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日本理科教育学会第71回全国大会プログラム

１．期間

・リアルタイム（オンライン）［一般研究発表，課題研究発表，講演会，シンポジウムⅡ］

2021年 9月 19日（日），20日（月）

・オンデマンド（オンライン）［開会式・シンポジウムⅠ］

2021年 9月 19日（日）－ 26日（日）

２．日程

３. 内容

(1)開会式・表彰式 9月19日（日）－26日（日） ※録画したものを配信

・開会挨拶

・開催校挨拶

・来賓挨拶

・学会長挨拶

・次期全国大会開催校挨拶

・表彰式（Web掲載）
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(2)講 演 9月19日（日）15：20－16:50 ※リアルタイム配信

講師：群馬大学研究・産学連携推進機構次世代モビリティ社会実装研究センター

センター長 太田 直哉 氏

演題：「自動運転技術がもたらす社会と今後の理科教育への期待」

(3)シンポジウム

＜シンポジウムⅠ＞ 9月19日（日）－26日（日） ※録画したものを配信

テーマ 70周年記念誌企画から考えるこれからの理科教育学研究

司 会 久保田 善彦（玉川大学）

登壇者 和田 一郎（横浜国立大学）「記念誌の趣旨等」

藤井 浩樹（岡山大学）「理科教育学研究の方法論と実践」

佐藤 寛之（早稲田大学）「理科教授・学習論と実践」

出口 明子（宇都宮大学）「理科評価論と実践」

山下 修一（千葉大学）「理科教師教育論と実践」

指定討論者 稲垣 成哲（神戸大学）

＜シンポジウムⅡ＞ 9月20日（月）10：10－12：10 ※リアルタイム配信

テーマ これからの時代が求める新たな理科授業 −学習指導要領の実施を踏まえて −

司 会 益田 裕充（群馬大学）

登壇者 藤枝 秀樹（文部科学省視学官）

「これからの時代が求める新たな中学校と高等学校の理科授業を考える

－「探究」の場面を授業デザインする－」

鳴川 哲也（文部科学省教科調査官）

「これからの時代が求める新たな理科授業

－学習指導要領の実施を踏まえて－」

田中 保樹（北里大学）

「これからの社会で資する資質・能力の育成に向けて

－中学校理科の科学的な探究と「指導と評価の一体化」を通して－」

藤本 義博（岡山理科大学）

「高等学校における理科教育の現状と展望

全国学力・学習状況調査から明らかとなった課題を踏まえて」

指定討論者 片平 克弘（筑波大学）
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(3)課題研究発表 9月19日（日）13：05－15：10 ※リアルタイム配信

課題研究１：「新学習指導要領の評価に向けて相互評価はどのような活用ができるだろうか－学校

全体の取組から理科での取組まで－」

課題研究２：「理科教育における社会教育施設の活用に関する実践的研究２ コロナ禍における博学

連携の推進と実践事例の収集」

課題研究３：「『深い学び』へ誘うNOSの理解の役割 教科横断的な授業に着目して」

課題研究４：「中学校理科の全国学力・学習状況調査のこれまでとこれから」

課題研究５：「開発途上国と理科教育 XII」

課題研究６：「マイクロスケール実験の普及に向けての様々な取組み 新しい教材開発から実践活

動まで」

課題研究７：「理科で自然災害をどう取り扱うかⅥ」

課題研究８：「より確かな知見を導く研究方法論の検討」

(4)一般研究発表 9月19日（日）9：30－11：55，13：05－15：10 ※リアルタイム配信

9月20日（月）9：00－10：00，13：15－15：05 ※リアルタイム配信

【１ 教員養成】 17件

【２ 理科教育論・理科教育史】 15件

【３ 諸外国の科学・理科教育】 7件

【４ 教育課程・カリキュラム】 12件

【５ 学習心理・教育評価】 26件

【６ 授業研究・学習指導】 82件

【７ 幼児教育「環境」領域・生活科教育】 8件

【８ 物理教材・教育法】 19件

【９ 化学教材・教育法】 27件

【10 生物教材・教育法】 22件

【11 地学教材・教育法】 17件

【12 環境教育・STS教育・STEM教育・総合的学習】 39件

【13 教育工学・情報教育】 2件

(5) 若手育成タスクフォース・次世代企画委員会主催 「テーマ別オンライン研究交流会」

9月20日（月）12：15～13：15 ※リアルタイム配信

(6)「理科の教育」編集委員会ワークショップ 『理科授業における一人一台端末の活用』

9月20日（月）①13：15～14：45 ②15：00～16：30 ※リアルタイム配信
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４．タイムテーブル・発表会場
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課題研究発表

＜プログラム＞

第 1日目 9月 19日（日）

１３：０５－１５：１０



課題研究１ A 会場

「新学習指導要領の評価に向けて相互評価はどのような活用ができるだろうか－学校全体の取組から理

科での取組まで－」

課題研究1-A1 新学習指導要領の評価に向けて相互評価はどのような活用ができるだろうか －学校

全体の取組から理科での取組まで－ 趣旨説明

○後藤顕一（東洋大学）

課題研究1-A2 中学校理科における考察の意識に関する一考察 相互評価活動を用いた学習活動を通

して

○山内慎也（静岡大学大学院教育学研究科），飯田寛志（静岡県立天竜高等学校），熊

田憲朗（那須塩原市立西那須野中学校）

課題研究1-A3 地域の高校における相互評価を活用した学習評価と授業改善の一例

○吉田朋子（大分県立安心院高等学校）

課題研究1-A4 新学習指導要領の評価に向けて －「主体的に取り組む態度」の評価と相互評価の取

組み－

○北川輝洋（千葉県立千葉東高等学校）

課題研究1-A5 SSH「探究科学」における２年間の生徒の変容

○生田依子（奈良県立青翔中学校・高等学校），真井克子（奈良県教育委員会事務局）

課題研究1-A6 遠隔授業における化学実験レポートのピアレビューの実践

○伊藤克治（福岡教育大学）

課題研究２ B 会場

「理科教育における社会教育施設の活用に関する実践的研究２ コロナ禍における博学連携の推進と実

践事例の収集」

課題研究2-B1 理科教育における社会教育施設の活用に関する実践的研究２ コロナ禍における博学

連携の推進と実践事例の収集 趣旨説明

○向平和（愛媛大学教育学部）

課題研究2-B2 SDGs を普及促進させるための博学連携による教育展開 SDGs 未来創造クラブにお

ける教材開発の取組から

○大鹿聖公（愛知教育大学）

課題研究2-B3 動物園を活用した「学校現場で使用できる生物教材」の開発 －４年「人の体のつく

りと運動」における YouTubeと Sketchfabの活用－

○古市博之，（犬山市立楽田小学校），大鹿聖公（愛知教育大学）

課題研究2-B4 名古屋港水族館でワークシートを活用した SDGsの授業実践

○大谷恵里（愛知教育大学大学院），大鹿聖公（愛知教育大学）

課題研究2-B5 科学系博物館のWebコンテンツを活用した理科学習

○川島紀子（文京区立第六中学校）
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課題研究2-B6 愛媛県における博学連携の推進に向けた組織的取り組み２ コロナ禍での令和２年度

の教育コンソーシアムの活動の報告

○向平和（愛媛大学教育学部）

課題研究2-B7 愛媛県立とべ動物園における博学連携事業の事例報告

○北本圭一（愛媛県立とべ動物園），宮内敬介（愛媛県立とべ動物園），池田敬明（愛

媛県立とべ動物園），田村千明（愛媛県立とべ動物園）

課題研究３ C 会場

「『深い学び』へ誘うNOSの理解の役割 教科横断的な授業に着目して」

課題研究3-C1 『深い学び』へ誘う NOSの理解の役割 教科横断的な授業に着目して

〇井川拓洋（三原市立第四中学校），小林優子（筑波大学大学院， 日本学術復興会特

別研究員DC），西村栄哉（筑波大学附属坂戸高等学校），松原憲治（国立教育政策研究

所）

課題研究3-C2 NOS を導入した教科等横断的な学習の展開 －高等学校「物理」における実践報告

－

○西村栄哉（筑波大学附属坂戸高等学校）

課題研究3-C3 “Socio-scientific Issues” を導入した授業実践研究（３） －「プラスチック」を題

材にした中学校理科授業の質的分析を中心として－

○黒木知佳（宮崎県教育研修センター），野添生（宮崎大学教育学部）

課題研究3-C4 SSI への意思決定を基盤とした教科横断的な授業実践 － NOS の導入とその分析を

中心として－

○岩田晋太朗（東海学園高等学校）

課題研究3-C5 STEAM 教育カリキュラムにおける NOS の導入とその評価 大分県立大分舞鶴高等

学校での実践事例

○小林優子（筑波大学大学院，日本学術振興会特別研究員DC），池恩燮（大分県立大

分舞鶴高等学校）

課題研究3-C6 概念「Logic」からデザインする教科横断的な授業

○川上佑美（東京学芸大学附属国際中等教育学校）

課題研究４ D 会場

「中学校理科の全国学力・学習状況調査のこれまでとこれから」

課題研究4-D1 中学校理科の全国学力・学習状況調査のこれまでとこれから ＜趣旨説明＞

○小倉恭彦（国立教育政策研究所），田中保樹（北里大学），藤本義博（岡山理科大学），

鈴木康浩（静岡県教育委員会），後藤文博（前橋市立第六中学校），神孝幸（国立教育

政策研究所）

課題研究4-D2 中学校理科の全国学力・学習状況調査の枠組みと科学的な探究 －科学的な探究を通

した資質・能力の育成に向けて－

○田中保樹（北里大学）

プ
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課題研究4-D3 科学的な探究をベースとした授業設計に関する教師教育の一考察 ～全国学力・学習

状況調査結果を踏まえた理科の学習指導の改善・充実に関する指導事例をもとに～

○藤本義博（岡山理科大学）

課題研究4-D4 全国学力・学習状況調査の結果から明らかとなった科学的な探究に関する指導の重点

についての教員の意識

○鈴木康浩（静岡県教育委員会），藤本義博（岡山理科大学）

課題研究4-D5 全国学力・学習状況調査の結果を基にした科学的に探究する力の育成を目指した授業

改善・教員研修

○後藤文博（前橋市立第六中学校），小倉恭彦（国立教育政策研究所）

課題研究4-D6 中学校理科の全国学力・学習状況調査の10年 科学的に探究する力を踏まえた中学校

理科と高等学校「理数」との関連

○神孝幸（国立教育政策研究所），藤本義博（岡山理科大学），野内頼一（国立教育政

策研究所）

課題研究4-D7 国際調査の枠組みを踏まえた全国学力・学習状況調査の CBT化の展望

○小倉恭彦（国立教育政策研究所），藤本義博（岡山理科大学）

課題研究５ E 会場

「開発途上国と理科教育 XII」

課題研究5-E1 開発途上国と理科教育 XII 趣旨説明

○清水欽也（広島大学大学院人間社会科学研究科）

課題研究5-E2 モンゴル国小学校理科の動画教材の問題解決場面の分析 「てこ」の単元を用いて

○日上奈央子（広島大学大学院国際協力研究科），清水欽也（広島大学大学院国際協

力研究科）

課題研究5-E3 Student-Teachers' Perceived Understanding of Inquiry-Based Learning in Science Teaching

○ Ly Soknay（Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima

University），Prof. SHIMIZU Kinya（Graduate School for International Development and

Cooperation, Hiroshima University）

課題研究5-E4 A Review on Policy to Promote Students' Interest in STEM Learning among OECD

Countries: Implications for Cambodia's Upper-Secondary Education

○ CHOUR Channareth（Graduate School of Humanities and Social Science, Hiroshima

University）, SHIMIZU Kinya（Graduate School of Humanities and Social Science,

Hiroshima University）

課題研究5-E5 Factor Affecting Female Students' choice of Science, Technology, Engineering, and

Mathematics (STEM) Career Choice : A Literature Review

○ SAR Monyrath（Graduate School for International Development and Cooperation,

Hiroshima University）

プ
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課題研究5-E6 Examining the Trends and Patterns of Zambian Primary School Teachers' Conceptual

Understanding of Science Process Skills

○MUSHANI Mercy（Graduate School for International Development and Cooperation,

Hiroshima University）, SHIMIZU Kinya（Graduate School for International Development

and Cooperation, Hiroshima University）

課題研究5-E7 中等教育の理科クラスでのグラフ作成能力の調査 ザンビア共和国の中等学校を中心

として

○原悠（広島大学大学院国際協力研究科），清水欽也（広島大学大学院国際協力研究

科）

課題研究６ F 会場

「マイクロスケール実験の普及に向けての様々な取組み 新しい教材開発から実践活動まで」

課題研究6-F1 （趣旨説明）マイクロスケール実験の普及に向けての様々な取組み 新しい教材開発

から実践活動まで

○芝原寛泰（京都教育大学名誉教授（京都マイクロスケール実験研究会代表））

課題研究6-F2 マイクロスケール実験を積極活用する小中高等学校一括教員研修

○淺原雅浩（福井大学）

課題研究6-F3 女子校におけるマイクロスケール実験の実践

○小川健三（親和中学校・親和女子高等学校）

課題研究6-F4 身近な材料とミニ試験管を活用したマイクロスケール実験による気体発生実験

○佐藤美子（四天王寺大学教育学部），芝原寛泰（京都教育大学名誉教授）

課題研究6-F5 マイクロスケール実験とプログラミング教育への応用（Ⅲ） － micro:bit による温

度と電気伝導性の連続測定－

○芝原寛泰（（元）京都教育大学），佐藤美子（四天王寺大学教育学部）

課題研究７ G 会場

「理科で自然災害をどう取り扱うかⅥ」

課題研究7-G1 理科で自然災害をどう取り扱うかⅥ 近年の防災・減災教育を巡る動向を中心として

○藤岡達也（滋賀大学）

課題研究7-G2 小学生を対象とした台風の雲分布模型の製作実習

○榊原保志（信州大学）

課題研究7-G3 都市型水害を理解させるためのモデル教材の開発 小学校理科での地表の透水状況を

可視化する基礎的実験

○川真田早苗（北陸学院大学）

課題研究7-G4 小学校理科における河川環境を主題としたプログラム開発 －滋賀県野洲川流域を例

にした実践から－

○堀道雄（守山市立河西小学校），藤岡達也（滋賀大学教職大学院）

プ
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課題研究7-G5 現代的な諸課題に対応した教科等横断的な防災教育の実践 － SDGs のねらいに沿っ

たカリキュラム・マネジメントの構築を踏まえて－

○佐藤真太郎（川越市立大東東小学校，兵庫教育大学連合大学院），藤岡達也（滋賀

大学）

課題研究7-G6 流域思想とアフプアア 防災意識と自然認識の鍵概念

○大辻永（東洋大学理工学部）

課題研究８ H 会場

「より確かな知見を導く研究方法論の検討」

課題研究8-H1 （趣旨説明）いま，なぜ研究方法論なのか？ 研究の再現性と問題のある研究実践の

課題

○中村大輝（広島大学大学院）

課題研究8-H2 測定の妥当性を検証するアプローチの明確化

○中村大輝（広島大学大学院）

課題研究8-H3 サンプリングと一般化可能性

○松浦拓也（広島大学大学院人間社会科学研究科）

課題研究8-H4 帰無仮説検定による知見の一般化にともなう問題 －「p ＜ .05 で統計的に有意」は

信頼できるか－

○原田勇希（秋田大学教育文化学部）

課題研究8-H5 学校現場における実践研究のための方法論

○久坂哲也（岩手大学）

課題研究8-H6 オープンサイエンスの視点から見た理科教育研究のあり方

○雲財寛（日本体育大学大学院教育学研究科）
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一般研究発表（口頭発表）

＜プログラム＞

第 1日目 9月 19日（日）



A会場 第１セッション 9：30 － 10：15

環境教育・STS 教育・STEM 教育・総合的学習

1A01 STEM 系理科教員養成のための学習プログラムの開発 －探究活動の立案・実施に関する教員

養成のための演習プログラム－

○網本貴一（広島大学大学院人間社会科学研究科），高場勇気（広島大学大学院人間社会科学

研究科）

1A02 小学校理科「メダカの誕生」における STEM教材の開発 協同を促す授業実践を通して

○片岡千春（愛知教育大学教職大学院），大鹿聖公（愛知教育大学）

1A03 校内生態系を統合的に活用する教育手法の開発 フィールドワークで学ぶ持続可能な生態系利

用

○墨野倉伸彦（立教新座中学校・高等学校）

A 会場 第２セッション 10：20 － 11：05

環境教育・STS 教育・STEM 教育・総合的学習

1A04 小学校低学年のがん教育教材としての絵本の制作

○橋本健夫（長崎国際大学），谷口一也（関西国際大学）

1A05 ペットの再生医療についてのコンセンサス会議を中心としたオンライン理科教材の開発

○福井智紀（麻布大学生命・環境科学部），飯嶋遥蘭（元・麻布大学獣医学部）

A 会場 第３セッション 11：10 － 11：55

環境教育・STS 教育・STEM 教育・総合的学習

1A07 環境保全教育コンテンツ「里山管理ゲーム」 小学生は情報エリアの情報を役立てていたか

○小林和奏（神戸大学），青木良太（神戸大学），矢後恒河（東京理科大学），稲垣成哲（神戸

大学），溝口博（東京理科大学），楠房子（多摩美術大学），武田義明（神戸大学）

1A08 「里山管理ゲーム」における樹木ステータス表示の有効性 視線計測による評価

○青木良太（神戸大学），小林和奏（神戸大学），矢後恒河（東京理科大学），稲垣成哲（神戸

大学），溝口博（東京理科大学），楠房子（多摩美術大学），武田義明（神戸大学）

1A09 イノベイティブなマインドセットを意識した理科授業

○五関俊太郎（墨田区立両国小学校），後藤勝洋（渋谷区立西原小学校），松浦執（東京学芸大

学教育学部）

B 会場 第１セッション 9：30 － 10：15

環境教育・STS 教育・STEM 教育・総合的学習

1B01 科学的な調査を社会問題解決に関連づける学習活動の研究 － SDGs 目標達成を視野に入れた

社会問題解決型学習の構想－

○石川美穂（日出学園小学校）

1B02 エコロジー教育と環境問題 教科横断的な学習をとおして考える

○前田善仁（東海大学）
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1B03 エネルギーとエネルギー問題そして自然観をつなぐ環境教育の試み

○石川典（京都教育大学大学院），村上忠幸（京都教育大学）

B 会場 第２セッション 10：20 － 11：05

環境教育・STS 教育・STEM 教育・総合的学習

1B04 海洋学習の教材開発に関する実践的研究 －再生可能エネルギーの活用の視点を育むための授

業実践－

○後明均（竹富町立船浮小中学校），清水洋一（琉球大学名誉教授），濱田栄作（琉球大学）

1B05 コロナ禍における内陸地域の海洋教育授業支援 海水を活用する個別実験キットの開発

○里浩彰（お茶の水女子大学サイエンス＆エデュケーションセンター），千葉和義（お茶の水

女子大学サイエンス＆エデュケーションセンター）

1B06 沖縄県那覇市の中学校での実践を想定した風水害とくに土砂災害に対する防災リテラシー育成

授業の創成

○冝保夢海（東京学芸大学），栗原一平（東京学芸大学），小林菜々子（東京学芸大学），田村

香穂（東京学芸大学），南雲万紀（東京学芸大学），平田昭雄（東京学芸大学）

B 会場 第３セッション 11：10 － 11：55

環境教育・STS 教育・STEM 教育・総合的学習

1B07 東京都西東京市の中学校での実践を想定した震災後の二次災害とくに火災に対する防災リテラ

シー育成授業の創成

○小林菜々子（東京学芸大学），田村香穂（東京学芸大学），南雲万紀（東京学芸大学），冝保

夢海（東京学芸大学），栗原一平（東京学芸大学），平田昭雄（東京学芸大学）

1B08 防災教育を行う上で必要な配慮の検討

○小久保慶一（釧路工業高等専門学校）

1B09 2017（平成29）年改訂版中学校学習指導要領下の検定理科教科書における防災教育関連記述の

確認

○平田昭雄（東京学芸大学），冝保夢海（東京学芸大学），栗原一平（東京学芸大学），小林菜々

子（東京学芸大学），田村香穂（東京学芸大学），南雲万紀（東京学芸大学）

C 会場 第１セッション 9：30 － 10：15

環境教育・STS 教育・STEM 教育・総合的学習

1C01 小・中学生の虫嫌いに関する実態調査

○土井徹（安田女子大学），河村夏海（富山県警察），朝山莉緒（北陸ソフトウエア株式会社）

1C02 熱と流れの理解を促す消防を文脈としたカリキュラムの研究 －米国の UL 消防隊員安全研究

所の動画教材を中心として－

○野村祐子（消防研究センター），大豆生田顕（消防大学校），寺田光宏（岐阜聖徳学園大学）

1C03 島根県立三瓶自然館における天然の放射能を活用した放射線学習の実践

○矢田猛士（島根県立三瓶自然館），松本一郎（島根大学大学院教育学研究科）
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C 会場 第２セッション 10：20 － 11：05

環境教育・STS 教育・STEM 教育・総合的学習

1C04 アメリカ初等化学教育のエンジニアリングデザインプロセス －日本の初等理科ものづくり活

動との比較－

○新鶴田道也（愛知教育大学大学院），荒谷航平（静岡大学教育学部附属島田中学校），郡司賀

透（静岡大学学術院教育学領域）

1C05 理数教科における探究の過程を学ぶ授業プログラムの開発 アスピリン腸溶錠を教材として

○日置英彰（群馬大学）

1C06 SSHのミニ探究活動におけるエンゲージメント

○十文字秀行（清真学園高等学校・中学校），宮本直樹（茨城大学大学院教育学研究科）

C 会場 第３セッション 11：10 － 11：55

環境教育・STS 教育・STEM 教育・総合的学習

1C07 対話を基軸とした動物園教育における子どもの生命概念構築 持続可能性に向けた保全教育の

観点から

○松本朱実（近畿大学，動物教材研究所pocket）

1C08 科学館における SDGs と環境教育をテーマにした展示とその効果 －かるたでよみとく わた

しと世界のつながり－

○新井真由美（日本科学未来館），長谷川潤（日本科学未来館）

1C09 非対面形式科学教育プログラムの効果と生徒の活動性

宮國泰史（琉球大学），〇福本晃造（琉球大学），杉尾幸司（琉球大学），前野昌弘（琉球大学），

山城康一（琉球大学），濱田栄作（琉球大学），古川雅英（琉球大学）

D 会場 第１セッション 9：30 － 10：15

授業研究・学習指導

1D01 Mitakaを用いた天体授業の教育的効果

○橋本美彦（中部大学），鵜飼真由子（一宮市立向山小学校），小関隼弘（美濃加茂市立蜂屋小

学校）

1D02 モデル実験と作図を組み合わせる探究的な学習指導の効果 －中学校第３学年「地球の公転に

よる星座の見え方」を事例として－

○大塚結希（高崎市立矢中小学校），栗原淳一（群馬大学大学院教育学研究科）

1D03 モデル実験と作図を組み合わせた探究的な指導方法が四季の変化を科学的に説明する能力の育

成に与える効果 －中学校第３学年「地球と宇宙」を事例として－

○長山浩也（新高尾小学校），栗原淳一（群馬大学大学院教育学研究科）
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D 会場 第２セッション 10：20 － 11：05

授業研究・学習指導

1D04 生徒のシステム思考の育成をめざした中学校理科の授業づくり －第２学年「気象とその変化」

の内容において－

○坪田智行（岡山大学教育学部附属中学校），岩田和徳（岡山大学教育学部附属中学校），水沼

夏希（元岡山大学教育学部），藤井浩樹（岡山大学大学院教育学研究科），小倉恭彦（国立教育

政策研究所）

1D05 島の上空にできる雲のでき方を探究する授業提案 全国学力・学習状況調査のアイデア例を利

用した授業実践

○横田康長（高知大学大学院総合人間自然科学研究科），赤松直（高知大学教育学部），蒲生啓

司（高知大学教育学部）

1D06 第４学年「雨水の行方と地面の様子」の教材開発と授業デザイン 自然災害との関連を指向し

た授業開発を目指して

○渡邊雅浩（宇都宮大学共同教育学部附属小学校），出口明子（宇都宮大学）

D 会場 第３セッション 11：10 － 11：55

環境教育・STS 教育・STEM 教育・総合的学習

1D07 理数の教科等横断的な学習における関数的な見方・考え方が理数学習の有用性に及ぼす影響

－初等教育教員養成課程学生を対象とした質問紙調査に基づいて－

○河本康介（上越教育大学大学院），山田健人（上越教育大学大学院），小林辰至（元上越教育

大学），山田貴之（上越教育大学）

1D08 発表取り消し

1D09 理科学習における統合型 STEMの教材開発

○菊地孝枝（玉川大学大学院），久保田善彦（玉川大学大学院），棚橋俊介（焼津市立豊田小学

校）

E 会場 第１セッション 9：30 － 10：15

学習心理・教育評価

1E01 主体的で対話的で深い学びを目指した授業の工夫 －ギムネマ茶やミラクルフルーツを用いた

実験から刺激の受容を学ぶ－

○片山豪（高崎健康福祉大学），齊藤明宏（高崎健康福祉大学高崎高等学校），小暮匠（高崎健

康福祉大学高崎高等学校）

1E02 ルーブリックによる生徒の自己評価と教員評価 －主体的・対話的で深い学びに関する観点の

評価法の提案－

○小暮匠（高崎健康福祉大学高崎高等学校），片山豪（高崎健康福祉大学）

1E03 理科学力調査と学習状況調査の関連の分析 自己組織化マップによる分析システムの開発から

○松原道男（金沢大学学校教育系）
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E 会場 第２セッション 10：20 － 11：05

学習心理・教育評価

1E04 理科教育における自己決定の基礎的考察 －アクティブ・ラーニングの視点３－

○松本浩幸（北海道浦臼町立浦臼中学校）

1E05 東井義雄の「自己評価」による授業改善に関する研究 理科の実践記録における教師のコメン

トを中心に

○岩本祐弥（埼玉大学大学院教育学研究科），中島雅子（埼玉大学教育学部）

1E06 庄司和晃の「キッカケ言葉」に関する研究 理科の実践記録を中心に

○岩瀨瑞季（埼玉大学大学院教育学研究科），中島雅子（埼玉大学教育学部）

E 会場 第３セッション 11：10 － 11：55

学習心理・教育評価

1E07 観察・実験場面におけるメタ認知的知識 ―児童の自己認識に基づく学習方略の横断的検討―

○三井寿哉（東京学芸大学附属小金井小学校，広島大学大学院人間社会科学研究科），松浦拓

也（広島大学大学院人間社会科学研究科）

1E08 中学理科におけるメタ認知の視点を取り入れた「主体的に学習に取り組む態度」の評価 －メ

タ認知的知識の活用履歴をセルフチェックに記録して振り返る－

○三浦雅美（札幌市立青葉中学校）

1E09 活動の省察を促す振り返りシートによる探究活動の評価

○向井大喜（大阪教育大学），村上忠幸（京都教育大学）

F 会場 第１セッション 9：30 － 10：15

授業研究・学習指導

1F01 資質・能力の育成に寄与するパフォーマンス課題を設定する視点に関する研究

○鈴木一成（東洋大学文学部教育学科），竹田大樹（慶應義塾湘南藤沢中・高等部）

1F02 複数事象の比較を通した仮説設定の段階的指導の効果 中学校理科「電流とその利用」の単元

を例に

○佐久間直也（筑波大学附属中学校），中村大輝（広島大学大学院）

1F03 生徒主体による科学的知識の統合･創発に向けた立体型イメージマップの効果

○中込泰規（東京学芸大学附属竹早中学校），加藤圭司（横浜国立大学教育学部）

F 会場 第２セッション 10：20 － 11：05

授業研究・学習指導

1F04 思考･判断･表現に関する中学生の意識の変容 HLWをテーマとした Argumentを通して

○萱野貴広（静岡大学），大矢恭久（静岡大学），安藤雅之（常葉大学），中澤祐介（静岡大学

附属浜松中学校），牧野照平（袋井市立袋井中学校），土屋善之（島田市立島田第一中学校），

田中誉也（磐田市立豊田中学校），金澤翔平（静岡市立由比中学校），岸宗之（伊東市立宇佐美

中学校）
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1F05 問題を見いだす際に学習者が着目する「見方」とその背景にある諸要因

○萩原健斗（吉岡町立駒寄小学校），栗原淳一（群馬大学大学院教育学研究科）

1F06 仮説を再設定させる指導が仮説の妥当性を検討する力の育成に与える効果 －拡張的学習モデ

ルによる学習過程の分析を通して－

○鈴木武蔵（桐生市立新里中学校），栗原淳一（群馬大学大学院教育学研究科）

F 会場 第３セッション11：10 － 11：55

授業研究・学習指導

1F07 中学生の「検証計画の妥当性を検討する力」に影響を及ぼす諸要因とその一考察

○横堀由樹（前橋市立大胡小学校），栗原淳一（群馬大学大学院教育学研究科）

1F08 実験計画立案の場面で既習事項や経験を想起させ共有させることの効果 －中学校１年「蒸留

の実験」を事例にして－

○浅見詩織（榛東村立南小学校），栗原淳一（群馬大学大学院教育学研究科）

1F09 「原因と結果」の見方・考え方を促す指導が実験計画立案時の批判的思考やメタ認知的活動に

与える効果 －小学校第５学年「振り子の運動」を事例として－

○木原義季（上越教育大学大学院），栗原淳一（群馬大学），山田貴之（上越教育大学）

G 会場 第１セッション 9：30 － 10：15

授業研究・学習指導

1G01 「資質・能力」を伸ばす指導の工夫とパフォーマンス課題 内分泌系専門医のシュミレーショ

ン学習を通じて

○和泉裕志（広島県立広島高等学校）

1G02 中学校理科生命領域における学習内容の扱いに関する研究 中学生と大学生を対象とした生物

に関する認識調査を中心に

○河野慶太郎（福岡教育大学大学院教育学研究科），森藤義孝（福岡教育大学），甲斐初美（福

岡教育大学）

1G03 領域横断的な学習で知識・技能を育成する試み 植物の分類の学習で得た知識・技能を物質と

物体の区別に活用させて

○山本卓也（倉敷市立新田中学校），宮原稚世（倉敷市立味野中学校），古賀圭輔（浅口市立鴨

方中学校），洲脇晶子（岡山市立藤田中学校），荒尾真一（岡山大学）

G 会場 第２セッション 10：20 － 11：05

授業研究・学習指導

1G04 “Socio-scientific Issues”を導入した教授方略に関する実証的検討（3）

○藤浪圭悟（広島大学附属福山中・高等学校），樋口洋仁（広島大学附属中・高等学校），野添

生（宮崎大学教育部），磯﨑哲夫（広島大学院人間社会科学研究科）
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1G05 中学校理科における NOSIの理解促進を図る指導法の実践的検討 中学校理科物理分野「速さ」

におけるグループ実験を事例として

○中村泰輔（茗溪学園中学校高等学校）

1G06 「反証」を取り入れた科学的探究の授業

○佐々木聡也（岩手大学教育部附属中学校），平澤傑（岩手大学教育部附属中学校），小原翔太

（岩手大学教育部附属中学校），菊地洋一（岩手大学教育学部），久坂哲也（岩手大学教育学部）

G 会場 第３セッション 11：10 － 11：55

授業研究・学習指導

1G07 情報活用能力と科学的な思考・表現の能力を育成する理科授業デザイン

○石川あさひ（山梨大学大学院教育学研究科），佐藤寛之（早稲田大学），山崎壮（山梨大学教

育学部附属小学校），武居菜生（甲府市立相川小学校），東理香（山梨大学教育学部附属小学校）

1G08 探究心を高める PBLによる授業デザイン

○深谷新（神奈川県海老名市立海老名中学校）

1G09 理科授業力向上のための具体的な教員研修活動を考える その４

○林四郎（お茶の水女子大学サイエンス＆エデュケーションセンター）

H 会場 第１セッション 9：30 － 10：15

授業研究・学習指導

1H01 高等専門学校入学生における理科基礎力（化学分野）に関する調査 新学習指導要領施行時に

おける新入生への基礎概念アンケートの実施

○小林和也（東京農工大学，東京都立産業技術高等専門学校），池田宏（東京都立産業技術高

等専門学校）

1H02 高等専門学校入学生における理科基礎力（化学分野）に関する調査 新学習指導要領施行時に

おける基礎概念アンケートの分析結果

○池田宏（東京都立産業技術高等専門学校），小林和也（東京農工大学，東京都立産業技術高

等専門学校）

1H03 自由試行に基づく学習活動と科学概念構築の関係についての研究 －小学校第３学年「物の重

さをくらべよう」を事例にして－

○藤本浩平（山梨大学大学院教育学研究科），佐藤寛之（早稲田大学），橋本耀太（山梨市立日

下部小学校），中西大生（都留市立谷村第一小学校）

H 会場 第２セッション 10：20 － 11：05

授業研究・学習指導

1H04 粒子概念獲得のための対話を重視した理科授業 小学4年生の実践から

○増田伸江（岩手大学教員養成支援センター），田中千尋（お茶の水女子大学附属小学校），草

野健（お茶の水女子大学附属小学校），久坂哲也（岩手大学教育学部），菊地洋一（岩手大学教

員養成支援センター，岩手大学教育学部）
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1H05 金属光沢のあるプラスチックのスプーンの教材化 －小学校の第３学年「電気の通り道」にお

いて－

○津守成思（山口大学教育学部附属山口小学校），佐伯英人（山口大学教育学部）

1H06 小学４年「ものの温度と体積」に熱運動の導入は効果的か？ ～電子レンジのしくみの説明を

通して～

○石井俊行（奈良教育大学），岡本智子（宇都宮市立富士見小学校），柿沼宏充（埼玉県教育委

員会）

H 会場 第３セッション 11：10 － 11：55

授業研究・学習指導

1H07 小学校理科教科書における「目に見えない変数」の可視化の工夫

○堀田晃毅（広島大学大学院），中村大輝（広島大学大学院）

1H08 実験に先行する理論の必然性・役割 －小学校第６学年「燃焼の仕組み」の事例－

○比樂憲一（堺市立英彰小学校），遠西昭寿（愛知教育大学名誉教授）

1H09 理科の見方・考え方を働かせ，資質・能力を育成する理科学習指導法の工夫 ～３年生「昆虫

の体の作り」での実践を通して～

○斉藤貴司（羽生市立羽生南小学校），益田裕充（群馬大学）

I 会場 第１セッション 9：30 － 10：15

教員養成

1I01 コロナ禍における理科実験安全教育 コンセプトマップを用いた工夫

○串田一雅（大阪教育大学），堀一繁（大阪教育大学），鵜澤武俊（大阪教育大学）

1I02 初等教員養成における理科実験の実施状況 シラバスからみる理科実験指導の実態

○柴田雄一郎（秀明大学学校教師学部），荒井明子（秀明大学学校教師学部），寺前洋生（秀明

大学学校教師学部）

1I03 東日本大震災・大川小判決が理科教員養成に与える影響と義務教育段階における Eco-DRR

○長島康雄（東北学院大学），渡邉剛央（岡山理科大学）

I 会場 第２セッション 10：20 － 11：05

教員養成

1I04 小学校理科の単元レベルの授業設計指導法 H29学習指導要領の三つの要素に基づいた ｢ 教育

課程 *｣ の作成を通して

○古屋光一（上越教育大学），山中謙司（北海道教育大学旭川校），久保田善彦（玉川大学）

1I05 学生による模擬授業における教師役・児童役・参観者役としての学び

○中山迅（宮崎大学大学院教育学研究科），山本智一（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）

1I06 児童役による観察・実験を含むオンライン模擬授業の利点と課題 －ハイブリッド型授業への

移行を意識して－

○平中宏典（福島大学人間発達文化学類）
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I 会場 第３セッション 11：10 － 11：55

教員養成

1I07 初任教師の理科授業における発話内容の変容 －指導者等の授業を感じ取る「同期・非言語」

研修システムを通して－

○大門祥（上越市立城西中学校），桐生徹（上越教育大学），水落芳明（上越教育大学），榊原

範久（上越教育大学）

1I08 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 －理科教員を目指す学生が求める

資質・能力－

○渡邉重義（熊本大学大学院教育学研究科）

1I09 栄養教諭による理科的な内容を含む「食に関する教育」の授業実践 教科等横断的な教育内容

を理科や生活科で扱える教師の育成に資する一考察

○吉田安規良（琉球大学大学院教育学研究科），豊田花恵（琉球大学大学院教育学研究科，沖

縄市立美東小学校），井口直子（琉球大学農学部），宮城一菜（琉球大学農学部）

I 会場 第４セッション 13：05 － 14：05

教員養成

1I10 理科教師と理科教育研究者の理科授業の捉え方に関する事例的研究 －理科教員養成課程学生

の模擬授業の評価の分析を通して－

○内海志典（岐阜大学教育学部）

1I11 教員養成における小学校理科の模擬授業 ～主体的で協働的な模擬授業とリフレクション～

○山崎宣次（山梨県立大学）

1I12 教職志望の女子大学生を対象とした生命科学教育の成果と展望 ～合意形成と科学的コミュニ

ケーション～

○北村克久（星槎大学），大貫麻美（白百合女子大学）

1I13 Society5.0 時代の教育関連用語に関する教職志望大学生の認知度 私立女子大学生への調査か

ら

○大貫麻美（白百合女子大学）

I 会場 第５セッション 14：10 － 15：10

教員養成

1I14 GIGA スクール構想に対応した理科指導法 その１ １人１台の端末を活用した指導法につい

ての講義記録

○門倉松雄（玉川大学教職サポートルーム），有泉高史（玉川大学農学部生産農学科教員養成

プログラム）

1I15 GIGA スクール構想に対応した理科指導法 その２ １人１台の端末を活用した指導法講義の

学生評価

○有泉高史（玉川大学農学部生産農学科理科教員養成プログラム），門倉松雄（玉川大学教職

サポートルーム）
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1I16 STEM 授業づくりの難しさや悩みに関する教師の認識 小学校理科教師へのインタビューを通

して

○小川博士（京都ノートルダム女子大学），竹本石樹（浜松学院大学）

1I17 理科の教師教育における気候変動教育の現状と課題

○藤井浩樹（岡山大学大学院教育学研究科）

J 会場 第１セッション 9：30 － 10：15

生物教材・教育法

1J01 顕微鏡の暗視野観察を理科の授業へ －各分野で使える顕微鏡観察の提案－

○小島大（株式会社ナリカ），名越利幸（岩手大学）

1J02 中学１年生の植物分類における授業展開の検討

○市橋由彬（奈良教育大学附属中学校）

1J03 開花時刻，開閉運動に関する教材化

○森本弘一（奈良教育大学）

J 会場 第２セッション 10：20 － 11：05

生物教材・教育法

1J04 高校生物において音源定位を教材化するためのアプリ開発と実験方法の検討

○猪本修（兵庫教育大学），高寺忠俊（兵庫県立伊川谷北高等学校），岡田健司（兵庫教育大学，

兵庫県立伊川谷北高等学校）

1J05 小学校教員の「昆虫」に関する調査 「昆虫の体のつくり」の単元において

○吉澤樹理（関西福祉大学，明星大学），今野貴之（明星大学）

1J06 動物園における生物概念を視点とした児童の学びの変容 －オンライン授業における計量テキ

スト分析を中心にして－

○小川博久（武蔵野大学工学部環境システム学科，帝京科学大学大学院理工学研究科），花園

誠（帝京科学大学大学院理工学研究科）

J 会場 第３セッション 11：10 － 11：55

生物教材・教育法

1J07 中学校理科「遺伝の規則性と遺伝子」における形質の表れ方に関する教材の開発 －「夢見る

ホワイトコーン」の開発と授業実践結果－

○中原一輝（愛知教育大学大学院，），大鹿聖公（愛知教育大学）

1J08 クジラ教材の潜在的価値 －適応進化，地球環境変動とそれらを統合する視点から－

○小澤義春（元会津坂下町立坂下中学校）

1J09 愛西市親水公園ビオトープの景観維持活動で除去した生物を利用した ESD教材の開発

○成田敦彦（愛知県立佐屋高等学校），服部俊之（愛知県立津島高等学校），大鹿聖公（愛知教

育大学）

プ
ロ
グ
ラ
ム

− 23 −



J 会場 第４セッション 13：05 － 14：05

生物教材・教育法

1J10 昆虫飼育の経験をもとにした授業開発 －追体験による虫への認識変容を目指して－

○田中美玖（京都教育大学大学院），村上忠幸（京都教育大学）

1J11 GCSE Biology の学習・評価用教材における探究活動の指導上の重点 － Investigation におけ

る探究の過程に着目して－

○髙間智子（筑波大学大学院人間総合科学学術院，埼玉県立蕨高等学校）

1J12 中学校理科「生物の分類」における学習内容の変遷 －昭和33年以降の学習指導要領を対象と

して－

○水野麻里子（千葉市立こてはし台中学校），藤田剛志（千葉大学教育学部）

1J13 科学雑誌 Newtonの科学的文章を用いた読解力プログラム開発

○大川原史也（京都府立嵯峨野高等学校），福井尭（京都府立桂高等学校）

J 会場 第５セッション 14：10 － 15：10

理科教育論・理科教育史

1J14 地学教科書における「カリ長石」に係る用語の変遷 －明治時代の教科書を中心として－

○中田聖月（龍谷大学），多賀優（龍谷大学）

1J15 昼間の天体観測の可能性 ～太陽の黒点の移動から，地球の動きを実感する～

○大森夕輝絵（福岡大学大学院），林壮一（福岡大学理学部物理科学科）

1J16 戦前の教科書に見られる人体のつくりと働きの学習 明治8年から昭和18年の心臓に関する学

習内容の変遷に焦点をあてて

○加藤美由紀（川村学園女子大学），大貫麻美（白百合女子大学）

1J17 母親による理科の自由研究の支援の現状 母親の高校時代の文理選択は影響するのか

○山野井貴浩（文教大学），川岸理乃（白鴎大学）

K 会場 第１セッション 9：30 － 10：15

生物教材・教育法

1K01 イヌ由来培養マスト細胞の教材化に向けた基礎研究

○西川洋史（ドルトン東京学園中等部）

1K02 首都圏近郊小学校の生物飼育の実状について

○池田大夢（東京学芸大学），松田光太郎（東京学芸大学），平田昭雄（東京学芸大学）

1K03 カエル幼生小腸の分裂細胞への X 線の影響 －生物分野の放射線科学リテラシーの充実３－

○梶原裕二（京都教育大学生物学教室）

K 会場 第２セッション 10：20 － 11：05

生物教材・教育法

1K04 フクロウはどこで鳴いているのか？ IC レコーダーを用いたフクロウの生態調査及び営巣場

所の特定
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○伊藤信一（浜松学芸中学校・高等学校），山田青（浜松学芸中学校・高等学校），持留幸太（浜

松学芸中学校・高等学校），鈴木伊織（浜松学芸中学校・高等学校），出沢良樹（浜松学芸中学

校・高等学校）

1K05 植物検索のための分類についての一考察 －検索項目の選択について－

○柚木朋也（北海道教育大学札幌校）

1K06 生体電位測定の高校生物教材化 ICT教材としての活用

○秋山和広（早稲田大学高等学院）

K 会場 第３セッション 11：10 － 11：55

生物教材・教育法

1K07 モバイル機器を活用した実体顕微鏡レベルの観察と観察器具としての有用性

○後藤太一郎（三重大学教育学部），式井俊（三重大学教育学研究科），前田昌志（三重大学教

育学部附属小学校）

1K08 視覚刺激に対する応答の統計的性質と脳機能についての教材化

○岡田健司（兵庫教育大学，兵庫県立伊川谷北高等学校），猪本修（兵庫教育大学）

1K09 小学校理科学習における酸素センサーを用いた光合成実験の最適化

○大川由莉（宮城教育大学），中山慎也（宮城教育大学）

K 会場 第４セッション 13：05 － 14：05

化学教材・教育法

1K10 キュリー夫人の幻の実験授業（その７） 記録の３化学実験項目について

○吉祥瑞枝（サイエンススタジオ・マリー，元東京理科大学）

1K11 物質量概念の獲得に関する調査問題の検討

○松元亮（広島大学大学院人間社会科学研究科），松浦拓也（広島大学大学院人間社会科学研

究科）

1K12 化学反応式の定着を図る授業の工夫 原子・分子モデルを使って

○吉本真里（土佐市立戸波中），横田康長（高知大院教育），横田美香（いの町立神谷中），蒲

生啓司（高知大教育）

1K13 中学校理科で取り扱う銅の酸化実験に関する一考察 －定比例の法則を実感的に理解させるた

めに－

○谷川直也（岐阜聖徳学園大学），後藤翔（東中学校）

K 会場 第５セッション 14：10 － 15：10

化学教材・教育法

1K14 キッチンサイエンスによる有機物・無機物の判別実験 －スモールスケール法による小麦アレ

ルギー対応型クレープ作り－

○佐藤陽子（鎌倉女子大学，東京理科大学大学院），太田尚孝（東京理科大学大学院）
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1K15 コロナ禍における地域共催イベントでの食品を用いた実験 －栄養士養成課程の学生による実

験動画の作成－

○海老澤薫（大阪国際大学短期大学部栄養学科）

1K16 短時間で安価に作成できる結晶構造模型の開発とその実践

○竹田淳一郎（早稲田大学高等学院）

1K17 教材用ラマン分光実験ソフトウェアの開発

○小杉健太郎（福岡教育大学）

L 会場 第１セッション 9：30 － 10：15

学習心理・教育評価

1L01 自然体験の豊かさと理科に対する印象についての一考察

○阿部広明（東京学芸大学），松田光太郎（東京学芸大学），平田昭雄（東京学芸大学）

1L02 主体的に学びに向かう態度をキャッチコピーで見取る試み

○古賀圭輔（浅口市立鴨方中学校），安達武吉（赤磐市立桜ヶ丘中学校），石井真規子（浅口市

立鴨方中学校），坂本浩基（井原市立井原中学校），入江伸一（里庄町立里庄中学校），山田真

司（総社市立総社西中学校），荒尾真一（岡山大学）

1L03 探究的な学習における学習評価 科学分野の OPPA と実験記録ノートの検討

○内山智枝子（筑波大学附属駒場中・高等学校）

L 会場第２セッション 10：20 － 11：05

学習心理・教育評価

1L04 児童期の生活環境 特に自然環境と理科に関する意識形成の関係

○細谷歩（東京学芸大学），松田光太郎（東京学芸大学），平田昭雄（東京学芸大学）

1L05 マンタの分類に対応するワークシートの開発と評価

○山下修一（千葉大学教育学部），野村裕美子（袖ケ浦市立蔵波中学校），岩本華子（千葉大学

教育学部学生）

1L06 探究学習から非認知スキルを探る －探究「紙コップの不思議を探る」の分析を通して－

○安田圭佑（京都教育大学大学院教育学研究科），村上忠幸（京都教育大学大学院教育学研究

科）

L 会場 第３セッション 11：10 － 11：55

学習心理・教育評価

1L07 観察・実験場面の「対話的な学び」への参加行動の個人差および心理的安全性との関連の検討

○亀山晃和（高知大学大学院教育学専攻），原田勇希（秋田大学教育文化学部），齋藤惠介（茨

城県立古河第二高等学校），草場実（高知大学教育学部）

1L08 理科における認知的葛藤の評価尺度に対する妥当性の検討

○石飛幹晴（広島大学大学院人間社会科学研究科），松浦拓也（広島大学大学院人間社会科学

研究科）
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1L09 中核的理科教員を活用した理科教育推進 ～科学的リテラシー指標測定システムによるアプ

ローチ～

○小倉康（埼玉大学）

L 会場 第４セッション 13：05 － 14：05

化学教材・教育法

1L10 分子の極性の理解を深めるための教材開発と授業実践

○板橋克美（崇城大学総合教育センター）

1L11 教育用マイコン micro:bit を用いた実験教具の開発 温度降下法による結晶育成装置改良と

ミョウバン結晶育成

○林英子（千葉大学教育学部），林元輝（千葉大学教育学部），東崎健一（千葉大学教育学部）

1L12 出前化学実験の実験教材の改良のための検討 化学マジック「瞬間消滅̶魔法の綿」の演示

○戸谷義明（愛知教育大学理科教育講座化学分野）

1L13 コップの中での動的な美 界面活性剤化学教材

○加治屋大介（足利大学共通教育センター）

L 会場 第５セッション 14：10 － 15：10

化学教材・教育法

1L14 フルカラー３ D プリンターによる分子模型の製作

○菰田剣（福岡教育大学），大内毅（福岡教育大学），伊藤克治（福岡教育大学）

1L15 高等学校化学におけるマレイン酸とフマル酸の物性や反応性に関する指導内容の検討（1）

分子構造模型の活用

○中川徹夫（神戸女学院大学）

1L16 大根中の電解質量の測定と電池の電解質としての活用 Systems thinking による教材開発

○喜多雅一（岡山大学）

1L17 有機物の酸化分解を素材とした化学実験教材の開発

○高場勇気（広島大学大学院人間社会科学研究科），網本貴一（広島大学大学院人間社会科学

研究科）

M 会場 第１セッション 9：30 － 10：15

教育課程・カリキュラム

1M01 科学における未分科的思考の最適化 その１ 足元の植物についての探究活動を通して

○河野広和（東京学芸大学附属世田谷小学校），梅田翼（東京学芸大学附属世田谷小学校），大

澤俊介（東京学芸大学附属世田谷小学校），髙橋麻里奈（東京学芸大学附属世田谷小学校），堀

井孝彦（東京学芸大学附属世田谷小学校），藤田留三丸（東京学芸大学附属世田谷小学校）
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1M02 科学における未分科的思考の最適化 その２ 「自然に親しむ」子どもを育む環境整備の工夫

○梅田翼（東京学芸大学附属世田谷小学校），大澤俊介（東京学芸大学附属世田谷小学校），河

野広和（東京学芸大学附属世田谷小学校），髙橋麻里奈（東京学芸大学附属世田谷小学校），堀

井孝彦（東京学芸大学附属世田谷小学校），藤田留三丸（東京学芸大学附属世田谷小学校）

1M03 科学における未分科的思考の最適化 その３ 物質の三態と温度の関係性の実験を通して

○髙橋麻里奈（東京学芸大学附属世田谷小学校），梅田翼（東京学芸大学附属世田谷小学校），

大澤俊介（東京学芸大学附属世田谷小学校），河野広和（東京学芸大学附属世田谷小学校），堀

井孝彦（東京学芸大学附属世田谷小学校），藤田留三丸（東京学芸大学附属世田谷小学校）

M 会場 第２セッション 10：20 － 11：05

教育課程・カリキュラム

1M04 科学における未分科的思考の最適化（その４）「命とこころ」の Laboratory 活動を通して

○堀井孝彦（東京学芸大学附属世田谷小学校），梅田翼（東京学芸大学附属世田谷小学校），大

澤俊介（東京学芸大学附属世田谷小学校），河野広和（東京学芸大学附属世田谷小学校），髙橋

麻里奈（東京学芸大学附属世田谷小学校），藤田留三丸（東京学芸大学附属世田谷小学校）

1M05 科学における未分科的思考の最適化 その５ 未分科状態における教科の認識

○大澤俊介（東京学芸大学附属世田谷小学校），梅田翼（東京学芸大学附属世田谷小学校），河

野広和（東京学芸大学附属世田谷小学校），高橋麻里奈（東京学芸大学附属世田谷小学校），堀

井孝彦（東京学芸大学附属世田谷小学校），藤田留三丸（東京学芸大学附属世田谷小学校）

1M06 中学校理科におけるカリキュラム・マネジメントの実態 －教員を対象とした質問紙調査から

－

○吾妻喬司（岡山県赤磐市立吉井中学校），藤井浩樹（岡山大学大学院教育学研究科）

M 会場 第３セッション 11：10 － 11：40

教育課程・カリキュラム

1M07 中学校１年生でのカーボンニュートラルを学習材とした実践 － Argument Skill育成を目指し

て－

○田中誉也（磐田市立豊田中学校），萱野貴広（静岡大学教育学部），中澤祐介（静岡大学教育

学部附属浜松中学校）

1M08 人間の生存 ･ 生活を起点とした食学習の系統化 －義務教育学校カリキュラムの開発に向け

て－

○広木正紀（元京都教育大学）

M 会場 第４セッション 13：05 － 14：05

地学教材・教育法

1M10 宇宙パズルを用いた学習の取り組みⅢ －大三角フォーを用いて－

○松本榮次（司法書士，佛教大学）
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1M11 VR 教材の開発による小中理科「星の観察」の実践

○名越利幸（岩手大学），佐々木陽翔（盛岡市立山岸小学校）

1M12 ICT 機器を用いた博物館・科学館等の活用 防災普及啓発施設との連携を通したプログラム開

発と実践

○竹下陽子（お茶の水女子大学サイエンス＆エデュケーションセンター（SEC），渥美恵子（お

茶の水女子大学サイエンス＆エデュケーションセンター（SEC），大場玲子（名古屋市港防災セ

ンター）

1M13 中学校理科における「変動する地球に生きるための素養」を育む学習の可能性の検討

○杉田泰一（広島大学附属中・高等学校）

M 会場 第５セッション 14：10 － 15：10

幼児教育「環境」領域・生活科教育

1M14 幼児に対する科学教育の拡充に向けて －園児がどのような自然現象に興味を示すのか－

○筒井宥瑛（福岡大学大学院），林壮一（福岡大学理学部物理科学科）

1M15 オリオン座とその周辺の天体を題材とした幼児・児童向け科学絵本の開発

○新井しのぶ（中村学園大学教育学部），白石恵里（大分県立芸術文化短期大学），松本榮次（司

法書士，佛教大学）

1M16 ３歳児の「磁石遊び」における探索行動の比較に関する基礎的研究 －０～２歳時における「か

がく遊び」体験のある幼児とない幼児との行動観察を通して－

○小谷卓也（大阪大谷大学教育学部），山田千枝子（学校法人山添学園幼保連携型認定こども

園御幸幼稚園・さくらんぼ保育園），小井手瑞代（学校法人山添学園幼保連携型認定こども園

御幸幼稚園・さくらんぼ保育園），三山将平（学校法人山添学園幼保連携型認定こども園御幸

幼稚園・さくらんぼ保育園）

1M17 理科読プログラム「乳は栄養がいっぱい」における幼児の学び 抽出児の行動分析に基づく科

学的思考の萌芽

○寺井千重子（NPO 法人ガリレオ工房），大貫麻美（白百合女子大学），原口るみ（東京学芸大

学教職大学院），土井美香子（NPO 法人ガリレオ工房）

N 会場 第１セッション 9：30 － 10：15

地学教材・教育法

1N01 河床堆積物の上流から下流にかけての細粒化の教科書記述 －小学校第５学年理科「流れる水

のはたらき」－

○平田豊誠（佛教大学），別所良馨（多気町立相可小学校），片井ふく実（田辺市立上秋津小学

校），小川博士（京都ノートルダム女子大学）

1N02 中学生に深成岩の固結深度を教える意義

○吉川武憲（近畿大学），多賀優（龍谷大学），平田豊誠（佛教大学），小川博士（京都ノート

ルダム女子大学）
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1N03 中学校理科，「日本の気象」の学習における授業改善とその検証 季節に典型的な気圧配置を提

示することの弊害と克服するための試み

○佐竹靖（奈良教育大学附属中学校）

N 会場 第２セッション 10：20 － 11：05

地学教材・教育法

1N04 高等学校における生痕化石と古生物を結びつける教材の開発 －ニホンスナモグリの行動と生

痕化石 Ophiomorphaの関連に注目して－

○西澤輝（千葉大学教育学部附属中学校，千葉大学大学院教育学研究科），吉本一紀（千葉大

学教育学部附属中学校），泉賢太郎（千葉大学教育学部）

1N05 火山噴出物に対する小学生の認識状態の分析 －学習前の小学校第６学年を対象にして－

○花形美遥（甲斐市立双葉西小学校），佐々木智謙（山梨大学大学院総合研究部），松森靖夫（山

梨大学大学院総合研究部）

1N06 中学校理科の日食と月食の学習について 中学校の教科書記述から

○田口瑞穂（秋田大学）

N 会場 第３セッション 11：10 － 11：55

地学教材・教育法

1N07 小学校理科の第６学年「月と太陽」に関する一考察 －教科書に示されている野外観察，モデ

ル実験，月の形の例示について－

○佐伯英人（山口大学教育学部）

1N08 宇宙視点と地上視点を結びつける授業実践 「月の満ち欠け AR ＋」の活用を通して

○小松祐貴（糸魚川市立糸魚川中学校），久保田善彦（玉川大学），中野博幸（上越教育大学）

1N09 小学校におけるプログラミング教材の試行 －天体の撮影を例に－

○内田祐貴（神戸松蔭女子学院大学）

N 会場 第４セッション 13：05 － 14：05

物理教材・教育法

1N10 減災どこでも理科実験パッケージの開発と検証 中学校１～３年生の理科実験教材

○榎戸三智子（お茶の水女子大学サイエンス＆エデュケーションセンター（SEC），貞光千春（お

茶の水女子大学サイエンス＆エデュケーションセンター（SEC），大崎章弘（お茶の水女子大学

サイエンス＆エデュケーションセンター（SEC）），里浩彰（お茶の水女子大学サイエンス＆エ

デュケーションセンター（SEC），竹下陽子（お茶の水女子大学サイエンス＆ エデュケーショ

ンセンター（SEC），渥美恵子（お茶の水女子大学サイエンス＆エデュケーションセンター（SE

C）），千葉和義（お茶の水女子大学サイエンス＆エデュケーションセンター（SEC））

1N11 流体圧の背理的矛盾を氷解する深い圧概念への能動学習

○小林昭三（新潟大学），興治文子（東京理科大学）
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1N12 探究の過程を踏まえた授業デザイン ～物体の比熱を求める授業を通して～

○吉田哲郎（茨城県立茨城東高等学校），齊藤孝通（茨城県立土浦第一高等学校），遠山一郎（国

立教育政策研究所）

1N13 探究の過程を踏まえた学習指導の実践 ～「運動の法則」，「音の振動」の授業実践を通して～

○齊藤孝通（茨城県立土浦第一高等学校），岩瀬英二郎（栃木県立宇都宮商業高等学校），梶谷

秀継（大分県立大分上野丘高等学校），今和泉卓也（筑波大学附属駒場中・高等学校），清原洋

一（秀明大学），吉田哲郎（茨城県立茨城東高等学校），遠山一郎（国立教育政策研究所）

N 会場 第５セッション 14：10 － 15：10

物理教材・教育法

1N14 減災どこでも理科実験パッケージの開発と検証 「電気の利用」のための回路カードを活用し

たプログラミング教材の開発

○大﨑章弘（お茶の水女子大学SEC），貞光千春（お茶の水女子大学SEC），榎戸三智子（お茶の

水女子大学SEC），里浩彰（お茶の水女子大学 SEC），竹下陽子（お茶の水女子大学SEC），千葉

和義（お茶の水女子大学SEC）

1N15 電気パンの理科実験教材としての活用の歴史

○内田隆（東京薬科大学生命科学部教職課程）

1N16 小学校第４学年を対象とした電圧概念形成を促すモデル教材 － Scratch を活用した「ねこの

すべり台モデル」の開発－

○小林裕子（栃木県宇都宮市立城東小学校），出口明子（宇都宮大学共同教育学部）

1N17 直接体験し可視化と空間認識できる電流と磁界の実験教材 －中学生の電流・磁界・力の認識

について－

○加山敦子（兵庫教育大学），石原諭（兵庫教育大学）
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一般研究発表（口頭発表）

＜プログラム＞

第 2日目 9月 20日（月）



A 会場 第１セッション 9：00 － 10：00

環境教育・STS 教育・STEM 教育・総合的学習

2A01 意思決定・合意形成を組み込んだ理科教材作成を支援する教員養成・研修プログラムの開発と

評価

○宇都宮俊星（麻布大学大学院環境保健学研究科），福井智紀（麻布大学生命・環境科学部）

2A02 幼児期の STEM 教育を担う人材育成に関する一考察

○原口るみ（東京学芸大学教職大学院），大貫麻美（白百合女子大学），椎橋げんき（白百合女

子大学），石沢順子（白百合女子大学）

2A03 初等理科教育における STEAM教育の実施の可能性 令和2年版検定教科書の分析を通して

○田代直幸（常葉大学）

2A04 STEAM教育における Artの役割と効果 「楽器づくり」による「即時的で密な試行錯誤」

○森健一郎（北海道教育大学釧路校）

A 会場 第２セッション 13：15 － 14：00

環境教育・STS 教育・STEM 教育・総合的学習

2A05 小学校理科に SDGsを関連づける理論と実践に関する研究

○千田将貴（埼玉大学教職大学院），小倉康（埼玉大学）

2A06 名古屋市科学館で SDGsを学ぶためのワークシートの開発

○竹内真紀（愛知教育大学大学院），大鹿聖公（愛知教育大学）

2A07 中学校と高等学校と連携した放射線教育の実践（1） ～学習のつながりを重視した授業の構

築について～

○青木久美子（エネルギー環境教育を考える会，世田谷区立千歳中学校），内藤理恵（エネル

ギー環境教育を考える会，世田谷区立駒沢中学校），瀧渕岳（エネルギー環境教育を考える会，

東京都立鷺宮高等学校）

A 会場 第３セッション 14：05 － 15：05

環境教育・STS 教育・STEM 教育・総合的学習

2A08 中学校と高等学校と連携した放射線教育の実践（2） ～中学校において放射線を軸としてら

せん状に学習に取り組む意義～

○内藤理恵（エネルギー環境教育を推進する会，世田谷区立駒沢中学校），青木久美子（エネ

ルギー環境教育を考える会，世田谷区立千歳中学校），瀧渕岳（エネルギー環境教育を推進す

る会，東京都立鷺宮高等学校）

2A09 地域に流れる小河川における生き物の調査活動（その１） －第３学年の「総合的な学習の時

間」において－

○水野晃秀（愛媛県立宇和島水産高等学校），小林弘典（山口大学教育学部附属山口小学校），

佐伯英人（山口大学教育学部）
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2A10 地域に流れる小河川における生き物の調査活動（その２） －第３学年の「総合的な学習の時

間」において－

○小林弘典（山口大学教育学部附属山口小学校），水野晃秀（愛媛県立宇和島水産高等学校），

佐伯英人（山口大学教育学部）

2A11 マイクロプラスチックの検出を題材とした実験教材の可能性 大阪湾で採取したカタクチイワ

シを用いて

○河井昇（大阪府立天王寺高等学校）

B 会場 第１セッション 9：00 － 10：00

学習心理・教育評価

2B01 仮説設定場面において理科教師が感じる指導の困難

○兵ヶ谷紗也佳（広島大学大学院人間社会科学研究科），松浦拓也（広島大学大学院人間社会

科学研究科）

2B02 問題事象から変数を見いだす力の評価方法の開発

○森川大地（板橋区立桜川小学校），石飛幹晴（広島大学），工藤壮一郎（広島大学），中村大

輝（広島大学）

2B03 探究学習における「探究力」の要素についての一考察

○正司園美音（京都教育大学大学院），村上忠幸（京都教育大学）

2B04 探究学習にコア・リフレクションの発想を

○村上忠幸（京都教育大学）

B 会場 第２セッション 13：15 － 14：00

授業研究・学習指導

2B05 「見える化」による能動的な学習者の育成 －子どものイメージと説明活動によるモデル構築

－

○有泉翔太（川崎市立下沼部小学校），野原博人（立命館大学）

2B06 コンセプトマップから見る科学概念の変容に関する研究 －理科授業を設計する授業方略の検

討－

○竹田大樹（慶應義塾湘南藤沢中・高等部），鈴木一成（東洋大学文学部教育学科），梅本菜々

子（横浜市立元街小学校）

2B07 仮説の設定を重視した理科授業の実践とその効果 －児童の意識や考え方の調査結果を基にし

て－

○中山雄介（東根市立東根中部小学校），今村哲史（山形大学学術研究院）
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B 会場 第３セッション 14：05 － 15：05

授業研究・学習指導

2B08 仮説設定場面において論証パターンを吟味する活動に重点を置いた中学校理科授業の展開の工

夫

○遠藤裕貴（上尾市立東中学校），小倉康（埼玉大学）

2B09 「デボノの帽子による省察」における有効性の考察 －公立中学校の探究授業実践を通して－

○古谷朋也（京都教育大学大学院），村上忠幸（京都教育大学）

2B10 「理数探究基礎」の指導計画の検討 中高一貫教育校における中学３学年での実践から

○鳥谷部光（東京都立富士高等学校），上村礼子（東京都立富士高等学校）

2B11 女子大学生向け生命倫理教育テーマに関する検討：「終末期に望むこと」の特質

○三宅志穂（神戸女学院大学），大貫麻美（白百合女子大学）

C 会場 第１セッション 9：00 － 10：00

授業研究・学習指導

2C01 中学生が化学変化を化学反応式で表すときの困難

○植原俊晴（信州大学），柏木啓（宝塚市立安倉中学校）

2C02 理科学習評価モデルによる授業デザインの実践的検証 －小学校 理科 第４学年「もののあた

たまり方」の実践を通して－

○石川正明（国士舘大学大学院人文科学研究科，横浜市立吉原小学校），小野瀬倫也（国士舘

大学文学部），佐藤寛之（早稲田大学教育・総合科学学術院）

2C03 小学校理科「探究の過程」における指導方略 ～考察の過程を中心に～

○大前暁政（京都文教大学）

2C04 見通しをもたせるための指導方略 小学校４学年「水の状態変化」の実践を通して

○岡﨑隼人（京都文教短期大学付属小学校），大前暁政（京都文教大学）

C 会場 第２セッション 13：15 － 14：00

授業研究・学習指導

2C05 ユニバーサルデザイン教育に向けた小学校理科教科書の分析 －観察・実験における【視覚プ

ラス１】の確認方法の提案－

○安田梨沙（京都教育大学），村上忠幸（京都教育大学），福岡亮治（大阪成蹊大学）

2C06 中学校理科教科書の観察・実験等における「問い」の分類 － Y 社の2011年と2020年の検定

済教科書を比較して－

○山田健人（上越教育大学大学院），本田勇輝（上越教育大学大学院），山田貴之（上越教育大

学）

2C07 小学校理科教科書に記載されている「問い」の分類 － Y 社の2019 年検定済教科書を対象と

して－

○本田勇輝（上越教育大学大学院），山田健人（上越教育大学大学院），山田貴之（上越教育大

学）
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C 会場 第３セッション 14：05 － 15：05

授業研究・学習指導

2C08 資質・能力を統合的に育成する STEM教育の実践 第６学年「電気の利用」を中心として

○杉野さち子（お茶の水女子大学附属小学校），渡辺理文（北海道教育大学札幌校）

2C09 実生活や実社会の諸課題に対して知識・技能／思考力等を総合的に活用できる力を培う教科横

断的な探究に関する研究（4） －中学校理科物理的領域における実践を事例に－

平田樹（信州大学教育学研究科（現横浜市立富岡中学校）），笠原大弘（信州大学学術研究院），

○三崎隆（信州大学学術研究院）

2C10 生徒に理科を学ぶことの意義や有用性を実感させ，理科や科学技術に関係する職業の認識を深

めさせるための指導法の開発 －中学校における理科の授業と総合的な学習の時間との共同－

○長谷川隼也（秩父市立吉田中学校），小倉康（埼玉大学）

2C11 花火の飛跡の分析を通じた高等学校物理領域の探究指導法の提案 グラフ計算機アプリによる

シミュレーションを通じた生徒の探究活動の紹介

○石川真理代（東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科（博士課程），東京都立豊島高等学

校）

D 会場 第１セッション 9：00 － 10：00

授業研究・学習指導

2D01 探究学習の継続的介入による児童の資質・能力の変容

○増田周平（京都教育大学大学院），村上忠幸（京都教育大学）

2D02 理科教育における探究活動と授業の可視化 教育経験と授業の特徴の関係に着目して

○中村琢（岐阜大学教育学部）

2D03 特別支援学校（知的障害）の理数教育における学校図書館活用への展望 教員ニーズ調査から

○土井美香子（NPO法人ガリレオ工房），大貫麻美（白百合女子大学），熊井戸佳之（東京都立

城東特別支援学校），野口武悟（専修大学）

2D04 日本語版 RTOPによる高校理科授業改善

○土佐幸子（新潟大学），石井恭子（玉川大学），笠潤平（香川大学），後藤顕一（東洋大学）

D 会場 第２セッション 13：15 － 14：00

授業研究・学習指導

2D05 探究的な学習で児童が主体的に問題解決する態度を育てる 自ら問題を見出すことから始まる

問題解決のサイクル

○木村竜哉（茨木市立天王小学校），大前暁政（京都文教大学）

2D06 具体的操作から児童が主体的に実験に向かう過程４ －生活科の育ちを踏まえた単元展開のモ

デル化の試み－

○松本謙一（南砺市教育委員会）

2D07 身近な科学的事象の探究を日常生活に活かす授業づくりの試み

○内藤大司郎（京都教育大学），村上忠幸（京都教育大学）
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E 会場 第１セッション 9：00 － 10：00

授業研究・学習指導

2E01 中学校理科の授業改善に向けた教師の意識に関する実態調査研究 －導入場面における課題設

定までの授業展開に注目して－

○三宅一彦（横浜市立寺尾中学校，横浜国立大学大学院教育学研究科），加藤圭司（横浜国立

大学教育学部）

2E02 中学校理科教員のネットワーク構築の試み 学校の実態に応じた授業改善を目指して

○中西佳子（倉敷市立倉敷第一中学校），荒尾真一（岡山大学）

2E03 思考の「不確かさ」を批判的に指摘し合うことで，考えを見直し改善できるようにする理科指

導法の開発

○濁川智子（鴻巣市立田間宮小学校），小倉康（埼玉大学）

2E04 実験の見通しをもたせ，問題解決する力を育む理科指導 ～結果の見通し場面でのフロー

チャートの活用～

○山田賢吾（狭山市教育委員会），小倉康（埼玉大学）

E 会場 第２セッション 13：15 － 14：00

授業研究・学習指導

2E05 高等学校理科における科学的な探究活動の教育効果 ～３つの授業の型による「浮力」の授業

実践を通して～

○山村寿彦（岡山県立倉敷鷲羽高等学校），藤本義博（岡山理科大学）

2E06 「理想の惑星構想」からみえた宇宙教育の成果と課題 －高等学校と中学校の実践を通して－

○野村健太（宇宙航空研究開発機構），古賀友輔（宇宙航空研究開発機構）

2E07 極小規模校ならではの「主体的・対話的で深い学び」を実現する理科授業 －主体的な学びを

促す学習活動・教材を取り入れた小学校５年生「電流と電磁石」の授業デザイン－

○浅川邦彦（日光市立三依小中学校），中山由美（日光市立三依小中学校），出口明子（宇都宮

大学共同教育学部）

F 会場 第１セッション 9：00 － 10：00

授業研究・学習指導

2F01 行動目標を自己決定させ科学的リテラシーの育成を重視した指導により児童の学びに向かう力

・人間性等を育む理科指導法

○金井大季（深谷市立深谷西小学校），小倉康（埼玉大学）

2F02 子どもが自ら「実験の精度」と「データの信頼性」を上げる必要を感じて工夫する授業実践

－小学校第５学年：ふりこのきまり－

○中野直人（奈良女子大学附属小学校）

2F03 子どもの問題解決に見る認知的・非認知的スキルの往還

○渡辺理文（北海道教育大学札幌校），西田俊章（横浜市立井土ケ谷小学校），森本信也（横浜

国立大学名誉教授）
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2F04 理科授業における実験計画立案時の思考の実態に関わる分析的検討 －中学生に対する聞き取

り調査の質的分析から－

○岡本海里（横浜国立大学大学院教育学研究科），加藤圭司（横浜国立大学教育学部）

F 会場 第２セッション 13：15 － 14：00

授業研究・学習指導

2F05 知覚に伴う視覚化としての外的表象のモードに関する事例的研究

○鈴木進（横浜国立大学教職大学院），峯田武典（横浜国立大学教育学部附属横浜小学校），和

田一郎（横浜国立大学）

2F06 協働的なアーギュメントを通じた表象の流暢性の高まり －小学校第６学年「植物の養分と水

の通り道」の予想場面の事例的分析－

○佐野綾音（横浜国立大学大学院教育学研究科），遠藤寛（横浜市立三ツ沢小学校），和田一郎

（横浜国立大学）

2F07 小学校理科授業における一般化仮説の形成過程に関する研究

○栁沼優作（横浜国立大学大学院教育学研究科），和田一郎（横浜国立大学）

F 会場 第３セッション 14：05 － 14：50

授業研究・学習指導

2F08 理科授業における自己調整学習の循環過程を通じた自己調整学習の能力育成に関する研究

○桝渕幸人（横浜国立大学大学院教育学研究科），澤田大明（川崎市立川崎高等学校附属中学

校），和田一郎（横浜国立大学）

2F09 理科授業デザインフレームワークにおけるアセスメント

○後藤大二郎（横浜市立能見台小学校），和田一郎（横浜国立大学）

2F10 理科における自己調整学習と科学的な探究との関連に関する考察 ～ eポートフォリオの構築

を方策として～

○澤田大明（川崎市立川崎高等学校附属中学校），和田一郎（横浜国立大学）

G 会場 第１セッション 9：00 － 10：00

授業研究・学習指導

2G01 探究を深め，概念形成する理科学習 －仲間との議論や，価値判断する活動を通して－

○上原純（岐阜大学教育学部附属小中学校），中村琢（岐阜大学）

2G02 中学校の電気単元学習前における理科に対する意識の男女差

○稲田結美（日本体育大学）

2G03 理科の導入期にプログラミング的思考を取り入れる授業法の開発と実践 小学校第３学年理科

「風とゴムの力の働き」を事例として

○金尾智（兵庫教育大学，兵庫教育大学附属小学校），猪本修（兵庫教育大学）
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2G04 ICT活用による小学校理科授業の改善 地学・生物領域の実践から

○宇野秀夫（福井市日新小学校），淺原雅浩（福井大学教育学部），矢口裕行（福井市順化小学

校），島田千尋（福井市順化小学校）

G 会場 第２セッション 13：15 － 14：00

授業研究・学習指導

2G05 小学校４学年「水から水蒸気への体積変化」を粒子ブロックで説明させる授業の開発と評価

○兼子稔（千葉市立宮崎小学校），山下修一（千葉大学教育学部）

2G06 複数の証拠を利用するアーギュメント構成能力育成のための小学校理科授業デザインの改善：

証拠の認識的理解の深化に着目して

○俣野源晃（神戸大学附属小学校，神戸大学），山口悦司（神戸大学），山本智一（兵庫教育大

学），神山真一（神戸大学，大阪体育大学），坂本美紀（神戸大学）

2G07 学習内容に見られる理科離れの状況と背景

○谷哲弥（大谷大学）

G 会場 第３セッション 14：05 － 14：35

教育工学・情報教育

2G08 iPadによるノート作成型オンライン授業の開発

○加藤陽一郎（早稲田大学高等学院・早稲田大学高等学院中学部）

2G09 小学校理科等における「プログラミング教育用教材パッケージ」の開発と活用

○佐々木弘記（中国学園大学）

H 会場 第１セッション 9：00 － 10：00

学習心理・教育評価

2H01 感情分析を用いた運勢ライン解釈再考のための予備調査

○漆畑文哉（静岡大学創造科学技術大学院，神奈川工科大学教職教育センター）

2H02 中等理科学習に関する学業ストレスについて

○結城賢志（東京学芸大学），松田光太郎（東京学芸大学），平田昭雄（東京学芸大学）

2H03 イノベーション人材を育成する科学教育プログラムの研究開発 ～イノベーション人材の評価

法の開発に焦点化して～

○杉田俊也（群馬県立前橋高等学校）

2H04 タブレット PC を使った家庭学習の有効性に関する一考察 －「ミライシード」の個別学習ド

リル「ドリルパーク」を用いて－

○森戸幹（周南市立富田西小学校），佐伯英人（山口大学教育学部）
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I 会場 第１セッション 9：00 － 10：00

地学教材・教育法

2I01 小・中学校理科における気候変動教育の現状と課題 教科書分析を通して

○吉本直弘（大阪教育大学）

2I02 自然災害の「原因」を子供に伝える際の留意点 2021年７月３日の熱海市伊豆山地区の土石流

の報道を例として

○川村教一（兵庫県立大学大学院）

2I03 中学校のボーリング調査結果を用いた立体柱状図モデル

○野村裕美子（袖ケ浦市立蔵波中学校），山下修一（千葉大学教育学部）

2I04 東日本大震災を経験した児童の証言から学ぶ 「おはしも／おかしも」の重要性

○内海真由（宮城教育大学），中山慎也（宮城教育大学）

I 会場 第２セッション 13：15 － 14：00

物理教材・教育法

2I05 「学習目標」の形成を促す教材に関する研究 小学校５年生「電流がうみ出す力」を事例とし

て

○吉野朝子（埼玉大学大学院教育学研究科），中島雅子（埼玉大学教育学部）

2I06 小・中・高の系統性などを踏まえた授業デザイン ～「電気と磁気」を題材として～

○平祐次郎（大分市立賀来小学校），山田眞由美（佐伯市立佐伯小学校），川上浩樹（大分県立

大分豊府中学校），梶谷秀継（大分県立大分上野丘高等学校），遠藤源治（大分県立日田高等学

校），遠山一郎（国立教育政策研究所）

2I07 中学校理科における探究の過程を意識した物理実験

○島野誠大（立教新座中学校・高等学校，立教大学），安藤百合子（立教新座中学校・高等学

校）

I 会場 第３セッション 14：05 － 15：05

物理教材・教育法

2I08 ベクトルとしての力を視覚的に理解する授業法の検討

○河合信之（神戸市立井吹台中学校），猪本修（兵庫教育大学）

2I09 物理の授業における自己効力感の向上と思考力の育成 受動的な学習から能動的な学習をさせ

る試み

○矢崎貴紀（学校法人玉川学園 玉川学園高等部），小林慎一（学校法人玉川学園 玉川学園高

等部）

2I10 RLC 回路に対する一考察

○薮哲郎（奈良教育大学）

2I11 加えた力の大きさによって印影が変わるスタンプの開発

○鈴木耀（東京学芸大学教職大学院），鎌田正裕（東京学芸大学）
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J 会場 第１セッション 9：00 － 10：00

理科教育論・理科教育史

2J01 高等学校学習指導要領理科と教科書に見るエネルギー概念の扱いの変遷（6） －新しい学力

観・物理 IB，物理 Ⅱの教科書全社の扱い－

○五十嵐靖則（独創文化研究所，元東京理科大学）

2J02 国公立理科系大学生における素朴概念の形成とその克服

○山岡武邦（東海学園大学），沖野信一（石川県立金沢錦丘高等学校），松本伸示（兵庫教育大

学名誉教授）

2J03 物理量の認識に関する調査問題の検討 単位あたりの量に着目して

○町田一葉（広島大学大学院人間社会科学研究科），松浦拓也（広島大学大学院人間社会科学

研究科）

2J04 理科授業におけるセルフ・コンセプトに係る事例的研究 ～教科を横断して影響するセルフ・

コンセプトの内実～

○長沼武志（横浜国立大学），森本信也（横浜国立大学名誉教授）

J 会場 第２セッション 13：15 － 14：00

理科教育論・理科教育史

2J05 科学的探究を構成する要素に関する研究 自然科学分野の学術論文を事例とした質的分析

○越智拓也（国立教育政策研究所），西内舞（国立教育政策研究所）

2J06 「光」と「色」の関係を扱う取り組み 市民的科学リテラシーの充実を目指して

○田中元（秀明大学），茂野睦（秀明大学）

2J07 電流はベクトル量かスカラー量か 自然科学と教育現場に於ける電流の取り扱い

荒川悦雄（東京学芸大学），○菅原善之（東京学芸大学），渡邉玲生（東京学芸大学），フォグ

リ ヴォルフガング（東京学芸大学），高橋敏男（東京学芸大学），沖津康平（東京大学）

J 会場 第３セッション 14：05 － 15：05

理科教育論・理科教育史

2J08 事実としての生命をもとにした生命観の合意形成へ －生命科学教育の基礎理論序説－

○走井洋一（東京家政大学），大貫麻美（白百合女子大学）

2J09 資源の学習の意義と価値に関する歴史的研究 －第二次世界大戦前の教科「博物」を中心とし

て－

○中西裕也（広島大学大学院，広島県立賀茂高等学校），磯﨑哲夫（広島大学大学院人間社会

科学研究科），林武広（比治山大学）

2J10 高橋熙の「体験教育」の実践に関する一考察 －蝉を題材とした活動における「表示」の質に

着目して－

○中村竜征（茨城大学大学院教育学研究科），国谷直己（川村学園女子大学教育学部），宮本直

樹（茨城大学大学院教育学研究科）
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2J11 ザンビア中等理科教科書における教科書分析 －教材機能，学習材機能的側面からの分析－

○小川翔生（広島大学大学院）

K 会場 第１セッション 9：00 － 10：00

化学教材・教育法

2K01 単元や題材を通して資質・能力を育てる学習指導の在り方 ～酸・塩基分野をテーマに～

○浦川順一（茨城県水戸第二高等学校），佐藤友介（北海道帯広南商業高等学校），佐藤大（大

学入試センター），伊藤克治（福岡教育大学），後藤顕一（東洋大学），野内頼一（国立教育政

策研究所）

2K02 「化学反応の量的関係」を題材とする深い学びの実現に向けた授業モデルの開発

○岡本暁（島根県立出雲高等学校），神孝幸（国立教育政策研究所），佐藤博義（大分県立大分

工業高等学校），伊藤克治（福岡教育大学），後藤顕一（東洋大学），野内頼一（国立教育政策

研究所）

2K03 探究の過程を取り入れた「化学びらき」の授業展開

○松髙和秀（佐賀県立致遠館高等学校），佐藤圭鼓（佐賀県立致遠館高等学校），佐藤博義（大

分県立大分工業高等学校），伊藤克治（福岡教育大学），後藤顕一（東洋大学），野内頼一（国

立教育政策研究所）

2K04 探究の過程を踏まえた学習活動の開発 ～物質量の単元びらきをテーマに～

○佐藤友介（北海道帯広南商業高等学校），佐藤大（大学入試センター），神孝幸（国立教育政

策研究所），伊藤克治（福岡教育大学），後藤顕一（東洋大学），野内頼一（国立教育政策研究

所）

K 会場 第２セッション 13：15 － 14：00

化学教材・教育法

2K05 ビチューメンを用いたバクダッド電池の作製

○長南幸安（弘前大学），三上雅貴（弘前大学）

2K06 マイクロスケールでのダニエル電池実験と回路カードの活用 減災どこでも理科実験パッケー

ジの開発と検証

○貞光千春（お茶の水女子大学SEC），榎戸三智子（お茶の水女子大学SEC），山本江津子（お茶

の水女子大学附属中学校），星野由佳（北区立十条富士見中学校），大﨑章弘（お茶の水女子大

学SEC），里浩彰（お茶の水女子大学SEC），竹下陽子（お茶の水女子大学SEC），千葉和義（お茶

の水女子大学SEC）

2K07 共重合による物性変化を理解する合成高分子教材の開発 －光重合反応の化学実験への活用－

○植田幹男（大東文化大学），杉山広夏（大東文化大学），橋本明音（大東文化大学），阿久津

雄亮（大東文化大学），屋形英範（和洋国府台女子中学校高等学校）
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K 会場 第３セッション 14：05 － 15：05

化学教材・教育法

2K08 コロイド溶液としてふさわしい物質は何か －水酸化鉄（III）を中心として－

○渡部智博（立教新座中学校・高等学校），齊藤太郎（立教新座中学校・高等学校），加藤天（立

教新座中学校・高等学校）

2K09 CHiRの基本概念における資質・能力育成を志向する文脈を基盤とした授業デザイン：GSC

○土屋有加（東邦大学大学院），今井泉，（東邦大学大学院），寺田光宏（岐阜聖徳学園大学）

2K10 探究的な学びの実現のための理科教師教育オンライン教材の開発 NHK 高校講座「化学」（映

像資料）のレリバンスに基づく分析

○今井泉（東邦大学），寺田光宏（岐阜聖徳学園大学），渡部智博（立教新座中学校高等学校）

2K11 物の溶け方における児童の粒子概念の変容と獲得 －教材と実験方法の工夫を通して－

○中山浩平（茨城大学教育学部附属小学校），宮本直樹（茨城大学大学院教育学研究科）

L 会場 第１セッション 9：00 － 10：00

教育課程・カリキュラム

2L01 小・中学校理科教員の資質・能力に関する研究 ～小学校高学年教科担任制導入の事例的検討

を通して（1）～

○保刈栄紀（昭和女子大学現代教育研究所），和田一郎（横浜国立大学）

2L02 東アジアの科学技術教育 学習者の意識・教科能力・汎用能力を中心として

○岡田大爾（広島国際大学），松浦拓也（広島大学），竹野英敏（広島工業大学），橋本清勇（広

島国際大学）

2L03 理科教育における科学史の取扱い（1） －『理科基礎』成立時期を中心に－

○嶋田亘佑（広島大学大学院），磯﨑哲夫（広島大学大学院人間社会科学研究科）

2L04 ウィルスを含む全生物の共通性（進化）で捉えた生命領域の構想 －「遺伝的変異・多様性・

系統樹・自然選択説」の内・外理科教科書調査より－

○名倉昌巳（岩手大学教育学部）

L 会場 第２セッション 13：15 － 14：00

諸外国の科学・理科教育

2L05　　タイ国中学校科学教科書『วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย』ีの NOS単元

○中島康（早稲田大学高等学院），チャトリーファイクハムタ（タイ国カセサート大学）

2L06 ドイツ基礎学校における ESDグローバル・アクション・プログラムの構想と展開

○宮野純次（京都女子大学発達教育学部）

2L07 イギリスの科学教育における practical workの位置づけ －初版 Twenty First Century Science

の分析を中心にして－

○野村優成（広島大学大学院），磯﨑哲夫（広島大学大学院人間社会科学研究科）
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L 会場 第３セッション 14：05 － 15：05

諸外国の科学・理科教育

2L08 カンボジア農村部における SDGs エコビレッジの取り組み －法人代表者へのインタビュー調

査から－

○仲井勝巳（聖学院大学）

2L09 理科の目標と生物のカリキュラムの日中比較

○何佳敏（東洋大学），後藤顕一（東洋大学）

2L10 中国における STS 教育研究の動向と課題 －科学教育に関する学術雑誌のタイトル分析－

○高駿業（広島大学大学院），磯﨑哲夫（広島大学人間社会科学研究科）

2L11 将来への足場かけとなる行為主体性に関する研究 － I SEE Projectに着目して－

○宮下蒼（岐阜大学大学院教育学研究科），内海志典（岐阜大学教育学部）

M 会場 第１セッション 9：00 － 10：00

幼児教育「環境」領域・生活科教育

2M01 幼児教育と小学校生活科における接続の方法 近年の先行研究の動向を中心として

○西内舞（国立教育政策研究所），中村大輝（広島大学大学院）

2M02 領域「環境」で培った資質・能力を接続する生活科授業の研究

○菅沼敬介（福岡教育大学）

2M03 生活科における理科学習につながる気づきと資質・能力との関連に関する研究

○齊藤徳明（藤沢市立鵠沼小学校），和田一郎（横浜国立大学）

2M04 具体物から事実を捉えることができる児童の育成 －第１学年：自然の観察－

○長島雄介（奈良女子大学附属小学校，奈良女子大学）

N 会場 第１セッション 9：00 － 10：00

物理教材・教育法

2N01 理科教育における消費者製品安全教育の展開について

○宮西涼子（琉球大学教育学部），濱田栄作（琉球大学教育学部）

2N02 高校物理（光波）における多様な表象の一貫性能力を促進する教授方略に関する事例的研究

○川口智史（神奈川県立城郷高等学校），和田一郎（横浜国立大学）

2N03 カラーセロファンを用いたレントゲンのモデル教材の開発

○加藤奈々美（東京学芸大学大学院教育学研究科），鎌田正裕（東京学芸大学大学院教育学研

究科）

2N04 Google Classroomを用いた遠隔授業 演示実験・グループ討論・プレゼンテーション・模擬授

業の工夫

○葛生伸（福井大学）
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シンポジウムⅠ

9 月 19 日（日）－ 26 日（日）

期間内配信



周年記念誌企画から考えるこれからの理科教育学研究

－今後 年の理論研究と実践研究および学会の在り方を考える－

久保田善彦 A，和田一郎 B，藤井浩樹 C，佐藤寛之 D，出口明子 E，山下修一 F 
KUBOTA Yoshihiko, WADA Ichiro, FUJII Hiroki, SATO Hiroyuki 

DEGUCHI Akiko，YAMASHITA Shuichi 
玉川大学 A，横浜国立大学 B，岡山大学 C，早稲田大学 D，宇都宮大学 E，千葉大学 F 

 
 
【キ－ワード】 70周年記念誌，理論研究，実践研究，全国大会シンポジウム 
 
１ はじめに 

一般社団法人日本理科教育学会は，次の学会

年度（2022 年度）に創立 70 周年を迎える。こ

の時期を理科教育学研究の節目として捉え，

2021 年 3 月に「一般社団法人日本理科教育学

会創立 70 周年記念出版事業会」が組織された。

本シンポジウムは，記念誌編集の過程から，こ

の 10 年の理科教育学研究を振り返り，これか

らの 10 年を検討する。更には，理科教育学研

究の更なる発展に向けた学会運営の在り方を

議論する。 
 

２ 記念誌の趣意・なぜ理論と実践か 
一般社団法人日本理科教育学会の 70 周年記

念誌では，再整理された理科に関わる資質・能

力の育成に向け，理論と実践の往還・融合を促

進する理科授業デザイン研究のための視座を

提供するための書を目指すことにした。 
こうした理科教育学研究における，理論と実

践の往還・融合の重要性の高まりには，全国の

教育学系大学院の多くが専門職大学院として

の教職大学院へと改組し，教員養成および教育

学研究に関わる抜本的な改革が影響している

ことは否めない。これは一種の教育学研究のパ

ラダイムシフトを意味するが，本学会が積み上

げてきた理科教育学の理論の多くは，常に実践

との関連付けから実証され，高いレベルで質的

保証がなされた理論群となっており，こうした

状況下であるからこそ，より一層光り輝く成果

物であると考える。今こそ，それらを整理する

と共に，理論と実践をつなぐ手立てを示してい

くことは大いに価値があると考える。 
一方，理科教育研究における理論と実践の関

連性は，「往還」の概念に加え，「融合」の概

念へと進展している。すなわち理論と実践は，

その往還を通じて理論の応用と実践の理論化

を促進している。その過程で，自己内融合した

理論と実践によって，現代的な教育課題の解決

につながる理科授業開発が促進され，同時にオ

リジナリティ溢れる理科教育学研究の発展が

生じると考えられる。本書が目指す「理論と実

践をつなげる」その先には，多くの学校におい

て，単に理論を理論として，あるいは実践を実

践として語るのではなく， 理論と実践の融合

を通じた理科授業のデザインについて，「自ら

の言葉で語る」ことができる「バイリンガル教

師」の誕生が期待される。 
これらの目標に向かい，本書では４章からな

る理論と実践をつなぐための最新の理科教育

学研究の成果を集約することとした。 
（和田一郎） 

 
３ 第１章「理科教育学研究の方法論と実践」 

第１章は，理科教育学の研究がこれまで取

り組んできた主題ないし主題への迫り方（ア

プローチ）のうち，全国大会の発表分野に照

らし合わせると，理科教育論・理科教育史，

諸外国の科学・理科教育，教育課程・カリキ

ュラム，幼児教育「環境」領域・生活科教

育，物理・化学・生物・地学の教材・教育

法，そして環境教育・STS 教育・STEM 教

育・総合的学習など，広い範囲の内容を含

む。それぞれの主題ないし主題への迫り方

は，理科教育の研究が始まった当初から取り

組まれているもの，一方，変動する社会の中

で比較的最近になって新たに取り組まれてい

るものなど，実に多様である。この多様性を

通して理科教育学研究の問いの広がりに気づ

くこと，そして個々の問いの深まりを理解す

ることを本章では企図している。 
それぞれの主題ないし主題への迫り方で

は，研究方法に関する「理論」とその成果，

価値ある「実践」の事例，そして現在および

今後の「実践」への示唆が述べられる。科学
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的認識である「理論」と意図的行為である

「実践」とは本来性格が異なるものである。

したがって両者の循環と結合には絶え間ない

努力が必要になる。本章では，理科教育学研

究の広がりと深まりに触れながら，この課題

に取り組むための手掛かりを与えたいと考え

ている。 （藤井浩樹） 
 

４ 第２章「理科教授・学習論と実践」 
本章では，まず「学習者一人ひとりに焦点を

当てた教授・学習論」について検討する。具体

的には，学習者が保持する「素朴概念」や理科

学習による「概念変容」，学習場面で子どもに

促す「メタ認知」「批判的思考」「自己調整学

習」，子どもの主体的な理科学習に必要な「動

機づけ理論」「学習の意義の認識」，そして，

科学における知識の在り方に関する「科学の本

質」「認識論的知識」「身体知」等の意味や意

義を概説するだけでなく，具体的な事例を示し

て，これからの理科教授・学習論を読み解くた

めに必須となる理論の理解を深める話題を提

供する。また，他者との合意形成により理科カ

リキュラムが形作られていることを実証的に

理解するために，「学習者を取り巻く他者や環

境に焦点を当てた教授・学習論」として，理科

学習における「協働・協同・共同・協調」「拡

張的学習」「学習環境（ICT，ゲーミフィケー

ションを含む）」も，先行研究からの知見をも

とに，自然事象についての知を構成する具体的

な環境（人的・物的）についての話題を提供す

る。そして，具体的な授業実践場面での「問題

解決や科学的探究に焦点を当てた教授・学習

論」を検討するために，理科授業を展開するた

めに必要な「問いの生成」「仮説設定」「探究

の計画」「実験」「観察」「データ解釈」「科

学的表現，科学的表象」「モデリング，メタモ

デリング，科学的モデル」「アーギュメンテー

ション」「アーギュメント」の理科授業を構成

する各要素についても，国内外の研究動向をふ

まえた共通理解をもとに，具体的な事例を示し

て，理科教授・学習論における諸理論と理科授

業実践の往還について検討する。（佐藤寛之） 
 

５ 第３章「理科評価論と実践」 
本章ではまず，「概念地図法」「描画法・イ

メージ図」「パフォーマンス評価」「ポートフ

ォリオ評価」を取り上げる。本学会でもこれま

でに継続して研究が蓄積されているこれらの

方法の理論的背景や近年の研究動向を概観す

る。またそれらを活用した具体的な実践事例に

基づいて，理科学習の評価手法に関わる現代的

な意義について議論を深める。次に「形成的評

価」「相互評価」を取り上げる。新学習指導要

領における学習評価では，「指導と評価の一体

化」の必要性が一層高まったものとなってい

る。その中でも特に重視されるこれら 2 つの評

価論について国内外の研究動向も含めて概観

し，実践事例に基づいた検討を行う。さらに，

学習評価に関わる最新の研究動向として「CBT
（Computer Based Testing）」を取り上げる。

コンピュータを用いた新たな評価の在り方と

して注目される CBT で理科の学習評価は今後

どのような展開を見せるのか，理論と実践に基

づいた議論を行う。これらの議論を通して，理

科の評価論と実践をつなぐこれからの理科教

育学研究について展望していきたい。 
（出口明子） 

 
６ 第４章「理科教師教育論と実践」 
本章では，理科教育学会の知見をレビューし

ながら，国内外の理科「授業研究」「教授方略」

「反省的実践家」「教員養成」に関する理論と

実践事例を紹介する。 
PISA や TIMSS で日本が理科で好成績を残

しているのは，理科教員によって素晴らしい授

業が展開されてきたからだと言える。しかし教

育現場では，優れた理科授業を展開してきたベ

テラン教員が退職し，今まで培われてきた理科

授業や授業研究の知見が途絶えかねない状況

になっている。 
理論を追究している大学や研究施設と実践

を追究している学校現場が，理論と実践の往還

を目指していますが容易なことではない。理科

は知識内容の学習を中心とする内容教科であ

り，授業を検討する際には授業方法のみなら

ず，学習内容の検討も不可欠である。 
今後，大学等の研究者と学校教員が協働しな

がら，理論と実践の妥当性や有効性を絶え間な

く検証していくことが大切になるであろう。本

章がきっかけになって，急増する若手教員にも

優れた理科授業や授業研究の知見が継承され

ていくことになれば幸いである。（山下修一） 
 
３ おわりに 
記念誌の趣旨である「理論と実践の往還・融

合」や各章のキーワードは，これからの理科教
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育学研究の在り方を検討する貴重な資源であ

る。それらに柔軟に対応する学会運営も求めら

れる。例えば，「理科の教育」の連載に「理科

教育学研究を授業に生かす」がある。理科教育

学研究に掲載された理論やそれに基づく実践

を平易に紹介し，日々の教育活動に生かしてい

ただくことを目的としている。第二の目的は，

実践家がそれぞれの環境で追試をすることで，

学会の理論として精緻化されることにある。し

かし，互いのフィードバックは乏しく，後者の

目的達成は十分とはいえない。会員が双方向に

交流できる場の創出などの，会員サービスの在

り方を再考すべきであろう。 
 

 
資料：70 周年記念誌 章構成（案） 
 
■ はじめに 
 
■ 序章 理科教育学における教育実践研究

とは何か 
 
■ 第 1 章 理科教育学研究の方法論と実践 
1-1 質的研究 
1-2 量的研究 
1-3 歴史 
1-4 国際比較 
1-5 教材開発 
1-6 社会的公正 
1-7 自然体験 
1-8 環境教育 
1-9 STEM 
1-10 学社連携 
1-11 理科の才能教育 
1-12 SSI（Socio-Scientific Issues） 
1-13 日本のカリキュラム（学習指導要領） 
1-14 学習指導要領と理科教育学研究 
 
■ 第 2 章 理科教授・学習論と実践 
・学習者一人ひとりに焦点を当てた教授・学習

論 
2-1 素朴概念・概念変容 
2-2 メタ認知 
2-3 批判的思考 
2-4 自己調整学習 
2-5 動機づけ理論 
2-6 学習の意義の認識 
2-7 科学の本質（Nature of Science） 
2-8 認識的知識（Epistemic Knowledge） 
2-9 身体知 
・学習者を取り巻く他者や環境に焦点を当て

た教授・学習論 
2-10 協働・協同・共同・協調 
2-11 拡張的学習 
2-12 学習環境（ICT，ゲーミフィケーション） 

 
・問題解決や科学的探究に焦点を当てた教授・

学習論 
2-13 問いの生成 
2-14 仮説設定 
2-15 探究の計画 
2-16 実験 
2-17 観察 
2-18 データ解釈 
2-19 科学的表現・科学的表象 
2-20 モデリング・メタモデリング・科学的モ

デル 
2-21 アーギュメンテーション（口頭） 
2-22 アーギュメント（論述） 
 
■ 第 3 章 理科評価論と実践 
3-1 概念地図法 
3-2 描画法・イメージ図 
3-3 パフォーマンス評価 
3-4 ポートフォリオ評価 
3-5 形成的評価 
3-6 自己評価と相互評価 
3-7 CBT（Computer Based Testing） 
 
■ 第 4 章 理科教師教育論と実践  
4-1 授業研究 
4-2 諸外国のレッスンスタディ 
4-3 教授方略 
4-4 熟達化 
4-5 反省的実践家 
4-6 教員養成 
 
■ おわりに 
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シンポジウムⅡ

第 2 日目 9 月 20 日（月）

10：10 － 12：10



 

 

これからの時代が求める新たな理科授業 

−学習指導要領の実施を踏まえて− 

 

益田裕充

MASUDA Hiromitsu
群馬大学 

【キ－ワード】 理科授業、問題解決の過程、探究の過程、学習指導要領 
 

１ シンポジウムの趣旨と論点整理  

 

本シンポジウムは現行学習指導要領の改訂に

直接あるいは間接的に関係した小学校、中学校、

高等学校の担当者が集い、話題を提供し、これ

からの時代が求める新たな理科授業について考

えようとするものである。 

現行学習指導要領では、各教科で「学習過程」

という用語が使用され、学習指導要領あるいは

その解説に掲載されている。このように、学習

過程は資質・能力を育成する上で重要なキーワ

ードとなっている。 

理科では、「問題解決の過程」（小学校）、

「探究の過程」（中学校、高等学校）がキーワ

ードとなる。特に、小学校では「問題解決の力」

が示され、中学校では「主に重視する学習過程」

が示されている。高等学校では「観察、実験な

どを通して探究し」とされ、観察、実験を通し

て学習内容の理解が図られるよう意図されてい

る。 

 このように、資質・能力の育成の観点から、

小・中・高等学校を通して学習過程が認識され

ているのである。 

著者は、こうした学習過程の指摘は、一連の

学習過程を構成する各過程を関係づけることで

資質・能力を育成する指摘であると考えている。 

この改訂で、たとえば解決の方法の立案が取

りあげられているが、小学校では、問題解決の

力の中で「予想や仮説に基づいて解決の方法を

発想する力」として予想や仮説と解決の方法を

関連付けて発想することとしている。 

解決の方法を立案するためには、導入の過程

で提示する自然の事物・現象と実際に行われる

観察、実験がどのような関係になればよいであ

ろうか。解決の方法を立案することにおいても、

いくつかの学習過程の関係を念頭におかなけれ

ばならない。 

さらに、学習指導要領の改訂に先立つ平成 27

年度に実施された全国学力・学習状況調査（中

学校理科）では「課題と正対した考察」の重要

性が具体的な作問として示され、この実施を受

けた「理科の教育（Vol.65,通巻 763号,2016）

「全国学力・学習状況調査（中学校理科）のメ

ッセージを読む-」で、著者は「例えば、中学校

１年次から中学校３年次までの理科授業で、こ

うした能力を抽出し重点的に扱うべきではある

まいか」と指摘した。 

このような学習過程をめぐる指摘は、問題や

課題から考察・結論に至る一連の学習過程を構

成する各過程の関係を明確にしたストーリー性

のある授業を展開することで、子どもに資質・

能力の育成を図ることを求める指摘である。 

子どもは、様々な観点から索引づけられた過

程を繰り返し経験することで、事例の複雑さへ

の認識を広げたり深めたりして、学んだことを

新たな状況へと転移する能力を強化する。表面

上異なる学習の間に意味あるつながりをつく

り、転移可能な資質・能力を授業で身につける

ことができるであろう。 

授業とはいかに多様であろうか。多様さは多

く語られるが、多様さの中に「共通すること」

がある。この学習指導要領の改訂は、特に「共

通すること」に焦点を当てている。 

現行学習指導要領のもとで、問いを解決する

過程はどうすれば妥当な手続きとなるのか等、

科学的に探究する方法を用いて考え、教室とい

う文脈の中の理論を何度も精査し洗練させなが

ら他の文脈にもあてはめようとする授業を創造

するための知見を得ることが求められているの

である。 

こうしたことを踏まえ、参加者がこれからの

時代が求める新たな理科授業を創造するための

知見を得ることができるシンポジウムとした

い。 

 

２ シンポジウムの２つの柱 

 

そこで、本シンポジウムでは２つの柱を立て

ることとした。 

まず、第一の柱として藤枝秀樹氏と鳴川哲也
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氏から学習指導要領の改訂から今日までを通

し、これからの時代が求める新たな理科授業に

ついて話題提供をしていただく。特に、問題解

決の過程や探究の過程について触れていただ

く。 

第二に、今日的な課題である学習評価や具体

的なメッセージ性の高い全国学力・学習状況調

査等を踏まえ、現状と展望等を示しながら田中

保樹氏と藤本義博氏から話題提供をしていただ

く。 

シンポジウムの構想図を次に示す。2 つの柱

立てを行っているが、両者が関連付けられるこ 

ともあろう。さらに、コロナ禍やＧＩＧＡスク

ール構想、学習評価など改訂から今日までに至

る過程の様々な課題にも触れることとなろう。 

指定討論者の片平克弘氏には、示された２つ

の柱から討論の視点を明示していただく。 

 

大会会場からの配信となるが、会場をはじめ

オンラインで参加している方々との意見の交換

を行う予定である。        

 

 
【司会/論点整理】益田裕充（群馬大学）【中学校学習指導要領理科編 協力者】 
     「シンポジウムの趣旨と新たな理科授業のための 2つの柱」 
 
【話題提供者】 
■藤枝秀樹氏（文部科学省視学官）【中学校・高等学校学習指導要領理科の編集に当たる】 

例                           ［中学校、高等学校から］ 
  ○中学校 各学年で主に重視する学習過程 ○高等学校 観察、実験などを通して探究し 
 

 
学習指導要領の改訂から今日まで 

 
 
■鳴川哲也氏（文部科学省教科調査官）【小学校学習指導要領理科の編集に当たる】 

例                            ［小学校から］ 
  ○小学校 問題解決の力 など 
＜第３学年＞ 差異点や共通点を基に、問題を見いだす力  
＜第４学年＞ 既習の内容や生活経験を基に、根拠のある予想や仮説を発想する力 
＜第５学年＞ 予想や仮説を基に、解決の方法を発想する力 
＜第６学年＞ より妥当な考えをつくりだす力 

  
                   ↓［深化］ 

 
■田中保樹氏（北里大学）（元学力調査官・元教科調査官（中学校理科））［中学校から］ 

【全国学力・学習状況調査（中学校理科）を担当】 
＜第１学年＞ 自然の事物・現象に進んで関わり、その中から問題を見いだす 
＜第２学年＞ 解決する方法を立案し、その結果を分析して解釈する 
＜第３学年＞ 探究の過程を振り返る 
 

 
            学習評価・全国学力・学習状況調査等から 
 
 
                   ↓［深化］ 
 
■藤本義博氏（岡山理科大学）（前学力調査官）［高等学校から］ 
【中学校学習指導要領理科の作成に携わる、全国学力・学習状況調査（中学校理科）を担当】 

  例 
○高等学校 観察、実験などを通して探究し 

 
          
【指定討論者】片平克弘氏（筑波大学）【小学校学習指導要領理科編 協力者】 
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これからの時代が求める新たな中学校と高等学校の理科授業を考える 

－「探究」の場面を授業デザインする－ 

 

○藤枝秀樹 

Hideki FUJIEDA 

文部科学省 

【キ－ワード】 学習指導要領，探究の過程，授業デザイン 

１ はじめに 

 中学校学習指導要領（平成 29年 3月告示），
高等学校学習指導要領（平成 30年 3月告示）
における，理科の改訂に当たっての基本的な考

えは，「理科で育成を目指す資質・能力を育成

する観点から，理科の見方・考え方を働かせ，

見通しをもって観察，実験を行うことなどを通

して，自然の事物・現象について科学的に探究

する学習を充実したこと」と，「理科を学ぶこ

との意義や有用性の実感及び理科への関心を

高める観点から，日常生活や社会との関連を重

視したこと」である。とりわけ，前者の「科学

的に探究する学習の充実」については，これま

での学習指導要領でも重視されてきたことで

あるが，今回の学習指導要領の改訂では、より

一層充実を図ることとし，児童生徒が「どのよ

うに学ぶか」という視点から、【資質・能力を

育むために理科で重視する「探究の過程」】を

明確に示した。

２ 探究の過程について 

図は，平成 28年 12月の中央教育審議会答申
の別添資料で示されたものであり，理科におけ

る「資質・能力を育むために重視すべき学習過

程のイメージ」を示したものである。表題には

「高等学校基礎科目の例」とあるが，小学校や
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中学校においても，基本的には高等学校の例と

同様の流れで学習過程を捉えることが必要で

あり，中学校理科の学習指導要領解説の９ペー

ジと，高等学校理科の学習指導要領解説の 10

ページにも同様の図が掲載されている。理科で

は，資質・能力を育むために必要な学びの過程

として，「課題の把握（発見）」，「課題の探

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。

「探究」に関する，中学校と高等学校におけ

る特徴的な点は以下の通りである。

中学校では，３年間を通して計画的に、理科

で育成を目指す資質・能力を育成するために，

各学年で主に重視する学習過程の例を整理し

た。

・第１学年：「自然の事物・現象に進んで関

わり，その中から問題を見いだ

す」学習過程 
・第２学年：「解決する方法を立案し，その

結果を分析して解釈する」学習

過程 
・第３学年：「探究の過程を振り返る」学習

過程 
 各学年で主に重視する学習過程を全ての観

察，実験について生徒に実施させることは，時

間的にも難しいと考えられる。可能な範囲でよ

いと思われる。しかし，各教師の授業改善や創

意工夫で，できるだけ探究の過程を経験させて

ほしい。

高等学校では，科学的に探究するために必要

な資質・能力を育成する観点から，観察，実験

を行うことなどを通して探究する学習活動を

より一層充実させるために，例えば，情報の収

集，仮説の設定，実験による検証，実験データ

の分析・解釈などの探究の過程を明確化した。

また，「探究」に関する表現が学習指導要領

の各科目の「２ 内容」に反映されている。具

体的には，探究に関する表現が「２ 内容」の

「イ 思考力，判断力，表現力等」のみならず，

「ア 知識及び技能」にも加えられた。つまり，

探究の過程を通して知識の習得を図るよう改

善することが求められている。

例えば，各小項目の文末表現は従来の「～

を理解すること」のみならず，以下のような

記述が見られる。 
・「～を見いだして理解すること」 
・「～と～を関連付けて理解すること」 
さらに，その際の具体的な手段として，次

のような記述が見られる。 
・「～に関する観察，実験などを行い，」 
・「～に関する資料に基づいて，」 

 平成 28年 12月の中央教育審議会答申におい
て，「高等学校における教育が、小・中学校に

比べ知識伝達型の授業にとどまりがちである

ことや、卒業後の学習や社会生活に必要な力の

育成につながっていないことなどが指摘され

ている」と示された。これは，理科についても，

否めない部分があると思われる。例えば，今ま

で実施されてきた観察，実験はあらかじめ学習

した内容（原理，法則，特徴など）の確認実験

であることが多くなかっただろうか。新学習指

導要領のスタートの今こそ，授業改善のチャン

スである。

３ 「探究」の場面を授業デザインする 

今や世界や社会が劇的に変化している。これ

までの指導方法や学習方法では，時代や社会の

要請に応えられなくなってきていると思う。私

は，「探究」がそのための突破口になるのでは

ないかと考えている。そのためには，日常の授

業の中で，できる限り「探究」の場面を設定で

きるように，授業デザインしていただきたいと

思っている。

引用文献 

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

要領等の改善及び必要な方策等について（答

申）」（中教審第 197号） 

文部科学省（2017）「中学校学習指導要領解説 

理科編」 

文部科学省（2018）「高等学校学習指導要領解

説 理科編・理数編」 
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これからの時代が求める新たな理科授業 

ー学習指導要領の実施を踏まえてー 
 

鳴川哲也

NARUKAWA Tetsuya 

文部科学省初等中等教育局教育課程課 

【キ－ワード】 資質・能力，問題解決の力，意義や有用性 
 

１ 理科授業の在り方を考える重要な局面 

 「予測困難な時代に、一人一人が未来の創り

手となる」

 2030 年頃の社会の在り方、さらにはその先

も見通した姿を考えて示された「幼稚園、小学

校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習

指導要領等の改善及び必要な方策等について

（答申）」（平成 28年 12月 21日 中央教育

審議会）の第 2 章「2030 年の社会と子供たち

の未来」は、「予測困難な時代」というフレー

ズから始まっている。この「予測困難」とは、

情報技術の飛躍的な進化等を背景に、社会の変

化が加速度を増すことで、先を見通すことがま

すます難しくなっているという意味であった

に違いない。しかし、新型コロナウイルス感染

症の拡大という、誰もが予想していなかった原

因による「予測困難」の中で、小学校学習指導

要領は全面実施を迎えることとなった。

 また、新型コロナウイルス感染症の拡大は、

現在の教育における様々な問題を浮き彫りに

し、「GIGA スクール構想」の実現を加速させ

た。

 教師は、コロナ禍を踏まえて、日々の授業に

おいて様々な工夫をしなければならない状況

にある。だからこそ、今、改めて理科授業で大

切にしなければならないことを考える必要が

ある。

２ 学習指導要領改訂のポイント 

（１）問題解決の活動の充実 

 小学校理科で重視してきた問題解決のそれ

ぞれの過程において、どのような資質・能力の

育成を目指すのかを明確にし、指導の改善を図

っていくことが重要であることから、育成を目

指す資質・能力の「思考力，判断力，表現力等」

について，各学年で主に育成を目指す問題解決

の力を具体的に示した。 

 問題解決の力は以下の通りである。 

【第３学年】 差異点や共通点を基に、問題を

見いだす力  

【第４学年】 既習の内容や生活経験を基に、

根拠のある予想や仮説を発想する力 

【第５学年】 予想や仮説を基に、解決の方法

を発想する力 

【第６学年】 より妥当な考えをつくりだす力 

 これらの問題解決の力は、その学年で中心的

に育成するものであるが、実際の指導に当たっ

ては、他の学年で掲げている問題解決の力の育

成についても十分に配慮することが必要であ

る。 

（２）日常生活や社会との関連の重視 

 理科を学ぶことの意義や有用性の実感及び

理科への関心を高める観点から、日常生活や社

会との関連を重視する方向で検討された。その

結果、日常生活や他教科等との関連を図った学

習活動や、目的を設定し、計測して制御すると

いった考え方に基づいた観察，実験や、ものづ

くりの活動の充実を図ったり、自然災害との関

連を図りながら学習内容の理解を深めたりす

ることにより，理科の面白さを感じたり，理科

を学ぶことの意義や有用性を認識したりする

ことができるようにした。

３ 理科授業の充実を図る視点 

 「コロナ禍」「GIGA スクール構想」の実現

という状況を踏まえ、これからの理科授業の在

り方を考えたとき、今次改訂のポイントの２点

が、さらにその重要性を増すと考える。 

（１）資質・能力の育成

 コロナ禍の臨時休業中、教師は、子供たちの

学びをできるだけ保証しようと、「観察するた

めに必要な植物の種子を配る」「教師が行った

観察、実験などの映像を録画し、配信する」な

ど、様々な取組を行った。しかし、教師は「こ

の取組では、目指す資質・能力を育成すること

が難しい」という悩みを抱えていた。

また、「GIGA スクール構想」の実現で、子

供たちが自分の ICT 端末を持ちながら学習す

る姿が日常になりつつある。しかし、教師は、

その端末をどのように活用すればよいのかを
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悩みながら模索している。

子供がもつ ICT端末は、あくまでも有用な道

具であり、それを使用すること自体が目的では

ない。

臨時休業中の取組に関する悩み、ICT端末の

活用方法についての悩みは、いずれも、育成を

目指す資質・能力につながる。子供一人一人に

どのような資質・能力を育成するのかを意識す

ることの重要性を、改めて認識する必要があ

る。これは理科に限った話ではない。「目の前

の子供に、どのような資質・能力の育成が必要

なのか」「今の指導で、その資質・能力は育成

できているのか」を問い続けなければならな

い。

（２）問題解決の力の育成

 前述したように、三つの柱で整理された資

質・能力の１つである「思考力、判断力、表現

力等」において、小学校理科では、「問題解決

の力」を明確にし、その育成を目指すこととし

た。

私たちは、マスメディアなどを通して、多く

の情報に触れている。コロナ禍においても、多

くの情報を基に、自分なりの行動指針を決め、

それに基づいて行動していると思われる。新型

コロナウイルスに関する研究が進められ、ワク

チンや治療薬の開発がされているわけだが、こ

れらの道筋は簡単なものではないと推察され

る。主体的に、あるいは粘り強く取り組む中で

問題が解決されていくと思われるが、それは、

まさに「科学的」であると考える。

このように、新型コロナウイルス感染症を収

束させるという問題を解決する際、その１つの

重要なアプローチが「科学的」なのである。世

の中の問題を解決する際、「科学的な思考」は

とりわけ重要であり、この「問題を科学的に解

決する」ことを、小学校理科では重視している

わけである。

「問題解決の力」を育成していくことで、実

証性、再現性、客観性などといった条件を検討

する手続きを重視しながら解決していくとい

う、「問題を科学的に解決する」ことの重要性

を、子供一人一人が認識できるようにしたい。

（３）問題解決の活動の価値

「GIGA スクール構想」の実現により、子供が

自分の ICT 端末をもって学習することが日常

になりつつある。

子供は、自然の事物・現象から見いだした問

題を、その有用な道具を駆使して、直接観察し

たり、実験したりすることなく、解決すること

ができるのである。

にもかかわらず、理科の学習では、観察や実

験を中核に据えた問題解決の活動を通して、問

題を解決するのである。

子供は、解決したい問題を見いだした際、素

朴に「ICT端末で調べれば早く解決できるのに、

どうして、予想をたてて、実験方法を考えて、

観察や実験をして、結果を基に考察して、問題

を解決するの」と思っているかもしれない。

このような子供の素朴な問いに対して、教師

はどのような答えを用意できるのかが問われ

ていると考える。

教師が、問題解決の道筋を示し、その通りに

授業を行ったとしても、子供にとってみれば、

主体的な問題解決にはならない。

先の子供の問いに答えるためには、自分たち

で解決したい問題を見いだし、それを科学的に

解決したという満足感を得る経験、さらには、

その学びにどのような価値があるのかを伝え

る教師の存在が必要不可欠であろう。

（４）理科を学ぶことの意義や有用性

 理科で学習した内容は、子供たちの身近に溢

れているにも関わらず、その意識が低いという

ことは、大きな課題であると考える。

 私たちは、科学技術のおかげで豊かな生活を

享受できるようになっているし、豊かな自然か

らの恩恵も受けている。また、理科の学習で得

た知識を用いて、生活の仕方を調整していると

も言える。

 さらには、世の中の課題を解決しようとする

際も、「科学的」に解決しようとすることで、

多くの人から承認され、公認される解決策が提

案されている。

 これからの理科授業では、理科で学習したこ

とが日常生活で出合う自然の事物・現象とどの

ように関連しているのかを考えたり、「問題を

科学的に解決する」ことが、世の中の問題を解

決する際の重要なアプローチの１つであるこ

とを考えたりすることを重視すべきであると

考える。

 

引用文献 

文部科学省（2018）小学校学習指導要領（平成 

29年告示）解説理科編 
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これからの社会で資する資質・能力の育成に向けて 

－中学校理科の科学的な探究と「指導と評価の一体化」を通して－ 

田中保樹

TANAKA Yasuki
北里大学 

【キ－ワード】 資質・能力の育成、中学校理科、科学的な探究、主体的な学び、「指導と評価の一体化」 
 

１ 理科教育で未来を生きる生徒を育成する 

 2021 年、社会は新型コロナウィルス感染症

（以下、COVID-19）における様々な対応に追わ

れている。このような先行き不透明な社会にお

いて、想定外の問題、多様な解が求められるよ

うな問題など、数々の新たな問題、未知なる状

況への対応などに迫られることがある。2021年

の前半において、人類は COVID-19に対して、科

学的、政治的、経済的など様々な点において、

十分なコントロールができていない。科学的な

コントロールができるようになるための手続や

過程の基礎的・基本的なことは、小学校理科で

の問題解決と中学校・高等学校の理科における

科学的な探究に位置付いている。 

中学校理科（以下、中理）おける科学的な探究

の過程や学び方、理科の見方・考え方、理科に関

する知識や技能、科学的に探究する力、科学的に

探究しようとする態度は、問題の解決や未知な

る状況への対応において生かすことができる。

未来を生きる生徒に、これからの社会で資する

資質・能力を、理科教育において育成したい。 

２ 小学校と高等学校の理科を踏まえ、中学校

理科において科学的な探究を通して学ぶ 

平成 29年告示の中学校学習指導要領（以下、

平成 29年版）で示された理科の目標を実現する

には、より一層、科学的な探究を充実させるこ

とが大切である。 

中理で資質・能力を育成する上で、高等学校

理科の概要を把握して、中理で学んだことが、

今後どのように生かされていくかを踏まえ、「こ

れから」を意識した中理の授業を行いたい。 

また、小学校理科（以下、小理）と問題解決

を理解した上で、それらを踏まえ「これまで」

の学びを生かして、中理の授業を行うことが大

切である。中理において、科学的な探究を充実

させ、探究的に学べるようにするには、小理の

問題解決で育成された資質・能力を生かすこと

である。問題を見いだす、予想や仮説を発想す

る、解決の方法を発想する、より妥当な考えを

つくり出す、比較する、関係付ける、条件を制

御する、多面的に考えるなど、小理で行ってき

たことと学んだ内容等を踏まえ、中理における

単元や小単元（以下、単元等）を構想し授業を

つくり実践することが大切である。 

これまでの全国学力・学習状況調査（中理）

において、条件の制御に関する問題の多くは、

正答率は決して高くはない。小理で学んできた

ことが、中理で生かせていない現れではないだ

ろうか。また、小学校から中学校２年までに理

科で学んだことに関する知識や技能が身に付い

ていなかったり、科学的に探究する力が育成さ

れていなかったりしているとも言える。 

 

３ 科学的な探究を通した資質・能力の育成 

科学的な探究を充実させるには、平成 20年版

及び平成 29年版（中理）の「指導計画の作成と

内容の取扱い」で示されている科学的な探究の

過程における学習活動の例である「問題を見い

だし観察、実験を計画する学習活動」、「観察、

実験の結果を分析し解釈する学習活動」、「科

学的な概念を使用して考えたり説明したりする

学習活動」などを、構想する単元等に位置付け

ることである。また、平成 29 年版に示された

各学年で主に重視する探究の学習過程の例で

ある「自然の事物・現象に進んで関わり、その

中から問題を見いだす」、「解決する方法を立

案し、その結果を分析して解釈する」、「探究

の過程を振り返る」ことを、構想する単元等に

位置付けることである。 

図１は、以上のことを位置付けた科学的な探

究の例を模式的に表したものである。科学的な

探究の要は、体験活動としての観察、実験であ

る。その観察、実験をよりよくしたり充実させ

たりするには、その前後の言語活動としての観

察、実験の計画と結果の分析・解釈（考察）が

大切となる。初めに自然の事物・現象の観察等

から問題を見いだす。そして、観察、実験の計

画として、その問題から課題を設定する、従属

変数から独立変数や要因を考える、仮説を設定

する、仮説を検証する観察、実験の方法を立案

する、条件の制御を考える、観察、実験の結果

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）S2

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

− 56 −



 

 

を予想するなどの学習活動が考えられる。観察、

実験の計画を充実させることは、観察、実験の

質を高めたり、結果の分析・解釈（考察）にお

いてより深く考えたりすることにつながる。た

だし、この図１は例である。単元等を構想して

授業をつくる際、内容や生徒の実態等に応じて、

探究の過程を省略したり重点化したりして科学

的な探究を考えたい。 

４ 科学的な探究において主体的に学ぶ 

単元等に位置付いた科学的な探究を、よりア

クティブ（能動的）により主体的に学ぶからこ

そ、理科における資質・能力を育成することが

できる。 

そのためには、図１にも示しているように科

学的な探究の初めに、関連する２つの自然の事

物・現象を比較したり認知的な葛藤を引き起こ

すような自然の事物・現象を観察したりして、

問題を見いだしたり問題を把握したりする。そ

して、その問題から課題を設定することで、課

題を自分のこととして捉えられたり見通しをも

てたりできるようにする。そのための１つの方

策として、生徒が作成する観察、実験レポート

において、課題の前に、動機や見いだした問題

として、把握した問題を記述することが挙げら

れる。また、結果の考察は、課題に対して結果

を分析して解釈し考えられることや分かること

であり、レポートにはそれを記入する。課題に

正対した考察を行い記述するのである。 

科学的な探究の各節目における振り返りにお

いて、自らの学びを調整するには、認知面の状

況を批判的（クリティカル）に捉えられるよう

にするための指導やその工夫が大切である。例

えば、これから学ぶ単元等について、学習の主

体である生徒が単元等の目標や狙い、内容を把

握したり、節目ごとに学習の状況（分かったこ

と、できるようになったこと、疑問など）を考

え記述したりできるシートを単元が始まる際に

配付して、単元等の学習に対して見通しをもて

たり振り返ったりできるようにすることが挙げ

られる。このようなシートを導入することで、

生徒は学習の節目における振り返りから、その

後の見通しがもてるようになり、自らの学びの

調整につなげたり粘り強く取り組んだりするこ

とに生かすことができる。また、指導者はシー

トの記述から、その後の指導の改善や充実に生

かし、形成的な評価や指導に生かす評価を図

り、「指導と評価の一体化」を充実させる。 

このように理科を主体的に学ぶことで、理科に

関する知識や技能を身に付け、科学的に探究する

力と科学的に探究しようとする態度を養いたい。 

 

５ 「指導と評価の一体化」を充実させる 

生徒の資質・能力を育成する上で、評価を指

導に生かすこと、つまり指導と評価の一体化を

充実させることが大切である。『「指導と評価

の一体化」のための学習評価に関する参考資

料』（国立教育政策研究所、2020）は、これま

で『評価規準の作成、評価方法等の工夫改善の

ための参考資料』（国立教育政策研究所、2011）

として提供されていた。名称を変更したこと

は、平成 29年版の学習評価における「指導と

評価の一体化」の重要性の現れと捉えることが

できる。また、「指導と評価の一体化」の実施

と、学習指導と学習評価における生徒の資質・

能力の育成に改善の必要があったと捉えること

もできる。どちらにしても、「指導と評価の一

体化」を充実させ、生徒の資質・能力を育成す

ることが望まれる。 

ただ中学校において、形成的な評価や指導

に生かす評価、「指導と評価の一体化」が、

十分に行われていない実態が散見される。教

育において大切なことは、生徒を育て成長を

促すことである。中理においても、学習指導

と学習評価が生徒の資質・能力の育成に資す

ることが望まれる。そのためには、授業の改

善や充実に向けて、「指導と評価の一体化」

を充実させることが大切である。 

以上のようにして、中理において、科学的

な探究と「指導と評価の一体化」を通して、

これからの社会で資する資質・能力の育成を

図っていきたい。 

図１ 中理における科学的な探究の例 
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高等学校における理科教育の現状と展望 

全国学力・学習状況調査から明らかとなった課題を踏まえて

○藤本義博 1,山村寿彦 2,小倉恭彦 3，益田裕充 4，鈴木康浩 5

Yoshihiro FUJIMOTO，Hisahiko YAMAMURA，Yasuhiko OGURA，Hiromitsu MASUDA，Yasuhiro SUZUKI
1岡山理科大学，2岡山県立倉敷鷲羽高等学校 3，国立教育政策研究所， 4群馬大学，5静岡県教育委員会 

【キ－ワード】 全国学力・学習状況調査, 学習指導要領，科学的な探究,高等学校理科  

１ 目 的 

 理科教育において，生徒に育成すべき資質・

能力は，平成 29 年告示の学習指導要領におい

て３つに整理された。特に，科学的な探究の力

の育成に関しては，中等教育における理科教育

のこれまでとこれからも不易である。 

 鈴木・藤本・益田（2019）は，全国学力・学

習状況調査（以下，全学調）と関連付けたアン

ケートを開発し，それを基に中学校理科教員に

意識調査を行った結果から，「適切に観察・実

験の計画ができるようにする指導」，「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」，「多面的，総

合的に思考できるようにする指導」，「気象の

学習に関する指導」について十分でないことを

明らかにした。指導状況について十分に指導が

できていない実態が明らかとなった指導項目

のうち，「(5)主体的・協働的な学習を取り入

れた観察・実験の計画の指導」，「(6)従属変

数と独立変数の指導」，「(7)課題に正対した

観察・実験の計画の指導」，「(8)仮説を設定

し検証する観察・実験の計画の指導」，「(9)

独立変数と制御変数を整理した実験の計画の

指導」，「(10)問題を見いだし課題を設定する

指導」，「(11)主体的・協働的な学習を取り入

れた考察記述の指導」，「(12)多面的，総合的

に思考させて考察を検討・改善する指導」は，

科学的な探究の過程に関する指導内容である。

これらの指導内容は,中学校学習指導要領平成

29年告示解説理科編,高等学校学習指導要領平

成 30 年告示解説理数編の「資質・能力を育む

ために重視すべき学習過程のイメージ（高等学

校基礎科目の例）」で例示された科学的な探究

の過程を授業設計して指導するものである。

ところで,2022年度から高等学校で新学習指

導要領が順次実施される。そこで，本研究では，

高等学校の理科授業において,科学的な探究の

過程を適切に設計した授業の実態や教育効果

について明らかにすることを目的に行う。

２ 高等学校の理科教員の実態調査結果  

2016年７月 31日にＡ県立教育センターが主

催した高等学校理科の授業改善に関する希望

研修において,参加した教員 19 名に科学的な

探究の理科授業を実践する際の課題について

自由記述による調査を行った。表２に示したよ

うに,「(1)時間不足」,「(2)根拠を示した考察

行うこと,「(3)課題・仮説設定の指導」,「(4)

教え合い，話し合いの指導」,「(5)学力不足」,

「(6)指導すべき内容ではない」の６点を指摘

した。また, 国立教育政策研究所（2017）が

全国の小中学校に配布した全国学力・学習状況

調査を踏まえた理科の学習指導の改善・充実に

関する指導事例集の授業映像を提示し,授業改

善を行う際に参考になった点について自由記

述による調査を行った。表２に示したように, 

「(1)課題や実験結果を踏まえた考察指導」, 

科学的な探究の理科授業
を実践する際の課題

人数 ％

（1）時間不足 7 36.8
（2）根拠を示した考察の指導 3 15.8
（3）課題・仮説設定の指導 2 10.5
（4）教え合い，話し合いの指導 2 10.5
（5）学力不足 2 10.5
（6）指導すべき内容ではない 2 10.5

表１ 科学的な探究の理科授業を行う際の課題 

表２ 科学的な探究の理科授業を実践する際に 
指導事例の映像資料で参考になった指導 
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「(2) 問題発見の指導（主体的な学び）」,「(3) 

教え合い（対話的な学び）の指導」, 「(4)科学

的な探究の過程の指導」の４点を指摘した。こ

れらのことから,高等学校理科教員は中学校理

科教員と同様に，科学的な探究に関する指導に

課題をもっていることが明らかとなった。 

３ 高等学校の理科授業の教育効果 

 平成 30年度実施の全学調中学校理科報告書

（2019）では，「条件が異なる実験の結果のグ

ラフを比較して分析・解釈し，変化の特徴や規

則性を見いだすこと」，「結果の表から数値を

読み取って分析して解釈し規則性を見いだすこ

と」，「複数の記録と情報とを関連付けて分析

して解釈すること」といった考察の指導に改善

が見られたと示されている。学校質問紙の調査

結果（2019）で，「調査対象学年の生徒に対す

る理科の指導に関して，前年度までに，観察や

実験の結果を分析し解釈する指導を行いました

か」について，当てはまる（35.8％），やや当

てはまる（58.2％），あまり当てはまらない

（5.8％），当てはまらない（0.1％），無回答

（0.1％）という結果から，考察の指導改善が生

徒の考察記述の改善に結び付いたと考えられ

る。そこで，本研究では，物理基礎の浮力の指

導において，高等学校の理科授業で一般的に行

われている「①科学的探究型」，「②確かめ実

験型」，「③解説演習型」の３つの型の授業を

実践してその教育効果を検証した。表３がそれ

ら３つの型の授業計画である。これらの授業の

事前事後に 23項目の意識調査を４件法で実施し

た。表４は 23項目の意識の全体平均値について

の３つの型別の記述統計，表５は３つの型によ

る意識の変容の分散分析の結果，3つの型の間に

は交互作用が認められた（F=3.69，有意確率

3.0％）。このことから，科学的な探究を実施し

た型では，意識の評定値が向上するといえる。 

４ まとめ 

 本研究では，高等学校の理科授業の実態を調

査したところ，高等学校理科教員は中学校理科

教員と同様に，科学的な探究に関する指導に課

題をもっていることが明らかとなった。また，

高等学校理科授業で行われている３つの型の

教育効果を検証したところ，科学的な探究を実

施した型では意識の評定値が向上することが

明らかになったことから，授業改善の展望を示

すことができたと考えられる。 

引用文献 

国立教育政策研究所（2017）「全国学力・学習状況調

査を踏まえた理科の学習指導の改善・充実に関する

指導事例集」. 
https://www.nier.go.jp/sci_lead/rikajirei_all.pdf 

国立教育政策研究所（2019）「平成 30 年度 全国学力・

学習状況調査 報告書 【中学校／理科】」

https://www.nier.go.jp/18chousakekkahoukoku/r

eport/data/18msci.pdf 

国立教育政策研究所（2019）「平成 30 年度 全国学力・

学習状況調査 調査結果資料 【全国版／中学校】」. 
https://www.nier.go.jp/18chousakekkahoukoku/f

actsheet/18middle/ 

文部科学省（2018）「高等学校学習指導要領（平成 30

年告示）解説 理科編 理数編」． 

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. 

付記 
本研究は，科学研究費補助事業基盤研究（B） 

課題番号：JP19H01726（研究代表者：藤本義博）の

助成金の交付を受けて行ったものです。 

①科学的探究型 ②百聞は一実験に如かず型 

（確かめ実験型） 

③解説演習型 

事前調査 

（1 時間目）浮力は液体の密度と液体に浸かっている体積に関係す

ることを理解する。 

（2 時間目）浮力と体積の関係を調べる実験を行う。 

浮力に関係して

いる条件を抽出

し仮説を検証す

る科学的な探究

活動を行う 

教科書に沿った解説を聞き

確認のための浮力の実験を

班ごとに行う 

教科書に沿っ

た解説を聞き

浮力の演示実

験を見た後，問

題演習を行う 

事後調査・追跡調査 

タイプ III
平方和

自由度 平均平方 F 値 有意確率

1.78 2.00 0.89 3.69 0.03

球面性の
仮定

表５ ３つの型による意識の変容の分散分析結果 

表３ ３つの型による「浮力」の授業計画 

表４ ３つの型による意識の変容の記述統計 

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

科学的探究型 18 3.41 0.88 3.54 0.83

確かめ実験型 18 2.80 0.54 2.93 0.84

解説演習型 14 3.20 0.52 2.74 0.79

総和 50 3.13 0.71 3.10 0.88

意識の事前調査 意識の事後調査
型 N
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課題研究発表

第 1 日目 9 月 19 日（日）

13：05 － 15：10



 

 

新学習指導要領の評価に向けて      
相互評価はどのような活用ができるだろうか

――学校全体の取組から理科での取組まで―― 
 

  後藤 顕一 

GOTO Kenich 

東洋大学 
 

【キ－ワード】 学習評価，新学習指導要領，相互評価 

課題設定の趣旨 

令和３年１月２６日に文部科学省中央教育審議

会から「「令和の日本型学校教育」構築を目指し

て」（答申）が出され，ここでは，全ての子供たちに

可能性を引き出す個別最適な学びと，協働的な

学びの実現を目指した方向性が示された。個別

最適な学びと協働的な学びの実現は，答申で初

めて示されているわけではなく，令和 4 年度から

全ての学校種で始まる新学習指導要領の理念に

も含まれ，これらは，より一層充実させることが求

められている。 

2021 年 6 月時点での新学習指導要領での議

論の動向は，小・中・高等学校とも，学習評価の

充実を如何に進めるかが大きな焦点になっている。

学校現場での受け止め方，進め方はさまざまであ

る。小学校は，昨年度から手探りでスタートを開始

し，1 年間の経験を経て検証を進めている段階，

中学校は本年度からのスタートで待ったなしの段

階，高等学校は来年度からの評価をどのように進

めるかの議論が学校内分掌「教務部」を中心に検

討が重ねられているといった段階である。 

本課題研究は各学校種で直近に迫っている学

習評価について，「新学習指導要領の評価に向

けて相互評価はどのような活用ができるだろうか」

というテーマで課題研究を行う。 

議論では，学校全体の取組から理科での取組

までを話題にしながら，中学校，高等学校，大学

の教員養成での取組事例を紹介していただき，議

論を深め，現状での成果と課題を明らかにする。 

 

相互評価を取り入れた学習活動とこれまでの研究  

本研究グループでは，これまで，「学習としての

評価」の理論に基づいて，段階性，系統性を意識

しながら，とりわけ，科学的表現力の育成を目指し，

学習過程に評価活動を取り入れ，特に「相互評価」

の学習活動を内包した学びを構想し，授業実践を

行い，実証的な検証や検討を進めてきた。コロナ

禍以降，毎月 1 度，web での学習会を行い，議論

を深めている。科学の有用性を学習者自身が自

覚できるような相互評価を活用した学習活動の取

組を構想し，実践，検証をする。具体的な構想と

しては，学習者が実験等を通した探究活動を行い，

学んだことを表現する学習場面を設定する。さら

に，表現したものに対し，相互評価する学習活動

を取り入れ，これらを通じて学習者や教師の変容

を明らかにする取組を行っている。研究グループ

では，実践した後の結果と考察を共有しながら，

成果と課題を明らかにするとともにさらなる改善に

つなげている。 

 

本年度の「課題研究」における議論の焦点 

 中学校では，新学習指導要領での評価が始まり

その取組と課題について示していただくとともに，

相互評価の活用について，理科授業での取組か

ら，成果と課題を示していただく。 

高等学校では，来年度から始まる評価に向け

て各学校の特徴に合わせて活発な議論が展開さ

れており，全体及び理科での進捗状況について

報告いただく。とりわけ高等学校は，これまで，観

点別評価は，小・中学校に比べて経験が少ないこ

とが指摘されている。黎明期といえる今の時期に，

どのような工夫をすべきなのか議論したい。 

大学では，教員養成課程での具体的取組につ

いて現状と課題，今後の見通しを示していただく。 

これら発表を通じて，「令和の日本型教育」が示

す個別最適化，協働的な学びについて考え，相

新学習指導要領の評価に向けて相互評価はどの

ような活用ができるだろうかについて検討を深める

予定である。 
 

なお，本研究の一部は、2021 年度東洋大学井上円了記
念研究助成で行っている。 

 

【参考文献】 
文部科学省（２０１8），高等学校学習指導要領（平成 30

年告示）解説理科編， 

文部科学省（２０２１），「「令和の日本型学校教育」構築

を目指して」（答申） 
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中学校理科における考察の意識に関する一考察 

相互評価活動を用いた学習活動を通して 

 

○山内慎也 1，飯田寛志 2，熊田憲朗 3 

Shinya YAMAUCHI，Hiroshi IIDA， Noriaki KUMADA 
1静岡大学大学院教育学研究科，2静岡県立天竜高等学校，3那須塩原市立西那須野中学校 

【キ－ワード】中学校理科，考察の意識，相互評価活動  

１ はじめに 
 実験結果の考察記述を自己評価と学習者間で相
互評価する，後藤（2010）の相互評価活動を実践
し，生徒の考察に関する意識の変化を明らかにす
るために，「理科の授業に関すること」，「考察
の内容」，「考察の場面」，「考察を書く上での
サポート」を問う質問紙調査を，公立中学校３年
の生徒を対象に実施した。授業実践前後における
質問項目の比較と授業感想の分析から，相互評価
活動を取り入れた理科授業が，生徒の考察に関す
る意識に与える影響について知見が得られたので
報告する。
 
２ 方法 
（１）質問紙調査 
質問紙は，郡司・鬼丸・梶山・井出・高橋(2020)
を参考に作成し，表１に示す質問項目について，

「そう思う・当てはまる」から「そう思わない・
当てはまらない」まで６段階のいずれかを選択す
る形式で行った。 
（２）授業実践 
 中学校理科「酸・アルカリとイオン」の単元に
おいて，中和反応によって水と塩が生成すること
をイオンと関係付けて考えさせる内容を取り扱っ
た。１時間目は学習課題として「水酸化バリウム
水溶液には電流が流れるが，硫酸を加えていくと
硫酸バリウムの沈殿ができ，やがて電流が流れな
くなる。しかし，さらに硫酸を加え続けると再び
電流が流れるようになる。この理由を，水溶液中
のイオンと関係づけて説明しなさい。」を設定し，
考察記述に取り組ませた。２時間目は１時間目に
書いた考察記述に対して，相互評価活動を用いた
学習活動を通して，考察の書き直しを実施した。 
 
３ 考察 
 授業実践前後における質問項目の比較と授業感
想の分析から，相互評価活動を取り入れることは，
生徒の考察に関する意識の変化として，次の事項
が明らかになった。
・考察の場面として，自分の考察を説明したり，
他人の考察を修正したりする意識を高める効果
があること。また，友達の考察の説明を受けた
り，自分の考察を修正したりする意識は継続す
ること。
・考察を書く上でのサポートとして，分かりやす
い考察の書き方を生徒に意識させ，また，相互
評価活動を用いた授業は分かりやすい活動であ
るため，肯定的に捉えられていること。
・考察の内容として，「観察や実験で気づいたこ
と」，「観察や実験の感想」，「観察や実験を
行って大切だと思ったこと」の意識を低くする
効果があること。しかし，考察記述に必要な要
素である「結果(データ)」，「主張(結論)」，「根
拠(理由)」の意識を高める効果があるとは言え
ないこと。

 
引用文献 
後藤顕一（2010）『相互評価表を用いる学習活動
の開発，化学実験レポートを利用した言語活動
の充実に資する表現力育成のための実証的研究
成果報告書』(課題番号 21830173)，18-21．
郡司賀透・鬼丸颯都・梶山涼矢・井出祐介・高橋
政宏（2020）「中学校理科授業における生徒の
自己統制感に関する実践研究」『静岡大学教育
実践総合センター紀要』第 30巻, 254-261

表１ 質問項目（一部抜粋） 
理科の
授業に
関する
こと 

① 観察や実験の結果をもとに考察
している。 

② 考察にどのような内容を書けば
よいか分かっている。 

考察の
内容 

③ 観察や実験の結果 
④ 観察や実験で気づいたこと 
⑤ 観察や実験の感想 
⑥ 観察や実験を行って大切だと思
ったこと 

⑦ 観察や実験の結果から導く自分
の考えや主張 

⑧ 自分の考えを主張するために必
要な理科の知識 

考察の
場面 

⑨ 自分の考察をまわりの人に説明
したり，発表したりしている。 

⑩ 友達の考察の説明を受けたり，聞
いたりしている。 

⑪ 自分が書いた考察を，自分で修正
する(書き直す)ことがある。 

⑫ 友達が書いた考察を，あなたが修
正する(書き直す)ことがある。 

考察を
書く上
でのサ
ポート 

⑬ 考察の書き方について指導を受
けると，学習が進むと思います
か。 

⑭ 考察の内容について，友人やグル
ープで意見交換したり，修正した
りする活動があると，学習が進む
と思いますか。 
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地域の高校における相互評価を活用した学習評価と授業改善の一例 

 

吉田朋子 

Tomoko YOSHIDA 

大分県立安心院高等学校 

【キ－ワード】 主体的に学習に取り組む態度，相互評価活動，学習指導要領 
  

１ 背景・目的 

 高校では，2022（令和 3）年より始まる新学
習指導要領における観点別評価の導入に向け

た準備が各学校で徐々に進められている。高校

は学校ごとに独自の文化があり，多様性に富ん

でいるため，評価の考え方もそれぞれである。

また，高校は小・中学校と異なり，これまで観

点別評価の経験をしっかり積んでいないため，

「学習計画の中に主体的態度の評価する場面

をどのように設定すればいいのか」，また「主

体的態度を具体的にどのように評価するのだ

ろうか」といった疑問が授業者に生じても，手

掛りすら得られていないのが現状である。

そこで，本研究では，単元計画に相互評価を

活用する学習活動を取り入れ，「学習計画の中

に主体的態度の評価する場面」を設定して，主

体的態度を評価する試行的な実践を行い，分析

から成果と課題を明らかにすることを目的と

した。

２ 方法 

以下①〜④の学習活動で行う相互評価の際

に用いるコメントシートを作成し，実践した。

生徒の記述をもとに，主体的な態度を観点とし

たコメントシートの活用を検討する。 
①生物「遺伝子の発現調節」の単元にある

ラクトースオペロンの仕組みについて，

生徒が図を用いて説明する学習活動 
②生物基礎「第２編生物の体内環境の維持」

に関連する探究活動 
③生物「酵素のはたらき」の単元において

生徒が考えた実験方法を説明する学習

活動 
④生物基礎「免疫」の単元において，新型

コロナウイルスを題材とした探究活動 
 

３ 結果，考察 

 学習課題の設定とワークシートによって，生

徒が主体的に取り組む態度には大きく違いが

生じることがわかってきた。学習課題の設定と

ワークシートとが実施クラスの習熟に沿って

いるならば，生徒個人の習熟に関わらず，主体

的に学びに向かう良好な姿が，生徒の学習状況

からも記述の状況からもみとることができた。 
学習課題が適切な設定でない場合，またはワ

ークシートと生徒の習熟がかみ合っていない

場合は，評価する側の生徒が記述できなかった

り，評価される側の生徒の評価に繋がっていな

かったりなど，有効な学習活動に至らなかった。 
適正な自己評価に繋がる充実した相互評価

活動となるために授業者が意識する点として

２つ挙げることができる。 
１点目は，評価する側の生徒が有効なコメン

トを記述できるような学習課題の設定の必要

性である。 
2点目は，学習活動を促す有効なコメントシ
ート作成が必要だということである。 

 

４ 今後の計画 

試行実践により，「主体的に取り組む態度」

の評価の実践に向けて，ある程度の手ごたえを

感じているところである。 
 今後は学校全体での活用を計画している。教

科主任を中心とした教育課程編成委員会や運

営委員会での検討を行うとともに，授業研究会

において，活用の焦点化を計画している。 
他教科への波及も視野に置きながら，現在の

ところ，前期は座学中心である地歴公民科，後

期は実習中心である農業科において相互評価

活動に取り組む計画である。 
各教科の単元計画の作成を行い，令和４年度

新入生が使用する教科書見本を用い，12 月ま

でに 80％完成を目指している。学校独自の成

績入力シートの作成した後，教務内規の見直し

を行う。準備が進んだところで，指導教諭と連

携し，授業者の視点を授業改善へと繋げる予定

である。 

以上のような手続きで学校全体の取組とし

て位置付ける計画である。 
 
参考文献 
文部科学省（2018），高等学校学習指導要領

（平成 30年告示）解説理科編 
なお，本研究の一部は、2021 年度東洋大学井上円了

記念研究助成で行っている。
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新学習指導要領の評価に向けて      
－「主体的に取り組む態度」の評価と相互評価の取組み－ 

 
  北川 輝洋 

Kitagawa Teruhiro 

千葉県立千葉東高等学校 
 

【キ－ワード】 学習評価、主体的に取り組む態度、新学習指導要領、相互評価、 

１ はじめに 
新学習指導要領に向けた評価の議論が活発

化している。しかし高等学校における観点別評価
については、小・中学校に比べて経験が乏しく、
課題が指摘されている。本校においても具体的な
取組を進めるところまで至っていないのが現状で
ある。特に 3つの観点の評価のうち「主体的に取り
組む態度」に向けた評価についてはさらなる具体
的な取組や提案が求められている。 
 
２ 背景・目的 
文部科学省の学習評価に関する議論の動向，

さらには国立教育政策研究所「学習評価の在り方
のハンドブック（高等学校編）」や「「指導と評価の
一体化」のための学習評価に関する参考資料」か
らは「主体的に取り組む態度」の要素として「粘り
強さ」と「自己調整」が挙げられている。 
「主体的に取り組む態度」の要素である「粘り強

さ」と「自己調整」を共にみとることができる学習評
価として相互評価の具体的な学習活動を考える。 
これまでも，筆者は相互評価を取り入れた学習

活動とその成果について報告してきた。特に考察
記述について、相互評価の活用による記述を改
善する取組は、生徒の科学的表現力の改善に成
果があることを示してきた。 
本研究は、相互評価表を用いた学習活動を通

した生徒の自己分析の変容を分析し、その自己
分析の変容を「主体的に取り組む態度」の評価の
一つに用いることを想定し実践した。そこで得られ
た成果と課題を報告する。 
 
３ 実践内容・結果・考察 
公立 A高校１年生 40名を対象に、化学基礎「ア
ルカリ金属の同定」における考察記述の相互評価
を通して生徒の変容を捉えた。 
（１）「記録を残す評価」の構想：相互評価を「学習
としての評価」と位置付け実施する際に、生徒がど
のように「粘り強く考え」「自己調整」をして記述改
善をするか、について「記録を残す評価」を意識し
て取組を行った。 
（２）「アルカリ金属の同定」における考察記述：3
種類の金属アイウ（Li、Na、K）について、石油中
での保管の様子、切断面の観察や水との反応性

などを調べ、その結果を用いた、それぞれの金属
の特定を論述させた。 
（３）相互評価：自己評価、他者評価 2 人分、計 3
回の評価を行なった。生徒評価と教師評価の間
にブレが少なく、生徒が比較的評価しやすかった
教材であったと考えられる。相手に対するコメント
もしっかり記述できていた。 
（４）振り返り：自己評価および他者評価を行った
あと、自分の記述について振り返りをさせた。相互
評価での「自己評価コメント」では否定的な内容が
多かったが「振り返りの記述」では肯定的な内容
や具体的内容が書かれるようになり、評価を通し
た、自己調整が行われていると考えられる。 

 
（５）アンケート実施：事後アンケートではほぼ全員
が「評価や振り返りに意義を感じた」と回答した。 
 
５ まとめ 
「主体的に取り組む態度」の 2つの側面である「粘
り強く取り組もうとする態度」と「自己調整しようとす
る態度」は、相互評価の取り組でのコメントシート
や振り返り記述を通しても見取ることができ、相互
評価活動は観点別評価の手段として有用である。 
  
６ おわりに 
「主体的に取り組む態度」の評価とともに，協働

的な学びについての相互評価表の活用について
更なる検討を進める計画である。 
 

なお，本研究の一部は、2021 年度井上円了記念研究助
成で行っている。 

【参考文献】 
国立教育政策研究所，「学習評価の在り方のハンドブッ
ク（高等学校編）」，2019 

国立教育政策研究所，「指導と評価の一体化」のための
学習評価に関する参考資料（中学校理科編）」，2020 

文部科学省（2016）中央教育審議会答申「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
要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」 

文部科学省（２０２１），令和の日本型学校教育」構築を
目指して」（答申） 

表 自己評価のコメントと振り返り記述の変容(40名)  

No 内容 自己評価   →    振り返り 

１ 肯定＋否定 １０           ３１ 

２ 否定のみ ２８            ９ 

３ 肯定のみ ２            ０ 
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ＳＳＨ「探究科学」における２年間の生徒の変容 
                   

生田依子 A，真井克子 B 

IKUTA YorikoA, SANAI KatsukoB 

奈良県立青翔中学校・高等学校 A，奈良県教育委員会事務局 B 

【キ－ワード】 ルーブリック，自己評価，相互評価，探究活動  

 

１ 背景・目的 

スーパーサイエンス・ハイスクール（SSH）で
は探究活動の具体的な実践と評価が求められて
いる。理数科単科高校である県立青翔高校の学
校設定科目「探究科学」は自ら研究テーマを決
めて探究活動を行う科目として設定されてい
る。平成 23年度以降，生徒たちが学習意欲を高
めて主体的に探究活動に臨むことができる授業
づくりを目指してきた。評価についても検討は
していたが，一方的に教師から生徒へ評価規準
を与えても，生徒の主体的な学習に向かう姿勢
に改善が図れなかった。 
そこで，平成 29年度から生徒が主体的に学習

に向かうことができる評価の在り方について検
討して，その改善に取り組んでいる。 
本研究では，(1)学ぶ意欲を高める評価の在り

方の検討と，(2)「思考力・判断力・表現力」の
育成における相互評価表の作成と実践を行い，
成果と課題を明らかにすることを目的とした。
（2）については継続的に用いている評価規準
「科学的リテラシー」と「学習意識」における
高等学校第１学年から第２学年までの２年間の
生徒の変容により明らかにする。 
 
２ 方 法  

(1)学ぶ意欲を高める評価の在り方の検討 
平成 29 年度に探究科学の長期的ルーブリック

を作成した。さらに，生徒が主体的に学習に向か
うために，長期的ルーブリックを基に，毎時間の
自己評価を実施することとした。毎時間の学びを
通してどんな力を付けるのか，生徒自身が各時間
について考え，教員と相談して目標を設定する取
組を以下の３つのステップにて行った。 

①授業の目標や取組に適した「知識・技能」「思考力・

判断力・表現力」のいずれかの観点を生徒が教員と

ともに定める。 

②研究内容の具体的な目標を，教員と生徒が相談して

設定するとともに評価規準についても考える。 

③目標や評価を文章で記述させるようにする。

 

なお「主体的に学習に取り組む態度」について
は，教員が学期末に，生徒の記述や発表等を総合
的に捉えて評価した。
 
(2) 「思考力・判断力・表現力」の育成における
相互評価表の作成と実践 

「思考力・判断力・表現力」の観点である「グ
ループの研究内容について記述でまとめる」とい
う内容について実践をした。また，取組では「課
題について自己評価・相互評価を行った。生徒が
評価規準について議論して教員とともに整理を
した後，相互評価表の要素と記述例を基に，評価
規準「１設問に対応している」「２結果が示され，
必要な根拠があがっている」「３文章的に正しく
書かれている」後藤（2013）を用いた。
 
３ 結果・考察 
(1）学ぶ意欲を高める評価の在り方の検討
生徒は，学習の目的，学ぶべき資質・能力目標

が意識化，明確化されることで主体的に学習に取
組む態度が高次レベルで育成可能になった。 
しかし，これらをエビデンスベースで分析・検
討する必要がある。 
(2) 「思考力・判断力・表現力」の育成における
相互評価表の作成と実践 
相互評価後に再記述した自己評価したポイン

トは，令和元年度は評価規準１と２だけが有意に
高かった（P < 0.05）が，令和２年度は，全ての
評価規準において有意に高かった（P < 0.05）。
また、令和２年度では評価規準１～３の平均ポイ
ントは、それぞれ 2.85/3点、1.74/2点、2.76/3
点であった。学習意識調査では、入学当初と第２
学年末の比較から、肯定的回答の割合は 31 項目
中 11項目で有意に増加した（P < 0.05）。 
結果から，本実践の継続を通じて生徒は科学的リ
テラシーの「能力」を更に身に付けたと考えられ
る。また、相互評価の取組を継続して指導したこ
とで、評価規準１～３の平均得点は高等学校第２
学年の時点で満点に近くなった。そのため、さら
に高い水準の評価規準の設定が必要である。 
 
５ まとめ 

本研究では、「探究科学」における評価の取組
の継続が，生徒の自己成長についての認識，科学
的リテラシーの向上及び探究活動への学習意欲
の高まりにつながることが示唆された。
 
参考文献 
後藤顕一（2013）「高等学校化学実験における自己評価の効
果に関する研究―相互評価表を活用してー」理科教育学研
究，Vol.54，No.1，pp. 13-24  

生田依子（2018）「学習意欲を高める探究科学の評価につい
て」 奈良県教育研究所平成 29年度研究紀要，第 25号，
pp. 32-33  

本研究は，東洋大学井上円了研究助成（研究代表者：後藤顕
一）による。 
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遠隔授業における化学実験レポートのピアレビューの実践 
 

伊藤克治 

Katsuji ITO 

福岡教育大学 

【キ－ワード】 遠隔授業，オンデマンド型，学習指導要領，学習評価，相互評価 
  

１ 目 的 

 新学習指導要領における観点別評価は，育成

する資質・能力の三つの柱に合わせて，「知識・

技能」，「思考・判断・表現」，「主体的に学

習に取り組む態度」の三観点に整理された。こ

のうち，「主体的に学習に取り組む態度」の評

価においては，粘り強く学習に取り組む側面

と，自ら学習を調整しようとする側面の二つの

側面から評価することが示されている。このた

め，小・中・高等学校の各校種でどのように取

り組むかが大きな焦点になっているが，大学で

は以前からのアクティブ・ラーニングに加え

て，近年では「学修成果・教育成果の把握・可

視化」が言われている。さらに，教員養成大学

では，学校教育現場で指導と評価の一体化を進

めることができる教員養成が求められている。 
そこで筆者は，「学習としての評価」の研究

チームの中で，「粘り強さ」と「自己調整」の

要素を取り入れた化学実験レポートの相互評

価活動について，教員養成大学での実践を行っ

ている。しかし，令和２年度は新型コロナウイ

ルスの影響で，遠隔授業の実施を余儀なくされ

た。しかし，実施方法を工夫することで，遠隔

授業でも相互評価活動が可能で，対面授業と同

等の効果を期待できるものと考えた。 
 

２ 方 法 

本学では，遠隔授業用に Google 社が提供す

る「G Suite for Education」の使用環境が整え

られた。そこで，本実践での授業（有機化学実

験）は双方向性を取り入れたオンデマンド型授

業で行った。具体的には，Classroom の中で説

明動画を提示し，出席確認，課題・レポートの

受け取り，掲示板でのリアルタイムフィードバ

ックを行った。相互評価の実践は，全 16回（各

135分）の中で，以下の流れで２回行った。 
 
【第１回 実践】 
① 新学習指導要領における評価の説明後，

前時の課題として提出させていた学生個

人が考えるレポートの評価規準について，

その結果を示し，教員が考える 12項目の

評価規準とほぼ一致していることを確認

した。評価規準表は後藤ら（2013）の報告

を参考にして整理したものを示した。 
② 評価規準表を用いて，自己評価（１回目）

を行わせた。 
③ グループメンバー２名のレポートについ

て他者評価を行い，他者評価シートを２名

へメールで送付することを課題とした。 
【第２回 実践】 
① グループメンバーから送付された他者評

価シートを確認させ，自己評価（２回目）

を行わせた。 
② 評価結果を踏まえて，レポートの修正と

再提出を行わせた。 
 

３ 結 果 

12 点満点の得点評価の結果は，自己評価１

回目（平均 6.6 点），２回目（平均 9.7 点）であ

った。他者評価での得点評価は平均 7.5 点で，

３段階の総合評価では，A（そのまま提出可

能）：12%，B（微修正を要する）：88%，C（大

幅な修正を要する）：0%であった。 
 

４ 考 察 

アンケート結果から，レポートに取り組む意

欲の向上や，相互評価の価値についての肯定的

回答率は高く，遠隔授業でも対面授業と同等の

効果が認められた。一方で，「評価した学生の

記述の向上に役立った」の肯定的回答は，先の

実践よりも低下が見られ（100%→79%），お互

いに顔が見えない遠隔授業の課題も明らかに

なった。この部分は，今後の改善が必要である。 

 

引用文献 

後藤顕一（2013）「高等学校化学実験における

自己評価の効果に関する研究」『理科教育学

研究』Vol.54, No.1, 13-26. 
 
本研究の一部は，基盤研究(C) 18K02981（研究代表者：
伊藤克治）により行ったものである。 

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）課題研究1-A6

課
題
研
究
発
表

− 66 −



 

 

理科教育における社会教育施設の活用に関する実践的研究 2 

コロナ禍における博学連携の推進と実践事例の収集 
 

○向 平和 
Heiwa MUKO 

愛媛大学教育学部  

【キ－ワード】 博学連携，社会教育施設，博物館，動物園，水族館 
 

１ はじめに 

知識基盤社会において，我が国の生涯学習の

推進方法としても社会教育施設の活用は重要

であり，理科教育において最も活用が期待され

る社会教育施設として科学系博物館と動物園・

水族館などの博物館相当施設があげられる。 
しかし，博学連携は個人のつながりから脱却

できていないのが現状であり，学校教育におけ

る社会教育施設の活用は深化しているとは言

いがたい状況である。 
そこで，日本理科教育学会第 70 回全国大会

にて「理科教育における社会教育施設の活用に

関する実践的研究 持続可能な博学連携の推

進に向けた組織的取り組み」を企画した。本課

題研究発表では，組織的に学社連携を進めてい

る 3地域（愛知県・東京都・愛媛県）の活動に

焦点をあて，今後の社会教育施設の活用のさら

なる向上への寄与とそれらの実践の理論化・研

究化への昇華の模索を報告した。 

 

２ 本課題研究発表設定の趣旨 

 残念ながら第 70 回大会は紙面発表の形式と

なり，十分な研究発表とはならなかった。そこ

で，今回は 70 回大会の紙面発表では報告しき

れていない部分にも触れながら，現在のコロナ

禍での博学連携の推進について情報発信でき

ればと考え，再び企画した。さらにコロナ禍に

より進んだオンラインでの連携や様々な事例

報告は，理科教育の充実はもとより，修学旅行

や研修旅行などでの連携の促進にもつながり，

子どもたちの学びの拡がりにも寄与できる可

能性があると考えられる。今回の課題研究発表

においても組織的に博学連携を進めている 3
地域（愛知県・東京都・愛媛県）の活動に焦点

をあてる。 
 愛知県での取り組みについては名古屋市と

の連携によるSDGsを普及促進させるための教

育展開について大鹿聖公氏に報告いただき，オ

ンラインおよび 3D 教材を用いて行った動物園

と連携した授業実践について古市博之氏に，名

古屋港水族館におけるSDGsに資する小学校の

授業実践について大谷恵里氏に報告いただく。 
 東京都については、東京都中学校理科教育研

究会が組織的に取り組んでいる博物館連携プ

ロジェクトについてコロナ禍前のプロジェク

トの報告とコロナ禍での社会教育施設の情報

発信の活用について，同研究会の川島紀子氏に

報告いただく。 
 愛媛県については科学系社会教育施設の活

用を目指した教育コンソーシアムの令和 2 年

度の活動について向が，とべ動物園での活動の

具体について同園飼育員の北本圭一氏に報告

していただく。 
 
３ おわりに 

 コロナ禍のため，連携について難しい局面も

多くあったが，逆にオンライン会議システムの

活用が一般化し，距離的・時間的な制約につい

ては解消できるようになった部分もある。社会

教育施設の職員もオンラインでの連携に慣れ

てきており，学校と社会教育施設の事前・事後

の打ち合わせ等が促進されれば，今後の博学連

携の深化につながることが期待できる。また，

SDGｓについては多くの博物館や動物園，水族

館も取り組むべき課題と認識しており，学校教

育に接続するキーワードとしても注目してい

くべきであろう。さらに理科教員養成カリキュ

ラムや理科教員研修でも社会教育施設の活用

が進み，理科教育のフィールドとしての社会教

育施設の活用が一般化していくことが重要で

ある。本課題研究発表がさらなる博学連携の促

進に寄与することを期待している。 

 

引用文献 

向平和（2020）「理科教育における社会教育施

設の活用に関する実践的研究 持続可能な

博学連携の推進に向けた組織的取り組み」

『日本理科教育学会全国大会発表論文集』第

18 号，123 
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SDGsを普及促進させるための博学連携による教育展開 

SDGs未来創造クラブにおける教材開発の取組から 

 

○大鹿 聖公 

Kiyoyuki OHSHIKA 

愛知教育大学 

【キ－ワード】 校外学習，博学連携，SDGs，ワークシート，SDGs未来創造クラブ  
 

１ はじめに 

 令和２年度より新しい教育課程が小学校か

ら順次開始され、持続可能な社会を生き抜く資

質・能力の育成、社会に開かれた教育課程の実

現が行われることとなった（文部科学省 2017）。
その一方で、2030 年をゴールとした SDGs（持

続可能な開発目標）を達成するため、各種ステ

ークホルダーが様々な取組を行っている。 
名古屋市は、2019 年に SDGs 未来都市に選

定され、SDGs の取組を推進させるため、なご

や環境大学 SDGs 未来創造クラブを発足させ

た。SDGs 推進の柱の一つとして、未来の人材

である小学校４～６年生を主な対象とした教

育プログラムの普及啓発を進めている。愛知県

でも中学生を対象とした事業を展開するなど

人材育成を目標とした取組が進んでいる。 
本研究では、SDGs 推進の取組として、科学

技術や生物多様性といった理科と関連させた

SDGs 教材の実例を紹介し、今後の学校教育と

の連携や展開について考察する。 

 

２ SDGs未来創造クラブ 

 名古屋市には、市民が協働で環境活動等を推

進する「なごや環境大学」があり、SDGsを推進

のための組織として SDGs 未来創造クラブを設

置し、重点プログラムを展開させている（なご

や環境大学 2020）。 

 この中で小学生を対象とした人づくりプロ

ジェクトでは、「みんなの SDGs 街」というウ

ェブサイトを開設し、名古屋市内で SDGs を推

進する施設や団体の活動紹介をしている。ま

た、名古屋市内の社会教育施設を対象とした、

施設での取組や活動を体験しながら学習する

ワークシートの開発を進めている。このワーク

シートを校外学習の際に活用することで、学校

側が想定する校外学習の活動目的に加え、SDGs

学習を実施することができる。 

 

３ ワークシートの開発 

 名古屋市には、天体の学習の際にプラネタリウム

を活用する名古屋市科学館、動植物の生態や行動を

観察学習する東山動植物園、海の生物の観察を行う

名古屋港水族館など、校外学習として利用される自

然科学に関連する社会教育施設が多数存在する。今

回のワークシート開発では、これら名古屋市内の校

外学習が行われ、特に、理科に関連が強い施設を対

象に、展示見学しながら SDGs が学習できるワーク

シートの開発を行った。 
開発したワークシートは、一般来館者が自

由に施設の展示物の閲覧や生物の観察を通し

ながら、クイズや設問に回答していく形式と

なっている。施設によって形式は異なってい

るが、科学技術がどのように実社会に貢献し

ているか、園館に飼育されている生物の現状

がいかに地球問題にさらされているかなど、

理科に関係する学習内容と SDGs の個別の目

標がリンクできるように配慮した。また、施

設により 17 の目標全てを関連させることはで

きないため、目標全体を補足できるような資

料をつけた。 
 

４ 今後の展開に向けて 

 今後、今まで制限されてきた学校教育におけ

る校外学習も順次、従来通り展開されていくも

のと思われる。動物園や科学館等の科学系社会

教育施設における校外学習は、理科の学習を深

めるためにも、また、科学技術の実際を体験す

る上でも重要である。理科の学習を深め、実社

会とのつながりを広めるキーワードとして

SDGs を活用したワークシートがそのきっかけ

になるものと考える。 
 

引用文献 

文部科学省（2017）「小学校学習指導要領」 
なごや環境大学 SDGs 未来創造クラブ（2020）

https://www.n-kd.net/sdgs/ 
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動物園を活用した「学校現場で使用できる生物教材」の開発 

－４年「人の体のつくりと運動」におけるYouTubeとSketchfabの活用－ 

○古市 博之Ａ，大鹿 聖公 B 

FURUICHI Hiroyuki，OHSHIKA Kiyoyuki 

犬山市立楽田小学校Ａ，愛知教育大学 B 

【キ－ワード】 教材開発，生物教材，博学連携，動物園 
標題と本文は１行開けて下さい。本文は，２段組，余白を上下３０ミリ，左右２５ミリとして下さい。

１ 背景 
平成 29 年に改訂された小学校学習指導要領

において，博物館や科学学習センターなどと
の連携，協力がさらに強調された。動物園を
活用した理科学習は，これまでも安佐動物園
における貸出標本(桑原，1999)や，旭山動物

園における遠隔授業(奥山ほか，2007)などの
実績があり，各動物園にも教育資源は多くあ
ることが分かっている。だが，これらの資源
を活用するためには，距離・時間・費用の物
理的な課題がある(国立科学博物館，2011)と
いわている。 
また，令和 2 年より本格化した GIGA スク

ール構想により，ほとんど全ての小学校に一
人一台の情報端末が配備された。今後はこれ
らの機器を活用できる教材の開発をしていく
ことが大切であろう。 
２ 研究の目的 

 本研究の目的は，動物園にある教育資源
を，ICT を活用し，学校現場で使用できる生
物教材の開発を行うことである。 
３ 教材開発の視点 
 小学 4 年理科「人の体のつくりと運動」に
おいて，動物園の活用をするためには，動物

の運動と骨格の関係に着目した観察をすると
効果的であると考えた。 
（1）教材のプラットフォーム 

動物の運動の観察をするために，動画を活
用することにした。どの学校でも活用できる
ことを考え動画配信サイト YouTube がプラッ

トフォームとして最適であると考えた。 
次に，動物の骨格の観察をするために，写

真や映像ではなく 3D データを活用して，一
人一人が主体的に情報端末を操作しながら観
察することにした。活用した Sketchfab は 3D
データを Web 上で閲覧でき，さらに QR コー

ドを併せて活用することで，スムーズに授業
展開になるだろう。 
（2）教材化する動物の選択 

動物を選択する際，動物園において行動展
示や標本がある種を選択した方が撮影やその
後の現地における観察は容易となる。さら

に，動物同士の運動を比較するために「①前
肢を軸に運動をする動物②後肢を軸に運動を

する動物③四肢で運動をする動物」を視点に
採用した。また，多様性と共通性の視点を引
き出すために，同じ分類群で比較することに
した。 
４ 開発した教材 

サル類の比較をするために「ワオキツネザ

ル・ニホンザル・フクロテナガザル」の 3 種
の動画と全身骨格の 3D データを作成した。 

また，哺乳類の比較をするために「ゴリ
ラ・カンガルー」の 2 種の動画と全身骨格の
3D データを作成した。 
５ 授業の実際 

3 種のサル類を比較したところ，「全体の
形は人とよく似ている」という共通性の視点
と，「得意な動きは動物によって違う」とい
う多様性の視点を共有した。 

2 種の哺乳類「ゴリラ・カンガルー」を比
較したところ，サル類の比較と同様の結果を

得ることができた。 
６ 課題と今後に向けて 

本研究において，動物園にある教育資源を
学校現場で使用できる生物教材にすることが
できた。そしてこれらは教育的効果があるこ
とがわかった。だが，学校現場においてこの

ような実践は，なかなか広まっていない。今
後は，日々の学習の中で手軽に活用できる様
な仕組みを構築することが大切であろう。そ
のためには地域の動物園等の独自のネットワ
ークが連携をして，教材の開発や普及をして
いくことが必要であると考えている。 
本実践は中谷医工計測技術振興財団の科学教育振興助成を

受けています。 
【参考文献】 

1)桑原一司「広島市安佐動物公園における骨格標本

貸出事業」第 44 回プリマーテス研究会記録「見

る・ふれる・気づく-新しい博物学への扉」1999 
2)奥山英登，板東元，佐賀真一，小菅正夫「旭山動

物園と双方向遠隔授業！：！-ねっとわーく授業デモ

ンストレーション（インタラクティブセッション，

転換期の科学教育）」，日本科学教育学会年会論文集，

2007 
3)国立科学博物館「授業で使える！博物館活用ガイ

ド」少年写真新聞社，2011 
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名古屋港水族館でワークシートを活用したＳＤＧｓの授業実践 

○大谷 恵里 1，大鹿 聖公 2 

Eri OTANI, Kiyoyuki OHSHIKA 
1愛知教育大学大学院，2愛知教育大学 

【キ－ワード】 博学連携，教材開発，水族館，ワークシート，ＳＤＧｓ 
 
１ 目 的 

平成 29 年改訂小学校学習指導要領では，

地域の人的・物的資源を活用して，社会と協
働・連携しながらカリキュラム・マネジメン
トを実現させることが期待されている。また，
小学校理科では生命領域の見方として，生命
に関する自然の事象・現象を主として多様性
と共通性の視点で捉えること，とあることか

ら，多種多様な生物を飼育・展示する動物園
や水族館の活用が期待されている。 

動物園を活用した教育連携に関する先行研
究については，高野（2019）や福田・向（2011）
をはじめとして，多くの事例が報告されてい
る。しかし，水族館に着目した事例が少ない

という現状から，水族館を活用した教育プロ
グラムに着目した。そして，教員へのアンケ
ート調査から名古屋港水族館の校外学習で海
の生物に親しみをもつ，海の環境を知ること
ができるための教育プログラムが必要だと分
かったため，低学年向け教材として SDGs と

関連させたワークシートを開発した。 
そこで本研究では，小学校の生活科の授業

の中で開発したワークシートを活用した単元
を作成し，有効性を実践検証した。 
２ 方 法 

(1) 対象：名古屋市立 T 小学校 ２年生 
(2) 期間：2020 年１月 
(3) 方法：児童へのアンケート調査 

３ 単元構成 

次 主な学習活動 

１ ・道徳「海の生きものたち」 

・プロジェクト・ワイルド水辺編 
「ウミガメの試練」 

・SDGs についての学習 

２ ・校外学習で名古屋港水族館へ 

３ ・生活の中でできることを考える 

４ 実践の様子 
海の環境とウミガメの生態を体験的に気付

かせるため，プロジェクト・ワイルド水辺編「ウ
ミガメの試練」の活動を行った（公園財団
2004）。実際の環境問題との関連に気付かせ
るため，ウミガメがプラスチックごみを食べる

ことや密猟されることなどを活動の内容に取

り入れた。児童は「ウミガメのために海にごみ
を捨てないようにする」と，ウミガメと海の環

境を守る大切さを考えることができた。 
その後，「名古屋港水族館の SDGs まるわ

かりシート」を使用し，名古屋港水族館でのＳ
ＤＧｓの取組みを紹介して校外学習を行った。
「クイズラリー」を使用し，順路に沿って生物
を観察し，クイズに取り組んだ。校外学習後に

児童は，「名古屋港水族館のふりかえりシート」
に「海をきれいにしてあげたい」と記述した。 
５ 児童のアンケート結果 

(1) 海の生物は好きですか 
項 目 実践前 実践後 

とても好き 31 人 38 人 
好き 12 人 ５人 
好きではない 2 人 0 人 
とても好きではない 0 人 0 人 
(2) ワークシートを使って，ＳＤＧｓにつ

いて分かりましたか（実践後） 

(3) 海はだれにとって大切だと思いますか 
（複数回答可） 

項 目 実践前 実践後 
海の生物 39 人 41 人 
世界中の人 28 人 25 人 
陸の生物 19 人 27 人 

６ 考 察 
ワークシートを活用した実践によって海の

生物に親しみをもつことができ，海の環境につ
いて知ることができたと考える。開発したワー
クシートが名古屋港水族館におけるＳＤＧｓ

を学習する上で有効だと言える。今後は，高学
年向けのワークシートを開発し実践していく。 
引用・参考文献 
公園財団（2004）「プロジェクト・ワイルド水辺編」 
高野智（2019）「動物園が小学校に～全学年が取り組

む『１日モンキーデー』の試み～」公益財団法人日

本モンキーセンター 
福田・向（2011）「小学校理科における動物園の活用

を目指した教材開発」 

文部科学省（2017）「小学校学習指導要領解説理科編」 
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科学系博物館の コンテンツを活用した理科学習

○川島 紀子

文京区立第六中学校
【キ－ワード】 博学連携，科学系博物館， コンテンツ，中学校，学習指導要領

１ はじめに
昨年度の本学会の年会では，東京都における

博学連携の推進に向けた組織的取り組みを報
告した（川島ら, 2020）（内藤ら, 2020）。2017
年 9 月より始動した東京都中学校理科教育研
究会による国立科学博物館のワークシート開
発は物理・化学・生物・地学等のあらゆる分野
で全 45 種類が作成され（青木ら, 2019）（川島
ら, 2019a / 2019b）（内藤ら，2019a / 2019b）（吉
田ら, 2019），完成と公開に向けた活動を継続
してきた。しかし，コロナ禍となり，国立科学
博物館に集まり対面で行ってきたワークシー
トの検討会は現在中断している。さらに，都内
においては科学系博物館の臨時休館や科学系
博物館に訪問する校外学習等の学校行事の中
止も相次いでおり，生徒が科学系博物館などの
社会教育施設で学ぶ機会は激減している。

文京区では臨時休校中の 2020 年 4 月に全小
中学校からオンデマンド型の課題の配信を開
始した。この環境を生かして生徒が科学系博物
館（動物園・水族館・植物園・天文台等）とつ
ながり学習するチャンスにできないかと考え
た。各園館が配信している情報を活用した学習
を実現する目的で，学習課題シートの作成を行
い実践した取り組みについて報告する。 
２ 方 法

科学系博物館が 上でどのような情報を
発信し公開しているのかを調べた。様々な情報
の中で学習指導要領に示されている学習内容
に沿う コンテンツを選出し，その情報を紹
介する資料を作成した。生徒が様々な端末から
課題を見ることに配慮して， 版１枚に情報
を納め，使用する端末の一画面上に全ての情報
が入るようにレイアウトの工夫をした。 を

コードで示すことで コンテンツにアク
セスしやすくした学習課題シートを作成した。

３ 結 果
作成した学習課題シートの一例（図１）と

内容の一覧表（表１）を示す。

図１ 国立科学博物館の Web サイト上にある「標本・資料
データベース」を活用する学習課題シート

（撮影協力：国立科学博物館）

表１ 科学系博物館の Web コンテンツを活用した学習一覧

科学系博物館が配信する Web コンテンツを
活用した学習課題シートは 15 種類を作成し
た。一部（表１の番号４と番号 9）は国立科学
博物館の公式 Twitter で紹介された。

４ 考 察
生徒は端末を通して科学系博物館が発信す

る情報を利用して理科の学習を行うことがで
きた。緊急事態宣言の解除後に実際に訪問した
生徒も多くいた。科学系博物館が配信する情報
の利用を通して，生徒が科学系博物館とつなが
る機会にできたのではないかと考えられる。 
引用文献
青木久美子ら 「国立科学博物館での校外学習を想定した「粒子」「エネルギー」領域の
ワークシート開発〜 東京都中学校理科 教育研究会による学校と博物館との連携推進の取り組
み 〜」 第 回日本理科教育学会全国大会発表論文集第 号，

川島紀子ら 「国立科学博物館のワークシート開発に向けた東京都公立中学校の実態調査
とその課題〜 東京都中学校理科教育研究会による学校と博物館との連携推進の取り組み
〜」日本科学教育学会年会論文集

川島紀子ら 「国立科学博物館での校外学習を想定したワークシート開発〜 東京都中学校
理科教育研究会による学校と博物館との連携推進の取り組み 〜」第 回日本理科教育学
会全国 大会発表論文集第 号，

川島紀子ら 「東京都における博学連携の推進に向けた組織的取り組み〜東京都中学校理科
教育研究会による国立科学博物館のワークシート開発〜」，第 回日本理科教育学会全国大会
発表論文集第 号，

内藤理恵ら 「国立科学博物館における校外学習のために開発したワークシートの有用性
の検証と活用の工夫〜東京都中学校理科教育研究会による学校と博物館との連携推進の取り組
み 〜」日本科学教育学会年会論文

内藤理恵ら 「国立科学博物館での校外学習を想定した「地球」 領域のワークシート開発
〜東京都中学校理科教育研究会による 学校と博物館との連携推進の取り組み 〜」第 回
日本理 科教育学会全国大会発表論文集第 号，

内藤理恵ら 「多様な学習場面における国立科学博物館で学ぶための開発ワークシートの活
用〜東京都中学校理科教育研究会による学校と博物館の連携推進〜」第 回日本理科教育学
会全国大会発表論文集第 号，

吉田勝彦ら 「国立科学博物館での校外学習を想定した「生命」 領域のワークシート開発
〜 東京都中学校理科教育研究会による学校と博物館との連携推進の取り組み 〜」第 回
日本理科教育学会全国大会発表論文集第 号， 

附記

本研究は JSPS 科研費 JP21H03965（代表者：川島紀子）

の助成を受けたものである。
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愛媛県における博学連携の推進に向けた組織的取り組み 2 

コロナ禍での令和 2年度の教育コンソーシアムの活動の報告 

 

○向 平和 
Heiwa MUKO 

愛媛大学教育学部  

【キ－ワード】 博学連携，教育コンソーシアム，教材開発，組織的取り組み，コロナ禍 
 

１ はじめに 

 第 70 回大会にて報告したように，2018 年に

科学系社会教育施設の活用を目指した教育コ

ンソーシアムを設立した。当時，愛媛県総合科

学博物館，愛媛県立とべ動物園，面河山岳博物

館，愛媛大学ミュージアムと連携して実施して

いた。さらに 2020 年より，松山市考古館と松

野町おさかな館にも協力していただき，博学連

携の支援体制を拡充している。 
２ 活動の具体について 

 令和 2 年度はコロナ禍のため，下記の活動を

実施した。 
○令和 2 年度運営会議 

令和 2 年 9 月 10 日に令和 2 年度運営会議を

Zoom を利用して実施した。愛媛県立とべ動物

園，愛媛県総合科学博物館，愛媛県総合教育セ

ンター，愛媛大学ミュージアムおよび愛媛大学

の関係者 8 名が参加した。今年度の活動計画お

よび遠隔授業の実施状況などの情報交換を行

った。コロナウィルス感染症（COVID-19）の感

染拡大のため，多くの計画が中止や変更が余儀

なくされている。そのため新たにウェビナーの

実施などを提案し，実施することを確認した。

各社会教育施設の工夫なども共有した。 
○教員向け第 1 回研修会 

令和 2 年 8 月 1 日に愛媛県立とべ動物園に

おいて，SDGｓに資する地域人材育成プログラ

ムの開発と協働支援体制の構築を目指した令

和 2 年度第 1 回研修会「SDGｓのフィールドと

してのとべ動物園の活用」を実施した。小学校

教員 12 名，小学生 42 名およびその保護者が参

加した。まず，動物園職員からレクチャーがあ

った後，園内散策を行いながらクイズラリーを

実施した。最後にクイズの正答に関する解説を

行った。参加者は楽しみながら動物の現状など

を知ることができた。 
○教員向けウェビナーおよび学校内研修会 

研修会を 3 回企画していたが，第 2 回以降は

COVID-19 拡大のため実施できないため，令和

2 年 10 月 11 日に教員向けウェビナーを，10 月

29 日に今治市の小学校で教員向け研修会を実

施した。参加者は，ウェビナーでは教員 5 名，

博物館・動物園関係者 3 名，大学教員 2 名の計

10 名，学校内研修会は教員 32 名であった。内

容はともに前半は Zoom などの web 会議シス

テムを活用した遠隔授業の実践の報告やこれ

からの活用方法について概説し，様々な社会教

育施設との連携において Web 会議システムや

とべ動物園が作成したオンデマンド配信型の

教材の開発などについても紹介した。議論の中

で，今後，バックヤードの紹介など普段見学で

きない部分の教材化などが提案され，今後の教

材開発の方向性も議論できた。 
○養殖業に関するシミュレーション教材の開

発と実践 
令和 2 年 11 月 7 日に松山市内の公民館にて

実施されている科学教室にて本コンソーシア

ムで共同開発した養殖業に関するシミュレー

ション教材の実践を行った。参加者は，小学生

9 名，大学生・大学院生 4 名，関係者 4 名の計

17 名であった。本教材は SDGｓに資する教材

で，海洋資源の有効利用やキャリア教育にもつ

ながるものである。子どもたちは本シミュレー

ション教材を通じて，楽しみながとる漁業から

作り育てる漁業への転換についても理解する

ことができた。 
３ まとめ 

連携施設の増加により教材開発の幅が拡が

った。また，SDGs の視点での教材開発が増え

ており，学校との接続の際には SDGs は一つの

キーワードとなると考えられる。また，コロナ

禍でオンラインを活用しながら博学連携を進

めることができた。After コロナのさらなる博

学連携の深化が期待される。 
 

附記 
本実践は，中谷医工計測技術財団教育研究助

成の支援によって実施した。 
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愛媛県立とべ動物園における博学連携事業の事例報告 

○北本 圭一，宮内 敬介，池田 敬明，田村 千明 
Keiichi KITAMOTO，Keisuke MIYAUCHI，Takaaki IKEDA，Chiaki TAMURA 

愛媛県立とべ動物園 
【キーワード】博学連携，動物園の教育利用，体験学習 

 
１ はじめに 

動物園は，生きた生物を扱う博物館であり，

動物園の活動には「教育的配慮」が求められて

いる（日本動物園水族館協会，2020）。 
愛媛県立とべ動物園は，2010 年から愛媛大

学教育学部と連携した教育活動を行ってきた。

2019 年には同学部と連携協力に関する覚書を

締結しており，現在はこれを基に博学連携での

教育活動をより発展的に行っている。今回は，

当園が2020 年度中に行った教育普及に関する

事業 3 例について報告する。 
２ 理科教育演習 

当園は，2010 年より愛媛大学教育学部の履

修科目の一つである「理科教育演習」に協力し

ている。 
授業内容は，動物の体のしくみや形態，展示

手法等，当園から提示したいくつかのテーマを

基に受講生がグループに分かれて教材開発を

行うというものである。授業を進める中で，受

講生は当園職員との数回の話合いや園内での

情報収集を通じて方向性を定め，教材作成を進

めた。教材の完成後，受講生は当園職員を対象

とした教材の発表会を行った。 
この授業で作製された教材の一部は，園内各

所に展示されている。 
３ ジュニアドクター育成塾 

 愛媛大学が実施している小中学生対象の人

材育成プログラム「ジュニアドクター育成塾」

において，当園は第 1 段階の講座並びに第 2
段階の受講生への研究指導を担当した。 

 第 1 段階の講座では，「動物園の役割につい

て学ぼう」というテーマの下，動物園や獣医師

の役割，研究倫理に関するレクチャーや，ICT
機器を活用した園内での学習を実施した。 
 第 2 段階では，動物園での研究を希望する受

講生に対し，飼育下のマントヒヒを対象とした

環境エンリッチメント研究の指導を行った。 
４ 幼稚園教員対象免許状更新講習 

 2020 年より，当園は愛媛大学が実施してい

る幼稚園教員対象免許状更新講習に協力して

いる。会場の提供のみならず，講義の一部で当

園職員が講師補助を務め，実際に園内を回りな

がら動物の観察ポイントや園内見学する際の

危険箇所の説明等も行った。こうした試みは，

全国的にも例を見ないものであると考えられ

る。 
５ おわりに 

 動物園の持つ役割において，教育普及活動は

大きな柱の一つであるが，そのことが社会的に

十分に認知されているとはまだまだ言い難い。

しかし，これまでの愛媛大学との連携を通して

当園の教育普及活動の幅は大きく拡がり，動物

園の教育利用における新たな可能性が見いだ

されつつある。今後更に博学連携事業を発展さ

せていき，社会教育施設としての動物園の在り

方を模索していきたい。 
引用文献 

日本動物園水族館協会（2020）『改訂版 新・

飼育ハンドブック 動物園編 4』． 
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『深い学び』へ誘う NOSの理解の役割 
教科横断的な授業に着⽬して 

○井川 拓洋 A，⼩林 優⼦ B, C，⻄村 栄哉 D，松原 憲治 E

IGAWA Takumi, KOBAYASHI Yuko, NSHIMURA Haruya, MATSUBARA Kenji 
三原市⽴第四中学校 A，筑波⼤学⼤学院 B，⽇本学術復興会特別研究員 D CC， 

筑波⼤学附属坂⼾⾼等学校 D，国⽴教育政策研究所 E 
【キーワード】科学の本質（Nature of Science），教科横断，深い学び，市⺠性 

１ 背景と課題設定の趣旨 
 科学技術の繁栄により，科学技術が関連する社
会問題が⽣じている。このような問題は，トラン
ス・サイエンスや Socio-scientific Issues（以下，SSI
と略記。）と呼ばれている。こうした問題は，そも
そもどの教科等の特質に応じた視点や捉え⽅で考
えればよいか決まっていないため，扱う対象や解
決しようとする⽅向性などに応じて，⽣徒が各教
科等の特質に応じた視点や捉え⽅を意識的に選択
しながら，活⽤できるようになることが⼤切であ
る。そのため，SSI に対して意思決定していく⼒
を育成するためには，教科学習のみならず，教科
横断的な学習も充実させることが重要である。 
 また，現在，学習の⽅法として，主体的・対話
的で深い学びが求められている。「深い学び」とは，
「習得・活⽤・探究という学びの過程の中で，各
教科等の特質に応じた『⾒⽅・考え⽅』を働かせ
ながら，知識を相互に関連づけてより深く理解し
たり，情報を精査して考えを形成したり，問題を
⾒出して解決策を考えたり，思いや考えを基に創
造したりすることに向かう」（中教審答申，2016，
p.50）ことである。教科横断的な学習の中でこの
「深い学び」を実現するためには，各教科の固有
のアプローチや知識の性質を意識した指導が重要
になると考えられる。 
 理科に固有のアプローチや知識の性質を意味す
る概念として，科学の本質（Nature of Science：以
下，NOS と略記）がある。NOS とは，科学の認識
論，知る⽅法としての科学，科学的知識の固有の
価値や信念，科学的知識がどのように発展するの
かを⽰したものである (Lederman,1992; 2007) 。
NOS は近年の諸外国等の科学カリキュラムでは，
学習内容として取り⼊れられている。科学的教養
を持った市⺠は，科学の理論や法則等のみならず，
NOS の理解も重要であることが多くの科学論者，

科学教育研究者等によって指摘されており (e.g., 
Aikenhead, 1985；Driver Leach, Millar, & Scott, 1996; 
Ryder, 2001; Ziman, 2000) ，我が国も例外ではない
（例えば，磯﨑，2014；鶴岡ら，2008）。 
 そこで，本課題研究では，教科横断的な学習に
深い学びをもたらすために，どのような NOS の
理解が関係し，どのような役割を果たすのか，様々
な事例をもとに検討する。それにより，教科横断
的な学習において，NOS を意識的に取り扱う意義
や，その効果的な扱い⽅について議論する。 
２ 課題設定 
 本課題研究では，教科横断的な授業がどのよう
に展開され，その中でどのような NOS の理解が
関係し，NOS の理解がどのような役割を果たすの
かについて，複数の事例をもとに検討する。 
 まず，物理・⽣物・国語の複数の教科を横断し
た実践をもとに，NOS を意識的に取り扱う意義に
ついて議論がなされる。次に，SSI を⽂脈とした
理科授業の実践の中で，NOS との関係性について
報告がなされる。さらに，SSI を⽂脈とし，理科と
社会の教科を横断した実践を通して，意思決定と
NOS の理解の関係性について考察がなされる。ま
た，STEAM 教育における探究活動の中で NOS の
視点を意識的に導⼊した結果について報告がなさ
れる。そして，共通概念で教科横断をする国際バ
カロレアの考え⽅を⽤いた実践を通して，教科固
有のアプローチの習得に関する報告がなされる。 
 このような試みによって，NOS の理解と教科横
断的な学習の深まりの関連の議論を進める場とし
たい。 
主要引⽤⽂献 
Lederman, N. G. (2007) Nature of science: Past, Present, 

and Future. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), 
Handbook of research on science education 
(pp.831-879). Lawrence Erlbaum Associates. 

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）課題研究3-C1

課
題
研
究
発
表

− 74 −



NOS を導入した教科等横断的な学習の展開
－高等学校「物理」における実践報告－

〇西村 栄哉
Haruya NISHIMURA

筑波大学附属坂戸高等学校

【キ－ワード】 教科等横断，科学の本質，Nature of Science，科学的探究，現代的な諸課題

１．研究の背景と目的

トランス・サイエンスや Socio-scientific Issuesと
呼ばれる科学の関連する現代的な諸課題は倫理的，

政治的，経済的などの多様な側面を持つために，

科学的な知識・技能だけでなく，科学に対するメ

タ的な視点を必要とする。また，現代的な諸課題

に対応可能な資質・能力を育成するに当たっては，

各教科等の学習とともに，教科等横断的な視点で

学習を成り立たせていくことが課題とされている

（文部科学省, 2015）。科学に対するメタ的な認識

を生徒にもたらし，教科等横断的な学習を展開す

るための概念としては Nature of Science（以下，

NOSと略記）が挙げられる（西村ら, 2019a）。

以上を踏まえて本研究は，NOSを導入した教科

等横断的な授業実践を通して，教科等横断的な学

習において，授業者が NOS を意識的に取り扱う

意義を明らかにすることを目的とする。

２．研究の方法

本研究は実践的研究である。最初に，高等学校

「物理」の単元「(2)波 エ 波に関する探究活動」

に着目し，科学的探究の中でも観察や観測などの

行為が持つ性質に焦点を当てた授業を設計した。

次に，国立大学附属高校の第３学年 23 名を対象

として授業実践を行った。最後に，教科等横断的

な学習において，授業者が NOS を意識的に取り

扱う意義を検討した。

３．研究の結果

本実践は科目「物理」で行ったものであるが，

当該生徒らは第２学年までに「生物基礎」を履修

済みであったため，単元の目標を「波動の性質に

関する理解」「多様な生物の感覚器官の大まかな

仕組みに関する理解」の２つの知識・理解に基づ

き，我々生物は様々な波動を感覚器官で受容する

ことによって“世界を見る”ことができているとい

う認識論的な世界観を獲得することとした。また，

高等学校国語教科書に掲載されている説明的文章

教材として小川眞理子の「科学的「発見」とは」

（『精選現代文B』, 東京書籍, 2017）を取り上げ，

科学論の視点から観察や観測などの行為が持つ性

質に目を向けられるようにした。こうすることで，

表１ 実践した授業の概要

内容・学習活動 到達目標

１

小川眞理子の「科学

的「発見」とは」を

読解する。

視覚的な観点から“世界を

見る”行為を取った場合，

その結果は，観測者の経験

や知識，認知特性に依存

することを理解する。

２

ヒトや鳥類，ココウ

モリ，ハクジラ類，

ヘビなどの生物を

事例に“世界を見る”
行為の多様性と

その特徴を知る。

ソナーやサーモグラフィ

などの大まかな原理を

理解し，ヒトの感覚器官の

限界と様々な機器を利す

ることでその限界を補っ

ていることを理解する。

３

“世界を見る”という

行為の仕組みと

その意味について

考察する。

（レポート課題）

我々生物は様々な波動を

感覚器官で受容すること

によって“世界を見る”こと

ができているという認識

論的な世界観を獲得する。

NOSの中でも「理論負荷性」や「実証性」に繋が

る生徒の思考を生み出せるようにした。

授業内における発言やレポートの記述などから，

本単元に入る以前，生徒は“世界を見る”という行

為について，視覚による認識のみに言及し「ただ

そこにあるものを見る」といった素朴な考えを有

していた。しかし，本単元での学習を通して，観

測者によって“見えている世界”が異なる可能性が

あることやヒトは様々な機器を利用して自身の感

覚器官では収集できない情報を得ていること，感

覚器官の種類によって得られる情報の性質や量が

異なることなどを理解できていた。

４．まとめ

本実践では，“世界を見る”という行為に対して，

NOSを導入し，物理・生物・国語の複数の教科・

科目を横断してアプローチすることで，科学的探

究の中でも観察・観測という行為の持つ性質につ

いての理解や多面的な視点から考察しようとする

態度の育成に資する学習が展開できた。この学習

を通して生徒は，実験計画の立案場面において他

の視点や方法からも事象に迫ることが出来ないか

考慮したり，実験結果の考察場面において自身の

主張の客観性をより高めるために吟味したりする

ようになり，より深い学びに繋がると考える。
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“Socio-scientific Issues”を導入した授業実践研究（３） 

―「プラスチック」を題材にした中学校理科授業の質的分析を中心として― 

 
○黒木 知佳 1，野添 生 2 

Chika KUROGI , Susumu NOZOE 
1宮崎県教育研修センター，2宮崎大学教育学部 

【キ－ワード】  Socio-scientific Issues，プラスチック，中学校理科 
 
１ 研究の背景 
 国際的な科学教育の潮流として，科学的知識は，

科学そのものの知識に加え，「科学についての知識」

まで包摂したものへと，その範囲を広げている。平

成29年3月告示の中学校学習指導要領においても，

「日常生活と社会との関連」について意識すること

が理科で明示されている。そこで近年，諸外国を中

心に理論・実践研究が多く行われ，その有用性が確

認されている“Socio-scientific Issues”を導入した理科

授業開発とその分析結果を報告する。 
２ 研究の目的と方法 
本研究では「プラスチック」をテーマにした理科

授業の開発，及び試行的実践を行い，生徒に育成さ

れた力を多面的に検証することを通して，SSI を導

入した中学校理科授業について実証的に論究して

いくことを目的とした。研究方法としては，国内外

の先行研究を参考に理論的検討を行い，SSI を導入

した理科授業を開発した。その後，実際に試行的授

業実践を行い，事前・事後調査の結果から生徒の資

質・能力がどの程度育成されたのか量的・質的アプ

ローチの双方から検証した。なお，本発表では授業

概要および個々の生徒の記述内容に関する質的分

析を中心に発表する。 
３ 結 果  
 2019年９月中旬，宮崎県内の公立中学校に在籍す

る第１学年を対象に，SSI を導入した中学校理科授

業を実践し，資質・能力がどの程度育成されたのか

について調査を行い，データを量的に分析したとこ

ろ，プラスチックの性質や名称の知識を習得するこ

と，プラスチックの性質や環境面での問題点を基に

理想的な使用を提案することの力が育成された一

方で，物質を分類する実験方法を計画する力は育成

されなかったことが明らかとなった。 
 さらに，個々の生徒の資質・能力の変容について

考察するため，事前・事後調査およびワークシート

や振り返りの記述の変容について質的分析を行っ

た。その結果，事前・事後調査の問３における記述

内容では，下表の変容を確認できた。 
表 事前事後調査 問３の生徒の記述の変容 

 
 学習後の生徒の振り返りからは，科学的知識の活

用に課題はあるものの，提示された視点や他者から

得られた多様な考えをもとに自分なりの納得解を

整理する生徒や，プラスチックの利用と廃棄に関す

る問いについての新たな課題を見いだす生徒の姿

が確認できた。換言すれば，今回のSSIを導入した

理科学習では，NOSの要素である「科学の限界」や

「科学の社会性」といった側面についても付随的に

理解を促すことができたという見方もできる。 
４ まとめ 
本研究では，海洋ごみ，マイクロプラスチック，

リサイクルといった多角的な視座から何が問題と

なっており，その解決に繋がる行動を探究していく

SSI を導入した理科学習を通して，意思決定のプロ

セスの習得や資質・能力の育成についての望ましい

変容が見られた。一方で，意思決定はできても理由

を科学的に記述する力の育成には課題が残ったこ

とから，今後更なる改善を図っていきたい。 
附記：本研究の一部は，科研費（19K14344）の助成を受けて行った。 

主要参考文献 
・黒木・野添（2021）「“Socio-scientific Issues”を導入した授業実践研究（１）

―『プラスチック』を題材にした中学校理科の授業開発を中心として―」

『日本理科教育学会九州支部大会発表論文集第47巻』，pp.14-17． 
・野添・黒木（2021）「“Socio-scientific Issues”を導入した授業実践研究（２）

―『プラスチック』を題材にした中学校理科授業の理論・検証を中心とし

て―」『日本理科教育学会九州支部大会発表論文集第47巻』，pp.18-19． 
・Ratcliffe, M., & Grace, M. (2003). Science education for citizenship: Teaching 

socio-scientific issues. Maidenhead: Open University Press 

生徒 事  前 事  後

A 分からない
ポイ捨てをしない。なぜなら土にかえらないか
ら。

B 分からない
容易に捨ててはいけない。海の生態系や環境に影
響を与えるから。

C
何か別の物質と合わさることで
危険な物質になってしまうかも
しれないから。

環境や安全を第一に考えて，プラスチックを使わ
なければ，ならない。（紙やプラスチックのスト
ロー）

D ない プラスチックを海に流さない。環境を考える。

E 分からない
捨ててしまうと海の生物に影響を与えるのででき
るだけリサイクルする。
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SSIへの意思決定を基盤とした教科横断的な授業実践 
－NOSの導入とその分析を中心として－ 

岩田 晋太朗 
IWATA Shintaro 
東海学園高等学校 

【キ－ワード】 Nature of Science（NOS），Socio-scientific Issues（SSI），教科横断 

 
１． 研究の背景及び目的 
 科学・技術と社会が密接に関わる現代では，科

学者にとっても解明途中であり，科学者にも長期
影響が予測できない問題群に対して，市民が意思
決定を行う場面が発生している（藤垣，2005）。
こうしたトランスサイエンス やSocio-scientific 
Issues（以後，SSI と略記）と呼称される問題群
への意思決定過程においては，Nature of Science
（以後，NOS と略記）の理解が影響を及ぼすこ
とが報告されている（Sadler et al., 2004）。 
そこで，本研究では SSI への意思決定を基盤と

する教科横断的な授業にNOS の視点を導入する
ことで，意思決定能力の育成にどのように寄与す
ることができるか見出すことを目的とする。 
２． 研究の方法 
 愛知県内の高校 2 年生 25 名を対象に，理科及
び社会科の授業実践を行った。基盤となるSSI と
して，科学コミュニティーでも継続して論争が続
けられている地球温暖化問題を選択した。理科で
は，初めに理論と法則の相違点を明示的に指導し，

地球温暖化の主原因には人為的な CO2 の排出を
原因とする説と太陽活動原因説が存在することを
提示した。そして，社会と各々の仮説との関わり
を考察した上で，「支持する仮説」を意思決定する
レポート課題を設定した。社会科では，地球温暖
化問題を端緒とする炭素税に関わる多面的な分析

を通じて，「日本における炭素税導入」を議題とし
たディベート活動を行った。また，授業実践の前
後には，Liang et al.（2006）が開発した質問紙
SUSSI を用いて，NOS の理解度を調査した。 
３．調査結果 
実践前後における SUSSI の点数比較を表 1 に

示す。すべての項目で点数が上昇しており，対応
のある t検定では，三項目で有意差が認められた。 
次に，理科のレポート課題の項目である「社会

的要因が各々の仮説及び議論に与える影響」，「科
学者が異なる結論に至る理由」の記述を質的分析
したところ，政治的イデオロギーの介入及び各企

業の経済的なインセンティブ，研究者の国民性や
宗教，倫理性等が科学的な研究に影響を与えると

いった考察が見られた。また，実践後の SUSSI
による評価が，対象生徒の平均値よりも高い生徒

Aと低い生徒Bの意思決定過程の記述を表2に示
す。生徒A の記述に現れているように，「理論負
荷性」や「科学と社会・文化」といった NOS の
理解が，検討する仮説を支持する根拠の適切性を
判断する際に発揮される様子が見られた。 

 
表１ SUSSIの点数比較 

 1.理論負荷性 2.暫定性 3.法則と理論 
事前 13.92 15.20 11.16 
事後 15.00 15.36 11.80 

 4.社会・文化** 5.想像と創造** 6.科学的方法* 

事前 13.84 11.28 13.60 
事後 15.80 14.56 14.72 

* : p < .05 ** : p < .01 
 

表2 NOS 理解度の異なる生徒による意思決定過程の記述 
生徒 意思決定過程の記述（抜粋） 

A 

両者を支持する根拠は互いに矛盾しているため，どちらか

の仮説を支持するとき，その根拠の都合の良い部分を見て

しまうことになる。両者にも決定的な理由がない以上，自
身の都合でどちらの仮説を支持するか決定することはで

きない。しかし，気温上昇は事実として認められるので，

環境問題には取り組むべきである。 

B 

20 世紀半ば以降，太陽黒点数はあまり変化しておらず，
太陽活動は活発化してはいないと考える。IPCCによれば，
大気中の温室ガス濃度と気温上昇とは比例関係にあり，相
関が高い。よって，二酸化炭素原因説を支持する。 

 
また，社会科のディベート活動でも，シミュレ

ーションには科学的な信憑性があるのか，研究資
金を受け取るために炭素税導入の根拠となる
CO2原因説を支持する科学者もいるのではないか
といったNOS の要素が関わる発言が見られた。 
以上，本実践によって NOS の理解に変化が見

られ，意思決定過程の中でも，とりわけ，根拠と
なる情報を批判的に検証する際に NOS の理解が
活用される場面が看取された。よって，NOS の
導入が教科横断的な授業における意思決定場面に
多角的な視点をもたらす可能性が示唆された。 
主要引用文献 
Sadler, T. D., Chambers, F. W. & Zeidler, D. L. (2004). Student 

conceptualizations of the nature of science in response to a socioscientific issue., 
International Journal of Science Education., 19, Vol.26, No.4, 387-409. 

Liang, Chen. S., Chen. X., Kaya, Adams, Macklin & Ebenezer. (2006). Student 
Understanding of Science and Scientific Inquiry (SUSSI): revision and further 
validation of an assessment instrument., Annual Conference of the National 
Association for Research in Science Teaching., San Francisco, CA. 
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STEAM教育カリキュラムにおけるNOSの導入とその評価 

大分県立大分舞鶴高等学校での実践事例 
 

○小林 優子 1, 2，池 恩燮 3 
Yuko KOBAYASHI, Eunsup CHI 

1筑波大学大学院，2日本学術振興会特別研究員D C, 3大分県立大分舞鶴高等学校 
【キ－ワード】 科学の本質（Nature of Science），STEAM教育, 探究活動  

 
１ 目 的 
近年、AI や IoT など、先端技術が急速に発展し、

我々の生活は大きく変化している。こうした社会

に必要となる資質・能力の育成に向けて STEAM
教育が注目されている。STEAM 教育とは、科学、

技術、工学、リベラルアーツ、数学の領域を、実

社会の課題解決に生かしていくことを目指した教

科横断的な学習である（文部科学省, 2019）。 
STEAM 教育では、領域横断的な課題の解決に

向けて探究活動が取り入れられる。こうした探究

活動では、科学の内容に関する知識だけでなく、

科学と実社会の関係を理解したり、科学の営みを

俯瞰的に捉えたりする見方が重要になる。そこで

本研究では、「科学の本質（Nature of Science: 以
下 NOS とする）」に着目する。NOS とは、科学

とはどういう営みかといった、科学に関する認識

論的な知識を意味する。例えば、科学は社会と相

互に関係しあっていること（社会性）や、科学は

経験的な事実から理論・仮説・命題を検証する営

みであること（実証性）、実験・観察やデータの

解釈は科学者が持つ主観や理論に影響を受けるこ

と（主観性・理論負荷性）などが含まれる。 
本研究では、STEAM 教育で行われている探究

活動に NOS の視点を導入し、その実施と評価を

行うことを目的とする。 
２ 方 法 
本研究では、大分県立大分舞鶴高等学校にて、

第 1 学年 8 クラス(320 名)を対象に実施されてい

る、「舞 STEAMs」と呼ばれる 1 単位の学校設定

科目を扱う。対象とする単元は、カリキュラムの

最初の単元として位置付けられている「筒の長さ

と矢の飛行距離の関係」という全７時間の単元で

ある。この単元では、生徒が班に分かれ、ストロ

ーとマッチ棒を用いて筒の長さと矢の飛行距離の

関係を表す数理モデルを探究的に構築していく活

動が行われる。単元の最後にはポスターを作成し、

班ごとに結果をまとめて発表する。 

本研究では、探究活動の段階ごとに３つのNOS
の視点を導入した。実験を計画し実施する段階で

は実証性、得られた結果を処理し数理モデルを考

案する際には主観性・理論負荷性、結果をまとめ

発表する際には社会性を示しながら、その重要性

を伝えた。単元の終わりには「振り返りシート」

を用い、本単元の３つの段階ごとに重要だと感じ

たことがらとその理由を尋ねた。振り返りシート

の記述の分析を通して、探究活動中に示したNOS
が生徒にどの程度意識されたかを明らかにした。

なお、本研究では、8 クラスあるうちの 1 クラス

（40 名）を分析対象とした。 
３ 結 果 
 振り返りシートの記述を NOS に着目して分析

した。実証性は、「実験の信憑性を高めるために

同じ長さで何度も記録をとって」とあるように、

繰り返しデータを取ることの重要性に言及する形

で表れていた。主観性・理論負荷性は「どの関数

に沿って数理モデルを作るのかの判断も人それぞ

れ違うと思う」とあるように、数理モデルを判断

する上で意識されていたと考えられる。社会性に

ついては、科学における成果発表の重要性など、

科学の外の社会との相互関係に関する記述は見ら

れなかった。 
４ 考 察 
 単元に導入した NOS の視点は、生徒が実際に

行った探究活動と関連づけられる形で、生徒の記

述に表れていた。探究活動の中で NOS が実体験

と結びついて学ばれたと考えられる。しかし、科

学と社会の相互関係についての記述は見られなか

った。これは、社会との繋がりを体験的に伝えら

れていなかったためであると考えられる。 
引用文献 
中央教育審議会(2021)『「令和の日本型学校教育」

の構築を目指して-全ての子供たちの可能性を

引き出す, 個別最適な学びと，協働的な学びの

実現-(答申)』, 文部科学省, 2021-1-26.  
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概念「Logic」からデザインする教科横断的な授業 
                

 

川上佑美 

Yumi KAWAKAMI 

                      東京学芸大学附属国際中等教育学校 

【キ－ワード】 教科横断，概念，科学の本質（Nature of Science），国際バカロレア（IB） 

 

１ はじめに 

 本研究では，国際バカロレア（以下 IB）の考

え方を用いて，複数教科を概念「Logic」でつな

いだ教科横断を実施した。深い学びの充実のた

めには，各教科の特質に応じた視点や捉え方を

大切にしながら，教科固有のアプローチを行う

ことが重要である。そこで，内容ではなく概念

で横断することによって，科学の本質（Nature 

of Science，以下 NOS）のような各教科の特質

に応じた視点や捉え方を大切にしながら，各教

科それぞれの学びを深めることを目指した。 

２ 教科横断的な授業設計 

（１）共通概念「Logic」の設定 

 各教科をつなぐ概念として，IB が示してい

る重要概念の一つである「Logic（論理）」を設

定した。さらに，中学２年生なりの概念「Logic」

として，「ものごとの（方向性のある）つなが

りを意識した思考」とした。各教科で概念

「Logic」を軸に単元設計を行い，生徒は概念

「Logic」についての考えを深める。各教科で描

き出す教科固有の概念「Logic」には，各教科の

特質に応じた視点や捉え方が含まれる。 

（２）各教科等における授業実践 

 国立大学附属学校において，中学２年生４ク

ラス計 115 名を対象に授業を実施した。実施時

期は 2020 年９月から 11 月とし，各教科内で

「Logic」を意識した単元を実施した。各教科の

授業実践について，理科および音楽科につい

て，以下に示す。 

１）理科（エネルギー領域） 

 教科固有の「Logic」として「観察，実験の結

果を証拠・根拠として，帰納的に結論を導く

Logic」した。授業では，問いを提示し，生徒が

その問いに答えるための証拠・根拠となる観

察，実験を各自で行い，それらの証拠・根拠を

基に結論を導くことを繰り返し行った。科学的

知識を自ら生成する活動を通して，実証的に問

いに答えるなど，NOS への理解を深める一助

とした。 

２）音楽科 

教科固有の「Logic」として「感性と理論の双

方向から和音進行という音楽表現を捉え直す

ために必要な Logic」とした。和音決定の根拠

を言語化できるようにし，漠然とした和音感や

感覚的なものだけで創作するのではなく，何ら

かの根拠を持って創作できるようにすること

で，つながりのある「Logic」を意識できるよう

にした。 

３ 結 果 

理科では，主に実験によって得られた複数の

証拠・根拠を，比較して共通点を見いだしたり，

既有知識と関係づけて根拠を示すことで結論

に導いたりするようすが見られた。音楽では，

和音進行の作成にあたって，自身の感性に基づ

いて作成するだけではなく，新たに学習した和

音進行のルールを生かして機械的に和音を並

べ，複数の候補の中から自分の納得する和音進

行を選択するようすが見られた。 

理科では実証的に結論を導くが，音楽では必

ずしも実証的であるとは限らない。内容ではな

く概念による教科横断によって，各教科の特質

に応じた視点や捉え方を強調しながら，教科の

学びを深めることができた。 

４ まとめ 

各教科の特質に応じた視点や捉え方を大切

にしながら，概念で複数教科をつなぐことに

よって，教科固有のアプローチをも担保する

ことができた。理科では，複数の実験事実の

必要性を生徒自身が感じ，NOS の一側面であ

る実証性を生徒自ら気づくことができた。 

引用文献 

国際バカロレア機構（2018），『中等教育プロ

グラム ＭＹＰ：原則から実践へ』． 

国際中等教育研究（2020），『概念からデザイ

ンする教科等横断的な授業のあり方―公開

研究会とその後の実践についての報告―』. 
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中学校理科の全国学力・学習状況調査のこれまでとこれから 

＜趣旨説明＞ 

 

○小倉恭彦 1，田中保樹 2，藤本義博 3，鈴木康浩 4，後藤文博 5，神 孝幸 1 

Yasuhiko OGURA, Yasuki TANAKA, Yoshihiro FUJIMOTO, Yasuhiro SUZUKI, Fumihiro GOTO, Takayuki JIN 
1国立教育政策研究所，2北里大学，3岡山理科大学，4静岡県教育委員会，5前橋市立第六中学校 

【キ－ワード】 全国学力・学習状況調査，学習指導要領，資質・能力，PBT，CBT 
 
課題設定の背景と趣旨 

全国学力・学習状況調査（以下，全学調）は，

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の

観点から，全国的な児童生徒の学力や学習状況

を把握・分析し，教育施策の成果と課題を検証

し，その改善を図るとともに，学校における児

童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善

等に役立てること。さらに，そのような取組を

通じて，教育に関する継続的な検証改善サイク

ルを確立することを目的として，2007 年から

実施されている。中学校理科の調査は，2012 年

に実施され，3 年ごとに 2015 年，2018 年と，

過去に 3 回実施されている。2021 年は，理科

の調査の実施年度であったが，新型コロナウイ

ルスによる影響で 2020 年度の調査が後ろ倒し

になったため，2022 年度に 4 回目の調査が PBT
によって実施される予定である。 

国際学力調査である PISA（OECD 生徒の学

習到達度査）は，2015 年調査から従来の PBT
から CBT に全面移行した。また，TIMSS5（国

際数学・理科教育動向調査においても，2019 年

調査から，従来の PBT に加え CBT が導入さ

れ，2023 年調査から完全移行することが予定

されている。このように，CBT による学力調査

が国際的な標準となりつつある中で，全学調も

CBT の特性・利点を生かした問題の開発と実

施，データの収集・分析・利活用の充実による

EBPM のさらなる推進を図るなど，CBT 化に

向けた検討・取組が急務であることが指摘され

ている。 
2020 年度から学校における一人一台端末と

大容量の通信ネットワークを一体的に整備し，

それらを活用して全ての子供たちの可能性を

引き出す，個別最適な学びと協働的な学びの実

現に向けた GIGA スクール構想が推進されて

いる。この GIGA スクール構想を踏まえ，全学

調を CBT として実施する構想について，「全

国的な学力調査に関する専門家会議」及び「全

国的な学力調査の CBT 化検討ワーキンググル

ープ」において検討がされている。 

このような背景において，本課題研究は，

PBT で行われた過去 3 回の調査を振り返り，成

果と課題を整理し，CBT による調査へ引き継ぐ

ことは重要だと考える。また，本学会において

も中学校理科の全学調の CBT 化に関する議論

が深まることが期待される。 
課題研究発表の概要 

平成 29 年告示の学習指導要領において，生

徒に育成すべき資質・能力は，3つに整理され

た。特に，科学的に探究する力や態度の育成に

関しては，理科教育のこれまでとこれからも不

易である。本課題研究では，科学的に探究する

力の育成の視点から中学校理科の全学調のこ

れまでとこれからについて検討を行う。 

田中の発表では，全学調の調査の枠組と探究

の過程との関係から科学的に探究する力の育

成について論じる。 

藤本の発表では，全学調の結果明らかとなっ

た自然体験に関する非認知能力と科学的な探

究の構想との相関について論じる。 

鈴木の発表では，全学調の結果から科学的な

探究に関する指導の重点に関する教員の意識

について，実態調査に基づいて報告する。 

後藤の発表では，全学調の結果を基にした，

科学的に探究する力の育成の充実を目指した

授業改善・教員研修について検討する。 

神の発表では，全学調の枠組を踏まえた中学

校理科と高等学校理数探究基礎との接続につ

いて報告する。 

小倉の発表では，国際調査の枠組みを踏まえ

た全学調の CBT 化の展望と科学的に探究する

力の育成について検討を行う。 

 
参考文献 

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 

国立教育政策研究所(2018)『平成 30年度全国学力・学

習状況調査報告書』 

中央教育審議会初等中等教育分科会(2019)「新しい時代

の初等中等教育の在り方 論点取りまとめ」 
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中学校理科の全国学力・学習状況調査の枠組みと科学的な探究 

－科学的な探究を通した資質・能力の育成に向けて－

田中保樹

TANAKA Yasuki 
北里大学 

【キ－ワード】 全国学力・学習状況調査、枠組み、科学的な探究、科学的に探究する力

１ 中学校理科の調査問題の枠組み

 全国学力・学習状況調査（以下、前学調）に

おける中学校理科（以下、中理）の調査は、   

平成 20 年告示の中学校学習指導要領が全面 

実施となった平成24年に、小学校理科とともに

初めて実施された。中理の調査問題の枠組みは、

図１のように、全学調に関する専門家検討会議

の「全国的な学力調査の具体的な実施方法等に

ついて（報告）」（平成18年４月）で示された

問題作成の基本理念を基に、学力の重要な３つ

の要素、中理の目標などを踏まえて設定された。

表１は、平成30年に実施した理科として３回目

における調査の枠組み等の説明（中理）である。 図１ 調査問題の枠組みの根拠（中理）

表１ 平成 30年実施における枠組み等の説明（中理）※ 国立教育政策研究所の Web サイトから

枠組み 評価の観点 主な視点 説明

「知識」
理科に関す
る「基礎的・
基本的な知
識・技能」

自然事象に
つ い て の
知識・理解

知識
自然の事物･現象についての基礎的･基本的な知識と理解を問う。

観察・実験
の技能

技能
観察や実験の操作、観察や実験の計画的な実施，結果の記録や整理など、
自然の事物･現象を科学的に探究する技能の基礎に関する知識を問う。

「活用」
理科に関す
る「知識・技
能を活用し
て、課題を
解決するた
めに必要な
思考力・判
断力・表現
力等」

科 学 的 な
思考・表現

適用
日常生活や社会の特定の場面において、基礎的・基本的な知識・技能
を活用することを問う。

分析・解釈
基礎的･基本的な知識及び技能を活用して、観察や実験の結果などを分
析して解釈することを問う。

構想
基礎的･基本的な知識及び技能を活用して自然の事物･現象の中に問題
を見いだして課題を設定し、予想や仮説を立てたり、観察や実験の条
件を考えたりすることで観察や実験を計画することを問う。

検討・改善

観察や実験の計画や結果の考察，日常生活や社会との関わりを思考す
るなどの各場面において，基礎的･基本的な知識及び技能を活用し，観
察や実験の結果などの根拠に基づいて，自らの考えや他者の考えに対
して，多面的，総合的に思考して検討，改善することを問う。

２ 調査問題の枠組みと科学的な探究

調査問題の枠組み（主な視点）と、平成20年

告示及び平成29年告示の学習指導要領（中理）

の「指導計画の作成と内容の取扱い」で示され

ている科学的な探究の過程における学習活動の

例とは、次のように整理できる。構想は「問題

を見いだし観察，実験を計画する学習活動」、

分析・解釈は「観察，実験の結果を分析し解釈

する学習活動」、適用と検討・改善は「科学的

な概念を使用して考えたり説明したりする学習

活動」に相当する。全学調（中理）の授業改善

のメッセージとして、中理において科学的な 

探究を通して学び、理科の資質・能力が育成さ

れることを訴求している。全学調（中理）が、

平成29年告示の学習指導要領（中理）に示され

た理科の目標「理解を深め技能を身に付け、科

学的に探究する力と科学的に探究しようとする

態度を養う」の実現に資することが大切である。
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科学的な探究をベースとした授業設計に関する教師教育の一考察 

～全国学力・学習状況調査結果を踏まえた 
理科の学習指導の改善・充実に関する指導事例をもとに～ 

 

○藤本義博 

Yoshihiro FUJIMOTO 

岡山理科大学 

【キ－ワード】 全国学力・学習状況調査，学習指導要領，理科教育，科学的な探究，教師教育 
 

１ 目 的 

 文部科学省は（2017），自然の事物・現象を

科学的に探究する活動では，問題の把握，仮説

の設定，資料の収集，実験による検証，結果の

分析や解釈，結論の導出などが考えられるが，

これらは決して固定的なものではなく，問題の

内容や性質，あるいは生徒の発達の段階に応じ

て，ある部分を重点的に扱ったり，適宜省略し

たりするといった工夫が必要であると示して

いる。国立教育政策研究所（2017）は，全国学

力・学習状況調査結果を踏まえた理科の学習指

導の改善・充実に関する指導事例を映像資料と

して全国の小中学校に DVD で配布したりスト

リーミング配信したりしている。本研究では，

それらの映像資料をもとに，教員養成段階の学

生，高等学校の現職の理科教員を対象にした参

考になった点について調査を行い，科学的な探

究をベースにした授業を設計する際の教師教

育の重点を抽出することを目的に行う。 
２ 調査方法 

授業事例「木炭電池を改良しよう」の 2 時間

の授業の目標は，「生徒自らが見いだした問題

を基に，『光電池用モーターを速く回転させる

ためには，木炭電池をどのように改良したらよ

いのだろうか』という課題を設定し，習得した

知識・技能を活用して，主体的に課題解決に取

り組み，個別の考察を班で検討して改善する活

動を通して，木炭電池の起電力に関係している

要因を説明できる。」である。2016 年 7 月に

この事例の授業を受けた中学３年生 55 名に質

問紙調査を行った。また，2019 年４～８月に

教職関連科目「理科教育法Ⅰ」を受講した大学

２年生 150 名と 2019 年 7 月 31 日にＡ県教育セ

ンター主催の研修講座に参加した高等学校理

科教員 19 名には授業映像を視聴させた後，質

問紙調査を実施した。 

３ 結 果 
表１に示したように，木炭電池と乾電池を比

較した演示実験の指導に対して，生徒は興味関

心を喚起された様子が伺えるが，学生はさほど

指摘しなかった。表２，３から，学生は科学的

な探究，思考力・判断力，教え合いの指導を指

摘した割合が多く，高等学校教員は考察の指

導，問題発見，教え合いの指導を指摘した。こ

れらの調査結果より，生徒の反応を踏まえて，

教員養成段階の学生，現職の研修内容を検討す

る必要があることが示唆された。 

引用文献 
国立教育政策研究所（2017）「全国学力・学習状況調査結果

を踏まえた理科の学習指導の改善・充実に関する指導事例」

https://www.nier.go.jp/sci_lead/rikajirei_all.pdf 

付記 
本研究は，科学研究費補助事業基盤研究（B） 

課題番号：JP19H01726（研究代表者：藤本義博）の

助成金の交付を受けて行ったものです。 

理科教育法Ⅰの受講生150名が
参考になったと指摘した点（複数回答）

人数 ％

① 科学的な探究の過程の指導 62 41.3

② 知識だけでなく,思考力・表現力の指導 58 38.7
③ 視点の提示による考察の指導
　　　（実験結果，課題に正対）

36 24.0

④ 教え合い（対話的な学び）の指導 27 18.0
⑤ 問題発見の指導 5 3.3

表２ 理科教育法Ⅰ受講生の反応 

高等学校理科教員19名が
参考になったと指摘した指導（複数回答）

人数 ％

① 課題や実験結果を踏まえた考察の指導 8 42.1
② 問題発見の指導 5 26.3
③ 教え合い（対話的な学び）の指導 4 21.1
④ 科学的な探究の過程の指導 2 10.5

表３ 高等学校理科教員の反応 

表１ 問題発見の指導を指摘した割合  
問題発見の指導(複数回答) ％

授業を受けた生徒（55名） 90.0
高等学校教員（19名） 26.3
理科教育法Ⅰ受講生（150名） 3.3
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全国学力・学習状況調査の結果から明らかとなった科学的な 

探究に関する指導の重点についての教員の意識 
 

〇鈴木康浩１，藤本義博２ 

 Yasuhiro SUZUKI，Yoshihiro FUJIMOTO 
１静岡県教育委員会，２岡山理科大学 

【キーワード】 教師教育,全国学力・学習状況調査，理科教育，学習指導要領 

 
１ 調査の概要 

 本研究では，全国学力・学習状況調査と関連付け

たアンケートを開発し，それを基に中学校理科教員

に意識調査を行った。アンケートの質問の内容は，

指導上の課題をつかむために，「主に科学的に探究

する能力や態度に関する指導についての項目（以

下，探究する能力や態度の指導）」15項目と，「主

に学力調査で問われた知識・技能に関する指導（以

下,知識・技能の指導）についての項目」12項目の

２つのタイプで構成した。 

この調査は，2015年 11月～2016年 11月の間に，

全国の９地区で実施し、回答を得た人数は 227名で

ある。 

２ 調査の結果 

調査の結果を表１，２に示した。ここでは各質問

について，否定的な回答（どちらかといえば行って

いないと行っていないを合わせた回答）の割合を示

している。 

表１ 探究する能力や態度の指導の結果 

表２ 知識・技能の指導の結果

３ 教員の意識についての考察 

意識調査から「適切に観察・実験の計画ができる

ようにする指導」，「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」，「多面的，総合的に思考できるようにする指

導」，「気象の学習に関する指導」について十分で

ないことが分かった。また，これらは経験年数によ

らず共通していたが，経験年数が 10 年未満の教員

は，10年以上の教員よりも指導が十分でないことが

わかった。 

引用文献 

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.
付記  

本研究は科学研究費基盤研究(B)「協働学習支援

ツールによる活用型授業とブレンディッドラーニ

ングによる教員研修の開発（課題番号 15H02919-01 

研究代表 藤本義博）」と，「理科授業を通して学

び続ける教師教育プログラムの開発に関する実証

的研究（課題番号 25282032-02 研究代表 益田裕

充）による。 

番号 質問の内容
否定的な回
答の割合
（％）

(16)化学式の表し方について理解できるように指導している 7.6

(17)特定の質量パーセント濃度の水溶液における溶質と水の質量を求め
ることができるように指導している 10.3

(18)気体の特性と気体の捕集法との関連を説明できるように指導してい
る 3.1

(19)天気の記号から風向，風力などを読み取るための知識を身に付けら
れるように指導している 7.2

(20)継続的に気象の観察や観測を行い，天気の特徴を把握できるように
指導している 65.6

(21)気象観測の技能を身に付けられるように指導している 51.1

(22)気象の観察や観測の記録から，気象要素の変化と相互の関連を推定
できるように指導している 36.4

(23)電気抵抗の大きさを計算して求めることができるように指導してい
る 7.2

(24)理科で学習したことが関係する科学技術について，科学的な概念を
使用して考えたり，説明したりできるように指導 している 27.9

(25)食物が消化され，吸収される仕組みを理解できるように指導してい
る 5.3

(26)動物の分類の学習では，基礎的・基本的な知識を身に付け，活用で
きるように指導している 13.1

(27)生物の多様性や規則性を発見できるように指導している 29.5

番号 質問の内容
否定的な回
答の割合
（％）

(1) 日常生活や社会の特定の場面において，理科で学習した知識を活用
できるように指導している 17.3

(2) 理科を学ぶことの意義や有用性を実感できるように指導している 17.7

(3) 観察・実験の結果を分析して解釈できるように指導している 10.2

(4) グラフを分析して解釈できるように指導している 18.2

(5) 課題に正対した観察・実験を計画できるように指導している 49.1

(6) 主体的・協働的な学習を取り入れて，観察・実験を計画できるよう
に指導している 33.6

(7) 変化すること（従属変数）の原因として考えられる要因（独立変
数）を整理して，観察・実験を計画できるように指導している 57.8

(8) 仮説を設定し，検証する観察・実験を計画できるように指導してい
る 47.1

(9) 挙げた要因（独立変数）を，変える条件と変えない条件に整理して
実験を計画できるように指導している 54.2

(10)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
ように指導している 39.2

(11)考察では，主体的・協働的な学習を取り入れて，検討して改善でき
るように指導している 23.9

(12)考察を検討して改善する際には，多面的，総合的に思考できるよう
に指導している 39.8

(13)第１分野と第２分野を横断した総合的な見方や考え方ができるよう
に指導している 44.9

(14)モデルを使った実験では，自然の事物・現象とモデルの対応を認識
できるように指導している 17.3

(15)観察・実験の結果から，課題に正対した考察ができるように指導し
ている 15.1
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全国学力・学習状況調査の結果を基にした

科学的に探究する力の育成を目指した授業改善・教員研修

○後藤文博 1，小倉恭彦 2

前橋市立第六中学校， 国立教育政策研究所

【キ－ワード】 中学校理科  全国学力・学習状況調査，科学的に探究，授業改善，教員研修

１ 目 的

平成 年度の全国学力・学習状況調査（以
下，全学調）中学校理科において，「観察や実
験を計画すること（構想）」「自他の考えを検
討して改善すること」「習得した知識・技能を
活用すること（適用）」に依然として課題があ
ることが明らかとなった。これらの課題を解決
するためには，科学的に探究する力の育成や学
習意欲の向上，主体的・対話的で深い学びの実
現に向けた授業改善の充実が必要であること
が報告された。これらを踏まえ，授業改善の参
考となる資料，『授業アイディア例 』及び『全
国学力･学習状況調査の調査結果を踏まえた理
科の学習指導の改善・充実に関する指導事例集
』（映像指導事例集）が示されている。そこ

で，本研究では，これらの指導資料を活用した
授業改善と教員研修の効果について検討する。

２ 取 組

（１）指導資料を活用した教員研修の流れ

指導者が具体的に授業改善できるよう，次の

流れで授業改善の参考となる資料を活用する。

■全学調の結果を分析し，探究の過程のどの部

分に課題があるのかを明らかにする。

■平成 年告示中学校学習指導要領解説理科

編の資質・能力を育むために重視する探究の

過程のイメージ（ ）を参考に，これまでの

授業づくりを振り返ることで，授業改善の必

要性を認識し，課題に対する理解を深める。

■授業改善の参考となる資料で紹介されてい

る事例を指導計画に位置付け、授業実践を通

して課題を改善できるようにする。その際、

授業改善がサイクルとして機能するよう

①の実践を参考にして指導計画を見直す。

（２）学校や地域と連携した取組の例

①実践研究協力校と連携した取組

調査結果から明らかとなった課題を改善し，
科学的に探究する力を育成するために，３年間
を見通して計画的に学習指導を展開すること
が大切である。そこで、全学調の結果を踏まえ，

授業改善のサイクルの充実を図ることを目的
とした実践研究協力校の取組において，授業改
善の参考となる資料に示されている事例を取
り入れた指導計画を作成し、授業実践を通して
その有効性を探る。その際、授業改善の参考と
なる資料に示されている指導のポイントを踏
まえ、具体的な授業を構想して計画的に実践で
きるようにした。下表は実践した１年生の主な
単元である。

【表】資料を活用した１年生の主な単元例
生物の特
徴と分類

身の回り
の物質

音の性質 光の反
射・屈折

身近な地
形や地層

授業アイ
ディア例

授業アイ
ディア例

映像 映像 映像 映像 映像

②教育委員会と連携した取組
指導主事と連携し，本研究の授業改善の参考

となる資料を活用し，授業公開を伴う研修会を
継続して実施した。授業研究会では，授業改善
の参考となる資料を活用した授業づくりや実
践研究協力校の取組を紹介し，各学校の実態と
照らし合わせながら，科学的に探究する力を育
成する授業構想について協議した。また，授業
改善に関するアンケート調査も行い，指導者の
意識を把握した。結果は，授業改善の必要性は
理解しているが，具体的な授業改善については
十分ではなかったが、研修を継続することで意
識及び授業の両面で改善傾向が見られた。

３ まとめ

全学調で継続して見られる課題は，本研究の
教員研修の取組を行うことで改善できると考
えられる。また，この教員研修の取組は，主体
的・対話的で深い学びを実現するとともに，科
学的に探究する力の育成を促すと考える。

引用文献

国立教育政策研究所 全国学力・学習状況調査 授業アイ

ディア例（平成 年度，平成 年度）

国立教育政策研究所 全国学力･学習状況調査の調査結

果を踏まえた理科の学習指導の改善･充実に関する指導

事例集及び解説書（ 及び ）
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中学校理科の全国学力・学習状況調査の 10年 

科学的に探究する力を踏まえた中学校理科と高等学校「理数」との関連 

 

○神孝幸ａ、藤本義博ｂ、野内頼一ｃ、 

Takayuki JIN、Yoshihiro FUJIMOTO、Yorikazu NOUTI 

国立教育政策研究所ａｃ、岡山理科大学ｂ 

【キ－ワード】 科学的に探究する力、理科映像指導事例集、校種間連携、教科「理数」 
 

１ 目 的 

 中学校理科の全国学力・学習状況調査（以下、

全学調）の知見を生かし、自らの授業改善を通

じて、生徒の科学的に探究する力を育むことが

できないか考え、実践を行った。その実践の結

果を踏まえて、高等学校「理科」、「理数」に

おけるこれからの展望について考えたい。 

 

２ 理科映像指導事例集 

高等学校では新学習指導要領が令和４年度

より年次進行で実施される。課題の設定、仮説

の設定、振り返りなど授業の一場面において探

究の過程を取り入れた授業改善が求められて

いる。全学調において明らかになった課題を踏

まえ理科の学習指導の改善・充実のポイントを

15 分程度の授業映像にした「理科映像指導事

例集」が、自らの授業改善に有効であった。校

内外の研修でこの映像資料を紹介したところ

「探究の過程のイメージや考え方がよく理解

できた」という先生方の感想が多かった。高等

学校理科で、思考を伴い知識の概念的な理解を

育成しようとするとき、問題を見いだしたり、

実験を計画したりするなど探究の過程を踏ま

えて授業を構築することの大切さを実感でき

たようである。その際に、探究の過程を踏まえ

て授業実践が進んでいる中学校理科の授業を

参考にすればよいことを「理科映像指導事例

集」を見て実感できたようである。 

このような点においても、全学調の知見を活

用して、中高連携を意識した自らの授業改善に

生かすことが大切であると考えている。 

 

３ 調査問題の活用 

 生徒の理解を深めようとするとき、小・中学

校でのレディレスを把握することは大切であ

る。学習指導要領が改訂され中学校で学習する

内容も変化をしている。そのため、高等学校で

は中学校での学習内容を理解した上で、自らの

授業を探究ベースに改善していくことが重要

である。 

 平成 27 年度の問題では、「炭酸水素ナトリ

ウムと塩酸の反応」が素材となっている。中学

校では、質量保存の内容で学習する内容であ

る。この全学調の調査問題を利用すれば、高等

学校では「酸塩基の反応」、「弱酸の遊離」、

「活性化エネルギー」、「反応速度」の単元で

学習に利用できる。資質・能力を育むために重

視すべき学習過程の「課題の把握（発見）」に

おいて、全学調の調査問題を示して、高等学校

の視点で問題を見いだすように授業を設計す

れば、調査問題を利用した中高連携に基づいた

授業改善することができる。このように、高等

学校においても、全学調の調査問題を利用し

て、探究を重視した授業改善を目標とした授業

の実践も行われている。 

 

４ 教科「理数」 

 将来、学術研究を通じた知の創出をもたらす

ことができる創造性豊かな人材の育成を目指

し、そのための基礎的な資質・能力を身に付け

ることができる新たな探究的科目として普通

教科「理数」が設定された。 

 全国的に履修を計画している学校数は少な

いが、探究の過程の基づき、思考して知識を深

める授業への改善が進めば、この教科の履修が

増えるのではないかと考える。全学調は「科学

的な探究する力」を育成することを目的の一つ

としているので、高等学校においても、全学調

などの中学校での学習を活用して、中高連携を

意識した教科「理科」や「理数」の授業改善に

つながるような取り組みを実践していきたい

と考えている。 
 

※本研究の一部は， 

科学研究費基盤研究(B)（代表藤本義博， 

課題研究番号 19H01726） 

科学研究費基盤研究(C)（代表 野内頼一， 

課題研究番号 16K01049）         による。 
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国際調査の枠組みを踏まえた全国学力・学習状況調査の CBT 化の展望  
 

○小倉恭彦 1，藤本義博 2 

Yasuhiko OGURA, Yoshihiro FUJIMOTO 
1国立教育政策研究所，2岡山理科大学 

【キ－ワード】 全国学力・学習状況調査，資質・能力，PISA，TIMSS，CBT 
 
１ 学力調査で把握する資質・能力 

平成 29 年告示の学習指導要領（以下，新学

習指導要領）で 3つに整理された資質・能力の

うち，全国学力・学習状況調査（以下，全学調）

で把握するのは，「知識及び技能」と「思考力，

判断力，表現力等」の２つである。「知識及び

技能」は，全学調では知識と技能の 2つの枠組

で，「思考力，判断力，表現力等」は，適用，

構想，検討・改善，分析・解釈の 4つの枠組で

把握している。これらの全学調の枠組と PISA

及び TIMSSの枠組とを比較した。 

２ PISA2018 と全学調の調査枠組の比較 

（１）「知識及び技能」について 

PISA2018の枠組で，「知識及び技能」に相当

するのは，内容に関する知識，科学の手続きに

関する知識（手続的知識），科学の認識に関す

る知識（認識論的知識）の 3つである。特に，

後者の 2つの知識は，全学調の枠組に明示的に

は示されていない。これらの 2つの知識につい

て松原，猿田(2016)は，科学の本質(the nature 

of science)，科学についての考え (ideas 

about science)や科学的実践 (scientific 

practice) に含まれることを指摘している。 

（２）「思考力,判断力,表現力等」について 

PISA2018 の枠組で，「思考力,判断力,表現力

等」に相当するのは，現象を科学的に説明する，

科学的探究を評価して計画する，データと証拠

を科学的に解釈する，の 3 つである。これらは，

全学調の枠組の適用，構想，分析・解釈に相当

すると考えられる。 
３ TIMSS2019と全学調の調査枠組の比較 

（１）「知識及び技能」について 

TIMSS2019の枠組で，「知識及び技能」に相

当するのは，知ること(Knowing：科学的な事実，

情報，概念，道具，手続といった基盤となる知

識に関すること)である。ここでも，科学的な

手続きに関する知識が示されており，探究の過

程や課題を解決する手続に関する知識を身に

付けていることが重視されている。 

（２）「思考力,判断力,表現力等」について 

TIMSS2019の枠組で，「思考力,判断力,表現

力等」に相当するのは，応用すること

(Applying：知識や理解している事柄を問題場

面に直接応用して，科学的概念や原理に関する

情報を解釈したり科学的説明をしたりするこ

と)と推論すること(Reasoning：科学的な証拠

から結論を導くために科学的概念や原理を適

用して推論すること)の 2つである。これらは，

全学調の枠組の適用，構想，分析・解釈に相当

すると考えられる。 

猿田(2010)は，TIMSSにける学力の捉え方が

「知識・理解・応用」という認知的目標の形式

から，知ること，応用すること，推論すること

という思考操作に基づいて「情報を解釈する」，

「科学的説明をする」，「証拠から結果を導く

ための推論をする」という行動的目標の形式へ

と変化していることを指摘している。これは，

新学習指導要領の趣旨である，探究の過程全体

を生徒が主体的に遂行できるようにすること

と軌を一にするものと考える。 

４ 科学的に探究する力を把握する CBT化 

全学調の枠組の検討・改善を行う対象は，科

学的な手続きと考えの 2 つがある。この枠組に

相当する国際調査の枠組は，明示されていない

ものの，クリティカルな思考として，枠組の全

体に内包されていると考えられる。例えば，科

学的な手続きを検討・改善する力の把握は，1
つの場面を提示した PBT でも可能である。し

かし，マルチステージに対応した CBT による

一連の探究の過程のログを分析することによ

って，より詳細に把握できるであろう。 
CBT 化の実現には，設計・運用のさらなる検

討は必要であるが，国際調査の枠組も踏まえ

て，数年後に実施される全学調の CBT による

資質・能力の把握ついて議論を深めることは，

意義あることと考える。  
 
引用・参考文献 

猿田祐嗣（2010）「TIMSS の調査枠組みから見た学力

の捉え方の変遷について」『日本科学教育学会研究

会研究報告』2010 年 25 巻 2 号 p. 39-42． 

松原憲治, 猿田祐嗣(2016)「日本の理科における資質・

能力の特徴」『日本科学教育学会年会論文集』2016

年 40巻． 
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開発途上国と理科教育XII 

趣旨説明 

 

○清水 欽也 

Kinya SHIMIZU 

広島大学大学院人間社会科学研究科 

【キ－ワード】 開発途上国，STEMキャリア，科学的プロセススキル，カリキュラム分析，動画教材 
 
１ 背 景 

 これまで広島大学大学院国際協力研究科理

科教育開発研究室では、「開発途上国と理科教

育」と題して、同研究室に所属する留学生を中

心に、主にアフリカ、アジア地域における開発

途上国の科学教育を対象にした研究発表を行

ってきた。これまでの発表においては、地域的

には、バングラデシュ、カンボジア、ミャンマ

ー、インドネシア、フィリピン、ザンビア、ガ

ーナ、マラウイ、ルワンダ等における学力、科

学的思考力、科学カリキュラム、教師教育など

が対象であった。 

 このなかで開発途上国における科学教育が

かかえる問題点、困難点について明らかにして

きたつもりである。経済的困窮によるインフラ

ストラクチャーや教材の不足にとどまらず、不

十分な教師教育、暗記中心の授業等のソフト面

での問題点も明らかにしてきたという自負が

ある。 

 それでも、１９９０年代後半以降の我が国の

理数科教育協力によって、少しずつ「探究活動」

を取り入れた授業スタイルが紹介・導入され、

少しずつでも発展を遂げているようである。し

かしながら、その進度は国によって大きく異な

る。この課題研究では、各発表者のテーマはそ

れぞれ多少異なるが、開発途上にある各国の理

科教育の現状を対比しながら、先進国のものと

は異なる科学教育の世界的な様相について認

識いただけると望外の喜びである。 

２ 方 法 

 本課題研究における発表者は計７名で以下

の順で発表する。 

 

日上奈央子 『モンゴル国小学校理科の動画教

材の問題解決場面の分析：「てこ」の単元を用

いて』 
 
Ly Soknay, 『 Student-Teachers’ Perceived 
Understanding of Inquiry-Based Learning in 
Science Teaching』 

Chour Channareth 『A Review on Policy to 
Promote Students’ Interest in STEM Learnig 
among OECD Countries: Implications for 
Cambodia’s Upper-Secondary Education』 
 
Sar Monyrath. 『 Factor Affecting Female 
Students’ choice of Science, Technology, 
Engineering, and Mothematics (STEM) 
Career Choice: A Literature Review』 
 
MUSHANI Mercy 『Examining the Trends 
and Patterns of Zambian Primary School 
Teachers’ Conceptual Understanding of 
Science Process Skills』 
 
原悠 『中等教育のりかクラスでのグラフ作成

能力の調査－ザンビア共和国の中等学校を中

心として』 
 
小川翔生 『ザンビア高校理科教科書の教科書

分析－教材機能、学習材機能的側面からの分析』 
３ まとめ 

上記の発表群により、モンゴル、カンボジア、

ザンビアの科学的プロセススキルや探究活動

の現状、そして近年特に開発途上国においても

注目されつつある STEM キャリアの育成に関す

る報告を行う。 
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	 	 モンゴル国小学校理科の動画教材の問題解決場面の分析	

「てこ」の単元を用いて	

	

○日上奈央子，清水欽也	

HIKAMI	Naoko，SHIMIZU	Kinya	

			広島大学大学院国際協力研究科	

【キ－ワード】	 モンゴル国，小学校理科，問題解決過程，動画教材	
 
１	 目	 的	

	 COVID-19 感染拡大による学校閉鎖を受け，モ

ンゴル国では教育省が動画教材を開発し，2020 年

2 月から国営テレビで放送された。この動画教材

は「E-Content」(https://econtent.edu.mn)で現

在も閲覧可能である。こうして子どもの学習機会

の確保が目指されたが，動画教材の質に関しては

未だ検討されていない。そこで本研究はこの動画

教材に関し，同国政府の目指す子どもの思考や発

想を促す指導と初等教育コアカリキュラム（教育

科学省，2014）理科の目標の問題解決過程の習得

が目指されているかを明らかにすることとした。 
２	 方	 法	

（１）分析対象：モンゴル国「E-Content」，日本

の「NHK	for	School（ふしぎワールド）」及び千

葉県教育委員会「チーてれスタディネット（以下，

チーてれ）」の各WEB サイトの動画の内，両国の

学習内容に共通点が多い「てこ」の単元の動画。	

（２）分析方法	

	 １）動画の文字起こしと問題解決場面の分析	

	 中山・猿田（2015）に倣い，場面は背景，問

題，仮説，方法，結果，考察，活用，課題，そ

の他の 9 場面とした。 
	 ２）①②を評価するルーブリックの作成・評価	

	 	 ①問題解決場面（表１）	

	 	 ②問題解決場面のつながり（表２）	

	 ①は各場面の有無，問いの有無，また子ど

もの思考は単に知識を問う問いか，思考させ

る時間が取られているかを◯×で評価した。

②は問題解決の基本場面を背景から考察の 6
場面として，それらの関連性を評価した。	

	 ３）比較分析，考察	

３	 結果と考察	

	 図１より，E-Content は子どもの思考の促しが

日本の動画に比べ少ない。またつながりの平均評

価は E-Content が 3，NHK	for	School が 4.5，チ

ーてれが 5 であった。E-Content は問題と考察の

関連性は見られるが，他の場面の関連性は限定的

であった。以上より，E-Content の動画をコアカ

リキュラムの目標に沿わせるには改善が必要で	

表１	 問題解決場面評価用ルーブリック	

評価	 3	 2	 1	 0	

条件	 場面◯	

思考◯	

場面◯	

問い◯	

思考×	

場面◯	

問い×	

場面× 
	

表２	 問題解決場面のつながり評価用ルーブリック	

評価	 条件	

0	 つながりなし	

1	 問題で立てた問いに対する考察が行われている	

2	 1 に加え，背景（問題につながる疑問や前回の振り

返り場面），仮説（問いに対する仮説を立てる場面），

方法（問い・仮説を確かめる方法を考える場面），

結果（問いに関する実験結果や事実の提示場面）の

いずれかにつながりがある	

3	 1に加え，2で挙げた場面のつながりが2つある	

4	 1に加え，2で挙げた場面のつながりが3つある	

5	 背景から考察までの6つの場面につながりがある	

	

	

	

	

	

	

	

	

図１	 分析結果	

あることが明らかとなった。	

４	 今後の課題	

	 本研究で取り上げなかったてこ以外の単元につ

いても分析して同国における動画教材の特徴をま

とめ，問題解決過程の実態を明らかにすることが

必要である。 
参考・引用文献	

日上奈央子（2020）「モンゴル国小学校理科にお

ける問題解決型授業のあり方の特徴〜教科書の

問いの傾向の分析から〜」『科学教育研究』第

44 巻，第 2 号，148-155． 
中山迅・猿田祐嗣（2015）「小学校理科教科書に

おける「問い」の現状と理科授業への示唆」『理

科教育学研究』第 56 巻，第 1 号，47-58． 
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Student-Teachers' Perceived Understanding of Inquiry-Based 
Learning in Science Teaching 

Ly Soknay, Prof. SHIMIZU Kinya 

Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University 

Keywords: Student-Teacher, Inquiry-Based Learning, Understanding 

1. Purpose  
Inquiry-Based Learning (IBL) was introduced to 

science RTTC trainers in 2009 via STEPSAM2 and 
was included in the new curriculum of RTTCs in 
2011. It was observed that science teacher does not 
use IBL in Cambodia. Many studies claimed that 
science teachers do not practice IBL because they 
have an incomplete understanding of IBL and other 
hurdles. There is no study related to science student 
teachers' understanding of IBL in Cambodia. This 
study investigate student teachers' perceived 
understanding of IBL in science teaching and 
identify the obstructive factors of IBL 
implementation of student-teachers. 
2. Method 

A self-rated survey questionnaire which contains 
three parts: personal information, perceived 
understanding of IBL, and obstructive factor of IBL 
enactment was employed to collect data from 298 
questionnaires received from Science STs of 4 
Regional Teacher Training Centers (RTTCs) and 2 
Teacher Education Colleagues (TECs). Factor 
analysis (FA) was conducted on 21 items of STs 
perceived understanding of IBL and 18 items of 
obstructive factors of student-teachers (STs) 
implementation of IBL. Descriptive statistics were 
computed to find the mean range of overall items in 
part 2 and the mean of factors in part 3 of a 
questionnaire. An independent sample t-test is used 
to see if there is a significant difference between 
gender of STs related to an understanding of IBL. 
3. Result 

The result of FA produced five factors that 
remained only 16 items for the second part of the 
questionnaire. The overall mean score of 16 items is 
3.83. STs perceived understanding of IBL in the 
fourth level: understanding level. Independent 
sample t-test revealed that male and female STs have 
the same level of understanding of IBL. FA produced 
four factors which consist of 12 items. Those factors 
found as the constrain for STs to use IBL were (1) 
class size, time and teaching materials (M =3.21, 
SD=.76), (2) Science textbook coverage (M=2.79, 
SD=.71), (3) STs preparedness's in IBL lesson 
(M=2.76, SD=.74), and (4) ST's anxiety and 
confident (M=2.71, SD=.71).  

4. Discussion 
First, STs perceived that their understanding of 

IBL – students’  engagement in IBL procedure, 
students’ responsibility of their own learning, 
students engagement in IBL procedure and science 
process skills used in IBL – are at understanding 
Level. However, they are at the moderate 
understanding level teacher and students activities in 
IBL class factor. This result confirms previous 
studies (e.g., Driver 2011; Buabeng & Akuamoah, 
2019).(Buabeng & Akuamoah-Boateng, 2019) 
Contextually, this finding reflects the fact that STs 
have learnt this approach at RTTCs or TECs. Based 
on the findings of this study, it can be concluded that 
STs perceived knowledge of IBL  at understand level.  

Second, the disruptive factors of employing the 
IBL approach result indicated four factors (class size, 
time and teaching materials, science textbook 
coverage, STs preparedness's in IBL lesson, ST's 
anxiety and confident ). This result concurred with a 
previous study (e.g., Akhter, 2013). STs agreed that 
they face difficulty using IBL if the number of 
students is too big, teaching materials are not enough 
and science content in the curriculum is too much. 
They are also concerned that it is unnecessary to 
teach IBL for science subjects because the evaluation 
tools of STs and students are not in IBL form. 
Moreover, science textbook activities are not 
focused on IBL model. STs can not develop a good 
key question and plan experiments. STs learn 
science via teacher centre; they are less experienced 
with IBL method, making STs have low confidence 
in utilizing IBL. Thus, they tend to teach science in 
the same way they used to learn. With these 
challenges, IBL does not occur in a science class.  
5. Conclusion 

STs perceive the knowledge of IBL at the 
understanding level. However, due to several factors   
–big class, insufficient time, inadequate teaching 
resources, low confidence of STs, and so on –  STs 
do not implement this method in science class.  
6. Reference 
Buabeng, I., & Akuamoah-Boateng, C. (2019). 

Teaching as Inquiry: Teachers Understanding 
and its Implication for Teaching and Learning. 
World Journal of Education, 9(6), 45. 
https://doi.org/10.5430/wje.v9n6p45 
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A Review on Policy to Promote Students’ Interest in STEM 
Learning among OECD Countries: Implications for Cambodia’s 

Upper-Secondary Education 
 

 CHOUR Channareth, SHIMIZU Kinya 
Graduate School of Humanities and Social Science, Hiroshima University, Higashi Hiroshima, Japan 

 
Keywords: STEM interest, Initiatives, Engagement, Upper-Secondary Education 

 
1. Introduction: Many countries around the 
globe have become aware of the significance of 
STEM  education for country development, 
economic growth and social well-being. In a 
similar vein, the Royal Government of Cambodia 
has acknowledged that the attainment of STEM 
literacy contributes to the realization of long-term 
vision of becoming an upper-middle-income 
country by 2030 and high-income country by 
2050 (RGC, 2019). However, the proportion of 
upper-secondary students choosing to study in 
science track remained declining gradually over 
the years. Consequently, the enrolment trend in 
STEM majors at tertiary education level is seen as 
a significant drop which is contrary to the policy 
objectives of the government (MoEYS, 2019). 
This raises key concerns about the education 
system in producing sufficient STEM graduates 
for country economic development while 
Cambodia is in a growing need of STEM 
graduates (JICA, 2016). 
2. Purpose: The study aims to explore STEM 
policies and programs from an international 
perspective covering most country members of 
Organization of Economic and Cooperation 
Development (OECD), East Asia and Western 
European countries and find out what other 
countries have done to increase STEM 
participation, and ultimately to draw out 
applicable policy initiatives and lessons from 
other countries for proposing strategic future 
directions to enhance student’s STEM 
participation in Cambodia. 
3. Design and Method: Systematic review was 
conducted as it enabled the researcher to review, 
analyse, compare and synthesize existing data and 
literatures associated with triggering interest in 
STEM learnings and policy initiatives carried out 
by OECD countries to increase student’s uptake 
in STEM fields. The studies and country reports 
were published between 2006 and 2019. Secondary 
data are collected and included with the keywords, 
title, abstracts, and database searches on Eric, 
Google Scholar, Scopus, Web of Science. 

4. Result: 12 STEM country reports and 17 
articles associated with interest in STEM learning 
were chosen for the review. Findings reveal that 
policy initiatives have involved STEM and non-
STEM tracking, STEM-focused schools, teacher 
professional development, curriculum and 
pedagogy that emphasized on inquiry, reasoning, 
problem-solving and creativity. In addition to this, 
out-of-school education such as mentoring 
programs, and enrichment activity exposure could 
make students curious and finally spark their 
interest in STEM learnings. 
5. Discussion: Students ‘interest was shaped by 
complex dynamic connections such as gender, 
socioeconomic background, curriculum and 
teaching approaches, teacher characteristics and 
out-of school education (Aschbacher, Li, & Roth, 
2010). Several studies found that interest has 
major influence on students’ career intents and 
perseverance in STEM fields. Therefore, it’s 
important to make teaching and learning of STEM 
more engaging and give students the exposure 
that will boost their interest in the subjects. 
 6. Conclusion: These findings point out to some 
implications that the implementation of any of 
these policy initiatives shall be essential for 
Cambodia in realizing STEM Policy and 
ultimately increasing student’s uptake in STEM 
fields. 
Main References   
Aschbacher, P.R., Li, E., & Roth, E.J. (2010). Is science 

me? High school students’ identities, participation, 
and aspirations in science, engineering, and medicine.  

Japan International Cooperation Agency [JICA]. (2016). 
Data collection survey on human resource 
development for industrialization in the education 
sector in the Kingdom of Cambodia. Final report 

Ministry of Education, Youth and Sport [MoEYS]. (2019). 
[Unpublished raw data on enrolment in science and 
social science in general education]. Department of 
General Education, Phnom Penh, Kingdom of 
Cambodia. 

Royal Government of Cambodia [RGC]. (2019). National 
strategic development plan updated 2019-2023: For 
growth, employment, equity and efficiency to reach 
upper-middle income country by 2030. Phnom Penh, 
Kingdom of Cambodia 
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Factor Affecting Female Students’ choice of Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics (STEM) Career Choice: A Literature 

Review 
SAR Monyrath 

Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University 
Key words: Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), Career choice 
1. Objective 

The purpose of this review is to discuss the importance 
of STEM career, identify the gender gap and reasons for 
women to be involved in STEM, factors affecting female in 
STEM choice and careers, review the existing career 
development theories, and Synthesis of six career 
development theories which is the most fid for study in 
Cambodia context. The question guides this study is what 
factors are affecting female student career choice in STEM? 
2. Method 

This study will review previous studies including 
published research addressing the factors affecting female 
students' STEM career. To investigate this review, the 
researcher carried out a database search articles related to 
the  importance of STEM careers, gender gap and reasons 
for women to be involved in STEM, factors affecting 
females in STEM choice and careers, and the existing 
career development theories. 
3. Result and discussion 
The importance of STEM career choice in Cambodia 

As cited in Holmes et al., (2018): “Decreasing registrations 
and involvement in STEM fields is an important matter for the 
reason that building capacity in the STEM fields is an essential 
factor to preserving/growing output and universal 
competitiveness”. STEM are the forefront subjects and skills to 
realize Cambodia’s long-term visions for 2030 and 2050 as 
specified in the Industrial Development Policy of Cambodia. 
Therefore, to promote STEM education, Ministry of Education, 
Youth, and Sport has published the Policy on STEM education.  
Gender gap and key reasons for women to be involved 
in STEM  

The involvement of women in STEM career is one of 
the critical issues. The deficiency number of females, both 
younger and older in STEM is a global remarkable case. 
There are seven key reasons that women need to be involved 
in STEM fields. Therefore, more females in STEM can 
enhance the value of life and the security for both genders. 
Factors affecting female in STEM choice and careers 

Gender has been an important point of many 
researchers investigating aspirations for STEM career 
choice. There are more barriers for females than male like 
a diversity of causes that have subsidized the failure of 
employment labor, including social factors, organized 
structure,  bad quality of guidance and primary schooling 
classroom atmospheres. In addition to above factors, 

gender biases, a deficiency of feminine role-models,  the 
set of courses and society of STEM instruction, and a 
belief of various STEM professions deficient common 
goal line or cooperative effort chances. These factors 
cause many females to distinguish that STEM is ‘not for 
them’ and select other majors and profession tracks. 
Career development theories 

Career development theory aims to clarify reasons for 
individuals that might be suitable for a certain vocation 
and offer guidance on how to achieve a capable pathway. 
This section will provide a summary overview of six 
career developments. 
Synthesis of six career development theories 

Social Cognitive Career Theory (Lent et al., 1994) grew 
out of Bandura’s SCT and attempts to emphasize cognitive-
person variables that allow persons to impact their own 
professional progress along with extra-person (e.g 
contextual) variables. Different context might face different 
challenges, therefore, to reduce or close gender gap in STEM 
field we need to know the factors or barriers for Cambodia 
context and Secondary education is time allow students to 
choose their higher education (the education stage to prepare 
for career), we need to investigate the factors influencing 
secondary female students’ career choice in Cambodia. 
4. Conclusions 

This review suggests gender gap is still an issue in 
STEM field both education and career. Many factors that 
influence female  career choice in STEM were discovered by 
many studies in different contexts, but the shortfall of STEM 
participation has not yet been solved. Promoting gender 
equality in STEM education by motivating women for many 
theoretical and co-curricular activities can influence STEM 
field as career choice. This study reviewed the career 
development theories which fit with the context of Cambodia 
for the next study to investigate factors that influence female 
students' career choice in STEM.  
References  
1) Holmes, K., et al. (2018). An Integrated Analysis of School 
Students’ Aspirations for STEM Careers: Which Student and 
School Factors Are Most Predictive? International Journal of 
Science and Mathematics Education, 16(4), 655–675. 
2) Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). 
Toward a Unifying Social Cognitive Theory of Career and 
Academic Interest, Choice, and Performance. Journal of 
Vocational Behavior, 45(1), 79–122. 
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Examining the Trends and Patterns of Zambian Primary School 
Teachers' Conceptual Understanding of Science Process Skills 

MUSHANI Mercy, SHIMIZU Kinya 
Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University 

 
Keywords: Simulation, Conceptual understanding, Science learning 

 
1. Objective 

Teachers are central to the learning process and 
play a critical role in improving learning outcomes. One 
of the primary abilities that curricula aim for students to 
attain is science process skills. According to Harlen 
(1999), science process skills are one of the primary 
goals of science education. Teachers play an essential 
role in teaching Science Process Skills in class. This 
study examines the trends and patterns of Zambian 
primary school teachers' conceptual understanding of 
Science Process Skills (SPS) concerning three 
independent variables (teaching experience, teachers' 
qualification, and teaching grade level. In this study, 
conceptual understanding refers to the breadth and depth 
of knowledge about SPS concepts that enables one to 
possess the ability to construct and explain interactions 
about ideas (Alao and Guthrie, 1999). The question 
guides this study: What trends and patterns are exhibited 
by Zambian primary school teachers concerning 
teaching experience, qualifications, and teaching grade 
levels on conceptual understanding of Science Process 
Skills? 
2. Method 

In order to address the purpose of this study, 
which is based on the positivism paradigm, the 
Associative Quantitative research method was used as a 
research design because Associative Quantitative 
research aims to determine the relationship between two 
or more variables(Cohen, Manion & Marrison, 2005). 
Data collected was analyzed in three stages, i.e. (i) 
Examined the teachers' conceptual understanding of the 
SPS trend by descriptive statistics using mean scores 
from teachers' original response value on the SPS test 
items. (ii) Lastly, to examine the teachers' conceptual 
understanding of SPS regarding teaching experience, 
teachers' qualification, and across the teaching grade 
levels, One Way ANOVA was used accordingly. 
3. Result and Discussion 
RQ1-What are the trends of Zambian primary school 
teachers conceptual understanding of SPS? 
            The results of descriptive statistics using mean 
scores from teachers' original response value for each 
Science Process Skill test item showed that the mean 
range is between (M=0.17 to M=0.85, giving an average 
mean of M=0.50. Measuring, Inference, Analyzing & 
Interpreting Data, Formulating Hypothesis, Formulating 
Models, Defining Operationally and Observation Skills 

had a mean score below 1.50. While identifying & 
Controlling Variables, Predicting, Communication, 
Classification, and Experimenting skills, the mean scores 
were above 1.50. The trend results obtained in this study 
demonstrate the spread of SPS skills distribution 
relatively more in the low mean score range. This 
indicates teachers' conceptual understanding of SPS 
being low as confirming the findings from previous 
studies such as Emereole (2009) 

RQ3- How are the patterns of Zambian primary 
school teachers conceptual understanding of SPS 
concerning three variables? 
A. Results on Teaching Qualification Variable: One 
way ANOVA results from the analysis revealed that 
primary school teachers' conceptual understanding of 
SPS differs significantly (F (2, 97) = 10.559, p<0.05).  
B. Results on Teaching Experience Variable:  
C. Results on Teaching Grade Level Variable: One 
way ANOVA results from the analysis revealed that 
primary school teachers' conceptual understanding of 
SPS differs significantly (F(2, 97) = 3.318, p<0.05). 

4. Summary 
The study results suggest that primary school 

teachers' conceptual understanding of Science 
Process Skills is insufficient. Science Process Skills 
should be considered a vital aspect of the primary 
teacher training curriculum to improve teachers' 
conceptual understanding of Science Process Skills, 
promoting quality facilitation of these skills at each 
grade level.  
References 
1) Alao, S., & Guthrie, J.T. (1999). Predicting 

conceptual understanding with cognitive and 
motivational variables. The Journal of Educational 
Research, 92, 243–254 

2) Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2005). 
Research Methods In Education: Routledge. 

3) Emereole, H. U. (2009). Learners' and teachers' 
conceptual knowledge of science processes: The case 
of Botswana. International Journal of Science and 
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中等教育の理科クラスでのグラフ作成能力の調査   

               ザンビア共和国の中等学校を中心として  

○原 悠，清水欽也  

Hara YU, Shimizu KINYA 

広島大学大学院国際協力研究科  

【キ－ワード】 Science Process Skills,データ解釈，グラフ作成能力，サンビア中等理科 

 
１ 目 的 
 知識基盤社会となっている現代社会におい
て，世界的な教育改革の動向をみると，「リテ
ラシー」が求められていた教育から人間として
の全体的な資質・能力「コンピテンシー」が求
められるようになった。このような状況の中，
IDEC の講義の中で，アフリカの元教員と実験
で「グラフ作成」を行ったところ，不十分な理
解しかしていないという現状を目の当たりに
した。そこで，本研究では，コンピテンシーの
育成を考慮した「Science Process Skills」の一つ
である「データ解釈」の「グラフ作成能力」が，
アフリカのザンビアの中等理科教育において，
どのように育成されているのか，生徒の実態を
踏まえて研究を進めている。 
２ 方 法 
（１）ザンビアのグラフ作成能力の育成の取組 
ザンビアの小学校および中学校のシラバスを
対象に，目標や内容を調べ、さらに教科書にお
ける「グラフ作成の目的・目標」からグラフ作
成に関して意識をして目標設定されているか
を判別する。 
（２）ザンビア生徒のグラフ作成能力の実態 
ザンビアの生徒に実際に授業で実験・観察とと
もに「グラフ作成の仕方」について一度教え，
どのくらいグラフ作成能力があるかテストを
行う。 

３ 結 果 
Curriculum Development Centre(2013)による
と，理科において小学校段階でグラフ作成につ
いては取り扱われておらず，中学校から１学年
１単元で取り扱われている。また，中学校の教
科書(Longman，Progress i”)では，「グラフ
作成の意義や目的」といった記述はなく，「グ
ラフを作成せよ」という指示だけであったこと
と，「グラフの書き方」に関する記述は見られ
なかった。よって，ザンビアの初等中等理科で
は，グラフ作成を学ぶ機会が少ないにも関わら
ず，グラフ作成の目的や方法の指導がなされて
いないことなどがあきらかとなった。 
（２）では，図１のようなテストを用いて生徒
のグラフ作成能力を調査した。生徒のグラフ作
成能力を評価する際に Rezba(2006)を参考にし
て，３観点で評価した。 
①正しい情報を表から得ているか 

②表の情報をもとにプロットできているか 
③点を参考にして，線を引けているか。 
結果として，回答した生徒は 43 人中 12 人で正
しい答えを出した生徒は一人もおらず，様々な
特徴を持ったグラフが見受けられた。 

４ 考 察 
グラフの中には，岡本他（2009）が述べて

いるように「授業で習ったグラフに影響を受
けている」可能性が高い生徒が多くいた。ま
た，他にもザンビアの生徒には，単位を明確
に示さなかったり，表を基にグラフを書かな
かったり，y 軸の終わりでグラフを描き終え
たりする傾向にあることがわかった。 
 

引用文献 
Curriculum Development Center in 
Zambia[CDC].(2013). “Junior high school 
Integrated science Syllabus” 
 
Curriculum Development Center in 
Zambia[CDC].(2013). ”Primary school Integrated 
science Syllabus” 
  
Curriculum Development Center in 
Zambia[CDC].(2013). 「Primary school Mathmatics 
Syllabus: 」 
 
岡本英治・山下雅文・小茂田聖士・蔦岡孝則・梅田貴
士・前原俊信(2009) 「実験データの解釈に関する基礎
研究(1)」 
 
Rezba, Sprague, Jacqueline, Matkins(2006) 
「Learning &Assessing Science Process Skills」 
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（趣旨説明） 

マイクロスケール実験の普及に向けての様々な取組み 

               新しい教材開発から実践活動まで  

 

芝原寛泰  

Hiroyasu SHIBAHARA 

京都教育大学名誉教授（京都マイクロスケール実験研究会代表） 

【キ－ワード】 マイクロスケール実験，理科教育，教材開発，探究活動，個別実験  

 

１ 背景と趣旨説明 

本学会の全国大会 2007 年（愛知教育大学），

2010 年（山梨大学），2011 年（島根大学），2012
年（鹿児島大学），2013 年（北海道大学）2014
年（愛媛大学），2015 年（京都教育大）, 2016
年（信州大学）, 2017 年（福岡教育大学），2018
年（岩手大学）, 2019 年（静岡大学）, 2020 年

（岡山大学）に続いて 13 回目の課題研究発表

として，マイクロスケール実験の普及に向け

て，様々な形で実施されている実践と教材開発

の例を紹介する。新学習指導要領が実施される

中、マイクロスケール実験の特徴を生かした探

究的活動の例を紹介する。 

 新学習指導要領は小学校では 2020 年，中学

校では 2021 年からすでに実施され，さらに高

校では 2022 年からスタートする。共通して、

学ぶ側の児童・生徒に視点に立った改革が強調

され，獲得すべき資質・能力として，「使える

知識・技能，そのための思考力・判断力・表現

力，さらに学び続けるための姿勢，人間性の向

上」などが示されている。また改訂の中では，

児童・生徒の主体的学習や探究活動を踏まえた

観察・実験の重要性が謳われている。 

今回の課題研究発表では，新学習指導要領の

改定趣旨の実現には、マイクロスケール実験

（芝原ら，2011）の普及が重要であると考え、

マイクロスケール実験の特徴を生かした実験

例や実践例を紹介する。普及には児童・生徒を

対象にした実践の積み重ねと、教員研修等を通

した体験活動も重要である。 
また普及のため、安全で安価な器具の開発例

も紹介する。プロフラミング教育とマイクロス

ケール実験の連携と融合を試みた小・中学校理

科実験の例も紹介する。いずれもマイクロスケ

ール実験で可能となる，一人ひとつの実験器具

を用いる個別実験で実施され，児童・生徒が主

体的に関わることのできる実験形態である。 
 

2  発表プログラムの内容 

以下に発表テーマと登壇者を示す。 
1) マイクロスケール実験を積極活用する 
小中高等 学校一括教員研修： 

淺原雅浩（福井大学） 
2) 女子高におけるマイクロスケール実験 
の実践： 

小川健三（親和女子高校）  
3) 身近な材料とミニ試験管を活用したマイ 
クロスケール実験による気体発生実験： 

佐藤美子（四天王寺大学教育学部） 
4) マイクロスケール実験とプログラミング

教育の連携 ―micro:bit による温度と電気伝

導性の連続測定―：  
芝原寛泰（元京都教育大学） 

 

引用文献 

文部科学省(2017,2018) 小学校・中学校・高等

学校学習指導要領告示  
芝原寛泰（企画代表）(2007～) 本学会全国大

会論文集，課題研究発表 (2007) 427-433, 
(2010)87-92, (2011) 104-109, (2012) 99-103,  
(2013) 89-94, (2014) 104-108, (2015) 88-93, 
(2016) 72-76, (2017) 106-109 , (2018) 101-105,  
(2019) 53-57, (2020) 101-104 

芝原寛泰・佐藤美子(2011) 『マイクロスケー

ル実験―環境にやさしい理科実験』， 
同 英訳版 (2016) オーム社 

 
本研究は科研費（R2～4 基盤研究 C 課題番

号 20K03227 代表者 芝原寛泰）により実施さ

れた。 
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マイクロスケール実験を積極活用する小中高等学校一括教員研修 
 

○ 淺原雅浩 

Masahiro ASAHARA 

福井大学 

【キ－ワード】 マイクロスケール実験，酸性アルカリ性，密度，金属イオン，クロスカップリング 
 

１ はじめに 

 マイクロスケール実験の簡便性、安全性、操

作性、経済性、視認性等の観点、更には、大学

の実験室以外の場所でもキット化することで

実施可能なため、2009 年度より、免許状更新講

習の実施内容に組み込み実践してきた。本会年

会で既に報告した、各自でアレンジした指示薬

やレッドカイワレを用いた水溶液の液性を調

べる実験（淺原，2010）、プラスチックの区別

に関する実験（奥屋ら，2014）、この範疇を外

れるかもしれないが、小規模の鈴木－宮浦クロ

スカップリング反応（淺原ら，2012）などの内

容を組み合わせ、教員研修を構成している。 
また、平成 29 年告示中学校学習指導要領解

説理科編（文科省，2017）および平成 30 年告

示高等学校学習指導要領解説理科編理数編（文

科省，2018）において、「実験に使用する薬品

をできるだけ少なくする工夫」として取り上げ

られ、令和 3 年度発行の中学校理科の教科書に

も一部取り上げられている。 
 本発表では、これまで行ってきたマイクロス

ケール実験の概要および小学校教員から高校

教員までを含んだ教員集団に対する研修の実

際について報告する。 
 
２ 免許状更新講習の流れ 

実際の６時間の講習は、２～３名の担当者で

構成しているため、筆者が担当するのは、安全

教育等を含む 30 分講義と実験実技を主とした

90分の実習である。最近は、次項で紹介するマ

イクロスケール実験に、単純化した鈴木－宮浦

クロスカップリング反応や形状記憶プラスチ

ックの実験も含め行っており、結果として１つ

の実験講習項目を 20 分程度で実施している。 

 

３ マイクロスケール実験教材の事例 

 マイクロスケール実験として、以下に示した

セルプレートを活用する３つの実験を免許状

更新講習の内容として紹介している。 

(1) 水溶液の液性を調べる（小学校・中学校） 

(a) 身の回りに存在する色素材（例えば、ター

メリック、マロウ、ローズヒップ、ハイビスカ

ス、紫色ブドウの皮等の抽出液）を任意の割合

で混合した“マイ指示薬”による実験。 

(b) レッドカイワレ（現在は、サンゴカイワレ）

を約 1 週間、暗所で水栽培し、７cm 程度に成

長したスプラウトを潰した抽出液による実験。 

(c) 市販のアイシングパウダーなど白色の粘

性物に紫芋系色素を溶かし込んだペーストに

よる実験。 

（２）プラスチックの区別（中学校・高校） 

 セルプレートに密度の異なる着色溶液を準

備し、PE,PP,PVC,PET,PS の５つのプラスチッ

ク素材を密度の違のみにより分類する実験。 

（３）金属イオンの定性分析（高校） 

 芝原らの 48 ウェルセルプレートを用いる実

験をアレンジ。試薬準備から後片付けまでの講

習を行うこともあるが、時間の関係上、紹介に

留める場合も多い。 

 
４ 終わりに 

 マイクロスケール実験は、新学習指導要領に

基づく 2021 年度中学校理科の教科書にも紹介

されている。短時間で体験、かつ紹介可能な最

近の実践事例について詳しく紹介したい。 

 

引用文献 

淺原雅浩（2010）「マイ指示薬で酸性・アルカリ

性を調べる－小学校教員養成養成のための実

験実習と出前実験講座への展開」日本理科教育

学会全国大会論文集 No.60, p91. 

淺原雅浩・伊藤慧・小川晴香・宮崎昌・内田稔之・

木村文彦（2012）「若狭高校 SSH におけるクロ

スカップリング反応の実践」日本理科教育学会

全国大会発表論文集 No.62, p317. 

奥屋倫太朗・青山絹代・淺原雅浩（2014）「マイ

クロスケール実験によるプラスチックの区別：

高校化学および中学校理科の教材開発」日本理

科教育学会全国大会発表論文集 No.64, p106. 

文部科学省（2017）「中学校学習指導要領(平成 29
年告示)解説 理科編」p133. 

文部科学省（2018）「高等学校学習指導要領(平成

30 年告示)解説 理科編 理数編」p188, p256. 
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女子校におけるマイクロスケール実験の実践 
 

○小川健三 

Kenzo Ogawa 

                      親和中学校・親和女子高等学校  

【キ－ワード】 マイクロスケール実験，中学理科，高校化学，実践報告 
 

１ はじめに 

 かなり前のことになるが，筆者は京都教育大

学（芝原研究室）における海外の研究者による

「マイクロスケール実験に関する講演会」に参

加したことがある。その折り，自分の授業でも

是非取り入れたいと思ったので（本校は明治

20 年創立の中高一貫の女子校であり，理科教

育においては実験を重視している），すぐにマ

イクロプレートや滴びんなどを購入した。以

来，いくつかの実験では，試験管やビーカーの

代わりにマイクロプレートを利用してきた。

２ マイクロスケール実験の実践 

（１） 初めてのマイクロスケール実験 

 高校化学の「金属イオンの反応」において，

24セルのマイクロプレート（2 人 1枚）と滴び

んに入れた 6 種類の試薬（各机に 1セット）を

用いた。従来の方法では，Fe2＋，Fe3＋の反応だ

けで 12 本の試験管を用いるが，マイクロプレ

ート 1 枚で Fe2＋，Fe3＋だけでなく Ag＋や Cu2＋

までも時間内に操作，確認できた。ただし，硫

化水素を吹き込む反応（ドラフト使用）や，加

熱の必要がある反応には試験管を併用した。 

（２） 最近のマイクロスケール実験 

 中学の実験で，「電流が流れる水溶液」があ

る。12セルのマイクロプレートのセル A1に蒸

留水を入れたプッシュバイアルびんをセット

する。これは蒸留水に電流が流れるかを調べる

と同時に，電極の先を洗う際にも使用する。電

極にはホルダー芯（2B）を，電源には USB電源

を用いた（いずれも自作）。なお，電流の確認

には，光電池用モーターを用いた。        

    

生徒達にとって初めてのマイクロスケール

実験であったので，自由に感想を書かせたとこ

ろ，「廃液の量が少ない，洗う器具も少ない → 

環境に優しい」「使いやすく準備も実験も片付

けも今までに比べてスムースにできた」「使用

する薬品の量が少なく安全」「器具が小さく実

験がやりやすかった」「これからもマイクロス

ケール実験をしたい」など肯定的な意見がほと

んどであった。一方，「利点が多いけれどすぐ

に終わってしまったのであっけない」という意

見もあった。 

（３） いろいろなマイクロスケール実験 

マイクロプレートを用いる実験として，「酸

性，アルカリ性の性質」「イオン化傾向」「コ

ロイドの性質」などを行っている。また，厳密

にはマイクロスケール実験ではないが，「ダニ

エル電池・鉛蓄電池」1)なども定番である。 

そのほか，理化部の活動として「電気透析法

による食塩水の濃縮」を，日本化学会近畿支部

主催「2019年度高等学校･中学校化学研究発表

会」で発表したが，これをマイクロスケール化

したいと考えている。 

  

３ おわりに 

 多くの利点があるマイクロスケール実験で

あるが，なかなか普及しない現実がある。その

理由として，新たに実験器具を購入するなど初

期投資が必要であること，ものによっては自作

する必要があること，教員には積み上げてきた

独自のスタイルがあり，（ベテランほど）それ

を変えられないなどが考えられる。 

しかし，新課程（中学）の教科書にはいくつ

かの実験項目がマイクロスケール実験として，

その操作方法が示されている。今後，さらなる

検討を進め，普及活動にも携わりたい。 

 

引用文献 

1．小川健三（2009）「簡便･安価なダニエル

電池のモデルおよび生徒実験」『兵庫県理

化学会会誌』,第 52号，16-19
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身近な材料とミニ試験管を活用したマイクロスケール実験 

による気体発生実験  
 

○佐藤美子 1，芝原寛泰 2 

Yoshiko SATO, Hiroyasu SHIBAHARA 
1四天王寺大学教育学部，2京都教育大学名誉教授  

【キ－ワード】 マイクロスケール実験，気体の発生，探究活動，個別実験，化学実験 
１ 目 的 

 学習指導要領の改訂に伴い，生徒の実験体験

の重視や主体的学習・探究活動が注目され，筆

者は，効率的な気体の発生と捕集による時間短

縮，及び個別実験が可能なマイクロスケール実

験による教材開発を行ってきた（芝原・佐藤，

2011）。従来のグループ実験では，生徒が実験

操作に関わる機会が少なく．そのため各自が自

ら器具を操作できる個別実験には意義があり，

それを可能にする器具の開発を重視している。 
中学校理科１年の単元「気体の発生と性質」

は，「身の回りの物質」「物質のすがた」の中で

学習する内容であるが，身近な材料を使った気

体発生は，生徒の興味関心を引き出し，マイク

ロスケール実験による個別実験で行えば，さら

に学習意欲につながる。 
 今回は酸素と二酸化炭素を対象に，身近な材

料として貝殻，卵殻，人参，クエン酸，オキシ

ドール等を用い，またミニ試験管を活用した簡

便な気体発生方法を採用した。 

２ ミニ試験管によるマイクロスケール実験 

 バイアル瓶とセルプレートを使った気体発

生法はすでに報告した（図１，佐藤ら（2014））。
今回は，より

簡便に生徒

が実施可能

な実験操作

の工夫を行

った。 
ミニ試験管

（7.5×1cm）

にゴム栓と

チューブを取り

つけ（図 2），指示薬等を入れた別の試験管にそ

の先を差し込む（図 3）。二酸化炭素の発生で

は，ミニ試験管内には貝殻，卵の殻等を入れ，

確認のために BTB 溶液，石灰水等を別のミニ

試験管に入れる。酸素の発生では，ミニ試験管

にオキシド－ルとすりおろしたニンジン等を

入れる。クエン酸を入れた直後から，空気の排

出後に二酸化炭素の発生を，BTB 溶液や石灰

水の変化から確認できた。実験準備から観察ま

で 5～10 分の短時間で完了する。試薬類も極

少量で手に触れず，発生する気体も最小限に留

めることができた。実験操作の単純化，安全性

の確保を伴う主体的実験が可能である。 
２ まとめ 

今回の簡便な実験器具により，気体の発生に

必要な材料と試薬を自由に換え，また気体の捕

集方法も気体の性質を考えながら，上方・下方・

水上置換の方法やその他の方法を工夫できる

ことがわかった。 
中学生を対象にした実践を踏まえ，実験方法

の改良も進めていくが，今後は本法をベースに

した探究的な授業展開や，気体実験に関する学

習全体のあり方を「授業デザイン」として提唱

したい。 
引用文献 

佐藤美子・芝原寛泰(2014)｢マイクロスケール実験

による実感を高める「気体の発生と性質」の教

材実験－個別実験と時間短縮を目指して－｣科

学教育学研究 Vol.38,No.3,168-175, 
芝原寛泰・佐藤美子(2011)『マイクロスケール実

験―環境にやさしい理科実験』，同 英訳版 
(2016) オーム社 

 
本研究は科研費（R1～4 基盤研究 C 課題番号

19K02692 代表者 佐藤美子）により実施された。 

図１ 従来の実験器具 

図 2 ミニ試験管口  図 3 二酸化炭素の発生 
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 マイクロスケール実験とプログラミング教育への応用（Ⅲ） 

―micro:bitによる温度と電気伝導性の連続測定― 
 

○芝原寛泰１，佐藤美子２ 

Hiroyasu SHIBAHARA, Yoshiko SATO  
１（元）京都教育大学，2四天王寺大学教育学部 

【キ－ワード】 マイクロスケール実験，プログラミング，探究活動，温度測定，電気伝導性測定  
 

１ 目 的 

 小学校・中学校では，2020,2021 年から新学

習指導要領が実施され，改訂の趣旨として，児

童・生徒の主体的学習や探究活動を踏まえた観

察・実験の重要性が謳われている（文科

省,2017）。小学校ではプログラミング的思考

の学習，中学校ではネットワークと計測・制御

のプログラミング教育も含まれている。 

一方，マイクロスケール実験（芝原・佐藤，

2011）は個別実験による主体的活動が可能であ

り，その特徴を生かしプログラミング教育と理

科実験との連携を視野に，micro:bit を用いた

「温度と電気伝導性」の変化を測定することを

試みた。理科実験への活用により，マイクロス

ケール実験の定量的測定と，プログラミング学

習の振り返り及び有用性の認識を狙いとした。 
２ 教材開発 

 固体を対象に micro:bit を用いた電気伝導性

の測定は報告した（佐藤ら，2020）。また改良

のため溶液中での温度測定が可能な，IC 温度

センサーを用いたキットを組立てた（平間ら，

2018）。市販の micro:bit 用の温度センサーより

も小型で安価である。図 1 左は作製した温度セ

ンサーで耐水のため樹脂で覆っている。予備実

験として，水の加熱と冷却及び硫酸の溶解熱に

よる温度変化を micro:bit を用いて記録した。

図１右では，温度測定と電気伝導性の測定を同

時に行うため，micro:bit に接続したセンサーと

USB ケーブルにより，測定データをパソコンへ

シリアル転送している。さらに測定後に，温度

変化と電気伝導度変化をグラフ表示する（図

２）。図１，２は，水に硫酸を滴下したときの

温度変化と、伝導度のわずかな相対的変化を

LED の輝度と共に表示している。 
３ まとめと課題 
 マイクロスケール実験と連携して，micro:bit
の機能を活用した温度と伝導性の変化の測定

が可能となった。応答速度と再現性を改善して   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

授業での利用を検討中である。 
参考文献 

芝原寛泰・佐藤美子(2011)『マイクロスケール  
実験―環境にやさしい理科実験』オーム社 

佐藤美子・芝原寛泰(2020)本学会全国大会（岡

山大学）発表論文集 p103 
平間久美子ら(2018)『micro:bit ではじめる電子

工作』（工学社） 
文部科学省(2017)『小学校・中学校学習指導要

領 理科編 解説』 
 
本研究は科研費（R2～4 基盤研究 C 課題番号

20K03227 代表者 芝原寛泰）により実施された。 
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理科で自然災害をどう取り扱うかⅥ

近年の防災・減災教育を巡る動向を中心として

藤岡達也

滋賀大学

【キ－ワード】 学習指導要領，カリキュラムマネジメント，自然災害，防災・減災教育

１ 目 的

近年，頻発する自然災害への対応として，国，

各自治体等をはじめ社会全体に様々な取組が

見られる。改訂された学習指導要領の全面実施

時期にあたる教育課程の中で，防災・減災はこ

れまで以上に重視されている。自然災害につな

がる自然現象を対象とする理科教育ではどの

ような取り扱いが新たに求められるのか継続

して探る必要がある。年々想定外に生じる災害

への復興に，国・行政機関等は追われ，学校へ

の影響も大きい。本課題研究では，例年更新さ

れる自然災害へのアプローチとして求められ

る理科教育の役割を探ってきた。今年度も近年

の自然災害が教育界に与える影響と理科教育

の取組について，その動向を分析するととも

に，具体的な実践研究を検討する。

２ 方 法

（１）近年の自然災害と教育界への影響

まず，内閣府（防災担当），気象庁，文科省

など国の行政機関による近年に発生した自然

災害への対応及び教育界への影響を整理し，分

析する。例えば，内閣府（防災担当）・消防庁

によって示された令和 3 年 5 月 20 日から変更

された警戒レベルに応じた新たな避難情報，文

科省が本年 6 月 8 日に公表した学校の「危機管

理マニュアル」等の評価・見直しガイドライン

などが対象として挙げられる。

（２）分析の視点

それぞれが発表された背景について，近年の

自然災害の発生状況と対応の改善の視点から

捉える。さらに現学習指導要領での取扱いとの

関連性や持続可能な社会の構築を目指す国際

的な動向からの分析を行う。それらを踏まえな

がら教育現場で，今後，展開すべき具体的な教

育や教材開発について検討・考察する。

３ 結果と考察

最初に，近年の自然災害の学校教育への大き

な影響として，東日本大震災による学校防災の

根本的な見直し，地域住民安全確保のための動

向に注目した。この際，突然発生する地震，あ

る程度の予測が可能な集中豪雨，二次的な災害

としての自然現象のメカニズムを理解するこ

とが理科教育の役割と言える。しかし，学習指

導要領の中で示された自然災害につながる自

然現象の発生は地域によって異なる。従来の教

科の枠組の中では，「生きる力」を育成するた

めの実践には限界があり，カリキュラムマネジ

メントによる取組が期待されている。現学習指

導要領総則解説編の中で「防災を含む安全に関

する教育」が，現代的な諸課題に関する教科等

横断的な教育内容の一つとして記されている

のは，その例である。6 月に文科省から「学校

の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガ

イドライン」が示された。この背景として，東

日本大震災時に学校最大の犠牲者が生じた石

巻市立大川小学校の最高裁判決が無視できな

い。学校管理下だけでなく，「避難指示」など，

避難情報の中での自然現象が災害に繋がると

きの理解は，地域・家庭内，生涯にわたって培

われる必要がある。さらには，SDGs11「都市と

人間の居住地を包摂的，安全，強靭かつ持続可

能にする」を意図した持続可能な社会の構築と

も関わって開かれた教育課程の具体例として

捉えることができる。

４ まとめ

本研究から理科教育を通して防災・減災さら

には復興教育を進めるには，自然現象の知識・

理解を核にしながらも地域の自然環境を踏ま

えたカリキュラムマネジメントの意義が明ら

かになった。さらに サイクルを意図して

身近な地域と学校との連携を一層進めること

やグローバルな視点を持った や自然現

象・災害の時間的・空間的広がりを視野に入れ

ると， 教育を踏まえて， を用いたシミ

ュレーション教材の開発も求められる。

引用文献

藤岡達也編(2021）『小学校教員と教育学生のた

めの理科授業の理論と実践』講談社．

藤岡達也(2021)『SDGs と防災教育，持続可能な

社会をつくるための自然理解』大修館書店．
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小学生を対象とした台風の雲分布模型の製作実習 
 

榊原保志 1 

Yasushi SAKAKIBARA 

信州大学 

【キ－ワード】 台風、小学生、地学教育，災害教育 
 

１ 目 的 

 小学校第 5 学年「天気の変化」では「気象衛

星などから得た雲の量や動き・・・・台風の進

路による天気の変化と降雨との関係及び自然

災害についても触れる」とされる。また、「長

雨や集中豪雨，台風などの気象情報から，自然

災害に触れるようにする」と述べられている

（文部科学省，2018a）。

安全に関する指導の内容例では「暴風雨・洪

水，豪雪・雪崩，落雷等の災害時の危険を知り，

安全な行動ができる」と書かれている（文部科

学省、2019）。自分の身を守るために自然災害

の仕組みを理解すべきであろう。大きな災害を

もたらす要因には，台風の進路だけでなく台風

の強さも関わっている。しかし，後者に関する

指導事例や実践報告はない。

本研究では，気象衛星画像の雲の厚さや分布

（大きさや形）に注目させ，脱脂綿を利用した

台風の雲の分布模型を製作する授業プログラ

ムを開発し，小学生に試行授業を行うことで授

業を評価した。

２ 台風の雲分布モデル 

1）実習に用いた材料 

実習に用いた材料は気象衛星「ひまわり」の可

視画像をカラー印刷した台紙，脱脂綿（白十字

製，500g），スティックのり（ヤマト製，YS-8-

10S），クリアポケット（コクヨ A4 2穴 ラ-

AH2112-5）である。可視画像を選んだ理由は画

像に現れた白色の濃淡が雲の厚さを表現して

いるからである。 

 

2）台風の雲分布モデルの製作 

台風の雲分布モデルは，台紙に印刷された雲

画像の白く映った部分の濃淡に着目し，薄い白

い部分は脱脂綿を薄くのばし，濃い白い部分は

脱脂綿が厚くなるように表現する。 

 
 

３ 試行授業 

 試行授業は，日本学術振興会と滋賀大学とが共催

する「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大

学の研究室へ」の講座の一環で行われた。参加者と

して小学校 5・6 年生を対象とし 20 名の定員で募集

した，講座のテーマは「台風，集中豪雨などによる

風水害のメカニズムを学ぼう」の学習会とした。内

容は，小学校の学習内容を発展させたものとなって

いる。

４ 授業評価 

 本研究では以下のことがわかった。

1）今日の授業は楽しい

大変そう思
う+そう思う

そう思わない+全
くそう思わない

15 0

p=0.0001 (p<.01)　有意差あり

2）脱脂綿を用いた台風モデルの実習は台風の大き

さや形の理解に役立った。

大変そう思
う+そう思う

そう思わない+全
くそう思わない

15 0

p=0.0001 (p<.01)　有意差あり
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都市型水害を理解させるためのモデル教材の開発 

     小学校理科での地表の透水状況を可視化する基礎的実験 

副題は１４ 川真田早苗 

Sanae KAWAMATA 

                            北陸学院大学  

【キ－ワード】 都市型水害，土の粒子間のすきま，透水，ビー玉，モデル実験 

 

１ 目 的 

 近年，短時間強雨と大雨の発生頻度が増加傾

向にあり，従来は水害がなかった地域でも都市

型水害が発生している（国立研究開発法人 国

立環境研究所，2020）。都市型水害は，都市の
人工被覆率の増加による浸透域の減少（地下浸

透率の低下）によって誘発される水害である。

平成 29 年改訂小学校学習指導要領理科第 4
学年「雨水の行方と地面の様子」では，地表面

の透水性に関する学習内容が取り扱われるよ

うになった（文部科学省，2017）。ここでは，
土の粒径と水のしみ込み方について学習する。

しかし，土の粒子間のすきまと透水性の関係は

取り上げられていない。都市型水害発生の仕組

みを理解するためには，浸透域である土の粒子

間に生じるすきまの大きさと透水性の関係を

知ることから始まる。

そこで，本研究では，都市型水害の理解につ

ながる土の粒子間に生じるすきまの観察方法

及びすきまの大きさと透水性の関係を可視化

するビー玉を活用したモデル実験を開発し，授

業実践を通して有効性を検証することを目的

とする。

 

２ 開発した教材等 

（１）アクリル方眼定規上の土・砂の敷き詰め 

 児童は，図形をすきまなく敷き詰める活動を

算数科第 2学年，第 3学年で学習している。そ
こで，算数科の敷き詰めを生かして，土の粒子

間にできるすきまを観察する方法を考案した。

これは，透明アクリル方眼定規上に薄く土や砂

を敷き詰め観察する方法である。土や砂を置い

た定規の下からライトを当てると光が漏れ，す

きまに気付くことができる。

（２）ビー玉を活用したモデル実験 

 土や砂を用いた透水実験では水が濁るため，

土の粒子間のすきまと透水状況の観察ができ

ない。そこで，水が濁らず，土の粒子間のすき

まの大きさと透水状況を可視化できるビー玉

を活用したモデル実験を開発した。 

 

３ 実 践 

 本実践は 2021 年 6月に行った。対象校は徳
島県吉野川市に位置する A，B，2 校の小学校
4年生児童を対象とし，2校共に 2時間実践し
た。A小学校 28名には，アクリル方眼定規上
の土・砂の敷き詰め，土や砂を活用した透水実

験，ビー玉を活用したモデル実験による授業を

展開した。B小学校 27 名には，手触りによる
土や砂の観察，土や砂を用いた透水実験による

授業を展開した。授業実践 1ヶ月後に，2校の
児童に対し，理解の定着を確認するために土と

砂の水のしみ込み方が異なる原因を問う自由

記述形式による追跡調査を行った。

 

４ 結 果 

 A小学校は，28名中 18名が「すきまの大き
さ」（64%の児童），9 名が「すきま」と記述
していた。一方，B小学校は，すきまに関する
記述をしたのは 27名中 3名であり，その回答
も「すきま（2名）」「きゅうしゅうする部分
（1名）」といったすきまの存在のみの記述に
留まっていた。

 

５ 考 察 

 地表面を覆う人工物の透水性の低さが都市

型水害につながる。これらを理解させるために

モデル実験の開発を行った。水の浸透性に影響

を与えるものとして，開発教材を用いた授業を

受けた児童の 64%が「すきまの大きさ」と記述
していた。この結果から，アクリル方眼定規上

の土・砂の敷き詰め及びビー玉を活用したモデ

ル実験が土の粒子間のすきまの大きさと透水

性の関係を理解させるために有効であること

が明らかになった。

引用文献 

国立研究開発法人 国立環境研究所（2020）『環
境儀』第 78巻，16p．
文部科学省（2017）『平成 29 年改訂小学校学
習指導要領解説理科編』167p.
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小学校理科における河川環境を主題としたプログラム開発 

―滋賀県野洲川流域を例にした実践から― 

 

○堀 道雄 1，藤岡 達也 2 

Michio HORI, Tatsuya FUJIOKA 
1守山市立河西小学校，2滋賀大学教職大学院 

【キ－ワード】 自然の二面性，河川環境，カリキュラム・マネジメント，防災教育，SDGs 

１ 研究の背景と目的 
近年頻発する洪水等への防災教育は，学校教育
では小学校段階から教育課程の中で理科をはじ
め，カリキュラム・マネジメントの視点で推進さ
れている。河川についての学習は自然災害の危険
性について焦点化されやすいが，自然の恵みも合
わせて，自然の二面性から取り扱う意義もある。 
 本研究では理科を中心としたカリキュラム・マ
ネジメントの視点から構成し，学習指導要領解説
総則編で示されている「防災を含む安全に関する
教育（現代的な諸課題に関する教科等横断的な教
育内容）」を具現化するものとして，さらには SDGs
のねらいにも沿った学習プログラムを開発するこ
とを目的とする。 
 
２ プログラムの内容 
小学校第５学年を対象に滋賀県野洲川を題材と
して，児童が自然の二面性について，河川環境の
変遷と人間活動の歴史から捉えることができる学
習プログラムを開発した。 
河川の氾濫によって広大な沖積平野が形成さ
れ，その利水によって弥生時代以降，稲作を営ん
できた遺跡が野洲川流域には数多く残されてい
る。野洲川と関連して，地域の遺跡を題材として
学ぶことによって，河川における自然の二面性か
ら持続可能な社会に資する態度を育成できるもの
として，表に示す内容でプログラムを実施した。 

 
ねらい 学習内容 

野洲川についての

イメージを確かめ
る 

【導入】 

野洲川についてのイメージを交流する。 

弥生時代の人々が

「利水」の面から，
コメ作りをさかん
に行っていたこと

を捉える 

【学習活動①】 

縄文時代と弥生時代の野洲川周辺の遺跡
の分布を比較することによって弥生時代
の人々がなぜ野洲川流域に多く住み着く

ようになったか考える 

弥生時代の人々が

水害と隣り合わせ
ながらも，「治水」
を行いながら生活

していたことを捉
える 

【学習活動②】 

野洲川を模したモデルで水量を増やして
実験をし，水の作用で服部遺跡の周辺で水
害が多かったことに気付く。弥生時代が還

溝（環濠）集落を形成し，水が捌けるよう
に考えて治水を行っていたことを知る。 

野洲川の二面性に

気付き，持続可能な
社会への取組みを
考える 

【まとめ】 

弥生時代の遺跡について考えたり，流水モ
デルの実験をしたりしたことを通して，考
えたことを交流する。 

 
学習を通じて野洲川が氾濫することによって水

害は発生するが，同時に野洲川は恵みももたらし
ているという自然の二面性を認識できるかどうか
を検証した。 
 
３ 研究の結果 
 本学習プログラムで児童が自然の二面性につい
てどのように捉えたか，事前・事後の変容を確か
めるため，授業を受けた 34名の児童を対象に学習
の事前・事後にイメージマップ調査を行った。イ
メージマップに書き込んだ野洲川をイメージする
言語について，【恵み】【危険性】【自然の二面
性】【野洲川】【水害対策】【その他】の６つの
カテゴリに分けて語数をカウントして割合で表す
と，図のような結果になった。
これを見ると，事前には漠然と野洲川をイメー
ジしていたが，事後には野洲川に関する「恵み」
と「危険性」についての言語の割合が増えている
ことが分か
る。また，事
前にはなかっ
た自然の二面
性についての
言語も事後に
は出現してい
ることが明ら
かになった。

５ 結論 
児童のイメージマップの記述の変化から，児童
は自然の二面性を意識できていたと推察され，本
プログラムが「防災を含む安全に関する教育」の
一つのカリキュラム・マネジメントを取り入れた
アプローチ方法として示すことができた。さらに，
本学習プログラムは SDGsと関連させると，17の
目標のうち，目標 11「都市と人間の居住地を包摂
的，安全，強靭かつ持続可能にする」に接続でき
るものとして考えられる。

附記 
本研究は，科学研究費補助金基盤研究(B）(課題番号：

18H01071，研究代表者・藤岡達也)の助成を受けた。
参考文献 
文部科学省（2017c）『小学校学習指導要領解説総則編』

244-245.
日本ユネスコ国内員会（2018）『ESD（持続可能な開発
のための教育）推進の手引』4-7

表．実施した学習プログラムの内容 

図．事前と事後の児童の記述の変容 
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現代的な諸課題に対応した教科等横断的な防災教育の実践 

－SDGsのねらいに沿ったカリキュラム・マネジメントの構築を踏まえて－ 

〇佐藤真太郎 1，藤岡達也 2 

Shintaro SATO1,Tatsuya FUJIOKA2 
1川越市立大東東小学校/兵庫教育大学連合大学院 , 2滋賀大学 

【キ－ワード】  現代的な諸課題，カリキュラム・マネジメント，SDGs，理科教育，防災教育

1 はじめに 

本研究では，防災を含む安全に関する教

育（現代的な諸課題に関する教科等横断的

な教育内容）で示されているカリキュラ

ム・マネジメントの具体的な取組として，

SDG11「住み続けられるまちづくりを」を

核として SDGsのねらいに沿った教材の開

発とその教材を活用した授業実践を行い，

その教育的効果を検討した． 

 

2 研究の方法と開発した教材 

開発した教材は，上流から下流までの流

域を示した，縦 26㎝・横 36㎝のホワイト

ボード上に，使用できる予算と治水事業に

かかる費用を踏まえて，堤防を設置するな

ど，災害に強いまちづくりをデザインする

活動を行う教材である（図 1）． 

 
図 1 左：ホワイトボード 中：赤・青・緑色の磁石

シート，堤防と水門，遊水地のイラストが貼ってある

磁石シートを張ったもの 右：児童がデザインしたま

ちづくり 

開発した教材を活用した授業を，小学校

第 5学年「流れる水のはたらきと土地の変

化」（文部科学省，2018）の単元で実践し，

教育的効果を安全教育の目標（文部科学省，

2019）に照らし合わせて検討した． 

3 結果と考察 

児童は，理科や社会科で獲得した知識を

活用し，川の流れる方向を踏まえて，堤防

の設置する場所を検討したり，森林の洪水

緩和機能に着目して，土地利用を考えたり

していた． SDGsのねらいに沿ったカリキ

ュラム・マネジメントの基，複合的な知識・

技能を活用し，思考・判断・表現等を行う

場を教育課程に位置づけることで，災害を

減らすための具体的な手立てを考えるなど，

実生活に活かせる思考力・判断力・表現力

等が期待できることが示された． 

 また，主体的に学習に取り組む態度につ

いては，知識・技能や思考力・判断力・表

現力を働かせた活動の過程や活動について

振り返る場面において，育成が期待できる

ことが理解された．さらに，本稿で取り扱

った教材を活用した授業実践を通して，

SDG11だけでなく，SDGs6.6，SDGs12.8

など，他の SDGsのターゲットの達成にも

貢献できる可能性を示すことができた． 

 

文献 

文部科学省（2018）：小学校学習指導要領

（平成 29年告示）解説理科編，東洋館

出版社，1－167. 

文部科学省（2019）：学校安全資料『生き

る力』をはぐくむ学校での安全教育，27. 
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流域思想とアフプアア
防災意識と自然認識の鍵概念

大辻 永

東洋大学理工学部

【キ－ワード】 流域思考，アフプアア，伊豆山土砂災害，玄倉川水難事故，那珂川

。

１ 緒 論
（１）ヒントとしての地名
茨城県の県道 30 号（岩間街道）と涸沼前川

が交差する地点の小さなバス停を、「落合橋」
という。見ると、名もない支川が合流している。
東京都新宿区、高田馬場西の「落合」は妙正寺
川と神田川が合流する地点である。また山梨に
は、「三川落合」という言葉がある（国土交通
省, 2008）。

令和 3(2021)年 7 月 3 日、静岡県熱海市伊豆
山地区の逢初川で発生した大規模土砂災害で
は、3 つの流域の降雨が集まる地点で盛り土が
崩れはじめたという指摘がある（鈴木, 2021）。
（２）茨城大学の那珂川流域プロジェクト

1990 年代後半、当時の茨城大学・小川正賢氏
を代表に「流域」を単位に捉える教育活動を展
開していた（小川, 2000; 大辻ほか 2002）。具
体的な教材も開発した。①那珂川流域 3Ｄ地図
（国土交通省がすでにつくっていた）、②リバ
ーブック（国土交通省と茨城大学でその後編
纂）（池田他, 2002）、③ホームページ（当時ま
だ一般的でなかったが学生総動員でつくって
いた）、④流域パズル（流域内の行政区域をパ
ズル化）、⑤那珂川流域すごろく（はじまりは
「ふりだし」で流域内の物産や名所をめぐる）、
⑥那珂川いろは歌留多、⑦那珂川通信（流域内
の希望する小学校に送付）、⑧那珂川流域棒（流
域内で間伐した材木で流域内の各所に立てよ
うと計画・試行）などである。
（３）玄倉川水難事故（略）
（４）ハワイのアフプアア

平成 16(2004)年 10 月、ハワイ大学マノア校
での研究集会で、アフプアア ahupuaʻa という
区域制がハワイ諸島にあることを知った。太平
洋上の島では、何よりも水の確保が重大事であ
る。「流域」が、古来からの集落の区分けにほ
ぼ相当する。
２ 防災意識と自然認識の鍵概念：流域
気象災害がとまらない。岸（2021）は「氾濫

を起こすのは、川ではなく『流域』」と指摘す
る。自然認識を深め、環境感受性を高める具体
的アプローチの一つであり、防災意識の向上に

もつながるアプローチの一つが「流域思想」で
ある（養老・岸, 2009）。

図 オアフ島のアフ
プ ア ア （ Chinn &
Roland, 2006）

年度から小学校 年生理科で新単元「雨
水の行方と地面の様子」がはじまり、「 年
月、国土交通省の河川分科会（中略）が、『流

域治水』という方針を発表し（中略）トップダ
ウンで一気に流域思考が誘導されはじめる局
面を迎え」ている（岸 ）。
市民運動にも精通した岸の提唱する「流域思

考」と、「水マスタープラン」の 5 つの柱（①
洪水時水マネジメント、②平常時水マネジメン
ト、③自然環境マネジメント、④震災・火災時
マネジメント、⑤水辺ふれあいマネジメント）
が、防災教育を包含するこれからの教育活動に
示唆を与える（養老・岸, 2009; 岸, 2013）。
引用文献
Chinn,P. & Roland,R. (2006). Ahupua’a and Place Names, 

Pikoi Ke Kaula Kualena, University of Hawai’I at Manoa.
池田幸雄他監修. (2002). 『那珂川リバーブック』国土
交通省.

岸由二. (2013.11.10). 『「流域地図」の作り方: 川から
地球を考える』ちくまプリマー新書.

岸由二. (2021.7.8). 『生きのびるための流域思考』ちく
まプリマー新書.

国土交通省. (2008). 富士川（ホームページ）
小川正賢. (2000). 「地域」の教育力を生かす総合的学
習: 河川流域の自然・風土・文化の野外博物館化, 基
盤研究(A)一般, 教科教育(茨城大学, 1997-1999).

大辻永・石崎裕美・飛田敦子・古内陽子・小池めぐみ・
皆川美幸・吉田正. (2002.6.22). 那珂川プロジェクト,
日本生活科・総合的学習教育学会第 11 回全国大会
（茨城大会）発表要旨収録, p.87.

鈴木款. (2021.7.5). 「山林開発によるパイピング現象
か」専門家が読み解く熱海の土石流の発生メカニズ
ム, FNN プライムオンライン.

養老孟司・岸由二. (2009.9). 『環境を知るとはどういう
ことか: 流域思考のすすめ』 PHP サイエンス・ワー
ルド新書.
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（趣旨説明）

いま，なぜ研究方法論なのか？

研究の再現性と問題のある研究実践の課題

○中村大輝

広島大学大学院

【キ－ワード】 研究方法論，再現性，問題のある研究実践，オープンサイエンス

１ 研究の再現性

近年，教育学を含む多くの学問分野において

過去の研究知見が再現されないという再現性

の危機が問題になっている。Makel and Plucker
（2014）の調査によれば，教育学分野における

追試のうち，元論文と完全に異なる著者が実施

した追試の再現成功率は 54%であった。また，

Gordon et al.（2020）の調査では，教育学分野の

再現成功率は 42%程度であると予測されてい

る。理科教育学分野においても過去の知見が再

現されない事例が報告されており（e.g., 古屋・

安達，2018），再現性の向上が課題となってい

る。

２ 問題のある研究実践（ ）

再現性低下の一因としては，問題のある研究

実践（Questionable Research Practices, QRPs）の

存在が指摘されている（e.g., John et al., 2012）。
QRPs の一例には，妥当性の確認不足，過度の

一般化，p-hacking，HARKing などがあり，これ

らの実践は誤った結論に至る可能性を高め，再

現可能性を低下させる可能性がある。

本発表の話題提供者らはこれまで，理科教育

学分野における QRPs の実態を調査してきた。

その結果，日本理科教育学会の発行する『理科

教育学研究』では，8 種類の QRPs が確認され

た。より具体的には，多くの研究が妥当性の検

証されていない測定方法を用いて，偏った少数

のサンプルに対する調査を実施し，時に誤った

分析手法を使いながら，得られた結論を過度に

一般化していることが主な問題であった（中

村・原田・久坂・雲財・松浦，印刷中）。

３ 研究方法論の検討

QRPs を防止し，研究の再現性を高めるため

には，研究方法論に関するより積極的な議論と

普及活動が必要だと考えられる。実際，国際的

な科学教育コミュニティにおいては，様々な研

究者や団体が研究方法論に関する問題提起を

行ってきた。例えば，科学教育分野の研究デザ

インに関する批判（Taylor et al., 2016），測定法

に関する議論（e.g., Blalock et al., 2008）などが

発表されてきた。また，米国教育省と米国科学

財団は共同で再現可能な教育研究に向けたガ

イドラインを作成している（IES & NSF, 2018）。
一方，国内の理科教育学分野においては，研

究方法論に関する議論はこれまであまり活発

に行われてこなかった。このような状況を踏ま

え，本課題研究発表では，量的研究を中心とし

た研究方法論に関する課題と解決策に関する

話題を提供し，問題提起や論点整理を行うこと

で，今後の理科教育学分野において研究方法論

に関する議論が活性化することを目指す。研究

方法論に関する議論の活性化は，より確かな知

見を導く質の高い研究の実現に貢献できると

考えられる。

４ 話題提供者

当日は，以下の 5 名による話題提供を行う。

1） 中村大輝（広島大学大学院）

「測定の妥当性を検証するアプローチの

明確化」

2） 松浦拓也（広島大学）

「サンプリングと一般化可能性」

3） 原田勇希（秋田大学）

「帰無仮説検定による知見の一般化に

ともなう問題」

4） 久坂哲也（岩手大学）

「学校現場における実践研究のための

方法論」

5） 雲財 寛（日本体育大学）

「オープンサイエンスの視点から見た

理科教育研究のあり方」

主要引用文献

中村大輝・原田勇希・久坂哲也・雲財寛・松浦拓也（印

刷中）「理科教育学における再現性の危機とその原

因」『理科教育学研究』第 62 巻，第 1 号.
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測定の妥当性を検証するアプローチの明確化

○中村大輝

広島大学大学院

【キ－ワード】 研究方法論，構成概念，妥当性，信頼性，テスト開発

１ 妥当性の重要性と課題

ある測定が測定対象を意図した通り正確に

捉えられているかの程度を妥当性（validity）と

呼ぶ。測定の妥当性が保証されなければ，その

測定を基にした議論が成立しないことから，量

的研究において妥当性の検証は重要な手続き

である。

理科教育分野では，科学の知識，理解，態度，

探究能力といった様々な対象（構成概念）が測

定されるが，妥当性の検証は部分的にしか行わ

れないことが多い（Blalock et al., 2008; Liu, 
2020; Minner et al., 2013; 中村ら，印刷中）。

このような状況の改善に向けて，本発表では，

理科教育の研究において測定の妥当性をどの

ように検証していくかのアプローチについて

検討する。妥当性を検証するアプローチの明確

化は，将来的に妥当性の高い測定方法の開発や，

研究間での知見の比較・蓄積へ貢献すると考え

られる。

２ 妥当性の証拠の種類

1980 年代まで，妥当性には主に３つの種類

（内容的妥当性，基準関連妥当性，構成概念妥

当性）が存在すると考えられていた。しかし，

1990 年代以降は，妥当性を単一の概念とみな

し，妥当性を支える様々な証拠を検討するよう

になっている（Messick, 1995; AERA, APA, & 
NCME, 2014）。主な証拠は次の６種類である。

(A) 内容的側面：項目の内容が目的とした領域

を十分に代表しているかの証拠

(B) 本質的側面：項目への反応プロセスに関す

る理論的・実証的証拠

(C) 構造的側面：項目間の関係が理論的な構造

に一致しているかの証拠

(D) 外的側面：他の指標との間に予測通りの相

関関係が示されるかの証拠

(E) 一般化側面：測定がどの程度新しい状況

（異なる時間，場所，集団など）に一般化

できるかの証拠

(F) 結果的側面：その測定法を利用した結果と

して，悪影響が生じないかの証拠

３ 証拠の収集方法

測定の全体的な妥当性はA～Fに示した複数

の証拠に基づき議論されることになる。これら

の証拠を収集するアプローチとしては以下の

ような方法がある。

（A）内容的側面の証拠は，測定領域を明確に

定義した上で，作成した調査項目がそれらの領

域を十分に代表しているかを複数の専門家が

議論することによって得られる。また，測定領

域における学習者の行動の系統的な観察やカ

リキュラムの分析を通して，調査項目の代表性

に関する証拠が得られることもある

（B）本質的側面の証拠は，発話思考法による

面接調査の発話プロトコル，回答時間，眼球運

動などを分析することで得られる。

（C）構造的側面の証拠は，得られたデータに

対する相関分析，因子分析，構造方程式モデリ

ング，項目反応理論を用いた分析などを通して

得られる。

（D）外的側面の証拠は，開発した測定と既存

の指標との相関分析，多特性・多方法分析，構

造方程式モデリングなどを通して得られる。

（E）一般化側面の証拠は，α係数，ω係数，

再検査信頼性，一般化可能性理論に基づく分析

などを通して得られる。

（F）結果的側面の証拠は，その測定の実施が

どのような影響をもたらすかを継続的に調査

することで得られる。

このように，妥当性の証拠を集めるアプロー

チは多岐にわたる。妥当性の証拠の収集は継続

的に取り組まれるべきプロセスであり，１回の

研究で完結するものではない。また，証拠の種

類によってその収集を得意とする専門家は異

なる可能性がある。今後は，より妥当な測定の

実現を目指して様々な専門家が連携し，継続的

な検証に取り組むことが必要だと考えられる。

主要引用文献

Liu, X. (2020). Using and developing measurement 
instruments in science education: A Rasch modeling 
approach (2nd ed.). IAP Information Age Publishing.
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サンプリングと一般化可能性

○松浦拓也 1

Takuya MATSUURA
広島大学大学院人間社会科学研究科

【キ－ワード】 サンプリング，母集団，一般化可能性，信頼区間

１ はじめに

学習者を対象とした調査を実施してデータ

を収集する場合，研究の目的に応じて対象者

（サンプル）の属性や人数を検討する必要があ

る。このようなサンプリングに際し，サンプル

の学年や校種といった属性については，研究目

的との関係から必然的に決まることが多い。し

かし，特に量的な分析を想定している場合，調

査人数（サンプルサイズ）や調査協力校等につ

いては，研究者の個人的な伝手に依存すること

が多いのではないだろうか。統計の本を開く

と，統計的推測に関する理論は母集団からの単

純無作為抽出（ランダムサンプリング）が仮定

されているという説明があるものの，教育研究

の文脈においてランダムサンプリングを実施

することは容易ではない。本発表では，このよ

うな教育研究におけるサンプリングの課題や

対処方法について再考することを目的とする。

２ 想定される母集団と一般化

母集団とは，リサーチ・クエスチョンや仮説

が，少なくとも暗黙のうちに想定している一般

的な対象者集団である（南風原，2002）。例え

ば，理科の学習意欲を研究テーマとし，日本の

小学６年生と中学３年生の差異を横断的調査

に基づいて比較するというケースを想定する。

特段の限定をしない限り，この調査における母

集団は当該年度における日本全国の小６と中

３となり，大規模調査の場合はサンプリングに

２段階抽出などの手法（タイプ A とする）が用

いられる。一方，個人レベルの調査の場合，ご

く限られた範囲でのサンプリング（タイプ B と

する）になるケースが多い。 
しかし，タイプ A とタイプ B どちらのサン

プリングに基づくものであっても，統計的分析

結果に基づいて結論が示されると，その結論は

（暗黙の）母集団である全国の小６と中３へ一

般化されたものとして扱われてしまう。タイプ

B のサンプリングを実施した研究者にその様

な意図はなくとも，結果として過度の一般化を

していることになる。

３ サンプルサイズの影響

調査において，サンプルサイズをどれ位にす

るべきかという問いはシンプルであるものの，

様々な要因（研究目的，調査デザイン，必要と

する効果量など）があるためシンプルな回答は

無い（Cohen et al., 2018）。サンプルサイズを

大きくすることのメリットとしては，得られる

統計量の値の誤差が小さくなり，値が安定する

ことが挙げられる。区間推定という考え方を用

いる場合，ある確率（e.g., 95%）で母数を含む

と推定される区間を信頼区間（confidence 
interval: CI）とよび，サンプルサイズを大きく

すると CI は狭くなる。このため，分析結果の

提示に際し点推定の結果（e.g., 相関係数）のみ

でなく 95%CI を記載することにより，どの程

度安定した値であるか解釈することが容易と

なる。 
次に，帰無仮説検定におけるサンプルサイズ

の影響を考える。t 分布のような標準的な確率

分布を利用する検定においては，「検定統計量

＝効果の大きさ×標本の大きさ（サンプルサイ

ズ）」という関係がある（南風原，2002）。相

関係数の値が 0.20 のとき，サンプルサイズが

小さいと帰無仮説が棄却されないのに、サンプ

ルサイズが大きいと棄却されるといった事例

が生じるのはこのような理由に基づく。 
４ 考察

教育研究の文脈において，理論通りのサンプ

リングを実施することは難しい。次善の策とし

ては，想定している母集団を明確にすると共

に，サンプルの属性を丁寧に報告し，複数の類

似研究を積み重ねることで研究の確からしさ

を高めていくことが考えられる。また，帰無仮

説検定の結果のみでなく，得られた値の実質的

な意味についても留意する必要がある。

文献
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). 

Research methods in education (8th ed.). 
Routledge. 

南風原朝和（2002）『心理学統計の基礎－統合的理解
のために』有斐閣アルマ. 
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帰無仮説検定による知見の一般化にともなう問題 
–– 「p＜.05で統計的に有意」は信頼できるか –– 

○原田勇希 1 
Yuki HARADA 

1秋田大学教育文化学部  
【キ－ワード】 帰無仮説検定，p値，p-hacking, 多重検定，cherry-picking 

 
１ 帰無仮説検定の概説 
 研究で得られた知見の一般化可能性について，

現状多くの研究では帰無仮説検定の手続きを経る

ことで検討している。 
帰無仮説検定について“対応のない t 検定”を

例として概説する。帰無仮説検定は，主張したい

仮説とは逆の仮説である「2 つの群の母平均値に

は差がない」という帰無仮説（H0）を立て，実際

に得られたデータをもとに帰無仮説を棄却するこ

とで，「2 つの群の母平均値には差がある」とい

う対立仮説（H1 = ¬ H0）を採択するという，背理

法的な推論に特徴付けられる。どのような場合に

帰無仮説を棄却するかというと，慣例では「帰無

仮説が正しいと仮定したとき，偶然手元に得られ

たデータ以上に極端な平均値差があるデータが得

られる確率」（p 値）を求め，その確率が 5%（危

険率といい，慣例では 5%とする）を下回った場合

に帰無仮説を棄却し対立仮説を採択する。すなわ

ち「統計的に有意である」と結論づける。 
 前述の説明で注目すべきは，帰無仮説検定（対

応のない t 検定）は「母平均値」について言及す

ることである。そのため，オリジナルの研究で「有

意」であった結果は，それと同じ母集団からのサ

ンプリングであれば別のサンプルでも同様の結果

が再現できることが期待される。 
 帰無仮説検定では，本当は帰無仮説が正しいに

もかかわらず，帰無仮説を棄却し対立仮説を採択

してしまう誤り（第 1 種の過誤, type I error）を犯

すことを危険率の分（i.e., 5%）だけ認めている。

そのため，オリジナルの研究で「有意（p＜.05）」

であった結果は，絶対に他の研究でも再現できる

ことを保証するものではない。しかし，もし適切

に帰無仮説検定が使用されているなら，第 1 種の

過誤を犯す確率は 5%に抑えられるので，「有意（p
＜.05）」であった結果はある程度信頼できると言

っても良いかもしれない。 
 
２ 「再現性の危機」という問題 
 しかし，現在多くの研究領域で「再現性の危機」

と呼ばれる科学研究の根幹を揺るがしかねない問

題が注目されており（e.g., Baker, 2016），国内の理

科教育学研究も同様の問題を抱えている可能性が

高い（中村・原田・久坂・雲財・松浦，印刷中）。 
 「再現性の危機」を引き起こす背景は様々ある

が（レビューとして，中村ら，印刷中），その中

には適切とはいえない帰無仮説検定の使用が含ま

れている。 
 
３ p値のハッキング（p-hacking）は可能 
 多くの研究者は p 値が 5%を下回ることに祈り

を捧げながら分析を行っているだろう。そのため

か，多くの研究では，意識的または無意識的に p-
hacking（Simonsohn et al., 2014）という，言うなれ

ば“小さな p 値が得られる不適切な裏ワザ”を実

践しているようである。具体例を以下に述べる。 
3.1 誤った多重検定 

 帰無仮説検定が第 1 種の過誤を犯す確率を 5%
に抑えられるのは，単一の検定に対してである。

適切な補正を行わずに一つの研究で n 回の検定を

行うと，どこかで第一種の過誤が生じる確率

（familywise の危険率）は，1− (1 − 0.05) nとなり，

検定の数に応じて確率は増大する。実際『理科教

育学研究』では適切な補正を行わずに検定を繰り

返していた研究が数多くあり（中村ら，印刷中），

理科教育学領域にも第 1 種の過誤による再現性の

ない知見が蓄積されている可能性は高い。 
3.2 cherry-picking（いいとこ取り） 

ある教育実践の有効性を主張するために，多く

の変数を測定し，「有意（p＜.05）」になった変数

のみを論文に報告する研究実践は，第 1 種の過誤

を犯す確率を増大させる。 
 

４ 適切な帰無仮説検定を使用する必要性 
上記の p-hacking の例では，確かに見かけ上，得

られる p 値は小さくなりうるため，短期的には研

究者にとって，主張したいことが主張できるし，

論文が書きやすいなど，利点があるかもしれない。

しかし，こうした方法で「有意（p＜.05）」な結果

を勝ち取った，再現性のない研究結果を蓄積する

ことは，研究領域全体にとって大きな不利益であ

る。本当は有効でないのに「有効である」と誤認

された理科指導法によって不利益を被るのは，第

一にそれを提供される子どもである。今後は研究

領域全体で適切な帰無仮説検定の使用方法を検討

していく必要がある。 
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学校現場における実践研究のための方法論

○久坂哲也

Tetsuya HISASAKA 

岩手大学 

【キ－ワード】 実践研究，方法論，エビデンス，信頼性，妥当性

１ はじめに 

近年，先進国を中心として「エビデンスに基

づく政策形成（Evidence-Based Policy Making; 
EBPM）」という考え方が重視されるようにな

り，教育領域でも「エビデンスに基づく教育

（Evidence-Based Education; EBE）」という言葉

が徐々に広まってきた。「指導と評価の一体化」

の実現が求められている現在の学校教育にお

いて，エビデンス（客観的証拠）に基づく実践

研究を積み重ねながら指導改善を図っていく

ことは，資質・能力の確実な育成を目指す上で

重要である。そこで本稿では，学校教育におけ

る実践研究の方法論について現状の課題を指

摘し，工夫や改善の在り方について前向きな検

討を行いたい。

２ 変数の抽象性と曖昧性 

「確かな学力」や「深い学び」など，学校の

研究主題や研究概要等で目標として掲げられ

ることの多い概念（＝従属変数）は，多義的解

釈が可能で抽象性や曖昧性が高い。これは，学

校教育では子供たちの一側面だけを伸ばすこ

とは適切ではなく，総合的で汎用性の高い資

質・能力を育成することが求められるため当然

である。ただ，研究の視点に立ったとき問題を

含むことになる。研究では実証性や再現性が求

められる。研究の対象となる変数が抽象的であ

れば，研究仮説（どのような指導を通してその

変数の向上を図るか）を検討するための手続き

も曖昧になる。仮に従属変数の上昇が認められ

ても，結局どの要因（指導）に効果があったの

か因果関係を特定して実証することは困難で

あり再現性も期待できない。したがって，学校

教育において実践研究を行う際は，目標となる

従属変数に関して事前に検討を重ね，構成概念

の妥当性をなるべく精査したり，補助仮説や操

作的定義について検討したりといった取り組

みが必要になるのではないだろうか。その上

で，指導方法や評価方法（エビデンスの指標等）

について考える必要があるだろう。

３ 質問紙に対する信頼性 

教育実践研究では，評価方法として質問紙が

用いられることが多い。全校生徒を対象とした

調査も容易に実施可能である。しかし，質問紙

は自己報告に基づく調査であることに注意が

必要である。なぜなら，私たち人間は自分の内

面を正確に把握することが困難であり，自らの

学習状況に対するメタ認知の精度も高くない

ことが報告されているからである（e.g., 今野・

久坂，2020）。ところが，理科の実践研究を概

観すると，例えば，「この授業を受けて思考力

が高まったと思いますか」という質問項目を設

定し，肯定的回答の割合が高かったことから授

業実践には効果があったと結論付ける報告が

散見される。自己報告により得られたデータ

は，実際の能力や意識を反映しておらず，それ

らに対する信念に過ぎないことを自覚すべき

である。また，質問紙調査は対象者の属性や調

査の時期が結果に与える影響は無視できない。

推測統計に基づく分析を用いるのであれば，想

定している母集団は誰かという疑念も残る。し

たがって，質問紙調査に関する基礎的知識を理

科教育に携わる関係者で共有するとともに，質

問紙調査の信頼性や妥当性を担保するための

検討を十分に行っていかなければならない。

４ 終わりに 

 学校教育は，子どもの変容を願って教師の意

識的・無意識的な指導が為される複雑な営みの

集合体であるため実践研究の遂行が難しい。し

かし，困難だからと言って工夫や努力が不要と

いうわけではない。また，無謬性の原則から脱

却し，最初から効果があったという結論ありき

の実践研究も見直さねばならない。実践研究の

方法論に関する知識基盤の欠如と無謬性の原

則は，問題のある研究実践（QRPs）を誘発する

可能性がある。そのため，研究者と実践者が協

働し，互いの強みを生かしながらよりよい教育

実践研究を継続して行う中で，科学的な知見の

積み重ねを目指す必要がある。
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オープンサイエンスの視点から見た理科教育研究のあり方

○雲財寛 

Hiroshi UNZAI 

日本体育大学大学院教育学研究科 

【キ－ワード】 理科教育研究，オープンアクセス，オープンデータ，オープンコラボレーション 

１ はじめに 

オープンサイエンスとは，１）科学的知識を

誰もが利用でき，アクセスでき，再利用できる

ようにすること，２）科学と社会の利益のため

に科学的協働と情報共有を促進すること，３）

科学的知識の創造，評価，コミュニケーション

のプロセスを従来の科学コミュニティを超え

た社会的主体に開放することを目的とした

様々な運動と実践を組み合わせた包括的な概

念である（UNESCO，2021）。このオープンサ

イエンスには，研究の透明性・質の向上や，共

同研究の促進など，様々な効果が期待されてい

る。

本稿では，小野（2019）を参考に，オープン

アクセス，オープンデータ，オープンコラボレ

ーションという３つの観点から理科教育研究

のあり方について議論する。

２ オープンアクセス 

オープンアクセスとは，学術雑誌や学術論文

を，誰もがインターネットを通じて無償で自由

に閲覧できるような状態に置くことを指す。た

とえば，本学会の機関誌の１つである『理科教

育学研究』では，2010 年に発刊された第 51 巻

第 1 号以降の論文は，J-STAGE を通して無償

で閲覧できるようになっており，オープンアク

セスといえる。しかしながら，それよりも前の

巻号に掲載された論文や，もう１つの機関誌で

ある『理科の教育』の原稿については，オープ

ンアクセスではない（2021 年 7 月時点）。研究

成果へのアクセシビリティの向上は，後述する

オープンコラボレーションにもつながること

からも，過去の論文の公開は積極的に検討する

必要があると考えられる。

３ オープンデータ 

オープンデータとは，研究に使用したデータ

セットを自由に閲覧できる状態に置くことを

指す。また，研究に使用した質問紙や調査問題

などを閲覧可能な状態にすることはオープン

マテリアルと呼ばれる。研究で使用した情報を

広く公開することによって，研究の透明性の担

保やデータの二次利用につながる。

 研究に使用したデータやマテリアルを公開

することができるサービスの１つに，Open 
Science Framework（OSF）がある。OSF は無料

でアカウントを作成することができ，研究で使

用したデータやマテリアルを公開することが

できる。

 理科教育研究の事例を考えてみると，使用し

た質問紙のファイルを公開することで，実態調

査の追試が行いやすくなる。開発した教材の実

験動画を公開することで，授業実践の追試が行

いやすくなる。研究に使用したデータセットを

公開することで，データの二次利用につなが

る。OSF などのサービスを利用して，このよう

な透明性の高い研究実践を研究者が行うこと

によって，より確かな知見を積み重ねていくこ

とができると考えられる。

４ オープンコラボレーション 

オープンコラボレーションとは，職種，組織，

分野，世代などを超えた集団による協働的な研

究活動を指す。

 理科教育研究に従事する当事者・機関は，理

科に関心がある教師だけでなく，理科教育学，

自然科学，教育心理学，科学技術社会論，科学

哲学，教師教育などを専門とする研究者，理科

教材を開発している企業，理科教育に関する施

策を決定する研究機関などであり，非常に幅広

く存在する。こうしたステークホルダーととも

に，組織や分野を超えて議論することは，理科

教育研究の新しい研究領域の開拓や，理科教育

研究が抱える複雑多様な課題を解決するため

の契機となりうると考えられる。

引用文献 

小野英理 (2019)「オープンサイエンスの概説

と展望」『システム/制御/情報』第 63 巻，第

3 号, 101-106. 
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系理科教員養成のための学習プログラムの開発

－探究活動の立案・実施に関する教員養成のための演習プログラム－

○網本貴一，高場勇気

広島大学大学院人間社会科学研究科

【キ－ワード】 ，教員養成，学部教育，大学院教育

１ 目 的

日本の理科教育においては，課題設定から探

究を経て問題解決へと至る過程を生徒にたど

らせる中で，理科の資質・能力を育成すること

が目指されている。STEM 教育に見られる問

題解決型学習やプロジェクト型学習は，我が国

における探究的な学習の重視と方向性を同じ

くするものとして，魅力的に捉えられている。

このような背景から，理科の学習活動の枠組み

の１つとして，日本の実情に合わせた STEM 教

育を展開し，探究的な学習を自ら立案し実践で

きる教師像が求められる。

磯﨑ら（2021）は，日本型 STEM 教育を構築

するための幾つかの要素を論じている。その中

で，STEM 教育に関わる教育者が協働して，

STEM 教育を視野に入れた教員養成教育を展

開することが重要であることが述べられてお

り，有効な学習プログラム開発が望まれる。

そこで本発表では，中学校理科や高等学校化

学での探究活動を立案し試行実践させるとい

う演習プログラムについて，大学院および学部

における教員養成教育の実践を報告し，STEM
系理科教員養成に向けた指導方略を議論する。

２ 方 法

中学校理科での最初の探究活動とされる「物

質の識別」を生徒に探究させる枠組みとして設

定し，中学校理科・高等学校化学基礎・高等学

校化学において展開可能な「物質の識別・同定

に関する新規な探究活動」を受講生に立案させ

た。その際，網本ら（2014）が報告しているヒ

ドロキシ酸の識別実験などの実例を挙げ，生徒

の既習の知識・技能を幾重にも活用させる探究

場面を設定するように工夫させた。

立案した探究活動の素案を受講者に発表さ

せ，その活動の実現性と教育的価値を全体で議

論した。その後，合議で望ましいとされた探究

活動を選定して，試行実践を行った。事後に試

行実践の批評を行うとともに，本活動の有効性

に関するレポートを課した。

３ 結 果

大学院生（博士前期１年）における演習プロ

グラムでは，「水溶液の識別」を電気伝導率や

旋光度・熱量測定など多様な計測手段を使って

行う提案がなされた。水溶液の識別はありふれ

た設定ではあるが，電解質の区別に電気伝導率

の大小，非電解質である糖の溶液の区別に右旋

性・左旋性を利用するなど，本提案には定量的

な観点が盛り込まれており，高等学校化学の履

修を終えた段階での既習知識を総動員する探

究活動として立案されていることが特徴的で

ある。本提案の試行実践の結果からも，教材と

しての精度と教育効果が認められた。

学部３年生における演習プログラムでは，電

気分解や化学電池による「無機物質の識別」，

反応性や溶解度・旋光度の違いによる「有機化

合物の識別」などが提案された。しかし，よく

知られた実験に依拠したものであったり，科学

的に誤りを含む提案であったりして，探究活動

の立案に不十分さが見られる結果となった。

４ 考 察

探究活動の立案とその精度には，大学院生と

学部生で大きな差異があった。本学習プログラ

ムは，大学院生には精緻化された化学の知識と

技能を教育現場に活用させることを考える場

面として機能し，学部生には教材開発の難しさ

と重要性を改めて認識させる場面となった。

附記：本研究の一部は，科学研究費補助金基盤

研究(B)（課題番号：17H01980，21H00919 代

表：磯﨑哲夫）の助成を受けて行われた。

引用文献

網本貴一・遠藤大介（2014）「高等学校化学の

知識・理解を総合的に活用するヒドロキシ酸

の識別実験」『科学教育研究』第 38 巻，第

4 号，220-227．
磯﨑哲夫・磯﨑尚子（2021）「日本型 STEM 教

育の構築に向けての理論的研究―比較教育

学的視座からの分析を通して―」『科学教育

研究』第 45 巻，第 2 号，142-154．
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小学校理科「メダカの誕生」における 教材の開発

協同を促す授業実践を通して

○片岡千春 1，大鹿聖公 2

，

愛知教育大学教職大学院， 愛知教育大学

【キ－ワード】 教育，協同，「メダカの誕生」

１ 目的

近年，理数教育の充実や創造性の涵養が世界的に重要

視され，その中でもアメリカでは科学技術人材育成に向

け， ， ， ，

教育を推進している。世界の潮流を受け，日

本でも 教育推進の動きが見られるようになった。

坂田 は，小学生を対象とした 教育プログラ

ムを開発し 世紀型スキルの４ 創造性，批判的思考，

コミュニケーション，コラボレーションを促進した。こ

れを受け，片岡 ， は，小学校理科のエネル

ギー，生命及び地球領域で活用可能な 教材の開発

を行い，授業実践を通して，創造性，批判的思考，コミ

ュニケーション，協同，ものづくりへの興味，理科の有

用感の向上が可能であることを示唆した。ものづくり活

動の中で の視点を取り入れた教材はこれまでに数

多く見られるが，飼育栽培活動での 教材はほとん

ど見られない。

そこで本研究では，創造性，批判的思考，コミュニケ

ーション，協同の育成を目指し，「メダカの誕生」の飼

育場面で活用可能な 教材の開発を目的とした。

３ 教材の開発

教材の開発にあたり，アメリカの 教材である

『 』の枠組みを参考に，

課題，課題解決の際に学習を深める課題の検討を行っ

た。課題については，「メダカが過ごしやすい環境を考

えよう」とし，小課題として「メダカが過ごしやすい水

表１ の視点の活動

視点 活動

科学
「メダカの誕生」の授業で学習したことから

工夫を考える活動

技術
デザインした通りの水槽になるように材料

を選ぶ活動

工学
メリット・デメリットを考え，より良い水槽環

境を整える活動

数学
一定時間内に食べられるエサの量を調べ，表

にまとめ，計算して求める活動

槽をつくろう」と「食べ残しのないえさの量を決めよう」

の２つを用意した。前者の課題解決の際に学習を深める

課題については，，科学，技術，工学，それぞれの視点

から，後者の課題解決の際に学習を深める課題について

は数学の視点からの活動を設定した（表１）。

また，協同を促すため，複数人で つの水槽環境を考

え，世話をさせることとした。

４ 教材の有効性の検討

開発した 教材について，令和３年７月に名古屋市

内の小学校５年生１クラス 名 を対象に４時限

分の授業実践を行い，有効性の検討を行った。授業時間

の都合上，小課題「メダカが過ごしやすい水槽をつくろう」

のみ実践を行った。また，水槽環境について，水槽の大き

さ，底床，酸素，水槽の日当たり，水草の つの条件につ

いてそれぞれ２つずつある候補から１つを選ばせた。

事後アンケートにおいて，科学・技術・工学それぞれの

視点の活動及び 教育で育成される試行錯誤，コミュ

ニケーション，協同について，８割以上の児童が肯定的な

回答をした。さらに，「もう一度メダカが住みやすい水槽

をつくるとしたらどのような工夫をするか」という問いに

対し，創造性を働かせた記述も見られた。以上のことから，

本教材を用いた活動により，多くの児童に対し， 教

育で育成される能力を高めることができたと考えられる。

５ まとめ

本研究では，小学校理科「メダカの誕生」において活

用可能な 教材の開発を行った。授業実践において，

開発した教材を用いた活動を通して， 教育で育成さ

れる創造性，批判的思考，コミュニケーション，協同の向

上が見られた。

引用文献

片岡千春 「ものづくり活動で試行錯誤と協同を促す 教材の開発」『日

本理科教育学会全国大会発表論文集』第 号，

片岡千春 「小学校理科「雨水の行方と地面の様子」における 教材の

開発」『日本理科教育学会東海支部大会発表論文集』第 号，

坂田尚子 「日本の科学教育における 教育の導入とこれからのビジョン

構築 幼児から小学生への 教育プログラムの開発と実践を通して」『静

岡大学学術リポジトリ』
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校内生態系を統合的に活用する教育手法の開発

フィールドワークで学ぶ持続可能な生態系利用

○墨野倉伸彦 1

立教新座中学校・高等学校

【キ－ワード】 生態系活用，炭素循環，フィールドワーク

１ 背 景

持続可能な開発目標の達成が求められる今

日、将来それを担う生徒が、生態系の持続的な

利用への理解を深めることは重要である。その

ためには、日常生活に欠かせないものが生態系

から得られることを実感し、さらにその生態系

を成り立たせるシステムを知り、経済的・科学

的にバランスの取れた視点から適切な生態系

利用について考察する経験が求められる。しか

しながら、生徒が実験等を通じてこれらを体感

的に理解する機会は少ない。

緑地や畑などの校内の生態系は、この両方を

学ぶために最適な空間となる（図１）が、現状

では個別の教育利用にとどまる例が多く、１つ

の閉鎖系として統合的に活用した例は少ない。

そこで本研究では、高校生物における「生物多

様性と生態系」において、持続可能な生態系利

用の方法を体感的に学ぶための空間として、校

内の生態系を統合的に活用した教育手法の開

発を目的とする。

２ 方 法 と 結 果

生徒に以下の一連の実験・考察を行わせた。

①物質循環の測定：生態系の持続可能性の指標

となる炭素循環プロセスに着目し、校内の草原

や森林において、光合成と呼吸による炭素収支

を測定させた。透明プラスチック製の容器を生

態系に被せ、内部の 濃度の変化をセンサー

で測定した（図２）。容器に網をかぶせること

で光条件を変化させ、光条件と炭素吸収量の相

関関係を調べ、別に連続測定した照度や土壌温

度などの環境要因から、生態系が１年間に吸収

／放出する炭素量を推定させた。

図２ 炭素循環の測定原理と測定の様子

②農作物の収量測定：日常生活への生態系の寄

与を実感するため、野菜や穀物、天然ゴムなど

の資源・食糧となる農作物を栽培させ、その供

給量と炭素量を測定させた。

③生物多様性と相互作用の評価：定期的な観

察・同定と、定点カメラによる観測から、生態

系の生物多様性と相互作用を解明させた。

④考察：校内の生態系を１つの閉鎖系とし、炭

素の量を軸に、①～③の量的関係と機能的役割

を比較、解析させた。その中で、学校の消費電

力に伴う 排出などの人為活動に伴う排出量

とも比較させた。日常生活と生態系機能の維持

の両立を題材に、議論持続可能な生態系利用の

方法をグループで議論させた。

３ ま と め

本研究では、測定方法の検討や結果の解析な

どにおいて生徒間で議論するタイミングが頻

繁に設けられた。また、農作業やフィールドで

の測定は楽しんで取り組める生徒が多く、実体

験を伴って得た結果は活発な議論につながり

やすい傾向が見られた。このことから、本研究

が、生徒が主体的に考えるのに好適な題材であ

ると考えられる。

本研究は JSPS科研費 21H04068の助成を受けた。

図１ 校内の生態系活用の概念図
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小学校低学年のがん教育教材としての絵本の制作

○橋本健夫 1，谷口一也 2

長崎国際大学， 関西国際大学

【キ－ワード】 先端科学教育、がん教育、小学校教育、教材

１ はじめに

日々進歩する先端科学を、如何に理科教育に

取り入れていくかは長年の課題である。中央教

育審議会においても 21 世紀を知識基盤社会と

捉え、一層の科学技術の進展を推進すべきとの

主張とともに、学校教育の中で、自然科学の意

義や有用性を実感させる必要があるとの指摘

を行っている。ただ、学習指導要領に沿った

小・中学校の理科のカリキュラムでは、先端科

学を学ぶ時間的余裕はなく、「発展」での学び

になっている。そこで、著者らは理科の時間を

借りて、「くらしと先端科学」の授業を試み、

小学校でも先端科学教育が可能であることを

示してきた。一方、国民の二人に一人が発症し、

死亡原因の第一位であり、多くの先端科学技術

による治療が行われているがんに注目し、がん

教育のあり方を考えてきた。

２ 目 的

平成 年にがん対策基本法が制定さ

れた。それに基づき、 年には第二次がん

対策推進基本計画が策定され、がんの教育・普

及啓発という個別目標の中で、子どもに対する

がん教育のあり方を検討し、健康教育の中でが

ん教育を推進することが明記された。さらに、

年にはがん対策基本法が改正され、新た

にがん教育に関する記載が盛り込まれた。これ

を受けて、 年～ 年に改訂された学習

指導要領においては、中学校の保健体育に、が

ん教育が盛り込まれた。この流れに沿って、多

くのがん教育の著や資料等が出版されている。

しかし、これらの展開には次の課題がある。

①広範囲な知識を盛り込んだ資料等は多いが、

主に知識伝達型になっていること。

②がん教育は保健体育のみで収まることはな

く、他教科との連携が謳われていないこと。

③小学校教育での強調が見られないこと。

これらを解決するために、本研究において

は、小学校低学年の子どもたちを対象に、理科

的視点を加えたがん教育の教材の開発を目指

すことにした。

３ 方 法

低学年の子どもたちへのがん教育では、従来の経

緯を踏まえて、次の点を重視することにした。

①子どもたちが、がんをイメージできること。

②学校だけでなく家庭でも話題にできること。

③がんの予防の大切さを理解できること。

さらに、保護者や教員と一緒に読める絵本が

必要との判断から、二分冊(①,②)からなる絵本

を考案した。①は、子どもたちのためにストー

リーが描かれ、②は、保護者及び教員等が、が

んを理解するのに必要な知識の解説書となる。

４ 結果及び考察

①と②のタイトルと概要は次の通りである。

①「ひるまにねむるイヌとネコのひみつ」

小学校 2年生の仲良し 5人組の一人のおじい

ちゃんががんになったが、彼らが可愛がってい

るイヌやネコが夢の中で彼らの悩みを解決し、

おじいちゃんは手術をして無事に帰ってくる。

この様子を優しい絵と文で表現した。

②「ウオーミングアップ読本」

中学校の理科の知識を用いて、がんを理解す

るための事項（細胞の発見、細胞の大きさ、生

物の誕生、遺伝子の働き、がんの発生、がんの

治療と予防など）を、説明している。

保護者や教員と一緒に会話しながら、子ども

たちががんをイメージできる絵本が完成した。

５ おわりに

理科や総合的な学習の時間と保健の時間を

使ってのがん教育に、絵本は活用できる。今後

の展開に期待したい。

引用文献

橋本健夫・谷口一也（ ）「小学校理科にお

けるがん教育教材に関する一考察」『関西国

際大学研究紀要』第 号，
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ペットの再生医療についてのコンセンサス会議 

を中心としたオンライン理科教材の開発 
 

○福井智紀 1，飯嶋遥蘭 2 

Tomonori FUKUI, Haruka IIJIMA 
1麻布大学 生命・環境科学部，2元・麻布大学 獣医学部 

【キ－ワード】意思決定，合意形成，市民参加型手法，伴侶動物，コンパニオンアニマル 
 

１ 目 的 

 ｉＰＳ細胞やゲノム編集に代表されるよう

に生命科学は急速に進展し，再生医療の分野で

も，革新的な治療法が生み出されつつある。ヒ

トに関する研究は，規制やガイドラインが整備

されているが，ペット（伴侶動物・コンパニオ

ンアニマル）については，一般に制約は緩やか

である。そのため最先端の技術は，ヒトよりも

ペットで先行して普及していく可能性がある。

例えば，ヒトでは非難を浴びかねないクローン

個体の作成は，ペットの分野ではすでにビジネ

スとして登場している。そこで本研究では，ペ

ットの再生医療に焦点を当て，市民参加型手法

であるコンセンサス会議を参考にしつつ教材

化のために大幅に簡略化し，オンライン授業で

の実施を念頭に置いた教材開発を行った。 

２ 方 法 

（１）ヒトとペットの再生医療の現状や課題を

把握して，教材内容を検討する。 

（２）意思決定・合意形成に関わる先行研究を

参考に，教材で用いる手法を検討する。 

（３）上記に基づき，教材を開発する。 

（４）開発教材を，教員免許取得予定の学生を

対象に試行して，有用性と課題を検討する。 

３ 開発した教材 

 開発した教材は，27枚の指導用スライド（パ

ワーポイントファイル）と，生徒用ワークシー

ト（ワードファイル）から構成される。まず，

教材全体の趣旨や流れを説明し，次に，再生医

療について，４つの技術（ＥＳ細胞・ｉＰＳ細

胞・遺伝子治療・ゲノム編集）の観点から順に

説明する。続いて，ヒトと動物の再生医療につ

いて，現状を簡潔に示す。そして，４つの技術

に対し，ヒトとペットのそれぞれについて，今

後の日本で「推進すべき（○）」「規制すべき

（×）」「どちらとも言えない（△）」を考え

させ，生徒用ワークシートに記入させる（2×4

＝８つの記入欄）。そして，グループに分かれ，

話し合い活動に入る。コンセンサス会議の手法

に則り，ワークシートを活用しながら，「鍵と

なる質問」を作成する。回答は，事前に用意し

たものをＱ＆Ａ形式で示すことで，専門家の回

答の代用とする。最後に，コンセンサス文書を

作成し，全体に向けて発表する。 

４ 教材の試行 

開発した教材を用いて，2021 年 1 月に，麻

布大学「理科指導法Ⅲ」（3 年次配当）におい

て試行を行った。Google Meet を利用したオン

ライン形式で実施し，グループ活動はブレイク

アウトルーム機能で４分割した。対象者は 17

名で，試行後のアンケートは 16 名が回答した。 

試行後は，ヒトや動物の再生医療についての

理解が，25.0％が「深まった」，50.0％が「少

し深まった」と回答した。このような学習プロ

グラムの必要性については「社会人教育・生涯

学習」「高校理科」「中学理科」における順で

高かった。最も低い中学理科でも，56.3％が「必

要だ」とした。オンライン形式としたことにつ

いては，良い点については例えば，遠隔で実施

できる点や座席移動がないので時間が有効活

用できる点などがあげられた。悪い点について

は例えば，操作や回線の問題，オンラインでの

話し合いの難しさ，時間不足などがあげられ

た。授業者の技術力向上や慣れによって改善可

能と思われる点もあるが，本来の対象として想

定している中学生には，現状のままではやや難

しい内容・活動であったと思われる。 

５ まとめ 

 本研究により，ペットの再生医療についての

オンライン理科教材が開発された。しかし，オ

ンライン授業に不慣れな生徒に，実際に本研究

のような内容や活動を実施するためには，提示

資料やワークシートを改善する必要がある。 

謝辞 教材開発において，内田隆氏に提供いた

だいた教材冊子（2014）を特に参考にした。ま

た，試行にご協力いただいた方々に，深く感謝

申し上げる。なお，本研究は，JSPS 科研費

JP20K03214の助成を受けた。 
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環境保全教育コンテンツ「里山管理ゲーム」	

小学生は情報エリアの情報を役立てていたか	

	

○小林和奏 1，青木良太１，矢後恒河 2，稲垣成哲 1，溝口博 2，楠房子 3，武田義明１	

Wakana	KOBAYASHI，	Ryota	AOKI，	Koga	YAGO，	Shigenori	INAGAKI，		

Hiroshi	MIZOGUCHI，	Fusako	KUSUNOKI，	Yoshiaki	TAKEDA	

													 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1神戸大学，2東京理科大学，3多摩美術大学	 	

【キ－ワード】	 里山，シミュレーション，ゲーム学習，学習支援，小学生	
	
１ 背景および目的	
	 日本の里地里山は，生物多様性や環境保全学
習の題材として取り上げられている。しかし，
里地里山の生物多様性の変化は，比較的大きな
時間スケールによって起こるため，学習者自身
の観察によって学習することが困難である。 
	 そこで，里地里山の生物多様性や環境保全の
学習を効果的に行うために，シミュレーション
ゲームの開発が行われてきており，その一つに
新階ら（2020）による「里山管理ゲーム」があ
る。このゲームにはユーザの学習を支援するた
めの情報エリアが設けられている。Yago	 et	
al.(2021)の大学生を対象にした実験では，情
報エリアの情報が，ゲーム内の里山多様性得点
を向上に寄与していることが明らかになって
いる。		
	 情報エリアとは，図 1 の画面上部のことであ
る。情報エリアには主に３つの情報がある。１
つ目は樹木写真と説明文のカードである。これ
は，カーソルを各樹木の上に合わせたときに表
示することができる（図２）。２つ目は，樹木
数の表示である。３つ目は，樹木数のステータ
スバーである。これは現在の樹木の本数が適正
であるかを表している（図３）。	
	 今回は「里山管理ゲーム」のメインターゲッ
トである小学校高学年の児童を対象にした評
価実験を実施した。実験の目的は，「里山管理
ゲーム」において，情報エリアの情報がゲーム
プレイにおいて役立てられていたかを評価す
ることであった。 

	
 
 
 
 
 
 
図１ 里山管理ゲームのプレイ画面 

	
	
	
	
	
	
	

図２ 樹木写真と説明文のカード 
 

 
 
 
 

 
図３ 樹木数の表示とステータスバー 

	
２ 方 法	
	 対象は小学生 19 名であった。調査時間は 1
人あたり，45 分であった。情報エリアあり→な
しのグループとなし→ありのグループに分け
られ，それぞれ３回ずつ取り組んだ。計６回の
ゲームに取り組んだ後，選択式の質問紙調査を
行った。「情報エリアは役に立った。」という
質問に対して，「とてもそう思う」から「まっ
たくそう思わない」の７段階で回答を得た。「と
てもそう思う」，「そう思う」，「少しそう思
う」を肯定的な回答とした。なお，評価実験の
時期は，2020年 12月であった。	
	
３ 結果および考察	
	 選択式の質問紙調査の結果，「情報エリアは
役に立った」という問いに対して，19 名中 15
名から肯定的な回答を得られた。  
	 選択式アンケートの結果から，情報エリアで
提供された情報は，小学生においても，選択に
役立っていたと推測できる。今後は，情報エリ
アにおけるどの情報がユーザの選択に役立っ
ていたのかを明らかにしていきたい。		
 
謝辞	
	 本研究は JSPS 科研費 JP19H01734 の助成
を受けている。記して謝意を表する。 
	
引用文献	
新階幸也ら(2020)「里山環境保全教育コンテン
ツ「里山管理ゲーム」複数の里山への対応〜」
『情報処理学会研究報告』186，32，1-3. 

Yago Koga et al.(2021). Satoyama Forest 
Management Learning Game for SDGs 
Education : Comparing the Effect of Providing 
Additional Information in the First Half and 
Latter Half of the Game: In Proceedings of the 
13th International Conference on Computer 
Supported Education， 1， 347-351. 
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「里山管理ゲーム」における樹木ステータス表示の有効性 

視線計測による評価 

○青木良太 1，小林和奏 1，矢後恒河 2，稲垣成哲 1，溝口博 2，楠房子 3，武田義明 1 

Ryota AOKI 1, Wakana KOBAYASHI1，Koga YAGO 2, Shigenori INAGAKI 1, Hiroshi Mizoguchi2,  

Fusako KUSUNOKI3, Yoshiaki TAKEDA1 
1神戸大学，2東京理科大学，3多摩美術大学  

【キーワード】学習ゲーム，視線計測，生物多様性，環境教育 

 
1 目 的 
著者らは，生物多様性保全の視点から里山管理の

方法を学ぶ学習ゲーム「里山管理ゲーム」を開発し
ている（新階ら, 2021）。学習ゲームでは，プレイヤ
ーへのフィードバックが重要な役割を担うとされ
ている(James C. Lester et al., 2020)。本ゲームでのフ
ィードバックの要素は，得点表示，里山のシミュレ
ーション結果のイラスト表示，樹木ステータスバー
の3つである。これまでの評価によると，里山管理
の経験者は主にシミュレーションのイラスト表示
を参考にゲームをプレイしていたが，里山管理未経
験者は，主に樹木ステータスバーを参考にプレイす
る傾向があった(Kawaguchi et al., 2018)。本研究では，
樹木ステータスバーがある場合（図1）と，ない場
合（図2）における，ゲーム内探索活動の実態を視
線計測により明らかにする。 

 
図1 樹木ステータスバーあり 

 
図2 樹木ステータスバーなし 

 
2 方 法 

2020 年 10 月，東京理科大学の学生 20 名を対象
に調査を行った。被験者は樹木ステータスバーあり
を 3 回，樹木ステータスバーなしを 3 回プレイし
た。プレイ順の影響のカウンターバランスをとるた
め，10名はあり→なし，他の10名はなし→ありの
順でゲームをプレイした。ゲームプレイ中，視線計
測機器Tobii pro nano を使用して，被験者の視線デ
ータを取得した。 
3 結果と考察 
図3は，樹木ステータスあり（20名分），樹木ス

テータスなし（20 名分）で，それぞれ 3 回ゲーム

を行った際の視線停留時間の合計を，エリアごとに
箱ひげ図で示したものである。樹木ステータスバー
がない場合の方が，里山エリアへの視線停留時間が
長くなり，スクリーン全体で見ると， 3 ゲームを
通しての視線停留時間が短くなっている。これらの
結果から，ステータスバーがない場合，里山エリア
の情報をより長い時間探索するようになるが，全体
の探索時間は短くなる傾向があるということが分
かった。 

 
図3 エリアごとの視線停留時間 

 
謝辞 

本研究は JSPS科研費 JP19H01734の助成を受け
ている。 
引用文献 
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イノベイティブなマインドセットを意識した理科授業 

 

○五関 俊太郎 1，後藤 勝洋 2，松浦 執 3 

Shuntaro GOSEKI, Katsuhiro GOTO，Shu MATSUURA 
1墨田区立両国小学校，2渋谷区立西原小学校，3東京学芸大学教育学部 

【キ－ワード】 理科授業実践，小学校，イノベーション，マインドセット 

１ 背景と目的 

近年，STEAM教育やデザイン思考への関心
が国際的に高まり，学校教育においても将来

イノベーションをもたらすような人材の育成

に関心が高まっている。イノベーションには

創造力とともに，デザイン思考，マインドセ

ットが重要であると言われている。

都築ら(2014)はイノベイティブ・マインド
セット尺度として「自立的思考と表現への志

向」「深く探究する態度」「変革志向」「リ

スクテイキングへの積極性」を導いた。この

尺度などに注目し，特に理科導入期での PBL
的実践において，イノベイティブ・マインド

セット涵養の可能性を検討した。

２ 方法 

（１）授業法の提案 

 本研究では，第３学年「風とゴムの働き」

の活用場面において，風の力でより遠くまで

走る車を開発する活動に１授業時を当てた。

どのような工夫をすればより遠くまで走る車

になるのか，自由に仮説をたて検証する過程

で，既習事項を超えて，イノベイティブな行

動につながるマインドセットに注目した。

（２）効果の検証 

 より遠くまで走る車を考えるまでの過程を

記録させ，どのような意図で，どのような工

夫を行ったのかを調べた。指定記述項目は①

始めに試したこと，②理由，③結果，④改善

したこと，⑤結果，⑥学習感想である。 

さらに，学習感想の記述を分析し，児童の

マインドセットを検討した。 

 

３ 結果と考察 

１）車などの改善過程の分析 

 児童の工夫の多くは，広く帆の軽量化，風

を受ける帆の形，（風圧・風量を増す）２個

の送風機の配置にまでわたった。表１に児童

の車の改善の過程を示す。始めに考えた車を

試した後，うまくいかない場合，その原因を

考えた上で，多様に車を改善した。目標達成

のために根拠を確認しながら活動していた。 

 

表 1 児童による車の改善過程の例 

児

童 

始めに試し

たこと 

うまくいかな

い原因 

改善したこと 

A 送風機を縦

に並べた  

帆が普通だか

ら走らない 

帆を大きく正

方形にして風

を受ける 

B 和紙で帆を

作った 

薄すぎて帆が

傾く 

傾く所を厚い

紙にする。 

C ビニール袋

を帆にする 

まっすぐ走ら

ない  

紙を上に付け

て安定させる 

 

２）児童の感想の記述分析 

 図 1 に児童の感想の記述内容を分類し，そ

の記述をした人数の割合を示す。車を遠くに

動かすための「明確な創意工夫」の記述と，

「目標への達成感」の記述は約 70％だった。

また，繰り返し車を改造した行為に達成感を

得た「挑戦（変革）への達成感」も約 50％で

あり，これらの記述からは，イノベイティ

ブ・マインドセットの表れが示唆される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 終わりに 

本研究の試みから，一般的な理科の学習に

基づきつつ，自由度を高めた探究にも十分な

時間を取ることで，イノベイティブ・マイン

ドセットを涵養できる可能性があることを示

唆する。普段からマインドセットの涵養に努

めた上で，イノベーションを実装できる活動

機会を導入するカリキュラムが考えられる。 

参考文献 
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図 1 児童の感想の分類とその割合 
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科学的な調査を社会問題解決に関連づける学習活動の研究  

-SDGs目標達成を視野に入れた社会問題解決型学習の構想- 

 

 ○石川美穂 

  Miho ISHIKAWA 
 日出学園小学校 

【キ－ワード】 SSIBL（Socio-Scientific Inquiry-Based Learning），SDGs，科学的根拠 
 
１ 研究の背景 

 近年，SDGs（Sustainable Development Goals：持

続可能な開発目標）における理念として掲げられ

ているように，複数の問題に対して，包括的に取

り組む必要がある。そのため，複数の問題の関係

性を，科学的根拠を用いて精査していくために，

科学的調査や実験などから得られた結果を社会問

題に関連した形で提示できる力の育成が求められ

ている（Levinson et al., 2017）。実際，生徒に社会

問題の対応策を検討する議論を展開させ，その中

で科学的調査から得られた結果を科学的根拠とし

て提示するように促す学習活動を展開する例もあ

る。しかし，その際に，調査内容からどのような

結果が得られたのかという事実・現象は説明でき

るものの，社会問題の解決と関連づけて提示する

ことが出来る生徒は少ない（Amos, Knippels and 
Levinson,2020）。 

 
２ 研究の目的 

科学的調査から社会問題解決に向けた議論に展

開するにあたり，社会問題の解決との関連づけを

難しいと感じている要因を明らかにする。 
 
３ 研究方法 

中高生に対して，実際に科学的調査に取り組ま

せ，その調査から得られた結果を用いて社会問題

における対応方法について議論を行う授業実践を

行い，その結果を分析する。 
 

４ 考察 

授業実践は，Levinson et al.（2017）により提示

されている SSIBL を参考に授業実践を行った。

SSIBL は初等及び中等教育段階の生徒に対して，

責任ある研究・イノベーションに向けた人材育成

を行うことを目的としている。大きく 3 つの活動 
①問題（主題）設定 ②科学的調査（探究活動） ③
行動（問題への対応） を取り入れた教授モデルと

なっている。しかし，一連の活動は必ずしも①→

②→③と一方向に行うものではない。例えば，③

行動という実際に問題に対応した結果から，再度

①問題（主題）設定や，②科学的調査といった新

たな科学的知見を見出す活動へフィードバックす

ることも可能である。 
本授業は 2021 年 1〜2月にかけて中高生におい

て希望者が参加できる講座として開講し，高校 2
年生 2名，中学 3 年生 15名が参加した。90 分授

業を 3回，3 日間に分けて実施した。1 日目は，今

回扱う問題として「松枯れ」を提示し，問題の状

況と松枯れが起こる原因の予想について確認を行

った。その際に，SDGs における SDG 11「住み続

けられるまちづくりを」と SDG 13「気候変動に具

体的な対策を」を用いて，それぞれの目標内容と

関連づけることで，松枯れという問題が複数の問

題と関連していることを認識させた。また，調べ

学習を通じて，大気汚染における気孔の汚れが松

枯れの原因の 1 つとしてあげられるのではないか

という予想をたてた。2 日目は，実際に学校内の

松の気孔の状況を確認することで，大気汚染の状

況を確認する調査を行った。3 日目は，調査した

結果を用いて，それぞれ異なる立場の人と議論を

行い，松枯れの問題にどのように対応すべきであ

るのか，検討する時間を設けた。今回議論する相

手は，学校の先生，学校の同級生，学校があるA
市に住む人（大学生）とした。また，議論を行う

ための準備時間を確保したため，授業時間の関係

から，実際に議論を行う時間は 7 分間とした。 
これらの活動を通じて，生徒が調査内容を議論

に活用する際にどのような内容を提示する傾向が

みられるのか分析した。授業実践の詳細な分析結

果については，当日発表する。 
 
参考文献 
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エコロジー教育と環境問題 

教科横断的な学習をとおして考える 

 

○前田善仁

Yoshihito MAEDA

東海大学 

【キ－ワード】 エコロジー，環境問題，教科横断的，理科，総合的な学習の時間  
 

１ 目 的 

 理科におけるエコロジー教育と教材につい

て考えると、求められるのは、その場所で暮ら

す人々と、自然との調和であることに気づく。

この気づきを育んでいく事は、学校教育に求め

られている課題の一つとして取り上げていい

と捉えている。

 現在学校教育で取り扱っている環境教育に

類する教材は、動植物の保護活動の紹介や、環

境に優しいといわれる商品、あるいは化石燃料

を使わずに発電する方法の提示等である。そこ

には、人間が行う開発行為や経済活動と、自然

環境との調和について考える教材は、管見の限

り見られない。だから、自然環境に働きかける

とき、どうすれば周囲と調和が取れるのかを、

生徒自らが考える視点や教材は欠かせない。そ

こで、理科と総合的な学習の時間を、教科横断

的に実践することにした。このことにより、調

べ考えさせる時間を保証し、グループ内で意見

交流をさせる事ができると考えた。環境の問題

としてどのように教材として提示すればよい

のかを提案してみる。

２ 方 法 

（１）教材の提供 

 次に示す、教材１～３を教師側から提示し、

興味を持った教材をグループで取り上げて、調

べ学習を展開していく。 

１）＜教材１＞「カーボンニュートラル」 

 木造住宅や木製製品を解体し、燃やしたとき

には二酸化炭素を放出するが、もともと大気中

に存在していた二酸化炭素を木々は成長の過

程で体内に取り込み、吸収している。このこと

は長期的に見れば、成長の過程で吸収した二酸

化炭素を、処分の段階で燃焼し、放出したとし

ても、収支はゼロだと考えることができる。こ

の考え方を「カーボンニュートラル」とよぶ。

２）＜教材２＞「土に還る食器」 

 化石燃料から合成されるプラスチックは、自

然環境中では分解されないため、様々な問題を

引き起こしている。そのような背景の中、微生

物によって分解されるグリーンプラスチック

は、環境に負荷を与えず土に還っていく画期的

な素材として登場した。

３）＜教材３＞「ダム建設と私たちの暮らし」 

 日本は国土が狭く、河川勾配が欧米の大河川

に比べ急勾配である。ゆえに降雨は短期間で海

に流出する。貯めておかないと、水不足に毎年

悩まされる。また、ダムの貯留水を使って発電

すると、化石燃料を使わずに発電できる。

（２）問題点 

 各グループで調べ学習を進めていく過程で、

企業側の意図と、食い違いがあることに生徒た

ちは気づいていく。 

１）＜教材１＞「カーボンニュートラル」 

 木材を伐採する際や、移送時、あるいは加工

時に排出される二酸化炭素など、カーボンニュ

ートラルの計算方法に入っていない。実際の排

出量が、相当な容量であることに気づく。 

２）＜教材２＞「土に還る食器」 

 土に還る食器は、店舗や家庭からゴミとして

廃棄されるとき、ごみ焼却工場で燃やされてい

るので、土には還っていない。

３）＜教材３＞「ダム建設と私たちの暮らし」

 自然環境を守る為には、ダムは必要ない。け

れど最近の集中豪雨による水害を防ぐために

は、ダムの貯水の調整は必要だし、電力はもっ

と必要だ。

３ 考 察 

 便利な暮らしを求めると、環境を破壊してい

かなければならない。現在の自分がどれだけ環

境に負荷をかけているのかを自覚することが

必要である。今回の授業をとおして、生徒のレ

ポートを読み進めると、解決する良い方策は見

つけられなかったが、生きていく上で知ってい

なければならない問題として認識できている

ことや、今後も考え続けていく姿勢が窺えたこ

とは大きな成果として受けとめていいものと

判断する。 
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エネルギーとエネルギー問題そして自然観をつなぐ環境教育の試み  

 

○石川典 1，村上忠幸 2 

Ten ISHIKAWA, Tadayuki MURAKAMI 

                     1京都教育大学大学院，2京都教育大学  

【キ－ワード】 自然環境，エネルギー，探究 

１ はじめに 

 筆者は,幼少期から自ら進みレンジャー活動

やキャンプ活動に継続的に参加し,豊かな自然

環境と親しみ,食物連鎖や四季,生態系など人

の手が入っていない自然な姿が自身の自然観

として形成された。 

環境問題については,小学生の頃に興味があ

った日本史を通じて知った。かけがえのない地

球の自然を守るため,貢献したいと考える中

で, 環境問題に科学が深く関与していると思

った。そこで大学では応用化学を専攻し,環境

問題に対して様々な方法があることを学んだ。

しかし,化学を深める中で,主にエネルギー視

点の環境問題に,自分の自然観とのつながりを

見いだせなかった。そこで,エネルギー,エネル

ギー問題,自然観とのつながりを探るために,

それぞれの要素を含む探究活動・プロセスの開

発を試みることにした。この取り組みによりエ

ネルギー及びエネルギー問題に対する意識変

革が期待できると考える。 

そこで,本研究では,環境教育としてエネル

ギー及びエネルギー問題と自然観をつなぐ授

業をデザインし,実践して,効果的なエネルギ

ー環境教育の方略を検討する。 

２ 研究の経過 

自然観とエネルギーの視点を含む問題に探

究的に取り組んだ。その経過を以下に示した。 

（１）再生可能エネルギーの利用 

太陽熱による加熱 

①黒色に塗装した試験管に水道水を入れ,ア

ルミシートよる反射光で加熱し温度計測した。 

②試験管内の水温は,26.5℃から 66.5℃（55

分）まで上昇した。（最大値）また,得られた熱

量は 9.8 kJであった。(試験管を含む） 

（２）環境に配慮した機器の利用 

自然物から得られるエネルギー 

 キャンプストーブ２PLUSは,収集した自然物

を効率よく燃焼させ,熱から発電可能で,アウ

トドア用品として使用されている。 

 

 

 

図１キャンプストーブ２ 

PLUS（BioLite） 

 

 

 

 

①晴れが続いた日に,学内で収集した小枝

（50 g）をキャンプストーブで燃焼させ,容器

に入れた 1.5Lの水の温度計測をした。 

②容器内の水温は 20.5℃から 46.0 ℃（9分）

まで上昇した。また得られた熱量は 160.65 kJ

であった。（容器の得た熱量・発電量は非計測) 

（３）自ら生み出すエネルギー 

火おこしを科学する 

探究型授業「火おこしを科学する」は,与え

られた道具で火をおこすことを目標に,仲間と

共に探究する。その過程では発火するための要

素を探るだけでなく,火を得ることの困難性,

火の重要性についても触れることが出来る。 

（４）興味・科学的理解を深める 

火おこしの木粉を探る 

「火おこしを科学する」において火が起きる時

に火きり棒と火切り板から生じる粉(木粉)の

正体について分析し,教材化を検討した。 

３ 今後の展望 

既に授業デザイン化されている（３）を除き,

（１）～（４）の探究経験から,エネルギー,エ

ネルギー問題,自然観の結びつきのある授業を

それぞれデザイン化する。そして各授業前後に

アンケートを実施し,エネルギーに対しての各

個人の認識の深まりや意識や視点等の変化・変

容について調査,比較を行う。そのアンケート

より得られた傾向から,エネルギー環境教育を

行うにあたり,つながりの有効性及び重要な要

素を抽出し,検討する。 

引用文献 
[1]佐藤真久 田代直幸 蟹江憲史（2018）『SDGsと環境教育』学文社 

[2]竹部祐真 (2013)『火おこしを題材とした探究学習の意義を探る』 

京都教育大学教育学研究科平成 24年度修士論文 
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海洋学習の教材開発に関する実践的研究 

－再生可能エネルギーの活用の視点を育むための授業実践－ 

 

○後 明均 1，清水 洋一 2，濱田 栄作 3 

Akihito USHIRO, Yoichi SHIMIZU, Eisaku HAMADA 
1竹富町立船浮小中学校，2琉球大学名誉教授，3琉球大学 

【キ－ワード】 海洋学習，再生可能エネルギー，エネルギーマップの作成，海のCM制作 

 
１ 目 的 

 持続可能な社会の構築には太陽光，風力，地

熱等の再生可能エネルギーによる発電電力を

普及拡大する必要がある．しかし，普段利用し

ている様々なエネルギーについては，掴みどこ

ろのないものであると感じている児童生徒が

多い．そこで，島嶼県・沖縄で身近な海を題材

にすることで，様々な再生可能エネルギーへの

興味関心を喚起するために授業実践を行った． 

２ 授業実践 

 本授業は，西表島南西部の船浮にある竹富町

立船浮小中学校の児童生徒（小 3・中 1計 2名）

に対して総合的な学習の時間で行った． 

（１）サンゴの産卵を観察しよう 

海の多様性に興味を持ってもらうために，船

浮の海の環境とサンゴの産卵を観察した．サン

ゴの産卵はタイミングが合わず観察できなか

ったが，多様な海の環境が海の豊かさになるこ

とを児童生徒たちは学んだ．そして，自分達と

サンゴとの関わり方について新聞にまとめた． 

（２）海の再生可能エネルギーを学ぼう 

１）太陽光・風力・波力発電 

 サンゴの白化が地

球温暖化による海水

温の上昇が大きな原

因になっていること，

そして，二酸化炭素は

火力発電所から多く

排出されている事を

伝えた．二酸化炭素を

排出しない再生可能

エネルギーとして，海

に囲まれた船浮にあ

る太陽光，風力，波力

発電を海岸で体験した(図 1)． 

２）エネルギーマップの作成 

西表島の電気は石垣島で発電され海底ケー

ブル経由で送られている．そこで船浮で電気を

地産地消できないか考えた．消費電力を満たす

電力の供給がないとブラックアウトすること

を資源エネルギー庁 HP にある電力バランスゲ

ームの体験を通して理解させた． 

 予め，海の環境について考えたことで，地球

温暖化を防ぎ，海を守るために再生可能エネル

ギーの活用を主体的に学び始めた．安定した電

源供給・発電装置の大きさや価格を意識して，

陸の孤島と呼ばれる船浮に合う再生可能エネ

ルギーを考え，

エネルギーマ

ップとしてま

とめた(図 2)．

なお，船浮の消

費電力を満た

す発電装置の

数量を計算し，

設置面積も考

慮した． 

（３）授業アンケート 

 児童生徒は感想として，「海はエネルギーを

作ることができるので，海のいろんな資源を利

用するのは大切だと思う」「自然の力を利用す

ることも大事だと思う」と書いている．海の環

境を守るために，海の再生可能エネルギーの活

用に興味関心が高まった結果であると考える． 

３ 外部への発信 

最後に，海の再生可能エネルギーについて海

の CM制作としてまとめた．CM は沖縄県エネル

ギーメッセージ動画コンテスト(沖縄エネルギ

ー教育地域会議主催)に応募し優秀賞を受賞し

た．また海洋学習の成果を，全国海洋教育サミ

ット(東京大学・日本財団主催)で発表した． 

４ まとめ 

海洋学習の教材開発を行った．本授業実践に

おいて，再生可能エネルギーの活用の視点で海

洋学習を深めるとともに，海の資源・エネルギ

ーに関する興味関心を高めることできた．そし

て，外部に発信することで想いを確かなものに

することができた． 
本研究の一部は沖縄エネルギー教育地域会

議の支援を受けた．ここに記して謝意を表す． 

図 1 波力発電実験の様子 

図2エネルギーマップの作成
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コロナ禍における内陸地域の海洋教育授業支援 

海水を活用する個別実験キットの開発 
○里浩彰，千葉和義 

Hiroaki SATO, Kazuyoshi CHIBA 
お茶の水女子大学 サイエンス＆エデュケーションセンター 

【キ－ワード】 海洋教育，内陸地域，コロナ禍, 個別実験, 海水 
 
１ 背景と目的 
 お茶の水女子大学では、内陸地域でも実践可

能な海洋教育カリキュラムや教材の開発・提供

を通じて、海洋教育の実践を支援してきた。 
2020 年度、新型コロナウイルス感染症によ

り学校現場は大きな影響を受け、感染予防の観

点から理科実験においては、理科室の使用や、

協働作業が制限された。そこで本研究では、コ

ロナ禍においても実施可能な個別実験キット

の開発を目的とした。 

２ 実験教材の開発 
第 6 学年「水溶液の性質」では「水溶液には、

酸性、アルカリ性及び中性のものがあること」

について捉えることとされている。また「生物

と環境」では「持続可能な環境との関わり方を

多面的に調べること」が求められている。そこ

で、これらの単元の発展として海水の液性を調

べる実験について検討した。 
すでにグループ実験で共通器具を利用する

方法は確立していたが、今回新たに個別実験が

可能となるように改良した。キットは呈色反応

皿、BTB 溶液、観察水溶液（レモン水、食塩水、

石鹼水、海水）で構成されている（図 1a）。水

溶液は全て点眼瓶に入れられており、一人 1 キ

ットを用いて普通教室でも実験が可能である。

身近な水溶液の呈色反応を BTB 溶液で調べて

から、児童が予想した海水の呈色を、実際に一

人一人が確かめることができる（図 1b）。海水

には塩化ナトリウム以外にも多くの塩が溶け

ており、通常は弱アルカリ性を示す。 

   
図 1 海水の液性実験キット 

３ 授業実践とその結果 
2021 年 2 月に都内の公立小学校 6 年生 2 ク

ラスを対象にキットを活用した授業を行った。   
授業では BTB 溶液を初めて使用することを

考慮し、既習事項であるリトマス試験紙による

液性の判定結果と、BTB 溶液の呈色反応を結び

つける活動を取り入れた（図 2）。そして、BTB
溶液の呈色結果を参考にしながら、海水の呈色

反応が予想通りであったかどうか、実際に確か

めた。授業の最後には近年問題視されている海

水の酸性化や海洋ゴミ問題について解説した。 

 
図 2 授業実践の様子 

ほとんどの児童は、食塩水が中性であること

から海水も「中性（緑）」であると予想したが、

「アルカリ性（青）」の結果が出たことに驚い

ていた。授業後に児童からは「海の酸性化でウ

ニが食べられなくなるのはいやなので止めた

いと思った」「海を大切にしたい」等の感想が

得られ、教員からは「海水や地球環境に興味を

もつことができていた」とのコメントが得られ

た。発展的な理科教育を実施することで、海の

環境問題への関心を高められたと考えられる。 
４ まとめ 

本研究ではコロナ禍でも実施可能となるよ

う、海洋教育教材の改良を行い、人と環境、特

に海洋環境との関わりについて関心を高める

授業を実施できた。今後は実験方法や解説スラ

イド等を公開し、全国の教員が各校で実践でき

るよう支援していきたい。 
謝辞 
本研究は公益財団法人日本財団の助成を受けて実施した。 

海水は湾岸生物教育研究センターより提供いただいた。 
a b 

レモン水 食塩水 石鹸水 

海水 
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沖縄県那覇市の中学校での実践を想定した
風水害とくに土砂災害に対する防災リテラシー育成授業の創成

○冝保夢海，栗原一平，小林菜々子，田村香穂，南雲万紀，平田昭雄

東京学芸大学

【キ－ワード】 自然災害，防災教育，防災リテラシー，中等教育，風水害，土砂災害

１ はじめに

実践対象に想定された沖縄県那覇市真和志地

区は，丘陵地帯を切り崩した斜面に位置している。

周りは首里の丘陵地帯に囲まれた地形である。

２ 実践想定地域の特定と気になる自然災害被害

本研究で筆者らは，沖縄県那覇市立石田中学校

の通学区域を提案する防減災学習プログラムの実

践地域（以下，「当該地域」）に想定し、同中学

校第 学年生徒対象の１校時配当の防減災学習プ

ログラムの授業を企画した。自治体公表防災情報

等によれば，当該地域に予測される自然災害被害

は概ね図 のように整理される。

ここで，那覇市公表の土砂災害ハザードマップ

によれば，当該地域は土砂災害が発生しやすいこ

とがわかった。したがって、本研究では図 1の特

に土砂災害に着目することにした。 
３ 授業の提案

本研究が提案する授業の略案を以下に示す。

対象：沖縄県那覇市真和志地区の中学校第 2 学年

○学習内容等 ○指導上の留意点

導

入

分

○自分がすんでいる地域で

懸念される災害を考える。

〇那覇市のハザードマップ

を見て土砂災害が懸念され

ていることを知り、土砂災害

警戒区域とは何か、土砂災害

○大雨 台風など による

土砂災害の防災学習の必

要性を実感する。

〇ハザードマップでは土

砂災害が一番懸念されて

いることから土砂災害に

の種類について知る。 導入していく。

展

開

分

○土砂災害の実際の様子を

見る。

○中学校の学区域のマップ

に自分の家や塾などよく行

く場所をプロットして，行動

経路を把握する。

〇グループで自身の通学路

の危険な箇所を話し合う。

〇グループでハザードマッ

プと学区域マップを照合し

土砂災害の危険性がある箇

所を記入し，学級全体で共有

する。

〇災害が起きたときの危険

を回避した具体的な帰宅経

路について考え、マップに記

入する。

○写真や映像教材を使用

して土砂災害発生時の実

際の様子の映像を見せ，

大雨が降った時にどのよ

うな行動をしたら良いの

か考えてもらう。

〇一人の作業よりグルー

プになって危険性を話し

ながら作業を進めたり，

自分が気付かなかったこ

とに気付く機会を与える

ためグループ活動を行

う。

終

末

分

〇記入したマップを班員に

見せながら工夫した点や考

えた点を報告・説明する。

４ 謝辞

本研究は一部 科研費 の助成

を受けて行われた

５ 文献

那覇市公式 土砂災害ハザードマップ

竹澤陸・平田昭雄 ：「群馬県伊勢崎市の中学校

での実践を想定した落雷被害に対する防減災リテラ

シー育成授業の創成」『日本理科教育学会関東支部

大会発表論文集』， ，

図 1 実践想定地域の自然災害予測

自分の地域での，適切な避難行動について考えよう。
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東京都西東京市の中学校での実践を想定した 

震災後の二次災害とくに火災に対する防災リテラシー育成授業の創成 
○小林菜々子，田村香穂，南雲万紀，冝保夢海，栗原一平，平田昭雄

東京学芸大学

【キ－ワード】 自然災害，防災教育，防災リテラシー，中等教育，震災，火災

１ はじめに

市街化地域に暮らす市民が実際に自然災害に遭

遇した場合には，その自然災害自体についての知

識や理解もさることながら，そこから派生する二

次的，三次的災害に対する知識理解とそれらに対

する適切な対処法を身につけていることが寧ろ重

要と考える。

２ 実践想定地域の特定と気になる自然災害被害

ここでは，東京都西東京市立田無第四中学校の

通学区域を提案する防減災学習プログラムの実践

地域（以下，「当該地域」）に想定した。

自治体公表防災情報等によれば，当該地域に予

測される自然災害被害は概ね下図のように整理さ

れる。ここでは，このうちの地震の二次被害とし

て挙げられる「火災」の事態とその危険性に着目

し，火災のメカニズム・消火活動についての知識・

技能の獲得を目的とした中学校第 1 学年生徒対象

の１校時配当の授業を企画した。

３ 授業の提案

本研究が提案する授業の略案を以下に示す。

学習内容等 指導上の留意点等

導

入

〇近年発生した大きな地震災

害を生徒から挙げてもらう。

〇生徒から出た地震災害の中

で今回は「阪神淡路大震災」に

ついてピックアップしていく。

〇前回の授業で地震の

メカニズムを学び、地

震に関する防災教育の

必要性を学んだ。

〇地震の二次災害につ

いて本時は「火災」に

スポットライトを当て

る。

展

開

〇阪神淡路大震災のビデオを

見て、地震から生じる火災の恐

ろしさを知る。

〇どのように火災が生じるの

かを考える。

〇風向き、風の強さによって火

の広がり方や火災の規模が変

わることを実験動画から確認

し、地震発生時の状況によって

適切な避難経路と避難場所を

柔軟に選択・判断する。

〇消火器の使い方を習得

訓練用の消火器を用いて、使

い方を確認する。

〇火災を防止するため

に、地震発生時には火

元の消火確認をするよ

う促す。

〇風によって酸素が送

り込まれることにより

燃え広がりやすくなる

といった、化学的な側

面にも触れる。

〇消火器使用の一連の

動作を行わせる 代表

生徒による演示 。

終

末

〇「命」を守るためにも、すば

やい適切な判断力が求められ

ることに気づく。

〇本時の学びを振り返り、簡単

にまとめる。

〇大切なことは「命を

守る行動」であること

を伝える。

謝辞：本研究は一部 科研費 の助

成を受けて行われた．

文献

結城賢志・大久保雄斗・松田光太郎・田柳美澄・平田

昭雄） ：「市街化地域の高次災害被害に対す

る防減災リテラシー：応急手当の知識・技能を育成

する授業の提案」『日本理科教育学会全国大会発表

論文集』， ， ，

東京消防庁 やってみよう！防災訓練～消火器の使い方～

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/learning/contents/gensai/
contents05_1.html (Acc.2021/07/06)

地震の二次災害である「火災」の恐ろしさを知ろう。 

火災が起こった時にできることを考えよう。 

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）1B07

一
般
研
究
発
表

− 126 −



 

 

防災教育を行う上で必要な配慮の検討 
 

○小久保 慶一 

Yoshikazu KOKUBO 
釧路工業高等専門学校 

【キ－ワード】防災教育，認知心理学，災害経験， 

 

１ 目的 

 防災教育の重要性が言われるようになって久し

い。学習指導要領でも防災に関する事項が取り扱

われ，災害や防災を学ぶ機会は増えている。しか

し，実際にどの程度まで扱うかは地域特異性，学

校事情，指導者の意識や力量などに大きく左右さ

れているのが現状である。近年，認知心理学の視

点から防災意識や防災行動に対する認知バイアス

の影響が明らかとなっている（片田 2012，木村
2015）が，この観点から見ると，現在の教科書や
学習指導要領に沿った手法では，必要な防災意識

を醸成できないと思われるものもある。そこで，

これまで筆者が行ってきた調査結果や先行研究を

もとに，主に認知心理学の見地から防災教育を行

う上で配慮が必要な事項をいくつか検討する。 

 

２ 分析内容と結果 

（１）被災経験と備え 

 筆者は，2003年の十勝沖地震と 2004年の釧路
沖の地震の直後に，被災地の高校生に震災時の行

動とその後の備えについて調査を行ったところ，

十勝沖地震直後と釧路沖の地震直後で，地震に対

する備えをしていたと答えた割合に変化が無いこ

とが確認された(小久保 2005)。 

（２）授業での学びの深さ 

 筆者は，2019 年，北海道内の K高等専門学校
の第 1学年147名に対し，小中学校で受けてきた
防災教育に関する調査を行った。ハザードマップ

に関する防災教育を受けたことがあるのは 29％
(43人)であった。受けた授業の内容については，
避難場所の確認等にとどまっている場合がほとん

どで，ハザードマップの持つ限界や問題点に配慮

した指導を受けたといった例はわずかであった。

また，ハザードマップの実物を見たことがあると

答えた割合は 57％（84名）であった。 
（３）防災教育への関心と必要性の認識 
 筆者は 2021年，北海道内のK高等専門学校の
第 1学年 136名を対象に，防災教育への必要性と
関心について 4件法で調査を行った。防災教育が
「必要」だと答えたのは96％（131名）であった
が，関心については「とてもある」，「どちらか

といえばある」は74％(100名)にとどまった。 

３ 考察 
（１）被災経験が必ずしもその後の防災行動に結

びつかないのは，「大規模地震で大きな被害が出

なかったから，その後の備えをしなくても大丈夫」

という古典的条件付けなどで解釈することができ

るとされている（野上 2021）。 

（２）ハザードマップは想定と限界を理解して読

み取る必要があるが，それが不十分だと過度の安

心感と発災時に正常性バイアスがはたらく危険性

がある。実際に，発災時に避難難行動が抑制され

被害を助長した例もある（片田 2012）。現状の学
習指導要領ではハザードマップの限界までは扱わ

れておらず，防災意識や行動に負の影響を与えか

ねないと思われる。 
（３）防災教育は重要であると認識しているが，

関心は決して高くない。通り一遍な避難訓練など

も影響し，防災教育に対する関心は学習者側，指

導者側ともに決して高くないとも言われている

（此松・豊沢 2010）。 
 
４ まとめ 
本調査結果からは，被災経験や防災に対する既

有知識がかえって防災意識や行動に負の影響を与

える場合があることが示唆された。防災に対する

既有知識が防災行動与える影響についても配慮し

た防災教育を行う必要があると思われる。そのた

めにも，今後は学習者の防災意識の構成因子を明

らかにしていく必要があると思われる。 
 
引用文献 
片田敏孝(2012)「人が死なない防災」集英社新書． 
木村玲欧(2015)「災害・防災の心理学」北樹出版． 
小久保慶一(2005)「過去 2年間に釧路で起きた地震の被害
と生徒の行動について」鶴陵紀要．p57－70． 
此松昌彦・豊沢純子(2010)「和歌山県北部の児童・生徒・
学生に行った防災教育意識調査」和歌山大学教育学部教

育実践総合センター紀要No.20．p133-142 
野上達也(2021)「災害から家族と自分を守る『災害心理』
の基礎知識」セルバ出版．

附記 本研究の一部は JSPS科研費 21K02915の助成を受
けている。 
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1 

平成 年改訂版中学校学習指導要領下の

検定理科教科書における防災教育関連記述の確認
○平田昭雄，冝保夢海，栗原一平，小林菜々子，田村香穂，南雲万紀

東京学芸大学

【キ－ワード】 自然災害，防災教育，防災リテラシー，検定教科書，中学校

１ 緒 言

年度より使用開始された中学校理科

の検定教科書 種＊（いずれも 年 月検

定済， 年発行）における防災教育関連記

述について確認した。

２ 年改訂版中学校学習指導要領

年３月改定版中学校学習指導要領の

「第 章 各教科」「第４節 理科」（文部科学省

：『中学校学習指導要領 平成 年３月』

）の「第２ 各分野の目標及び内容」の「〔第

２分野〕」の「２ 内容」および「３ 内容の取扱

い」では自然災害に対する防災に関係する次の記

述がある。

(i)：＜内容＞ 大地の成り立ちと変化

ァ ｴ 自然の恵みと火山災害・地震災害

㋐ 自然の恵みと火山災害・地震災害

自然がもたらす恵み及び火山災害と地震災害

について調べ，これらを火山活動や地震発生の

仕組みと関連付けて理解すること。

＜（同）内容の取扱い＞

アの ｴ の㋐の「火山災害と地震災害」について

は，記録や資料などを用いて調べること。

(ii)：＜内容＞ 気象とその変化

ァ ｴ 自然の恵みと気象災害

㋐ 自然の恵みと気象災害

気象現象がもたらす恵みと気象災害について調

べ，これらを天気の変化や日本の気象と関連付

けて理解すること。

＜（同）内容の取扱い＞

アの ｴ の㋐の「気象災害」については，記録や

資料などを用いて調べること。

(iii)：＜内容＞ 自然と人間

ァ ｱ 生物と環境

㋒ 地域の自然災害

地域の自然災害について，総合的に調べ，自然

と人間との関わり方について認識すること。

イ 身近な自然環境や地域の自然災害などを調

べる観察，実験などを行い，自然環境の保全と

科学技術の利用の在り方について，科学的に考

察して判断すること。

＜（同）内容の取扱い＞

アの ｱ の㋒については，地域の自然災害を調べ

たり，記録や資料を基に調べたりするなどの活

動を行うこと。

３ 中学校理科検定教科書における記述の確認

上記を手掛かりに5種の中学校理科検定教科書

（いずれも 2020(R2)年 03月検定済，2021(R3)年
発行）を調査したところ，いずれにおいても次の

ことが確認された。 
(i) に対応する第１学年用の各教科書のそれぞれ

の単元（「活きている地球」（<Kr>１, pp. 64-137)
など）において防災教育上有意義な記述を確認。

(ii) に対応する第２学年用の各教科書のそれぞれ

の単元（「気象とその変化」（<Ks>２, pp. 156-225）
など）において防災教育上有意義な記述を確認。

(iii) に対応する第３学年用の各教科書のそれぞれ

の単元（「地球の明るい未来のために」（<Dn>３,
pp. 284-333)など）において防災教育上有意義な記

述を確認。

４ 結 語

取り上げる具体的な事象や扱いの軽重に違いは

あるが， 2017(H29)年改訂版中学校学習指導要領

準拠の5種いずれの中学校理科検定教科書におい

ても自然災害に対する防災上の思考判断に有意義

な記述の在ることが確認された。

駐：次の中学校理科検定教科書を確認した。

大日本図書(2021)：『理科の世界』(2020(R2)0302 検

定, <Dn>と略記)１・２・３

学校図書(2021)：『中学校 科学』(2020(R2)0302 検

定, <Gt>と略記)１・２・３

新興出版社啓林館(2021)：『未来へひろがるサイエン

ス』(2020(R2)0302 検定, <Kr>と略記)１・２・３

教育出版 (2021)：『自然の探究 中学理科』

(2020(R2)0302 検定, <Ks>と略記)１・２・３

東京書籍(2021)：『新しい科学』(2020(R2)0302 検定,
<Ts>と略記)１・２・３

謝辞：本研究は一部 科研費 の助成

を受けて行われた。
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小・中学生の虫嫌いに関する実態調査 
 

○土井徹 1，河村夏海 2，朝山莉緒 3 

Toru DOI, Natsumi KAWAMURA, Rio ASAYAMA 
1安田女子大学，2富山県警察，3北陸ソフトウエア株式会社 

【キ－ワード】 虫嫌い，昆虫，実態調査 
 

１ 目 的 

 本調査の目的は，小学生および中学生の虫嫌い

の割合とその理由を明らかにすることである。我

が国では小・中学校ともに理科の学習で虫が学習

対象として取り上げられ，教科書にはこれらの写

真やイラストが掲載されている。小学校では，生

体の観察や長期にわたる飼育が行われることにな

っているが，虫嫌いの児童・生徒にとって，虫を

対象にした学習は苦痛を伴わないだろうか。小林

ら（1991）が行った全国約 2800名の児童を対象と
した調査では，学年の進行とともに昆虫への興

味・関心が低下することが，藤田ら（2007）が小
学校１～６年生を対象に行った調査によれば，男

子の約 10％，女子の 50-60％は昆虫嫌いであるこ
とが報告されており，これらの児童・生徒への配

慮は必要であろう。Fukano & Soga（2021）は，虫
嫌いの背景として感染症回避の心理的メカニズム

と虫の識別能力低下を指摘している。これらの知

見は，虫嫌いの児童・生徒に配慮した授業を展開

するために有益であり，今回の調査もこれに寄与

することを意図したものである。

２ 方 法 

 公立小学校 3-6年生 478名，国立大学附属中学

校 1-3年生 222名を対象に，2018年と 2019年に

質問紙調査を行った。質問項目は，虫の好き・嫌

いとその理由，接触・飼育経験の有無，最も苦手

な虫にできることの許容範囲である。選択肢回答

は記述統計で，自由記述回答は Steps for Cording 

and Theorization（SCAT）によって整理した。 

３ 結 果 

 結果の一部のみを記載し，その他は当日報告す

る。女子の虫嫌いの割合を図１，２に示す。学年

進行に伴って虫嫌いは増える傾向にある。男子も

同様の結果であった。この結果は，小林ら（1991）
に整合するが，藤田ら（2007）とは異なる。虫嫌
いの理由を SCATによって分析したところ，小学
生は不快と恐怖であった。前者は，主に見た目や

動き方，後者はそれに加えて過去の経験と未知が

あった。中学生もほぼ同様の結果であった。 

図１ 小学生女子の虫の好き・嫌いの割合

図２ 中学生女子の虫の好き・嫌いの割合

４ まとめ 

 本調査の結果，虫の絵さえも見ることが難しい

児童・生徒がいることが明らかとなった。Fukano 
& Soga（2021）は虫嫌いを緩和するためのアイデ
アとして，野外またはそれに近い条件で虫を見る

機会を増やすこと，虫の知識を増やして種類を区

別できるようにすることを提案しているが，その

実現にはこの実態を踏まえた検討が必要である。 

引用文献 

藤田絢・川上紳一・東條文治・神野愛・片田誠・

大門佳孝（2007）「小学生を対象にした昆虫に

関するアンケート調査と小学３年「昆虫を調べ

よう」における指導上の留意点に関する考察」

『岐阜大学教育学部研究報告（自然科学）』第

31巻，57-62． 

小林学・谷島弘仁・丹沢哲郎・土田理(1991)「児

童の生物にかかわる概念の形成と興味・関心の

発達の研究」『筑波大学学校教育部紀要』第 13

巻，61-81． 

Yuya Fukano, Masashi Soga（2021）「Why do so many 

modern people hate insects? The 

urbanization–disgust hypothesis」『Science of 

The Total Environment』 Volume 777，146229． 
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熱と流れの理解を促す消防を文脈としたカリキュラムの研究 
ー米国のUL消防隊員安全研究所の動画教材を中心としてー 

 

○野村 祐子 1，大豆生田 顕 2，寺田 光宏 3 

Yuko NOMURA, Akira OHMAMIUDA, Mitsuhiro TERADA 
1消防研究センター，2消防大学校，3岐阜聖徳学園大学 

【キ－ワード】 伝熱，対流，文脈的アプローチ，消防，米国 
     

１ 目 的 

 小学４年生「もののあたたまり方」における

学習課題として提案された「火災や火災の煙

は，上方に拡がりやすい」（野村・寺田，2021）

は，建物火災時に煙が下降すると逃げ遅れる危

険性を高める恐れがある。本研究は，消防研修

現場の体系的な知識を理科教育に水平展開す

ることによって，上述した学習課題に不足して

いる説明を補い，流体の運動と高等学校の物

理・化学をつなぐ文脈学習を提案することを目

的とした。 
２ 方 法 

警防活動の経験を積んだ消防吏員が消防大

学校において試行した火災科学に関する講義

の内容を分析し，流動現象の説明に使用された

教材および用語を抽出した。高等学校学習指導

要領解説理科編の「物理基礎・物理」「化学基

礎・化学」における力，運動，熱，圧力，気体

の扱われ方を分析し，高等学校で学習する範囲

内の用語を使用して消防研修現場で扱われる

流動現象を説明する方法を検討した。 
３ 結果と考察 
 消防大学校警防科第108期学生に対して行わ

れた火災科学に関する講義の中で説明された

流動現象と，使用された主な教材ならびに用語

を，表１に示す。高断熱・高気密の現代建物の

火災時には，目に見えない空気の流動パターン

を想像する力が求められる。高校生は，小学校

理科「燃焼の仕組み」と中学校理科「化学変化」

で空気中の酸素が燃焼に使われ熱が発生する

ことを学習している。これらと「気体分子の運

動」「気体の性質」をつなぐと，火災進展とと

もに火災室内外の温度差・圧力差・酸素濃度差

が大きくなることを説明できる。高校生はま

た，中学校理科「気象観測」と「水中の物体に

働く力」で空気の重さと大気圧，水圧と浮力を

各々関連づけて学んでいる。これらを「様々な

力」で活用し，出火建物の窓を開放した時に高

さによって室内外の圧力差が異なることを説

明できるようにする学習が考えられる。表１に

示した動画教材を授業や講義に活用すること

で，火災の進展や消火活動が引き起こす流れの

変化を読むことの重要性に気づき，流動現象の

理解を促すことができるかどうかを，明らかに

していきたい。 
謝辞 

本研究は一部 JSPS 科研費 JP21K02939 の助

成を受けて行われた。 

文献 

野村祐子・寺田光宏（2021）「エネルギー概念の形

成を志向する消防を文脈としたカリキュラムの

開発」『日本科学教育学会第 45 回年会論文集』． 

章 説明された流動現象 使用された主な教材 使用された用語 

１ 
・換気支配燃焼における窓の

開放による延焼拡大 

a) UL FSRI (2018) “Tactical Consideration: Fire Flows from High Pressure to 
Low Pressure.” 

b) UL FSRI “Living Room Fire (Governors Island Experiment).” 
c) UL FSRI Fire Safety Academy (2021) “Impact of Ventilation on Fire Patterns.” 
d) 消防大学校(2020): 模擬家屋調査実習映像 
e) UL FSRI (2018) “Tactical Consideration: Fire Development Changes When a 
Fire Becomes Ventilation Limited.” 

気体・流れ・圧力 

高圧・低圧・通風 

熱・膨張・温度 

開口・流路・面積 

吸気・排気・煙 

気密性・換気支配 

２ 
・噴霧放水は，送風量を増大

させる 

a) UL FSRI Fire Safety Academy (2018) “Air Entrainment by Fire Service Hose 
Streams.” 

b) 消防庁『消防ヒヤリハットデータベース』 
c) UL FSRI “Tactical Consideration: Pushing Fire.” 

放水・送風 

流路・押し込み 

中性帯・密度 

３ 
・開口部が多く開口部の高低

差が大きい程，延焼が速い 

a) UL FSRI Fire Safety Academy (2021) “Impact of Horizontal Ventilation on Fire 
Behavior.” 

b) 消防庁『消防ヒヤリハットデータベース』 
c) UL FSRI Fire Safety Academy (2019) “Interior and Transitional Suppression 
Tactics in Single-Family Homes.” 

換気・流路・開口 

圧力差・高低差 

空気供給・流速 

４ 
・熱気流と流入空気の境界が

火災進展に伴い下降する 

a) NIST National Research Laboratory “Fire Safety Challenges of Tall Wood 
Buildings – Phase 2: Task 3 – Cross Laminated Timber Compartment Fire Tests.” 

区画・換気・開口 

天井流・中性帯 

表１ 火災科学に関する講義の中で説明された流動現象および使用された主な教材と用語 
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島根県立三瓶自然館における天然の放射能を活用した 

放射線学習の実践 
 

○矢田猛士 1，松本一郎 2 

Takeshi YADA, Ichiro MATSUMOTO 
1島根県立三瓶自然館，2島根大学大学院教育学研究科 

【キ－ワード】 温泉水，ラドン，地域資源活用, 博学連携，放射線学習， 
 

１ 目 的 

 本研究は 2013 年度から著者らが取り組んで

いる地域に存在する天然の放射能を活用した

学習内容や教材の開発を目指したものである。

地域資源を活用した教材は、学習者の興味や関

心を高めるのに有効である。特に、日常生活で

は無縁と思われがちな放射線や放射能につい

ては、その効果が大きいと考えられる。鳥取県

の三朝温泉（鳥取県東伯郡）はラジウム温泉と

して知られ、この温泉水を使用した放射線学習

プログラムが、鳥取大学を中心にさまざまな年

代を対象に実践されている。同じく山陰地方

で、島根県大田市にある池田鉱泉もラドン含有

量の多い鉱泉であり、2013 年度以降、この池田

鉱泉をはじめとする地域の温泉水を活用した

教材開発を進めている。今回の報告では、研究

の意義や教育効果について述べる。 
 
２ 方 法 

 本研究では、中学生向けには理科「放射線の

性質」において、学校の近くにある地域の温泉

水中のラドンを線源とした霧箱実験の実施を

目指している。これまでの調査で、池田鉱泉を

含めて島根県内の 10 の温泉水が霧箱実験の線

源に使えることが確認でき、5 つの中学校にお

いて授業の中で実験を実施している。 

 
【図 1 美郷町立大和中学校での近隣の千原温

泉の温泉水を線源にした霧箱実験】 

 また、温泉水の泉源は天然のマイクロホット

スポットになっている場合もあり、生徒が現地

を訪問しサーベイメータを使用した放射線測

定も行っている。 

 
【図 2 池田鉱泉で放射線量を測定する大田市

立志学中学校の生徒】 

 
 より進んだ内容としては、池田鉱泉の鉱泉水

を活用した半減期と放射平衡に関する測定と

数値計算の教材パッケージの開発も取り組ん

でおり、今後、高校生や大学生を対象として実

践を行う予定である。 
 
３ 考察とまとめ 

 本研究では、博物館と学校が連携し、教科

書に載っている霧箱実験や環境放射線といっ

た内容を、身近にある地域の資源を活用しな

がら、生徒が実際の実験や測定を行うことで

体験した。授業を通して「授業の前には放射

線について悪いイメージしかなかったが、身

近なところにも存在し、適切に使えばよい面

もあることが分かった」などの感想が生徒か

ら得られ、興味をもって正しい知識を学ぶこ

とができたとともに、生徒がこれからの生活

で放射線について意識するよいきっかけにな

った。生徒の放射線についてもっと詳しく知

りたいという学ぶ意欲にもつながった。今後

も、地域の資源を活用した教材開発に取り組

み、博物館と学校が連携した授業実践を推進

したい。 
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アメリカ初等化学教育のエンジニアリングデザインプロセス 

―日本の初等理科ものづくり活動との比較― 

 

○新鶴田道也 1，荒谷航平 2，郡司賀透 3 

Michiya SHINTSURUTA, Kohei ARAYA, Yoshiyuki GUNJI 
1愛知教育大学大学院，2静岡大学教育学部附属島田中学校，3静岡大学学術院教育学領域 

【キ－ワード】 初等理科，化学，エンジニアリングデザインプロセス（EDP），ものづくり，米国 
 

１ 本研究の目的と方法 

 本研究の目的は，アメリカ初等化学教育のエ

ンジニアリングデザインプロセス（以降 EDP）
の特色を，日本の初等理科ものづくり活動との

比較から明らかにすることである。主な分析対

象は，アメリカ化学会の第５学年を対象とした

レッスンプラン（ACS, 2019），『小学校学習指
導要領解説理科編』（文部科学省, 2018），そ
して，現行の小学校理科教科書とした。

 

２ アメリカ初等化学教育におけるＥＤＰの 

 レッスンプランの分析 

 ACS（2019）は，５つの章から成り立ってお
り，各章には１～５つのレッスンがあり，５章

合計で 16 のレッスンから構成されていた。第
１章では，物質の三態とその変化について粒子

概念を導入して探究する。第２章では，物質は

特有の性質を有しており，それを用いて物質を

特定可能であることを学習する。第３章では，

重曹やベーキングパウダーを用いて化学変化

について学習する。第４章では，状態変化と化

学変化における質量保存について学習する。そ

して第５章が EDP を学習する章であり，第１
章から第４章の学習内容を活用して，携帯電話

を水上浮遊させる装置を開発する。このように

ACS（2019）では，EDPは最後の章に位置付け
られていた。第５章では，化学反応を利用して，

携帯電話を水に浮かせるための袋を膨らませ

るのに十分な気体を発生させる装置を設計，試

験，修正，そして最適化することを目的として

いた。装置を開発する目的やその際の制約は教

師によって提示されることが示されていた。

なお，これらの章は“Next Generation Science 
Standards”（NGSS Lead States, 2013）に準拠し
て構成されていた。

 

３ 日本の小学校理科第５学年化学（物質） 

領域におけるものづくりの取扱い 

 文部科学省（2018）では，これまでのものづ

くりの活動との差異として「児童が明確な目的

を設定し，その目的を達成するためにものづく

りを行い，設定した目的を達成できているかを

振り返り，修正するといったものづくりの活動

の充実を図る」（p. 102）と記されている。こ
のように今後のものづくり活動では，一度製作

した物を試験して修正する，EDPの側面が求め
られているといえる。

現行のある小学校理科教科書には，水溶液の

性質の単元の終末に，物質の溶解度が物質の種

類や水の温度によって変化することについて

学んだことを生かして，日常生活での使用を目

的とした結晶作りの紹介がある。ここでは，製

作目的や材料等の制限の指示はなく，ものづく

り活動の目的設定は児童や教師に委ねられて

いるとみることもできる。日本のものづくり活

動では，既習事項を活用して児童が目的を設定

し，日常生活との関連をはかりながら，理科を

学ぶ有用性を実感できるような指導展開を想

定しているといえる。 

 

４ EDP及びものづくりの目的設定の自由度 

ACS(2019)と文部科学省（2018）の共通点は，
EDP やものづくり活動を単元の終末に位置付
けていることにある。その背景には，活用型の

学習活動が強調されていると考えられる。一方

で ACS(2019)と日本のものづくり活動の相異
点は，目的設定の自由度にある。すなわち，

ACS(2019)が目的設定後の EDP の遂行に重点
を置くのに対して，日本のものづくり活動は児

童による主体的な目的設定を重視している。

 

主要引用文献 

American Chemical Society (ACS). (2019). “5th 
Grade Lessons”. Retrieved July 1, 2021 from 
https://www.acs.org/content/acs/en/education/res
ources/k-8/inquiryinaction/fifth-grade.html
文部科学省（2018）『小学校学習指導要領解説  

 理科編』東洋館出版社.
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理数教科における探究の過程を学ぶ授業プログラムの開発 

               アスピリン腸溶錠を教材として 

 

○日置英彰 

Hideaki HIOKI 

群馬大学 

【キ－ワード】 探究的な学習活動，くすり教育，アセチルサリチル酸 
 

１ 目 的 

 現行の高等学校学習指導要領では探究的な

科目が多く新設され，これからの高校教育は探

究活動を通して激しい変化に直面する時代を

生きる力の育成を目指すこととなった．そこで

演者は，理数教科における探究学習の基本的な

流れを 2 時間程度の授業で体験できるプログ

ラムを作成し，授業実践を通してその評価を行

った． 

２ 方 法 

プログラムを作成するにあたり，次の 4点を

達成させることとした． 

１．生徒が主体的に活動できる十分な時間を確

保し，探究の過程を理解するだけでなく，面

白さを実感できるプログラムとすること． 

２．実験のスキルによって結果が左右されない

よう操作が簡単で，かつ短時間に明快な結

果が得られるようにすること． 

３．多様な考えや実験計画が生徒から出される

こと．そしてできるだけ結論がひとつに定

まらないようにすること． 

４．高等学校で探究学習をスタートさせる最初

の学習プログラムと想定し，中学までの学

習内容を既習事項として探究活動ができる

ようにすること． 

 演者はこれまでに，アスピリン腸溶錠が副作

用を抑えて効果的に働くよう設計されている

ことを科学的に学ぶ授業を立案している．そし

てこの授業が医薬品を適正使用することの重

要性を科学的に理解させることに有効である

ことを明らかにした.今回はこのプログラムを

改良し，「アスピリン腸溶錠はなぜ胃で溶けず

腸で溶けるのか」という課題を生徒に提示し

て，この課題に対する一連の探究の過程を，生

徒の自由な発想でたどらせることを考えた．生

徒は配布されたアスピリン錠（胃で溶ける）と

アスピリン腸溶錠の外見や手触りと，中学まで

の既習事項をもとに仮説をたてる．そのうえで

生徒は仮説を証明するための実験計画をたて，

計画した実験を行ってその結果を考察する． 

３ 結 果 と 考 察 

 群馬県の公立高校普通科１年生の希望者128

名を対象に実践を行った．授業は 2時間連続で

行い，導入に約 20 分，結果の共有とまとめに

約 15 分を確保した．導入ではくすりには主作

用と副作用があり，アスピリンの副作用が胃粘

膜障害であること，これを軽減するためにアス

ピリン腸溶錠が開発されたことを説明した． 

アスピリン腸溶錠は酸性の高分子フィルム

でコーティングされているため，酸性の胃で溶

けず腸に到達し，ここで中和反応が進行してフ

ィルムが溶解する．全ての生徒が腸溶錠の手触

りがつるつるしていることから，何らかのコー

ティングが施されていることに気づいた．くす

りの表面を削ったり，酵素溶液や液性の異なる

水溶液と処理したりするなど，多様な実験が計

画･実行された．対照実験が適切に行われなか

ったために，くすりが脂肪でコーティングされ

ており，これがリパーゼで分解され腸で吸収さ

れると結論づける班もあった．紙面の都合上，

実践の分析結果は発表にて報告するが，ワーク

シートや質問紙調査から，ほとんどの生徒が主

体的に活動にとりくみ，適切に探究の過程をた

どることができていた． 

実験は簡単な操作が多く，試薬を投入する場

合にも，その投入量が結果にほとんど影響を与

えることがなく，実験のスキル不足が結論に影

響を与えることはなかった．一方で処理時間や

温度など実験条件も生徒が決めるため，他の班

と同じ試薬で処理をしても実験結果が異なる

ことがあり，限られた時間内で妥当な結論を導

き出すことに課題があることもわかった． 

引用文献

日置英彰，青木尚之，小野智信，益田裕充，栗

原淳一（2017）,「「化学」の授業におけるくす

り教育プログラムの開発―アスピリン腸溶錠

を教材として－」『科学教育研究』第 41 巻，

第 No1 号, 47-53.

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）1C05

一
般
研
究
発
表

− 133 −



SSH のミニ探究活動におけるエンゲージメント

○十文字秀行 1 ，宮本直樹 2

Hideyuki JUMONJI, Naoki MIYAMOTO
            1清真学園高等学校・中学校，2茨城大学大学院教育学研究科

【キ－ワード】 エンゲージメント，ミニ探究活動，SSH

１ はじめに

本校では「スーパーサイエンスハイスクー

ル」事業の中心として，科学的探究活動を実施

しているが，初めて探究活動に取り組む生徒を

援助し，その探究能力を高める方法として「ミ

ニ探究」を実施している。この活動により，「学

びに向かう力」がどのように育成されるのかを

評価をするために「エンゲージメント」に着目

した。

２ 研究の目的及び方法

本研究では，「ミニ探究」（十文字・宮本，2020）
の科学的探究場面での生徒の行動的，感情的，

認知的エンゲージメントを質問紙調査（宮本・

河原井・中江，2020）から明らかにし，これら

を踏まえて，今後の授業への指針を示すことを

目的とする。質問項目は A：集中して取り組ん

だ，B：先生や周りの人の話を注意深く聞いた，

C：積極的に話し合いに参加した，D：楽しかっ

た，E：達成感や満足感を感じた，F：興味を感

じた，G：今日の授業における課題を理解して

いた，H：自分でやり方を工夫して取り組んだ，

I：新しいこと・難しいこと・失敗してしまった

ときに挑戦しようとした，回答は 5 段階である。

科学的探究場面は，①前回の「ミニ探究」の改

善点を挙げるとき，②実験・観察の方法を考え

ているとき，③実験の準備をしているとき④予

備実験をしているとき，⑤実験・観察中または

実験・観察の結果を整理しているとき，⑥実験・

観察の結果をグラフ化し，考察しているとき，

⑦発表のとき，である。 
研究の方法としては，まず，「ミニ探究」の

各場面終了後に，生徒にエンゲージメントを測

定するための質問紙調査を実施する。回答は，

1.まったくあてはまらない，2.あまりあてはま

らない，3.どちらともいえない，4.すこしあて

はまる，5.とてもあてはまる，の 5 段階で設定

した。授業実践は，2021 年 4 月～7 月，「探究

基礎」（週１単位）の 10 時間で行った。対象者

は，清真学園高等学校の第 1 学年 2 クラス，

計 60 名である。

３ ミニ探究活動

ミニ探究とは，実験計画の中で，一部分を生

徒が独自に設定して行う活動で，今回は，紙飛

行機を題材に取り挙げた。生徒たちは班ごとに

独立変数，例えば，紙飛行機のデザイン，重さ，

材質などの条件を設定し，従属変数である飛行

距離との関係を調べる実験を設計し，仮説を立

て，実験を行った。

４ 結果および考察

アンケートの結果は，大部分の質問項目で，

平均値 4.0 以上の値を示した。特に，質問項目

E に着目して多重比較フリードマン検定を使

用したところ，統計的に場面⑤が高く，場面①

と⑥が有意に低い（p<.05）。場面⑤では，自ら

計画した実験を行い，結果を得たことが原因と

考えられる。一方，場面①では，達成すべきも

のが無かったからと考えられる。場面⑥では，

グラフ作成の過程が，技術的に難しく，作業時

間が足りなかったことが原因と考えられる。

他の質問項目 A～D，F～I の分析結果と考察

については，後に発表する。

５ おわりに

ミニ探究は高いエンゲージメントを生じさ

せ，生徒の学びに向かう力の育成に有効である

ことが示された。今後の課題として，相対的に

低かった，場面①と⑥の指導を改善する必要が

ある。

引用文献

十文字秀行・宮本直樹（2020）「SSH のミニ

探究活動へ基本コンセプトを導入した効

果」『日本理科教育学会関東支部大会発表

論文集第 59 号』, 28.
宮本直樹・河原井俊丞・中江絵里加（2020）

「中学校理科における各科学的探究場面の

エンゲージメント―行動的・感情的・認知

的エンゲージメントの質問紙調査から―」

『日本科学教育学会年会論文集 44』，481-
484．
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対話を基軸とした動物園教育における子どもの生命概念構築

持続可能性に向けた保全教育の観点から

 
松本朱実 

Akemi MATSUMOTO 

近畿大学,動物教材研究所 pocket 

【キ－ワード】動物園教育，対話的な学び,子どもの生命概念，持続可能性，保全教育 

１ 目 的 

 学習指導要領（平成 29 年告示）では，一人

一人が持続可能な社会の担い手としてその多

様性を原動力とし，新たな価値を生み出してい

くこと，そして主体的・対話的で深い学びの実

現に向けた授業改善が示された。学校教育との

連携が重視される動物園教育でも，持続可能性

に向けた世界動物園保全教育戦略が刊行され，

多様な学習者の個人的，社会的背景に即した教

授方法の適用が掲げられた（WAZA＆IZE 2020）。

持続可能性に向けた教育の具体的実践と教育

効果の評価はこれからの段階にある。 

 本研究では，動物園教育において，職員など

の教育者が子どもの既有知識や考えに即して，

対話を通じて協同的に生命概念構築を支援す

る指導と評価を試みた。この対話的な学びによ

って，子どもがいかに生命，環境，動物福祉，

保全等に関わる考えや情意を表現し，それらが

どう変容，拡充していくかの様態を検証した。 

 

２ 方 法

複数の動物園での小中学生を対象とした教

育プログラムを，対話を基軸にデザインした。

学校側に了解を得た上で，談話を IC レコーダ

ーで録音し分析した。松本ら（2015）による問

いかけの指導方略（表１）の視点に基づき，指

導と評価をおこなった。生命概念（松本 2018），

持続可能性に向けたキー・コンピテンシー

（UNESCO 2017），世界動物園保全教育戦略の

目標（WAZA&IZE 2020）などを援用して，評価

の視点を措定し分析した（表２）。 

 

３ 結 果 と 考 察 

 子ども一人一人の多様な生命概念の事実と，

対話を通じた拡充の様態が示された。自分のく

らしとの関連付けや情意的な表現が示された。

職員の問いかけによる指導方略の効果が考え

られる。談話分析の詳細は当日説明する。 

表１ 問いかけによる指導方略

項目 具体例 

視点を与える 

強調する 

発展させる 

引き出す 

情報を与える 

還元する 

活動を促す 

橋渡しする 

あれは何？ どこにいる？ 

よく気づいたね もう一回言って 

なぜそのような形？しぐさ？ 

どうしてそう思うの？ 

野生では○○にくらしている 

○○をしました わかったことは 

他の人に伝えてみよう 

他の種類をくらべて観察しよう 

 

表２ 持続可能性に向けた動物園教育の評価の視点

生命概念 持続可能性 保全 

構造と機能 

繁殖や成長 

多様性と共通性 

環境との関わり 

進化 

関連付け 

活用 

つながり 

情意 

持続可能性 

主体的関わり 

体系的思考力 

批判的思考力 

包括的問題解

決能力 

協働する力 

規範的な能力 

自分の役割を

認識する能力 

未来を予測・

評価する能力 

戦略的な能力 

知識・理解 

情意(共感,つな

がり,態度） 

インスピレーシ

ョン 

(驚き,畏敬,感

動,楽しさ） 

行動 

スキル 

(批判的思考,協

働.意思決定)  

 

引用文献 

松本朱実（2018）『動物園教育で子どもたちが

アクティブに！』学校図書

松本朱実・馬場敦義・森本信也（2015）「動物

園における小学校の理科教育との連携の試

み－対話的な学習を通した指導の試み－」

『理科教育学研究』第 56巻，第 1号，59-74． 

UNESCO（2017）Education for Sustainable 

Development Goals- Learning Objectives 

WAZA＆IZE（2020）,Social Change for 

Conservation-The World Zoo and Aquarium 

Conservation Education Strategy 

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）1C07

一
般
研
究
発
表

− 135 −



 

 

科学館におけるSDGsと環境教育をテーマにした展示とその効果 

―かるたでよみとく わたしと世界のつながり― 

 

○新井真由美 1，長谷川潤 1  

Mayumi ARAI, Jun HASEGAWA 
1日本科学未来館 

【キ－ワード】 SDGs，総合的な学習の時間，環境教育，科学館, 行動変容 
 
１ 背 景・目 的 

 環境問題や人権問題など地球規模の課題は、

私たちの日々の暮らしとつながってはいるが、

日常生活の中でそれらを実感することは難し

い。新井（2020）は、同様のテーマで親子向け

の実験教室や学校向け教材を展開してきた。し

かしながら、これらは一部の意識の高い親子も

しくは意識の高い教員にしか届かない手法で

あり、また製品のライフサイクルの全体像の理

解促進や SDGs との関係の表出に欠けていた。 
そこで、筆者らは、暮らしの中で受けている

様々な恩恵の背景には、地球規模の課題が存在

していることに気づき、その解決のためにどう

したらいいかを「自分のこと」として考えるき

っかけを広く提供するパネル展示「かるたでよ

みとく わたしと世界のつながり」（以下、本

展示）を企画開発した。楽しくわかりやすいか

るたの絵札と読札を並べたパネルには、関連す

るSDGsや製品のライフサイクルのアイコンを

つけることとした。 
本展示における研究の目的は、展示観覧を通

じて、観覧者自身が①日々の暮らしを見直すき

っかけを得ること【ローカルな気づき】②地球

の資源や生態系、さまざまな人々との関わりと

そこに潜む課題について認識すること【グロー

バルな気づき】とし、その効果を図ることとし

た。 
 

２ 方 法 

（１） 実施期間 

2021 年 6月 9日（水）～8月 31 日（火） 

（２） 実施場所 

日本科学未来館（東京都江東区青海） 

（３） 実施方法 

展示観覧後、付箋に「もっとも大事だと思った

かるたとその理由」を書き出し、展示会場内の

ホワイトボードに貼る（写真１）。 

（４）分析方法 

 かるたごとの投票割合を調査する。記載内容

から展示観覧者の気づきが多いかるたを選定

するとともに、気づきの具体的内容や行動変容

の意思を調査する。 

 

３ 結 果・考 察 

 集まった付箋の数は、会期前半のみで 100 枚

以上となった。付箋には、かるたの文字をその

まま書き写している人や、新たな気づきを得た

という記載が集まり、当初の目的①と②の両方

を広く達成できたと考える。ただし、付箋のみ

では、同一人物が①と②の両方を満たすかどう

かは判りかねる。 

写真１ 展示パネルと付箋掲出の様子 

 

４ まとめ 

 科学館における、かるた形式の展示と付箋掲

出により、多くの方々にローカルおよびグロー

バルな気づきを提供できることが明らかにな

った。 
本展示制作にあたり、花王株式会社の監修・

協賛を得た。この場を借りて感謝申し上げる。 

 

引用文献 

新井真由美他（2020）「科学館における企業と

連携したプログラム開発—製品ライフサイク

ルをテーマとした事例―」『日本サイエンス

コミュニケーション協会誌』第 10 巻，第 2
号，50-51． 
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非対面形式科学教育プログラムの効果と生徒の活動性  
 

宮國泰史，〇福本晃造，杉尾幸司，前野昌弘，山城康一，濱田栄作，古川雅英 

Yasushi MIYAGUNI, Kozo FUKUMOTO, Koji SUGIO, Masahiro MAENO, Yasukazu YAMASHIRO, Eisaku 

HAMADA, Masahide FURUKAWA 

琉球大学 

【キ－ワード】 オンライン授業，遠隔授業，Zoom，eラーニング，ジュニアドクター育成塾 
 

１ 目 的 

 2020 年に地球規模に拡散した新型コロナウ

イルス感染症（COVID-19）は、教育現場に甚大

な影響を与えており、多くの小中高校や大学に

おいて、かつてない規模で遠隔授業が実施され

た（赤間、 2020; 苅谷、2020；仲井、 2020; 田
口、2020 など）。 

非対面授業（オンライン授業）は、コロナ禍

を契機に急速に普及した授業形態ではあるが、

従来主として行われてきた対面授業とは異な

る利点も見られるため、ポストコロナ時代にお

いても活用が期待されている。したがって、そ

の効果と問題点についての検証を進めるため

には、様々な実践例の分析が必要である。本発

表では、オンラインで実施した科学教育プログ

ラム（琉大ハカセ塾）の実施内容や受講生の活

動内容を報告するとともに、特に、非対面で科

学教育を行う際の問題点や改善点の把握を試

みた。 
２ 方 法 

（１）対象および組織 

 琉球大学は平成 29 年度より、国立研究開発

法人科学技術振興機構（JST）「ジュニアドク

ター育成塾事業」の支援を受け、「美ら海・美

ら島の未来を担う科学者養成プログラム」（愛

称：「琉大ハカセ塾」、以下、本事業）を実施

している。本プログラムは、将来の科学技術イ

ノベーションを牽引する傑出した人材の育成

に向けて、高い意欲や突出した能力を持つ小中

学生を発掘し、理数・情報分野の学習などを通

じて、その能力を伸長させる体系的な取り組み

である（福本ら、2018）。令和２年度の琉大ハ

カセ塾では、教育プログラムは８月 15 日から

翌令和３年２月 27 日まで提供された。講義は

計 28 回提供され、非対面を取り入れた講義（オ

ンライン形式もしくはハイブリッド形式）は

82％（23 回）に達する。また、受講生は期間中、

自身の研究活動にも取り組んでいる。本稿で

は、受講 1 年目に相当する第一段階受講生にフ

ォーカスして議論を行う。 
 

（２）オンライン講義および研究活動 
 オンライン講義では、対面形式と異なり、授

業者－学習者の線を軸とする情報インタラク

ションを形成しているため、学習者は自分以外

の学習者への意識が希薄となる（図１）。これ

により、つぶやきを含む学習者の細かな疑問、

発言によって講義進行が滞る事例も発生した。

これはオンライン形式の特徴であるため、一層

の工夫が求められる。 

 令和２年の第一段階受講生の研究活動実績

は、令和元年度と比較するとおおよそ半減して

いることを確認した。一方、トップ層の受講生

は、コロナ禍にあっても科学作品展や科学オリ

ンピック等に積極的に参加しており、県レベル

の作品展で最優秀賞や金賞等の上位入賞する

例が確認されるなど、受講生の個々の能力や研

究実践力の差が大きく作用するものと考えら

れる。 
３ ま と め 

 本研究では、対面形式およびオンライン形式の講

義の学習効果を、年齢、受講生居住地等に着目して

差異を明らかにしている。また、オンライン指導を

中心とする研究活動指導の効果にも明らかにして

いる（）。発表では、その詳細について議論を行う。 
 
引用文献 

福本晃造・宮国泰史・杉尾幸司・古川雅英（2018）
日本科学教育学会年会論文集 42：261-262． 

 

 
図１．講義形式の違いによる情報インタラクション

の差のイメージ 
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Mitaka を用いた天体授業の教育的効果
〇橋本美彦 鵜飼真由子 小関隼弘

HASHIMOTO Yosihiko UKAI Mayuko OZEKI Yukihiro
中部大学 一宮市立向山小学校 美濃加茂市立蜂屋小学校

【キーワード】仮想宇宙空間シミュレーションソフトウェアMitaka、天体授業、授業支援

1 目 的
子ども達は小学 4 年理科で初めて天体に

ついて学習する．月や星の動き，夏の大三
角や星の明るさの違いなどを学び，宇宙に
関する興味・関心を高める．そして，6年で
「月と太陽」，中学 3 年で「天体の動きと地
球の自転・公転」について学習する．これ
らの天体学習は昼間に実際の星や月の動き
を観察することができないため，教師が指
導に苦労する単元である．そこで国立天文
台が作成した仮想宇宙空間シミュレーショ
ンソフトウェア「Mitaka」（フリーソフト
ウェア，以後「Mitaka」）を用いた授業実
践を計画した．このソフトウェアの特徴は
天体を地球から見るだけでなく，地球から
飛び出して星に接近しその表面を観察した
り，宇宙の様々な構造や天体の位置を見た
りすることができる．「Mitaka」をダウン
ロードしたパソコンとプロジェクターを使
って小・中学校で天体授業を行った．その
結果，新たな知見が得られたので報告する。
2 方 法
(1) 研究の目的

① 天体学習で「Mitaka」を用いること
で子ども達に天体に興味・関心を持たせ，
観察意欲を高める．

② 「Mitaka」の使用マニュアルを作成
し，教師の天体授業を支援する．
(2) 研究の対象

① 3小学の 4年生（A市 A小（25人），A
市 A 小（19 人），I 市 K 小（39 人））と 1
中学校の 3 年生（K 市 U 中（38 人））に
「Mitaka」を用いた授業実践（授業マニュ
アルあり）及び事前・事後意識調査を実施

② 授業で「Mitaka」を用いた小学校教
師 2 人と中学校教師 1 人に事後調査を実施
3 結 果
小学 4年生の事前・事後調査結果を表 1，2
に示す．

小学生は，「Mitaka」を用いた「天体授
業が楽しかった」，「今夜、星や月を見たい」，
「宇宙についてもっと知りたい」，「プラネ
タリウムに行きたい」と回答．

中学生は，「Mitaka」を用いた天体授業
が「面白かった」，「分かりやすかった」，「宇

宙や星空が好きになった」，「今夜，星を見
たい」と回答．

授業者の評価点は，「画面がきれいで分か
りやすい」，「星間距離のイメージ化効果的」，
「準備に手間かからず」，「子ども達を引き
付けられた」，「シミュレーションソフトウ
ェア自体に興味あり」，「次回もソフトウェ
アを使用したい」．改善点として「固有名詞
の表示がほしい」，「ソフトウェアの容量が
大きい」．
4 考 察
(1)宇宙に飛び出して天体観察できる効果

宇宙が大きいこと，星がたくさんあるこ
と，星同士が離れていることの理解
(2)天体授業支援と弱点

天体授業での Mitaka 使用は効果的，子
どもの知識の定着，ソフトウェア容量が大
きくフリーズ発生
5 まとめ
(1)「Mitaka」を使用した授業は，児童・生
徒の天体に関する興味・関心を高める．
(2)「Mitaka」は宇宙を立体的に見ることが
できるので，宇宙の雄大さ，星の多さ，星
同士距離を理解させるのに効果的である．
(3)「Mitaka」の使用で昼間でも，星や宇宙
に触れる授業ができ，教師を支援すること
ができる．
引用・参考文献
川村教一・上田晴彦・田口瑞穂（2013）「中

学校理科天文領域の学習指導の実態につ
いて」秋田大学教育文化学部研究紀要 68
pp.65~73

楠木誠・久保田義彦（2012）「小学校理科に
おける天文シミュレーションの視聴と方
位や方向の理解」日本教育工学会論文誌
36，pp.93~96

酒寄敦史(2017)「理科授業における天体シ
ミュレーションソフトの活用」金沢大学
人間社会研究域学校教育系紀要 10，
pp.11~13

松村雅文・中 知春(2020)「シミュレーシ
ョンシステム Mitaka を用いた銀河系の
学習」香川大学教育実践総合研究 41，
pp.111~120

4d2u (2020)「 国立天文台 4 次元デジタル
宇宙プロジェクト」（最終閲覧日令和 2 年
11 月 27 日） https://4d2u.nao.ac.jp
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モデル実験と作図を組み合わせる探究的な学習指導の効果 
―中学校第３学年「地球の公転による星座の見え方」を事例として― 

 

○大塚結希１, 栗原淳一２ 

Yuki OTSUKA１, Jun-ichi KURIHARA２ 

1高崎市立矢中小学校, 2群馬大学大学院教育学研究科 

【キーワード】作図、モデル実験、星座、天文

  

１目的 

天文分野の学習は、スケールの大きい空間と

時間の中で起こる現象を扱うため、その現象を

理解するに至るには現象とその要因の関係を心

的に捉え論理的に説明することができなければ

ならない。濱保・岡田(2017)は、生徒は観測者

の位置を心的に移動することが苦手であると述

べており、指導の工夫が求められる。天文分野

の中でも、指導方法の検討が少ない「地球の公

転による星座の見え方」に着目し、モデル実験

用教材を活用する星座の見える方向の変化を作

図させる活動を導入することで、星座の見え方

を説明できるようになると考えた。本指導方法

の実践により、星座の見え方を説明することが

できるか、その効果を実証的に検証する。 

２ 方法 

(1) モデル実験用教材 

地球の公転による星座の見え方について、生徒

自身が地上の視点と天体を俯瞰した視点を繰り

返しながら確かめることができ、その際に記録も

できるコンパクトな教材とした。 

(2) モデル実験と作図を組み合わせた指導 

探究的な学習における仮説検証と結果の表出

の場面で、星座の見える方向の変化を作図させる

指導とした。  

(3) 授業の概要 

冬の真夜中の南の空に見えたオリオン座の写

真を提示し、「真夜中（同じ時刻）に日本で観察

したとき、地球が１ヶ月、３ヶ月と公転すると南

の空に見えていたオリオン座の位置はどのよう

に動いて見えるのだろうか。」という課題を提示   

 

した。次に仮説を設定させ、モデル実験で検証

させた。実験群では、モデル実験と結果の表出

の場面で星座の見える方向を作図させ、考察の

場面で地球の公転による星座の見え方を作図

と方位とを関係づけて説明させた。一方、統制

群では作図はさせなかった（授業後に指導）。 

(4) 分析の方法 

 考察と結論及び事後調査問題の文章（星座の

見え方を説明できるか）を加点法で得点化し、

平均値を算出した。また、事後調査問題の説明

に用いた図を項目別に分けて、正誤で人数を整

理した。デジタルビデオで撮影した映像から生

徒のモデルの扱い方や作図の仕方を分析した。 

３ 結果及び考察 

  生徒の考察と結論及び事後調査問題の記述

については、両群とも平均点はやや高い傾向が

見られたが、両群の平均点に有意な差は見られ

なかった。事後調査問題の図において、統制群

は実験群に比べて、星座の見える方向を正しく

描けていない生徒が多かった。つまり、作図に

関係なく開発したモデル実験用教材を用いた

探究的な学習を行うことで、星座の見え方を説

明できるようになったといえる。しかし、作図

を用いた方が、関係的・量的な見方で現象を心

的に捉え、説明できることが明らかとなった。 

 引用文献 

 濱保和治・岡田大爾(2017)「中学校理科天文分

野における空間認識能力の育成に関する研

究-念頭操作能力と視点移動能力を中心とし

て-」『広島国際大学教職教室教育論叢』第９

号，pp.31-47． 
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モデル実験と作図を組み合わせた探究的な指導方法が 

四季の変化を科学的に説明する能力の育成に与える効果 

－中学校第 3学年「地球と宇宙」を事例として－ 
 

〇長山浩也１，栗原淳一２ 

Hiroya NAGAYAMA，Jun-ichi KURIHARA 

１新高尾小学校，２群馬大学大学院教育学研究科 

【キーワード】中学校，四季の変化，作図，現象を科学的に説明する能力，指導方法

 
１ 目的 

PISA2018年調査結果から「現象を科学的に

説明する能力」の育成には，いまだ課題があ

ると考える(国立教育政策研究所,2019)。中

学校第 3学年の「地球と宇宙」における学習

内容「地球の公転による四季の変化」の生徒

の理解度は「現象を科学的に説明できる理解」

まで高められていないことが明らかとなっ

ている(吉田・栗原，2017)。そこで本研究で

は，「地球の公転による四季の変化」の学習に

おいて「現象を科学的に説明する能力」の育

成を図る指導に着目した。 

この学習の指導として，南中高度の作図を

取り入れた仮説検証をさせることで，「地球

の公転による四季の変化」を科学的に説明で

きるようになることが明らかにされている

(新生・山田・栗原，2017)。しかし，正しく

説明できている生徒は全体の約４割しかい

なく，南中高度の作図に加えて，地面の単位

面積が受ける太陽光の量の作図をする指導

方法が適当であることが示唆されている。 

そこで本研究では，南中高度の作図に加え

て，地面の単位面積が受ける太陽光の量の作

図を取り入れた仮説検証型授業を考案し，そ

の効果を検証する。 

２ 方法 

(1)調査対象及び時期・単元 

対象：群馬県内の公立中学校第 3学年 

時期：2020年１月 

 

単元：「地球と宇宙」 

(2)授業の概要 

 太陽の周りを地球が公転する様子を俯瞰

した模式図を提示し，「地球の位置がＡ(夏)

からＣ(冬)に移動すると季節はどのように

変化するだろうか」という大課題を設定する。

そして大課題を追究していくための小課題

として「地球がＡからＣに移動すると太陽の

南中高度はどのように変化するか」，「地球の

位置がＡからＣに移動し，地面が受ける光の

量はどのように変化するか」を設定し，それ

ぞれ仮説を立て，モデル実験を行う。実験群

では実験・考察時に南中高度，地面の単位面

積が受ける太陽光の量の作図をそれぞれ行

い，統制群では作図を行わなかった。 

(3)分析 

 生徒の大課題の考察場面におけるワーク

シートの記述と授業実践の様子から，四季の

変化を科学的に説明できているか分析する。 

３ 結果及び考察 

 実験群の考察の記述の方が，統制群の考察

の記述よりも「現象を科学的に説明できてい

る」記述が有意に多かった。 

作図によって天体を真横から見た視点の

二次元的な思考であるモデル図と三次元の

思考であるモデルや実際の現象を往還して

考えることができ，現象を空間的に捉えやす

くなり，科学的に説明する能力の育成に効果

があったと考えられる。 
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生徒のシステム思考の育成をめざした中学校理科の授業づくり

－第 学年「気象とその変化」の内容において－

〇坪田智行１，岩田和徳１，水沼夏希２，藤井浩樹３，小倉恭彦４

Tomoyuki TSUBOTA, Kazutoku IWATA, Natsuki MIZUNUMA, Hiroki FUJII, Yasuhiko OGURA
１岡山大学教育学部附属中学校，２元岡山大学教育学部，３岡山大学大学院教育学研究科，４国立教育政策研究所

【キ－ワード】 システム思考，中学校理科，気象とその変化

１．研究の背景と目的
現在，世界各国において，分野横断概念としての

システム概念とその概念形成に必要なシステム思
考の育成が求められている。このことは，例えば米
国のNext Generation Science Standards（次世代の科学
教育の基準， 年），豪州ニューサウスウェール
ズ州のScience and Technology K-6 Syllabus（幼稚園か
ら第 学年までの科学・技術教育のシラバス，
年），ドイツのBildungsstandards im Fach Biologie für
den Mittleren Schulabschluss（第 学年から第 学年
までの生物教育の基準， 年）といった国や州の
教育課程の基準に現れている。そしてこの背景に
は，エネルギーの変換，炭素の循環，食物連鎖，気
象，そして気候変動といった複雑な自然事象を児童
生徒に捉えさせるには，システム概念やシステム思
考の育成は不可欠であるという認識がある。
一方，わが国では，理科におけるシステム概念や

システム思考の研究の蓄積は乏しく，とりわけその
授業の検討はほとんど進んでいない。システム概念
やシステム思考を理科の見方・考え方と捉えて，こ
の方面の研究を進めることが期待される。そこで本
研究では中学校理科第 学年「気象とその変化」の
内容において，生徒のシステム思考を育成するため
の授業を開発・実践し，その有効性を評価した。
２．授業の構想と実践
（１）授業の目標
上記の基準や Zuberbühlerら（ ）等

を参考にすると，システム思考とは「システム内の
構成要素と要素間の関係（システムの構造）および
時間経過に伴うシステム自体の変化（システムの変
化）を概念化し，推理し，判断すること」である。
授業では，こうした捉えに基づいて，システムの一
つである台風を取り上げ，①台風接近時に様々な情
報を取捨選択しながら関係づけ，取るべき行動を判
断すること，その際，②時間とともに更新される情
報から台風の変化を推理し判断することを目標と
した。①はシステムの構造，②はシステムの変化に
ついての思考を求めるものであった。
（２）授業の内容

年 月に九州，四国，中国地方を縦断し，
甚大な被害をもたらした台風 号を題材にして，
計 時間の授業を考案した。岡山県内 中学校第
学年 人を対象に 年 月に実践した。
第１時では，まず 月 日午前 時の台風の中

心付近の勢力（気圧，風速，瞬間風速），予想進路，
天気図， 地点（鹿児島市，大分県佐賀関，高知県

本川，岡山県恩原）の雨量が情報として提示された。
そしてその後の 時間ごとの情報が 回更新された
（授業では 分間ごとに）。生徒は岡山県恩原で判
断する班と大分県佐賀関で判断する班に分かれ，こ
れらの地点よりも先に台風が通過する鹿児島市と
高知県本川の情報も参考にしながら，どの時点で避
難準備を行うかを検討し判断した。その際，ワーク
シートの天気図や雨量の表などに印を付けたり書
き込んだりして，判断の過程を表すようにした。
第 時では，前時を振り返り，生徒は自分の班の

判断の根拠を明確にした。そして他の班と比較しな
がら，自分の班の判断は科学的に見て妥当であった
かどうかを検討した。自分の班の地点とその地点よ
りも台風が先に通過する地点の台風の勢力，進路予
想，天気図，雨量が変化する中で，注目すべき要素
と要素間の関係について生徒は理解を深めていっ
た。要素と要素間の関係を科学的な根拠とし，先を
見通し，最適解を導くことの大切さに気付いた。
３．授業の評価
授業前後に自由記述の質問紙調査を行った。調査

の内容は「湖のフナの減少」（食物連鎖）というシ
ステムの構造と変化を問うものであった。分析基準
はドイツのシステムコンピテンシーの段階モデル
や 等を参考にした。
「最近，ある湖のフナの数が急速に減少している

ことが指摘されています。その原因を説明しなさ
い」という設問では，フナの減少に関わる要素間の
関係を つ以上説明できた生徒が 人から 人に
増加し， つあるいは つ説明できた生徒が前後と
もに 人，説明できなかった生徒が 人から 人
に減少した。次に「何年か経過し，フナの数の減少
が止まりました。この原因を考えるとき，あなたが
注目する変化について説明しなさい」という設問で
は，変化の要素間の関係を つ以上説明できた生徒
が 人から 人， つから つ説明できた生徒が
人から 人に増加し，説明できなかった生徒と つ
あるいは つ説明できた生徒が 人から 人に減
少した。こうした結果から，今回の授業はその目標
を達成する上で一定の成果があったと考えられる。
付記
本研究は， 科研費 ， の

助成を受けて行ったものである。
主要文献
Bollmann-Zuberbühler, B. et al. (2010). Systemdenken 

fördern: Systemtraining und Unterrichtsreihen zum 
vernetzten Denken. Bern: Schulverlag plus.

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）1D04

一
般
研
究
発
表

− 141 −



島の上空にできる雲のでき方を探究する授業提案 
全国学力・学習状況調査のアイデア例を利用した授業実践 

 
○横田康長 1，赤松直 2，蒲生啓司 2 

Yasunaga YOKOTA*1, Tadashi AKAMATSU*2, Keiji GAMOH*2 
1 高知大学大学院総合人間自然科学研究科，2 高知大学教育学部 

【キーワード】資料解釈、島の上空の雲、全国学力学習・状況調査理科問題 

 

1．研究の目的  全国的に子どもたちの学力状況

を把握し、その改善を図るために「全国学力・学習

状況調査」が平成 19 年度より実施されている。高

知県の中学生が新学習指導要領に基づき学習を

進める中で、学習のどこでつまずいているのか、つ

まずきの原因が何なのか、どのような授業展開を

加えることでより学習内容がわかりやすくなるのか

を明らかにするために、全国学力・学習状況調査

結果等を利用してつまずきの把握に努め、授業改

善の方法を検討してきた。本研究では、全国学

力・学習状況調査でも正答率が低く無答率の高か

った「雲のでき方」を取り上げ、天気図や地形を示

した複数の資料を使って、目には見えない空気の

流れや水蒸気の様子などを読み取る探究活動を

行い、島の上になぜ雲ができるのかを説明できる

力をつけさせることを研究の目的とした。 

2，研究の方法 

(1)全国学力・学習状況調査の分析 

平成 27 年度全国学力・学習状況調査理科の報

告書から課題がみられる単元を導いた。１） 

(2)授業実践 
①授業実施日：2021 年 7 月 9 日（金） 

②対象：高知大学教育学部附属中 2 学年 34 名 

③水の状態変化や雲のでき方に関する生徒の

知識を事前テストで調査した。 

④水の状態変化と上昇気流の発生原因の復習

を行い、フィズキーパーとペットボトルを

用いた雲をつくる実験装置で、気圧の変化

とそれに関わる温度変化の復習を行った。 

⑤島の上空だけに雲ができている写真を提示

し、なぜ島の上空だけにできるのかの仮説を

書かせた。雲が発生した当日の天気図や地形

の断面図、気温や湿度などの気象の観測記録

を基にして、情報収集させ全体で確認した。 

⑥情報をもとに考察内容をワークシートに記

述させたものを回収し、理解度を分析した。 

3．研究の結果 

(1)調査報告書の分析から、「雲のでき方」の学習

では、ｱ)水の状態変化の概念形成ができていな

い、ｲ)上昇した空気のかたまりが膨張し、温度が

下がることなどを多面的で総合的に思考すること

ができていない、という課題がみてとれた。 

(2)授業実践 

①生徒の仮説では、上昇気流が発生する条件を、

「風が山の斜面にぶつかった」、「島の上にチ

リがたくさんあった」および「地熱によって

あたためられた」などが提示された。 

②課題に対する資料の読み取りでは、生徒から

「風向が南西で、島に向かって強い風が吹いて

いる」、「島が高気圧におおわれている」、「風の

吹く方向に山の斜面がある」および「雲の発生日

の湿度が高い」などが重要な情報であると提示

されたので、全体で確認した。 

③生徒のワークシートには、資料から読み取った

情報をもとに、斜面にあたった風により水蒸気を

含んだ雲が上昇して冷やされ雲が発生したこと

を説明した文が多く見られた。しかし、説明文に

は気圧と温度の変化に関係する記述は見られ

なかった。 

4．考察  生徒は授業でできるようになったことを、

授業後の自己評価表の中で２つあげている；１つ

は雲の発生のしくみの説明であり、２つ目は資料

の読み取りと情報の整理である。気圧と温度の関

係をもとにした説明が見られなかったのは、その理

解が十分でないか、理解はしているがそこまで書く

必要がないと思っている生徒がいるためと考えら

れる。今後は、温度と気圧のことをすべて含めて雲

ができることを説明できるようにしたい。 

5．まとめ  今回の取り組みで、天気図や地形お

よび気象観測記録などの資料の読み取りと、それ

を基にした島の上だけに雲ができる原因の説明が、

ある程度できるようになった。この後、露点・飽和水

蒸気量の学習を行うので、単元全体を通して気圧

と温度の関係の定着を一層図っていくようにしたい。 

引用文献 

1)国立政策研究所 平成 27 年度全国学力・学習

状況調査の調査問題・正答例・解説資料につい

て 
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第４学年「雨水の行方と地面の様子」の教材開発と授業デザイン 

自然災害との関連を指向した授業開発を目指して 

○渡邊雅浩 1，出口明子 2 
WATANABE Masahiro, DEGUCHI Akiko 

1宇都宮大学共同教育学部附属小学校，2宇都宮大学 
【キーワード】小学校第 ４学年，雨水の行方，教材，授業デザイン 

 

１ 目 的 

 本研究の目的は，小学校第 4学年「雨水の行

方と地面の様子」の単元において，水のしみこ

み方に焦点を当てた教材を開発し，さらにそれ

を活用して防災教育を指向した授業をデザイ

ンし実践することである。本単元は平成 29 年

版学習指導要領（文部科学省，2017）で新規内

容として示されたものである。鳴川（2018）は

この内容について，土の粒の大きさの違いなど

の特徴を捉えるとともに，自然災害との関連が

図られる単元であることを指摘している。 

 本稿では，土の粒の特徴を捉えつつ水のしみ

方の理解を深めることを支援するために開発

した教材，及びそれを活用して自然災害との関

連についての思考を支援する授業デザインに

ついて解説する。 
 

２ 授業デザイン 
授業は 2020 年 11 月に栃木県内の附属小学

校第 4 学年の児童 38 名を対象に行った。表 1
には授業デザインを示している。単元の導入で

雨の日の校庭と，雨が止んだ後の校庭の様子を

ドローンで撮影した拡大写真を提示した。それ

らの共通点・差異点から，校庭の中の特定の場

所で水の流れができていたり，砂場にだけ水た

まりができていなかったりすることに着目さ

せた。その後，新たに開発した教材を使って水

のしみ込み方の実験を行った。さらに校庭各所

の傾きと雨水の流れとの関連を考察する実験

を行った。単元の終末にはこれまでの学習内容

内容を踏まえて大雨の自然災害と関連付け，ど

のような対策や避難を行えば良いかを考えた。 
 

３ 水のしみ込み方の教材開発 

図 1 は本研究で開発した「水のしみこみ方」

の教材である。2 種類の口径 10cm のプラスチ

ックコップを用意し，一方には，グラウンドの

土や砂場の砂を入れる。これをガスバーナーの

三脚に取り付ける。このプラスチックコップの

下部には，5 点の穴を開ける。もう一方のプラ

スチックコップには，水を注ぐために蓋をつ 

表 1 授業デザイン 

内容（指導時数） 
1. 体験活動・学習問題作り（2 時間） 
・校庭のドローン撮影動画で雨の日と雨がやんだ後

の校庭の様子を観察する。 
・雨水の行方について問題を見いだす。 
2. 砂場にだけ水たまりができない理由（2 時間） 
・水のしみこみ方の実験を行う。 
・土の粒の大きさに着目して考察する。 
3. 雨水の流れと地面の傾き（2 時間） 
・木板とビー玉を使って校庭各所の傾きを調べ，そ

れと雨水の流れる方向を関連付けて考察する。 
4. 大雨のときの避難の方法（1 時間） 
・これまで学習したことをもとに，大雨の自然災害

への対策を考える。 

図 1 水のしみこみ方の教材 

 
け，蓋にはシャワーの様な小さな穴を 32 点開

けた。プラスチックコップの底には１点の穴を

開け，シールを貼って塞ぎ，水を入れて三脚の

プラスチックコップの上に口径を合わせて逆

さまにセットする。大気圧の力で，逆さまのコ

ップからは水は落ちない。様々な種類の土砂を

入れ，シールを剥がすと降雨の様に水が落ち，

水がしみ込む時間を計測することができる。 
 
附記  
本研究は JSPS 科研費 21H03927 の支援を受けている。 
引用文献 
文部科学省（2017）『小学校学習指導要領（平成 29 年

告示）解説理科編』 
鳴川哲也（2018）「いま改めて問う，土をどう教える

か―土壌教育の再設計と未来の学習指導要領―」『日

本土壌肥料学会講演要旨集』，第 64 巻，206. 
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理数の教科等横断的な学習における

関数的な見方・考え方が理数学習の有用性に及ぼす影響
－初等教育教員養成課程学生を対象とした質問紙調査に基づいて－

〇河本康介 ，山田健人 ，小林辰至 ，山田貴之

， ， ，

上越教育大学大学院， 元上越教育大学， 上越教育大学

【キ－ワード】 理数の教科等横断的な学習，関数的な見方・考え方，理数学習の有用性，質問紙調査

１ 目 的
中学校学習指導要領（平成 年告示）解説

総則編（文部科学省， ）では，教科等横断
的な学習を充実させることの重要性が明記さ
れている。とりわけ，理科と数学は互いに関連
性が深い教科として意義深い。そして，理科と
数学を関連させた授業の必要性については，こ
れまでにも幾つかの研究が報告されている（例
えば，安藤・小原， ；石井・橋本， ）。

そこで本研究では，理科と数学の教科等横断
的な学習の意義に関する構成因子や因子間構
造を明らかにすることを目的とした質問紙調
査を行った。
２ 方 法
（１）対象：新潟県内の国立Ａ大学に在籍する
初等教育教員養成課程学生 名
（２）時期： 年６月中旬
（３）調査方法：「理科教育用学習方略測定尺
度」（鈴木， ），「中学生の数学と理科に
関する意識調査」（小原・安藤， ）及び「
関連教科における問題解決に関する自己認識」
（小島ら， ）に，筆者らが新たに考案した
「２量関係・関数関係についての意識」を加え
た計 項目から成る質問紙を用いた。
３ 結 果
（１）大問１（理数の好嫌度）

各群の人数を集計した結果，Ⅰ群（理科と
数学両方とも好き）は 人，Ⅱ群（数学は好
きだが理科は好きではない）は 人，Ⅲ群（理
科は好きだが数学は好きではない）は 人，
Ⅳ群（理科と数学どちらも好きではない）は

人であった（χ ）。
（２）大問２（理数の教科等横断的な学習）

まず，各項目の平均値と標準偏差を基に，
天井効果の見られた 項目を除外した。次に，
残りの 項目から固有値の変化と因子の解
釈可能性を考慮し，６因子構造が妥当である
と判断した。そこで，主因子法・ 回転
による因子分析を，因子負荷量が を下回
った項目を除外しながら複数回行った。 

第１因子は 項目構成で，問題解決に向け
た方法や見方・考え方への意識に関する内容
の項目が高い負荷量を示していた。そこで，
「問題解決への意識」因子と命名した。

第２因子は 項目構成で，２変数について
の項目が高い負荷量を示していた。そこで，
「関数的な見方・考え方」因子と命名した。

第３因子は８項目構成で，両教科の有用性
に関する項目が高い負荷量を示していた。そ
こで，「理数学習の有用性」因子と命名した。

第４因子は６項目構成で，理科の学習方略
の項目が高い負荷量を示していた。そこで，
「理科における学習方略」因子と命名した。

第５因子は５項目構成で，理科学習におけ
る数学の必要性に関する項目が高い負荷量を
示していた。そこで，「理科学習での数学の必
要性」因子と命名した。

第６因子は４項目構成で，学習内容や事象
を数式化・数値化する意識を示す内容の項目
が高い負荷量を示していた。そこで，「数式
化・数値化の意識」因子と命名した。

さらに相関分析を行った結果，全因子間に
おいて有意な正の相関が認められた。そこで，
６因子の各因子得点を用い，パス解析を行っ
たところ，全ての指標値において良好な適合
度を示す因果モデルが得られた。そして，「関
数的な見方・考え方」が「理数学習の有用性」
に間接的に影響を及ぼしていることが明らか
になった。パス図を含む詳細なデータ及び考
察については学会当日に報告する。
引用文献
安藤秀俊・小原美枝 「数学と理科の関わりにつ

いての意識調査」『科学教育研究』第 巻，第２号，

石井俊行・橋本美彦 「教科間における学習の転
移を促す条件に関する考察とその提言―理科『光の
反射』と数学『最短距離』の作図を通して―」 『科
学教育研究』第 巻，第４号，

小島一生・谷塚光典・村松浩幸 「中学校の各教
科の時間における低・中統合度 の試み」『日本
科学教育学会研究会研究報告』第 巻，第５号，

文部科学省 ）『中学校学習指導要領（平成 年
告示）解説総則編』東山書房，５

鈴木誠 「理科の学習場面における自己効力感，
学習方略，学業成績に関する基礎的研究」『理科教
育学研究』第 巻，第１号，

附記
本研究の一部は， 科研費 の助成を受

けて行われた研究成果に基づいている。
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理科学習における統合型 の教材開発

○菊地孝枝 1 ，久保田善彦 1 ，棚橋俊介 2

， ，

玉川大学大学院 1 焼津市立豊田小学校 2

【キ－ワード】統合型 教育，プログラミング，データ活用，物質の状態変化

１ はじめに

予測困難な社会における問題を解決するた

めには，統合型 STEM 教育を推進すべきであ

る。統合型とは， Science・Technology・

Engineering・Mathematics の二つ以上を関連

付けた学びを意味する（Mejias et al. 2021）。
なぜならば，現代社会は，IoT やビッグデータ

の活用，そこから生まれる AI 技術など， S・
T・E・M の各領域が複雑に関係するからであ

る。 
STEM教育は，主に総合的な学習の時間にお

ける実施が想定されている（文科省 2019）。一

方で，「総合」における STEM に関連する単元

開発の難しさや時間不足などの課題も指摘さ

れている（経済産業省 2020）。日本の学校教育

は，教科学習が中心である。導入期には，教科

を軸とした統合型 STEM 教育の実施が適切で

あると考える。例えば，学習指導要領は，小学

校 6 年生「電気の利用」にプログラミングが導

入されている。3 年生の「風やゴムの働き」で

はデータ活用を意図した教科書も見られる（養

老孟司 他 33 名 2020）。一方，中学校の STEM
教育の事例が僅かであることが課題として指

摘されている(丸山ら 2020)。当然ながら，その

学習効果に関する実証研究も乏しい。 
本研究では，理科における統合型 STEM を

「理科の問題解決に，プログラミングやデータ

活用等のスキルを生かすこと」と定義する。更

に，中学校における統合型 STEM 教育の教材

開発をし，その効果を検証することを目的とす

る。 

２ 開発教材

中学校 1 年生「物質の状態変化」における「エ

タノールの沸騰する温度」および「水とエタノ

ールの混合物の加熱」において STEM の教材

開発を行う。具体的には，マイコンボードであ

る micro:bit（BBC）に温度センサー（Tfabworks
製）を接続し，温度測定を行う。温度の表示や

測定間隔等はプログラミングで設定する。取得

されたデータを CSV 形式でダウンロードし，

表計算ソフトを使いデータの確認や加工（グラ

フ化）を行う。プログラミングやデータ活用を

しながら，理科の問題解決を進める展開を想定

している。

３ 方法

（１） 授業の展開

① 「エタノールの沸騰する温度」

水の沸点と温度変化の特徴から，エタノール

についても測定し，その測定と状態変化の学習

を行う。教材開発で示した方法で，データを取

得する。活動班だけでなく，すべての班とデー

タを共有し，温度変化の傾向を読み取る。

② 「水とエタノールの混合物の加熱」

水とエタノールの混合物からエタノールを

取り出す課題を提示する。沸点の違いに着目し

た方法を考えさせる。試験管ごとに採取した温

度と液体の性質から考察する。次に，①と同様

に取得したデータからその傾向を読み取る。沸

点が一定でないことを確認し，その要因を検討

する。

（２） 評価の方法

① 理科の学びと関連するプログラミングお

よびデータ活用

生徒のワークシートおよびビデオから評価

する。教科横断的な視点として山田ら(2020)や
Chen & Terada(2021)を参考にする。

② エンゲージメント

課題解決への積極的関与について，エンゲー

ジメント尺度から評価する。外山（2018）を参

考に，取り組み全体でなく，対象課題の遂行の

みを評価する。

引用文献

Mejias et al. (2021): The trouble with STEAM 
and why we use it anyway, Science 
Education, 105(2), 209-231
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主体的で対話的で深い学びを目指した授業の工夫

－ギムネマ茶やミラクルフルーツを用いた実験から刺激の受容を学ぶ－

○片山 豪 1，齊藤 明宏 2，小暮 匠 2

高崎健康福祉大学， 高崎健康福祉大学高崎高等学校

【キ－ワード】 実験教室，主体的・対話的で深い学び，味覚，英語

Ⅰ はじめに

主体的・対話的で深い学びの実現を図る目的

で，英語で書かれた実験方法や Google Forms を
用いて，生徒が入力した結果を表示しながら進

める実験講座について，昨年報告した。今回，

昨年報告した同じ実験を行い，異なるクラスや

講師でも学びに関する自己評価に違いがある

かについて調査した。また，授業を実施したと

きの評価の方法についても検討した。

Ⅱ 方法

１ 対象

高崎健康福祉大学高崎高等学校 2 学年理系コ

ースの 2 つのクラス（X 組，Y 組）の生徒。

２ 授業のテーマと流れ

(1) テーマ

Let's think about the mechanism of taste through 
experiments.

(2) 授業の流れ

授業におけるアンケート，実験結果の質問

は全て英語で書かれており，授業者は日本語

で授業を行った。

①事前アンケート

・最も好きなスイーツのジャンル。 最も好き

な果物。

・ミラクルフルーツとギムネマティーの知識

②実験１ 甘さに対するギムネマ茶の効果

③講義

・刺激に対する受容と反応。

・ギムネマティーの甘さのメカニズム。

④実験２ ミラクルフルーツの効果

⑤討論 酸味に対するミラクルフルーツのメ

カニズム。

⑥プレゼンテーション 酸味に対するミラク

ルフルーツのメカニズム

(3) 比較項目

同一内容授業を，X 組を講師 A と Y 組を講

師 B で行い，生徒の 3 つの学びに関する自己

評価の違いを Wilcoxon の順位和検定を用い

て比較した。

Ⅲ 結果・考察

主体的に実験に取り組めたか？

対話的に実験に取り組めたか？

深い学びが得られたか？

検定の結果，講師 A と講師 B の行った授業

に対して，生徒の学びに関する自己評価に差が

ないことが確認できた。

Ⅳ おわりに

今回の実験授業は，主体的で対話的で深い学

びを得られると結論付けて良いと思われる。ま

た，どの講師が行っても生徒の自己評価や実験

結果（未掲載）が得られることが予想される。
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ルーブリックによる生徒の自己評価と教員評価 

-主体的・対話的で深い学びに関する観点の評価法の提案-

○小暮 匠 1，片山 豪 2

Takumi KOGURE, Takeshi KATAYAMA 
1高崎健康福祉大学高崎高等学校，2高崎健康福祉大学 

【キ－ワード】 ルーブリック，自己評価，新学習指導要領，学習評価 

Ⅰ はじめに 

2022 年度から高等学校で実施される新学習

指導要領では，「指導と評価の一体化」のため

に学習評価が重視され，従来の評価方法とは異

なる手法が必要となってくる。多様な評価方法

の例として，「パフォーマンス評価」「ルーブ

リック」「ポートフォリオ評価」が提示されて

いる。そこで，ルーブリックを用いた自己評価

を高等学校で実施し，妥当性を確かめ，客観的

な教員評価をどのように加えるか検討した。

Ⅱ 方法

１ 授業について

高崎健康福祉大学高崎高等学校 2 学年理系

コースの生徒を対象に，味覚修飾物質を用い

た味覚の実験を授業で行い，生徒の自己評価

を記録させた。

２ 教員評価と生徒の自己評価との対比

 生徒にルーブリックによる自己評価と，ルー

ブリックの項目の記述のアンケートを行い，教

員が記述内容を評価した。

(1) 生徒の自己評価の 1 例（ルーブリック）

(2) 教員評価（生徒アンケートと評価基準）

①生徒の記述型アンケートの 1 例

②評価基準

Ⅲ 結果 

(1) 自己評価と教員評価の差

(2) 観点の評価

Ⅳ 考察 

ルーブリックによる生徒の自己評価と，生徒

の記述型アンケートを元にした教員評価とに

ずれがある。それは，生徒はメタ認知の能力が

低く自己評価自体慣れていなので，正確な評価

ができていないと考えられる。また，生徒の自

己評価に加え，それを裏付ける記述型アンケー

トを組み合わせ，それを教員が客観的に採点す

ることで，自己評価の妥当性を確かめられるこ

とが示唆された。

Ⅴ おわりに

2022 年度以降，生徒が自己評価をする場面

は益々増えていくだろうが，客観的な評価から

乖離していては評価として成り立たない。そこ

で，自己評価と教員評価とを組み合わせた，ク

ロス評価を提案したい。クロス評価の評価パタ

ーンについて，本会で議論する予定である。

3

実験を通して、仮説の設定，観察，記録，考察、

発表の流れの中で、友達に教えたり、みんなの意

見をまとめたりしながら進めた。

2
実験を通して、仮説の設定，観察，記録，考察、

発表の流れを、自分の考えで進めた。

1
自分の考えを持たないで、ときどき人任せにし

た。

A

実験を通して、仮説の設定，観察，記録，考察、

発表の流れの中で、どんな事を友達に教えました

か。

B

実験を通して、仮説の設定，観察，記録，考察、

発表の流れの中で、友達のどんな意見をどのよう

にしてまとめましたか。

C
実験を通して、自分から進んで取り組んだことは

何ですか。

3 AとBを十分満たしている。

2 AとBのどちらかと、Cを十分満たしている。

1 AとBとCが不十分である。

自己評価－教員評価 観点１ 観点２

2 3 0

1 9 6

0 32 22

-1 11 27

-2 1 1

自己

評価

教員

評価

クロス

評価

3 41 40 48

2 12 12 6

1 3 4 2

3 2 1

3 3 3 2

2 3 2 1

1 2 1 1

教員評価

自

己

評

価

クロス

評価
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理科学力調査と学習状況調査の関連の分析 

自己組織化マップによる分析システムの開発から 

 

松原 道男 

MATSUBARA  Michio 

金沢大学学校教育系 

【キーワード】 理科学力調査，学習状況調査，自己組織化マップ，システム開発，学校マネジメント  

 

１．研究の目的 

 これまでの研究においては，学力調査と学習状

況調査といった質的に異なる調査について，自己

組織化マップによって，両者の全体的な関係を俯

瞰できる分析システムの開発を行ってきた。従来

の統計的な分析と異なるため，分析の妥当性につ

いて，データの分散や相関などから検討を行った。

その結果，ある程度，妥当性を認めることができ

た（松原,2020）。そこで，本研究においては，開

発した分析システムをもとに，理科の学力調査と

学習状況調査の関連を分析し，その結果を学校マ

ネジメントに役立てていくことを目的とした。 

 

２．研究方法 

(1)分析対象 

分析の対象にした学力調査および学習状況調査

は，2019年度と 2020年度に石川県が独自に実施

した調査である。対象者は，2019年度は石川県内

の A小学校第 6学年 31人，2020年度は同校の第

6学年 69人である。理科の学力調査は，2019年度

は 24問であり，2020年度は 25問である。学習状

況調査は，2019年度は 31項目，2020年度はほぼ

同じ内容の 32項目である。学習状況調査は，おも

に 4段階の評定尺度によるものである。 

(2)分析方法 

 学力調査については，１問を１点として点数化

した。学習状況調査は，評定尺度の選択肢を数値

化したが，その際，教育的にプラスと考えられる

ほうの選択肢の数値が大きくなるようにした。各

個人の理科学力調査の得点と学習状況調査の選択

肢の数値を対応させてデータとした。分析システ

ムは，Excel を用いて開発した。分析システムで

は，所定のセルにデータをセットし各項目の最大

値を入力した後は，自動的に分析されるようにし

た。分析においては，まず，学習状況調査の各項

目が自己組織化マップに配置される。ここでは同

じような回答パターンの項目が近くのセルに配置

される。また，選択肢の数値が大きいほど，セル

の色が青系統から赤系統の色になるように示され

る。次に，この自己組織化マップの各セルに付与

された荷重パターンの中で，最も学力調査の得点

パターンと一致するセルが選ばれ，そこに学力調

査が位置付けられる。理科の学力は，位置付けら

れた近隣の学習状況の項目と関連があることが考

えられる。 

 

３．結果および考察 

2019年度の分析結果からは，理科の学力と次の

学習状況の項目が関連あると考えられた。 

・「分からないところを勉強しなおす」や「もっ

と詳しいことを勉強する」などの主体的な学習

との関連があり，またその項目の数値は高い。 

・「読書が好き」や「図書館の利用」といった態

度面の関連があるが，。それらの回答の数値はや

や低い。 

2020年度は，次のような分析結果であった。 

・問題の解法が分からないときは，諦めずに様々

な方法を考えるなどの項目と関連があるが，そ

れらの回答の数値はやや低い。 

・他の教科も好きであることや内容がわかるとい

った項目と関連があるが，それらの回答の数値

はやや数値が低い。 

2019年度と 2020年度を比較すると，理科の学

力と主体的な学習については，両年とも同じく関

連がある。一方，あきらめずに勉強するなどの項

目については，2020年度は回答の数値がやや低く

なっており，その点を考慮して授業などに取り組

むとよいと考えられる。以上のように，本分析シ

ステムを用いることにより，学校マネジメントに

役立てていけることが考えられる。 

 

参考文献 

松原道男(2020)「学力調査と学習状況調査の関連を

分析するシステムの開発(２)-自己組織化マップ

による分析と相関による分析の比較-」『日本教科

教育学会第 46回全国大会論文集』，91-92 
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理科教育における自己決定の基礎的考察
－アクティブ・ラーニングの視点３－

The Basic Study of Self-determination in Science Education－ Active Learning ViewPoint３
松本 浩幸

MATSUMOTO Hiroyuki
北海道 浦臼町立浦臼中学校

【キーワード】自己決定，自律性，関係性，資質・能力，アクティブ・ラーニング，読解力

１ 今なぜ自己決定か
現代，基本的な人権の一つとされる自己決

定権をめぐる状況が賑やかであり，自己決定
研究も隆盛である。理科教育における自己決
定について，学習指導要領に関わるアクティ
ブ･ラーニングの視点で概観を探った。自己
決定（ self-determination）は心理学研究の中
で，「活動を行うことを自己の意志で決定し
た」という認知や感情として理解され，主に
動機づけにかかわり研究が盛んである。自己
決定に関わる研究は，就労，養育，生命，環
境，読解力や表現力等多数の理由がある。し
かし現在まで，自己決定研究は活況ではある
が，理科に関わって進んでいない現状である。
２ 自由と自己決定の研究 歴史的概観

自己決定を考えるとき，「自由とは何か」
が問われる。 I.カント「純粋理性批判」
(1781)，J.S.ミル「自由論」(1859)では，自
由意思から自己決定に踏み込んでいる。
deCharms(1980)は，行動の始発の認知を明確
にし origin と pown を区別し，自己決定が動
機づけで重要であると示した。E.L.Deci(1985)
は，人格傾向としての自己決定の個人差から，
自己決定は人間の基本的欲求の一つとした。
Deci と L.Ryan らは，内発的動機づけに関わ
る 自 己 決 定 を 整 理 し ，「 Self-determination
Theory(自己決定理論)」を表し，６つのミニ
理論（認知的評価理論等）から，多くの領域
に関わる研究を進めている。
３ 理科における自己決定 －近代現代－
1886 年，森有礼により｢学校令｣が進めら

れ，本邦の理科教育が始まった。神戸伊三郎
が「理科学習原論」(1936)の中で，形式的陶
冶として，理科教育の目的を表し，予想をい
かす自己決定を求める授業を進めた。現代で
は，板倉聖宣らによる 1963 年仮設実験授業
の提唱は，授業書で全ての子どもが予想を決
めながら学習する自己決定をいかしたもので
あった。玉田泰太郎の実践を基盤とする科学
教育研究協議会は，自己決定をいかした授業
を広める役割を担った。理科教育においては，
学習者が自分の考えを決める，実験計画を立
てるなど，自己決定の重要性が求められてい
る。理科授業において，主体的・対話的な学
びでアクティブ・ラーニングといえる，予想を
表現する自己決定の場面が必ず求められる
が，子どもが自己決定を行っているわけでは
ない実態が過去の調査から明らかとなった。
４ ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞでの自己決定と読解力

学修者の能動的な参加を取り入れた教授・
学習法を「アクティブ・ラーニング」と呼ぶ。
「学びの質や深まりを重視することが必要で

あり，課題の発見と解決に向けて主体的・協
働的に学ぶ学習（いわゆるアクティブ・ラー
ニング）やそのための指導の方法等を充実さ
せていく必要がある」とされている。自己決
定を支える，重要な要素となる自律性，関係
性，資質・能力は，アクティブ・ラーニング
と深い関わりがあり，「主体的･対話的で深
い学び」と，次のようにそれぞれ関連してい
る。

・主体的 →自律性（Autonomy）
・対話的 →他者との関係性（Relatedness）
・深い学び→資質・能力（Competence）
読解力は，PISA 調査では，以下のように

定義されている。

自らの目標を達成し，自らの知識と可
能性を発達させ，社会に参加するために，
テキストを理解し，利用し，評価し，熟
考し，これに取り組むこと。

日本の子ども達の「読解力」の経年変化は，
OECD 平均よりも有意に高いが，数学的･科
学的リテラシーが上位なのに比較し，低い状
態であることが調査からわかる。
５ 読解力と自己決定の関係

読解力は，理科授業における自己決定のプ
ロセスと共通する。以下の読解力の三つの段
階は，授業で課題に対し予想し問題解決する
自己決定のスタイルと同じステップを踏む。
(1) 情報を探し出す

理科授業において，最善な判断の自己決
定へ，必要な情報を自分に取り入れる。

(2) 理解する
問題解決のために取り入れた情報の内容

を正しく理解し，自己決定の根拠とする。
(3) 評価し，熟考する

自由意思では無く丁寧に評価し熟考によ
り最適な自己決定をし，課題解決に生かす。

６ 人生を豊かに生きるための自己決定力
読解力を伸張させる自己決定を繰り返し，

人として最善な行動ができ，人格の完成へと
漸進し，豊かな人生へつながる。教育基本法
は目的を｢人格の完成｣とする。理科教育に関
わる者は，短期的には，実質陶冶である教科
・単元の目標達成に，注力する。長期的には，
学年修了・学校卒業時に，教科等で身に付け
られた力を生かし，人生を主体的にマネジメ
ントする自己決定力の育成が求められる。

参考文献
E.L.Deci&R.M.Ryan(2002)｢ Handbook of Self-Determination
Research ｣ The University of Rocchester Press 他
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東井義雄の「自己評価」による授業改善に関する研究 

理科の実践記録における教師のコメントを中心に 

 
○岩本祐弥¹, 中島雅子² 

Yuya IWAMOTO,  Masako NAKAJIMA  

¹埼玉大学大学院教育学研究科，²埼玉大学教育学部 

【キーワード】東井義雄，自己評価，フィードバック，概念の形成過程，理科教育 

 
１ はじめに 
東井義雄は，戦前・戦後に活躍した教師で，「子

どものつまずきは教師のつまずき」だと捉え，子
どもに生きて働く学力の育成を目指した人物であ
る。（豊田，2018）。この東井の実践から，日本の
理科教育の課題に対して急務とされている授業改
善において，有用な示唆を得ることができると考
える。その理由は次の通りである。 
授業改善に関して，Black と Wiliam（1998）に

より，形成的評価が注目されるようになった。さ
らに，子どもの資質・能力の育成に関して，評価
の機能の１つである「Assessment as Learning」が注
目されている（Earl，2003）。これについて中島
（2019）は，「自己評価」により適切になされると
指摘する。ここでいう「自己評価」とは，中島（2019）
が述べる「学習者や教師が自身の概念や考え方，
およびその形成過程を自覚すること」を指す。中
島（2019）は，この「自己評価」による授業改善
には，Sadler（1989）が述べる「学習者の実際と目
標の差異を明らかにし，それを埋める」役割をも
つコメントなどの「フィードバック」が効果的で
あると指摘する。これについて，東井は，「学習帳」
を介して学習者の実態を見取り，コメントをする
ことで個々に合わせた手立てを行っていた。さら
に東井の実践について，黒田（1990）は「子ども
の中に自立や自己活動をつくり出すことによって
成立する」と述べる。このことから，東井の実践
では，「自己評価」を重視したコメントが行われて
いたことが考えられる。これらを踏まえ豊田（2016）
は，東井のコメントの分析を行い，その特徴を明
らかにしている。 
２ 目的 
以上より，本発表の目的は，理科の実践記録か

ら「自己評価」に関して，東井のコメントの特徴
を明らかにすることとする。 
３ 方法 
(1)  豊田の先行研究より明らかにされたコメン

トの特徴に基づき，理科の実践における東井
のコメントを分析する。 

(2) (1)より，東井のコメントの特徴を明らかにする。 
４ 実践記録 
 実践記録は，東井が務めた小学校の第 2 学年の
児童である小川 哲が授業や家庭で実施した理科

の活動を記録したノートである。 
５ 結果と考察 
（１）理科における東井のコメントの特徴 
豊田の分析によって明らかにされたコメントの
特徴および分析結果を表１に示す。 
 

表 1 コメントの特徴の分析結果 
豊田によるコメン
トの特徴 

コメントの具体例 

「ねうちづけ」「指
さし」 

（あさがおの葉が）あんなかたち
をしているのがおもしろい，とい
うことをみつけたのはえらい。 

しなやかな対応 「（つばめの卵を）見てやりたく
て，見てやりたくて，とうとうがま
んできなくなったんだな。」 

もっともらしい指
導言→雑談へと書
きつける 

「（朝顔の種が）土がおもくてこま
っているんだろうかなあ。のどが
かわいて，土をもちあげるげんき
がでないのかなあ。」 

「身近さ」の幅へ
の働きかけ 

「（朝顔の種が）なん日くらい土の
中でねむっていたことになるか
ね。」 

つまずきへのコメ
ント 

「おしえていただいたところより
も，じぶんでみつけたところにね
うちがあるんだよ。」 

  
上記のように，理科の実践記録においても，東

井のコメントの特徴は見ることができた。 
（２）「フィードバック」による授業改善 
 東井は小川の記述を見る際，回を重ねるごとに
東井自身のコメントをより具体的に改善させてい
た。この際に東井は，小川の考え方や生活経験か
ら見取った小川のつまずきに基づいたコメント，
言い換えると「フィードバック」を行なっていた。
「フィードバック」は中島（2019）によると「教
師が自身の授業を自己評価することを意味する」。
以上より，東井はコメントを通した「自己評価」
により授業改善を行っていたと考えられる。 
参考文献 
中島雅子(2019)『自己評価による授業改善 −OPPA を活用して−』

東洋館出版社． 
豊田ひさき(2016) 『東井義雄の授業づくり −生活綴方的教育方法

とESD−』風媒社． 
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庄司和晃の「キッカケ言葉」に関する研究

理科の実践記録を中心に

○岩瀨瑞季 1，中島雅子 2

Mizuki IWASE Masako NAKAJIMA
1埼玉大学大学院教育学研究科，2埼玉大学教育学部

【キ－ワード】概念形成，自己評価，「問い」，庄司和晃，キッカケ言葉

１ はじめに
TIMSS2019より，理科が日常生活に役立つと感じ

ている生徒の割合は，国際平均を下回る結果となっ
た。この結果を受け 平成29年改訂の学習指導要領
では，理科を学ぶことに対する意義や有用性に関す
る観点の改善が図られた。
これについて，堀（2013）は，「学ぶ意味」や「学

ぶ必然性」の感得は，学習者のメタ認知能力の育成
が促されることにより可能になると述べる。さらに，
中島・松本（2014）は，「自己評価」により「学習者
が自身の課題を自覚し，それらが『学ぶ意味』や『学
ぶ必然性』の形成を促す」と指摘する。ここで言う
「自己評価」とは，「自分がどのように概念や考え方
を形成していくのかを自覚すること」を指す（中島，
2017）。ここでは，概念や考え方の形成過程の自覚化
を促す「問い」が重要となる（中島，2019）。
そこで本研究では，学習者の概念や考え方の自覚

化という視点に注目し，「自己評価を教育評価の本質
である」と捉えていた人物である庄司和晃の「キッ
カケ言葉」に着目をした。庄司は，授業において「つ
まり」「だから？」「例えば」といった「問い」によ
る「キッカケ言葉」を子どもたちの発言内容に応じ
て意図的に投げかけていた。
以上を鑑み，本研究では，「キッカケ言葉」を活用

した授業を分析することで，概念の形成過程の自覚
化に有効な問いを明らかにしたい。

２ 目的
本研究の目的は，庄司和晃の「キッカケ言葉」を

活用した授業を分析することで，概念の形成過程の
自覚化に有効な問いを明らかにすることである。

３ 方法
1 庄司の「キッカケ言葉」に関する文献や論文か
ら，「キッカケ言葉」の機能と効果を整理する。

2 以上より，概念の形成過程の自覚化に必要な要素
を抽出し，整理する。

3 1 2 より，概念の形成過程の自覚化に有効な
「問い」を明らかにする。

４ 結果と考察
・「内化・内省・外化」を促す「キッカケ言葉」
森（2005）によると，庄司は，授業において，難

しい発言をした子どもには具体化を，要点をつかみ
づらい発言をした子どもには抽象化を促す「キッカ
ケ言葉」として投げかけていた。この「キッカケ言
葉」は，庄司が提唱した「三段階連関理論」におい
て，「思考ののぼりおりを媒介する言葉」と定義さ
れる。この理論を基に整理した「キッカケ言葉」の

機能（庄司，2013）を表１に示す。
表１ 「キッカケ言葉」の機能

「キッカケ言葉」の種類 機能

「つまり」「要するに」「総じて」 抽象化（より一般的な意見へ）

「例えば」「何が」「だから」 具体化（より具体的な意見へ）

1963年に成城学園初等学校の小学校4年生を対象
に行われた『ばねと力』の単元における庄司の実践
記録において，単元前半の授業では庄司が「キッカ
ケ言葉」を児童に投げかけていた。そこでは回を重

ねるごとに，児童が自ら「キッカケ言葉」を活用し
ている様子が見てとれた。その具体例を表２に示す。
なお「キッカケ言葉」には下線を引き，庄司の発言
には「T：」を，児童の発言には「C：」と記載する。

表２ 「キッカケ言葉」を活用する様子の例

実施回 第1回 第15回

ウコンさん

の発言例

T：引力って何かね。

C：ひっぱんの。

T：何がひっぱんのかネ。

C：ちきゅう。

C：２つのばねがつながって1本

のばねになるからひっぱる

力は2つにわかれる。だから

下のばねものびる。

これらは，堀（2013）の述べる「学習者が外化し
た内容を教師が確認し，教師の指導や援助によって
内化・内省が行われた様子」であると考えられる。
ここで言う，教師の援助が「キッカケ言葉」に当た
ると思われる。さらに，堀によれば，この思考や認
知過程の「内化・内省・外化」は発達の最近接領域

への働きかけに相当する。以上より，概念の形成過
程の自覚化に有効な問いとは，「内化・内省・外化」
を促す働きを持つ問いであると考える。

参考文献
庄司和晃（2003）『仮説実験授業（復刻版）』仮説社．

中島雅子（2019 『自己評価による授業改善 － を活用して—』

東洋館出版社．
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 観察・実験場面におけるメタ認知的知識 

―児童の自己認識に基づく学習方略の横断的検討― 

 

○三井寿哉 1, 2，松浦拓也 2 

Toshiya MITSUI, Takuya MATSUURA 
東京学芸大学附属小金井小学校 1，広島大学大学院人間社会科学研究科 2 

【キ－ワード】 メタ認知的知識，科学的思考，学習方略，小学生 
 

１ 研究の背景と目的 

日本の理科教育の文脈におけるメタ認知研

究はメタ認知的活動が中心となっており，メタ

認知的知識に関する研究の蓄積が求められる

（久坂，2016）。岡本（2012）によると，算数
や読解における研究成果より，12歳頃までに，
教科の学習に固有なメタ認知知識が獲得され

ていくと考えてもよいであろうと解釈されて

いるものの，小学校中・高学年児童を対象に，

既習事項等に基づく理科の学習方略をメタ認

知的知識という視点で調査・分析している研究

は管見の限り見られない。学習方略は，学習の

効果を高めることを目指して意図的に行う心

的操作あるいは活動（辰野，1997）であり，先
行研究においても読解方略への気づきを，メタ

認知的知識として分析している（e.g., Myers & 
Paris, 1978）。そこで，これまでに小学校中学
年を対象に学習方略に関する記述調査を行っ

てきた結果，小学生の記述から方略の認識や心

的側面を読み取れる可能性が示唆できたもの

の，我々が想定していた学習方略とは異なる回

答が見受けられた（三井・松浦，2020）。本研
究では，観察・実験場面におけるメタ認知的知

識の測定の精度を上げるため，児童に提示する

質問を改善し，詳細な記述分析を試みた。 
２ 質問項目の改善と調査の概要 

従来の調査では，「観察・実験において注意

していることはありますか」という質問を設定

し自由記述で回答させていた。本調査は，質問

を実験場面と観察場面に分け「あなたは実験

（観察）を行う時に大事にしていることはあり

ますか。」「あなたは実験（観察）を行う時に

気を付けていることはありますか。」という４

つの質問に細分化し，自由記述で回答を求め

た。調査は，2021年 3月小学校第３学年の児
童（258名）と第５学年の児童（260名）を対
象に実施した。 
３ 分析・考察 

自由記述の回答を KH Coder 3（樋口，2020）
を用いて計量テキスト分析し，頻出語に着目し

た。頻出語句（除：実験，観察，大事，気を付け

る）を学年別に整理した結果を表１，２に示す。 

表１ 実験場面での頻出語句上位５句 

表２ 観察場面での頻出語句上位５句 

 実験場面（表１）では，３年生は「先生，聞

く」といった遵守的語句や「壊す，危ない」と

いった安全面の語句が上位を占めた。５年生は

「大事にしていること」と「気を付けているこ

と」で傾向が異なっており，前者については「結

果，予想」といった問題解決に関する語句が上

位を占めた。後者については，３年生と同様に

「危ない，危険」といった安全面の語句が上位

を占めた。一方，観察場面（表２）では，両学

年の回答傾向は類似しており，「大事にしてい

ること」と「気を付けていること」いずれにお

いても「見る，書く」の語句が上位を占めた。 
具体的な解釈は，語句のみでなく文章全体を

確認する必要があるものの，児童の認識の違い

を回答から読み取れたと考える。このため，提

示する質問を，誘導にならない程度で具体化す

ることにより，児童が認識している観察・実験

場面における学習方略への気づきの測定精度

を向上できるのではないかと考える。

 

実験 大事にしていること 気を付けていること 
 ３年 ５年 ３年 ５年 
１ 先生 結果 壊す 危ない 
２ 聞く 予想 危ない 危険 
３ 予想 自分 先生 使う 
４ 間違える 聞く 使う 結果 
５ 話 考える 道具 火 

観察 大事にしていること 気を付けていること 
 ３年 ５年 ３年 ５年 
１ 見る 見る 見る 見る 
２ 書く 書く 触る 書く 
３ 生き物 細かい 書く 触る 
４ 特徴 特徴 生き物 虫眼鏡 
５ 細かい 自分 虫眼鏡 壊す 
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中学理科におけるメタ認知の視点を取り入れた 

「主体的に学習に取り組む態度」の評価 
－メタ認知的知識の活用履歴をセルフチェックに記録して振り返る－ 

 

三浦雅美 1 

Masami MIURA 
1札幌市立青葉中学校 

【キ－ワード】 主体的に学習に取り組む態度，メタ認知的知識，メタ認知，学習評価 

 

１ 背景と目的 

 本年度より新学習指導要領における評価は

「知識・技能」と「思考・判断・表現」に加 え

て 「主体的に学習に取り組む態度」を評価す

ることとなった。この態度の評価には「自らの

学習を調整しようとする側面」があり，自己調

整学習に関わるスキルの一つとしてメタ認知

がある。しかしながら，教育現場ではメタ認知

の視点を通した態度に関する評価について事

例が少ない。そこで本研究では「主体的に学習

に取り組む態度」の評価について，メタ認知の

視点からの妥当性を検討した。 
２ 方 法 

(1)理科の見方・考え方とメタ認知 

比較や関係付け，条件制御といった「考え方」

は間題解決における方略に関する知識である

と考えられ，メタ認知的知識の下位要素に相当

すると考えられている（松浦.2020）。本研究で

は，この理科の考え方が機能する課題探究的な

授業を構築し，メタ認知の習得状況を質問紙法

で測定する。しかし，Veenman(2014)によると，

質問紙法は，自らの記憶を遡って回答する必要

があるために記憶の歪み等の影響が混入する

可能性があるためメタ認知を適切に評価でき

ないとしている。これを防ぐための先行研究に

は原田，草場(2020）による課題遂行直後の質

問紙調査があり，本研究では，授業中にメタ認

知的知識を即時回答する方法を考案した。 

（2）本研究での実践内容 

第 1学年「生物の仲間分け」において，学習

課題の「自分なりの基準で生物の分類する」の

解決に向けて，既習事項を参照したり，他者と

の交流によって気づきを得たりする「新たな考

え方」を獲得する過程でメタ認知的知識を活用

するタイミングで教師が「チェックリスト」へ

の選択回答を指示した。設問内容は「1)既習参

照：モニタリング方略」「2)目的理解：課題に

ついての知識」「3)自信：自己効力」「4)他者参

照：協働性」とし，終末にはこれらの活用履歴

を参照しながら振り返りの記述内容でメタ認

知の測定を行った(記述整合性)。さらに、この

測定値と直前に実施した定期テストの「科学的

な思考」「技能・表現」「知識・理解」の観点別

得点との相関について調べた。研究対象者は S

市公立中学校 1年生(n=64)を対象とした。 

３ 結果と考察 

 (1) メタ認知的知識活用の変化の度合い 

１時間目と 2時間目での同質問事項の変化

の度合いに対して，対応のあるｔ検定を行っ

た結果，2)目的理解，3)自信 4)他者参照につ

いて有意に高かったことからメタ認知的知識

の活用が定着したと考えられる。 

(2) メタ認知的知識の活用状況と振り返り記

述（記述整合性）との関係性について 

「課題探究的な学習を終えて（記述整合性）」

を記述内容の評定値と認知的知識の要素の「既

習参照」「目的理解」「自信」「他者参照」に関し

て，重回帰分析を行った結果，特に他者参照（方

略についての知識）と既習参照（モニタリング

方略）について有意な関係が見られた。（下図） 

 

 

 

 

 

 

 
 

(3) 本研究と学業成績の相関について 

観測されたメタ認知測定値と学業成績について，

重回帰分析を行った結果，いずれにも有意な関係性

は見られなかった。 

４ まとめ 

本実践は,メタ認知的知識を積極的に活用し

ようとする学習態度を促す可能性がある。メタ

認知的知識のうち,方略の知識とモニタリング

方略の参照と振り返り記述（メタ認知測定値）

と相関が見られた。よって，本研究の実践はメ

タ認知の視点から「主体的に学習に取り組む態

の評価を見取る方法の一つとして提案できる

可能性がある。 

変数名 係数 標準誤差 t 値 df p 値
切片 2.146 0.979 2.192 49 .033
1.1既習参照 0.433 0.326 1.330 49 .190
1.2目的理解 -0.016 0.418 -0.039 49 .969
1.3自信 -0.173 0.248 -0.699 49 .488
1.4他者参照 -0.360 0.263 -1.369 49 .177
2.1既習参照 -0.628 0.270 -2.323 49 .024 *
2.2目的理解 0.000 0.094 0.000 49 1.000
2.3自信 0.444 0.317 1.400 49 .168
2.4他者参照 1.181 0.447 2.642 49 .011 *
3.1既習参照総合 0.622 0.468 1.329 49 .190
3.3自信総合 -1.756 0.837 -2.098 49 .041 *

図  《目的変数 = 学習を終えて（記述整合性）》重回帰分析

** p  < .01, * p  < .05, + p  < .10
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活動の省察を促す振り返りシートによる探究活動の評価
○向井 大喜A，村上 忠幸 B

大阪教育大学 A，京都教育大学 B

【キ－ワード】 探究的な学び，探究の過程，振り返り，評価

１ はじめに 
村上・向井(2019)は，科学的な探究活動を経

験学習の視点から整理し，探究活動と経験の省

察を一体とした授業を実践してきた1)。本研究

では，村上らがその中で提唱した，探究活動の

省察を促す「4 つの窓」という枠組みを基にし

た振り返りシートを用い，学習者が探究活動を

どう進展させたのか評価することを試みた。

２ 「4 つの窓」とは 
4 つの窓とは，向井・村上(2017)による「探究

活動における経験学習モデル」2)を基にした，活

動の行為・思考を整理する枠組みである。向井

らは探究活動が，以下の 4 つの過程がスパイラ

ル状に繰り返され進展することを示している。 
⚫ 悩んだこと，目指したこと（「目標」）

⚫ 試したこと，行動したこと（「行動」）

⚫ 行動してみて起こったこと（「結果」）

⚫ わかったこと，手がかり （「考察」）

３ 探究活動の振り返り 
2021 年に筆者が担当する授業にて，大学生を

対象に探究活動を行わせ，後述の振り返りシー

トに活動を整理させた。 
対象授業：初等理科教育法…主に，3 回生の

理科を専門としない学生が履修する。2021 年は

新型コロナ感染対策として，対面形式とオンデ

マンド型オンライン形式の 2 形式授業を交互に

実施する，ハイブリッド型授業で実施した。 
活動内容：「キャベツは生きているか（村上, 

2013)） 3)…対面授業の回に，4～5 人程度のグ

ループ毎に実施した。キャベツ 1 玉に対して自

由に観察・試行・実験し，探究させた。

振り返り：上記活動後に，各自活動をポート

フォリオに記録させた。そして翌週のオンデマ

ンド授業回の中で，Google Classroom 上に準備

した 4 つの窓の表（Google スライドで作成）

に，ポートフォリオの記録を整理させた。図 1
はその表と，ある学生の実際の記述である。 

４ 評価 
図 1 の縦の項目のうち，「行動」・「考察」の記

述数をカウントすることで，5 つの試行（行動）

と 3 つの発見（考察）を本学生が行っていたと

読み取れる。このように，縦に並ぶ記述数より，

活動を行うものがいかなる試行を行い，どのよ

うな成果を得たか，その数も合わせて把握する

ことができる。 
また，向井・村上・松本(2020)の「仮説形成

プロセス」に基づく表 1 の評価指標4)を用いる

と，「考察」の 3 記述を仮説形成の段階から評価

できる。「…位置が水をはじくのと関係している

わけではない」「…表裏は少し関係しているが大

きく関係しているわけではない」「…繊維が細か

く水が浸透しないため…」という考察は，葉の

撥水と関係する要因（変数）を仮説立てる「要

素の抽出」に至ったものだと読み取れる。 
このように 4 つの窓を用いた振り返りは，探

究活動がいかなる仮説段階に達しているかを可

視化し，評価できる可能性を持つ。今後，理数

探究や理科課題研究における学校現場での活用

を進める。 
－参考文献－

村上 忠幸・向井 大喜 「「深い学び」を実現するための探究学習と

は 」『教職キャリア高度化センター教育実践研究紀要』第 号

向井 大喜・村上 忠幸 「探究学習の感想文から見る「経験からの学

び」の成立要件」『日本理科教育学会近畿支部大会（滋賀大会）発表要旨

集』

村上 忠幸 「新しい時代の理科教育への一考察」『教育実践研究紀要』

第 巻

向井 大喜・村上 忠幸・松本 伸示 「高校生による科学的問題解決に

おける仮説形成過程の評価に関する研究」『理科教育学研究』第 巻 第

号

テーマについて

悩んだこと・目指したこと
テーマについて

試したこと・行動
行動してみて

起こったこと・結果
テーマについて

分かったこと・手がかり

活
動
開
始

↓

↓

↓

終
了

キャベツの葉が水をは
じくのはなぜか

外側と内側の葉でそ
れぞれ調べてみた

どちらも水をはじいた 葉のついている位置が水
をはじくのと関係してい
るわけではない

葉の表と裏でそれぞ
れ調べてみた

どちらもはじくが裏の
方がはじかなかった

葉の裏表は少し関係して
いるが大きく関係してい
るわけではない

火を通すとしなしなに
なることからはじかな
くなるのではないか

葉を火にかけてみる 水をはじかなくなった

葉の表面の状態を見
てみる

初めより繊維のあい
だが大きくなっていた

葉を叩いて繊維をつ
ぶしてみる

水をはじかなくなった 新鮮な葉は繊維が細かく
水が浸透しないため水を
はじくのではないか

図 1   4 つの窓による振り返りシートと記述 

表1   4つの窓による振り返りシートと記述 
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資質・能力の育成に寄与するパフォーマンス課題を 

設定する視点に関する研究 
 

○鈴木一成 1，竹田大樹 2 
SUZUKI Issey, Takeda Hiroki 

1東洋大学文学部教育学科，2慶應義塾湘南藤沢中・高等部 
【キ－ワード】主体的・対話的で深い学び，パフォーマンス課題，教授法の枠組み IIF 

 
１ 問題の所在 

平成 29 年度に公示された学習指導要領にお

いては，主体的・対話的で深い学びを通じた資

質・能力の育成が重要であることが明らかにさ

れた。主体的・対話的で深い学びとは，端的に

は探究の過程として示される一連の問題解決

的な学習活動であると措定される。理科におけ

る問題解決的な学習活動の重要性は論を俟た

ず、その学習において、教材を設定する視点を

考察することは喫緊の課題であると考えられ

る。そこで本研究では，マーフィーらの教授法

の枠組み（IIF）を援用し，問題解決的な学習

活動におけるパフォーマンス課題を設定する

視点を明らかにするとともに，授業実践を分析

してその様相を明らかにする。 
２ 教授法の枠組み（IIF） 

問題解決的な学習活動を実践するためには，

学習を牽引するパフォーマンス課題が必要不

可欠である。このパフォーマンス課題の設定に

おいて，マーフィーらの教授法の枠組み（Ideal 
Instructional Frame; 以下 IIF）は傾聴に値す

る（Murphy & Firetto, 2018）。IIF は批判的分

析的な思考の育成を目的とした枠組みであり，

必要とされる学習要素は，学習の思考様式，グ

ループ編成，教材設定の三点であり，これらの

要素を理科授業において吟味することが必要

であると捉えられる。 
学習への思考様式の要素は、教材中心の習得

的思考と子供の表現的思考を融合した批判分

析的な思考を用いること、グループ活動の要素

においては、人数や組み合わせについても検討

することが必要である。そして、学習への教材

設定の要素は，学習対象周辺の広域的な知識を

複合的に用いる教材を選択することが必要で

あると示唆している。広域な知識とは、理科の

内容に関する知識と問題解決的な学習活動に

関する知識が含まれていると考えられる。特に、

後者の知識に対してはクレイヤックとシンが

示した問いの条件，①生徒が遂行可能である。

②教育課程に沿っている。③現実に即している。

④楽しい課題である。⑤周囲に害を与えない。

の問いの条件が有用である（Krajcik & Shin, 
2014）。つまり，問題解決的な学習活動におい

て教材を設定する視点としては，批判分析的な

思考様式とグループ活動を見据えた、理科の内

容に関する知識と学習活動に関する問いの条

件を具備することが重要であると考えられる

のである。 
３ IIF を援用した授業実践の分析結果 

 本研究では教材設定の視点を検証するため，

私立高等学校における積雲高度測定の授業実

践に対してインタビュー調査、動画・ポートフ

ォリオ分析を行った。インタビュー調査の結果，

教師が教材設定を行う際には，習得的思考と表

現的思考を布置した批判分析な思考を用いた

グループ活動を想定し、教材設定の雲や大気の

対流の内容に関する知識と問いの条件，①雲の

測定ができる，②学習指導要領に即している，

③気象におけるエマグラムの活用，④楽しい実

際の測定実験，⑤ラジオゾンデの不使用といっ

た問いの条件が満たされていたことが明らか

となった。また，ポートフォリオ分析の結果，

授業実践においては子供が話し合いや発表等

の活動を通して，科学概念を構築したことが示

された。 
４ まとめ 

本研究では，問題解決的な学習活動における

教材設定の視点として，学習の思考様式とグル

ープ活動を想定し、理科の内容に関する知識と

学習活動に関する知識である問いの条件が有

用であることが明らかとなった。これは，資

質・能力の育成に資するための主体的・対話的

で深い学びにおけるパフォーマンス課題を設

定する視点として有効であると考えられる。 
参考文献 
Krajcik, J.S. & Shin, N. (2014). Project-Based 

Learning, In K. Sawyer (Ed.).The Cambridge 
Handbook of the Learning Sciences, Cambridge 
University Press, 275-297. 

Murphy, P.K., & Firetto, C.M. (2018). Classroom 
discourse in education, Routledge, 105-112. 
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複数事象の比較を通した仮説設定の段階的指導の効果

中学校理科「電流とその利用」の単元を例に

○佐久間直也 1，中村大輝 2

筑波大学附属中学校， 広島大学大学院

【キ－ワード】科学的探究，仮説設定，指導法，オームの法則，混合研究法

１ 研究の背景

理科教育においては，学習者が主体的に科学

的探究へ取り組むことを通して，様々な能力を

身に付けることが期待されている。学習者主体

の科学的探究においては，学習者自らが問いや

仮説を設定することが求められるが（Bell, 
2005），これらの活動は理科教育において重要

視されず，長期間にわたり研究が不足していた

（Rachelson, 1977）。今世紀に入ってからは，

仮説設定に関する研究が国内外で実施され，指

導法に関する研究が徐々に蓄積されてきてい

るものの，各指導法には学習者の思考過程から

の乖離といった複数の課題が指摘されている

（中村・雲財・松浦，2018）。

２ 指導法の概要

そこで本研究では，仮説設定の思考過程に関

する研究などを参考に，仮説設定の指導を「変

数の見出し」と「因果関係の検討」の 2 段階に

分割した指導法を新たに開発した。「変数の見

出し」の段階では，一部の条件（変数）が異な

る２つの事象の比較を通して事象に関連する

複数の変数を見出させるとともに，見出した変

数を学級内で共有する。「因果関係の検討」の

段階では，変数間の因果関係をワークシートで

整理したうえで，自身の仮説を文章化させる。

３ 研究の目的

本研究では，前述の指導法の効果を明らかに

することを目的とした実証研究を実施する。

４ 研究の方法

中学校第 2 学年「電流とその利用」において，

実験群（n = 82）と統制群（n = 82）で異なる指

導法を実施し（全４時間），単元の理解度や仮

説設定の質などに対する指導効果を比較した。

より具体的には，事前・事後の理解度テストや

授業中に立てられた仮説の質の量的分析，授業

中の様子や授業後のアンケートの質的分析を

行った。研究計画の詳細は OSF に事前登録し

た（https://osf.io/s5edf/）。

５ 結果および考察

評価項目の基礎集計の結果の一部を表１に

示す。

表１ 各群の平均値（標準偏差）

評価項目 実験群 統制群

事前の理解度 3.59 (0.62) 3.64 (0.63)
事後の理解度 2.49 (1.34) 2.08 (1.32)
仮説設定の質 4.59 (0.70) 2.47 (1.51)

表１について，事後の理解度を従属変数，事

前の理解度を共変量，群を独立変数とした共分

散分析を行った結果，群の主効果は有意であり

（p = .03），群間の差は決して大きくないもの

の（f 2 = 0.03），実験群の方が事後の理解度が

高かった。また，仮説設定の質についても群間

差が有意であった（p < .001, g = 1.79）。

単元の指導後に実施した自由記述式のアン

ケートにおいては，実験群において２つの事象

の比較や段階的な指導の分かりやすさについ

て言及した記述が複数見られた。これらの結果

を併せて解釈すると，提案する指導法は単元の

理解度や仮説設定の質に有効であったと解釈

できる。

その一方で，両群のアンケートにおいては仮

説設定に躓きを感じたという記述も複数見ら

れた。躓きの傾向は群間で異なり，統制群にお

いては，仮説の立て方や文章化など仮説設定の

初期段階で躓きを感じていた。他方，実験群に

おいては，変数が取り得る値の範囲や因果関係

を考える過程で躓きを感じていた。両群に共通

して仮説設定に躓きを感じた生徒がいたもの

の，実験群の方が躓きの内容が具体的に知覚さ

れていた。これは，仮説設定を段階的に指導し

たことで，どの段階で躓いたかが明確になった

ものと解釈できる。今後は，それぞれの段階に

おいて生徒が経験する困難に応じた支援の在

り方を検討していく必要がある。

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）1F02

一
般
研
究
発
表

− 156 −



 

 

 

生徒主体による科学的知識の統合･創発に向けた立体型イメージマップの効果 
 

○中込泰規 1，加藤圭司 2  

Taiki NAKAGOMI, Keiji KATO 

                 1東京学芸大学附属竹早中学校，2横浜国立大学教育学部  

【キ－ワード】立体型イメージマップ，俯瞰する行為，知識の関連付け，深い学び，中学校理科 
 
１ はじめに 
 平成 29 年告示の中学校学習指導要領では，
各教科の特質に応じた見方・考え方を働かせな
がら，知識を相互に関連付けてより深く理解す
ることが求められている。これに関して筆者ら
は，知識創造や創発の観点から，獲得した知識
や考えを関連付ける対話的な理科の知識構築
環境と，そこに内在する思考過程の解明を試み
てきている(中込･加藤，2020a,2020b)。 
 本研究は，先の成果である科学概念構築にお
ける知識や考えの関連付けのための「俯瞰する
行為」に着目し，この行為の支援を目的として
導入する「立体型イメージマップ」の効果を明
らかにしようとするものである。 
 イメージマップは，授業の前後における記述
の変化等から，獲得された知識とその関連性を
とらえる評価ツールとしての位置づけと，獲得
した知識等の全体を把握(≒俯瞰)することか
ら，次なる学びを導く学習ツールとしての位置
づけが検討されてきている(栢野ら,2000)。 
本研究では，従来の二次元平面上のイメージ

マップを拡張し，異なる分野･内容間の関連性
を視覚的に把握･意識できることを目指して，
立体的に表現する方法を開発すると共に，その
ツールが生徒の主体的な科学的知識の統合や
創造に，どのように寄与するのかを検証するも
のである。 
２ 立体型イメージマップの具体 
 本研究に実際に使用し，生徒が記入した立体
型イメージマップを図１に示す。下段は，キー
ワードについての日常知や授業，観察・実験か
ら得た知識など具体的なものを記述するスペ

ースとし，上段は，下段に記述した知識同士を
関連付けて，共通する事項や一般的特性など抽
象度の高い知識を記述するスペースとした。イ
メージマップの記述は，２時間に１回程度の割
合で振り返りを兼ねて設定し更新させた。 
３ 授業実践と調査の概要 
（１）時期：2021年６月〜７月 
（２）対象：国立大学附属中学校３年生 117 名 
（３）カリキュラム：「熱」と「運動」からエ
ネルギーの特性を見出す流れでカリキュラム
を設定した。具体的には，熱と運動それぞれの
特性を見出し，それらの比較を通して帰納的に
エネルギーの特性を捉えることを目指した。 

時 内容 

１ 熱と運動のイメージマップを作成する。 

熱 

２ 
栄養成分標示に示されている cal は，どれく

らいのエネルギーなのか考える。 

３ 第２時の考えをもとに，熱の伝わり方に

関する実験を行う。 

４ 熱に関するエネルギーの特徴をまとめる。 

運

動 

５ 
運動で生じるエネルギーを可視化する方法を

検討する。 

６ 第５時で検討した実験を実施する。 

７ 運動に関するエネルギーについてまとめる。 

熱
・
運
動 

８ 

９ 

熱や運動に関するエネルギーが日常の中でど

のように使われているか考える。 

10 エネルギーの一般的特性についてまとめる。 

４ まとめ 
本実践では，特に「エネルギーによって物体

の状態や様子を変える」，「エネルギーは姿を
変えて伝わることがある」という特性を見出す

ことを目指した。「熱」のイメージマッ
プでは，どちらかの記述が確認できた
生徒は 117 名中 110 名(94.0%)，両方の
記述が確認できた生徒は 63 名（53.8%）
で，知識の関連付けから科学的知識を
創り上げることに関して，立体型イメ
ージマップが有用であったと考えられ
る。一方で，抽象的な捉えができていて
も，授業で取り扱った知識のみ関連付
けが行われ，第１時に記入した元々自
らが所有する知識とはほとんど関連付
いていない実態等も確認された。生徒
がどのように知識を構造化していくの
か，そのパターン等をさらに分析して，
より効果的な立体型イメージマップの
活用方法を検討する必要がある。 図１ 生徒が記述した｢熱｣に関する立体型イメージマップ  
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思考･判断･表現に関する中学生の意識の変容 

HLWをテーマとした Argumentを通して 

 

○萱野貴広 1，大矢恭久 1，安藤雅之 2，中澤祐介 3，牧野照平 4，

土屋善之 5，田中誉也６，金澤翔平７，岸 宗之 8， 

Takahiro KAYANO1, Yasuhisa OHYA1, Masayuki ANDO2, Yusuke NAKAZAWA3, Shohei MAKAINO４, 

 Yoshiyuki TSUCHIYA5, Takaya TANAKA6， Shohei KANAZAWA7, Muneyuki KISHI8 
1静岡大学，2常葉大学，3静岡大学附属浜松中学校，4袋井市立袋井中学校， 

5島田市立島田第一中学校，6磐田市立豊田中学校，7静岡市立由比中学校，8伊東市立宇佐美中学校 

【キ－ワード】 理科と社会、現代的諸課題，思考・判断・表現，Argument 
 

１ 目 的 

 2021 年 4 月に新学習指導要領が中学校で全

面実施を迎えた。その総則の解説では，言語能

力，情報活用能力，問題発見・解決能力等の学

習の基盤となる資質・能力や，現代的な課題に

対応して求められる資質・能力を教科等横断的

な視点に基づいて育成することが求められて

いる（文科省 2017）。このうち現代的な課題に

対しては，「思考･判断･表現」に関わる能力の

比重が大きいように思う。数年前から筆者ら

は，生徒の思考を可視化することで「思考する

こと」の意義や価値を実感できるような理科授

業の実践（中澤ほか 2016），また自身の判断を

価値付けし効果的に表現できるようアーギュ

メントスキルの伸長を目指した実践に取り組

んできた（萱野ほか 2017）。  

 本報告は，現代的課題として高レベル放射性

廃棄物（以下、HLWと記す）地層処分問題をテ

ーマに Argument を主体として理科と社会科で

実践した授業を通して，「思考･判断･表現」に

対する生徒の意識がどう変容したかについて

まとめたものである。 

２ 授業対象，教科「単元」“目的”等 

（1）SY中学校 3年全 4クラス（110 名），理科

「科学技術と人間（9時間）」“社会的な問題を

自分事として捉え，課題解決のために意思決定

の場に主体的に参加し、判断しようとする資質

を育成すること”授業者は中澤（2021年 2月）。 

（2）AR中学校 3年生 4クラス（115 名），社会

科「地球社会とわたしたち（8時間）」“持続

可能な社会に向けて私たちが考えるべきこと”

授業者は牧野（2021 年 1～2 月）。 

（3）調査資料 

・思考･判断･表現に関する事前･事後調査 

・第 4，5時で使用したワークシート 

・課題 1，2（授業後） 

上に示した 2校の人数は，事前調査に回答し第

4，5時に出席した生徒数である。調査資料のう

ち，事前事後調査以外はその一部を用いた。 

３ 結 果 と 考 察 

 SY 中の生徒で HLW 問題について聞いたこと

があると答えたのは 15％程度で，授業者は転

任 1 年目である。AR 中の生徒は 1 年時から，

本授業者の元で HLW問題について学んでいる。 

 ほぼ全員が「みんなと話し合うことは必要だ

と」答えた 2校の生徒の「判断するきっかけ」

にはそう大きな差が無かったが，実践後にその

判断基準の分散が見られたことが両校に共通

した傾向の 1つであった。理科と社会科の特徴

を生かしたアプローチでの実践だったが，両校

とも 90％以上の生徒が「HLW 地層処分問題は自

分たちに関わる問題だ」と答えていた。またワ

ークシートには，明確な根拠を元に判断する，

相手に理解してもらえるよう発表する，といっ

た記述も見られた。現代的課題をテーマに

Argumentを主体とした本実践の成果といえる。 

引用文献 

萱野・土屋（2017）「アーギュメントスキル育

成のための理科学習プログラム」日本理科教

育学会第 67回全国大会論文集 p.169 

文部科学省（2017）「中学校学習指導要領」お

よび「中学校学習指導要領解説」 

中澤・鈴木･萱野（2016）「思考の可視化と操作

化とアーギュメントと理科授業実践」日本理

科教育学会第 66回全国大会論文集 p.288 

附記  

本研究は，2020 年度・ 2021 年度地層処分事

業に係る社会的側面に関する研究支援事業Ⅱ

「受容から合意に至る Argument デザインと

その検証（代表 萱野貴広）」の成果である。 
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問題を見いだす際に学習者が着目する 

「見方」とその背景にある諸要因 
 

○萩原健斗 1 ，栗原淳一 2 

Kento HAGIWARA，Jun-ichi KURIHARA  

                 吉岡町立駒寄小学校 1，群馬大学大学院教育学研究科 2  

【キ－ワード】 問題を見いだす，理科，見方，中学生  
 

１ はじめに 

学習指導要領において、各教科における「見

方・考え方」を働かせて資質・能力を育むこ

とが目標として掲げられている (文部科学
省,2017)。特に、中学校第一学年では主に「問
題を見いだす」過程の指導に重点を置くこと

が示されている。しかし、「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わか

らない」という教員の声が多い(鈴木ら,2019)。
また、杉田(2018)によると、観察の視点が教
科書や教員から与えられていて自己のものと

して獲得されていないことを理科授業の課題

として挙げている。さらに、柿沼(2018)によ
ると、「見方・考え方を働かせる授業づくりに

向けて、大切なことは、学習者がどのような

見方・考え方を保持しているか」という実態

を教師が把握することであると指摘している。 

以上のことから、「見方・考え方」を働かせ

て問題を見いださせる指導を考案するために、

まず、学習者が問題を見いだす際に着目する

理科特有の「見方」について調査する必要が

あると考えた。 

２ 目 的 

 学習者(中学生)は、問題を見いだす際にど

のような理科特有の「見方」に着目するのか、

その実態を調査するとともに、「見方」に影

響を及ぼす諸要因を同定する。この結果をも

とに、問題を見いだす力を育成する指導方法

の考案に向けた示唆を得ることを目的とする。 
３ 方 法

(1)調査対象及び時期
・群馬県内の中学校第 2学年 195名
・平成 30年 11月~12月
(2)質問紙調査

1) 問題を見いだす際に着目する「見方」を調
査する問題

理科特有の「見方」が可能な、日常生活やこ

れまでの経験の中で触れてきた事象について、

「どんなことに注目して調べたいか」を問う問

題とした。

2) 「見方」に影響を及ぼす諸要因を同定する
質問項目

「見方」に影響を及ぼす要因として、8つの
カテゴリーを設定し、合計 35 項目の質問項目
を設定した。

４ 結果と考察 

 「見方」に影響を及ぼす因子は、「原因の把

握と探究」、「興味・関心に基づいた調査」、

「理科への好感度」、「特徴の視覚的整理や表

現」、「自然体験」であった。 

学習者(中学生)が問題を見いだす際に着目

する「見方」とその背景にある諸要因との相

関を分析したところ、「質的な見方」と「原

因の把握と探究」「興味・関心に基づいた調査」、

「関係的な見方」と「原因の把握と探究」「興

味・関心に基づいた調査」「特徴の視覚的整理

や表現」、「時間的な見方」と「興味・関心に

基づいた調査」、「空間的な見方」と「自然体

験」に相関がみられた。これらの結果から、

「自然体験」を通して見方の感性を養い事象

を捉えることや、日常的や非日常的なトピッ

クスを用い子どもの興味関心を高め疑問を持

たせること、図やイラストなどに現象をまと

める「視覚的整理」を行いその現象の「原因

を把握」したり「探究」したりする活動を行

うことなどが、問題を見いださせる指導とし

て示唆される。 
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仮説を再設定させる指導が 
仮説の妥当性を検討する力の育成に与える効果 
―拡張的学習モデルによる学習過程の分析を通して― 

 
○鈴木武蔵 1 , 栗原淳一 2 

Musashi SUZUKI, Jun-ichi KURIHARA 
1桐生市立新里中学校，2群馬大学大学院教育学研究科 

【キーワード】仮説，妥当性を検討する力，再設定，拡張的学習モデル 
 
1. 研究の背景及び目的 

 平成 30 年度全国学力・学習状況調査から,

「仮説の妥当性を検討する力」に依然として課

題があることが明らかとなった。そこで,この

力を育成する指導方法に着目した。 

仮説の妥当性を検討する場面として,仮説設

定の場面,考察の場面がある。仮説設定の場面

では,根拠が生活経験や既習事項に基づいてい

るか検討させる必要がある(村山,2012）。考察

場面では,結果と仮説が一致しているか否か検

討させる必要がある。（角屋,2013）。また,仮説

と結果が一致した場合には仮説を確認,一致し

なかった場合には仮説を見直し,再検討を加え

ることになると述べられている（文科省,2018）。

以上,仮説と結果が一致しない場合の方が,検

討する場面が多く,仮説の妥当性を検討する力

の育成に効果的であると考えた。そこで,仮説

設定と考察場面で仮説の妥当性を検討させる

こと,違う視点で仮説の再検討を行わせ,探究

の過程を戻ったり繰り返したりする授業を構

想・実践し，その効果を検討することとする。 

また,仮説の妥当性の検討がいかに行われる

かを,森本（2018）による「拡張的学習モデル」

の視点で検討する。 

2. 方法 

（1）調査対象及び時期 

 群馬県内の公立中学校第 2 学年 4 クラスの

「酸素がかかわる化学変化」の授業（平成 30

年 12月） 

（2）方法 

 生徒に、課題「燃えたマグネシウムを二酸化

炭素中に入れるとどうなるのか」に対する仮説

を立てさせる。ここでは、「火が消える」と仮

説を立てる生徒が多い。実際に実験を行い、仮

説と結果の一致・不一致を検討させる。その後、

二酸化炭素中でマグネシウムが燃える理由を

考えさせる際に、「モデル」という視点を提示

することで、再度仮説の妥当性の検討を促す。 

指導の効果と仮説の妥当性の検討が行われ

る過程については、ワークシートの記述や発話

プロトコルの分析により検討する。 

3. 結果と考察  

 各場面で仮説の妥当性の検討を行うことの

できた生徒の数が多かったことから,本授業は,

仮説の妥当性を検討する力の育成に有効であ

ったといえる。また,仮説を再設定するために

は,仮説を設定するための既習事項を確認する

こと,その既習事項を基に今までとは違う視点

で仮説を設定すること、設定した仮説を班やク

ラスで共有することが適切に作用した。仮説を

再設定することで,その後の探究が促され,実

験結果を基に仮説の妥当性の検討を行うこと

ができた。 

 

 
 
 
 
 

 
図 1 拡張的学習モデル（森本,2018） 
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中学生の「検証計画の妥当性を検討する力」に 
影響を及ぼす諸要因とその一考察 

 
○横堀由樹１，栗原淳一２ 

Yuki YUKOBORI，Jun-ichi KURIHARA 
１前橋市立大胡小学校，２群馬大学大学院教育学研究科 
【キーワード】検証計画，妥当性，中学生，理科 

 
１ はじめに 

平成 30年度全国学力・学習状況調査では，実験

を計画することに課題があることが示された．(国

立教育政策研究所，2018)．そこで，本研究では検

証計画立案場面の能力育成に着目した．学習指導

要領には，理科において育成すべき資質・能力の

例が示されており(文部科学省，2017)，検証計画

立案場面においては，「仮説を確かめるための観

察・実験の計画を立案する力」「観察・実験の計画

を評価・選択・決定する力」が示されている．ま

た，「見通し」と「振り返り」は，学習過程全体を

通してのみならず，必要に応じてそれぞれの学習

過程で行うことの重要性が示されている(文部科

学省，2017)．そこで，本研究では，特に検証計画

立案場面における「検証計画の妥当性を検討する

力」の育成に着目した．立案場面では，仮説を検

証する計画になっているか，得られる結果を見通

して妥当な計画になっているかを考えることにな

る．この２つを総合して，「検証計画の妥当性を検

討する力」とした．これまで，この力の一部につ

いて実態を調査したものはあるものの，総合的な

ものは調査されていない．「検証計画の妥当性を検

討する力」の実態を把握し，影響を及ぼす因子を

同定することで，今後の指導方法への示唆を得る

ことができる． 
２ 目 的 

中学生の「検証計画の妥当性を検討する力」に

ついて調査するとともに，影響を及ぼす諸要因を

同定する．この結果をもとに，「検証計画の妥当

性を検討する力」の能力を育成する指導方法の考

案に向けた示唆を得ることを目的とする． 

 

３ 方 法 

（１）調査の対象・時期および方法 

対象：群馬県内の公立中学校第１学年 77人 

時期：2018年 12月初旬～2019年 1月初旬 

方法：評価問題，質問紙を用いて実施 

「検証計画の妥当性を検討する力」に関する評価

問題 4問，影響を及ぼす因子を同定するための質

問項目 36問 

（２）分析 

各質問項目の回答を得点化し,因子分析を行っ

た．各因子と「検証計画の妥当性を検討する力」

との相関を求めた． 

４ 結果と考察 

 「検証計画の妥当性を検討する力」に影響を及

ぼす因子は「理科に対する好感度」，「多面的な視

点での協働」，「根拠を基にした行動決定」，「自然

体験」であった．特に，「多面的な視点での協働」

と「検証計画の妥当性を検討する力」に正の相関

がみられた．検証計画の妥当性を検討させる視点

を提示し，実験の手順やデータの収集方法を多面

的に吟味させることや他者との思考の共有化を図

ることが，「検証計画の妥当性を検討する力」を育

成する指導として示唆される． 

 

引用文献 

文部科学省(2017)『中学校学習指導要領解説理科

編』p.9． 

国立教育政策研究所(2018)『平成 30 年度全国学

力・学習状況調査 報告書・調査結果資料』pp.8-

9． 
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実験計画立案の場面で既習事項や経験を想起させ 

共有させることの効果 

－中学校 1年「蒸留の実験」を事例にして－ 

 

〇浅見詩織１，栗原淳一２ 

Shiori ASAMI，Jun-ichi KURIHARA 
1榛東村立南小学校，２群馬大学大学院教育学研究科 

【キーワード】 実験計画立案，既習事項，共有 

 
１ 目 的 

 平成 30年度全国学力・学習状況調査報告書

によると，中学生には実験方法を考えることに

課題があることが明らかになっている（文部科

学省・国立教育政策研究所，2018）。そこで，

実験計画立案の場面で，課題と考えられる部分

に着目した。 

中学校１年生の蒸留の学習では，「どのようにす

れば水とエタノールの混合物を分離できるだろう

か」という課題を「沸点の違いを利用して加熱して

気体になったものを冷却し再度液体に戻すことで

取り出す」という実験を計画させる。しかし，それだ

けでは不十分で，蒸留の操作をして先に出てきた

液体が「エタノールかどうかを調べる」実験操作が

必要となる。このような，物質を調べるという実験

操作は，直接課題を解決するものではない。その

ため，この実験操作を行う意図をきちんと理解し，

見通しや目的意識をもって取り組まないと，生徒

たちは実験操作の意味が曖昧になったまま実験

に取り組んでしまうと考えられる。佐竹（2014）は，

検証計画立案の場面で既習事項を想起させるツ

ールとしてタブレット PCを用いることで見通しをも

って実験計画立案の能力を高めることができるこ

とを明らかにしている。また，清水（2005）は実験

計画立案の場面で話し合い活動を取り入れること

で，既習事項に基づいて予想を検証するための

実験計画ができるようになることを明らかにしてい

る。既習事項や経験を整理し，それを踏まえて実

験を計画させることは重要である。 

そこで本研究では，課題の解決に直結しないが

必要とされる「実験後の物質を確かめる」という操

作のある実験を計画させる場面で，既習事項や

経験を想起させ，その共有を行わせる指導の方

法を考案・実践し，その事例から指導方法の確立

に向けての示唆を得ることを目的とした。 

２ 方 法 

（1）調査について 

  群馬県内の公立中学校第 1学年 109名を対

象とし，「蒸留」に関わる授業を 2019年 10月に実

施した。 

（2）授業の概要 

既習事項や経験を想起させる指導として，２通り

を考案した。１つ目は，教師が生徒とやり取りをし

て，既習事項や経験を想起させ，エタノールの性

質に関するキーワードを書きだしていく方法であ

る。２つ目は，エタノールに関する情報が確認でき，

そこから既習事項や経験を想起させることのでき

るプリントを活用した方法である。本研究では，前

者の教師とのやり取りを通して行う授業を２学級，

後者のプリントを用いて授業を行うクラスを２学級

で実施した。計画立案場面では，まずは個人で

計画を考えさせ，その後，個人で考えた計画を班

で共有させる。既習事項や経験を想起させたこと

で，どのくらい生徒が実験計画を立案できるのか，

また，共有する時間を作ることで，新たな発想が

生まれたり，知識が固定されたりし，実験計画を立

案できるようになるかを調査する。 

（3）分析の方法 

 授業の中の生徒の発言や様子，ノート・プリント

の記述から，本研究の指導方法に関する効果を

検討する。教師と生徒のやりとりを通して行った授

業と，プリントを用いて行った授業のそれぞれの

学びの様相から，指導方法確立に向けての要素

を抽出する。 

３ 結果及び考察 

 やりとりによって既習事項や経験を起させた授

業では，実験方法を考えられない生徒がほとんど

いないことなどがメリットの１つであった。プリントに

よって既習事項や経験を想起させた授業では，

実験方法を具体的に記述できていたことがメリット

の１つであった。これらの結果から，実験計画を立

案する場面では，既習事項や経験を教師と生徒

のやりとりとプリントでの情報提示の両方で想起さ

せ，具体的に何を書けばよいか示して実験計画

を立案させ，それを共有させる指導を行うことが重

要であることが示唆された。 
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「原因と結果」の見方・考え方を促す指導が実験計画立案時の 

批判的思考やメタ認知的活動に与える効果 
－小学校第５学年「振り子の運動」を事例として－ 

○木原義季1，栗原淳一2，山田貴之3 

Yoshiki KIHARA, Jun-ichi KURIHARA, Takayuki YAMADA 
1上越教育大学大学院，2群馬大学，3上越教育大学 

【キ－ワード】 原因と結果，実験計画立案力，批判的思考，メタ認知的活動，振り子の運動 

 

１ 目 的 

 小学校理科では，予想や仮説を立て，それを検証

するための実験計画立案力の育成が求められてい

る。木原ら（2021）は，第６学年「水溶液の性質」

において，児童が合言葉とルーブリックを用いるこ

とで，実験計画立案に関する意識が向上することを

報告している。そこで本研究では，主に予想や仮説

を基に，解決の方法を発想するといった問題解決の

力の育成を目指す第５学年児童を対象に，合言葉や

ルーブリックの自己評価ツールの導入を試みるとと

もに，山田ら（2021）が考案したワークシートを用

いて実験計画を立案させることが，児童の批判的思

考やメタ認知的活動の促進に有効であると考え，そ

れを検証することを目的とした。 

 

２ 方 法 

（１）対象：新潟県内の小学校第５学年２学級58名 

（２）単元名：振り子の運動 

（３）時期：2021年４月 

（４）調査方法：「実験観尺度」（草場，2011），

「考察に関する意識の変容」（家塚，2018）及び

「批判的思考の変容」（高見ら，2017）を参考に，

計69項目から成る質問紙を作成した。 

 

３ 結 果 

 事前の質問紙調査から，各質問項目の平均値と標

準偏差を算出し，天井効果と床効果を確認した。そ

の結果，69項目中26項目に天井効果が見られたので，

43項目を用いて因子分析（主因子法・プロマックス

回転）を行った。因子負荷量が.40以上の項目を因子

とし，２つ以上の因子に負荷が見られた項目を削除

して分析を繰り返したところ，10因子を抽出した。 

 実験群の事前・事後調査について，因子ごとにｔ

検定を行った結果，７因子（「意味理解方略志向」，

「実験計画立案方略志向」，「実験プロセスの重視」，

「予想や考察の妥当性」，「他者との関わりによる

批判的な気づき」，「多面的な思考」，「反省的な

思考」）に有意な差が見られた（表１）。統制群の

結果及び考察については学会当日に報告する。 

表１ 実験群の事前・事後における各因子の平均値（標準偏差） 

 
 

引用文献 

家塚大樹（2018）「小学校理科実験における考察力育成に関す

る指導法とその効果－第５学年『振り子の運動』の実践を通

して－」『上越教育大学大学院修士論文』，51-52. 

木原義季・栗原淳一・山田貴之（2021）「批判的思考とメタ認

知的活動を促す指導が実験計画立案力の育成に与える効果

－小学校第６学年『水溶液の性質』を事例として－」『日本

科学教育学会研究会研究報告』第35巻，第５号，39-42. 

草場実（2011）「メタ認知を育成する理科学習指導に関する実

践的研究－高等学校化学領域の観察・実験活動に着目して

－」『広島大学学位論文』, 57—61. 

高見健太・木下博義（2017）「他者との関わりを通じて批判的

思考を働かせるための理科学習指導法の開発と評価－中学

校理科『化学変化』の単元における授業実践を通して－」『理

科教育学研究』第58巻，第１号，27-40. 

山田貴之・玉木政彦・木村有里・松本隆行・木原義季（2021）

「小学校理科における仮説と考察の記述力育成に関する研

究－「原因と結果」の見方・考え方を働かせて事象を捉えさ

せるワークシートを基に－」『上越教育大学研究紀要』第41

巻，第１号，247-256. 

 

附記  

本研究の一部は，JSPS科研費18K02655，21K02484の助成を

受けて行われた研究成果に基づいている。 

因子名
平均値

（標準偏差）
両群の比較
（ｄｆ＝28）

事前 2.68（1.30）

事後 3.03（1.27）

事前 3.43（1.26）

事後 3.79（1.19）

事前 2.81（1.36）

事後 3.29（1.26）

事前 3.13（1.35）

事後 3.25（1.35）

事前 3.52（1.35）

事後 3.95（1.17）

事前 3.31（1.31）

事後 3.53（1.18）

事前 3.43（1.33）

事後 3.84（1.28）

事前 3.10（1.23）

事後 3.40（1.19）

事前 3.22（1.34）

事後 3.45（1.21）

事前 3.03（1.08）

事後 3.22（1.25）

注）　n＝29　**p<.01　*p<.05

反省的な思考 t =2.78 **

探究的・合理的な思考 t =1.65 n.s.

健全な懐疑心 t =1.33 n.s.

予想や考察の妥当性 t =2.67 **

他者との関わりによる批判的な気づき t =2.25 *

多面的な思考 t =2.75 **

意味理解方略志向 t =2.10 *

実験計画立案方略志向 t =2.44 *

結果の処理や考察の導出 t =1.02 n.s.

実験プロセスの重視 t =2.80 **
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「資質・能力」を伸ばす指導の工夫とパフォーマンス課題

内分泌系専門医のシュミレーション学習を通じて

○和泉裕志 1

広島県立広島高等学校

【キ－ワード】 主体的・対話的で深い学び，アクティブラーニング，パフォーマンス課題

１ 目 的

これまでの高等学校の理科教育は，知識定着

を目的に，授業者の効率的な説明を中心にした

授業が多く行われてきた（稲井 2019）。しかし，

2018 年の学習指導要領改訂において，グロー

バル化や ICT の革新など急激な社会の変化を

背景として，従来の学力の範疇にとどまらない

「資質・能力」の育成が強調されるようになっ

てきた（中央教育審議会答申 2016）。

そこで，１学年の生物基礎の授業において，

生徒の「資質・能力」の育成に重点を置いた指

導方法を行い，各単元のまとめとしてパフォー

マンス課題を実施することにした。

本発表では，年間指導の工夫と単元「体内環

境の維持のしくみ」で実施したパフォーマンス

課題「内分泌系専門医のシュミレーション」に

関する成果と課題について報告する。

２ 方 法

（１）指導の工夫

年間指導では，①知識の伝達は最小限に留め

て「課題」を与え，それを生徒が解くことで知

識を習得できる授業を展開する。②生徒が多様

な他者との学びを実践できるよう，授業の座席

を毎回変更する。③ルーブリックによる評価を

使用し，評価項目に「態度」の観点を入れると

いう工夫を実施した。

本単元では個々のホルモンの名称や働きな

どについて教授する時間をとらないようにし

た。

（２）パフォーマンス課題

１）課題の概要

３人の患者（すべて脳下垂体腺腫に侵された

人であるが，見られる症状が異なる）に関する

未完成のカルテを読み，そこに記載されている

症状から内分泌系にどのような異常が生じて

いるのかを考え，体内の状態を図示する。

２）ルーブリック評価（評価の観点）

「症例分析（内容）」，「思考・判断・表現」，

「態度」の３観点を３段階（ ・ ・ ）評価で

きるものを作成し，生徒に提示した。

生徒の自己評価と提出された授業プリント

をもとにした教師による評価を行った。

３）指導の流れ

最初に生徒１人に対して，患者１人について

考察させ，同じ患者を考察した生徒との交流の

時間を設けた。その後，異なる患者について考

察した生徒同士でグループになり，全員の考察

をもとに体内の状態を示す図を作成させた。

最後に，３人の患者は同じ病気を患っている

人の例であることを紹介し，それらの症状がみ

られる根本的な原因をグループで考察させた。

３ 結 果

提出された授業プリントの記載や授業中の

様子から，授業中に生徒は課題に対する自身の

仮説を立て，それを調べたり，周囲と議論しな

がら検証していることが分かった。さらに，自

らが主体的に考える中で，学習内容について多

様かつ高度な疑問をもち，より幅広い分野と関

連付けようとする様子を確認できた。このよう

な様子は，教師による一方的な教授をメインと

した授業では見られなかったことである。

４ 考 察

今回のような生徒の主体性を発揮させる指

導の工夫と単元のまとめとしてパフォーマン

ス課題を実施することは，生徒の「資質・能

力」を育成する上でも非常に重要である。

一方で，今後さらに生徒の「資質・能力」

を伸ばすために，教員によるファシリテート

や生徒に与える課題の難易度などにまだまだ

課題が多いということも感じられた。

引用文献

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

要領等の改善及び必要な方策等について（答

申）」．

稲井達也（2019）「AI 時代の人材を育てる！高

校授業『学び』のつくり方」東洋館出版．
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中学校理科生命領域における学習内容の扱いに関する研究 

中学生と大学生を対象とした生物に関する認識調査を中心に 

 

○河野慶太郎 1，森藤義孝 2，甲斐初美 2 

Keitaro KAWANO, Yoshitaka MORIFUJI, Hatsumi KAI 
1福岡教育大学大学院教育学研究科, 2福岡教育大学  

【キ－ワード】 理科，生物，動物，植物，呼吸 
 

１ 目 的 

 平成 29 年の中学校学習指導要領の改訂におい
て，理科の生命領域に関する学習では，動物と植

物の両方の内容を全学年で取り扱うように大幅な

変更がなされている（文部科学省，2018）。この
変更は，動物と植物を比較させ，生物としての共

通性を理解させること，動物と植物の違いを認識

させ，生物の多様性を捉えさせることを意図した

ものであると考えられる。しかしながら，当然の

ことであるが，動物と植物の両方の内容を全学年

で取り扱うだけでは，生徒に生物としての共通性

とそれらの生物の多様性を捉えさせることはでき

ない。そのため，生徒の動物と植物に対する認識

を把握し，動物と植物の具体的な学習内容をどの

ように扱えばよいかについて検討していくことが

重要であると考える。そこで，本研究では，中学

校理科生命領域における学習内容の扱いについて

検討していきたい。

本報告では，その足がかりとして，中学生と大

学生を対象に生物に関する認識調査を行い，その

結果を踏まえ，中学校段階で動物と植物の学習内

容をどのように扱えばよいかを検討するための示

唆を得ることにする。本紙では，紙面の都合上，

中学生を対象にした生物に関する認識調査に焦点

を当てる。

２ 調査の実際 

対象者は，F県内の公立中学校第 2学年 4クラ
スに所属する 110名である。調査は，対象者が第
2学年の生命領域の内容を学習する前（2021年 6
月下旬）に質問紙を用いて実施した。表 1は，調
査問題の概要を示したものである。表 1に示すと
おり，調査問題は 3つの大問から構成されている。
大問 1の回答結果から，全体の約 2割の生徒は
「イヌやニワトリは生物でない」という非科学的

な認識をしていること，約半数の生徒は「ホウセ

ンカ，チューリップ，マツ，及びゼニゴケは生物

でない」という非科学的な認識をしていることが

明らかになった。そして，大問 2の回答結果から，
ほとんどの生徒は「イヌやニワトリは動物である」

や「ホウセンカ，チューリップ，マツ，及びゼニ

ゴケは植物である」という科学的な認識をしてい

ることが明らかになった。また，大問 3の回答結
果から，約半数の生徒は「ホウセンカ，チューリ

ップ，マツ，及びゼニゴケは呼吸をしない」とい

う非科学的な認識をしていることが明らかになっ

た。

３ 総 括 

 約半数の生徒が大問 1で正しく回答できていな
いことを踏まえると，多くの生徒は，第 1学年ま
での生命領域の学習を経てきたにもかかわらず，

動物，植物，及び生物の関係が明確に理解できて

いないと考えられる。そのため，第 1学年までに，
生物の定義，生物の中に動物と植物が含まれるこ

と，生物の共通性(成長する，子孫を残す)などにつ
いて扱うことが必要であると考える。また，約半

数の生徒が大問 3で正しく回答できていないこと
を踏まえると，多くの生徒は，呼吸が生物に共通

の営みであることが理解できていないと考えられ

る。そのため，第 2学年において，細胞の呼吸や
植物が呼吸を常にしていることを強調して扱うこ

とが必要であると考える。

引用文献 

文部科学省（2018）『中学校学習指導要領解説 理科編』，学校図書．

表１ 調査問題の概要 
大問 内容 

１ 

提示物に対して「生物である」または「生物でない」のどちらか

を選択する問題 
【提示物】（イヌ，ニワトリ，アマガエル，メダカ，イカ，トノサマバッタ，ザリガニ，シイタ

ケ，カビ，ワカメ，ホウセンカ，チューリップ，マツ，ゼニゴケ，ウイルス，サビ） 

２ 

提示物に対して「植物である」，「動物である」，または「どちら

でもない」のいずれかを選択する問題 
【提示物】（大問１と同じ） 

３ 

提示物に対して「呼吸をしない」，「昼間に呼吸をする」，「夜間に

呼吸をする」，または「昼間と夜間の両方で呼吸をする」のいず

れかを選択する問題 
【提示物】（イヌ，アマガエル，メダカ，イカ，トノサマバッタ，ホウセンカ，チューリップ，

マツ，イヌワラビ，ゼニゴケ） 
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領域横断的な学習で知識・技能を育成する試み 

植物の分類の学習で得た知識・技能を物質と物体の区別に活用させて 

 

○山本 卓也 1   宮原 稚世 2  古賀 圭輔 3   洲脇 晶子 4  荒尾 真一 5

Takuya YAMAMOTO,  Masayo MIYAHARA,  Keisuke KOGA,  Akiko SUWAKI， Shinichi ARAO 
1倉敷市立新田中学校，2倉敷市立味野中学校 3浅口市立鴨方中学校 4岡山市立藤田中学校 5岡山大学 

【キ－ワード】 植物，動物，分類，領域横断 
 

１ 目 的 

 学習指導要領には，生物の分類に関して系統

分類を理解させることではなく，分類すること

の意味に気付かせるようにとある。そこで，多

様な視点で生徒が分類することが可能になる

よう，取り上げる植物について理科に関する特

徴に加えて，あえて理科以外の事項について解

説した資料を作成し，そのことにより多様な視

点で生徒が分類することができる学習が組め

ないかと考えた。そして，分類することの意味

を理解しかつ知識と技能の獲得については，動

物の分類の単元で教科書等を使いながら動物

図鑑を作成させること，粒子領域（物質と物体

の学習）で活用させ評価することとした。

２ 内 容

岡山県内の公立中学校 3校の 1年生 12クラ

ス 376人を対象に行った。

（１）植物の分類（段階は各学校で異なる）

 植物について学習の色々な段階で，16 種類

の植物カードを生徒の知っている知識で分類

させた。次に，多様な視点で分類可能にするた

め a開花時期 b果実 c高さ d花の様子 f葉の様
子 g増やし方 h寿命 i原産地 j豆知識 kイラス
トを記した植物資料シートを配り，各自が気に

なる箇所をマークさせた後，班で話し合って分

類する観点と基準を決めさ

せ，それに従って植物カー

ドを分類させた（図-1）。分
類後，結果を他の班に示し，

分類したルールを当てるク

イズをすることを伝え，他

の班が考えないような分類

をするように促した。     図-1
（２）動物の分類（一部の学校）

 動物の学習の最初に枠のみの動物図鑑を配

布し，指定した 20 種類の動物について完成す

るよう指示をした。その際，一斉授業の形態で

はなく，班内で相談させながら 5時間かけて，

制作を行わせ，最後に自由形式でそれらの動物

を分類したページを作成させた。

（３）物質と物体

 生命領域の授業から 1か月経過した時点で，

身の回りの物質とその性質の学習において「物

質と物体」の概念形成を図る授業で植物の分類

で獲得したであろう知識・技能を活用させて学

習を深める試みを行った。

 箱に 20 種類の物を入れ

（図-2），観点と基準を各
班に定めさせて分類させ，

他の班に分類のルールを

当てさせるゲームを行っ

た。そして，そのルールの

中から，材料に注目した分

類と外観や用途に注目した    図-2
分類方法を取り上げ，分類したルールを再検討

し物質と物体の概念につながるようにした。

３ 結果及び成果と課題 

 各自の知識のみでの分類は科学的でなかっ

たが，資料を基に視点を持たせる，他の班の分

類のルールを見抜くワークを行うと，観点につ

いてほぼ 100％認識できた。しかし，基準につ

いては自分は認識できても分類結果から読み

取れる生徒は少なかった。動物の分類について

は，一斉授業もまとめも行わなかったが単元末

テストでは，知識・技能の問題は 67％の正解率

であった。しかし，図鑑の制作と関係のない知

識は定着していないということも分かった。 

 物質物体については，約 80％-90％で分類の

観点と基準が見抜けていた。 

４ まとめ 

 本研究では，各自のルール設定による分類，

他者の分類のルールを見抜くという両面から

のアプローチは知識技能の習得に効果的であ

ること，分類に限ってであるが一度獲得した知

識技能は，自律的な学習が成立する有効なイン

フラになることが示唆された。

付記

 この取り組みは， 公益財団法人中谷医工計

測技術振興財団科学教育振興【プログラム】助

成 2021-2022を受けて行いました。
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“Socio-scientific Issues”を導入した教授方略に関する実証的検討（３） 
○藤浪 圭悟 1，樋口 洋仁 2，野添 生 3，磯﨑 哲夫 4 

FUJINAMI Keigo, HIGUCHI Hirohito, NOZOE Susumu, ISOZAKI Tetsuo 
1広島大学附属福山中・高等学校，2広島大学附属中・高等学校，3宮崎大学教育学部，

4広島大学大学院人間社会科学研究科

【キ－ワード】  Socio-scientific Issues，教授方略，SSIBL 

１. はじめに
 “Socio-scientific Issues”（以下，SSIと略記）を導
入した教授実践はわが国でも複数報告されている。

ただ，実際にSSIを授業で扱ってみると児童生徒の
議論が多方面に展開し，「理科の学び」として収束

させることへの難しさが課題となっている。

２. 研究の目的と方法
近年のSSI実装化に向けた取り組みの一つに欧州
のPARRISE projectが開発したSSIBL（socio-scientific 
issues inquiry-based learning）モデルがある。SSIBLモ
デルは，３つのステージ（Ask，Find out，Act）から
構成され，３つのステージを往還させながら授業す

ることが求められている。本稿ではSSIBLモデルを
取り入れた授業実践を行い，その効果を検証するこ

とを目的とする。

３．１ 授業実践の概要

授業実践は高等学校３年生『生物』選択者（17人）
を対象に，「生殖と発生」の単元で行った。SSIとし
て着床前診断を取り上げ，技術的な成果や課題等を

探究していく授業を１時間（2021年６月）行った。
 授業は，３つのステージの往還のうち，Act→Find
outの流れを取り上げた。具体的には，着床前診断の
技術を紹介し，その是非について複数の視点から生

徒に考えさせ，意思決定をさせた（Act）。そして，
これから着床前診断を考えていくためにさらに必

要な実験や調査は何かを考えさせた（Find out）。
３．２ 授業実践の結果 

ワークシートの分析から，着床前診断の是非につ

いての判断理由には「受精卵を命と考えているので

反対である」や「生死に関わる病気に限定し，産み

分けには反対である」などの記述があった。他にも

倫理的な問題，経済的な問題，技術的な問題など判

断理由は多岐に渡っていた。「先天性障害児発生率

と着床前診断をして生まれてくる子の障害児発生

率を比較しても変わらないので，個人の意見を尊重

すべき」という記述もあり，科学的なデータを基に

意見を述べている生徒であっても，最終的には倫理

的受容を判断基準にしていることが分かった。

一方，これから着床前診断について考えていくう

えで必要な実験や調査は何かを考える場面では，

「着床前診断による病気とリスクの有無を調査す

べき」(8人)，「着床前診断の正確性を示すデータを
知りたい」(6人)，「着床前診断の是非を問う全国的
なアンケートが必要である」(7人)，「具体的な費用
について知りたい」(8人)などの科学的な実験や社会
学的調査の必要性を記述する生徒が多く，オープン

エンドの問いを追究するための社会学的・科学的探

究のテーマを具体的に考えている様子が見られた。

また，着床前診断を考えていく中で「発生」や「遺

伝子」についての理解が深まったかどうかを聞いた

ところ，17人中11人が「そう思う」と回答し，「よ
くわからない」と回答した人が６人，「そうは思わ

ない」と回答した人はいなかった。「そう思う」と

回答した理由には「着床前診断を理解するためには

発生や遺伝子の理解が前提であるから」や「ヒトの

胚や遺伝病についての実例を考えるので深まった」

との回答があった。一方「よくわからない」と回答

した理由には「具体は知れたが，実際に考えるのは

倫理的な側面であるので深まったかどうかはよく

分からない」という記述もあり，理科の授業として

科学的知識を統合したり新たに構築させたりする

学習活動の展開には課題が残る。

４. まとめ
Act →Find out という流れはわが国の探究的な学
習ではあまり実践されない。SSI を授業で扱う際，
教師はオープンエンドの問いに“向かって”意思決

定（Act）させようと考えがちである。SSIBLモデル
を鑑みるならばオープンエンドの問いをむしろ“起

点”とし，３つのステージの往還を意図した授業を

設計することもSSIの実装化に向けての一つの視点
になるのではないかと考える。

主要参考文献
・Neil Engram et al.(2016), Biology for GCSE Combined Science,Twenty First 

Century Science, OXFORD UNIVERSITY PRESS.
・野添・樋口・藤浪・磯﨑(2019), 「”Socio-scientific Issues”を導⼊した教

授⽅略に関する理論的検討(3)」,『日本理科教育学会第69回全国大
会発表論文集』, 第17号, p. 245.
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中学校理科における NOSIの理解促進を図る指導法の実践的検討 

中学校理科物理分野「速さ」におけるグループ実験を事例として 
 

○中村泰輔 1

Taisuke NAKAMURA
1茗溪学園中学校高等学校

【キ－ワード】 Nature of Scientific Inquiry（NOSI），探究，グループ実験，中学校理科
 

１ 目 的 
 生徒が科学的探究の全体像を把握するために
は，探究そのものについて学ぶことが重要である。
科学的探究そのものの理解については，すでに
Nature of Scientific Inquiry（科学的探究の本質，
NOSI）という形で注目されているが，生徒がNOSI
の理解を深めていくための指導法については，十
分に検討されているとは言えない。問いを生み出
す場は科学的探究を形成する本質的な一部分であ
り，科学的探究について生徒が理解する上でも重
要な局面である。そこで，筆者が実践した活動を
分析し，問いを生み出す場において生徒が科学的
探究そのものについての理解をどのように深めう
るかを実践的に検討することとした。

２ 方 法 
 2020年 8月～9月に，筆者の勤務校の中学 3年
生が「速さ」を学習する前に，これまでの速さに
関する理解を基に，下記の条件で速さの測定を計
画し実施する授業を実践した。
・人間の動きに関する速さを，1 授業時間以内で
測定する。実験可能であれば，人間の動きのどの
部分であっても構わないこととする。
・センサーは使用できない（数が少ないため）。
・屋外等，スペースを広く使った実験を考えてよ
い（当時，室内での実験が難しかったため）。 
・必要な物品はできるだけ教員が手配する。 
実践は，下記手順で行った。
（１）個人の実験計画を作成する（30分）
個人で，実験タイトル（○○の速さを測る），
用意するもの，測定方法を記入した。
（２）個人の実験計画を発表する（20分）
 グループで個人の実験計画を互いに発表し合
い，一つの実験計画を，グループとして採用した。
（３）グループ実験の実施（50分）
 グループで測定を行い，速さを計算した。
 評価点と改善点を中心に，個人で自由記述した
用紙を，測定結果とともに提出した。

３ 結 果 
 各グループの題目を分類したところ，走る・歩
く・スキップする際の速さが計 21グループ，ボー
ルを投げる・蹴る・サーブする・弾くときのボー
ルの速さが計 17 グループ，腕の動く速さが 4 グ

ループ，自転車を漕いだときの自転車の速さが 3
グループ，跳ぶ速さが 2グループ，その他（竹刀
を振る，椅子へ座る等）が 11グループであった。

４ 考 察 
人間の動きであることを踏まえてか，被験者の
人数を考慮したグループが多かった。測定回数に
ついては，測定を複数回行うことを当初から意識
していたグループと，測定途中・測定後に認識し
たグループとがあった。また，動き出しの速さと
トップスピードが異なることについての指摘が複
数あった。測定器具も，メジャーとストップウォ
ッチ，記録タイマーと記録テープ，ハイスピード
カメラと多様であり，それぞれの器具について改
善点が記述されていた。メンバー間の協力の必要
性や，実験の段取りをよく話し合うことの重要性
に言及した記述も散見された。
 

５ まとめ 
 生徒の改善点には，探究の手続きに関するもの
が多く見られた。また，速さの測定に複数の方法
があることを生徒が互いに見ることができる機会
にもなった。探究の手続きが結果に影響を及ぼす
ことがあるということ，インヴェスティゲイショ
ンに複数の方法があるということ，そして，探究
の手続きが答えるべき問いによって方向づけられ
ることは，NOSI への理解促進につながる考えで
あり（中村，2021），それらを生徒が実体験を通
して認識しうることがうかがえた。生徒の挙げた
評価点や改善点を共有することによって，科学的
探究において問いの持つ意味や，科学的探究その
ものについての見方・考え方を，実体験を伴って
理解することにつながると考えられる。

付記 
本研究の一部は JSPS科研費 20H00898，21H 04065
の助成を受けている。

引用文献 
中村泰輔（2021）理科教育におけるNOSI（Nature 
of Scientific Inquiry）の理解を促す指導法の特質
―”Argument-Driven Inquiry in Physical Science: Lab 
Investigations for Grades 6-8”を事例として―，理科
教育学研究，62，1，印刷中．
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「反証」を取り入れた科学的探究の授業 

○佐々木 聡也 1，平澤 傑 1，小原 翔太 1，菊地 洋一 2，久坂 哲也 2

Soya SASAKI, Suguru HIRASAWA, Shota OBARA, Yoichi KIKUCHI, Tetsuya HISASAKA
1岩手大学教育学部附属中学校，2岩手大学教育学部

【キーワード】反証，科学的探究，実験計画立案，カリキュラム・マネジメント

１ はじめに 

様々な情報が入手しやすくなった昨今，情

報収集スキルの重要性も増している。特に，

偏った情報収集は，物事を科学的に見ること

を妨げ，盲信・誤信を助長してしまう。理科

の授業においても，そのような姿が見られる

場合がある。自身の仮説を立証するための情

報だけを収集し，不都合な結果を無視した

り，そもそも仮説が正しくない可能性を考え

ていなかったりすることなどである。教科書

の実験においても仮説を立証するパターンが

ほとんどである。そこで，反証（その仮定的

事実や証拠が真実でないことを立証するこ

と）を盛り込んだ授業を設定することは，確

証バイアスやチェリーピッキングといった都

合の良い証拠ばかりを無意識的に集めてしま

い，反証する証拠を無視したり集めようとし

なかったりする傾向からの脱却を促しなが

ら，科学的探究の質的向上を図るために効果

のある授業になると考えられる。

また反証には説得力のある結果が必要にな

ることから，反証に取り組むことは，生徒が

主題に真剣に向き合い主体的に科学的探究を

進めようとする良い機会となる。またその過

程で生徒自身が学習内容のポイントをあぶり

だす機会になることも期待できる。

以上を踏まえ，生徒が反証に取り組むこと

により，主体的に科学的探究を行う授業を目

的として授業実践を行ったので報告する。

 

２ 研究対象及び実施時期 

（１）対象：盛岡市内中学校 3年 140名
（２）実施時期：2021年 5月
（３）単元：化学変化と電池（１時間目）

３ 授業の概要 

 本実践では，電池学習の冒頭で教師が提示

する「動物電池説」を反証する探究学習を行

った。反証を行うために生徒自身が自らの考

えに基づき真偽を追及していく姿を期待した。

さらに，この冒頭の一時間がその後の電池学

習を主体的に取り組む意欲や見通しを与える

ことになることも期待した。

本時の導入では，教師が鶏肉に亜鉛版と銅

板を触れさせると回路に電流が流れることを

根拠とした「動物電池説：動物は電流を流そ

うとする力をもっている」を示した。これに

対し生徒から「他の動物を用いて実験する」，

「他の金属板を用いて実験する」，「動物ではな

い物質（水溶液等）を用いて実験する」とい

う３つの視点で反証に取り組むアイデアが出

された。そこで展開では，生徒がそれぞれの

考えに従い「動物電池説」の真偽を確かめる

ための実験計画を立案し，観察・実験を行い，

そこから得られた結果を分析・解釈したり，

考察を練り上げたりする活動を行った。考察

場面では，「動物電池説」を棄却するとともに

「電解質水溶液と二種類の金属があれば，接続

した外部の回路に電流が流れる」や「同じ種

類の金属では，電流が流れない」等の電池の

基礎的概念を見いだした。終結で教師がガル

ヴァーニとボルタの論争について電池発明の

歴史と共に紹介し，本時自分達が行った科学

的探究は，200 年以上前の科学者達の追体験
であること示し，学びの価値を認識させた。

なおこの過程で，金属板の組み合わせや電

解質溶液の種類による影響など，今後の学習

で明確にしていくポイントが浮き彫りになっ

たため，次回以降に取り扱うことを伝えた。

４ 生徒の意識調査とまとめ 

 実践授業の後，生徒の意識調査を行うため

にアンケート調査を行った。その結果，実験

計画を行う際に重視する項目として，本時は

反証の項目の回答が増えていた。また本時が

電池学習に対する興味関心を高めるものか，

主体的な取り組みを高めたか，電池学習の導

入としての効果があったか等について生徒は

高い評価を示した。本時は，科学的探究にお

いて，生徒が反証の経験を踏むとともに，反

証を行うために科学的な思考・判断を行いな

がら主体的に学習に取り組む効果があったと

思われる。また，本時を電池学習の冒頭に行

ったことも有効であった。
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情報活用能力と科学的な思考・表現の能力を育成する理科授業デザイン 
○石川あさひ 1，佐藤寛之 2，山崎壮 3，武居菜生 4，東理香 3 

ISHIKAWA Asahi, SATO Hiroyuki, YAMASAKI Sou, TAKEI Nanase, HIGASHI Rika 
1山梨大学大学院教育学研究科，2早稲田大学，3山梨大学教育学部附属小学校，4甲府市立相川小学校 
【キーワード】情報活用能力，科学的な思考・表現，理科授業デザイン，情報の取捨選択，単振り子の周期 

1. はじめに 
2020年度より施行された小学校学習指導要領において，
言語能力や問題解決能力と同様に情報活用能力が「学習の
基盤となる資質・能力」として位置づけられている。しか
し，国内での情報活用能力に関する調査からは，「情報を
整理し，解釈することや受け手の状況に応じて情報発信す
ることに課題がある(文部科学省，2016)。」等指摘されて
おり，その解決を図るような授業方略の検討が急務となっ
ている。他者とのコミュニケーションから受容すべき情報
を整理して自分の考えていることを表現することは，各教
科・領域の学習で目指されているものだと言える。 
森本(1999)が指摘しているように，理科授業でのカリキ
ュラムは他者との関係の中でつくられるものであり，子ど
もは必要に応じて，教員，友達，観察・実験の結果，教科
書や書籍等から情報を得ながら問題解決を図っている。そ
のため，子どもの情報活用能力を育成させるための視点に
基づき，小学校での理科授業を構想し実践することは，子
どもの情報活用能力の伸長だけでなく，科学的な思考・表
現の能力を熟達させる一助となると考えられる。 
2. 研究の目的 
本研究では，小学校の理科学習場面において，子どもが
他者と考えを共有していくなかで，学習問題に対する自ら
の考えを更新させていくことが可能となるような授業方
略を構想・実践することで，以下の知見を得ることを研究
の目的とした。 
(1)他者との情報共有の場面において，子どもが情報を取
捨選択する際に有効な方略とは何か。 

(2)本研究で構想・実践した小学校理科の授業デザインは，
子どもの情報活用能力と科学的な思考・表現の能力の
熟達に，どのように寄与できたか。 

3. 調査対象と方法 
本研究では，山梨県内の小学校第５学年３クラス99名

(男52名，女47名)を対象に令和２(2020)年11月～12月
に実施した，小学校第５学年理科「ふりこのきまり」の授
業実践を分析対象とした。また，研究目的（1）（2）に関
する知見を得るために，授業記録(授業撮影データ，ワー
クシート等の記述内容）を以下の①と②の方法で分析に用
いることとした。 
① ワークシートの「気づいたこと・考えたこと(考察)」
の記述から，学習問題に対する子どもの思考を分類し，
振り子に関する科学概念の構築過程を分析する。 

② ワークシートの「学習感想」の記述内容を分類し，他
者からの情報を活用することの意味や理科学習での問
題解決に必要な要素に関する記述の有無から，単元を
通した授業デザインの有用性を検討する。 

4. 調査結果 
本研究の授業実践では，他者との予想の交流をふまえて
実験計画を立案し，実験を行ったことで，すべての子ども
が実験結果から，学習問題に対する結論（振り子の周期は
振り子の長さにより変化する）を導くことができていた。
子どもの科学概念の構築過程を分析するために，考察場面
での記述内容を，自分の予想と結果を比較した記述，結果
に対する疑問や感想，結果のまとめ，結果の生じた要因に
関する自分の考えの記述，日常生活での具体物の動きと関
連させた記述，誤りのある記述の６つに分類した。記述内
容の分析の結果，半数以上の子どもが自らの予想と比較し
て，適切な情報を組み入れ，自身の考えを更新させていた。
また，結果の要因とはならなかった予想についても，それ
らの要因が他の何と関連するのかについて考えて言及し
た子どもが約２割（22％）ではあったが存在した。 
単元終了時の学習感想では，半数以上の子どもが実験へ
の疑問や感想を記入していた。また，学習問題（ふりこの
何をどう変えることによって，一往復する時間は変わるの
だろう）に対して「議論や対話を通じて，結論を学級全体
で導き出す」という本研究での授業展開を好意的に捉え感
想として言及した子どもはごく少数（６％）に留まった。
しかし，結論を導く際に他者から必要な情報を得たと記述
した子どもや，振り子の周期の変化と関連しない条件は何
を変化させるのか等，新たな問いを見出した子どもも存在
した。 
5. 成果と課題 
子どものワークシートの記述内容の分析から，予想段階
での意見交流や実験結果の共有等，子どもが他者の考え
（情報）に多く触れることのできる理科授業は，子どもに
情報を整理し，自分の考えに他者の意見を補完したり，情
報を共有したりすることの価値を見出すことに寄与して
いた。よって，本研究の授業デザインは，情報活用能力の
育成の一助となるといえる。一方，科学的な思考・表現の
能力の育成という観点では，子どもは実験結果から導かれ
る規則性は理解できたものの，現象の記述に留まる部分を
改善する必要があった。他にも，参考にした考えや意見は
親密度の高い友達に影響されている可能性もあり，それら
の影響を極力少なくするような授業展開や学習材の工夫
も必要であった。これらを改善し，研究を継続したい。 
附記 
本研究はJSPS科研費20K02879の助成を受けたものである。 
文献 
文部科学省（2016)「情報活用能力調査の結果」https://www. 
mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1356188.htm 
森本信也（1999）『子どもの学びにそくした理科授業のデザイ
ン』東洋館出版社. 
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探究心を高める による授業デザイン

○深谷 新

神奈川県海老名市立海老名中学校

【キ－ワード】 探究学習， ，探究心

１ 目 的

2017 年に小・中学校学習指導要領が告示さ

れた中に、中学校では「探究的な活動」が生徒

の資質・能力の向上には重要であることが示さ

れた。木村ら（2018）は、探究学習の１つの手

法である PBL(Project-Based Learning)を用いた

授業実践を取り上げ、その受講生が記述した振

り返りレポートと、彼らに対するインタビュー

調査から、将来的な学びに対する動機づけを高

め、学習活動における役割の遂行を通して自信

をつけていることが示され、ある一定の学習効

果があることを示唆した。しかし、PBL によっ

て探究心が向上しているか、検証は行っていな

い。そこで、本研究では、PBL による授業デザ

インによる探究心の向上を目的とする。

２ 方 法

（１） による授業デザイン

藤原（ ）は、サンディエゴの

をモデルに授業のデザインを明らかにし

ている。それに基づき、下記のようにデザイン

した。

①ローンチ（動画・資料等）

②本質的な問いの提示

「ウイルスさんとどんな風に生きていきたい

ですか」

③問いづくり・パートナー探し

④探究活動（講義的授業含む）

⑤中間発表（批評）※アンケート実施

⑥探究活動（講義的授業含む）

⑦最終発表

⑧振り返り ※アンケート実施

対象生徒は中学２年生（ 人）、分野は生物・

化学、 実施期間は 年 月～ 年

月である。

（２）生徒アンケートの実施

は、教室には学ぼうとする心構えが

それぞれ違う生徒が集まっていて、生徒がどのよう

に感じているかを調査することは重要であると述

べている。（１）の⑤と⑧の時に、 が

提示している資料のアンケートをそのまま用いた。

特に、その項目の１１「自分が立てた問いの答えを

発見することはおもしろい」と、１３「自分は科学

者である。」の項目の結果が、今回の目的である探

究心の向上ということを検証する妥当であると考

え、次の結果に示した。

３ 結 果

２の（１）による PBL を実施する前と、すべてが

終わった後での結果で明らかに変わった。「自分が

立てた問いの答えを発見することはおもしろい」で

は、「大いにそう思う・そう思う」生徒は、 ％か

ら ％に上がった。また、「自分は科学者である。」

では、「大いにそう思う」生徒が ％から ％に上

がった。

４ 考 察

によると、探究の核心は、「問い」

であると述べられています。今回の結果より、その

「問い」を生徒自身で立て、探究していく過程に充

実感や達成感があったからこそ、「自分は科学者で

ある」という生徒が現れ、そしてそれは、木村ら

（ ）が述べている、探究活動における役割の遂

行を通して自信をつけている表れでもあると考え

られる。

引用文献
木村竜也、長谷広一、伊藤大輔（2018）「PBL
における学習効果の研究（１）」日本教育工
学会研究会

藤原さと（2020）『「探究」する学びをつくる』
平凡社、79-115

チャールズ・ピアス、門倉正美、白鳥信義、山
﨑敬人、吉田新一郎訳（2020）「だれもが＜
科学者＞になれる！」新評論、23-31
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理科授業力向上のための具体的な教員研修活動を考える

その４

林 四郎

お茶の水女子大学 ｻｲｴﾝｽ ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

【キ－ワード】 理科授業力向上，教員研修，主体的・対話的で深い学び，科学的な問題解決，

１ 目 的

知識伝達に偏重した理科授業により，国民の

多くが「暗記教科」と呼び，理科教育の理想と

大きく乖離していることに強い危機感をもつ。

現状から学校教育における理科授業の改善

は急務である。特に，主体的・対話的で深い学

びを通して，理科教育の目指す科学的な問題解

決・探究活動を可能にする資質・能力を児童・

生徒が身に付けられるよう，教師の理科授業力

向上を目指す必要がある。このための意図的な

研修活動の方法や内容を明らかにし，学校現場

を支援していくことが本研究の目的である。

２ 方 法

東京都北区が筆者に委託の「理科教育アドバ

イザー学校訪問事業」や区市・学校単位の授業

研究会等で把握してきた現状を分析し，学校現

場における理科授業力向上のために，より有効

な教員研修の方法や内容について考察する。

○理科教育アドバイザー訪問実績 より

１）訪問相談回数（教員数：延べ人数）

小学校：延べ 回（延べ 人＋ 回）

※ 回…実技研修会 回＋講演 回

中学校：延べ 回（延べ 人）

小･中合同研修会他 回（コロナ過で中止）

総計：延べ 回（延べ 人＋ 回）

○区市教育研究会・校内研修会等訪問実績

小学校理科・生活科授業： 回

３ 結 果

（１）現実の理科授業実践上の課題

１）問題解決型の学習展開になっていない例

観察・実験の体験を過剰に意識し，何のた

めに観察・実験を行うのか目的を十分に考え

る活動の弱い例が比較的多くある。

２）教師主導の問題解決になってしまう例

①形式的に問題解決の過程を踏んだ学習展開

ではあるが，教師から問題が一方的に提示さ

れ，その問題を教師主導で解決していく。

②児童・生徒の発想を吟味せずに教師の用意

した観察・実験を行わせてしまう。

③児童・生徒の考えを十分に引き出し，交流

させられず，教師主導で考察を進め，結論を

導出し，講義になってしまうことも多い。

４ 考 察

（１）実践上の課題を克服する理科授業を探る

１）問題解決型の学習展開を具体的に理解

○先ず、理科における主体的・対話的な問題

解決・探究活動を可能とする学習展開を具体

的なモデルや児童・生徒の姿で捉える。

→ 個々の学習集団(個人･グループ･学級)固
有の実態を把握し具体的な指導を展開する。

２）児童・生徒が問題解決を目指す学習展開

①児童・生徒自身が自然事象に接して生まれ

た疑問から問題をつくる過程を位置付ける。

→ 児童・生徒の実態に応じ｢問題づくり｣のた

め，提示・共通体験を行う事象を吟味する。

②観察，実験の方法等を児童・生徒が発想し，

教師の提案も参考に可能な方法を実行する。

→ 児童・生徒が考え発想する観察や実験の方

法に対して十分に対応できるよう準備する。

③最大限，児童・生徒の考えや発言を生かし

て考察を進め，結論をまとめていく。

→ 日々，児童・生徒の思考力・表現力の育成

を支えるノート記述や集団討議の力を養う。

５ まとめ

主体的・対話的で深い学びを通した問題解

決・探究活動を展開する基本的な理科指導の考

え方や教材・教具の十分な活用も含め，理科授

業力の向上を図るために，理科指導に携わる教

員は経験年数に関わらず，常に研修を必要とし

ている。今後も個々の教師の状況に応じた研修

が実施できるよう、体制と環境をつくっていく

必要性を粘り強く訴え続けていく。

参考文献

１）小学校学習指導要領(2017)文部科学省

２）林 四郎(2019)東京家政大学生活科学研

究所報告，第 42 集，pp.13-24
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高等専門学校入学生における理科基礎力（化学分野）に関する調査 

新学習指導要領施行時における新入生への基礎概念アンケートの実施 

 

○小林 和也 1-2，池田 宏 2 

Kazuya U. KOBAYASHI, Hiroshi IKEDA 
1東京農工大学，2東京都立産業技術高等専門学校 

【キ－ワード】 高専教育，化学教育，アンケート調査，新学習指導要領 

 
１ はじめに 

 筆者らの所属する高等専門学校（以下，高専）

では，第１学年は混成クラスとして各学科の基

礎に相当する科目群を広く履修し，第 2学年か

ら電気系，機械系，情報系に関連した 4コース

への配属が行われ，より高度な専門教育を受け

る（池田ら（2020））．本校の化学は，第１学年

で高等学校における化学基礎に相当する内容

について実験を交えながら体型的に学習し，第

２学年以降は，各コースで必要な化学的知識を

考慮した内容を厳選して取り扱っている．これ

らの授業では，中学校段階における理科の知識

をある程度前提として実施されている．一方

で，本校は，他の高専と異なり選抜試験で理科

に相当する科目が実施されていないので，入学

時点における基礎知識の理解には差があるこ

とが考えられる．これは，単なる理解不足・知

識不足だけではなく，科学的に誤った認識の保

有も想定される．特に後者は今後の学問を学ぶ

上での支障にもなることから，できるだけ早い

段階で修正・解消が望まれる．さらに，新学習

指導要領の施行に伴って，高専における化学カ

リキュラムの再検討の必要性に関しても，池田

（2001）が指摘している．そこで我々は，本

年度入学者を対象に，新学習指導要領施行時の

中学校段階で得た理科の基礎概念を元にした

アンケート調査を実施することによって，現時

点での基礎概念の取得状況を明らかにし，そこ

から，つまずきとその原因の調査を行った．  
２ 方法 

（１）調査対象 

 本年度の入学者であり，第１学年必修科目

［化学Ⅰ］を履修する学生 161 名を対象とし，

2021 年 4 月の授業初日にて実施した．なお，

今回の調査にあたっては，調査の目的や内容，

集計結果等の取扱いについて冒頭で説明し，学

業成績には一切入らないことも強調した．  

（２）調査内容 

 調査内容は中学校課程における理科（化学分

野）の学習内容をベースとして，高専の化学や

その周辺分野において重要な基礎概念として

考えられる「物質の構成」，「気体の性質」，「化

学反応」，「溶液の性質」などについて，基本的

な意味を問う質問を提示した．本研究では，長

洲・武田（1981）や堀（1998）によって実施検

討が行われた調査項目を参考に，あらかじめ５

つの選択肢を用意した問題を作成した．さら

に，回答理由となる学問的背景を詳しく調べる

ために，なぜその選択肢を選んだのかについて

も自由記述欄に記入してもらった． 

３ 結果・考察 

 今回の調査を通して，入学時点における理科

の基礎事項の認識状況には，分野によって偏り

があることが明らかになった．さらに，科学的

に誤った理解を背景に回答している学生が一

定数いることも明らかになった．これらの結果

について，当日の講演にて発表を行う． 
引用文献 

池田宏，古川浩洋，長森清（2020）「首都東京

におけるアクティブ・ラーニングを用いた

「課題研究」の実践」『工学教育』第 68 巻，

第 3号, 27-32． 

池田宏（2001）「「総合的な学習の時間」導入

前に:高専の一般科目としての化学の取り組

み」『化学と教育』第 49 巻，第 11号，740-741. 

長洲南梅男, 武田一美(1981)『中学校理科のつ

まずきとその指導［第１分野］』東京書籍． 

掘哲夫（1998）『問題解決能力を育てる理科授

業のストラテジー 素朴概念をふまえて』明

治書院． 
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高等専門学校入学生における理科基礎力（化学分野）に関する調査 

新学習指導要領施行時における基礎概念アンケートの分析結果 

 

○池田 宏 1，小林 和也 1-2 

Hiroshi IKEDA, Kazuya U. KOBAYASHI 
1東京都立産業技術高等専門学校，2東京農工大学 

【キ－ワード】 高専教育，化学教育，アンケート調査，新学習指導要領 

 
１ はじめに 

 筆者らの所属する高等専門学校（以下，高専）

では，他の高専と異なり選抜試験で理科に相当

する科目が実施されていないので，入学時点に

おける基礎知識の理解には差があることが考

えられる．これは，中学校段階における単なる

理解不足・知識不足である場合も多いが，その

中で科学的に誤った認識の保有によるものも

想定される．このような科学的に誤った認識の

保有については，理系科目においてこれまでに

も盛んに調査や研究が行われており（角田ら

（1994）など多数），特に“誤概念”などと呼

ばれている．この“誤概念”は，科学的な整合

性が取れていない誤った知識であるため，今後

の専門科目を学ぶ上で支障にもなりえる．そこ

で我々は，本年度入学者を対象に，新学習指導

要領施行時の中学校段階で得た理科の基礎概

念を元にしたアンケート調査を実施すること

によって，基礎概念の取得状況の調査を行っ

た．今回は，特に誤答が多かった問題を中心に，

その結果を報告する． 
２ 方法 

（１）調査対象 

 本調査は第１学年必修科目［化学Ⅰ］を履修

する学生 161 名を対象とし，2021 年 4 月の授

業初日に実施した．なお，成績には一切入らな

いことをあらかじめ強調した． 

（２）調査内容 

 調査項目は中学校課程における理科（化学分

野）の学習内容をベースとして，高専の化学や

その周辺分野において重要な基礎概念として

考えられる「物質の構成」，「気体の性質」，「化

学反応」，「溶液の性質」などについて，長洲・

武田（1981）や堀（1998）によって実施検討が

行われた調査問題を参考に問題を作成した．ア

ンケートでは，選択肢を選んだ理由についても

自由記述欄に記入してもらった． 

３ 結果・考察 

 図１は今回のアンケート結果全体の正答率

の分布を示している（縦軸に人数）．平均正答

率は概ね 67%であり，比較的高得点側に分布が

多くなる結果となったが，平均を大きく下回る

学生も一定数いることから，適切なケアが必要

である．さらに，アンケートを精査したところ，

入学時点における理科の基礎事項の認識状況

には，分野によっても偏りがあることが明らか

になった．これを詳しく見てみると，正解率が

高い学生であっても科学的に誤った理解を背

景に回答している学生が一定数いることも明

らかになった．当日の講演では，特に誤答が多

かった問題を中心に発表を行う． 

 
図１：実施アンケートの集計結果（正答率） 
引用文献 

角田陸男（1994）「理科に関する児童・生徒お

よび先生方への調査結果の報告」『化学と教

育』第 42巻，第 1号, 19-25． 

長洲南梅男, 武田一美(1981)『中学校理科のつ

まずきとその指導［第１分野］』東京書籍． 

掘哲夫（1998）『問題解決能力を育てる理科授

業のストラテジー 素朴概念をふまえて』明

治書院． 
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自由試行に基づく学習活動と科学概念構築の関係についての研究 
－小学校第３学年「物の重さをくらべよう」を事例にして－ 

○藤本 浩平１，佐藤 寛之２，橋本 耀太３，中西大生４

， ， ，
１山梨大学大学院教育学研究科，２早稲田大学，３山梨市立日下部小学校，４都留市立谷村第一小学校

【キ－ワード】 自由試行，小学校理科，物と重さ，知的な気づき，科学概念構築 
 

１．はじめに 
子どもは自然事象に関する素朴概念等（子ども

なりに論理一貫した知識や考え等）を有しており，
ら（ ）によれば，子どもの素朴概念は，

容易に科学概念に変容しないとされる。一方で，
森本（ ）が「子どもの素朴概念から，経験に
束縛されない子ども自らが説明する論理を形成す
ることを目指した」と概説した の「自由
試行（ ）」を取り入れた事例研究が，
近年では小学校高学年の理科学習を対象に遂行さ
れている。例えば，加藤（ ）は，小学校第５
学年を対象に研究を遂行し，自由試行が素朴概念
を望ましい考え方に変容させることに有効である
ことを報告している。さらに，柿畠（ ）も，
小学校第６学年を対象に，自由試行を活用した理
科授業を実践した結果，学習内容の理解度が有意
に上昇したことを報告している。
自由試行に関する研究は，近年では小学校高学年

の理科学習を対象にしていることが多い。しかしな
がら，自由試行が小学校の低学年理科を想定して本
邦に紹介されたことを鑑みると，小学校理科の入門
期となる小学校第３学年に関する研究報告もさらに
充実させていく必要がある。
２．研究目的 
本研究では，小学校第３学年を対象に，自由試

行を活用した理科の学習活動を通して，以下の２
点を明らかにすることを研究の目的とした。

）単元の導入場面での自由試行から，子どもが
どのような気づきを得るのかを分析すること
）上記 ）の子どもの気づきが，その後の理科
授業実践や学習活動を通して構築される科学
概念に，どのように寄与するかを分析すること

３．調査対象と方法 
本研究の調査対象は 市立 小学校第３学年

名（２クラス）であり， （令和２）年 月に
実施した第３学年理科「物の重さをくらべよう」（全

時間）での自由試行を活用した授業実践を分析
対象とした。分析に際しては，子どもの素朴概念の
把握を目的とした質問紙調査，授業実践での授業撮
影データやワークシート等の記入内容から得られ
た子どもの考え等を分析した。具体的には，「自由
試行と子どもの気付き」，「自由試行による子どもの
気付きと理科授業実践の関係」，「自由試行による子
どもの気付きと科学概念構築への寄与」という３つ
の視点から自由試行の有用性について検討した。

４．自由試行の実施と留意点 
単元導入場面の２時間に自由試行を実施した。

自由試行で必要となる素材や道具は，物と重さの関
係についての素朴概念を引き出すような物質につ
いて尋ねる質問紙を事前に行うことで用意した。加
えて，「物は，形が変わっても重さは変わらないこ
と（科学概念Ⅰ）」，「物は，体積が同じでも重さは
違うことがあること（科学概念Ⅱ）」に関して，子
ども自身が気づきを得られるように，教師が意図的
に素材や道具を追加した。また，本研究での自由試
行では，「用意したもの（素材・道具）を何でも使
って自分の考えや疑問を確かめてください」のみ伝
え，電子天秤以外のもの（素材・道具）の使用方法
については制限しなかった。また，用意したもの（素
材・道具）の関係上，５～６名の班を作り，班ごと
に自由試行に取り組ませた。 
５．調査結果（一部抜粋） 
本研究で分析を試みた３つの視点について，授業

実践の結果，次のような結果が得られた。
⚫ 本研究での自由試行では，科学概念Ⅰ・Ⅱに関連す

る形状（ ％），比較（ ％）に関する気づき
が多く得られていた。しかし，「丸まっている時が
一番重い」のように誤った認識を強化させた子ども
も存在した。同様に，比較に関する気づきでも，科
学的な誤りを含む記述が散見された。

⚫ 自由試行を行ったことで，具体的な数値を示しなが
ら子ども同士が考えの相違を共有することができ
た。また，自由試行は子どもが予想を立てる際のベ
ース経験となっており，自由試行は入門期の理科に
は重要な意味をもつことが理解できた。

⚫ 単元終了時に実施した確認のためのテスト（業者作
成と自作）の結果から，自由試行を行った経験によ
り，学習の際に使用した「もの（素材・道具）」以
外についても科学概念Ⅰ・Ⅱを適用できたこと，つ
まり，様々な文脈で適用できる可能性が示された。

附記 
本研究は 科研費 の助成を受けたものである。

文献
， ’

， ，
柿畠佳祐（ ）「小学校理科における力概念変容のための
指導方法の研究：第 学年単元『てこのはたらき』より」
山形大学大学院教育実践研究科年報， ， ．

加藤尚裕（ ）「『振り子の特性』に関する概念形成の研究：
自由試行を中心にして」理科教育学研究， ， ．

森本信也（ ）「第 章学習論の変遷」日本理科教育学
会編『理科教育学講座』第 巻，東洋館出版社， ．
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粒子概念獲得のための対話を重視した理科授業

小学 年生の実践から

○増田伸江 1，田中千尋 2 ，草野健 2，久坂哲也 3，菊地洋一 1, 3

1岩手大学教員養成支援センター，2お茶の水女子大学附属小学校，3岩手大学教育学部

【キ－ワード】 粒子概念，対話，科学的概念形成

１ はじめに

小学校理科の学習内容の中で，「物質・粒子」

領域に関しては，４年生に多くの内容が入って

いる。ここでは物質の三態（固体，液体，気体）

の性質の違いや水の状態変化などを実験や観

察に基づきながら学習する。ここで粒子概念を

導入し活用することができれば，物質の現象に

ついて科学的な解釈が可能になる（なぜそうな

るのか？を扱えるようになる）ため，子どもた

ちの興味関心に応えながら学習を深めること

ができるようになる。

しかし小学校段階に粒子概念を導入・活用す

ることの適時性については古くから議論があ

る。小学校段階でも活用可能であるとの実践報

告も多いが，子どもの発達には個人差があり，

抽象的な粒子概念が理解しづらい子どももい

ると考えられる。

粒子概念は基本的には教師が教える知識で

ある。しかし単に教えるだけではなく，小学生

がそれを自らの知識として取り入れるために

は対話的学びの充実が有効ではないかと考え

た。そこで本研究では，小学校４年において粒

子概念を導入する際に，対話を重視した授業は

有効であるかを検討する目的で実践的な研究

を行った。

２ 方 法

●対象児童：東京都国立大学附属小学校 年生

学級 名

●単元：すがたを変える水，ものの温まり方

●方法：実験群 学級においては，問題解決の

過程で対話を重視した授業展開をし，結果から

考察する場面では実験班ごとに検討する時間

を長くとり，学級全体に発表し意見交換する場

面では，発表の仕方を工夫させ，互いに納得で

きるように試みた。一方，統制群の学級では，

同じ実験を行うが，予想や考察の場面において

時間を多くかけず，教師が中心になってまとめ

た。

実践の事前事後に以下の調査を行い，有効性

を検証する： ①科学的概念に関するアンケ―

ト（事前 事後），②単元小テスト，③単元終了

後の感想アンケート。

３ 結果と考察

単元終了後の小テスト結果を表１に示す。

表１ 単元小テスト結果（ 点満点）

実験群 統制群
t d

M SD M SD
すがたを 

変える水 
71.76 25.31 75.21 17.94 0.78 −0.15

ものの 

温まり方 
74.36 20.16 66.28 16.49 2.02* 0.42

*p < .05

表１から「すがたを変える水」の単元終了後

の小テストでは，実験群と統制群の平均点には

有意差が見られないが，後に実践した「ものの

温まり方」の単元終了後の小テストの結果で

は，実験群の平均点が有意に高く，正しく粒子

概念が形成されている子どもが多いと考える

ことができる。

また，単元終了後の感想アンケートにおいて

「どのような時にわかったと思いますか」とい

う問いを設けた。統制群の子どもの回答は先生

の説明や自分で実験をしている時の占める割

合が高く，一方実験群の子どもの回答は，班で

話し合ったり，結果をまとめたり，クラスの発

表を聴いたりする時をあげている子どもの割

合が高くなっていた。実験群の子どもたちは，

対話をしながら「わかった」と感じる子どもが

多かったことがうかがえ，子ども同士で学び合

うことで，新たな概念を獲得しやすくしている

と考えることができる。

以上の結果から，粒子概念獲得において、子

ども同士の対話を重視した理科授業は有効で

あると考えられる。
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金属光沢のあるプラスチックのスプーンの教材化 

‐小学校の第３学年「電気の通り道」において‐ 

津守成思 1，佐伯英人 2 

TSUMORI Narushi, SAIKI Hideto 
1山口大学教育学部附属山口小学校，2山口大学教育学部 

【キ－ワード】 第３学年，電気の通り道，金属光沢，プラスチック，スプーン 

 

１．研究の目的 

小学校の第３学年「電気の通り道」では「(ｲ) 

電気を通す物と通さない物があること。」を学

習する。2020 年度版の学校図書の教科書では

「調べるもののれい」として、竹のものさし、

一円玉、三角じょうぎ、おり紙、アルミニウム

はくなどが示されている（霜田・森本ほか

（2020）：p.131）。本研究では、金属光沢のあ

るプラスチックのスプーンを教材として授業

を実践した。本研究の目的は、授業に参加した

児童の意識について知見を得ることであった。 

２．教材と授業実践 

授業では、鉄のスプーンとプラスチックのス

プーンを教材として使用した。プラスチックの

スプーンは、Sabert社の MOZAIK Classic シリ

ーズのメタリックシルバープラスチックスプ

ーン（silver metallized soup spoon）である。

本稿では鉄のスプーンをスプーン①、プラスチ

ックのスプーンをスプーン②と称する。スプー

ン①を図１、スプーン②を図２に示す。スプー

ン①の重さは 29.4 g、スプーン②の重さは 6.0 

gであった。スプーン①、スプーン②の全長は、

ともに 175 mmであった。 

授業の展開と児童の様態については、山口大

学教育学部附属山口小学校（2020）に掲載した。 

  
図１ スプーン① 図２ スプーン② 

３．調査の方法と分析の方法 

児童の意識を調べる方法として質問紙法を

用いた。質問紙では「問い」を設定し、「今日

のじゅぎょうでは、鉄のスプーンとプラスチッ

クのスプーンを使いました。鉄のスプーンとプ

ラスチックのスプーンを使って、あなたが思っ

たことや感じたことを教えてください。」とい

う教示を行い、４つの質問項目（質問項目Ａ「お

もしろかった」，質問項目Ｂ「よく分かった」，

質問項目Ｃ「よく考えた」，質問項目Ｄ「勉強

になった」）を設定し、質問項目ごとに５件法

（とてもあてはまる，だいたいあてはまる，ど

ちらともいえない，あまりあてはまらない，ま

ったくあてはまらない）で回答を求めた。調査

は授業の終了時に実施した。分析するにあたっ

ては、５件法の「とてもあてはまる」～「まっ

たくあてはまらない」を５点～１点とし、この

得点を用いて、平均値と標準偏差を算出し、天

井効果の有無、床効果の有無を確認した。 

４．結果と考察 

分析の結果を表１に示す。床効果はみられな

かったため、表１には表記していない。 

表１をみると、すべての質問項目(質問項目

Ａ～質問項目Ｄ)で天井効果がみられた。この

ことは「おもしろかった」、「よく分かった」、

「よく考えた」、「勉強になった」という児童の

意識が良好であったことを示している。 

表１ 分析の結果 

記

号 
質問項目 

平均値 

（標準偏差） 

天井 

効果 

Ａ おもしろかった 4.59（0.50） ● 

Ｂ よく分かった 4.47（0.71） ● 

Ｃ よく考えた 4.47（0.66） ● 

Ｄ 勉強になった 4.62（0.65） ● 

max = 5，min = 1     ●：有り，‐：無し 

文献 

霜田光一・森本信也ほか（2020）『みんなと学

ぶ 小学校 理科３年』，学校図書，180pp. 

山口大学教育学部附属山口小学校（2020）「創

出と受容、移転をコアにした教科融合カリ

キュラムの開発～『創る科』の創設を通し

て～」，pp.122-129, In.奈須正裕（2020）

『ポスト・コロナショックの授業づくり』，

東洋館出版社，248pp. 
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小学４年「ものの温度と体積」に熱運動の導入は効果的か？ 

～ 電子レンジのしくみの説明を通して ～ 

 

○石井俊行 1，岡本智子 2，柿沼宏充 3 

Toshiyuki ISHII, Tomoko OKAMOTO, Hiromitsu KAKINUMA 
1奈良教育大学，2宇都宮市立富士見小学校 3埼玉県教育委員会 

【キ－ワード】 ものの温度と体積、熱運動、電子レンジ，発泡スチロール球，スターラー 
 

１ 目 的 

 小学４年「ものの温度と体積」では，熱膨

張で体積が大きくなることを知っても，熱運

動を学習しなければ「物の温度が上昇すると

なぜ体積が大きくなるのか」を説明すること

はできない．

 そこで、本研究では，石井(2019)の発泡ス

チロール球の動きの演示と併せて電子レンジ

の調理器具の原理を児童に分かりやすく説明

することで、児童に熱膨張を粒の熱運動で捉

えさせることができないかを検証した。 

２ 方 法 

 統制群には、学習内容は教科書にある従来の

指導を行った。一方、実験群には、統制群と同

様の内容を行うとともに、加えて以下の内容を

付加した。 

(a)「水」の指導 

 ビーカー内に発泡スチロール球を入れ，ス

タｰラｰの回転子の回転数を高めることで，球

の動きが激しくなり，発泡スチロール球の上

に置いた薬包紙（水面）が上昇することを見

せ、「粒の動きが活発になること」で「もの

の体積が大きくなること」を説明した。また、

電子レンジの仕組みに関するアニメーション

を視聴させ、「粒の動きが活発になること」

で「ものの温度が高くなること」を説明した。 

(b)「空気」「金属」の指導 

 「空気」「金属」に関してもアニメーショ

ンをそれぞれに作成し、粒の熱運動により熱

膨張が起こることを視聴させて説明した． 

３ 結 果 

 粒子モデルを導入しない通常の授業を受け

た児童（統制群）は，「水」「空気」「金属」

の学習を終えても誤概念から脱却できず，依然

として誤概念を持ち続けたままであった．

 一方，発泡スチロール球と電子レンジモデル

を導入した実験群の児童は，「水」の実験後に

は８割以上が熱膨張を粒の熱運動で捉えるこ

とができた．また，この捉え方は次時の「空気」

「金属」の予想の段階でも学習が転移し，実験

後やテストでも８割以上の児童が熱膨張を粒

の熱運動で捉え，テストにおける「水」「空気」

「金属」のすべてで有意な差があることが認め

られた．

４ 考 察 

 菊地ら(2018)は，粒子モデルを①～⑦の７要

素に分類し，「⑥粒は熱運動している」は物質

を理解する上で大変重要な要素で，熱運動を扱

うことで解釈できる事項が大きく広がると言

及している．本研究は小学 4 年の「ものの温度

と体積」の単元に「⑥粒は熱運動している」を

適用したが、発泡スチロール球モデルと電子レ

ンジモデルを導入することで，多くの児童が熱

膨張を粒の熱運動で捉えることができた。

引用文献 
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年「ものの温度と体積」での粒子概念の導入

は可能か？,日本理科教育学会第 58 回関東
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菊地洋一・武井隆明・黄川田健・他７名(2018)：

粒子概念を柱とした小中学校の物質学習,岩

手大学教育学部プロジェクト推進支援事業
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 本稿は、以下の論文をもとに作成した。 
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小学校理科教科書における「目に見えない変数」の可視化の工夫

○堀田晃毅，中村大輝

広島大学大学院

【キ－ワード】 目に見えない変数，可視化，教科書分析

１ 研究の背景と目的

問題解決学習における，「問い」「仮説設定」

「実験計画」の場面では，学習者が独立変数や

従属変数を見いだすことが求められる（e.g., 
河原井・宮本，2019；中村・松浦，2018；鈴木・

稲田，2016）。これらの変数には，観測機器を

使用することなく認識できる「目に見える変数」

と，視覚的に直接認識することのできない「目

に見えない変数」の２種類が存在する。身近な

現象や経験から問題解決を展開する小学校理

科においては，後者の「目に見えない変数」を

捉えることは相対的に困難度が高いことが想

定できる。 
では，目に見えない変数を学習者が捉えられ

るようにするにはどうすればよいか。小学校理

科の教科書に着目すると，目に見えない変数を

目に見える変数として可視化することで，当該

変数を捉えさせる工夫が散見される（例えば，

磁石の強さをクリップが付く個数に置き換え

て可視化）。そこで本研究は，小学校理科の教

科書を分析対象とし，目に見えない変数を目に

見える変数として可視化している事例を整理

し，学習者自らが当該変数を見いだすための手

立てに関する示唆を導出することを目的とす

る。 
２ 研究の方法

令和２年度発行の小学校教科書目録（文部科

学省，2020）に示された６社 24 冊の理科の教

科書を選定し，観察・実験の場面において「目

に見えない変数」を可視化している事例を抽出，

整理した。 
３ 目に見えない変数を可視化した事例

各学年で，目に見えない変数を，目に見える

変数として可視化している事例を学年・領域に

分けて表１に示す。例えば，第４学年の「気体

の体積」の単元では，何も入っていない試験管

の口に石鹸水の膜をつけ，試験管を温めたり冷

やしたりすることによる膜の変化で空気の体

積の変化を視覚的に認識できるようにしてい

る。また，目に見える変数への可視化に加え，

可視化した変数を観測機器を用いた測定結果

と対応付ける取り組みも見られた。例えば，第

４学年の電流のはたらきの単元で，電流の向き

や強さを，モーターに付けたプロペラの回る向

きや速さという形で可視化するだけでなく，検

流計を用いた測定結果と対応させる活動が設

定されていた。目に見えない変数を可視化し，

客観的な測定結果と対応付ける活動は，児童に

当該変数を認識しやすくさせることに繋がる

と考える。 
４ まとめ

目に見えない変数を，目に見える変数として

可視化する事例は異なる学年，題材で確認する

ことができた。目に見えない変数を見いだすた

めの手立てとして，目に見える変数から，背後

にある変数を見つけさせる活動を設けること

が挙げられる。この活動を設ける際，今回の事

例は目に見えない変数を可視化するための方

法として参考になるだろう。 

 
表１ 「目に見えない変数」を可視化している事例 ※括弧内は可視化の具体例

学年 エネルギー 粒子 生命 地球 

３年 

音（物の震え），温度（黒い紙

の様子），風力・弾性力（車が

進んだ距離）， 
磁力（クリップが付く数） 

― ― ― 

４年 電流（プロペラの向き・回る

速さ） 

空気の体積（石鹸水の膜の変

化），金属の体積（金属球が輪

を通るか），水の温まり方（示

温インク） 

― 地面の傾き（ビー玉），水

のしみこみ方（時間） 

５年 磁力（クリップが付く数） ― デンプンの有無（ヨウ素液） 水のはたらき（土の削ら

れ方） 

６年 
電流（プロペラの向き・回る

速さ），電力（豆電球・発行ダ

イオードが点灯する時間） 

二酸化炭素の有無（石灰水），

酸性・アルカリ性（リトマス

紙） 

二酸化炭素の有無（石灰水），

デンプンの有無（ヨウ素液） ― 
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実験に先行する理論の必然性・役割 
ー 小学校第６学年「燃焼の仕組み」の事例 ー 

◯比樂憲一１，遠西昭寿２ 
HIRAKU Norikazu，TONISHI Shoju 

１堺市立英彰小学校，２愛知教育大学名誉教授 
【キーワード】理論の優先，理論の役割，先行的了解，科学的文脈，燃焼 

１.　研究概要 
　実験の成立には，実験方法の根拠となり，
結果を予測させる理論，すなわち仮説のアプ
リオリな存在が必然である。実験装置も操作
手順もこの「理論の上で」意味を持ち，観察
される事実もまたこの「理論の上で」解釈さ
れる。実験の目的は期待される観察事実の収
集にではなく，これらの事実の解釈を通し
て，この理論を確証することにある。　 
　ところが，教科書ではたいてい実験に先立
つ理論が欠落しているから，実験は児童に
とって無意味操作であり，実験結果は感覚的
な「生の事実」以上のものではない。 
　そこで本研究では，実験に先行して理論を
示し，そこから実験方法の吟味，結果の予測
を行い，示された理論の正当性を審判するこ
とを試みた。児童は，適切に結果を解釈する
だけでなく，理論を補完する新たな問いの生
成や実験の提案を行うことができた。 

２.　授業実践 
・対象： 堺市内の公立小学校第６学年１学級 
・実施： 2021 年  ４月～５月 
・内容：授業実践「燃焼の仕組み」 
・調査：ノートの記述，授業記録 

３.　授業計画（９時間） 
第１次　理論の概観 
第２次　理論に基づく実験方法の吟味，結果 
　　　の予測，実験，結果と考察 
　　　内容①：二酸化炭素の発生 
　　　内容②：酸素の必要性 
　　　内容③：炭素の存在 
第３次　理論の確証 

４.　結果と考察 
（１）理論の概観 
　教科書にある命題および，不足している命
題の追加によって，ろうそくの燃焼につい
て，「ろうそくに含まれる炭素と空気中の酸
素が結びついて二酸化炭素ができる」という
ろうそくの燃焼の理論を示した。 
（２）理論に基づく実験と結果の考察 
　ろうそくの燃焼後に石灰水が白濁する実験
に先立って，「二酸化炭素があると石灰水は
白く濁る」という情報を与えた。児童は，
「もし酸素と炭素が結びつくと二酸化炭素に
なるなら，集気びんに石灰水を入れ，フタを
し，中でろうそくを燃やすと，石灰水が白く
濁るだろう」といった実験仮説を立てること
ができた。実験で二酸化炭素の発生が確認さ
れたが，「火が消えたとき二酸化炭素はあっ
たけど，酸素が減ったのかよくわからな
い」，「炭素と酸素が結びついて火がつくと
いうことがまだはっきりしない」といった新
たな問題が見出された。 
　酸素の必要性については「火の消えた集気
びんに酸素を入れたら，再び燃える」ことが
児童から提案され，またろうそくに含まれる
炭素については，教師から提示された煤の観
察によって，それぞれ納得できた。 
（３）理論の確証 
　観察・実験から得られた理解は，はじめに
示された理論に還元されて，理論へのコミッ
トメントの強化に寄与した。 

参考文献 
遠西昭寿・福田恒康・佐野嘉昭（2018）「観察・ 
 実験に対する理論の優先性と解釈学的循環」   
『理科教育学研究』第59巻, 第1号, 79-86.
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理科の見方・考え方を働かせ、資質・能力を育成する理科学習指導法の工夫 

〜３年生「昆虫の体の作り」での実践を通して〜 

○斉藤 貴司A, 益田 裕充 B

SAITO TakashiA ,Hiromitsu MASUDAB 

羽生市立羽生南小学校Ａ,群馬大学 B

【キ－ワード】小学校３年生、比較、共通性・多様性、昆虫の体の作り、授業改善 

１ 目 的 

 平成２９年度告示の学習指導要領では、「主

体的・対話的で深い学び」について、「主体的

な学び」「対話的な学び」「深い学び」の 3 つ

の視点に立って日々の授業改善を行い、児童の

資質・能力を伸ばしていく必要があると示され

ている。この３つの視点はそれぞれ独立してい

るものではなく、相互に関連し合うものであ

る。これらの具体的なイメージとして、文部科

学省は、「主体的・対話的で深い学びの実現に

ついて」の中で、以下のように例示している。 

主体的な学び 

学ぶことに興味・関心を持ち、自己のキャリ

ア形成の方向性と関係付けながら、見通しを持

って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り

返って次につなげる主体的な学び

対話的な学び 

子供同士の協働、教職員や地域の人との対

話、先哲の考えを手掛かりに考えること等を通

じ、自己の考えを広げ深める対話的な学び 

深い学び 

習得・活用・探究という学びの過程の中で、

各教科などの特質に応じた「見方・考え方」を

働かせながら、知識を相互に関連付けてより深

く理解したり、情報を精査して考えを形成した

り、問題を見い�だして解決策を考えたり、思い

や考えをもとに創造したりすることに向かう

深い学び 

この中で、益田（2020）は、「深い学びのひ

とつとして見方・考え方を働かせる学びがあ

る」ことを重要視している。これらのことから、

「主体的・対話的で深い学びの授業改善」を行

う際、「児童が見方・考え方を働かせられる授

業作りをすること」が大きな価値を持つことと

になると考える。 

また、益田（2012）は、大学生を対象に昆虫の

体の作りが正確に書けるか調査を行った。大学

生 131 人中、頭・胸・腹に分け、胸から足が６

本生えているスケッチを描けたのは、わずか51
人であった。このことから、小学３年生で行う

昆虫の体の作りの授業で調査を行い、「主体的・

対話的で深い学び」を意識した授業改善の必要

性を感じた。そこで、今回の研究では、第３学

年「昆虫の体の作り」の学習で、見方：「主に

共通性・多様性」、考え方：「比較する」こと

を主に着目して研究を進めていくこととした。 
２ 方 法 

(１)研究対象・実施時期

埼玉県公立小学校第 3学年 1学級、39 名

令和 2年 6 月～12 月

(２)検証授業の概要

(３)児童が昆虫を粘土で作成する。

(４)児童が作成したモデルを比較し、問題を設定する。 

(５)作成した昆虫モデルが、本当に昆虫とい

えるか、個人で考え、ワークシートに記

入する。

(６)考えた意見を班で話し合い、考えをまとめる。

(７)全体で共有し、考察・結論を導出する。   

  図２ 児童が作成した昆虫モデル

３ 結果及び考察 

 詳細は、発表の時に示す。 

引用文献 

１）益田裕充 (2020),『知性を高め未来を創る理

科授業』,上毛新聞社 
２）益田裕充 (2012),『なぜ大学生は４本足のニ

ワトリを描くのか』,上毛新聞社
３）文部科学省(2018),『学習指導要領解説 理

科編』,東洋館出版社 
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   コロナ禍における理科実験安全教育 

コンセプトマップを用いた工夫 

 

○串田一雅，堀一繁，鵜澤武俊 

Kazumasa KUSHIDA, Kazushige HORI, Taketoshi UZAWA 

大阪教育大学 

【キ－ワード】 コンセプトマップ，教職実践演習，理科実験安全教育 
 

１ 目 的 

大阪教育大学・教職実践演習・ミニ講座「理

科の実験・観察における安全」では，実験・

観察時の安全確保に関する個別具体的な知識

や手順にとどまらず，それを支える理論的知

識と経験知の伝授を目的とした授業を行って

いる。 

本研究の目的は，コロナ禍においても実施

可能な理科実験安全教育の手段のひとつとし

て，受講者の理科実験安全に関する意識の変

化をコンセプトマップ(Novak and Gowin, 

1984)の変遷として可視化することである。 

２ 方 法 

 本報告における授業の受講者は，大阪教育

大学 4回生 32名（内訳は，学校教育教員養成

課程・小中教育専攻・理科教育コース 8名，

中等教育専攻・理科教育コース７名，理科教

育専攻 1名，教育協働学科・理数情報専攻・

自然科学コース 16名）である。 

この授業は，授業動画の視聴と視聴前後の

コンセプトマップ作成課題の組み合わせで構

成されるオンデマンド方式で行われる。 

授業動画視聴前に作成するコンセプトマッ

プにおいて使用可能なキーワード数は５個に

限定されている。他方，視聴後に作成するコ

ンセプトマップでは，使用キーワード数に制

限を設けていない。 

なお，授業動画とは，大阪教育大学附属高

等学校 A校舎 1年生約 40名による「酸と塩基

の中和実験」（高校化学基礎）において，実験

開始から後片付けまでの間の生徒の挙動や実

験室内の様子のうち，安全確保の観点から危

険であると感じられた場面を中心に撮影・編

集した動画を含むものである。 

３ 結果と考察 

 受講者のコンセプトマップを精査すると，

いずれにおいても，「実験」，「危険」，「安全確

保」というキーワードが含まれており，「実験」

は「危険」であるから「安全確保」が必要（重

要）であるという意識が受講者に存在するこ

とが分かる。この意識は，授業動画の視聴前

後で変化していない。 

動画視聴前のコンセプトマップでは，上記

3 語のキーワードのほかに，「理論的知識」，

「事前準備」や「難しい」，「好奇心」や「理

解」といったキーワードが含まれる例もあっ

た。 

動画視聴後には「生徒を観察」，「机上の整

理整頓」の２つのキーワードが「安全確保」

の具体例として追加された例や，「事前準備」

が必要であることの帰結として「道具の点検」

というキーワードが追加されている例もあっ

た。また，「実験」がもたらす可能性があるも

のとして「事故」というキーワードが追加さ

れ，このキーワードがさらに「事前準備」と

の間に目的―手段の関係を形成している例も

あった。 

コンセプトマップは知識や概念相互の連関

を図式化したものであるから，作成者の思考

を相当程度に反映すると考えられる。授業動

画視聴前後に各受講者が作成したコンセプト

マップを比較することにより，各受講者の理

科実験安全に関する認識や理解の変化を追跡

することができたと考えられる。なお，これ

ら上述のコンセプトマップ例（紙幅の都合の

ため省略）については，学会発表当日に公開

し言及する。 

４ まとめ 

 対面授業を制限された状況において，コン

セプトマップは受講者の意識や理解の変化を

把握するための有力なツールである。 

引用文献 

Novak, J. D. & Gowin, D. B. (1984). LEARNING 

HOW TO LEARN, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. 
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初等教員養成における理科実験の実施状況

シラバスからみる理科実験指導の実態

○柴田雄一郎，荒井明子, 寺前洋生

秀明大学 学校教師学部

【キ－ワード】 初等教員養成 初等理科 実験 シラバス

１ 目 的

小学校教諭一種免許状の取得において理科

分野では、課程認定を受けた大学で、「教科及

び教職に関する科目」と「教育の基礎的理解に

関する科目」（以下「2 科目」とする）の履修

が必修となっている。そのため、「2 科目」で

実験が取り扱われない場合、必然的に実験を行

わずに小学校教諭一種免許状の取得が可能で

ある。

しかしながら、小学校で理科の見方・考え方

を働かせることを重視した教育を行わなくて

はならない中、大学で実験による科学的な見

方・考え方を身に付けることができなかった学

生が、教員になった際に自信をもって「理科」

の指導が行えるのだろうか。

本研究では、このような状況において、小学

校教諭一種免許状の取得ができる課程認定を

受けた大学のシラバスの分析を行い、実験の実

施状況を明らかにすることを目的とする。

２ 方 法

（１）研究の方法

文部科学省が示す、小学校教諭一種免許状を

取得できる大学一覧を参照して、各大学の Web
サイトにアクセスし、シラバスから、「2 科目」・

「実験に関する科目」・「2 科目」と「実験に

関する科目」を合わせた形式の 3 通りで解析を

行なった。「2 科目」と「実験に関わる科目」

の解析方法については以下の通りである。

（２）シラバスの解析方法

「 科目」と「実験に関する科目」について、

大学ごと、学部ごとの 種類を以下の方法で分

析を行った。

１） 科目の解析

講義概要と実験を行う講義の日程が記載さ

れている場合は「確実」、講義概要のみ実験に

ついて触れられている場合は「曖昧」、実験に

ついて記載がない場合は「無」とし、何らかの

理由で判断がつかなかった場合は「判別不可」

という形で解析を行った。

２）実験に関する科目の解析

必修科目であった場合は「必修」、選択科目

であった場合は「選択」、判断がつかなかった

場合は「必選不明」、実験科目がなかった場合

は「無」、「 科目」で「判別不可」と解析し

た大学また学部は「判別不可」とし、解析を行

った。

３ 結 果

解析で得られた結果の一部を以下に示す。

「 科目」の中で実験を確実に行っている大

学は全体の 校 で過半数より少なく、

「実験に関する科目」については、科目がない

大学が全体の 校 と 割を超えていた。

「 科目」で確実に実験が行われ、「実験に

関する科目」が必修である大学は 校

で、「 科目」で実験が行われず、「実験に関

する科目」がない大学は 校 という結

果から、全体の 割程度の大学が、全く実験を

行っていないという結果が得られた。

４ 考 察・まとめ

児童に理科の見方・考え方を働かせるための

教育を行うことが求められる中、大学で実験技

術を学ばずに、教育現場に出る学生が、少なく

とも全体の 割程度存在していることが明ら

かになった。さらに、オンライン授業の導入等

で否応なく実験を行うことができない大学が

増加していることが推定される。

今後は大学の実験有無と児童の学習理解度

の変化の比較を調査することで、教員養成課程

のカリキュラム編成を考えることができるだ

ろう。また、オンライン授業下での実験の実施

状況について既存の収集したデータと比較し、

明らかにすることが必要であると考えられる。

引用文献

文部科学省 一種免許状（大学卒業程度）
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東日本大震災・大川小判決が理科教員養成に与える

影響と義務教育段階におけるEco-DRR 

 

○長島康雄 A・渡邉剛央 B 

NAGASHIMA  Yasuo・WATANABE Takehisa 

東北学院大学 A・岡山理科大学 B
 

 

【キ－ワード】 東日本大震災，大川小判決，理科教育の内容，Eco-DRR 

 

1 本研究の目的 

 2019 年の 10 月，最高裁が宮城県と石巻市の

上告を退けたことで，大川小の津波被害訴訟は

仙台高裁の判決内容で確定した。自然災害に対

して安全配慮義務ではなく安全確保義務が適

用された。教育にかかわる者，特に自然災害を

教育内容として扱う教育関係者は大きな役割

が期待されることになった。教員養成にも影響

を及ぼす。本研究は JSPS 科研費（課題番号

20K02563）の成果である 

 

2 大川小判決で示された教育関係者の責務 

表 1 は仙台地裁判決，仙台高裁判決のポイン

トを整理したものである。仙台高裁判決は東北

地方太平洋沖地震で発生した巨大津波では避

難誘導について教育関係者の責任を判断せず，

有効な「事前準備」を求めるものであった。 

仙台高裁判決を受けて宮城県は新たな指針

を発表し，その中で教員に，地域住民よりもは

るかに高い知識・経験を有する必要があるとし

た。教員養成の段階，採用後であれば研修を通

して「『東日本大震災後，防災意識の高まった

地域住民』を常に上回る自然災害の見識を教員

がもたなければならない時代」の到来である。

自然災害の原理を教育内容として扱うため，理

科教員養成にも影響を及ぼす。地震や津波だけ

に限定されるものではなく台風・豪雨・洪水・

浸水・土砂崩れなどあらゆる自然災害が含まれ

る。もちろん宮城県だけの問題ではない。 

 

表 1 地裁判決と高裁判決の特徴 

仙台地裁判決 仙台高裁判決

誰の注意義
務違反か

教員 校長・市教委

何の注意義
務違反か

地震発生後
（避難誘導義
務違反）

地震発生前
（危機管理マニュ
アル改訂・指導義
務違反）

 

3 文部科学省通知「令和元年 12 月 5 日元教参

学 31 号」 

 最高裁の上告棄却決定を受けて，文科省は

学校防災体制及び防災教育が適切であったか

を振り返り，点検するための通知を全国一斉

に出した。防災計画や危機管理マニュアル策

定をはじめ，関係機関等との連携・協働の体

制等について見直す内容である。児童生徒の

命を守るための事前の対応が重要になったと

いうことである。理科教育では「地域の特性

をふまえた自然災害への防災・減災能力を育

成するための教育内容」の検討が必要になる。 

 

4 大川小判決後の教育内容としての Eco-DRR 

 コントロールできない「自然災害」に対す

る防災・減災の考え方：Eco-DRR を義務教育

段階の理科教育で扱い，防災・減災対策の常

識・良識として国民全体への定着をはかる必

要性が生じている。表 2 が中学校理科での扱

いを想定したカリキュラムモデルである。南

海トラフ地震の発生リスクが高まる中，人口

減少社会への変換を念頭に置いた「災害リス

クの高い地域から低い地域への移転」の科学

的根拠を，義務教育段階の理科で扱う必要性

があることを指摘する。 

 

表 2 教育内容としての Eco-DRR の扱い 

■「地 域 の 自 然 災 害」を扱 う 際

に、明示的に「Eco-DRR」を取り

上げる。 

■人口減少社会に向かって、災害

リスクの高い場所からリスクの低

い場所への移動の意義を取り上げ

る。 
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小学校理科の単元レベルの授業設計指導法 
H29 学習指導要領の三つの要素に基づいた｢教育課程*｣の作成を通して 

 
○古屋光⼀ 1，⼭中謙司 2，久保⽥善彦 3 

Koichi FURUYA, Kenji YAMANAKA, Yoshihiko KUBOTA 
1上越教育⼤学，2北海道教育⼤学旭川校，3⽟川⼤学 

【キーワード】学習指導要領，授業設計法，三つの要素，組み⽴て，「教育課程*」 
 

1 目 的 

 大学生が小学校学習指導要領(文部科学省, 

2018)に基づいて，1つの単元の授業設計を

することは難しい。従来の学習指導要領とは

異なり《3つの要素を組み立てて，授業を一

つのまとまりのあるものに作り上げること》

が求められるからである。あるいは(1)3 つの

要素，(2)4 つの領域，(3)4 つの問題解決力，

これら 3次元の組合せで単元レベルの全体像

を捉え授業を実施する。ここで大学の講義を

通して大学生達がこの授業を作ることができ

るようになるか調べることが目的である。 

2 方 法 

 講義「初等理科指導法（前期）」は 15 回の

講義である。その前半の 8回を用いて，目的

を目指して講義を開発し実施した。 

 なお，ここで大学生に求めるのは 1単位時

間（45 分）の授業の設計の力ではなく，1 単

元の授業設計の力である。そのため，「教育課

程*」を作成することを目指した。実際に授業

するためには，《①教科書･学習指導要領→②

｢教育課程*｣→③学習指導案→④授業実施→⑤

省察》となるものとした。本研究では②ま

で，すなわち「教育課程*」の作成を目指す。

「教育課程*」では，ある 1単元について，3

つの要素とその組み立ての規則を理解し，一

つのまとまりのある授業を作ることができる

ようになるために必要な表である。 

(1)3 つの要素とは，「理科の見方･考え方」

「主体的･対話的で深い学び」「資質・能力の

三つの柱」である(それぞれ 1単元の授業の前

提，手段，目標に相当する)。 

(2)4 つの領域とは，エネルギー，粒子，生

命，地球のことで理科の見方が異なる。 

(3)4 つの問題解決力（学年）とは，3 年生

（比較），4年生（関係付ける），5年生（条件

制御），6年生（多面的に考える）である。 

 一つの学年の単元について，「教育課程*」

を書くことができるようになると，1単元の

授業設計ができる（3次元）（図略）。 

 

 7 回までの講義でこの内容を学び（課題解

決，3人班を設定，発表，議論，反転授業な

ど），8回目の講義で，ポストテストとして

「教育課程*」等を記載させ，その得点により

この講義の効果を測定した。この講義は 3つ

のクラスに分かれている。1組:85 人，2

組:85 人，3組:65 人，合計 235 人である。 

3 結 果 

 ポストテストの問題：指定された，学年と

単元について｢教育課程*｣を一人で作成できる

かどうか（70 点）。この得点分析の項目を示

す(表 1)。項目は｢教育課程*｣の項目である。

なお，○=10 点であり，今回グレーの部分は

評価の対象ではない。 

表 1：ポストテストの得点分析の項目 

 
3 つの組の得点は表 2の通りである。 
表 2：ポストテストの得点(70 点満点)（正答者率%） 

 1 組 2 組 3 組 
⼈数 85 85 64 
平均 66.4(94.9) 62.6(89.4) 63.9(91.3) 
標準偏差 7.20 7.77 8.03 
4 考 察 

 採点の結果，89%を超える大学生が，一人で

｢教育課程*｣を作成することが出来た。この指

導が有効であることが示された。 

引用文献 

文部科学省(2018)｢小学校学習指導要領(平成 29

年告示)｣東洋館出版社．       以下略 

項  目 評価 

領域 ○ 内容のまとまり（学習指導要領） 
単元名（教科書） ○ 
理科の⾒⽅ ○ 理科の⾒⽅・具体例 
理科の考え⽅ ○ 理科の考え⽅・具体例 
主体的・対話的で深い学び  
知識及び技能 ○ 知識及び技能・具体例 
思考⼒・判断⼒・表現⼒等 ○ 
思考⼒・判断⼒・表現⼒等・具体例  
問題解決の段階 ○ 
学びに向かう⼒・⼈間性等  
（主体的に学習に取り組む態度・具体例）  

計= 70 
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学生による模擬授業における教師役・児童役・参観者役としての学び  
 

○中山 迅 A，山本智一 A 
NAKAYAMA HayashiA, YAMAMOTO Tomokazu B 

宮崎大学大学院教育学研究科 A, 兵庫教育大学大学院学校教育研究科 B 

 

【キ－ワード】 模擬授業，理科教育法科目, 教員養成，教師役・児童役・参観者役 

 

１ 背景と問題の所在 

 中山ら(2018)は，学部の授業において，文脈的な

疑問と科学的な問題解決の入れ子構造の理科授業

モデルに基づく，受講学生による小学校理科の模擬

授業の実施に継続的に取り組んでいる。その試みを

通して，受講学生が「教師役」「児童役」と立場を交代

することで，授業について検討するための新たな視

点を獲得している可能性に気づいた。今回は，3 つ

目の役として「参観者役」（遠隔で参加）を新たに加え、

模擬授業を取り入れた初等理科教育法授業のデザ

イン原則の有効性を，3 つの役での学びの観点で評

価する。 

 

２ 方法 

受講学生による模擬授業の実施を中心とする「初等

理科教育法」授業のデザイン原則は，以下のもので

あった。 

 これにそって 2020 年度の後期に 5 回にわたって実

施した模擬授業後に，受講学生に「教師役」「児童

役」，「参観者役」，それぞれの立場で学んだことを自

由記述式で回答を求めた。 

 

３ 結果 

 例えば，一人の学生からの次の回答が得られた。 

教師役：子ども主体の授業をつくり上げることの大切さを学

んだ。教師が一方的に話して知識を教えることは簡単では

あるけど、子どもが本当に学んだことにはならないと考え

る。子どもが疑問を引き出すような発問をして、子ども同士

が意見を言い合える時間や場を設定するようにする必要

があると思った。また、子どもの疑問を活かしながら、子ど

もと一緒に学習問題を立てるということが大切だということ

は分かっているが、実際にしようとすると難しく結局教師自

身が立ててしまった。学習問題を子どもと立てるために

は、疑問を持てせることが必要であるから、子どもに持た

せたい疑問を立ててから、その疑問が引き出せるような発

問を考えることが大切だと感じた。 

児童役：児童役をしてみると、教師役をしているときには気

付かなかった、分かりにくいところや説明が足りないと感じ

るところが見つかった。そのことから、授業をつくるときに

は、子どもの目線になって考えることも大切だと感じた。特

に実験の方法は、教師役は授業を考えているから細かく

指示しなくても大丈夫だと思ってしまうけど、児童からした

ら全く分からない状態で実験をするから、実際に道具を見

せるとかしながら、細かくすることが必要だと感じた。 

参観者役：参観者役では、教師の様子と児童役の反応の

両方を見ていたが、児童役の実験のやり方がわからない

という声やワークシートに何を書けばわからないという声

が聞こえてきた。そのたびに教師役の人が教えていたが、

これができるのは教師が複数いるからなので、指示を明確

にして、児童が何をすればいいか分からないという状況に

しないようにしようと思った。 

 

４ 考察と今後の課題 

 3 つの立場からの学びには，こちらから提示した 18

項目の授業評価の観点が反映されており，しかも，立

場を変えることで，その立場でしか学べない事柄に気

づいている。このことから，今回のデザイン原則の有

効性と，3 つの立場を経験させることの積極的な効果

が示唆された。今後は，3 つの立場での学びをさらに

意識的に行わせる手立ての検討が課題である。 

 

附記 

 本研究の一部は JSPS 科研費 20H01747 の助成を受けた。 

 

引用文献 

中山 迅，山本智一 (2018) 小学校理科模擬授業による受講

学生の意識の変化 —文脈的な疑問と科学的な問題解決

の入れ子構造の理科授業モデル—，日本理科教育学会全

国大会発表論文集，第 16 号，p. 339 

1. 模擬授業は，文脈的な問いと科学的な問題解決のた

めの問いの入れ子構造となった授業モデルにそって計

画・実施する。 

2. 受講学生全員は，毎回の模擬授業の直後に，18 項目

からなる観点で模擬授業の評価を行う。 

3. 模擬授業の際には，受講学生は「教師役」「児童役」

「参観者役」のどれかを担当する。 

4. すべての受講学生は，「教師役」としての模擬授業を 1

回経験する。 
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児童役による観察・実験を含むオンライン模擬授業の利点と課題 
－ハイブリッド型授業への移行を意識して－ 

 

○ 平中宏典 
HIRANAKA Hironori 

福島大学 人間発達文化学類 

【キ－ワード】 小学校理科，教員養成，オンライン模擬授業，児童役による観察実験 
 

１ 目的 
 COVID-19 による影響を受け，2020 年度は
多くの大学において授業のオンライン化が求
められることとなった。そこで，小学校理科の
指導法科目を対象に，オンライン条件下におい
て児童役による観察，実験を取り入れた模擬授
業の実施を試みた。その中で見えた利点と課題
を，受講者による振り返り記録と授業記録から
検討する。また，今後求められるハイブリッド
型授業への移行に際して，意識すべき点も加え
て検討する。 

２ 方法 
(1) 対象 
 A 大学の小学校理科の指導法科目（2年生主
対象）を対象とした。対面授業とオンライン授
業における差異も検討するため， 2019 年度前
期（n. = 59）と 2020 年度前期（n. = 84）を検
討対象とする。 
(2) 授業の方法 
 両年度とも 2 つのサブクラスに分けて模擬
授業を実施し，児童役が行う観察・実験を含む
ことを条件としている。指導者役は模擬授業の
実施前日までに，準備で学んだことや実施した
ことを記述し，事後一週間以内に模擬授業を行
って学んだことや今後に向けて具体的に行っ
ていきたいことを振り返りとして記述する。 

2019 年度は使用教室の都合上，各サブクラ
スの模擬授業を 6回ずつ交互に計 12回実施し
た。2020 年度は zoom を用い，マイクとカメ
ラを常時オンの状態で実施した。教室制約が外
れたことから，科目後半の授業 6回分を使い，
サブクラスの模擬授業を同時間帯に 2つずつ，
計 12 回実施した。 
(3) 分析 
 対面方式で実施した 2019 年度前期と全面的
にオンラインで実施した 2020年度前期におい
て，模擬授業後に記述された振り返りの文章か
らオンライン下での特徴を検討する。その際，
共起ネットワーク分析の結果から特徴語を抽
出し，その語が使用された文脈も検討する。ま
た，模擬授業後に実施する事後協議における聞
き取り結果を解釈に際しての参考とする。 

３ 結果 
2020 年度のオンライン授業においては，模

擬授業で学んだことに関して，“子どもたち”，
“発言”，“観察”，“実験”，“反応”などが特徴語
として抽出された。今後行っていきたいことに
おいても，“子どもたち”，“発言”は特徴語とし
て抽出された。 
特徴語が使用されている文脈では，児童役が

実施する観察，実験に対して細かい点まで意識
したとする記述が多く見られ特徴的であった。
また，模擬授業で児童を把握することが難しい
とする記述も対面授業時と比較し多く，オンラ
イン環境がもたらす様々な制約が見て取れる。 
４ 考察 
オンラインで模擬授業を実施する利点は，

個々の観察，実験環境が異なることから，条件
をできるだけそろえるための工夫や，日常生活
に近い内容を取りあげる意識が働きやすいこ
とが挙げられる。また，話者が限定されるため，
模擬授業の中で他者の発言に意識が強く向く
と同時に，自身の結果を伝えるため言語化する
努力が強く働くことも挙げられる。 
一方，課題として，オンラインにおいて意見

などを求める際に，指導役が個々の児童役の反
応を把握しにくい点が挙げられる。聞き取り調
査からは，指導者役の使用端末において，共有
するアプリが画面を専有し，その間児童の把握
ができなかったと多く聞かれた。複数の画面・
端末の利用など ICT 環境による制約を取り除
く工夫の必要性が示唆される。 
５ ハイブリッド型授業への応用 
 グループ協議を一部オンライン化すること
や，第三者の視点で模擬授業を参観することな
どは，言語化を促進する上で有用と考えられ
る。また，児童に対する意識の持ち方について，
“子どもたち”とまとめて取り扱わないよう，あ
えてオンラインと対面を併用し，意思疎通の不
完全さを意識させることも考えられる。 
引用文献 
平中宏典・野崎修司・持地隆一・水澤玲子（2017），
小学校教員養成における模擬授業と LMS 活用を組
み合わせた理科カリキュラムの開発，福島大学総合
教育研究センター紀要，22，pp. 1-10． 

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）1I06

一
般
研
究
発
表

− 187 −



初任教師の理科授業における発話内容の変容

－指導者等の授業を感じ取る「同期・非言語」研修システムを通して－

○大門祥 ，桐生徹 ，水落芳明 ，榊原範久

， ，

上越市立城西中学校， 上越教育大学

【キ－ワード】 初任教師，理科授業，発話内容， ，研修システム

１ 目 的

国立教育政策研究所（ ）は，小学校現場

において，複数の教師が授業を参観し，授業後

に指導者等から言語で指示・助言を受ける研修

システムの実施率が ％と報告がある。この

指導者等からの指示・助言が授業中に同期して

行われない 非同期と称す 研修システムを「非

同期・言語」研修システムとする。

一方，指導者等の指導・助言が授業内で実施

され（同期と称す），非言語で指導・助言が行

われる「同期・非言語」研修システムを開発し，

その効果を検証することを目的とする。

２ 方 法

（１）「同期・非言語」研修システムの構築

「同期・非言語」研修システムでは，初任教

師と指導者等が，共に同一の指導案で同期さ

せ，授業は別教室で実施する。そこで授業を視

覚的・聴覚的に感じ取り同期するために，

会議サービスの （ と称す）を使用す

る。また，初任教師が両教室の学習者の思考状

態を把握できるよう，協働学習を可能とする同

期型

システムの （ と称す）

を使用する。

（２）分析方法

「同期・非言語」研修システムを実施する前

後の授業における初任教師の発話を，黒田・森

本（ ）が提案する７つの教授行動で比較す

る。この教授行動とは①目立たせる，②もどす，

③復唱する，④表現させる，⑤付け加える，⑥

まとめる，⑦その他である。分析は，筆者と現

職教員２名が分類し，その一致度は ％であ

り，一致していない分類は協議の上決定する。

３ 結 果

「同期・非言語」研修システム実施前後の初

任教師の「教授行動」について分類した結果が

表１である。表１を基に，１×２直接確率計算

を行った結果，③「復唱する」の偶然確率は

（片側検定）５％水準で有意に増加し，

⑦「その他」の偶然確率は （片側検

定）５％水準で有意に減少した。それ以外の「教

授行動」については，有意差はなかった。

表１ 「同期・非言語」研修システム実施前後

における「教授行動」の変容

教授行動 実施前 実施後

①目立たせる ４ ３

②もどす ３ １

③復唱する ３

④表現させる

⑤付け加える ０ ２

⑥まとめる ４ １

⑦その他 ７

４ 考 察

学習者の発言等に対する③「復唱する」が増

加し，直接授業には関係のない⑦「その他」が

減少することが，学習者の思考を拡張させるこ

とになると黒田・森本（ ）が述べている。

よって，本「同期・非言語」研修システムを実

施することで，初任教師の「教授行動」が学習

者の思考を拡張するものへと変化したことが

示唆される。

引用文献

黒田篤志，森本信也 「対話的な理科授業

における教授行動の変容に関する教室談話

分析」『日本教科教育学会誌』第 巻，第

１号，

国立教育政策研究所 「教員の質の向上に

関する調査研究」
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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 

－理科教員を目指す学生が求める資質・能力－ 

 

渡邉 重義 

Shigeyoshi WATANABE 

熊本大学大学院教育学研究科 

【キ－ワード】 探究，教材知，学習知，資質・能力，教員養成 

 

１ 目的 

 現在および近未来の学校教育では，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。理

科教育において，このような深い学びを成立さ

せるためには，教師が教材の特性をよく理解し

て学習の場の設定や学習方法の選択に反映さ

せることと，対話的かつ協働的な活動で学びが

練り上げられるために必要な教材や資料を準

備することが鍵になる。そこで，本研究では，

理科を目指す大学生の教材知・学習知に関する

実態を調査し，探究的な学びを構想・実践する

ための教員養成の課題を探った。 

２ 方法 

 熊本大学における「中等理科教育法Ⅰ」の

2020年度と 2021年度の受講者 162名（教育学

部：33名／理学部：129名）を対象にして，第

1回目講義において「理科および教職に対する

意識調査」を実施した。本研究では，その調査

の中から「理科教師として必要だと思う資質・

能力」（自由記述）と「中学生に対して浮力を

分かりやすく説明する自信」（評定尺度法）の

結果を中心に報告する。また，2020年度の受講

者を対象にして，第 12 回の講義（理科の学習

論②）の終了後に「学習者が主体的に思考して

学ぶための方法」について質問した。その回答

（自由記述）の分析結果も提示する。 

３ 結果と考察 

1.理科教師として必要な資質・能力 

 教員養成段階の大学生が理科教師として必

要な資質・能力を記述した文章には，「説明す

る」（26.5％）「教える」（25.9％）「伝える」

（22.8％）という表記がよく用いられていて，

約 6割（59.9％）の大学生が上記のいずれかの

表記を用いていた。「面白い／面白さ」（17.3％）

「楽しい／楽しさ」（14.8％）という用語が用

いられている場合も「理科の面白さを伝える」

「授業を面白くできる」のように教師が学習者

に行う行為や「教師が理科の面白さを知る」の

ように教師自身の学びという文脈で用いられ

ることが多かった。その一方で，「生徒が面白

いと思える」のように，生徒を主体とした記述

で用いられる場合もあった。「探究（探求）」

という用語は 6 名（3.7％）の記述にあったの

みで，講義を受講する前の大学生から自然に出

てくる用語ではないことがわかった。 

2.説明する能力に関する自己評価 

 「浮力」を中学生に分かりやすく説明する自

信があるかを尋ねたところ，自信がある：

13.6％，少し自信がある：32.1%，どちらとも言

えない：27.2％，少し自信がない：21.0％，自

信がない：6.2％であり，説明する能力に自信

がある大学生の方が多かった。 

3.学習者が主体的に思考して学ぶための方法 

 2020年度の受講者（n=82）は，学習者が主体

的に思考して学ぶための方法について回答し

た記述中で，「好奇心」（50.0％）「疑問」（46.3％）

「問題」（40.2%）「探究（探求）」（39.0％）

という用語をよく用いていた。直前の授業内容

の影響が大きいと考えられるが，多くの大学生

は，学習者の好奇心や疑問を生かして，問題解

決や探究で学習する展開を主体的な学びを導

く方法と考え，その具体策を説明していた。 

４ まとめ 

 理科教員を目指す大学生は，教師が学習者に

説明するという学習観をもっているが，「中等

理科教育法」の講義を受講後，学習者の主体的

な思考を学習論と関連づけて説明することは

できた。その説明を具体的な教材を扱う授業構

想・実践に結び付けることが課題となる。 

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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栄養教諭による理科的な内容を含む「食に関する教育」の授業実践 

教科等横断的な教育内容を理科や生活科で扱える教師の育成に資する一考察 

 

○吉田安規良 1，豊田花恵 1, 2，井口直子 3，宮城一菜 3 

Akira YOSHIDA, Hanae TOYOTA, Naoko IGUCHI, Kazuna MIYAGI 
1琉球大学大学院教育学研究科，2沖縄市立美東小学校，3琉球大学農学部 

【キ－ワード】 食育，現代的な諸課題，食に関する力，チーム・ティーチング，教師教育 
 
１ 目 的 

 小中学校では，教育活動の質の向上を図るため

に，教科等横断的な視点で教育の内容等を編成す

ることが重要視されている。現代的な諸課題に対

応して求められる資質・能力に関して，教科横断

的に教育内容を構成する具体例として「食に関す

る教育」が示された（文部科学省，2018a，2018b）。
沖縄県では「給食」を端緒にした「食に関する教

育」を実施しやすいが，栄養教諭（あるいは学校

栄養職員）と協働して行うには工夫が必要である。 
 本研究では，教科等横断的な視点で「食に関す

る教育」を実践できる教師教育資料として，公立

小学校における栄養教諭と学級担任のチーム・テ

ィーチングによる「食に関する教育」の実践から，

栄養教諭と他の教職員に必要な理科に関連する教

育実践上の留意点を整理した。 
２ 実 践 

 教科等の授業実践は，いずれも現職栄養教諭で

ある第二著者が，教職大学院での「学校等におけ

る実習」として，実習先の学級担任とチーム・テ

ィーチングで実施した。実践の概要を以下に示す。 

l 公立Ａ小学校での授業実践 

1) 実施時期：2020 年９月 
2) 対象学年・教科等：第１学年（３学級各

１回）・特別活動（道徳・国語・生活科

との教科横断型） 
3) 概要：予めＡ小学校に隣接する共同調理

場の様子を動画撮影し，編集した動画と

給食調理員からの手紙を教材に，給食調

理員の仕事意識を理解するとともに，児

童自身の食生活を振り返り，自分なりの

目標をもつことをねらった 
4) 備考：全学年を対象にした沖縄県の食育

副読本の内容に沿ったビデオ教材（５分

間）と学習指導案も別途提示した 
l 公立Ｂ小学校での実践 

1) 実施時期：2021 年２月 
2) 対象学年・教科等：第３学年（３学級各

１回）・理科 

3) 概要：給食の献立と関連付けて，普段食

べている野菜が植物のどの部分なのか

を考え，主な植物の体は根・茎・葉に大

別できることと，その一部が野菜である

ことを確認する 

３ 結果と考察 

 大学院生による実習という位置付けを考慮しな

ければならないが，どちらの授業実践も，栄養教

諭が主体になりすぎた部分があった。Ａ小学校の

全学年対象ビデオ教材では，学年に応じたものを

求める声や学級担任による指導に際して裁量を求

める声が寄せられた。Ｂ小学校では，①「根」と

「芽」という音だけでは区別しにくい内容の取扱

い，②サツマイモを「ベニイモ」と表現したこと

について，③イモ類の食用部位がどこに該当する

かに終始したため，植物の体を大別することや誤

答した（誤解している）児童への対応不足，の３

点が問題点として挙がった。一連の実践を概観し

た結果，学習環境に応じた授業方法の工夫，栄養

教諭と学級担任の関わり方や理科としての学習内

容の把握に関して留意点・改善点が存在していた。 

謝辞・附記 

授業実践に際してご理解，ご協力，ご配慮を賜

りました二つの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，JSPS 科

研費 JP19K02818 の助成を受けている。 
引用文献 

文部科学省（2018a）『小学校学習指導要領（平成

29 年告示）解説総則編』東洋館出版社，39-43，
52-53，240-243. 

文部科学省（2018b）『中学校学習指導要領（平成

29 年告示）解説総則編』東山書房，40-43，53-54，
236-239. 
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理科教師と理科教育研究者の理科授業の捉え方に関する事例的研究 

－理科教員養成課程学生の模擬授業の評価の分析を通して－ 

 

○内海 志典 1 

Yukinori UTSUMI 
1岐阜大学教育学部 

【キ－ワード】 理科授業の捉え方，理科教師，理科教育研究者，模擬授業の評価 
 

はじめに 

 PCK の研究により， 科学教師教育のツール

を提案することが可能である（Abell, 2008）。

しかしながら，PCK は, 複雑な構造であり，実

践における PCK を捉えることは非常に困難で

ある（Nilsson & Loughran, 2011）。 
授業観察の評価に見られる教師の知識領域

を分析することにより，理科授業の捉え方を明

らかにすることができる。本研究では，理科教

員養成課程学生が模擬授業後に記述した授業

の評価を，理科教師と理科教育研究者がどのよ

うに捉えるかについて明らかにする。 
 

１ 研究の方法 

吉崎（1987）は，授業において，必要となる

教師の知識領域を図１に示すように，３つの単

一的知識と，それらの知識が相互にミックスす

る４つの複合的知識で分類している。 

本研究では，学生の模擬授業の評価（以下，

振り返りとする）の記述が，図１のどの教師の

知識領域に該当するかについて，理科教師(教

師経験９年)と理科教育研究者(教師経験21年)

が分析した結果の差異について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 結 果 

 塗料を塗った３種類の金属を密度により区

別する実験での振り返りの記述を分析した。 
表１は，分析者による教師の知識領域の該当

数を集計したものである。χ2検定を行ったとこ

ろ，該当数の偏りは有意であった（χ2(6)=50.8, 
p<.01)。そこで，どの知識領域において有意差が

あるか検討するために，残差分析を行った。その

結果，知識領域の該当数については，理科教師が

領域２と領域Ａにおいて多く，理科教育研究者は

領域Ｂと領域Ｃにおいて多いことが示された。 
 

おわりに 

理科教師と理科教育研究者では，理科授業の

捉え方に違いがあることが明らかとなった。 

表１ 分析者（理科教師と理科教育研究者）による教師の知識領域の該当数 

分 析 者 教師の知識領域の該当数 

 １ ２ ３ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 合計 

理科教師 度数 24 49 0 56 1 12 9 151 
期待値 26.0 38.5 1.0 39.5 9.0 24.5 12.5  
調整済み残差 -0.6 2.8* -1.4 4.3** -3.9** -3.9** -1.5  

理科教育

研 究 者 
度数 28 28 2 23 17 37 16 151 
期待値 26.0 38.5 1.0 39.5 9.0 24.5 12.5  
調整済み残差 0.6 -2.8* 1.4 -4.3** 3.9** 3.9** 1.5  

合  計 度数 52 72 2 79 18 49 25 302 
*p<.05，**p<.01  

図１ 授業についての教師の知識領域 （吉崎，1987） 

1 教材内容に

ついての知識 

2 教授方法に

ついての知識 

3生徒についての知識 

Ａ 

Ｂ Ｃ Ｄ 
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教員養成における小学校理科の模擬授業 
～主体的で協働的な模擬授業とリフレクション～ 

 
◯山崎 宣次 

YAMAZAKI Senji 
山梨県立大学 

【キ－ワード】 教員養成，模擬授業，小学校理科，リフレクション 
    
１ はじめに 
 文部科学省の教職課程コアカリキュラムの

在り方に関する検討会による「教職課程コアカ

リキュラム」(2017)によると，各教科の指導法

において，(2)当該教科の指導方法と授業設計

の一般目標で「基礎的な学習指導理論を理解

し，具体的な授業場面を想定した授業設計を行

う方法を身に付ける．」としている．また，到

達目標では「4)模擬授業の実施とその振り返り

を通して，授業改善の視点を身に付けている．」

とし，具体的な授業場面を想定した模擬授業を

実施し，その振り返りによって授業改善の視点

を身につけさせることを求めている．そこで，

多くの教員養成大学では教科指導法において，

模擬授業を学生に課している． 
 しかし，学生の人数と時間的な制約等から，

なかなか学生に十分な模擬授業をさせること

ができないまま教育実習に行かせることも多

いと推測される． 
 各養成大学では，よりよい方法を模索し，例

えば，グループで１名の教師役や，グループで

教師役を交代して行うなど，多くの報告がされ

てきた．佐々木（2021）は，コロナ渦でグルー

プ活動での模擬授業から一人 1 模擬授業にし，

個々で指導案作成から模擬授業まで行わせた．

その結果，授業後の判断票から，グループメン

バーの協働的な活動ができず，グループ活動で

の模擬授業より，学生は模擬授業に自信がもて

なかったと報告している． 
 そこで，学生たちが主体的で協働的に模擬授

業を進め，授業後に確かなリフレクションが出

来る模擬授業のシステムを検討した． 
 
２ 方 法 
① 指導案のうち，グループの仲間と単元指導計

画を検討するが，本時の指導展開については

仲間と話し合いながら各個人で作成する． 
② 一人，約 15 分間の導入の模擬授業を全員が

行う（6 コマ程度）．その際，必ず電子黒板を使

用することを条件とする．また，授業の様子は

動画撮影する．その後の研究会形式で仲間と

意見交流を実施し，最後に大学教員から助言

指導する． 
③ 意見交流会で発言できなかった分も含めて，

googleforms を使って授業者に良かった点と

改善点を参加者全員が書き込む．その書き込

まれた内容を，大学教員が各模擬授業者に撮

影された授業動画と共に送る． 
④ 授業者は，授業後研究会での仲間と大学教員

からの感想，form に書かれたコメント，自分の

授業動画を視聴することでリフレクションを行

い，最終レポートにまとめる． 
 
３ 結果と考察 
学生からは「自分が授業をしている様子を見る

ことはなかなかないので，しゃべり方やスピード，

児童とのやり取りについて客観的に自分を見る機

会になってよかった．」など模擬授業の動画からの

リフレクションや，「みんなからフィードバックを貰っ

たことで自分自身の課題を見つけることができた

ので良かった．」など授業後の仲間の意見が参考

になったなどの声が聞かれた． 
 
４ まとめと今後の課題 
 本実践は学生数が 20 人程度の場合であるた

め，15 コマで収めることができた．しかし，履

修者がもっと多い場合は，1 人一模擬授業の実

施は困難となる．小学校の１学級の児童数は

35 人程度であるため，学生数が 30 人程度を越

える場合は，複数グループに分けるなどの検討

も必要となる． 
 
参考文献 
教職課程コアカリキュラムのあり方に関する検討会

(2017) 教職課程コアカリキュラム 
佐々木弘記（2021）小学校教職科目「理科教育法」に

おける一人１模擬授業の実践と評価，日本科学教育

学会研究会研究報告，Vol.35，No.7，1-4 
山崎宣次（2017）アクティブラーニングとしての模擬

授業，中部学院大学教育実践研究，3(1)，127-134 
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教職志望の女子大学生を対象とした生命科学教育の成果と展望 

～合意形成と科学的コミュニケーション～ 

 

○北村 克久 1，大貫 麻美 2 

KITAMURA Katsuhisa, OHNUKI Asami 
1星槎大学，2白百合女子大学 

【キ－ワード】 女子教育，生命科学、合意形成、追跡調査、科学的コミュニケーション 
 

１ 目 的 

 本研究は、教職を志望している女子大学生を

対象として実施した生命科学教育プログラム

の持続的な効果を明らかにすることを目的と

している。

２ 方 法 

 2017 年度に「女子大学生の科学技術及び生
命科学に関する内容の意識調査」を実施し、科

学技術及び生命科学に関する特徴的な部分に

ついて検討した。さらに、3年間にわたり、科
学的コミュニケーションを中核に据えた生命

科学教育プログラムの検討を重ね、複数の実践

を行ってきた（北村・大貫、2019）。
本研究ではこれらの生命科学教育プログラ

ムを受講した学生の意識がどう変容したのか

を明らかにするために追跡調査を行った。

（1）調査時期及び対象
 2017年から 2019年の間に生命科学教育プロ
グラムを受講し、連絡可能な卒業生 24 名に、
2021年 5月から 6月に調査用紙を配布、16名
から回答を得た。

（2）調査方法
 調査用紙は、2017年度と同じ質問を問うた。
加えて、大学授業で行った「科学ニュースの発

表」「余命数ヶ月のジャシカさんの話題」「も

しバナカード」等の実践が、どのように現在、

役に立っているのかを調査した。その上で回答

者のうち小学校教員（3名：以下Ａ・Ｂ・Ｃと
表記）に追加でインタビューを行った。

３ 結 果 

 まず、全ての学生が経験した科学ニュースの

発表の実践については、Ａが「この経験を通し

て、科学ニュースをよく見るようになり、社会

の流れや最新のニュースを知ることができた」

と回答したように、科学技術への関心が高まっ

たり、積極的な行動がとれるようになったりし

たことを 16名全員が回答していた。
 「もしバナカード」については「覚えている」

という回答が複数から得られた。Ｂは「自分の

未来を考えることで新たな気付きが得られる

ようになった。また自分と他者の価値観を客観

的に知ることができた」と回答し、合意形成の

能力が身についたことを評価していた。

 生命科学教育プログラム全体について、Ｂは

「授業の中で科学的センスを育てることが大

切だと思っていたが、とても難しい。クローン

人間やコロナウィルスのこともあり、技術の発

展の素晴らしさと共に、少し怖さも感じるよう

になった」と回答し、関心の高まりが継続して

いることがわかった。また、Ｃは「仲間と話し

たり、考えたりすることの大切さを実感してい

る」と述べていた。

このように、本生命科学教育プログラムを通

して他者との対話の姿勢に関する学びがあっ

たとする回答が複数見られた。   

４ 考 察 

北村・大貫（2019）の実践を受講した学生へ

の追跡調査から、学びの成果が卒業後において

も受講生に生きていることがわかった。 

「もしバナカード」は、家族や仲間と「死」

について考える機会になるとした回答があっ

たが、さらに「合意形成の意識」が芽生えたと

いう成果もあったことがわかった。 

本生命科学教育プログラムを生かし、合意形

成を核とした科学的コミュニケーションとい

う形で発展させ研究を継続していきたい。 

備 考 

本研究は、科研費 No. 17H01982（代表：大貫
麻美）の助成を受けて行った。 

2017 年鎌倉女子大学倫理審査会の承認（受

付番号 17015）を受けて実施した。 

引用文献 

北村・大貫（2019）「女子学生を対象とした『緩

和ケア』を通した生命科学教育 ～「死」をど

う教えていくか～、 一般社団法人日本理科教

育学会第 69回全国大会口頭発表 
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Society5.0時代の教育関連用語に関する教職志望大学生の認知度 

私立女子大学生への調査から 

 

○大貫麻美 

Asami OHNUKI 

白百合女子大学 

【キ－ワード】教員養成, ESD, SDGs, Society5.0 
 

１ 目 的 

Society5.0 の到来に関する議論等からも分か

るとおり, 自然科学教育は教職志望者が学齢期に

経験した指導や学習をそのまま転用するだけでは

成立しなくなっている。OECD（2019）は，自らの，

そして他者，地球環境を含めた社会全体のウェル

ビーングの構築ができる力の育成に関し，

Learning Compass 2030を示している。中央教育

審議会（2021）等でも,これからの時代の教育の在

り方や,教員養成に関する議論がされている。本研

究では,私立女子大学に通う教職志望学生を対象

とした自然科学教育に関係する科目で用いられる

こうした教育関連用語の理解度を調査した。 

２ 調査対象と内容 

 調査対象は私立女子大学で小学校教諭の免許状

取得をめざす学生（2年生, 計 21名）であった。

Society5.0，VUCAの時代（予測不可能な時代，The 

OECD Learning Compass 2030，SDGs（持続可能な

開発目標），ESD（持続可能な開発のための教育）

の 5つの用語について，授業前の理解度を，聞い

たことがない，用語として聞いたことはあったが

自分では説明はできない，自分である程度は説明

できる，自分で詳しく説明できる，の 4段階から

選択回答する形とした。 

３ 結 果 

 調査結果を図 1に示す。詳しく説明できるとい

う選択肢を回答したのは，VUCA と SDGs でそう回

答した 1名のみであり，他の学生が詳しく説明で

きるとした用語はなかった。ある程度或いは詳し

く説明できるという回答が半数を超えたのは

SDGsのみであった。ある程度説明できるとしたう

ちの 1 名は Society5.0 についても同じ回答をし

たが，他の学生が説明できると回答した用語は他

になかった。 

４ 考 察 

SDGs については近年国内で認知度が向上して

いるという報告（朝日新聞社, 2021）と通ずる結

果である。しかし ESDを含むその他の用語は認知

度が低く,教員養成課程科目では丁寧に扱う必要

があることが示された。こうした学生を対象とし

て立案・実施した授業事例を発表当日に報告する。 

 

謝辞 
 調査に協力頂いた学生に謝意を表す。本研究は JSPS 科研費 

JP17H01982の助成を受けて行った。 

引用文献 
朝日新聞（2021）SDGs認知度調査 第7回報告, https://miraime

dia.asahi.com/sdgs_survey07/（2021.7.18確認） 

中央教育審議会（2021）「令和の日本型学校教育」の構築を目指し

て～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協

働的な学びの実現～（答申），中教審第 228号 

OECD(2019) OECD Future of Education and Skills 2030 Concept 

 Note,https://www.oecd.org/education/2030-project/teachin

g-and-learning/learning/learning-compass-2030/OECD_Learn

ing_Compass_2030_concept_note.pdf（2021.7.18確認） 

 
図 1. 小学校教諭の免許状取得をめざす私立女子大学生（2年生計21 名）の教育関連用語に関する認知度 
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GIGAスクール構想に対応した理科指導法 その１ 

１人１台の端末を活用した指導法についての講義記録 

 

○門倉松雄１,有泉高史２ 

Matsuo KADOKURA，Takashi ARIIZUMI 
1玉川大学教職サポートルーム，2玉川大学農学部生産農学科教員養成プログラム 

【キ－ワード】GIGAスクール構想、１人１台端末、ICT活用能力、理科指導法、反転（型）学習 
 
１ 目 的 

2019 年 12 月、文部科学省は「GIGA スクー

ル構想」を５年計画で打ち出した。しかし、2020
年１月から世界中を巻き込んだ COVID-19 に

より、GIGAスクール構想が前倒しとなり、2021
年度より全国の公立小・中学校で１人１台の端

末を、授業で活用することとなった。 
当初、５年の予定が１年で整備されることと

なり機器配備は完了できたものの、授業に効果

的に活用するためのスキルが教員には充分育

成されていない現状がある。そこで、文部科学

省は、教員養成課程でも１人１台の端末を活用

できる力を育成する講義の必要性を示した。そ

れに応じて、教員養成系大学では１人１台の端

末を活用した授業法に関する教育課程が順次

編成されていくこととなる。 
そこで、玉川大学農学部生産農学科で開講さ

れた、2021 年度『理科指導法Ⅰ』において、１

人１台の端末を活用した指導法に関する試験

的な講義を実施し、今後導入すべき講義内容に

ついて検討した。 
２ 方 法 

農学部生産農学科理科教員養成プログラム

（中・高理科免許状取得希望者対象）の『理科

指導法Ⅰ』100 分間全 15 回の講義のうち、１

回の講義で GIGA スクール構想の解説と討論及

び授業で活用できるアプリケーションソフト

ウエア（以下“アプリ”）の体験を行った。 

履修学生は、第２学年 27 名で、対面の講義

を行い、各自のノートパソコンからクラウド上

のアプリにアクセスして体験を行った。 

３ 講義内容 

(1)講義の構成と講義法 

講義の前半 50 分間では、GIGA スクール構想

と１人１台の端末の背景について解説した。講

義では、反転型授業としてあらかじめテキスト

を配布し、学修することを課題とした。講義で

は、テキストの要点をプロジェクターで投影

し、学生自身がその内容を簡潔に説明した後、

教員が適宜補足をしながら解説を進めた。さら

に、学校現場を取材したニュース映像や、文部

科学省および教育委員会が作成した動画など

も紹介しながら理解を深めていくようにした。 

講義の後半 50 分間では、実際に学生のコン

ピュータからクラウド上の授業に活用できる

アプリにアクセスさせ、学生自身に操作を体験

させた。 

(2)GIGA スクール構想と学校の現状（前半） 

Sosiety5.0 について解説を行い、それを実

現するために GIGA スクール構想が打ち出され

たことを紹介した。その後、GIGA スクール構想

により学校現場に１人１台の端末が配備され

ている現状と課題を紹介し学生と共に討論し

た。 

(3)クラウド上のアプリの体験（後半） 

実際に各自のコンピュータから教育用グル

ープウエアである Google Classroom に参加

し、各アプリを実際に動かしながら体験させ

た。講義後、Google フォームを利用してアンケ

ート調査を行った。 

４ 考 察 

今回は、試験的に 100 分間の講義を実施し

た。短時間で多くの内容を含ませたために、網

羅的な講義となってしまったが、学生にはGIGA

スクール構想や１人１台端末の現状や学修の

必要性を伝えることができた。 

内容を充実させ、より実践的な講義にするた

め、１人１台の端末に対応した指導法の講義を

教科指導法の一部としてではなく、独立した講

座として開設する必要性がある。その上で、そ

れぞれの教科に特化したアプリを取り上げ、実

践的な指導法を学ばせていくことが必要であ

る。 
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GIGAスクール構想に対応した理科指導法 その２ 

１人１台の端末を活用した指導法講義の学生評価 

 

○有泉高史１, 門倉松雄２ 
Takashi ARIIZUMI, Matsuo KADOKURA 

1玉川大学農学部生産農学科理科教員養成プログラム, 2玉川大学教職サポートルーム 

【キ－ワード】GIGAスクール構想、１人１台端末、ICT活用能力、理科指導法、学生講義評価 

１．目 的 

2019 年に５ヵ年計画として打ち出された
「GIGA スクール構想」は、COVID-19の影響
で前倒しとなり、2021年度から全国の公立小・
中学校で１人１台の端末を授業で活用できる

ようになった。大学の教員養成課程において

も、１人１台の端末を教育現場でどのように活

用すべきかを指導法などの講義で扱う必要が

ある。

そこで、玉川大学農学部生産農学科で 2021
年度に開講した『理科指導法Ⅰ』において、１

人１台の端末を活用した指導法に関する講義

を行った。講義後に、GIGAスクール構想や１
人１台端末に対する考え、活用法、講義の必要

性について、受講生に対してアンケート調査を

実施したのでその結果を報告する。

２．方 法 

（１）調査方法 

玉川大学農学部生産農学科理科教員養成プ

ログラム（中・高理科免許状取得希望者）の『理

科指導法Ⅰ』100 分間全 15 回の講義のうち、

１回分の講義で GIGA スクール構想の解説と討

論および授業で活用できるアプリケーション

ソフト（以下“アプリ”）の体験を行った。学

生に紹介したアプリは、“Google Classroom”

“ドキュメント”“スプレッドシート”“フォ

ーム”“Jamboard”“Lucid chart”“AIテキ

ストマイニング”“ランダムグループ分け”で

ある。 

講義後に Google フォームでアンケート調査

を行って学生の反応を分析した。履修学生は、

第２学年 27名である。 

（２）調査項目 

アンケート項目は次のような内容である。 

① 大学で今回のような ICT 活用に関する講義を行

う必要性 

② ①の回答理由 

③ 今回紹介したアプリの中で初めて使ったもの 

④ 教員になったら使ってみたいアプリ 

⑤ １人１台の端末が普及する上で不安なこと 

⑥ 本講義を受けての感想 

３．調査結果 

①の ICT 活用に関する講義の必要性について、

92.3％の学生が「とても必要である」と答え、7.7％

の学生が「必要である」と答えた。全ての学生が、

１人１台の端末の指導法に関する講義を切望して

いることがわかる。また、このように回答した理由

としては、これからの学校現場においては必須のア

イテムであり、時間に余裕のある学生のうちに学修

しておきたいという意見が多く出された。 

③の今回初めて使ったアプリについては、半数以

上の学生がこのような経験自体が初めてであり、紹

介したすべてのアプリを一通り使ったことのある

学生はいなかった。 

④の教員として活用したいアプリについては、ほ

ぼ全員が Classroomやフォームを活用したいと回答

した。また、ランダムグループ分けを活用したいと

いう回答も多かった。 

⑤の端末に対する不安は、児童生徒の活用方法に

関するものが多くみられた。最後の感想では、学校

現場が変化していることへの驚きと、大学の対応へ

の要望が多く寄せられた。 

４．考 察 

今回、１人１台の端末を活用した指導法の講

義を試験的に行ったが、アンケートの調査結果

から、たとえ 100分間の講義であっても、学生

たちはこのような講義を待ち望んでいること

が良くわかる。実際の教育現場が急速に変化し

ているにもかかわらず、教員養成課程ではそれ

に対応した講義が少ないことに学生が苛立ち

を持っていることが、アンケートの感想から見

てとれる。今回は、理科教員養成に関する講義

の一例を紹介したが、全ての教員養成課程にお

いて、１人１台の端末を活用した指導法が必須

であることが本アンケート調査からも推測で

きる。 
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STEM授業づくりの難しさや悩みに関する教師の認識 

小学校理科教師へのインタビューを通して 

 

○小川博士 1，竹本石樹 2 

Hiroshi OGAWA, Iwaki TAKEMOTO 
1京都ノートルダム女子大学，2浜松学院大学 

【キ－ワード】 STEM授業，STEM教師教育，教師の認識，小学校教師 
 
１ はじめに 

 現在、世界的に STEM 教育の重要性が高まると

ともに、STEM 教師の育成が喫緊の課題となって

いる（Guzey et al., 2014; Wang et al., 2020 など）。

このような状況の中、国内においては、小川ら

（2021）や竹本ら（2020）が、教師、研究者、技

術者による Web ベースの小学校 STEM 授業デザ

イン検討会を構築・運用し、授業づくりを通した

STEM 教師教育に着手している。しかしながら、

その中で生じたSTEM授業づくりの難しさや悩み

に関する教師の認識は明らかとなっていない。本

研究ではこの点に着目し、Web ベースの小学校

STEM 授業デザイン検討会に参加した小学校理科

教師を対象に、STEM 授業づくりの難しさや悩み

に関する調査を実施することにした。 
２ 方法 

（１）調査対象及び時期 

 Webベースの小学校STEM授業デザイン検討会

に参加した小学校理科教師 3 名を対象とした。調

査時期は、2021 年 3 月～5 月の間に行われた。 

（２）調査内容 

 STEM 授業づくりの難しさや悩みに関する教師

の認識を探るために、Web 会議アプリを用いたイ

ンタビュー調査を実施した。この調査では Web
ベースの小学校STEM授業デザイン検討会のログ

を画面共有し、時系列に沿って振り返りながら半

構造化的に質問した。例えば、「STEM 授業をつ

くることになって率直にどう思いましたか」や、

「この時（ログのある時点）、どんな難しさを感

じていましたか」などである。なお、インタビュ

ーの様子は、アプリのレコーディング機能を使用

して記録した。 
（３）分析 
 インタビューに対する回答に基づいて、STEM
授業づくりの難しさや悩みを抽出した。抽出の際

には共同研究者1名と協議し恣意的な判断となら

ないように留意した。 
３ 結果及び考察 

 3 名の小学校理科教師にインタビュー調査を行

った結果、例えば、次のような STEM 授業づくり

の難しさや悩みがあることがわかった（図 1）。 
 STEM（教育）とは何か、Technology / 

Engineering とは何か、曖昧でイメージがもて

ない 
 理科授業に STEM 教育の目標をどう取り入

れたらよいか難しい 
 プログラミング教材の使い方などがわから

ず、実際にできるかどうか不安   など 
図1 STEM授業づくりの難しさや悩みの一部 

 このような教師の認識は、Bybee(2013)の指摘と

も合致しているところが多く、今後我が国におけ

る STEM 教師教育の必要性が窺えた。 
４ おわりに 

 本研究では、インタビュー調査によって教師の

STEM 授業づくりの難しさや悩みの一端を明らか

にした。この成果は、我が国の具体的な専門性開

発を検討する際の基本的視座の提供につながると

考えられる。今後は対象者数を増やし、さらに

STEM 授業づくりにおける教師の認識の実態を探

りたい。 
附記 

本研究は JSPS科研費 JP20K14122 及び 21K02955 の助成

の一部を受けたものです。 

主な引用文献 

小川博士・竹本石樹(2020)「教師、研究者、技術者による

Web ベースの小学校 STEM 授業デザイン検討会の試行

的評価」『こども教育研究』第7 号，33-42. 
竹本石樹・小川博士・堀田龍也・熊野善介 (2020)「Web ベ
ースの小学校 STEM 授業デザイン検討会における教師

と研究者, 技術者との関わりに関する特徴―発話データ

を用いたネットワーク分析を通して―」『科学教育研究』

第 44 巻，第 4 号, 338-352. 
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理科の教師教育における気候変動教育の現状と課題

藤井浩樹
Hiroki FUJII

岡山大学大学院教育学研究科
【キ－ワード】 教師教育，気候変動教育，

１．研究の背景と目的
今日，気候変動教育は切迫した教育課題の一つと

なっている。このことは世界的には 年 月開
催の「持続可能な開発のための教育（ESD）に関す
るユネスコ世界会議」での議論，国内では同年 月
の文部科学省による「気候変動問題をはじめとした
地球環境問題に関する教育の充実について（通知）」
などからうかがえる。そして気候変動教育の取組で
は教師教育の果たす役割は大きく，特に理科の教師
教育は気候変動についての科学的な理解を図る上
で大変重要である。そこで本研究では，この方面の
取組を進めるための起点として，欧米等で活発な理
科の教師教育における気候変動教育の研究を整理
し，その現状と課題の一端を述べる。なおここでは，
理科教員を志望する学生を理科学生と表記する。
２．理科教師や理科学生の気候変動に関する意識
（１）気候変動に関する知識
気候変動に関する知識については ら

（ ）がレビューしており，一般に理科教師や理
科学生は十分な知識を持ち合わせていないと述べ
ている。そしてこの報告以降も，理科教師は気候変
動の原因と影響について誤概念を持つ（ ら，

），最も共通した誤概念は温室効果と地球温暖
化の混同である（ ら， ら， ），
気候変動の原因について理解している教師であっ
ても，その影響や対策についての知識はわずかであ
る（ ら， ）といった報告が見られる。以
上は米国での報告であるが，イスラエルにおいても
類似した報告が見られる（ ら， ）。
（２）気候変動に対する信念
気候変動に対する信念については，人間の活動は

気候変動の原因ではないと信じる理科教師や理科
学生がいる（ ら， ら， ），
理科教師の ～ ％は気候変動の原因は自然現象
と答える（ ら， ）といった米国での報
告，気候変動を信じていない理科学生がかなりいる
（ ら， ）というトルコでの報告など，気
候変動の存在や気候変動の原因の一つを人間の活
動とすることに懐疑的な見方があることが指摘さ
れている。一方，大多数の理科学生は懐疑的な見方
を含む教師の発言に否定的であるというスロベニ
アでの報告（ ， ），懐疑的な見方を持た
ない理科教師は環境配慮の行動が気候変動の緩和
につながると信じているというギリシャや米国で
の報告もある（ ら， ら， ）。
（３）気候変動教育に対する態度

気候変動教育に対する態度については，気候変動
教育の価値を認めつつも，気候変動を依然論争のあ
る問題と捉えて，それを教えることを抑制している
（ ら， ），教えたとしても経済的・政治
的側面と関係付けずに教えている（ ら，

）との指摘が見られる。そしてこれらの実態に
関連する研究して，気候変動という主題は道徳や倫
理と関わっており，理科教師は自分の守備範囲外と
捉えている（ ら， ）ことが指摘されて
いる。一方，先述の懐疑的な見方に立って気候変動
を教える理科教師もいるという（ ら， ）。
３．理科教師や理科学生を対象とする気候変動教育
の実践例
実践例は，上述のような意識の実態を踏まえて，

理科教師や理科学生の気候変動に関する知識の習
得や信念の変化，気候変動教育に対する意欲の向上
を目的とするものが多い。また，その方法は気候変
動に関する講義や演習，野外調査が中心となるが，
気候変動を緩和するための生活を大学キャンパス
で実践する（ ら， ），反転授業を試みる
（ ら， ）といった独特な取組も見られる。
そして，気候変動に関する誤概念を活用する中で正
確な知識の獲得につなげた（ ら， ），気
候変動の指導に関するスキルを改善した（
ら， ）などの成果が報告されている。
このうち ら（ ）は，アメリカ東海岸

の海面上昇を題材とした教師教育プログラムを実
践する中で，①理科教師は知識を更新し，気候変動
を教える自信を持つことが肝要である，②気候変動
と自分との関連を生徒が意識できるような地域に
おける観察活動が求められる，③気候変動教育は最
新の科学情報に基づく必要があり，教師のテクノロ
ジー活用を支援すべきであると述べている。
４．おわりに
気候変動は社会的争点の一つであり，国や地域の

社会や文化，あるいは政治が多分に関係する。ゆえ
にその教師教育における課題は様々である。しかし
その中には国や地域を越えて理科教師や理科学生
に共通する課題が多く含まれているように思う。
付記
本研究は 科研費 の助成を受けた。
主要文献
Hestness, E. et al. (2014). Science teacher professional 

development in climate change education informed the 
Next Generation Science Standards. Journal of 
Geoscience Education, 62, 319-329.
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顕微鏡の暗視野観察を理科の授業へ 

― 各分野で使える顕微鏡観察の提案 ― 

 

○小島大 1，名越利幸 2  

Hajime KOJIMA, Toshiyuki NAGOSHI 

                      1株式会社ナリカ，2岩手大学  

【キ－ワード】 顕微鏡観察，暗視野観察，理科教育 
 

１ 目 的 

 学校の理科授業における顕微鏡観察は、試料

を染色し、下方から光を照射する透過照明（い

わゆる明視野観察）が主流であった。しかし、

試料の色・厚み・形状等によっては、明視野観

察が適さない事がある。その場合は、上方（斜

方）から光を照射する落射照明や、試料に直接

光を当てずに横あるいは斜めから光を照射す

る暗視野観察等が用いられる事もある。 

ただし、暗視野観察が行える顕微鏡はおもに

生物学や医学等で利用されており、かつ高額で

ある事が多いため、小・中・高等学校における

観察には今まで利用されていなかった。 

 このような背景を踏まえ、（株）ナリカでは、

2021 年 4 月に暗視野観察用の装備を標準搭載

した「生物顕微鏡ネクロスⅡ」が開発・販売さ

れ、暗視野観察が手軽に行えるようになった。 

詳細は、口頭発表時に報告する。 

 

２ 方 法 

 小学校・中学校・高等学校の教科書に掲載さ

れている主な観察事例 35 点について、各試料

を明視野と暗視野で撮影記録した。その中か

ら、明視野よりも暗視野による観察の方が効果

的であると判断できるものを抽出する事を試

みた。 

 

３ 結 果 

 比較観察の結果、暗視野観察が以下のような

場合に適している事がわかった。 

物理分野…ブラウン運動 

化学分野…結晶 

生物分野…水中微生物、受精卵、花粉、澱粉、 

     胞子等 

地学分野…火山噴出物、鉱物等 

事例として、水中微生物（ミジンコ）を、明

視野と暗視野で観察した場合の様子について

図１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 考 察 

暗視野観察を行う事で、明視野観察と比べ

て下記の 3 点が有効であると考えた。 

①透過照明による観察（明視野観察）では視

認性の低い試料の色がわかりやすくなる。 

②観察像の凹凸が明確になり、明視野観察に 

比べて試料を立体的に観察できる。 

③生物顕微鏡を物・化・生・地の各分野にまた 

がって使用でき、特殊な装置・アクセサリ 

を用いずに観察が可能となる。 

ただし、現段階ではどの観察の際に明視野と

暗視野、どちらの観察方法が良いかについて

の明確な線引きはないので、観察物毎に教師

が判断する必要がある。 

 

５ まとめ 

 本研究では、暗視野観察の活用が学校におけ

る顕微鏡観察の幅を拡げ、児童・生徒の知的好

奇心を駆り立てる一助となれるのではないか

と考えている。 

 明視野観察だけの場合と暗視野観察の両方

ができる場合とで、具体的な教育的効果を教育

の現場で比較分析できていない。そのため、今

後客観的な調査が必要である。 

 

参考文献 

井上陽子（2009）「サイエンスコミュニケー 

ションを取り入れた暗視野顕微鏡観察と新学

習指導要領への適用」『日本理科教育学会年

会論文集』33(0), 259-260 

（明視野観察） （暗視野観察） 

図 1 ミジンコの事例：観察試料は同一で、 

それぞれ観察方法を切り替えて撮影 
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中学１年生の植物分類における授業展開の検討 

 

○市橋 由彬 

Yoshiaki ICHIHASHI 

奈良教育大学附属中学校 

【キ－ワード】 中学校理科，植物，分類，栄養生殖 

１ 目 的 

 平成 29 年改訂学習指導要領ではこれまでの

学習内容が大きく見直され、第 1学年では植物

や動物の外部形態に関する内容のみ扱うこと

になった。その中で植物の学習は、一般に【種

子をつくる植物→種子をつくらない植物→植

物の分類】と進められる。 

外部形態から分類するためにはいろいろな

植物を観察し、比較する中でその共通点や相違

点を生徒に見出させることが求められる。しか

し、限られた授業時間内で行うことは難しい。 

例えば、岩間ら(2013)が大学生 385名を対象に

行った調査では、約 45％の学生が観察した植

物は 1 種類のみまたは不明と回答しており、

「生物多様性の理解」の観点で課題となると指

摘している。これでは、多様な植物を科学的に

分類する力を身につけることは難しいと考え

る。さらに、実態調査として本校の１年生に種

子をつくる植物（被子植物、裸子植物）の学習

後、８種類（タマネギ、イチゴ、ダイコン、ア

ブラナ、ジャガイモ、アロエ、チューリップ、

マツ）の身近な植物について「次の植物は種子

植物か種子植物ではないか」というアンケート

を 4クラスの 115名に実施したところ、正答率

は 61.86％であった。不正解者の例として、タ

マネギが種子植物ではないと考えている生徒

は、普段の生活で目にするタマネギ本体をイメ

ージしており、芽が出ているようすなど全体像

をイメージして答えられていなかった。またジ

ャガイモの場合も、「ジャガイモは種芋から育

てるため、種子をつくらない」などの理由を書

いている生徒がいた。これらの結果から、生徒

は植物の一部分から全体像（つくりや生殖方

法）をイメージできないことや、既有概念が科

学的な分類を阻害していることが推察される。 

そこで、本研究では、種子植物の学習から種

子をつくらない植物の学習へと進む間に、栄養

生殖を行う植物（第３学年で学習）を題材とし

て扱うことで、既有概念の影響を少なくし、よ

り科学的な見方・考え方で植物の分類ができる

ようになるのではないかと考えた。 

２ 方 法 

本校の中学 1年生 4クラスを、1学期中間考

査のクラス平均点をもとに、A と B の 2 グル

ープに分ける。 

種子をつくる植物（被子植物、裸子植物）の

学習後、Aグループは【種子植物だが栄養生殖
で増える身近な植物→種子をつくらない植物

（シダ植物、コケ植物）→藻類】の順に学習を

進めた。Bグループは【種子をつくらない植物
（シダ植物、コケ植物）→藻類】の順に学習を

進め、最後に 2グループ共に事前アンケートと

同様の調査を実施した。 

３ 結 果 

Aグループ 事前（n=53） 事後（n=60）
正解率［％］ 62.03 77.08
Bグループ 事前（n=62） 事後（n=63）
正解率［％］ 61.69 66.87
表１ グループ別の事前・事後アンケートの正答率   

４ 考 察 

 種子植物だが栄養生殖で増える身近な植物

を題材として扱わなかった場合、クラスの 4割

程度の生徒は植物を分類するために見る視点

を正しく理解できておらず、既有概念の影響を

減らすことができていない。また、坂本(2017)

は、「既有概念としての意味が堅固に記憶され

ている命題やイメージによって適用される事

例の範囲が科学概念の場合と異なることに着

目することが重要となってくる」と述べてお

り、中学１年生が誤った認識を持ちやすい栄養

生殖を行う身近な植物を教材として扱うこと

は、植物の分類を知識として覚えてしまうので

はなく、より科学的な見方・考え方で分類でき

るようになる手立ての 1 つとして有効である

と考える。 

引用文献 

岩間淳子・松本静郎・小林辰至(2013)「中学校

理科における植物教材の適切性―生物多様性

及び生命の連続性の理解に向けて―」『理科教

育学研究』第 52巻 2号,161-170 

坂本憲明(2017)『理科授業をデザインする理論

とその展開』森本信也編，東洋館出版社 
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開花時刻，開閉運動に関する教材化 
 

○森本弘一 

Koichi MORIMOTO 

奈良教育大学 

【キ－ワード】 開花時刻，開閉運動，タイムラプスカメラ  
 

１ 目 的 

 花の開花時刻を調べたものとしては，リンネ

の花時計が良く知られており，中村（1989）が
14種の植物について追跡調査を行っている。
花の開閉運動の教材化については，鈴木・丸

山・長岡（1993）が研究を行っている。彼らは，
花の開閉運動について，カタバミ，カントウタ

ンポポ，セイヨウタンポポを対象とした研究を

報告している。これらの研究は，全て目視によ

るものである。目視は，多くの時間を必要とす

る。現在は，タイムラプスカメラが容易に入手

できるため，これを使うことにより，子供達が

植物の運動を調べることが期待できる。

そこで，中村（1989）が報告している植物を
参考とし，観察可能であった 16 種の植物の花
の開花時刻と開閉運動をタイムラプスカメラ

を用いて教材開発を行ったので，報告する。 

２ 方 法 

観察した植物は，屋外（奈良市）では，カタ

バミ，コオニタビラコ，スイレン，チューリッ

プ，ヘビイチゴ，アサガオ，ユウガオ，スイセ

ン，ムラサキツユクサ，ムラサキカタバミ，メ

マツヨイグサ，ユウゲショウであり，室内（奈

良教育大学内森本弘一研究室）では，カタバミ，

カランコエ，プリムラ，ビオラ，メマツヨイグ

サ，ユウゲショウ，ヒルザキツキミソウであっ

た．観察時期は，2019年 5月から 2021年 6月
であった。 

 観察には，タイムラプスカメラ，ガーデンウ

ォッチカムⅡ (定点観測カメラ )TLC200 
Brinnoを用い，1分間隔で撮影した。なお，夜
間の撮影は， IR カメラ  FULL HD Video 
Camcorderを使用した。
３ 結 果 

 花の開花時刻，開閉運動のデータをまとめる

と表 1のようになった。春，夏，秋，冬の順に
観察した植物を並べている。開花時刻について

は，すべての植物で確認することができたが，

閉花時刻については，確認できなかった植物が

あった。観察期間は，1つの植物について，1日
間か 2日間であった。観察期間中に開花，閉花

しない植物については，開花時刻のみのデータ

を示している。

表１ 花の開花時刻，閉花時刻

植物名 月 開花時刻 閉花時刻 
チューリップ ４ 11 -13 17 - 18 
ヘビイチゴ ４-５ ９ - 10 18 - 19 
カタバミ ５ 10 - 12 14 - 16 
コオニタビラコ ５ 10 - 12 14 - 16 
ユウゲショウ ５ ４ - ５ - 
ヒルザキツキミソウ ５ ６ - 
ムラサキツユクサ ５ ５ – ６ 15 - 16 
ムラサキカタバミ ５-６ ９ - 10 17 
スイレン ７-８ ９ - 10 13 - 14 
メマツヨイグサ ７-８ 19 - 22 ６ - 10 
ユウガオ ７-８ 15 - 16 ８ - 10 
アサガオ ８ ７ - ８ 16 - 19 
カタバミ 11 ９ - 10 15 - 17 
プリムラ 12 11 - 
カランコエ 12 13 -14 - 
スイセン 12 -１ 13 - 
ビオラ 12 -１ ８ - 10 - 

- は，観察できなかったことを示している。

４ 考 察 

タイムラプスカメラを使用することにより，花

の開閉運動の教材として，チューリップ，ヘビイ

チゴ，カタバミ，コオニタビラコ，ムラサキツユ

クサ，ムラサキカタバミ，スイレン，メマツヨイ

グサ，ユウガオ，アサガオが適していることを示

すことができた。上記の植物に加え「花とけい」

として，ユウゲショウ，ヒルザキツキミソウ，プ

リムラ，カランコエ，スイセン，ビオラの可能性

を示すことができた。 

引用文献 

中村国利（1989）「花とけい撮影記」遺伝 43(5) 
pp.44-50. 
鈴木昌友，丸山友一，長岡勝典（1993）「花の
開閉運動の教材化」茨城大学教育実践研究

12，pp.113－124. 
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高校生物において音源定位を教材化するための 

アプリ開発と実験方法の検討 
 

○猪本 修 1，高寺忠俊 1，岡田健司 1,2 

Osamu INOMOTO, Tadatoshi TAKATERA, Kenji OKADA 
1兵庫教育大学，2兵庫県立伊川谷北高等学校 

【キ－ワード】 音源定位，音の性質，高校生物，実験教材 

 
１ はじめに 

音源定位とは，音の性質に基づいて動物が音源の位

置を認識することであり，両耳間に生じる時間差や音

圧差などによって検知される。哺乳類や鳥類などの動

物が音についての情報をいかに利用しているかという

点で面白く，また純音と楽音の違いやノイズの重畳に

よってそれがどう変化するか，また定位がどのような

冗長性で補償されるかという点でも興味深い。 

音および聴覚に関しては，中学校理科では第１学年

エネルギー「音の性質」と第２学年生命「刺激と反応」

で学習する。また高校物理基礎「音と振動」ならびに

高校生物「刺激の受容と反応」でも扱われる。音源定

位の仕組みは音の性質と感覚器官による応答のメカニ

ズムにより理解できるものであり，中学校・高校にお

ける生物分野と物理分野にまたがる複合的なトピック

である。このため適切な実験方法等の検討によって，

音源定位は生物と物理双方の理解を深める好適な教材

となり得る。そこで著者らは音源定位の実験教材化に

向けて，教室レベルで扱うことができる音響学的解析

のためのアプリ開発と官能評価について検討した。 

 

２ 実験 

 実験を行うにあたっては被験者に対して音源を動か

すのではなく，左右の耳で聞こえる音に時間差を与え

ることで，聴こえ方がどのように変化するのかを調べ

ることとした。すなわち，モノラル音源に可変の遅延

時間を設定してステレオ化し，イヤホンを介して被験

者に聴覚入力して，遅延時間によって音源の仮想的位

置すなわち聴こえの方向がどのように変化するのかを

口述させることとした。 

 音源は音叉やヒトの声 (「あー」と一定の音高で長

く発した声) などをモノラル録音し，トレンド除去と

規格化を行なった。この信号を開発したアプリに入力

した。アプリは入力した音源 𝑥𝑥 = 𝑓𝑓(𝑡𝑡) に含まれる楽

音のうち基本音 (基本振動数) を検出し，それに対し

て一定の位相を遅延させ，遅延時間 𝜏𝜏 に対して 

𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏) なる信号を作成した。これら 2つの信

号 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) を独立に音声出力し，被験者に聴かせた。 

 図１は，被験者Oからの距離 𝑟𝑟 を一定に保って音源

Sを動かし，線分OSが 𝑥𝑥 軸に対してなす角度 𝜃𝜃 を変

えることで，被験者に対する音源の方向を変化させる

様子を表している。両耳間の距離は 2ℎ である。 

 

図１ 実験の概要 

ここで音速を 𝑉𝑉 とすると，左耳Lに対する右耳Rの

遅延は 𝜏𝜏 = (𝑅𝑅𝑅𝑅2222 − 𝐿𝐿𝑅𝑅222)/𝑉𝑉 であるが，これは近似により 

𝜏𝜏 ≃
2ℎ𝑟𝑟

𝑉𝑉√ℎ! + 𝑟𝑟!
sin 𝜃𝜃 

とできる。あるいは，音源のうち振動数 𝑓𝑓" の基本音

についての位相差 𝜙𝜙 は 

𝜙𝜙 ≃
4𝜋𝜋𝑓𝑓"ℎ𝑟𝑟

𝑉𝑉√ℎ! + 𝑟𝑟!
sin 𝜃𝜃 

と表される。ℎ = 0.1	(𝑚𝑚), 𝑟𝑟 = 1	(𝑚𝑚), 𝑉𝑉 = 340	(𝑚𝑚/𝑠𝑠) の
とき角度 𝜃𝜃 に対する遅延 𝜏𝜏 は 𝜃𝜃 = ±𝜋𝜋 2⁄  で極値と

なり 𝜏𝜏 = ±0.6	(𝑚𝑚𝑠𝑠) となった。自明なことではあるが，

角度 𝜃𝜃 は遅延 𝜏𝜏 あるいは位相差 𝜙𝜙 についての多価

関数となっていて，遅延だけでは音源が正確に定位で

きない。そこで音源からの距離や頭部による回折，遮

蔽による音圧の低減を考慮する必要があるが，今回は

遅延による位相変化の影響のみを検討することとした。 

さらに，ヒトの声のうち基本音の振動数成分に着目

し，位相差 𝜙𝜙 を与えてステレオ化し，これを被験者に

聴き取らせて音源の方位を推定させた。位相差 𝜙𝜙 を
さまざまに変えて聴こえ方を質問したところ 𝜙𝜙によ

り正答率が異なり，また履歴にも依存した。 

 
３ まとめ 

音源定位は私たちにとって身近であるとともに原理

的に難しくなく，生物としても物理としても教育効果

のある教材となり得る。実験方法や解析方法を生徒実

験に適するものとして，教材として確立できるよう検

討を行なっている。詳細は講演で述べる。 
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小学校教員の「昆虫」に関する調査 

「昆虫の体のつくり」の単元において 

 

○吉澤樹理 1, 2，今野貴之 2  

Juri YOSHIZAWA, Takayuki KONNO 

                      1関西福祉大学，2明星大学  

【キ－ワード】 苦手意識，指導方法, 授業準備，昆虫  
 

１ 目 的 

 小学校において教師が全科を担当すること

は一般的である。しかし、限られた時間と資源

のなか、教師にも得意や苦手があることが報告

されている（ベネッセ教育総合研究所 2007）。

教員の苦手意識、特に理科においては小学校教

員の女性教員は昆虫に苦手意識を持っている

ことや（平田・小川 2018）、東京都内 A 区の

小学校 3 年生教員において，約 65％の教員が，

昆虫が苦手，やや苦手と述べている（吉澤 
2020）。これらのように，小学校教員の昆虫に

対する苦手意識が，昆虫の指導や事前準備にど

のように影響を与えるのかを明らかにするこ

とは，児童への指導法の改善や教員の授業準備

の負担軽減の一助になると期待できる。 
 本研究の目的は，小学校教員の「昆虫」の好

き・嫌いの感情が昆虫の指導や授業準備など

に，どのように影響しているかについて明らか

にすることである。 
 
２ 方 法 

 2021 年 3 月に，東京都 A 区の小学校 3 年生

を担当する教諭 48 名を対象に Google forms を
用いてオンライン調査を行った。主な質問項目

は「昆虫は好きか」「「昆虫の体のつくり」の

指導は得意だ」など計 45 問、5 段階の選択式

（5 非常に当てはまる〜1 まったく当てはまら

ない）であった。36 名から回答を得て（回答率

75％）これを分析データとした。なお「好き」

は「得意」という感情、「嫌い」は「苦手」と

いう感情を含む。 

心理統計用ソフト HAD（清水，2016）を用い

て，例えば，「生きた昆虫を扱う授業を理想と

しているか」の質問にはカイ二乗検定，「昆虫

好きと指導との関係」には回帰分析を行った。  

  

３ 結 果 

 「昆虫が好きか」という質問において，回帰

分析を行ったところ，5段階の選択式の高い（以

下，昆虫好き）教員は，「昆虫の体のつくり」

の単元の指導が得意と回答した教員が多かっ

た（R2=.451，p<.001）。5 段階評価の低い（以

下，昆虫嫌い）教員では，回帰分析の結果，「昆

虫の体のつくり」の単元の授業準備を大変だと

感じている教員に有意差がみられた（R2=.109，
p<.05)。「「生きた昆虫」を扱う授業を理想と

しているか」という質問について，カイ二乗検

定を行った結果，多くの教員が高い評価だった

（χ2=99.833，p<.001）。 
  

４ 考 察とまとめ 

 今回の調査から，昆虫好きの教員は，「昆虫

の体のつくり」の単元が得意であること，また

昆虫嫌いな教員は授業準備を大変だと感じて

いることが明らかになった。 
これらのことから，昆虫好き・嫌いなどの生

理的な要因が，昆虫の指導の得意や苦手に影響

を与えている可能性が高いことが示唆された。

また，昆虫嫌いな小学校教員は，「昆虫の体の

つくり」の単元において，授業準備を負担と感

じていることが考えられた。 
 今後は，東京都 A 区以外の地区でも同様の

調査を行い，比較検討を行いたいと考える。 
  
引用文献 

ベネッセ教育総合研究所（2007）第４回学習

指導基本調査．Benesse 教育研究開発セン

ター 
平田豊誠・小川博士（2018）「小学校教員の

「虫」と「動物」についての意識調査」

『佛教大学教育学部論集』第 29巻, 55-56. 
清水裕士(2016)「フリーの統計分析ソフト

HAD：機能の紹介と統計学習・教育，研究

実践における利用方法の提案」『メディ

ア・情報・コミュニケーション』第 1巻, 
59-73. 

吉澤樹理（2020）「小学校理科「昆虫の体の

つくり」におけるアリを用いた教材開発と

評価」『明星大学通信制修士論文』. 
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 動物園における生物概念を視点とした児童の学びの変容 

ーオンライン授業における計量テキスト分析を中心にしてー 

 

○小川 博久 1 2，花園 誠 2  

Hirohisa OGAWA, Makoto HANAZONO 

             1武蔵野大学 工学部 環境システム学科，2帝京科学大学大学院 理工学研究科 

【キ－ワード】 旭山動物園,オンライン授業，生物概念，テキストマイニング  
 

１ はじめに 

 動物園は初等教育において重要な体験学習の場
である。しかし,コロナ禍の現状では,実際に動物園

に行っての学習が困難な状況も生じている。そこ

で,オンライン授業に着目,児童の動物園動物に関す

る学習を非対面で実践した。そのうえで児童の学び

の変容をテキストマイニングで計量的に分析,オン

ラインの非対面であっても動物について興味関心を

高め,学びを拡充できるのかについて検証を試み

た。 

２ 方 法 

６年理科「動物の生活と環境について学ぼう」の

学習において,旭山動物園の「i-ねっとわーく授業

（Zoomによる双方向型遠隔授業」を実施した。 

(1）実施日及び対象校 

実施日は令和2年11月10日であった。 K小学校1ク

ラス36名を対象とし,2グループに分けてそれぞれ 1

校時分の45分授業を実施した。 

(2）学習形態 

 Zoomによる双方向型遠隔授業とした。55インチモ

ニターを使用しての一斉授業である（飼育担当者の

案内解説と対話）。 

（3）観察動物 

 この日に教材とした動物は,カバ・ゴマフアザラ

シ・ペンギンそしてシンリンオオカミであった。 

（4）分析の方法 
 Zoom に録画された児童の発話・反応について観

察における視点・気づき・関連付けなどを分析した。 
さらに事前・当日・事後の児童のワークシートの

記述内容を,「KHcoder3」によってキーワード抽出
したうえで,その出現頻度と相関について計量的に
分析,学習過程における児童の学びの変容について
追究した。 
（5）コーディングルールの作成及び分析 

生物概念として「構造と機能」（体のつくり・行

動・食性）「多様性と共通性」「生命の連続性」（繁

殖・成長）「生物と環境のかかわり」「進化」を視

点に概念の拡充に関する分析を行うためにコーディ

ングルールを作成し,テキスト分析した。
３ 結 果 

(1) Zoom録画による分析から

飼育担当者の案内解説・対話により, 児童はリア

ルタイムで動物観察,間近で体のつくり・行動など

を確認できた。 

(2) テキスト分析から 

作成したコーディングルールにより,児童の記述
した内容を分析した結果,各コードの特徴や相関に
ついて確認できた（図1）。

図１ 学習過程における共起ネットワーク 

４ 考 察 

 授業では,特定の動物種を集中して観察することがで

きた。飼育担当者の解説および対話の場面で児童は,

動物の特徴的な形態・行動や環境とのつながりに気づ

き,それらを関連付けることができた。また当日の観察・

解説・対話のテキスト分析では,児童の生物概念に関

する「構造と機能」「環境とのかかわり」「繁殖・成長」の

項目に強い相関が認められた。 

引用文献 

松本朱実・馬場敦義・森本信也（2015）「動物園に
おける小学校の理科教育との連携の試み」『理科教

育学研究』第56巻，第1号，59-74．  
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中学校理科「遺伝の規則性と遺伝子」における形質の表れ方に関する教材の開発

―「夢見るホワイトコーン」の開発と授業実践結果―

○中原 一輝１，大鹿 聖公２

１愛知教育大学大学院，２愛知教育大学

【キーワード】 遺伝すごろくシート，分離の法則，潜性 劣性 の形質

１ 研究の背景と目的
平成 年改訂中学校学習指導要領解説理科編

（文部科学省 ）では，単元「生命の連続性」に
おいて，「染色体に関する図やモデルなどを活用し
て，その規則性は対になっている遺伝子が分かれて
別々の生殖細胞に入ることによってもたらされる
ことを取り上げる」とされている。また，教科書で
は分離の法則を教える際，優性 顕性 の形質，劣性
潜性 の形質についても扱われている。その際に
「顕性 優性 ，潜性 劣性 は，優れている，劣って
いるという意味はない」ことを実感させるために，
佐藤ら は，タブレットによるシミュレーショ
ン教材を開発して実践を行った。しかし，実践後の
調査で，多くの生徒が優性・劣性を有利・不利と関
連付けて考えていることが示された。また山野井ら

は，中学生を対象とした優性・劣性について
の認識調査を行った結果，「遺伝学習後の中学 年
生であっても，優性の形質は生存に有利な形質であ
るという誤概念を有している」ということが明らか
になった。その他「優性，劣性は，優れている，劣
っているという意味はない」ということを実感させ
られるような教材は見られなかった。日本遺伝学会
は，優・劣という強い価値観を含んだ語感に縛られ
ている人たちが圧倒的に多いという理由から，「優
性・劣性」を「顕性・潜性」へと改める提案をした。
この提案を受け，令和 年度発行の 社すべての中
学校理科教科書では，優性が顕性に，劣性が潜性に
表示方法が変更され，教材の必要性が高まっている。
そこで本研究では，「形質の伝わり方」の小単元

で，「顕性 優性 ，潜性 劣性 は，優れている，劣っ
ているという意味はない」ということを実感させる
ために，劣性の組み合わせが劣っているというもの
ではなく，つくることが大変で，稀少なものである
と気付かせる教材の開発を目的とした。
２ 開発した教材：「夢見るホワイトコーン」
生徒が劣性の組み合わせが稀少なものであると

気付くことができる「夢見るホワイトコーン」の遺
伝すごろくシート 以下，遺伝すごろくシート を開
発した 図 。生徒に劣性の組み合わせが稀少なも
のであると気付かせるために，繰り返し生殖を行い，
生徒が考えることのできる機会を増やすこと，最終
的に劣性の形質を目指すこと，の２点を踏まえた。
教材は， や が表記されているカード 以下，染色
体モデル と遺伝すごろくシートからなり，サイコ

ロを振って
進めるすご
ろく型の教
材である。す
ごろくを進
め，生殖を繰
り返しなが
ら，自分の染
色体モデル
を， という
優性の形質か
ら という
劣性の形質の作出を目指すものである。
３ 教材の有効性の検討

実践の概要
開発した教材の有効性を検討するために，名古屋

市内の中学校 年生 クラス 名 を対象に令和
年 月に 分の授業実践を行った。授業実践を

行った後に，ワークシートに感想を記述させた。
結果と考察
本実践において，多くの生徒が同じ班のメンバー

と話合いをして考えながら，本教材に取り組む様子
が見られた。ワークシートには，「 にはなかなか
なれないことも実感できた。」「ホワイトコーンがで
きるのがすごく大変で貴重だと思った。」というよ
うな記述内容があった。このことから，ほとんどの
生徒が潜性 劣性 の遺伝子の組み合わせをつくる
ことが大変で，稀少なものであると感じたことが分
かった。
４ まとめ
実践した生徒たちの感想を基に考察すると，遺伝

すごろくシートを使うことで潜性 劣性 が稀少な
ものであると気付くことができたと考えられる。以
上から，「劣性の形質には，劣っているという意味
はない」ということを実感させる教材につながると
思われる。

引用・参考文献
佐藤綾，山野井貴浩，柏木純，青木悠樹 「タブレットを用い

たシミュレーション活動が中学校理科での遺伝の規則性の学習

と優性の概念へ与える影響」『生物教育 第 巻 第 号』

山野井貴浩，井澤優佳，金井正 「中学生は優性劣性につい

て誤った認識をしているのか」『科学教育研究 』

図１「夢見るホワイトコーン」
で用いた遺伝すごろくシート
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クジラ教材の潜在的価値 
― 適応進化,地球環境変動とそれらを統合する視点から ― 

  

小澤義春 

Yoshiharu OZAWA 

元会津坂下町立坂下中学校 

【キ－ワード】 クジラ類,適応進化,相同器官,大陸移動,捕鯨 

１ はじめに 
 現行学習指導要領に基づく中学校理科の教
科書において,クジラを教材とする場面は,進
化の例示となる前肢の相同器官やセキツイ動
物の哺乳類へのグループ分けなどに見られる。 
 しかし,クジラ類が地球表層の海陸分布の
変遷や競合を排除する生物学的地位（ニッチ）
の出現の反映として誕生し,長い年月をかけ
てその形態や生態を環境に適応進化させてき
た存在であることを考えれば,教材としての
潜在的価値は大きい。 
 クジラ教材の潜在的価値を議論し,自然を
学ぶ多面的な場への配置を展望してみたい。 
２ クジラの生物学的特徴 
 陸上生活だったクジラ類の祖先は,約 5400
万年前の新生代始新世に海中に生活の場を転
換し,その後長い年月を経て水中生活に適応
した形態や生態を獲得する。体型は遊泳に適
した流線型となり,系統の異なるサメ類や魚
竜などと同じ姿や機能を有する収斂現象を呈
する。一方,不要となった後肢は外見上消失し
ているが,骨盤骨の痕跡が体内の腰筋の中に
埋もれている。また,耳介は失われオスの陰茎
さえも体内に納められ水の抵抗を減らしてい
る。新たに獲得したのが尾鰭で,ゼラチン質に
富む尾鰭の垂直運動により推進力を得る。 
肺呼吸をするクジラ類は水面に浮上するこ
とは不可欠で,体の一部が水面からでる瞬間
に呼吸をする。そのため陸上の哺乳類では頭
の先にある鼻孔（噴気孔）を頭の頂部に移動
させている。 
索餌と繁殖の海域を回遊するクジラや採餌
のために 3000ｍの深海まで潜水するマッコ
ウクジラがいるなど,その生態も多様である。 
３ クジラの進化と地球環境変動 
 現在, 82種のクジラ類が熱帯から氷縁の極
域までの全ての海域に生息している。動物界
脊索動物門哺乳綱クジラ目を形成するクジラ
類は,髭板と呼ばれる角質の捕食器官を有す
る「ヒゲクジラ亜目」と歯を有する「ハクジ
ラ亜目」に大別され,現生クジラ類の誕生は約
3000万年前の新生代漸新世に遡る。 
 原始クジラ類の海中進出は,大陸移動によ
るテーチス海（古地中海）の浅海形成と関係
が深い。また,ヒゲクジラ類への進化を,漸新
世にオーストラリア大陸と南極大陸が分離し

て南極環流が出現したため,海水の低温化・溶
存炭酸濃度の増加・植物プランクトンの増
殖・動物プランクトンの増殖の連関が生じた
ことによるオキアミなどの動物プランクトン
への食性転換に求める説がある。 
４ 自然観を涵養するクジラ教材の配置 
「エネルギー」「粒子」「生命」「地球」の 4
観点から自然を捉え,それらを統合する見方
や考え方を身に付ける上で,クジラ教材は「生
命」「地球」の各枠組みの中で有意に作用する
ばかりでなく,これらを統合する価値がある。 
「生命」において,動物の体のつくりと働き,
生物の種類の多様性と進化,生物と環境,自然
環境の保全を学び,「地球」では,地表面の変
動,生物と環境を学ぶ教材となり得る。また,
課題解決学習や探究学習のテーマとして,ク
ジラ教材が機能する可能性がある。 
日本は 2019年 IWCを脱退し,31年ぶりに

商業捕鯨を再開したが,日本には長い年月に
渡り育んできた食を初めとする鯨文化があり,
捕鯨の歴史がある。江戸時代末期から明治時
代にかけて,日本近海で欧米諸国がクジラを
乱獲したことによる日本の沿岸捕鯨の衰退,
世界各国が競合して南極海で大型クジラを大
量捕獲したことによる生物資源量の激減とい
う歴史からは,生物と環境,人間活動の自然へ
の関わりを学ぶことができる。 
５ おわりに 
クジラ教材は,生物学上の形態や生態のほ

か,地球環境の変動,生態系,人間活動との関連,
自然保全と言った様々な場面でカリキュラム
への配置が可能である。クジラ教材の潜在的
な価値が,具体的な学習活動により表出され
ることが期待される。幸い,日本各地にクジラ
を学べる博物館が存在するのが強みである。 
 
参考文献 
小澤義春(2020) 『クジラと鯨捕り―捕鯨の地
を巡る―』,福島県立図書館蔵. 
神谷敏郎(2001) 『骨と骨組みのなはし』,岩
波ジュニア新書,岩波書店. 
加藤秀弘(1995) 『マッコウクジラの自然誌』,
平凡社. 
高野義幸 渡邊泰彦(2017) 「クジラの生態と
捕鯨を題材にした教材の開発」『理科の教
育』,vol.66,No.774. 
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愛西市親水公園ビオトープの景観維持活動で除去した

生物を利用した 教材の開発

〇成田敦彦 1, 服部俊之 2, 大鹿聖公 3 
Nobuhiko NARITA, Toshiyuki HATTORI, Kiyoyuki OHSHIKA

1愛知県立佐屋高等学校, 2愛知県立津島高等学校, 3愛知教育大学 
【キーワード】SDGs, ESD, プラスチック削減, アオミドロ, キショウブ

１ 目的

2015年の国連サミットで「持続可能な開発目

標（SDGs）」が採択され,永続的な地球環境の維

持が求められている。我が国でも持続可能な社

会の担い手を育成すべく「持続可能な開発のた

めの教育(ESD)」を提唱し実践を重ねてきた。山

口ら(2020)は,海洋プラスチックゴミなどの沿岸域

廃棄物を対象としたESD活動プログラムを作製

し実践した。また,小山内ら(2019)は,廃棄物教育の

実践例を挙げ,社会と教育が連携した環境教育や

ESDの重要性を示した。このように,ESDの実践

や研究を通してSDGsについての理解を深める重

要性が提唱されている。農業・家庭の専門高校

である愛知県立佐屋高等学校でもSDGsへの理解

を深めさせる教育活動が求められている。

本研究では,佐屋高校が管理する愛西市親水公

園ビオトープの景観維持活動を通してSDGsへの

理解を深めさせるESD教材を新たに開発するこ

とを目的とした。

２ 教材の開発

景観維持のため,ビオトープ内に大量に発生し

たアオミドロ(Spirogyra)や要注意外来生物である

キショウブ(Iris pseudacorus)を除去した。通常,これ

らの生物は乾燥,焼却処分となるが,どちらも繊維

質であり資源として有用であると考え,種苗用プ

ラスチックポットの代替となるバイオポットの

開発を目指した。採取したアオミドロは円筒形

の容器に入れて圧縮しポット型に成型した。キ

ショウブは葉をポット型に編み込んだ。

作製した両バイオポットに腐葉土を入れ,数種

の植物を播種した。経過観察をすると両ポット

で発芽,生長が確認できた。また,生長した植物を

バイオポットごと鉢上げしても生育を続けた。

このことから作製した両バイオポットが種苗用

プラスチックポットの代替として利用可能であ

ることが判明した。

３ 教材の有効性の検討

作製したバイオポットを種苗用プラスチック

ポットの代替として使用することで農業用廃プ

ラスチックを削減できる。また,焼却処分となる

生物を資材とすることで化石燃料の使用量の削

減が期待できる。このことから作製したバイオ

ポットは「廃プラスチック削減」や「CO2排出の

削減」に寄与すると考え,「SDGsへの取り組み」

「CO2削減・地球温暖化」「廃プラスチック削

減」への興味関心を高めるESD教材として有効

性があると判断した。また,キショウブは要注意

外来生物であるため「外来生物」に対するESD
教材としても活用が可能であると考えている。

４ まとめ

本研究では,愛西市親水公園ビオトープの景観

維持活動で除去した生物を活用し,種苗用プラス

チックポットと代替となるバイオポットを開発

した。このバイオポットは「CO2削減・地球温暖

化」「廃プラスチック削減」「外来生物」の問

題のESD教材として有用であると考えている。

高校生物基礎の「生態系と物質循環」「生態系

のバランスと保全」と関連付けて実際に生徒に

バイオポットの製作実習をさせることで,単元理

解に加えて,これらの問題を身近なものととらえ

「SDGsへの取り組み」について主体的に学び,理
解を深めるようになると期待できる。

引用文献
山口信也(2020)「沿岸域廃棄物を対象としたESD(持続可能な開発の

ための教育)の実施」『日本マリンエンジニアリング学会誌』第

55巻第2号
小山内詩織(2019)「教育現場における新しい環境教育の試みとその

課題－廃棄物教育の実践例をもとに－」『第30回廃棄物資源循

環学会研究発表会 講演原稿2019』
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昆虫飼育の経験をもとにした授業開発

―追体験による虫への認識変容を目指してー

○田中美玖 1，村上忠幸 2

京都教育大学大学院， 京都教育大学

【キ－ワード】 真正性 探究学習 カブトムシ 追体験
はじめに

筆者は幼少期から生き物が好きで, 特に身近
で入手しやすい虫に強い関心を持っていた。休日
は友人と昆虫採集に出かけては, 捕まえた虫を
飼育し,スケッチなどを通してより細かい虫の体
の構造を日常的に観察していた。観察する中で
「なぜこの形なんだろう」や「どうしてこの動き
をするんだろう」と常に疑問を持ち, 考察する習
慣が現在まで続いている。また, 筆者の周りには
虫が苦手な人が多く, 年齢が高くなるほど苦手
な人が増える傾向がみられる。このことから筆者
は自身の経験から幼少期における虫との関わり
が, 虫に対する意識に影響を与えるのではない
かと考えた。本研究では, 筆者が 10 年来の飼育
経験を持つブトムシを題材に, 自身の飼育経験
に基づいた授業開発を行った。そこで生じる虫に
対する認識変容を考察した。 

方法
授業内容

実施した授業の概要は以下の通りである。ま
たこの授業は筆者の飼育経験を主軸にした。
○カブトムシの観察 スケッチ
○餌やり 自由試行
授業実践対象
授業は以下の児童を対象に行った。 
・京都府下 KS 小学校 4 年生 3 クラス 95 名 
分析方法

実践対象の児童に授業開始時と終了後にアン
ケートを実施した。以下はアンケートの内容
である。Q1,Q2 が授業前, それ以降(Q3~Q8)
は授業後に実施した。 

表 アンケート項目
質問項目 回答法 

Q1.虫が好きか 5 件法 
Q2.虫の飼育経験について 自由記述 
Q3.授業の楽しさ 5 件法 
Q4.授業の満足度 
Q5.カブトムシへの印象の変化 
Q6.Q5 はどの場面で起こったか 自由記述 
Q7.虫への印象の変化 5 件法 
Q8.カブトムシを観察して気づい
たこと 

自由記述 

結果
授業前後における虫やカブトムシに対する印

象の変化について と の結果を示した 図 。
授業前の「 虫が好きか」という問いに対し 全
体の 割以上が肯定的意見であった。 の「カ
ブトムシの印象は良くなったか」という質問項

目では前者が約 という結果であった。また自

由記述では「最初は怖かったけど 観察をしてい
るうちに格好良さに気づいた」や「触っていくう
ちに思ったより大人しいとわかり可愛く思えた」
というような 観察や実際にカブトムシと触れ
合う中で印象が変化することがわかった。
の授業の楽しさや満足度を問う質問ではどちら
も 割を超える結果となった。

考察
アンケートの結果 子ども自身がカブトムシ

を観察し 触れ合う中で印象の変化 認識の変
容が起こることが示唆された。変容がなかった子
どもについては元々虫が好きだったということ
が大半であり 授業を行ったことで印象が悪く
なったと答えた者はいなかった。自由記述の内容
から 見慣れていないものやあまり関わりのな
いものを触ったりすることに恐怖心を抱く子ど
もが多いということが示唆された。これは知識を
習得することで昆虫に対する嫌悪感や恐怖が軽
減される 深野・曽我 ことからも言える。
この授業ではスケッチをすることで細部まで観
察でき 疑問を持って対象と向き合う姿勢が形
成される。これは真正性のある自由な探究 中村

に近いものであると考えられる。今後は探
究的課題を授業に取り入れ さらに子どもの自
主性を刺激できる授業づくりをしていきたい。

参考文献
中村精吾（ ）「経験の広がりと深まりから

探る理科授業の真正性～アリの生態をテーマと

して～」京都教育大学大学院教育学研究科

年度修士論文

 深野祐也・曽我昌史  「なぜ現代人に
は虫嫌いが多いのか ―進化心理学に基づいた
新仮説の提案と検証―」

図 アンケート結果グラフ

とても当てはまる 当てはまる
どちらでもない 当てはまらない
全く当てはまらない 未回答
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GCSE Biologyの学習・評価用教材における探究活動の指導上の重点 
- Investigationにおける探究の過程に着目して - 

 

髙間智子 
Tomoko TAKAMA 

筑波大学大学院人間総合科学学術院・埼玉県立蕨高等学校 
【キ－ワード】英国科学教育，Investigation，探究の過程，高等学校生物基礎

 

１ 問題の所在と研究の目的 

学習指導要領の改訂に伴い，理科授業における

探究の過程を通じた学習活動が重視されており，

「自然現象に対する気づき」から「課題の設定」「仮

説の設定」に至る過程は，生徒の主体的な探究の

遂行のために重要になると考えられる。

しかし，高等学校理科では探究活動での導入の

活動と課題の設定の関連が不十分であること（大

倉ら,2017）や，仮説の設定に至る活動において，
教師の指導や支援の方略が明確にされていない

こと（向井ら,2019）が課題とされている。なかでも
「生物基礎」では，教科書に示される「観察・実験」

に仮説の設定に至る活動についての記載がほと

んどないこと（園山,2019）が指摘されている。
一方英国の科学授業では，Investigation と呼ば
れる探究活動が伝統的に重視され，実践されてい

る。そこでは実験の前後に生徒が個々の思考を深

めることが特に重要視されており（Watson,2000; 
Abrahams et.al, 2013），Biologyの Investigationで
も，既有知識の整理，仮説・条件設定等を含む実

験実施前の探究の過程は，生徒が主体的に取組

む活動として行われ，評価の対象とされてきた。

本研究では，高等学校生物基礎における「観察・

実験」の活動やその指導の改善のための視点を

得ることを目指し，英国の GCSE（中等教育修了資
格試験）Biologyの Investigationについて，活動の
内容とその指導上の重点を探ることを目的とする。

方法として，Investigation における探究の過程のう
ち，実験実施前に生徒が取組む活動に着目し，学

習・評価用教材，教師用資料を対象として，探究

の内容，活動例や指導上の留意点を分析する。

２ Investigationの活動と指導上の留意点 

GCSE Biologyの試験では，教師が授業者・試験
監督者として実施する Investigation と，それに関
連する筆記試験が軸となる Controlled Assessment
（CA）と呼ばれる評価制度があり，資格評価団体
は探究活動のプロセスや評価の基準，指導上の

ガイドラインを提示してきた。現在この評価制度は

廃止されたが，資格評価団体が示す単一の探究

課題（仮説）に対して，生徒が個々に課題（仮説）

や条件・変数を設定し実験を計画・実施する点，ま

た Investigation で生徒が取組む活動が段階的に
示され，それぞれ評価の対象とされる点が特徴的

な教材であり，本研究の分析対象とした。

Biology の CA では，「溶液中の物質は，動物や

植物にどのように出入りするのか？（浸透）」「植物

は生存・成長のために必要な栄養分をどのように

獲得するのか？（光合成）」等の課題が示される。

これらの課題に対して，生徒は個々に仮説を設定

し，検証するための計画（条件や変数の設定，測

定の範囲や回数等の決定を含む）を作成する。そ

の際，教師は「Investigation の背景と，実生活での
適用」「“仮説”のような鍵になる用語」「変数の考慮
と管理」「仮説を検証する複数の方法の吟味」等に

ついて指導・支援を行うよう示されている。

また，生徒は実験を実施する前に，実験計画に

至る全ての活動内容に関する筆記試験を受ける。

そこでは試料，器具，操作方法といった具体的な

実験操作に関連する内容にとどまらず，例えば

「引用した情報のレビューとその実験への採用」

「仮説を証明する別の実験方法・その方法を取ら

ない理由」等，実験計画に至る活動に関する様々

な観点からの整理が求められ，実験を実施する前

に，自らの活動を省察する機会となっている。

３ 考察 

CA における Investigation の指導では，「探究課
題の日常的な文脈を意識させる」「生徒が決定す

る探究の方法を制限しない」「探究の妥当性や信

頼性を高める支援」等の観点が重視されている。

また，筆記試験では，変数操作の意義や実験の

再現性，一次データの扱い等の記述についての

評価基準が細目に渡り示され，事前の学習活動

でも扱うことが求められる。こうした点は，実験実施

前の探究の過程についての指導・支援の改善を

目指す際に示唆を与える内容である。
 

〈附記〉本研究の一部は，令和３年度日本学術振興会科学研究費

補助金(奨励研究)(課題番号:21H03979)による。 
 

主要参考文献 
Abrahams, I., Reiss, M. J. & Sharpe, R. M.(2013). The Assessment 

of Practical Work in School Science. Studies in Science 
Education, 49, 209–251.
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中学校理科「生物の分類」における学習内容の変遷

―昭和 年以降の学習指導要領を対象として―

○水野麻里子 ，藤田剛志

千葉市立こてはし台中学校 ，千葉大学教育学部

【キ－ワード】 中学校理科，生物の分類，学習指導要領、進化

１ 目的

平成 年に改訂された中学校学習指導要領で

は、新たに「生物の特徴と分類の仕方」という項

目が加えられた。これまで「生物の分類」におい

て多くの授業が行われてきたが、この学習で何が

求められているのか十分に検討されてきたとは言

い難い。本研究では、中学校理科「生物の分類」

の学習が、どのような文脈の中で、何に重点を置

いて教えられてきたのかについて明らかにする。

２ 方法

本研究では、次の手順によって分析を行う。

(1)これまで学問上の生物の分類がどのような観

点で行われてきたのか、その変遷について明ら

かにする。 
(2)中学校学習指導要領 昭和 年・昭和 年・

昭和 年・平成元年・平成 年・平成 年・

平成 年告示 及び学習指導要領の解説書（平

成元年までは学習指導書理科編、名称変更後は

中学校学習指導要領解説）を対象とする。 (1)
で明らかにした観点を踏まえて分析を行い、年

代ごとの特色や変遷過程を明らかにする。

３ 結果

学問上の生物の分類について

ド・カンドル（ ）は植物の分類の方法

を「経験的分類」と「理論的分類」とに分けてい

る。「理論的分類」はさらに「実用的な分類」「人

為的分類」「自然分類」に分けられる。ダーウィン

の進化論が受け入れられると、それまで「類縁」

と示された思想は、「血統」を示すという考えに置

き換わり、進化の道筋を反映した「系統分類」の

構築が目指された。 世紀末から分子系統学的解

析に基づく系統分類が行われるようになった。

現在、学問や博物館、理科の教科書等で用いら

れている生物の分類は主に系統分類である。よっ

て、「進化」という考え方は「生物の分類」と密接

に関わる観点であると言える。 
中学校学習指導要領等の分析

「生物の分類」と「進化」の扱いの違いによって、

昭和 年版、昭和 ・ 年版、平成元年版～平成

年版、平成 年版の つに分けて分析した。

昭和 年版は、第 学年でそれぞれの生物の形

態上の特徴について学習する。第 学年では、生物

の種類が系統的に配列できることや生物の分類の

大要を知る内容となっている。生物の分類は進化の

過程を反映したものであることや、その全体像を把

握させることに重点が置かれている。

昭和 年・ 年版では、第 学年「生物の種類

と生活」で、「生物を分類することによって類縁関

係を考察させ、進化の考えを得させる 昭和 年

版 」といった記述が見られ、生物の分類を進化の

考えを含みながら考察させるよう扱う特色がある。

平成元年版から平成 年版までは、第 学年で

植物の分類、第 学年で動物の分類を学習するよう

分けられた。学習内容には、「植物（動物）の種類

やその生活についての認識を深める」とあり、類縁

関係や進化という言葉はなく、生物の分類と進化を

関連付けて教えるような記述は削除されている。ま

た、「植物の分類」では生物を観察し種名を調べる

といった種分類を、「動物の分類」では生物をグル

ープに分ける体系分類を学ばせることを主なねら

いとして設定する傾向が見られた。

平成 年版では、昭和 年版のように、植物と

動物の分類を第 学年で、進化を第 学年で扱う。

学習のねらいは、植物と動物のどちらも「共通点や

相違点に基づいて植物（動物）が分類できることを

見いだして理解する」こととなった。また、「生物

の特徴と分類の仕方」という項目では、「生物の分

類の仕方に関する基礎を身に付けさせる」ことが示

された。生物の分類の学習の中で進化に触れること

はなく、「見いだした特徴に基づいて生物を分類す

るための技能」の習得を重視している。

参考文献

伊藤元己・井鷺裕司 『新しい植物分類体系

でみる日本の植物』文一総合出版

著，小野幹雄訳（ ）『植物

の分類―実験分類学からのアプローチ』河出書房新書
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科学雑誌 の科学的文章を用いた読解力プログラム開発

○大川原史也 、福井尭

京都府立嵯峨野高等学校， 京都府立桂高等学校

【キーワード】 高校生物、読解力、 、リーディングスキルテスト

１ 目的

における日本の結果は、数学的リテラシ

ーおよび科学的リテラシーは世界トップレベルに位

置しているが、読解力においては前回の の

結果に比べ、有意に低下していることが示された 。

また、令和２年度に初めて実施された大学入学共通

テストでも多くの問題で、読解力重視の傾向が高ま

っている。

そこで、文系の高校３年生を対象とした「生物」

の授業において、生物学的文章を用いて読解力を鍛

えるような課題を開発し、生物の知識の定着と文章

の読解力・記述力の向上を目的とした。学校教育環

境で容易に準備ができ、かつ高校生が読解できてほ

しいレベルのテキストとしてニュートンプレスが発

行する科学雑誌 を選んだ。

２ 授業実践

対象は府立高校第３学年の生徒 名である。週

４時間行っている「生物」の授業の１時間を用いて、

令和２年６月から 月にかけ、計 回の「読解力

プログラム」を実施した。授業の展開を表１に示す。

段階１では実際に を実施、解説を行い、これ

から実践する読解力プログラムにおける読解力がど

のような力を測っているのか体験させた。

段階２では の記事を用いた ～ 字

ほどの読解問題を作成し演習を行った。問題には実

験の目的や結果を問うもの、あるキーワードについ

て正しい記述を選ぶものなどが含まれる。

段階３では、 ～ 字ほどの文章を 字程度

に要約する演習を行った。

段階４では、 ～ 字ほどの文章中の主張に

対して自分の意見を書かせる自由作文を行った。

３ 結果および考察

授業を実施後、質問紙による調査を行った。

質問紙の結果から、３年生の１年間を通して多く

の生徒が読解力の向上を感じているが、その要因は

約半数が受験勉強であると感じていた。一方、 の

生徒が読解力プログラムの効果を感じており、それ

は受験勉強に次ぐ効果があった。これらはどちらも

初見の問題に挑戦して思考するものである。

段階別の結果では、段階２で読解力の向上を感じ

た生徒の割合が 、段階３で と高かった。短

文の要約を繰り返すことで、論の主題を見つける力

が向上することや、論理展開を意識して文章を読む

生徒が増えた。

全体では読解力プログラムを経て、文章を読める

ようになったという生徒の割合が となった。

また、これらの意見も自由記述形式で聞いたところ、

様々な意見が得られた。以下のその例を示す。

読解力プログラムを行って良かった点

・速く文章を読む力がついた。

・長い文章をしっかり読めるようになった。

・小論文ができるようになった。

・思考力が上がる。頭の回転が速くなった。

・文章の要点を見つけられるようになった。

４ まとめ

以上の結果から、今回開発した読解力プログラム

には書かれた文章の理解と熟考に一定の効果がある

ことが示唆された。これらは理科の授業における読

解力指導法に１つの類型を提示することができたと

考えている。

引用文献

国立教育政策研究所 「 生徒の学習到達度調

査 年調査 のポイント」

（

）

科学雑誌「 」

（ ）

新井紀子 『 に負けない子どもを育てる』、東洋

経済新報社、

授業展開

段階 内容 時間数

リーディングスキルテスト（RST) を用いた基本的な読解力の分類と演習

文章の内容理解を問う演習

短い文章の要約演習

長い文章の要約演習と自由作文

表１
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地学教科書における「カリ長石」に係る用語の変遷 
ー明治時代の教科書を中心としてー

○中田聖月 1，多賀 優 1 

Mizuki NAKATA,  Masaru TAGA 
1,龍谷大学 

【キ－ワード】 アルカリ長石，カリ長石，教科書，用語

１ 目 的 

 アルミノケイ酸塩鉱物の代表である長石は，いく

つかの固溶体系列を含む族名である。長石族のう

ち，カリ長石－曹長石固溶体はアルカリ長石

（alkali feldspar）と定義されている。カリ長石（通例，

正長石とも表記，orthoclase）は，アルカリ長石固

溶体系列の端成分長石であり，国際地質科学連

合（IUGS）の提唱する火成岩分類においては，現

在カリ長石は使用されておらず，アルカリ長石が

使用されている（Le Maitre, 2002）。しかし，現在，

主に高等学校の地学の授業で使用されている教

科書においては，アルカリ長石の代わりに「カリ長

石」と記述されているものの，教科書で用いられる

これらの用語について十分な検討がなされていな

い。今回その基礎作業として，アルカリ長石及び

「カリ長石」の用語の扱いの変遷を明らかにするた

め，明治時代の教科書について調査した。 

２ 方 法 

滋賀大学附属図書館蔵書及び国立国会図書

館デジタルコレクションでインターネット公開され

ている資料のうち，明治時代に発行された鉱物学

に関連する教科書 29冊を調査した。 

３ 結 果 と 考 察 

表１に，明治時代の鉱物学関連の教科書にお

ける「カリ長石」に係る用語の扱いについての結果          
を示す。orthoclaseに該当する用語として，「カリ長

石（実際は「加里長石」として記載）」は明治9年か

ら用いられており，「正長石」は明治17年以降，

「直長石」は明治25年に用いられていた。教科書

や年代によって用語の使用状況に差異が見られ

たものの，これらの用語はいずれも端成分ではな

く，固溶体であるアルカリ長石の意味で用いられ

ていた。 

なお，「カリ長石」について，明治9年の『金石学』

で和田維四郎(1876)は「加里 曹達 或ハ石灰ヲ

含ムノ多少二因テ 加里長石Orthoclase. 曹達長

石Albite. 及ビ石灰長石Labradorite. ノ別アリ…」と

述べており，明治時代前期の段階で「カリ長石

（「加里長石」）」を固溶体であるアルカリ長石と同

様の用語として扱っていたと解釈できる。 
 

表 明治時代の教科書における

「カリ長石」に係る用語の扱い（一部抜粋）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらのことから，明治時代の教科書では「カリ

長石（「加里長石」）」だけでなく，同じく固溶体の

意味で「正長石」が多く扱われており，明治時代

前期において既に「カリ長石」という用語は固溶体

であるアルカリ長石として扱われていた可能性が

高いと考えられるが，固溶体概念の受容過程につ

いてはさらに検証を試みたい。 

また，「orthoclase」は「カリ長石」や「正長石」と

同様に，固溶体であるアルカリ長石の意味を持つ

用語として扱われていた可能性がある。 

４ まとめ 

 本研究では，明治時代に発行された鉱物学関

連の教科書における「カリ長石」とそれに係る用語

の定義の変遷を明らかにした。この結果は現在の

高等学校の地学教科書における「カリ長石」の用

語としての扱いが，明治時代前期まで遡る可能性

があることを示している。教科書において固溶体

の意味で使用されている「カリ長石」の記載の妥

当性について，今後さらなる検討を要する。 

 

引用文献 

Le Maitre（2002） 『Igneou Rocks: A Classification 

and Glossary of Terms 2 edition』 Cambridge Uni-

versity Press. 

日本鉱物科学会（2019） 『鉱物・宝石の科学事典』 

朝倉出版． 

和田維四郎（1876） 『金石学』 博物局．

和暦 西暦 書名※ 「カリ長石」に係る用語

明治9年 1876年 金石学 加里長石

明治11年 1878年 金石学 加里長石

明治17年 1884年 金石学 : 一名・鉱物学 正長石

明治19年 1886年 金石学 加里長石

明治25年 1892年 鉱物学：中等教科 正長石

明治25年 1892年 中等鉱物学教科書 直長石

明治27年 1894年 普通鉱物学教科書 正長石

明治28年 1895年 鉱物学教科書　新式普通 正長石

明治29年 1896年 鉱物学 加里長石

明治30年 1897年 新式小鉱物学 正長石

明治30年 1897年 新撰 鉱物学教科書 正長石

明治32年 1899年 新式鉱物学 正長石

明治34年 1901年 中学鉱物教科書.補遺 正長石（加里長石）

明治34年 1901年 中学鉱物学教科書 正長石

明治38年 1905年 鉱物学 正長石

明治41年 1908年 新撰 鉱物学教科書 正長石（加里長石）

※書名の旧字体は新字体で記す
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昼間の天体観測の可能性 

～太陽の黒点の移動から、地球の動きを実感する～ 

 

○大森夕輝絵 1，林壮一 2 

Yukie OMORI, Soichi HAYASHI 
1福岡大学大学院（M1），2福岡大学理学部物理科学科 

【キ－ワード】 昼間の天体観測，太陽の動き，黒点 
 

１ はじめに 

 天文関係の授業は小学校から行われるが、物

理や化学などのその他の分野と比較すると、授

業中に観察や実習をする機会はほとんどない。

それは、学校で授業が行われるのは昼間である

が、天体を観測できるのは夜であり、生徒が授

業中に天体観測することができないからであ

る。つまり、天文関係の学習はその他の理系分

野と比較すると、子どもたちが授業で習ったこ

とを実際に目で見る機会が作られていないと

いう問題がある。 
そのため、子どもたちは星座や月の満ち欠け

を覚えさせられるなど、観察しているうちに覚

えるのではなく、知識として暗記を強要されて

しまうため、興味を失ってしまうのではないか

と考えた。 
本研究の動機は、子どもたちが学校の昼間に

行われる授業中に天体を観察する機会を増や

すことで、子どもたちの天文関係の学習への興

味を増やせるのではないかということである。 
２ 目 的 

 昼間の天体観測として、次の 3つの方法を検

討している。 

(1) 惑星などの明るい星が見えることの観察 

(2) 最も身近な太陽について、地球からはどの

ように見えるかの観察 

(3) 月の満ち欠けと太陽の表面の見方の観察・

比較 

予稿執筆時には、(2)の観察をしながら(1)の

準備をしている。そのため本発表では、(2)の

結果のみを報告する。 

３ 方 法 

<目的(1)に対して> 

 スマートフォンを使用した、昼間の明るい星

の撮影方法を検討中である。(荒邦ら(2021)と

アイディアを共有して、議論している。) 

<目的(2)に対して> 

 一眼レフカメラに太陽観測用フィルターを

付けて太陽を観測し、太陽を撮影した。撮影を

行う時間は一日に昼・夕の 2回とした。また、

2種類の角度で撮影した。撮影できた写真をコ

ンピューターのディスプレイに表示し、黒点の

位置の変化を確認した。 

４ 結 果 

 

図 1：太陽の動きが仮説①と想定して撮影した写真 

 
図 2：太陽の動きが仮説②と想定して撮影した写真 

 

図 1 は仮説①のように、図 2は仮説②のよう

に太陽が動いて見えると想定して撮影した。黒

点の位置を黒枠で囲い、3時間後の写真に 3時

間前の黒点の位置をグレーの枠で示した。図 1

の写真では、3時間後に黒点の位置が中心へ移

動していることから、時間によって見えている

太陽の角度が変化していることが分かった。図

2の 3時間後の写真を約 60°回転すると、3時

間前の写真と黒点の位置が一致した。このこと

から、太陽は仮説①のように動いて見えること

を確認することができた。 

また、このような撮影を通じて、地球が動い

ていることを実感でき、太陽と月が同じように

動いて見えることが分かった。 

 

引用文献 

荒邦早紀・小倉千愛・町駒陸(2021)「日中にお

ける天体観測の精度の追求」 

荒邦早紀・中山健斗・小倉千愛・畝くるみ(2020) 
「日中における天体の観測について」 
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戦前の教科書に見られる人体のつくりと働きの学習 

明治 8年から昭和 18年の心臓に関する学習内容の変遷に焦点をあてて 

○加藤美由紀 1，大貫麻美 2 

Miyuki KATO, Asami OHNUKI 
1川村学園女子大学，2白百合女子大学 

【キ－ワード】 生命科学教育，人体のつくりと働きの学習，小学校，教科書 

 

１ 目 的 

 人体の学習に関する生命科学教育の学習体系を

検討することを目的として，生命科学に関する科

学的知識とともに，健康・医療に関連する実践的

な対応等や生命を尊ぶ感覚の涵養を含めた学習体

系について検討してきた。心臓のつくりと働きの

学習は，戦前の教科書が作られていく過程の中で

どのように構成されてきたのかを明らかにし，こ

れからの生命科学教育への示唆を検討する。

２ 方 法 

 『日本教科書体系 電子版DVD-ROM』の近代編
理科に収録されている明治 8 年から昭和 18 年の

教科書について，心臓の学習に関する科学的知識，

医療・健康への展開等の記載の有無を調査した。 

３ 結 果 と 考 察 

 明治 8年に出版された田中耕三訳『牙氏初學須

知』や明治 9年に出版された須川賢久訳『具氏博

物学』に,血液の流れに関する記述が見られる。『日

本の理科教育史 第一』（堀，1961）に収められて

いる明治 10 年改正の東京師範学校附属小学校規

則 下等小学課程第八級の問答には「人体図及通常

物品ヲ問答ス」などの人体図に関する問答が記載

され，明治 8年出版の上田文齋著『校正 小學人體

問答』や，明治 9年出版の中里亮著『小學人體問

答』にも血液循環についての記載が見られる。 

明治 9年出版の松山棟菴・森下岩楠訳の『初學

人身窮理』は「人身解剖ノ大意ヲ示シ次ニ生理ノ

概則ヲ掲ケ終リニ養生ノ説」で構成され，血液循

環の記載の他，「衣服ニテ厳シク膚ヲ纏ヒ其為メニ

血ノ循環ヲ妨ルコト勿レ」などの日常生活での血

液の流れや怪我をして出血した時の留意事項が記

載されている。明治 24年小学教則大綱（文部科学

省）には「人身ノ生理及衛生ノ大要ヲ授クヘシ」

とあり，この時代の教科書には人体の構造の説明

に加えて衛生についての記載が見られるものもあ

り，人体の構造に関する科学的知識と実践的な対

応が教科書に示されていたと考えられる。 

明治 44年，大正 8年，13年文部省発行の『尋

常小學理科書 第六学年用』は，心臓の学習に関す

る科学的知識の記載のみであった。尋常小學理科

書が修正されていく過程で，堀（1961）によれば，

「ことに，衛生的事項は修身読方叉は偶発的事項

としてしばしば取扱われる所であり，また体操に

おいても児童をして身体の発達に留意させてお

り，健康で安全な生活のために必要な日常の習慣

の養成として幼児より躾けられるのであるから，

更に，この方面の事項を理科で取扱う必要がない。

理科において教材となす以上は，少くとも衛生事

項の原理たる生理作用の大要を理解せしめるので

なくば、その意味も価値もない」という批評があ

ったことが示されている。 

時代が進み，昭和 16 年の国民学校施行規則に

は「人體生理ニ關聯シテ日常ノ衛生及ビ國民保健

ノ必要ナル所以ヲ知ラシメ」(大蔵省印刷局)と記

載され，昭和 18年文部省発行の『初等科理科 三』

には，脈についての項目があり，日常の健康に関

する記載が見られる。 

４ まとめ 

 明治期から戦前の教科書に見られる人体のつく

りと働きの学習の変遷を見ると，理科で学習する

科学的知識の必要性と，時代に応じた健康への展

開の必要性の両方を鑑みた上で，学習内容の範囲

が決められていると考えられる。今後，昭和 20年

代から平成の理科教科書について，健康や医療等

の事項の記載の有無を調査する予定である。

謝辞 

本調査は JSPS科研費補助金 17H01982（代表 
大貫麻美）の助成を受けています。 
引用文献 

堀七蔵(1961)『日本の理科教育史 第一』福村書店.   

海後宗臣・中新・石川謙・石川松太郎(2017)『日本教科

書体系 電子版DVD-ROM』方丈堂出版.
文部科学省「学制百年史 資料編」Retrieved from 

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/
others/detail/1317930.htm (accessed 2021.07.12)

大蔵省印刷局(1941) 官報 1941年 03月 14日「文部省令
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母親による理科の自由研究の支援の現状 

母親の高校時代の文理選択は影響するのか 

 

○山野井貴浩 12，川岸理乃 2   

Takahiro YAMANOI, Rino KAWAGISHI 
1文教大学，2白鴎大学 

【キ－ワード】 母親の認識，小学生，問題解決能力，質問紙調査 

１ 背景 

自由研究は，自らの問題意識に基づきながら

方法を考え，主体的に問題解決に取り組む活動

のことである（山崎・片上 2003）。つまり，理

科の授業と同様に，問題解決（探究）能力の育

成が目標とされる。自由研究は長期休業中に家

庭で行われることが多く，家族の支援を受けて

いることも多い。先行研究から小学生の多くは

母親の支援を受けていることが報告されてい

る（山野井ら 2019）。しかしながら，自由研究

の過程のうちどの段階の支援がよく行われて

いるのか，母親は何に困難を感じているか等は

調査されていない。そこで，本研究は質問紙調

査により母親の理科の自由研究の支援の現状

を明らかにすることを目的とした。理科研究の

知識や経験が豊富な母親に比べてそれらが少

ない母親は自由研究の支援により困難を感じ

ている可能性がある。そのため，母親の高校時

代の文理選択と支援状況の関係についても分

析した。

２ 方法 

 小学 3～6 年生の子どもをもつ母親を対象に

理科の自由研究の支援に関する状況を尋ねる

質問調査を行った。調査は業者に委託し，イン

ターネットを利用して 2021年 6月に行われた。

３ 結果 

 小学生の子どもをもつ母親 873 名から回答

を得た。子どもの自由研究を手伝った経験につ

いて尋ねたところ，23%の母親が「手伝ったこ

とがある」と回答した。母親の高校時代の文理

選択を踏まえて集計すると，自由研究の支援率

は「理系」が最も高く（40%），「文系」（23%），

「文理に分かれていなかった」（14%），「そ

の他」（8%），「高校に通っていない」（0%）

の順であった。以後の分析は自由研究を手伝っ

たことのある母親 200 名を対象に行った。手伝

った際の子どもの学年に関しては，小学校 3 年

生が多く（43%），6 年生は低い傾向が見られ

た（15%）。手伝った過程については「テーマ

設定」「研究方法」「結果のまとめ」は同様の

割合であったが（77%，73%，73%），「考察」

は他の過程に比べてやや低かった（60%）．自

由研究の各過程の支援に関して困ったかどう

かについては，どの過程においても 3 点程度で

あった（困った 4 点，少し 3 点，あまり 2 点，

困らなかった 1 点）．文系やその他の母親は理

系の母親に比べてその得点がやや高い傾向が

見られた（図 1）．各過程に関して，困った際

に何に頼ったかについては，どの過程に関して

も「インターネット」の比率が高く（50～60%
程度），次いで「本」の比率が高かった（30%
程度）。「自由研究のイベント」「学校の先生」

「教科書」「テレビ番組」の回答はほとんど見

られなかった。

図１ 母親が自由研究の支援に関して困った度合い  

 

４ 考察 

自由研究を支援した母親の多くはその支援に

困っている状況が示唆された。具体的な支援方

法を検討する必要がある。

 

引用文献 

山野井貴浩・米田有沙・高山芳樹（2019）「小

学校における理科自由研究の指導のあり方

についての考察－児童および小学校教員対

象の質問紙調査の結果から―」『白鴎大学論

集』34(1)，47-61．
山崎英則・片上宗二（2003）『教育用語辞典』

ミネルヴァ書房． 
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イヌ由来培養マスト細胞の教材化に向けた基礎研究 

                

 

○西川 洋史 

Hirofumi NISHIKAWA 
1ドルトン東京学園中等部 

【キ－ワード】 アレルギー，細胞生物学，動物培養細胞，Hepes，マスト細胞 

１ 目 的 

 生物教材では細胞生物学分野における実験

素材が少ない。そこで本研究では教科書の内容

に即した培養細胞，具体的にはイヌ由来培養マ

スト細胞 CMMC（アレルギー免疫分野に該当）の

簡易培養方法について検討した。HEPES及び重

炭酸緩衝系を用いて市販保冷温庫での培養を

行ったところ、HEPES緩衝のみで十分に増殖し，

安定した継代培養が可能であることがわかっ

た。本結果は，CMMCが教科書内容に即した新た

な動物培養細胞として展開する可能性を示す。 

 

２ 方 法 

（１）試薬・機器 

 試薬としてオートクレーブ可能 RPMI-1640 
培地 AutoModTM, ペニシリン・ストレプトマ
イシン溶液（シグマアルドリッチ，米国ミズー

リ州セントルイス）, L-グルタミン溶液細胞培
養用 7.5%炭酸水素ナトリウム水溶液，（富士フ
ィルム和光純薬株式会社，大阪）， 4-(2-
hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid
（Hepes）（株式会社同仁化学研究所，熊本），
をそれぞれ購入した．細胞培養容器には，Nunc 
Flask 80cm2, Solid Cap, Straight Neck（サーモフ
ィッシャーサイエンティフィック株式会社，マ

サチューセッツ州，アメリカ合衆国）を用いた。

溶液滅菌は滅菌済みディスポーザブルメンブ

レンフィルターDIXMIC-25CS（アドバンテッ
ク東洋株式会社，東京）で行った。改良ノイバ

ウェル血球算定盤（エルマ販売株式会社，湯島，

東京）クリーンベンチ CT-600UVAD（アズワ
ン株式会社，大阪），倒立位相差顕微鏡 AE2000
（株式会社島津理化，東京）を細胞の基本機器

として準備した。 
 
２）細胞培養及び細胞数測定 

20mM Hepes 緩衝 RPMI-1640 培地に各濃
度の炭酸水素ナトリウム水溶液を入れ，10 万
細胞/mlで培養を開始した。血球算定盤による

測定は，一般的な細胞数算定方法に従って位相

差観察にて計数した。具体的には，培養後の

CMMC懸濁液を血球算定盤に 15 µL程度注入
し，16 個の正方形から成る 1 区画内の細胞
をカウントした。なお，4 辺の境界線上にある
細胞は，2 辺のみカウントした。同じ作業を，
4 隅にある 4 箇所の区画について行い，平均
値及び標準偏差を求めた。 

 
結 果 
 炭酸水素ナトリウムの添加によって濃度依

存的な細胞増殖の抑制が確認された。本実験で

は8mM以上では増殖をしないことが明らかに
なった。 

 
図１ 各濃度の NaHCO2溶液における細胞増殖 

 
４ 考 察 
大気圧 CO2レベルの培養では、炭酸水素ナ

トリウムは微量でも抑制的に働くことがわか

った。本細胞は市販されている通常の動物細

胞用培地を適用することが難しいが、Hepes
緩衝だけで市販保冷温庫で維持可能なことを

示す。本組成の培地は学校で扱う分にはより

優れており、これまで行うことができなかっ

た細胞生理学実験が可能になるだろう。 
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首都圏近郊小学校の生物飼育の実状について

○池田大夢，松田光太郎，平田昭雄

東京学芸大学

【キ－ワード】 生物飼育 道徳 理科 生き物

１．はじめに

小学校における生物飼育の実態および

生物飼育における問題を明らかにし、今後

の小学校における生物飼育のあるべき姿

を提案したいと考え本研究に着手した。

２．方法

さいたま市内の公立小学校（８校）を対

象に質問紙もしくは直接聞き取りによる

調査を実施し、当該地域の小学校における

生物飼育の実状や生物飼育に対する教員

（学級担任、教務主任、教頭の方々）の意

見や考えの収集を試みた。

３．質問項目

次の 項目について回答を求めた。

１ 勤務している小学校で生物を飼育して

いるか

２ 学校全体、学級でどのような生物を飼

育しているのか

３ 生物を飼う意義について

４ 誰が生物飼育を担当しているか

５ 生物をいつごろから飼育しているのか

６ 小学校で生物飼育をする際のメリッ

ト・デメリットについて

７ 小学校で生物を飼育すべきか

８ 小学校で生物を飼育する場合、どんな

生物が望ましいか（理由も含めて）

４．結果

回答の協力を得たすべての小学校で生

物が飼育されていた。しかし、その生物の

主たる管理を担当する教員等の学校関係

者からは、次のような否定的な意見が少な

からず収集された。

・匂いや鳴き声から来る近隣住民とのト

ラブル。

・生物が死んでしまった時の児童の精神

的負担。

・児童が、飼育することを義務や仕事と感

じてしまい、命の尊さや多様性を尊重しよ

うとする意識が薄れてしまっている。

・重度の動物アレルギーを持っている児

童は飼育小屋に近づくことすらできない。

５．おわりに

当該地域の小学校の現場では生物を飼

育することの意義や課題が十分に認識さ

れていないという印象を受けた。今回の調

査に協力いただいた小学校は、さいたま市

南部に集中している。同じ首都圏近郊の自

治体内であっても、学区の自然環境や社会

環境 とりわけ住環境 の差異により、小学

校における生物飼育の実状は異なってく

るものと思われる。今後はより広範な地域

の小学校にも同様の調査を実施し、そうし

た地域ごとの差異にも着目していきたい。

また、今回の調査結果では、概して生物飼

育に対する肯定的な意見が少なかったよ

うに思われる。生物飼育に主に関わる教員

他の関係者に対するより広範な聞き取り

等を重ね、実状の詳細な解明を試みたい。

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）1K02

一
般
研
究
発
表

− 217 −



	

	

カエル幼生小腸の分裂細胞へのX線の影響	

-	生物分野の放射線科学リテラシーの充実３	-	

	

○梶原	 裕二	

KAJIWARA	Yuji	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			京都教育大学・生物学教室	

	

	 	 	 	 【キ－ワード】	 X線、細胞分裂、カエル，小腸、代替動物，ブロモデオキシウリジン	
	

１ 目 的	

	 放射線は医療機器、非破壊検査など医療、工

業で、加えて手荷物検査など運輸でも広く利用

されている。新版中学校の理科では、第 3学年
後半に「大切なエネルギー資源」の単元で、エ

ネルギー利用の課題として、化石燃料と原子力

の利用と課題、放射線の内容がある。 
	 放射線を理解する実験としては、鉱物標本や

空間線量を放射線測定器で計測するものや霧

箱で放射線の軌跡を見るものがある。しかし、

生物への放射線の影響を理解する教材はほと

んどない。そこで、分裂細胞が放射線から影響

を受けることを知る教材を検討している。 
	 これまで、①簡易凍結徒手切片法による簡便

な動物組織標本の作成、②動物愛護管理法に関

わる羊膜類に属する哺乳類マウスの代替とし

て、両生類、魚類や様々な系統の動物を用いた

実験、③ブロモデオキシウリジン(BrdU)を用い
た分裂細胞の検出法をカエルで代替する実験

を考案してきた。 
	 このように、多細胞動物の発生・維持に重要

な役割をもつ細胞分裂を、利用しやすいカエル

で観察できるようになった。放射線の生物影響

は、例えばガン治療に用いるなど積極的な観点

から、逆に放射線防護など負の観点からも、私

達の生活の中の重要な生命現象の一つでもあ

る。そこで、X線の分裂細胞への影響を調べる
教材を開発し、生物分野における放射線科学リ

テラシーを充実させたい。 
２ 方 法	

(1)	 実験動物	 アフリカツメガエル変態中の

幼生(st.53-st.57)を用いた。	

(2)	実験方法	

	 ブロモデオキシウリジン(BrdU;Sigma社)、濃
度 10mg/mlを幼生あたり 0.05ml (0.5mg/匹、約
0.9g)に腹腔内投与した。 
	 投与後、対照群はそのまま飼育した。X線照

射群には小動物のレントゲン撮影用の軟 X 線

を 出す SOFTEX(M-150WS)を用い、線量率

100R/minでX線を照射した(2Gy)。照射後、BrdU
を溶解した遊泳水（0.5mg/ml）でさらに経口投
与し、増殖細胞を標識した。48時間後、生存を
確認、アルコール、ついでホルマリンで追加固

定し、簡易凍結徒手切片法の試料とした。	

３ 結 果と考 察	

	 図１にアフリカツメガエル変態中の幼生、小

腸の分裂細胞を示す。マウスと異なり、カエル

幼生の小腸の分裂細胞は散在し、マウスのよう

な柔毛基部のクリプトに集中することはない。

BrdU腹腔内投与後、X線照射（２Gy）した幼
生は、48 時間後対照群と外形上、差はなかっ
た。簡易凍結徒手切片法にて試料を作成し、

BrdU 抗体染色(BD 社)で、対照群、照射群の幼

生の胃から続く小腸の細胞分裂を染色した。	

 
 
 

 
 

	

図１	 アフリカツメガエル幼生の小腸内の核が茶色に

染まった分裂細胞(A)。X 線照射群(2Gy)の分裂細胞

(B)。同じように分裂細胞が散在する。	

 
	 対照群、照射群ともに、分裂細胞が散在し、

両者に差はほとんどなかった。マウスでは、同

じ照射条件で、1Gyの照射により、小腸の分裂
細胞はおおよそ消失する。この違いの原因とし

て、両生類の幼生では、小腸の細胞分裂への影

響がマウスと異なることや、マウスのように小

腸上皮幹細胞から分裂細胞が常に供給される

システムと両生類小腸の分裂細胞の様式が異

なることなどが考えられる。	

	 本研究は科研費（19K03141）により実施した。	

A B 
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フクロウはどこで鳴いているのか？

レコーダーを用いたフクロウの生態調査及び営巣場所の特定

○伊藤信一 1，山田青 1，持留幸太 1，鈴木伊織 1，出沢良樹 1

， ， ，

浜松学芸中学校・高等学校

【キ－ワード】 フクロウ， レコーダー，音声解析，営巣場所

１ 目 的

フクロウ Strix uralensis のような夜行性鳥類
を対象とする調査では目視が困難なため，日中

と比べて鳴き声による記録への依存度が高く，

録音による調査が効果的である（植田 2008）。
近年は、録音機器の性能向上や低価格化にとも

ない，夜行性鳥類を対象とする自動録音による

調査が行われるようになった（大坂 2015）。 
本研究では，以下の3点を明らかにする。1つ

めは，IC レコーダーを用いた音声録音調査によ
ってフクロウの生息の有無を確認すること。2 つ

めは，フクロウの活動場所・時間を明らかにする

こと。3 つめは，録音データを用いてフクロウの

営巣場所を正確に特定することである。 
２ 方 法

調査は，浜松市浜北区にある静岡県立森林

公園内で行った。鳥類の鳴き声の録音には，

Panasonic 社製 IC レコーダー（PR-XS460）を
10 台用いた。IC レコーダーを日没 2 時間前に
設置し，翌日の 10：00 までに回収した。録音調
査は，フクロウの営巣・繁殖・抱卵・給餌・育雛期

である 5月と 6月に週 1回のペースで 9回，合
計 89地点（1地点でデータ欠損）で実施した。 
鳥類の音声解析には，音声編集ソフト

WavePad を用いた。鳴く時間帯の特性につい

ての検討には，植田（2008）を参考にして，1 時
間当たりの鳴き声が聞こえた続けた時間を記載

した。 
フクロウの営巣場所の特定するために，雛の

鳴き声が盛んに聞こえる時期に，4 録音地点か

ら営巣場所までの相対距離を算出した。まず，

音声解析ソフト FFTAnalyzer を用いて，録音

データから成鳥の鳴き声の音圧レベルを求め

た。次に，A式を用いて音圧（音の大きさ）を算
出した。音圧は距離の 2 乗に反比例すると仮定
して，B式より相対距離xを算出した。4地点から
の相対距離をもとに地図上で円を描き，円弧の

重なる地点でフクロウの巣を探索した。 

【A】 𝑝𝑝実効 ＝ 20×10−5×10
 𝐿𝐿 
20     

【B】 相対距離 x ＝ (𝑝𝑝実効)−0.5  
     𝑝𝑝実効：実行音圧（Pa），L：音圧レベル（dB） 

３ 結 果

本研究により，フクロウの生息に加えて活動場

所が確認できた。録音できたのは 2地点であり，
2 羽の成鳥が鳴き交わしているのが同時に録音
でき，本調査地には成鳥が 2羽，雛が 1羽以上
の生息が確認できた。 
フクロウの鳴き声は，18：00 から翌日 6：00 ま

ですべての時間帯で確認できた。そのうち 3：00
から 4：00 の時間帯でもっとも録音回数が多く，
調査 9 回中 6回で確認できた。次に，19：00か
ら 20：00と 0：00から 1：00の時間帯でも 5回確
認できた。フクロウは一定のリズムで鳴き，数分

から最大で 1時間 14分連続して鳴き続けた。 
算出した相対距離をもとに，フクロウの営巣場

所を探索した。アカマツ Pinus densiflora の地
表 10m の位置に樹洞があった。しかし，地表に

はコシダ Dicranopteris linearisが繁茂し，糞，
ペリット，羽根といった痕跡は発見できなかった。 
４ 考 察

フクロウの鳴き声が録音される時間の長さを基

に，他の鳥類の影響を受けにくい 19：00 から

20：00 の時間帯に鳴き声を調査することで，フク
ロウの生息を効率よく確認できることが明らかに

なった。また，IC レーダーの録音データをもとに

相対距離を算出して，営巣場所を絞り込むこと

ができる可能性が示された。 
本研究は，武田科学振興財団の助成による。 

引用文献
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植物検索のための分類についての一考察

- 検索項目の選択について -

柚木 朋也

YUNOKI Tomoya
北海道教育大学札幌校

【キーワード】 外部形態，教材，植物検索，分類形質，野草

１ はじめに
コンピュータを利用した検索などでは，

植物の複数の特徴を入力したデータベース
をもとに，複数の特徴と一致する植物を選
び出すことによって検索を進めることがで
きる．本研究では，分類のための検索項目
（分類形質）について検討する。
２ 分類の観点

被子植物の分類では，「APG植物分類体系」
が主になりつつある。しかし，小・中学生や
初心者は外観から同定することになる。植物
は多種多様であり，身の回りの植物であって
も，その種類は多く，外観からの分類形質は
数多くある。ここでは，次の観点をもとに考
察し，初心者が検索をする場合の検索項目の
選択について考察する。
a 植物についての学習に資する。
b 植物名を効率的に知ることができる。

３ 検索項目の選択
被子植物の基本的な構造としては，「根」，

「茎」，「葉」の分類がある。また，中学校
学習指導要（平成 29 年告示）解説理科編で
は，「花」や「葉」を中心に扱うことが示さ
れており，「葉脈の形状，芽生えの様子，根
の様子に関する共通点や相違点から，被子植
物が単子葉類と双子葉類に分類できることを
理解させる。」ことも示されている。ただし，
「根」は植物を引き抜かなくてはわからない
という問題がある。

以上のことから，検索項目の選択に関して
は，「花」，「葉」，「茎」の分類形質を中心に
取り扱うことが望ましいと考える。
４ 「花」に関する検索項目の策定

「花」に着目する場合，「花の色」，「花の
形」，「花序」，「花序と花序の性」，「子房の
位置」，「胎座」，「胚珠」，「雄蕊」などにつ
いての分類形質がある。多くの花で最も目立
つのは花弁である。そのため，花弁の色，数，
形については多くの検索ツールで検索項目と
して採用されている。

表 1は，検索における「花の形」で取り扱
われている検索項目（分類形質）の例である。
検索項目は，作成者により様々であることが
窺われる。以下、検索項目について考える。

まず，「放射相称」，「左右相称」などの相
称性については，観察も容易であるので，観
点 bから有効な項目と考えることができる。

次に ,「離弁花類」と「合弁花類」の区別
については，「クロンキスト体系」や最新の
「APG 植物分類体系」では使用されていな

いこと，また，実際の観察でも花弁が離れて
いるかだけで判断できない場合や同じ科であ
っても両者が存在する場合も見られるなど観
点 bからは必ずしも有効な項目であるとはい
えないと考える。しかし，かつての図鑑や
教科書などで使用されており，観点 a から
は有効であると考えることもできる。また，
花の構造を見る視点の一つとして選択肢に入
れることは可能であると考える。

その他，「花の形」については，植物を同
定するための特徴が表れていることも多く，
図鑑などには，漏斗形，鐘型，壺形など多く
の「花の形」が記載されている。それらのう
ち特色のあるものをいくつか選択項目に入れ
ることは観点 bから適切であると考える。た
だし，選択肢が重複することは好ましくない
ため，ルール（優先順）を明確にする必要が
ある。

５ おわりに
ここでは「花の形」を例に論じた。多く

の分類形質の中から限られた検索項目を選
択することについては，目的を考え合わせ
て今後も検討していきたいと考える。
付記・謝辞

本研究の一部は JSPS 科研費 19K02695 の
助成を受けている。
文献
「神奈川の自然」((https://nh.kanagawa-mu

seum.jp/sizen/n42/top_menu.cgi参照2021
/7/2））

文部科学省（2018）：『中学校学習指導要（平
成 29 年告示）解説 理科編』，学校図書

大川ち津る（2013）：『植物の特徴を見分ける
本』，恒星社厚生閣.

「野草・雑草検索図鑑」（（http://chiba-mu
se.jp/yasou2010/参照2021/7/2））

表1 「花の形」についての分類例
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←左余白２５ミリ ↑ 上（下）余白３０ミリ 右余白２５ミリ→

生体電位測定の高校生物教材化

教材としての活用

○秋山 和広

早稲田大学高等学院

【キ－ワード】 生体電位測定，教材開発， 教育，高大連携

標題と本文は１行開けて下さい。本文は，２段組，余白を上下３０ミリ，左右２５ミリとして下さい。

１ 目 的

近年、多くの教育現場で ICT 教育の急速な導

入が進んでいる。義務教育課程におけるプログ

ラミングの必修化が進み, 高等学校において

も ICT 教育の充実が求められている。一方で,
ICT 教育は、単にデジタル端末を利用するだけ

では不十分であり、活用するための十分な指導

力とフォローがないと、ICT 教育を推進するこ

とは困難であると考えられる。しかしながら、

学校教育現場で活用される ICT教材の開発, 及

びそれを用いた実践研究の蓄積が未だ限定的

であることが課題となっている。

そこで, 本研究では, 主に高校生を対象とし

て, 生徒に身近な“筋肉”を ICT 教材のキーワ

ードとして, 筋電測定を生徒自身の手で実証

可能な理科実験教材を開発することを目的と

した。

２ 方 法

実験対象として, 高校 3 年生の理系コースの

一部を対象とした小規模の授業内導入と実践

を行い、生徒からの意見徴収や実験コストの調

整により教材の最適化を行った後、高校 2 年生

を対象に授業内の部分導入をおこなった。

実験材料には、村岡ら（2014）の論文から, 筋

電計測定用のプリント基板を作成し, それを

基に計装アンプ, 炭素被膜抵抗, 積層セラミッ

クコンデンサ等の電子部品のはんだ付けを

生徒に行う形で授業内導入を図った。筋電測定

用のプログラムは, Scratch を利用した。

そして, 高 3 から高 2 の順で, 授業内実践を

行った後、アンケート調査を行った。高 2 に関

して, 授業内導入群と授業内非導入群に分

け、事後アンケートの結果を示す（図 2）。

３ 結果と考察

授業内導入の結果, 非導入群よりも導入群

の方が「強い興味」「少し強い興味」をもつ生

徒の増加傾向がみられた。今後教材の改善及

び、統計的処理により正確なデータを取得する

必要が考えられる。

４ まとめ

本研究の実践により, 高校生が実験装置作

出～データ解析可能であることが示唆された。

謝辞

本研究を実践するにあたり, ご助言いただ

きました藤枝 俊宣 氏（東工大, 生命理工学

院）, 谷口 広晃 氏（早大, 先進理工学部）に

この場をかりて御礼申し上げます。本研究の一

部は，科学研究費補助金（21H04050，代表：秋

山和広） , 早稲田大学 特定課題 基盤形成

（2021C-363）の助成を受けたものである。

引用文献

村岡慶裕, 石尾晶代, 武田湖太郎（2014）「ステ

レオマイク入力端子を用いた低コスト 2ch 筋

電図バイオフィードバック装置」『Japanese 
Journal of Comprehensive Rehabilitation Sciencee』
Vol5, 1-6図 1．授業内導入の様子 

図 2．授業内導入の様子 
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モバイル機器を活用した実体顕微鏡レベルの観察と 

観察器具としての有用性 
 

○後藤太一郎 1，式井 俊 2，前田昌志 3 

Taichiro GOTO, Shun SHIKII, Masashi MAEDA 

 1三重大学教育学部，2三重大学教育学研究科，3三重大学教育学部附属小学校  

 

【キ－ワード】モバイル機器、実体顕微鏡観察、理科教材、ミジンコ  

１ はじめに 

小中学校で児童・生徒一人に一台タブレッ

トが導入されることにより、理科の観察実験

ではタブレットのカメラ機能を活用した観

察・記録を行うことが、文部科学省による理

科におけるタブレットの活用事例として示

されている。 

タブレットのカメラ機能を理科の観察に

生かすためには補助レンズの活用が有効で

あり、これまでに、ボールレンズを活用した

ものや、クリップ型のスマホ顕微鏡などが報

告されている。私たちはメダカ胚やミジンコ

など解剖顕微鏡で観察するのに適した「タブ

レット顕微鏡」を開発した。その特徴を報告

するとともに、小学校におけるミジンコの観

察の授業での活用事例から、その有用性を報

告する。 

 

２ タブレット顕微鏡の開発 

1㎜程度のものを観察するのに適したレンズ

を探した結果、緑色レーザーポインターに用い

られる集光レンズの中に目的に適したレンズ

があることを見出した。このレンズは、直径 5

㎜、焦点距離 8㎜の平凸レンズであった。 

このレンズをタブレットに取り付けるため

にレンズホルダーを作成した。ホルダーとして

適当な高さをもつものが直径 35 ㎜のディッシ

ュの蓋であったことから、これを用いて試作し

た。メダカ胚のような１㎜程度のものを鮮明に

観察できたことから「ミエル 1㎜」と名付けた。

さらにホルダーを強固なものにするために、3D

プリンターで作成した。タブレットの前カメラ

に取り付けた状態が図１である。 

  
図１           図２  

３ ミジンコの観察方法と授業実践 

 ミエル 1 ㎜を用いたミジンコの観察法とし

て、ワッポンスライドグラス（古屋・加藤, 

2012）の改良型を用いた。ワッポンの中央を円

形にくり抜くことで、ミジンコをスライドグラ

スの中央に置きやすくした。これをミエル 1㎜

に置いた状態が図 2である。 

 このレンズだけでは拡大率が低いため、タブ

レットの前カメラをデジタルズームするため

のアプリを入れて拡大観察できるようにした。 

ミエル 1㎜を用いた「ミジンコの観察」の授

業を 2021年 2月 18日 1，2限に三重大学附属

小学校 6 年生 1 クラス（32 名）で行った。児

童はタブレットの使用に習熟していたため、レ

ンズの使用法を説明するだけで全員がミジン

コを観察できた。児童は写真記録や動画記録を

行い、それを見返して疑問に思ったことを確か

めるためにミジンコを観察するという作業を

繰り返していた。児童の観察記録には、動きや

体の構造（目、触角、心臓、消化管）について

詳細な記述がみられた。授業の振り返りでは、

ミジンコの目や心臓について正しい認識がで

きたことや、インターネットで調べるよりも興

味をもつことができて理解が深まったという

記述がみられた。 

４ まとめ 

 観察対象物がタブレットの画面に拡大され

て鮮明に見えることで、児童は詳細に観察でき

た。また、写真記録をしてすぐに見返すことが

容易であることは、タブレットを活用した観察

の大きな特徴であり、タブレット顕微鏡は児童

が理解を深めるためのツールと言える。 

 

引用文献 

古屋康則・加藤理恵（2012）「掲示物接着シー

ルを用いたメダカ卵の観察法」『理科教育学

研究』第 53巻，第 1号，163-167． 
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←左余白２５ミリ            ↑ 上（下）余白３０ミリ        右余白２５ミリ→ 

視覚刺激に対する応答の統計的性質と脳機能についての教材化	
 

○岡田健司 1,2，猪本修 1 氏名・所属は１０．５ポイント 

Kenji OKADA, Osamu INOMOTO 

                    1兵庫教育大学，2兵庫県立伊川谷北高等学校  

【キ－ワード】 理科教材，刺激応答，神経の伝達速度，脳の処理時間 
標題と本文は１行開けて下さい。本文は，２段組，余白を上下３０ミリ，左右２５ミリとして下さい。

１ 概 要 

動物の行動の仕組みについて、中学校第２学年

では、さまざまな刺激に対する応答について学習

する単元がある。この単元では、動物が外界から

刺激を受け取り、反応に至るまでの間に中枢神経

系を介して情報が受容され伝達されることを学ぶ。

この神経系の働きについて理解を促すための実験

として、ものさしを使って反応時間を調べる実験

などが扱われている。このものさしの実験では、

生徒はものさしの落下距離から体内を約0.2秒か

けて情報が伝わることを知る。高等学校生物では

神経系の構造と働きについては、中枢としての脳

と脊髄、神経細胞における興奮の伝導、伝達のし

くみをさらに掘り下げて学習するが、特に脳の構

造と機能に関しては動物の行動や、ヒトの日常の

活動との関連が強いにもかかわらず、あまり扱わ

れていない。その理由には脳を対象とした実験や

観察がしづらく、また分析が困難であるというこ

とが考えられる。 

今回行った研究では、中学校第２学年で実施さ

れている刺激応答の実験を改良して、ヒトの反応

時間を iPad のスローモーションビデオ機能を用

いて撮影し分析することにより、精密に測定した。

さらに、正中神経の伝導速度に基づいて脳での処

理時間を算出し、その時間と分布の特性について

検討を行なった。 

 

２ 方 法 

実験者 A と Bが二人一組となり、Aがある高さ

から円筒形の物体（直径5cm×長さ30cm，質量115g）

を静かに落下させた。B はあらかじめ物体の下端

近くに手を添え、物体が落ちるのを見てすぐに親

指と人差し指を使い物体をつかんだ。その動作を

iPad のスローモーションビデオ(240fps)で撮影

した。この操作を約200回にわたって繰り返した。

撮影したビデオクリップを QuickTimeに入力し、

物体が動き始めた瞬間から指が動き出すまでの時

間を 1/240sの精度で求めた。被験者は健常な成人

男性 1名であった。 

 

 

３ 結 果 

図 1は試行回に対する反応時間の時系列、図 2

は反応時間のヒストグラムである。図1から実験

の過程で慣れや疲労に伴うトレンドは認められず、

反応時間が絶えず変動することがわかった。また

図 2から反応時間はμ=-2.23,σ=0.198の対数正

規分布に従うことがわかった。 

４ 考 察 

今回の測定結果に対して、指を動かす運動神経

（正中神経）の伝導速度を 55m/s、腕の長さを約

1mとすると、その伝導に要する時間の約0.018秒

を差し引いた約0.091秒が主に大脳皮質での処理

に関わる時間であると推定できる。今回の実験に

より明らかとなった対数正規分布と生理学的な意

味とのつながりについては検討を行っているとこ

ろである。 

この実験を測定の時刻や左右の手を変えて行う

など、さまざまな状況での反応時間分布のデータ

を取得し、比較することで脳のはたらきと関連づ

けることができるようになり、高等学校生物の教

材として利用できるようになると考えられる。 
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小学校理科学習における酸素センサーを用いた光合成実験の最適化 
 

○大川由莉，中山慎也 

Yuri OKAWA，Shinya NAKAYAMA 

宮城教育大学 

【キ－ワード】 酸素センサー，光合成，セロハンテープ，学習指導要領 

１ 目 的 

 学習指導要領の改訂に伴い，東京書籍の理科

教科書『新しい理科』が令和 2年度改訂された。

その中で，新しい教具として加わった酸素セン

サーを用いた実験方法の検討を行った。これま

で多くの学校現場では，気体検知管を用いて酸

素や二酸化炭素の空気中の割合を測定してき

た。しかし気体検知管は，安全面や費用面にお

いて学校，また教師に対する負担が大きかっ

た。酸素センサーはそれらの問題を解決し，さ

らに酸素の割合の変化の様子を連続的に観察

することができる。これから多くの学校で酸素

センサーの活用が期待できる。そこで，学校で

の酸素センサーの活用という視点から，理科を

専門としない教師でも簡単に，かつ子供たちの

理解の推進を促す実験結果を得るための方法

を模索していくことを，本研究の目的とする。 

２ 方 法 

（１）酸素センサーへの悪影響 

 酸素センサーの使用にあたり実験中注意し

なければならないのが，水蒸気による影響 1)で

ある。空気中に水蒸気が多いと酸素センサーに

悪影響を及ぼし，正しい値を示さなくなってし

まう。気孔以外から出る水蒸気による影響を軽

減させるため，ワセリンによる茎切断面からの

蒸発の防止を考えた。しかし教科書内の実験の

準備物にワセリンの記載は無く，多くの小学校

にワセリンは常備されていないだろう。そこ

で，ワセリンの代替策として，セロハンテープ

(以下テープとする)でも，ワセリンと同じよう

な役割を果たすことはできるのではないかと

考えた。 

（２）実験条件 

 A4 コピー用紙の上に，茎切断部分をワセリ

ン，またはテープで覆ったチンゲン菜を隙間な

く乗せ固定する。それら異なる条件のチンゲン

菜と酸素センサーをチャック付きの袋に入れ，

前半 5 分は日光に当て，後半 5 分は日光を遮

り，計 10分間酸素の割合の推移を記録した。 

３ 結 果 

実験から，水蒸気による影響を軽減させるた

めの方法として，ワセリンの他にテープも有効

であると示すことができた。2つのグラフは同

じ傾向を示したため，テープとワセリンはほぼ

同等の効果を示すと言える。 

 

 

図 チンゲン菜を用いた光合成の実験

 

４ 考 察 

チンゲン菜を束から 1枚ずつ切り離す際，

はさみを用いて茎の切断面が平らになるよう

にした。テープはワセリンに比べ密着性が低

いと考えられるが，切断面を平らにした後テ

ープを隙間なく縦横 2方向から密着するよう

に貼ることにより，茎部分から染み出る余分

な水蒸気による酸素センサーへの影響も防ぐ

ことができたのではないかと考えられる。 

 

５ まとめ 

 身近なセロハンテープの使用により，酸素セ

ンサーに悪影響を及ぼす，水蒸気の影響を軽減

させるということが明らかになった。 

附記 

本研究は，JSPS科研費 JP20K22178の助成を受けた。 

 

参考文献 

1)髙橋三男(2017) 『酸素が見える！楽しい理科授

業 酸素センサー活用教本』日刊工業新聞社 
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       キュリー夫人の幻の実験授業（その７） 

記録の 3化学実験項目について 

○吉祥 瑞枝 

KISSHO Y. Mizue 

                      サイエンススタジオ・マリー・元東京理科大学大学 

 

【キ－ワード】 キュリー夫人の理科教室 1） ,科学教育, 化学教育  

 

１ はじめに 

 マリーＳ・キュリーは偉大な科学教育者とし

ては案外知られていない. 彼女は 1907-1908

年にかけて 9歳から 13歳の子ども 10人ほどに

理科実験授業を行った.その全容の一部が判明

したのは 2003 年である.2004 年に邦訳版「キ

ュリー夫人の理科教室」（丸善）が発刊された. 

筆者はその 1907 年 10 回の授業記録を分析し, 

彼女の教育方法（手法と技法）を明らかにした. 

翌 1908 年に行われた化学関係の 3 項目(表 1)

に,それらをあてはめて論じる. 

 

２ 方 法 

 (表 1)の「酸素雰囲気中での燃焼, 鉄が酸素

雰囲気中での輝きを放って燃える実験」は2016

年第 66 回年次学術大会信州大学で発表した. 

本年,2021 年第 71 回年次学術大会では残る 2

項目「電池の組み立て(ボルタ電池)」と「電気

分解の測定」を含めて論じる. 
表 1：マリー・キュリーが行った化学・電気化

学に関する 3項目 (1908) 

電池の 

組み立て 1),2) 

If one of the apprentices created 

disorder or dirt in constructing an 

electric pile, Marie grew red with 

anger, “Don’t tell me you will clean it 

afterward! One must never dirty a 

table during an experiment.” 

電気分解の測定,2) 

 

Or the successful measure of 

electrolysis. 

酸素の雰囲気中の

の輝かしい燃焼 2) 

Before brilliant combustions of 

oxygen 

1)  Eve Curie“MADAME CURIE”page 270  1937, Published 

by Da Capo Press  

2)  Susan Quinn “MARIE CURIE A Life” page 270 1995, 
Published by Da Capo Press  

2016 年キュリー夫人の幻の実験授業の酸素の

雰囲気下で輝かしい燃焼の考察は下記の通り

である. ① キュリー夫人はファラデーの「ロ

ウソクの科学」の実験を再現. ②空気と空気

中の酸素の存在,鉄の空気中と酸素雰囲気中の

燃焼について考察した. 

電気化学研究の黎明期,1800 年にボルタ

（1745-1827）が 亜鉛と銅を組み合わせて,電

流が流れることを示し,ボルタ電池を発明し

た. 同年,ニコルソンとカ-リスルはボルダ電

池で水を電気分解できることを示した. 1） 

ボルタ電池を重ね合わせたボルタ電堆を用い

て, 様々な化学物質を電気分解できることが

わかり,電気分解の現象を研究することが重要

な化学的発見に繋がることが十分期待された.  

 

３ 結 果 と 考 察 

 ボルタ電池を組み立て,水の電気分解をして

酸素を得て,あるいは 二酸化マンガンとオキ

シドールで酸素を得て,その酸素を用いて鉄を

燃やす手順で実験をしたとするのが,生徒が 

理解しやすく妥当と推理する. 

 
５ まとめ 

 キュリー夫人は科学実験の名手で手を動か

す“実験”を重視した.娘イレーヌは“ほんの

少しのお勉強で効率の良い学習法”と評してい

る.万事控えめな 母マリーが“娘イレーヌは一

流の科学の素養”を身につけたと誇らしそうに

述べている。それはサイエンス（科学）を真に

身につけ, 理解するにはその根底の“概念”を

理解しなければならならない.それこそが新し

いもの、最先端の科学の駆動力となるものと確

信していたからと思う.キュリー夫人の理科教

室で示された手法は特殊な子どもに対しての

みではなくて,ごく普通の子どもにも当てはま

る普遍的教育法である. 

 

引用文献 

1) 金児紘征 (2015),「電気分解の法則-原論文

を読み解く-(前編)」,Vol83, No.12 電気化

学及び工業物理化学 Electrochemistry,103 
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物質量概念の獲得に関する調査問題の検討

○松元亮 1，松浦拓也 1

Ryo MATSUMOTO, Takuya MATSUURA
広島大学大学院人間社会科学研究科

【キ－ワード】 物質量概念，モル概念，誤概念，概念調査

１ 研究の背景および目的

モル概念は，高校の化学を理解する上で最も

基本的・基礎的かつ重要な内容である（堀，

1996），物質量概念は高等教育における物理化

学，分子生物学，地質学などの習得にとっても

必要な概念である（杉本，2017），などと述べ

られているように，物質量概念は高等学校にお

ける化学やその後の高等教育における基礎的

な知識である。しかし，物質量概念は化学量論，

アボガドロの法則，粒子数，質量，体積などの

さまざまなファクタが共存し複雑に関連し合

った構造の概念であり（杉本，2017），Shanti 
et al. （1994）が視覚的に整理しているように

複雑な概念構造を有している。学習者が物質量

概念を獲得するためには，このような構造を理

解する必要があるものの，その複雑さから獲得

が困難になっていると考えられる。

これまで，国内では生徒の持つ物質量概念の

調査研究によって高校生の実態が明らかにな

ってきているものの，物質量概念の理解を妨げ

る要因の検討を行っている研究は，管見の限り

１件のみ（堀，1995）であった。このため，物

質量の定義の理解度と他の物理量への換算能

力の関連性など，物質量概念の構造に着目した

研究を実施することにより，躓きの要因を明ら

かにできるのではないかと考えた。 
以上のことから，本研究では，学習者のもつ

物質量概念を構造的に把握し，その結果をもと

に物質量概念の理解を妨げる要因の検討を行

うための調査問題の開発を目的とする。

２ 調査問題の概要

調査問題の作成においては，先行研究や学習

指導要領に基づき，物質量概念の獲得に必要と

なる到達目標を整理した（例えば Shanti et al.,
1994；松浦・片平，2002）。具体的には，Shanti 
et al.（1994）の考えに基づく到達目標に，松浦・

片平（2002）が示した定義を加えることにより，

本研究における物質量概念の獲得を４つの到

達目標として整理した（表１）。

調査問題の作成においては，表１に示した各

到達目標を含んだ問題を作成し，その問題を正

答しているか否かで，学習者の物質量概念の獲

得状況を把握することにした。このため，各到

達目標に基づいて内容を具体化し，６つの大問

に整理した。そして，これらの大問にそれぞれ

３～６問の小問が含まれる構成とした。調査問

題の概要を表２に示す。

表１ 物質量概念獲得の到達目標

到達目標１
molは数える単位であり，どのような
物質でも１mol は他の物質の１mol と
同じ数の粒子を含んでいる。

到達目標２ molがアボガドロ定数個の粒子を含む
物質の数量として定義されている。

到達目標３ 分子式や化学反応式の原子数の比は，
物質量の比であることを認識できる。

到達目標４
物質量と質量，アボガドロ数，気体の
体積との関係を理解し，それぞれ計算
できる。

表２ 調査問題の概要

問 問題の内容 到達目標

１
物質量に関連する用語の定義 自由記

述
２

２ 物質量の定義 選択式 １

３ 物質量と関連する量の換算 １段階） ４

４ 物質量と関連する量の換算 ２段階 ４

５
化学反応式と物質量の関係 物質量の

み）
３

６
化学反応式と物質量の関係 物質量以外

を含む
３・４

３ 予備調査と問題の改善

2021 年 5 月に広島県内の理系の大学生，大

学院生（N=8，化学基礎・化学を履修済）を対

象に予備調査を実施した。予備調査の結果，簡

単な計算については途中過程の記載が無いま

ま解答する例が見られたため，解答の過程を省

略することなく記述させるような手順の設定

が必要であると考えられる。また，解答に 30 分

程度要したことから，問題数の削減や解答方法

の修正を行い，対象者の負担を軽くする必要が

あると考えられる。 

引用文献

杉本剛（2017）「物質量 amount of substance を
対象とした理科教育学の研究」『理科教育学

研究』58(1), 1–11.
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化学反応式の定着を図る授業の工夫

原子・分子モデルを使って
 

〇吉本真里 1, 横田康長 2, 横田美香 3, 蒲生啓司 4 
Mari YOSHIMOTO, Yasunaga YOKOTA, Mika YOKOTA, Keiji GAMOH 

1土佐市立戸波中,2高知大院教育,3いの町立神谷中,4高知大教育 
【キーワード】 化学変化，化学反応式，原子・分子モデル，全国学力・学習状況調査 

 

１ 研究の目的

 平成 30 年度の全国学力・学習状況調査の結

果から，ガスバーナーを使った燃焼を科学的に

探究する場面において，化学変化を原子・分子

モデルを用いて説明したり，実験を計画する際

に条件制御する知識を活用すること等に課題

が見られた。本研究では，これらの課題解決を

図るため，平成 30 年度全国学力・学習状況調

査授業アイデア例 1)を参考にした授業を行い，

条件を制御した実験を計画できること及び化

学反応式を正しくつくることのできる力を育

成することを目的とする。 

２ 研究の方法

 本授業は中学 2 年生に対して 2 時間扱いで

計画し実施した。授業展開は以下のとおりであ

る。 

(1)ファアラデーの「ロウソクの科学」を示し，

ロウソクの炎の赤い部分にアルミホイルをか

ざすと炭が付着するようすを観察し，ガスバー

ナーの炎の色の違いにも炭素が関係している

のか疑問をもたせ，「ガスバーナーの炎の色の

違いはなぜ起こるのか」と課題を設定する。 

(2)ガスバーナーの炎の色が青いときの燃焼の

ようすを原子・分子モデルで確認後，赤いとき

の燃焼のようすについて個人及び班で原子・分

子モデルで考える。 

(3)炭素が関係していることを確かめる方法を

個人で考え，班で検討する。 

(4)小学校で学習した条件制御の考え方を活用

して，上述の実験方法を検討・改善する。 

(5)立案した方法で実験を行い，結果を共有し，

まとめる。 

３ 研究の結果と考察

 授業の展開に沿って，生徒の発言やようすを

以下に示す。 

(1)課題を示すと，「酸素の量で炎の色が違う」

などの意見が出された。酸素が不足するとどの

ような化学変化が起きるのか興味をもつこと

ができた。 

(2)生徒が考えた化学反応式（授業では原子・

分子モデルを使用）は次の 2通りであった。 

①C3H8+3O2→2CO+4H2O+C 

②C3H8+3O2→3CO+3H2O+H2 

①，②ともに化学変化前後の「原子の種類と数」

は変化していないが，①，②のどちらが正しい

反応かを判断する根拠を持ち得ていないので，

ここでは①が正しいと伝えた。 

(3)全班がロウソクのときと同様に炎が赤色の

状態でアルミホイルをかざす計画を立てた。青

い炎に炭素をかざし，赤い炎になることを確か

める方法は生徒から出されなかったため，授業

の最後に演示で示した。 

(4)「本当に炎が赤色のときだけに炭素が関係

しているのか」と発問し，小学校の発芽実験を

思い出させることで，変える条件は「炎の色」

で変えない条件は「ガスバーナー，ガスの量，

アルミホイルをかざす時間」という発言があり，

班で実験方法を改善することができた。 

 本研究の成果は，教科書に掲載のない実験だ

が，身のまわりの燃焼について原子・分子モデ

ルを使用し，視覚的にとらえながら理解するこ

とができたことである。また，学習指導要領に

おいて 2年生で重視する「検証計画の立案」の

際に重要な「条件制御」の考え方の習得につな

ぐことができた。 

４ まとめ 

新たな課題として，プロパンの不完全燃焼に

対して提案された複数の化学反応式の正否に

ついて，検証実験も含めてどのように説明する

かが提示された。授業で探究的な発展課題を扱

うことで生徒の化学現象への興味・関心が高ま

り，理解につながったといえる。 

引用文献

1）平成 30年度全国学力・学習状況調査授業ア

イデア例（中学校理科 17，18校頁） 
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中学校理科で取り扱う銅の酸化実験に関する一考察 

- 定比例の法則を実感的に理解させるために - 

 

○谷川 直也 A，後藤 翔 B 

TANIKAWA Naoya，GOTO Kakeru  

岐阜聖徳学園大学 A，東中学校 B 

【キ－ワード】 銅粉 定比例の法則 電子顕微鏡 加熱温度 

１ 目 的 

 銅の酸化実験は，実際に行うと教科書に記述

されている銅と酸素の質量比４：１にはならな

い。林（2010）は酸化銅（Ⅱ）CuOのみだけで

はなく酸化銅（Ⅰ）Cu2Oが生成しているのでは

ないかと述べている。本研究は，銅と酸素の二

元状態図と電子顕微鏡を用いた生成物の解析

を行うことで，原因を明らかにし，教科書に記

述されている通りの結果を得る実験条件を提

案することを目的とする。

２ 方 法 

（１）各教科書の実験方法の記述の調査 

（２）実験 

１）教科書に記述されている実験 

２）表面処理をした銅粉を用いた実験 

（３）電子顕微鏡による銅表面の観察 

 

３ 結 果 

 硫酸によって表面処理を施したものの方が，

微量の差ではあるが精度が高くなった。処理前

の銅粉と処理後の銅粉表面上の銅原子数と酸

素原子数の比を比べると，処理をした方の酸素

原子含有率が低くなっていた。 

酸化実験後の各試料の銅と酸素の質量比は

約５：１であった。銅粉表面上の生成物を詳し

く調べるため電子顕微鏡の分析機能を使用し

た。図１に結果を示す。 

図１ ZAF法による分析結果 

電子顕微鏡で分析した各試料は、加熱を続け

ても質量が増えない状態であった。 

４ 考 察 

各教科書でも、銅粉の酸化実験での生成物

は酸化銅（Ⅱ）CuOだと記されている。

その場合，図１の銅と酸素の原子数比率は

１：１になるはずである。

また，各試料は加熱を続けても質量が増え

ない状態であったことから，銅粉表面は，ほ

ぼ酸化されていると推測される。

このことから，銅粉表面に銅の酸化物とし

て，酸化銅（Ⅰ）Cu2Oと酸化銅（Ⅱ）CuOが

生成していると考えられる。

図２ 銅と酸素の二元状態図 

ガスバーナーで加熱した際のステンレス皿

の表面温度は，1000 ℃前後であったため，図

２から，大気中で銅を酸化させると酸化銅（Ⅰ）

Cu2Oと酸化銅（Ⅱ）CuOが同時に生成すること

が分かる。

５ 結論 

 中学校の授業で定比例の法則を実感的に理

解させるには，加熱温度を 300 ℃以上 1000 ℃

以下に制御することが必要な条件だと言える。 

 

引用文献 

Denis Shishin, Sergei A. Decterov（2012）

Critical assessment and thermodynamic 

modeling of the Cu–O and C u–O–S systems 

林浩子（2010）銅と酸素は本当に４：１で結び

つく？実験するとそうならないのはなぜ？ 
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キッチンサイエンスによる有機物・無機物の判別実験

スモールスケール法による小麦アレルギー対応型クレープ作り

○佐藤陽子 1，2，太田尚孝 2

鎌倉女子大学， 東京理科大学大学院

【キ－ワード】 キッチンサイエンス，化学教育，理科教育，アレルギー対応，有機物・無機物

１ 目 的

従来から中学校の教育現場では，砂糖，食塩，

小麦粉などの白い粉を用いた有機物・無機物の

判別実験が行われている。本稿では，小麦代替

食材を用いた「家庭の台所で実施可能な有機

物・無機物の判別実験」を紹介する。

２ 方 法

（１）5 種類の小型の容器に食塩，ビートグラ

ニュー糖，小麦粉，米粉，キヌア粉各 1 g
を入れた。続いて，それぞれに水各 2 g を

加えて攪拌した。

（２）小型のアルミカップに（１）で用意した

食塩水を入れた。これをクレープメーカー

（LITHON ハンディクレープメーカー）で

加熱して食塩を再結晶させた。

（３）（２）と同様の手順で，ビートグラニュ

ー糖の水溶液を加熱した。

（４）小麦粉 10 g，水 15 g，（２）の食塩少々

から成るクレープ生地を用意した。そして，

小麦粉 10 g を米粉 10 g 及びキヌア粉 10 g
に代えたクレープ生地を用意した。

（５）菜種油を敷いたクレープメーカーで，（１）

に示した 3 種類の微量の生地（小麦粉と水，

米粉と水，キヌア粉と水から成る生地）と

（４）に示した生地を焼いた。最後にこれら

をクレープ状に巻いて（３）で用意したカ

ラメルソースをかけた。

３ 結 果 と 考 察

方法（１）では，食塩，ビートグラニュー糖

は水に溶けて，その他の白い粉は水に溶けなか

った。方法（２），（３）では，食塩が再結晶

化し，ビートグラニュー糖が褐変した。続いて，

方法（５）では，加熱後に全ての生地の表面が

部分的に褐変した。ここでは，比較的短時間で

の小さなクレープ作りを通して楽しみながら

有機物・無機物の判別を行うことが可能だと考

えられる。併せて，本実験には，小麦アレルギ

ーを抱えていても，米やキヌアの喫食を禁じら

れていない生徒が安心して参加できると考え

られる。ただし，この実験を行う前に，「小麦

アレルギーに関する事前調査」１）や，その他の

食材のアレルギーに関する事前調査を行うべ

きである。併せて，本実験は「必要に応じて，

校医や養護教諭と連携して保護者の同意を得

てから実行に踏み切るべきである」１）。

図１ スモールスケール 図２ 小麦粉のスモール

法による調理の様子 スケールクレープ（カラメル

ソース乗せ）

図３ 米粉のスモール 図４ キヌア粉のスモール

スケールクレープ（カラメル スケールクレープ（カラメル

ソース乗せ） ソース乗せ）

４ まとめ

本実験は「中学校理科で扱う定番実験」の応

用である。コロナ禍で，対面授業を行うことが

難しい場合でも，衛生管理の行き届いた家庭の

台所で実施可能（保護者の管理下）だと考えら

れる。本研究によって，食材の廃棄率を最低限

に抑えながら「水に溶ける粉と溶けない粉」の

判別，有機物・無機物の判別を行うことが可能

になった。この教材と ICT 機器を用いた遠隔で

の教育実践を行うことが今後の課題である。

引 用 文 献

１）佐藤陽子，太田尚孝（2017）「食材を扱う

化学実験におけるアレルギー対応型教材の開

発-イムノクロマトグラフ法による小麦代替食

材の分析と教材化-」『化学と教育』第 65 巻，

第 10 号，530-531
本研究の一部は科研費（21K02557）の助成を受けて推進して

いる。
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コロナ禍における地域共催イベントでの食品を用いた実験 

-栄養士養成課程の学生による実験動画の作成- 

 

○海老澤薫 

Kaoru EBISAWA 

                      大阪国際大学短期大学部栄養学科  

【キ－ワード】 食品、キッチンサイエンス、地域共催、動画配信 

１ 目 的 

 大阪国際大学短期大学部栄養学科では、毎年

大学のある校区の中学校、小学校との共催イベ

ントを開催している。栄養士養成課程である栄

養学科では食育をテーマとし、小学 4年生を対
象にセミナー毎の対面型イベントを実施して

きた。その中において、筆者のセミナーでは食

品を用いた実験を展開してきた（日本理科教育

学会第 70 回全国大会にて発表）。しかし、昨
年来の新型コロナ感染拡大により、2021 年度
は動画配信でのイベントに変更となった。ま

た、それぞれの食育内容については冊子を作成

し、児童に配布した。本研究では、児童が家庭

内にある調理器具や市販の食品を用いて実践

でき、かつ、科学的な内容を含むテーマについ

ての選定および栄養士養成課程の学生に与え

る動画作成の教育的効果について検討した。

 

２ 方 法 

（1）食品を用いた実験の選定
 実験テーマの選定にあたっては、上述の条件

に加えて廃液処理を必要としないこと、また夏

季休暇中に実践できるよう季節を意識したも

のとした。その結果、以下の実験とした。

実験「氷と塩を使ってバニラアイスを作ってみ

よう」、学習内容：食塩による凝固点降下

（2）食品試料および実験方法
〈実験試料および器具〉：A（牛乳、生クリーム、
バニラエッセンス）B（卵黄、グラニュー糖）、
鍋、おたま、泡立て器、温度計（-20℃まで測
定できるもの）、ステンレスボウル各種、計量

カップ、氷、塩

〈実験方法〉1)鍋に Aを入れて沸騰直前まで加
熱する。その後冷蔵庫にて室温まで冷却する。

2)ステンレスボウルに Bを入れて、全体が白く
なるまで泡立て器にて混ぜる。その後、冷やし

た Aを加え、じゅうぶんに Aと Bを混合する。
これをステンレスボウルに 2等分し、アイスク

リームのもととする。

3)ステンレスボウルより大きいボウルを2つ用
意し、片方には氷+水、もう片方には氷+塩を混
ぜたものを準備する。

4)アイスクリームのもとを上記 3)の条件で冷
却し、固まるまでの時間および、それぞれの温

度を測定する。冷却操作について図 1に示す。 
 

 

図１冷却操作 

 

（3）動画の撮影
動画撮影は大学内の実験室にて実施した後、

5分弱に編集した。編集したものは、youtubeよ
り配信した。

（4）冊子の作成
実験の目的、方法を記載した教材を作成した。

また、教材の最後には塩を加えることでなぜ氷

+水よりも温度が低下したのか“たねあかし”と
して凝固点降下について説明を記載した。ま

た、この原理を生活の中で用いたものとして冬

季の凍結防止剤についても記載し、理科の学習

内容を身近に感じられるよう工夫した。 

 

３ 結 果 

 実験の結果、塩を加えた氷では-20 ℃まで温
度が低下した。また、冷却開始後 10分で氷+塩
ではアイスのもとが固まったのに対し、氷+水
では液体のままであった。

 

４ 考 察 および まとめ 

学生への教育効果の測定として、動画や冊子

を作成することで成長を感じられたか調査し

た。全員が「成長を感じられた」と回答した。

食に携わる栄養士として、このようなイベント

を実施すること、また社会情勢に対応したオン

デマンド型の動画を作成することは、非常に意

義深いものであることが示唆された。 
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短時間で安価に作成できる結晶構造模型の開発とその実践
○ 竹田淳一郎

Junichiro TAKEDA 
早稲田大学高等学院

【キ－ワード】 高校理科化学分野，結晶構造，金属結晶，イオン結晶

１ 問題意識と目的

高校の化学では，金属結晶として体心立方格

子，面心立方格子，六方最密構造を，イオン結

晶として塩化ナトリウム型構造と塩化セシウ

ム型構造を学習する。さらに発展的な内容とし

て，硫化亜鉛（Ⅱ）型構造や陽イオンと陰イオ

ンの半径比に関係するイオン結晶の安定性に

ついて学ぶ。これらの学習内容の習得には三次

元の空間把握能力が必要であるため，結晶構造

模型があれば理解が容易になると考え，安価で

単時間に作成できる模型を開発し，実践した。

２ 開発の方法とその実践

（１）材料の探索

金 属 結 晶 の 原 子 の モ デ ル と し て ，

「TAKASUE ピンポン玉 娯楽用 卓球ボール

収納袋付きカラフル 200個 3300円（Amazon）」，
接着剤として「TOPELEK グルーガン スティ

ック 50 本付き 1199 円（Amazon）」，イオン

結晶ではイオンのモデルとしてピンポン玉以

外に「BOON SQUARE 発泡フロックボール 直

径 44mm@45 円，25mm@25 円，15mm@13 円

（楽天市場）」を購入した。

（２）模型の作成とその実践

早稲田大学高等学院 3 年生の選択科目「化学

2」履修者を対象とし，2020 年度 18 名，2021
年度 19 名を対象にした。1 週目で 3 種類の金

属結晶の模型を作成し，2 週目で 3 種類のイオ

ン結晶の模型を作成し，時間内に作成を終了で

きた。金属結晶の体心立方格子，面心立方格子，

六方最密構造はピンポン玉をグルーガンで接

着して作成した。

図 1 生徒が結晶模型を完成させたところ

イオン結晶では，CsCl 型の模型では Cl－のモ

デルとして直径 45mm の発泡フロックボール

を使用し，Cs＋のモデルとしてピンポン玉（直

径 40mm）を使用した（模型のイオン半径比

0.88，理論値は 0.93）。NaCl 型の模型では Cl
－のモデルとして直径 40mm のピンポン玉を使

用し，Na＋のモデルとして発泡フロックボール

（直径 25mm）を使用した（模型のイオン半径

比 0.63，理論値は 0.52）。ZnS 型の模型では

S2－のモデルとして直径 40mm のピンポン玉を

使用し，Zn2＋のモデルとして発泡フロックボー

ル（直径 15mm）を使用した（模型のイオン半

径比 0.38，理論値は 0.40）。ZnS 型の模型は一

部支柱としてグルーガンに付属のスティック

グルーを利用した。

図 2：3 種類のイオン結晶の模型

３ 結果と考察

2020 年度のアンケートの結果は以下のとお

りであり，生徒が興味関心を持って取り組んで

いたことが示された。

４ まとめ

本研究では短時間で安価に多種類が作成で

きる結晶構造の模型の開発に成功した。なお，

本研究は早稲田大学特定課題研究助成費（課題番

号 2021C-357）の助成を受けたものである。こ

こに謝意を示す。

参考文献

文部科学省検定済教科書 高等学校化学

（2017） 齋藤烈他 啓林館

金属結晶
イオン結晶

金属結晶
イオン結晶

　面白い　　　　　　　　　　　つまらない

　大変だった　　　　　 　　　　大変ではなかった

面白さ

大変だったか
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教材用ラマン分光実験ソフトウェアの開発

○ 小杉 健太郎

福岡教育大学

【キ－ワード】 物理化学実験教材，ラマン分光実験教材，測定ソフトウェアの開発

１ 目 的

小中高等学校理科の学習内容の学問的背景

を深く理解するためには，大学レベルの物理化

学の理論・知識が必要である。このため，理科

教員を養成する課程では，物理化学と小中高等

学校理科の内容との繋がりや，化学の基礎に物

理学があることを学生が十分に理解できるよ

うに教育が行われるべきである。このような問

題意識の下で，筆者は教育学部の学生向けの授

業で活用することを想定して，ラマン分光実験

を取り入れた実験教材の開発研究に着手した。

ラマン分光法によって液体・溶液の振動スペク

トルが得られるが，それには分子集合に関する

情報が含まれている。ラマン分光実験教材によ

って，量子力学に基づく分子振動の理解と，高

等学校までに学ぶ化学・物理の内容（水素結合，

水和，物質の三態，単振動等）を結び付けて考

えさせることができれば，学生にとって有意義

なものとなるだろう。本研究では，このような

教材で用いるラマン分光実験用ソフトウェア

の基本部分の完成を目指した。

２ 方 法

ラマン分光実験は，オーシャンインサイト社

製の分光器（QEPro-Raman-532）と波長 532 nm
のダイオードレーザー（Laser-532-IP-LAB）に

ラマン分光用プローブ（ RIP-RPB-532-FC-
SMA）を接続して行う。Windows パソコン上で

動作するラマン分光実験用ソフトウェア作成

には，同社のドライバーパッケージ OmniDriver
とナショナルインスツルメンツ社のソフトウ

ェア開発環境 LabVIEW 2015 を使用した。

３ 結 果

基本的な機能をもつラマン分光実験用ソフ

トウェアを作成することができた（図１）。主

な機能は以下の通りである。

・分光器から読み出したデータに基づいて，

画面上にラマンスペクトルを表示

・露光時間の設定

・スペクトルを任意の回数積算し，その結果を

諸情報とともにファイルに保存

・ファイル保存されたスペクトルを読み出し

画面上に表示（比較のために重ね書き可能）

図１ 作成したソフトウェアの画面

４ 考察・今後の展望

前述した自作ソフトウェアをベースにして，

教材に最適化したソフトウェアの開発研究が

行える。学習者が教材内容の本質的部分の理解

に集中できるようにするためには，ソフトウェ

アの操作や情報表示をわかりやすくすること

や，スペクトル・データの解析を簡単に行える

機能を追加する等の改良が必要である。このよ

うにソフトウェアの最適化により実験教材の

教育効果の向上を図れる点に，実験用ソフトウ

ェアを自作することの大きな意義がある。

現在，水や水溶液のラマンスペクトルの測定

を教材の中心にすることを想定して，ソフトウ

ェアへの解析機能の追加等に取り組んでいる。

これと並行して， （ ）の研究等を参考

に，スペクトルの解析から水の水素結合に関す

る情報を得る過程の教材化についても検討を

進める。また，ソフトウェアの作成を学習者自

身に体験させることを視野に入れて，ソフトウ

ェア内部のサブルーチン化も行う予定である。

５ まとめ

本研究では，教材用ラマンスペクトル測定ソ

フトウェアの基本部分を作成した。これによ

り，教材内容や学習者に最適化した測定ソフト

ウェアの開発を行うことが可能となった。

引用文献

Sun, Q. (2009). The Raman OH stretching bands of 
liquid water. Vib. Spectrosc., 51 (2), 213–217.

謝辞

本研究は科学研究費助成事業（基盤研究（C），

研究課題番号：19K03148，研究代表者：小杉健

太郎）の助成を受けて行った。
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自然体験の豊かさと理科に対する印象についての一考察 
○阿部広明 松田光太郎 平田昭雄 

ABE,Hiroaki MATSUDA,Kotaro HIRATA,Akio 
東京学芸大学 

【キーワード】自然体験 好き嫌い 理科への印象 
 

1．はじめに 
近年、教育の情報化や電子メディアの普及、

地域とのつながりの希薄化により、直接体験に

代わって間接体験や疑似体験の機会が増えて

いると考えられる。一方、体験活動の重要性に

ついても示唆されている。人見・尾形(2018)で
は、「幼少期の自然体験の豊かさは小学生と中

学生において理科が好きであることと相関関

係がある」と述べている。本研究では，理科の

各分野の好き嫌いとその理由、理科の授業への

印象についても調査項目に加え、自然体験が理

科に対する印象にどのような影響を与えてい

るのかを明らかにすることを試みた。 
2．方法 

2021 年 3 月、大学生 63 名を対象に、質問

紙調査を実施した。質問項目を自然体験の経験

度(3 項目)と理科の好き嫌いについて(7 項目)、 
理科に対する印象について(7 項目)の計 17 項

目とし、文系学生と理系学生でそれぞれ比較し、

検討した。 
3. 結果 
(ⅰ) 自然体験と理科の好き嫌い 

理系の学生は自然体験の豊かさによる理科

の好き嫌いの大きな違いはなかった。一方で、

文系の学生は、自然体験が豊かな人ほど理科が

嫌いであることが判明した。 
(ⅱ) 自然体験と理科に対する印象 

理系の学生は自然体験の豊かさに関わらず

理科に対してプラスの印象をもっていること

が確認された。一方で、文系の学生は自然体験

の豊かな人ほどプラス・マイナスいずれも多く

の印象をもつことが示唆された。 
(ⅲ) 理科の好き嫌いと理科に対する印象 

理科が好きな人は、理系文系に関わらず、理

科に対してプラスの印象をもっていることが

確認された。一方で、文系の学生で理科が嫌い

な人は理科に対してマイナスの印象をもって

いることが確認された。 
4. 考察 
将来理系に進むような子どもは、結果の

(ⅰ),(ⅱ),(ⅲ)より、自然体験によって得た理科

に対するプラスの印象が、理科に対する興味・

関心を引き出し、さらに別のプラスの印象を抱

くことで、理科が好きになり、将来理系の道に

進んでいくのではないかと考えられる。一方で、

将来理科が嫌いな学生になるような子どもに

ついては、自然体験によって理科に対するマイ

ナスの印象を抱いたことにより、理科に対して

消極的になってしまい、理科が嫌いになってい

ったのではないかと考えられる。 

 
5. まとめ 
・自然体験の豊かさは、子どもの理科に対する

印象に影響することがわかった。 
・自然体験の豊かさが、将来文系に進むよう

な子どもの理科の好き嫌いに影響することが

わかった。 
・理科が好きな人は子どもの頃に理科に対し

てプラスの印象を持っていたことがわかった。 
参考文献 
人見久城,尾形祐美,2018,「児童・生徒の自然体

験と理科に対する意識に関する研究」,日本

科学教育学会研究会研究報告,28 巻,5 号,pp. 
1-6. 

山本俊光,2013,「高校生の幼少期の自然体験と
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主体的に学びに向かう態度をキャッチコピーで見取る試み 

○古賀 圭輔 1 安達武吉 2 石井真規子 3 坂本浩基 4 入江伸一 5 山田真司 6 荒尾真一 7 

Keisuke KOGA, Takeyoshi ADACHI, Makiko ISHII, Hiroki SAKAMOTO, Shinichi IRIE,

Shinji YAMADA, Shinichi ARAO 
1,3浅口市立鴨方中学校 2赤磐市立桜ヶ丘中学校 4井原市立井原中学校 5里庄町立里庄中学校 

 6総社市立総社西中学校  7岡山大学

【キ－ワード】 振り返り，主体的な学び，情意的側面 

１ 目 的 

平成 29 年度に評価の観点が改訂になりその

中の「主体的に学習に取り組む態度」の評価に

焦点を当てて取り組むことにした。従来はその

観点に関して主に各自がどのように学習に取

り組んだかを，学習の最後に時間を設定し記述

させることで評価することを試みていた。しか

し，記述は学習内容に関する記述に終始し，ど

のように学習に取り組んでどう受け止めたの

かを読み取ることは困難であった。

 そこで、授業をどう捉えたかという情意的側

面をキャッチコピーにして記述させ，どうして

そのキャッチコピーを思いついたか，その理由

についての記述（学習内容に関する認知的側

面）をピックアップすることにより主体的に学

習に取り組む態度が読み取れないかと考えた。 

 さらに，単元の学習が進むにつれて記述がど

のように変容するかについて時系列に抽出し，

それらを分析することにより，どのように学び

に向かってきたかについての具体的な評価の

根拠となるのではと考えた。

２ 内 容 

岡山県内公立中学校 6 校約 1300 名に対して

2020 年 9 月から 2021 年 6 月まで実施した。 

（１）キャッチコピーシート

単元の最初に，図１に

示すキャッチコピーシ

ートを渡し，対象とす

る学習内容について上

部に設けた枠に文章完

成法で自由記述させ

る。その際あえて「知

っていることを・・」

という認知面を連想さ

せる指示はしない。次

に時間ごとに授業イメ

ージのキャッチコピーにし、その理由を短い文

で記述させる。単元の学習が終わった段階で，

シートの最下部の空欄に自由記述させる。

（２）各時間の記入のタイミング

授業の最後に振り返りとして行うのではな

く，キャチコピーが思い浮かんだ時点で（自己

調整的に）理由も併せて記入させる。その事に

より時間の節約を図った。 

（３）生徒へのフィードバック

キャッチコピーシートは毎時間回収し，Ａ：

あかん，Ｂ：ぼちぼち，Ｃ：いいね，Ｄ：どえ

らい，Ｅ：エクセレントなど記号のみを記入し，

次の授業開始前に係に返却させる。そのことに

より，授業開始前にシートを見せ合って自然に

前時の振り返りができるように意図した。（図

２） 

（４）実施した単元

１年生植物の分類，力，火山，地震，身の回

りの物質，２年生化学変化と原子・分子，３年

生遺伝の規則性，イオン，地球と宇宙

３ 結果 

生徒は書いた内容をクラスメートと比較し，

自分のキャッチコピーを再評価しながら自然

と前時の振り返をしていた。また，単元が進む

につれ、キャッチコピーを思いついた理由の記

述が学習内容に基づいたものになってきた。そ

して，単元終了時に記述させる最下部の枠に

は，各時間に考えたキャッチコピーの理由を元

にしたまとめをした生徒が多く見られた。 

４ 課題 

 生徒の記述から，単に学習内容のまとめでは

なく自分の考えを含めたものが見とれること

により当初の評価が可能になると思われる。 

しかし，その記述の割合と質についてどう評

価するかは授業者によって異なることが課題

である。 

付記

 この取り組みは，公益財団法人中谷医工計測

技術振興財団科学教育振興【プログラム】助成

2021-2022 を受けて行いました。 

図１ 

図２
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探究的な学習における学習評価

科学分野のOPPA と実験記録ノートの検討

〇内山智枝子

Chieko Uchiyama
筑波大学附属駒場中・高等学校

【キ－ワード】 探究的な学習，OPPA，実験記録ノート，形成的評価，総括的評価

１ 目 的

探究的な学習に必要な力は，科学分野に限ら

ず多種多様であり，絶対解が存在しないことか

ら，学習評価には工夫が必要である。そこで，

これまでに開発されてきた多面的・多角的な評

価方法から，OPPA（堀, 2013）とポートフォリ

オとしてのノート記録に着目し，科学分野用に

特化することで，中学校理科での活用方法を検

討することとした。

２ 方 法

（１）授業デザイン

担当する中学校理科２分野（生物分野）の授

業にて，昨年９月から今年７月までの授業を次

のように計画，実施した。

１）目的の設定

図１のような探究のサイクルを回しなが

ら「科学的に問いを解決する力の習得」をゴ

ールとして設定した。

図１ 探究のサイクルと授業のゴール

２）内容の設定

中学校理科２分野学習単元である「水や

栄養分を運ぶしくみ」「栄養分をつくるしく

み」「消化酵素のはたらき」を題材とした。

３）方法の選択

生徒各自が問いの解決に向けて活動する

時間や発表の時間以外に，講義形式で学ぶ

「ミニレクチャー」，実験操作や分析方法，

まとめ方や振り返りの方法等を学ぶ「ミニ

レッスン」（図２）の時間を設けた。

図２ ミニレッスンの内容

４）学習評価の設定

学びのポートフォリオとして，各自で実験

記録ノートを作成し，ルーブリックを用い

て自己・相互評価の場を設けた。活動を可視

化するために，OPPA に探究のサイクル（図

１①～⑥）の軸を設けた。

３ 結 果

実験記録ノートの作成と OPPA の活用に関

してアンケート調査を実施したところ、実験記

録ノートに関しては約８割の生徒が，OPPA に

ついては約６割の生徒が，自己・相互評価に関

しては，約９割の生徒が，探究する力を身に着

けるために役立ったと回答した。

４ 考 察

実験記録ノートの作成と OPPA は，ルーブリ

ックと併用することにより総括的評価として

活用が可能であると考えられる。一方，OPPA
に形成的評価としての効果を期待するために

は，使用方法にさらなる工夫が必要だと考えら

える。

５ まとめ

本研究では，科学分野における探究的な学習

の評価として，実験記録ノートの作成と探究の

サイクルの軸を加えた OPPA の活用が可能で

あることが示唆された。

引用文献

堀哲夫（2013）『教育評価の本質を問う一枚

ポートフォリオ評価』東洋館出版社.
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児童期の生活環境特に自然環境と理科に関する意識形成の関係
〇細谷歩，松田光太郎，平田昭雄

東京学芸大学
【キ－ワード】 生活環境 学習意欲 理科 生活科

１ はじめに

自然減少が地球環境問題として注目されて久

しい。横澤（2014）によると、社会は情報化とグ

ローバル化を加速させており、そのことは子供た

ちの生活にも影響している。 
16 世紀より欧米の教育思想家が、幼少期の自然

体験の重要性を唱え、実践してきたといわれてい

る。幼少期における自然体験は重要で、知・徳・

体のバランスのとれた人格形成に繋がり多面的

な教育的効果が期待できるという意義を様々な

研究者が指摘している。自然に恵まれた生活環境

で育てば、豊富に自然体験をしてきたと考えられ

る。一方、文部科学省は新学習指導要領で「主体

的・対話的で深い学び」を提唱し、直接的な体験

や経験を重視している。実際に自然に触れる機会

が豊かであれば関連した知識も豊かになる。自然

体験に恵まれると、関連性が強い教科である生活

科や理科に対する学習意欲は高まるものと考え

られる。筆者らは、本研究の先で、ここで得られ

た知見を子供たちの学習意欲向上に有意な学校

現場で補充するべき教材や体験の考案につなげ

ていきたいと考えている。 
２ 方法

2021年 3～5月に、東京学芸大学をはじめとす

る首都圏の大学生を対象に小学生の頃を思い出

してもらいながら Googleform によるアンケート

調査を実施し、得られた回答を解析した。

３ 結果

「小学校の自然環境と理科に対する好き嫌い」

についての回答を整理すると、図１のようになっ

た。教育学部理科生、理科系専門学部生にあって

は、両者の関係に負の相関が見られた。通学して

いた小学校の自然環境が乏しかった者ほど理科が

好きになったという傾向が認められる。対して、

教育学部非理科生と非理科系の専門学部生にあっ

ては、両者の関係に正の相関が見られた。通学し

ていた小学校の自然環境が豊かであった者ほど理

科が好きになったという傾向が認められる。 
「小学校の自然環境と理科授業に対する好き

嫌い」についても、同様の傾向が見られた。また、

教育学部理科生と理科系専門学部生にあっては

両者の関係により顕著な負の相関が見られた。 

４ 考察

小学校の自然環境と、理科及び理科授業に対す

る好き嫌いの関係について、理系学生と非理系学

生とでは逆の関係となった。このことから、将来

理系に進むような人は通学していた小学校の自然

環境が乏しかった者の方が教科に対して、またそ

の教科の授業に対しても肯定的な意識を形成する

と考えられる。反対に、将来文系など理系以外に

進む人は通学していた小学校の自然環境が豊かで

あった者の方が教科に対して、またその教科の授

業に対しても肯定的な意識を形成したと考えられ

る。 
一方、生活地域の自然環境と、理科及び理科授

業に対する好き嫌いの関係については、理系学生

と非理系学生の間で明確な傾向の違いは見られな

かった。このことから、理科及び理科授業の好き

嫌いに影響を与える要因のうち、理系とそれ以外

との間で異なる影響を与えるものは、通学してい

た小学校の自然環境にあると推測される。ここか

らさらに、通学していた小学校の自然環境によっ

て授業で扱うことのできる教材や実験観察の内容

が異なることに関係があると考える。 
５ 参考文献

横澤幸仁(2014)：「高校生における生き物の知名度

調査」，日本理科教育学会東海支部大会研究発表

要旨集 第60巻P.10 (acc:2020/12/1) 

図 1「小学校の自然環境と理科に対する好き嫌い」 
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マンタの分類に対応するワークシートの開発と評価          
 

○山下修一 1 野村裕美子 2 岩本華子 3 

Shuichi YAMASHITA, Yumiko NOMURA, Hanako IWAMOTO 
1千葉大学教育学部 2袖ケ浦市立蔵波中学校 3千葉大学教育学部学生 

【キ－ワード】 コア知識，OPPA，脊椎動物分類，マンタ，ワークシート 

 

１ 目 的 

 千葉県教育委員会との共同研究の中で，コア

知識の知見(山下，2018)と OPPA (One Page 
Portfolio Assessment)の知見(堀，2018)を生かす

ことを検討し，勝田・桜庭 (2018)がコア知識

を活用したコミュニケーション活動に OPPA
を取り入れた授業を展開した。OPPA シートの

はじめには「学習前の問い」，終わりには「学

習後の問い」「自己評価欄」を設けて生徒たち

に記述させた。自己評価欄の記述には，「成長

した」「今まで分からなかったことが理解でき

た」「もっと学んでみたい」などの記述が見ら

れ，学ぶ意味や必然性，自己効力感が高まった

と報告している。 
本研究では，従来はバラバラに用いられてき

たコア知識と OPPA の知見を統合し，発展的課

題に取り組むためのワークシートを開発して，

実際の理科授業で評価することにした。 

２ 方 法 

中学校 1 年の脊椎動物分類の発展的課題とし

て，分類が難しいマンタ(オニイトマキエイ)

の分類に取り組ませることにした。 

(1)マンタ分類に対応するワークシート 

図 1 のように，「学習前の予想(確信度)」を

記述させ，コア知識を振り返りながら，サメ・

マンタ・イルカを解剖モデルで比較し，分類の

ヒントとなる「えら・肺の様子」「胸びれの様

子」をスケッチさせるようにした。 

図 1 開発したワークトのイメージ 

(2)解剖モデルと読み物 

青島文化教材社が輸入取り扱いをしている比

較的安価な 4D VISION の「No.2 ホホジロ鮫」

「No.30 マンタ」「No.7 イルカ」の解剖モデ

ルを用いて(中川ら，2020)，魚類のサメと哺乳

類のイルカと比較しながら，マンタが魚類であ

ることを見出せるような読み物も添えた。 

(3)実際の理科授業での評価 

2021 年 6月中旬に，『脊椎動物の分類』の学

習を終えた千葉県内の公立中学校1年生5クラ

ス 154 名を対象に，Jigsaw 法を用いて 3～4名

グループでの話合いを通じて，マンタ分類のワ

ークシートを完成させる 50 分間の授業を展開

した。 

３ 結 果 

 ワークシートの記述を分析したところ，126

名(81.8％)がマンタを魚類に分類できるよう

になったが，依然として 24 名(15.6％)はマン

タを哺乳類に分類していた。確信度を見ても，

自信を持ってマンタを魚類に分類できたわけ

ではなかった。マンタを哺乳類に分類してしま

うのは，マンタが卵胎生であることが影響して

いた。学習によって成長したことについては，

解剖モデルを観察してスケッチしたことや読

み物のから，多くのことを学び理解が深まった

と実感している様子が伺えた。 

付 記：本研究の一部は，科研費（基盤研究(C) 

課題番号21K02921コア知識とOPPAの知見を統

合して発展的課題に対応するワークシートの

開発と評価)を受けて実施したものである。 

引用文献 

堀哲夫(2018) 授業改善の方法 : OPPA の活用

を中心にして，科学技術教育，229, 2-4. 
勝田紀仁 ・桜庭一慶(2018)科学的な思考力を

高める授業と評価の実践 : コア知識を活用し

たコミュニケーション活動・OPPA の活用を通

して，科学技術教育，229, 15-17. 
中川瑛美・浅田将希・後藤太一郎(2020)魚類の

立体解剖模型の開発と教材化，三重大学教育学

部研究紀要，71，37-42. 
山下修一(2018)コア知識を用いたコミュニケ

ーション活動，科学技術教育，229, 5-7. 
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探究学習から非認知スキルを探る

―探究「紙コップの不思議を探る」の分析を通してー

〇安田圭佑 村上忠幸

，

京都教育大学大学院教育学研究科

【キーワード】 探究学習 非認知スキル 自由試行 協働

１．はじめに

筆者は高校生まで，学習とは知識や技術等の

学習内容を習得するためのものだと考えて取

り組んでいた。しかし高校生・大学生のときに

村上が行う「自由度の高い協働的な探究学習」

を行い，そこで活躍できない自分を経験した。

このとき筆者は，知識を学習するだけでは獲得

できない能力が存在すると考えた。 
筆者の経験から「自由度の高い協働的な探究

学習」を，学習歴や認知スキルを問わない多様

な人々が協働的に行う様子に「非認知スキル

(社会情動的スキル)」のイメージを得た。 
本研究では，探究学習「紙コップの不思議を

探る」（村上，2019）の活動者の様子を，アン

ケートを通して分析し，本探究と探究者自身の

非認知スキルの関係について分析・考察するこ

とを目的とする。 
 
２．探究学習の分析 
(1)分析対象 
活動は以下の生徒を対象に行った。 

・京都府下 FM 中学校 2 年生 4 クラス 128 人 
・兵庫県下 TK 高校 1 年生 52 人 
 
(2)分析方法 

探究学習を行った学生にアンケートを実施

した。アンケートでは以下の内容を質問した。 
①非認知スキルの 3 つの側面に関する A~G の

選択式設問 (5 件法) 
目標の達成…A,B 他者との協働…C,D,E 
情動の抑制…F,G 
②行き詰った・困難だと感じたときにとった行

動(自由記述・複数回答可) 
 
(2)分析結果 
設問①：FM 中学校と TK 高校において A～G
の設問の達成率を，「大変良い，良い」と答え

た人数の割合から算出した。その結果は表 1
の通りであった。 

表 1 設問①で「大変良い，良い」と答えた割合(％) 
 A B C D E F G 

FM 
中学 95.3 87.5 81.9 93.0 92.2 88.2 88.2 

TK 
高校 100 96.1 92.2 94.1 86.3 90.2 78.4 

設問②：FM 中学校と TK 高校において，記述

事項を分類し，それぞれの回答者の割合を求め

た結果は表②の通りになった。 
表 2 設問②の記述事項の分類とそれぞれの割合(％) 
 FM 中学 TK 高校 
実験をした 37.8 36.8 
案を出した 2.4 19.3 
話し合った 10.2 17.5 
整理した 18.9 8.8 
質問した 0.8 5.3 
案を考えた 19.7 12.3 
諦めた 2.4 0.0 
その他 7.9 0.0 
３．考察・まとめ 
設問①においては，どちらの集団でも他者と

の協働と情動の抑制に関する設問の達成率が

わずかに低かった。また，達成率の傾向も集団

ごとに異なっていた。設問②においては，行き

詰った時に発案・話し合いを行う生徒が TK 高

校の方が多かった。また，諦めてしまう生徒も

TK 高校の方が少なく，この集団はより高い非

認知スキルを持っていると考えられる。 
以上より，非認知スキルの程度が集団によっ

て異なる可能性，そしてそれによって探究学習

中の活動が異なる可能性が示唆された。 
５．参考文献 
[1] 経済協力開発機構(OECD)編著「社会情動

的スキル―学びに向かう力」 
2018 年 5 月 12 日発行 
[2]村上忠幸「新しい時代に向けた自由度の高

い協働的な探究学習の姿」2019 年理科の教育

11 月号 
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観察・実験場面の「対話的な学び」への参加行動の個人差

および心理的安全性との関連の検討
○亀山晃和 1，原田勇希 2，齋藤惠介 3，草場実 4

Hirokazu KAMEYAMA，Yuki HARADA，Keisuke SAITO，Minoru KUSABA 
1高知大学大学院教育学専攻，2秋田大学教育文化学部，3茨城県立古河第二高等学校，4高知大学教育学部 

【キ－ワード】 対話的な学び，心理的安全性，観察・実験，潜在クラス分析

１ 目 的 
学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」

の実現が求められている（文部科学省，2018）。

理科の対話的な学びでは，探究の過程のあらゆる

場面で「意見交換・議論」が求められており，従

来，対話的な学びを測定する質問項目は「意見交

換・議論」の実現状況を１次元上の量で捉えよう

としていた（e.g.,亀山・原田・草場，2021）。 
こうした測定方法に則ると水準が低い状況（i.e., 

対話的な学びが実現されていない状況）は尺度得

点が低いという測定結果に反映される。しかし，

対話的な学びが実現されていないという状況には

質的に異なる複数の類型が存在すると考えられ

る。例えば，①対話そのものが行われていないと

いう状況，②対話に参加するものの，フリーライ

ダー（釘原，2013）のように集団に貢献すること

なく集団から利益（本研究では，他者の意見や考

え）のみを得ようとする状況，③対話に参加する

ものの，自分の考えに固執し，思考を広げ深めよ

うとしない状況などがあるだろう。 
 本研究は「意見交換・議論」が行われている学

習の場で，もし学習者が積極的に「意見交換・議

論」に取り組んでいなかった場合，どのような学

習行動をとり，こうした学びに参加しているのか

という視点から対話的な学びにおける学習行動の

個人差を検討する。 
また，グループでの効果的な学習を促す心理的

安全性（e.g., Edmondson，1999）と対話的な学びに

おける学習行動の関連を検討し，「意見交換・議

論」が行われる対話的な学びの実現に向けた知見

の導出を目指す。 
２ 方 法 
研究対象者 中学生（n = 779）を対象とした。 
測定変数 測定変数は質問紙法によった。対話的

な学びにおける学習行動は，観察・実験グループ

で「意見交換・議論」が行われている 8 場面を設

定し，これらの場面ごとに①〜③の学習行動と「意

見交換・議論」を行う学習行動の計 4つの選択肢

を設け，普段の自分に近い振る舞いについて最も

当てはまるものを選択させた。また，グループの

メンバーに対する心理的安全性（亀山ら，2021），

教師に対する心理的安全性も測定した。 
３ 結 果 
対話的な学びにおける学習行動の個人差を検討

するため，潜在クラス分析を行った。その結果，

3つのクラスに分類された。第 1 クラス（所属確

率 = 55.6%）は実験グループのメンバーと「意見

交換・議論」に取り組む“対話的学習行動”，第

2 クラス（所属確率 = 23.6%）は他者の意見をその

まま自分の意見とする“フリーライダー的学習行

動”，第 3 クラス（所属確率 = 20.7%）は結果の

処理や考察，まとめにおいて自分の考えに固執す

る“自力的学習行動”であった。これらの学習行

動と心理的安全性の関連を検討するため多項ロジ

スティック回帰分析を行った（表 1）。 
４ 考 察 

 結果より，「意見交換・議論」が行われている

状況下において，生徒は質的に異なる学習行動を

とっていることが示唆された。また，対話的学習

行動を実現するためには実験グループのメンバー

に対する心理的安全性が重要であることが示唆さ

れた。 
主な引用文献 

亀山晃和・原田勇希・草場実（2021）「学級内の社会的地
位と実験グループに対する心理的安全性が理科授業に

おける批判的議論とストレス反応に及ぼす影響」『理科

教育学研究』第62巻，第1号. 
附記 

本研究は JSPS科研費 JP18H01017の助成を受けた。 
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理科における認知的葛藤の評価尺度に対する妥当性の検討

○石飛幹晴 1，松浦拓也 1

1広島大学大学院人間社会科学研究科

【キ－ワード】 認知的葛藤，教育評価，妥当性

１ 研究の背景および目的

「自分の考えと外部の情報との間の不一致

を認知している状態」は認知的葛藤と呼ばれ，

学習者が誤概念を克服し，科学的概念を獲得す

るために必要不可欠なものであると以前から

考えられてきた（e.g., Posner et al., 1982）。一方

で，その評価に着目した研究は少なく，評価方

法の妥当性の検討も十分ではない。また，学習

者が認知的葛藤を経験していることが十分に

確 認 さ れ て い な い と い う 指 摘 も あ る

（Zimmerman & Blom, 1983）。そこで本研究で

は，理科の実験場面における認知的葛藤に焦点

を当てた Lee et al.（2003）の評価尺度（Cognitive 
Conflict Levels test: CCLT）の妥当性を検討する

ことを目的とした調査を実施する。

２ 研究の方法

事前テストの結果に基づき，対象者の予想と

異なる結果になる実験を選んで実演を行うこ

とにより，認知的葛藤を生起させることを意図

した。そして実験後に半構造化面接を行い，表

１の評価基準に従って実際に認知的葛藤が生

起していたか評価した。また，CCLT における

認知的葛藤の下位要素（不安，認知的再評価な

ど）を質問紙によって評価した。このように，

半構造化面接と CCLT による評価を同時に行

い，その結果を比較することで CCLT の妥当性

を検討した。本調査は 2020 年 11・12 月に，広

島県内の大学の学生 20 名を対象に実施した。

表１ 認知的葛藤の評価基準

認知的葛藤得点
実験結果から正しい選択肢を回答
できているか

できている 1点
できていない 0点

自分予想と実験が異なる結果にな
っていることを認識できているか

できている 1点
できていない 0点

不安得点
心理的不快感に関する発言がある
か

ある 1点
ない 0点

認知的再評価得点
自発的に実験結果を分析している
か

している 1点
していない 0点

３ 調査結果および分析

得点の分布を表２に示す。認知的葛藤得点が

全員２点であったことから，対象者全員が認知

的葛藤を経験したと判断した。

表２ 得点の分布

得点の名称 点数 人数

認知的葛藤得点
2 20
1 0
0 0

不安得点 1 2
0 18

認知的再評価得点 1 7
0 13

CCLT の下位要素である不安と認知的再評

価の得点が１点だった上位群と０点だった下

位群それぞれの平均点を表３，４に示す。

表３ 不安得点の平均点

上位群 下位群
平均 4.5 3.1

標準偏差 0.5 2.6

表４ 認知的再評価得点の平均点

上位群 下位群

平均 9.7 8.2
標準偏差 1.7 3.0

ベイズ推定の結果，不安得点の上位群の平均が

下位群の平均よりも大きくなる確率は 82.6％
であり，認知的再評価得点の上位群の平均が下

位群の平均よりも大きくなる確率は 87.3％で

あった。以上のことから，CCLT の得点と対象

者の反応や言動は同じ傾向を示していると判

断した。

本調査は，CCLT の妥当性を支える証拠の

つとなるだろう。しかし，本調査では対象者の

人数や学校種に限りがある。また，妥当性を支

える証拠を探ることは，永続的な作業であるた

め（村山，2012），CCLT の妥当性を高め，認

知的葛藤の評価方法を確立するにはさらなる

検討が必要となる。

引用文献

Lee, G., Kwon, J., Park, S.-S., Kim, J.-W., Kwon, H.-G., & 
Park, H.-K. (2003). Development of an instrument for 
measuring cognitive conflict in secondary-level science 
classes. Journal of Research in Science Teaching, 40(6), 
585–603.
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中核的理科教員を活用した理科教育推進 
～科学的リテラシー指標測定システムによるアプローチ～ 

 

小倉 康 

Yasushi OGURA 

埼玉大学 

【キ－ワード】 中核的理科教員，科学的リテラシー指標，授業改善，学習意欲，ICT活用 
 

１ 問題の背景と目的 

 本研究における「中核的理科教員」とは，「理

科授業や実験のアドバイス，理科授業研究会の

実施，自由研究指導などを通じて，校内や地域

の理科教育の推進に中心的な役割を担う教員」

である。小倉（2019, 2020b）は，理科指導に

苦手意識を持つ教員も含めて，多くの教員が学

年，学級に分かれて理科を指導している学校に

おいて，学校全体の児童生徒の理科に関する学

習意欲を向上するには，中核的理科教員が校内

で理科を教える他の教員と協調しながら理科

教育の改善を図ることが有効であり，理科学力

の向上にもつながり得ることを明らかにした。 

しかし，中核的理科教員が学校全体の児童生

徒の学習意欲を定期的に測定しデータを得る

ことは，時間的に極めて困難である。そこで本

研究は，インターネットに接続したタブレット

型パソコンを各児童生徒が使用可能となった

学校の ICT 環境を活用して，容易に短時間に全

校児童生徒の学習意欲を測定し自動集計する

ことが可能となるシステムを開発した。このシ

ステムを用いて，中核的理科教員が他の教員を

支援しながら，全校の理科授業の改善を図るこ

とが目的である。 

２ 科学的リテラシー指標測定システム 

 開発した「科学的リテラシー指標測定システ

ム」は以下の特徴を有する。 
(1) 全国の学校が無償で利用可能できる。 
(2) 学校と児童生徒を ID 番号のみで管理し，

個人情報を一切入力しないシステムであるた

め，プライバシーを侵害する恐れがない。 
(3) 児童生徒が自分のタブレットで QR コード

を使ってインターネットのサイトにアクセス

し，短時間に以下の 7 項目（小倉, 2020a）に回

答した直後に自動集計結果が参照可能になる。 
科学的リテラシー指標５項目 
①理科の授業の内容はよくわかる（自己効力感） 
②理科の勉強は好きだ（興味・関心） 
③理科の勉強は大切だ（重要性） 
④理科を勉強すれば，私のふだんの生活や社会に出て役立

つ（有用性） 
⑤私が将来はたらく職業は，理科に関係している（職業と

の関連性） 
主体性・協調性５項目 
⑥理科の授業では，自分のやるべきことを考えながら，進

んで学習に取り組むことができる（主体性） 
⑦理科の授業では，他の人と協力したり分担したりして学

習を進めることができる（協調性） 
(4) 学校は任意の質問項目を追加できる。 
(5) 各児童生徒，学級毎，学年毎に回答が集計

され過去からの変化を表示できる他，全員が

「当てはまる」を選択した状態にどれだけ近い

かの指標値（0～100 の数値）が出力される。 
(6) 先行研究から，指標値を高めることが理科

学力の向上につながることが予測される。 
３ 考 察 
本システムを利用することで，指標値が低い

学級や学習意欲の低い児童生徒が容易に特定

でき，担任が個の支援を充実させ，中核的理科

教員と相談しながらより効果的な理科授業へ

の改善を図りやすくなると考えられる。 
引用文献 
小倉康（2019）『科学教育研究』43(3), 253-265. 
小倉康（2020a）「中核的理科教員を活用した

地域理科教育のシステミックリフォーム」

『科学研究費補助金基盤研究(B)（課題番号

16H03052）研究成果報告書』埼玉大学. 
小倉康（2020b）『理科教育研究』61(2), 229-240. 
謝辞等 

本研究は，令和 3～6 年度科学研究費補助金

（課題番号 21H00917）を受領している。 
本発表の測定システムは，ホームページ

（http://kg.cst.saitama-u.ac.jp）で利用マニュアル

に記載の内容を理解の上で利用可能である。ま

た同サイトでは，地域を越えた中核的理科教員

の学び合いの場としての「理科モデル授業オン

ライン研修会」および平成 15～18 年度科学研

究費補助金基盤研究（B）課題番号 15200055
の成果である小中学校の計 89 時間の理科授業

動画についても，利用可能としている。 
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分子の極性の理解を深めるための教材開発と授業実践

○板橋克美

崇城大学総合教育センター

【キ－ワード】化学結合，分子の極性，概念調査，授業実践

１ 背景と目的

分子の極性について，「分子内の原子がよく

似た電気陰性度をもつ場合に，無極性分子を形

成する」，「分子の極性が原子間の電気陰性度

の差によってのみ決定される」，「結合間の極

性があるときに極性分子になる」などの正しい

概念とは異なる概念を，学習者が保持している

ことが報告されている．この誤概念の解消のた

めに，これまでに我々はアクティブラーニング

（AL）型授業を実践しており，今回は教材の改

良を行い，オンラインでの授業実践を行った．

その内容と授業の評価について報告する． 

２ 教材と授業実践

開発した教材を図 1 に示す．3 色の紙粘土を

用いて分子模型を作成し，その中に糸を通して

引っ張ることにより，極性を可視化できるよう

にした．ここで，白は水素原子，赤は酸素原子，

青は窒素原子，黒は炭素原子を表す． 
対象は本学の「基礎化学Ⅰ」を受講している

工学・情報系の 1 年生（数名の過年度生を含

む）111 名である．学生の高等学校の「化学・

化学基礎」の履修状況は様々で，「化学基礎」

を履修していない学生も含まれる．この授業ま

でに共有結合の基本的事項や分子の形につい

て学習している．授業はオンラインで行い，中

心的なテーマは概念調査の中にも含まれてい

る「CH3Cl と CCl4の極性について考える」を

課題としている．授業の流れは以下の通りであ

る． 
①電気陰性度の説明，②概念調査の実施 
③まず，H2O，NH3，CH4の極性について形を

基に考える 
④図 1 の教材を示し，「ひも付きの分子模型で

引っ張ったときの色付き原子の位置」と「分

子模型で色付き原子の位置」が何を表してい

るかを考えた上で，これらの位置がずれる／

ずれないことから，極性について考える 
⑤③と④の回答を示し，CH3Cl と CCl4の極性

について考える 
本来であれば，④において AL 型授業として討

論を実施する予定であったが，授業時間の関係

で実施できなかった． 

 
図 1. 通常の分子模型（上），開発したひも付

きの分子模型（下）． 
 
３ 授業の評価と結論

授業実践の効果を測定するために，授業 1 週

間後に 1 週間の期限を設けて②で行った概念

調査を再度，事後テストとして実施した．ここ

で，事前事後テストの伸びを表す Hake ゲイン

G = (事後テストの得点率) − (事前テストの得点率)
1 − (事前テストの得点率)

 

を定義する．全体のゲイン値は G = 0.02 となっ

た．問題ごとに見ても，一番大きな値は G = 0.06
となり，この授業によって学習者に大きな変容

が見られたとは言えない．しかし，ワークシー

トの回答には，④の段階で，形が不安定である

ことや共有電子対を引き合うことに着目でき

ている回答も多数あった．そのため，これらの

学習者の発言を中心とした討論が必要であっ

たと言える．また，学習者が自らの誤概念を認

識できるような課題の設定の工夫なども必要

である．

講演では，実施した概念調査の問題や，学生

のワークシートの内容，今後の課題について議

論する．

引用文献

板橋克美，寺田昂世（2020）『崇城大学紀要』

第 45 巻，21-27
Raymond. F. Peterson，et. al., (1989).  

JRST, 26, 4, 301-314 
R. Hake Am. J. Phys. 66, (1998) 64 
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出前化学実験の実験教材の改良のための検討 

化学マジック「瞬間消滅—魔法の綿」の演示 

 

○戸谷義明 

Yoshiaki TOYA 

愛知教育大学理科教育講座化学分野 

【キ－ワード】 出前化学実験，硝酸セルロース，硝化綿 
 

１ 背景と目的 

出前化学実験では「瞬間消滅—魔法の綿」の

演示題目で，手の平の上で硝酸セルロース（硝

化綿）の燃焼を体験する実験を行ってきた．そ

の際に体験者が熱いと感じるときがあり，その

場合，煙が出たり，燃え残りがあったりする傾

向があった．調製した硝酸セルロースの，反応

前後の質量から計算した窒素含有率は 12.8%
以上で強硝化綿に相当し，煙や燃え残りが発生

する理由は不明であった．そこで，調製の際の

温度などの条件を詳細にチェックするととも

に，硝化綿の条件や状態を変え，燃焼の早さ，

様子，煙や燃え残りの発生をスロー撮影するこ

とにより調査した．また，調製した硝化綿の溶

媒への溶解試験を行うことにした． 
２ 方 法 

使用した硝化綿は「化学マジック実験集」１）

に記述した方法で調製してきた．混酸の調製で

は，それぞれ 0-1 °C に冷却した 70%濃硝酸 200 
mL を，濃硫酸 400 mL をかくはんしたところ

に，6-7 分間掛け，ゆっくり加えていくことで

32 °C までの上昇に押さえることができた．こ

の混酸を 8 °C まで氷冷し，これに減圧乾燥し

た脱脂綿を，ふわふわにしながら少量ずつ，ガ

ラス棒で押し込みながら全て浸した．全ての綿

を入れた後の混酸の液温は 13 °C であり，この

操作での温度の上昇は少ないことが分かった．

近年，脱脂綿の量を従来の約 19 g（0.12 mol，
生成物の窒素含有率 13.3%）から約 29 g（0.18 
mol）に変更（混酸中の硝酸は 3.2 mol で，硝化

度 3 に必要な 0.53 mol に比べても大過剰）し

た．窒素含有率は 13.3%（硝化度 2.70），又は

13.5%（硝化度 2.76）で，従来の 13.3%と同等

の硝化綿が得られ，同様の燃焼を示した． 
燃焼試験は以下のように行った．条件の異な

る硝化綿を約 0.10 g に小分けし，線香の火，又

は熱したクリップを近付けて燃やした．硝化綿

については，調製後，そのまま乾燥したもの，

EtOH に浸して保存してから乾燥したもの，調

製後，そのまま乾燥し，EtOH/Et2O (1/2)２）で洗

浄して乾燥したものを使用し，よくほぐした，

そのまま，そのまま丸めた，ほぐしてから丸め

た状態について比較し，燃える速さ，燃焼の様

子，煙，及び燃え残りの有無について調査した． 
燃える速さ，燃焼の様子，及び煙の有無は

iPhone 11 Proを用いてスローモーション撮影を

行って確認した．撮影条件は 1080p 240 fps で，

30 fps で再生し，1/8 倍速になった．背景には黒

色発泡 PP シート（300 mm×450 mm×厚さ 3 
mm，3 枚連結）を置いた．燃え残りは 300 mm
×450 mm×厚さ 1 mm の白色低発泡 PVC 板

（以下，白い板）の上に残ったものを目視，写

真で撮り，又は EtOH を染みこませたキッチン

ペーパーで拭き取った汚れを観察した． 
３ 結果と考察 

硝化綿は調製後，EtOH に浸した，又は

EtOH/Et2O (1/2)で洗浄した場合に，煙や燃え残

りが明らかに少なかった．よくほぐした場合が

煙や燃え残りが最も少なく，穏やかに燃えた．

一方，丸めると，速く激しく燃えるようになり，

煙や燃え残りが多くなった． 
調製後の硝化綿約 1 g を EtOH/Et2O (1/2)で洗

浄した場合，3.73％，3.84％の減少が見られた．

Acetone２）にはよく溶け，僅かな濁りの不溶物

の質量は測定できなかった（mg 以下）． 

以上のことから，硝化綿の硝化度の低い部

分が EtOHや EtOH/Et2O (1/2)に溶け出し，硝化

度が高い部分が残ったため，煙や燃え残りが

少なくなったと推測された．手の平の上で燃

やすには，EtOH 中に保存したものを乾かし，

よくほぐして使うのが良いことが確認できた． 

引用文献 

１）⼾⾕ほか，“理科が役に立つことを実感で

きる化学マジック実験集”，愛知教育大学

出版会，2018． 
２）防衛庁規格 火薬用ニトロセルロース試験

方法． 

https://www.mod.go.jp/atla/nds/K/K4823.pdf 
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コップの中での動的な美 

界面活性剤化学教材 

 

○加治屋大介 

Daisuke KAJIYA 

足利大学共通教育センター 

【キ－ワード】 化学，実験，遠隔，STEAM，Demonstration 
 
１ 目 的 

 自宅で小学生が簡便にできる自由研究型テ

ーマとして，コップ中に水の球を作る実験が知

られている。 
水道水に食器用洗剤を加えてストローで水

溶液を持ち上げて落とせば，直径 5 mm 程の球

が水中に形成される。 
この球は，内側全体が空気ではなく，薄い空

気層でコーティングされた水の玉であること

が，食紅で色を付けると確認できる。ただし空

気単独で界面を保護するのは容易でなく，食器

用洗剤に含まれる界面活性剤分子(イオン)が
瞬時に自己組織的に水と空気の界面に入り込

み壁を形成し，数十秒間，球が割れずに漂う。 
数十秒という時間軸は，観察し，光干渉によ

る色移ろいを楽しみ，タイムプレッシャーの緊

張感まで得られる良い加減となる。 
２ 方 法 

水の球が，コップ内で生成～消滅する現象の

観察が，化学の教室・授業でデモンストレーシ

ョンされた。 

３ 結 果 

 磨いたガラス玉に似た光沢の水球がコップ

の中に生まれる。曲面での光の性質が反映さ

れ，1 mm 程の分厚い透明な膜に水球が覆われ

ているような不思議な球体が目の前に現れる。

食紅や野菜ジュースで色を付けると，水球が割

れた後の愉しみが増える。水中にドーナツ状の

リングが現れる。渦巻きが起きるからである。

水球の生成から消滅までの動的過程が，コッ

プ，水，食器用洗剤，ストローという，準備し

やすい材料で，子供達の目の前で観察される。 
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

全遠隔となった時も対応できる。大袈裟かもし

れないが，水球が宝石のような神秘的な光沢を

有し，驚きと感激の体験が，楽しい一時をもた

らす。界面活性剤の構造上，細胞膜など生物と

の繋がりも生まれ，界面活性剤の機能上，消毒・

手洗いのメカニズム理解推進に貢献する。  

 

 

図 野菜ジュースで色付けされた水球と， 

青色水球が割れた後に形成した輪  

 

 

４ 考 察 

新型コロナウイルス感染症への対応を目的

として今後も手洗い・消毒が大事である。泡

で汚れを落とす原理や殺菌効果への界面活性

剤の期待について，本実験を通じ，子供達が

意識する機会が増えるかもしれない。なぜな

ら観察される球膜構造が細胞膜と同じであ

り，親水基・新油基が界面形成の機能を発現

する様子を目の前で観察できるからである。

実際，ストローさえあれば水球作成には１分

もかからず，大学生向け単分子膜の学生実験

時に，細胞の巨大版だと即興で水球を作って

みせると，学生の興味が引かれていると著者

は実感している(Kajiya, 2021)。 
５ まとめ 

 本研究では，コップ内の水球生成が遠隔自宅

でも子供達に学習機会を与えるツールの一つ

であることが明らかになった。 
文献 

Kajiya, D. (2021). Formation of a Water Ball in a 
Water Bottle to Learn the Chemistry of 
Surfactants. Journal of Chemical Education, 98 
(5), 1712–1717. 
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フルカラー３Ｄプリンターによる分子模型の製作

〇菰田剣，大内毅，伊藤克治
Ken KOMODA, Takeshi OHUCHI, Katsuji ITO

福岡教育大学
【キーワード】3Dプリンター，フルカラー，分子模型，STEAM教育

１ 目的

 我々は既に，熱溶融造形法（FDM）タイプと光
造形法（SLA）タイプの 3D プリンターを用いて
有機分子模型を製作し，その加工精度について報

告している。１）この時に用いた 3Dプリンターは
単色であるが，近年，フルカラーの 3Dプリンタ
ーが市販されるようになり，今後はその利用が広

がっていくものと考えられる。そこで今回は，有

機分子模型をフルカラー3Dプリンターで製作し，
その加工精度を検証することを目的にした。

２ 方法

モデル分子は酢酸スチラリルを選択した。出力

に必要となるカラー3D データは，Web サイトの
NIH 3D Print Exchangeから酢酸スチラリルの STL
ファイルをダウンロードし，これに対して

Microsoftが無償提供している 3D Builderを用いて
色情報を付加したものを使用した。

フルカラー3Dプリンターは，XYZprinting社の
ダヴィンチColorを使用し，樹脂は直径 1.75mmの
PLA樹脂，設定は内部充填密度 10％，レイヤ高さ
0.3mmとした。この条件で，空間充填モデルと球
棒モデルの 2種類の分子模型の出力を行った。

３ 結果

（１）空間充填モデル

 模型の積層については，問題なく行うことがで

きた。一方，塗布については，同一のものを出力

したにもかかわらず個体差が生じた。図 1に示す
ように，色むらなく全体的によく色が塗布できた

ものもあれば，模型の裏側に色がほとんど塗布さ

れず色むらができてしまうこともあった。このほ

かに，赤色の部分に黄色が混ざってしまう場合も

あった。

（２）球棒モデル

 模型の積層については，空間充填モデルよりも

細かい部分の構造が多いにもかかわらず，問題な

く行うことができた。しかし，塗布については，

空間充填モデルと同様に個体差が生じた。図 2に
示すように，空間充填モデルへの塗布の際にはな

かった表側へも塗布ができていないということが

あった。また，1 つ１つの球と棒への塗布がうま
くいかず，ラフト（模型を支える土台）にインク

が撒かれる場合もあった。

４ 考察

 有機分子模型をフルカラー3D プリンターで出
力することができたが，上記の課題も見つかった。

個体差が出た原因として，模型の裏側にはインク

を浸透させながら塗布することになるため，表側

よりも難易度が高かったことが挙げられる。また、

CMY のインクを混ぜて発色する場合は，ノズル
の汚れなどが影響して色むらが生じたものと考え

られる。これらの結果を踏まえて，今後は，加工

条件の詳細な検討が必要である。

引用文献
１）大内毅，伊藤克治，“3D プリンターを用いた
教材作成における 最適加工条件の検討とその教
育的効果” 福岡教育大学紀要，第 68号，第 6分
冊，1-5（2019）

本研究の一部は，基盤研究(C) 18K02981（研究代
表者：伊藤克治）により行ったものである。

うまく塗布できた空間充填モデル（左） 
色むらが生じた空間充填モデル（右） 

図 1 

うまく塗布できた球棒モデル（左） 
色むらが生じた球棒モデル（右） 

図２ 
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高等学校化学におけるマレイン酸とフマル酸の 

物性や反応性に関する指導内容の検討(1) 

分子構造模型の活用 

 
◯中川徹夫 1 

Tetsuo NAKAGAWA 
1神戸女学院大学 

【キ－ワード】	 マレイン酸，フマル酸，コハク酸，シス-トランス異性体，分子構造模型 
 
１ はじめに 
	 マイレン酸とフマル酸は，互いにシス-トランス異性
体の関係にある（図 1）。 

	 	 	 	 	 	  
	 	 図 1	 マレイン酸（左）とフマル酸（右） 
 
	 両者の物性や反応性に関しては，カルボン酸として

の共通点に加え，種々の相違点もある（Weiss et al. 
1923，山本 2005）。しかし，高等学校化学の授業では，
これらに関して，実験・実習を実施せずに，教科書の

内容説明だけで済まされる場合が多い。 
	 本研究では，分子構造模型を用いた実習を導入し，

マレイン酸，フマル酸ならびに水素付加体のコハク酸

に関する物性や反応性に関する指導内容を検討した。 
 
２ 教 材 
	 有機化合物の分子構造，物性および反応を理解する

のに，分子構造模型は有用である。本研究では，丸善

出版株式会社の HGS分子構造模型の部品を使用した。 
	  
３ 指導内容 
(1) コハク酸の分子構造模型の組み立て 
	 分子構造模型より，C–C結合の回転と分子の極性の
有無を確認した。続いて，加熱による分子内脱水反応

の可能性を検討した。 
(2) マレイン酸の分子構造模型の組み立て 
	 分子構造模型より，C=C結合の非回転と分子の極性
の有無を確認した。つぎに，加熱による分子内脱水反

応の可能性を検討した。 
(3) フマル酸の分子構造模型の組み立て 
	 分子構造模型より，C=C結合の非回転と分子の極性
の有無を確認した。つぎに，加熱による分子内脱水反

応の可能性を検討した。 
 

４ 結果と考察 
(1) コハク酸の分子構造と分子内脱水反応 
	 弱い極性分子で，分子内脱水反応による無水コハク

酸（図 2）の生成が確認できた。 
(2) マレイン酸の分子構造と分子内脱水反応 
	 極性分子で，分子内脱水反応による無水マレイン酸

（図 2）の生成が確認できた。 
(3) フマル酸の分子構造と分子内脱水反応 
	 無極性分子で，カルボキシ基の位置が離れているた

め，分子内脱水反応は進行しないことが確認できた。 
(4)  分子の極性と水に対する溶解度 
	 分子の極性は，マレイン酸＞コハク酸＞フマル酸で

あることが確認できた。25°Cにおける水に対するマレ
イン酸，コハク酸，フマル酸の溶解度は，それぞれ 78.8 
g/100 g 水（Weiss et al. 1923），8.35 g/100 g 水（Rumble 
2019），0.70 g/100 g 水（Weiss et al. 1923）であり，こ
れにもよく対応している。 

     	    

図 2	 無水コハク酸（左）と無水マレイン酸（右） 
 
５ おわりに 
	 コハク酸，マレイン酸およびフマル酸の分子構造模

型より，分子の極性と水に対する溶解度の関係や加熱

に伴う分子内脱水反応の進行の有無が確認できた。 
 
引用文献 
J. Rumble ed. (2019) “CRC Handbook of Chemistry and 

Physics,” 100th ed., CRC Press, Boca Raton. 
山本進一 (2005)「マレイン酸とフマル酸」『化学と教
育』第 53巻，第 4号，208-211. 

J. M. Weiss and C. R. Downs (1923) “The Physical 
Properties of Maleic, Fumaric and Malic Acids,” Journal 
of American Chemical Society, Vol. 45, No. 4, 1003-1008.  
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大根中の電解質量の測定と電池の電解質としての活用  

               Systems thinkingによる教材開発  

 

○喜多雅一 

Masakazu Kita 

                           岡山大学  

【キ－ワード】 KCl，電気伝導度，植物，systems thinking  
 
１ 目 的 

 植物にとってカリウムイオンは必須元素で，

あらゆる部位に存在する。大根の主な電解質は

KCl と見なせ，電気伝導度を測定することによ

り，含有するカリウム量を求めることができ

る。様々な金属を大根に一定間隔で差し込み，

大根電池が作成できる。中学や高校でのイオン

化傾向や電気化学の学習に活用できる。エネル

ギー教育として，この活動を関連させることを

試みた。ここで責任ある研究イノベーション

（RRI）（喜多，2020）や化学におけるシステ

ム思考（喜多，2020）を取り入れた。 

２ 方 法 

（１） 大根中の KCl 量を実験的に求める活

動を含む教材開発（中学・高校向け）:KCl 水

溶液(濃度 0,50, 100, 150, 200, 250, 300ppm)の電

気伝導度を測定し，検量線を Excel で作成し，

大根おろしの水溶液の電気伝導度を測定し，大

根中の電解質を全て KCl と見なして，含有量

を推定する。 

（２）大根を電解質保持体として，電池教材の

検討:大根に金属板を距離 1 cm 空けて差し込

み，種々の組み合わせ(Cu, Zn),(Cu, Al),(Cu, 

Ni),(Cu, Mg),(Cu, Fe)で，起電力を測定する。 

（３）活動（１）（２）の前後でプレテストポ

ストテストを行う。 

（４）（１）〜（３）を 2021 年 6 月 17 日 2コ

マの授業として SSH の高校 1 年生 39 名を対象

に実施した。 

３ 結 果 

 活動（１）の標準液の電気伝導度測定から Excel
を使って検量線を作成できた。これを使って大根中

の電解質量を KClとして求めることができた。つぎ

に活動（２）の大根の根茎に金属板をさして，起電

力を測定したり電子オルゴールが鳴ることを調べ

た。このとき，大根は生物分解性で環境に優しいが，

金属板を得るために精錬にどれだけエネルギーは

必要か､また起電力を決定する電極電位を決定する

要素についても考えさせることができた。この結

果，燃料電池は環境負荷の小さなクリーンエネルギ

ーかの質問について，プレテスト（Pre）で 29/39が
肯定で，5/39が否定，ポストテスト（Post）では 23/39
が肯定，15/39 が否定に変化した。大根は電気を流

すかについて，Preで 21/39が流すと答え，Postでは

31/39 が流すと答えた。起電力が金属の金属結合の

違いによるかの質問について，Preではそう思うが，

15/39が，Postでは 28/39に変わった。大根を使った

野菜電池は環境負荷が小さいかという質問につい

ては，Preでは 31/39がそうだと答え，Postでは 18/31
に替わり，はっきり違うと答えたのが 20/39に増え

た。 

４ 考 察 

植物中にはカリウムイオンが多量に含まれてい

て，植物体の成長や気孔の開閉などに重要な役割を

果たす。電気伝導度が主にこれに由来するとして電

気伝導度の測定からカリウム量を推定するために

検量線を活用した。植物のシステムと電解質水溶液

の性質を結びつけ，また電極を固定できる電解質溶

液として大根を使った野菜電池の起電力を測定す

ることで，電池の仕組みや起電力を生じる要因をミ

クロ-マクロ(化学結合エネルギー，正確には自由エ

ネルギー)で捉える探究活動となっている。また，電

池を構成する物質をどのように調達するかという

環境負荷に関する考察を加えることにより，実生活

との関連や環境負荷に関する視点を持たせること

ができる。  

 本研究の一部は，日本学術振興会科学研究費

補助金（課題番号 JP21K02950）の助成を受け

て行われたものである。 

引用文献 

(1) 喜多雅一（2020）「システム思考systems th
inkingを取り入れた化学教育の取り組みの動
向調査」『日本科学教育学会研究会研究報告』
34巻9号pp.15-18 

(2) 喜多雅一(2020)「責任ある研究・イノベーシ
ョン(RRI)枠組みにおける科学教育」『日本科
学教育学会年会論文集』44巻pp.373-376 
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有機物の酸化分解を素材とした化学実験教材の開発

○高場勇気，網本貴一

Yuki TAKABA, Kiichi AMIMOTO 

広島大学大学院人間社会科学研究科 

【キ－ワード】 化学教育，実験教材，水質汚染，酸化分解 

１ 研究の背景と目的 

理科教育の目標の１つに，科学が取り組むべ

き課題の解決を担う人材の育成があげられる。

高等学校化学では，現代社会が抱える課題と関

連が深く，その解決の手立てを与える科学的内

容が取り扱われている。そのような課題に対し

て化学の学びを通じて生徒に考えさせる機会

を与えることが期待されている。

そのための素材として，本研究では水質汚染

問題と有機物の酸化分解に着目した。産業活動

によって排出される廃水には，生物による分解

が困難な，難分解性有機物が含まれている。こ

れらの物質を分解する廃水処理技術の１つに，

ヒドロキシラジカル（HO･）を用いた酸化分解

がある。HO･は高い酸化力をもち，多くの有機

物を迅速に酸化分解する（図 1）。また，自身は

最終的に水や酸素に変化することから，環境負

荷が小さいクリーンな酸化剤と言える。

そこで本研究では，HO･による有機物分解を

生徒実験として実施できる条件の検討を行う

とともに，高等学校化学における酸化・還元な

どの単元と関連させながら，水質汚染に関する

課題解決を生徒に考える契機となる化学実験

教材の開発を目指した。

図 1 HO･による有機物分解のモデル 
２ 方法 

HO･を生成するための手法のうち，フェント

ン反応に着目した。フェントン反応とは鉄（Ⅱ）

イオンと過酸化水素を反応物とした反応であ

り，次の反応式(ⅰ)，(ⅱ)で表される。

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH− + HO• (ⅰ) 
Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + H+ + HOO• (ⅱ) 

本研究では酸化分解させる有機物として，エチ

レンジアミン四酢酸（EDTA）を選択した。フ

ェントン反応の条件下で，温度，pH，濃度比の

３つの条件を変えながら反応させ，EDTA の分

解に伴う二酸化炭素の発生の様子を追跡した。

生成した二酸化炭素の定量は，網本ら（2014）
の報告に従って行った。

３ 結果と考察 

60±3˚C，pH = 3，濃度比[Fe2+] : [EDTA] = 1:0.5
の水溶液に過酸化水素を加えると，添加後すぐ

に水溶液の色が鉄（Ⅲ）イオンの生成を示す黄

褐色溶液に変化すると同時に，気泡が発生し始

めた。この気泡を水上置換法で試験管に捕集し

て石灰水試験を行うと溶液が白濁したことか

ら，EDTA が HO･によって二酸化炭素まで分解

されていることがわかった。K. Pirkanniemi ら
（2007）は 60˚C，pH = 3， [Fe2+] : [EDTA] = 2:1
（[Fe2+] = 0.26 mmol/L）の条件で反応開始後 3
分以内に EDTA の 90%以上が分解されること

を報告しており，この結果は妥当と言える。

続いて濃度比のみを[Fe2+] : [EDTA] = 1:1.5 と

して実験を行ったところ，二酸化炭素による気

泡はほとんど見られなかった。この理由とし

て，鉄イオンが EDTA と錯体を形成したため，

式(ⅰ)の反応が進行しなかったことが考えられ

る。また，20±3˚C や pH > 4 などの条件でも二

酸化炭素の発生量が減少することがわかった。 
４ まとめと今後の展望 

EDTA と鉄イオンおよび過酸化水素の組み

合わせによる二酸化炭素の迅速な発生は印象

的であり，有機物の酸化分解を導入する上で

優れた素材である。また，反応条件の変更で

酸化分解の反応速度が大きく変化し，そのこ

とを定性・定量の両面から捉えることができ

るので，その結果を生徒に考察させる探究活

動として有望でもある。フェントン反応は光

や超音波などによって促進されることが知ら

れていることから，より理想的な有機物の分

解条件を生徒に探究させる実験教材へとさら

に発展させることを予定している。

引用文献 

網本貴一ほか（2014）「二酸化炭素の定量を元

に化学反応や材料を探究させる科学実験」

『日本科学教育学会年会論文集 38』，351-
352． 

Pirkanniemi, K. et al. (2007). Degradation of EDTA 
and novel complexing agents in pulp and paper 
mill process and waste waters by Fenton’s 
reagent. J. Hazard. Mater., 147, 556-561. 
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科学における未分科的思考の最適化 その１ 

足元の植物についての探究活動を通して 
 

◯河野広和，梅田翼，大澤俊介，髙橋麻里奈，堀井孝彦，藤田留三丸 

Hirokazu KAWANO, Tsubasa UMEDA, Shunsuke OSAWA, Marina Takahashi, Takahiko HORI, Rumimaru FUJITA  

東京学芸大学附属世田谷小学校 

【キーワード】未分科，見方・考え方，探究学習，総合的な学習の時間，PCK(pedagogical content knowledge)  

 

１ 目 的 

 現行の学習指導要領解説の総則編では、授業
改善実施の留意点の１つとして、（児童生徒が）
「学習や人生において「見方・考え方」を自在
に働かせること」を挙げている。 

 小学校理科においても、領域固有の見方・考
え方を授業で働かせながら資質・能力を身につ
けさせるための授業研究が盛んに行われてい
る。しかし、それは理科の学習活動内で行われ
ている認知活動である。 

 学習者が生活の中で接する事物・現象は、本
来は未分科の状態である。見方・考え方を働か
せて、事物・現象を分科し理解しようとする思
考や分科させて理解した事物・現象を他の枠組
みで認識し直そうとする思考を「未分科的思
考」として、これが理科教育に資する可能性を
探ることを本研究の目的とする。 

 

２ 方 法 

（１）未分科状態の学習機会の確保 

 本校では、文部科学省研究開発学校（R1 年度
から R4 年度）として学年・学級集団にとらわ
れない探究活動の時間としてラボラトリーの
学習時間を設けている。本年度は、年間８０コ
マ（１コマは 45分間）の授業時数である。 

ラボラトリーの開設にあたり、「足元の植物
ラボ」という名称にし、「⾜元の⽣物がわかる
と、利⽤できたり、愛でたりでき、散歩が楽し
くなるかもしれない。」と説明を加えた。ラボ
の説明会を経て、所属した人数を表１に載せ
る。 

表１ 「足元の植物」ラボの構成人数 

 4 年生 5年生 6年生 

男 ５ １ ２ 
女 ５ ３ ２ 

 

（２）分析の視点 

 「足元の植物」というテーマで集まった学習
者の学習過程を追い、未分科状態であったテー
マがどのように分科していくのか、また、各自

がテーマを探究することで「植物」に対する認
識はどのように変化するか分析する。 

 

３ 結 果 

 執筆時点の 7/14 では、１６コマの授業時数
を用いて探究を行っている。 

 探究テーマは個別に設定して行う予定であ
ったが、学年性別で集団が発生しグループで探
求を行っていることが多い。 

 これまでの主な探究テーマを表２に載せる。 

 

表２ これまでの主な探究テーマ 

  テーマ 

①  4 年 A 
身近な植物を用いた虫除
けの作成 

②  4 年 B 
ラミネートした葉を用い
た校内植物図鑑の作成 

③  4 年 C 
イネ科の雑草を用いた麦
茶の作成 

④  5 年男子 
校内の花の押し花コレク
ション 

⑤  5 年女子 
身近な植物を用いた虫除
けの作成 

⑥  6 年男子 A 
校内にある植物の図鑑作
り 

⑦  6 年男子 B 
四つ葉のクローバの人為
的発生とその葉脈標本作
り 

⑧  6 年女子 
UV レジンを用いたアジサ
イ（がく片）のアクセサリ
ー制作 

 

４ 考 察 

表２のテーマにおける活動の中には、学習
指導要領に関わるものも少なくない。学習者
が主体的に設定したテーマを探究する中で必
要性を感じて教科学習に臨むことは領域固有
の見方・考え方の習得を自覚化させ、その自
在な発揮につながる可能性をあると考えた。
その評価については今後検討する。また、未
分科的思考を活かした理科教育における PCK
の作成も検討する予定である。
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科学における未分科的思考の最適化 その２ 

「自然に親しむ」子どもを育む環境整備の工夫 
 

○梅田翼，大澤俊介，河野広和，髙橋麻里奈，堀井孝彦，藤田留三丸 

Tsubasa UMEDA, Shunsuke OHSAWA, Hirokazu KAWANO, Marina TAKAHASHI, 

Takahiko HORII, Rumimaru FUJITA 

                      東京学芸大学附属世田谷小学校 

【キ－ワード】 未分科，学習環境，アフォーダンス，1人1台端末  
 

１ 目 的 

小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説

理科編に示される理科の目標は「自然に親し

み」の文言から始まる。そして、理科の学習は

児童が自然に親しむことから始まるとされて

いる。 
しかし、学校内部に目を向けてみると、学級

園が教室から遠く使われていなかったり、教師

の好みや得手不得手によって教室での生き物

の飼育が制限されていたりすることがある。 
そこで、本研究では、「学校全体に自然や科

学に関わる事象を日常的に偏在させておく」と

いった本校の過去の研究を土台とし、学級担任

が教室を中心に学習環境を整えることで、「自

然に親しむ」子どもたちの姿を引き出すことを

目的とした。 
 

２ 方 法 

 子どもたちが日常生活の中で接している事

物・現象は、見方・考え方を働かせることを通

して個々の中で分科され、理解されていく。そ

して、理解されたことを基に、再度、日常生活

の中の事物・現象を捉え直すことで子どもたち

の認識は広がり、深まっていくと考える。 

 そこで、本実践では多様な動植物の飼育・栽

培を、子どもたちの生活の中心となっている教

室で行うこととした。 

（１） 対象 

小学校第５学年の児童３３名 

（男子１７名女子１６名） 

（２） 分析 

子どもたちの飼育・栽培を行っている動植物

への接し方がどのように変化するか、動植物に

対する意識がどのように変化しているかを分

析する。 

 

３ 結 果 

（１） メダカの飼育 

 学級で最も早い段階から飼育されていた。理科の

「動物の誕生」の学習に向けた準備の一環で担任が

用意したものである。この水槽の一つの特徴として

グリーンウォーターで飼育していたことがあげら

れる。この事については、子どもたちは「水が汚い。」

「水換えはしないの？」等と反応を示していたの

で、メダカにとってのメリットを伝えた。 
（２） ニホントカゲとカナヘビの飼育 
 当初、水槽に土を入れただけの環境で飼育を行っ

ていたが、メダカのグリーンウォーターの話を聞き

に来た児童などを中心に、生き物にあった環境を水

槽の中に作り出そうとする動きが生まれた。具体的

には書籍でトカゲやカナヘビの飼い方を調べるだ

けではなく、You Tube などで飼育環境を作る動画な

どを参考にして、自分たちが飼育するものに必要な

環境を作り出すのに必要なものを用意し、準備を行

った。日照時間などの管理においては、プログラミ

ングによる照明の点灯時間の管理などを行った。 
 飼育環境が整った後には、飼育したいとニホント

カゲやカナヘビを持ってく児童が複数出てきた。他

にも、他の学級の児童が飼育している生き物を見に

来ることが増え、その児童に対して自分たちの飼育

環境を紹介したり、飼育している生き物を紹介した

りする児童が出てきた。また、カナヘビの産卵が行

われ、卵の孵化に必要な環境などを調べ整える姿も

見られた。 
 

４ 考 察 

学級において様々な動植物を飼育・栽培す

ることは、子どもたちがその生物とよりよく

関わろうとする姿を引き出していると考えら

れる。また、その経験をもとに、その他の生

物ともより良く関わろうとする姿をも引き出

すことができていると考えられる。 
また、子どもたちが整えた環境により、複

数の動物が学級内で誕生しており、「動物の

誕生」に関わる学びに主体的に取り組む姿を

引き出すことにつながったと考えられる。 
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科学における未分科的思考の最適化 その３ 

物質の三態と温度の関係性の実験を通して 
 

○髙橋 麻里奈，梅田 翼，大澤 俊介，河野 広和，堀井 孝彦，藤田 留三丸 

Marina TAKAHASHI,Tsubasa UMEDA,Shunsuke OSAWA,Hirokazu KAWANO,Takahiko HORII,Rumimaru FUJITA 

東京学芸大学附属世田谷小学校 

【キ－ワード】 小学校理科，学習指導論，教科間の関連性，授業実践，国際理解  

 

１ 目 的 

 現行学習指導要領によれば，「社会に開かれ

た教育課程」の構築が目指されている（文部科

学省，2017）．しかし，現状の教科学習におい

ては，対象とする内容や方法が，学校の枠組み

に「閉じられている」ことが大半であり，教科

学習で学ばれた内容を，実生活や社会における

問題発見や問題解決に引き寄せたり，活用した

りする経験が少ない．ゆえに，そうした資質・

能力を育むことができていないと言わざるを

得ないのではないだろうか.ところで，理科で

取り扱う内容は電気や水,生物，地層など身の

回りにある事物・現象を題材にしている．これ

らの事物・現象は学校や地域、国を超えてあら

ゆるところに存在しうるものであり,このよう

に考えると，そもそも理科教育で扱う内容は社

会に開かれやすいものであるということがで

きるのではないだろうか．そこで，本研究では，

かかる問題関心に基づき，「社会に開かれた」

理科単元学習の創造を目的とすることとした． 
 
２ 方 法 

本研究では，この目的に迫るために，世界に

目を向け，水不足の問題を科学的な見方・考え

方を活用することによって解決することがで

きるかどうかについて考えることを単元の重

点とした．つまり，いわゆる「学習問題」を一

般的な理科教育のそれに留めるのではなく，国

際的な問題をそのまま対象とすることにした

のである．本研究では，このような科学的な見

方・考え方と，実生活や社会を往還する思考を

「未分科的思考」と呼ぶこととする．以上のこ

とを踏まえ，本研究では，第４学年「すがたを

変える水」を対象に，以下の３点を盛り込んだ

単元計画を構想し，授業実践を行った．  

１）世界各地で発生している水不足問題につい

て【現状の把握・問題発見】 

２）泥水から水を取り出す実験方法について 

【科学的な見方・考え方の拡張】 

３）２）を基に，１）の解決を図りうるかどう

かについて【問題解決方法の吟味】 

なお，全体の展開については，紙幅の都合上，

当日口頭にて報告をすることとする．  

 

３ 結果・考察 

 世界各地の水不足の現状の把握により，児童

の中によりよい社会を目指すために何ができ

るのか，という新たな問題が生まれた．この問

題を解決するために，既存の知識や経験を生か

して濾過や沈殿の実験を行ったが，芳しい結果

は得られなかった．そこで，水は熱すると水蒸

気となり，これを冷やすと再度液体の状態にな

ることや，泥水に含まれている土は，水の沸点

では気化しないという学習内容を生かして，蒸

留に類するメカニズムを児童自らが考案した．  
 このように，児童は科学的な見方・考え方と，

社会的な問題の発見・解決とをつなげていた．

その結果，問題の解決方法を考えることを通

し，学習内容を手がかりとしながら，児童自ら

が蒸留に関する知識創出を行ったのである．ま

た，科学的な見方・考え方を働かせて社会に目

を向けることによって，実生活では気が付かな

い事象や問題に気がつくとともに，教科学習と

社会とが往還していることを実感することが

できていた．さらに，本単元での学習をきっか

けに，科学のもつ可能性に気が付き，自然災害

時の対策や食料問題などといった，水不足以外

の社会的な問題の解決に科学が役立つのでは

ないかと考える児童の姿が見られた． 
 

４ まとめ 

本研究の結果より，「社会に開かれた」理

科学習の単元学習とその展開の一端を示すこ

とができたと考えられる．この成果を手掛か

りにさらなる単元の開発を目指していく． 
 

引用文献 

文部科学省（2017） 「小学校学習指導要領」 
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科学における未分科的思考の最適化（その４）

「命とこころ」の 活動を通して

○堀井孝彦，梅田 翼，大澤俊介，河野広和，髙橋麻里奈，藤田留三丸

東京学芸大学附属世田谷小学校

【キ－ワード】 科学教育，課題研究，科学的思考，学習環境，生命尊重

１ 目 的
東京学芸大学附属世田谷小学校（以下，本校

とする）理科部では，日常生活と問題解決学習
との往還を通した学びを大切にし，児童のほか
学級担任や理科専科等の教員も含んだ集団に
おける，科学文化の構築を目指してきた 。と
いうのは，子どもの学びの枠組みは，既存教科・
領域等には未分科 であることが，長年に亘る
本校の実践により示されてきたからである 。
その半面，たとえ理科や科学と銘打ってあって
も，子どもの思考とずれており，科学的な思考
へと至らない校内外の実践も少なくない。本校
では，新しい教育課程開発 の一環として，
Laboratory の時間を設けて，研究室毎に１つ，
もしくは，複数のテーマで課題研究が行われて
いる。そこで，そもそも未分科である
Lavoratory 活動で，やや抽象的な「命」と「心」
に焦点を絞り，命や心に関して，多面的に探究
していくための方略として科学的な手法を用
いることにより，児童がその過程で思考を最適
化できるような実践を目指す。

２ 方 法
今年度第 1 学期の Laboratory の時間は，6 月

4 日から開始され，その後第 5・6 校時に 6 回
設定されたほか，午前授業日の 7 月 14 日は，
Laboratory Day として第 1 校時から第 4 校時
までの時間が設定された。

所属は，第 5 学年女子児童 1 名と第 6 学年
女子児童 2 名のみで非常に少人数のチームで
ある。3 名の児童は，いずれも筆者が理科授業
を担当している学級の児童である。活動場所は
第 2 理科室である。本校の第 1・第 2 理科室は
いずれも特別教室棟の 1 階にあるので，その裏
にある中庭にはすぐに出ることができる。中庭
には鳥小屋があり，チャボを飼っている。命に
ついて調べたり考えたりするのであれば，材は
豊富にある。

「命とこころのラボ」といった大テーマは，
筆者による設定だが，「子どもとともにつくる
○○」 を長年実践してきた本校の伝統を継承
し，あえて筆者の側から活動内容や方法を提示
することなく，最初の時間は児童同士，筆者と
児童との交流を目的として，命に関する話題で
徹底的に話し合うことにした。その中で，児童
は，「中庭のチャボを見てみたい」という願い
が出てきて，チャボをメインの材として，追究
していく方向へと話が進んでいった。

３ 結 果
「命とこころのラボ」は，まだ発展途上段階

にある。現段階において次のことが分かった。

「命とこころのラボ」というやや抽象的な
テーマであるものの，中庭，チャボという材
と隣接しているため，その環境が児童の思考
を具体化するのに役立っていること。
児童が活動期間中にひよこが孵化し，梅雨

の悪条件を乗り越えて若鶏にまで成長する
姿を見続けたこと，孵化に至らなかった卵の
状況を詳しく調べたこと，皆で名前を付けた
老鶏が死亡したこと等があり，児童が切実感
を持って命について考えられたこと。
体毛色から見て，また，孵化・飼育に関わ
った教員へのインタビューを通して，児童が
本校で飼育しているチャボの家系図を，数回
にわたり修正しながら作成し，生命の連続性
や遺伝等に興味・関心を持ったこと。
児童が雌雄の交尾状況を観察したり，卵殻

の色や形状から，産卵した雌鳥を検討したり
するとともに，これらの卵に番号をつけて，
有精卵か無精卵か検卵を行い，その後の状況
を調査する準備をしていたこと。
孵化に至らなかった卵の状況を調べたこと
から，児童が卵に含まれている養分が何かと
いう興味・関心をもち，実験・観察を通して，
卵白，卵黄，牛乳，豆にはどんな養分が含ま
れているのか知ることができたこと。

４．現段階のまとめ
1 学期末において，上記のように児童の思考

は高まりつつあるものの，思考として，また，
その結果としての知識は，十分に体系化された
ものにはなっていない。

今後の展望として，これらについて，思考と
思考，思考と知識，知識と知識が相互に体系化
し，そして，最適化できるように，Laboratory
の時間の実践を継続していく。現段階での筆者
の方略はまだ十分ではないので，1 学期の児童
の実態を踏まえて検討し，次回の Laboratoryの
時間を迎えたいと考えている。

【註】
１）例えば，自分の学びに自信がもてる子ども（2018，東京
学芸大学附属世田谷小学校 など

２）そもそも子どもの内面では教科・領域が分かれていない
という意味で，本研究においては，「未分化」ではなく，
「未分科」という言葉を用いる。

３）例えば，個のよさが生きる学校（1995，東京学芸大学
附属世田谷小学校）など

４）令和元年度～4 年度文部科学省研究開発学校，「未来社会
を創造的に生きる「学びをデザインする子」を育成する，
個に基づく「じぶん de ラボ」と，教科・学年を超えた協
働的探究の「みんな de ラボ」の双方で駆動する教育課程
及び学習環境デザインの研究開発」

５）例えば，個のよさが生きる学校（1996，東京学芸大学
附属世田谷小学校）など
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科学における未分科的思考の最適化 その５ 

未分科状態における教科の認識 

 

○大澤 俊介，梅田翼，河野 広和，高橋 麻里奈，堀井 孝彦，藤田 留三丸 
Shunsuke OSAWA, Tsubasa UMEDA，Hirokazu KAWANO，Marina TAKAHASHI，Takahiko HORI，Rumimaru FUJITA 

                      東京学芸大学附属世田谷小学校  

【キ－ワード】 未分科，見方・考え方，カリキュラムマネジメント 
 
１ 目 的 

 A が A であることは B という存在があって

初めて認識できる。それと同様に理科固有の見

方・考え方を認識するには、理科以外が同時に

存在していなければならない。 
世界は本来各教科の視点で分かれて存在し

ていない（未分科）。認識するにはその未分科

の事物・現象を自らある枠組みで分科する行為

が必要となるとともに、どのような枠組みで捉

えればよいかという試行錯誤も同時に行われ

る。それは指導要領解説の総則に記載されてい

る学習や人生において「見方・考え方』を自在

に働かせることであろう。 
しかし、小学校における授業はあらかじめ教

科名が表されており、提示された事物・現象は

その他の可能性を捨象した状態で自動に認識

される。それでは「自在に働かせる」ことので

きる人間性は育たないのではないだろうか、そ

こで、出会った事物・現象を児童が自ら分科し

ようという行為を伴った学びを行うことで「自

在に働かせる」ことのできる人間性を育むこと

を本研究の目的とした。 
２ 方 法 

（１）未分科状態での対象との出会い 

 本校における低学年の学習は全て「低学年総

合」の中で行われる。児童に触れさせたい内容

は持ちつつも、全ては児童の発見や願いから始

まる。そのため全ての時間割には教科名は存在

しない。３年生になって初めて「教科」という

言葉が学校の中で扱われる。しかし、教科書は

配布されていることから、児童には「どのよう

な分野がどの教科の学びなのか」という認識は

ある。そこで、学習を始める際に教科名は示さ

ず「この学びはどの教科の学びにあたるのか」

ということを児童が学習内容から考える活動

を全ての学習に取り入れることとした。本稿で

は「重さ」の事例を取り上げる。 

（２）分析の視点 

 「重さ」の学習は算数と理科の両方の側面をもっ

ている。学習を始めた段階でどちらかの視点による

ことを避けるため「お茶会を開くために粒状チョコ

レート、お茶、ポテトチップスを分ける」という学

習を展開した。分けるために割り算を使うという

面、量を「重さ」という単位で捉える面については

算数的であり、形や大きさが違う（中には割れてい

るものもある）ポテトチップスの量が等しいのかと

いう質量保存の面では理科的であるからだ。算数や

理科といった視点を示さずに学習を行うことで児

童がどのように事象を捉えるのか、教科に対してど

のような認識が生まれるのかを分析する。 

３ 結 果 

 ポテトチップスを「重さ」という単位で捉えよう

とする行為に関しては、全ての児童がこの学習は算

数であると認識していた。 
 形の違うポテトチップスの量が等しいのか

という点が話題になった際に「実験してみよ

う」という言葉があがった。その際に、実験と

いう言葉から「理科みたい」という言葉があっ

たが、児童の中では算数の学習の延長という認

識をもつ子ども、「算数ではない気がするけれ

どまあいいか」というどの教科の学びであるか

決定しない姿が見られた。 
 

４ 考 察 

児童が「重さ」という単位について算数的と考え

たのは「長さ」や「かさ」などの量を測る単位を扱

ってきたのが算数であったからだと考えられる。そ

の後の質量保存の分野について「算数ではなさそう

だ」と感じつつも「理科」であると捉えられなかっ

たのは「理科」という学習が始まって間もないから

であると考えられる。しかし、こちらが「理科」と

示さずとも「算数ではない」と認識していたことは

児童の中に、概念の枠組みがあることを示唆してい

る。このような経験を重ねていくうちに「理科」と

いう認識及び見方・考え方はどのように認知され形

成されていくのか。また、このように未分科の状態

での判断を重ねることがどのような影響を及ぼす

のか。今後も事例を重ね検証していく。 
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中学校理科におけるカリキュラム・マネジメントの実態

－教員を対象とした質問紙調査から－

○吾妻喬司 1，藤井浩樹 2

岡山県赤磐市立吉井中学校， 岡山大学大学院教育学研究科

【キ－ワード】 教育課程，カリキュラム・マネジメント，単元，質問紙調査

１ 目的

平成 年に告示された学習指導要領では，カ

リキュラム・マネジメントの実現が求められ，全

教職員でそれに取り組む重要性が記されている。

田中ら は授業評価とカリキュラム評価には

隙間があり，単元評価がその隙間が埋めると述べ

ている。このことを踏まえるとカリキュラム・マ

ネジメントにおいては，教科書の単元構成を評

価・検討し，教員の創意工夫を生かして単元をデ

ザインすることが重要である。しかし，現実には

様々な難しさがあるという声が聞かれる。その実

態を探るため中学校の全教科の教員を対象とした

質問紙調査を行い，理科教員の実態の特徴を明ら

かにした。

２ 方法

（１）調査の項目と実施時期

調査の項目は教員のキャリアに関する設問

問 とカリキュラム・マネジメントで重要な単元

構成の変更や工夫に関する設問 問 から成り，

前者の設問は，性別，教科，年齢，勤務年数，研

究授業の経験などであった。後者の設問は，①教

科書の単元構成に沿った授業の実施，②単元構成

を変更した理由，③単元構成を変更する頻度，④

単元構成を変更して良かった点，⑤単元構成を変

更して困った点，⑥単元構成の変更や工夫の必要

性であった。実施時期は 年 ～ 月であっ

た。

（２）分析方法

岡山県 市の中学校教員 人中 人（回収

率 ％）から回答を得た。そのうち理科教員は

人であった。小規模調査のため単純集計を

し，理科とそれ以外の教科で結果を比較した。

３ 結果および考察

選択肢の結果を表 に示す。これと自由記述を

総合すると，単元構成の変更や工夫の必要性を全

ての理科教員が肯定している一方で，変更の頻度

が他教科に比べて低く，特に変更しないと回答し

た割合が非常に高い。これは「単元構成を変更し

て授業準備の負担が増えて困った」という回答に

見られるように，中学校理科では学習すべき概念

や知識が多く，実験も多岐に渡り準備も大変であ

ることが原因であると考えられる。寺沢・町

が指摘しているように，単元配列を変える

ことに対する抵抗感があることが示唆される。

さらに言うと，「単元構成を変更した理由は教

材の調整のため」「単元構成を変更して良かった

点は教材を適切に使うことができた」との指摘か

ら，理科教員は教科書の単元構成に信頼を置き，

単元配列の変更ではなく，単元配列に基づいた教

材を中心とした内容の工夫に主眼を置いているこ

とがうかがえる。それゆえ，地域や生徒の実態に

合わせるというカリキュラム・マネジメントの基

本理念が抜け落ちる問題があるように思われる。

肯定 やや肯定 やや否定 否定

生徒の実態 公開授業 教材調整 カリキュラム調整

変更しない ごくわずか 4分の1程度 半分以上

生徒の実態 生徒が熱心に取組 教材を適切に使用 やりがい

授業準備の負担増 授業進度の変更

肯定 やや肯定 やや否定 否定
⑥必要性

表1　　カリキュラム・マネジメントで重要な単元の変更や工夫に関する回答

理科教員｜他教科の教員｜差(％)

差が大きい項目ほど色濃く表示
(②④⑤は差が顕著なものを抜粋)

①教科書の単元

②変更の理由

③変更の頻度

④良かった点

⑤困った点

引用文献

田中統治・根津朋実 『カリキュラム評価入

門』勁草書房. 
寺沢得幸・ 町岳  実生活に関連付けた中学理

科の単元開発－オープンエンドのパフォーマンス

課題と議論を組み合わせた効果の検討－ 静岡大

学教育実践総合センター紀要  
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中学校１年生でのカーボンニュートラルを学習材とした実践
－Argument Skill 育成を目指して－

○田中誉也 ，萱野貴広 ，中澤祐介

， ，

磐田市立豊田中学校， 静岡大学教育学部， 静岡大学教育学部附属浜松中学校

【キーワード】中学校理科，現代的諸課題，公衆関与，カーボンニュートラル，

１ 目的
学習指導要領 解説理科編の目標に「自

然環境の保全や科学技術の利用に関する問題な
どでは，人間が自然と調和しながら持続可能な
社会をつくっていくため，身の回りの事象から
地球規模の環境までを視野に入れて，科学的な
根拠に基づいて賢明な意思決定ができるような
態度を身に付ける必要がある。」とあるように，
中学校段階から未来の持続可能な社会のつくり
手としてとして，現代的諸課題にステークホル
ダーの立場で議論を深める（公衆関与する）こ
とが重要視されている。
本研究では，カーボンニュートラル社会の実

現を現代的な課題として取り上げ，その実現に
必要な手立てや可能性等について，議論を組み
込んで実践した授業について述べる。
２ 方法
（ ）時期： 年 月 日～ 月 日
（ ）対象：磐田市立豊田中学校

第 学年より抽出の１学級 名
（ ）内容：

年理科 単元外 の特別授業全 時間で，
「 年までのカーボンニュートラルの実現」
をテーマに，生徒を主体として協同的に学びを
深める授業を構想した 資料１ 。
時数 内容

○カーボンニュートラルについての導入
○共通テーマの設定
○各自で 年カーボンニュートラルの

実現」に向けたキーワードを，理由を
添えて考える。

○「受容から合意に至る デザイ
ン」のワークシートを用いて，個人で
キーワードを１つに絞る

○個人のキーワードを持ち寄り，班で，
最も重要と思われるキーワード１つを
決定する。

資料１ 構想した授業の流れ
第 時で生徒一人ひとりがキーワードを つ

に絞るまでのプロセスを視覚化する過程に，論
証（主張と根拠の整合性の確認），反証（主張
にある課題の検証）のプロセスを組み込んだ

デザインのワークシートを用いてい
る。更に，自身の主張を相手に受け入れてもら
うことをゴールとした表現方法の工夫のよう
な，議論のスキルの獲得を期待した。
３ 結果
１時間という短時間ではあったが，生徒は，

関連が高いキーワードとして，「カーボンオフセ
ット」，「パリ協定」，「バイオマス発電」，「 」

など，一人 ～ 個のキーワード挙げていた。そ
の後班で話し合って集約されたキーワードは
「バイオエタノール」「パリ協定」「グリーン投資
減税」「カーボンプライシング」「温室効果ガス」
であった（二つの班は合意に至らなかった）。
４ 考察
生徒のワークシートの記述からは，反証のプ

ロセスを組み込んだことで，生徒が自分の主張
を客観的に捉えていることが読み取れる。また，
主張に対する相手の反応を予測することによっ
て自己の主張を批判的に捉える見方も養われて
いる。また，生徒のキーワード抽出の理由の分
析 図１ から，生徒は自らの力で温室効果ガス
に対する理解を深め，「カーボンニュートラル」
と「温室効果ガスの削減」との結びつきを強め
たと推測される。

図１ キーワード抽出の理由の共起ネットワーク
一方，根拠となる情報の信憑性を疑う思考は

弱く，今回の時数では無理があるものの，複数
のサイトを比較して裏付けをとるような行動は
見られなかった。
５ まとめ

本研究では，年度末に生み出されたほんの３
時間の隙間時間であっても，現代的な諸課題を
取り上げて議論する機会を設定することで，生
徒は スキルを高めながら，主体的に学
びを深め，生きて働く知識を獲得しうることが
明らかとなった。今後，さらに上位の学年での
実践につなげていく。
引用文献
文部科学省 ，「中学校習指導要領」
附記
本研究は， 年度公益財団法人武田科学振興
財団中学校理科教育振興助成（代表：田中誉也），
および ・ 年度 公募事業「受容から
合意至る デザインとその検証（代表
萱野貴広）」の成果である。
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人間の生存･生活を起点とした食学習の系統化
- 義務教育学校カリキュラムの開発に向けて -

広木 正紀（Masanori HIROKI）(元 京都教育大学)

【キ－ワード】 食育，科学リテラシー，義務教育学校，カリキュラム開発，生存･生活

義務教育学校すなわちリテラシー（＝
生きる上で誰にとっても必要な内容）を
学ぶ場における､カリキュラムの開発に取
り組んでいる。今回は､ 人間の生存･生活の
基盤である｢食｣に着目した。

義務教育学校で､｢食に関するどんな学
習内容を取り上げるか」｢それらをどう
系統化していくか｣ について､学びの三
段階(広木 2002)を考慮した案の作成を試
みた(表１)。今後､｢衣 ｣｢住 ｣を含めた学
習内容の系統化を試み､学年や諸教科への配
置などを考えていきたい｡

関連報告
阿形武芳(1986)水の自浄作用とその教材化に関

する研究．京都教育大学 1985(昭和 60)年度理科教
育卒業論文 .

広木正紀(2002)理科から環境へ広がる学び -総合
的な学習の時間と環境教育 .［変わる理科教育の基
礎と展望（理科教育研究会)，東洋館出版社],pp.78-89.

広木正紀(2020)人間の生存･生活を起点とした水
学習の系統化- 義務教育学校カリキュラムの開発
に向けて .日本理科教育学会 2020 年度近畿支部大
会(神戸),p.39.

広木正紀･松林昭(2015)食育の系統化に関する研
究(Ⅱ)-｢食｣を核にした市民教育カリキュラムの構
想に向けて．京都教育大学紀要 No.127,pp.143-168.

大津和子(1987)１本のバナナから(授業づくりハ
ンドブック / 教科研授業づくり部会編 3．国土社 .

塩見 勝(2004)放置した土はどのように変化する
か． 2003 年度京都府現職教育職員長期研修報告書
,pp.59-80.

表１．人間の生存･生活と「食」の関わりについての学習内容の系統化一試案

学びの 学びの内容
段階

段階１ ◇改めての､空腹(ひもじさ) ◇ゴミ拾い･掃除 生物採取・ ◇いろいろな場所(陸､淡水域､海辺)で､生き物の探索
(原体験) の体験 栽培飼育 と採取

◇空腹を癒す体験 ◇栽培･飼育
◇調理体験(ご飯を炊く､魚

を焼く等)
◇加工食品(豆腐､パン等)を

つくる体験

段階２ 食 ◇食物が､食卓に上るま 食に関 ◇ 生 ゴ ミ 生 水 ◇食物に水が含まれ 地 ◇昔(石器時代､ 健 ◇食物を咀
( 関 係 の 物 での来歴(大津 1987) わるゴ の､陸上 物 と るか 域 縄文時代 ､･･･ ､ 康 嚼すること
学び) の ◇食物は生物またはその ミの行 や 土 中

（

生 ◇栽培飼育の ､給水 や 江戸時代､･･･､) 維 の意義調べ
来 加工品であること 方 や 水 中

＝

物 の有無での比較実 時 の人々は何を食 持 ◇５栄養素
歴 ◇肉食と動物愛護の関係 の 放 置 食 と 験(塩見 2004) 代 べていたかの調 (炭水化物､
・ を考える 実験 物 の ◇地上でも ､水の補 の 査 脂 質 ､た ん
行 ◇食物が､口から摂取さ ◇糞尿の

）

関 給があれば何らか 食 ◇ 諸 地 域 (国 内 ぱ く 質 ､ ミ
方 れ ､糞尿になるまでの 入 っ た の わ の生物群集が出現 の 外 )の 人 々 が 何 食 ネ ラ ル ､ ビ

経路 家 庭 排 生 り する(塩見 2004) 多 を食べているか と タミンに着
◇食物の放置による腐敗 水(下水 存 様 の調査 健 目した食物

の仕方･経過を､常温､ ) の 経 に 性 康 の成分調べ
冷蔵､冷凍､また乾物 路･行き 必 水 ◇空気､光､温度等と の
化､塩漬け､砂糖漬け等 先調べ 要 以 の関係 関 健 ◇食べ過ぎ
で比較 ◇ 下 水 の な 外 係 康 ､過食症

常 温 で 事 被 ◇拒食症
の 静 置 物 害 ◇食物アレ
観察(阿 ルギー
形 1986) ◇食中毒

◇ 農 薬 ､ 放
射能

食 ◇人間の食物になってい 食物に ◇食物の一部か､包装物(プラスチック
物 る生物について､動物 関わる 等)か（

か､植物かキノコか ゴミの＝

◇人間の食物になってい 分類
生 る生物について､独立
物 栄養か(植物･藻)か､従）

属栄養(動物 ･キノコ)
の か
分
類

世 自然との ◇食物連鎖 ◇プラスチックゴ 食 人間以 ◇野生動物(昆虫､鳥､猿､鹿､猪等)と
界 つながり ◇ 食 物 は 燃 や ミによる土壌や 糧 外の動 の､食の競合
へ す と ど う な 水域の汚染 不 物や気 ◇渇水､日照不足､冷害､洪水等によ
の るか 足 象の関 る凶作
窓 ◇ 食 物 を 構 成 ・ わり ◇海流変化等による不漁
と する物質の､ 飢 ◇牛や豚はげっぷやおならとして､
し 自 然 に お け 餓 温室効果の大きいメタンを放出し
て る循環 ・ ていること
の 地
食 社会との ◇食物が､食卓 ◇生ゴミの行方 球 社会的 ◇家畜の飼料と 輸送コス ◇フード

つながり に 上 る ま で ◇糞が含まれる下 温 要因と して穀物や大 トとの関 マイレ
の 経 路 に お 水が 浄化され ､ 暖 の関わ 豆が大量に消 わり ージ
ける､人々の 海に到るまでの 化 り 費されている ( 食 物
関与の仕方 人々の関与の仕 こと の輸送

方 ◇食品ロス 距離)
◇燃料生産と食

の競合
◇富の偏在

段階３ ◇発酵食品づくり(納豆､味 ◇肥料等への残菜 ◇いくつかの食物の自給を ◇地消地産の実践 ◇ 健 康 に 適 う ､食
(段階１ , 噌､醤油､ヨーグルト､漬物 の活用 実践する[狩猟採集(海 物選びと食事
２を経た 等) ◇プラスチック製 藻､山菜､魚介等)､栽培飼
学びの成 品の使用を控え 育(野菜､鶏等)]
果 の 活 る ◇ジビエ(有害鳥獣等とし
用) て捕獲された野生動物を

食べること)の導入
◇昆虫食の導入
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宇宙パズルを用いた学習の取り組みⅢ 

－大三角フォーを用いて― 
 

○松本榮次 

MATSUMOTO Eiji 

司法書士・佛教大学 

【キ－ワード】 宇宙パズル 大三角 学習ゲーム クラフト    
 

１ はじめに 

 宇宙パズル星雲星団フォーでは最初は遊び

ながら入ることによって児童・生徒・学生の

興味関心をひくことができることが示唆され

た。そこで、今回は導入ではなく、経験し学

習した後、学習した内容の定着を中心に楽し

く学習することができないかと考え新たに

「大三角フォー」を開発した。 

図 1 大三角フォー（A4普通紙に印刷） 

２ 研究の目的 

 宇宙パズル「大三角フォー」を用いること

で、宇宙への興味関心を持たせることができ

るかどうか探る。 

３ 宇宙パズル「大三角フォー」について 

 宇宙パズル「大三角フォー」とは、同じ星

や星座等の写真・図を 4つずつある場所に配

置して、組み合わせ、紙を折ることによって

同じ写真・図 4つをそろえるというものであ

る。大三角を 3つそろえるので大三角フォー

という名前とした。大三角フォーは 8つの種

類を組み合わせている。 

４ 宇宙パズル「大三角フォー」の作成のし

かた 

① 宇宙パズルは紙を折り曲げるために、紙

を厚くする必要がある。そこで、紙の真

ん中で折り曲げて、のりで貼り合わせ

る。 

② パズルの外側の線をはさみで切る。内側

の点線もはさみで切る。 

③ パズルの線を何回もおり、折り目を入れ

る。 

５ 宇宙パズルを用いた実践 

パズルは小学 4年の星に関する学習の多く

を含んでいるので、1年間の星の学習のまと

めとなるように 2021年 3月に西宮市立 A小学

校 4年５クラスで実践した。 

6 結果  

 簡単に解けるものと解けないものがあり、

楽しく学習できたという感想が多かった。宇

宙への興味関心を持たせることにつながるこ

とが示唆された。 

参考文献 

１）松本榮次：「宇宙パズルを用いた学習の取

り組み－星雲星団フォーを用いて―」日本

理科教育学会 第 69 回全国大会論文集 

ｐ315 2019 

２）ほっしーえいじ（松本榮次）・新井しのぶ・

白石恵里：科学絵本シリーズ『夏の大三角

形のひみつ』三恵社 2020 
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教材の開発による小中理科「星の観察」の実践
○名越利幸１，佐々木陽翔２

Toshiyuki NAGOSHI１，Haruka SASAKI
岩手大学１，盛岡市立山岸小学校２

【キ－ワード】 （バーチャルリアリティー），星の観察，クラウド，シータ，ハコスコ

１ 目的

教育現場では ICT の活用が求められている

が，全国調査によれば，小学校教員は ICT の
活用や地学分野の指導に苦手意識を持ってい

る．そこで，星の観察の VR 教材開発に着目し，

全球カメラ「RICOH THETA」と VR 体験アプ

リケーション「ハコスコ」を用いて，実際の星

空を昼間の教室で，疑似体験できる教材開発及

び、実践を行ったので，以下報告する．

２  （シータ） と （ハコスコ）

「RICOH THETA」とは，(株)リコーが開発し

たワンショットで360°撮影することができる

カメラである．「HACOSCO」は，（株）ハコ

スコから発売されている VR 体験用の装置及

びアプリケーションである．本研究では

「RICOH THETA V」と「RICOH THETA S」で

様々な写真を撮影し，アプリケーションの検討

を行うこととした．

３ による星空の撮影

「 」 と を用いて岩手大学

のグラウンドにて，星空の撮影を行った．ア

プリケーションを用いることで，子どもにと

って身近な場所の観察を行うことができる．

「 」で撮影したものがよりはっきりと星を観

察できるとことが分かった（図 ）．

図 「 」の撮影設定の検討

（ とシャッタースピードの関係，星が撮影でき，識別可能な領域

を調査した結果，左上から右下に最適値があた．）

さらに，撮影したインターバル写真を用いて星

の日周運動を観察できる動画を作成した．ま

た，インターバル合成機能を用いて，星の動き

が線となって見える画像を作成した．

４． 授業実践

作成した画像で計 回の授業実践を行い，

作成した教材について授業実践終了直後に，授

業後 週間程にアンケート調査を実施した．

○第 回授業実践：本学部「小学校実践演習」

の受講生 名を対象として，小学校 年「夏

の空」「冬の空」と中学校 年「地球の運動と

天体の動き」について行った．実践日は

年 月 日．

○第 回授業実践：本学教職大学院「 活

用教育の実践と課題」の受講生 名と教育学

部事務員 名を対象として，小学校 年「夏

の空」「冬の空」について行った．実践日は

年 月 日．

５．アンケート調査内容と結果

授業実践終了直後のアンケートは，授業に関

する 段階評価と記述式の項目から質問用紙

を作成し，授業直後に解答をお願いした．授業

後約 週間程度経過した後に本教材の有効性

や操作性に関するアンケートを行った． 段階

の結果から， 分析を行った．授業後アンケ

ートから，本教材を使用することによって実際

の星空を観察するイメージや楽しさがあるこ

とや，星座を探す楽しさがあると言える．

６．まとめ

本教材は，実際に観察することが難しい星空

を，昼間の授業で，星を観察する疑似体験が可

能であることを示した．それによって児童・生

徒の星に対する興味・関心を高めることができ

る．さらに，自由記述の感想に，「今晩，家で星

を観察したい」という意見からも，本教材は，

有効であると言える．実践で感じた唯一の弱点

は， 酔いである．当日，報告する．

＜引用文献＞

高橋雪音， ，小学校理科における疑似体験を利用

した教材開発の実践的研究，岩手大学卒業論文．
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機器を用いた博物館・科学館等の活用

防災普及啓発施設との連携を通したプログラム開発と実践

○竹下陽子 1，渥美恵子 1，大場玲子 2

お茶の水女子大学 サイエンス＆エデュケーションセンター ， 名古屋市港防災センター

【キ－ワード】 博物館・科学館活用，遠隔疑似体験，オンライン授業，防災学習，

１ 目 的

博物館や科学館は，学校では得られない貴重

な体験をすることができる場所である。しか

し，館を訪問するのは様々な調整が必要となる

上，新型コロナウイルス（COVID-19）の影響も

あり，学校活動での訪問は非常に困難な状況に

ある。そのような中，小中学校では一人一台の

端末が配備され，オンライン授業を実施する環

境が整いつつある。これを活用し，日々の授業

の中で，館を利用した効果的な学習プログラム

の開発と実践を目指す。

２ 方 法

（１）教員を対象としたアンケート調査

理科部会研修会において，小中学校の教員を

対象としたアンケートを実施し，現状やニーズ

の調査を行った。

（２）オンラインを活用した授業実践

小 5 理科「天気の変化」単元において，防災

普及啓発施設と双方向コミュニケーションを

取り入れたオンライン授業を実施した。

３ 結果と考察

教員を対象としたアンケート調査の結果，千

葉県内の教員 31 名から回答が得られた。「あ

なたの学校では，外部の理科の専門家が，児童

生徒に科学や科学技術について教える機会を

設けていますか」という質問に対し，約 9 割の

教員が「ほとんどない」と回答した。「テレビ

会議システムなどを用いて，教室で科学館や科

学系博物館などを

利用し，専門家か

ら話を聞く機会が

設けられるなら，

利用してみたいで

すか」という質問

には「そう思う」

「ややそう思う」

と肯定的な回答をした教員が約 8 割であった

ことから，実現はできていないが学校側のニー

ズは高いことが推察された。

そこで，表の通りオンライン授業を実施した

（表）。児童らは，テレビモニタを通して，通

信先の講師とやり取りし，各児童の PC に学校

教員から画面配信されたスライド資料を見な

がら話を聞いた（図）。また，館に常設展示さ

れている台風に関するクイズをオンラインで

回答し，講師から解説を聞いた。台風に関連し

た実験では，児童らは PC で実験の様子を撮影

するなど進んで実験に取り組んだ。後半，児童

らが事前に行っていた台風に関する調べ学習

をもとに，画面共有を使って発表した。適宜，

防災の専門家から，コメントや解説をしてもら

い，学習を深めた。授業実践で，専門家との双

方向コミュニケーションを取り入れたことに

より，単元の学習が深まり，児童の理解が高ま

ることが推察された。

４ まとめと今後の方策

教員へのアンケート調査の結果から，オンラ

インを活用した専門家の学習支援は，ニーズが

高いことが明らかとなった。また，遠方の館を

訪問することは容易ではないが，授業内容に合

わせて遠隔で館を疑似体験することができた。

さらに今後は，館利用の障害を分析し，理科単

元に合わせた館活用の授業スタイルを追求し

ていきたい。

謝辞 本研究は，科研費 17K12930 による。

都内公立小学校 5 年生 25 名 2 コマ 90 分

学校教員 伊勢湾台風の体験談

オンライン講師（名古屋市港防災センター）:
伊勢湾台風の被害と対策，台風クイズ

現地講師（お茶大 SEC） 水台風実験

児童 調べ学習の発表

児童 講師への質問

図 オンライン講師の話を聞く様子 

表 オンライン授業の概要 

講師 

資料 
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中学校理科における 

「変動する地球に生きるための素養」を育む学習の可能性の検討 
 

杉田 泰一 

Taiichi SUGITA 

広島大学附属中・高等学校 

【キ－ワード】 変動する地球に生きるための素養，身近な地形・地層・岩石，中学校理科，教科書 

１ 目 的 

 日本学術会議（2020年）は，地学教育等に関
して「変動する地球に生きるための素養」の育

成を提案し，初等中等教育においては自然を学

ぶ学習を強化すること，特に野外で実際に地球

の営みや自然環境と人間社会の関係を学ぶこ

とが欠かせないことを述べている。一方，平成

29 年告示の中学校学習指導要領理科において
「身近な地形や地層，岩石の観察」が新設され

た。この新設は「変動する地球に生きるための

素養」を育成するための野外観察を行う好機だ

と考えられる。本研究の目的は，この学習を扱

う中学校理科教科書において，「変動する地球

に生きるための素養」を育む展開が可能なもの

になっているか，検討することである。

２ 方 法 

 「変動する地球に生きるための素養」と「身

近な地形や地層，岩石の観察」の学習の各趣旨

を踏まえ，「変動する地球に生きるための素養

を育成する身近な地形や地層，岩石の観察の学

習」を「地域の地形や地層，岩石について問題

を見いだして，問題を探究的に解決する学習」

として捉えた。そして，このような学習を実現

するために必要な事項として以下 7 つの視点
を設定し，令和 3年発行の中学校理科全教科書
5社（教科書 A～E）の記載状況を調査した。 

 視点① 単元内における観察場面の位置 

視点② 観察を促す問いの設定 

視点③ 観察対象／観察方法 

視点④ 観察技能の説明 

視点⑤ 問題を見いだす問いの設定 

視点⑥ 問題解決を促す問いの設定 

視点⑦ 観察後の問題解決場面の設定 

 

３ 結 果 

 本稿では，各教科書の記載状況を視点①・②・

⑤～⑦に基づいて分析した結果を表１に簡易

的に示し，考察する。視点③・④に基づいて分

析した結果と考察は，口頭発表にて示す。

表１ 各教科書の視点別記載状況

 

４ 考 察 

 どの教科書も単元最初に地域の地形や地層，

岩石の観察を位置付け（視点①）その観察を促

しているが（視点②），観察結果から問題を見

いだし（視点⑤），その見いだした問題をその

後の学習で解決することを促している（視点

⑥）教科書は 3社に減る。さらに，その解決を
実際に図る場面を観察後に設定している（視点

⑦）教科書は 1社に減る。
 この状況は本学習の展開が多様であること

を反映しており，各教科書が想定する観察のね

らいの違いによるものだと考えられる。「変動

する地球に生きるための素養」を育成すること

に立てば，生活する地域の大地についての実感

と一般的な火山・地震等の学習内容を生徒が往

還することを通じて，自分と大地の結びつきを

科学的に認識することが重要であり，この認識

を「地域の地形や地層，岩石について問題を見

いだして，問題を探究的に解決する学習」によ

って育みたい。しかし，このような学習を現教

科書において行うには，多くの場合，教科書の

記載にない部分を教師が補ったり，変更したり

しながら指導することが必要だと考えられる。

５ まとめ 

教科書に示された「身近な地形や地層，岩石

の観察」の展開は多様である。また，本内容に

おいて「変動する地球に生きるための素養」を

育むためには，教師の指導上の工夫が必要であ

り，今後その具体の検討が必要である。

 

本研究は JSPS科研費 21H03971の助成を受
けたものである。 
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幼児に対する科学教育の拡充に向けて

―園児がどのような自然現象に興味を示すのか―

○筒井宥瑛 1，林壮一 2

福岡大学大学院， 福岡大学理学部物理科学科

【キ－ワード】 幼児教育，理科離れ，理科教育，物理嫌い，物理教育

１．目 的

保育園に通う未就学児が、どのような科学的

な遊びに興味を持つのか、また、子どもたちの

間に科学的な遊びがどのように伝搬していく

のか、あるいは、保育園で指導を行う保育士さ

んたちがどのような科学的な興味や関心を持

っているか、等について調査を開始している。

現在、調査対象としている保育園は、九州に

ある 120 人程度の園児が通う中規模の保育園

である。その保育園では、園児たちの遊びの時

間に園庭に大きな穴を掘ったり、小屋の屋根に

よじ登ったり、昆虫を追いかけたりと、自由で

のびのびと遊ぶ子どもの様子を観察すること

ができている。

本発表では、対象の保育園での園児の観察か

ら得られた科学的な遊びとして、砂遊びや水遊

びに着目し、子どもたちの中でその遊びが持つ

意味やその遊びがどのように広がっていくか、

また、保育士さんの科学に対する意識調査の一

部を報告する。

２．観 察 と 調 査

（１）砂遊びや水遊びにおける園児の行動観察

園庭には、3 m×4 m ほどの砂場がある。砂

場に新しい砂を大量に入れても、およそ 2 か月

でその表面は 15 cm 程度下がってしまう。つま

り、約 1.8 m３ほどの砂を園内のあちこちに撒い

てしまっている計算になる。園児が、その砂を

どのような目的でどこに撒いているのかは定

かではないが、少なくとも、砂が園児たちの興

味の対象になっていることは間違いない。

一方、園庭の中央には、踏み固められた土が

あるが、園児たちは、この部分をも掘り返して

直径 2 m ほどの大きな穴を作製中である 写真

1 。この穴は、水を入れて池のようにしたり、

また、別の機会には水道から水が流れ込む川の

モデルになったりしている。

このとき園児たちは、傾斜がきついと「なぜ、

水が勢いよく流れるのか」や、傾斜が緩いとき

には「なぜ、水が流れないのか」などの疑問を

持ち、保育士さんに聞いていたが、保育士

さんたちも説明には困っているようであった。

写真 1 園庭に大きな穴を掘る園児たち

（２）保育士さんたちに対する調査

八木一正ら（2004）は、幼稚園教諭が、どの

ような理科教育を受けてきたか、また、小学校

から高校までに経験した実験と理科好きとの

関係などについて報告している。これに対し、

著者らが中心となって、20 年近くたった現在

では、この状況が改善されているのか、あるい

は、以前よりも悪化しているのか、地域による

差はみられるのか、などの調査を計画してい

る。発表時には、この調査結果の一部について

報告する。

引用文献

笠間浩幸（2011）「〈砂場〉と子ども」東洋館

出版社

八木一正，久坂哲也，渡邊瑛子（2004）「幼稚

園教諭の理科教育的バックグラウンド 世

界の物理学は幼稚園の砂場から 」『物理教

育』第 52 巻，第 2 号，147-151．
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オリオン座とその周辺の天体を題材とした

幼児・児童向け科学絵本の開発

○新井しのぶ 1，白石恵里 2，松本榮次 3,4

中村学園大学教育学部， 大分県立芸術文化短期大学， 司法書士， 佛教大学

【キ－ワード】 オリオン座，科学絵本，天体観察，幼児科学教育，理科教育

１ 開発の背景と趣旨

2020 年の理科教育学会全国大会にて、我々

は天体観察の観察対象として代表的な夏の大

三角形とその周辺の天体に関する科学絵本の

開発について報告した。今回、小学校第 4 学年

「月と星」の単元で夏の大三角形と同様に観察

対象となる冬のオリオン座に関して、保育者や

保護者、そして小学校教員にわかりやすく説明

した専門的な情報と、松本が構想した天体の特

徴と位置に関連する仮想の物語を組み合わせ

た科学絵本を開発したので報告する。

２ 開発内容

（１）対象とした天体

オリオン座を主体とし、 の天体・星雲・

星座についての位置情報および観察方法と

見え方を表現した。

・ リゲル ：オリオン座

・ ベラトリックス ：オリオン座

・ ペテルギウス ：オリオン座

・ M42 オリオン大星雲（小三ツ星）

・ 馬頭星雲

・ 燃える木星雲

・ エリダヌス

・ バーナードループ

・ エンゼルフィッシュ星雲

・ クリスマスツリー星団

・ 狐の毛皮星雲

・ バラ星雲

（２）物語

オリオン座とその周辺の天体との位置関

係を知り、観察する際に見つけやすくするた

めに、主人公のクマがエリダヌスからオリオ

ン座の左足に位置するリゲルを目指し、そこ

から順に周辺の天体に移動しながら旅をす

る物語とした。オリオン座はよく知られた星

座であるが、その周辺に位置する星雲は天体

の専門家や愛好家には有名であっても、一般

的にはあまり知られていない。そこで、それ

らに親しみをもって知ってもらえるように、

天体や星雲の特徴を生かした物語とした。

（３）天体・星雲・星座の描写

天体等の描写には、松本が岡山美星天文台

の 望遠鏡および 望遠鏡等を使っ

て撮影した写真をもとに、水彩画で表現し

た。

３ 作成した科学絵本

図 に示すのは、物語に出てくるクマとキツ

ネがオリオン大星雲まで旅をしているページ

である。紹介する天体等は描写に加え、オリオ

ン座との位置関係をナビによりわかりやすく

表現し、実際の天体観察で探しやすいように工

夫した。

科学絵本の最後のページには、各天体に関す

る説明と撮影した写真と観察方法を解説した。

図 1. 開発した科学絵本の一部 

三恵社にて出版予定 

４ まとめ

現在までに我々は、幼児・児童が天体への興

味・関心を高めるために、難しい辞典としてで

はなく、親しみやすい物語を取り入れた月と夏

の天体に関する科学絵本を開発し、その効果を

検証してきた。本発表では、さらに冬の天体に

関する科学絵本を開発することができた。今後

はこの科学絵本がどのような効果をもたらす

のか検証を行いたい。

附記

本研究は 科研費 の助成を受け

て行われたものである。
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歳児の「磁石遊び」における探索行動の比較に関する基礎的研究

 ～ 歳時における「かがく遊び」体験のある幼児とない幼児との行動観察を通して

○小谷卓也１，山田千枝子２，小井手瑞代２，三山将平２

Takuya KOTANI１, Chieko YAMADA２, Mizuyo KOIDE２, Shouhei MITUYAMA２

大阪大谷大学 教育学部１  学校法人山添学園幼保連携型認定こども園御幸幼稚園・さくらんぼ保育園２

【キ－ワード】磁石遊び 歳児 比較 探索 経験児と未経験児

研究の背景と目的

本研究では、乳児期(0-2 歳)に「かがく遊び」を

継続的に体験してきた 3 歳の幼児と未体験の幼児

に対して「磁石遊び」を実施し、2 人の幼児の探

索行動の仕方の違いを比較分析することで、乳児

期の「かがく遊び」体験が幼児期の探索行動にど

の様な影響を及ぼすのかについての仮説を導くこ

とを研究の目的とした。

研究の方法

御幸幼稚園 大阪府守口市 の 歳児のうち乳児

期(0-2 歳)にさくらんぼ保育園において「物の浮き

沈み遊び」や「ひも伸び縮み遊び」などの「かが

く遊び」を継続的に体験してきた男児AM1 (以下、

体験児 AM1 と記す)と、新たに または他園から

入園した「かがく遊び」体験をしていない女児BF1
(以下、未体験児 BF1 と記す)を抽出し、両幼児に

とって未体験の「磁石遊び」を実施した。

磁石遊びの概要

幼児 人につき 種類の円柱型磁石と丸・三角・

四角の形をした板磁石を複数個準備し、磁石につ

く金属板シートとつかないアクリル及びプラスチ

ックシートを段ボールに貼りつけた 面で構成さ

れた段ボールハウスのどの壁面に磁石がつくのか

を自由に探索させた。

調査フィールド：さくらんぼ保育園 守口市

実践日 年 月 日 木

データ取得の方法： 抽出児につき 台のビデ

オカメラを用い、その探索行動を記録した。

分析の方法：ビデオカメラで記録した動画デー

タを、①関わりの対象 磁石を近づけた対象 、②

探索行動の内容、③発話の内容の３つの視点から

量的・質的に分析した。

研究の結果と考察

「関わりの対象」についての比較

約 30 分間の探索過程において、体験児AM1 と

未体験児BF1 が、「磁石遊び」の対象物に関わっ

た頻度は、表 3-1 に示す結果となった(表 3-1 は

略)。また、磁石遊び中の関わりの対象 磁石を近

づけた対象 の時間的な変化は、図 3-1 及び図 3-2
に示す結果となった。

「関わりの対象」については、体験児AM1 も未

体験児BF1も段ボールハウスの壁面で探索する頻

度が高かった。関わりの対象の時間的変化は、未

体験児 は全時間段ボールハウスの壁面で探索

していたが、体験児AM1 は探索開始後 分頃か

ら次第に磁石同士をつける探索に移行していた。

「探索行動」及び「発話」内容についての比較

未体験児BF1 は対話も少なく、磁石を関わりの

対象に近づけて試すという単調な探索が多かった

が、体験児 AM1 は壁面を「比較」して探索した

り、問いを立てたり、予測をしてから確かめると

いった「科学の方法」に近い探索をしていた。

付記：本研究は、科学研究費助成事業（基盤研究（ ）、研究課題

番号： 、研究代表者：小谷卓也）の助成を受けた。

 
図 体験児 の関わりの対象の時間的変化

 
図 未体験児 の関わりの対象の時間的変化

但し、探索行動カテゴリーの「 」は段ボールハウスの壁面、「 」は床面の金

属の穴、「 」は戸の引き手、「 」は磁石同士、「 」は探索以外の行動を示す
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理科読プログラム「乳は栄養がいっぱい」における幼児の学び 

抽出児の行動分析に基づく科学的思考の萌芽 

 
○寺井千重子 1，大貫麻美 2，原口るみ 3，土井美香子 4 

Chieko TERAI, Asami OHNUKI, Rumi HARAGUCHI, Mikako DOI 
1,4NPO 法人ガリレオ工房，2白百合女子大学，3東京学芸大学教職大学院 
【キ－ワード】 乳，栄養素，幼児教育，理科読，科学的思考の萌芽 

 
１ 目 的 

 原口・大貫・土井・寺井(2020)では，Bybee ら
の 5E モデルを援用して，理科読プログラム「乳

は栄養がいっぱい」の立案を行った。このプロ

グラムには以下のねらいがある。乳は母体内で

血液の栄養素が濃縮されてできていることを

知る。牛乳に含まれるタンパク質の分離実験を

てがかりとして，牛乳に含まれるタンパク質を

粒子モデルでとらえる。食べ物には自らの成長

や健康維持・増進につながる多様な栄養素が含

まれていることに目を向け，自らや他者の食に

ついて考える。 
本研究では，この理科読プログラムの実践過

程における抽出児 1 名の行動から，その幼児に

見られる科学的思考の萌芽を分析した結果を

報告する。 
２ 方 法 

（１）実践記録について 
 研究協力の承諾を得た東京都内の公立保育

所にて 5 歳児クラスを対象として行った理科

読プログラム「乳は栄養がいっぱい」をビデ

オカメラにより撮影した。 
（２）分析の視点 
 撮影した映像記録で活動過程の把握が可能

であった抽出児 1 名（以下 C01 とする）の行動

を，活動マップ（大貫, 2014）の形で整理し，

そこに見られる科学的思考の萌芽を分析した。

その際，C01 の行動に影響を与えたと考えられ

る他者についても記号と数字で表記し，マップ

内に配置した。記号は講師を L，保育者を T，
幼児を C とし，個人に特定の数字を付して表

すこととした。 
３ 結 果 

 作成した活動マップと分析結果の詳細につ

いては学会発表時に報告する。以下に 5E モデ

ルの各場面における C01 の行動やそれに関す

る分析結果の一部を記載する。 
 Explanation では母体内で血液の栄養素が濃

縮されて乳ができることを知り，200ml の乳を

つくるのに必要な血の量を予想する過程で，提

示された選択肢に対し驚き疑う発言がみられ

た。Elaboration では凝固したタンパク質を観察

し,それを既知の乳製品と結びつけて C02 と話

し合う様子がみられた。さらに食べ物に含まれ

る栄養素について知った上で，Evaluation では

その理解をもとに L01 の提示した朝食の献立

に対し,不足していると考えた栄養素を含む食

べ物を提案していた。 
４ 考 察 

C01 には，乳に含まれる栄養素について，濃

縮の度合いをイメージすることや，既知の乳製

品と結びつけて考える等の科学的思考の萌芽

が見られた。また，食べ物に含まれる栄養素に

は種類がありそれぞれ特定のはたらきがある

こと, 健康な体を作り保つには，それらをバラ

ンスよく摂取する必要があることはよく理解

している様子がみられた。しかし食べ物の提案

の部分では一部誤答がみられた。解消にむけて

プログラムの改良をさらに検討していきたい。 
謝辞 
 調査に際してご協力を頂いた施設の関係各位に

謝意を表す。なお本研究は，牛乳食育研究会及び J
ミルクによる 2020 年度「食と教育」学術研究（実

施代表：大貫麻美）の助成を受けて行っている。 
引用文献 
Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Scotter, P. 

V., Powell, J. C., Westbrook, A., and Landes, N. (2
006) The BSCS 5E Instructional Model: Origins, Eff
ectiveness, and Applications, BSCS, Retrieved from 
https://bscs.org/resources/reports/the-bscs-5e-instructiona
l-model-origins-and-effectiveness/(accessed 2021.06.21) 

原口るみ・大貫麻美・土井美香子・寺井千重子(2020)5
E モデルに基づいた食と健康に関する理科読プログ

ラム「乳は栄養がいっぱい」の立案, 令和 2 年度日

本学校図書館学会研究発表大会, 口頭発表． 
大貫麻美（2014）幼年期の子どもに見られる科学的思

考の萌芽に関する基礎的研究（１）−「活動マップ」

の開発と事例「空気の存在」における分析−，帝京平

成大学紀要，25，97-103. 
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河床堆積物の上流から下流にかけての細粒化の教科書記述 
―小学校第 5学年理科「流れる水のはたらき」― 

 

○平田 豊誠 1，別所 良馨 2，片井 ふく実 3，小川 博士 4

Toyosei HIRATA1，Ryokei BESSHO2，Fukumi KATAI3，Hiroshi OGAWA4 

佛教大学 1，多気町立相可小学校 2，田辺市立上秋津小学校 3，京都ノートルダム女子大学 4

【キ－ワード】 礫，選択運搬作用，破砕・摩耗作用，粒径分布 

１ 目 的 

 河床堆積物の上流から下流にかけての細粒化は

広く知られた事実のように扱われているが，その

成因については議論の余地のあるところであり，

実際には多くの現象が入り組んだ要因が指摘され

ている（林・山下，2009）。特に大きな対立要因
として以下の 2つが挙げられる（山本，1994：115）。
a)流水による砂礫の選択運搬作用が支配的要因説
b)流送砂礫の破砕・摩耗作用が支配的要因説
 山本（1994）は日本の河川において，上流から
下流に向かって礫が細粒化するのは，流水による

砂礫の選択運搬作用による原因が大きく，流送砂

礫の破砕・摩耗作用，科学的風化作用による粒径

変化はほとんどないとしている。

 平田ら（2020a）において，教授者側である教員
の河床堆積物の細粒化の要因認識は，破砕・摩耗

作用が優位を占め，要因として大きいと考えられ

ている選択運搬作用があまり重要視されていない

ことが推察されている。また，教員志望の大学生

に対しても調査が行われ，同様の結果が得られて

いる（平田ら，2020b）。両結果より，子どもたち
に要因として大きい選択運搬作用を上手く教授で

きていない可能性が示唆された。

 今回の研究では小学校で使用される教科書記述

にある礫の粒径変化についての教科書記述に着目

し，河床堆積物の上流から下流にかけての細粒化

についてどのような記載の実態となっているかを

調査することを目的とする。

２ 方 法

 2017 年版小学校学習指導要領に対応した小学
校理科の検定教科書（6 社）における河床堆積物
の粒径についての部分の記述と，取り入れられて

いる観察・実験を抽出し調査を行った。さらに

2008 年版小学校学習指導要領に対応した小学校
理科の平成 26年検定済み教科書（以下「26年版」
と表記）における記載の比較検討も行った。

３ 結果と考察

 6社の記述を分析した結果，26年版同様 6社す
べてに河川縦断方面での礫の粒径変化についての

記述があった。河床堆積物中の砕屑物の起源につ

いては 26年版同様C社のみであった。26年版に
比較して B, D, F 社の記述は大きな変化は見られ
なかったが，A, E社では河川縦断方面での礫の粒
径変化についての記述の内容が少なくなってい

た。またC社では，実際の河川を例にした礫の大
きさに関する記述量が増していた。

 観察・実験に関しては，26年版とほぼ同様に全
ての教科書で，流す水の量を変えて，流れる水の

働きについて調べていた。A社では傾きの違いの
みを取り上げ，傾きが大きいところと小さいとこ

ろで地面の様子を比べていた。

 26年版では実際の川で，板の上に小石と砂を置
いて，流れの速い所とおそい所で，小石や砂が流

される様子を観察するという，流速による砂礫の

選択運搬作用を取り上げた実験は，B, C, E社で取
り上げられていたが，C社ではその実験がなくな
り，B, E社のみとなっていた。B社では実験に関
する記述の内容が少なくなっていた。C, D社では，
実験は行われてはいないものの，選択運搬作用を

捉えられるような記述がみられた。また，C社で
は生け花用のスポンジを用いて川の流れによって

礫の角が丸くなる実験を取り上げていた。

 これらより，B,C,D,Eの 4社では流速による選
択運搬作用を取り上げていると捉えることができ

る。しかし教科書記述全体としては，細粒化のメ

カニズムを説明しているわけではなく，現象面の

説明にとどまっている。これらを補完し，破砕・

摩耗作用を教員や学生が主要因と捉えている要因

を明らかにしていく必要がある。

附記

本研究は JSPS科研費 21K02505の助成を受けている。
引用文献

・林慶一・山下浩之(2009)：地学教育，62，2，35-50
・平田豊誠・片井ふく実・小川博士（2020a）：日本科
学教育学会第 44回年会論文集，461-462．

・平田豊誠・小川博士（2020b）：日本理科教育学会全
国大会発表論文集，第 18号，409．

・山本晃一(1994)：沖積河川学，山海堂
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中学生に深成岩の固結深度を教える意義 

 

○吉川武憲 1，多賀 優 2 平田豊誠 3 小川博士 4 

Takenori YOSHIKAWA, Masaru TAGA，Toyosei HIRATA, Hiroshi OGAWA 
1近畿大学，2龍谷大学，3佛教大学，4京都ノートルダム女子大学 

【キ－ワード】 深成岩，領家花崗岩類，固結深度，中学校理科，大地の成り立ちと変化 
 

１ 目 的 

 中学校理科では，単元「大地の成り立ちと変

化」において火山岩と深成岩の観察を行い，そ

れらの組織の違いを成因と関連づける学習を

行う。ただし，深成岩が形成される具体的な深

度には触れず，地下深くのマグマがゆっくりと

固結することで深成岩が形成されると理解さ

せることが多い。 

 本研究では，地下 10 ㎞以深で形成した深成

岩が大阪平野の一部に露出していることを学

習した中学生が，そこから大地の変動をどう感

じたかを明らかにすることで，本単元で深成岩

の固結深度を学習する意義について考察する。 

２ 領家花崗岩類の固結深度 

授業で用いた深成岩は，大阪府河内長野市を

流れる石川河床に露出する花崗閃緑岩で，古期

領家花崗岩類に相当する（政岡，1987）。本花

崗閃緑岩は西脇・奥平 (2007)や寺林ほか（2017）

からすれば，少なくとも地下 10 ㎞以深で固結

したものと考えらえることから，今回の授業実

践では「少なくとも 10 ㎞程度の深さで固まっ

た」花崗岩であると説明した。 

３ 授業実践 

 授業は大阪府内の A中学校 3クラス（生徒数

102 人）を対象に，2021 年 3 月に火成岩学習の

まとめとして実施した１時限の授業である。学

習過程６では，本花崗岩類が 10 ㎞以深で固結

したことを説明した上で，本花崗岩類が 10 ㎞

以上隆起したことや，その上位の土砂が 10 ㎞

以上侵食されたことに気づかせた（表１）。 

 

４ 結 果 

 授業後に無記名の質問紙調査を実施した。そ

の結果，「花こう岩が少なくとも 10 ㎞程度の

地下でつくられたこと」に対して 70％以上の

生徒が驚きを示した。また，授業で印象に残っ

た学習内容は，「花こう岩がこれまでに少なく

とも 10 ㎞程度隆起していること」が「大阪周

辺に昔火山があったこと」や「花こう岩の上に

あった土砂が少なくとも 10 ㎞程度取り除かれ

たこと」を大きく上回った（表２）。 

５ 考 察 

本授業では，大阪平野の花崗岩類を例にして

深成岩の固結深度を中学生に教えた。そしてこ

の固結深度と地表付近まで隆起している現状

を結び付けて考察させることで，70％以上の生

徒が「花こう岩が少なくとも 10 ㎞程度の地下

でつくられたこと」に対して驚きを示した。こ

の驚き主要因は，「花こう岩がこれまでに少な

くとも 10 ㎞程度隆起していること」に対する

認識であると推測できる。 

以上から，深成岩の固結深度とその後の隆起

を具体的に結び付けることが，大地の変動を実

感させる学習効果をもつことがわかる。ただし

本授業では，隆起と同時に起こる侵食に対する

実感に課題が残された。 

引用文献 

政岡邦夫（1987）「近畿地方南部領家花崗岩類の構造」

『岩石鉱物鉱床学会誌』第 82 巻，60-74. 

西脇 仁・奥平敬元（2007）「近畿中央部，初瀬深成複 

合岩体の定置過程」『地質学雑誌』第 113 巻，249-265． 

寺林 優・山本啓司・亀井敦志（2017）「岩国-柳井地 

域の領家帯：島弧地殻における花崗岩質マグマの生 

成と流体の挙動」『地質学雑誌』第 123 巻，599‐612. 

表１ 授業「身近な火成岩」の学習過程 

 

表２ 授業で印象に残った学習内容 
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中学校理科，「日本の気象」の学習における授業改善とその検証 

季節に典型的な気圧配置を提示することの弊害と克服するための試み 

 

○佐竹 靖 

Yasushi SATAKE 

奈良教育大学附属中学校  

【キ－ワード】 中学校理科，天気の変化，日本の四季の天気，西高東低の気圧配置 
 
１ 目 的 

日本の気象について，中学校学習指導要領（平

成 29 年告示）は，日本の天気の特徴を天気図

や気象衛星画像と気団と関連づけて理解させ，

日本付近の大気の動きと海洋の影響について

も関連付けて理解させることを求めている。 
検定教科書数社において，日本の気象は，お

おまかに「地球規模の大気の動き→海と陸の温

まりやすさの違い（季節風・海陸風），気団（高

気圧）の発達→季節に特徴的な気圧配置→恵み

と災害」と進められている。その中で，季節に

特徴的な天気と気圧配置を関連付ける場面で

は，典型的な気圧配置を提示して説明する展開

が一般的になっている。これでは，気象データ

を根拠に，規則性を導くといった科学的なプロ

セスを踏めていない。また，各季節の典型的な

気圧配置を提示してしまうことで，例えば「冬

はずっと西高東低の気圧配置である」といった

誤った認識を持たせる可能性もある。つまり，

日本の気象の学習では，気象データをもとに科

学的に規則性を見出し，四季の典型的な気圧配

置と天気の特徴を生徒が主体的に関連づける

学習になっていないのではないかと考える。 
そこで，本研究では，季節に特徴的な天気と

気圧配置を関連付ける場面において，冬（12 月

〜１月）の天気図と気衛星画像，アメダスのデ

ータを分析し，冬の典型的な気圧配置を見出す

学習を導入し，その効果を検証した。 
２ 方 法 

（１）研究対象と授業展開 

 所属校の第２学年４学級 128 名を対象に授

業実践した。２学級ずつ実験群と統制群に分

け，実験群では冬の典型的な気圧配置を気象デ 

表１ 授業展開 
 統制群 実験群 

第１時 
海陸風・季節風が
ふくしくみ 

冬の典型的な気圧
配置を気象データ
から見出す 

第２時 冬の天気の特徴と
気圧配置 

海陸風・季節風がふ
くしくみ 

第３時 冬の季節風と日本
の天気 

冬の季節風と日本
の天気 

ータから見出す学習を導入し，統制群では一般

的な授業展開を行なった（表１）。 

（２）教材について 

１）生徒に配布した気象データ 

2020 年 12 月〜2021 年１月の天気図と気象衛

星画像，アメダスの観測データ（福岡・奈良・

札幌）を，気象庁 HPから引

用した。 

２）すじ状の雲をつくる実

験装置 

花井ほか（2017）で開発さ

れた装置に改良を加えた

（図１）。実験群・統制群共

に，冬の季節風と日本の天

気で活用した。 

３ 結果と考察 

事後アンケートの結果を表２に示した。冬型

の気圧配置が生じる期間について問うたとこ

ろ，実験群に比べて統制群の方が「冬の間ずっ

と」と回答した生徒が多かった。また，「日本

の冬の天気の特徴が，『西高東低の気圧配置』

が原因になって生じていることを理解できま

したか？」という問いに対して，肯定的な回答

をした生徒の割合は，実験群の方が多かった。

これらの結果から，冬の典型的な気圧配置を見

出す学習を経験することは，冬型の気圧配置が

生じる期間について正しい認識を持たせ，気圧

配置と天気の特徴を関連づける上で有効であ

ったと考える。 
表２ 事後アンケートの結果 

 冬型の気圧配置の生じ
る期間（冬の間ずっと） 

理解度 
（肯定的） 

統制群 
(n=59) 

45% 78% 

実験群 
(n=58) 

3% 92% 

参考・引用文献 
名越利幸,木村龍治(1994)『気象の教え方学び

方』東京大学出版会. 

花井嘉夫,尾町光太,榊原保志(2017)「冬季に日

本海上で発生する筋状雲の教材開発」『信州

大学教育学部研究論集』第 11号,85-96. 

図１ 実験装置 
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高等学校における生痕化石と古生物を結びつける教材の開発

ニホンスナモグリの行動と生痕化石 の関連に注目して

○西澤輝 1,2，吉本一紀 1，泉賢太郎 3

， ，

千葉大学教育学部附属中学校， 千葉大学大学院教育学研究科， 千葉大学教育学部

【キ－ワード】 生痕化石，巣穴，古生物，ニホンスナモグリ，

１ 目 的

小幡（ ）は，生痕化石を「生物の生活の
痕跡がそのまま，あるいは他の物質に置換され
たり，形が地層中に保存されたりしたもの」と
している。また，平成 年度告示の高等学校
学習指導要領理科編では，地球の活動と歴史に
おいて「地層や化石に基づいて過去の様子を探
究する方法を扱うこと。」としている。生痕化
石は堆積時の古環境の復元に有効であり，当該
学習内容との親和性が高いと考えられるが，生
痕化石に関する教材は非常に少ない。そこで本
研究では，ニホンスナモグリの造巣行動とその
巣穴の石膏型，および生痕化石の１種である

を比較し，生痕化石と古生物
の行動の関連性を見出す教材を開発した。

は，スナモグリ属を含む甲殻綱
の生物の巣穴が保存されたものである。ニホン

スナモグリは干潟などにて簡単に採取でき，数

分から数時間で造巣するため，巣穴を対象とし

た教材に適していると考えられる。

２ 方 法

１ ニホンスナモグリの採取・飼育
千葉県船橋市のふなばし三番瀬海浜公園に

てニホンスナモグリを採取し，飼育した。飼育
中はニホンスナモグリの行動を撮影した。
２ 巣穴の石膏型の作成
飼育したニホンスナモグリの巣穴に石膏を

流し込んだ。石膏の硬化後に，破損しないよう
に注意しながら石膏を取り出した。
３ 実際の行動と化石記録の比較
①撮影した造巣行動と②作成した巣穴の石

膏型と③ の形態的特徴を比
較し，その関係について考察した。また，①
③が古生物の行動と生痕化石の関係を見出す
ことができる教材を開発した。
３ 結 果

飼育したニホンスナモグリを図１に，作成し
たニホンスナモグリの巣穴の石膏型を図２に

示す。巣穴の石膏型（図 矢印部分）や
には，巣穴の一部に膨らみが

確認された。また，ニホンスナモグリの行動観
察にて，造巣行動中に巣穴中にて回転するため
の小室を作る様子が確認された。

４ 考 察

ニホンスナモグリの造巣行動および巣穴の
石 膏 型 と を 比 較 し ，

にはニホンスナモグリの回
転のための小室が記録されていると考えられ
る。よってこれらを教材として利用すること
で， には形成した古生物の造
巣や回転行動が記録されていることを見出す
ことができると考えられる。
５ まとめ

本研究では，ニホンスナモグリの造巣行動お
よび巣穴の石膏型と を比較
することで， を形成した古生
物の行動を探究する教材を開発した。また，本
教材のように，現生生物の行動および生痕と生
痕化石を比較することで，古生物の行動や過去
の様子を見出す教材を開発することができる
と考えられる。
引用文献

小幡喜一（ ）「生痕化石分類学入門」地球
科学，第 巻，

文部科学省（ ）平成 年度告示高等学校
学習指導要領理科編，

図 巣穴の石膏型

矢印 小室部分  
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火山噴出物に対する小学生の認識状態の分析
－ 学習前の小学校第 6学年を対象にして －

○ 花形 美遥 A，佐々木 智謙 B，松森 靖夫 B

HANAGATA Minori，SASAKI Tomonori，MATSUMORI Yasuo
甲斐市立双葉西小学校 A，山梨大学大学院総合研究部 B

【キ－ワード】小学校理科，自然認識，土地のつくりと変化，火山噴出物

１. はじめに
周知の通り，小学校理科の「地球」を柱とした内

容領域においては，土地のつくりと変化に関わる
学習が取り扱われており，第 6 学年では地層ので
き方や火山の噴火や地震による土地の変化につい
て学習する（文部科学省，2018）。ところで，これ
までにも小学校における火山学習プログラムが開
発されてきた。例えば，笠間ら（2011）は，博物館
に来館した小学校第 5・6学年を対象にして，予備
知識なしでも提供できる火山の導入学習プログラ
ムを開発するとともに試行し，その教育効果を分
析している。しかしながら，博物館での実施という
性格上，致し方ないものと思われるが，プログラム
に取り組む前の火山噴出物をはじめとする火山に
ついての小学生の認識状態は，把握するに至って
いない。
そこで，本調査研究では，第 6学年理科単元「土

地のつくりと変化」を学習前の児童を対象にし，火
山噴出物についての認識状態を把握する。得られ
た結果は，火山をはじめとする土地の成り立ちに
対する第 6 学年児童の科学的認識を促す学習指導
方策を構築する上で，有用な情報になるものと考
えられる。

２. 調査の概要
(1) 日時と対象

2021 年 7 月上旬に，山梨県内の公立小学校第 6
学年の児童計 46名に対して実施した。
(2) 調査内容と方法
「火山が噴火

ふ ん か

すると，火を噴
ふ

くよ。」という命題
に対して，その科学的正誤の判断を求める４つの
選択肢（そう思う，そう思わない，分からない，そ
の他の考え）を提示し，その理由も記述させた。な
お，判然としない記述理由には，個別に補足説明を
求めた。

３．結果と分析（一部抜粋）
有効回答数は 45人で，「そう思う」は 17人，

「そう思わない」は 18人，「分からない」は 3人，
「その他の考え」は 7人であった。「そう思う」で
は，火を溶岩として捉えている回答（図 1）や火と
マグマが一緒に噴出されていると考えている回答
（図 2），「そう思わない」では火ではなくマグマ
の噴出と考えている回答（図 3）などが見られた。
また，理由記述においては，火山活動による噴出物
について，マグマや溶岩，火山灰といったものを挙

げて説明している児童も散見された。なお，詳細に
ついては発表時に報告する。

図 1：溶岩の噴出（児童番号 26） 
 

図 2：火とマグマの噴出（児童番号 12） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3：マグマの噴出（児童番号 11） 

 

＜附記＞

本研究は，JSPS科研費 20K13970の助成を受けたものである。

＜主な参考文献＞
文部科学省（2018）『小学校学習指導要領解説 理科編』東洋館出

版社，89-91. 

笠間友博・平田大二・新井田秀一・山下浩之・石浜佐栄子（2011）

「水槽実験を活用した小学生向け火山学習プログラム」『地学

教育』第 64巻，第 1号，1-12. 
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中学校理科の日食と月食の学習について 

中学校の教科書記述から 
 

○田口瑞穂 
Mizuho TAGUCHI 

秋田大学 

【キ－ワード】 地学教育，天文教育，学習指導要領，モデル実験，天体シミュレーション 
 

１ はじめに 

日食や月食の学習について，平成 29 年告示

の中学校学習指導要領では「日食や月食にも触

れること」と記述されている。これは平成 20 年

告示の学習指導要領においても同様である。と

もに「触れること」となっているが，その学習

内容はどれくらい定着しているであろうか。中

学校理科教員免許取得希望大学生に対して日

食と月食が起こる仕組みを図と文を用いて説

明させたところ，妥当な回答をした者は 1 割未

満であった。高校以降で学ばない者がいること

を考えると，中学校での学習は重要である。そ

こで，学習内容や学習方法を各社の中学校教科

書から調べ，検討することにした。 

２ 方 法 

中学校第 3 学年理科の国内 5 社の教科書か

ら，日食と月食についての記述内容や量，学習

方法について比較を行った。また，指導時数や

指導内容を，ウェブサイトで公開されている各

社の年間指導計画等から調べた。 
３ 結 果 

（1）教科書の記述や授業内容等について 
ページ数，写真を含む図数，日食と月食の仕

組みを説明する図の描き方，指導時数，実習の

有無についてまとめたものが表 1 である。な

お，図等は発展の内容も含む。デジタルコンテ

ンツへのリンク等については 5 社とも教科書

にはみられなかった。 

表 1 日食と月食の教科書記述と内容の比較 

教科書 頁数 図数 説明図 時数 実習 

A 2.0 9  平面的 1 なし 

B 1.4 7  立体的 *1 なし 

C 1.0 4  平面的 *2 なし 

D 2.0 7  平面的 不明 なし 

E 1.0 4  立体的 *3 なし 

*1:月の動きや見え方と合わせて 1 時間，*2:月
の満ち欠けと合わせて 2 時間，*3:月の形と位

置の変化と合わせて 3 時間 
 日食と月食の内容は各社とも 1～2 ページ扱

いで，モデル実験等の実習は教科書に書かれて

いなかった。図や写真の資料は豊富であるが，

一部に改善の余地があるものが見られた。 

（2）ウェブ公開されている情報について 

教科書にはモデル実験はないが，ウェブ公開

されている年間指導計画には記述されている

例がみられた。また，指導者による説明のみの

指導とする例がみられた。金星の見え方の学習

では天体シミュレーションソフトを用いるが，

日食や月食では用いない例がみられた。 

４ 考 察 

星野ら（2011）は，モデル実験を導入すること

で，生徒の理解度が上がることを報告してい

る。しかし，現行の教科書にはモデル実験は導

入されていない。授業時数を増やさずに，短時

間でモデル実験を授業に組み込むことができ

るのであれば，より学習効果が上がることが期

待できる。また，天体シミュレーションソフト

を用いたモデル実験も可能である。 

５ おわりに 

本研究では，教科書に記述されている日食や

月食の学習には生徒のモデル実験はなく，指導

者からの説明による学習が主であることが明

らかになった。生徒によるモデル実験やデジタ

ルコンテンツ等を授業に取り入れ，より実感の

伴った理解が得られる学習が展開されること

を期待したい。 

引用文献 

星野・岡崎・益田・丹羽（2011）「影のでき方に着目
した日食のモデル実験授業」『群馬大学教育実

践研究』第 28 号，47-55 

文部科学省（2017）『中学校学習指導要領（平成
29 年告示）』，96 
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小学校理科の第６学年「月と太陽」に関する一考察 

‐教科書に示されている野外観察，モデル実験，月の形の例示について‐ 

佐伯英人 

SAIKI Hideto 

山口大学教育学部 

【キ－ワード】 月と太陽，教科書，野外観察，モデル実験，月の形の例示 

 

１ 研究の目的 

2020 年度版の６社（学校図書，教育出版，

啓林館，信州教育出版社，大日本図書，東京書

籍）の小学校理科の第６学年の教科書には「月

と太陽」が掲載されている。本研究の目的は，

教科書に示されている野外観察，モデル実験，

月の形の例示について整理し，得られた結果を

もとに課題について議論することである。 

２ 教科書の記載内容 

前述した内容について整理した結果を表１

に示す。まず，野外観察について述べる。教科

書において，観察結果の例に時刻が示されてい

た場合，その時刻を表１の観察時で（ ）内に

示した。表１をみると，野外観察をする日数は

２日分，または，３日分であることが分かる。

次に，モデル実験について述べる。野外観察の

記録と照らし合わせて実験しているのは，６社

中３社（学校図書，教育出版，東京書籍）であ

った。大日本図書の教科書では，「予想」で野

外観察の記録が示されているが，「実験」では，

その記録と照らし合わせて実験していなかっ

たため，△とした。最後に，月の形の例示につ

いて述べる。表１をみると，月の形の例示の日

数は８日分であることが分かる。 

３ 議論 

佐伯・郡司（2019）で示した１つの課題「児

童が行った月と太陽の観察の結果をもとに，モ

デル実験が行われていない」については対応が

なされつつある。２つめの課題「児童が行った

月と太陽の観察の結果をもとにモデル実験を

行っても，その一部しか解釈できない」につい

ては対応がなされていない状況といえる。 

文献 

佐伯英人・郡司浩史（2019）「『タブレット

PCを使った疑似観察』と『疑似観察の結果

をもとに調べるモデル実験』‐小学校理科

の第６学年『月と太陽』において‐」，『理

科教育学研究』，第 59 巻，第３号，379-391. 

 

表１ 教科書に示されている野外観察，モデル実験，月の形の例示 

教科書会社 
野外観察 モデル実験 月の形の例示 

扱い 観察時 日数 扱い 方法 日数 

学校図書 

観察 日没ころ ３日分 実験 ○ 
８日分 

やってみよう 
午前９時ごろ 

（午前９時） 
３日分 ‐ ‐ 

教育出版 観察 
月と太陽が 

出ている日 

（午後３時） 
２日分 実験 ○ ８日分 

啓林館 問題をつかもう 夕方 
（午後５時） ２日分 実験 △ ８日分 

信州教育 
出版社 

観察 日中 

（午後２時） ２日分 観察 △ ８日分 

大日本図書 問題を見つける 午前中 

（午前９時） ２日分 実験 △ ８日分 

東京書籍 観察 日没直後 ３日分 実験 ○ ８日分 
○：野外観察の記録と照らし合わせて実験している，△：野外観察の記録と照らし合わせて実験していない 
‐：記載無し 

 

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）1N07

一
般
研
究
発
表

− 272 −



宇宙視点と地上視点を結びつける授業実践

「月の満ち欠け ＋」の活用を通して

○小松祐貴 1，久保田善彦 2，中野博幸 3

糸魚川市立糸魚川中学校， 玉川大学， 上越教育大学

【キ－ワード】 月の満ち欠け，宇宙視点，地上視点

１ 目 的

「月の満ち欠け」を学習する際には，太陽・地

球・月を北極上空から見る宇宙視点での平面図を

使用するが，この図から立体モデルをイメージす

ることに困難が生じている場合がある。この課題

に対して，平面図上に立体モデルを重畳表示する

ことで解決を試みた。結果， 教材は操作を伴う

ことで体感を通した理解を促進したり，現実世界

の情報量を増やすことで理解を促進したりする効

果があることを明らかにした（小松ら ）。ま

た，アバタを表示する機能を追加することで，仮

想的身体移動を伴う空間的視点取得を促進する可

能性を示唆した（久保田ら ）。

このように，これまでは宇宙視点からであって

も地上視点を取得し，月の満ち欠けを予測できる

ことを目指した。そのため，地球の内側に入って

観察させたり，アバタを登場させたりした。一方，

明確な地上視点イメージは持たせていない。つま

り，小学校の学習との連動はあまりなかった。そ

こで，これまでの学習に加え，離隔（角距離）か

ら，宇宙視点の天体の位置関係が地球視点の天体

の位置関係と同一であることを学習させることに

した。

本研究では，これまでの「月の満ち欠け 」に

地上視点の機能を追加した「月の満ち欠け ＋」

を活用し，地上視点と宇宙視点の往還による学習

効果を測定する。

２ 方 法

（１）調査対象 公立中学校 年生 人

（２）実践の方法

月の満ち欠けを学習した後の発展学習とし

て，「月の満ち欠け ＋」を活用した 時間の

授業を行う。

（３）授業展開

） 小学校で学習した月の満ち欠けの考え方を

復習する。

） 三日月の写真を見て考える。

① 時刻を推測し、この時の月と太陽の位置を地

上視点の図で予想する。

② 宇宙視点の図で月と太陽の位置を予想する。

③ アプリを使用し，宇宙視点（図 ）と地上視

点（図 ）それぞれ確認する。

図 アプリの宇宙視点 図 アプリの地上視点

） 上弦の月について同様に取り組む。

） 三日月と上弦の月を比較し仮説を立てる。

） 仮説にそって満月の際の月と太陽の位置を予

想し，アプリで仮説を検証する。

（４）実践の評価

質問紙により，地上視点，宇宙視点それぞれに

おける月の位置と満ち欠けを答えさせる。

３ 結果

本実践は，月の満ち欠けの理解に効果があった。

月の満ち欠けを学習した後の質問紙調査では完答

者が 割に満たなかったが，本実践授業後は 割

を超えた。結果の詳細は当日示す。

引用文献

相場博明（ ）「地上視点による月の満ち欠け

指導と「月の満ち欠け説明器」の開発」『理科

教育学研究』第 巻，第 号， ．

栗原淳一・益田裕充（ ）「角距離の概念と推

論の相違が「月の満ち欠け」の理解に与える影

響」『理科教育学研究』第 巻，第 号，

．

小松祐貴・渡邉悠也・鬼木哲人・中野博幸・久保

田善彦（ ）「月の満ち欠けの理解を促す

教材の開発と評価」『科学教育研究』第 巻，

第 号，

久保田善彦・中野博幸・小松祐貴 「月の満

ち欠けの学習における仮想的身体移動とその支

援」『理科教育学研究』第 巻，第 号
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小学校におけるプログラミング教材の試行 

－天体の撮影を例にー 

 

内田祐貴 

UCHIDA YUKI 

神戸松蔭女子学院大学 

【キ－ワード】 小学校理科，ICT教材，理科教育，プログラミング教育 
 

１ 目 的 

  2020 年 4 月に学習指導要領が改定された。

今回の改正は大きな改正点が多数あると指摘

されているが、その中の 1 つに、いわゆるプロ

グラミング教育があげられる。小学校におい

て、プログラミング教育を行うことにより、児

童に「プログラミング的思考」の育成を目的と

したものであるが、プログラミングの教科を新

設するのではなく、その学習活動は、既存の教

科内などの教育課程内だけでなく、教育課程外

での実施も想定されている。具体的な取り扱い

例として、文部科学省は「小学校プログラミン

グ教育の手引き」を公開しているが、内容とし

ては、授業における取り扱い例だけでなく、ク

ラブ活動などの教育課程外での取り扱いも記

載されている。このように、プログラミング教

育の扱いは、かなり特異なものと言える。文部

科学省は、プログラミング教育の実施は、教育

課程の内外にとらわれず、様々な場面で行うこ

とを推奨しているが、実際に学校内の学習活動

としては、教科における学習が主となると考え

られる。これに対し、教科書におけるプログラ

ミング教育の扱いは、算数と、理科の 6 年生の

「電気の利用」の単元に記載されているのみで

ある。プログラミング教育と理科の相性を考え

た時、理科の授業でプログラミング教育を扱う

ことは妥当だと考えられる。一方、学習指導要

領の記載が「電気の利用」のみであることから、

教科書もそれに準じた形となっており、この単

元以外での理科におけるプログラミング教育

の扱いの研究は、これからの課題である。

 理科の授業内でプログラミング教育を行う

には、「理科の理解を深める」ものであること

と、費用なども含め教材の利用のしやすさなど

が重要である。

 

２ 方 法 

本研究では、4 年生理科「月と星」における

星の位置の変化での利用を想定し、小型コンピ

ュータ Raspberry Pi を利用した天体撮影教材

の試作を行った。理科におけるプログラミング

教材の例の 1 つとして、設定した条件で、デバ

イスが目的の動作を行うプログラムを作成す

るというものがある。このとき、カメラなどの

デバイスと制御用コンピュータの接続の問題

があるが、Raspberry Pi は安価でありながら

標準で複数のインターフェースを備えており

利用しやすい。 

これらを背景に、Raspberry Pi に撮影用カメ

ラを接続し屋外に固定し、一定時間ごとに撮影

するプログラムを作成した。Raspberry Pi は

省電力であるため、モバイルバッテリにより、

屋外での長時間撮影も可能となる。 

 

３ 結 果 

  本研究では、撮影条件をプログラミングで制御

する天体の撮影記録教材の試作を行った。4 年生で

は、星の観測をもとに、星の位置が時間により変化

することを理解するが、夜間に行わねばならず、ま

た、屋外で行わないといけなくなる可能性があるな

どの問題がある。実際に本教材を用いて撮影した結

果が、図 1 である。画像が不鮮明など、いくつかの

問題があるが、時間により星が移動した（左図の星

が右図では右上に移動している）ことがわかる。

図 1.星の撮影結果（視認性のため、色調整をし

ている）

本教材は、撮影条件の制御にプログラミングを用

いることができ、理科の理解を深めるためのプログ

ラミング教材につながると考える。さらに、理科に

おいては定期的な観測により、理解につなげるもの

が多く、これらにも応用できる可能性がある。

 本研究は科研費（20K02750）の助成を受けたもの

である。 
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減災どこでも理科実験パッケージの開発と検証

中学校１～３年生の理科実験教材

○榎戸三智子，貞光千春，大崎章弘，里浩彰，竹下陽子，渥美恵子，千葉和義

お茶の水女子大学 サイエンス＆エデュケーションセンター

【キーワード】 中学校理科 教材開発 被災地理科教育支援 コロナ禍

１ はじめに

お茶の水女子大学サイエンス＆エデュケー

ションセンターでは、平成 28 年より「新たな

災害時に途切れない教育システムの開発と検

証」事業において、災害の影響で理科室等の設

備が整わなくても小学校 ～ 年生の理科実験

ができる教材を開発してきた 1)。本教材は通常

授業でも有用で、個人用のものも多くコロナ禍

の理科授業においても活用されている。本発表

では中学校の教材について報告する。

２ 方 法
（１） 中学校 ～ 年生用実験パッケージ

本教材は、学習指導要領における各学年、各

領域の単元に合わせて開発し、各学年分の教材

をパッケージとしてまとめた。単元と教材の一

例を表１に示す。
 

表１ 教材の一例（詳細は理科教材データベース 1）に記載） 

学
年 領域 単元 教材例（ICTを除く） 

1 

エネル

ギー 

身近な物理現象 ・ばねばかり工作・クラドニ図形実
験・手作りレンズ・レーウェンフック
顕微鏡工作キット 

粒子 身の回りの物質 ・シュリーレン実験・タブレット顕微
鏡で再結晶観察・身近なもので気
体発生実験 

生命 いろいろな生物とそ
の共通点 

・タブレット顕微鏡、ハンディ顕微
鏡で生物観察・動物の分類 

地球 大地の成り立ちと変
化 

・小麦粉による断層実験・３D 地形
模型・タブレット顕微鏡で火山灰観
察・ばねで地震波実験 

2 

エネル

ギー 

電流とその利用 ・回路カード実験・ファラデーモー
ター工作・霧箱 

粒子 化学変化と分子・原
子 

・分子模型カード・化学反応実験
（硫黄、酸化銅など） 

生命 生物の体のつくりと
働き 

・タブレット顕微鏡で細胞、血流観
察・だ液で消化実験・骨伝導実験・
筋肉模型 

地球 気象とその変化 ・大気の動き小型実験器・雲ので
き方実験 

3 

エネル

ギー 

 

粒子 

運動とエネルギー 
 

・水圧マノメーター・ストロボ撮影・
S字フックによる簡易滑車実験 

科学技術と人間 ・発泡スチロールのリサイクル 
 
化学変化とイオン 

・ダニエル電池・酸性、アルカリ性
の水溶液実験・マローブルの指示
薬実験 

生命 

 

 
 
地球 

生命の連続性 
 

・タブレット顕微鏡で花粉管伸長、
体細胞分裂観察・DNA 抽出実験・
メンデル遺伝の検証 

生物と人間 ・簡易ツルグレン装置 
地球と宇宙 ・月、金星の満ち欠け観察 

（２）教材の紹介

単元の教材の一部を紹介する（図 1）。

図 1 教材例 

（２） 教材活用事例 回路カード実験

本教材では、回路を流れる

電流や電圧を測定しその関

係を調べ、オームの法則等の

理解を深めることができる。

年 ～ 月に本学附属

中学校 年生が、コロナ対応

で理科室が使えなかったため、普通教室で本教

材を使用した(図 )。生徒の感想には「電気の

単元にも実験にも苦手意識を持っていたが回

路カードなどを活用してたくさん回路を組む

練習をし、ひとつひとつの理論を丁寧に実験す

ることでその意識が少し小さくなり、電気の学

習が好きになってきた。」等が得られた。

３ まとめ

今回、中学校 1～3 年生までの理科教材を開

発したことにより、義務教育の各学年の理科実

験パッケージをまとめることができた。今後

は、様々な状況下で役立つよう、本教材の効果

の検証と改善をさらに進めていく。

本研究は「新たな災害時に途切れない教育システムの開発と検証」

（お茶の水女子大学 機能強化経費）によって実施された。

参考文献
1) お茶の水女子大学 理科教材データベース

https://sec-gensai.cf.ocha.ac.jp/

a.手作りレンズ b.金星の満ち欠け観察 

d.回路カード 

c.筋肉模型 

e.小麦粉による断層実験 

f.タブレット顕微鏡による
生物観察 

g..3D地形模型 h.ダニエル電池 i.だ液で消化実験 j.再結晶 

図 2 

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）1N10

一
般
研
究
発
表

− 275 −



 

 

流体圧の背理的矛盾を氷解する深い圧概念への能動学習 
小林昭三 1，興治文子 2 

Akizo KOBAYASHI, Fumiko OKIHARU 

                       新潟大学 1，東京理科大学 2  

【キ－ワード】 流体圧の可視化，Grafの浮力背理，ICT活用実験機器作り，着底着壁する吸盤型物体 

 

１ 目 的 

 アルキメディスからガリレイ・トリチェリ

ー・パスカルに至る流体力学発展史を巡り，

マッハ(1883)は流体静力学の批判的検討を明

快に提示している。その大転換が如何にもた

らされたか等の史的教訓を基礎に，E. H. 

Graf(2004)の「浮力背理」で提起された浮力

背理の問題点を氷解させるアクティブ・ラー

ニング（AL）型授業開発の進展を報告する。 

その際，流体圧の背理的矛盾を解明し得る

より深い流体圧の概念形成を生む為に，明治

期日本で広く活用された Adolphe Ganot (1851)
の世界的な高評価を得た高等教育教科書に基

づく小川正孝(1890)「物理学筆記第 1 号」授

業の内容と教訓に言及する。即ち，核心部に

配置された流体圧検証実験のための簡易実験

器機作りを基礎にし，明治中期流体圧概念形

成授業を教訓に，その現代的 AL 型授業への

再構成を目指した。それ等により，流体静力

学に潜むパラドックス的矛盾を解明し，真空

の生成・発見を転機に新展開したガリレイ・

パスカル時代の流体圧測定の現代的可視化に

よって現代的再創成に取り組んできた。

3 次元閉曲面物体への流体圧の総和（浮

力・沈力・抗力）と 3 次元剛体同士間の釣り

合いとを即座に厳密に識別できる測定と可視

化技術の新創成でもある。即ち，着底着壁す

る吸盤型物体での 3 次元的流体圧に潜むパラ

ドックス的不思議さ解明し，流体圧の可視化

を実現する，ICT 活用 AL 授業開発である。

２ 方法・結果・成果と課題 

流体圧の静力学に潜むパラドックス的な事

例，特に，流体圧の背理的矛盾の解明で深い

圧概念の深層的な概念形成に適する，ICT 活

用型の遠隔的 AL 型学習法を試みた。その

際，100円ショップの掘り出し物による「簡

易モノ作り実験を基礎にした現代的 AL型授業

法」が重要なカギとなる。これ等により，圧

力・浮力をめぐるパラドックス的な興味深い

現象を「3次元的な着底・着壁状態を生む吸

盤型物体による簡易実験として具現化して，

AL型 ICT活用簡易実験機器作りをコロナ禍中

の遠隔学習授業で展開するものだ。100円シ

ョップ掘り出し物によるそうした簡易実験装

置作りの具体例を本報告で多数紹介する。図

１上は E.マッハ(1883)のパスカル式着底物体

図解で，図 1下

は，我々の吸盤型

着壁着底物体での

現代的実験簡略図

なのである。実

は，パスカルの着

底水銀圧計測実験

や，我々の ICT活

用型着底着壁圧実

験は，流体圧可視

化でのワクワク感

が漂う興味深い史

的教訓を深めた。

その科学教育の史

的な価値と教訓を

現代に引き継ぐよ 図 1吸盤型着壁実験図解 

うな教育を，昨今の電脳時代に相応しい遠隔

学習型の能動的深い学びとして，自宅でのモ

ノ作りによる「手作り簡易装置による仮説検

証実験と最新の ICT活用」で，私達は明治期

のそれを現代的に再創成した。特に，アジア

初の新元素発見者（ニッポニウム・実はレニ

ウム発見者と再評価)の小川正孝（1890）物理

学講義の授業筆記（静岡尋常中学校 1890 年同

講義を石川武平が筆記）を読み解き明治期教

育内容や教訓を考察した。小川は，実験を工

夫する効果的講義法を育んだが，その現代的

再構成を意図して試行した本報告である。 
謝辞:本研究はJSPS科研費21K02947，21K02890による。 

引用文献 

Adolphe Ganot(1851)「Elementary Treatise on 

Physics Experimental and Applied for Use of 

Colleges and Schools」Wood & Company(1879)。 

Erlend H. Graf(2004)「Just What Did Archimedes 

Say About Buoyancy」, Phys．T．42, 296。 

E.マッハ(1883)『マッハ力学』講談社，7-111。 

小川正孝(1890)「物理学筆記第 1号」，静岡尋常中生

徒・石川武平筆記，静中静高同窓会蔵。 
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探究の過程を踏まえた授業デザイン 
～物体の比熱を求める授業を通して～ 

○吉田哲郎 1，齊藤孝通 2，遠山一郎 3 

Tetsuro YOSHIDA, Takamichi SAITO, Ichiro TOYAMA 
1茨城県立茨城東高等学校，2茨城県立土浦第一高等学校 ，3国立教育政策研究所 

【キ－ワード】探究活動，比熱，ICT，資質・能力 

 

１ はじめに 

 新学習指導要領理科においては，探究の過

程を通した学習活動を行い，科学的に探究す

るために必要な資質・能力が育成されるよう

指導の改善を図ることが必要とされている。

本発表では，物理基礎(2)ア(ｲ)熱において，

課題設定の工夫をして，自然現象に対する気

付きから，探究の過程を踏まえた授業を実践

したので報告する。 

２ 授業の流れ 

①課題1：質量が等しく同じ温度に温めた金属

球とゴム球を，質量が等しく同じ温度のそれ

ぞれの水に入れると，水の温度はどちらが高

くなるかを，根拠を基に予想し協議する。 

②演示実験：課題１を検証するために，温度

センサを用いて演示実験を行う。金属球とゴ

ム球をお湯の中に入れ，十分時間が経過した

後の温度を測定する。その後，100gの水を入

れた紙コップに金属球とゴム球をそれぞれ入

れ，熱平衡に達したときの温度を測定する。 

③考察１：高温の物体が失った熱量と低温の

物体が受け取った熱量から，比熱を計算し，

自分の予想との違いや実験の妥当性について

考える。（課題の把握，発見） 

④課題2：演示実験で使用した金属球が何であ

るかを，実験を通して考える。また，比熱を

正確に測定するためにどのようなことが必要

であるかを考える。（仮説の設定） 

⑤生徒実験：比熱を求めるための実験を行

う。各グループで比熱を正確に測定するため

の工夫を考えて実験を行い，比熱を求める。

（実験の実施） 

⑥考察2：実験結果を基に金属を調べ，測定値

と理論値とを比較することで，実験の妥当性

を検討する。 

３ 課題設定について 

自然現象に対する気付きを与えるときに，

自分の予想と違う結果になる問いを与えるこ

とは，なぜそのような結果になるかを深く考

えるきっかけになる。 

今回の課題 1 では，生徒に予想させた結

果，金属球を入れた水の温度の方が高くなる

と答えた生徒が全体の７割程度であった。残

りの２割が同じになると考え，ゴム球を入れ

た水の温度が高くなると答えた生徒は１割程

度であった。生徒が選んだ理由としては，「加

熱すると金属の方が熱くなるから」や，「ゴム

球を水に入れても温まりにくいから」などと

考えていた。協議では，生徒の考えはあまり

変わらず，実際に実験の結果から，そのよう

になる理由を考えていた。 

４ 生徒実験での ICTの効果的な活用 

 生徒は比熱をより正確に測定する方法とし

て，測定回数を増やすことや熱が逃げないよ

うな断熱の工夫，温めているときに金属球に

付着している水の影響などをグループで考え

て実験をしていた。事前に断熱の工夫をする

ことを考えさせ，必要なものを実験当日に持

参させた。生徒はアルミホイルや水筒など

様々なものを持ち込み実験していた。 

断熱の工夫をした様子はグーグルのスプレ

ッドシートに写真を載せてすぐに情報を共有

した。このため，他のグループが持ってきた

ものと自分のグループが持ってきたものを合

わせて実験を行うこともあった。実験結果か

ら求めた比熱の値も同様にスプレッドシート

で共有したため，グループにより結果が異な

ることが分かり，なぜ違った値になるのか，

どちらがより正しいか，次はどのようにすれ

ば良いかなど協議を深めることができた。他

にも，比熱の求め方が分かってきたところ

で，スプレッドシートに数式を入れたファイ

ルを共有し，測定した温度を入れると比熱が

すぐに求めることができるようにし，計算時

間を短縮した。 

また，実験ではスプレッドシートだけでな

く，ワイヤレス温度センサも使用した。ICTを

活用することで生徒が思考する時間や協議す

る時間を確保することができた。

５ まとめ 

 課題の設定を工夫することで，自然現象に

対する気付きを与えることができ，授業を通

して探究する力を育成できた。このように，

探究の過程を踏まえた授業実践を通して，生

徒の資質・能力を育成していきたい。 
※本研究の一部は，科学研究費基盤研究(C)（代表遠山一

郎，課題研究番号 19K02747）による。
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探究の過程を踏まえた学習指導の実践 

～「運動の法則」，「音の振動」の授業実践を通して～ 
○齊藤孝通 A，岩瀬英二郎 B，梶谷秀継 C，今和泉卓也 D，清原洋一 E，吉田哲郎 F，遠山一郎 G 

Takamichi SAITO, Eijiro IWASE，Hidetsugu KAJITANI，Takuya IMAIZUMI，Yoichi KIYOHARA，Tetsuro YOSHIDA Ichiro TOYAMA 

茨城県立土浦第一高等学校 A，栃木県立宇都宮商業高等学校 B，大分県立大分上野丘高等学校 C， 

筑波大学附属駒場中・高等学校 D，秀明大学 E，茨城県立茨城東高等学校 F，国立教育政策研究所 G 

【キ－ワード】 探究活動，実験計画，評価規準，運動の法則，音速 

 

１ はじめに 

高等学校学習指導要領解説理科編では，探究の

過程を踏まえた授業を構築し，その授業を通して，

科学的に探究するために必要な生徒の資質・能力

を育成することが求められている。本稿では，物

理基礎の「運動の法則」と，「音と振動」に関す

る取組みについて，授業実践を報告する。 

２ 「運動の法則」について 

(1)学習課題設定の工夫 

 「運動の法則」の１時間目では，「台車にはた

らく力と加速度の関係を調べよう」という課題を

設定し，記録テープを用いて，力学台車などに一

定の大きさの力を加え続けたときの運動について

加える力の大きさを様々に変えて加速度を調べる

実験を行った。その際，従属変数・独立変数に触

れ，思考のステップを提示した。２時間目では，

「台車に一定の力を加えたときの，台車の質量と

加速度の関係を調べよう」とし，台車におもりを

載せて質量を変え，一定の力を加えたときの加速

度を調べる実験を行った。本時では，授業者が課

題を提示した後は，生徒自身が，実験を計画し，

その結果を分析，解釈し，質量と加速度の関係に

ついて根拠を示して表現したり，グラフを示して

説明したりする場面を設定した。 

(2)授業分析及び考察 

 本授業では，実験結果を分析，解釈して，物体

の質量と加速度の大きさとの量的な関係性を見い

ださせた。また，その課題を追究する際、授業者

からの指示はなく，生徒自らが話し合いながら追

究した。ほぼすべての生徒が横軸に質量，縦軸に

加速度の大きさをとり，実験結果を表現すること

ができた。一方，その解釈において，グラフの概

形のみから，「加速度の大きさは質量に反比例す

る」と判断した生徒が多くいた。そこで，「反比

例することについて明確な根拠をもって量的に捉

えるにはどうすればよいか」と問いを投げかけた。

その結果，生徒は以下に示す二つの論法によって，

反比例と判断していた。 

①質量と加速度の積が一定値を示すことから反

比例と判断している。 

②横軸に質量の逆数を，縦軸に加速度をとった

グラフが直線を示すことから反比例と判断し

ている。 

 教師からの問いによって，生徒たちの深い思考

につながったと考えられる。 

３ 「音の振動」について 

(1)学習課題設定の工夫 

 単元末の課題として，「反射する音の波形を基

に，音速を測定しよう」を設定した。１時間目に，

開管及び閉管の塩ビパイプ内を反射してきた波の

波形を予想した上で，オシロスコープソフトを用

いて観察した。２時間目に，生徒自らが，このソ

フトを使って音速を測定する実験を計画し行っ

た。 

(2)授業分析及び考察 

 １時間目の反射波の波形については，単元末に

本授業を設定したにも関わらず，開管における反

射波はないと予想する生徒が一定数存在した。こ

れらの生徒は，気柱の共鳴現象の本質を理解して

いないと考えられ，この学習を通して，反射波を

再認識していた。 

 ２時間目の音速の測定については，前時で確認

した反射波を利用して，管を往復する時間をオシ

ロスコープソフトで測定することで音速を求める

ことができていた。また，開管や閉管のどちらが

より精度が高いかについて，協議をしている生徒

もいた。 

４ まとめ 

 実験計画の立案や実験結果の分析，解釈など，

探究の過程を踏まえた授業実践を行った。今後は，

これらの取組を踏まえ，新学習指導要領で目指す

資質・能力を育成できるように，単元の指導計画

を作成し，その中で，生徒が試行錯誤し自らの考

えや学習方法を調整しようとする場面をいかに設

定するかについて研究を行っていきたい。 

※本研究の一部は，科学研究費基盤研究(C)（代表

遠山一郎，研究課題番号 19K02747）による。 
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減災どこでも理科実験パッケージの開発と検証    

   「電気の利用」のための回路カードを活用したプログラミング教材の開発 

 

○大﨑章弘，貞光千春，榎戸三智子，里浩彰，竹下陽子，千葉和義 

Akihiro OSAKI, Chiharu SADAMITSU, Michiko ENOKIDO, Hiroaki SATO, Yoko TAKESHITA, Kazuyoshi CHIBA 

                      お茶の水女子大学SEC  

【キ－ワード】 プログラミング，電気の利用，micro:bit，回路カード 
 

１ 目 的 

 学習指導要領の小学校第 6 学年「電気の利

用」では，センサを使い，プログラミングでモ

ーターなどを制御する学習が提案されている。

本研究では, 電気の通り道(回路)が追いかけ

やすく，様々な回路を容易に変更できる回路カ

ード 1) を用いて, 電気の流れをプログラムで

制御できる安価な教材を開発した。 

２ 方 法 

回路カードでは, カードに回路の様々な要

素(銅箔テープや電球など)を磁石で付着させ

ることで, 児童が回路作成時に試行錯誤しや

すくしている。そこで市販の micro:bit と電磁

リレー(TFW-SW2, TFab Works 社)等に，磁石と

銅箔をつけてモジュール化したスマートスイ

ッチを作成した(図 1)。micro:bit をプログラミ

ングし，回路カードに接着させるだけで, 児童

は電気の流れの ON/OFF を制御できる。本スイ

ッチを，他の電気部品と組み合わせることで，

回路カードに単純な回路図を付着設計できる

メリットがあり, この電気回路で豆電球の点

滅(図 2a)や，モーターを制御できる(図 2b)。さ

らに micro:bit の光センサを活用して(A)暗くな

ると光る電灯や，(B) 「小 4 電流のはたらき」

で使用する台車と組み合わせ光を感知して停

止する車など実社会を想定した発展教材化に

も成功した。 

３ 結果とまとめ 

 本教材を，熊本県上益城

郡，高知県宿毛市等の理科

部会で検証した。検証では

上記(A)(B)を実施し，参加

者は光センサが感知する

明るさの閾値のみ変更す

るプログラムとした。 
(A)では , センサなしの

手動スイッチで豆電球が光る回路を作成した

後，本教材のスマートスイッチに変更し，暗く

なったら自動で光るよう閾値を調整させた。結

果「回路カード操作が簡単」等，回路カードと

の組み合わせによる有効性が多く聞かれた。ま

た調整終了後，教室を消灯し，一斉に豆電球を

光らせると歓声があがるなど好評であった。 
(B)では，デスクライトの前に設置した目標

線に車を停止させる課題とした(図 3)。結果，

参加者の多くは当初は目標線上の明るさで閾

値を設定し，停止線を超える失敗をするが，試

行錯誤した後、苦手意識を持っていた教員も周

囲の声掛けにより課題を達成した。教員コメン

トでは「車の実験は子どもたちの興味と工夫を

引き出してくれそうだった」等の好評価を得

た。一方，「45 分の授業でとなると難しい」等，

micro:bit やプログラミングの知識や技能習得

への不安を多く得た。micro:bit やプログラミン

グ導入は先行研究も多く，今後はそれらも参考

にしながら, 災害時にも活用できる本教材に

よる授業開発を進めたい。 

本研究は，「新たな災害に途切れない教育システムの開発と

検証」(お茶の水女子大学 機能強化経費)により実施された。 
本 教 材 の 詳 細 は 理 科 教 材 デ ー タ ベ ー ス （ https://sec-
gensai.cf.ocha.ac.jp/）にも掲載しています。 

引用文献 
１)榎戸他(2017) 日本理科教育学会第 67 回大会論文集, p.421 図 2 回路カードによる自動点滅，自動走行車 

図 3 自動走行車 
による制動実験 

図 1 micro:bit を活用したスイッチ部品 
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電気パンの理科実験教材としての活用の歴史

○内田 隆

東京薬科大学生命科学部教職課程

【キ－ワード】 通電加熱，ジュール加熱，みんなの科学，成城学園，電極式

１ 目 的

小麦粉，塩，重層などを水や牛乳で溶いたもの

に電極を挿入し，交流電流を通電することでパン

をつくる電気パンの実験は，理科授業等で広く長

く親しまれている。本稿では，電気パンがいつ頃

どのような経緯で理科の授業に取り入れられるよ

うになったのかを調査した結果を報告する。

２ 方 法

教育関連の一般書籍・雑誌・学会誌・紀要等に

報告されている電気パン関連の研究・実践等の文

献調査および関係者への聞き取り調査を行った。

３ 結 果

終戦直後における電気パンの教育活用

終戦後に一般家庭で広く活用されていた電気パ

ン焼き器の製作方法などが，科学雑誌『少年工作』

，教科用図書『科学自由研究文庫理化 科学』

，『小学家庭科の学習指導』 に掲載

されていた。また，小学校でパン焼き器を製作し

家に持ち帰ってパンを作って食べたことが『昭和

二十一年八月の絵日記』に書かれていたり，成蹊

中学校 年生の夏休みの研究成果「電気パン焼き

器の実験」が『科学と教育』 に発表された

りしていることから，終戦直後の学校で電気パン

が教材として活用されていたことがわかる。しか

し， 年代になると教育関連の文献中に電気パ

ンに関する記述は見られなくなった。

科学番組「みんなの科学」の電気パン

年から 年まで放映された 科学番

組「みんなの科学」で，たのしい実験室「パンを

焼く」 ，たのしい実験室「蒸しパンをつく

る」 が放映されており，通信『みんなの科

学 たのしい実験室ファンクラブ』 には，電

極式蒸しパン器のつくり方が掲載されている。

年に司会者となり「蒸しパンをつくる」

で聞き手役を務めた高校理科教員の安井幸

生氏は，高校の理科の授業で電気パンを実施した

ことはないと語っていることから（安井への聞き

取り調査），この頃はまだ理科教材として活用さ

れていなかったと考えられる。

成城学園初等学校の経験教材電気パン

年代後半の成城学園初等学校では，理科の

教材を「科学教材」「経験教材」に分けて実践的

な研究に取り組んでおり，電気パンを小 対象の

経験教材の一つとして 年から活用している。

年は 「みんなの科学」で電気パンが放映

された年で，この番組制作に成城学園理科教諭の

上廻昭も関わっている。 放映と成城学園での教

材活用のどちらが先なのかは定かではないが，電

気パンの教材化のきっかけを上迫がつくり，成城

学園初等学校理科教員が実践したといってよいだ

ろう（成城学園初等学校元校長立木和彦氏，森山

朋子氏への聞き取り調査による）。管見の限り，

理科授業での電気パンの活用は，終戦直後をのぞ

けば成城学園初等学校の記録が最も古い。

なお『おもしろ実験・ものづくり完全マニュア

ル』で電気パンを担当した元中学校教師・元京都

市青少年科学センター職員の杉原和男は， 年

に中学校職員室で電気パンの使用経験がある教師

と座席が隣になったことをきっかけに，電気パン

焼き器の再現・教材を試みたと，杉原作成の

サイトに書いていたが（現在は公開されていな

い），成城学園の実践を参考にしたのか，独自に

開発したのかは定かではない。

年代の電気パンの普及

年代になると『科学を楽しくする 分間－

手軽にできる演示実験』 ，『理科教室』

，『たのしい授業』 ，『 』

，『いきいき物理わくわく実験』 等

の理科教育関連雑誌や書籍に電気パンが紹介さ

れ，理科の研究会やサークル，青少年のための科

学の祭典等を通じて広まっていった。木製ではな

く 牛乳パックの上部を水平に切断した容

器を使用する方法が， 年度関東地区研修会理

科部会で湘南学園小学校の高橋愼司によって発表

されており，普及の一役を担ったと考えられる。

なお，紙幅の都合上，参考文献等は省略する。

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）1N15

一
般
研
究
発
表

− 280 −



小学校第4学年を対象とした電圧概念形成を促すモデル教材 

―Scratchを活用した「ねこのすべり台モデル」の開発―

○小林裕子 1，出口明子 2

Yuko KOBAYASHI, Akiko DEGUCHI 
1栃木県宇都宮市立城東小学校，2宇都宮大学共同教育学部 

【キ－ワード】 小学校理科，電気概念，モデル教材，開発，Scratch 

１ 目 的 
筆者らは電圧概念のモデル教材の開発研究

に取り組んでいる（小林・出口，2018）。本研
究の目的は，小学生を対象とした電気回路の新
たなアナロジーモデルとして，乾電池の直列回
路と並列回路の違いを理解するための，プログ
ラミング言語 Scratch を用いた教材を開発する
ことである。本稿では，新たに開発した「ねこ
のすべり台モデル」の概要，及びそれを活用し
た授業実施後の主観的評価の結果を報告する。 

２ 「ねこのすべり台モデル」の概要 
 本研究では，特に小学校第４学年の電気単元
での活用を想定したモデル教材を開発してい
る。乾電池の直列回路，並列回路の違いを学習
する単元であるが，乾電池のつなぎ方によって
電流の大きさが変わることを学ぶものの，その
理由については触れられない。これは，小学校
段階では電圧概念を扱わないことに起因して
いる。本研究で開発するモデルでは，電圧概念
の基礎を踏まえながら乾電池の直列回路，並列
回路の違いについて理解することの支援を目
指すものとする。 
開発した「ねこのすべり台モデル」は，8歳

から 16 歳向けにデザインされたプログラミン
グ言語 Scratch を用いたモデル教材である。電
圧を電位差（高さ）と捉え，「豆電球と乾電池
１つの回路」「豆電球と乾電池２つの直列回路」
「豆電球と乾電池 2つの並列回路」の３種類の
回路について，小学生の児童がタブレット端末
の画面を触ることで操作可能なアニメーショ
ンを作成している。
図１には，「豆電球と乾電池２つの直列回路」

のモデルを示している。ねこは「電気」，レー
ルは「導線」，階段は「乾電池」，プロペラは
「豆電球」を表している。ねこが滑り台の階段
を上がって高い位置へ行くことで，回路に電圧
がかかる様子を表している。階段の高さは電位
差を表し，直列は，階段２つ分の高さとした。
ねこが階段の高い位置から滑り降りると，プロ
ペラの色が変化し回ることで，電流が流れて豆
電球が光る様子を表す。乾電池２個を直列につ
ないだ場合は１この場合より階段の高さが高
くなり，ねこがより高い位置から滑り台を滑る
ことで，プロペラの回転が１個のときより速く

なる（豆電球の明るさが明るくなる）ことをア
ニメーションで表している。

３ 児童の主観的評価の結果 

 本モデルを小学校第 4学年「電流の働き」の

単元（全 8時間）に導入した。対象は栃木県内

の公立小学校の第 4 学年児童 78 名であり，授

業者は理科を専門とする小学校教諭であった。 

表 1 には本モデルを体験した児童を対象とし

た質問紙調査（単元後に実施）の結果を示す。

各設問について 4段階で回答を求め，肯定的・

否定的回答に分けて回答傾向を検討した。この

結果から児童らは，このモデルを使って直列回

路・並列回路をよく理解し，また電気のはたら

きについてよく考えていたことが示唆された。 

N=78. 

附記 

本研究は JSPS 科研費 19K03109 の支援を受けている。 

引用文献 

小林裕子・出口明子（2018）「小学校理科における電

気概念の形成を促すモデル教材—第 4 学年を対象と

した「さかレールモデル」の開発—」『日本理科教育学

会第 57回関東支部大会研究発表要旨集』，88. 
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直接体験し可視化と空間認識できる電流と磁界の実験教材 

― 中学生の電流・磁界・力の認識について ― 

 

○加山敦子，石原諭 

Atsuko KAYAMA, Satoshi ISHIHARA  

兵庫教育大学 

【キ－ワード】 電流と磁界，電流の磁界観察器，電気ブランコ，空間認識，直接体験 

標題と本文は１行開けて下さい。本文は，２段組，余白を上下３０ミリ，左右２５ミリとして下さい。

１ 目 的 

理科の教科書において図が多く併用されて

いる。初めて見るものは，図から三次元の立体

をイメージしにくい。直線電流がつくる同心円

状の磁界のような，見えない物理量の三次元の

向きは，図から正しく認識することは難しい。

このような空間認識を容易にするには，直接体

験により，いろいろな角度から，電流と磁界の

現象を観察し実験することが重要である。 
加山・石原（2020）は，それに適した，直接

体験し可視化と空間認識できる，電流と磁界の

実験を開発した。この実験を教材化し，授業実

践して，事前・事後調査を実施した。その実践

状況と，調査の初期の解析結果を報告する。 
２ 方 法 

（１）開発した実験と教材化 

図１は電流の磁界観察器と電気ブランコで

ある。四角形・円形コイルは，電流の向きを可

視化する。スタンドの輪郭に沿ってｘ,ｙ,ｚ軸

方向を定め，三次元の向きを明瞭にする。単三

マンガン乾電池 2個と 30㎜φ×10㎜フェライ

ト磁石で実験が可能で，安価に準備できる。 

この実験器具等を二人に 1組に配布して，生

徒の探究過程が自然につながるように，表１の

1～15 の順で生徒実験を行う授業展開にする。 

（２）授業実践 

2020年 1月～2月の期間に，中学校第 2学年

4クラスを対象に授業実践した。 

（３）事前・事後調査 

授業実践の前後において，佐藤（2009）の質

問紙を用いて調査を実施した（N＝122）。 

３ 結果と考察 

事後調査でフレミングの左手の法則の向き

について，正答率は 27%であり，力の向きを全

て逆に答えた率は 11%である。力の向きを正確

に理解する前に，力の方向は分かるが向きを逆

に理解している生徒が存在する。これらの生徒

は正確な理解の一歩手前にいると考えられる。 

事前調査と事後調査の比較から，電流と磁界

を混同し続ける生徒が，直線電流がつくる磁界

では 29％，円形電流がつくる磁界では 45％い

る。電流と磁界の混同が残ると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

図１ 電流の磁界観察器（左・中）・電気ブランコ（右） 

 

表１ 実施した生徒実験と主な実験器具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用文献 

加山敦子・石原諭（2019）「一人ひとりが体験できる実験観察

－菓子缶スピーカーの活用例－」『日本理科教育学会第 69

回全国大会発表論文集』第 17 号，406． 

加山敦子・石原諭（2020）「一人ひとりが体験できる観察・

実験の開発－直接体験による電流と磁界の空間認識－」『日

本理科教育学会第 70 回全国大会発表論文集』第 18 号，323． 

佐藤博（2009）「直流電流による磁界と『フレミングの左手

の法則』の理解の実態」『山梨大学教育人間科学部附属教

育実践総合センター研究紀要』第 14 巻，106-117． 

塚田捷ら（2016）『未来へひろがるサイエンス 2』株式会社新

興出版社啓林館． 

実験 棒磁石のまわりの磁界 1 棒磁石
図 方位磁針のN極がいつも北をさす理由 2 自作教材※2
実験 鉄心入り電磁石のまわりの磁界 3 円形コイル自作教材※2
図 コイルを流れる電流がつくる磁界　 4 円形コイル磁界観察器
図 円形電流がつくる磁界 5 円形コイル磁界観察器
実験 直線電流がつくる磁界 6 四角形コイル磁界観察器
図 1本の直線電流がつくる磁界 7 回路カード
図 1本の直線電流が磁界から受ける力 8 回路カード
実験 電流が磁界から受ける力：電気ブランコ 9 四角形コイル電気ブランコ
実験 電流が磁界から受ける力：レール 10 自作アルミニウムレール
図 モーターが回転するしくみ 11 自作モデル
実験 手回し発電機で電流を発生させる 12 手回し発電機
実験 電磁誘導 13 円形コイル・検流計
図 自転車の発電機に流れる電流 14 自作モデル
図 スピーカーづくり※1 15 円形コイル自作教材※2
※1は全国一斉休校のため中止。※2は加山・石原(2019）。

塚田捷ら(2016）に記載されている実験や図 実施した生徒実験
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一般研究発表（口頭発表）

第 2 日目 9 月 20 日（月）



意思決定・合意形成を組み込んだ理科教材作成を支援する 

教員養成・研修プログラムの開発と評価 
 

○宇都宮俊星１，福井智紀２ 

Shunsei UTUNOMIYA， Tomonori FUKUI 
１麻布大学 大学院環境保健学研究科， ２麻布大学 生命・環境科学部 

【キーワード】 科学技術社会，市民参加型手法，STS教育，教材開発，オンライン研修  
 
１ 目 的  

科学技術の進歩した現代では，非専門家である

市民であっても，根拠のある情報をもとに意思決

定を行い，合意形成に参画する必要がある。その

ため，欧米では科学技術の政策決定における市民

参加型手法が考案されているが，日本ではあまり

普及していない。一方，学校教育の視点では，『中

学校学習指導要領解説理科編』に「科学的な根拠

に基づいて意思決定させる場面を設けること」と

明記されているが，意思決定・合意形成を組み込

んだ授業は簡単ではない。これらのことから，本

研究では，科学技術についての意思決定・合意形

成を組み込んだ教材の作成方法を学ぶ「教員養

成・研修プログラム」(以下プログラム)の開発を

目的とした。 

２ 方 法 

(1)市民参加型手法の文献，意思決定・合意形成

の教材開発に関わる先行研究等を調査する。 

(2)開発者自身が試行的に教材を作成しながらプ

ログラムに必要な要件を把握し，プログラムの

内容・構成を検討する。 

(3)意思決定・合意形成を組み込んだ教材作成を

支援するためのプログラムを開発する。 

(4)教職課程学生への試行や現職教員からの評価

をもとに，有用性や課題等について検証する。 
３ 開発した教材 

プログラムは，パワーポイントで作成したス

ライドによる説明を中心に進行する。まず，意

思決定・合意形成を組み込んだ教材の基本的視

点を学び，教材テンプレートを埋めていくこと

で，両面 1枚の教材作成を目指す。作成後はそ

の教材を評価するためのポイントが提示され，

それに沿って個人で自己評価した後，グループ

で改善点を話し合う。 
４ 試行結果 

プログラムは，A)麻布大学「理科指導法Ⅲ」履

修者 26名に試行した。さらに，B)現職教員 3名

に資料(スライド)及び試行の録画を提示し，プ

ログラムを評価してもらった(録画の視聴は任

意とした)。これらをもとに改善し，C)「理科指

導法Ⅱ」履修者 16名に試行した。試行は A・Cと

もに，Google Meetを用いてオンラインで行った。

Bの現職教員からの評価では，全員から肯定的な

評価を得た。例えば有用性について「話し合い教

材の作成に悩んでいる若手教員は多く，短い時

間でわかりやすく作成することができる本プロ

グラムは有用である」という回答を得た。また，

最終的な試行である Cでは，意思決定・合意形成

を組みこんだ理科教材を「作りたい」と 81.8%が

回答した。一方で，「作れそう」という回答は

45.5%にとどまった。さらに，プログラムについ

て，「教員養成」としては 90.9%が，(現職の)「教

員研修」としては 45.5%が有用であると回答した。 

５ まとめ 

本研究により，プログラムが開発された。学生

への試行や現職教員からの評価により，一定の

有用性があると示されたが，より分かりやすく

するための工夫や，意思決定・合意形成に関する

説明をより充実させる必要があると考える。 

謝辞 試行にご協力いただいた方々に，深く

感謝申し上げる。また，本研究は，JSPS 科研費

JP20K03214の助成を受けた。 
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幼児期のSTEM教育を担う人材育成に関する一考察  
 

○原口 るみ 1，大貫 麻美 2, 椎橋げんき 2, 石沢順子 2 

Rumi HARAGUCHI, Asami OHNUKI, Genki SHIIHASHI, Junko ISHIZAWA 
1東京学芸大学教職大学院，2白百合女子大学  

【キ－ワード】幼児期, STEM教育, 人材育成 
 

１ 目 的 

 変化の激しい時代を迎え，STEM 人材の必要

性は今後ますます高まっていくと考えられる。

そうした STEM 人材を育成するための教育と

して STEM 教育が注目され，すでに多くの教

育実践が進められつつある。幼児期は，こうし

た STEM 教育の素地をつくる大切な時期であ

る。しかし，日本においては，初等中等教育に

おいて STEM 教育を担う人材（以下 STEM 教

育人材）の育成の必要性がようやく議論され始

めた段階であり，幼児期の STEM 教育人材の

育成については，ほとんど議論されていないの

が現状である。さらに，日本の幼児教育を担っ

ている幼稚園教諭や保育士らは，理系に対する

苦手意識が高い傾向にあることが指摘されて

いる（新井・千田(2010)など）。そこで本研究

では，幼児期の STEM 教育人材に求められる

資質・能力について，すでに研究や実践が進め

られつつあるイギリス，アメリカと日本の現状

を明らかにすることを目的とした。 

２ 方 法 

イギリス，アメリカ，日本の 3か国について

幼児教育を担う人材が養成課程入学時あるい

は養成課程で求められる STEM の領域に関する

条件を抽出し，比較を行った。 

３ 結 果 

3 か国の比較結果を表 1に示す。日本では，

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿として

「健康な心と体」や「自然との関わり・生命尊

重」，「数量や図形，標識や文字などへの関心・

感覚」といった，STEM の素地を身に着けた姿が

掲げられているにも関わらず，教員養成課程で

は STEM 領域の学びは，科学（理科）や数学と

いう形では必修とはされていないことが確認

された。一方，イギリスやアメリカでは幼児教

育の担い手に一定程度の科学や数学の素養が

要求されていることも確認された。 

４ 考 察 

 日本では，幼児教育の担い手に，イギリスや

アメリカほど科学や数学の素養が求められて

いないが，幼児期が STEM 教育の素地を作る

大切な時期であることを考えると，理系に対す

る苦手意識を低減させ，一定程度の素養を身に

着けられるような養成課程のあり方を探る必

要があると考えられた。福祉的観点と教育的観

点の双方から幼児の発達を支援することの重

要性という見地に立って，認定こども園が創設

されたり，幼稚園教諭の免許と保育士資格の両

方を持った人材が重宝されたりしているとい

った日本の現状を踏まえると，保育士養成にお

いても同様の検討が必要と考えられる。 
５ 今後の展望 

今後は各国の具体的な事例をもとに，日本の

幼児期の STEM 教育，さらには A（Art/ Liberal 
Arts）を加えた STEAM 教育人材育成の足掛か

りを得ることを展望とする。 

注記  

本研究の一部は JSPS 科研費 JP20K03258（研

究代表：石沢順子）の助成を受けている。 
引用文献 

新井美保子, & 千田隆弘. (2010). 幼保小における学

びの接続の探究 (その 1)─ 遊びにおける学びの要素

に着目して─. 愛知教育大学研究報告, 教育科学編. 
59, p. 55-63. 

Department for Education. "Early years teacher traini
ng" https://getintoteaching.education.gov.uk/early-years-te
aching-training (2021/7/17 確認) 

Teacher Certification Degrees. "Early Childhood Edu
cation Degree Programs". https://www.teachercertificatio
ndegrees.com(2021/7/17 確認) 

表 1 イギリス・アメリカ・日本で幼児教育を担う人材に求められる STEM 領域の条件の比較結果 

イギリス アメリカ 日本（幼稚園教諭）
STEM領域
の条件

養成コースへの入学に数学
と科学のGCSEグレードが4
（旧C）以上であること

養成課程で科学を学ぶ
こと

（5つの）「領域に関する
専門的事項」を学ぶこと
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初等理科教育におけるSTEAM教育の実施の可能性 

令和2年版検定教科書の分析を通して 

 

○田代直幸 

Naoyuki TASHIRO 

常葉大学 

【キ－ワード】 STEAM教育，STEM教育，小学校，理科，ものづくり 
 
１ 目 的 

 熊野（2017）は，STEM 教育が米国の科学教

育を大きく変えていることを述べている。ま

た，米国の現地視察をした田代（2017）によれ

ば，STEM 教育は先端の科学技術系人材の育成

ばかりでなく，理数系人材の裾野を広げるよう

な取組もあり，かなり幅の広い取組として展開

されていることが述べられている。この STEM
教育に「A」（Art）が加わり，STEAM 教育と

なったことで，そのねらいはかなり多様になっ

てきている。しかしながら，ここでは主として

理数系人材の育成という STEM 教育のそもそ

もの流れを元に議論を進める。初等理科教育に

おいて，STEAM 教育を実施することの可能性

を令和 2 年後版の検定教科書分析に基づき述

べる。 
２ 方 法 

（１）初等理科で可能な STEAM 教育 

 理科におけるSTEAM教育のポイントは科学

的な追究活動（Scientific Practice）と工学的な追

究活動（Engineering Practice）とを対比的に実施

するところだと筆者はとらえている。これによ

り追究の幅が広がり，テーマに即して，科学的

な追究が向くのか，工学的な追究が向くのかを

学習者が選べる能力が育つと考えられる。ま

た，工学的な追究を行うことで，Technology と

の関係も学習者が実感しやすくなるという効

果が考えられる。また，工学的な追究を実施す

る際には，条件や結果を「数量的に」表すこと

で，現実への適応性などが検討できるようにな

る。初等理科において，工学的な追究が求めら

れるのは，「ものづくり」の場面である。その

中でも「より速く」とか「より遠く」とか，制

御したりコントロールしたり改善しながらよ

りよい条件を見つけていくような「ものづく

り」が STEAM 教育に適していると筆者はとら

えている。 

（２）令和 2年版検定教科書の分析 

 そこで，令和 2 年版の検定教科書（6 社）におい

て，「ものづくり」や工学的な追究がなされている

ものを抽出し，それぞれの特徴を調べて一覧表

とした。また，特徴を明確にするために，平成

28 年版検定教科書の記載との変化についても

見ることとした。 

３ 結 果 

 新旧の教科書の比較では，「ものづくり」という

点では「おもちゃづくり」の例示数やページ数

が減っている傾向があることがわかった。しか

し，本文中に掲載されている工学的な追究をす

る「ものづくり」による内容に関しては，ほと

んど増減はなかった。 
４ 考 察 

理数系人材のための STEAM 教育として有

効と考える工学的な追究活動を実施する「も

のづくり」は，教科書の新旧比較からはほと

んど差が見られなかった。一方，『小学校学

習指導要領解説（平成 29 年告示） 理科編』

には，「問題解決の過程」として，8 つの過

程が例示されたこともあり，令和 2 年版の教

科書は各社とも，この 8 つの過程がかなり意

識されて作成されていた。このため，追究す

る過程を教師や児童が意識することで，これ

まで以上に有効な STEAM 教育を実施できる

素地は整ったといえる。 
５ まとめ 

 初等理科教育においては，学習指導要領下に

おいても，教員のポイントをおさえた指導があ

れば STEAM 教育は実施できると思われる。 

引用文献 

熊野善介（2017）「21 世紀型スキル（資質・能

力）と STEM 教育改革」『日本及びアメリカ

における次世代型 STEM 教育の構築に関す

る理論的実践的研究』基盤研究（B）（課題

番号 16H03058）29-37. 
田代直幸「米国の科学教育」『日本及びアメリ

カにおける次世代型 STEM 教育の構築に関

する理論的実践的研究』基盤研究（B）（課

題番号 16H03058）39-42. 
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STEAM教育におけるArtの役割と効果 

「楽器づくり」による「即時的で密な試行錯誤」 

 
森健一郎 

Kenichiro MORI 
北海道教育大学釧路校 

【キ－ワード】 STEAM教育，試行錯誤，総合的な学習の時間，美術，音楽 
 
１ STEMの領域と Aの領域の関係 

STEAM 教育の A 以外の STEM 領域相互の

関係性については，個々の領域の特徴を踏まえ

た分析が多数存在している。その際，「論理的

である STEM の領域に，論理的ではない A の

領域が加わった」といった対立的な文脈で語ら

れることが多いようである。 
しかし，各種学問領域の歴史的な成立過程な

どを考慮すると，STEM の領域と A の領域を

対立的に捉えることは，必ずしも適切ではな

く，また芸術を非論理としてではなく「直感」

として捉えることが示唆される。このことが本

研究の一つ目の問題意識である。 
２ STEAM教育における Art 

STEAM 教育の Art は，美術の面からのアプ

ローチが主であったことや，美術や音楽，ダン

ス等の様々を指しながらも STEM と異なり，

分別されずに「芸術」として一括りに扱われる

ことが多い。 
しかし，美術と音楽はどちらも活動の成果が

「作品」として結実するものの，その性質は大

きく異なっている。音楽における「作品」は時

間の経過を伴い，美術（図画工作）における「作

品」は成果物である。このことから，音楽と美

術（図画工作）は性質の異なるものであると考

えることができる。このことを踏まえると，

STEAM 教育の Art の領域に着目する際は，「芸

術」として一括りに扱うのではなく，美術と音

楽の性質の違いを考慮し，それぞれに適した指

導や評価，STEAM への組み込み方を計画する

ことが求められる。このことが本研究の 2 つ目

の問題意識である。 
３ 音楽の特性を生かした STEAM教育実践 

音楽と STEM 領域との関連について，日本

の教育課程の立場から検討したものは，筆者ら

の共同研究である芳賀・森（2019，2020）など

が見られるものの，その他については管見の限

り確認できなかった。そこで，本研究では，音

楽の「時間の経過を伴う『プロセス』」という

特性に着目し，即時的で密な試行錯誤の場面を

設定した STEAM 教育の実践を計画した。 
４ 研究の目的 
 本研究では，芳賀（2020）を参考に，「楽器

づくり」という Art の側面に重点をおいた

STEAM 教育プログラムを実施した。楽器の形

状は，音の高低と音板の長さとの関係に着目さ

せるために，木琴をモデルとした。 
研究の目的は「STEAM 教育の Art の役割と

効果を，Art の音楽的な側面（楽器づくりとそ

の活用）に重点を置いた教育実践から明らかに

すること」とした。 
５ 授業実践の概要 

授業は，北海道内のへき地・小規模校で，「総

合的な学習の時間」に実施した。授業のテーマ

は「作曲（音楽づくり）のための楽器づくり」

とし，楽器を製作する活動の必然性をもたせ

た。楽曲をつくって演奏する上では，正しい音

程を備えることが必須であるが，このことは直

感と密接な関連があるArtの役割を考慮したこ

とによる。実際の作成場面では，周波数カウン

タを使用して，糸鋸などで試行錯誤しながら削

ることを繰り返した。マレットで叩くと音が出

る楽器であるため，即時的で密な試行錯誤の場

面が何度も見られた。その他，確認できた結果

等については当日発表する。 
引用文献 
芳賀均･森健一郎（2019）「音楽と理系領域の

合科的学習の試み」『音楽教育実践ジャーナ

ル』(17), 56-65． 
芳賀均･森健一郎（2020）『楽しい合科的学習

の実践―音楽と他教科の合科・STEAM 教育

を考慮した教科横断的な学習―』文芸社． 
芳賀均（2021）「音楽科の授業における評価の

観点の運用上の工夫」，令和３年度全国大学

音楽教育学会北海道地区学会研究会発表予

稿集． 
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小学校理科に SDGs を関連づける理論と実践に関する研究 

 

○千田将貴 1，小倉康 2 

Masaki CHIDA，Yasushi OGURA 

1埼玉大学教職大学院，2埼玉大学 

【キーワード】SGDs，ESD，持続可能な社会の創り手，ESD 大賞，GLOBE 

 

１ はじめに 

平成 29 年告示の小学校及び中学校学習指導

要領は，総則において「持続可能な社会の創り

手」の育成を必要としている。持続可能な社会

の実現が国際的な目標となる中で，学校教育が

持続可能な社会の創り手を目指すためには

ESD(持続可能な開発のための教育)や SDGs(持

続可能な開発目標)の視点が重要である。一方，

理科や総合的な学習の時間で実践可能な ESD

や SDGs と関連した実践は数多く行われている

ものの,カリキュラムに体系的に位置付けられ

ているとは言い難い。そこで，ESD や SDGs の

視点をいかにカリキュラムに取り入れるかに

ついて，理科を中心に検討することとした。 

２ 目 的 

 ESD や SDGs との関連を図った実践を参考に

理科のカリキュラムとの関係を調査し，体系的

に示していくことで，

学校現場で ESD や

SDGs と関連した実践

を容易にすることを

目的とする。 

３ 方 法 

ESD や SDGs との関

連を図った実践につ

いての文献調査を行

い，理科との関係を整

理し，新たな授業実践

の可能性を検討する。 

４ 結 果 

主に「ESD 大賞」と「GLOBE」の実践と理科の

カリキュラムとの関係を「エネルギー」「粒子」

「生命」「地球」「総合」の５領域で整理した。

図１は「粒子」の領域について作成した関連図

である。図１から，第６学年「水溶液の性質」

の単元では，ESD や SDGs と関連した実践が見

られなかった。 

５ 考 察 

 図１の結果から「水溶液の性質」の単元を

SDGs と関連づける授業の開発が必要と考え，

単元末に，総合的な学習の時間と連携させて，

酸性雨と湖沼問題を取り上げる授業を開発し

た。その詳細は発表で報告する。 

６ 主な引用参考文献 

持続発展教育(ESD)推進フォーラム「ESD 大賞」 

図１ 粒子分野での関連図 
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名古屋市科学館でＳＤＧｓを学ぶためのワークシートの開発 
 

○竹内 真紀１，大鹿 聖公２ 

○Maki TAKEUCHI，Kiyoyuki OHSHIKA 
１愛知教育大学大学院，２愛知教育大学 

【キーワード】 ＳＤＧｓ，科学館，教材開発，博学連携，ワークシート 

１ 目 的 
 2015年，国連で持続可能な開発目標（以下，
SDGsとする）が採択され，世界中で SDGs達成
に向けた多くの取組が行われている。今日で
は，SDGs に関連した取組を行っている学校も
増えつつある。平成 29年改訂学習指導要領（文
部科学省 2018）では，前文を含めすべての教科
において「持続可能な社会の創り手」の育成に
ついて記載され，子どもたちが主体的に社会と
関わり合い，よりよい未来の創り手となること
が求められている。また，学校と社会が連携し
て教育を行っていく「社会に開かれた教育課
程」の実現が重視されている。小川（2019）は，
「社会に開かれた教育課程」が強調されている
中で，社会教育施設である博物館等に対する学
習資源としての期待が高まっていると述べて
いる。これについて，学校と社会教育施設の連
携によって行われている SDGs の取組を調査し
た結果，社会教育施設で直接 SDGs を学習する
取組はみられなかった。 
 そこで，本研究では社会教育施設で SDGs を
学習するための教材開発を行い，開発した教材
の有効性と，児童の SDGs に対する意識につい
て調査することを目的とした。教材として，多
くの社会教育施設で取り扱われているワーク
シートの開発を行うこととした。対象とする社
会教育施設として，身近な科学技術に関する展
示が多く設置されており，毎年多くの学校の校
外学習を受け入れている名古屋市科学館を選
択した。 
２ 教材の開発 
 名古屋市科学館の中から，SDGs との関連が
特に多くみられたフロアの展示を活用したワ
ークシートを開発
した（図１）。身近
な科学技術が SDGs
と関わっているこ
とを児童に気づか
せるために，SDGsの
中から４つの目標
（「６．安全な水と
トイレを世界中
に」，「９．産業と
技術革新の基盤を
つくろう」，「11．
住み続けられるま
ちづくりを」，「12．
つくる責任 つか
う責任」）を選択し，
フロアにある展示
内容が４つの目標

のうちどの目標と結び付けられるかを考えさ
せるものとした。また，児童が SDGs 達成のた
めに自分に何ができるかを考え，行動に移せる
ようにするために，目標を達成するための記述
欄を設けた。 
３ 開発したワークシートの有効性の検討 
(1)実践の概要 
 開発したワークシートの有効性を検討する
ために，名古屋市内の小学校４年生を対象に令
和２年 12 月に実践を行った。実践後には，児
童の SDGs に対する意識について，アンケート
調査を行った。 
(2)結果と考察 
科学館での展示見学において，多くの児童が
積極的にワークシートに取り組み，友達や他の
グループと協力する様子もみられた。アンケー
トでは，９割以上の児童が SDGs がどういうも
のかを理解することができたと回答していた
（図２）。また，約８割の児童が科学技術に関
する展示を見て，自分の生活と SDGs が関わっ
ていると回答していた（図３）。このことから，
科学技術を含む理科の有用性に気づくことが
できたと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ まとめ 
 本研究の結果から，開発したワークシートが
SDGs の理解の促進や，科学の有用性に気づか
せることができたといえる。 
本研究の成果の一部は、大幸財団第 9 回人

文・社会科学系学術研究助成を受けて行ったも
のである。本研究は、なごや環境大学 SDGs 未
来創造クラブと協働で行ったものである。 
引用文献 
文部科学省（2018）『小学校学習指導要領（平成 29年
告示）』 
文部科学省（2018）『小学校学習指導要領解説総則編
（平成 29年告示）』 
小川義和（2019）「博学連携は何のために」『生物教
育』第 60巻 第３号，p.156-160 

図１ 開発した 

ワークシート 

61％ 34％ ５％

分かった まあまあ分かった
あまり分からなかった 分からなかった

29％ 54％ 17％

とてもそう思う 思う あまり思わない 思わない

図２ SDGsの理解について 

図３ SDGsと自分の生活の関連について 
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中学校と高等学校と連携した放射線教育の実践（１） 

〜学習のつながりを重視した授業の構築について〜 
 

○青木久美子ＡＢ，内藤理恵ＡＣ，瀧渕 岳ＡＤ 

AOKI Kumiko,  NAITOU Rie, TAKIBUCHI Gaku 

エネルギー環境教育を考える会 A 世田谷区立千歳中学校 B， 

世田谷区立駒沢中学校 C，東京都立鷺宮高等学校Ｄ， 

【キ－ワード】 放射線教育 高レベル放射性廃棄物 授業実践 中学校 高等学校 

標題と本文は１行開けて下さい。本文は，２段組，余白を上下３０ミリ，左右２５ミリとして下さい。

１ はじめに 

小学校，中学校，高等学校において放射線教
育の授業実践は報告されているが，数は多くな
い現状がある。放射線は，中学校第 2学年「電
流」，第３学年の「エネルギーと物質」で学習
するが，初めての第 2学年と既習事項がある第
３学年となる。さらに，高等学校での学習を踏
まえた計画を作成することで，生徒，指導者と
もに積極的に取り組む題材となると考えられ
る。そこで，放射線教育について，中学校理科
での学習のつながりと，中学校と高等学校の学
習のつながりの２つを重視したカリキュラム
開発を目的にした研究会（エネルギー環境教育
を考える会）を行っている。本研究会の発足ま
での経緯とねらいと活動の様子を紹介する。 
２ つながりを重視した放射線教育 
（１）ＥＳＤから始まる「つながりを重視した
放射線教育」について 

中学校学習指導要領理科（平成２０年告示）
から，学習の導入やまとめでエネルギー，環境
での活用事例を示し，つながりを重視した放射
線教育の提案を行った。現在は，ＳＤＧｓの視
点で社会的な課題と関連付けて提示し，放射線
教育，エネルギー環境教育を実践している。 
（２）「高レベル放射性廃棄物の処理」ワーク

ショップでの大学生，大学院生からの課題 
NPO 法人 放射線線量解析ネットワーク

（RADONet）では，「高レベル放射性廃棄物の処
理ワークショップ」を開催している。ここで，
大学生，大学院生との対話から，放射線や高レ
ベル放射性廃棄物の問題を考える中で，「中学
校や高等学校での学習経験がほとんど無く，大
学での初めての学びであり内容の難しさを実
感した。」，「中学校と高等学校での継続した放
射線教育を希望する。」との意見が挙げられた。 
これをきっかけに，参加した中学校教諭２名，
高等学校教諭１名で，放射線教育の中学校と高
等学校の連携を目的とした研究会を発足した。  
３ 研究会のねらい 
研究会では，放射線教育を学習内容のつなが

りを重視し，らせん階段を上るように取り組む
指導計画の提案と実践をねらいとした。また，
高レベル放射性廃棄物の処理の問題から，ＳＤ
Ｇｓに示されている社会的な課題（エネルギー
問題，環境問題と，地球温暖化防止，「住み続
けられる街づくり」等）につながりを見出せる
ことがあげられた。さらに，さまざまな事実を
示し、科学的な根拠や客観的な事実に基づいて
判断し、活発な議論から意思を決定する力を育
成する探究的な学習としてとらえ，大学生らの
課題に取り組んでいる。本研究会は原子力発電
環境整備機構（NUMO）の支援を受けている。 
参考文献  
１）文部科学省「中学校学習指導要領（平成２

０年告示）解説 理科編 
２）文部科学省「中学校学習指導要領（平成２

９年告示）解説 理科編 
３）青木久美子(2015)「ESD の視点から考える

エネルギー・環境教育の実践」～福島協議会
からの報告と 3 年間を見通した指導計画の
提案について～第 62 回全国中学校理科教育
研究会大会誌 

４）青木久美子ら(2019) 新学習指導要領にお
けるエネルギー環境教育の展開について－
カリキュラムマネジメントの視点を活用し
た学習計画の実現のために－第 8 回日本エ
ネルギー環境教育学会論文集 

学年 分野 学習事項 活用事例 
１ １ 水素の性質 燃料としての水素の利用 

光 光の集め方とエネルギー利用 

２ 植物の光合成 太陽のエネルギーを光合成で蓄える 

火山とマグマ マグマの熱で地熱発電ができる 

地震と震源 発電所の立地場所の検討 

２ 
 
 
 
 
 
 
 

１ 水素の燃焼 燃料としての水素の反応 

水の電気分解 水素の製造方法  

物質の燃焼 二酸化炭素が発生する反応 

発熱反応  
吸熱反応 

化学変化と熱の出入り 

電流による発熱 送電によるエネルギー損失 

電磁誘導 発電方法 

２ 生物組織の役割・
血液 

放射線による生物への被害 

季節風、海陸風 風力発電 

３ １ エネルギー 効率的なエネルギー利用 

電池 化学電池 燃料電池 

２ 分解者の働き 発酵 エタノールの製造 

太陽 原子力と核融合 
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中学校と高等学校と連携した放射線教育の実践（２）

〜中学校において放射線を軸としてらせん状に学習に取り組む意義〜

○内藤理恵 A，青木久美子 B，瀧渕 岳 C

エネルギー環境教育を推進する会 ABC，世田谷区立駒沢中学校 A，

世田谷区立千歳中学校 B，東京都立鷺宮高等学校 C

【キ－ワード】 放射線教育 高レベル放射性廃棄物 地層処分 授業実践 中学校 中高連携

標題と本文は１行開けて下さい。本文は，２段組，余白を上下３０ミリ，左右２５ミリとして下さい。
１ はじめに

中学校では，本年度より新学習指導要領が施
行され，目標の実現に向けてこれまで以上に見
通しをもって計画的に教育活動を行うことが
求められている。

青木らと共に発足し活動している「エネルギ
ー環境教育を進める会」では，放射線教育を通
して，生徒自身がエネルギー問題を自分のこと
として捉え，主体的に考え行動できる生徒の育
成を目的としてカリキュラム開発を行ってい
る。

まず，本研究会では，中学，高等学校におけ
る理科の学習内容の中で，放射線や地層処分に
関わる単元について整理した。その中で，中学
校で実施した授業実践について報告する。
２ 各単元における学習と放射線・地層処分の
学習との関連

放射線・地層処分に関する学習と関連してい
る単元・学習内容を以下に示す。
第１学年から，表中の学習内容を放射線・地
層処分を関連付けて学習していくことで，段階

表 各単元における学習と放射線・地層処分の学習の関連

的に放射線について知り，体験し，考えを構築
し，エネルギー問題を自分のこととして考える
ことができるようになることを目指している。
昨年度は，表中の学習内容のうち第１学年の

動物の分類，光と色，大地の成り立ちと変化に
ついての実践を行なった。
３ 実践事例

動物の分類
動物の導入部分の背骨を観点として

動物を分類する学習で，レントゲン写真
を用いて考えさせた。その際，レントゲ
ン写真が 線によって撮影できることに
触れた。
光
光の色の学習で，プリズムにより分光

することで光が７色に分かれることを
学習すると共に，目に見えないが光には
線やγ線もあり，レントゲン写真や放

射線治療に使われていることに触れた。
大地の成り立ちと変化
単元で学習したことを活用し，原子力

の存在と原子力発電によりだされる「ゴ
ミの処分」について考える学習を科学的
特性マップ等を用いて行った。

４．今後に向けて
第１学年では，放射線に触れ，知ることが中

心であったが，第 学年では，観察等体験的な
学習を取り入れ，放射線について理解を深めて
いく。また，第３学年では，２年間の学習を振
り返り，放射線や地層処分に関して自分の考え
をもつ等，学習の幅を広げていく。今年度は、
第２学年を中心に指導計画を作成し，実践す
る。電流の単元で行う放射線学習では，放射線
が身近に存在することを実感するために簡易
型霧箱による観察を行う。現在，個別で観察を
行うための教具を開発している。
参考文献
１）文部科学省「中学校学習指導要領（平成２
０年告示）解説 理科編

２）文部科学省「中学校学習指導要領（平成２
９年告示）解説 理科編

３）青木久美子 中学校と高等学校と連携
した放射線教育の実践（１）〜学習のつなが
りを重視した授業の構築について〜 日本
理科教育学会大会論文集

学
年 単元名 領域 放射線・地層処分と学習

内容との関連 

第
１
学
年 

いろいろな
生物とその

共通点 
生命 動物の分類（背骨の存在

を示すレントゲン写真） 

光 エネル
ギー 光の色（γ線，電磁波） 

大地の成
り立ちと
変化 

地球 

地層と化石（化石の年代
測定） 
大地の成り立ちと変化
（原子力発電，高レベル
放射性廃棄物の存在，科
学的特性マップ） 

第
２
学
年 

化学変化
と原子・
分子 

粒子 原子・分子・周期表（放射
性物質の存在） 

電流 エネル
ギー 放射線の利用 

第
３
学
年 

生命の連
続性 生命 遺伝子の本体（突然変異

処理） 
化学変化
とイオン 粒子 電子配置 

地球と宇
宙 地球 太陽系と恒星（宇宙線，核

融合） 
科学技術
と人間 

エネル
ギー 

エネルギーとエネルギー
資源（放射線，原子力発
電，地層処分） 
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地域に流れる小河川における生き物の調査活動（その１） 

‐第３学年の「総合的な学習の時間」において‐ 

水野晃秀 1，小林弘典 2，佐伯英人 3 

MIZUNO Koki, KOBAYASHI Hironori, SAIKI Hideto 
1愛媛県立宇和島水産高等学校，2山口大学教育学部附属山口小学校，3山口大学教育学部 

【キ－ワード】 第３学年，総合的な学習の時間，地域に流れる小河川，生き物の調査活動 

 

１．研究の目的 

2020 年度、小学校第３学年の「総合的な学

習の時間」で、地域に流れる小河川において、

生き物を調査する活動を実施した。本研究の目

的は、生き物に関する知見を得ることである。 

２．調査活動 

調査活動は図１の地点①、地点②、地点③で

行った。河川名と位置（北緯, 東経)を表１に

示す。本稿では地点①、地点②、地点③の調査

活動を活動①、活動②、活動③と称する。調査

日は活動①が 10月９日、活動②が 10月 27日、

活動③が 11 月 16 日であり、調査時間は９時

30分～10時 30分であった。Ａ組 35名のうち、

参加者数は活動①が 35名、活動②が 33名、活

動③が 32名であった。主な採集方法はタモ網

を用いた追出法と目視法であった（図２～図

４）。 

 
（国土地理院の電子地形図（タイル）を使用） 

図１ 調査地点 

表１ 河川名と位置（北緯, 東経) 

地点 河川名 位置(北緯, 東経) 

① 糸米川 
34度 10分 58.83秒 

131度 27分 26.61秒 

② 五十鈴川 
 34度 10分 48.19秒 

131度 28分 15.37秒 

③ 五十鈴川 
 34度 10分 38.32秒 

131度 28分 11.16秒 

３．採集の結果と考察 

採集した生き物を同定し、個体数を集計した

（表２）。表２をみると地域に流れる小河川に

多くの生き物が生息していることが分かる。 

表２ 採集の結果 

生物名 
活動 

① ② ③ 

タカハヤ 31 ‐ ‐ 

オイカワ ‐ ‐ 1 

カワムツ 73 30 31 

ドンコ ‐ 2 15 

シマヨシノボリ ‐ 9 23 

カワニナ 28 45 86 

ヌマエビ類 26 ‐ 2 

サワガニ 14 24 4 

トンボ類（幼虫） 7 3 46 

ミズカマキリ 1 - ‐ 

‐：無し 数値：個体数 

 

   

図２ 活動①のようす 図３ 活動②のようす 図４ 活動③のようす 
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地域に流れる小河川における生き物の調査活動（その２） 

‐第３学年の「総合的な学習の時間」において‐ 

小林弘典 1，水野晃秀 2，佐伯英人 3 

KOBAYASHI Hironori, MIZUNO Koki, SAIKI Hideto 
1山口大学教育学部附属山口小学校，2愛媛県立宇和島水産高等学校，3山口大学教育学部 

【キ－ワード】 第３学年，総合的な学習の時間，地域に流れる小河川，生き物の調査活動 

 

１．研究の目的 

2020 年度、小学校第３学年の「総合的な学

習の時間」で、地域に流れる小河川において、

生き物を調査する活動を実施した。本研究の目

的は、調査活動に参加した児童の意識（調査活

動に対する意識，生き物に対する意識）につい

て知見を得ることである。 

２．調査活動と活動後の授業 

調査活動は３地点（地点①，地点②，地点③）

で行った。地点①は糸米川（34度 10分 58.83

秒，131度 27分 26.61秒）、地点②は五十鈴川

（34度 10分 48.19秒，131度 28分 15.37秒）、

地点③は五十鈴川（34 度 10 分 38.32 秒，131

度 28分 11.16秒）である。本稿では地点①、

地点②、地点③の調査活動を活動①、活動②、

活動③と称する。調査日は活動①が 10月９日、

活動②が 10月 27日、活動③が 11月 16日であ

った。参加した児童数は活動①が 35名、活動

②が 33名、活動③が 32名であった。主な採集

方法はタモ網を用いた追出法と目視法であっ

た。各活動後の授業で、採集の結果（採集した

生き物を同定し、個体数を集計した結果）を児

童に示し、河川の特徴（生き物の生息状況）に

ついて考えさせ、話し合わせた。 

３．児童の意識を調べる方法と分析の方法 

児童の意識を調べる方法として質問紙法を

用いた。質問紙では問いを設定し、「生き物を

調べる活動をして、あなたが思ったことや感じ

たことを教えてください」という教示を行い、

３つの質問項目（質問項目Ａ「生き物を調べる

活動は、おもしろかった」，質問項目Ｂ「〇〇

川の生き物に興味をもった」，質問項目Ｃ「〇

〇川の生き物を大切にしたい」）を設定し、質

問項目ごとに５件法（とてもあてはまる，だい

たいあてはまる，どちらともいえない，あまり

あてはまらない，まったくあてはまらない）で

回答を求めた。なお、質問項目Ｂと質問項目Ｃ

の「〇〇川」には、調査した河川名（いとよね

川，いすず川）を記入して使用した。そこで、

本稿では質問項目Ｂを「河川の生き物に興味を

もった」、質問項目Ｃを「河川の生き物を大切

にしたい」と称する。 

質問項目Ａ「生き物を調べる活動は、おもし

ろかった」の調査は、各活動の終了時（活動を

実施した日）に行った。一方、質問項目Ｂ「河

川の生き物に興味をもった」、質問項目Ｃ「河

川の生き物を大切にしたい」の調査は、各活動

後に実施した授業（採集の結果を示し、河川の

特徴（生き物の生息状況）について考えさせ、

話し合わせた授業）の終了時に行った。 

分析するにあたっては、５件法の「とてもあ

てはまる」～「まったくあてはまらない」を５

点～１点とし、この得点を用いて、平均値と標

準偏差を算出し、天井効果の有無、床効果の有

無を確認した。 

４．児童の意識を分析した結果と考察 

分析の結果を表１に示す。床効果はみられな

かったため、表１には表記していない。 

表１ 分析の結果 

質問 

項目 
分析内容 

活動 

① ② ③ 

Ａ 

平均値 5.00 4.82 4.87 

標準偏差 0.00 0.73 0.42 

天井効果 ● ● ● 

Ｂ 

平均値 4.63 4.70 4.59 

標準偏差 0.84 0.81 1.04 

天井効果 ● ● ● 

Ｃ 

平均値 5.00 5.00 4.97 

標準偏差 0.00 0.00 0.18 

天井効果 ● ● ● 

max = 5，min = 1     ●：有り，‐：無し 

表１をみると、各活動において、すべての質

問項目で天井効果がみられた。このことは「生

き物を調べる活動は、おもしろかった」、「河川

の生き物に興味をもった」、「河川の生き物を大

切にしたい」という児童の意識が良好であった

ことを示している。 
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マイクロプラスチックの検出を題材とした実験教材の可能性

大阪湾で採取したカタクチイワシを用いて

河井昇

大阪府立天王寺高等学校

【キ－ワード】 マイクロプラスチック，教材開発，対象実験

１ 目 的

カタクチイワシやマアジなど大阪湾で比較

的容易に採取できる生物を用いて、実験教材へ

の利用を検討した。身近な環境に興味をもつ意

味でも購入したものよりも実際に採取したも

のが望ましいと考えた。本研究では採取してき

たカタクチイワシなどからマイクロプラスチ

ックを検出する条件を検討した。

２ 方 法

大阪湾（忠岡漁港、食品コンビナート、大津

川河口など）でサビキ釣りによりカタクチイワ

シ、マアジ、マダイ、マハゼ、アイナメを採取

した。採取した個体は内臓などを残したまま、

ジップロックに採取日時、場所を記録し、冷凍

保存した。

流水で解凍した試料を金属製のトレーに移

し、メスを用いて腹側から解剖した。このとき、

心臓や肝臓などの臓器やエラは取り除き、消化

管のみを取り出した。カタクチイワシは消化管

ごと、マアジ、マダイ、マハゼ、アイナメは消

化管の内部に含まれている試料を絞り出すよ

う取り出し、 ビーカーに入れた。 ビ

ーカーは１個体につき１つ用い、個体ごとに消

化管内容物をわけた。消化管内容物を取り出し

たビーカーに ％ を内容物が浸る程度に

加え、約 ℃で湯煎した。目視で内容物がほぐ

れてきたことが確認できたら、試験管に移し遠

心分離を行った（ローター半径 ㎝、 、

）。遠心後の上清をシャーレにうつし、

目視、ルーペ、光学顕微鏡で確認した。マイク

ロプラスチックか甲殻類の外骨格か区別がつ

かないときは ％ を添加してなくなれば

甲殻類の外骨格など生物由来の物体であると

した。

３ 結 果

解剖後の消化管内部の試料、遠心分離後の上

清からもマイクロプラスチックと断定できる

ものは存在しなかった。そのため約 匹のカ

タクチイワシの内容物の上清を、ルーペを用い

て観察し特徴の異なるものは光学顕微鏡で観

察した。繊維状の構造が倍率 倍で観察され

た（図１）。なお、これらの構造は ％ 処

理後に残ったものである。

４ 考 察

マイクロプラスチックは PP や PE など比重

が水よりも小さいため、遠心後の上清を観察

対象とした。沈殿物はエサとして用いた甲殻

類の残存物であると考えられ、これらが混入

していると見わけがつきにくい。結晶状のも

のはケイソウ類などの可能性もあり、また繊

維状の構造は空気中に漂っていたポリエステ

ルなどの繊維の可能性もある。解剖を行う際

に空気中の浮遊物に注意することも考えられ

るが、生徒を対象とした実験を行う上で現実

的ではない。対照群を設定し、そこで得た画

像を印刷し、これを手元に置き比較しながら

観察を行うことで判別の根拠にすることの方

が現実的である。コントロールを設定する意

味を考えさせることもできると期待できる。

引用文献

牛島大志(2018)『日本内湾および琵琶湖におけ

る摂食方法別にみた 魚類消化管中のマイクロ

プラスチックの存在実態』水環境学会誌

図１ 光学顕微鏡で観察された繊維状の構造 
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仮説設定場面において理科教師が感じる指導の困難 
 

○兵ヶ谷紗也佳 1，松浦拓也 1 

Sayaka HYOUGATANI, Takuya MATSUURA 
1広島大学大学院人間社会科学研究科 

【キ－ワード】 仮説設定，指導の困難，中学校理科 

１ 研究の背景及び目的 

 科学的探究のスキルの１つとして，仮説設

定能力が挙げられる（長谷川ら，2013）。ま
た，仮説設定の理科における重要性は以前か

ら指摘されてきた（e.g., 出野，2003; Wenham, 
1993）。一方，今田・小林（2004）は，「仮説
を立てる能力」の育成に力を入れている中学

校教員が 77%であるのに対し，生徒に定着し
ていると感じている教員は 28％に過ぎないと
報告している。このことから，仮説設定の指

導について教師が自身の指導に疑問を感じて

いることがわかる。小林（2013）は，小・中
学校の教員に対して仮説設定場面における指

導の実態を調査しているものの，調査人数が

限られることや，仮説の形成・評価活動を行

っていない教員のみに着目して分析している

という課題がある。以上のことから，本研究

では，仮説設定場面において中学校理科教員

がどのような理由で困難を感じているか明ら

かにすることを目的とする。 
２ 調査方法の検討及び調査の概要

本調査では，Google Forms によるオンライ
ン調査を行った。木下（2013）などの先行研
究を参考に調査項目を検討した。表 1 に調査
項目の概要を示す。

表１ 調査項目の概要 

設問 質問内容 

問 1～3 回答者の基礎情報 

問 4 仮説設定場面を設けているか 

問 5 分岐 1：問 4 で「はい」と回答した場合  

1.頻度，2.時間，3.指導方法，4.育成の実

感，5.指導上の困難 

分岐 2：問 4 で「いいえ」と回答した場合 

仮説設定場面を設けていない理由 

３ 調査結果及び分析 

 調査の結果，32 名の教員から回答が得られ
た。また，仮説設定場面を設けていると回答

した教員（実施群）が 23名，仮説設定場面を
設けていないと回答した教員（未実施群）が9

名であった。

実施群が回答した仮説設定場面における指

導上の困難に関する記述分類と，未実施群が

回答した仮説設定場面を設けていない理由の

記述分類をそれぞれ表２，表３に示す。

表２ 仮説設定場面の指導に関する困難の記述分類 

分類 
度数 

(n =23) 
具体例 

学習内容 5 

単元の内容によっては，仮説

が立てにくかったり，根拠が

示せない 

指導 9 
検証できない仮設を立てたと

きの対処が曖昧になる 

生徒実態 9 
基礎学力の低さから仮説をた

てられない 

表３ 仮説設定場面を設けていない理由の記述分類 

分類 
度数 

(n =9) 
具体例 

時間的

制約 
4 

問題を見出させたり，仮設を設定

させる時間が取れていない 

教科書

等依存 
2 

教科書に沿って授業を行うため，

仮説を立てさせる活動ができてい

ない 

生徒実

態 
5 

仮説を立てるための知識が乏し

く，そこまでに至ってない 

実施群と未実施群に共通して，基礎学力の

低さといった生徒実態や，教科書や単元で教

える内容等に関する困難が抽出された。但し，

この結果は教員の主観的な判断に基づくもの

であり，生徒の能力や教科書の内容との関連

については検討の余地がある。また，調査人

数が限られていることにも課題がある。今後

は，調査内容の改良を行うとともに，導出さ

れた困難を考慮した指導法の考案及び実践研

究を行っていきたいと考える。 
引用文献 

小林寛子（2013）「理科の観察・実験を通し
た問題解決活動における教師の指導と有効

性の認知の影響」『日本教育工学会論文

誌』37(1)，57–66.
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問題事象から変数を見いだす力の評価方法の開発 

○森川大地 1，石飛幹晴 2，工藤壮一郎 2，中村大輝 2

Daichi MORIKAWA，Mikiharu ISHITOBI，Soichiro KUDO，Daiki NAKAMURA 

1板橋区立桜川小学校，2広島大学 

【キーワード】 問い，変数の見いだし，教育評価，妥当性，項目反応理論 

１ 研究の背景および目的 

 科学的探究において「問い」はその後の仮説
設定や実験計画を方向付ける重要な役割をも
つ（Chin & Osborne, 2008; 猿田・中山，2015）。
学習者が問いを生成する際の思考過程におい
ては，変数を見いだす過程が重要な役割を果た
すことが示されてきた（河原井・宮本，2021;
吉田・川崎，2019）。しかしながら，当該過程
における変数を見いだす力の評価方法は管見
の限りない。そこで本研究では，問題事象から
変数を見いだす力の評価方法の開発を目指す。 
２ 研究の方法（https://osf.io/edua9/） 

（１） 調査問題の作成

変数を見いだす力を「目の前の問題事象の中
から，変化し得る要素を特定する力」と定義し
た上で，当該能力を評価する調査問題を 12 問
作成した（森川・中村，2021）。各問題では，2
つの事象 A/B を示したうえで「A と B では何
がちがいますか？」と尋ねることで，事象間で

異なる要素（変数）の回答を求めた（図１）。
回答形式は自由記述（短答，複数回答可）とし，
それぞれの事象と因果関係が認められる回答
を正答とした。 

図１ 調査問題の例（磁石に関する問題） 

（２） 予備調査の実施
小学生４名を対象に，発話思考法を用いた面

接調査を実施し，想定と異なる回答プロセスを
経ていた問題を除外した。最終的に計 10 問を

本調査に用いた。
（３） 本調査の対象者
調査は東京都内の小学校７校 846 名（第３〜
６学年の児童, 原稿執筆時点）を対象に，2021

年５月～７月に 2 回に分けて実施された。 
（４） 量的分析

項目反応理論の前提となる一次元性と局所
独立の仮定の成立を確認した上で，2母数ロジ
スティックモデルに基づき項目母数と潜在特
性値の推定を行った。
３ 結果および考察

項目の基礎分析の段階で除外されたQ8を除
く 9 項目の項目母数の推定値とテスト情報曲
線を示す（表１，図２）。

表１ 項目母数（困難度 b，識別力 a）

図２ テスト情報曲線 

表１より，Q8 を除くすべての項目において

識別力が 0.6 を上回っており，変数を見いだす
力を評価する問題として十分な性質が認めら
れた。困難度は全体的に低く，図２に示す通り，
当該能力が平均よりやや低い集団において高
い弁別性を持つことが分かる。このことから，
今回開発した評価方法は当該能力が低い学習

者のスクリーニングと個別支援に活用できる
と考えられる。

引用文献 

森川大地・中村大輝（2021）「理科における変数
を見いだす力の評価方法に関する試案」『日本

教育工学会研究報告集』JSET21-1-A10, 62-65.
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  探究学習における「探究力」の要素についてのー考察 
○正司園美音 1，村上忠幸 2 

Mion Shojizono, Tadayuki Murakami 
1京都教育大学大学院，2京都教育大学 

【キ－ワード】 学習,探究学習,探究力 

 

１ はじめに 
 筆者は,今まで先生が学び方や知識を教えてく
れ,その内容をいかに覚えているかを試される授
業しか受けたことがなかった。また,筆者は本学
にて「自由で協働的な探究学習」を経験した。こ
の学習は,自分自身の経験や考えを生かして発見
や失敗を重ねていく学びであり,自分の中から知
識や考えを生み出していく学び方は今まで受け
てきた学習と異なり大変戸惑った。 
 しかし,自分が今まで受けてきたインプットし
ていく授業とは異なり,自ら知りたいと思う意欲
や,楽しさを感じ,時間を忘れて探究に没頭する瞬
間が生まれた。このような探究学習の経験を経て
自分も学びの楽しさを伝えられる探究の授業を行
いたいと考えるようになった。 
 筆者は,将来教育現場に出た時に,自由で協働的
な探究の授業を行いたいと考えている。そのため,
探究学習を支える力を身に付けたいと考えた。 
 以上より,目の前の生徒への「支援」を実現する
ために,本研究では探究における「探究力」を探っ
た。 
２ 方法 
 まずは好きなことを題材として,探究のテー
マを決めた。はじめに興味を持った「雨のにお
いの正体」に関する探究を行い,その後もう一つ
の興味を持っていた「知育菓子」に関する探究
を行った。その中で自分の興味の高まりについ
ても分析した。 
 探究はすべて自分で計画し,自由に行いその
過程で「探究力」を探った。次いで,知育菓子で
遊ぶ妹の様子に着目し,知育菓子を実践してい
る妹の発言を,KJ法的手法を用いて分析した。 
３ 結果 
 雨のにおいに関する研究は,文献調査により
答えが知れたことやにおいという定義の難しい
ものに対して興味を失い,さらにその探究テー
マに向き合う中でテーマ設定が外発的であった
ことに気づいたのでテーマを変更した。
知育菓子で遊ぶ妹の様子は,普段よりも集中

しており,発見や驚きなど遊びの中で様々なこ
とを考えていることが読み取れた。
４ 分析 
 KJ 法的手法を用いて知育菓子作り中の妹の
発言について分析を行った。（ラベル数 83）KJ
法的手法を用いて空間配置した。その後,図解化
(図 1)を行った。 
 
 
 

図 1 妹との市販の菓子Nの実践から見る妹の実践の実態 
５ 考察 
（１）「強み」（コア・クオリティ）の必要性  
 「好きなもの」から選んだはずの探究のテー
マにつまずいた理由は,自分の内面に向き合わ
ず,外発的なテーマ設定をしてしまったからで
あると考えられる。ここから,「純粋に向き合っ
て好き」なものをテーマとする必要性が示され
た。また,道津（2021）は,『「探究的な研究」は
「強み」に根ざした活動となり,そこから研究に
こだわりが生まれてくる。』と述べている。  
 ここから,研究のテーマを自分の「強み」（コ
ア・クオリティ）ではなく,研究がうまくいきそ
うなテーマを設定してしまったことからつまず
いたのではないかと考えられた。ここからも,こ
の研究のような探究を支える要素として,テー
マを自分の「強み」（コア・クオリティ）に求め
る必要性が示唆された。 
（２）探究力の要素について 
また,知育菓子の実践と反応では,KJ 法的手

法を用いた質的分析を行うことで,探究を支え
る要素として「協働すること」,「意志」,「意欲」,
「好きなもの」の 4つがあることが示唆さ 
れた。ここから,探究を支える要素を支えるもの
が「探究力」であると考え,「探究力」の要素を
この研究から示したものが図 2である。 

図２ 本研究から示された「探究力」の要素 
引用文献 
 道津貴文（2021）『探究経験が促進するマルチプ
ル・インテリジェンスの概念深化に関する研究』京
都教育大学教育学研究科令和二年度修士論文. 
 村上忠幸・清水凌平（2021）『コルトハーヘンの
コア・リフレクションに関するー考察』教職キャリ
ア高度化センター教育実践研究紀要 第 3号 2021． 
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探究学習にコア・リフレクションの発想を 

村上 忠幸 
MURAKAMI Tadayuki 

京都教育大学 

【キーワード】コア・リフレクション、コア・クオリティ、探究学習、学習指導要領 

 

1 はじめに 

「主体的・対話的で深い学び」を実現するため

の省察、特にコア・リフレクションが、今日的な資

質・能力を基本とした学びである探究学習にどの

ように位置づくか、以下に考察する。 

２．コア・リフレクションの問いかけるもの 

人の最善を引き出す、すなわち自分の強みに気

づく行為としてコア・リフレクションは、自己肯

定感をもたらしてくれる。そのため以下の問いか

けに答えていくことが、コア・リフレクションの

ポイントとなる。 

1）人が自分の潜在能力に気づき、その能力を発

揮していけるにはどうすればいいか。 

2）人が自分の内につくっている障害に向き合い、

それを乗り越えて行けるようにするにはどうすれ

ばいいか。 

3）自律的で、自己主導型の意思決定ができるよ

うになるにはどのようにすればいいか。 

1）は自分のコア・クオリティに気付くことであ

る。２）は自分のコア・クオリティが発揮されない

のは、自分の中にそれを阻止する何かがあるとい

う認識である。３）は日本の教育文化に自律的で

自己主導型の意思決定を醸成する土壌が薄く、こ

の視点が希薄であるところが課題でもある。 

３．自由で協働的な学びにおける省察の意義 

筆者が展開する自由で協働的な探究学習につい

ても、現場の教員からはインプットだけの視点、

つまり認知的な学びに偏った視点で見られること

がほとんどである。例えば探究学習「紙コップの

不思議を探る」（村上、2019）を教員自身が探究し

た時でさえ、そこに含まれる理科的なスキル・知

識の定着が目標と信じて疑わない人がほとんどで

ある。また、学習者によって主体的にアウトプッ

トされた知識・技能や「思考力・判断力・表現力」

によってアウトプットされた様々なパフォーマン

スについては、むしろバラバラで何が起こってい

るのか捉えられないとあきらめているようでもあ

る。探究学習において、一見すると学習者がバラ

バラで何をしているかわからないような状況が生

じるのが自然である。そうでなければ、それは、単

に一斉授業の延長線上にある探究過程をなぞるパ

ターン化、形骸化した名ばかりの探究学習となる。

つまり、ここでまず探究学習は学習者の多様なア

ウトプットによって成り立つ学びであること、そ

れは学習者個人の経験として存在すること、そし

てそれは個別化しており多様であることを認識す

るべきである。そのうえで、そのようなことを放

置することなく、学習者によって多様にアウトプ

ットされたものを、学習者の学びとして学習者の

力で学びに変えていくことを支援する必要がある。 

４．探究学習にコア・リフレクションの発想を 

自由度の高い協働的な探究学習におけるアウト

プットにはまさに学習者個人の資質・能力に基づ

く多様性が現れる。それは同時に経験拡張的なポ

ジティブな環境によってコア・クオリティが現れ

る好機でもある。だた、この好機をどのようにし

て省察を通じて学びに変えていくのか、それが問

題である。これに対して資質・能力の姿が個別多

様的であることに起因するのは当然としても、さ

らにコア・クオリティを健全に発揮することが教

育の目的である。とりわけ筆者らは上に示すよう

な自由度と協働性を実現する取り組みに成果をあ

げており、課題の検討も進んでいる。そのなかで、

コア・クオリティを見出すコア・リフレクション

の発想を探究学習に位置付けることにより、探究

学習という個別多様な経験から、確かな学びをつ

くる省察の有効性を確かなものにしたい。 

＜参考文献＞ 

・村上忠幸（2019）新しい時代に向けた自由度の高

い協働的な探究学習のすがた．理科の教育，68

（11）,pp9-13． 
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「見える化」による能動的な学習者の育成 

―子どものイメージと説明活動によるモデル構築― 

○有泉翔太A，野原博人 B

ARIIZUMI Shota, NOHARA Hirohito, 
川崎市立下沼部小学校A，立命館大学 B 

【キ－ワード】見える化，科学的な理解，イメージ，モデル構築， 

図１ 理科授業における説明活動を促す教授・学習

(Papadouris,N.,et al.,2016 をもとに作成) 

本研究では，Papadouris らの論考を援用し

（図１），子どものイメージと説明活動によ

るモデルの構築を目指した理科授業デザイン

を立案した（図２）。図２の授業デザインの

実践と分析により，その有用性を検証した。

図２ 「見える化」を促進する理科授業デザイン 

図２に基づく理科授業デザインにおける，子

どものイメージとその説明活動の連動により，

モデルの構築と精緻化は促進された（図３）。

さらに，図２の具現化は，能動的な学習者の育

成と科学的な理解に寄与することが明らかと

なった。

図３ 空気の温度と体積変化 

附記 

本研究はJSPS科研費20K14016の助成を受けたものである。 

引用・参考文献 

有泉・野原（2020）「子どものイメージを介した思考・表現

によるモデルの構築−思考の可視化としての「見える化」の

有効性−」，日本理科教育学会関東支部大会発表論文集第

59 号，29. 

前 後

イメージに基づき理科の⾒⽅・考え⽅を働かせる

図 説明活動における認識的視点(Papadourisら,2016をもとに作成）

１ 研究の目的 

経済協力開発機構(OECD)による Education 
2030 プロジェクトが目指しているウェルビー

イングの実現は，エージェンシー(Agency)の育

成が鍵となる。エージェンシーとは，新学習指

導要領の指標である能動的な学習者の育成に

関与するコンピテンシーと捉えられる。理科授

業において科学的な理解の実現を図る上でも，

エージェンシーの概念に基づく能動的な学習

者の育成は，喫緊の課題である。

本研究では，自分の考えや理解していること

を図やことばで表現する教授・学習方略を「見

える化」と措定し，能動的な学習者の育成と科

学的な理解に関わる有効性について，授業実践

とその分析により検証することを目的とした。 

２ 「見える化」を促進する授業デザイン 

理科授業において，子どものイメージを介し

た思考，表現によるモデルの構築は，科学的な

理解を促す上で有用である。理科授業の問題解

決の過程における予想や仮説，考察を立案

し，全体で共有する場面では，自己の考えに基

づくモデルを表現し，さらに，他者の考えを参

考にモデルを精緻化していくことが肝要であ

る。子どもの表現による予想や仮説，考察につ

いてのモデルを使用しながら説明する活動の

質がモデル構築に影響を及ぼす。
Papadouris ら(2016)は，理科授業における説明

活動を促す教授・学習の枠組みを提示した。 
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コンセプトマップから見る科学概念の変容に関する研究 

―理科授業を設計する授業方略の検討ー 

 

○竹田大樹 1，鈴木一成 2，梅本菜々子 3 

TAKEDA Hiroki，SUZUKI Issey, UMEMOTO Nanako 
1慶應義塾湘南藤沢中・高等部，2東洋大学文学部教育学科，3横浜市立元街小学校 

【キ－ワード】 問題解決的な学習，コンセプトマップ，概念の変容 

 

１ 目的 

 学習指導要領（平成 29 年度告示）において

は，主体的・対話的で深い学びが重要であると

示された。これは理科授業において，探究の過

程という一連の問題解決的学習として捉えら

れており，その枠組みとして理科授業デザイン

が有効であることが示されている（文部科学

省，2017；鈴木，2014）。 
本研究では，一連の問題解決的学習の前後に

おいて，学習者の概念を，コンセプトマップを

用いて可視化し，コンセプトマップを分析する

ことにより，科学概念が変容した事例の詳細の

容態を分析することを目的とした。 
 
２ コンセプトマップの意味内容 

コンセプトマップ（概念地図法）は，学習者

の理解を示すものであり,学習者の認知構造を

表現する方法として有効であり，学習者の問題

解決的な学習活動においても，活用可能である

と考えられる（福岡，2002）。例えば，授業計

画の際にコンセプトマップを分析することに

より，学習者が重視している知識や技能，思考・

判断の能力などを明らかにできる。また，学習

評価の際にも，コンセプトマップを用いること

で，学習内容に関する学習者の見方や考え方

が，どのように頭の中で構成されているのかが

視覚化され，把握することができる。 

中学校理科におけるコンセプトマップを活

用した事例として，コンセプトマップは様々な

型があり，その型と学力との間には相関がある

ことを示した研究もある（比護，2013）。 

これらの利点から，コンセプトマップを活用

することは，学習者が自ら学んだことを認識

し，省察を十全に行うことに寄与し，理科授業

での主体的・対話的で深い学びにおいて，学習

者の概念の変容過程の把握に有効であると考

えられる。 

鈴木（2014）の理科授業デザインでは，一連

の問題解決的学習の構成を第 1象限から第 4象
限まで分割している。この理科授業デザインの

中では，学習者はコンセプトマップを学習前で

ある第 1象限と，学習後である第 4象限で記述

する。第 1象限では，子どもたちの生活経験や

既有概念をコンセプトマップにより可視化し，

本単元の学習課題との関連性を自覚化するこ

とができることが示されている。第 4象限で子

どもたちが描くコンセプトマップは，学習後の

概念間の関連を示しており，学んだことを明確

に表現することになると想定される。そして、

この第 1 象限と第 4 象限のコンセプトマップ

を比較することにより学習者の概念の変容が

把握されるのである。 
 

３ 授業実践の概要と分析結果 

 本研究では，私立中高一貫校 4年生（高校 1

年生）の理科授業のポートフォリオの記述を分

析し，学習者が一連の問題解決的学習の前後に

おいて概念がどのように変容したかについて

検討した。 

その結果，コンセプトマップは六種類に分類

することができ，学習後のコンセプトマップ

は，放射型，ネットワーク型といった複雑な形

のコンセプトマップが増えていた。これは，問

題解決的な学習を経ることで，学習者の科学概

念が構築された証左であると考えられる。 

 
参考文献 

齊藤裕一郎・遠西昭寿（2008）「コンセプトマップ

におけるノード圧縮とその効果」，理科教育

学研究，49（2），19-27 
鈴木一成（2014）「子どもの思考と表現の育成に

寄与する理科授業デザインとパフォーマン

ス評価に関する研究」，博士論文(東京学芸大

学大学院)，130–140.  
比護一幸（2013）「中学校理科学習における概念

地図の型と学力の相関」，教育実践研究，23，
145-150. 

福岡敏行（2002）「コンセプトマップ活用ガイド

―マップでわかる!子どもの学びと教師のサ

ポート」，東洋館出版社 
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  仮説の設定を重視した理科授業の実践とその効果 

－児童の意識や考え方の調査結果を基にして－ 

 

○中山雄介 1，今村哲史 2 

Yusuke NAKAYAMA, Tetsunori IMAMURA 
1東根市立東根中部小学校，2山形大学学術研究院 

【キ－ワード】 科学的探究，仮説の設定，授業実践，電流のはたらき，水のすがたと温度 
 

１ 問題の所在と目的 

 科学的探究能力の育成において，仮説の設定

の指導は重要である。著者らのこれまでの研究

では，理科授業における探究の指導の違いによ

り，児童の仮説の質に大きな差が見られること

を明らかにしてきた(中山,2019)。次に，これ

らの成果を基に，児童の仮説の設定を支援する

ための指導方策を提案し，それを導入した授業

を計画・実践することが課題となっていた。 

そこで本研究では，仮説の設定を重視した理

科授業を計画・実践し，児童の意識調査等の結

果から，提案した授業の効果や指導方策の有益

性を明らかにすることを目的とした。 

２ 方 法 

①小学校第４学年理科の「電流のはたらき」(全

11時間)【実践Ⅰ】と「水のすがたと温度」(全

14時間)【実践Ⅱ】の単元において，仮説の設

定を重視した授業を計画し，実践した。 

②仮説の設定に関する調査用紙を作成し，第４

学年の 2つの単元の前後で調査を行った。 

③授業実践と調査の時期は次の通りであった。 
・事前調査：2020年 5月（ﾌﾟﾚﾃｽﾄ兼） 

 ・【実践Ⅰ】2020年 6月～7月（ﾎﾟｽﾄﾃｽﾄ） 

 ・【実践Ⅱ】2020年 11月～12月（ﾌﾟﾚﾃｽﾄ） 

 ・事後調査：2020年 12月（ﾎﾟｽﾄﾃｽﾄ兼） 

 尚，調査の対象は，山形県内 A小学校第 4学

年児童 29名(男子 17名，女子 12名)であった。 

④調査結果，児童の授業ノートの記述や授業中

の様子を基に，児童の仮説に対する意識や考え

方について考察し，授業の効果を検証した。 
３ 結果と考察 

(1)仮説の設定の重要性とスキルの向上 
 実践Ⅰの単元終了時における仮説の設定に

関する調査結果では，理科において仮説の設定

が必要であると回答した児童の割合が 90％弱

であった。また，「電流のはたらき」の単元を

通して自身が仮説の設定ができるようになっ

たと考えている児童が 3／4以上いた。 

(2)仮説の設定を重視した理科授業の効果 

 実践Ⅰの単元に入る前(5月)と実践Ⅱの単元

終了後(12 月)に理科授業に関する調査を実施

した。その結果（一部）は以下の通りであった。 

①理科の授業で大切にしていること 

 図 1は，理科の授業で大切にしていることに

ついての調査結果である。2つの単元終了後に

は，児童は全ての項目で大切にしたいと思うよ

うになっていた。特に，「仮説を立てる」の項

目で，ほぼ全員が大切にしたいと答えていた。 

 

 

図 1 理科の授業で大切にしていること

②理科の授業で思考することの大切さの意識

 実践Ⅱの単元終了後(12月)の調査結果では，

授業で「以前よりもよく考えるようになった」

と回答した児童の割合が 86％になっていた。 

以上のことより，仮説の設定を重視した理科

授業を展開することで，児童は仮説の設定の重

要性に気づくとともに，意識して主体的かつ論

理的に思考するようになることが分かった。そ

して，科学的探究能力の育成のためには，本研

究で実践した仮説の設定を重視した理科授業

が効果的であることが明らかになった。 

引用文献 

中山雄介(2019)「小学校理科授業における仮説

設定に関する指導の研究-仮説品質尺度を用

いた分析結果を基に-」『山形大学大学院教育

実践研究科年報』,第 11号,272-275. 
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仮説設定場面において論証パターンを吟味する活動に 
重点を置いた中学校理科授業の展開の工夫 

○遠藤 裕貴 A，小倉康 B 
ENDO Yuki，OGURA Yasushi 
上尾市立東中学校 A，埼玉大学 B 

【キーワード】 仮説設定、論証パターン、複数の仮説、結果の予想・解釈、考察 
 

１ 研究の背景と目的 
学習指導要領（平成 年告示）の改訂で、中

学校理科の目標に「見通しをもって」の文言が入

り、「見通し」が重要視されてきている。勝間（ ）

は、「仮説設定シート」を考案し、説明仮説と作業

仮説を順に立て、明確な根拠をもち検証可能な仮

説を設定させる方略を実践し、その有効性を示し

た研究であるが、 つの課題に 校時分の時間が

かかり、毎回の実験で取り入れることは現実的で

はない。そこで、本研究の目的を、仮説設定場面

において集団で論証パターンを吟味する活動に重

点を置きつつ、従来通りの時間数で単元指導が可

能な展開の工夫を明らかにすることとした。

２ 方 法 
考案した指導法（手立て①～③）

仮説の定義や仮説に基づく考察の仕方等につ

いて教示する特別授業を実施する（手立て①）。

単元指導は、表 に示したような流れで行うこ

とで、実験を伴う内容で従来と同様な時間数での

指導が可能になる（手立て②，③）。

表 ：手立てを取り入れた単元指導の展開

手立て①②を実施する実験 群と、手立て①③

を実施する実験 群を設け、 年 学期に埼玉

県公立 中学校第 学年 学級 名を対象に、

電流の単元で検証授業を行った。調査は事前・事

後・遅延（事後約 ヶ月後）で、「理科に対する意

識・実態調査」「仮説と結果の解釈に関する調査」

を実施した。

３ 結 果 
「理科に対する意識・実態調査」

実験 群・実験 群ともに、 項目すべてで事

前から事後にかけて有意な差が認められた。 
「仮説と結果の解釈に関する調査」

理由の記述の中で用いられる結果の予想につ

いて評価基準を設けて得点化したところ、両群と

も、事前―事後間で有意な上昇が認められ、事後

―遅延間では有意な差が認められなかった。 
４ 考 察 
本研究における展開の工夫を取り入れると、自

他の仮説を踏まえて結果を予想しながら考察しよ

うとする意識や、実験前に立てていた仮説と実験

結果とを照らし合わせながら考察しようとする意

識を高めることに効果があると考えられる。また、

実験結果から仮説の支持・不支持を判断する過程

で、仮説に基づいた結果の予想をしながら判断す

る思考を高める効果があると考えられる。 
実験 群と実験 群とでは、群間には統計的な

差異は見られなかったことから、どちらの展開に

ついても同様の効果が得られることが考えられ、

仮説を例示するかどうかについては、状況によっ

て使い分けても良いと考えられる。

５ まとめ 
仮説設定場面において論証パターンを集団で

吟味する活動に重点を置くことは、有効であると

考えられ、本研究のように展開を工夫することで、

従来通りの時間数での単元指導は可能であること

が示唆された。 
参考文献 
・勝間敦史（ ）『平成 年度教員長期研修生

研究報告』広島市教育センター

・宮本直樹（ ），理科教育学研究， ， ，

・安部洋一郎・山本智一・松本伸示（ ），理科
教育学研究， ， ，

 手立て②（実験 A 群） 手立て③（実験 B 群） 従来の指導 
授

業

展

開 

課題の提示 
複数の仮説の例示（教師より） 
仮説の選択・理由の記述（個人） 
仮説の吟味（班） 
仮説の発表・共有（クラス） 
仮説の再検討（班） 
実験方法の確認（教師からの提示） 

課題の提示 
仮説の設定（個人） 
 
仮説の吟味（班） 
仮説の発表・共有（クラス） 
仮説の再検討（班） 
実験方法の確認（教師からの提示） 

課題の提示 
（予想） 
実験方法の確認 

（教師からの提示） 

実験の実施（班） 

結果の処理（班） 

例示された仮説それぞれに 
基づく結果の予想（班） 

班で設定した仮説に基づく 
結果の予想（班） 

結果の共有（クラス） 

実験の実施（班） 

結果の処理（班） 
考察（個人） 
まとめ 

実験の実施（班） 

結果の処理（班） 
考察（個人） 
まとめ 

考察（個人） 
 
 
 
まとめ 

※表中の太点線は 1 校時目と 2 校時目の区切りの目安を表している。 
※表中の太字は、手立て②と手立て③の差異にあたる、複数の仮説の例示に関わる部分を示している。 
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「デボノの帽子による省察」における有効性の考察

―公立中学校の探究授業実践を通して―

〇古谷朋也 ，村上忠幸
，

京都教育大学大学院， 京都教育大学
【キーワード】 省察，メタ認知，デボノの帽子，探究学習

はじめに
筆者は，これまでに「自由度の高い協働的な

探究学習」 村上， でデボノの帽子による
省察を経験してきた 村上， 。デボノの帽
子による省察は，村上より開発され，自己認識
へのフィードバックにより内省が具体化され，
メタ認知が言語化されるといった成果が報告
されている（村上 ）。筆者も自分では気づ
けなかった強みを知る機会を得ることができ，
省察に大きな魅力と可能性を感じている。一方
現状において，高校生や大学生及び現職の教員
が主な実践対象になっており，中学生を対象と
した実践は清水 が報告されているが，報
告数は少ない。
本報告では，デボノの帽子による省察を中学

生に実践し，省察が活発化する要素を明らかに
すると同時に，その有効性について考察した。

２ デボノの帽子による省察
デボノの帽子とは

によって考案された人の思
考パターンを つの色の帽子 ， に
分類した創造的思考法のことである。

省察の手順
以下の手順で自己評価と他者評価を照らし

合わせながら，具体的な学習や活動の場面をあ
げて交流する。
①：全員が6色の帽子カードを持つ
②：評価する人に対して6色から2色選ぶ
③：同時に「せーの」で全員が2枚を出す
④：評価について場面をあげて話し合う

３ 実践内容
【日時】： 年 月 日， 日
【対象】：京都府内公立 中学校 年 クラス

名
【班編成】：各クラス 班 ～ 人ずつ

※それぞれ ～ 班とする。
【内容】：「紙コップの不思議を探る 探究学習 」
村上， と「デボノの帽子による省察」
【授業時間】：探究学習 分 省察 分 ア
ンケート 分 の計 分

４ 調査方法
アンケート調査
省察について「楽しかったか」，「満足した

か」，「難易度は易しかったか」，「価値を感じた
か」に対する選択式質問 件法 を行った。ま

た，理由や感想等を自由記述で調査した。
ビデオ分析
省察中の発言を文字に起こし 省察が活発化

した要素を抽出した。

５ 結果
アンケート調査
省察に対する肯定的な意見を以下に示した。

・自分の良さを理解できた。
・他人から見た自分の役割が分かった。
・他人に良い評価をしてもらえて嬉しかった。
・自分の性格が分かって次に活かせそうだ。
一方で，「活動した内容を忘れた」，「色を考え

るのに時間がかかる」といった困難が見られた。
ビデオ分析
省察が活発化した班 生徒 に対する評価 の

発言・行動を以下に示した。問いかけを通して
省察が活発化し、他者評価を受け入れる様子が
見られた。
A：でも，赤ではないと思った。
B：何で？
A：別に熱意なかったし。普段からこんな感じや

から。
B・C：普段から熱意あるって！
A：(評価に驚く様子)

～(中略)～
A：そんなに積極的かな？
B・C：(Aが積極的だった場面を説明する)
A：ありがとうございます。

６ 今後の展望
アンケート及びビデオ分析を進めていき，省

察の困難が生じる要因を明らかにし，教師側の
効果的な支援を検討していく。
参考文献

著： ・ 訳：川本英明
『 つの帽子思考法―視点を変えると会議も変わ
る』パンローリング株式会社

清水凌平 『多様で協働的な学習活動を
実現するためのマルチプル・インテリジェンス理
論およびデボノの帽子の活用・実践』教職キャリ
ア高度化センター教育実践研究紀要 第 号

村上忠幸 『新しい時代への理科教育へ
の一考察』京都教育大学附属教育センター機構教
育センター教育実践研究紀要 第 号

村上忠幸 『新しい時代への理科教育へ
の一考察 』京都教育大学附属教育センター機構
教育センター教育実践研究紀要 第 号

村上忠幸 『「深い学び」を実現するため
の探究学習とは 』教職キャリア高度化センター
教育実践研究紀要 第 号
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「理数探究基礎」の指導計画の検討

中高一貫教育校における中学３学年での実践から

○鳥谷部光，上村礼子

東京都立富士高等学校

【キ－ワード】 理数探究基礎，挑戦力，スーパーサイエンスハイスクール

１ 目 的

令和４年度から実施される「理数探究基礎」

の特徴は、探究の過程全体を自ら遂行するため

に、必要な基本的な知識及び技能を身に付け、

粘り強く考え行動し、課題の解決に向けて挑戦

しようとする態度を養うなど、課題を解決する

ために必要な基本的な資質・能力を育成する点

である。「理数探究基礎」を中高一貫教育校の

中学３学年において実施するための指導計画

の検討を本研究の目的とする。

２ 方 法

（１） 年間指導計画

本校は令和２年度から高校の募集がなくな

り、６年間をとおしたカリキュラムの開発が課

題となっている。また、令和３年度からスーパ

ーサイエンスハイスクールに指定され、６年一

貫の理数カリキュラムの開発をテーマにＳＳ

Ｈ事業を推進している。本校では、「理数探究」

を全生徒が高校１学年で２単位、高校２学年で

２単位、高校３学年で１単位履修する。中学３

学年では、プレ課題研究を行うことになってお

り、生徒は課題研究に必要な基礎的なスキル

表１ 中学３学年の「理数探究基礎」の年間指導計画

を「探究基礎講座」や「データ分析講座Ⅲ」等

の講座で身に付けてからプレ課題研究に臨む。

（２）「探究基礎講座」の内容

テキストは、自由記述を中心に、生徒の挑戦

力、課題発見力、課題解決力の３つの資質・能

力を身に付けさせる構成にしている。

表２ 「探究基礎講座」の 時間の授業内容の例

３ まとめ

本研究では、生徒の自由記述から、挑戦力が

課題研究を行うために必要な力であるという

生徒の認識が高まることが明らかになった。現

在、生徒の自由記述の詳細な分析や、調査問題

による経年比較、質問紙による量的な分析によ

り、客観的な成果検証を行っているところであ

り、本校のＳＳＨの成果として発表する。

引用文献

文部科学省（2018）「高等学校学習指導要領解

説理数編」12
日本教科教育学会編（2015）「今なぜ，教科教

育なのか―教科の本質を踏まえた授業づく

りー」50-61.文溪堂

日本教科教育学会編（2020）「教科とその本質

―各教科は何を目指し、どのように構成する

のか―」92-103.教育出版

東京都立富士高等学校・東京都立富士高等学校

附属中学校（2021）『令和３年度スーパーサ

イエンスハイスクール研究開発実施計画書

【開発型・実践型】』

学

期
課題研究の流れと実施する講座の概要

【探究の過程を知る・疑問の創出】課題研究のための探究

活動の基礎を学習する。研究のデザインの仕方を学び，課

題研究の準備期間とする。

・富士未来学Ⅲガイダンス

・探究基礎講座

・富士未来学発表会１回目

【 を活用したデータ分析・プレ課題研究・課題の発見】

データ分析講座Ⅲで多変量解析や検定の基礎を学ぶ。

・データ分析講座Ⅲ

・プレ課題研究

【プレ課題研究・発表】ゼミごとに割り振られたテーマに

ついて課題研究をし，その結果をゼミ内でポスター発表す

る。発表会での質疑応答をもとに改善する。

・プレ課題研究

・ポスターの作成

・富士未来学発表会２回目

・ポスター改善 完成したポスターは 発表する。

０ 本時のルーブリックの確認

１ 探究とは

２ 「勉強」と「探究」の違い

３ 科学的とは

（１）科学的のイメージは？

（２）「科学」がつく言葉を考えてみよう

（３）科学的とは…

４ 富士山型探究者（科学的グローバルイノベーター）について

５ 探究の過程

６ 探究的に「考える」ということはどういうことか

７ 科学的思考

８ 本時のルーブリックによる自己評価、教員による評価
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女子大学生向け生命倫理教育テーマに関する検討：
「終末期に望むこと」の特質

○三宅志穂 1，大貫麻美 2

Shiho MIYAKE, Asami OHNUKI 
1 神戸女学院大学，2 白百合女子大学

[ キーワード ] 生命倫理，女子大学生，終末期，授業実践

1. 研究のねらい
　生命倫理教育は，科学・医療技術のめざまし
い発展の背景により，医療従事者だけでなく一
般市民にも普及が望まれている（文部科学省，
2020）。これまで生命倫理教育に着目したプ授業
ログラム開発と実践では，ゲノム編集，臓器移植
などの科学技術に対する選択方針と考え方を議論
するテーマが多く扱われてきた一方で，学習者の
着眼点や価値基準をジェンダーの視点で捉えよう
とした研究はない。
　著者らは「終末期（ターミナル）ケア」をテー
マとして設定し，女子大学の初年次科目として実
践してきている（例えば，三宅・大貫，2019）。
本研究では，女子学生が自分の終末期を想定して
記載した「終末期に望むこと」について質的な側
面からその特質を探る。

2. 研究の方法
　1 コマ 90 分合計 8 コマで 1 コースとする授業
プログラムを立案した。プログラムでは学生に自
分の意見を述べること，その理由について考える
ことを求めた。また，他者との意見交換を通して，
終末期を想定したときに重要となることについて

「カード」に記述させた。ここに記述された内容
から，本プログラムを通して女子学生にある生命
倫理観の実態やその特質をテキストマイニングの
手法で抽出した。

3. 結果と考察
　プログラムには女子大学生 56 人が参加した。
カード型ゲームおよびドキュメンタリー映画の視
聴後を含む一連のプログラムの最終段階で，「終
末期に望むこと」として参加学生の記載したカー

ドは 71 枚であった。そのうち上位 5 つは表 1 の
ように示された。心身のケア（表 1−a, e），願望

（表 1−b, d），のほか物質的環境の整理（表 1−c）
に関わることが表出された。
　本研究の対象者は概ね 18 歳であり，医療従事
向け教育を受けているわけではない。いわゆる一
般学生の女子が率直に思う，生命倫理に対する感
性は何かを終末期というテーマは導き出したと思
われる。生命倫理についての考え方や学び方に関
する女子大学生への実践に今後も取り組んでいき
たい。

謝辞
　本稿で紹介する研究成果は JSPS 科研費補助金
17H04490 の助成を受けています。

註および引用文献
三宅志穂・大貫麻美（2019）女子大学生を対象と

した初年次教育のための生命倫理をテーマとし
たアクティブラーニングの実践，日本理科教育
学会第 69 回全国大会論文集，p.63

文部科学省（2020）第 6 章　科学技術イノベー
ションと社会の関係深化，令和 2 年版科学技術
白書，208−215．

表 1．学生の表明した「終末期に望むこと」
内容 度数
a. 身体的な治療やケア
b. 家族や友人への感謝
c. 財産，遺言，身辺整理
d. 目標と夢をもつこと
e. メンタルケア

23
16
14
11
  7
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中学生が化学変化を化学反応式で表すときの困難

〇植原俊晴 ，柏木 啓

信州大学， 宝塚市立安倉中学校

【キーワード】 中学生 化学反応式 化学変化 誤答分類

１ はじめに

大野 は，中学生が化学反応式を学習する

際に，主として表１に示す つの困難があること

を指摘している。そこで，本研究では，前述の指

摘を踏まえ，中学生が化学変化を化学反応式で表

す際の困難について，その詳細を明らかにする。

２ 方法

質問紙調査を行った。調査対象者は公立中学校

年生 名であった。調査は理科の授業中に，

当該中学校の教員により実施された。調査問題は，

表 の各項目に対応した問で構成した。その概要

を表 に示す。なお，問題 を焦点問題とした。

３ 結果と考察

各問の正答者数を表 に示す。焦点問題の誤答

を分類したところ， 名 が「わからない」

と回答していた。残りの内， 名 が同一の

回答だった。そこで，焦点問題の正答者 以下，「正答

群」と前述の誤答者 以下，「誤答群」 を比較し分析を

進めた。以下の分析対象者は正答群 名，誤答群

名である。群ごとに，①問題 に一貫して正答

しているか，②問題 の各問に正答したか，③問

題 の と で反応前後の原子の数が等しいこ

とを理解できているとみなせるかどうかを調べた。

その結果を表 に示す。結果に基づき，②の を

除いて，直接確率検定 両側検定 を行った。①では人

数の分布に有意な差はなかった 直接確率 p=0.141, 

φ=0.25, h=0.64 。つまり，群に拘わらず多くは化学式

の意味を理解していると言える。次に，②では

の各群の正答者と誤答者が同数であった。これは，

問題の特性が関係していると思われる。一方，

では人数の分布に有意な差があり 直接確率 p=0.002, 

φ=0.53, h=1.26 ，誤答群で正答者数が少ない。また，

③でも人数の分布に有意な差があり 直接確率p=0.026, 

φ=0.38, h=0.93 ，誤答群で反応前後の原子の数が等し

いことを理解しているとみなせる者が少なかった。

これらから，化学変化を化学反応式で表せないこ

とと反応前後の原子の数を数えたり，揃えたりで

きないこととが関連していると言えよう。

４ おわりに

本研究で，中学生が化学変化を化学反応式で表

す際の困難について，その一端が明らかにされた。

今後，原子の数を容易に数えられるようにする介

入などを検討し，その効果を検証する必要がある。

引用文献

大野正雄 「「化学式・化学反応式」に対する

中学生の疑問の診断と治療」『化学教育』

付記

本研究は 科研費 の助成を受け

て実施された。

表 調査問題の概要

問題 番号 内容

化学式の意味を理解しているか

原子の数を数えられるか

化学反応式の規則を理解しているか

化学変化を化学反応式で表せられるか

表 各問の正答者数と正答率

問題 問題 問題

99 
80.5

84 
68.3

58 
47.2

22 
17.9

42 
34.1

26 
21.1

26 
21.1

17 
13.8

※上段に正答者数 人 ，下段に正答率 ％ を示している

表 正答群と誤答群のクロス集計の結果

群

① ② ③

問題 問題 問題 問題

〇 × 〇 × 〇 × 〇 ×

正
答

14
82.4

3
17.6

6
35.3

11
64.7

14
82.4

3
17.6

15
88.2

2
11.8

誤
答

9
52.9

8
47.1

6
35.3

11
64.7

4
23.5

13
76.5

8
47.1

9
52.9

※上段に人数 人 ，下段に割合 ％ を示している表 化学反応式を学習する際の困難

項目 内容

化学式の意味を理解すること

原子の数の数え方を理解すること

つの化学反応式の規則を理解すること

ア 化学式でかくこと

イ 反応前後の分子の数が等しいこと
ウ 分子の数は整数であること
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理科学習評価モデルによる授業デザインの実践的検証
小学校 理科 第４学年「もののあたたまり方」の実践を通して

○石川正明 1，小野瀬倫也 2，佐藤寛之 3

， ，
１国士舘大学大学院 人文科学研究科，１横浜市立吉原小学校，２国士舘大学文学部，

早稲田大学 教育・総合科学学術院

【キ－ワード】 認知的・社会情動的スキル，理科学習評価モデル，理科教授・学習プロセスマップ

１．はじめに
経済協力開発機構（ ）の

プロジェクトでは，学習の枠組みの中に
コンピテンシーの概念を組み込んで提案して
いる。その中で，子ども自らが行動に移すこ
とができるような，知識，スキル，態度及び
価値の幅広い調和の必要性が求められてい
る。また，文部科学省は育成すべき資質・能
力とコンピテンシーが，大きく重なることに
ついて述べている。学校教育においては，コ
ンピテンシーや資質・能力を視点とした教授
方法の理論化が急務である。
石川・小野瀬・佐藤（ ）は，コンピテン

シーの構成要素である認知的・社会情動的スキ
ルの考え方を援用し，理科学習評価モデルを措
定した。本研究では，理科学習評価モデルを踏
まえた授業をデザインし，検証したいと考え
た。
２．研究目的
本研究では，理科学習評価モデルを踏まえた

子どもの科学的概念構築を促す授業デザイン
の有用性を検討する。
３．研究の内容
本研究では，授業をデザインするにあたり，

小野瀬・佐藤（ ）の教授・学習プロセスマ
ップ（以下，プロセスマップ を援用した。授業
開始前の「子どもの考え」を基に授業展開を検
討し，科学概念の更新をねらうという授業デザ
イン方略が，本研究の目的と合致するためであ
る。具体的には，プロセスマップの形成的・即
時的評価に理科学習評価モデルを組み入れ，子
どもが認知的・社会情動的スキルを発揮できる
ようにした。更に話し合いを通して，互いの考
えの合意や調整等を行えるよう，予想や考察の
共有後に，「最終予想」「最終考察」を行う場
面を設定した。
４．授業実践概要
本研究では， 市立 小学校第４学年１クラ

ス（ 名）を対象として， 年１～２月に
「もののあたたまり方」の授業を実施した。
５．分析結果
研究内容に示したように授業をデザインし，

子どもの最終予想，最終考察時の記述を，理科

学習評価モデルを用いて分析した。図１は，そ
の例である。子ども は，学習問題「水は，ど
のようにあたたまるのだろうか」に対する考察
の場面で，「水は上からあたたまる」と考えて
いたが，熱源に近い水のあたたまり方を含める
と，まだ改善の余地があった。しかし，他者と
考えを共有した後，「最終考察」を行ったこと
で，他者の考えに合意したり，自分の考えに取
り入れたりしながら（社会情動的スキル），自
らの考えを再解釈し，修正を行うことができ
た。そして，自信をもって「（水のあたたまり
方は）熱のパワーが上に行き，上から下へあた
たまる」と，考えを表現する（認知的スキル）
ことができた。

プロセスマップの形成的・即時的評価に理科
学習評価モデルを組み入れ，認知的・社会情動
的スキルが発揮できる場面を確実に設定し，授
業をデザインすることで，子どもの科学的概念
が精緻化されたと考えられる。
附記
本研究は， 科研費 ， の

助成を受けたものである。
文献
石川正明・小野瀬倫也・佐藤寛之（ ）「認知的・社
会情動的スキルを組み込んだ理科学習モデルの検討」
『臨床教科教育学会誌』第 巻，第２号，  

小野瀬倫也・佐藤寛之（ ）「教授・学習プロセスマ
ップを用いた理科授業デザイン支援の研究―教員志
望学生による学習指導案の省察の分析を通して―」
『理科教育学研究』第 巻，第 号， –  

図１ 理科学習評価モデルによる子ども の表現の分析
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小学校理科「探究の過程」における指導方略
～考察の過程を中心に～

大前暁政
Akimasa OMAE
京都文教大学

【キーワード】 探究学習，考察，指導方略

１ 目的
新しい学習指導要領では，探究的な学習を

進めることが求められており，学習者が主体的
に問題を見つけ，解決方法を発想し，考察して
いくという「探究の過程」を通すことが重視されて
いる。学習者自らが未知の科学を探究し，新し
い知識や技能を習得できるためには，学習者自
らが学習を進めることができるように，教師が支
援や指導を行うという「指導方略」が必要になる
と考えられる。
2020 年 4 月から実施されている小学校学習

指導要領では，問題解決の力として，「思考力，
判断力，表現力等」を各学年で重点的に育てる
ように示されている。 6 年生で「より妥当な考え
をつくりだし，表現する」こととなっているが，「探
究の過程」においては，この考察はどの学年で
あっても，学習者自らが行えるようにしていく必
要がある。そこで，考察の場面を中心に，必要と
なる指導方略を整理した。

２ 方法
探究的な授業はまだまだ小学校の理科授業

では少ないため，その指導方略を明らかにする
には，できるだけ学習者主体で問題解決を行っ
ている先行実践を中心に調べ，学習者自らが考
察を行えるようにするための指導方略を抽出し
ていく必要がある。指導方略は，授業技術だけ
でなく，単元の計画や教材，１単位時間の授業
の展開方法，活動の工夫，学習形態の工夫な
ど多岐に渡ることが予想される。
そこで，理科授業において，これまでに発表

されてきた主な理科授業理論・実践をできるだ
け幅広く調べることで，学習者の主体性を引き
出す指導方略を整理し，明らかにしていきたい。

３ 調査内容と結果
学習者自らが考察できるように導くためには，

主な指導場面として，考察の場面だけでなく，
考察の前段階における「仮説の発想」や「解決
の方法の発想」の場面にも，必要な指導方略が
あると考え，調査した。また，素朴概念によって
客観的な考察が阻害されることもあるため，素
朴概念を意識した指導法も調べていく必要があ
った。素朴概念を否定するというよりは，素朴概

念を想起させ，生活場面をも思い出させること
で，学習者の現在の理解から，仮説の発想を促
した方がよいと考えられる。

４ 考察
仮説の発想のためには，仮説を考えることが

できるだけの知識や経験の蓄積が必要であり，
教師が意図的に知識や体験の蓄積場面を用意
することが大切になる。また，仮説が発想できた
ら，仮説を確かめるための方法の発想を促す段
階へと進む。このとき，仮説の種類によって，確
かめるための解決の方法が異なることに留意し
ないといけないことが明らかとなった。
考察の場面では，仮説の真偽を判断させる

活動に移るが，このとき，仮説が正しいとした場
合に起きる結果と，仮説が間違っていた場合に
起きる結果とを，学習者に情報共有しておくこと
が大切になる。また，考察で導いた結論が，日
常生活の現象でも矛盾やくい違いがなく，受け
容れられるかをも，検討させる必要がある。

５ 結語と今後の課題
今回の研究では，「探究の過程」において，

学習者自らが考察できるための指導方略を中
心に調べ，整理してまとめることができた。また，
中学年の単元において，実際にどのように授業
を行えば，探究的な授業になり，しかも，学習者
自らが考察を行えるかの指導案を考えることが
できた。今後の研究の方向性としては，小学校
段階で，探究の過程の全ての段階における指
導方略を，一つのシステムとして整理し，まとめ
ていく必要があると考えられる。そして，また十分
に問題解決の力が身に付いていない小学校の
３年生や４年生でも，「探究の過程」を取り入れる
ことが可能な指導案を考えていく必要がある。

【謝辞】なお，本研究の一部は， JSPS 科研費
JP 20K03261の助成を受けて行った。

引用・参考文献
1) 大前暁政（ 2021 ）「小学校理科に「探究の過
程」を取り入れるための指導方略～より妥当な
考えを導く考察の過程を中心に～」，こども教育
学部研究紀要 1 （印刷中）
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見通しをもたせるための指導方略 

小学校４学年「水の状態変化」の実践を通して 

 

○岡﨑隼人 1，大前暁政 2 

Hayato OKAZAKI, Akimasa OMAE 

                      1京都文教短期大学付属小学校，2京都文教大学  

【キ－ワード】 予想や仮説の発想，解決の方法の発想，探究 
 

１ 研究の背景

 2017 年に改定された小学校学習指導要領で
は，学習者が主体性を発揮して，問題を解決する

中で，問題解決の力を育成することが重視されて

いる。つまり，学習者に探究を促し，探究の活動

の中で，思考力・判断力・表現力等を育成してい

くことが求められていると言える。

 ところが，理科を初めて学ぶ小学校段階におい

て，探究の活動を子ども主体で進めるためには，

教師が助言したり，探究を進めるための環境を整

えたりすることが必要になる。特に，小学校 3・4 年
生では，学習者自らが探究を進めるためには，

「見通し」をもたせる指導方略が重要となると考え

られる。

２ 研究の目的

 小学校 4 年生に「見通し」をもたせながら，探究
を促すためには，どのような指導方略が必要なの

かを調べる。「見通し」には，「予想・仮説の発想」

と，「解決の方法の発想」の 2 つの観点がある。そ
こで，どのような知識・経験を蓄積したら，2 つの観
点を満たし，「見通し」をもたせられるのか，授業実

践を通して調べていくこととする。

３ 研究方法と結果

 「見通し」をもたせるには，知識や経験を意図的

に蓄積する必要があると考えた。しかし，どんな知

識や経験を，どの程度蓄積すればよいのかが明ら

かではなかったため，性質の異なる知識や経験を

順に蓄積し，どの段階で「見通し」をもつことがで

きるのかを検証することとした。発想できたかどうか

は，ワークシートの記述で判断することとした。

 その結果，「予想・仮説の発想」に関しては，比

較的早い段階で記載が見られた。ただし，早い段

階で予想・仮説が判断できても，「解決の方法」を

発想できるとは限らなかった。

 また，「解決の方法」を最後まで発想できない場

合もあり，授業中の児童の会話や発言から，予

想・仮説に対して自信があって発想できている児

童と，自信のない児童とでは，見通しの程度が違

うのだと示唆される結果となった。

   

４ 考察

「見通し」をもたせるためには，仮説・予想の発

想と，解決の方法の発想を促す必要がある。予想

や仮説，解決の方法の発想を促すには，「生活に

おける体験の想起」，「因果関係が想起しやすい

現象の提示」，「これまでに学習した，現象に関係

する知識の想起」の 3 つの知識・経験を順に示し
ていくことが効果的であると考えられる。

ただし，1～2 程度の少ない現象の観察や体験
だけでは，仮説・予想の発想はできたとしても，解

決の方法まで発想できるとは限らないことが示唆

される。

５ まとめと今後の課題

 小学校 3･4 年生に「見通し」をもたせるために
は，「予想や仮説の発想」と「解決の方法の発想」

の 2 つが必要とされている。本研究でも，探究の
出発点として，教師が意図的に，児童に対して

「学習知識」や「生活体験」を蓄積させる必要があ

ることが明らかとなった。

生活体験の想起が難しい場合，何かと何かの

因果関係の想定が難しい場合，学習した知識が

まだ少ない場合や，それ以外の特別な場合など，

「見通し」をもたせるための条件が整わない単元に

関する指導方略も，今後研究する必要があると考

えられる。

６ 謝辞

なお，本研究の一部は， JSPS 科研費  JP 
20K03261の助成を受けて行った。

参考・引用文献

・文部科学省（2017）「小学校学習指導要領解説 

理科編」

・大前暁政・岡﨑隼人「「見通し」をもたせるための

予想・仮説と解決の方法の発想を支援する方略

（仮題）」，教育実践方法学研究，日本教育実践

方法学会（投稿予定）
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ユニバーサルデザイン教育に向けた小学校理科教科書の分析 

―観察・実験における【視覚プラス１】の確認方法の提案― 

 

○安田梨沙 1，村上忠幸 2，福岡亮治 3

Risa YASUDA, Tadayuki MURAKAMI，Ryoji FUKUOKA 
1京都教育大学，2京都教育大学，３大阪成蹊大学 

【キ－ワード】 ユニバーサルデザイン,諸感覚,視覚プラス１,教科書分析 

１ はじめに 

 本研究はユニバーサルデザインを理科教育

に取り入れることで,誰でも等しく学ぶことの
できる理科教育を行うことを目的とする。

これまでの研究では，平成 27 年度に発行さ
れた、小学校理科の教科書において教科書に掲

載されている観察・実験の確認方法の調査を行

ってきた。そこで，観察・実験の確認方法の約

９割が視覚だけに頼っているということが明

らかになった。

確認方法が視覚に依存しているということ

は，様々な子ども達がいる中で等しく学ぶこと

ができるとは言い難い。そこで，学びをユニバ

ーサルデザインにするために，視覚のみの確認

ではなく,他の諸感覚確認を追加した【視覚プ
ラス１（ワン）】の観察・実験確認方法を提案

してきた。

２ 現行教科書による調査 

これまでは、平成 27 年度に発行されたそれ
ぞれの教科書を用いて研究を進めてきた。

平成 29年 3月に学習指導要領が新しく改定
されたのに伴い、教科書も新しいものへと変わ

った。そこで、令和 2年度から使用されている
現行の教科書において、観察・実験の確認方法

の調査を行った。これまで平成 27 年度の教科
書で調査した方法と同様の方法で分析し、比較

した。諸感覚確認に着目して抽出し、相違点に

ついてユニバーサルデザインの観点から分析

する。その結果をもとに、理科教育をユニバー

サルデザインにするための【視覚プラス１】の

観察・実験確認方法の提案を行いたい。

３ 調査方法 

小学校理科の教科書を用いて、以下の方法で

調査を行う。

（１）現行教科書に記載されている観察・実験

の調査(観察数、実験数、確認方法)
（２）（１）の観察・実験数のうち、視覚以外

の方法で確認するものの数の調査

（３）全観察・実験数のうち視覚確認の割合

４ 結果・考察

調査結果のうち、ある 1社の結果について記
す。3～6年生の教科書に記載されている観察・
実験数 141件のうち、視覚以外の諸感覚で確認
しているものの数は 10 件であった。視覚以外
の諸感覚を活用した実験は約７％しかないと

いうことである。(同じ教科書会社の H27年度
は 8.5％)しかし、この教科書では観察・実験の
枠内だけでなく、導入や問題を見出すため促さ

れている観察や実験もあった。それらを含める

と以下の表のとおりになった。

教科書（A社） R2 H27
観察・実験（導入,問題の見出し）数 171 153
視覚以外の諸感覚確認実験数 18 13
導入や問題を見出すため促されている観察

や実験も含めると視覚以外の諸感覚を活用し

た実験の割合は約 11％になった。
 また、現行教科書の調査において大幅な視覚

以外の諸感覚確認の増加は見られず、平成 27
年度と同様、1割程度だった。しかしながら、
内容を調査する中で新出単元などもあり、諸感

覚確認は大きく変わっているものもあった。特

に「音」の単元は、実験の中で視覚だけでなく

聴覚や触覚を同時に用いた確認方法であった。

５ おわりに 

視覚以外の諸感覚を活用した確認方法がま

だ少ないということがわかった。だからこそ、

視覚に他の諸感覚を追加した「視覚プラス１」

の観察・実験方法を行う。そうすることで、複

数確認ができ、視覚が優位な子もそうでない子

も共に観察・実験に参加することが可能になり

等しく学ぶことができる。「視覚プラス１」の

確認方法を用いて、この研究が目指すユニバー

サルデザインを取り入れ、誰でも等しく学ぶこ

とのできる理科教育を進めたい。

参考文献 

・有馬朗人ら(2020)「たのしい理科」3~6年 大日本図書 他
・安田梨沙(2020)「理科教育にユニバーサルデザインを導入す

る試み」日本理科教育学会全国大会発表論文集
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中学校理科教科書の観察・実験等における「問い」の分類
－Ｙ社の 年と 年の検定済教科書を比較して－

〇山田健人 ，本田勇輝 ，山田貴之

， ，

上越教育大学大学院， 上越教育大学

【キーワード】 中学校理科教科書，観察・実験等，問い，分類

１ 目 的

中学校学習指導要領（平成 年度告示）解説理

科編では，改訂の要点に科学的に探究する学習の

充実化を挙げている（文部科学省， ）。関根

ら（ ）は， 年検定済３社の中学校理科教

科書を対象に「問い」の分類を行っているが，前

出の解説理科編に準拠した研究は行われていない。

そこで本研究では，関根ら（ ）が調査した３

社の中からＹ社の中学校理科教科書を対象に，「問

い」の特徴を先行研究との比較を通して明らかに

することを目的とした。

２ 方 法

（１）分析対象

Ｙ社の 年検定済中学校理科教科書

（２）「問い」の抽出と分類

まず，観察・実験等の直前に記載されている観

察・実験等の動機づけとして活動につながる問い

かけを「問い」と定義し，その記述を抜粋した。

次に，関根ら（ ）に基づき，英語文法の５Ｗ

１Ｈに従って一次及び二次分類を行った。最後に，

分類した「問い」の領域（エネルギー，粒子，生

命，地球，その他），学年，種類（観察，実験，

実習，観測，調査，演習）における特徴を明らか

にするため，「問い」を独立変数，領域や学年，

種類を従属変数としてχ 検定及び残差分析を行

った。

（３）関根ら（ ）との比較

関根ら（ ）と本研究との比較を行うため，

抽出された「問い」の数を対象に正確二項検定を

行った。

３ 結 果

教科書に掲載されている の全観察・実験等

のうち，観察・実験等と直前に記載されている「問

い」との関連性が見られないと判断した観察・実

験等を除いた の観察・実験等に記載されてい

る「問い」を分析対象とした。「問い」を抽出す

る際，一文に複数の問いかけが含まれていた場合

はそれぞれの問いかけを「問い」として計上した。

その結果， の「問い」が抽出された。計上した

「問い」を関根ら（ ）の分類方法に基づき，

一次分類及び二次分類を行った（表１）。

「問い」の特徴及び関根ら（ ）と比較した

結果及び考察は学会当日に報告する。

引用文献

文部科学省（ ）『中学校学習指導要領（平成 年度告

示）解説理科編』学校図書， ．

関根幸子・長谷川直紀・田代直幸・五島政一・稲田結美・

小林辰至（ ）「中学校理科教科書に掲載された観察・

実験等の問いの類型化とその探究的特徴」『日本科学教

育学会研究会研究報告』第 巻，第６号， ．

附記

本研究の一部は， 科研費 の助成を受けて

行われた研究成果に基づいている。

表１ 問いの分類結果
一次分類 二次分類

はい・いいえ ／ ２

どのように＋動詞 ＋動詞

手段

変化・状態 ９

その他 ０

どのような＋名詞 ／ ＋名詞

性質 ５

法則

その他

どこ ２

どの・どちらの ０

何

なぜ ０

いつ ０

どうしたら 手段 ２

どれくらいか 量 ０

呼びかけ ６
操作 ６

考察 ０

その他 ０

合計
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小学校理科教科書に記載されている「問い」の分類
－ 社の 年検定済教科書を対象として－

〇本田勇輝 ，山田健人 ，山田貴之

， ，

上越教育大学大学院， 上越教育大学

【キーワード】 小学校理科教科書，問い，分類

１ 目 的

中山・猿田（ ）は，「小学校理科の問題解決

の質を授業レベルで改善しようとするとき，問題

解決の鍵となる『問い』への注目を外すことはで

きない。なぜなら，『問い』が問題解決活動で児童

が何に取り組み，教師が何を支援するかを決定す

るからである。」としている。また，「現在の小学

校理科授業における問題解決の各場面において，

どのような問いが設定され，何に焦点化した問題

解決が行われているのかを教科書レベルで明らか

にする試みが必要である。」と述べている。

しかしながら，中山・猿田（ ）が分析対象

とした教科書は， 年告示の小学校学習指導要

領に準拠したものであり，「主体的・対話的で深い

学び」の実現に向けた授業改善の推進までは求め

られていない。そこで本研究では，小学校学習指

導要領（平成 年告示）（文部科学省， ）に

準拠した教科書に記載されている「問い」につい

て，記述の仕方に変化がもたらされた可能性につ

いて調査・分析することを目的とした。

２ 方 法

吉田ら（ ）を参考に，教科書に記載されて

いる「問い」を抽出し，その分類を試みた。具体

的には，まず，一次分類として抽出した「問い」

を英語文法の５Ｗ１Ｈに従って整理した。次に，

一次分類の結果を踏まえ，二次分類として「どの

ように ＋動詞」，「どのような ＋名

詞」，「呼びかけ」の３観点で整理した（表１）。

３ 結 果

調査・分析の結果，教科書に記載されている「問

い」の総数は であった。まず，学年ごとの内

訳は，第３学年から順に ， ， ， であり，

学年間の「問い」の数に有意な差は見られなかっ

た（χ ）。次に，領域ごとの内訳は，

物理が ，化学が ，生物が ，地学が であ

り，領域間の「問い」の数に有意な差が認められ

た（χ ）。多重比較の結果，生物の

「問い」の数が化学のそれよりも有意に多いこと

が示された。最後に，表１に示したように，一次

分類における「問い」の数は，多い順に「どのよ

うに ＋動詞」が ，「はい・いいえ（ ・

）」が ，「どのような ＋名詞」が ，

「どうしたら（ 手段）」が ，「どこ（ ）」

が９，「何（ ）」が７，「なぜ（ ）」と「どれ

くらいか（ 量）」が各６，「どの・どちらの

（ ）」が１，「その他」が２であった。

表１ 「問い」の分類とその数

引用文献

中山迅・猿田祐嗣（ ）「小学校理科教科書における『問

い』の現状と理科授業への示唆」『理科教育学研究』第

巻，第１号， ．

吉田裕・田代直幸・五島政一・稲田結美・小林辰至（ ）

「小学校理科教科書に掲載された観察・実験等の問いの

類型化とその探究的特徴」『日本科学教育学会研究会研

究報告』第 巻，第６号， ．

文部科学省（ ）『小学校学習指導要領（平成 年告示）』

東洋館出版社， ．

附記

本研究の一部は， 科研費 の助成を受けて

行われた研究成果に基づいている。

一次分類 「問い」の数 二次分類

どのように（how）＋動詞 変化・状態，手段

はい・いいえ（yes・no） －

どのような（how/what）＋名詞 性質，法則

どうしたら（would 手段） －

どこ（where） －

何（what） －

なぜ（why） －

どれくらいか（how 量） －

どの・どちらの（which） －

いつ（when） －

呼びかけ 操作，考察

その他 －

合計
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資質・能力を統合的に育成する 教育の実践

第６学年「電気の利用」を中心として

○杉野さち子 1，渡辺理文 2

お茶の水女子大学附属小学校， 北海道教育大学札幌校

【キ－ワード】 教育，教科横断的，プロジェクト，資質・能力

１ 目 的
OECD の Education 2030 プロジェクトでは，将

来に向けて変革の主体となる子どもに，行動を起
こすことができるような，知識，スキル，態度及
び価値を動員する学びの必要性を提唱している
（OECD，2018）。このような学びを実現するため
に，STEM 教育を取り入れた授業を計画し，子ど
もが，実生活に関連する問題解決のために，様々
な教科をつなげ，統合的に学ぶ実践を行った。
２ 方 法
（１） 教育の視点

STEM 教育に先進的に取り組むオーストラリア
タスマニア州で大切にする５つの枠組みを参考に
して，表１に視点として示した（森本編，2020）。

表１ 教育の視点
枠組み 内容

質と厳密さ ・理科，家庭科，算数等のカリキュラムを統合す
る。

・教科横断的な授業の中で，それぞれの教科の指
導と評価も行う。

関連性と真
正性

・教科横断的なアプローチが必要である課題と内
容を取り上げる。

・子どもにとって身近な課題を設定する。
包括性と利
用可能性

・すべての子どもに情報の収集と活用の機会を提
供する。

・子どもが壁にぶつかったときに，成長マインド
セットを構築する。

学習の主
体，能力，
人間性

・自己決定，協働，問題解決，プロジェクト型の
活動を可能にする子ども中心の学習を行う。

・統合的に資質・能力の育成を図る。
進路や職業
選択性

・現在と将来の学習を結び付ける。
・地域や家庭と協力する。

（２）授業実践
以上の枠組みに沿って，授業を計画した。第６

学年理科「電気の利用」を中心とし，家庭科「快
適な住まい方」，算数科「データの考察」，総合
的な学習の時間「 年後のエネルギーについて考
えよう」，修学旅行での見学等との統合的な学習
を計画した。導入では，これまでの電気の学習や
ブラックアウトの経験を想起し，北海道のエネル
ギーについて考えることから，子どもとともにプ
ロジェクトの内容を決め，その遂行に向けて協働
的に学習を進めるようにした。学習の過程では，
自己評価や相互評価を行いながら学びの方向を修
正できるようにした。終末では，プロジェクトに
対し校内外の方から評価を受ける場を設定した。
授業中の子どもの発話やノートの表現から，子

どもにどのような資質・能力が育成されたかを質
的に分析した。
３ 結 果
子どもたちは PMX（電気を無駄なく使って豊か

な生活）というプロジェクトをつくった。PMX を
遂行するために，自分で発電したり蓄電したりす
る中で，「どうしたらお得に電気を使えるのか。」
という問題をつくった。子どもたちは，手回し発
電機を回す時間を決めてコンデンサに電気を蓄
え，使う物によってそれより長く使えたらお得，
短かったら損というように結果をまとめ，使い方
について考察した。その際には，平均値や最頻値
などの見方を用いてデータを分析していた。
センサーを使って玄関に明かりを灯す活動で

は，「どうしたら電気を無駄なく使えるか。」と
グループで話し合い，計画を立ててプログラミン
グを行い，全体に考えを公開した。他のグループ
の工夫をヒントに改善を加え，校内の先生方や地
域の大学生に発表した。節電だけでなく，快適な
暮らしにつながる視点も多く見られた。
４ 考 察
授業では，プロジェクトの遂行のために，理科

の知識や技能だけでなく，算数科や家庭科の知識
や技能を用いていた。科学的な思考や創造的な思
考などを働かせ，判断し，表現していた。また，
ノートの記述から，他者の考えから学び，自分の
学び方を調整する姿が見られた。この単元を通し
て，自分に様々な力がついたことを実感している
記述が多かった。
５ まとめ
本研究では，STEM 教育が，将来，変革の主体

となる子どもに必要な資質・能力を育成する可能
性を見いだすことができた。

付記
本研究の一部は公益財団法人博報堂教育財団に

よる第 回児童教育実践についての研究助成を
受けている。

引用文献
森本信也編（2020）『授業で語るこれからの理科
教育』東洋館出版社，303-311．

OECD(2018)OECD Future of Education and Skills 
2030. http://www.oecd.org/education/2030/
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実生活や実社会の諸課題に対して知識・技能／思考力等を総
合的に活用できる力を培う教科横断的な探究に関する研究

(4)－中学校理科物理的領域における実践を事例に－

平田 樹１・笠原大弘２・○三崎隆２

HIRATA Tatsuki, KASAHARA Motohiro, MISAKI Takashi
１信州大学教育学研究科(現横浜市立富岡中学校)，２信州大学学術研究院

【キーワード】 理科離れ，実生活，教科横断，光と音，マイ・カメラ

１ 問題の所在
理科嫌い・理科離れと言われて久しく（長

沼 2015），その傾向は，TIMSS の質問紙調査
の結果（文部科学省 2016）や PISA の結果か
ら明瞭に示されている（国立教育政策研究所
2016）。

筆者らはこれらの実態がどのような要因に
起因しているのかについて生徒に対する直接
調査を行った（平田他 2020）。その結果，論
理的思考が得意でないこと，抽象的である等
とともに，将来役に立つか分からず実生活や
実社会の諸問題とつながらないことが主要因
の一つに挙げられた。

我が国において，これまでも科学・技術に
関連した現実社会の諸課題の解決の必要性が
主張されてきた（今村 2006，福井 2010）。ま
た，TIMSS の結果を生かした今後の取組と
して，実生活や実社会との関連を重視した授
業の充実が指摘されている（猿田 2012）。

今後はより一層，実生活や実社会の諸課題
に対して，他教科と協働する中で理科の授業
で獲得される能力を総合的に発揮できる学び
を実感できる授業実践が大切となる。それに
よって，理科嫌い・理科離れに関する問題が
解消され，理科の授業改善に資することが期
待される。
２ 研究目的

本研究では，実生活や実社会の諸課題に
対してに知識・技能／思考力等を総合的に活
用できる力を培う教科横断的な探究を促す授
業実践を試み，その有効性を解明することを
目的とする。
３ 研究方法
（１）調査対象
M中学校第 1学年 2クラス 76名。

（２）調査期間
令和 2年 7月～ 8月に，第 1学年単元「光

と音」（全 12 単位時間）を筆者らの一人が
授業実践した。
（３）調査方法

本研究では単元終了後，対象生徒全員に 9
項目から成る理科に対する意識に関するアン
ケート調査を実施した。各項目に「とてもそ
う思う」，「少しそう思う」，「どちらとも言
えない」，「あまりそう思わない」，「全然そ
う思わない」の５つの選択肢を設け，最も当
てはまる項目を一つ選んでその番号に○印を
つけさせた。
（４）分析方法

各項目において「とてもそう思う」，「少
しそう思う」を積極的回答，「どちらとも言
えない」，「あまりそう思わない」，「全然そ

う思わない」を非積極的回答として，各項目
について積極的回答と非積極的回答の間で 1
× 2のクロス表を作成し，正確二項検定によ
って出現確率を求めた。

また，授業実践において，思わず科学的に
探求している生徒の姿を追跡し，質的に分析
した。
４ 結果と考察

表１ アンケート調査結果

表 1は，単元終了後の理科に対する意識に
関するアンケート調査の結果を示している。

得意な教科であると認識していないにもか
かわらず，日常生活に役立つ，やりがいがあ
ると評価している点は本研究における教科横
断的な探究の推進によるものと考えられる。

また，友達の探究を参考に，思わず進めて
いる科学的な探究が深まっていく生徒の姿
や，思わず進めている科学的な探究が教師の
手立てからさらに広がっていく生徒の姿が認
められることからも，本研究での試みが理科
嫌い・理科離れの解消に対する一助になるも
のと考えられる。
[附記] 本研究は JSPS科研費 JP18K02931の助成を受けたものである．
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生徒に理科を学ぶことの意義や有用性を実感させ，理科や

科学技術に関係する職業の認識を深めさせるための指導法の開発
― 中学校における理科の授業と総合的な学習の時間との共同 ―

○長谷川 隼也 1，小倉 康 2

Toshiya HASEGAWA, Yasushi OGURA
1秩父市立吉田中学校，2埼玉大学

【キ－ワード】中学校理科，理科を学ぶことの意義や有用性，理科や科学技術に関係する職業，

総合的な学習の時間，職業との関連

１ はじめに

中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説
理科編（文部科学省，2018）では，「科学技術
が日常生活や社会を豊かにしていることや安

全性の向上に役立っていることに触れること」

や，「理科で学習することが様々な職業などと

関係していることにも触れること」が示され，

生徒に理科を学ぶことの意義や有用性を実感

させ，理科や科学技術に関係する職業の認識を

深めさせることが求められている。一方で，科

学技術振興機構 理数学習支援センター（2013）
は，全国の中学校理科教員を対象にしたアンケ

ートを実施したところ，理科の授業時間の不足

を感じている教員の数が少なくない状況を報

告している。このような状況を鑑みると，通常

の理科の学習指導の流れの中だけで職業との

関連づけを図っていくことは難しいため，キャ

リア教育と関連させて総合的な学習の時間と

共同で授業を実施することが適していると考

えられる。

２ 目 的

本研究では，中学校における理科の授業と総

合的な学習の時間との共同により，日々の授業

で実践が可能な理科や科学技術と職業との関

係を認識できる指導法を開発し，実践を通して

その有効性を検証することを目的とする。

３ 設計した指導法

(1) 理科の時間における授業（手立てⅠ） 

手立てⅠは，理科の学習内容と職業を関連づけ
る授業を各小単元で実施する指導法である。手立

てⅠの基本的な流れについて，表 1に示す。
(2) 総合的な学習の時間における活動（手立てⅡ） 
 手立てⅡは，様々な職種の企業による理科や

科学技術を活用した取組について調べる活動

を，総合的な学習の時間で実施する指導法であ

る。手立てⅡの指導計画について，表２に示す。

(3)検証方法 

埼玉県公立 A中学校の 1学年 1学級（37名）

を対象に，令和 2年 9月下旬から同年 12月上
旬にかけて，手立てⅠと手立てⅡを順に実施し

た。指導の効果を検証するために，指導の前後

でそれぞれアンケート調査を行った。

表 1 手立てⅠの基本的な流れ

小単元の

最初の授業

小単元の学習内容と関連する職業を紹介し，

その職業が理科の知識や技能をどのように

活用しているか，生徒に予想させる。

小単元の

最後の授業

理科の授業で学んだことが職業にどのよう

に生かされているか，教師が説明する。

表 2 手立てⅡの指導計画
時間 段階 内容

1 導入
企業による理科や科学技術を活用した取組を

複数紹介する授業の実施

2~5 展開 インターネット等を用いた調べ学習（個人）

発表・掲示用資料の作成（個人）

6 終末

各生徒の発表（小グループ）

発表内容の整理（小グループ）

小グループの代表者による学級全体での発表

４ 結果

 本実践により，「理科の勉強は大切だ」，「理

科の授業で学習したことは，私のふだんの生活

や社会に出て役立つ」，「将来，理科や科学技

術に関係する職業に就きたい」という質問への

回答で，統計的に有意な変化が認められた。ま

た，ルーブリックを用いて生徒の自由記述の質

的な変化を分析したところ，本研究で設定した

全ての観点において，統計的に有意な変化が認

められた。

５ 考察

以上より，本研究は，生徒に理科を学ぶこと

の意義や有用性を実感させ，理科や科学技術に

関係する職業の認識を深めさせるための指導

法として有効であることが示唆された。

主な引用・参考文献

科学技術振興機構 理数学習支援センター（2013）『平成
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Retrieved from https://www.jst.go.jp/cpse/risushien/
secondary/cpse_report_016.pdf（accessed 2021.7.29）

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

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）2C10

一
般
研
究
発
表

− 315 −



花火の飛跡の分析を通じた高等学校物理領域の探究指導法の提案

グラフ計算機アプリによるシミュレーションを通じた生徒の探究活動の紹介

石川 真理代

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科 博士課程 ・東京都立豊島高等学校

【キ－ワード】 物理基礎 探究活動 探究指導法 花火の飛跡 グラフ計算機アプリケーションソフト

１ 研究の背景と目的

学習指導要領(平成 年告

示)では,生徒が「探究の過程を

踏まえた学習活動を行う」こ

とが求められる。学習指導要

領本格実施に向け, 生徒の実

際の活動を基に携帯電話アプ

リを活用した新たな探究指導

法の提案を目的とする。

２ 方 法

（１）「花火の飛跡」の問題を

生徒に提示

問題 花火が 30°毎 12 の方向
に飛び散った。1～4 秒後の花
火の位置を 1 秒毎にグラフへ記入し,各時間の位
置を滑らかな線で結びなさい。

ただし,花火が破裂した位置を原点にとり,各方
向の初速度の大きさ v0を 10 m / s , 重力加速度
を 10 m / s2, √3＝1.7 とする。
物理基礎や物理の通常授業の中で「花火の飛

跡」の分析を通じて,数値計算を通じたシミュ

レーションによるデータの分析・解釈及びその

データを基に作図を行うことを通じた探究指

導を実践する中で,生徒の論理的な思考力や表

現力の育成が図れることを目指し指導する。

（２）生徒の活動と本指導法における特徴

本実践で特筆すべき点はグラフ計算機アプ

リケーション 以下アプリ の活用である。生徒

A は初めに 花火の飛跡を °毎の数式として

導出 更に初速度を自由に設定できるよう変数

として指定 初速度の変化による花火の飛跡を

シミュレーションして比較した。

３ 結 果

そして生徒 A は時間を変数としてグラフを

連続再生することで 花火の飛跡に動きを加え

て独創性をもたせて表現した点に特徴がある。

４ 考 察

同時間における花火の拡がりを分析すると

作図上は円形に 空間内では球面に拡がる。ま

た 花火が打ち上げられ上昇 破裂した後 重力

加速度を受けながら落下し 放物線を描く。生

徒 A はアプリを活用し この円形の拡がりや

円の中心位置も数式を用いてシミュレーショ

ンしながら 慣性による運動と 落下運動を合

成させて現象を捉え 最終的に慣性の法則への

理解へと発展的に思考を深めることができた。

５ まとめ

本研究ではアプリと従来の手書きによる探

究指導法の両実践を通じ 生徒の思考力・判断

力・表現力を育成できることを確認した。本原

稿執筆している今も 生徒 A は探究活動を進展

させている。一つの問題に対し 多様な探究指

導事例を継続して蓄積し 個々の生徒の力を最

大限伸長する探究指導法を提案していく。

謝辞 元都立日比谷高校 橋本道雄先生から提

供頂いた生徒資料を参考にさせて頂きました 
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°毎 の方

向に飛ぶ花火の

位置を数式で表

現する。更に 反

映させる範囲を

指定してアプリ

入力

初速度と
時間を変
数設定
各方向の同じ時間の花火の位置を結ぶ線(破線で
表現)は円を形成し,時間経過とともに円は拡大す
る。この円と,円の中心を数式で表現 

図１アプリ活用による「花火の飛跡」作成画面の一例
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探究学習の継続的介入による児童の資質・能力の変容 

○増田周平     村上忠幸 
    MASUDA Shuhei  MURAKAMI Tadayuki 

京都教育大学大学院  京都教育大学 
【キーワード】 探究学習 資質・能力 

１ はじめに 
2015 年にOECD が 21st Century Learners を

示し、それに倣った新学習指導要領において資質・

能力の育成が掲げられた。そのために、教育現場

では探究的な学びを取り入れた学習への意欲が高

まっている。しかし、一単元内における探究学習

による効果を調査するものに留まり、継続的な介

入とそれによって育まれる児童の資質・能力につ

いては述べられていない。 
そこで、学習指導要領の趣旨を踏まえた単元に

とらわれない探究学習に定期的に取り組むことに

よって、児童の資質・能力がどのように変化する

か調査した。 
２ 探究学習 
 ここで用いる探究学習とは、村上らが開発した

授業であり、個人の探究プロセスを授業化したも

のである。自由度の高い協働的な学び(村上 2013)
は教科書に示された知識を定着させるためのもの

ではなく、活動を通じた深い学びを得ることに繋

がる。自由研究的な活動であるため、活動内にお

いて児童が目標を設定して活動を行う。また、協

働的な学びを促すためにマルチプル・インテリジ

ェンス(MI)理論を用いた班編成して実践を行っ

ている。単元毎、一度の探究学習毎ではなく、継

続的に実施する中での変化に注目する。 
３ 実践活動 
 4 月より自由研究をする際のテーマ設定や関心

事の幅を広げることを目的に「何これ探シート」

という宿題を開始した。また、数回の単元内探究

学習を単元の理解を深めることを目的に行った。 
(1)授業概要 
 【授業内容】①「キャベツを探る」 班毎にキャ

ベツを一玉渡し、自由試行によってキャベツに関

わる不思議や新しい発見を試みる。 ②「アゲハチ

ョウの不思議」 授業開発者の研究成果を追体験す

るように、実際にアゲハチョウに触れながら活動

を行う。 ③「カブトムシの不思議」 授業開発者

の研究や関わりを追体験するように、実際にカブ

トムシに触れながら活動を行う。 
【対象】京都教育大学附属小中学校 4 年生 3ク
ラス 95名 
【実践日時】① 2021 年 5 月 12日, 17日, 19日 
各 2 授業時間(1 授業時間 45分) ② 2021 年 7 月

7日 各１授業時間 ③ 2021年7月7日, 14日 各
１授業時間 
【調査方法】「キャベツを探る」に関して授業後

にアンケート調査を実施した。活動への満足度を

5項目、4件法で問うた。また、自由記述による授

業への感想等も回収した。 
 (2)宿題概要 
【宿題内容】「何これ探シート」と題して、日々

の生活の中で疑問に感じたことを毎週 10 個書き

残す。理科的な内容に特化する必要はなく、個々

人の日常生活で抱く興味や疑問を書くことを推奨

した。 
【対象】京都教育大学附属小中学校 4 年生 3ク
ラス 95名 
【実践期間】2021 年 4 月 22日より現在に至る 

4 「キャベツを探る」のアンケート 
 授業を満足したと回答した児童は「とてもそう

思う」または「そう思う」合わせて 100 %である。

一方で、自由試行の探究学習を得意と回答した児

童は「とてもそう思う」または「そう思う」合わ

せて 83％となり、満足度と得意度の結果に差が生

じた。 
参考文献 
新しい時代の理科教育への一考察 (村上忠幸 2013) 
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理科教育における探究活動と授業の可視化 

教育経験と授業の特徴の関係に着目して 
 

○中村琢 1 

Taku NAKAMURA 
1岐阜大学教育学部 

【キ－ワード】 探究活動，授業評価，教師教育，RTOP 
 
１ 目 的 

 近年理科教育において「教育から学習への転

換」が求められ，学習者が主体的に学習する学

習法が広く普及している。ところが学習形態

を，学習者の主体的な活動にしても，必ずしも

教育効果が高くなるわけではない。良い授業の

実現には，授業者の卓越した授業設計と授業実

践力が必須であり，教員は日々の授業実践やレ

ッスン・スタディと呼ぶ教員集団による授業研

究などから優れた授業実践力を習得している

といえよう。一般に教育経験の長い教員ほど，

授業時戦力が高く，経験の乏しい若手教員や学

生は，授業実践力が低いと推測される。 
 そこで本研究では，教育経験の異なる教員や

学生の理科の授業実践力を比較し，授業の特徴

や教育効果を明らかにする。特に，学習者主体

の探究活動と，授業中の学者の参加度について

定量化する評価指標を用いる。得られた結果を

教員養成の模擬授業の改善に資するデータを

得ることを目的とする。 

２ 方法と調査対象 

（１）解析対象とした授業 

 教育経験の異なる教員 4 名，と教育学部の教

育実習生 2 名，教育学研究科の学生で小学校の

非常勤講師として 1 年未満の経験を有する学

生 1 名の計 7 名の小学校および中学校におけ

る理科授業 15 時間分と，教育学部の理科専攻

の学生がグループで行う理科の模擬授業 6 時

間分を解析対象とする。 
 理科授業の動画を撮影し，動画を用いて授業

の内容を解析する。教室の後方から教師の動き

を追跡する固定カメラ設置し撮影した。 

（２）解析の方法 

 解析にはM.Piburn(2000)らの開発した，理科・

数学の授業の特徴の評価ツール RTOP を基にし

た。RTOPには評価基準がないために，評価者に

よるスコアのバラツキが課題であり，中村

(2021)は，この課題を補うためにルーブリック

形式の評価基準を作成した。本研究ではこのル

ーブリック形式の評価指標を用いる。 

 評価指標は授業計画・実施，内容（命題），

内容（手続き知識），コミュニケーション，学

習者と教師の関係の 5つのカテゴリーで，計 25

の項目について 5段階，100点満点で定量する。 

３ 結 果 

 教育経験 20 年以上の教員はスコアが 70～85 と高

く，同 15～20 年の教員はスコアが 60～70，教育実

習生や学部生の授業はおおむね 50 以下となり，教

育経験が長い授業者ほど，スコアが高くなった。ま

た，経験年数がほぼ同等の 2 名の教員でも，スコア

は有意に異なり，単に教育経験の長さだけではな

く，教員の授業実践力の特徴を示すデータを得た。 
 同一の教員の異なる授業では，いずれもスコアの

高低や評価項目ごとのスコアの傾向が同一となっ

た。「探究」や「能動的」の評価項目では，授業者

の自己評価に比べて，評価指標によるスコアは低く

なった。必ずしも授業時間に学習者の主体的な活動

を盛り込むだけでは，意図した主体的な授業になら

ないことが分かった。 
４ 考 察 

授業評価の結果から，使用した授業評価指標

は，授業者の授業の特徴を明らかにすることが

できた。特に経験の浅い授業者の授業では，「探

究」，「実生活との関連・横断的視点」，「多

面的思考」の項目が低く，学生の授業では「教

師の関わり方」，「教師の援助」が低いなど，

経験不足の特徴が明らかとなった。これらはい

ずれも授業力向上や，教員養成の授業で改善に

役立てられる知見である。 

引用文献 

Michael Piburn, Daiyo Sawada (2000): Reformed 
Teaching Observation Protocol (RTOP): 
Reference Manual, ACEPT Technical Report. 
IN00-3. 

中村琢(2021)，理科授業における探究活動と概

念定着の研究，日本科学教育学会研究報告

35(8)，45-48. 
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特別支援学校（知的障害）の理数教育における 

学校図書館活用への展望 
               教員ニーズ調査から  

 

○土井美香子１，大貫麻美２，熊井戸佳之３，野口武悟 4

Mikako DOI, Asami OHNUKI, Yoshiyuki KUMAIDO, Takenori NOGUCHTI 
1NPO法人ガリレオ工房，2白百合女子大学，3東京都立城東特別支援学校，4専修大学 

【キ－ワード】 特別支援教育，学校図書館，理数教育, 学習指導要領 

１ 目 的 

 2007年の改正学校教育法の施行により，従来
の盲学校・聾学校・養護学校は特別支援学校に

一本化された。また，「学校教育に欠かすことの

できない基礎的な設備」（学校図書館法第 1条）
である学校図書館は，特別支援学校においても

必置である。その活用については，特別支援学

校においても，小学校などの他の学校種と同様

に，「学習指導要領」の総則において，「学校図

書館を計画的に利用しその機能の活用を図り，

児童又は生徒の主体的・対話的で深い学びの実

現に向けた授業改善に生かすとともに，児童又

は生徒の自主的，自発的な学習活動や読書活動

を充実すること」とされている。 

特別支援学校においても，学校図書館を活用

した授業改善や，児童生徒の学習活動の充実を

図る機運が高まりつつある。大貫ら（2020）で
は特別支援学校（知的障害）（以下知的特別支援

学校とする）における算数での学校図書館活用

を報告している。本研究では，知的特別支援学

校における学校図書館を活用した理数教育を検

討するために，実践を担う教員のニーズは何か

を明らかにし，研修プログラムの提案に繋げる。 

２ 方 法 

（１）学校図書館に関する教員意識調査 

 学校図書館の充実と活用の活発化を図ってき

た知的特別支援学校（小学部・中学部併設）A校

の教員 48名（2021年 1月現在）に読書活動並
びに学校図書館に対する意識調査アンケートを

行った。アンケートの分析から，学校図書館活

用に際して教員がどのようなニーズを持ってい

るのか，もしくは学校図書館活用に際して感じ

ている障壁はどのようなものかを抽出した。 

（２）研修希望調査 

 A校に 2021年 6月現在で在職する教員に，聞

き取り調査を行い，学校図書館の専門家から受

けたい支援を分類・整理した。 

（３）明らかにした教員ニーズに即し，A 校に

おける 2021年度夏季研修計画を提案した。 

３ 結 果 と 考 察 

 教員アンケートの以下の 3つの項目について
分析した。学校図書館について，①計画的・継

続的に利用しているか，②授業の中での活用方

法がわかるか，③授業の中での活用について相

談する人がほしいか。①については 29％、②に
ついては 35％以上の教員が否定的な回答をし
ていた。③については 68％以上の教員が相談し
たいと回答した。 

そこで追加の聞き取り調査を行い，どのよう

な相談がしたいのか希望項目を挙げてもらっ

た。その結果，本に親しむことを目的としたテ

ーマ，児童生徒が授業の合間に使えるテーマ，

授業の中で扱いたいテーマの 3つに分類できる
ことが明らかになった。 

授業の中で扱いたいテーマには，「数と形」

「手洗い，うがい」など算数・理科・ヘルスケ

アといった理数教育に関連するテーマへの要望

が多いことや，これらのテーマへは両学部から

要望があることが分かった。 

これを踏まえて，理数教育の授業で活用でき

る図書とその活用方法について提案書を作成

し，実際に図書を手に取ってみることができる

「本の味見」という校内研修を企画・立案した

（2021年 7月実施予定）。学会発表においては
この研修の実施成果についても報告したい。 

引用文献 
大貫麻美・野口武悟・熊井戸佳之・二井康文・土井美香

子（2020）「特別支援学校（知的障害）における算数を
核とした学びの連続性に関する事例的検討：学校図書館

を活用した「数」概念の構築」『白百合女子大学初等教

育学科紀要 保育・教育の実践と研究』(6)，19-27. 
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日本語版RTOPによる高校理科授業改善

○土佐幸子 1，石井恭子 2，笠潤平３，後藤顕一４

， ，

新潟大学， 玉川大学，３香川大学，４東洋大学

【キ－ワード】 高校理科，授業改善，授業参観指標，日本語版

１ 目 的

平成 30 年告示高等学校学習指導要領（文科

省，2018）では，「主体的・対話的で深い学び

の実現に向けた授業改善の推進」が強調され

た。しかし，小中学校では８～９割が授業研究

を行っているのに比べ，高校では３割と非常に

低い（国研，2010）。教員同士が授業を参観し

合い協議する文化が希薄な高校において，どの

ように授業改善を推進できるのだろうか。

本研究では，高校理科における授業改善を支

援するために，授業参観指標「日本語版 RTOP」
を開発し，その妥当性・信頼性を探った。また，

学校教員と研究者が一緒に「授業計画→実践→

協議」をセットとして繰り返すアクション・リ

サーチを行い，その中で評価指標としての日本

語版 RTOP の有効性を検証した。

２ 方 法

（１）日本語版 の作成

RTOP （ Reformed Teaching Observation 
Protocol）は米国において理数授業の「改革度」

を評価する指標として開発された（Sawada ら，

2000）。５つのカテゴリーに５問ずつ，計 25 項

目からなり，０から４の５段階で定量的に評価

する。それを日本の高校理科授業で用いるため

に，日本語版の作成を行った。また，段階ごと

の違いを明確にするために，原著にはないルー

ブリックを作成した。25 項目の分析と学習指

導要領の記述との照合を行うと共に，４人の研

究者が６つの授業を参観し，日本語版 RTOP の

妥当性・信頼性を検証した。

（２）日本語版 を用いた授業改善

本研究では，ある高校の物理授業について，

アクション・リサーチを３回行った。回ごとに

日本語版 を用いて評価を行った。

３ 結 果

分析の結果 RTOP は，基本的な科学的概念の

理解を促すような生徒主導の協働的・探究的な

授業展開がなされていたかどうかを測る指標

であることが明らかになった。また，実際の授

業 に つ い

て の 日 本

語版 RTOP
を 用 い て

の評価は，

研 究 者 間

の 相 関 が

高かった。

また，アク

ション・リ

サ ー チ に

おいて，評

価 の 合 計

点 は 回 ご

と に 上 昇

し，特に概念理解や生徒間の相互作用を促す指

導技術の高まりがみられた（図２）。

４ 考 察

結果より，日本語版 RTOP は，１例ではあ

るが，生徒の概念理解を促すように，しかも

生徒主導的に展開するように高校理科授業を

改善するために有効であることが示された。

５ 今後の展望

日本語版 RTOP を用いて，教員が授業を自己

評価することもできる。RTOP によって描かれ

る授業のより具体的な姿を示すために，サンプ

ル動画やマニュアルを作成中である。今後，日

本語版 RTOP を用いて，高校理科の授業改善を

積極的に推進したい。

引用文献

文部科学省（2018）「高等学校学習指導要領解

説【理科編・理数編】」

D. Sawada, et al. (2002) Measuring reform 
practices in science and mathematics 
classrooms: The reformed teaching 
observation protocol, Sch. Sci. & Math. 102 
(6), 245-253

国立教育政策研究所（2010）校内研究等の実施

状況に関する調査

図２ カテゴリー別と合計の スコ

アの授業ごとの比較
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探究的な学習で児童が主体的に問題解決する態度を育てる

自ら問題を見出すことから始まる問題解決のサイクル

○木村竜哉１，大前暁政２

茨木市立天王小学校 京都文教大学

【キーワード】 学習指導要領 探究的な学習 主体的

１ 目 的

小学校学習指導要領解説（2017）には、「児童は、
自ら自然の事物・現象に働きかけ」、「進んで関わ

り」、「自ら目的・問題意識を持って」など児童が「主

体的」に活動を行うことの重要性が記されている。さ

らに「主体的に問題解決しようとする態度とは、一連

の問題解決の活動を、児童自らが行おうとすることに

よって表出された姿である。」と記されている。

児童が主体的に問題解決するには、学習課題が児

童自ら見出した問題であることが望ましい。児童が学

ぶ必然性を感じるからである。

今回は、児童が自ら見出した問題に自分なりの仮

説を立てて検証し、結論を導出する「探究的な学習」

を５年生「流れる水のはたらき」で行い、児童がいか

に主体的に活動できたかを報告する。

２ 方 法

本単元の単元計画を表１に示す。
表１ 流れる水のはたらき 単元計画

導入では運動場の盛土を使い、児童が自由に川を

作る。個人の気づきや疑問を記述しておき、１次で

似ている疑問を抽出し、以後解決するクラスの課題

（表１中の４つ）に設定し、探究的な学習で概念を獲

得する。２次では防犯砂利などを用い、上流・中流・

下流の特徴、概念を習得し、３次で水の災害防止に

対する工夫をジグソー法で共に学び合い習得する。

４次では、盛土の川沿いにミニチュアの家を置き、流

れる水による災害から家を守るにはどうすればよい

かを既習事項をもとに考え検証する活用問題を設定

した。

３ 結 果

導入では自由試行を行った際に多くの子どもたち

が本単元で学習する内容に触れることができた。「削

れた！」、「砂が溜まっている！」、「流れが遅い！」

などと呟いていた。１次でクラスの課題に仮説を立て

る際に、導入で体験したことと関係づけて理由を書き

積極的に発言することができた。２、３次の概念の習

得では、具体物での実験や、ジグソー法で友達から

学び、概念を習得した。４次の活用問題の仮説を立

てる際、３次までに得た既習事項を、自分なりの書き

方で全ての児童が多く書き出せていた。市販テスト

の結果では 88％の児童が８割以上の得点を取ること
ができた。

４ 考 察

単元を通して児童が意欲的に活動できた要因とし

て、自ら見出した問題を扱ったことが考えられる。こ

のことは、答えを知りたいという意欲を高め、仮説の

根拠には自由試行で自分が経験したことを関係付け

られるので、積極的に発言できる。得た結論が次時

の課題に必要な既習事項となり、自然と主体的に問

題解決しようとする態度（サイクル）ができたと考えら

れる。

５ まとめ

探究的な学習によって、児童が主体的に問題解決

することができた。しかし、探究的な学習は単に児童

が自由に活動することを指すのではない。単元で児

童が獲得する概念は何なのか、活用問題を自力で

解決するためには第何次（時）で何をおさえるかなど

教師が把握と逆算すること、則ち自由試行の場は、

後に立てる仮説の芽を出す畑であって、根拠となる

素材の種をまく場に教師が意図的に計画しなけれ

ば、活動あって学びなしになってしまうと言えよう。

【謝辞】なお，本研究の一部は，JSPS 科研費 JP 
20K03261の助成を受けて行った。

引用・参考文献

1) 大前暁政・木村竜哉（2021）「探究の過程におけ
る「解決の方法」の発想を支援する指導方略に関す

る研究 ～小学校５学年「流れる水の働き」の実践を

通して～」，日本初等理科教育研究会研究紀要，

96，pp.7-15
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具体的操作から児童が主体的に実験に向かう過程 4

― 生活科の育ちを踏まえた単元展開のモデル化の試み ―

○ 松 本 謙 一

南 砺 市 教 育 委 員 会

【キ－ワード】 自由な試行活動，主体的な学び，教師の意識

 
Ⅰ 研究の目的 

理科学習は「自然に特化したした問題解決」で

あり、試行錯誤を繰り返しながら「～したい」とい

った思いや願いを達成していく生活科と異なり、

「おや、あれっ、なぜ？」等の知的な問題解決を扱

う場合が多い。そして、その学び方は、「問い→予

想→観察・実験→考察→まとめ」という「型」には

まったプロセスで示される場合が多い。 
ここで、考えてみたいことは、生活 

科の学びをしてきている子供にとって 
型にはまった理科の学び方がどう受け 
止められるかということである。 

自分がもった「問い」に対して、「予 
想」することは、試行錯誤しながら学 
ぶこれまでの生活科の育ちにはそぐわ 
ないのではないだろうか。 

ここでは、」生活科の育ちが生きる入 
門期理科の学習過程のあり方について 
提案することを研究の目的とする。 
Ⅱ 研究の内容と方法 
１ 研究の内容 
１ 子供の育ちに即した理科の学習

過程を明らかにする。 
２ 提案した理科の学び方について

理科の特性・生きる上での汎用性の

視点から考察する。 
２ 研究の方法 
１ 生活科の学びを踏まえた理科の

学び方を構想する。

２ 小学校理科のいくつかの単元で

実践と修正を繰り返し、モデルの改

善とモデルの妥当性を検証する。

３ 子供の育ちから、理科の特性・

生きる上での汎用性の視点から、こ

の学習過程の価値を考察する。

Ⅲ 実践研究の概要 
2018 年～2020 年の 3 年間に、富山県内 4 小学

校において第 3 学年～第 6 学年の 8 単元で実践研

究を実施した。 
Ⅵ 結果と考察（現在のモデル） 

＊ 詳細については当日に発表する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（2021 松本、高岡市立牧野小学校の共同作成） 

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）2D06

一
般
研
究
発
表

− 322 −



 

 

身近な科学的事象の探究を日常生活に活かす授業づくりの試み 
 

○内藤大司郎 1，村上忠幸 2 

Daijiro NAITO, Tadayuki MURAKAMI 

                      1京都教育大学，2京都教育大学 

【キ－ワード】 探究学習，メタ認知，省察 

１ はじめに 

 今日，中学・高校においては定期考査や受験を

軸とした理科学習の傾向が強く，ゆとり教育以前

の学習に逆戻りしている感がある。このような学

習と探究学習は相性が悪く、対立関係にあると言

っても過言ではない（村上，2017）。身近な生活

の科学的な事象を授業に持ち込み，これを探究

的・協働的な授業展開になるようにデザインし，

グループで課題を解決し，得られた学びを日常生

活に役立てる。本研究では，これらの一連の流れ

が、探究のサイクルになりうると仮説を立て，過

去に実施した２つの授業を省察して，授業研究の

視点から再考した。 

２ 授業の骨組み 

授業づくりにおいて，身近な生活の科学的な事

象を授業で取り上げることは以前から行われてお

り，学習意欲を高める効果があるだけでなく，理

科が人間生活に基づいていることを認識できる。

筆者は，この手法を探究的に学習できるように授

業をデザインし，いくつかの授業実践に取り組ん

できた。グルーピングには「マルチプル・インテ

リジェンス法」（以下 MI）を用い，協働的な探究

活動が活性化させることを目指した。また，授業

の終末では「デボノの帽子」を用いた省察を実施

した。個々の探究活動の取組状況を同じグループ

内の他者から語られることでメタ認知的活動とな

り，これが自己評価につながることを意図した。

さらに学習の評価についても検討を継続してい

る。

３ 授業デザイン 

（１）授業１

日時：2021年 2月 5日

対象：本学附属中学校第 1学年 133名 

内容：「自分で拾ってきた石を鑑定しよう」 

方法：石を 12個拾って持ってくるという冬休みの

宿題を与え，採集してきた石をグループ内

で紹介し，標本や岩石図鑑等を利用して，

協働的に岩石を同定する。

分析方法：生徒観察，ワークシート，協議会

（２）授業２

日時：2018年 11月 22日 

対象：本学附属中学校第 2学年 135名 

内容：「生まれた日の天気予報をつくろう」 

方法：生徒の生まれた日の天気図や気温・湿度・

気圧・風向・風力といったアメダスのデー

タを用意し，グループで協働的に天気予報

を作成し，解説させた。

分析方法：生徒観察，ワークシート，協議会

４ 結果と展望 

前述の授業を分析した。授業ではその内容の身

近さから生徒が主体的に活動しているようすが見

られた。MIで作られたグループは当日発表した

が、生徒の活動は機能的であった。デボノの帽子

は、他者評価により自分の姿をメタ的に捉えるこ

とが可能なり、振り返りシートからより的確な自

己評価につながったと推察される。

評価についての検討を通じて、授業研究という

視点が筆者には不足していることに気づいた。授

業分析のためのデータの蓄積の必要性を痛感して

いる。したがって、以下のような視点で細密なデ

ータ収集について検討する。

・探究的な授業づくりと分析：生徒と教師の双方

にアンケートを実施し，探究をどのように捉え

ているか調査，分析する。

・教師向けに授業研究：印象や考えをもっている

か，調査、分析し，発信する。

・省察による自己評価を分析：生徒の学びのとら

え方を探り，最終的にはこれを学習評価にどの

ように結びつけていくか，という課題に時間を

かけて検討する。 

引用文献 

三宮真智子（2018）『メタ認知で〈学ぶ力〉を高

める』北大路書房． 

村上忠幸・向井大喜（2017）『新しい時代の理科

教育への一考察(5)』京都教育大学教育実践研究

紀要
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   中学校理科の授業改善に向けた教師の意識に関する実態

調査研究  

―導入場面における課題設定までの授業展開に注目して― 

 

〇三宅 一彦 1，加藤 圭司 2 

Kazuhiko MIYAKE，Keiji KATO 

1 横浜市立寺尾中学校･横浜国立大学大学院教育学研究科，2 横浜国立大学教育学部 

【キーワード】 導入場面 課題設定 学習を見通す思考 中学校理科 

 

１ 問題の所在 

 中学校学習指導要領解説理科編(2017)では，改

訂の基本方針として｢主体的･対話的で深い学び｣

の実現に向けた授業改善の推進が明記された。こ

れは，生徒が理科の見方･考え方を働かせ，見通

しを持って観察，実験を行うことなどを通して，

科学的に探究することを重視する授業を目指すこ

とと言い換えられる。この生徒主体による科学的

な探究の実現について，筆者らは，理科授業にお

ける課題設定までの場面における生徒の問題意識

の高まりが，後に続く探究活動に少なからず影響

を及ぼすと考え，生徒の意識の実態を把握するこ

とからこの研究に着手した(三宅･加藤,2020）。こ

の研究では，導入場面で既習事項等を想起しても

課題と結びつけて考え学習の手がかりとする生徒

が少ないこと，課題内容の理解にメタ的思考を働

かせているのに，学習の見通しや効力感がもてな

い実態があること等が明らかになっている。 

この実態を踏まえると，既習事項等の想起に関

する教師の意識を明らかにすることは，有意味で

あると考えられる。具体的には，課題設定時の生

徒の興味関心の喚起やメタ認知の促進，学習の見

通しを持たせること等について，教師の意識面の

実態を明らかにすることである。 

２ 研究の目的 

本研究では，課題設定時までの導入場面におけ

る教師の授業構成や展開に関する意識を，生徒の

興味関心の喚起やメタ認知の促進，学習の見通し

等の視点から明らかにし，生徒主体の科学的な探

究に資する授業展開やその手立てに関して示唆を

得ることを目的とする。 

３ 研究の方法 

(1)質問紙調査 

・調査時期：2021年 4～5月 

・調査対象：横浜市内公立中学校に勤務する理科 

担当教員 121名 

・質問内容：「理科授業で課題(めあて)を提示す

る時」という条件下で，以下の 3項目を設定した 

① 日常生活経験や既習事項を想起させる指導の

有無とその意識 

② ①で想起できたことを課題に結びつけたり，

学習の手がかりにしたりする指導の有無とそ

の意識 

③ 課題に対する生徒の認知面(特にメタ認知や

学習の見通し)と情意面(興味関心や学習意欲

など)を確認する指導の有無とその意識 

(2) 面接調査 

・質問紙調査の結果を踏まえた聞き取り調査を行

った。手法は半構造化面接法である。 

４ 結果 

導入場面において，既習事項を想起させる手立

てを意識している教師は比較的多い。一方で，想

起した内容を学習の手がかりにしないままに授業

を進めていくケースが相対的に多い。また，情意

面(興味関心や学習意欲など)の高まりを確認して

いる教師は多いが，相対的に情意面に比べて認知

面(特にメタ認知や学習の見通し)を確認している

教師は少ない実態がある。 

５ 考察 

導入場面での既習事項等の想起は，生徒の興味

関心や学習意欲を高める手立てとして捉えられる

傾向にあるため，課題解決に関する見通しや自己

効力感など，生徒の科学的な探究の素地を作るこ

とが十分できていない可能性が高い。生徒の自律

的な課題解決の実現に向けては，科学的な探究の

視点から，この場面で講じている現在の手立て

と，それに対する考え方の自覚化と再考を促すこ

とが必要であると考えられる。 
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中学校理科教員のネットワーク構築の試み

学校の実態に応じた授業改善を目指して

○中西佳子 荒尾真一

倉敷市立倉敷第一中学校， 岡山大学

【キ－ワード】 研究体制，授業改善，教材開発，中大連携

１ 目 的

本年度より平成 29 年告示の学習指導要領が

完全実施となり，生徒の探究的な学びがより具

体的に求められている。これについて，岡山大

学のＣＳＴ養成プログラムを受講した教員を

中心に，生徒が主体となる授業実践を行ってき

た中で，次の課題が明らかになってきている。

①授業や教材研究をするための時間確保。②生

きて働く知識・技能にするために，それぞれの

授業で獲得した知識・技能を，次の学習場面で

活用させることのできるような単元を通じた

授業設計。③授業改善に必要な理論や教材を得

ることができるシステム作りである。

以上の課題を解決するための必要条件とし

て次のことに取り組めれば，効率よく授業改善

が行えると考えた。今までの授業実践の蓄積と

その実践のために開発した教材を基に単元構

成を行うこと。さらに，同じ単元で同じ教材を

使って，複数の学校の実態に合わせた授業を行

い，そのデータを持ち寄ってお互いの実践を検

討すること。これらの活動は岡山大学と協働で

行い，現場の実態や把握や生徒の学習状況の考

察，授業改善の提案をお願いするとともに，教

員との情報交換の場とする。

そこで，今まで活動を共にしている教員を中

心に，これらの取り組みに賛同する教員をクラ

ウドファンディングの形式で募集し，現在岡山

県下 38 名の参加者（CST 修了生を含む）を得

ることができた。その概要を報告する。

２ 内 容

（１）教材開発及びその共有

探究的な学習を，現有の教材のみで行うこと

は難しい。補うための教材を開発するには，時

間や予算の確保や，教具を製作するための技術

や設備が必要となるが，それらは整いにくい。

そこで，今までに開発した教材を Google ドラ

イブにリスト（約 60 件）としてあげ，教材を

共有できるようにした。技術や設備面は，岡山

大学の協力を得て行っている。教材製作は，

SNS を利用して全体に声掛けをし，共に製作す

る中で，教員同士が直接，気軽に情報交換をす

る場となっている。

（２）教員の常時ネットワーク構築

昨年度より，感染症対策のために，一堂に会

することが難しくなっている。そこで，前述の

ように SNS を利用して，課題や授業実践の様

子などを発信しお互いに共有している。同じ教

材を使っていても，生徒の実態や教員のアプロ

ーチによって，生徒の反応や変容は様々であ

る。ここでの話題は，自分の学校にあった単元

の構成を考えるきっかけにもなっている。

また，校外での研修が授業時数の確保や感染

症対策のために行いにくい状況の中で，このネ

ットワークは，個々の教員がもつ強みや人脈に

より，Off-JT の役割も担っている。

（３）授業改善に向けた分析と共有

学習指導要領では生徒の実態を把握した上

で，目標を設定して指導を行い，生徒の具体的

な姿から目標到達度を見取って，次の指導に生

かしていくことが強調されている。本取組で

は、岡山大学の教育実践演習インターンシップ

の学生や大学院生にも協力してもらい，単元計

画や授業案と併せて提供した，記録写真や生徒

の振り返りシート等のデータから，先行学習で

獲得した知識・技能が新たな場面で活用できて

いるかを整理し，授業へのフィードバックや，

単元デザインに役立てるようにしている。

３ 最後に

県内の各地域で実践することにより，多くの

実践事例を共有することができ，探究的な授業

実践の輪が広がってきている。しかし，今年度

は感染症対策のために，教材の貸し借りはでき

ているが，集合しての教材製作や研修を行うこ

とができていないことが残念である。

付記

この取り組みは，公益財団法人中谷医工計測

技術振興財団科学教育振興【プログラム】助

成 2021 を受けて行っている。
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 思考の「不確かさ」を批判的に指摘し合うことで， 

考えを見直し改善できるようにする理科指導法の開発 
 
○濁川 智子 1，小倉 康 2 

Satoko NIGORIKAWA, Yasushi OGURA 

                      1鴻巣市立田間宮小学校，2埼玉大学 

【キ－ワード】 批判的思考，科学的思考力，メタ認知能力，話し合い，小学校理科 
 

１ はじめに 

 平成 30 年度全国学力・学習状況調査の結果

から，探究の過程を振り返って見直し，科学的

により妥当な考えに改善しようとする態度が

十分に身についていないことが課題とされた。

そこで，科学的探究において，より科学的な思

考に近づけるために，どのような思考が非科学

的であるのかを知り，それらに敏感になるこ

と，またそれらを無批判に受け入れるのではな

く，「本当にこれでよいのか？」と自他の思考

に対して批判的思考を働かせることで，メタ認

知能力の育成と問題を科学的に解決するため

の思考力を育成することができると考えた。 

２ 目 的 

 論理的に筋の通った科学的探究をする上で，

虚偽や誤謬の原因となりうる各探究過程にお

ける思考の誤りや曖昧さ，論理の飛躍などのこ

とを「不確かさ」と定義し，自分の考えを見直

し改善できるようにするために，自他の考えを

批判的に捉えることで科学的探究過程におけ

る「不確かさ」に敏感になることができる指導

法を開発し，その有効性を実践的に検証するこ

とを目的とした。 

３ 方 法 

(1)「不確かさ」について 

各探究過程における「不確かさ」の要素を抽

出・整理し，それらを各思考場面で自他の考え

に対して批判的に働かせることができるよう

に「不確かさの『問い』」を作成した（表 1）。 
表１ 予想・仮説設定場面の「不確かさ」の例（一部抜粋）

(2)指導法の設計 

 他者に指摘したり指摘してもらったりする

ことが振り返って吟味するきっかけになると

考え，批判的思考を促し「不確かさ」に敏感に

なるための手立てとして，話し合いの中で「不

確かさ」を指摘し合う指導法を設計した。 

(3)検証方法 

 調査対象は，埼玉県公立 A 小学校第 4 学年 3
学級（85 名）の児童であり，2 学級（56 名）を

実験群，1 学級（29 名）を統制群として検証を

行った。検証の前後で「理科に対する意識調査」

「『不確かさ』に関する問題調査」を実施し，

量的分析を行った。また，児童の話し合い中の

音声データからプロトコル分析を行い，「不確

かさ」に関する児童の思考の変容について質的

分析を行った。 

４ 結 果 

 本実践により，「理科に対する意識調査」で

は，他者の考えを聞くときは「本当にそれでよ

いのか？」と批判的に考えながら聞こうとする

意識が統計的有意に高まった。また，「『不確か

さ』に関する問題調査」における量的分析によ

り，科学的探究過程における「不確かさ」への

気づきが統計的有意に高まった。 

５ 考 察 

 本研究で開発した「不確かさ」を批判的に指

摘し合う指導法は，自他の考えを批判的・懐疑

的に考えようとするメタ認知能力を向上させ，

「不確かさ」に敏感になることができる指導法

であることが明らかとなった。これは，「不確

かさ」という科学的視点をもった上

で，他者の考えに対して批判的に指摘

する指導を行った効果であると考え

られ，このことが問題を科学的に解決

するための思考力の育成にも寄与す

ることが示唆された。 

主な引用・参考文献 

小倉康(2000)「科学授業における思考力・判

断力の育成に関する実践的研究」国立教育研

究所，111-121. 
 

「不確かさ」の 
分類 

「不確かさ」の要素 「不確かさ」の解釈 
批判的に働かせる 

「不確かさ」の問い 

情報 
(⾮形式的論理) 

情報源 
（本・テレビ等） 

本やメディアの情報を論拠に
している。 

「本やテレビの情報は、本当
に正しい？」 

経験 
(経験的論理) 特殊な経験 特殊な事例や経験を論拠にし

ている。 「たまたまなのでは？」 

つじつま 
(場当たり的な論理) つじつま合わせ つじつまを合わせている。 「つじつまを合わせている

だけなのでは？」 
他人の意見 

(社会的相互作⽤ 
による論理) 

⼈との合意 誰かの考えと⼀致したことを
確かさとしている。 

「〇〇さんと同じ考えだか
らといって、正しいとは⾔
えないのでは？」 

感覚 
(個⼈的な論理) 直観 考えが直観的である。 

なんとなくそう思っている。 
「直観？」 
「なんとなく？」 

※「推理判断」の分類枠組み（小倉,2000）を参考に本研究にて作成 
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実験の見通しをもたせ,問題解決する力を育む理科指導 
〜結果の見通し場面でのフローチャートの活用〜 

○山田 賢吾
1,小倉 康

2

YAMADA Kengo,OGURA Yasushi 

狭山市教育委委員会
1,埼玉大学

2

【キーワード】小学校理科,結果の見通し,フローチャート，多面的な思考，問題解決 

(1)対象 公立 A 小学校第４学年２学級・第５学

年３学級,公立B小学校第５学年２学級 

(2)各学年の実施単元と各群の違い(表１,表２) 

(3)検証方法 

 「理科に対する意識・実態調査」「結果の見通し

に関する調査」を事前・事後に同質の異なる問題

で実施した（第４学年は中間にも行った）。また,

毎回のワークシート記述の考察を「考察記述」と

「考察内容」に分けて得点化し,分析した。 

４ 結果（第４学年） 

(1)理科に対する意識・実態調査の変容 

 結果を見通して実験を行なっているかという

質問に対して,統計的に有意な増加が見られた。 

(2)結果の見通しに関する調査の変容 

 実験から考えられる結果の可能性を考える問

題と結果の予想からそう考えた理由を考える問

題について,統計的に有意な増加がみられた。 

(3)ワークシート記述の変容 

 考察記述・考察内容の平均値に,統計的に有意

な増加がみられた。また,継続して行なっていく

ことで,より有意な増加がみられた。 

５ 結論 

実験結果の見通し場面において,フローチャー

トを用いることが,実験の意味理解を深め,多面

的に吟味する力が養われると共に,考察場面にお

ける児童の困惑を軽減させることに有効である

と示唆された。 

６ 主な参考文献 
１）国澤亜矢ら（2016）「自己の思考を自覚する児童を育成するための

具体的手法の開発 」『日本科学教育学会年会論文集』40(0), 299-300 

表１ ４学年 実施単元と各群の違い

１ はじめに 

小学校学習指導要領（平成 29 年告示）理科編

だけでなく,中学校学習指導要領（平成29年告示）

理科編の目標でも,「見通しをもって観察，実験を

行うこと」と示されるようになった。このことか

ら,系統的に「見通し」をより重要視して指導を行

うことが求められていることがわかる。しかし, 

平成30年度実施全国学力学習調査の結果では,い

まだ「見通し」に課題があるとされている。そこ

で,実験前に結果からわかることまでを見通すこ

とができ,多様な結果の可能性を吟味することが

できるツールとしてフローチャートを用いるこ

とが有効だと考えた。そして,フローチャートを

用いて結果の見通しを行うことで,方向性が明確

化し,実験の意味理解を深め,主体的に問題解決

に取り組む力が育まれると考えた。 

２ 目的 

小学校理科において,児童の問題解決する力を

育むために,フローチャートを用いた結果の見通

しを行うことの有効性を実践的に検証すること

を目的とした。

３ 方法 

本研究では,実験前の実験結果の見通しとそれ

を用いた考察を行うためのツールとしてフロー

チャートを設計（図１）し,通常の問題解決学習の

指導の中に取り入れた。また,以下の方法で検証

した。 
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高等学校理科における科学的な探究活動の教育効果 

～３つの授業の型による「浮力」の授業実践を通して～ 

 

○山村 寿彦 1，藤本 義博 2  

Hisahiko YAMAMURA, Yoshihiro FUJIMOTO 

                      1岡山県立倉敷鷲羽高等学校，2岡山理科大学 

【キ－ワード】 高等学校学習指導要領，科学的な探究活動，習得・活用・探究，浮力 
 

１ 目 的 

 2022（令和 4）年度より年次進行で施行され
る高等学校学習指導要領において，生徒自身が

観察，実験を中心とした科学的な探究活動を通

じて課題を解決したり，新たな課題を発見した

りする学習活動を習得・活用・探究の学習プロ

セスを適切にカリキュラム・マネジメントして

いくことが求められている。生徒が科学的な探

究活動を行う学習場面を設定した授業を行っ

た場合，生徒の主体性，知識の定着等いろいろ

な観点で非常に良い結果が得られることを経

験的に知っている。しかしながら，そのエビデ

ンスを得ることができていないのが現状であ

る。そこで，本研究では，探究活動を行う効果

についてエビデンスを得る研究の計画を行い，

得られた結果を検証することを目的とする。

 

２ 方 法 

（１）授業の形態 

物理基礎を学習しているクラスを教育の質

の不平等が起きないよう配慮しながら３つの

型に分け，それぞれ研究授業を行った。題材は

「浮力」をもちいた。３つの型は次の通りであ

る。 

①「科学探究型」― 探究活動（特に「要因

抽出」「仮説」「条件制御」）をする授業 
②「百聞は一実験に如かず型」― 与えられ

た実験をする授業 
③「解説演習型」― 教科書に沿った解説を

中心に行う従来どおりの授業 
（２）調査方法 

 年間計画の授業時間配分で考えると，「浮力」

は「圧力」と合わせて，1時間程度で終わる単

元である。今回はエビデンスを得るために，表

１のように 2 時間の授業を行った。事前・事

後・追跡調査は，理科への意識や知識だけでな

く科学探究の技能を調査する目的で実施した。

今回の調査の特徴は，1時間目の授業の進め方

以外は，同じ条件としていることである。これ

によって，探究活動に関するエビデンスが明確

になることが期待できる。 

 

※それぞれの時間に関しては，その時間の目的を記している。 

 

３ 授業の様子と現在の状況 

 2020年 12月 9日に 3つの型の授業を実施し

た。3つの型の授業

を較べてみると

「科学探究型」の

授業では，生徒の

探究的な技能が身

につき，知識も他

の型よりも深まっ

たことが明らかと

なった。現在，さ

らなる集計と解析

を行っているとこ

ろである。 

引用文献 

文部科学省 高等学校学習指導要領（平成 30

年告示）解説 理科編 理数編． 

付記 

本研究は，科学研究費補助事業基盤研究（B） 

課題番号：JP19H01726（研究代表者：藤本義博）

をうけて行ったものです。 

①科学探究型 ②百聞は一実験に如かず型 ③解説演習型 

事前調査 

（1時間目）浮力は液体の密度と液体に浸かっている体積に関係す

ることを知る。 

科学的な探究

活動を主体的

に行う学習 

教科書に沿った解説を聞き

確認のための実験をする学

習 

教科書に沿った

解説を聞き,問題

演習を行う学習 

（2時間目）浮力と体積の関係を調べる実験をして，検証する。 

事後調査・追跡調査 

表１ 調査の概要 

グラフ１：要因抽出の変化 

平均値 分散
①探究 0.306 0.059
②一実験 0.158 0.080
➂解説 0.286 0.133

表２：知識理解（満点は 1点） 
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「理想の惑星構想」からみえた宇宙教育の成果と課題

－高等学校と中学校の実践を通して－ 

○野村健太 A，古賀友輔 A

宇宙航空研究開発機構 ，

【キ－ワード】 宇宙教育， ，生態系 評価

１ はじめに

JAXA 宇宙教育センターは、「子どもの心に

火をつける」というキーワードをもとに、教員

研修や授業連携などに取り組み、青少年育成に

力を入れている。学校教育支援チームでは今年

度 78 件の授業連携を行った。当センターの目

的は創造的な青少年育成のため、宇宙のことに

詳しくなるだけでなく、宇宙をきっかけに可能

性を広げることができることである。しかし，

その教育効果を明らかにし，改善する過程が不

十分であった。そこで，中学校，高等学校の２

校の実践から学校教育における効果を質的・量

的に考察することを目的とする。

２ 方 法

（１）授業実践について

高等学校１校「総合的な探究の時間」 時間，

中学校 校「総合的な学習の時間」 時間，単

元名「理想の惑星をつくろう」とし実践をした。

「理想の惑星をつくろう」では，京都大学宇宙

総合学研究ユニットが開発した「宇宙箱舟」を

活用した。まず，「地球と環境が似ている惑星

に移住するなら 種類のどの生物を連れてい

くか」を選択する。生徒は理科で学習した生態

系の視点を活用していた。次に生物だけではな

く，「どのような社会をつくっていくか」と

の視点を基に検討し，理想の惑星を完成

させる。ここでは、環境、社会、人間と広く物

事を考えていく。最後に理想で終わることがな

いように，自分の生活へどのように生かしてい

くかと実際の行動を考えていった。

この単元では「地球における当たり前の生活

を問い直し，多様な他者と協働して，最適解を

導き出していく」ことをねらいとしている。

（２）調査方法

４～５人の１グループで「理想の惑星」ポス

ターを制作した。そこで、高等学校で制作した

ものと中学校で制作したもの、また、教師の感

想から分析していく。

３ 結 果 
当センターとの授業連携後には担当の教諭

から報告書が提出される。ここでは、高等学校

と中学校それぞれの教諭の感想を共有する。 

【高等学校】

惑星移住についての話し合い、そして理想の

社会について考え、その後今自分たちができる

ことについて考えることで、生徒が自然と現代

の社会の課題に目を向けることができたと思

います。また、宇宙開発の話は生徒たちが目を

輝かせて聞いていました。講師の先生方と直接

お話しできたことで、 へのあこがれも強

くなったと思います。

【中学校】

宇宙箱船では、食料のことしか考えていなか

った生徒達が、 について知り、文化、食、

エネルギー、科学技術という視点から調べたこ

とを寄せ集め惑星について具体的に考える姿

が見られた。持続可能な社会という考え方も今

回の題材を通しはじめて触れる考え方だった

ので、当初は捉え切れていなかった生徒が多く

見受けられましたが、学習が進むにつれて日常

の様々なことも、持続可能性という考え方を取

り入れながら見直してみることができるよう

になった。 月の発表会では、自分達の住む

地域に対して、今まで以上に関わっていこうと

する思いが生徒の発言の中にみられるように

なった。

４ 考 察

結果から、中学校のように生態系や SDGｓ

を調べたり、共有する時間をつくり、単元をデ

ザインしたりした方が宇宙への好奇心から

SDGｓの地球規模の課題を自分事とできてい

ることが分かる。このことから、当センターで

は引き続きイベントで終わるのではなく、宇宙

を導入で使ったり、考えを深める終末で使った

りと学校と更なる深い連携を進め，宇宙をきっ

かけに資質・能力の育成を目指すカリキュラム

を共につくっていきたい

参考文献

１ 百合田真樹人『「好奇心・冒険心・匠の心」

と「子どもの心に火をつける」を再考する：宇

宙教育の深化に向けて』平成 年度宇宙教育

シンポジウム
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極小規模校ならではの 

「主体的・対話的で深い学び」を実現する理科授業 

－主体的な学びを促す学習活動・教材を取り入れた 

小学校 5年生「電流と電磁石」の授業デザイン－ 

○浅川邦彦 1，中山由美 1，出口明子 2 

Kunihiko ASAKAWA1，Yumi NAKAYAMA1，Akiko DEGUCHI2 
1日光市立三依小中学校，2宇都宮大学共同教育学部 

【キ－ワード】 小学校理科 電磁石 授業デザイン 極小規模校 

 

１ 目的 

 中教審が令和の日本型学校教育の姿として

個別最適な学び（指導の個別化・学習の個性化）

を答申した。本研究では，その素地である主体

的な学びに着目した「電流と電磁石」の授業デ

ザインを提案し，個別最適な学びが特色とも言

える極小規模校で実践した成果を紹介する。

 

２ 授業デザイン 

 授業は 2021年 2月，日光市立の極小規模小
学校第 5学年児童 3名を対象に実施した。
 単元の前半は電磁石の性質，後半は電磁石の

働きについての学習とした。単元の導入時に

は，浅川（2012）が実践した電化製品を分解し
て部品の中からコイルを探す活動を設定した。

電磁石の性質の学習後は，鉄製のクリップを付

けた魚型のタレビンに食塩や鉄粉を詰めて自

作の電磁石で釣り上げる「釣りゲーム」を行っ

た。表 1に授業デザインを示す。 

表 1 小学校 5年生「電流と電磁石」の授業デザイン 

次 学習活動 総時数 12時間 

1 ①② 小型電化製品の分解（図 1） 

③ 電磁石作り 棒磁石との比較 

④⑤⑥ 電磁石の性質についての個別

問題解決活動 

2 ① 釣りゲーム（図 2） 気づきの共有 

②③④⑤ 電磁石の働きについての個

別問題解決活動（電流計の使い方の学

習を含む） 

3 ① 紙コップモーター作り 

 

 

 

 

 

 

 

３ 実践の成果 

 分解前後には電気の働きについて，釣りゲー

ム前後には電磁石の働きについて，それぞれ知

りたいことや学びたいことについてのアンケ

ートを実施した。表 2にその記述内容を示す。
表 2 活動前後アンケート結果 

活動前（要約） 活動後（要約）

分

解

Ａ

児

電流が流れる様

子

部品やねじの種

類

Ｂ

児

電気を通す物 基板の役割

部品の仕組み

Ｃ

児

無答 部品の種類

部品の役割

釣

り

ゲ

｜

ム

Ａ

児 

無答 重い物を簡単に

釣る方法

Ｂ

児 

導線の巻数によ

る磁力の変化

電磁石の磁力を

強くする方法

Ｃ

児 

エナメル線その

ままでは電気を

通さない理由

電磁石同士での

釣りゲーム

 分解後には 3 名とも電化製品の部品に注目
するようになり，釣りゲーム後には 2名が電磁
石の磁力に注目していることが分かった。それ

ぞれの活動には，電磁石への主体的な学びを促

すことに一定の効果があることがうかがえる。

附記 

 本研究は，公益財団法人日産財団 2020 年度
理科教育助成を受けている。 

 

引用文献 

中央教育審議会（2021）『「令和の日本型学校
教育」の構築を目指して～全ての子供たちの

可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働

的な学びの実現～（答申）』，文部科学省 

浅川邦彦（2012）『初等教育公開研究発表会指
導案集』，宇都宮大学教育学部附属小学校 図 1 図 2 
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行動目標を自己決定させ科学的リテラシーの育成を重視した指導

により児童の学びに向かう力・人間性等を育む理科指導法 

 

○金井大季 1，小倉 康 2

Daiki KANAI, Yasushi OGURA 
1深谷市立深谷西小学校，2埼玉大学 

【キ－ワード】 学びに向かう力・人間性等，小学校理科，自己決定，科学的リテラシー

１ はじめに 

小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説総則

編では，「学びに向かう力，人間性等」は，他の

二つの柱をどのような方向性で働かせていくのか

を決定付ける重要な要素であると示されている。

IEA国際数学・理科教育動向調査（TIMSS2015）で

は，理科を学ぶことに対する関心・意欲や意義・

有用性の認識について改善が見られる一方で，国

際平均と比べると肯定的な回答の割合が低い状況

にあることが示されており，学習意欲面で課題が

あると考えられる。したがって，学びに向かう力・

人間性等を育むために，理科においては特に学習

意欲面に改善を図る必要があると言える。 

理科における学習意欲について，小倉(2016)は，

5項目(自己効力感，興味，重要性，有用性，職業

との関連性)の質問からなる科学的リテラシー指

標（SLI）によって把握した。さらに，小倉(2020)

は，5 項目の科学的リテラシー指標に加え，主体

性，協調性を加えた 7項目を「学びに向かう力・

人間性等」の学習目標として示した。そこで，7項

目の意識を高めることで，理科における「学びに

向かう力・人間性等」を育めると考えた。 

先行研究を参考し，児童自身に行動目標を自己

決定させた上で問題解決の過程に取り組ませると

共に，科学的リテラシーの育成のため学習内容と

日常生活との関連を活用として扱う授業を設計し

実践すれば，7項目の意識を高まると考えた。 

２ 目 的 

 行動目標を自己決定させ，科学的リテラシーの

育成を重視した指導により「学びに向かう力・人

間性等」を向上させる指導法を開発し，その有効

性を実践的に検証することを目的とする。 

３ 方 法 

(1)指導法の設計 

 学びに向かう力・人間性等の目標を全体的に高

めるため，行動目標の自己決定をさせる手立てⅠ

と日常生活との関連を図る活用場面の設定の手立

てⅡを組み合わせた指導法を設計した（表 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)検証方法 

 調査対象は，埼玉県公立A小学校第 6学年 3学
級(101名)の児童であり，2学級(67名)を実験群，

1学級(34名)を統制群として検証を行った。検証

の前後で「理科に対する意識調査」，検証後に「単

元の理解度に関する調査」を実施し，量的分析を

行った。また，授業の振り返りやアンケートの記

述から意識の変容について質的分析を行った。 

４ 結 果 

 本実践により，開発した指導法を用いた実験群

が，従来の指導法による統制群に比較して，7 項

目中 6項目で科学的リテラシーの意識が有意に高

く，学習理解度も有意差が確認された。また，児

童の記述内容から意識の変容の傾向が見取れた。 

５ 考 察 

 本研究で設計した理科指導法は，行動目標を自

己決定させ，科学的リテラシーの育成を重視した

指導により，児童が学びに向かう力・人間性等を

育むことができると考えられる。

引用文献 

小倉康(2019)「中核的理科教員を活用した地域理
科教育のシステミックリフォーム～科学的リテ

ラシー指標値を用いた学習意欲低下の改善～」

『科学教育研究』第 43巻,第 3号,253-265. 
小倉康(2020)「中核的理科教員を活用した地域理
科教育のシステミックリフォーム」平成 28 年
度～令和元年度科学研究費補助金基盤研究

(B)(課題番号 16H3052)研究成果報告書,埼玉

大学,67. 

表１ 本研究で設計した指導法 

・問題解決場面で活動（話し合いや実験・観
察）する際の主体性，協調性に関する行動目
標を自己決定する 
・活動の見通しをもった上で活動に取り組む 
・行動目標の達成状況について自己評価する 

本次の内容と日常生活との関連を「重要性」
「有用性」「職業との関連性」の視点から学ぶ 

問題に対する結論をまとめる 

児童の具体的な活動 問題解決の流れ 

導入・問題設定 

予想・仮説 
方法 
観察・実験 
考察 

手立てⅠ 

結論 

活用 

手立てⅡ 

生活場面や学習での疑問から問題を設定する 
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子どもが自ら「実験の精度」と「データの信頼性」を上げる必要

を感じて工夫する授業実践 

―小学校第５学年：ふりこのきまりー 

○中野直人 

NAKANO Naoto 

奈良女子大学附属小学校 

【キ－ワード】子どもの立案・工夫、実験の精度、データの信頼性、資質・能力、小学校理科 
 
1．はじめに 

小学校第 5学年理科「ふりこのきまり」単

元では、ふりこが一往復する時間のきまりを

みつけるために、十往復する時間を三回調べ

て平均を出し、平均値を十で割って一往復す

る時間を導くという手続きを取る。 

これは、人がストップウォッチを用いて測

定した場合による「誤差を減らし実験の精

度」を上げるために、一往復では無く十往復

を測定し平均して一往復を求めている。 

同条件で三回実験を行うのは、試行回数を

増やすことで「データの信頼性」を上げるた

めである。 

それでは、子どもが、①「誤差を減らし実

験の精度を上げる方法」や、②「試行回数を

増やすことでデータの信頼性を上げる方法」

を自ら必要と感じ、その方法を活用すること

はできるのだろうか。 

 

２.具体的な実践「５年理科ふりこのきまり」 

 本実践は 2020 年度、筆者が勤務する奈良

女子大学附属小学校学習5年生2学級におい

て実践した。 

 子どもが①「誤差を減らし実験の精度を上

げる方法」や、②「試行回数を増やすことで

データの信頼性を上げる方法」を自ら必要と

感じ、その方法を活用する学習を成立させる

ために行った環境設定は次の通りである。 

 

（１）単元の流れ 

①単元導入での個人実験 

②・学級全体での結果と考察の情報交換 

・正確に実験を行うための方法につい

て話し合い 

③グループごとの実験１ 

④学級全体での情報交換 

⑤グループごとの実験２ 

⑥学級全体での情報交換 

 

（２）「単元の流れ」における指導の力点 

・①単元導入での個人実験で学級全員分

おもり、糸を用意 

  ・②正確にデータを取る方法を考えるこ

とで、平均を取り、試行回数を増やす

意義理解の促進 

  ・③グループ毎に目的に応じて自由に実

験する時間の確保 

  ・④学級毎の情報交換でふりこのきまり

の結論を導きながらも、自分のグルー

プが実証できていないこと、再現性を

確認したいことを、⑤グループごとの

実験２で調べられるようにした。 

 

３．本実践による効果 

以下の姿が授業を通して見られた。 

・誤差を減らすために、10 往復する時間から

1往復する時間を求めることに気づいた。 

・10 往復する意味を捉え、自分たちが試した

い実験によっては、10 往復よりも 5 往復

の方がよいと考え実験する子どもがいた。 

・5往復する時間から求めた 1往復する時間

と、10 往復する時間から求めた 1往復する

時間とを比べ実験方法に問題がないと考え

る子どもがいた。 

・実験の正確性を上げるために 10 回同条件

で実験する子どもがいた。 

・その後、別単元でも実験の精度にこだわっ

たり、試行回数を増やすことで再現性が得

られるのか調べる子どもがいた。 

 

注）具体的な a）子どもの発言 b）実験の様

子 c）本実践から得られた指導方法につ

いては当日の発表で報告する。  
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子どもの問題解決に見る認知的・非認知的スキルの往還

○渡辺理文 1，西田俊章 2，森本信也 3

， ，

北海道教育大学札幌校， 横浜市立井土ケ谷小学校， 横浜国立大学名誉教授

【キ－ワード】 問題解決，認知的スキル，非認知的スキル，足場づくり，生活科

１ はじめに

ラーニング・プログレッションズ（LPs）を

基にした授業デザインにより，子どもの概念の

変容を支援する研究が行われている。理科学習

では，既有の概念や思考，生活科や幼稚園の内

容を考慮する必要がある。

本研究では生活科を取り上げる。LPs の視点

から理科につながる内容を基にした生活科の

授業デザインについて提案をする。

２ 問題解決と足場づくり

LPs を基にした授業デザインとして，「足場

づくり（scaffolding）」を繰り返すことで，子ど

もが科学的な概念を獲得していくことを想定

する。足場づくりによる支援を基にして，子ど

もは問題解決を行いながら，認知的スキルや非

認知的スキルを往還，融合させていく。その結

果，資質・能力の育成が図られる。図１は，以

上のことを図示したものである。

図１ 足場づくりと資質・能力の育成

足場づくりの具体的な方略は，Wood, Bruner 
& Ross（1974）を援用する。Wood らは足場づ

くりの機能を以下の６つにまとめている（森本

編，2009）。

①学習課題に対する子どもの興味を喚起する

（Recruitment）
②子どもが見通しや目的意識をもてるように，

学習課題を単純化し，問題解決に至る段階を

少なくする（Reduction in degrees of freedom）

③学習活動の方向を維持し，子どもの探究意欲

を維持する（Direction maintenance）
④目標と現時点の学習状況のギャップを常に

明確にする（Making critical features）
⑤問題解決に失敗して落胆する気持ちをコン

トロールする（Frustration control）
⑥目標へ到達するモデルや問題解決のモデル

を示す（Demonstration）
以上の足場づくりの機能を基にすることで，

生活科において子どもが既有の思考を発揮し

て，見通しをもって，事物を分析したり，創造

的に思考したりすることを支援する。

本研究では，小学校第２学年でのおもちゃ作

りの活動を計画している。認知的スキルの向上

として，おもちゃの設計や遊びの工夫を行う様

子を，非認知的スキルの向上として，見通しを

もっておもちゃ作りを行い，仲間に自分の調べ

たことを共有する様子を想定している。おもち

ゃ作りにおいて問題解決が進められ，認知的ス

キルと非認知的スキルを往還，融合させなが

ら，さらなる問題解決に取り組んでいくように

足場づくりを行う。

３ まとめと今後の展開

本研究では，生活科において の視点を基

にした足場づくりが支える問題解決と，それに

よる認知的・非認知的スキルの往還について提

案をした。今後，授業を実践し，子どもの活動

の様子やパフォーマンスから問題解決の実際

と認知的・非認知的スキルの向上を事例的に分

析して示すことを目標とする。

付記

本研究の一部は公益財団法人 博報堂教育財

団による第 15 回 児童教育実践についての研

究助成を受けている。 
引用文献

森本信也編（2009）『子どもの科学的リテラシ

ー形成を目指した生活科・理科授業の開発』

東洋館出版社，17.
Wood, Bruner & Ross（1974）. The Role of Tutoring 

in Problem Solving. The journal of Child 
Psychology and Psychiatry, 17, 89-100.

非
認
知
的
ス
キ
ル
の
向
上 

認知的スキルの向上 

足場づくりによる 
授業デザイン 

足場づくりによる 
授業デザイン 

資質・能力の育成 
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理科授業における実験計画立案時の思考の実態に関わる分析的検討

中学生に対する聞き取り調査の質的分析から

○岡本海里 A ，加藤圭司 B

横浜国立大学大学院教育学研究科， 横浜国立大学教育学部

【キ－ワード】 科学的探究，批判的思考，学習の見通し，中学校理科

１ 研究の背景と目的

学習指導要領の改訂に伴い，中等教育段階に

おいては，生徒主体による科学的な探究の重視

が求められている。この観点から，理科授業実

践においては，生徒による｢仮説の設定｣や｢実

験計画立案の具体化｣について多く取り組まれ

るようになっている。

その中で，実験計画立案に関しては主にその

支援方法が検討されている(岸田・小倉 2018，
村田・栗原 2020)ものの，それらがどのように

生徒の思考を支援しているかについては，十分

に明らかにされていない。立案時に必要な思考

要素が先行研究から読み取れることから，授業

における思考過程の実態を明らかにすること

で，生徒の思考の不足を補う支援方法の考案に

寄与できるのではないかと考えた。

本研究は，理科授業における実験計画立案時

の思考過程について，授業の文脈に即して特徴

や課題を明らかにすることを目的とした。

２ 研究の手続き

本研究では，①先行研究をもとにした立案時

に必要な思考要素の抽出，②思考過程の実態調

査の 2 段階に分けて研究を進めることとした。

（１）先行研究からの思考要素の抽出

先行研究から，立案に必要と思われる思考要

素をそれぞれ抽出し，共通する要素 5 つと，思

考過程に含まれると想定される 2 つの要素の

計 7 つを立案時に必要と考えられる思考要素

として選定した(図 1)。

図 1 実験計画立案時の思考要素とその関連性 

そして，生徒がどのような順番で，どの要素に

関する思考を働かせているかについて調査す

ることとした。

（２）思考過程の実態調査

時期： 年 月～

対象：神奈川県内国立中学校 ・ 年生

単元名： 年「生物の体のつくりと働き」他

年「運動とエネルギー」他

授業概要：分析対象授業の一例を表１に示す。

表 1 分析対象とした授業の概要 

調査方法：授業中の様子を記録した を用いた

聞き取り形式である。質問の形態は，半構造化

面接法に従った。主に「設定した問い」「立案

時の思考過程」「立案時の情意の程度」を聞き

取り，その発話記録を言語プロトコルとした。

分析方法：言語プロトコルを図１の形態に沿って

思考要素の出現状況と順序，関連性に着目し分

析を行った。

３ 結果と考察

調査結果から，生徒が主に｢過去の学習知識・

過去の学習経験・教師の発言｣，「現象との対

比」と｢具体性｣，｢変数の具体的な決定｣ならび

に｢批判的検討｣の間を複数回行き来しながら

具体化していく傾向が見られた。これは，変数

や具体性 器具･材料 の検討に先立って，既存

の知識･経験等を活用する思考が表れる実態と

考えられ，自身の持つ既有知識，経験等を変数

や具体性に結び付ける支援が必要であること

が示唆される。また ｢批判的検討｣は，｢結果の

見通し｣の後に行われ，その後，計画の修正が

起こる傾向も見られた。これは，｢結果の見通

し｣以外の要素に対する｢批判的検討｣は行われ

ない傾向にあるということでもあり，それに対

する支援の必要性も明らかとなった。

 
 
 
 
 

               

    

 
 
 
          

       

         
      

       
       
     

     

  

10分 導入
(教師の発言)

「衝突 危険性を伝える実験を計画する」(課題提示)
計画 見通しを持つ/示す問いを明確にする/具体的な方
法と準備物を提示する   ことを強調
使用できる主な実験器具を提示/そ 他 器具も準備可能

25分 グループワーク 班で意見交換し計画立案(ホワイトボード、実験用具を活用)
10分 他班と意見交換 ホワイトボードを用いて他班に対し説明、意見交換
5分 グループワーク 計画 修正
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知覚に伴う視覚化としての外的表象のモードに関する事例的研究

○鈴木進 1，峯田武典 2，和田一郎 3

1横浜国立大学教職大学院，2横浜国立大学教育学部附属横浜小学校，3横浜国立大学

【キ－ワード】小学校理科，視覚化，外的表象，知覚

１ 問題の所在と研究の目的

小学校学習指導要領解説理科編では，言語活

動の充実のために，観察・実験の結果を表やグ

ラフに処理し，科学的言語や概念を併用した学

習活動が求められている（文部科学省，2017）。
また，平成 30 年度実施の全国学力・学習状

況調査では，知識を模型に適用することに課題

があるとし，「獲得した知識を，日常生活と関

連づけて図や模型を用いて考えたり，説明した

りすること」が求められている（国立教育政策

研究所，2018）。上記の指摘を踏まえると，小

学校理科において，子どもが獲得した知識や実

験・観察により得た情報から図や表，模型等を

用いた表現活動，すなわち，視覚化の充実が必

要であると捉えられる。

本研究では，小学校理科における知覚に基づ

く視覚化としての外的表象のモードに着目し

た。知覚と視覚化に関わる理論と実践より，小

学校理科学習における視覚化のモードの実態

について捉えることを研究の目的とした。

２ 知覚に基づく視覚化としての外的表象

Gilbert（2008）は，視覚化について，「外部

への視覚的な表現（visualization）」である外的

な視覚化と「心内での思考操作（to visualize）」

である内的な視覚化の 2 つに区分している。外

的な視覚化は外的表象として，内的な視覚化は

内的表象として捉えることができる。

さらに Gilbert（2016）は，理科の学習にお

ける視覚化について，視覚や触覚，聴覚とい

った知覚から得た情報に基づきながら視覚化

がなされることを指摘している。すなわち，

子どもが情報を獲得した際の知覚に伴い，外

的な視覚としての外的表象のモードが決定さ

れることを意味する。彼の指摘に基づき，外

的表象のモードを以下の表 1 に示す。このよ

うに，各知覚に基づく外的表象のモードがあ

り，さらに細分化されたサブモードが存在し

ている。この指摘を踏まえると，子どもが視

覚化を図るためには，その要因となる知覚情

報の獲得と，それに基づく外的表象の生成が

必要であると捉えられる。

表 ．知覚に基づく外的表象のモード

（ ， を基に作成） 

これらの指摘に関して，和田ら（2015）は，

理科授業における視覚に基づく視覚化の具体

化を行っている。彼らは，「理科の学習におい

て子どもは，教科書や教師の提示したグラフや

モデル図，あるいは他者が提示したイメージ図

などの外的に視覚化された素材との知覚によ

る相互作用を通じて，自然事象を個人内におい

て内的に視覚化されることを可能とする」と説

明している。さらに，「自分なりの視覚的イメ

ージを構築し（内的な視覚化），それをイメー

ジ図やモデル図で外部へ表現（外的な視覚化）

していく」と説明している。すなわち，視覚を

通じて得た情報に基づき，内的な視覚化と外的

な視覚化が相互に関連しながら，機能すること

を指摘している。

このように理科学習における，視覚情報に基

づく視覚化は検討されているが，聴覚や触覚を

通じて得た情報に基づく視覚化に言及した研

究は，我々が知る限り見られない。小学校理科

における視覚化の必要性が示されている中で，

各知覚により獲得された情報に基づく外的表

象のモードが，どのように表象されるのかを捉

える必要があると考えられる。

３ 事例的分析

事例的分析を通じて，小学校理科における視

覚化としての外的表象は，視覚だけでなく，触

覚や聴覚を通じた情報に基づきながら，行われ

ていることが捉えられた。また，本事例におい

ては，複数の知覚情報が関連づき，特定の外的

表象のモードの出現を捉えられた。

 

基となる知覚情報 モード サブモード 
触覚に基づく外的表象モード  ジェスチャーモード   

具体的モード  
視覚に基づく外的表象モード 静的な視覚的表象 写真 

図，チャート，地図 
グラフ 
データテーブル 
数学的モデル 
化学反応式 

動的な視覚的表象 ドラマ 
ビデオ 
アニメーション 
シミュレーション 

聴覚に基づく外的表象モード  多くの聴覚情報から特徴的な情報を得

ることで，関連するモデルを用いて表す 
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協働的なアーギュメントを通じた表象の流暢性の高まり

―小学校第６学年「植物の養分と水の通り道」の予想場面の事例的分析―

○佐野綾音 1，遠藤寛 2，和田一郎 3

横浜国立大学大学院教育学研究科， 横浜市立三ツ沢小学校， 横浜国立大学

【キ－ワード】 科学的思考，表象の流暢性，協働的なアーギュメント

１ 問題の所在と研究の目的

近年の理科教育では，知識及び技能の習得水

準を維持した上で，科学的な思考力や表現力の

更なる育成を目指すことが求められる。子ども

は，理科において多様な表象のモード（知覚，

イメージ，言葉など）を互いに関連づけ，科学

的に思考しながら学習を進めている。Nichols，
Gillies & Hedberg（2016）は，このような表象の

モードの接続や変換の手続きを「表象の流暢性

（representational fluency）」と定義している。

佐野・和田（2020）は，表象の流暢性のモデ

ルを提案する Airey＆Linder（2009）の指摘を援

用し，学習指導要領に基づいたカリキュラムを

分析することで，小学校理科における表象の流

暢性を詳細に記述している。そこでは，第３か

ら６学年までの電気領域の学習内容を分析し

ているが，子どもの実態に基づいた事例分析は

行われていない。そのため，実践を通じて表象

の流暢性の実態を検討する必要がある。

また，Nichols らは表象の流暢性の高まりに

は，協働的なアーギュメントが関連することを

指摘している。これに関わり，McNeil＆Krajcik
（2011）は，アーギュメント，すなわち主張

（claim）を構成するための証拠（evidence），

理由づけ（reasoning）の関連構造を示している。

理科では，考えをもつ子ども同士の話し合いに

よって協働的なアーギュメントが充実するこ

とで表象の流暢性に高まりが生じると考えら

れる。そのため，表象の流暢性の高まりを精査

するにあたり，理科の問題解決における協働的

なアーギュメントの構成過程と関連づけて検

討することは意義があると考えられる。

本研究では，問題解決過程における協働的な

アーギュメントと表象の流暢性との関連の実

態を捉えることを目的とした。

２ アーギュメントと表象の関連

Chinn＆Clark（2013）は，協働的なアーギュ

メントは「アーギュメントを構築する活動への

協働的な参加」によって成り立つと指摘してい

る。また，この活動に参加する人々は，主張に

対する理由づけを開発したり，得られた証拠に

よって自身の考えを発展させたりすることが

できると説明している。この指摘から，理科学

習の中で協働的なアーギュメントが構築され

るとき，その学習に参加する子どものアーギュ

メントも他者との相互作用によって証拠や理

由づけの取り入れが行われることで充実して

くると考えられる。このことから，協働的なア

ーギュメントの視点を用いて，子どもが自らの

主張に対応する証拠を選択する過程や，理由づ

けを取り入れる過程を分析することで，先述し

た表象の流暢性の高まりについてより詳細に

説明することが可能だと考えられる。

３ 事例的分析

以上の理論的背景を踏まえ，小学校理科授業

について事例的分析を行った。

（１）調査時期：令和３年６月～８月

（２）調査対象：横浜市内公立小学校第６学年

（分析対象 36 名）

（３）調査単元：「植物の養分と水の通り道」

４ 結果及び考察

事例的分析を通じて，本実践における協働

的なアーギュメントの構築に伴う個人のアー

ギュメントの変容は，３つのパターンに分類

できた。さらに，これらの変容パターンの違

いにより表象の流暢性の高まりにも差が生じ

ることが示唆された。

引用文献
・Airey, J. & Linder, C.（2009） A Disciplinary Discourse Perspective on 

University Science Learning : Achieving Fluency in a Critical Constellation 
of Modes. Journal of Research in Science Teaching，46（１），27-49.

・ Chinn,C.A.& Clark,D.B. （ 2013 ） Learning through Collaborative 
Argumentation, International Handbook of Collaborative Learning，314-
332.

・McNeil，K.L.& Krajcik,J.（ 2011） Supporting grade 5-8 student in 
constructing explanation in science. Boston, MA:Pearson

・Nichols, K., Gillies, R. &Hedberg, J. （ 2016 ） Argumentation-Based 
Collaborative Inquiry in Science Through Representational Work : Impact 
on Primary Students’ Representational Fluency. Research in Science 
Education，46，343-364.
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小学校理科授業における一般化仮説の形成過程に関する研究 
	

○栁沼優作 1，和田一郎 2	

Yusaku	YAGINUMA,	Ichiro	WADA	
1横浜国立大学大学院教育学研究科，2横浜国立大学	

【キ－ワード】	 理科授業，予想・仮説，仮説形成，一般化仮説	
 
１．問題の所在と研究の目的	

 Lawson（2001）は科学概念の獲得に関して，
⾃然の事物・現象に対し「⾃らの考えを形成し，
それを検証することで達成される」と指摘して
いる。⼩学校理科授業で具体化すると，問題解
決過程において予想・仮説の場⾯で⾃らの考え
を形成し，その検証を通じて科学概念の獲得が
果たされることを意味する。 
 Gyllenpaln と Wickman（2011）は，「仮説
（hypothesis）」とは根拠に基づいて形成され，
検証を通じて科学的な法則や理論の導出を可
能 と す る 「 暫 定 的 な 説 明 （ tentative 
explanation）」と指摘し，実験結果の⾒通しで
ある「予想（prediction）」と区別している。
すなわち，理科の問題解決過程においても，法
則や理論の導出へと通じ得る仮説が形成され
ることが重要であると捉えられる。 
 McComas（2013）は，暫定的な説明である
仮説に関して，科学の「法則（law）」に通じ得
る「⼀般化仮説（generalizing hypothesis）」
と科学の「理論（theory）」へと通じ得る「説
明仮説（explanatory hypothesis）」の２種類
に区別している。 
 上述のように，科学概念の獲得に関し，仮説
を形成する重要性や仮説の種類は明らかにさ
れているものの，仮説形成過程の実態に関し
て，詳細な検討はなされていない。そこで，本
研究ではまず⼀般化仮説に着⽬し，⼩学校理科
授業の事例的分析を通じてその形成過程の実
態を明らかにすることを研究の⽬的とした。 
 
２．帰納的思考による一般化仮説の形成	

 Oldroyd（1986）は，帰納的思考（induction）
により仮説が形成され，その検証を通じて法則
が導かれることを指摘している。すなわち，観
察・実験で得られたデータに基づき⾃然事象の
中に存在する法則に関する仮説を形成し，その
検証により法則が導出されるのである。 

 さらに McComas（2013）は先述した Oldroyd
の指摘を援⽤し，帰納的思考により法則を導出
する過程を図１のように⽰している。「観察
（observation）」によって得られたデータの中
から「規則性（pattern）」を⾒出す。この規則
性が，観察した事例範囲を超えて（beyond）成
⽴するものと推論することで法則に関する「暫
定的仮説（tentative hypothesis）」が形成され
る。このようにして形成された⼀般化仮説が検
証されることで法則が導かれるのである。 
 

	
図１．帰納的思考による法則の導出過程 

（McComas,2013 に基づき作成） 

 
 以上の指摘より，⼩学校理科授業においても
既有の情報から規則性を⾒出し，事例範囲外へ
と推論することで⼀般化仮説が形成されると
考えられる。 
 
３．事例的分析	

３．１ 調査概要 

調査時期：令和２年度９⽉〜11 ⽉ 
調査対象：東京都公⽴⼩学校第６学年（36 名） 
学習内容：「てこの規則性」 （全 18 時間） 
３．２ 結果及び考察 

 事例的分析を通じ，本実践における⼀般化仮
説の形成過程は３パターンに分類できた。さら
に，仮説形成過程のパターンの違いにより獲得
した法則を⾝近な道具へと適⽤する状況に差
が⽣じることが⽰唆された。 
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 理科授業における自己調整学習の循環過程を通じた 

自己調整学習の能力育成に関する研究 
 

○桝渕幸人 1，澤田大明 2，和田一郎 3 

Yukito MASUBUCHI, Hiroaki SAWADA，Ichiro WADA 
1横浜国立大学大学院教育学研究科，2川崎市立川崎高等学校附属中学校，3横浜国立大学  

【キ－ワード】 学習指導要領，資質・能力育成，自己調整学習 

１ 問題の所在と研究の背景 

 平成 29 年告示の学習指導要領から，子ども
に育成すべき資質・能力として，以前から示さ

れてきた「知識及び技能」，「思考力，判断力，

表現力等」に加えて，新たに「学びに向かう力・

人間性等」が示された。これら 3つの資質・能
力は，「主体的・対話的で深い学び」を通じて，

相互に関連させながら育成することが求めら

れている。理科においては，科学的に探究する

ための資質・能力の育成が求められている。

今回の学習指導要領から示された，学びに向

かう力・人間性等は，生徒が主体的に学習に取

り組む態度であり，生徒自ら学習を推進させる

能力であると考えられる。これは，教育学の視

点から見ると「自己調整学習」の能力の必要性

が示されていると捉えられる。

本研究では，子どもが主体的に科学的な探究

活動を推進する自己調整学習の能力が科学的

探究の過程を通じて育成するその実態を明ら

かにすることを目的とした。

２ 自己調整学習の循環過程と能力 

 自己調整学習は，Zimmerman(2008)による
と，「自己調整学習（あるいは自己調整）は，

学習者が，習得目標の達成をするように体系的

に方向づけられた認知，情動，行動を自分で生

起させ維持する過程のことである。」とされて

いる。Zimmerman（2000）は，この自己調整
学習を循環的過程として捉えるモデルを提案

している（図 1）。 

 
図 1 自己調整学習の循環過程 

 

この循環過程は，各過程で必要なスキルに関

して，様々な指摘がなされてきているものの，

この過程を通じてどのような能力が育成され

るのかについては，明らかにされていない。 

Boekaerts (1999)は，これまでの自己調整学
習に関する研究を包括的に捉え，自己調整学習

に必要な能力を三層構造で示した(図 2)。図 2
の，内層に示される能力は，認知処理モードの

調整であり，認知処理を適切に行うために知識

や情報を問題に適合する能力である。次に中間

層は，学習過程の調整であり，内層の認知処理

をより効果的に行うために，メタ認知を働か

せ，知識や方略を転移し，学習の修正，拡張，

方向付けを行う能力である。最後に外層は，自

己の調整であり，目標を選択してコミットメン

トする能力である。 
本研究では，自己調整学習の循環過程を通じ

て，どのような自己調整学習の能力が育成され

ているのかについて，中学校の理科授業の事例

的分析を通じて，その実態を検討した。 

 

図 2 自己調整学習の能力の三層構造 

３ 事例的分析  

3.1 調査概要  

時期：2021年6月～9月  

対象：川崎市立川崎高校附属中学校 第3学年 

単元：「運動の規則性」  

3.2 分析方法  

理論を共有した教師が実施した理科授業に

ついて，図 1を踏まえてどのような循環過程が

行われていたのかについて分析した。また，生

徒のワークシート，ポートフォリオの記述，授

業のプロトコルから，理科の授業を通じて，生

徒たちにどのような自己調整学習の能力が育

成されているのか，その実態を調査した。 
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理科授業デザインフレームワークにおけるアセスメント 

○後藤大二郎 1，和田一郎 2

Daijiro GOTO, Ichiro Wada 

 1横浜市立能見台小学校，2横浜国立大学  

【キ－ワード】 協働学習，理科授業デザインフレームワーク，アセスメントの三項アプローチ 

１ 目 的 

 学習指導要領の改定に伴い，主体的・対話的

で深い学びの授業改善に向けたカリキュラム・

マネジメントの実践が重ねられてきている。

後藤・和田（2020）は，協働的に知識を構築

する理科授業デザインフレームワークを開発

した。共同体において，社会的側面・認知的側

面・教授的側面を機能させながら，協働的に知

識を発展させるためのフレームワークである。 
本研究では，理科授業デザインフレームワー

クに基づく授業をデザインし，アセスメントの

機能を分析し，知識構築の具現化のために必要

な方略を明らかにすることを目的とする。 

２ 方 法 

 理科授業デザインフレームワークに基づく

授業を 2020 年 7 月に横浜市立小学校第６学年

27名に行った。この授業の「植物の養分と水の

通り道」の単元のうち，吸収された水がどこに

行ったのか追究する場面のアセスメント分析

を行った。 

 アセスメントのデザイン及び分析には，

Vaughan et al.（2013）が提唱しているアセスメ

ントの三項アプローチを援用した。これは，自

己アセスメント（self-assessment）と相互アセス

メント（peer assessment），形成的アセスメント

（instructor assessment）の三つのアセスメント

が相互に関連することによって，探究が成立す

るという指摘である。分析において，それぞれ

のアセスメントにおけるフィードバックの内

容を，明らかにした。

３ 結果及び考察 

 三つのアセスメントが相互に関連付くこと

にり探究が成立し，理科授業デザインフレーム

ワークにおける知識構築が具現化していた。 

４ まとめ 

 本研究では理科授業デザインフレームワー

クに基づく授業における，アセスメントの機能

と知識構築の具現化のために必要な方略が明

らかになった。

引用文献 

後藤大二郎・和田一郎（2020）「探究の共同体

における理科授業デザインフレームワーク

の開発−小学校第３学年「音の性質」の実践

を事例として−」『理科教育学研究』第 61 巻，

第２号，251-262. 
Vaughan, N. D., Cleveland-Innes, M. and 

Garrison, R. D. （ 2013 ） Teaching in 
Blended Learning Environments: 
Creating and Sustaining Communities of 
Inquiry, Athabasca University Press. 
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理科における自己調整学習と科学的な探究との関連に関する考察

～ ポートフォリオの構築を方策として～
○澤田大明 A，和田一郎 B

川崎市立川崎高等学校附属中学校 ，横浜国立大学

【キ－ワード】 自己調整学習，科学的な探究 テクノロジー

１ 研究の目的

 本研究では，理科における「学びに向かう力，

人間性等」を育む学習過程に関して，自己調整

学習の側面より明らかにすることを目的とし

た。具体的には，自己調整学習の内実を理科教

育の立場より明示化し，これに科学的な探究過

程を関連付けたサイクルモデルの開発を検討

した。その際，1 人 1 台の PC 端末及び高速無

線 LAN 環境のテクノロジーを活用し，個別最

適化された個人のデジタル化された学習履歴

（e ポートフォリオ）の構築を方策とした。

２ 理科における自己調整学習

Zimmerman(2000)が体系化した自己調整学習

（Self-Regulated-Learning : SRL）は「個人的な

目標に到達するために計画され，循環的に適合

されていく，動機づけ，行動，メタ認知のプロ

セスの総合体」として説明される。自己調整が

学習を遂行する事前（予見），途中（遂行），

事後（自己省察）の各段階において相互に機能

し合い，認知面と情意面における SRL スキル

を稼働していくことが肝要である。Panadero 
and Tapia（2014）が整理したこれまでの自己調

整学習研究のレビューによれば，認知面では

「ゴール設定，学習計画，課題分析，メタ認知

的モニタリング及びコントロール，方略の適

用，自己記録，評価の共有，概念の統合，省察」

など，情意面では「興味，課題価値，自己効力，

目標志向性」などが重要視されている。これに

関わり，筆者らは Cleary et al.(2008)が開発した

「自己調整能力向上プログラム(Self-Re
gulation Empowerment Program：SREP ）を援用

し，中学校理科の科学的な探究過程において，

自己調整学習を機能させる教授の視点につい

て検討してきた。

３ 科学的な探究と自己調整学習との関連

新学習指導要領において重視される科学的な

探究として「問題の見出し」，「実験方法の計画」，

「実験結果の分析・解釈」，「探究過程の振り返り」

が挙げられる。このように科学的探究は漸進的か

つそれぞれが有機的にリンクする活動として特徴

づけられる。そのため，生徒が科学的な探究を自

己調整的に推進していくためには，教師はサイク

ルを俯瞰的に捉え，循環させるための見通しを持

った教授方略の構想（マクロレベル）が求められ

る。同時にそれぞれの科学的な探究における授

業において，生徒は段階に合わせて選択的に自

己調整していくこと（ミクロレベル）が重要となる。

すなわち，科学的な探究と自己調整学習を関連

付けて考えるとき，マクロな視点とミクロな視点の

両輪で見定めていくことの重要性が示唆される。 

こうした特性を踏まえ，自己調整的に科学的な

探究を促進する視点として Stephen et al.(2013)
が提起する「自己調整学習の段階に関連する選

択的行動」を援用し，これに，SREP を統合したサ
イクルモデルを構想した（図）。この循環過程を有

意味に機能させていくために「e ポートフォリオ」に

よる自己記録を推進し，自己の学びをエビデンス

として構造的にデジタルデータとして蓄積させた。

それにより，科学的な探究過程の自己評価や相

互評価が促進されるとともに，教師によるアセスメ

ントとフィードバックが可能となり，学びのプロセス

に対するメタ認知を生起させることを志向した。 

４ おわりに 

今後は構想した理論モデルを適用した授業実 

践及び評価・改善を行っていく。 

図  科学的探究における自己調整をマクロレベ
ルとミクロレベルで捉えたサイクルモデル 
（Stephen et al.,2013を基に作成） 
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探究を深め，概念形成する理科学習

―仲間との議論や，価値判断する活動を通して―

○上原純 1，中村琢 2

岐阜大学教育学部附属小中学校， 岐阜大学

【キ－ワード】 探究活動，議論，学びの有用性，価値判断

１ 目 的
本校は義務教育学校であり，３～９年生ま

で一貫したカリキュラムで理科教育を行うこ
とができる。佐藤（ ）らは，７年間の理
科教育を通して，科学的に探究する力を計画
的に育成するためのカリキュラム開発や，ル
ーブリックを用いた学習者および授業者の自
己評価を活用した。段階的な指導を効率よく
行ったことで「科学的な探究活動の時間」を
各学年の学習内容に位置付けられた。

一 方 ， 国 際 数学・理科教育動向調査
（TIMSS2019）によると，理科の学力は上位に
あるにも関わらず，中学生の「理科を勉強する
と，日常生活に役立つか」「理科を使うことが
含まれる職業につきたいか」という設問の肯定
的回答はそれぞれ 65%，27%と他国と比較して
低く，理科の有用性の認識に課題がある。 
これらのことから，「科学的な探究活動の時

間」の充実が，学習者の理科に対する有用性の
認識の向上に効果があると考えた。そこで，第
4 学年の理科授業で探究活動を取り入れた授
業を実践し，効果を検証するとともに，学習者
が探究を深めていくことができる理科学習の
在り方について考察することを目的とする。 
２ 方 法
（１） 探究活動の工夫
既報の探究活動では，①問題提示，②予想・

仮説の発想，③観察・実験方法の立案，④観察・
実験，⑤考察，⑥結論，という一連の問題解決
活動を指し，導入や観察・実験，終末の事象提
示などは物を使い，物で探究する形が一般的で
あった。単元の終末では，既習内容が豊富で，
児童の概念も科学的なものへ変容することか
ら，物での探究のみでなく，思考の根拠を明確
にした対話による探究活動も有効ではないか
と考えた。少人数集団の議論は，さまざまな認
知的葛藤を含み，より確かな概念が形成される
と予想される。第 学年「電流のはたらき」で
探究活動を取り入れた授業を実践した。
（２） 価値判断する場の設定

学習者が，理科の学びの有用性を感じる場面
の つとして，科学的な概念を用いて，実社会・
実生活における問題を解決したときが考えら
れる。また，実生活の問題には，明確な答えが
出る問いと出ない問いがある。今後，予見不可
能な時代を生きていく子どもは，明確な答えの
出ない問いに対して，既習の科学の知識を用い

て自分なりの価値判断をしていく力が必要で
ある。そこで，以下のような課題を与えた。

３ 結 果

「並列回路にはどんなよさがあるのか」とい
う問いに対して，少人数集団で既習内容を基
に，活発な議論が行われた。価値判断の場では，
乾電池のつなぎ方を直列か並列かと判断していく
中で，用途や状況によって何が最適か変わってく
ると結論付ける児童が多くいた。概念の獲得状況
は表 1のようにいずれの項目も正解者の割合が向
上した。 

表 1 概念調査問題の正解者の割合(%) 
調査項目 事前 事後 

モーターの回転を速くする方法 8.6 60 
モーターの回転を逆にする方法 5.7 60 
電気のはたらきを持続させる方法 8.5 71 
直列回路と並列回路の違い 0 69 

４ 考 察
既習の内容や，生活経験を基にして，少人数

集団で並列回路の利点を議論し，お互いの電流
に対するイメージを伝え合う対話活動が，素朴
概念を科学的な概念に近づけることに繋がっ
た。また，終末に日常生活の場を想定した価値
判断する課題を与えたことで，日常と理科の学
びを結び付けることができ，電流に関わる概念
の定着度も向上するなど，効果を検証できた。 

一方で，並列回路の利点を議論していく際，
児童が自在に働かせることのできる知識には
限界があることから，素朴な概念のまま，議論
が進み，結論に至ってしまうことも分かった。 
５ まとめ

本研究では，仲間との議論を通した探究活動
を行うことで，児童らの概念を確かなものへ変
容していくことが明らかになった。また，日常
生活と結び付けた価値判断の場を設定したこ
とで，児童が理科の学びの有用性を実感できる
ようになった。 

加えて，本研究をさらに発展させ，対話の議
論が，確かな概念形成につながるのかを引き続
き検討していく。

あなたは，夏休みに家族で野外キャンプ場へ行きます。
キャンプ場には明かりがありません。

そこで，お母さんから「キャンプ場で使えるかい中 電灯 を作
ってほしい」とたのまれました。電球やかん電池の 種類 は同
じものを使います。かん電池は３こまで使えます。 あな たは
どのようなかい中電灯を作りますか。
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中学校の電気単元学習前における理科に対する意識の男女差 
 

稲田結美 
Yumi INADA 
日本体育大学 

【キーワード】男女差，女子，中学校，意識，経年変化 
 
１ 研究の目的 
 中学校段階での女子の理科離れの問題は，い
まだ打開の途上にあるものの，内閣府男女共同
参画局推進課（2021）は，女子の学習促進をね
らいとした中学校の理数系教育に関する指導
者用の啓発資料を作成し，教師教育の観点によ
る方策が本格的に始動している。このような方
策の開発には，女子の理科学習の特徴の解明が
求められるが，中学校入学から卒業までの同一
対象者の情意面の変化は詳細に明らかにされ
ていない。また，問題視されている物理領域の
授業への介入研究も十分に行われていない。本
研究では，それらに着目し，中学校の 3 年間に
渡る長期的な調査・介入研究を行う。本稿では，
中学校 2 年の 10 月時点での理科学習への意識
について，男女差を明らかにする。なお，稲田
（2020）で未分析であった箇所のみを報告する。
加えて，これまでの経過については，稲田（2018）
と稲田（2019）において報告している。 
２ 方法 
 2018 年 4 月に東京都内の公立中学校に入学
した生徒 228 名（男子 109 名，女子 119 名，そ
の後，人数は増減している）を対象に，2019 年
10 月までに計 6 回の質問紙調査と，2019 年の
2 月に単元「力と圧力」において授業実践とそ
の評価を行った。本稿では，2 年生の電気単元
の学習に入る前の 2019 年 10 月末の質問紙調
査のうち，未分析であった理科の好き嫌いの理
由，理科のイメージ，小学校時代の電気学習の
記憶，電気に関する疑問等の自由記述式問題を
中心に，男女差と経年変化を明らかにした。 
３ 結果 

まず，理科好きの理由については，回答を分
類した項目中には男女差は見られなかったも
のの，分類困難な個別の回答，つまり「その他」
に該当する人数が，χ2 検定の結果，女子の方
が男子より有意に多かった。一方，理科嫌いの
理由では，女子の方が「計算が苦手・嫌い」と
いう回答が有意に多かった。次に，理科のイメ
ージでは，「実験・観察」を女子の 62 人（53%）
が指摘し，男子の 32 人（29%）を上回った。 
 続いて，小学校時代の「電気」の学習をふり
返り，「好きだった」「楽しかった」「よく分か
った」「多くの実験を行った」「実験が好きだっ
た」の 5 観点について，4 件法で尋ねたところ，
「好きだった」のみに有意差が見られ，男子の

方が肯定的であった。また，小学校の「電気」
の学習で記憶に残っていることについては，も
のづくりに関わる内容が最も多く挙げられ，男
女差は見られなかったが，「＋極・－極」とい
う語句が女子に有意に多く見られた。電気につ
いて疑問に思うことや知りたいことは，電流の
流れる仕組みが全体で 42 人（18%）と最も多
く，「特になし」という本単元への関心の希薄
さがうかがえる回答も同数見られた。いずれも
男女の人数に有意な差は見られなかった。 
４ 考察 
 理科好きの理由として，女子は男子よりも実
験の楽しさ以外の回答が多く見られ，理科好き
の女子は多様な観点から理科に魅力を感じて
いると推測される。また，理科嫌いの理由では，
入学当初ではほとんど見られなかった「計算が
苦手」という回答が女子に多く出現し，約 1 年
半の学習を通して，理科嫌いとなる要因が新た
に追加されたことが懸念される。理科のイメー
ジについては，女子の方が実験を想起する傾向
にあるが，「楽しい，頭がいい」といったポジ
ティブなイメージや，「難しい，危険」といっ
たネガティブなイメージには，男女差は見られ
ず，女子に特有の問題があるとはいえない。 
 小学校時代の電気学習の記憶については，入
学当初と比較して，1 年半後も変化していない
ことが明らかとなった。電気に関する疑問や関
心事項については，特に男女差は見られず，女
子は日常場面あるいは現実的な文脈と学習内
容との結びつきを求めているという先行研究
の知見は，本調査からは明らかではなかった。 
引用文献 
稲田結美（2018）「中学校入学時の理科学習に対する意
識・態度の男女差」『日本科学教育学会年会論文集 42』
539-540． 

稲田結美（2019）「中学校１年「力と圧力」の学習にお
ける男女差」『日本理科教育学会第 69 回全国大会発
表論文集第 17 号』179． 

稲田結美（2020）「中学入学時から 2 年までの理科学習
に対する意識の男女差の変化」『日本理科教育学会第
70 回全国大会発表論文集第 18 号』213． 

内閣府男女共同参画局推進課（2021）「男女共同参画の
視点を取り込んだ理数系教科の授業づくり～中学校
を中心として～」Retrieved from https://www.gender.go. 
jp/c-challenge/pdf/keihatsu.pdf （accessed 2021.07.20）． 

附記 本研究の一部は，JSPS 科研費 18K02591 およ
び 21H00870 の助成を受けている。 
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理科の導入期にプログラミング的思考を取り入れる授業法の

開発と実践

小学校第３学年理科「風とゴムの力の働き」を事例として

○金尾智 1,2，猪本修 1

兵庫教育大学， 兵庫教育大学附属小学校

【キ－ワード】 プログラミング的思考，理科教材，学習指導

１ 目 的

小学校 3 年生は，初めて理科を学習する学年

である。今まで生活科において培ってきた自然

体験を理科の学習に活かしながら学習を進め

ていくまさに理科学習の導入期と言えるであ

ろう。科学的な見方・考え方を学ぶにあたって，

差異点や共通点などから比較する視点が重視

される。

理科で重要な問題解決学習において近年注

目されているのがプログラミング的思考であ

る。プログラミング的思考を早い段階から取り

入れることで事象間の比較がより促され，仮説

を検証し，より問題解決に繋げられるのではな

いかと考えた。

そこで本研究では，3 年生という理科の導入

期にプログラミング的思考を用いた授業実践

を行い，その効果を検証することを目的とする

こととする。

２ 授業実践の概要

（１）対象

対象は，兵庫県内の H 小学校第３学年３ク

ラスの児童，計 96 名であった。

（２）単元

単元は，小学校第３学年理科の内容 （２）

風とゴムの力の働きであった。

風やゴムを引く力によって進む距離を比べ，

風やゴムの力について比較しながら，車が到達

する位置を変える実験を行なった。図１，図２

は実験時の様子である。

（３）プログラミング的思考を促す手立て

１）目標とする位置の設定

ゴムの予備実験の結果を図３に示す。

予備実験の結果から，目標とする位置を４

から５ の間とした。これは始めに風は強と弱，

ゴムを引っ張る長さは５ と８ で実験し，

その結果から比較し，風は中，ゴムは６ か７

という結論が導き出せると考えた。

２）再実験の設定

再実験では風では中，ゴムでは，６ か７

を仮説として再度予想し再実験を行うことと

した。再実験をすることで仮説の再検証をし，

プログラミング的思考が促されると考えた。

図１発車時の様子 図２ 測定中の様子

図１ ゴムを引くと車の進む距離の関係

３ 結果と考察

今回の授業実践では，風の働きでは，３クラ

ス中１クラスが中の再実験を行い，２クラスで

弱が止まりやすいという結論になった。ゴムの

働きでは，全クラスが再実験を行い，３クラス

とも６ が良いという結論となった。

理科の導入期にあっても結果から新たな仮

説をたて，児童の中から再実験の必要性が指摘

され，取り組むことができたことから，プログ

ラミング的思考は 年生であっても取り入れ

ることが可能であることが示された。

一方で，風の対流や車やゴムの特性により，

車の進む距離にばらつきが多く出た。それ故

に，風では２クラスが弱という結論になった。

ゴムでは，個人記録から結論を導き出す児童も

いた。より精度の高い実験にする必要があった

ことは本実践の課題と言えるであろう。

５ ６ ７ ８ ９
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ICT 活用による小学校理科授業の改善

地学・生物領域の実践から
○宇野秀夫 ，淺原雅浩 ，矢口裕行 ，島田千尋

， ， ，

福井市日新小学校 ，福井大学教育学部 ，福井市順化小学校

【キ－ワード】 遠隔オンライン 出前授業 科学技術 授業改善

１ はじめに

新型コロナウイルス感染症は、学校と学びを大き

く変えた。臨時休業の長期化で授業ができない状況

が数ヶ月にも及び、全ての人々に ICT 環境の充実が

必要と気づかせることとなった。令和２年度末には、

GIGA スクール構想の前倒しによる一人一台のタブ

レット端末の配備がほぼ完了するなど、学校内にお

ける教育環境が急速な変化をもたらしている。また、

社会全体でも、遠隔・オンライン環境が普及し、児

童生徒の学びの在り方が変化しようとしている。 
一方、昨年度末では授業では 教室に教師用のタ

ブレット端末 1 台配備されるとともに、Windows タ
ブレット 20 台を活用して授業実践を行った。児童

はインターネットを利用してきた経験はあるが、

ICT に対して調べ学習としての利用や動画視聴とし

ての活用にとどまっている場合が多かった。学校で

もクラブや総合的な学習の時間の利用がほとんどで

ある。令和 2 年度より新学習指導要領で小学校にお

けるプログラミング教育がカリキュラムに位置づけ

られるとともに、令和 3 年度より GIGA スク－ル構

想の実現に伴う ICT の有用性が求められており、一

人１台のタブレット環境(iPad)が整い、急速に学校

現場での学びも変化してきている。 
以上のことから、ICT を児童の学びに活用するこ

とで、活用の有用性を探るとともに学習カリキュラ

ムの開発を行うこととした。また、開発した学習カ

リキュラムを活用することで、授業改善につなげた

いと考えた。更に、一人一台のタブレット端末の有

効活用を行い、未来社会を生きる児童や教職員に今

後の教育の方向性を示したいと考えた。本研究は、

令和２年度の前任校での生物・地学領域での研究を

中心に、新任校での実践を加えて発表することとし

た。 
 

研究の目的 
（１）ICT を活用することで、学びに対する児童の

認識変容を調査する。

（２）ICT を活用した学習カリキュラム開発と有用

性を検証し、授業改善を行う。

研究の方法 
1）授業で活用できる を準備する。  
2) を児童の学びに活用するのに有効な場面を洗

い出し，教育活動と関連付けて教材化し，学習カ

リキュラムに位置づける。

3) 開発した学習カリキュラムを授業実践する。 
① タブレットをツールとした学習

② 音声検索を活用した学習 
③ メディアで継続観察する学習 
④ 空撮メディアでの学習 
⑤ 遠隔・オンライン授業での学びの支援、 
⑤ プログラミングによる学びの支援 

4) 学習後、 ＆メディア活用に関する児童の意

識を分析・評価し、開発したカリキュラムの有

用性を検証する。

5) 研究の成果を研究会で発表し、教育機関への普

及啓発を図る。

まとめ

1) タブレット端末を学びのツールとして活用し、学

びの意欲喚起につながった。

タブレット端末を活用した児童(77人)の 80％以

上が肯定的な意見を述べている。

2) ICT 活用の有用性が認識できた。

ICT を活用することで、新しい学びの有用性が

児童に認識された。ドローン、スマートスピーカ

ー、オンラインなど、ICT の授業への活用に有用

性があると認識された。

3) 新しい学習カリキュラムを開発できた。

本実践研究を通して、3 年「太陽と影」、5 年「台

風と天気」のように、ICT を活用する新しい学習

カリキュラムを開発することができた。
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小学校 4学年「水から水蒸気への体積変化」を 

粒子ブロックで説明させる授業の開発と評価 
 

○兼子稔 1，山下修一 2  

Minoru KANEKO, Shuichi YAMASHITA 

                      1千葉市立宮崎小学校，2千葉大学教育学部 

【キ－ワード】小学校，水，水蒸気，体積変化，粒子ブロック 

  

１ 目的 

本研究では，小学校 4学年の「水の三態変化」

を事例として，粒子ブロックを用いて水から水

蒸気に変化する際の体積変化について，児童が

納得する授業を開発できるのかを明らかにす

る。 
 

２ 方法 

実施期間は，2020年 9月下旬から 10月にか

けて行った。研究の対象は，千葉市内公立小学

校の 4年生 101名である。開発した授業を実施

し，事前と事後に質問紙調査を行った。 

 

３ 結果と考察 

はじめに水と水蒸気の状態について，粒子

ブロックを活用して考えた。児童は，水蒸気

は粒と粒の間が広がっていて，水蒸気の粒が

集まったのが水

であると説明し

た。 

水と水蒸気の

状態の違いを整

理した後，水と

水蒸気の体積に

ついて話し合っ

た。児童は，図 1

のように水の状

態変化に伴う体積変化を説明した。しかし，水

が水蒸気になっても粒の大きさや数は変わら

ないため，体積も変わらないと考える児童もい

た。そこで，気体の体積とは，粒子がどれだけ

の場所を占めるのかを表す度合いであること

を伝えた。 

 このことを踏まえ，水蒸気が水になる時の

体積変化を確かめるために，空き缶がつぶれ

る実験を行った。空き缶に少量の水を入れて

加熱し、空き缶の中を水蒸気で満たした後，

火を止め，ゴム板でふたをした。しばらくす

ると，アルミ缶はつぶれた。このことから，

全員の児童が，水蒸気が冷やされ水になった

ことで，体積が小さくなったと考察した。ま

た，水が沸騰して水蒸気になった時、体積は

大きくなっていると考察した。 

事前・事後の調査結果を図 2に示す。結果

から，事前調査で「変わらない」と回答した

人数が減り，事後では，「大きくなる」「小さ

くなる」と回答した人数が増えた。このこと

から，本研究で開発した授業は，水が水蒸気

に状態変化した際の体積変化を理解させるの

に有効であったと言える。 

 さらに，児

童の納得度の

結果を図 3 に

示す。 

 94 人 ( 約

93％ )の児童

が，「納得して

いる」「やや納

得している」

と答えており，授業の有効性を示唆するもので

あると言える。しかし，「どちらでもない」「や

や納得しない」と答えた児童も 9人(約 9％)い

た。 

以上のことから，本研究で開発した授業は，

水から水蒸気に状態変化する際の体積変化を

納得させるのに概ね有効であったと言えよう。 

 
図 1 粒子ブロックを使った

水と水蒸気の体積 

 
図 3 児童の納得度 

 
図 2 児童の変容 
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複数の証拠を利用するアーギュメント構成能力育成のための 

小学校理科授業デザインの改善：証拠の認識的理解の深化に着目して 
〇俣野源晃*1,2，山口悦司*2，山本智一*3，神山真一＊2,4，坂本美紀＊2

MATANO Motoaki*1,2, YAMAGUCHI Etsuji*2, YAMAMOTO Tomokazu*3,
KAMIYAMA Shinichi*2,4, SAKAMOTO Miki*2

*1神戸大学附属小学校，*2神戸大学，*3兵庫教育大学，*4大阪体育大学

【キ－ワード】 アーギュメント，複数の証拠の利用，小学校理科，授業デザインの改善 

 
１ 問題の所在 
近年，理科教育において，アーギュメント構
成能力の育成に着目した研究が盛んに行われ
ている（例えば，Erduran, Ozdem, & Park, 2015）．
アーギュメント構成能力を育成する上で，複数
の証拠を利用することに困難さが見られると
報告されている（McNeill & Berland, 2017）．そ
の困難さは，例えば，観察・実験結果について
仮説や主張と照らし合わせて解釈・考察するこ
と，観察・実験結果が証拠になるかを評価する
ことなどである．また，主張に関連する複数の
証拠を全て利用することについて，困難さが見
られるという報告もある（俣野ら, 印刷中）． 
本稿では，複数の証拠を利用するアーギュメ

ント構成能力をより向上させるために，証拠の
認識的理解の深化に着目し，俣野ら（印刷中）
の小学校理科授業デザインの改善の概要を報
告する．

２ 証拠の認識的理解の深化に着目したデザ
インの改善
証拠の認識的理解の深化とは，観察・実験と
の関係性やアーギュメントの主張・理由付けと
の関係性の観点から，アーギュメントの証拠の
特徴について理解を深めることである．主張に
関連する複数の証拠を全て利用したアーギュ
メントを構成できるようにするために，認識的
認知（epistemic cognition）に関する先行研究を
理論的背景として，俣野ら（印刷中）の小学校
理科授業デザインについて，以下 2点の改善を
行った．

（1）証拠として利用すべき観察・実験結果等と
利用すべきでない観察・実験結果等の設定 

Samarapungavan（2018）は，理論と証拠の関
係性，証拠とデータの関係性から，証拠の認識
的理解の内容を整理している．この整理に基づ
き，理科授業で取り上げる観察・実験結果等を
設定した．観察・実験結果等は，次の 3 つのタ
イプであった．①理論と証拠の関係性からみて
証拠として利用すべきでない観察・実験結果等，
②証拠とデータの関係性からみて証拠として利
用すべきでない観察・実験結果等，③理論と証
拠の関係性及び証拠とデータの関係性からみ
て証拠として利用すべき観察・実験結果等．例
えば，タイプ①については，観察・実験結果等
を通して得られる証拠が学習課題の解決や仮説
の検証には関係しない観察・実験結果等であっ

た．タイプ②については，データにばらつきが
あるため証拠としての信頼性が低い観察・実験
結果等であった． 

（2）複数の観察・実験結果等について，証拠
として利用すべきか否かを吟味する学習
活動の導入 

 Duncan, Chinn, & Barzilai（2018）は，科学的
な情報における証拠の把握に関する枠組みか
ら，証拠の認識的理解を深化させる学習活動の
ガイドラインを提案している．この提案に基づ
いて，複数の観察・実験結果等について証拠と
して利用すべきか否かを吟味する学習活動を
導入した．例えば，特徴の異なる多様な証拠を
学習者に提供するというガイドラインに従っ
て，単元における個々の観察・実験場面におい
て，特定のタイプの観察・実験結果等だけでは
なく，上述した 3つのタイプを 2つずつ具体化
した 6種類の観察・実験結果等を学習者に吟味
させるようにした．

附記 
 本研究は JSPS 科研費 JP21H03940，
JP20H01744，JP20K20829の助成を受けたもの
である．

引用文献 
Duncan, R., Chinn, C., & Barzilai, S. (2018). Grasp of 

evidence: Problematizing and expanding the next 
generation science standards’ conceptualization of 
evidence. Journal of Research in Science Teaching, 55, 
(7), 907-937． 

Erduran, S., Ozdem, Y., & Park, J. (2015). Research trends 
on argumentation in science education: A journal 
content analysis from 1998–2014, International Journal 
of STEM Education, 2, Article 5. 
俣野源晃・山口悦司・山本智一・神山真一・坂本美紀（印刷
中）「複数の証拠を利用するアーギュメント構成能力の育
成：小学校第5学年「電流がつくる磁力」の事例」，『理科教
育学研究』第62巻，第1号． 

McNeill, K. L., & Berland, L. (2017): What is (or should be) 
scientific evidence use in K-12 classrooms?, Journal of 
Research in Science Teaching, 54, (5), 672-689.  

Samarapungavan, A. (2018). Construing scientific 
evidence: The role of disciplinary knowledge in 
reasoning with and about evidence in scientific practice. 
In K. Engelmann, F. Fischer, J. Osborne, & C. A. Chinn 
(Eds.), Scientific reasoning and argumentation: The 
roles of domain-specific and domain-general knowledge 
(pp. 56-76). New York: Routledge. 
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学習内容に見られる理科離れの状況と背景

○谷哲弥 

大谷大学

【キ－ワード】 理科学習内容，興味関心，４つの領域，理科離れ

標題と本文は１行開けて下さい。本文は，２段組，余白を上下３０ミリ，左右２５ミリとして下さい。

１ 目 的

教育学部所属の学生が理科授業を行う時に

苦手意識があるという状況から、2019 年に、

小・中・高等学校までの理科学習体験アンケ

ートにより、6 つの観点で自己評価による調

査を行った。(谷､2019) 
本調査では、小・中学校の理科学習に関し

て、興味を持つことができた内容と持つこと

ができなかった内容を理由も含めたアンケー

トを実施し、集計後比較検討を行った。理科

離れの状況を学習内容から考察する。 
２ 方 法

（１）アンケート対象の学生

A 市教育大学教育学部学生の内、初等理科教

育（2020 年度前期・後期）を受講した学生お

及びＢ市私立大学教育学部学生を対象とした。

男子 61 名、女子 76 名、合計 137 名である。回

生毎の内訳は 1 回生 39 名、2 回生 91 名、3 回

生 6 名、4 回生 1 名である。

（２）分析の視点

小・中学校の理科学習内容の一覧表を作成

し、複数選択方式で回答を求め、集約した。

１） 領域毎、小学校 項目・中学校 項目

を示し、興味を持つことができたか否か回答を

得た。

２）内容毎に、回答数の割合を算出後、比較結

果をもとに考察を進めた。

３）興味を持った理由／持てなかった理由につ

いて小学校 項目・中学校 項目の選択肢へ

の回答を集計後、考察を行った。

３ 結 果

１）小学校【興味を持つことができた内容】＝ 
エネルギーでは 3 年｢磁石の性質｣(32%)､粒子

では 6 年｢燃焼の仕組み｣(24%)、生命では 3 年

｢身近な自然の観察｣(28%)、地球では 4 年｢月と

星の動き｣(51%)であった。【興味を持てなかっ

た内容】＝エネルギーでは 4 年｢電気の働き｣

(34%）､粒子では 6 年｢水溶液の性質｣(20%)、
生命では 3 年｢昆虫と植物｣(21%)、地球では 6

年｢土地のつくりと変化｣(16%)であった。 
２）興味に関する集計後の比較結果(割合の 
差)は、エネルギーでは 9 項目中 6 項目がマイ

ナス（興味を持つことができなかった割合の方

が多い）で、粒子では 6 項目中 5 項目がプラス

（興味を持つことができた割合の方が多い）と

なり、生命では 9 項目中 7 項目、地球では 7 項

目中 6 項目がプラスとなった。 
３）興味に関する理由の集計結果では、興味が

持てた理由として､｢授業が面白かったから

(57%)｣や｢おもちゃの分解やものづくりが好

き｣と｢昆虫や小動物の飼育が好き」(各 24%)で
あった。興味が持てなかった理由として､｢授業

が面白くなかったから(35%)｣や｢機械をさわっ

たり､物をつくったりすることに興味がなかっ

た(21%)｣であった。 
４）中学校の学習内容に関しても同様の考察を

行った。比較結果において、エネルギー9 項目

中 9 項目、粒子 8 項目中 6 項目がマイナスとな

り、生命と地球の 19 項目は全てプラスという

結果となった。興味が持てなかった理由は､｢授

業が面白くなかったから(31%)｣｢公式や法則が

多くあって難しかったから(29%)｣であった。 
５）興味の持てなかった割合の高い内容は、エ

ネルギーでは、｢電流と磁界｣(38%)や｢力学的エ

ネルギー｣(36%)であり、粒子では、｢水溶液｣

と｢酸とアルカリ｣(各 36%)であった。 
(紙面の都合上、詳細は別途報告)
４ 考 察

本調査においては具体的な内容に関連して

理科離れの傾向を考察でき、それらの理由から

今後の研究方向を読み取ることができた。

５ まとめ

本調査から授業研究・理科を学ぶ価値を伝え

る等実践研究が求められていると考えられる。

引用文献

藤田哲雄他（1996）「大学生に見られる小・中

高等学校時代の理科学習の実態と問題点

京都教育大学紀要 No.88 15-32
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iPadによるノート作成型オンライン授業の開発 

加藤 陽一郎 

KATO Yoichiro 早稲田大学高等学院・早稲田大学高等学院中学部 

【キ－ワード】iPad，オンライン授業，ICT，中学，OBS，ZOOM，ハイフレックス 
 

１ 目 的 

 中学生向けに、ICT 機器を活用したノート作

成型オンライン理科授業を開発する。 

２ 概 要 

 中学理科の生物・地学分野において、ICT 機

器である iPad・アップルペン・windows PCを連

携させ、ノート作成型のオンライン授業を創作

した。アップルペンで描く iPadの画面映像と、

WEBカメラを通した先生の背景抜き映像を PCで

合成し、ZOOM配信および録画をする。 

  
対面講義の様子とオンライン配信 

３ ノート作成型オンライン授業のコンセプト 

 白い画面に電子ペンで字を書きこみ、中学生

にノートをとらせる。普段接している先生が画

面にでることで中学生に参加意欲を持たせる。

黒板の実写より解像度が高く、生徒がノートを

とりやすい。有線がなく、先生は講義しやすい。 

 ハイフレックス型（同じ内容の授業を対面と

オンラインで同時に行う授業方法）を理想とす

る。対面では、プロジェクターに iPadの画面映

像を流し(写真：左)、ZOOM配信ではそれに演者

の背景抜き映像(写真：右)を合成して入れる。

配信を録画し、オンデマンド用の動画も残す。 

４ 構築したシステムと ICT機器の詳細 

 先生は iPad(Apple iPad pro 2017 10.5 インチ)

と Apple pencilを手に持ち、GoodNotes5(有料

アプリ)に文字を書きこむ。胸に着けたマイク

(Rode wireless Go)で音声をとらえ、Bluetooth

で受信機に送る。受信機からマイク端子で出力

し、音声データをＰＣへ送る。 

 iPadと AppleTV4Kは「画面ミラーリング」に

て Bluetooth 接続する。さらに、AppleTV から

HDHI ケーブルでキャプキャーボード(I-Odata 

GV-USB3HD/E)に出力する。キャプキャーボード

は映像を USB 接続で PC へ送るとともに、HDMI

パススルー接続で遅延なくプロジェクターにも

送る。結果、教室のスクリーンには iPad画面だ

けが映写される(写真：左)。 

 PC は windows10 搭載のノートパソコン（NEC 

LAVIE HZ Corei7-7500U 8GB）を使用し、iPad、

AppleTVとともに学内WIFIに接続した。内蔵WEB

カメラに不調があり、外部カメラ(logicool 

n922，C980GR)を USBで接続し、先生を撮影した。

Xsplit Vcam(有料アプリ)で背景抜きの処理を

かけて先生を切りとり、OBS studio(無料アプ

リ)で取り込む。OBS で iPad 画面と先生を合成

する (写真：右)。iPad 画面を OSB のフィルタ

で背景抜き(白色クロマキー処理)をし、先生の

カメラ映像で文字が隠れないよう工夫した。 

 Zoomのカメラで OBS virtual cameraを選び、

OBS から合成映像を取り込み、配信及び録画が

可能になった。録画は OBSでも並行してできた 

(写真：右) 。 
＊本研究は 令和 3 年度 科学研究費助成事業 奨励研究(課題

番号 21H03955)及び 令和 3 年度 早稲田大学 特定課題研究助

成費(課題番号 2021C-358)の助成を受け実施したものである。 

構築したシステム 
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小学校理科等における「プログラミング教育用

     教材パッケージ」の開発と活用

○佐々木 弘記

Hironori SASAKI

中国学園大学

【キ－ワード】 プログラミング教育，教材パッケージ，小学校理科，観察実験

１ 目 的

2020 年度から小学校の各教科等において，

論理的思考力を育成することをねらいとして，

プログラミング教育が導入された。理科におい

ては，例示として第６学年の「電気の性質や働

き」の小単元で行うことが記されているが，そ

れ以外の単元においてもプログラミング教育

を行うのにふさわしい単元があると考えられ

る。しかし，小学校現場は多忙で，理科の観察

実験の準備をするのさえ時間が不足している。

そこで，小学校理科を中心に各教科等におい

て，プログラミングを体験しながら論理的思考

力を身に付けるための学習活動を探り，学習指

導案とプログラミング教育用の教材がセット

になった「プログラミング教育用教材パッケー

ジ」の開発を行おうと考えた。

本小論では，論理的思考力の中核をなすプロ

グラミング的思考の検討，及びこれまでに開発

した教材パッケージとそれを活用した授業等

の実践状況について報告する。

２ 方 法

（１）プログラミング的思考

イングランドでの教科「コンピューティン

グ」におけるコンピュテーショナル・シンキン

グを参考に，プログラミング的思考を①記号へ

の置換能力（コンピュータにどのような順序で

動作させればよいかを考え，一つ一つの動きを

対応する命令に置き換える能力）②試行錯誤能

力（命令の組合せをどのように改善すれば自分

が考える動作により近づいていくのか試行錯

誤しながら考える能力）と捉えた。

（２）教材パッケージの開発

１）電灯をプログラムでコントロールしよう

（第６学年理科）

豆電球の点灯回路を組み，光センサーや赤外

線センサーでの受信状況によって，スイッチの

通電をコントロールするプログラムを作成す

る。

２）月の満ち欠けをシミュレーションしよう

（第６学年理科）

地球の周りを公転する月の様子をシミュレ

ーションし，公転軌道上の各位置での月の見え

方を確認するプログラムを作成する。

３）てこでつり合わせてみよう（第６学年理科）

てこの支点からの距離や重さを変えてシミ

ュレーションを行い，てこの規則性について確

認するプログラムを作成する

４）ロボホンでまちたんけん（低学年生活科）

「まちたんけん」の学習を行う際に，町の地図

上での位置や移動について確認する活動にお

いて，ロボホンを人に見立てて地図上を移動さ

せる学習活動を行う。

５）プログラミングカーであそぼう（幼児教育）

プログラミングカーに前後左右に動く命令

を与えることで，地図上のスタート地点からゴ

ールまで自分の考えた道筋で進ませる学習活

動を行う。

（３）教材パッケージの活用促進

開発した教材パッケージを貸与する案内の

チラシを作成し，複数の小学校に活用を呼び掛

けた。

３ 結 果

コロナ禍の影響により教材パッケージの貸

与に制約があった。2020～21 年度における教

材の活用回数を表１に示す。

表１ 教材パッケージの活用状況

No. 教材パッケージ名 活用回数

１ 電灯をﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでｺﾝﾄﾛｰﾙしよう ４

２ 月の満ち欠けをｼﾐｭﾚｰｼｮﾝしよう １

３ てこでつり合わせてみよう １

４ ロボホンでまちたんけん ３

５ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｶｰで遊ぼう ７

謝辞：本活動は，公益財団法人中谷医工計測技

術振興財団の助成を受けている。

参考文献

Barefoot Computing at school:https://www.
barefootcomputing.org/（2021 年 7 月閲覧)
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感情分析を用いた運勢ライン解釈再考のための予備調査 
 

○漆畑文哉 1,2 

Fumiya URUSHIBATA 
1静岡大学創造科学技術大学院，2神奈川工科大学教職教育センター 

【キ－ワード】 運勢ライン法，コミットメント，自然言語処理，感情分析 
 

１ 目的 

 理科教育学研究において，運勢ライン法は概

念変容を評価する研究ツール（遠西・久保田, 
2004）や，小・中学校の授業文脈における学習

支援ツール（たとえば山口ほか, 2014）など幅

広く活用が検討されている。その背景には，科

学理論に対する学習者の情動（理論に対するコ

ミットメント・情緒的愛着・説明への自信）の

表出化・共有化促進に対する有用性の高さがあ

る。一方，運勢ラインに感情の変化がどの程度

反映され表出しているかといった検討は見当

たらない。そこで本研究は予備調査として，自

信の主観評価とテキストの感情分析の結果を

比較し，運勢ライン解釈再考の示唆を得た。 
２ 調査方法 

対象：神奈川県内の大学で理科教育法Ⅲを受講

した大学生２名 
期間：2021 年４〜７月 
収集方法：調査は全 15 回の講義のうち，２時

限連続回の前半および第 15 回を除いた 13 回

で行った。各回終了後に提出を求めた学習の振

り返り課題のうち，①今日学んだことはなんで

すか？（文字数指定のない自由記述），②今の

自信は？（−3〜+3 内の整数選択による自己評

価の主観スコア）の 2点を調査項目とした。提

出は Google スプレッドシートの入力とした。 
分析方法：分析には Google Apps Script（以下
GAS），Google の自然言語処理 Natural 
Language AI の API を利用した。本研究はテ

キストのネガティブかポジティブかの判断に

この API の analyzeSentiment メソッドを使

用し，感情を−1〜1 の範囲で返す値（感情スコ

ア: sentiment score）と感情的な内容がどの程

度含まれているかを示す値（magnitude）を得

た。手順は，まず GAS を用いて項目①のテキ

ストをセンテンスに分割し，GAS と Natural 
Language API でテキストとセンテンスを分

析し，項目①と項目②の数値をプロットした。 
３ 結果と考察 

 結果の一例として，学生 1 名が表出した 44
のセンテンスからなる感情スコアの散布図お

よび主観スコアのグラフを図１に示す。なお，

magnitude の値は全センテンスにおいて 0.9
以下であり，値の解釈への影響はほぼないもの

と見なし便宜的に省略した。また，主観スコア

は−1〜1 に圧縮した。この学生は全て正の値だ

ったため，主観スコアの増減を示し着目した。 

 
図１ ある学生の感情スコアと主観スコア増減グラフ 

 図１より，感情スコアはばらつきが見られ

る。たとえば第 4 回の評価に関する講義では，

学生は過去に作成した指導案を「評価の仕方を

知らないということがにじみ出ていた（−0.3）」
と厳しい省察を行っており，他の値もややネガ

ティブにもかかわらず，自信度はより高く評価

していることから，この調査では主観評価が感

情の変化と関連しているとは考えにくい。 
４ 今後の課題 
 以上を踏まえると，学習者の情動と科学概念

獲得の関係はより多角的に議論が必要である

と考える。なお，本調査は理科授業と異なる文

脈での調査のため，追加の調査が必要である。 
引用文献 

遠西昭寿・久保田英慈（2004）「「臨床教育研

究ツール」としての運勢ライン法：概念変換

を事例として」『日本科学教育学会研究報告』

第 18巻，第 5号，37−42. 
山口悦司ほか 3 名（2014）「デジタル運勢ライ

ンシステムの実践的評価」『理科教育学研究』

第 55巻，第 1号，81−93. 
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中等理科学習に関する学業ストレスについて 
 

○結城 賢志 松田 光太郎 平田 昭雄 

YUUKI,Kenshi MATSUDA,Kotaro HIRATA,Akio 

東京学芸大学 

【キ－ワード】 理科学習 学業ストレス 対処行動 学習意欲 
 

１．目的 

 本研究では学びに向かうことができない原

因に目を向ける必要があると考え、その一因と

して学業ストレスに注目した。 
２．方法 

令和 3 年 2 月から 4 月に都内の教員養成系
大学教育学部の学生 90 名を対象に質問紙調査
を実施した。主に「理科が好きか、嫌いか」「主

に中学校における理科学習に対してどの程度

ストレスを感じていたか」「ストレスに対して

どのような対処行動をとったか」についての回

答を求めた。

３．結果と考察 

 集計と分析の結果の一部を以下に記す。分析

等に関しては理科を専門としている学生(以
下、理科生)とそうでない学生(以下、非理科生)
での比較とした。 

（1）「主に中学校における理科学習に対して
どの程度ストレスを感じていたか」 
 どのような事柄が理科学習に対してストレ

スになるのか(以下、ストレッサー)という事
を、神藤(1998)を参考にし5種のストレッサー
(成績、宿題、親、教師、恥)と筆者らが新たに
加えた理科特有と考えられるストレッサーに

ついて質問した。 
 神藤(1998)は学習全体において成績ストレ
ッサーが最もストレスを感じやすいとあった

が、本研究においても理科生、非理科生共に、

成績ストレッサーが理科の学習に大きなスト

レスを与えているという事が示唆された。

実験・観察という理科特有なストレッサー

は、実験・観察が面倒だと感じストレスを覚え

る割合はどちらも半数近くだが、理科生のほう

が、非理科生より高いことが確認された。 
（2）「ストレスに対してどのような対処行動
をとるか」

ストレスに対してどのような対処行動をと

るのかという事を、神藤(1998)、岡本(2020)を参
考にし4種の対処行動(問題解決的、他者依存的
情動中心、回避的、積極的情動中心)に関して質
問した。 
対処行動の中でも、神藤(1998)では問題解決 

 
的対処行動によって、ストレス反応の抑制や自 
己成長感を媒介し学習意欲を高めることを示

しているが、理科の学習においても同様の結果

が見られた。理科を専門とする学生のほうが専 
門としない学生よりもわずかに高い傾向にあ

った。理科の学習においても、ストレス反応の

抑制や学習意欲の向上が望めると示唆される。 
 岡本(2020)では回避的対処行動を「問題価値
の切り下げ」とし、特定の教科でしか有効では

ないという可能性を示唆していた。教科自体に

問題があると思うのは「転嫁」、できなくても

大したことないと思うのは「開き直り」に分類

できると考えられる。本研究では、できなくて

も大したことないと考える学生のほうが多か

った。理科の学習では「開き直り」が用いられ

ることが多いという事が示唆される。 

４．まとめ 

 本研究では、中学校時の理科学習に対して成

績ストレッサーが強くストレスを感じる原因

となっていたことが示され、理科特有である実

験・観察は少なくてもいいと思っていた学生が

多いことから、実験・観察の改善の余地が見出

された。また、理科学習において問題解決的対

処行動と回避的対処行動の中でも「開き直り」

が有効であるという事が示された。現状の中学

生段階では、入試を意識するため、成績ストレ

ッサーがより強い反応を示し、「開き直り」が

多く行われているのではないかと予想される。

今後は、データの収集・分析を重ね、中等理科

学習における学業ストレスの軽減、授業の改善

案の提示を目標としたい。 
５．参考文献 

神藤貴昭(1998):「中学生の学業ストレッサーと
対処方略がストレス反応および自己成長感・

学習意欲に与える影響」,教育心理学研究46
巻 pp.442-451 URL: https://bit.ly/3icaUkx (最終
閲覧日2021/05/10)

岡本紗知(2020):「強化に対する苦手意識と学業
ストレスの回避」,日本理科教育学会全国大
会 発 表 論 文 集 第 18 号 P.199 URL: 
https://bit.ly/3B2S1Jm (最終閲覧日2021/05/10)
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イノベーション人材を育成する科学教育プログラムの研究開発 
～イノベーション人材の評価法の開発に焦点化して～ 

○杉田 俊也 

SUGITA Toshiya 

群馬県立前橋高等学校 

【キーワード】イノベーション人材、ICEルーブリック 

 

１．はじめに 

 平成28年 1月22日に閣議決定された、第5期科

学技術基本計画が示している Society5.0 の社会実

現に向け、新たな価値を創出して社会的な課題を解

決し、経済発展へと導くイノベーション人材の育成

が急務となっている。このような状況を鑑みて、現

任校では文科省からＳＳＨ事業の研究開発指定を受

け、令和元年度よりイノベーション人材を育成する

科学教育プログラムの研究開発を行っている。 

２．イノベーション人材に必要な資質・能力  

 イノベーション研究の第一人者であるクレイト

ン・クリステンセン（以下、クリステンセン）によ

ると、イノベーション人材には認知スキルとして「関

連付ける力」、行動スキルとして「実験力」、「質問力」、

「観察力」、そして「ネットワーク力」が高いレベル

で備わっている必要があるとされている1)。特に「関

連付ける力」が重要であり、行動スキルを行使して

得られたリソースを関連付けることにより、新たな

価値を創出することができるとしている。 

 本校ではクリステンセンの考えを引用し、これら

に加えてイノベーション人材が高いレベルで保持し

ているであろう「批判的思考力」、「論理的に表現

する力」、「自己調整学習能力」をベーススキルと

して位置づけ、育成目標に掲げている。なお、行動

スキルの「質問力」と「観察力」は「質問力・観察

力」としてまとめ、「ネットワーク力」は高校段階

であることを考え、「グローバルなネットワークを

構築する基礎力」としてベーススキルに位置づけ、

実用的な英語運用能力の育成を行っている。 

３．イノベーション人材育成の羅針盤 

 各資質・能力育成の上で羅針盤となる評価指標と

して、本校では開発的な人材を育成する上で効果的

とされている、ICE ルーブリックを採用している。

生徒達には ICEルーブリック表を入学後早期に配布

し、高校卒業までに最終の「E フェーズ」まで到達

することを目標とさせ、定期的に自己評価をさせて

いる。ICEルーブリック表は、「ICEモデルで拓く主

体的な学び」2)の著者である、柞磨昭孝氏の指導を受

け開発した。課題研究科目や「SS」を付した学校設

定科目、学年・学校行事など、イノベーション人材

に必要な資質・能力を育成する様々な場面でも導入

している。その度に生徒達は活動に対する自己評価

を行い、教員や他生徒からの他者評価を受け、振り

返りを経てメタ認知能力の育成も図っている。 

４．イノベーション人材の100段階評価法の開発 

ICEルーブリックによる様々な場面での自己・他者

評価に加え、課題研究でのポートフォリオ評価や論

文・ポスター等の評価、外部検定である Benesseの

「GPS-Academicテスト」や「GTEC4技能検定」の結

果、そして自己調整学習能力に関する教育心理学的

な調査結果等を数値化し、各生徒に対してイノベー

ション人材の段階を 100段階で評価している。クリ

ステンセンによると、認知スキルである「関連付け

る力」がイノベーション人材にとって一番重要であ

るため、100段階評価のうち評価値40を割り振って

いる。次いで行動スキル全体で評価値36、ベースス

キル全体で評価値24を割り振っている。この評価値

配分の適否は、科学系オリンピックで成果を上げた

生徒の評価バランス等のデータを蓄積し、検討して

いく。 

５．現段階での100段階評価法の実施状況 

 令和 3年 6月末現在で、評価値 100のうちの 98

までの評価を実施している。評価値は統計学的な偏

りを把握するため、偏差値に換算している。令和 2

年度に「科学の甲子園」の全国大会で総合成績 10

位に入賞したメンバー8 名の偏差値分布を参照する

と、上位 2.0%ほどに該当する偏差値 70以上に位置

している生徒が5名おり、過半数に達している。現

段階のデータ数では評価値のバランスの適否等につ

いて議論はできないため、今後もデータを蓄積して

いく。 

[主要参考文献] 
 1)クレイトン・クリステンセン他著(櫻井祐子 訳)、「イノベーションの

DNA」、翔泳社、2012。 

 2)柞磨昭孝著、「ICEモデルで拓く主体的な学び―成長を促すフレームワ 

ークの実践」、東信堂、2017。 
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タブレット PCを使った家庭学習の有効性に関する一考察 

‐「ミライシード」の個別学習ドリル「ドリルパーク」を用いて‐ 

森戸 幹 1，佐伯英人 2 

MORITO Miki, SAIKI Hideto 
1周南市立富田西小学校，2山口大学教育学部 

【キ－ワード】 第６学年，タブレットPC，家庭学習，ミライシード，ドリルパーク 

 

１．研究の目的 

2020 年度、山口県の周南市では、児童１人

に１台のタブレット PC（Apple 社の iPad（第

７世代）wi-fiモデル）を配付した。現在、富

田西小学校では、そのタブレット PCを授業等

で使用している。１つの使用方法として、タブ

レット PCを用いて Benesse Corporation社の

タブレット学習ソフト「ミライシード」にアク

セスし、各アプリケーションを使用している。

具体的には、「ミライシード」の QRコードを児

童に配付し、「ミライシード」を使う際、その

QRコードをタブレット PCのカメラ機能を使っ

て読み取らせ、アクセスさせている。 

本研究では、「ミライシード」の個別学習ド

リル「ドリルパーク」の「理科 ６年 ベーシッ

クドリル」を使って児童に家庭学習をさせた。

本研究の目的は、「ドリルパーク」の「理科 ６

年 ベーシックドリル」で家庭学習をした児童

の意識をもとに、タブレット PCを使った家庭

学習の有効性について議論することであった。 

２．家庭学習 

前述した「ドリルパーク」の「理科 ６年 ベ

ーシックドリル」を宿題として課し、タブレッ

ト PC を 2021 年７月９日（金）～11 日（日）

に自宅へ持って帰らせ、家庭学習をさせた。対

象は第６学年の３学級の児童 84名であった。

実施させた問題は「１ ものが燃えるときの空

気の変化」、「２ 食べ物のゆくえ」、「３ ヒトや

動物と空気」、「４ 体をめぐる血液」、「５ 生命

を支えるしくみ」、「６ 植物と水」、「７ 植物と

養分」であった。 

３．調査の方法と分析の方法 

児童の意識を調べる方法として質問紙法を

用いた。質問紙では、まず、「『ミライシード』

のドリルパーク『理科 ６年 ベーシックドリ

ル』の『１ ものが燃えるときの空気の変化』

～『７ 植物と養分』を行ってから回答してく

ださい。」という教示を行い、「問い」を設定し

た。「問い」では「『ミライシード』のドリルパ

ーク『理科 ６年 ベーシックドリル』を家庭学

習で行ってみて、あなたが感じたことを教えて

ください。」という教示を行い、表１に示した

７つの質問項目(質問項目①～質問項目⑦)を

設定し、質問項目ごとに５件法（とてもあては

まる，だいたいあてはまる，どちらともいえな

い，あまりあてはまらない，まったくあてはま

らない）で回答を求めた。調査は、家庭学習の

終了時に実施するようにさせた。分析するにあ

たっては、５件法の「とてもあてはまる」～「ま

ったくあてはまらない」を５点～１点とし、こ

の得点を用いて、平均値と標準偏差を算出し、

天井効果の有無、床効果の有無を確認した。 

４．結果と考察 

有効回答者数は 77名であった。分析の結果

を表１に示す。床効果はみられなかったため、

表１には表記していない。 

表１ 分析の結果 

番

号 
質問項目 

平均値 

（標準偏差） 

天井 

効果 

① 楽しかった 4.52（0.87） ● 

② よく分かった 4.40（0.92） ● 

③ よく考えた 4.62（0.73） ● 

④ 
自分から進んで

学習した 
4.48（0.95） ● 

⑤ 
集中して取り組

むことができた 
4.62（0.73） ● 

⑥ 
タブレットの操

作は簡単だった 
4.65（0.74） ● 

⑦ 

次回もドリルパ

ークを使って家

庭学習をしたい 

4.51（1.00） ● 

max = 5，min = 1     ●：有り，‐：無し 

表１をみると、すべての質問項目(質問項目

①～質問項目⑦)で天井効果がみられた。この

ことは、児童の意識が良好であったことを示し

ており、タブレット PCを使った家庭学習の有

効性を示唆しているといえる。 
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小・中学校理科における気候変動教育の現状と課題 

教科書分析を通して 

 
吉本直弘 

Naohiro YOSHIMOTO 
大阪教育大学 

【キ－ワード】 気候変動，地球温暖化，教科書分析，小学校理科，中学校理科 
 
１ はじめに 
 教育は，人々が気候変動の現状や原因につい
て理解を深め，気候変動の緩和と適応を強化す
るために不可欠な要素として世界的にますま
す認識されてきている（例えば，Mochizuki & 
Bryan, 2015）。教科等横断的に取り組むこと
が期待される気候変動教育において理科教育
が果たすべき役割は，児童生徒の気候変動に関
する科学的な理解の促進である。しかしなが
ら，平成 20 年（2008 年）告示の中学校学習指
導要領に基づく理科の教科書の一部には，気候
変動の現状や原因に関する説明に課題や問題
があり，これらによって気候変動の科学につい
て生徒の誤概念が生じる可能性が示唆された
（吉本・尾﨑，2019）。 
 そこで本研究では，平成 29 年（2017 年）に
改訂された中学校学習指導要領に基づく理科
の教科書において，気候変動の現状や原因に関
する記述が改善されているかどうかを明らか
にすることを目的とした。加えて，学習指導要
領では気候変動に関する内容が扱われていな
い小学校理科の教科書についても調査し，小・
中学校理科における気候変動教育の現状の把
握と課題の考察を行った。 
２ 方 法 
 教科書分析の対象は，6 社の出版社から発行
されている平成 31 年検定済の小学校理科第 6
学年（以下，小学校と記す）の教科書，および
5社の出版社から発行されている令和 2年検定
済の中学校理科第 3 学年（以下，中学校と記
す）の教科書である。吉本・尾﨑（2019）の方
法に従い，教科書紙面から，気候変動の観測事
実と原因に関する内容について，文章，図表の
表現を問わず，すべてを抽出した。それらを，
IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第 5
次評価報告書の統合報告書（IPCC，2014）を
参考に，「大気の温暖化」「大気中の温室効果
ガス濃度の増加」「海洋の温暖化」「雪氷の量
の減少」「海面水位の上昇」「極端な気象の変
化」「温室効果」「気候変動に対する人間活動
の影響」の項目に分類し，記載内容を分析した。
なお，調査の対象に，将来予測や懸念などの記
載は含まれない。 
３ 結 果 
 表 1 に気候変動の観測事実についての記載
項目を示す。小学校，中学校ともにすべての教 

表 1 各教科書における気候変動の観測事実の記載項目 
  丸印は文章の記載があることを表し，三角は図示

のみで，文章の記載がないことを表す。無印は記
載なしを表す。 

  
教科書 

記載項目 
小学校理科第 6学年 中学校理科第 3学年 

TS DN GT KS SK KR TS DN GT KS KR 
大気の温暖化 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
大気中の温室効果
ガス濃度の増加 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

海洋の温暖化     ○       

雪氷の量の減少  ○   ○  ○    △ 

海面水位の上昇       ○  ○   

極端な気象の変化            

 
科書において「大気の温暖化」について記載さ
れていた。また，小学校のすべてと中学校の
DN を除くすべての教科書で「大気中の温室効
果ガス濃度の増加」について記載されていた。
「海洋の温暖化」は，大気の温暖化を加速させ
るとともに，海面水位を上昇させる。加えて，
熱帯低気圧の凶暴化を引き起こすと考えられ
ており，気候変動の重要な観測事実の一つであ
る。しかしながら，記載している教科書は小学
校の SK のみであった。また，気象災害の頻発
化や激甚化と関連する「極端な気象の変化」を
記載している教科書はなかった。 

４ 考 察 
 吉本・尾﨑（2019）の分析結果と比較すると，
中学校では 2 社の教科書において気候変動の
観測事実の記載項目数が増加した一方，3 社の
教科書で減少していた。教科書の著者と出版社
によって気候変動の扱いの考え方が異なって
いると考えられる。小・中学校理科における気
候変動教育カリキュラムの開発を行い，次期学
習指導要領では気候変動について学ぶ内容を
具体的に明記することが望まれる。 
引用文献 
IPCC (2014). “Climate Change 2014: Synthesis 

Report” IPCC． 
Mochizuki, Y., and Bryan, A. (2015). Climate change 

education in the context of education for 
sustainable development: Rationale and 
principles. Journal of Education for Sustainable 
Development, 9 (1), 4−26. 

吉本直弘・尾﨑航平（2019）「教科書分析による地球
温暖化に関する学習が有する課題の考察」『日本理
科教育学会第 69 回全国大会発表論文集』第 17 号，
228． 
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自然災害の「原因」を子供に伝える際の留意点 

2021年 7月 3日の熱海市伊豆山地区の土石流の報道を例として 

 

○川村教一 1 

Norihito KAWAMURA 
1兵庫県立大学大学院 

【キ－ワード】 自然災害，地学，災害の連鎖構造，誘因，素因 

１ 目 的 

大災害となった 2021年 7月 3日に発生した
静岡県熱海市における土石流災害であるが，発

災直後から「原因」がさまざまな立場から論じ

られてきた。災害の発生については，防災学や

地形学では「誘因」と「素因」という 2種の要
因の組み合わせとして捉える（米谷，2007；林，
2011；水谷，2012)。素因には自然素因（水谷，
2012）と社会素因があり，誘因が自然素因に作
用して災害現象が発生すると，人間・社会に対

して直接の被害をもたらすという過程で示さ

れる（水谷，2012）。 

理科教員が授業において自然災害に関する

報道を児童生徒に解説する際の視点を，この土

石流災害に関する報道内容を例に検討する。

２ 方 法 

（１）収集した報道資料 

 収集資料は，熱海伊豆山地区の土石流の発生

に つ い て ， 静 岡 県 庁 の 記 者 会 見

（http://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/r3_atami_do
syasaigai.html），インターネットにニュースを
掲出したマスコミ各社の無料記事などである。 

（２）分析の視点 

１）発言者・発信者の分類 

前述の原因論などについての発言者・発信

を，行政官，防災研究者，記者に分類する。 

２）原因・要因論の分類 

 土石流災害に関する「原因」，「要因」にか

かる内容を，災害の連鎖構造の「誘因」，「自

然素因」，「社会素因」に分類する。 

３ 結 果 

１）行政官の発言

政府の非常災害対策本部は，7月 9日発表で
は土石流の発生要因を降雨としており

（http://www.bousai.go.jp/updates/r3_07ooame/pd
f/r3_07ooame_05.pdf），これは災害の「誘因」
に相当する。

静岡県の行政官は「大雨が原因」（7月 3日），
「長期間の大雨が直接の要因で，開発行為との

因果関係は不明確だが検証の必要がある」（7
月 4日;https://www.tokyo-np.co.jp/article/114621）
と述べ，大雨を原因から要因に表現を変えてい

る。

同県の別の行政官は「崩壊原因はある程度特

定 で き る と 思 う 」 （ 7 月 7 日 ；

https://mainichi.jp/articles/20210707/k00/00m/040/
097000c）と述べたが，後日の発言では「違法な
盛り土が災害の原因」（ 7 月 13 日；
https://mainichi.jp/articles/20210713/k00/00m/040/
345000c）としており，7日の発言は現象の「原
因」，13日は災害の社会素因のことを指してい
る。

２）専門家の発言をまとめた記者

 防災の専門家は，各自の文脈で，「自然素因」，

「誘因」，あるいは現象の「要因」を指摘して

いるが，それらをまとめた記事では現象（土石

流）の要因と災害（土石流災害）の社会素因が

混在して示されており，理科教員であっても

「原因」について混乱しかねない紙面構成が見

られた。

４ まとめ 

 原因論に関して災害の混同が報道で散見さ

れることから，教員は報道内容をよく分析し

て，災害の「誘因」，「自然素因」，「社会素

因」の違いを踏まえてから授業で取り上げる必

要がある。 
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 本研究の一部は，JSPS科研費基盤研究（B）
課題番号 20H01749（代表者 川村教一）およ

び令和 3年度河川基金の財政的援助を受けた。
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引用文献 

林 春男（2011）「1.2.3 災害連鎖」『自然災
害と防災の辞典』丸善出版，18-21．

水谷武司（2012）『自然災害の予測と対策』朝
倉書店．

米谷恒春（2007）「４．気象災害」『自然災害
の事典』朝倉書店，253-339．
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中学校のボーリング調査結果を用いた立体柱状図モデル

○野村裕美子 1，山下修一 2

袖ケ浦市立蔵波中学校， 千葉大学教育学部

【キ－ワード】 ボーリング調査 地域教材 立体モデル ドールケース

１ 目 的

学習指導要領中学校理科解説では「大地の成

り立ちと変化に関する学習を進める際には身

近な地域の実態に合わせて地形や地層，岩石な

どの観察の機会を設け，興味・関心を高めるよ

うにする．」と書かれており身近な地域教材の

有効性について述べられている．その教材開発

としてボールング調査を活用した授業実践が

報告されている（加藤・二階堂 ）．また、

山本・渡邉（ ）では、「ボーリング資料を

活用した教材などの地域教材は、自分たちの地

域を学習するという意識を高め、地層のでき方

やつくりの理解を導くことに有効であること

を示すような実践結果が得られた」とある．

そこで、中学校のボールング調査を立体的に

観察することができる装置を開発した．

２ 方 法

（１）作成方法

中学校のボーリング調

査の結果を元に、各地点の

柱状図を作成する．完成し

た柱状図を発泡スチロー

ル円柱に巻き、上部にマグ

ネット貼る．中学校の地図

を用意し、ドールケースの

上に置き、柱状図をマグネ

ットを使ってぶら下げる（図 ）．

（２）観察方法と生徒への課題提示

横から観察することで、

「地層はつながっている」

ことがわかる．学習課題と

して、１ヶ所の柱状図を抜

いて生徒に提示し、抜いた

部分の柱状図を生徒に予

想させた．柱状図を考える

手助けとして、同じ柱状図

をもう セット用意した．立体モデルと手元の

柱状図を用いることが作図の際にヒントとな

る．図 2 の様子から近くの柱状図を用いて、地

層の連続性を意識し柱状図を作成した． 
３ 結 果 
図 3 より、7 割弱の生徒が層序や層厚を意識

し考えることができた．

火山灰や腐植物の層厚

の類推は難しかったよ

うである．柱状図を書く

時の根拠として図 4 で

は、3 割の生徒が「地層

はつながっている」6 割

の生徒が「まわりの柱状

図を参考に考えれば良

い」という回答をした．

４ 考 察

自校のボーリング調

査を用いて学習を行う

ことで、生徒は自分が住

む地域の地層の堆積の

様子を知り、地層を身近

に感じることができた．

また、「地層はつながっ

ている」という言葉を使

って表現はできないも

のの、「地層はつながっ

ている」という根拠を意

識して、まわりの地層と比較し、柱状図モデル

を使い地層の連続性を考えることができた．

５ まとめ

実際に行って露頭の観察は難しいが、自分の

学校のボーリング調査を用いることで、地層を

身近に感じることでき、校舎の下がどのように

なっているのか興味を持って学習に取り組む

ことができた．また、「地層はつながっている」

ということを理解するには十分な効果が認め

られる教材だと考えられる．

引用文献

加藤・二階堂（1999）地層の広がりを推論させ

る指導事例－ボーリング資料とグラフィック

ソフト（KID98)の利用を通してー 理科教育

Vol.52 pp.79-86 
山本・渡邉（2014）「大地のつくりと変化」に

おける地域教材の開発 2－地域教材の教育効

果と他者評価「今日のなるほどん」の試行－日

本理科教育学会九州支部大会 発表論文集

第 41 巻 pp.102-105 

図 1 柱状図モデル 

図 2 柱状図モデルを 
比べている様子 

地層はつながっている
まわりの地層と比較した
他の考え

色厚さとも正解
色のみ
厚さ
どちらもできていない

図４柱状図を書いた時の 
生徒の考えの根拠 

図3生徒の書いた柱状図 
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東日本大震災を経験した児童の証言から学ぶ

「おはしも／おかしも」の重要性

○内海真由，中山慎也

，

宮城教育大学

【キ－ワード】 防災教育，標語，避難，門脇小学校，荒浜小学校

１ 目 的

 年 月 日に発生した東日本大震災

（以降「震災」と表記）は，同日発生した東

北地方太平洋沖地震と，それに伴う津波によ

り，多数の死者・行方不明者を出す未曽有の

災害となった。宮城県内では，当時多くの小

学生が学校で被災したが，閲覧が容易かつ詳

細な被災児童の証言はあまり見られない。そ

こで，異なる小学校で実際に被災した当時小

学生の 名の協力者にインタビューを行い，

その内容を比較することで，児童目線の震災

の記録の保存に貢献するとともに，記録を根

拠としたこれからの地震と津波に対する防災，

減災教育を提案することを，本研究の目的と

する。

２ 方 法

本研究のインタビューは，震災発生時小学

校 年生であった 名の協力者に対して行っ

た。一人目は，石巻市立門脇小学校で地震に

より被災し，津波に対する教員主導の二次避

難に参加した ・ さん。二人目は，仙台市立

荒浜小学校で同じく被災し，避難に参加した

・ さんである。

インタビューの形式は，インタビュアーで

ある筆頭著者と共同研究者による半構造化イ

ンタビューを実施した。協力者それぞれのイ

ンタビューは別の日に実施し，進行は共通の

質問項目を基に行われた。質問項目は，「震災

発生数日前より以前」，「震災発生数日前から

震災発生時まで」，「震災発生時から避難終了

まで」，「避難生活期間」，「その後」について

の大きく 項目に分類される。

３ 結 果

証言から

 門脇小も荒浜小も，教員の迅速な指示とそ

れを受けた児童の速やかな行動により安全な

避難ができていた点が共通している。 ・ さ

んは，「児童がしっかりと並び，押したり走っ

たりせず指示を注意して聞いていたことが要

因の つではないか」と話していた。対して

・ さんの証言から，地震発生後に海の様子

を見に海岸を訪れた人がいたという事例，学

校に避難した一部の大人がおしゃべりをして

いて教員の避難指示に従わず避難が遅れたと

いう事例，一度避難しながらも自宅に戻り亡

くなったという事例などがあったことが分か

っている。

「おはしも／おかしも」

インタビュー記録を精査した結果，「震災発

生時から避難終了まで」の質問項目に含まれ

る「当時の学校の避難指示」についての双方

の回答から，地震発生時から避難後にかけて，

火災に対する避難の標語として知られる「お

はしも／おかしも」（押さない・走らない／駆

けない・しゃべらない・戻らない）が密接に

関わっていることが判明した。また， ・ さ

んの証言にある「地震発生後に海の様子を見

に海岸に訪れた人がいた」という事例は，災

害の元に近づくという危険な行為であり，「戻

らない」ことの重要性を裏付けている。

４ 考 察

・ さんの証言にある，「しっかりと並び，

押したり走ったりせず指示を注意して聞いて

いた」という児童の行動は，押さなかったこ

と，走らなかったこと，指示があるときは無

駄なおしゃべりをせず聞くことに集中してい

たことなどが「おはし／おかし」を実践して

おり，迅速な避難に貢献していたと考えられ

る。そして， ・ さんの証言から，「戻らない」

や「しゃべらない」を守ることは非常に重要

だと分かる。

５ まとめ

火災に対する標語「おはしも／おかしも」

は，地震と津波の避難時においても，重要と

なることが改めて明らかになった。

附記
本研究は， 科研費 および令和 年

度宮城教育大学重点支援研究経費の助成を受けた。
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「学習目標」の形成を促す教材に関する研究 

小学校 5年生「電流がうみ出す力」を事例として 
 

○吉野朝子 1，中島雅子 2  
Asako YOSHINO, Masako NAKAJIMA 

1埼玉大学大学院教育学研究科，2埼玉大学教育学部 
【キ－ワード】 自己評価，学習目標，OPPA論，教材研究，授業改善 

 
１ 問 題 の 所 在 
 PISA 調査でも明らかになった学習意欲低下問題
は，日本の理科教育における課題である。これらの
改善のためには，学習・授業改善が急務である。  
授業改善において，BlackとWilliam（1998）をき

っかけに形成的評価が注目されている。そこでは，
学習者の資質・能力を育てる「学習と評価の一体化」
を図ることが重要となる（堀，2013）。これは，子ど
も自身が自らの問題点を自覚(メタ認知)するという
意味での「自己評価」により適切になされる (中島，
2019)。ここで，「自己評価」が適切になされるために
は，学習者が「学習目標」をもつことが重要となる。
ここでいう「学習目標」とは，学習者が見出した目
標であり，学習の見通しを指す（堀，2013）。堀が
主張する「一枚ポートフォリオ評価(OPPA：One Page 
Portfolio Assessment,以下OPPA と記す)」論において
は，教師がもつ目標は「指導目標」であり「学習目
標」とは明確に区別される。授業改善のためには，
学習者に「学習目標」をもたせることが課題となる
が，多くの授業では「指導目標」を基に授業が展開
されているように思われる。 
以上より，本発表ではOPPA論に着目した。OPPA

論は，自己評価を重視した形成的評価論である。先
行研究により，OPPA 論は学習者の「学習目標」の
形成を促すことが明らかとなっている。 
 
２ 目 的 
「電流がうみ出す力」の単元において，OPPA 論

に基づいた教材研究を行い，「学習目標」の形成に与
える効果を明らかにする。 
 
３ 方 法 
(１) 小学校5年生「電流がうみ出す力」単元におい

て，授業を実施した。実施期日は，2019 年 2 月
15日～3月15日，対象は埼玉県内の公立A小学
校5年生127名である。 

(２) OPPシートを作成し，児童に毎時間記述させる。 
(３) (２)の記述により，教材の分析を行い，学習者の

「学習目標」の形成について考察する。 
 
４ 結 果 と 考 察 
 これまでは電磁石の釣り竿を用いた魚釣りを授業
の導入に行なっていたが，児童が「学習目標」を形
成することは難しかった。 

そこで，まずは児童の電磁石に関する素朴概念を
抽出するために，OPPシートの「本質的な問い」と
して「電磁石とは何ですか？」を設定した。その結
果，多くの児童が「わからない」「電気で磁石にな
るもの？」と記述しており，電磁石に関する経験が
少ないことが伺えた。これをふまえ，David Hawkins
が提唱した科学的探究の一つである「自由試行」を
導入した（石井恭子，2013）。用いた教材を表１に
示す。 

表1 電磁石の自由試行に用いた教材の一覧 
準備した材料 個数 準備した意図 

芯 

鉄 2 電磁石に芯が必要なことや，芯の材質
に着目させるため。 アルミニウム 1 

銅 1 
ストロー 2 

方位磁針 1 電磁石の周囲に磁界が生じているこ
とや，電磁石にN極，S極があること
に着目させるため。 

エナメル線(φ
0.4mm，6ｍ) 

2 200 回巻きのコイルを製作できるよう
にするため。 

乾電池ホルダー 2 4 人班で，2 人ずつ作業できるように
するため。 

乾電池 3 ２人ずつで作業する際に，乾電池が３
個あることで，電流を強くしたいとい
う思いを促すため。 

 
芯の素材を全て同時に渡して「自由試行」を行う

と，授業後のOPPシートには「電磁石を作ることが
できなかった」をいう記述が多く見られた。そこで，
最初に渡す芯は鉄芯のみとした。その結果，電磁石
の製作がうまくいき，OPPシートには「導線を巻け
ば巻くほど，電磁石の磁力は強くなる。」というよ
うな電磁石の性質に関する記述が見られるようにな
った。さらに，児童は「もっと強くするには」「電
磁石についてもっと知りたい」というような電磁石
に関する「学習目標」をOPPシートに記述していた。  
これは，児童が自らの学びの実相を「自己評価」

したOPPシートの記述を教師が見取り，児童の概念
の形成過程に沿って教材の種類や提供するタイミン
グを改善した結果であると考えられる。 
 

５ まとめ 
「学習目標」の形成を適切に促すためには，教材

研究において，教師は児童の概念の形成過程という
視点が重要であると考えられる。 
参考文献 
堀 哲夫（2013）『教育評価の本質を問う 一枚ポートフォリオ評価

OPPA 一枚の用紙の可能性』東洋館出版社. 
中島雅子（2019）『自己評価による授業改善―OPPAを活用して―』東
洋館出版社. 
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小・中・高の系統性などを踏まえた授業デザイン 
～「電気と磁気」を題材として～ 

○平祐次郎 A，山田眞由美 B，川上浩樹 C，梶谷秀継 D，遠藤源治 E，遠山一郎 F 

Yuujiro Taira，Mayumi Yamadam，Hiroki Kawakami，Hidetsugu KAJITANI, Genji ENDO Ichiro TOYAMA 

大分市立賀来小学校 A，佐伯市立佐伯小学校 B，大分県立大分豊府中学校 C，大分県立大分上野丘高等学校 D， 

大分県立日田高等学校 E，国立教育政策研究所 F  
【キ－ワード】 系統性，電磁誘導，小学校理科，中学校理科，高等学校物理，資質・能力 

 

１ はじめに 

新学習指導要領解説理科編では，「内容」の系統

性とともに，育成を目指す「資質・能力」のつなが

りも示された。本発表では，「電気と磁気」の分野

で，内容の系統性及び資質・能力のつながりを踏ま

えた授業の実践とそれに関する高校生の資質・能力

の調査について報告する。 

２ 内容の系統性と資質・能力のつながり 

(1)内容の系統性 

高等学校学習指導要領解説理科編を基に，「電気

と磁気」に関する内容の系統性を作成した。 
段階 項目 

電流と磁界 
電気とエネルギー 静電気 

電流 電流と磁場 

小 

３年 
電気の 

通り道 

電気を 

通すつ 

なぎ方 

電気を

通すも

の 

                  

４年 
電気の 

働き 

乾電池の数と 

つなぎ方 
        

光電池 

の働き 
        

５年 
電流の 

働き 
    

鉄芯の

磁化、極

変化 

電磁石

の強さ 
              

６年 
電気の 

利用 
        

発電・蓄

電 

電気の

利用 

電気の

変換(光

音熱) 

電気に

よる発

熱 

      

中 ２年 

電流 
回路と電

流・電圧 

電流・電

圧と抵抗 
      

電気とそのエネルギー 

(電力量・熱量) 

静電気 

と電流 
    

電流と 

磁界 
    

電流が

つくる 

磁界 

磁界中

の電流

が受け

る力 

電磁 

誘導と 

発電 

            

高 

物理 

基礎 
電気 物質と電気抵抗       

電気の

利用 
          

物理 

電気と 

電流 
電気回路             

電荷と 

電界 

電界と 

電位 

電気 

容量 

電流と 

磁界 

電磁誘導 

（交流回路） 

電流に

よ る 磁

界 

電流が

磁界か

ら受け

る力 

電磁 

誘導 
電磁波           

(2)資質・能力のつながり 

解説理科編の思考力，判断力，表現力等の主な記

載を基に，資質・能力のつながりを整理した。 

①小学校第３学年 

比較しながら調べる活動を通して,差異点や共

通点を基に問題を見いだし，表現すること。 

②中学校第２学年 

見通しをもって解決する方法を立案して観察, 

実験などを行い,その結果を分析して解釈し,規

則性や関係性を見いだして表現すること。 

③高等学校 物理 

実験などを通して探究し,規則性,関係性等を

見いだして表現すること。 

(1)の内容の系統性の太枠部分と(2)の資質・能力

のつながりを踏まえた授業を実践した。 

３ 授業実践  

(1)各授業の概要 

①小学校第３学年 理科「電気の通り道」 

豆電球と電池をつないだ電気回路に様々なも

のを入れてあかりがつくかどうかを調べ,電気を

通す物と通さない物があることを捉える。 

②中学校第２学年 理科「電磁調理器のしくみ」 

IH調理器, 直流・交流電源,コイル等を使った

実験を行い，無接点充電器の原理を考える。 

③高等学校 物理「うず電流」 

磁石が落下するときの銅パイプに生じる誘導

起電力についてモデル化し,終端速度の理論値と

実験値を比較し，モデルの妥当性を検証する。 

４ ３を踏まえた内容の系統性，資質・能力の調査 

３の協議では,内容の系統性や資質・能力のつな

がりの意識が中学生・高校生ともに低いことが分か

った。そこで,高校での電磁誘導の授業実践の事前

に,以下のような内容の系統性に関する事前テスト

及び資質・能力のつながりに関する調査を行い,そ

れを踏まえて，生徒の変容を調べることにする。 

・小５「電磁石の強さ」，小６「発電・蓄電」，中

２「電磁誘導と発電」に関する問題 

・比較して差異点や共通点を基に問題を見いだす, 

見通しをもって解決する方法を立案する, 観察・

実験を行い, 結果を分析して規則性や関係性を

見いだして表現する等について, 調査を行う。 

６ 今後の検討課題とまとめ 

本発表では，内容の系統性と資質・能力のつなが

りを意識し, 小中高の理科の授業の共通点や発達

段階を踏まえた事例を提示した。小中高を通して問

題解決の過程や探究の過程を重視した授業を実施

し，規則性や関係性を見いだして表現するなど, 発

達段階に応じて，科学的に探究する資質・能力を育

成することが重要であると再認識した。今後は，力

学等の他分野においても内容や資質・能力の系統性

を意識した授業をデザインしていきたい。 

※本研究の一部は，科学研究費基盤研究(C) (代表 

遠山一郎，課題研究番号19K02747）による。 
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中学校理科における探究の過程を意識した物理実験 
 

○島野誠大 1, 2，安藤百合子 1 

Masahiro SHIMANO, Yuriko ANDO 
1立教新座中学校・高等学校，2立教大学 

【キ－ワード】 探究の過程，物理実験，中学校理科 
 

１ 目 的 

 2021 年 4 月から全面実施された、中学校学
習指導要領では、理科の目標の中に「自然の事

物・現象を科学的に探究するために必要な資

質・能力を次のように育成することを目指す」

とある。また、その解説である【理科編】中学

校学習指導要領（平成 29 年告示）解説では、
具体的に資質・能力を育むために重視すべき学

習過程のイメージが示されており、いくつかの

理科における資質・能力の例も示されている。

 著者らはこれまでに、大学入学共通テストの

たたき台で示されていた《評価すべき具体的能

力》の育成を意識した、課題解決型の生徒実験

を高等学校の物理基礎において実践してきた。

この《評価すべき具体的能力》が、上述した理

科における資質・能力の例と同様のものである

と考え、本実践では高等学校の物理基礎で実践

してきた内容を中学校理科に適用することに

した。以下でその内容について報告する。

２ 方 法 

 中学校 3年生の男子 195名に対して、物理分

野の仕事率に関する生徒実験を 1時間で行い、

実験後にアンケートを実施した。 

（１）生徒実験の内容 

 これまでは、先端におもりのついた糸を塩化

ビニル棒に巻き付けて固定し、塩化ビニル棒を

回転させ、おもりを巻き上げるときの仕事率を

求める生徒実験を行っていた。本実践では、こ

れに加えて「仕事率を大きくする方法を考案

し、それを確かめる実験をせよ」という探究の

過程の中で「仮説の設定」に相当する課題を設

け、自由に実験させ、実験レポートを作成させ

た。活動は主に 4人一組のグループで行った。 

（２）アンケートの内容 

 次の 3 つの質問に対して 4 段階で評価する

アンケートを実施した。 

①これまでの実験と比べて取り組みやすかっ

たですか 

②課題に対する工夫を考えることができまし

たか 

③今回のように自ら考える実験は必要だと思

いますか 

また、③の理由とその他のことについて自由に

記述させた。なお、本実践は「仮説の設定」を

取り入れたことがこれまでと比べて新しいた

め、そのことを問うアンケートにした。 

３ 結 果 と 考 察 

 生徒たちは授業時間内に仕事率を大きくす

る方法を考案し、実験した。また、アンケート

の結果（評価１が否定的、評価４が肯定的な意

見）は次のようであった。

 
図１ アンケート結果 

 

図１の①より実験に取り組みにくいと感じ

ているようであるが、②より課題に対する工夫

を考えることができ、③より本実践のような実

験の必要性を感じていることがわかる。このこ

とから、「仮説の設定」のような資質・能力の

育成を生徒が求めており、本実践がそれを育成

する題材として内容の適切なものであったと

考える。なお、先行研究で高校生に対しても同

様の実践を行ったが、仕事率の題材は他と比べ

て数式が簡単であり、生徒にとって仮説を立て

やすいようであった。このことが生徒にとって

の適切さにつながっていると考える。 

４ まとめ 

 本実践では、理科における資質・能力を育成

することを目的に、中学校 3年生に対して「仮
説の設定」に関する課題を設けた生徒実験を実

施した。アンケート結果から実践内容が生徒の

学習段階に適切なものであったと考える。 

引用文献 

島野誠大（2017）「現代の教育動向を意識した
物理の授業実践−大学入学共通テストや新学
習指導要領に向けて−」『立教新座中学校・
高等学校 研究紀要』第 47集，1-18．
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図１ 

ベクトルとしての力を視覚的に理解する授業法の検討 
            

    河合信之        猪本 修 

    KAWAI Nobuyuki        INOMOTO Osamu 

神戸市立井吹台中学校            兵庫教育大学 

【キ－ワード】 ベクトル，力の分解，分力，視覚的，実験教材 
 

１ はじめに 

 生徒らにとって，見えない力の向きや大きさを，

見える物体のようすから捉えることは難しい。そ

れは彼らが上昇中のボールには上向きの力が働い

ていると考えたり，等速度運動する車に前向きの

力が働いていると考えたりする(河合 2021)ことか

らわかる。また彼らは，合力や分力を作図する方

法を習得できても，矢印が力の向きと大きさを持

つベクトルとしての理解はできていないと思われ

る。それは平行四辺形の対角線を引く数学の場合

と似た力の合成の作図はできても，状況によって

向きや大きさが異なる２力に分解することは苦手

であることや，「どのような角度の場合でも分力

は分解前の力よりも大きくならない」や「分力の

ひもが長いほど大きな力が必要」(宮田 2008)と考

えることからもわかる。そこで本研究ではベクト

ルとしての力を理解させるために，考案した教材

を使って視覚的に力の向きと大きさを捉えること

の効果をを調べることにした。

２.目的 

 本研究の目的は，分力の大きさと向きを視覚的

に捉える学習が，力をベクトルとして理解するこ

とに効果があるかどうかを検証することである。 

３.実践方法 
ⅰ. 対象 ｢力の合成と分解」 
の単元学習後の中学 3年生 
ⅱ. 教材 図 1のように，任 

意の角度に設定できる２本 

の定規(プロトラクタ)に固 

定したデジタルはかりを中 

心のリングにかけ，そのリ 

ングに重りをぶら下げると 

２つの分力の大きさがそれ 

ぞれ数値で表示される。    
ⅲ. 角度と分力の大きさ 

 図１の教材に 30N の重りを吊るし，分解する角

度を 60°, 90°, 120°, 130°と変化させると，

分力の大きさは，角度が 120°までは重りの 30N

よりも小さく，120°では重りの大きさと同じ

30N である。さらに 120°よりも大きくなると重

りの 30N よりも大きくなる(図２a,b,c,d）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⅳ.授業と調査 
 調査問題は，分力の作図や，角度と分力の大き

さの関係を問う記述問題とする。 

 授業は「力の合成と分解」の単元学習後に実施

する。教師が図１を使って図２を演示して力の向

きと大きさを生徒と確認した後，生徒は図２の力

の分解を各自作図する。調査は学習の前後に実施

して結果を比較したり，記述内容を分析したりし

て学習効果を検証する。       
４ 文献 
河合信之(2021)「運動する物体にはたらく力につ 
   いての中学生の素朴概念に関する教師の認 
   知」『未来教育研究所紀要』 9，5-14. 
宮田佳緒里(2008)「大学生の力学における作図に 
   及ぼす誤った知識信念の影響」『東北大学大 
   学院教育学研究科研究紀要』57, 253-269. 
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物理の授業における自己効力感の向上と思考力の育成

受動的な学習から能動的な学習をさせる試み

○矢崎貴紀 1，小林慎一 1

学校法人玉川学園 玉川学園高等部

【キ－ワード】批判的思考力 自己効力感 観点別評価

１ 目的

科学の研究活動には創造力や批判的思考力

とともに、土台としての主体性の力が必要であ

る。主体性を支えるエネルギーは、知的好奇心

や探究心、自己効力感から発する。鈴木(2000)
は、理科の学習意欲の分析についても、自己効

力感の概念が導入され、生徒の認知や感情レベ

ルだけでなく、学習方略は社会的関係性といっ

た視点からも分析が進められていると述べて

いる。これらのエネルギーをもって取り組める

ように授業を展開することが深く思考する学

習につながると考える。

２ 方法

中学 3 年生理科、高校 1～ 2 年生物理履修生

徒を対象に以下のような授業を実施した。自己

効力感の向上は、授業では学力に反映するの

で、定期試験における成績において評価する。

① 問題演習の答えを再解釈させる授業

問題の解答を自身の経験に結び付けて再解釈

させ、知識で終わらず日常の経験として学ぶよ

うな授業を行う。例えば、答えを式だけでなく

言葉に置き換え再解釈させる。このような授業

展開にすることで、答えに対して思考する習慣

が身につき、またこれまでの経験を学習に結び

付けていくことで、未知の課題に対する不安の

発生を軽減することができる。

② 具体化する実験

観測・測定においては、実験結果を受け入れな

ければならない状況を先に作り、都合の良いデ

ータの選択を抑える方法を学ばせる。統計的な

手法を用いると同時に、実験方法から予想され

る「失敗とみなす実験」を実験前に定めておき、

これ以外のデータは必ず結果に加えるように

させる。これにより、提示する結果に責任を持

つことを学ばせることができ、複雑な課題に対

しても自己効力感を持てるようにする。

③ 内発的な取り組み

経験にないような複雑で難しいと思わせるよ

うな課題を授業中に与え、協働的に取り組む対

話的な学習や、能動的な態度を育てる自主的な

学習をさせるような授業を展開していく。ま

た、問題演習の答えを再解釈させる取り組みに

おいて、生徒が記述した具体的な例を参考に、

定期試験において思考力を問う問題を作問す

る。生徒の記述内容から今の生徒の成長に必要

な要素を取り上げて、問題としている。これに

より、生徒は自ら記述した内容で問題が作られ

ていることを知り、難しいと感じながらも、で

きるようになる必要があると実感し、主体的に

学習に向かうことができる。

３ 結果および考察

小テスト、記述テスト、内発的な取り組み(ア
クティブラーニング)などを行いながら授業内

容を模索し、主体性を育むための授業展開を構

築することができた。図 1 の授業の構造で示す

通り、授業、演習、小テスト、記述テスト、ア

クティブラーニングを効果的に取り入れる授

業展開となっている。

 
図 1 授業の構造の構築 

これによって、生徒の自己効力感を高め、主

体的な学びに向かうよう促していく。また、こ

の授業を行うことで、本授業を行う前と比較し

て、知識・技能、思考・判断、主体的に学習に

取り組む態度における点数の向上がみられた。

引用文献

鈴木誠(2000)「理科の学習素材における自己効力感に関す

る基礎的研究」『科学教育研究』Vol.24, No.1, 3-10
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RLC 回路に対する⼀考察 
○薮哲郎 1 

Tetsuro YABU 
1 奈良教育⼤学 

【キーワード】 RLC 回路, 共振, ベクトル図, 探求 
 

 
1 はじめに 
 東京書籍の⾼校物理の教科書の探求 16 に
図 1 の RLC 回路がある。教科書には「共振
周波数のとき L1 消灯、L2 と L3 点灯」と書い
てある。L2 と L3 が点灯するとき、そのエネル
ギーは電源から供給される。電源から供給さ
れる電流は L1 を通るので、L2 と L3 が光るな
ら、L1 も光るように思われる。教科書に書い
てある現象は本当に起こるのであろうか？ 
実験と理論の両⾯より考察した。 
2 考察 
 3 つの⾖電球の抵抗値は同⼀であると仮定
して描いた共振時のベクトル図を図 2 に⽰す。
電圧ベクトルを⿊、電流ベクトルを⾚で⽰す。
共振時は、𝑉𝑉� � 𝑉𝑉�, 𝑉𝑉� � 𝑉𝑉�, 𝐼𝐼� � 𝐼𝐼�, 𝐼𝐼���⃗ � 𝐼𝐼����⃗ �
𝐼𝐼����⃗  である。𝑉𝑉� と 𝐼𝐼� は同⽅向であり、𝑉𝑉�, 𝑉𝑉� 
についても同様である。共振時の状況をパラ
メータ 𝑄𝑄 で表す。 

𝑄𝑄 � ��� 𝜃𝜃 � 𝑉𝑉�
𝑉𝑉�

� 𝑉𝑉�
𝑉𝑉�

� 𝜔𝜔𝜔𝜔
𝑅𝑅 � 1

𝜔𝜔𝜔𝜔𝑅𝑅 � 1
𝑅𝑅 �𝜔𝜔

𝜔𝜔 

 予備実験の結果、⾖電球にかかる電圧が
0.35 V（このときの電流は 140 mA）以下であ
れば、消灯と⾒なせることが分かった。 

 𝜃𝜃 を⼤きくしてゆくと 𝐼𝐼� , 𝐼𝐼� �� 𝐼𝐼�� は単
調に減少し、⽐ 𝐼𝐼� / 𝐼𝐼� は⼤きくなる。⾖電球
L2, L3 を光らせるエネルギーは 𝐸𝐸 𝐼𝐼� なので、
𝐼𝐼� は⼤きい⽅よい。すなわち 𝜃𝜃 は⼩さい⽅
がよい。⼀⽅ L1 を消灯するには 𝐼𝐼� � 1�� �� 
が必要であり、それには 𝜃𝜃 は⼤きい⽅がよ
い。𝜃𝜃 の値はトレードオフがある。 
 ⾖電球の定格電圧は 2.5 V なので、電源電
圧 𝐸𝐸 � � � を仮定する。𝜃𝜃 を最適値に設定す
ると「L1 消灯, L2, L3 点灯」となる。ただし、
このときの L2, L3 の電圧は 1.2 V 程度であり、
定格電圧よりかなり⼩さく、⾖電球は暗い。 
 𝐸𝐸 を⼤きくできるなら、𝜃𝜃 をより⼤きくし、
⾼い 𝐸𝐸 を⽤いることで、L1 消灯かつ L2, L3

を定格電圧で光らせることができる。ただし
周波数を変えると⾖電球は焼け切れてしまう。 
 パラメータ設定の際に注意すべき事項とし
て、インダクタは 1 mH につき 1 Ω程度の抵
抗成分を持つことと、⾖電球の抵抗値は電流
が増加すると⼤きくなることがある。 
3 おわりに 
 「L1 消灯, L2, L3 点灯」は実現可能だが、そ
のためには綿密な計算に基づいて 𝜔𝜔, 𝜔𝜔 , 𝐸𝐸 
を設定する必要がある。 

図 2 共振時のベクトル図 図 1 RLC 回路 
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加えた力の大きさによって印影が変わるスタンプの開発

○鈴木 耀 1，鎌田 正裕 2

東京学芸大学 教職大学院， 東京学芸大学

【キ－ワード】 圧力、可視化、教材開発、小学校理科、中学校理科

１ はじめに

目に見えないものを可視化する教材は、理科

の授業で新しい概念を獲得する際に有効であ

る。特に、第一分野の内容には、現象を視覚的

に把握することが難しいものが多いため、不可

視現象の可視化教材の開発は、子どものより良

い理解を促す上で大切である。

本研究では、「力(圧力)」を可視化する教材

の開発を目指した。圧力の概念形成に苦手傾向

があることは既に報告されているが 1）、この

状況を改善できる新教材の提案は、特に小学生

でも容易に使える力学概念形成のための新教

材の提案はあまり見られない。そこで、小学校

でも十分に実践が可能な教材を目指した。具体

的には、学習者が先行経験をしっかり生かすこ

とができ、また加えた力の大きさが単なる感覚

ではなく印影として記録できるスタンプに着

目した。安価で加工が容易な様々な素材でスタ

ンプを試作したところ、製作した消しゴムスタ

ンプに一定の性能が確認できたため、以下にそ

の方法を報告する。

２ 方 法

（１）消しゴムスタンプの作成方法

材料は市販の消しゴム(Tombow MONO な

ど)、両面テープ(コニシ、両面テープ極うす

0.09mm)を使用。図 1 のように両面テープを重

ねて貼り、表面のフィルムを剥がす。テープの

重ね方は、幅 2mm のテープを縦に 3 本、幅 3mm
のテープを横に 3 本とし、重なりの違いによっ

て 3 種の厚みのセルが計 25 個作られる(図 2)。

図 両面テープを貼り付けた様子 図 スタンプ面の構造

（２）作成における要点

スタンプ面は四方、 段階の厚みのパターン

にした。それぞれのテープの厚みに対し、均等

に力が加わるようにするために、同じ厚さの層

が均等な位置に並ぶようにした。また、テープ

を重ねすぎると印影がぼやけてしまうため、

段階の厚みに設定した。

３ 結 果

押す力を変えて得られた印影を図３に示す。

押す力については、電子ばかりの上で計測した

ところ、左から順に約 、 、 、 、

となった。

図 加える力の大きさ違いによる印影の変化

４ 考 察

結果より、加える力を大きくするにつれてイ

ンクのついた面積が増え、パターンの違いでそ

の様子を容易に把握できる。また、印影のパタ

ーンは増えていき、テープの厚みとも対応して

いることが分かる。これより、加えた力を視覚

的に(セルの個数を数えれば定量的に)捉える

ことができるスタンプとなったと言える。

５ まとめ

今回の開発では、スタンプとして有用な素材

の精査及び印影パターンの検討により、安価か

つ単純明快な原理の装置を見出せた。一方で印

影が綺麗に出なかった場合をどう捉えるか、授

業実践にどう結びつけるか等、改善や展望も考

えるべきである。

現段階では、小学 6 年「てこのはたらき」に

おいて、実験用てこを指で押すときに利用する

こと。あるいは、単元の導入にて押す力が変わ

ることを簡易的に示す教材に役立ちそうであ

る。または、中学 1 年「力と圧力」にて、スタ

ンプ面の構造を土台に置き、同じ重さで異なる

面積でスタンプしたときの印影から、圧力の定

義を確認できると考える。さらに、中学 2 年「力

の合成・分解」での作用反作用の理解において、

両面からスタンプを押すことによって同じ印

影が写し出される様子を確認することで、より

深い内容理解に繋がると考えている。

引用文献

1）石井俊行 (2015) 「中学理科の圧力の理解を

深めさせる指導に関するー考察」

出版：科学教育研究 39 巻 1 号 p.42-51
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高等学校学習指導要領理科と教科書に見るエネルギー概念
の扱いの変遷 (6)―新しい学力鋭•物理1B、物理11の教科書全社の扱いー

五十嵐靖則 IGARASIIl Y asunori 独創文化研究所、 元東京理科大学
【キーワー ド】 学習指導要領、教科書、概念、用語、エネルギー 、熱、内部エネルギー 、分子運動

1はじめに
昭和53(1978)年告示の高等学校学習指樽要領理科では

「理科 I 」のみ必修となり、理科教育の転換が図られた。
前回は、「理科 I 必修・理科教育の転換」の全社の教科書
を調査した結果を報告した ］）。今回は、平成1(J989) 年告
示の学習指樽要領では学力観の転換が図られ、「新しい学
力観」の基に高等学校学習指導要領理科では、総て選択
となるとともに、「探究活動」が1Bを付した科目の中項
目に、 「課題研究」がIIを付した科Hの大項目にそれぞれ
位骸づけられた。「新しい学力観· 物理IB、物理II」の
全社の教科書について調査した結果を報告する。
2教科書に見る熱概念の扱いの変遷(4)

全社の 「物理IB(4単位）」及び「物理II (2単位）」の
教科書を調査した結果を表 l に記す。

表1 「平成元年告示」の「物理18」及び「物理11」教科書
に見るエネルギー （熱）概念の扱い

【注記】：表1中の A: 熱の本性a:エネルギーの一形態、
b: エネルギーの移動形態、c: 分子の運動エネルギー、
B: 分子運動、c: ブラウン運動、D: 熱運動、E: 熱エネ
ルギー、 a: 熱、熱量、 b: 分子の運動エネルギー、F: 熱
量保存の法則、G: 内部エネルギー、 H: 熱力学第一法則

__ a; 言策のみ、b: 式表示、c :W=JQ、1: く(l/2)m炉>=(3/2)kT、

a: 気体の温度が定義できる、 b : 液体、固体に対しても成
立、C: 分子の運動エネルギーは温度に比例、が熱は分子
の運動エネルギー、e:熱エネルギー、 J: 電流の熱作用、
a: ジュ ール熱、b: ジュ ールの法則、〇：記載あり、△：「分
子の運動」という表現、一：記載なしをそれぞれ表す。
3エネルギー（熱）概念の扱いの変化

(1)前回と変化したのは ①「熱の本性」について、『熱
はエネルギーの移動形態』が4社に増えたこと。② 「熱
運動」の用語を3社が使用を中止。③ 「熱エネルギー」
と云う言葉を 「分子の運動エネルギー」の意味で使用が
4社に増加。④「熱力学第一法則」は全社が式表示、等。
4考察とまとめ
O熱の本性 について：「熱はエネルギーの一形態」の認
識段階に留まっている（エネルギーの移動形態の言及が
無い）教科書が8社中4社延べ14種の教科書がることは、
我が国の理科物理教育の後進性を物語っている。
O熱量保存の法則 について：この用語は、caroli c説を温
存させた旧い時代のもので物理学的に不適切である。熱
機関の原理を考えれば、熱は保存量でないことは明白。
この用語が今日まで使用されているのは異常と云える。
O熱エネルギー の用語について： 前回に指摘した様に、

「理科4科目必修」時代以後の学習指導要領からは消え
た用語である。「熱エネルギー」の用語は旧い時代に使用
されていた heat energyやwarmeenergie (熱、熱量の意味）
の訳語である叫1930年代になると、内部エネルギーの
うち分子の運動エネルギーと分子間位置エネルギーの総
和に対して、 英語圏では、 chemi cal energyと区別するた
めに、internal ener と云わずにthemrnl ener (「温庶に
よるエネルギー」の意味）が使用されるようになった。
しかし、我が国ではこの用語を、「熱エネルギー」と誤訳
し、未だに修正されていない。このため熱概念に混乱が生
じている 2 ), 3)。例えば大日本図書の物理1Bに、『•••この
内部エネルギーの移動が熱であり 、 移動した内部エネルギーの昂を表すもの
が熱品である。 』、 『・・・プレーキや路面の麻擦で、 力学的エネルギーはすべて
熱になる。こうしてエネルギーは、 最後には、私たちが利用しにくい熱壬主
ルギーとなって放出されてしまう。・・・』の記述がある （下線は引
用者による）。表1のAのcとEの a で 熱と内部エネル
ギーの混乱が見られる。混乱の要因は誤訳に起因するも
のと「熱運動」という言棄から誘発される誤概念にある。
O熱運動 の言策について：前回指摘した様に、欧米の川
い時代の物理学ではheatmotionやwarmebewegungが使用
されていた。この訳語が熱運動である。しかし、この用
語は物理学的に不適切なので、1930年代にthennalmotion 

やthennal agitation ( 温度による運動 、 温度的擾乱） に修
正された 4) 。ところが、我が国ではこの修正された用語
を「熱運動」と誤訳2J. 31. 4 I。「熱運動」という言茉は、「熱
が物質中にあり、この熱が分子等を乱雑に運動させてい
る、或はこの運動によって熱が生じる等。」という誤概念
を語発させる。実際、この言薬は、初学者の熱力学の理
解 に誤解や混乱を生じさせる悪贈の言薬である 2 ) . 3) . 5) 0 

5参考文献
1)五十嵐靖則日本埋科教育学会第69回全国大会論文1./c Vol. 17 (2019) 133
2) 五十嵐靖則熱概念の進化と日木の理科•物理教育の今後の在り方につ

いて 東理大教職教育研究 No. l, pp. 111-120 (2017. 3) 
3) 五十嵐靖則高等学校学習指導要領理科と教科否に見るエネルギー概念

の扱いの変遷一生活単元理科から系統理科まで—
束理大教聡教育研究 No. 3, pp. 61-72 (2018. 3) 

4)五十嵐靖則 「熱迎動」という用語は物理学的に適切か 日本物理教育
学会第35回物理教育大会講演予稿梨pp. 108-109 (2018. 8) 

5) 五十嵐皓則 熱概念に対する学生の理解と混乱の実態 日本物理学会
講演概要集 Vol. 73. No. 2. DVD 物理教育分科会(2018. 9) 
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国公立理科系大学生における素朴概念の形成とその克服 
 

○山岡武邦 1，沖野信一 2，松本伸示 3 

Takekuni YAMAOKA，Shinichi OKINO，Shinji MATSUMOTO 
1東海学園大学，2石川県立金沢錦丘高等学校，3兵庫教育大学名誉教授 

【キ－ワード】 素朴概念，素朴概念の明確化，素朴概念の形成過程，アンケート調査 
 
１ 目 的 

本研究は，理数系学部に在籍する国公立理科

系大学生を対象に，素朴概念の形成及び克服の

過程を明確化させることを目的とした。 

２ 方 法 

（１）調査対象及び時期 

 2013 年から 2018 年にかけて，国立大学法人

Ａ大学の理学部，農学部等の理数系学部に所属

する大学生 319 名（内訳，男子 203 名，女子 116

名）を対象に，自由記述式のアンケート調査を

行い，これを分析対象とした。 

（２）アンケート調査の内容 

素朴概念の形成過程の明確化を目的として

実施したアンケート調査は，自身の経験に基づ

く素朴概念について尋ねる内容である。具体的

には，次の調査課題で 4 つの質問から構成さ

れ，いずれも自由記述で回答するものである。 

調査課題；小さい頃から現在までで，自分の経

験を振り返って，素朴概念と呼ばれるような

自然の見方をしていたものがあれば， 

質問 1；いつ頃ですか。 

質問 2；どのような考え方でしたか。 

質問 3；その原因を考察し， 

質問 4；どのように克服したのか（しようとて

いるのか），教えてください。 

 調査後に得られた記述内容は，全てテキスト

形式で入力し，データベースを作成した。質問

1，2は，山岡・沖野・松本（2020）で報告した。

本研究では，質問 3，4を報告することにした。 

３ 結 果 と 考 察 

データベースに収められた記述内容の全て

を，意味単位毎に分類し，記述内容の類型化を

行った。質問 3の結果は表 1に，質問 4の結果

は表 2にまとめた。表 1で，科目別・原因別に

χ２検定を行ったところ，有意な違いが見られ

た（χ２＝93.985，df＝21，p <.01，φ=.28）。

残差分析の結果，本や漫画の世界観から得られ

る素朴概念は化学が少なく，生物，地学が多い

ことが分かった。表 2で，科目別・克服要因別

にχ２検定を行ったところ，有意な違いが見ら

れた（χ２＝84.191，df＝30，p <.01，φ=.25）。

残差分析の結果，化学，生物，地学は実体験と

の照合により，克服することが分かった。 

表 1 質問 3の結果(複数回答可) 

原因 物理 化学 生物 地学 合計 

イメージによる理解 45 11 13 20 89 

実体験を基にした経験 63 13 1 14 91 

子どもなりの筋道 39 16 7 12 74 

直感的観察 17 10 9 13 49 

一側面のみで判断 8 12 9 8 37 

不可視の現象 7 20 1 3 31 

本や漫画の世界観 7 1 4 10 22 

テレビや映画の世界観 9 2 1 5 17 

表 2 質問 4の結果(複数回答可) 

克服要因 物理 化学 生物 地学 合計 

克服できていない 15 1 2 2 20 

教科書による学習 73 38 13 28 152 

他者との会話 11 10 2 10 33 

数式による証明 46 2 1 3 52 

学校での実験 15 14 5 2 36 

創意工夫に基づく実験 14 9 1 3 27 

思考実験 6 2 2 4 14 

実体験との照合 4 5 5 6 20 

図鑑等による自主学習 17 5 5 11 38 

SNS やテレビ番組 13 5 7 10 35 

発達段階に応じた理解 12 4 3 10 29 

４ まとめ 

 今回の結果から，生物，地学は，本や漫画で

素朴概念を形成し，実体験との照合により克服

している傾向が明らかとなった。 

付記・謝辞 

本研究の一部は JSPS 科研費 20K14121 の助成

を受けている。 

引用文献 

山岡武邦，沖野信一，松本伸示（2020）「国公

立理科系大学生における素朴概念の獲得過

程に関する研究」『日本理科教育学会全国大
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物理量の認識に関する調査問題の検討

単位あたりの量に着目して

○町田一葉 1，松浦拓也 1

広島大学大学院人間社会科学研究科

【キ－ワード】 単位あたりの量，物理量，単位，大学生，予備調査

１ 研究の背景および目的

平成 27 年度高等学校学習指導要領実施状況

調査（国立教育政策研究所，2017）によると，

物理基礎における課題の一つとして「単位まで

を物理量として定量的に扱うこと」が挙げられ

ている。また，佐々木（2016）は，密度の学習

における課題として，単位に対する理解が浅

く，イメージしがたいことを指摘している。こ

のように，物理量の中でも特に単位あたりの量

の認識について課題があるのではないかと考

えた。これまで，単位に着目した授業実践や学

習ツールの提案は報告されているものの（e.g. 
石井･林，2015），生徒の単位あたりの量の認

識については明確ではないようである。そこで

本研究では，学習者の単位あたりの量の認識を

明らかにする調査問題の開発を目的とする。

２ 方法

（１）研究の手順

高等学校進学前の中学生を対象に，単位あた

りの量についての認識を明らかにするために，

まず調査問題の検討と予備調査を実施した。

（２）調査問題の概要

理科で扱われる単位あたりの量と，日常的に

使われる単位あたりの量を検討し，予備調査に

用いる４つの題材を選定した。調査問題におい

ては，１つの題材につき３つの小問を設定し

た。まず問１では，「どちらの方が速いか」「ど

ちらの方が卵をよく産むか」など，２事象を比

較させる問題とし，単位あたりの量を比較する

過程と結論を記述させた。問２では，「 （per
または毎，以下同）」を含む見慣れない単位を

示し，その単位に基づく数値について計算式と

結果を記述させた。問３では，問２と同様の「 」

を含む見慣れない単位の意味を自由記述で回

答させた。予備調査においては，作成した つ

の大問をＡ冊子（速度･頻度）とＢ冊子（密度･

燃費）に分け，対象者にランダムに配布した。

３ 予備調査の結果と考察

大学生･大学院生８名（文系５名，理系３名），

中学３年生６名を対象に，５月上旬に予備調査

を実施した。A 冊子における設問，対象ごとの

基礎集計を以下の表 1 に示す。

表１ Ａ冊子基礎集計

題材 正答人数 正答率
 正答人数 正答率

 
速度 大学生（n=4） 中学生（n=3） 

(1)式 2 50 1 33.3 
(1)答え 4 100 3 100 
(2)式 4 100 0 0 
(2)答え 4 100 0 0 
(3)答え 4 100 0 0 
頻度 大学生（n=4） 中学生（n=3） 

(1)式 3 75 1 33.3 
(1)答え 4 100 1 33.3 
(2)式 4 100 2 66.7 
(2)答え 4 100 2 66.7 
(3)答え 4 100 1 33.3 

大学生においては，意図通りの回答が得られ

たと考えられる。しかし，中学生においては，

問１では出題意図は伝わっていたものの，計算

式のみの記入や計算結果と結論の不一致とい

うパターンが見られた。このため，どのように

考えて立式したか，計算結果からどのように判

断したかなど具体的な記述が得られる問題文

に改善する必要があることが分かった。また，

問２，３のように見慣れない単位について扱う

問題では，無回答が多く見られたことから，出

題意図が中学生に伝わっておらず，問題文と回

答形式を見直す必要があることが分かった。

４ 調査問題の改善

問題文や回答形式の修正を行うとともに，無

回答の生徒の課題を探るための調査項目を各

小問中に追加した。また，単位あたりの量の認

識に影響を及ぼす可能性のある個人特性とし

て「教科の嗜好」「問題を解くときの考え方」

「学習習慣」を設定（全 23 項目）し，５件法

で問うことにした。

引用文献

佐々木庸介（2016）「学習の系統性を考慮し物

理量概念形成を目指した中学「密度」の指導」

『物理教育』64(2)，105-108.
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理科授業におけるセルフ・コンセプトに係る事例的研究

～教科を横断して影響するセルフ・コンセプトの内実～

○長沼武志 1，森本信也 2

横浜国立大学， 横浜国立大学名誉教授

【キ－ワード】 セルフ・コンセプト，ロープ・モデル，教科の横断

１ 目 的

学習における自分らしさの発露は，協働的な

問題解決において重要な要素である。学習指導

要領で主体的・対話的で深い学びに向けた授業

改善が掲げられたように，学びの主体は学習者

だからである。画一的な知識・技能の習得では

なく，個々における思考・判断を通した学習が

求められている。 
学習におけるセルフ・コンセプトは，こうし

た活動の充実において重要であると考える。す

なわち、学習者一人ひとりが自ら学習方略を選

択しつつ、その是非について協働的な活動を通

して吟味する。こうした活動が一体化して機能

することにより、図１に示すロープ・モデルが

学力形成に寄与する。 
このような視点に立つとき、セルフ・コンセ

プトは，一つの教科の学力と個別に影響するも

のではなく，教科横断的なものであると考えら

れる。しかしながら，このことについて教科横

断的な研究は，これまで，十分に取り組まれて

はいない。 
そこで，本研究では，教科を横断して影響し

ていると考えられるセルフ・コンセプトについ

て，他教科との関連を踏まえて，ロープ・モデ

ルを視点にその内実を分析し，その相関につい

て検討した。 

２．セルフ・コンセプトに関する諸理論

榎本（ ）は，セルフ・コンセプトにつ

いて，自分自身の知覚を体系化した記述的側

面と評価的側面とが関連しながら成り立って

いることを指摘した。また，Keyes,C.L.M.＆
Ryff,D,C.（2000）は，セルフ・コンセプト

が，自己一貫性や自己改善を基準に，資質や

能力，機能の向上を図る中で構築されると指

摘した。

そのセルフ・コンセプトの内実に係り，

Hattie,J.（2004）の指摘は，傾聴に値する。セ

ルフ・コンセプトをいくつものレベルが絡み合

ったロープ・モデルとして説明したのである。 

レベル１：学習に対する動機 
レベル２：多様な学習状況に対する対応策の選択 
レベル３：学習方略の決定。 
図１ ロープ・モデル（Hattie,J.,2004） 
 
長沼，森本（2019）は，理科授業におけるセ

ルフ・コンセプトについてロープ・モデルを視

点にその内実を分析することで学力形成に寄

与することを明らかにした。また，長沼，森本

（2019）は，Paris,S.,Turner,J.（1994）が措定

した動機づけを促す４つの活動が，セルフ・コ

ンセプトの構築に寄与することを明らかにし

た。 
 
３．教科を横断するセルフ・コンセプトの影響

これまでの論考を踏まえ，図２に示す授業デ

ザインに基づき，教科を横断して影響すると考

えられるセルフ・コンセプトの内実を分析す

る。そして，学習者の発話や振り返りの記述等

を分析し，その相関について検討する。加えて、

セルフ・コンセプトの質的拡大についても分析

する。 

図２ 教科横断的にセルフ・コンセプトの構築を促す授業デザイン
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科学的探究を構成する要素に関する研究 
自然科学分野の学術論文を事例とした質的分析 

◯越智 拓也，西内 舞 

Takuya OCHI, Mai NISHIUCHI
国立教育政策研究所

【キーワード】科学的探究，学術論文，ムーヴ，質的分析

はじめに 
科学的探究は，理科教育における重要な要素の

１つであり，その在り方は絶えず議論されてきた 
(e.g., Melville, 2015) 。翻って，言語学の分野におい
ては，自然科学分野の学術論文がどのように記述

されるのかを通して，学術論文の構成要素につい

て検討されてきた。学術論文をその構成要素から

論考することは，理科教育における科学的探究の

デザインを検討する上で，１つの視点となり得る

と考えられる。 
本研究では，学術論文の構成要素から科学的探

究の構成要素について検討することを目的とする。 

Ⅰ 理論的枠組みと分析の手続き 
アカデミック・ライティングにおいて，学術論

文の形式としては IMRaD (Introduction, Methods, 
Results and Discussion) が広く知られているが，そ
の構成要素を分析する際に用いられる概念として，

ムーヴ (move) が挙げられる (Swales, 1990) 。こ
のムーヴとは，論文の中での役割や伝達内容によ

って区切られた，いくつかの文のまとまりである

（中谷，2016；Nwogu, 1997）。本研究では，この
ムーヴの考えを援用した。 
分析に際しては，まず，代表的な科学ジャーナ

ルの１つであるNatureを選定した。このうち，2020
年に公開された論文から，2021年６月に３本を無
作為に抽出して事例的に分析の対象とした。 
本研究では，分析手法として質的分析を採用し

た。具体的には，抽出した論文を，佐藤（2008）
のオープン・コーディングの手法を参考に，以下

の手順で分析した。 

1. 論文を役割や伝達内容ごとのまとまりのセグ
メントに分割した。 

2. それぞれのセグメントがもつ内容を吟味し，
ラベルリングを行った。 

3. 似た内容のラベリングされたものをグループ
化した。 

4. それぞれのグループがもつ機能を吟味し，ム
ーヴとして命名した。 

また，分析の過程において，その妥当性を検討

するために，第１著者が行った分析に対して，第

２著者によるトライアンギュレーションを行った。 

Ⅱ 結果と考察 
分析の結果，表に示す計 14 のムーヴを抽出し
た。これらのムーヴのうち，ムーヴ１，７〜９は

事例とした３本の論文すべてに含まれていた。な

お，Nwogu (1997) においても，「標準的に必須な
ムーヴ」と「選択的なムーヴ」のそれぞれ示され

ており，必ずしも１つの論文の中にすべてのムー

ヴが必須なわけではない。 

おわりに 
本研究では，自然科学分野の学術論文を分析し，

それらの論文を構成する 14のムーヴを抽出した。
この結果は，限られた事例からの限定なものであ

るため，他のジャーナルの論文を含めたより詳細

な分析が必要である。 

主要引用文献 
Nwogu, K. N. (1997). The Medical Research Paper: 

Structure and Function. English for Specific Purposes, 
16(2), 119-138. 
佐藤郁哉（2008）．『質的データ分析法：原理・方法・
実践』．東京：新曜社． 

Swales, J. M. (1990). Genre Analysis: English in Academic 
and Research Settings. NY: Cambridge University Press. 

表 抽出したムーヴとその機能 
ムーヴとその機能 セクション 

1. 一般的な背景情報 

Introduction 2. これまでの学術的成果と限界 
3. 研究の焦点 
4. 本論の概要 
5. 方法論に関する記述 

Methods 6. 測定の手続きに関する記述 
7. データのサンプリングの説明 
8. 測定したデータに関する記述 

Results 9. 理論値との整合性の解釈 
10. データのもつさらに検証すべき点 
11. 追加して検証したデータに関する記述 
12. 研究の総括 

Discussion 13. 研究の価値づけ 
14. 研究成果の拡張 
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    「光」と「色」の関係を扱う取り組み 

        市民的科学リテラシーの充実を目指して  
 

○田中元，茂野睦 

Hajime TANAKA, Mutsumi Shigeno 

                        秀明大学 

【キ－ワード】 光，色，科学リテラシー，市民的科学リテラシー 
 

１ 目 的 

 「光」と「色」は生活に密着するものであり，

これらに関する具体的なイメージを持たない

児童生徒は皆無であろう。また，理科への入り

口としてこれらが重要な役割を果たすことは

数多いことと推察される。しかし，学校におけ

る授業がこれらの関係を扱うことは少ない。 
筆者らは「色」（波長）に依存する「光」の

性質を知ることが市民的な科学リテラシーに

含まれるべきであると考え，小中学生でも無理

なくこれを体験できるような工夫を試みた。現

在，「光の三原色（RGB）」を軸として光の分

散，回折能，エネルギーの色による違いを体験

するための科学教室を数回に渡って実施中で

あり，この成果と課題を報告したい。 
２ 方 法 

（１）科学教室の内容例 

 科学教室の流れの一例は次のとおりである。 
① 紙コップと LED を用いた混色実験（三沢

（2015），高和ら（2018）を参考に） 
② プリズムを用いた分光（プロジェクターを

白色光源に使用） 
③ 蓄光シートを用いた光のエネルギー比較

体験（大山（2006）を参考に） 
④ 光ファイバーを用いた，色による回折能・

散乱度の比較実験 
⑤ ホログラム万華鏡の工作 
（２）科学教室実施後のアンケート集計例 

 科学教室「万華鏡で自分だけの虹を手に入れ

よう」（2020 年 12 月 20 日，足立区ギャラク

シティ）を実施した際に得たシールアンケート

の結果を撮影し，図１に示した。本稿はモノク

ロであるが，シールの色によって回答者の年代

と性別が区別されている。 
３ 結 果 

 図１において，「Q1 この実験をおうちでも

やってみたいと思いましたか（N=17）」「Q4 

学校の授業でもこの実験をやってほしいと思

いますか（N=14）」というそれぞれの質問に対

して，回答はすべて肯定的なものであった。他

の機会で得たアンケート結果等（詳細は割愛）

を合わせると，初めて触れる科学的知識に対し

て，心理的なハードルを下げることに成功して

いると言える。 

４ 考 察 
光の分散，回折能，エネルギーという，一般

の子ども・大人にとっては決して身近なものと

は思われない科学的事象を扱ったにも関わら

ず，参加者の満足度は高いと見られる。一方で，

これらの知識をどこまで正しく伝えることが

できているのか，現状ではこれを検証できてい

ないことが課題として上がる。 

参考文献 
三沢達也（2015）「３色発光ダイオード（LED）

を使った紙コップ発光器の製作と光の三原

色 の 実 験 」  https://www.mirai-
kougaku.jp/laboratory/pages/151105.php          

（2021年 7月 18日現在）． 

大山光晴（2006）「エネルギー準位の存在を考

える新しい実験教材の開発」『物理教育』54 
巻 4 号 p. 282-285． 

高和宏行，田所利康，古川貴大，阿部航大，阿

部昌浩（2018）「青色 LED と蛍光色素を用

いたパステルカラーの生成」, 第 65 回応用

物理学学会春季学術講演会, 18a-P1-28． 

 

図１ 科学教室で得られたアンケートの例  
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電流はベクトル量かスカラー量か

自然科学と教育現場に於ける電流の取り扱い

荒川悦雄 1，○菅原善之 1，渡邉玲生 1，フォグリ ヴォルフガング 1，高橋敏男 1，沖津康平 2

Etsuo ARAKAWA, Yoshiyuki SUGAWARA, Reo WATANABE, Wolfgang VOEGELI, Toshio TAKAHASHI, 
Kouhei OKITSU

1東京学芸大学，2東京大学

【キ－ワード】 電流の向き、電流密度、電流素片、ベクトル量、スカラー量

１ はじめに

 小学校から大学までの教育現場にて習う電

流がベクトル量なのかスカラー量なのかを整

理した。電流をベクトル量とする場合の向きに

ついて述べ、電流をスカラー量とする場合には

考えることができないはずの《電流の向き》に

ついて論じ、教育現場への提案をまとめた。

２ 電流密度、電流素片、及び電流

 《電流の向き》は小学校にて紹介され、中学

校の定義のように導線の経路の向きならば、線

素片ベクトル dL あるいは導線の断面の面素

片ベクトル dS によって表すことができる。一

方、高等学校の定義のように電荷の移動、運動、

あるいは流れならば、ドリフト速度 υd で表し

たり、υd に電荷密度 ρ を乗じた電流密度

j = ρ υd (1)

によって表したりすることができる（兵頭，

1999）。

 ファインマンは電流をスカラー量

I = ∫S
 j･dS (2)

で定義している（ FEYNMAN, LEIGHTON, 
SANDS, 1975）。磁束密度 B 中にある微視的な

速度をもった電荷が受ける力はローレンツ力 
F である。この F から、B 中にある導線内の

電流が単位長さ ΔL あたりに受ける巨視的な

力 ΔF/ΔL (= I × B) を導出する際、(1)を使って、

導線内にベクトル電流（the vector current）

I = j A (3)

を定義している（FEYNMAN, et al., 1975）。こ

こで、A は導線の断面積である。

 ランダウ=リフシッツによると、体積要素 
dV に於ける電流に関する式は、線素片ベクト

ル dL に於ける電流に対して、

j dV → I dL (4)

の置き換えが成り立つとしている（ランダウ=
リフシッツ，1970）。
 ファインマンの ΔL についての取り扱いを 
dL としてもよいならば、電流素片を I dL と
していると見ることができる。この電流素片と

しては、ランダウ=リフシッツによると、(4)に
て I の方に向きがあるのではなく、dL の方に

向きがあるとしている。

３ 教育現場に於ける電流の表現

 電流に対する諸学校の現状は、あるときはベ

クトル量とされ、またあるときはスカラー量と

されていた。小学校以降の教育現場に於ける電

流についての表現は、《電流の向き》というよ

うに、ベクトル量に限られるような表現に偏っ

てはいないだろうか。諸学校で電流を教えると

き、それが(3)のベクトル電流のことなのか、あ

るいは(2)の電流の強さのことなのかを意識す

るならば、それぞれの表現を工夫することがで

きるだろう。

４ おわりに

 自然科学では、電流は広義に電荷の移動、運

動、あるいは流れを指す現象に対する名称であ

った。この電流という現象を狭義に定量化する

物理量にはベクトル量とする場合とスカラー

量とする場合の両方が存在していた。教育の現

場にて、電流に関する興味や理解が深まること

は、表現や教材の発展にもつながるだろう。

引用文献

FEYNMAN, LEIGHTON, SANDS (1975). The 
Feynman LECTURES ON PHYSICS, VOLUME 
II, ADDISON-WESLEY, California, Chap. 13.

兵頭俊夫（1999）「電磁気学」裳華房、第 6 章．

ランダウ=リフシッツ（1970）「電磁気学１」

井上健男、安河内昂、佐々木健 訳、東京図

書、第 4 章．
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事実としての生命をもとにした生命観の合意形成へ 

─生命科学教育の基礎理論序説─ 

○走井 洋一 1，大貫 麻美 2 
Yoichi HASHIRII，Asami OHNUKI 
1東京家政大学，2白百合女子大学 

【キ－ワード】 生命科学教育，事実としての生命，自然科学，人文社会科学，エージェンシー 
 

1 問題の所在 
 生命科学教育は，端的には生命についての科

学的知見に立脚した教育を指す。ただ，ここに

は，生命を捉える科学というフレームをどう捉

えるのかという問題が所在し，この場合の科学

は自然科学にとどまるわけではない［走井 
2019］。それゆえ，生命科学教育が前提とする

生命概念もまた，そうした科学のフレームに応

じて，さしあたって，事実／価値の両側面から

捉えうるものとして措定することができる。 
2 事実としての生命 
 生命を実在のレベルで捉えることで自然科

学の対象とすることができる。実在と捉えるこ

とによって，個人主義的な生命観を生み出して

きた［走井 2019］。ただ，自然科学による生命

の探究によって多くの成果をあげてきたこと

も確かである。少なくとも，医学の進展によっ

てより健康的な生活を手に入れることを可能

としたし，生物学，特に進化論は私たちが協力

的な関係をもって生活する志向性を有してい

ることを明らかにしてきた［走井 2020］。 
 一方，例えば，小学校・中学校の道徳教育で

は，生命を「連続性や有限性を有する生物的・

身体的生命」，「人間の力を超えた畏怖されるべ

き生命」であるとしている［文部科学省 2017: 
64］。これらは価値的側面として人文社会科学

が捉えてきた生命概念に基づくと考えること

が可能である。 
 ただ，これらはいずれも，私たちが生命を捉

えてきたという事実を示すものであったとい

ってよい。 
3 生命科学教育の目標─生命観の合意形成 
 しかし，生命科学教育が目指すところは事実

のみに依拠することはできない。というのも，

あるもの（事実）からあるべきもの（当為）を

安易に導くことはできないからである［cf. 
Dilthey 1888, 1958: 57］。それゆえ，事実として

の生命に基づきつつも，どのような生命観に立

脚して生命科学教育を行うべきかを考えなけ

ればならないが，当為は必ずしも理論的帰結と

して見出されるものではない。すなわち，当為

は社会的合意によってはじめて見出されるも

のである。生命科学教育の目標もまた，社会的

合意によって見出されるものであるといえる。

ただ，このことはこれから合意を得ることを求

めているのではなく，上述の諸科学が明らかに

してきた生命についての捉えを事実として共

有ししつつ，エージェンシー［cf. OECD 2021］
としての教師と学生がお互いの生命観につい

て対話しつつ，合意形成していく場を提供する

こと，これこそが生命科学教育が目指すところ

となるはずである。 
引用文献 
Dilthey, W.［1888, 1958］”Über die Möglchkeit 

einer allgemeingültigen pädagogischen Wissen- 
schaft” in Willhelm Dilthey Gesammelte 
Schriften, Band 6, Vandenhoeck & Ruprech. 

走井洋一［2019］「生命科学教育の前提となる

生命概念の教育哲学的検討」（日本理科教育

学会第 69 回全国大会，於：静岡大学，課題

研究「女子大学生の教養を培う生命科学教育

を検討する」） 
走井洋一［2020］「生命科学の再検討─自然

科学と社会学の接合点」（日本理科教育学会

第 70回全国大会，於：岡山大学（紙上発表），

課題研究「女子大学生の教養を培う生命科学

教育を探る」） 
文部科学省［2017］『小学校学習指導要領（平

成 29年告示）解説 特別の教科 道徳編』 
OECD［ 2021］Future of Education and Skills 

2030,https://www.oecd.org/education/2030-
project/, 2021/7/15 確認 

付記 
本発表は JSPS 科研費 17H01982（研究代表：大

貫麻美）及び 17K04579（研究代表：走井洋一）

の助成を受けたものである。 
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資源の学習の意義と価値に関する歴史的研究 

-第二次世界大戦前の教科「博物」を中心として- 

 

○中西裕也 1，磯﨑哲夫 2，林武広 3 

Yuya NAKANISHI, Tetsuo ISOZAKI，Takehiro HAYASHI 
1広島大学大学院・広島県立賀茂高等学校，2広島大学大学院人間社会科学研究科，3比治山大学 

【キ－ワード】 資源，中等教育，博物，鉱物（界），意義と価値 
 

１ はじめに 

資源に関わる学習は，SSI(socio-scientific issues: 
科学・技術が関連する社会的諸問題 ) や
SDGs(Sustainable Development Goals: 持続可能な

開発のための教育)などにおいて，科学的根拠に基

づいた意思決定や学びへの動機付けなど多様な文

脈から捉えられている（例えば，磯﨑，2014）。

わが国では，資源に関わる学習が，戦前から中等

教育段階において行われてはいたものの，現在の

理科教育を考える上で，歴史的な視座からその学

ぶ意義や価値を検討することは重要である。 
本研究では，わが国における資源に関する学習

が，どのような目的・目標，内容であり，どのよ

うに変化してきたか分析し，歴史的な視点から今

後の資源に関する学習の位置づけや意義を検討す

ることを目的とする。わが国において資源の開発・

輸出入が大きく変化した時期であり，中学校令が

制定され教科「博物」が成立した 1886（明治 19）
年から「博物科鉱物」が「物象」に含まれるまで

の 1941（昭和 16）年に発刊された教科書（博物示

教，博物，鉱物界，鉱物（学））85 冊を調査対象

とする。教授要目等の改訂ごとに 4 つの期間に分

けて分析した。それらは 1886−1907，1908−1909，
1910−1931，1932−1941 の 4 つである。 
２ 資源の数の変化 

資源として扱われている素材の数の量的変化を

調査するため，教科書の総ページ数における資源

の数を割合で示した（図 1）。さらに，資源を利用

するための工業的な図および資源の採掘図，鉱山・

鉱床に関わるページ数および石油・石炭に関わる

ページ数を集計した（図 2〜5）。 

 
図 1：総ページ数に対する資源の数の割合の変化 

 
図 2：工業に関わる図の数の変化 図 3：採掘図の数の変化 

 
（左）図 4：鉱山・鉱床に関わるページ数の変化  

（右）図 5：石油・石炭に関わるページ数の変化 

 

３ 資源を扱う意義の変化 

教科書の緒言や人生と鉱物界などの章を中心に

分析した。その結果，資源を扱う意義は，国家の

繁栄に伴う国民の文化・文明の進歩による幸福の

増進が目指されていたことが明らかとなった。ま

た，新たな資源の開発や技術の利用・応用に関す

る記述は増加していったが，他国の資源の種類や

産出量の比較については 1910−1931 年の間のみ言

及されていた。 
４ まとめ 

資源を教育で扱う意義として，一貫して資源は

私たち人間の生活に関わっていることが説かれて

いた（脇水，1894）。資源の工業的扱いの増加は，

将来の職業人の育成を目指しただけでなく，資源

についての文化的価値の視座からも重要であっ

た。資源については，科学の知識そのものに加え

て，科学についての知識の両側面から学ぶことが，

SSI や SDGs の視座から重要となろう。 
 

主要引用文献 

脇水鐵五郎（1894）：普通教育に於ける鑛物学

科を論ず，地学雑誌，70，552−556． 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

⼯業に関わる図の数

0

5

10

15

20

25

⽯油・⽯炭に関わるページ数

0

5

10

15

20

25

30

35

鉱⼭・鉱床に
関わるページ数

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

採掘図の数

0

5

10

15

20

25

30

35

40

⼯業に関わる図の数

0

5

10

15

20

25

⽯油・⽯炭に関わるページ数

0

5

10

15

20

25

30

35

鉱⼭・鉱床に
関わるページ数

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

採掘図の数

0

5

10

15

20

25

30

35

40

⼯業に関わる図の数

0

5

10

15

20

25

⽯油・⽯炭に関わるページ数

0

5

10

15

20

25

30

35

鉱⼭・鉱床に
関わるページ数

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

採掘図の数

0

5

10

15

20

25

30

35

40

⼯業に関わる図の数

0

5

10

15

20

25

⽯油・⽯炭に関わるページ数

0

5

10

15

20

25

30

35

鉱⼭・鉱床に
関わるページ数

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

採掘図の数

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）2J09

一
般
研
究
発
表

− 373 −



高橋熙の「体験教育」の実践に関する一考察 

―蝉を題材とした活動における「表示」の質に着目してー 

〇中村竜征¹，国谷直己²，宮本直樹³ 
Ryusei NAKAMURA，Naoki KUNIYA，Naoki MIYAMOTO  
¹’³茨城大学大学院教育学研究科，²川村学園女子大学教育学部 

【キーワード】 科学教育，体験教育，表示（思惟・反省） ，高橋熙，蝉  
 

１ 緒言 
 中村ら(2020)は，科学教育における戦前の体
験教育の実践例を整理している。これまでの研
究成果は，科学教育における断片的なアプロー
チに傾斜していたため，体験教育の実践が偏っ
て語られてきた。本研究では，高橋熙の「体験
教育」が根本原理となっている茨城県稲敷郡大
須賀小学校の蝉を題材とした「体験教育」を再
考することを通じて，「体験教育」の特徴であ
る「体験」が「了解」へと深化する過程の一端
を明らかにしていく。 
２ 研究の方法 
 高橋(1974)によると，「体験教育」は「生（自
我や精神）」を有する被教育者の意識的な側面
である「体験（具体普遍・主客合一であり価値
を有する一元的実在）」が，多様な「表現」を
通じて「了解（深化した「体験」，価値の体得）」
へと深化する「連関」を重視した教育原理と捉
えることができる。つまり，「体験」が「了解」
へと深化するには，「表現」の充実が不可欠で
あると言える。ここでの「表現」は「体験（表
象し意志し感ずる総合的・全一的・知情意的の
全人的活動）」（以下では名称の重複を避けるた
め，「表現」における「体験」を「動体験」と
規定する），「表示（思惟・反省）」，「再体験（他
の精神的体験を体験すること）」の 3 要素から
構成される。 
 本研究では，蝉を題材とした活動について，
蝉に関する学習結果の発表である「鑑賞批評討
議」に着目した。また，「鑑賞批評討議」の梗
概を「表示」の質と関連させることで，「表現」
における「表示」について検討する。 
３ 「表示」の質の分析 
 はじめに，蝉を題材とした活動における「鑑
賞批評討議」の梗概において,「表示」の質に着
目し，これを分析すると，「表示」の質の違い
によって「表示（思惟・反省）」とそれ以外の
「表示」（思考，思惟，反省）に分けることが
できた（表 1）。具体的には，「表示（思惟・反
省）」は 1,2,6 が該当する。それ以外の「表示」
では，3,4,5,7 の実践が該当する。3,7 では思考
のみ，4,6 では思考と反省の両方が確認された。 

  表 1 蝉を題材とした活動と「表示」の質との関連 
蝉を題材とした活動における「鑑賞批評討議」の内容 「表示」 

１，算術問題 
蝉の脚は 6 本ある皆でとった蝉が 50 匹ある脚は皆で何本あるかというような

児童の構成した問題を相互に解決していった。 
思惟・反省 

２，理科的のしらべ 
 蝉の翅は何枚，脚に何本，眼はいくつ，というような発表，蝉は何を食って生
きているか，蝉は何から生まれるのか。蝉はなぜなくかどこでなくか。というよ
うな問題が出る。それの解決をする。 

思惟・反省 

３，国読巻三「せみ」を読み内容を調べた。 思考 
４，綴り方発表 5 名（背面黒板へ発表したもの 3 名朗読したもの 2 名） 思考，反省 
５，話し方（蝉取りの経験） 思考，反省 
６，図画，雨日に亘って蝉の絵，せみとりの絵，せみの図解等を画用紙に描いた
者は正面の黒板ノートへ描いた者は黒板の下端に並べた。この外小黒板壁黒板に
描きたい者もあった。以上４，５，６，の発表に就ては素朴的な総合的な鑑賞批
判をした。 

思惟・反省 

７，唱歌（小学唱歌尋二教材） 思考 

(出典：『茨城教育』(1928)の記述を参考に筆者が作成) 
「表示」を展開していると判断した根拠につ

いて，1 では作問の過程において蝉の体のつく
りについての思惟や作問の改善等の反省が想
定されるからである。2 についても，思惟は同
様の理由であり，これまでの経験や活動を自覚
的に整序する反省の過程が想定される。6 にお
いても同様の思惟が期待されるとともに，蝉を
捕獲する様子を図画に表すことは当時の情景
を思い出し，その様子を整理するという反省の
過程につながるため「表示」であると推測する。 

以上，「表示」に着目した分析を行うと，そ
の質に違いが見られた。また，「鑑賞批評討議」
の中心的活動である 1,2,6 の活動は，思惟・反
省の「表示」であった。 
４ 結語 

蝉を題材とした活動において，「表示」の質
の違いが見られた。そして，「体験」に関わる
「表示」の充実が見られた。今後は，更なる「体
験」から「了解」への深化過程の解明を進める
ためにも，「動体験」や「再体験」にも着目し
て研究を進めていく必要がある。 
引用文献 
茨城教育(1928)『第 519 号』茨城県教育会,39-

41． 
中村竜征・国谷直己・宮本直樹(2020)「昭和戦

前期の茨城県稲敷郡における科学教育―金
江津小学校長高橋熙による『体験教育』の原
理と実践に着目して―」，『日本理科教育学会
関東支部大会発表論文集』第 59 号，9． 

高橋熙(1974)『思潮をこえて―今に生かしたい
体験教育―』清水書房,158-162． 
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ザンビア中等理科教科書における教科書分析
教材機能、学習材機能的側面からの分析

◯小川 翔生

広島大学大学院

【キーワード】: 教材機能、学習材機能、学習内容構造

1. 目的

本研究の目的は、ザンビア中等理科教育で使用

されている、理科教科書の学習内容構造と、教科

書に提示されている活動の役割を明らかにするこ

とである。

この目的を達成するために以下 つのリサーチク

エションを用意した。

トピックごとに使用されている、主な学習内

容構造パターンは何か？

ザンビア理科教科書には、どんな学習材機能

を有している傾向があるのか？

2. 研究方法

研究方法として、園山 が行なった学習内

容構造分析を元に分析を行う。

学習内容構造分析

園山 が行なったように、 で提示

されている、 つの学習内容構造を元にザンビア

の理科教科書を分析し、学習内容構造を図に示

す。次に、学習内容構造の図を元に、ザンビア

理科教科書のトピックごとの主な学習内容構造

を明らかにする。

学習材機能分析

高倉 が提示した つの学習材機能に必要

とされる機能を元に、ザンビア教科書に提示さ

れている活動にはどのような役割を含んでいる

のか検討を行う。

なお、本研究の対象教科書は、現地の理科の先

生が実際に使用している、「

」 、「 」の つの教科書を分

析対象とした。

また、分析対象トピックは、ザンビアの生徒に

身近であり、社会的にも問題になっている「

」、「

」、「 」、「

」の つのトピックを分析対

象とした。

3. 結果

「トピックごとの学習内容構造」

ザンビア理科教科書の「 」、

「 」を分析したところ、それぞれ、一つ

の学習内容構造を用いて、中心的な科学的知識に

至る構造はあったが、主に、 つ以上の学習内容

構造を用いて中心的な科学的知識に至る構造がそ

れぞれのトピック内で目立った。

「学習材機能」

「 」の分析結果、 つ以上の活動が

トピック内で見られた。それらの機能の役割は、

主に、これまでの内容を振り返り、次の学習に繋

げる「学習内容定着機能」が比較的多く見られる

傾向があった。

また、「 」では、トピックごとに つの

活動のみしか見られなかった。それらの活動の機

能は、 つは、「学習方法定着機能」であったが、

それ以外は、「学習内容定着機能」が多く見られ

る傾向であった。

両教科書とも、知識を復習するなどの機能を有

している学習活動が多い傾向であった。

4. 考察

今回の研究で、ザンビア教科書でのそれぞれのトピ

ックの学習内容構造パターンと、学習活動にどのよう

な学習材機能が含まれているのかを分析することがで

きた。

今回の研究で求めることのできた学習内容構造を授

業内で意識して進めることで、生徒の科学的知識定着

の向上につながるのではないかと考える。

また、学習活動では、「学習内容定着機能」への偏

りがあることがわかったため、授業内で教科書に提示

されてないような、生徒が学習に興味を引く活動を盛

り込む必要があるのではないかと考える。

参考文献

1) Science Grade 6 (2006), Harcourt Scholl Publishers
2) 園山 日本の中学校理科教科書に見られる

学習内容構造の特徴
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－000－ 
 

単元や題材を通して資質・能力を育てる学習指導の在り方 

 ～ 酸・塩基分野をテーマに ～ 

○浦川順一 A， 佐藤友介 B，佐藤 大 C，伊藤克治 D，後藤顕一 E，野内頼一 F 

Junichi URAKAWA, Yusuke SATOH, Hiroshi SATOH, Katsuji ITO，Kenichi GOTOH, Yorikazu NOUCHI  

茨城県水戸第二高等学校A，北海道帯広南商業高等学校 B， 
大学入試センターC，福岡教育大学 D，東洋大学 E，国立教育政策研究所 F  

【キ－ワード】 単元の指導計画，酸と塩基，探究の過程，粒子概念 

 

１ 目的 
 新学習指導要領においては，単元や題材など
内容や時間のまとまりを見通しながら，主体
的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
が求められている。今回，単元を通して，資質・
能力のつながりを意識した指導計画の見直しを
行うことにより，生徒が主体的に授業に取り組
めるような力を育成する授業実践を行うことを
目的とした。 
２ 実施内容 
（１）概要 
 本研究では，「５つの未知試料を同定する実
験」を中心に単元をデザインした。この実験を
単元の前半に入れることで中和に大切な価数や
粒子概念を定着させ，後半で行う中和滴定への
接続をスムーズにした。また，ほぼ毎時間実験
を行い実験に慣れさせ，実験を行うことで何が
わかるのかということに視点を向けさせた。さ
らに，小中学校での既習事項を想起させること
や実験において予想を立て共通点と相違点を挙
げること，グループで話し合うこと，科学的根
拠に基づいて説明できるようにすることを意識
させ，単元全体で粒子概念の構築を図る流れと
した。 
（２）「５つの未知試料を同定する実験」とは 

「５つの未知試料を同定する実験」とは，セ
ルプレートを用いて点眼瓶に入れた５つの未知
試料 A～E（同じ濃度の塩酸，硫酸，水，水酸化
ナトリウム水溶液，水酸化バリウム水溶液）を
フェノールフタレインだけを用いて自ら計画を
立てて実践し同定する実験である。 
（３）単元の指導計画・実践成果 

１．「塩酸と酢酸の違いは？」 

内容：マグネシウムリボンの溶け方から同じ濃度の酸でも違いがあることを確認する。 

感想：①酢は飲めるので塩酸より緩やかに溶かすと予想した。これには，電離度が関係 

しており強酸や弱酸が存在することがわかった。 

②同じ酸なのにマグネシウムリボンの溶け方が違うのは電離度によるものだとい 

うことがわかった。 

③塩酸の方が結びつきが弱いから 

※電離式，酸塩基の定義，電離度，価数などをまとめた別プリントを準備し簡単 

に説明した。 

２．「中和について」 

  内容：同じ濃度の塩酸と硫酸を中和するために必要な水酸化ナトリウムの滴下数を考え 

る。（セルプレートと点眼瓶を使用） 

  感想：①中学校での既習事項確認では，酸とアルカリが同じ量のとき中和すると答えた 

生徒が授業後には「H+の数＝OH－の数」という記述になっていた。 

②水酸化ナトリウムの滴下数が違うのは，価数の違いであると予想する生徒が多 

くいた。 

   様子：中和したときの様子を図示させるとなかなか進まなかったが,説明を行うと「あ－ 

そういうことか」という言葉が返ってきた。 

３．「５つの未知試料を同定する実験」 

  内容・感想：文中に記載 

４．中和滴定（塩酸） 

   内容：0.1mol/L 塩酸を 0.1mol/L 水酸化ナトリウム水溶液で滴定する。 
      ※塩酸 10mL を水酸化ナトリウム水溶液何 mL で中和できるか予想する。実際に実験 

器具を用いて実験を行う。実験結果から以前の滴下数×価数のように価数，体積， 
モル濃度の関係がどのようになっているかを考える。（説明を加える） 

様子：プリントの記述より，「何滴から何 mL」という考え方にスムーズに移行できてい 
た。必要な水酸化ナトリウムが 10mL であると記述している生徒が多くいた。 

 ５～９ 
酢酸の濃度を同定する中和滴定実験を行い，考察として自分たちが求めた食酢の濃度が正 
しいか確認するために mol/L→％へ変換する。さらに，中和滴定の pH 変化を滴定曲線よ 

り確認し，pH について考え，中和して生じる塩の液性について確認する流れで授業を 

行った。 

（４）生徒の変容 
１～３までを終了したあとの事後アンケート

では，「今まで先生や友達の真似をして実験を
やっていたので，自分で結果を予想して実験を
するということがとても面白かった。」「しっ
かりと考えながら実験を行うことで自分自身の
理解が全く違うんだなと今回改めて実感しまし
た。」などの感想やグループのメンバーと話し
合ったり新しい実験計画を立てたりすることに
よって未知のものを同定する事を楽しいと思う
ような生徒も出てきた。 

４～９の中和滴定の実験では，生徒が先の実
験でつかんだ（１滴の中に含まれる粒子の数）
のイメージを活用し，ちょうど中和するために
必要な体積や，その中に含まれているH+とOH－

の数を等しくすることに着目して酢酸の濃度を
求めていた。これは，粒子概念が定着したから
だと考える。 
３ まとめ 
 「５つの未知試料を同定する実験」を中心に
単元をデザインしたことにより，生徒が主体的
に学習に授業に取り組む様子が見られた。 
また，中和滴定や pH への接続もスムーズであ
ったと考える。最後に，今回のように単元全体
を見通し実験を行うことで私自身何を教えたい
のかが明確になったことが収穫だった。今回は
酸塩基の単元で行ったが，今後は他の単元でも
実践していきたい。 
参考文献 
1) 「資質・能力」を育む高校化学 探究で変える

授業実践 P80-93 
※ 本研究の一部は，科学研究費基盤研究(C)（代 

表野内頼一，課題研究番号 16K01049）による。 
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「化学反応の量的関係」を題材とする

深い学びの実現に向けた授業モデルの開発

○岡本 暁 A，神 孝幸 B，佐藤博義 C，伊藤克治 D，後藤顕一 E，野内頼一 F

， ， ， ， ，

島根県立出雲高等学校 ，国立教育政策研究所 ，大分県立大分工業高等学校 ，福岡教育大学 D，東洋大学 E

【キ－ワード】 化学反応の量的関係，探究の過程，新たな疑問，深い学び

１ 研究の背景と目的

授業を受け身の状態で受け，教師が答えを

書くことを待っている生徒が多く存在してい

たので，間違えても良いのでプロセスをノー

トに書くようにと伝えてきた。その取り組み

が少しずつ浸透し始めた頃に，「気付きのある

授業」を展開したいと考えた。化学反応の量

的関係では，過不足のないものから過不足の

あるものへと主に解法のテクニックを指導し

てきた自身の反省から，生徒が主体的に取り

組みながら，他者との協働のなかで考えを深

化させ，その違いに生徒自ら気付くことがで

きるような授業を構成したいという目的で以

下の実践に取り組んだ。 
２ 実施内容と結果

課題の把握（課題の設定）

炭酸水素ナトリウムと塩酸によって二酸化

炭素が発生する実験において，用いた炭酸水

素ナトリウムと生じた二酸化炭素の物質量の

関係を捉える。

課題の追究 その

① 仮説の設定：用いる炭酸水素ナトリウムに対

して生じる二酸化炭素の物質量を算出する。

② 実験： の塩酸 と炭酸水素ナ

トリウム ～ までを反応させる。反応

前後の質量を求めることで，生じた二酸化炭

素の物質量を求める。

③ 結果の処理 算出値と実験値を比較させ，

異なる場合はなぜ差が生じたのかを考えさせ

るとともに，グラフ描画で整理をさせた。

 
図１ 左  右

課題の解決 考察・推論 その

算出値と実験値が異なっていることに対し

て，反応の溶け残りを考えないといけないの

ではないかという意見が出てきた。そこで，

グラフを書くとどのようになるのか検討させ

た。多くの生徒が図１左のグラフを作図して

いるのに対し，図１右の曲線で結んだグラフ

を作図している生徒も一定数存在した。 
課題の追究(その 2) 

①仮説の再設定と検証計画の再立案：得られ

たグラフに対して「どちらのグラフが正しい

のか？」「どのような追実験をすれば確認で

きるか？」という問いかけを行い，実験計画

の練り直しを行わせた。それに対して，「ポ

キッと折れた部分の値を使って実験する。」

「1.0gのものに 2.0gのNaHCO3を追加する

と溶け残りができるはず」などの多面的な意

見が出た。 
②実験：過不足なく反応した前後に焦点化し

た実験を行っていた。その結果，各班で左の

グラフが正しいとの結論に達した。 
課題の解決 考察・推論 その

複数の物質が反応する場合には過不足という

視点が必要であるという考えに至った。 
３ 考察

実験結果から得られた新たな疑問をもと

に，生徒が他者との協働の中で考えを深化さ

せ，仮説の再設定と検証計画の再立案によっ

て追実験することで，主体的に取り組む姿が

見られた。さらに，酸塩基，酸化還元の単元

でも，反応前後の過不足の視点で課題に取り

組む生徒が多くいた。このように，探究の流

れが一方向ではなく，見通しと振り返りを２

回行うことで，主体的かつ深い学びが成立し

たと考えられる。 
＊本研究の一部は，科学研究費基盤研究

(C)(代表：野内頼一，課題研究番号 19K03186)
による。 
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探究の過程を取り入れた「化学びらき」の授業展開 

○松髙和秀Ａ，佐藤圭鼓Ａ，佐藤博義Ｂ，伊藤克治Ｃ，後藤顕一Ｄ，野内頼一Ｅ 

Kazuhide MATSUTAKA, Keiko SATOH, Hiroyoshi SATO, Katsuji ITO, Kenichi GOTOH, Yorikazu NOUCHI 

佐賀県立致遠館高等学校Ａ，大分県立大分工業高等学校Ｂ，福岡教育大学Ｃ，東洋大学Ｄ，国立教育政策研究所Ｅ 

【キ－ワード】 探究の過程，最初の授業，水とアルコールの混合，粒子 
 

１ 背景と目的 

令和４年度より高等学校で実施される新学習指

導要領では，「資質・能力を育むために重視すべき

学習過程のイメージ」として「課題の発見」「課題

の探究」「課題の解決」の一連の流れが示されてい

る。我々は，2018年の本学会１）において，生徒と化

学との望ましい出会いを意識して，化学基礎の最初

の授業（化学びらき）における「課題の把握（発見）」

に焦点化した授業実践を報告した。今回は生徒に粒

子概念をより深く理解させるため，「化学びらき」

（SSH 科目を含む）において「課題の探究」と「課

題の解決」まで含めた探究過程全体を取り入れた授

業を実践した結果と生徒の反応について報告する。 

２ 実践内容 

(１)課題の把握１）２） 

生徒に物質を構成する「粒子」と「すきま」に着

目させることを目的として，黄色のインクで着色

したエタノール50 mLの上から，青色のインクで

着色した蒸留水50 mLを加え，色の変化および混

合後の体積を測定する生徒実験を行った。実験は

予想をさせた後に行うようにした。 

生徒たちは混合後の溶液が緑色になったことは

予想通りであったが，体積が 100 mL にならなか

った（約 96 mL）ことには大変驚いていた。そこ

で，体積減少の理由を生徒たちに聞いたところ，化

学変化（化学反応が起こった）や状態変化（アルコ

ールが蒸発した，水が蒸発した）が最も多く，他に

物理化学的変化（アルコールが水に溶けた）等の考

察も寄せられた。その後，メスシリンダーにゴマと

大豆を50 mLずつ入れたものを示し，それらを混

合して体積が100 mLにならないことを演示した。

この演示を見せることで，生徒は教員が説明する

までもなく目の前で起こった現象を粒子概念で理

解していた。 

(２)課題の探究 

この授業で獲得した「粒子」と「すきま」の概念

を定着させるため，次の課題を与え，結果を予想さ

せた上で追加実験を行わせた。 

課題 水を下に，アルコールを上にして混合した

ら，どうなるでしょう？ 

① 色は？ ② 体積は？ ③ 質量は？ 

青色の水に黄色のアルコールを静かに注ぐと，

二層に分かれた（青色が下，黄色が上，界面が緑色

になった）。また，体積の減少はなく，質量も減少

しなかった。その後，この溶液をガラス棒でかき混

ぜると緑色となった。また，体積は数 mL 減少し

たが，質量は変化しなかった。実験前の生徒たちの

予想もこれらと同様であることが多かったため，

生徒たちは自分の予想通りの結果が得られたこと

に納得し満足した様子であった。 

(３)課題の解決 

生徒たちの考察は前回の授業で獲得した「粒子」

「分子間のすきま」という語を取り入れた（粒子概

念を適用した）ものが多かった。 

＜生徒の考察例（原文ママ）＞ 

「体積や質量が合計の値から変わっていなくて，色も

ほとんど混ざらずに上部と下部に分かれたことから，水

はアルコールに比べて粒の間の隙間が狭く，水にアルコ

ールを加えても混ざり合うことはなかった」 

次にレポートの作成と相互評価を行った。授業の

最後には生徒たちが相互評価で仲間からもらった

コメントを食い入るように読む様子が窺えた。 

３ 考察 

今回の探究の過程を取り入れた「化学びらき」の

授業は，生徒の粒子概念の獲得と定着に一定の効果

があったと考えている。特に「すきま」のイメージ

は，その後の授業で学習した水素結合等の分子間相

互作用の理解を促していたように感じられた。 

また，レポート作成や相互評価活動を通して生徒

の学習に対する主体性の向上も見られた。 

４ 参考文献 

１）一般社団法人日本理科教育学会第68回全国大会（岩手

大会）論文集 P.261 

２）後藤顕一他著 「資質・能力」を育む高校化学 探究で

変える授業実践 化学同人 P.33～43 

※ 本研究の一部は，科学研究費基盤研究(C)（代表 野内

頼一，課題研究番号16K01049）による。 
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探究の過程を踏まえた学習活動の開発 

 ～ 物質量の単元びらきをテーマに ～ 

○佐藤友介 A， 佐藤 大 B，神 孝幸 C，伊藤克治 D，後藤顕一 E，野内頼一 F 

SATOH Yusuke, SATOH Hiroshi, JIN Takayuki, ITO Katsuji，GOTOU Kenichi，NOUCHI Yorikazu 

北海道帯広南商業高等学校 A，大学入試センターB，国立教育政策研究所 C，F，福岡教育大学 D，東洋大学 E，  

【キ－ワード】 単元びらき，物質量，粒子概念，探究の過程 
 

１ 目的 

 高等学校学習指導要領（化学基礎）では，見通

しをもって観察，実験を行うことなどを通して，

物質とその変化を科学的に探究するために必要な

資質・能力を育成することを目指すことが示され

ている。このねらいが達成できるよう，筆者らは，

単元の導入を，単元につながる既習事項の確認と，

単元で大事にして欲しい視点及び考え方を意識さ

せる「単元びらき」に位置付けた探究的な学習活

動の開発を行っている。今回は，物質量の導入と

して，質量から粒子の数に視点を転換させること

を目的とした学習活動の計画について紹介する。 
２ 実施内容 

(1) 概要  

化学反応の量的関係を考えるとき，中学校まで

は主に質量で考えるが，高校では粒子の数で考え

る物質量の視点への転換が求められる。そこで，

「同じ質量パーセント濃度で同じ体積の酸と塩基

がちょうど中和するのか」という問いを立て，生

徒の予想と反して中性にならないという「課題の

把握（発見）」を促す。この活動を通し，質量か

ら粒子の数への視点の転換を図り，これからの学

習である物質量及び化学反応式の量的関係等への

移行が円滑に行われることをねらいとした学習プ

ログラムを開発することとした。 
(2) 学習活動の計画 

①学習課題，中学校の学びの確認 
はじめに，中学校での既習事項である質量パ

ーセント濃度及び中和反応について確認する。

その際，中学校で学ぶ中和反応の粒子モデルを

用い，粒子の数も同時に意識させるようにする。 
②学習活動の概要 
「1 %の酸と 1 %の塩基を同体積混合すると

どうなるか」，酸としてHCl 及びHNO3を，塩

基としてNaOH を用い，根拠を持って結果を予

想し，実験結果を踏まえ考察することを課題と

する。なお，考察を容易にするため，実験で用

いる水溶液はすべて d＝1 g/mL として考えるこ

ととし，指示薬として BTB 溶液を加えておく。 

 (3) 授業の展開 
①1 % NaOH 水溶液 100 mL と 1 %HCl 100 mL を

混合すると溶液は何色になるか予想させ，そ

の理由を考えさせる。この段階では同体積，

同濃度であることから，過不足なく中和して

溶液が緑色になると考える生徒が多くなると

思われる。 
②同様に，1 % NaOH 水溶液 100 mLと 1 % HNO3 

100 mL を混合した場合について予想させる。

①，②共に，生徒の予想が終わったところで

溶液を混合する 
③①の溶液は黄色（酸性），②の溶液は青色（塩

基性）と異なる結果が得られる。なぜこのよ

うな結果になるか生徒に考えさせる。 
④次の 3 つの考察の視点が得られるよう，教員

から段階的にはたらきかける。 
(ⅰ) 1 %の水溶液 100 mL に含まれる溶質

（HCl，HNO3，NaOH）は何ｇか？ 

(ⅱ) ちょうど中和するための条件は何か？  

  （イオンモデル図を想起させる） 

(ⅲ) 溶質の分子量・式量はいくつか？ 
⑤反応するのは溶質であること，反応の量的関

係を考えるときは質量ではなく粒子の数で考え

ることを徐々に認識させ，反応は質量よりも粒

子の数で考える方が都合が良いこと，したがっ

て，新しい概念（＝物質量）が必要であること

を確認し，全体共有する。 

３ まとめと今後の展開 

 物質量の概念の涵養は，粒子の視点への転換を

図る上で極めて重要である。この視点の転換が酸

塩基における水素イオンと水酸化物イオン，酸化

還元反応における電子の挙動に注目することにも

つながる。本学習活動の計画は，この単元だけで

なく，以降の化学の学びの「道しるべ」となるこ

とが期待される。今後，実践の成果及び以降の授

業への波及効果について，生徒の様子や変容も含

め，実践報告したい。 
※ 本研究の一部は，科学研究費基盤研究(C)(代

表野内頼一，課題研究番号 19K03186)による。 
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ビチューメンを用いたバクダッド電池の作製 

 

○長南幸安，三上雅貴 

Yukiyasu CHOUNAN, Masaki MIKAMI 

弘前大学 

【キ－ワード】 化学電池, アスファルト，ビチューメン，バクダッド電池 
 

１ 目 的 

 平成 29 年度の中学校理科学習指導要領改訂

に伴い，中学校 3 年単元「化学変化と電池」に

おいて従来のボルタ電池型ではなくダニエル

電池型を実験で取り上げることが明記され，多

くの実践報告がなされている。その中で今回

は，電池の歴史を考察するにあたり，電池の起

源ともいわれるバグダッド電池の作製教材と

しての可能性を検討することを目的とした。 

２ 方 法 

バグダッド電池とは 1932 年に現在のイラク

のバグダッド郊外にあるホイヤットランプフ

ァ遺跡で発掘された素焼きの壺である。紀元前

2-3 世紀頃に使われたものと当初は推測されて

いたが，発掘時の記録が不明確であることや壺

の様式から 5-6 世紀頃の遺物とする説が今で

は有力で，いずれにしろ世界最古の電池と考え

られる。鉄の棒を芯とした銅製の筒がアスファ

ルトによって栓をするように固定された構造

で、底には何か液体が入っていた痕跡を示すシ

ミが残っており，当時入手できたワインビネガ

ーや果汁を電解液として使用していたと考え

られている。 
今回作製するバグダッド電池については，ビ

チューメンソリューションを用いて発掘当初

のアスファルトによる絶縁および固定がなさ

れた状態を再現し，電解液にはワインビネガー

の酸度に相当する 5%酢酸を用いて，電圧の測

定を行った。 
３ 結 果・考 察 

 アスファルトは天然に存在する天然アスフ

ァルトと，原油を蒸留して製造する石油アスフ

ァルトがあり，日本国内では天然のアスファル

トは採取されないため，一般に石油アスファル

トのことをアスファルトと呼んでいる。原料は

原油で，主成分は炭化水素、その他ろうそくや

クレヨンにも使われているパラフィンやナフ

テンなどの油分やレジン分を含む。常温では半

固体，もしくは粘性の高い液体であることが多

く，熱を加えるとすぐに溶解する性質を持つ。

日本やアメリカでアスファルトと呼ばれる物

質をヨーロッパではビチューメンと呼び，ビチ

ューメンに骨材や砂利を加えたものをアスフ

ァルトと呼ぶ。 
先ず，再現実験で使用するビチューメンソリ

ューションの硬化時間を測定した。場所はドラ

フト内で，紙コップに入れたのち放置して乾燥

を行った。室温はおよそ 20℃である。3 時間程

度でとろみがつき始め，10 時間程度で表面以

外が固まる。触れても指につかなくなるまでに

はおよそ 5 日空ける必要があり，製品説明書に

記載されている指触および硬化時間について

はあくまで塗料として使用した場合であり，本

実験では十分に時間をおいて使用する必要が

ある。 
作製したバグダッド電池について，5%酢酸

を銅筒に注ぎ，電圧を測定したところ，0.48 V
の測定を確認することができた。 

５ まとめ 

 本研究では，バグダッド電池についてビチュ

ーメンソリューションの硬化に 5 日間程度の

時間を要し，電圧はおよそ 0.5 V の測定を確認

することができた。よって原形に近いビチュー

メンをバクダッド電池の作製に使用できるこ

とを明らかにした。 

参考文献・資料 

今西世志美・小田奈緒子 「バグダッド電池に

ついて」 
http://www.chem.es.osaka-
u.ac.jp/laser/images/lecture/bagdad13.pdf 
 

  
図１ 作製したバクダット電池 
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マイクロスケールでのダニエル電池実験と回路カードの活用 
減災どこでも理科実験パッケージの開発と検証 

 

○貞光千春 1，榎戸三智子 1，山本江津子 2，星野由佳 3，大﨑章弘 1，里浩彰 1，竹下陽子 1，千葉和義 1 
○Chiharu SADAMITSU， Michiko ENOKIDO， Etsuko YAMAMOTO， Yuka HOSHINO， Akihiro OSAKI，  

Hiroaki SATO， Yoko TAKESHITA， Kazuyoshi CHIBA 
1お茶の水女子大学SEC，2お茶の水女子大学附属中学校，3北区立十条富士見中学校 

【キ－ワード】 ダニエル電池，教材開発，個別実験，減災教育  
 

１ 目 的 
 お茶の水女子大学 SEC では，災害後の不自由
な環境でも実験できる「減災どこでも理科実験パ
ッケージ」を開発・作製してきた (新たな災害時
に途切れない教育システムの開発と検証」プロジ
ェクト (H28～))1)。本手法は，コロナ禍で理科室
使用が制限された学校にも適用できる可能性が
ある。一方，学習指導要領の改訂 2)により，中学
校でダニエル電池の取り扱いが始まり，様々な実
験手法の開発実践が報告されている 3)。そこで本
研究では，回路カード 4)を活用したマイクロスケ
ールでのダニエル電池の実験教材開発及び授業
実践を行い，教材の有効性を検証した。 
２ 方 法 

（１）ダニエル電池の実験教材開発 
電池材料：銅箔・亜鉛箔テープ，1 mol/L 硫酸銅
水溶液，0.5 mol/L 硫酸亜鉛水溶液，ろ紙，セロハ
ン，35 mm プラシャーレ，磁石シート，両面テー
プ。組立方法：ホワイトボードと銅箔テープから
なる回路カード上で実験できるよう，磁石にプラ
シャーレを貼ってベースとし，図 1 のように下か
ら銅箔テープ，硫酸銅水溶液に浸したろ紙，セロ
ハン，硫酸亜鉛水溶液に浸したろ紙，亜鉛箔テー
プを重ねた。発電実験器具：回路カード，電子メ
ロディ，低電圧 LED，電圧計 発電実験方法：回
路カード上で，ダニエル電池と電子メロディもし
くは低電圧 LED で回路を作り，発電を確認した。
実験方法の詳細は YouTube 動画を作成し，理科
教材データベース 1)に掲載した。 

（２）授業での活用 
 お茶の水女子大学附属中学校 3 年生 4 クラス
104 名と東京都北区立十条富士見中学校 3 年生 3
クラス 86 名 (人数はアンケート回収数)で，実験
教材を使った授業を行った (2021 年 6 月)。 

３ 結果 

 この電池で 0.9-1.1V 程度の発電が得られた。重

ねただけの構造なので，接触が悪いときはピンセ

ットで上から軽く押さえると改善された。乾燥

後，銅箔テープ上に金属光沢のある銅の付着が見

えた。授業では両校とも 1 人 1 台のタブレット

PC で実験動画を見ながら，1 人ずつ電池作製と

発電の確認を行った (図 2ab)。速い生徒では，動

画を見る時間も含め，15 分程度で発電の確認が

でき，課題や複数の電池を直列につなぐなどの活

動を行った。50 分間の授業終了時までにクラス

のほぼ全員が発電の確認を行うことができた。 

４ 考察およびまとめ 
 アンケート結果では，すべての項目で「そう思
う」「どちらかといえば，そう思う」を選択した
生徒が 94 %以上 (図 3)となり，高評価を得た。
「かんたん・わかりやすい」や「自分一人で作る
こと」への達成感や理解等のコメントが得られ
た。水溶液の性質上，自宅実験は難しいが，教室
等で個別に実験可能な実験教材ができた。単純な
構造なので，教員が見れば不具合を見つけやすい
が，今後は生徒自らが接触やショートを確認でき
るよう FAQ を工夫し，電池のしくみをより理解
できるコンテンツとして充実させたい。 
 本研究は「新たな災害時に途切れない教育システムの開発と

検証」（お茶の水女子大学 機能強化経費）により実施され，

東京都北区での理科実験支援事業は，北区教育委員会との連

携により実施された。 

引用文献 
１） お茶大 SEC「新たな災害時に途切れない教育システム

の開発と検証」web サイト http://sec-gensai.cf.ocha.ac.jp/ 
２） 文部科学省 中学校学習指導要領 (平成 29 年告示)解説 

理科編，62. 
３） 宮内卓也 (2020)「簡単・低コストなダニエル電池の製

作」化学と教育，第 68 巻，第 5 号，216-217. 
４） 榎戸三智子ら (2019)「中学校理科電流単元における回

路カードを使った実験教材の開発と検討」日本科学教育

学会第 43 回年会論文集，351-354. 

図2a 電池の組み立ての様子 図2b 発電実験の様子 

図 1 ダニエル電池の構造 

図 3 アンケート結果 
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1 : n=4 (0°) 2 : n=9 (50°) 3 : n=14 (90°)

図 2 樹脂の弾性の比較 

共重合による物性変化を理解する合成高分子教材の開発 

－光重合反応の化学実験への活用－ 
  

〇植田幹男 A，杉山広夏 A，橋本明音 A，阿久津雄亮 A，屋形英範 B 
Mikio UEDA，Hiroka SUGIYAMA，Akane HASHIMOTO，Yusuke AKUTSU 

Hidenori YAKATA 
大東文化大学 A，和洋国府台女子中学校高等学校 B 

【キーワード】共重合，物性変化，高分子化学実験教材，紫外線硬化樹脂 
 
１ 目的 
 これまでに筆者らは，紫外光照射によりラジ
カル重合反応が進行し，安定なポリマーを形成

する紫外線硬化樹脂を用いた高分子化学教材
を提案してきた。紫外線硬化樹脂は，接着剤や
表面コート剤，３D プリンター用材料など多岐
にわたり利用されている。種々の高分子合成が
開発される一方，高校高分子分野における反応
は，付加重合や縮合重合が主体であり，発展的

な新素材の開発に欠かすことができない，多成
分を用いた共重合の反応を学ぶ機会は少ない。 
今回，共重合の理解を促す教材開発を目的に

ポリエチレングリコールジメタクリラート誘
導体（PEGDMA-n と略記）に着目した（図１）。
PEGDMA は，鎖状部位の繰返し単位 n=4,9,14が

市販されている。そこで鎖状構造の長さが異な
るモノマーの物質量比率を変化させた共重合
体を作成し，その弾性や水吸収率からポリマー
の物性の段階的な変化について比較を行った。 

 
２ 方法 

モノマー1～3の中から 2種類を組み合わせ，
物質量比 1:1,2:1 および 1:2 で合計質量が 5 g
となるように PEGDMA-n を調製した。そこに，
モノマーの物質量比 1/100 倍量の光重合開始
剤を溶解した。この溶液を，シリコン製の円形
の型に移し入れ，UV-LED ランプにより数分間

紫外光を照射することで，9 種類の共重合体
（①～⑨）を合成した。（モノマー1～3 からな
る単一成分ポリマーも同様に作成）  

 
 
 
 
 
 
 
 
図１ 使用したモノマーと光重合開始剤 

３ 結果と考察 
 合成した 12種類の重合硬化物（直径 5 cm，
厚さ約 2 mm）に金属ピンを取り付け，約 10 N

の力で図 2のように樹脂を引き曲げ，その湾曲
の角度をもとに弾性の大きさを比較した。 
 
 
 
 

 
 
 
 

共重合体①～⑨については，モノマーの配分
比率から平均化した鎖状部位の繰返し単位を

もとに，湾曲の角度を比較した（表）。 
 

 
 単一成分ポリマーを基準に共重合体の湾曲
角度をプロットしたところ，鎖状構造の平均化
した繰返し単位とよい相関がみられた（図 3）。

段階的な物性変化が明確なため、共重合を理解
する教材に本系は有用であることを示した。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

図 3 共重合体①～⑨の nと角度の関係 

共重合体 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

繰返し[n] 6.5 9 11.5 5.7 7.3 10.7 7.3 10.7 12.3

角度

[°]

25 45 60 14 20 55 20 55 60

2-ヒドロキシ-2-メチル
プロピオフェノン 

（光重合開始剤） 
PEGDMA-n 

1 : n=4  2 : n=9  3 : n=14

表 エチレングリコール鎖の繰返し単位と角度 

● 単一成分ポリマー 

× 共重合体 

エチレングリコール鎖の繰返し単位 [n] 
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コロイド溶液としてふさわしい物質は何か 

- 水酸化鉄(III)を中心として - 

 

○渡部智博，齊藤太郎，加藤天 

WATANABE Tomohiro, SAITO Trou, KATO Sora 

                      立教新座中学校・高等学校 

【キ－ワード】 コロイド溶液，水酸化鉄(III)，酸化水酸化鉄(III)，金属イオン 
 

１ 目的 

水酸化鉄(III)溶液は，コロイドに関する定番

の材料 1)として用いられてきた。小宮山 2)は，

「生じた水酸化鉄(III)の Fe(OH)3コロイド

は，実際はヒドロキシ基 -OH 間の脱水によ

り，酸化水酸化鉄(III) FeO(OH)の 巨大網目状

構造を形成していると考えられている 。」と

指摘 1)されることもあったが，教科書に反映

されることはなかった。 
一般的な事典類には，次のように書かれて

いる。例えば，「一定の水酸化物 Fe(OH)3が
存在するという証拠はなく，普通に水酸化鉄

(III)といっている赤褐色沈殿は，水和酸化鉄

(III)Fe2O3・nH2O とかくのが最もよい。少なく

とも，この沈殿の一部は FeO(OH)であると思

われ，これにはすくなくとも二つの一定の結

晶形が存在する 3)。」，「この反応は，可逆

反応であってつぎのように示される。

FeCl3+3H2O  Fe(OH)3+3HCl しかし，コロ

イド粒子がすべて Fe(OH)3の組成を持ってい

るとはいえないので，実際は，Fe2O3・nH2O」

と表した方がよい 4)。」，「一般に水酸化鉄

(III)とよばれている沈殿がある。これは非晶

質，超微粒状の物質で，Fe(OH)3ではなく

FeOx/2(OH)3-x・nH2O のように書かれるもの

で，x も n も条件によって異なり一定してい

ない。a-FeO(OH)は，水酸化鉄(II)Fe(OH)2の
懸濁液に室温付近で空気を吹き込むことで得

られる黄色の針状晶。b-FeO(OH)は塩化鉄(III)
水溶液を加水分解して得られる。g-FeO(OH)
は，鉄(II)塩水溶液に水酸化アルカリを当量以

下加え，少量の PO43-の存在下で空気酸化する

と，濃緑青色沈殿を経て，微細な黄色針状晶

として得られる。d-EeO(OH)は，鉄(II)塩にア

ルカリを加えて水酸化鉄(II)を沈殿させ，これ

をそのまま過酸化水素で酸化すると得られる
5)。」，「Fe3+イオンを含む水溶液から沈殿さ

せたものは茶褐色無定形で，Fe2O3・nH2O の

組成をもつ。水に不溶で，溶解度積は 3.16×
10-36(25℃）。脱水していくと FeO(OH)を経て

Fe2O3となる。FeO(OH)は赤褐色のa型，黄色

のg型がある。天然には，不純な Fe(OH)3は褐

鉄鉱，aおよびg-FeO(OH)はそれぞれ針鉄鉱，

鱗鉄鉱として産する。塩化鉄(III)などの水溶

液に熱湯を加えて得られる濃赤色溶液はコロ

イド Fe(OH)3を含み，粒子は正に帯電してい

る 6)。」とある。 
以上のような背景を総合し，本研究では，

高等学校の化学で取り扱うコロイド溶液とし

て相応しい題材は何かを検討した。 
 

２ 方法と結果 

 主な金属イオンを含む水溶液を用意し，アル

カリ溶液などを加えてコロイド溶液を作成す

る。そして，チンダル現象，ブラウン運動，透

析などの定番実験が可能であるかを検討した。

その結果，鉄以外でも観察することができた。 

 

３ まとめ 

 生徒に，塩化鉄(III)から酸化水酸化鉄(III)が
生成する化学反応式を考えさせると，容易に導

き出せた。また，鉄以外のコロイド溶液でも実

践できることがわかった。 
 

引用文献 

1) 齊藤幸一，化学教育，34巻 4号，p.320(1986).：
土屋徹，化学と教育， 41 巻第 8 号，

p.545(1993).：藤川卓志，荻野和子，化学と教

育，49巻第 7号，p.458(2001).：森本裕子，化

学と教育，58巻 1号、p.26(2010). 
2) 小宮山宏之，化学と教育，60 巻第 4 号，

p.156(2012). 
3) F.A.コットン，A.ウイルキンソン，「無機化

学 下巻」，培風館，p.774，昭和 48年. 
4) 「増訂 化学実験事典」, 講談社，昭和 48年. 
5) 大木道則，大沢利昭，田中元治，千原秀昭編

集，「化学大辞典」，東京化学同人，1989年. 
6) 長倉三郎，井口洋夫，江沢洋，岩村秀，佐藤

文隆，久保亮五，「岩波 理化学辞典 第５

版」，岩波書店，1998年. 
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CHiR の基本概念における資質・能力育成を志向する文脈を

基盤とした授業デザイン: GSC

○土屋有加 1，今井泉 1, 寺田光宏 2

1東邦大学大学院，2岐阜聖徳学園大学

【キ－ワード】Chemistry in Relevance (CHiR) グリーン・サステイナブル ケミストリー (GSC),
授業デザイン, 中等化学教育

１ 目 的

つながりの中の化学:Chemistry in Relevance (CHiR)
は, 様々なつながりや関連性の中に化学を位置づけ

る学習方式である(寺田,2018)。また,CHiRの基本概

念 (高等学校化学) は,「物質－粒子」,「構造－性質」,
「供与体－受容体」,「速度－平衡」,「変化－エネル

ギー」の5つである(今井・寺田,2018)。本研究の目

的は,CHiRの基本概念における資質・能力育成を志

向する文脈を基盤とした授業デザインを開発する

ことである。具体的には, 授業の文脈をグリーン・

サステイナブル ケミストリー(GSC)とする。

２ 方 法

第 1 段階として, 基本概念と文脈の関係を構築す

る。まず, GSC に関連するキーワードから内容を複

数挙げる。その中から「用語・理論・方法」を考慮

しながら授業に必要な内容を決定し,内容の主題名

と順番をつける。最後に基本概念を決定する。

第 2 段階として, 授業の活動と資質・能力の関係

を構築する。まず, 第 1 段階で作成した主題名ごと

に, 4領域のコンピテンシー「専門的知識」,「科学的

スキル」,「科学的なコミュニケーション」,「科学的

な意思決定」に関連する「問い」を作る。

続いて, 第3段階としてテキストの作成を行う。

最後に, 第 4 段階として授業デザインの評価を自

己評価及び教員志望学生の大学生を対象に行う。

３ 結 果・考 察

第1～2段階の結果を図1, 2に示す。

第1段階の結果「6. 環境問題と経済学的アプロー

チ」は4領域のコンピテンシーに該当するものはな

かった。そのため, 第 2 段階の資質・能力との関係

から除外した。よって, 図 1, 2 より CHiR 基本概念

の獲得及び, GSC の概念を育成する授業がデザイン

された。しかし, 環境問題は科学だけでなく, 社会科

学を含めた総合的なアプローチが必要である。「6.
環境問題と経済学的アプローチ」は, 専門分野に根

ざした教育研究 (Discipline-Based Education Research: 
DBER) の観点(Dolan et al. 2018)で教科横断型・探究

モデルを開発する際に有効であると考える。

第3, 4段階の結果は学会当日に報告をする。

引用文献
Erin L. Dolan,  Samantha L. Elliott, Charles Henderson, Douglas Curran-

Everett, Kristen St. John, Phillip A. Ortiz (2018) “Evaluating Discipline-Based 
Education Research for Promotion and Tenure”, Innov High Educ, 43 (1), 31-
39.

今井泉・寺田光宏 (2018)「中等教育における化学の基本概念」『日本

科学教育学会年会論文集』42, 31-32.
JACI「GSC 入門特別号『SDGs 入門』(GSC は SDGs のけん引役)」

http://www.jaci.or.jp/gscn/img/page_19/gsc_guide_sp1.pdf （2021年6月
現在）

寺田光宏 (2018)「中等教育化学における資質・能力育成を指向し文脈

を基盤とした学習プログラム(CHiR)の構築」『日本科学教育学会年

会論文集』42, 41-42.

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）2K09

一
般
研
究
発
表

− 384 −



探究的な学びの実現のための理科教師教育オンライン教材の開発

高校講座「化学」（映像資料）のレリバンスに基づく分析

○今井泉 1，寺田光宏 2, 渡部智博 3,

東邦大学， 岐阜聖徳学園大学 立教新座中学校高等学校

【キ－ワード】 理科教師教育，オンライン教材，探究， 高校講座，中等化学教育

１ 目 的

高校生に探究的な学びを行わせるための理科

教師教育オンライン教材の内容の検討を行う第

一段階として，NHK 高校講座「化学」の分析を開

始した。具体的には，2004 年度放送番組（30 分

×42 本）を分析し，放送講師が解説する際に用い

た映像資料のタイトル毎に時間・内容・特徴を明

らかにした。その結果, 映像資料の放送時間は平

均 5.2 分/30 分（17.3%）で，番組に占める映像の

割合は実験（43%）に次いで高く, 1 つの映像資料

の放送時間は平均 2.3 分であった. また, 内容の

特徴は，現在では行われていない歴史的に貴重な

映像，日本や世界の自然を化学的な視点で紹介す

る映像に加え，大学・研究所・工場の見学など，

高校生が座学や実験実習では学ぶことができな

い内容について，映像を通して学ぶことができる

内容が多いことが特徴であった。本研究では, 学

習内容と学習者とのレリバンスを高めるために

どのような内容構成が必要とされるかとの理科

教育学上の知見を得るために, 酸・塩基・中和の

単元の映像資料を調査・考察することを目的とし

た。

２ 方 法

（１）対象

NHK 高校講座「化学」（2004 年度, 各 30 分）：

「酸と塩基」, 「水素イオン濃度と pH」, 「中和

反応」, 「中和滴定」。放送講師：渡部智博。

（２）分析方法

科学教育のレリバンスを らは

個人的次元 主に学習者の興味関心や個人的な生

活に関係があるか ・社会的次元 主に科学と社会

の関係を示すものであったり 社会の中での生

活との関係があるか ・職業的次元 主に学習者の

キャリアに関係があるか の３つに分類した。本

研究では 対象とする映像資料を らの

方法で分類し 考察する。

３ 結 果・考 察

レリバンスに基づく映像資料の分析結果を図

１に示す。第 14 回の個人的次元に分類された映

像資料は 5 分/30 分(16.7%), 社会的次元は 50 秒

/30 分(2.8%), 職業的次元に分類された映像資料

はなかった。次に, 第 15 回の個人的次元に分類

された映像資料は 1 分 17 秒/30 分(4.3%), 社会的

次元や職業的次元に分類される映像資料はなか

った。また, 第 16 回の個人的次元に分類された

映像資料は 3 分 40 秒/30 分(11.8%), 社会的次元

は 8 分 10 秒/30 分(27.2%), 職業的次元は 4 分 47
秒/30 分(15.9%)だった。そして, 最後の第 17 回の

個人的次元に分類された映像資料は無く, 社会

的次元は 4 分 52 秒/30 分(16.3%), 職業的次元は 3
分40秒/30分(12.2%)だった。以上の結果から, 酸・

塩基・中和の単元において, 単元の前半である

「酸と塩基」では, 個人的次元に分類された映像

資料が放送時間の 16.7%を占め, 学習者の興味関

心や個人的な生活との関わりを提示する内容と

なっていた。また, 単元の中間から後半では, 社

会的次元や職業的次元に分類される内容が登場

し, 「中和反応」では社会的次元と職業的次元が

放送時間の 43.1%を占めた。その傾向は, 単元後

半の「中和滴定」においても見られ, 社会的次元

と職業的次元が放送時間の 28.5%を占めた。よっ

て, 映像資料に見る酸・塩基・中和の単元構成の

特徴は, 個人的次元→社会的次元・職業的次元の

展開であった。ただし, レリバンスの「各次元は

必ずしも独立しているとは限らず, 相互に関連

し, 互いに部分的に重なっている」点についての

考察は今後の課題として残った。

図１. レリバンスに基づく映像資料の分析(寺田) 

引用文献

今井泉，大久保未来, 渡部智博（2020）「探究的な学び

の実現のための理科教師教育オンライン教材の開

発」『日本科学教育学会年会論文集 44』，573-574.
Stuckey, M., Hofstein, A., Mamlok-Naaman, R., Eilks, I. 

(2013) The meaning of ‘relevance’ in science education 

and its implications for the science curriculum. Studies 

in Science Education, 49, 1-34.   
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物の溶け方における児童の粒子概念の変容と獲得 
─教材と実験方法の工夫を通して─ 

 
○中山浩平 1，宮本直樹 2 

Kohei NAKAYAMA, Naoki MIYAMOTO 
1茨城大学教育学部附属小学校，2茨城大学大学院教育学研究科 

【キ－ワード】 粒子概念，均一性，物の溶け方，教材開発，実験方法 
 
１ はじめに 
「小学校学習指導要領解説理科編」において，

小学校第５学年「物の溶け方」の学習内容では，

「水溶液の中では，溶けている物が均一に広がる

ことにも触れること」（文部科学省，2018）が追

加された。しかしながら，溶かした物は下の方が

濃い生活経験や印象などから，溶かす物は下に溜

まっているという素朴概念をもっている児童が多

い。これを克服するために蒸発乾固法を用いて定

量的に食塩の重さを量る実験方法を考案し実践し

た研究（戸井，2019）もあるが，さらに，より簡

便に実験できる教材を開発する必要がある。 
 
２ 研究の目的及び方法 
本研究では，問題を解決していくことで，素朴

概念が変容し，｢均一性｣の概念が獲得される教材

を開発することとした。まず，教材開発時に使用

した教材の仕様を表 1に示す。 
 

表 教材の仕様
項目（素材・教材名） 寸法 
筒（透明塩ビ管） 長さ１m，直径25mm 
底（透明塩ビ板） 
塩ビ用接着剤で固定 

３cm四方の正方形 
1.5mm厚 

吸い取り器 
空気と水の性質実験器 
シリコンチューブ 
1.5ｍ，内径4mm 

 
表 1に示した教材を用いて，学習の導入として

食塩のシュリーレン現象を観察した。食塩はキッ

チンペーパーで包み，ステープラで封をし，割り

箸で吊した。管が長いことで，食塩の溶けていく

様子をじっくりと観察することができる。食塩の

行方を児童に考えさせた際に，素朴な概念が表出

され，問題意識が高まる。次に，問題解決の方法

として，本教材を用いて，上から順に 100mL ず

つ食塩水を量り取り，その重さを計測することで，

｢食塩水の上と下で濃さは違うのか｣という問題を

解決していく。なお，｢濃い食塩水ほど重い｣こと

は学習済みである。さらに，2021 年 7 月，茨城

大学教育学部附属小学校第 5 年生の児童 33 名を

対象に，学習前後で，｢長い筒の中の様子｣をイメ

ージ図で表現させる。その際特に，表現方法は指

定しない。 
 
３ 結果及び考察 
表 2 のような結果となり，多くの児童が本教材

の使用を通して，素朴概念が変容し，水溶液の均

一性の概念が獲得された。その際の根拠として，

「実験を通して（23名）」「友だちの発言を通し

て（5 名）」「本を読むことを通して（2 名）」

「その他の理由（3 名）」であったことからも本

教材の有効性が示される。 
 

表 学習前後における概念の変容

学習前 食塩はどこにあるのか 
学習後 食塩はどこにあるのか 

上 下 均一 他 上 下 均一 他 

粒 
水と 
食塩 

 1   
粒 

水と 
食塩 

  6  

食塩  18   食塩   18  
色や線 3 9  2 色や線  2 7  

 
４ おわりに 
多くの児童が本教材を通して，水溶液の均一性

の概念を獲得したと考えられる。また，附言すれ

ば，学習の導入実験であるシュリーレン現象にお

いて，食塩が筒の上の方で見えなくなったことか

ら上が濃いと考えた児童，下に向かっていたこと

から下が濃いと考えた児童などがいた。多様な考

えが生まれたことによって実験への意欲も高まっ

たとも考えられる。今後は数ヶ月後に概念の定着

を検証したい。 
 
引用文献 
文部科学省（2018）「小学校学習指導要領解説理
科編」，63. 

戸井伸泰（2019）｢定量的実験を軸にした科学概
念の形成｣『教育実践研究』第 29集，67-72． 
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小・中学校理科教員の資質・能力に関する研究

～小学校高学年教科担任制導入の事例的検討を通して ～

○保刈 栄紀 1，和田 一郎 2

昭和女子大学現代教育研究所， 横浜国立大学

【キ－ワード】 理科教育，小中連携，資質・能力，教師教育，教科担任制

１ 問題の所在

平成 （ ）年の学校教育法改正で小中一

貫教育制度が整備され，９年間を通した教育課

程，指導体制，教師の養成等の在り方について

一体的に検討を進める必要があることが示さ

れた。小学校高学年という発達の段階は抽象的

な思考力が高まる時期であり，教科等の学習内

容の理解をより深め，目指す資質・能力の育成

に確実につなげるためには，「指導の専門性」

の強化が課題とされる（中央教育審議会，

）。特にグローバル化の進展や 教育

の充実・強化に向けた社会的要請の高まりを踏

まえて，学校段階間の接続を見通して指導する

力や，教科等横断的な視点で学習内容を組み立

てる力等の「指導の専門性」が求められている

（中央教育審議会， ）。理科においても小

学校高学年の教科担任制が検討されており，中

学校教諭免許（理科）を保有する教員が小学校

高学年理科専科教員を担当する等の取組みが

検証段階にある（東京都教育委員会， ）。

しかし，中学校教員免許（理科）を保有した

中学校籍の教員が小学校高学年の理科専科を

担当したとしても，中学校教員免許（理科）を

保有することを持ってして「指導の専門性」の

強化というには課題が残る。それは，指導体制

や指導方法の違いの他，家庭学習や評価方法，

生徒指導等の学校の文化が小学校と中学校で

は異なるからである（文部科学省， ）。

２ 研究の目的

上述の問題から本研究では，小学校理科教員

の「指導の専門性」を明らかにすることを目的

とする。そのために，まず，小学校と中学校の

理科教員がそれぞれどのような指導観を有し

ているか調査する。

次に，指導観の異なる理科教員により授業前

後の子どもの資質・能力がどのように変容する

のかを比較調査する。小・中学校理科教員がも

つ指導観の相違点と子どもの資質・能力の変容

との関係を明らかにすることで，中学校理科教

員が小学校高学年を指導するための「指導の専

門性」が明らかになると考えるからである。

３ 研究の方法

理科教員の資質・能力に関して，ナウメスク

（ ）の指摘は有益である。ナウメスクは，

教員の資質・能力の基盤を教科内容知（ ：

），教授法に関する

知識（ ： ）， （

）とし，理科教

員の資質・能力を「科学概念の知識に関するこ

と」「教育の情報化に関すること」「学習指導

法に関すること」「学級掌握に関すること」「言

語活動に関すること」「学習評価に関すること」

の６項目に大別した。さらにその６項目を

の下位項目に分類し理科教員の資質・能力とし

て捉えている。

本研究の調査項目は，このナウメスクの知見

を参考に複数の有識者の見解を得て日本の理

科教育の立場で捉え直し， 項目を設定した。

４ 結果・考察

計画の進捗状況を大会当日に発表予定

引用文献

中央教育審議会（ ）『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

要領等の改善及び必要な方策等について答

申）』：

中央教育審議会（ ）『「令和の日本型学校

教育」の構築を目指して～全ての子供たちの

可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働

的な学びの実現～（答申）』：

文部科学省（ ）『小中一貫した教育課程の

編成・実施に関する手引』：

（ ）『

』
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東アジアの科学技術教育

学習者の意識・教科能力・汎用能力を中心として

○岡田大爾 1，松浦拓也 2，竹野英敏 3，橋本清勇 1

Daiji OKADA, Takuya MATSUURA, Hidetoshi TAKENO, Seiyu HASHIMOTO
広島国際大学， 広島大学， 広島工業大学

【キ－ワード】 教育課程，教科書，教科能力，汎用能力，空間能力

１ 目 的

日本は，PISA2015 でもテストの高さに比べ

て探究に対する科学的アプローチへの価値づ

け，科学の楽しさ 広範な科学トピックに対す

る興味 道具的動機付け，自己効力感，科学に

関連する活動が東アジアの各地域より低い。

また，Clynes(2016)は特許や科学技術系博士

の取得と数学・空間の両方の能力が高いことと

の関連を明らかにした。本研究は，東アジアの

小中学生，教員，研究者対象の調査で科学技術

人材育成の現状・課題の解明と課題の克服とを

目的とし，高い学力の東アジア各地の空間能力

の形成に深くかかわる小中学校の科学技術分

野のカリキュラムと教科書の相違，親子の日常

の体験，小中学生の教科内容に対する意識，教

科に関連した空間能力，脱文脈の汎用性空間能

力を調査した。その中で本稿では，主に教科に

関連した空間能力，汎用空間能力と教科書や教

科内容に関する意識との関係を考察する。

内容理解に必要なため，学習によって空間能

力が高まるとされる天文学習に関する調査で

は，岡田(2009)の課題を使用する。この課題は，

ボールを用いてモデル実験をしている状況を

提示することにより，地球上から観察される月

の満ち欠けを問う設問（８問）と,光源とボール

を固定して観察者が移動することで観察され

るボールの見え方を問う設問(８問:観察者が自

己の視点を空間的に変換する必要があること

から，空間能力の観点から，spatial perspective 
taking(以降，SPT))で構成されている。一方，脱

文脈の汎用性空間能力に関する調査では，心的

回転を題材とした Mental Rotation Test (以降，

MRT)(Vandenberg & Kuse, 1978)を使用した。

天文分野においては，SPT が重要であるとい

う指摘もあることから，月の満ち欠け，SPT，
MRT の関連について確認することとした。

また，MRT の高得点群・低得点群で実験観

察やものづくり学習への好意度を比較した。 

２ 方 法

1．対象：H県公立中学校 3年生 253名 

2．調査期間：2020年 1月～2月 

3．質問紙の内容：①観察実験やものづくりに対す

る学習者の意識，②月の満ち欠け，空間的視点

取得(SPT)，③MRT を主な内容として構成した。 

３ 結 果

紙面の都合から一部を表１と表２に紹介する。

表 月の満ち欠け， の間の相関係数

  月の満ち欠け SPT
全体 SPT .628

 MRT .320 .376
男子 SPT .678

 MRT .362 .457
女子 SPT .536

 MRT .237 .220

表 の高低とものづくり学習の好意度との関係

ものづくり学習の好意度 全体（100） 高得点群(25) 低得点群(25) 

木による設計・製作 4.47 4.96† 4.20 

プラスチックによる設計・製作 4.42 4.68† 4.00 
金属による設計・製作 4.44 4.76 4.24 

機械部品による設計・製作 4.38 5.28* 3.76 

電子部品による設計・製作 4.04 4.64* 3.48 
設計・製作の学習 4.29 5.00* 3.80 

*p<0.05,   †p<0.1 

４ 考 察

日本は東アジア各地以上に理科や技術の教

科書が空間能力の向上を目指しているものの

月の満ち欠けと教科に関連した SPT とは相関

が高い一方で との相関はまだ低い。MRT
が高い方がものづくり学習を好む傾向がある。

本研究は JSPS科研費 18K18676 の助成を受けた。 

引用文献

Clynes, T. (2016). How to raise a genius: lessons 
from a 45-year study of super-smart children.

Nature, 537, 152–155.
岡田大爾（2009）「児童・生徒の天文分野における空
間認識に関する研究」『地学教育』,62(3), 79–88． 

Vandenberg, S. G., & Kuse, A. R. (1978). Mental 
Rotations, a Group Test of Three-Dimensional 
Spatial Visualization. Perceptual and Motor 
Skills, 47(2), 599–604.  
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理科教育における科学史の取扱い（１）

―『理科基礎』成立時期を中心に―

○嶋田亘佑 1，磯﨑哲夫 2

広島大学大学院， 広島大学大学院人間社会科学研究科

【キ－ワード】 学習指導要領，科学史，科学の本質，理科基礎，高等学校

１ はじめにー研究の目的と方法ー
科学（理科）教育において，新しい科学観に

基づく，科学の本質（Nature of Science；以下
NOS と略記）を取り入れる動きが世界的にみ
られる。また，理科教育において科学史を導入
することが NOS の理解に有効であることが，
先行研究で示されている（例えば，志田・野添・
磯﨑，2019；岡本・青木，2019）。

わが国の理科教育において，科学史を活用す
る議論は古くから散見され，平成 11（1999）年
告示の高等学校学習指導要領で設置された科
目『理科基礎』の教科書でも科学史を豊富に取
り扱っていた（福井・鶴岡，2003）。

これまでの科学史の取扱いを明らかにする
ことは，今後の理科教育において NOS の理解
を意図した科学史の活用を考える際に，一つの
視点となる。そこで，本研究では『理科基礎』
に関する先行研究を援用しつつ，『理科基礎』
の設置のねらいを明らかにすることを目的と
する。なお，平成 9（1997）年 11 月の教育課程
審議会の中間まとめ（以下，中間まとめと略
記），平成 10（1998）年 7 月の教育課程審議会
の答申（以下，答申と略記），及び平成 17（2005）
年発行の『高等学校学習指導要領解説理科編・
理数編』（以下，解説と略記）を対象として分
析する。
２ 『理科基礎』のねらい

（１）中間まとめと答申
中間まとめにおいて，理科では知的好奇心や

探究心が十分育まれていないという現状分析
がされ，高等学校の改善の方向として，中学校
理科で学習した内容を基礎とした科学の歴史
や科学と人間生活とのかかわりなどを学ばせ，
科学的素養を育成する科目を新たに設置する
ことが示された。つまり，理科への興味・関心
の改善のために，「科学の歴史」や「科学と人
間生活」に着目したことがわかる。

その後，答申において，科学がこれまで自然
の謎の探究・解明にいかに人類が挑戦してきた
か，文明の発展に寄与してきたかを知ること
や，過去の実験の再現，課題を解決する過程，
科学が直面している問題，及び科学と人間生活
とのかかわりについて学び，科学的なものの見
方や考え方を養う科目として『理科基礎』が位
置づけられた。
（２）学習指導要領解説

解説の目標では，①科学が人間生活の改善や
文明社会の寄与に大きく貢献したこと及びこ

れからの人間生活に科学技術が不可欠である
ことを理解させること，②人類がどのように自
然の謎の探究・解明を行ってきたのかを理解さ
せること，③自然の探究と解明の方法に対する
理解を深めること，④科学の役割及び人間生活
と科学の関わりから生じる問題について興味・
関心を高め科学的なものの見方や考え方を養
うことが示され，科学の有用性を認識させるこ
とや，新しい学説・発見によって，古い学説が
修正・否定されることを学ぶことなどが目指さ
れた（文部科学省，2005）。

この目標を受け，梶（2001）は，『理科基礎』
の特徴として，従来の理科教育では，完成され
たものとしての科学を与えていたのに対して，
『理科基礎』では，ある時代の「つくられつつ
ある科学」（p. 164）を扱う科学史を展開して
いると指摘している。

取り扱う内容については，自然観の転換と発
展の観点から基礎的かつ幅広い内容が選択さ
れている（文部科学省，2005）。自然観の転換
の観点から選ばれた典型的な科学の史実につ
いての自然科学の基礎的な概念の内容，科学と
人間生活の関連や今後の課題について考察す
る内容（高橋，2000）や，科学の発展の歴史の
中における物理，化学，生物，地学の画期的な
発明や発見の内容（江田，2001）などが取り扱
われた。

また，過去の実験の再現を行うことを通し
て，探究的な学習をすることや，適切な課題を
報告書にまとめ，発表をすることなどの学習活
動が示されていた（文部科学省，2005）。
３ おわりにー研究のまとめー
以上のことから，中間まとめや答申において

は，『理科基礎』は科学を歴史的に考える機会
を設けるというよりはむしろ，科学史を取り扱
うことで，科学に対する興味・関心を持たせ，
その上で科学的なものの見方や考え方を養う
ことを主なねらいとされていた。

そして，解説においても中間まとめや答申と
同様のねらいが示されていた。ここで示された
科学は，価値中立的な科学としてではなくむし
ろ，多元的な側面を有する科学として捉えられ
ていると言える。
引用文献
志田・野添・磯﨑（2019）「「科学の本質」（Nature 

of Science）を取り入れた小学校理科カリキュ
ラ ムに関する研究―イギリスのナショナ
ル・カリキュラム科学の事例を通して―」『理
科教育学研究』第 60 巻，第 1 号，133-142.
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ウィルスを含む全生物の共通性（進化）で捉えた生命領域の構想 
－「遺伝的変異・多様性・系統樹・自然選択説」の内・外理科教科書調査より－ 

○名倉昌巳 1 
NAGURA Masami

1岩手大学教育学部 
【キ－ワード】生物多様性と共通性，変異，系統樹，自然選択説，ウィルス（生物と無生物の間） 

 
１ 問題の所在と研究の目的 
2020年2月中旬から始まった我が国のコロナ禍では，
「ウィルス」を生きているものとして捉えた言動が目
立ったように思われる。生物の定義（共通性）では，
ふつう①細胞（細胞膜でおおわれた細胞質），②代謝
（呼吸などでエネルギーを得，不要物を排出する），
③複製（生殖によって遺伝情報を複製し，次世代に受
け継ぐ際に変異すると「進化」につながる）の 3 点で
あるといわれている。この「生物の共通性」に照らせ
ば，ウィルスは細胞内に侵入しなければ複製（③）で
きない「無生物」と考えられるが，しばしば細菌など
の微生物（多くは病原体）と混同されるようである。 
一方で，ウィルスを「進化」の観点から生物に含め
ようとする見解 1)もある。そこから推論すれば，上記の
①と②が除かれ，③の複製によって生体内で広がり，
「変異」を繰り返し，「進化」しながら蔓延するため，
ウィルスは「生物」に含めてよいという論理になる。
この論に立脚すれば，ウィルスを含めた全生物の「共
通性」は変異による「進化」が唯一と結論付けられる。 
巨大な知識の海に漂う現代生物学の統一的理解に
は，生物学の 4 つのなぜ（至近要因・究極要因・発達
要因・系統進化要因）と，生物の階層性（遺伝子～細
胞～個体～生態系），並びに「進化」によって生物教
育を統合すべきとする知見 2)と実践的研究 3)がある。 
本研究では，今後の生命領域のキーワードは「統一
的理解に基づく『進化』にある」ことを，内外の教科
書調査によって明らかにすることを目的とした。 

２ 研究の方法 
平成29年告示学習指導要領準拠の新しい中学校理科
教科書 5社 4)5)6)7)8）について，遺伝的変異（遺伝と進化
の関連），多様性（進化の結果），系統樹（系統進化）
自然選択説（進化の総合説の中心理論）など，先行調
査で導き出された4つの観点 3)から調査した（表1）。 
また，比較的新しい米国中学校生物教科書3社 9)10)11)

についても，生物学の統一的理解の観点から掲載内容
を分析した。これらの分析に基づき，中学校生命領域
のカリキュラムの統合化と生物教育の改善には「進化」
の視点が不可欠であることを明らかにしたい。 

３ 調査結果と考察 
新しい中学校理科教科書の調査結果は表 1のように
なった（各観点における記載の有無により，○－とし
た）。進化の引き金となる「遺伝的変異」や，「進化の
結果」である「多様性」については全ての教科書に記
載があった。「系統樹」については5社中4社に明記さ
れ，生物教育の動向を示唆する結果をみた。しかし，
自然選択説に言及した教科書は5社中2社であった。 
一方で，米国中学校生物教科書では3社ともに先の4
つの観点がすべて記載され，進化を中心に編纂され, 

しかも自然選択説やウィルスに多くの頁を割いていた。 
 
表１「進化」に関する我が国の教科書調査（2021）
※ダーウィンの人物紹介のみ―，系統樹の未分化は△とした。
尚，ウィルスについて本文中に明記された教科書はない。 

 東 書 大日本 学 図 教 出 啓林館

遺伝的変異 ○ ○ ○ ○ ○ 
多様性 ○ 〇 ○ ○ ○ 
自然選択説 ○ ― ― ○ ― 
系統樹 ○ 〇 △ 〇 ○ 

 
表２ 米国の中学校生物教科書にみる4観点の記載 
※３冊共にウィルスが１項目として本文中に詳述されている。 

 Prentice Hall 
Science Explorer 
book C（2011）

Science 
Fusion

book B（2017）

Life 
Science
（20017）

遺伝的変異 ○ ○ ○ 
多様性 ○ 〇 ○ 
自然選択説 ○（10頁） 〇（12頁） ○（10頁） 
系統樹 ○ 〇 〇 

４ まとめ 
以上より，遺伝的変異，多様性，系統進化，自然選
択説，加えて平成29年告示学習指導要領で示された「生
物の多様性・共通性」と「空間的・時間的視点」を統
合し，中学校生命領域の統一的理解をめざしたカリキ
ュラムモデル 3)を支持する結果を得た。 
謝辞 
本研究はJSPS科研費（21H03943）の助成を受けた。 
引用・参考文献 
1）Villarreal, Luis P.（2004), Are Viruses Alive?, Scientific 

American, December．『日経サイエンス』2005年3月． 
2）長谷川眞理子（2020）「生物をどのように教えるか」『日
本教科内容学会誌』, Vol.6, No. 1,pp.3-12． 

3）名倉昌巳・松本伸示（2021）「生物の階層性と系統進化
による統一的理解を図る中学校理科カリキュラムの
提案」『科学教育研究』, Vol.45，No.2，印刷中． 

4）有島朗人ほか70名（2021）『理科の世界3』（令和2年
3月検定済）大日本図書．

5）梶田隆章ほか134名（2021）『新しい科学3』（令和2
年3月検定済）東京書籍．

6）室伏きみ子ほか32名（2021）『自然の探究中学理科3』
（令和2年3月検定済）教育出版．

7）大矢禎一ほか145名（2021）『未来へひろがるサイエン
ス3』（令和2年3月検定済）啓林館．

8）霜田光一ほか33名（2021）『中学校理科3』（令和2年
3月検定済）学校図書．

9）Anderson, M. et al. (2017). Life Science (Glencoe Edition),
Columbus, OH, McGraw-Hill Education.

10）DiSpezio, M. A. et al. (2017). Science Fusion bookB (Student
Edition), Orland, Florida, Houghton Mifflin Harcourt. 

11）Padilla, M. J., Miaoulis, Ioannis, & Cyr, Martha. (2011).
Prentice Hall Science Explorer book C (International 
Edition, Student Edition). 邦訳（2019）『生命科学大図鑑』． 

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）2L04

一
般
研
究
発
表

− 390 −



 

 

           

タイ国中学校科学教科書『วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี』の NOS単元 

 

〇中島康 1， チャトリーファイクハムタ 2

Yasushi NAKAJIMA，Chatree FAIKHAMTA  
１早稲田大学高等学院，２タイ国カセサート大学 

Waseda University Senior High School, Faculty of Education, Kasetsart University(in Thailand) 

【キ－ワード】 科学の本質，nature of science, NOS, Nature of Science and Technology, NOST 
 

１ 目 的 

 「科学の本質(NOS)」 は，科学の認識論，知
識を得る方法としての科学，科学についての価

値観等を含み，その習得は，米国の次世代科学

スタンダード（NGSS）においても重要視され
ている．日本の学習指導要領においては明示的

に導入されてはいないものの，NOS はいくつ
かの国々の科学教育で既に導入されている．

特にタイ国の基礎教育コアカリキュラム

（BECC）においては，NOST（科学と技術の本
質）が科学の学ぶべき 1分野として強調され，
その一部として NOS の概念は明示的に導入さ
れている．本研究では，タイ国中学校科学教科

書における NOS の記述を調査し，米国 NGSS
の NOS マトリックスと比較することで，タイ
国科学教育における NOS の教授内容の特徴を
明らかにする．

２ 方 法 

（１）調査対象の教科書 

調査対象はタイ国教育省科学技術教育推進

研究所（IPST）で監修された中学校科学教科書
『วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี』（書名訳：基礎コース科学
技術，2017 年改訂）の第２学年の第１単元「科
学の本質(NOS)」（p0～p8）である（以下，NOS
単元と呼ぶ）．この教科書の形式的・全体的な

特徴や NOST に関係する記述の概要は既に明
らかにされている（中島・ファイクハムタ，

2021）．
（２）分析の視点

 調査対象の NOS 単元の記述を，米国 NGSS
付録 Hの NOSマトリックス（１：科学研究は
様々な方法を使用する，２：科学知識は実証的

な証拠に基づく，３：科学知識は新しい証拠に

より改訂される，４：モデル・法則・メカニズ

ム・理論は自然現象を説明する，５:科学は知る
ための方法である，６：科学知識は自然のシス

テムの秩序と一貫性を前提としている，７:科
学は人間の努力である，８：科学は自然と物質

に関する問いに対処する）と比較する．

３ 結 果

調査対象の NOS 単元では，【原子構造の知
識の発展】【先史時代後期の古代女性の顔に関

する研究の経緯】【箱の中にあるものを探索す

る課題】が取りあげられ，生徒はこれらの記述・

課題に取り組むことを通じて，科学の特徴を考

え，議論する．

その上で，NOS（科学的な見方・科学的探究・
科学的エンタープライズからなる科学独自の

性質として扱われている）が示され，特に，次

の科学の特徴が強調されている．

a:証拠に基づいて物事は理解できる
b:科学知識には持続・信頼性があるが，より信
頼性の高い証拠等により科学知識は改訂され

得る．

c:体系的かつ合理的な科学的探究によって現
象が確認できない場合は，科学はすべての質問

に答えられるとは限らない．

d:科学的知識は，性別・年齢・人種または宗教
に関係なく一人の人間または共同作業によっ

て生み出される．

４ 考察・まとめ 

 調査対象の NOS 単元で強調された科学の特
徴(a~d)は，すべて NOSマトリックスに対応し
ている（a:2，b:3，c:8，d：1）．また，調査対
象の教科書の第 1 学年第１単元「科学の学び
方」には，「科学は知識であると同時に知識を

獲得するプロセスである」という記述があり，

これは NOSマトリックスの 5に対応する．以
上の事から，タイ国科学教育においては，NOS
の概念は教科書に明示的に記載されていて，内

容的には米国 NGSSの NOSマトリックスと一
定の類似性があることが示された．

付記・謝辞 

本研究の一部は早稲田大学特定課題助成費を

利用して実施された． 
引用文献 

中島康 ファイクハムタ・チャトリー（2021）
『早稲田大学高等学院研究年誌』第 65巻,59-80.
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     ドイツ基礎学校におけるESDグローバル・アクション・ 
プログラムの構想と展開 

 
宮野純次 

Junji MIYANO  
京都女子大学 発達教育学部 

【キ－ワード】ドイツ，初等理科，ESD，グローバル・アクション・プログラム（GAP） 
 

１ はじめに 
ドイツにおける環境教育は，連邦政府が「環境
計画」(Umweltprogramm der Bundesregierung)
を発表した 1970 年代以降に本格的に展開され始
め，1980年にドイツ各州の教育政策を調整する機
関である常設各州文部大臣会議（KMK）の決議
「環境と授業」（Umwelt und Unterricht）によ
って，正式に学校教育の内容として導入されている。   
そして，1990 年代の初めには，「時代にあった一般
教育の部分」としての環境教育が求められるようにな
る。1992 年のリオデジャネイロ国連環境会議におい
て，持続可能な開発のための教育（ESD）の果たす
役割の重要性が採択され，「アジェンダ 21」の第 36
章で明確にされている。KMKは1997年の決議「環
境と授業における“世界／第三世界”」において，
ESDという用語の下で今日要約されているトピックを
早い段階で扱っている。 

2000 年代になると，ドイツでは国際的な学力調査
（TIMSS，PISA）での低調な結果に対する衝撃が大き
く，学力向上を目指した教育改革が進められた。 
一方， KMKは 2007年にドイツUNESCO委員

会との共同勧告「学校における ESD」を発表してい
る。その後，2015年にはESDの枠組みにおける学
習領域「グローバル開発」のためのガイドラインを公
表し，2017年に報告「ESDの状況と展望について」
で包括的に概観している。ESDが一層重視され，具
体的に構想・展開されている。 
本研究では，ドイツ基礎学校におけるESDの推進

に関して，グローバル・アクション・プログラムの取り
組みに焦点を当てて明らかにする。 
 
２ ESD の枠組みにおける学習領域「グローバル開発」 
のためのガイドライン（2016 年版） 
KMKは 2016年にはESDの枠組みにおける学

習領域「グローバル開発」のためのガイドラインの第
2 版を公表している。包括的な教育目標は，個人の
生活と職業生活の持続可能な開発，社会への参加，
グローバルな視点での共同責任としての基本的なコ
ンピテンシーを獲得することにある。ガイドラインで
は，11のコアコンピテンシーを「認識－評価－行動」
の領域に指定し，教科に関する(サブ)コンピテンシ
ーを学習領域に関連づけている。また，コンピテン
シーは，学習領域「グローバル開発」の 21のテーマ
領域に関する学習プロセスで獲得されることが目指
される。これらの目標を達成するための教授学的な
アプローチは，①持続可能な開発のモデルに向け
た方向づけ，②さまざまな行動水準での開発プロセ
スの分析，③多様性への対応，④視点を変える能力，
⑤文脈や実生活への方向づけ，によって特徴づけ
られる。 

３ 基礎学校における学習領域「グローバル開発」 
基礎学校における学習領域「グローバル開発」の

テーマは，①自分の生活空間における社会文化的・
自然的多様性，②他の国や社会における社会文化
的・自然的多様性，③自分の世界と社会のグローバ
ルなネットワーク，の 3 領域である。これらのテーマ
は，児童がグローバル化した世界に住むために必
要なコンピテンシーによって決定される。その際，持
続可能な開発のモデルに対して年齢に相応しい方
向性で実現される。子どもたちが自分の将来の能力
や平和で連帯した共存のために何ができるかにつ
いて最初の話し合いが行われる。 
第 4 学年の終わりまでに習得されるべきサブコン

ピテンシーは，これらの主要な内容と明確に結びつ
いている。特に，①共存と持続可能な社会への貢献，
②外国における生活,③此処とどこか別の場所との
ネットワーク化:将来に対する責任の共有，の内容が
関係している。さらに，グローバルな生活環境のネッ
トワーク化と環境問題に関する①気候変動:原因，結
果，行動の可能性，②エネルギーを産出する別の方
法，③世界中から，いつでも届く商品，④生物多様
性，森林，自然の地域の破壊と保護，⑤生命の源と
しての水，⑥人間と子どもの権利，への取り組みが
重視される。就学前の幼稚園段階においても，早い
段階でダイナミックな世界的な変化と急速な変化に
対応する必要性について記されている。 
 
４ おわりに 
ドイツ基礎学校における ESD グローバル・アクシ

ョン・プログラムへの取り組みは，ESD の枠組みに
おける学習領域｢グローバル開発」のためのガイドラ
イン（2016年版）にあるように，コアコンピテンシーが
指定され，教科に関連する(サブ)コンピテンシーが
学習領域に関連づけられている。児童がグローバル
化した世界に住むために必要なコンピテンシーによ
って，これらのテーマは決定される。関連する 1つの
問題としてテーマを示し，視点の変化など重要なコ
ンピテンシーの学習・体験の場が構想されている。
持続可能な開発のモデルに対して，年齢に相応し
い方向性で実現されようとしている。 
 
参考文献 
1) Giest, H.(Hrsg.) (2017). Hartmut Die naturwissenschaftliche 

Perspektive konkret, Julius Klinkhardt.
2) Kultusministerkonferenz(2016). Orientierungsrahmen für

den Lernbereich Globale Entwicklung im Rahmen einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung 2. aktualisierte und 
erweiterte Auflage, 2016 Ein Beitrag zum Weltaktionspro-
gramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, Colnersen.

3) Kultusministerkonferenz(2017). Zur Situation und zu Pers-
pek tiven der Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Bericht der Kultusministerkonferenz vom 17.03.2017 -.

4) 宮野純次・藤井浩樹(2015）『ドイツの理科教育－その
伝統と革新－』風間書房 
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イギリスの科学教育における practical work の位置づけ 

−初版Twenty First Century Scienceの分析を中心にして− 
 

○野村優成 1，磯﨑哲夫 2 

Yusei NOMURA, Tetsuo ISOZAKI 
1広島大学大学院，2広島大学大学院人間社会科学研究科 

【キ－ワード】 イギリス，practical work，観察・実験，科学的探究，議論，科学的リテラシー 
 
１ 目的と方法 
 イギリスでは，科学教育の始まりとともに，
観察・実験など（practical work）が，科学教育
を特徴付ける活動と認識されてきた（磯﨑・野
添，2017）。Millar（2004）は，practical work を
子どもが自然の事物・現象を観察したり操作し
たりすることを含む教育及び学習活動と定義
し，その目的は，科学的知識と科学的探究の能
力を発達させることであると指摘している。 
本研究では，近年のイギリスの科学教育にお

いて定義されている practical work が，どのよ
うに位置づけられているのかを明らかにする
ことを目的とした。そこで，Millar（e.g., 2004, 
2007）の文献や彼が編集者を務めたTwenty First 
Century Science（以降 TFCS と略記）プロジェ
クトの初版教科書 GCSE Science Higher を中心
に分析した。TFCS プロジェクトは，全ての生
徒に科学的リテラシーを育成することを目的
とした Key Stage 4（14〜16 歳）を対象とする
カリキュラムであり，市民を科学的知識の生産
者ではなく，消費者として認識することを起点
としている（Millar，2007）。 
２ Robin Millar の practical work についての
考え 

Millar（2004）は，科学の授業における practical 
work の役割は，子どもが自然の事物・現象と科
学的概念を結びつけることを促すことである
と指摘している。また，教師やカリキュラム開
発者は practical work を科学的知識の探究とし
てよりも意思の伝達として理解し，判断するべ
きであると主張し，子どもによる観察・実験が
行われた後，そこから得られるパターン（類似
点，相違点，相関関係，傾向など）及びどのよ
うに解釈され説明されるかについての議論が
必要であると指摘している。TFCS では，単な
る知識の断片を思い出すのではなく，子ども自
身の言葉で自然の事物・現象を説明する活動が
重視されている（Millar, 2007）。 
３ TFCS GCSE Science Higher の分析 
授業において，practical work がどのように取

り扱われているのかを教科書と指導書をもと
に分析した。まず，生物的領域では，導入にお
いて自然の事物・現象が提示され，展開におい
て科学的用語を用いた説明や自然の事物・現象
に関連する議論などの活動が取り扱われてい
た。また，物理・化学的領域では，導入は生物
的領域と同様であったが，展開においては実際
に物を触って感触を確かめたり，モデル実験を
実施したりして，科学的用語を用いて結果から

考察できることについての議論や説明をする，
などの活動が取り扱われていた。 
議論や説明活動の例として，TFCS の重要な
構成要素の一つであるケース・スタディー
（case study）が挙げられる。ここでは科学に関
する議論の余地がある問いと，それに関する一
連のデータが示されており，子どもは問いに関
連するデータを分析・解釈し，それを科学的根
拠として問いに対する議論や説明を行う
（Millar, 2007）。つまり，ケース・スタディー
において与えられたデータをもとにした分析，
科学的用語を用いた議論，科学的説明などの活
動が示されていたことから，practical work にお
いて観察・実験の後に，その結果をどのように
分析・解釈するのかといった，議論や説明活動
を重視することも意図されている。 
４ 考察 
これらのことを踏まえると，practical work は，
単なる観察・実験の活動として捉えるのではな
く，科学的用語を使用した議論や説明の段階ま
でを practical work の活動とみなすことができ
る。特に，科学的用語を使用した議論や説明の
段階では，科学的概念の理解の促進を意図する
ものと捉えることができる。 
つまり，practical work の重要な役割の一つと

して，観察・実験の活動後に行われる議論や説
明において科学的用語を使用し，原理や法則の
説明を行うことにより，子どもの科学的概念の
形成を促していることが指摘できる。 
５ まとめ 
イギリスの科学教育において，議論や説明を

含めた practical work は，科学的知識の説明，観
察・実験における科学的探究に関する能力，科
学に関する問いに対しての議論に参加する態
度，といった科学的リテラシーの育成を促す重
要な活動として位置づけられていると言える。 
引用文献 
磯﨑哲夫，野添生（2017）「卓越性の科学教育
を意図したカリキュラムの構成原理序説」
『科学教育学研究』第 41 巻，第４号，388-
397. 

Millar, R.（2004）. The role of practical work in the 
teaching and learning of science. Paper prepared 
for the meeting: High school science laboratories: 
Role and vision. Washington DC: National 
Academy of Sciences. 

Millar, R.（2007）. Twenty First Century Science: 
principles and practice. Journal of Science 
Education in Japan, 47⑶, 42-48 
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カンボジア農村部における SDGsエコビレッジの取り組み 

-法人代表者へのインタビュー調査から- 
 

仲井勝巳，Katsumi Nakai，聖学院大学
 

【キ－ワード】カンボジア，農村部，SDGs，地域社会，学校教育 

１ 目的 

2021 年 7 月，カンボジアのトロペアントム
村では SDGs エコビレッジが取り組まれてい
る。それは学校，工房，農業，レストラン，宿

泊所が一体になった場所をエコ建築で創り出

すことである。建築予定の学校では国語，算数

に加え SDGs，英語，伝統舞踊（アプサラダン
ス等）の授業を取り入れ自分の国の誇りを守る

こと，外の世界でも活躍できる子ども達を育て

ること，さらに，大人はエコ建築，農業，籠作

りの仕事を主とし生活の基礎を支える収入を

生み出すことを目指している。

よって，本研究では，SDGsエコビレッジの
取り組みにおいて，カンボジア農村部でどのよ

うな効果が期待されるのかを明らかにするこ

とを目的としている。

２ 方法 

2021年 7月 11日に，一般社団法人代表者へ

のインタビュー調査（30分程度）や定期報告内

容の資料から考察を行った。倫理面の配慮とし

て，本研究は,大阪総合保育大学研究倫理委員

会の承認(児保研-045)を得ている。なお，トロ

ペアントム村で活動している法人代表とは，筆

者が 12 年前の学校建設から関わりがある。ま

た，研究趣旨を説明し許可を得ている。 

 

３ 結果と考察 

法人代表のインタビュー調査や報告資料から次

のことがわかった。カンボジアの農村部では都

市部と比べ多くの課題がある。例えば，インフ

ラが進んでいないこと，電気が数年前にやっと

入るようになったこと，収入が低いことがあ

る。その原因として「稼げる仕事がない。就け

る仕事がない。読み書きができず仕事の選択肢

が少ない。」等がある。農村部での仕事は，一

般的にお米を作る農業である。女性は「籐」を

使って，籠，アクセサリー等を作成し，フェア

トレードとして販売を展開している。籐バング

ルも試作し，内容を吟味している。男性は竹建

築を仕事にしている。土地の柵，入り口を完成

させたり，窯を作りピザを焼いて食べてみたり

している。

SDGsエコビレッジは小学校の認可（2教室）
を受ける予定である。学歴に関係なく職業訓練

的な要素を持つ。村の子ども達は高校まで進学

できておらず，都市部で就職するには高卒でな

いと厳しい現状がある。14 ある村の子ども達
が 1つの中学校に通うことから，SDGsエコビ
レッジは今後中学校や高校の誕生にも可能性

を秘めており，将来的に子ども達の職種の幅を

広めることが期待されるだろう。そのために，

竹建築の大工との打ち合わせ等，完成に向けて

日々試行錯誤しながら，現地スタッフとの連携

の重要性が必要とされていることもわかった。

 

４ 今後の展望 

今後も引き続き，カンボジア農村部におけ

るエコビレッジの活動の情報を集め，その効

果を検証していきたい。 

 

資料 1．土地の柵，入り口等を竹で建築 

 

資料 2．籠作りの様子 
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理科の目標と生物のカリキュラムの日中比較 
 

何佳敏  後藤顕一 
HE JIAMIN，GOTO Kenichi 

東洋大学 

【キ－ワード】  高等学校生物 学習指導要領 教育課程法案 
 

１．背 景・目 的 
世界的な教育改革の動向として，求められる資質・
能力の育成を目指す方向性が示されている。例えば，
日本では，2017（平成 29）年に学習指導要領が改訂
され，「社会に開かれた教育課程の実現」にむけた求
められる資質・能力の育成を目指している。中国で
は，ほぼ同時期（2017年）に教育課程の規準である
教育課程法案が改訂され，さらに 2020 年にも修正
が加えられ「理想・信念と社会責任感を持っている
こと」「科学的・文化的リテラシーを持っていること」
「自己開発能力とコミュニケーション力,協調性を
持っていること」の 3点に向けた資質・能力の育成
を目指す教育改革案が示されている。 
そこで，同時期に行われた日中の教育改革の方向
性を見据えつつ，日本と中国が求める資質・能力の
違いを明らかにするとともに，高等学校生物教育に
どのように反映されているかについて比較検討す
ることを目的とする。 
２．方 法 
日本と中国の教育課程の基準に示されている資
質・能力を整理しその違いを明らかにする。さらに，
基準に示されている高等学校生物の教育課程を比
較検討することにより，その違いを明らかにする。 
３．結 果・考 察 
３-1 日本で求められる資質・能力 
日本では，2016年中央教育審議会答申により，学
習指導要領改訂の方向性が示された。それによると，
育成すべき資質・能力の三つの柱を「何を理解して
いるか，何ができるか」（知識・技能），「理解してい
ること・できることをどう使うか」（思考力・判断力・
表現力等），「どのように社会・世界と関わりよりよ
い人生を送るか」（学びに向かう力，人間性等）とし
ている。 
これに基づき，学習指導要領改訂が行われ，小・
中・高等学校にいて，育成すべき資質・能力の 3つ
の柱として，各学校段階においても，教科科目にお
いても構造的にその育成が求められている。 
３-２ 中国で求められる資質・能力 
中国では，2016 年中華人民共和国教育部により，
教育課程法案の改訂の方向性が示された。それによ
ると，育成すべき資質・能力を「理想・信念と社会
責任感を持っていること」「科学的・文化的リテラシ
ーを持っていること」「自己開発能力とコミュニケ
ーション力,協調性を持っていること」の 3 点とし
ている。設定された育成すべき資質・能力から，中
国は今回の教育改革で道徳教育と能力発展を共に
伸ばすことで,全人的な人材の育成を目指している
ことがわかる。 
「理想・信念と社会責任感を持っていること」は
生徒が正しい倫理観,人生観,価値観を持ち,生徒の社
会参画と責任感を育てることを目標としている。 
「科学的・文化的リテラシーを持っていること」
は生徒が科学的に勉強習慣を身につけ,優れた文化
的基盤の構築を目指している。 
「自己開発能力とコミュニケーション力,協調性
を持っていること」は生徒の自立性と協調性の発展
の手助けになれることを目指している。 

３-３ 求められる資質・能力の日中比較 
2 か国の大きな違いは，日本で示されている「知
識・技能」という資質・能力が中国には存在しない
ことである。これには，いくつかの背景や考え方が
ある。一つには，学校教育において高校の立ち位置
を変えようとする運動が活発化したためである。中
国では長期にわたり「高校は大学や就職向けた準備
であるか」との論争が繰り広げられていた。高校教
育は方向性を見失い,「受験教育」「工場学校」等の
学生の全人的成長に不利な傾向が目立った。そのた
め『2017年版課程方案』では高校教育の一般市民の
資質・能力を向上させる基礎教育である性質を明確
にし，その任務は学生の全人的で個性的な育成を促
すことであると明記した。 
二つには,中国共産党第十八,第十九回全国代表大
会にて,教育は「徳があってこその才」を目的にする
要請が出された。そのため,教育の全面的な人材育成
レベルを引き上げ,学生の全人的な成長を促進し,適
格な社会主義の建設者と後継者を育てるための土
台を築き上げる必要があった。 
これに基づき，教育課程方略の改訂が行われ，小・
中・高等学校にいて，育成すべき資質・能力を意識
して，各学校段階においても，理科においても構造
的にその育成が求められている。『普通高校生物学
課程標準（2017年版 2020年修訂）』にて記された
学科目標は「1. 生命意識」「2. 科学的思考力」「3. 科
学的探究力」「4. 社会責任感」の 4つになる。 
日本の学習指導要領理科編にて示された生物基

礎の目標は，「⑴日常生活や社会との関連を図りな
がら，生物や生物現象について理解するとともに，
科学的に探究するために必要な観察，実験などに関
する基本的な技能を身に付けるようにする。（知識・
技能）」「⑵観察，実験などを行い，科学的に探究す
る力を養う。（思考力・判断力・表現力）」「⑶生物や
生命現象に主体的にかかわり，科学的に探究しよう
とする態度と，生命を尊重し，自然環境の保全に寄
与する態度を養う。（学びに向かう力，人間性等）」
の 3つである。日本の科目目標は育成すべき資質・
能力の 3つの柱に沿って設定されるが，中国の科目
目標も全体の目標に従っている。「科学的・文化的リ
テラシーを持っていること」は「2. 科学的思考力」，
「自己開発能力とコミュニケーション力,協調性を
持っていること」は「3. 科学的探究力」，「理想・信
念と社会責任感を持っていること」は「4. 社会責任
感」に対応している。そのうち「4. 社会責任感」は
生物への認識を基に，個人と社会事務の討論に参画
し，理性的な解釈と判断を行い，日常生活における
問題を解決する素養と能力を身に付ける事を目標
としている。 
 
【参考文献】 

中華人民共和国教育部, 普通高中生物学課程方案（2017 年版
2020年修訂）, 2020 
文部科学省，高等学校学習指導要領解説 理科編 理数編，203，
2018 
广西教育学院，普通高中课程方案（2017年版与实验版）比较
研究，53，2018，郭芮青 申大魁， 
 
本研究の一部は，東洋大学研究助成助成で行った。 
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中国における STS 教育研究の動向と課題 
―科学教育に関する学術雑誌のタイトル分析ー 

 

○高 駿業 1 磯﨑 哲夫 2 

Junye GAO, Tetsuo ISOZAKI 
1広島大学大学院，2広島大学人間社会科学研究科 

【キ－ワード】中国，STS 教育研究，内容分析 
 

１．背景と目的 

1970 年代から，STS 教育がアメリカやイギリ

スなど西洋国家で提唱されてきた。このような

自国とは異なる背景に基づいたSTS教育に対し

て，中国では，どのような研究が進められてき

たのかを探究するのが本研究の目的である。 

２．方法 

近年，科学教育研究だけでなく，テキスト分

析など量的な方法を用いて，文献を分析し，研

究の動向や課題を明確にする研究が少なから

ずある（例えば，許，2020；Odden, Marin & 

Rudolph, 2021）。本研究では，KH CODER を用

いて，中国の学術雑誌における STS 研究の動向

と課題を探る。具体的には，まず，中国の『中

文核心期刊総覧（2017 年版）』（The Guide to 
Chinese Core Journals）に基づき，1970 年か

ら 2020 年までの『物理教師』『物理教学』『化

学教育』『化学教学』『生物学教学』『地理教

学』という 6つの科学教育に関する学術雑誌を

研究の対象とし，STS 教育，STS，STSE をキーワ

ードとして検索し，論文のタイトルや出版日付

などをエクセルにエクスポートする。次に，デ

ータの前処理の段階において，「STS」，「STSE

教育」を強制的に抽出する語とし，科学教育全

体的な特徴を把握するために，「化学」や「物

理」など教科名，「小学」，「中学」といった

校種に関する用語，また，「教育」，「研究」

を，抽出しない語とする。また，時系列を基準

とし対応分析を行い，それぞれの年代の特徴を

探る（樋口, 2020）。 

３．結果 

 まず，データの全体像については，報告書な

どを除き，計 153 本の学術論文を収集した。そ

のうち，1991 年から 2000 年までの文献数は，

18 本，2001 から 2010 年までは 66 本，2011 か

ら 2020 年までは 69本である。そして，上位 10

語を日本語に訳し，次の表１を示す。 

次に，図１に対応分析の結果について示す。

なお，図中の括弧は訳語を示す。 

表１ タイトルにおける抽出語のリスト 

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 

STS 97 大学入試 13 

教学 57 デザイン 12 

教材 24 STSE 教育 11 

試験問題 24 理念 11 

課程 23 啓示 9 

図１に示したように，1991 年から 2000 年ま

での特徴的な用語は，「アメリカ」と「浸透（す

る）」であり，2001 年から 2010 年までの特徴

的な用語は，「カリキュラム」，「教材」，で

ある。2011 年から，研究の課題が多くなり，

「STSE 教育」や「教師」教育などの領域も含め

られている。 

４．おわりに 

以上のことから，中国における科学教育に関

する学術雑誌の STS教育研究は，応用的な研究

を中心とし，2001 年から盛んに行われ，カリキ

ュラムや教学への応用が試みられてきたこと

が考えられる。 

【主要引用文献】 

�口耕一（2020）『社会調査のための計量テキ

スト分析―内容分析の継承と発展を目指し

て 第２版』ナカニシヤ出版 

図１ 対応分析の結果 
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将来への足場かけとなる行為主体性に関する研究 

－I SEE Projectに着目して－ 

 

○宮下 蒼 1，内海 志典 2  

Aoi MIYASHITA, Yukinori UTSUMI 

                      1岐阜大学大学院教育学研究科，2岐阜大学教育学部  

【キ－ワード】 行為主体性，将来への足場かけ，スキル，I SEE Project 
 

はじめに 

責任ある積極的な市民として地球規模の課

題に立ち向かい，若者の将来や世界の将来につ

いて考えることが重要になってきている

（Levrini et, al., 2021）。イタリアを中心とし
て開発された I SEE Projectでは，グローバル
で，不安定で，変化している世界において，若

者が発達させる必要がある「将来への足場かけ

として機能するスキル」（以下，「足場かけスキ

ル」とする）と，「将来への認識」が認識されて

いる（I SEE Project, 2021）。 
ここで，OECD Future of Education and 

Skills 2030の成果として示されている OECD 
Learning Compass 2030は，「羅針盤」のメタ
ファーを採用し，生徒が不慣れな状況を自力で

乗り切り，思考に基づいた方法で進むべき方向

を見出す必要性を強調している（OECD, 
2019）。また，コンピテンシーとは，不確実な
状況における複雑な要求に対応するための知

識，スキル，態度及び価値の活用を含む概念で

ある（OECD, 2019）。 
 本研究では，将来への足場かけとなる行為主

体性について明らかにすることを目的とする。 
 
１ 研究の方法 

I SEE Projectに関する文献研究から「足場
かけスキル」と「将来への認識」について明ら

かにする。その後，それらについて，OECD 
Learning Compass 2030の視座から考察し，
将来への足場かけとなる行為主体性について

明らかにする。 

 

２ 「足場かけスキル」と「将来への認識」 

「足場かけスキル」は，将来を念頭において，

現在の行動を方向付けるための思考の足場を

提供するスキルであり，知識を整理して体系的

な見方を構築する能力である「体系的・構造的

スキル」と，方向を決めて進む能力である「動

的スキル」が認識されている（Fantini et, al., 
2019）。また，生徒の「視野を拡げる」, 「将来
を身近なものにする」といった生徒の将来に対

する考え方に影響を与える「将来への認識」が

認識されている（Levrini et, al., 2021）。 
 

３ 考 察 

科学教育において，長期間にわたる将来につ

いて考えるスキルを身に付けることは，将来の

可能性に対する生徒の認識を拡げ，複雑で不確

実な将来に立ち向かう準備をすることになる

（Levrini et, al., 2021)。若者には，「足場かけ
スキル」を身に付け，それらのスキルを活用す

ることで，「将来への認識」を拡げ，将来への

足場かけとなる行為主体性を育成することが

求められる。

 

おわりに 

 若者が，「足場かけスキル」を身に付け，「将

来への認識」を拡げることにより，行為主体性

を確立し，将来を切り拓くために必要となるコ

ンピテンシーの育成を図ることができると考

えられる。 

 

引用文献 

Levrini, O., Tasquier, G., Barelli, E., Laherto, 
A., Palmgren, E., Branchetti, L., Wilson, 
C. (2021). Recognition and  operationalization 
of Future-Scaffolding Skills: Results from 
an empirical study of a teaching-learning 
module on climate change and futures 
thinking, Science Education, 105(2), 281-
308. 
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幼児教育と小学校生活科における接続の方法 

近年の先行研究の動向を中心として 

○西内舞 1，中村大輝 2 

Mai NISHIUCHI, Daiki NAKAMURA 
1国立教育政策研究所，2広島大学大学院 

【キ－ワード】 幼児教育，生活科，関連，幼小連携，レビュー 

 
１ 研究の背景及び目的 

生活科と幼児教育のスムーズな接続は，学校

適応や指導の継続性の観点から重要であり，両

者の接続を意識した研究や実践がこれまで数

多く行われてきている（e.g., スタートアップ

カリキュラム）。そこで，本研究では幼児教育

と生活科の接続に関する先行研究を整理し，ど

のようにこれらの接続が図られてきたかの研

究の動向を明らかにすることを目的とする。 
 
２ 研究の方法 

 先行研究の収集については稲田（2019）を参

考に以下の方法で行った。 
先行研究の収集は，国立情報学研究所が運営

する検索データベース・サービス「CiNii」を用

いた。検索のキーワードとして，「幼児 AND 生

活科」，「幼稚園 AND 生活科」，「幼少期 AND 生

活科」，「幼小 AND 生活科」，「就学前 AND 生

活科」を用いた検索を 2021 年 6 月に行なった。

次に，抽出された論文について，論文題目やキ

ーワード，要旨などから，幼児教育と生活科の

接続，関連，連携に関する論文をスクリーニン

グし，レビューの対象とした。最後に，レビュ

ー対象の論文について，本文を精読した上で幼

児教育と生活科の接続関係をコーディングし

た。なお，本研究では，書籍やオープンアクセ

スではない論文などの入手が困難であったも

のは分析の対象外としている。 
 
３ 結果 

前述の検索基準によって抽出された論文数

は重複も含めて 932 件であり，レビューの対象

とした論文数は最終的に 112 件であった。コー

ディング結果を表に示す。 
コーディングの結果，幼児教育と生活科の接

続形態は主に 4 つのタイプに分類できた。 

(ⅰ) 生活科との接続を図る幼児教育に関する

研究 18 件（生活科→幼児教育），（ⅱ）幼児教

育との接続を図る生活科に関する研究は 46 件

（幼児教育→生活科），（ⅰ）（ⅱ）の両者の立

場に関する研究 25 件，どちらの立場か不明で

ある研究は 23 件であった。 
 

表：抽出された論文の分類と主な学習内容及び教材 
分類 n 内容・教材 

(ⅰ)  

生活科→幼児

教育 

18 

遊び，水遊び，追いかけっこ，

収穫体験，動物との触れ合

い，葉っぱ探し，虫取り,も

のづくりなど 

(ⅱ)  

幼児教育→生

活科 

46 

土・砂遊び，栽培（アサガオ・

野菜・米作りなど），飼育,季

節の植物や生き物探し，もの

づくり,学校探検など 

両者 25 カリキュラム研究，交流など 

不明 23 遊び，自由遊びなど 

 

４ 考察及びまとめ 

（ⅰ）については，その接続の方法として，

幼児にとって身近な教材を中心に取り上げな

がら，単なる遊びで終わらないよう，小学校に

繋がる資質・能力の素地を育もうとする方法が

多い。具体的には，教師や保護者が幼児の活動

に対して声がけを行い，その活動に対して価値

付けを行なったりする取り組みが挙げられる。 
（ⅱ）については，その接続の方法として，

幼児教育で頻繁に取り上げられる教材を用い

る方法が多い。つまり，生活科では，幼児教育

で扱われた教材を使用しながら，その活動内容

の質や教師の支援を変えることで，生活科で求

められる資質・能力を育成しようとしているこ

とが特徴的である。具体的には，体験中心の活

動から意図的・計画的な探究活動への移行や，

幼児との交流を通した小学生としての自覚化

を目指した取り組みが挙げられる。 
 

引用文献 
稲田結美（2019）「小学校における生活科と理科の接
続の視点―先行研究の動向をふまえて―」『日本体
育大学大学院教育学研究科紀要』第 3 巻，第 1 号，
87-98. 
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領域「環境」で培った資質・能力を接続する生活科授業の研究 

菅沼 敬介 
KEISUKE Suganuma 

福岡教育大学 
【キーワード】生活科教育，幼児教育，幼保小接続，自然遊び 

 
Ⅰ はじめに 

本研究では，接続や「スタートカリキュラム」

の本質的な意義を捉えることや、捉えた実践の

必要性を提示し，幼児教育と小学校教育の学び

の接続の具体的な有効性から，あるべき幼保小

の接続の姿の示唆を得ることを研究の目的と

する。 

 

Ⅱ 幼児教育と小学校教育の接続 

１ 幼児教育と生活科の関係 

 生活科は，平成元年告示の学習指導要領にお

いて新設された教科であり「幼稚園から高等学

校までの教育を一貫的にとらえ，各教科等の内

容の一貫性を測ることにした。特に，小学校教

育については，幼稚園教育との関達を緊密にす

る観点から，低学年教育の在り方を見直し，新

しい教科として生活科を設けた」ことから幼稚

園教育との接続・連携が背景にある教科である。 
 
２ 幼児教育領域「環境」 

 神長（1998）は「知的教育は，感性を育むこ
とから始まり，そのことが知性を育てることに

つながっている」と述べており、那須(2002)は
「自然と直接，触れ合うことは，子どもの好奇

心や思考力，表現力の基礎を高め，草花の美し

さや生長過程の不思議さに『感動』や『驚き』，

自然に対する『畏敬の念』を覚えるといった，

感性を育てる上で非常に重要な意味をもって

いるのです」と述べており、幼児教育領域「環

境」において、育むべき資質・能力は「感性」

と「知性」であると言える。 
 
３ 幼児教育から繋がる生活科 

 生活科では、「幼稚園教育との関連も考慮し

て，低学年では直接体験を重視した学習活動を

展開することが，教育上有効であると考えられ

る」と記されている。更に、生活科の直接体験

の１つとしてあげられるのが，自然体験活動で

あり，自然遊びである。これらは、自然の様子

や季節の変化に気付いたり，面白さや不思議さ

に気付いたりすることを目指しており、幼児教

育で培った、自然に対する「知性」や「感性」

を自覚化することがスタートとなっている。つ

まり、生活科での「遊び」は、元来の「遊び」

ではなく、あくまでも「学び」への過渡期の「遊

び」と言える。 
 
Ⅲ 幼児教育での体験から学びへと誘う生活

科授業の実証 

 幼児期に 94.2%の児童が遊びとして経験し

てきた「しゃぼん玉」を教材とし、生活科授業

を実施した。「思いや願い（目標）」をもち、活

動を行い、目標に対して試行錯誤してしゃぼん

玉遊びを行う授業を展開した。 

 大多数の児童が、「ぼうにつけてふくあそび」

との認識から、「えきやどうぐをくふうしてお

おきなしゃぼんだまをつくるあそび」のように、

思考や気付きを自覚化された。また、毎時間新

しい疑問や目標が生まれ次時への活動へと発

展した。更に、「しゃぼん玉」を媒介として、

遊び方や人間関係、言語表現にも多様性が見ら

れた。以上のような結果が得られたことにより，

「しゃぼん玉」は，多くの児童によって幼児期

に実施され培われ内在していた「感性」や「知

性」が表出され、自覚化し学びが深化されたと

言える。 

 

引用文献 

石垣恵美子・那須信樹等『新版幼児教育課程論

入門』建帛社 2002年 p.146 

神長美津子『保育の基本と環境の構成』ひかり

のくに 1998年 p.44 

文部科学省「小学校学習指導要領(平成 29年告

示)解説生活編」，東洋出版社，2018年，p.26 
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生活科における理科学習につながる気づきと 

資質・能力との関連に関する研究 

○齊藤徳明 1，和田一郎 2

Noriaki SAITO, Ichiro WADA 
1藤沢市立鵠沼小学校，2横浜国立大学  

【キ－ワード】 生活科，気づき，メタ認知，認知と情意

１ 問題の所在と研究の目的 

新学習指導要領（平成 29 年告示）解説生活

科編では，理科をはじめとする中学年の各教科

への接続を明確にする必要性が指摘されてい

る（文部科学省，2017a）。そこで本研究では，

生活科において重要な役割をもつ気づきが中

学年の理科学習にどのようにつながるのかを

検討する。

さらに，学習指導要領において気づきは，資

質・能力育成との関連が示されている。また，

資質・能力育成における重要な点として，認知・

情意の両側面を相互に関連付けた育成をあげ

ている（文部科学省，2017a）。すなわち，理科

へつながる気づきをする子どもがどのような

認知・情意の相互関連を生じさせているかを捉

えることは有益であると考えられる。そこで，

上記に加え，理科学習につながる気づきと生活

科における資質・能力との関連について明らか

にする。

2 理論的背景 

2.1 生活科における気づきと理科学習へのつ 

2.1 ながり 

 理科学習において気づきは，問題解決活動に

おける初期の過程として位置付けられている

（文部科学省，2017b）。そして，それは小学

校第 3 学年において育成の目指される「複数の

自然の事物・現象を比較し，差異点や共通点を

捉え，それを基に問題を見出す力」につながっ

ていく。端的に言えば，小学校第 3 学年におけ

る「問題を見出す力」の育成の基礎には，生活

科における気づきが位置づいていると言えよ

う。

朝倉（2004）によると，気づきとは「子ども

が具体的な活動や体験，思考や話し合いなどの

学習活動によって対象に出会うことで，意識さ

れ自覚された事実，関係，疑問，感情，感覚な

ど」とされている。これを踏まえれば，子ども

がある一つの自然の事物・現象に着目し，主観

的かつ自覚的にその変化を読み取ることが理

科学習につながる気づきとして捉えられる。例

えば，「野菜を育てよう」の単元においては，

野菜の葉や茎がなんとなく大きくなっている

ことを捉えるのみならず，ものさしでそれらの

長さを記録することで日を追ってそれが大き

くなっていくことを自覚することが理科学習

につながる気づきと考えられよう。

2.2 理科につながる気づきとメタ認知による 

2.2 認知・情意の相互関連 

理科学習につながる気づきと資質・能力育成

との関連を検討する上で，McCombs（1988）の

指摘は極めて有益である。彼は，学習において

認知と情意の相互関連がメタ認知によって生

じると指摘し，図１のようにモデル化した。

この指摘を踏まえれば，理科学習へつながる

気づきが生じた子どもは，どのようなメタ認知

による認知と情意の相互関連を生じさせたか

を捉えることが可能となると考えられる。

3 調査概要 

・調査対象：藤沢市内公立小学校

第 2 学年（34 名） 
・調査時期：令和 3 年 5 月～6 月

・調査単元：小学校生活科「野菜を育てよう」 

4 事例的分析 

小学校第 2 学年生活科「野菜を育てよう」の

授業について事例的分析を行なった。その結

果，生活科の授業において，メタ認知による認

知と情意の相互関連と関連付き，理科学習へつ

ながる気づきが生じていることが示唆された。 

図 1 メタ認知による認知と情意の相互関連 

（McCombs（1988）を元に作成） 
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 具体物から事実を捉えることができる児童の育成 

－第１学年：自然の観察－ 

 

長島雄介 

Yusuke NAGASHIMA 

奈良女子大学附属小学校・奈良女子大学 

【キ－ワード】 直接経験，自然，生命，生活科，小学校理科 

１ 主題設定の理由 

 筆者は，昨年度と今年度，偶然にも２年連続

で小学校第１学年を担任している。第１学年に

は，理科の時間は配当されていないが，しごと

（他校の生活科に相当）の学習の中で，自然事

象を捉えて表現できる能力を児童に育成して

いる。また，これも昨年度と今年度であるが，

小学校教員免許状の取得を目指す大学生（主に

文学部の２回生）に「初等教科教育法理科」の

講義を受け持っている。

ところで，筆者は大学講義の初回に，小学生

時代の理科学習で心に残っていることを学生

に尋ねることにしている。すると，多くの学生

が悩む表情を見せながら，「あまり覚えていな

い」，「火を扱うのが怖かった」，「実験で教

科書どおりに結果が出るか不安だった」などと

回答してくる。そのため，なぜ後ろ向きな意見

が多いのかと続けて問うと，「テストで良い点

をとるために，教科書に載っている言葉を覚え

てばかりいたこと」と，「観察や実験がしにく

い学習内容では，教科書の写真や図を眺めるこ

とに終始していたこと」の２つが特に大きな原

因ではないかと分析していた。

このことから，具体物を見つめ，そこから事

実を捉えるという直接経験を児童が早い段階

から積み重ねることができるように，教師が指

導すべきだということが示唆される。

そこで，本実践では，児童が自然の事物に向

き合って学ぶ第一歩を踏み出せるように，図鑑

や画像で調べることばかりにとらわれず，具体

物に触れさせることを大切にした。具体物に諸

感覚を通して触れることにより，児童が事実を

見つけ，そこから新たな疑問を抱き，次の学び

への必然性を得ることができるものと考える。

このような経験を繰り返すことにより，児童が

生涯にわたって，粘り強く追究していく姿勢を

身に付けられるようにしたい。

２ 実践の内容 

（１）植物の観察から 

４月の入学式から１週間が過ぎた頃，朝の散

歩として，大運動場の周りに咲く花を観察し

た。その日に書かれた，ある児童の日記には， 

「つつじをみてみると，おはなをだっこしてい

るようなものをみつけました。」と書かれてい

た。ツツジの花に向き合ったこの児童は，がく

の働きを捉えたのである。具体物を見て，「こ

れはいったい何だろう」と考えれば，必然的に

その働きを知りたくなる。 

（２）動物の観察から 

昨年 10 月の朝の会で，「セアカゴケグモの

ようなものを学校内で見かけた」と発言した児

童がいたことから，「こわい」，「刺されてし

まったらどうしよう」といった不安が学級全体

に広がった。そのため，セアカゴケグモの生態

や見た目の特徴について情報を集めた後，校内

で生息していそうな場所を推測し，安全に留意

しながら調査した。すると，ベンチの裏でセア

カゴケグモとその卵のうを発見したため，それ

らを観察後に駆除し，校内の全ての人に注意喚

起をした。そして，その後も生息調査を続けた。 

一方，今年の新入児も，動物に興味を示す児

童が多い。ある日，３人の児童がカブトムシと

ノコギリクワガタを並べて遊んでいたところ，

ノコギリクワガタの方がカブトムシよりも脚

に「ギザギザ」が多いことに気付いた。そのこ

とを学級全体に伝えると，「動物の『脚』ブー

ム」が湧き起こり，35 人が自分で捕まえた動

物を飼育しながら，その脚を中心に観察を続け

ることになった。カブトムシやノコギリクワガ

タを育てる児童がいれば，奈良公園付近で見ら

れ，瑠璃色に輝く糞虫オオセンチコガネを大切

に育てる児童もいる。その他にも，昆虫はちょ

っぴり苦手だけど，梅雨の時期に多く見られる

カタツムリは大好きという児童も見られ，各々

が粘り強く飼育・観察を続けている。 

 

※ 実践の詳細や，成果と課題については，大

会当日の発表を参照されたい。 

日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号（2021）2M04

一
般
研
究
発
表

− 401 −



理科教育における消費者製品安全教育の展開について 

 

〇宮西 涼子，濱田 栄作 

〇Suzuko MIYANISHI, Eisaku HAMADA 

琉球大学教育学部 

【キーワード】 消費者教育，安全教育，NITE，事故原因 

 

1. はじめに 

独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下，

NITE）によると，年間数千件の製品事故が発生

している。これらの事故には，消費者が日常的

に使用する製品も多く，事故を未然に防ぐため

には｢消費者製品安全教育｣が必要である１）。そ

こで本研究では，過去の製品事故に着目し，消

費者に起因する製品事故の実態を明らかにす

ることで，消費者製品安全教育に必要な学習内

容について検討する。 

2. 研究方法 

製品事故の現状を把握するために，NITE が

公表している「事故情報データベース」を検索

し，事故原因を分析した。また，消費者の誤使

用や不注意が原因と考えられる事故事例につ

いては，テキスト分析を行い，具体的な事故原

因を明らかにした。さらに，アンケート調査に

より製品事故に関する知識・意識の実態を把握

し，製品事故の現状から消費者製品安全教育で

取り上げるべき学習内容について検討した。 

3. 結果と考察 

NITE の｢事故情報データベース｣より，2007

年度から 2018 年度までの事故情報について検

索（2021/1/16 時点）を行ったところ，39,860

件の事故情報が得られた。 

消費者の誤使用や不注意が原因と考えられ

る製品事故はどの年度も家庭用電気製品と燃

焼器具が高い割合を占めていた。この 2つ製品

に関する事故情報についてテキスト分析を行

い，頻出語を抽出したところ，家庭用電気製品

の事故原因には｢電源｣が最も多くみられ，「電

源コード」のような配線器具のねじれや折れが

原因で短絡（ショート）し，発熱・発火した事

故が多かった。 燃焼器具については｢ガス｣が

最も多く見られた。特に，石油ストーブやヒー

ターの上方に干していた洗濯物が落下し，着火

するなど，燃焼器具の近くにある可燃物が引火

した事例が多かった。 

これらの製品事故の原因には科学的知識の

有無も関係していると考えられる。そこで，事

故事例をもとに製品事故に関連する知識・意識

について，アンケート調査を実施し，分析を行

なった。 

4. まとめ 

製品事故の情報から消費者製品安全教育に

科学的知識，つまり理科教育が関連することが

明らかになったので，今後理科の視点から消費

者製品安全教育について更なる検討を進める。 

また，安全教育と理科教育との関連性に着目し，

日常生活における理科の有用性を実感できる

学習事例や教材について検討する。 
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本研究の一部は，JSPS科研費 19K02788 の助成

を受けた。 
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⾼校物理（光波）における多様な表象の⼀貫性能⼒を 
促進する教授⽅略に関する事例的研究 

○川⼝智史 A，和⽥⼀郎 B 
KAWAGUCHI Satoshi, WADA Ichiro 

神奈川県⽴城郷⾼等学校 A，横浜国⽴⼤学 B 
【キ−ワード】⾼等学校理科 表象 表象の⼀貫性能⼒ RATs 

１ ⽬的 
平成 30 年告⽰の⾼等学校学習指導要領では，

Society5.0 と呼ばれる時代が到来し，予測困難
な社会を切り開くための資質・能⼒を育成する
ために，主体的・対話的で深い学びが実現され
る授業改善が求められている。また，STEAM 教
育を探究的な学習を通じて充実させることが重
要である。 

⾼等学校理科においては，これまでの⽣活体
験や⼩中学校で習得した前概念を修正し，⼀貫
した科学概念を育成させることで，知識基盤社
会における基礎的な科学的素養を養うだけでな
く，より多くの科学的能⼒が優れた⼈材を⽣み
出し，上級学校へ接続させる⽴場にある。 

そこで本研究は和⽥・森本が明らかにした表
象ネットワークモデルを軸に，Scheid ら(2019)
に よ る 表 象 の ⼀ 貫 性 能 ⼒ (Representational 
Coherence Ability 以下 RCA)を促進させるた
めの表象活動課題（Representational Activity 
Tasks 以下 RATs）を援⽤し，その有効性につ
いて事例分析を通じて明らかにする。 
２ 表象の⼀貫性能⼒ 

RCA は部分的に重複する多様な表象をまと
まりとして扱い，前概念を修正し様々な表象に
影響を与えながら⼀貫して捉え，①表象を⽐較
し, マッピングする，②表象を完成させる，③
表象に間違いを⾒つけ修正する，これらの活動
の中で⼀貫性のある多様な表象を⽤いて理由を
記述し，説明する能⼒のことである．この RCA
を促進させるための授業や課題の構成の視点と
して,RATs は表１に⽰すように多様な表象を⽤
いて学習することに関する DeFT フレームワ
ーク(Ainsworth, 2006)に則りデザインされる.  

表 1 RATs のデザイン 
(a) 表象の数 ２つ以上の表現を含む 
(b) 情報の分布 冗⻑的な表現を含む 
(c) 表象の形式 静的で単⼀性がある 
(d) 表象の順序 ⽂章による表現の後に異なる表現   
(e) 変換の⽀援 反復させることで RCA を強化 

この RATs には表２に⽰すように標準的な課
題（Standard-RATs 以下 S-RATs）と深い理解を
構築する課題（Deeper Understanding-RATs 以
下 DU-RATs）があり， DU-RATs は表象形式
数𝑁𝑁"RF や表象形式間の結合数𝑁𝑁"RFC が，従来型の
課題や S-RATs と⽐較して多く，表象を⽐較・
変化・修正・適⽤させる課題である． 

表 2  𝑵𝑵"RF, 𝑵𝑵"RFCの⽐較(Scheid et al., 2019) 
課題の種類 𝑵𝑵"RF 𝑵𝑵"RFC 

従来型の課題 1.7 0.66 
S-RATs 3.6 3.1 

DU-RATs 4.2 3.9 
３ 事例的分析 
３．１ 調査概要 

時期：2021 年 5 ⽉〜7 ⽉ 
対象：神奈川県⽴城郷⾼等学校 第３学年 
単元：「光波」 

３．２ 分析⽅法 
表象ネットワークを軸に授業がデザインさ

れ，⽣徒の科学概念が構築されていく過程で，
S-RATs や DU-RATs がどのように取り⼊れら
れ,⽣徒の RCA が促進されたのか分析する．⽣
徒のワークシート記述，RCA テスト記述，授業
のプロトコル，ICT による学習履歴等を表３に
⽰す森本が整理したホワイトの知識要素を援⽤
して分析する． 

表 3 知識要素と物理の表象との対応 
知識要素 簡単な定義 物理との対応 
命題 概念間の関連性についての記述 現象の説明など 

ストリング 一つながりの言葉，記号 現象名・記号など 
知的技能 心的な課題遂行能力 数式操作 
イメージ 感覚についての心的表象 図，表・グラフ 
エピソード 経験した事象についての記憶 生活体験 
運動技能 肉体的な課題遂行能力 実験・観察 
認知的方略 思考の概括的一般技能 ICTによる学習履歴 

引⽤⽂献 

Scheid, J., Müller, A., Hettmannsperger, R., & 
Schnotz, W. (2019). Improving learners’ 
representational coherence ability with 
experiment-related representational activity 
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Research, 15(1), 10142.  
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カラーセロファンを用いたレントゲンのモデル教材の開発   
 

○加藤奈々美，鎌田正裕  

Nanami KATO, Masahiro KAMATA 

                      東京学芸大学大学院教育学研究科 

【キ－ワード】 放射線教育，放射線教材，放射線の性質,レントゲン,中等理科 

１ はじめに 

 中学校理科の学習指導要領（H29）では第 2
学年に「放射線の性質と利用」が追加され、従

来の第 3 学年での学習と併せて段階的に放射
線を学習することになっている。教育現場で使

用されているクルックス管は放射線による透

過現象の観察ができるものの、漏洩 X 線によ
る被ばくが課題である 1)。本研究ではカラーセ

ロファンと白熱球を用いた安全性の高いレン

トゲンのモデル教材の開発と授業での試用を

目指した。 

２ 方 法 

（１） モデル教材の作製 

 モデル教材の原理を図 1に示す。カラーセロ

ファン（赤、青、緑、黄、マゼンタ）を重ねる

ことで可視光を透過しないセロファン層（以下

A）を作製する。Aは可視光を透過させないが、

赤外光を透過させることはできる。サンプルを

挟んだ Aを白熱球にかざすと、肉眼ではサンプ

ルを観察することはできないがスマートフォ

ン越しでは赤外光をキャッチすることからサ

ンプルの影を観察することができる。 

 
図 1. モデル教材の原理 

（２） 実践した授業の概要 

対象:中野区立中野東中学校科学部（24名） 

 教材を用いる前後で[レントゲンの原理につ

いて説明せよ]との課題を提示した。課題に対

する生徒の理解度から、本教材の有効性につい

て検討した。 

３ 結 果 

（１） モデル教材について 

 作製したモデル教材の概要と写真を図 2 に

示す。肉眼では透過光を確認することができな

かったがスマートフォン(iPhone 11 pro)で撮

影することで赤外光をキャッチしサンプルの

影を捉えることができた。 

 
図 2. モデル教材の概要と写真 

（２）実践した授業について 

  実践前後においてレントゲンの原理を正

しく説明できた生徒数を表 1に示す。この結果

より、教材の使用前と後では理解した生徒数が

増加したことがわかる。 

表 1.説明できた生徒数(n＝24) 

実施前 実施後 

7 (2) 18 (14) 

注:レントゲンは放射線の透過性によるものだと説明

できた生徒数である。()内は実際のレントゲン写真の

濃淡に関しても正しく説明できた生徒数である。 

４ おわりに 

 本研究の結果から本教材がレントゲンのモデ

ルとして有効であると考えられる。また多くの

生徒は本教材から放射線には透過性があると

の知識を得ることができていた。多くの生徒か

ら「面白い」「本当に透けて見える」との発言

があり、写真を撮るなど意欲的な活動も見られ

た。以上のことから実際の授業でも有効である

ことが明らかとなった。 

謝辞 

本研究に協力していただいた中野区立中野東

中学校科学部の皆さまに感謝します。 

引用文献 

1) 秋吉優史(2019),「学校教育現場における

クルックス管の安全管理とその活用」『放

射線教育』Vol.23,No.1,pp.23-32 
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Google Classroom を用いた遠隔授業

演示実験・グループ討論・プレゼンテーション・模擬授業の工夫

○葛生 伸 1

福井大学

【キ－ワード】 遠隔授業，演示実験，グループ討論，プレゼンテーション，模擬授業

１ はじめに

Covid-19 の影響で多くの大学で遠隔授業を

実施している。筆者は共通教育科目，導入科

目，理科教育法など担当授業のすべてを遠隔

で実施している。実践状況を報告する。

２ 遠隔授業の方法

学部授業は，主にオンデマンドで，理科教育

法と大学院授業はオンラインで実施した。授

業はすべて を用い，質問，

オンライン授業，模擬授業などは

を使用した（葛生 ）。

３ 実施内容

一般的な授業の流れ

オンデマンド授業では，受講内容を予想する

クイズを の「質問」で出題後，講義

動画（ 分以内）を視聴する（図 ）。クイズ

回答後，他学生の回答を見ることで，考える習

慣の定着と他者の考え方の多様性の認識をね

らっている。クイズ・受講を ～ 回繰り返し

たのち， 字の「まとめ」を執筆する。「ま

とめ」は学習事項の想起・定着と，要約能力育

成をねらっている。 ドキュメント使用

のため，添削，コメントが容易である。

当初，講義動画をパワーポイントの「スライ

ドショーの記録」を使用して作成していた。ス

ライド中の動画の再生に問題があったため，

の録画機能使用に変更した。

演示実験

教員免許状更新講習をベースとした共通教

育科目「生活の中の熱とエネルギー」（葛生

）では，多数の演示実験を実施していた。

講義動画では，実験動画をスライドに貼り付け

た。早送り，スロー再生，暗室内での動画，複

数動画の同時再生比較などを活用することで，

実験を効果的に提示できた。演示実験数も増や

した。授業教材はホームページに公開している

（葛生 ）。

グループ討論とプレゼンテーション

討論班ごとに「討論室」とよぶ の

「課題」を作成し，共通作業ファイル，

を用意した。チャットも可能である。討論

結果はオンラインで発表し，その動画を

で開示した

模擬授業

人一組で模擬授業を行い，他の学生はオン

ラインで受講した。板書を含む授業はスマート

フォンで撮影した。従来口頭で行っていた意見

交換には の「質問」を使用した。

物理の授業

年度から物理のリメディアル授業を担

当開始した。物理では自ら手を動かして式を計

算して理解する必要があるため，授業動画とテ

キスト精読を交互に行う形にした。授業動画は

数式の流れがわかるように工夫した（図 ）。

引用文献

葛生 伸（2020）「正規授業時間中に学生との対

話可能なオンデマンド授業」大学の物理教育 
26 [3], 92~96 (2020). 

葛生 伸（2021）「生活の中の熱とエネルギー」

https://sites.google.com/futuredesign.page/
2021/ホーム?authuser=1

 
図1 授業動画と数式の提示例 
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「理科の教育」編集委員会企画

ワークショップ(公開編集委員会)

第 2 日目 9 月 20 日（月）

① 13：15 － 14：45

② 15：00 － 16：30



 理科授業における一人一台端末の活用 

－「理科の教育」公開編集委員会－ 

 

○後藤顕一 A，上野絵美 B，大山光晴 C，柿沼宏充D，久保田善彦 E，境智洋 F 佐藤明彦 B，佐藤寛之G 
下吉美香H 田中保樹 I，辻本昭彦 J，辻 健 K，林田篤志 L，八嶋真理子 E，山口晃弘M 

GOTO Kenichi, UENO Emi, OYAMA Mitsuharu, KAKINUMA Hiromitsu，KUBOTA Yoshihiko，
SATOH Akihiko，SATOH Hiroyuki，Shimoyoshi Mika，TANAKA Yasuki，TSUJIMOTO Akihiko, 
TSUJI Takeshi, SAKAI Tomohiro,HAYASHIDA Atushi, YOSHIMA Mariko, YAMAGUCHI Akihiro 
東洋大学 A，東洋館出版社 B，秀明大学 C，埼玉県教育委員会 D，玉川大学 E，北海道教育大学 F，早稲田大学 G

神戸市立雲中小学校 H，北里大学 I，法政大学 J，筑波大学附属小学校 K，江戸川区立篠崎小学校 L，品川区立教育委員会 M

  
 
【キ－ワード】 理科の教育，ワークショップ，GIGAスクール，一人一台端末，クラウド活用 
 
１ はじめに 
「理科の教育」は，学会員への学術成果・情

報の提供及び社会への公開と還元等，理科教育

の本質を追究することを目的とした学会誌で

ある。誌面は，主に“特集”と“連載講座”で構成
されている。特集は，理科教育界の動向をタイ

ムリーにとらえたテーマと趣意書を設定し，理

論と小・中・高を通じた先進的な実践を提供し

ている。また，連載講座は，学校現場に直結し

た教材研究や観察・実験，指導法の工夫，基礎

教養としての入門科学講座など，豊富な話題を

提供している。 
本ワークショップは，“「理科の教育」公開

編集委員会”を開催する。具体的には，読者の
皆さんに編集委員になっていただき，「理科の

教育」の特集の方向性を検討する。更に，全国

の理科に関わる方々との議論を通して，理科教

育の本質を再考し，ご自身の課題解決の糸口を

発見する機会とすることを目的としている。昨

年度のワークショップは，「コロナ禍の理科授

業デザイン」をテーマとし，臨時休業中や分散

登校など，新しい生活様式における理科授業に

ついて，ご苦労や工夫について，100名を超え
る参加者とオンラインで交流した。参加した方

には，ワークショップにおける議論を各所属に

持ち帰っていただき，それぞれの状況における

実践を通して深めた。その成果は， 2021年 7
月号の「ポストコロナの理科授業」の特集をご

覧いただきたい。 
本年度のワークショップは，理科授業におけ

る一人一台端末の活用についてオンラインで

議論する。“まずは授業をしてみました” ，
“こんな計画をしています”といった日常の実

践や実践計画を紹介し合い，成果や悩み交流す

る予定である。その議論を通して，理科授業に

おける一人一台端末の効果的な活用の在り方

を検討する。 
 
２ GIGAスクール構想 
令和元年 12 月 13 日に閣議決定された令和

元年度補正予算案において，児童生徒向けの１

人１台端末と，高速大容量の通信ネットワーク

を一体的に整備するための経費が盛り込まれ

た。文部科学大臣メッセージには「１人１台端

末環境は、もはや令和の時代における学校の

「スタンダード」であり、特別なことではあり

ません。これまでの我が国の 150 年に及ぶ教
育実践の蓄積の上に、最先端の ICT 教育を取
り入れ、これまでの実践と ICT とのベストミ
ックスを図っていくことにより、これからの学

校教育は劇的に変わります。この新たな教育の

技術革新は、多様な子供たちを誰一人取り残す

ことのない公正に個別最適化された学びや創

造性を育む学びにも寄与するものであり、特別

な支援が必要な子供たちの可能性も大きく広

げるものです。」とその意義が記されている。

また，文部科学大臣を本部長とする「GIGAス
クール実現推進本部」が設置された。 
令和 2年 4月 30日には，新型コロナウイル
ス感染症拡大の影響を受け，「1人 1台端末」
の早期実現や，家庭でも繋がる通信環境の整備

など，「GIGAスクール構想」におけるハード・
ソフト・人材を一体とした整備を加速すること

で，臨時休業等の緊急時においても全ての子供

たちの学びを保障できる環境を目指し，令和 2
年度の補正予算（2,292億円）が提案された。
この予算により，複数年かけて整備する予定を

前倒しし，令和 2年度内にインフラを整備する
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こととなった。ただし，各自治体の整備状況に

はばらつきがある。家庭に持ち帰り端末を活用

した学習をしている自治体から，本格稼働は，

夏休み以降になる自治体もある。 
 
３ 理科授業における一人一台端末 
 端末が一人一台になることで，主体は子供た

ちとなる。端末だけでなくクラウド環境も導入

されることで，協働学習や郊外や家庭における

学習も期待されている。新たな学びに期待が高

まる一方で，具体的にどのような実践をすれば

良いのかと悩んでいる先生も多い。 
そこで，2021年 8月号の理科の教育は，「1

人 1 台の端末を活用した理科授業－はじめに

やること－」の特集を企画した。先行する自治

体の実践事例から，何のために行うのか（目的）

導入初期には何をすべきなのか（内容），初心

者にも効果的に活動できる活用法はあるのか

（方法）について迫るとともに，理科授業に特

有の成果や課題とは何かを検討した。 

 本ワークショップは８月号の特集を受け，全

国の小・中・高等学校の GIGA スクール構想
の現状を交流する。その上で，これまでの実践

と ICT とのベストミックスとは何か等，理科
における授業デザインの在り方を議論する。 
 
 

４ ワークショップの方法 
(1) 方法 
今回は，Web開催となるため，Zoomによる
ビデオ会議で行います。 

(2) 参加者 
 専用サイトにて申し込み，接続先情報等を受

け取った理科教育関係者(会員，非会員は問
わない) 

(3) ワークショップの流れ 
①開会 
②趣旨説明およびグループの調整 
③グループ協議(ブレイクアウトセッション) 

・一人一台端末の活用（まずは授業をしてみま

した，こんな計画をしています） 
・一人一台端末時代の理科授業デザイン 
* 編集委員が分科会のファシリテーターを担
当します。 

④全体共有 
グループの代表者もしくは編集委員が発表

します。 
参考文献 
https://www.mext.go.jp/content/20191225-m

xt_syoto01_000003278_03.pdf 
https://www.mext.go.jp/content/20200625-m

xt_syoto01-000003278_2.pdf

2021年 8月号特集「1人 1台の端末を活用した理科授業－はじめにやること－」 
 

11月現在、報道によれば、新型コロナ・ウィルスの新規感染者数は減ってはきているものの、
好転したとは言い切れない状況が続いている。「有効なワクチンができるのはいつなのか」「第

三波が来る」「流行は２年続く」など、よくない情報は後を絶たず、諸外国の中には再び外出

禁止を始めたところも出てきており、我が国も同じ状況にならないことを願うばかりである。

学校は再開されてはいるが、コロナ禍の収束は見通せない。むしろ、コロナ対応の取り組みの

常態化が前提として学校生活が進められようとしている現状がある。 
その感染症流行による困難な状況においても、自治体、学校、教職員、教育関係の機関など

の英知や工夫、努力などによって、様々な学習の工夫がなされている。その中で、教員も児童

生徒も新たな学習の可能性に気付き始めている。令和 3年度になれば大部分の児童生徒の手元
に 1人 1台の端末がある。それぞれの自治体で前倒しに実施が進められている GIGAスクール
構想はコロナが追い風になって、一気に進む形だ。 
参加申し込み〆切前に 100名の定員に達した本編集委員会が開催したワークショップ「ポス
トコロナの理科授業を考える」のブレイクアウトセッションでは、「オンラインでの双方向型

授業を生かしたい」「ハイブリッド型授業や反転学習をしたい」「一人一台の端末があれば学級

閉鎖になっても何とかなる」などという前向きな感想が得られている。その一方で「端末を有

効に使う先生（児童生徒）と使わない先生（児童生徒）との差がついてしまう」「授業でデジ

タル教科書をどう使うのか」「オンラインで探究活動ができるのか」などの声もある。 
1人 1台の端末が児童生徒の手元にある状況で行う理科の授業。その使い始めに何をすれば
よいのか。そこで発生が予想される課題は何か。その課題にどう向き合うか。これが、令和 3
年度のポイントだ。将来への期待や希望を含め、今後の理科授業の実践の方向性を探りたい。 
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一般社団法人日本理科教育学会 第 71回全国大会実行委員会

委 員 長 益田裕充（群馬大学）

副委員長 栗原淳一（群馬大学）

事務局長 栗原淳一（群馬大学）

事務局次長 上原永次（群馬大学）

副事務局長 日暮利明（群馬大学）

事務局 阿部恵一（前橋市教育委員会） 井熊一穂（群馬県教育委員会）

石原敬久（高崎市教育委員会） 井上俊介（群馬大学附属小学校）

大河原隆徳（群馬県教育委員会） 荻野剛朗（桐生市教育委員会）

柏木純（群馬大学附属中学校） 加瀬健 （西部教育事務所）

狩野葵（群馬大学附属小学校） 熊川武士（吾妻教育事務所）

後藤一将（利根教育事務所） 後藤文博（前橋市立第六中学校）

斉藤剛志（群馬大学附属中学校） 坂口尚子（桐生市教育委員会）

櫻井康之（群馬大学附属中学校） 佐藤綾（群馬大学）

白井輝（高崎市立榛名中学校） 関口雄基（群馬大学附属小学校）

関谷良子（利根教育事務所） 髙橋正幸（東部教育事務所）

髙橋学（高崎市立乗附小学校） 髙橋洋一（群馬県生涯学習センター）

冨澤誠司（沼田市教育委員会） 西井利敬（高崎市教育委員会）

林和弘（群馬県総合教育センター） 針谷尚志（藤岡市教育委員会）

日置潤（みどり市教育委員会） 日置英彰（群馬大学）

藤原純平（高崎市教育委員会） 矢嶋将之（中之条町立中之条小学校）

山口みゆき（中部教育事務所） 吉田晃延（伊勢崎市教育委員会）

吉田恵一（太田市教育委員会）

実行委員 青木利憲（館林市立第十小学校） 青木梨花子（みどり市立笠懸小学校）

浅見詩織（榛東村立南小学校） 江田謙太郎（館林市立多々良中学校）

大井俊和（伊勢崎市立あずま中学校） 大倉史也（群馬県立伊勢崎工業高校）

大塚結希（高崎市立矢中小学校） 狩野才門（富岡市立小野小学校）

木村貴博（前橋市立富士見中学校） 倉林凌佑（太田市立毛里田小学校）

倉林早紀（太田市立旭小学校） 齋藤大河（渋川市立北小学校）

斉藤貴司（羽生市立羽生南小学校） 坂本彩華（安中市立松井田南中学校）

佐瀬隼人（高崎市立矢中中学校） 下平侑以（富岡市立額部小学校）

神知己（藤岡市立小野中学校） 鈴木武蔵（桐生市立新里中学校）

髙田晃（高崎市立大類中学校） 武井雅俊（東吾妻郡東吾妻中学校）

寺内将司（前橋市立第六中学校） 中里剛志（館林市立多々良中学校）

中島一斗（前橋市立第三中学校） 長山浩也（高崎市立新高尾小学校）

萩原健斗（吉岡町立駒寄小学校） 三田眞広（甘楽町立新屋小学校）

村田稜輝（高崎市立六郷小学校） 山田育代（藤岡市立小野小学校）

湯本裕貴（高崎市立吉井小学校） 横堀由樹（前橋市立大胡小学校）

吉田和気（長野原町立西中学校） 吉田隆（前橋市立大胡中学校）

吉田麗子（前橋市立第七中学校）

実行委員・群馬大学共同教育学部理科専攻学生

石原嵩仁，岩崎桃子，大嶋翔太，加藤健人，倉林りお，小林紀貴，

坂田 涼，佐々木葉菜，島史哉，嶋岡拓哉，白田晃大，墨 悠，

鳥羽虹帆，中澤愛美，人見春佳，深澤日向子，福田颯斗，宮前るみ，

武藤虹歩
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広告掲載企業一覧（広告掲載順）

公益社団法人日本理科教育振興協会

株式会社東洋館出版社

上武印刷株式会社

株式会社滋野堤水堂

株式会社ぐんま安全教育センター

群馬教育教材社

弘文教販株式会社

株式会社角田写真館

有限会社タキザワ

有限会社須藤書店

群馬ヤクルト販売株式会社

学校図書株式会社

大日本図書株式会社

東京書籍株式会社

株式会社新興出版社啓林館

株式会社大和科学教材研究所

株式会社風間書房

公益財団法人中谷医工計測技術振興財団

株式会社ガステック

株式会社島津理化

株式会社ヤガミ

株式会社ナリカ

ケニス株式会社

株式会社内田洋行

公益財団法人東レ科学振興会



企画立案から納品までの一貫体制主義

半世紀
積み上げた技術は私たちの強みです

群馬県環境GS認定事業所

私たちは、環境にも、お客様にもやさしい企業を目指します。

優れた環境適応性。
より高精細で美しい仕上がり

「水なし印刷」システム

ムダな廃棄物を出さない。
必要な時に必要な部数を

オンデマンド印刷

「水なし印刷」は、湿し水を使用せず有害
な廃液を0にし、その結果CO2を削減し
ます。環境への負荷が格段に少ない印
刷システムです。

〒370-0015  高崎市島野町890-25

TEL 027（352）7445（代）
FAX 027（352）2953（営業）

E-mail eigyo@jp-t.co.jp
URL http://www.jp-t.co.jp/

上武印刷株式会社

FSC®認証取得会社
厚紙印刷
抗菌ニス使用









株式会社角田写真館
各種記念写真・証明写真・スクールフォト・商品撮影・出張撮影
群馬県前橋市下細井町476-9　TEL027-234-5798　https://www.tsunoda-photo.com



抗菌インキ・ニスにも対応しています。

私たちは、環境にも、お客様にもやさしい企業を目指します。

優れた環境適応性。
より高精細で美しい仕上がり

「水なし印刷」システム

ムダな廃棄物を出さない。
必要な時に必要な部数を

オンデマンド印刷

今の私たちにできること
水と緑を守りたい。

今の私たちにできること
水と緑を守りたい。
What we can do now, I want protect water and greenery

群馬県環境GS認定事業所

〒370-0015  高崎市島野町890-25

TEL 027（352）7445（代）
FAX 027（352）2953（営業）

E-mail eigyo@jp-t.co.jp
URL http://www.jp-t.co.jp/

上武印刷株式会社

上武印刷の取り組みは
「SDGsぐんまビジネスプラクティス」
先進事例に選ばれました。（令和２年度、県内67社）




































