
３年理科課題研究 活動① 指導案 

 

１ 期日  活動① 平成２８年４月１１日（月）７限 

 

２ 場所  各ＨＲ 

 

３ 本時の目的 

 (1) 春休み課題「理科課題研究に向けてのプレゼンテーション用シート」を用いて、班内で各研究計画

をプレゼンテーションし、各計画の問題点等を話し合う。 

 (2) 班内で１つの研究テーマを設定し、研究の見通しを立てる。 

 

４ 準備 

 ・班編成表（掲示用、指導者用） 

 ・ＳＳ理科課題研究（生徒配布）・・・概要および実施計画 

 ・活動①ワークシート 

 

５ 事前連絡等 

 ・前週に課題研究活動①の予告を生徒にする。特に春休み課題の持参を強く指導しておく。【担任】 

 ・当日朝、各ＨＲで班編成表を提示する。【担任】 

 

６ 展開例 

  班別に着席させ、プリントを配布する【担任】 

 (1) 導入：５分 

  理科課題研究概要および本時の活動内容について説明する。（別紙） 【理科】 

  春休み課題とワークシートは最後に回収することと、それらをもとにこの時間の評価を以下の観点

で行うことを示す。 

  ・春休み課題（研究計画書）をもとにプレゼンし、班員に研究内容を伝えられたか。 

  ・班員の研究計画発表を記録し、問題点や優れている点を積極的に指摘できたか。 

  ・班の研究テーマの方向性を定めるために、積極的な議論ができたか。 

 

 (2) 展開Ⅰ：３０分 

  班内で各研究計画をプレゼンテーションする。このとき、研究計画ごとに疑問点や問題点を挙げて班

内でディスカッションをしながら、情報を共有する（１人６分×４～５人）。授業担当者は机間巡視し

て指導する。 

 

 (3) 展開Ⅱ：１０分 

  各研究計画を参考にして、班の研究テーマを決定する。個人の研究計画をそのまま採用してもよい

が、必ずしもその必要はない。班員で話し合い新規に１つのテーマを設定すればよい。次回は、その

テーマの研究計画を作成するので、本時はテーマの設定と、研究の見通しを立てられれば良い。早く

テーマが決定した場合は、研究計画書を書くための打ち合わせを始めさせる。 

 

 



 (4) まとめ：５分 

  春休み課題と活動①ワークシート回収する。【担任】 

  次回は班別テーマの研究計画を詳細に作成することを伝え、この時間内に研究テーマが定まらなか

ったところは次回までに班内で話し合って決めておくように指示する。また、研究・実験は６時間程

度で計画すること、必要な器具、装置、薬品等は原則校内にあるものを使用することを確認しておく。

（購入が必要なものについては要相談。ただし、発注から納入は１ヶ月以上かかる。） 

 

７ 留意点 

 ・生物の観察等を行う場合、研究活動の時期が適切かどうか、生徒に再確認するよう声かけをする。 

 ・「研究」であり、ただの「実験」ではないことを意識させる。（未知のことを仮説を立てて検証する。） 

 ・外部の方を対象に発表を行うことまで見据えて、テーマを検討するよう声かけをする。（データを着

実にとることができるか、まとめることが可能なテーマか）。ただし、生徒の案に対して過度に指導す

る必要はなく、計画立案そのものは生徒の自主性に任せる。 



３年理科課題研究 活動② 指導案 

 

１ 期日  活動② 平成２８年４月１８日（月）７限 

 

２ 場所  各ＨＲ 

 

３ 本時の目的 

  前回の活動をもとに班の研究テーマを決定し、「班別研究計画書」を作成する。 

 

４ 準備 

 ・活動①ワークシートおよび春休み課題の評価記入 → エクセルシート（HirobaT－34 理科－第３

学年理科課題研究内）に入力 

 ・活動②ワークシート「班別研究計画書」 

 ・活動②ルーブリック 

 

５ 事前連絡等 

 ・前週に課題研究活動②の予告を生徒にする。【担任】 

  「次の時間で班テーマの研究計画書を作成するので、テーマ（の方向性）が未確定の班は、事前に打

ち合わせをしておくこと。」 

 

６ 展開例 

  班別に着席させ、活動①ワークシートおよび春休み課題を返却、活動②ワークシート「班別研究計画

書」を配布する。【担任・理科】 

 (1) 導入：５分 【理科】 

  本時の活動内容について説明する。 

  ルーブリックを示し、本時の評価規準を示す。本時終了時に提出する活動②ワークシート「班別研究

計画」をもとに、この時間の評価を班ごとに行うことを伝える。 

 

 (2) 展開：４０分 【担任・理科】 

  班別活動。研究テーマを決定させ、「班別研究計画書」を作成させる。授業担当者は机間巡視して指

導する。 

  ○指導上の留意点 

   ア 個人の研究計画をそのまま採用してもよいが、必ずしもその必要はない。 

   イ 研究・実験は、原則６時間程度で考える。 

   ウ 必要な器具、装置、薬品等は原則校内にあるものを使用する。（発注から納入まで１ヶ月以上

必要。あまり高額なものは購入できない。日用品等は自分で用意した方が早い。） 

   エ 「研究」であり、ただの「実験」ではないことを意識させる。（未知のことを仮説を立てて検

証し明らかにする。） 

   オ 生徒の研究計画案に対して過度に指導する必要はなく、計画立案そのものは自主性に任せる。 

 

 

 



 (3) まとめ：５分 

  活動②ワークシート「班別研究計画書」を回収する。この時間中に完成できなかった班は遅くても明

後日までに提出させる。【担任】 

  今後の予定を確認。【理科】 

  → 来週中（４／２５月～４／２７水）に「班別研究計画書」およびルーブリック評価を返却する。

返却された計画書に記入された指導内容を参考にして班内で話し合って改善計画を考え、「班別研

究計画（清書）」を新たに記入し、次回の活動③④（５／９月～１１水で２時間連続授業）の朝に担

任へ提出すること。（活動時間までの間に理科担当者がチェックをする。）次回はまず教室に集まり、

研究計画が確定したら（授業担当者による許可が得られたら）、化学・生物・物理実験室へ移動し

て研究に着手する。 

 

７ 事後処理 

 (1)「班別研究計画書」をチェックし、ルーブリックを使用して本時の活動を班ごとに評価する。 

評価はエクセルシート（HirobaT－34 理科－第３学年理科課題研究内）に入力する。また、指導が

必要な事項があれば計画書に朱書きする。（４／２５月～４／２７水の生徒への返却に間に合うよう

に）【理科】 

  ○指導上の留意事項 

   ア ルーブリックのメモ欄にある観点別チェックを利用する。教員が評価する上での材料とする

だけでなく、生徒へのフィードバックに役立て活動の質の向上につなげる。 

   イ 特に指導が必要な事項（計画書に朱書きすべきポイント） 

    ・極めて大きな危険性を伴う 

    ・調達が難しい、または、高額すぎる材料や備品（費用の限度については要相談） 

    ・極端に長い研究期間を要する（原則６時間だが、長期的な観察が必要な場合などは他の学校生

活に影響の無い計画に限る） 

    ・仮説が体を成していない 

   ウ 計画立案は自主性に任せることが基本方針。研究計画書への朱書きも最低限にとどめる。特

に、仮説が不十分である場合が多く予想されるが、仮説の意味を再度教えて考えさせる。 

   エ その他、個別に判断できない場合は課題研究委員会で検討する 

 

 (2) 理科教員によるチェックが済んだ計画書とルーブリック評価は、４／２５月～４／２７水までに担

任をとおして生徒へ返却する。班内で話し合って改善計画を考え、「班別研究計画（清書）」を新たに

記入し、次回の活動③④（５／９月～１１水で２時間連続授業）の朝に担任へ提出するように、ＳＴ

等で適宜指示する。【担任】 



３年理科課題研究 活動③④ 指導案 

 

１ 期日  活動③ 平成２８年５月 ９日（月）６，７限 （３年８，９組） 

      活動④ 平成２８年５月１０日（火）５，６限 （３年５，６，７組） 

 

２ 場所  各ＨＲおよび実験室（物理・化学・生物） 

 

３ 本時の目的 

  「班別研究計画書（清書）」をもとに研究活動を開始する。 

  主に、必要な材料の調製や準備を進め、本実験のための予備実験等を行う。 

 

４ 準備 

 ・活動②ワークシート「班別研究計画書（清書）」の点検  

→ 活動③④の後に再度提出させるため、評価はせずに内容チェックのみでよい。 

 ・活動③～⑧ルーブリック  ・「研究活動における注意事項」 

 ・薬品貸出簿        ・白衣（生徒用５０着） 

 ・バスケット（各班１個）  ・デジタルカメラ（各実験室に１台）  

 ・研究記録ノート      ・その他研究材料（※ 生徒が探しやすいように予め出しておく） 

 

５ 事前連絡等 

 ・５月２７日（水）に「班別研究計画書（清書）」の提出および活動③④の予告を生徒にする。【担任】 

  「指摘された点を検討、改善し、班別研究計画書（清書）を次回活動日の朝までに提出すること。」 

 

６ 展開例 

  全員各ＨＲで班別に着席させ、「班別研究計画書（清書）」を返却する。研究記録ノート、「研究活動

における注意事項」を配布する。【担任・理科】 

 

 (1) 導入：１０分【理科】 

  ・本時の活動内容について説明する。 

   ① 指導教員よる計画書のチェックが終わった班 

     化学準備室でバスケットを実習教諭より受け取り、指定された実験室へ移動して研究活動を開

始する。 

   ② 計画書が未提出または再検討が必要な班 

     ＨＲ教室で引き続き研究内容の検討、改善をし、「班別研究計画書」を作成する。計画書のチェ

ックが終わり次第、研究活動へと移る。 

  ・別紙「研究活動における注意事項」の内容を全体で確認する。 

  ・ルーブリックを示し、本時から始まる研究活動（原則６時間）の評価規準を示す。活動中の様子や

研究記録ノート、その他成果物等をもとに班ごとに評価を行うことを伝える。 

  ・研究記録ノートに、「班別研究計画書（活動②で最初に提出し返却したもの）」、「研究活動における

注意事項」を張り付ける。続けて次のページに「班別研究計画書（清書）」を張り付ける（今日の活

動の最後に一度回収し、後日返却されてから貼り付ける。）ので、その分のページを空けておく。 

  ・本日から研究記録ノートに研究活動の内容をペン書きで記録していく。今日の活動の進捗を見るの

で、今日の活動の最後に研究記録ノートも提出する。 



 

 (2) 展開Ⅰ：８５分 

  ・班ごとに活動をする。 

   ① 指導教員による計画書のチェックが終わった班は 指定された実験室で研究活動を進める。 

   ② 計画書が未提出または再検討が必要な班は「班別研究計画書」を作成し、指導教員によるチェ

ックが済んだら研究活動に入る。 

 

  ・班ごとに活動の進捗、活動場所が異なるので以下のように分担するが、状況に応じて担当者間で調

整し指導にあたる。ただし、薬品や器具等の貸出には必ず実習教諭か理科教員が立ち会い、危険が伴

う操作については必ず理科教員の指導の下で活動させる。 

活動場所 担当者 

本時は研究活動の開始であり薬品や器具等の貸出が

集中すると思われるので、授業担当者以外の理科教員

にも協力を依頼する。 

化学室・物理室・生物室 【理科】 

ＨＲ教室 【担任】 

化学準備室 【実習教諭】 

 

 (3) 展開Ⅱ：１０分 

  ・片付けをさせ、教室へ戻るように指示する。 

   薬品は必ず返却させ、薬品貸出簿に記録させる。各自で保管させる器具等はバスケットへ入れて地

学準備室へ。調製した溶液等は化学準備室内の引き出しに保管させる。研究記録ノートは班長が保

管。 

 

 (4) まとめ：５分 

  ・「班別研究計画書（清書）」、研究記録ノートを回収する。【担任】 

  ・今後の予定を確認。【理科】 

   ３年８，９組  ： 活動⑤⑥５／２４（火）６，７限 ， 活動⑦⑧７／１９（火）４，５限 

   ３年５，６，７組： 活動⑤⑥５／３１（火）６，７限 ， 活動⑦⑧７／１９（火）６，７限 

   次回の活動も今回と同じようにまずはＨＲ教室に集合し、各活動場所へ。 

  ・本日の進捗が思わしくなかった（特に今回の活動により準備も十分に進まなかった）場合は、次回

活動日前の５／２０（金）中間考査最終日 午後（～１７：００）に準備を進めることを許可する。

化学準備室にいる実習教諭に確認をとって活動すること。 

 

７ 事後処理 

 (1)「班別研究計画書（清書）」を評価し、エクセルシート（HirobaT－34理科－第３学年理科課題研究

内）に入力する。【理科】 

 (2) 研究記録ノートをチェックし、研究の進捗が思わしくない班には個別に声かけ（またはノートに朱

書き）するなどして、次回活動までに準備をすすめるように指導する。【理科】 

 (3) 評価済みの「班別研究計画書（清書）」、研究記録ノートを班長に返却し、計画書をノートへ貼り付

けておくように指示する。【担任】 

 (4) ５／１９（木）中間考査３日目に次回活動の予告をする。【担任】 

  「授業内に予定されている実験時間はあと４時間です。次回の活動で研究本体に入る見込みが立って

いない班は、明日５／２０（金）中間考査最終日 午後（～１７：００）に実習教諭に確認をとって準

備を進めておくように。（弁当持参）」 

 



３年理科課題研究 活動⑤⑥ 指導案 

 

１ 期日  活動⑤ 平成２８年５月２４日（火）６，７限 （３年８，９組） 

      活動⑥ 平成２８年５月３１日（火）６，７限 （３年５，６，７組） 

 

２ 場所  実験室（物理・化学・生物） 

 

３ 本時の目的 

  研究活動を進める。 

  主に、前回の予備実験等を踏まえて本実験を行う。 

 

４ 準備 

 ・活動②ワークシート「班別研究計画書（清書）」の点検  

→ 評価し、エクセルシート（HirobaT－34理科－第３学年理科課題研究内）に入力する。【理科】 

 ・研究記録ノートの点検 

→ 研究の進捗が思わしくない班には個別に声かけ（またはノートに朱書き）して指導する。【理科】 

 ・評価済みの「班別研究計画書（清書）」、研究記録ノートを班長に返却【担任】 

 ・薬品貸出簿             ・白衣（生徒用５０着） 

 ・デジタルカメラ（各実験室に１台）  ・その他研究材料（※ 予め出しておく） 

 

５ 事前連絡等 

 ・活動日前日に、次回の活動⑤⑥の予告を生徒にする。【担任】 

  「明日の課題研究では、前回の活動を踏まえ、研究をさらに進められるように準備してくること。」 

 

６ 展開例 

  全員各ＨＲで班別に着席させる。【担任】 

 

 (1) 導入：５分【理科】 

  ・本時の活動内容について説明する。 

  ・その他注意事項 

   ア 授業をしている教室への配慮をする。 

   イ 薬品等を使用するときは白衣・ゴム手袋・保護メガネの使用を徹底する。 

   ウ 危険が予想される場合や劇毒物を扱うときは、必ず理科教員の指導の下で操作する。 

   エ 次回の活動日まで間隔があくので、そのことを考慮して本日の活動を進めること。 

   オ 研究記録ノートは、活動と同時進行で記入していく。操作内容、装置の図、測定データ以外に

も、変化の様子や気づいたことを出来るだけ書き留めておくとよい。 

 

 (2) 展開Ⅰ：９０分 

  ・班ごとに活動をする。 

活動場所 担当者 状況に応じて担当者間で調整し指導にあた

る。危険が伴う操作については必ず理科教員の

指導の下で活動させる。 

化学室・物理室・生物室・その他 【理科】【担任】 

化学準備室 【実習教諭】 

 



 (3) 展開Ⅱ：１０分 

  ・片付けをさせ、教室へ戻るように指示する。 

   薬品は必ず返却させ、薬品貸出簿に記録させる。各自で保管させる器具等はバスケットへ入れて地

学準備室へ。調製した溶液等は化学準備室内の引き出しに保管させる。研究記録ノートは班長が保

管。 

 

 (4) まとめ：５分 

  ・今後の予定を確認。【理科】 

   ３年８，９組  ： 活動⑦⑧７／１９（火）４，５限 

   ３年５，６，７組： 活動⑦⑧７／１９（火）６，７限 

   次回の活動も今回と同じようにまずはＨＲ教室に集合し、各活動場所へ。 

  ・本日の進捗が思わしくなかった場合は、次回活動日前の６／２０（月）～２２（水）午後（保護者

会期間）に活動することを許可する。化学準備室にいる実習教諭に確認をとって活動すること。 

 

７ 事後処理 

 (1) 研究の進捗が思わしくない班には、今後の活動について個別に助言する。【理科】 

 

 (2) ６／１７（金）に以下の連絡をする。【担任】 

  「研究の進捗が思わしくない班は、来週６／２０（月）～２２（水）の午後に活動することができる

ので、班内で打ち合せをし、研究を進めていくとよい。」 

 



３年理科課題研究 活動⑦⑧ 指導案 

 

１ 期日  活動⑦ 平成２８年７月１９日（火）３，４限 （３年８，９組） 

      活動⑧ 平成２８年７月１９日（火）６，７限 （３年５，６，７組） 

 

２ 場所  実験室（物理・化学・生物） 

 

３ 本時の目的 

  研究活動を進める。 

  主に、これまでの実験結果を踏まえて追実験等を行い、成果をまとめる。 

 

４ 準備 

 ・薬品貸出簿             ・白衣（生徒用５０着） 

 ・デジタルカメラ（各実験室に１台）  ・その他研究材料（※ 予め出しておく） 

 ・「研究のまとめ・発表に向けて」    ・活動③～⑧ルーブリック（ノート貼付け用） 

 ・USBメモリ（ポスター、研究内容原稿、研究要旨の各ファイル、ポスター例） 

 

５ 展開例 

  全員各ＨＲで班別に着席させる。【担任】 

 

 (1) 導入：５分【理科】 

  ・本時の活動内容について説明する。 

  ・ルーブリック（研究活動）を再配布し、これまでの研究活動を振り返って自己評価させる。本時の

終了時に回収する。 

  ・授業時間内に用意された活動時間は本日が最後だが、発表に堪えうる内容が得られなかったり、追

加の活動時間が欲しい場合は、夏休み中に活動可能な日時を設定する。そのことを考慮して本日の活

動を進めること。 

  ・研究活動が終了した班は研究記録ノートを提出する。 

  ・その他注意事項 

   ア 授業をしている教室への配慮をする。 

   イ 薬品等を使用するときは白衣・ゴム手袋・保護メガネの使用を徹底する。 

   ウ 危険が予想される場合や劇毒物を扱うときは、必ず理科教員の指導の下で操作する。 

   エ 研究記録ノートは、活動と同時進行で記入していく。操作内容、装置の図、測定データ以外に

も、変化の様子や気づいたことを出来るだけ書き留めておくとよい。 

  ・すでに研究活動が終了し、この時間からまとめの活動に入れる班には別紙「研究のまとめ・発表に

向けて」を配付する。ポスターのレイアウトを考えさせ、Ａ３用紙に下書きをさせる。 

 

 (2) 展開Ⅰ：８５分 

  ・班ごとに活動をする。 

活動場所 担当者 状況に応じて担当者間で調整し指導にあた

る。危険が伴う操作については必ず理科教員の

指導の下で活動させる。 

化学室・物理室・生物室・その他 【理科】【担任】 

化学準備室 【実習教諭】 

  ・活動中に各班の進捗を把握し、今後について助言をする。 



 

 (3) 展開Ⅱ：１０分 

  ・片付けをさせ、教室へ戻るように指示する。 

   薬品は必ず返却させ、薬品貸出簿に記録させる。各自で保管させる器具等はバスケットへ入れて地

学準備室へ。調製した溶液等は化学準備室内の引き出しに保管させる。 

 

 (4) まとめ：１０分【理科】 

  ・別紙「研究のまとめ・発表に向けて」を配付する。USBメモリを班長へ配付。 

  ・今後の予定（p.1）を確認。 

   ２学期に入るとすぐに、ポスター作成、発表練習、発表本番と進んでいく。（実験する時間は用意

されていない。） 

  ・作成、提出するもの（p.2）を確認。 

   可能な班は、夏休み中にポスター作成を進めていくと良い。 

  ・研究が終了した班は研究記録ノートを提出する。チェック後、班長へ返却するので、責任を持って

管理すること。本日提出できない班は、研究が終わり次第、担当教員へ提出する。（～８／１０まで） 

  ・発表に堪えうる内容が得られなかったり、追加の活動時間が欲しい場合は、夏休み中に活動可能な

日時を設定（p.5 に記載）するので、班員で打ち合せ、化学準備室にいる実習教諭に確認をとって

活動すること。 

   ７／２０（水）１３：００～１６：３０ 

   ７／２１（木）１４：００～１６：３０ 

   ７／２２（金）１４：００～１６：３０ 

   ８／ ８（月）１４：００～１６：３０ 

   ８／ ９（火）１４：００～１６：３０ 

   ８／１０（水）１４：００～１６：３０ 

 

 

６ 事後処理 

 (1) 研究記録ノートをチェックし、ルーブリック評価を最終ページに貼り付けて、班長へ返却する。（必

要に応じて、今後の活動について最低限の助言を朱書きしてもよい。）【理科】 

 

 (2) ルーブリック評価を入力する。【理科】 

   HirobaT－2016全日－34理科－第 3学年理科課題研究－課題研究_評価入力シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３年理科課題研究 活動⑨⑩ 指導案 

 

１ 期日  活動⑨ 平成２８年９月 ６日（火） 各クラス単独時間 

      活動⑩ 平成２８年９月１３日（火） 各クラス単独時間 

 

２ 場所  PC教室 

 

３ 本時の目的 

  研究成果をまとめ、ポスターを作成する。 

 

４ 準備 

 ・デジカメデータ（学校のデジカメで撮った写真をまとめてサーバに置いておく） 

  →９月２日（金）業後 生徒がデータ抜き取り 

 ・ノート PC（ウイルスチェック用） 

 ・ポスター下書き用紙 

 ・活動⑨～⑪ルーブリック 

 ・「研究のまとめ・発表に向けて」 …配付済 

 ・USBメモリ（ポスター、研究内容原稿、研究要旨の各ファイル、ポスター例） …配付済 

 

５ 事前連絡等 

 ・９月１日（木）にデジカメデータの抜き取りについて連絡をする。【担任】 

  「明日９月２日（金）の業後に PC教室にてデジカメデータの抜き取りを行います。来週からのポス

ター作成時に写真データが必要になると思いますので、学校のデジカメで記録写真を撮った班は、業

後にUSBメモリを持って PC教室へ行くように。」 

 ・活動の前日に、翌日の活動について予告する。【担任】 

  「明日の課題研究は、PC教室でポスターの作成を行います。以前配付したプリント冊子「研究のま

とめ・発表に向けて」とUSBメモリ、研究記録ノートを忘れずに持参すること。」 

 

６ 展開例 

  PC教室で班別に着席させる。【担任】 

 

 (1) 導入：５分【理科】 

  ・本時の活動内容について説明する。 

  ・「研究のまとめ・発表に向けて」P.1を見せて、今後の予定を再確認する。 

  ・ルーブリックを示し、本時から始まる研究のまとめ・ポスター作成の評価規準を示す。 

  ・下書き用紙を配付する。（必要に応じて使用させる。） 

  ・学校 PCに接続し、最初にウイルスバスター起動しスキャン（学校外 PCへの接続履歴のないUSB

メモリは必要ない。）  

 

                    

 

 

 



 (2)  展開：４０分 

  ・班ごとに活動をする。授業担当者は机間巡視して指導する。 

  ・必要に応じてウイルスチェックの指導につく。【担任・岡本 T】 

 

 (3) まとめ：５分【理科】 

  ・今後の予定を再確認。 

   特に、９月１６日（金）までにポスター（Ａ４用紙）を提出することを強調しておく。 

  ・業後の PC教室開放を利用して、計画的に作成を進めること。（自宅での作業もやむを得ない。） 

   開放日時：９月６日（火），７日（水），８日（木） 業後～１７：００ 

        ９月１２日（月），１３日（火），１４日（水），１５日（木） 業後～１７：３０ 

 

７ 事後処理 

 (1) ポスター作成の進捗を見て、適宜アドバイスをする。（９月１６日（金）がポスター提出期限であ

るが、遅くとも９月２６日（月）には完成版ポスターが提出できるようにさせる。） 

 

 (2) 業後の PC教室開放 担当者 

   ９／ ６（火）業後 ～１７：００   【成田 T・梅村 T】 

   ９／ ７（水）業後 ～１７：００   【岡本 T・金尾 T】 

   ９／ ８（木）業後 ～１７：００   【岡本 T・加藤淑 T】 

   ９／ ９（金）業後 ～１７：００   【岡本 T・高山 T】 

   ９／１２（月）業後 ～１７：３０   【岡本 T・】 

   ９／１３（火）業後 ～１７：３０   【岡本 T・】 

   ９／１４（水）業後 ～１７：３０   【岡本 T・】 

   ９／１５（木）業後 ～１７：３０   【岡本 T・】 

 

  ※９／６（火）～８（木）は面談週間のため４５分授業 

  ※９／９（金）はワックス塗布、９／１６（金）は業後補習あり 

  ※定時制授業のため、活動時間は最大で１７：３０まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３年理科課題研究 活動⑪ 指導案 

 

１ 期日  活動⑪ 平成２８年９月２０日（火） 各クラス単独時間 

 

２ 場所  PC教室 

 

３ 本時の目的 

  次回の班別発表練習に向けて、役割分担、原稿作成、想定質問に対する応答等を準備する。また、「ポ

スター」の修正、「研究内容原稿」「研究要旨」の作成も進める。 

 

４ 準備 

 ・ポスター（Ａ４用紙）印刷 …９月１６日（金）までに 【岡本 T】 

 ・「発表について」 

 ・活動⑫～⑭ルーブリック 

 ・「研究のまとめ・発表に向けて」 …配付済 

 ・USBメモリ（ポスター、研究内容原稿、研究要旨の各ファイル、ポスター例） …配付済 

 

５ 事前連絡等 

 ・ポスター（A４用紙）を化学準備室または PC教室で印刷して、９月１６日（金）までに提出するよ

うに連絡、指導する。【担任】 

 ・活動の前日に、翌日の活動について予告する。【担任】 

  「明日の課題研究は、PC教室で発表会に向けての準備をします。以前配付したプリント冊子「研究

のまとめ・発表に向けて」とUSBメモリ、研究記録ノートを忘れずに持参すること。」 

 

６ 展開例 

  PC教室で班別に着席させる。【担任】 

 

 (1) 導入：５分【理科】 

  ・ポスター（A４用紙）を各班へ配布する。 

  ・本時の活動内容について説明する。 

  ・「研究のまとめ・発表に向けて」P.1を見せて、今後の予定を再確認する。 

  ・学校外 PCに接続したUSBメモリを学校 PCに接続した際は、最初にウイルスバスターを起動し

スキャンすること。（学校外 PCへの接続履歴のない USBメモリは必要ない。） 

 

 (2)  展開：４０分 

  ・班ごとに活動をする。授業担当者は机間巡視して指導する。 

  ・発表に向けての準備活動が優先であるが、「ポスター」の修正、「研究内容原稿」「研究要旨」の作

成も進められるとよい。各班の進捗状況を確認し、適宜アドバイスをする。 

 

 

 

 

 



 (3) まとめ：５分【理科】 

  ・今後の予定を再確認。次回１０月１１日（火）は班別に発表練習を行う。 

  ・９月２６日（月）までに「ポスター」の修正、「研究内容原稿」作成を完了し、USBメモリを担当

教員へ提出することを強調しておく。（提出された USB メモリは中間考査最終日１０月７日（金）

に班長へ返却する。） 

  ・「研究要旨」の提出目標は１０月３１日（月）（１１月７日（月）最終締切）であるが、１０月中旬

以降は学習面で極めてハードな日程となっているため、早めに進めていくこと。今後の PC 教室開

放は以下の通り限られている。（自宅での作業もやむを得ない。） 

   開放日時：中間考査最終日１０月７日（金）午後 

        １０月１１日（火），１３日（木） 業後～１７：３０ 

 

７ 事後処理 

 (1) ９月２６日（月）までにUSBメモリを回収し、中間考査期間中にポスター（A1用紙）を印刷して

おく。中間考査最終日１０月７日（金）に USB メモリを班長へ返却し、「研究要旨」の作成を進め

させる。 

 

 (2) 業後の PC教室開放 担当者 

   １０／ ７（金）中間考査終了後～１７：００ 【岡本 T】 

   １０／１１（火）業後 ～１７：３０   【岡本 T】 

   １０／１３（木）業後 ～１７：３０   ※学年会あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３年理科課題研究 活動⑫ 指導案 

 

１ 期日  活動⑫ 平成２８年１０月１１日（火） ７限（各クラス同一時間） 

 

２ 場所  各 HR教室・選択ⅢA・ⅢB・ⅣA・ⅣB・大教室 

 

３ 本時の目的 

  次回の発表リハーサルに向けて、クラス内でポスター発表、質疑応答を行う。また、互いに意見交換

をし、ポスターや発表内容の改善に繋げる。 

 

４ 準備 

 ・ポスター（A1用紙） …中間考査期間中にポスター（A1用紙）を印刷する。【岡本 T】 

             （USBメモリは９月２６日（月）までに回収しておく。【理科・担任】） 

              →ポスター印刷が終わったら、USBメモリを各担任へ。 

 ・マグネット 

 ・活動⑨～⑭ルーブリック …ポスター、発表に関するものをまとめて再配布 

 ・活動⑫ワークシート「アドバイス カード」 

 

５ 事前連絡等 

 ・中間考査最終日１０月７日（金）に班長へUSBメモリを返却する。「研究要旨」を完成させ、１０月

３１日（月）（１１月７日（月）最終締切）までに再度USBメモリを提出するように指示する。ただ

し、すでに「研究要旨」も完成している場合は班長へ返却する必要はなく、化学準備室にUSBメモ

リを戻す。【担任】 

 ・活動の前日に、翌日の活動について予告する。【担任】 

  「明日の課題研究は、クラス内で発表会を行います。各班５分程度で発表し、質疑応答を行いますの

で、班内で打ち合せをしておくこと。」 

 ・当日朝に、活動内容および場所について連絡する。【担任】 

 

６ 展開例 

  活動場所・担当者 

 5組 6組 7組 8組 9組 

班番号 1,2,3,4,5 11,12,13,14 21,22,23,24 31,32,33,34 41,42,43,44,45 

場所 

【担当者】 

教室 

【冨田 T】 

教室 

【関 T】 

教室 

【石川 T】 

教室 

【野田昂 T】 

教室 

【嶋田】 

班番号 6,7,8,9 15,16,17,18,19 25,26,27,28,29 35,36,37,38,39 46,47,48,49 

場所 

【担当者】 

選択ⅢA 

【加藤 T】 

選択ⅢB 

【高山 T】 

大教室 

【成田 T】 

選択ⅣA 

【金尾 T】 

選択ⅣB 

【梅村 T】 

  各担当者は、化学準備室からポスター（A1用紙）、マグネット、ワークシート「アドバイス カード」、

USBメモリ（返却していない班分）を持っていく。 

 

 (1) 導入：５分【担当者】 

  ・班別に着席させ、ポスター（A1用紙）、ルーブリック、ワークシート「アドバイス カード」を配

布する。 



  ・本時の活動内容について説明する。 

  ・ポスターを前面黒板に掲示し、１班ずつ発表する。 

  ・その他の生徒は聴衆を担当し、発表後に質疑応答を行う。 

  ・ルーブリックを再度確認し、ワークシートに各発表の良かった点、改善するとよい点等を記入し、

全発表終了後に各班へ渡す。 

  ・この活動を通して、より良い発表になるように班員で協力してポスターや発表内容を見直し、修正

する。 

 

 (2) 展開：４０分【担当者】 

  ・１班あたり 発表（５分）＋質疑応答（３分）＝８分   ※入れ替えの時間も含む 

  ・本番に備え、積極的な質疑応答を促す。 

  ・発表班以外の生徒は、ワークシートを記入する。 

  ・担当教員より適宜アドバイスをする。 

 

 (3) まとめ：５分【担当者】 

  ・記入したワークシートを回収し、該当の班へ渡す。各班はこれをもとに、次回１１月１４日（月）

直前リハーサルまでに発表の仕方等を再検討しておくように指示する。 

  ・ワークシートはすべて研究記録ノートに貼り付けておく。（捨てないこと！） 

  ・今日の活動によって、これから更にポスターの修正を希望する班には USBメモリを返却する。 

  ・「研究要旨」の提出目標は１０月３１日（月）（１１月７日（月）最終締切）であるが、１０月中旬

以降は学習面で極めてハードな日程となっているため、早めに進めていくこと。完成次第、USBメ

モリを提出する。ポスターを修正する場合も、この期間内に済ませ提出する。 

  ・今後の PC教室開放は以下の通り限られている。（自宅での作業もやむを得ない。） 

   開放日時：１０月１１日（火），１３日（木） 業後～１７：３０ 

  ・今後の予定を再確認。次回１１月１４日（月）６，７限は、鴻志館にて理型全体でポスターセッシ

ョンの直前リハーサルを行う。 

 

７ 事後処理 

 (1) 業後の PC教室開放 担当者 

   １０月１１日（火）業後 ～１７：３０   【岡本 T】 

   １０月１３日（木）業後 ～１７：３０   ※学年会あり 

 (2) １０月３１日（月）までに「ポスター」、「研究内容原稿」、「研究要旨」を完成させ、USBメモリを

回収する。（１１月７日（月）最終締切） 

 (3) 「研究要旨」の原稿をチェックし、校正する。 

   分担 

 5組 6組 7組 8組 9組 

班番号 1,2,3,4,5 11,12,13,14 21,22,23,24 31,32,33,34 41,42,43,44,45 

 【冨田 T】 【関 T】 【石川 T】 【野田昂 T】 【嶋田】 

班番号 6,7,8,9 15,16,17,18,19 25,26,27,28,29 35,36,37,38,39 46,47,48,49 

 【加藤 T】 【高山 T】 【成田 T】 【金尾 T】 【梅村 T】 

   ※ 主に体裁の調整等をお願いできればと思います。内容に関わることで、生徒が直接修正する必

要があることは、生徒に直させてください。 

 



３年理科課題研究 活動⑬⑭ 指導案 

 

１ 期日  活動⑬⑭ 平成２８年１１月１４日（月） ６，７限（各クラス同一時間） 

 

２ 場所  鴻志館（体育館） 

 

３ 本時の目的 

  事業成果発表会（ポスターセッション）の直前リハーサルを実施する。また、ルーブリックに基づい

た生徒間の相互評価を行う。 

 

４ 準備 

 ・ポスター（A1用紙） … 前回の活動（１０月１１日（火））後にポスターを修正した班については

改めて印刷しておく。【岡本 T】 

 ・セロテープテープ（または画鋲） 

 ・付箋 

 ・活動⑬⑭ワークシート「相互評価票」 

 

５ 事前連絡等 

 ・「ポスター」、「研究内容原稿」、「研究要旨」をすべて完成させて、１０月３１日（月）（１１月７日（月）

最終締切）までにUSB メモリを回収する。 

 ・活動の前日に、翌日の活動について予告する。【担任】 

  「来週の課題研究は、鴻志館にて理型全体でポスター発表のリハーサルを行います。本番直前にでき

る最後の練習機会です。班内で打ち合せをしっかりとしておくこと。」 

 ・当日朝に、活動内容および場所について連絡する。【担任】 

 

６ 展開例 

 ５限  マイク準備 

     各班のポスターと活動⑬⑭ワークシート

「相互評価票」（人数分×２）を発表場所前

の床に置いておく【５限に授業の無い教員】 

 

 ５限後  鴻志館に来た班から配置図通りに鴻志館

壁にポスターをセロテープで掲示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1) 導入：１０分【嶋田】 

  ・（準備ができ次第）本時の活動内容について説明する。 

  ・２５分間を１つの単位とし、この時間内で１つの班が発表し、その発表を指定された他の６つの班

が聴く。発表する班をローテーションして、この２５分間のセットを合計３回繰り返す。（発表、

見学順は別紙のとおり） 

  ・１つの班の発表を聴く時間は質疑応答も含めて８分程度を目安とするが、２５分間の使い方は生徒

に任せる。（時間内に３つの班の発表を聴けるように、適度に声かけ等をする。） 

  ・発表を聴いて評価をする際は、ルーブリックを参考にしてワークシート「相互評価票」に得点を記

入する。 

  ・最後に、発表を聴いた６つの班のうち最も高得点のポスターに投票する。（付箋を貼る） 

 

 (2) 展開：８５分 

  ・全体の様子を見ながら、発表リハーサルを進める。【嶋田】  

  ・巡回しながら、適宜アドバイスをする。【担当者全員】 

 

 (3) まとめ：１５分【嶋田】 

  ・発表を聴いた６つの班のうち最も高得点のポスターに投票させる。（付箋を貼らせる） 

  ・記入したワークシート「相互評価票」は班長がまとめ、担当教員へ提出させる。 

  ・１１月１８日（金）事業成果発表会（ポスターセッション）についての連絡。 

  ・ポスターは丁寧に外し、この後各自で化学準備室へ持っていく。 

 

７ 事後処理 

 (1) 「相互評価票」の評価を回収後、裁断して評価される班別に仕分けする。評価をエクセルシート

（HirobaT－34理科－第３学年理科課題研究内）に入力する。 

   分担 

 5組 6組 7組 8組 9組 

班番号 1,2,3,4,5 11,12,13,14 21,22,23,24 31,32,33,34 41,42,43,44,45 

 【冨田 T】 【関 T】 【石川 T】 【野田昂 T】 【嶋田】 

班番号 6,7,8,9 15,16,17,18,19 25,26,27,28,29 35,36,37,38,39 46,47,48,49 

 【加藤 T】 【高山 T】 【成田 T】 【金尾 T】 【梅村 T】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

・自己評価 

・入力シート 

・教員評価 

・研究記録ノート提出 

・実験道具等の片付け 

 

 

 

 

 


