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2021年度日本理科教育学会北陸支部大会プログラム 

【8:50-9:00】 開会 

【9:00-10:15】 座長：松原道男（金沢大学） 

01 中学校理科の『学び合い』の授業における，観察，実験は好きだが理科は得意でない生徒とそうでない

生徒の課題達成に関する研究 

○出浦祐羽（信州大学教育学部），三崎隆（信州大学学術研究院）

02 『学び合い』の授業における、話し合いが苦手な生徒と得意な生徒における課題達成に関する研究 

○小野司（信州大学教育学部），三崎隆（信州大学学術研究院）

03 中学校理科の『学び合い』の授業における気分が落ち込み活動に意欲的でない生徒とそうでない生徒の 

課題達成に関する研究 

○川久保佳穂（信州大学教育学部），三崎隆（信州大学学術研究院）

04 中学校理科の『学び合い』の授業における自分の声と自分のことを気にしている生徒とそうでない生徒

の課題達成に関する研究 

○作山咲季（信州大学教育学部），三崎隆（信州大学学術研究院）

05 コミュニケーション・スキルが高いが積極的に参加しない生徒とそうでない生徒の『学び合い』の授業

における課題達成に関する研究 

○寺澤佑哉（信州大学教育学部），三崎隆（信州大学学術研究院）

（10:15-10:30 休憩） 

【10:30-11:45】 座長：月僧秀弥（富山大学） 

06 プログラミング教育によって創造力と自己効力感を高める小学校理科授業の開発 

○成田達哉（新潟大学教育学部），土佐幸子（新潟大学教育学部）

07 小学校理科授業において描画法は児童の概念変化をどのように助けるのか 

○坂上晴基（新潟大学教育学部），土佐幸子（新潟大学教育学部）

08 理科通信は子どもの科学に対する態度にどのようなインパクトを与えるのか 

○三浦真義（新潟大学教育学部），土佐幸子（新潟大学教育学部）

09 自由試行と児童の学習の見通しとの関連に関する研究－小学校３年生の理科授業を通して－ 

〇源川優希（新潟大学教育学部），土佐 幸子（新潟大学教育学部） 

10 高校化学における文脈に基づく授業の有効性 

○藤田健斗（新潟大学大学院自然科学研究科），土佐幸子（新潟大学教育学部）

（11:45-12:45 休憩） 

【12:45-14:00】 座長：三崎隆（信州大学） 

11 観察・実験時に行う教員の指示に対する教員の意識 

○福桝友一朗（上越教育大学），桐生徹（上越教育大学）

12 単元まとめの動画づくりにおける動画の特徴－高校化学基礎 「 イオン 」の実践を通して－ 

○三森雄一朗（白河市立大信中学校），桐生徹（上越教育大学）

13 理科授業を参観する教員の参観態度に対する参観時の行為―小学校第４学年「ものの温まり方」を通し

て― 

○菅家佑介（小千谷市立小千谷中学校），桐生徹（上越教育大学）

14 「非言語・同期」研修システムによる初任教師の教授行動に対する影響-指導者と共に実施する理科授業
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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） 

15 経路プログラミングを用いた左右識別能力の調査 

○若林亮一（柏崎市立剣野小学校），桐生徹（上越教育大学教職大学院）

（14:00-14:15 休憩） 

【14:15-15:15】 座長：土佐幸子（新潟大学） 

16 新しい放射線学習と教材開発 

〇小鍜治優（きいぱす），伊藤慧（永平寺中学校），大磯眞一（原子力安全システム研究所），橋場隆（き

いぱす） 

17 マイクロスケール実験によるダニエル電池の開発と授業実践～生徒の実験機会を増やすことを目指して

～ 

○南拓実（福井県教育総合研究所），澤大輔（福井県教育総合研究所），上中一司（福井県教育総合研究

所），中田隆二（福井大学），淺原雅浩（福井大学） 

18 小学校理科における３Ｄプリンターの活用－第４学年理科「人の体のつくりと運動」の実践より－ 

鼎裕憲（富山市立新庄北小学校） 

19 中学校理科教科書における探究の取り扱いに関する一考察 

○月僧秀弥（富山大学人間発達科学部），新村宏樹（黒部市清明中学校），葛生伸（福井大学 学術研究院

工学系部門） 

（15:15-15:30 休憩） 

【15:30-16:15】 座長：西出和彦（仁愛大学） 

20 学びに向かう力・人間性の発現が理科物理単元の学びに及ぼす影響－小学校第 3学年「光の性質」の事

例をもとに－ 

澤柿教淳（松本大学） 

21 日本における「科学の本質」の理解－中学生を対象として－ 

○長谷一弘（上越教育大学大学院），古屋光一（上越教育大学大学院）

22 コンピテンシーの育成を目指した理科の学習方略測定尺度の開発に向けて－中学生への質問紙調査の分

析結果－ 

○五十嵐洋貴（上越教育大学大学院），増田美次郎（帯広市立大空中学校），古屋光一（上越教育大学大

学院） 

2



中学校理科の『学び合い』の授業における，観察，実験は好きだが
理科は得意でない生徒とそうでない生徒の課題達成に関する研究 

○出浦祐羽 A，三崎隆 B

IDEURA Yuu，MISAKI Takashi 
信州大学教育学部 A，信州大学学術研究院 B 

【キーワード】中学校理科，観察，実験, 理科が得意，『学び合い』，課題達成 

１ はじめに 
文部科学省（2018）に依ると，実験は好きだ

が理科は嫌いな児童・生徒は，理科の勉強は大
切，将来理科や科学技術に関係する職業に就き
たいと考える割合が低いと報告されている。ま
た同調査によると，当該児童・生徒は，実験は
嫌いだが理科は好きな児童・生徒と比べても，
科学や疑問について質問したり周りの児童・生
徒に説明したりするなどの行動をしないため，
考察を深めていないとしている（文部科学省，
2018）。このような考察を深めていない子ども
について、木下(2010)は自分の学習状況の把握
ができず，学習の見通しも持てない状態にあり，
課題達成が困難であると報告している。以上の
ことから，観察，実験は好きだが理科が得意で
ない生徒は,理科が得意な生徒との間に課題達
成や会話行動に差が見られ，学習に支障を来す
ことが懸念される。 
ところで，『学び合い』の授業では，全員が

友達と相互に関わり合いながら課題達成に向か
うため観察，実験は好きだが理科が得意でない
生徒も他の生徒と一緒に課題達成できると考え
られる。そこで本研究では，中学校理科におけ
る実験，観察は好きだが理科は得意でない生徒
とそうでない生徒の課題達成について明らかに
することを目的とする。 
２ 方法 
（１）調査対象 
公立中学校第３学年１クラスの生徒 36 名。 

（２）調査単元 
 第３学年理科「天体」(4H)，「食物連鎖」(4H)。 
（３）調査方法 
 理科における苦手意識に関するアンケート調
査と理科の観察，実験に対して好意的かどうか
に関するアンケート調査を行った。また，各単
位時間の課題達成の調査を行った。 
（４）分析方法 
１）分析対象生徒の抽出 
理科における苦手意識に関するアンケートの

各質問項目における選択肢にそれぞれ得点を割
り振り，対象生徒 1 人 1 人の合計点を求めた。
そして平均点を求めた。佐藤・三崎(2019)の手
法に準拠し，生徒 1 人の合計点が平均点を上回
っている生徒を理科における苦手意識を感じて
いる生徒とし，一方，平均点を下回っている生
徒を理科における苦手意識を感じていない生徒
とした。前者を苦手意識群，後者を非苦手意識
群とする。また，理科の観察，実験に対して好
意的かどうかに関するアンケートもこれと同様
に処理をし，観察，実験好意的群，観察，実験
非好意的群とした。 

 そして，苦手意識群かつ観察，実験好意的群
である生徒を観察，実験好意的苦手意識群，非
苦手意識群かつ観察，実験非好意的群である生
徒を観察，実験非好意的非苦手意識群とする。 
２）分析対象生徒の課題達成の調査の分析 

 本研究では，観察，実験好意的苦手意識群と
観察，実験非好意的非苦手意識群の間で，第１
時の課題を達成したか否かについて２×２のク
ロス表を作成し，Fisher の直接確率計算によっ
て出現確率を求めた。第２時以降も同様にした。 
３ 結果
（１）分析対象生徒の抽出の結果
観察，実験好意的苦手意識群は３名，観察，

実験非好意的非苦手意識群は７名であった。 
（２）分析対象生徒の課題達成調査の分析結果 
表１は両群の課題達成した人数を表している。 

表１ 観察，実験好意的苦手意識群と観察，実験非好意的
非苦手意識群の課題達成をした人数（人） 

時数 観察，実験好意的苦手意識群 観察，実験非好意的非苦手意識群 出現確率（ｐ） 

１ ３ ７ 1.00 

２ ３ ７ 1.00 

３ ３ ７ 1.00 

４ ２ ７ .300 

５ １(1 名欠) ６ .417 

６ ３ ７ 1.00 

７ ２(1 名欠) ７ 1.00 

８ ３ ７ 1.00 

 Fisher の直接確率計算の結果，いずれにおい
ても５％有意水準で有意差は認められなかった
（いずれも両側検定）。 
４ 考察 
 表１の結果からもいずれの群も，『学び合い』
の考え方による授業においては全員が課題達成
に向かって活動しているものと考えられる。 
引用文献・参考文献 
木下博義(2010)「振り返り」を重視した理科

学習指導」--思考力・表現力育成の視点
から(特集 習得・活用・探究型学力の育
成と評価の理論(2))」『日本教材文化研
究財団研究紀要』，第 40号，pp.14₋18. 

文部科学省(2018)「平成 30年度全国学力・
学習状況調査の結果を活用した理科に関
する調査研究」，
https://www.mext.go.jp/content/141681
2_01.pdf （2020/12/6）. 

佐藤紘・三崎隆(2019)「『学び合い』の授業に
おける理科に対して意欲的かつ大切と感じ
ている生徒とそうでない生徒の学びの実態
に関する研究」『臨床教科教育学会誌』，
第 18巻，第 1号，pp.11-18. 
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『学び合い』の授業における、話し合いが苦手な生徒と得意な生徒
における課題達成に関する研究 

○小野司 A，三崎隆 B 

Tsukasa Ono，MISAKI Takashi 
信州大学教育学部 A，信州大学学術研究院 B 

【キーワード】話し合い，会話, コミュニケーション,『学び合い』，課題達成 

１ はじめに 
 古賀・谷口（2014）は、話し合いでは会話へ
の参加が苦手な人が少ししか話さないといっ
た発言の偏りが生じてしまいがちであると指
摘しており、会話が苦手な人と得意な人の間で、
学力に差が生じてしまうことが危惧される。 
 また、田村（2018）では、グループディスカ
ッション等にはそれらが得意な者ばかりが参
加するわけではなく、コミュニケーションに対
する不安や緊張が高く、他者との相互作用が必
ずしも得意ではない者も含まれていると指摘
し、その結果、児童が傍観者的な関与のままに
とどまってしまうことになれば、ネガティブな
影響が出かねないと危惧されている。 
 しかし、『学び合い』は全員が出来ることを
目標として学習活動に取り組むため、会話が苦
手な児童も得意な児童も同じように課題達成
に向かうことが期待できる。 
 そこで、『学び合い』の授業における、話し
合いが苦手な児童と得意な児童における課題
達成を明らかにすることを目的とした。 
２ 方法 
（１）調査対象 

公立 T 中学校で理科の『学び合い』の授業を
受けている第３学年 1 クラスの生徒 36 名。 

（２）調査単元 

 第３学年理科の単元「天体」（４単位時間），
第３学年理科の単元「食物連鎖」（４単位時間）。  

（３）調査方法 

 調査対象生徒全員に対して,話し合いについ
ての意識を明らかにするためのアンケート調
査を行った。また, 各単位時間において課題達
成したかどうかについて調査を行った。 

（４）分析方法 

１）分析対象生徒の抽出 

 話し合いの場面についての意識を明らかに
するためのアンケートの各質問項目における
選択肢にそれぞれ得点を割り振り, 対象生徒 1

人 1 人の合計点を求めた。そして, 平均点を求
めた。生徒 1 人の合計点が平均点を上回ってい
る生徒を話し合い意識上位群とし, 一方, 平均
点を下回っている生徒を話し合い意識下位群
とし、この両者を分析対象生徒とした。 

２）分析対象生徒の課題達成の調査の分析 

 本研究では，話し合い意識上位群と話し合い
意識下位群の間で課題達成に差があるかを調
べるために，話し合い意識上位群と話し合い意
識下位群の間で，第１時の課題を達成したか達
成しなかったかについて，２×２のクロス表を
作成し，Fisher の直接確率計算によって出現
確率を求めた。第２時以降についても同様に処
理した。 

３ 結果 
（１）分析対象生徒の抽出の結果 

話し合い意識上位群は 14 名，話し合い意識
下位群は 17 名であった。 

（２）分析対象生徒の課題達成の調査の分析の
結果 

 表１は話し合い意識上位群と話し合い意識
下位群の課題達成をした人数を表している。 
表１ 話し合い意識上位群と話し合い意識下位群の 

課題達成をした人数（人） 

時数 
話し合い意識上

位群 
話し合い意識下

位群 
出現確率
（ｐ） 

１ １２(2 名欠) １７ 1.000 

２ １３(1 名欠) １７ 1.000 

３ ９(2 名欠) １６ 0.279 

４ １２ １３(1 名欠) 1.000 

５ １３(1 名欠) １２(4 名欠) 1.000 

６ １４ １６(1 名欠) 1.000 

７ １４ １６(1 名欠) 1.000 

８ １４ １７ 1.000 

 Fisher の直接確率計算の結果，いずれにお
いても５％有意水準で有意差は認められなか
った（いずれも両側検定）。 

４ 考察 
 表１の結果からもいずれも，話し合い意識上
位群と話し合い意識下位群も『学び合い』の考
え方による授業においては全員が課題達成に
向かって活動しているものと考えられる。 

引用文献・参考文献 
古賀裕之・谷口忠大（2014）「話し合いの場に

おける時間配分のメカニズムデザイン」『日
本経営工学会論文誌』,65－3,pp.144－156. 

田村美恵（2018）：「コミュニケーション不安の
個人差がアクティブ・ラーニング型授業の
効果に及ぼす影響」『神戸外大論叢』,69－
2,pp.103－119. 
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中学校理科の『学び合い』の授業における気分が落ち込み活動に
意欲的でない生徒とそうでない生徒の課題達成に関する研究 

○川久保佳穂 A，三崎隆 B 

KAWAKUBO Kaho，MISAKI Takashi 
信州大学教育学部 A，信州大学学術研究院 B 

【キーワード】気分が落ち込み活動に意欲的でない，会話，『学び合い』，課題達成 

１ はじめに 
学校教育において，児童を対象に学校内での

行動を評価したところ，「暴言や暴力がある」、
「休み時間の友人交流がない」、「学校生活全体
に元気がない」の項目と抑うつ状態との関連が
あることが報告されている（周防，2016）。同
様に、小学生に抑うつ状態が存在し、問題行動
と抑うつ状態に関連があることも示唆されてい
る（周防，2016）。児童は自らの問題行動によ
って、学校における生活のしづらさを抱え、そ
のことが本人のＱＯＬ（Quality of Life）の
低下をもたらしている（周防，2016）。今後，
抑うつの視点から学校教育における問題行動の
改善が課題として残されている（周防，
2016）。 

『学び合い』の授業では，全員ができること
を目標として学習活動に取り組むため、気分が
落ち込み活動に意欲的でない生徒もそうでない
生徒も同じように課題達成に向かうことが期待
できる。そこで本研究では，『学び合い』の授業
における、気分が落ち込み活動に意欲的でない
生徒とそうでない生徒の課題達成を明らかにす
ることを目的とした。 
２ 方法 
（１）調査対象 
公立中学校第３学年 1クラス 36名。 

（２）調査単元 
 第３学年理科「天体」(4H)，「食物連鎖」(4H)。 
（３）調査方法 
 調査対象生徒全員に対して自分の気持ちに関
する意識を明らかにするためのアンケート調査
を行った。また, 各単位時間において課題達成
したかどうかについて調査を行った。 
（４）分析方法 
１）分析対象生徒の抽出 
自分の気持ちに関する意識を明らかにするた

めのアンケート調査の各質問項目における選択
肢にそれぞれ得点を割り振り，対象生徒 1 人 1
人の合計点を求めた。そして，平均点を求めた。
佐藤・三崎(2019)の手法に準拠し，生徒 1人の
合計点が平均点を上回っている生徒を気分が落
ち込み活動に意欲的でない生徒として抽出した。
また，対称性と１人の合計点が平均点を下回っ
ている生徒を気分に落ち込みがなく活動に意欲
的な生徒（以下，そうでない生徒）として抽出

した。そして，本研究では前者を気分落込高位
群，後者を気分落込低位群として，分析対象生
徒とした。 
２）分析対象生徒の課題達成の調査の分析 

 本研究では，気分落込高位群と気分落込低位
群の間で課題達成に差があるかを調べるために，
気分落込高位群と気分落込低位群の間で，第１
時の課題を達成したか達成しなかったかについ
て，２×２のクロス表を作成し，Fisherの直接
確率計算によって出現確率を求めた。第２時以
降についても同様に処理した。 
３ 結果 
（１）分析対象生徒の抽出の結果 
気分落込高位群は 16 名，気分落込低位群は

16 名であった。 
（２）分析対象生徒の課題達成の調査の分析の
結果 
表１は両群の課題達成した人数を表している。 

表１ 気分落込高位群と気分落込低位群の 

課題達成をした人数（人） 
時数 気分落込高位群 気分落込低位群 出現確率（ｐ） 

１ 14(2 名欠) 16 1.00 

２ 15(1 名欠) 14 .484 

３ 12(2 名欠) 14 .364 

４ 11(1 名欠) 14 .394 

５ 12(3 名欠) 13(2 名欠) 1.00 

６ 15(1 名欠) 15(1 名欠) 1.00 

７ 15(1 名欠) 16 1.00 

８ 16 16 1.00 

 Fisher の直接確率計算の結果，いずれにおい
ても５％有意水準で有意差は認められなかった
（いずれも両側検定）。 
４ 考察 
 表１の結果からもいずれも，気分落込高位群
も気分落込低位群も『学び合い』の考え方によ
る授業においては全員が課題達成に向かって活
動しているものと考えられる。 
引用文献・参考文献 
佐藤紘・三崎隆(2019)「『学び合い』の授業に

おける理科に対して意欲的かつ大切と感じ
ている生徒とそうでない生徒の学びの実態
に関する研究」『臨床教科教育学会誌』，
Vol.18，No.1，pp.11-18. 

周防美智子(2016)「小学生の問題行動と抑うつ
状態の関連」『岡山県立大学保健福祉学部紀
要』，Vol.23，No.1，pp.41-51. 
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中学校理科の『学び合い』の授業における自分の声と自分のことを
気にしている生徒とそうでない生徒の課題達成に関する研究 

○作山咲季 A，三崎隆 B

SAKUYAMA Saki，MISAKI Takashi 
信州大学教育学部 A，信州大学学術研究院 B 

【キーワード】中学校理科，声, 自尊感情,『学び合い』，課題達成 

１ はじめに 
 容姿や体格,声のうち，特に声は年齢,生活習
慣,感情や個性を表すとされ，自分自身の声に対
する違和感は,自己の存在そのものに関する何
かしらの不一致の自覚であり,それは根源的な
不安の感覚を呼び起すと言われる（宮野，2015）。
このことは，自分として不安定になりやすく，
授業に影響が及ぶことが危惧される。一方，桾
本（2019）によると自身の声が嫌いな人の方が
好きな人よりもセルフ・エスティーム（自尊感
情）が低いと言われている。自尊感情が不安定
な人は、ネガティブな出来事に対して自尊感情
が脆弱であり,特に社会的受容や拒絶に関する
懸念が生じやすく,敵意や怒りを感じやすく,他
者からのネガティブ評価への敏感性や攻撃性が
高いことが知られている（田島・奥住，2013）。
この点からも授業への影響が危惧される。これ
らのことから,自分の声が嫌いで自尊感情が低
い生徒は，声に対する感情が自尊感情と関連し
ていることから，それぞれ単独での状態よりも
より一層，学習面に多大な影響を及ぼすことが
懸念される。 
ところで，『学び合い』の授業では，全員が

学級内構成員と関わり合い，相互に情報交換し
ながら課題達成に向かうため自分の声が嫌いで
自尊感情が低い児童生徒も周りの児童生徒と一
緒に課題達成でき得る可能性があると考えられ
る。そこで本研究では,中学校理科における自分
の声に対して好きな感情を持っておらず自尊感
情の低い生徒と自分の声に対して好きな感情を
持っており自尊感情の高い生徒の課題達成につ
いて明らかにすることを目的とする。 
２ 方法 
（１）調査対象 
公立中学校の第３学年 1クラスの生徒 36名。 

（２）調査単元 
 第３学年理科「天体」(4H)，「食物連鎖」(4H)。 
（３）調査方法 
自分の声に関する意識を明らかにするための

アンケート調査と自分の普段の意識を明らかに
するためのアンケート調査を行った。また, 各
単位時間において課題達成の調査を行った。
（４）分析方法
１）分析対象生徒の抽出 
自分の声に関する意識を明らかにするための

アンケートの各質問項目における選択肢にそれ
ぞれ得点を割り振り，対象生徒 1 人 1 人の合計
点と平均点を求めた。佐藤・三崎(2019)の手法
に準拠し，生徒 1 人の合計点が平均点を上回っ
ている生徒を自分の声に対して好きな感情を持
っている生徒とし，一方，平均点を下回ってい
る生徒を自分の声に対して好きな感情を持って

いない生徒とした。前者を声の感情上位群, 後
者を声の感情下位群とする。また, 普段の意識
を明らかにするためのアンケートもこれと同様
に処理し，自尊感情上位群，自尊感情下位群と
する。そして, 声の感情上位群かつ自尊感情上
位群である生徒を声の感情上位自尊感情上位群, 
声の感情下位群かつ自尊感情下位群である生徒
を声の感情下位自尊感情下位群とする。 
２）分析対象生徒の課題達成の調査の分析 

 声の感情上位自尊感情上位群と声の感情下位
自尊感情下位群の間で，課題を達成したか否か
について，２×２のクロス表を作成し，Fisher
の直接確率計算によって出現確率を求めた。 
３ 結果 
（１）分析対象生徒の抽出の結果 
声の感情上位自尊感情上位群は 16 名，声の

感情下位自尊感情下位群は 11 名であった。 
（２）分析対象生徒の課題達成調査の分析結果 
表１は両群の課題達成した人数を表している。 

表１ 声の感情上位自尊感情上位群と声の感情下位自尊
感情下位群の課題達成をした人数（人） 

時数 声の感情下位自尊感情下位群 声の感情上位自尊感情上位群 出現確率（ｐ） 

１ 10(1 名欠) 15(1 名欠) 1.00 
２ 11 15(1 名欠) 1.00 
３ 10 13(1 名欠) 1.00 
４ 8 13 .662 
５ 7(3 名欠) 14(1 名欠) 1.00 
6 10(1 名欠) 15(1 名欠) 1.00 
7 9(1 名欠) 16 .385 
8 11 16 1.00 

 Fisher の直接確率計算の結果，いずれにおい
ても５％有意水準で有意差は認められなかった
（いずれも両側検定）。 
４ 考察 
 表１の結果からもいずれの群も，『学び合い』
の考え方による授業においては全員が課題達成
に向かって活動しているものと考えられる。 
引用文献・参考文献 
桾本知子(2019)「自分の声を好きと評価する人

はセルフ・エスティームが高いのか？」『東
亜大学紀要』，第 28号，pp.1-6. 

宮野素子(2015)「声と心―ユング心理学的立場
からの検討」『秋田大学教育文学部教育実践
研究紀要』，第 37号，pp.233-238. 

佐藤紘・三崎隆(2019)「『学び合い』の授業に
おける理科に対して意欲的かつ大切と感じ
ている生徒とそうでない生徒の学びの実態
に関する研究」『臨床教科教育学会誌』，
第 18巻，第 1号，pp.11-18. 

田島賢侍・奥住秀之(2013)「子どもの自尊感情・
自己肯定感等についての定義及び埴土に関
する文献検討：肢体不自由児を対象とした予
備的調査も含めて」『東京学芸大学紀要総合
教育科学系』，第 64巻，第 2号，pp.19-30. 
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コミュニケーション・スキルが高いが積極的に参加しない生徒とそう
でない生徒の『学び合い』の授業における課題達成に関する研究

○寺澤佑哉 A、三崎隆 B

TERASAWA Yuya、MISAKI Takashi 
信州大学教育学部 A、信州大学学術研究院 B 

【キーワード】会話、コミュニケーション・スキル、学習意欲、『学び合い』、課題達成 

１ はじめに 
 小玉(2011)ではコミュニケーション・スキル
が向上することにより、対人関係に改善が見ら
れ、より良い学習環境つくりに繋がり、学力の
向上が見られたことが述べられている。これか
ら、コミュニケーションの得意不得意が生徒の
学習面に影響を与えてしまうことが考えられる。 
しかし、吉澤(2019)の研究では、グループ単

位でのリフレクションにおいて、「仲の良い子と
行うことが多いため、私語が入ってしまうこと
もあった。」「自分は振り返りを行いたくても、
周りがそうではないと私語に流れることがあっ
た。」と報告されている。牧野(2018)では、「グ
ループで主流の価値観への同調圧力が働いてい
るため、場合によっては自分にとって最上の価
値観を取り下げてでもそれに同調する必要があ
り、このようなグループ内での折り合いをつけ
るためには、相応のコミュニケーション能力が
要求される」と述べており、コミュニケーショ
ン・スキルが高い生徒が私語をしてしまうと、
同調圧力によって周りの私語も増えてしまい、
学習活動に悪影響を与えてしまうと考えられる。 
そこで本研究では、 コミュニケーション・ス

キルが高いが積極的に参加しない生徒とそうで
ない生徒の『学び合い』の授業における課題達
成を明らかにすることを目的とする。
２ 方法
（１）調査対象
公立中学校第３学年１クラスの生徒 36 名。 

（２）調査単元 
 第３学年単元「天体」（4H）、「食物連鎖」（4H）。 
（３）調査方法 
調査対象生徒全員に対して、学校におけるコ

ミュニケーション・スキルに関するアンケート
調査と学習に対する意欲に関するアンケート調
査を行った。また、各単位時間において課題達
成したかどうかについて調査を行った。
（４）分析方法
１）分析対象生徒の抽出 
学校におけるコミュニケーション・スキルに

関するアンケートの各質問項目における選択肢
にそれぞれ得点を割り振り、対象生徒 1 人 1 人
の合計点を求めた。そして、平均点を求めた。
生徒 1 人の合計点が平均点を上回っている生徒
をコミュニケーションが得意な生徒とし、一方、
平均点を下回っている生徒をコミュニケーショ

ンが苦手な生徒とした。前者を会話得意群、後
者を会話不得意群とする。また、学習に対する
意欲に関するアンケートもこれと同様に処理し、
高意欲群、低意欲群とした。そして、会話得意
群かつ低意欲群を会話得意低意欲群、会話不得
意群かつ高意欲群を会話不得意高意欲群とする。
この両者を分析対象生徒とした。
２）課題達成の調査の分析 

 本研究では、会話得意低意欲群と会話不得意
高意欲群の間で、第１時の課題を達成したか達
成しなかったかについて、２×２のクロス表を
作成し、Fisher の直接確率計算によって出現確
率を求めた。第２時以降も同様に処理した。 
３ 結果 
（１）分析対象生徒の抽出の結果 
会話得意低意欲群は４名、会話不得意高意欲

群は４名であった。 
（２）課題達成の調査の分析の結果 
 表１は会話得意低意欲群と会話不得意高意欲
群の課題達成をした人数を表している。 
表１ 会話得意低意欲群と会話不得意高意欲群

の課題達成をした人数（人） 
時数 会話得意低意欲群 会話不得意高意欲群 出現確率（ｐ） 

１ ４ ４ 1.00 
２ ４ ４ 1.00 
３ ４ ４ 1.00 
４ ３ ２(1 名欠) 1.00 
５ １(1 名欠) ３ .485 
６ ４ ４ 1.00 
７ ４ ４ 1.00 
８ ４ ４ 1.00 

 Fisher の直接確率計算の結果、いずれにおい
ても５％有意水準で有意差は認められなかった
（いずれも両側検定）。 
４ 考察 
 表１の結果からもいずれの群も、『学び合い』
の考え方による授業においては全員が課題達成
に向かって活動しているものと考えられる。 
引用文献・参考文献 

小玉有子(2011)「コミュニケーション・スキルの向上が

子どもの対人関係に及ぼす効果」『弘前医療福祉大学

紀要』，Vol.2，No.1，pp.63-72. 

牧野宏紀(2018)「学級内における対抗文化としての「オ

タク文化」」『奈良大学大学院研究年報』，No.23，

pp.25-37.

吉澤裕子(2019)「看護学生の自己教育力の向上を目指し

た取り組み－リフレクションの成果と課題－」『旭川

大学保健福祉学部紀要』，Vol.11，pp.1-5. 

05

7



プログラミング教育によって創造力と自己効力感を高める
小学校理科授業の開発 

○成田達哉，土佐幸子
NARITA Tatsuya, TOSA Sachiko 

新潟大学教育学部 
【キーワード】プログラミング教育，創造力，自己効力感，小学校理科教育， 

ものづくりの過程 
1 目的 
 現代社会は予測が困難な時代である。そ
のような時代を生き抜く子どもたちには，
新たな価値を創造して問題を解決していく
能力が必要であると小学校学習指導要領解
説理科編（文部科学省，2017）でも述べら
れている。この創造力を育成するための手
段の一つとして，プログラミング教育が有
効であると考えられる（中山，2019）。し
かし，多くの児童にとってプログラミング
は経験自体が少なく，「難しそう」という
イメージを持っていると考えられる。ま
た，創造力を働かせて問題解決を行うこと
は容易ではないと推測される。
 そこで，本研究ではものづくりの過程を
中心としてプログラミング教育を取り入れ
ることによって，児童の創造的思考力を育
成する方法や児童が持つ創造的な活動に対
するネガティブなイメージを軽減し，自己
効力感を高めることにつながるかどうかを
明らかにすることを目的とする。 
2 方法 
（１）研究対象 
小学校理科授業におけるプログラミング

教育の意義や位置づけについて，先行研究
の調査を行う。また，ある小学校 6 年生約
70 名を対象に授業実践を行い，児童の制
作物やアンケートの分析を基に考察を行
う。本稿では文献調査について述べる。 
（２）研究方法 
調査結果から，小学校理科授業において

プログラミングが創造的思考力や自己効力
感の育成とどのように関わるかをまとめ，
コンセプトマップを作成した。さらに，調
査結果を基にプログラム教育を取り入れた
理科単元開発を行い，授業実践を行う。
3 結果
 理科の学習は，大きく「探究の過程」と
「ものづくりの過程」の２つに分けられる
（土佐ら，2020）。この 2 つの過程を交互
に行うことによって子どもの深い学びが促
されることが期待される。プログラミング
は「ものづくりの過程」の範疇であり，通
常の授業では「探究の過程」の後に日常生
活への応用として取り入れられることが多

い。そこ
で，プロ
グラミン
グを取り
入れたも
のづくり
の過程を
行ってい
く中に，
探究活動
を行う。
そうする
ことによ
り子ども
たちが自
らプログ
ラミング

することを意識した学習をすることができ
創造的思考力の育成に繋がりやすいのでは
ないかと考える。また，学習の動機づけを
プログラミングから始めることにより，目
標を達成した時に自己効力感の高まりが期
待できる。 
 ものづくりの過程を中心に行う場合と探
究の過程を中心に行う場合の比較をコンセ
プトマップにまとめたものを図１に示す。 
4 まとめと今後の見通し 
 文献調査から，小学校理科授業において
プログラミングがものづくりとして位置づ
けられ，創造的思考力の育成と大きく関わ
っているということが分かった。実際に授
業実践を行い，創造的思考力や自己効力感
に変化が現れるかを明らかにする。 
引用文献 
文部科学省(2017)「小学校学習指導要領解
説【理科編】」 

中山迅ら（2019）「小学校理科におけるプ
ログラミング教育の有効性-小学校第 4
学年「電流の働き」単元の事例-」『日本
教育工学会論文誌』69巻，69-72

土佐幸子ら（2021）「「ものづくり」をいか
に効果的に小学校理科授業に取り入れる
ことができるか?」『新潟大学教育学部研
究紀要 人文・社会科学編』巻 13,号
2,331-342 

図１ ものづくり中心と 
探究中心の過程 

課題の設定

仮説

実験・観察考察

結論

探究の過程を中心とした授業

ものづくり活動

自己効力感

創造的思考力

…探究の過程

…ものづくりの過程

概念の獲得
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小学校理科授業において 

描画法は児童の概念変化をどのように助けるのか 

○坂上晴基，土佐幸子
SAKAUE Haruki, TOSA Sachiko 

新潟大学教育学部 
【キーワード】 描画法，概念変化, 小学校理科授業 

1 目的 
小学校学習指導要領解説理科編１）では

すべての学年の各単元の目標として，「問
題を見出し，表現する」と記述され，表現
する手段の１つとして描画法が挙げられ
る。描画法は児童が保持している考えを教
師にも，児童自らにも明らかにすることに
おいて有効であると考えられる２）。さらに
描画法を用いた表現活動が子どもの思考を
活性化させることが報告されている３）。そ
こで，本研究の課題を次のように定める。

1．児童は自然現象に関する捉えをどの
ように描画に表すのか。
2．児童の概念変化の過程を描画法によ
って捉えることができるか

２番目の研究課題に付随して，描画法は概
念変化を助けるかについても考える。 
2 方法 
（１）研究対象 
 概念変化と描画法について，先行研究の
文献２-４）を調査する。また，ある小学校第
３学年の児童 70名を対象として授業実践
を行い，データとして児童が授業中に作成
した描画を収集する。 
（２）研究方法 
 文献調査において，概念変化に関する研
究を調べ，子どもの具体的な姿にあてはめ
た。また，「音を伝えよう」の単元全６時
間で描画法を取り入れた授業開発を行い，
最後の１時間に概念変化を期待するような
内容を組み込んだ。授業中の描画を追うこ
とで児童の概念変化の過程を分析する。 
3 結果 
先行研究の調査から，概念変化について

Posnerらの概念変化モデル，断片的知識
論（p-prims理論）４），そして，Learning 
Progressions５）の３つに大別されること
が分かった。Posnerらは概念変化には既
存の概念に不満があること，新しい概念が
理解可能であり，妥当性，有用性があるこ
とを条件として挙げている。p-prim理論
では概念を断片的な知識の集まりと捉え，
概念変化には呼び出しと信頼性の優先度が
関係していると唱えた。Learning  
Progressionsでは比較的長期間（７～８
年）の概念変化について述べ，子どもの概 

念理解は少しずつ進展していくと考える。
これら３つの概念変化理論について，「光
の屈折とものの見え方」を例に取り，各概
念変化の捉え方についてまとめたものを表
１に示す。表にある微視的・巨視的とは，
素朴概念から科学的概念の獲得までの概念
変化の過程をひと固まりとしてみるとき，
全体として捉えるか，区分して細かく捉え
るかの違いを意味する。 
表１ 3つの概念変化理論とその具体例 

理論 捉え方 
ガラスを通して見た時にペン

がずれて見える現象 

Posner 
概念変化 

モデル

短期的 

巨視的 

ペンがずれて見えることで既存
の概念に不満を抱くことができ
たが，屈折光の延長線上に物体

が見えるという科学概念を理解
することができず，多くの生徒
に概念変化が起こらなかった。 

di Sessa 
p-prim理
論

短期的 

微視的 

境界面を通るとき。光は屈折す
ることまでは理解できたが，目

に入る光の延長線上に像を書く
ことが理解できなかった。 

Learning 
Progress
ions 

長期的 

巨視的 

物体の境界面で光の屈折が起こ

り，境界面の形状や見る方向に
より物体の見え方が異なるとい
う大きな概念の中で，直方体の

ガラスで光が 2回屈折すること
を理解した。 

4 まとめと今後の見通し 
文献調査の結果から，概念変化について

３つの考え方があることが分かった。これ
を基に単元と授業を開発する。発表には，
実際に授業実践を行った結果を含める。 
5 参考文献 

１） 文部科学省(2017)「小学校学習指導要
領解説 理科編」

２） ホワイト，ガンストン（1995）「子ども
の学びを探る－知の多様な表現を基底
にした教室をめざして」東洋館出版社

３） 中山迅，稲垣成哲(1998)「理科授業で
使う思考と表現の道具-概念地図法と描
画法入門」明示図書

４） 村山功(2011)「概念変化の諸理論」心
理学評論，第 53巻，3号，218-231

５） R. Lehrer and L. Schauble (2015)
「Learning Progressions: The Whole
World is NOT a Stage」Science
Education, Vol.99, No.3, 432–437
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理科通信は子どもの科学に対する態度にどのようなインパクトを与えるのか 
○三浦真義，土佐幸子

MIURA Masayoshi, TOSA Sachiko 
新潟大学教育学部 

【キーワード】 理科通信，科学に対する態度，興味・関心，自己効力感 

1 目的 
 平成 29年告示の中学校学習指導要領理
科編（文科省，2017）において，科学に対
する生徒の興味・関心を高めることの重要
性が強く訴えられており，それを実現する
方略の開発が急務である。 
米田・梶原（2014）は「理科通信」のよ

うな配付物によって，生徒の興味・関心を
高められることを報告している。配付物に
よって生徒の興味・関心を高めることがで
きれば，授業時間を増やすことなく，生徒
にインパクトを与えることができる。しか
し，米田・梶原は 3 項目からなる質問紙を
用いており，生徒の意識がどのように変化
したのかが十分調査されていない。本研究
では，中学校理科において，25 項目によ
る質問紙調査を行い，理科通信を使うこと
によって生徒の科学に対する態度の変化を
明らかにし，理科通信の有効性を探る。 

2 方法 
（１）研究対象 
ある中学校 2年生約 120名を対象とす

る。本稿では，ある大学の教育学部理科専
修の学生 40名を対象に実施した試験調査
について述べる。 
（２）研究方法 
調査問題は UNIVERSITY OF CAMBRIDGEの

ATTITUDE QUESTONNAIRE SIENCEの質問部
分の計 25問を日本語に翻訳したものを用
いる。この調査問題について，キャリア，
自己効力感，好感度，知的好奇心，自分と
科学と社会とのつながり，社会と科学との
つながりの 6 つのカテゴリーを同定するこ
とが出来た。理科教育法中等ⅡとⅣに出席
した大学生 40 名を対象に試験調査を行っ
た。調査問題には７件法で回答をもとめ，
定量的に分析した。 

3 結果 

 大学生 40名を対象とした試験調査の結

果，項目ごと及びカテゴリーごとの平均値

をグラフに示す（図１，２）。大学生を対

象とした試験調査では自己効力感に関する

質問項目の平均点が両クラスで低かった。

自己効力感の項目に否定的に回答している

学生は 7名で，これは全体の約 18％に当

たる。 

図１ 2クラスの項目ごとの平均点 

図２ 2クラスのカテゴリーごとの平均点 

4 まとめと今後の見通し 
科学について自己効力感が低い学生が，

理科専修でも 2割近くいることがわかっ
た。一方で，好感度に関する質問項目の平
均点は高いことから，「好きではあるが，
学ぶことに自信を持てない学生がいる」こ
とが示唆された。 
中学 2 年生を対象にした質問紙調査を実

施し，その結果を発表に含める予定であ
る。どのカテゴリーが低い値を示す傾向が
見られるか不明であるが，理科通信によっ
て何らかのインパクトを与えられることを
期待する。 

引用文献 

文部科学省（2017）「中学校理科学習指導

要領【理科編】」 

University of Cambridge (2010)

「Attitude Questionnaire Science」 

米田力,梶原篤（2014）「科学への興味関心

の向上と，学習への動機づけ「Science 

Times」を活用した理科授業」『奈良教育

大学教育実践開発研究センター研究紀

要』23巻，187-190  
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自由試行と児童の学習の見通しとの関連に関する研究 
－小学校３年生の理科授業を通して－ 

〇源川 優希, 土佐 幸子 
MINAGAWA Yuki, TOSA Sachiko 

新潟大学教育学部 
【キーワード】自由試行, 見通し, 小学校理科授業，仮説 

１ 目的 
近年，世界的に急速に変化する社会に対応でき
る教育についての関心が高まっている。OECD ラ
ーニングフレームワーク 2030 では，見通し，行
動，振り返りを繰り返す AAR サイクルが示され
ており 1)，学習指導要領の中にも見通しの有用
性が述べられている。学習指導要領によれば，
見通しとは「予想や仮説をもち，それらを基に
して観察，実験などの解決の方法を発想するこ
と」であり，見通しをもった学習の利点として
「観察，実験は児童自らの主体的な問題解決の
活動」となること等が挙げられている 2)。 
しかし，見通しをもつことは，まだ生活経験
の乏しい児童にとって難しく，特に予想や仮
説をもつ段階において困難を伴うことが推測
される。そこで，困難を解消する手立てとし
て，実際に自然現象に触れ，様々な視点から
自分で根拠となる情報を手に入れる自由な試
行活動を取り入れることが，児童が見通しを
もつことの助けとなると考えられる３)。本研
究では，児童の自由な試行活動を取り入れた
単元開発を行い，その実践を通して，効果を
検証することにより，見通しとそれを助ける
自由な試行活動との関連を探る。 
２ 方法 
（１）研究対象
本研究は，ある小学校の第 3 学年 1 組 33 名と 2
組 33 名，計 66 名の児童を対象とする。
（２）研究方法
「音をつたえよう」の単元 6 時間のうち 1 時間
目の授業実践において，1 組では授業中に児童
が楽器を自由に観察，実験することのできる自
由試行の時間を取り入れた。２組では一斉授業
において，教師の指示のもとに楽器を観察し，
現象を捉える形を取り入れた。
児童が記入したワークシートを収集し，1 組と 2
組で記述内容の比較を行った。本時の課題「も
のは，音を出すときどうなっているだろうか」
について，楽器を調べてわかったことの記述内
容を A～D の 4 段階に分類し，比較を行った。
３ 結果
ワークシートの記述から，1 組 2 組ともに全員
が楽器から音が出ているときにその楽器が震え
ていることを記述できていた。しかし，それ以
上の記述があった A や B 評価の合計数は１組が

22 名に 
表１ ワークシートの分析結果（N＝66） 

に対して 2 組 15 名であり，2 組では特に A 評価
に分類される記述をした児童がいなかった。 

４ まとめと今後の展望 
ワークシートの記述内容についての分析結

果から，自由試行を積極的に取り入れた授業で
はそうでない授業に比べて，「ものが震える」と
いう考えを基に，さらなる発見やつながりがで
きており，自由な試行活動が見通しをもつこと
を促すことが示唆された。 
 今後は、単元全体を通しての授業展開と組み
合わせて分析を行い，自由試行が児童の学習の
どのような助けになるかを明らかにしたい。 
参考文献 
１）OECD（2018）「E2030 Position Paper」
２）文部科学省（2017）「小学校学習指導要領解説

理科編」 
３）辻井満男，松山友之（2016）「子どもの自由な

試行活動を中心とした初等理科教育～丸本
喜一の理論と実践に関する研究～」『富山国
際大学子ども育成学部紀要』第 7 巻，103-113 

評価 1 組 2 組
A：Bに加え，声を出すときのどの震えが楽

器と同じことであるというように直接調

べなかったものにつながることを記述 

4 0 

B：Cに加え，楽器を押さえることで音が止

まることのような発見を記述 

18 15 

C：ものが音を出すとき震えていることを

記述 

11 18 

D：Cに満たない記述 0 0 

図１ A 評価の児童の記述例 
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高校化学における文脈に基づく授業の有効性

○藤田健斗，土佐幸子
FUJITA Kento，TOSA Sachiko 

新潟大学大学院自然科学研究科
【キーワード】 文脈に基づいた学習，高校化学

1 目的 
 2015 年の PISA 調査 1)によって，日本の
高校生の「科学に対する一般的な興味関
心」，「理科学習の目的意識」，及び「科学
に対する自己効力感」の 3つの項目は
OECD 加盟国各国よりも低水準であること
が明らかとなった。生徒の学習への態度を
向上させることについて，文脈的なアプロ
ーチが効果的である可能性が世界的に以前
から議論されている 2)。そこで本研究で
は，文脈に基づく学習が，高校化学の学習
に対する生徒の興味関心，関連性，そして
概念理解にどのような影響を与えるかを調
査する。調査結果から，高校化学の授業に
おける文脈に基づいた学習の有効性を明ら
かにすることを本研究の目的とする。  
2 方法 
（１）研究対象
本研究では，ある私立高校において化学

基礎を学習する 1 年生 2 クラスの生徒，計
76 名を対象とする。 
（２）研究方法
2クラスの指導にあたり，網羅する内容は

学校のカリキュラムに沿って同一にしなが
ら，異なるアプローチをとった。文脈的指導
法を用いたクラスを「文脈クラス」(N=39)，
伝統的な指導法を用いたクラスを「伝統ク
ラス」(N=37)と呼ぶ。文脈クラスでは「ケム
コム(ChemCom)3)」を基に授業を行い，伝統
クラスでは，化学基礎の教科書通りの順番
で内容を取り扱った。
学期の始めと終わりに，生徒の態度を調

査するために VASS (Views About Science 
Survey)4）を基に作成したアンケートを実施
した。この VASS によって，化学と化学の学
習における生徒の興味関心，関連性，及び
化学に関する科学観の調査を行った。概念
理解に関しては，中間試験と期末試験の点
数を用いて分析を行なった。データ収集は
2021 年 1月から 3月に行った。 
3 結果 
アンケート調査結果の一部を図１から図
４に示す。「化学基礎の授業は楽しいです
か」という質問項目に対し，文脈クラスで
事後調査に否定的な回答をした生徒は 0で
あった（図１）。この結果から，文脈的ア
プローチが情意面に効果的であることが示
唆された。また，理解度や関連性の項目， 

及び定期試験結果でも同様に，文脈に基づ
くアプローチの方が生徒の学びに有効であ
ることが示唆された（図２-４）。 

4 まとめと今後の見通し 
 文脈に基づくアプローチは，高校化学授
業において，興味関心，関連性，化学概念
の理解の 3つの側面に対して，伝統的な指
導法よりも効果的であることが示唆され
た。これは，生徒の生活や経験と，学習内
容との関連性が高まることによって，興味
を持って学習に取り組み，概念理解の助け
になったと考えられる。しかし，文脈的指
導法は一般に指導時間を要し，内容をカバ
ーしきれない危険性を伴う。今後は, 物理
分野においても文脈的アプローチを用いて
授業実践を行い，その効果を検証する。 
参考文献 
１）OECD (2015）: PISA 2015 Technical
Report，Retrieved on Oct 27，2021
fromhttps://www.nier.go.jp/kokusai
/pisa/pdf/2015/06_supple.pdf

２）W. Elizabeth and P. Malcom (1999）:
Study on real-life contexts for
leaning physics: meanings，issues，
and practice: Physics Education，34，
2，68-71

３）American Chemical Society (1994):
Chemistry in Community (ChemCom)，
American Chemical Society

４）I. Halloun and D. Hestenes（1998）:
Interpreting VASS dimensions and
profiles for physics students，Sci.
& Educ. 7，6，553-577
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観察・実験時に行う教員の指示に対する教員の意識
○福桝友一朗，桐生徹

Yuichiro FUKUMASU, Toru KIRYU 

上越教育大学 

【キ－ワード】中学校，理科，観察・実験，指示，意識 

１ 目 的 
教育行政機関での研修のテキストで，学習指

導中の発問や説明等の指示を何度も行うこと
は時間のロスであり子どもの思考を妨げるこ
とから，指示の繰り返しはするべきでない(新
潟県立教育センター(2015),福島県立教育セン
ター(2020))とある。一方，観察・実験におい
て，関心の違いなどの子どもの特性に応じた働
きかけが必要であること(斎藤ら,2020)や，主
体的・対話的で深い学びの促進のためには活動
場面ごとに行う教師の発話による働きかけが
重要であること(藤本ら,2017)が述べられてお
り，教育行政機関での研修の主張と相反してい
るという問題点がある。

石田ら（1986）は，指示を含めた教師の指導
行動が年代や校種によって異なると示してお
り，教育行政機関等での研修で指示の出し方に
ついて指導を受けた経験(被指導経験と称す)
の時期や校種が現在の教授活動時の意識の違
いに現れていることが考えられる。そこで本研
究では，経験年数や勤務校種による被指導経験
及び現在の観察・実験時の教授活動時の意識の
違いについて明らかにする。 
２ 方 法 

（１）調査期間 

 令和３年５月～10月 

（２）調査対象 

 Ｎ県小学校教員 10 名，中学校理科担当教員

17名，その他教員３名の計 30名 

（３）質問紙調査の作成の手続き 
石田ら（1986）の知見を基に，経験年数や勤

務校種の調査と，観察・実験時の指導における
教員の意識を以下の項目で調査する。 
項目①:観察・実験時の指導における意識に関

して,追加の指示や今後の活動に関す
る指示を行わないようにしているか。 

項目②:観察・実験時に指示を出さないように
指導された経験はあるか（被指導経験）。 

上記の項目について，｢1.はい｣｢2.どちらか
といえばはい｣｢3.どちらかといえばいいえ｣｢4.
いいえ｣の４件法で回答を求めた。各回答に付
与された数字の平均点を算出し, 分析を行な
った。２項目間で回答が異なる者には，考えが
変化した理由について記述式で回答を求めた。 

３ 結 果 
表１は項目①と項目②の平均と分析結果で

ある。一要因参加者間の分散分析の結果,２項
目間で有意な差が見られた（F=5.74,p=0.02）。
項目①間で回答が異なる者の自由記述では「子

どもの実態に応じてその都度行うことが重要
だと思う」，「強調や念押しは後から言ったほう
が良ければ言うようにしている」等が見られた。 
表２は教職経験年数別での各項目の平均と

分析結果である。項目①と項目②でそれぞれ一
要因参加者間の分散分析を行った結果の結果,
２項目とも，経験年数による有意な差は見られ
な か っ た （ 項 目 ① :F=2.49,p=0.13; 項 目
②:F=0.25,p=0.62）。表３は現在の勤務校種別
での各項目の平均と分析結果である。項目①と
項目②でそれぞれ一要因参加者間の分散分析
を行った結果,２項目とも，現在の勤務校種に
よる有意な差は見られなかった（項目
①:F=0.04,p=0.96;項目②:F=0.01,p=0.99）。

表１ 項目①と項目②の平均及び分析結果 

表２ 経験年数別での平均及び分析結果 

表３ 現在の勤務校種別での平均及び分析結果 

４ 考 察 
被指導経験と教授活動時の意識について，項

目間で有意な差が見られたことから，被指導経
験と教授活動時の意識が異なっている。また，
被指導経験と現在の意識に違いがある教員は自
由記述より経験を通じて追加の指示を行うこと
の必要性を感じている。経験年数や現在の勤務
校種による被指導経験や教授活動時の意識の違
いは見られないことが明らかである。 
引用文献 
石田勢津子・伊藤 篤・梶田正巳（1986）「小・中学校教師の指導行動

の分析 算数・数学における教師の「個人レベルの指導論」」『教育心

理学研究』，第 34 巻，第３号，230-238． 

福島県教育センター（2021）「初任者･新規採用者研修 研修資料 第 3

章 教科指導」，5-7． 

藤本義博・佐藤友梨・益田裕充・小倉恭彦（2017）「主体的・対話的で

深い学びを促進する教師の発話による働きかけに関する実証的研

究」『理科教育学研究』，第 58 巻，第２号，159-173． 

新潟県立教育センター（2015）「授業改善ヒント集～教師の学びを子ど

もの未来へ～ 1 授業参観を通して気づいた課題」，３． 

斎藤惠介・原田勇希・草場 実（2020）「いつ，生徒の観察・実験に対

する興味の“深さ”に介入するべきか?―理科全般に対するポジティ

ブ感情の醸成を見据えて―」『理科教育学研究』第 61 巻，第１号，

 107-117． 

平均 Ｆ値 検定結果 

項目① 項目② 

2.33 2.93 5.74 *(p<.01) 

平均 Ｆ値 検定結果 

9 年以下 (n=10) 10 年以上(n=20) 

項目① 2.70 2.14 2.49 ns 

項目② 2.80 3.00 0.25 ns 

平均 Ｆ値 検定結果 

  小学校(n=10) 中学校理科(n=17) 

項目① 2.29 2.40 0.04 ns 

項目② 2.94 2.90 0.01 ns 
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単元まとめの動画づくりにおける動画の特徴 

－ 高校化学基礎「イオン」の実践を通して － 

○三森雄一朗 1，桐生徹 2

Yuichiro MIMORI, Toru KIRYU 

 1白河市立大信中学校，2上越教育大学  

【キ－ワード】 高校理科，単元まとめ，動画づくり 

１ 目 的 

清水・山浦(2006)は，見方や考え方を外化し，

自分にも他者に見えるように外の世界に表現

することは，概念的知識の一般化に有効である

と報告している。外化の方法で，岸・水落(2016)

は，学習者が写真などを並び替え，編集した記

録（動画と称す）を作成することにより，知識・

技能の向上を示しているが，学習内容に関する

動画の特徴について明らかにしていない。 

本研究では，理科の授業おいて，単元のまと

めの動画づくりを導入し，生徒が作成した動画

の特徴を明らかにすることを目的とする。 

２ 方 法 

（１）対象者•時期•単元

N 県 S 高校１年生 32 人を対象に，2021 年６

月〜７月の時期において，化学基礎「イオン」

の単元で授業実践を行った。 

（２）授業の概要

本研究は，全２時間で授業を展開した。第１

時では，単元で学んだ内容の動画づくりを行な

った。その際，「１分以内，かつこれから学習

する人がイオンについてわかる内容」を目標と

した。第２時では，作成した動画を共有し，個

人で他者の動画を評価した。タブレット端末

は，apple 社の iPad を１人１台ずつ使用した。

アプリケーションは，iMovie や Crips などを

個人で選択し，動画づくりを行った。

（３）動画の内容

生徒が作成した動画の内容を見ると，教科書

の太字の重要語句を強調して説明（基礎的な内

容と称す）している。これらの他には，単元内

容を説明するためにオリジナルの図表を用い

て教科書の単元

内容を超えた説

明（発展的な内

容と称す）が見

られたので，そ

の内容について

表１に示す。

（４）動画の内容の分析

神崎ほか（2007）を参考に，生徒が作成した

動画の内容の項目を「基礎的な内容」，「発展

的な内容」の２つに分類した。分類後，「基礎

的な内容」と「発展的な内容」の項目数を集計

し，１×２の直接確率計算を用いて分析した。 

３ 結果と考察 

表２は，生徒が作成した動画の内容を分類し

た結果を示している。１×２直接確率計算（両側

検定）の結果，５%有意水準で有意な差が見られ

た。よって，生徒が作成した動画の特徴は，基礎

的な内容が多くなっている。これは，生徒が基礎

的な学習内容を意識していると考える。 

表２ 生徒の動画の特徴（単位：回） 

基礎的な内容 発展的な内容 p値 

項目数 134 12 .0000* 

※ *p < .05

４ まとめ 

 本研究では，高校の化学基礎において動画づ

くりを導入し，生徒が作成した動画の１つの特

徴を明らかにすることができたが，その他の特

徴について未だ課題がある。今後は，なぜ基礎

的な内容が多くなるのかをさらに追究してい

く。 

引用文献 

神崎弘範•西川純•久保田善彦（2007）「生徒同士の

相互作用を重視した理科学習における「自作教

科書作りの活動」についての実践的研究 中学 2

年生理科「電流のはたらき」の単元の実践から」

『理科教育学研究』第 49巻,第 2号,23-34. 

岸亮•水落芳明(2017)「顕微鏡の操作技能におけ

る自作ビデオクリップ活用による相互評価の

効果に関する事例的研究」『科学教育学研究』

第 41巻，第 3号,282-294. 

清水誠•山浦麻紀(2006)「考えを外化し，話し合

いをすることが概念的知識の一般化に及ぼす

効果-花の働きの学習を事例に-」『理科教育学

研究』第 47巻，第 1号,35-43. 

・同位体
・最外殻電子数と性質
・電子の電子殻への入り方
・イオン化エネルギーの解釈
・電子親和力の解説

・イオン化傾向と周期表

表１ 発展的な内容の例
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理科授業を参観する教員の参観態度に対する参観時の行為 
―小学校第４学年「ものの温まり方」を通して― 

○菅家佑介 1，桐生徹 2

Yusuke KANKE, Toru KIRYU

 1小千谷市立小千谷中学校，2上越教育大学  

【キ－ワード】 参観態度，定点参観，全体参観，参観時の行為 

１ 目 的 

 北村・桐生・大島（2021）は，授業を参観し

ている参観者の態度（「参観態度」と称す）に

おいて，参観する対象を変えない参観態度「定

点参観」と参観する対象を変える参観態度「全

体参観」の２つに分類できることを明らかにし

た。本研究では，２つの参観態度の違いよる，

参観中の参観者の行為（「参観時の行為」と称

す）の特徴を明らかにすることを目的とする。 

２ 方 法 

（１）調査対象者と授業 

 調査対象は令和元年度に教育委員会から派

遣された現職大学院生８名である。これら現職

大学院生は，上越教育大学･新潟県教育委員会

が実施している「科学リテラシーと観察・実験

指導能力に優れたコア・サイエンス・ティーチ

ャー（CSTと称す）養成プロジェクト」を受講

しており，調査対象は小学校第４学年『ものの

温まり方』の 1時間分の授業を参観する。 

（２）分析方法 

①調査対象者の参観態度の分類

北村ら（2021）の参観態度を援用し，調査対

象の参観態度を調査授業のビデオ映像記録か

ら分類する。 

②「参観時の行為」に関するカテゴリーの作成 

 「参観時の行為」に関するカテゴリーは，亀

山（2011）を参照にし，調査授業のビデオ映像

記録を第一筆者と現職大学院生２名で視聴後，

KJ法を用いて「参観時の行為」に関する分析を

行った。「参観時の行為」のカテゴリーは「特

定の班・学習者を見る」，「全体を見る」，「黒

板・授業者を見る」，「同一参観者と話す」，

「指導案を見る・メモを書く」，「移動する」，

「他の班・学習者を見る」の項目が見出された。 

③「参観時の行為」の分析

吉澤ら（2001）の分析方法を援用し，調査授

業のビデオ映像記録の開始から終了時までの

映像を５秒単位ごとに区切り，各区間の行為を

「参観時の行為」に関するカテゴリーをもとに

分類した。分類した回数を全体参観，定点参観

ごとに集計し，参観態度ごとに行為の回数に差

があるのか調べるために，７要因（参観時の行

動）×２要因（参観態度）のχ２検定を行った。 

３ 結 果 

 表１には異なる参観態度ごとの「参観時の行

為」の回数を示している。χ２検定の結果，５％

有意水準で有意差が認められた（χ2(６)= 58

1.006,p<.01）。定点参観においては，「特定

の班・学習者を見る」と「指導案を見る・メモ

を書く」が有意に多かった。一方，全体参観で

は「全体を見る」と「黒板・授業者を見る」，

「同一参観者と話す」が有意に多かった。両者

ともに「移動する」，「他の班・学習者を見る」

は有意差がみられなかった。 
表１ 「参観時の行為」の回数（Ｎ＝８人） 

参観時の行為 定点参観 
（Ｎ＝4 人） 

全体参観 
（Ｎ＝4 人） 

特定の班・学習
者を見る 

532 
21.374 ** 

59 
-21.374 **

全体を見る 
218 

-10.368 **
461 

10.368 ** 
黒板・授業者を

見る 
170 

-4.942 **
267 

4.942 ** 
同一参観者と話

す 
154 

-10.137 **
368 

10.137 ** 
指導案を見る・
メモを書く

624 
2.907 ** 

544 
-2.907 **

移動する 
22 

-0.713 ns
27 

0.713 ns 
他の班・学習者

を見る 
21 

0.489 ns 
18 

-0.489 ns
合計 1741 1744 

＊ 上段 「参観時の行為」の回数 
下段 左．調整済み残差 

右．検定結果 ＋p < .10 *p < .05  ** < .01 

４ 考 察 

定点参観を行う参観者においては，特定の班

や学習者を中心に指導案を見たり，メモを書き

ながら授業参観に臨んだりしているが，全体参

観を行う参観者においては，特定の班や学習者

を定めずに，授業参観に臨んでいることが明ら

かになった。 

引用文献 
亀山秀郎（2011）「幼稚園におけるカイコ教材の意義の検討
―KJ 法による保育者記録の分析を通して―」『理科教育学
研究』第 52 巻，第 2 号，55-64. 

北村弘行・桐生徹・大島崇行（2021）「理科授業の参観態度
がワークショップの授業検討会における付箋紙に与える影
響」『上越教育大学教職大学院研究紀要』 第８巻，55-61． 

吉澤千夏・大滝ミドリ・松村京子（2001）「１歳児のままご
と遊びにおける食に関するスクリプトについて」『日本家
政学会誌』第 52 巻，第 2 号，147-153. 
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「非言語・同期」研修システムによる初任教師の教授行動に対する影響 

-指導者と共に実施する理科授業を通して-

○大門 祥 1，桐生 徹 2，水落芳明 2，榊原範久 2

Sho Daimon,Toru Kiryu,Yoshiaki Mizuochi,Norihisa Sakakibara 
1上越市立城西中学校，2上越教育大学 

【キ－ワード】 初任教師，発話内容，教授行動，ICT，研修システム 

１ 目 的 

 国立教育政策研究所（2011）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

に指導者から言語で指示・助言を受ける研修シ

ステムの実施率が 99％と報告している。この

研修システムは指導者からの言語による指示・

助言を授業中に行っていない(非同期と称す)。

本研究では，指導者の指導・助言を授業中に行

い（同期と称す），指導・助言を言語によらな

い方法（非言語と称す）で実施する「非言語・

同期」研修システムを開発し，その効果として

教授行動に焦点を当て検証することを目的と

する。

２ 方 法

（１）「非言語・同期」研修システムの開発

 本研修システムでは，初任教師と指導者が同

一の指導案にて同時に別教室で授業を実施す

る。双方の授業の様子を視覚的・聴覚的に互い

の教師が感じ取る手立てとして，Web 会議サー

ビスの Zoom（Zoom と称す）の映像と音声を教

師が利用する。また，授業デザインは，教師や

学習者が互いの学級の学習者における学びの

実態が可視化される，同期型 CSCL システムの

edutab（edutab と称す）を用いた授業である。

この授業を通して行う研修である。 

（２）分析方法 

丸山・水落・原・橋爪（2016）は，教師の熟

達化は，直接的に教科書内容の理解を促す「教

授の発話」が減少し，学習者同士の比較や交流

を促し，学習者に対する評価，可視化に関する

「非教授の発話」の増加が表れるとしている。  

次に，教師の授業中における発話内容と教授

行動の関連を調べるため，初任教師の発話を

「教授の発話」，「非教授の発話」に分類した

双方について，黒田・森本（2016）による教師

の７つの教授行動，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その他に分類する。

以上の手続きで，本研修システムの実施前後

各３時間，計６時間分の初任教師の発話と教授

行動をそれぞれ分析した。分析は，筆者と現職

教員２名が分類し，その一致度は 88％であり，

一致していない分類は協議の上決定している。 

３ 結 果 

本研修システム実施前後における初任教師

の「教授の発話」と「非教授の発話」の総数を

調べ，２×２直接確率計算を行った結果，偶然

確率 p=0.00（両側検定）有意水準５％で「教授

の発話」の減少及び「非教授の発話」の増加が

明らかとなった。 

次に，本研修システム実施前後における初任

教師の「教授の発話」を７つの「教授行動」で

分類し，それぞれの教授行動について１×２直

接確率計算を行った結果，③「復唱する」及び

⑤「付け加える」についての有意差はなく，そ

れ以外の教授行動については，偶然確率p=0.01

（両側検定）有意水準５％で有意に減少した。

同様に「非教授の発話」では，⑦「その他」が

偶然確率 p=0.00（両側検定）有意水準５％で有

意に減少し，それ以外の教授行動は偶然確率

p=0.01（両側検定）有意水準５％で有意に増加

した。 

４ 考 察 

本研修システムを実施することで，初任教師

の発話内容が，知識伝達の一方的な教授方法か

ら，学習者の思考状態を把握，評価し，学習者

同士の交流を促進させる内容へと変化したこ

とが示唆される。 

また，初任教師の教授行動は，授業に関連の

ない内容が減少し，学習者の思考を把握，評価，

発展させ，学習者同士の交流を促進させる内容

へ変化したことが示唆される。 

引用文献 

丸山悟,水落芳明,原瑞穂,橋爪智哲(2016)「先輩教員と

の協働による新人教員の授業意識と指導技術の向上

に関する事例的研究－ティームティーチングにおけ

るトランシーバーを用いた発話の聴取を通して－」

『臨床教科教育学会誌』第 16 巻，第１号，101-113. 

黒田篤志，森本信也(2016)「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 39 巻，第１号，97-110. 
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経路プログラミングを用いた左右識別能力の調査 

○若林亮一 1，桐生徹 2

Ryoichi WAKABAYASHI, Toru KIRYU 

 1柏崎市立剣野小学校，2上越教育大学教職大学院 

【キ－ワード】 プログラミング教育，左右識別能力，方向概念 

１ 背 景 

 理科学習には，方向概念に関連する学習内容

が多く見られ，重要な概念の 1 つとして捉えら

れている（松森・関，1981）。方向概念の中で

も左右識別能力に関する研究として吉崎ら

（2020）は Money標準道路地図方向感覚テスト

（MRMT）の改良版を用いて調査を行っている。

その結果，身体イメージの心的回転がない曲が

り角（No Rotation:NR）での左右識別の正答率

に対して，心的回転があり回転角度の大きい

（ 90 °＜角度≦ 180 °）曲がり角（ Full 

Rotation:FR）では有意に正答率が低く，左右

識別の混乱が増加することが明らかになって

いる。ところで，プログラミング教育の教材に

「前へ進む」，「右を向く」などの命令を用い

てゴールまでの経路をプログラミングする題

材（経路プログラミングと称す）があり，曲が

り角で左右識別を問う点において MRMT と共通

している。しかし，経路プログラミングを実行

中の子どもに，左右識別の混乱が生じるかは明

らかになっていない。そこで本研究では，経路

プログラミング中の NR 条件と FR 条件の曲が

り角において，子どもの左右識別の状況を調査

し，左右識別の混乱の有無を明らかにすること

を目的とする。 

２ 予備調査 

（１）目的 

 自作した経路プログラミング中の NR 条件と

FR 条件の曲がり角において，左右識別の状況

について調査する。 

（２）方法 

１）対象・時期

Ｎ県Ｋ小学校６年生２クラス 48 人を対象

に，2020年 10月に行った。 

２）経路プログラミングと調査問題

プログラミングソフト Scratch を用いて経

路プログラミングを作成した。調査問題は作成

した経路プログラミングを基に大問を２つ構

成した。問題１には経路の中に NR 条件で左右

識別する曲がり角が１箇所あり，NRとする。問

題２には経路の中に FR 条件で左右識別する曲

がり角が２か所あり，先に現れる方を FR①，後

に現れる方を FR②とする。 

３）手続き

対象の２クラスそれぞれに，紙に印刷した調

査問題を配布し，５分間で回答させた。 

４）分析方法

調査問題の NR，FR①，FR②に対する回答には

正答，誤答，無答が存在したが，無答について

は左右識別ができなかったと判断し，誤答とし

て合計した。集計した NR，FR①，FR②の正答数

と誤答数に対して３×２のχ2 検定を行い，問

題間の有意差について分析した。 

（３）予備調査の結果と考察 

NR，FR①，FR②の正答数と誤答数に対し 3×

2 のχ2 検定を行った結果，問題間の差が有意

だった（χ2(2)=28.684,p<.01）。残差分析の結

果，NRの正答数が有意に多く(p=0.0010)，FR②

の正答数が有意に少なかった(p=0.0000)。χ2

検定による群の多重比較の結果，NR・FR①間で

は正答数に有意な差がなかった（p=0.2407）。 

FR②で NR に対して正答数が少ないことか

ら，左右識別の混乱があると言える。しかし，

同じ FR条件の FR①は有意差が無かった。これ

に対して二つの要因が考えられた。一点目は調

査問題中に子どもが印刷された図を回転し，FR

条件を変化させた可能性がある。二点目は経路

内で曲がり角が現れる順序が関係し，NR 条件

や FR 条件が続くと，後に現れることで正答が

減少する可能性がある。このことについて，条

件を整えて本調査を行う必要がある。 

３ 本調査 

 本調査では，図の回転の影響を無くした経路

プログラミング中に NR 条件と FR 条件が続け

て現れる場合の左右識別の混乱の有無につい

て調査することを目的として行う。 

 本調査の詳細については本発表で記す。 

引用文献 
松森靖夫・関利一郎（1981）「児童・生徒の空間認識に関す

る考察（Ⅱ）―方向概念を中心として―」『日本理科教育

学会研究紀要』第 22 巻，第２号，61-70． 

吉崎一人・加藤公子・八田武志（2020）「中高年者の左右識

別能力に関する検討―八雲研究での住民検診資料から―」

『人間環境学研究』第 18 巻，第１号，43-48． 
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新しい放射線学習と教材開発
〇小鍜治優A、伊藤慧 、大磯眞一 、橋場隆AB C

KOKAJI Masaru、ITOU Satoshi、OISO Shinichi、HASHIBA Takashi
きいぱす 、永平寺中学校 、原子力安全システム研究所A B C

【キーワード】 放射線教育、放射線指導教材

１．はじめに
発表者は、一昨年度より、美浜町エネルギ

ー環境教育体験館「きいぱす」で、放射線教
育を含めたエネルギー環境教育に携わること
になった。それ以前も、主に、中学校理科教
員として放射線教育を行ってきたが、放射線
教育に対する指導法や教材などが十分とはい
えなかった。
また、放射線は危険であるという世間一般

の考え方から、理解を深めるための踏み込ん
だ実験・観察も難しかったように思われる。
しかし、現学習指導要領（平成 30年度改訂）
になって、放射線教育の取り扱いが変わり、
指導もより柔軟にできるようになったと考え、
中学校の理科教員と協力して実践を行うこと
ができたので、その結果を報告する。

２．現学習指導要領での放射線教育
現学習指導要領の理科では、放射線の取り

扱いが変わり、今まで中学校３年生で指導し
ていた「放射線の性質と利用」の内容が、２
年生の電流分野のクルックス管の指導に続け
て X 線の発見の歴史と同じ順で取り扱うよう
になった。つまり、３年生で学ぶ原子力利用
などのエネルギー分野との関連でなく、原子
構造の解明の歴史の中で、放射線が発見され、
すぐ医療など生活の中で利用されてきたとい
う流れである。また、被ばくなどによる人体
影響も徐々に明らかになったという歴史であ
る。最初に２年生で学ぶことで、スパイラル
に指導ができること、錯綜した入試時期での
指導でないことなど、腰を据えた指導につな
がるものと考えている。

３．学習指導計画
学習指導計画として、３時間配当で計画した。

以下の通りである。

１）放射線の存在を確認し、その性質に
ついて理解する

２）放射線の発生の仕組みを理解する
３）放射線の利用方法と人体への影響を理

解する

また、放射線の深い理解のために、以下の
通り、新しい教材等も取り入れた。

・X線で光る蛍光物質
・X 線写真撮影（インスタントカメラ：キ

ェキ・チェキフイルム）
・放射線観測プラ板（アルファ線観測用）
・原子構造モデル（C-14、U-235、K-40 な

ど）

・大型霧箱（福井大学より借用）
・放射線実験樹脂（放射線照射済樹脂・未

照射樹脂）
・DNA分子模型
・FDG (fluorodeoxyglucose)分子模型
・甲状腺ホルモン分子模型
・放射線照射殺菌教材（注射針など） など

４．授業の実際
授業は、共同研

究者の中学校教
員と発表者が協
力して行った。
指導計画案から
何度も意見交換
して、生徒の実
態なども考えて
修正してきた。ま
た、授業の準備
もいっしょに行
うことで、充実
した授業になっ
たと考える。さ
らに、授業の進
行は共同研究者
が行うが、実験
・観察の演示や
生徒による実験・
観察時には、サポ
ートすることとした。例えば、クルックス管
から発生する X 線で X 線写真を撮るなどはい
っしょに行い、写真の現像は発表者が行うこ
とで、その時間のうちに実際の写真を確認す
ることができた。また、大型霧箱での放射線
観察なども、タイミングよくドライアイスの
設置などを行い、自然の放射線や線源からの
放射線を見ることができた。

また、教材の準備なども、α線の飛跡を観
察するプラスチック教材や、各種分子模型な
どは一人で準備するのは大変である。協力し
て行うことで、効果的な指導につながったと
考える。具体的な流れは、当日紹介したい。

５．成果と課題
授業後の生徒の振り返りを見ると、実験・

観察の積極的な取り組み、自分の考えを他に
伝える意欲などは高く、初めての学習に熱心
に取り組む様子が見られた。それに対して、
授業者は、指導内容や教材に対して十分咀嚼
できていなかった様子も見られ、考えていた
以上に、外部からの関わり方の難しさを感じ
た。

授業の様子

撮影した X線写真
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マイクロスケール実験によるダニエル電池の開発と授業実践 

～生徒の実験機会を増やすことを目指して～

○南拓実 1，澤大輔 1，上中一司 1，中田隆二 2，淺原雅浩 2 

Takumi MINAMI, Daisuke SAWA, kazushi KAMINAKA, Ryuji NAKATA，Masahiro ASAHARA 
1福井県教育総合研究所，2福井大学 

【キ－ワード】 マイクロスケール実験，ダニエル電池，授業実践 

１ 目 的 

ダニエル電池をマイクロスケール化した教

材を開発することで、児童生徒１人あたりの実

験機会を増やすことを目的としている。 

 現場の教員が授業で使いやすい教材を目指

し、特に｢価格｣｢電極の反応の見やすさ｣｢電池

の性能（再現性）｣｢電池の扱いやすさ｣を重視

して教材開発を行う。 

２ 方 法 

（１）教材開発について 

１）これまでの先行研究・商品

中川（2015）はセルプレートを用いたダニエ

ル電池を提案している。また、芝原ら(2020)は、

半透膜としてビスキングチューブを使用し、そ

れを固定するためにスポイトの液だめ部分を

加工した電池を開発し、授業を実践している。 

２）開発したダニエル電池について

今回開発した教材を図１a に示す。容器は、

20mL サイズの透明ドレッシングパック（ニッ

チプラス）を使用した。半透膜にはトーヨーセ

ロファン紙（トーヨー製）を用いた。ドレッシ

ングパックのふたを図 1b のようにカットし、

８cm×８cm にカットしたセロファン紙を埋

め込んだ。容器に５％硫酸亜鉛水溶液、セロフ

ァン紙で作った空間に５％硫酸銅水溶液を入

れ，それぞれに電極を浸し電池とした。（「新し

い科学」東京書籍出版参考）

（２）授業実践 

開発した教材を使って福井県内の中学校２

校（生徒：112 名）で授業実践を行い、授業後

に各項目について満足度を５段階で評価する 

アンケートを実施した。アンケートの内容は結

果とあわせて第３章に示す。

３ 結 果 

（１）教材開発 

 開発した教材１つあたり価格は 30 円以下で

製作することができた。電圧は 1.03V～1.09V

を示し、30 分以上モーターを回転させること

ができた。実験後に電極を観察すると，亜鉛板

が黒くなっており，亜鉛が溶解したことが確認

できる。一方、長時間電流を流すと亜鉛板に銅

の析出が見られた。 

（２）授業の様子ならびにアンケート結果 

 授業時間中に容器の製作を生徒が行った。自

身で実験器具を製作する経験は初めての生徒

が多かったが，真剣に授業に臨んでいた。30 分

程度で、すべての班がダニエル電池を製作し、

実験を成功させることができた。また、探究的

な実践を行うクラスも見られた。生徒対象アン

ケートの内容と結果を図２に示す。

質問内容 平均 

実験の操作は単純であるか。 4.0 

実験器具は扱いやすいか。 4.0 

電極の反応は見やすかったか。 4.2 

実験の片付けは簡単か。 4.3 

図２ アンケート結果 

４ 考 察・まとめ 

｢価格｣｢電極の反応の見やすさ｣｢電池の性能

（再現性）｣｢電池の扱いやすさ｣の４点に優れ

た、授業で使いやすい教材を開発できた。今後、

この教材を普及していき、生徒一人あたりの実

験機会を増やすことに努めていきたい。 

引用文献 

中川徹夫(2015)｢教材学研究｣第26巻，69-76 

芝原寛泰・佐藤美子（2020）｢教職キャリア高

度化センター教育実践研究紀要｣第 2 号，95-

104 

図１ a ダニエル電池 b カットしたふた 
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小学校理科における３Ｄプリンターの活用 

－第４学年理科「人の体のつくりと運動」の実践より－ 

○ 鼎 裕憲

KANAE Hironori 

富山市立新庄北小学校 

【キーワード】3Dプリンター、理科授業、問題解決学習、人の体のつくりと運動 

1 目 的 

 近年、様々な分野で３Ｄプリンターの活用が進

んでいる。教育の分野でも高等学校が３Ｄプリン

ターを生かした授業に取り組んでいる。そこで、

小学校理科においても３Ｄプリンターの特長を

生かすることで、児童の思考が深まると考え実践

した。

２ 方 法

2020年に第４学年３５名を対象に、以下の授業

を実施した。 

(１)単元名

第４学年理科 人の体のつくりと運動～4

年 1 組オリジナル図鑑「動物の骨格博物館」

をつくろう～ 

(２)単元全体の流れ

第１次では、人の腕について学習した。木

材で腕のモデルを作ることを通して、腕には

関節があること、上腕二頭筋と上腕三頭筋の

伸び縮みによって腕が動くことを理解した。 

第２次では、人の体が動く仕組みについて

学習した。調べ学習や人体模型の観察等を通

して、全身には骨があり体を支えたり臓器を

守ったりしていることを理解した。また、全

身に筋肉があるため、様々な体の動きができ

ることも理解した。 

第３次では、「４年１組オリジナル図鑑『動

物の骨格博物館』をつくろう」と課題を提示

し、自分が調べる動物を決めた。そして、図

鑑を作るために、人と比較しながらその動物

の骨格や動きについて調べた。全体の授業で

は、馬の膝はどこかという課題から、馬の骨

格と行動を関連させて考えた。また、犬の前

足と人の腕の骨格を予想することから人の

手が器用に動く仕組みについて考えた。 

(３)３Ｄプリンターの活用

３Ｄプリンターを使った場面は単元の最

後の犬の前足と人の腕を比較し、骨格と体の

動きを関連させて理解する場面である。その

際、３Ｄプリンター（XYZprinting 社製、ダ

ヴィンチ Jr.ProX+）を用いて犬の前足の骨格

と人の腕（https://www.thingiverse.com/）

の模型を作成した。 

【作成した犬の前足（下）と人の腕（上）】 

３ 結 果 

 上述の３D プリンターで作成した骨格模型は

問題解決の検証場面で用いた。以下にその問題

解決の様子を記す。 

 子供たちに右のモデルＡ、

Ｂを示し、人と腕と犬の前足

はどちらかを考えさせた。Ａ

とＢの違いは、Ｂは長い竹ひ

ごの間に横向きの竹ひごを追

加している点である。 

 子供たちは既習を生かして自分の考えをも

った後、全体で考えを交流した。その結果、人

の腕は［モデルＡ：9人、モデルＢ：26人］、犬

の前足［モデルＡ：0人、モデルＢ：35人］と

予想した。そこで事実［人の腕はモデルＡ、犬

の前足はモデルＢ］を提示した。すると子供た

ちは、人の腕の骨格がＢであることに感心を示

し「どうして人と犬は骨格に違いがあるのだろ

うか」と問いをもった。 

 そして、問いについて話合う中で、Ｂは頑丈

ではあるが、Ａの方が手首が回転することで手

に多様な動きが出るのではないかと考えた。そ

こで、３Ｄプリンターで作成した骨格標本を触

って調べてみた。子供たちの予想通り、人の腕

の方が手首の回転ができ、多様な動きができる

ことが分かった。そして、子供たちは骨格の違

いから行動の違いが生まれることや、進化のよ

って骨格に違いができたことについて実感を

伴って理解した。 

４ 考 察 

 問題解決の過程で、これまで写真で見せてい

た物を３Ｄプリンターで作成し立体物として

見せることと、子供たちの思考は深まると言え

る。 

手
首
側

肩
側
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表1 中学校教科書における探究の取り扱い 

A社 B社 C社 D社 E社 

探究が求められる

観察・実験の数 

1年：20 

2年：29 

3年：25 

1年：5 

2年：6 

3年：5 

1年：8 

2年：8 

3年：8 

1年：4 

2年：4 

3年：5 

1年：4 

2年：5 

3年：4 

取り扱いの 

特徴 

ジグソー法を紹介。 

見方・考え方を紹介。 

探究以外にも実験・

実習・観察がある。 

節の端に「探究して

みよう」と提示し，

節全体で探究的学習

を促している。 

本文中の観察・実

験のほかに，各単

元の最後に探究活

動を提示。 

各単元の最後

に探究活動を

提示。 

節の端に「探究をレ

ベルアップ」と提示

し，節全体で探究的

学習を促している。 

中学校理科教科書における探究の取り扱いに関する一考察 
月僧秀弥 A，新村宏樹 B，葛生伸 C 

GESSO HideyaA， SHINMURA HirokiB，KUZU NobuC 

富山大学人間発達科学部 A，黒部市清明中学校B，福井大学学術研究院工学系部門 C 

【キーワード】中学理科，探究，教科書 

１ はじめに 

令和3年度から中学校から順次実施されている

学習指導要領（文部科学省，2018：文部科学省，

2019）の理科の目標では，「探究」について何度

も触れられ，探究的な学習が求められている。学

習指導要領解説（文部科学省，2018）の中で「資

質・能力を育むために重視すべき学習過程のイメ

ージ」の図が記載され，探究の過程がまとめられ

ている。第3章指導計画の作成と内容の取扱いの

中でも，十分な観察，実験の時間や探究する時間

と設定が求められ，探究する学習活動として「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」が挙げられている。具体的な活動として，

「観察，実験する場面で発表する機会」「検証方

法を討論したりしながら考えを深め合う学習活

動」等が例示されている。中学校理科や高等学校

の基礎科目ではこれらの一部を，高等学校の専門

科目では全てを実施することが求められている。 

学習指導要領の改訂を受け，中学校では令和 3

年度より新教科書を用いた授業が行われ，中学校

でも探究的な学習が取り組まれていると考えられ

る。しかし，これまで探究的な学習を行っていな

い教員にとってその実施はハードルが高い。 

本研究では，中学校で使用されている5社の教

科書における探究の取り扱いについてまとめ比較

することで，中学校教員が意識すべき探究的学習

についてまとめていく。 

２ 結果 

 現行中学校理科教科書の探究と関連付けられ

た観察・実験の数，取り扱いの特徴を表 1に示す。 

 最も多いA社は，計 74の観察・実験で探究的

な学習が求められ，教科書に記載されている多く

の観察・実験で探究的な学習が求められている。

数が少ない E 社では各単元の１つまたは 2 つの

節を探究的に進めることを，D社では各単元の最

後に発展的学習として探究的活動が提示されて

いる。探究的活動が提示されていない観察・実験

についても，教科書巻頭で探究的な学習の進め方

が説明されており，教員の裁量により探究的に学

習を進めることができる。 

 教科書により差があることや，実施すべき探究

的活動が提示されていない場合もあることから，

探究的学習を進めるに当たり，授業者である教員

に委ねられている部分は大きいと考えられる。 

付記 

使用した教科書（令和2年検定）は，以下のとおりである。 

大日本図書（理科の世界1～3：有馬朗人，他70名） 

学校図書（中学校科学1～3：霜田光一，他33名） 

啓林館(未来へひろがるサイエンス1～3:大矢禎一,他147名) 

教育出版(自然の探究中学理科1～3:室伏きみ子,他32名) 

東京書籍（新しい科学1～3：梶田隆章，他134名） 

引用文献・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． 

文部科学省（2019）：高等学校学習指導要領（平成 30年告

示）解説理科編． 
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学びに向かう力・人間性の発現が理科物理単元の学びに及ぼす影響 

小学校第 3学年「光の性質」の事例をもとに

○澤柿教淳 1

Kyojun SAWAGAKI

 1松本大学  

【キ－ワード】 学びに向かう力・人間性，評価，物理, 光の性質 

１ 目 的 

 平成 29 年度告示の小学校学習指導要領にお

いて，育成を目指す資質・能力が３つの柱で示

されて以降，「学びに向かう力・人間性等」（以

下，「人間性等」と表記）については様々に議

論されてきた(例えば，杉山・加納,2019 他)。し

かしながら，「未整理な部分が多い」(石川・小

野瀬,2020)とも指摘され，未だ具体的な検討は

不十分であるといえる。 

 本研究は，客観的な視点から「人間性等」を

評価するとともに，具体的にどのような姿が発

現し，それが小学校理科物理単元の学びにどの

ようにな影響を及ぼしているのかについて明

らかにすることを目的とする。 

２ 方 法 

目的を達成するために次の手続きをとる。 

（１）「人間性等」の評価として，道徳的諸価

値を用いた「Hy-Brid 評価軸」(澤柿,2017)を援

用する(図 1)。 

図１ Hy-Brid評価軸を援用した「人間性等」の評価 

（２）分析対象として，小学校第３学年理科「光

の性質」の事例をサンプリングする。 

・A 小学校 第 3 学年 2 組 児童数 40 名

・20XX 年 5 月〜6 月実施

・単元名「うつして守ろう 交通の安全」

−3 年 2 組交通安全研究所−(全 11 時間)

（３）各場面において発話プロトコル分析を行

い，「人間性等」の発現が学習者の学びにどの

ように影響したのか，あるいはしなかったのか

を分析する。 

３ 結果と考察 

 まず，K 児個別の追究活動における「人間性

等」の発現を分析した。結果，複数の観点でそ

の発現を捉えた。また，物理的な追究の方向性

を決定する際に「人間性等」が作用している様

態を捉えた。以上から、「人間性等」の発現が、

物理単元における個の問題解決の基盤を支え

ていることが示唆された。 

次に，全体の話合い場面における「人間性等」

の発現を分析した。結果，児童らは、物理的な

問題に対し、互いの「人間性等」を働かせるこ

とで対話的に解決するという過程を捉えた。さ

らに，別の話合い場面でも追加検証を行った。

結果，道徳的・心情的な対立を，物理的な知識

等によって解消した様態が確認できた。 

４ まとめ 

物理の知識・技能等と「人間性等」の発現

が児童らの問題解決の基盤を支えていたと考

えられる。このことは，「『学びに向かう力・

人間性等』は「人間性」，「メタ学習」であ

り，その力のみを育成するものではなく，学

習の過程を通して育成するものである」（石

川・小野瀬，前掲）との指摘と合致する。 

引用文献 

石川正明・小野瀬倫也（2020）「理科における

『学びに向かう力』の背景と実践に向けた課

題についての考察」『国士舘人文科学論集』

創刊号，pp.2-18．  

澤柿教淳「『Hy-brid 評価軸』を用いた評価に関

する研究-『総合的な学習の時間』における 

『自己の生き方』に関わる評価規準の設定の

試み-」(2017),松本大学教育総合研究創刊号, 

  pp.55-66.  

杉山尚美・加納誠司(2019)「新しい教育課程で

目指す『学びに向かう力，人間性等』につい

ての研究」『愛知教育大学教職キャリアセン

ター紀要』Vol.4,pp.1-8.               他 
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←左余白２５ミリ ↑ 上（下）余白３０ミリ 右余白２５ミリ→ 

日本における「科学の本質」の理解 

中学生を対象として

○長谷一弘，古屋光一

HASE Kazuhiro,  FURUYA Koichi 
上越教育大学大学院 

【キ－ワード】 科学の本質(NOS)，科学の本質と探究の本質についての調査問題(SUSSI)，理科教育 

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 

「科学の本質」についての調査，研究はあ

る（岡本,2016;鈴木,2014;Liang et al. ,2006; 
Lederman et al. ,2002 など）が，中学生を対象

とした調査は，見当たらない。そこで，中学

生を対象とした「科学の本質」の理解の実態

を調べることを目的とした。 
２ 方 法 

（１）調査対象及び調査期間 

A県内の3中学校全学年540名,B大学の学生65名 

2021年6月22日から7月23日 

（２）調査問題 

Liang et al.(2006)が開発した SUSSI を日本語

に訳し，Liang からの許可を得て調査を行った。 

調査問題は次の 6 テーマで構成されている。 

「(Ⅰ)観察と推論」，「(Ⅱ)科学理論の変化」，

「(Ⅲ)科学法則と科学理論｣，「(Ⅳ)科学に対す

る社会的・文化的影響｣，「(Ⅴ)科学研究における

想像力と創造性」，「(Ⅵ)科学調査の方法論」 

各テーマに 4 つの質問文がある(計 24 問)。
尺度は，「まったくそう思わない，どちらかと

いえばそう思わない，どちらとも言えない，ど

ちらかといえばそう思う，まったくそう思う」

の 5 件法である。 

（３）データ分析 

 「科学の本質」を「よく知っている」中学生

と「よく知らない」中学生の割合を調べるため，

Liang et al.(2006)の手法に従って分析を行った。

調査問題の 24 問の回答には，「まったくそう思

う」が正しい項目と，その逆「まったくそう思

わない」が正しい逆転項目がある。前者の場合，

「まったくそう思う」を 5 点とし，後者の場合，

「まったくそう思わない」を 5 点とした。各テ

ーマ 4 問の回答すべてで 5 点，4 点を取った生

徒を「よく知っている」，すべてで 2 点，1 点を

とった生徒を「よく知らない」に分け，対象の

特徴とした。 

３ 結 果 

得た調査結果を基に，(Ⅰ)から(Ⅵ)のテーマ別

に集計し，表 1 に示す。 

表１：テーマ別の生徒の回答(%) 

(米国の大学生のデータは Liang et al.(2006)による)

対象の特徴 よく知っている よく知らない

 中学生 日本の 

大学生 

米国の 

大学生 

中学生 日本の

大学生 

米国の 

大学生 

(Ⅰ) 09.02 29.20 35 0.19 0.00 02 

(Ⅱ) 15.36 41.50 40 0.19 0.00 00 

(Ⅲ) 00.20 00.00 00 0.78 0.00 90 

(Ⅳ) 02.72 18.75 21 3.31 0.00 05 

(Ⅴ) 27.20 18.46 15 1.17 7.69 48 

(Ⅵ) 10.34 20.00 13 0.00 0.00 30 

「よく知っている」中学生と日本の大学生を

比較すると，日本の大学生の方がよく知ってい

るテーマは(Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅵ)である。同じくらい

知っているテーマは(Ⅲ)である。よく知らない

テーマは(Ⅴ)である。「よく知っている」日本の

大学生と米国の大学生を比較すると，米国の大

学生の方がよく知っているテーマは(Ⅰ)である。

同じくらい知っているテーマは(Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ)であ

る。よく知らないテーマは(Ⅴ，Ⅵ)である。

 「よく知らない」日本の大学生は，どの項目

に対してもいない。ただし，テーマ(Ⅴ)について

は，大学生は中学生よりも知らないことが分か

る。そして，テーマ(Ⅲ)については，日本の大

学生と米国の大学生を比較すると，米国の大学

生の 90%はよく知らないが，日本の大学生はよ

く知らない学生はいない。 
４ 考 察  

考察は当日発表します。 

引用文献 

Ling L.Liang, Sufen Chen, Xian Chen, Osman Nafiz Kaya, 

April Dean Adames, Monica Machlin, & Jazlin 

Ebenzer(2006), Student Understanding of Science and 

Scientific Inquiry(SUSSI):Revision and Further 

Validation of an Assessment Instrument（以下略） 
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コンピテンシーの育成を目指した理科の学習方略測定尺度の開発に向けて 

中学生への質問紙調査の分析結果

○五十嵐洋貴 1，増田美次郎 2，古屋光一 1

IGARASHI Hiroki, MASUDA Harujiro, FURUYA Koichi 
1上越教育大学大学院, 2帯広市立大空中学校 

【キ－ワード】 資質・能力の育成，キー・コンピテンシー，理科，学習方略測定尺度 

１ 目 的 

 本研究の目的は,増田(2018)が開発した資質・能

力の育成を目指した理科の学習方略測定尺度を基

に，それを発展させたコンピテンシーの育成を目指

した理科の学習方略測定尺度を開発することであ

る。そのために,尺度の作成と因子分析を行い,作成

した学習方略測定尺度が,いくつの,どのような因

子で構成されているのかを明らかにする。 

２ 方 法 

本研究は,第 1 に,増田(2018)が作成した 61 項目

の資質・能力の育成を目指した理科の学習方略測定

尺度をもとに追加や修正を行い,全69項目の測定尺

度を作成した。第2に,大学生らを対象に,作成した

調査問題を用いて予備調査を行い,問題文の文意が

伝わるものであるか検討した。第 3 に,修正した問

題文を用いて,中学生を対象に本調査を実施した。

第4に,集めたデータを基にして,因子分析を行った。 

(1) 測定尺度の作成

増田(2018)は，a.学習指導要領(平成 29 年告示)，

b.ポスト近代型能力,c.理解,d.構成主義学習論,の 4

つの視点から調査問題を作成した。本研究では,増田

(2018)の設定した,4 つの視点に加え,新たにｅ.キ

ー・コンピテンシーの視点を追加した計 5 点を踏ま

えて子どもたちが身に付けるコンピテンシーを明ら

かにし,その育成に必要な学習方略を想定した。また,

増田(2018)の作成した測定尺度についても,予備調

査を踏まえて，その一部について修正を加えた。 

(2) 調査対象について

A県の9中学校，第1,2,3学年それぞれの生徒を

対象とした。 

(3) 分析について

①集めた回答から不良項目と天井効果が見られた5

 項目を削除した。 

②有効回答837名64項目を用いて最尤法・プロマ 

ックス回転で因子分析を行った。 

３ 結 果 

因子負荷量の絶対値 .40 を基準に分析を行った

結果を表１に示す。 

表１ 因子行列・Cronbachのα係数 

因子分析の結果から,6因子24 項目が抽出され，

それぞれの因子を解釈し,表2のように命名した。 

表2 因子と命名 

因子 命   名 

1 教科の授業と理科の授業以外の学習活動の結びつけ 

2 自分のプレコンセプションと異質な他者の考えまたは事実との対比 

3 自分の思考の変化についての振り返りと再構築 

4 異質な他者の考えへの関心と理解 

5 教科の授業と日常生活の結びつけ 

6 自分の考えたことについての主体的な発信 

４ 考 察 

当日発表する。 

引用文献 

増田美次郎(2018)「資質・能力の育成を目指した理科の学習方

略測定尺度の開発」,平成30年度学位論文(修士),北海道教

育大学大学院教育学研究科. 
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