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１ 目的 

理科の学習内容を構成する柱の一つである

粒子について，児童・生徒の有する粒子概念の

実態を調査する研究が行われてきた（例えば，

宗近, 2000）。しかしながら，粒子概念がどの

ような先行体験から形成されていったのかに

ついて質的に調査した研究は乏しい。そこで本

研究では，中学生の学習体験に関するエピソー

ド記述を調べて，粒子概念の形成に影響した要

因を明らかにすることを目的とした。 

 

２ 方法 

 本研究の方法は質問紙法であった。調査対象

は国立大学附属A 中学校第２学年の生徒 69名

であった。調査時期は 2022 年４月上旬であり，

中学校第２学年の粒子領域（化学変化と原子・

分子）を学習する前に実施した。質問紙は３問

から構成し，自由記述式で回答を求めた。問１

は物質観に関する設問であり，「物質は何から

できていると思いますか」とした。問２は，粒

子モデルを用いた表現に関する設問であり，

「気体，液体，固体を粒で描いてください」と

粒子で物質の三態を図で描かせた。問３は粒子

概念のエピソードに関する設問であり，「気体，

液体，固体を上のように描くことをいつ，どの

ように勉強しましたか。小学校や中学校１年生

のときを思い出して書いてください」と学習経

験を想起させて回答を求めた。 

 回答結果の分析では，まず生徒が科学的な粒

子概念を有しているのかを確認するため，問１

および問２の回答から，生徒の物質観と物質の

三態の粒子モデル表現について科学的な正誤

を確認した。その後，問３の回答から粒子概念

を学習したときのエピソードを類型化した。次

に，問１～３の回答を総合して，生徒にとって

「粒子」がどのような意味を有しているのかを

解釈した。その際，問１の回答理由や問１およ

び問３の少数派の回答にも着目した。最後に以

上を勘案して，求められる粒子概念の指導につ

いても検討した。 

３ 結果 

（１）生徒の有する粒子概念の科学的な正誤 

問１の回答を見ると，多くの生徒が物質は粒

子でできていると回答していた。その他の少数

回答には，「エネルギー」や「細かい糸のよう

なもの」といった回答が見られた。問２では，

多くの生徒が物質の三態を科学的に正しく粒

子で描くことができていた。ただし，粒子の運

動に関する表現には生徒間で差が見られた。こ

れらより，今回対象とした生徒の大半は，科学

的な粒子概念を有していることが確認された。 

（２）粒子概念形成のエピソード 

問３の回答を類型化すると，エピソードとし

て挙げられたものの大半は，中学校１年生時の

学習に関するものであった。その具体的な学習

活動には，体育館で生徒自身の身体を１つの粒

子とみなして物質の三態を学級全員で表現す

る活動や，再結晶やエタノールを用いた観察・

実験が挙げられた。例えば，前者には「中学校

1年生のとき，体育館で，みんなで気体を走り

回って表現，液体をちょっとあつまって不安定

な列で表現，個体（原文ママ）を，ちゃんと整

列で表現して，学んだ」といった記述があった。

その他，小学校高学年や学習塾での経験に関す

る記述が見られ，小学校や学習塾の先生から粒

子（丸）で表現することを習ったことが語られ

ていた。 

以上より，対象とした生徒の大半は，科学的

な粒子概念を有しており，それは中学校第１学

年での学習において形成されたものであるこ

とが示唆された。 

 

４ 考察 

（１）生徒にとっての「粒子」の意味 

では，生徒にとって「粒子」はどのような意

味を有しているのであろうか。次の２点が指摘

できる。第一に，多くの生徒にとって「粒子」

は，物質の三態を上手く説明するための道具で

あると捉えられていることが指摘できる。例え

ば，ある生徒は，「中学校１年のときに，学校
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と塾の授業で気体，液体，固体のそれぞれ粒で

表した描き方を学びました。」（下線は筆者に

よる強調）と述べており，この記述から「粒子」

を物質の状態を表現する方法の一つとして捉

えていることが窺えた。この記述以外にも「粒

子」を用いると上手く物質の三態について説明

できることを述べている記述が見られた。 

第二に，生徒は「粒子」を用いれば物質の三

態を上手く説明できるから，物質は「粒子」か

らできていると捉えていたことが指摘できる。

例えば，「一年生の状態変化のときに粒子を使

って表したから粒子からできていると思いま

す」（下線は筆者による強調）といった記述や，

「『粒』からできていると思います。理由は，

１年生の時の授業で，全ての物質を粒で証明で

きたからです。」という記述が見られた。これ

らの記述のように，生徒は「粒子」を用いれば

状態変化を説明することができることと，物質

が粒子からできていることを結びつけて理解

していた。以上の２点より，多くの生徒は「粒

子」を説明の道具として捉え，さらに，それを

粒子の存在そのものと結びつけて理解してい

ると考えられる。 

（２）「粒子」の意味とエピソードとの関係 

３で前述したように，（１）で述べた生徒の

「粒子」の理解は，主に中学校第１学年での学

習活動によって形成されたものである。すなわ

ち，中学校第１学年において，粒子概念を説明

の道具として用いるような学習活動が設定さ

れるとともに，「粒子」の存在が当然のものと

して学習が進められたのではないかと推察さ

れる。結果（２）で見たような，身体を「粒子」

として物質の三態を表現する活動は，まさに

「粒子」の存在を当然のものとして扱ってお

り，道具としての「粒子」の側面を強調する活

動であると解釈できる。併せて具体的な生徒の

エピソードを見ると，「中学校１年生では，『目

に見えないから分かりにくい，目に見える形に

してみよう！』ということでホワイトボードや

磁石を使って１つ１つの粒を表して状態変化

について考えました。」といった記述があった。

このエピソードでは，「粒子」は，目に見えな

い事物や現象を目に見えるようにするための

ものとして導入されており，また，元々丸型の

磁石を用いることで「粒子」が丸型であること

が当然のものとされていたと解釈できる。この

ように中学校第１学年の学習では，「粒子」は

主に状態変化を説明するためのものとして生

徒たちに導入され，そこでは「粒子」の存在は

当然のものとして取り扱われていたのではな

いだろうか。 

（３）粒子概念の指導の在り方の検討 

では最後に，今後の粒子概念の指導で求めら

れることについて検討する。問１の回答理由や

問１および問３の少数派の回答を見ると，（１）

で述べたように道具としての「粒子」と「粒子」

の存在を結びつけて理解していない者もいた。

ある生徒は問１で以下のように回答した。 

 

目に見えているものを物質とするならば，

物質は，同じ種類の小さな粒が集まってで

きていると思う。でも，その粒はどうして

集まるのか，中途はんぱに集まっていると

水や空気になるのか。そもそも粒は何で，

何からできているか疑問が多い。物質が粒

でできているとはっきりとは言いにくい。

分からない。 

 

上記では，ある生徒は，物質が粒からできて

いることはある程度認めながらも，その根拠が

不明確であることを述べている。さらに，同生

徒は，問３で「なぜ粒がきれいに並んだり，動

きたがっているのか，全く理解できなかった。」

と，粒子の結合や振る舞いに関する疑問を持っ

ているために物質が粒からできていることに

納得できていないことを述べた。 

以上のように，その他の多くの生徒とは異な

り，粒子として物質が存在していることやその

結合と振る舞いに対して疑問を残している生

徒も見られた。この生徒は，自然の事物・現象

に関する粒子概念の適用可能性の高さや説明

できる力を理解している。このような生徒がい

ることを鑑みれば，電子顕微鏡による原子の観

察に関する動画（例えば，NIMS, 2013）を視聴

させるなど，そもそも物質が原子として存在す

ることをまず初めに理解させるような学習活

動があってもよいのではないだろうか。併せ

て，結合や粒子の振る舞いについての補足の説

明や活動も求められると考える。 

 

主要引用文献 

宗近秀夫（2000）「小・中学生の溶解概念に関

する実態調査」『理科教育学研究』, 40 (3), 

pp. 13-22. 

NIMS（2013）「NIMS 夏休み企画 2013 原子に

迫る子供たち（その 1）」. Retrieved May 3, 

2022 from https://www.nims.go.jp/publicity/ 

digital/movie/mov13071001.html 
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1. 背景と目的 

 中学校理科では，小学校での学習を基礎とし

ながら発展させ，科学的に探究する能力を育て

る必要がある。また，小学校で培った，比較し

たり，関係付けたり，条件に目を向けたり，推

論したりするなどの能力を高めながら，中学校

理科の目標に示した「観察，実験の結果を分祈

して解釈」するなどの能力の育成を図り，科学

的な思考力や表現力を育成していくことが求め

られている。 

そこで今回は，振り子の運動に着目して，エ

ネルギーの見方に関わる学習の系統性に焦点を

あてることとした。この内容は，力学の基本と

なる概念が多く含まれており，小学校での既習

事項を踏まえ，中学校理科の力学的エネルギー

保存の法則や高等学校の物理につなげるため，

振り子運動の規則性をしっかりと理解させる必

要があると考えた。 

2. 方法 

 まず，振り子が１往復する時間は，振り子の

長さ，おもりの重さ，ふれ幅と関係があるのか，

条件を制御しながら定量的に調べたことを小学

校の教科書をもとに振り返る。振り子が１往復

する時間は，振り子の長さによって変わり，振

り子が長いほど，１往復する時間が長くなると

いう振り子のきまりについて確認する。 

 振り子が１往復する時間が分かれば，振り子

の長さが分かることを確認した後，導入におい

て生徒の興味・関心を高めるため，「アルプスの

少女ハイジオープニング曲」を You Tubeで流し

た。ハイジが長いブランコで往復する場面を流

し，その時間を確認させた。往復にかかった時

間は，約８秒であったのことから図１のように，

表計算ソフトを利用してその長さを計算した。

その結果，約 16ｍの長さのブランコであること

を示すと，その長さに生徒は驚きを見せていた。 

 

 

 

 

 

 

 

その後，岡山県総合教育センターのディジタ

ルコンテンツ「振り子の運動」の 動画（図２）

を用いて説明を行ったり，図３のようなワーク

シートを用いて内容のまとめをしたりした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系統性を踏まえた授業づくりに関する一考察  

−振り子の運動に着目して− 

 

○稲田 修一 A 

○Inada Shuichi A 

倉敷市立船穂中学校 A 

 

【キーワード】 系統性，振り子，二重振り子 

 

０ｍ（基準面）

１ｍ

２ｍ

３ｍ
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

振り子のエネルギー変化

図 1 表計算ソフトの利用 

図２ ディジタルコンテンツの利用 

図３ ワークシート 
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授業の後半は，科学的に探究する能力を育てる

ことを目的とし，二重振り子の実験を試みた。

振り子は，長さの違う２本のものさしを用いて

演示し，その動き方を考えさせた。その後，図

４ 作成した装置，図５ 写真撮影した動き，

図６ パイソンでシミュレーションしたものを

生徒に示して説明をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 結果 

系統性を踏まえた授業づくりに欠かせないの

は，小学校の既習内容をしっかりと捉えて振り

返ることや中学校の指導内容との関連性を抑え

ておく必要があることを生徒観察から感じた。 

導入において生徒の興味・関心を高めるため，

「アルプスの少女ハイジオープニング曲」のブ

ランコの場面を利用したことは，生徒の知的好

奇心を高めることに効果的であった。計算式に

ついては，高等学校物理で習うことを伝え，今

回は触れる程度とした。中学校理科では，力学

的エネルギー保存の法則を理解する上で岡山県

総合教育センターのディジタルコンテンツ「振

り子の運動」 動画を用いて説明を行うことは生

徒理解を促しやすいものであると感じた。 

発展的に行った二重振り子の演示実験では，

ものさしのとても不思議な動きに目を引き，そ

の動きに生徒は見入っていた。その後に示した

動きの写真やパイソンによるシミュレーション，

を確認することで，「カオス」な動きをしている

ときは，はじめの位置がほんの少しずれただけ

でも，全然違った動き方をすることを感じられ

たようであった。  

4. 考察・結論 

今回の振り子の学習において，小・中・高等

学校と学校種を超えての系統性や関連性を踏ま

え，見通しをもって単元を構成した結果，生徒

の学習理解をより深めることにつながった。今

回のように計画的な指導をしていくことが大切

であることを改めて感じた。 

5. 今後の課題 

今回の取り組みにおいて，学習がどの程度身

に付いているのかなどを生徒の記述から把握し，

生徒の疑問に基づいた指導を展開していく必要

性がある。 

引用文献 

「中学校・高等学校理科指導資料  

系統性を踏まえた理科の授業づくり」岡山県

教育センター（2015年２月）  

「Python１年生」（2021年 10月）（株）翔泳社 図６ 二重振り子のシミュレーション 

図４ 二重振り子実験装置  

図５ 二重振り子のカオスな動き 

おもり 

 

Ｌ字金具 

 

３０ｃｍものさし 

ねじ，ナット 

２０ｃｍものさし 

ＬＥＤ 
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1. はじめに 

 教科指導における ICTの活用は，教育の現代

的な課題であり，理科ではセンサを用いた計測

や観察，実験のデータ処理やグラフ作成におけ

る活用の例が提示されている（文部科学省 

2021）。中学 1年「状態変化」に関連した実験で

は，液体が気体に変化するまでの温度変化の測

定が行われる。通常はアルコール温度計を用い

て温度を経時的に測定するが，教科書では温度

センサを用いた方法も紹介されている。インタ

ーフェースを介して温度センサをコンピュータ

に接続すれば，温度を自動的に計測して記録す

ることができる。また，測定と同時にグラフを

表示することもできる。近年では，測定データ

をタブレット等に直接送ることができるワイヤ

レスセンサも市販されるようになり，観察，実

験における ICT機器の活用が簡易に行えるよう

になってきた。 

  しかし，このような ICT機器の進歩に対して，

その機器を用いた教材研究は十分とは言えない。

センサによる自動計測によって得られるデータ

やグラフの特徴，実験方法との組み合わせによ

るデータの違い等を明らかにして，理科学習に

おける適切な活用方法を検討する必要がある。

そこで，水，水とエタノールの混合物を用いて，

実験方法を変えながら沸騰までの温度変化を

ICT機器で計測し，得られたデータおよびグラ

フを分析した。 

 

2. 研究の方法 

（１）温度測定のための ICT機器 

 ICT 機器として，インターフェースであるイ

ージーセンス V-Hub（ナリカ）と有線の温度セ

ンサ（ナリカ）の組み合わせ，またはワイヤレ

ス温度センサ（ナリカ）を用いた。データの記

録にはイージーセンス２ソフトウェアを用いた。 

（２）水が沸騰するまでの温度の測定 

１）実験方法の比較 

 水が沸騰するまでの温度変化の実験について

は，小学校ではビーカーや丸底フラスコが用い

られている。また，沸騰するときに出てくる泡

の正体を調べる実験では，逆向きにした漏斗を

水中に設置する方法が用いられている。一方，

中学校においてエタノールやエタノールと水の

混合物を加熱する実験では，枝付き試験管や枝

付きフラスコが用いられている。このような実

験方法の違いが，水を加熱したときの温度変化

に及ぼす影響について調べた。 

①ビーカーを用いた方法 

  ビーカー（250mL）に水道水を 100mLと沸騰石

を入れて，三脚の上に敷いた金網の上に設置し，

ガスバーナーで加熱した（図１A）。温度につい

ては，有線タイプの温度センサを用いて水の液

温を測定した。温度の測定間隔は 50ms とした

（②③の実験においても加熱方法と温度センサ，

温度の測定間隔は同じ）。 

②ビーカーと漏斗を用いた方法 

  ①と同じ実験装置を組んだあと，図１B のよ

ICT機器を用いたデータの測定とグラフの作成 

−液体が沸騰するまでの温度変化と状態変化− 

 

○古閑 慶成，渡邉 重義 
○Koga Keisei，Watanabe Shigeyoshi 

熊本大学大学院教育学研究科 

 

【キーワード】 ICT機器，状態変化，温度変化，教材研究，沸騰 
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うに水面の上方に，逆向きにした漏斗を設置し，

その足の部分に温度センサを通して，水の液温

を測定した。 

③枝付きフラスコを用いた方法 

 ①のビーカーの替わりに枝付きフラスコ

（100mL）に水道水 100mLと沸騰石を入れて実験

を行った（図１C）。枝付きフラスコの口は，セ

ンサを通したゴム栓でふさぎ，枝の先にはゴム

管とガラス管を付けて，先端のガラス管を冷水

中に入れた試験管に入れた。 

 

図１ 実験方法の比較．A：ビーカーを用いた方法．B：ビーカ

ーと漏斗 を用いた方法．C：枝付きフラスコを用いた方法．セ

ンサ先端の位置を矢印で示す．赤：液温．青：気温． 

 

２）液温測定と気温測定 

  小学校における水の沸騰の実験や中学校のエ

タノールの沸騰の実験では，温度計で液温の変

化を測定している。一方，中学校における水と

エタノールの混合物を用いた実験においては，

蒸気の温度を測定するように指示されている。

液温あるいは気温（蒸気温）を測定した場合で

は，温度変化に違いが生じることが予想される。

そこで，水を加熱したときの液温および気温を

測定した場合の温度変化を調べた。 

  水の液温と水蒸気の温度を測定するために，

上述した②と③の実験方法を用いて，センサの

先端の位置を図１Bと図１Cのように変えて温

度を測定した。 

（３）水とエタノールの混合物の沸騰するまで 

の温度の測定 

 中学校では蒸留の学習において，水とエタノ

ールの混合物を加熱する実験が行われる。そこ

で，枝付きフラスコ（100mL）に 20％エタノール

25mLと沸騰石を入れて，上述した③の方法で加

熱を行い，蒸気の温度を測定した。測定にはワ

イヤレス温度センサを用いた。また，水とエタ

ノールの混合物の替わりに料理ワイン（アルコ

ール 12％）を用いて同様の実験を行った。 

（４）グラフの作成 

  イージーセンス２のソフトウェアを用いると，

測定したデータが瞬時にグラフとして表示され

るため，温度変化を確認しながら実験を進めら

れる。本実験では，記録された測定データ（CSV

ファイル）を Excel（Microsoft社）に取り込ん

で，グラフを作成した。 

 

3. 結果と考察 

（１）水が沸騰するまでの温度の測定 

１）実験方法による温度変化の比較 

  ①〜③の方法で水を加熱したときの温度（液

温）の変化を図２に示す。 

 

図２ 水が沸騰するまでの温度変化１．実験方法の比較．  

 

 ビーカーを用いたときの温度変化（図２青線）

をみると，経時的に温度は上昇したが，加熱時
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間が経過するにつれて温度の上昇が少しずつ緩

やかになった。ビーカーの水面の上に逆向きの

漏斗を設置した方法（図２赤線）と枝付きフラ

スコを用いた方法（図２緑線）では，加熱時間

に対して液温の上昇がほぼ一定であり，直線的

なグラフになった。温度の上昇が無くなったと

きの温度（沸点）を比較すると，ビーカーを用

いたときの沸点は他の二つの方法よりも低くな

っていた。 

使用した温度センサはステンレスパイプの先端

にサーミスタを組み込んだタイプのものである。

開放系であるビーカーを使った方法では，水が

蒸発することによってステンレスパイプの水に

浸かっている部分が徐々に短くなる。このこと

がグラフの形と沸点に影響する要因の一つにな

っていると推察できる。一方，ビーカーと漏斗

を用いた方法，枝付きフラスコを用いた方法で

は，閉鎖系に近い状態になっているため，温度

センサのステンレスパイプ全体が水蒸気で温め

られている。また，水蒸気によって漏斗やフラ

スコの内部の気圧が高くなることで，水の沸点

も上昇したのではないかと考えられる。つまり，

同じセンサで水の液温を測定するときに，実験

器具や方法の選択によってグラフの形状や沸点

に差が出てくることがわかる。 

２）同一実験器具による液温・気温測定比較 

  閉鎖系に近い状況になっている②と③の方法

で液温と気温の測定をした結果を図３と図４に

示す。 

 
図３ 水が沸騰するまでの温度変化２．ビーカーと漏斗を用い

た液温・気温測定 

 

図４ 水が沸騰するまでの温度変化３．枝付きフラスコを用い

た液温・気温測定 

 

  液温の温度上昇については，図 2の結果と同

様に両者とも直線的なグラフになった。一方，

気温測定のグラフは，ビーカーと漏斗の方法で

は 40～50℃までは温度が緩やかに上昇したが，

その後，急激に温度が上昇した。枝付きフラス

コを用いた方法では，ビーカーと漏斗を用いた

方法よりは緩やかであるが，加熱時間の経過に

伴い温度が上昇する割合が高くなった。それぞ

れの方法において，沸点の液温測定と気温測定

による違いは生じなかった。 

 液温のグラフが直線的になるのは，ガスバー

ナーによる一定の加熱がそのまま液温の上昇に

つながり，センサがそれをダイレクトに測定で

きているためだと考えられる。気温のグラフが

直線的ではなく，Ｓ字型のような形状になる理

由は，次のように推論できる。ガスバーナーに

よる加熱が液温の上昇につながり，それが水に

接している空気の温度上昇に結び付く段階では

気温の温度上昇が緩やかである。液温が40℃を

超えて水蒸気が空気中に大量に放出されるよう

になると，蒸気温が測定されるようになるため

急激に温度が上昇する。図 3よりも図４の気温

の温度上昇が緩やかなのは，ガスバーナーの火

力が弱かったことと，枝付きフラスコでは蒸気

が枝の部分から外に出ていけるのに対して，漏

斗では足の部分にセンサのステンレスパイプを

通しているため蒸気の逃げる隙間が少なく，蒸

気がより早く気温の上昇につながったことが影

響しているのではないかと考えられる。 

 以上の水が沸騰するまでの温度変化を調べた
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実験では，液温測定および気温測定の両方で沸

点は 100℃に達しなかった。そこで、器具と方

法は同じで温度センサのみワイヤレスのタイプ

に替えて実験を行ったところ，沸点はほぼ

100℃になった。ワイヤレス温度センサの場合，

取扱説明書には精度±0.3℃，分解能 0.1℃と書

かれているが，機器による誤差もあることが示

唆された。ICT機器ということでより精密な印

象を与えるが，教師は予備実験を行い，機器の

特性を確かめておく必要がある。 

（２）水とエタノールの混合物が沸騰するまで

の温度の測定 

水とエタノールの混合物および料理ワインが

沸騰するまでの気温の変化を図 5に示す。 

 
図５ 水とエタノールの混合物と料理ワインの沸騰するまでの

温度変化 

 

 水とエタノールの混合物（図５青線）と調理

ワイン（図５赤線）のグラフは，図４の水の気

温の上昇を示すグラフと同様の温度変化を示し

た。80℃付近以降は，どちらも温度上昇が緩や

かになった。 

  中学校の教科書に掲載されている水とエタノ

ールの混合物の温度変化のグラフは，80℃付近

まで直線的に温度が上昇し，その後，温度上昇

の様子が緩やかになっている。全体的なグラフ

の形状としては，図５に示した水とエタノール

の混合物と教科書に掲載されている水とエタノ

ールの混合物の温度変化は類似していた。教科

書のグラフは一定時間ごとに測定したデータを

滑らかな曲線で結んでいるため，80℃以降の温

度上昇が緩やかに変化しているように見えるが，

ICT機器で 50msの間隔で測定した場合は， 80℃

以降の温度変化が不安定になっていた。 

  図５のグラフから，エタノールの沸点は，傾

きが変化した 80℃付近であると読み取れる。ア

ルコール濃度が水とエタノールの混合物は

20％，調理ワインは 12％であるが，グラフの傾

きが変化する温度はほぼ同じであった。 

 

6. おわりに 

 本研究の結果より以下のことが明らかになっ

た。水を加熱した場合，開放系と閉鎖系では液

温の温度上昇を示すグラフの形に違いが見られ

た。開放系では加熱に伴う温度上昇は，時間経

過につれて少しずつ緩やかになったが，閉鎖系

では温度上昇のグラフは直線的であった。次に，

閉鎖系で気温を測定した場合，液温を測定した

場合と沸点はほぼ同じであるが，グラフの形が

異なることがわかった。枝付きフラスコを用い

て気温を測定したときに，このようなグラフの

違いが出てくると，生徒は違和感を覚える可能

性がある。 

 本研究における ICT機器を用いた温度測定の

データとグラフは，加熱したときの現象を撮影

して，グラフと映像を同時に提示するような教

材化を行うと，現象と温度の変化を関連づけて

捉えやすくなるであろう。 

 

引用・参考文献 

文部科学省（2021）理科の指導における ICT の

活用について 

https://www.mext.go.jp/content/20210616-mxt_j

ogai01-000010146_004.pdf 
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１．はじめに 

 理科教員養成における初期の段階では，「教師

が学習者に教えて学習者は理解する」という理科

授業観をもつ学生が少なくない（渡邉 2021）。し

かし，これからの理科教育では，探究する学びの

過程で学習者が既有の知識や技能を生かしながら

情報を読み解き，思考力・判断力・表現力等を形

成していくことが求められる。したがって，理科

教員養成において学生の授業観を変容することが

課題になる。授業観が変わると，理科授業が成立

するために必要な内容・教材についての理解を示

す「教材知」と，理科の学習についての理解を示

す「学習知」についての捉え方や，この二つの知

のつながり方についての認識も変化すると考えら

れる。 
前報（渡邉 2021）では，理科教員にとって必要

な資質・能力に関連して，理科教員養成の初期段

階における学生の「教材知」と「学習知」につい

ての実態を分析した。そこで，本研究では，理科

教員養成が進行した段階において，具体的な教材

についての学習を題材とした場合に，学生が考え

る「教材知」と「学習知」を明らかにすることを

目的とした調査を行った。 

 

２．方法                

熊本大学で開講している中等理科教育法Ⅱの受

講者（2021年度：教育学部 13名／理学部 38名）

を対象として，第 4回（テーマ：物理の教材研究

②光教材と教材の広がり）の講義が終了した後に

ショートレポートの課題として，「水圧」「浮力」

に関する学習を行う場合に必要な教材に関する知

識について記述を求めた。2021年度の中等理科教

育法Ⅱは，新型コロナウイルス感染症対策のため

オンライン（オンデマンド型）で授業を行った。

受講生は eラーニングで授業資料を視聴し，課題

に対する回答をオンラインテキストとして提出し

た。学生の回答は，必要と考える教材に関する知

識の種類，教材の特性の反映，「学習知」につな

がる要素等の観点で分析を行った。以下に学生に

提示した課題の文章を示す。 

第４回の授業では、教材の広がりとつながりを取り上げ

ました。中学 3 年の物理分野では、水中の物体にはたら

く力として「水圧」「浮力」を学びます。この学習を成立

させるために、教師は教材についてのどのような知識を

理解しておく必要があるでしょうか。あなたの考えをコ

メントしなさい。 

 

３．結果と考察 

１）「浮力」を説明する能力に対する自己評価 

 中等理科教育法Ⅱの受講者は，同じ年度に中等

理科教育法Ⅰを受講している。再履修や理科の教

員免許取得を諦めた学生もいるために履修者数は

同じではない。中等理科教育法Ⅰの最初の回に行

っているアンケート調査では，「あなたは中学生

に対して「浮力」のことをわかりやすく説明する

自信がありますか」という質問に対して 5段階の

評定尺度で回答を求めた。2020年度と 2021年度の

受講者の回答結果は，別報（渡邉  2021）で示して

いるため，ここでは本研究の調査対象となる学生

が受講していた 2021 年度の結果だけを抽出して

表１に示す。 
 

探究を通した深い学びのための理科教師の教材知と学習知２ 

－理科教員を目指す学生が求める教材についての知識－ 

渡邉 重義 

WATANABE Shigeyoshi 
熊本大学大学院教育学研究科 

 

【キーワード】 探究，教材知，学習知，浮力，圧力，教員養成 
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表 1 「浮力」を説明する自信についての回答 

（2021年度理科教育法Ⅰの受講者：69名） 

回答の選択肢
教育学部

n=17
理学部
n=52

合計
n=69

自信がある 12% 23% 20%
少し自信がある 18% 29% 26%
どちらとも言えない 35% 35% 35%
少し自信がない 35% 8% 14%
自信がない 0% 6% 4%  

 教育学部と理学部の両方で「どちらとも言えな

い」という回答は 35％で同じであったが，「自信

がある」「少し自信がある」の合計は，教育学部：

30％，理学部：52％，「少し自信がない」「自信

がない」の合計は，教育学部：35％，理学部：14％

であり，学部による違いがみられた。この違いの

原因は，教育学部の受講生の中に小学校教員養成

課程の学生が含まれていることが影響しているた

めと考えられるが，中学校理科の内容として「浮

力」を捉えているためか，説明する自信があると

考えている学生は少なくなかった。 

 
２）「水圧」「浮力」の学習が成立するために必

要な教材に関する知識 
 ショートレポートに回答した学生は，中等理科

教育法Ⅰの15回の授業と中等理科教育法Ⅱの4回
の授業を履修している。また，教育の基礎的理解

に関する科目として，教育学や心理学に関連した

授業もいくつか履修済みである。したがって，学

生の記述には，学生個人の経験に基づく考えだけ

でなく，教員養成の過程で学んだことも影響して

いると考えられる。 
 オンライン入力による回答は文字制限を設けな

い自由記述であったので，回答の文章の文字数は

40字から 500字を超えるものまであった（平均251

字）。典型的な回答例を以下に示す。 

回答例１（教育学部） まずは，「水圧」「浮力」に関

する基本的な知識が必要である。（略）次に日常で「水

圧」「浮力」が表れている現象について知っていること。

（略）次に日常で「水圧」「浮力」が利用されているも

の，研究されているものについて知っていること。（略）

最後に「水圧」「浮力」に関連する他の学習内容につい

ての知識が必要である。（略） 

 この回答例１には，他の学生の回答にも共通す

る要素が順序立てて記述されていた。一つ目の要

素は，「水圧」「浮力」に関する基本的な知識で

ある。他の学生の回答でも「まずは水圧と浮力が

何なのかをしっかりと理解しておくことが大事だ

と思います（教育学部）」「教師は「水圧」「浮

力」に関連する力学的学習の知識を理解しておく

必要がある（理学部）」のように記述されていた。

基本的な知識の具体的な内容を記述している例も

あり，回答例１では省略した部分に「浮力は水中

に入っている物体の体積が大きいほど大きくなる

／深さによって変わらない／水圧はあらゆる方向

から加わる」と記述されていた。水圧と浮力の関

係性や違いに着目した生徒や，圧力や密度につい

て言及する生徒もいた。基本的な知識について記

載していた学生は 63％であり，学部による違いは

なかった（教育学部：62％，理学部：63％）。 

 二つ目の要素は「水圧」「浮力」が関係する日

常の事象や場面に関する知識である。回答例１で

は，教材に関連した日常の事象を「知っているこ

と」という記述になっている。「水圧」「浮力」

の学習では，ばねばかり，ビーカー，おもりなど

を用いた実験を通した学習を行うため，日常の事

象との関連づけることを重視したのではないかと

考えられる。単に「知っている」だけでなく，日

常の事象を理解して説明できるための知識という

記述もあった。このような教材が関係する日常の

事象に関する知識は，55％の学生の回答にみられ

た（教育学部：69％，理学部 50％）。学生が「水

圧」「浮力」の教材に関係する日常の事象として

取り上げていたのは，「船」「深海・深海魚」「死

海」等であり，「日常のどのような場面で水圧や

浮力を感じることがあるのかを知っておく必要が

ある（理学部）」という理由から，「プール」「風

呂」での経験を具体例として記述する学生もいた。

また，この知識の必要性について「生徒たちの興

味を引き付けることができる（教育学部）」「（略）

より身近に水圧や浮力を感じてもらうことが出来

ると考えたからだ（理学部）」「水圧や浮力がど

のような場面で私たちの身近にあるのかを生徒に
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知ってもらう必要があるように思う（理学部）」

という記述もあり，学生は，課題の「学習を成立

させるために」という観点から生徒の視点を意識

した記述をしたのではないかと推察される。 
 三つ目の要素は「水圧」「浮力」に関する学習

のつながりに関する知識であり，回答例１では「水

圧」「浮力」に関連する他の学習内容についての

知識が該当する。学習のつながりについては，「水

圧の学習から浮力の学習までの一連のつながりを

生徒に意識させるためにはどのような展開で授業

を進めていくかを考える必要がある（教育学部）」

「水圧に関して第 1学年で学習した「圧力」の延

長にこの学習があることを理解しなければいけな

い（理学部）」「分野の関連性としては，「水圧」

と「浮力」が小学校で学習したことからどのよう

に派生されているか，これからの学習内容や高校

でどのような応用を学ぶのかを知って理解してお

く（教育学部）」「時には学習範囲以上のものや

全く別の科目に属するような事象の知識（理学

部）」のように，「水圧」と「浮力」の学習のつ

ながり，中学 1年「圧力」の学習とのつながり，

小学校や高等学校の学習内容とつながり，および

他教科の学習内容とのつながりが指摘されていた。

全回答の 31％（教育学部：38％，理学部：29％）

にこの要素が含まれていた。これらの学習のつな

がりに関連した知識が取り上げられた理由として

は，中等理科教育法Ⅱにおいて，ショートレポー

トを課した回のテーマが「教材の広がりとつなが

り」であり，光教材を例にして日常の事象から始

まる教科書の構成，他の領域の学習内容との関連，

学習した知識を日常の事象の説明で活用する事例，

小学校理科の学習内容との関連，カリキュラムや

教材配列を取り上げたことが影響しているためと

考えられる。 

回答例 2（理学部） 教材・教具について、どのような実

験でどの教具をどのように使うのか，また，なぜそのよ

うな工程を踏むのかなどの知識を理解し，周囲に説明で

きる能力を有する必要があると私は考える。 

 回答例 2は，四つ目の要素である「水圧」「浮

力」を学習するための教材の準備，教具の使用方

法，実験方法の適切性に関する知識を示している。

この知識を取り上げた学生は，他の三つの要素に

比べると少なく，全回答者では 24％であったが，

教育学部では約半数の学生が具体的な教材・教具

あるいは実験方法について言及していた（教育学

部：46％，理学部：16％）。「水深による水圧の

差をはかる実験では，水圧の差がわかる器具の使

い方や点検方法も理解しておく（教育学部）」と

回答した学生は，水圧実験用の教具がイメージで

きている。この教具はゴム膜の劣化がないか，あ

るいは密閉する部分に水漏れが生じないか，など

の事前の点検が必要になる。理科の観察実験では，

光学実験台，記録タイマー，電気分解装置，顕微

鏡，透明半球など適切な使用方法に関する知識が

必要な教具がある。また，化学薬品の安全な取り

扱いに関する知識も重要である。知識だけでなく

取り扱うスキルが必要になるが，観察実験のため

の教材に関する知識に対する学生の認識は，教材

に関する基本的な知識に対する認識に比べるとや

や低いと言える。 

以上より，理科教員養成の過程で学習中の学生

は，「水圧」「浮力」に関する学習を成立するた

めに必要な教材に関する知識として，①「水圧」

「浮力」に関する基本的知識，②「水圧」「浮力」

が関係する日常の事象に関する知識，③「水圧」

「浮力」に関する学習のつながりに関する知識，

④「水圧」「浮力」を学習するための教材・教具・

実験方法に関する知識を取り上げたことがわかっ

た。 
 

３）「教材知」の説明中における「学習知」につ

ながる記述 

 本研究の調査では「学習を成立させるための教

材に関する知識」を学生に質問した。したがって，

学生の回答の中には，教材に関する知識を理科学

習と関連づけた記述がみられた。上述した①②の

知識は，教師が生徒に説明するという文脈で必要

性が説明されることが多かったが，「「深海魚は

なぜ生きていられるのか」というテーマで考えて
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いくのも面白い（教育学部）」「踏み込んだ課題

を出せるように、もう少し複雑な教材を用意する

必要がある（理学部）」のように授業の課題設定

を想定した教材知を必要とする記述もあった。ま

た，「生徒が疑問に持ちそうなことについてあら

かじめ準備しておく（理学部）」「教科書の内容

だけでなく，生徒から出た意見についても知識を

持つこと（理学部）」という生徒が教材について

学ぶプロセスに関連した知識を指摘する学生もい

た。④の知識についても「質量や面積，容積など

に違いをつけて生徒の予想しうる選択肢に併せて

用意できるようにしたい（理学部）」のような回

答があり，生徒自身が実験計画を考案するような

授業のイメージができていることが示唆される。

以上のように具体的な学習を想起して，教材知を

説明することができるためには，授業実践の具体

例について学んだり，学習指導案を作成したり，

教育実習で授業を担当したりする経験が影響する

であろう。本研究の調査対象は，理科教員養成と

して学習指導案の作成や授業実践の段階には至っ

ていないため，学生個人の経験知，学習に対する

意識の高さ，中等理科教育法Ⅰでの学習成果が教

材知と学習知をつなぐような記述につながったの

ではないかと推察される。 
 

４．おわりに 

 磯﨑ら（2007）は，Shulman（1987）が提唱した

教師の 7つの基礎知識から 6つの基礎知識を選択

し，熟練教師の教材化に関する知識を分類してい

る。その基礎知識は，Ⅰ：教授学習内容の知識，

Ⅱ：一般的な教育学的知識，Ⅲ：カリキュラムに

ついての知識，Ⅳ：学習者の特性に関する知識，

Ⅴ：教育的文脈についての知識，Ⅵ：教育目標と

価値についての知識である。本研究において理科

教員養成の途上にある学生が考えた教材知は，こ

れらの 6つの基礎知識の中で，Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，

Ⅴの視点を含んでいたと考えられる。但し，Ⅱ，

Ⅳ，Ⅴについては，一部の学生の指摘に留まって

いるため，理科学習の理論と実践を教材と関連づ

けて学ぶ機会を増やす必要がある。Ⅵの教育目標

と価値については，学習の目標設定からスタート

する授業構想を行うことによって，初めて教材と

の関連性が意識されるであろう。 

 本研究で抽出された教材が関係する日常の事象

に関する知識は，上述したⅠ～Ⅵのいずれかに収

まる分類されるものではなく，複数の領域に関連

する。日常の事象との関連は，「自然の事物現象」

を対象とする理科教育の目標と関わるので，すべ

ての教材に共通する要素と言える。しかし，本研

究で取り上げた「水圧」「浮力」に関する教材と，

身の回りの生物，地学的事象，気象，天文を取り

上げる生物・地学分野の教材とでは，必要となる

知識の内容や，学習の文脈における位置づけが異

なることが予想される。したがって，教材の種類

によって教材知に違いがあるのかを，「水圧」「浮

力」とは異なる教材を用いて検証する必要がある。

また，理科教員養成の進行につれて教材知や学習

知についての見方・考え方が変容するのか，さら

には探究が成立するための「教材知」「学習知」

についての認識を明らかにすることが今後の課題

となる。 

 

付 記 

本研究は，科学研究費助成事業「探究を通した

深い学びのための理科教師の教材知と学習知に関

する研究」（課題番号 20K03233）の助成を受けて

実施した。 
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地域材料を活用した STEM 教材化実践研究 
－小学校教員による提案事例より－ 

 
○杉本 剛 A 

                 SUGIMOTO Tsuyoshi 
東大阪大学 A 

【キーワード】地域素材，STEM教材化，小学校教師，実践研究 
 

1． 緒 言 
 日本における STEM 教育の研究・実践は，特に，
埼玉大学 STEM教育研究センターや，静岡大学の研
究グループなどを中心として進められている（星
名・峯村・西原・野村，2019；奥村・熊野，2018）。
だが，STEM 教育を国家戦略と位置付ける米国等と
比べると大きな動きとは言えないとの指摘があり，
STEM 教育の本格的な導入が急がれている（文部科
学省，2018；吉永，2018）。 

 STEM 教育の本格的導入にあたっては，初等教育
の段階から指導を実施することが必要であることは
論を俟たないと考える。だが，その指導を行う小学
校教師のSTEM教育に対する認知度は高くないとい
うのが現状であり，指導に対する不安感が大きいと
いうことも現状である 2）。しかしながら，STEM 教
育の取組みを促進させていかなければ，日本の教育
界における本格的導入は進展しない。 

 児童にとっての身近さを考慮したSTEM教材が開
発されてきた。これまで，紙飛行機，ペットボトル
ロケットや，ブロック型トイ，地域素材などを対象
とした教材が開発されてきた（小林・高原・三宅・
岩村，2017；佐藤・熊野，2015；珠山他，2016）。 

 それらの中でも，地域素材は児童にとって身近で
あり，興味・関心を持ちやすい対象であると考える。 

 珠山他（2016）は，地域産業の一つである塩づく
りをテーマに，STEM 教材開発を実施している。 

 

2．研究目的 
 本研究は，小学校教師を対象に，地域材料を活用
した STEM教材開発の実践事例を報告する。 

 

3．研究方法 
3.1．調査対象者 
 講習の受講者の内，現職の小学校教師は次のよう
であった。 

2019年 8月の講習：5グループ（17名） 

2020年 8月の講習：2グループ（6名） 

2021年 8月の講習：3グループ（10名） 
 
3.2. 講習内容概要 
 2019年～2021年の8月，大阪府内の大学において，
Science Education for Society 5.0，STEM Education for 

Society 5.0をキーコンセプトに，講習を実施した。 

 講習では，先ず，STEM 教育についての概説と
STEM 教育の教材開発についての講義を実施した。
そして，地域材料を活用した STEM 教材制作演習，
発表を実施した。 

 
3.3. STEM教材開発演習提案発表概要 

 小学校教師を 3～4名のグループに分けた。グルー
プ分けは，1グループ 3～4名になるよう，ソフトを
使いランダムに割り振った。 

 「PBL型授業による地域材料を活用した STEM教
材開発」をテーマに，グループを指定し，STEM教
材開発演習を実施した。STEM教材は，学校で行う
授業を想定して開発するよう求めた。居住地や出身
地など精通した地域を選択し，地域の材料をもとに，
STEM教育教材を提案するよう求めた。教材の内容
を紹介するプレゼンテーションスライドを作成する
よう求めた。Microsoft PowerPointを使用し，各学生
5分間の発表を求めた。 

 

3.4 調査実施概要 
 本研究における調査は，振り返りシートで行った。 
 振り返りシートは，①自身のグループが PBLによ
る地域材料を対象としたSTEM教材を提案するにあ
たり，重視したことは何ですか？，②他のグループ
の教材提案発表を聞いて考えたことは何ですか？の
質問を設定した。回答は自由記述法とした。 

 

4. STEM教材開発事例，質問紙結果事例 
 全 10グループが，大阪府，和歌山県，福井県など
の地域を選択し，「お好み焼き」「みかん」「和紙」な
どをテーマとした STEM教材を開発・提案した。 

 2019年8月の講習で，1グループが提案したSTEM

教材の地域（【地域】），テーマ（【テーマ】），概要（【概
要】），プレゼンテーションスライド（【スライド】），
振り返りシート①に対する回答例（【振り返りシート
①の回答例】），振り返りシート②に対する回答例
（【振り返りシート②の回答例】）を事例として示す。 
 

4.1. STEM教材提案事例 
【地 域】：大阪 

【テーマ】：2025年大阪万博に向けて 

【概 要】：①太陽の塔で太陽の位置の変化と日陰の
位置の関係調査 

     ②太陽の塔のミニチュア制作 

     ③ミニチュアを使い影の長さから塔の高
さを算出 

     ④2025年未来像考察 

【スライド】：抜粋 
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4.2. 質問紙結果事例 

4.2.1. 振り返りシート①の回答例 

【教師 a（教師経験年数 6-10年）】： 

身近な教材で児童が親しみやすく，イメージしやす
いものということを重視した。そういったものは，
手に入りやすく準備する側としても負担が軽減され
る。また，家庭や地域にも詳しい方がおられた場合，
話を聞いたりすることもできる。 

【教師 b（教師経験年数 5年未満）】： 

2025年，実際に行われる大阪万博を取り上げること
によって，未来も見据えて興味を持って取り組める
と考えた。理科や社会などの様々な分野をひとつの
ことから広げてグループで解決していけるような内
容を考えた。サーバー空間とフィジカル空間の融合
もできるのではないかな？と私自身そう感じた。 

 

4.2.1. 振り返りシート②の回答例 

【教師 c（教師経験年数 5年未満）】： 

他のグループの提案を聞いて，少し改善したら授業
として扱えそうなものもあったので面白かったで
す。一番印象に残っているのは，「みかん」を取り入
れた授業をやろうと考えたグループです。確かに，
手に取って観察や実験ができるみかんは様々な分野
で広げていくことができるし，身近にあって，すぐ
に手に入るものなので，授業だけではなく，こうい
うことも調べてみたいと自学にもつながっていくの
ではないかと，未知の広がりを感じました。 

【教師 d（教師経験年数 6-10年）】：  

どのグループも体験が入っていてとても良いと感じ
ました。また，日常からもそこまでかけ離れている
ことなく教材設定もとても良かった。ただ，食べ物
は最近アレルギーの問題があるので慎重にしないと
いけないと思いました。短い時間の中で各グループ
とても工夫がされていておもしろかったです。後は
そこに向けてどのように時間をとっていくかを考え
ていくことだと思います。 

 

5．結 語 
 2019 年，2020 年，2021 年の講習を総括すると，
各グループが提案した STEM教材は，近隣の県を含
め近畿圏の地域材料の特徴・特長を良く考慮した内
容であった。だが，教材としての実行可能性の妥当
性に詳細な検討が必要な提案があったことは，否め

なかった。 

 一方，教師らは STEM教育というもの自体を，と
ても難しいものと感想を持っていたが，STEM 教材
開発演習・発表を通して，決して，小学校で取り組
めないような取組みではないことが，教師の感想と
して持たれたのではないかと調査から考えている。 

 日本では， STEM教育運動の展開が遅れていると
指摘されている。また，STEM 教育の実施は，高等
教育や後期中等教育を中心とした展開の必要性が言
及されることが多いが（文部科学省，2018a），初等
教育で，興味・関心を持って楽しく実施できること
を示唆する調査結果であったと考えられる。 

 

註 
1） STEMは，Artを加えて STEAM，Roboticsを加

えて STREAM などと派生を加えて呼ばれるこ
ともあるが，本研究では，STEM に統一して表
記した。 

2）本研究で STEM 教材開発演習・発表を実施した
現職の小学教師に，講習前に「STEM/STEAM/ 

STREAM教育」を知っていましたか？」と質問
したところ，はい：0.0％ いいえ：100.0％の回
答結果であった。 

 

参考文献 

星名由美・峯村恒平・西原舞・野村泰朗（2019） プ
ログラミング教育におけるシニアリーダー育成と
協働に関する検討：子どもに過干渉しない指導法
の研修プログラム開発の試み，日本科学教育学会
研究会研究報告，第 33巻，第 4号，27-32． 

小林正明・高原沙起・三宅正太郎・岩村充希子（2017）
小学生を対象にしたモデルロケットを用いたモノ
づくり教材の開発，日本科学教育学会研究会研究
報告，第 32巻，第 2号，79-82． 

文部科学省（2018）Society 5.0 に向けた人材育成：
社会が変わる，学びが変わる．Retrieved from 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail

/icsFiles/afieldfile/2018/06/06/1405844_002.pdf.

（accessed 2022.04.03） 

奥村仁一・熊野善介（2018）高等学校生物における
Bio-STEM 教育を取り入れた PBL による領域横断
的な科学的思考の変容に関する実践的研究，静岡
大学教育実践総合センター紀要，第 28巻，125-133． 
佐藤祥大・熊野善介（2015）レゴを用いた STEM教
材の開発と実践，静岡 STEM プロジェクト 平成
26年度～平成 27年度 次世代科学者育成プログラ
ム 平成 26年度報告書，55-66． 

珠山信昭他（2016）地域の産業をテーマにした STEM 

教育のための教材開発と実践，愛媛大学教育学部
紀要，Vol.63，161-167． 

吉永契一郎（2018）高等教育のグローバル化と STEM

教育改革，広島大学高等教育研究開発センター 高
等教育研究叢書，第 140号，1-88． 

 

 

− 14 −



高校地学基礎における海洋の鉛直循環モデル実験の実践 
 

今村友裕 

Imamura Tomohiro 

樟南高等学校 

 

【キーワード】授業実践，海洋循環，探求，他の教科・社会生活とのつながり 

 

１ 緒言 

高校の地学基礎で学ぶ項目に「海洋の循環」

がある。世界的な深層循環の流れを理解して

いくが，生徒たちの理解が難しいところでも

ある。そこで，実験を通して理解を深められ

ることはできないか検討した。先行研究など

を参考にして，海洋の一部分を取り上げた鉛

直循環のモデル実験の授業実践を行った。あ

わせて，この実験を通しての探求や他の教

科・社会生活とのつながりなどについて考え

てもらった。 

 

２ 理論 

 極地方の海水は，冷たい空気によって海水

が冷やされ，付近で水が凍るため塩分が高く

なる。海水の密度も大きくなるため，表層の

密度の大きな水塊は沈み込み，鉛直方向の大

きな循環が生じる。 

コンベアベルトモデルでは，グリーンラン

ド沖などで海水の沈み込みが見られる（たと

えば，磯﨑ほか（2018），浜島書店（2019））。 

 

３ 先行研究 

永井（2018）は，沖縄県内の高校で海洋の

鉛直循環モデルの実験授業を行った。この授

業は，内容のさらなる理解だけではなく，い

わゆるアクティブラーニング授業を展開して

「主体的・対話的で深い学び」ができるかの

検討も含まれていた。 

 

 

４ 授業実践 

① 目的 

プラスチックの水槽に水を入れて，大西洋

に見立てた。一方を赤道，もう一方を極に見

立てた。極地方の水面を冷却し，インクを加

えて水の動きを確認した。どのような動きが

起こるかを生徒たちに考えてもらった。 

 

② 準備 

プラスチック水槽，インク，スポイト，

300mL ビーカー，氷，塩 

 

プラスチック水槽の背景面となる部分には，

紙に「大西洋」「赤道」「極」とあらかじめ書

いておき，おおよその位置関係をつかませた。 

 

図１ 用具のセッテイング 

 

③ 実施日と被験者 

実施日：2022 年 3 月 14 日実施 

被験者：鹿児島県内にある私立高校普通科

2 年生文系クラス 35 名。5 つの班

に分けて，実験授業を行った。 
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④ 当日の授業方針 

最初に，300mL ビーカーに氷と塩を入れ，

プラスチック水槽の水を冷却した。静置され

ていることを確認し，インクをビーカーより

と中央の 2 カ所に 1 滴ずつたらした。そして，

水の流れを観察してもらった。分かったこと

を会話し，プリントにレポートの形でまとめ

てもらった。最後に，改めて理論のまとめを

した。 

 

⑤ 実験の様子とレポートの記述 

 実験は，新型コロナウイルス感染症対策へ

の取り組みに十分気をつけて行った。 

 

図２ 生徒たちが実験をしている様子 

 

レポートは，この実験をどのように探求し

て（調べて）いこうとしたのか，あるいは学

習したことが社会生活やこれまでの学習とつ

ながったり，活用できたりするのかに主眼を

置いて自由記述の形で書いてもらった。 

 極部分に相当する部分を氷で冷却していた

こともあり，その部分のインクの挙動に着目

して記述した生徒が多かった。そこから派生

させて，風呂のお湯は上が熱く，下が冷たい

ことを書いたり，暖かい空気と冷たい空気の

違いを記していたりしていた生徒もいた。 

 

⑥ 今回の授業の考察と今後に向けて 

実験授業を含め，本内容を取り扱う際に気

をつけたのは，水温の低下とそれに伴う海氷

形成のとき，水分は氷になるが塩類は氷に取

り込まれにくく海水に残るので周囲の海水の

密度が大きくなることである。極地方ではそ

れが顕著であり，およそ 2000 年程度かけて

地球上の海洋を循環している。 

水温低下についての影響はレポートの記述

を見る限り，実験を通して概ね理解されたと

判断できた。塩分については今回の実験で細

かく触れることができなかったので，今後の

検討課題としたい。 

2022 年度から高校へ入学した者は，新学習

指導要領に基づいた授業や評価が行われてい

る。その部分も意識して，これからの授業改

善に生かしていきたい。 

 

５ 参考文献・引用文献など 

・磯﨑行雄ほか 14 名（2017），『地学基礎 改

訂版』，啓林館，p135 

・浜島書店編集部（2019），『ニューステージ 

新地学図表』，浜島書店，p197 

・永井秀行（2018），『高校地学における実験

を取り入れたアクティブ・ラーニング授業

の実践及び検証』，公益財団法人下中記念財

団

https://www.shimonaka.or.jp/wp/wp-cont

ent/uploads/2019/10/2018_05_nagai_hide

yuki.pdf （accessed 2022.5.6） 
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中学校理科天文分野における空間概念を育む教材の開発 

 
伊佐 勇亮 

Isa Yusuke 
琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻 

 

【キーワード】中学校理科，天文分野，空間概念，教材開発，モデル 

 
1. はじめに 

 平成 29 年度告示の中学校学習指導要領解説

理科編には，「地球」を柱とする領域（地学分野）

における特徴的な視点として，「地球や宇宙に関

する自然の事物・現象を主として時間的・空間

的な視点で捉えること」と記されている。また，

「これらの視点は領域固有のものではなく，そ

の強弱はあるものの他の領域において用いられ

る視点でもある」とされている（文部科学省 

2018：11）。中学校理科においては，空間を限り

なく０に近いものから天文学的な大きさのもの

まで，大きな幅を持つスケールを扱う。このス

ケールは生徒の普段の日常から大きくかけ離れ

ているため，理科の学習において空間をイメー

ジして捉えることが困難な場合もあると考える。 

 また，中学校学習指導要領解説理科編（平成

29 年告示）における理科の目標では，「見通し

をもって観察，実験を行うこと」で資質・能力

を育成すると示されている（文部科学省 2018：

23）。その一方で，第二分野の特徴として，「再

現したり実験したりすることが困難な事物・現

象を扱うことがある」，「生物体に見られる複雑

な物質の相互関係から生じる現象や長大な時間

の経過に伴う生物の進化，及び日常の経験を超

えた時間と空間の中で生じる地質や天体の現象

は，授業の限られた条件の中で再現することは

難しい」と指摘されている（文部科学省 2018：

71）。第二分野の学習内容では，野外での観察や

長時間に及ぶ継続的な観測を要するものがあり，

学校での授業時間内に観察や観測を行うことが

難しく，教室で再現できないような事象も扱う。 

 そこで，生徒が自身の経験からかけ離れた空

間を捉えられる授業展開・教材が求められる。

本研究では，授業時間での実験や観測が難しい

分野でモデルを使った授業が必要であると考え，

中学校理科で最も大きなスケールを扱う天文分

野で実践を行った。 

 
2. 研究の目的と方法 

 本研究は中学校理科において，生徒がこれま

での日常生活で身につけた空間概念からかけ離

れたスケールを持つ事物・事象を捉えることが

できる効果的な教材と授業の検討を目的とする。 

 はじめに，中学校理科天文分野の単元で用い

る教材を選定，作成した。地球・太陽・月の大

きさ及び天体間の距離を学習者が捉えることが

できるようになることをねらいとして，「三球

儀」，「約30億分の１地球・太陽・月モデル」，

「太陽と月の見かけの大きさ比較用覗き筒」の

３つの教材を用意した。その後，用意した３つ

の教材を用いて，沖縄県内の中学校１校で授業

実践を行った。生徒を対象とした実践前後のア

ンケート，授業ワークシートの記述から生徒の

理解度を分析し，教材と授業の評価を行った。 

 
3. 教材について 

（１）約30億分の１の地球・太陽・月モデル 

 地球・太陽・月の大きさと距離の比を感覚的

に捉えられるよう，それぞれを約 30 億分の１

したモデルを筆者が作成した。太陽モデルには
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直径45 cmの赤色のバランスボールを用い，4.5 

mmの地球モデルと1 mmの月のモデルは青色，

黄色の市販の樹脂粘土を用いて作成した。実際

の各天体間の距離を約 30 億分の１すると，地

球―太陽間の距離は 50 m，地球―月間の距離は

13 cmとなる。授業では，地球モデルを起点と

して，13 cm先に月モデルを，50 m先に月モデ

ルを配置した。 

（２）太陽と月の見かけの大きさ比較用覗き筒 

 約30億分の１で再現した地球・太陽・月モデ

ルと併せて，地球から月と太陽を見た時に同じ

大きさに見えるのかを確かめることができる太

陽と月の見かけの大きさ比較用覗き筒を作成し

た。実際，覗き筒を用いなくとも13 cm先の月

モデルと 50 m 先の太陽モデルを目視で直接比

較すればいいのだが，「月が小さすぎてピントが

合わせづらい」，「太陽モデルと月モデルを比較

しやすいように両モデルが視野内で並ぶように

したい」という理由から覗き筒を作成した。作

成した筒から 50 m先にある直径45 cmの太陽

モデルを見ると月と太陽モデルがほとんど同じ

大きさに見えることが確認できる。 

 
4. 実践の概要 

時期：2021年11月下旬〜12月上旬 

対象：沖縄県内公立Ａ中学校第３学年１クラス

（30名） 

単元：地球と宇宙 

３時間で授業を設定し，本発表では第３時を紹

介する。 

概要： 

 第３時では，単元地球と宇宙で，天体の大き

さと天体間の距離を掴むことをねらいとして，

「太陽と月が同じ大きさに見えるのはどうして

だろうか」という問いを立て，モデルを用いて

天体の運動の様子と各天体間の距離・大きさを

捉える学習活動を設定した。太陽の直径は月の

直径の約 400倍であり，地球―太陽間の距離も

地球―月間の距離の約 400倍であるため，太陽

と月は地球上から同じ大きさに見える。今回の

授業では，比を用いて説明する前段階として，

「太陽は月に比べはるかに大きい天体であるが，

遠く離れているため月と同じ大きさに見える」

という大きさと遠近による見え方の関係を説明

できることをねらいとし，三球儀及び約 30 億

分の１スケールの地球・太陽・月モデルを用い

た学習活動を取り入れた。 

 授業では教材の数が少なかったため，クラス

を前半と後半の２つのグループに分け，学習活

動の一部は中庭で行った。はじめに前半グルー

プは三球儀で天体の運動の様子を，後半グルー

プは約 30 億分の１モデルを使って大きさと距

離の関係を探り，約 10 分後に活動を交代する

という形をとった。授業のはじめの本時の説明

と終末のワークシート記述は教室にて行った。 
 

5. 結果と考察 

 「太陽と月が同じ大きさに見えるのはどうし

てだろうか」という問いに対するワークシート

の記述からは，これらの教材が体験的に距離と

大きさの違いを掴むことに有効であることが示

唆された。空間に占める割合（大きさ・距離）

や空間的な配置（位置関係）をより具体的にイ

メージするにはモデル教材が有効であったと考

える。しかし，質問紙調査からは実践前後で生

徒の理解度に有意な差が見られないこと，ワー

クシートには距離の違いのみに着目した記述も

多く見られたことから，これからさらに教材や

授業の構成を精錬する必要があると考える。 

 

6. 引用文献 

文部科学省，2018，『中学校学習指導要領（平

成29年告示）解説理科編』，学校図書株式会社. 
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1. はじめに 

 外来生物（または外来種）という言葉は広く知

られており，棲んでいる地域から他地域へ人の手

などによって，移動し，そこで繁殖に成功した生

物を指す。また，外来生物は移動先の地域で負の

影響が多く確認されており，行政機関などがその

対応指針を示している。 

 このように社会に影響を与える外来生物は学校

教育の教材としての価値はあると考えられ，比嘉

(2020)は小学校で外来生物を教材とした授業を実

践した結果，児童は日常生活でペット等を放逐す

るのは好ましくないなどの成果を述べている。ま

た，土井・林(2015)は小学校生活科，小学校理科，

中学校理科，高等学校生物基礎の教科書に記載さ

れている外来生物は126種にのぼると報告してい

る。 

 ⽐嘉や⼟井・林の報告は，外来⽣物を⽤いた実
践と教科書教材としての報告となっているが，学
校教育における外来⽣物の教材としての総合的な
価値にまで触れられていない。そこで，本発表で
は，教材としての外来⽣物の実践報告等を概観し，
教材としての価値について検討を⽬的とする。 

2. 方法 

 公教育では外来生物がどのように扱われている

か。小学校学習指導要領（平成29年告示），中学

校学習指導要領（平成29年告示），高等学校学習

指導要領（平成 30 年告示）での外来生物を確認

し，これらを基に作成された小学校生活科，小学

校理科，中学校理科，高等学校理科の教科書での

外来生物に関する記載を確認した。 

 また，外来生物の教材開発や授業実践に関する

報告を論文検索サイトCiNii ResearchとJ-STAGE，

gppgle scholarで，「外来生物＿〇〇」「外来種＿

〇〇」をキーワードとして検索をかけ，ヒットし

た論文の内容を調べた。 

3. 結果 

3.1 学習指導要領での外来生物の扱い 

 小学校学習指導要領では外来生物を学習内容と

する記載はなかった。中学校学習指導要領では理

科において，単元「自然と人間」で「外来生物に

も触れる」と外来生物を扱うことが明記されてい

た（文部科学省，2018）。高等学校学習指導要領は

小学校同様に外来生物を扱うことの記載はなかっ

た。 

3.2 検定教科書での外来生物 

 小学校生活科の教科書では，シロツメクサ
（ Trifolium repens ） や セ イ ヨ ウ タ ン ポ ポ
（Taraxacum officinale）などが⾝のまわりで観察
できる教材として紹介されていたが，これらの植
物が外来⽣物という説明はなかった。また，生物

の飼育活動の教材としてアメリカザリガニ
（Procambarus clarkii）が紹介されており，アメリ
カザリガニについては，「外国から⼈によってもち
こまれました。このように外国から来た⽣きもの
を『外来しゅ』とよびます」と外来⽣物について
の説明がなされ，さらに，飼育の留意点として「し
いくするときはさい後までかわいがり，⾃ぜんに
もどさないようにしましょう」が記載されていた
（養⽼・藤井，2020）。このような外来⽣物に関す
る記載は教科によって，その有無が分かれた。 
 ⼩学校理科の教科書では，⽣活科同様に飼育し
ている⽣物の遺棄を禁じた内容があった。さらに，
マングース（Taraxacum officinale）やオオクチバ
ス（Micropterus salmoides）を外来⽣物の例とし
て挙げ，その問題について⾔及し，外来⽣物から
在来⽣物を守る活動も紹介されていた（霜⽥ら，
2020）。⼩学校理科でも教科書によって，外来⽣物
の記載の有る無しが分かれていた。 
 中学校の理科になると，第３学年の全教科書に

外来生物が記載されており，その内容も外来生物

外来生物の教材化に関する一考察 

 

比嘉 俊 

Higa Takashi 

琉球大学大学院教育学研究科 

 

【キーワード】外来生物，教材，教科書，授業実践 
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の定義，その被害，移入経緯が書かれており，学

習者へ外来生物の理解を促す内容になっていた

（例えば，室伏ら，2021）。 

 高等学校では，2022年４月から学習指導要領の

完全実施に伴い，理科の一部の科目の教科書が新

しくなり，全検定教科書の検討には至っていない。

科目科学と人間生活の教科書では外来生物の記載

はなく，科目生物基礎の教科書では，湖の漁獲量

と外来魚の捕獲量のグラフから，外来魚の影響に

ついて考える課題として外来生物が登場していた

（浅島ら，2022）。さらに，科目生物の教科書では

外来生物を調査対象とした観察方法が紹介されて

いた（吉里ら，2018）。 

3.3 教育に関する外来生物の報告 

 外来生物を教材としての報告は大きく分けて３

つのカテゴリーに分けられた。１つ目は学校の教

育課程内で外来生物を扱った実践の報告である。

先の比嘉がそれに該当する。２つ目は，学校の教

育課程外で外来生物の普及に努めている報告であ

る。加藤・倉本（2019）は，学童クラブで園芸植

物の影響を紙芝居で説明した。３つ目は，実践は

行わず教材としての検討の報告である。土井・林

の報告がそれにあたる。 

 教材開発においても実践おいても，教育の目的

の殆どは外来生物の知識に関することであった。

知識とは，外来生物の定義，外来生物が与える影

響，移入過程，対応などが該当し，これらは理科

教育や環境教育の範疇であった。このような実践

報告が多い中，島・中澤（2020）はその実践の目

的をESDとしていた。 

4. おわりに 

 先述したが小中高の学習指導要領で，外来生物

を扱うと明記されていたのは，中学校学習指導要

領のみであった。この学習指導要領で，外来生物

を扱うとされていた単元では，全ての検定教科書

において，外来生物が記載されていた。ここに学

習指導要領が教科書内容に与える影響の強さが伺

える。小学校生活科と理科の教科書では，外来生

物が登場していたり，そうでなかったりしていた。

この差は教科書会社の教科書編集の差であり，小

学校教育での外来生物の学習は教科書会社や授業

者である教員に委ねられ，全国の児童が小学校段

階では外来生物の学習をするとは限らない。中学

校では，全教科書で外来生物を扱っているので，

義務教育の段階で何らかのかたちで全国民が学校

教育で外来生物に触れる場面があると考える。学

習指導要領と教科書から，外来生物をどの発達段

階でどの内容を教育するのかの国の指針は重要で

ある。 

 外来生物の教材開発や実践報告では，学校の教

育課程外での実践も多々あり，これらの報告者は

学校現場の教員ではなかった。外来生物の啓蒙が

公教育で行われないとすると，外来生物に対する

意識が家庭による差が出ると思われる。外来生物

の教材を使って授業を展開できる現場教員の力量

の育成が望まれる。 

 これまでの外来生物に関する教育は，その脅威

への対応のための外来生物に関わる知識的内容の

報告がほとんどだった。要は外来生物対策である。

今後は SDGs に向けた，これからの地球環境や経

済活動，人間生活を射程に入れた外来生物を教材

とした教育が要請されると考える。 

付記 

本研究は科学研究費基盤研究Ｃ（研究課題番号：

17K01038）の研究成果の一部である。 
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理科を中心とした教科学習として行う小学校での食育の一事例 

―栄養教諭が支援と調整にあえて徹した教諭による食に関する教育実践― 

                        

豊田 花恵 A，井口 直子 B，宮城 一菜 B，〇吉田 安規良 C 

Toyota HanaeA，Iguchi NaokoB，Miyagi KazunaB, 〇Yoshida AkiraC 
 

粟国村立粟国小中学校 A，琉球大学農学部 B，琉球大学大学院教育学研究科 C 

【キーワード】 人体，食育，栄養教諭，感染症予防，教科横断 

 

1. 背景と目的 

現行の小・中学校学習指導要領に基づく教育課

程の編成に当たっては，カリキュラム・マネジメ

ントを効果的に進めるために，教育の目的や内容

等を教科横断的な視点で組み立てていくことが重

要視されている。特に，食に関する指導に当たっ

ては，学校教育活動全体として効果的に取り組む

こと，栄養教諭等の専門性を生かすなど教師間の

連携に努めることを重要視している。また，「食に

関する教育」について育成を目指す資質・能力に

関連する各教科等の内容のうち，主要なものが整

理された（文部科学省，2018a, 2018b）。 

しかし，髙田（2018）は栄養教諭の配置状況の

不十分さを指摘し，豊田（2021）は，栄養教諭が

学校や教職員に教材や資料を積極的に提供しなが

らも，その過半数が「給食管理の多忙」から食育

推進に向けたコーディネートが困難な現状を明ら

かにした。何よりも各学校の現状を踏まえた食育

の推進（時間の確保）は簡単でない。それゆえ，

とりわけ各教科における通常の学習への食育の融

合を提案していく必要がある。 

学校における食育の推進に向けた，教科で食に

関する指導の効果を高める研究として，家庭科教

育における教諭と栄養教諭の連携（伊波，2008）

がある。しかし，共同調理場に勤務する栄養教諭

等の関与が明示されている食に関する指導の実践

研究は管見の限り存在せず，特に教科で行う食育

の課題が十分に把握できていない。共同調理場で

複数校の給食管理を担う栄養教諭等が，チーム・

ティーチング等で直接的に参画する指導のみに食

育を頼るには，マンパワー不足が予測できる。さ

らに新型コロナウイルス感染症に対する学校現場

での対応も踏まえて，教諭単独による実践への支

援と調整に栄養教諭があえて徹する（栄養教諭が

前面に立たない，直接的な授業実践ではない）形

での理科における食育の在り方を研究した。 

本研究では，小学校で教科担任が実践する日常

的な理科学習における食育の事例を報告し，学級

担任が行う他教科の学習との関連や児童が記述し

たワークシートや学習後の感想及び児童の様子か

ら，その成果と課題を整理することを目的とした。 

 

2. 理科での授業概要と他教科との横断 

本研究の対象とした授業実践では，各教科の見

方・考え方と食育の視点の重なる部分を学習内容

に組み入れ，児童が実生活と学習内容を結びつけ

ることと，学習内容の質の向上を図ることで「豊

かな人生の実現や次代の社会の形成者として現代

的な諸課題に対応して求められる資質・能力」を

育むことを意図した。具体的には，理科に加えて

体育（保健），家庭科の学習を食でつなぎ，給食と

結びつけた（表１）。 

理科における授業は，第６学年の「人の体のつ

くりと働き」で行った。表１に示すように，第１

～３時で消化・吸収と排泄の仕組みについて，第

４～５時で肺の働きと呼吸について，第６～７時

で全身の血液の流れと働きについてそれぞれ学ん

だ後，第８時で人の体内の臓器の名称やその位置

を確認し，人や他の動物が生きていくために必要

な体の仕組みについて考え，それをまとめること

を通して，児童がより妥当な考えを形成できるよ

うに図った。これに続く第９時が食育との融合を

意識した授業であり，令和３（2021）年 10月に，

共同調理場に勤務する第一筆者の前任校（置籍校）

である公立 A 小学校の第６学年５学級を対象に，

各１時間（合計５時間），教科担任（理科専科）が

単独で行う通常の授業形式で実施した。 

授業実践に向けて，児童の既習内容や理解度，

タブレット端末の活用事例，児童の活用力等の実

態を，栄養教諭である第一筆者が理科専科に確認
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する等，二人で相談・提案しながら協働して学習

指導案と教材を作成した。二人で協議した結果，

胃の中で胃液が食べたものを溶かす力や様子を児

童がより具体的に想像したり意識したりすること

を通して学習内容の理解を促すことを意図して，

鶏卵を食酢に漬け，卵殻の表面から気泡が発生し

ながら卵殻が少しずつ溶ける様子を観察するスケ

ルトン卵注）を食育教材として用意した。 

これに続く体育（保健）では，単元の導入時に

理科学習後の児童の感想に第一筆者がコメントを

付したものを学級担任が活用し，理科の学習内容

を想起させることで学習目標につなげた。家庭科

でも，理科学習時に児童が作成した「自己の生活

の振り返り」と「これから取り組みたいこと」を

学級担任が教材として活用し，指導者と教科が異

なる学習内容をつなげ，自己の健康を意識した食

事の献立作成へ仕向けた。さらに，家庭科の授業

では，第一筆者が給食献立の作成を例に一食分の

献立の立て方を説明した自作動画教材を提供した。

このように，食育の視点を組み入れた理科の実践

が体育（保健）と家庭科と給食の時間をつなぎ，

包括的かつ長期的に栄養教諭である第一筆者が授

業を担当する教諭や児童に関わり，児童の実生活

に学習内容が生かされるように連携を図った。 

 

3. 理科の第９時の授業について 

第９時の授業実践に際して，まず，生きていく

ための体の仕組みと関連付けた「熱中症予防」と

「感染症予防」の２つの指導案（素案）とどちら

の指導案による授業でも利用できる教材として，

スケルトン卵を第一筆者が用意した。 

「熱中症予防」には，細胞外液量及びその浸透

圧を一定に保つことが重要であり，体液の量及び

組成を保つためには水分摂取が不可欠であること

は一般的に知られている。この生理学的メカニズ

ムには浸透圧が関係している（鷹股，2004）。この

ことを児童が視覚的に理解することを目的として，

スケルトン卵を水と飽和食塩水のそれぞれに浸漬

させて変化したものを比較する教材と指導案も用

意した。しかし，新型コロナウイルス感染拡大抑

制のために授業準備の時点で緊急事態宣言の収束

が見通せなかったことから，喫緊の課題であった

「感染症予防」に照準を絞り，第９時は「生きて

いくための体の仕組みについて考え，感染症を予

防するにはどうしたらよいのかを考え表現する」

を学習目標に設定した（表２）。だ液や胃液の抗菌・

殺菌作用につなげるため，スケルトン卵の調製過

程そのものを教材として位置付けて授業を展開し

た。形成的評価の主観点を「思考・判断・表現」，

食育の視点を「心身の健康」「食品を選択する力」

として「病気から体を守る働きを食べ物が口，胃，

腸などを通る間に消化，吸収，排泄される過程か

ら見つめることを通して，自己の生活習慣を見直

すことができる」を目指す児童の姿とした。 

第８時（前時）に，児童にスケルトン卵を調製

させ，その作業を通して卵殻から気泡がでること

に気付かせ，作成から４日後となる本時の学習展

開につなげた。しかし，卵殻の溶解が想定したよ

うに進まず，意図していた場面を児童に提示でき

なかったため，理科専科が YouTube動画を利用し

て不足部分を補った。 

第９時の時間不足を予見して扱わなかった「体

の抵抗力を高める生活習慣と食事のとり方」を，

「食育たより」で扱った。ここでは，体育（保健）

の学習内容である「感染症予防」と関連させ，コ

ロナ禍に意識して取り組んで欲しい活動を内容と

した。また「食事のとり方」については，家庭科

の学習内容である一食分の献立の立て方と楽しく

食事をするための工夫に関連付けた。他にも給食

の牛乳を飲み残す児童が増えた状況から，牛乳に

表１ 各教科の単元・学習内容とのつながり 

 

【注】ゴシック体の表記は食育の視点と関連付けた単元や学習内容 

時間 指導計画 時間 指導計画 時間 指導計画

!"# 食%物'()* ! 病気'起./方 ! 献立'立3方4考*67

8"9 吸7空気<=)空気 > 感染症'予防 >"D E食分'献立4立33

G"H 血液'=KLM 3 生活習慣病の予防①② 調理P67

Q 人'SLT<U)/ 4 喫煙の害 !V 楽P)食事4YZK[\

D ]病気SLSLT4守Z働M] 5 飲酒の害 計画4立367

!V 6 薬物乱用の害

7 地域の保健活動

　　理科(10月実施） 体育（保健）（12月実施） 家庭科（1月実施）

給食の時間に行われる指導（給食指導と食に関する指導）

第c時'授業感想'記入j!V分間l
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含まれる栄養素と働きを説明に加えた。このよう

な内容で構成した「食育たより」を第 10時の冒頭

に配付し，児童に第９時の授業の感想を記述させ

た。その後，理科の授業は別単元の学習に移った。 

 

4. 考察―児童の感想から見えた自己を大切にし

ようとする姿 

第 10 時に提出された児童の感想（140名提出）

の記述内容を概観した（同一人物が複数の観点の

内容を記述した場合は，その観点毎に集計した）。

その結果，130名（93%）が学習内容に関する記述

をした。特に人の体の中にある病気から体を守る

仕組みの多さや現象に驚き，もっと体の仕組みに

ついて知りたい，授業内容が面白かったというよ

うな興味・関心に結びつく記述を 49名（38%）か

ら得た。72名（51%）の記述から，第９時の学習目

標である感染症を予防するにはどうしたらよいか

に迫っていたことが読み取れ，過半数の児童は本

時の学習目標に到達したと判断した。「授業でふだ

ん私がやっていることが健康のためになっている

と気づかされました」のように，自己の生活習慣

を振り返る記述を 56名（40%）から確認できた。

また，感染症の予防方法として，食に関する記述

が 39名（28%），運動に関する記述が24名（17%），

睡眠に関する記述が15名（11%），心の在り方に関

する記述が８名（６%）からそれぞれ寄せられた。

「最近はコロナで運動ができないけど，徒歩で登

下校したり，家の手伝いをして体の抵抗力を高め

ようと思います」，「すきなものだけでなく野菜や

栄養のあるものも食べていきたい」のように，53

名（38％）の記述から，食育の視点である自己の

生活習慣を見直し，自分に合う改善策を見出し，

実生活に生かそうと考えたことが確認できた。 

スケルトン卵の様子から酢が卵殻を溶かす力に

驚き，この力よりも胃液や胃酸の方が溶かす力が

強いことを想像したことがわかる感想が 28 名

（20％）から寄せられた。ある児童の「あらため

て自分の体ってすごいと思いました。体の中で働

表２ 第９時の学習展開 

 

過程

〇　グループでロイロノートに発表用としてまとめさせ，発表させる

・問C「①体にとって良かったこと，②体にとって悪かったこと」

・問D「①心にとって良かったこと（嬉しかったこと），②心にとって悪かったこと（嫌だったこと）」

○  生きていくための体の仕組みを保健教科書で説明

・健康バランスの崩れ→胃粘液の分泌量が減少→胃粘膜の損傷→胃炎や潰瘍（自己消化）になるおそれ

○  問B「どんな生活習慣が心と体を元気にするのか？」を問い，インターネット等で調べさせる　

○  問Bと関連付けて，問C①②と問D①②と問Eについて個人でロイロノートに考え記入させる

あなたがこれまでやってきたことで

・胃粘液－胃酸等から胃粘膜を保護

心と身体が元気になる生活習慣について調べる

感染症を予防するにはどうしたらよいのかを考え，発表する

病原体を体の中に入れない仕組みと病原体と戦う仕組みを比較する

ま

と

め

１

７

分

○教師の動き　・指導の内容

・既習内容（教科書）とめあてを電子黒板に提示する

生きていくための体の仕組みについて考え，感染症を予防するにはどうしたらよいのかを考える

・問A「日常では卵を食べる時に殻は食べないが，卵を殻ごと（胃液に例えた）酢に漬けるとどうなったか」

〇　スケルトン卵を配付し，酢の中に卵を入れたら殻表面から気泡が出ていたことを想起させる

生きていくための体の仕組みについて考える

・問E これからの生活で「できること・やってみたいこと」

導

入

３

分

展

開

２

５

分

・病原体を体の中に入れない仕組み－涙，鼻毛，皮膚，喉（ねん液），口（だ液）

・「卵アレルギーや肌が弱い人は触らない」

○  グループで観察し，予想させる（優しく触らせる）

・鶏卵は酢（pH 2.7）につけると４～５日間で殻が完全に溶ける

・胃の中の胃液（pH １～２）は，４～５時間で食べ物を消化する力をもつ

○ 「胃液で胃は溶けないのか？」児童のつぶやきを引きだし，胃の中の様子を動画教材で見せる

・体に入った病原体と戦う仕組み－胃液，腸液，血液

・病原体が関係しない（アレルギー等の体質や遺伝による)病気もある

・胃液－pH １～２，酢－pH 2.7。どちらも水溶性の性質は酸性

○  卵を殻ごと酢に漬けるとどうなったかを問う

○　人のからだとつくりの学習を想起させる

・唾液－働き，・胃－位置，働き，消化液

〇胃液と酢の比較

− 23 −



いてくれているやつのためにも好き嫌いせずに食

べようと思った」という記述からは，目に見えな

い体の働きを想像し生命を支える仕組みがあるこ

とに気付き，自分の体を大切にしようとする姿を

捉えることができた。ただし，胃液が酸性である

ことは殺菌と消化に関係する（例えば山菅，1954a，

1954b）が，単純な作用ではない。この結果は，学

習内容を誤解させない工夫の必要性も示している。 

卵殻の溶解が想定通りに進まなかった点を，教

職経験の豊富な理科専科が機転を利かせてその場

で補った。その結果，多くの児童の知識理解を促

し，本時の学習目標に到達できた。授業後に「学

習内容に食育を組み入れることで発展学習になれ

た」と理科専科から寄せられたことから，栄養教

諭等が関連する教科等を横断的な視点で見据えた

上で，指導案や教材を提案することが，学習内容

の質の向上の一助となることを確信した。さらに

既存の教科等の授業時間内で児童の実態や理解度

に応じて，教諭が食育を実践する際の支援の充実

を図ることで，コロナ禍への対応はもとより共同

調理場勤務のために栄養教諭等が直接授業に参画

できない場合でも児童生徒に対する食に関する指

導の量と質を向上させることができた。 

5. 栄養教諭が前面に立たない食育の課題

第一筆者と理科専科による授業準備の過程から，

概して栄養教諭等は職務の文化や特質から，無意

識に食育の視点を注視して指導する傾向にあるこ

とを認識した。学校教育活動全体で育成すべき資

質・能力は食育の視点を包含するが，各教科等で

はその特質に応じた見方・考え方を働かせること

を通して育成を目指すため，食育の視点と重なる

内容だけに限定されない。こうした認識や習得す

べき資質・能力の捉え方の差異が，児童生徒が身

に付けるべき教科の学び（教諭側が意図する学び）

と栄養教諭側が思い描く学び（食育）の間に相違

を生み，教科で指導すべき内容が欠落し，教科の

目標の達成と形成的評価が困難になりやすく，教

科横断的（効果的）な食育へと展開しづらいこと

が課題である。一方，教諭側が栄養教諭等の専門

性と特質等を理解し，活用・補完する対応力を高

め，食育の視点を学習内容に組み入れ，児童の実

生活につなぐ意識と働きかけがより強まれば，さ

らなる相乗効果が期待できる。 

注釈 

準備に当たっては，h t t p s : / / w w w. x n - -

o9ja9dn55ayerin411bcd3afbgz3gd4y.jp/1540
(2022年５月５日最終確認)を参考にした。 
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授業実践に際してご理解，ご協力，ご配慮を賜

りましたA小学校の関係各位にこの場を借りて感

謝申し上げます。 

本研究の一部は，豊田花恵（2022）「学校におけ

る食に関する指導の実態と食育推進に関する一考

察」『んじたち』第６号，133-140で報告した。本

研究は，これを基に著者全員でさらに議論を深め，

その結果をとりまとめたものである。 
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