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教職課程受講生の電子黒板に関する理解〜高校生物を例に〜	
	

○森長真一	

Sin-Ichi	MORINAGA	

日本大学生物資源科学部	

【キ－ワード】	 電子黒板，教員養成，生物基礎・生物，質問紙調査	

	

１	 目	 的	

	 文部科学省は、10 年以上前から『教育の情

報化の推進』を掲げてきた。特に 2016 年 7 月

には『教育の情報化加速化プラン〜ICT を活用

した「次世代の学校・地域」の創生〜』が示さ

れ、それ以降、小・中・高等学校のそれぞれに

おいて教育の情報化がさらに進んでいった。

ICT 機器である電子黒板については、『授業が

もっとよくなる電子黒板活用』を公開しその普

及に努めてきた。	

	 しかしながら、教職課程 4 年生からは「教育

実習で初めて電子黒板を使用しなければなら

ず不安である」という声を頻繁に耳にする。母

校で教育実習を行う者がほとんどであるが、自

身が中高生の時には電子黒板が導入されてお

らず、卒業後に導入されたため、教育実習時に

はそれを使用して授業を行わなければならな

いとのことであった。	

	 そこで、電子黒板に関する教職課程受講生の

理解・経験についての質問紙調査を実施し、そ

の分析結果に基づいて、教職課程科目の授業に

おいて、何をどのように教えるべきかを検討し

た。これらの結果を活用することで、より多く

の学生が電子黒板を用いた授業を円滑に実施

できるようになることが目的である。	

２	 方	 法	

	 日本大学生物資源科学部・教職課程におい

て、2017 年〜2020 年度入学生（各 33 名、33

名、67 名、88 名）を対象に、電子黒板に関す

る質問紙調査を実施した。その結果に基づい

て、1.電子黒板に対する理解度、2.中高教員に

よる電子黒板の使用率、3.生徒としての電子黒

板の使用率（教職課程受講生による使用経験

率）、4.電子黒板を使用した生物の授業に対す

る考え方（2018・2020 年度入学生のみ）につ

いての分析を行った。	

３	 結果と考察	

（１）電子黒板に対する理解・経験	

	 入学年度が最近になるにつれて、全体として

電子黒板への理解と経験の程度が高まってい

ることが分かった。これは中高において年とと

もに電子黒板の導入が急速に進んでいること

を示している。	

図１	入学年度ごとの電子黒板への理解・経験	

（２）電子黒板による生物の授業への考え方	

電子黒板を使うことで、生物のどのような内

容や単元を教えやすくなると思うかを問うた

ところ、生物基礎「生物の特徴・ヒトの体の調

節」、生物「生命現象と物質・遺伝情報の発現

と発生」に関する単元が多く含まれていた。一

方で、主に個体以上の大きなスケールの現象に

関する単元（生態、進化など）については、ほ

とんど挙げられていなかった。	

図２	高校生物における電子黒板の利用予定	

４	 まとめ	

	 中高では年とともに電子黒板の導入が急速

に進んでおり、教育実習で使用する事になるは

ずの教職課程受講生に対しては、電子黒板につ

いての詳しい説明が必須であることが分かっ

た。また、生物学を教える上では、目に見えな

い小さなスケールの現象だけでなく、目に見え

るけれども理解の難しい現象等について、電子

黒板を使って如何に分かりやすく教えるかを

意識させることが必要であることが分かった。 
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昭和戦前期の茨城県稲敷郡における科学教育 

―金江津小学校長高橋熙による「体験教育」の原理と実践に着目して― 

 

〇中村竜征¹，国谷直己²，宮本直樹³ 

NAKAMURA Ryusei，KUNIYA Naoki，MIYAMOTO Naoki 

¹’³茨城大学教育学部，²川村学園女子大学教育学部 

【キーワード】 高橋熙，科学教育，金江津，江戸崎小学校，大須賀小学校 

 

１ はじめに 
 高橋熙は 1925 年に茨城県稲敷郡金江津小学
校の校長として赴任すると，「体験―表現―了
解」の「連関」を基盤とした「体験教育」（以
下「」略す）の原理を提唱・実践した．しかし，
体験教育は金江津小学校のみで展開された教
育ではないのである．『茨城教育』(1928a)では，
高橋が当時の稲敷郡内の小学校に影響を及ぼ
していたことが指摘されている． 
高橋の体験教育は，児童と教師と教材との

「連関」も重視していた．特に教材には環境教
材を含んでいる．金江津の属する稲敷郡は利根
川近郊に位置しており，農業が盛んな地域であ
る．また，稲敷郡は郷土の文化や自然も豊富で
ある．体験教育は上記のような環境教材を活用
した教育であるため，必然的に科学教育的側面
が強くなる．そこで，本研究では体験教育の実
態を解明することとした． 
２ 研究の方法 
 体験教育は金江津小学校以外でも展開され
ていた．なお，高橋が校長として金江津小学校
に在籍していた期間の金江津小学校に関する
文献のほとんどは，洪水によって紛失している
ため，その教育の展開は不鮮明である．体験教
育の展開が確認できた稲敷郡内の小学校は，江
戸崎小学校と大須賀小学校（現在，あずま西小
学校）である．したがって，本研究では高橋の
提唱した体験教育が稲敷郡内の小学校におい
てどのように実践され，体験教育の原理がどの
ように関連していたかについて検討する． 
３ 結果と考察 
 『茨城教育』（1928a）において，江戸崎小学
校訓導小松崎軍次は，科学的生活の指導の方法
と称し，科学を自然科学（理科）・論理科学（算
術）・文化科学（国史，地理，家事）の 3 つに
分類した．そして，その実践について，自然科
学指導では動物飼育や害虫駆除，論理科学指導
では数量生活の実習，文化科学指導では神社の
活用等の科学教育の展開を確認することがで
きた．しかし，これらの実践は「体験―表現―

了解」のうち「体験」の段階でとどまっており，
反省や「再体験」を通じて「表現」や「了解」
へ発展する場面は見受けられなかった． 
 『茨城教育』（1928b）において，大須賀小学
校訓導中島積善は，学校内外の環境教材を活用
し，低学年において遊戯を中心とした体験的な
科学教育を進めていた．その象徴的な実践が，
蝉を題材とした科学教育である．まず 1 日目に
校外へ赴き，蝉を観察した．これは「連関」要
素の「体験」の段階にあたる．2 日目では，1 日
目で「体験」したことを振り返り，再度蝉につ
いて観察・思考することで，「認識的学習」と
自己の精神的体験を「体験」する「体験的学習」
を行った．さらに，学級全体で発表し，他者の
意見に触れることを通じて，他人の精神的体験
を個人が「体験」することである「再体験」を
も実践していた．「表現」の要素は，「認識的学
習」と「体験的学習」であるから，大須賀小学
校の科学教育では「表現」をも実践していたこ
とになる．また，「再体験」により「体験」と
「表現」が循環することで，児童は教科横断的
に多角的に蝉という生命について「了解」を目
指していた．つまり，この実践事例において大
須賀小学校の科学教育では，体験教育の原理で
ある「体験―表現―了解」の「連関」を低学年
にて展開していた． 
４ おわりに 
 大正後期から昭和前期における茨城県南西
部では，金江津，江戸崎，大須賀の 3 校はいず
れも稲敷郡に位置していたため，その環境教材
に大差はない．そして環境教材を活用し，江戸
崎小学校では「体験」のみを実践した科学教育，
大須賀小学校では「体験―表現―了解」の「連
関」を実践した科学教育を展開していたと思わ
れる．しかし，本研究は文献調査を主たる研究
方法としているため，その実態を網羅的に解明
することは極めて難しいことを附言する． 
引用文献 
茨城教育(1928a)『第 526 号』茨城県教育会． 
茨城教育(1928b)『第 519 号』茨城県教育会． 
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科学的探究を構成する要素に関する研究 
－学術論文の形式を手がかりとして－ 

◯越智 拓也 

OCHI Takuya
国立教育政策研究所

【キーワード】科学的探究，学術論文，IMRaD，ムーヴ

はじめに 
理科という教科の親学問である自然科学が，どの
ようなプロセスで科学的知識が生産するのか，すな
わち科学的探究の在り方は，理科教育の目的・方法・
内容に大きな影響を与えてきた。翻って，言語学に
おいては，自然科学における学術論文がどのように
記述されるのかを分析することを通して，学術論文
の構成要素について研究されてきた (e.g., Swales & 
Najjar, 1987) 。学術論文を構成する要素から論考す
ることは，理科教育における科学的探究の在り方を
検討する上で，一つの視点となり得ると考える。そ
こで，本研究では，学術論文の構成要素から，科学
的探究を構成する要素について検討することを目
的とする。 
本研究では，まず，学術論文の構成要素について，
言語学のうち，特にアカデミック・ライティングに
関する文献を精査した。次に，言語学から得られた
知見を基に，学術論文の構成要素から，理科教育に
おける科学的探究への応用について検討した。 

Ⅰ 学術論文の構成要素 
アカデミック・ライティングにおいては，（主とし
て自然科学における）学術論文の形式として，
IMRaD (Introduction, Methods, Results and Discussion) 
が広く知られている（中谷，2016；Sollaci & Pereira, 
2004）。この IMRaDのそれぞれのセクションを構成
するまとまりとして，ムーヴ (move) が挙げられる 
(Swales, 1990) 。このムーヴとは，論文の中での役割
や伝達内容によって区切られた，いくつかの文のま
とまりである（中谷，2016；Nwogu, 1997）１）。 

Nwogu (1997) は，医学系の国際的なジャーナルか
ら無作為に選んだ 15 の学術論文を分析し，表に示
すような11のムーヴを抽出している。Nwogu (1997) 
では，ムーヴ２～５，７，９，10は「標準的に必須
なムーヴ」(normally required moves) ，それ以外のム
ーヴ１，６，８は，「選択的なムーヴ」(optional moves) 
とされている。 

Ⅱ 理科教育における科学的探究への応用 
Nwogu (1997) の抽出したムーヴを事例として援
用し，理科教育における科学的探究への応用につい
て検討する。 
まず，「標準的に必須のムーヴ」となっているもの
は，理科の授業においても，観察・実験を含む場合

の学習活動と対応づけることができる。例えば，ム
ーヴ２は，既習事項との関連づける場面，ムーヴ９
は，観察・実験の結果を班や学級で共有する場面の
ように，観察・実験を含む授業では，概ね行われる
ような学習活動と対応できる。 
次に，「選択的なムーヴ」においても，例えば，ム
ーヴ８は，観察・実験の結果が，予想や仮説と異な
った場合のように，必ずしも行われるわけではない
が，観察・実験を含む授業に特徴的な学習活動と対
応づけることができる。 
このように，ムーヴを，理科の授業のどの場面に
相応するのかを検討することで，観察・実験を含む
授業をデザインする際の視点となり得ると考えら
れる。 

おわりに 
本研究では，Nwogu (1997) によるムーヴを事例と
して援用し，理科教育における科学的探究への応用
について検討した。Nwogu (1997) は医学系の文献を
事例としていたが，ムーヴを用いた研究は，これ以
外にも，物理化学を事例としたもの（例えば，中谷・
清水，2010）など多岐にわたる。これらの文献を組
み合わせて論考することによって，よ り詳細に理科
教育において科学的探究を実践していく際への知
見が得られるだろう。 

註 
１）ムーヴは，さらに細かく区切られたステップ (step) から
構成される (Nwogu, 1997; Swales, 1990) 。 

主要引用文献 
Nwogu K. N. (1997). The Medical Research Paper: Structure and 

Function. English for Specific Purposes, 16(2), 119-138. 
Swales, J. M. (1990). Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. 

NY: Cambridge University Press. 

表 Nwogu (1987) が抽出したムーヴとその機能 
ムーヴとその機能 セクション 

1. 背景情報の提示 
Introduction 2. 関連した研究のレビュー 

3. 新しい研究の提示 
4. データの収集の手続きに関する記述 

Methods 5. 実験の手続きに関する記述 
6. データの分析の手続きに関する記述 
7. 矛盾のない観察結果の提示 

Results 
8. 一貫性のない観察結果の提示 
9. 研究成果全体の強調 

Discussion 10. 特定の研究成果の拡張 
11. 研究の結論の導出 

（出典：Nwogu, 1997, p. 125, TABLE 1 を基に筆者作成） 
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理科の導入場面における問いの内面化と児童の主体性の関連について 
 

〇渡邉ののか A, 加藤圭司 B 

Watanabe Nonoka, KATO Keiji 

横浜国立大学教育学部学部生 A, 横浜国立大学教育学部 B 

【キーワード】導入場面、主体的な取り組み、メタ認知、課題価値、学習の見通し 
 
１ 研究の背景と目的 

 平成 29 年告示の新学習指導要領では，主体

的対話的で深い学びの視点に立った授業改善

の必要性が指摘された。その中で主体性は，

授業の導入場面における｢問い」の設定のあり

方に少なからず影響を受けると言われる。学

び手の視点に立てば，いかに｢問い｣の内容を

理解できるか，問いを内面化できるかにかか

っているということである。しかし，この問

いの内面化を学びの主体性との関連で論じた

研究は，十分に為されているとは言い難い。 

本研究は，問いの内面化の実態を認知，情

意，学習の見通しの 3 つの要素･側面から捉

えることを試みると共に，その後に続く学習

活動における主体的な取り組みとの関係性を

明らかにすることから，問いの内面化の必要

性を具体的に明らかにすること目指すもので

ある。そして，この結果から「問い」の設定

場面における支援のあり方について考察を加

えることを試みる。 

２ 調査概要および分析方法 

時  期：2020 年 11 月 2 日～11 月 5 日 

対  象：横浜市立内公立小学校 5 年生 

     2 クラス 67 人 

単  元：地球領域「流れる水のはたらき」 

調査方法と内容：授業内で用いられたワークシー

トにおける質問項目への回答（4 件法尺度,計

6 問（うち 2 問に記述を含む） 

    表 1 見取る視点の要素とその説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析方法：選択肢は，数値化して傾向を把握

した。記述は，問いの内面化の充実の度合い

の把握に用いた。主体的な取り組みは，選択

肢を数値化して評価した。 

３ 結果と考察 

 記入項目を点数化した結果を，表 2 に示す。 

表 2 3 つの要素と主体性の関係を点数化したもの 

 主体的に取り組めた児童(4 点;18 人)は，全

体的に各要素が高い水準にあり，主体的な取

り組みの評価点が下がるにつれて，各要素の

点数も低くなる傾向が見られた。また,相対的

に「学習の見通し」は，他の要素と比べると

点数が低い傾向にあると言える。 

 以上から，問いの内容に対して自らの認知

と情意を働かせることで，それらが相対的に

高い状態にあると,その後の学習への取り組

みも主体性が維持される傾向にあると考えら

れる。また，認知面と情意面と比較して学習

の見通しが低いことに関しては，問いの内容

に関して知っていることを想起したり，興味

や関心を高めたり出来ても，その先の学習に

繋げて考えていくような思考が出来にくい実

態があることが明らかになった。 

上記の実態から，教師は，授業における「問

い」を児童の知識や経験と関連付けたり、学

習の見通しに生かしたりするように手立てを

講じる必要がある。 

4点(18人) 3点(35人) 2点(7人） 1点(0人)

A 10 11 2 0

B 6 16 2 0

C 3 7 3 0

4 14 5 0 0

3 5 26 5 0

2 0 3 2 0

1 0 0 0 0

4 8 5 1 0

3 11 14 1 0

2 0 13 4 0

1 0 1 1 0

学習の

見通し

主体性の点数
要素と評価・点数

認知面

情意面

認知面
問いに関わる既習事項や生活経験等

の想起の状況

情意面

問いに対する興味や価値の意識の実

態（興味価値と獲得価値の視点：

Eccles, 2017）

学習の

見通し

自己効力感における課題に対する肯

定的な意識の実態(Bandura, 1997)

主体的な

取り組み

問いを意識して最後まで意欲的に取

り組めたかの自己評価
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高校生の生物多様性の理解度と認識を測る調査問題の開発 
 

〇大藤 由紘 A，山本 容子 B 

OTO Yukihiro，YAMAMOTO Yoko 

筑波大学大学院教育研究科 A，筑波大学人間系 B 

【キーワード】生物多様性, 認識調査，分類の視点，高校生物，自然体験 
 
1 背 景 

地球温暖化や海洋汚染などの環境問題が深

刻になる中で，生物多様性の保全が国際的に注

目されている(Lindemann-Matthies,2008；環

境省,2012)。日本では，生物多様性の学習内容

は特に高校生物の生態分野で扱われており，そ

の下位概念である種多様性，遺伝的多様性，生

態系多様性についても学習することになって

いる (文部科学省,2009)。 
このような状況の中，国内外にて学校教育に

おける生物多様性に関する教育が推進されて

いるが，特に海外では，高校生の生物多様性の

概念理解に課題があることが報告されている。

例えば，多くの生徒は生物多様性とは単に種が

多いことであるという偏った理解をしている

(Kilinc, et al. 2013)。また，生物多様性の価値

や，保全の重要性が十分に理解されていない等

の課題が挙げられている(Menzel, et al. 2009; 
Palmer,1997)。 
日本においても同様の傾向が見られる可能

性は示唆されているが(布施,2015)，海外で行

われたような実態を詳細に調査した研究は見

られない。従って日本の高校生の生物多様性の

理解度や認識の実態を調査する必要がある。 
2 目 的 

生物多様性について，日本の高校生の理解度

と認識を測るための調査問題を開発する。 
3 方 法 

1) 生物多様性に関する，児童生徒の理解度・

認識調査を扱った国内外の研究を調査する。 
2) 先行研究より本研究における調査の視点を

抽出する。 
3) 抽出した視点を元に調査問題を開発する。 
4 開発した調査問題 

 本研究では開発した調査問題を４つのカテ

ゴリーに大別した(表 1)。 
1)知識・理解: 生徒の生物多様性に関する概念

理解を調査する。問は海外での調査(Kilinc, 
et al. 2013)を元に生物多様性の内容を問う

ものを設定した。加えて先行研究よりも詳細

な実態を把握するため，種多様性，遺伝的多

様性，生態系多様性のそれぞれに焦点化した

問も設定した。 
2)価値観: 生徒が生物多様性に対してどのよ

うな価値を認識しているか調査する。問は生

態系サービス(ASSESSMENT, Millennium 
Ecosystem,2007)や生物の内在的価値 (本
川,2015)に関する内容を元に設定した。 

3)自然体験: 生物多様性に関する生徒の自然

体験の有無について調査する。「子ども・若者

白書(内閣府,2015)」には，子どもの頃の自然

体験が理科学力に好影響を与えるとする調

査結果がある。内閣府の調査問題の中から生

物に関する問を用い，植物に焦点化した問を

追加することで設定した。  
4)分類の視点: 生徒が身近な生物を区別する

際に用いる視点を調査する。生徒は特に植物

を区別することに難を示すことが示唆され

ている(古本,2006)。このため，サイエンスプ

ロセス・スキルズ(Rezba,2007)の分類に関す

る内容を元に，図示された植物の特徴を見出

して 2 グループに分ける問を設定した。 

5 今後の展望 

 現在，公立高校 3 校で，生物基礎・生物の受

講者を対象に本研究で開発した調査を実施中

である。今後は，調査結果を分析し，日本の高

校生の認識の実態に関する知見を得たい。 
6 主要参考文献 

KILINC, Ahmet, et al. School students’ 
conceptions about biodiversity loss: 
definitions, reasons, results and 
solutions. Research in Science Education, 
2013, 43.6: 2277-2307. 

表 1：生物多様性に関する調査のカテゴリー 

カテゴリー 大問数 

1) 知識・理解 
(生物の知識・生物多様性の知識) 

5 

2) 価値観 
(生態系サービス・内在的価値) 

1 

3) 自然体験 1 
4) 分類の視点 1 

合計 8 
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ラーニング・プログレッションズの知見に基づく授業評価に関する研究 
 

○須藤裕司 A，片平克弘 B 

SUDO Yuji, KATAHIRA Katsuhiro 

筑波大学大学院教育研究科 A，筑波大学人間系 B 

【キ－ワード】  ラーニング・プログレッションズ，LP段階，光に関する学習，授業評価  

 

１ 目 的 

NRC2007 によるとラーニング・プログレッ

ションズ（LPs）は適切な学習により生徒がど

のように育成されるかを示すことが可能な仮

説であると述べられている。つまり、LPs に基

づき生徒の学習状況を評価することにより、同

時に授業が適切であったのかを評価すること

が可能だと考えられる。そこで本研究では、授

業の一部として実行可能な方法で、LPs の知見

をもとに、中学生を対象に授業前後における知

識を把握することによって、その知識の修得度

から授業内容が適切であったのかを評価する。 

２ 方 法 

 LPs では LP 段階を事前に設定し、その段階

に分類可能な設問を作成する必要がある。ここ

で、LP 段階とは生徒の学習到達度を、これま

での概念変容研究などによって明らかにされ

ている生徒のつまずきや誤った考え方ととも

に示した評価基準である。本研究では須藤

（2020）に示した光の学習についての LP 段階

を踏まえて調査を行った。 

（１）反射に関する LP 段階を新たに設定した。 

（２）単元開始前の生徒の知識を把握した。 

（３）授業実践、および授業後の小テストによ

る生徒の実態把握を行った。 

３ 結 果 

（１）では反射に関する生徒の知識を評価す

る LP 段階を設定した。最も高い level5 には反

射角と入射角の定義、反射の法則、全反射につ

いてすべて知っている生徒が該当し、最も低い

level1 にはすべて間違った生徒が該当する。 

 （２）、（３）については国立大学附属中学

校第 1学年 5クラス 205名を対象として授業実

践を行った。2020 年 9 月 16 日（水）に行った

光の単元第 1 時において、正誤回答式と自由記

述を複合した小テスト（5 分）を実施した

（N=199）。その結果、授業前の段階では level5

に該当する生徒は 3 割を超える程度であった。 

（３）では第 1 時から第 3 時において、反射

とものの見え方を扱った。生徒実験ではレーザ

ー光源を用いた反射の法則の再発見、鏡に映る

像と物体の位置の関係の測定を実施した。ここ

では、生徒の考えをクラス全体で共有する過程

を経ることで、生徒が主体的に考え、表現する

ことを支援する指導を行った。2020 年 10 月 21

日（水）に実施した第 4 時冒頭において（２）

と同様の問いを含む小テスト（5 分）行った結

果、反射に関する知識の LP 段階は最高段階に

分類される生徒が 8 割以上であった。下図に

LP 段階に対する生徒の分布を示す（N＝196）。 

 

図 授業前後の反射の LP段階に対する生徒数(%）。  

４ 授業内容の評価 

 光の反射について、多くの生徒が高い LP 段

階に到達したことから、適切な学習によって生

徒はその知識を修得したといえる。一方、少数

ではあるが LP 段階の低い生徒もおり、授業の

工夫や生徒への個別の対応の必要性があるこ

とも同時に示された。 

５ まとめ 

 本研究より LPs の知見をもとにすることに

よって、5 分の小テストであっても生徒の知識

の習得度を数値的に表現することが可能であ

り、同時に適切な授業内容であったのかを視覚

的に評価できることが明らかとなった。 

参考文献 

１） 須藤裕司，石川美穂，片平克弘(2020)，「光

に関する中学生の構成概念の研究 ―ラ

ーニング・プログレッションズの知見をも

とに―」 日本科学教育研究会研究報告書, 

Vol.34, No.7 
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OPPA 論による教師の評価観の変容に関する研究 

―理科における「学習と指導と評価の一体化」を中心に― 

 

〇長谷川由華 1，中島雅子 2 

Yuka HASEGAWA, Masako NAKAJIMA 
1埼玉大学教育学研究科，2埼玉大学 

【キーワード】OPPA 論，評価観，学習と指導と評価の一体化  

 

1. 目的 

 本発表の目的は、一枚ポートフォリオ評価
(One Page Portfolio Assessment 以下 OPPA と記
す)論の活用による教師の評価観の変容と「学
習と指導と評価の一体化」の関係を明らかにす
ることである。 
 現在、資質・能力の育成に向けて評価の充実
化が進められている。しかし、「評価＝成績」
という評価観の実態から、評価を授業改善や指
導に活かすことへの課題が見られる。これより、
評価の充実化には評価観の変容が重要となる。
さらに、堀 哲夫(2018)が提唱する「学習と指
導と評価の一体化」という視点が資質・能力の
育成を促進させると考えた。 
 以上をふまえ本発表では、自己評価を重視し
た形成的評価論である OPPA 論に注目した。そ
れは、「OPP シートへの記述により可視化され
た学習者の外化した内容を教師が確認するこ
とで、授業や学習者との関わりについての内省
が促される機能」を持つことが明らかになって
いるためである。したがって、OPPA 論は評価
観の変容に有効であると考えた。 
２．研究の方法 
(1)OPPA 論を活用した次の授業を整理する。 
 授業者 実施期間 対象 単元 

事例 1 A 教諭 2013～2015 年

4～10月の間の

3 ヶ月 

中学校 

3 学年 

化学変化

とイオン 

事例 2 B 教諭 2013 年 10/2～

10/31 

小学校 

6 学年 

てこの 

はたらき 

(2)(1)を基に OPPA 論の活用による教師の評価
観の変容と「学習と指導と評価の一体化」の関
係を明らかにする。 
３．結果と考察 
(1)事例 1 
 A 教諭はこれまで、「『面白い授業・教材』を
活用すれば、生徒は理科ができるようになる」
と考えていた。しかし、教師は OPPA 論を活用
した授業を行い、生徒の素朴な見方・考え方が
科学的な見方・考え方へ変容する様子を見取る

ことで、概念形成やメタ認知能力の育成の可能
性を実感した。 

このことから、OPPA 論を活用し、生徒の概
念の形成過程を重視することが「学習と指導と
評価の一体化」をより効果的に働かせ、教師の
評価観が変容したと考えられる。 

(2)事例 2 

B 教諭は児童による学習履歴への記述は、
「全力で振り返りをした足跡」と述べている。
その上で、教師は基本的にすべての記述に対し
肯定的なコメントを行っている。「指導目標」
とずれた記述を行う児童がいた際は、授業内容
を教師自身が見直すことを心がけると同時に、
もう一度児童に考え直す機会を与えられるよ
う、再考を促すコメントを行っている。 

さらに、「可視化された記述は予想もしない
ことばかりであったが、教師は『わからないの
は児童の努力が足りないといった言葉で逃げ
ることはできなかった』ため、事実を真摯に受
けとめ自身を振り返る必然性」を感得している。 

このことから、OPP シートの学習履歴で可視
化された児童の記述を把握し、フィードバック
を行うことが「学習と指導と評価の一体化」を
可能にしたと考えられる。さらに、児童の記述
から自身の評価観を変容する必然性を見出し
ていると考えられる。 

４．まとめ 

以上より、OPPA 論を活用した授業を行い、
子どもの概念の形成過程を可視化することで、
「学習と指導と評価の一体化」が可能になった。
さらに、子どもの真の実態を把握することで教
師が自身の評価観を見つめなおす機会が設け
られ、評価観の変容が行われた。 

つまり、どちらにおいても子どもの概念の形
成過程を可視化し、把握することが欠かせない
ことがいえる。 

主な参考文献 
堀 哲夫(2019)『新訂 一枚ポートフォリオ評価 OPPA』東洋 

館出版社。 
中島雅子(2019)『自己評価で授業改善 OPPA を活用して』東 

洋館出版社。 
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中学校理科における遺伝教育のあり方に関する研究 

－OPPシートの子どもの記述を中心にー 

 

○秋山唯¹, 中島 雅子² 

AKIYAMA Yui, NAKAJIMA Masako 

¹埼玉大学教育学部，²埼玉大学 

【キーワード】遺伝教育、多様性、中学校理科、OPPA  

 

1 問題の所在 

現在、多様性を尊重する「共生社会」の実現が

目指されているが、未だ実現には至っていないと

考えられる。そこで、中学校理科の遺伝単元に注

目した。なぜなら、遺伝学は「優生学」と結びつ

けられ、差別や偏見に用いられてきたという歴史

があり、義務教育である中学校の遺伝教育のあり

方を考えていくことで、「共生社会」形成のための

態度育成につながると考えるためである。さらに、

これまで日本遺伝学会などから、日本の遺伝教育

の問題点として、遺伝の規則性のみが重視され、

多様性について触れられていないことや、ヒトの

遺伝を扱っていないことが指摘されてきた。 

2 目的 

以上より、本研究では、「学習者の概念や考え方、

およびその形成過程を把握することを可能にする」

OPP シートを用いる一枚ポートフォリオ評価

(OPPA: One Page Portfolio Assessment 以下OPPAと

記す)論に基づいた授業から、多様性尊重の態度を

育成する中学校の遺伝教育のあり方を明らかにす

る。 

3 方法 

(1) OPPシートの記述を分析する。本研究では、A

市立B中学校で 2020年 7月 16日～9月 9日に

OPPA 論に基づいて行われた、中学校第 3 学年

「生命の連続性」単元の授業を対象とする。 

(2)(1)や授業実施者の話から分かった子どもの実

態から、多様性尊重の態度を育成する中学校の

遺伝教育のあり方を明らかにする。 

4 結果と考察 

授業において教師は、単元導入時から、様々な

生物を例に出し、同一種内の遺伝的多様性の利点

を科学的に言及してきた。さらに、単元の第 8回

目の授業において「減数分裂」について扱う際に、

顔の形や目の形など、ヒトの遺伝形質を例に授業

を行った。このように、多様性を教師が念頭に置

きながら、ヒトの遺伝形質について授業で扱った

ことで、OPPシートには、以下のような記述が見

られた。 

例えば、「私は、顔は父親似で目元は母親の父親

似だと自分におきかえて考えられる。」や、「人間

と比較しながら、学んでいけたりして楽しかった

です」など、子どもが自分のこととして遺伝を身

近に感じ、それを肯定的に捉えていると考えられ

る記述である。さらに、「遺伝が 1人 1人違うこと

が分かった。」といった記述や、「減数分裂をする

ことで、人間であることを保ちながら、少しずつ

違った人が産まれていく。」といった遺伝的多様性

に気づいていると考えられる記述や、「差別とは何

事だ！」というような、多様性を尊重する態度が

育成されたと考えられる記述も見られた。 

これらのことは、OPPシートが学習者の認知過

程の内化・内省・外化を促し、概念や考え方を可

視化したことによって明らかになったといえる。 

5 まとめ 

 遺伝教育のあり方として、OPPA を活用した授

業において、遺伝的多様性の価値を教師が念頭に

置きながら、ヒトの遺伝を扱うことで、子どもが

遺伝を身近に感じ、多様性を尊重する態度が育成

されることが明らかになった。 

参考文献 
堀 哲夫(2019)『新訂 一枚ポートフォリオ評価OPPA－一枚の用
紙の可能性－』、東洋館出版社. 

池内達郎(2010)「新学習指導要領のもとで遺伝分野をどう教える
か」『生物教育』Vol51、特別号、NTS、pp.118-123. 

中島雅子(2019)『自己評価による授業改善－OPPAを活用して—』
東洋館出版社. 
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東井義雄の「学習帳」におけるコメントの特徴に関する研究 

理科の実践記録に着目して 

 

○岩本 祐弥¹, 中島 雅子² 

IWAMOTO Yuya,  NAKAJIMA Masako  

¹埼玉大学大学院教育学研究科，²埼玉大学 

【キーワード】東井義雄、教師のコメント、「つまずき」、「生活の論理」、理科実践 

 

１ はじめに 

東井義雄は兵庫県但馬地方の東光寺で生まれ、

小学校の教員として「いのちの教育」を生涯をか

けて貫いた日本のペスタロッチーと称される人物

である。当時、この村に暮らす子どもたちは学力

向上が課題だった。東井は「学力」を生きて働く

力としてとらえ、「しあわせを築く力」と呼んでい

た。東井は地域に関わらず全ての子どもに「しあ

わせを築く力」をつけることを目指していた。そ

れは東井の「学習帳(ノート)」を活用した実践に示

される。川地(2019)は「学習帳」の実践において、

「教師の返事が子どもたちを励まし、自己調整を

促す」と述べ、教師のコメントの重要性を指摘し

た。さらに、中島(2019)は「教師のコメントによ

る『フィードバック』が、学習者の自己評価能力

において有効な要素である」と述べる。以上を鑑

み、本発表では「学習帳」のコメントに注目した。 

２ 目的 

本発表の目的は、理科の実践記録から東井のコ

メントの特徴を明らかにすることである。 

３ 方法 

(1)  実践記録から東井のコメントを分析する。 

(2) (1)より、東井のコメントの特徴を明らかにする。 

４ 実践記録の概要 

 実践記録は、1930年代に行なわれた小学校第 2

学年の児童である小川 哲の理科の活動記録であ

る。この実践記録は、東井が 20代の際に行なわれ

た実践である。 

５ 結果と考察 

(1)「子どもの『生活の論理』を土台」にした実践 

東井は小川の知識を羅列した記述に対して「お

しえていただいたところよりも、じぶんでみつけ

たところにねうちがあるんだよ」とコメントした。

このようなコメントから東井は、知識を羅列した

記述を小川の「つまずき」としてとらえ、小川が

教えてもらったことをそのまま書くのではなく自

身の気づきを書くことを望んでいた。こうしたコ

メントにより、東井は「子どもの『生活の論理』」

を見取ろうとしていた。東井によると「生活の論

理」とは「子どもの感じ方・思い方・考え方・生

き方」を指す。さらに、東井はこの小川の記述に

対して「小川の理科をこのように出発させてしま

った責任の一半を、私自身も背負わねばならぬの

だ」と述べ、自身の指導を反省しコメントを改善

した。このことから、東井は戦前の絶対評価が横

行する時代に、教師の主観ではなく、「子どもの『生

活の論理』」を「学習帳」の記述から見取ることを

通して、自身の指導を反省し、改善することで「子

どもの『生活の論理』を土台」にした実践を行っ

ていたことが考えられる。 

(2)子どもの「つまずき」に基づいたコメント 

以上の分析結果より、理科の実践における東井

のコメントには、「子どもの『生活の論理』を土台」

にし、記述から見取った子どもの「つまずき」に

基づき、自らの指導を改善していたという特徴が

みられた。 

６ 今後の展望 

 東井のコメントの分析から東井の教育観につい

て考察を行い、理科実践における東井の教育活動

の特質を明らかにする。 

参考文献 
豊田ひさき(2017)『東井義雄 子どものつまずきは教師のつまず

き』風媒社。 

東井義雄(1972)『東井義雄著作集3 学力を伸ばす生活綴方他』明

治図書。 

中島雅子(2019)『自己評価による授業改善－OPPAを活用して—』 

東洋館出版社。 
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社会教育の場における自然環境に対する問題意識形成 

の可能性について 
 

〇廣瀬 結 A , 加藤 圭司 B 

HIROSE Yu, KATO Keiji 

横浜国立大学教育学部学部生 A, 横浜国立大学教育学部 B 

【キーワード】社会教育、環境問題、問題意識、地方公共団体，実態の評価 

 

1．研究の背景と目的 

地球温暖化や海洋汚染など、私たちの暮らす

地球は深刻な環境問題を抱えている。この問題

を解決すべく国は、国民一人一人が環境保全へ

の理解と関心を深め、具体的な行動に結びつけ

られるよう、環境教育の推進に取り組んでいる。 

土井(2010)は、学校教育における環境教育の

課題を明らかにしており、環境問題への関心や

知識があっても実際の行動には結びつかず、

「日常の環境行動」と「環境問題解決に向けた

意識・行動」が一致しないことを提起している。 

一方、社会教育に目を転じてみると、行政・

NPO・企業等も地球環境保全に積極的に取り組

んでおり、環境フェスタや研修会、講義など

様々な環境イベントを開催している。このこと

に関して無漏田ら(2003)は、イベントを運営す

る中で、ごみ問題や環境保全に対する意識づく

りの難しさを指摘しており、環境コミュニティ

における環境問題への問題意識形成の難しさ

を提唱している。 

これらの問題提起を踏まえ、筆者は、社会教

育の観点から環境イベントの開催を通して環

境問題に対する興味関心を高めることに加え、

環境問題に対する問題意識を確立していくこ

とに向けて、その実現可能性を探る必要がある

と考えた。この問題意識から、本研究では、環

境イベントの現状や参加者の実態を捉えるこ

とを足がかりとしながら、問題意識形成の可能

性について検討することを目指すものである。 

2．調査概要および分析方法 

時  期：2020年 9月～11月 

対  象：神奈川県内市役所担当課 

調査方法：聞き取り調査（計４項目） 

 ① 地域における環境イベントの開催目的 

 ② 環境イベントの実施内容と実施状況 

 ③ 環境イベント自体の評価要素 

 ④ 環境イベントの今後の課題 

3．結果と考察 

表 1 聞き取り調査の結果 

問 A 課 B 課 C 課 

①  

環境問題に対

する興味・関心

の喚起 

→環境行動の

普及啓発 

企画により多様

（興味･関心から

問題意識形成ま

で） 

企画により多

様（興味･関心

から問題意識

形成まで） 

② 

・ブース出展 

・出張授業 

・講座の開催  

など 

・ブース出展 

・講座、研修会の

開催 

    など 

・ブース出展 

・キャンペー

ン活動の展開 

・Panel Dis. 

③ 

意識変化を把

握したいもの

の、未だ実現で

きておらず 

・参加者数 

・SNS での拡散 

・メディア露出 

・アンケート 

・参加者数 

・行動に移し

てもらえたか

どうか 

④ 

・感染症対策 

・啓発方法の

見直しと検討 

・感染症対策 

・啓発方法の見

直しと検討 

環境問題に関

心のない人へ

の啓発方法 

聞き取り調査の結果、表 1より、行政は多様

なイベントを組み合わせながらも、環境行動の

普及啓発に努めている実態が明らかになった。

しかし、参加者の意識変化までは未だ図れてお

らず、イベント後、どの程度環境問題に課題意

識を持てたのかも十分明らかに出来ていない

実態であった。この背景には、問題意識形成の

前にまず環境問題自体に広く興味・関心を高め

てもらいたいという行政側の思いが見て取れ

る。ややもすると、実施することが目的化して

しまう環境イベントに対して、参加者の問題意

識や環境行動の確立に向けて質的に変容して

いく、その方途を探ることが今後の課題である

と考えられる。 
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理科授業におけるコーピングの実態調査 

－小学校第 6学年の児童を対象とした質問紙調査から－ 

 

○大場秋璃，宮本直樹 

OHBA Airi, MIYAMOTO Naoki 

茨城大学教育学部 

【キ－ワード】 コーピング，理科授業，質問紙調査  
 

１ 研究の背景 
新学習指導要領における資質・能力の柱の 1

つに「学びに向かう力・人間性等」がある。そ
れは「主体的に学習に取り組む態度」として観
点別評価を通じて見取る部分と，個人内評価を
通じて見取る部分からなり，前者には，粘り強
い取組を行おうとする側面と，自らの学習を調
整しようとする側面がある（国立教育政策研究
所，2020）。このことから，主体的・対話的で
深い学びの実現のために，子どもが「粘り強く
取り組むこと」や「自らの学習を調整すること」
は重要視されていることがわかる。理科授業で
は，観察・実験等を通して粘り強く取り組んだ
り，学習を調整したりするが，実験結果と予想
が異なった時や，実験等の手順を誤った時な
ど，児童は自らの取り組みを「まちがえた」と
感じることがある。その際に，必要となるのが
「コーピング」である。コーピングとは，子ど
も自身が効果的に対処するための努力や方略
である（IOE, 2013）。コーピングは関連性，コ
ンピテンス，自律性，エンゲージメント，感情
的な反応といった要素の影響を受けるもので
あるため，コーピングを育成するためには，コ
ーピングのみでなく，コーピングと関連する要
素にも着目する必要があると言える。また，
Skinner ら（2013）は，学問的なストレスに対
処するコーピングの実態と関連する要素との
関係性について明らかにしている。しかしなが
ら，理科授業に着目した研究はなされていな
い。そこで本研究では，「ストレスを感じる場
面」を「まちがえたと感じる場面」と捉え，理
科授業におけるコーピングの実態と，コーピン
グと関連する要素との関連を明らかにするこ
ととする。 
２ 研究の方法 
(1)Skinner ら（2013）を基に，関連性，コンピ
テンス，自律性，エンゲージメント，感情的
な反応，適応型コーピング，不適応型コーピ
ングに関する 149 項目で構成された調査問
題を作成する。加えて，理科授業のどのよう
な場面で「まちがえた」と感じるのか，自由
記述で回答を求める調査問題も作成する。 

(2)2020 年 9 月下旬，国立大学附属小学校第 6
学年の 2 クラスの児童（計 65名）を対象に，

35分間，質問紙調査を実施する。  

(3)コーピングと関連する要素の，平均得点と
標準偏差をそれぞれ求める。また，コーピン
グの相互相関，コーピングと関連する要素と
の相関を求める。 

３ 結果 
児童は，理科授業で「まちがえた」と感じ

る時，不適応型コーピングよりも，適応型コ
ーピングの方法を多く選択していることが明
らかになった。さらに，適応型コーピングで
は，方略化を最も多く選択し，快適さを求め
る，コミットメント，助けを求める，自分を
励ます，と続いた。コーピングの相互相関で
は，「コミットメントと方略化，自分を励ま
す，助けを求める」，また「方略化と自分を
励ます」が中程度の相関を示した。コーピン
グと関連する要素との相関では，「行動的エ
ンゲージメント」と「本質的な自己規制」が，
それぞれ「方略化」や「コミットメント」と
中程度の相関を示した。 
４ 考 察 
児童は，理科授業で「まちがえた」と感じ

る時，自らのまちがえを前向きに対処するこ
とができていると言える。つまり，まちがえ
を防ぐために方略を考えることで，対処して
いる。さらに，安心や慰め，元気づけのため
に先生やクラスメイトに頼ることで，対処し
ていることもわかる。一方，コーピングの相
互相関，コーピングと関連する要素との相関
では，中程度以下の相関しか見られなかった。
この点については，他の分析方法を併用し今
後検討していくこととする。 
引用文献 
IOE（2013）The impact of non-cognitive skills on 

outcomes for young people, 3-4.  
国立教育政策研究所（2020）「『指導と評価の
一体化』のための学習評価に関する参考資料 
小学校 理科」, 東洋館出版, 8-10. 

Skinner, E. A., Pitzer, J. R. & Steele, J.      
（ 2013）  Coping as Part of Motivational 
Resilience in School: A Multidimensional 
Measure of Families, Allocations, and Profiles 
of Academic Coping, Educational and 
Psychological Measurement, 73 (5), 803-835.  
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中学校理科における科学的探究可能な「問い」の	

生成に関する指導方略	
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１	 はじめに	

	 科学的探究において「問い」の生成は初段階に

位置付けられ，必要不可欠なものであるとされて

いる。河原井（2020）では，科学的に探究可能な
「問い」を生成させる指導方略として，生徒に対

して「何かに気付いた→何か疑問に思った→問い」

のように形式としてプロセスを辿らせるだけでは

不十分であり「何か疑問に思った→問い」のよう

に「問い」へと推移する際に原因性，規則性，相

互関係性，類似性・差異性といった科学的探究可

能性の要素に着目させることで，生徒が科学的探

究可能な「問い」を生成しやすくなるとしている。 
２	 研究の目的及び方法	

	 本研究では，科学的探究可能な「問い」の生成

を促すための指導方略として，科学的探究可能性

の要素に着目させるワークシートを作成し，その

指導方略の効果の検証を行う。研究の方法として，

まず，茨城県内の公立中学校第1学年Aクラス（33
名），Bクラス（34名），計 67名を対象に，「問
い」の生成に関する事前調査を実施する。事前調

査では，2 種類のコースに同時で玉を転がした現
象から自由に「問い」を生成させる。次に，事前

調査の結果から，「問い」の生成人数，科学的探

究可能な「問い」の生成人数および個数について

差がないか検討する。そして，本調査では，事前

調査の結果から分類した実験群と統制群に対し

て，簡易的なテレプロンプターに文字が映る現象

から「問い」を生成させる。実験群では科学的探

究可能性の要素である原因性，規則性，相互作用

性，類似性・差異性に着目させるための視点を取

り入れたワークシートを用いて「問い」の生成を

行わせる。統制群では実験群のように視点を与え

ずに自由に「問い」の生成を行わせる。最後に，

本調査の結果から，実験群のほうが統制群に比べ

て「問い」の生成人数，科学的探究可能な「問い」

の生成人数および個数にどの程度差が生じるかに

ついて分析を行う。 
	

３	 結果と考察	

	 2020年10月に実践を行なった。事前調査では，
2 クラスの「問い」の生成人数，科学的探究可能
な「問い」の生成人数および個数について統計的

に有意差はなかった。本調査を分析した結果とし

て，実験群では 33名で 51個の「問い」が生成さ
れ，統制群では 34名で 57個の「問い」が生成さ
れた。そして，実験群のほうが，統制群に比べて

「問い」の生成人数，科学的探究可能な「問い」

の生成人数および個数の全てで割合が高くなった

（表 1）。科学的探究可能性の要素に着目させる
ワークシートを使用する指導方略により，「問い」

の生成だけでなく，科学的探究可能な「問い」の

生成を促進することに対して効果があったと言え

る。 
 

表1	本調査の結果	
 「問い」の 

生成人数 
科学的探究可能な

「問い」の 
生成人数 

科学的探究可能な

「問い」の 
生成個数 

実験群 
（n=33，51個） 

32名 
（97.0%） 

19名 
（57.6%） 

24名 
（47.1%） 

統制群 
（n=34，57個） 

29名 
（85.3%） 

14名 
（41.2%） 

23名 
（40.4%） 

	

４	 おわりに	

	 本研究では，科学的探究可能性の要素に着目さ

せるワークシートを使用する指導方略により，「問

い」の生成だけでなく，科学的探究可能な「問い」

の生成を促すことができた。しかしながら，実験

群と統制群との間に統計的な有意差が確認できた

わけではない。今後は継続的に今回の指導方略を

使用することで，科学的探究可能な「問い」の生

成を育成できると考える。 
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Ⅰ はじめに 
  産業革命以降，科学技術は発展し人間生活は豊
かになった。一方で，地球環境の破壊や，人間同
士の攻撃も後を絶たない。科学技術の使い方を誤
ると，人間生活や地球環境の破壊を招きかねない。
日本では，科学技術者の倫理観育成のために，高
専や理系大学を中心に技術者倫理教育がはじまっ
た。平成24年に日本工学教育協会技術者倫理調査
委員会で，「技術者倫理教育における学習・教育目
標」が確定された１）。このことで技術者倫理教育
は高専や理系大学で様々な実践が行われ成果が上
がっている。しかし，児童生徒によるインターネ
ットトラブル，ドローンを使った事件，動物虐待
など，犯罪が低年齢化している現在，小学校の段
階から技術者倫理教育が大切であると考えた。 
小学校で技術者倫理教育をする際に，高専や理

系大学の実践をしても児童が理解できないことは
明白である。そこで，森田ら(2015)が高等学校で
実践したウルトラセブンの映像を取り上げる２）。
それは，ウルトラセブンは児童向けに作成された
ものであり，技術者倫理を理解しやすいと考えた
からである。本研究ではメッセージ性が強い傑作
と言われている以下の３話を実践に用いた。 
【ウルトラセブン第26話「超兵器R1号」】 
地球防衛軍は，侵略してくる宇宙人に対して防衛のための超兵器

R1号の開発に成功し，その実証実験の場所として，生命体がいない
とされるギエロン星を選ぶ。この実験に対し「地球を守るためなら
何をしてもよいのですか」と反対するモロボシダンの意に反して実
験は行われる。その後，ギエロン星から生命体が地球にやってくる。
地球にやってきたギエロン星獣は，地球に降り立ち，放射能ガスを
吐き出す。その放射能ガスは，実験で発射した超兵器R1由来のも
のであった。 

【ウルトラセブン第８話「狙われた街」】 
暴走するタクシー，旅客機の墜落，街中でライフルを乱射する男。

平和な街「北川町」に突如，原因不明の狂気の事件が相次ぐ。これ
は，吸い込むと周囲が全て敵に見えるという赤い結晶体入りのタバ

コを自動販売機に仕込んだメトロン星人の仕業であった。メトロン
星人はモロボシダンに自らの作戦を暴露する。「地球を破壊させる
のに暴力をふるう必要はない。人間同士の信頼感を無くせばいい。
人間達は互いに敵視し傷つけ合い，やがて自滅していく。」 
【ウルトラセブン第42話「ノンマルトの使者」】 
人類は居住地を海底に伸ばそうとしていた。それを邪魔するよう

に奇怪な事件が勃発する。モロボシダンの前に一人の謎の少年が現
れ「海はノンマルトのもの」と言う。海底にはノンマルトという人
類ではない民族がいるらしい。しかし人類に危害を加える存在は敵

と考える地球防衛軍とウルトラ警備隊。ダンは「海底にいるノンマ
ルトこそが本当の地球人なのではないのだろうか？」と考える。更

に少年は言う。「実は地球には人類より前にノンマルトという先住

民族がいた。今の地球人は侵略者で、力の弱いノンマルトを海底に
追いやったのだ。」と。 

 
Ⅱ 実践の方法 
１ 実践の対象 
 新潟県内の公立小学校６学年(60人)で 2019年
６月，12月に実施した。 
２ 実践の概要と分析の方法 
 隣国の弾道ミサイル発射実験，核実験から，科
学技術が社会に与える影響を考える。次に追究問
題「物を作る人や使う人が守らなければいけない
ことは何か」を提示し，ウルトラセブン第26話「超
兵器R1号」を上映し話し合う。第８話「狙われた
街」，第42話「ノンマルトの使者」も取り上げ，
技術者倫理教育を３時間行う。それぞれの授業後
に質問紙調査を行い，実践の有効性を検証した。 
Ⅲ 結果・考察 
 質問紙調査の結果を表１に示す。 

表１ 授業後の質問紙調査の結果(単位は％) 
 とても 

そう思う 
そう

思う 
あまり 

思わない 

思わ

ない 
質問１「この授業はなぜやったの

かを理解できたか」 
第26話「超兵器R1号」 
第８話 「狙われた街」 
第42話「ノンマルトの使者」 

 
 
61 
65 
61 

 
 
39 
32 
39 

 
 
0 
3 
0 

 
 
0 
0 
0 

質問２「自分の倫理観がこの時間
で育ったか」 

第26話「超兵器R1号」 
第８話 「狙われた街」 
第42話「ノンマルトの使者」 

 
 
71 
74 
71 

 
 
29 
26 
29 

 
 
0 
0 
0 

 
 
0 
0 
0 

質問３「技術者倫理の重要性が理
解できたか」 

第26話「超兵器R1号」 
第８話 「狙われた街」 
第42話「ノンマルトの使者」 

 
 
74 
84 
84 

 
 
26 
16 
16 

 
 
0 
0 
0 

 
 
0 
0 
0 

  「超兵器R1号」の授業では，人や生き物に対し
て安全な物作りをしていくことの大切さに気付け
た。「狙われた街」の授業では，人間は信頼感が無
くなると傷つけ合い自滅すること，つまり人間同
士の信頼感の大切さに気付けた。「ノンマルトの使
者」の授業では人や生き物，海などの自然全てを
大切にしなければいけないことに気付けた。将来
について本気で考える児童が多く見られた。 
＜参考・引用文献＞ 
１）「学習・教育目標」については，(公社)日本工学教育協会主催第13
回ワークショップ「技術者倫理」(平成24 年12 月)などで公表して
いる 

２）森田直之・梁瀬立史・星輝彦・林克征・浅見大治・川端康正・中込
秀樹・早川信一・金田裕治：「ウルトラセブンを題材にした初等技術
者倫理教育の実践と考察」，日本科学教育学会年会論文集39，300-301，
2015． 

＜謝辞＞ 
 本研究は，（株）円谷プロダクションの教育利用目的利用許諾を
受けて行ったものである。この場を借りて，（株）円谷プロダクシ
ョンカスタマーリレーション部の小林様をはじめ皆様に御礼申し
上げます。 

-20-



 

 

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

○川⼝智史 A，和⽥⼀郎 B 
KAWAGUCHI Satoshi, WADA Ichiro 

神奈川県⽴城郷⾼等学校 A，横浜国⽴⼤学 B 
【キ−ワード】⾼等学校理科 表象 表象の⼀貫性能⼒ RATs

１ ⽬的 
平成 30 年告⽰の⾼等学校学習指導要領では，

Society5.0 と呼ばれる時代が到来し，予測困難
な社会を切り開くための資質・能⼒を育成する
ために，主体的・対話的で深い学びが実現され
る授業改善が求められている。 また，現代社会
の課題を解決するためにイノベーションが期待
されており， STEAM 教育を探究的な学習を通
じて充実させることが重要である。 

⾼等学校理科においては，これまでの⽣活体
験や⼩中学校で習得した前概念を修正し，⼀貫
した科学概念を育成させることで，知識基盤社
会における基礎的な科学的素養を養うだけでな
く，より多くの科学的能⼒が優れた⼈材を⽣み
出し，上級学校へ接続させる⽴場にある。 

そこで本研究は和⽥・森本が明らかにした表
象ネットワークモデルを軸に，Scheid ら(2019)
に よ る 表 象 の ⼀ 貫 性 能 ⼒ (Representational 
Coherence Ability 以下 RCA)を促進させるた
めの表象活動課題（Representational Activity 
Tasks 以下 RATs）を援⽤し，その有効性につ
いて事例分析を通じて明らかにする。 
２ 表象の⼀貫性能⼒ 

RCA は部分的に重複する多様な表象をまと
まりとして扱い，前概念を修正し様々な表象に
影響を与えながら⼀貫して捉える能⼒であり，
①表象を⽐較し, マッピングする，②表象を完
成させる，③表象に間違いを⾒つけ修正する，
④活動の中で理由を記述することよって促進さ
れる。本研究では物理の表象を表１に⽰すよう
に，森本が整理した理科学習におけるホワイト
の記憶要素と対応させた。  

表 1 記憶要素と物理の表象の対応 
記憶要素 簡単な定義 物理との対応 
命題 概念間の関連性についての記述 現象の説明など 

ストリング 一つながりの言葉，記号 現象名・記号など 
知的技能 心的な課題遂行能力 数式操作 
イメージ 感覚についての心的表象 図，表・グラフ 
エピソード 経験した事象についての記憶 生活体験 
運動技能 肉体的な課題遂行能力 実験・観察 
認知的方略 思考の概括的一般技能 学習履歴 

RATs は Ainsworth が提唱する DeFT フレ
ームワークに則り，(a)２つ以上の表象の数，(b)
冗⻑な表象の分布，(c)静的な表象の形式，(d)表
象の順序，(e)RCA 強化のための統合への⽀援
によってデザインされることを要請される。 
３ 調査⽅法 

県⽴⾼校２年⽣ 26 名を対象として，斜⽅投
射，等速円運動，単振動の単元で RATs を実施
し，個⼈記述部分について A〜D の 4 段階で評
価し，量的な分析を⾏った。また，プリント記
述，学習履歴等による質的な分析を⾏った。 

 
図 1 RATs の例と記憶要素との対応 

４ 結果と考察 
課題が進むと形式変換による影響が⼤きくな

り評価 A,Bの割合が低くなった。エピソードに
関連する課題は，課題の順序に関係なく独⽴し
ている。数式操作と関連するグラフを対応させ
統合すること，数式として得られた結果を説明
することが困難であることが明らかになった。 

 
引⽤⽂献 
Scheid el at.(2019). Improving learners’ 
representational coherence ability with 
experiment-related representational activity 
tasks. Physical Review Physics Education 
Research, 15(1), 10142. 

命題 

エピソード 

イメージ 

命題 

ストリング 

認知的方略 
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１ 問題の所在 

 文部科学省（2020）が発行した文部科学白書

では，教育の情報化に向けて 1 人 1 台の PC と

大容量高速無線 LAN の活用を基盤とした

GIGAスクール構想の実現を学校教育に要請す

る一方で，経済協力開発機構（OECD）が発表

したレポート（2020）からは，PISA2018 の結

果を分析し，世界各国に比べて日本のデジタル

教育の遅れが指摘された。特に「授業にデジタ

ル機器を組み込むのに必要なテクノロジーの

スキルと教育方法のスキルを有する教師たち」

の割合は調査国中最下位となり，学習のデジタ

ル化に向けた授業実践の蓄積と研究に基づい

た理論モデルによる検証の両輪による授業開

発が喫緊の課題となっている。 

 

２ 研究の目的 

 本研究では，新学習指導要領における新しい

評価の観点「主体的に学習に取り組む態度」の

一側面である「自らの学習を調整すること」す

なわち，「自己調整」を学習科学の知見より精

査し，これにデジタルを用いた学習を関連付け

ることを目的とした。 

 

３ 自己調整×デジタル教育 

 Zimmerman(2000)が体系化した自己調整学習

（Self-Regulated-Learning : SRL）は「個人的な

目標に到達するために計画され，循環的に適合

されていく，動機づけ，行動，メタ認知のプロ

セスの総合体」として説明される。自己調整が

学習を遂行する事前（予見），途中（遂行），

事後（自己省察）の各段階において相互に機能

し合い，SRL スキルとして「学習における計画，

モニタリング，自己評価，方略の適用，評価の

共有，省察」が重要視されている。 

これに関わり，M.H.Yen et al.（2017）は自己

調整学習をデジタル化によってサポートする

枠組み（Self-Regurated-Degital-Learning:SRDL）

について，数多くの研究者の研究レビュー及び

メタ分析を行い，フレームワークの開発を試み

ている。フレームワークでは，学習全般の汎用

的領域（Domain-General）と教科特有の固有的

領域（Domain-Specific）に分類され，これまで

のアナログによる教育に代替する特徴として

デジタル化による「学習計画の立案，学習記録

/e ポートフォリオ，学習の共有，自己評価，ア

セスメント，フィードバック，目標・手順・概

念の視覚化，足場かけ，相互作用」が SRDL の

主要な要素として強調されている。それは図 1

のフレームワークとして模式化されている。こ

れらの要素を具備したデジタルによる学習を

推進することで SRL スキルが促進されるので

ある。特に，画像データを伴うデジタル化され

た e ポートフォリオの振り返りは，学習の修正

や精緻化が図られ，自己調整を進めていくうえ

で極めて重要な要素として位置づけられてい

る。 

 

４ 研究の展望 

SRDL フレームワークにおける固有的領域

の内実は，教科教育の理論・実践を踏まえなが

ら各教科において検討していくことが不可欠

となる。「視覚化，足場かけ，相互作用」及び

両者にまたがる「フィードバック」を理科教育

の立場より精査し，今後より一層重視される，

デジタルを用いた学習と自己調整学習を関連

付けたフレームワークの検討を図っていく。 

図 SRDLフレームワーク  

M.H.Yen et al.,2017を基に作成 
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問題解決の力を育成する理科授業に関する研究 

 

〇日 暮 利 明 A）・益 田 裕 充 B） 

HIGURE Toshiaki, MASUDA Hiromitsu 
AB群馬大学 

【キーワード】理科の見方・考え方 

 

１ 目 的 

平成29年から３年間の小学校理科の授業参観

記録を振り返ると，「理科の見方・考え方」を働

かせる子供の姿を具体化した授業実践数は少な

いことが分かった。一方，平成 30年全国学力・

学習状況調査小学校理科の結果から「予想が確

かめられた場合に得られる結果を見通して実験

を構想し,実験結果を基により妥当な考えに改善

し,その内容を記述すること」等の課題が明らか

となった（国立教育政策研究所,2019)。1 

これらのことから，「理科の見方・考え方」を

働かせて問題解決の力を発揮させる子供の育成

が求められていると考える。 

太田(2019)によれば，これまでの授業実践に

おいても，理科の見方・考え方を働かせる授業が

行われていた可能性が十分あり，子供が「理科の

見方・考え方」を働かせられるような教材や状況

を，指導者がどのようにつくるかが重要である

ことを指摘している。3） 

そこで，過去の授業実践を振り返り, 問題解

決の各過程で「理科の見方・考え方」を働かせて，

問題解決の力を発揮させるための授業改善のポ

イントを明らかにすることとした。 

 

２ 方 法 

（１） 調査について 

１）調査項目及び分析について 

①各学習過程の関係性を捉えた単元構想がで

きているか益田（2020）らが開発した理科

授業デザインベース構造化シートを基に分

析する。2） 

 ②「理科の見方・考え方」を働かせている子供  

の姿や教師の働き掛けについて発話記録を

分析する。 

２）調査対象 

平成 26 年度 A 国立大学法人附属小学校 

 

３  結 果 

①については，解決方法を発想する際に，問題

解決の力が十分に発揮されていないことが分か

った。②については，問題解決の各過程で「理科

の見方・考え方」を働かせる発話が見られた。し

かし，解決方法を発想する場では，「理科の見方・

考え方」を働かせる発話が見られず，教師の働き

掛けも不十分であることが分かった。 

 

４  考 察 

本実践では、解決の方法を発想する場での教

師の働き掛けが不十分だったため，「理科の見

方・考え方」が働かず，問題解決の力が発揮で

きなかったと考える。また，教師が，子供が働

かせる「見方・考え方」に気付かなければ問題

解決に繋げられないこともあると考える。 

 

５ まとめ 

本研究では，以下のことが明らかになった。 

1)問題解決の各過程において，「理科の見方・

考え方」を働かせる教師の働き掛けを充実さ

せることで，問題解決の力が発揮される。 

2)解決の方法を発想する局面で問題解決の力

を発揮させる単元構想や授業実践を充実さ

せる必要がある。 

今単元では，主に，量的・関係的視点での「理 

科の見方」を働かせていた。今後は，学習内容

に応じて，主に働かせたい「理科の見方」を想

定し，単元構想をした実践を増やす必要がある。 

 

参考文献 

１） 国立教育政策研究所(2019)平成 30 年度 

全国学力・学習状況調査報告書,文部科学省 

２） 益田裕充,半田良廣,田村敏之,藤本義博,栗 

原淳一(2020)大学生の理科授業を構想する

能力に関する研究-理科授業デザインベー

ス構造化シートを用いた課題の抽出-,群馬

大学教育学部紀要 自然科学編, Vol.68 

３） 太田雄久(2017)「理科の見方・考え方を働か

せる小学校理科の授業づくりの一考察-小

学校第３学年 風やゴムの働きの実践より」

-，奈良学園大学紀要，Vol.7，pp.15-22 
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子どもの「音」に対する素朴概念の発展を志向した授業デザイン 
-小学校理科第3学年「音の伝わり方と大小」- 

○石川正明１，小野瀬倫也２，佐藤寛之３ 

ISHIKAWA Masaaki，ONOSE Rinnya，SATO Hiroyuki 

１国士舘大学大学院 人文科学研究科，１横浜市立吉原小学校，２国士舘大学文学部， 
3早稲田大学 教育・総合科学学術院 

【キーワード】 素朴概念，授業デザイン，音，科学的概念構築，教授・学習プロセスマップ  

 

１．はじめに 
2020 年度より完全実施となった小学校学習指

導要領（理科）では，第 3学年「音の伝わり方と
大小」が追加された。現行の小学校学習指導要領
以前の「音」についての学習は，1989年告示の小
学校学習指導要領（1992～2001 年度実施）まで遡
る。また，小学校理科の「音」に関する先行研究
も少ない。そのため，経験年数の浅い教員は，小
学校において「音」について学習しておらず，ま
た教員養成課程においても学修していない可能性
がある。このように小学校理科から「音」の学習
が除外されて久しいことから，学習指導にあたり，
現在の子どもの素朴概念を把握する必要がある。
子どもの「音」に関する素朴概念を探り，授業実
践に関する知見を見出すことが急務である。 

２．研究目的 
本研究では，小学校理科第３学年「音の伝わり

方と大小」の授業において，子どもの素朴概念の
発展を志向し，科学的概念構築を促す理科授業デ
ザインを行う。更に授業実践から，その有用性を
明らかにすることを目的とする。 

３．研究の内容 
本研究では，単元の学習前の子どもの「音」に

関する認識を明らかにするために，子どもの素朴
概念や生活経験等の調査を行った。そして，実施
した調査の結果を基に，子どもの素朴概念や生活
経験等を生かしながら授業をデザインした。 

４．調査概要および調査結果 
本研究では，Y市立Y小学校第 3学年 1クラス

（33 名）を対象として，2019 年 7 月に音に関す
る素朴概念や生活経験等についての質問紙調査を
実施した。以下は，質問紙調査の結果である。 

・授業前の段階で「音」と「震え」を具体的に結
び付けて「音とはどのようなものか」という「命
題」を成立させている子どもは存在しなかった。 

・子どもは「音」について，物体の衝突や摩擦に
よって生ずる場面を想起することはできた。 

５．素朴概念や生活経験等に基づく授業デザイン 
子どもの素朴概念や生活経験等を生かしながら

授業をデザインするにあたり，小野瀬・佐藤
（2018）の教授・学習プロセスマップ（以下，プ
ロセスマップ)を援用することとした。小単元の学
習問題及び授業時数は表 1のようである。 
学習前に実施した調査の結果（「音と振動が結 

表1 「音の伝わり方と大小」の学習問題 
時数 学習問題 
１ どのようなときに音が出るのか調べる 

２-４ 音が出ているときは，かならずふるえているのだろうか 

５-６ 
小さい音と大きい音では，ふるえの大きさはちがうのだ
ろうか 

７-９ 音はどのようにして伝わるのだろうか 
10-11 楽器の音が出ているときの，ふるえを調べる 

び付いていない」）から，「子どもが，音がでて
いるときには物は震えていると気付くことができ
る」ような教師の手立てや具体的な学習活動を授
業デザインして，実践した。 

6．単元終了時に実施した質問紙調査の結果 
「音の伝わり方と大小」の単元終了時に，学習

前の素朴概念調査に相当する内容の説明（記述）
を子どもに求めた。調査の結果，94％の子どもが
「音とふるえはセットである」ということを基に
して，音に関する「命題」を成立させることがで
きた。図１は，子どもＡの記述である。子どもの
素朴概念や生活経験等を踏まえ，その発展を志向
した授業をデザインすることが，科学的概念の構
築に有用であることが示唆された。 

 
 

附記 
本研究は，JSPS科研費19K02713，16K04675，20K 

02879の助成を受けたものである。 

文献 
石川正明・小野瀬倫也・佐藤寛之（2020）「子どもの「音」
に対する素朴概念から立ち上げる理科授業 -小学校理
科第3学年「音の伝わり方と大小」-」『日本理科教育
学会全国大会発表論文集』第18号，269.  

小野瀬倫也・佐藤寛之（2018）「子どもの科学概念構築
を促す授業デザイン支援システムの検討」国士舘大学 

『初等教育論集』第19号，18-31.  

 

図1 子どもＡの記述 
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小学５年「もののとけ方」に水の粒の運動モデルを導入することの効果 

 ～発泡スチロール球によるモデル実験を通した均一性の理解に向けて～ 

 

○柿沼 宏充 

KAKINUMA Hiromitsu 

埼玉県羽生市教育委員会 

【キ－ワード】 理科教材、粒子概念、もののとけ方、モデル図、均一性 
 

１ 目 的 

 物質が小さな粒からできていることは、物質

の様々な現象を説明する上で欠かすことがで

きない。単元「もののとけ方」では、「溶ける」

の定義から始まり、温度と溶質の量の関係、水

の量と溶質（水に溶かす物質）の量の関係、さ

らにそれらの関係は溶質の種類によって異な

ることを学ぶ。そして、これらの実験をもとに

根拠をもって、水溶液の中の様子をイメージ図

に表していくことができるようにする。しかし、

児童達が描くイメージ図は、水溶液中に粒が均

一に存在しているものや、容器の下に粒がたま

っているものなど、粒の様子についての考えに

はズレがある。石井ほか（2020）は、小学４年

「ものの温度と体積」の単元で、ビーカーに入

れた水を下から加熱して温めると、水の粒の動

きが徐々に激しくなって、それにともなって水

面が上昇して水の体積が大きくなる様子が分

かるようなアニメーションを視聴させて発達

段階に応じた説明を加え、その後、スターラー

による発泡スチロール球の動きの演示を行っ

た。この「発泡スチロール球による指導」では、

図１に示すように、「粒の動きが激しくなるこ

と」と「体積が大きくなること」の関係性が理

解できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 研究の方法 

(1) 調査時期・対象 

令和２年 10月 

公立小学校の第４学年２クラス(５８名) 

令和３年 10月（予定） 

公立小学校の第５学年２クラス(５８名) 

(2) 授業概要 

今年度、第４学年「ものの温度と体積」の単

元において石井ほか(2020)の実践を行い、水の

粒の動きが徐々に激しくなって、それにともな

って水面が上昇して水の体積が大きくなるこ

とを、実験を通して概念形成を促す。 

次年度(令和３年度)に、水の粒が動いている

という概念を４年生で学んだ子たちに対して、

第５学年「もののとけ方」の単元において、色

を塗った発泡スチロール球（溶媒）を混ぜてス

ターラーを動かし、粒は均一に溶けているのか

どうかを実験する。この実験を通して、「時間」

が経つことで粒は均一になろうとするという

ことを、実感を伴って理解できるのではないか

と考えた。「水の粒が動いている」という概念

を根本として、水溶液に溶けている粒子の様子

を捉え直すことで、水溶液についての概念形成

を行うことができると考えられる。 

 

３ 研究の途中経過と今後の展望 

 現在、４年生の実践を終え、成果をとりまと

めている。授業では、水の温度が高くなるにし

たがって体積が増える現象を、しっかりと水の

粒の動きと結びつけて考察している児童が多

い。また、空気や金属の実験にも結びつけて（類

推的）思考をしている児童も多く見られた。子

どもたちのノートからも温度の上昇とともに

激しくなる水の粒の様子をイメージに表し、説

明している様子も見られた。 現在分析中 

今後は、ワークシート分析を進めながら事後

調査等を石井ほか(2020)と比較し、次年度の実

戦に向けた準備を行っていく。 

 

参考文献 

石井俊行・岡本智子・柿沼宏充:「小学４年『ものの温度と

体積』に粒子モデルを導入することの効果～電子レンジ

で粒の動きと温度の関係に着目させて～」,『科学教育研

究』,日本科学教育学会,Vol.44.No,3.pp.168-179,2020. 

ビーカー内に小さな発泡スチ

ロール球を入れ，その上に薬

包紙を載せ(青色マジックで

塗り，水面に見立てたもの)，

その底には回転子を入れた．

スターラーの回転子の回転数

を高めるにつれ，発泡スチロ

ール球の動きが激しくなって

いき，次第に薬包紙（水面）

が上昇する． 
図１ スターラーと発泡スチロール球 
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理科の授業における子どもの「たのしさ」に関する研究 

OPP シートの子どもの記述を中心として 

 

○小野 健一¹, 中島 雅子² 

Kenichi ONO¹, Masako NAKAJIMA² 

埼玉大学教育学部¹, 埼玉大学² 

【キーワード】たのしい理科の授業,メタ認知,学ぶ意味,学ぶ必然性,自己効力感 

 
１.問題の所在 
理科の授業の楽しさについて、中学校二年生を

対象にした 2015年の IEA-TIMSS調査によると、
39カ国中日本の平均得点の順位は二位であるに
もかかわらず、中学生の「理科は楽しい」と回答
した割合は国際平均よりも下回っている。 
「たのしい授業」について板倉聖宣（1930～

2018）の研究がある。板倉は自身の経験から、
「たのしい」と「わかる」の組み合わせを 4つ示
しており、そのうち「たのしくなくてわかる」授
業を「生きる喜びとは無縁の『教育内容』を『た
のしくなくてもわからせてしまう授業』」とし、
「『人権侵害』だ」と断罪している。 
板倉は自身の「たのしさ」を「人類が長い年月

の間築き上げてきた文化、それは人類が大きな感
動を持って自分たちのものとしてきたものばかり
です。そういう文化を子どもたちに伝えようとい
う授業、それは本来たのしいものになるはず」
と、表現している。板倉はこのように述べている
が、子どもたちが本当に感じている「たのしさ」
とはどういうものなのか明らかにしたいと考え
た。 
その方法として、子どもたちの学習に対する素

直な記述から子どもたちが感得している「たのし
さ」を調べることで、子どもの感じる「たのし
さ」を明らかにできると考えた。それを明らかに
する方法として、「一枚ポートフォリオ評価
（One Page Portfolio Assessment 以下OPPA論と記
す）」が有効であると考えた。 

OPPA論に着目した理由として、「OPPA論は学
習前･中･後の学習者の概念や考え方に注目し、そ
の変容過程を意識化、自覚化させることを重視し
て開発された自己評価論」である。「OPPA論を
授業で活用する際に用いるOPPシートの、学習
者の概念や考え方の『内化・内省・外化』を可視
化する機能により、いわゆる『ブラックボック
ス』であった学習者の概念の考え方、およびその
形成過程を把握することを可能にすることが明ら
かになった」ことより、子どもが「たのしい」と
感じる事を明らかにできると考えた。 
２．目的 
本研究の目的は、OPPシートの記述の分析と先

生へのインタビューより子どもが何を要因として
「たのしい」と感じるのかを明らかにする。 
３．方法 
（１）OPPシートの記述を整理・分析する。本
研究では、A市立B小学校で 2018年 9月に

OPPA論に基づいて行われた小学校第六学年「月
と太陽」の単元の授業を対象とする。 
（２）これらより、子どもの「たのしい」と感じ
ることを明らかにする。 
４．結果と考察 

OPPシートの記述分析から、子どもが様々な「た
のしさ」を感得していることが明らかになった。 
（1）他者の活動から学んだ記述 
「サイトによって情報が異なる。みんなおもし

ろいことはっぴょうしていて楽しかった」という
他の子どもの発表から自分の学びを見いだし「た
のしさ」を感得している。 
（2）「自己効力感」を感得した記述 
「月の大きさや、地球からのきょりなどが分か

ったので、良かったです。」という自分の学習に確
かな手応えを感じて、「たのしさ」を感得している。 
（3）「学ぶ意味･学ぶ必然性」を感得した記述 
「人生っていろいろ考えるけどその中でも月っ

て身近だなと思いました。月ってけっこう重要だ
と思った。」という月という存在を身近な存在とい
うことを感じ、自分にとっての重要性から「学ぶ
意味や必然性」を感得している。 
（4）メタ認知した記述 
「『金星や火星がまれにみえるのはなぜだろう』

という学習前とはちがった疑問ができました。」と
いう学習前の自分と、その後の自分の変容を認知
して自分が今感じている疑問を見つけ出し「たの
しさ」を感得している。 
（5） 興味関心を感得した記述 
「月ができた理由も気になりますね。」という自

分の中の疑問から心が惹かれて次の学習への「た
のしさ」を感得している。 
（6）学習目標をもち、学びを感得している記述 
「自転･公転がどういうものなのか知りたくな

りました。」という、未知の事柄に対し学びたいと
いう目標をもって「たのしさ」を感得している。 
５.まとめ 
子どもが「たのしい」と感じる時は、（1）から

（6）の要素が要因となってることがわかった。特
に（2）と（5）を感得している記述が多く見られ
たことから、今後は、なぜその要素を感じたのか
を子どもの様子や授業の様子をインタビューし、
分析していきたいと考える。 
参考文献 
堀 哲夫（2019）『新訂 一枚ポートフォリオ評価OPPA－一枚の用
紙の可能性－』東洋館出版社. 

板倉聖宣（1988）『楽しい授業の思想』仮説社. 
中島雅子（2019）『自己評価による授業改善－OPPAを活用して

—』東洋館出版社. 
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小学校第３学年理科「音の性質」に関する教材研究 

-認定教科書の分析から- 
 

仲井勝巳，Katsumi NAKAI，聖学院大学 

 

【キ－ワード】小学校第３学年理科，音，教材研究，理科教育，新型コロナウイルス対策 

 

１ 目的 

 2020年 4月から新学習指導要領が実施され，

新単元として小学校第 3 学年理科の内容では，

「音の性質」が導入された。その内容は，学習

指導要領のＡ物質・エネルギーに属し，「物か

ら音が出たり伝わったりするとき，物は震えて

いること。また，音の大きさが変わるとき物の

震え方が変わること。」を理解するとともに，

観察，実験などに関する技能を身に付けること

とある。本研究の目的は，新単元「音の性質」

に関する教材研究の位置づけとして，認定教科

書の分析を行い，どのような教具等が活用され

ているのかを明らかにし，どのように指導が展

開されるのかを考察することである。 

 

２ 方法 

認定された教科書 6冊を分析した。分析方法

は，主に小学校第３学年理科の教科書「音の性

質」に関して掲載されている教具等を授業内容

に分類しまとめた。 

 

３ 結果と考察 

資料１より，主に小学３年生が音楽の授業で

使用する楽器類の活用がどの教科書でも，導入

場面で掲載されていることがわかった。楽器を

使用することで，音が出る時に，物は震えてい

ることが子どもにとって分かりやすい例であ

ると思われる。そして，大太鼓と小太鼓の音の

出方の違い，同じ楽器を強く叩くか弱く叩くか

による音の出方の違い，すなわち，比較の視点

で指導することができる。また，糸，輪ゴム，

ビーズ類などを活用することで，音が出たり伝

わったりする際に，物は震えていることを視覚

的に理解しやすい内容であると考えられる。 

資料２より，どの教科書でも必ず「糸電話」

の事例が掲載されていた。音の伝わり方で，糸

や針金など異なるものを活用することで，比較

しながら学ぶことが期待できる教具だと推察

される。 

 その他，ものづくり，日常生活場面の活用，

科学技術の観点で，「音の性質」に関しての学

習内容が深まるように紹介されていた。例え

ば，単元のまとめとして，ものづくりを行い友

達同士で紹介することで学んだことを活かす

機会となる。そこに主体的・対話的で深い学び

を展開することが期待できる。日常生活場面で

は，例えば，線路，電車のボルト，コンクリー

トの品質を調べるために，音を使って判断され

ることを子どもが知ることで，生活の安全に役

立っていることに気付くだろう。さらに，超音

波の技術や防振ゴムも，日常生活を送る上でと

ても役立つ科学技術であると気付くことがで

きるように資料掲示として工夫されている。 

 今後，新型コロナウイルスの影響下において

安全面の配慮が必要となってくるだろう。特に

糸電話に関しては，飛沫感染防止から紙コップ

類は使いまわしにしないように，個々で使うよ

う配慮すべきだと考えられる。 

 

 
資料１．主に，音の出方に関する内容 

 

 
資料２．主に，音の伝わり方に関する内容 

 

参考文献 

文部科学省，小学校学習指導要領解説（平成 29

年告示）理科編，東洋館出版社 

わくわく理科３年，啓林館 

新しい理科３，東京書籍 

楽しい理科３年，信州教育出版社 

みらいをひらく小学理科３，教育出版 

たのしい理科３年，大日本図書 

みんなと学ぶ小学校理科３年，学校図書 

和太鼓・大太鼓・小太鼓・シンバル・ギター

トライアングル・グロッケン・タンブリン

輪ゴムギター・ペットボトル・缶・ビーズ類

紙・付箋・透明容器・おがくず・紙吹雪

発砲ポリスチレンの小さい球・線路

電車のボルト・コンクリートなど

糸電話・毛糸・ビニール・針金・ビーズ

トライアングル・付箋・ぼう・スプーン

やまびこ・超音波の技術・防振ゴム

スパンコール・鉄棒など
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SSHのミニ探究活動へ基本コンセプトを導入した効果 
 

○十文字秀行 1 ，宮本直樹 2 

Hideyuki JUMONJI, Naoki MIYAMOTO 

                      1清真学園高等学校・中学校，2茨城大学教育学部 

【キ－ワード】 ミニ探究活動，SSH，基本コンセプト，変数設定 
 

１ はじめに 

 本校では「スーパーサイエンスハイスクール

（以下，SSH）」事業の中心として，科学的探

究活動を実施しているが，初めて探究活動に取

り組む生徒を援助し，その探究能力を高める方

法を模索している。 

２ 研究の目的及び方法 

本研究では，科学的探究活動の初期の活動と

して，ミニ探究活動を行い，その効果を「基本

コンセプトテスト」とアンケート調査により評

価した。対象は本校高等学校第 1 学年生徒 43

名で，学校設定科目「探究基礎」（1 単位）の最

初に行った。 

研究の方法は，まず，カタラーゼの働きを調

べる実験（H2O2濃度と泡の発生速度の関係）を

行う。その実験を通して，基本コンセプト（独

立変数，従属変数，制御変数，試行回数，対照

群，仮説，タイトル，実験計画の改善点）

（Cothron et al., 2006）の理解を図った。その後，

「基本コンセプトテスト」（十文字・宮本2020）

を使用したプレテストを行う。そして，実験課

題の独立変数（酵素の濃度，温度，pH など）

を生徒が自ら考えて設定するミニ探究活動を

行う。生徒は 4 人で班を構成し，実験計画図（生

徒は，基本実験をもとに，独立変数とその範囲

と間隔，試行回数，対照群を設定）を作成し，

それに基づいて実験を行い，得られた結果につ

いての考察と発表を行う。最後に，「基本コン

セプトテスト」を使用したポストテストを行う。 

３ ミニ探究活動 

生徒が設定した独立変数の例としては，過

酸化水素水の温度，イースト溶液の濃度，

pH，カタラーゼを含む材料の種類などであっ

た。これらを踏まえて，触媒であるカタラー

ゼが H2O2の分解を促進する実験を行った。   

以下にその材料と方法を示す。 

[材料]蒸留水，H2O2溶液，イースト溶液，試

験管，試験管立て，ピペット，三角フラス

コ，ストップウォッチ，定規，油性ペン 

 

[方法] 

① 試験管 1～3 を用意し，以下の濃度の

H2O2溶液をそれぞれ 5mL 入れる。 

試験管 1…0%，試験管 2…5%，試験管 3

…10% 

② 液面から 10cm の位置に油性ペンでライ

ンを引く 

③ 試験管に 6%イースト溶液を 5mL 投入し，

発生した泡が上昇し，10cm ラインに到達

するまでの時間を計測し，記録する。 

４ 結果および考察 

すべての基本コンセプトに対する設問項目

において，正答率が向上していたが，特に，独

立変数，従属変数，制御変数，タイトルでは統

計的な有意差が確認できた（t 検定，p<0.05）。

一方で，試行回数，対照群，仮説では，有意差

は確認できなかった。また，実験計画の改善点

については，大部分が制御変数に関する記述で

あった。その他のコンセプトに対する指摘は少

なかった。 

 ミニ探究活動で独立変数の設定を認識する

ことで，独立変数だけではなく，独立変数と従

属変数の関係についての認識が向上した。しか

し，試行回数，対照群，仮説についての視点は，

まだ獲得できていない。 

５ おわりに 

本研究において，基本コンセプトを導入し,

ミニ探究活動を行うことで，独立変数，従属変

数の設定能力を高めることができた。試行回

数，対照群，仮説については，今後の科学的探

究活動において，繰り返し指導していく必要が

ある。 

引用文献 

Cothron, J. H., Giese, R. N., & Rezba, R. J. (2006). 

Students and Research: Practical Strategies for 

Science Classrooms and Competitions (Fourth 

Edition), Kendall Hunt Pub Co, 1-28. 

十文字秀行・宮本直樹（2020）「SSH の科学的探究

活動における探究能力の評価」『日本理科教育学

会第 70 回全国大会岡山大会論文集』, 205. 
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子どものイメージを介した思考・表現によるモデルの構築 

―思考の可視化としての「見える化」の有効性― 

 

○有泉翔太A，野原博人 B 

ARIIZUMI Shota, NOHARA Hirohito, 
川崎市立下沼部小学校A，立命館大学 B 

【キ－ワード】イメージ，思考の可視化，見える化，深い理解，モデリング・メタモデリング 

 
１ 研究の目的 

 学習指導要領解説（平成 29 年告示）理科編

では，「問題解決の過程を通して，あらかじめ

もっている自然の事物・現象についてのイメー

ジや素朴な概念などを，既習の内容や生活経

験，観察，実験などの結果から導き出した結論

と意味付けたり，関係付けたりして，より妥当

性の高いものに更新していくことが，自然の事

物・現象についての科学的な理解の一つであ

る」と示された。 
理科授業において，イメージを絵や図で表し

てより妥当性の高いものに更新していく教

授・学習過程は，自然の事物・現象の性質や規

則性等を深く理解することを促進する。本研究

では，子どものイメージを介した思考，表現に

よるモデルの構築を「見える化」という教授・

学習方略として措定し，深い理解に関わる有効

性について検証することを目的とした。 
２ モデルの構築と思考の可視化（見える化） 

 理科授業におけるモデルの構築について，

Schwartz ら(2009)によるモデリングとメタモデ

リングの論考は有益な視点を与える。Schwartz
らは，モデリングの要素として，モデルの構築，

モデルの使用，モデルの評価，モデルの改善と

いう要素があると指摘した。また，メタモデリ

ングには，モデルは説明と予測のための道具で

あることを自覚する，といったメタ認知に関わ

る要素があると指摘した。 
モデリングとメタモデリングの機能は対話

による学習によって促進される。Khan(2008)
は，モデルの構築は，次の三つのプロセスから

成立することを提案した。 
①自己の考えに基づきモデルを表現する段階 
②他者の考えを参考として拡張モデルを構築

する段階 
③問題解決に機能するモデルを選択し，評価す

る段階 
 以上の論考を踏まえ，本研究では，思考の可

視化によるモデルの構築に基づき，科学的な理

解を深めることを目指した教授・学習方略であ

る「見える化」を措定した（図１）。 

 
図１ 「見える化」におけるモデル構築のプロセス 

３ 結果，考察 

図１に基づき授業デザインをした小学校第

４学年「雨水の行方と地面の様子」における，

水の流れと地面の傾きや水のしみ込み方と土

の粒の大きさについての子どもの記述を図２

に示す。図２は「雨がしみ込みにくい→高低差

による染み込まなかった水の流れ→水たまり

ができる」と時系列によって整理した。 

図２ 雨水の行方と地面の様子における子どもの記述 

図２では，土に対する粒子的なイメージを介

して構築したモデルを使用し，水のしみ込む速

さの違いを適切に説明した。①では，水のしみ

込み方の視点から粒の大きさの違いを中心に

とらえたモデルを構築し，異なる土質での水の

しみ込む速さを比較しながら，構成粒子の大き

さによって土中の空間的な隙間に違いがある

ことを説明した。②，③，④では，①で構築し

たモデルに基づき，水の流れと地面の傾きを関

係付けて，水たまりができる要因を説明した。 
「見える化（図１）」による思考の可視化は，

知識を体系的に構築する，すなわち，深い理解

を実現する。 
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中学校理科におけるモデルの質的変化に基づく 

モデリングプロセスの分析 

－物理分野電流単元に焦点を当てて－ 
○島 亮平 A, 遠藤 優介 B 

SHIMA Ryohei, ENDO Yusuke 

筑波大学大学院教育研究科 A, 筑波大学人間系 B 

【キーワード】モデリングプロセス（modelling process），モデルの質，中学校理科，電流

 

1. 問題の所在 

近年国内外の理科（科学）教育において，生
徒が現象に関する「モデル（model）」を構築し
修正していく「モデリング（modelling）」に注
目が集まっている（e.g. Schwarz et al., 2009）。 

モデリングについてはこれまで，モデリング
能力に関する児童・生徒の実態調査や，児童・
生徒が行うモデリングへの教師による支援な
どが検討されてきた（e.g. Gobert et al., 2011）。
しかし，複数のレビュー論文において，児童・
生徒が行うモデリングプロセスに関しては，ほ
とんど焦点が当てられてこなかったことが指
摘されている (e.g. Louca & Zacharia, 2012) 。 

一方，数が少ないながらも見られるモデリン
グプロセスに関する先行研究では，児童・生徒
の行うモデリングが必ずしも同一のプロセス
を辿らないことが明らかとなっている
（Blanco-Anaya et al., 2017）。プロセスに多様性
があるならば，モデルの質が向上するプロセス
にどのような特徴があるかを明らかにするこ
とは，その特徴に沿った教師の支援が可能にな
るという点で，意義があると考えられる。こう
した，児童・生徒によるモデリングプロセスに
ついて，作成されたモデルの質的変化に基づく
分析を行った研究は管見の限り見当たらない。 
2. 目的 

以上を踏まえ本研究では，中学校理科でのモ
デリングにおいて，活動中にモデルの質が向上
するプロセスにどのような特徴があるかを明
らかにする。 

3. 研究方法 

国立大学附属 A中学校の第 2学年の生徒（N 

= 41）を対象として，物理分野電流単元におけ
る 45 分の授業実践とデータの収集を行った。
実践では，豆電球が光る仕組みについて個人の
モデル（絵）を作成させた後，4 人 1 班で 1つ
のモデルを作成させた。データとしては，個人
で作成したモデル，班で作成したモデル，発話
記録を収集した。なお本研究では，生徒の活動
において自発するモデリングプロセスを分析
対象とするため，班活動中に教師からの指示出
しや発問は行わなかった。 

発話記録の分析指標としては，Blanco-Anaya 

et al. (2017)のコーディングスキームを修正し，
「モデルを作成する目的の理解」などを含む，
13 の項目を措定した。モデルを評価するため
の分析指標としては，Cheng & Brown (2015)，
Louca et al. (2015)を参照して，「モデル一般の
性質」と「電流に関する観点」の 2観点からな
る 9水準の指標を作成した。これらの指標によ
って発話記録とモデルの分析を行った。 

4. 結果と考察 

最終的に一つのモデルに収束しなかった 1

班を除き，活動中にモデルの質が向上した班が
5 班（A グループ），変化が無かった班が 4 班
（Bグループ）であった。質が向上した際のモ
デルの変化としては，現象の説明において重要
となる表現要素（e.g. 抵抗）や，表現要素間で
の相互作用（e.g. 電流と抵抗との相互作用）な
どが加えられたといった変化があった。 

発話に関して，各班において「集団での表現
内容に関する合意」が全発話に占める割合は B

グループで平均 19%であったのに対し，A グル
ープでは 29%と多く，表現内容の解釈に関する
発話が多く現れた。また，B グループではほと
んど現れなかった「現象と関連した経験・情報」
が A グループにおいては出現していた。 

以上より，モデルの質が向上したプロセスに
おいては，表現要素を現象と照らして解釈する
機会が多く，その中でモデルに加えるべき表現
要素の再認識や，それら表現要素の現象におけ
る役割の精緻化が行われていたものと考えら
れる。また，そうした議論において，複数の関
連した経験や知識が引き合いに出されていた。 
なお，今回の研究ではモデルの質が向上した

班に共通するプロセスの特徴を探ったが，実際
にはその中でもプロセスに多様性があった。今
後の課題として，モデルの質の向上にも複数の
パターンがあることを想定し，プロセスの特徴
を分析する必要性があると考える。 

主要引用参考文献 

Blanco-Anaya, P., Justi, R. & Bustamante, J. (2017). Challenges 

and opportunities in analysing students modelling. 

International Journal of Science Education,39(3), 377-402. 
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高等学校理科における生徒の仮説の「検証計画立案力」に関する実態 

〇宮本 輝恵 A ，遠藤 優介 B 

MIYAMOTO Terue, ENDO Yusuke 

筑波大学大学院教育研究科A，筑波大学人間系 B 

【キーワード】 検証計画立案力，実験操作，探究の過程，高等学校理科 

 

1. 問題の所在 

これまで，日本の理科教育においては，問題
解決学習や探究学習が重視されてきた。特に高
等学校では，探究の過程に着目した指導の重要
性が強調されている(文部科学省，2016)。この
探究の過程の中でも，仮説の「検証計画の立案」
の場面については，適切な検証計画を立案する
ことに多くの生徒が困難を感じているという
実態がある(e.g. van Riesen et al., 2018)。 

検証計画を立案する能力(以下，「検証計画立
案力」とする)には，多様な要素が包含されてい
る。当該能力に関する先行研究については，そ
の向上を目指した指導法を中心に変数の同定
や制御に関する要素に焦点を当てたものが大
半を占めている(e.g. 大嶌，2015)。一方で，検
証計画の立案には，変数に関係する能力以外の
要素も必要であるし，その他の要素にも着目し
ながら，生徒が抱える困難点を探る必要がある
と考える。 

これらに関連し，小学生や大学生を対象に，
質問紙調査を用いて仮説の「検証計画立案力」
の実態を明らかにした研究はいくつかなされ
ている(e.g. 橋本・小林，2017)。確かに質問紙
調査は，設問ごとに対応した個々の能力を測定
しやすい面はあるが，それに加えて，検証計画
の立案の場面が一連の探究の過程の中に位置
付けられていることを踏まえれば，そうした流
れと，各能力を対応付けて困難点を明らかにす
ることが求められると考える。 

2. 目的 
以上を踏まえ本研究では，高校生の仮説の

「検証計画立案力」に関する実態を調査し，当
該能力のどの構成要素に困難が見られるかを
明らかにする。 

3. 方法 
1) 「検証計画立案力」の構成要素の措定 

先行研究(e.g. Arnold et al., 2014)より，仮説の
「検証計画立案力」の構成要素となる能力を抽
出した。抽出した能力の階層性を踏まえながら
整理し，本研究で扱う構成要素を措定した(「①
具体的な実験操作を決定する能力」「②条件を
制御する能力」「③実験方法の妥当性・信頼性
を検討する能力」「④結果を予想する能力」)。 
2) 生徒に対する実態調査 

措定した能力に関する生徒の実態を把握す
るための調査を行った。調査は，茨城県内の公
立高校 X の第 2 学年(普通科)の生徒を対象に，
次の 2つの方法で実施した。両調査とも，作成
した分析指標に基づいて各能力につきレベル
を 5 段階(レベル 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)に分け，そ
の到達度を評価した。 

① 質問紙調査 (N①＝142) 

橋本・小林(2017)などの先行研究を参考に，
措定した各能力を問ごとに測る構成とした調
査問題を作成した。 

② 探究活動による調査 (N②＝139) 

 「ろうそくの白煙の正体の探索」という探究
課題を設定し，グループごとに探究活動に取り
組ませた。ここではまず，個人で仮説や仮説を
検証するための計画を立案させ，検証計画書に
記入させた。その後，グループでの話し合いの
時間を設け，議論の様子を記録し，発話内容を
分析した。 

4. 結果と考察 

 両調査の結果より，「具体的な実験操作を決
定する能力」が他の能力(質問紙調査における
「実験方法の妥当性・信頼性を検討する能力」
を除く)と比較して，5％水準で有意に低いとい
う結果が明らかとなった。これは，実験器具等
の使用に関する知識の不足や検証計画を立案
する経験の不足といった可能性に加えて，実際
に決定した実験操作をもとに仮説の検証を行
うというイメージができていないため，詳細な
記述に至らないということが生徒の回答から
窺える。 

また，一連の探究の過程を辿る探究活動によ
る調査では，設定した仮説では実験操作の考案
が困難であると判断した生徒が，具体的な実験
操作を決定しやすい仮説に変更していた様子
(発言)が見られたことから，実験操作の決定で
つまずくと仮説の設定にも影響を及ぼす可能
性があると考えられる。 

主要引用参考文献 

Julia Caroline Arnold, Kerstin Kremer & Jürgen Mayer 

(2014), Understanding Students' Experiments— 

What kind of support do they need in inquiry  

tasks?, International Journal of Science Education,   

Vol.36, pp.2719-2749. 
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探究学習における振り返り活動を重視した指導に関する一考察 

－中学校第３学年化学分野における実践を通して－  

○齋藤正義 

MASAYOSHI Saitoh 

筑波大学附属中学校  

【キ－ワード】 探究学習，振り返り，探究の過程を振り返る 
 

１ 研究の目的 

 今回の学習指導要領の改訂では，資質・能力

を育成するにあたっては，探究の過程や主体的

な探究活動がより一層重視されている。中学校

理科では，重視する探究の学習過程として，「探

究の過程を振り返る」ことが，主に第 3 学年に

位置付けられている。また，平成３０年度の全

国学力・学習状況調査の結果から，探究の過程

を振り返ることが知識の定着において重要で

あることがわかっている。一方で，これまでに，

「探究の進め方自体を生徒に理解させる」とい

う視点で探究の過程を振り返る活動を重視し

た授業実践に関する報告は，これまでになされ

てはいない。 
そこで，本研究では，第３学年の化学分野に

おいて「探究学習における振り返り活動を重視

した指導」の実践を行い，その効果を検証した。 
 

２ 研究の方法 

（１）授業実践について  
探究学習において振り返りを重視した授業実

践は 2019 年 10 月〜2 月にかけて４回ほど行

い，探究の進め方自体について振り返る活動を

繰り返し行った。鶴ケ谷(2016)によると，振り

返りに関して，研究や実践報告からわかること

は，「何を目的として」振り返りを行うのかを

授業者が明確にすることが重要である。本授業

実践における振り返り活動は，個人ではなく，

班毎の探究を発表する場面において共同で行

い，「自分たちの探究の進め方を確認すること」

「多面的な見方や考え方に触れ，同じ課題でも

様々なアプローチがあることを知ること」を目

的として行うことを事前に生徒に説明した。さ

らに，探究学習中に考えたことを振り返れるよ

うに，「気づいたこと」「他者の考えを聞いて

思ったこと」「疑問点」等の自分の思考をプリ

ントの「気づきのメモ」の欄に記入させ，文字

化させた。そうすることで，班毎に探究を発表

する場面において，生徒が振り返り活動をしや

すいように工夫した。 

（２）アンケート分析について 
 探究学習における振り返りを重視した指導

が理科学習へ与える効果について，本校３年生

176名に対してアンケートを実施し，分析した。 

 

３ 結 果 

 「探究的な理科の学習後に振り返りを行う

ことは，大切だと思いますか」という質問に

対して１〜６の６段階評価で，６を最も肯定

的な選択肢とした時の平均値が「5.24」であ

った。また，「大切だ」と思う理由として「自

分が行った実験が正しい手順なのか，他のみ

んながどういう考え方をしていたのかがわか

って，自分の考えの幅が広がるから」のよう

な，「探究の多様性に気づき，自分の探究の

進め方を見直す」といった意味の記述が多く

挙げられていた。また，「気づきのメモ」につ

いては，「役に立った」と答えた生徒は全体の

約 50％，「役に立たなかった」は約 10％，「ど

ちらとも言えない」は約 40％となった。 
 

４ 考 察 

 振り返り活動について「大切だ」と思ってい

る生徒の記述から，その多くが，単に「学習の

中で学んだことや身についたことを確認する」

という意味ではなく，「自分自身の探究の進め

方自体を確認する」という意味で振り返りを行

うことができていたことが読み取れた。また，

気づきのメモについては，生徒の記述から「役

に立たなかった」と答えた生徒以外は，振り返

りをしやすくするために「実験中に考えたこと

を書く」「他班の意見を付け足す」といった方

法で利用しており，探究の過程を振り返る上で

役立てて使用していたことがわかった。 
 

５ 主要参考文献 

鶴ケ谷柊子「理科教育における振り返りの研究

を概観する‐研究論文・実践記録を通して‐」，

『理科の教育』2016 年 8 月号，Vol.65，No.769，
東洋間出版社.  
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問題解決型学習に展開できる先行学習の在り方を考える 
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○中野 英之 A、Ｂ 

NAKANO Hideyuki 

桐蔭横浜大学 A，早稲田大学教師教育研究所 B 

【キ－ワード】 先行学習，問題解決型学習，授業研究，参与観察，小学校理科  

 

１ はじめに 

 鏑木 1）によると、発見学習（問題解決型学

習）と先行学習について、次のような説明がな

されている。「発見学習とは、知識の伝達を主

とせず、動機あるいは理解の仕方や能力の育成

に効果的な指導法を言う。（中略）帰納を重視

した指導法なので、学習内容を支える専攻知識

が担保されていないと自主的に学習が進まな

いという特徴をもつ。一方、先行学習は演繹を

基本とした指導法で、学習すべき知識の概念等

すべてが冒頭から最終的な形で与えられ、その

まま受容することによって学習が進む方式を

いう。既有の知識構造に関連づけられるなら深

い学習が可能となる。」 

 先行学習と軌を一にするものに「教えて考え

させる授業 2）」がある。「先行学習」や「教

えて考えさせる授業」は理科では一般的に最も

反発されたり敬遠される授業形態であるとさ

れている。 

 著者は、「先行学習」を小学校理科での出前

授業に取り入れ、実践を重ねた結果、先行学習

の良さを見出すとともに、先行学習を基本とし

た問題解決型学習を展開していくことが今後

の理科教育を考える上で重要なのではないか

という結論に至った。そのための方略を検討す

ることが本研究の目的である。 

 

２ 方 法 

 小学校理科における「先行学習」または「教

えて考えさせる授業」の参与観察を行うととも

に、著者自身も参与観察を行った授業を大学生

を対象に実践を行い、授業についての学生とと

もに授業分析を行った。対象とした授業は「水

蒸気を水の入った試験管に集める」、「塩酸と

アルミニウムの反応」に関する２つの実験を伴

う先行授業型の実践である。 

分析結果をもとに、「先行学習」や「教えて

考えさせる授業」の重要な柱である「活用課題」

のありかたについての検討を行い、問題解決型

学習に展開できる先行学習の在り方に関する

検討を行った。 

 

３ 結 果 

 参与観察を行った授業では、授業時間に制約があ

ることもあり、活用課題の解決方法は教師側から与

えられ、それを確かめるところまでに留まってい

る。しかし、参与観察や追試や学生との議論を通し

て、活用課題の先にある「ではなぜそうなるのか」

といったようなあらたな課題を児童自らが見出す

ことが十分に可能であるという結論に至った。こう

した児童自らが設定した課題を第２の活用課題と

して設定することにより、問題解決型学習に展開で

きる先行学習のスタイルを構築し得ることが示さ

れた。 

 

４ 今後に向けて 

 今後は小学校理科の各領域において、前述のよう

な第２の活用課題の探索を進めるとともに、小学校

における実践を進めていきたいと考えている。実践

を通して、「問題解決型学習」と「先行学習」の対

立を超えた、学習者にとって真の学びとなるような

理科教育の在り方を模索していきたい。 

 

 

参考文献 

１） 鏑木良夫(2014)『わかる授業のための予習

から入る「先行学習」のススメと授業スキ

ル』先行学習教育開発研究所 

２） 市川伸一（2008）『「教えて考えさせる授

業」を創る』図書文化社 
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都市における台風被害に対する防減災リテラシー育成授業の創成 
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1. はじめに 

 日本は自然災害の被害が多く，今日の異常気

象や地震の頻発化からも防災教育の重要性は

高まっていると思われる。しかし，現状では学

校の授業の中で防災に焦点が置かれているこ

とはわずかであると感じる。そこで，本研究で

は防災に対応する能力獲得のため，茨城県水戸

市の自然災害に特化した中学生対象の防災学

習プログラムの作成を行った。 

2. 対象とする自然災害の選択 

 平田ほか(2019)による災害アセスメントに

よれば，水戸市では他の自然災害に比べ，風水

害に遭う可能性が高いと考えられる。特に台風

は，那珂川の

氾濫など，水

戸市での被害

が大きくなり

やすい自然災

害であると考

えられ るた

め，水戸市の 図 1. 水戸市災害アセスメント 

児童生徒が台風に関する正確な知識や，科学的

な根拠に基づく防災リテラシーを獲得するこ

とは非常に重要であり，主体的に学習に取り組

める学習プログラムを作成する必要があると

考える。 

3. 授業実践 

筆者らは 2020 年 2 月 14 日に，水戸市立の公

立中学校第三学年の生徒を対象に授業実践を

試み，開発した学習プログラムの有効性を検討

した。実践した授業の略案を以下に示す。 

〇生徒の活動 ●発問 ・教師の関わり ＊指導上の留意点  

〇動画を視聴する。 

●大きな被害を及ぼすと考えられる台

風が近づいてきた時，みなさんならど

んな行動をとりますか。 

・台風に関する動画を流す。 

＊状況や場所などの例を提示し，どん

な行動をとるか想定しやすくする。 

＊台風に対する行動には状況や場所，

時間などによって様々に変わってくると

いうことを確認する。 

●まずは台風によるどんな被害がある ・挙げられた被害例を一次災害・二次災

と思われるか考えていきましょう。 

〇台風による被害を挙げていく。 

●どんな対応をできるか考えましょう。 

害・三次災害に分類する。 

・一次災害・二次災害・三次災害それぞ

れに対する対応策を考えさせる。 

〇それぞれの被害の対応策について

考える。 

●被害の対応では，事前の準備も考

えられます。準備についても考えてみ

ましょう。 

＊それぞれの被害がどんなものである

のか，どんな対応ができるか，例なども

示して考えさせていく。 

・被害に対するどんな準備ができるかに

ついても考えさせる。 

〇自分たちなり地域に特化した防災マ

ニュアルの作成を行う。 

・水戸市の防災マニュアルやハザードマ

ップなどを提示する。 

・班ごとにいくつかの状況を割り振って，

それぞれの防災マニュアル作成を行わ

せる。 

・TA として学生が各班を回って作成の

手伝いに入る。 

●本時のまとめ。 ・本時の授業のまとめを行う。 

生徒らは授業実践の半年前に台風による被

害を実際に経験しており，台風による被害や防

災行動については活発な議論が行えていた。地

域に特化した学習プログラムの効果が確認さ

れた。一方で，生徒にとって台風による被害は

直接的なものであるという既存意識が強く，高

次災害について考える場面でもなかなか台風

の被害として結びつかず，考えを深めることは

困難だった。 

4. まとめ 

 本研究では地域に特化した防災学習プログ

ラムの有効性が確認できたものの，既存知識な

どを利用するといった改善の余地も見出され

た。今後，更なる防災能力の獲得を促す学習プ

ログラムへと発展させていきたいと思う。 
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１ はじめに 

群馬県南部の伊勢崎市は，標高100m程の低地で，

関東平野の北端に位置している。群馬県北部には

上毛三山（赤城山，榛名山，妙義山）が連なるほ

か，市内を利根川が流れるという地形である。 

２ 実践想定地域の特定と気になる自然災害被害 

本研究で筆者らは，群馬県伊勢崎市（以下，「当

該地域」）の中学校対象に防減災学習プログラム

を創成し，授業実践を試みた。 

自治体公表防災情報等によれば，当該地域に予

測される自然災害被害は概ね図 1 のように整理さ

れる。次に，落雷に着目し，気象庁公表の過去の

気象データより，2000～2019年の主要都市と前橋

市（当該地域の北西に隣接し，地形が類似）にお

ける雷日数を月別に整理したものを図 2に示す。

実線が前橋市であり，夏季の雷日数が他都市と比

較して多いことがわかる。夏型の熱雷は，午後か

ら夕方にかけて発生しやすい。この時間帯は放課

後に当たることから，生徒自身が正確な防減災リ

テラシーを有し，主体的に防減災行動を取ること

が特に求められると言える。 

３ 授業の提案 

本研究が提案する授業の略案を以下に示す。 

対象：群馬県伊勢崎市の中学校第 3 学年 

 〇学習内容等 〇指導上の留意点等  

導

入 

10 

分 

○群馬県の落雷発生状況を

知る。 

○広い公園（宮前公園）にい

る場合，どのような避難行

動をとるかの５択クイズに

ついて考える。 

 

○夏場の落雷発生分布図を

提示する。 

○回答の様子から生徒がど

のような先行知識や誤概念

を有しているか把握し，展

開での指導に活用する。 

 

展

開 

30

分 

 

○落雷発生メカニズムや特

徴についてまとめる。 

○保護範囲と側撃雷，

Lightning Crouch（雷しゃが

み）を学習する。 

 

○2 つのシチュエーション

で取るべき行動を考える。 

①森林（権現山）【個人】 

突発的に近くで落雷が発生

した状況。 

②河川敷（和田橋）【班】 

昨晩から大雨が続いてい

て，突発的に落雷が発生し

た状況。近くに大きな橋が

架かっている。 

 

○夏型の熱雷発生メカニズ

ムにも触れる。 

○イラスト等を提示し，正

しい避難行動を教える。 

 

 

○学習した正しい避難行動

を基に，各シチュエーショ

ンでの避難行動を考える。 

○林では側撃雷に注意する

必要がある。 

○落雷は集中豪雨（ゲリラ

豪雨）と併発する可能性が

高く，洪水と関連させて減

災行動を考えさせる必要が

ある。 

終

末 

10

分 

○「雷避難マップ」を作る。 

洪水ハザードマップを活用

し，落雷発生時に避難可能

場所をマークする。 

○避難可能場所として，コ

ンビニや銀行，公民館など

を例示する。 

４ 謝辞 

本研究は一部 JSPS科研費 JP19K03112の助成を受けて行われた 

５ 文献 

気象庁HP「過去の気象データ」http://www.da

ta.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php (acc

essed 2020.10.29) 

図 1 伊勢崎市の災害アセスメント 

落雷の特徴を理解し，適切な避難行動について考える 
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青森県大鰐町の中学校での実践を想定した山間部の住宅地の 
雪崩被害に対する防減災リテラシー育成授業の創成 

 
〇藤本将毅，平田昭雄  

Masaki FUJIMOTO，Akio HIRATA 

東京学芸大学 

【キーワード】 自然災害，防災教育，防災リテラシー，中等教育，雪崩 

 

1 はじめに 

青森県大鰐町は，人口 9000 人ほどの町で，山

間部に位置し，豪雪地帯であり，県内では，スキ

ーの名所として有名である。また，町内にある中

学校は一校のみで，町内のいたるところからその

中学校に生徒が通っており，長時間かけて通って

いる者も少なくない。 

2 実践想定地域の特定と気になる自然災害被害 

 筆者らは，大鰐町立大鰐中学校の通学区域を，

防減災学習プログラムの実践地域（以下，「当該

地域」）に想定した。また，大鰐町の地形的，気

候的な特徴，自治体公表防災情報等によれば，当

該地域に予測 

される自然災 

害被害は図 1 

のように整理 

される。今回 

は，当該地域 

で発生が危惧 

される災害の 

中でも，雪崩に注目し，授業を創成した。 

3 授業概要 

 〇学習内容等 ●指導上の留意点 

導

入 

〇大鰐町の特徴と，

青森県内で起きた

雪崩の被害につい

て知る。 

 

 

〇雪崩の映像を見

てその速さを理解

する。 

●豪雪地帯の分布

図と大鰐町のグー

グルアースによる

写真，青森県内で起

きた雪崩事故の新

聞記事を用いる。 

●雪崩の到達速度

の速さから，早めの

避難の必要性につ

いて気づかせる。 

 

展

開 

 

 

 

 

〇雪崩のメカニズ

ムについて理解す

る。 

 

〇注目すべき気象

情報について考え

る。 

 

〇気象情報や，避難

準備情報がどのよ

うに自分たちに伝

わるか知る。 

 

 

 

〇気象予報，避難準

備情報を受けて，避

難までの流れを考

える。 

●図を用いながら，

雪崩発生に大きく

関わる「弱層」の形

成要因を説明する。 

●弱層が形成され

る気象条件から，注

目すべき気象情報

について考える。 

●大鰐町ホームペ

ージに掲載されて

いる大鰐町民への

気象情報等とその

伝わり方がまとめ

られた図を用いな

がら説明する。 

●避難までの流れ

を考える中で避難

時の持ち物や，避難

経路をあらかじめ

知っておくことの

大切さにも触れる。 

ま

と

め 

〇本時の学びを振

り返り今一度雪崩

から早期に避難す

るためにはどうす

るべきか確認する。 

●大鰐町公表の防

災情報等（避難経路

の確認に役立つハ

ザードマップや避

難時の持ち物の確

認に役立つ表も紹

介する。 

 

謝辞 

本研究は一部 JSPS 科研費 JP19K03112 の助成を

受けて行われた。 
文献 

大鰐町ホームページ 

http://www.town.owani.lg.jp/ 

(Acc. 200802) 

雪崩から早期に避難するために何をす

るべきか考えよう。 

図 1 大鰐町で想定される災害 
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静岡県磐田市の中学校での実践を想定した 

洪水・浸水被害に対する防減災リテラシー育成授業の創成 

〇渡邊海斗, 平田昭雄 

Kaito WATANABE,  Aiko HIRATA 

東京学芸大学 

【キーワード】防災教育, 洪水, 浸水, ハザードマップ，水圧 

 

１ はじめに 

 防災は「学校保健安全法」などで教育現場に位置付けら

れている。近年，東日本大震災や地球温暖化，豪雨災害が

多発していることもあり，平成29年度改訂版学習指導要

領では，災害，防災に関係する記述や教科,学習内容も増

えている。本研究では静岡県磐田市で必要とされている

防災教育と小中学校理科学習を関連させ，児童生徒が自

ら考え，防災・減災行動をとることができるようになる防

減災授業の開発を試みた。 

２ 磐田市における必要な防災授業の作成 

 磐田市が公表しているハザードマップは6 種類あり，

様々 な災害に対応していた。磐田市は東西に川が流れて

おり，「洪水・浸水」に関するハザードマップは磐田市全

体（図１）のものと市をさらに８つの地域にわけたより細

かなハザードマップを公表している。これらから，「洪水・

浸水」は磐田市民の多くが危惧すべき災害であることが

わかる。 

３ 授業の提案 

 本研究が提案する授業の略案を以下に示す。 

 ○学習内容等 ☆評価 ◎指導上の留意点 

導 ○磐田市にとって「洪水・浸水」の ◎磐田が公表しているハザ

入 危険性が高いことに気づく。 

〇洪水・浸水時の避難方法を考え

る。 

 

ードマップを活用。 

 

展

開 

 

 

○洪水のメカニズムの実験映像や

図を見てメカニズムを理解する。 

○洪水・浸水前の避難行動を考え

る。 

○洪水・浸水時後の避難行動を考え

る。 

○学校付近,登下校道の白地図に，避

難経路，避難方法を書き込んで

グループで作っていく。 

 

◎教員側の補足の説明を同

時に行っていく。 

☆映像を見て,洪水のメカニ

ズムを理解できている。 

◎行動をするか想像しなが

ら考えさせる。 

◎理科の既習事項と関連さ

せながら，正しい避難行動

を考え出すことができるよ

うにする。(水圧，圧力，浮

力等) 

謝辞 

 本研究は一部 JSPS 科研費 JP19K03112 の助成を受

けて行われた。 

４ 文献 

１)平田昭雄(2020)「地域の市民に必要な科学的防災リテ

ラシーを育む中等教育プログラムの設計」日本科学教

育学会研究会研究報告，Vol.34，No6，pp.73-78. 

2)磐田市ホームページより 磐田市洪水浸水想定区域図  

https://www.city.iwata.shizuoka.jp/_res/projects/defaul

t_project/_page_/001/001/143/tenryugawa.pdf 

https://www.city.iwata.shizuoka.jp/_res/projects/defaul

t_project/_page_/001/001/143/oota02.pdf 

(accessed.2020.08.30) 

図 1 天竜川(左)と太田川(右)のハザードマップ 

洪水のメカニズムを理解し， 

自ら判断して避難できるようになろう。 
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コロナ禍における，生活用品を用いた科学教室のオンライン実施 

                   

○平松 あい A，小林 広和 B 

Hiramatsu Ai, KOBAYASHI Hirokazu  

                    東洋大学情報連携学部 A，昭和大学富士吉田教育部 B 

【キ－ワード】 理科教材，理科教育，ICT教育, Informal Education, 異年齢交流 
     

１ 目 的 

 2000 年代初頭以来，児童の理科離れが叫ば
れており 1,2)，家庭や余暇などのインフォーマルな
学習が求められている 3)。我々は理科や科学に興
味をもつ児童の育成を目指し，身近な生活用品を
用いた科学実験教室を 2011年より開催してきた。
本年の新型コロナウィルスの影響により，対面での
活動が困難になったため，遠隔コミュニケーション
ツールである Zoom を用いたオンラインでの科学
教室の実践を試みた。またこの機会に，対象を全
国各地（東北，関東，東海，関西，中国，九州）に
広げた。今回は 5月と 8月に開催した教室の様子
と，それに対するアンケートの結果を報告する。 
 

２ 方 法 

（１）オンラインで実施した科学教室について 

 対象を小学 2～6年生とし，「錯視とマジックキュ
ーブ工作」「塩の働きとアイスクリーム作り」を各テ
ーマとして 1回当たり約 1時間半程度とした。実験
材料は各自準備してもらい，Zoom越しでの手順
映像の視聴と実演を元に，児童に実験を行わせ
た。細かい作業時にはブレイクアウトルーム機能
で少人数グループに分け対応した。適宜クイズや
解説を入れ，面白さやわかりやすさを工夫した。 

（２）調査について 

 参加児童の保護者にアンケートを行い，53名（う
ち 20名は対面参加の経験あり）の回答を得た（調
査時期：2020年 10月 18～31日）。アンケートの内
容は多岐にわたるが，今回は対面実施との比較
内容を中心に報告する。 
 

３ 結 果 

オンラインでの科学教室に対する満足度の平
均値を図 1 に示す。90％以上が交流を除き高評
価をつけており高い満足度が伺えた。オンライン
での参加を対面参加と比較した感想（表 1）では，
楽しさや親しみやすさ，理解度はやや下がるもの
のそれほど変わらず，友達との交流が大きく下が
っていた。対面のように手伝ったり一緒に作れな
かったりしたことが影響していると思われる。半面，
参加のしやすさはかなり上がっていた。 

オンラインの利点としては，「家族で楽しめる」
「親が手伝えてスムーズ」「終了しても続けられる」
「送迎や移動が不要」等が挙げられていた。逆に
良くない点として，「皆でわいわいできないのが残
念」という声がかなり多く，次いで「家族に邪魔され
る」「材料の準備が負担」などが挙げられた。 

今後の参加方法については，遠方者はもちろ

ん，対面経験がある参加者においても，子どもの
ためには対面がより望ましいとしつつも，送迎負担
軽減や他予定のとの兼ね合いでオンラインとの使
い分けを希望する回答が多く見られた。 

 
図１：科学教室に対する満足度 

 
 表１：オンライン実施を対面と比較した感想 

(上がった：+2，変わらない：0，下がった：-2 として示した） 

 
４ 考 察 
 今回の調査より，対面型に劣る面はあるものの，
オンライン実施でも一定の満足が得られ，科学教
室として十分成立することがわかった。特にオンラ
インで行った場合，参加者のすそ野を広げるとい
う意味で有効であることが分かった。 
 

５ まとめ 

 今回初めてこのような試みをしたが，一定の評価
を得ることができた。今後，対面とオンラインをバラ
ンスよく組み合わせ，児童たちの満足度を維持し
つつ，新たな参加者が参加しやすい活動を行っ
ていきたい。 
 

参考文献 
１） 軸丸勇士, 他(2007)「理科離れの視点からみた
子ども科学実験教室のあり方」 大分大学教育福
祉科学部研究紀要, pp.153-168 

２） 寺田安孝,他(2007)「地域・学校・博物館との連携
によるインフォーマル・エデュケーションの実践」 
愛知教育大学教育実践総合センター紀要, 10, 
pp.85-90 

３） 長沼祥太郎(2015)「理科離れの動向に関する一
考察」 科学教育研究, Vol.39, No.2, pp.114-123 

 

謝辞 

本文の作成にあたり，公益財団法人日本教育

公務員弘済会より令和 2 年度日教弘本部奨励金

の助成（19A2-002）を受けた。また活動にあたり

Dr.ミッチー研究所のご協力に謝意を表す。 

項目 ﾎﾟｲﾝﾄ 項目 ﾎﾟｲﾝﾄ 

楽しさ 

理解度 

親しみやすさ 

-0.6 

-0.2 

-0.3 

参加のしやすさ 

友達との交流，協力 

1.2 

-1.5 

-38-



 

 

企業等からの講師による小学校理科連携授業 

-広島県発明協会教育支援事業の試み- 

○林 武広 A，西村成美 B，熊野弘子 B，吉村 香 B，広島県発明協会教育支援事業運営委員会 

HAYASHI Takehiro, NISHIMURA Narumi, KUMANO Hiroko，YOSHIMURA Kaori  

比治山大学現代文化学部（広島県発明協会参与）A，広島県発明協会B 

【キ－ワード】小学校，理科，企業講師，連携授業，発明協会 

 

１ 前書き  

 一般社団法人広島県発明協会では 2011 年度

より教育支援事業として地元広島の企業等の

技術者・研究者が小学校，中学校に出向く理科

の連携授業（以下，連携授業）を行ってきた。

2015 年度から希望校が増え，2016 年度では小

学校 16 校，参画企業は 6 社以上の規模となり

現在に至っている。林（2016）は連携授業の成

果として児童は特に理科が日常生活や社会で

役立っていることへの理解が深化できたこと

を報告した。また林ほか（2017）は本連携授業

が現職教員研修としても有意義であることを

報告している。本報告では 2018−2019 両年度に

実施した小学校での連携授業の概要と連携し

た教師 97 名の反応の概要を記す。 

２ “企業等講師”による連携授業  

 広島県発明協会は経産省受託事業”社会人講

師活用型教育支援プロジェクト”を引き継ぐ自

主事業として連携授業を実施してきた。この事

業への予算措置は無く地元企業（広島県の公的

研究機関含む）の賛同のもと本協会の教育支援

事業運営委員会が企画・運営を担っている。小

学校では高学年を対象とし広島市教委を通し

て希望校を募集している(市外の学校は個別対

応）。表１に 2018-2019 年度の実施企業等，授

業プログラム，実施校数を示す。これらの連携

授業では各企業の製品や専門的な機器・道具等

を教材・教具として積極的に活用している。 

３ 成果・課題の評価方法と結果 

 連携授業の評価として有効性と課題を探る

ため授業実施学級の児童と連携した教師対象

に簡易な質問紙調査を行っている。ここでは教

師の回答集計結果を扱う。質問内容と選択項目

は以下の各表に結果と併せて示している。 

 児童にとっての連携授業の有効性について

高い順に３項目選択する回答(表 2)では林

(2016)の報告と同様，学習内容と生活との関わ

りへの認識深化の選択が顕著で，学習意欲や興

味・関心の高揚への選択も多い。これらは連携

授業の達成目標でもあり，児童の反応(別途，

報告予定)ともよく符合していることから，一

定程度の有効性を有すると判断している。 

 連携授業対応への課題について項目選択の

回答(表3)では講師との連絡や協議が最も多い

が，時間確保や学校内での調整等も少なくな

い。これらは多忙な学校現場で講師−教師間の

より効果的な協議の必要性を示唆している。 

主要参考文献 

 林武広 (2016)｢企業講師による小学校理科

連携授業の成果と課題｣,日本理科教育学会全

国大会発表論文集第 14 号,p238. 
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探究の過程の重点化に関する研究 

導入で要因を抽出し，課題を設定することが「見通し」と「振り返り」に与

える影響に着目して 

 

○山内宗治 A，益田裕充 B，栗原淳一 C，上原永次 D，日暮利明 E，大井俊和 F 

Souji Yamauchi, Hiromitsu Masuda, Kurihara Jyunichi, 

Eiji Uehara, Toshiaki Higure, Toshikazu Ooi 

広島県立黒瀬特別支援学校 A，群馬大学大学院教育学研究科 B，群馬大学大学院教育学研究科 C， 

群馬大学教育実践センターD，群馬大学教育実践センターE，群馬県太田市立毛里田中学校 F 

【キ－ワード】 探究の過程，重点化，要因，見通し，振り返り 

 

１ 目 的 

 中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説
理科編において，資質・能力を育成するために
重視すべき探究の過程のイメージが示された
（図 1）１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：探究の過程のイメージ 

図１において，「『見通し』と『振り返り』
は，学習過程全体を通してのみならず，必要に
応じて，それぞれの学習過程で行うことも重要
である」と述べられた。 
益田(2015)は，中学校理科授業での課題設定

について，「課題を設定する中でも，見いだし
た問題を基に課題を設定する過程では，表出さ
れた大づかみな種々の要因を俯瞰した問いと
して表出させる」と指摘している２)。また，鈴
木(2017)は，理科授業における自然事象の提示
から予想・仮説と検証計画の立案の局面に着目
し，検証計画の立案を行うためには，原因とし
て考えられる要因と変化することを関係付け
て考えるように促す支援や，様々な学習過程で
の「見通し」と「振り返り」を促す教師の支援
が重要であると指摘している３)。 

しかしながら、どのようにして探究の過程で
「見通し」と「振り返り」を行えるのかについ
ては具体的な方略は示されていない。 
そこで本研究では，探究の過程で「見通し」

と「振り返り」を行うために，導入時に要因を
抽出することが一つの方略となるのではない
かと考え，検証することとした。 

２ 方 法 
探究の過程を踏んだ中学校理科授業に関し

て，導入で要因の抽出を行っている授業を対象
とした。単元は「運動とエネルギー」と「自然
と人間」の 2つとした。対象とした授業の指導
案及び授業映像，授業映像を基に発話プロトコ
ルを用いて，「見通し」や「振り返り」につな
がる教師の介入や子どもの気付きを分析した。 
３ まとめ 
 「見通し」と「振り返り」を探究の過程の各
過程で行うための 1つの方略として，導入で要
因を抽出し，「X（原因として考えられる要因）
が変化すると，Y（変化する要因）はどう変化
するか？」という要因を含んだ課題を設定する
ことが重要であると明らかになった。 
また，教師の介入は，予想・仮説，検証計画

の立案，及び考察・結論の局面で行うことが有
効であると分かった。予想・仮説では「見通し」
を，考察・結論では「振り返り」を促す声かけ
が有効であり，検証計画の立案では，「見通し」
と「振り返り」の両方を促す声かけが有効であ

ると考えられる。 

 
参考文献 
１）文部科学省：中学校学習指導要領（平成

29年告示）解説理科編 
２）益田裕充：全国学力・学習状況調査(中学

校理科)のメッセージを読む，月刊 理科の
教育 2016年 1月号，東洋館出版社．2015 

３）鈴木駿：理科授業における検証計画の立案
に関する研究，2017． 
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理科授業における探究の過程の重点化に関する研究 

解決方法の立案に着目して 

 

○山内宗治 A，益田裕充 B，上原永次 C，日暮利明 D，倉林凌佑 E 

Souji Yamauchi, Hiromitsu Masuda, Eiji Uehara, Toshiaki Higure, Ryosuke Kurabayashi 

広島県立黒瀬特別支援学校 A，群馬大学大学院教育学研究科 B，群馬大学教育実践センターC， 

群馬大学教育実践センターD，群馬県太田市立毛里田小学校 E 

【キ－ワード】 探究の過程，重点化，重視される学習過程，解決方法の立案，課題 

 

１ 目 的 
 中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説
理科編において，指導の重点化が学年ごとに示
された（表１）１）。 

表１：各学年で重視する探究の学習過程の例 

 

また，資質・能力を育むために重視する探究
の過程のイメージも示された（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：探究の過程のイメージ 

これらのことから，学年が上がるごとに，そ
れぞれ探究の過程をたどるようにして重点化
が行われていることがわかる。 

さらに，平成 30 年度全国学力・学習状況調
査の結果から，解決方法の立案に関しては未だ
に課題があり，指導や学習の方法に関して改善
の余地があることが示唆されている２）。 

そこで本研究では，中学校第１学年の理科授
業と第３学年の理科授業を比較し，解決方法の
立案の重点化を経る前と経た後とで，教師の指
示にどのような違いがあるのかを検証する。 

２ 方 法 
解決方法の立案にせまる理科授業を抽出し，

VTR録画記録及び映像から起こした発話プロト
コルを用いて分析した。調査対象は，静岡県内
公立 A 中学校（平成 25 年 7 月 第 1 学年）と
千葉県内公立 B 中学校（平成 25 年 9 月 第 3
学年）に行われた授業である。ここでは，解決
方法の立案の重点化を経る前の中学校 1 年生
と，重点化を経た後の中学校 3年生を比較する
ことで，解決方法の立案を成立させるような教
師が行う授業方略を明らかにしようとした。 
３ まとめ 
 中学校第１学年では，課題を二者択一的な課
題を設定することで解決方法の立案を成立さ
せる方略が抽出できた。考察の局面では，課題
が二者択一的なものであるため，考察が一つに
収束していた。 
一方，解決方法の立案の重点化を経た後の中

学校第３学年では，二者を比較するという過程
をたどりながらも，あえて二者を比べるような
課題を設定せずに，一般化を図ろうとする課題
を設定していた。そこから，対照実験を考えら
れるように調べることについて考え，整理する
活動を取り入れることで，解決方法の立案を成
立させる方略が抽出できた。考察の局面では，
一般化を図ろうとする課題であるため，考察が
多様化しており，実験結果からさらに推論する
ことが行われていた。 
また，解決方法の立案を行う際，導入の局面

で課題を設定する前に，必要な要因を全て抽出
することが調査対象の両授業で行なわれてい
た。その抽出した要因から，解決方法の立案と
して，実験が構想されていた。要因に気付かせ
る支援としては，教師が要因に関する発問をす
ることや，要因を引き出させられる資料を配布
することが有効であることが明らかになった。 

 
参考文献 
１）文部科学省：中学校学習指導要領（平成

29年告示）解説理科編 
２）国立教育政策研究所：平成 30 年度 全国

学力・学習状況調査 報告書 中学校理科 

中１ 
自然の事物現象に進んで関わり，その

中から問題を見出す。 

中２ 
解決する方法を立案し，その結果を分

析して解釈する。 

中３ 探究の過程を振り返る。 
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「問題を見いだす力」を育成する授業づくりと段階的な指導の提案 

‐第３学年 「音の性質」の実践を通して‐ 

葛貫 裕介 

KUZUNUKI Yusuke 

武蔵野市立第五小学校 

【キ－ワード】 問題を見いだす力，評価，授業づくり，段階的な指導，音の性質 

 

１ はじめに 

「問題を見いだす力」の育成が，小学校第 3 学

年から目指されるようになった。問題を見いだすた

めには，異なる事象や自分の経験，他者の考え

等と比較し，疑問を抱くことが欠かせない。しか

し，多くの疑問を見つけることが，必ずしも「問題を

見いだす力」が高いことにはならない。なぜなら，

問題は疑問の中に含まれ，教材や授業の文脈に

即して検証可能であることが不可欠だからである。

そのため，「問題を見いだす力」の育成につなが

る授業づくりや，その力を見取るための実践研

究，そして「問題を見いだす力」を高める指導方法

を検討していくことが必要である。 

２ 研究の目的 

第3学年「音の性質」において，輪ゴムギター・ト

ライアングル・太鼓（ハンドドラム）を使って音を出

す体験活動を通して，音が出ている時の3つの楽

器の様子を比較し，「音と物の震えについての問

題を見いだし表現できたか」をノートの記述内容を

基に分析し，「問題を見いだす力」を育成する授

業づくりとその評価，指導のあり方を検討した。 

３ 単元指導計画（全７時間扱い） 

第１次 音が出るとき（３時間） 本時 1/3 

第２次 音の大きさ（２時間） 

第３次 音の伝わり（２時間） 

４ 本時の授業と評価 

（１）「問題を見いだす力」を育成する授業づくり 

図１ 「問題を見いだす力」を育成する授業づくりの構想図 

（２）授業の実際と「問題を見いだす力」の評価 

トライアングルと太鼓で音を出す場面では，輪

ゴムギターと違い，班で１個の用意にしたため，自

然とお互いの気付きを交流し合っていた。指の感

触や文房具を使って，太鼓が震えているか確かめ

ようと問題解決を進める児童も見られた（図 2）。学

級全体で気付きや疑問を交流する場面では，物

の震えの視点が明確になるように，発問や発言に

対する問い返しを行った。その後，疑問や調べて

みたいことをノートに記述する時間を設けた。 

 

 

 

 

図 2 授業中の児童の学びの姿 

評価規準（図 3）を設定し，ノートの記述内容を

分析した結果，34 名中【十分満足できる】は 25

名，【おおむね満足できる】は 6 名，【努力を要す

る】は 3名であった。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 本時における「問題を見いだす力」の評価規準 

５ 「問題を見いだす力」の段階的な指導の提案 

「問題を見いだす力」を高めるには，4つの段階

を踏んでいく授業展開が最低限必要であると考え

る。特に，視点の明確化や問題文の書き方等を３

年生の時点で丁寧に指導することが欠かせない。

ノートに記述させる内容も段階的に変化させ，学

習問題として適切な内容や考え方が徐々に実感

できるように指導を積み重ねることが大切である。 

図 4 「問題を見いだす力」を高める段階的な指導モデル 
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予想場面で考えの根拠とする情報の選択と変容に関する考察 
- 第 5 学年「台風と天気の変化」での理科学習プロセスシートの活用 - 

○石川 あさひ A，佐藤 寛之 B，神山 久美 C，鶴田 真樹 D，山崎 壮 D 

ISHIKAWA Asahi，SATO Hiroyuki，KAMIYAMA Kumi，TSURUTA Masaki，YAMASAKI Sou 
山梨大学大学院教育学研究科 A，早稲田大学 B，山梨大学 C，山梨大学教育学部附属小学校 D 

【キ－ワード】 小学校理科，情報活用能力，台風と天気の変化  
 
１．問題の所在 
情報化社会といわれる 21 世紀では，子どもに

情報活用能力を身に付けさせることが必須となる。
この情報活用能力は，問題解決の能力，つまり，
子どもの科学的な思考・表現に関する能力の育成
と密接な関連があり，理科学習場面においても熟
達させていくことが求められている。このことは，
今年度から全面実施された新しい小学校学習指導
要領において，情報活用能力は言語能力と同様に
「学習の基盤となる資質・能力」と位置付けられ
ていることからも明らかである。しかし，国内で
2016年実施された情報活用能力調査では，「小学
生について，整理された情報を読み取ることはで
きるが，複数のウェブページから目的に応じて，
特定の情報を見つけ出し，関連付けることに課題
がある。また，情報を整理し，解釈することや受
け手の状況に応じて情報発信することに課題があ
る。（文部科学省，2016）」等の課題が指摘され
ており，その解決を図るような授業方策の検討が
急務となっている。 

２．研究の目的 
上述の情報活用能力調査で調査結果が良好だっ

た学校では，子どもに「自分の考えを表現させる
こと」「情報を処理させること」「情報手段の特
性に応じた伝達および円滑なコミュニケーション
を行わせること」を取り入れた授業の実施頻度が
高いとの分析がなされている。このことをふまえ，
理科学習場面での子どもの思考を把握するために
佐藤ら（2019）の理科学習プロセスシートを援用
したワークシートを用いて，理科授業を実践する
こととした。本研究では，この授業実践で用いた
ワークシートの記述内容の分析から，以下の２点
について明らかにすることを研究の目的とした。 
① 学習問題に対する予想を，他者と意見交流する

場面において，何を根拠にして，他者の意見を
参考にしたのかを明らかにすること 

② 他者の意見にふれることで，自分の考えがどの
ように変化したのかを明らかにすること 

３．調査（授業実践）の概要 
(1)期間：令和２（2020）年 10月～11月 
(2)対象：国立Y大学附属小学校 第５学年 99名 
(3)単元：台風と天気の変化（全 4時間） 
(4)授業実践概要 
日本周辺に到来する台風の動きについて，日常経
験や天気に関する既習内容を基に，自分の予想と
他者の予想とを学級内で共有した後で，資料（気
象情報）を活用して学習問題を解決するような授
業を立案し実施した。この考えの共有場面で理科

学習プロセスシートを活用し，参考となる他者の
考えとその考えを選んだ根拠を記入し，自分の考
えが変容したかについても確認できるようにした。 

(5)ワークシートの記述内容の分類と集計結果 
予想場面での子どものワークシートの記述内容

から，他者の考えを参考とする根拠に関する集計
結果を表１に，また，他者の意見を参考にして自
分の考えに変容させたかの集計結果を表2に示す。 

表1 参考にした意見の分類結果 

根 拠 内 容 割合(人数) 

生活経験 実際に見たり聞いたりしたもの 56.6% (59) 

既習内容 
第5学年「天気の変化」等， 
既習の内容を根拠にしたもの 

17.2% (17) 

知 識 
本や教科書から得た知識を根拠
にしたもの 

17.2% (17) 

表2 考えの変容の有無に関する結果 

考えの変
容の有無 

内 容 割合(人数) 

変容あり 
他者の意見を参考にして， 
自分の考えが変容した 

24.3% (24) 

変容なし 

他者の意見を参考に自分の考え
を変容させなかったが，自分の
考えに不安を感じている 

6.1% (6) 

意見交流を行ったが，自分の  
考えは変容しなかった 

63.6% (63) 

4．子どもの情報の選択やその変容に関する特徴 
子どもは台風の動きに関する予想の根拠として，
生活経験を挙げることが多かった。一方で，既習
内容を根拠としている子どもは，理科学習で得ら
れた知識等を挙げるだけでなく，少数ではあるが，
社会で学習する「あたたかい土地のくらし―沖縄
県―」等の他教科での学習によって得られた知識
に基づくものもあった。本研究の授業実践におい
て，自分の予想における考えを変容させた子ども
の多くは，他者から既習内容をふまえた知識が提
示されたことで自分の考えを変容させていた。 

附記 
本研究はJSPS科研費20K02879の助成を受けたものである。 

文献 
文部科学省(2016)「情報活用能力調査の結果について」, 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1356188.htm 
文部科学省(2019)「小学校プログラミング教育に関する概要資料」, 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1416328.htm 
佐藤寛之・松尾健一・小野瀬倫也(2019)「理科学習で子どもが授
業すべきと考えた情報とその選択の根拠に関する研究：メタ認
知的活動の顕在化と気づきの自覚化に促す理科学習プロセス
シートの開発とその活用」理科教育学研究，60(2)，361-374. 
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子どもが根拠のある考えを構築していくための理科授業デザイン 
○武居 菜生 A，佐藤 寛之 B，神山 久美 C，窪田 健D，鶴田 真樹D 

TAKEI Nanase，SATO Hiroyuki，KAMIYAMA Kumi，KUBOTA Ken，TURUTA Masaki 
山梨大学大学院教育学研究科 A，早稲田大学 B，山梨大学 C，山梨大学教育学部附属小学校D 

【キ－ワード】 協働的な学習，小学校理科，理科授業デザイン，協調的問題解決 
 

１．問題の所在 
2017（平成 29）年に告示された学習指導要領で

は「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授
業改善が求められ，中央教育審議会初等中等教育
分科会の論点整理では，子どもの思考力・判断力・
表現力等は「学習の中で主体的・協働的な問題発
見・解決の場面を経験することによって磨かれて
いく」と明記されている（文部科学省，2015）。
そして，文部科学省は，「子供同士が教え合い学
び合うこと」を協働的な学び（協働学習）として
いる（文部科学省，2020）。小学校理科では，理
科室での小グループ（班）による学習活動も多く，
一見すると協働的な学習が行われやすいようにみ
える。しかし，学習形態による協働場面の設定に
関する検討だけではなく，どのような他者との協
働的な学習が子どもの科学概念形成に寄与するの
かについて，授業実践をふまえて検証し，授業改
善に生かすことが急務となっている。 

２．研究の目的 
上述の協働学習と科学概念構築を検討するため

に，小学校理科の「物の溶け方」の学習場面にお
いて意図的に他者と協働する機会を創出した授業
実践を試行した。その結果，他者と学ぶ意義を実
感できた子どももいたが，子ども自身の他者の概
念構築への貢献に対する意識や，自身の考えをワ
ークシートに記述する場面で課題も見られた。ま
た，和田ら（2019）は「協働学習は，問題解決に
自らが積極的に関わる中で，自分なりの考えを共
有する者同士が解決策を吟味し，学習を調整する」
と述べている。このように，協働学習を成立させ
るためには子どもが自分の考えを持っていること
が重要である。そこで，本研究では，理科学習の
初発となる第3学年の子どもにも根拠のある自分
の考えを構築できるようにする理科授業デザイン
の有効性を検証することを研究の目的とした。 

３．調査（授業実践）の概要 
(1)期間：令和２（2020）年 10月～11月 
(2)対象：国立Y大学附属小学校 第３学年 33名 
(3)単元：第 3学年理科「物と重さ」（全 8時間） 
(4)根拠のある自分の考えを構築するための授業
デザイン上の工夫点 
子どもが根拠のある予想をノートやワークシー

ト等に記載しやすいようにするため，「物と重さ」
の学習指導計画を表1のように立案し，実践した。
第一次の「物は形を変えると重さもかわるのか」
の学習の際に子ども自身が根拠のある予想を行う
ことができるように，その前段での学習問題を設 

表1 「物と重さ」の単元指導計画 

次 時数 主な学習問題 

第 

一 

次 

物の重さ調べ（4時間） 

1 ポーズを変えると体重は変わるのか 

2 物は置き方を変えると重さもかわるのか 

3・4 物は形を変えると重さもかわるのか 

第 

二 

次 

物の重さくらべ（4時間） 

5・6 体積が同じだと物の重さも同じなのか 

7・8 ブロックの重さを比べてみよう，まとめ 

定して体験活動を増やした。また，第二次でも，
「体積が同じだと物の重さも同じなのか」の学習
の際に，予想場面において塩や砂糖の見た目や手
ごたえを感じるように教材を提示した。 

４．子どもの考え（予想）と課題 
第一次の「物は形を変えると重さもかわるのか」

での予想場面では，すべての子どもが自分の予想
を理由とともに記述していた。子どもの予想にお
ける根拠を表２に示す（根拠は複数回答あり）。 
自分の予想と実験結果が一致していた子どもは，

自分の考えに自信を持ち，その後の学習において
も，同じ根拠を用いて自分の考えを記述する様子
が見られた。しかし，自分の考えに対する自信の
有無に関わらず，自分の考えの根拠に他者の意見
を役立てている子どもはあまり見られなかった。 

表２「物は形を変えると重さもかわるのか」の予想と根拠 

予想 予想の理由（根拠） 回答数（割合） 

重さは 

変わらない 

 

81.2% 

量や大きさがかわらない 25（36.2%） 

重さはかわらない 13（18.8%） 

既習内容 6（8.7%） 

粘土は同じものである 3（4.3%） 

わからない 1（1.4%） 

その他 12（17.4%） 

重さは 

変わる 

 

18.8% 

形がちがうから 3（4.3%） 

前にさわったことがある 1（1.4%） 

なんとなく 1（1.4%） 

その他 4（5.8%） 

附記 

本研究はJSPS科研費20K02879の助成を受けたものである。 
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⼦どもの思考プロセスを把握するための⽐喩的表現に関する研究 
○中⻄ ⼤⽣ A，佐藤 寛之 B，佐藤 博 C，橋本尚⼀D，関⼝哲也D 

NAKANISHI Taiki，SATO Hiroyuki，SATO Hiroshi，HASHIMOTO Shoichi，SEKIGUCHI Tetsuya 
⼭梨⼤学⼤学院教育学研究科 A，早稲⽥⼤学 B，⼭梨⼤学 C，⼭梨市⽴⽇下部⼩学校D 

【キ−ワード】 ⽐喩的表現，溶解，科学概念構築，イメージ（モデル）図 
 

１．はじめに 
全国学⼒・学習状況調査における⼩学校理科の

結果から，我が国の⼦どもには，判断の根拠や理
由を⽰しながら⾃分の考えを述べることについて
課題があることが指摘されている。森本（1997）
が「⼈は⼀つの判断体系として外⾔として発し，
その根拠を内⾔として⽀えている」と述べている
ように，⼦どもが他者に対して⾃⾝の考えを説明
する場合には，その⾃分の考えの根拠をまったく
もち得ないとは考えにくい。しかし，理科学習の
考察場⾯では，実験結果に基づいて考える必要も
あり，⾃⾝の考えを説明する際の思考や表現の⾃
由度は低くなってしまうことがある。そのため，
学習問題に対する考察場⾯において，⼦どもの思
考や表現の⾃由度を⾼め，実験結果が⽣起した要
因を⾃分なりに考え，⽰すことのできるような学
習指導⽅略の事例的研究が必要とされている。 
２．研究の⽬的 

本研究では，⼦どもが⾃分の考えを表現する際
に⽤いられる⽐喩的表現に着⽬し，以下の 2 点を
明らかにすることを研究の⽬的とした。 
Ⅰ. 学習の振り返り場⾯において，たとえの表現

やイメージ図等を⽤いるように促し続けると，
⼦どもの⾃分の考えの表現は変容するのか。 

Ⅱ. 上記Ⅰ.の実施後に⾏った「物のとけ⽅」に関
する学習での科学概念構築過程において，⽐喩
的表現はどのような役割を果たしているか。 

３．調査と授業実践の概要 
(1)対象：Y 市⽴ K ⼩学校第５学年２クラス 59 名 
(2)調査実施期間：令和２（2020）年７⽉〜９⽉ 
(3)調査概要 

理科学習を振り返る場⾯を設定し，⾃分の考
えを説明するために，⼦どもの表現を価値づけ
たり，絵図や⽐喩的表現を促したりすることで
の⼦どもの表現⽅法の変容を調査した。 

(4)授業実践期間：令和２（2020）年９⽉〜10 ⽉ 
(5)単元：第 5 学年理科「物のとけ⽅」(全 14時間) 
(6)分析対象の授業実践概要 

本研究では，「物のとけ⽅」の学習の第４次「⽔
溶液は冷やすと溶けている物が取り出せるか」
を分析対象とした。第 4 次までの授業において
も，⼦どもが各学習問題の考察場⾯では，実験結
果だけでなく，実験結果が⽣じたプロセスにつ
いても⾔及するように求めた。第 4 次の授業で
は，2種類の溶質（ミョウバン・⾷塩）が溶けた
⽔溶液を冷却すると，ミョウバンは析出し，⾷塩
はほぼ析出しないことを理解できるようにした。 

４．調査結果と⼦どもの思考プロセスの分析 
研究⽬的Ⅰ.に関する調査結果を表１に，「物の

溶け⽅」での表出した⼦どもの思考を表２に⽰し，
第４次での⼦どもの思考の分析の概略を報告する。
⼦どもの学習の振り返りの記述を価値づけるコメ
ント等の返答を繰り返した結果，実験結果が⽣じ
た要因の説明に，絵図や⽐喩的表現を⽤いる⼦ど
もの割合が若⼲だが増加した。 

また，第４次では，全体の 84.7%（クラス毎で
は 88.9%，80.6%）の⼦どもがかくれんぼ説，⼿
繋ぎ説，⼊れ物説のいずれかと好き嫌い説を統合
し，冷却後は冷⽔と相性の悪いミョウバンのみが
析出することを説明した。２クラスとも，かくれ
んぼ説，⼿繋ぎ説に好き嫌い説を統合し表現した
⼦どもは冷却後にもミョウバンの⼀部は溶解した
ままである要因を推論し説明できていた。しかし，
⼊れ物説に好き嫌い説を統合し表現した⼦どもの
考えでは，すべてのミョウバンが析出することに
なるため，実験結果の説明に限界が⽣じていた。 
表 1 学習の振り返り場⾯での考えの表現⽅法 

時期 
表現の分類 2020年7⽉ 2020年9⽉ 

① 結果を，⽂章のみで説明 54.2%  37.3% 
② 結果を，絵図を⽤いて説明 25.4% 20.3% 
③ 結果を，⽐喩的表現を⽤いて説明 3.4% − 
④ 結果が⽣起した要因を， 

絵図を⽤いて説明 − 5.1% 
⑤ 結果が⽣起した要因を， 

⽐喩的表現を⽤いて説明 6.8% 28.8% 
⑥ 未記⼊ 10.2% 8.5% 
表 2 「物の溶け⽅」で表出した⼦どもの思考 
理解すべき内容 ⼦どもの考え 

⽔溶液の性質 
(透明性・均⼀性) 

かくれんぼ説 ⽔が溶質を取り囲む 
⼿繋ぎ説 ⽔と溶質が⼿を繋ぐ

ように結合している 
温度と溶解度 ⼊れ物説 ⽔を箱等の⼊れ物に

⾒⽴てて違いを説明 
物質毎の溶解度 好き嫌い説 溶質によって⽔の温

度との相性が異なる 
附記 

本研究はJSPS科研費20K02879の助成を受けたものである。 
⽂献 
森本信也（1997）『⼦どもの論理と科学の論理を結ぶ理

科授業の条件』東洋館出版社. 
中⼭迅（1997）「⼦どもの科学概念の⽐喩的な構成」『科

学教育研究』，Vol.22 No.１，12-21. 
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自由試行に基づく学習活動と科学概念構築の関係についての研究 
－小学校第３学年「太陽とかげを調べよう」を対象にして－ 

○藤本 浩平 A，佐藤 寛之 B，佐藤 博 C，橋本 耀太 D 

FUJIMOTO Kohei，SATO Hiroyuki，SATO Hiroshi，HASHIMOTO Yota 
山梨大学大学院教育学研究科 A，早稲田大学 B，山梨大学 C，山梨市立日下部小学校 D 

【キ－ワード】 自由試行，小学校理科，太陽とかげ，知的な気づき，科学概念構築 
 

１．はじめに 
現在までの理科教育学に関する研究の成果から，

子どもは学習前から素朴概念（自分なりの科学的
概念）を保持しており，これらの素朴概念を科学
概念に変容させることが容易でないことが明らか
とされている。子どもの科学概念構築における課
題のために，様々な授業方略が検討・試行されて
いるが，そのひとつにホーキンス（Hawkins，D.）
が提唱した「自由試行（Messing About）」があり，
素朴概念の変容を目的とし「自由試行」を学習場
面で取り入れた理科授業実践に関する研究も試行
されてきた。例えば，加藤（2000）は，自由試行
が素朴概念を望ましい考え方に変容させることに
有効であることを報告し，柿畠（2013）も，自由
試行を活用した理科授業実践の結果，学習内容の
理解度が有意に上昇したことを報告している。 
しかしながら，小学校の低学年理科を想定して

本邦に紹介された自由試行に関する研究も，近年
では，小学校高学年の理科学習を対象とされてい
ることも多く，小学校中学年に関する研究報告も
さらに充実させていく必要がある。 

２．研究の目的 
本研究では，小学校第３学年を対象にした自由

試行を活用した学習活動を通して，以下の 2 点を
明らかにすることを研究の目的とした。 
①単元の導入時に実施する自由試行から，子ども
がどのような気づきを得るのかを分析する。 

②上記①の子どもの気づきが，その後の理科授業
実践や，理科授業を通して構築される科学概念
にどのように寄与するかについて，授業の参与
観察から分析する。 

３．授業実践の概要 
(1)期日：令和２年10月下旬 
(2)対象：Y市立K小学校第3学年1学級（24名） 
(3)単元：太陽とかげを調べよう（全8時間） 
(4)自由試行の実施と留意点： 
単元の導入場面の２時間（２授業時数）に自由

試行を実施した。自由試行の際に子どもが使用す
るであろう道具は，「影は日光を遮るものがあると，
太陽の反対側にできる（科学概念Ⅰ）」，「時間が経
つと影の向きが変わるのは，太陽の位置が変わる
からである（科学概念Ⅱ）」，「太陽の位置は，東か
ら南，西へと変わる（科学概念Ⅲ）」に児童が気づ
くように，教師が意図的に用意した。 

４．自由試行により得られた子どもの気づき 
自由試行により得られた子どもの気づきを表１

と表２に示す。影に関しては，科学概念Ⅰに関連
する影の「濃淡」「形」「方向」に該当する気づき
が多数の児童から表出した。さらに，科学概念Ⅱ
や科学概念Ⅲに関連する太陽や影の「方向」に該
当する気づきも同様に子どもから表出した。 

5．子どもの気づきと科学概念構築の関係 
自由試行による子どもの気づきが新たな科学概

念構築に寄与していたと想起できるものもあった。
例えば，科学概念Ⅰに関連する影の「濃淡」につい
て，自由試行で色のある影ができることを気づきと
して挙げた子どもは，その理由を「透明の物だと，
太陽の光が全部は遮られないから影に色がつく」と，
単元終了時に説明できた。このことからも，自由試
行により自分なりの気づきを得ることが科学概念
の深化・拡大に寄与することが示唆された。 

附記 

本研究はJSPS科研費20K02879の助成を受けたものである。

文献 

柿畠佳祐（2013）「小学校理科における力概念変容のための指
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形大学大学院教育実践研究科年報』，4，58-65． 
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表1 自由試行により得られた「太陽」に関する気づき 

類型 道具 子どもの気づきの例 人数（%） 

形 
遮光 
プレート 

太陽はまんまる 
14 

（58.3） 

色 太陽はみどり 
 6 

（25.0） 

温度 温度計 ひなたは31℃ 
 8 

（33.3） 

方向 方位磁針 
9：30太陽は東にある 
13：57太陽は南西にある 

 4 
（16.7） 

光の 
反射 

プラスチック 
コップ 

水をいれると光る 
 2 

（ 8.3） 

表2 自由試行により得られた「影」に関する気づき 

類型 道具 子どもの気づきの例 人数（%） 

濃淡 

プラスチック 
コップ 

したじき 

とうめいなものでも， 
うすいかげができる 
 

色のついたかげができた 

20 
（83.3） 

形 ハードル 
物のおき方で，かげの 
でき方がちがう 

 8 
（33.3） 

温度 温度計 ひかげは28℃ 
 6 

（25.0） 

方向 紙コップ 
太陽のはんたいがわに 
できて，すべて同じ向き 

 6 
（25.0） 
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理科学習における社会的文脈とメタ認知・認知・情意の 

調整過程に関する考察 

 

和田 一郎 

WADA Ichiro 

横浜国立大学 

 

【キ－ワード】 理科学習，自己調整，社会的文脈における調整，メタ認知 
 

１ 研究の目的 

 理科において，子どもが主体的・協働的に問

題解決を進められるよう，他者との協働性を考

慮した，自己の学習を調整（自己調整）する能

力の育成に関する検討が不可欠となっている。 
 理科における自己調整学習の成立に関して，

本間・長沼・和田（2016）らは，Hadwin ら（2011）
の指摘する３種の調整学習の概念に基づき，社

会的影響を考慮した調整学習モデルを提案し

た。具体的には，「自己調整（SRL）」は，グ

ループ内での他者との相互作用により目標に

向けて学習を調整する「共調整（CoRL）」，

および教室内全体での大きな集団の中での相

互作用により学習を調整する「社会的に共有さ

れた調整学習（SSRL）」の相互連関過程から

成立することを見出した。ただし，これらの相

互関連過程では，メタ認知を中心機能として，

認知，動機づけなどの認知・情意変数が，複雑

に関連していることが示唆されたが，その詳細

は明らかになっていない。本研究では，Hadwin
ら（2011）の指摘を踏まえ，これらの変数間の

関連性を捉える調整学習モデルを提案するこ

とを目的とする。 
 

２ 社会的文脈を考慮した調整学習に関連す

る認知・情意等の変数 

 自己調整は，子どもが学習課題や目標の達成

するため，計画，モニタリング，認知，動機づ

け，行動等のプロセスを調整することを意味す

る（Hadwin,2011）。こうした自己調整の構成

要素は，個人内における独立変数として機能す

るが，それらは協働的な課題の中で，周囲の環

境や条件などの外的変数からの影響を受ける。

自己調整では，そうした環境や条件への個人的

な適応が目指される。 
 理科学習の立場から捉えれば，例えば次の通

りである。問題に対して子どもが自分なりに予

想や仮説を設定し，他者と意見の交流を行う場

合，自らの予想の根拠と他者の根拠を比較し，

自己の予想の根拠を補強したり，修正したりす

る。そこでは，自己の予想を構成する根拠とし

て学習経験や生活経験をモニタリングし，他者

のそれと比較してその妥当性を判断する。独立

変数と他の外的変数とを関連付け，個人内で目

標変数を定め，メタ認知を機能させながら，最

適な予想や仮説を構成するのである（図１a）。 
 共調整学習では，自己と他者の間で一時的に

自己調整を協調させる。自己と他者の相互作用

において，新たな目標変数が設定され，認知や

動機づけの調整が図られる。例えば，協働的に

考察を進めているような場合，仲間が他者をメ

タ認知して，必要なエビデンスを提案して認知

の調整を図る場合がある。これによって，グル

ープとしての考えが整理でき，他者の動機づけ

も高まり，より目標志向的に学習が推進する（ 
図１b）。 
 社会的に共有された調整学習は，相互依存も

しくは集団で共有された調整プロセス等であ

る。重要な点は，目標に向かって自己調整して

いる個人が，共有した結果に向かってモニタリ

ング，評価，目標や計画等を協働で統合するこ

とである。例えば，共有されたメタ認知の下で，

教室全体で結論を導く際には，問題に対する答

えを共通して認識している考察の内容を踏ま

えて収斂させる（図１c）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図１ 調整学習と関連する認知・情意変数 

 

３ 今後の検討課題 

 図１に基づき理科授業実践を分析し，調整学

習と変数間の関係性を明らかにしていく。 
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内省に基づく理科における暗黙的メタ認知の可視化 

 

○大久保 杏美 A，澤田 大明 B，和田 一郎 C 

OKUBO Ami, SAWADA Hiroaki, WADA Ichiro 

横浜国立大学 A，川崎市立川崎高等学校付属中学校 B，横浜国立大学 C 

【キ－ワード】 暗黙のメタ認知，明示的メタ認知，内省，自覚化 
 

１ 問題の所在と研究の目的 

 平成 29 年告示の学習指導要領において，求

められる資質・能力として 3 つの要素があげら

れた。その中で「学びに向かう力人間性等」を

育成するにあたり，自己の感情や行動を統制す

る能力，自らの思考の過程等を客観的に捉える

力など，「メタ認知」の重要性が指摘された。 

 メタ認知とは，「認知についての認知」を意

味する。これには，自らがメタ認知を機能させ

ていることを自覚化している明示的メタ認知

と，無意識下で自動化されて機能する暗黙的メ

タ認知の２種類が存在することが指摘されて

いる（Andrew ら，2016）。これら明示的メタ

認知と暗黙のメタ認知の性質は，表 1 のように

整理されている（Kriat，2000)。 

 

表１ ２種類のメタ認知の性質 

（上段が明示的メタ認知，下段が暗黙的メタ認知） 

 明示的で制御的な性質 
問題解決のために自分が有している知識

や経験をもとに，意識的に考えること 

暗黙で自動的な性質 特定の状況により迅速に対応すること。 
 

 

この中で，暗黙的メタ認知は，例えば科学者

の探究過程において，無意識下でメタ認知を機

能させながら，探究のスキルを適応させて問題

を解決するように，自動化，熟達化された側面

を有する。一方で，その自動化された過程が必

ずしも文脈に適応して機能しているとは限ら

ない。このように，暗黙的メタ認知の実態は，

ブラックボックス化されているが故に不明瞭

であった。本研究では，理科授業において機能

している暗黙的メタ認知の実態を明らかにす

ることを目的とする。 

 

２ メタ認知と内省の関係性 

暗黙的メタ認知を可視化させるにあたり，小

川ら(2019)の指摘は有益である。すなわち，

彼女らは，Tarricone(2011)の理論を援用し，

理科学習において内省によってメタ認知を明

示的に稼働させる過程を示した(図１)。ここで

は，内省を起点としてメタ認知を意識的に稼働

させ明示化させる過程が示されている。 

図１ 内省によるメタ認知の稼働モデル 
 

八木ら(2012)は，内省の一つの特徴として，

「直接的な認知対象のみならず，認知対象を捉

える枠組みをも対象とする認知である」と述べ

ている。例えば，理科学習において，問題解決

活動における予想において，過去の経験を踏ま

えて情報を取捨選択するというメタ認知の働

く過程，それ全体を振り返ることが内省に該当

するというものである。このことから，内省に

よって，暗黙的メタ認知を含めたメタ認知を，

自覚していくことが可能であるといえる。すな

わち内省を通じて暗黙的メタ認知を自覚化さ

せることによって，それが明示化されると考え

られる。 
 

３ 暗黙的メタ認知の可視化と内省 

以上より，内省と暗黙的メタ認知，明示的メ

タ認知の関係は図 2のように考えられる。 

図２ 内省と明示的メタ認知・暗黙的メタ認知の関係図 

  

本研究では，図２に基づきながら，内省によ

る暗黙的メタ認知の可視化を試みた。 
 

４ 引用・参考文献 

1） 文部科学省（2018）『小学校学習指導要領（平成 29 年

告知）解説 理科編』東洋館出版,17-18 

2） 八木陽一郎（2012）『内省とリーダーシップ』白桃書房

出版,47-72 

3） 小川ら（2019）「内省とメタ認知の関連に基づいた理

科学習」,教育デザイン研究,No.10,74-82 

4） Andrew Gibson et al.（2016）Towards the Discovery of 

Learner Metacognition from Reflective Writing 
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小学校理科の問題解決過程における学習場面と批判的思考の 

関連について 

－ メタ的思考領域としての「使用判断」プロセスに着目して － 

 
○笠井 駿輔 A，加藤 圭司 B 

KASAI Shunsuke，KATO Keiji 
横浜国立大学教育学部学部生 A、横浜国立大学教育学部 B 

【キーワード】批判的思考，認知プロセス，小学校理科，メタ認知 

 

１ 研究の背景と目的 

平成28年 12月の中央教育審議会答申では、

理科において育成を目指す資質・能力の要素と

して、自分の考えの妥当性を検討する力が明示

された。理科において「妥当性を検討すること」

は、合理性や客観性の観点から反省的に吟味し

たり検討したりすること、すなわち批判的思考

と解釈できる。 

 批判的思考の発現について田中ら（2007）は、

メタ認知の観点に及んで「使用判断」「適用」

「表出判断」の3つの認知プロセスを示すと共

に、モデルで説明している（図1）。 

図 1  批判的思考の認知プロセスモデル(田中・楠見、2007) 

田中らのモデルは、大学生を対象として作成

されたもので、一般的な思考プロセスを説明す

るものだが、例えば、小学校理科の問題解決の

過程においてこのプロセスに沿ってどのよう

に批判的思考が進むのか、進まないとすればど

こに課題があるのかを明らかにすることは出

来ていないように思われる。すなわち、具体的

な理科の問題解決の文脈の中で、批判的思考の

実態を批判的思考の認知プロセスの観点から

十分に読み解くまでには至っていないという

ことである。 

 以上から、本研究では、①小学生における批

判的思考の認知プロセスとして、使用判断が十

分になされているのか、②その使用判断が、理

科の学習場面によってどのように変わるかの

2点を明らかにすることを目的とする。 

２ 方法 

時  期：2020年 11月 

対  象：神奈川県内公立小学校5年生 

     2クラス61名 

単  元：「流れる水のはたらき」 

調査方法：質問紙調査 

分析方法：予想及び考察の学習場面について、

批判的思考の要素「合理的な思考」

と「反省的な思考」の 2 観点から、

児童の傾向や特徴を把握する 

３ 結果と考察 

質問紙調査の結果から、予想場面に比べて考

察場面では批判的思考の発現の割合が低い傾

向が見られた。ここから、予想場面では自他を

納得させたいという感覚が働き、メタ認知の領

域において「批判的思考をした方が良い」とい

う判断がなされた可能性が窺える。また、理由

を持って思考することの大切さ、有用さを感じ

ている児童が多いことも明らかになった。 

一方、考察場面では、「一度考えて満足して

しまった」「理由はなくても良いと思った」な

ど、先のモデルにおけるメタ認知の領域として

の「使用判断」のプロセスに入る前に、思考が

停滞してしまう可能性を示唆するものである。 
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理科における表象の書き換えとメタ認知の関連構造 

－深い学びの意味に関する考察－ 

○鈴木進 A，遠藤寛 B，和田一郎 C 

SUZUKI Susumu, ENDO Hiroshi, WADA Ichiro  

横浜国立大学教育学部 A，横浜市立三ツ沢小学校 B，横浜国立大学 C 

【キ－ワード】 理科学習，表象，深い学び，メタ認知 
 

１ 問題の所在と研究の目的 

 平成 29 年告示の新学習指導要領では，資質・

能力の育成を図るため，｢主体的・対話的で深

い学び｣の視点からの授業改善が求められた。

中央教育審議会(2016)では，主体的・対話的な

学習が行われても，そこに深さが介在しないと

表面的な形式のみの授業になることが指摘さ

れており，深い学びの重要性が示唆された。深

い学びは｢見方・考え方｣を働かせながら，情報

の精査や関連付けを行い，子ども自身が学習の

中で知識・技能を自在に活用できる姿である。 

こうした深い学びの実態を捉えるために，本

研究では精神内での表現活動である表象の概

念に着目した。理科学習においては，例えば和

田ら（2013）によって，理科授業における表象

と科学理論の研究はなされてきた。そこではブ

ルーナーの 3 つの表象形式の相互作用とメタ

認知による科学概念について示されたが，その

過程の中で、なぜ多くの知識の中から情報が選

択され，結びつくかといった相互関連の詳細な

構造までは明記されていない。 

そこで本研究では，深い学びの成立と学習者

の表象の変容との関連を詳細に捉え，その構造

を明らかにすることを目的とする。 

 

２ 表象の書き換えとメタ認知 

 表象の構造変容を詳細に捉えるため，本研究

では Karmiloff-Smith（1997）の表象の書き換

え理論に着目した。この理論では，表象を表１

のように 4 つの水準に区分している。 

表 1：表象の書き換えにおける 4 つの表象の水準 

第Ⅰ水準 手続き的形態をとり，情報は手続き内にある状態 

 E1 水準 手続き内の情報を選択し，利用可能とする状態 

 E2 水準 選択した情報を用いて，図や表で表現する 

 E3 水準 選択した情報をもちいて，言語や記号で表現する 

 

表象の書き換えは第Ⅰ水準より始まり，E1 水

準を通じて，E2，E3 水準へと書き換えが促進

することで表象の構造化が進む。ここで，表象

の書き換えによる情報の選択の様態を分析す

るため，各水準で保持される情報をWhite,R.T.

が指摘する知識の構成要素で分類した。 

 次に，深い学びにおける子ども自身による知

識・技能の駆動状態を捉えるため，本研究では

Keestra(2017)による表象の書き換えとメタ

認知の関連性を精査した。具体的には，メタ認

知を Schraw,Moshaman(1995)によるメタ認

知的知識，和田ら(2013)によるメタ認知的活

動として捉え，メタ認知が表象の主体的な書き

換えに関わる機能であると仮定し，図１のよう

に模式化した。これに基づき，理科授業におけ

る子どもの思考を分析した。 

  

 
図１.表象の書き換えとメタ認知の関連モデル 

 

３ 事例的分析 

 以上の理論的背景を踏まえ，以下の内容で事

例的分析を行った。 

（１）調査対象：横浜市立小学校第 5 学年 

（２）調査単元：「物の溶け方」 

（３）調査時期：令和元年 11 月 

 事例的分析により，深い学びにおいて子ども

は領域固有的な見方・考え方を基軸として、自

己の既有知識や他者の発言を対象に、課題や方

略、個人の特性についてのメタ認知的知識によ

って稼働したメタ認知的活動を展開した。この

際、必要な情報を選択し，適切な方法で自身の

考えを表現することを通して、表象を書き換え

ながら変容させていることが明らかになった。 
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理科におけるナラティブ的思考の発生過程に関する研究 

―経験を想起させる教授方略の検討― 

 

○前原周 A，澤田大明 B，和田一郎 C 

MAEHARA Amane，SAWADA Hiroaki，WADA Ichiro 

横浜国立大学教育学部Ａ，川崎市立川崎高等学校附属中学校Ｂ，横浜国立大学Ｃ 

【キーワード】理科学習，ナラティブ論，生活経験，主体的な学び 

 

１  問題の所在と研究の目的 

中学校学習指導要領(2017)では，子どもた

ちが資質・能力を身に付け，生涯にわたって

能動的に学べるようにするためには「主体

的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業

改善が必要であると示された。一方，全国学

力・学習状況調査(2018)では，学習事項が将

来役に立つと答えた生徒の割合が 6 割を下回

っていると指摘されており，日常生活に即し

た理科教育の必要性が示唆されている。 

そこで，本研究では子どもたちの経験を時

間や空間に位置づける思考様式である「ナラ

ティブ」に着目した。理科教育においては，

これまで大木ら(2016)によって，子どもたち

のナラティブがセオリーとの往還によってよ

り科学的に変容することが示されているが，

子どもたちのナラティブが想起される過程は

明らかにされていない。本研究では，子ども

たちの経験の中から学習文脈に沿った経験に

焦点を当てる教授方略の検討を目的とする。 

 

２  ナラティブな説明の要素 

子どもの経験に焦点を当てるため，本研究

では Norris ら(2004)の指摘する「ナラティブ

な説明」(表１)に着目する。 

 

表 1 ナラティブの構成要素 

出来事 ナラティブで「語られる」こと 

語り手 一連の出来事に意味を与える 

読み手 ナラティブを解釈する 

動機付け 読み手が知りたいと思うかどうか 

時間性 出来事は時間によって関連付く 

構造 目的に照らして時間軸を操作する 

ｴｰｼﾞｪﾝﾄ 出来事には主体が必要である 

目的 出来事を語る理由 

 

本研究では，構成要素間の関係を，経験を

想起させる導入場面に即して図１のようにモ

デル化した。ここでは，教師によるナラティ

ブな説明によって，子どもたちの動機付けが

喚起され，多くの経験の中から学習文脈に沿

った経験に焦点が当たり，セオリーとの往還

における精緻化に取り込まれると考えた。 

 

 

図 1 子どもの経験が想起される過程 

 

３  事例的分析 

以上の理論的背景を踏まえ，以下のように

事例的分析を行った。 

（１）調査対象：川崎市立高等学校附属中学

校第２学年 

（２）調査単元：「物質の成り立ち」 

（３）調査時期：令和２年 10 月 

結果として，学習文脈に沿った経験を想起

させる点において「ナラティブな説明」が有

用であることが明らかになった。また，ナラ

ティブな説明が動機付けに寄与し，ナラティ

ブの精緻化における「志向性」の形成が促さ

れることが明らかになった。 
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理科の対話的な学びの深化を⽀援する⼿⽴てとしての 
協調スクリプトの可能性について 

 
○柳瀬夏⽻ A, 中込泰規 B, 加藤圭司 C 

YANASE Natsuha, NAKAGOMI Tasiki, KATO Keiji 
横浜国⽴⼤学教育学部学部⽣ A, 逗⼦市⽴沼間中学校 B, 横浜国⽴⼤学教育学部 C 

【キーワード】対話的な学び、トランザクション対話分析、協調スクリプト、中学校理科 
 

1 研究の背景と⽬的 
 平成 29 年告⽰「中学校学習指導要領解説
（理科編）」では、授業改善の視点として「主
体的・対話的で深い学び」が明⽰された。こ
のうち「対話的な学び」について、討論過程
における相互作⽤の変化を引き起こす要因は、
トランザクション対話分析（TD）をもとにす
れば「操作的トランザクション」であること
が明らかにされている（Berkowitz & Gibbs, 
1983）。しかし、実際に⼦どもが⾃ら対話を⼗
分に操作するようになるのは容易なことでは
なく、何らかの外的⽀援や⾜場かけが必要で
あると考えられる。 

本研究では、上記の課題に対して、CSCL 等
の研究分野で注⽬されつつある協調スクリプ
ト（Collaborative Script）の視点を取り⼊れた
学習指導を試みる。これは、協調的な学習活
動における問題解決の⼿順などを明確化し、
⼀連の流れとしてシナリオ化するものである。
対話的活動が、単に⾃分と異なる考えや意⾒，
新たな情報等に触れる場として位置づけるこ
とを超えるために、その⾜場かけとして取り
⼊れることを⽬的とするものである。しかし、
スクリプトによるシーケンスと⼦ども⾃⾝の
問題解決のプロセスが⼀致しないことで、⼦
どもの学びを阻害してしまう可能性があるな
ど、いくつかの課題も想定できる。 

上記の観点から、本研究では、協調スクリ
プトそのものではなく、その視点を取り⼊れ
た理科授業をデザインし、対話的活動の実態
の事例的分析を⾏うことで、対話的活動によ
って学びを深めるために必要な⽀援のあり⽅
に⽰唆を得ることを⽬的とする。 

 

2 調査概要および分析⽅法 
時 期：2020年 10 ⽉ 
対 象：神奈川県⽴公⽴中学校 2 年⽣ 

３クラス（約 80 ⼈） 
単 元：⽣命領域「動物の⽣活と⽣物の変遷」 
調査⽅法：授業 VTR・ボイスレコーダーによ 

る発話記録の質的分析 
表 提示した対話的活動を促進するために必要な要素 

表現:「自分の考えを発表する」 

分類:「考え方が似ているものや違うものにグルー

プ分けをする」 

比較:「考えが違うものは“なぜ”違いが出たのかを考える」 

拡張・統合・再構築「最終的な結論を出す」 

 
3 結果と考察 
 本単元の発話記録の質的分析から、「〜と
同じで…」というような、個⼈の考えの表現
に他者の考えとの分類・⽐較を伴った発⾔を
確認できた。この姿は、グループ間で意⾒交
流の場を設けた後においても確認できた。こ
れは、協調スクリプトの提⽰以前でも、対話
的活動を円滑かつ質的に向上させることに向
けて、⾃然な形でそれらの思考ができるとい
うことである。⼀⽅で、拡張や統合、再構築
などグループとしての意⾒集約や新たな意⾒
の創出については、⼗分にその種の発⾔を確
認できない傾向があり、ここに何らかの⽀援
が必要であることが明らかとなった。この点
から、協調スクリプトの必要性をさらに検討
する必要がある。 
 スクリプトは、要素と順序を固定化するた
め対話的活動の所要時間や形式的な話し⽅に
つながるという別の課題もある。⼦供の実態
に応じた協調スクリプトのあり⽅が次なる課
題である。 
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小学校理科における表象の流暢性の構造に関する検討 

－小学校第３学年における学習内容の分析－ 
 

○佐野綾音 A，和田一郎 B 

SANO Ayane, WADA Ichiro 

横浜国立大学大学院教育学研究科 A，横浜国立大学 B  

【キ－ワード】 小学校理科，表象能力，表象の流暢性 
 
１ 問題の所在と研究の目的 

平成 29 年告示の学習指導要領では，学校教

育の方針として「知識の理解の質を更に高め，

確かな学力を育成すること」が設定された（文

部科学省，2018）。これは，今までの知識及び

技能の習得水準を維持した上で，思考力，判断

力，表現力等の育成を目指すものである。理科

においては，既有知識に基づいて自らの考えを

表現する姿や観察・実験の結果などを整理，分

析した上で解釈，考察し説明する姿の実現が求

められる。上述した姿の実現には，子どもが既

有知識をどのように活用しながら問題解決を

行っているのかといった心内の表現活動，つま

り表象（representation）を把握する必要がある。

理科は，多くの表象を用いて学ぶため，表象間

に有意味な接続をつくることが科学概念の深

い理解につながると考えられる。 
本研究では，表象間の接続を捉えるための視

点として表象の流暢性（representational fluency）
に着目した。表象の流暢性に関わる理論から，

小学校第３学年の理科学習における表象の流

暢性の構造を捉えることを研究の目的とする。 
 

２ 科学的な概念形成と表象の流暢性 

表象の流暢性とは，「複数の表象を接続した

り，ある表象から別の表象に変換，翻訳する手

続き」のことである（Nichols ら，2016）。理

科学習においては，この手続きが繰り返される

ことで，科学的な概念の形成を促進することが

できると考えられる。 
佐野・和田（2020）は，Airey ら（2009）の

指摘を基に，小学校第３学年「電気の通り道」

のカリキュラムに基づいた学習内容における

表象の流暢性の構造を明らかにした。この検討

から小学校段階における表象の流暢性とは，自

然の事物・現象を既習の学習内容や，実験場面，

自らのイメージなどの表象を組み合わせて思

考，表現することであると捉えられる。 
表象の流暢性の構造を明らかにすることで，

子どもの心内の表現活動を詳細に捉えること

は可能となったが，その検討は学習指導要領に

おけるエネルギー領域のみに留まっている。 

３ 各領域における表象の流暢性 

 以上の理論的背景を踏まえ，学習指導要領の

エネルギー領域，粒子領域，生命領域，地球領

域における表象の流暢性の構造について検討

を行った。対象とした学習内容を表１に示す。

対象学年は，佐野ら（2020）の検討との系統性

を担保するため，小学校第３学年とした。 
 

表１ 各領域の学習内容 

エネルギー領域 電気の通り道 

粒子領域 物と重さ 

生命領域 身の回りの植物 

地球領域 太陽と地面の様子 
 

 今回行った検討のうち，「太陽と地面の様子」

における表象の流暢性の構造を図１に示す。 
 

 
図１「太陽と地面の様子」における 

表象の流暢性 
 

 分析の結果，全４領域において，子どもが自

然の事物・現象を捉える際には，活動的モード

及び記号的モード間の接続を形成するために

映像的モードが作用し，各表象に結びついてい

ることを詳細に把握することが可能となった。 

 
引用・参考文献 

Airey,J.&Linder,C. （ 2009 ） A Disciplinary Discourse Perspective on 

University Science Learning:Achieving Fluency in a Critical Constellation 

of Modes，Journal of Research in Science Teaching，46（１），27-49 

文部科学省（2018）『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 理

科編』，東洋館出版社 

佐野・和田（2020）「小学校理科における表象の流暢性の機能に関す

る検討」，日本教科教育学会第 46 回全国大会発表要旨，43-44 
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 理科における自己調整学習の能力育成に関する研究 
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１ 問題の所在と研究の背景 

 平成 29 年告示の学習指導要領から，子ども

に育成すべき資質・能力として，以前から示さ

れてきた「知識及び技能」，「思考力，判断力，

表現力等」に加えて，新たに「学びに向かう力・

人間性等」が示された。これら 3 つの資質・能

力は，「主体的・対話的で深い学び」を通じて，

相互関連させながら育成することが求められ

ている。理科においては，科学的に探究するた

めの資質・能力の育成が求められている。 

今回の学習指導要領から示された，学びに向

かう力・人間性等は，生徒が主体的に学習に取

り組む態度であり，生徒自ら学習を推進させる

能力であると考えられる。これは，教育学の視

点から見ると「自己調整学習」の能力の必要性

が示されていると捉えられる。 

本研究では，子どもが主体的に科学的な探究

活動を推進する自己調整学習の能力育成を促

進する教師の働きかけについて明らかにする

ことを目的とした。 

２ 自己調整学習の能力と育成の視点 

 自己調整学習に関する研究は，Zimmerman

をはじめ，様々な視点から研究がなされてき

た。Boekaerts (1999)は，これまでの自己調整

学習に関する研究を包括的に捉え，自己調整学

習に必要な能力を三層構造で示した(図 1)。桝

渕・宮村・和田(2020)は，図 1 の各層に示され

ている能力について，外層の能力によって中間

層の能力が方向づけられ，より効果的に内層の

能力が活用されるといった関係性があること

を実践事例をもとに明らかにしている。 

 
図 1 自己調整学習の三層構造 

Boekaerts (1999)は，図 1に示される自己調

整学習の能力が，外部からの調整や強力な学習

環境によって促進されることを指摘している。

これは，生徒同士が助け合い，お互いに能力を

高め合うような協同的な相互作用や学習環境

とのつながりを示唆していると考えられる。そ

こで，図 1に示される自己調整学習の能力の育

成を促進する視点として協同学習の視点に着

目した。協同学習のどのような要素が自己調整

学習の能力育成に寄与するのかを考えるため

に，Johonson ら(2002)の指摘する効果的な協

同の 5つの基本要素に着目した(表 1)。そして，

各要素が自己調整学習の能力育成にどのよう

に寄与するのかを検討した(図２)。また，

Johonson ら(2002)の指摘を実践事例を交え

て説明している岡田ら(2016)の指摘を基に，

協同の 5 つの基本要素を理科の授業の視点か

ら捉え直しを行った。 

 

表 1 協同の 5 つの基本要素 

 

 
図 2 図 1と協同の 5つの基本要素の仮説モデル 
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１．問題の所在と研究の目的 

	 平成 29年告示の小学校学習指導要領解説理
科編において，既習の内容や生活経験に基づき

根拠のある予想や仮説を発想することが，問題

解決の力の１つとして示された 1)。子どもの仮

説形成の過程を明らかにするための研究は，こ

れまでにも行われているものの，その過程の中

で，教師がどのように子どもの実態を評価し，

支援を行うのかについては明らかにされてお

らず，更なる検討を要する部分である。	

	 そこで本研究では，学習の過程を評価し，支

援を行うための形成的アセスメントの理論と，

仮説形成についての理論に着目し，根拠のある

予想・仮説を発想する力の育成に向けた，教師

の評価とそれに基づく支援についての示唆を

得ることを目的とする。	

	

２．予想・仮説の分類と説明仮説の形成過程 

	 McComasは，理科学習における予想・仮説
を以下の３種類に分類した 2)。 
a） 説明仮説（explanatory hypothesis） 
	 	 直接的な観察は不可能であるものの，現象 
	 	 を説明する「理論（theory）」へと通じう 
	 	 る推論。 
b） 一般化仮説（generalizing hypothesis） 
	 	 直接的な観察が可能であり，現象の規則を 
	 	 示す「法則（law）」へと通じうる推論。 
c） 予想（prediction） 
	 	 実験の結果に関する推測。 
	 これらの中から，本研究ではまず説明仮説に

ついて扱っていく。 
 
３．説明仮説の形成過程と形成的アセスメント 

	 説明仮説の形成に対する形成的アセスメン

トの機能に迫る上で，Park の指摘を援用する
ことは有益である。説明仮説は既習の内容，ま

たは生活経験に基づく「背景知識（background 
knowledge）」や，授業中に行われた「手がか
り的実験（clue experiments）」を根拠として
形成されることで，妥当な科学概念への変容へ

とつながることを明らかにしているためであ

る 3)。このことから，説明仮説の形成過程にお

いて，これまでの学習の系統性といった，学習

の計画性の側面だけではなく，子どもの日常の

経験などの側面も考慮して実態を評価し，支援

を行う必要があると考えられる。 
	 ここで，Ruiz-Primo らは，形成的アセスメ
ントには計画性の伴うフォーマルな側面と，予

測不可能であり即時性の伴うインフォーマル

な側面があることを明らかにしている。また，

上記の二側面は，二分化されたものではなく，

「連続体（continuum）」として関連づくこと
も指摘されている 4)。	

	 説明仮説の形成過程においては，既習内容に

基づく背景知識や，手がかり的実験の計画はフ

ォーマルな要素であり，生活経験に基づく子ど

も固有の背景知識はインフォーマルな要素で

あると考えられる。すなわち，フォーマル／イ

ンフォーマルな形成的アセスメントが行われ

ることで，背景知識や手がかり的実験に基づい

た説明仮説の形成が促されると考えられる。	

 
４．まとめ 

	 これまで述べてきた仮説の形成と形成的ア

セスメントに関わる理論から，形成的アセスメ

ントにより，根拠のある説明仮説を発想する力

が支援されることが示唆された。今回得られた

示唆を基に，今後，小学校の理科授業での事例

分析を通じて，説明仮説の形成に関する形成的

アセスメントの機能の実態について明らかに

する予定である。	

	

引用・参考文献 
１）文部科学省（2018）『小学校学習指導要領（平成	
	 	 29年告示）解説	 理科編』	東洋館出版，17-18	
２）McComas, W, F. (2013) The Language of Science  
	 	 Education, Sense Pub，46 
３）Park, J. (2007) Modeling Analysis of Student’s  
	 	 Processes of Generating Scientific Explanatory  
	 	 Hypotheses, International Journal of Science  
	 	 Education Vol.28 No.5，476-488 
４）Ruiz-Primo, M, A. Brookhart, S, M. (2018),  
	 	 Using Feedback to Improving Learning,  
	 	 Routledge，75-81 
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１ 問題の所在と研究の目的 

 平成 29 年告示の学習指導要領において，「主体

的・対話的で深い学び」が示された。この中で，「深い

学びとは，「理科の『見方・考え方』を働かせ，知識の

繋がりを生み出し，科学概念の形成に向かっているか，

特に，「『見方・考え方』を働かせることが重要になる」

こと，また「『見方・考え方』を自在に働かせることがで

きるようにすることにこそ，教師の専門性が発揮される

ことが求められる」１）ことが指摘されている。つまり，子

どもが理科の見方・考え方を働かせ，知識の繋が

りを促進させる教師の教授行動に関する検討が必

要である。 

これに関わり，子どもの知識の繋がりを形成す

る学習に関する指摘を行っている，Rau(2017)の

表象の流暢性(Representational fluency)の理論へ

の着目は有益である。表象とは，イメージや記号

などによる心内での表現活動を意味する。表象の

流暢性とは，子どもがそうした様々な表象間の繋

がりを理解できることである。しかし，こうした

表象の流暢性を促進させる具体的な教授行動の開

発は，十分に検討されているとは言えない。 

そこで本研究では，理科における表象の流暢性

に関わる理論と実践から，深い学びの実現に向け

た教授行動とその出現頻度を明らかにする。 

 

２ 表象の流暢性を高める教授行動 

 科学概念形成を促進するには，表象の流暢性を高

めることが重要である２）。Rau は，「教師は，子ど

もの表象の流暢性を構築する前に，概念的に理解し

ていることを確認しなければならない。見慣れた表

現と見慣れない表現を結びつけるよりも，見慣れた

表現を結びつける方が，概念的な感覚を作ること

や，表象の流暢性を高める上で，有益である」こと

を指摘した。 

 Abdi-Rizak らは，「化学教育における多くの研究

では，教師が談話をコーディネートし，子どもの表象間

のつながりを意識させる活動を提供することで，子ども

の化学における表象の流暢性が高まる」と指摘してい

る。さらに，教師の８つ役割によって，表象間のつなが

りを意識させることができることを明らかにした 3)。  

この指摘を小学校理科の立場で捉え直したものが

表１である。 

表 1 表象の流暢性を高める 8つの教授行動 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事例的分析 

 調査時期：2020年１月 

 調査対象：横浜市立S小学校 第６学年（33名）  

 単元：「水溶液の性質」 

 分析方法：発話プロトコル 

 

４ 結果  

 談話分析を通じて，表２のように予想，結果の

処理，考察の各場面における，表象の流暢性を高

める８つの教授行動の出現頻度を捉えることが可

能となった。今後は，問題解決のプロセスの中で

鍵となる教授行動について整理していくとともに，

小学校理科全体において表象の流暢性を高めるた

めの教授行動について明らかにしていく。 

表２ ８つの教授行動の出現頻度 
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  中学校理科の課題設定場面における生徒のメタ認知と学習を

見通す思考の関連性について 

 
〇三宅 一彦Ａ，加藤 圭司Ｂ 

MIYAKE Kazuhiko，KATO Keiji 

横浜市立寺尾中学校･横浜国立大学大学院教育学研究科Ａ，横浜国立大学教育学部Ｂ 

【キーワード】 課題設定 メタ認知 学習を見通す思考 中学校理科 

 

１ 問題の所在 

 中学校学習指導要領解説理科編(2017)では，

「主体的対話的で深い学び」の実現と共に｢理科

を学ぶことの意義や有用性の実感｣の重視が明記

された。これらは，生徒による主体的な探究を重

視した学習過程の創出の重要性と捉えられるが，

この主体的な探究の実現は，課題設定までのいわ

ゆる導入場面のあり方が鍵を握っていると言って

も過言ではなく，その場面の在り方の検討が課題

であると考える。 

このことに関して，近年の理科の課題設定のあ

り方に関する報告を見てみると，例えば，川崎市

理科研究会議(2017)や沼田市教育研究所中学校班

(2016)などが認められる。それらは，課題に対し

て既習事項や生活経験等を想起させることの重要

性を指摘しているが，この既習事項等の想起はメ

タ認知の駆動に相当することから，課題設定時に

おけるメタ認知の関与の実態を明らかにすること

が重要であると考えられる。また，十分に興味や

関心を高め学習に見通しを持つことも，課題設定

時においては重要であると考えられることから，

これらの関連性を明らかにすることが重要である

と考えた。 

２ 研究の目的 

本研究では，課題設定場面における生徒のメタ

認知と学習を見通す思考の関連性について，その

実態を明らかにすることから，生徒主体の科学的

な探究に資する手立てや解決策を考察していく。 

３ 研究の方法 

・調査時期：2020年 10～11月 

・調査対象：横浜市内公立中学校 2年生 201名 

・調査方法：質問紙形式（多肢選択と自由記述を

併用） 

・質問内容：「理科の授業で課題(めあて)が提示

された時」という条件下で，4項目を設定した。 

① 日常生活経験や既習事項の想起の実態 

② 想起できたことを課題と結びつけて，学習の

手がかりとすることについて（内容を含む） 

③ 日常生活経験や既習事項の想起と，課題に関

するメタ認知の実態 

④ 課題に対する見通しや効力感の意識を持てた

経験の把握 

４ 結果 

 
５ 考察 

経験を想起しても課題と結びつけて考え学習の

手がかりとした生徒が少ないことから，想起した

ことを自覚させるメタ認知を十分に働かせるよう

支援し，課題解決の手がかりに活用できるよう

｢足場かけ｣するなどの手立てが必要である。ま

た，6割強が課題内容の理解においてメタ認知を

働かせているのに対して，5割強が学習の見通し

や効力感がもてないことから，見通しや効力感を

もつためのメタ認知的コントロールのための手立

ても必要であることが示唆された。 

(ア:よくある､イ:たまにある､ウ:あまりない､エ:ほとんどない)

①-1 日常生活で実際に体験したことの想起 7.5 26.4 44.3 21.9
②-1 ①-1の想起を学習の手がかりとした 2.0 19.9 50.2 26.9
①-2 テレビやインターネット等の想起 8.0 24.4 52.7 14.4
②-2 ①-2の想起を学習の手がかりとした 1.0 12.4 60.2 23.9
①-3 これまでに理科で学習したことの想起 16.9 33.3 39.8 9.5
②-3 ①-3の想起を学習の手がかりとした 1.5 15.4 59.7 21.4

③
経験を想起したとき、課題に関して自
分はきちんと理解できているのかどう
かを考えたりしたこと

22.9 39.8 30.3 6.0

④
「この課題(めあて)なら、解決できそ
う」や「解決の仕方が分かりそう」と
感じた(授業の見通しがもてた)こと

15.9 29.4 42.8 10.4

◎　③と④のクロス集計
③でアを選んだ生徒の④での回答 43.5 30.4 15.2 8.7
③でイを選んだ生徒の④での回答 11.3 40.0 42.5 6.3
③でウを選んだ生徒の④での回答 4.9 18.0 67.2 9.8
③でエを選んだ生徒の④での回答 0.0 25.0 25.0 50.0

表１　授業で課題が提示された時の意識

（Ｎ＝２０１、単位は％） ア イ ウ エ
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理科授業における成長的思考態度の育成に基づく学習指導の有用性 

―主体的に学習に取り組む態度の涵養へ寄与する学習に関する動機付け― 

 

○野原博人A，森本信也 B 

NOHARA Hirohito, MORIMOTO Shinnya 
立命館大学A，横浜国立大学名誉教授 B 

【キ－ワード】成長的思考態度，学習に関する動機付け，主体的に学習に取り組む態度 
 
１ 研究の目的 

 本研究は，小学校理科授業における「成長的

思考態度」の育成に焦点を当て，学習に関する

動機付けの有用性について検証した。「成長的

思考態度」の育成が「主体的に学習に取り組む

態度」の涵養に寄与するからである。 

２ 成長的思考態度育成の視点 

ファデルら(2016)は，「成長的思考態度」の

育成について，「21 世紀に求められる適切な

知識，スキル，人間性特徴の再設計に加え，

我々は，子どもたちがふり返りをしたり，自

らの学びについて学んだり，努力を促す「成

長的思考態度（growth mindset）」を身につけ

たり，目標に応じて学習や行動を調整する術

を学んだりする，教育のメタ的な階層が必要

である」。と述べた。 

Blackwell,Trzesniewski,and Dweck (2007) 

は，「固定的思考態度(fixed mindset)」に依

拠する学習者に比べ，「成長的思考態度

(growth mindset)」を備えた学習者は，学習

への動機が高い状態を保持し，学習の成果を

上げる傾向があることを明らかにした。また，

Dweck（2008）は，数学および理科における学

習内容の理解促進は，成長的思考態度の育成

と関与していることを示唆した。 

 理科教育における学習への動機付けと成長

的思考態度の関連において，Bedford（2017) 

の指摘は有益な視点をもたらす。Bedford は，  

図１ 学習に関する動機付けの要素 

（Bedford,2017 をもとに作成） 

図１に示した「学習に関する動機付けの要素」

の具現化によって「成長的思考態度」の育成

が促進されることを指摘した。「学習に関する

動機の要素」として，「学習環境(Learning 

environment)」，「課題意識（task value）」，

「 目 標 達 成 志 向 (learning goal 

orientation) 」 ， 「 自 己 調 整

(self-regulation) 」，「 自 己 効 力 感

(self-efficacy)」を挙げている（図１）。 

３ 授業実践と分析結果 

理科授業実践を対象として，「成長的思考態

度」の育成状況を分析した。分析の信頼性と

妥当性を高めるため，渡邊による「観察者や

研究者の複数人で分析を行い議論する」（渡邊，

2004）方法を採用した。また，授業プロトコ

ルとノート記述の評価，分析及び議論は，稲

垣（1986）による授業の臨床研究（カンファ

レンス）に基づき計画し，実施した。 

本研究の分析結果から，「成長的思考態度」

の育成する要素は，図２に示したように，問

題解決の過程により，いくつかの傾向とその

特徴が見られた。 

図２ 問題解決の過程における「成長的思考態度」を

育成する要素の傾向 

 

問題解決活動を基軸とした学習環境の整備

を基盤として，「成長的思考態度」の諸要素は

適切に機能した。すなわち，図２に示した問

題解決の過程における「成長的思考態度」の

育成が，粘り強い取組と自らの学習の調整と

いった二つの側面を伴う「主体的に学習に取

り組む態度」の涵養に深く関与した。 

学習に関する動機付け
到達⽬標に向けた問題解決学習への動機付け

⑤
⾃⼰効⼒感

学習の取り
組み⽅に関
する⾃⼰評
価

②
課題意識

学習活動に
即した課題
意識

③
⽬標達成志向

問題解決を
⽬標とした，
持続的な
学習意欲

④
⾃⼰調整

学習への
動機，認知，
⾏動の調整

①
学習環境

問題解決活
動を基軸と
する，物理
的,⼼理的学
習環境

①学習環境

教師の
働きかけ

⼦どもの
活動

②課題意識

③⽬標達成志向

③⽬標達成志向

②課題意識
③⽬標達成志向

④⾃⼰調整
⑤⾃⼰効⼒感

⑤⾃⼰効⼒感

⑤⾃⼰効⼒感

予想 実験の構想 考察,結論
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OPPA論に基づいた自由試行に適した教材に関する研究 

小学校 5年生「電流がうみ出す力」を事例として 

 

○吉野朝子 1，中島雅子 2  

YOSHINO Asako,  NAKAJIMA Masako 
1埼玉大学大学院教育学研究科，2埼玉大学 

【キ－ワード】 OPPA論，自由試行，資質・能力，授業改善，教材研究 

 

１ 問 題 の 所 在 

 PISA 調査でも明らかになった学習意欲低下問題
は，日本の理科教育における課題である。これらの
改善のためには，学習者が学習目標を立てられるよ
うになることが重要だと考えられる。なぜならば，
学習者が自らの学習目標をもとに自己の学びの実相
を自覚(メタ認知)することによって，「学ぶ意味・必
然性」を獲得することが可能になるからである。 

学習目標を形成するための要件として，本発表で
は「一枚ポートフォリオ評価(OPPA：One Page 

Portfolio Assessment,以下OPPAと記す)」論と自由試
行(messing about)に着目した。OPPA論とは，自己評
価を重視した形成的評価論である。自由試行とは，
ホーキンス（David Hawkins, 1965）が振り子の授業に
おいて，教師が発問や指示をせず振り子を触らせる
と，児童自身が課題を見付けて探究していく様子を
「Messing About」と名付けて発表した科学的探究の
一つである。 

「ふりこのきまり」の単元において，OPPA 論に
基づき自由試行を導入した授業を行ったところ，学
習者が学習目標を形成する様子を見取ることができ
た。しかし，他の単元ではどのように自由試行を行
えばよいのかが課題である。 

２ 目 的 

そこで本発表では，小学校5年生「電流がうみ出
す力」の単元において，学習者の学習目標の形成を
促すために適切な自由試行に適した教材および教材
選びの視点を明らかにする。 

３ 方 法 

(１) 小学校5年生「電流がうみ出す力」単元におい
て，自由試行を導入した授業を実施する。実施期
日は，2019年 2月 15日～3月 15日，対象は埼
玉県内の公立A小学校5年生 127名である。 

(２) OPPシートを作成し，児童に毎時間記述させる。 
(３) (２)の記述により，自由試行に用いた教材が学者
に学習目標の形成を促したかどうかを考察する。 

４ 結 果 と 考 察 

（１）電磁石の自由試行に用いた教材の効果 

 学習前に「電磁石とは何か」について問うと，「知
らない」「電気で磁石になるもの？」と回答する児
童がほとんどであった。そこで，教師が指導目標と
する内容を子どもたちが自由試行から全て見出せる

よう，中学校理科教諭の経験をもつ当時の校長と共
に教材の検討を行った。 

準備した教材は，芯(鉄，アルミニウム，銅，φ5mm

の丸棒を 5cm ずつに切断したものを各 1 本)，スト
ロー(φ6mm のストローを 4cm ずつに切断したもの
を2本)，エナメル線(φ 0.4mm，6ｍを 2セット)，乾
電池ホルダー2セット，乾電池 3個，クリップ，方
位磁針である。これらをひとまとめにして各班1セ
ットずつ渡し，自由試行を行った。 

しかし，初めのクラスでは，電磁石を上手に作れ
ない児童が多く，指導目標とする内容を全て見出す
ことができなかった。これは，芯にする素材が多数
あり，電磁石を完成させるまでに時間がかかったこ
とが原因であると考えられる。 

そこで，最初に渡す芯は鉄芯のみとし，後から自
由に芯の素材を変更できるようにした。その結果，
自由試行後のOPPシートの記述を整理すると，児童
は教師が指導目標とする内容を全て見出しているこ
とがわかった。 

電磁石の性質を見出した後，児童はOPPシートに
「もっと強くするには」というような電磁石に関す
る疑問を記述していた。これらは，学習者の学習目
標であると考えられる。 

以上のことから，本発表で用いた自由試行の教材
は，児童の電磁石に関する気付きを促し，学習目標
を形成するために有効であることが明らかとなった。 
（２）自由試行に適した教材選びの視点 

 自由試行に適した教材を選ぶためには，質的な違
いを比較するために芯の素材が複数あること， コイ
ルの巻き数や電流の大きさなどを量的に比較できる
ようにエナメル線の長さや乾電池の数が適切である
ことが重要であると考えられる。 

 さらに，教材を準備するだけではなく，どのタイ
ミングでどの教材を提供するのか，児童の思考の流
れに沿って考える視点が大切であると考えられる。 

参考文献 

David Hawkins(1965) Messing About in Science, Science 
and Children, Vol.2, No.5, 5-9． 

堀 哲夫(2013)『教育評価の本質を問う 一枚ポート
フォリオ評価 OPPA－一枚の用紙の可能性』東洋
館出版社. 

中島雅子(2019)『自己評価による授業改善 OPPAを
活用して』東洋館出版社. 
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中学生における霧箱実験の理解の実態 
 

○森 孝行 A， 

MORI Takayuki， 

芝山町立芝山中学校 A， 

大髙 泉 B 

OHTAKA Izumi 

常盤大学 B 

【キーワード】 中等理科，放射線教育，霧箱実験 
 

１ 目 的 

 中学理科で放射線の性質を学習する際に、霧箱

実験が広く行われてきた。霧箱実験を行うことで

放射線について興味・関心が高まったという報告

は散見されるが、霧箱実験を行ったとき、生徒が

放射線ついてどのように理解しているかについ

て、その実態は解明されていない。 

 そこで、本研究では霧箱実験を行い、放射線に

ついての理解の実態を質問紙調査、インタビュー

調査によって多面的に調査し明らかにした。 

 

２ 方 法 

 まず、中学校３年生を対象とし、放射線に関する

授業を理科の指導書通りに行った。後日、霧箱実験

を実施する際には、日本科学技術振興財団が開催

している「放射線に関する教職員セミナー及び出

前授業」を調査校に招請し実施した。放射線に関す

る生徒の理解の状況については、指導書に沿った

放射線の授業を実施した後と、霧箱実験を行った

後の合計２回、質問紙により把握した。更に、イン

タビュー調査を実施することで、生徒の理解状況

及び理解の変容を詳細に調査した（表１参照）。 
 

表１ 調査計画・対象生徒・実施日 

 
３ 結果と考察 

１）放射線の不可視性についての理解 

 放射線の不可視性について理解の変化を調査し

た。指導書に沿った放射線の授業で「放射線は肉眼

で見えないこと」を説明し、レントゲンや医療機器、

空港の手荷物検査など、実際に放射線を利用した

ときの状況を思い出させ、放射線が肉眼で見えな

かったことを確認した。また、原子力発電所の事故

の際も、原子炉から放射線がでている様子を肉眼

で見たことがないことを確認した。 

 ところが、霧箱実験前後における放射線の不可

視性についての理解の変化は表２が示すとおり、

霧箱実験前において約９割の生徒が、放射線は肉

眼で観察することができないと理解しているにも

関わらず、霧箱実験後では理解が逆転した。 
 
表２ 放射線の不可視性に関する理解の変化 

 見ることができる 見ることができない 

実験前   ７.７％ ９２.３％ 

実験後 ９４.３％   ５.７％ 
 
２）放射線の透過性 

 放射線の透過性について理解の変化を調査した。

指導書に沿った放射線の授業では、「放射線は、物

質を通りぬける性質があること」「このような性質

を透過力ということ」「放射線の種類によっては、

紙でも防げるが、厚い鉛の板でないと防げない放

射線もあること」と説明している。また、レントゲ

ン室が金属の扉でできていることや、防護服を着

用しながら原子力発電所の作業をしていることを

思い出させながら透過力について確認した。 

 ところが、霧箱実験前後における放射線の透過

性の理解の変化は表３が示すとおり、霧箱実験前

において約８割の生徒が放射線はいろいろな物質

を通りぬけることができると理解しているにも関

わらず、霧箱実験後には約６割にまで減少した。 
 

表３ 放射線の透過性に関する理解の変化 
 通りぬけることができる 通りぬけることができない 

実験前 ８０.８％ １９.２％ 
実験後 ５６.６％ ４３.４％ 

  
４ まとめ 

 調査結果から、指導書に沿った放射線の授業を

行い、放射線の性質について正しく理解していた

生徒が、霧箱実験後ではその性質を誤解するよう

になった。霧箱実験に限らず実験を行うことは、

「実験を通して、自然の事物・現象を科学的に探究

するために必要な資質・能力を育成する」上で欠か

すことができないが、霧箱実験はむしろ正しい理

解を覆し誤解を促進する結果となった。今後は、生

徒の理解に配慮した霧箱実験等を導入した授業づ

くりや教材開発が求められる。 

 

附記 

 本研究の一部は、JSPS 科研費（奨励研究

20H00757の助成を受けたものである。） 

内容 対象生徒数 実施日 

指導書に沿った放射線授業 ５３名 2019年10月中旬〜下旬 

霧箱実験前アンケート① ５３名 2019年10月.28日 

霧箱実験 ５２名 2019年10月29日 

霧箱実験後アンケート② ５２名 2019年10月29日 

インタビュー調査 ２３名 2019年11月〜2020年1月 
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高等学校物理分野の課題研究における NOSIの理解促進について 

  物理系課題研究を遂行した高校生への予備調査を通して 

 

○中村 泰輔 1   

Taisuke NAKAMURA 
1茗溪学園中学校高等学校 

【キ－ワード】 Nature of Scientific Inquity（NOSI）、探究、課題研究、高等学校物理 

 

１ 目 的 

 生徒が科学的探究の全体像を把握するために
は、探究そのものについて学ぶことが重要である。
科学的探究そのものの理解については、すでに
Nature of Scientific Inquiry（科学的探究の本質、
NOSI）という形で注目されているが、生徒がNOSI

の理解を深めていくための指導法については、十
分に検討されているとは言えない。本研究では、
高等学校物理分野で課題研究を行った生徒が、課
題研究を通して科学的探究そのものについての理
解をどのように深めたかを質的に検証することを
目的としている。本稿では、高等学校において物
理系の課題研究を行った生徒に予備調査を行った
結果を報告し、高等学校物理分野の課題研究にお
ける NOSI の理解促進について、今後の調査への
視点を明らかにする。 

２ 方 法 

現勤務校では、高校 2年生に「個人課題研究」
という課題研究を全生徒に課している。今年度の
高校 2年生のうち、物理科の教員に指導を依頼し
た生徒は 26名であった。論文提出（2020年 11月
上旬）を終えた生徒に対し、NOSIに関連した内容
を含むアンケートを依頼した。本稿では、2020年
11月12日までに回答が得られた生徒10名の回答
を分析した。アンケート項目は、福田（2017）で
用いられた項目を基に、NOSI の内容に関連する
項目について「あなたの考えに最も近いものを選
んで下さい」（選択肢は「そう思う」「どちらか
といえばそう思う」「どちらとも言えない」「ど
ちらかといえばそう思わない」「そう思わない」）
と問い、課題研究を通して「そう思う」度合いが
増した項目、「そう思わない」度合いが増した項
目を複数回答で尋ねた。 

３ 結 果 

福田・大髙（2015）が言及している NOSI の内
容を参考に、2点のNOSIの内容について述べる。 
まず、「Investigationに用いられる方法の多様性」

という NOSI の内容に関しては、「科学者は、「問
いを立て、仮説を設定し、実験の方法を計画し、
実験によってデータを集め、仮説を検証する」と
いった単一の方法に従って活動する」という項目
に「そう思う」「どちらかといえばそう思う」とい

う回答が 10名中 8名を占め、この項目に関して、
4 名が課題研究を通して「そう思う」度合いが増
したと答えた。一方、「ある二人の科学者が全く同
じ現象を見たならば、二人とも同じ問いや仮説を
立てる」という項目には、10名中 6名が「そう思
わない」「どちらかといえばそう思わない」と回答
した。この項目には、10名中 5名が、課題研究を
通じて「そう思わない」度合いが増した、と回答
した。自由記述の中では、生徒自身が考えた実験
方法よりも効率的でよい方法を周囲から提案され
たことを挙げた生徒がいた。 

次に「科学における想像性と創造性」という
NOSIの内容に関して述べる。「客観性を損ねてし
まうので、科学者は想像や創造を行わない」とい
う項目に、10名中 8名が、「そう思わない」「どち
らかといえばそう思わない」と回答し、4 名が課
題研究を通して「そう思わない」度合いが増した、
と回答した。自由記述では、「想像があるから様々
な考察ができる」「自分の見方が変わると結論も変
わることに気づいた」等の記述が見られた。 

４ 考 察 

テーマ選定から論文作成までの一連の過程を経
験する課題研究では、生徒は科学的探究の当事者
として研究に取り組む。母数が 10名であるため、
傾向の把握にとどまるが、今回の予備調査の結果
から、生徒は自らの研究活動を通じて、探究の道
筋の多様性に気づくとともに、自らの研究におけ
る考察等を通して、想像性や創造性の存在を強く
認識していく可能性のあることが示唆された。 

５ まとめ 

 今後、アンケートに回答した生徒へのインタビ
ュー等を継続し、NOSIへの理解が深まる過程、ポ
イント等を詳細に追究していく。 

附記 本研究は JSPS 科研費 20H00898 の助成を
受けている。 

引用文献 

福田成穂 (2017)「高校生の NOS の認識―科学に
おける想像性と創造性を中心に―」、『日本理科教
育学会全国大会発表論文集』15、343.  

福田成穂・大髙泉 (2015)「理科教育におけるNOSI

の内容に関する研究」、『日本理科教育学会全国大
会発表論文集』13、389. 
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電気回路概念に関する基礎的研究 

－ 導線に対する中学生の認識状態 － 

 

○古屋宏恭 A，佐々木智謙 B，松森靖夫 B 

 FURUYA Hirotaka，SASAKI Tomonori，MATSUMORI Yasuo  

山梨大学教育学部 A，山梨大学大学院総合研究部 B 

【キ－ワード】 導線，電気回路，自然認識，中学校理科 

 

Ⅰ 問題の所在 

 電気回路概念の認識には，電気回路を構成

する導線などの回路要素の認識が必要不可

欠である。また，学習者のみならず，教員志

望学生においても，電気回路概念の認識の重

要性は指摘されている（宮花・礒田，2013）。 

古屋・佐々木・松森（2020）において，導

線に対する小学校教員志望学生の認識状態

を把握するために，質問紙を開発し，その概

要を報告した。ところが，実際に調査を予定

していたものの，新型コロナウイルス感染防

止のため，当該大学がオンライン授業とな

り，質問紙調査の延期が余儀なくされた。そ

こで，後に予定していた中学生対象の調査

を，古屋ら（2020）の質問紙（改良版）を用

いて実施したので，その結果の一部を報告す

る。 

 

Ⅱ 調査の具体的方策 

(1) 調査期日：令和 2年 10 月中旬 

(2) 調査対象：山梨県甲府市内の公立中学校

第 1 学年 129名（男 68名，女 61名） 

(3) 調査内容と方法：4種類の導線（銅線，エ

ナメル線，ビニル線，電熱線）に関する

内容である。実際の調査問題の概要は，

表 1 に示す通りである。調査には質問紙

法と自由記述法を併用した。回答に際し

ては，制限時間を設けることなく，必要

なだけ与えた。 

Ⅲ 調査結果とその分析（一部抜粋） 

 生徒男-20の回答を表 1に示す。 

 
 

＜附記＞ 

本研究は JSPS科研費 20K13970，17K01024の助成を受けたものである。 
 

＜主な文献＞ 

古屋宏恭・佐々木智謙・松森靖夫（2020）「電気回路概念に関する基礎的研究－導線に対する小学

校教員志望学生の認識を中心にして－」『日本理科教育学会全国大会発表論文集第 18号』310． 

宮花昂平・礒田誠（2013）「小学校教員養成における電気回路の基本概念に対する理解度調査」

『香川大学教育学部研究報告第Ⅱ部』第 63巻，第 2号，21-28，2013． 

表 1：調査問題と生徒の回答（男-20） 

【質問 1】次の 4種類の線の名前を聞いたことがありますか。

聞いたことがある場合は〇，聞いたことがない場合は

×，分からない場合は△を書いてください。 

【回答】銅線（〇），エナメル線(〇)，ビニル線(〇)，電熱線(〇) 

【質問 2】次の 4種類の線（銅線，エナメル線，ビニル線，

電熱線）は，それぞれどのような線ですか。できるだけ

くわしく書いてください。 

【回答】      銅線：回路でいう，伝どう部分 

エナメル線：銅色で，熱を通してポリスチレンが切れる 

ビニル線：銅線の周りをおおうビニール性の袋のような物 

電熱線：電気も熱も，両方かんぜんに通す 

【質問 3】次の 4種類の線（銅線，エナメル線，ビニル線，

電熱線）は，どのような時に使いますか。できるだけ  

くわしく書いてください。 

【回答】     銅線：入力部分と出力部分の間の部分 

エナメル線：磁石の制作 

ビニル線：銅線のカバー 

電熱線：ストーブの一部（熱を出す部分） 

【質問 4】小学校の頃，豆電球

を回路につなげる時に使

った線はどれですか。  

また，そのような線を使っ

た理由を，できるだけくわ

しく書いてください。 

【回答】使った線：銅線 

＜理由＞ 

 

【質問 5】小学校の頃，電磁石

のコイルをつくる時に使

った線はどれですか。  

また，そのような線を使っ

た理由を，できるだけくわ

しく説明してください。 

【回答】使った線：エナメル線 

＜理由＞ 

エナメル 100 回

と 200 回で実験

したけいけんが

あるからです。 
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高校生の持つ 5種類の誤った電流・電圧ルール 
 

○平島由美子 A，茂木達也 B，鈴木健介 C，宮生彩子 A,D 

HIRASHIMA Yumiko, MOGI Tatsuya, SUZUKI Kensuke, MIYAO Ayako 

横浜国立大学 A，平塚学園高等学校 B，神奈川県立横須賀工業高等学校 C，藤沢市立片瀬小学校 D 

【キ－ワード】 電気回路，電流，電圧，素朴概念，誤ルール 
 

１ 目 的 

多くの研究者が学習者の電流・電圧理解に関

する調査研究をし，学習者にとって電流や電圧

を理解するのは難しいと指摘している 1)～3)。 

電気回路学習の進め方を具体的に検討する

ため，学習者の電流・電圧理解に関する実態調

査を実施してきた。ここでは，2017 年 10～12

月実施の高校生対象の調査結果を報告する。 

２ 方 法 

 調査協力者（290名）は，関東地方の公立 A

高校 1年生 109名と 2年生 86名，私立 B高校

3年生 27名，私立 C 高校 2年生 68名である。 

 調査は，大学生を対象とした調査で使った 9

つの質問を用いて実施した 4)。ここでは，図 1

に示した質問「回路 A～H の豆電球の明るさ

（単純回路との比較）を問う」の結果を述べる。 

 

図 1 各回路と単純回路の豆電球の明るさの比較 

３ 結 果 

回路 A～Hの豆電球の明るさが，単純回路

の豆電球よりも明るい場合は◎，同じなら○，

暗ければ△を記入する。正答率は A83.4%，

B51.0%，C74.8%，D71.4%，E47.9%，F28.6%，

G32.4%，H57.9%であった。小学校 4年で乾

電池の直列つなぎ（回路 A）と並列つなぎ（回

路 B）を学ぶが，両方正解（A◎，B○）は

47.6％であった。中学校 2年で直列回路（C）

と並列回路（F）を学ぶが，両方正解（C△，

F○）は 23.8％であった。A～Hすべてに正

解したのは，34名（11.7%）であった。回答

を調べると，誤ってはいるが高校生なりのあ

るルールに従って考えた回答の組み合わせパ

ターンが 5つ見つかった。これを誤答 a，b，

c，d，eと呼び，表 1に示した。図 2に割合

を示す。正答，各誤答と一つだけ答えの異な

る回路がある誤答を各々「正答－1」「a－1」

「b－1」「c－１」「d－1」「e－1」とした。正

答と誤答 a～eを合わせると 33.1%である。

これに加え，正答あるいは各誤答と一つだけ

答えが異なる回路がある誤答を合わせると

56.2%である。大学生 4)と比べ正答率が低く，

一貫したルールを持たない「その他」の割合

が高かった。 

表 1 回答の組み合わせパターン 

 A B C D E F G H 

正答 ◎ ○ △ ○ △ ○ ◎ ○ 

誤答 a ◎ ○ △ ○ △ △ ○ △ 

誤答 b ◎ ◎ △ ○ ○ △ ○ ○ 

誤答 c ◎ ○ ○ ◎ ○ △ ○ △ 

誤答 d ○ ◎ △ △ ○ △ △ ○ 

誤答 e ◎ ◎ ○ ◎ ◎ △ ○ ○ 

 

図 2 回答の組み合わせパターンの割合 

 

謝辞 本研究は JSPS 科研費 17K01021 の助成

を受けたものです。 

参考・引用文献 

1）門馬徳夫，吉田俊博（2001）『福島大学教

育実践研究紀要』，Vol.41，pp.85-92 

2）古屋光一，戸北凱惟（2001）『科学教育研
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3）金子健治（2009）『理科教育学研究』，Vol.50，
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マイクロスケール実験の実施と課題 

中和滴定の学生実験の改善を目指して 

 

○佐合智弘，近藤直美 

SAGO Tomohiro, KONDO Naomi 

木更津高専 

【キ－ワード】 理科教材，化学教育，学生実験，マイクロスケール，中和滴定 
 

１ 目 的 

一般的に「環境に優しい化学」と捉えられて

いるグリーンケミストリーの概念を，学校の教

育現場に取り入れる手段として，マイクロスケ

ール実験 1)の普及が進んでいる。マイクロスケ

ール実験は，廃試薬の少量化や実験の事故防止

に役立つ，実験時間の短縮などのメリットが挙

げられ，これまでにも様々な教材開発と授業実

践が行われており，新しい授業展開が可能な実

験方法として期待されている。2) 

しかし，実際に高等専門学校の 1 年生（高校

1 年生に相当）を対象にマイクロスケールによ

る中和滴定の実験を行ったところ，メリット・

デメリットの両方が見えてきたので，これにつ

いて報告する。 

２ 方 法 

 高等専門学校 1年生の一般の化学の授業「中

和滴定（酸と塩基）」において、マイクロスケ

ール滴定用のビュレット 3)（図 1a）を用いた実

験と，市販の小型ビュレット(図 1b)を用いた

実験を行い，学生の実験の様子やその精度の比

較などを行った。なお，本稿ではそれぞれマイ

クロビュレット，ミニビュレットとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  

３ 結 果 

 マイクロビュレットは 1.0 mL のメスピペッ

トにコックなどを取り付けている。このメスピ

ペットの細さのため，ビュレットとしては一般

的な上部からの溶液のつぎ足しなどができず，

上部にシリンジを取り付けて吸い上げる必要

がある。また，コック付近には気泡が入りやす

く，その気泡を抜く操作のため結果として溶液

を必要以上に消費する必要があった。 

 ミニビュレットは 10.0 mL のサイズである

が，上部から溶液を入れることができる。また，

全体がガラスで一体になっているため，気泡な

ども入りにくく，必要最小限の溶液の消費で実

験を終えることができた。 

４ 考 察 

 実験の記録やアンケート，試験結果などから

は「中和滴定についての学習内容の習得」とい

う面では，実験の精度にも著しい差は無く，実

験器具によらず同程度であることが分かった。

つまり，マイクロビュレットを使用する方がグ

リーンケミストリーの概念をより強く取り入

れることができているというメリットがある。 

 一方で，マイクロビュレットの使用において

は，一般的なビュレットとは異なる操作もあ

り，広く一般的な「ガラス器具（ビュレット）

の取り扱い方の修得」という面ではミニビュレ

ットを使用する方が望ましいと思われる。 

５ まとめ 

 マイクロスケール実験は一般的に教育効果

が高いと思われるが，マクロビュレットを使用

した中和滴定の実験においては，その操作の特

殊性から「ガラス器具の取り扱い方の修得」と

いう面において考慮が必要であることが明確

となった。予算的な問題もあるが，実験器具の

小型化・少量化ができればいいわけではなく，

適切な操作などができる器具を使用する方が

教育に向いていると思われる。 

参考文献 

１） 荻野和子(1998) 「スモールスケール化学

実験のすすめ-学園におけるグリーンケミ

ストリー-」 化学と教育，46，516-517 

２） 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 

３） 荻野和子(2005) 「マイクロスケール滴定

用ビュレットの改良」 化学と教育，53，

286-287 

(a) (b) 
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マイクロスケール実験用の白板紙製容器の改良 

ペットボトルのキャップと改良した白板紙製容器からつくるウェルプレート 

 
○中川徹夫 A 

NAKAGAWA Tetsuo 
神戸女学院大学 A 

【キ－ワード】	 マイクロスケール実験，ウェルプレート，ペットボトルのキャップ，白板紙製容器 
 
１	 はじめに  
	 マイクロスケール実験で使用する市販のウ

ェルプレートは，安価ではない．そこで，代替

としてペットボトルのキャップに着目した 1)． 
	 ペットボトルのキャップを使用するには，専

用の容器が必要となる．そこで，白板紙で容器

を組み立て，簡易ウェルプレートを試作した 2)． 
	 今回，白板紙製容器をより使用しやすいよう

に改良したので，報告する． 
 
２	 方	 法  
（１）改良前の白板紙製容器 

	 図 1には，改良前の 2
行 2 列容器の展開図を
示す 2)．まず外周を切り

抜き，切り目を入れた．

続いて，実線に折り目を

つけ，内側に折り込み，

四隅をホッチキスで固

定して組み立てた． 
	 この中にペットボトルのキャップを配列し，

簡易ウェルプレートを完成させた．その際，切

り目と折り目がいずれも太実線で紛らわしい

うえに，解体して保管・再利用しにくいという

問題が浮上した． 
 
（２）改良後の白板紙製容器の展開図 

	 図 2 には，改良後の 2
行 2 列容器の展開図を示
す．図１の問題点を解消

するため，以下のような

工夫を試みた．まず，外

周や切り目を太実線で，

折り目を破線で表示し，新たに谷折りの表示を

追加した．加えて，ウェルの位置を，行番号と

列番号で表示した．配置場所の区画は，折り目

と区別するため，細実線で表示した．容器の固

定には，23 mmのゼムクリップを使用した． 
	 なお，図 2 以外に，2 行 3 列，1 行 2 列や 1
行 3列などの容器の展開図も作製した． 
 
３	 結果と考察  
	 図 2に示したように，容器を組み立てる際の
誤操作を回避できる．また，容器の固定にゼム

クリップを使用するため，保管・解体が容易で，

再利用も容易である． 
	 このように，容器の改良による種々の利点が

認められた．  
 
４	 おわりに  
	 ペットボトルのキャップを収容する白板紙

製容器を改良した．現在，種々の教材開発を試

みている．今後，児童・生徒を対象とした授業

実践を通して，有用性を検証したい． 
 
	 本研究は，JSPS科研費 17K00991の助成を受けた
ものである．展開図の版下作成および印刷では尼崎

印刷株式会社にお世話になった． 
	 容器の展開図の見本（4 種類の図を印刷した A4
版白板紙）を希望する方は，E-メールで，中川まで
連絡をお願いしたい（nakagawa@mail.kobe-c.ac.jp）． 
 
参考文献  
１） Nakagawa, T (2017) “Microscale experiment 

using plastic bottle caps: Classifying aqueous 
solutions into acidic, neutral, and basic ones,” 7th 
NICE, Seoul. 

２） 中川徹夫（2020）「ペットボトルのキャップと
白板紙製容器を用いたマイクロスケール実験

の提案」	 神戸女学院大学教職センター研究紀

要，Vol. 3，No. 2，pp. 1-9. 

図 1	 改良前の 2行 2列容器の展開図 

図 2	 改良後の 2行 2列容器の展開図 
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化学教授におけるプロジェクト授業の実践（Ⅳ）	

シミュレーション型プロジェクト「科学捜査」	

	

○大川翔平	

OKAWA	Shohei	

静岡県立沼津商業高等学校	

【キ－ワード】	 ドイツ，プロジェクト授業，科学鑑定，科学捜査	 	
標題と本文は１行開けて下さい。本文は，２段組，余白を上下３０ミリ，左右２５ミリとして下さい。

１	 目	 的	
	 近年の教育改革では，新たに導入される「理
数探究」の中でのみ探究的な学びを行うのでは
なく，普段の授業の中に探究的な要素を取り入
れることで，各教科の授業を通じて，変化の激
しい社会を生き抜くために必要な汎用的能力
の育成が求められている。こうした教育改革の
中にある日本の高校化学教育に目を向けると，
化学の断片的な知識の習得に終始していると
いう実情がある。「化学は社会に出たら必要な
くなる」，「化学の授業では，自分で調べ，学
習したいと思うような興味のある内容がない」
という考えを持つ生徒も未だ少なくない。生徒
が化学を学ぶ意義を感じていない状況では，化
学を主体的・対話的で深く学ぶことは実現でき
ず，化学の授業を通した汎用的能力の育成も困
難である。 
	 こうした問題の解決に寄与する取り組みと
して，ドイツを中心に実践されている「教科教
授におけるプロジェクト授業（Projektunterricht 
in Fachunterricht）」がある。プロジェクト授業
では，生徒と教師がプロジェクト（日常生活に
関わる問題解決や地域の課題解決に向けた取
り組みや製品開発）を立ち上げ，プロジェクト
の成功を目標に活動する。ドイツの化学教授に
おけるプロジェクト授業では，化学の授業で学
んだ事柄を使った生徒の作品の展示会や，論
文・新聞・ポスターなどの文書作成，商品開発・
販売が行われている。本研究では，ドイツの「プ
ロジェクト授業」の手法を日本の高校「化学」
の授業に導入し，主体的・能動的な化学の学び
の実現と，汎用的な能力の育成の両側面を促す
授業の開発・試行，評価することを目的とした。 
	
２	 方	 法	
(1) プロジェクト授業に関する理論文献か

ら，授業理論の整理，内容の精査を行う。	
(2) 上述の文献調査から得られた授業理論

と生徒の実態調査の結果から，テーマを
定め，授業モデルを開発する。	

(3) 授業モデルを試行する。授業後のアンケ
ート調査から，生徒の化学学習に対する
意欲や意識にどのような変化があるか
を分析する。	

３	 結	 果	
① 対象	
	 勤務校の第３学年の生徒 24名 
② プロジェクトの概要	
	 本校アンケート調査から，生徒が考える化学
を活かした仕事として「科学捜査」があること
がわかった。「科学捜査」は，高校生が見るア
ニメやドラマの題材として扱われており，生徒
が興味・関心を惹かれやすいテーマであると考
える。「化学反応と熱・光」の単元で表１のプ
ロジェクト授業を実視した。 
 

表１：プロジェクトの概要	
段階	 時	 プロジェクトの活動内容	

導入 １ 
・	架空の事件の概要の紹介する。	

・	活動グループと調書の提出期限（活

動計画）を説明する。	

実施 
２ 

・	証拠品（ナイフやタオル，ペットボ

トルなど）の中からグループごとに

科学鑑定（ニンヒドリン反応，ルミ

ノール反応，蒸留，pH 検査）を行

い，調査する。	
３ 

集結 ４ ・	科学鑑定の結果から調書を作製し，

事件を推理する。	

 
	 本研究で実施した「科学捜査」を題材とし，
遊びの要素も取り入れた化学教育におけるシ
ミュレーション型プロジェクト授業は，主体
的・能動的な化学の学びと汎用的な能力の育成
の両側面を可能にする化学の学習形態の方向
性を具体的に切り開くものであると考える。 
	
付	 記	
	 本研究は JSPS 科研費（奨励研究	 20H00902）
の助成を受けている。	
	
参考文献	
Münzinger,	W.	und	Frey,	K.	(1992):	Chemie	in		
		Projekten.	Köln:	Aulis.		
藤井浩樹	(2009),	科学研究費補助金（基盤研	
	 究(B),	研究代表者,	藤井浩樹）研究成果報	
	 告書：『化学教育におけるプロジェクト授業	

のモデル開発に関する日独共同研究』	 	 	 	 	 	
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1 : n=4 2 : n=9 3 : n=14 

Fig. 2 樹脂の弾性の比較 

ジメタクリラート誘導体による合成高分子の教材活用 
 
 

〇植田幹男 A，屋形英範 B 

Mikio UEDA，Hidenori YAKATA 

大東文化大学 A，和洋国府台女子中学校高等学校 B 

【キーワード】高分子化学実験教材，ジメタクリラート誘導体，共重合，ラジカル重合 

 

１ 目的 
 メタクリラート誘導体と光重合開始剤を組
み合わせた試薬は，紫外～可視光の照射により
重合反応が進行し，高分子化合物が生成する
(Fig. 1)。これらの物質群は一般に，紫外線硬化
樹脂と呼ばれ，工業的材料を中心に種々の機能
を持った物質が開発されてきた。光重合反応は 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 1 光重合反応 

 

光照射による反応制御，無溶媒反応，ホルマリ
ン等の有害物質の不使用といった利点を持ち，
安全な操作で高分子化合物の合成が可能であ
る。そこで筆者らはこれまでに，紫外線硬化樹
脂を用いた，高等学校化学の合成高分子分野で
活用できる実験教材について報告してきた 1)。
この中で，反応部位を 2カ所有するポリエチレ
ングリコールジメタクリラートを原料に用い
た場合，エチレングリコール鎖の長さにより，
重合硬化物の弾性が大きく変化することを見
出した。ここで生成する樹脂は，次元性の低い
ポリマーと考えられ，樹脂の弾性はモノマー分
子の長さに依存すると推察される。そこで今回，
エチレングリコール鎖を段階的に伸張させた
ポリマーを作成し，樹脂の弾性とモノマーの鎖
状部位の長さの相関について検討した。 

 

２ 実験操作 
小型のサンプル管にエチレングリコールジ

メタクリラート 5 gを量りとり，そこへ重合開
始剤としてベンゾイルギ酸メチルを約 0.03 g

（モノマーに対する物質量比 1/100倍程度）を
混和させた。この溶液を直径 5 cmのシリコン
の型に移し入れ，UV-LED ランプにより紫外
光を数分間照射したところ，重合硬化物が得ら
れた。化合物 1～3のいずれについても同様の
操作により，安定な樹脂が生成した。 

[反応に使用した化合物] 

 

 

 

 

エチレングリコールジメタクリラート  光重合開始剤 

1 : n=4  2 : n=9  3 : n=14 

 

３ 結果と考察 
 エチレングリコール鎖の長さが異なるジメ
タクリラート誘導体 1～3 で得た重合硬化物
（直径 5 cm，厚さ約 2 mmの樹脂）に，金属
ピンを取り付け，ニュートンメーターでおよそ
10 Nの力が樹脂にかかるよう調整し，樹脂の
湾曲の大きさについて比較した（Fig. 2）。 

 

 

金属ピンを 

樹脂で固定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この結果，樹脂の湾曲の角度は，化合物 1：0°，
2：50°，3：90° 程度を示し，モノマーの鎖状
部位の伸張に伴い，樹脂の弾性が大きくなった。
その度合いは，エチレングリコール鎖の繰返し
単位と樹脂の湾曲角度の間で，比例関係を示し
た。このように，生成した樹脂の物性から，合
成した高分子化合物の分子構造を推定できる
ため，本実験は物性と構造の相関を理解する発
展的学習に有効な教材であることが分かった。 
参考文献 
1) 植田幹男(2020)「紫外線硬化樹脂の性質を
利用した，高分子化学実験教材の開発」，理科
教育学研究, 61(3).（印刷中） 
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ナトリウムエトキシド結晶構造の ICT教材としての可能性 

A possibility as ICT learning material of the crystal structure of sodium ethoxides 

                   

○野口大介 

NOGUCHI Daisuke 

長崎大学 

【キ－ワード】 アルコキシド，教材開発，結晶構造，中等教育，有機化合物 
 

１ 目的 

高等学校の化学では無機物質の単位格子が

学ばれ，物性を深く理解する上で重要な役割

を果たしている。一方，有機化合物の結晶構

造教材はほとんどない。このため，化学に対

する生徒の興味関心を引く新たな教材開発に

とって，有機化合物の結晶構造データは有用

である 1)。有機化学分野では，アルコールと

エーテルの性質が必ず教えられる。その際，

それぞれの水への溶解性の違いとともに，金

属ナトリウムとの反応性の違いが，ナトリウ

ムをエタノールに加えナトリウムエトキシド

（C2H5ONa）が溶媒中に生じる例で扱われる。

C2H5ONa は有機溶媒中で強い塩基としては

たらき，これに水を加えると NaOH を生じる

ことから，エタノールと水の酸の強さの違い

が可視化される。 

最近，リービッヒによる合成報告から 180

年の時を経て，C2H5ONaおよびエタノール分

子を結晶溶媒として含む C2H5ONa⸱2C2H5OH

の結晶構造が， X 線回折法によって初めて明

らかになった 2)。これら 2 つの結晶構造デー

タは，C2H5ONa（無溶媒）が溶媒であるエタ

ノール中に分散する溶解過程を可視化する

ICT 教材の基盤となりうるのではないかと考

え，その可能性を検討することとした。 

２ 方法 

 C2H5ONaとC2H5ONa⸱2C2H5OHの結晶構造デ

ータは，ケンブリッジ結晶学データセンター

（CCDC）から cif ファイルとして取得した。

結晶構造描画ソフトウェアである VESTA で 

cif ファイルを表示させ図を出力した。図中で

は白色が水素原子，褐色が炭素電子，赤色が酸

素原子，黄色がナトリウム原子を表している。 

３ 結果と考察 

  C2H5ONa 結晶中では，ナトリウムイオンに

酸素原子が 4 個結合した正方形平面格子が形

成され，その前後にエチル基（disorder してい

る）が配列している（図１）。C2H5ONaの組成

式のみからは想像もつかない構造である。

C2H5ONa⸱2C2H5OH の結晶構造も，エタノール

への溶解初期状態に似たものとして，合わせて

報告されている 2)。エタノール分子は結晶格子

内へと入り込み，ナトリウムイオン周りの酸素

原子の配置は互いの距離が正方形よりも離れ

た四面体型へと近付いているのが明らかであ

る（図２）。以上から，両結晶構造を組み合わ

せれば，ナトリウムフェノキシド結晶に関する

先行研究 1)と同様に，固体でありながら溶解挙

動を提示しうる新規教材となると考えられる。 

４ まとめ 

 Beske et al. (2020)の成果は，高校化学で必ず

学ばれる C2H5ONa の興味深い結晶構造を可視

化しつつ，さらにはその溶解過程までをも想起

させる新たな ICT 教材の基盤となりうる点で

注目に値する。今後は溶解過程をアニメーショ

ンでモデル化するよう，更に検討を進めたい。 

参考文献 

１） 野口大介（2020）「分子構造 ICT 教材開

発を志向したナトリウムフェノキシド

類結晶構造の文献調査」 日本科学教育

学会研究会研究報告，Vol. 34 (2019-2020)，

Issue 10，pp. 23-28． 

２） M. Beske, L. Tapmeyer and M. U. Schmidt 

(2020) ”Crystal structure of sodium 

ethoxide (C2H5ONa), unravelled after 180 

years” Chem. Comm. Vol. 56, No. 24, pp. 

3520-3523. 

図２  C2H5ONa⸱2C2H5- 

OHの結晶構造． 図１ C2H5ONa の結晶構造． 

エチル基 

Na 

O 
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大学生主体による化学教材ゲームの学びへの応用 

‘日大生のやってみたいを実現するプロジェクト’を通して 

 
○ 阿部里奈 A， 松浦帆夏 B， 渡部佳太 B， 秋本悠太 A， 安藤晶 C， 伊藤志帆 C， 伊藤賢一 D 

Abe Rina， Matsuura Honoka， Watabe Keita， Akimoto Yuta， Ando Aki， Ito shiho， Ito Kenichi 
日大理工(院・前期)A，日大短大(生命)B， 日大理工(応化)C， 日大理工(一般教育)D 

【キ－ワード】 化学教育，化学教材，カードゲーム，有機合成化学，ゲーム性，ワークショップ 
 
１ 目 的 
近年我々の研究グループでは，化学分野の教材

ゲームの作製及びその利用を通して生徒や学

生の化学への興味の向上や‘楽しみながら遊ん

で学ぶ’ことを実践するため，学生主体のサー

クルである「日本大学化学教材研究会」を立ち

上げた。加えて本研究会では，各種教育系イベ

ントへの参加や運営実施，またそこで得られた

成果を教育系学会等で発表及び報告を行って

いる。このゲーム性を有する学修教材の有用性

はこれまで，アメリカ化学会の教育系雑誌であ

る Journal of Chemical Education 誌における

教材利用の論文等で多数示されており，実際に

我々もその活動を通してその効果を実感して

いる。一方我々が所属する日本大学では 2019
年度から，‘日大生のやってみたいを実現する

プロジェクト（自主創造プロジェクト）’が開

始され，日本大学教育憲章に合致する学生活動

への援助が進められている。昨年度我々の研究

グループでは，本プロジェクトへの応募及びそ

の採択されたことにより，その援助のもと各種

教育的なイベントの計画や運営等を行った。今

回はそれらを通して化学教育に関する知見が

得られたのでその成果を報告する。 
２ 方 法 
我々は本プロジェクトの援助のもと，以下のよ

うな活動を行った。具体的には，１）化学教材

（ストロー分子模型 1）や教材ゲーム（有機合

成カードゲーム 2）の開発及び改良，２）その

教材を使った定期的なワークショップの開催，

３）科学系クラブ活動への出前授業等である。

以上で得られた結果を踏まえて学会での報告

も行い，教育現場からの意見を取り入れ，さら

なる教材の改良やその利用を行った。 
３ 結 果 
昨年度のプロジェクト期間中に，12 件のイベ

ントの開催及び参加（内 1 件台風 15 号により

中止），また教育系学会への参加（2 件発表・

1 件参加・2 件コロナにより中止・延期）を行

った。前者のワークショップ等のイベントで

は，幼稚園生の子供から社会経験をもつ大人ま

で幅広い世代に教材ゲームを実施してもらい，

そのアンケート結果の解析から教材やゲーム

を通すことによる化学の面白さの再認識を促

すことができた。また本研究会のメンバーの１

人がその実施の手助けをしている，いわゆるフ

リースクール（何らかの理由で学校へ行くこと

ができない子供たちが小学校や中学，高校の代

わりに過ごす場所）への訪問及び出前授業を実

施し，勉強に苦手意識をもつ子供たちに“遊び

ながら学ぶ”という方法を伝える活動を行っ

た。スクールの職員の方からは，「あんなに生

き生きしている子どもたちを見たのは久しぶ

り」という感想が得られ，教材ゲームの有用性

を再認識することができた。 

 
４ 考察・まとめ 
先に示した活動を通し，我々は教材ゲームの有

用性を再確認した。ゲームとはあるルールのも

とで勝敗を決めるものであり，化学教材ゲーム

は化学に関する知識を使ってゲームを行うも

のなので，熱中するとその勝利のため必然的に

化学に関する学修が進む。ただしその進め方や

フィードバックには主催者のファシリテート

の仕方が重要な要素となる，と考えられる。ま

たこのような有用性から現在のようなコロナ

禍における自宅学習でのストレス軽減へ，本教

材ゲームの利用は可能である，と考えられる。 
参考文献 
1) Moreno， L. F. and Alzate， M. V.， J. 

Chem. Edcu.， 95， 823-827 (2018).  
2) Farmer， S. C. and Schuman， M. K.， J. 

Chem. Edcu.， 93， 695-698 (2016). 
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オンライン理科実験教室の可能性 
～幼稚園児との理科実験教室を配信して～ 

 

○田口りか A，高田里咲 B，石関彩夏 A，金森みゆき B 

TAGUCHI Rika, TAKADA Risa, ISHIZEKI Ayaka, KANAMORI Miyuki 

立教大院 理 A，立教大 理 B 

【キ－ワード】 オンライン理科実験教室，理科教材，食べ物，色変化 
 

１ 目的 

 家庭でできる実験を複数組み合わせ、幼稚園

児とパーティーを開催した動画を配信するこ

とで、幅広い年代に対して理科への興味・関心

を高めることが可能であるか、検討・調査を行

い、オンライン理科実験教室の有効性を検証す

ることを目的とする。 

２ 方法 

1) 実験動画作成について 

 実験内容については、家庭で実践しやすい、

かつ安全性の高い「食べ物」を材料として用い

るものを中心に 5 つ集めた。それらの実験を組

み合わせ、パーティーを開催するというテーマ

で幼稚園児 3 人と一緒に実験を行い、その様子

を撮影したものを YouTube で配信した 1)。動

画内で紹介した実験は、レシピ 2) と解説集 3) 

を動画説明欄に付録として添付した。 

2) 調査方法 

YouTube にアンケートの URL を設置し、

年齢・おもしろい実験・おもしろくない実験・

自由記述の 4 問について回答してもらった。 

３ 結果 

 11 月 16 日現在、再生回数は 301 回、アンケ

ート回答者は 32 人だった。まず、年代別のア

ンケート回答者数を図１に示す。視聴者は 20

代から 50 代が中心であり、ネット動画をよく

視聴する 20 代が最も多かった。 

 

図 1 年代別回答者数 

 続いて、各実験に対する評価についてのアン

ケート結果を図 2 に示す。全員いずれかの実験

に対しておもしろい・やってみたいと感じてお

り、動画でも理科への興味・関心を高めること

ができた。 

 
図 2 各実験に対する評価 

４ 考察 

 子どもが実際に手を動かして実験している

【ハロウィン イルミネーション・てづくりア

イスクリーム】が好評だったことから、視聴す

るだけではなく、実験することの重要性が示唆

される。アンケート回答者からも、「子どもが

実際に実験している時間がもっと長い方が良

いと思った」という声があった。今回は未就学

児向けに実験だけを動画にまとめたが、視聴者

は大人の方が圧倒的であったため、動画内に解

説を加える方が満足度の向上に繋がると考え

られる。 

５ まとめ 

 理科実験教室を配信することで、幅広い年代

に対して理科への興味・関心を高めることが可

能であることがわかった。今後は解説もあわせ

た動画を配信し、さらに詳しく評価していきた

い。また、対象年齢に応じたコンテンツを制作

し、検討していきたいと考えている。 

参考文献 

1) 理学部実験教室～化学科編～  配信動画

https://youtu.be/4DA2Bdi5_8M 

2) ハロウィンパーティー レシピ 

https://www.rikkyo.ac.jp/z3000303/2020_hc-recip

e_8.pdf 

3) ハロウィンパーティー 総説編 

https://www.rikkyo.ac.jp/z3000303/2020hc-sosetsu

_6.pdf 
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土壌呼吸測定に関する教材の検討とその教育的効果の確認(1) 
 

○山本千帆 A，人見久城 B 

YAMAMOTO Chiho， HITOMI  Hiaski 

栃木県壬生町立壬生中学校A，宇都宮大学 B 

【キ－ワード】理科教育，環境教育，教材研究，土壌，呼吸 
 

１．はじめに 

 加藤・定本(2019)は，中学生の生態系に関わる

「自然界のつり合い」領域の学習において，生産

者がつくり出した有機物が最終的にどのような無

機物に分解されて生態系を循環していくかについ

て，学習者が保持している概念を明らかにしてい

る。その中で，地上における自然界のつながりの

概念化は進んでいたが，地中における生物的な営

みについての概念構成は不十分であったと述べて

いる。また，「菌類・細菌類」と「二酸化炭素」

が結びつきにくいことを指摘している。 

 桐田(1971)や福田(1995)の土壌呼吸測定方法は，

アルカリ溶液にフェノールフタレイン溶液を加

え，フェノールフタレイン溶液の色の変化で二酸

化炭素吸収速度を測定するものとなっている。桐

田(1971)は，アルカリ溶液として水酸化カリウム

溶液を使用し，福田(1995)は水酸化ナトリウム水

溶液を使用し，フェノールフタレインとの混液を

ろ紙に染みこませ二酸化炭素を吸収させている。

水酸化カリウム水溶液や水酸化ナトリウム水溶液

は危険性が高く，取り扱いに注意が必要である。  

以上のことから，安全性を向上させた土壌呼吸

測定に関する教材の検討が求められる。 

２．目的 

安全性を向上させた土壌呼吸測定教材の最適条

件を探る。 

３．方法  

より安全性の高い溶液として身近な液体を使用

し，土壌呼吸を測定することは可能であるかにつ

いて検討を行った。実験時期は 2020年 6～7月で

あった。 

容器の内径約 8.0cm，底面積約 16π㎠，高さ約

13.5cmのふた付きビンを使用し，ろ紙のサイズを

容器内に入ることができる程度の大きさ 16 ㎠

(4cm×4cm)として実験した。 

検討内容は，食器用洗剤での検討，土の量の検

討，その他の洗剤での検討，フェノールフタレイ

ン溶液量の検討，容器とろ紙サイズの検討，園芸

養土使用の検討，土を容器に入れ数時間後の測定，

園芸養土と焼土の比較検討であった。 

４．結果  

本実験教材の最適条件について記す。 

①アルカリ溶液とフェノールフタレインの割合 

JOY ミラクルクリーン泡スプレー5ml に対し，

フェノールフタレイン溶液 100滴（図） 

②容器とろ紙サイズ 

容器 A（内径約 8.0cm，底面積約 16π㎠，高さ

約 13.5cm），・容器 B（内径約 5.5cm，底面積約

7.6π㎠，高さ約 13.0cm），ろ紙 16㎠（4cm×4cm） 

③土の量と種類 

・土の量…容器の半分～1/4程度 

・二酸化炭素放出量が多い…園芸養土や腐葉土 

・二酸化炭素放出量が少ない…鹿沼土や焼土 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．おわりに 

安全性の高い溶液として家庭用の食器用洗剤を

用いることで，土壌呼吸を測定することが十分可

能であると確認できた。本教材を使った授業実践

の結果については，別報で述べる。 

文献 

福田直（1995）：土を使った学習指導の実践－土
壌呼吸を探究的に調べる－，科学教育研究，
Vol.19，No.2，pp.121～129. 

加藤伸明・定本嘉郎（2019）：生態系の物質循環
に関する学習者の理解とその特徴，理科教育
学研究，Vol.60，No.2，pp.309～316. 

桐田博充（1971）：野外における土壌呼吸の測定
－密閉吸収法の検討Ⅱ．測定容器の大きさが
測定値にあたえる影響，日本生態学会誌，
Vol.21，No.1･2，pp.43～47． 

 

 
図．フェノールフタレイン溶液 100 滴での測定
結果［左：腐葉土，右：土なし（コントロール）］ 
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土壌呼吸測定に関する教材の検討とその教育的効果の確認(2) 
 

○人見久城 A，山本千帆 B 

HITOMI Hisaki， YAMAMOTO Chiho 

宇都宮大学 A，栃木県壬生町立壬生中学校 B 

【キ－ワード】理科教育，環境教育，教材研究，土壌，呼吸 
 

１．はじめに 

 別報（山本・人見，2020）で述べた土壌呼吸測

定教材を使い，中学生を対象として授業実践をお

こなった。本報では，教材の教育的効果について

述べる。 

２．目的  

最適条件を検討した本教材を生徒が容易に理解

し，呼吸概念形成に寄与するかを検証する。 

３．方法  

栃木県内の公立中学校1年生1クラス28名を対

象とし，2020年 7月 29日に，1校時分(50分授業)

で実施した。評価として，事前・事後アンケート，

ワークシートの記述を分析した。 

４．結果 

(1) 知識理解に関する評価 

設問「土の中の生物は地球上での物質の移動に

重要な役割を果たしている」について，授業後に

向上させることができ，本授業は物質の移動が生

物の存在と関係しているということに気付かせる

ことに有効であったと考えられる。 

設問「土についてはよくわからない」について，

土についてはよくわからないと回答する生徒が授

業後に減少したことから，授業を通し，土につい

て「わかった」と感じることができたと考えられ

る。授業後に「土についてはよくわからない」と

回答した生徒の感想より，本授業の内容について

は理解している様子が確認できたが，「まだまだ

土にはさまざまな謎があると思うのでこれからも

土についての知識を増やしていきたいです。」と

記述していることから，授業の内容はわかったも

のの土についてはわからないことがあることを示

しているのではないかと考えられる。 

(2)実験教材に関する評価 

設問「実験の操作は簡単だった」より，すべて

の生徒が簡単であったと回答しており，生徒が十

分容易に操作できる実験教材となったことを示し

ている。また，設問「実験の時間はちょうどよか

った」より，今回の授業は測定時間を 5分と設定

し，15分間を実験時間としたが，生徒にとって適

正な実験時間となったと考えられる。「実験をす

ることによる内容の定着について」の設問におい

ても十分に内容の定着がされた回答となった。 

(3)呼吸概念に関する評価 

ワークシートや事後アンケートのテキストマイ

ニングの結果では，「呼吸」「生物」「二酸化炭

素」という用語の出現頻度が高かった。「呼吸」

や「二酸化炭素」は事前アンケートのテキストマ

イニングの結果には表示されておらず，授業を通

して「土」と「呼吸」「二酸化炭素」が結びつい

たと考えられる。呼吸概念形成に寄与したことが

示唆される。 

「生物」という用語についても，授業前と比べ

ると授業後の出現頻度が高くなっていることか

ら，土の中の「生物」に関して授業を通して理解

が深まったものと考えられる。 

５．おわりに 

本教材は，中学校第 3学年理科の「自然と人間」

の単元で使用することを目的としたものである

が，中学校第 1学年生徒が容易に理解できれば，

生物領域における学習との関連の中で柔軟に対応

できると考え，授業実践を行った。「ろ紙が白い

ということは二酸化炭素が多く放出されている」

とすべての生徒が考えることができていたことか

ら，本教材の効果を確認することができた。 

授業実践では，畑の土と焼土の比較，畑の土と

土なしの比較はできたが，畑の土と鹿沼土を比較

し二酸化炭素の放出量の違いについて考える時間

は十分でなかった。土の種類によって呼吸の様子

が変わる理由について考える時間を十分に設定す

ることが，生徒の探究的な学習につながると考え

られる。 

文献 

山本千帆，人見久城（2020）：土壌呼吸測定に関

する教材の検討とその教育的効果の確認(1)，

日本理科教育学会第 59 回関東支部大会研究

発表要旨集． 
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中学校理科における人体の仕組みの学習を支援するゲーム教材

「人体すごろくゲーム」の開発 

 

○茂木大樹 A・屋代佐知子 B・出口明子 C   

MOGI Taiju， YASHIRO Sachiko， DEGUCHI Akiko 

宇都宮大学大学院 A，栃木県那須烏山市立烏山中学校 B，宇都宮大学共同教育学部 C 

【キ－ワード】 理科教材，生物分野，生物の体のつくりと働き，すごろくゲーム  
 

１ 目 的 

 中学校理科「生物の体のつくりと働き」では

見通しを持って観察，実験などを行い，規則性

や関連性を見出すことが目的となる（文部科学

省，2018）。一方，近年動物の解剖実験等を行

うことが難しくなっている。そこで，人体の仕

組みの学習を支援する方法の一つであるゲー

ム教材に着目した。薄井・出口(2014)では，小

学校理科において，ヒトの循環系，消化・吸収

系，呼吸系の統合的な理解を促進するためのゲ

ーム教材として「人体すごろくゲーム」を報告

している。本研究では薄井・出口(2014)の「人

体すごろくゲーム」を参考に，中学校理科を対

象とした「人体すごろくゲーム」を開発したの

で，その結果を報告する。 

２ 方 法 

（１）すごろくのボードのデザイン 

 図 1 にはすごろくのボードを示している。マ

ス目や各臓器のエリアは薄井・出口(2014)を参

考にした。マスは臓器ごとに特色のあるアクシ

ョンが発生するように作製した。マスの内容も

なるべく実生活と関連のあるものにした。 

（２）カードのデザイン 

 カードは 3 種類の血液カード（赤血球，白血

球，血小板）と 2 種類の気体カード（酸素，二

酸化炭素），2 種類の栄養カード（アミノ酸，

ブドウ糖），2 種類の不要物カード（アンモニ

ア，尿素）及びデンジャーカードの計 10 種類

のカードを作製した。デンジャーカードは各臓

器に特有のペナルティーも設け，なるべく実生

活に結びついた内容にした。 

（３）ゲームのルール 

 血液カードと栄養カードを 1 枚ずつと酸素

カードを 3枚持ち，スタート地点の左心房にコ

マを置き，サイコロの出た目の数だけコマを進

め，止まったマスの指示に従うようにした。マ

スには「交換マス」や「活動マス」があり，手

持ちの交換カードを捨てる・交換するアクショ

ンが行われるようにした。また，臓器の機能を 

理解できるように肺，肝臓，小腸，腎臓のエリ

アを通過するとき，その臓器特有のイベントが

発生するようにした。他にも様々な臓器を循環

させる手立てとして，通過した臓器の数に応じ

て得点が加算されるルールも設けた。ゲーム終

了後に交換したカードと手持ちのカードから

得点を競うルールに設定した。 

３ 結果とまとめ 

 本研究では中学校理科において人体の血液

循環と臓器の仕組みの理解の促進と，生徒の興

味・関心を高めるという観点から薄井・出口

(2014)の「人体すごろくゲーム」を中学校理科

対象に改訂をする開発を行った。今後は授業実

践を通して，人体すごろくゲームの教材として

の役割を明らかにしていきたい。 

引用文献 

文部科学省(2018)『中学校学習指導要領解説 理科編』

学校図書 p86. 

薄井健太・出口明子（2014）『「人体」の理解を支援

するすごろくゲームの開発』，日本科学教育学会年

会論文集，Vol.38， pp. 581-582. 

図1．人体すごろくゲームのボード 
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播種から発芽までの成長過程に対する小学生の認識状態の分析 

－ヘチマの栽培活動を振り返って－ 
 

○ 北原 美遥 A，佐々木 智謙 B，松森 靖夫 B 

KITAHARA Minori，SASAKI Tomonori，MATSUMORI Yasuo 

甲斐市立双葉西小学校 A，山梨大学大学院総合研究部 B 
 

【キ－ワード】 小学校理科，自然認識，植物栽培，ヘチマ，発芽条件 

 

１. はじめに 

周知の通り，小学校理科の「生命」を柱とした

内容領域においては，植物に関わる学習が取り扱

われており，第 5 学年では発芽，成長及び結実と

それらに関わる条件について学習する（文部科学

省，2017）。また，これまで，内外において種子

の発芽条件に対する学習者の認識状態の調査が

遂行されてきた。例えば，松森（2000），松本（2002），

田中・畦（2013），及び Lin（2004）等を挙げる

ことができ，学習者の低い認識状態が明らかにな

っている。ところが，いずれの調査研究も，学習

者が有する植物栽培の経験，特に播種から発芽に

至る成長過程の観察経験等を踏まえたものでは

ない。 

そこで，本調査研究では，種子の発芽について

は学習前の第 5学年児童を対象にし，第 4学年に

おいて実施済みであるヘチマの栽培活動（播種か

ら発芽まで）を問題場面にして，種子の発芽条件

等に対する認識状態を把握する。得られた結果は，

種子の発芽に対する第 5 学年児童の科学的認識

を促す学習指導方策を構築する上で，有用な情報

になるものと考えられる。 

２. 調査の概要 

(1) 日時と対象 

2020 年 6 月下旬に山梨県内の公立小学校第 5

学年の児童計 44名に対して実施した。 

(2) 調査内容と方法，及び児童の回答例 

調査には質問紙法を用いた。具体的な調査内容

は表 1の通りである。また，同表に児童の回答例

も併記した。 

 

＜附記＞ 

本研究は JSPS科研費 20K13970，17K01024 の助成を受

けたものである。 
 

＜主な参考文献＞ 

Lin,S.W.(2004).Development and application of a Two-tier 

diagnostic test for high school students’ Understanding of 

flowering plant growth and development. International 

Journal of Science and Mathematics Education, 2(2), 175-

199.  

松本勝信（2002）「小学校Ａ区分のカリキュラム・ 授業

の検討－種子の発芽における水の働きの 2 年間の追

跡分析から」『理科教育研究月報』第 26 号，29-39.  

田中翔一郞・畦浩二（2013）「植物の生命の連続 性にお

ける児童の概念形成について－植物の 発芽の学習分

析に基づいて－」『大阪教育大学 紀要 第Ⅳ部門 教育

科学』第 62 巻，第 1 号，43-52.  
 

表 1 質問文と児童の回答例（女 2） 

各児童に提示した文章：『4年生の1学期が始まったころ①，土の入った小さなはちに②，指で穴を開けて③， 

その穴にヘチマの種を入れて④，上から土をかけて⑤，日なたに置き⑥，水やりをしたら⑦，芽が出ました⑧。』 
【質問 3】 

ヘチマの種が芽を出すため

に，必要な条件をくわしく書

いてください。 

【質問1】あなたは，①～⑧を覚えていますか。あては

まるものに○をつけてください。 

（ よく覚えている・だいたい覚えている・どちらともいえ

ない・あまり覚えていない・まったく覚えていない ） 

【質問 2】 

①～⑧のようにした理由を考えて，くわしく書いて下さい。 

① だいたい覚えている 温かくなり始めたから。 

・温度（ちょうどいい約 25度） 

・空気（いきをするため） 

・水（土がかわくから） 

・日光（温度を保つため） 

② よく覚えている 土がないと育たないから？ 

③ よく覚えている 種を入れるから。 

④ よく覚えている ヘチマをそだてるから。 

⑤ だいたい覚えている ふとんをかけないと暑くなったり寒くなったりするから。 

⑥ よく覚えている 温度をちょうせつするため。 

⑦ だいたい覚えている 水をやらないと土がかわくから。 

⑧ よく覚えている 水をやったりしたから。 
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課題集中校における高校生の「神経」の概念に関する認識調査 

─Conceptual Profile Theory における概念理解の分析手法を活用して─ 
 

○志賀優 1，  山本容子 2 

SHIGA Masaru,  YAMAMOTO Yoko 
1神奈川県立永谷高等学校，  2筑波大学人間系 

【キ－ワード】 高校生物，神経，健康問題，多元性，Conceptual Profile 
 
１ 背景と目的 
 子供を取り巻く現代的な諸課題に対応する
上では，地域や学校の実情を踏まえて教育内容
を組み立てる必要がある（文部科学省, 2018）．
課題集中校では，生徒による医薬品の過剰摂取
や飲酒・喫煙の蔓延が深刻である．健康教育の
中核を担う保健体育科の授業では，こうした問
題行動の心理的・道徳的背景が重視され，生物
学的知見が不足しがちとなる．そのため，生物
授業においても，科目の特質を踏まえて健康問
題を扱うことが期待されるが，日本の生物教科
書は，これらのトピックには基本的に言及して
いない．一方で，米国の高校生物教科書である
BSCS Biology: A Human Approach 5th Edition
（2016）は，「恒常性」単元を総括する段階に
おいて，薬物依存に関するトピックに言及して
いる．「恒常性」を維持する神経系の学習は，
依存メカニズムを理解する上でも重要であり，
生物授業では，「神経」の学習を通じて上述の
健康問題にアプローチすることができる． 
 現代の健康問題は多様化の傾向にあり，それ
に対する生徒の認識もまた，多様な特性を有す
ると考えられる．授業構築に際しては，生徒の
認識に見られる多様な特性を考慮する必要が
あるが，健康問題との関連における生徒の「神
経」の認識を検討した調査は報告されていな
い．「神経」は日常生活において多義的に用い
られる言葉である．また，依存メカニズムを扱
う神経科学では，分子－細胞レベルから系統レ
ベルまで，様々な階層に焦点化したアプローチ
が多元的に採用される．そのため，「神経」は
多元的に理解されうる概念であると言える．し
たがって，本研究は概念理解の多元性に注目
し，生徒の「神経」の認識にどのような特性が
見られうるか，を検討することを目的とする． 
 
２ 方法 
 本研究では，学習者の多元的な概念理解を分
析する方法論を展開しているConceptual Profile 
Theory（Mortimer & El-Hani Eds., 2014）（CP 理
論）を参照する．CP 理論では，個人に対する
認識調査において，多様な思考を引き出す抽象
的な問いと，具体的な問いに対処する微視発生
的な思考を引き出すタスク・シチュエーション
を織り混ぜている．このことを踏まえ，課題集

中校の高校２年生に表１の問いを含む質問紙
への回答を求めた．また，同様の問いについて，
医療関係分野への進学を希望している同校の
３年生にインタビュー調査を行なった． 
 

表１：本研究における質問紙調査の項目 
① 「神経」とは何か？あなたの考えを述べよ． 
② 健康維持における「神経」の役割は何か？それを果た

すために神経はどのように機能しているか？ 
③ 
 

禁煙に失敗し，タバコに依存してしまう人が多いの

はなぜか？成功する人と失敗する人の違いは何か？ 
④ 
 

鎮痛剤や向精神薬，睡眠薬は，なぜ効くのか？どのよ

うに効くのか？ 
⑤ 違法薬物の中には，元々精神治療薬として処方され

ていたものもある．医薬品の危険な側面について，あ

なたは何を知っており，どのように考えているか． 
 
３ 調査結果と考察 
 CP 理論に基づいて思考の前提となる「存在
論的・認識論的コミットメント」の観点から回
答データを分析し，「神経」の理解において共
存しうる３つの思考モードを特定した（表２）． 
 インタビュー調査の抽象的な問い（表１①
②）に対する生徒の回答では，「目的論」や「機
械論」の思考モードが支配的であった．しかし，
喫煙や医薬品，薬物依存に関する問いでは，「還
元論」の思考モードも見られるようになった．
このことから，上述の健康問題を提示すること
によって創り出される文脈は，「神経」のシス
テマティックな階層構造に焦点化した生徒の
思考を引き出しうることが示唆された． 
 
表２：「神経」の理解における生徒の思考モード 
目的論 「感覚を伝えるためにある」といった，「神経」

が有する何らかの目的に焦点化する思考． 
機械論 刺激－反応行動を生じる機械的な指揮系統とい

うアナロジーに焦点化する思考 
還元論 
 

「神経」の部分的な相互作用への焦点化を通じ

て，生物体の全体的な振る舞いを考察する思考 
 
附記 
 本研究の一部は，JSPS 科研費（奨励研究 
20H00743）の助成を受けたものである． 
  

主要参考文献 
Mortimer, E. F., & El-Hani, C. N. (2014) (Eds.). 

Conceptual Profiles: A Theory of Teaching and 
Learning Scientific Concepts. Dordrecht: Springer. 
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１ 目的 

  理科で学習する内容は日常生活との関わりが深

く，観察実験を通して探究的に学ぶプロセスは生き

る力に様々な形で結びついている。知的障害教育

においてもそれは同様である。我々は，知的障害特

別支援学校高等部における理科授業の充実を目

指した授業パッケージの開発に取り組んでいる。本

研究では，「観察，実験などに関する初歩的な技能

を身に付ける」ことを目的に，知的障害特別支援学

校高等部で授業実践を行い，知的障害教育におけ

るデジタル顕微鏡の活用の可能性と課題について

検討した。 

デジタル顕微鏡 本研究では STPCTOU 社の

STAD205B デジタル顕微鏡を用いた。生物顕微鏡

では狭い視野の中で観察物の上下左右が反転し

て見えるため，知的障害を持つ生徒が扱うには困

難を伴うと考えられる。しかし，本デジタル顕微鏡は

「実体顕微鏡と同様に観察物をそのままの状態で

比較的高倍率（×200）で観察できる」，「透過光で

の観察もできる」，「顕微

鏡の視野を付属のモニ

ターで観ることができる」

ことから，操作・観察の

難易度を下げることがで

きると考えた。本実践で

は生徒が操作する部分

にカラーシールを貼り，

操作方法が的確に伝わ

るよう支援策を講じた。 

２ 実践の概要 

2020 年 10 月，国立大学附属特別支援学校高等

部の生徒 9 名（軽度 5 名，中度 3 名，重度 1 名）を

対象に，デジタル顕微鏡を活用した全 3 回の授業

実践を行った。各授業では顕微鏡を用いて，①身

の回りのものの観察（紙幣，硬貨，火山灰，片栗粉，

塩，砂糖，ハンカチ，マスク，菓子他），②植物の葉

の気孔の観察，③花のつくりと花粉の観察を行った。

顕微鏡は倍率とピントを調節して使用するが，知的

障害を持つ生徒が一度に操作を習得することは難

しいと判断し，実践①ではピントを合わせる，実践②

では倍率を変える，実践③では倍率とピントの両方

を調節する，こととし，段階的に顕微鏡の扱いが習

熟できるよう計画した。 

３ 結果と考察 

 実践①では2-3名に，実践②では4-5名に，実践

③では 1 名に 1 台ずつ顕微鏡を用意した。授業で

は，ピントが合って対象がはっきり見えると歓声が上

がる場面もあり，多くの生徒が楽しみながら観察に

取り組んでいた。 

デジタル顕微鏡の使用について，実践①後に

「楽しかったか」，「簡単だったか」，「また使ってみた

いか」の三項目について質問紙調査を行ったところ，

8 名の生徒が「楽しかった」，「また使ってみたい」と

回答し，7 名が「簡単だった」と回答した。知的障害

のある生徒においても顕微鏡を扱った観察が可能

であり，身の回りのものへの関心を深めていたと考

えられる。実践③の後に「また使ってみたいか」調査

した際には，「また使ってみたい」と回答した生徒は

6 名，「もう使いたくない」と回答した生徒が 2 名，無

回答が 1 名であった。「もう使いたくない」と回答した

うちの 1 名は感想に「むずかしかった」と記入してお

り，後日行ったインタビュー調査から，花の雄しべな

ど，立体物の観察に困難さを感じていたことが分か

った。同調査により，もう 1 名の生徒は，実践①での

小魚の観察で強い恐怖心を抱き，それ以降，顕微

鏡自体に苦手意識を持ったことが分かった。インタ

ビュー調査を行った生徒 6 名は，いずれも顕微鏡を

「拡大して観察するための道具」であることを理解し

ていた。 

４ 今後の展望  

知的障害教育において，デジタル顕微鏡が顕微

鏡観察の初歩的な技能（ピントと倍率の適切な調

節）を身に付ける教具として有用であることが明らか

となった。今後，使用にあたっての支援策や観察物

を検討し，理科授業としてのパッケージ化を行う予

定である。 

知的障害特別支援学校高等部におけるデジタル顕微鏡の活用 
―理科授業パッケージ開発に向けた実践―  

神田実咲 1，岩井祐一 2，小島啓治 2，齋藤大地 3，國仙久雄 1，○中西 史 1 
KANDA Misaki，IWAI Yuichi，OJIMA Keiji，SAITOH Daichi，KOKUSEN Hisao，NAKANISHI Fumi 

1 東京学芸大学，2 東京学芸大学附属特別支援学校，3 宇都宮大学 
【キーワード】 知的障害教育 デジタル顕微鏡 観察 技能 授業実践    
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中学生の認識状態の把握（その1） 
－ セキツイ動物の心臓の構造を題材にして － 

 
〇五味 海斗 A，佐々木 智謙 B，松森 靖夫 B 

GOMI Kaito，SASAKI Tomonori，MATSUMORI Yasuo 
山梨大学教育学部 A，山梨大学大学院総合研究部 B 

【キ－ワード】セキツイ動物，心臓の構造，進化，中学校理科，質問紙法 
 

Ⅰ．問題の所在 
五味・佐々木・松森（2020）において，脊椎

動物の心臓の進化に対する小学校教員志望学

生の認識状態を把握するために，その調査概要

を報告した。ところが，コロナ禍の影響で，予

定していた調査が中止になった。このような経

緯から，後に予定していた中学生対象の調査を，

五味ら（2020）の質問紙（改良版）を用いて実

施したので，その結果の一部を報告する。 
 

Ⅱ．調査の具体的方策 
(1) 調査期日：令和 2 年 10 月中旬 
(2) 調査対象：山梨県甲府市内の公立中学校 

第3学年114名（男66名，女48名） 
(3) 調査内容と生徒の回答：調査内容と生徒の回

答（女 6）を合わせて，図 1 に示す。 
 
Ⅲ. 調査結果とその分析 
調査結果は図 1 の通りである。（一部抜粋） 

＜附記＞本研究は JSPS科研費 20K13970，17K01024の助成を受けたものである。 
＜主な文献＞五味海斗・佐々木智謙・松森靖夫（2020）「小学校教員志望学生の認識状態の把握（その 1）－セキ

ツイ動物の心臓の構造を題材にして－」『日本理科教育学会全国大会発表論文集第 18号』363． 
宮本俊彦（2008）「中等教育段階の生徒における生物進化に対する認識の現状と進化概念形成への
人類学学習の効果」『日本人類学会 シンポジウム特集記事 総説』第 116巻，2号，194-198． 

【質問 1】ア～カの文章中の進化は，実際の生物が進化してきたことと同じ意味で使われているでしょうか。 
同じ意味で使われている文章の記号すべてに，○をつけてください。 

ア 大谷選手はより多くのホームランを打てるように進化してきた。  イ ピカチュウは進化してライチュウになる。 
ウ 哺乳類はは虫類から進化した。                 エ ヒトは勉強すると進化して頭が良くなる。 
オ トヨタの名車クラウンがさらに進化し，快適な走りと乗り心地   カ 昆虫では，幼虫が進化してさなぎになり， 

を実現した。                           さなぎが進化して成虫になる。 
（※ 本質問は，宮本（2008）を一部改変して作成） 

【質問 2】以下の動物を，進化の道すじの順に並べてください。        【回答】 
● 上の欄に入れる言葉［鳥類，は虫類，両生類，ほ乳類，魚類］        魚類 → 両生類 → は虫類 → 鳥類 → ほ乳類 
● 下の欄に入れる言葉［フナ，カエル，トカゲ，ウサギ，ハト］        フナ → カエル → トカゲ → ハト → ウサギ 

【質問 3】以下のモデル図は，動物の心臓の断面です。進化の道すじの順に，□の中に，１～４の番号を書いてください。

またそのような順番に並べた理由を，下の欄に書いてください。 
 

1 1→2 の順番の理由 2 2→3 の順番の理由 3 3→4 の順番の理由 4 
 1 の心臓は血液の出入口が

1 本の道になっている。2 は
先端は枝分かれているけど

根もと 1本の道のようになっ
ていて 1の心臓の血液の出入
口と似ていると思ったから。 

 2 の心臓の血液の出入口
は根もとが 1 本になってい
る。3の心臓の血液の出入口
は 2 本になっているから効
率よく血液を取り入れられ

るように進化したと思った

から。 

 3 の血液の出入口は 2
本になっている。4 の出
入口は 3本になっている
から，もっと効率よく血

液を取り入れられるよ

うに進化したと思った

から。 

 

 

【質問 4】以下のモデル図は，動物の心臓の断面です。①～④の心臓は，どの動物の心臓をあらわしていますか。 

①  魚類 
鳥類 

は虫類 
ほ乳類 
両生類 

② 
 

魚類 
鳥類 

は虫類 
ほ乳類 
両生類 

③ 魚類 
鳥類 

は虫類 
ほ乳類 
両生類 

④ 魚類 
鳥類 

は虫類 
ほ乳類 
両生類 

あてはまる動物すべてに〇をつけてください。 

図 1：調査問題と生徒（女 6）の回答 
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中学生の認識状態の把握（その 2） 

－ ヒトの肺の構造と機能を題材にして － 
 

○山口 恭平 A，佐々木 智謙 B，松森 靖夫 B   

YAMAGUCHI Kyohei，SASAKI Tomonori，MATSUMORI Yasuo 

山梨大学教育学部 A，山梨大学大学院総合研究部 B 

【キ－ワード】 肺の構造と機能，質問紙法，自然認識，中学校理科 

 

Ⅰ. はじめに 

 既に，山口・佐々木・松森（2020）におい

て，ヒトの肺の構造と機能に対する小学校教

員志望学生の認識状態を把握するために，質

問紙を開発し，その概要を報告した。ところ

が，実際に調査を予定していたところ，新型

コロナウイルス感染防止のため，調査が延期

された。このような事由から，後に予定して

いた中学生対象の調査を，山口ら（2020）の

質問紙（改良版）を用いて実施したので，そ

の結果の一部を報告する。 
 

Ⅱ. 調査の概要 

(1) 調査期日：2020年 10月中旬 

(2) 調査対象：山梨県甲府市内の公立中学校 

第3学年114名（男66名，女48名） 

(3) 調査内容の選定：小学校教員志望学生を対

象にした事前調査から明らかになった 3

つのプリコンセプション（以下，PC と略

記）に対する科学的正誤の判断とその理由

の記述を，主な調査内容とした。具体的に

は，肺の外部形態や位置に関わる PC1，肺

の内部形態に関わる PC2，及び肺の動きに

関わる PC3である。 

(4) 調査方法と生徒の回答：質問紙法により，

描画と自由記述によって回答を求めた。質

問紙の概要と，生徒（女-33）の回答とを

合わせて表 1に示す。 

 
 

＜附記＞ 

本研究は JSPS 科研費 20K13970，17K01024 の助成を受けたものである。 

＜主な参考文献＞ 

 山口恭平・佐々木智謙・松森靖夫（2020）「小学校教員志望学生の認識状態の把握（その 2）－ヒトの肺の構造

と機能を題材にして－」『日本理科教育学会全国大会発表論文集第 18 号』364． 

表 1：質問紙の概要と生徒の回答（女-33） 

設問 3種類の PCに関わる設問 

1 

PC1：肺の外部形態や位置 

設問： 

「ヒトの肺を，形や位

置や大きさが分かるよ

うに，絵と言葉で書き

込んでください。」 

 

2 

PC2：肺の内部形態 

設問： 

「ヒトの肺は，空っぽの袋のようになっていま

す。」という考えは科学的に正しいと思いま

すか。 

1. そう思う      3. 分からない 

2. そう思わない  4. 他の考え（     ） 
 

その理由を詳しく書いて下さい。 

［肺胞があり、袋みたいだと思うが、空っぽか

分からない。］ 
 

3 

PC3：肺の動き 

設問： 

3-1：「ヒトの肺は，自分で縮むことができます。」

という考えは科学的に正しいと思いますか。 
 

1. そう思う      3. 分からない 

2. そう思わない  4. 他の考え（     ） 
 

その理由を詳しく書いて下さい。 

［筋肉があるから、自分で動かせると思う。］ 

 

3-2：「ヒトの肺は，自分で膨らむことができます。」

という考えは科学的に正しいと思いますか。 
 

1. そう思う      3. 分からない 

2. そう思わない  4. 他の考え（     ） 
 

その理由を詳しく書いて下さい。 

［3-1と同様にふくらむことができると思う。］ 

小さめ 

袋 
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 中学生の認識状態の把握（その 3） 

－ ヒトの排出系を題材にして － 
 

○篠原 雄大 A，佐々木 智謙 B，松森 靖夫 B 

SHINOHARA Yudai，SASAKI Tomonori，MATSUMORI Yasuo 

山梨大学教育学部 A，山梨大学大学院総合研究部 B 

【キ－ワード】中学校理科，ヒトの排出系，自然認識，質問紙法 
 

Ⅰ．問題の所在 

 篠原・佐々木・松森（2020）において，小学校

教員志望学生を対象にして，排出系に関する認識

状態を把握する調査について提案した。しかしな

がら，当該の教員養成系大学の実状により，調査

の遂行が困難となっている。 

ところで，小学校教員志望学生と同様に，排出

系に関して既習済みである中学生を対象とした認

識調査研究は皆無に近い。そこで先んじて，中学

校 3年生を対象にして，排出系に関する認識状態

を詳細に把握する調査を実施した。 
 

Ⅱ．調査の概要 

(1) 調査期日：2020年 10月中旬 

(2) 調査対象：甲府市内の公立中学校第 3学年  

114名（男 66名，女 48名） 

(3) 調査の内容と方法  

調査の内容は，表 1 に示したように計 3 の質

問（尿の生成を司る器官，尿の蓄積を司る器官，

及び尿の運搬を司る器官）で構成される。また，

調査方法は，質問紙法により，描画と自由記述

によって回答を求めた。 
 

表 1：ヒトの排出系に関する調査内容 

質問 調査内容 

1 

尿の生成を司る器官について 

「尿は，ヒトの体のどこでつくられますか。紙 B

に，その位置や形や大きさを，黒鉛筆の絵や言葉

で，くわしく書いてください。」 

2 

尿の蓄積を司る器官について 

「尿は，ヒトの体のどこにたまりますか。紙Bに，

その位置や形や大きさを，赤鉛筆の絵や言葉で，

くわしく書いてください。」 

3
（
選 

択
） 

尿の運搬を司る器官について 

（質問1と質問2が，同じになった人だけ答えてください。） 

「同じになった理由を，くわしく書いてください。」 

（質問1と質問2が，異なった人だけ答えてください。） 

「つくられた尿は，どのようにしてたまったので

しょうか。紙Bに，青鉛筆の絵や言葉で，くわし

く書き加えてください。」 

 

Ⅲ．調査の結果と分析 

 調査結果は，図 1～3の通りである（一部抜粋）。 

＜附記＞ 

本研究は JSPS 科研費 20K13970，17K01024 の助成を受

けたものである。 
 

＜主な参考文献＞   

篠原雄大・佐々木智謙・松森靖夫（2020）「小学校教員志望学

生の認識状態の把握（その3）－ヒトの排出系を題材にして

－」『日本理科教育学会全国大会発表論文集第18号』365. 

図 1：生徒の回答（男 29） 

たまる。 

 

肝臓で
尿はつ
くられ
る。 
 

じん臓から
輸尿管を通
ってぼうこ
うにたまっ
ていく。 
 

ぼうこうに尿
は一時的にた
まる。 
 

図 2：生徒の回答（女 35） 

図 3：生徒の回答（女 40） 

肝臓 
 輸尿管 

運ばれる。 
 

ぼうこう 
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血液循環に関する小学校教員志望学生の認識状態の分析 

－ Özgür（2013）の調査問題を参考にして－ 
 

○佐々木 智謙 A，松森 靖夫 A 

SASAKI Tomonori，MATSUMORI Yasuo 

山梨大学大学院総合研究部 A 

 

【キ－ワード】小学校教員志望学生，循環系，血液循環，ミスコンセプション 

 

Ⅰ. 目的 

本研究の主な目的は，以下の 2点である。 

(1) 血液循環に関する小学校教員志望学生の

認識状態を把握して，分析を行う。 

(2) 上記(1)に基づいて，小学校教員志望学生の

血液循環に関する認識達成を志向した学

習指導方策を検討する。 

 

Ⅱ. 調査日時と対象 

2017 年 5 月下旬に，山梨大学教育学部の開

講科目「初等理科教育学」を履修した小学校

教員志望学生 114 人（男 47 名，女 67 人）を

対象に実施した。 

 

Ⅲ. 調査内容と方法 

Özgür（2013）によるトルコの子どもや大学

生を対象にした血液循環のミスコンセプショ

ンに関する調査問題を参考にした。具体的に

は，表 1に示した計 11の命題，各命題の科学

的正誤の判断を表す計 4の選択肢（「1. そう思

う」，「2. そう思わない」，「3. 分からない」，「4. 

ほかの考え」），及び選択理由欄を併記した質

問紙（A3判 2枚）を作成した。そして，各命

題の科学的正誤とその理由について回答を求

めた。 

 

Ⅳ. 調査結果とその分析 

計 11 すべての命題に対して，科学的に正し

い選択肢である「2. そう思わない」を回答でき

た学生は，10.5％であった。さらに，表 2 に示

す通り，正答率が 70％未満の命題（No.2，5，6，

8，及び 9）は，約半数に及んだ。 

また，回答理由に分析を加えたところ，学生

に内在する血液循環に関する誤認識（心臓によ

る血液の浄化・エネルギーの産生，及び体循

環・肺循環の混同等）が明らかになった。なお，

詳細は，別の発表機会に改めて報告したい。 

＜附記＞ 

本研究は JSPS 科研費 20K13970，17K01024

の助成を受けたものである。 
 

＜主な参考文献＞ 

Sami Özgür（2013）The Persistence of Misconceptions about the 

Human Blood Circulatory System among Students in Different 

Grade Levels. Eurasian Society of Educational Research, 8(2), 

255-268. 

表 2：回答選択肢の単純集計（％） 

選択肢 

命題 No. 

1. そう 

思う 

2. そう 

思わない 

3. 分から

ない 

4. その他

の考え 

1 18.4 75.4 6.2 - 

2 19.3 69.3 11.4 - 

3 9.6 82.5 7.9 - 

4 8.8 83.3 7.9 - 

5 8.8 60.5 28.9 1.8 

6 17.5 66.7 14.0 1.8 

7 4.4 76.3 17.5 1.8 

8 5.3 63.1 28.1 3.5 

9 29.8 51.7 16.7 1.8 

10 4.4 89.5 6.1 - 

11 7.0 77.2 15.8 - 

 

表 1：提示した命題（Özgür，2013を参考） 

No. 命題 

1 すべての血液は，心臓でつくられます。 

2 
心臓には，血液をきれいにするはたらきが

あります。 

3 どの静脈にも，汚れた血液が流れています。 

4 どの動脈にも，きれいな血液が流れています。 

5 動脈は，静脈よりも心臓の近くにあります。 

6 
心臓には，体に必要なエネルギーを作り 

出すはたらきがあります。 

7 人の心は心臓にあります。 

8 
体循環は，肺循環よりも大切なはたらきを

持っています。 

9 
肺循環の機能は，全身の血液循環を助ける

ことです。 

10 
肺循環は上半身で行われ，体循環が下半身

で行われます。 

11 
体の左側にはきれいな血液が流れ，体の 

右側にはよごれた血液が流れます。 
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南インドケララ州における防災教育の教材検討 

―岩石・鉱物学的視点の導入― 

○松﨑みなみ A，角替敏昭 B 

MATSUZAKI Minami, TSUNOGAE Toshiaki 

筑波大学大学院教育研究科 A，筑波大学生命環境系 B 

【キ－ワード】 インド，防災教育，防災意識，岩石，鉱物 

 

１ 目 的 

南インドのケララ州はインド半島沿岸部に

位置し,主に変成岩及び花崗岩のような基盤

岩からなるトリバンドラム岩体が広く分布す

る。ケララ州は降水量が多く高温・高湿であ

るため，岩石や鉱物と水が反応し,基盤岩が脆

弱になることで地すべりが発生する。このよ

うな特徴から，ケララ州は地すべりの防災・

減災に対応することを課題としている。 

藤岡(2017,2018)は自然災害の防災・減災の

ために自然現象のメカニズムを理解すること，

また原因理解には自然科学の知識が必要であ

ると述べている。インドの防災対策について

JICA(2015) によると，国・州・地域レベル

の防災意識の向上に向けた取り組みが謳われ

ている¹⁾。また，防災意識の向上のために内

閣府(2012)は災害の知識や意識啓発等を含め

た防災教育が重要であると述べている。しか

し，インド人がどのような防災意識を持つか

不明であるため,インド人の防災意識の現状

を把握して防災教育を実施する必要があると

考える。本研究ではインド人へのアンケート

調査の結果を基に，自然科学の知識のうち特

に岩石・鉱物学的視点を導入した地すべりの

防災教育のため教材を検討し,ケララ州の防

災教育の充実を図る。以下，教材開発に向け

たアンケート調査の結果を中心に示す。 

２ 方 法 

（１）調査対象 

調査対象者はインド人またはインドに居住

経験がある人で計139名(教員49名)に実施し，

有効回答数は 138 名である。平均年齢は

32.8(SD=12.3)である。 

（２）調査方法 

１）インドにおける防災教育の現状と課題を

文献調査にて整理した。 

２）インド人の一般市民と教員を対象にアン

ケート調査を実施し，防災意識・防災教育の

現状について分析した。 

３）１）２）で得た知見を基に,岩石・鉱物学

的視点を導入した防災教育の教材を検討した。 

３ 結 果 

（１）地すべりの発生メカニズム 

 インド国内で地すべりが多発していること

を認識している調査対象者は 94.9％(N=137)

である。次に，質問紙で土壌の特徴をとらえて

地すべりの発生メカニズムを説明した後，この

メカニズムを知っていると答えた調査対象者

は 79.4％(N=136)である。また地すべりのメカ

ニズムについての知識が防災につながると考

える調査対象者は 77.0%(N=135)である。 

（２）岩石と鉱物の知識 

岩石や鉱物の知識を知れば地すべりのメカ

ニズムをさらに理解できると考える調査対象

者は 83.5%(N=132)である。しかし，地すべり

に関係する岩石の脆弱性も問題について，正答

率は 40.6%(N=134)，鉱物の粘土化の問題につ

いて，正答率は 6.77%(N=135)であることが明

らかとなった。 

４ 考 察 

 本研究からインド人またはインドに居住経

験がある調査対象者が，地すべりの発生メカニ

ズムについて見解がある傾向が見られる。しか

し，岩石・鉱物学的視点から見た地すべりの発

生メカニズムを理解していないと考えられる。

文献調査からインドは学校教育の中に地学と

いう科目がなく，岩石・鉱物学は地理教育に含

まれていることが明らかとなっている。地理の

教科書には岩石の分類は示されているが，鉱物

の特徴は明記されていない。このような結果か

ら，岩石や鉱物の性質が土壌や地すべりと関連

付けられていないと推察する。地すべりの原因

理解のためには脆弱な岩石や粘土化する鉱物

等の知識を導入して教材を構成すべきである。 

参考文献  

１）独立行政法人国際協力機構(2015)，「イン

ド国防災に関する情報収集・確認調査 ファイ

ナルレポート(要約）」，国際協力機構：八千代

エンジニヤリング 
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地震と津波に対する中学生の認識状態に関する一考察 
 

○森澤 貴之 A，竹野 晶弘 A，深沢 拓矢 A，佐々木 智謙 B，松森 靖夫 B 

MORISAWA Takayuki，TAKENO Akihiro，FUKASAWA Takuya， 

SASAKI Tomonori，MATSUMORI Yasuo 

山梨大学教育学部附属中学校 A，山梨大学大学院総合研究部 B 

【キ－ワード】 地震，津波，中学校理科，自然認識，防災教育 

 

Ⅰ. はじめに 

2011 年，東北地方太平洋沖地震の発生直後

になされた論考（高橋 2011）がある。その中

では，小・中・高等学校を通した防災教育の遂

行や，自然災害から身を守る方法について考え

させることの重要性について言及されている。

また，横山ら（2016）や牧野（2016）等のよう

に，地震や津波の認識の向上を目指した実験装

置の開発や授業実践例を挙げることができる。 

 ところで，現在の中学生は，東北地方太平洋

沖地震や津波が幼少期に生起しているため，当

時の地震等の記憶を持たない世代である。その

ためか，現在の中学生の認識の詳細を把握する

には至っていない。そこで，本稿では，防災教

育や地学教育の現状を再考するために，地震や

津波に関わる中学生に認識状態を調査したの

で，その一端について報告する。 

                                   

Ⅱ. 調査の概要 

(1) 調査日時：2020年 8月  

(2) 調査対象： 山梨大学教育学部附属中学校 

第 1学年計 144人（男 72人，女 72人） 

(3) 調査内容，及び方法：  

 「地震が起きれば，必ず津波がやってきます

か。」という問いと，自分の回答を 4 つの選択

肢（「1. そう思う」「2. そう思わない」「3. 分か

らない」，「4. 他の考え（  ）」）の中から選ば

せ，その理由の説明を求めるものである。 

 

Ⅲ. 調査結果とその分析等 

 表 1には，選択肢を問わず，調査対象となっ

た全生徒の理由説明の類型と，該当する延べ人

数を示したものである。延べ人数の合計を比較

すると，津波より地震に関わる説明理由が多く

認められるとともに，緊急地震速報や天気予報

などの情報・報道に依拠した説明理由も相当数

存在することが分かる。 
 

表 1：生徒の理由説明の類型，及び延べ人数 

類型 説明内容 
延べ人数 

小計 合計 

Ⅰ
 

地
震
の
発
生
と
伝
播 

a 震源に関わる説明 43 

152 

b 震度に関わる説明 59 

c 規模に関わる説明           25 

d プレートに関わる説明       13 

e 発生数に関わる説明         1 

f 揺れに関わる説明           11 

Ⅱ
 

津
波
の
発
生
と
伝
播 

a 内陸県や内陸国に関わる説明 41 

60 

b 盆地に関わる説明 6 

c 標高に関わる説明 2 

d 堤防に関わる説明 1 

e 高波（高潮）や大波に関わる説明 4 

f 到達距離に関わる説明 1 

g 消失に関わる説明 1 

 Ⅲ 地震や津波に関わる情報・報道 29 

 Ⅳ 体験や経験等 9 

 Ⅴ その他・無回答                   9 

 

＜附記＞ 

本研究は JSPS 科研費 20K13970，17K01024 の助成

を受けたものである。 

 

＜主な参考文献＞ 

高橋治郎（2011）「防災に向け，さらなる「地学」教育

を」愛媛大学教育学部紀要，第 58巻，119-124. 

横山充，村上鋭吉，武田明子，常田容子（2016）「簡易

組み立て式津波伝播モデル装置の開発と教育実践例」

地学教育，第 89巻，第 1号，23-29. 

牧野泰彦（2016）「実験水槽で起こした“津波”の観察

－小学校における「地震と津波」の授業実践例－」

地学教育，第 89巻，第 1号，15-21. 
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小学生対象の岩石から鉱物を取り出す実践の教材化  

              タングステン鉱石と蛇紋岩を用いて 

 

○ 平川 尚毅A，中野 英之 B，鈴木 慎 C，遠藤 博 C 

HIRAKAWA Naoki, NAKANO Hideyuki, SUZUKI Makoto，ENDO Hiroshi 

横浜国立大学 A，桐蔭横浜大学 B，福島県伊達市立大石小学校 C 

【キ－ワード】 灰重石，カンラン石，鉱物 
 

１ 目 的 

 岩石と鉱物の区別ができない大学生の存在

が様々な研究により指摘されている．岩石と鉱

物については昭和 52年改訂教科書以前では，

火成岩の粉砕を通し，造岩鉱物を観察して教授

された．花崗岩は日本中の多くの土地で採取可

能な岩石であり，アクセスが容易であるが，砕

いて分離せずとも岩石の時点で鉱物種が分か

りやすく，また破砕や分離のみの単調な作業の

授業になりかねない．本研究では岩石中から特

定の鉱物を取り出すことを目的とした実験を

通して，岩石の破砕や選別に加えて，特定鉱物

の溶解，顕微鏡下での操作，鉱物の蛍光の観察

など組み合わせた選鉱を行わせた．本研究は児

童たちに，岩石が鉱物から構成されるという気

づきをもたらすこと，同時に岩石や鉱物への科

学的な関心を高めることを目的とする．  
２ 方 法 

 実践は福島県伊達市立大石小学校において，

小学 5，6 年生全 9 名を対象に 3，4 校時の 80
分間で実施した．本小学校が所在する伊達市霊

山町には 1988 年までタングステン鉱山の永井

鉱山が操業されていた．採掘される岩石中に

は，タングステン鉱石である灰重石と共にザク

ロ石，ベスブ石，方解石が含まれる．灰重石は

蛍光鉱物でもあり，また方解石は酸に溶解する

などの各構成鉱物に特徴がある．地元で創業さ

れた鉱山において行われた選鉱過程を模すこ

とができる点，含まれる鉱物の選鉱過程で科学

的な様々な操作を盛り込むことができる点か

ら，タングステン鉱床の岩石より灰重石を取り

出す実践を行うこととした．岩石と鉱物の関係

性の理解とともに郷土教育としての側面も含

有している． 
 同様の操作を通して他の岩石からも鉱物を

選別することで，科学的操作や理解の定着を図

った．地元の岩石に留まらず，地学的なスケー

ルで生じる化学的作用の大きさを感じさせる

ため，神奈川県三浦半島の蛇紋岩からカンラン

石もしくは輝石類を取り出す実践を行った．本

実践で用いた蛇紋岩の X 線回折分析から，カ

ンラン石や輝石類のほとんどが蛇紋石に変質

していると分かった．特定の鉱物を蛇紋石中か

ら探し出す操作によって，蛇紋岩＝蛇紋石では

ないという点や地学スケールで生じる変成作

用への関心の高まり，様々な鉱物の存在への関

心の高まりなどを期待した． 
 授業の開始時に永井鉱山の選鉱過程を示す

古い資料を提示した．その後，扱う岩石につい

てどのような鉱物が含まれるか，各々の鉱物は

どのような特徴を持つかを教え，児童たち自身

に目的鉱物の選鉱方法を考えさせた．最終的に

児童たちの意見を参考にまとめると，ハンマー

を用いた岩石の破砕，乳鉢による細粒化，茶濾

器を用いた篩かけ，碗がけ，顕微鏡下での選別，

希塩酸による炭酸塩の溶解，紫外線ランプによ

る蛍光の観察などを順に行うこととなった．目

的の鉱物(灰重石，カンラン石もしくは輝石類)
を回収できたところで，これらをワークシート

に貼り付けさせ，授業のまとめを行った．実践

上，授業者は安全面に細心の注意を払った． 
３ 結 果 

 最終的に全ての児童でトラブルなく目的の

鉱物を回収できた．実験の全体を通して，操作

等に児童の大きな躓きは見られなかった．  
４ 考 察 

 授業後の感想文から，児童たちは様々な石を

見つけたり探しだしたりしたことを楽しく感

じていることや，分離の方法を皆で考えて成功

したことを肯定的に捉えていると分かった．ま

た，感想からは用いた岩石からの「鉱物の取り

出し」や「分離する」，「とりのぞいた」など

といったキーワードが得られており，このこと

から本実践が児童たちへ「鉱物が岩石の構成要

素であるという関係性」を意識させるものであ

ったと考えられる．「もっと他の石も探してみ

たい．」といった意見も得られ，学習意欲や関

心を高める活動になったと言える． 
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初等理科教育におけるプログラミング教育の傾向 

                    

 

○伊藤宗彦 

ITO Munehiko 

                    総合研究大学院大学，聖ヨゼフ学園小学校 

【キ－ワード】 小学校, プログラミング, 学習指導要領改定 
 
１ 目 的 

 学習指導要領の改定により，2020 年度から

プログラミング教育が全国の小学校で実施さ

れることになった。本研究では,小学校の理科

教育においてどのような単元でプログラミン

グ教育が行われているのか,またどのようなプ

ログラミング教材が用いられているのかを明

らかにするため,Google Scholarを用いて文献調

査を行った。 
 

２ 方 法 

（１）調査について 

 Google Scholar を用いて,「小学校」「プログ

ラミング」「理科」のキーワードを用いて論文

を検索した。 
 

 １）調査項目 

 ①小学校の理科のどの単元でプログラミン

グと関連した内容を扱っているか。 

 ②何のプログラミングの教材を使用してい

るか。 

 

２）調査時期 

 2020年 11月上旬時点で,Google Scholar を用

いて論文を調査した。 

 

（２）分析について 

 新学習指導要領は移行期間が 2019 年度から

のため,2019 年 1 月 1 日から 2020 年 10 月まで

に出版された論文を調査対象とした。Google 
Scholar での検索の結果,296 件が表示された

が,その中で小学校の理科の内容でプログラミ

ング教育を行なっているものを分析対象とし

た。一つの論文で,複数の実践例があるものは

それぞれ別のものとしてカウントした。なお,

有料で閲覧できる論文は対象外とした。 

  

３ 結 果 

 小学校の理科の授業でのプログラミング教

育の実践例は 18 件が抽出できた。6 年生の単

元「電気の利用」が 4 件, 4 年生の単元「電流

の働き」が 3 件,3 年生の単元「風とゴムの力の

働き」,4 年生単元「天気の様子(水の循環)」,
「月と星」,5 年生の単元「電流がつくる磁石」,
「電気の利用」,「流れる水の働きと土地の変

化」,6 年生の単元「水溶液の性質」,「土地の

つくりと変化」はそれぞれ 1 件であった。 
 

理科の授業

で使用され

たプログラ

ミング教材

は左図のよ

うになった。 

 

 

 

４ 考 察 

 結果からプログラミングを活用した理科の

単元は「電気」の分野が一番多いことが示唆さ

れた。文部科学省が発行している「小学校プロ

グラミング教育の手引き」で第 6学年の「電気

の性質」の単元が例として挙げられているた

め,指導者が授業のイメージを作りやすいこ

と。また,プログラミング的思考を取り入れる

ことによって,単元の内容の理解が深まると指

導者が考えていることの二つが要因ではない

かと思われる。 
 MESH は「電気」の分野以外でも活用されて

いた。これは,MESH が直感的に操作でき,視覚

的に児童にプログラムが分かりやすく作れる

ためではないかと推察される。 

 

５ まとめ 

 本研究では次のことが明らかになった。 

１）プログラミングを活用した理科の単元は

「電気」の分野が一番多かった。 

２）プログラミンング教材は MESH が多く使用

されていた。 

 

プログラミング教材 実践件数
MESH 6
Scratch 4

レゴ WeDo2.0 3
Studuino 1
micro : bit 1
その他 3
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 身近な地域の環境問題に対する高校生の環境倫理意識の実態 

長野県木曽地域の高校生を対象として 

 

○降籏 大樹 A，山本 容子 B 

FURIHATA Hiroki, YAMAMOTO Yoko 

                   長野県木曽青峰高等学校 A，筑波大学人間系 B  

【キ－ワード】 環境教育，環境倫理，環境倫理意識，多元性  
 

１ 問題の所在と研究目的 
 持続可能な開発を推進する環境教育では，ロ
ーカルとグローバル，具体と抽象をつないだ教
育の展開が重視されている。また，その手立て
の一つとして，地域の特性をふまえた環境教育
の推進が求められている（日本学術会議,2016）。 
近年では，こうした環境教育の統合的推進に

関連して，環境倫理を含む個々人の思想や価値
観を土台とし，環境教育に求められる最小限の
基本事項となる「環境教育のプラットフォーム
（多様性のなかでの共有基盤）」の構築を求め
る主張も見て取れる（井上, 2016）。一方，地
域の特性をふまえた環境教育や，上述した環境
教育のプラットフォームを構築する上で，まず
は，子供たちが身近な環境問題に対して，どの
ような環境倫理意識を有しているのかを多元
的な視点から調査する必要があると考える。 

環境倫理意識調査を行った先行研究として，
山本（2012）や布施（2013）があげられるが，
単一の環境倫理思想や自然の価値認識の強さ
への着目にとどまっており，多元的な視点から
の詳細な調査はなされていない。そのため，筆
者は 2020 年に高校生の環境倫理意識について
量的な調査を行ったが，さらに地域に根ざした
自然観も含めた質的な調査・分析の必要性が求
められた（降籏・山本,2020）。 
そこで本研究では，長野県木曽地域に位置す

る高校の高校生を対象として，木曽地域で起き
ている環境問題を題材とし，生徒の環境倫理意
識の多元性の実態を質的分析により明らかに
することを目的とした。 
２ 調査内容と分析の方法 
調査は，質問紙による自由回答法で実施し

た。調査内容は，人里に現れたクマの処置につ
いて考えを述べるものとした。人里におけるク
マの出没は，木曽地域の問題であり，かつ，問
題解決の上で様々な環境倫理思想が対立しう
るため題材として選定した。質問文には，「人
間中心主義」「自然の権利思想」「生態系中心
主義」「生命中心主義」をそれぞれ踏まえた意
見をあらかじめ提示し，人里に現れたクマの処
置をめぐる問題に対して回答を求めるものと
した。分析は，グラウンデッド・セオリー・ア
プローチを参照し，質的・記述的に行った。 

３ 調査結果と考察 
 本調査では，環境倫理学の中で多元主義の必
要性を主張したクリストファー・D・ストーン
の議論（Stone,1987）に倣い，「2つ以上の立
場や価値観を踏まえて意見を述べた回答」を
「環境倫理意識に多元性がみられる回答」とし
て評価した。 
その結果，環境倫理意識に多元性がみられた

回答は全体の約 5分の 1（34件中 7件）であっ
た。多元性がみられた回答には，質問文にあら
かじめ提示された意見を踏まえた回答（1件）
や，人の生活を考慮に入れた立場と自然保護を
考慮に入れた立場の 2 つを対比させた回答（6
件）がみられた。一方，単一の環境倫理思想の
みを採用した回答もみられ，「自然の権利思想」
（3 件）や「生態系中心主義」（2 件）を踏ま
えた回答が確認された。 
先述した筆者の量的な調査で，本調査対象と

同様の生徒が，本調査で提示した環境倫理思想
に加え，「スピリチュアルな価値」「美的な価
値」「変容的価値」「構成要素的価値」「必要
価値」「本質的価値」「内在的価値」といった
自然の価値まで含めた様々な環境倫理思想の
視点を有していたことと比較すると，本調査で
多元性がみられた生徒の数は少なかったこと
が明らかになった。これに関しては，生徒が身
近な環境問題と対峙する際，既に有している環
境倫理思想の視点すべてを，問題解決策として
示すとは限らないということが考えられる。 

今後は，生徒の環境倫理意識の様相をインタ
ビュー調査等で深く探るとともに，ローカルと
グローバル，具体と抽象をつないだ環境教育に
ついて実践的に検討していきたい。 
 
付記 
 本研究の一部は JSPS 科研費（奨励研究
20H00759）の助成を受けたものである。 
 
主要参考文献 
降籏大樹，山本容子（2020）「高校生が持つ環境

倫理意識の多様性の実態：長野県中山間地域に
位置する高校の生徒を事例として」『日本理科
教育学会全国大会発表論文集』第 18号，427. 

Stone,Ch.D.(1987)Earth and Other Ethics; The 
Case for Moral Pluralism.Harper&Row,135. 
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中学生に放射線の授業を実施して

－その９ 空間放射線量の経年変化について－

○齋藤利行 A，藤井健司 B ，つくばエネルギー教育研究会
SAITO Toshiyuki，FUJII Takeshi,TSUKUBA Energy Education Research Society

日立市立助川中学校 A，茗渓学園中学校高等学校 B

【キーワード】エネルギー源，総合的判断思考，放射線，フィールド調査

１．目的
大震災以来，エネルギー源の選択につい

て様々なところで議論が進んでいる。
エネルギーや環境について，中学生も主

体的に議論に参加し，自らが判断し行動で
きるようになることを目的とした授業を行
うため，異なる地域の空間放射線量を測定
し，実際に授業を行い，その結果を発表し
てきた。
今年は，コロナ渦の最中であり，現在計

測が行えない状況にある。これまでの結果
をもとに，経年変化に着目して，放射線の
半減期や今後の周辺での生活について考え
るための授業のあり方について考えた。
２．方法
（１）測定時期

2016年
2017年
2019年(年２回程度)

（２）測定場所
福島第一原発周辺

（福島）
（３）測定方法

福島第一原発周辺の道路は国道６号を
含めて，車を停車しての車外での測定は
不可能であるため，一定速度で移動中の
車内で測定した。また，機種ごとの誤差
と測定場所のずれを抑えるため，注意し
て行った。

３．測定結果の集計
（１）国道６号沿いの様子

上記のグラフは，昨年度の夜ノ森(富岡
町)～浪江町役場前までの測定結果である。
この結果からわかるように，すべての

測定機器は，福島第一原発周辺で高い測
定結果である。ただ，原発から離れてい
る地域でも，高い値を示す場所があり，
空間放射線量が，地形や風の流れなど自
然環境に左右されることもわかる。
したがって，この結果は，地域におけ

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

浪江町役場前
地蔵前
高瀬
中田

厚生病院入口
高万迫

東北ケミコン
長者原（原発入口）

中央台
大熊町総合スポーツセンター入口

大熊選果場前
三角屋

熊町郵便局
夜ノ森（６号交差点）

19年3月16日国道6号上り放射線量

K-4 K－３ K－２ Ｋ－１ N－５ Nー３ Ｎ－２ Ｎ－１

る放射線の影響や今後の生活について生
徒が考える資料として活かされる。

（２）経年変化について

この３年間で，空間放射線量の測定値
が下がった除染作業や自然条件(地形や風
など)によるところが大きいと考えられる。
ただ，逆に高くなったところもあり，今
後の推移を見ていく必要がある。
以上のことから，このデータをもとに

生徒が主体的に考えること大切である。
４．まとめ
福島第一原発周辺では，常磐線の全面開

通を含め，帰宅困難地域が解消されてきて
いる。ただ，駅周辺は解除されているが，
そこからわずかな距離でも解除されていな
い場所もある。
このことを踏まえて，継続して測定し，

データを蓄積することが，必要である。
また，このようなデータを授業で活用す

ることで，今求められている学力のひとつ
である主体的に考える力を育てることにも
つなげることもできるであろう。
今後は，若い先生方や大学の先生方にも

にも測定をしていただきたい。そのことに
より，データの蓄積や測定場所の多様化が
進み，放射線について生徒が主体的に考え
ること資料となり得るだろう。

参考文献
経済産業省資源エネルギー庁：エネルギ
ー白書（2015～2019）
各新聞社：福島第一原発周辺の放射線量
新聞記事
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授業で活用できるエネルギー環境教育教材の開発 
    

○藤井健司 A，齋藤利行 B 

FUJII Takeshi, SAITO Toshiyuki 

茗溪学園中学校高等学校 A，日立市立助川中学校 B 

 

【キ－ワード】 エネルギー環境教育、エネルギー・環境・経済、トレードオフ教材 

 

１ 目的 

 新しい学習指導要領では、小中学校に「エネ

ルギー」という括りができた。また対象を一面

的な観点からとらえることなく、多面的に考察

していくことも重要になる。 

 これまで理科の授業では、唯一正解を求める

ことが多く、探求の過程も重視されてきた。今

後「エネルギー・環境」の分野においては、ト

レードオフの考え方を取り入れ、生徒個人の意

見を取り上げていくことはとても重要なこと

と考えた。この考え方を生かすための教材を、

開発することを目的としている。 

２ 開発した教材パッケージ 

(1) エネルギー源について調べ、発表する。 

      (2時間) 

(2) エネルギー変換実験      (2時間) 

(3)日本と世界のエネルギー環境の現状把握 

（1時間） 

(4)エネルギー・経済・環境についてのトレー 

ドオフ教材の実施       （2時間） 

(5)まとめ            （1時間） 

３ 教材の内容 

(1)エネルギー源について調べ、発表する 

  現在、実際に発電に使われている 8つのエ 

ネルギー源について、班で分担して調べ、発 

表する。石油火力、石炭火力、天然ガス火力、 

原子力、水力、地熱、風力、太陽光について 

特に詳しく調べる。 

(2)エネルギー変換実験 

  身近な材料を用いて、班毎に実験を行い、  

 その特徴について考察する。実験を始める前 

 に変換マトリックスを埋めておく。熱、化学、 

 力学的、電気、光エネルギーなどについて扱 

う。 

(3)日本と世界のエネルギー環境の現状 

  資料を用いて、現状についてよい点・悪い 

 点、将来への見通しなどについて考える。 

  資料については、国や県などで作成・発行

している情報集を使う。新しいデータや地域

の特徴に基づいていると、興味が増す。 

(4)エネルギー・経済・環境についてのトレー 

 ドオフ教材の実施 

  発電量・発電コスト・CO2発生量の具体的 

 な数値を示し、自分ならどういうことに着目 

 し、発電所を建設するかを考えさせる。特徴 

的なものについて、クラスで議論する。 

(5)まとめ 

  個人の考察や感想を記録するとともに、ク 

ラスで発表して、他人の感じ方を共有する。 

４ 授業の感想など 

 生徒にとっては、普段の授業で扱うものに比 

べ、より身近に感じる内容である。実際に社会

的なエネルギー資源の開発や行政の開発計画

立案などに、興味を持つ生徒も多く出ている。

また一人一人の価値観に基づいて考察するこ

とを、新鮮な感覚で捉え興味を持って進めてい

た。 

５ 課題 

 授業の実施は年度の後半になり、十分な時間

を設定できないこともある。その場合、内容や

時間設定を工夫して進めることも肝要である。 

今回開発した教材は、中学校の最終段階から

高校レベルでのエネルギーの授業で使うこと

を想定している。内容を取捨選択し、学校段階

に合わせたものにしていくと、小学校や中学校

の初期段階からの授業でも使える。 

 またクロスカリキュラムとして他教科と協

力し内容を充実させることや、別の分野や対象

についての新たな教材を開発することも可能

である。 

参考文献 

筑波大学エネルギー教育研究会 

『アメリカのエネルギー教育 ”ＮＥＥＤ 

Project”➀～⑨』2005～2009 

エネルギー環境教育情報センター 

藤井健司(2009)「発電所の特徴を生かして建設

計画を立てる」『中学校理科の教材開発・

授業プラン 物理・化学』学事出版 
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サワガニの水質選択に関する教材開発及び授業実践 
○田中睦葵 1，宇宿公紀 2  

Mutsuki TANAKA， Kiminori USUKI 

                       1,2東京都立瑞穂農芸高等学校 

【キ－ワード】 サワガニ，水質，生態系の保全，総合的な探究の時間 
 

１ 目 的 

 サワガニ Geothelphusa dehaani が１日汲み置

きした水道水(以下，水道水)と 15 日間煮干し

で汚した水道水(以下，汚水)のどちらの水質を

多く選択するのか実験を行い，その実験結果を

用いた教材開発及び授業実践の効果を検証す

ることを目的とする。 

２ 方 法 

（１）サワガニの水質選択に関する実験の方法 

 まず，縦 10.00 ㎝×横 9.00 ㎝×高さ 2.00 ㎝

に加工したペットボトル2つに，甲長2.30㎝，

体重 5.99ｇのサワガニが隠れることができる

水深 1.50cm の水道水と汚水をそれぞれ入れ，

それぞれ縦 27.00cm×横 21.00 ㎝×高さ 21.00

㎝の実験容器に入れた。残りの空間に砂利を敷

き詰め，高さ 3.00cmの陸地を用意した。次に，

サワガニを柵で覆った陸地に置き，1 分間静止

を確認した後，柵を外しサワガニが移動できる

ようにした。最後に，サワガニが入水するまで

の時間を測定し，水道水と汚水のどちらの水質

を選択するのか記録した。実験は合計 25 回行

った。分析は，水道水と汚水のどちらに移動し

たのか回数を集計し，入水するまでの時間の平

均値と標準偏差を算出した。 

（２）教材開発及び授業実践の方法 

 都内の高校生を対象に，総合的な探究の時間

において調査を行った。2020 年 10 月に理系講

座を選択したグループ(以下，理系 G)12 名と

11 月に文系講座を選択したグループ(以下，文

系 G)5 名に調査を行った。サワガニの生態，水

質汚染問題，本研究で得られたサワガニの実験

結果をまとめた教材を開発し，第一著者が各 5

分間説明した後，10 分間の質疑応答を行った。

調査は，質問紙による意識調査を行い，5 件法

(1:全くそう思わない～5:とてもそう思う)で回

答を求めた。また，第二著者が質疑応答の内容

を記録した。分析は，意識調査の平均値と標準

偏差を算出した。さらに，本研究の実験結果か

ら分かったことや考えたことを自由記述で回

答を求めた。 

３ 結 果 と 考 察 

サワガニは水道水に 7 回入り，汚水に 18 回

入った。また，サワガニが水道水と汚水に入る

までの回数と時間の平均値(標準偏差)を算出

した結果，水道水が 259.14 秒(84.47)で，汚水

が 198.11 秒(89.58)であった。意識調査の結果

を表 1 に示す。表 1 より，水質や生態系の保全

が大切だという意識の得点が高かった。 

表 1 意識調査の得点の平均値(標準偏差) 

番

号 
項目 

理系 G 文系 G 

平均値(標準偏差) 

1 
川の水をきれいに 

することは大切だ 

4.31 

(0.63) 

4.40 

(0.49) 

2 
生態系を保全する

ことは大切だ 

4.23 

(0.60) 

4.40 

(0.49) 

自由記述の結果から，「サワガニは汚水に入

った回数が多かった」等の記述がみられ，17 名

全員が考えた内容を記述していたことから主

体的な学びが確認できた。しかし，環境省

（2014）は，サワガニを水質階級Ⅰに生息する

指標生物に指定しており，サワガニが長時間に

わたり汚水で生活していくことは厳しいと考

えられる。質疑応答では，「サワガニは外敵か

ら身を守るために汚水に隠れたのではない

か」，「最優先として外敵から身を守る，その次

に水道水を求めるのではないか」という対話的

で深い学びへつながる意見が挙げられた。従っ

て，サワガニの水質のみならず，生育環境にも

着目させる教材となった。 

４ まとめ 

 サワガニの水質選択に関する教材開発及び

授業実践を行ったところ，自由記述の回答や対

話的な学習から，主体的・対話的で深い学びが

実現できる教材の 1 つになりうることが期待

できる。今後の課題としては，実験条件の変更，

多人数での授業実践等が挙げられる。 
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環境省（2014）「平成 25 年度全国水生生物調
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-89-



日本理科教育学会第５９回関東支部大会役員 
 
 

関東支部長・実行委員長 加藤 圭司 横浜国立大学教育学部 
 

       事務局長 和田 一郎 横浜国立大学教育学部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本理科教育学会関東支部大会発表論文集 第５９号 
 

2020 年 12 月 12 日 発行 
 

編集：一般社団法人日本理科教育学会 2020 年度関東支部大会実行委員会 
             （実行委員長 加藤圭司（横浜国立大学）） 

 
発行：一般社団法人日本理科教育学会 

〒602‐8048 
京都市上京区下立売通小川東入ル西大路町 146 番地 
中西印刷株式会社学会部内 
一般社団法人日本理科教育学会事務支局 
E-mail：sjst@nacos.com 
Tel：075‐415‐3661 
Web：http://www.sjst.jp/ 

 
© 2020 一般社団法人日本理科教育学会 
ISSN 2435‐9300 
 


