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「E.FORUM スタンダード」の改訂に向けて(理科) 
 

大貫 守（京都大学大学院教育学研究科 博士後期課程・日本学術振興会特別研究員） 

1. 「E.FORUM スタンダード (理科 )」について
(1) 第 1 次案の成果  

2013 年度に京都大学大学院教育学研究科主催

の教員研修である E.FORUM の参加者の実践を

中心として、「E.FORUMスタンダード(第 1次案)

理科」を作成した。本スタンダードでは、2008

年版『学習指導要領』を踏まえつつ、学年を超

えて繰り返し問われる包括的な「本質的な問い」

を設定した。また、各学年の「単元における本

質的な問い」と、それに対応する「永続的理解」

と「パフォーマンス課題」の例を提示した。 

本スタンダードの意義として、筆者は次の 2

点を捉えている。１点目としては、「教科におけ

る『本質的な問い』」と「柱における『本質的な

問い』」と「単元レベルでの『本質的な問い』」

といった形で問いを構造化し、問いに対応して

単元における「永続的理解」を記述することで

教科を構成する柱(エネルギー・粒子・生命・地

球)の理解がどう深まるのかということが見える

ようになっていることが挙げられる。例えば、

粒子の領域では、ものの性質について物質の特

性に着目したり、物質の特性の類似点と相違点

を明確にしたりすることを繰り返し行い、様々

な物質についての理解を深めることができる。 

	 2 点目として、「永続的理解」へと到達した子

どもたちがどのような課題(パフォーマンス課

題)に取り組むことができるのか、科学的な知識

や探究の方法を使って何ができるのかというこ

とを例示していることが挙げられる。特に、中

学校の粒子の部分に顕著に現れているように、

科学的に探究するということが 3 年間を通して

どのように深まっていくのかということが明示

されている。例えば、中学校の粒子の領域では、

単に実験計画をたてて結果を記述し、考察する

だけではなく、安全かつ手早く終わるように工

夫して実験を行うこと、マトリックスや系統図

を使用して分析の方法を描くことが求められる

課題を上級学年に向けて設定している。 

(2) 第 1 次案の課題  
一方で、第 1 次案の課題として、次の 3 点が

考えられる。まず 1点目として、1つの柱の中に
は本来複数の観念(例えば、粒子であれば物質の
存在や物質の構造や化学反応など)が含まれてい
る。しかし、第 1 次案ではこれらの個々の観念
がどのように深まり、統合されていくのかとい

うことが見えない。例えば、物質の構造では、

物質の分割や溶解などの物理的な変換、燃焼や

中和反応などの化学的な変換の両者の側面へと

深まっていく。化学反応に関しても、反応の有

無を調べる段階から、反応のエネルギーに着目

する段階へと発展していく。各々の観念が質的

に深まることを踏まえて「本質的な問い」を規

定し、質的な深まりを描く必要があるだろう。 
	 2 点目として、個別科学のスキル(例えば、ろ
過の仕方やガスバーナーの使い方)を超えた、よ
り包括的な科学的な手法(practice)の部分がどの
ように発達していくのかということが第 1 次案
では十分に明確にされていない。例えば、実験

計画をたてること、モデルを創出すること、問

いを設定することは科学的な探究を進めていく

上で必須のものである。しかし、これらの質の

深まりが「永続的理解」で明確に示されていな

い。このような方法的な側面についても独立し

た枠組みで記述されなければならないだろう。 
	 3点目として、第 1次案では日本の学習指導要
領に示されているように「比較」「関連づけ」と

いった科学的な見方や考え方を含みこんでいる。

しかし、米国ではこのような科学的な見方や考

え方として、例えば、「全体の構造と機能に着目
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する」といったものまで含んでおり、また、そ

れらがどのように発達していくのかということ

も示されている。科学的な見方や考え方につい

てもより多様な視点から検討を行い、必要な要

素を明らかにするとともに、その発達について

描いていく必要があるだろう。 
 
2. 「E.FORUM スタンダード」の改訂に向

けて  
(1)米国の新しいスタンダードの枠組み  
	 上記の課題を乗り越える「E.FORUM スタン

ダード」の改訂に向けて、従来の「本質的な問

い」に関する考え方は残しつつも、米国の新し

い科学教育スタンダードである『次世代科学教

育スタンダード (Next Generation Science 
Standards：以下 NGSSと記す)』の知見を活用
したい。具体的には資料 1 の図を参照してほし
い。NGSSは、(A)に描かれるように、習得すべ
き学習内容を記述した「核となる観念」と探究

で用いる「科学的な手法」、科学的な見方や考え

方にあたる「領域横断的な概念」の 3 要素を、
縄をなうように編み込むことで構想されている。 

NGSSでは、資料 1の(B)の矢印のように観念
や手法の発達の段階が示される。各々の発達は

資料 2や資料 3を参照してほしい。資料 2では、
物理科学の「核となる観念」である「物質の構

造」と「化学反応」に関して、幼稚園段階から

高校卒業までの発達段階を示している。加えて、

同資料では「領域横断的な観念」の 1 つである
「原因と結果」の発達についても示している。

また資料 3では、「科学的な手法」の 1つである
「モデル化」に関する発達を示している。 

NGSS では、これらの発達段階がクロスする
ところで「期待されるパフォーマンス」を設定

する。ここでは、(C)に示しているように、科学
的な観念やそれを学ぶための探究の手法を用い

て子どもが、何ができるようになるのかという

ことが示される。例えば、NGSS では、第 2 学

年までに期待されるパフォーマンスとして「観

察可能な特徴によって異なる種類の物質を分

類・記述するための調査を計画・指揮する」と

いったものが挙げられている(資料 5)。これは、
物質の特性という科学的な観念を理解し、反応

のパターンを見出し、調査を計画・指揮すると

いう科学的な手法を用いることで可能になるも

のである。この 3 要素と期待されるパフォーマ
ンスという枠組みを残しつつ、E.FORUM スタ

ンダードの新しい形を考えてみたい。 
(2)新しい「E.FORUM スタンダード」の枠

組み  
	 「E.FORUMスタンダード(第 1次案)」では、
「本質的な問い」が学年においてどのように深

まっていくのかということが明示的に示されて

いた。「E.FORUMスタンダード(改訂版)」では、
この「本質的な問い」は、資料 4 のような形で
残しつつ、これを参考に科学的な観念と手法、

科学的な見方や考え方を貫くような「本質的な

問い」を明確にし、それぞれに対応する「永続

的理解」を描いていくことで資料 1 の(b)にあた
る発達段階を描くことを提案したい。 
	 加えて、資料 5 に示されているように科学的
な見方や考え方、科学的な探究の方法について

も米国のものを参考に日本の理科教育の現状を

踏まえて精選し、取り入れることも重要である。

特に、科学的な見方や考え方については、日本

でもあまり明確化されてこなかった部分であり、

米国の取り組みに学ぶことは多いように思う。 
	 これらを踏まえて、筆者が作成した「ものの

とけ方」の単元の「E.FORUMスタンダード(私
案)」が、資料 6である。ここでは、習得すべき
観念やスキル、科学的な見方や考え方、科学的

な探究の手法を仮説的に設定し、期待されるパ

フォーマンスを設定している。これらを各々の

単元で作成することで、長期的な発達を見据え、

探究の方法と内容の習得を志向したスタンダー

ドを作成することができると考えられる。
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『E.FORUMスタンダード改訂に向けた枠組み(私案)』 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSTA	 HP (http://nstacommunities.org/blog/2014/09/09/how-can-elementary-teachers-work-toward-the-vision-of-the-next-generation-science-standards/2015.8.22確認) 

を筆者が一部順序を入れ替えた。 

・核となる科学的な観念  
・科学的な見方や考え方	 	 	 の発達	 (資料 2 と資料 3 に対
応 ) 
・科学的な探究の手法	 	  

資料 1 

A 

B 

C 
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表 1  学問上の核となる観念および科学的な見方や考え方についての発達 
観念 K-2 学年 3-5 学年 6-8 学年 9-12 学年 

物質の構造 
 
 

物質(matter)は、観察可能な
様々な特性をもった様々な純

物質 (substance)として存在
している。様々な特性は様々

な目的に適合している。物体

はより小さな部分から構築さ

れている。 

物質は目に見えないほど小さな

粒子として存在しているので、物

質は見えないように見えたとし

ても、いつも保存されている。観

察可能な特性の多様な測定値は、

特定の素材を特定するために使

われる。 

物質は原子や分子から構成されている

という事実は、純物質の特性や素材の

密度や物質の状態や相変化や物質の保

存について説明するために使われる。 

原子を構成する構造的なモデルと、原

子規模での電荷の間の相互作用は、化

学反応や、核過程を含む物質の相互作

用と構造について説明するために使わ

れる。周期表の繰り返しのパターンは、

外側の電子のパターンを反映してい

る。安定した分子は分離された同じ原

子のまとまりよりも少ないエネルギー

を有している(少なくとも、分子を分解
するためにはこのエネルギーが提供さ

れなければならない)。 

化学反応 純物質の冷却や加熱は時々不

可逆で時々可逆の変化を引き

起こす。 

純物質が混合された時に生じる

化学反応は、様々な特性を伴った

純物質の出現によって特定され

うる。全体の質量は同じである。 

純物質が様々な分子を形成するために

反応するが、原子の総量は保存される。

いくらかの反応はエネルギーを放出

し、いくらかはエネルギーを吸収する。 

化学反応は分子の衝突や原子の再配置

や含まれる元素の特性によって決定さ

れるエネルギーの変化の点で理解され

る。 
見方・考え方 K-2 学年 3-5 学年 6-8 学年 9-12 学年 
原因と結果 児童は、出来事は観察可能な

パターンを生み出すような原

因 (cause)をもっているとい
うことを学ぶ。児童は、原因

についての自分自身の観念を

支援したり、反対したりする

ための証拠を集めるための単

純なテストをデザインする。 

児童はおおまかに因果関係につ

いて特定し、検証し、これらの関

係性を変化を説明するために使

う。彼らは因果関係を示す、もし

くは示さない規則性と一緒に生

じる出来事を理解する。 

生徒は、関係性を因果関係と相関関係

に分類し、相関関係は必ずしも因果関

係を含んでいないことを認識する。生

徒は、自然や人工のシステムにおける

現象を予測するために因果関係を使用

する。生徒は、１つ以上の原因をもっ

た現象について理解し、システムにお

けるいくらかの因果関係は確率を使用

することによって記述されるというこ

とを理解する。 

実験的な証拠は、因果と相関の間の違

いを区別し、特定の因果関係について

主張するために求められるということ

を生徒は理解する。生徒は、複雑な自

然もしくは人口のシステムにおけるふ

るまいを説明・予測するために因果関

係を述べる。生徒はまた、システムの

中における小規模なメカニズムについ

て知られていることを調査することで

因果関係について提案する。生徒はシ

ステムにおける変化は、平等な結果を

もたらさないかもしれない、様々な原

因をもっていることを認識する。 

資料 2 
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表 2  モデル化の観点に関する発達 

資料 2と 3については Achieve. Inc.作成の HP（http://www.nextgenscience.org/sites/ngss/files/Appendix%20F%20%20Science%20and%20Engineering%20Pra
ctices%20in%20the%20NGSS%20-%20FINAL%20060513.pdf 2014.10.31確認）より筆者が訳出し、形式を改めた。	

K-2 学年 3-5 学年 6-8 学年 9-12 学年 
K-2のモデル化は、既有経験を土台とし
て、具体的な出来事を提示し、解決策を

デザインするモデルの活用と創出を含

むように進歩する（例えば、図や描画、

物理的なレプリカ、ジオラマ・劇化・ス

トーリーボードなど）。 
 
●モデルと実際の物体・過程やモデルが

提示する出来事を区別する。 
 
●共通の特徴と違いを特定するために

モデルを比較する。 
 
●総量や関係や相対的な大きさ（より大

きい/小さい）、自然界や人工の世界にお
けるパターンを提示するためにモデル

が活用、創出される。 
 
●提案された物体やツールを表現する

ための証拠に基づいた単純なモデルを

創出する。 

3-5 学年のモデル化は、K-2 の経験を
土台として、単純なモデルの構築と修

正、解決策のデザイや出来事の提示の

ためにモデルを活用するように進歩

する。 
 
 
●モデルの限界を特定する。 
●協調的に頻繁にそして定期的に起

こる出来事の関係性を示す証拠に基

づいてモデルを修正・創出する。 
●解決策のデザインや科学的な原理

を記述するために抽象的な提示や例

や類推を活用するモデルを創出する。 
●現象の予測や記述のためにモデル

の創出・活用をする。 
●提案された物体やツールや過程を

伝えるために、単純な物理的な写真版

や図表を創出する。 
●自然・人工的なシステムの作用に関

する相互作用や原因と結果の関係性

を検証するためにモデルを使う。 

6-8学年のモデル化は、K-5の経験を土
台として、システムのデザインやより

抽象的な現象を予測・検証・記述する

ためにモデルを創出・活用・修正する

ように進歩する。 
 
 
●提案された物体やツールのためのモデ

ルの限界を評価する。 
●システムの構成要素や変数が変化すよ

うな出来事に適合するように証拠に基づ

いてモデルの修正や創出を行う。 
●不確実で予測できない要因を伴う単純

なシステムのモデルの創出と活用を行

う。 
●観察不可能・観察可能な現象と予測で

きることを含む変数の間の関係性を示す

モデルの創出と修正を行う。 
●現象の予測と記述のためにモデルを活

用・創出する。 
●観察不可能なメカニズムを記述するた

めのモデルを創出する。 
●観察できない規模のものやインプット

やアウトプットを示す物を含む、自然・

人工的なシステムにおける現象について

の考えを検証するためのデータを生み出

すためにモデルの創出・活用する。 

9-12 学年のモデル化は、K-8 の経験を
土台として、自然・人工の世界におけ

る構成要素とシステムの間の変数の間

の関係性を示し、予測するためのモデ

ルを創出・統合・活用するよう進歩 
 
 
●証拠やデザインの規準に も合うモ

デルを修正・選択するために同様に提

案されたツールや過程やメカニズムや

システムの異なった２つのモデルの意

義と限界を評価する。 
●モデルの信頼性を確認するためのモ

デルのテストをデザインする。 
●システムやそれの構成要素の間の関

係性の予測や提示のための証拠に基づ

いてモデルを創出・修正・活用する。 
●意義と限界に基づいてモデルの種類

の間で自由に動き、現象を予測し、機

械論的な詳細を提供するために複数の

種類のモデルを活用・創出する。 
●提案された過程やシステムを検証・

操作するために複雑なモデルを創出。 
●説明を支持したり、現象を予測した

り、システムを分析したり、問題を解

決するために機械論的・コンピュータ

的を含むモデルを創出・活用する 

資料 3 
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(※1)本質的な問い  
教科を貫く本質的な問い  
●自分たちが身の回りで発見したり,経験したりする自然の事物や現象はどのような仕組みなっているだろうか(「何を学ぶのか」に対応 )  
●身の回りの事象や現象はどのように探究していくことができるだろうか(「どのように学ぶのか」に対応 ) 
 
核となる観念を貫く本質的な問い  
●エネルギー：エネルギーとはなにか。また、どのような形態や性質をもっているだろうか。エネルギーを有効に利用するにはどうしたらよいだろうか。 
●粒子：物質の性質はどのようにして確かめられるだろうか。物質に固有の性質と、共通の性質は何だろうか。  
●生命：生物（人・植物・動物）の成長やからだのつくりとそのはたらき、生命の連続性、環境との関わりにおける共通な点と特有な点は何だろうか。 
●地球と宇宙：地球の内部・表面及び地球の周辺における事象の規模や範囲,時間による変化のパターンや変化の方向性はどのようであるか。 
 
単元レベルでの本質的な問い (※3 に対応 ) 
●水に溶けるものの性質は全て同じだろうか。 
●それらの性質はどのように確かめられるだろうか。 
●これらの性質はどのように社会で使われているだろうか。 
(※2) 科学的な見方や考え方  
比較【比較】 
条件統制【条件】 
パターン【パターン】 
原因と結果【原因】 
スケール・比・量【スケール】 
システム【システム】 
エネルギーと物質：流れ・サイクル・保存【エネルギー】 
構造と機能【構造】 
安定と変化【安定】 

(※2) 科学的な探究の手法  
問いを見出す【問い】 
モデルを創出し、使用する【モデル】 
調査を計画し、実行する【計画】 
データの分析と解釈【データ】 
数学や情報やコンピュータテクノロジー、コンピュータ的思考を使う【数学】 
説明を創出する【説明】 
証拠にもとづいた論証に参加する【論証】 
情報を得て，評価し，話し合う【評価】 

(参考文献) 
(※1)京都大学 E.FORUM HP(http://www.educ.kyoto-u.ac.jp/e-forum/files/rika_elementary.pdf#search='%E5%A4%A7%E8%B2%AB%E5%AE%88' 2015.8.22確認) 
(※2)大貫守「米国における科学教育スタンダードに関する検討－Next Generation Science Standardに着目して－」『京都大学大学院教育学研究科	 E.FORUM共同
研究プロジェクト【プロジェクト S】「スタンダード作り」成果報告書』2014 年、pp.100-112 および、文部科学省『学習指導要領解説	 理科編』大日本図書、2008
年を参考に筆者が作成。 
(参考)Aaron Rogat(PI) with Charles Anderson, Jacob Foster, Fred Goldberg, Jennifer Hicks, David Kanter, Joseph Krajcik, Richard Lehrer, Brian Reiser, and 
Marianne Wiser, Developing Learning Progressions in Support of the New Science Standards: A Rapid Workshop Series, 2011, CPRE. 

資料 4 

(参考)米国の「物質の構造の変換」における例 
観念を貫く問い：物質が変化した時に起こっていることは何か？ 
学年レベルでの問い：何かが水に溶けた時起こっていることは何か？(物理的変換) 
	 	 純物質が新しい純物質に変化した時、物質に起こることは何か？(化学的変換) 
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	 物理科学の分野における NGSSの実際(第２学年段階の場合) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-PS1	 物質の構造と性質 
理解を示す児童ができること： 
2-PS1-1.	 観察できる特徴によって異なる種類の物質を分類・記述するための調査を計画・指揮する。 
	 	 	 	 	 （説明の記述：観察は色や手触り,堅さや柔らかさを含む。パターンは異なった物質が共有している同様の特徴を含む） 
2-PS1-2.  所期の目的に最も合う特性をもった素材を決定するために,異なった素材を検証したことで得たデータを分析する。 

（説明の記述：特性の例は,強度,柔らかさ,堅さ,手触り,吸水性を含む） 
（評価の境界：量的な測定の評価は長さに制限される） 

2-PS1-3.  どのようにいくつかの部品(pieces)から小さな集まりからなる物体が分解され,新しい物体になるのかについて証拠に基
づいた説明を構成するために観察を行う。 

	 	 	 	 	 （説明の記述：部品の例は,ブロックやレンガ,その他各種の小さな物体を含んでいる） 
2-PS1-4.  加熱や冷却によって起こるいくらかの変化が可逆であり,いくらかは不可逆であるという証拠を用いて主張を構成す

る。 
	 	 	 	 	 （説明の記述：可逆変化の例は,異なる温度における水やバターなどの素材を含む。不可逆変化の例は,卵の調理するこ

と,植物の葉を凍らせること,紙を燃やすことを含んでいる） 
上記のパフォーマンスの期待値は,NRCの K-12フレームワークからの以下の要素を使用することで発達させられる 
科学と工学の手法 学問的に核となる観念 領域横断的な概念 
調査を計画し実行する  
K-2 において,問いに答えるための解決策を検証す
るため,または問いに答えるための調査の計画と実
行をすることは,既有経験や,説明を支持または解決
策をデザインするためのデータを提供する公平なテ

ストにもとづく単純な調査に対する進歩に立脚して

いる。 
・問いに答えるための基礎となる証拠として役立つ

データを生産するために協同的に調査を計画・指揮

する。（2-PS1-1） 
データの分析と解釈  
K-2 において,データを分析することは既有経験や
観察を収集・記録・共有することに対する進歩に立

脚している。 
・物体や道具が意図したように作用しているのかを

決定するために物体や道具を検査したデータを分析

する。（2-PS1-2） 
説明を創る /解決策をデザインする  
K-2において,説明の構成・解決策のデザインは,既有
経験や証拠の使用や自然界の現象や解決策のデザイ

ンにおける証拠にもとづく説明の構成についての考

えに対する進歩に立脚している。 
・自然現象について証拠に基づいた説明を構成する

ために（直接もしくはメディアから）観察する。 
証拠にもとづいた議論に参加する  
K-2 において,証拠からの論証に参加することは,既

有経験や,自然界やデザインされた世界についての

表現や考えを比較することに対する進歩に立脚して

いる。	

・主張を支持する証拠とともに論を構成する。	

	 (2-PS1-4)	

PS1.A:物質の構造と性質  
・異なった種類の物質が存在

し,そしてそれらの多くは温度
に依存して固体や液体のどち

らかである。物質は,それらの
観察可能な特性によって分類

や記述がなされる。 (2-PS1-1) 
・異なった特性は異なった目的

に適合している。 
(2-PS1-2)(2-PS1-3) 
・様々な物体は,いくつかの部
品からなる小さな集まりから

構成されている。(2-PS-3) 
 

PS1.B:化学反応  
・物質の加熱や冷却は観察可能

な変化を引き起こす。時々それ

らの変化は不可逆で,時々不可
逆である。(2-PS1-4) 

パターン  
・自然界のそして人間がデザインした世

界のパターンは観察可能である。 
(2-PS1-1) 
 
原因と結果  
・出来事は観察可能なパターンを生み出

す原因をもつ。(2-PS1-4) 
・原因についての生徒の考えを否定もし

くは支持する証拠集めるように簡単な検

証がデザインされる。(2-PS1-2) 
 
エネルギーと物質  
・物体はより小さないくつかの部品に分

割でき,より大きないくつかの部品へと結
合する ,もしくは形を変えるかもしれな
い。(2-PS1-3) 

工学やテクノロジーや応用科学への結

合  
 
社会と自然界における工学・テクノロ

ジー・科学の影響  
・すべての人間が作る生産物は,自然界に
ついての知識を応用することによってデ

ザインされる,そして,それは自然界に由
来する素材を活用することによって作ら

れる。 
(2-PS1-2) 

科学の本質（Nature of science）との関連  
科学のモデル・法則・メカニズムや論理は ,自然
界の現象を説明する  
・科学は自然界の出来事を説明するために,原因と結

果の関係について調査する。(2-PS1-4) 
大貫守「米国における科学教育スタンダードに関する検討－Next Generation Science Standardに着目して－」『京都
大学大学院教育学研究科	 E.FORUM共同研究プロジェクト【プロジェクト S】「スタンダード作り」成果報告書』2014
年、p.108。 

資料 5 



京都大学大学院教育学研究科 E.FORUM 
http://www.educ.kyoto-u.ac.jp/e-forum/ 

 

大貫 守「『E.FORUM スタンダード』の改訂に向けて(理科)」2015 
8 

 

小学校 5 年生	 単元「もののとけ方」の例 
 
 
学問上の核となる観念 (※2) 科学的な見方や考え方 (※3) 科学的な探究の手法 (※3) 観点  

【エネルギー・粒子・生命・地球と宇宙】 
A. 物質の構造と性質  
物質の溶解  
・ものが溶けるとは溶けたものが拡散し、

均一に広がり、透明の液体になること 
・ものが水に溶ける量には限界があること 
・ものが水に溶ける量は水の温度や量、溶

けるものによって違うこと。また、この

性質を利用して溶けているものを取り

出すことができること 
・ものが水に溶けても、水とものとを合わ

せた重さは変わらないこと 

【比較・条件・パターン・原因・スケール・ 
システム・エネルギー・構造・安定】 
 

比較：  
身近な自然の事物・現象を比較しながら調べる。 
 
条件統制：  
自然の事物・現象を働きや時間と関係づけなが

ら調べる。 
 
原因と結果：  
自然の事物・現象の因果的な関係性やメカニズム

を調査・説明する。 

【問い・モデル・計画・データ・数学・説明・論証・評価】 
 
モデルを創出し、使用する (第 3-5 学年 )：  
・問題解決の過程や目に見えない科学的な現象を記述した

り、例示したりするためにモデルを用いる。 
・自然現象の予測や記述ためにモデルの創出や 
活用を行う。 

 
調査を計画し、実行する (第 3-5 学年 )：  
・変数が統制され、試行回数を考慮した公正な検証を行 
うことで証拠の基礎としての役割を果たすデータを生 
み出すために協調的に調査を計画・実施する 
・データ収集のための方法やツールが適切か評価する 
・変数が変化した時何が起こるのかについて予測する 
 
科学的な説明を創出する (第 3-5 学年 )：  
・観察から見出した関係性についての説明を構成する。 
・説明を構成・支援するための証拠を特定し、使用する。 

自然事象

について

の知識 
および 
観察・実

験の技能 

【習得すべきスキル】 
・ものの質量を測る方法(上皿・電子天秤) 
・メスシリンダーの使い方 
・ろ過の方法 
・蒸発乾固の方法 

【科学の本質】  
科学は人間の試み (endeavor)である。  
・科学は日常生活に影響を与えている。 
・多くの科学者と工学者はチームで作業する。 

期待されるパフォーマンス  科学的な

思考・判

断・表現 
異なる 2つの混合物から性質の違いを利用し、片方を取り出す実験計画を立案する。 
(※ここで扱う性質は、水を含む溶媒への溶解度の違いを利用したものが望ましい) 
(※実験計画を記述する際には、実証性や再現性を意識して、実験計画を立てていることが望ましい) 
ものが溶ける現象を観察し、粒子モデルを用いて表現し、質量保存などを考察する根拠として使用し、説明する。 
(※ここで扱うものは水や温度によって溶ける量の変化が大きいものと変化の小さいものを用いることが望ましい) 
ものの溶ける量が変化する要因を特定するため仮説を立て、実験を条件統制の考え方を踏まえて計画する。 
(※ここで扱う変化の要因(変数)としては、水の量・水の温度が挙げられる) 

 

何を学ぶのか(※1) どのように学ぶのか(※1) 

何ができるようになるのか 

資料 6 

知識  
技能  

思考  
判断  
表現  
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「科学の本質(nature of science)」に関わる「包括的な本質的な問い」と「永続的理解」 
【用語整理】 
科学の本質	 	 	 	 	 ：科学とは何かということそのものを問う視点である(NGSSでは「科学的な探究の方法」と「科学的な見方・考え方」に関して設定) 
包括的な本質的な問い：小学校から中学校の理科教育においてエネルギーや粒子や生命や地球といった柱を超えて問われる問いを指す 
 
【科学の本質】(NGSSを参考に作成；一般に「科学の本質」の具体的な内容に関しては多くの研究者によって議論されている) 
科学の本質【科学的な探究の方法に関する側面】 科学の本質【科学的な見方・考え方に関する側面】 
科学の調査は様々な方法を活用する 科学は知ることの方法である 
科学的な知識は実験上の証拠にもとづいている 科学的な知識は自然界のシステムの順序と一貫性を想定している 
科学的な知識は新しい証拠によって修正されうる 科学は人間の試みである 
科学的なモデル・法則・メカニズムと論理は、自然界の現象を説明する 科学は自然界と物質界についての問いにつながっている 
鈴木宏昭は、多くの「科学の本質」に共通する要素として、①観察と推論の相違、②理論と法則の相違、③科学知識の実証性、④理論負荷性、⑤科学知識

の社会的・文化的影響、⑥科学的知識の可変性を挙げている(鈴木宏昭「米国の理科教科書における”Nature of Science”の教授展開―『観察と推論の相違』
の内容に着目して―」日本理科教育学会『理科教育学研究』2015年 Vol.56(2),p.174を参考にした)。 
 
【「科学的な知識は実験上の証拠にもとづいている」という側面に関する学年帯の到達点】 
幼稚園から第 2学年 第 3学年から第 5学年 第 6学年から第 8学年 第 9学年から第 12学年 
・科学者は世界につい

て観察する時，パター

ンや順番を探す。 

・科学的な発見はパターン

の認識にもとづいている。 
・科学者は正確な測定と観

察のためにツールやテク

ノロジーを用いる。 

・科学的な知識は，証拠と説明の間の論

理的・概念的な関係にもとづいている。 
・科学の学問は実験的な証拠を得たり評

価したりするための共通のルールを共

有している。 

・科学的な知識は実験的な証拠にもとづいている。 
・科学の学問は自然界のシステムの説明を評価するために

使われる証拠についての共通のルールを共有している。 
・科学は現在の理論と証拠のパターンを調和させる過程を

含んでいる。 
・科学的な議論は，ひとつの説明を支える複数の証拠によ

って確かなものとなる。 
E.FORUMスタンダード(理科・第 1次案)の「包括的な本質的な問い」： 
・自分たちが身の回りで発見したり、経験したりする自然の事物や現象はどのような仕組みになっているだろうか(主に学問上の核となる観念に関する側面) 
・身の回りの事象や現象はどのように探究していくことができるだろうか(主に科学的な探究の方法に関する側面) 
※「科学の本質」では、「学問上の核となる観念」と「科学的な探究の方法」と「科学的な見方・考え方」を接合することと科学そのものを問う視点を提供 

補足資料 

探究スキルの性質を理解している生徒は、理解

していない生徒に比べ探究スキルを適切に習得

することができる(鈴木、2015を参考にした) 


