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質問などの発言をお願いします。 

日程 

1

日本理科教育学会近畿支部大会（京都大会）



日本理科教育学会近畿支部大会（京都大会）プログラム 

〇印は登壇者,発表時間 12 分,質疑応答 2分,交代時間 1分 

口頭発表（A会場）  

１１：１０～１２：１０ 座長 ： 石川 典 (京都教育大学大学院) 

A-01 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

〇内藤 大司郎（京都教育大学大学院）,村上 忠幸 (京都教育大学)

A-02 身近な不思議を探る自身の深まりから考える「自然から学ぶ意味」

〇山下 雅代 (亀岡市立つつじケ丘小学校) ,村上 忠幸 (京都教育大学)

A-03 カブトムシを題材にした授業の真正性と認識の変容について

〇田中 美玖 (京都教育大学大学院) ,村上 忠幸 (京都教育大学)

A-04 防災教育 PCK の発達を災害対応力の育成の視点から支援する理科授業コンテンツの開発

〇田中 達也（神戸市立灘の浜小学校）

１３：２０～１４：２０   座長 ： 古谷 朋也 (京都教育大学大学院) 

A-05 料理の探究から科学的な視点を探る

  ー本格的な麻婆豆腐の調理を目指してー

〇石川 汐梨 (京都教育大学) ,村上 忠幸 (京都教育大学) 

A-06 低学力校の児童の理科への興味を高める授業の検討

   ４年「雨水の行方と地面の様子」の実践を通して 

〇小髙 大輔（大阪市立新北島小学校） 

A-07 スポーツに探究の視点を

  －ハンドボールにおける省察の可能性－ 

〇岡田 りな (京都教育大学) ,村上 忠幸 (京都教育大学) 

A-08 ６年理科「水溶液と金属」の学習で塩酸に鉄を溶かす最適条件の研究

〇黒田 若那（武庫川女子大学）,金子 健治(武庫川女子大学)

１４：３０～１５：３０   座長 ： 中西 美友 (京都教育大学附属桃山中学校) 

A-09 風力発電とソーラーパネルを併用した自動気象観測装置 Netatomo で使える無停電電源装置の開

発

〇小林 萌花（武庫川女子大学）,金子 健治(武庫川女子大学)

A-10 協働的な学びにおけるマルチプル・インテリジェンス理論の有効性の検証

〇清水 凌平 (京都教育大学附属桃山中学校) ,村上 忠幸 (京都教育大学)

A-11 探究学習にスピノザ的視点を

〇村上 忠幸 (京都教育大学)
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日本理科教育学会近畿支部大会（京都大会）プログラム 

〇印は登壇者,発表時間 12 分,質疑応答 2分,交代時間 1分 

口頭発表（B会場）  

１１：１０～１２：１０   座長 ： 中川 竜洋 (宇治市立広野中学校) 

B-01 でんぷんの検出実験における植物教材の選出とその効果

〇北川 聖（びわこ学院大学）,箱家 勝規（びわこ学院大学）

B-02 理科教科書による予習とその役割

   ー小学校第 6学年「電気の利用」の事例ー 

〇比樂 憲一 (堺市立英彰小学校)  

B-03  4 年理科「空気のあたたまり方」の実験方法の比較

〇弓場 摩優（武庫川女子大学）,金子 健治(武庫川女子大学)

B-04 量的・質的分析を用いた「デボノの帽子による省察」の検討

〇古谷 朋也（京都教育大学大学院）,村上 忠幸 (京都教育大学)

１３：２０～１４：２０ 座長 ： 冨永 岳（自由研究教室 oranje） 

B-05 学習に適した「風の力で動く車」の実験教材の開発研究

〇前川 ゆい（武庫川女子大学）,金子 健治(武庫川女子大学)

B-06 子どもの探究心を育むチョウの授業

〇米谷 直剛 (大阪市立神路小学校) ,村上 忠幸 (京都教育大学) ,田場 千尋 (大阪市立神路小学校)

B-07 クロメダカの体色変化の中学校理科教育への応用

   神経のつながりを考える教材 

〇滋野 正志（奈良教育大学）,森本 弘一（奈良教育大学） 

B-08 探究学習の継続的介入による児童の資質・能力の変容(Ⅱ)

〇増田 周平（京都教育大学大学院）,村上 忠幸 (京都教育大学)

１４：３０～１５：３０ 座長 ： 内藤 大司郎 (京都教育大学大学院・京都教育大学附属桃山中学校) 

B-09  個人探究におけるメタ認知をめぐる MI 理論と省察の活用

〇冨永 岳（自由研究教室 oranje）,村上 忠幸 (京都教育大学)

B-10 主体的な学びを促す理科授業デザインの視点(1)

-アート的に表現する学習環境のデザイン-

〇粟生 義紀（能見市立粟生小学校），野原 博人（立命館大学） 

B-11 主体的な学びを促す理科授業デザイン（２）

   ーエージェンシー育成を促す思考の相互的側面ー 

〇野原 博人 (立命館大学) ，粟生 義紀（能見市立粟生小学校） 
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日本理科教育学会近畿支部大会（京都大会）プログラム 

〇印は登壇者,発表時間 12 分,質疑応答 2分,交代時間 1分 

口頭発表（C会場）  

１１：１０～１２：１０ 座長 ： 米谷 直剛 (大阪市立神路小学校) 

C-01 児童が感じる理科学習の有用性

 「具体と抽象」の視点からの検討 

〇孕石 泰孝 関西大学初等部 

C-02 探究学習から非認知スキルを探る

   ―探究学習「紙コップの不思議を探る」の分析を通してー 

〇安田 圭佑 (京都教育大学大学院) ,村上 忠幸 (京都教育大学) 

C-03 義務教育における呼吸学習の系統性の検討

  ―人間の生存・生活を起点としたカリキュラム開発に向けてー 

〇広木 正紀（元 京都教育大学) 

C-04  小学校３年の理科学習指導に適した巨大糸電話の教材開発

 「光と音の性質」単元での活用 

〇太期 さくら（武庫川女子大学）,金子 健治(武庫川女子大学) 

１３：２０～１４：２０  座長 ： 清水 凌平（京都教育大学附属桃山中学校） 

C-05 電流計を利用した実験指導における効果的な板書に関する調査

〇三田村 啓佑(滋賀大学教育学部）,藤田 貴史(滋賀大学教育学部）,恒川 雅典(滋賀大学教育学部）

C-06 環境に向かう経験をいかした探究的な環境教育の実践とその効果

〇石川 典 (京都教育大学大学院) ,村上 忠幸 (京都教育大学)

C-07 本づくりの探究から「好きなもの」とは何かを問う

〇正司園 美音 (京都教育大学大学院) ,村上 忠幸 (京都教育大学)

C-08 コハク酸脱水素酵素の実験

   ―出版社毎の比較と検証― 

〇青木 千紗 (神戸女学院大学) , 中川 徹夫（神戸女学院大学） 

１４：３０～１５：３０ 座長 ： 河村 直子（八幡市立男山第三中学校） 

C-09 人の体のつくりと運動

   筋肉模型に着目して 
〇谷川 諒介 (大阪成蹊大学) ,福岡 亮治 (大阪成蹊大学) 

C-10 「空気の温度と体積」の実験方法の研究

アルミ風船を用いた新たな実験方法の開発

〇吉岡 奈那子（武庫川女子大学）,金子 健治(武庫川女子大学) 
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日本理科教育学会近畿支部大会（京都大会）プログラム 

〇印は登壇者,発表時間 12 分,質疑応答 2分,交代時間 1分  

口頭発表（D会場）                                 

１１：１０～１２：１０   座長： 林 孝亮（京都府立莵道高校） 

D-01 遮光した葉のデンプン残量測定  
   小 6 理科「植物の養分をつくる働き」の基礎資料として 

〇藤井 隆一（栗東市立大宝東小学校） 

D-02 小中学校理科教育における燃料電池の教材化の研究 

   電気分解装置,PEM 型電池,マグネシウム電池の比較と指導方法の検討 

〇入江 志歩（武庫川女子大学）,金子 健治(武庫川女子大学) 

D-03 融雪型火山泥流を再現するモデル実験の教材開発 

〇榊原 保志（信州大学）,竹下 欣宏（信州大学）,桐生 和樹（長野県立木曽郡木曽町立開田中学校） 

D-04  教育学部学生の理科実験安全意識 
     ルーブリックによる評価から見えてくること 

〇串田 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)  

 

１３：２０～１４：２０    座長 ： 村上 忠幸（京都教育大学） 

D-05 弱酸の遊離に関するマイクロスケール実験教材の開発 
   手作りウェルプレートの活用  

〇中川 徹夫 (神戸女学院大学) 

D-06 ユニバーサルデザインに着目した教材・授業研究 
   発達障害のある子どもに視点をあてて 

〇今井 歌 (大阪成蹊大学) ,福岡 亮治 (大阪成蹊大学) 

D-07 小学 4 年理科学習における「結露現象」の実験方法の改善 
   班毎の実験と ICT を用いた全体共有が可能な装置の開発 

〇久保田 悠理（武庫川女子大学）,金子 健治(武庫川女子大学) 

D-08 小学校理科でのプログラミングにおける共通教材 

   －シングルボードコンピュータの利用－ 

〇内田 祐貴 (神戸松蔭女子学院大学) 

 

１４：３０～１５：３０   座長：中川 竜洋(宇治市立広野中学校) 

D-09  ピクトグラムを活用した理科実験の安全意識向上の取り組み 

〇春日 光 (奈良市立平城西小学校),森本 弘一（奈良教育大学） 

D-10  「総合的な学習の時間の指導法」における形成的評価 

    オンディマンド型遠隔授業における学修プログラムの提案 

〇名倉 昌巳（岩手大学教育学部理科教育科・元大阪市立築港中学校） 

D-11  「力の原理」から学ぶ「力と運動の法則」―実験教材の開発と課題― 

〇河合 信之（神戸市立井吹台中学校） 
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日本理科教育学会近畿支部大会（京都大会）プログラム 

〇印は登壇者,発表時間 12 分,質疑応答 2分,交代時間 1分  

口頭発表（E会場）                                 

１１：１０～１２：１０   座長 ： 増田 周平（京都教育大学大学院） 

E-01  けん玉の探究から見える科学的な見方・考え方 ―けん玉上達のコツを探るー 

〇石塚 貴裕 (京都教育大学) ,村上 忠幸 (京都教育大学) 

E-02  マイクロスケール実験とプログラミング教育への応用（Ⅳ） 

    ―micro:bit による電池の電圧変化の測定― 

〇佐藤 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） 

E-03  電気回路の実験指導における効果的な板書に関する調査 

〇藤田 貴史(滋賀大学教育学部）,三田村 啓佑(滋賀大学教育学部）,恒川 雅典(滋賀大学教育学部） 

E-04  自由研究の進め方 ー気圧に着目してー 

〇田中 竣 (大阪成蹊大学) ,福岡 亮治 (大阪成蹊大学) 

 

１３：２０～１４：２０   座長 ： 安田 圭佑（京都教育大学大学院） 

E-05  紫外線の生物への影響を観察するための生物材料の検討 

〇鵜澤 武俊 (大阪教育大学) ,串田 一雅（大阪教育大学） 

E-06  自身の興味・こだわりの探究  
     ―ボールペンをテーマにしてー 

〇辻本 菜々巴 (京都教育大学) ,村上 忠幸 (京都教育大学) 

E-07  凸レンズの仕組みと目のつくりを関連付ける目のモデルの実験教材 

〇加山 敦子 (兵庫教育大学),石原 諭（兵庫教育大学） 

E-08  「虫嫌い」を探る・ゴキブリの飼育を通じて 

〇藤嶋 一輝 (京都教育大学) ,村上 忠幸 (京都教育大学) 

 

１４：３０～１５：３０   座長 ： 田中 美玖 (京都教育大学大学院) 

E-09 基礎的内容と探究的能力の一体的な学びを志向する高校物理の授業デザインに関する一考察 

〇平賀 直志 (兵庫県立星陵高等学校),庭瀬 敬右（兵庫教育大学） 

E-10  外来生物に対する学生の認知状況とその課題－小学校教員養成課程の学生への調査より－ 
〇秋吉 博之 (和歌山信愛大学教育学部) ,松尾 菜央 (大阪府和泉市役所) 

E-11 観察場面におけるルーブリックの活用 ―身近な植物の観察を題材としてー 

〇松尾 佑樹 (和歌山大学大学院教育学研究科),木村 憲喜（和歌山大学教育学部） 
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図 探究活動，メタ認知，授業分析に関するアンケート結果 

教科の授業に探究活動を取り入れているか 

よく取り入れている 

たまに取り入れている 

あまり取り入れていない 

まったく取り入れていない 
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まったくしていない 

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，授業分析，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依然として強い。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）。そ

こで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ことを企図した。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，過去に実施した授業を省

察して，授業研究の視点から再考した。また，こ

のような授業づくりに関する調査を授業者側に実

施し分析した。 

２ 授業の骨組み 

身近な生活の科学的な事象を授業で取り上げる

ことは，学習意欲を高めるだけでなく，理科が人

間生活に基づいていることを認識できる。これを

探究的に学習できるように授業をデザインし，授

業実践した。グルーピングに「マルチプル・イン

テリジェンス法」（以下 MI）を用い，探究活動の

協働を目指した。授業の終末に「デボノの帽子」

による省察を実施し，探究活動の取組状況をグル

ープ内の他者から語られることでメタ的になり，

これが自己評価につながることを意図した。 
３ 授業デザイン 

（１）授業１ 
2021年 2月 5日 FM中学校 1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宿題を与え，採

集してきた石を，標本や岩石図鑑等を利用して，

グループで協働的に同定する。 
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によるグルー

プは，生徒の活動が機能的であった。デボノの帽

子は，他者評価により自分をメタ的に捉えること

ができ，的確な自己評価につながると推察される。

（２）授業２（計画中） 

内容：「土壌生物を用いて植物遺骸を分解しよう」 

方法：赤玉土などの無機質土に土壌生物と植物遺

骸を混ぜ合わせたのち放置し，中長期的に観察す

ることで，生態系の広いつながりを知る。実験観

察は個人で行い，グループで協働的に考察する。 

４ 探究的な授業づくり（調査） 
現在，授業者向けに探究，メタ認知，授業研究

について，以下のようなアンケート実施している。 

上図より，探究活動は授業前，授業分析は授業

後，授業者の意識に違いが出るだろう。メタ認知

は，意図的ではなく，自然発生的に取り入れてい

るのではないかと考える。 
５ 今後の展望 

・計画中の授業を実践し，中長期的な実験観察が

生徒の学びに与える影響を調査，分析する。 
・探究やメタ認知，授業分析に関する授業者アン

ケートの自由記述を，KJ法を用いて分析する。 
・生徒の省察を分析し，生徒の学びのとらえ方を

探り，学習評価に結びつける手法を探る。

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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身近な不思議を探る自身の深まりから考える「自然から学ぶ意味」 

       ○山下雅代A，村上 忠幸 B 

     YAMASHITA Masayo, MURAKAMI Tadayuki  

                        亀岡市立つつじケ丘小学校 A，京都教育大学 B  

【キ－ワード】 身近，不思議，霧，自由研究，探究， 

 

１.はじめに 

 筆者は身近な自然に不思議に思った際，検索す

るよりも自然を見て考えを巡らすことを好んでい

た。今日，すぐに知識を得ることができる中，この

ように自然を見て考えようとすることにはどのよ

うな意味があるのか，疑問に思い，研究するまで

に至った。 
 また，筆者は村上の自由研究から自分自身を振

り返ることで教育に位置付けていくという研究ア

プローチに出会った。この研究アプローチを行う

ことで，不思議の対象への筆者自身の考えや感覚

に重視して探ることができると考え，先行研究を

調べず，自身が自然を見て考え，探究していくこ

とにした。 
 研究当初の身近な不思議の対象は，ボウフラと

地元亀岡市の霧の 2 つであった。これらの対象に
ついて，自然にある対象の姿を調査して考えを深

めていき，その後文献から学習を行った。そして，

その過程における筆者の深まりを分析することか

ら，自然から学ぶ意味について検討した。今回は，

その中から，霧の探究について報告する。 
2.霧の不思議を探る 

(1) 動機と目的 
 筆者は霧を日常的に，霧が晴れていく瞬間に興

味をもって見ていた。亀岡特有のものとして気に

入っていたが，それがなぜ発生するのか考えた時，

多くの疑問を抱いた。そこで，亀岡の霧を対象と

して霧が発生理由を探った。 
(2) 方法 
 以下の手順で研究を進めた。 
・2019年 10月～11月：気象観測 
 毎朝 3回の気象観測を行った。【調査場所】自宅
（亀岡市内），かめおか霧テラス【調査項目】気温，

湿度，照度，雲量，天気，観察（目視，体感）【観

測時間】6:30，7:00，7:30 霧が発生した日にはテ
ラスから観察した。また，地上からの晴れ方の観

察や河原での霧の発生の観察も行った。 
・2019年 12月：モデル実験 
 水槽内の気温や湿度を変化させ，霧の再現を試

みた。 
・2020年 1月：書籍・文献からの学習 
(3) 気象観測とモデル実験からの学び 
 気象観測から４観点（①～④），モデル実験から

2観点（⑤・⑥）の仮説を形成した。 

① 霧と雲の違い：雲はテラスより上にできて流れ
てなくなるものであり，霧はテラスより下にで

きて消えてなくなるものである。 
② 霧の構造：霧の構造は山の中腹にできる最も濃

い最上層が存在し，それより下の地上部は霧の

ない日から薄い日，濃い日などが存在する。 
③ 霧の晴れ方と発生：晴れ方は，川のない地域か

ら晴れ，後に川のある地域が晴れていく。また，

地上部が晴れた後に最上層が晴れる。霧の発生

は，川の上からできて上に広がる場合と山の中

腹からできて地上まで降りてくる場合の 2 種類
がある。 

④ 霧のできる条件：霧は晴れた夜に放射熱によっ
て気温が下がり，風速 2.0m/s以下が続くことで
飽和した水蒸気が空気中に浮くことでできる。 

⑤ 霧の晴れ方：地上の熱から空気が温まり蒸発し，
地上から晴れる。 

⑥ 霧の状態：霧は何mもの間に大量の水滴が重な
って見えることで白くかすむ。 

(4) 書籍・文献からの学び 
 それまでの認識に一般的な用語が加わった部分

や，自身の分類と一般的な分類の違いに気付いた。

また，文献等からは説明することができなかった

霧の姿や疑問点も多く生じた。 
3.自分の深まりを探る 

 研究期間のポートフォリオを分析すると，筆者

は自然にある霧のありのままの姿との出会いか

ら，多くの感動，喜び，驚き等の心の動きがあり，

それに伴って観察に対する意欲が湧き，観察場所

へ何度も足を運び，さらなる思考へ繋がっていた。

そして，ありのままの姿を見た筆者自身の視点で

観察し，疑問から徐々に考えが形成されていった。

ここから，ありのままの姿から自由に学べる楽し

さと考えが形になる達成感を感じていた。 
4.自然から学ぶ意味とは 

 自然から学ぶということは，とらわれずに心と

体と頭でありのままの姿に出会うということであ

ると考える。そして，自然から学ぶ意味とは，自由

に学べる楽しさや考えが形になる達成感を感じ，

自身を成長させることができるのではないかと考

える。 
<参考文献>  

・鹿毛雅治,（2013）「学習意欲の理論―動機づけの
教育心理学」,金子書房, P.7-11 
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aiカブトムシを題材にした授業の真正性と認識の変容について 

 

○田中美玖 1，村上忠幸 2 

Miku Tanaka, Tadayuki Murakami 
1京都教育大学大学院，2京都教育大学 

【キ－ワード】 真正性, 探究学習, カブトムシ, 変容
1. はじめに 
 筆者は生き物全般が大好きで , 幼少期から
様々な生き物を飼ってきた。その中でも虫は自身
の身近にある存在で, 観察はもちろん採集や飼
育を多くの種類で経験している。今でも虫は好き
なのだが, 周りの人たちは元々虫が苦手であっ
たり, 成長に伴って虫を触れないようになった
りするような人が増えることに疑問を持った。本
研究では, 昆虫の中でも十年来の飼育経験を持
つカブトムシを題材とし, 授業によって子ども
の認識にどのような変容を及ぼすかを調査した。 
2. 方法 
(1) 授業内容 
実施した授業の大まかな流れは以下の通りだ
が, 3つのクラス(A,B,C)ごとに内容を少し変
えた。 
○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 

(2) 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~Q9)
は授業後に実施した。 

表 1.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 

Q9.授業の感想や意見など 自由記述 

3. 結果 
 実施したアンケートのうち 5 件法の質問
(Q1,Q3,Q4,Q5,Q7)を, クラスごとに内容を変え 
て授業を実施したため A,B,Cのクラスで分けて 
分析を行った。さらに「とても当てはまる」や「当
てはまる」という肯定的な回答を表 2にまとめる
と以下のようになった。 
表 2.肯定的な回答のクラスごとにおける比較 

Q1 の「虫が好きか」という質問において近い数
値を示していた Aと Bだが, 授業後に行われた
Q3~Q5の質問では最大 20%の差が生じた。また
授業の感想などを問う Q9 の質問への回答を KJ
法的手法を用いて A,B,Cの全体で分析すると「触
る」「知る」「見る」の順番で答えた人数が多か
った。 
4. 考察 
 授業前の虫に対する印象が似ていた A と B だ
が, A では授業のまとめの部分をカブトムシの
胸の位置の意外性に依存した結果, 誘導的にな
り, 児童が受け身になってしまった。対して Bで
は, 児童を前に集めてサークル形式の対話をし, 
「触る」「見る」ことで児童が発見した内容を中
心にまとめを行ったことで児童の経験を主体的
に授業に反映することができ, 後の認識の変容
に繋がったのではないかと考えられる。また自由
記述の分析結果から「未知なもの」であるカブト
ムシに対して怖いというようなネガティブな印
象を抱いている児童も中には存在した。授業を通
して「触る」「見る」「知る」という経験によっ
て「新しい発見」が生まれ, 「思ったより怖くな
い」「意外と可愛い」というようなカブトムシに
対する印象や認識のポジティブな変容に繋がっ
ていることが示唆された。 
参考文献 
[1]中村精吾（2021）「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 2020
年度修士論文 

[2] 深野祐也・曽我昌史(2021) 「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―」Science of The Total 
Environment,Volume 777 

 Q1 Q3 Q4 Q5 Q7 
A 66% 78% 82% 67% 55% 
B 64% 93% 94% 87% 64% 
C 47% 82% 75% 68% 33% 
全体 58% 86% 89% 75% 54% 

A:導入-展開-まとめを意識した一斉授業 
B:授業の形式（Aのような）にこだわらず, サー
クル形式の対話などによって協働性・協調性

を高めた授業 
C:基本的には B の雰囲気で, A のようなまとめ
がある授業 
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防災教育 PCK の発達を災害対応力の育成の視点から 

支援する理科授業コンテンツの開発 

○田中達也 
TANAKA Tatsuya 

神戸市立灘の浜小学校 
【キ－ワード】 Pedagogical Content Knowledge，防災教育，理科授業コンテンツ 

１ 目 的
 災害発生メカニズムについての理解や防災・減災
の技能を高めることが有効である（高橋，2004）こ
とからも，理科教育が防災教育に果たす役割は大き
い。しかし，実際は，災害発生メカニズムへの理解
を中心とした地学分野の実践が多く報告されており，
防災・減災の技能の向上や地学分野以外の実践報告
は少ない。また，地学に苦手意識をもつ教員は多く，
平成20年度小学校理科教育実態調査では，地学は高
等学校での履修率が最低であり，若い教員であるほ
どその履修率は低下していることが報告されている。
田中（2020）においても，防災教育に理科教育を取
り入れる難しさの要因として，教員が地学分野にお
ける専門知識を有していないことを理由とした苦手
意識があることが明らかとなっている。 
防災教育を理科教育の充実によって支援するた

めには，災害発生メカニズムの指導力向上を目指し
たコンテンツだけではなく，地学分野ではない理科
分野の指導内容から防災教育へとアプローチするこ
とで，災害時に活用できる防災・減災の技能を高め
る指導力の向上を目指したコンテンツを開発し，教
師の防災教育PCKの発達を目指すことが重要である。
また，教師の信念が指導に影響を及ぼすこと（Zohar，
2007）からも，開発されたコンテンツが防災教育PCK
の発達にどのような影響を与えたのかを教師の信念
への影響から検討することが重要である。 
そこで本研究では，防災・減災の技能向上に理科

の学びを生かす理科授業コンテンツを開発し，その
有効性を教師の信念に与える影響から検討すること
を目的とする。 
２ 方 法
防災教育 PCK の発達を目指した教師教育プログ

ラムを神戸市立教員 4 名に実施した。実施時期は
2021年4月～9月であった。教師教育プログラムは
田中（2019）で開発されたものを採用した。対象者
のサポートは対面指導を中心とした議論であった。
対象単元は，第4学年「電流の働き」であった。 
３ 信念調査の実際
本研究の信念尺度は田中（2020）と同様のものを

採用した。調査はプログラムの前後に行った。質問
項目は，表1の通りである。得点は4点を良くあて
はまる，1点を良くあてはまらないとし, 4段階評価
とした。

表１ 質問項目 

 
３ 開発された理科授業コンテンツ
開発されたコンテンツは，図1の通りである。 

図1「避難所の空調設備を整えよう」概要

４ 信念調査の結果と考察

事後調査において，全ての項目で向上が見られた。
特に，項目3，5，6については，事後調査で全員が
4 点を付けた。このことから，防災教育への重要性
の認識及び，理科教育の有用性についてはその信念
を深めることができた。項目2については4点がい
なかった。これはメカニズムへの理解を扱った単元
ではないことから当然であるが，項目5が満点であ
ったことから，本コンテンツが防災・減災の技能向
上に役立ったことが考えられる。 
附記
本研究は，JSPS科研費21H03980の助成を受けて

いる。 
引用文献
独立行政法人科学技術振興機構平成20年度小学校理科教育実態調査集計結果（速
報）報告,pp120-126.  

高橋治郎（2004）「防災教育のための理科教育」『愛媛大学教育学部紀要』第50
巻,第2号,pp.105-113. 

田中達也（2019）「防災教育に関するPCKの獲得・発達を理科教育から支援する教
師教育プログラムの開発」『日本理科教育学会近畿支部大会（和歌山大会）発表
論文集』p115. 

田中達也（2020）「防災教育PCKの獲得・発達を目指した教師教育プログラムが与
える教師の信念への影響」『日本理科教育学会近畿支部大会発表論文集2020年
度』p3.

Zohar, A. (2007). Science teacher education and professional development in argumentation. 
In S. Erduran, & M. P. Jiménez-Alexandre (Eds.), Argumentation in science education: 
Perspectives from classroom-based research (pp.245-268). Netherlands: Springer. 

導入 

計画 

実験   
考察 

発展 

夏の避難所の様子を提示し，避難所で体調を崩さずに過ごすための方法はないか

を問い，空調設備を整えることへの必然性を児童に抱かせる。また，災害時に

は，電気が使用できないことや，個別のブースで生活をすることを加味し，個人

用扇風機を作成することを共有する。 

扇風機の稼働状況を想像させ，「風量」と「稼働時間」という2つのキーワード

に気付かせ，どのように工夫をすることでそれらをコントロールすることができ

るのかについて考え，実験計画を含めた解決の見通しを持つ。 

実験を通して乾電池の数やつなぎ方を変えると，電流の大きさや向きが変わり，

豆電球の明るさやモーターの回り方が変わるという科学的なきまりを獲得する。 

学んだことを生かして，自身の意図した通りに作動する扇風機を作成する。 
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料理の探究から科学的な視点を探る 

―本格的な麻婆豆腐の調理を目指してー 

 

○石川汐梨，村上忠幸 
Shiori ISHIKAWA, Tadayuki MURAKAMI 

京都教育大学 

【キ－ワード】 麻婆豆腐，中国，豆腐 
 
１ はじめに 

 筆者は辛い料理を好み，中でも麻婆豆腐が大

好物である。麻婆豆腐は四川式，広東式が存在

するが，ここではその発祥でもある四川式を扱

う。ある日，麻婆豆腐の自作を試みたが，その

美味しさと，家庭でも本格的な中国料理が作れ

るということに感動した。以降，食材や調理方

法を工夫し，日々調理を繰り返してきた。筆者

は，麻婆豆腐の発祥である陳麻婆豆腐の味を基

準として，その味を再現するべく試行錯誤繰り

返した。この調理行動（2020 年 3 月 15 日から

現在，46 回試行）を記録し（写真，メモ等），

これらの分析から，料理を探究することから生

じる科学的な視点について考察する。 
２ 方 法 
（１） 材料 
人長良次のレシピ 1)を参考に作成した基準

となる材料について以下の表に示した。 
表１ 麻婆豆腐の材料 

材料 分量 質量 

豆腐(絹) 

豚挽肉 

白葱 

中華だしの素 

水(スープ用) 

生姜 

大蒜 

酒 

豆板醤 

郫県豆板醤 

甜麺醤 

豆豉醬 

片栗粉 

水(とろみ用) 

サラダ油 

辣油 

花椒 

山椒 

1 丁(350g) 

1 パック(100g) 

15cm 

小さじ 1(5ml) 

1 カップ(200ml) 

小さじ 1/2 

小さじ 1/2 

大さじ 1(15ml) 

大さじ 1/2 

大さじ 1/2 

大さじ 1 

大さじ 1 

大さじ 1 

大さじ 2 

大さじ 1/2 

大さじ 1 

適量 

適量 

404g 

102g 

35g 

5g 

197g 

2g 

2g 

15g 

11g 

12g 

19g 

17g 

14g 

29g 

6g 

16g 

0.2g 

0.2g 

（２）手順 

①白葱は微塵切りにし，豆腐は湯に浸ける。

水に中華だしの素を溶かしスープを作る。 

②熱したフライパンにサラダ油を引き，豚挽

肉を中火で炒める。 

③醤油と甜麺醤を加える。 

④油をフライパンの端に集め，大蒜，生姜，

郫県豆板醤，豆板醤を加え弱火で炒める。 

⑤油が赤くなったら，豆豉醬と酒を加える。 

⑥スープを半量加え，中火で加熱する。 

⑦沸騰したら豆腐と残りのスープを加える。 

⑧再度沸騰したら白葱を加える。 

⑨火を止めて水溶き片栗粉を加える。 

⑩強火にし，辣油を鍋肌から回し入れる。 
３ 結 果 

 陳麻婆豆腐の味とは異なるが，多数の試行通

じて、本格的な味わいであった。また，味に毎

回ばらつきがあるように感じた。特に，豆腐の

食感とあんの固さにばらつきがあった。 
表２ 評価 

 辛さ 痺れ 苦味 

陳麻婆豆腐 強い 強い あり 

自作 やや強い やや強い なし 

４ 考 察 

 料理（麻婆豆腐）をつくる経験を重ねて，以

下のような科学的な要素に着目した。 

・豆腐：豆腐の水分が料理に影響を及ぼす

と考えられる。 
・苦味：焦げによる苦味が本格さを出して

いると考えられる。 
・あん：豆腐から出る水分が，あんの固 

さに影響を及ぼすと考えられる。 
５ 今後の展望 

科学的な見方・考え方に迫る観察・実験を

する。 
・レトルトや他店の麻婆豆腐を食べ比べ，味

や材料の比較を行う。 
・豆腐の吸水について実験を行う。 
参考文献 

1)鷲谷憲樹.「麻婆豆腐の作り方」を四川料

理のスゴイ人に教わったら、目からウロコが

3 回落ちた.メシ通|ホットペッパーグル

メ.2019-1-09. https://00m.in/nR4jf. 

(参照2021-10-19) 
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低学力校の児童の理科への興味を高める授業の検討 

４年「雨水の行方と地面の様子」の実践を通して 

 

○小髙 大輔 

Daisuke KOTAKA 

大阪市立新北島小学校 

【キ－ワード】 低学力，興味，パフォーマンス課題  
 

１ 目 的 

 本校は，学力学習状況調査や大阪市小学校学

力経年調査（東京書籍の学力調査を利用）にお

いて、全国の平均や大阪市の平均より低い低学

力校である。学力経年調査の質問紙調査の結果

を見ると、本校では，理科が好きな児童や理科

の有用性を感じている児童の割合が大阪市の

平均に比べ低くなっている。また、全国学力学

習状況調査からは、理科が好きな児童や理科の

有用性を感じている児童は、正答率が高い傾向

にあることがわかっている。これらのことか

ら、本校のような低学力校での授業において

は、児童の理科に対する興味を高める手立てが

求められると考えた。そこで、児童の日常生活

と関連付けたパフォーマンス課題を用い、低学

力校の児童の興味を高める効果とその条件に

ついて検証する。 
２ 方 法 

４年生３学級 90 名に、「雨水の行方と地面

の様子」のパフォーマンス課題を用いた授業実

践を行い、質問紙により効果を測定する。 

（１）授業実践 

表１ 授業実践について 

A
学

級 

教科書（啓林館）通りの授業実践 
（単元後パフォーマンス課題を実施） 
授業者 D：15年目・理科免許を所持 
授業期間：2021年 6月～7月 
【指導計画】 
水の流れと地面のかたむき 
土のつぶの大きさと水のしみこみ方 
地面や水とわたしたちのくらし 
（パフォーマンス課題の提示・解決） 

B 
C
学

級 

単元初めにパフォーマンス課題を提示

し、授業実践を実施 
授業者 E：15年目・理科免許を所持 
授業期間：2021年 6月～7月 
【指導計画】 

パフォーマンス課題の提示 
水の流れと地面のかたむき 
土のつぶの大きさと水のしみこみ方 
パフォーマンス課題の解決 

（２）質問紙 

 寺沢・町（2019）が田中（2015）の「理科に

対する興味尺度」を基に修正した「「理科に対

する興味尺度」の因子別質問項目」のうち 1因

子 2項目ずつ 10項目を用いた。また、全国学

習状況調査の質問紙から理科に関する 8 項目

を用いた。さらに、運動に関する 3項目を用い、

計 21項目の質問紙を作成し、授業前、課題前、

課題後の 3回調査を実施した。 

表２ 質問紙調査実施日 

学級 授業前 課題前 課題後 

Ａ 6月 3日 6月 17日 7月 9日 

Ｂ 6月 7日 6月 25日 7月 16日 

Ｃ 6月 7日 6月 24日 7月 7日 

３ 結 果 

 まず，A学級では、授業前と比べ、課題前、課題
後の「知識獲得型興味」が有意に高かった。BC 学
級では、授業前と比べ、課題前の「知識獲得型興味」

が有意に高かった。また、運動に関する 3項目の得
点により、BC学級の児童を運動大好き・運動好き・
運動嫌いの 3つのグループに分け、検討を行った。
運動大好きグループでは、天井効果が見られた。運

動好きグループでは、授業前、課題後と比べ、課題

前の「日常生活型興味」と「知識獲得型興味」が有

意に高かった。運動嫌いグループでは、課題前に比

べ、課題後の「知識獲得型興味」が有意に高かった。 
 授業実践やパフォーマンス課題、結果の詳細と考

察については、口頭発表の際に報告する。 

引用文献 

寺沢得幸，町岳（2019）「実生活に関連付けた
中学校理科の単元開発」『静岡大学教育実践

総合センター紀要』第 29巻，pp208-217． 
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  スポーツに探究の視点を 

－ハンドボールにおける省察の可能性－ 
○岡田りな, 村上 忠幸 

Rina OKADA, Tadayuki MURAKAMI 

京都教育大学 

【キ－ワード】 省察,探究学習,スポーツ 

 

１ は じ め に 

 筆者は中学生から現在まで,ハンドボールに

打ち込んできた。約 10 年にわたる競技生活の

中で,ハンドボールという競技の難しさを感じ

てきた。ハンドボールは,ゲームの中で状況が

めまぐるしく変化するため,瞬時の状況判断が

求められる。そのため多くの選択肢を持ってプ

レーすること,その選択肢の中からより良い判

断をすることが重要である。そして,その選択

をチーム内で共有するために,絶えず考えてプ

レーしなければならない。筆者は競技者として

必要な「考える力」というものをいかにして育

成し,獲得するかということに悩んできた。 

また,京都教育大学にて,村上による探究学

習や省察力についての講義を受講するうちに,

スポーツに省察がどれほど適用することが出

来るのかということに興味を持った。省察力を

身につけることができれば「考える力」が身に

つき,チームでの連携の質も向上するのではな

いかと考え,スポーツに省察がどれほど適用で

きるかについてハンドボール部を場として調

査した。 

２ 研 究 の 経 過 

⑴ 8/11 女子ハンドボール部 部員７名 

省察の方法の一つである,コルトハーヘンの

ALACT モデル(村上,2021)による省察を実践し

た。ALACTモデルによる省察とは,何をしたか,

その時何を考えていたか,どう感じたか,本当

は何をしたかった,何をすべきであったのかを

自他の８つの視点から考えるものである。これ

を実際の試合の映像を用いて,１つのプレーに

関わった二人の人物を中心に省察した。 

実践の結果,両者の考え方には相違があった

ことが判明した。相違点をもとに話を進めるこ

とで,どうすべきであったのかという両者の考

えを一致させることが出来た。 

⑵ 9/8 女子ハンドボール部 部員 6名  

村上の行う「紙とのり」の探究をした後,デ

ボノの帽子による省察(村上,2020)を行った。 

省察の際に,周りの意見を聞きながら論理的

に取り組んでいたという部員に対し,他の全員

が直感で動いているだけであると思っていた

ことが分かった。この実践から,いつもは見え

ていない部員の内面を見ることができ,また,
その認識を部員で共有することができた。 

⑶ 10/11女子ハンドボール部 部員 8名 

10/9実施の Autumn matchの試合の省察を行

った。まず,デボノの帽子を用いて,試合全体を

通して省察を行い,その中でポイントとなるプ

レーについて,ALACT モデルを用いた省察を行

った。デボノの帽子を用いた省察では,色のギ

ャップがあった部分について,具体的な場面を

出して話し合うことで,より深い省察を行うこ

とが出来た。また,自分と他者での評価の違い

を知ることで,自分自身をメタ認知し,新たな

自己認識への変容がうかがえた。 
３ 考 察 
省察を行うことで,競技中の様々な選択の場
面における考え方や認識に相違点があるとい
うことがはっきりした。教育活動（探究）は時
間的にゆっくりで余裕がある一方で,スポーツ
（ハンドボール）は展開がスピーディーであ
る。そんなスポーツに対しても,ビデオ分析と
ともに省察を行うことで,相違点が明らかにな
り,他者との連携に生かすことが出来ると考え
られる。 
５ 今 後 の 展 望 
・省察の様子をより細かく分析し,省察によっ
て,チームや個々がどのように変化したのか
を探る 
・試合の展開をより細かく分析し,省察で明ら
かになった課題,反省点を次の試合でどのよ
うに反映出来ているかを明らかにする 
６ 参 考 文 献 
・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一考察．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． 

・村上忠幸(2020）「深い学び」を実現するため
の探究学習とは(３). 教職キャリア高度化
センター教育実践研究紀要 第 2号 2020 
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小学校第６学年「水溶液と金属」の学習で 

塩酸に鉄を溶かす最適条件の研究 
〇黒田若那¹，金子健治² 

Wakana KURODA¹， Kenji KANEKO² 
武庫川女子大学¹， 武庫川女子大学² 

【キーワード】塩酸，鉄，スチールウール 
 

１目的 
現行学習指導要領では，小学校 6 年生で

水溶液には金属を変化させるものがあるこ
とを学習する。一般的に教科書に掲載され
た実験方法では，鉄やアルミニウムに薄い
塩酸を加えることで，塩酸は金属を溶かす
性質があることを学習する。また，溶けた水
溶液を加熱して残留物を確認している。し
かし実際に実験を行ってみると，鉄やアル
ミニウムが溶けるのに時間がかかったり，
スチールウールが溶けた水溶液を蒸発させ
ても，薄い黄色の固体が見えづらかったり
する。 
 本研究は，スチールウールを塩酸に溶か
す実験で，実際に小学校 6 年生が授業中内
にこの実験を行う時に最適な条件を明らか
にすることを目的とした。そのために，塩酸
の濃度を変えたり，鉄の素材を変えたりし
て，その効果を検証した。 
２方法 

本研究では 10％，15％，17％，の塩酸を
用いた。鉄は以下のものを用いた。 
①直径 0.1ｍｍ，0.9ｍｍの針金，１㎝の釘， 
鉄粉，スチールウール№０，№３ 
 ４mL の塩酸に 0.2ｇの鉄を入れて，何分
で溶けるか計測する。 
②溶けたものを確かめるために 0.2mL の溶

液を加熱して残留物を確認した。 
３結果 

結果は当日口頭で発表する。 
針金や釘，鉄粉は塩酸に溶けるのに時間

がかかりすぎることが明らかになった。 
表１ 塩酸の濃度とスチールウールの形 

状ととけるまでの時間（5回測定した平均時間）      

スチ０：スチールウール№.０ 
スチ３：スチールウール№.3 
ほぐし：ほぐしたスチールウール 
塊：塊にしたスチールウール 

４今後の課題 
 高すぎない濃度で，１０分程度で鉄が溶
けるようにすることが今後の課題である。 
 詳細は当日口頭で発表する。 
５参考文献 
１）文部科学省「小学校学習指導要領平成２ 

９年告示解說理科編」 
２）石浦章一，鎌田正裕，他 105 名(2019)

『わくわく理科６」啓林館 

 

スチ 0 

ほぐし 

スチ 0 

塊 

スチ 3 

ほぐし 

スチ 3 

塊 

10%HCl 41’19″ 33’09″ 44’57″ 36’16″ 

15%HCl 23’48″ 24’00″ 29’09″ 30’51″ 

17%HCl 15’18″ 15'48″ 25’48″ 28’16″ 
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風力発電とソーラーパネルを併用した 

自動気象観測装置 Netatmoで使える無停電電源装置の開発 

〇小林萌花¹，金子建治² 
Moeka Kobayashi，Kenji Kaneko 

武庫川女子大学¹，武庫川女子大学² 
 【キーワード】Netatmo，風力発電，無停電電源装置 
 
1. 目的 

 小・中学校における気象学習にあたって
は、児童・生徒の理解を高めるために 1 日の
データだけでなく、年間を通した気温や降水
量のデータから学習することが望ましいとさ
れている。 

山上（2019）は Netatmo で様々な気象要素
を継続的にかつ正確に計測できることを明ら
かにした。一方，Netatmo の欠点として，電
源のない場所での稼働ができないことが挙げ
られた。十亀（2020）は Netatmo がソーラー
パネルを用いることにより，電源のない場所
でも観測を継続することができる可能性があ
ること、悪天候が続いた時には観測データが
途切れることを明らかにした。  

そこで、風力発電とソーラーパネルを併用
した Netatmo の無停電電源装置を開発するこ
とが本研究の目的である。 

2. 方法 

 本研究では、プロペラ型とジャイロミル型の
家庭用風力発電を用いた。風力発電をそれぞれ
バッテリーと組み合わせ、Netatmo の屋内モジ
ュールとモバイルルーターに接続し、安定的に
観測ができるかどうか
を検証した。これらの
装置の設置場所はすべ
て武庫川女子大学学校 
教育館屋上である。 

3. 結果と考察 

 実際に計測した結果を図に示す 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 実際の測定結果 

 プロペラ型に比べてジャイロミル型の方が、
安定的に測定が継続できている。ただ、風力発
電だけでは長期間の安定した計測は難しいこ
とが分かった。 
4. まとめと今後の課題 

 風力発電による Netatomo の観測はある程
度は可能であるが、今後はソーラーパネルと併
用した装置を検討していきたい。詳細は当日口
頭で発表する。 
5. 引用文献 

・十亀美紀（2020）「気象観測装置 Netatmo
で使えるソーラーパネルを用いた無停電電
源装置の開発と実証的研究 

・山上知香（2019）「Netatomo で得た気象デ
ータを小・中学校理科教育に活用する研究」 

ジャイロミル型 

プロペラ型 

図 1 研究に用いた風力発電 

 

プロペラ型 ジャイロミル型 
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協働的な学びにおける 

マルチプル・インテリジェンス理論の有効性の検証 
            

○清水凌平 1，村上忠幸 2 

Ryohei Shimizu, Tadayuki MURAKAMI 

                    1京都教育大学附属桃山中学校，2京都教育大学  

【キ－ワード】マルチプル・インテリジェンス（MI），グループ活動，探究活動，質的研究 
 
１ はじめに 

 筆者はこれまでにマルチプル・インテリジェン

ス理論（Gardner,H. 2001 以下,MI理論）に基づい
たグルーピング（村上,2019）を取り入れた活動に
ついて調査・分析を行ってきた。村上（2019）が
展開する「自由度の高い協働的な探究学習」では

MI理論を基に,活動者の知性（インテリジェンス）
をチェックリストおよびレーダーチャートを用い

て可視化し,グループを構成している。このような
グルーピングを行うことにより,グループ内にお
ける活動者の多様性と,グループ間での能力分布
の均質化を図ることが期待される。MI理論に基づ
くグループでの活動を経験した活動者からは「活

動がスムーズであった」等の肯定的な感想が非常

に多く挙げられている。（清水,2020）また,清水
（2020）では，「自由度の高い協働的な探究学習」
以外での学習活動への適用を検討し，一定の効果

が見られることが示唆されている。しかしながら，

これまで MI 理論に基づくグループで活動を行っ
た場合とそれ以外のグループで活動を行った場合

での比較は行われておらず，実際に MI 理論に基
づくグルーピングを導入した教師による経験的な

事例を重ねて有効性を示すにとどまっている。そ

こで,本研究ではMI理論に基づくグループとそれ
以外のグループでの活動について分析をすること

で，グルーピングの有効性を量的・質的の両側面

から明らかにすることを目的とした。 
２ 調査方法と対象 
○対象：国立M中学校 3年生（33名 4クラス） 
    各クラス 3～4人班を 9班作成した。 
○手順：4クラスのうち 2クラスをそれぞれ，MI

理論に基づくグルーピングで班を構成

した（以下，A群とする。）残りの 2ク
ラスはMI理論を用いずに班を構成した。
（以下，B群とする。） 

○方法：質問紙調査（5件法及び自由記述） 
○学習内容：単元「動物の生活と生物の進化」    

動物の分類の導入 2時間を対象とした。

動物の写真を複数提示し，各班で基準を考え，写

真の動物のなかま分けを行った。作成した仲間分

けを，他の班のメンバーに説明したり，他班の仲

間分けの説明を聞いたりする活動を行った。 
 
３ 結果 
5 件法設問はどの項目においても MI 理論に基づ
いてグルーピングを行ったA群の方が肯定的な回
答が多い結果となった。以下に，満足度を問うた

設問（「今日のグループにどれくらい満足しまし

たか？」）の結果を示す（図 1）。 

 
４ 今後の展望 

 現在分析は継続中である。今後，統計的手法な

どを用いて，より詳細に分析していくことで，よ

り明確に MI 理論に基づくグルーピングとそれ以
外のグルーピングの差異を示すと同時に，自由記

述について質的研究の手法を用いて分析すること

で，そのような差異が生じる要因や，MI理論に基
づいて構成されたグループで生じる活動実態につ

いて整理していく。 
 
引用文献 
・Gardner,H.著,松村暢隆訳(2001) 新曜社 
・村上忠幸(2019)『理科の教育』第 68 巻 804
号,pp455-458,日本理科教育学会 
・清水凌平(2020)『京都教育大学教職キャリア高
度化センター教育実践研究紀要』第 3 号 
pp219-225 

図 1  A群とB群における満足度の結果 
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探究学習にスピノザ的視点を 

村上 忠幸 
MURAKAMI Tadayuki 

京都教育大学 

【キーワード】スピノザ、デカルト、探究学習，メタ認知、省察 

 

1 はじめに 

ベネディクトゥス・デ・スピノザ（1632－77）は

17世紀のオランダの哲学者である。アインシュタ

インは「私はスピノザの現代思想への貢献に感謝

する」と述べ、ラッセルは「スピノザは、偉大な哲

学者たちのうちで、最も人格高潔で、最も愛すべ

き人である」と述べている。また、佐藤学によると

「スピノザは哲学者の中で最も優れた哲学者」（私

信）とのことである。 

筆者は 2018年 12月 NHK番組「100分 de名著」

（国分、2018）でスピノザ「エチカ」を視聴し、難

解と言われるその哲学に触れ、共感した。その中

で、「頭の中でスピノザ哲学を作動させるためには、

思考の OS（オペレーションシステム）自体を入れ

替えなくてはならない」（国分）として「ありえた

かもしれない、もう一つの近代」という言い方が

興味深かった。 

筆者は探究学習の実現を考えるとき、状況的に

様々な摩擦を感じている。そのひとつは、17世紀

のデカルト（1596－1704）に始まる近代科学の成

立から今日に続く方法論そのものに内包されてい

るものではないかと感じている。しかし、自由度

を高め、協働的な探究学習を実践してきた者とし

て、その摩擦感はスピノザ的な視点によって和ら

ぐことも実感している。そこで、本発表では、探究

学習を実現しようとするとき、そこにスピノザ的

な視点を加えることの意義について考えてみたい。 

２．真理の捉え方の 

 デカルトはエビデンスで真理を検証するという

とらえ方を提唱し、17世紀に真理の捉え方が変わ

ったと言われる（デカルト的契機）。すなわち、デ

カルト以前において、真理の捉え方は、個人の経

験的なスキルアップによってなされていたが、デ

カルト以降は、真理は誰かに教えてもらって認識

するものになったのである。一方、スピノザの真

理とは、「実に、光が自身と闇とを顕（あらわ）す

ように、真理は真理自身と虚偽との規範（基準）で

ある」（エチカ第二部定理四三備考）というように、

真理の基準を真理の外側に置くと失敗する、真理

の基準は真理の中になければならない、と表され

る。つまりスピノザ的な真理は今日的な見方から

すると、主観的な検証できない見方と見えること

になる。要するに何かものを認識するとき、自分

がレベルアップするという「主体の変容」が必要

であるという、自分自身が変化・変容してはじめ

て受け取れるものがあるというのである。それが

スピノザの真理観である。 

３．探究学習に照らして 

 探究学習を自由に協働的にすればするほど、学

習者の個別多様なアウトプットが出てくる。これ

は一見バラバラに見え、とりとめのない状況とな

る。これに対して従来のような知識・技能を重視

する認知的アプローチで向かえば、思考、感情・希

望などの情意的な側面への対応がおろそかになる。

そこには心と体を切り離したデカルト的な二元論

から総合的・有機的なホリスティックな学びの認

識が必要となる。すでに昨今の探究学習の実践に

は、自由で協働的な活動が多く含まれているが、

それをとらえる視点が相変わらずデカルト的であ

る。もはや探究学習の実態は、スピノザ的な視点

を必要としているのである。 

そのために、探究過程の内外にメタ認知による

省察的な学びを入れ、それを「主体の変容」に向け

て学習者だけでなく教員にも変化・変容が起こる

ことを期すことが求められる。 

４．おわりに 

 スピノザ的な視点の形成には、教員の経験的な

スキルアップが必要になる。「理論と実践の往還」

における「実践」への様々な試行と省察を論点と

して、さらなる議論を重ねたい。。 

＜参考文献> 

・国分功一郎（2018）NHK100分 de名著．NHK出版. 
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でんぷんの検出実験における植物教材の選出とその効果 
               

○北川聖，箱家勝規 

 Sho Kitagawa，Masaki Hakoya 

びわこ学院大学 

【キ－ワード】小学校理科，光合成，でんぷん検出実験，植物教材の選出 
 
１ はじめに 

 小学校理科における第６学年では，光合成に

よるでんぷんの検出実験を扱う。深谷ら（2018）

は，でんぷんの検出実験について小学校教員に

アンケートを取り，実験方法と教師の準備に難

しさがあると示している。一方，山崎（2015），

加納ら（2017）は，主に実験方法の工夫につい

て報告している。また，小学校理科の教科書５

社すべてが，でんぷんの検出実験を行うための

植物教材としてジャガイモを挙げている。ジャ

ガイモは，実験できる大きさの葉が採取できる

までに２カ月程度を要する。そのため，教師が

行う実験の準備に手間がかかりすぎてしまう

という問題点が考えられる。 

そこで，準備が軽減でき，効果が高い植物教

材が必要だと考えた。 

２ 目 的 

ジャガイモの代わりに容易に育てることが

でき，植物を日光の当たる場所に移動させ短時

間で，でんぷんの検出ができる植物教材を明ら

かにする。 

３ 方 法 

（1）一般のホームセンターで種子を購入でき，

生育日数が短い植物を選出した。 

（2）植物の葉をたたき染め法でヨウ素液を用

いて，生成されたでんぷんの量を調べた。 
①前日に，暗室に置いた植物を，実験日に日光

の当たる場所に移動させ，１時間後，２時間後，

３時間後のでんぷん生成の有無を調べた。 
②比較する際に指標を用いて，でんぷんの生成

の度合いを５段階に評価した。食用色素を用い

て，でんぷん反応の青紫色を作成するために，

Ａ：1500倍，Ｂ：2250倍，Ｃ：3000倍，Ｄ：

4500 倍，Ｅ：6000 倍に薄め，５段階の指標と

した。 
 
 
 
 
 
 

４ 結 果 

表１ 種子（種いも）から実験可能までの日数 

（〇：可能 ×：不可能） 
表２ 日光に当てる時間によるでんぷん生成

の有無と５段階指標 

（〇：有 ×：無） 

５ 考 察 

ジャガイモは発芽までに時間がかかり，広い

面積を要する。また，実験前日に暗室に入れる

ことができないため，アルミホイルを葉に巻か

なければならない。オクラは，20日程度で実験

可能であり，日光に当ててから１時間で，でん

ぷん生成が確認できた。また，育苗ポットで育

てることができ，暗室への移動も容易である。 
そのため，でんぷん検出実験の教材としてオ

クラの効果が高いといえる。 

６ 参考文献 

加納一輝ら（2017）「小学校理科教科書に写真で示さ

れる実験の実際」岐阜大学教育学部研究報告（自然

科学）39・ｐ19-25 

深谷秀次ら（2018）「葉のでんぷん検出実験が確実に

できる実験の要点」名古屋経営短期大学子ども学研

究論集 10・ｐ13-24 

山崎光洋（2015）『小学校理科における授業改善の試

み』岡山大学教師教育開発センター紀要 5・ｐ62-72 

 ∼5 日 ∼10 日 ∼15 日 ∼20 日 ∼25 日 ∼30 日 ∼40 日 

ラディ

ッシュ 
× × 〇 〇 〇 〇 〇 

オクラ × × × 〇 〇 〇 〇 

アズキ × × × 〇 〇 〇 〇 

バジル × × × × × 〇 〇 

シロツ

メクサ 
× × × × × 〇 〇 

ジャガ

イモ 
× × × × × × 〇 

 オクラ 
ラディッ

シュ 
アズキ バジル 

シロツメ 

クサ 

１時間後 〇 Ｂ × × × × × × × × 

２時間後 〇 Ｂ 〇 Ｄ × × × × × × 

３時間後 〇 Ｂ 〇 Ｄ × × × × × × 
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理科教科書による予習とその役割 
ー 小学校第６学年「電気の利用」の事例 ー 

◯比樂憲一 
HIRAKU Norikazu 
堺市立英彰小学校 

【キーワード】理科教科書，理科の予習，先行的了解，理論の優先性，電気の利用 

１.　研究概要 
　理科教科書は，観察・実験によって科学理
論を発見するような展開で記載されている
が，そもそも観察・実験は，先行する理論の
正当性を審判するために行うものであり，こ
の理論を前提としてその方法が設計・計画さ
れる。しかし，教科書には理論（仮説）なし
に実験の方法が詳細に示されているから，教
科書の展開通りに観察・実験が行われたら，
その操作や手順の意味を理解できず，実験は
無意味操作に終止してしまう。また，理論な
しには結果を予測することはできないから，
観察や実験の成否を判断することができな
い。 
　そこで本研究では，教科書を予習すること
で観察・実験に必要な先行的了解を獲得し，
そこから得られる理論に基づいて実験方法の
操作・手順の吟味や結果の予測を行なうこと
を試みた。実験は意味あるものとして行わ
れ，児童は理論の確証に成功し，教科書を予
習することの意義を実感することができた。 

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９月 
・調査：ノートの記述，授業記録 
・内容：授業実践「電気の利用」 
　　　　コンデンサーに蓄えた電気の利用 

３.　授業計画（２時間） 
第１時　教科書の予習による理論の取得と， 
　　　理論に基づく実験方法の吟味，結果の 
　　　予測 
第２時　実験，結果と考察，まとめ 

４.　結果と考察 
（１）予習による先行的了解の取得 
　授業冒頭では，教科書の該当ページを先読
みして内容を概観した。ここでは，「発光ダ
イオードって何？」，「コンデンサーについ
てよくわからない」など，知らない言葉や実
験の操作・手順の意味がわかならない部分を
共有し，知らない言葉についてはその意味を
確認することで理論を取得した。 
（２）理論に基づく実験方法の吟味 
　理論に基づいて，実験の操作・手順の意味
を検討した。ここでは，「発光ダイオードは
豆電球に比べて，少ししか電気を使わないか
ら長く明かりをつける」といった理論を確か
める目的でコンデンサーを使うこと，そのた
めには同じ量の電気をコンデンサーに蓄える
操作が必要であることを確認した。さらに，
理論の確証のために必要な結果の予測を立
て，実験仮説を設定した。 
（３）実験の実行および結果の解釈 
　実験仮説に沿って実験が実行され，結果か
ら理論が確証されたことを全体で共有した。 
（４）まとめ 
　教科書を再読して予習時のわかりと比べる
ことで，「言葉の意味や（実験の）やり方な
ど全部わかった」，「知らない言葉や読み慣
れていない言葉などがなくなってすらすら読
めるようになった」など，授業を通した自身
のわかりの変化を実感することができた。 

参考文献 
遠西昭寿（2021）「理科の教科書の性格と役
割－教科書を教えるのか，教科書で教えるの
か－」『理科教育学研究』第62巻, 第1号, 289-
295.
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４年理科「空気の温まり方」の実験方法の研究 
弓場 摩優 1，金子 健治 2 

Mayu YUBA， Kenji KANEKO 
武庫川女子大学 1，武庫川女子大学 2 

【キーワード】空気のあたたまり方，視覚化，理科教材 
 
１．問題の所在と研究の目的 
現行の学習指導要領の小学校第 4 学年

「金属，水，空気と温度」で取り扱う空気の
あたたまり方は，水と同じようにあたため
られた部分が上に上昇し，上にあった部分
が下に移動しながら全体が温まっていくこ
とを学習する。教科書では，電熱器やヒータ
ーなどに線香の煙を近づけて煙の様子を調
べる実験方法や，暖房を使って教室をあた
ため，各部の温度を計測するという実験方
法が用いられている。しかし，筆者の経験で
は電熱器に近づける前と後で煙の動きの違
いがわからないことがあった。また，実際に
暖房であたためた教室内の温度を測定して
も，温度差が明瞭に見られない場合や，井上
（1999）は児童が動き回ることによって空
気の流れを乱してしまい，納得がいく結果
が得られないことが多いと述べている。そ
こで、空気のあたたまり方をより視覚的に
わかりやすくするための実験方法の研究を
行う。 
２．方法 
 300×200×205 ㎜の密閉した虫かごの左
端に，最高温度が約 500℃の電熱線コンロ
を設置し，空気を温めた。空気の温度の変化
を知るため次の 2つの方法を用いた。 
方法①：色の移ろいで寒暖を知る紙の温度
計（商品名）を図１のように貼り付け，空気
のあたたまり方を観察した。 
方法②：スマートフォンで使える赤外線カ

メラ seek（Thermal
社）で，空気のあた
たまり方を観察し
た。 

図１ 実験に用いた装置 

３．結果 
  方法①の結果，図２のように紙の色は
上部から徐々に変化し始め，5 分で虫かご
の下部まで変化した。 
方法②の結果，図３のように虫かごの中の
空気の温度が上から温まる様子が確認でき
た。 
 
 
 
 
 

 

４．まとめ 
 研究の結果は、発表時口頭で報告する。 
５．参考文献 
石浦章一・鎌田正裕ほか 54名(2015)『わく
わく理科４』啓林館 pp.145-146 
井上晴夫(1999)『空気の温まり方』を目で
見よう(https://www.shinko- keirin.co.jp 
/keirinkan/rika/jissen/9902/4nen/index.
htm)  2021年 2月 25日確認. 
文部科学省(平成 2019年告示)『小学校指導
要領 解説 理科編』東洋館出版社 pp.48-
50

図２ 方法①2分経過後
の色の変化の様子 

図３ 方法②2分経過後
の変化の様子 
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量的・質的分析を用いた「デボノの帽子による省察」の検討 
 

〇古谷朋也 1，村上忠幸 2 

Tomoya FURUTANI，Tadayuki MURAKAMI 
1京都教育大学大学院，2京都教育大学 

【キーワード】 省察，メタ認知，デボノの帽子，探究活動 
 
1 はじめに 
筆者は，これまでに京都教育大学の村上が行
う自由度の高い探究活動においてボノの帽子
による省察を経験してきた。この省察では，活
動者の内省が具体化され，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,2020）。筆者も自分では気づけなかった強み
を知り,省察に魅力や可能性を感じている。デ
ボノの帽子による省察は,多くの学校現場で高
い評価を受けている。しかし,有効性について
は,活動者及び授業者の経験則によるものが大
きく十分な検証がなされていない。 
そこで,本報告では,探究活動後に行ったデ
ボノの帽子による省察を量的・質的に分析する
ことで,その有効性について考察した。 
 
２ 研究の経過 
 本研究では,出前授業及び教員研修にて,自
由度の高い探究活動である「紙コップの不思議
を探る」(村上,2020）を行い,デボノの帽子によ
る省察を実践した(手順等の詳細は,2021 年度
理科教育学会全国大会にて既報のため省略)。 
現在までのデボノの帽子による省察の実践
経過を表 1に示した。生徒及び教職員を対象と
したアンケート調査を行ってきた。また,一部
の実践校(N中,FM中,SS高)には,調査のため振
り返りシートに思考パターン(以下“色”とす
る)を選択した理由とその根拠を記録させた。 

表 1 実践校の一覧 
実践日 実践校 対象者 人数 

(クラス数) 
2020/12/2,3 N中 生徒 99名(3) 
2021/3/5,8 HH高 生徒 145名(4) 
2021/3/10,11,16 FM中 生徒 126名(4) 
2021/5/24 TK高 生徒 51名(1)※ 
2021/7/15 SS高 生徒 30名(1) 
2021/8/2 SF中 教職員 15名 
2021/8/5 IK高 教職員 24名 
2021/8/23 HK高 生徒 20名(1)※ 
※…生徒の受講の希望を募ってクラス編成 
している 

 
３ 分析方法 
(1)アンケート調査 
省察について「満足したか」，「価値を感じた
か」等の選択式質問(5 件法)を行った。また，
その理由や感想等を自由記述で調査した。 
(2)振り返りシートの分析 
KJ 法的手法を用いて自由記述からラベルを
作成してグループ編成を行い,色の選択理由に
関する概念図形成を試みた。 
 

 
４ 結果と考察 
(1)アンケート調査 
 生徒を対象とした省察に対する評価を図 1に
示した。どの実践校においても肯定的な回答の
割合が合計 80％以上と高い評価を受けた。 

(2)振り返りシートの分析 
作成した概念図の一例として,青(プロセス重
視)の思考パターンの概念図を図 2 に示した。
概念図形成を行うことで,活動者がどのような
思考及び方法で探究をしていたかを可視化す
ることができた。また,探究活動の成果だけでな
く,活動者自身の活動の様子や取り組む際の思
いや感情にも焦点を当てて内省していること
が示唆された。 

５ まとめ 
 デボノの帽子による省察は,生徒にとって効
果的に自己の内面へと目を向ける契機になっ
たと考えられた。今後は,作成した概念図から活
動者の評価方法について検討していく。  
参考文献 
[1] 村上忠幸(2020)『「深い学び」を実現するため
の探究活動とは(3)』教職キャリア高度化センター
教育実践研究紀要 第 2号 
[2] 田中博晃(2011)『KJ法入門：質的データ分析
法として KJ法を行う前に』 より良い外国語教育
のための方法－外国語教育メディア学会関西支部
メソドロジー研究部会 2010年度報告論集 

図 2 実践校ごとの省察に対する評価 

図 1 青の思考パターンの概念図 
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学習に適した「風の力で動く車」の実験教材の開発研究 
○前川ゆい1，金子健治2 

Yui MAEGAWA, Kenji KANEKO 
武庫川女子大学1，武庫川女子大学2 

【キーワード】実験教材，風の強さ，平衡バランス，安価 
 
1 目的 
小学校第３学年「風とゴムの力の働き」の
単元において，風の力の働きに着目し，風で
動く車について学習する。しかし，筆者がC
社の実験キットを用いて実験を行ったとこ
ろ，車がまっすぐ進まず正しい計測ができな
かったり，風の強さを弱・強と変化させたに
も関わらず，測定結果があまり変化しなかっ
たりした。 
そこで本研究では，児童が簡単に作る事が
できて，まっすぐに進みやすく、風の強さの
違いと走行距離の違いが明確に現れ、より安
価な材料で作成できる実験教材を開発するこ
とにした。 
2 方法 
教材会社で販売している３種類の実験キッ
ト及び，教科書に掲載されている風で動く車
を実際に作成し、教材としての適合性を検証
した。教科書に掲載されている実験方法を検
証する際は、図１に示すようなタイヤの幅や
大きさを変えて検証してみた。 
まっすぐに進みやすいかどうかについて
は、中心線からずれた幅を、直進した距離で
割り，ズレ率を算出して比較した。 

 
 

3 結果と考察 
 各会社のキット及び教科書掲載の製作方法
で実際に風で動く車を作成し，走行させた結
果を表１に示す。 
表１ 各社の風で動く車と実際の走行状態 

 
４種類のタイヤの比較については，厚みの

あるスポーツタイヤを使用した車体はズレ幅
が最も小さかったが，車体の重さが大きくな
り進まなかった場合もあった。 
４ まとめと今後の課題 
実験の結果から，既存の実験キット，教科

書に記載の教材の作り方ともに，小学校３年
生の児童には正確な結果を得ることが難しい
のではないかと感じた。今後は，より適切な
実験結果を得られる教材を開発していきた
い。研究の新たな発展については，当日発表
する。 
引用文献 
文部科学省（平成29年告示）「小学校指導要
領 解説 理科編」32-33. 

石浦章一・鎌田正裕ほか105名（平成31年検
定済）『わくわく理科３』啓林館 42-47.

 

会社名 走行状態

A社-キット(1) 風受け大・小の進む距離に，あまり違いが見られない。

A社-キット(2) ズレ幅が大きく，風力弱の方が進むこともあった。

B社-キット 距離のばらつき(標準偏差)が大きい。

C社-教科書 風力弱の方が進むこともあった。

D社-教科書 全く動かないことが複数回あった。

E社-教科書 全体を通してズレ幅が大きい。

F社-教科書
風の強さを変えても，進む距離があまり変わらな

い。　風力弱の方が進むこともあった。

G社-教科書 全く動かないことが複数回あった。

図１ タイヤ４種類 図２ 実験の様子 
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クロメダカの体色変化の中学校理科教育への応用 

神経のつながりを考える教材 
〇滋野正志，森本弘一 

Tadashi SHIGENO, Koichi MORIMOTO 
奈良教育大学 

【キーワード】メダカ，体色変化，授業 
 
1. 目的 
クロメダカの黒色素胞の凝縮・拡散による

体色変化は，自律神経を通じた反応であり，
現行の中学校学習指導要領では扱われてい
ない．しかし，高校学習指導要領では，生物
基礎分野において自律神経を扱うことが示
されている． 
 中学校 2 年生「動物の体のつくりと働き」
における発展教材としてクロメダカの体色
変化を扱い，自律神経に触れ，神経のつなが
りを学習する教材の作成，及び模擬授業を行
い，クロメダカの体色変化の中学校理科教育
の教材化を考察していくことを目的とする． 
2. 方法 
 学習指導案を作成したのち，奈良教育大学
理科教育専攻の 4回生を対象に模擬授業を行
い，授業検討を行った． 
1） 学習指導案作成 
 中学校理科での授業を想定し，学習指導案
を作成した． 
2） 模擬授業 
 １コマ５０分×２コマを想定し，１コマ目
にクロメダカの体色変化の観察を行った．ク
ロメダカを白色背地と黒色背地の２つに置
いた場合の黒色素胞の状態変化を観察し，体
色がどのように変化したか，考察を行った． 
 ２コマ目に体色変化が起こる要因につい
て考える実験を行った．ノルアドレナリンを

用いて，黒色素胞がどのように変化するか実
験を行った． 
 2 コマの実験を通して，体色変化と自律神
経のつながりについて考察を行った． 
3. 結果 
環境による体色変化実験 
白色背地に置いた場合，黒色素胞は凝縮し，

黒色背地に置いた場合，黒色素胞は拡散した．
凝縮状態と拡散状態で鱗上の黒色素胞の違
いにより，体色が異なることが示された． 
ノルアドレナリンを用いた実験 
 黒色背地に置いたクロメダカの鱗に対し，
ノルアドレナリンを滴下することにより，拡
散状態の黒色素胞が凝縮した． 
4. 考察 
 ノルアドレナリンは，主に交感神経を伝達
する神経伝達物質である．今回の 2つの実験
を行うことにより，体色変化が神経伝達物質
を介しており，神経により動きが制御されて
いることが考えられた． 
 中学生向けの授業としては，やや実験の難
易度が高い点や，神経のつながりをより分か
りやすくする説明が必要な点を今後改善し
ていかなければならない． 
参考文献 
岩松鷹司(2018)『全訂増補版メダカ学全書』
大学教育出版 
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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 (Ⅱ) 

○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 自由研究 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、教科書に捉わ

れない、探究学習の実践を継続的に挿入し取り組

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科学的な見方・考え方を活用

したり、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。 
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】「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。【対象】

KF 小中学校 4 年生 3 クラス 95 名【実践日時】 
2021 年 5 月 12 日, 17 日, 19 日 各 2 授業時間(1
授業時間 45 分)【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】KF 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 
 自由記述によるアンケートの内容を分類する

と、”協力したことに関して” “キャベツについて” 
“活動を通じて生じた思い”の３つ大別された。こ

れらのことから、「キャベツを探る」探究学習では、

(a)自由研究的な楽しさへの気付きと、自身・他者・

対象への向き合いが示唆された。 
５ 「何これ探シート」のコメント分析 
「キャベツを探る」の探究

学習前後１週間における宿

題のコメントを、『日常生活

の経験から対象に対して深

い興味・関心が寄せられている』を評価３とし、

以下３段階で評価した。探究学習前後１週間で評

価３の数や人数が増加したことから、(b)対象へ着

眼する質の高まりが見られた。また、探究学習後

の記述アンケートと宿題のコメントより、(c)自由

研究的な活動から自身・他者・対象に対しての気

づきを得るに繋がった。(a),(b),(c)より探究学習を

経験することで、その経験から対象に深く向き合

う力の高まりが期待される。 
参考文献 
村上忠幸 (2013)  新しい時代の理科教育への一考
察,京都教育大学実践研究紀要,第 13号:pp53-60 

表 1  コメントの３段階評価 
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個人探究におけるメタ認知をめぐる MI理論と省察の活用 

       ○冨永 岳 A，村上 忠幸 B 

     TOMINAGA Takeshi, MURAKAMI Tadayuki  

                        自由研究教室oranjeA，京都教育大学 B  

【キ－ワード】 自由研究,メタ認知,省察,マルチプル・インテリジェンス理論 

 

１.はじめに 

 筆者は自ら立ち上げた自由研究教室 oranje にお
いて、小中学生と個人探究（自由研究）を行ってい

る。そこでの児童生徒らのテーマはそれぞれが自

身の興味や関心に基づき決定し、自らの発想や自

由試行を繰り返すことで問いやこだわりを探る活

動を行っている。教科書や問題集で気になったこ

とを再実験するようなものではないため、oranjeで
求めているのは、問いに対して的確な実験や調査

を設計するだけではなく、自分が目指しているも

のを反復して内省したり、活動を通して変容して

いる自分に気づいたりといった、汎用的なものの

見方や考え方、自己分析する能力を身につけるこ

と（メタ認知）である。 
2.メタ認知のための MI理論と省察の活用 

 村上はこれまで自由度の高い協働的な探究にお

いてマルチプル・インテリジェンス（以下、MI）
理論を活用することで、学習者のコミュニケーシ

ョンが活性化することや、省察等による経験から

のまなびの質が向上することを示してきた（村

上,2020）。また MI 開発者のハワードガードナー
は、知能を「ひとつ以上の文化的な場面で価値が

あるとされる問題を解決したり成果を創造したり

する能力」としている。そこで筆者は、個人探究を

行う小中学生のメタ認知の実際を調査するために

MI理論の活用を試みた。また、児童生徒らが直近
1～2か月の自身の活動内容を振り返る談話的な省
察から彼らが働かせているメタ認知の実際を探っ

た。 
3.研究の方法 
（１）MI理論の活用 
 自分の長所や苦手なことを問うアンケートを実

施し、それらが MI 理論を使った自己評価のレー
ダーチャート（村上,2015）とどの程度一致してい
るかを探った。 
（２）省察の活用 
対象者（児童生徒）と支援者（筆者）の一対一、

あるいは、同じ時間に自由研究を進めている学習

者を含めた一対複数の形式で以下に示す流れで行

っている。また、内容は児童生徒に委ねている。 
① . 1～2か月間の活動を振り返る（「どんなこと
をした？など」） 

② 活動を通して、どんな気分・情緒を持っている
かを言語化する（「それをやってきてどんな気

分？」「調子はどう？」など） 
③ ②がポジティブなものの場合、活動をさらに進
めていくための方略を相談する。（「それをふま

えて今後どんなことをしよう？」など） 
④ ②の反応に、悩みや葛藤が見られ、ネガティブ
な感情・表情がある場合には、活動内容を見直

したり、何がしたかったのかを相談する。（「ど

こか活動に対して違和感ある？」など） 
4.結果 

（１）MI理論を用いたメタ認知 
 MI 理論を使った自己評価は自由研究を意識さ
せないで行ったにもかかわらず、レーダーチャー

トの出っ張っているところと、アンケートの「す

でに活かしている良いところ」や「まだ活かして

いない良いところ」で自認しているインテリジェ

ンスが概ね一致していることから、自由研究にお

いて児童生徒らはメタ認知を働かせていることが

わかった。 
（２）省察によるメタ認知 
省察内の発言や記述を分析すると、それぞれの

児童でメタ認知の仕方に違いがあり、「自己対話

型」「理想想定型」「多視点想定型」「他者反映型」

4つの型のようなものがあることが伺われた。 
5.今後の課題 

個人探究におけるメタ認知の実際を明らかにす

るため、2つの方法で調査した。MI理論と省察を
導入することで、自由研究をする児童生徒がメタ

認知を働かせていることが分かった。一方で以下

の課題も見えた。 
① . 内省インテリジェンスとメタ認知の程度
についての相関関係 

② MI理論における 8つのインテリジェンスの
認識のしやすさの違い 

③ 紹介したメタ認知の型の分析が限定的であ
ること 

 今後、この 3 つの課題においてさらに調査を続
けていく。 
<参考文献>  

・村上忠幸（2020）「「深い学び」を実現するための探究学習と
は（３）」教職キャリア高度化センター教育実践研究紀要、第 2
号、pp69-74. 
・村上忠幸（2015）「新しい時代の理科教育への一考察（３）」
京都教育大学教育実践研究紀要、第 15号、pp81-90. 
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主体的な学びを促す理科授業デザインの視点（１） 

-アート的に表現する学習環境のデザイン- 
 

○粟生義紀 1，野原博人 2  

Yoshinori AO, Hirohito NOHARA 

                      1能美市立粟生小学校，2立命館大学  

【キ－ワード】 アート的表現，思考の可視化，学習環境のデザイン，  
 
１ 研究の目的 

 小学校学習指導要領解説（平成 29 年告示）

理科編では，「主体的に学習に取り組む態度」

について示された「粘り強く問題解決しようと

する態度」や「他者と関わりながら問題解決し

ようとする態度」の重要性が論じられている。 
 「粘り強さ」は，「本当のところはどうか」

「これで十分といえるのか」と，本質的な問い

を繰り返し生成し，多面的・批判的に省察する

ことが必要である。そのような問いは，自分の

認識や素朴な概念を省みる必要があり，それは

他者との協働により可能になる。 
 本研究では，小学校第３学年「音の性質」の

学習における一事例より，振動をアート的にイ

メージし，それを媒介として他者と創り上げて

いくことで，他者と考えを練り上げ，新しい知

識を創造する学習環境のデザインについて検

討した。 
２ 授業デザインの視点 

（１）量的・関係的な見方を通して新たな概念

を深める 

本単元の特徴は「モノに加える何らかのエネ

ルギーの大小」と「エネルギーを加えられたモ

ノの変化」のうち，音エネルギーとして出され

てくる現象についての問題解決である。 

音が聴こえることとエネルギーの変換に関

する概念を捉えさせるには，図１のように，思

考の可視化を促すことが肝要である。「手の力

で回すなわとびが地面に当たるから，音が出

る」と，音とは別のエネルギーが変換したもの

として捉えさせることが，見方・考え方を的確

に育てる基本的視点である。 

本実践では，大

きなエネルギー

を得るには，大き

な運動エネルギ

ーを生じさせる

ことによって可

能となる，エネル

ギーの大きさとい 図１ 音の発生についての記述 

う量的な見方を働かせることで，音に関する概

念の深まりを目指した。 

（２）振動をアート的にイメージし，それを媒

介として他者と創り上げていく。 

本実践では，互いが表現した描画を思考ツー

ルとして用い，他者と協働的に考えを練り上

げ，新しい知識を創造する学習環境のデザイン

を行なった。表現することのよさは多岐にわた

る。量的な大きや関係的な変換として音のエネ

ルギーを捉え，深めるには，大きさの違いや，

時系列における変化や変容をアート的に見え

るように（可視化）する必要がある。 

また，図２に示した板書のように，表現が媒

介となり他者と相違があることを認識するこ

とは，多面的に考えを生み出すことを可能に

し，他者からの視点での自分の考えの捉え直し

ができるように変化する。 

図２ 振動による音の伝播に関する板書 

３ アート的に表現する学習環境のデザイン  

 イメージ図等のアート的な表現は，多様性を

本来的に保持しており，子どもたちもそれは実

感を伴って理解している。ことばは一つ（例え

ば「しんどうが伝わる」）でも，それをアート

的に表現すれば多様であることがお互いに了

解される。つまり，アート的な表現する学習環

境があるからこそ，みんなでつくる感覚，みん

なが自分を伸ばしてくれる感覚が学級風土と

して常にある状況をつくることができる。そし

て，イメージ図等に見られるお互いの多様性の

認識によって主体的に関わろうとすることが

可能になる。 
引用・参考文献 

粟生義紀（2020）「主体的な学びを促す授業デザイン」『理
科の教育』，Vol.69，39-41. 
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     主体的な学びを促す理科授業デザイン（２） 

―エージェンシー育成を促す思考の相互的側面― 

 

○野原博人 1，粟生義紀 2  

Hirohito NOHARA, Yoshinori AO 

                      1立命館大学，2能美市立粟生小学校  

【キ－ワード】 エージェンシー，共同エージェンシー，学習環境，多元的思考  
 
１ 問題の背景と研究の目的 

 OECD（経済協力開発機構）による Education 
2030 プロジェクトの鍵概念となるウェルビー

イング（Well-being）の実現において，「変革を

もたらすコンピテンシー（ transformative 
competencies）」は深く関与する。このコンピテ

ンシーを発揮する際に重要となるのが「エージ

ェンシー(agency)」という概念である。 
 エージェンシーは，他者や社会と能動的に関

わる中で育まれていき，自分だけの考えに陥ら

ないよう，社会におけるルールと照合しなが

ら，責任ある意思決定や合意形成がなされてい

く。他者や社会との関係性におけるエージェン

シーの成長は「共同エージェンシー（ co-
agency）」として，「親や教師，コミュニティ，

生徒同士の相互作用的，相互に支援し合うよう

な関係性であって，共通の目標に向かう生徒の

成長を支えるもの。」と定義されている。すな

わち，エージェンシーの育成において，教師に

よる一方向的な指導ではなく，教師と子ども，

子ども同士が相互に支援し合う関係性と紐付

けてとらえることの重要性を示唆している。 
Education2030 プロジェクトでは，「共同エ

ージェンシー」を基軸に，子どものエージェン

シーを育成する「学習環境」のデザインの検討

が求められていると捉えられる。本研究では，

教師の専門性や経験を生かして，他者と考えを

練り上げ，新しい知識を創造する学習環境のデ

ザインについて検討する。 
２ エージェンシーの育成を促す思考の相互

的側面 

学習環境のデザインにおいて根幹を成して

いるのは「共同体」である。子どもにとって共

同体への参加は，「共同エージェンシー」の現

れであり，自らのエージェンシーに関わる能力

の育成を意味する。共同体において育成される   
エージェンシーの概念が描く学習者の姿は，

構成主義という考え方を映し出していると言

える。学習者が経験や既に持っている考え方を

核にして，情報を収集し，新しい考え方を作り

上げていくこと，つまり，考え方を「構成する」

ことを意味する。子どもは受動的ではなく能動

的に学習する資質・能力を潜在的に有している。

子ども同士や教師と子どもによる学び合いを

通して考え方を構築していく（森本，2017）姿

は，正にエージェンシーの概念が描く学習者と

しての子どもに見ることができる。 
構成主義に基づく学習環境をデザインする

視点として，リップマン(Lipman,L.)による共

同体を前提とした「探究活動を支える思考群

（図１）」に関する論考は有用である。 

図１ 多元的思考アプローチ（Lipman,2014） 

リップマンは，「多元的思考」の促進により，

「探究の共同体」は実現に向かうと述べている。

その思考の側面として，「批判的思考」，「創造

的思考」，「ケア的思考」の３つを挙げている。

この３つの思考が重なる部分が「多元的思考」

であり，３つの思考が相互に関連していくこと

の重要性を示している。理科授業で育成すべき

エージェンシーの内実と捉えられる。 
表 1 多元的思考における３つの思考の側面 

 
 
多

元

的

思

考 

 
批判的思考 

判断を促進し，基準に依存

し，自己修正する，文脈に敏

感な思考 
 
創造的思考 

問題性をつくり上げ，葛藤に

より現れる因果関係を明ら

かにして，生み出す思考 
 
ケア的思考 

気づかいをもって私たちの

思考の主題を考える，思考の

方法について関心をもつ 
附記 

本研究はJSPS科研費20K14016の助成を受けたものである。 

創造的思考批判的思考

ケア的思考

多元的思考
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児童が感じる理科学習の有用性 

「具体と抽象」の視点からの検討 

 

○孕石泰孝 

Yasutaka HARAMIISHI 

関西大学初等部 

【キ－ワード】 具体，抽象，有用性 

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 
具体である「科学知識」は活用場面が限定

的である。学んだことをより多くの場面で活
用するには，細谷(2014)のいうように，汎用性
の高い「抽象化された見方」が必要である。 
本研究では，児童は学びの有用性をどこに

感じているか，その実態を把握した上で「抽
象化された見方」の学びの必要性を再検討
し，その学びのための教材を提示する。 
２ 方 法 
 ５月末に，３年生児童 31 名に，以下の項目
にて自由記述のアンケートを実施した。その結
果をそれぞれ，①理科はどんな点が，②どのよ
うな場面で役立つ（役立った）と考えているか
分析した。 
 
 
 
 
３ 結 果 
 アンケートの結果を以下に示す。 
（１）将来，どんなこと（内容）がどんな場面

で役立ちそうか 
① 内容 

 
 
 

理科の有用性について，科学的知識が 67%
と多い。また，理科は役立つとは思うが，具
体的に何かということはイメージしにくい
児童も 23%いた。 
② 場面 

他人に
教える 

子に教
える 

飼育 
栽培 

将来の
仕事 

将来の
勉強 

危険の
判断 

その他 

19% 3% 6% 23% 10% 23% 23% 

理科の役立つ場面としては，毒のあるもの
ないものなどの判断，仕事，誰かに教えると
いう場合をイメージしている児童が多い。 

（２）これまで，どんなこと（内容）がどんな
場面で役立ったか 

① 内容 
内容 知識 情意 なし 

割合 67% 20% 20% 

理科が始まって３年生になって２ヶ月
ということもあり，これまで特に役立った
ことはないと答える児童も 20％いた。 

役に立ったかは，この時期学習していた
植物・昆虫の知識に関することだったが，
20%の児童が「理科が楽しくなること」と
いう「学ぶ意欲の高まり」を挙げていた。 

② 場面 
 
 
 

授業や休み時間などの学校生活で 30%，
日常生活の中で 23%，その両方などいずれ
かがはっきりしないもの 30%だった。 

４ 考 察 
「学んだことの何が役立つか」という問いに

児童がイメージするのは具体である「科学的知
識」である。しかし，毒のあるものに気を付け
られるという考えに代表されるように，こうし
た捉えは，学びの活用としてはかなり限定的で
ある。学習の中心である「知識理解」が「抽象
化された見方」になっていないことは，今後の
学びへの活用という点からは不十分である。 
５ まとめ 
本研究では，児童が理科を学んで感じる有

用性は具体である「科学知識」の割合が高い
ことが明らかとなった。従って，理科を学ぶ
有用性をより感じさせるようにするには，意
図的に抽象化された見方とはどういうことか 
を児童に提示してい
く必要がある。 
実践では対象が３

年生であったので，
そもそも「具体・抽
象」とは何かという
説明からはじめ，右
図のような「抽象的
な見方」の良さを示
す対話形式の教材を
作成した。詳細は当
日報告する。 
付記・謝辞 
本研究は JSPS 科研費 JP21H03861 の助成

を受けたものです。 
引用文献 

細谷功(2014)『具体と抽象 ―世界が変わって

見える知性のしくみ』dZERO. 

内容 知識 方法 漠然 
割合 67% 13% 23% 

内容 学校 日常 不特定 

割合 30% 23% 30% 

① 理科を勉強すると，（将来）どんな時に役に立ちそう
ですか。 

② 理科を勉強していて，（これまで）役に立ったことは
ありますか。 

先生：言い方は違っているけれど，どっちもいいよね。 

この時，理香さんは，「ランドセルに健康カードを入れる，水筒をサブバックに入れ
る。ハンカチをポケットに入れる」っていうのをまとめて「朝の用意をする」って言
葉を使ってる。哲郎くんは，「学校に行く準備」っていう言葉を使ってる。 

こんな風に，「まとめて言う」のを「抽象的に言う」って言うんだ。 

反対に，お家の人は「朝の用意」や「学校に行く準備」っていうのを，「ランドセル
に健康カードを入れる」「水筒をサブバックに入れる」「ハンカチをポケットに入れ
る」と「具体的に言っている」って言うんだ。 

哲郎：「抽象的，具体的」という言葉は，普段は使わないけれど，こういう感じの会話だっ
たら確かにしてますね。 

理香：先生，こんな会話はどうですか？ 

先生：いいね。 

哲郎：お母さんの話が「具体」，私の話が「抽象」だね。じゃぁ，先生，こういうのはどう
ですか？ 

お母さん 今日も，学校に行ったら先生にもみんなにもちゃんとおはようございますって言
うのよ。それから，何かお友だちに手伝ってもらったりしたら，ありがとうって
いうのも忘れないでね。

わたし 今日も，学校では，先生やみんなに，礼儀正しくしなさいってことだね。

お兄ちゃん 夏休みでも，夜は９時30分ごろには寝るようにしないといけないよ。朝は７時30
分には起きて，しっかり朝ご飯も食べないと！

わたし つまり，規則正しい生活をしなきゃいけないってことだね。

先生：これもいいじゃない！ 

理香：お兄ちゃんの話が「具体」，私の話が「抽象」だね。 

哲郎：「抽象」って「つまり」とか「まとめると」っていう感じで話すってことでいいです
か？ 

先生：そうだね。今，哲郎くんが言ってくれたのが分かりやすいね。図にしたら，こんな感
じだね。 

 

「ランドセルに健康カードを入れる」
「水筒をサブバックに入れる」 
「ハンカチをポケットに入れる」

「学校に行く準備をする」 
や 

「朝の用意をする」

つまり

まとめると
具体 抽象

「先生にもみんなにもちゃんとおはよ
うございますって言う」 
「何かお友だちに手伝ってもらったり
したら，ありがとうっていう」

「先生やみんなに，礼儀正しくする」

つまり

まとめると
具体 抽象

「夜は９時30分ごろには寝る」 
「朝は７時30分には起き」 
「しっかり朝ご飯を食べる」

「規則正しい生活をする」

つまり

まとめると
具体 抽象
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探究学習から非認知スキルを探る 

―探究学習「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 

Keisuke Yasuda，Tadayuki Murakami 

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 自由記述 質的分析 

 

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。 
 村上の「自由度の高い協働的な探究学習」に

おいて，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から「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）を行う活動者の様子をア
ンケートで分析し，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 
 以下の生徒または教員を対象に探究学習を

実施し，終了後アンケートを行った。 
・生徒 280名：FM中学校 4クラス 131名， TK
高校生徒 51名，SS高校生徒 30名，I高校①
生徒 27名②生徒 21名，HF高校生徒 20名 
・教員 24名：IK高校教員 24名 
総計 304名 
(2)分析方法 
 アンケートでは以下の質問をした。 
①活動中困難な場面に陥った時，どんな行動を

とったか(自由記述) 
②活動を通して思ったこと・感じたこと(自由
記述・KJ法的手法で質的に分析) 
(3)分析結果 
設問①：活動者全員における回答内容の分布は，

表 1の通りになった。 
設問②：回答内容をKJ法的手法で分析を行い，
回答内容から概念図(図 1)を作成した。 

表 1 困難な場面に陥った時の行動の割合(％) 
行動 割合 行動 割合 

実験した 36.8 
班員以外の人の

力を借りた 3.0 

案を出した 8.1 考えた 15.1 

話し合った 16.1 何もしなかった 1.3 

整理した 11.4 その他 6.0 

  
３．考察 
 設問①より，活動中に困難な場面があると行

動を起こす活動者が多く，諦めてしまう活動者

は少なかった。このことから活動者の多くは，

困難な場面で落胆しきらずにそれらを乗り越

えようとしたと考えられる。年齢による顕著な

違いは見られなかった。これを含め様々な視点

から今後さらに分析を重ねていく。 
 設問②から作った概念図では，非認知スキル

は試行錯誤などの活動を支えていることが分

かった。活動から得た学びが中心となる図 1
の破線内部では非認知スキルとの関係が見ら

れなかったため，この部分は活動を支えていた

非認知スキルとは異なった能力，すなわち認知

スキルに支えられていることが予想される。 
４．参考文献 
[1] 経済協力開発機構 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 

図 1 感想の回答結果から作成した概念図 
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義務教育における呼吸学習の系統性の検討
- 人間の生存･生活を起点としたカリキュラム開発に向けて -

広木 正紀（Masanori HIROKI）(元 京都教育大学)

【キ－ワード】 呼吸学習，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

義務教育学校におけるリテラシー（＝
生きる上で誰にとっても必要な内容）の
学びを支援する ,カリキュラムの開発に取
り組んでいる。
これまでに, カリキュラムの骨組みとして,６本

の学習の柱を設け［①飲食(経口摂取) ,②呼
吸 ,③衣 ,④住 ,⑤自分自身･人間 ,⑥環境］
(2019b), 主に①の水･食学習(広木 2020b, 2021)の系
統性を検討して来た。
今回は,上記②の呼吸学習の柱の系統性を検討し

た[呼吸に関するどんな学習内容を取り上
げ , 学びの三段階(広木 2002, 2020a)にどう
位置づけ , 他の５本の柱とどうつなげる
か](表１にアウトラインの抜粋)。この
カリキュラムに ,現行の指導要領や教科書のど
こからどのようにつなげて行くかの展望について
も触れたい｡

関連報告
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(2019a)一回一回の呼吸のたびに吸い込
んでいる大気の汚れ − 自分が身体丸ごとスッポリ
浸されている大気に注意を払う .科学研究費補助金
(2015 年度 -2018 年度 ,一般研究Ｃ ,広木正紀代表)研
究成果報告書(2019)｢科学概念と生活とのつながり
を意識させる小･中学校理科教材モジュール集の開
発｣,pp.46-48.

広木正紀(2019b)有用で必要な科学概念の学習を
支援するカリキュラムの開発への取り組み-｢学ぶ
べき科学概念｣の選択を新たに試みることから .日
本理科教育学会第 69 回全国大会(静岡)発表論文集 ,
第 17 号 p.476.

広木正紀(2020a)生活と自然をつなぐ理科カリキ
ュラムの開発 .日本理科教育学会第 70 回全国大会
(岡山)発表論文集 ,第 18 号 ,p.416.

広木正紀(2020b)人間の生存･生活を起点とした
水学習の系統化 .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(2021)人間の生存･生活を起点とした食学習の系統
化.日本理科教育学会第 71 回全国大会(群馬)発表論
文集 ,第 19 号 ,p.257.

表１．開発を目指すカリキュラムにおける, 呼吸学習を柱にした学習内容の系統性の検討(アウトラインの抜粋)

学びの
段階 学びの内容

段階１ 原体験 ◇海･湖･川 ,プール ,風呂等での水遊び
◇風車づくり ,紙トンボづくり
◇うちわや扇風機で涼む体験
◇シャボン玉遊び ,風船遊び(風船突き等)
◇紙飛行機遊び
◇タンポポの綿帽子飛ばし ,吹き矢 ,吹き戻しおもちゃ(＝クルクル笛)など
◇凧揚げ

段階２ 息 ◇私たちは ,常時息をしている(鼻を 環 ＜息と健康・生命維持の関係・健康被害等＞
存在の学び を つまんで息ができるかや ,水面下で息 境 ◇ 誰 か が 吸 っ て 吐 い た空気 を誰 かが 浮 遊物 とと もに

と す ができるか等の改めての体験) の (2019a)また吸って吐く ,というように ,大気は誰もが共有
関係の学び る 学 している。

動 ◇鼻の左右の穴の関係(鼻の穴の一方 習 ◇息(＝呼吸)することに伴う空気中の浮遊物の吸い込み
作 を指で押さえ塞いだ状態で息をする 等 (2019a)
と 体験) ・ ◇細菌やウィルスが関与する肺炎(空気中の酸素を血液
機 他 に取り込む肺機能の損傷)
能 ◇鼻の穴と口の関係(鼻をつまんで鼻 の

の穴を閉じた状態でどうすれば息が 学 ＜呼吸と燃焼の関係＞
できるかや ,鼻の穴も ,口も閉じた状 習 ◇呼吸と燃焼の関係
態で息することを試みる体験) の ◇密封空間の危険性(酸素濃度低下 ,一酸化炭素中毒な

柱 ど).
◇呼と吸の関係(息を吸うことをせず と
に息を吐くこと(＝呼)だけを行うこ の ＜息と気流との関係＞
と ,また吐くこと(＝呼)をせずに吸だ つ ◇口を閉じた状態で ,鼻の穴に手やティッシュ片を当て
けを行えることができるかどうか試 な て ,そこから風が出入りしていること ,せきやくしゃみは
みる体験)とその意味 が 通常の呼吸よりも強い風を起こしていること

り ◇空気の動き[気流(水平気流(＝風) ,上昇気流 ,下降気流 ,
◇息をする(＝呼吸する)動作は ,空気 空気砲]とそれが起こる仕組み
中の酸素を血液に取り込み ,細胞呼吸 ◇つむじ風 ,竜巻とそれが起こる仕組み
を支える個体レベルの行動 ◇気流の利用[帆船 ,風車(製粉 ,発電など)]

◇肺炎等 ,呼吸器の疾患のため ,息を ＜空気の ,物を浮遊させたり移動させたりするはたらき
する(＝呼吸する)動作が ,空気中の酸 ＞
素を血液に取り込むという機能を全 ◇水滴 ,氷の粒(あられ) ,花粉 ,種子(綿毛) ,蜘蛛の糸など
うできないことがある の浮遊と移動

◇空気のはたらきの利用[◇気球 ,航空機(プロペラ機 ,ジ
ェット機)]

＜空気･大気の性質＞
◇大気の組成(酸素 ,水蒸気 ,その他の気体)
◇水蒸気 ,物質の三態概念
◇気象 ,気圧
◇音(振動の媒体としての空気)

段階３ ◇ときどき ,呼吸に意識を向けるように ◇空気の動きの利用(旗･のぼり ,吹流し ,鯉のぼりづくり)
段階１ ,２ の学び する(息を止めたり ,深呼吸したりして)。 ◇模型飛行機づくり
の活用 ◇日常的な鼻や喉のケア[水･蒸気による ◇凧づくり

鼻や喉の洗浄･保湿(うがい等)] ◇風力発電機づくり
◇健康に適う ,部屋の空気管理(換気)
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「光と音の性質」単元での活用 

小学校３年の理科学習指導に適した巨大糸電話の教材開発 

 

○太期さくら¹，金子健治² 
Sakura DAIGO，Kenji KANEKO 

武庫川女子大学¹，武庫川女子大学² 

【キーワード】 光と音の性質，糸電話，学習指導要領，学習指導 

 

１ 目 的 

 小学校理科第３学年での音の伝わり方の学習

の際，糸電話の実験において多くの教科書は１

ｍ程度の糸と紙コップを使用している。だがこ

の距離では，糸電話を介さずとも音が聞こえて

しまう。 

 鬼塚(1986)は糸電話の伝送距離について河川

敷で検証した結果，紙コップと木綿糸の糸電話

では 800ｍ地点まで会話が可能であることを明

らかにしている。本研究では，音への理解を深

める為に，校庭や廊下で実現可能な巨大糸電話

を開発することが目的である。糸や紙コップの

部分についてより適した素材を比較し，学校現

場において最適な素材や方法を検討する。 

２ 方 法 

（１）糸電話として音を通す素材を明らかにす

る為，1.5ｍの距離でスマートフォンから同じ

音を流し，どの素材が聞こえやすいかを確かめ

る。比較する糸の素材を図１に，コップの素材

を図２に示す。 

（２）距離を 50ｍにし，巨大糸電話にどの素

材が適しているかを比較する。音の大きさは騒

音計等を用いて測定し，どの組み合わせが最適

かを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

図１  糸の素材    図２ コップの素材 

３ 結 果 

 まず，糸の素材において 1.5ｍではすべて音

を通すことがわかった。中でも綿糸や錦糸は音

をはっきりと聞き取ることができた。だがエナ

メル線とつり糸は音源の音に加え雑音も多く，

聞き取りづらかった。 

次に，コップの素材において金属バケツと

ゴミ箱は音源が聞こえなかった。プラスチック

バケツやポップコーンバケツも音源は聞こえる

が小さく，雑音が多かった。 

４ 考 察 

 糸の素材においては，金属やつり糸など硬い

素材ほど雑音が多かった。これは音源以外の周

囲の音も同時に伝わる為だと考えられる。コッ

プの素材においても，口の直径が大きくなるほ

ど口から音源が漏れ，聞こえにくいと考えられ

る。長い距離でも音を確実に伝える為には，音

源以外の口の部分を塞ぐなどの工夫が必要であ

る。 

５ まとめ 

雑音の少ない硬すぎない糸や，口から音が

漏れないコップが糸電話に適していることがわ

かった。 

巨大糸電話で聞こえた音の大きさの測定値

と素材の最適な組み合わせについては，当日口

頭で発表する。 

 

引用文献 

鬼塚史郎（2002）「糸電話の性能」理科の教育

51(1)，40-41 

文部科学省（2018）「小学校学習指導要領 理

科編」東洋館出版社. 
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電流計を利用した実験指導における効果的な板書に関する調査 

 

三田村啓佑，藤田貴史，恒川雅典 

Keisuke MITAMURA, Takafumi FUJITA, Masanori TSUNEKAWA 

滋賀大学 教育学部 

【キーワード】小学校理科，電気回路，電流計，作図，板書 

 

１ はじめに 

 理科において物理分野，特に電気分野は苦

手な人が多く[1]，実際に我々が行った調査に

おいても，小学校理科の物理分野において

「電流」や「電磁石」に苦手意識を持つとい

う回答が最も多かった。板書のように書いて

いく過程を見せる提示手法は学習者の理解に

好ましい影響を与えるとされる[2]ことを踏ま

え，小学校５年生理科で学ぶ電流計を利用す

る実験を指導する上で効果的な板書に関する

調査を行った。 

２ 方法 

 電流計を利用する実験を行うことを想定

し，電流計の使い方を説明する際に行う板書

に関する調査を教員養成系大学生 181名に対

し実施した。複数の教科書を比較し，電流計

の使い方の説明で重要と考えられる 6項目を

挙げ，これらに基づいて分析を行った。 

３ 結果と考察 

 図 1は回答の例を示している。回答はおお

むね題意を満たしたものが 8割以上を占めて

おり，その中には語句や文章によって電流計

の使い方を補う情報が含まれる回答が見受け

られた。これらには上記の重要と考えられる

6項目中 3項目が反映され，電流計の特徴を

捉えた図であること，電極の違いを強調して

つなぎ方を示していること，やけどや器具の

破損につながるような危険性を示す言葉が含

まれていることが特徴として挙げられた。こ

れらは実験を行う上で学習者に注意を促すべ

き優先事項であると考えられる。その他の回

答では重要と考えられる 6項目中の 1項目が

反映されているものが多かった。 

 

４ 今後の課題 

学習者の理解度と板書の関係について詳し

く調査を行う。 

謝辞 

嶋村太清氏の様々な助言に感謝する。 

参考文献 

[1] 加藤徹也（2017）「単純な物理現象に対す

る誤った論理の正当化に関する考察」『千

葉大学教育学部研究紀要』第 65巻, 417-

426. 

[2] 岡崎泰久，田代健太，吉川厚(2017)「音

声による説明を伴う情報低次における手

書きとアニメーションの比較実験」

『JSiSE研究会研究報告』vol.31, No.6, 

83-88. 

図 1．回答の例 
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環境に向かう経験をいかした探究的な環境教育の実践とその効果  

 

○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,幼少期から自ら進んでレンジャー活

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自

身の環境に向かう経験から授業をデザインし,

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以

下のように水を加熱する様々な方法について

探究的に取り組んだ。 

（１）水を加熱する様々な方法 

①太陽熱による加熱 

②自然物の燃焼による加熱 

③ガスの燃焼による加熱 

④電気ケトル・ポットによる加熱 

これらの加熱方法による到達最高温

度,100℃になるまでの時間,使用量,使用エネ

ルギー,CO2排出量の計測・計算を行った。 

水換算（水が得たエネルギーを 1 として,ど

れほどのエネルギーが逃げているか）で何倍

のエネルギーロスを生じているかを計算し,示

した。 

 

表１ 水の加熱方法によるエネルギーの比較 

 

 

 

結果：表１より①以外の加熱方法では, 水道
水の加熱時に,使用したエネルギー以上のエネ
ルギーを加えており,エネルギーロスが生じて
いたことが分かった。 

（２）日常の行動に関する調査 

エネルギーロスについて以下の調査を行っ

た。「日常,コーヒーやお茶を飲むとき,お湯

を沸かす量」についてカップと電気ケトルを

示して計量させた（教員・学生 8人）。 

 
図１ 水を沸かす量の度数分布図 

結果：図 1 より,8人中 7人がコップ 1杯（約

200ｍL）以上の水を計量した。コップ 1 杯分

に対して,0.95杯分（平均）のエネルギーロス

があることになる。 

３ 探究学習のデザイン 

１.授業デザインの視点 
・エネルギー視点：①～④の方法による水の

加熱の体験 
・エネルギー問題：エネルギーロスに着目 
・自然観：太陽エネルギー,自然物の燃焼,電気
エネルギー,化石エネルギーなどから自然と人
工について認識を持つ。 

２.エネルギーロスの視点から,水の加熱につ
いて加熱方法と加熱量に着目した探究学習を

実践し,日常的な環境意識の生成について調査
する。 

参考文献 
[1]佐藤真久 田代直幸 蟹江憲史（2018）『SDGsと環境教育』学文社 

[2]吉田明弘（2021）「身近なものへの探究経験を活かした授業開発 

に関する研究」京都教育大学大学院教育学研究科 2020年度修士論文 
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本づくりの探究から「好きなもの」とは何かを問う 
○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】 本づくり、探究、本、好きなもの、言語 
 

１ はじめに 
 筆者は、幼いころから読書を好んで行っていた。
ジャンルは文学やライトノベル、ノンフィクショ
ンや実用書など多岐にわたり、娯楽として好んで
行うことが多かった。さらに、趣味としてオンラ
イン小説に投稿するなど読むことも書くことも好
きであった。 
 また、これまで好きなものを題材とした探究活
動を行い、それを質的に分析することで探究にお
ける「探究力」とは何かを問うてきた。その中で
探究の題材は純粋に向き合って好きなものに設定
する必要性が示唆された（正司園、2021）。 
 ここから、自分自身が純粋に向き合って好きな
「本」をテーマにした紙作りや印刷などの本づく
りの探究を行いたいと考えた。 
 以上より、本研究では本づくりを行い、経験を
用いた実践の分析を行うことで、本や好きなもの
についての認識とは何かを問い、検討する。 
２ 実践の経過 
①紙作りの探究 
 自身の好きなものである「本」を探究のテーマ
とした。探究はすべて自分で計画し,自由に行っ
た。まずは、本を作っている要素をあげ、その中
で紙と印刷に着目した。 
 紙については、京都教育大学内に生えているシ
ュロ（図１）を使用し、重曹でゆでたものをハン
マーでたたき（図２）、ミキサーにかけ、図 3 の
ように紙すきを行った。完成したものは図 4 のよ
うになった。過程はポートフォリオに記録した。 

図１ 採集したシュロ 図２ ハンマーでたたく様子 

図３ 紙すきの様子   図４ 完成した紙 
②紙作りと印刷の探究活動の実践 
【目的】紙作りと印刷を通して、本に興味を持っ
てもらうこと 
【日時】2021 年 10 月 8 日（金） 
【対象】京都教育大学の学生・教員・関係者 10 名 

【準備物】紙にしたいと思った植物、簀
す

桁
けた

、水槽、

洗濯のり、ミキサー、ドライヤー、活版印刷機（小

さな活版印刷機、学研）、和紙（機械漉き） 
【実践概要】紙を身近な植物から紙にする過程を、
自身の経験を踏まえながら体験してもらった。そ
の後、活版印刷機を用いて印刷についても体験し
た。実践後、実践について、好きなもの、言語に
ついてのアンケート調査（選択式、記述式）を行
った。 
➂紙作りと印刷のアンケート調査の分析 
（１）アンケート調査 
 実践について楽しかったか、本づくりについて
興味が湧いたか、に対する質問(5 件法)を行った。
また、好きなものや趣味についても理由や感想等
を自由記述で調査した。 
（２）分析方法 
 各項目に相当数の記述がなされているかを確認
し、紙作りの実践によって感じたこと、好きなも
のについての認識のそれぞれについて分析した。 
（３）結果 

図５実践の楽しさについて  図６本づくりへの興味 
 実践について楽しかったか 5 件法で問う項目で
は、肯定的な意見が 90％となった。(n=10)（図５） 
しかし、本実践によって本づくりに興味が湧いた
かどうかを 5 件法で問う項目では、肯定的な意見
が 40％、どちらでもないという意見が 40％、否定
的な意見が 20％であった。(n=10)（図６） 
３ 今後の展望 
 今後は、紙作りをいろいろな植物を用いて定量
的に行い、紙作りの方法論の確立を目指す。さら
に、自分の好きなものである読書後に付けている
読書日記の分析を行うことで読書の楽しさについ
て概念化する。 
引用文献 
・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 2021． 
・正司園美音（2021）『探究学習における「探究
力」の要素についてのー考察』日本理科教育学会 
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  コハク酸脱水素酵素の実験 

                ―出版社毎の比較と検証－  

 

○青木千紗 1， 中川徹夫 2 

        Chisa AOKI， Tetsuo NAKAGAWA 

                           1,2神戸女学院大学  

【キ－ワード】 高校生物実験 コハク酸脱水素酵素 コハク酸ナトリウム メチレンブルー 
 
１ 目 的 

 高等学校学習指導要領解説理科編によると、

酸化還元酵素のはたらきは「生物」の「生命現

象と物質」の単元で詳しく取り上げられてい

る。教科書のうち５社のコハク酸脱水素酵素に

よるコハク酸ナトリウムのフマル酸への酸化

反応の実験を比較すると、用いる試薬等の濃度

と量に相違が認められる。 
本研究では、実験により各教科書における溶

液の濃度と量の違いを比較し、検証を行った。 
 
２ 方 法 

高等学校生物の教科書に記載されている脱

水素酵素の反応実験のコハク酸ナトリウム水

溶液の濃度および量、メチレンブルー水溶液の

濃度および量を比較し、実験を行った。 

 

３ 実 験 

（１）コハク酸ナトリウム水溶液 

 
表 1の濃度および量に従い、メチレンブルー

水溶液を 0.030％に定めて実験を行った。 

（２）メチレンブルー水溶液 

 
表２の濃度および量に従い、コハク酸ナトリ

ウム水溶液の濃度を 10.0 mL に定めて実験を

行った。 

（３）実験手順 

現行の教科書（浅島ほか 2020）に基づき、

実験を行った。グルコース水溶液にドライイー

ストを加え酵母液を作製した。続いて、ツンベ

ルク管の副室にコハク酸ナトリウム水溶液お

よびメチレンブルー水溶液を加え、ツンベルク

管の主室に酵母液を 2/5量加えた。その後、ア

スピレーターを用いて脱気し、よく攪拌した。

そして、主室を恒温槽に浸し、メチレンブルー

の退色反応を観察した。 

 

３ 結果と考察 

 コハク酸ナトリウム水溶液について B社、C
社、D社に関しては 1分～3分程度で退色反応
を観察することができ、E社では６分で退色反
応が確認できた。しかし、A社の条件では退色
反応は確認できなかった。そのことから、コハ

ク酸ナトリウム水溶液では濃度および量のい

ずれかが十分な量加えられていなければ、メチ

レンブルー水溶液の退色反応を十分に確認す

ることができないと考える。 
加えて、メチレンブルー水溶液は B社、C社、

D社において 1分～3分程度で退色反応を観察
することができたが、E社の条件では退色反応
は認められず、A社については濃度の記載がな
かったため実験不可であった。したがって、現

時点では濃度が 0.10%を超えると退色反応が
認められなくなることが推測できる。 
 

引用文献 

浅島 誠 ほか（2020）『改訂 生物』東京書籍 
pp.56 
嶋田 正和 ほか（2021）『改訂版 生物』 
数研出版 pp.70 
吉里 勝利 ほか（2021）『高等学校 改訂 生物』 
第一学習社 pp.91 
『生物 改訂版』 啓林館 pp.56 
庄野 邦彦、馬場 昭次 ほか（2021） 
『生物 新改訂』 実教出版 pp.114-117 
巻本 彰一、長谷川 晋也（2020）『生物化学実
験のスモールスケール化Ⅱ－コハク酸脱水素

酵素によるメチレンブルーの酸化反応－』  
京都教育大学紀要 No.137 pp.157-172 

1(A社) 2(B社) 3(C社) 4(D社) 5(E社)
濃度(%) 3 10 8 8 2
量(mL) 1 1 5 5 2

コハク酸ナトリウム

実験No.(出版社)
表1．各実験におけるコハク酸Naの濃度(%)および量(mL)

1(A社) 2(B社) 3(C社) 4(D社) 5(E社)
濃度(%) 記載なし 0.02 0.04 0.10 0.80

量 5~6滴 0.5 mL 5滴 1~2滴 2滴

実験No.(出版社)

メチレンブルー

表2．各実験におけるメチレンブルーの濃度(%)および量
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人の体のつくりと運動 

筋肉模型に着目して 
〇谷川諒介 1,福岡亮治 2 

Ryosuke TANIGAWA, Ryoji HUKUOKA 
１大阪成蹊大学,２大阪成蹊大学 

【キーワード】筋肉模型・安価・学習指導要領 
 
１ はじめに 
本研究は、小学校第 4学年「人の体のつくり

と運動」の単元の筋肉模型に注目した研究であ

る。筋肉に見立てたチューブに空気を出し入れ

し、伸縮させることで、各部位を動かす人型ロ

ボットを紹介するテレビ番組を見た。そのロボ

ットは高価なものであるが、小学校現場にもこ

のロボットのような模型があれば児童の学習

理解も深まるのではないかと考えたことが本

研究のきっかけである。 

原理としては、「空気の出し入れ」となるの

で、安価で再現できると考えた。また、小学校

学習指導要領解説理科編（平成 29年告示）に

は、「実際に触れながら比較したり,映像や模型

などを活用したりしながら,人の体のつくりと 

運動との関わりについて捉えるようにする。」

と記載されている。 

そこで、授業での使用を想定し、安価で安全

性があり、準備が簡素である筋肉模型の教材開

発を行う。 

 

２ 方法 
（１）教材開発 

以下の手順で研究を行う。 

①大阪大学の細田耕が開発研究を行うロボッ

トについての調査 

② ①を「安価で再現」という視点で 100円シ

ョップやホームセンター等で材料を調達し、

再現を目指す教材の開発（写真１） 

 
 
 
 

 
 

写真１ 
 
③開発した教材を小学校教員に紹介し、改善

点・授業での使用の方法等を中心にインタビ

ューを実施 

④ ③の内容を反映しさらに教材開発を行う 

⑤ ③④を繰り返し、教材を完成させる 

 
３ 結果 

 現段階では、③④の 1回目で 9名の現職の小

学校教員にインタビューを行っている。その 9

名の内、8名が①の既製品を参考にした教材を

作って使ってみたいと回答し、1名は両方使わ

ず、自ら作った教材を使うと回答した。 

※詳細は本発表で報告します 

 

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」など 
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「空気の温度と体積」の実験方法の研究 

アルミ風船を用いた新たな実験方法の開発 

 
〇吉岡奈那子 1，金子健治 2 

Nanako YOSHIOKA, Kenji KANEKO 

武庫川女子大学 1，武庫川女子大学 2 

【キ－ワード】空気の温度と体積，学習指導要領，アルミ風船 

 

１ 目 的 

現行学習指導要領では，小学校理科におけ

る第 4 学年「ものの温度と体積」の単元で空

気の温度と体積について学習する。これは，

気体分子運動論につながる重要な内容であ

る。しかし，教科書に掲載されている実験方

法は各社で様々であり，どれが最もよいかに

ついては検討の余地がある。そこで，本研究

では，最近普及しているアルミ風船の使用の

可能性について検討することにした。アルミ

風船は，大変気密性が高く，長期において内

部の気体を保存できるので，授業で使用する

時に長所が多いと考えたからである。 

２ 方 法 

本研究の目的を達成するために以下の手順

で実験を行う。 

（１） まず，さまざまな大きさや形の図 1，

２のようなアルミ風船やゴム風船の中に空気

を入れ，温度を変化させて空気の温度と体積

の関係が分かりやすい条件を明らかにする。

ゴム風船は，バルーンアート風船を用いた。 

（２） 次に，２種類の風船を比較してどち

らがより優れた実験方法かを明らかにする。 

図１アルミ風船  図２バルーンアート風船 

３ 結 果 

まず，身近にある素材を実際に湯や氷水につけ

て実験を行った。２種類の形のバルーンアート，

アルミ風船で実験したところ，丸いバルーンアー

トは変化がわかりにくい，細いバルーンアートで

は変化がわかりやすいが計測はやや難しい，アル

ミ風船では変化がわかりやすく，計測は難しいと

いう結果が得られた。 

また，バルーンアートを長時間維持させるた

めにウルトラハイフロートとヘアスプレーを用

いて対照実験を行ったところ，使用後１日程度

は大きな差は現れなかったが，最終的にヘアス

プレーを用いた風船は急速に縮んだ。ウルトラ

ハイフロートの使用の有無を比較すると，使用

したもののほうがやや縮み方が小さいという結

果が得られた。 

そして，アルミ風船の大きさと形の条件変

化による実験を行った。同じ形の風船では，

小さいものほど早く変化が見られた。また，

形による大きな差は見られなかった。 

２種類の風船を比較した結果については当

日口頭で発表する。 

４ 考 察 

身近にある素材を実際に湯や氷水につけ

て行った実験では，丸いバルーンアートは

気密性が低く，変化が視覚を通してわかり

にくく，計測も難しいため実験には適して

いなかった。細いバルーンアートは変化を

視覚で確認することが出来るが計測はやや

難しく，気密性も低いため，用いるには工

夫が必要である。その一方で，アルミ風船

は気密性が高い上、視覚だけでなく聴覚，

触覚でも変化を確認することが出来るた

め，計測はやや難しいが実験には最も適し

ていると考える。 

バルーンアートの気密性を調べる対照実験の結

果から，短期間でという条件付きであれば繰り返

し使用することが可能であると考えられる。 

アルミ風船の実験では，小さい風船の方が中の

空気が温まる，冷えるのが早いため変化も早く現

れると考えられる。しかし，小学４年生が実験を

行うため安全面考慮すると，小さい風船は誤って

手が湯に触れてしまう危険があり，実験には適さ

ない。アルミ風船は，片面を湯につけることで手

を湯に触れずに変化を確認しやすいため， 適す

る大きさの風船ならば安全面を踏まえても実験に

用いることが出来ると考えられる。 

５ まとめ 

本研究ではアルミ風船は実験に適している

ことが明らかになった。 

 

引用文献 

文部科学省（2018）「小学校指導要領  

理科編」8-51 
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       遮光した葉のデンプン残量測定   

小6理科「植物の養分をつくる働き」の基礎資料として  
 

○藤井隆一 

Ryuichi FUJII 

                       栗東市立大宝東小学校  

【キ－ワード】 生物実験, 葉デンプン残量,光合成 

 

１ 目 的 

楠木（2018）は,「小学校の教師は、基本的に

は全教科教えなければなりませんが、理科はそ

の中でも人気がありません。『実験の準備が大

変』とか『思い通りの実験が出ない』など、す

こぶる評判が悪いです。」と述べている. 
このような中で, 実験の基準となる教科書

の役割は, 非常に大きい. 
  筆者は, 啓林館の教科書（以下 教科書）に

準じて事前実験を行ったところ, 教科書とは

異なる結果が出た. その実験は, 6 年生「植物の

つくりとはたらき」の「【実験 4】日光の葉の

でんぷん」である. 教科書では, 前日の夕方, 
葉をアルミニウムはくで包み, 当日の朝, 葉を

取りデンプンがあるかどうかを調べるという

ものである. そして, 結果には, その葉はヨウ

素デンプン反応が出ない, と記されている. 
ところが, 事前実験で教科書より多い時間

である前日の午前 10 時頃から当日の午前 7 時

頃まで, 葉をアルミニウムはくで包み, デンプ

ンが残留しているかどうか調べた. 結果, 葉 3
枚中 3 枚ともヨウ素デンプン反応（以下 ヨウ

素反応）があった. これは, 教科書の結果とは

程遠いものであった. 
そこで, 今後のこの実験の基礎資料として,
葉に蓄積されたデンプンは, 何日経てば消失

するのかを調べた. 
 

２ 方 法 
（１） ホウセンカ1株を1週間屋外に出し,光

合成を促す. 最後の 2 日間は, 晴天続

きであることとする. 

（２） ホウセンカ 1 株を暗室に入れる.水や

りは, 常に土が湿る程度で行う. 

（３） 暗室に入れたホウセンカ 1 株から葉を

約 24 時間毎に, 18 枚ずつ採取する. 

（４） 採取したホウセンカの葉を,3分間熱湯

に浸け,その後, 熱アルコールに 10 分

間浸け脱色する. 

（５） 脱色したホウセンカの葉にヨウ液を垂

らし, ヨウ素反応を見る. 

 

３ 結 果 

 結果は, 表 1 の通りであった.  

表 1.葉の採取日時とヨウ素反応のあった葉の

枚数 

葉の採取日時

と時刻 

ヨウ素反応のあった

葉の枚数 

採取時

の室温 

8/2 16:00 屋外→暗室  

8/3 11:30 16 枚／18 枚中  

8/4 16:00 6 枚／18 枚中  

8/5 15:30 9 枚／18 枚中 31℃ 

8/6 12:50 2 枚／18 枚中 31℃ 

8/7 12:15 1 枚／18 枚中 32℃ 

8/8 16:05 1 枚／18 枚中 32℃ 

8/9 17:00 0 枚／18 枚中  

 

４ 考 察 

  暗室に入れて, 8/5 の 3 日後ですら約 5 割に

ヨウ素反応が認められた. このことから, 教

科書の結果に記述されている「（前日の夕方

にアルミはくで包み当日の朝採取した）葉に

はデンプンがなかった.」というのは誤りであ

るといえよう. 
 

５ まとめ 

  本研究の結果, 教科書の記述自体に誤りが

あることが明らかになった. これは, 教師の

理科指導離れを促進するだけでなく, 児童の

理科離れも促進しかねないことである, その

ため早急に, 記述の改善が望まれる. 

   

引用文献 

石浦章一 鎌田正裕（2020）『わくわく 理科 6』
新興出版社啓林館 

楠木宏（2018）『理科授業の効率アップ術』東

洋館出版社.  
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小中学校理科教育における燃料電池の教材化の研究 

電気分解装置,PEM型電池,マグネシウム電池の比較と指導方法の検討 

 

○入江志歩 1，金子賢治 2 

  Shiho IRIE , Kenji KANEKO 

                        武庫川女子大学，武庫川女子大学 

【キ－ワード】 燃料電池,電気分解装置,PEM型電池,マグネシウム電池  

 

１ 目 的 

 近年,燃料電池は二酸化炭素排出の削減につ
ながる環境にやさしい燃料として注目を集め

ている。しかし,中学校の理科教科書を見ると
燃料電池については触れられる程度で,今後の
重要なエネルギー源として学びからは遠い。 
本研究は,燃料電池の実験が小・中学校の理
科教育に取り入れることができるかを明らか

にすることが目的である。 
 

２ 方 法 

（１） 下記 3種類の燃料電池のそれぞれの特 

性について比較する。 

①電気分解装置…9,130円(ケニス) 
②PEM 型電池 (燃料電池実験キット)…22,000
円(ケニス) 
③マグネシウム電池(燃料電池ミニバギー)…

1,650円(エレキット) 
 

 

 

 

 

（２）それぞれの電池を用いて，電子メロディ

ー，ＬＥＤ，モーターが作動するかを検証する。 

（３）それぞれの価格，取り扱いやすさ，燃料

電池としての説明のしやすさを比較する。 

（４）以上の（１）～（３）の観点から総合的

にみて，どれが小・中学校の理科教育に導入で

きるかを検討する。 

 

３ 結 果 

 それぞれの電子機器を各電池につないだ結

果を表 1に示す。 
 
 
 

表１:電池ごとの電子機器につないだ結果 

 
 次に,各電池の発生電圧を表 2に示す。 

表 2：電池ごとの発生電圧 

 
 実験開始から発電が確認できるまでの所要

時間は,電気分解装置は水素の発生時間にばら
つきがあるが平均 25 分,PEM 型電池は約 5 分,
マグネシウム電池はバギーの組み立てを含ん

で約 30分の時間がかかった。 
 
４ 考 察 

 実験結果から,どの実験方法でも電子メロデ

ィーが作動し,燃料電池で発電していることが

わかった。PEM型電池が安定した発電力であり，

小学生でも実験に取り組ませやすいが、約 2万

円と高価である。電気分解装置を用いた実験で

は,気体生成の時間にばらつきがあり,電子メ

ロディーのみの作動から発電される電力が小

さく,児童生徒が実験を実施するには不向きで

あると考える。マグネシウム電池の発電力は小

さいが,食塩水と電極のみの使用であるため,

環境にやさしいことは小学生でも理解しやす

い。指導方法を含めたまとめは当日口頭で発表

する。 

 

引用文献 

塚田捷他(2012)『指導書第２部詳説 未来へ広

がるサイエンス３』啓林館,190-191. 
塚田捷他(2012)『未来へ広がるサイエンス３』 

啓林館,94-95. 

発生電圧
電気分解装置 1.1V
PEM型電池 1.4V

マグネシウム電池 1.5V
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融雪型火山泥流を再現するモデル実験の教材開発 

 

○榊原保志 1，竹下欣宏 1，桐生和樹 2   

Yasushi SAKAKIBARA, Yoshihiro TAKESHITA, Kazuki KIRYU 

                      1信州大学，2長野県木曽郡木曽町立開田中学校  

【キ－ワード】 地学教育，火山，中学校，自然災害 
 

１．目 的 

 これまでにも地震災害を取り扱った授業プ

ログラム（たとえば，榊原,2020）や台風災害の

授業プログラム（たとえば，榊原，2017）があ

る。いずれも台風や地震の仕組みを理解した上

で災害からどのように身を守るのかというこ

とを主眼とした内容である。特に地震災害に関

する授業実践は多くの報告がある。ところが，

火山を取り扱った事例となると少ない（川路・

藤岡，2018）。火山噴火は地震や台風と比べ発

生頻度は低く，大規模な噴火でなければ被害が

発生する場所も火山周辺に限定される。 
 小規模な噴火であってもひとたび発生すれ

ば火口近傍や山麓地域では大きな被害が生じ

る。 2014 年 9 月に長野県と岐阜県にまたがる

御嶽山で発生した噴火では多量の噴石が猛ス

ピードで飛び散り火口付近に居合わせた登山

者ら 58 名が死亡し，5 名が行方不明となって

いる。本研究では火山災害でも被害が大きい融

雪型火山泥流を再現するモデル実験の教材開

発を行ったのでここに報告する。 
 
２．開発した教材の概要 

開発した教材は，どの学校でも自作ができる

ものを目指し，構造が単純で融雪型火山泥流の

仕組みが理解しやすいものとした。融雪型火山

泥流モデルは，溶岩モデルと火山モデルからな

る。 

1）溶岩モデル 

溶岩モデルは，熱した砂糖を利用した。砂糖

は理科室にある身近な素材であり，比較的高い

温度まで上げることができ，かつ安全な素材で

ある。300mlビーカーに水 30ｇと砂糖 200ml（約

120ｇ），少量のインスタントコーヒー粉を入

れ，よく混ぜて加熱する。コーヒー粉を入れた

理由は溶け出した雪が溶けた水と区別をつけ

るためである。砂糖水は 100℃までは粘性が低

く，水のように流れる.加熱を続けると水の蒸

発が進み，砂糖水中の水の割合が低下して

108℃程度になると砂糖水の粘性が高ま

る.130℃になると砂糖水は水飴状態になり流

動性はなくなる（表 1）. 

表 1 溶岩モデルと温度 

温度(℃) 流れ方

97 粘性が低すぎて，水のように流れてしまう．

99
やや粘性が出てきたが，同様に水のように流れて
しまう．

100
99℃に比べ粘性が少し上がり，はじめは早いが，
だんだんと減速するようになった．

103
100℃の時より少し粘性が上がるがほとんど変化
なし．

108 すごく粘性が高い．

120 すごく粘性が高く，半分までは流れない．

130 水あめ状態で全然流れない．  

 

2）火山モデル 

本論では積雪がある山を冬山，無積雪の山を

夏山とした。授業を行った地区の子ども達の意

識では，冬季の山には雪がある。火山モデルは，

紙粘土２個(2㎏)，受け皿（かさ上げする容器）

１個で製作した。まず受け皿を裏返しにして紙

粘土で薄く覆う。一つの紙粘土で山頂部に火口

を作成する。雪が載せられるように少しくぼま

せ，溶けだした雪解け水が流れやすいように少

し傾斜をつけた。火山の火口をそのまま再現す

ると雪解け水が流出しにくいので，馬蹄形カル

デラをイメージして火口を作成した。また，山

頂から山麓にかけては，雪解け水が谷を流れる

様子を再現しやすいように２本の谷と尾根を

作成した（図 1）。 

 

図１ 火山モデル 

 

３．モデルの評価 

 モデル実験では，雪解け水が作った泥流は

溶岩よりも遠くに流れることを再現できた。 
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   教育学部学生の理科実験安全意識 

ルーブリックによる評価から見えてくること 

 

○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】 理科実験安全，危険予測，ルーブリック，動画教材 
 

１ 目 的 

理科実験・観察を充実させることは，その

安全確保についての努力を要請する。 

筆者らは，大阪教育大学・教養基礎科目「科

学の基本」の中で，受講学生の理科実験安全

に関する意識調査を行った。 

本研究の目的は，上記授業科目の受講学生

の理科実験安全意識を，①「実験者の弛緩し

た態度の発見」，②「実験スペース確保への意

識」，③「危険を招く行為の発見」の 3項目に

分けてルーブリックで評価し，これらの中で

欠落しやすいものを調べることである。 

２ 方 法 

 上記授業科目は，理科に出てくる論理のパ

ターンを身に着けることを目的として 2011
年にスタートした一般教養科目である。本報

告における調査対象となったのは，2019年度

の受講者であり，大阪教育大学・学校教育教

員養成課程および教育協働学科の学生 140名

である。このうち，学校現場において理科実

験を担当する可能性のある受講学生は 60名，

残りの 80 名は理科実験を担当する可能性の

ない教員の志望者または教職志望ではない学

生であった。 

本件調査は以下のように行われる。 

まず，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，危険であると感じられ

る場面を中心に撮影・編集された動画（約 10

分間）を，上記受講学生が視聴しアンケート

に回答する。このアンケート結果を，①「生

徒の弛緩した態度の発見，②「実験スペース

確保への意識」，③「危険を招く行為の発見」

の 3項目に整理してルーブリック評価を行う。

これら 3項目はそれぞれ 3 点満点であり，合

計で 9点満点である。 

次に，これらの項目の得点に 0点があった

受講学生数を，項目ごとに算出し，学校現場

において理科を担当する可能性のある学生と

そうでない学生に分けて検討する。なお，本

件動画資料およびアンケートの詳細（紙幅の

都合のため省略）については，大会当日の発

表，あるいは，串田ら（2021）を参照された

い。 

３ 結果と考察 

 学校現場において理科を担当する可能性の

ある学生（A 群）の得点分布において，中央

値が 6 点，最頻値は 9 点（11 人）であった。

また，その他の学生（B 群）の得点分布にお

いては，中央値が 5点，最頻値は 9点（19人）

であった。 

A,B 両群ともに，上記項目の得点に 0 点が

見られるのは，5 点以下の得点者においてで

ある。 

A 群では，①「実験者の弛緩した態度の発

見」において 0点であったものが 3名，②「実

験スペース確保への意識」では 4名，③「危

険を招く行為の発見」では 8 名であった。他

方，B群では，①4名，②11名，③14 名であ

った。 

A，B 両群ともに，「危険を招く行為」を全

く発見できなかった学生が最も多いことから，

これに対する意識が欠落しやすいことが示唆

される。他方，B群では，「実験スペース確保」

に対する意識が欠落している学生数も同様に

多いことが分かる 

以上の結果は，今後の理科実験安全指導の

一助となるものと期待される。 

  

引用文献 

串田一雅・堀一繁・鈴木剛・鵜澤武俊・広谷博

史（2021）「教職志望者のための理科実験・

観察安全指導の実践報告Ⅱ－理科実験にお

ける危険予測力のルーブリック評価」『大阪

教育大学紀要・総合教育科学』第 69 巻，

305-311. 
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ユニバーサルデザインに着目した教材・授業研究 

発達障害のある子どもに視点をあてて 
〇今井歌 A，福岡亮治 B 

IMAI Uta，FUKUOKA Ryoji 
大阪成蹊大学 A，大阪成蹊大学 B 

【キーワード】ユニバーサルデザイン 集団 小学校理科 
 

1．はじめに 

 文部科学省の障害のある子どもとの交流

及び共同学習ガイド自閉症の項目では、

「集団活動に参加することが苦手な子供が

多いことから、少人数による活動から徐々

に人数を増やしていったり、子供同士の相

性や関係性を考慮したりするなど工夫をす

る。」との記載がある。しかし、集団で行

う理科の実験は、教科書での記載がほとん

どない。そこで、学級全員が参加できる集

団実験があると、自閉症を始めとする障害

の有無に関わらず、誰もが学びのある集団

活動が行えるのではないかと考えた。 

 本研究では、誰でも楽しみながら学ぶこ

とのできる、ユニバーサルデザインを意識

した集団実験について研究を行う。 

 

2．方法 

（1）本編の実験で、集団実験の記載があ

るかについて、A地球・エネルギーに

絞り、大日本図書の教科書を調査す

る。 

（2）集団実験、ユニバーサルデザインを

意識した授業について文献やインター

ネット等で調査する。 

 

3．結果 

それぞれの結果を以下に記す。 

（1）についての調査結果を以下に記す。 

第 3学年 0/15 

第 4学年 0/14 

第 5学年 0/7  

第 6学年 0/9  

集団で行うことができる実験もあった

が、導入の活動や発展教材としての取り扱

いであり、本編の実験としては，集団で行

うことができる実験の記載が無かった。ま

た、過去の教科書を調査したところ、存在

しなかった。 

 

（2）について 

 教科書以外で実験を調査したところ，テ

レビ番組「かがく de ムチャミタス！」で

小学生を対象に「水よう液の性質」の単元

で学級の全員が協力して実験を実施する事

例があった。この実験を玉田泰太郎が提示

するユニバーサルデザインを意識した授業

分析の項目に照らし合わせたところ、全て

の項目に合っていた。 

 

4．まとめ（今後の展望） 

 今回の調査では、集団実験は教科書での

記載はあまりないものの、実践例を発見し

たことで、ユニバーサルデザインを意識し

た集団実験を行うことができると分かっ

た。今後は、他の単元でも，実践可能な実

験を開発していきたい。 

※内容の詳細は本発表で報告します 

 

参考文献 

1）文部科学省（2017）｢小学校学習指導要

領総則｣など 
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小学 4年理科学習における「結露現象」の実験方法の改善 

班毎の実験と ICTを用いた全体共有が可能な装置の開発 

〇久保田悠理１，金子健治２ 

Yuri KUBOTA，Kenji KANEKO 

武庫川女子大学１，武庫川女子大学２ 

【キーワード】 理科教材，結露現象， 

 

１ 目 的 

空気中の水蒸気は結露して再び水になって現れ

ることを理解させるために，多くの小学校教科書

では，氷水を入れたコップ等の容器を使い，容器

の外側に結露させる実験方法を用いている。しか

し，この方法では水滴がどこからやってきたのか

ということが児童にとって想像し難いと考えられ

る。また，部屋の窓ガラスの結露等身近な結露現

象につながりにくい。このような問題に対して水

尾(2017)は，おもちゃの家を用いた部屋の結露と

同じ条件を作るモデル装置の提案をしている。し

かし，家の中の室温を上げるものとして用いた湯

たんぽは，一定時間が経過すると温度が下がると

いう問題がある。また，水尾(2017)が作成したモ

デル装置は W59.0cm*D29.0am*H36.0cmの水槽を用

いており，大きい為に小学校の授業において班ご

とに実験するには難しく，実験器具を各班分用意

するには費用がかかりすぎると考えられる。 
本研究は，小学校現場で用いることができる，

部屋の窓ガラスの結露と同じ条件を作る小型のモ

デル装置の開発，及び複数の班の実験の結露の様

子をタブレットを用いて同時に見比べることがで

きる方法を明らかにすることが目的である。 

２ 方 法 

①ベルチェ素子，カイロ等を使い，安定して室温

を上げることができる安価なものを調べる。 
②整理ボックス等の容器を使い，安価でタブレッ

トが入る大きさの装置を開発する。 
③Zoom等を使い複数の班の結露の様子を比較す

ることができる方法を明らかにする。 
④啓林館等の６社の教科書に記載されている実験

方法を比較し，小学４年生が実験しやすく，結露

の現象を身近な現象と関連して理解しやすいもの

を明らかにする。 
３ 結果・考察 

 本研究の結果，次のことが明らかになった。 

①ベルチェ素子，カイロ，蒸気でホットアイマス

クを用いて，W25.2cm*D12.6cm*H4.0cm の容器内の

20分間温度と湿度の変化を計測した。温度は，全

て上昇し続けた。湿度は，ベルチェ素子は大きな

変化は見られず，開封直後のカイロは約 15％，開

封後 30分のカイロは約 7％増加した。蒸気でホッ

トアイマスクは湿度が約 30％増加し，最高 90％

になり，容器外との気温差が約 0.5℃で結露が見

られた。温度と湿度の上昇や安定から，カイロが

好ましいと言える。 

②W25.2cm*D12.6cm*H4.0cmのアクリル樹脂容器を

家とし，W28.0cm*D19.0cm*H14.5cmのポリスチレ

ン容器に入れ，室外

の空間を作った。保

冷剤を室外気温を下

げるために用い，カ

イロを室内容器に入

れて，20分間両容

器内の温度と湿度の

変化を計測し，結露

の様子を観察した。室内に結露せず，温度と湿度

に目立った上昇が見られず，室外の温度も約 1℃

上昇したままだった。アクリル樹脂は熱伝導率が

高く，実験に適していないと言える。 

③今後は Zoom等を用いた方法や，教科書の比較

研究について行っていきたいと考えている。 

 その他詳細については，当日口頭で発表する。 

引用文献 

(1)石浦章一・鎌田正裕ほか 105名(2019)『わく

わく 理科 ４』新興出版社啓林館. 

(2)水尾琴乃(2017)「小学校理科 4年「空気中か

ら出てくる水」（結露）の実験方法の研究」『武

庫川女子大学文学部教育学科 金子ゼミ５期生 

平成 29年度 卒業研究論文集』etc. 

図1 研究に用いた実験装置 
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小学校理科でのプログラミングにおける共通教材 

－シングルボードコンピュータの利用－

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 はじめに 

2020 年 4 月より、小学校で「プログラミン

グ教育」が導入された。その学習活動は、プロ

グラミングの教科を新設せず、既存の教科の授

業内で行うこととなっている。さらに、クラブ

活動などの授業外や、外部連携などの教育課程

外での実施も想定されていが、当面は、授業で

の学習がメインになると考えられる。学習指導

要領には、理科、算数、総学にプログラミング

教育が記載されており、理科では、6 年生の「電

気の利用」の単元で扱われている。これにより、

理科の教科書におけるプログラミング教育は、

「電気の利用」での学習が主であり、教材もそ

れに準じた形となっている。プログラミング教

育が、これからの教育における重要項目の１つ

であることは間違いない。理科ではかねてか

ら、ICT 教材が利用されるなど、理科の授業で

プログラミングを扱うことは妥当であり、理科

の授業にプログラミングをどのように組み込

んでいくかは、これからの重要なテーマであ

る。「電気の利用」以外で、プログラミングを

理科の理解を深めるためにどのように利用し

ていくか議論することは重要である。

２ 分析 

理科におけるプログラミング教育の典型例

は、観測機器やセンサなどのデバイスとコンピ

ュータをつなぎ、ある条件でデバイスが作動

（観測する）ように、コンピュータでプログラ

ミングをするものである。例えば、「電気の利

用」においては、人が近づくことで、電球がつ

くプログラミングなどがある（図参照）。  

図 小学校理科におけるプログラミング例 

このようにソフトだけで完結せず、デバイス

などのハードも用いることが、理科におけるプ

ログラミング教育の特徴である。そのため、「電

気の利用」用のプログラミング教材の多くが、

それ専用の教材であり、ほかの単元に利用でき

ず、価格面の問題も生じている。

この問題に対し、Raspberry Pi や micro:bit

などのシングルボードコンピュータを利用し

たプログラミング教材の研究がいくつか行わ

れている。これらは、理科の教材としては十分

な性能を持ちながら、安価であり、いくつかの

インターフェースを標準で搭載しているため、

そこにセンサなどの様々なデバイスを接続す

ることができる。例えば、Raspberry Pi に温度

センサを接続することで水温変化の測定や、カ

メラを接続することで星の動きを撮影記録が

できる教材の報告がされている。また、

micro:bit を用いた「電気の利用」のプログラ

ミング教材が販売されており、実際に

micro:bit を用いた実践報告もされている。こ

れらのことは、シングルボードコンピュータを

プログラミング教材の基盤とし、デバイスの付

け替えによって、複数の単元や目的に対応でき

る共通教材となり得る可能性を示している。

３ 考察 

本研究では、小学校理科におけるプログラミ

ング教育の現状を踏まえながら、理科の授業で

プログラミング教育を進めていくために、シン

グルボードコンピュータを利用の利点を考察

した。シングルボードコンピュータを共通の制

御機器として利用することで、教材としての導

入のしやすさだけでなく、共通の制御方法とな

ることで児童が学習経験を積み重ね、学びを深

化させることができる。

 本研究は科研費（20K02750）の助成を受けている。 

参考文献 

内田祐貴(2021)、日本理科教育学会全国大会論文集 19 

窪田美紀(2019)、日本理科教育学会全国大会論文集 17 
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ピクトグラムを活用した理科実験の安全意識向上の取り組み 

 

〇春日光 1，森本弘一 2 

Hikaru KASUGA，Koichi MORIMOTO  

奈良市立平城西小学校 1，奈良教育大学 2 

【キーワード】ピクトグラム，ロゴ，安全意識，実験  

 

１ 目的 

昨年度から新学習指導要領が本格実施された。

今回の改訂においても，観察・実験などに関する

基本的な技能を身に付ける１）ことが重視されてい

る。さらに，安全に配慮すべき点も強調されてお

り，学習指導要領や教科書に記載されている内容

も大幅に増加した。事故を未然に防ぐことは必要

不可欠である。そのための手立てとして，教師自

身の指導力向上はもちろんであるが，児童の安全

意識を向上させることも重要である。 

そこで注目したのが，ピクトグラムである。今

年開催された東京オリンピックでも使用され，大

変な話題となった。言葉を使わずに各競技の特徴

をシンプルなイラストで伝えることができるピク

トグラムは，安全な理科実験を行うための有効な

手段になるのではないかと考えた。 

本研究は，ピクトグラムに類似したロゴを用い

た授業実践の報告である。 

２ 方法 

(1)実施時期 2021年 10月～（現在も実施中） 

(2)学年 第 4学年 

(3)単元 金属・水及び空気と温度 

     物のあたたまり方 

(4)実施内容 

①観察・実験する上で危険な場面を表したロ 

ゴを Adobe Sparkというソフトを使って 

作成する。 

②作成した７つのロゴを３～６年生の児童を 

対象に提示し，どんな危険を表しているか， 

質問紙調査をする。 

③単元導入前に，実験する上で危険だと思う

場面を描いた自作のイラストを提示し，危

険だと思う箇所に〇をしてもらい，正答率

を調査する。 

④さらに，危険だと思う理由を，ロゴを使っ

て回答してもらう。 

 

３ 結果 

実施内容①の作成したロゴを表１に示す。 

 

実施内容②の調査結果を表２に示す。 

 

実施内容③④の詳細は，本発表にて行う。 

４ 考察 

正答率が高い火傷や危険生物は，イメージが容

易であると考えられる。正答率が低い亀裂は，感

電を，切り傷は，無回答，火傷を回答するのが目

立ったため，より明確なイラストを検討すること

が必要である。 

５ まとめ 

オリジナルのロゴを使うことの利点として， 

① 限られたスペースでも危険性を伝えられる 

② 初見の内容でも容易にイメージできる 

③ 文章で伝えることが難しい子にとっても自分

の考えを表現するツールになり得る 

の３点が挙げられる。 

日頃から安全意識を持たせる注意喚起を行うと

ともに，危険予測能力を高める工夫をしていきた

い。 

附記・謝辞 

本研究は，JSPS科研費 21H03929の助成を受け

て行われた。 

引用文献 

1) 文部科学省（2018）「小学校学習指導要領解説 

理科編」． 
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「総合的な学習の時間の指導法」における形成的評価 

オンディマンド型遠隔授業における学修プログラムの提案

○名倉昌巳 1・2 

Masami NAGURA
1岩手大学教育学部理科教育科，2元大阪市立築港中学校 

【キ－ワード】 総合的な学習の時間の指導法，形成的評価，フィードバック，教員養成，遠隔授業 

１ 問題の所在 

学習指導要領の改訂により「総合的な学習の

時間」では，教科横断的な「目標」を定めて，

育てたい資質・能力に対応したカリキュラム・

マネジメントが求められている。つまり「学校

教育目標」を基に「全体計画」等を作成できる

実践力が，現場や教員養成で問われている。

一方，コロナ禍により大学では遠隔授業が主

になり，対面では可能であったアクティブ・ラ

ーニングや，即時的なフィードバックが困難に

なった。しかも，オンディマンド型では学生の

自主性に依存しがちである。よって，形成的評

価を中心においた学修プログラムを試みた。 
２ 形成的評価による授業設計 

（１）調査対象の学生と到達目標 

本遠隔授業（Google Classroom／Zoom使用）
の受講生は，私立 B大学教育学部（小学校）所
属の主に 2回生 113人で，その「到達目標」を
表１に示す（担当者 3人によるオムニバス）。  
表１ 到達目標：2021年度 B大学（シラバスより） 

（２）授業の概要と形式 

 3人の担当者の「各遠隔授業の形式」，及び

「各回の主な学習内容」を表 2に示す。

表２ 遠隔授業（オムニバス）における各担当（3人）の
授業形式と各回の概要：2021年 4月～7月 

担当 回・形式 各時限の主な学習内容 

Ａ 1～3・RT 背景と現状・思考ツール・ICT活用 

Ｂ 4～6・RT 探究的学び・協働的学び・評価 

筆者 7～15・OD 意義と位置づけ・全体計画・年間計
画・実践事例・単元計画と指導案作成 

※ 表中の RT：同時双方向，OD：オンディマンドを示す

（３）形成的評価による学修プログラム 

筆者が担当した第 7～15回までの授業（表 3） 

について，主に学生の提出物から，図 1の形成

的評価による学修プログラムを評価した。 

第 7回【考えてみよう①：各学年の探究課題

を統合するテーマの検討】⇒8 回【練習①：目

標と全体計画作成】⇒11回【課題③：全体計画

と評価規準作成】を，また，9回【考えてみよ

う②：年間計画の必要性】⇒10回【練習②：年

間指導計画作成】⇒15回【課題④：単元計画と

指導案作成】を，それぞれ中核に据え，段階的

に，かつ系統的に学べるように設計した（図1）。 

図１ 遠隔授業における形成的評価による学修プログラム
（矢印は各【課題】間の連関・系統性を示す） 

３ 研究の方法 

 【考えてみよう①・②】では意見を投稿させ，

全体への講評によるフィードバックを行った。

【練習①・練習②・課題③・課題④】ではレポー

ト提出させ，そのうち【練習①・②・課題③】に

はコメントを付け返却し，個人にフィードバッ

クを与えた。学生の提出物【課題③・④】につ

いて総括的評価を行い，結果と分析に用いた。 

４ 結果と分析

評価結果は表３のようになった。 

【考えてみよう①】⇒【練習①】⇒【課題③】

では，学修内容の系統性が伺える。一方で【練

習②】（年間計画）⇒【課題④】（単元計画と

指導案）の系統性が弱く，今後の検討を要する。 

以上により，形成的評価による学修プログラ

ムの提案が可能であるが，改善の余地も残る。 

表３ 各課題における評価結果（N=112） 

平均値 （100点満点） 標準偏差σ
課題③ 81.7 12.51 

課題④ 61.8 10.89 

児童・生徒が、各教科の特質に応じた見方・考え方を成長さ
せ，総合的・統合的に活用することで，探究的な見方・考え方を

働かせ，よりよく課題を解決し，自己の生き方を考えていくため
の資質・能力の育成が実現できるようにする。そのために，総
合的な学習の時間の指導計画の作成や学習活動の指導・評

価に関する知識・技能を身に付け，実践への応用ができるよう
になる。    （傍線筆者）
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「力の原理」から学ぶ「力と運動の法則」 

― 実験教材の開発と課題 ― 
                         

河合信之 

KAWAI Nobuyuki 

                          神戸市立伊吹台中学校 
【キ－ワード】 概念変容，力の原理，力と運動，MIF素朴概念 

 

１ 問題の所在 

 新学習指導要領が求める｢主体的・対話的で深い

学び｣を，子どもの学びを中心とする構成主義的学

習観と捉えると，子どもはどのような自然認識を

持って授業に臨んでいるかを把握し，教師がどの

ように関われば子どもの学びが深まるかを検証

し，その手立てを構築する必要がある．子どもが

持つ自然認識は多くの点で科学的な考え方とは異

なっている．中でもMIF素朴概念は河合の調査 1)

等多くの先行研究結果から中学生が保持している

事が明らかになっている．これまでの調査でMIF
素朴概念保持と，慣性の概念や力と加速度の概念

理解とは共通の課題があり，それらは｢力の原理｣
（注）から始め「力と運動の法則」の理解に至る学習

によって解決できると考えられた． 
２ 本研究の目的 

 本研究は｢力の原理｣から｢慣性の法則｣や｢運動

の法則｣を学ぶ教材の考案と検証を目的とする． 
３ 方法 

a. 考案した教材は物体が水平方向に運動する実

験Ⅰと重力が関わる鉛直方向の実験Ⅱである. 
 

 

 

 

 

  図 1．水平方向の実験Ⅰ     図 2．鉛直方向の実験Ⅱ 
 
b. 2020 年 2 月公立中学２年生を対象に，実験Ⅰ

は教師が演示し，実験Ⅱは教師と生徒がエレベー

タに乗り実験した．生徒は実験前に予想し，実験

後，結果とその理由を生徒同士で意見交換した． 
４ 成果と課題 
 実験記録から，ほとんどの生徒は実験Ⅰ.Ⅱの結

果を正しく理解していた．しかし実験Ⅰでは等速

度運動する自動車にはたらく力や一定の力で台車

を引き続けた時の台車の運動に関する問題の正答

率は実験前後で有意差は無かった．また実験Ⅱで

は，投げ上げ問題で上昇中のボールにはたらく力

の問題は実験後に正答率が有意に高かった．しか

し一部の生徒は天秤の値の変化とペットボトルに

はたらく力の向きとの関係を理解できていなかっ

た．これらは，実験結果と表 1や表 2 に示す概念

とを結びつけられなかったことを意味しているこ

とから，実験前に実験と概念との関係を理解する

学習が必要であることがわかった．今後，実験前

後の授業計画をも含めた効果的な指導法の考案と

その実証に努めたい． 
表 1．水平方向の実験Ⅰ 

 

表 2．鉛直方向の実験Ⅱ 

 
注 「力の原理」は板倉 2)により初めて提唱された原理であ 
   る.三井 3)は｢力の概念の形成だけを目標にして(速度 0 の 
   等速度運動からの加速)＝(動き出し)に注目させ物体が 
  『動き出すか，動き出さないか(加速されるか，加速されな 
   いか)』から物体が受ける力を見つけだすための原理とし 
   て定式化されたのが『力の原理』である｣と述べている． 

文献 

1) 河合信之(2019): ｢概念変換を促すワークシートの考 
       案と効果の実証的研究-力と運動における素朴概 
       念を事例として-｣ 兵庫教育大学奨励賞受賞論文． 
2) 板倉聖宣(1974):『仮説実験授業―授業書<ばねと力> 

       によるその具体化―』 仮説社. 

3) 三井伸雄(1992):『力の概念の形成について,学ぶ側 

       からみた力学の再構成―物理教育｢力学｣の視点と 

       実践』 新生出版, 143-144． 

        
   
  
     

 静力学,力の原理Ⅰ 
 (ｱ)Ａ＝Ｂ， 静止したまま 

 初速度０における慣性の法則 

動力学，慣性の法則(等速度運動) 
 (ｲ)Ａ＝Ｂ， 速さは一定 

３個の速度計がほぼ同じ値を示す 

   
   
  

 動力学,力の原理Ⅱ 
 (ｳ)Ａ＞Ｂ，左に動き出す 

 初速度０における運動の法則 

 動力学，力と運動の法則 
 (ｴ)Ａ＞Ｂする，加速する 

速度計の値がだんだん大きくなる 
 (ｵ)Ａ＜Ｂ,  減速する 
速度計の値がだんだん小さくなる 

    運動状態 電子天秤の値   合力の向き 

 1   階  停  止 100.0 はたらいていない 

   100.0から増加した後, 

減少に転じて 100.0に近づく 

 

 等速度 100.0 はたらいていない 

  100.0から減少した後, 

増加に転じて 100.0に近づく 

 

４   階  停  止 100.0 はたらいていない 

物体は静止している ν＝０ 物体を持って左に動かす ν≠０ 

合力＝０ 

合力≠０ 

上
昇
中 

加速中 

減速中 

上向き 

下向き 
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けん玉の探究から見える科学的な見方・考え方 
－けん玉上達のコツを探る― 

〇石塚 貴裕、村上 忠幸 
Takahiro ISHIZUKA1, Tadayuki MURAKAMI2 

京都教育大学 1,2 

[キーワード] けん玉 探究 成功体験
1. は じ め に 
 筆者がけん玉に興味をもったのは、大学の
３回生時にけん玉に触れ、その時のうまくで
きた成功体験がきっかけである。それ以来、
けん玉の上達を目指して日々研鑽に励んだ。
その中で筆者は屈伸運動で視点を空中に投げ
られた球と同じ高さに合わせることで、球の
回転が“止まって見える”
という現象に出くわした。
これは、「地球回し」という
球が剣に刺さった状態か
ら１回転して剣に刺さる 図 1 地球回しの球の動き 
技(図１)に通じている。そこで、「地球回し」
において、球の動きと屈伸運動の関係に着目
し、技の上達のコツについて探求した。この
ように、卒業研究をするにあたって、けん玉
上達のコツを研究する。 
2. 研 究 の 方 法 

次の(1)、(2)の方法で「地球回し」をし、屈
伸運動の有無を再現し、球の見え方を比較す
る実験を行った。球の見え方は
回転する球の穴、絵柄の見え方
で判断した。 

*使用する球(右図 2) 
図 2 使用した球 

（1）. 屈伸運動なしの場合   
カメラ(GoPro)を机に固定し、動画で撮影

した（図３）。            
 

 

 

図 3 (1)の方法 上からの図（右）と横から見た図（左） 

（2）. 屈伸運動ありの場合 
カメラ(GoPro)をけん玉の球と同じ高さに

なるよう、移動させながら動画を撮影した。 
（図４） 

図 4   (2)の方法 横から見た図 
3. 結 果 と 考 察 
 次の表は方法(1)(2)の２つの結果を表にま
とめたものである。（表１） 

表１ 実験結果 
 方法(1)  方法(2)  

穴 瞬間的に見えた はっきりと見えた 

絵柄 色の境目が見えなかった 色の境目が見えた 

*(1)(2)ともに 30 分ほど撮影した。 
方法(1)では、球が回転している様子がわか

りにくい。方法(2)では、穴や絵柄がはっきり
見えるほど、球の回転する様子が見えた。こ
こで「地球回し」の球の運動は a.高さが変化
する上下の運動と b.球が１回転する運動の２
種類であると考えた。(1)
では a,b の２つの運動が
同時に見られ、複雑な動
きをしていた。(2)では屈
伸運動で球の上下の動きに 図 5 a（左）と b（右）

目線を合わせることで a の運動を“ないもの”
として見ることができ、b の運動だけ見るこ
とができた。結果から屈伸運動によって、球
が見やすくなるため、技が成功しやすいと推
定できる。 
4. 今 後 の 展 望 

他にも、けん玉でのコツを探し、初心者で
も容易にできる方法を考える。けん玉での成
功体験をさせる方法を考える。 
5. 参 考 文 献 
小川 鑛一 (2004) けん玉による遊びのサイ
エンス 人間工学 40巻 Supplement 号 p. 
37-4 
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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（IV） 

―micro:bitによる電池の電圧変化の測定― 
 

○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，プログラミング，ダニエル電池, micro:bit, 探究活動  
 

１ 目 的 

 2020,2021 年から実施の新学習指導要領に

は，改訂の大きな柱として，小学校はプログラ

ミング的思考の学習，中学校はネットワークと

計測・制御のプログラミング教育が記されてい

る。（文科省,2017）。また，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

性も謳われている。 

 以上の背景の下，プログラミング教育と理科

実験との連携を図るため，教材開発と実践的検

証を重ねてきた（佐藤ら，2020など）。 

個別実験による主体的活動が特徴であるマ

イクロスケール実験（芝原・佐藤，2011）を，
micro:bit と組み合わせて電池の電圧変化を測
定した。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

習の振返りと有用性の認識をねらいとした。 
２ 教材開発 

 固体を対象に micro:bit による電気伝導性の
測定（佐藤ら，2020），また全国大会において
は，溶液中での温度と電気伝導性の連続測定を

可能にする教材実験を報告した（芝原・佐藤，

2021）。中学校理科で扱うダニエル電池を対象
に，簡易な電池の作製方法と，micro:bitにより
電圧変化の測定を行う教材実験を開発した。す

でに報告したニエル電池を探究的に学習する

教材実験に，今回はさらに改良を加え，プログ

ラミングとの連携を工夫した。図 1は，改良し
たダニエル電池である。パックテスト容器の中

に，必要な部品を重ねあわせ，溶液の滴下，半

透膜の開閉により動作が確認できるようにし

た。プロペラの回転と，接続した micro:bitによ
る電圧変化の記録から，ダニエル電池の電圧変

化を確認できる。図 2は，ダニエル電池の電圧
変化を micro:bit で測定後，データをエクセル
表示した例である。半透膜の開閉により，電圧

はほぼゼロから上昇することが確認できる。半

透膜の種類や試薬濃度，電極の種類などを自由

に代えることもでき，ダニエル電池の原理を探

究的に学習できる仕組みとなっている。 

 

  

３ まとめと課題 
 本教材は備長炭電池等にも応用でき，電池の

作製と併せて micro:bit により測定すれば，理
科実験への応用の範囲がひろがる。教員志望の

大学生による実践結果も報告の予定である。 
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 

芝原寛泰・佐藤美子(2021本学会全国大会（群馬
大学）発表論文集 p98 

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（R1～4年 基盤研究 C課題番
号 19K02692代表者 佐藤美子），及び科研費
（R2～4年 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。 

図１ ダニエル電池と接続した micro:bit 
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電気回路の実験指導における効果的な板書に関する調査 

〇藤田貴史 三田村啓佑 恒川雅典 

Takafumi FUJITA，Keisuke MITAMURA，Masanori TSUNEKAWA 

滋賀大学 教育学部 

【キーワード】 理科教育，電気回路，作図，板書 

 

１ はじめに 

 電気分野は小学３年生から毎年学習する重

要な内容であるにもかかわらず，一番苦手な分

野として大学生に認識されている[1]。我々の

調査においても電磁気分野に苦手意識がある

という結果が得られ，様々な意見が寄せられた。

板書は有効な教材提示手法とされている[2]こ

とを踏まえ，電気分野において効果的な実験指

導をするための板書に関して詳しく調べるこ

との意義は大きいと考えられる。 

２ 方法 

豆電球と乾電池を用いる実験を行うことを

想定し，「熱くなるので，乾電池の＋と－を直

接導線でつないではいけません。」という内容

を説明する板書に関する調査を教員養成系大

学生 181名に対し実施した。複数の教科書に基

づき，主として以下の４項目について分析を行

った。 

ア 電気器具のイラストがある 

イ 色を２種類以上使用している 

ウ 注意すべきつなぎ方を示している 

エ 危険性を示す言葉がある 

３ 結果と考察 

上記ア-エに関して回答を３種類に分類し集

計したものを図１に示す。ア-エの全ての項目

を満たした上で，熱くなる原因や適切に接続さ

れた回路図が描かれている回答を A，ア-エを

全て満たしている回答を B，ア-エのうち１つ

でも満たしていない回答を Cとした。Aは全体

の約 18％であった一方，C は全体の約 68％で

あり，エ「危険性を示す言葉」を満たしていな

い回答が多数見られた。危険性が分かるように

文字等で板書に追加することや，近年普及が進

んでいる電子黒板やタブレット端末等の ICT

機器を併用することで，板書を補足するととも

に板書内容が改善されることが期待できる。 

 

 

４ 今後の課題 

ICT 機器と黒板を併用することで児童の安

全な実験実施と内容の理解を助ける効果的な

板書内容について検討を進める。 

謝辞 

設問内容の検討において嶋村太清氏の助言

に感謝する。 

参考文献 

[1] 吉川直志, 沖柚希, 尾崎真帆(2018)「擬

人化による電気回路の理解」『日本科学教

育学会研究会研究報告』Vol.32, No.10. 

[2] 岡崎泰久, 山下千紗, 吉川厚(2020)「学

習者の視覚イメージ特性に着目した板書

形式とスライド形式の教材提示比較実験」

『電子情報通信学会技術研究報告』 

Vol.120, No.192, 7-12. 

図１ 集計結果    名回答 
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自由研究の進め方 

－気圧に着目して－ 

〇田中竣 A，福岡亮治 B 

TANAKA Shun，FUKUOKA Ryoji 

大阪成蹊大学 A，大阪成蹊大学 B 

【キーワード】自由研究 探究活動 気圧 

 

1．はじめに 

 自身が小学生の時に自由研究の進め方に

困惑したことがあった。そのため、自由研

究が宿題となる長期休業の前に自由研究の

進め方に関する授業を行っておくことが重

要になってくるのではないかと考えた。 

「自由研究」の取り扱いについて教科書

の調査を行ったところ、第 4期までは独立

した自由研究のページがなく、第 5期から

取り扱われ始めたことが分かった。さらに、

現行教科書を調査したところ、大日本図書

の２時間の取り扱いを筆頭に、一定の指導

時間を想定した学習計画が設定され、全て

の教科書会社、全ての学年で取り扱われて

いることが判明した。 

本研究では、教科書に記載されている「自

由研究」についての研究を行う。 

2．方法 

以下の手順で研究を行う 

（１）自由研究についての教科書の取り扱

いについて、戦後から現行教科書ま

での記載内容やページ数、指導時間

の取り扱いなどを調査 

（２）同様に自由研究についての教科書の

取り扱いについて、現行教科書６社

の比較調査 

（３） （１）（２）の分析考察 

（４）小学校の自由研究の実践に適した実

践例についての教材研究を行う 

本発表では、（４）の中の１例として、自

由研究のテーマを「気圧」に絞り、「人がぶ

ら下がることが出来る吸盤と気圧の調査」

をテーマに研究を行う。 

＜調査手順＞ 

①市販の吸盤（円形）とゴム板で作成し

た吸盤（四角形）の耐久重量の理論値

と実際の重量を調査する 

② ①をもとに人が安全にぶら下がるこ

とができる装置をゴム板で作成する 

3．結果 

結果を以下に記す 

表１ 市販の吸盤の調査結果 

市販 500g 800g 1.5 ㎏ 

実際の

耐久値 

5 ㎏ 10 ㎏ 12.5 ㎏ 

理論値 10.17 ㎠（㎏） 

直径 3.6 ㎝ 

16.61 ㎠（㎏） 

直径 4.6 ㎝ 

21.23 ㎠（㎏） 

直径 5.2 ㎝ 

平均 約 4.7 ㎏ 約 9.5 ㎏ 約 12.2 ㎏ 

損失率 約 50％  約 40％ 約 40％ 

表２ ゴム板で作成した吸盤の調査結果 

■ゴム板 10×10 ㎝ 20×20 ㎝ 

1 点止め 

20×20 ㎝ 

4 点止め 

実際の 

耐久値 

11.5 ㎏ 

 

20.5 ㎏ 

 

12 ㎏ 

 

理論値 100 ㎠（㎏） 400 ㎠（㎏） 400 ㎠（㎏） 

平均 約 14.3 ㎏ 約 21.7 ㎏ 約 16.5 ㎏ 

損失率 約 86％ 約 95％ 約 96％ 

4.考察 

 今回の調査の結果、理論値と実際の結果

が大きくかけ離れていることが判明し、形

状等で数値が変わることが分かった。 

※まとめ含めた詳細は本発表で報告します 

参考文献 

文部科学省（2017） 

「小学校学習指導要領理科」など 
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紫外線の生物への影響を観察するための生物材料の検討 
 

○鵜澤武俊，串田一雅 

Taketoshi UZAWA, Kazumasa KUSHIDA 

                          大阪教育大学  

【キ－ワード】 環境教育，紫外線，観察，生物への影響 
                                                 

１ 目 的 

 「高等学校学習指導要領（平成 30年告示）解説
理科編理数編」には，中央教育審議会答申からの

理科に関する改善事項が掲載されている。この改

善事項に含まれる指摘は，ⅰ）「主体的・対話的

で深い学び」の実現，ⅱ）教材や教育環境の充実

についての指摘などである。指摘のⅱ）において

は更に，生徒が問題の発見・解決に向けて主体的・

協働的に学習を進めることができるものとする配

慮や，生徒の興味・関心等に応じて意欲的に学習

を進め，考えを広めたり深めたりして行くことが

できるようにする配慮などが要請されている。こ

のような要請を実現するため，観察・実験を通じ

て仮説を検証するために効果的な教材の開発の重

要性が指摘されている。このような状況下で実験

教材の開発を行う場合，日本国内の多くの高等学

校で入手・使用が可能な材料を用いることが必要

である。また学習を行う生徒がなるべく興味をも

ちやすい教材が望ましいと考えられる。 
 ところで近年は地球環境問題が盛んに取り上げ

られており，これについての報道も多く，生徒が

興味を示しやすいと考えられる。地球環境問題の

中にオゾン層の破壊があり，この破壊により地表

への紫外線が増加する。紫外線は種々の化学反応

を誘起し，生物にも影響を与えるために注目され

ている。このようなことから，紫外線に関する教

材は，生物への影響を観察するものが，生徒が興

味を持ちやすい教材になることが期待できる。そ

のため本研究においては，簡易な紫外線光源を用

いて紫外線の生物への影響を観察する教材の作成

を目指している。その一環として，今回は教材に

使用可能な生物材料の検討を行った。 
 これまでの報告では生物材料として大腸菌を用

いたが，今回はそれに加え，松田（2004）が用い
たバナナ果実，丸山・中西（2013）が用いた植物
種子も使用し，紫外線感受性の比較を行った。 
２ 方 法 

実験材料として，紫外線光源はNational殺菌灯
GL-15 を使用した。大腸菌は Escherichia coli 
NBRC3301株，バナナ果実はスーパーマーケット
で購入した市販品，植物種子はアカツメクサ種子

を使用した。紫外線照射前の大腸菌は LB培地で培

養し，照射後はデゾキシコレート培地で培養した。

植物種子の発芽には，プラスチックシャーレとろ

紙を使用した。 
実験方法について，全ての生物材料は殺菌灯か

ら 30 cmの距離で紫外線を照射した。 

 大腸菌は LB培地で一晩培養し，培養物を希釈後

にデゾキシコレート培地に塗布し，紫外線照射を

行い，暗所で一晩培養後にコロニー数を測定した。

バナナ果実は房から分け，個別の果実にした後に

紫外線照射を行い，室温で暗所に２日保管した後

に写真撮影した。植物種子は水で湿らせたろ紙を

シャーレに入れ，種子をろ紙上に１日置いて発芽

させ，紫外線照射を行い，暗所で２日育成後に写

真撮影した。 

３ 結 果 と 考 察 

 大腸菌では紫外線を２分間照射することにより

コロニーは出現しなくなった。バナナ果実では紫

外線 16分間照射から黒化が見られ始め，64分間
照射により明瞭に黒化した。植物種子では 20分間
までの紫外線照射では成長が阻害されなかった。 
松田（2004）によるとバナナ果実では 2分間の
紫外線照射により黒化すると示されていたが，今

回はより長時間の照射が必要であった。植物種子

について丸山・中西（2013）によると 20分間の照
射が適切であると示されているが，今回の結果か

らは，より長時間の紫外線照射が必要であると考

えられた。 
４ まとめ 

 本研究では用いた生物材料の相対的な紫外線感

受性が明らかになった。感受性が最も高かったも

のは単細胞生物の大腸菌であった。多細胞生物で

あるバナナと植物種子の感受性は大腸菌よりも低

くなった。 

引用文献 

松田仁志（2004）『植物の観察と実験を楽しむ』
裳華房． 
丸山望・中西史（2013）「植物の伸長生長に対す
る紫外線の影響と光回復の教材化」『生物教育』

第 53巻，第 4号，230-230． 
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つまようじ 

水溶性インク 

自分の興味、こだわりの探究 

－ボールペンをテーマにして－ 
○辻本 菜々巴, 村上 忠幸 

Nanaha TSUJIMOTO, Tadayuki MURAKAMI 

京都教育大学 

【キ－ワード】 書きやすさ、ボールペン、こだわり、探究 

 

１ はじめに 

 筆者は、幼稚園の頃から工作や「お絵描き」
が大好きだった。当時は色鉛筆を使ってそのよ
うな活動行っていたが、小学生になってボール
ペンの存在を知った。それ以来、ボールペンの
書き心地、色の多様さにとても魅力を感じるよ
うになった。そして、小学生のころから現在ま
で、たくさんのボールペンを集めてたくさん書
いているうちに、自分の好きなボールペンの種
類に強いこだわりを持つようになった。しか
し、そのこだわりは自分の中にイメージとして
漠然とあるものであるために言葉で表現でき
ないものだった。そこで、自分が持つボールペ
ンへのこだわりについて探究することにし、好
きなものを探究する過程で生じる課題の乗り
越え方を経験し、探究の支援に役立てることを
目的とした。 
２ 研究の経過 
【実験 1】書きやすさを感じる要素 
（方法）自分が「書きやすい」 
と感じる要素を探るため、つま 
ようじやティッシュなどの 10種 
類の身の回りのものに水溶性の 
インクを付けて紙に書く実験を 
行い、感じたことや疑問に思った 
ことを記録した。 
(結果）表１ 書いて感じたこと 

表 1の実験を通して感じたことから、書きや
すいと感じるためにはインクやペン先、持ち
手の状態が大きく関係している。条件にする
と、ⅰ)インクの濃さ、ⅱ)ペンの持ち手、ⅲ)
ペン先の固さ、ⅳ)ペン先のすべりⅴ)インク
のかすれが書きやすさの要素であった。これ
らの要素は、測定可能なものと感覚的なもの
の両方を含んでいた。 
【実験 2】インクの吸収量と書ける量の関係 
どのようにすればインクがたくさん出るの
かを調べるため、インクの吸収量と書ける量の
関係を以下の方法で探った。 
（方法）(１)材料にインクを 5 秒、30 秒、60
秒つけた時のインクを吸収した量（以下吸収
量）を測定した。 
(２)インクを付けた材料をコピー用紙にイン
クがなくなって書けなくなるまで面を塗って
埋めていき、何枚分塗ることが出来たか（以下
「書けた量」）また何枚目でインクがかすれ始
めたかを記録した(以下「濃く書けた量」） 
(３)吸収量と書ける量に関係があるのかを調
べるため、インクの吸収量と書ける量、吸収量
と濃くかけた量の関係を調べた。自分の中で最
低限必要である「インクが出る」状況を、どの
ようにして作ることが出来るのかに興味を持
ったため、以上の実験を行った。 
（結果）・実験から、吸収量を増やすことで書
けた量、濃く書けた量を増やすことができ
る。一方でティッシュ、脱脂綿、キムワイプ
は吸収量を増やしても濃く書けた量を増やす
ことができないということが分かった。 
３ まとめと今後の展望 
書きやすいと感じるために必要な要素の条
件を揃えると、新たな要素を見つけられた。
今後は、更にこだわりについての探究を進め
る中で感じたことを記録し、探究に必要な支
援について（村上、2021）検討したい。 
４ 参考文献 
・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一考察．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． 

材料 感じたこと 

ティッシュ 持続力が高く書きやすい 

キムワイプ 持続力が高く書きやすい 

つまようじ ペン先固くて書きやすい 

テープ 書きにくい(書けない) 

針 書きにくい(書けない) 

糸 持ち手がなく書きにくい 

ゴム手袋 すぐ消えて書きにくい 

ガラス管 紙にひっかかって書きにくい 

木の枝 ペン先固くて書きやすい 

ハサミの刃 書きにくい(書けない) 
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凸レンズの仕組みと目のつくりを関連付ける目のモデルの実験教材 
○加山敦子，石原諭 

Atsuko KAYAMA, Satoshi ISHIHARA  

兵庫教育大学 

【キ－ワード】 目のつくり，感覚器官，凸レンズ，目のモデル，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 

文部科学省（2018）は，眼鏡やカメラなど光

の性質やレンズの働きを応用した身の回りの

道具や機器などを取り上げ，日常生活や社会と

関連付けて理解させると述べている。また，感

覚器官がそれぞれの刺激を受け入れるつくり

になっていることを理解させると述べている。 
これらの単元は学年が異なる。目のつくりの

学習時に紹介されている図には光線が示され

ず，各部の名称と「レンズは光を屈折させて網

膜上に像を結ぶ」等の簡単な説明が記されてい

る。このため座学中心となり，生徒は用語の暗

記で済ます傾向にあると考えられる。この問題

を解決すべく，加山（2019）は，直接体験でき

る目のモデルの実験教材を開発した。 
２ 方 法 

（１）開発した目のモデルと教材化 

図１は目のモデルの設計図と製作した実物

である。本体は黒色プラスチック段ボールとカ

ラーボード，スクリーンは半透明ポリ袋であり，

接着は黒色布ガムテープで行った。虫眼鏡は A

（f = 20 cm）と B（f = 10 cm）を用意した。

虫眼鏡 B では前席の友達の像は結ぶことがで

きるが，机上の本の像は結ぶことができない。 

このような目のモデルを 2人に 1組配布し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 目のモデルの設計図（上）と実物（下） 

て生徒実験させ，凸レンズの仕組みと目のつく

りを関連付ける授業展開（表 1）を計画した。 

（２）授業実践と意識調査 

2019 年 7 月に中学校第 2 学年 3 クラスを対

象に授業を行った。授業後に表 2の意識調査を

実施した（N＝103）。 

３ 結果と考察 

回答を「大変そう思う，そう思う」のグルー

プと「そう思わない，全くそう思わない」のグ

ループに分けて，χ2 検定を行ったところ，す

べての調査項目において1％水準で有意差が見

られる。いずれも同意する回答が多い。 

以上のことから，目のモデルの実験教材は，

凸レンズの仕組みと目のつくりを関連付ける

ことに一定の効果が期待できるものと考える。 

表１ 目のモデルを用いた授業展開（1時限分） 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 意識調査の項目と内容 

 

 

 

 

 

 

引用文献 

加山敦子（2019）「一人ひとりが体験できる実験

観察:「目のモデル」の活用例」『日本科学教育

学会研究会研究報告』第 33 巻，第 7 号，49-52． 

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． 

滝川洋二「眼に映る本当の風景 (No.202)」

Retrieved from//site.ngk.co.jp（ accessed 

2018.09.18）． 

 
 

 
 

加山（2019） 

物体 凸レンズ スクリーン 

約 110cm 約 11cm 

半透明ポリ袋 虫眼鏡 B ブロック 

1 目のモデルは使いやすいか

2 目のモデルを自分で操作し実験結果を確認できたか

3 目のモデルの実験に満足しているか

4 自分から調べたいと思って授業に取り組めたか

5 授業の中で自分の考えを人に伝えたか

6 学んだことについて感動したところはあったか

実験教材に関する項目

主体的態度に関する項目

実験１

実験2

実験3

実験4

実験5

天井の蛍光灯を虫眼鏡A（f =20cm）を使って机に映す

目のモデル（f =10cmを使って前席の友達をスクリーンに映す

目のモデル（f =10cm)を使って机上の本をスクリーンに映す

目のモデル（f =10cm)2個の中央に置いた物体をスクリーンに映す

自分の目の盲点を探す

2つの目で同時に見るとそれぞれの像は全く同じかを調べる

距離の近い物体のピントを合わす方法を考える

目が光の刺激を受け入れるつくりを目のモデルで考える
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エサ（オリエンタル酵母） 

かえし 

新聞紙 

ペットボトルの上部を
切り取り、反対に向け
てつけた 

段ボール 

シャーレ 

水 

エサ 

ペットボトルの上部を
切り取り、反対に向け
てつけた 

エサ 

エサ 

腐葉土 

「虫嫌い」を探る 
―ゴキブリの飼育を通じて― 

   藤嶋一輝、村上忠幸 
Itsuki Fujishima,Tadayuki Murakami 

京都教育大学 
【キーワード】ゴキブリ、虫嫌い、飼育、授業開発 

 
１ はじめに 
筆者は幼少期、兵庫県の田舎に住んでいたため昆
虫を触る機会は多く、昆虫に対して苦手意識をもつ
ことはなかった。しかし、引っ越しや土地開発など周
りの環境の変化により昆虫に触れる機会は減り、昆
虫に対して苦手意識をもつようになった。しかし現
在は、昆虫に対する苦手意識はほとんどない。自分が
苦手だと感じたものにも時間をかけて苦手を克服し
ようとするからだ。しかし、ゴキブリだけは克服でき
なかった。筆者はもう一度ゴキブリと向き合うため、
飼育を始め、自分の気持ちを記録した。その結果から
虫嫌いはなぜ起こるのかを探った。 
２ 活動の記録 
クロゴキブリ（以降ゴキブリとする）について自身
の経験を優先するため、文献等の調査をせずに飼育
を行い、行動、思考、感情を記録した。以下、経時的
に飼育経験を示す。 
・7月上旬： 死んでいたゴキブリをティッシュで捕
まえた。落とし穴式トラップⅠ作成した（図１）。 
 
 
 
 
             

図１ トラップⅠ 
・7月下旬：新たな落とし穴式トラップⅡを作成した
（図２）。夜間のゴキブリ採取を開始した。 
 
 
 
 
 
 

図２ トラップⅡ       
・8月上旬：ゴム手袋をしてゴキブリを触った。Web
上でゴキブリを触る動画を視聴した。 
・8 月下旬：一匹ずつ観察するため、ゴキブリを

300mLビーカーに入れ、ネットをかぶせた（図３）。 
・9月上旬：ビーカーの内側にバターを塗りゴキブリ
が登れないようにして落とし穴式トラップⅢを作成
した（図４）。幼齢期のゴキブリを直接触った。 
 
 
 
 
 
 
 図 3 飼育環境 （ビーカー） 図 4 トラップⅢ 
・9月下旬：ゴキブリの足を顕微鏡で観察したり、標
本を作った。飼育環境は虫かごの中に腐葉土を敷き、
ゴキブリが好む狭くて暗い場所を段ボールで作った。
また餌と水もシャーレに入れた。さらにゴキブリが
虫かごを登れないようにするため、壁の上部にはバ
ターを塗った（図５）。                
 
 
 
 
 
          図５ 飼育環境 （虫かご）       
３ 飼育経験の結果（ポートフォリオより） 
以下のことができるようになった。 
・袋などを介して間接的に触れることができた。 
・見ても驚かなくなった。 
・いそうな場所が分かるようになった。 
・独自な飼育方法が確立できた。 
・捕獲法が安定した。 
４ 今後の展望 
虫嫌いやゴキブリの文献を調査を行う。 
また自分の飼育経験を追体験できるような授業づく
りを行う。 
〈参考文献〉 
日高俊一郎（2005）虫嫌いの構造仮説 日本科学教
育学会研究会研究報告 2005年 20巻 4号 

バター ネット 

ビーカー 
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基礎的内容と探究的能力の一体的な学びを志向する 
高校物理の授業デザインに関する一考察 

 

○平賀直志 1，庭瀬敬右 2  

Tadashi HIRAGA, Keisuke NIWASE 
1兵庫県立星陵高等学校，2兵庫教育大学 

【キ－ワード】 構造，教科の見方・考え方，ナラティヴ，リサーチプログラム論 
 
１ 背景 
 知識（基礎的内容）と思考力（探究的能力）とを
一体的に学ばせようとする動きが世界的に活発化
している。平成 30 年改訂の高等学校学習指導要領
で示された教科の見方・考え方の学びへの転換も，
このような動きの1つとして捉えることができる。
この改訂を通して，普段の授業でしばらく基礎的内
容が教えられた後に難度の高い探究的活動へと向
かうような従来の教科授業から，普段の授業におい
ても基礎的内容と探究的能力とが一体的に学ばれ
る教科授業へと転換が図られている。しかし各教科
レベルでこの転換に向けた授業改善策について十
分に検討されているとは言えない。 
このような基礎的内容と探究的能力の一体的な
学びを志向する世界的な動きは，ブルーナーが「構
造」という概念を通して主張した考え方を理論的源
流とするものである（奈須，2020）。ここで「構造」
とは，膨大な知識を構造的に理解することを可能に
する基本的概念のことである。例えば万有引力につ
いての基本的概念（「構造」）を様々な天体の運動（基
礎的内容）と意味深く関係づけて理解することがで
きたならば，その随意性は高まり，宇宙旅行に飛び
立つのにどれだけのエネルギーが必要になるかを
予測することも可能になるだろう（探究的能力）。 
一方で，これまで「構造」の学びは，「物理を学
ぶには物理学者のするように学ぶべき」というよう
に，学問の最前線と同質の探究過程を通して学ぶと
いう側面ばかりが強調されてきた。後年にブルーナ
ーは知識の構造化が人間本来の２つの思考様式（論
理－科学的思考，ナラティヴ的思考）を通して進む
ことを指摘しているが（ブルーナー，2004），この２
つの思考様式の側面から「構造」の学びについて教
科授業レベルで論じられた研究は見られない。ここ
で，ナラティヴとはストーリーづくりのことである。 
２ 目的と方法 
本研究では，基礎的内容と探究的能力の一体的な
学びを志向する高校物理授業のデザインの観点を
導出することを目的とする。そして「構造」の学びを，
まず物理学の探究過程を通した学びとして解釈し，
次に人間本来の２つの思考様式を通した学びとして
解釈することを通して，その観点導出につなげる。 
３ 物理学の探究過程を通した学び 
 人間の思考がつくり上げる秩序には連続性があ
るとする立場（構造主義の立場）から，物理学者が
するように学ぶのが子どもにとって最も容易な「構
造」の学び方だとブルーナーは主張している。その
ため,「構造」の学びを解釈するには，物理学者が基
本的概念（「構造」）をその探究過程の中でどのよう

に機能させているのかを解釈する必要がある。 
そのような機能の解釈に示唆を与える科学論と
してリサーチプログラム論があげられる。この科学
論によれば，物理学は見出された基本的原理の含意
（基本的概念）が補助的仮定によって肉付けされる
ことにより展開されていくものとして捉えること
ができる。例えばニュートンの重力理論の初期の過
程においては，見出された万有引力の法則の含意
（基本的概念）が，太陽を静止した点だと仮定する
こと（補助的仮定による肉付け）により展開され，
惑星運動を論じることを可能にしている。 
 以上から，高校物理における「構造」の学びを，
「広範囲の現象を説明できるように，物理の基本的
概念を見出し，基本的概念を肉付けする補助的仮定
を見出す過程を通して，基本的概念の随意性（抽象
性）を高める学び」として解釈することができる。 
４ 人間本来の２つの思考様式を通した学び 
 後年のブルーナーの主張に従えば，「構造」の学
びは「相補関係にある２つの思考様式を通して基本
的概念を構成する学び」とも解釈できる。例えば「ど
うして豆電球を並列につないでも明るさは変わら
ないのだろうか」という自分の疑問について考える
子どもは，疑問を解決するストーリーづくり（ナラ
ティヴ）を通して最終的に「電池が制御しているの
は電流ではなく電圧であり，並列にしても豆電球の
電圧は変わらない」というストーリーの本質をつか
むことになる（ナラティヴ的思考）。この過程では
水流モデルを用いた論理的記述やオームの法則を
用いた計算（論理－科学的思考）を通してストーリ
ーづくりの着想を得ることになるのであり（相補関
係），その結果として水流モデルで表現されるよう
なキルヒホッフの法則についての基本的概念の意
味深い理解へと進んでいくものと考えられる。 
５ 授業デザインの観点の導出 
上述した２つの解釈から，「相補関係にある２
つの思考様式（論理－科学的思考，ナラティヴ的
思考）により，広範囲の現象を解釈・説明できる
ように，物理の基本的概念を見出し，基本的概念
を肉付けする補助的仮定を見出す過程を通して，
基本的概念の随意性を高める学びをデザインす
る」という授業デザインの観点が導出できる。 
６ 今後の課題 
 今後は，導出した授業デザインの観点による授業
実践を通して観点の妥当性を検証する予定である。 
引用文献 
奈須正裕（2020）『次代の学びを創る知恵とワザ』ぎょうせい. 
ブルーナー，J. 岡本夏木・池上貴美子・岡村佳子訳(2004)『教
育という文化』岩波書店． 
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  外来生物に対する学生の認知状況とその課題 

－小学校教員養成課程の学生への調査より－

○秋吉博之 1，松尾菜央 2

Hiroyuki AKIYOSHI, Nao MATSUO 

 1和歌山信愛大学教育学部，2大阪府和泉市役所 

【キ－ワード】 学習指導要領，環境教育，教員養成課程，外来生物 

１ 目 的 

環境省はこれまで外来生物問題等への認知

度調査を行ってきた。また，土井ら（2015）は，
教科書での外来生物の取扱いを分析し，小学校

での授業実践に関する研究を行った結果「小学

校で外来種問題を扱うことが検討されてもよ

いのではないか」と論じている。

本研究では，小学校教員養成課程の学生が外

来生物問題をどの程度認知しているか，小学校

で外来生物を扱うことについてどのように考

えているかを明らかにする。そしてこの調査結

果から，教員養成課程での外来生物問題につい

ての課題を検討する。

２ 方 法 

環境省の「平成 26 年度外来生物問題等認知

度調査」及び，水野ら（2005）が行った 20 代

を対象としたインターネット調査と三重大学

の学生を対象としたアンケート調査を参考に

質問紙を作成し，小学校教員養成課程の学生に

対して調査を行った。調査は 2017年 7月に実

施し，58名（男子学生 27名，女子学生 31名）

から回答を得た。 

３ 結 果 

 「外来生物」等の語句自体は認知度が高いが，

それらがもたらす影響についての知識には，多

くが自信がないと回答した。そして，野外で届

け出るべき生物を発見したとしても，その対処

法が分からず，適切に対応できていないとの回

答から，知識が不足していることが分かった。

また，外来生物は「在来種に悪影響を及ぼすも

の」というイメージを持っている人が多いこと

が分かり，野外に放すことで生態系に影響を及

ぼしてしまうのは外来生物であるという認識

があることが分かった。 

４ 考 察 

学生の外来生物問題に対する認知度はあま

り高くないといえる。一方で，外来生物のもた

らす影響については，「小学校の学習に取り入

れるべき」という意見が圧倒的に多く，小学校

で学ぶことで，様々な効果が期待されるとして

いる。 

 小学校教員養成課程の学生には，外来生物に

ついて実際の対応の仕方や外来生物を含む生

物の取扱いについて，学びの場を設定すること

が必要と考えられる。

５ 今後の課題 

ヒアリやセアカゴケグモなど，毒性のある外

来生物が注目を集める傾向にあるが，外来生物

問題はそれだけではなく，直接は実感しにくい

生態系等への影響も含まれている。このような

外来生物問題の本質を理解することは，解決の

ために行動していくうえで必要であり，学生の

うちに外来生物問題を深く学ぶ機会を設定す

ることは大切である。現行の小学校学習指導要

領では，外来生物がもたらす影響について取り

扱われていない。今回の調査を踏まえて，さら

に詳細な調査を実地して，小学校教員養成課程

での外来生物問題についての取扱いについて

検討したい。

引用文献 

土井徹・林武広（2015）「外来種の取り扱いに
関する教科書分析と授業実践による児童の

認識の変容－小学校における環境教育の新

たな展開に向けて－」『科学教育研究』第 39
巻，第 3号，212-224 

水野敏明・中井克樹・池田三郎（2005）「外来
生物リスク問題に関する市民の認知と社会

的ガバナンスへの要件―早期警戒と事前対

応型リスクマネジメントに向けて―」『社会

技術研究論文集』第 3巻，269-278 
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観察場面におけるルーブリックの活用 

身近な植物の観察を題材として 

 

○松尾佑樹 1，木村憲喜 1,2 

Yuki Matsuo, Noriyoshi Kimura 
1和歌山大学大学院教育学研究科，2和歌山大学教育学部 

【キ－ワード】 ルーブリック，観察，スケッチ，理科授業，中学校 
 

１ 目 的 

 観察場面においてスケッチを行う際、生徒に

とっては「何をどの程度書けば良いのかわかり

づらい」「絵が苦手だから理科のスケッチも苦

手だ」という意見をよく耳にする。本研究は、

①観察場面におけるルーブリックの活用によ

り、生徒の理解を高めることができる、②ルー

ブリックにより明確な評価基準を示すことで、

スケッチやメモなどの記録の完成度が上がる、

という 2 つの仮説を立て、検証することを目的

として授業実践を行なった。 
２ 方 法 

（１）調査対象 

和歌山市の X中学校の中学１年生 79 名 

（２）実践内容 

身近な植物（イチゴ、キュウリ、エンドウ、ト

マト、リンゴ）の果実などを観察し、内果皮や

外果皮、偽果などについて学習した。観察する

際にはルーペを用いた。生徒の記述と、教師が

解説した内容のメモを区別するために、解説に

よるメモは色を変えて記述させた。 

（３）ルーブリックについて 

本研究で用いたルーブリックを以下に示す。

また、生徒には「観察ガイド」として配布し、

A 評価〜C 評価の例をアンカー作品として例示

した。 
表１ 観察スケッチ用ルーブリック 

３ 結 果 

 ワークシートには 2 つの選択式の設問を用

意し、授業の理解度や観察ガイドの使いやすさ

を調べた。 
設問内容は、設問１「今日の観察が理解でき 
 

 
た」、設問２「観察ガイドの使い方は理解でき

た」として、それぞれ「よく当てはまる」を 4、

「まあ当てはまる」を 3、「あまり当てはまら

ない」を 2、「全く当てはまらない」を 1とす

る 4件法で記入させた。 
表２ 各設問の回答結果 

※記入漏れ 4 名 

４ 考 察 

本研究の結果では、「今日の観察について

理解できた」という設問について、全員が肯

定的な回答をしている。このことから、ルー

ブリックを用いることでより熱心に対象物を

観察し、理解を深めることができたと考えら

れる。また、「観察ガイドの使い方は理解で

きた」という設問についても、肯定的な回答

をした生徒が多い。スケッチやメモなどを記

録しながら観察を行うという作業について、

「何ができれば A 評価なのか」という部分が

明確になることで、観察を行いやすかったと

考えられる。 

５ まとめ 

 本研究では、身近な植物の果実などを観察

し、記録する場面でルーブリックを用いる実践

を行なった。その結果、生徒にとってルーブリ

ックを用いることは観察の対象物についての

理解の助けになることが明らかになった。さら

に、スケッチやメモなどについては、具体的に

評価基準を示すことで、どのように記録すれば

良いのかが明確になり、記録の完成度が上がる

ことがわかった。 

引用文献 

塚本泰平・清水誠（2016）「ルーブリックを教

師と生徒で作成する効果-体細胞分裂の観察

を事例に-」『埼玉大学紀要』第 55巻，1-6． 

 設問１ 設問２ 
選択番号 ⼈数（⼈） 割合（％） ⼈数（⼈） 割合（％） 

4 65 86.7 64 85.4 
3 10 13.3 10 13.3 
2 0 0 1 1.3 
1 0 0 0 0 
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