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 本研究では，科学的探究可能な「問い」の生成を促すための指導方略として，科学的探究可能性の要素（原因性，規則性，

相互関係性，類似性・差異性）に着目させるワークシートを作成し，その指導方略の効果の検証を行うことを目的とした。「問

い」の生成に関する事前調査の結果から，科学的探究可能性の要素に着目させるワークシートを用いるクラス（実験群）と実

験群のような視点を与えない自由記述のワークシートを用いるクラス（統制群）に分類し，本調査（授業実践）を実施した。本

調査（授業実践）の結果，科学的探究可能な「問い」の生成個数，生成人数に関して，統制群と実験群の間に統計的な有

意差が確認できなかった。しかし，事前調査では，実験群と比較して統制群のほうが科学的探究可能な「問い」の生成個

数，生成人数が多かったが，本調査（授業実践）では，統制群と比較して実験群のほうが，科学的探究可能な「問い」

の生成個数，生成人数が多くなった。 

 

 

1. はじめに 

 
 中央教育審議会（2016）では，平成29年改訂の学習指導要領において「課題の把握（発見），課

―――――――― 
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題の探究（追究），課題の解決という探究の過程を通じた学習活動を行い，それぞれの過程におい

て，資質・能力が育成されるよう指導の改善を図ることが必要である」と示している。中でも，「課

題の把握（発見）」においては「気付きから疑問を形成し，課題として設定することができるよう

になることを重視すべきである」（中央教育審議会，2016）とされ，山中（2021）はここでの課題

は「子どもが自ら見いだしたものであり，教師が設定して提示するものではないことも確認できる」 

と述べている。しかしながら，鈴木・藤本・益田（2019）によると，中学校理科教員に対して学習

指導に関する意識調査を行った結果，中学校理科教員が「自然の事物・現象から問題を見いだし，

適切に課題づくりができるようにする指導」について，指導が十分でないと認識していることや

「『生徒が自ら課題をつくる授業をどのように行えばよいか分からない』という教員の声が少なく

ない」ことが指摘されている。これらのことから，生徒自身によって課題の設定つまり「問い」1)

を生成することが求められている一方で，中学校理科教員は生徒に「問い」を生成させる指導につ

いて困難を感じていると言える。そこで，「問い」を生成する指導方略の検証を行うことで，「問

い」の生成場面における教師に対しての支援の一助としたい。 
 生徒によって生成される「問い」は単なる「問い」ではなく，科学的に探究可能な「問い」を生

成することが求められる（例えば， 森，2003；中山，2018）。河原井・宮本（2021）では，中学

生を対象とした理科授業を通して科学的探究可能な「問い」を生成するまでの思考プロセスを調査

している。その結果，科学的に探究可能な「問い」を生成させる指導方略としては，生徒に対して

「気付き→疑問→問い」のように形式としてプロセスを辿らせるだけでは不十分であり，「疑問→

問い」のように「問い」へと推移する際に原因性，規則性，相互関係性，類似性・差異性といった

科学的探究可能性の要素 2)により着目させることで，生徒が科学的探究可能性の要素を含む「問

い」を生成しやすくなると推測している。 しかし，河原井・宮本（2021）では生徒の科学的探究

可能な「問い」の生成プロセスの実態調査にとどまり，そこから推測された指導方略についての効

果は検証されていない。 
 そこで，児童・生徒における「問い」の生成を促進させるための指導方略の検討といった実践的

研究（例えば，Cuccio-Schirripa＆Steiner, 2000；坂本ら, 2016；川崎・吉田, 2021）もあるが，原因

性，規則性，相互関係性，類似性・差異性といった科学的探究可能性の要素に着目した河原井・宮

本（2021）の研究に基づき，科学的探究可能な「問い」の生成を促すための指導方略についての効

果を検証する。 
 
 

2. 目的及び方法 

 
 本研究では，科学的探究可能な「問い」の生成を促すための指導方略として，科学的探究可能性

の要素（原因性，規則性，相互関係性，類似性・差異性）に着目させるワークシートを作成し，そ

の指導方略の効果の検証を行う。 
 研究の方法として，科学的探究可能な「問い」の生成に関する事前調査を実施する。事前調査の

結果から，科学的探究可能な「問い」の生成個数，生成人数について差がないかを検討する。そし

て，事前調査の結果から分類した統制群と実験群に対して「問い」を生成させる本調査を実施す
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る。最後に，本調査の結果から，実験群の方が統制群に対して科学的探究可能な「問い」の生成個

数，生成人数にどの程度差が生じるかについて分析し検討を行う。 
 
 

3. 事前調査用紙・ワークシートの作成 

 
3.1 事前調査用紙の作成 
 事前調査用紙は河原井・宮本（2021）で用いられている質問紙を一部修正した。注意事項として

は，「問い」をつくるまでに思っていたこと，考えていたこと，感じたことついては可能な限り文

章で回答すること，文章が書けない場合には箇条書きやキーワードのみでも構わないこと，必ず最

後には「問い」に辿り着くこと，とした。 

3.2 ワークシートの作成 
 ワークシートは事前調査用紙に基づいて作成した。実験群では事前調査用紙に河原井・宮本

（2021）で述べられている科学的探究可能性の要素である原因性，規則性，相互作用性，類似性・

差異性に着目させるための視点を取り入れる。具体的には，原因性については「何らかの原因に注

目してみよう。調べていきたい，結果を引き起こした原因はあるかな」，規則性については「何ら

かの決まり・パターンに注目してみよう。調べて行きたい，決まり・パターンがありそうかな」，

相互関係性については「何らかの関係性に注目してみよう。調べていきたい，何かと何かの関係が

ありそうかな」，類似・差異性については「何らかの似ている点・異なっている点に注目してみよ

う。調べていきたい，似ている点，異なっている点はあるかな」という視点である。統制群では実

験群のように視点を与えずに事前調査用紙と同様の形式である。 

 

 

4. 調査概要 

 

 令和2年10月，茨城県内の公立中学校第 1学年2クラス（A組（35名），B組（35名），計

70名）を対象に，事前調査及び本調査（授業実践）を実施する。 
 事前調査では，配線モールを曲げて高低差の異なる2種類のコースを作成し，同時にビー玉を転

がす事象を提示する（図1）。中学校第1学年の生徒は中学校第3学年で履修する力学的エネルギ

ーの保存については未履修であり，生徒の既有知識の差が「問い」の生成に関わる可能性が低いと

考えられるため，この事象を提示する。提示した事象の観察から個人で自由に「問い」を生成し，

質問紙へ回答させる。記述例を資料1に示す。 
 本調査（授業実践）は，単元「身近な物理現象」1章「光の性質」（有馬ら，2016）の導入にお

ける授業内で実施する。授業は1時間（50分間）である。提示した事象は，支持台のハサミにB6
版の透明なプラスチック板を挟み，その下に「こんにちは」と鏡文字かつ左右反対に書かれた画面

を表示したタブレットを置き，プラスチック板の角度を変えていく様子を観察する簡易的なテレプ
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ロンプターである（図2）。なお，本調査（授

業実践）で提示した事象は，河原井・宮本

（2021）において，生徒の科学的探究可能な

「問い」の生成プロセスを調査する際に用いた

事象と同様のものである。両クラスともに提示

した事象の観察から個人で「問い」を生成し，

作成したワークシートへ記述させる。実験群で

の記述例として資料2に示す。統制群は事前調

査と同様の形式としたため，記述例は割愛す

る。 
 事前調査及び本調査（授業実践）の実施前に研

究実施者による口頭の説明を行う。内容としては，本時では観察した事象に対する「問い」をつく

ること，つくった「問い」に基づいて今後の授業において実験・観察を行なって調べていくことが

できるものであると説明した 3)。 
 

 

5. 分析方法 

 

 分析方法について述べていくにあたり，本研究における科学的探究可能な「問い」について定義

する。本研究における科学的探究可能な「問い」は，河原井・宮本（2021）に基づき，「問い」の

生成プロセスまたは生成された「問い」に原因性，規則性，相互関係性，類似性・差異性の 4要素

のうち1つ以上の要素を含むものとする。 
 まず，事前調査で生成された「問い」に対して，例外となる「問い」の特定を行う。例外の「問

い」とは，実験器具を使用する意義・性質についての「問い」，哲学的な「問い」，提示した事象 

図1  事前調査の事象 

（左：事象を真横から見たもの，右：事象を斜め手前から見たもの） 

図2  本調査（授業実践）の事象 
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に無関係の「問い」とする 4)。例外とならなかった「問い」の生成プロセスまたは生成された「問

い」を分析対象とし，原因性，規則性，相互関係性，類似性・差異性といった科学的探究可能性の

要素が内包されているか否かに関する検討を行う（表1）。その後，事前調査では科学的探究可能

な「問い」の生成個数，生成人数 5)について集計を行う。集計したそれぞれの項目に対して，カイ

二乗検定を用い，2クラス間に差がないかを分析する 6)。 
 事前調査の結果からクラス間に差がない場合，2クラスを統制群と実験群に分類し，「問い」を

生成させる本調査（授業実践）を行う。本調査（授業実践）で生成された「問い」に対しては事前

調査と同様の方法を用いて，科学的探究可能な「問い」の生成個数，生成人数について集計を行

う。その後，集計したそれぞれの項目に対して，カイ二乗検定を用い，2クラス間にどの程度差が

生じるかについて分析を行う 7)。 
 

 

6. 結果及び考察 

 

6.1 事前調査の結果  
 事前調査の結果を表2に示す。まず，例外となる「問い」の特定を行った。2クラスとも例外と

なる「問い」に該当するものはなかった。分析対象となった「問い」はA組が69個（n=35），B
組が63個（n=35）であった。 
 次に，分析対象となる「問い」の生成プロセスまたは生成された「問い」において，原因性，規

則性，相互関係性，類似性・差異性といった科学的探究可能性の要素が内包されているか否かに関

する検討を行った。その結果，科学的探究可能な「問い」の生成個数としては，A 組が30個
（43.4％），B組が28個（44.4％）であった。また，科学的探究可能な「問い」の生成人数はA
組が19名（54.2％），B組が16名（45.7％）であった。 
 最後に，科学的探究可能な「問い」の生成個数，生成人数について集計したそれぞれの項目に対 

「問い」の生成プロセス 

（事前調査用紙，ワークシートにおける生徒の記述例） 
科学的探究可能性の要素の内包 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事前調査＞ 

＜本調査＞ 

段差多（速い），段差少（遅い） 

         ↓ 

段差をもっと多くすれば速くなる？と考えた 

         ↓ 

【問い】丸い玉を転がすコースの段差を多くすれば

さらに速くなるのだろうか？ 

→ 科学的探究可能性の要素は含まれない 

          

→ 「段数」と「速さ」と言った事象間の相互関係性が内包 

          

→ 「段数」と「速さ」と言った事象間の相互関係性が内包 

光が反射していた 

     ↓ 

光が反射したとき，どの方向に光がいくのかなと思った 

     ↓ 

【問い】反射した光は，どの方向にいくのだろうか 

→ 科学的探究可能性の要素は含まれない 

          

→ 「光の進む方向」といった事象の規則性が内包 

          

→ 「光の進む方向」といった事象の規則性が内包 

［生徒の記述例内での（ ）は生徒がつけたもの。【 】は筆者が加筆］ 

 

表1  科学的探究可能性の要素の検討方法 
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して，カイ二乗検定を用い，2クラス間にどの程度差が生じるかについて分析を行った。その結

果，科学的探究可能な「問い」の生成個数は有意差なし（OR=0.961[0.483, 1.913]，df=1，
𝜒𝜒2=0.012，p=1），科学的探究可能な「問い」の生成人数は有意差なし（OR=1.410[0.550 3.611]，
df=1，𝜒𝜒2=0.514，p=0.473）となり，すべての項目において2クラス間では有意差（有意水準5%以

下）が認められなかった。よって，A 組，B組の差が生じなかったため，この2クラスにおいて，

科学的探究可能な「問い」の生成に関しては等質と判断した。 
6.2 本調査（授業実践）の結果及び考察 

 本調査（授業実践）を行うにあたり，事前調査からA組を統制群，B組を実験群とした。本調

査の結果を表3に示す。まず，例外となる「問い」の特定を行った。2クラスとも例外となる「問

い」に該当するものはなかった。分析対象となった「問い」はA組（統制群）が57個（n=34），

B組（実験群）が51個（n=33）であった 8)。 
  次に，分析対象となる「問い」の生成プロセスまたは生成された「問い」において，原因性，規

則性，相互関係性，類似性・差異性といった科学的探究可能性の要素が内包されているか否かに関

する検討を行った。その結果，科学的探究可能な「問い」の生成個数としては，A組（統制群）が

23個（40.3％），B組（実験群）が24個（47.0％）であった。また，科学的探究可能な「問い」

の生成人数はA組（統制群）が14名（41.1％），B組（実験群）が19名（57.5％）であった。な

お，分析対象とした「問い」の生成プロセスまたは生成された「問い」（108個）の内，原因性，

規則性，相互関係性，類似性・差異性といった科学的探究可能性の要素が内包される記述例を表4
に示す。また，表4の記述例にみられる上段と下段は同一の「問い」の生成プロセスと生成された

「問い」ではなく，異なるものであることを付言しておく 9) 
 最後に，科学的探究可能な「問い」の生成個数，生成人数について集計したそれぞれの項目に対

して，カイ二乗検定を用い，2クラス間にどの程度差が生じるかについて分析を行った。その結

果，科学的探究可能な「問い」の生成個数は有意差なし（OR=0.761[0.354, 1.632]，df=1，
𝜒𝜒2=0.492，p=0.482），科学的探究可能な「問い」の生成人数は有意差なし（OR=0.515[0.195,  

 A組 
（69個， n = 

35） 

B組 
（63個，n = 

35） 
OR[CI] df 𝜒𝜒2 

科学的探究可能な「問い」の生成個数 30（43.4%） 28（44.4%） 0.961 
[0.483, 1.913] 1 0.012 

(p = 0.911) 
科学的探究可能な「問い」の生成人数 19（54.2%） 16（45.7%） 1.410 

[0.550, 3.611] 1 0.514 
(p = 0.473) 

 A組（統制群） 
（57個， n = 

34） 

B組（実験群） 
（51個， n = 

33） 
OR[CI] df 𝜒𝜒2 

科学的探究可能な「問い」の生成個数 23（40.3%） 24（47.0%） 0.761 
[0.354, 1.632] 1 0.492 

(p = 0.482) 
科学的探究可能な「問い」の生成人数 14（41.1%） 19（57.5%） 0.515 

[0.195, 1.362] 1 1.801 
(p = 0.179) 

OR（オッズ比），CI（信頼区間），df（自由度），𝜒𝜒2（カイ二乗統計量）を示す 
 

表2  事前調査の結果 

OR（オッズ比），CI（信頼区間），df（自由度），𝜒𝜒2（カイ二乗統計量）を示す 
 

表3  本調査（授業実践）の結果 
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1.362]，df=1，𝜒𝜒2=1.801，p=0.179）となり，どちらの項目において2クラス間では有意差（有意水

準5%以下）が認められなかった。 
 科学的探究可能な「問い」の生成個数，生成人数に関して，A組（統制群）とB組（実験群）の間

に統計的な有意差を認めることはできなかった。しかし，事前調査では，B組（実験群）と比較し

てA組（統制群）のほうが科学的探究可能な「問い」の生成個数，生成人数が多かったが，本調

査（授業実践）では，A 組（統制群）と比較してB組（実験群）のほうが，科学的探究可能な

「問い」の生成個数，生成人数が多くなった（表3）。 
 統計的な有意差を得ることができなかった原因としては，2 点考えられる。1点目は，1時間限

りの指導方略では不十分であったことである。本研究を省みると，1時間限りの指導方略のなか

で，生徒にとっては，科学的探究可能な「問い」を生成する以前に，科学的探究可能性の要素とい

った生徒に馴染みの薄い視点に着目するだけでも困難を感じていた。以上のことから，日々の授業

内で提示される「問い」に対して，どのような科学的探究可能性の要素に着目しているものである

かを確認するといった，長期的な指導方略の実施により，まずは科学的探究可能性の要素の視点を

獲得させていく段階が必要である。そして，「問い」を生成する際に，科学的探究可能性の要素に

着目するといった段階的な指導方略が必要である。2点目は，生徒自身が「問い」の生成プロセス

において原因性，規則性，相互関係性，類似性・差異性といった科学的探究可能性の要素への着目

の程度が弱かったことである。今回作成したワークシートでは科学的探究可能性の要素の視点を示

すのみであり，生徒自身が科学的探究可能性の要素をメタ認知することが不十分であった。改善点

として，例えば，生徒が原因性に着目した場合，どのような具体的な原因性が考えられるのかにつ

いて記述するといったワークシートの工夫が必要である。 
 
 

科学的探究可能性

の要素 クラス 

個数 
統制群：（該当数/57

個） 
実験群：（該当数/51

個） 

生徒の記述例 
（上段は「問い」の生成プロセス，下段は生成された「問い」） 

原因性 

A組 
（統制群） 

6個 
（10.5%） 

板や光のあたりかたに何かあるのではないかと考えた 
（文字）反射するじょうけんはなんだろう 

B組 
（実験群） 

7個 
（13.7%） 

角度に何かひみつが 
反射についてどのような働きがあって，文字が読めるようになった

のかを調べよう 

規則性 

A組 
（統制群） 

2個 
（3.5%） 

該当なし 
光の反射の角度はどうなっているのか 

B組 
（実験群） 

4個 
（7.8%） 

光が反射したとき，どの方向に光がいくのかなと思った 
反射した光は，どの方向にいくのだろうか 

相互関係性 

A組 
（統制群） 

10個 
（17.5%） 

角度が関係していると思った 
文字は光のあたり具合は関係があるのか 

B組 
（実験群） 

10個 
（19.6%） 

光の反射は角度は関係するの 
光の反しゃと見る角度には，どんな関係があるのか 

類似性・差異性 

A組 
（統制群） 

8個 
（14.0%） 

あの板以外で反転するものはあるのか 
うつるときとうつらないときのちがいは何だろうか 

B組 
（実験群） 

5個 
（9.8%） 

物によっては光を反射しないものがあると思った 
アクリル板と鏡は似ているこうかがあるのか 

表 4  本調査（授業実践）における科学的探究可能性の要素が内包される記述例 
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7. おわりに 

 

本研究では，科学的探究可能性の要素に着目させるワークシートを使用する指導方略により，科

学的探究可能な「問い」の生成を促進させることを試みた。その結果，科学的探究可能な「問い」

の生成個数，生成人数に関して，統制群と実験群の間に統計的な有意差を認めることはできなかっ

た。しかし，事前調査では，実験群と比較して統制群のほうが科学的探究可能な「問い」の生成個

数，生成人数が多かったが，本調査（授業実践）では，統制群と比較して実験群のほうが，科学的

探究可能な「問い」の生成個数，生成人数が多くなった。今後は，今回の指導方略で用いたワーク

シートの改善および科学的探究可能性の要素の視点の獲得のための指導方略の実施により，科学的

探究可能な「問い」の生成を促進していきたい。 
 
 

謝辞 

 

授業実践にご協力をいただいた，茨城町立明光中学校の校長先生及び第 1学年の生徒の皆様に感

謝いたします。 
 
 

附記 

 

本研究は，日本理科教育学会第 59回関東支部大会における発表内容を大幅に加筆・修正したも

のである。 
 
 

註 

 

1) 中央教育審議会（2016）や「課題」「問題」「問い」に関する先行研究においては「課題」「問

題」「問い」が混在して使用されている。中山（2018）は，「探究（inquiry）は，そもそも問

い（question）を立てて，それに対する答えを見いだすことである」とし，学習指導要領の範

囲では小学校での「問題」や中学校での「課題」は「問い」に該当すると考えることができる

と述べている。よって本稿では「課題」「問題」は「問い」と捉えることとする。 
2) 河原井・宮本（2021）では，科学的探究を進めていくことを可能とする要素を科学的探究可能

性の要素として，科学史における科学者の事例の検討を行い，原因性（結果を引き起こした原

因との因果関係を明らかにすること），規則性（事象の決まりきった方式や形態といったパタ

ーンを明らかにすること）， 相互関係性（事象間の関係性について明らかにすること），類

似性・差異性（事象間や事象内に類似点や差異点を明らかにすること）の4要素をあげてい

る。 

3) ここでの科学的探究可能な「問い」の説明では本研究における科学的探究可能な「問い」の捉
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え方については生徒に伝えていない。なぜならば，生徒が科学的探究可能性の4要素を把握す

ることを懸念したためである。 
4) 河原井・宮本（2021）と同様に，実験器具を使用する意義・性質についての「問い」では，

「なぜ，この実験器具を使用するのか」「これはどこで使われるのか」，哲学的な「問い」で

は「この現象があることで人々は幸せになるか」などである。 
5) 科学的探究可能な「問い」の生成人数については，生徒1名が生成した「問い」の内，１個以

上の科学的探究可能な「問い」を生成した場合，1名と集計する。そのため，1名が2個以上

の科学的探究可能な「問い」を生成した場合であっても1名とし，複数回のカウントは行わな

い。 
6) カイ二乗検定を行うにあたり，統計ソフトR（Ver.4.1.1）を用いる。作成したクロス集計表の

一例としては表5のようなものである。カイ二乗検定を用いる場合，Field et al.（2012）は，カ

イ二乗統計量（X-squared），自由度（df），p値（p-value）に加えて，オッズ比（Odds ratio）
の値と信頼区間（下限値およ

び上限値）を報告することを

推奨しているため，オッズ比

（Odds ratio），信頼区間

（confidence interval）を求める

ためにはパッケージEpi
（Ver.2.44）の twoby2( )を使用

する。 

7) 6) と同様である。 
8) 事前調査と本調査は別日に実施したため，本調査ではA組は2名，B組は1名欠席であっ

た。 
9) 例えば，表4の原因性の上段の「問い」の生成プロセスに示した「板や光のあたりかたに何か

あるのではないかと考えた」は「どうして片面だけうつったのかと思った→板や光のあたりか

たに何かあるのではないかと考えた→動かすと何か変わると思った→【問い】うつるときとう

つらないときのちがいは何だろうか」といった記述に含まれていたものである（【 】は筆者

加筆）。また，表4の原因性の下段の生成された「問い」に示した「（文字）反射するじょう

けんはなんだろう」は「かたほうからみえるのになぜかたほうからはみえないの？→光のかげ

んがあるのか？と考える→本当にそれだけ？→【問い】（文字）反射するじょうけんはなんだ

ろう？」といった記述に含まれていたものである（【 】は筆者加筆）。つまり，表4の上段と

下段の記述例は同一の「問い」の生成プロセスと生成された「問い」ではない。 
 

 

引用文献 

 

有馬朗人ほか62名. 2016.『新版 理科の世界1』（大日本図書）. 
中央教育審議会. 2016.『幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領の改 

 
科学的探究可能な「問

い」を生成できた個数 

科学的探究可能な「問

い」を生成できなかった

個数 

手立てなし

（統制群） 
30 39 

手立てあり

（実験群） 
28 35 

表 5  クロス集計表（事前調査）  
 



茨城大学教育実践研究 40(2021) 

 - 24 - 

  善及び必要な方策等について（答申）』. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/01/10/1380902_0.
pdf（取得日：2018年9月14日） 

Cuccio-Schirripa, S. & Steiner, H. E. 2000. Enhancement and analysis of science question level for middle  
 school students. Journal of Research in Science Teaching, 37, 210-224. 
Field, A., Miles, J., & Field, Z. 2012. Discovering statistics using R. London: Sage. 
河原井俊丞・宮本直樹. 2021.「中学校理科における科学的探究可能な『問い』の生成プロセス」『理 
  科教育学研究』第61巻，第3号，403-416. 
川崎弘作・吉田美穂. 2021.「科学的探究における疑問から問いへの変換過程に関する思考力育成の 
 ための学習指導」『理科教育学研究』第62巻，第1号，83-94. 
森一夫. 2003.『21世紀の理科教育』（学文社）. 
中山迅. 2018.「理科授業における「問い」とは何か – 問い・疑問・問題・課題 −」『理科の教育』 
 第67巻，第10号，637-641. 
坂本美紀・山口悦司・村山功・中新沙紀子・山本智一・村津啓太・神山真一・稲垣成哲. 2016.「科学

的な問いの生成を支援する理科授業 – 原理・原則に基づく問いの理解に着目して −」『教育心理

学研究』第64巻, 105-117. 
鈴木康浩・藤本義博・益田裕充. 2019.「中学校理科教員の意識調査から明らかになった指導上の課 
  題と改善の方向性」『理科教育学研究』第59巻，第3号，401-410. 
山中謙司. 2021.「問題を見いだす学習指導の在り方」『理科の教育』第 70巻，第1号，829-832. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



河原井・宮本：中学校理科における科学的探究可能な「問い」の生成に関する指導方略 

  - 25 - 

【資料1】事前調査 質問紙 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【資料2】本調査 質問紙  
 

（質問紙左半分は記入生徒の氏名等のマスキングのため差し替えたもの） 


