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生物学を統一的に理解するための理科カリキュラムの構想 
－誤概念払拭をめざす「生物の階層性」と「系統進化」により－ 

 
○名倉昌巳 1，松本伸示 2 

NAGURA Masami，MATSUMOTO Shinji 
大阪市立築港中学校 1，兵庫教育大学 2 

【キ－ワード】生物の階層性，生物多様性と共通性，究極要因と系統進化要因，誤概念 
 

１ 問題の所在と研究の目的 
昨今の自然主義的誤謬として，英国の経営学者レオ
ン・メギンソンによる「最も強い者が生き残るのでは
なく，最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き
残ることが出来るのは，変化できる者である」という
「種の起源」の一解釈を，ダーウィンの名言として社
会変革の論拠にした誤用例 1)がある。 
一方，巨大な知識の海に漂う現代生物学の統一的理
解には，生物学の 4 つのなぜ（至近要因・究極要因・
発達要因・系統進化要因）と，生物の階層性（遺伝子
～細胞～個体～生態系）による再構成，並びに「進化」
による生物教育の統合化を提唱した知見 2)がある。 
本研究では，平成29・30年告示の中・高等学校学習
指導要領「理科」で示された「空間的・時間的」視点，
「生物多様性・共通性」と，それらを包含した「進化」
の視点から中学校「生命」領域の 5 単元を統合し，今
後の生物教育のあり方を提案することを目的とした。 

２ 研究の方法 
中学校「生命」全領域（現行1年「生物の観察」，2
年「進化」，3年「生態系」・「遺伝」の計4単元）を
「科学的進化概念」で捉えた実践的研究 3)について，誤
概念払拭に資するカリキュラムの改善の視点から再検
討を行った。具体的には先の 4 単元において，生徒に
よる課題回答内容を，主に誤概念の立場から分析した。 
さらに，米国の中学校生物教科書 4）（A～Eの5分冊・
日本語翻訳版は合本）についても，上記の生物学の統
一的理解の観点から掲載内容を分析した。 

３ 調査結果と考察 
4単元に及ぶ生徒による課題回答結果から，次のこと
が明らかになった。「優勝劣敗」については，「優れた
ものが劣ったものを駆逐するというイメージ」の払拭
が特に3年「遺伝」で困難であった。しかし，1年「生
物の観察」におけるタンポポ分類の学習では，「優れた
者が必ず生き残るとは限らない」ことを理解した。3年
「生態系」では，「食物網」の学習によって，「弱肉強
食」の払拭がみられた。その他，「獲得形質の遺伝：ラ
マルキズム」は，2年「進化」・3年「遺伝」「生態系」
において，「自然選択：ダーウィニズム」を用いた仮説
を考える課題によって，その払拭の効果が示唆された。 
ただし，生徒の回答結果を「科学的進化理論の枠組」
で捉え直すと，「自然選択説」で答えながらも，「獲得
形質の遺伝」と組み合わせていたり，「遺伝的変異」を
考慮していなかったり，「～のために：目的論的進化」
という表現を用いていたり，「直線的な進化」であった
り，誤概念を含めた表現に陥りやすいことも判明した。 
 先の米国の中学校生物教科書 4）では①分類②細胞③
遺伝④進化⑤生態系の順に配列され，「遺伝的多様性・
変異」「系統進化」「自然選択説」が明記されていた。 

 
図１ 生物学を統一的に理解するためのカリキュラム構想 3) 

 

表１ 中学校理科「生命」領域カリキュラム内容の提案 

※ ①～⑤は本研究で提案する各単元の履修順（先の米国教科書の配

列順や平成29年告示の新中学校学習指導要領の配列順と同様） 

４ まとめ 
中学生による課題回答結果から導き出された「遺伝
的多様性・遺伝的変異」「系統進化」，新学習指導要領
における「生物の多様性」「共通性」，「空間的視点」か
ら捉えた「生物の階層性」，さらに「４つのなぜ」のう
ち「時間的視点」である「発達要因」や「系統進化要
因」などの生物学の統一的理解の見地から，図1や表1
のような「生命」領域カリキュラムが示唆される。 
附記・謝辞 
本研究はJSPS科研費20H00779の助成を受けている。 

引用・参考文献 
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星座の見え方の研究Ⅳ 

－大学生を対象とした立体星座クラフトの実践から－ 

 

○松本榮次 

MATSUMOTO Eiji 

佛教大学 

【キ－ワード】星座，クラフト，立体，オリオン座  
 

１ 目 的 

 これまで小学校において、立体星座クラフト

の実践を行ってきた。その結果、児童が宇宙に

興味関心を持ちやすいことが分かってきた。そ

こで、小学生だけでなく、大学生においてもこ

のおりたためるクラフト教材が役に立つ教材

であるかどうかを調べてみることとした。 
２ 方 法 

（１）立体星座クラフトを学生一人一人が作成

する。（図１）（Ａ４ 1枚の紙を厚紙にはる） 

（２）授業後に星座クラフトに関するアンケー

トをとり、アンケート結果から考察する。 

 

 

 

 

図１ 立体星座クラフト（オリオン座） 

３ 実 践 

① 対象 Ａ大学（一般教養としての宇宙） 

②実践時期 2019年 10月 

４ 結 果（アンケート結果から抽出） 

・視覚的にオリオン座の仕組みを知れてとて

も感動しています。今私たちがみている星は何

百何千年も前だと思うと非常に興味深いです。

家に飾っておきます。 

・オリオン座っていろんな距離の星が集まっ

てできているのを知って驚いた。 

・実際作ってみることで聞くだけより理解で

きた。距離が違うことが分かりやすかった！ 

・言葉や文章だけで説明されてもなかなか理

解しにくいところがあったが、実際に自分の手

で作って目で見ることで、とても理解の助けに

なった。 

・同じ平面上にあるように見える星座でも、実

際はすごく距離があることがわかった。ほんと

は大きい星だけど、距離が遠いから小さく見え

てる星があることもわかった。 

・オリオン座は前から知っていて何回も見た

ことがあるけど、地球からの星の距離はそれぞ

れ違っていてそれが合わさって 1 つの星座に

なっていることがとても神秘的だと思った。 

 本研究では大学生にとっても様々に役に立

つ教材であることが示唆された。 

参考文献 

1）松本榮次・建部昇（2011）「真っ昼間の天体
観測―だれでも楽しめる天体観察会－」 第

54 回兵庫県小学校理科研究会 夏季実験実

技講習会 資料 
2）松本榮次（2015）「星座の見え方の研究－立
体星座クラフトを用いて－」日本理科教育学

会全国大会論文集 pp.445 
3) 松本榮次（2015）「星座の見え方の研究Ⅱ－
立体星座クラフトを用いた小学校天文クラ

ブの実践から－」日本理科教育学会第 61 回
東海支部大会研究発表要旨集 pp.8 

4）松本榮次（2020）「星座の見え方の研究Ⅲ－
大学生を対象とした立体星座クラフトの実

践から－」日本理科教育学会全国大会論文集 

日本理科教育学会近畿支部大会発表論文集 2020 年度 （2020）
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防災教育PCKの獲得・発達を目指した 

教師教育プログラムが与える教師の信念への影響 

                   

○田中達也 

TANAKA Tatsuya 

神戸大学附属小学校 

【キ－ワード】 Pedagogical Content Knowledge，教師の信念，防災教育，教師教育プログラム 
 
１ 目 的 
 平成30年度文部科学白書では，防災教育について，
関連教科や特別活動など学校の教育活動全体を通じ
て取り組むことが示され，学習指導要領では，各教
科において防災に関連した内容が策定されている。
しかし，防災教育に教科学習が取り入れられた実践
は少なく，その背景には，教師自身が防災に対して
知識不足かつ経験不足と考え，自信をもてていない
現状が報告されている(吉岡・建部，2007)。防災教
育の充実を図るためには，防災教育に関する教師の
PCKの獲得・発達が急務の課題である。 
この問題を解決するために，防災教育における教

師の PCK の獲得・発達を理科教育の充実により実
現しようとする教師教育プログラムを開発した（田
中，2019）。しかし，田中（2019）の研究では，開発
した教師教育プログラムが教師のBeliefに影響した
のかは明らかにされていない。この教師のBeliefは
学習指導に大きな影響を及ぼすことが指摘されてお
り，例えば，Zohar（2007）は，「知識伝達」の信念
をもつ教師が情報提供と学生への正しい答えを重視
する一方で，「知識構築」の信念をもつ教師はより多
くの問題解決と批判的な経験に学生を従事させるこ
とを報告しながら，信念が教師の指導に影響を及ぼ
すことを指摘している。 
そこで本研究では，防災教育に関する教師のPCK

の獲得・発達を目指した教師教育プログラム（田中，
2019）が教師のBeliefに与える影響を明らかにする
ことを目的とする。 

２ 方 法 
対象は神戸大学附属小学校教員4名であった。実

施時期は2020年4月～9月であった。 
防災教育PCKの獲得・発達を目指した教師教育プ

ログラムは，田中（2019）で開発された教師教育プ
ログラムを採用した。対象者におけるサポートは対
面指導を中心とした議論であった。対象単元は，第
5学年「流れる水の働きと土地の変化」であった。 
３ 信念調査の実際 
本研究での信念尺度，Friedrichsen et al.(2011)が分

類した，理科教授の方針を形作る3つの信念を参考
に質問項目を設定した。信念調査はプログラムの前
後に行った。質問項目は，表1に示す通りである。
得点は 4 点を良くあてはまる，1 点を良くあてはま
らないとし, 4段階評価とした。 

表１ 質問項目 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

４ 信念調査の結果と考察 

 表 2 は質問紙調査の得点別人数分布である。事後
調査において，全ての項目で向上が見られた。特に，
項目3，5，6については，事後調査で全員が4点を
付けた。このことから，防災教育への重要性の認識
及び，理科教育の有用性についてはその信念を深め
ることができた。項目2，4については4点がいなか
った。これは地学分野に苦手意識をもつことや防災
教育に生かす理科教育の事例がまだまだ少ないこと
が考えられる。また，対象者からは，地学分野以外
でも防災教育プログラムは実現可能であるのかとい
う意見もあり，これまでとは異なる新たなアプロー
チへの知見を得られた。 

表2 質問紙調査の得点別人数分布（人） 

附記 
 本研究は，JSPS科研費20H00734の助成を受けて
いる。 

引用文献 
Friedrichsen, P., Van Driel, J. H. & Abell, S. K. (2011) Taking a Closer Look at Science 

Teaching Orientations. Science Education, 95(2), pp.358-376. 
文部科学省（2018）『平成30年度文部科学白書』，日経印刷株式会社 

田中達也（2019）「防災教育に関するPCKの獲得・発達を理科教育から支援する教

師教育プログラムの開発」『日本理科教育学会近畿支部大会（和歌山大会）発表

論文集』p115. 
吉岡竜巳・建部謙治（2007）「小中学校の教師の防災教育 に対する意識の調

査」『日本建築学会大会学術講演梗概集 』pp.973-974. 
Zohar, A. (2007). Science teacher education and professional development in argumentation. 

In S. Erduran, & M. P. Jiménez-Alexandre (Eds.), Argumentation in science education: 
Perspectives from classroom-based research (pp.245-268). Netherlands: Springer. 

 事前調査 事後調査 
質問項目 4 点 3 点 2 点 1 点 4 点 3 点 2 点 1 点 

１ １ ２ １ ０ 2 2 0 0 
2 ０ １ ３ ０ 0 3 1 0 
3 ２ ２ ０ ０ 4 0 0 0 
4 0 ２ ２ ０ 0 3 1 0 
5 ０ ３ １ ０ 4 0 0 0 
6 １ ３ ０ ０ 4 0 0 0 
7 0 2 2 0 1 3 0 0 

 

 

 

星座の見え方の研究Ⅳ 

－大学生を対象とした立体星座クラフトの実践から－ 

 

○松本榮次 

MATSUMOTO Eiji 

佛教大学 

【キ－ワード】星座，クラフト，立体，オリオン座  
 

１ 目 的 

 これまで小学校において、立体星座クラフト

の実践を行ってきた。その結果、児童が宇宙に

興味関心を持ちやすいことが分かってきた。そ

こで、小学生だけでなく、大学生においてもこ

のおりたためるクラフト教材が役に立つ教材

であるかどうかを調べてみることとした。 
２ 方 法 

（１）立体星座クラフトを学生一人一人が作成

する。（図１）（Ａ４ 1枚の紙を厚紙にはる） 

（２）授業後に星座クラフトに関するアンケー

トをとり、アンケート結果から考察する。 

 

 

 

 

図１ 立体星座クラフト（オリオン座） 

３ 実 践 

① 対象 Ａ大学（一般教養としての宇宙） 

②実践時期 2019年 10月 

４ 結 果（アンケート結果から抽出） 

・視覚的にオリオン座の仕組みを知れてとて

も感動しています。今私たちがみている星は何

百何千年も前だと思うと非常に興味深いです。

家に飾っておきます。 

・オリオン座っていろんな距離の星が集まっ

てできているのを知って驚いた。 

・実際作ってみることで聞くだけより理解で

きた。距離が違うことが分かりやすかった！ 

・言葉や文章だけで説明されてもなかなか理

解しにくいところがあったが、実際に自分の手

で作って目で見ることで、とても理解の助けに

なった。 

・同じ平面上にあるように見える星座でも、実

際はすごく距離があることがわかった。ほんと

は大きい星だけど、距離が遠いから小さく見え

てる星があることもわかった。 

・オリオン座は前から知っていて何回も見た

ことがあるけど、地球からの星の距離はそれぞ

れ違っていてそれが合わさって 1 つの星座に

なっていることがとても神秘的だと思った。 

 本研究では大学生にとっても様々に役に立

つ教材であることが示唆された。 

参考文献 

1）松本榮次・建部昇（2011）「真っ昼間の天体
観測―だれでも楽しめる天体観察会－」 第

54 回兵庫県小学校理科研究会 夏季実験実

技講習会 資料 
2）松本榮次（2015）「星座の見え方の研究－立
体星座クラフトを用いて－」日本理科教育学

会全国大会論文集 pp.445 
3) 松本榮次（2015）「星座の見え方の研究Ⅱ－
立体星座クラフトを用いた小学校天文クラ

ブの実践から－」日本理科教育学会第 61 回
東海支部大会研究発表要旨集 pp.8 

4）松本榮次（2020）「星座の見え方の研究Ⅲ－
大学生を対象とした立体星座クラフトの実

践から－」日本理科教育学会全国大会論文集 

日本理科教育学会近畿支部大会発表論文集 2020 年度 （2020）
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教育実習における授業実践動画を用いた簡易的省察の事例評価 

 
○仲野純章 

Sumiaki NAKANO 

奈良県立奈良高等学校，京都大学サイエンス連携探索センター 
【キ－ワード】教育実習，動画，省察，共起ネットワーク 

 
1. はじめに 

教育実習指導時に実習生の授業力向上を図

る手段の一つとして授業実践の録画データ（以

下，授業実践動画）を用いた省察があり，ビデ

オ・アノテーション分析や再生刺激法，ストッ

プモーション方式など，これまで各種手法が開

発されてきた（小林，2019）。しかし，こうし

た省察手法の多くは複雑かつ専門的な手続き

を伴い，幅広い学校現場でメンター教員が適切

に展開できるかについては疑問が残る。 
今回，教育実習指導において授業実践動画を

活用するにあたり，複雑かつ専門的な手続きを

求めない簡易的省察を実習初期段階に試み，実

習生が日々記す振り返り記述内の共起関係を

解析することで，その効果を評価した。 
 

2. 方法 
A 高等学校で 2 週間の教育実習（物理）に臨

む B 大学大学院修士課程 2 年生 C 氏を対象と

した。実習 1 日目，メンター教員，及び他教員

の授業見学（3，4 限目）を経た後，C 氏の授業

実践（5，6 限目）が行われ，このうち 6 限目を

録画した。6 限目終了直後，授業実践動画を再

生・視聴し続けながら助言・指導を与える簡易

的省察を C 氏とメンター教員との間で実施し

た。実習 2 日目以降は録画を行わず，授業観察

に基づく所感を各授業実践直後に簡潔に与え

る指導形式とした。日々の振り返り記述内の共

起関係は，KH Coder を用いて解析した。解析

では，最小出現数を 2 とし，Jaccard 係数 0.2 以

上の共起関係のみを表示させた。 
 
3. 結果と考察 
 実習 1 日目の振り返り記述に関する共起ネ

ットワーク（図 1）からは「動画」と「反省」

の強い共起関係が見られ，簡易的省察が有効に

機能したことが窺えた。一方，「生徒」と「授

業」の共起関係は見られず，生徒主体の授業づ

くりに十分意識が及んでいないことも窺えた。

ただし，簡易的省察を経た翌回以降は「生徒」

と「授業」の共起関係が強く表れ（図 2 に実習

2日目の振り返り記述に関する共起ネットワー

クを例示），簡易的省察により自己の客観視と

それに基づく主要な改善が図られた後は生徒

主体の授業づくりに意識が向くなど，より高次

の変容を迎える様子が見られた。 

 
図 1 共起ネットワーク（実習 1 日目） 

 
図 2 共起ネットワーク（実習 2 日目） 

 
4. まとめ 
教育実習指導において，実習初期段階に授業

実践動画を用いた簡易的省察を経ることで，一

定の有効性を期待できることが示唆された。 
 
引用文献 
小林俊行（2019）「授業分析手法の違いによる教師の

アウェアネスの比較」『日本科学教育学会研究会研
究報告』第 33 巻，第 8 号，35-40. 

日本理科教育学会近畿支部大会発表論文集 2020 年度 （2020）
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花の開閉運動の教材化  
 

○森本弘一 1，杉村順夫 2，尾山廣 3 

Koichi MORIMOTO, Yukio SUGIMURA, Hiroshi OYAMA 
1奈良教育大学，2京都工芸繊維大学，3摂南大学 

【キ－ワード】 開花、タイムラプスカメラ，概日リズム 
 

１ 目 的 

 花の開花時刻を調べたものとしては，リンネ

の花時計が良く知られており，中村（1989）が

15 種の植物の追跡調査を行っている。花の開

閉運動については，鈴木・丸山・長岡（1993）

がカタバミ，カントウタンポポ，セイヨウタン

ポポを対象とした研究を報告している。 
これまでの研究は，いずれも目視による確認

であり，追試を行うことは，困難である。現在

は，タイムラプスカメラを使うことにより，子

供達が植物の運動を調べることができる。 
 そこで，14 種の植物の花の開花と開閉運動
について，タイムラプスカメラを用いて教材開

発を行ったので報告する。 

２ 方 法 

（１）観察した植物 

観察した植物と観察日，観察場所は，次の通

りであった。 

屋外（奈良教育大学 奈良市） 
カタバミ Oxalis corniculata 2019．5/2/4/8 
コオニタビラコ Lapsana apogonoides 2019．5/2/3/7 
スイレン Nymphaea SPP 2020． 7/2, 8/2/6 
チューリップ Tulipa SPP 2020．4/5/6/7/15/16/19 
ヘビイチゴ Potentilla hebiichigo 2020. 4/30, 5/1/2 
アサガオ Lpomoea nil 2020. 8/3/4/5 
ユウガオ Lagenaria siceraria 2020. 7/27/28, 8/3/4/5 
スイセン Narcissus SPP 2019．12/24/25, 2020．1/9 
室内（奈良教育大学内森本弘一研究室） 
カタバミ Oxalis corniculata 2019．11/16/25/29,12/6 
カランコエ Kalanchoe SPP 2019．12/9/10 
プリムラ Primura SPP 2019．12/10/24/26 
ビオラ Viola SPP 2019．12/31,2020．1/1/7 
メマツヨイグサ Oenothera biennis  2020. 7/30/31, 8/1 
ユウゲショウ Oenothera rosea 2020. 5/12/13/25 
ヒ ル ザ キ ツ キ ミ ソ ウ  Oenothera speciose 
2020.5/24/25/28/29 
（２）観察方法 

下記のタイムラプスカメラを用い，1分間隔

で撮影した。 

ガーデンウォッチカムⅡ 

(定点観測カメラ)TLC200 Brinno 

３ 結 果 

 図１にチューリップの花の開閉の様子を示し、表

１に花の開閉時刻を示す。 

  
図 1 チューリップの花の開閉 
 
表１ チューリップ 屋外 

 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
A △    〇 〇 〇 ▽  × 

B △   〇 〇 〇 〇 ▽  × 
C  △  〇 〇 〇 〇 ▽ ×  
A4/5 B4/6 C4/7 
△開きはじめ 〇開花 ▽閉じはじめ ×閉花 

 
チューリップは，開きはじめについては，4/6 が

一番早く，9時 16分であった。気温は，10 ℃であ
った。閉花が一番遅いのは，4/5 であり，18 時 28
分、気温は，9.5 ℃であった。 
 カタバミ、スイレン、コオニタビラコ、ヘビイチ

ゴ、アサガオ、ユウガオ、メマツヨイグサも同様に

結果を得ることができた。これら以外の植物は、開

花時刻を調べることができた。 
４ 考 察 

 花の開閉運動が顕著な植物は、カタバミ、ス

イレン、チューリップ、アサガオ、ユウガオ、

メマツヨイグサであった。これらの植物は、花

の開閉運動の観察に適していることが明らか

となった。 

引用文献 

鈴木昌友，丸山友一，長岡勝典（1993）「花の開
閉運動の教材化」茨城大学教育実践研究 12，113
－124 
中村国利（1989）「花とけい撮影記」遺伝 43(5) 
44-50 

 

 

教育実習における授業実践動画を用いた簡易的省察の事例評価 

 
○仲野純章 

Sumiaki NAKANO 

奈良県立奈良高等学校，京都大学サイエンス連携探索センター 
【キ－ワード】教育実習，動画，省察，共起ネットワーク 

 
1. はじめに 

教育実習指導時に実習生の授業力向上を図

る手段の一つとして授業実践の録画データ（以

下，授業実践動画）を用いた省察があり，ビデ

オ・アノテーション分析や再生刺激法，ストッ

プモーション方式など，これまで各種手法が開

発されてきた（小林，2019）。しかし，こうし

た省察手法の多くは複雑かつ専門的な手続き

を伴い，幅広い学校現場でメンター教員が適切

に展開できるかについては疑問が残る。 
今回，教育実習指導において授業実践動画を

活用するにあたり，複雑かつ専門的な手続きを

求めない簡易的省察を実習初期段階に試み，実

習生が日々記す振り返り記述内の共起関係を

解析することで，その効果を評価した。 
 

2. 方法 
A 高等学校で 2 週間の教育実習（物理）に臨

む B 大学大学院修士課程 2 年生 C 氏を対象と

した。実習 1 日目，メンター教員，及び他教員

の授業見学（3，4 限目）を経た後，C 氏の授業

実践（5，6 限目）が行われ，このうち 6 限目を

録画した。6 限目終了直後，授業実践動画を再

生・視聴し続けながら助言・指導を与える簡易

的省察を C 氏とメンター教員との間で実施し

た。実習 2 日目以降は録画を行わず，授業観察

に基づく所感を各授業実践直後に簡潔に与え

る指導形式とした。日々の振り返り記述内の共

起関係は，KH Coder を用いて解析した。解析

では，最小出現数を 2 とし，Jaccard 係数 0.2 以

上の共起関係のみを表示させた。 
 
3. 結果と考察 
 実習 1 日目の振り返り記述に関する共起ネ

ットワーク（図 1）からは「動画」と「反省」

の強い共起関係が見られ，簡易的省察が有効に

機能したことが窺えた。一方，「生徒」と「授

業」の共起関係は見られず，生徒主体の授業づ

くりに十分意識が及んでいないことも窺えた。

ただし，簡易的省察を経た翌回以降は「生徒」

と「授業」の共起関係が強く表れ（図 2 に実習

2日目の振り返り記述に関する共起ネットワー

クを例示），簡易的省察により自己の客観視と

それに基づく主要な改善が図られた後は生徒

主体の授業づくりに意識が向くなど，より高次

の変容を迎える様子が見られた。 

 
図 1 共起ネットワーク（実習 1 日目） 

 
図 2 共起ネットワーク（実習 2 日目） 

 
4. まとめ 
教育実習指導において，実習初期段階に授業

実践動画を用いた簡易的省察を経ることで，一

定の有効性を期待できることが示唆された。 
 
引用文献 
小林俊行（2019）「授業分析手法の違いによる教師の

アウェアネスの比較」『日本科学教育学会研究会研
究報告』第 33 巻，第 8 号，35-40. 
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 マイクロスケール実験のプログラミング教育への応用(II) 

micro:bitによる電解質水溶液の電気伝導度の記録 

 

○佐藤美子 1，芝原寛泰 2 

Yoshiko SATO, Hiroyasu SHIBAHARA 
1四天王寺大学教育学部，2京都教育大学名誉教授 

【キ－ワード】 マイクロスケール実験，プログラミング，個別実験，中学校理科，水溶液とイオン  
 

１ 目 的 

 2021年実施の中学校学習指導要領理科編 解

説（文科省,2017）には，ネットワークと計測・

制御のプログラミング教育も含まれる。 

マイクロスケール実験（芝原・佐藤，2011）
は個別実験による主体的活動を促すことが可

能である。プログラミング教育と理科実験の連

携として，中学校理科の単元「水溶液とイオン」

を対象に，電解質溶液の電気伝導度の変化をリ

アルタイムで捉え、イオンの性質を実感するマ

イクロスケール実験の活用を検討した。 
マイクロスケール実験により，外部回路の

LED 点灯による導通の確認（佐藤,2018），
micro:bit のボード上の LED の点灯表示を利用
した教材を開発した（佐藤ら,2020）。今回は、
micro:bit による測定データをシリアル通信に
よりパソコンに表示して、電気伝導の変化を実

感できる教材実験を開発した。 
２ プログラミング教材の例と方法 

食塩水の電気伝導度の

変化を micro:bitを使い
測定する様子を図 1に

示す。①蒸留水を入れ

たパックテスト容器

に、シリンジで食塩水

を注入②micro:bitの 2
ヶ所の端子に，金属電

極をつけたミノムシクリ

ップを接続する。③一定の電流を流し、溶液

を通過後の電流変化を測定④電気伝導度の相

対的変化をシリアル通信でパソコンに送り、

グラフ表示で確認。⑤測定後、転送されたデ

ータを使いエクセルでグラフ表示を行う。 
図 2は，測定中のパソコン画面を、図 3は測
定後にグラフ表示した様子を示す。プログラ

ムは micro:bitの標準エディターmakecodeを用
いて作成後，micro:bitにロードする。 

 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

応答速度は遅いが、滴下量に比例した伝導度

の変化をとおして、実感を伴った理解ができ

る。安価に、また将来への応用技術の習得のた

め，micro:bit本体だけを使用している。 
３ まとめと課題 
 簡単なプログラムにより実行可能で，中学理

科実験との連携に適した教材である。生徒を対

象にした授業実践を通してさらに改良を行う。 
引用文献 

佐藤美子(2018) 「呈色板によるマイクロスケ
ール実験の教材を用いた概念調査」初等理科

教育研究会 研究紀要, 93号，28-35 
佐藤美子・芝原寛泰(2018) 日本理科教育学会
全国大会（岡山大学）、課題研究発表 p.103
（これを同題(I)とする） 

芝原寛泰・佐藤美子(2011)『マイクロスケール  
実験―環境にやさしい理科実験』，同 英訳
版 (2016) オーム社 
文部科学省(2017)『中学校学習指導要領 理科
編 解説』 
本研究は科研費（R1～R4 基盤研究 C課題番号

15K00997 代表者 佐藤美子、及び R2～R4 同
20K03227代表者 芝原寛泰）により実施された。 

図 2 食塩水の導通チェックの様子 

図１ 測定の様子 

図 3 転送されたデータによるグラフ表示 

日本理科教育学会近畿支部大会発表論文集 2020 年度 （2020）

－ 6 －



中学校理科授業における学習観の変容分析

テキストマイニングを通しての変容契機分析

○田中雄也 1，野口聡 2 

寝屋川市立第八中学校， 新島学園短期大学

【キ－ワード】 中学校理科授業，人に教える活動，学習観

１ 目 的

現行の学習指導要領では，生きてはたらく知

識・技能の習得，そして理解していることを使

うことができる思考力・判断力・表現力等など

の育成を目指している．中学校理科の授業で

は，生徒に考えさせるだけではなく，考察や推

論したことをレポートなどにまとめることが

求められている．中学校理科においてこうした

活動を実現するために，生徒が人に教えるため

に書く文章の生成に着目した．そして，その方

略による知識習得の確認し，文章生成の意識が

知識習得に影響することを証明した． 
本研究では，文章生成に影響をすると考えら

れる生徒の学習観に着目した．なぜなら文章の

生成による知識習得は，意味を関連づけながら

学習に取り組もうとする志向が影響している

と考えられるからである．この仮説のもと意味

理解志向に変容した生徒が，どのような契機で

変わったのか明らかにすることにした． 
２ 方 法

大阪府内の公立中学を対象に，生徒の学習観

の変容を探るため， 年 月と 年

月に学習観アンケートを実施した．このアンケ

ートの結果から以下の自由記述によるアンケ

ート調査を実施した．

質問項目は，「 １年時にどのように解答

をしたか．書きながら思ったこと・感じたこと

を具体的に教えてください．」，「 ２年時に

どのように解答をしたか．書きながら思ったこ

と・感じたことを具体的に教えてください．」，

「 答えを書くときの考え方が変化していれ

ば，その理由きっかけはなにか」である．この

自由記述アンケートと学習観が意味理解思考

に変化した生徒を にかけた．

３ 結 果・考 察

自由記述において頻出語句を特徴づける語

を抽出した結果，１年時の頃は，「教科書」や

「写す」「参考」という語句が使用されている．

これは，教科書を参考にし，わからない部分は

とりあえず写してみるというような記述がみ

られた．これに対し，２年時の頃は「自分」「人

に教える」「工夫」「考える」などの語句が使

用されている．２年時になり，自分で考えなが

ら人に教えるために工夫をするという記述が

見られた．文章生成時に自分で考え，意味を考

えながら記述する生徒が増えたと考えられる． 
また，学習観が意味理解思考に変容した生徒

の共起ネットワークを調べた結果，「自分」「書

く」「教科書」「思う」「わかる」という共起

ネットワークが最も強かった．これは，教科書

を見ながら，自分の言葉で思ったことを書くこ

とで知識習得に影響を与えたことがわかる． 
次に共起が強かったのは，「小学生」「難し

い」「説明」という語句である．これは，下級

生を意識しながら難しい理科用語を自分の言

葉に咀嚼しながら書くことで知識習得ができ

ると示唆される． 
４ まとめ

１年時は教科書を写しながら記述をしたの

に対し，２年時は自分の考えを工夫して書くに

変化した記述がみられた．また，覚えるだけで

なく思ったことを記述することが変化するき

っかけになったと示唆される．

学習観が意味理解思考に変化した生徒は，教

科書を見て自分で書くことに意識する．下級生

を意識して難しい言葉を使わないように説明

していることが必要な要素と考えられる．

今後は，生徒にインタビューを通してさらな

る変容の契機を探っていきたい．

謝辞  本研究は 科研費 奨励研究

20H00842 の助成を受けたものである．

引用文献

１） 鈴木 豪(2013)小・中学生の学習観とその

学年間の差異 教育心理学研究 17-31 
２） 田中雄也 野口聡(2020)中学校理科授業に

おける学習観の変容 日本理科教育学会

全国大会発表論文集 第 18 号（2020）13-
04 P446 

３） 樋口耕一 社会調査のための計量テキス

ト分析 
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１ 目 的 

 2021年実施の中学校学習指導要領理科編 解

説（文科省,2017）には，ネットワークと計測・

制御のプログラミング教育も含まれる。 

マイクロスケール実験（芝原・佐藤，2011）
は個別実験による主体的活動を促すことが可

能である。プログラミング教育と理科実験の連

携として，中学校理科の単元「水溶液とイオン」

を対象に，電解質溶液の電気伝導度の変化をリ

アルタイムで捉え、イオンの性質を実感するマ

イクロスケール実験の活用を検討した。 
マイクロスケール実験により，外部回路の

LED 点灯による導通の確認（佐藤,2018），
micro:bit のボード上の LED の点灯表示を利用
した教材を開発した（佐藤ら,2020）。今回は、
micro:bit による測定データをシリアル通信に
よりパソコンに表示して、電気伝導の変化を実

感できる教材実験を開発した。 
２ プログラミング教材の例と方法 

食塩水の電気伝導度の

変化を micro:bitを使い
測定する様子を図 1に

示す。①蒸留水を入れ

たパックテスト容器

に、シリンジで食塩水

を注入②micro:bitの 2
ヶ所の端子に，金属電

極をつけたミノムシクリ

ップを接続する。③一定の電流を流し、溶液

を通過後の電流変化を測定④電気伝導度の相

対的変化をシリアル通信でパソコンに送り、

グラフ表示で確認。⑤測定後、転送されたデ

ータを使いエクセルでグラフ表示を行う。 
図 2は，測定中のパソコン画面を、図 3は測
定後にグラフ表示した様子を示す。プログラ

ムは micro:bitの標準エディターmakecodeを用
いて作成後，micro:bitにロードする。 

 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

応答速度は遅いが、滴下量に比例した伝導度

の変化をとおして、実感を伴った理解ができ

る。安価に、また将来への応用技術の習得のた

め，micro:bit本体だけを使用している。 
３ まとめと課題 
 簡単なプログラムにより実行可能で，中学理

科実験との連携に適した教材である。生徒を対

象にした授業実践を通してさらに改良を行う。 
引用文献 

佐藤美子(2018) 「呈色板によるマイクロスケ
ール実験の教材を用いた概念調査」初等理科

教育研究会 研究紀要, 93号，28-35 
佐藤美子・芝原寛泰(2018) 日本理科教育学会
全国大会（岡山大学）、課題研究発表 p.103
（これを同題(I)とする） 
芝原寛泰・佐藤美子(2011)『マイクロスケール  
実験―環境にやさしい理科実験』，同 英訳
版 (2016) オーム社 
文部科学省(2017)『中学校学習指導要領 理科
編 解説』 
本研究は科研費（R1～R4 基盤研究 C課題番号

15K00997 代表者 佐藤美子、及び R2～R4 同
20K03227代表者 芝原寛泰）により実施された。 

図 2 食塩水の導通チェックの様子 

図１ 測定の様子 

図 3 転送されたデータによるグラフ表示 
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昆虫をテーマにした教科横断型・探究的な学習のとりくみ 

カブトムシの罠を作ろう 

 
〇春日光 1，森本弘一 2 

KASUGA Hikaru， MORIMOTO Koichi 
奈良市立鼓阪北小学校 1，奈良教育大学 2 

【キーワード】昆虫，総合的な学習の時間，環境、教科横断，探究的な学習  
 
１ 目的 

今年度から新学習指導要領が本格実施された。

今回の改訂では、カリキュラム全体において「総

合的な学習の時間」（以下総合とする）が中核的な

位置づけとして一層明確になった。そして、総合

においては探究的な学習の過程が一層重視され、

総合の特質に応じた学習の在り方として、 
(1)探究的な見方・考え方を働かせる 
(2)横断的・総合的な学習を行う 
(3)よりよく課題を解決し、自己の生き方を考え 
 ていく 

の３点が示されている１）。 
そこで本研究では、以上の3点を踏まえて、昆

虫を題材にして探究的な学習の資質・能力を育成

するために実践を行った。 
２ 方法 

目的で記した３点に留意して、授業実践した。 
① 実施時期 2020年 6月～（現在も実施中） 
② 学年 第 3学年 
③ 関連する教科・内容 

理科「身の回りの生物と環境とのかかわり」 
   「昆虫の成長と体のつくり」 
国語「調べたことをまとめて報告する」 
道徳「自然愛護」 

④ 児童への質問紙調査（※今後実施予定） 
⑤ その他 理科の第３学年の目標２）である、「生 

物を愛護する態度や主体的に問題解決しよ 
うとする態度を養う」ことを育むことも指 
導の重点とする。 

３ 結果・び考察 

(1)に関しては、「カブトムシを捕まえるための

トラップを作りたい」という児童の興味・関心に

合った課題設定をしたことで、カブトムシに集ま

る樹木やえさ、時間帯など、昆虫の生態を主体的

に学んでいる。家庭での自主学習として、カブト

ムシから派生して自発的に昆虫に関する調べ学習

をしたり、休日に保護者と観察に出かけたりする

児童もいた。 
(2)に関しては、表１に示したように、理科の学

習内容をベースにし、国語、道徳等との関連を図

りながら、学習を進めている。 
(3)に関して、「よりよく解決」するために、何度

も失敗を重ねながら、自らの知識や技能等を総合

的に働かせて粘り強く課題に取り組む姿が見られ

た。さらに夜間の電灯に誘われて集まってくる昆

虫に着目し、人間の生活が生き物たちに影響を与

えていることに気付き、昆虫目線で環境問題につ

いて考える学習へと発展した。 
表１ これまでの取り組み 

４ 考察 

本研究では、児童にとって身近な昆虫を題材に

して探究学習を進めたことで、自ら課題を見付け、

生態系や環境についての学習へと広げることがで

きた。一方、これまでの学習で学んだことを十分

にフィードバックできておらず、概念形成に至る

までの知識理解に至っていないという課題もある。 
５ まとめ 

 今後は児童への質問紙調査を実施し、取り組みの

検証を行い、さらなる改善をしていきたい。 

引用文献 
1) 文部科学省（2018）「小学校学習指導要領解説 

総合的な学習の時間編」pp.6-17． 
2) 文部科学省（2018）「小学校学習指導要領解説 

理科編」，p.29． 

時期 教科 内容

特活 生き物係から「カブトムシの罠を作ろう」と提案

理科 罠作りの計画

7月 総合 罠の設置、試行錯誤

理科 様々な生き物の観察を行う

総合 個人で検証

8月 総合 夏休みの取り組みの発表、２学期の計画

国語 報告文（レポート）の書き方・まとめ方

道徳 生物愛護の単元を学習

総合 昆虫の視点に立って環境問題に取り組む（計画）

9月

6月

夏期休業
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小学生の「音」に関する素朴概念の実態 

音の伝わり方に関する描画の調査を通して 

                

○小川博士 1，内貴千里 2，平田豊誠 3 

Hiroshi OGAWA, Chisato NAIKI, Toyosei HIRATA 
1京都ノートルダム女子大学，2京都市立御所南小学校，3佛教大学 

【キ－ワード】音，素朴概念，描画，小学校理科 
 
１ 目 的 

 学習者のもつ「音」に関する素朴概念について

は，これまでにいくつか報告されている（例えば，

Merve & Mualla, 2011；堀，1998）。しかしながら，

「音」に関わる素朴概念研究は少ないのが現状で

ある。また，2017 年告示の小学校学習指導要領で

は，理科において，新たに「音」の学習内容が新

規項目として追加された（文部科学省，2017）。

これらを踏まえると，小学生の「音」に関する素

朴概念を改めて明らかにしておくことは，今後，

「音」に関する小学校理科授業デザインを検討す

る際の基礎資料となるため，意義があると考えら

れる。そこで，本研究では小学生の児童を対象に，

学習前の「音」に関する素朴概念の保持状況を明

らかにすることを目的とする。 
２ 方 法 

（１）調査対象及び時期 

近畿圏内の公立小学校の 4 年生 2 クラス 47 名

（旧学習指導要領下のため，音の学習未実施）を

対象とした。調査の時期は，2019 年 6 月下旬であ

った。 

（２）調査内容 

 音が伝わる様子に関する素朴概念の実態を調査

するために，Merve & Mualla（2011）を参考に調査

問題を作成した。具体的には，音の伝わる様子を

描画や言葉で表現することを求めた。 
（３）分析方法 

 調査に対する回答は，単純な正誤で評価するこ

とができないため，Merve & Mualla（2011）が作成

した分類基準に基づいて，回答を5つのレベルに

分類するようにした。各レベルの基準は，表1の

通りである。 

３ 結果及び考察 

（１）レベル別の分類結果（表2） 

表 2 の通り，

音の素朴概念が

表れるレベル3の
回答が最も多か

った（ 24 人，

51.1％）。 

（２）回答例 

 紙幅の都

合で，本稿で

はレベル 3
の典型例の

みを示す。図

1 の回答例

では，音の伝

わる様子を

波ではなく，「直線」で描画されていた。また，

「まっすぐ」という記述表現も確認できた。 

そのため，児童の多くは，音を直線的に捉えて

おり，空気の振動や波として伝わるとは考えてい

ないことが推察される。 

４ まとめ 

 本研究では，描画による調査によって、音の伝

わり方に関する素朴概念の実態を確認することが

できた。今後は，面接法を併用し，子どもの音に

関する素朴概念をより詳細に捉えることが課題で

ある。また，素朴概念の実態を基礎資料として，

小学校理科を対象とした「音」に関する概念変容

研究が望まれる。 
 
主な引用文献 

堀哲夫（1998）「問題解決能力を育てる理科授業のストラ

テジー：素朴概念をふまえて」，明治図書． 
Merve, S. & Mualla, B. (2011). Determining the misconceptions 

of primary school students related to sound transmission 
through drawing, Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 
1060-1066. 

表 1 分類基準（筆者ら訳） 

表 2 レベル別の分類結果 

図 1 レベル 3 の回答例 

昆虫をテーマにした教科横断型・探究的な学習のとりくみ 

カブトムシの罠を作ろう 

 
〇春日光 1，森本弘一 2 

KASUGA Hikaru， MORIMOTO Koichi 
奈良市立鼓阪北小学校 1，奈良教育大学 2 

【キーワード】昆虫，総合的な学習の時間，環境、教科横断，探究的な学習  
 
１ 目的 

今年度から新学習指導要領が本格実施された。

今回の改訂では、カリキュラム全体において「総

合的な学習の時間」（以下総合とする）が中核的な

位置づけとして一層明確になった。そして、総合

においては探究的な学習の過程が一層重視され、

総合の特質に応じた学習の在り方として、 
(1)探究的な見方・考え方を働かせる 
(2)横断的・総合的な学習を行う 
(3)よりよく課題を解決し、自己の生き方を考え 
 ていく 

の３点が示されている１）。 
そこで本研究では、以上の3点を踏まえて、昆

虫を題材にして探究的な学習の資質・能力を育成

するために実践を行った。 
２ 方法 

目的で記した３点に留意して、授業実践した。 
① 実施時期 2020年 6月～（現在も実施中） 
② 学年 第 3学年 
③ 関連する教科・内容 

理科「身の回りの生物と環境とのかかわり」 
   「昆虫の成長と体のつくり」 
国語「調べたことをまとめて報告する」 
道徳「自然愛護」 

④ 児童への質問紙調査（※今後実施予定） 
⑤ その他 理科の第３学年の目標２）である、「生 

物を愛護する態度や主体的に問題解決しよ 
うとする態度を養う」ことを育むことも指 
導の重点とする。 

３ 結果・び考察 

(1)に関しては、「カブトムシを捕まえるための

トラップを作りたい」という児童の興味・関心に

合った課題設定をしたことで、カブトムシに集ま

る樹木やえさ、時間帯など、昆虫の生態を主体的

に学んでいる。家庭での自主学習として、カブト

ムシから派生して自発的に昆虫に関する調べ学習

をしたり、休日に保護者と観察に出かけたりする

児童もいた。 
(2)に関しては、表１に示したように、理科の学

習内容をベースにし、国語、道徳等との関連を図

りながら、学習を進めている。 
(3)に関して、「よりよく解決」するために、何度

も失敗を重ねながら、自らの知識や技能等を総合

的に働かせて粘り強く課題に取り組む姿が見られ

た。さらに夜間の電灯に誘われて集まってくる昆

虫に着目し、人間の生活が生き物たちに影響を与

えていることに気付き、昆虫目線で環境問題につ

いて考える学習へと発展した。 
表１ これまでの取り組み 

４ 考察 

本研究では、児童にとって身近な昆虫を題材に

して探究学習を進めたことで、自ら課題を見付け、

生態系や環境についての学習へと広げることがで

きた。一方、これまでの学習で学んだことを十分

にフィードバックできておらず、概念形成に至る

までの知識理解に至っていないという課題もある。 
５ まとめ 

 今後は児童への質問紙調査を実施し、取り組みの

検証を行い、さらなる改善をしていきたい。 

引用文献 
1) 文部科学省（2018）「小学校学習指導要領解説 

総合的な学習の時間編」pp.6-17． 
2) 文部科学省（2018）「小学校学習指導要領解説 

理科編」，p.29． 
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7月 総合 罠の設置、試行錯誤

理科 様々な生き物の観察を行う

総合 個人で検証

8月 総合 夏休みの取り組みの発表、２学期の計画

国語 報告文（レポート）の書き方・まとめ方
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総合 昆虫の視点に立って環境問題に取り組む（計画）

9月

6月

夏期休業

日本理科教育学会近畿支部大会発表論文集 2020 年度 （2020）

－ 9 －



 

 

ソーシャル・ディスタンス環境下でのキッチン天文実践試行

○富田晃彦 1，上之山幸代 1，大北陸斗 1，阪口暁人 1，前田悠登 1，横山拓 1，髙松美侑 1，尾久土正己 2

Akihiko TOMITA, Sachiyo UENOYAMA, Rikuto OHKITA, Akito SAKAGUCHI, Yuto MAEDA,
Taku YOKOYAMA, Miyu TAKAMATSU, Masami OKYUDO

1和歌山大学教育学部，2和歌山大学観光学部

【キ－ワード】 天文教育，遠隔授業，国際連携

１ 目 的

 学校内・公的（formal）であろうと、学校外・

私的（informal）であろうと、天文教育では体験

的・実際的（hands-on）な学習や体験を重視し

てきた（日本天文教育普及研究会の隔月刊誌

「天文教育」に多数の実践例がある）。いわゆ

るソーシャル・ディスタンス（以下、SD と記

す）の環境下、それが十分にできないことは、

天文教育にとって課題となっている。しかし、

天文教育に限らず、様々な分野で遠隔授業や遠

隔活動が試みられ、手ごたえある報告が多数な

されている（例えば、2020 年度天文教育研究

会）。ここでは和歌山大学教育学部天文学ゼミ

が参加した実践をいくつか紹介する。部屋の中

にいたままでできる天文の観測や演習を、ここ

では「キッチン天文」と呼んでみることにする

（台所の窓から見える空を使うという意味）。

２ 試行：日食中継とキッチン天文

 日食中継は尾久土らによる先駆的な活動以

来、20 年以上の歴史がある（尾久土 2000）。

2020 年 6 月 21 日の台湾での金環日食では、富

田は自宅の部屋から窓を通して、携帯電話のカ

メラでとらえた画像を中継した（その画像は尾

久土らが主催する国内の中継と、マレーシアか

ら発信された 10 か国・地域のリレー中継の両

方に発信された）。このようなキッチン天文が

世界と簡単につながることは SD時代ならでは

のことである。似た例に、国境なき天文家たち

（AWB）が 2020 年 4 月に世界に呼び掛けた

Beauty Without Borders の実践（夕方の月と金星

の接近写真を集める）でも見られ、世界中から

のキッチン天文写真が使われた。

３ 試行：教員研修プログラム NASE
 NASE は国際天文学連合（IAU）の教員研修

の作業部会が開発した教員研修プログラムで、

hands-on の活動内容で構成されていることが

特徴のひとつである。2020 年は世界各地で

NASE の遠隔授業の試行が行われ、和歌山大学

の天文ゼミでも試行した。読む資料とともにオ

ンデマンド型動画の事前視聴による予習、リア

ルタイムのオンライン質疑応答セッションと

いう反転授業の方式で行った。受講者が 10 名

以下なら、よく機能することがわかった（受講

者の中に、この発表著者の上之山、大北、阪口、

前田、横山、髙松がおり、この方法が機能した

ことについて意見交換した）。この成功例はグ

ローバル・ハンズ・オン・ユニバース 2020 年

世界大会で発表し（富田、上之山）、世界の教

育実践者と共有した。お金や時間のやりくりの

負担少なく、国際研究会で学生の発表が容易に

なったのも、SD 時代ならではのことである。

NASE での実践のひとつ、「ミニチュア地球」

では学校、科学館、まちかどでの実践に加え、

自宅の部屋の中での実践も行われた（ここでも

キッチン天文が機能した）。ミニチュア地球と

は、地球儀の現在地を一番上に、そして南北の

方向を合わせて置き、太陽光に当てることで現

在の地球と同じ昼夜の状況にするというもの

である。季節変化の理解、昼夜の理解、地球上

各地での影のでき方やその動きの理解のため

の教具である。キッチン天文による成功は2020
年 10 月 2 日開催の NASE Parallel Earth Day で

発表し、世界の教育実践者と共有した（富田）。

４ 考察とまとめ

 遠隔の活動では、質保証が難しいこと、準

備や運用で費用がかかること、評価の際の活

動の様子の観察や試験の公平性の確保が難し

いことという問題が指摘されている。ただ、

これは対面の活動でも問題であったことであ

る。雰囲気や文化が伝えるものがうまく伝わ

らないという問題もある（これらは日本天文

学会 2020 年度秋季年会での天文教育フォーラ

ム「オンライン天文教育の可能性」でも議論

された）。キッチン天文は、質を保ちつつ、

簡略そして低廉な準備、そしてつながる相手

が世界を含めてこれまでになく多様であると

いう大きな魅力がある。

引用文献

尾久土正己（2000）「世界最強の日食中継ボランティア」

『天文月報』第 93 巻，第 2 号，86-92
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   高等教育における生物学での教育実践 

主体的な学びを目指して 

 

○稲津早紀子 1 

Sakiko INATSU 
1東洋食品工業短期大学 

【キ－ワード】 高等教育，生物学，教育実践，主体的な学び 
 
１ 目 的 

 近年、大学生の学びに対する意欲低下が指摘

され、基礎学力の不足や主体性の欠如も問題視

されている。本学学生も例外ではない。生物学

（一般教育科目・専門基礎）では、基本的知識

を身につけることに加えて、講義内で紹介する

様々な生命現象について考える力や表現する

力を身につけること、主体的に学習に取り組む

ことを修得目標に掲げ、実践している。ここで

は実践時のポイントとそのねらいを紹介する。 

 

２ 方 法 

 講義は、ヒトに焦点を当て「細胞」「DNA」「生

殖」「消化と吸収」「生体防御」で構成している。 

（１）授業展開の工夫 

 知識を積み重ねるだけではなく、体験型学習

（実験や DVD 視聴）を単元冒頭に実施し、体験

から理解を深める展開を重視している。学生の

心を引きつけ、学生の学びに対する興味関心を

引き上げるねらいがある。 

（２）グループディスカッションの導入 

  学びの主役であることを学生に意識付け、

学生の能動的な参加を促し、学生の考えを引き

出すことを心がけている。意見を聞く、意見を

伝える、文章でまとめる、などの力を伸ばすこ

ともねらいの 1つである。 

（３）予習課題の実施 

 次回の学びに興味を持たせるためのきっか

けを作る、予習という学びの基本を植えつけ

る、などのねらいがある。課題作成では、学生

の気を引き意欲が湧く内容を心がけている。 

（４）理解度チェックの実施 

 理解度や学びの姿勢に関するチェックシー

トを作成し、授業毎に実施している。学生自

身が自身の学びを振り返り、客観的に自己を

評価するねらいがある。 

（５）学生の意見やトピックスの掲示 

 グループディスカッション等での学生の意

見、授業内容に関連したトピックスなどを掲示

している。意見を共有し、学習内容を授業外で

深める、学びの発展や興味関心を高める、など

のねらいがある。 

 

３ 結 果 

 2019年度の受講者は 27 名だった。授業評価

アンケート（4 段階評価）の結果によると、「講

義内容は充実していたか」の平均値は 3.7、「体

験型学習により理解度は向上したか」は 3.5、

「楽しく受講できたか」は 3.5だった。その他、

記述では、「興味がわく内容で楽しくわかりや

すかった」「自分で調べることで様々なことを

学習できた」「話し合いで自分にはない意見を

知ることができた」「レポートの考察が難しか

った」などの意見があった。また、学生による

自己評価（4 段階評価）では、「主体的に学習

に取り組むことができた」の平均値は 3.3、

「様々な生命現象について考える力、表現する

力を身につけることができた」は 3.3だった。 

 

４ 考 察 

授業評価アンケートの結果から、講義全体の

満足度は高く、学生が講義内容に興味関心が持

てたこと、生物学の受講を通して得るものがあ

ったことがわかった。また、多くの学生が主体

的に学習に取り組めたことがわかった。従っ

て、今回の取り組みは、学びの主体性を引き出

すことに一定の効果があったと考えられる。 

 

５ まとめ 

 主体的な学びは、教員側が魅力ある授業を構

築し実践するだけでは実現できない。学生自身

が学ぶことに興味を持ち、“学びの動機”を持

つことも重要である。今後も学生一人一人と向

き合いながら、学ぶことや考えることの楽しさ

や大切さを伝えていきたい。そして教員と学

生、学生同士が感化し合う場を作り上げたい。 

 

 

ソーシャル・ディスタンス環境下でのキッチン天文実践試行

○富田晃彦 1，上之山幸代 1，大北陸斗 1，阪口暁人 1，前田悠登 1，横山拓 1，髙松美侑 1，尾久土正己 2

Akihiko TOMITA, Sachiyo UENOYAMA, Rikuto OHKITA, Akito SAKAGUCHI, Yuto MAEDA,
Taku YOKOYAMA, Miyu TAKAMATSU, Masami OKYUDO

1和歌山大学教育学部，2和歌山大学観光学部

【キ－ワード】 天文教育，遠隔授業，国際連携

１ 目 的

 学校内・公的（formal）であろうと、学校外・

私的（informal）であろうと、天文教育では体験

的・実際的（hands-on）な学習や体験を重視し

てきた（日本天文教育普及研究会の隔月刊誌

「天文教育」に多数の実践例がある）。いわゆ

るソーシャル・ディスタンス（以下、SD と記

す）の環境下、それが十分にできないことは、

天文教育にとって課題となっている。しかし、

天文教育に限らず、様々な分野で遠隔授業や遠

隔活動が試みられ、手ごたえある報告が多数な

されている（例えば、2020 年度天文教育研究

会）。ここでは和歌山大学教育学部天文学ゼミ

が参加した実践をいくつか紹介する。部屋の中

にいたままでできる天文の観測や演習を、ここ

では「キッチン天文」と呼んでみることにする

（台所の窓から見える空を使うという意味）。

２ 試行：日食中継とキッチン天文

 日食中継は尾久土らによる先駆的な活動以

来、20 年以上の歴史がある（尾久土 2000）。

2020 年 6 月 21 日の台湾での金環日食では、富

田は自宅の部屋から窓を通して、携帯電話のカ

メラでとらえた画像を中継した（その画像は尾

久土らが主催する国内の中継と、マレーシアか

ら発信された 10 か国・地域のリレー中継の両

方に発信された）。このようなキッチン天文が

世界と簡単につながることは SD時代ならでは

のことである。似た例に、国境なき天文家たち

（AWB）が 2020 年 4 月に世界に呼び掛けた

Beauty Without Borders の実践（夕方の月と金星

の接近写真を集める）でも見られ、世界中から

のキッチン天文写真が使われた。

３ 試行：教員研修プログラム NASE
 NASE は国際天文学連合（IAU）の教員研修

の作業部会が開発した教員研修プログラムで、

hands-on の活動内容で構成されていることが

特徴のひとつである。2020 年は世界各地で

NASE の遠隔授業の試行が行われ、和歌山大学

の天文ゼミでも試行した。読む資料とともにオ

ンデマンド型動画の事前視聴による予習、リア

ルタイムのオンライン質疑応答セッションと

いう反転授業の方式で行った。受講者が 10 名

以下なら、よく機能することがわかった（受講

者の中に、この発表著者の上之山、大北、阪口、

前田、横山、髙松がおり、この方法が機能した

ことについて意見交換した）。この成功例はグ

ローバル・ハンズ・オン・ユニバース 2020 年

世界大会で発表し（富田、上之山）、世界の教

育実践者と共有した。お金や時間のやりくりの

負担少なく、国際研究会で学生の発表が容易に

なったのも、SD 時代ならではのことである。

NASE での実践のひとつ、「ミニチュア地球」

では学校、科学館、まちかどでの実践に加え、

自宅の部屋の中での実践も行われた（ここでも

キッチン天文が機能した）。ミニチュア地球と

は、地球儀の現在地を一番上に、そして南北の

方向を合わせて置き、太陽光に当てることで現

在の地球と同じ昼夜の状況にするというもの

である。季節変化の理解、昼夜の理解、地球上

各地での影のでき方やその動きの理解のため

の教具である。キッチン天文による成功は2020
年 10 月 2 日開催の NASE Parallel Earth Day で

発表し、世界の教育実践者と共有した（富田）。

４ 考察とまとめ

 遠隔の活動では、質保証が難しいこと、準

備や運用で費用がかかること、評価の際の活

動の様子の観察や試験の公平性の確保が難し

いことという問題が指摘されている。ただ、

これは対面の活動でも問題であったことであ

る。雰囲気や文化が伝えるものがうまく伝わ

らないという問題もある（これらは日本天文

学会 2020 年度秋季年会での天文教育フォーラ

ム「オンライン天文教育の可能性」でも議論

された）。キッチン天文は、質を保ちつつ、

簡略そして低廉な準備、そしてつながる相手

が世界を含めてこれまでになく多様であると

いう大きな魅力がある。

引用文献

尾久土正己（2000）「世界最強の日食中継ボランティア」

『天文月報』第 93 巻，第 2 号，86-92
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１ 目 的 

 特別支援学校における理科の授業に関する

研究を、昨年に引き続いて行った。未体験の現

象に触れることを通じて自然界の成り立ちに

興味・関心を持たせることが理科の目的であ

り、そのような機会が比較的多くはない特別支

援学校の生徒たちにこそ、これが求められてい

ると考える。 
一方で 2020年 10月現在、新型コロナ感染症

の学校教育への影響によりオンライン教育の

取組がすべての校種において試みられている。

開かれた学校、学校の外との交流を進めるとい

う方向とは逆であるが、現在の状況は、ネット

ワーク環境や AI（人工知能）の進化に伴う、ネ
ット社会に相応しい今後の新しい教育のあり

方を考えるべき契機となるようにも思われる。 

２ 方 法 

発表者らは和歌山大学教育学部附属特別支

援学校の協力を得て、特別支援学校の授業に適

する理科教材の開発とそれらの効果に関する

実践的な研究を行っている。今年度は、対面型

の授業で用いるものに替えて e ラーニングに

適する動画教材の開発に取り組んだ。 

（１）動画教材の内容 

 １）だるまおとし 

 樹脂製の輪をガラス瓶の口に乗せて輪の上

端に鉛筆を立てる。輪を勢いよく外すと鉛筆が

ガラス瓶の中に吸い込まれるように落下する。 
 ２）空気砲 
 段ボールで製作し、ローソクの炎を消す。 
 ３）蒸気機関 
 側面の対称位置の２個所に孔を開けたアル

ミ缶に少量の水を入れて熱し、噴出する蒸気の

反作用により缶が回転運動を始める。 
４）光の虹 
 回折格子シートと CDディスクを使用して、
点光源からの光が七色に分離する現象を撮る。 
５）大きくなるマシュマロ（真空） 
 樹脂製のシリンジ（注射筒）で簡易真空ポン

プを作り、ジャム瓶の蓋にビニールチューブ用

のコネクターを差し込み充填剤で固着しデシ

ケーターとする。瓶にマシュマロを数個入れて

ピストンを引くと内部中が減圧されてマシュ

マロが膨らむのが観察される。 
（２）製作した動画を特別支援学校の教員に視

聴してもらい、安全であるか、特別支援学校で

理科を教える際に効果的かどうか、学校で製作

する際に工作が容易であるかといった観点か

らの意見を求め、17名から回答を得た。 

３ 結 果 

表１ 各実験に対する評価まとめ 

 だるま

おとし 

空気砲 蒸気機

関 

光の虹 真空 

安全性 〇 〇 × 〇 〇 

教育的

効果 

〇 〇 △ △ △ 

工作の

容易さ 

△ 〇 △ 〇 〇 

質問は３段階で行い、〇は「そう思う」が多

数で、×は「そう思わない」が多数。 

具体的意見の例 

１）ショーのような演出があればよい。 

２）どうしてそうなるのかの説明がほしい。 

３）丸い虹が見えるのに生徒が喜びそう。 

４ 考 察 

 何故なのかの説明の必要性の指摘が、回答の

自由記述の中に多く見られた。安全面についての

配慮の必要性についての意見もあったが、特に

強調はされていない。また教育効果を測るため

には評価が重要であり１）、実際に動画教材を授

業で用いる際には欠かせない。 
５ まとめ 

新たな発見から自然界の成り立ちを説明すると

いう、理科教育の本質は特別支援学校において

も同様に普遍的と考えられる。 

引用文献 

１）宮内卓也（2020）「中学校理科における学
習指導と学習評価」『理科の教育』第 69巻，
489-501 
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近畿地方出身の大学生を対象とした

自然災害のアンケート調査結果
 

○川村教一 1，澤口 隆 2，森永速男 1，吉本直弘 3 
Norihito KAWAMURA, Takashi SAWAGUCHI, Hayao MORINAGA, Naohiro YOSHIMOTO 

兵庫県立大学， 東洋大学， 大阪教育大学

【キーワード】 自然災害，防災，近畿地方，大学生，高校，地学

１ はじめに

筆者は，高校における教育などが自然災害の認

識に与える効果を議論するための基礎資料を得る

ことを目的とし，大学生の自然災害に関する意識

を明らかにする全国的なアンケート調査を行った。

本報告では近畿地方出身の大学生を対象とした集

計結果の概要について述べる。 
２ 調査方法

（１）調査実施校 
本調査で取り上げるのは，近畿地方に位置する

国立 X 大学の 2 科目，公立 Y 大学の 1 科目の受

講生のうち近畿地方出身者の集計結果である。 
（２）実施方法 

 調査は 2020 年 7～8 月に授業担当者を通じて

周知した Web ページの回答フォームに回答者自

身がアクセスしてデータを収集した。回答者数は

113名である。 
（３）調査項目 
アンケート調査では，次の①～⑦の項目に関す

る設問を用意した。 
①回答者情報（年次，出身府県），②学習歴（高

等学校の履修科目および防災に関する学習，大学

での防災に関する学習），③自然災害に関する意識，

④日常生活における防災の意識，⑤自然災害に関

する学習への意識，⑥大学で学ぶべき自然災害に

関する重要事項などである。 
これらのうち③に関しては，自然災害につなが

る現象に対する怖さ：「地震（津波を除く）」につ

いて，あなたの今の生活を踏まえてどのように感

じるか（問 9）ほか，「津波」「火山噴火」「強風」

「洪水」「土砂災害」「雪崩」（問 10～15）に細分し

て尋ねた。また⑥に関しては，大学生が地震や地

震災害（問 24），洪水や土砂災害（問 25），火山噴

火（問 26），強風（問 27）に関して学ばなければ

ならないとき，大切だと思う項目を回答させた。 
（４）回答データのクリーニング 
集計対象外としたのは，海外の学校出身者，大

検合格による入学者，留学生であるが該当者はい

なかった。 
 

３ 結果と分析

（１）自然災害に関する意識

「地震（津波を除く）」と「火山噴火」に対する

回答を，「わからない」を除き，「まったくこわく

ない・あまりこわくない」「特に感じない」「少し

こわい・ものすごくこわい」に３区分して比較す

ると回答者数に有意差があり，火山噴火の方が「ま

ったくこわくない・あまりこわくない」「特に感じ

ない」の回答者数が多く，「少しこわい・ものすご

くこわい」が少ない（χ2(2)=27.121, p<.01）。この反

応は，近畿地方に活火山がなく噴火による災害リ

スクを低く見積もっているのかも知れない。 
（２）防災意識を持つようになったきっかけ（調

査項目④） 
結果は図１の通りで，情報通信メディアが重要

視されていることから，理科で取り扱う自然災害

の学習で情報を理解できるような展開が望まれる。 
 

図１ 自然災害の防災意識を持ったきっかけ

４ おわりに

今後も引き続きデータの蓄積を図っており，分

析を深める予定である。
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１ 目 的 

 特別支援学校における理科の授業に関する

研究を、昨年に引き続いて行った。未体験の現

象に触れることを通じて自然界の成り立ちに

興味・関心を持たせることが理科の目的であ

り、そのような機会が比較的多くはない特別支

援学校の生徒たちにこそ、これが求められてい

ると考える。 
一方で 2020年 10月現在、新型コロナ感染症
の学校教育への影響によりオンライン教育の

取組がすべての校種において試みられている。

開かれた学校、学校の外との交流を進めるとい

う方向とは逆であるが、現在の状況は、ネット

ワーク環境や AI（人工知能）の進化に伴う、ネ
ット社会に相応しい今後の新しい教育のあり

方を考えるべき契機となるようにも思われる。 

２ 方 法 

発表者らは和歌山大学教育学部附属特別支

援学校の協力を得て、特別支援学校の授業に適

する理科教材の開発とそれらの効果に関する

実践的な研究を行っている。今年度は、対面型

の授業で用いるものに替えて e ラーニングに

適する動画教材の開発に取り組んだ。 

（１）動画教材の内容 

 １）だるまおとし 

 樹脂製の輪をガラス瓶の口に乗せて輪の上

端に鉛筆を立てる。輪を勢いよく外すと鉛筆が

ガラス瓶の中に吸い込まれるように落下する。 
 ２）空気砲 
 段ボールで製作し、ローソクの炎を消す。 
 ３）蒸気機関 
 側面の対称位置の２個所に孔を開けたアル

ミ缶に少量の水を入れて熱し、噴出する蒸気の

反作用により缶が回転運動を始める。 
４）光の虹 
 回折格子シートと CDディスクを使用して、
点光源からの光が七色に分離する現象を撮る。 
５）大きくなるマシュマロ（真空） 
 樹脂製のシリンジ（注射筒）で簡易真空ポン

プを作り、ジャム瓶の蓋にビニールチューブ用

のコネクターを差し込み充填剤で固着しデシ

ケーターとする。瓶にマシュマロを数個入れて

ピストンを引くと内部中が減圧されてマシュ

マロが膨らむのが観察される。 
（２）製作した動画を特別支援学校の教員に視

聴してもらい、安全であるか、特別支援学校で

理科を教える際に効果的かどうか、学校で製作

する際に工作が容易であるかといった観点か

らの意見を求め、17名から回答を得た。 

３ 結 果 

表１ 各実験に対する評価まとめ 

 だるま

おとし 

空気砲 蒸気機

関 

光の虹 真空 

安全性 〇 〇 × 〇 〇 

教育的

効果 

〇 〇 △ △ △ 

工作の

容易さ 

△ 〇 △ 〇 〇 

質問は３段階で行い、〇は「そう思う」が多

数で、×は「そう思わない」が多数。 

具体的意見の例 

１）ショーのような演出があればよい。 

２）どうしてそうなるのかの説明がほしい。 

３）丸い虹が見えるのに生徒が喜びそう。 

４ 考 察 

 何故なのかの説明の必要性の指摘が、回答の

自由記述の中に多く見られた。安全面についての

配慮の必要性についての意見もあったが、特に

強調はされていない。また教育効果を測るため

には評価が重要であり１）、実際に動画教材を授

業で用いる際には欠かせない。 
５ まとめ 

新たな発見から自然界の成り立ちを説明すると

いう、理科教育の本質は特別支援学校において

も同様に普遍的と考えられる。 

引用文献 
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１ 目 的 

個別の知識の習得に加えて，妥当な仮説，

適切な予測をたてる力の涵養も理科の主要な

目的である。本研究では，こうした「仮説」，

「予測」のそれぞれの本質について，機械学

習との比較を通じて，両者の相違の明確化を

試みる。 
２ 予測の本質－機械学習との比較－ 

機械学習は，機械による「学習」に基づき

予測を行うための手段である（串田 （2020））。
例えば，①収集したデータから情報理論と統

計学に基づき規則性を抽出（「学習」と呼ばれ

る），②予測対象もこの規則性（予測のための

ルール）に従うと仮定，③予測対象にこの規

則性を当てはめて何らかの計算結果を得る，

というプロセスで予測が行われる。ここでは，

規則性の母体となったデータ群と予測対象と

の間に何らかの共通点・類似性（類推の基礎）

があることが仮定されている。この推論プロ

セスの本質は，類推（アナロジー）である。 
他方，理科においては，与えられたデータ

に対して統計学的な相関関係を見出し，いわ

ば，その相関関係の外挿あるいは内挿の範囲

内での結論を導き出す。これが理科における

予測である。ここにおいても，見出された相

関関係に予測対象が従うことが仮定されてい

る。つまり，機械学習における予測プロセス

と同様に、理科における予測も，その本質は

類推であるといえる。 
３ 仮説設定の本質 
理科における仮説設定は，①収集したデー

タから何らかの規則性を抽出，②この規則性

に対して理科の範囲で妥当な説明を与えると

いうプロセスで進められる。このプロセスの

本質はアブダクションである。そして，仮説

の価値は，主として妥当性，唯一性，検証可

能性（反証可能性）で評価される。ここで，

妥当性とは，既知の事実・データを全て矛盾

なく説明できることであり，唯一性とは，他

の有力な仮説を排除できることである。 
４ 両者の相違 

仮説形成のプロセスを，予測のプロセスと

比較すると，両者は，実験データ等から規則

性を抽出する点では共通する。 
しかし，予測では，発見した規則性の原因

や理由に関する説明は，必ずしも必要とはさ

れていない。これは，予測の本質が類推だか

らである。もっとも，そうした説明が得られ

るのであれば，予測の説得力も増すと考えら

れる。他方，仮説設定の本質はアブダクショ

ンであり，その目的は，発見した規則性の原

因や理由に関する説明を考え出すことにある。 
また，仮説の検証によって補強されるのは，

仮説設定において考え出された説明の確から

しさであるのに対し，予測の検証によって補

強されるのは，「相関関係が予測対象にも及ぶ」

とする類推の基礎の確からしさである。 
５ まとめ 
 機械学習の正当性を基礎づけるのは，「自然

の“真の姿”と，その数理モデルとの間で，

情報量の相対エントロピーが最小になるよう

に数理モデルを調整すれば，そのモデルを通

じて，自然の“真の姿”を知ることができる」

という考えである。このような機械学習との

比較は，理科における仮説設定と予測の方法

論的相違を考察する機会を与えてくれる。そ

して，仮説設定と予測の本質の相違を理解す

ることが，妥当な仮説，適切な予測をたてる

力の涵養への第一歩となると考えられる。な

お，機械学習の方法論と物理教育との関連に

関する論考，機械学習の初歩的知識について

は，串田（2020）に詳述されている。 
引用文献 

串田一雅（2020）「物理における機械学習－教

師あり学習の特徴と用途－」『近畿の物理教育』
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前仮説段階を強調した自由研究とその支援のためのMIの可能性 
〇冨永 岳　　　　　　村上忠幸 

〇Takeshi TOMINAGA　　Tadayuki MURAKAMI 
oranje　　　　　　　　京都教育大学 

【キーワード】探究学習、自由研究、前仮説段階、資質・能力、マルチプルインテリジェンス 
 

1. はじめに 
　oranje（オラニエ、京都市内の学習塾）で
は、小中学生を対象とした「自由研究でまな

ぶ場」をつくっている。ここでの自由研究

は、例えば夏休みに象徴される一過性の実験

活動ではなく、大学生が取り組む卒業研究等

の類に近いものであり、テーマや問いに高い

個別性をもったものを意味する。昨今探究学

習についてさまざまな議論がされているが、

本自由研究もその一環と捉えられたい。村上

はその探究学習において最も重視している過

程を「前仮説段階（村上。2019）」、つまり
問い探しであるとし、そこからはじまり、自

由試行として成立するものを探究学習と呼ん

でいる。しかし、個別の探究学習（自由研

究）において、その個人が情緒的にどういっ

た過程を経ているかということに関しては、

探究学習の場づくりの実践者として不透明で

あるという実感があり、探ることとした。 
 

2. 自由研究に取り組む児童の情緒的過程 
　自由研究は各自テーマを決めることから始

める。このとき支援者は「なにがすきな

の？」と問いかけ、「すでに普段からやって

いること」や「そのとき頭に思い浮かんだ

『なんとなく』すきなこと」をテーマとして

決定している。当初テーマ決定において「没

頭しているもの・こと」をイメージしていた

が、後の児童の活動実態において「なんとな

く」で始まることが情緒面において重要であ

ることが示唆された。社会的に意味のあるこ

とや、自由研究のテーマとしてよくあげられ

るものを選ばせず、「すきなこと」にこだわ

るのは、そもそも主体的であるがままのすが

たで取り組めることができる最適なテーマで

あるからである。次から、テーマが決まった

後の個人の活動の情緒的な実態を示してい

く。 
 
① 思いつき 
　児童らは、テーマが決まった後、「思いつ

いたことを順番に」活動していく。このと

き、前後の活動の文脈は意識されず調査や実

験にもつながりが見られない。なんとなくす

きなものからはじまる象徴的な活動だと言え

る。 
 
 
➁ 葛藤 
　「なんとなく」はじめているため、多くの

児童から「やることがなくなった」といった

発言が多発する。テーマに対して不満があっ

たりするわけではなく、「続けたいけど、な

にをすればいいかわからない」状態である。

探究的なまなびの場づくりとして、支援者に

よるコーチングや省察により「深さ」を求め

ながら忍耐強く活動を続けていく。 
 
➂ こだわりや愛着（資質への気づき） 
　➁のフェーズを越え、改めてこだわりや愛

着へ気づく場面に到達するが、これがいわゆ

る「資質への気づき」としてメタ的な省察の

達成点ではないかとみている。 
　この後、さらに対象を深める活動として対

象を絞った活動を行い「解くべき問い探し」

に迫っていくすがたがダイナミックに捉える

ことができる。 
 

3. 自由研究の支援と今後の課題 
①～➂の情緒的な変化は、村上らによってマ

ルチプルインテリジェンスMIを用いて形成さ
れた小集団による探究学習においても見られ

ているが、個人の探究学習においてはまとめ

られていない。筆者はここに注目し、支援に

ついて考えてみた。つまり、愛着やこだわり

を「資質への気づき」と捉え、その資質を

「心地よいと感じる場面」とすることで、

「問いへ向かう支援」以外の支援に着目する

ことができた。今後、MIを「心地いいと感じ
る場面において発揮する能力」と考え、主体

者が省察的にその能力をメタ認知できる支援

の方略を考えていくことが課題である。 
 

4. 参考資料 
村上忠幸（2019）自由度の高い協働的な探究
学習による「深い学び」の実現に向けて．理

科の教育，68（7）,pp9-12． 

 

 

 

理科における予測と仮説

機械学習との比較で考える 

 

○串田一雅，鵜澤武俊 

Kazumasa KUSHIDA, Taketoshi UZAWA 

大阪教育大学 

【キ－ワード】 仮説，予測，類推，アブダクション，機械学習 

 

１ 目 的 

個別の知識の習得に加えて，妥当な仮説，

適切な予測をたてる力の涵養も理科の主要な

目的である。本研究では，こうした「仮説」，

「予測」のそれぞれの本質について，機械学

習との比較を通じて，両者の相違の明確化を

試みる。 
２ 予測の本質－機械学習との比較－ 

機械学習は，機械による「学習」に基づき

予測を行うための手段である（串田 （2020））。
例えば，①収集したデータから情報理論と統

計学に基づき規則性を抽出（「学習」と呼ばれ

る），②予測対象もこの規則性（予測のための

ルール）に従うと仮定，③予測対象にこの規

則性を当てはめて何らかの計算結果を得る，

というプロセスで予測が行われる。ここでは，

規則性の母体となったデータ群と予測対象と

の間に何らかの共通点・類似性（類推の基礎）

があることが仮定されている。この推論プロ

セスの本質は，類推（アナロジー）である。 
他方，理科においては，与えられたデータ

に対して統計学的な相関関係を見出し，いわ

ば，その相関関係の外挿あるいは内挿の範囲

内での結論を導き出す。これが理科における

予測である。ここにおいても，見出された相

関関係に予測対象が従うことが仮定されてい

る。つまり，機械学習における予測プロセス

と同様に、理科における予測も，その本質は

類推であるといえる。 
３ 仮説設定の本質 
理科における仮説設定は，①収集したデー

タから何らかの規則性を抽出，②この規則性

に対して理科の範囲で妥当な説明を与えると

いうプロセスで進められる。このプロセスの

本質はアブダクションである。そして，仮説

の価値は，主として妥当性，唯一性，検証可

能性（反証可能性）で評価される。ここで，

妥当性とは，既知の事実・データを全て矛盾

なく説明できることであり，唯一性とは，他

の有力な仮説を排除できることである。 
４ 両者の相違 

仮説形成のプロセスを，予測のプロセスと

比較すると，両者は，実験データ等から規則

性を抽出する点では共通する。 
しかし，予測では，発見した規則性の原因

や理由に関する説明は，必ずしも必要とはさ

れていない。これは，予測の本質が類推だか

らである。もっとも，そうした説明が得られ

るのであれば，予測の説得力も増すと考えら

れる。他方，仮説設定の本質はアブダクショ

ンであり，その目的は，発見した規則性の原

因や理由に関する説明を考え出すことにある。 
また，仮説の検証によって補強されるのは，

仮説設定において考え出された説明の確から

しさであるのに対し，予測の検証によって補

強されるのは，「相関関係が予測対象にも及ぶ」

とする類推の基礎の確からしさである。 
５ まとめ 
 機械学習の正当性を基礎づけるのは，「自然

の“真の姿”と，その数理モデルとの間で，

情報量の相対エントロピーが最小になるよう

に数理モデルを調整すれば，そのモデルを通

じて，自然の“真の姿”を知ることができる」

という考えである。このような機械学習との

比較は，理科における仮説設定と予測の方法

論的相違を考察する機会を与えてくれる。そ

して，仮説設定と予測の本質の相違を理解す

ることが，妥当な仮説，適切な予測をたてる

力の涵養への第一歩となると考えられる。な

お，機械学習の方法論と物理教育との関連に

関する論考，機械学習の初歩的知識について

は，串田（2020）に詳述されている。 
引用文献 

串田一雅（2020）「物理における機械学習－教

師あり学習の特徴と用途－」『近畿の物理教育』
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日本理科教育学会近畿支部大会発表論文集 2020 年度 （2020）

－ 15 －



 

 

 

「電気の利用」における深い学びを促す教材の開発 
 

○嶋村 太清，恒川 雅典 

Taisei SHIMAMURA，Masanori TSUNEKAWA 

滋賀大学 

【キ－ワード】 物理教育，エネルギー，電磁気，コイルモーター 

 
１ 目 的 

 学校教育においてアクティブラーニングの

効果的な導入や STEM 教育のような教科横断

的な取り組みが積極的に議論されている。これ

らをふまえ，身の周りの「電気」を使った器具

等を通して児童が電気の利用について正しく

理解でき，深い学びを効果的に提供するため

に，詳しい調査が重要である。 
 
２ 方 法 

 大学生 187 人を対象に「電気の利用」に関す

る調査を実施した。対象の多数は大学 1年生，

大学２年生以上も一部含まれている。自分の身

の周り（自宅や近所）で「電気」を使った器具，

製品，設備を見つけ，一番興味を持ったものを

一つ自由に選択し，その動作原理，電気のない

時代の代替品等について回答する内容とした。 

 

３ 結果と考察 

 図 1 は，回答者が一番興味を持った「電気」

を使った器具等について，それぞれの回答数を

示したものである。扇風機やエアコンなど，部

屋の温度を快適に保つための家電の割合が上

位にあげられた。これは調査時期が６月から７

月だったことが原因の一つであると考えてい

る。回答者数が３人以下のものは「その他」と

し，回答にはスマホやパソコン（PC）等があ

った。 
 図１の内容を分析すると，モーターをはじめ

とする電磁石を利用したものは全体の 80％以

上を占める一方，ドライヤーなどの熱に関する

ものは 40％程度，ライトなどの照明やモニタ

のような光に関するものは 16％程度，音に関

するものは 3％程度と比較的少なかった。電磁

石の内容を苦手とする児童・生徒が少なくない

ことを考慮すると，興味深い結果と捉えること

ができる。冨田ら（2019）による小学校第 5 学

年で扱うコイルモーターの作製における効果

的指導方法の開発と実践の内容を大きく改善

する余地があることを示唆していると考えて

いる。 

光や音に関する回答には，グループワークを

導入することでより深い学びを促すことが期

待できるものが含まれていた。このことより効

果的なアクティブラーニングや STEM 教育に

スムーズに展開するために調査項目がより精

査された調査を実施する予定である。 
 

図１ 一番興味を持った「電気」を使う器具等 

 

４ まとめ 

 「電気」を使った器具等の中では，電磁石を

利用したものが多く挙げられていたが，他方で

大学生が日常的に利用しているスマホや PC 等

は回答数が少なかった。今後の課題として，コ

イルモーター作製における効果的指導方法の

改善や，光や音の分野において効果的なアクテ

ィブラーニングや STEM 教育に展開する手法

を具体的に検討することがあげられる。 
 
参考文献 

冨田 真基，他（2019）『令和元年度日本理科

教育学会近畿支部大会（和歌山大会）発表論

文集』，p.119 
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小学校３年生理科教科書５社の内容比較から見えてきた 

授業づくりの重要な視点と課題 

－音の単元より－ 

 

〇上野真尋 1，箱家勝規 2   

Mahiro Ueno, Hakoya Masaki  

                      1びわこ学院大学，2びわこ学院大学  

【キ－ワード】 小学校理科，音，教科書比較，授業づくり  

 

１ はじめに 

 音の単元は、2020 年度から新たに加わった
学習内容である。中学１年の「身近な物理現象」

の単元につながるが、物体の状態を調べるため

に必要な単元である。その入り口の学習とし

て、体験、気付き、比較を重視した授業づくり

が欠かせない。 
ある小学校の音の授業を参観し、「音がなる

とき、物はふるえているのだろうか」という学

習課題に疑問を感じた。児童に気付かせる文言

で問いかけてよいのかと考えたからである。 
そこで各教科書の単元構成や実験内容、学習

課題などを比較し、授業づくりの重要な視点や

課題を明らかにしたいと考えた。 
２ 方 法 

（１）啓林館、学校図書、教育出版、大日本図

書、東京書籍の小学校理科の教科書５社の「音」

の単元構成や実験内容および学習課題などの

特徴について調査をした。 

３ 結 果 

【単元構成】 

◎共通していること 

・楽器や音の出る物から「ふるえ」を気づかせ

ていること。 

・「音が出ている→物がふるえている」「音の

大きさの違い→物のふるえの違い」「音の伝わ

り方」の順に計画されていること。 

・疑問を持ったことについて話し合う時間を

設定していること。 

◎「物のふるえ」を学習の柱とした単元構成に

対して、音の強弱やその震えの様子を追究する

単元構成を中心に据えた教科書に分かれた。 

【実験内容】 

◎共通していること 

・導入にトライアングル、太鼓などの楽器の使

用したり、糸電話を使ったりした実験。 

◎音の出ている楽器を触る、ビーズや小さな紙

の震え方を観察する、トライアングルに付箋を

はる、手で握るなど触る、観察が中心である。 

◎離れたところでも、糸、鉄棒、黒板が震えて

音をつたえている物としてあげているが、空気

の震えを取りあげているのは 1社のみである。 

【学習課題】 

単元の最初の問いかけ文は次のとおりであ

る。「音を出し、気づいたことを話し合いまし

ょう」「音が出ているものにさわりましょう」

「音を出してみましょう」「どんなことに気づ

いたでしょうか」「ものの様子を調べたり、音

をはなれたところにつたえたりしてみましょ

う」のように、体感させ、気付きを促す取組が

中心になっている。 

４ 考 察 

・音の出ているものに「さわる」活動をより多

く取り入れることで、児童の気付きをより多く

促すことができる。 

・物の「ふるえ」を発見させる学習課題が重要

である。震える物には、糸や鉄棒だけでなく空

気の存在にも触れ、音の伝わりを意識させる必

要がある。 

５ まとめ 

・音の発生だけではなく、物が震え続けて「音

が伝わる」ことの重要性を教師が意識すること

が重要である。 

・物を震えさせて音を発生させることにより、

物の堅さ、大きさ、中身の詰まり具合など、そ

の状態がわかることにも触れたい。 

・教科書の構成をそのまま使用するのではな

く、子どもにどのような学習をさせるべきなの

か自分なりの考えを持ち、子どもの実態に合わ

せて単元構成、実験、学習課題について工夫を

する必要がある。 
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Taisei SHIMAMURA，Masanori TSUNEKAWA 

滋賀大学 

【キ－ワード】 物理教育，エネルギー，電磁気，コイルモーター 

 
１ 目 的 

 学校教育においてアクティブラーニングの

効果的な導入や STEM 教育のような教科横断

的な取り組みが積極的に議論されている。これ

らをふまえ，身の周りの「電気」を使った器具

等を通して児童が電気の利用について正しく

理解でき，深い学びを効果的に提供するため

に，詳しい調査が重要である。 
 
２ 方 法 

 大学生 187 人を対象に「電気の利用」に関す

る調査を実施した。対象の多数は大学 1年生，

大学２年生以上も一部含まれている。自分の身

の周り（自宅や近所）で「電気」を使った器具，

製品，設備を見つけ，一番興味を持ったものを

一つ自由に選択し，その動作原理，電気のない

時代の代替品等について回答する内容とした。 

 

３ 結果と考察 

 図 1 は，回答者が一番興味を持った「電気」

を使った器具等について，それぞれの回答数を

示したものである。扇風機やエアコンなど，部

屋の温度を快適に保つための家電の割合が上

位にあげられた。これは調査時期が６月から７

月だったことが原因の一つであると考えてい

る。回答者数が３人以下のものは「その他」と

し，回答にはスマホやパソコン（PC）等があ

った。 
 図１の内容を分析すると，モーターをはじめ

とする電磁石を利用したものは全体の 80％以

上を占める一方，ドライヤーなどの熱に関する

ものは 40％程度，ライトなどの照明やモニタ

のような光に関するものは 16％程度，音に関

するものは 3％程度と比較的少なかった。電磁

石の内容を苦手とする児童・生徒が少なくない

ことを考慮すると，興味深い結果と捉えること

ができる。冨田ら（2019）による小学校第 5 学

年で扱うコイルモーターの作製における効果

的指導方法の開発と実践の内容を大きく改善

する余地があることを示唆していると考えて

いる。 

光や音に関する回答には，グループワークを

導入することでより深い学びを促すことが期

待できるものが含まれていた。このことより効

果的なアクティブラーニングや STEM 教育に

スムーズに展開するために調査項目がより精

査された調査を実施する予定である。 
 

図１ 一番興味を持った「電気」を使う器具等 

 

４ まとめ 

 「電気」を使った器具等の中では，電磁石を

利用したものが多く挙げられていたが，他方で

大学生が日常的に利用しているスマホや PC 等

は回答数が少なかった。今後の課題として，コ

イルモーター作製における効果的指導方法の

改善や，光や音の分野において効果的なアクテ

ィブラーニングや STEM 教育に展開する手法

を具体的に検討することがあげられる。 
 
参考文献 

冨田 真基，他（2019）『令和元年度日本理科

教育学会近畿支部大会（和歌山大会）発表論

文集』，p.119 
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昆陽池の生態系を学習するカードゲーム教材の開発 
小学校第 6 学年「生物と環境」における食物連鎖カードゲーム 

〇荒谷洸太，山本智一 
ARATANI Kota，YAMAMOTO Tomokazu 
兵庫教育大学大学院学校教育研究科 

【キーワード】昆陽池，生態系，カードゲーム，生物と環境，食物連鎖 
 

１ 問題の所在と研究目的 
近年，数多くの外来生物による人の健康や農

林水産物への被害が懸念されている（村中・石
井・宮脇・鷲谷，2005）。このような問題があ
る中で，『小学校学習指導要領解説理科編』で
は，生態系の維持に配慮することや，自然環境
の保全に寄与する態度の育成，持続可能な社会
の構築が指導内容として挙げられている。児童
は，生態系や食物連鎖について興味・関心を高
めながら，これらに関する知識を習得する必要
がある。	
第 6学年で取り扱う「生物と環境」では，生

物間の関係を多面的に調べ，生命を尊重する態
度を育成することが主なねらいである。しかし，
これらの指導時間は，野外活動や観察，実験を
行いながら指導するにあたって十分でなく，教
室内での学習で生態系の移り変わりを実感す
ることは困難である。そのため，適切な教材の
開発が必要である。 
これまで環境問題の学習方法として，すごろ

くやカードを使ったゲームによる学習方法が
注目されており，環境変化の特徴が理解しやす
く，仮想世界への没入を促進する効果があると
いうことが報告されている（例えば，関口ら，
2017）。 
本研究の目的は，小学校第 6 学年で取り扱う

「生物と環境」に関する内容について，カード
ゲームを利用した教材開発を行うことである。
授業でカードゲームを利用することにより，時
間的・空間的な問題に制限なく楽しく学べ，地
域の環境（昆陽池）について実感を持たせるこ
とが可能になると考えた。この目的を具現化す
るために教材開発の指針として，「①授業を行
う地域の環境と教材が密接な関係であること」
「②カードゲーム内でのイベントにより環境
の変化を学べるようにすること」「③時間がか
かる生物の環境を手元や教室内で再現するこ
と」「④安価で使いやすい教材を開発すること」
の４つを設定した。 
２ カードゲームの開発 
	 生態系を学ぶカードゲーム教材として市販
されている「食物連鎖カードゲーム」（アーテ
ック社）のルールを援用し，実際に伊丹市昆陽
池に生息する生物を用いたカードゲーム教材
を作成した。表 1は，作成した教材のカードの

種類と枚数を示している。 
 

表 1 作成した教材のカードの種類と枚数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 カードの種類は，生物カード，イベントカ
ードに分類されている。生物カードは消費者，
生産者，分解者に分けられ，消費者はさらに
第 1～4次消費者に細分され，これらには昆
陽池に生息する 12種類の生物の写真や説明，
天敵等が記載されている。イベントカードに
は環境へのダメージを与える出来事とそれ
を防ぐ対策が記されている。 
	 カードゲームは２人で行い，カードデッキ
から 8枚のカードを受け取る。手持ちカード
から，食べる，食べられるの関係に着目して，
生産者から第 1，2，3，4次消費者の順にフ
ィールドにカードを重ねていく。また，イベ
ントカードによって，連鎖されたカードに攻
撃を加えたり，防御したりする。最後に分解
者のカードを置くことで，一連の食物連鎖を
完成させ，カードに書かれた得点の合計によ
って勝敗を決める。 
今後は，伊丹市の第 6 学年児童 126 名を

対象に教材を使用した授業を行う。授業後，
質問紙調査を実施し，開発した教材を評価す
る予定である。 
 
 [引用文献] 
村中孝司・石井潤 ・宮脇成生・鷲谷いつみ「特定外来生
物に指定すべき外来植物種とその優先度に関する保全
生態学的視点からの検討」『保全生態学研究』Vol.10，
2005 年，2．	
文部科学省『小学校学習指導要領解説理科編』，2017 年，
41．	
関口有人・川島芳昭・出口明子・大久保達弘「環境学習を
支援するデジタルすごろくゲーム「里山 Life・アドミ
ンズ」：中学生を対象とした実践的評価」『日本科学教育
学会研究会研究報告』Vol.32，No.5，2017，205．
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小４理科「土の粒の大きさと水のしみこみ方」の実験方法の改善 

○亀甲有沙 1，金子健治 2  

Arisa Kamekou, Kenji Kaneko  

武庫川女子大学 1, 武庫川女子大学 2 

【キーワード】土の粒の大きさ，礫，砂，粘土，水のしみこみ方  

 

１．問題の所在と研究の目的 

新学習指導要領では，小４理科で｢雨水の行方

と地面の様子｣の単元が新たに導入された。日本

においては大雨や集中豪雨に伴い発生している土

石流や洪水による被害が多発している。そのため

この単元を学習し，正しい理解をする事は，防災

教育上も極めて大切である。多くの教科書では，

ペットボトルに礫，砂，粘土をつめて，上から水

を入れ，落ちる時間を定性的に測定している。川

村ら(2019)は同様の装置とメスシリンダー，スト

ップウォッチを組み合わせて定量的に測定する実

験方法を提案した。しかし，同方法では測定者に

より結果にばらつきが出たことも指摘している。

測定結果にばらつきがでては，小学生には，分か

りにくい実験になる可能性がある。 

そこで，筆者はよりばらつきの少ない実験方法

とするために川村ら(2019)の実験装置のガーゼの

装着場所と水の落下方法の改善を試みた。まずペ

ットボトルの口についていたガーゼをペットボト

ルの内側に入れるとよいのではないかと考えた。

なぜなら，ペットボトルの口のように狭い面積に

ガーゼを装着するよりもペットボトルの内側のよ

うに広い面積にガーゼを装着する方が，つまりに

くくなるのではないかと考えたからである。 

また、水の落下開始を一定にするために、川村

ら(2019)が提案していた注入装置を改良し，漏斗

下につないだシリコン管をゼムクリップで閉じて

落下開始時間にずれがないようにした。本研究の

目的は改善された実験装置を用いることにより，

よりばらつきの少ない実験結果を得られるかどう

かを明らかにすることである。 

 

２．実験方法 

 100ｍLの水を上から注入し，メスシリンダー

に 50mLたまるまでの時間を測定し，水の落下時

間とした。 

図のような実験装置を作成して実験を行った。 

・注入装置 

 (漏斗の先にシリコン管を付

け，ゼムクリップを外すこと

で水を注入する) 

 

・ガーゼを内側に付けたペッ

トボトルの上部分 

 

図 1 改良した実験装置 

図２ ガーゼをペットボトル内に装着した場合の

水の落下時間 

 

３．結果と考察 

 図 2からわかるように、改善された装置は実験

結果にほとんど誤差が無く、良好な結果が得られ

たと言える。 

 

４．今後の課題 

今後、改善された実験装置を用いて授業を実践

してきたいと考えている。 

 

５．参考文献 

川村教一・松井香菜子ほか1名(2019)｢小学校 

理科教材としての簡易透水実験における留意

点｣『日本科学教育学会研究会研究報告』

Vol.34 No1,pp.47-50. 

	

	

昆陽池の生態系を学習するカードゲーム教材の開発 
小学校第 6 学年「生物と環境」における食物連鎖カードゲーム 

〇荒谷洸太，山本智一 
ARATANI Kota，YAMAMOTO Tomokazu 
兵庫教育大学大学院学校教育研究科 

【キーワード】昆陽池，生態系，カードゲーム，生物と環境，食物連鎖 
 

１ 問題の所在と研究目的 
近年，数多くの外来生物による人の健康や農

林水産物への被害が懸念されている（村中・石
井・宮脇・鷲谷，2005）。このような問題があ
る中で，『小学校学習指導要領解説理科編』で
は，生態系の維持に配慮することや，自然環境
の保全に寄与する態度の育成，持続可能な社会
の構築が指導内容として挙げられている。児童
は，生態系や食物連鎖について興味・関心を高
めながら，これらに関する知識を習得する必要
がある。	
第 6学年で取り扱う「生物と環境」では，生

物間の関係を多面的に調べ，生命を尊重する態
度を育成することが主なねらいである。しかし，
これらの指導時間は，野外活動や観察，実験を
行いながら指導するにあたって十分でなく，教
室内での学習で生態系の移り変わりを実感す
ることは困難である。そのため，適切な教材の
開発が必要である。 
これまで環境問題の学習方法として，すごろ

くやカードを使ったゲームによる学習方法が
注目されており，環境変化の特徴が理解しやす
く，仮想世界への没入を促進する効果があると
いうことが報告されている（例えば，関口ら，
2017）。 
本研究の目的は，小学校第 6 学年で取り扱う

「生物と環境」に関する内容について，カード
ゲームを利用した教材開発を行うことである。
授業でカードゲームを利用することにより，時
間的・空間的な問題に制限なく楽しく学べ，地
域の環境（昆陽池）について実感を持たせるこ
とが可能になると考えた。この目的を具現化す
るために教材開発の指針として，「①授業を行
う地域の環境と教材が密接な関係であること」
「②カードゲーム内でのイベントにより環境
の変化を学べるようにすること」「③時間がか
かる生物の環境を手元や教室内で再現するこ
と」「④安価で使いやすい教材を開発すること」
の４つを設定した。 
２ カードゲームの開発 
	 生態系を学ぶカードゲーム教材として市販
されている「食物連鎖カードゲーム」（アーテ
ック社）のルールを援用し，実際に伊丹市昆陽
池に生息する生物を用いたカードゲーム教材
を作成した。表 1は，作成した教材のカードの

種類と枚数を示している。 
 

表 1 作成した教材のカードの種類と枚数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 カードの種類は，生物カード，イベントカ
ードに分類されている。生物カードは消費者，
生産者，分解者に分けられ，消費者はさらに
第 1～4次消費者に細分され，これらには昆
陽池に生息する 12種類の生物の写真や説明，
天敵等が記載されている。イベントカードに
は環境へのダメージを与える出来事とそれ
を防ぐ対策が記されている。 
	 カードゲームは２人で行い，カードデッキ
から 8枚のカードを受け取る。手持ちカード
から，食べる，食べられるの関係に着目して，
生産者から第 1，2，3，4次消費者の順にフ
ィールドにカードを重ねていく。また，イベ
ントカードによって，連鎖されたカードに攻
撃を加えたり，防御したりする。最後に分解
者のカードを置くことで，一連の食物連鎖を
完成させ，カードに書かれた得点の合計によ
って勝敗を決める。 
今後は，伊丹市の第 6 学年児童 126 名を

対象に教材を使用した授業を行う。授業後，
質問紙調査を実施し，開発した教材を評価す
る予定である。 
 
 [引用文献] 
村中孝司・石井潤 ・宮脇成生・鷲谷いつみ「特定外来生
物に指定すべき外来植物種とその優先度に関する保全
生態学的視点からの検討」『保全生態学研究』Vol.10，
2005 年，2．	
文部科学省『小学校学習指導要領解説理科編』，2017 年，
41．	
関口有人・川島芳昭・出口明子・大久保達弘「環境学習を
支援するデジタルすごろくゲーム「里山 Life・アドミ
ンズ」：中学生を対象とした実践的評価」『日本科学教育
学会研究会研究報告』Vol.32，No.5，2017，205．
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小５理科 水の温度とものが溶ける量の実験方法

○成島日和 ，金子健治
，

武庫川女子大学， 武庫川女子大学
【キーワード】ものが水に溶ける量，食塩，ミョウバン，低温調理器

１ 目的
本研究は、小学校５年で学習する，水の温

度の変化によるものの溶け方を，ミョウバン
は温度が上がるにつれて溶ける量が増える
が，食塩はあまり変わらないということが分
かりやすい実験方法を見つけることが目的で
ある。筆者が大学の模擬授業で水の温度を発
泡スチロールで保ち，ビーカーで食塩やミョ
ウバンを溶かす，教科書通り実験を行ったと
ころ，水の温度を ℃， ℃と設定すること
が難しいことに加え，水の温度が一定に保ち
にくいため，ミョウバンが温度が上がるにつ
れて溶ける量が増えることがわかりにくかっ
た。小学校の理科授業で実際にこの実験を行
う時に，より確実な実験結果が得られる実験
方法の開発が必要である。筆者は，温度を一
定に保つ方法と，食塩やミョウバンを溶かす
方法に工夫を加える必要があると考えた。こ
の実験方法について，研究された例は見当た
らなかった。

２ 方法
本研究の実験方法は，以下の通りである。

（１）水の温度を一定に保つ方法として，調
理器具である低温調理器（ビストロ・リッチ

を使用した。
（２）ものを溶かす容器として， のペ
ットボトルに水 を入れ，食塩やミョウバ
ンを入れて 秒間振る方法を試みた。

３ 結果・考察
以下は実験装置の設置方法である。

図１ 実験に用いた装置

温度設定は， ℃， ℃， ℃， ℃とし
た。設定した温度になってから， の水を
入れたペットボトルを水槽に入れて，約 分
間放置して実験を行った。一定量の食塩やミ
ョウバンをペットボトル内に入れて 秒間振
った。溶けたかどうかの判定は，ペットボト
ル内に溶け残りがない時にとけたと判断し
た。
その実験結果をまとめたものが以下である。

図２ 水の温度とミョウバン・食塩が溶ける量

このグラフを見ると，ミョウバンは温度が
上がるごとに量が増えていることがわかる。
教科書と実験の数値は異なるが，水に溶ける
量はものによって違うと言うことを理解する
には，本研究の実験方法で十分だと考えた。

４ まとめ
本研究の結果，子どもたちが安全かつ結果

がわかりやすい方法として，低温調理器を用
いて， のペットボトルに入れ 秒間振
る方法が一番わかりやすいとこがわかった。

参考文献
石浦章一・鎌田正裕他 名（ ）『わくわ
く理科５』啓林館

毛利衞、大島まり他 名（ ）『新しい理
科５年』東京書籍
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小学生が自宅でできる魚の発生教材の開発についての研究

○宮谷友美１，金子健治２

武庫川女子大学 武庫川女子大学
【キーワード】メダカ，アカヒレ，ゼブラフィッシュ，理科教材

 問題の所在と研究の目的
小学校理科第５学年の単元「動物の誕生」

では、魚には雌雄があり、生まれた卵は日が
経つにつれて中の様子が変化することを学習
する。
啓林館の「わくわく理科５」など、いくつ

かの教科書では、チャック付きのポリエチレ
ンの袋に水と魚の卵を入れて育てるという飼
育方法の工夫が紹介されている。また、北海
道教育センター も、手軽にできるメダ
カの発生方法としてチャック付きポリ袋を使
用した「ポケットメダカッチ」を提案してい
る。しかし、筆者が実際にチャック付きポリ
袋にメダカの卵を入れて持ち帰ったところ、
チャック付きポリ袋は形が変化しやすいた
め、持ち運びの際に注意が必要だった。さら
に、チャック付きポリ袋は半透明であったり
変形しやすかったりするため、発生した魚が
歪んで見えて観察がしにくいという欠点があ
った。また、多くの教科書ではメダカが用い
られているが、最近はメダカが身近な魚であ
るかどうかについては疑問があり、他の種類
の魚でも検討してみる必要があると考えた。
このような問題点について、新たな研究は

なされてこなかった。
そこで、筆者は飼育する容器について検討

する必要があると考えた。また、飼育する魚
の種類も検討する必要があると考えた。

 方 法
①まず、メダカの卵を様々な容器に入れて、観
察のしやすさを比較した。実験に使用した容
器は、以下の６種類である。これらの容器は
すべて 円以下で購入できる。

Ａ：チャック付きポリ袋（ポリエチレン）
Ｂ：アクリル小分けケース大（アクリル）
Ｃ：アクリル小分けケース小（アクリル）
Ｄ：ビューティーケース（ポリスレチン）
Ｅ：インテリアミニボトル（ＰＥＴ）
Ｆ：ワンタッチボトル（ＰＥＴ）

図１ メダカの卵を入れた容器

②次に、メダカ・アカヒレ・ゼブラフィッシュ
を実際に飼育し、飼育しやすく産卵しやすい
魚の種類を明らかにする。

 結果と考察
購入したメダカの卵をそれぞれの容器に５

つずつ入れ、孵化の様子を観察したところ、卵
の到着から３日後にはすべて孵化した。観察の
しやすさを比較した結果を表１に示す。

表１ 容器ごとの観察のしやすさ

Ａ 最も薄いためよく見えるが、袋が安定せ
ず観察しづらい。

Ｂ・Ｃ アクリル製のため透明度が高く、最も観
察しやすい。

Ｄ どの面からでも観察でき、幅が広いため
観察しやすい。

Ｅ 軽くて持ち運びやすいが、表面に歪みが
生じて観察しづらい。

Ｆ 軽くて持ち運びやすいが、表面に歪みが
生じて観察しづらい。

すべての容器で孵化はしたが、表１のように
容器の材質によって観察のしやすさに差があ
った。最も観察がしやすかったのは、Ｂ・Ｃの
アクリル小分けケースであった。また、チャッ
ク付きポリ袋は一日目に自宅に持ち帰ると水
が漏れていたため、持ち運びには向いていない
ということが分かった。

 まとめと今後の課題
研究の結果、卵の観察に適した容器は、アク

リル製の小分けケースであることが明らかに
なった。メダカ・アカヒレ・ゼブラフィッシュ
は現在飼育中であり、引き続き研究を進めてい
く。

参考文献
１）北海道教育センター（ ）「手軽にでき
るメダカの発生観察法－チャック付きポリ
袋を用いた「ポケットメダカッチ」－」理科
教育指導資料 第 集、

２）石浦章一・鎌田正裕ほか 名（ ）『わ
くわく理科５』啓林館

３）文部科学省（ ）「小学校学習指導要
領解説 理科編」 東洋館出版社 ７

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

小５理科 水の温度とものが溶ける量の実験方法

○成島日和 ，金子健治
，

武庫川女子大学， 武庫川女子大学
【キーワード】ものが水に溶ける量，食塩，ミョウバン，低温調理器

１ 目的
本研究は、小学校５年で学習する，水の温

度の変化によるものの溶け方を，ミョウバン
は温度が上がるにつれて溶ける量が増える
が，食塩はあまり変わらないということが分
かりやすい実験方法を見つけることが目的で
ある。筆者が大学の模擬授業で水の温度を発
泡スチロールで保ち，ビーカーで食塩やミョ
ウバンを溶かす，教科書通り実験を行ったと
ころ，水の温度を ℃， ℃と設定すること
が難しいことに加え，水の温度が一定に保ち
にくいため，ミョウバンが温度が上がるにつ
れて溶ける量が増えることがわかりにくかっ
た。小学校の理科授業で実際にこの実験を行
う時に，より確実な実験結果が得られる実験
方法の開発が必要である。筆者は，温度を一
定に保つ方法と，食塩やミョウバンを溶かす
方法に工夫を加える必要があると考えた。こ
の実験方法について，研究された例は見当た
らなかった。

２ 方法
本研究の実験方法は，以下の通りである。
（１）水の温度を一定に保つ方法として，調
理器具である低温調理器（ビストロ・リッチ

を使用した。
（２）ものを溶かす容器として， のペ
ットボトルに水 を入れ，食塩やミョウバ
ンを入れて 秒間振る方法を試みた。

３ 結果・考察
以下は実験装置の設置方法である。

図１ 実験に用いた装置

温度設定は， ℃， ℃， ℃， ℃とし
た。設定した温度になってから， の水を
入れたペットボトルを水槽に入れて，約 分
間放置して実験を行った。一定量の食塩やミ
ョウバンをペットボトル内に入れて 秒間振
った。溶けたかどうかの判定は，ペットボト
ル内に溶け残りがない時にとけたと判断し
た。
その実験結果をまとめたものが以下である。

図２ 水の温度とミョウバン・食塩が溶ける量

このグラフを見ると，ミョウバンは温度が
上がるごとに量が増えていることがわかる。
教科書と実験の数値は異なるが，水に溶ける
量はものによって違うと言うことを理解する
には，本研究の実験方法で十分だと考えた。

４ まとめ
本研究の結果，子どもたちが安全かつ結果

がわかりやすい方法として，低温調理器を用
いて， のペットボトルに入れ 秒間振
る方法が一番わかりやすいとこがわかった。

参考文献
石浦章一・鎌田正裕他 名（ ）『わくわ
く理科５』啓林館

毛利衞、大島まり他 名（ ）『新しい理
科５年』東京書籍
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小学生が自宅でできる魚の発生教材の開発についての研究
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つずつ入れ、孵化の様子を観察したところ、卵
の到着から３日後にはすべて孵化した。観察の
しやすさを比較した結果を表１に示す。

表１ 容器ごとの観察のしやすさ

Ａ 最も薄いためよく見えるが、袋が安定せ
ず観察しづらい。

Ｂ・Ｃ アクリル製のため透明度が高く、最も観
察しやすい。

Ｄ どの面からでも観察でき、幅が広いため
観察しやすい。

Ｅ 軽くて持ち運びやすいが、表面に歪みが
生じて観察しづらい。

Ｆ 軽くて持ち運びやすいが、表面に歪みが
生じて観察しづらい。

すべての容器で孵化はしたが、表１のように
容器の材質によって観察のしやすさに差があ
った。最も観察がしやすかったのは、Ｂ・Ｃの
アクリル小分けケースであった。また、チャッ
ク付きポリ袋は一日目に自宅に持ち帰ると水
が漏れていたため、持ち運びには向いていない
ということが分かった。

 まとめと今後の課題
研究の結果、卵の観察に適した容器は、アク

リル製の小分けケースであることが明らかに
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は現在飼育中であり、引き続き研究を進めてい
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気象観測装置 Netatomoで使えるソーラーパネルを用いた 

無停電電源装置の開発と実証的研究 

〇十亀美紀１，金子健治２ 

Miki SOGAME，Kenji KANEKO 

武庫川女子大学 

【キーワード】Netatmo，ソーラーパネル、無停電電源装置 

 

１ 目的 
小・中学校繰り返して取り上げている気象に
関する学習にあたっては児童の理解を高めるた
めに１日のデータだけでなく，年間を通した気
温や降水量のデータから学習することが望まし
い。そのため、気象観測装置 Netatomoの活用
が研究されてきた。山上(2019)は Netatmoで得
られるデータがアメダスで得られるデータと比
較して妥当なものであることを明らかにした。
しかし問題点として、100ボルト電源に接続す
る必要があることや、WiFiに接続する必要が
あるため、設置場所が制限されるということが
挙げられた。 
ソーラーパネルを活用して Netatomoとモバ
イル WiFiルーターで使える無停電電源装置を
開発し、実際に使えるかどうかを実証的に明ら
かにすることが本研究の目的である。 
２ 方法 
本研究では、モバイル WiFiルーターとしては、

HUAWEI E5785 を用いた。ソーラーパネルとバッ
テリーの組み合わせは以下の 3つの装置を用いた。 
 ①GW-010H、ALLPOWERS 20A 12V 
 ②SH-TYN-02、ソーラーパネル搭載太陽充電フル
セット 
 ③ suaoki 25w ソーラーチャージャー、
cheeroCanvns CHE-061 
 
 
 
 
 
 
図 1：実験に用いたモバイル WiFiルーターとバ

ッテリー等 
上記の 3つの電源をそれぞれ Netatomoの 
屋内モジュールとモバイル WiFiルーターに接続
し、安定的に観測が計測できるかどうかを検証し
た。検証した期間は、2020年 9月 23日～10月
23 日である。これらの装置の設置場所は、全て
武庫川女子大学学校教育館屋上である。 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
図 2：屋上に設置した実験装置 
 
３ 結果 
 実際に計測した結果を図 3示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3：実際の測定結果 
 ①の装置は、安定的に測定が継続できた。 
 ②の装置は、夜間のみ測定ができた。 
 ③の装置は、②よりは測定できる時間が長い
が、途中で測定が途切れた。 
 
４ 研究のまとめと今後の課題 
 研究の結果、①の装置だけが安定的に測定が
継続できることが分かった。今後は、風力発電の
利用も検討していきたい。 
 
５ 引用文献 
井筒理・川村康文（2014）「学校教育現場での実
践も可能な実用機としての卓上型サボニウス型風
力発電機“IDUTSU-MODEL”の開発」 
山上知香（2019）「Netatomoで得た気象データを
小・中学校理科教育に活用する研究」 
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マルチプル・インテリジェンスを用いたグループ分けの評価方法の検討 

○道津貴文 A，村上忠幸 B 
DOTSU Takafumi, MURAKAMI Tadayuki 

京都教育大学 A，京都教育大学 B 
索引語：マルチプル・インテリジェンス(MI)，グループ分け, 評価 

 
1 はじめに 
筆者らは，探究におけるグループ学習の活性化

をねらい，Howard Gardner(1943~，米)の提唱す
るマルチプル・インテリジェンス(ガードナ
ー,2001,以下 MI と略す)を小集団のグループ分
けに利用し，成果をあげており，その有効性は
清水（2020）によって示唆された 

この MI によるグループ分けは,分析ツールを使
用した手作業で行われており,MI への深い理解
と実践での厚い経験が必要である。 
そこで,本研究では経験の厚い実施者がグルー
プ分けを行っているプロセスを参考に,経験の浅
い者のグループ分けの基礎的スキルを評価する
ことを目的とした。 
2 方法 
28 人の被験者をグループ分けの経験量の違い

をもとに A~D の 4つの群に分けた。(図 1)  
 
 
 
 

図 1 被験者の MI のグループ分けの経験量の分布 

そして,同じ集団のグループ分けを行い，その結
果及びプロセスの比較・分析を行った。グループ
分けに使用した集団は過去の MI のデータより抜
粋した男性 20 名女性 20 名の合計 40 名の仮想集
団であり,グループ分けは 4 人 1 班(男性 2 名,女
性 2名)で 10 班作るものとした。人物は通し番号
で区別している。 
3 結果 
 A 群の 6 名(a~f)のグループ分けに共通のプロ
セスを見出すことができた。(図 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 MI によるグループ分けの共通プロセス 
 プロセス①で選出された人物をキーパーソン
(以下KPと略す)と称し,以下の表-1にまとめた。 
3 名以上が選出した KP に着色している。 
 

 
 
 

表-2 A 群の選出した KP  

A 群の選出した KP がほとんど共通しているこ
とが分かった。 
次にグループ分けの結果を比較するため，A群
が KP とした人物と異なる人物を選んだ確率を求
めた。それを,類似度とし，B群〜D 群がどれだ
け A群に近いグループ分けをしているか評価し
た（類似度が低いほど A群と近い）。(表-2) 

 

群 類似度 
B 0.35 
C 2.1 
D 4.25 
表-2 A 群との KP の類似度 

4 考察 
B 群はグループ分けの経験が浅いにもかかわ

らず,KP の選出の仕方が A 群と酷似していた。B
群は MI を用いたグループ分けが行われた探究活
動に支援者として参加しており、これがグループ
分けの経験値に繋がっていたと考えられる。MI
によって組まれた班での探究活動では,個々の能
力や強みが多様なアウトプットとして表出する。
そのアウトプットに支援者として関わる中で,MI
の理論と班活動の実態が結びつき,グループ分け
の熟達に繋がったのではないか。 
5 課題 
 今回の評価方法では計算式のとおり,KP を選
ぶほど類似度が大きくなる可能性が高くなる。足
りない身体・間人間のインテリジェンを補うよう
に二人一組みを KP として配置すること(プロセ
ス①)は,グループ分けのスキルとしては高いは
ずなのに,評価としては悪くなりやすい。このよ
うに,グループ分けの基礎的なスキルを正しく評
価できていない可能性があるため,新たな評価方
法を考える必要がある。そこで自身のグループの
分け方やそれ対する認識の変容を分析した。する
と各班 KP として間人間,身体を満たすのは当然
として,他のインテリジェンスもバランスよく満
たせるように二人目を選んでいることに気づい
た。最初に選出した二人の選び方で評価できるの
ではないかと考える。 
6 今後の展望 
 グループ分けの基礎的なスキルを評価するため
の新たな基準を設定することを目的として,各班
の最初に選出された二人を分析対象とし,新たに
類似度を算出,その妥当性を検討する。 
7 参考文献 

・ガードナー, H.著, (2001) MI:個性を生かす多
重知能理論, 新曜社 

・清水凌平, (2020)ホリスティックな学びを実現
するためのマルチプルインティジェンス理論の
活用・検討,修士論文 

A群 B群 C群 D群 

類似度＝
𝐴𝐴群で３人以上が𝐾𝐾𝐾𝐾とした人物と一致しない数(二人 1組の場合は 0.5として計算)

10(班の数)
 

気象観測装置 Netatomoで使えるソーラーパネルを用いた 

無停電電源装置の開発と実証的研究 

〇十亀美紀１，金子健治２ 

Miki SOGAME，Kenji KANEKO 

武庫川女子大学 

【キーワード】Netatmo，ソーラーパネル、無停電電源装置 

 

１ 目的 
小・中学校繰り返して取り上げている気象に
関する学習にあたっては児童の理解を高めるた
めに１日のデータだけでなく，年間を通した気
温や降水量のデータから学習することが望まし
い。そのため、気象観測装置 Netatomoの活用
が研究されてきた。山上(2019)は Netatmoで得
られるデータがアメダスで得られるデータと比
較して妥当なものであることを明らかにした。
しかし問題点として、100ボルト電源に接続す
る必要があることや、WiFiに接続する必要が
あるため、設置場所が制限されるということが
挙げられた。 
ソーラーパネルを活用して Netatomoとモバ
イル WiFiルーターで使える無停電電源装置を
開発し、実際に使えるかどうかを実証的に明ら
かにすることが本研究の目的である。 
２ 方法 
本研究では、モバイル WiFiルーターとしては、

HUAWEI E5785 を用いた。ソーラーパネルとバッ
テリーの組み合わせは以下の 3つの装置を用いた。 
 ①GW-010H、ALLPOWERS 20A 12V 
 ②SH-TYN-02、ソーラーパネル搭載太陽充電フル
セット 
 ③ suaoki 25w ソーラーチャージャー、
cheeroCanvns CHE-061 
 
 
 
 
 
 
図 1：実験に用いたモバイル WiFiルーターとバ

ッテリー等 
上記の 3つの電源をそれぞれ Netatomoの 
屋内モジュールとモバイル WiFiルーターに接続
し、安定的に観測が計測できるかどうかを検証し
た。検証した期間は、2020年 9月 23日～10月
23 日である。これらの装置の設置場所は、全て
武庫川女子大学学校教育館屋上である。 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
図 2：屋上に設置した実験装置 
 
３ 結果 
 実際に計測した結果を図 3示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3：実際の測定結果 
 ①の装置は、安定的に測定が継続できた。 
 ②の装置は、夜間のみ測定ができた。 
 ③の装置は、②よりは測定できる時間が長い
が、途中で測定が途切れた。 
 
４ 研究のまとめと今後の課題 
 研究の結果、①の装置だけが安定的に測定が
継続できることが分かった。今後は、風力発電の
利用も検討していきたい。 
 
５ 引用文献 
井筒理・川村康文（2014）「学校教育現場での実
践も可能な実用機としての卓上型サボニウス型風
力発電機“IDUTSU-MODEL”の開発」 
山上知香（2019）「Netatomoで得た気象データを
小・中学校理科教育に活用する研究」 
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小学校第 学年「ものの温度と体積」における温度による金属
の収縮の可視化の研究

○手取里紗子 ，金子健治

，

武庫川女子大学， 武庫川女子大学

【キーワード】金属，体積変化，収縮，可視化

．目的
金属が温度変化によって体積が変化することを
理解させるために多くの小学校教科書では 金属
球膨張実験器を使っている。しかし この方法は金
属球の体積変化の様子を視覚的に捉えることがで
きないという欠点がある。また 教科書には金属の
体積変化が水及び空気に比べてとても小さいとい
う記述があるが 確かめるための実験が記載され
ていない。
西村 は 金属が膨張・収縮する部分を観察
するため， デジタル顕微鏡を使用し，膨張・
収縮している様子の観察ができる実験方法を開発
した。西村（ ）は銅棒をガスバーナーで加熱
して，膨張する様子を観察することができたが，
冷やす際に使用した瞬間冷却スプレーでは，収縮
する様子を観察することができなかった。そこで
金属の体積変化の収縮においても視覚的に確認す
ることができる実験方法を明らかにすることが必
要であると考えた。

筆者は，熱膨張率が銅よりも大きいアルミニウ
ムを用いることにより，温度が下がった時に収縮
することも観察することができるのではないかと
考えた。また，より温度を下げる方法として，食
塩と氷，エタノールとドライアイス，液体窒素の
利用ができないかと考えた。

．方法
金属が膨張・収縮する部分を観察するため，

デジタル顕微鏡を使用した。冷やす部分は，円筒
形の水筒を用いた。

図１ 冷却装置と デジタル顕微鏡
また，アルミニウムの丸棒，平棒を使用して，

どちらが観察しやすいか比較した。

． 結果と考察
金属棒は，丸棒と平棒を使用し比較したが，平

棒の方が収縮する様子が分かりやすかった。冷却
する方法は つの方法を試みたが，どの方法でも
収縮する様子を観察することができた。小学校で
も十分可能である，エタノールとドライアイスの
組み合わせによる収縮の様子を図 と図 に示す。

図２ 冷却前 図３ 秒後

図 と図 から，この方法により金属が収縮す
る様子がはっきりと観察できることがわかる。食
塩と氷による方法でも，エタノールとドライアイ
スほどではないが，収縮の様子を観察することは
十分可能であった。

． 今後の課題
今回は，冷却装置の中に金属を入れてから撮影

したが，入れている途中に冷やされ，撮影する前
に収縮してしまった時があった。金属棒を固定し，
後から冷却できる方法を考えることができると，
収縮している様子が撮影できると考える。
．引用文献
１）文部科学省 「小学校学習指導要領 平成

年告示 解說理科編」東洋館出版社
石原章一・鎌田正裕ほか 名 『わくわく
理科 」啓林館

２）西村麻美 「小学校第 学年「ものの温
度と体積」における温度による金属の体積変化
の可視化の研究」『武庫川女子大学文学部教育学
科 金子ゼミ７期生 卒業研究論文集』
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小学校段階におけるプログラミング教材の比較 
○藤高怜菜，金子健治  

Reina FUJITKA，Kenji KANEKO 
武庫川女子大学 

【キーワード】プログラミング教材，micro:bit，scratch，レゴ WeDo2.０，sphero BOLT 
 
1. 問題の所在と研究の目的 

 2020年度から完全実施されている新学習
指導要領では，主体的・対話的で深い学びの
実現に向けた授業改善として情報活用能力の
育成を図るため，プログラミング教育が導入
されている。 
一色・佐藤（2017）は，プログラミング教
材の中から，レゴ社の「EV3」，「WeDo」，
SONY社の「MESH」の3つのプログラミン
グ教材の特徴を整理し，比較している。しか
し，プログラミング教材として学校現場でよ
く使用されている「micro:bit」「scratch」など
の教材は比較対象でなかった。本研究は様々
あるプログラミング教材のうち，初等教育に
おけるプログラミング教育に用いる教材とし
て，様々な観点から最も効果的な教材を明ら
かにし，実際に現場で使用可能な教材を検討
することが目的である。 

2. 方法 
 本研究はビジュアルプログラミング言語
を用いたプログラミング教材「micro:bit」
「scratch」「レゴ  WeDo2.０」「sphero 
BOLT」を使用する。 
 教育学科に所属する学生 14 人に実際に教
材を使用してもらったのち，アンケートを取
った。「micro：bit」を 3人，「scratch」を 3
人，「レゴ WeDo2.０」を 4 人，「sphero 
BOLT」を４人の学生に使用してもらい，そ
れぞれの教材がどの学年のどの教科で実践
するのが適切であるか回答してもらった。 
 
 
 
 
図 1sphero BOLT  図 2micro：bit 
 
 
 
 
図 3レゴ WeDo2.０  図 4scratch 

 
 

 
3. 結果と考察 

 「どの教科が適切か」との問いに対しての
回答を表1に示す。 
 
表１どの教科が適切であるか（複数回答可） 

 
また，「どの学年が適切か」との問いに対し
ての回答は表２に示す。 
表２どの学年が適切であるか（複数回答可） 

 1
年 

2
年 

3
年 

4
年 

5
年 

6
年 

Micro：bit ０ ０ ０ １ ２ ３ 
Scratch ０ ０ ２ ２ ３ ３ 
レ ゴ
WeDo2.０ 

０ ０ ３ ４ ２ １ 

Sphero 
BOLT 

０ ０ ０ ０ ２ ４ 

 
 この結果から，図工や総合の授業での活用
が見込まれる。また，ビジュアルプログラミ
ング言語は中高学年での使用が適していると
考えられる。 

4. 今後の課題 
本研究では大学生 14 人にアンケートを取
った。より多くの人にアンケートを取ること
でこれらのデータを確実なものにすることを
今後の課題とする。 

5. 参考文献 
一色・佐藤（2017）「プログラミング教育にお
ける教材の比較利用に関する一考察」 
file:///C:/Users/%E5%AD%A6%E7%94%9
F/Downloads/AN00257966.68(2).189%20(
4).pdf 

 図
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総
合 

生
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算
数 

理
科 

レ ゴ
WeDo2.０ 

2 ２ １ ０ ０ 

Micro：bit １ ２ ０ ２ ０ 
Scratch ０ ３ ０ ０ １ 
Sphero 
BOLT 

２ ４ ０ ０ ０ 

小学校第 学年「ものの温度と体積」における温度による金属
の収縮の可視化の研究

○手取里紗子 ，金子健治

，

武庫川女子大学， 武庫川女子大学

【キーワード】金属，体積変化，収縮，可視化

．目的
金属が温度変化によって体積が変化することを
理解させるために多くの小学校教科書では 金属
球膨張実験器を使っている。しかし この方法は金
属球の体積変化の様子を視覚的に捉えることがで
きないという欠点がある。また 教科書には金属の
体積変化が水及び空気に比べてとても小さいとい
う記述があるが 確かめるための実験が記載され
ていない。
西村 は 金属が膨張・収縮する部分を観察
するため， デジタル顕微鏡を使用し，膨張・
収縮している様子の観察ができる実験方法を開発
した。西村（ ）は銅棒をガスバーナーで加熱
して，膨張する様子を観察することができたが，
冷やす際に使用した瞬間冷却スプレーでは，収縮
する様子を観察することができなかった。そこで
金属の体積変化の収縮においても視覚的に確認す
ることができる実験方法を明らかにすることが必
要であると考えた。

筆者は，熱膨張率が銅よりも大きいアルミニウ
ムを用いることにより，温度が下がった時に収縮
することも観察することができるのではないかと
考えた。また，より温度を下げる方法として，食
塩と氷，エタノールとドライアイス，液体窒素の
利用ができないかと考えた。

．方法
金属が膨張・収縮する部分を観察するため，

デジタル顕微鏡を使用した。冷やす部分は，円筒
形の水筒を用いた。

図１ 冷却装置と デジタル顕微鏡
また，アルミニウムの丸棒，平棒を使用して，

どちらが観察しやすいか比較した。

． 結果と考察
金属棒は，丸棒と平棒を使用し比較したが，平

棒の方が収縮する様子が分かりやすかった。冷却
する方法は つの方法を試みたが，どの方法でも
収縮する様子を観察することができた。小学校で
も十分可能である，エタノールとドライアイスの
組み合わせによる収縮の様子を図 と図 に示す。

図２ 冷却前 図３ 秒後

図 と図 から，この方法により金属が収縮す
る様子がはっきりと観察できることがわかる。食
塩と氷による方法でも，エタノールとドライアイ
スほどではないが，収縮の様子を観察することは
十分可能であった。

． 今後の課題
今回は，冷却装置の中に金属を入れてから撮影

したが，入れている途中に冷やされ，撮影する前
に収縮してしまった時があった。金属棒を固定し，
後から冷却できる方法を考えることができると，
収縮している様子が撮影できると考える。
．引用文献
１）文部科学省 「小学校学習指導要領 平成

年告示 解說理科編」東洋館出版社
石原章一・鎌田正裕ほか 名 『わくわく
理科 」啓林館

２）西村麻美 「小学校第 学年「ものの温
度と体積」における温度による金属の体積変化
の可視化の研究」『武庫川女子大学文学部教育学
科 金子ゼミ７期生 卒業研究論文集』
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小学校教員志望者の金星の動きと満ち欠け理解の研究 
○立川小夏 1 金子健治 2 

Konatsu TATSUKAWA Kenji KANEKO 
1武庫川女子大学，2武庫川女子大学 

 
【キーワード】金星の動き，金星の満ち欠け，小学校教員志望者 

 
１ 問題の所在と研究の目的 
金星の動きや満ち欠けに関する学習は，中学校

３年生の理科で学習する。一般的に金星の満ち欠
けの学習は図や模型によって行うが，これの理解
は視点移動を伴う空間認識が必要とされるため，
生徒にとって困難であることが先行研究にて述べ
られている(栗原ら，2016)。中学校の学習分野
であるため小学校では金星についての扱いがない
が，夜空の観察や月の満ち欠けを考える活動は小
学校でもあるため，月や星座と異なる動き方を
し，満ち欠けをする金星に関する理解が小学校教
員にも必要である。そのため，本研究では，小学
校教員志望の大学生が金星の動きと満ち欠けにつ
いてどれだけ理解しているか明らかにすることを
目的とした。 

 
２ 方法 
小学校教員志望の大学生に金星の動きと満ち欠

けについての基本的な知識を問うアンケート調査
を行った。１問正解につき１点を与え，満点は
10点である。 

 
3  結果と考察 

 図２より，全問正解者はおらず，平均点は4.9
点，最頻値は 4点であった。中でも金星の見え
る方角と時間帯の問題や，金星の満ち欠けの問題
に間違いが多かった。 
  

 図３と図４から，金星の位置と満ち欠けについ
て正しく理解している小学校教員志望者は大変少
ないことがわかる。 
 
４ 今後の課題 
 調査結果から，小学校教員志望者は金星の動き
や満ち欠けを理解出来ているとは言えないことが
わかったが，今後は効率的な学習方法を検討して
いきたい。 
 
参考文献 
栗原 淳一, 益田 裕充, 濤崎 智佳, 小林 辰至

(2016)「天体の位置関係を作図によって位相
角でとらえさせる指導が満ち欠けの現象を科学
的に説明する能力の育成に与える効果 
―中学校第 3学年「月の満ち欠け」と「金星
の満ち欠け」の学習を事例として―」 
（https://jstage.jst.go.jp/article/sjst/57/1/57_1
5048/_article/-char/ja/… 2020年 2月 19日閲
覧） 

塚田捷,大矢禎一,江口太郎,鈴木盛久ほか 58名
(2015)「未来へ広がるサイエンス3」啓林館
67‐74 

 

図 1 実施した問題の一部 

図 1 得点の分布 

図３ 金星が西の空に見えるのはいつかに対する回答の割合 

図４ 半分に見える金星の位置についての回答の割合 
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大学の理科ゼミ活動に関する考察 

-オンライン授業と対面授業の試みから- 
 

仲井勝巳，Katsumi NAKAI，聖学院大学，大阪総合保育大学大学院博士後期課程 
 

【キ－ワード】理科教育，SDGs，オンライン授業，対面授業，新型コロナウイルス対策 

 
１ 目的 

 2020 年 4 月，新型コロナウイルスの影響で
政府から緊急事態宣言が発表され，多くの大学

では前期授業に関してオンラインでの実施や

対面授業の中止等が展開された。本研究は，新

型コロナウイルスの影響によって，オンライン

授業と対面授業の実施となった A 大学におい

て，理科ゼミ活動に関する考察を目的とした。 
 
２ 方法 

2020年 9月から後期が始まる A大学 2 回生

（12名）を対象とした専門演習（理科ゼミ）で

実施した。対象の学生は，将来小学校教員，幼

稚園教員，保育士（主に子ども園，児童福祉施

設等），教育に関する仕事（企業）等を希望し

ている。授業の事前アンケートを取得し，学生

の理科（科学）に関する意識調査を行い，授業

構成を練った。理科ゼミの大きな目標として，

日常生活を科学することを大切にしている。よ

って，理科に関するテーマ，また学生が興味の

あるテーマ，さらに SDGs に関するテーマを取

り入れた。なお，第 1 回が対面授業，第 2～4

回はオンライン授業であり，学生が意識的に取

り組めるよう,司会進行を任せ,適宜助言を教

員が出す方向に徹底した。第 1～4 回の実施内

容で，主に学生テーマと SDGs テーマに関して

は次の通りである。 

第 1回：自己紹介，SDGsテーマ「1.貧困をな

くそう」，「4.質の高い教育をみんなに」（付

箋を使い KJ法的手法を活用） 

第 2回：学生テーマ「GOTOトラベル」，SDGs

テーマ「2.飢餓を 0に」 

第 3回：学生テーマ「飼ってみたい動物・育

ててみたい植物」，SDGs「3.すべての人に健康

と福祉を」 

第 4回：学生テーマ「小・中学校で受けてき

た理科の授業の中で一番楽しかった，印象に残

っている授業」，SDGsテーマ「5.ジェンダー平

等を実現しよう」 

本研究は，大阪総合保育大学研究倫理委員会

の承認（児保研-30）を得て実施した。 

３ 結果と考察 

事前アンケートでは，12名中 7名の回答を得た。
理科（科学）に興味や関心が，「とてもある」

（2 名），「ある」（5 名）という結果から理

科（科学）に興味のある学生が参加しているこ

とがわかる。その上での対面授業時による話し

合い活動では，学生が興味のある SDGs テーマ

「1.貧困をなくそう」（2名の 1グループ），

「4.質の高い教育をみんなに」（3 名，6 名の

2グループ）で話し合い深めた。 

主体的にグループで話し合ったことを他の

グループに話すことによって，対話的な学びを

展開することで，その学びが学校教育，社会で

の仕事場面に活かされることに学生は気づく

ことができたと考えられる。そのような取り組

みを，第 2～4 回のオンライン授業でも同様に

取り組もうとしたが，対面と同様には難しいと

感じる。テーマに関して順番に考えを発表した

り，コメント欄に打ち込んだり，ホワイトボー

ド機能を使ったりしているが，対面と同様に主

体的，対話的になっているか疑問が残る。 

今後，第 5回以降も学生が主体的，対話的に

話し合いが進むように事前に資料を読み込み，

オンラインの機能を状況に応じて活用し，より

良い理科ゼミになるように取り組みたい。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 1.「4.質の高い教育をみんなに」の討論資料 

 

参考文献 

独立行政法人国際協力機構 JICA地球ひろば，
共につくる私たちの未来，1-48 
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 

小学校教員志望者の金星の動きと満ち欠け理解の研究 
○立川小夏 1 金子健治 2 

Konatsu TATSUKAWA Kenji KANEKO 
1武庫川女子大学，2武庫川女子大学 

 
【キーワード】金星の動き，金星の満ち欠け，小学校教員志望者 

 
１ 問題の所在と研究の目的 
金星の動きや満ち欠けに関する学習は，中学校

３年生の理科で学習する。一般的に金星の満ち欠
けの学習は図や模型によって行うが，これの理解
は視点移動を伴う空間認識が必要とされるため，
生徒にとって困難であることが先行研究にて述べ
られている(栗原ら，2016)。中学校の学習分野
であるため小学校では金星についての扱いがない
が，夜空の観察や月の満ち欠けを考える活動は小
学校でもあるため，月や星座と異なる動き方を
し，満ち欠けをする金星に関する理解が小学校教
員にも必要である。そのため，本研究では，小学
校教員志望の大学生が金星の動きと満ち欠けにつ
いてどれだけ理解しているか明らかにすることを
目的とした。 

 
２ 方法 
小学校教員志望の大学生に金星の動きと満ち欠

けについての基本的な知識を問うアンケート調査
を行った。１問正解につき１点を与え，満点は
10点である。 

 
3  結果と考察 

 図２より，全問正解者はおらず，平均点は4.9
点，最頻値は 4点であった。中でも金星の見え
る方角と時間帯の問題や，金星の満ち欠けの問題
に間違いが多かった。 
  

 図３と図４から，金星の位置と満ち欠けについ
て正しく理解している小学校教員志望者は大変少
ないことがわかる。 
 
４ 今後の課題 
 調査結果から，小学校教員志望者は金星の動き
や満ち欠けを理解出来ているとは言えないことが
わかったが，今後は効率的な学習方法を検討して
いきたい。 
 
参考文献 
栗原 淳一, 益田 裕充, 濤崎 智佳, 小林 辰至

(2016)「天体の位置関係を作図によって位相
角でとらえさせる指導が満ち欠けの現象を科学
的に説明する能力の育成に与える効果 
―中学校第 3学年「月の満ち欠け」と「金星
の満ち欠け」の学習を事例として―」 
（https://jstage.jst.go.jp/article/sjst/57/1/57_1
5048/_article/-char/ja/… 2020年 2月 19日閲
覧） 

塚田捷,大矢禎一,江口太郎,鈴木盛久ほか 58名
(2015)「未来へ広がるサイエンス3」啓林館
67‐74 

 

図 1 実施した問題の一部 

図 1 得点の分布 

図３ 金星が西の空に見えるのはいつかに対する回答の割合 

図４ 半分に見える金星の位置についての回答の割合 
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大学生に見られる理科学習の実態と傾向

小・中学校時代の学びを中心とした考察

○谷哲弥 

大谷大学

【キ－ワード】 学習指導要領，興味関心，４つの領域，理科離れ

標題と本文は１行開けて下さい。本文は，２段組，余白を上下３０ミリ，左右２５ミリとして下さい。

１ 目 的

筆者は、2019年に、小・中・高等学校まで
の理科学習体験アンケートにより、理解度／

関心度／難易度／得手不得手の度合い／好感

度／参加度の 6つの観点で自己評価による調
査を行った。その結果、小・中学校の理科学

習の個々の内容についての関心度を調査し、

理科学習の実態と傾向を把握することにより

理科離れについて考察することを目的とした。

２ 方 法

（１）アンケート対象の学生

A市教育大学教育学部学生の内、初等理科教
育（2020年度）を受講した学生を対象とした。
男子 39名、女子 59名、合計 98名である。回
生毎の内訳は 2回生 91名、3回生 6名、4回生
1 名である。文系理系の区別は、文系 73 名、
理系 25名であった
（２）分析の視点

学習指導要領から小・中学校の内容を抽出

し、一覧表を作成し、○による回答を求めた。

１）興味を持つことができたか否か

つの領域を合わせて、小学校 項目・中

学校 項目を表にして回答を求めた。

２）興味を持った理由について

小学校では、 項目・中学校では、 項目を

複数選択できるようにして、回答を求めた。

３ 結 果

まず，小学校の 4つの領域でそれぞれ次の内
容に興味が高く示された。エネルギー分野－磁

石の性質 22％／粒子分野－燃焼の仕組み 35％
／生命分野－昆虫と植物 33％／地球分野－月
と星の動き 50％。それらの理由は、授業が面
白かったからという回答が 49％を示した 
次に、小学校の 4つの領域でそれぞれ次の内
容には興味が示されなかった。エネルギー分野

－電気の働き 42％／粒子分野－金属空気水と
温度・水溶液の性質ともに 19％／生命分野－

昆虫と植物 21％／地球分野－天気の様子・土
地のつくりと変化ともに 13% 。それらの理由
は、授業が面白くなかったという回答が 42％
を示した。 
第３に、中学校の 4つの領域でそれぞれ次の
内容に興味が高く示された。エネルギー分野－

力学的エネルギー13％／粒子分野－化学変化
（酸化と還元）21％／生命分野－生物と細胞
34％／地球分野－太陽系と恒星 35％。それら
の理由は、授業が面白かったからという回答が

47％を示した 
第４に、中学校の 4つの領域でそれぞれ次の
内容には興味が示されなかった。エネルギー分

野－電流と磁界49％／粒子分野－化学変化（酸
化還元）と水溶液とイオンともに 35%／生命分
野－遺伝の規則性と遺伝子－12％／地球分野
－火山と地震、地層の重なりともに－20% 。
それらの理由は、理論が多くて難しかったとい

う回答が 38％を示した。 
これらの結果から、同じ学習内容でも興味を

持つことができる生徒と、持つことができなか

った生徒が見られるという結果が得られた。

４ 考 察

藤田他（1996）によると、理科嫌いの進行が
指摘されているが、本調査においても、中学進

学を契機に「公式や法則が多くあって難しかっ

た」「授業が面白くなくなったから」「覚える

量が多くなったから」という理由を選択する傾

向が見られた。

５ まとめ

本研究では小学校から中学校進学を契機と

した学習内容の変化が理科嫌いを進行させて

いることが明らかになった。

引用文献

藤田哲雄他（1996）「大学生に見られる小・中
高等学校時代の理科学習の実態と問題点
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国立科学博物館の展示室「親と子のたんけんひろばコンパス」に

おける課題：親子のコミュニケーション促進を事例に 
 

○髙橋あおい，山口悦司，稲垣成哲 
Aoi TAKAHASHI, Etsuji YAMAGUCHI, Shigenori INAGAKI 

神戸大学 
【キ－ワード】科学系博物館，親子のコミュニケーション，国立科学博物館 

 
１ 目 的 
本研究の目的は，国立科学博物館の展示室
「親と子のたんけんひろばコンパス（以下，コ
ンパス）」における課題について，事例的に明
らかにすることである。本稿では，親子のコミ
ュニケーション促進に着目して，コンパスにお
ける課題について述べる。 
２ 方 法 
本研究では，文献調査と面接調査を用いた。
文献調査の対象は，公刊された書籍および論
文，国立科学博物館ホームページ上に公開され
ている情報，並びに，設計図書などの国立科学
博物館が内部保管している資料であった。 
面接調査の対象は，コンパスの運営に携わっ
た国立科学博物館の職員 1名（A氏）であった。
コンパスのオープンは 2015 年 7 月であり，当
該職員は，2016年 4月から 3年間コンパスの運
営に携わっていた。面接調査では，半構造化イ
ンタビューを用いた。実施時期は 2020年 9月，
所要時間は約 80分であった。 
３ 結果・考察 
文献調査および面接調査の結果，カハクのマ
ドの展示について，親子のコミュニケーション
を促進する上での課題があると認識されてい
ることがわかった。カハクのマドとはコンパス
の主要な展示手法の 1つである。以下，本稿で
は，カハクのマドにおける親子のコミュニケー
ション促進とその課題について述べる。 
コンパスは，2015年に国立科学博物館に新設
された未就学世代の科学リテラシー涵養を目
的とした展示室である（小川ら，2015）。展示
室の設計においては，未就学世代の科学リテラ
シーの涵養には保護者との関わりが重要であ
るという理念のもと「当館の資料を用いなが
ら，いかに親子のコミュニケーションを促す
か」ということが検討された。 
カハクのマドは，コンパス内にある大型剥製
標本とすべり台やつり橋といった遊具を組み
合わせた３階建の構造物である（小川，2018）。
カハクのマドにおける親子のコミュニケーシ
ョンを促進する仕掛けとしては，保護者が子ど
もに投げかける言葉をキャプションとして例
示した保護者向け解説（小川ら，2015）がある。
また，展示設計上の工夫として，子ども目線の
方が見つけやすい場所に標本を配置すること
で子どもから保護者への発見の共有を促した
り，親子の身体的な触れ合いを親子のコミュニ
ケーションの１つと位置づけ，高さのあるとこ
ろに標本を配置することで，標本を見るため

に，保護者が子どもを抱き上げるといった親子
のコミュニケーションを促進したりするとい
う点（小川，2017）が挙げられる。 
面接調査の中で A氏は，カハクのマドは親子
が一緒に標本を見たり探したりことを前提に，
親子のコミュニケーションを促進する工夫を
行っているにも関わらず，保護者が子どもと一
緒に中に入らず外で待っているケースがあり，
課題だと感じたと述べている。保護者がカハク
のマドの中に入らない理由の 1 つについて，A
氏はカハクのマドが大人には入りにくい大き
さだからであると，表 1のように文書で回答し
ている。面接調査の中で，A氏は運営に携わっ
ていた当時，入室前のアナウンスを改善するこ
とで，コンパスは親子のコミュニケーションを
する場所であるということと，全ての展示は保
護者も子どもも入ったり触ったりできるとい
うことを伝え，親子で一緒に体験することを促
したと述べている。 
今回の結果は，運営に携わった職員 1名によ
る評価である。今後，運営に携わったことのあ
る職員複数名に調査を行うとともに，設計で意
図された親子のコミュニケーションがどこで，
どの程度発生しているのかについて，客観的な
評価を行う必要がある。 
 
表 1 カハクのマドにおける親子のコミュニケーション

促進に関する課題（文書による回答） 

「カハクのマド」は大人が入りにくい大きさのた
め，距離が生まれてしまい，コミュニケーション
が阻害されるケースがあると感じる（共通体験が
出来ない）。 

 
附記 
本研究の一部は JSPS 科研費 18H03660 の助成を受け

ている。 
引用文献 
小川達也（2017）「私たちの身の回りになるサイエン
スコミュニケーション（1.1 科学を楽しむコミュニケ
ーション活動：「親と子のたんけんひろばコンパ
ス」）」国立科学博物館編『科学を伝え，社会とつ
なぐ サイエンスコミュニケーションのはじめか
た』丸善出版株式会社，10-14. 

小川達也（2018）「博物館における親子のコミュニケ
ーションを通じた未就学児の科学リテラシーの涵養
について」『博物館研究』53，9，10-13. 

小川義和・久保晃一・神島智美・岩崎誠司・有田寛之・
田辺玲奈・倉持利明（2015）「自然史標本を活用し
た博物館における未就学児を対象とした展示の開
発」『日本科学教育学会年会論文集』39，280-281. 
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１ 目 的

筆者は、2019年に、小・中・高等学校まで
の理科学習体験アンケートにより、理解度／

関心度／難易度／得手不得手の度合い／好感

度／参加度の 6つの観点で自己評価による調
査を行った。その結果、小・中学校の理科学

習の個々の内容についての関心度を調査し、

理科学習の実態と傾向を把握することにより

理科離れについて考察することを目的とした。

２ 方 法

（１）アンケート対象の学生

A市教育大学教育学部学生の内、初等理科教
育（2020年度）を受講した学生を対象とした。
男子 39名、女子 59名、合計 98名である。回
生毎の内訳は 2回生 91名、3回生 6名、4回生
1 名である。文系理系の区別は、文系 73 名、
理系 25名であった
（２）分析の視点

学習指導要領から小・中学校の内容を抽出

し、一覧表を作成し、○による回答を求めた。

１）興味を持つことができたか否か

つの領域を合わせて、小学校 項目・中

学校 項目を表にして回答を求めた。

２）興味を持った理由について

小学校では、 項目・中学校では、 項目を

複数選択できるようにして、回答を求めた。

３ 結 果

まず，小学校の 4つの領域でそれぞれ次の内
容に興味が高く示された。エネルギー分野－磁

石の性質 22％／粒子分野－燃焼の仕組み 35％
／生命分野－昆虫と植物 33％／地球分野－月
と星の動き 50％。それらの理由は、授業が面
白かったからという回答が 49％を示した 
次に、小学校の 4つの領域でそれぞれ次の内
容には興味が示されなかった。エネルギー分野

－電気の働き 42％／粒子分野－金属空気水と
温度・水溶液の性質ともに 19％／生命分野－

昆虫と植物 21％／地球分野－天気の様子・土
地のつくりと変化ともに 13% 。それらの理由
は、授業が面白くなかったという回答が 42％
を示した。 
第３に、中学校の 4つの領域でそれぞれ次の
内容に興味が高く示された。エネルギー分野－

力学的エネルギー13％／粒子分野－化学変化
（酸化と還元）21％／生命分野－生物と細胞
34％／地球分野－太陽系と恒星 35％。それら
の理由は、授業が面白かったからという回答が

47％を示した 
第４に、中学校の 4つの領域でそれぞれ次の
内容には興味が示されなかった。エネルギー分

野－電流と磁界49％／粒子分野－化学変化（酸
化還元）と水溶液とイオンともに 35%／生命分
野－遺伝の規則性と遺伝子－12％／地球分野
－火山と地震、地層の重なりともに－20% 。
それらの理由は、理論が多くて難しかったとい

う回答が 38％を示した。 
これらの結果から、同じ学習内容でも興味を

持つことができる生徒と、持つことができなか

った生徒が見られるという結果が得られた。

４ 考 察

藤田他（1996）によると、理科嫌いの進行が
指摘されているが、本調査においても、中学進

学を契機に「公式や法則が多くあって難しかっ

た」「授業が面白くなくなったから」「覚える

量が多くなったから」という理由を選択する傾

向が見られた。

５ まとめ

本研究では小学校から中学校進学を契機と

した学習内容の変化が理科嫌いを進行させて

いることが明らかになった。

引用文献
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エネルギー環境をテーマとした探究学習の開発と実践  
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【キ－ワード】 環境 再生可能エネルギー 電気 身近 
 
１ はじめに 

 筆者は, 幼少期から自然に親しんできた。環

境問題については, 小学生の頃に興味があっ

た日本史を通じて知った。かけがえのない地球

の自然を守るため, 貢献したいと考えた中で, 

環境問題に科学が深く関与していると思った。

そのため大学では応用化学を専攻した。しか

し, 化学を深める中で環境問題が「身近」では

なく, むしろ自身にはとても「遠く」に感じら

れた。 

 そこで本研究は, 環境問題を「身近」に位置

付けるために様々な実験を通して, もたらす

環境問題と自身の関係の変化について考察し,

環境に関する学習を探りたいと考えている。 

２ 研究の経過 

数値から明白な結果が得られるエネルギー

の視点から太陽熱による加熱及び色素増感電

池について実験を行った。これらのエネルギー

を数値化し比較した。以下では容器,電池を作

成し, それぞれの吸収量・効率を高めるために

容器,電池の最善を探った経過を示した。 

（1）太陽熱による加熱 

①容器を光の吸収を多く得るために,表面積

が広いことや加工しやすいことからガラス製

の試験管を選んだ。 

②黒色が光吸収に有利と考え, 塗装した試

験管や,光を集めるためにザルの内側をアルミ

ホイルで覆い,ザル内に置いた試験管など,そ

れぞれの試験管に水道水を加え,建物の屋上に

おいて温度変化を計測した。(図１) 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 空気・水道水の晴天下の温度変化 

(2020年 7月 21日 12時 45分～13時 45分) 

 黒色に塗装しザル内に置いた試験管で最高

温度 66.5 ℃に達し,55分で 40.0 ℃上昇した。

温度変化と熱量の式から, 9.8 kJと計算され

た(試験管の熱容量は実測値 32.17 J/℃)。ま

た図１から,空気と水の温まり方の違い,初期

の温度上昇度が高いことや太陽の光の強さに

は揺らぎが存在することなどが挙げられた。 

（2）色素増感太陽電池 

色素から光を吸収し,身近にあるものから作

成できる電池である。 

① 導電性ガラス(3×4 cm,アズワン製)の導電

側表面にチタンペースト(二酸化チタン,お酢,

洗濯のり)を両端以外に薄くのばし, 230℃で

30 分加熱した。そして冷却後, 市販のブドウ

ジュース(濃縮還元,果汁100％)の中に浸した。

その後水洗いし,乾燥させた。 

② 導電性ガラス(同上)を鉛筆(HB)を導電側表

面にこすりつけた。 

③ ①で作成したガラスに,電解質溶液(エチレ

ングリコール,ヨウ化カリウム,ヨウ素)を１,

２滴たらし,②で作成したガラスを端を少しず

らして被せた。 

 

 

 

 図２ 作成した太陽電池 

室内でテスター(CUSTOM 製)を用いて測定し, 

0.4 V, 0.01 mAであった。 

 部屋の照明を消灯し,3分後に 0.38 V, 0.007 

mAといった値の低下が見られた。 

３ 今後の展望 

 試験管は, 塗装の他に様々な材質を検討す
ることや光をより集めるために, ザルから改
良, 熱が逃げないようにする工夫を試行錯誤
する。また太陽電池は, ペーストの塗り方や色
素, 鉛筆の濃さを変えての比較, 晴天下での測
定, 照度計の値との比較などを通し, 性能を向
上させる方法を探る。そしてエネルギーの比較

を行うこと, また他の発電方法を自らの手で
改良することで, 環境問題の自身の中での変
化について考察する。 
参考文献 
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ゼラチンづくり及びグミづくりとその教材化

〇安田 圭佑 , 村上 忠幸 
YASUDA Keisuke , MURAKAMI Tadayuki 

京都教育大学大学院教育学研究科 
【キーワード】豚足，豚骨，ゼラチン，グミ 

 
1．はじめに 
私はグミが好物である。しかしこれまでグミを

作ったがなく，その弾力，製法，材料について考

えてみると，不可解な点が多くあった。また，グ

ミの材料の1つにゼラチンがあることは聞いたこ

とがあるが，実際にゼラチンを用いて料理などを

したことはなく，その原料や精製方法について知

り得なかった。そこで，ゼラチンを私自らの手で

抽出して作り，そのゼラチンを用いてグミ作りを

行うことで，ゼラチン及びグミに対する自分自身

の理解・興味を深めていくこと，またそのプロセ

スを教材化することを研究の目的とした。 
2．実験方法 
これまでの研究では豚足を熱水で茹でてゼラチ

ンの抽出を試みた。しかし豚足の質量に対しての

抽出量が少なく，ゼラチンの抽出方法を改めたい

と考えた。ゼラチンは豚皮や豚骨から抽出される

いう鈴木(2004)の主張を踏まえ，豚足・豚皮と豚

骨を取り分けてそれぞれゼラチンの抽出を行った。 
(1) 豚皮及び豚骨の前処理 
豚足 1個(375.0g)から皮(121.1g)，骨(152.0g)を

取り分けた。骨はハンマーやミキサーを用いて粉

砕し，水を加えてから上澄みを捨てた。これを 4
回繰り返してろ過・乾燥させ，n-ヘキサン 400ml
を加えて脱脂した。また，皮はミキサーを用いて

粉砕し，水を加えて上澄みを捨てて脱脂した。 
(2) 豚骨と豚皮からのゼラチンの抽出 
処理後，豚骨(75.0g)と豚皮(32.4g)をそれぞれ沸

騰した 400mlの湯に加えて 20分間茹でた。ろ過

後，減圧蒸留し，それぞれの固形物（抽出物）を

湯で溶かして 20.0g/L に調整した。ゲル化後表面

破断力を 5回平均で求めて比較した。 
3．結果 
豚骨及び豚皮の煮汁から得られた残留物の質量

はそれぞれ 1.6g，0.4gであった。 
豚皮から抽出した固形物の水溶液はゲル化しな

かった。豚骨から抽出した残留物の水溶液はゲル

化し，表面破断力は0.04 kgw/㎠であった。 
4．考察 
豚皮から抽出した固形物がゲル化しなかった原

因は，抽出物のゼラチンの含有量が少なくゼラチ

ンそのものの濃度が低かったと考えられる。 
豚足1個から得られた固形物を濃度20g/Lとし

た水溶液のゲルの表面破断力は 0.06 kgw/㎠であ

った (安田，2020)。これより，豚骨から得た抽出

物はゼラチンの含有量が少ないと考えられる。ま

た，ゼラチンの濃度が薄かったために硬くならな

かったと考えられる。 
また，豚骨及び豚皮から抽出できた固形物の質

量と，各材料の全体量に対する収率を比較したと

ころ表 1の通りであった。 
表 1 残留物の質量と収率 

材料 質量(g) 固形物の質量(g) 収率(%) 
豚骨 152.0 1.6 1.052 
豚皮 121.1 0.4 0.033 
豚足1個を茹でることで得られた固形物の質量

は 1.0g，豚足の質量 373.0gであり(安田，2020)，
豚足の質量に対する固形物の収率は 0.026％であ

ったことより，豚足 1個を用いるよりも豚骨・豚

皮に分解した方が収率高くなると考えられる。し

かしゲルが十分に固まらなかったことから，豚皮

と豚骨から抽出した抽出物のゼラチンの含有量は

少ないと考えられる。 
5．今後の展望 
今後は豚足の質量やゼラチンの濃度を変更して，

より硬いゲルを作る。また，教材化としてゼラチ

ンの抽出を行いグミづくりにいたるプロセスの開

発を目指す。そのために効率よくゼラチンを回収

する方法を検討するため，ゼラチンの収率が良い

他の食材がないか検討する。 
6．参考文献 
[1]村上忠幸(1995) 吸水性高分子化合物の教材

化―寒天のゲル化 日本化学会第 69 春季大会講

演予稿集p.539 
[2]鈴木啓仁(2004) ゼラチンの原料と製造及び

その特性 日本写真学会誌67巻 4号p.379-385 
[3]飯尾尚子(1969) 調理科学研究計器について

(Ⅰ)―カードメーターによる測定記録曲線の解析

― 調理科学 2巻 1号p.54－60 
[4] 安田圭佑(2020) 豚足からのゼラチンの抽出

とグミ作り 日本理科教育学会全国大会発表論文

集第 18号p.352 
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【キ－ワード】 環境 再生可能エネルギー 電気 身近 
 
１ はじめに 

 筆者は, 幼少期から自然に親しんできた。環

境問題については, 小学生の頃に興味があっ

た日本史を通じて知った。かけがえのない地球

の自然を守るため, 貢献したいと考えた中で, 

環境問題に科学が深く関与していると思った。

そのため大学では応用化学を専攻した。しか

し, 化学を深める中で環境問題が「身近」では

なく, むしろ自身にはとても「遠く」に感じら

れた。 

 そこで本研究は, 環境問題を「身近」に位置

付けるために様々な実験を通して, もたらす

環境問題と自身の関係の変化について考察し,

環境に関する学習を探りたいと考えている。 

２ 研究の経過 

数値から明白な結果が得られるエネルギー

の視点から太陽熱による加熱及び色素増感電

池について実験を行った。これらのエネルギー

を数値化し比較した。以下では容器,電池を作

成し, それぞれの吸収量・効率を高めるために

容器,電池の最善を探った経過を示した。 

（1）太陽熱による加熱 

①容器を光の吸収を多く得るために,表面積

が広いことや加工しやすいことからガラス製

の試験管を選んだ。 

②黒色が光吸収に有利と考え, 塗装した試

験管や,光を集めるためにザルの内側をアルミ

ホイルで覆い,ザル内に置いた試験管など,そ

れぞれの試験管に水道水を加え,建物の屋上に

おいて温度変化を計測した。(図１) 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 空気・水道水の晴天下の温度変化 

(2020年 7月 21日 12時 45分～13時 45分) 

 黒色に塗装しザル内に置いた試験管で最高

温度 66.5 ℃に達し,55分で 40.0 ℃上昇した。

温度変化と熱量の式から, 9.8 kJと計算され

た(試験管の熱容量は実測値 32.17 J/℃)。ま

た図１から,空気と水の温まり方の違い,初期

の温度上昇度が高いことや太陽の光の強さに

は揺らぎが存在することなどが挙げられた。 

（2）色素増感太陽電池 

色素から光を吸収し,身近にあるものから作

成できる電池である。 

① 導電性ガラス(3×4 cm,アズワン製)の導電

側表面にチタンペースト(二酸化チタン,お酢,

洗濯のり)を両端以外に薄くのばし, 230℃で

30 分加熱した。そして冷却後, 市販のブドウ

ジュース(濃縮還元,果汁100％)の中に浸した。

その後水洗いし,乾燥させた。 

② 導電性ガラス(同上)を鉛筆(HB)を導電側表

面にこすりつけた。 

③ ①で作成したガラスに,電解質溶液(エチレ

ングリコール,ヨウ化カリウム,ヨウ素)を１,

２滴たらし,②で作成したガラスを端を少しず

らして被せた。 

 

 

 

 図２ 作成した太陽電池 

室内でテスター(CUSTOM 製)を用いて測定し, 

0.4 V, 0.01 mAであった。 

 部屋の照明を消灯し,3分後に 0.38 V, 0.007 

mAといった値の低下が見られた。 

３ 今後の展望 

 試験管は, 塗装の他に様々な材質を検討す
ることや光をより集めるために, ザルから改
良, 熱が逃げないようにする工夫を試行錯誤
する。また太陽電池は, ペーストの塗り方や色
素, 鉛筆の濃さを変えての比較, 晴天下での測
定, 照度計の値との比較などを通し, 性能を向
上させる方法を探る。そしてエネルギーの比較

を行うこと, また他の発電方法を自らの手で
改良することで, 環境問題の自身の中での変
化について考察する。 
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ノリを題材とした理科教材の可能性を探る 
～現地調査を通して～ 

 
○小川響平，村上忠幸 

Kyohei OGAWA，Tadayuki MURAKAMI 

京都教育大学 

【キーワード】ノリ，探究，地域教材 

 

１ 目 的 

海苔は，筆者が生まれ育った徳島県のソウル

フードの一つであり，馴染み深い存在である。

しかし，ノリは筆者にとって身近であるにも関

わらず，はノリの生態や育て方，製品になるま

での過程を知らなかった。このようなノリに対

して，不思議さを感じるとともに，ノリについ

てもっと知りたいと思うようになった。そこで，

ノリ養殖の現地調査を行い，ノリの生態や「ノ

リづくり」について調査を行った。 

また筆者は，京都教育大学の「理科教材論実

験」において，身近なものや事象を探究する経

験をした。この経験がきっかけとなり，筆者が

これまで当たり前のように触れてきた海苔に

ついて見つめ直す原動力となった。そして，教

育において海苔を活用する方略を探りたいと

考えた。 

よって，現地調査等からノリの生態やノリづ

くりを探ること，およびそれを理科教育に生か

す可能性を探ることを本研究の目的とした。 

２ ノリの生活環 

 野田¹によると，スサビノリの生活環は，図

１のようになっている。 

 
図１ スサビノリの生活環 

春に成熟した葉体から出た果胞子が夏,秋を

通して成長し,冬に葉状体に育つ。 

 

３ ノリ（市販品）の観察 

以下の手順で，ノリ(市販品)の観察を行った。 

① ノリをそれぞれ 2cm×2cmに切り取った。 

② 水につけて 2日間放置した。 

③ 顕微鏡(100 倍)で観察した。 

結果を表に示した。 

表 ノリ(市販品)の観察記録 

 種 別 密度 色 

ノリ A(A 社) 味付 (基準) 黄緑 

ノリ B(B 社) 味付 やや低 緑 

ノリ C(C 社) 味付 同じ 黄緑 

ノリ D(D 社) 干し 低い 褐緑 

ノリ E(D 社) おにぎり用 同じ 緑 

ノリ F(C 社) おにぎり用 同じ 緑 

ノリ A，B は一番摘みのノリであり，ノリの密

度は比較的高くなっていた一方，味付海苔であ

るため調味料等が入り，色がやや褐色に近いも

のもあった。 

４ ノリ養殖の調査 

 以下のように，現地調査を行った。 

① 日時 2020 年 10月 9日午前 7時～10時 

② 場所 坊勢島（兵庫県姫路市） 

③ 記録方法 ビデオカメラによる撮影および

現地スタッフからの聞き取り 

④ 観察内容 水車に巻かれている糸の一部

(約 10cm)を切り取り，顕微鏡で様子を観察し

た。その後，顕微鏡で観察できる胞子の数によ

って，どのくらい巻き取るかを放送で伝え、図

２のように海水につけて殻胞子を採取した。 

 
図２ 殻胞子の採取のようす 

この工程は，図１の貝から殻胞子を採取する段

階に相当する。 

５ 教材化の可能性 

 市販品のノリの観察は，入手のしやすさから

教材化が可能だと考えた。今後は市販品の分析

を進め，他の過程の現地調査をし，ノリの生態

や製作過程が理解できる地域教材にしたい。 

引用文献 
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生物基礎における血球起源論争史を扱った 教材の開発
〇本多貴之 ，谷川広一 ，石川聡子

大阪教育大学教職大学院 ，大阪市立都島工業高等学校
【キーワード】 生物基礎，血球起源，科学史，科学の本質（ ）

１ 目的
「科学の本質（以後 ）」は，科学知識の暫定

的性質や理論負荷性などの科学の性質に関する学
問領域であると同時に科学教育における学習内容
の一部でもある。 についての学習は 世紀
初頭からその重要性が指摘されているものの，「他
のアジア諸国（中国，台湾，韓国）とは対照的に，
日本では未だ学習指導要領に導入されていない」
）。 の学習には，歴史的，社会的，探究的の各
アプローチがあるが、本研究では，血球起源につ
いての科学史を活用し， について学習するた
めの教材を開発した。
２ 教材の概要
高校 年生向けの生物基礎の単元生物の体内環

境をもとに血球起源論争史を含めた全 時間の教
材を開発した（表１）。
表１ 血球起源論争史を活用した 教材

時間目： ，血球の概要
時間目：赤血球，血小板の機能
時間目：体液循環， （対照群）
時間目：血球起源論争史， （実験群）
時間目：腎臓の機能
時間目：肝臓の機能
血球の起源は， 年代に と

の研究を端緒に造血幹細胞から各血球が分化する
一元論に集約された。しかし，造血幹細胞の存在
が明らかとなるまでは様々な論争が展開されてい
た。 は，各血球は同一細胞から細胞分裂
によって発生すると主張し（多元論）， は，
骨髄芽球を発見し，顆粒球をリンパ球から分離し
た（二元論）。その後， は単

球白血病を提唱し，骨髄性白血病とリンパ性白血
病とは異なった独立疾患と主張した 三元論 。こ
れに対して， は各血球が同
一の細胞から派生する説を提唱した 一元論 。こ
れらの論争には，網内系学説の思想と解釈が組み
込まれ，議論は複雑化した。
３ 効果測定の指標
調査には， の理解度を測定するために

ら （ ） が 開 発 し た

（以後 ）を用いる ）。 は の テ
ーマを対象とするが，以下に本教材で活用する各
テーマ及びテスト項目例を示す。（ ）観察と解釈：
複数の科学者が同じ事象を観察したとき事象が異
なって見えることがあるが、これは，それぞれの
科学者の持つ知識が影響を及ぼすことがあるため
である。（ ）科学の暫定的性質：複数の科学者は，
同じ事象を観察してもその解釈が異なることがあ
る。
参考文献
１）岡本紗知．日本の大学生は「科学の本質」を
適切に理解しているか．日本科学教育学会研究会
研究報告． ， ．
）
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た。その後，顕微鏡で観察できる胞子の数によ

って，どのくらい巻き取るかを放送で伝え、図

２のように海水につけて殻胞子を採取した。 
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探究力と発達段階の関係

－知育菓子を通して探究力とは何かを探る－
○正司園 美音, 村上 忠幸

京都教育大学

【キ－ワード】 知育菓子 探究学習 探究力

１ は じ め に

筆者は,ボランティアや教育実習を通して,
様々な年齢の子どもと関わってきた。その中

で,探究学習をしたときに,年齢による振る舞い

の違いを感じていた。また,京都教育大学の「理

科教材論実験」や,村上による高校生に向けた

探究授業においても,生徒や学生の中で考え方

等に違いが見られ ,探究力を探りたいと考え

た。自分は教職に就いた時,発達段階を考慮し

た探究の支援を出来るようになりたい。そこ

で,探究力と発達段階の関係を探る必要がある

と感じ,そのために,知育菓子に着目した。 
筆者は幼いころから知育菓子が好きであっ

た。知育菓子は,手軽に入手でき,科学の実験の

ような操作を通じて様々な不思議に触れるこ

とができるからである。知育菓子に隠された

様々な不思議を探究し,それを通じて探究力と

いうことを探りたい。 
２ 方 法

（１）収集した知育菓子

①ケミカル系： 種（ねるねるねるね のびふわ

ねるねる等）

②実験系： 種（ふしぎはっけん のびのびスラ

イム 復活恐竜グミ等）

③オリジナル系： 種（カラフルピース おえか

きグミランド ねりきゃんランド等）

④調理系： 種（ポッピンクッキン くるくる

たこやき たのしいおすしやさん等）

（２）方法

①マインドマップの作成 疑問の抽出

自分の知育菓子に対する認識を整理するた

め 知育菓子に対する疑問や単語を書き出し

た。また 出てきた疑問や単語の中で 自分が深

めたいと興味を抱いたものを抜き出した。

②知育菓子づくり

知育菓子をものづくりの発想で作成した。そ

の際 疑問や発見をポートフォリオ化した。

③調査

出てきた疑問について 調査した。

３ 結 果 と 考 察
（１）湧き出た疑問
・知育菓子の楽しさはどこにあるのか
・知育とは何か
・子どもが夢中になる理由はなにか
・何歳から知育菓子を楽しいと感じるのか
・知育菓子と料理の違いはなにか等
（２）自身の省察
①マインドマップの作成を通して
知育菓子に関連する疑問等が湧き出た。

②知育菓子の作成を通して
目の前の事象を当たり前だと考えず不思議

に思うこと 自分の抱いた疑問に対してどのよ
うにしたら立証されるのかという方法を考え
ることに難しさを感じた。
③これらからの考察
村上の行う探究プロセス 村上 におい

ても 現象を不思議だと捉えられない人 仮説
検証ための実験方法を考えられない人が存在
していたことに気づき これらが発達段階との
関係につながるのではないかと考える。
４ ま と め

知育菓子の疑問を探る経験から 探究力は目
の前の事象を当たり前だと考えず不思議に思
うこと 自分の抱いた疑問に対しての立証方法
を考えることの つが存在すると考えた。ま
た これらは知識などの認知能力を必要としな
い探究学習においても同様に個人によって差
が見られたため これらが探究学習における発
達段階と関係していると考える。
５ 今 後 の 展 望

様々な年齢や発達段階に応じた探究学習の
様子を調査していく中で 探究学習における発
達段階との関係を考察する。また 知育菓子の
探究を続けていく中で探究力を調べていく。
６ 参 考 文 献
・村上忠幸（ ）新しい時代の理科教育への
一考察．京都教育大学教育実践研究紀要 第
号 ．
・ 「ねるね研究室」

日本理科教育学会近畿支部大会発表論文集 2020 年度 （2020）

－ 34 －



リフレクションシートを活用した省察方法の検討 

〇古谷朋也 1，村上忠幸 2 

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

【キーワード】 省察，8 つの窓，探究活動 
 
1 はじめに 

筆者は，幼少期から“自己について振り返る”
ことに苦手意識があった。自己を振り返ると失
敗した自分や行為ばかりに目が向く傾向にあ
った。そのため，不出来な自分と常に向き合う
ことになり，辛い思いをした経験があった。こ
の経験から，振り返ることに対して否定的な印
象を⾧きにわたって持ち続けていた。 

大学生時に村上が行う自由度の高い協働的
な探究学習(村上，2020)において省察を経験し，
振り返る行為の印象が変化した。省察により，
自分では気づけなかった自身の強みや活動へ
の貢献度を強く実感できた。また，学習や活動
の結果だけでなく，それらの過程からも学びに
繋げることができる省察に魅力と可能性を感
じた。筆者は,多様な省察方法を経験し,その記
録をノートにまとめてきた。多様な省察方法の
中から特に「8 つの窓」(坂田他,2019)を活用し
た省察に興味を持ち,内容に合わせて活用して
きた。これにより,潜在的にある自身の思考や
感情を引き出すことができ,新しい気づきを得
ることができた。また,探究学習の省察に活用
したいと考えた。一方で，8 つの窓は，潜在的
にある自己を項目に沿って書き表すことが難
しい箇所があった。そのため,探究学習の省察
で効果を十分に発揮できないと推察された。 

そこで，本研究では，筆者の経験した探究学
習や省察の記録を基に潜在的な自己を書き表
しやすく改善した省察の検討を目的とし，筆者
が考案した「積み木の探究」にて省察を行った。 
２ 省察方法の開発 
(1)8 つの窓を用いた省察の課題 
 8 つの窓では，メンバー間のある一場面にお
ける行動，思考，感情，望みを記述する。これ
により，各項目の一致・不一致を自覚し，振り
返ることができる。しかし，潜在的な意識にあ
る“望み”は，記述者が自覚して言葉に表すこと
が難しく記述が困難である。また,探究学習の
省察において,記述の困難さから自己の内面を
整理することが難しい。 
(2) リフレクションシートの作成 
 筆者の経験してきた探究学習や省察の記録
を基に,書き出す内容をより明確化できるよう
に“試したこと”，“困ったこと・悩んだこと”，
“考えたこと・感じたこと”，“気づいたこと”の
項目を設定し，以下の表に記述内容をそれぞれ
示した。これにより,探究時における自己の整
理が容易になるように改善した。 

表 リフレクションシートの項目と記述内容 
項目 記述内容 

試したこと 活動時中に実際にしたこと 

困ったこと 
悩んだこと 

活動時に生まれた課題 

考えたこと 
感じたこと 

活動中に自分で考えて感じ
たこと 

気づいたこと 全体を通して気づいたこと 
a 

図 リフレクションシート 
(3) リフレクションシート記述方法 

①“試したこと”から順に書かせた。 
②“困ったこと・悩んだこと”で改善して行った
ことは再度“試したこと”の欄に書かせた。 
③活動内容だけでなく，活動時の自分やメン
バーに対しても“気づいたこと”を書かせた。 

※項目に適した記述内容を当てはめるために，
付箋を用いて記述させた。 

３ 積み木の探究 
【目的】積み方を工夫して積み木を高く積む。 
【日時】令和 2 年 10 月 12 日(月) 
【対象】京都教育大学大学院教育学研究科  

3 名(筆者を含む 1~2 名の 2 班編成) 
【準備物】積み木(自作,1.9×2.5×8.9cm)約
500 個，メジャー(高さを記録するため) 
４ リフレクションシートを用いた省察 
(1)分析方法 
 各項目に相当数の記述がなされているかを
確認し，リフレクションシートの書きやすさと
効果について分析を行った。 
(2)結果と考察 
  “気づいたこと”に活動内容やメンバーに対
する記述が見られたが，自分に対する記述は全
く見られなかった。これより,本研究で用いた
省察では,気づきの対象に偏りが生じているこ
とが見出された。 
５ 今後の展望 
 調査対象者を増やして,気づきの対象が偏っ
た原因を探り,リフレクションシートの改善に
取り組む。 
参考文献 
[1] 村上忠幸(2020)『「深い学び」を実現する
ための探究学習とは(3)』教職キャリア高度化
センター教育実践研究紀要 第 2 号 
[2] 坂田哲人他(2019)『リフレクション入門』株
式会社学文社 
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めたいと興味を抱いたものを抜き出した。

②知育菓子づくり

知育菓子をものづくりの発想で作成した。そ

の際 疑問や発見をポートフォリオ化した。

③調査

出てきた疑問について 調査した。

３ 結 果 と 考 察
（１）湧き出た疑問
・知育菓子の楽しさはどこにあるのか
・知育とは何か
・子どもが夢中になる理由はなにか
・何歳から知育菓子を楽しいと感じるのか
・知育菓子と料理の違いはなにか等
（２）自身の省察
①マインドマップの作成を通して
知育菓子に関連する疑問等が湧き出た。

②知育菓子の作成を通して
目の前の事象を当たり前だと考えず不思議

に思うこと 自分の抱いた疑問に対してどのよ
うにしたら立証されるのかという方法を考え
ることに難しさを感じた。
③これらからの考察
村上の行う探究プロセス 村上 におい

ても 現象を不思議だと捉えられない人 仮説
検証ための実験方法を考えられない人が存在
していたことに気づき これらが発達段階との
関係につながるのではないかと考える。
４ ま と め

知育菓子の疑問を探る経験から 探究力は目
の前の事象を当たり前だと考えず不思議に思
うこと 自分の抱いた疑問に対しての立証方法
を考えることの つが存在すると考えた。ま
た これらは知識などの認知能力を必要としな
い探究学習においても同様に個人によって差
が見られたため これらが探究学習における発
達段階と関係していると考える。
５ 今 後 の 展 望

様々な年齢や発達段階に応じた探究学習の
様子を調査していく中で 探究学習における発
達段階との関係を考察する。また 知育菓子の
探究を続けていく中で探究力を調べていく。
６ 参 考 文 献
・村上忠幸（ ）新しい時代の理科教育への
一考察．京都教育大学教育実践研究紀要 第
号 ．
・ 「ねるね研究室」
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モチづくりをテーマとした探究プロセスの開発と実践 
○中西 美友，村上 忠幸 

Miyu NAKANISHI, Tadayuki MURAKAMI 

京都教育大学 

【キ－ワード】 モチ，餅つき，探究，プロセス開発 
 
１．はじめに 
筆者は，モチが大好物で，モチ特有の弾力の

ある食感や素朴な味に魅力を感じている。研究
を始めるにあたって，モチについて何かを調べ
たいと思った。ただ，モチの製法については，
「糯米(もちごめ)を蒸して搗(つ)く」といった
程度の知識しかなく，自分自身のモチに対する
様々な深まりを探究プロセスにしたいと考え
た。まず始めに，自身のモチに対する素朴概念
に基づいてモチづくりを行ってみたところ，う
まくいかず，モチづくりには様々な要素が絡ん
でいることを実感した。 
そこで本研究では，モチづくりをテーマに，

例えば「蒸す」や「搗く」などの過程を経て，
糯米がモチに変化する現象を探究する。また，
モチに対する自らの学びの深まりを考察する
とともに，探究プロセスの開発を目指す。 
２．研究の経過  
 研究の経過について，(1)～(4)に示した。 
 (1) 糯米とうるち米の比較 
 糯米 50gとうるち米 50gをそれぞれ水 100ml
に１時間つけ，比較・観察を行った。 観察結
果を以下の表に示した。 

 糯米 うるち米 

水につける前

のようす 

白濁色で，うる

ち米よりも一回

り小さい。 

半透明で，糯米

より一回り大

きい。 

水につけた後

のようす 

薄橙色で，うる

ち米とほぼ同じ

大きさ。 

白濁色で，大き

さの変化は見

られない。 

（2）糯米を使ったモチづくり 
 糯米 1合（150g）を洗い，2時間水につけた。
その後，蒸し器で 1時間蒸し，木製ののばし棒
と陶器の椀を用いてモチづくりを行った。結果
を以下の表に示した。 

弾力 モチ特有の弾力があった。 

粒感 やや粒感が残った。 

成形のしやすさ あまり手につかず，成形しや

すい。 

（3）うるち米を使ったモチづくり 
 うるち米 50gを洗い，2時間水につけた。そ
の後，蒸し器で 1時間蒸し，蒸しあがった米を
陶器の椀の中に入れ，手でこねてモチづくりを
行った。結果を以下の表に示した。 

（4）「蒸す」と「炊く」の比較 
 糯米を使ったモチづくりで，「蒸す」工程を
「炊く」に変えた実験を行った。まず，糯米 1
合（150g）を洗い，250mlの水とともに鍋に入
れ，15分弱火で炊いた。その後，（2）と同じ要
領でモチづくりを行った。結果を以下の表に示
した。 

３．結果と考察 
（1）より，水につける前後の糯米とうるち

米の大きさをそれぞれ比較すると，糯米の方が
大きさの変化が大きいことがわかった。このこ
とから，糯米とうるち米では水の吸収力に差が
あると推測できる。 
（2）と（3）より，糯米とうるち米では性質

的な違いが認められる。また，（4）より，糯米
を用いたモチづくりにおいて，「炊く」ではな
く「蒸す」工程が必要であるとわかる。 
研究を通して，モチづくりには米が吸収する

水分量，米の加熱方法，用いる道具や搗き方等，
様々な要素が絡んでいることがわかった。それ
ぞれの要素について分析を進めるとともに，モ
チづくりによる自身の学びの深まりを整理し
たい。 
４. 今後の展望 
・蒸した場合と炊いた場合で，できあがったモ
チに含まれる水分量を測定する。 
・加熱時間や水分量を変化させて，蒸すことに
よる糯米の変化を調べる。 
・道具や方法を変化させてモチを搗き，搗き方
によるモチの差を調べる。 
・筆者自身のモチづくりの過程を整理し，使用
する道具や糯米の蒸し方等を自由に設定して
モチづくりを探究する教材を開発する。 
５．参考文献 
  [１]関沢まゆみ(2019)「米と餅」吉川弘文館 

弾力 弾力は少なく，粘り気がある。 

粒感 粒感が残った。 

成形の 

しやすさ 

粘り気があり成形しにくい。 

弾力 弾力はほぼなく，粘り気が強い。 

粒感 粒感が残った。 

成形の 

しやすさ 

粘り気が強く成形しにくい。 
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身近なものを用いた小学校高学年向けの理科教材の研究 

科学実験教室「まちかど土曜楽交」に参加して 

 

○林裕一郎 1，平瀬利和 1, 鳴神一樹 2, 中村文子 1, 木村憲喜 1, 2 

Yuichiro HAYASHI, Toshikazu HIRASE, Kazuki NARUKAMI, Fumiko NAKAMURA, Noriyoshi KIMURA 
1和歌山大学教育学部， 2和歌山大学大学院教育学研究科 

【キ－ワード】 理科教材開発，科学実験教室，教育実践力 
 

１ 目 的 

「まちかど土曜楽交」とは, 和歌山市と和歌
山大学の連携推進協定に基づき行われる事業

で, 将来教師をめざす大学生が講師となり, 身
近な生活や和歌山をテーマにしたオリジナル

の教材を作って学習を進め, 子ども達の興味・
関心を引き出すことを目指す取り組みである。 
講師を務める学生は, 授業設計のプロセスや
児童・生徒との交流について学ぶ場でもあり, 
教育実践力を身につけることに役立っている。 
 

２ 活 動 内 容 

2019年度, 科学実験教室を 2回行った。科学
教室の開催日までの事前準備として, 予備実
験や指導方法を話し合った ( 図 1 )。さらに, 
科学教室終了後, 簡単な反省会も行った。 

 
図 1 予備実験の風景 ( 葉脈標本作り ) 

 
３ 実 験 

参加者, 小学 4 年生から 6 年生までの児童と
その保護者を和歌山市全小学校から応募で選

んだ。 
 
2019年 6月 1日 9:00 - 12:30 
テーマ 葉脈標本をつくろう！  
     風船ホバークラフトをつくろう！ 
参加者 児童 13名 保護者 2名 
場所  フォルテワジマ ( 和歌山市 ) 
    大学生 3名, 教職員 1名 
 
2019年 11月 2日  9:00 - 12:30 
テーマ 空気であそぼう！ 

    マ－ブリングであそぼう！ 
参加者 児童 8名  
場所   和歌山大学 教育学部北 101室 
     大学生 4名, 教職員 1名 
 

４ 参加者 ( 児童 ) によるアンケ－ト 

科学教室終了後, 子ども達にアンケートをと
った。すごく楽しかった 79%, 楽しかった 20%
で, 99%の児童に楽しんでもらえたことがわか
った。実験後の児童の感想を以下に示す。 

 
・葉脈の説明は難しかったけれどきれいにで

きてよかった。 
・風船ホバークラフトは作ったり遊んだりす

ることができて楽しかった。 
・マーブリングはすごく楽しかった ( 図 2 )。 
・空き缶つぶしは学校でやったことがなかっ

たので, おもしろかった。 
・マーブリングが一番楽しかったので, 来年の
夏休みの宿題でやってみたい。 

 

図 2 マーブリングの実験に取り組む様子 

 

５ 学んだこと 

最後に, 大学生がこの科学教室に参加して学
べたことを次に示す。 
 

・子ども達にどう説明すると実験内容がわか

りやすくなるかを学べた。 
・工作は児童に評判が良いことがわかった。 
・児童の前で話すことに慣れるためには, 必要
な取り組みであると思う。 

・児童とどのように接したら良いか学べた。 

 

 

モチづくりをテーマとした探究プロセスの開発と実践 
○中西 美友，村上 忠幸 

Miyu NAKANISHI, Tadayuki MURAKAMI 

京都教育大学 

【キ－ワード】 モチ，餅つき，探究，プロセス開発 
 
１．はじめに 
筆者は，モチが大好物で，モチ特有の弾力の
ある食感や素朴な味に魅力を感じている。研究
を始めるにあたって，モチについて何かを調べ
たいと思った。ただ，モチの製法については，
「糯米(もちごめ)を蒸して搗(つ)く」といった
程度の知識しかなく，自分自身のモチに対する
様々な深まりを探究プロセスにしたいと考え
た。まず始めに，自身のモチに対する素朴概念
に基づいてモチづくりを行ってみたところ，う
まくいかず，モチづくりには様々な要素が絡ん
でいることを実感した。 
そこで本研究では，モチづくりをテーマに，
例えば「蒸す」や「搗く」などの過程を経て，
糯米がモチに変化する現象を探究する。また，
モチに対する自らの学びの深まりを考察する
とともに，探究プロセスの開発を目指す。 
２．研究の経過  
 研究の経過について，(1)～(4)に示した。 
 (1) 糯米とうるち米の比較 
 糯米 50gとうるち米 50gをそれぞれ水 100ml
に１時間つけ，比較・観察を行った。 観察結
果を以下の表に示した。 

 糯米 うるち米 

水につける前

のようす 

白濁色で，うる

ち米よりも一回

り小さい。 

半透明で，糯米

より一回り大

きい。 

水につけた後

のようす 

薄橙色で，うる

ち米とほぼ同じ

大きさ。 

白濁色で，大き

さの変化は見

られない。 

（2）糯米を使ったモチづくり 
 糯米 1合（150g）を洗い，2時間水につけた。
その後，蒸し器で 1時間蒸し，木製ののばし棒
と陶器の椀を用いてモチづくりを行った。結果
を以下の表に示した。 

弾力 モチ特有の弾力があった。 

粒感 やや粒感が残った。 

成形のしやすさ あまり手につかず，成形しや

すい。 

（3）うるち米を使ったモチづくり 
 うるち米 50gを洗い，2時間水につけた。そ
の後，蒸し器で 1時間蒸し，蒸しあがった米を
陶器の椀の中に入れ，手でこねてモチづくりを
行った。結果を以下の表に示した。 

（4）「蒸す」と「炊く」の比較 
 糯米を使ったモチづくりで，「蒸す」工程を
「炊く」に変えた実験を行った。まず，糯米 1
合（150g）を洗い，250mlの水とともに鍋に入
れ，15分弱火で炊いた。その後，（2）と同じ要
領でモチづくりを行った。結果を以下の表に示
した。 

３．結果と考察 
（1）より，水につける前後の糯米とうるち

米の大きさをそれぞれ比較すると，糯米の方が
大きさの変化が大きいことがわかった。このこ
とから，糯米とうるち米では水の吸収力に差が
あると推測できる。 
（2）と（3）より，糯米とうるち米では性質

的な違いが認められる。また，（4）より，糯米
を用いたモチづくりにおいて，「炊く」ではな
く「蒸す」工程が必要であるとわかる。 
研究を通して，モチづくりには米が吸収する

水分量，米の加熱方法，用いる道具や搗き方等，
様々な要素が絡んでいることがわかった。それ
ぞれの要素について分析を進めるとともに，モ
チづくりによる自身の学びの深まりを整理し
たい。 
４. 今後の展望 
・蒸した場合と炊いた場合で，できあがったモ
チに含まれる水分量を測定する。 
・加熱時間や水分量を変化させて，蒸すことに
よる糯米の変化を調べる。 
・道具や方法を変化させてモチを搗き，搗き方
によるモチの差を調べる。 
・筆者自身のモチづくりの過程を整理し，使用
する道具や糯米の蒸し方等を自由に設定して
モチづくりを探究する教材を開発する。 
５．参考文献 
  [１]関沢まゆみ(2019)「米と餅」吉川弘文館 

弾力 弾力は少なく，粘り気がある。 

粒感 粒感が残った。 

成形の 

しやすさ 

粘り気があり成形しにくい。 

弾力 弾力はほぼなく，粘り気が強い。 

粒感 粒感が残った。 

成形の 

しやすさ 

粘り気が強く成形しにくい。 
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酸素センサと二酸化炭素センサによる光合成の連続的観察方法

の研究 

○福田麻子１，金子健治２ 

Asako FUKUDA, Kenji KANEKO 

武庫川女子大学 

【キーワード】 光合成，酸素センサ，二酸化炭素センサ

 

１ 目的 

 植物の光合成については、小学校６年と中学校

1 年で学習する。光合成は光があたることで、植

物が二酸化炭素を吸収し、酸素を排出しながら、

でんぷんを合成する作用であり、植物について理

解するには重要な視点である。このことを学習す

るために、葉ではでんぷんが合成されることを検

証したり、二酸化炭素や酸素の増減については、

気体検知管を使って検証したりしてきた。この方

法では、光合成をしている途中経過の様子をみる

ことはできなかった。しかし、高橋（2012）は安

価な酸素センサを開発し、連続的に酸素濃度の変

化を知ることができるようになった。平山（2014）

は小松菜、オクラなどを用いて、酸素濃度や二酸

化炭素濃度の変化を連続的に測定した。 

 しかし、測定が可能な野菜やより測定しやすい

植物はほかにある可能性があり、より多くの植物

で検討してみる必要があると筆者は考えた。また、

最近は植物育成用の LEDが安価に市販されている

ので、天候に左右されず実験ができるのではない

かと考えた。 

２ 方法 

 実験を行う植物は小松菜、オクラ、ピーマン、

つるむらさき、豆苗を選んだ。あてる光は植物育

成用 LED（メーー等は不明）を用いた。酸素濃度

測定には NARIKA 児童用酸素モニタ 検ちゃん

TDO-01 を使用した。二酸化炭素濃度測定には     

CUSTOM CO2モニター CO2-miniを用いた。 

 実験方法としては、植物をチャック付きビニー

ル袋にいれ、中に酸素センサーと二酸化炭素セン

サーを入れ、至近距離から光を当てながら測定を

した。測定時間は 1時間として 5分おきに濃度を

測定した。 

３ 結果 

 つるむらさきを用いた時の酸素濃度の変化を図

1に示す。 

  

 

                         

 次につるむらさきを用いた時の二酸化炭素濃度

の変化を図２に示す。 

 図１と図２からつるむらさきに植物育育成用

LED を照射したときは、酸素が減少し二酸化炭素

が増加していることがわかる。他の植物でも測定

したが、ほぼ同じ傾向であった。 

４ 考察 

 植物育育成用 LEDを照射したときは、酸素が減

少し二酸化炭素が増加していることがわかる。こ

のことから、この条件では、光合成は十分に起き

なかったことが推測できる。 

５ 今後の課題 

 植物が光合成をしていることを酸素濃度と二酸

化炭素濃度の変化から知るためには、植物育成用

LED では難しいので、直射日光をあてるなどの工

夫を加えていきたい。 

 

引用文献 

高橋三男ほか 14名(2012)「理科教育のために身の

回りの電池を利用した酸素センサキットの開発」

「日本理科教育学会北海道支部大会発表予備集」

(23)，31 

平山大輔ほか２名(2014)「光合成の授業における

ICT の活用とその有用性」「理科教育学研究」

vol.54 No.3 pp.419-426. 

後藤顕一ほか 2名(2017)「小学校理科教具の視点

から学習環境に関する一考察」「理科教育学研究」

vol.57 No.4 325-336. 

図１ 酸素濃度変化 図２ 二酸化炭素濃度変化 
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人間の生存･生活を起点とした水学習の系統化
- 義務教育学校カリキュラムの開発に向けて -

広木 正紀（Masanori HIROKI）（京都教育大学(元)）

【キ－ワード】 水学習，科学リテラシー，義務教育学校，カリキュラム開発，生存･生活

未来の義務教育学校､すなわち｢リテラシー
＝ 生きる上で誰にとっても必要な内容を学ぶ
場」におけるカリキュラムの開発に取り組んで
いる。今回は､ 人間の生存･生活の土台の要(か

なめ)である｢水｣に着目した。
義務教育学校で､｢水に関するどんな学習内

容(科学概念)を取り上げるか」｢それらをどう
系統化していくか｣ について､恩恵･脅威両面
に着目した一案の作成を試みた(表１)。今後､
｢衣｣｢食｣｢住｣の全体について学習内容の系統
化を試み､学年や諸教科への配置などを考えてい
きたい｡

表１．「水」に関する､人間の生存･生活への｢恩恵･脅威｣両面の理解 を促す学習内容の系統化一試案

恩恵享受に関わる学習内容 恩恵･脅威両面理解の基となる学習内容 脅威への方策に関わる学習内容

生命維持 ◇喉の渇きを癒やせるのは何か ◇海水は喉の渇きを癒やせるか ◇入浴中や水泳中に溺れ､窒息す
を左右す ◇水道水や市販飲料水が入手できな ◇水中で呼吸ができる動物とできない動 る危険性
る いときに､飲み水を得る方法(広木 物、鰓(えら)呼吸と肺呼吸 ◇洪水･津波･高波･高潮などによ

2016) ◇ろ過、煮沸、蒸留、三態変化 り流され､溺れる危険性

食物の存 ◇食物中に水があるか否か ◇生物は､生命維持と生育に水の摂取が ◇渇水による作物の凶作
在を支え ◇食用生物を含む全ての生物は､水 必須である(山内 2008 ､広木 2019）
る 生生物だけでなく､陸生生物も､生活 ◇地表で､水があれば､何らかの生物群集

の中で必ず､外界から水を摂取して が出現する(野々口 2000,金 2001,塩見
いる 2004,川端 2004,広木 2012)

物 ◇海や陸水の水中や水辺、あるいは草む
質 らや森林などでの生物相調査
・ ◇海水からの製塩法 ◇海水の成分
物
体 物体どう ◇手洗い･入浴や衣類の洗濯 ◇水の､粒子どうしを引き離したり､粒子
と しを引き を固体表面から引き離したりする働き
し 離したり ◇水拭き(濡れ雑巾の吸着･接着作用 ◇水の､他物質を吸着する働き､表面張力
て 吸着した を利用した掃除) ◇砂山づくりにおける､砂の湿り･濡れ具 ◇土砂崩れ
の りする 合と､砂山の堅牢さ調べ
水

蒸発熱･ ◇暑い季節の､身体や身辺の冷却効 ◇蒸発熱､潜熱 ◇寒い季節、濡れると体熱を奪
熱容量が 果 われ､凍える危険性
大きい ◇消火作用 ◇熱容量､比熱

流体であ ◇水を汲み,運ぶ方法(広木 2016） ◇水を貯められる構造(容器)の条件 ◇河川の堤防決壊、海の高潮･高
る ◇水運 ◇浮力 波･津波などにより家屋が流さ

◇水路や上下水道の設営 ◇川などの水の流れと高低差､サイフォ れ､溺れる危険性
ン(小笠原 2004)､水温と比重､海流 ◇海水温変化による漁獲量減少
◇海や湖での波や潮の干満、津波 ◇ゴミの海洋漂流による食用生
◇波や水流の作用(浸食､運搬､堆積) 物を含む生物の損傷

循 自然界で ◇家や学校での水道の蛇口の在り処 ◇屋外の水域探し(広木 1998）
環 循環する 調べ ◇大気中の水蒸気､雲
物 ◇水の来歴を蛇口から遡る学び ◇自然の営みとしての､蒸留による海水
と の淡水化
し ◇家庭排水の行方 ◇降った雨の行方調べ(秦･石倉 1996) ◇洪水による作物の凶作
て ◇下水の属性調べ（肉眼､ルーペ､顕 ◇大自然の中での水循環（海→水蒸気→ ◇降水(雨､豪雪､雹(ひょう)､霰(あ

の 微鏡による観察や透視度の時間経過 雲→降水→河川→海） られ)による家屋損壊
水 を追う放置実験など）(阿形 1986) ◇水を介した､森と海産生物のつながり
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酸素センサと二酸化炭素センサによる光合成の連続的観察方法

の研究 

○福田麻子１，金子健治２ 

Asako FUKUDA, Kenji KANEKO 

武庫川女子大学 

【キーワード】 光合成，酸素センサ，二酸化炭素センサ

 

１ 目的 

 植物の光合成については、小学校６年と中学校

1 年で学習する。光合成は光があたることで、植

物が二酸化炭素を吸収し、酸素を排出しながら、

でんぷんを合成する作用であり、植物について理

解するには重要な視点である。このことを学習す

るために、葉ではでんぷんが合成されることを検

証したり、二酸化炭素や酸素の増減については、

気体検知管を使って検証したりしてきた。この方

法では、光合成をしている途中経過の様子をみる

ことはできなかった。しかし、高橋（2012）は安

価な酸素センサを開発し、連続的に酸素濃度の変

化を知ることができるようになった。平山（2014）

は小松菜、オクラなどを用いて、酸素濃度や二酸

化炭素濃度の変化を連続的に測定した。 

 しかし、測定が可能な野菜やより測定しやすい

植物はほかにある可能性があり、より多くの植物

で検討してみる必要があると筆者は考えた。また、

最近は植物育成用の LEDが安価に市販されている

ので、天候に左右されず実験ができるのではない

かと考えた。 

２ 方法 

 実験を行う植物は小松菜、オクラ、ピーマン、

つるむらさき、豆苗を選んだ。あてる光は植物育

成用 LED（メーー等は不明）を用いた。酸素濃度

測定には NARIKA 児童用酸素モニタ 検ちゃん

TDO-01 を使用した。二酸化炭素濃度測定には     

CUSTOM CO2モニター CO2-miniを用いた。 

 実験方法としては、植物をチャック付きビニー

ル袋にいれ、中に酸素センサーと二酸化炭素セン

サーを入れ、至近距離から光を当てながら測定を

した。測定時間は 1時間として 5分おきに濃度を

測定した。 

３ 結果 

 つるむらさきを用いた時の酸素濃度の変化を図

1に示す。 

  

 

                         

 次につるむらさきを用いた時の二酸化炭素濃度

の変化を図２に示す。 

 図１と図２からつるむらさきに植物育育成用

LED を照射したときは、酸素が減少し二酸化炭素

が増加していることがわかる。他の植物でも測定

したが、ほぼ同じ傾向であった。 

４ 考察 

 植物育育成用 LEDを照射したときは、酸素が減

少し二酸化炭素が増加していることがわかる。こ

のことから、この条件では、光合成は十分に起き

なかったことが推測できる。 

５ 今後の課題 

 植物が光合成をしていることを酸素濃度と二酸

化炭素濃度の変化から知るためには、植物育成用

LED では難しいので、直射日光をあてるなどの工

夫を加えていきたい。 
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回りの電池を利用した酸素センサキットの開発」
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平山大輔ほか２名(2014)「光合成の授業における
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資質・能力を育てるグローバル教育の実践 

○増田周平     村上忠幸 
    MASUDA Shuhei  MURAKAMI Tadayuki 

京都教育大学大学院 
【キーワード】 探究学習、グローバル教育、IB PYP、Exhibition、コーチング

１ はじめに 
2015 年にOECD が 21st Century Learners を

発表し、それに倣った新学習指導要領において育

成すべき資質・能力の 3 つの柱が示された。この

ことは、日本の教育がグローバルな方向に向かう

ことも示している。しかし、資質・能力の 3 つの

柱に向かうための理論やその先のビジョンについ

て、教育の現場では明確な指針を持ち得ていない

印象がある。本研究では、同志社国際学院初等部

での実践をもとにグローバル教育の視点から資

質・能力に迫る方略について探る。 
２ IB PYP におけるExhibition 
 (1)IB PYP とは 

 国際バカロレア

(IB)とは、全人教育、

グローバル社会へ

の貢献を目的とし

た教育機関の一つ

である。目指すべき

10 の学習者像(資質・能力)に到達するため、探究

学習をベースとしたプログラムの内、主に３歳か

ら 12 歳を対象としたものが初等教育プログラム

(PYP)である。 
(2)Exhibition 
IB PYP において、探究の集大成として自由研

究型探究発表会(Exhibition)を実施する。IB PYP
では、探究の流れに沿い、探究の方法論を日々の

授業の中で課題解決的に養っていく。Exhibition
では、IB の示す資質・能力と理論の全てを用いる

としており、児童が個々に設定したテーマについ

て自由研究的に探究を進めていく。同志社国際学

院初等部では個人またはグループで約半年の活動

期間を設け、最後に来場者との相互コミュニケー

ション型発表会を行った。 

３ 児童A の成長 
 Exhibition の活動を通じて見られた児童 A の

成長について注目した。児童A は興味ある事項に

ついて、とことん掘り下げようとする「探究する

人」や「挑戦する人」の資質・能力が高い。 
(1)活動前期(7 月〜9 月/テーマ設定) 
 発表テーマはゲームプログラミング。どんな風

に進めたいのか聞くと「自作のゲームを作りたい。」

と言い、ゲーム作りに専念していた。 
(2)活動中期(10〜12 月/探究の指針決め・行動) 
 Exhibition で何を伝えたいのか聞くと「自作

のゲームを作りたい。」と活動前期と変わらない回

答が返ってきた。そこで、『作ったあとどんなこと

がしたい？』と質問し、児童 A の反応を待つと、

「ゲームで遊んでもらいたい。」「ゲームプログラ

マーになりたい。」と児童A が自ら語り始めた。 
４ 資質・能力に気付くコーチング 
 児童A はこれまで対人関係で問題が多く、探究

の授業時でも、協働的に学ぶ姿勢が乏しく、主体

性の強い活動が多くみられた。Exhibition 中期に

おいても、「自作のゲームを作りたい。」と主体性

の強い発言が見られた。ここでコーチング的手法

を用いて、『作ったあとどんなことがしたい？』と

いう質問と、傾聴に徹したところ、「遊んでもらい

たい。」という対話的な考え方が見られた。これは

「心を開く人」に相当する資質・能力であり、児

童A に新しく備わったものでなく、潜在的にある

資質・能力をメタ認知することに繋がった。 
５ 今後の課題 
 自由研究型の探究学習、コーチング的手法共に

時間を要する。限られた学校時間の中において、

有効な活動や方法の体系化について検討する。 
参考文献 
International Baccalaureate (2009) Making the PYP happen 

IBの示す目指すべき 10の学習者像 

探究する人 心を開く人 

振り返りができる人 考える人 

挑戦する人 対話ができる人 

知識のある人 思いやりのある人 

バランスのとれた人 信念を持つ人 
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小学校第５学年「流れる水の働き」の実験方法
〇山下真奈 ，金子健治

，
武庫川女子大学，武庫川女子大学

【キーワード】流れる水の働き，蛇行，侵食，運搬，堆積

１ 目的
小５で学習する「流れる水の働き」の実験で

は、校庭の土などで山をつくったり、砂を使っ
てモデル実験を行ったりするが、これらの方法
では、水の流し方によって，水路が思わぬとこ
ろで崩れたり，途中で水がしみこんでしまった
りして流水の周辺に対する影響がみて分かり
にくいという欠点がある。大槻（ ）は、プ
ランターのトレイを使って、実験を行う方法を
開発した。大槻（ ）はいろいろな土を使っ
て、実験を行い真砂土が最も実験に適している
ことを明らかにした。しかし、水の通り道の蛇
行の角度や回数については検討されていなか
った。筆者は、水の通り道の蛇行の角度、回数
等も検討して、より分かりやすい実験方法を開
発する必要があると考えた。

２ 方法
水の通り道（蛇行）の回数や角度，幅を変化

させて，水の流れる量を多くしたときの削られ
た長さを測定した。繰り返して実験を行っても
一定の蛇行の状況になるために、ホースの中に
針金を入れて、水の通り道を作った。

図１ ホースで作った水の通り道

３ 結果
同じ条件（ ｍ の水を流す）で３回実験

を行い削れた長さの平均値を記録した。

表１ 蛇行の回数を変化させた時の削れた長さ
蛇行の回数 まっすぐ ２回 ３回
削れた長さ ０㎝ ㎝ ㎝

表２ 蛇行の幅を変化させた時の削れた長さ
蛇行の幅 ２㎝（ホース

１本）
５㎝（ホース

２本）
削れた長さ ㎝ ㎝

表３ 蛇行の角度を変化させた時の削れた長さ
蛇行の角度 緩やか 急
削れた長さ ㎝ ㎝

４ 考察
プランターで行う実験では，急な角度で２回

の蛇行の時がよく削れることが分かった。蛇行
をしっかりと作る方がよく削られるが，蛇行を
３回作ると水の流れるスピードが落ちてしま
うのか削られる長さが小さかった。右図のよう
にホースの中に針金を入れたものを用いると
条件を変えることが容易にできる。
加えて，蛇行の下側の方がよく削られること

が分かった。下になるにつれて，水の流れる速
さが速くなり，よく削られる。

５ まとめ
流れる水の３つの働き（侵食・運搬・堆積）

を１つの視点に絞って実験を行うと理解が深
まると考えた。繰り返し実験を行うと，土が緩
くなり，条件を変えにくくなる。授業内に素早
く条件を変えられるかが今後の課題である。

引用文献
石浦章一（ ）「わくわく理科 ５」啓林館
大槻莉奈（ ）『「流れる水のはたらき」を理
解を深める教材に関する研究』
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１ はじめに 
2015 年にOECD が 21st Century Learners を

発表し、それに倣った新学習指導要領において育

成すべき資質・能力の 3 つの柱が示された。この

ことは、日本の教育がグローバルな方向に向かう

ことも示している。しかし、資質・能力の 3 つの

柱に向かうための理論やその先のビジョンについ

て、教育の現場では明確な指針を持ち得ていない

印象がある。本研究では、同志社国際学院初等部

での実践をもとにグローバル教育の視点から資

質・能力に迫る方略について探る。 
２ IB PYP におけるExhibition 
 (1)IB PYP とは 

 国際バカロレア

(IB)とは、全人教育、

グローバル社会へ

の貢献を目的とし

た教育機関の一つ

である。目指すべき

10 の学習者像(資質・能力)に到達するため、探究

学習をベースとしたプログラムの内、主に３歳か

ら 12 歳を対象としたものが初等教育プログラム

(PYP)である。 
(2)Exhibition 
IB PYP において、探究の集大成として自由研

究型探究発表会(Exhibition)を実施する。IB PYP
では、探究の流れに沿い、探究の方法論を日々の

授業の中で課題解決的に養っていく。Exhibition
では、IB の示す資質・能力と理論の全てを用いる

としており、児童が個々に設定したテーマについ

て自由研究的に探究を進めていく。同志社国際学

院初等部では個人またはグループで約半年の活動

期間を設け、最後に来場者との相互コミュニケー

ション型発表会を行った。 

３ 児童A の成長 
 Exhibition の活動を通じて見られた児童 A の

成長について注目した。児童A は興味ある事項に

ついて、とことん掘り下げようとする「探究する

人」や「挑戦する人」の資質・能力が高い。 
(1)活動前期(7 月〜9 月/テーマ設定) 
 発表テーマはゲームプログラミング。どんな風

に進めたいのか聞くと「自作のゲームを作りたい。」

と言い、ゲーム作りに専念していた。 
(2)活動中期(10〜12 月/探究の指針決め・行動) 
 Exhibition で何を伝えたいのか聞くと「自作

のゲームを作りたい。」と活動前期と変わらない回

答が返ってきた。そこで、『作ったあとどんなこと

がしたい？』と質問し、児童 A の反応を待つと、

「ゲームで遊んでもらいたい。」「ゲームプログラ

マーになりたい。」と児童A が自ら語り始めた。 
４ 資質・能力に気付くコーチング 
 児童A はこれまで対人関係で問題が多く、探究

の授業時でも、協働的に学ぶ姿勢が乏しく、主体

性の強い活動が多くみられた。Exhibition 中期に

おいても、「自作のゲームを作りたい。」と主体性

の強い発言が見られた。ここでコーチング的手法

を用いて、『作ったあとどんなことがしたい？』と

いう質問と、傾聴に徹したところ、「遊んでもらい

たい。」という対話的な考え方が見られた。これは

「心を開く人」に相当する資質・能力であり、児

童A に新しく備わったものでなく、潜在的にある

資質・能力をメタ認知することに繋がった。 
５ 今後の課題 
 自由研究型の探究学習、コーチング的手法共に

時間を要する。限られた学校時間の中において、

有効な活動や方法の体系化について検討する。 
参考文献 
International Baccalaureate (2009) Making the PYP happen 

IBの示す目指すべき 10の学習者像 

探究する人 心を開く人 

振り返りができる人 考える人 

挑戦する人 対話ができる人 

知識のある人 思いやりのある人 

バランスのとれた人 信念を持つ人 
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小３理科「物の形と重さ」の実験方法の研究 
○須貝杏奈，金子健治 

ANNA SUGAI  KANEKO KENJI 

武庫川女子大学 

【キーワード】  物の形と重さ，粘土，はかり

 
1.目的 

本研究は，「ものの形と重さ」の実験を児童
が自ら楽しく実験し誤差がなく，明確な結果
が得られるようにすることが目的である。 
多くの教科書には一般的に油粘土を用いてい
る。しかし，油粘土は手に付着しやすいた
め，形を変える操作をしているうちに，重さ
が変わってしまうことが多い。実際に筆者が
大学生対象に実験を行ったところ，誤差が出
てしまう班が多くあった。大学生でもこのよ
うな結果になるのであるから，小学生でも異
なった結果がおきてしまい，学習に支障をき
たす可能性がある。このことについて，研究
した例は見当たらなかった。 
筆者は油粘土以外の素材を用いたり，はか

り方を工夫したりすることにより，より確実
な実験結果が得られるのではないかと考え，
研究に取り組むことにした。 
2.方法 

本研究の実験方法は以下の通りである。 
15人の大学生に協力してもらった。粘土はシ
リコン粘土，小麦粘土，寒天粘土，お米粘土
を用いた。これらの粘土を学生に３回形を変
えてもらい，はかりで重さを計測した。はか
りはキッチン用電子天秤である TANITA KD-
320を用いた。形の変形は丸める，細く伸ば 
す，小さく丸めるとした。これらの変形を加
えた後，重さを計測し，前後で 0.1g以下の誤 

 
差であれば，実験に適していると考えた。 
3．結果 

４種類の粘土を用いて，15人に実験してもら 
った結果は，以下の通りである。 
表１．⒖人の実験で誤差が 0.1ｇ以下になっ 

た人数 
粘土の種類 シリコン粘土 小麦粘土 

15人中 5人 7人 
 
粘土の種類 寒天粘土 お米粘土 

15人中 7人 13人 

 表１から誤差が 0.1g以下になった人数が一
番多いのはお米粘土を使ったときであること
が分かった。 
4．考察 

４つの粘土の中ではお米の粘土が一番実験
に適していると分かった。適している粘土と
して，変形しやすさ，手につきにくさ，手で
こねた時にボロボロ落ちないなどの要素が必
要であると分かった。 
5．今後の課題 

今後の研究では，はかりを数種類変えて試
す，粘土とは異なる素材（スポンジ・消しゴ
ム・磁石）で実験する，操作方法（手袋をつ
ける・容器の中で操作する）を変えて実験し
ていく。 
６．参考文献 

石浦章一ほか「わくわく理科３」啓林館 

日本理科教育学会近畿支部大会発表論文集 2020 年度 （2020）

－ 42 －



複数の里山に対応した「里山管理ゲーム」での情報探索の実態

得点の増減と視線移動との関連に着目した事例研究

○青木良太 1，新階幸也 2，稲垣成哲 1，溝口博 2，武田義明 1，楠房子 3 

1神戸大学，2東京理科大学，3多摩美術大学  
【キーワード】学習ゲーム，視線計測，生物多様性，環境教育 

１ 目 的
日本における里山は，生物多様性の保全の観

点から重要な地域とされている。筆者らは，里
山の管理方法を学ぶためのコンテンツとして，
「里山管理ゲーム」を開発している（新階ら, 
2020）。本ゲームは, 宮崎と神戸の 2 つの地域
の里山管理が体験できる。この 2 つの地域は植
生が異なるため, シミュレーション上でも適
切な管理方法が異なるよう設計されている。 
ゲームのプレイヤーは, 画面上の里山のシミ

ュレーション結果の情報を探索する中で, 適
切な管理方法を推測し選択する。管理方法選択
後, 約 15 年後のシミュレーション結果と得点
が表示される。このサイクルを 1ターンとして, 
1 ゲーム 20 ターン行う。今回, 複数の里山に
対応した里山管理ゲームでのプレイヤーの情
報探索の実態を明らかにするため, 得点の増
減と視線移動(saccade)との関連について事例
的に調査した。 
２ 方 法

千葉県東京理科大学の学生 1 名を対象とし
分析をした。被験者は, 最初に宮崎版 6 ゲーム, 
その後神戸版 6 ゲーム, 計 12 ゲームをプレイ
した。スコアの増減値は, 各ターンでの得点か
ら, 1 つ前のターンでの得点を引いたものとし
た。視線移動（saccade）は, スクリーンベース
の視線計測機器（Tobii pro nano）により取得
した各ターンの視線データを使用した。 
３ 結 果

 
図１ ターンごとの得点の増減値の頻度分布

図２ 得点の増減値ごとの視線移動数

表 スコアの増減値と視線移動数の相関

４ 考 察
図 を見ると 神戸よりも宮崎の方が 得

点の増減が大きく 安定していないことがわ
かる。これは ゲームシステムによるものが大
きい。図 は ターンごと得点の増減値に対応
する視線移動数の散布図である。どちらも 得
点の増減が小さい範囲において 視線移動の
多いターンが見られる。得点の増減値と視線移
動数の相関（表 ）を見ると 宮崎では 相関
係数が比較的高く 有意確率が である
ため 宮崎では 得点が減少した時より 増
加した時の方が 視線移動が頻繁に行われる
傾向が見られた。一方, 神戸では, 相関が見ら
れなかった。これらの結果より, 得点の増減の
幅が小さい範囲では, 情報探索の傾向に大き
な差は見られないが, 得点の増減の幅が大き
い宮崎では, 得点が大きく減少する時よりも, 
大きく増加した時の方がより多く情報探索を
しているということが示唆された。
５ まとめ

得点の増減と視線移動(saccade)との関連に
ついて事例的に調査した結果, 複数の里山に
対応した里山管理ゲームでのプレイヤーの情
報探索の実態を明らかにすることができた。今
回は 1 人のデータを事例として分析したが, 
今後, 対象の人数を増やし分析を進める予定
である。
謝辞
本研究は JSPS 科研費 JP19H01734 の助成を

受けている。 
引用文献
新階幸也ら（2020）「里山環境保全教育コンテ
ンツ『里山管理ゲーム』 ～複数の里山への
対応～」「情報処理学会研究報告ヒューマン
コンピュータインタラクション (HCI)」
Vol.2020-HCI-186，No.32，pp.1-3 

小３理科「物の形と重さ」の実験方法の研究 
○須貝杏奈，金子健治 

ANNA SUGAI  KANEKO KENJI 

武庫川女子大学 

【キーワード】  物の形と重さ，粘土，はかり

 
1.目的 

本研究は，「ものの形と重さ」の実験を児童
が自ら楽しく実験し誤差がなく，明確な結果
が得られるようにすることが目的である。 
多くの教科書には一般的に油粘土を用いてい
る。しかし，油粘土は手に付着しやすいた
め，形を変える操作をしているうちに，重さ
が変わってしまうことが多い。実際に筆者が
大学生対象に実験を行ったところ，誤差が出
てしまう班が多くあった。大学生でもこのよ
うな結果になるのであるから，小学生でも異
なった結果がおきてしまい，学習に支障をき
たす可能性がある。このことについて，研究
した例は見当たらなかった。 
筆者は油粘土以外の素材を用いたり，はか
り方を工夫したりすることにより，より確実
な実験結果が得られるのではないかと考え，
研究に取り組むことにした。 
2.方法 

本研究の実験方法は以下の通りである。 
15人の大学生に協力してもらった。粘土はシ
リコン粘土，小麦粘土，寒天粘土，お米粘土
を用いた。これらの粘土を学生に３回形を変
えてもらい，はかりで重さを計測した。はか
りはキッチン用電子天秤である TANITA KD-
320を用いた。形の変形は丸める，細く伸ば 
す，小さく丸めるとした。これらの変形を加
えた後，重さを計測し，前後で 0.1g以下の誤 

 
差であれば，実験に適していると考えた。 
3．結果 

４種類の粘土を用いて，15人に実験してもら 
った結果は，以下の通りである。 
表１．⒖人の実験で誤差が 0.1ｇ以下になっ 

た人数 
粘土の種類 シリコン粘土 小麦粘土 

15人中 5人 7人 
 
粘土の種類 寒天粘土 お米粘土 

15人中 7人 13人 

 表１から誤差が 0.1g以下になった人数が一
番多いのはお米粘土を使ったときであること
が分かった。 
4．考察 

４つの粘土の中ではお米の粘土が一番実験
に適していると分かった。適している粘土と
して，変形しやすさ，手につきにくさ，手で
こねた時にボロボロ落ちないなどの要素が必
要であると分かった。 
5．今後の課題 

今後の研究では，はかりを数種類変えて試
す，粘土とは異なる素材（スポンジ・消しゴ
ム・磁石）で実験する，操作方法（手袋をつ
ける・容器の中で操作する）を変えて実験し
ていく。 
６．参考文献 

石浦章一ほか「わくわく理科３」啓林館 
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冬季における日本の天気の特徴と気団に関する学習の考察

資料の活用に着目して

○巻川大和 1，吉本直弘１

大阪教育大学

【キ－ワード】 資料の活用，気団，日本の天気の特徴，気象とその変化，中学校

 
１ はじめに

中学校理科第 2 学年「気象とその変化」の「日

本の天気の特徴」の目標は，「天気図や気象衛

星画像などから，日本の天気の特徴を気団と関

連付けて理解させる」ことである。再現したり

実験したりすることが困難な事物・現象を科学 
的に探究する活動では，資料を調べて情報を収

集し，考察することなどに重点が置かれる（文

部科学省，2018）。しかしながら，巻川・吉本

（2020）が行った教科書分析では，冬季におけ

る日本の天気の特徴を捉えられる天気図やシ

ベリア気団の発源地と大きさを捉えられる模

式図を掲載する教科書は一部に限られ，資料を

活用して日本の天気の特徴や気団を捉えるこ

とに課題があると考察できた。そこで本研究で

は，冬季における日本の天気の特徴と気団を捉

えるための資料の活用について，改善案を考察

することを目的とする。 
２ 考 察

（１）日本の天気の特徴

5 社すべての教科書の主文で，日本海側の地

域で雪が降ることと太平洋側の地域で晴れの

天気になることが記載されていた。しかしなが

ら，これら二つの特徴を教科書に掲載されてい

る天気図で捉えることができたのは，2 社の教

科書に限られた。解説文で示された日本の天気

の特徴と天気図で示される天気の観測データ

が対応していない教科書については，天気図か

ら日本の天気の特徴が捉えられるようにする

ため，天気図の掲載事例の見直しが必要であ

る。 
すべての教科書では，冬季のある日時におけ

る 1 枚の天気図が掲載されていた。冬季におけ

る日本の天気の特徴を捉えるためには，冬季で

は日本海側では雪が，太平洋側では晴れが繰り

返し観測される事実に触れ，天気の出現傾向を

見いだせる資料が必要である。例えば，1 か月

程度の天気図や，一部の気象台について Webサ
イトで公開されている天気出現率の資料 1,2 の

活用が考えられる。 

図１ 地上気温の分布図（気象庁の「世界の天候デー

タツール（ 日別値）」）

（２）気団

すべての教科書の主文で，シベリア気団につ

いて記載されていたが，シベリア気団の発源地

は，「ユーラシア大陸」「日本の西の大陸」「大

陸のシベリア地方」「シベリア」とさまざまな

表記がされており，1 社の教科書では記載がな

かった。シベリア気団に関する図については，

3社の教科書で気団の発源地と大きさをおおよ

そ示す模式図が掲載されていた。気温の分布図

を掲載していたのは 1 社の教科書のみであり，

その他の教科書ではシベリア気団の寒冷の程

度を図からは捉えることができなかった。シベ

リア気団の発源地や寒冷の程度を捉えるため

には，気温の分布図などの資料が必要である。

例えば，気象庁の「世界の天候データツール

（ClimatView 日別値）」3の気温分布図（図 1）
の活用が考えられる。 
３ まとめ

観測資料を基に，気象の特徴を見いだして理

解することは，生徒の思考力や判断力を育成す

る上で重要である。今後，他の季節についても

分析し，資料の活用に関する考察を深めたい。

引用文献
巻川大和・吉本直弘（2020）：冬季における日本の天

気の特徴と気団に関する中学校理科教科書の分析，

日本科学教育学会年会論文集，44，305-306． 
1 https://www.jma-net.go.jp/tokyo/sub_index/kansoku_data/tenki/link.html 
2 https://www.jma-net.go.jp/osaka/kikou/huken-syutsugen.html 
3 https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/monitor/dailyview/ 
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子ども時代の興味・関心の理科へのつながりを探る 
-研磨の探究を通して- 

〇石原昂汰, 
Kouta ISHIHARA 

京都教育大学 
【キーワード】砥石，研磨、興味・関心 

１ はじめに 
筆者は、小学生時代から物を削ったり磨い

たりすることが大好きだった。これをしてい
ると時間を忘れて没頭したものだ。今はそれ
が高じて包丁研ぎが趣味として自分の生活の
一部となっている。このように大人になって
も子どもの時と同じように好きで前向きにな
れるのはなぜか、興味がわいた。そこで自分
にとって昔から興味のあった、削ったり磨い
たり(研磨)に着目し、砥石が物を削るしくみ
を解明すること通じて子ども時代の経験が理
科への興味・関心につながっているのかを探
ることにした。 
２ 研究の経過 
 砥石の探究として、初めに市販のステンレ
スの包丁を研いだ。砥石は市販の人口砥石を
使用し、粗さは#1000,＃3000, #8000 , #12000
の 4 種類を荒いものから順に使用した。 

次に、砥石と砥石ではない岩石を比較し、
砥石の特徴を探った。岩石を採集し、その断
面を砥石と比較した。砥石は、京都市梅ケ畑
産「山城銘砥

やましろめいと
」を用いた。 

 採集した資料は、以下の５つである。 
表 1 宇治川から採集した岩石 

 岩石の種類 組織・組成等 
資料１ 泥岩 風化している 
資料２ 砂岩 石英や長石が多い 
資料３ 砂岩 泥岩が混入 
資料４ チャート 縞模様がある 
資料５ 泥岩 ホルンフェルスに

近い 
３ 結果 

ステンレス包丁を人口砥石で研ぐと、その
様子を下の表のように山城名砥を基準として
行った。 

表 2 砥石の粗さと研磨の様子 
砥石 研磨排水の色 観察したこと 
#1000 白銅色 粘り気がある 
#3000 薄墨色 薄く広がる 

#8000 黒色 なめらか 
#12000 墨色 液体のよう 
山城名砥 鼠色 なめらか 

 採集した岩石の断面は、山城名砥と比較し
3 段階で下の表のように評価した。 

表 3 岩石の断面と山城砥石との比較 
資料１ 資料２ 資料３ 資料４  資料５ 
△ × △ ◎ 〇 

４ 考察 
 市販の砥石でステンレス包丁を研いだ時に
出た研磨排水は、砥石の色や包丁の色とも異
なる薄墨色や黒色であったため、研磨排水と
包丁の金属粒子が混ったものであると考え
た。 
 山城名砥と岩石の断面の比較と評価を、以
下の表にまとめた。 

表 4 山城名砥と岩石の断面 
 評価 観察したこと 
資料１ △ 風化しているため崩れやすい 
資料２ × 粒子が粗いため不適 
資料３ △ 細かい泥岩の混入により不適 
資料４ ◎ SiO₂による滑らかな表面 
資料５ 〇 粒子が細かく、表面が滑らか 

 砥石と岩石の断面の比較について、チャー
トは SiO₂によって表面が滑らかである点が砥
石に近いと考えた。砂岩は石英や長石に加
え、細かい泥岩のかけらが混ざり合っている
ため砥石としての利用は難しいと考えた。 
５ 今後の展望 
 今後は、断面を観察した岩石を使って金属
板を実際に研ぐという実験を行い、観察した
ことと実際の実験結果を比較しながら砥石が
金属を研磨することができる理由を考察して
いく。また、その過程で自分の最も興味・関
心の持てた内容を子ども時代の興味とのつな
がりを考える 
６ 参考文献 

田中里志(2017) ｢京の石川原の石図鑑｣,地学
団体研究会 

 

冬季における日本の天気の特徴と気団に関する学習の考察

資料の活用に着目して

○巻川大和 1，吉本直弘１

大阪教育大学

【キ－ワード】 資料の活用，気団，日本の天気の特徴，気象とその変化，中学校

 
１ はじめに

中学校理科第 2 学年「気象とその変化」の「日

本の天気の特徴」の目標は，「天気図や気象衛

星画像などから，日本の天気の特徴を気団と関

連付けて理解させる」ことである。再現したり

実験したりすることが困難な事物・現象を科学 
的に探究する活動では，資料を調べて情報を収

集し，考察することなどに重点が置かれる（文

部科学省，2018）。しかしながら，巻川・吉本

（2020）が行った教科書分析では，冬季におけ

る日本の天気の特徴を捉えられる天気図やシ

ベリア気団の発源地と大きさを捉えられる模

式図を掲載する教科書は一部に限られ，資料を

活用して日本の天気の特徴や気団を捉えるこ

とに課題があると考察できた。そこで本研究で

は，冬季における日本の天気の特徴と気団を捉

えるための資料の活用について，改善案を考察

することを目的とする。 
２ 考 察

（１）日本の天気の特徴

5 社すべての教科書の主文で，日本海側の地

域で雪が降ることと太平洋側の地域で晴れの

天気になることが記載されていた。しかしなが

ら，これら二つの特徴を教科書に掲載されてい

る天気図で捉えることができたのは，2 社の教

科書に限られた。解説文で示された日本の天気

の特徴と天気図で示される天気の観測データ

が対応していない教科書については，天気図か

ら日本の天気の特徴が捉えられるようにする

ため，天気図の掲載事例の見直しが必要であ

る。 
すべての教科書では，冬季のある日時におけ

る 1 枚の天気図が掲載されていた。冬季におけ

る日本の天気の特徴を捉えるためには，冬季で

は日本海側では雪が，太平洋側では晴れが繰り

返し観測される事実に触れ，天気の出現傾向を

見いだせる資料が必要である。例えば，1 か月

程度の天気図や，一部の気象台について Webサ
イトで公開されている天気出現率の資料 1,2 の

活用が考えられる。 

図１ 地上気温の分布図（気象庁の「世界の天候デー

タツール（ 日別値）」）

（２）気団

すべての教科書の主文で，シベリア気団につ

いて記載されていたが，シベリア気団の発源地

は，「ユーラシア大陸」「日本の西の大陸」「大

陸のシベリア地方」「シベリア」とさまざまな

表記がされており，1 社の教科書では記載がな

かった。シベリア気団に関する図については，

3社の教科書で気団の発源地と大きさをおおよ

そ示す模式図が掲載されていた。気温の分布図

を掲載していたのは 1 社の教科書のみであり，

その他の教科書ではシベリア気団の寒冷の程

度を図からは捉えることができなかった。シベ

リア気団の発源地や寒冷の程度を捉えるため

には，気温の分布図などの資料が必要である。

例えば，気象庁の「世界の天候データツール

（ClimatView 日別値）」3の気温分布図（図 1）
の活用が考えられる。 
３ まとめ

観測資料を基に，気象の特徴を見いだして理

解することは，生徒の思考力や判断力を育成す

る上で重要である。今後，他の季節についても

分析し，資料の活用に関する考察を深めたい。

引用文献
巻川大和・吉本直弘（2020）：冬季における日本の天

気の特徴と気団に関する中学校理科教科書の分析，

日本科学教育学会年会論文集，44，305-306． 
1 https://www.jma-net.go.jp/tokyo/sub_index/kansoku_data/tenki/link.html 
2 https://www.jma-net.go.jp/osaka/kikou/huken-syutsugen.html 
3 https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/monitor/dailyview/ 
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アリの生態をテーマとした授業実践の分析 

 

○中村精吾 A，村上忠幸 B 

NAKAMURA Shogo, MURAKAMI Tadayuki 

京都教育大学大学院 A，京都教育大学 B 

【キ－ワード】 理科教材，探究学習, アリの生態，授業実践， 
 
１ はじめに 
 筆者は，小学校第 3学年の国語で「アリの
行列(光村図書)」を学習してから，アリへの
関心を持った。また，家に侵入してくるアリ
が行列を作る様子，エサを運ぶ様子からアリ
の生態に興味を持つようになった。そこで筆
者は，アリの生態を明らかにするために 2018
年 7月からアリの観察・飼育を行ってきた。 
また，これまでの研究では，すでに解明され

た研究であっても，自分が実際に対象に触れ，
探究的に研究を進めてきた。そのため，飼育方
法の確立や女王アリの捕獲に苦心した。しかし
それらの経験は，自身の経験の厚みを増すとい
う意義が認められた(中村 2019)。 
さらに筆者は，本テーマを自身の経験を踏

まえて教材化し，授業実践に挑んだ。本研究
では授業の分析を行う。 
２ 準備物 
・女王アリ（2020年 7月～飼育） 
・はたらきアリ（野外で採集） 
・100 mL のペットボトル 
・砂糖 15 g 
・スポイト 
・ルーペ 

３ 対象と方法 

 N小学校の児童 30人（1～3年生混合のクラ

ス）を対象に行った。授業をビデオで録画及び

任意の班の会話を録音し，授業の場面ごとに文

字に起こし，発言から分析を行う。 

４ 授業の流れ 
(1) アリのからだの構造を知る 
 チョウのからだの構造と比較しながら，実際
にアリをルーペで観察し，アリ特有の構造であ
る「腹柄節」の観察を行う。 
(2) はたらきアリにエサを与える 
 児童に砂糖水のつくり方を教え，自分たちで
砂糖水を作り実際にアリにエサを与える。 
(3) 女王アリの観察 
 筆者が飼育している女王アリを配り，ルーペ
等で観察を行う。 
(4) アリのコロニーの構成単位を知る 
 はたらきアリにはメスしかいないこと，オス
アリは交尾を終えると死んでしまうこと，女王
アリは他の昆虫とは異なり子育てを行うこと
を知る。 
(5)質疑応答 
 児童から出た疑問に答えた。 

５ 授業分析 

 任意に選んだ 1班の児童の発言を「疑問」「独

り言」「友達との会話」に分類し，1フレーズ

を 1つとしてカウントし，5分ごとの合計を示

した。 

 
図 1 児童の発言数 

 はたらきアリの観察，女王アリの観察及び生
態の場面での講義では，児童の発言を分析する
と，児童にアリへの疑問が生じていることがわ
かった。 
また，観察，エサやり，女王アリの観察を通

して，児童がアリに触れることで，児童同士で
の会話が活発になっていることがグラフと発
言数から読み取れた。 

６ 考察 

 児童がアリに実際に触れることで，アリに呼

びかけをしたりと，アリに対する独り言が増加

した。また，活動の場面では，友だちとの会話

が増加した。さらに授業後，アリを題材に詩を

詠んだ児童もいた。これらを踏まえ，本物に触

れる授業を行うことで，児童のアリに対する世

界が，アリや友達を通して広がっているのでは

ないかとの示唆を得た。 

７ 今後の展望 
 今回の分析で，本物を扱うことで児童の対象
に対する世界が広がったのではないかという
示唆を得た。今後，さらなる実践を行い，ビデ
オ分析やアンケートから明らかにしていく必
要がある。 

７ 参考文献 
１） 村上忠幸・向井大喜(2019)「深い学び」を

実現するための探究学習とは 教職キャリ
ア高度化センター教育実践研究紀要 

２） 村上忠幸・向井大喜(2017)新しい時代の理
科教育への一考察 京都教育大学実践研究
紀要 

３） 中村精吾(2019)アリの社会性をテーマと
した探究教材の可能性 日本理科教育学会 
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野菜・果物のよいイメージを伝える取り組み

―生長と採種および植物の多様性を探ることを通してー

木村沙千帆, 村上忠幸

京都教育大学

【キ－ワード】 野菜・果物 生長 イメージ ポートフォリオ

 
１ はじめに
筆者は幼いころから大の野菜好きであっ

た。一方, 弟は野菜嫌いだった。ところが祖
父の育てた野菜だけは美味しそうに食べるの
で, いつも不思議に思っていた。大学で, 保育
の授業や教育実習中の給食で, 子どもの野菜
嫌いについて, 「野菜と分類されるものは嫌
い, 緑は苦い, 美味しくない」という負のイメ
ージをもっているのではないかと考えた。 
また, 筆者は野菜や果物には興味はあった

が, 家族が育てたものを食べるだけで, それら
が「どのようにして育ったのか」は考えたこ
とがなかった。そこで, 自らが野菜や果物を
育てることで, 野菜にある豊かさ, 多様さ, 意
外さなどについてまず自身が体感したいと考
えた。そこから植物の魅力を子どもたちに伝
え, さらに野菜のよいイメージを伝えること
を目的として研究を開始した。 
２ 実践の経過
自宅の庭と畑で以下の植物を栽培した。

月中旬までに 採種できたもの 食べたものを
含む を表１ 採種はできず 食べることで終
わったものを表２ 食べられなかったもの
栽培がうまくいかなかったものを表３ 観察
中のものを表４にまとめた。
表１
サニーレタス コマツナ ダ
イコン セロリ , ネギ

オクラ スダチ
, サ ク ラ ン ボ リ ン ゴ

２種 
表２ 
ミズナス ナス キ
ュウリ トウガラシ２種
ト マ ト ２ 種 ピ ー マ ン

, アスパラガス トウ
モロコシ モロヘイヤ
ミズナ タマネギ エダマメ

ズ ッ キ ー 二 １ 種 , ゴ ボ ウ
トウミョウ

 

表３ 
パセリ― カボチャ  
ブルーベリー２種 シロカボチャ

ズッキーニ１種  
表４ 
シソ   レモン  
ハブ茶 メンカ  カキ

ワセミカン ブドウ
アボカド バニラ

これらの植物の成長を 2020 年 4 月から開始
し, 継続した。記録は写真, ポートフォリオと
してまとめた。 
３ 実践してみて（ポートフォリオから）
・野菜の味や栄養素が好きで, “食べ物”として
とらえていたが, 栽培することを通して”生
き物”であることをとても感じた。 

・食育は栽培してみたり, 食材のことを深く知
っていく中で感じられる内発的動機づけが
大切である。 

・果物・野菜を育てる中で, 各々共通点や相違
点が見えてきた。筆者にとってのフシギで溢
れていた。その一人ひとりが感じたフシギが
植物の持つ個性であり, 魅力である。 

・以前は植物に対して特に興味はなかったが, 
野菜以外の他の植物にも興味を持つように
なり, メンカやチャの栽培を始めた。自分の
中での対象世界や価値観の広がりを感じる。 

・食べ物に対する感謝心が大きくなる。 
４ まとめ

生長と採種および植物の多様性を知ること
から, 植物のよいイメージをこの半年間で大
いに感じられた。本研究は, まずは自身が野菜
の魅力を体感することで, 子どもたちにその
魅力を伝えることである。現段階では子どもた
ちにその魅力を伝え, よいイメージを伝える
方法までは至っていない。野菜を食べ物として
見るだけでなく, その野菜自体の植物として
のライフサイクルを知ることで野菜の魅力を
感じられることがわかったので, 今後は子ど
もたちにそれを伝える方法を検討していきた
い。 

 

 

アリの生態をテーマとした授業実践の分析 

 

○中村精吾 A，村上忠幸 B 

NAKAMURA Shogo, MURAKAMI Tadayuki 

京都教育大学大学院 A，京都教育大学 B 

【キ－ワード】 理科教材，探究学習, アリの生態，授業実践， 
 
１ はじめに 
 筆者は，小学校第 3学年の国語で「アリの
行列(光村図書)」を学習してから，アリへの
関心を持った。また，家に侵入してくるアリ
が行列を作る様子，エサを運ぶ様子からアリ
の生態に興味を持つようになった。そこで筆
者は，アリの生態を明らかにするために 2018
年 7月からアリの観察・飼育を行ってきた。 
また，これまでの研究では，すでに解明され

た研究であっても，自分が実際に対象に触れ，
探究的に研究を進めてきた。そのため，飼育方
法の確立や女王アリの捕獲に苦心した。しかし
それらの経験は，自身の経験の厚みを増すとい
う意義が認められた(中村 2019)。 
さらに筆者は，本テーマを自身の経験を踏

まえて教材化し，授業実践に挑んだ。本研究
では授業の分析を行う。 
２ 準備物 
・女王アリ（2020年 7月～飼育） 
・はたらきアリ（野外で採集） 
・100 mL のペットボトル 
・砂糖 15 g 
・スポイト 
・ルーペ 

３ 対象と方法 

 N小学校の児童 30人（1～3年生混合のクラ

ス）を対象に行った。授業をビデオで録画及び

任意の班の会話を録音し，授業の場面ごとに文

字に起こし，発言から分析を行う。 

４ 授業の流れ 
(1) アリのからだの構造を知る 
 チョウのからだの構造と比較しながら，実際
にアリをルーペで観察し，アリ特有の構造であ
る「腹柄節」の観察を行う。 
(2) はたらきアリにエサを与える 
 児童に砂糖水のつくり方を教え，自分たちで
砂糖水を作り実際にアリにエサを与える。 
(3) 女王アリの観察 
 筆者が飼育している女王アリを配り，ルーペ
等で観察を行う。 
(4) アリのコロニーの構成単位を知る 
 はたらきアリにはメスしかいないこと，オス
アリは交尾を終えると死んでしまうこと，女王
アリは他の昆虫とは異なり子育てを行うこと
を知る。 
(5)質疑応答 
 児童から出た疑問に答えた。 

５ 授業分析 

 任意に選んだ 1班の児童の発言を「疑問」「独

り言」「友達との会話」に分類し，1フレーズ

を 1つとしてカウントし，5分ごとの合計を示

した。 

 
図 1 児童の発言数 

 はたらきアリの観察，女王アリの観察及び生
態の場面での講義では，児童の発言を分析する
と，児童にアリへの疑問が生じていることがわ
かった。 
また，観察，エサやり，女王アリの観察を通

して，児童がアリに触れることで，児童同士で
の会話が活発になっていることがグラフと発
言数から読み取れた。 

６ 考察 

 児童がアリに実際に触れることで，アリに呼

びかけをしたりと，アリに対する独り言が増加

した。また，活動の場面では，友だちとの会話

が増加した。さらに授業後，アリを題材に詩を

詠んだ児童もいた。これらを踏まえ，本物に触

れる授業を行うことで，児童のアリに対する世

界が，アリや友達を通して広がっているのでは

ないかとの示唆を得た。 

７ 今後の展望 
 今回の分析で，本物を扱うことで児童の対象
に対する世界が広がったのではないかという
示唆を得た。今後，さらなる実践を行い，ビデ
オ分析やアンケートから明らかにしていく必
要がある。 

７ 参考文献 
１） 村上忠幸・向井大喜(2019)「深い学び」を

実現するための探究学習とは 教職キャリ
ア高度化センター教育実践研究紀要 

２） 村上忠幸・向井大喜(2017)新しい時代の理
科教育への一考察 京都教育大学実践研究
紀要 

３） 中村精吾(2019)アリの社会性をテーマと
した探究教材の可能性 日本理科教育学会 
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防災教育の指導力育成に関する考察 

－小学校教員養成課程の学生に対する防災意識調査から－ 

 

○秋吉博之 1，石橋賢一 2 

Hiroyuki AKIYOSHI, Kenichi ISHIBASHI 

                      1和歌山信愛大学，2（株）ワオ・コーポレーション 

【キ－ワード】 学習指導要領，教員養成課程，指導力，防災教育 
 

１ 目 的 

 平成 29年 3月に「主体的・対話的で深い学
び」をキーワードとした学習指導要領が公示さ

れた。改訂にあたり、東日本大震災や熊本地震

等、大きな人的被害をもたらした自然災害を受

けて、防災教育に関わる内容の取り扱いが大幅

に増加した。本研究では、防災教育の指導力育

成について検討するため、教育学部学生に調査

を行い、学生の防災意識や防災教育についての

実態を明らかにする。これにより教員養成課程

において、学生にどのような能力を高めていく

必要があるか検討する。 
２ 方 法 

平成 29年 6月 9日に、小学校教員養成課程

の O 大学生 3 回生～5 回生 67人を対象に質問

紙調査を行い、回答を得た。質問紙は、「和歌

山県北部の児童・生徒・学生に行った防災意識

調査」（此松・中北，2010）、及び、「防災教

育に対する教師の知識と態度」（元吉,2015）

で使用されたものを一部改変し、使用した。設

問内容は、自分自身、家庭・地域での防災対策、

学校での防災教育、災害や防災の知識に関する

ものである。 

３ 結 果 

 「性別、居住地域、地域環境、自分自身、家

庭、地域について」及び「学校での防災教育に

ついて」の質問項目では、各回答の割合を百分

率で算出した。5件法で問うた「自然災害や防

災に関する知識について」については、得点を

平均化した。自由記述形式の質問については類

似した回答が多く、3つのグループに分類、整

理して、その内容の検討を行った。 

４ 考 察 

学生らの防災教育への理解には不足や偏り

が見られ、学生らがこれまで受けてきた防災

教育のねらいが十分に達成されているとは言

い難い。一方、防災教育を行う上で必要とな

る災害発生メカニズムや災害時の対応といっ

た知識の自信度は高い。しかし、自然災害発

生メカニズムや過去の自然災害といった要素

を、防災教育において優先度が低いものとし

てとらえている可能性がある。また、過去や

地域の自然災害や地域防災に関わる組織・シ

ステムについての知識は不足していると考え

られる。 
５ 今後の課題 

 今後、小学校教育において教員が持つべき防

災教育の力と、それをどのように高めていくか

を、より明確化・具体化したい。その中で、教

員や教員を目指す学生が自然災害や防災につ

いて取り組める教材やプログラムの開発が課

題である。 

引用文献 

藤岡達也（2017）「新学習指導要領と環境教育
―自然災害・防災教育の観点から―」『環境

教育』VOL.27-1, 6-11 
此松昌彦（2006）「大学教育における防災教育
の現状 ―東海・近畿・四国地方の国立大学

法人を例に―」『地学教育と科学運動』51
号,11-16 

此松昌彦・中北綾香（2010）「和歌山県北部の
児童・生徒・学生に行った防災教育意識調査」

『和歌山大学教育学部教育実践総合センタ

ー紀要』No.20,133-142 
戸倉則正・藤岡達也（2013）「津波に起因する
河川災害の取扱いについての一考察―東日

本大震災をふまえた津波に対する防災教育

の観点から―」『理科教育学研究』Vol.54,No.1 
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身近なものを用いた中学生向けの理科教材の研究 

中学校における理科実験の実践例から 

 

○松尾佑樹 1，鳴神一樹 1, 中村文子 2, 木村憲喜 1, 2 

Yuki MATSUO, Kazuki NARUKAMI, Fumiko NAKAMURA, Noriyoshi KIMURA 
1和歌山大学大学院教育学研究科, 2和歌山大学教育学部 

【キ－ワード】 理科教材開発，実験，探究学習 
 

１ 目 的 

2020 年度、我々は和歌山市の中学校で理科実

験を中心とした授業を多数行った。この授業は

この中学校の独自の教科で, 教科書内容にと

らわれない理科実験を行うことで生徒の理科

への興味や関心を高めることを目的としてい

る。今回, 多くの中学生が興味をもつように身

近なものを使った理科教材をいくつか検討し, 
中学校で実践した。 
 
２ 活 動 内 容 

2020 年度については, これまで 7 つの教材を

用いて実験することができた。これらの実験内

容を表 1 に示す。 
表 1 2020 年度に行った実験内容 

 教材名 

1 ペーパークロマトグラフィ 

2 マーブリング 

3 液状化現象 

4 洗剤ボートとアメンボ 

5 マグヌスコップ 

6 ピーナッツのカロリー測定 

7 象の歯磨き粉 

 
３ 実 験 

ペーパークロマトグラフィのワークシートの

一部を図 1 に示す。この実験は, コーヒーフィ

ルターに水性インクを付着させた後, 水に浸

し水性ペンのインクが分離する様子を観察さ

せる内容である。この授業から水の毛細管現象

や色の三原色などについて解説することがで

きた。このように身近な現象と実験を組み合わ

せることで, 生徒に理科への興味関心を高め

ることができたと思われる。 
ピーナッツのカロリー測定のワークシートの

一部を図２に示す。この実験では身近な単位と

して扱われるカロリーという言葉の意味を科

学的に理解することができる実験となった。ま

た、「理論値との差異はどこから生まれるのか」

という実験方法の再検討の場面としても有効

であったと思われる。 

図 1 ペーパークロマトグラフィのワークシート 

図 2 ピーナッツのカロリー測定のワークシート 

 

４ 考 察 

 これらの実験から, 色彩が鮮やかな実験や直

接生徒自身の手で確かめる実験などは「楽し

い」と思う生徒が多く, 印象に残りやすいこと

がわかった。また, 食べ物をテーマにした実験

は, 日常生活の中で理科とのつながりを意識

させる効果があった。 
 今回, さまざまな文献やインターネットなど

から知り得た実験を大学院で再現し, 原理な

どの理論的な教材研究を多数行い, 教材化す

ることができた。そして, 学校現場で実験を実

践することにより, 理論的な教材研究だけで

は想定できなかった問題点を発見し, 教材を

改善することができた。これらの研究を通し

て, 教科書に記載されていない実験に関して

も原理や日常生活との関連を学んで教材化す

ることで理科に関する興味と関心を深めるこ

とができると考えられる。 

 

 

 

防災教育の指導力育成に関する考察 

－小学校教員養成課程の学生に対する防災意識調査から－ 

 

○秋吉博之 1，石橋賢一 2 

Hiroyuki AKIYOSHI, Kenichi ISHIBASHI 

                      1和歌山信愛大学，2（株）ワオ・コーポレーション 

【キ－ワード】 学習指導要領，教員養成課程，指導力，防災教育 
 

１ 目 的 

 平成 29年 3月に「主体的・対話的で深い学
び」をキーワードとした学習指導要領が公示さ

れた。改訂にあたり、東日本大震災や熊本地震

等、大きな人的被害をもたらした自然災害を受

けて、防災教育に関わる内容の取り扱いが大幅

に増加した。本研究では、防災教育の指導力育

成について検討するため、教育学部学生に調査

を行い、学生の防災意識や防災教育についての

実態を明らかにする。これにより教員養成課程

において、学生にどのような能力を高めていく

必要があるか検討する。 
２ 方 法 

平成 29年 6月 9日に、小学校教員養成課程

の O 大学生 3 回生～5 回生 67人を対象に質問

紙調査を行い、回答を得た。質問紙は、「和歌

山県北部の児童・生徒・学生に行った防災意識

調査」（此松・中北，2010）、及び、「防災教

育に対する教師の知識と態度」（元吉,2015）

で使用されたものを一部改変し、使用した。設

問内容は、自分自身、家庭・地域での防災対策、

学校での防災教育、災害や防災の知識に関する

ものである。 

３ 結 果 

 「性別、居住地域、地域環境、自分自身、家

庭、地域について」及び「学校での防災教育に

ついて」の質問項目では、各回答の割合を百分

率で算出した。5件法で問うた「自然災害や防

災に関する知識について」については、得点を

平均化した。自由記述形式の質問については類

似した回答が多く、3つのグループに分類、整

理して、その内容の検討を行った。 

４ 考 察 

学生らの防災教育への理解には不足や偏り

が見られ、学生らがこれまで受けてきた防災

教育のねらいが十分に達成されているとは言

い難い。一方、防災教育を行う上で必要とな

る災害発生メカニズムや災害時の対応といっ

た知識の自信度は高い。しかし、自然災害発

生メカニズムや過去の自然災害といった要素

を、防災教育において優先度が低いものとし

てとらえている可能性がある。また、過去や

地域の自然災害や地域防災に関わる組織・シ

ステムについての知識は不足していると考え

られる。 
５ 今後の課題 

 今後、小学校教育において教員が持つべき防

災教育の力と、それをどのように高めていくか

を、より明確化・具体化したい。その中で、教

員や教員を目指す学生が自然災害や防災につ

いて取り組める教材やプログラムの開発が課

題である。 

引用文献 

藤岡達也（2017）「新学習指導要領と環境教育
―自然災害・防災教育の観点から―」『環境

教育』VOL.27-1, 6-11 
此松昌彦（2006）「大学教育における防災教育
の現状 ―東海・近畿・四国地方の国立大学

法人を例に―」『地学教育と科学運動』51
号,11-16 

此松昌彦・中北綾香（2010）「和歌山県北部の
児童・生徒・学生に行った防災教育意識調査」

『和歌山大学教育学部教育実践総合センタ

ー紀要』No.20,133-142 
戸倉則正・藤岡達也（2013）「津波に起因する
河川災害の取扱いについての一考察―東日

本大震災をふまえた津波に対する防災教育

の観点から―」『理科教育学研究』Vol.54,No.1 

日本理科教育学会近畿支部大会発表論文集 2020 年度 （2020）

－ 49 －



 

 

の教育 2019年 7月号 

ワラビモチの探究を通した「身近さ」と「学びに向かう力」の考察 

○吉田 明弘 A，村上 忠幸 B 

YOSHIDA Akihiro, MURAKAMI Tadayuki 

京都教育大学大学院 A 京都教育大学 B 

【キ－ワード】 身近さ, 学びに向かう力，わらびもち, ワラビ， デンプン 
 
１．はじめに 

筆者は，村上が行う「自由度の高い協働的な探

究学習」を受け,理科が身近にあると実感した。

それは,探究学習で扱う題材が,日常生活の中で

よく目にすることが多いからだと考えた。そこか

ら，理科とは日常生活の中にある身近なものに疑

問を持ち,深く考えることが大切だと気づいた。 

 筆者は京都で生まれ育ったため,わらびもちは

幼い頃からよく食べていた。また,知人がわらび

もち屋を営んでいたため,筆者もわらびもちに強

い親近感とこだわりを持った。そこで，身近であ

るわらびもちを題材とし，探究することにした。 

以上のように,本研究では，身近なわらびもち

を探究することで生じる「学び」を分析すること

で，身近なものを探究することの良さを探ること

を目的とする。 

２.調査方法 

〇調査期間：2020年 2月～2020年 10月（現在） 

〇方法：ポートフォリオの分析 

ポートフォリオには，わらびもちの探究実践及

び，探究中の筆者の感情等を記述した。 

〇わらびもちの探究実践の内容 

・4/15 わらびもちへの疑問の書き出し 

・6/16 市販わらびもち粉でワラビモチ作り 

・6/21 京都府京都市 ワラビの全草の採取 

・7/13 わらびもち作り職人から作り方の教授 

・7/20 岐阜県中津川市 ワラビ根茎 570 g採取 

・7/21 採取したワラビの根茎を顕微鏡で観察 

・7/30 10.1 g ワラビデンプン採取 

・7/31 ワラビデンプンからワラビモチ作り 

・9/1 ジャガイモ 300 g からのデンプン作り 

・9/9 ジャガイモデンプン 18 g 採取 

・10/9 採取したデンプンを顕微鏡で観察 

３．結果 

わらびもちの探究について記入した，ポートフ

ォリオをもとに分析を行った。これより，身近さ

から学びが深まる可能性が示唆された。 

４. 考察 

（1）「間接的」と「直接的」な関わり 

分析より，筆者がワラビモチに「間接的」に関

わる時と，「直接的」に関わる時があることに気

づいた。「間接的」とは，ワラビモチへのイメージ

を持った時や，ワラビ図鑑で調べ知った気になっ

た時のことを指す。「直接的」とは，ワラビを掘る

時や，実際にワラビモチを作り食べる時のことで

ある。この「間接的」な関わりを行うことで，「直

接的」に関わった時に「違和感」や「気づき」が

起こり，疑問が生まれた。 

この生まれた疑問に対し「間接的」・「直接的」

に関わることで，「疑問」がより具体化され，学び

の深まっていくと考えられた。 

 
図 1：「身近さから生じる学びの深まり」 

（2）学びに向かう力の「内発的」と「外発的」 

研究する中で，「やる気」を持つ場面があった。

この「やる気」が生じる時は，「知っていることと

実際（事実）に違いがあった時」など「内発的」

に生じるものがあった。一方で，学会などの「外

発的」に生じるものがあると考えられた。 

 
図 2：「学びに向かう力の分類」 

（3）身近さの良さ 

身近なものは，日常生活の中で何気なく見たり，

触れたりしているため，「間接的」なイメージを

持ちやすい。さらに，身近にあるため，「直接的」

にも関わりやすい（図 1）。そして，疑問が活性さ

れることにより，内発的に「学びに向かう力」が

促される（図 2）。これらの良さが身近なものにあ

ることが考えられた。 

５．今後の展望 

・ワラビモチの探究教材を開発し，授業実践する 

・「身近さ」から生じる「学びに向かう力」につい

てポートフォリオを用いた検討・考察をする。 

６．参考文献 

[１]村上忠幸（2019）「自由度の高い協働的な探

究学習による『深い学び』の実現へ向けて」理科 
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中学校理科教科書における雨滴の描写と記述に関する考察
○松尾亮太朗 1

北摂リサーチ

【キーワード】 中学校理科教科書，気象とその変化，降水形成過程，雲，雨

 
１ 背景と目的

高橋（1993）は，小中学校理科教科書における大気水象

に関する内容に着目し，問題点として中学校理科教科書の

4種中3種で雨滴を涙形で表していたと報告した。落下水

滴は，小さなものは球形で，大きなものは饅頭形であると

知られている（大田，1959）。自然現象が正確に描かれて

いるかという視点からみると，教科書における雨滴の描写

は正確とは言えないと考えられる。 
教科書において雨滴をどのように描写するか議論され

たことが伺える事例がある。霜田ら（1993）は，「雨滴の

大きさと落ちる速さ」と題した図で，直径0.1mm，1.0mm，
2.6mm の雨滴を球形で描写したが，霜田ら（2001）は，

同題の図で直径 0.1mm の雨滴を球形で，1.0mm，2.6mm
の雨滴を涙形で描写した。すなわち，大きさによって形が

異なることを反映した図になったが，高橋（1993）が問題

点として挙げた涙形の描写に変更された。 
これらの背景を踏まえると，雨滴をどのように描写する

かという問題は現在も未解決であると予想される。本論文

では，現行の教科書について調査し考察する。 
２ 方 法

中学校理科教科書（2015 年検定済み）の気象分野にお

ける図と言葉に着目して分析する。

３ 結 果

有馬ら（2016）をDN，霜田ら（2016）をGT，塚田ら

（2016）をKR，細矢ら（2016）をKS，岡村ら（2016）
をTSと略記する。5社の教科書はいずれも，あたためら

れた空気が上昇するところから雨や雪が降っているとこ

ろまでを描いた図を掲載しており，いずれも雨滴を描写し

ていた。具体的には，DNの「雲のでき方と雨や雪の降り

方」（pp.254-255，図20），GTの「雲ができ雨や雪が降

るしくみ」（p.231，図13），KR の「雲のでき方と雨や

雪の降るしくみ」（p.72，図10），KSの「雲と雨・雪の

でき方」（p.213，図17），TSの「雲のでき方の例」（p.169，
図4）の図である。GTは落下中の雨滴を丸形で描写し，

DN，KR，KS，TSは涙形で描写していた。 
４ 考察とまとめ

高橋（1993）は，雨滴を涙形で描写することについて，

誤った理解を促しかねないと指摘した。調査の結果，雨滴

の描写の形は高橋（1993）が指摘した結果とほぼ同じであ

った。したがって，現行の教科書でも高橋（1993）と同様

の指摘をし得る。しかしながら，雨滴を涙形で描写するこ

とが実際に誤った理解を促しているかは把握されていな

い。自然現象が正確に描かれているかという視点からみる

と，正確とは言えないが，涙形で描写することが理解に影

響するとまでは現段階では言えない。雨滴をどのように描

写するかについて，教科書によって考え方が異なっている

のが現状であると推定される。 
図名から図表の内容を推定できる。例えば，「雲のでき

方」と「雲のでき方と雨や雪の降り方」では，何をどこま

で描いているかが異なると予想できる。図名に含まれてい

た言葉に「雲」「雨」「雪」がある。「雲」は5社の教科

書で共通して使用されているが，「雨」「雪」はTSが使

用していない。図名からDN，GT，KR，KSでは雪や雨

に関する描写があると推定され，TSでは「雲」に焦点を

おいた図があると推定される。 
図を見ると5社いずれも，ほぼ同じ内容である。より細

かく見るとGTとKSは太陽の光を描写していないが，

DN，KR，TSは描写している。図の内容から，図名はほ

ぼ同一になると推定される。 
すなわち，言葉から推定されることと，図の内容から推

定されることが異なっている。雲のでき方という場合や雨

や雪のでき方という場合に，それぞれどこからどこまでを

指すのかについて，捉え方が教科書によって異なっている

と示唆される。 
言葉と図から推定されることを踏まえると，雨滴をどの

ように描写するのかのみならず，そもそも描写に含めるか

否かも議論する必要がある。 
引用文献
有馬朗人ほか62名（2016）『新版理科の世界2』大日本
図書， 309p． 

細矢治夫ほか29名（2016）『自然の探究中学校理科2』
教育出版， 276p． 

岡村定矩ほか50名（2016）『新編新しい科学2』東京書
籍， 286p． 
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霜田光一ほか28名（1993）『中学校理科：2分野』学校
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ワラビモチの探究を通した「身近さ」と「学びに向かう力」の考察 

○吉田 明弘 A，村上 忠幸 B 

YOSHIDA Akihiro, MURAKAMI Tadayuki 

京都教育大学大学院 A 京都教育大学 B 

【キ－ワード】 身近さ, 学びに向かう力，わらびもち, ワラビ， デンプン 
 
１．はじめに 

筆者は，村上が行う「自由度の高い協働的な探

究学習」を受け,理科が身近にあると実感した。

それは,探究学習で扱う題材が,日常生活の中で

よく目にすることが多いからだと考えた。そこか

ら，理科とは日常生活の中にある身近なものに疑

問を持ち,深く考えることが大切だと気づいた。 

 筆者は京都で生まれ育ったため,わらびもちは

幼い頃からよく食べていた。また,知人がわらび

もち屋を営んでいたため,筆者もわらびもちに強

い親近感とこだわりを持った。そこで，身近であ

るわらびもちを題材とし，探究することにした。 

以上のように,本研究では，身近なわらびもち

を探究することで生じる「学び」を分析すること

で，身近なものを探究することの良さを探ること

を目的とする。 

２.調査方法 

〇調査期間：2020年 2月～2020年 10月（現在） 

〇方法：ポートフォリオの分析 

ポートフォリオには，わらびもちの探究実践及

び，探究中の筆者の感情等を記述した。 

〇わらびもちの探究実践の内容 

・4/15 わらびもちへの疑問の書き出し 

・6/16 市販わらびもち粉でワラビモチ作り 

・6/21 京都府京都市 ワラビの全草の採取 

・7/13 わらびもち作り職人から作り方の教授 

・7/20 岐阜県中津川市 ワラビ根茎 570 g採取 

・7/21 採取したワラビの根茎を顕微鏡で観察 

・7/30 10.1 g ワラビデンプン採取 

・7/31 ワラビデンプンからワラビモチ作り 

・9/1 ジャガイモ 300 g からのデンプン作り 

・9/9 ジャガイモデンプン 18 g 採取 

・10/9 採取したデンプンを顕微鏡で観察 

３．結果 

わらびもちの探究について記入した，ポートフ

ォリオをもとに分析を行った。これより，身近さ

から学びが深まる可能性が示唆された。 

４. 考察 

（1）「間接的」と「直接的」な関わり 

分析より，筆者がワラビモチに「間接的」に関

わる時と，「直接的」に関わる時があることに気

づいた。「間接的」とは，ワラビモチへのイメージ

を持った時や，ワラビ図鑑で調べ知った気になっ

た時のことを指す。「直接的」とは，ワラビを掘る

時や，実際にワラビモチを作り食べる時のことで

ある。この「間接的」な関わりを行うことで，「直

接的」に関わった時に「違和感」や「気づき」が

起こり，疑問が生まれた。 

この生まれた疑問に対し「間接的」・「直接的」

に関わることで，「疑問」がより具体化され，学び

の深まっていくと考えられた。 

 
図 1：「身近さから生じる学びの深まり」 

（2）学びに向かう力の「内発的」と「外発的」 

研究する中で，「やる気」を持つ場面があった。

この「やる気」が生じる時は，「知っていることと

実際（事実）に違いがあった時」など「内発的」

に生じるものがあった。一方で，学会などの「外

発的」に生じるものがあると考えられた。 

 
図 2：「学びに向かう力の分類」 

（3）身近さの良さ 

身近なものは，日常生活の中で何気なく見たり，

触れたりしているため，「間接的」なイメージを

持ちやすい。さらに，身近にあるため，「直接的」

にも関わりやすい（図 1）。そして，疑問が活性さ

れることにより，内発的に「学びに向かう力」が

促される（図 2）。これらの良さが身近なものにあ

ることが考えられた。 

５．今後の展望 

・ワラビモチの探究教材を開発し，授業実践する 

・「身近さ」から生じる「学びに向かう力」につい

てポートフォリオを用いた検討・考察をする。 

６．参考文献 

[１]村上忠幸（2019）「自由度の高い協働的な探

究学習による『深い学び』の実現へ向けて」理科 
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児童の科学的説明と問いとの関連 

 

○孕石泰孝 

HARAMIISHI Yasutaka 
関西大学初等部 

【キ－ワード】 科学的説明，事実，論拠，問い 
。

１ 目 的 

評価にあたっての記述問題では，理由を問う

ことが多いが，理科においては，その説明の仕

方に「科学的説明」に則った表現が求められる。 
「科学的説明能力の育成」については福澤１）

や山本２）らが「事実」と「主張につなげる論拠」

の２点を押さえることの必要性について触れ，

様々な提案をしている。 
本研究では，タイプの異なる設問に対し，児

童はどのような説明の仕方をするか，「事実と

論拠の記述の有無」という点から分析し，その

傾向について明らかにする。 
２ 方 法 

以下の調査問題について，児童に理由を書か

せ，その理由について分析する。 

（１）実施時期および学年 

2020 年７月 第６学年（58 名） 

（２）調査問題 

内容については，理由の書き方の実情を

把握すると共に，その後のスムーズな児童

への指導のため，３，４年生の学習内容を扱

うこととした。 

問題①は，問いの内容は個別（具体）事

象の説明である。また，理由の根拠とする

「クモの足が８本」ということは，問題文お

よび写真等で触れていない。 
問題②③は，問いの内容は，問題①より

抽象度の高い内容の説明を扱っている。ま

た，理由の根拠となる事象を写真にて提示

している。 
 

３ 結 果 

理由の内容を，「事実と論拠の両方」「事実

のみ」「論拠のみ」の記述と「その他」で分類

した。また，科学的内容について不備のあるも

のも，「事実」と「論拠」の観点から記述され

ていればカウントすることとした。 

ただし，「問題③」の「太陽は東から昇って

西に沈むから」といった同義反復のような，理

由として成立しないものについては，「その他」

に分類した。結果は，下の表の通りである。 

４ 考 察 

「問題①」は，具体的事象の説明であること，

また，問題の中に事実（クモは８本足であるこ

と）が提示されていないため，多くの児童が理

由として「事実」を提示することができている。

一方，論拠がなく，「事実」を挙げるだけで説

明できたと考えてしまっている児童の割合が

高くなっている。「問題②③」では，「写真を

見て答えなさい」という指示があるにも関わら

ず，問題①と比べ，事実と論拠を合わせて説明

する割合がかなり下がっている。特に，問題③

では，提示された事実抜きに説明しようとする

割合が 30%にものぼる。 

これらは，「科学的説明」とは「事実と論拠

によって語られること」であることの必要性が

十分に定着していないことを示している。一方

で，問題①では，特別な指導なく７割以上もの

児童が適切に説明できていることから，問題提

示の仕方によって，児童の説明も大きく変わる

ことを指導者は意識しておくべきである。 
参考文献 

１） 例えば，『科学的に説明する技術 その仮説は本
当に正しいか』（福澤一吉，サイエンス・アイ新

書，2007） 
２）例えば，『小学校理科教育におけるアーギュメン

ト構成能力の育成』（山本智一，風間書房，2015） 

 問題① 問題② 問題③ 
事実と論拠とも 73.2% 53.6% 41.1% 
事実のみ 21.4% 23.2% 17.9% 
論拠のみ 5.4% 19.6% 30.4% 
その他 0.0% 3. 6% 10.7% 

① クモについて次の問いに答えなさい。 

ア クモは昆虫ですか。 

イ アで答えた理由を説明しましょう。 

② 空気中の気体について，次の写真を見て問いに答

えなさい。  

ア 空気中に水蒸気は含まれますか。 

イ アで答えた理由を説明しましょう。 

③ １日の太陽の動きについて，次の写真を見て問い

に答えなさい。 

ア １日の中で，太陽はどのように動きますか（位置

を変えますか）。 

イ アで答えた理由を説明しましょう。 
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  紫外線の生物への影響を観察するための簡易な光源の探索 
 

 

○鵜澤武俊，串田一雅 

Taketoshi UZAWA，Kazumasa KUSHIDA 

大阪教育大学 

【キ－ワード】 環境教育，観察，紫外線，生物への影響 

 

１ 目 的 

「高等学校学習指導要領（平成３０年告示）

解説 理科編 理数編」には，平成 28 年 12

月の中央教育審議会答申に示されている理科

に関する改善事項が掲載されている。これら

の改善事項には，学習・指導の改善充実や教

育環境の充実等の指摘が含まれる。この指摘

は具体的には，ⅰ）「主体的・対話的で深い学

び」の実現，ⅱ）教材や教育環境の充実につ

いての指摘である。 

この指摘のⅱ）においては更に，a）教科書

を含む教材についての，学習の質を高められ

るような配慮，ｂ）いたずらに細かなあるい

は高度な知識を身に付けさせ，それを評価す

るものにしないような配慮，c）生徒が問題の

発見・解決に向けて主体的・協働的に学習を

進めることができるものとする配慮，d）生徒

の興味・関心等に応じて意欲的に学習を進め，

考えを広めたり深めたりして行くことができ

るようにする配慮，などが要請されている。 

以上のような要請を実現するため，観察・

実験を通じて仮説を検証するための効果的な

教材の開発の重要性が指摘されている。さら

に理科において育成を目指す資質・能力の実

現を図るために，指導体制の強化や教員研修，

実験器具等の整備の充実等が要請されている。 

このような状況下で新たな実験教材の開発

を試みる場合，日本国内の多くの高等学校で

入手と使用が可能なものであることが必要で

ある。また学習を行う生徒がなるべく興味を

持ちやすい教材が望ましいと考えられる。 

ところで近年は地球環境問題が盛んに取り

上げられるようになった。この問題は報道も

多く，生徒が興味を示しやすいと考えられる。 

地球環境問題の一つにオゾン層の破壊があ

り，この破壊により地表への紫外線が増加す

る。紫外線は種々の化学反応を誘起し，また

生物にも影響を与えるために注目されている。 

だとすれば，紫外線に関する教材は，生物

への影響を観察できるものが重要であり，生

徒が興味を持ちやすい教材になることが期待

できる。そのため本研究においては，簡易な

紫外線光源を用いて紫外線の生物への影響を

観察する教材の作成を目指している。その第

一段階として，そのような教材に使用可能な

簡易な紫外線光源の選定を試みている。 

前回の報告においては，LED タイプと蛍光

灯タイプのブラックライトを用いて大腸菌に

対する影響を検討したが，有意な効果を見出

すことはできなかった。そのため，今回は市

販の UV 除菌ケースが紫外線光源として使用

可能か検討を行った。 

２ 方 法 

紫外線光源は，内部に小型の UVランプを備

える UVサニタイザーを使用した。これは内部

の空間に滅菌したい物体を入れ，小型の紫外

線ランプからの紫外線で殺菌を行うものであ

る。今回はこの内部に①大腸菌を塗布した寒

天培地，②容器に入れた大腸菌の希釈懸濁液

を設置し，これに紫外線を照射した。その後

大腸菌を寒天培地は直ちに，懸濁液は寒天培

地に塗布後に 37℃で 24 時間培養し，寒天培

地に出現した大腸菌の集落（コロニー）数を

測定し，大腸菌への紫外線の影響を評価した。 

３ 結 果 と 考 察 

 今回，大腸菌を塗布したシャーレをサニタイ

ザー内部に入れた場合，紫外線を５分照射後の

生存率は紫外線を未照射のものと同等であり，

効果は見られなかった。一方，大腸菌の希釈懸

濁液を用いた場合は，紫外線を１分照射後の生

存率は未照射の１％に低下した。この結果，今

回使用した紫外線光源に関しては，紫外線照射

の方法を選べば効果があることが判明した。 

４ まとめ 

今回使用した紫外線光源は，照射の方法によ

っては生物への効果が見られることが明らか

になった。今後はより適切な照射方法について

検討を行う予定である。 
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１ 目 的 

評価にあたっての記述問題では，理由を問う

ことが多いが，理科においては，その説明の仕

方に「科学的説明」に則った表現が求められる。 
「科学的説明能力の育成」については福澤１）

や山本２）らが「事実」と「主張につなげる論拠」

の２点を押さえることの必要性について触れ，

様々な提案をしている。 
本研究では，タイプの異なる設問に対し，児

童はどのような説明の仕方をするか，「事実と

論拠の記述の有無」という点から分析し，その
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２ 方 法 

以下の調査問題について，児童に理由を書か

せ，その理由について分析する。 

（１）実施時期および学年 
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参考文献 

１） 例えば，『科学的に説明する技術 その仮説は本
当に正しいか』（福澤一吉，サイエンス・アイ新

書，2007） 
２）例えば，『小学校理科教育におけるアーギュメン

ト構成能力の育成』（山本智一，風間書房，2015） 

 問題① 問題② 問題③ 
事実と論拠とも 73.2% 53.6% 41.1% 
事実のみ 21.4% 23.2% 17.9% 
論拠のみ 5.4% 19.6% 30.4% 
その他 0.0% 3. 6% 10.7% 

① クモについて次の問いに答えなさい。 

ア クモは昆虫ですか。 

イ アで答えた理由を説明しましょう。 

② 空気中の気体について，次の写真を見て問いに答

えなさい。  

ア 空気中に水蒸気は含まれますか。 

イ アで答えた理由を説明しましょう。 

③ １日の太陽の動きについて，次の写真を見て問い

に答えなさい。 

ア １日の中で，太陽はどのように動きますか（位置

を変えますか）。 

イ アで答えた理由を説明しましょう。 
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１．はじめに

筆者は幼少期から昆虫に高い関心を持ってお

り、その中でも特に生命のサイクルに興味を持っ

ている。そのため昆虫採集を日常的に行っており、

チョウの産卵やセミの羽化などを観察する機会

が多かった。これらの昆虫の中でも、最も多く観

察を続けていたのがカブトムシである。これまで

筆者は山で採集したカブトムシを自宅で飼育し、

幼虫から成虫まで育ててきた。時に一日中観察を

続ける中でオス同士を戦わせることや、手に乗せ

て反応を観察することでカブトムシが生き物で

あるということを強く実感することができた。ま

た数年通して飼育を続けていたため、カブトムシ

の変態サイクルを数周続けて観察した経験もあ

る。

そこで筆者は馴染み深い昆虫であるカブトム

シを題材とし、飼育経験から得られた気付きを省

察することで生じる学びを明らかにすることを

目的とし本研究を行った。

２．調査方法

（ ）調査期間

年 月 日から現在 月 日継続

中

（ ）方法

カブトムシの観察記録及びポートフォリオ

の作成・分析

．カブトムシの飼育について

（ ）採集

① 日時： 年 月 梅雨明け 時頃

② 場所：大阪府 寝屋川公園

③ 状況：晴天。クヌギの樹液に集まっていた

ところを捕獲した。またクヌギ以外の木では

カブトムシは見られなかった。

（ ）飼育

① 飼育期間： 月上旬から 月中旬 成虫

月中旬から現在（幼虫）

② 条件：室温約 ～ ℃

③ 個体数：成虫はオス 匹、メスが 匹、

幼虫 匹程度 外部からの個体も含む 。

（ ）観察

・メスが腹部を収縮させることで音を発生させ

ている様子が度々見られた

・ 月中旬に飼育用の腐葉土を広げたところ、卵

が数個発見された。このあともオスがいな

い状況で数回に分けて卵を産んだ。

飼育中に生じた疑問

・視覚があまり発達していないカブトムシはど

のように天敵から身を守るのか。

・異性をどのようにして見つけるのか。

・カブトムシのメスが発する摩擦音が何に寄与

しているのか。

・幼虫に気門ができるまでの間、呼吸はどうして

いるのか。

・幼虫が地表と地中を往復する目的はフン以外

に何があるか。

・幼虫は腐葉土や朽木以外の葉 腐敗前 は食べ

ないのか。

・幼虫は土の中で何を行っているのか。

３. 考察

（ ）疑問の連鎖と動機の発生について

幼少期からカブトムシの飼育をしていて、そこ

で疑問が生じる事はあったが、それに対して特に

行動はしなかった。しかしカブトムシの観察を記

録するように意識してから、この行動の意味は何

か、身体の構造がもたらす利点は何か、と疑問が

連鎖的に生まれる感覚があった。これは観察を記

録することで、抽象的なイメージが言語化・整理

され、それまで看過されていた事象を具体的に捉

えることができたため連鎖的な疑問が生まれて

いったと考えられる。連鎖的に疑問が生じること

で、学びの原動力となる自発的動機に繋がるよう

な実感があった。

（ ）学びの発生とその広がりについて

普段から目にするような身近な存在に対して

疑問を抱くことは想像より困難なことであるが、

意識してポートフォリオの作成や簡単な省察を

行うことで対処可能である。観察をする中で身近

な昆虫から得られた気付きや疑問を認知し、それ

らを独自の方法で検証していく過程から新たな

知見や学びに広げていくことが示唆された。

４ 今後の展望

・より整理しやすいポートフォリオの作成法を

考案する。

・カブトムシの変態サイクルを主軸とした授業

作りを具体的に考える。

日本理科教育学会近畿支部大会発表論文集 2020 年度 （2020）

－ 54 －



カブトムシの飼育から得られた気付きによる学び
○田中 美玖 1村上 忠幸 2 

TANAKA Miku, MURAKAMI Tadayuki 
京都教育大学大学院 京都教育大学

【キ－ワード】 馴染み深い、理科、昆虫、カブトムシ、自由研究、夏休み

 
１．はじめに

筆者は幼少期から昆虫に高い関心を持ってお

り、その中でも特に生命のサイクルに興味を持っ

ている。そのため昆虫採集を日常的に行っており、

チョウの産卵やセミの羽化などを観察する機会

が多かった。これらの昆虫の中でも、最も多く観

察を続けていたのがカブトムシである。これまで

筆者は山で採集したカブトムシを自宅で飼育し、

幼虫から成虫まで育ててきた。時に一日中観察を

続ける中でオス同士を戦わせることや、手に乗せ

て反応を観察することでカブトムシが生き物で

あるということを強く実感することができた。ま

た数年通して飼育を続けていたため、カブトムシ

の変態サイクルを数周続けて観察した経験もあ

る。

そこで筆者は馴染み深い昆虫であるカブトム

シを題材とし、飼育経験から得られた気付きを省

察することで生じる学びを明らかにすることを

目的とし本研究を行った。

２．調査方法

（ ）調査期間

年 月 日から現在 月 日継続

中

（ ）方法

カブトムシの観察記録及びポートフォリオ

の作成・分析

．カブトムシの飼育について

（ ）採集

① 日時： 年 月 梅雨明け 時頃

② 場所：大阪府 寝屋川公園

③ 状況：晴天。クヌギの樹液に集まっていた

ところを捕獲した。またクヌギ以外の木では

カブトムシは見られなかった。

（ ）飼育

① 飼育期間： 月上旬から 月中旬 成虫

月中旬から現在（幼虫）

② 条件：室温約 ～ ℃

③ 個体数：成虫はオス 匹、メスが 匹、

幼虫 匹程度 外部からの個体も含む 。

（ ）観察

・メスが腹部を収縮させることで音を発生させ

ている様子が度々見られた

・ 月中旬に飼育用の腐葉土を広げたところ、卵

が数個発見された。このあともオスがいな

い状況で数回に分けて卵を産んだ。

飼育中に生じた疑問

・視覚があまり発達していないカブトムシはど

のように天敵から身を守るのか。

・異性をどのようにして見つけるのか。

・カブトムシのメスが発する摩擦音が何に寄与

しているのか。

・幼虫に気門ができるまでの間、呼吸はどうして

いるのか。

・幼虫が地表と地中を往復する目的はフン以外

に何があるか。

・幼虫は腐葉土や朽木以外の葉 腐敗前 は食べ

ないのか。

・幼虫は土の中で何を行っているのか。

３. 考察

（ ）疑問の連鎖と動機の発生について

幼少期からカブトムシの飼育をしていて、そこ

で疑問が生じる事はあったが、それに対して特に

行動はしなかった。しかしカブトムシの観察を記

録するように意識してから、この行動の意味は何

か、身体の構造がもたらす利点は何か、と疑問が

連鎖的に生まれる感覚があった。これは観察を記

録することで、抽象的なイメージが言語化・整理

され、それまで看過されていた事象を具体的に捉

えることができたため連鎖的な疑問が生まれて

いったと考えられる。連鎖的に疑問が生じること

で、学びの原動力となる自発的動機に繋がるよう

な実感があった。

（ ）学びの発生とその広がりについて

普段から目にするような身近な存在に対して

疑問を抱くことは想像より困難なことであるが、

意識してポートフォリオの作成や簡単な省察を

行うことで対処可能である。観察をする中で身近

な昆虫から得られた気付きや疑問を認知し、それ

らを独自の方法で検証していく過程から新たな

知見や学びに広げていくことが示唆された。

４ 今後の展望

・より整理しやすいポートフォリオの作成法を

考案する。

・カブトムシの変態サイクルを主軸とした授業

作りを具体的に考える。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本理科教育学会近畿支部大会発表論文集 2020 年度 

 

2020 年 11 月 24 日 発行 

 

編集 ：一般社団法人日本理科教育学会 

2020 年度近畿支部大会実行委員会 

（実行委員長 稲垣成哲（神戸大学）） 

 

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 2435-9335 


