溶媒分子が少なくなって、蒸気圧降下がおこる。」1)と蒸気圧降下が生じる理由が説

明されている。しかし、生徒は蒸気圧降下という新たに学ぶ現象でつまずいてしまい、その現象の原

因を読み取ったり考えたりすることができていなかったのではないかと考える。 

(ウ)の疑問については、本文中に注釈の記号があり、教科書の欄外に語句の説明が書かれているが、

読み取れていない。 

私としては蒸気圧降下に対する疑問は(エ)の疑問のような、現象を理解する上で必要な本質に迫る

疑問が出てきてほしいと感じた。 

(オ)の疑問は、沸点上昇についてグラフとその説明を読み解くことができていない疑問である。こ

の授業では、グラフについて私が説明してしまった。しかし、グラフの軸を読み取らせ、水の蒸気圧

曲線から水の沸点を読み取ること、そして水と同じ温度の水溶液では蒸気圧降下が起きていることが

理解できるような問いかけができれば、生徒間で沸点上昇が起きる過程を理解できたのではないかと

考える。 

(カ)の疑問は、比例とは何かの理解が不十分なことから生まれた疑問である。教科書ではここまで

定性的な内容が記されており、沸点上昇度という定量的な内容になっている。そのため、まずは比例

という考え方を共有する必要があった。 

生徒は模試や大学入学共通テストの問題を解くことが容易ではない現状がある。質問に来る生徒は

問題の条件を読み取れていないことも多い。そして生徒の疑問からも図や表を含めて教科書を丁寧に

読み取る学びの必要性を感じる。また生徒の疑問については、その疑問は何に対しての疑問であるの

か、教科書のどこを読み取れていないのかを指摘することで、文章や図・表を読み取る力が育成でき

るのではないかと考える。今後の生徒の疑問の質がどのように変わっていくかが楽しみである。 

 

⑵ 生徒の疑問の共有方法 

Formsで集めた教科書予習の疑問をスプレッドシートにして、生徒に配信した。そして授業ではそ

の疑問の中から特に知りたいものを生徒が選んで授業を始めることにした。疑問の共有が大切である

(ア) 溶液の蒸気圧が、同じ温度の純粋な溶媒の

蒸気圧よりも低くなるとはどういうことか 

(イ) 不揮発性の物質を溶媒に溶かすと、溶液の

蒸気圧は同じ温度の純粋な溶媒の蒸気圧よ

りも低くなるのはなぜか。 

(ウ) 不揮発性の物質とは 

(エ) 溶液の表面から蒸発する溶媒分子が少なく

なるとなぜ蒸気圧降下が起こるのか 

(オ) 沸点上昇がどのように起こるのが分からな

い 

(カ) 質量モル濃度に比例するって何ですか 

表１ 生徒の疑問 

 



と思ったが、時間がかかってしまった。そのた

め、生徒に疑問を一覧にして配信は行うが、こ

ちらで授業内容の本質に迫る疑問をピックアッ

プして授業に入ることにした。 

疑問を共有する媒体についてアンケートを実

施したところ、「紙でもデジタルでもどちらでも

よい」が　48.7　％、「Chromebook　上がいい」が　　28.2　　　％（図３）

と、３分の２以上の生徒が疑問を共有する媒体がデジタル上でも良いということが分かった。 

 

⑶ 生徒の授業後の振り返り 

 予習プリントに記載した自己評価の項目と授業を受けての疑問点を Formsに記入する振り返りを行

った。沸点上昇の授業における自己評価の項目を示す。（表２） 

 各項目について集計してみると以下のようになった。 

①、②については８割以上の生徒が理解できている（図４・図５）と答えた。しかし、沸点上昇度

の式の意味を説明できると答えた生徒は６割に満

たなかった（図６）。式の意味を説明できるとい

う項目の文章が不適切であったように思うが、授

業の疑問点を自由記述する欄には「比例定数 Kｂ

はどこから求めているのかがいまいちわからなか

った」「沸点上昇度の式の意味がやっぱり良く分

からなかった」と沸点上昇度の式についての疑

問が挙がった。そのため次の授業では、なぜ沸

点上昇度は質量モル濃度に比例するのか振り返

りを行った。また自己評価の結果から、説明が

できないという生徒が明らかになったので、授

業の冒頭数分を前時の振り返りとして、蒸気圧

降下と沸点上昇について生徒間で説明をさせ

た。 

 

 

 

 

① 蒸気圧降下を説明できる 

② 沸点が上昇する理由を説明できる 

③ 沸点上昇度の式の意味を説明できる 

図３ 疑問を共有する媒体 

理解はできるが 

説明ができない 

図４ ① 蒸気圧降下を説明できる 

図５ ② 沸点が上昇する理由を説明できる 図６ ③ 沸点上昇度の式の意味を説明できる 

表２ 自己評価の項目 



⑷ Formsを用いた定期考査後の振り返りテスト 

問題は予習や授業中に出てきた生徒の疑問をもとに作成した（表３）。生徒各自が問題演習を十分

に行った定期考査直後に行ったものである。概念の本質的な理解が求められる難しい問題が含まれて

いるが、生徒のこれからを考えると必要な問いのように思う。 

 

 

一字一句同じでなければ正解とみなされない。その点において評価や生徒へのフィードバックがうま

く行えなかった。そして、今回は複数の単元をまとめて振り返りテストを行ったが、各単元で振り返

りを行うことで生徒の知識理解の定着が図れるのではないかと感じた。 

 

６ まとめ 

 タブレット端末を活用した授業実践研究を行ったことで見えてきた、良い点と改善すべき点をまと

問１ 

無極性分子を１つ選べ。 

水・スクロース・グルコース・ヨウ素 問７ 

溶液の温度と気体の圧力が一定の場合、溶

媒の体積と気体の溶解度(mol)の関係を答

えよ。 

問２ 

極性分子のエタノールが水に溶解する

理由を「エタノール分子中に極性の大

きいヒドロキシ基」「水素結合」とい

う言葉を使って説明せよ。 

問８ 

０℃、5.0×10⁵ Paで、ある気体が 0.01L

溶けている。溶けている気体は、標準状態

に換算すると何 Lか。 

問３ 

溶解平衡は、見かけ上溶解が停止した

状態である。溶解平衡時、等しいもの

は次のうちどれか２つ答えよ。 

溶質の粒子数・溶解する粒子数・固体

の粒子数・析出する粒子数・溶媒の粒

子数 

問９ 

溶液の温度が変化する際は、溶液の濃度は

モル濃度ではなく、質量モル濃度で表すこ

とが多い。その理由を答えよ。 

問４ 

飽和溶液を冷却して、結晶水を含む結

晶が析出した場合、溶質、溶媒、溶液

のそれぞれの質量はどのように変化す

るか。３つ選択せよ。 

溶質の質量が増加・変化なし・減少 

溶媒の質量が増加・変化なし・減少 

溶液の質量が増加・変化なし・減少 

問１０ 

溶媒のみの蒸気圧と比べて、溶液では蒸気

圧が下がる理由を答えよ。 

問５ 

気体の圧力と溶媒の体積が一定の場

合、溶液の温度と気体の溶解度(mol)の

関係を答えよ。（例 ～させると、～

は～。） 

問１１ 

溶液では、沸点が上昇する理由を「蒸気圧

降下」「蒸気圧を外圧と等しくするには」

を用いて答えよ。 

問６ 

溶液の温度と溶媒の体積が一定の場

合、気体の圧力と気体の溶解度（mol）

の関係を答えよ。 

問１２ 

沸点上昇度Δｔは何に比例するか。 

表３ 振り返りテスト問題 



める。 

良い点は Formsを利用することで、生徒の考えや意見を集約することが容易になったことである。

授業中の利用についてはまだまだハードルが高いが、生徒が予習や振り返りを通して、思考し表現す

る機会が増えたように感じる。今後も大学入学共通テストに向けて必要になる力を育成するために、

試行錯誤していきたい。また、本実践の予習や振り返りの記述は、観点別評価における主体的に学習

に取り組む態度を評価する際に使用できるのではないかと考える。評価基準の設定が悩ましい課題で

はあるが、１つの方法であると考える。 

改善すべき点は、生徒自身が予習の疑問を入力する Formsと、授業の振り返りを入力する Formsを

授業ごとに作成したことで、１つ１つのファイルをつなげる作業が煩雑になってしまったことである。

予習の Formsに日付を入力させる項目を追加することで、配信するファイルを一つにできるため、今

後試行してみたい。また、生徒は Formsを回答した際、自動返信のメールで回答を確認できるが、１

つのファイルで蓄積することができないように思う。そのため今回はデータを集約し、生徒ごとに配

布しなければならず、生徒の学びの蓄積をフィードバックする際に手間がかかってしまった。改善案

としては、予習用のスプレッドシートを１つ作成し、そのファイル内にクラスの人数分の予習を記入

するシートを作成する。そして、各シートの権限を教員と各生徒に割り当てることで学びの蓄積を行

えるのではないか。また、各シートを非表示にすることで生徒は権限のあるシートしか表示できなく

することもできる。Formsとスプレッドシートはどちらも優れた点があるため、今後も生徒と教員に

負担が少なく、生徒の学びがより深まるような方法を考えていきたい。 
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１学期 
２学期 

３学期 

・問題演習の時間少 

 

・考査前に質問攻め 

 

・演習時間の確保 

 

・考査前質問減少 

 

・生徒の疑問から 

    授業をする 

 
 
 

・動画作成を通

じて、学習の要

点の整理 

 

２年目 

・知識を活用す

ることを重視した

授業実践 

１年目 

・タブレット活用

と反転授業 

生徒が思考したくなる授業づくり 

～生徒に寄り添った発問から「わかる・解ける」に導く工夫 

生徒が思考したくなる授業づくり 

～生徒に寄り添った発問の工夫～ 

生徒が思考したくなる授業づくり 

～文章を読み解く力をつける工夫～ 


