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■日  時：2021 年 12 月 18 日（土）9:00～16:15 

■会  場：Zoom によるオンライン開催 担当大学｜鳴門教育大学  

■日  程：  

8:45-9:00 接続テスト  

9:00-9:05 開会，諸連絡  

9:05-10:35 研究発表（１）  

10:35-10:45 休憩・接続テスト  

10:45-12:15 研究発表（２）  

12:15-13:00 昼食・休憩・接続テスト  

13:00-13:30 支部総会  

13:30-15:00 研究発表（３）  

15:00-15:10 休憩・接続テスト  

15:10-16:10 研究発表（４）  

16:10-16:15 諸連絡，閉会  

 

■プログラム： 

研究発表（１） 座長：中城満（高知大学）  

番号  発表題目 発表者氏名（所属） 〇：登壇者 

01 溶媒ケン化法による迅速なセッケン

製造法の開発  

○小原孝昭（(有)NS コスメ），向平和（愛

媛大学教育学部），鈴木和哉（鈴木油脂工

業（株））  

02 ペルチェ素子と USB 電源を用いた安

価な霧箱の開発  

〇坪根虎汰（愛媛大学教育学部），中本剛

（愛媛大学教育学部）  

03 理科におけるサーモグラフィーカメ

ラの活用に関する研究  

〇小山航輝・向平和（愛媛大学教育学部） 

04 ICT を活用した地学フィールド調査

の代替に関する研究  

〇松田晃宜(愛媛大学)，向平和（愛媛大学

教育学部），佐野栄（愛媛大学教育学部） 

05 高校での課題研究におけるテーマ設

定と生徒の主体性  

〇松原依莉彩（愛媛大学），隅田学（愛媛

大学），池田哲也（愛媛大学），吉村直道（愛

媛大学），角藤寿樹（愛媛大学附属高等学

校），大西倫紀（愛媛大学附属高等学校），

上床孝樹（愛媛大学附属高等学校），八木

昌生（愛媛大学附属高等学校）  



06 高等学校の課題研究の実施に関する

実態調査  

〇一柳孝輔（愛媛大学教職大学院），向平

和（愛媛大学），池田哲也（愛媛大学教職

大学院）  

 

研究発表（２） 座長：向平和（愛媛大学）  

番号  発表題目 発表者氏名（所属） 〇：登壇者 

07 高校生の化学学習における自己認識

と科学観(Nature of Science) 

〇上坂祐大（愛媛大学大学院教育学研究

科）， 隅田学（愛媛大学大学院教育学研究

科）， 高橋一将（北海道教育大学旭川校）， 

池田哲也（愛媛大学大学院教育学研究科） 

08 高校化学実験における男女生徒の役

割分担とコース選択の傾向  

○山根結実(愛媛大学大学院 教育学研究

科)，隅田学(愛媛大学大学院 教育学研究

科)，掛水高志(愛媛大学大学院 教育学研

究科) 

09 高校「物理基礎」での個別最適化へ向

けたオンライン学習の導入  

○蔵田雅典（愛媛大学大学院教育学研究

科），宮内滉平（愛媛大学附属高等学校），

隅田学（愛媛大学大学院教育学研究科），

掛水高志（愛媛大学大学院教育学研究科） 

10 Learner Centered Instructional Design in 

Physics: A Survey on High School 

Students' Understanding of Heat and 

Temperature in Everyday Life Contexts  

〇 SOLOLA Idris (Ehime University) ，

SUMIDA Manabu (Ehime University) ，

MIYAUCHI Kohei (Ehime University Senior 

High School) 

11 理科教員志望大学生における化学計

算の困難について  

〇窪航平（愛媛大学大学院教育学研究

科），隅田学（愛媛大学大学院教育学研究

科），掛水高志（愛媛大学大学院教育学研

究科）  

12 TIMSS2015 の問題の正答率から見た

教員志望大学生と中学生の理科の内

容理解度の比較  

〇王澤華（鳴門教育大学），北啓介（鳴門

教育大学），寺島幸生（鳴門教育大学）  

 

研究発表（３） 座長：笠潤平（香川大学）  

番号  発表題目 発表者氏名（所属） 〇：登壇者 

13 幼児を対象とした STEAM（科学・技

術・工学・芸術・数学）教育プログラ

ムの開発と実践（１）〜「音」をテー

マとしたオンライン講座を例として

〜 

〇隅田学（愛媛大学），井上洋一（愛媛大

学），深田昭三（愛媛大学），玉井知津江（愛

媛大学教育学部附属幼稚園）  



14 持続可能な開発目標（SDGs）の観点を

含めたアクティブラーニング型の中

学校理科授業と非認知能力の育成  

○釆野美咲（愛媛大学大学院教育学研究

科），隅田学（愛媛大学大学院教育学研究

科），向平和（愛媛大学大学院教育学研究

科），沖野俊也（愛媛大学教育学部附属中

学校），真木大輔（愛媛大学教育学部附属

中学校），山根典之（愛媛大学教育学部附

属中学校）  

15 誤概念の意図的な活用による児童の

話し合いを活性化させる手法に関す

る分析  

〇坂本延哉（高知大学 教育学部），中城

満（高知大学 教育学部）  

16 理科学習における教師の発話が子ど

もの思考の変容に与える影響に関す

る考察  

〇松村有祐 (高知大学教育学部），中城満

（高知大学教育学部）  

17 小学校理科の考察場面における類型

とその効果に関する考察  

○高橋恵美彩（高知大学教育学部），中城

満（高知大学教育学部）  

18 結果処理場面において数値を扱う方

法の分類とその比較に関する考察  

ー考察で用いる結果の活用方法に焦

点を当ててー  

〇荒巻美優紀（高知大学教育学部），中城

満（高知大学教育学部）  

 

研究発表（４） 座長：隅田学（愛媛大学）  

番号  発表題目 発表者氏名（所属） 〇：登壇者 

19 小テストの反復から見た中学２年生

の湿度に対する理解度の変化  

〇北啓介（鳴門教育大学），清水勝（徳島

市津田中学校），王澤華（鳴門教育大学），

寺島幸生（鳴門教育大学）  

20 概念形成状況の把握を基盤とした仮

説検証型授業の実践  

〇若松柚似（高知大学大学院教職実践高

度化専攻），楠瀬弘哲（高知大学大学院教

職実践高度化専攻）  

21 科学的に探究するための理科学習指

導法の開発  

-仮説設定場面に着目して- 

〇岩原朋史 (高知大学)，楠瀬弘哲 (高知大

学) 

22 高等学校理科における仮説検証型授

業が学力向上に与える効果の検討  

〇徳橋佑哉（高知大学大学院教職実践高

度化専攻），楠瀬弘哲（高知大学大学院教

職実践高度化専攻）  

 



溶媒ケン化法による迅速なセッケン製造法の開発 
○小原 孝昭 1・向 平和 2・鈴木 和哉 3 

 OBARA Takaaki・MUKO Heiwa・SUZUKI Kazuya 
1(有)NS コスメ・2愛媛大学教育学部・3鈴木油脂工業（株） 

キーワード：油脂，脂肪酸，セッケン，けん化，反応速度 
 
１ はじめに 

セッケンは，脂肪酸のナトリウム塩であ

り，約 300 年前から工業的に製造されてい

る。その製造方法は，油脂の分解産物である

脂肪酸を中和する『中和法』と油脂を直接け

ん化させる『けん化法』の２つに大別され

る。前者は，比較的に短時間（3 日程度）で

製造できるため，最も用いられているが，保

湿成分を含まないため使用するとツッパリ

感を生じやすいという欠点を有する。一方，

後者は，副生するグリセリンによる保湿効

果は得られるが，加熱下でも反応速度が非

常に遅く，完成までに長時間（３週間程度）

を要し，更に，塩析と言うセッケンの純度を

高める工程や水分を蒸発させる熟成工程が

必要になるためあまり用いられていない。

  
セッケンの製造方法の学校教育での取り

扱いは，高等学校理科化学における単元「エ

ステルと油脂」および高等学校工業科工業

化学における単元「セッケンと界面活性剤」

で，「けん化法」及び「けん化法」と「中和

法」の製法が具体的に示されている。しか

し，いずれの場合でも，反応速度が遅いた

め，1 時限内で固化したセッケンを製造す

ることは困難である。ここで，反応速度は，

濃度(分圧）及び温度に比例することが知ら

れており，実際に，溶媒を添加して濃度を高

める場合と加熱した場合では，前者の方が

500 倍反応速度が高いことが述べられてい

る。 
そこで，迅速なセッケンの製造法の開発

を目的に，溶媒を加えてケン化反応を起こ

させる溶媒ケン化法を用いて，従来の方法

（加熱ケン化方法）と対比させながらセッ

ケンの製造実験を行った。 
２ 実験の方法 

実験の条件を表１に示す。 
表 1 実験の条件 

（従来）加熱ケン化法 （新規）溶媒ケン化法項目

油脂（菜種油）の重量 ２７９ｇ ２７５ｇ　

水酸化ナトリウムの重量　※１ ５０ｇ ５０ｇ

水の重量　　※１ ５０ｇ５０ｇ

両親媒性溶媒（DPG）の重量　※２ ５０ｇ－

ケン化方法 混合後・加熱 （非加熱下）混合

※１）反応性を高めるため，高濃度の強アルカリ水溶液

を使用した。 

※２）強アルカリ水溶液と油脂の双方を溶かす両親媒性

溶媒として，保湿作用のあるジプロピレングリコール

（DPG）を使用し，その使用量は，高濃度にするため，

菜種油のケン化価を水酸化ナトリウム量に換算した量

（NaOH ケン化価）と同量とした。 

３.実験の結果 

油脂の形状変化を元に，温度と時間の関

係をそれぞれ図１及び図２に，更に，状態

画像をそれぞれ図３に示す。図 1より，加

熱 15 分後にケン化反応の特徴であるグリ

セリンの副生による急激な発熱（温度上昇）

と粘性の増加が見られた。図 2 より，攪拌

30 秒後に，ケン化反応の特徴であるグリ

セリンの副生による急激な発熱（温度上昇）
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と粘性の増加が見られた。また，図 3（左）

で示すように，液状のまま容器に移した。

また，図 3（右）で示すような硬さになる

のに約 1 週間を要した。なお，75℃の固化

発熱体として容器から取り出せた。 

 
図１．加熱ケン化法における温度変化 

 
図２．溶媒ケン化法における温度変化 

 
図３．加熱開始１時間後（左）と攪拌開始 15
分後（右）の油脂の状態 
４.考察 
実験結果より，新規な溶媒ケン化法の有

効性が示唆された。これは，ケン化反応の特

徴が迅速に現れたことから，両親媒性溶媒

を少量加えることで，反応物質同士の濃度

が増加し，室温でも効率よく接触できると

共に，溶媒の作用として水和等の例から，そ

の中間体を安定化させる作用も有するので，

結果的に，大幅に反応速度が増加したもの

と思われる。他方，加熱ケン化法の場合は，

ケン化反応の特徴がしばらくしてから現れ

たことから，高温域でなければ，十分な接触

が得られないため，結果として，緩やかに反

応が進行したものと思われる。  なお，こ

の溶媒ケン化法による迅速なセッケン製造

法は，強アルカリ（水酸化ナトリウム及び水

酸化カリウム）水溶液の濃度が約 40%以上で

なければ迅速に進行しないことが，一部特

許として認められている（特願 2020-

128790）。 

５.まとめ 

 この溶媒ケン化法を使用すれば，安価な

原料を用いて，約 15分程度で簡単に固形セ

ッケンが製造できるため，授業や教材とし

て十分に活用できる。また，油脂の液体状か

らお餅状を経て固化して行く急激な状態変

化が五感を通して体感できるので，生徒に

原子の入替えで生ずる化学反応の凄さや素

晴らしさを伝授できる。なお，ケン化法で製

造される市販の固形セッケンは，強固なナ

トリウム塩であるため，水への溶解性が劣

り，それに起因し泡立ちも悪いので，一般的

に 40%のグラニュー糖等の非電解質及び迅

速に硬化させるため結合剤としての片栗粉

の様な多糖類も 30％程度が配合されている。 

参考文献 

・足立吟也ら編（2013）工業化学 2，実教出版． 

・Gordon M. Barrow（1990）バーロー物理化

学（上・下巻），東京化学同人． 

・辰巳敬ら編（2015）改訂版 化学，数研出版. 

・特許公報（特願 2020-128790） 
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ペルチェ素子と USB 電源を用いた安価な霧箱の開発 

 

◯坪根虎汰，中本剛 

Kota Tsubone，Go Nakamoto 

愛媛大学教育学部 

【キーワード】霧箱，ペルチェ素子，USB 電源 

 

１ 目 的 

 従来の霧箱は寒剤としてドライアイスを用

いる物が多かった。ドライアイスは事前の購入

準備が必要で，保存することも難しい。秋吉

（2017）は寒剤を用いないペルチェ式霧箱を開

発しているが，ただ価格が 2 万円と高価であ

る。高辻，芝原，山口（2018）はペルチェ素子

と USB 電源を用いることで，より簡易な霧箱を

開発している。これはヒートシンク下部の氷水

をファンで循環，上部をカイロで保温する事で

観察可能な温度勾配を得ている。ただ，その分

必要な材料が多く構造も複雑である。本研究で

は，①安価である，②ドライアイスを用いずに

放射線の軌跡を観測するのに十分な性能を有

する，③構造がより簡単であり，児童生徒が容

易且つ安全に実験できる，霧箱の開発を行なっ

た。 

２ 方 法 

（１） 霧箱の材料 

材料は入手の手軽さ，安さを考慮して 100 円

ショップで入手できるものを極力使用した。 

・ペルチェ素子 TES1-12739（30mm×30mm） 

・ペルチェ素子 TEC1-12708 (40mm×40mm) 

・アルミ製ヒートシンク（40×40×20mm） 

・エタノール 

以下 100 円ショップで購入 

・AC 充電器 USB ポート（2口タイプ） 

・USB-A 充電ケーブル（3A タイプ）×2 

・コレクションケース（82×82×70 ㎜） 

・お料理バット（169×123×26mm） 

・プラスチック板（1.2mm） 

・隙間テープ（スポンジタイプ） 

・黒ビニルテープ ・LEDライト 

（２） 製作手順 

図 1 に完成した霧箱の断面図を示す。 

 

霧箱は，図 2 の A〜Fの手順に沿って製作し

た。まず，瞬間接着材を用いてペルチェ素子を

二段に固定した（A）。その際 30 ㎜角の素子を

上段に，40mm角の素子を下段に配置した。充電

ケーブルを適当な長さで切り，内部にある黒と

赤の導線をそれぞれペルチェ素子にはんだ付

けした（B）。写真内の導線はショートを防ぐた

めに熱収縮チューブで保護してある。プラスチ

ック板を 90×90 ㎜で切り取り，さらに中心部

分の 30×30 ㎜を上段素子の大きさに合わせて

抜き取った。観察面を見やすくするために，プ

ラ板の片面全体を覆うように黒ビニルテープ

を貼った（C）。バットにヒートシンクを置き，

その上に二段重ねにしたペルチェ素子を載せ

た（D）。その上に 30 ㎜角のペルチェ素子が中

心の穴にはまるようにプラスチック板を被せ

た（E）。良好な熱接触を得るため，素子の上面

とビニルテープは密着させた。最後にコレクシ

ョンケース上部に隙間テープを貼り，エタノー

ルを染み込ませプラスチック板の上に設置し

た（F）。 

ペルチェ素子

ヒートシンク バット

線源プラ板

ケース

隙間テープ

氷水

図 1 霧箱の断面図 
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バットに氷水を入れて，充電ケーブルを充電

器に差して，ケースの横から LEDライトで観察

面を照らして，観察した。 

３ 結 果 

図 3 と図 4 に観察したα線とβ線の軌跡を

それぞれ示す。 

今回は，線源としてラジウムセラミックボー

ルを使用した。ラジウムからα線，子孫核種か

らβ線が発生する。電源を入れて，20秒程度で

観察が可能になった。氷が溶けて観察不能にな

るまでの時間は 15～20 分程度であった。 

４ 考 察 

霧箱の制作費は一台 3000 円程度と従来のペ

ルチェ式霧箱と比べて非常に安価に制作する

ことができた。 

大きさの異なるペルチェ素子を二段に重ね

て排熱効率を上げると共に，氷水のみでヒート

シンクを冷却することで，十分な低温を得るこ

とができた。図 3 と図 4 に示す通り，α線とβ

線の軌跡を明瞭に観察することができた。この

ことから本研究で開発した霧箱は，従来の物と

同等以上の性能を持つことが分かった。 

また構造自体も，積層するだけと簡単で，素

子の加工をあらかじめ済ましておけば，生徒が

容易且つ安全に実験できると考えられる。 

５ まとめ 

ペルチェ素子と USB 電源を用いる事で，①安

価である，②ドライアイスを用いずに放射線の

軌跡を観測するのに十分な性能を有する，③構

造が簡単である，霧箱を開発に成功した。 

今後この霧箱用いて授業実践を行い，児童生

徒が容易且つ安全に実験できることを検証す

ると共に，さらなる性能の向上を目指したい。 

引用文献 

秋吉優史（2017）「ペルチェ冷却式高性能霧箱

制作のための要素技術」『日本放射線安全管

理学会誌』第 16巻，第 2号，79-84． 

高辻舞華，芝原寛泰，山口道明（2018）「ペル

チェ素子を用いた簡易な霧箱の教材化と授

業実践」『京都教育大学教育実践研究紀要』

第 18号，21-28． 

 

図 2 霧箱の製作手順 

A B 

C D 

E F 

図 4 β線の軌跡 

図 3 α線の軌跡 
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理科におけるサーモグラフィーカメラの活用に関する研究 

 

〇小山航輝,向平和 

Koki KOYAMA, Heiwa MUKOU 

愛媛大学教育学部 

【キーワード】 サーモグラフィーカメラ,蒸散,反応熱,水の対流 

１ 研究の目的 

現在,新型コロナウイルス感染症の蔓延によ

り非接触で発熱を調べる手段としてサーモグ

ラフィーカメラを用いる。また,文部科学省の

定める学校における新型コロナウイルス感染

症に関する衛生管理マニュアルにも家庭で検

温してこなかった生徒には教員が検温を行う

ことが求められている。このような状況からサ

ーモグラフィーカメラが普及した。そこで,サ

ーモグラフィーカメラを観察・実験で活用でき

るものはないかと検討を行った。 

２ 研究の方法 

（１）小・中学校理科教科書で取り扱われてい

る観察・実験でサーモグラフィーカメラ

が活用可能なものを洗い出し,表にまと

めた。 

表 1：各学年の活用な可能な観察・実験 

学年 観察・実験 

小学 3年生 光による温度上昇の観察 

 生物の生息する場所の温度

を測る 

 太陽と地面の様子 

小学 4年生 金属,水の温まり方の実験 

 季節ごとの身の回りの物の

温度変化の観察 

 天気の違いによる物の温度

変化の観察 

小学 6年生 電熱線の発熱の観察 

 蒸散による葉温の調節 

中学 1年生 金属の熱伝導の様子の観察 

 蒸留の実験 

中学 2年生 蒸散による葉温の調節 

 反応熱の観察 

 暮らしと化学変化の単元の

観察 

 恒温,変温動物の観察 

 海陸風のモデル実験 

 前線のモデル実験 

中学 3年生 中和による反応熱 

 力学的エネルギ―保存の実

験 

 科学技術と人間の単元 

（２）上述の洗い出した観察・実験から蒸散,

反応熱,水の対流の観察・実験 について

検討を行った。 

３ 観察・実験における活用の検討結果 

（１）植物の蒸散の気化熱による温度変化の比

較に関する活用 

本実験では,小学 6 年生,中学 2 年生で学習

する植物の体のつくりと働きの単元の中での

蒸散について,学習の発展としてサーモグラフ

ィーカメラを活用した。蒸散には,高温化での

葉温の上昇を蒸散の気化熱で調節する機能が

あり,今回はそれに着目した。 

本実験では,吸水力が高く多くの教科書会社

に植物の体のつくりと働きの単元で取り上げ

られているホウセンカを実験材料として使用

した。2 株のホウセンカを用意し,一方にのみ

葉の両面にワセリンを塗った。これを 500ml ビ

ーカーに水を入れたものにいれ日光にさらし

葉温の温度差の比較をサーモグラフィーカメ

ラで行い,図 1 の観察結果を得た。 

図 1：左，ワセリンなし 右，ワセリンあり 
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実験開始からそれぞれ温度が上昇し始め,1

時間経過した結果である（気温 24℃）。以上の

結果から植物の体のつくりと働きの単元の発

展的内容としてサーモグラフィーカメラの活

用は有効的であると考える。 

（２）化学反応における反応熱の観察 

本実験では,中学 2 年生で学習する原子・分

子の単元で,化学変化と熱の関係性についての

実験で発熱反応と吸熱反応を生徒たちが直接

触れるのではなく,サーモグラフィーカメラを

通じて観察することで,発熱反応によるやけど

の危険性や反応による温度変化を色で観察す

ることで生徒の学習の助けとなると考えた。 

本実験では,身近にあふれる物を使い実験を

行った。発熱反応に関しては市販カイロを使い,

吸熱反応に関しては炭酸水素ナトリウムとク

エン酸を使用し,図 2の観察結果を得た。 

以上の結果より,吸熱反応に関しては,反応

前後での色の違いが明確になったが,発熱反応

は、資料が元から周りより温度が高く,色の変

化を見るためにあらかじめ温度分布の色を統

一する必要があった。 

（３）水の対流による温度変化の観察 

本実験では,小学 4 年生の金属,水,空気と温

度の単元で,熱の伝わり方として水の対流が扱

われることがある。そこで,サーモグラフィー

カメラを使用することによって温度変化と水

の対流の動きを同時に観察することができな

いかと考え,今回の実験を行った。 

その結果を図 3に示す。 

 

図 3 より水の対流を観察することは不可能

であった。観察できなかった理由としては,水

の対流による温度差が,加熱されているところ

とそうでないところとであまりないというこ

と,ガラス表面の温度が測定されてしまうため,

水の温度変化の測定が困難であったことが考

えられる。 

３ まとめ 

今回サーモグラフィーカメラの教育的利用

に向けた基礎的研究として 3 つの実験を行っ

た。その結果,いくつかのメリット,デメリット

が明らかとなった。メリットとしては,温度分

布の色での判別,固体の表面,内部温度を測定

し可視化できるという点である。デメリットと

しては,小さな温度差では色の判別がしづらい

こと,液体,気体などは測定に不向きであるこ

と,サーモグラフィーカメラの温度測定の誤差

範囲が±2℃と比較的大きい点,金属などの表

面に光沢があり赤外線を反射してしまう物質

はサーモグラフィーカメラの放出する赤外線

を測定してしまい測定が難しいことなどがあ

げられる。 

４ 参考・引用文献 

・文部科学省(2021)学校における新型コロナ

ウイルス感染症に関する衛生管理マニュア

ル～「学校の新しい生活様式」～Retrieved 

fromhttps://www.mext.go.jp/content/2021

0514-mxt_kouhou01-000007426_1.pdf 

(accessed2021.11.16) 

・文部科学省（2017）小学校学習指導要領理科 

・文部科学省（2017）中学校学習指導要領理科 

・大矢禎一・鎌田正裕ほか 146 名（2021）「未

来へひろがるサイエンス 2」新興出版社啓林

館 

・石浦章一・鎌田正裕ほか 105 名（2021）「わ

くわく理科 6」新興出版社啓林館 

図 3：左，実験開始時 右,6分後 

図 2：左上,発熱反応前 右上発熱,反応後 

   左下,吸熱反応前 右下,吸熱反応後 
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ICTを活用した地学フィールド調査の代替に関する研究 

 

〇松田晃宜 1, 向平和 2, 佐野栄 2 

Akinori MATSUDA, Heiwa MUKOU, Sakae SANO 

1愛媛大学大学院教育学研究科, 2愛媛大学教育学部,_ 

【キーワード】 地学, ICT, フィールド調査 

 

１. 研究の背景と目的 

 理科教育において、学習内容と実生活との

つながりは非常に大切である。その中で地球

領域では、地域の実態に応じたフィールド調

査や標本観察などの実感を伴った学習を通し

て、理科の見方や考え方、観察や実験の技能

を養うことを重視している。また中学校 1年

生理科「大地の成り立ちと変化」では、身近

な地域の実態に合わせて地形や地層、岩石な

どの観察の機会を設け、興味・関心を高める

ようにすることが学習指導要領解説にも記さ

れている。しかし開発による露頭の減少によ

るフィールド調査に適する場所の減少や野外

観察を行う授業時間の確保の難しさなど、

様々な理由から授業内でフィールド調査を行

う機会は少なくなってきている。また三次

(2008)によると教員の地層の野外観察実施経

験調査において「実施したことが一度もな

い」と回答した教員は、中学校で 50％程度、

「必ず実施した」と回答した教員は 10％程度

であった。 

また近年のコロナ禍による遠隔授業や自宅

学習においても、充実した地学教育を施すこ

とは課題だといえる。そのため、フィールド

調査の代替となる教材や活動が必要であり、

また ICTを活用することにより、その汎用性

や教育効果を高められると考えられる。 

そこで本研究では、ICTを活用したフィー

ルド調査の代替となるような教材の作成とそ

の教育効果の検討について調査した。 

 

２. 研究の方法 

 本研究では、フィールド調査の代替として

(１)拡張現実(AugmentedReality:AR)技術を活

用した岩石 3Dモデル、(２)Google Mapsを活

用した露頭マップの 2種類の教材を作成し

た。(１)は教育効果の検討、(２)は授業実践

後、教育効果や生徒に与える影響についてア

ンケートを実施し、教育効果を分析した。 

 

３． 開発した教材について 

(１)拡張現実(AR)技術を用いた岩石標本教材 

 本教材は、拡張現実(AR)技術を用いた岩石

の 3Dモデルを構築した。(図１)フィールド調

査で行われる実物観察の代用としての効果を

期待し、教材を作成し効果を検討した。また

岩石標本の 3Dモデルを産業用カラー3Dプリ

ンター(XYZ PRINTING社製)で印刷し、その教

育効果についても検討した。 

 

図１. AR技術を活用した砂岩の岩石標本 

(２)Google Mapsを活用した露頭マップ 

 本教材は、Google Mapsのマイマップ機能

を用いて、マップの任意の場所に写真や説明
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文を追加した教材である。(図 2)この教材

は、身近な地域の地層や露頭場所の把握や、

観察、地層の広がりや繋がりなどを理解する

ために役立つと考えられる。また今回は、教

材を用いた授業実践を通して、生徒の学習内

容に対する興味・関心の変化や教材の使いや

すさなどの項目に対し、アンケート調査を実

施し、効果を把握する。 

〇授業実践について 

 中学校第一学年理科の単元 4「大地の変

化」の導入部で、教材を活用した授業を実践

する。愛媛県における化石、岩石、地層の地

域教材を中心に授業を行う。まず授業の２週

間前から愛媛県の化石、岩石、地層について

調べる宿題を提示する。その後、授業で調べ

てきた内容について共有し、今後の単元につ

ながるような課題や疑問を生徒が考える授業

を展開する。また Google Mapsを活用した露

頭マップは、①教員が現地の露頭の拡大写真

や 360°写真を撮影したものを Google Maps

に情報を追加したマップ、②生徒が現地で集

めた情報を Google Mapsに追加したマップの

2通りの扱い方で授業に活用する。②は事前

に提示した宿題の内容で、現地で実際の岩石

や地層の写真を撮影した生徒のみ Google 

Mapsに情報を追加し、授業では調べた情報の

共有の際などに活用する予定である。 

 

図２. Google Mapsを活用した露頭マップ 

 

４. 考察と今後の試行授業について 

(１)の教材は、観察する標本の代用や、自

宅学習の際に立体的なモデル観察を行うこと

ができ、組織や岩石の色など特徴をつかむこ

とが比較的可能であった。その理由として、

今回用いた SCANN3D(3Dモデル作成アプリ)の

解像度が高く反映できていたためということ

が考えられた。また 3Dプリンターで印刷した

岩石は、実物の岩石標本がない場合の代用や

観察範囲の拡大の効果を期待し、教材作成を

試みた。しかし岩石標本として重要な鉱物の

色や劈開面、また重量感などの再現が非常に

困難であった。そのため岩石の 3Dモデルは観

察において教育効果が期待されるが、3Dプリ

ンターで印刷した標本は、観察に向いておら

ず、岩石標本の代用として扱うことは難しい

といえる。 

(２) の教材は１１月２６日～１２月３日にか

けて愛媛大学教育学部附属中学校１年生(４ク

ラス)に、教材を活用した授業を実践する予定

である。また授業の前後で４クラス(計 128

人)の生徒を対象にアンケートを実施し、分析

を行う。 

 

５. まとめ 

今回フィールド調査の代替となりうる 2種

類の教材を作成したが、実際にフィールド調

査で得られる教育効果は高く、野外観察の必

要性は十分にあるといえる。また ICTを活用

することで、時間的・空間的スケールの大き

さなど、生徒がイメージしづらい部分を補う

ことができる可能性は考えられるため、さら

なる検討が必要である。 

参考文献 

1) 三次徳二 (2008):小・中学校における地層の野外

観察の実態,『地質学雑誌』,第 114 巻,第 4 号  

2) 鈴木宏昭 (2016)理科教育における ICT の活用に

関する研究,『日本科学教育学会研究会研究報告』,第

31 巻,3 号 
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高校での課題研究におけるテーマ設定と生徒の主体性  
 

〇松原依莉彩１，隅田学 1，池田哲也１，吉村直道 1，角藤寿樹２，大西倫紀 2，上床孝樹 2，八木昌生 2 

Iria MATSUBARA, Manabu SUMIDA, Tetsuya IKEDA, Naomichi YOSHIMURA, Hisaki KAKUTO, Tomonori 

ONISHI, Koki UWATOKO, Masao YAGI 
1愛媛大学大学院教育学研究科，2愛媛大学附属高等学校 

【キ－ワード】 課題研究、理科教育、高校、テーマ設定 
 

１ 目 的 

 中央教育審議会の答申では，21 世紀の教育

の在り方として「生きる力」を大切にしており
1),新学習指導要領では「理数探究」が新設され

た 2)。そのため，高校では課題研究を通して，

生徒が自発的に課題を設定し，主体的に研究す

ることを通して，論理的な思考力や判断力など

を高めることが今後より重要となってくる。そ

れに伴い，課題研究において適切な指導や評価

を行うことが求められる。そこで本研究では，

課題研究を行っている高校に調査を行い，課題

研究のテーマ設定や生徒の主体性の基礎的な

資料を収集して分析することを目的とした。 

 

２ 方 法 

（１）対象 

本研究では, 国立高等学校の 2 年生と 3 年生

を対象に Google フォームを利用し，調査を行

い，125 名(男子 35 名，女子 90 名)からの回答

を得て，分析の対象とした。その内訳として，

2 年生は 82 名（男子 20 名，女子 62 名），3 年

生は 43 名（男子 15 名、女子 28 名）であった。

また，このうちグループ研究を行った生徒は

119 名（メンバー構成が同学年のみである生徒

は 51 名，異学年を含む生徒は 68 名），個人研

究を行った生徒は 6 名であった。 

（２）質問内容 

 Googleフォームでのアンケートは，課題研究

に関する生徒アンケート(1)と(2)から構成さ

れる。どちらのアンケートも多肢選択式と自由

記述形式の質問項目が含まれる。アンケート

(1)は，基本的に高校で例年実施されているも

のである。質問内容は，指導を受けた学部，指

導を受けた時間，自ら取り組んだ時間，活動場

所，大学教員との主な連絡手段，大学および高

校の教員の指導，課題研究の成果，課題研究の

取り組み，課題研究に取り組む際の妨げやスト

レス，課題研究を通じて身についたことについ

ての全 11個の質問項目がある。アンケート(2)

は，生徒が課題研究のテーマをどのように設定

しているのか調査するために行った。質問内容

は，研究テーマのタイトル，研究を行ったメン

バー構成，研究テーマを決める上でどの程度影

響をうけたのかそれぞれ 12 項目について問

い，「1:全く影響しなかった」から「4:強く影

響した」の 4件法で回答してもらった。また，

12 項目のうち研究テーマを決める際に最も影

響を受けたものを選んでもらい，その理由を記

述で回答してもらった。最後に，もしも今後研

究をしていくならどのようなテーマ，また研究

メンバーが良いかについても回答してもらっ

た。 

 

３ 結 果 

 まず，アンケート(2)の設問について分析を行

った。その中でも，設問 20 の「テーマ設定で

最も重きを置いたもの」について分析した結果

を示す。設問 20 では，選択肢として①自分の

興味・関心，②先生からの提案，③先輩の研究，

④本や文献，⑤研究手法（観察実験、フィール

ドワーク等），⑥仲の良い友達との協働，⑦身

近な生活や地域社会との関連，⑧グローバルな

課題や現代的な課題（SDGs 等）との関連，⑨

自分の進路や将来の夢，⑩研究テーマの新し

さ，⑪研究テーマの難しさ，⑫その他が含まれ，

この中から一つの項目を生徒に選択してもら

った。生徒からの回答を，グループ研究を行っ

た生徒と個人研究を行った生徒に分けて比較

したものが図１である。 

図 1 より，グループ研究，個人研究を行っ

たどちらの生徒も①自分の興味・関心に重き

を置いている研究テーマを選択したと回答し

た生徒の割合が最も高かった。また，⑦身近

な生活や地域社会との関連についても，グル

ープ研究と個人研究いずれの生徒ともに高か

った。④本や文献，⑩研究テーマの新しさに

ついては，個人研究を行った生徒の方が高か

った。グループ研究を行った生徒では，⑨自

分の進路や将来の夢の割合が高かったが、個

人研究では選択した生徒がいなかった。
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図 1：テーマ設定で最も重きを置いたもの

についての比較 

 

 次に，アンケート(1)の設問について分析を

行った。その中でも，設問 14 の「課題研究を

通じて身に付いたこと」について分析した。質

問項目は，①自らの関心に基づいて課題を設定

する力，②課題に主体的に取り組む力，③課題

解決の方法を自ら工夫する力，④課題解決に粘

り強く挑戦する力，⑤自分の考えをまとめ，相

手に伝えるコミュニケーション能力，⑥将来の

目標を明確にする力，⑦論理的に思考し，根拠

に基づき判断する力，⑧ICT を適切に利活用す

る力，⑨多様な人と交流し，他者に共感できる

力 ⑩平和で包摂的な社会の構築に貢献でき

る力の 10 項目であり，複数回答可とした。先

と同様に，グループ研究を行った生徒と個人研

究を行った生徒の回答結果を比較したものが

図 2 である。 

 

図 2：課題研究を通じて身に付いたことにつ

いての比較 

 

図 2 より，まず課題研究を通じて身に付いた

力の①～⑩全てが選ばれていることがわかる。

そして②課題に主体的に取り組む力，③課題解

決の方法を自ら工夫する力，⑦論理的に思考

し，根拠に基づき判断する力は，グループ研究，

個人研究いずれを行った生徒も共通して高か

った。また，グループ研究を行った生徒では，

①自らの関心に基づいて課題を設定する力，⑤

自分の考えをまとめ，相手に伝えるコミュニケ

ーション能力が個人研究よりも高かった。一方

で個人研究を行った生徒では，④課題研究に粘

り強く挑戦する力，⑧ICT を適切に利活用する

力が高いことがわかった。それ以外の⑥将来の

目標を明確にする力，⑨多様な人と交流し，他

者に共感できる力 ⑩平和で包摂的な社会の

構築に貢献できる力は他の項目と比較して高

くはないが選択はされており，グループ研究と

個人研究の生徒間で差がみられなかった。 

 

４ まとめ 

 本研究では，課題研究を行ったメンバー構成

の違いによって，課題研究のテーマ設定の方法

や課題研究を通して身に付いた力がどのよう

に異なるのか明らかになった。今後は，グルー

プ研究のメンバー構成が同学年か異学年での

分析やメンバー内の男女構成の違いなども考

慮しながら，他の質問項目も含めて詳細に分析

をしていく。 

 

参考文献 

1)文部科学省（1996）中央教育審議会「２１世

紀を展望した我が国の教育の在り方につい

て ( 第 一 次 答 申 ） 」 Retrieved from 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuuou/t

oushin/960701.htm（accessed 2021.10.31） 

2)文部科学省（2018）「高等学校学習指導要領

（平成 30 年告示）解説 理数編」 

3)岡田涼・中谷素之(2006)「動機づけスタイル

が課題への興味に及ぼす影響 -自己決定理

論の枠組みから-」『教育心理学研究』第 54

巻，第 1 号，1-11. 

4)田中瑛津子(2015)「理科に対する興味の分類 

-意味理解方略と学習行動との関連に着目し

て-」『教育心理学研究』第 63 巻，第 1 号，
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高等学校の課題研究の実施に関する実態調査 
○一柳孝輔 1，向平和 2，池田哲也 1 

Kohsuke ICHIRYU， Heiwa MUKO， Tetsuya IKEDA 
1愛媛大学教職大学院，2愛媛大学 

【キ－ワード】 学習指導要領，課題研究，探究 
 
１ はじめに 

 2022 年度から高等学校において新しい教育
課程が年次進行で実施される。今回の教育課程

の改訂の経緯について，文部科学省（2018）は，
「学校教育には，子供たちが様々な変化に積極

的に向き合い，他者と協働して課題を解決して

いくことや，様々な情報を見極め，知識の概念

的な理解を実現し，情報を再構築するなどして

新たな価値につなげていくこと，複雑な状況変

化の中で目的を再構築することができるよう

にすることが求められている」と説明してい

る。また，中村（2017）は，探究活動に取り組
んだ生徒の意識・意欲は，未知の事柄への興味

関心，探究心，協調性，粘り強く取り組む姿勢

など，全国調査と比べて有意に高い効果を報告

している。さらに理数探究基礎，理数探究も新

設され，総合的な学習の時間から総合的な探究

の時間に変更され探究的な学習が推進される。

このように探究的な学習が求められており，教

科横断的であり，実社会に存在するものを対象

とした課題研究が必要とされている。 
２ 研究の目的および方法 

本研究ではこれまでの課題研究の実施につ

いて明らかにするために，令和２年度にスーパ

サイエンスハイスクール事業に設定された学

校（以下，SSH 校）と愛媛県内の国立高校（以
下，A 高校）で行われてきた課題研究の研究分
野について分析しどのような分野で課題研究

が実施されているかを明らかにすることにし

た。さらに A 高校については教員対象のアン

ケートを行い，課題研究に対する指導観などを

明らかにすることとした。なお，A 高校は課題
研究を平成 22 年より教育課程として設定して
いる。そして，A高校は令和３年度の課題研究
の実施方法を，課題研究 I（２年生）・課題研究
（３年生）としている。大学と連携しており，

月に１回程度大学の教員による指導が入る。グ

ループ編成はテーマごとに１グループ２～３

人である。これまでは，高校３年次で課題研究

を実施し，個人研究が主だったが，今年度から

実施形態が変化している。 
３ 課題研究の分野の調査結果 

 SSH 校の令和２年度ポスター発表のテーマ

の分類を行い，図１に示した。また，A 高校の
令和元年度課題研究のテーマについて分類を

行い，図２に示した。SSH 校では，割合が最も
大きいのが生物で化学，物理と続いている。A
高校は，文系では社会学や教育学のテーマが多

く，理系では生物特に動物・医学系のテーマが

多くなっていた。また，テーマの種類は多岐に

わたっており，これは愛媛大学の法文学部や社

会共創学部などと連携して課題研究を行って

いるからである。SSH校は数多くあるが，A 高
校のように多様なテーマで課題研究を実施し

ている高校は少なく，大学と連携して行ってい

る学校も限られていること，A 高校での課題研
究の実施形態が今年度から異なっていること

から教員向けアンケートの対象とした。 

 
図１ 令和２年度 SSH 校のポスター発表 

テーマの分類 

 
図２ 令和元年度 A 高校の課題研究テーマの分類 

４ 教員向けアンケート結果 

 A 高校で課題研究指導を行っている教員 33
名にアンケートを実施した。有効回答者数は16
名で回収率は 48%であった。今年度の課題研究
で，個人研究とグループ研究ではどちらがよい

かのアンケート結果は図３のようになった。

「個人研究が良い」が 37.5%，「どちらかとい
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えば個人研究が良い」が 25%，「どちらでもな
い」が 25%，「どちらかといえばグループ研究
が良い」が 6.3%，「グループ研究が良い」が
6.3%だった。よって，A 高校では個人研究の方
が良いと考えている教員が多いことが分かっ

た。この理由としては，今年度の課題研究で，

改善が望まれる点のアンケート結果から，「強

制的にグループは厳しい」とあり，生徒自身が

やりたい研究テーマとは違ったグループで，研

究が進んだグループがあったことが考えられ

る。また，「研究形態を個人研究に，指導の主

体を大学教員に戻した方が個人的には良いと

思います。(私自身課題研究を生徒の頃に経験
しましたが，当時は個人研究で，指導の主体が

大学教員だったので，自分の学びたいことに取

り組むことができ，大学進学後の卒業研究，大

学院での修士論文に繋がったので，このような

改善を望みます。)」という回答もあった。A 高
校は今年度からグループ研究を主として取り

入れており，現３年生までは個人研究を多く行

っていた。個人研究の方が良いという理由の一

つがこれに当たると考えられる。 

 
図３ 個人研究とグループ研究ではどちらがよいか

のアンケート結果（横軸は回答者数） 
 また，課題研究は高校２年次と３年次のど

ちらで行うのがよいかのアンケート結果は図

４のようになった。「高校３年次が良い」が

12.5%，「どちらでもない」が 6.3%，「どち
らかといえば高校２年次が良い」が 31.3%，
「高校２年次が良い」が 50%であった。A 高
校の多くの教員が高校２年次で課題研究を行

うのが良いと考えていることが分かった。A
高校は毎年高校３年次で課題研究をしている

が，今年度は，高校２年次で課題研究をする

生徒と高校３年次で課題研究をする生徒が混

在した。来年度からは高校２年次で課題研究

を実施する予定である。今年度の課題研究

で，高校２年次で行う方が良いと考えている

教員が多い理由として考えられるのは，高校

３年次は入試を控えており，課題研究よりも

入試の対策をしたい生徒が多いのではない

か。また，課題研究は，実際に大学で行う学

修や研究に似ている。よって，大学の学部選

択や自身の興味のあることを見つけるために

有効な手段であると考え，キャリア教育の一

環と捉えられていると考えられる。 

 
図４ 課題研究は高校２年次と３年次のどちらで行

うのがよいかのアンケート結果（横軸は回答者数） 
５ まとめ 

 本研究では，A高校の教員が課題研究は，個
人研究が良いと考えており，また高校２年次で

行うのが良いと考えていることが分かった。

SSH 校ではグループ研究が行われているとこ

ろが多い。A高校は１学年が 120名と個人研究
を行うことができるサイズであることも考え

られる。A 高校では個人研究が良いと考えられ
ている理由についてはさらなる調査が必要で

あると考える。今回の教員の指導観に関する調

査結果では教員の文系理系の指導教科で回答

結果に有意差は見られなかった。これも A 高

校は理系文系問わず多岐のテーマが実施され

ていることが影響していることも考えられる。 
探究活動について肯定的に考えている生徒

が多いという研究報告（2020，大町）がある。
教員の考えていることと生徒が考えているこ

とが合っていればよりよい課題研究につなが

ると考えられる。A 高校で実施された生徒アン
ケートと今回の教員アンケートの比較分析を

今後は行っていきたい。 
引用文献 

大町 圭司，安藤秀俊(2020)探究活動を行う高
校生への調査－理科と数学の連携を重視して

－，日本科学教育学会研究会研究報告，34巻，
No.４ 
中村 琢，青木 一真，長尾 洋樹(2017)探究活動
の指導および取り組み状況と科学探究能力－

中学校・高等学校の理科課題研究の取り組み状

況から－，日本科学教育学会論文集，41巻 
文部科学省(2018)高等学校学習指導要領解説 

総合的な探究の時間編，p1，10. 
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高校生の化学学習における自己認識と 

科学観(Nature of Science) 
 

○上坂祐大 1, 隅田学 1, 高橋一将 2, 池田哲也 1 

Yuta KAMISAKA1, Manabu SUMIDA1, Kazumasa TAKAHASHI2, Tetsuya IKEDA1 
1愛媛大学大学院教育学研究科，2北海道教育大学旭川校 

【キ－ワード】 化学基礎，化学，苦手意識，探究心, 科学観(Nature of Science) 
 
１ 目 的 

原田ら(2018)により, 中学生に関して, 理科

の好き嫌いはいつ生じるか調査され, 物理分

野において好き嫌いが生じること, 理科に好

き嫌いが生じるタイミングには男女差がある

ことが報告されている. また, 解良ら(2014)に
より, 中学生に対し理科学習への価値付けを

高めるためには, 学習内容と日常生活の関連

付けが効果的な教授方法であることが報告さ

れている.加えて鈴木ら(2007)により, 日本の

中学生における Nature of Science (NOS)の実態

について調査されており, 中学生の多くは, 科
学知識に関して実証的なものであると理解し

ているが, 観察活動は予想や仮説を立てずに

行う活動であると考えているということが報

告されている. しかしながら, 高校理科におけ

る苦手意識や探究心, NOSに関する調査報告は

少ない. 
本研究では, 高校理科の, 特に化学分野に着

目し, 高校生はいつ化学を好きでなくなるの

か, 化学の苦手意識はどの単元で生じるのか

を調査し, 分析することを目的とした. また, 
観察・実験と苦手意識, 探究心の関連性につい

ても分析を行うとともに, 高校生の NOS に対

する理解に関する調査・分析を実施した.  
 
２ 方 法 

（１）対象と期間 
当該調査は, 愛媛県内にある県立高校の普

通科に所属する 1 年生 126 名(男: 53 名, 女: 73
名), 2 年生 71 名(男: 33 名, 女: 38 名), 3 年生 50
名(男: 31 名, 女: 19 名)を対象に, Google form に

よる調査(2021. 10)を実施した. 
 
（２）調査内容 
観察・実験に関する認識を調査するために, 

「あなたは化学基礎・化学の授業で実施する

『観察・実験』は好きですか.」という質問を設

定した. この質問に関して, 「はい」「いいえ」

の 2 つの選択肢を設定し, 「いいえ」と回答し

た生徒に関しては, 「化学基礎・化学の授業で

実施する『観察・実験』が好きではない理由を

教えてください.」といった記述形式の質問を

設定した. 
化学基礎・化学における各単元に対し, 「①

それぞれの『単元』に苦手意識を感じますか.」
「②それぞれの『単元』をもっと深く学びたい

と思いますか.」の 2 つの質問を設定した. ①に

関して, 「強く感じる(5)」「感じる(4)」「どちら

ともいえない(3)」「感じない(2)」「全く感じない

(1)」の 5 件法によって測定した. ②に関して, 
「強く思う(5)」「思う(4)」「どちらともいえない

(3)」「思わない(2)」「全く思わない(1)」の 5 件
法によって測定した. 
生徒の NOS を調査するにあたり, Liang et al. 

(2006) に よ っ て 開 発 さ れ た Student 
Understanding of Science and Scientific Inquiry 
(SUSSI)を用いた. SUSSI は NOS のうち, 「理論

負荷性」「暫定性」「科学法則と科学理論」「科

学に対する社会的・文化的影響」「科学におけ

る想像力と創造性」「科学研究の方法」の 6 つ

の要素の理解度を測定することができる. 各
要素に対し 4 つの質問を設定し, それぞれに

「強く思う」「思う」「どちらともいえない」「思

わない」「全く思わない」の 5 つの選択肢を設

定した(e.g. 理論負荷性：『①科学者の持ってい

る知識は観察に影響を与える可能性があるた

め、同じ事象に対する科学者たちの観察結果は

異なる場合がある.』『②科学者は客観的である

ため、同じ事象に対する科学者たちの観察結果

は同じになる.』『③事実を観察しているため、

同じ事象に対する科学者たちの観察結果は同

じになる.』『④科学者たちは同じ観察結果から

異なる解釈をするかもしれない.』). 各質問は

正しい NOS 理解を示す正の質問と, 誤った

NOS 理解を示す負の質問に分類されており, 
上記の 5つの選択肢について, 正の質問には順

に 5～1 点, 負の質問には順に 1～5 点を付与し

13

07



 

 

た.各要素の合計点に着目し, 分析を実施した. 
単元名は学習指導要領(文部科学省 2019)で

使用されている表現を使用した. また, 各単元

の学習内容を想起しやすいよう, 各単元名の

横に 3 つ程度のキーワードを示した(e.g. 原子

の構造(原子番号, 同位体, 質量数)). 
 

３ 結 果 

 苦手意識について, 各単元の平均値を見た

ところ, 上位と下位のそれぞれ 2つの単元に関

して, 1 年生は『酸・塩基と中和(3.39)』『化学

反応式(3.26)』『原子の構造(2.65)』『電子配置

と周期表(2.65)』, 2 年生に関して, 『電離平衡

(3.77)』『化学平衡とその移動(3.52)』『原子の

構造(2.37)』『電子配置と周期表(2.41)』, 3 年生

に関して, 『電離平衡(3.72)』『溶解平衡(3.64)』
『原子の構造(2.46)』『電子配置と周期表(2.48)』
であった. 
 探究心に関して, 単元, 学年における特徴的

な差が見られなかった. 
 NOS に関して, 各学年の平均値を見たとこ

ろ, 1年生は 80.22, 2年生は 80.27, 3年生は 79.58
であった. 
 

４ 考 察 

各単元の苦手意識の高さと NOS 値の関係に

ついて分析を行ったところ, 大きく①苦手意

識が高い生徒と低い生徒の両方の NOS 値が高

い, ②苦手意識を強く感じる生徒の NOS 値が

低い, ③苦手意識が強くなるにつれて NOS 値

が低くなる, の 3 つに分類することができた 
(Fig. 1). 生徒の苦手意識と科学観には何かし

ら関係がある可能性があることが示唆される. 
①について, 『イオンとイオン結合』『化学反

応式』を含む 10 つの単元で①の傾向が見られ

た. 考えられる要因として, 分子モデル等の図

による視覚的イメージの活用が NOS に作用し

ていると考えられる. ②について, 『物質の分

離・精製』『溶液とその性質』の 2 つの単元で

確認された. これらの単元は観察・実験を過去

に実施したことのある単元であったため, 観
察・実験の経験が NOS に関係している可能性

がある. ③について, 『化学の特徴』『化学が

拓く世界』の 2 つの単元で確認された. これら

の単元は, 化学という学問に関する導入やま

とめに関する内容であり, 化学全体を総括す

る単元であるため, 苦手意識の強さと比例す

る形で NOS 値が減少していると考えられる. 

各単元の探究心の高さと NOS 値の関係につ

いて分析を行ったところ, 主に①探究心が高

い生徒と低い生徒の両方の NOS 値が高い, ②
探究心の低い生徒の NOS 値が高い, ③探究心

の高い生徒の NOS 値が高い, の 3 つに分類す

ることができた. 特に, 『化学反応式』『酸化

と還元』では, ①の傾向が見られた. 考えられ

る要因として, 分子モデル等の図による視覚

的イメージの活用や観察・実験の経験が科学観

に関係している可能性が考えられる. 
 

引用文献 

原田 勇希・坂本 一真・鈴木 誠 (2018)：いつ,  
なぜ , 中学生は理科を好きでなくなるの

か？ ―期待－価値理論に基づいた基礎的研

究―, 理科教育学研究, 58, 3, 319-330. 
解良 優基・中谷 素之 (2014)：認知された課題 
価値の教授と生徒の課題価値評定 , および

学習行動との関連, 日本教育工学会論文誌, 
38, 1, 61-71. 

Liang, L. L., Chen, X., Kaya, O. N., Adams, A.  
D., Macklin, M., & Ebenezer, J. (2006). Student 
understanding of Science and Scientific Inquiry 
(SUSSI): Revision and further validation of an 
assessment instrument. Annual Conference of the 
National Association for Research in Science 
Teaching (NARST), San Francisco, CA. 

文部科学省 (2019)：高等学校学習指導要領(平 
成 30 年度告示)解説 理科編 理数編 

鈴木 宏昭・大髙 泉(2007)：日本の中学生にお 
ける”Nature of Science”の理解に関する研究 
―科学知識と探究スキルの性質に関する理
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Fig. 1 苦手意識の強さと NOS 値の関係 

②  ①  ③  
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高校化学実験における男女生徒の役割分担とコース選択の傾向 

 
○山根結実*1，隅田学*1，掛水高志*1 

Yumi YAMANE *1，Manabu SUMIDA *1，Takashi KAKEMIZU*1 
*1愛媛大学大学院 教育学研究科  

【キーワード】高校化学，男女差，役割分担 

 

１ 目 的 

近年，我が国において理系を選択する女子学生

が増えつつあるものの，OECD2016によると，世
界基準からは大きく下回っており，日本の女性理

系進学は世界的には低いことが懸念されている
[1]．平成29年度学校基本調査によると，大学の学
部に占める女性の割合は，人文科学が 65%である
ことに比べて，自然科学系は 21%であり，1/3程
低いことが明らかになっている．[2] 
山根・隅田・掛水(2021)[3]により，高校化学の中

和滴定実験において，男女生徒で暗黙的な役割分

担があり，女子生徒が男子生徒の後から実験を行

う傾向があることが報告されている.本研究で
は，その実験に参加していた生徒の理系科目選択

について追跡調査を行い，実験時に担当した役割

との関係を検討することを目的とした． 
 
２ 方 法 

(1) 対象と期間 
この調査は県立A高等学校普通科第1学年2クラ
ス80名(男子40名，女子40名)を対象とした． 
 
2．調査方法 
（１）１年次に行った実験について 
化学基礎の授業で『酸・塩基と中和』の単元よ

り，中和滴定実験を行った．実験の班は，男子 2
名女子 2名の 4名構成で，各クラス計 10班に分
かれて行った． 
この実験では，食酢中の酢酸の濃度を求めるこ 

とを目的としていた．この実験操作は次の①～④

であった．  
① 市販の食酢を10倍で薄める． 
② 希釈した食酢にフェノールフタレイン溶液
を2，3滴加える． 

③ 0.1 mol/L水酸化ナトリウム水溶液を希釈 
した食酢に滴下し，滴下の終点を記録する．

この作業を3回行う． 
④滴下3回分の記録をもとに平均値を求め，食 
酢の濃度を求める． 

 
以上の①～④までの実験操作は，役割分担の点

から大きく 6つに分けることができる．それら役
割分担はそれぞれ(1)食酢の希釈(2)器具の共洗い
(3)水酸化ナトリウムの滴下(1回目)(4)水酸化ナト
リウムの滴下(2 回目)(5)水酸化ナトリウムの滴下
(3回目)(6)結果の記録であった． 
本研究の分析では，この実験におけるそれぞれ

の生徒の役割分担を確認し，分類した. 
 
（２）２年次のコース選択について 
調査校では２年次にコース選択が行われ，そこ

に理系科目の選択決定も含まれる.山根・隅田・掛
水（2021）で調査，分析を行った生徒（当時１年
生）は現在２年生である.そこで、誰がどの役割を
担ったかとそれらの生徒の現在（2年次）の文理
選択も含めた履修選択を調べ，１年次の中和滴定

の実験における役割分担を照らして，その関係性

について分析を行った． 
 
３ 結 果 

本研究で対象とした生徒について，山根・隅田・

掛水(2021)[3]より，(1)食酢の希釈から(3)水酸化ナ
トリウムの滴下(1 回目)の作業前半から中盤まで
は，男子生徒が率先的に行う割合が有意に高く，

女子生徒はその様子を観察したのち，中盤の実験

作業を中心的に行うパターンが多いことが明ら

かになっている． 
そこで，生徒がそれぞれ(1)～(6)の役割分担の

うち，どの役割を選択したか，同時に，それらの

生徒が 2年次に進級する際，文理どちらを選択し
たかを整理して示したものが図 1である． 
縦軸は，各役割を担った人数を，文系・理系を

選択したそれぞれの人数で割ったものである．横

軸は，行った主な作業を示す．  
図1より，有意差は見られなかったが，1番初

めの作業である(1)食酢の希釈と(3)水酸化ナトリ
ウムの滴下(1 回目)は理系選択の生徒が担ってい
る割合が高かったという傾向があるように見え

る．そして(3)～(5)の滴下作業は，文系選択の生徒
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は，回数を重ねるごとに割合が高まっていくのに

対し，理系選択の生徒は授業前半の担当合が高く

なっているように見える． 

 
図1：役割分担と文理選択(全体) 
 

次に，男女別に各役割を担った人数を，文系・

理系を選択したそれぞれの人数で割ったものを

分析した． 
 

 
図2：役割分担と文理選択(男子生徒) 

 
図2では，男子生徒に注目して分析したもので

ある．有意差は見られなかったが，作業の一番初

めの(1)食酢の希釈と滴下作業の(3)水酸化ナトリ
ウムの滴下(1回目)では，理系選択の生徒の方が，
(5)水酸化ナトリウムの滴下(3 回目)では文系生徒
の方がそれぞれの役割を担った割合が高いよう

に見える．2番目の作業である(2)共洗いや(4)水酸
化ナトリウムの滴下(2 回目)には文理間でほぼ差
がない． 
図3は，女子生徒に注目して分析したものであ

る．有意差は見られなかったが，(4)水酸化ナトリ
ウムの滴下(2回目)は理系生徒が，(2)共洗いと(5)
水酸化ナトリウムの滴下(3 回目)については文系
選択生徒がそれぞれ役割を担った割合が高いよ

うに見える. 
 

 
図3：役割分担と文理選択(女子生徒) 

 
４ 考 察 
今回の実験結果より，全体的には理系を選択し

た生徒は，実験の一番最初の作業である(1)食酢
の希釈と，一番最初の滴下作業(3)水酸化ナトリ
ウムの滴下(1 回目)を担っていた傾向があるよう
だった．ただし女子生徒については最初に滴下を

行った生徒数自体が少ないこともある.それらを
踏まえると，性別に関わらず２年生の理系生徒は

１年次の実験において「滴下作業」を先に担当し

ていた傾向がある可能性がみてとれた． 
山根・隅田・掛水(2021)と今回の結果より，理

系選択の生徒は文系選択の生徒に対して，実験に

対して積極的であるのではないかと考えられる．

しかし，女子生徒は男子生徒を比べると，暗黙の

バイアスとしてそもそも実験に対し消極的に関

与する機会が少なくなっている可能性もある. 
本実験は男女混合班で行ったが，実験内容や実

験回数に応じて班構成を再考していくことで，理

科に対する生徒の積極性に変化をもたらすので

はないかと考えられる．生徒の理系科目に対する

興味・関心を高めるためにも，男子生徒の理系科

目に対する特性も同時に今後の調査で理解して

いき，共に良い相乗効果を見出せるような高校化

学授業の開発に取り組んでいきたい． 

  
引用文献 
[1] OECD(2016)：Education at a Glance 2016，

CHAPTER C，326． 
[2] 文部科学省(2018)：女性活躍加速のための重
点方針 2018． 

[3] 山根結実・隅田学・掛水高志(2021) : 高校化 
学実験における男女の役割分担の傾向－中和 
滴定の実験を事例として－，日本科学教育学 
会研究報告，35,  6,  39-42 
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高校「物理基礎」での個別最適化へ向けたオンライン学習の導入 

 

○蔵田雅典*1，宮内滉平*2，隅田学*1，掛水高志*1 

Masanori KURATA *1， Manabu SUMIDA*1， Takashi KAKEMIZU*1 
*1愛媛大学大学院教育学研究科 *2愛媛大学附属高等学校 

［キーワード］高校理科，オンライン学習，GIGA スクール構想 
 

1 目 的 

現在，科学技術の進歩により動画共有サービスや

ソーシャルネットワークサービスが急速に普及し，

動画を用いた情報獲得や情報共有が可能となって

いる．2018 年12 月には「GIGA スクール構想」が

公表されれ，また，2021 年 1 月に中央教育審議会

は Society 5.0 の到来や新型コロナウイルスの感染

拡大など先行き不透明な「予測困難な時代」の中で

着実に新学習指導要領の実施をすることを目的に

「令和の日本型学校教育」の構築に関する答申を発

表した 2) 3)．発表された2020年代を通じて実現すべ

き「令和の日本型学校教育」の姿の1つに，「個に

応じた指導」を一層重視し，指導方法や指導体制の

工夫改善により，「個に応じた指導」の充実を図る

ことが示されている．つまり，教師はこれまで以上

に子供の成長やつまずき，悩みなどの理解に努め，

個々の興味・関心・意欲等を踏まえてきめ細かく 指
導・支援することなどが求められる． 
このような背景を含め，本研究では，高等学校理

科の「物理基礎」に注目し，オンライン学習による

の家庭での個別最適化を目的としたプログラムの

開発と実践を行った． 
 
２ 方 法 

1．対象と期間 
2021年10〜11月に国立高校の「物理基礎」履修

生徒 37 名を対象に「Edpuzzle」を使用したオンラ

イン学習の機会提供を行った． 
「Edpuzzle」はインターネットブラウザから誰で

も無料で使用できるオンライン動画プラットフォ

ームサービスである．「Edpuzzle」を使用すると，動

画作成者（教師）はあらかじめ指定した動画教材の

再生時間に選択式や自由記述式の簡単な問題を設

定することができる．動画の視聴者（生徒）は再生

中に課される問題に回答することで動画の続きを

視聴することができる（図１）． 
今回，「Edpuzzle」を使用するにあたり，動画の作

成者と問題の作成者を分け，予習のための家庭学習

用の教材の作成を行った．作成した動画の再生時間

は 10~15分程度であり，挿入する問題は 5問程度
とした．また，１つの予習教材につき挿入問題の難

易度が異なる「基礎編」と「発展編」の２種類の教

材を作成し，生徒に都度選択してもらえるようにし

た．実践の内容としては生徒に家庭での動画教材を

用いた予習を行ってもらい，授業開始時に予習に関

する小テストを行った後，授業実施というサイクル

を７回分の授業で繰り返し行った． 

図.1 「Edpuzzle」での問題挿入の様子 
 
2．分析方法 
実践の開始前と終了後にGoogleフォームを用い

てそれぞれアンケートを実施した．この 2 つの調

査への回答結果を比較して分析を行った． 
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３ 結 果 

各回の予習で「基礎編」，「発展編」を選択した生

徒の人数の平均値を以下に示す． 
表1. 「基礎編」，「発展編」を選択した生徒の平均 

 
また，７回の予習のうち３回以上以上予習を行

った人は29人，３回未満の人は8人だった。ま

た，プログラムの実践の前後で「物理基礎の授業

への理解度」が上昇したと回答した生徒はこのう

ち9名であり予習回数の平均値は5.3回であっ

た。この9名の各予習における動画の選択結果を

表2に示す． 
表2. 事前・事後アンケートの分析結果 

「Edpuzzle」を使用して良かった点としては「授

業が普段より理解しやすかった．」，「学習内容をす

ぐに確認できる．」などが挙げられた．一方，

「Edpuzzle」を使用して悪かった点としては「動画

を巻き戻せない」，「問題の解答のみではなく解き方

や解説を入れて欲しい」などが挙げられた． 
映像教材を選択して学習を行う際に「重視したい

こと」の回答結果を表3に示す． 
表3. 映像教材で学習を行う際に「重視したいこと」 

 
表3より，「教材の難易度が自分に合っているか

どうか」，「内容の要点を理解できるものかどうか」

という回答が多かった． 
４ 考 察 
表 1 の結果から，「Edpuzzle」を使用したことで

生徒が個別に予習の必要有無や教材の難易度の選

択を判断し，学習を行える機会の提供ができたので

はないかと考える． 
表 2 の結果より理解度が上昇した生徒の多くは

「基礎編」の動画を選択し視聴していたことが明ら

かになった。また，今回作成した動画は授業の予習

用であったが，授業終了後に復習として視聴してい

た生徒も数名存在した。この生徒たちの復習を含め

た「Edpuzzle」での学習機会の平均は 6.1回と高い

値となった。 
映像学習で「最も重視したいこと」について，問

題を挿入することで内容の要点を抑え，理解を深め

ることのできる「Edpuzzle」の使用は生徒の学習を

より効果的なものにできたのではないかと考える． 
 

５ まとめ 

今回，「Edpuzzle」を使用した学習の機会提供を行

うことで生徒の学習を個別最適化し充実させてい

く上で重要な点がいくつか明らかになった． 
改善点で挙げられた事項への対策を考え，今後も

学習の個別最適化に向けて効果的な教材の作成・使

用方法を検討していきたい． 
 
引用文献 

1) Society5.0に向けた人材育成に係る大臣懇談会 
https://www.mext.go.jp/a_menu/society/index.htm 
（閲覧日：2021年11月21日） 
2) 文部科学省「GIGA スクール実現推進本部につ

いて」 
https://www.mext.go.jp/a_menu/other/1413144_00001.h
tm（閲覧日：2021年11月21日） 
3)文部科学省「『令和の日本型学校教育』の構築を

目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す，個

別最適な学びと，協働的な学びの実現～」 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3
/079/sonota/1412985_00002.htm 
（閲覧日：2021年11月24日） 

選択内容

基礎のみ

発展のみ
基礎＋発展

予習実施せず

⼈数（⼈）

14

⼈数（⼈）

予習実施 23

16

4

3

人数（人） 割合（%）
教材の難易度が⾃分に合っているかどうか 18 (4) 48.6
演習が多く含まれる教材かどうか 6 (2) 16.2
映像の作成元が信頼できるかどうか 7 (1) 18.9
動画時間がある程度短いものかどうか 13(1) 35.1
動画時間がある程度⻑いものかどうか 1 2.7
内容を深く理解できるものかどうか 16 (2) 43.2
内容の要点を理解できるものかどうか 23 (6) 62.2
特に重視したいことはない 5 (2) 13.5

()内は理解度が上昇した生徒の人数

調査項⽬ 選択肢 結果

映像教材を選択して学習
を⾏う際に「重視したい
こと」はなんですか

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回

⽣徒A 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎
⽣徒B 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎
⽣徒C 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎
⽣徒D 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎
⽣徒E 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎
⽣徒F 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎
⽣徒G 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎
⽣徒H 基礎 発展 発展 発展 発展 発展 基礎
⽣徒I 発展 発展 発展 発展 発展 発展

※ は授業後に動画を視聴
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Learner Centered Instructional Design in Physics: A Survey on High 

School Students' Understanding of Heat and Temperature in Everyday 

Life Contexts 
SOLOLA Idris*1, SUMIDA Manabu*1, MIYAUCHI Kohei*2 

*1, Faculty of Education, Ehime University, *2Ehime University Senior High School 
 

[Abstract] Instructional design is the theory and practice of design, development, utilization, management, and evaluation 
of processes and resources for learning. The instructional strategy to be chosen depends on the learning objectives to be 
achieved. Indirect instruction and experiential learning involve students being the center of instruction, whereby they 
determine the flow of learning. The learner-centered approach can generally have a positive effect on the performance of 
students. The aim of this study was to assess the possibility of adopting a learner-centered approach in thermal physics class 
using problem-based learning; and determine if this approach can build competencies in students in the sciences. A total of 
thirty-nine (39) Year 2 Physics students in a national senior high school class were involved in this research. They were 
exposed to materials that are learner-centered and a pre- and post-test evaluation was conducted. The result showed some 
improvement in the conception of students about some of the thermal physics items. 
[Keyword] Problem-based learning, thermal concepts, criterion-referenced assessment 
 
Ⅰ．INTRODUCTION 
Instructional design involves the design, development, 
utilization, management, and evaluation of processes and 
resources for learning. The major theoretical foundation of 
instructional models, also known as learning theories, are 
behaviorism, cognitivism, and constructivism. These learning 
theories are identified to verify instructional strategies. These 
theories show the relationship between the instructional 
strategies employed and the effectiveness of the strategies. 

The approaches to teaching also known as instructional 
strategies are direct instruction, indirect instruction, interactive 
instruction, experiential learning, and independent study 
(Saskatchewan Education, 1991). While the instructional 
strategy to be chosen at any point in time depends on the 
learning objectives to be achieved, the indirect instruction and 
experiential learning involve students being the center of 
instruction, whereby they determine the flow of learning. The 
use of these strategies will allow learners to actively 
participate in the learning process. At the heart of these two 
strategies is the learner-centered approach. Various evidence 
of research output recommends that the approach can have a 
positive effect on the performance of students. 
Ⅱ．METHOD 
A problem was presented to a class of high school physics 
students in thermal energy. It required the students to evaluate 
their previous knowledge in the topic, determine the 

objectives, generate some new knowledge and plan towards 
solving the problem – which requires experimentation. The 
39 students were distributed into groups for cooperative 
learning. The teacher served as the facilitator in the learning 
cycle. 

Eleven (11) out of the 26-item of the Thermal Concept 
Evaluation (TCE) developed by Yeo and Zadnik (2001) was 
used as assessment instruments before and after the problem-
based learning approach. The items were chosen based on the 
learning objectives of the instructional material. The items 
were divided into the heat transfer and temperature change 
group (Group 1), and heat conductivity and equilibrium group 
(Group 2). The pre-test was conducted 4 days before students 
were exposed to the thermal physics problem. The result was 
not returned to the students. The index of item difficulty (P), 
which describes the extent to which students get the correct 
answer; and the discrimination (D), which compares top 
scoring group to the low scoring group, were computed. The 
ranking of the top group and low group was a 27% selection 
in each group (Kelley, 1939). The analysis of the performance 
was thereafter conducted. 
Ⅲ．RESULTS 
The result of the index of item difficulty (P) showed that 
students found Q1, 3, 11, 2 and 7 less difficult after exposure 
to the problem-based materials and experimentation, while 
Q4, 9, and 5 retained their difficulty level. Q6, 10 and 8, 
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however, had a higher P-value after the instructional 
procedure. A figurative analysis of some observable changes 
in the difficulty level for the pre-test and post-test is presented 
in Figures 1a and b. 
Figure 1a: Changes in Item difficulty 

Figure 1b: Changes in Item difficulty 

  
A positive post-test change in the choice of the correct 
response by students in the upper 27% was observed in Q 6, 
9, 10, 2, 7 and 8 (Figure 2a and b). The most significant 
discrimination was observed in Q9. 91% of students in the 
upper class chose the correct response in Q9 in the post-test 
(as against 36% in the Pre-test) that energy transfer caused the 
bicycle pump to be hot after its usage to pump bike tires. 

A quite noticeable change was also observed, in comparing 
the choice of the correct response between the pre- and the 
post- test, in Q2. A 3:1 increase was observed for upper class 
students correctly determining the temperature of a plastic 
bottle and the cola in the plastic bottle left overnight in the 
refrigerator. Some post-test decrease in discrimination could 
also be observed in Q1, 3 and 11. This implies an increase in 
the number of students in the upper group that held an 
alternative view of the correct response in the post-test. 

 
Figure 2a: Changes in Item discrimination 

 

Figure 2b: Changes in Item discrimination 

The students gave a higher number of correct responses in the 
Group 1 (Group mean = 34.3) than the Group 2 (Group mean 
= 26.3). The mean of the pre-test as compared with the post-
test also shows a slight increase. The mean of Group 1 is 
almost the same for the pre- and post-test while Group 2 
showed a slight increase of 2.3 in its mean. 
IV. CONCLUSION 
This research has tried to evaluate the possibilities of adopting 
a learner-centered approach in instruction. There are some 
evidences from the result that this approach can build 
competencies in students. However, the context based, and 
criteria referenced assessment used in the research might have 
been a challenge to students that are used to summative 
assessment.  
References 
Kelley, T. I. (1939). The selection of upper and lower gru0ps 

for the validation of test items, Journal of Educational 
psychology, 30,(1), 17-24. 

Saskatchewan Education Department. (1991). Instructional 
approaches: A framework for professional practice. Regina, 
SK: Saskatchewan Education 

Yeo, S., & Zadnik, M. (2001). Introductory thermal concept 
evaluation: Assessing students’ understanding. The Physics 
Teacher, 39, 496–504. 
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理科教員志望大学生における化学計算の困難について 

 

○窪 航平，隅田 学, 掛水高志 

Kohei KUBO, Manabu SUMIDA, Takashi KAKEMIZU 

愛媛大学大学院教育学研究科, 愛媛大学大学院教育学研究科, 愛媛大学大学院教育学研究科 

【キーワード】 高校化学, 理科教育, 計算 

 

１ 目的 

 化学を学ぶ上で,数学,算数で学ぶ基礎的な

計算能力は必要不可欠である.高校で化学の

授業を実践すると,物質量(mol)に関する学習

において,生徒に基礎的な数学的能力が不足

していると感じることがある.基礎的な数学

的能力の理解不足は物質量のような概念の学

習だけでなく,化学基礎・化学全体の理解不足

につながる可能性がある重大な問題であろう. 

Fraser(2012)は,化学計算を行う上で,基礎

的な数学的能力不足がミスにつながっている

ことを明らかにしている.化学において,物質

量のような基礎的な概念を学ぶ際に,関連す

る計算問題の難しさを計算方法の観点から解

明することは,生徒のさらなる化学の概念的

理解の促進や指導法の開発に有益であると考

える.そこで,この研究では,化学における計算

問題の難しさの解明することを目的とした. 

 

２ 方法 

(1)対象 

本研究では,国立大学の理科教員志望の

学生 77 名(教育学部,理学部,農学部,工学

部)に対して,Google フォームを利用し,調

査を行った. 

(2)質問内容について 

質問内容は,３セクションで構成されて

おり,１）計算問題のセクション,２）化学の

問題と数学の問題の関連性を問うセクショ

ン,３）指定した問題と計算方法が類似して

いる問題を作問させるセクションである.

計 算 問 題 に 関 す る セ ク シ ョ ン

は,Fraser(2012)が行った調査を参考に、計

算方法を類似させた化学と数学の問題を ,

化学 8 問,数学 5 問の計１３問で構成して

本研究で独自に作成した(表１).化学の問題

と数学の問題の関連性を問うセクションは,

「それぞれの化学の問題と計算方法が類似

していると思う数学の問題を選んでくださ

い」「類似する問題を比較した場合,化学の

問題と数学の問題のどちらが難しかったで

すか？」の２問で構成されている.指定した

問題と計算方法が類似している問題を作問

さ せ る セ ク シ ョ ン で は , 数 学 の 問 題

(B)(D)(E)について,計算方法が類似する化

学の問題を回答者に作成させた. 

 

表１：計算方法が類似している問題 

化学① 36 g の炭素には何 mol の炭素原子
が含まれているか.C=12 

化学② 3 Lの純水に 6 molの塩化水素(HCl)
が溶解している場合,この溶液のモ
ル 濃 度 [mol/L] は い く ら
か.H=1,Cl=35.5 

化学③ 12 kgの炭素には何 molの炭素原子
が含まれているか.C=12 

化学④ 100 mL の純水に 0.2 mol の塩化水
素(HCl)が溶解している場合,この
溶液のモル濃度[mol/L]はいくら
か.H=1,Cl=35.5 

化学⑤ NaCl の総質量における Na の質量割
合 は 何 パ ー セ ン ト
か.Na=23,Cl=35.5 

化学⑥ Al₂O₃の総質量における Alの質量割
合は何パーセントか.Al=27,O=16 

化学⑦ メタン(CH₄)は酸素中で燃焼し,二
酸化炭素と水を生成します.12 g の
メタンを完全燃焼させるためには
酸 素 は 最 低 何  g 必 要
か.C=12,H=1,O=16 

化学⑧ 2 mol/L の塩酸(HCl) 1 L を水酸化
マグネシウム(Mg(OH)₂) 1 L で過不
足なく中和させるためには,水酸化
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マグネシウムの溶液の濃度は何 
mol/L か.H=1,Cl=35.5,O=16,Mg=24 

数学 A 100 km を 2 時間で移動する車の時
速は何 km/h か？ 

数学 B 60 秒で 15000 m 移動する飛行機の
時速は何 km/h か？ 

数学 C 250 g のケーキのうち 50 g が砂糖
である.ケーキ全体の質量をしめる
砂糖の質量割合は何パーセントか. 

数学 D 食品のタンパク質 0.2 g,総脂肪(飽
和 0.01 g,不飽和 0.02 g),炭水化物
0.02 g である.食品の質量全体をし
める総脂肪の質量割合は何パーセ
ントか？ 

数学 E 二つの長方形 A,B がある.A は長辺
が 4 m,短辺が 1 m です.B は面積が
A の 2 倍で 2 m の辺をもつ.B のもう
片方の辺の長さは何 m ですか？ 

 

3 結果と考察 

表２の結果から,ほとんどの大学生が化学

の問題と数学の問題を対応させることができ

ており,計算方法の類似性を認識できている

ことが分かった. 

 

表２：化学の問題に対応する数学の問題を選

択させた結果（n=77） 

 

 

次に,対応するそれぞれの化学の問題と数

学の問題の正答率を比較してその差分として

整理したものが図１である.化学の問題(3)(4)

と数学の問題 B との対応以外は,数学の問題

の方が対応する化学の問題より正答率が高く

なった.特に,化学(7)と数学 E の正答率の差

は,35.5%となっており,「化学反応式」に関す

る問題との対応であった.全体を通して,化学

のほうが難しいと答えた大学生が ,67.9%と

なっていた.対応する二つの問題における数

的な論理処理が基本的に同じであると仮定す

ると,化学における計算問題の難しさには,化

学的概念の理解ばかりではなく,化学的概念

と数的処理の結び付けに関わる理解が関係し

ていると考えられる. 

化学(3)(4)が数学の問題の正答率が高くな

っているのは,対応する数学 B の問題の正答

率が 67.6%と著しく低いためである.正答率

が低くなった理由としては,15000 という大

きな数の扱いに慣れていない可能性と時間の

単位変換をうまく行えない可能性の二つが考

えられる.これは,化学の問題にも共通するこ

とで,化学でよく用いられる 10n というよう

な大きな数字の扱いがうまくできない可能性

を示唆しているともいえる. 

 
図１：対応する問題との正答率の差 

(数学の問題の正答率－化学の問題の正答率) 

 

4 まとめ 

  今回の調査結果により,生徒が化学におけ

る計算問題を行う際に,そこに含まれる基本

的な演算能力ではなく,化学的概念と数的処

理との結び付けに関わる理解の点からミス

をしている可能性が示唆された.化学学習に

おいては,数的なイメージをリンクさせるこ

とを含めて数学と化学の教科横断的な授業

が効果的であろう. 
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TIMSS2015の問題の正答率から見た 

教員志望大学生と中学生の理科の内容理解度の比較 
 

王澤華，北啓介，寺島幸生 

WANG Zehua, KITA Keisuke, TERASHIMA Yukio 

鳴門教育大学 

【キーワード】教員志望大学生，中学校理科，内容理解，TIMSS2015 
 

１．背景と目的 

日本の児童生徒の学力の傾向として，

PISA2015では，科学的リテラシーの平均得

点は国際的に見ると高く，TIMSS2015では，

1995年以降の調査において最も良好な結果

が見られている。また，TIMSS2015では，理

科を学ぶことに対する関心・意欲や意義・

有用性に対する認識について改善が見られ

る一方で，諸外国と比べると中学生におい

て肯定的な回答の割合が依然低い状況にあ

ることが課題である。 

ショーマン（1987）は，教員が身につけ

るべき知識として，①内容についての知識，

②一般的な教育方法についての知識，③カ

リキュラムについての知識， ④pedagogical 

content knowledge（PCK），⑤学習者とその

特性についての知識，⑥教育の文脈につい

ての知識，⑦教育の目的，目標，価値，哲

学的歴史的基盤についての知識の7点を挙げ，

その中で教育内容についての知識が始点と

なる。ショーマンはさらに，授業実践のプ

ロセスとして，1)理解→2)翻案→3)指導

→4)評価→5)省察→6)新しい理解という6つ

の段階を示した。1)理解はこのプロセスの

終始にあり，授業の成立に欠かせない前提

となっている。教師自身が教える内容を深

く理解していなければ授業は成り立たない

ため，理科の知識や内容理解は理科授業の

改善においてとても大切である。 

本研究の目的は，TIMSS2015を受検した当

時の中学2年生と同学年にあたる教員志望大

学生の理科の内容理解度を，同じTIMSS2015

の問題を用いて再調査し，この大学生が中

学校，高校での学習を通じて，現在どんな

内容を理解し，依然としてどんな弱点を抱

えているかを具体的に把握することである。

これまでに，TIMSS2011 や全国学力・学習状

況調査の問題を用いた同様の調査が実施さ

れ，教員志望大学生が抱える学力の課題が

具体的に指摘されている（寺島，2017）。

今回の調査でも，TIMSS2015の中学生の結果

と比較することで，教員志望大学生が比較

的得意あるいは不得意な項目を抽出したり，

両者に共通する弱点を見出したりすること

が容易になることが期待される。本発表で

は，教員志望大学生が理科の知識・理解の

程度を向上する方法を模索するために，大

学生の理科の学力の傾向と苦手とする学習

項目について報告する。 

 

２．理解度調査の概要 

2020 年 10 月，鳴門教育大学学校教育学部

1 年次生（以下，大学生と記す）100 名を対

象に調査を実施した。調査問題には，

TIMSS2015で出題された Grade8（日本の中学

第 2学年相当）理科の公開問題（国立教育政

策研究所，2016）の中から，当時の中学生

が既習の 48 問を抽出して使用した。調査は，

受講生に予告せずに，著者らが自作した解

答用紙と高校理科の履修科目についてのア

ンケートを配布・回収する方法で実施し，

解答時間は 45 分間であった。用いた調査問

題の内訳（設問数）は，内容領域では物理

（14 問）,化学（14 問），生物（11 問），

地学（9問），認知領域では知識（13問），

推論（13 問），応用（22 問），解答形式で

は選択式（21 問），記述式（27 問）であっ

た。 

 

３．調査結果 
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3.1. 大学生の正答率と度数分布 

図１ 大学生の正答数の度数分布(n=100) 

 

大学生の正答数の度数分布を図１に示す。

大学生の平均正答数（正答率）±標準偏差

は 34.4±4.9問（71.7%±10.2%）であり，大

学生は正答数 17 問未満及び全問（48 問）正

答者はおらず，中央値は 35問（72.9%），最

頻値は 37 問（77.1%），最大正答数は 43 問

（89.6%）であった。 

3.2. 大学生の問題類型別の正答率 

大学生の問題類型別正答率は，内容領域

では物理（82.4%）,化学（83.9%），生物

（82.3%），地学（64.7%），認知領域では

知識（ 82.8%），推論（ 74.8%），応用

（80.3%），解答形式では選択式（81.6%），

記述式（77.9%）であり，選択式と記述式の

間に有意差が認められた（p=.029＜.05）。

また，大学生の平均正答率(71.7%)は中学生

の場合(59.9%)よりも有意に高いことが確か

められた（p=.000<.001）。 

3.3. 大学生と中学生の正答率の相関 

中学生の正答率を X軸，大学生の正答率を

Y 軸，中学生と大学生の平均正答率の交点を

原点とした各設問の正答率の散布図を図２

に示す。中学生，大学生の両正答率間には

正の相関が認められ(R2=0.376)，中学生が得

意／不得意とする問題を，大学生も得意／

不得意とする傾向が見られた。両者が比較

的苦手な問題として，例えば，物理では，

距離と磁力の関係，化学では，鉄と銅を分

離する方法，生物では，生物の分類，地学

では地震が起こる原因のような問題が見ら

れた。 

 

 
図２ 大学生(Y)と中学生(X)の間の各問正

答率の相関 

 

４．今後の課題・展望 

今回の調査により，大学生であっても，

正答率が極めて低い問題や中学生の正答率

を下回る問題があり，特に苦手とする理科

の学習項目が複数存在することが明らかと

なった。 

今後の課題としては，今回の調査結果を

踏まえて，日本の中高生，大学生が特に苦

手とする理科の内容，科学概念を補完する

ための教材や学習方法を検討することであ

る。具体的には，日本の中学校，高校で使

用されている教科書や教授方法について分

析し，後期中等教育における生徒の学習過

程の特徴と課題をより明らかにすることを

計画している。 
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幼児を対象としたSTEAM（科学・技術・工学・芸術・数学）教

育プログラムの開発と実践（１） 

〜「音」をテーマとしたオンライン講座を例として〜 

 

○隅田学 1，井上洋一 1，深田昭三 1，玉井知津江 2 

Manabu SUMIDA, Yoichi INOUE, Shozo FUKADA, Chizue TAMAI 
1愛媛大学教育学部，2愛媛大学教育学部附属幼稚園 

【キ－ワード】 幼年児，STEAM教育，音，オンライン講座 
 

１ 目 的 

STE(A)M （ science, technology, engineering, 
art(s), and mathematics）教育は世界的なトレン

ドとなりつつある。幼児期特有の自発的で統合

的な遊びは、STEAM 教育と親和性が高いと思

われ、Sumida (2015)は、幼児期の才能教育プロ

グラムとして STEM 教育カリキュラムを開発、

実践しているが、幼児期の教育研究や実践事例

はまだ限られている。 
本研究では，特に幼児期の科学教育で実践事

例が少ない物理領域から「音」をテーマとして

STEAM 教育プログラムを開発し、試行を試み

た。コロナ禍という状況も踏まえ、オンライン

にて実践を行った。 
 
２ 方 法 

（１）愛媛大学 Kids Academia について 

 愛媛大学 Kids Academia は、筆頭著者が、高

度な知的/創造的能力や高い意欲を示したり、

特定の学問分野に長けている子どもの個性や

能力を見いだし、伸張する学習プログラムを開

発・実践することを目的に、2010 年にスタート

したものである。現在は大きく、以下の４つの

活動を行っている（https://kids-academia.com/）。 
①「Gifted Academia」オンラインセミナー 
② キッズアカデミア・サイエンス講座 
③ 子どものコンテスト開催＆研究メンタリ 
ング 

④「才能教育（Education of the Gifted）」に 
 関する国際共同研究・国際ネットワーク構築 
 本研究では、上記活動の中の「② キッズア

カデミア・サイエンス講座」として、サマープ

ログラムの中の一つの教育プログラムとして

カリキュラムを開発、実践した。なお、今回は、

オンラインでの開催を想定してプログラムを

開発し、実際にオンラインにて実践を行った。 

（２）参加した子どもについて 

 幼稚園年中児１名、年長児２名、小学１年生

４名、小学２年生２名、小学３年生１名の計 10

名が参加した。特に選抜は行っていないが、オ

ンラインで募集を行ったことから、市外、県外

からの参加もあった。 

（３）実践について 

 開発したカリキュラムは、2021年８月11日、

13-14 時に約１時間、Zoom により、実践された。 

 

３ 結 果 

プログラムの実践にあたり、参加する子ども

たちには、事前課題として各自が「夏」をイメ

ージする「音」を考え、30秒程度で録音して提

出するよう求めた。 
教材として、各家庭に紙コップとたこ糸、ビ

ニール紐、ゴム紐、針金を送付した。 
プログラムの実践では、まず最初に子どもた

ちが提出した音源を用いて、音当てクイズを行

った。これは各参加者が、自分が提出した音を

確認するとともに、自分や友達がどのような点

に着目して「夏の音」を選んだのかを共有して

楽しむためである。 
次に、たこ糸を使って糸電話を作成した。糸

電話は用事でも安全で簡単に作成することが

できる。そして、実際に通

話をする場合には、糸のた

るみなど、重要な要因につ

いて気づくこともできる。

たこ糸を使った糸電話を

作って、試した後に、たこ

糸をビニール紐やゴム紐、

針金と順に変えながら、一

つずつ、どのような音にな

るか予想し、試し、結果を

共有する活動を行った。 

図１ たこ糸を用

いた糸電話とゴム

紐を用いた糸電話 
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 これらの糸電話を作って試した後に、子ども

たちに、さらに作ってみたい糸電話をデザイン

するよう問いかけを行なったところ、異なる容

器、糸をつける場所の変更、糸の太さや長さの

変更等、様々なアイデアが提案された。 

 次に、いくつかの音を題材に、音の視覚化を

行なった。スマートフォンで使用できるオシロ

スコープ機能のアプリケーションを用いて、波

長の異なる音源をスクリーンで示して共有し

た（図２）。そして様々な楽器が出す音の波長

の違いについても学んだ。 

 

 
図２ アプリケーションを用いた音の視覚化 

 

 その後、子どもたちは、これまで学んだこと

を、ヒトの体で音がきこえる仕組み、そして携

帯電話やインターネットなどで音が聞こえる

仕組みと結びつけて考えた。 

 最後に、子どもたちが事前に提出した夏の音

を、筆者の一人が一つの曲にアレンジし、子ど

もたちに発表した。子どもたちは自分の提出し

た音がどの場面で使われているか興味津々で

耳を傾けていた。オリジナルの演奏も加えられ

た。 

 

 
図３ 子どもたちの「夏の音」を一曲にアレンジ 

 

４ 考 察 

サマープログラムは全４回開催された。終

了後の参加者アンケートにて、プログラムの

難易度を「１（かなり易しい）」から「５

（かなり難しい）」で評価を求めたところ、

回答者平均は 2.6 であり、その難易度はほぼ

適切であった。そして、特に大きな影響があ

ったと思われる点として、参加した子どもと

一緒に興味のあることや発見について親子で

語るようになったかどうかについて、「１

（全く当てはまらない）」から「５（大変よ

く当てはまる）」で評価を求めた項目につい

て、回答者平均が 4.4 と大変高い値を示し

た。本プログラムへの参加を通して、親子で

の学びを深める機会が増え、そうした家庭環

境が醸成されたと思われる。 
参加して良かったことや、家庭での取組の

様子、その他気づいたことに関する自由記述

として、以下のような回答があった。 
キッズ・アカデミアサマースクール終了後

から急に質問してくる内容の幅が広がりまし

た。地球の中はどうなっているのか、太陽は

いつどのようにできたのか、酸素はどのよう

に作られるかなど、今まで本人の中で疑問に

思っても口に出していなかったのかなと思う

ほどの量の質問が出てくるようになりまし

た。そのほとんどが上手にこたれられません

が…。（年長児の保護者） 
学校では満たすことが難しい色々な事に対

する好奇心ですが、サマースクールを通じて

色々な事を考えたり、実験をしたりとても楽

しそうでした。今まですぐに結果のでる実験

をすることが多かったのですが、４回目の発

表を聞いてから時間経過観察することを行な

っていました（学校で掃除時間の後、雑巾が

乾く様子を観察していたようです）。（小学

１年生の保護者） 
幼児期の STEAM 教育は、これまで想定さ

れていなかった高いレベルの様々な教育効果

がある可能性を秘めている。 
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持続可能な開発目標（SDGs）の観点を含めたアクティブラ

ーニング型の中学校理科授業と非認知能力の育成 
 

○釆野美咲 1，隅田学 1，向平和 1，沖野俊也 2，真木大輔 2，山根典之 2 

Misaki UNENO1, Manabu SUMIDA1, Heiwa MUKO1, 

Toshiya OKINO2, Daisuke MAKI2, Noriyuki YAMANE2 
1愛媛大学大学院教育学研究科，2愛媛大学教育学部附属中学校 

【キ－ワード】 持続可能な開発目標（SDGs），非認知能力，ICT活用 

 

１ 目的 

今日，世界は，グローバル化や情報化によっ

て急速に変化し，加えてコロナウイルスによっ

て，変動性，不確実性，複雑性，曖昧性（VUCA）

によって未来不透明な世の中となっている．こ

のような世界で将来，生徒が肉体的・精神的に

生き抜いていく力が求められおり，本研究では，

非認知能力に焦点を当てた．国内でも文部科学

省が提唱している「生きる力」（1996）や「キ

ャリア教育」（2006），内閣府が提唱している

「人間力」（2003）にも非認知能力が関係して

いるが，非認知能力の視点からアプローチした

中学校理科の実践報告の数はまだ少ない． 
そこで，本研究では持続可能な開発目標

（SDGs）の観点を含めたアクティブラーニン

グ型の授業を行い，本授業が生徒の非認知能力

にどのような影響を与えるのかを分析すると

もに，生徒の非認知能力を育成できる可能性を

考察することを目的とした. 

 
２ 授業実践 

1．対象と期間 

国立中学校 1 年生（男子 63 名，女子 64 名）

4 クラスを対象に 2021 年 7 月 1 日と 8 日，1 時

間の授業を実践し，Google フォームでアンケー

トを行った． 
 
2．授業内容 

パフォーマンス課題として，「あなたは，

SDGs 子どもサミットに招待されている中学一

年生です．サミットで，中学生の意見を聞きた

いと発表の依頼がありました．各専門分野に分

かれて調査した後，班で協力して利点・欠点な

どを総合的に考え，科学的根拠を基にして，

SDGs と諸課題（気になって調べてきた事項）

との「つながり」に対するあなたの考えを，

SDGs 子どもサミットで発表してください．」と

設定した． 
本授業の前にあらかじめ，生徒の関心のある

キーワードについて，アンケートを実施した．

1 クラスにつき興味関心が似ている 4 人班を 8
つ構成すると同時に，生徒が調べ学習をするキ

ーワードが同じ班内の 4 人で重複しないよう

に一人ひとりに提示した．生徒個人が SDGs と
植物の分野に関するキーワードを宿題で調べ，

LOPP（LoiLo Note One Page Portfolio）として蓄

積した．本授業の最初では，生徒個人で調べて

きたSDGsとキーワードについて①主張・仮説，

②科学的根拠 1，③科学的根拠 2，④結論を班

内でそれぞれ発表し合った．その後，班員の 4
つの意見を，ロイロノートのシンキングツール

を用いて，「持続可能な社会（世界）に向かう

ために，取り組む優先順位」をつけた． 
次に，パフォーマンス課題に沿い，話し合い

で出た意見を基に発表した．この時，班員 2 人

は班に残り，他班から来た生徒に対して発表し，

発表の様子は iPad で録画した．別の 2 人は自

班以外に発表を聞きに行くように設定した． 
 

３ 結果と考察 

授業後に行ったアンケートに対する回答を

整理したものが表 1 である．「本授業と特に関

連がある非認知能力と思われるものを，3 つ教

えてください．なければ，「なし」と回答して

ください」という質問で，最も多くの生徒が選

択した非認知能力の項目は，多い順に探究心，

問題解決能力，コミュニケーション力であった． 

また，本授業の感想を KH coder で分析した.

上記のアンケート結果を踏まえ，大きく「発表」

「討論」「探究」「問題解決能力」「協調性」に分

けることができた．探究心，問題解決能力，コ

ミュニケーション力の 3 つの非認知能力は，生

徒の感想からも本授業と関連があると考えら

れる．さらに，これら 3 つの非認知能力に焦点 
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表 1 アンケート結果（N＝97） 

を絞り，詳細に分析した．授業前に行った，各

自興味をもったキーワードを調べてくる活動

では，「問題解決能力」「探究心」に関する単語

が見られ，生徒が調べたいものを選択できる自

由度を与え，自分ごととして取り組めた効果が

出たと考える．また，要約，時間，資料など，

コミュニケーションにおける手法や要素の記

述もあったことから，発表や討論を意識したり，

上手く出来なかったことを省察したりして，次

につなげようとする記述が見られた.このこと

から，コミュニケーション力の中でも，準備の

段階におけるまとめ方や，表現方法の部分に影

響を及ぼしたとのではないかと考えられる. 

発表・討論では，「コミュニケーション力（発

表・討論・時間・手法）」に関する単語が見られ

た.学び合いの環境を設定することにより，表

現の方法を助言し合ったり，相手に時間以内に

伝える技術を試行錯誤したりするように，班や

自分の意見をわかりやすく伝える刺激があっ

たと考えられる．生徒の感想には，「改善（「こ

うした方がいいかな？」）・共感（「うんう

ん」）・褒める（「ここいいね！」）・納得

（「へ～そうだったんだ～」）したりされた

りして，有意義な活動になった，発表が楽し

かった」という記述があった. 

授業の総括の記述として，「自分の課題を本

格的に調べるまでは，こんなものがどう環境と

関わっているのだろうと不思議に思っていま

した．しかし，調べてみると森林破壊や地球温

暖化に直結していることが分かり，こんな身近

にあるものが環境問題を引き起こしていたの

だと驚きました．」「マイクロプラスチックは海

についてしか考えたことがありませんでした

が，多くの自然環境に問題があることが分かり

ました．また，班でまとめた結果が連鎖して問

題になっていることが分かりました．私ができ

るとすればゴミ拾いなどしかないですが，そん

なボランティアにも参加してみたいです．」と

いう記述があった.友人が発表する新しい知識

や気づきに触れ，探究心や問題解決能力にさら

に影響を与えたり，表 1 のアンケートで非認知

能力に関連がある項目として 4 番目に高かっ

た実行力にも影響を与えていることも示唆さ

れる． 

これらの非認知能力の項目に対して，「本日

の授業を通して自分が最も当てはまると思う

段階（4 十分できた，3 できた，2 できなかっ

た，1 全くできなかった）を 1 つずつ選択して

ください．」という質問に対する回答では，「4 
十分できた」「3 できた」と回答した合計の割

合が，全ての項目で 87%以上であった．その中

でも「4 十分できた」と回答した項目が多い順

から協調性（71%），規範意識（69%），実行力

と探究心が同率（68%）であった．非認知能力

の評価が難しいことが課題ではあるが，非認知

能力に影響を与え，なおかつ生徒が「十分でき

た」と，より実感しやすい活動を取り入れるこ

とで引き金となり，その他の非認知能力を促し

て，自然に刺激を与えたり，伸ばしたりするこ

とも考えられる. 

 
４ まとめ 

SDGs の観点を含めたアクティブラーニング

型の理科授業は，探究心，問題解決能力，コミ

ュニケーション力への関連性が高く，授業を通

して育成できる可能性が本研究を通して見出

だせた.今後は，生徒の非認知能力を育成でき

る理科ならではの授業を考えたい. 
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ートフォリオ評価 OPPA』，東洋館出版社. 

非認知能力の項目 選択人数（%） 
探究心 61（63％） 

問題解決能力 59（61％） 
コミュニケーション力 44（45％） 

実行力 28（29％） 
協調性 18（19％） 

批判的思考力 14（14％） 
創造性 12（12％） 
倫理観 11（11％） 
主体性 9（9％） 
公共性 8（8％） 
共感性 7（7％） 
なし 6（6％） 
統率力 5（5％） 

自己管理能力 3（3％） 
自己肯定感 3（3％） 
規範意識 2（2％） 
道徳心 1（1％） 
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誤概念の意図的な活用による児童の話し合いを活性化させる 

手法に関する分析 

 

〇坂本延哉，中城満 

Nobuya SAKAMOTO，Mitsuru NAKAJO 

高知大学 教育学部 

【キーワード】誤概念,教師の働きかけ 

 

1. 研究の目的 

 本研究の目的は,理科授業において意図的に

誤概念を活用することによって児童の話し合

いを活性化させる手法を明らかにすることで

ある。平成 29 年告示小学校学習指導要領解説

理科編（文部科学省,2017）よれば,「主体的・

対話的で深い学び」の実現が求められている。

その授業改善の視点として,対話によって自分

の考えなどを広げたり深めたりする場面をど

こに設定するかを挙げている。また,言語活動

を充実させることにより,思考力・判断力・表

現力等の育成を図ることが大切であるとして

いる(文部科学省,2017)。これらの扱いから,子

どもの話し合いを活性化させていく必要があ

ると考える。 

そこで,子どもが持つ誤概念を活用すること

はできないかと考えた。武村・秋山（2000）に

よれば,「ミス・コンセプション（誤概念）」は,

「子どもが,学校の理科で科学的な概念を学習

する以前に構成している科学とは異なった理

論」であるとしている。あえて,この誤概念を

顕在化させることによって,子ども間で思考の

違いが生じ,話し合いを活性化させることがで

きるのではないかと考えた。本研究は,児童の

話し合いを活性化させる誤概念の活用方法を

明らかにするための試みである。 

2. 研究方法 

 本研究において対象とした理科授業は,第３

学年「物と重さ」を扱った２つの授業実践であ

る（表１参照）。意図的に誤概念の顕在化を試

みた授業を授業 A,誤概念の顕在化を意図して

いなかった授業を授業 Bとした。 

表１ 授業の内容 

 誤概念の意図的な

活用の有無 
本時の課題 

授業

A 
〇 

ものの置く向きが変わると、重さは変わ

るのだろうか。 

授業

B 
× 

ものの形が変わると、重さは変わるのだ

ろうか。 

授業 A では,授業の冒頭に粘土を縦に置いた

時と横に置いた時の重さを体感させる活動を

行い,「ものの置く向きが変わると,重さが変わ

る」という誤概念を意図的に顕在化させた。そ

の後,予想場面では,児童を重さが変わるか変

わらないかの立場を表明させ,一人ずつ発表さ

せる指導過程であった。 

授業 Bでは,「ものの形が変わると,重さはど

うなるのだろうか」という課題設定により,児

童から予想場面において「ものの形が変わると,

重さが変わる」という誤概念が顕在化した。し

かし,教師はこれを意図していない。その後,予

想場面では,児童を重さが変わるか変わらない

かの立場を表明させて,それぞれの立場を代表

して一人に発表させる指導過程であった。 

これらの発話プロトコルの分析から,まず児

童の話し合いが活性化されていたかどうかを

検討した。その後,話し合いを活性化させるた

めの誤概念の活用方法ついて検討した。 
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3. 結果及び考察 

（ⅰ） 授業 Aの結果及び考察 

 以下は,授業 A の予想場面における発話プロ

トコルの一部である。 

A-T1：重さは変わらないんですか？ 

 A-C1：重さは変わらないけど、感じ方が変わる。 

A-T2：でも、○○さんは、感じ方が違うから、変わるって言

ったで。 

（中略） 

A-T3:自分の予想と、最初変わらないやったけど、やっぱり変

わると思ったお友達やっぱりは青で変わる。変わらない

と思うお友達は変わらない。 

   (以下略）。 

A-C2：じゃあ新しく変わらないって思った人は？ 

A-T4：もう一回どうぞ、はい、書いといてください。 

授業 A では,A-T2 ように意見を発表した児

童に対して,教師は異なる意見を持った児童

に広げる働きかけを行っていた。これにより,

別の立場との児童との対話が活発に行われた。

また A-C1 の発言より,他の児童の話し合いを

通して,「ものの置く向きが変わっても,重さ

は変わらない」という意見に変える児童が見

られた。これは,話し合いを通して,A-C2の児

童が自分の考えを見直すことができたためで

あると考えられる。この後の考察場面におい

ては,「ものの置く向きが変わると,重さが変

わる」という意見はなく,無理なく「ものの置

く向きが変わっても,重さは変わらない」とい

う結論を導くことができていた。このことか

ら,授業 A においては,顕在化した誤概念は,

最終的には修正されていたと考えられる。 

（ⅱ） 授業 Bの結果及び考察 

 授業 B では,予想場面において教師が異なる

意見を持った児童に広げる働きかけを行う場

面は見られなかった。また,教師が他の児童の

意見を聞いて,意見を変えた人はいないか問い

かけたところ,意見を変える児童はいなかった。 

 以下は,考察場面における発話プロトコルで

ある。 

 B-C1：ん～…変わっているは変わっている。 

B-T1：これは、変わってないってしていいと思う？1ｇやった

ら？ 

 B-C2：もしかしたら、もっと変わるかもしれん。だってあれ

で空洞を作って軽くなったがやき、もっとその、全体

の厚さをもっと平べったくして、今さっきの粘土の量

と同じでまた空洞を大きくしたらもしかしたら変わ

るかもしれん。 

 B-C1,B-C2 の発言から,この児童は実験後も

「ものの形が変わると,重さも変わる」という

誤概念を保持したままであることが分かる。こ

れは,予想場面において自分と異なる意見を持

った児童との対話が不十分であり,自分の考え

を見直すことができなかったことが原因であ

ると考えられる。授業 Bでは,教師は,誤概念の

顕在化を意図していなかった。よって,顕在化

したときに行う働きかけの視点を持っていな

かったと考えられる。そのため,教師は,誤概念

を活用する働きかけを行うことができず,児童

の誤概念が保持されたままとなったと考える。

よって,授業 B において顕在化した誤概念は,

実験後も修正されなかったと考えられる。 

以上のことから,授業 A では異なった意見を

持った児童に広げる教師の働きかけにより,児

童の話し合いが活性化されていたと考える。一

方,授業 B ではこのような働きかけが見られず,

児童の話し合いは活性化されていなかったと

考える。これらのことから,意図的に誤概念を

顕在化させて,異なる意見を持った児童に広げ

る働きかけを積極的に行うことによって,児童

の話し合いが活性化させることが示唆された。 

4. 総合的考察 

 教師は,誤概念が顕在化したときに行う働き

かけの視点を持つことが重要である。そのため

には,子どもが抱く傾向にある誤概念を事前に

把握しておくことが欠かせない。 

引用文献 

武村・秋山(2000)「理科重要用語 300の基礎知

識」明治図書出版社 ほか 
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理科学習における教師の発話が子どもの思考の変容に 

与える影響に関する考察 
 

○松村有祐 1，中城満 2   

MATSUMURA Yusuke ，NAKAJO Mitsuru 
1高知大学教育学部，2高知大学教育学部 

【キ－ワード】 教師，発話，働きかけ，教授行動 
 
１．はじめに 

 本研究は，小学校理科授業の問題解決過程

における教師の発話が，子どもの科学概念構

築のために，どのような思考の変容に影響が

みられるのかを検討することを主な目的と

した。よりよい教師の発話の方法について明

らかにしようと試みたものである。 
 これまで，松村ら（2020）では，パリンサ

ーの教授行動を視点として措定し，教師の働

きかけとして「表現させる」「もどす」とい

った行動の種類が多くなることが明らかと

なっている。また，松村ら（2021）では「表

現させる」「もどす」を基に，視点の細分化

に関する具体的考察を行っている。これによ

れば「表現させる」は「一答型」「多答型」

「仮説型」などに，「もどす」は「確認型」

「再考型」「切り返し型」に細分化されるこ

とが明らかとなっている。 
 そこで本研究では，教師の教授行動につい

て明らかになった前述の一定の分類をもと

に，さらに詳細な視点を用いた授業分析を行

おうと考えた。そして，どのような教師の発

話から学習効果が生まれるのかについて探

ることで，小学校学習指導要領解説理科編

（文部科学省，2017）においても求められて

いる「主体的・対話的で深い学び」の実現に

寄与できるかを明らかにしようと考えた。 
 

２．問題の所在 

 森本(2013)では，対話とは，「子ども同士，

あるいは子どもと教師が互いに考えを価値

づけ，追究することを通して，一つのコンセ

ンサスをとらえていこうとする活動であ

る。」と記述している。 
この指摘のように，対話を中心とした教授

行動を効果的に行うことができれば，より科

学的概念が構成されやすいのではないかと

考えられる。しかし，日常的な授業観察の結

果，学校現場では子どもの科学的概念を構成

するための発話が機能していない現状が少

なからずあると考えた。そこで，本研究では

どのような発話を行うことで科学的概念構

築に寄与しやすいのかを明らかにすること

を試みた。 
 
３．研究の方法 

前述の問題の所在から，科学概念構築のた

めの対話を中心とした問題解決学習を教師

が展開することが求められている。そこで，

本研究では，以下の手順に沿って研究を進め

た。 

 

① 収集した研究授業記録のうち教師の発

話と子どもとのやり取りから明確に判

断できる授業を抽出する。 

② 発話プロトコル分析を作成する。 

③ 発話プロトコル分析より，子どもが見通

しを持っていると予測できる「発言」を

抽出し，その発言はどのような教師の働

きかけがあったのかを分析する。 

 

なお，抽出した授業の内容については，以

下の通りである。 

 

表 1 抽出した授業の内容 

 

４．結果と考察 

先行研究における教師の教授行動の視点

を用いて検証した結果，主に予想場面や考察

場面において教師-子ども間での発話する内

容によって子どもの思考の変容が大きく変

化することが明らかとなった。その中でも，

「多答型」「切り返し型」の教授行動が関与

しているのではないかと考えられる。 
 

学年 単元

授業Ａ 第4学年 水の三態変化

授業Ｂ 第6学年 からだのつくりとはたらき

授業Ｃ 第6学年 てこのはたらき

授業Ｄ 第5学年 ものの溶け方
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(1)予想場面の発話について 

授業 A での予想場面での発話プロトコル

を表 2 に示す。 
この発話プロトコルより，まず子どもは水

が沸騰する温度についての知識があること

が C1 の発言「温め続けると 100℃くらいだ

ったので」から分かる。ここでは，水が沸騰

した際の経験に基づき，水が沸騰する温度と

氷になる温度とを比較して考えることがで

きている。これは，小学校学習指導要領解説

理科編(文部科学省，2017)で示されている第

4 学年の目標「既習の内容や生活経験を基

に，根拠のある予想や仮説を発想し，表現す

ること」の姿とも合致している。 
 そこで，この C1 の発言の前に教師はどの

ような発話を行ったかに注目すると，T2 の

「予想をどうぞ」という発言が該当する。先

行研究での分類においては「多答型」に分類

することができる。ここの発話は，子どもに

複数の回答をしてもらうために，意図的に促

し表現させるという内容である。この「多答

型」の発話を行い，子どもに表現させること

で，より多くの意見や考え方を表出させるこ

とが考察される。実際に，C1 の発言の後に

は，C1 ではない他の子どもが自分の考えを

意欲的に発表する姿勢が続いた(他の例は省

略)。このため，複数の意見を出し，これか

らの展開に見通しを持たせたいときは，「一

答型（子どもが 1つの回答をしてもらうよう

に，意図的に促し表現させる）」などでなく，

「多答型」の発話によって子どもの意見を表

出させる。それにより，本時の課題を見通す

ことが可能になり，思考も外化されるのでは

ないかと考える。 

表 2 予想場面での発話プロトコル 

 

（2）考察場面での発話について 

 授業 C の考察場面では子どもが「力点が

支点に近づけば近づくほどおもりがたくさ

んいる」という発言があった。この発言は理

科の見方・考え方の量的・関係的な視点から

の発言であることが分かる。 

そこで，この子どもの発言の前に教師はど

のような発言を行ったか検討すると，「実験

結果からどのようなきまりがあるか説明し

ましょう」という発話があった。また，机間

指導で子どもが考察をノートに記述してい

る際に，「（力点が支点に遠ざかれば，）おも

りは少なくていいの？」と意図的に「切り返

し型」による発話をしていた。子どもが何を

考え，どのような思考でそのことについて考

えているのかを言葉によって外化させ，見取

っているのではないかと考えられる。 

子どもの思考を正確に読み取り活かすこ

とができる発話の種類は「切り返し型（子ど

もの意見に対して，逆のこと言い切り返し，

もどす）」であると考えられる。 

 

５．総合的考察 

 教師の発話の型を工夫することによって，

より子どもの思考の外化を促すことが明ら

かとなった。特に，予想場面では「多答型」

によって，考察場面では「切り返し型」によ

って，その後の子どもの思考を整理すること

のできる発話になる効果が高くなると考え

られる。 
これらのことから，例えば予想場面では多

くの子どもの意見を発言させる発話を行い，

様々な意見を基に検証するための見通しを

持つことが可能になるのではないかと考え

られる。 
また，それらの予想を踏まえ，考察場面で

は，子どもの思考を揺さぶり，切り返し発話

をしていくことによって，より多様な意見を

構成しメタ認知体験も同時に行われるので

はないかと考えることができる。 
 
引用文献 

松村有祐・中城満(2021)「教師の発話分析

における視点の細分化に関する考察－パ

リンサーの対話的な教授行動を視点に用

いて－」『日本科学教育学会研究会研究報

告』第 35 巻 6 号，9-12 
ほか 

T1：同じように温度計を使いながら温度

を調べていきます。 
T2：予想をどうぞ。A さん。 

C1：予想は，0℃くらいで氷になってい

くと思います。理由は，温め続ける

と 100℃くらいだったので冷やし

続けたら 0℃くらいになって氷に

なっていくと思います。 
(中略) 

 C2：0.3℃くらいで氷になっていくと思

います。 
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小学校理科の考察場面における類型とその効果に関する考察 

○高橋 恵美彩  中城 満 

TAKAHASHI Emii, NAKAJO Mitsuru 

高知大学教育学部 

【キーワード】小学校理科,考察場面,学習効果 

 

1. はじめに 

 理科の問題解決過程のうち，考察場面に

おける子どもの思考は科学的に構成される

必要がある。それは小学校学習指導要領解

説理科編(文部科学省，2017)で述べられて

いる通り，「実証性，再現性，客観性」は考

察場面において最も保障されなければなら

ないからである。しかし，実際の学習場面で

は，森光(2019)で指摘されているように，そ

の時間が十分保障されていなかったり，客

観性が担保されていなかったりする場合が

多い。    

本研究では，これらの現状を踏まえ，考察

場面に注目し，どのような活動を行うこと

で児童が科学的な思考を働かせ，学習効果

のある授業が実施できるかについて探るこ

とを目的とした。 

2. 研究の方法 

考察場面には 3 つの視点が考えられる。

すなわち，子どもたちが「結果を表現する」

「結果を整理する」「結果を捨象する」であ

る（以下，「表現する」「整理する」「捨象す

る」と表記する）。それぞれの内容について，

表 1に表す。 

表 1：考察場面における 3つの視点 

視点 内容 

結果を表現する 

個人や班で得られた結果を発表

したり，黒板に書いたりして全体

に共有する。 

結果を整理する 
結果を表や絵にまとめ，同じ結果

やちがう結果のものに分ける。 

結果を捨象する 

誤差や失敗した実験の結果など

を省き，結果から分かることを抽

象化する。 

本研究は，この 3 つの視点を用いて実際

に行われた小学校理科の粒子領域，エネル

ギー領域の 7 つの授業実践を分析し，考察

場面で児童が「表現する」「整理する」「捨象

する」活動を行っているのかを調べた。そし

て，この 3 つの活動が児童にどのような効

果をもたらしているのかを考察した。 

3. 結果 

 本研究で抽出した 7 つの授業内容と 3 つ

の視点の有無について，表 2に表す。 

表 2：考察場面における活動の分析結果 

 授業内容 表現 整理 捨象 

授業 A 第 4 学年 とじ

こめた空気と

水 

○ ○ ○ 

授業 B ○ ○ × 

授業 C ○ × × 

授業 D 
第 4 学年 すが

たをかえる水 
○ ○ × 

授業 E 
第 5 学年 もの

のとけ方 
○ ○ ○ 

授業 F 
第 5 学年 電磁

石の性質 
○ × × 

授業 G 
第 6 学年 てこ

のはたらき 
○ ○ ○ 

「表現する」活動はすべての授業で行わ

れていたが，「整理する」「捨象する」活動は

児童でなく教師が行っている授業がいくつ

かあった。とくに「捨象する」が一番少ない

ことが分かった。 

4. 考察  

 3 つの活動をすべて行っている授業

A,E,G と 3 つの活動のうち 1 つの活動だけ

行っている授業 C,F を比較して，活動の効
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果を考察した。その際，その効果を児童が客

観的な考察をできているかで評価した。 

⑴ 授業 A,E,Gの考察 

 児童が「表現する」「整理する」「捨象する」

活動が全てとり入れられていた授業 A,E,G

は，教師とのやりとりや児童同士の話し合

いなど，児童が主体的に活動する様子が多

く見られた。 

授業 A では，とじこめた水を押すと水の

体積はどうなったのか結果を班ごとに絵で

表し，黒板に貼っていた。そのため，5班だ

け水の体積が減っていることに児童が注目

し，ほかとはちがう結果になった理由をす

ぐに考え始めていた。「5班のみ結果がちが

ったことから，5班の結果は正しいのではな

く，実験を失敗している可能性がある」と客

観的な考えを用いて，5班だけちがう結果に

なった理由を発表した。それを聞いている

児童も頷いて納得している様子だった。こ

のことから，「表現する」「整理する」「捨象

する」という全ての活動を通して，児童が客

観的に結果を捉えようとしていることが分

かった。 

授業 E,G では，児童に実験の結果を黒板

に書かせるだけでなく，班ごとに発表させ

たり，同じ結果だったか何度も全体に聞き

返したりしていた。このことにより，全員が

同じ結果であったことが確かめられた。そ

の結果，客観性をもった考察をまとめるこ

とができていた。 

⑵ 授業 C,Fの考察 

授業 C は，実験の結果を児童が席に座っ

たまま直接教師に伝えていた。発言してい

たのはほとんど同じ児童であり，教師はそ

の児童の述べた結果を黒板に書いていた。

ほかの児童は教師と発言している児童のや

りとりを聞きながらノートを取るのみで，

ちがう結果やほかの意見は出てこなかった。

そのため，「整理する」「捨象する」活動は必

然的に見られなかった。これらの様子から

児童が活発に意見をかわす状況は見られな

かった。分からなさそうにしている児童は

見られなかったが，児童の科学的思考が働

いていたかはこの授業からは判断できなか

った。 

授業 F は，時間が足りなかったため，班

ごとの結果を黒板に書かせた後，「整理する」

「捨象する」活動を短時間で教師が行って

いた。しかし，多くの児童が説明を聞いても

分からなさそうにしていたため，児童を指

名して説明させようとした。しかし，数名の

児童が曖昧に答える程度で考察が深まった

様子は見られなかった。最終的にはまとめ

までには至らなかった。「整理する」「捨象す

る」活動がなかったため，十分な学習内容の

理解につながらなかったのではないかと考

えられる。 

⑶ 総合的考察 

 「表現する」活動のみの授業 C,F よりも

「表現する」「整理する」「捨象する」活動を

とり入れていた授業 A,E,G の方が，児童が

活発に話し合いを行い，客観的な考察がで

きていたと考えられる。このことから，考察

場面では，児童が「表現する」「整理する」

「捨象する」活動を行うことで科学的な考

え方を働かせられ，より学習効果が見られ

ることが示唆された。 

5. おわりに 

 本研究では，考察場面の類型に注目して

小学校理科授業における効果を考察した。 

 今後は小学校理科授業だけでなく中学校

理科授業での効果も調べて研究の妥当性を

高め，学習効果の是非を探っていきたい。 

6. 参考文献および引用文献 

森光司(2019)「問題解決学習における各過

程の構成時間の偏りに関する考察」 『日本

科学教育学会研究会研究報告』第 33巻 5号

p.35-38 

文部科学省(2017)「小学校学習指導要領解

説理科編」 『東洋館出版社』 
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結果処理場面において数値を扱う方法の分類と 

その比較に関する考察 

―考察で用いる結果の活用方法に焦点を当てて— 

〇荒巻 美優紀  中城 満 

ARAMAKI Miyuki, NAKAJO Mitsuru 

高知大学教育学部  

【キーワード】結果処理 測定誤差 結果の活用方法 データ解釈能力 

 

1. 問題の所在 

本研究は、実験結果としての数値の扱い方と

活用方法の分類を行い、比較分析をすることで、

測定数値を扱う考察場面おいて最適な結果処

理方法を明らかにすることを目的としている。 

文部科学省（2017）においては「測定結果を

処理する際、測定値の誤差を踏まえた上で規則

性を見いだし、グラフ化するように指導する」

ことの重要性を示している。これは測定誤差の

扱い方の重要性のみならず、その指導の困難さ

を指摘したものである。しかし、現状では測定

誤差の処理が十分に行えているとは言い難い。

本研究はこの問題に対応することが大きな目

的となる。 

先行研究においては、荒巻ら（2021）では、

結果処理の方法は、数値をそのまま扱うのでは

なく、結果を俯瞰できる工夫やグラフを用いて

可視化させることの必要性が明らかにされて

いる。また、松尾ら（2019）は、実験結果の活

用方法として実験の結果は、全ての結果を掲示

するとともに、数値や記号を用いて視覚的に比

較しやすい記入方法にすることの重要性を指

摘している。しかし、田渕ら（2016）や、末廣

ら（2018）のように結果処理方法に関する研究

は多くみられるものの、数値を扱う授業におけ

る結果の活用方法についての研究などは管見

の限り見当たらない。 

 そこで本研究では授業実践を複数抽出し、実

験結果の掲示方法と活用方法の分類を行った。

そして、子どもの考察場面の話し合いを比較分

析し、測定誤差の理解を促せる結果処理方法に

ついて考察を行ったものである。 

2. 研究対象と方法 

本研究は、平成 26 年から令和 3 年に収集し

た実践授業事例を対象とする。その中でも、実

験結果を数値で表し、考察場面での話し合いが

授業過程に位置付けられた授業を抽出した。 

研究方法としては、まず、抽出した授業を先

行研究の荒巻ら（2021）、松尾ら（2019）を基

に、結果処理の方法を分類した。そして、それ

ぞれの発話プロトコルや、子どもが記述したノ

ート等の内容の比較から質的分析、考察を行っ

た。 

3. 結果と考察 

3.1 結果処理方法の分類 

 小・中学校の理科実践授業事例を分析の対象

として抽出した。授業内容としては、小・中学

校共に「エネルギー」と「粒子」の領域を扱っ

たものである。 

 授業の分類を試みた結果、掲示方法は、無秩

序に掲示、表に整理して掲示、グラフにして掲

示に分類された。授業の活用方法は、全ての結

果を明示する方法と一部の結果を明示する方

法とで分類された。表１は、それぞれの結果処

理方法に当てはまる授業を分類したものであ

る。また、無秩序に掲示する場合は複数の結果
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が必要となるため、一部の結果を明示する授業

は存在しないため表からは除外した。 

 表 1 数値を扱う方法と活用方法の分類 

 

3.2 授業分析による比較 

 授業分析による比較から明らかになったの

は以下の 2点である。 

(1)全ての結果を明示することで、子どもに

客観的な思考を促すことができる。 

 (2)数値をグラフ化することで、子どもが積

極的に結果を比較することが可能となる。 

まず 1点目については、2つの授業（同様の

単元「形と重さ」であり、一部の結果を明示し

た授業 Hと、全ての結果を明示した F授業）の

比較により明らかとなった。H授業の考察場面

では「形が変わっても粘土の重さは変わらない」

と多数の児童が発言していたにも関わらず、

「変わるってさすごくない」と重さが変わるこ

とに言及している児童がいた。さらに、その数

値が測定誤差だと解説しないまま授業は展開

されていった。一方、F授業では、1gの差につ

いて話し合う場面が見られた。全ての結果を明

示したことによって、「全部見たら、変わって

いない人の方が多い」といった他の班との比較

を行うことができたと共に、1g は測定誤差で

あるということまで言及することができてい

た。 

 このことから、すべての結果を明示すること

で、子どもに多面的な視点を与えることができ

ると共に、測定誤差の理解に繋がったと考えら

れる。また、松尾ら（2018）が示した全ての結

果を明示することが客観的な思考に繋がるこ

とを、数値を扱う授業に特化しても同様に言え

ることが明らかとなった。 

 2点目については、全ての結果を明示する授

業において、全ての結果を比較するような教師

の促しの有無で授業を分類し、比較することで

明らかとなった。無秩序に整理して掲示してい

る授業 B、C においては、教師からの促しがな

いと、比較して追究している言動は見られなか

った。しかし、グラフに整理して掲示している

授業 Kにおいては、教師がそのような促しをし

なくても、子どもが自ら比較して考察をしてい

る姿が見られた。 

 これらの考察場面から、グラフに整理するこ

とによって、測定値を俯瞰でき比較が容易とな

ることが考えられる。これは、グラフで表され

ることによってその線の形状が一目で見やす

くなり、比較しやすい状態を作ることができる

からだと考えられる。一方で、無秩序に掲示す

ると比較すべき違いを見つけにくいため、教師

の促しがない限り、子ども自ら全体を比較しよ

うとする姿は見られないと考えられる。 

4． 総合的考察 

 以上の考察から、まず、全ての結果を明示す

ることが重要であると考えられる。比較対象が

あることで、客観的な思考をすることが可能で

あり、思考が深められることが示唆される。次

に、結果をグラフに整理して掲示することで、

子どもが積極的に結果の比較を行うことが可

能であると考えられる。今後は、異なる結果処

理方法の比較から、学習理解の定着を測る研究

を行いたいと考える。 

引用参考文献 

田渕 優・中城 満（2016）「実測値から近似値へ移行するた

めの効果的な指導の在り方に関する考察」「日本理科教育学

四国支部」34 号         

末廣 渉・内ノ倉 真吾（2018）「小・中学校理科教科書に見

られるグラフとその指導の特徴-グラフの構成要素に着目

した内容分析から—」「理科教育学研究」 Vol．59 No．1 

ほか 

36



小テストの反復から見た中学 2年生の 

湿度に対する理解度の変化 

 

○北啓介 1，清水勝 2，王澤華 1，寺島幸生 1 

 KITA Keisuke, SHIMIZU Masaru, WANG Zehua, TERASHIMA Yukio 
1鳴門教育大学,2徳島市津田中学校 

【キーワード】 小テスト，中学校理科，湿度 

 

1 目的 

 中学校理科の「地球の大気と天気の変化」の

単元（文部科学省，2017）では，大気中の水蒸

気を量的に捉えて 湿度を計算することを苦手

とする生徒は多い（川﨑ら，2021）。日常生活

の中でもよく耳にする「湿度」や「露点」等の

気象現象に関心を持ちながら日本の天気の変

化や特徴を知ることは，自然災害が多発する

日々の生活において重要である。また，日常生

活で目にする湿度を実際に計算することで，学

校での理科の学習が日常生活と密接に関連し

ていることを実感する場としてとても重要で

ある。本研究の目的は，「地球の大気と天気の

変化」の学習において，生徒が露点と飽和水蒸

気量の関係を理解できるように，授業後に小テ

ストを複数回行って，反復して計算問題を解く

ことによる生徒の理解度の変化を把握し，その

結果から，より効果的な授業の在り方を模索す

ることである。 

 

2 方法 

（1）授業実践 

 2021年 10月，徳島県内の公立 T中学校にお

いて，教職大学院の教育実習生が，第 2学年の

1 学級 36 名を対象に「地球の大気と天気の変

化」の単元の理科授業を実践した。この学習単

元の「空気中に含まれる水蒸気の量」の授業で

は，教師が学習内容を解説，板書する授業スタ

イルで黒板に温度と水蒸気量の関係を表した

図を描き，教科書（大矢・鎌田ほか，2021）や

教科書準拠の参考書（徳島県中学校理科教育研

究会，2021）に掲載された湿度の計算問題の例

題を演示した。具体的には露点と空気の温度の

みを示した文章と，温度と飽和水蒸気量の関係

を示した表をもとに湿度の計算問題を出題し

た。  

（2）小テストの実施 

 1回目）温度と水蒸気量の関係を説明し，湿

度の計算方法を示した次時の授業で湿度や露

点の計算に関する簡単な小テストを実施した。

小テストの後に小テストの問題を用いて湿度

の計算方法を再度確認した。 

 2回目）授業の導入部分で 1回目の問題の露

点と気温の数値を変更した同じ難易度の小テ

ストを再度実施した。 

なお，同 T中学校正規教員が指導した同学年

の他の 2 学級（計 72 名）に対しても同様の小

テストを実施して授業の内容の理解度を確認

した。 

 

3 結果 

 教育実習生が実践授業を行った 1 学級 A で

は，小テスト 1回目の正答率が 36 人中 6 人正

答で 16.7％となった。2 回目の正答率は 36 人
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中 13人正答で 36.1％となった。その他の 2学

級B,Cでは，B）1回目36人中18人正答で50％，

2回目 36人中 28人で 77.8％，C）1回目 36人

中 16人正答で 44.4％，2回目 36 人中 16 人正

答で 44.4％となった。これらの結果から，３学

級中２学級で 1 回目よりも 2 回目の小テスト

の正答率が向上していることが確認された。 

 

4 考察 

 小テストを実施した結果，小テストを 1回実

施するだけではなく複数回行うことで，一度で

は湿度の計算方法が理解できなかった生徒で

も湿度の計算方法を理解して計算できるよう

になる人数が増加することが考えられる。大気

中の水蒸気を量的に捉えて湿度を計算するこ

とを苦手とする生徒が多い中で，繰り返し類似

問題に取り組むことで，この苦手を克服する生

徒が増加することが期待できる。本単元の授業

前に実施済みの同校の定期考査では，学級間に

成績の有意な差は見られていなかった。一方，

今回の小テストでは，教育実習生が授業を行っ

た学級とベテランの理科教員が授業を行って

いる学級では，特に 1回目の正答率が大きく異

なることが分かった。このことは，普段の計画

的な授業時間のコントロールや効果的な発問

や板書などの指導技量の差によって生じたも

のではないかと考える。小テストなどを繰り返

し授業の中に取り入れることで生徒の知識が

整理されて苦手な問題も理解できるようにな

ると思うが，教師の力量も子どもたちの学力を

向上させる大きな要因になっていると考えら

れる。 

 

5 まとめ 

 本実践では小テストなどの単純な計算問題

を繰り返し授業内にとり入れることで，生徒の

湿度の計算に対する理解度が向上することが

分かった。今後は小テストの結果と各学級の定

期テスト結果を比較分析することが必要だと

考える。また授業者においては，教科書をより

深く読み込んで受業を設計することや，生徒が

授業の振り返りを行った際に授業内容をすぐ

に思い出せる板書や発問を計画することが必

要になる。そして，新任教員は少しでもベテラ

ンの教員の授業を参考にして同程度の授業力

を効率的に身に付けることが課題である。 

 

謝辞 

 本研究を遂行するにあたり，授業に協力いた

だいた徳島市津田中学校の教職員・生徒の皆様

に心より感謝を申し上げます。 
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pp.11 －12，2021．  
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概念形成状況の把握を基盤とした仮説検証型授業の実践 

 

○若松 柚似  楠瀬 弘哲 

WAKAMATSU Yuni KUSUNOSE Hiroaki 

高知大学大学院教職実践高度化専攻 

【キーワード】中学校理科学習指導法，科学的探究の過程，LPs，仮説検証型授業  

 

１ はじめに 

本研究の目的は，生徒が自然の事物・現象の

中に問題を見出し，科学的探究の過程を通して

理科の見方・考え方を働かせながら，科学概念

を形成する中学校理科学習指導法を開発する

ことである。本研究における実践では，ラーニ

ング・プログレッションズ（以下 LPs：Learning 

Progressions）の手法を参照しながら，仮説検

証型授業を構成した。そこでは，生徒の素朴概

念に依拠しながら科学的探究の過程に沿って

学習が遂行される。 

川崎(2017)によれば，「真正な科学に基づく

学習内容を目指すためには，理論や法則を子ど

もに構築させていく際の問題解決や指導方法

は区別するべきである」とされる。本研究では

この指摘に基づき，中学校理科の粒子領域の学

習内容に関して，可視レベルで科学的探究を行

うものと不可視レベルで科学的探究を行うも

のを区別し，それらの授業構成の特徴を検討し

た。今回は不可視レベルで科学的探究を行う学

習内容について報告する。 

２ 方法 

中学校理科における科学的探究では，一般的

に，生徒の素朴概念や観察を通して見出された

現象を基に，自然の事象に対する気付きを促

す。この気付きを基に課題が設定され，生徒は

仮説を設定する。この時，仮説は可視レベルの

学習内容においては，アブダクション的推論に

基づき設定される。一方，不可視レベルの学習

内容における科学的探究では，可視レベルの探

究において導き出した結論を基に，その現象の

しくみを推論し，課題が設定される。この時，

生徒は観察された事実を基に仮説を考案する

のである。この場面での教師の働きかけは，根

拠となる事実を既有の概念と照らし合わさせ

たり，因果関係を整理させたりすることで，モ

デルとして表現させることである。 

現象のしくみを推論する学習では，①現象の

しくみの根拠となる可視レベルでの既有概念

を生徒自身に自覚させること，②不可視レベル

での現象についてモデルを用いて思考・表現さ

せること，③設定する仮説は事実である現象と

整合性があるかどうかを検討させることが手

立てとなる。本研究では，LPsに基づいて，①

～③に関する具体的手立てを準備し，授業を構

成・実施した。その授業記録を録画・録音し，

プロトコル分析を行った。 

本報告では，第 3学年「化学変化とイオン」

における学習内容「電解質の水溶液と電流」で

の実践を例に述べる。 

３ 結果 

期日：2021年 10月 12日，19日 

対象：高知県内の公立中学校第 3学年 9名  

内容：第 3学年「電解質の水溶液に電流が流

れるしくみ」 

 まず，導入段階で，気付きを促すために既

習事項である「電解質水溶液を電気分解した

ときに各極に発生する物質は決まっている」

「例えば塩酸の場合は，陰極に水素が発生し，

陽極に塩素が発生すると決まっている」こと

を生徒と確認した。これらは，電解質の水溶

液では，どのようなしくみで電流が流れるの

かを説明するための根拠となる可視レベルで

の既有概念である【①の手立て】。その後，電
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図 2．生徒に配布した

粒子モデル 

 

解質水溶液である塩酸を電気分解した様子を

生徒と対話しながら振り返った。この時，意

図的に既習の粒子モデルを使って表現し，全

体で問題のイメージを共有した【②の手立て】。

図 1はその時の板書である。 

 
図 1．課題設定に向けた振り返りの板書 

そして，課題「電解質の水溶液では，どの

ようなしくみで電流が流れるのだろうか」を

板書した。 

課題に対する仮説の設定の場面では，図 2

の粒子モデルのカードを各グループに配布し

た【②の手立て】。生

徒は，この粒子モデ

ルを用いながら現象

のしくみを推論した。

この時のグループの

話し合いの様子を表

1に示す。 

表 1．グループ（2班）での対話の様子 
No. 発話内容 
 
 
 
 
 
S-A6 
 
S-A7 
 
S-B7 
S-A8 
S-B8 
S-A9 
S-A10 
 
 
 
S-B10 
S-A11 
S-B11 
S-A12 
 
 
 
 
S-B14 
S-C2 

※生徒は塩化銅水溶液の電気分解を例に，粒子モ
デルを取り出して，銅にはプラスの性質があっ
て，塩素にはマイナスの性質があるのではないか
と話し合っている。 
 
このときに，電気が加わったときに，また分解さ
れるとする。 
そしたら，（Cl2のモデルを示しながら）マイナス
と（Cu のモデルを示しながら）プラスやん。 
うん，うん，ん？Cu がマイナスやないっけ？ 
いや，Cu はプラスよ。 
え？ 
Cl はマイナスなが。 
違う，くっつく方はそうで。B が言うように。で
も，普通の物質としては，（Cu のモデルを示しな
がら）プラス，（Cl2のモデルを示しながら）マイ
ナスとするやん。 
なんで？ 
都合上よ。 
なんでプラス，マイナスを都合上決めるが？ 
都合上，（Cu のモデルを示しながら）プラスと
（Cl2 のモデルを示しながら）マイナスを設定し
たら，（一部省略）プラスの銅はぺたって陰極に
くっつくやん。マイナスの塩素は陽極にぺたって
くっつくやろ。これで納得？ 
マイナスの性質のが陽極に… 
そうそう。 

このようにして，個々が仮説を設定した後，

設定する仮説は事実である現象と整合性があ

るかどうかを検討する時間をとった【③の手

立て】。表 2にその時の対話の様子を示す。こ

の全体での仮説の検討により，仮説「（電解質

は）水の中で＋と－に分かれて，電流が流れ

るのではないか」が設定された。 

表 2．現象のしくみに関して全体で仮説を設定している

場面での対話の様子 
No. 発話内容 
T4 
 
 
 
S15 
 
S18 
 
S21 
 
S25 
 
 
S31 
 
 
S36 

※どう考えたら今までの実験の現象をうまく説明
できそうか，これだとつじつまが合うということに
ついての話し合いを指示した。 
 
じゃあ，３つの班で共通していたことはありますか
ね？ 
（中略）電気が，＋，－っていうのは全班に共通し
て出てきたかなと思います。 
（中略）もともと違うけど，水中に入れると変化す
るっていう点は一緒だと思います。 
（中略）だいたいの班が水の中で変化が起こってい
るというのが共通にあがっているのでそれを仮説
に考えたらいいと思います。 
（中略）じゃあ，水の中でどんな変化が起こったの
かまで分かる人はいますか？この物質からこの物
質に変わったみたいな。 
（中略）例えば，塩酸の方だったら，陽極の方にこ
っちと同じように塩素がついて，陰極の方に水素が
ついていたことから，＋と－は陽極の方が＋で，陰
極の方が－になるので，水中で何らかの現象が起こ
って，＋と－の電気をもつのだったら，Cl の，何
だっけ，塩素が－の電気を持つんじゃないかなと思
いました。 

４ 考察 

【①の手立て】により，生徒は，観察・実

験で見出された可視レベルでの現象の規則性

を基に，その現象のしくみについて課題意識

をもち，課題を設定した。そして，【②の手

立て】により，現象に関して不可視レベルで

の見方・考え方を働かせることができた。【③

の手立て】により，生徒は事実である現象と

粒子モデルによる仮説の整合性を改めて検討

した。科学概念形成状況の把握を基盤とした

仮説検証型授業では，生徒が自然の事物・現

象の中に問題を見出し，科学的探究の過程を

通して理科の見方・考え方を働かせながら，

科学概念を形成する姿が実現された。 

引用文献 

・川崎弘作(2017)「「理論」の構築過程に基

づく小学校理科学習指導に関する研究-粒子

領域固有の認識方法の獲得と人間性の育成に

着目して-」『日本教科教育学会誌』第 40巻,

第 3号,47-58 
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科学的に探究するための理科学習指導法の開発 

               ―仮説設定場面に着目して―  

 
○岩原 朋史，楠瀬 弘哲 

IWAHARA Tomofumi, KUSUNOSE Hiroaki 
高知大学大学院総合自然科学研究科教職実践高度化専攻 

【キ－ワード】科学的探究，仮説検証型授業，The Four Question Strategy 
 
１. はじめに 
平成 30 年度全国学力・学習状況調査の結果，

「自然の事物・現象に含まれる要因を抽出し

て整理し，条件を制御して実験を計画するこ

と」に課題があることが示された。これらは，

科学的探究の過程における仮説設定に関わ

る指導に，根本的な原因を求めることができ

る。それは，「仮説の設定」場面は，課題の探

究及び課題の解決を進める上で，見通しと振

り返りを行うための重要な局面である（資

質・能力を育むための重視する探究の過程の

イメージ，2018）からである。 
以上を踏まえ，本研究の目的は，高等学校理

科における仮説検証型授業において，仮説の

形成を促す指導方略の開発と授業実践を通

したその評価を目的とする。この際に，科学

における発見的・創造的文脈において重要と

される推論の様式であるアブダクションに

着目し，児童・生徒自ら仮説を設定させる指

導方略として，小林（2006）が開発した The 
Four Question Strategy（以下 4QS）を参照した

ものを使用する。4QS は，小学校・中学校で

の実践事例が多く報告されている。一方で，

高等学校での実践事例は少ない。その上，観

察にも適用するなど誤った使い方をする事

例もみられる。そこで，初めに，高等学校化

学の教科書に記載されている観察・実験等に

ついて，因果関係の視点から検討を行い，4QS
の適用可能性を明らかにしたのち，授業実践

を通した評価と有効性について検証する。 
 

2. 方 法 
1) 発話分析 
各班の発話を ICレコーダーで記録し，プロト

コルを作成の上，向井ら（2019）が開発した仮

説形成のプロセスの評価指標を使用した。各班 
 

 
の発話プロトコルを①「操作」段階 ②「要素

の抽出」段階 ③「説明仮説の形成」段階④「作

業仮説の形成」段階に分け，分析を行った。こ

こで，①「操作」段階とは，仮説に基づかず探

索的な実験を行っていること。②「要素の抽出」

段階とは，解明・説明したい事象に関係する変

数や要素を言及したり，変数・要素との現象の

間にある関係性を検証したりしていること

（「X ならば Y である」という形式の仮説を形

成している）。③「説明仮説の形成」段階とは，

ある変数・要素が，いかなる過程を経て現象を

発生させているかの説明を構築していること

（「X ならば，Z のために Y である」という形

式の仮説を形成している）。④「作業仮説の形

成」段階とは，説明仮説が正しいならば（ある

いは間違っているならば）生じる現象を予想し

たり，実際に実験したりしていることである。 
2) 仮説に関する分析 
評価方法は，Quinn and George(1975)が開発し

た仮説品質尺度（Hypothesis Quality Scale）を使

用し，生徒が立てた仮説の科学性を仮説の品質

として 6段階で評価し，本方略の有効性を検証

した(Table 1)。 
 

Table 1 仮説品質尺度（Hypothesis Quality Scale） 
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３. 結 果と考 察 
3.1 実施内容 
期日：2021 年 10月 6日と 7日 
調査対象：高知県内の高等学校第 2 学年 11名
（男子 2名，女子 9名） 
単元名：「化学反応式と物質量」 
 

3.2 実験素材提示前の仮説（仮説①）の発話プ

ロトコル 
仮説①では，化学反応式の係数比と関係する

「金属の酸化」について抽出できたとしても，

網羅的に様々な要素を検討した議論がなされ

ず，活動が停滞していたこと明らかになった。

(Table 2) 全班において，「④：作業仮説の形

成」が出現しなかったのは，「②：要素の抽出」

に活動が終始し，説明仮説の生成が行われな

い，あるいは説明仮説が現れても焦点化されな

い傾向があった。これは，学習者が要素と現象

間の説明を伴う仮説の重要性を認識していな

いことが要因として推察される。したがって，

この問題の解決に向けては，日常的に仮説検証

型授業を体験していくことで解消することが

期待される。 
Table 2 3班で見られるプロトコル 

 

*段階①〜④に左に付記した数字は，班内に

おける 4段階の出現順番を表している。 
 
3.3 実験素材提示後の仮説（仮説②）の発話プ

ロトコル 
化学反応式の係数と体積を関連付けた「②：

要素の抽出」が見られた。（C1）その後，C1
を受けて，生成物の二酸化炭素に着目するこ

とで，「生成した気体」と「質量」を関連付け，

説明が伴う発言が見られた。（C2・C4）さら

に，具体的な実験方法の立案に該当する「反

応前後の質量の差をはかればいいと思いま

す（C5）」が出現した。また，C10 に至るまで

には「②：要素の抽出」が行われた後，塩酸

の濃度と体積が変わらないから，二酸化炭素

の質量は炭酸カルシウムの質量に依存する

ことを認識したことが推察された（C10）。そ

の後，「塩酸の濃度 3 mol/Lより濃いと量が増

えると思う（C11）」といった実験方法の立案

に関する発言が出現した。（Table 3） 
上記の発話は，「②：要素の抽出」によって

抽出した要素に説明付けを行うことにより，

「③：説明仮説の形成」へ進行した。さらに

具体的な実験方法である「④：作業仮説の形

成」が生起したことを示唆している。 
Table 3 1班で見られるプロトコル 

 
*段階①〜④に左に付記した数字は，班内に

おける 4段階の出現順番を表している。 
 
4. まとめ 
本研究の学習指導方略により，検証可能かつ

吟味された仮説を促すことができた。活動が停

滞している班では，「②：要素の抽出」に活動

が焦点化しており，要素と現象間の説明を伴う

仮説の重要性を認識していないことが推測さ

れる。このように，総合的探究から演繹的探究

への移行ができない状況を解決するためには，

授業者が介入しながら実験方法の検討を行い，

変数に着目させる 4QS を用いることで，演繹

的探究へと移行できることが期待できる。 
開発された指導方略は，令和 4 年度から年次

進行で実施される高等学校学習指導要領（平成

30 年告示）解説の「仮説の設定」場面において，

有効な方略である可能性が示唆された。 
 
引用文献 
・文部科学省（2018）『高等学校学習指導要領

解説理科編』実教出版株式会社, 10. 
・永益泰彦・小林辰至(2007), 高校生の仮説設

定能力に関わる要因の構造―生物 I選択者にお

ける質問紙調査の分析からー, 理科教育学研

究, vol 48, No2, 63-70. 
 

プロトコル 段階

C1 炭酸カルシウムが関係ありそう・・・ 2　②
C2 うーんそうやと思う

C3 炭酸カルシウムが反応してるから 3　②
C4 もうそれ

C5 それでいこう

C6 わたし，2：3やとめっちゃ思ってた 4　②
C7 なんやっけ？

C8 え，それ，私も2：3やと思ってた 5　②
C9 2：3あったね 6　②
C10 覚えてないわ

C11 でもなんかそういうのあった気がする

C12 間違ってたら恥ずかしい

C13 2：5になるがやない？ 7　②
C14 うーん

プロトコル 段階

C1 化学反応式の係数が体積比になるがやない？ 1　 ②

C2 多分気体として出ていったので，液体と固体から出ていった

なので，軽くなったのでは？
2　 ③

C3 Step2で変化させる要因は，よく分からなかったけど，

炭酸カルシウムと塩酸の量だと思う
3　 ②

C4 Step1は，化学反応で液体と気体が出てきたから，

気体が空気中に出ていったと思う
4　 ③

C5 反応前後の質量の差をはかればいいと思います 5　 ④

・・・ （中略）

C6 塩酸は？ 8　 ②

C7 塩酸は・・・変わるかな？ 9　 ②

C8 塩酸と炭酸カルシウムが反応するのでは？ 10　②

C9 元素に着目すると，CaCO3とCO2は炭素が含んでいるので

塩酸は関連するのかな？
11　②

・・・ （中略）

C10 そうか，塩酸の濃度が変わらないか 14　③

C11 塩酸の濃度3 mol/Lより濃いと量が増えると思う

(筆者注：生成した二酸化炭素の質量が増加すると述べている）
15　④

C12 生成した二酸化炭素の質量は，反応前と反応後の質量を

はかったらいいはず
16　④
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高等学校理科における 

仮説検証型授業が学力向上に与える効果の検討 
○徳橋 佑哉  楠瀬 弘哲  

Yuya TOKUHASHI, Hiroaki KUSUNOSE 

                      高知大学大学院教職実践高度化専攻 

【キ－ワード】 高等学校理科，ポジティブ感情，仮説検証型授業 
 

１ 問題の所在 

 高等学校教育については，大学入学者選抜や

資格の在り方等の外部要因によって，その教育

の在り方が規定されてしまい，目指すべき教育

改革が進めにくいと指摘されてきた（文部科学

省,2018）.高等学校では，従来の知識伝達型授

業から脱却し，育成すべき資質・能力を主体的・

対話的で深い学びを通して育成することが求

められている.そのためには，授業改善を通し

た生徒の学びの質の転換が重要とされる.「理

科ワーキンググループにおける審議の取りま

とめについて（報告）」（中央教育審議会，2018）

では，資質・能力を育成するためには，学習過

程の果たす役割が極めて重要であると述べら

れており，とりわけ，理科においては，課題の

把握（発見）・課題の探究（追究）・課題の解

決という探究の過程を通じた学習活動を行い，

それぞれの過程において資質・能力の育成を目

指すことが重要であると強調されている.自然

事象に対する気付きは,課題の把握（発見）を促

す.自然事象に対する気付きを生徒に促すため

には,教師の発問の工夫や生徒の理科に対する

動機付けを高めることが有効とされる. 

 本研究の目的は，高等学校理科授業における

仮説検証型授業が学力向上に与える効果につ

いて検討することである.このとき，観察・実験

における興味の深さに着目した.最終的には，

ポジティブ感情や思考活性志向を育成する学

習指導法の開発を目指す.本研究で開発した学

習指導法が有効であったか否かは，①ポジティ

ブ感情や思考活性志向の向上を確認するだけ

でなく，②ポジティブ感情や思考活性志向の向

上によって生じる変数間の関係性，つまり，ポ

ジティブ感情や思考活性志向から意味理解方

略へのパス係数，および意味理解方略からテス

ト得点へのパス係数の向上を確認することで

判断する. 

２ 方 法 

 本研究では，探究の過程（文部科学省，２０

１８）を踏まえた仮説検証型授業を実施した.

その前後において質問紙調査をおこない，興味

の深さ，学習方略，テスト得点との関係を分析

した.変数間の関係性を示したモデルは,理科の

観察・実験における興味の深さと価値の認知に

着目し,畠中他（2021）のモデルを参考に作成し

た. 

（１）授業実践 

授業実践は,高知県内の A 高等学校１・２年

生１９０名，合計８クラスを対象とした.実施

時期は，９月～１０月で通常の授業時間におい

て実施した.対象科目は，科学と人間生活（１年

生）２時間，化学基礎（２年生）１時間，生物

基礎（２年生）１時間である.仮説検証型授業に

ついては，次期学習指導要領に示されている資

質・能力を育むために重視する探究の過程のイ

メージに基づく授業展開を仮説検証型授業と

捉えた.授業開始直後に，教員が一方的に課題

を提示するのではなく，生徒に気付きを与えた

うえで課題を共有した.授業時間内という限ら

れた時間の中で，気付きを得られるよう，

TOKUHAHIラボを活用した.TOKUHASHIラボ

とは，言語だけでなく，視覚的にも気付きが得

られるように筆者が事前に撮影した実験動画

のことである.本研究では，観察・実験における

興味の深さに着目しているため，仮説検証をす

るための動機づけとなる，問題発見における気

付きを重視する構成とした.授業は，すべてパ

ワーポイントでスライドを作成し実施した.実

験を安全に実施するための手順においてもこ

の動画を適宜活用した. 

（２）質問紙調査 

質問紙調査は,１・２年生１９０名，合計８ク

ラスを対象とした.観察・実験における興味尺

度については，原田他（2019）が作成した理科

の観察・実験に対する興味測定尺度（16 項目）

を使用した.6 件法にて測定し，ポジティブ感

情，体験志向，知識獲得志向，思考活性志向の

4 群に分類した.尺度得点の算出方法について

43

22



 

 

は，ポジティブ感情は 16 項目の平均値，体験

志向と知識獲得志向及び思考活性志向はそれ

ぞれに対応する項目の平均値からポジティブ

感情得点の差得点（—4.00～4.00）を求め尺度得

点を算出した. 

 意味理解方略については，田中（2015）が作

成した「理科の勉強では，ただ暗記するのでは

なく，理解して覚えるようにしている」「理科

の勉強では，習ったことどうしの関係を考える

ようにしている」「理科の勉強では，なぜそう

なるのかよく考えるようにしている」「理科の

勉強では，自分で解き方をいろいろ考えるよう

にしている」の 4 項目を使用した. 

（３）学業成績 

 1 学期中間試験（5 月）および，2 学期中間試

験（１０月）の素点をテスト得点とした. 

３ 結 果 

 統計分析には，回答が得られた 1・2 年生合

計 187 名を対象とした.なお，欠損データにつ

いては，ペアワイズ削除を行うこととした.理

科の観察・実験における興味尺度の分析（2 時

点間の比較）における結果を，表 1 および表 2

に示した.なお T１は，5 月実施時であり，T2 は

10 月実施時の値である.各測定変数間のパス係

数を求めた結果を図１および図２に示した.2

年生において，相関関係の差を検討したとこ

ろ，10 月時点の思考活性志向と意味理解方略

との間のパス係数の正の相関は，5 月時点の思

考活性志向と意味理解方略との間のパス係数

の正の相関よりも強かった(z＝2.585,p＝0.010). 

４ 考 察 

探究の過程を踏まえた仮説検証型授業を実

施した場合，１年生では，実施前後において興

味の深さに関わるポジティブ感情および思考

活性志向が有意に向上していた.探究の過程を

踏まえた仮説検証型授業は，深い思考を求める

ため，１年生のようにポジティブ感情が高い状

態であれば，価値の認知に影響を与え，より深

い興味を誘発し，思考活性志向になると考えら

れる.一方，２年生のようにポジティブ感情が

低い状態で探究の過程を踏まえた仮説検証型

授業を実施した場合，思考活性志向が向上する

どころか，その減退を招いた.ポジティブ感情

が低い状態では，思考活性的な仮説検証型授業

は，負の効果をもたらすと考えられる. 

多母集団同時分析の結果，介入後には，1・2

年生ともに思考活性志向から意味理解方略へ

のパス係数に有意な差が確認された.また，2 年

生においては，2 時点間における思考活性志向

から意味理解方略へのパス係数に有意な差が

見られた. 本実践における介入では,問題発見

における気付きを重視した.それは,課題に対し

て仮説を立て検証を行うとき,その課題に向か

うための動機づけが最も重要であるとの考え

からである.授業開始直後に教師から課題を提

示してしまうと,その時点で生徒の主体性が奪

われてしまうことになる.あくまで,授業進行に

おける主体は,教師であるとはいえ,学習の主体

は生徒である.自然事象に対する気付きの中で

課題を設定し,仮説を立てるが,実は,課題を設

定する思考の中で,生徒たちは無意識のうちに,

同時並行的に仮説と検証計画を立案している

ことにもつながっている.検証することのでき

ない課題は,設定することができず,仮説を立て

ることが難しいのである.仮説検証型授業によ

り,先を見通すことが,結果として生徒の思考を

促すことにつながり,意味を理解することを重

視する学習方略へと相関が強まったと考えら

れる. 
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