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Ａ会場 

座長 荻原 彰 （三重大学） 

(9：10～10：25) 
A-01 中学校理科における女子の興味・関心を高める授業デザインの研究 

○池戸 彩, 寺田 光宏 （岐阜聖徳学園大学）

A-02 中学理科の熱の出入りに着目した授業デザイン 

 〇藤原 誉，寺田 光宏 （岐阜聖徳学園大学） 

A-03  ＊知識を体系化していく理科学習

奈良 大 （愛知教育大学附属名古屋中学校） 

A-04 疑問や学びの共有と、探究の繰り返しによって学びを深める理科教育 

○林口 優太 （豊川市立代田中学校）, 伊藤 成将（豊川市立国府小学校）, 近藤 雅輝（豊川市立代田中学校）

A-05 主体的学び・対話的学びを実感するアクティブラーニング ～捕食ゲームを改良する活動を通して～ 

〇井中 宏史（名城大学教職センター） 

◇休憩 (10：25～10：45) ◇

座長  大鹿 聖公 （愛知教育大学） 

(10：45～12：00)  
A-06 教科書に掲載されている実験の意義 ～教科書の役割とその機能～ 

◯遠西 昭寿（愛知教育大学名誉教授），比樂 憲一（堺市立英彰小学校）

A-07    「三読法による『電流と磁界』の指導」 ～教科書の役割とその機能～ 

◯佐野 嘉昭 （愛知教育大学附属名古屋中学校），遠西 昭寿 （愛知教育大学名誉教授）

A-08 「三読法による『物体の運動』の指導」 ～教科書の役割とその機能～ 

◯福田 恒康 （愛知淑徳中学校・愛知淑徳高等学校），遠西 昭寿 （愛知教育大学名誉教授）

A-09   ＊中学校理科における科学の本質（NOS）に関する研究 ～教科書の分析を中心として～ 

○小笠原 藍 （岐阜大学教育学部），内海 志典 （岐阜大学）

A-10

◇昼食 (12：00～13：15) ◇

座長  内海 志典 （岐阜大学） 
(13：15～14：30)   

A-11  ＊中学校理科授業における速さの概念定着の実態と授業改善

〇高橋 亮 （岐阜大学教育学部附属小中学校）, 中村 琢（岐阜大学） 

A-12   ワイヤレス充電器の原理を理解する教材開発及び授業デザイン 

〇辻󠄀村 雅也， 寺田 光宏 （岐阜聖徳学園大学） 

A-13   理科における日常用語と科学用語の変換について ～水垢を事例として～ 

○曽我 皐介， 寺田 光宏 （岐阜聖徳学園大学）

A-14 理科における深い学びを目指した振り返り活動の工夫 ～レンズの働きを事例にして～ 

○関 朱音， 寺田 光宏 （岐阜聖徳学園大学）

A-15   融雪型火山泥流の仕組みを理解させる授業実践 

○榊原保志，竹下欣宏（信州大学），桐生和樹（木曽町立開田中学校）

◇休憩 (14:30～14：50) ◇

座長  寺田 光宏 （岐阜聖徳学園大学） 

(14：50～15：50) 
A-16 科学史に基づいた化学電池の問題解決学習の展開 

大川 創史 （熱海市立熱海中学校） 

A-17  ＊オーストラリアにおける STEM教育に関する研究 ～オーストラリアン・カリキュラムに着目して～

○杉山 紗里奈， 内海 志典 （岐阜大学）

A-18  ＊理科教育におけるシステム思考に関する研究 ～探究の過程における仮説形成に着目して～

○津田 惇， 内海 志典 （岐阜大学）

※印を伏す発表は，日本教育大学協会東海地区理科部門会  会員分

○印は連名発表の発表者
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B会場 

座長  飯田 真也 （聖隷クリストファー大学） 

(9：10～10：25) 
B-01  ＊カンボジアの理科教育のための実験動画教材の開発

○三輪 千種（岐阜大学） ，間々田 和彦 （王立プノンペン大学）, 中村 琢 （岐阜大学）

B-02  ＊高等学校の理科の探究活動と評価 ～高等学校の大規模探究能力調査の結果の分析～

○安田 悠人，倉野 翼，三輪 千種，中村 琢（岐阜大学）

B-03  ＊高校生の自然体験と生物選好のライフストーリー研究

田中 豪 （静岡大学教職大学院）, 郡司 賀透（静岡大学）

B-04  ＊数値化活動を意識したスポーツ科学を起点とする理科指導に関する研究

○辻村 英貴 （静岡大学教育学部）， 坂田 洋人（焼津市立港中学校），郡司 賀透（静岡大学）

B-05  ＊三重ジュニアドクター育成塾の取組みについて

後藤 太一郎（三重大学） 

◇休憩 (10：25～10：45) ◇

座長  後藤 太一郎 （三重大学） 

(10：45～12：00) 
B-06  ＊天竜材を活用した小学校理科における動画教材の開発とその検証

○中谷 光伽（静岡大学教育学部）， 村松 正浩 （静岡大学附属浜松小学校）， 郡司 賀透 （静岡大学）

B-07  ＊理科学習の意義理解と条件を制御する力の育成との関わり ～小学校６年「てこのはたらき」の単元に焦点を当てて～ 

○中村 啓太郎 （浜松市立庄内中学校、静岡大学教職大学院）、 郡司 賀透（静岡大学）

B-08 思考操作を導く「可視化階段」の構想 「てこ」から「輪軸」への大学授業報告 

○飯田 真也， 増井 真綾 （聖隷クリストファー大学）

B-09  協働的な学びを実現しつつ科学的な表現の育成を目指す考察指導の提案 

～相互評価活動下において考察記述の定型化指導を組み込む学習指導～ 

山内 慎也（静岡大学大学院教育学研究科） 

B-10

◇昼食 (12：00～13：15) ◇

座長 郡司 賀透 （静岡大学） 
(13：15～14：30) 

B-11   ＊中学校理科第 1分野における STEM教材の開発 ～コミュニケーションの育成、理科の有用性の実感を目指して～ 

○浅野 友花， 大鹿 聖公 （愛知教育大学）

B-12 ＊イラストでわかる SDGsポスターの作成について

○片桐 朱音， 大鹿 聖公 （愛知教育大学）

B-13 ＊校外学習の防災教育で SDGs を学ぶためのワークシート開発

○大谷 恵里 （愛知教育大学大学院）, 大鹿 聖公 （愛知教育大学）

B-14   ＊校外学習でエネルギーを学習するための教材開発と実践 

○竹内 真紀（愛知教育大学大学院）， 大鹿 聖公 （愛知教育大学）

B-15 ＊児童の思考力や表現力を高める ICT 活用の研究 ～Google Jamboard を用いた話し合い活動を通して～ 

○伊藤 慶人 （愛知教育大学大学院）, 宮田 英由 （扶桑町立扶桑東小学校），大鹿 聖公 （愛知教育大学）

◇休憩 (14:30～14：50) ◇

座長  中村 琢 （岐阜大学） 

(14：50～15：50)   

B-16     複数の仮説を共有・分類し，考察と結び付ける理科学習 

   加藤 拓 （名古屋市立豊田小学校） 

B-17  ＊発泡スチロール板を用いた流水実験教材の開発 ～小学校第５学年「流れる水の働きと土地の変化」～ 

○松尾 朋晟， 大鹿 聖公 （愛知教育大学）

B-18  ＊中学校理科の有用性が実感できる教材の開発 ～職業と理科をつなぐ「キャサリンカード」の開発と授業実践結果～ 

○中原 一輝（愛知教育大学大学院）， 大鹿 聖公 （愛知教育大学）

B-19  ＊反射による像について実感の伴った理解を促す教材の開発

○牧本 未来， 大鹿 聖公 （愛知教育大学）

※印を伏す発表は，日本教育大学協会東海地区理科部門会  会員分

○印は連名発表の発表者
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C会場 

座長  高橋 哲也 （名古屋女子大学） 

(9：10～10：25) 
C-01 自然事象のパターン把握により、深い学びができる野外学習の指導と評価の実証的研究 ～生物分野を中心として～ 

小椋 郁夫 （名古屋女子大学） 

C-02 自然事象のパターン把握により、深い学びができる野外学習の指導と評価の実証的研究 ～地学分野を中心として～ 

○古田 靖志（岐阜市立黒野小学校）, 小椋郁夫（名古屋女子大学）

C-03 子どもの興味・関心が高まる地学分野の授業づくり ～地域教材を生かし、実験・観察を多く取り入れながら～ 

駒坂 俊夫（伊豆の国市立大仁北小学校） 

C-04  ＊小学校理科「地球」におけるデジタル教材の活用～Google Earthを活用した授業とドローン映像を活用した授業の比較を通して～

○古市 博之（犬山市立楽田小学校）， 大鹿 聖公 （愛知教育大学）

C-05 Mitaka を用いた天体授業の教育的効果(2) 

橋本 美彦（中部大学）

◇休憩 (10：25～10：45) ◇

座長 橋本 美彦 （中部大学） 

(10：45～12：00)  
C-06 主体的に学習に取り組むことができる児童の育成 

徳永 祥一 （名古屋市立大坪小学校） 

C-07 科学的な概念の形成を促す理科の指導 

長尾 和弥 （名古屋市立猪高小学校） 

C-08 一人一人の思いを大切にしながら仲間と学び合い、主体的に問題解決しようとする子どもの育成 

～4年「オリジナル温度計を作ろう（ものの温度と体積）」の実践を通して～ 

髙須 裕大 （豊田市立浄水小学校）  

C-09  安全・短時間で気体を発生させる実験装置の作成 ～理科を専門としない小学校教員にも作成できる教具を目指して～ 

○川村 龍輝，谷川 直也 （岐阜聖徳学園大学）

C-10

◇昼食 (12：00～13：15) ◇

座長 山本 高広 （静岡大学） 
(13：15～14：30) 

C-11 温度による溶解度の変化を利用しない結晶の析出についてのー考察～水和の概念，イオン結合の概念の実感的な理解を目指して～ 

○山下 菜月， 谷川 直也 （岐阜聖徳学園大学）

C-12 小・中学校の理科の教科書に掲載されている水溶液中の化学反応における溶存酸素の影響についての一考察

○小山 香音， 谷川 直也 （岐阜聖徳学園大学）

C-13 教科書に掲載されている気体の捕集方法についての一考察 ～より純粋な気体の捕集方法に着目して～

○大橋 龍人， 谷川 直也 （岐阜聖徳学園大学）

C-14 高等学校化学における中和滴定の実験についての再検討 ～中学理科との接続，中和点における二酸化炭素の影響に着目して～

○中里 宇杏， 谷川 直也 （岐阜聖徳学園大学）

C-15 弱塩基の遊離に関するマイクロスケール実験  手作りウェルプレートの活用 

中川 徹夫 （神戸女学院大学人間科学部環境・バイオサイエンス学科） 

◇休憩 (14:30～14：50) ◇

座長  谷川 直也 （岐阜聖徳学園大学） 

(14：50～15：50) 
C-16  ＊児童の実験構想に基づいた動画教材を活用した粒子概念の理解

○波多野 真由 （静岡大学）， 郡司 賀透 （静岡大学学術院教育学領域）

C-17  ＊小中学校理科教科書で使われている色彩のイメージ研究

○長谷川 拓椰 （静岡大学教育学部）， 郡司 賀透 （静岡大学学術院教育学領域）

C-18  ＊環境教育における体系的な授業推進のための情報のパッケージ化とその実践

○森野 舞花 （静岡大学教育学部）， 山本 高広 （静岡大学学術院教育学領域）

C-19  ＊幼小接続を意識した教科横断的な感謝についての実践

○齋藤 大斗 （静岡大学教育学研究科）, 山本 高広 （静岡大学学術院教育学領域）

※印を伏す発表は，日本教育大学協会東海地区理科部門会  会員分

○印は連名発表の発表者
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A 会場 



中学校理科における女子の興味・関心を高める 
授業デザインの研究 

○池戸彩，寺田光宏
Aya IKRDO，Mitsuhiro TERADA 

岐阜聖徳学園大学 
【キーワード】 中学校理科，文理選択，ジェンダー，女子の理科学習 

１ はじめに
高校生にとって，文系コース，理系コースを選

択すること（以下，文理選択）は大学進学や将来
の職業に直結する重大な関心事である。その文理
選択で女子が理系を選択する割合は男子に比べ
て低い。このような「女性の理科離れ」は，日本
で立ち後れている女性の科学技術分野参入を抑
制する要因として問題視されている(内閣府男女
共同参画局，2005)。女子が文系を選択する理由
として，中学校理科の物理分野を不得意に感じて
いる「消極的文系」が多いことを，花野木ら(2014)
の研究が明らかにしている。特に物理分野の中で，
女子は「電流とその利用」の単元を苦手にしてい
る (国立教育政策研究所教育課程研究センター，
2005)。稲田 (2013）は，この単元で，女子の興
味や経験に基づいた「オリジナル電飾づくり」な
どを授業に導入した。その結果，女子の「理科へ
の有用性」の意識が高まることを明らかにした。
ただ，理科が不得意な女子を考慮した，理科では
ない教科の文脈を持たせた，物理分野の「電流と
その利用」の単元の授業デザインの研究は，調べ
た限り行われていない。 
本研究では，理科ではない教科の文脈を持っ

た，女子の興味・関心が高い題材を授業に導入
する。それにより女子の本単元の理解度の変化
を確認すると同時に，女子の理科への興味・関
心を高める効果があるのかを明らかにする。 

２ 方 法 
（１）授業構成
女子中学生が不得意に感じている物理分野の

「電流とその利用」単元の「電流による発熱」
の授業を，電流による発熱量と，燃焼によって
得られる熱量を結び付けた「ダイエット」を題
材に授業を行った。「ダイエット」は家庭科や保
健体育の文脈をもち，女子の興味・関心が高い
題材である。授業では，三大栄養素を燃焼させ
ることで発生する熱量の測定・計算を行った。
（２）調査方法
①調査対象・調査期間
岐阜県私立中学校 第 3 学年 計 20 名
令和 3 年 10 月 26 日（2 時限分）
②調査内容

「電流による発熱」に関する認知面を問う問題
と，理科への興味･関心に関する非認知面を問

う問題を 4 件法の質問紙調査で行った。 

３ 結 果 
認知面では，電流による発熱の熱量計算を 2

問，三大栄養素の熱量に関する割合問題を 1 問
実施した(15 点満点)。結果は，事前平均 1.4 か
ら事後平均 9.2 へと有意に上昇した(F 値＝
71**)。男女差が現れたのは熱量計算の応用問題
で，男子の方が女子より有意に上昇した(F 値＝
14 **)。プロトコル分析によると，男子は公式
の意味を話し合いながら熱量計算をしていたこ
とが原因として考えられる。 
非認知面おける生徒の回答は表 1 のようにな

った。男女ともに授業の前後で非認知面の結果
は有意に上昇した(F 値＝13 **)。 
「理科の有用性」については男子に比べて女

子の方が多くの正の変化を見ることができ，有
意な結果を得ることができた。プロトコル分析
によると，女子は自身の周りの食品や，ダイエ
ットに良いとされている食事との関わりを話し
合いながら実験を進めていたことが原因として
考えられる。 

４ ま とめ 
 女子が苦手意識を持っている物理分野の電流
による発熱の授業に，家庭科や保健体育の文脈
をもつ題材を導入することは，女子の「理科に
対する有用性」の意識の向上に一定の効果があ
ることが明らかになった。 

５ 引用文献 
 稲田結美（2013）「理科学習に対する女子の意
識と態度の改善に関する実践的研究―中学校理
科「電流」単元を事例として―」『理科教育学研
究』第 54 巻，第 2 号，149-159． 

表 1 非認知面の結果(N=18) 

性 事前 事後 F 値 

理科の楽しさ 
女 2.7 3.7 

0.23 ns 
男 2.6 3.5 

「電流」単元
の得手不得手 

女 1.9 2.7 
0.20 ns 

男 2.0 2.4 

理科の有用性 
女 3.4 3.8 

19 ** 
男 2.6 3.3 

(ns:有意差なし. **:p<.01) 
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中学校理科の熱の出入りに着目した授業デザイン 
○藤原誉，寺田光宏

 Yo FUJIHARA, Mituhiro TERADA 

 岐阜聖徳学園大学 

【キ－ワード】 化学変化,熱の出入り，熱，温度 

１ はじめに 

(１)問題の所在

中学校学習指導要領(平成 20 年度)解説理科

編は小・中・高等学校を通じた理科の学習内容

の構造化を図られた。今井(2017)は中学校で

「熱量とエネルギーと仕事」を関連させた構造

になっていないことを問題として指摘して，解

決策に系と外界を扱うことやエネルギー図と

して面積で表すこと(竹林，1984)を紹介してい

る。また，1970 年代の中学校理科の教科書(大

日本図書等)はこれらの指導法が記されていた

が，現行の教科書には記されてない。渡辺ら

(2013)は系と外界を扱った授業は化学変化と

熱の出入りの学習で有効であることを明らか

にした。ただ系と外界を扱った授業の有効性は

全ての熱の出入りの学習で研究されていない。

坂本ら(2013)はエネルギーモデルの活用は吸

熱反応の考察の場面において効果的あること

を明らかにした。ただ，この研究の授業内容は

系と外界を扱ってはいない。そこで，今井

(2017)をもとに系と外界を扱った熱の出入り

に着目した授業デザインを作成し実践する必

要がある。 

(２)目的

本研究は今井(2017)をもとに作成した熱の

出入りに着目した授業の有効性を明らかにす

る。 

２ 研究方法 

(１)授業内容

この授業は温度変化，状態変化や化学変化

において熱の出入りの考察を通して系の温

度変化や熱の移動方向を理解することを目

標にした。化学変化において熱の移動を学習

する時は竹林(1984)のエネルギーを面積で

表した指導法を用いた。 

（２）実践・調査 

１）実践調査対象

岐阜県私立大学付属中学校

令和 3 年度 10 月 26 日 (2 時限分)

第 3 学年 3 組 23 名 

２)調査方法

渡辺ら(2013)をもとに温度変化，状態変化

や化学変化において熱の移動や系の温度変

化に関する理解度を調べる問題を作成した。 

授業実践前後に同様の調査問題で調査した。 

３ 結果と考察 

授業実践前後で調査問題(各問 8 点満点，全

体 24 点満点)のそれぞれの平均点が表１のよ

うに変化した。このことから今井(2017)が指摘

した指導法が生徒の理解度に有意な上昇をも

たらすことが明らかになった。また，状態変化

変化の平均点は他の二つと比較すると低いこ

とから状態変化の熱の出入りに関する理解は

難しいことがわかる。これは指導により改善可

能である。 

４ おわりに 

 本研究は今井(2017)が指摘した系と外界を

扱った指導法やエネルギーを面積で表した指

導法は中学校の授業実践で活用すると有効で

あることが明らかになった。 

主な引用文献 

 今井(2017) 中等教育化学における 化学反

応とエネルギーの現状と課題，日本化学会第

65 巻,第 9 号，428-431． 

表１ 調査問題の結果 
平均点 

調査項目 
事前 事後 F 値 

温度変化 5.9 7.5 10** 
状態変化 3.1 6.2 59** 
化学変化 4.1 7.1 35** 
全体 13 21 32** 

(**：p＜．0.1) 
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知識を体系化していく理科学習 

奈良大 K 

Dai NARA 

愛知教育大学附属名古屋中学校 

Nagoya Junior High School Attached to Aichi University of Education 

【キ－ワード】 日常生活や社会，つながりマップ，知識の自覚，知識の更新，知識の体系化 

１ 目 的 

 日常生活や社会との関わりの中で，自らで知

識を獲得し，体系化していくことが必要であ

る。また，学習した知識を基にして日常生活や

社会を見直す活動も重要である。そこで，本研

究では，理科で学習した知識を基にして日常生

活や社会で見られる事象について見直す活動

を通し，知識を体系化していきたいと考える。 

２ 方 法 

単元の導入時に理科で学習する言葉をラベ

ルとして提示し，コンセプトマップの考えを基

にした「つながりマップ」にラベルの関係付け，

意味付けを表出させる。このような活動を行う

ことで，学習した知識を自覚させる。取り上げ

た事象を追加ラベルとして提示し，「つながり

マップ」に学習したラベルとの関係付け，意味

付けを新たに表出させる。その際，追加ラベル

に関する関係付け，意味付けは新たに別の色で

記入させる。このような活動を行うことで，学

習した知識を更新させる。知識の自覚と知識の

更新を通して，知識の体系化を目指す。

３ 結 果

中学校第２学年の単元「電流とその利用」で，

充電式電動歯ブラシの無接点充電器とループ

式リード線のつながった豆電球を教材として

提示し，豆電球の明かりをつける活動に取り組

ませた。また，「どのような仕組みで豆電球が

つくのか，学習したことを使って説明しよう」

という学習課題を設定した。学習課題に対して

個々で考えることができるように，「つながり

マップ」を見て，これまでの学習を振り返らせ

た。生徒は「交流」，「磁界」，「電磁誘導」，

「誘導電流」という学習した４つの知識を使

い，豆電球がつく仕組みを説明することができ

た。そして，「つながりマップ」上に「無接点

充電器」を新たな追加ラベルとして別の色で記

入させ，学習した知識との関係付け，意味付け

を表出させた。多くの生徒が学習課題の解答を

基に，「つながりマップ」に無接点充電器と学

習した４つの知識との関係付け，意味付けを表

出することができた。ある生徒が作成した「つ

ながりマップ」を資料１に示す。 

資料１ 生徒が作成した「つながりマップ」 

４ 考 察 

「つながりマップ」にラベルの関係付け，意

味付けを繰り返し表出させることで，学習した

知識を自覚させることができた。さらに，日常

生活や社会で見られる事象の仕組みについて，

学習した知識を使うことで説明することがで

きる教材を取り上げ，「つながりマップ」に学

習したラベルとの関係付け，意味付けを新たに

表出させることで，学習した知識を更新させる

ことができた。以上のことから，知識を体系化

していくことができたと考えられる。 

５ まとめ 

 本研究では，知識の自覚と更新を通して，知

識を体系化していくことができた。一方で，単

元全体の知識を使うことで説明できる学習課

題を設定することで，単元を通して知識を体系

化していくことができる生徒をさらに増やす

ことができるように，研究を進めていきたい。 

引用文献 

森本信也（2017）「理科授業をデザインする理

論とその展開－自律的に学ぶ子どもを育て

る－」東洋館出版社 
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疑問や学びの共有と、探究の繰り返しによって 

学びを深める理科教育 

６年理科「水溶液の性質」の実践を通して 

○林口優太 1, 伊藤成将 2, 近藤雅輝 3

Yuta HAYASIGUCHI, Nariyuki ITO, Masaki KONNDO 
1豊川市立代田中学校、2豊川市立国府小学校、3豊川市立代田中学校 

【キ－ワード】出会わせ方、問題解決、学びの共有、生活に学びを生かす 

１ 研究の手だて 

学びを深めるとは、これまでの学びをつ

なげて考えたり、生活に生かそうとしたり

する姿である。この理科の学びを深めるた

めに、以下の手だてを考え、実践を行った。 

２ 授業の実際 

（１）教材の選定と出会わせ方

最上級生になった子どもから、学校のた

めになることをしたいという意識を感じ取

った教師は、在校生のために何ができるか

について話し合う場を設け、「校舎を掃除

してきれいにしたい」という意識を高めた。

ここで水溶液の液性に目を向けられるよう

に、洗剤として重曹やクエン酸などを与え、

水垢や油汚れのある調理室での掃除をさせ

た。思うように汚れが落ちなかった経験や

互いの思いを伝え合うことで「洗剤の種類

や使い方を工夫して調理室の汚れを落とし

たい」という問題意識が高まっていった。 

（２）解決方法を見通し、試す

始めは、粉末の洗剤で液を濃くしたり、

洗剤を混ぜたりするなど、試行錯誤しなが

ら何とか汚れを落とそうとしていた。しか

し、様々な洗剤を調べるなかで、洗剤には

液性があり、その種類や強さによって落ち

る汚れが違うのではないかという見通しを

持ち、計画的に追究を進めていった。 

（３）学びを共有する

共通点を整理していくと、液性が強いほ

ど汚れが取れることが分かった。しかし、

シンクに使ってもよいのかという部分で考

えが分かれた。この新たな疑問を解決する

ために、塩酸（強力トイレ用洗剤の主成分）

と金属との反応を調べることにした。Ａ児

たちは、塩酸に金属を入れると、発泡した

り、水溶液や金属の色が変化したりするこ

とに気づいた。さらに、ものが溶けている

なら、蒸発させれば溶質が残るはずだと考

え、対照実験を行った。金属を入れた方だ

けに白い粉が残ることを見出し、金属が溶

けてしまうと結論付けた。

３ 研究の結果

日常生活で、洗剤を大量に使ったり、強

い洗剤をかけたりして汚れを落とそうとし

ていた子どもが、汚れや使う場所によって

洗剤を使い分け、洗剤の効力を引き出す工

夫や、掃除場所を傷めない後処理をする姿

を見せた。家庭生活でも学びを生かして掃

除をするようになった。本実践によって、

学びを深めることができたと考えられる。  

（１）教材の選定と出会わせ方
児童を捉えたうえで、教材を模索選

定し、教材との出会わせ方を工夫する。 
（２）解決方法を見通し、試す

問題解決に向けて見通しをもたせた
うえで、自分たちで試す場を設ける。  

（３）学びを共有する
調べたことや振り返りを共有する場

を設定し、共通点や差異点に焦点を当
て、分かったことと、新たな疑問をは
っきりさせ、次の探究につなげる。  
※解決に向けて（２）（３）をくり返す。 

A 児：液を蒸発させて何かが出てきたら、
アルミがとけているし、出てこなか
ったらとけていないと思う。

（実験を行う） 
H 児：何か白い粉が出てきたよ。 
F 児：これなんだろう？ 
G 児：アルミニウムじゃないの？
A 児：でも、色が違うよ。 
H 児：塩酸って何が入っているの？ 
G 児：塩ってつくから、食塩が入っている

んじゃないの？ 
A 児：塩酸を蒸発させてみようよ。 
（塩酸を蒸発させる） 
F 児：何も出てこなかったよ。 
G 児：ってことは、白い粉ってアルミ？ 
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主体的学び・対話的学びを実感するアクティブラーニング 

  捕食ゲームを改良する活動を通して

井中宏史 

Hiroshi INAKA 

名城大学教職センター 

Meijo university 

キ－ワード 主体的学び、対話的学び、アクティブラーニング、ゲーム 

１ 目 的 

 主体的・対話的で深い学びの実現に、ゲーム

を改良・ルール変更を考える活動が有効である

ことを、昨年度の理科教育学会全国大会で発表

させていただいた。それを受けて、最初から「改

良・ルール変更」を目的とした、草食動物と肉

食動物の捕食ゲームを作成し、教職課程の「理

科教育法 B」で実施し効果を確認した。また、

本発表までに高等学校での出前講義でも実施

する予定であり、その効果を検討する。 

２ 実践内容 

(1)ゲームを活用した学びの効果

楽しいアクティブラーニングはないものだ

ろうかと、教職課程の授業においてシュミレー

ションゲームを活用した授業を実施し、効果を

検討してきた。主に「理科指導法Ⅱ」という選

択科目で、免疫応答、化学式、塩基配列、金属

イオンの沈殿等様々な理科の教材に関わるシ

ュミレーションゲームを実施したり、ゲームの

改良や新しくゲームを作る活動などを行った

りしたのち、学生による評価を行った。

その結果、ゲームを行う活動でも主体的学び

や対話的学びは得られるが、ゲームを改良する

活動が最も「主体的・対話的・深い学び」の効

果が高いことが分かった。 

(2)ゲームの改良に特化した活動

本年度から開講される「理科指導法 B」(本学

農学部及び理工学部の 3 年生対象)において、

「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」の評

価が最も高い「ゲームを改良する活動」に絞っ

て実践を行った。用いた捕食のシュミレーショ

ンゲームは 10×16 マスの盤に草および草食動

物(ウサギ)と肉食動物(トラ)各２匹を配置し、

えさを食べながらマス目を移動し、えさを 2つ

食べると子供を産むというものである。4～5人

一組の班を作って行った。最初の設定ではほと

んどの班でウサギがトラに食べられて絶滅す

る。一通りゲームを行った後、ゲームの改良(ル

ールの変更等)を話し合わせた。

3 結果と考察 

ゲームの改良を行う活動を行った後、学びの

効果についてアンケートをとった結果は以下

の通りであった。 

(回答数 37)  

主体的な学びはあったか  ◎23○14△0×0 

対話的な学びはあったか  ◎36○ 1△0×0 

深い学びはあったか    ◎12○21△4×0 

知識・技能の獲得はあったか◎ 7○18△8×4 

いろいろなアイディアが出され、話し合いは

盛んにおこなわれていたので、対話的な学びは

十分に見られた。主体的な学びについては、

「(ウサギもトラも)どちらも絶滅させない」と

か、条件を設定してルール変更を試した班で

は、仮説の設定や実験計画の立案・結果の検証

と類似した主体的な学びが実感できたものと

思われる。深い学びは、個体数や捕食といった

「量的・関係的」視点、えさの配置や増殖速度

など「時間的・空間的」視点が盛り込まれてい

るが、学生がそれを意識したかどうかの分析は

不十分である。また、知識に関しては、中学生

の視点に立って捕食の関係を理解するととら

えたものや、ルールの改良方法など他人の考え

を知ることを知識と捉える者などがおり評価

の前提が不十分であった。 

今後、中学校での実施等の機会を得て、さら

に良い指導法の開発を進めていきたい。 

学生による
評価 

ゲームを
行う活動 

改 良する
活動 

つくる活
動 

主体的学び ○～◎ ◎ ○～◎

対話的学び ○ ◎ ○～◎

深い学び △～○ ◎ ○(×~◎)

知識・技能 ○ △ ◎ 
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１　教科書の実験の利用の実態
「教科書で教える」と言われるが，その実態
は実験の方法の参照と実験結果の「答え合わ
せ」，すなわち実験の「つまみ食い」である。
本来，実験は理論に依拠して成り立ち，その

目的は実験結果である観察事実の収集にではな
く，先行する理論（この時点ではまだ仮説）を
審判することにある。だから，実験に先行して
理論の存在は不可欠であるが，この理論は科学
の文脈において成立していて，教科書のテクス
トの一部であるはずである。しかし，教科書も
この本来の役割を放棄しているように見え，実
験の「つまみ食い」はこれに拍車をかけてい
る。本研究ではこの観点から教科書の実験の意
義と役割の再考を試みる。

２　理論・実験・考察
実験の役割は，理論と経験を比較して，その
科学的正当性を審判しようとすることである。
実験前の理論は仮説であり，実験によって確証
され，晴れて理論となる。科学理論は科学者集
団の合意だから教科書はこれを担保できる。
ところが，教科書に掲載されたほとんどの実
験には先行して理論が示されていない。多くの
場合，授業で教科書が使用されるのは実験方法
の参照と，実験後の結果の確認くらいである。
学習者は教科書の指示通りに実験操作を行い，
科学者が歴史上成し遂げたことのない観察事実
からの法則や理論の発見（クーン，1978）が，
学習者には期待される。
実験に先行する理論は；
・実験はこの理論を確証するために行われる。
・実験方法はこの理論に基づいて考案される。
・実験結果の予測は，理論と実験の方法に依拠

する。
・実験の成功はこの予測と結果の一致による。
・観察される実験結果の解釈，すなわち考察は
理論に依拠する。
・実験の目的は，実験結果としての経験的事実
の収集ではなく，理論の確証である。
理論がなければ実験は成立しないはずだが，
発見や気づきの実験は，理論なしに行われるか
ら予測ができず実験の成否が決められない，ひ
たすら事実の収集を行うが「きまり」は発見で
きす，活動は結果の考察に至ってぱったりと止
まる。そもそも実験操作が何を意味しているか
理解できず，黙々と指示に従って操作する。

３　教科書の実験は教科書記述の一部
本来なら，理論がなければ実験は存在し得な
い。さらに理論は独立して存在するのではな
く，科学の文脈の中で意味を持つ。教科書の実
験は教科書の文脈において成立しているのだか
ら，文脈から切り離された実験の「つまみ食
い」では，実験は本来の意味を持たない。
教科書のテクストは今日の科学パラダイムの
重要な一部であり（遠西，2021），そのテクス
トを構成する部分として理論を読むとき，学習
者にとって初めて実験が意味あるものになる。
だから教科書は，この役割に十分に応えること
ができるように記述されるべきである。

文献
クーン，T．（中山茂訳）（1978）『科学革命
の構造』みすず書房．
遠西昭寿（2021）「理科の教科書の性格と役
割 ー教科書を教えるのか，教科書で教えるの
かー」『理科教育学研究』62, 1, 289-295．

教科書に掲載されている実験の意義と役割
ー教科書の役割とその機能ー

遠西昭寿 比樂憲一
Shoju TONISHI Norikazu HIRAKU

愛知教育大学名誉教授 堺市立英彰小学校
Professor Emeritus Eisho Elementary School,

at Aichi University of Education Sakai City, Osaka
キーワード　教科書の実験，理論，仮説，科学の文脈，教科書のテクスト
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１　研究概要
実験の目的は理論の確証にある。実験で確

証される前の理論が仮説である。実験を企
て，結果を予測させるのも理論である。理論
なしに実験法が与えられても，実験は生徒に
とって無意味な操作でしかない。問題の発見
も理論の生成も科学の文脈で行われて科学的
になる。教科書は，生徒に科学の文脈を提供
する最も身近なツールである1)。
三読法は国語教育のテクスト解釈の指導法

であり，通読-精読-味読の三段階の読みで構
成される2)。本研究では先行して科学的文脈
を概観し，実験結果をこの文脈の中で理解す
るためにこれを準用した。生徒は教科書の記
述の中に問題を発見し，仮説を設定できた。
２　授業実践
愛知教育大学附属名古屋中学校第２学年３

学級で，2021年9月～10月に行なった。
３　授業の概要
通読では，全体の概要を捉え「磁界って

何？」「電流が流れると磁界が生じるって本
当？」などの問題を取り出した。精読では，
「電流が流れると磁界が生じる」を仮説にす
ると実験結果は全てうまく説明できることを
経験した。味読では，学習内容をコンセプト
マップで表現することで，断片的な知識や経
験がひとまとまりの知識として認識された。
４　結果と考察
⑴通読による問題把握とその効果
教科書通読後の問題の抽出では「自分のわ

からないことが最初にわかるのが良かった」
「ここが分かれば，あとも分かるのではない
かと思えた」などの記述から，自身の問題を
メタ認知させる機能があることが分かった。
⑵精読による仮説設定とその効果
精読では，仮説の設定，実験方法の吟味，

結果の予測，実験，考察を行なった。

【電流がつくる磁界】「もし電流が流れると磁
界が発生するば，導線やコイルに電流を流す
と，その周囲では方位磁針は振れるだろう」
【電流が磁界から受ける力】「もし電流が流れ
ると磁界が発生するならば，磁界の中で電流と
流すと，磁界から力を受けるだろう」
【電磁誘導】「もし電流が流れると磁界が発生
するならば，その逆に磁石の磁界を近づけたり
遠ざけたりして磁界を変化させると，電流（誘
導電流）が流れるだろう」
実験前に上のような仮説を設定したことで

「仮説があると，何のために実験をするのか
がよくわかった」「実験結果が予想と一致し
ていったので，『電流が流れると磁界は発生
する』と考えて説明していけばいいのだとわ
かった』などの記述から，仮説があること
で，有意味に実験を行なっていることがわか
った。また，仮説設定について「教科書を読
めば仮説が立てられる」「仮説を立てるため
に大切なことは教科書を読めばわかった」な
ど，通読が機能しているのがわかる。
⑶味読による概念の構造化
単元終末の味読においては，学習内容をコ

ンセプトマップで表現する中で「電流が流れ
ると磁界が発生するということがないとどれ
も説明できなくなってしまう」「電流・磁
界・力の関係がよくわかり，全て説明できる
から納得できた」などの記述から，電流と磁
界の概念を使って学習内容全体の解釈が成立
していることがわかった。
５　参考文献
1)遠西昭寿・福田恒康・佐野嘉昭(2018)「観察・
実験に対する理論の優先性と解釈学的循環」
『理科教育学研究』Vol.59, No.1, pp.79-86.
2)遠西昭寿(2021)「理科の教科書の性格と役割
-教科書を教えるのか，教科書で教えるのか-」
『理科教育学研究』Vol.62, No.1, pp.289-295.
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１　問題の所在
三読法は国語教育におけるテクストの解釈

的読みの指導法であり，通読・精読・味読の
３回の読みからなる。本研究では，教科書の
テクストの一部としての実験の意義を理解し
結果を適切に解釈するために，三読法を用い
た1)。学習内容は『物体の運動』である。生
徒は明確に実験仮説を持って実験に臨み，実
験結果を適切に理解することができた。
２　研究概要
週末の課題（宿題）として，生徒たちに学

習単元全体を通読させ，節ごとに「何を学ぶ
のか」を文でまとめさせた。そのとき「読ん
でもわからない語や文」を書き出すように指
示をした。それらは第１時にクラス全体で共
有され，以後の授業でも黒板に掲示して，生
徒たちの選択的注意を促した。
「三読法（通読・精読・味読）」を適用す

ることで，理論を優先して，単元を通した見
通しを持たせる授業を試みることができた。
３　授業実践
・対 象：私立女子中学校 第３学年１学級
・実 施：2021年11月初旬
・調 査：自由記述，質問紙，面接ほか
・単 元：『物体の運動』（９時間）
４　授業展開
第１時〔通読〕生徒たちの「読んでもわか

らない語や文」をカードに書いて黒板に提示
した。生徒たちが記した文を紹介しながら，
単元の構成と学習内容全体を概観し，これを
クラスの合意とした。
第２～４時〔精読①〕第１節「物体の運動

の記録」では，教科書の記述を検討して仮説
『もし物体に力がはたらかなければ，物体は
等速直線運動をするだろう』を得た。仮説か
らは「水平面上での台車の運動」の実験方法
が吟味され，実験の結果は仮説を支持した。

第５～７時〔精読②〕第２節「物体の運動
の速さの変化」と 第３節「だんだん速くなる
運動」では，「斜面上での台車の運動」の実
験でも教科書の記述をもとにクラス全体で方
法的吟味がなされ，仮説『もし物体に一定の
力がはたらき続けるならば，物体は一定の割
合で速くなるだろう』を立てた。仮説は生徒
実験で支持され，理論の正当性が認められた。
第８時〔精読③〕第４節「だんだん遅くな

る運動」では，教科書の記述をもとに議論が
なされ，「物体に運動の向きと逆向きに一定
の力がはたらき続けるとき，物体の速さは一
定の割合でだんだん遅くなる」という合意が
形成された。また，生徒たちがわからない文
としてあげた「前進させる力と摩擦力などが
同じ大きさになると速さは一定になる」,「等
速直線運動をしている物体にはたらく２力
は，一直線上にあり，大きさが等しく，力の
向きが逆向きである」について議論がなさ
れ，文の意味を理解し合意が形成された。
第９時〔味読〕生徒たちに「力」,「等速直

線運動」の２語と，「力」,「速度変化」の２
語を使って文を作らせたところ，ほぼ全員の
生徒が「物体に力がはたらかない場合，物体
は等速直線運動をする」,「物体に力がはたら
くと，物体は速度変化をする」などと学習し
た内容を簡潔に２文で表すことができた。最
後に，生徒たちに単元全体を味読させた。
５　結果と考察
教科書を吟味し，仮説の生成・実験法の吟

味を行うと，実験は意味あるものとして行わ
れ，実験結果の解釈もより適切になった。
６　参考文献
１）遠西昭寿（2021）「理科の教科書の性格と
役割 - 教科書を教えるのか，教科書で教えるの
か - 」『理科教育学研究』62,1, pp.289-295.

「三読法による『物体の運動』の指導」
ー 教科書の役割とその機能 ー

◯ 福田恒康
FUKUTA Tsuneyasu

愛知淑徳中学校・愛知淑徳高等学校
Aichi Shukutoku

Junior and Senior High School

遠西昭寿
TONISHI Shoju

愛知教育大学名誉教授
Professor Emeritus,

Aichi University of Education

キーワード　三読法，教科書の役割，メタ認知，仮説の生成

日本理科教育学会東海支部大会発表論文集　第66号

A－０８



中学校理科における科学の本質（NOS）に関する研究 
－教科書の分析を中心として－ 

〇小笠原藍, 内海志典

Ai OGASAWARA, Yukinori UTSUMI  

岐阜大学教育学部 

Faculty of education, Gifu University 

【キーワード】科学の本質, 中学校理科, 教科書, 分析 

１ はじめに 

本研究では，中学校理科教科書において, 科

学の本質（Nature of science, 以下 NOS とす

る）がどのように取り扱われているかについて

明らかにすることを目的とする。 

２ NOSとは 

Lederman（2002）は, NOS の側面として実

証性, 科学の理論と法則, 創造性, 理論負荷性, 

科学の社会・文化への埋め込み, 科学的方法の

間違った通説, 暫定性の 7 つを取り上げてい

る。また, 実証性の中には, 観察と推論の相違

が含まれる。 

３ 分析 

3.1 分析方法 

中学校で使用されている A 社中学校理科教

科書（第１学年～第３学年）の記述を Abd-El-

Khalick ら（2008, 2017）が分析に用いた 10

の側面（実証性, 推論, 創造性, 理論負荷性, 

暫定性, 科学的方法の間違った通説, 科学的理

論, 科学的法則, 科学の社会的側面, 科学の社

会・文化への埋め込み）に基づいて分析した。 

次に, 抜粋した部分の NOS の記述が明示的

か暗黙的かを分類した。また, 抜粋した NOS

の内容を情報に基づく（Informed）, 部分的に

情報に基づく（Partially informed） , 情報に

基づいた表現と不十分であるため誤解を招く

表現の混合（Mixed）, 不十分であるため誤解

を招く（Naïve）に分類した。最後に, NOS の

他の側面との一貫性について分析した。 

3.2 分析結果 

実証性, 推論に関する記述は教科書の本文

中に, 創造性, 暫定性, 科学の社会・文化への

埋め込みはコラムに, 科学的方法の間違った

通説は前書きに見られた。理論負荷性, 科学の

社会的側面については記述が見られなかった。

また, 実証性, 推論, 創造性, 暫定性, 科学の

社会・文化への埋め込みは暗黙的かつ情報に基

づく記述が見られた。科学的方法の間違った通

説は, 明示的かつ不十分であるため誤解を与 

える記述が見られた。 

４ 考察 

『中学校学習指導要領解説理科編』(以下, 

『解説』とする)は, 観察・実験によって得ら

れた結果を分析し, 解釈する活動が重要とし

ているため, 教科書に実証性や推論が取り扱

われていると考えられる。教科書では活動内容

を通じることで, 暗黙的に取り扱われている

と考えられる。 

『解説』には, 創造性, 暫定性について記

述は見られなかったが, 科学技術の発展を振

り返るよう求める記述が見られた。科学の歴史

を取り扱っているため, 創造性と暫定性が教

科書で取り扱われていると考えられる。 

科学的方法の間違った通説は, すべての学

年で同じ記述が見られ, 『解説』に示されてい

る学習過程のイメージの図と同様であった。そ

のため, 『解説』に示されている探究の一例の

みが教科書に取り扱われていると考えられる。 

『解説』は, 日常生活や社会と科学の関係を

重視している。しかし, 教科書において社会・

文化への埋め込みの記述が少ない。その理由と

して, 教科書では, 科学技術を社会で活用す

る事例の紹介としての取り扱いが多く, 科学

と社会・文化が相互に影響を与えていることの

取り扱いが少ないからだと考えられる。 

５ おわりに 

本研究では, 日本で使用されている中学校

理科教科書におけるNOSの取り扱いについて

検討した。本研究では, A 社の教科書を分析し

たが, 他社の中学校理科教科書においても同

様の特徴が見られるかについて検討する必要

がある。 

参考文献 
Abd-El-Khalick, F., Waters, M., & Le, A. (2008). 

Representations of nature of science in high school 

chemistry textbooks over the past four decades. Journal of 
Research in Science Teaching, 45(7), 835–855. 
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中学校理科授業における速さの概念定着の実態と授業改善
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1岐阜大学教育学部附属小中学校 , 2岐阜大学教育学部 
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キーワード 中学校理科教育，力学，速さ，誤概念，ICT 活用 

１． はじめに 

 中学３年エネルギー領域「運動とエネルギ

ー」において，学習者には生活経験を元にし

た誤概念が形成され，正しい概念の定着が阻

害される場面が多い。高等学校や高等教育で

も力と運動の誤概念が多く報告されている。

そこで本研究では誤概念を表出させるとと

もに，体系的な概念理解を進め，活動や実験

を通して正しい概念を獲得するような小単

元を工夫し，効果を検証した。 

２． 実践内容・方法 

学習者の誤概念を明らかにするため，単元

の冒頭で表１の概念調査（プレテスト）を実

施した。この単元の基盤となる速さの理解が

不十分では以降の体系的な概念定着に繋が

らないと考え，速さを体感的に理解させるた

めの小単元（表２）を新たに作成し実施した。 
表１ プレテストの内容と典型的な回答 

Q.速さとは何か説明しなさい。

A.速さとは距離÷時間である。

A.速さとはある距離をどれだけの時間で進んだか。 
表２ 実施した小単元の流れ

小単元 指導内容
①速さの概

念定着

等速運動を身体で表現させることを通し

て，速さとは何か考えさせる。

②瞬間の速

さ・平均の

速さ

総走行時間と移動距離が同じときの等速

運動と加速運動を比較することで，速さの

違いを定量的に見出させる。

③速さの定

義とグラフ

表示

撮影した運動の様子の分析を通して，一定

時間内での移動距離の比較で速さの変化

を捉えさせる。

④加速の表

し方

学習者が走って加速運動を行い分析する

ことを通して，二次関数のグラフで表す。 
⑤加速する

運動

力学台車を錘で引く実験を通して，力が働

き続けると一定の割合で加速し続けるこ

とを見出させる。

⑥力が働か

ないときの

運動

錘が台車を引く力が途中で消失する実験

を通して，力が働かなくなるとそのままの

速さで進み続けようとする性質があるこ

とを見出させる。

⑦物体の運

動の記録

記録タイマーを用いて様々な運動を記録・

分析することを通して，点の間隔で速さを

捉えさせる。

 表２の①〜④はプレテストの結果を受け

て既存の単元構想に追加した内容である。ま

た，従来は⑤よりも⑥が先に展開されること

が多いが，力が働き続ける時の速さを理解し

た上で力が働かない時の速さを考えられる

ように単元を再構成した。今回は，記録タイ

マーの学習を小単元の最後に位置付けた。そ

れは記録タイマー及び記録テープの活用は

物体の運動の速さを測定することには長け

ているが，処理に時間がかかることと記録テ

ープの解析が目的にすり替わりがちで目の

前の物体の運動に着目しづらいと考えたか

らである。加えて，小単元のつながりを意識

させ，正味の力と運動について体系的な理解

を促す振り返りを実施した。

３． 結果とまとめ 

授業終了後にプレテストと同様の概念調

査(ポストテスト)を実施し変容を調べるとと

もに，学習者自身が自由記述でまとめている

毎時間の振り返り内容をポートフォリオに

より評価した。 

 その結果，学習者が身体を動かして実験し

たりタブレットを活用して物体の運動を記

録・分析したりすることで，運動そのものに

着目し続けた上で速さについての正しい概

念を獲得することができた。ポストテストで

は学習者の回答が劇的に向上した。

参考文献 

Richard R. Hake, “Interactive-engagement versus 
traditional methods : A six-thousand-students 
survey of mechanics test data for introductory 
physics courses”, Am. J. Phys. 66, 64-74 1998. 

D. Hestenes, M. Wells and G. Swackhamer, “Force
Concept Inventory”, Phys. Teach. 30, 141-158 
1992.

F. Redish, 日本物理教育学会 監訳，科学をど

う教えるか，丸善出版,2012.
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ワイヤレス充電器の原理を理解する教材開発及び授業デザイン

◯"村雅也，寺⽥光宏
Masaya TSUJIMURA，Mitsuhiro TERADA 

岐⾩聖徳学園⼤学 
 

【キーワード】 中学校理科，ワイヤレス充電，教材開発   
 
１ はじめに 
⑴問題の所在 
中学校学習指導要領(平成 29 年告⽰)解説理

科編では，PISA2015 や TIMSS2015 などの調
査から，⽣徒が理科を学習することの意義や有
⽤性を実感できていないことを課題として捉
え，⽇常⽣活や社会との関連を重視し改善する
ことが⽰されている（⽂部科学省，2018）。こ
れまでに，実社会・実⽣活との関連を図った授
業実践がいくつか⾏われてきた。「電流と磁界」
の単元では，IH 調理器や電動⻭ブラシ， IC カ
ードなどを⽤いた授業実践が⾏われてきた。管
⾒の限りワイヤレス充電器を題材にした授業
実践は⾒られなかった。TIMSS2019 において
「理科を勉強すると，⽇常⽣活に役に⽴つ」と
いう問いに肯定的に答えた⽣徒の割合は依然
として国際平均より下回っている。これらのこ
とから実社会・実⽣活との関連を図った教材の
開発と，その教材を⽤いた授業実践が課題であ
る。 
⑵⽬的 
ワイヤレス充電器の仕組みを理解させるた

めに教材の開発，実践するとともに，理科学習
に対する態度の向上に有効であるかを明らか
にする。 
 
２ 研究方法 
⑴教材開発 
図１のトランジスタ，コイル，抵抗，乾電池

を⽤いたブロッキング発振回路を作成し，受電
側の LED を光らせ，オシロスコープで図２の
ような波形が観察できる。トランジスタや抵抗，
エナメル線は安価で⼤量に⼿に⼊れることが
でき，⽣徒でも簡単に実験することができる。 

⑵授業内容 
⾮接触給電の実験を⾏い，ワイヤレス充電器

の仕組みを解明する授業開発・実践を⾏なった。 
⑵調査⽅法 
①調査対象・調査時期 
岐⾩県私⽴中学校 第３学年 計 20名 

 令和３年 10⽉ 14⽇（2時限分） 
②調査内容 

 「電流と磁界」に関する認知⾯を問う問題と，
理科と⽇常⽣活に関する⾮認知⾯を問う問題
を４件法の質問紙調査で⾏った。  
 
３ 結果・考察 
認知⾯における問題（25 点満点）は事前平

均 9.0 から事後平均 16.8へと上昇した。 
⾮認知⾯における⽣徒の回答は表１のよう

に「科学に関する価値」に多くの正の変化が⾒
ることができ有意に上昇した結果が得られた。 

結果から，学習してきたことを⽤いて仕組み
の説明に⽤いることができたことが，理科学習
に対する価値の向上に⼀定の効果があること
が分かる。 
 
４ まとめ 

本研究における教材はワイヤレス充電器の
仕組みの理解に効果を⽰した。また，今回の授
業内容は全ての⽣徒が理解するのは難しかっ
たことから，今後は単元を通して指導する必要
がある。 
 
引用文献 
⽂部科学省（2018）「中学校学習指導要領解説
理科編」 
  

図２ 

表１ 非認知面の結果 

 事前 事後 F 値 
科学の楽しさ 8.45 8.70 0.380ns 
科学に関する価値 13.8 16.4 14.0** 
将来志向的な価値 7.00 7.45 1.35ns 

（ns:有意差なし. **:p<.01） 

 
図１ 

トランジスタ

乾電池

抵抗

15回巻き

15回巻き

30回巻き
LED
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理科における日常用語と科学用語の変換について 

ー水垢を事例としてー 

○曽我 皐介，寺田 光宏
Kousuke SOGA, Mitsuhiro TERADA 

岐阜聖徳学園大学
【キ−ワード】 日常用語,科学用語,変換,水垢

１ はじめに 

（１）問題の所在 
 学習指導要領（平成 29 年告示）では，主体
的で対話的な深い学びが強調されている。これ
により子供たちが自分と他者や資料との対話，
自分自身との対話を通して学びを深めていく
教育が行われている。また，海外においてドイ
ツの教育スタンダード化学では，4つあるコン
ピテンシー領域の１つにコミュニケーション
がある。ここでは事実に即し、かつ専門的に情
報を解釈し，交換すると位置付けられている
（遠藤，2012）。表現の変換はコミュニケーシ
ョンの要素の 1つである。ただ，日本において
中学校理科では，コミュニケーションや表現の
言い換えを重視した研究は調べた限り行われ
ていなかった。
駒津ら（2020）は，家政分野において洗浄の

研究の中で，一般的に洗浄を説明する際に用い
られる酸・アルカリ中和説の問題点を指摘して
いた。このことからも日常的な表現を正しく科
学的に言い換えることは大切であると考えた。 
（２）目的 
 本研究では，身近な酸による洗浄を事例とし，
日常用語から科学用語への変換をすることに
より内容理解が進むこと，科学用語への考え方
が変化するのかを明らかにする。 

２ 方法 

（１）授業デザイン 
鏡やシンク，電気ケトルなどには水滴が蒸発

することなどにより水垢が付着することがあ
る。本授業では，ステンレス板に再現可能な水
垢を作成した試料を用意し，除去する実験を行
った。次にその現象を科学用語に変換して説明
を行った。授業の流れはドイツの教育スタンダ
ード化学(2004)の課題事例を参考にした。駒津
ら（2020）によると，中学校理科の中和の定義
で用いられるアレニウスの定義では，酸での水
垢の除去を中和と呼ぶことは不適当であるた
め、中和という表現は扱わずに授業を構成した。 

（２）実践・調査 
①調査対象，時期
岐阜県私立中学校第 3学年 計 20 名
令和３年 11 月 18 日（2時限分）

②調査内容
酸による水垢の洗浄などの認知面と，理科で

扱う科学用語への考え方などの非認知面を 4
件法で調査した。 

３ 結果 
(１)認知面での変化
事前事後調査（15 点満点）の平均点は 0.4 点

から 8.6 点に上昇した。特に上昇した班のプロ
トコルを見ると，上昇があまりなかった班に比
べて発言時間が長く，実験の様子や観察に基づ
いて話し合っていることが分かった。
（２）情意面での変化
授業を行ったことで「科学用語は難しい」と

思う生徒が増加した一方で，「理科の授業で習
った用語をほかでも、今後使いたいと思う」と
いう項目ではわずかに正の動きは見られたが，
有意な差は見られなかった。（表 1） 

４ おわりに 

本研究では，水垢の除去を題材とした授業は，
生徒の感想を見ると興味を引くことができた。  
会話が多い班が特に得点が上昇していること
から表現を言い換えることは内容理解に効果
があると考えられる。 

主な参考文献 

KMK(2004)Bildungsstandards im Fach Chemie für 
den Mittleren Schulabschluss. 
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichunge
n_beschluesse/2004/2004_12_16-Bildungsstandards-
Chemie.pdf(2021 年 11 月確認) 

表１ 情意面の結果(N=18) 

事前平
均 

事後平
均 

F 値 

科学用語は難しい 3.0 3.3 4.2 + 
今後用語を使いたい 2.5 2.9 4.3 + 
理 科 で 使 う 用 語 を
理解したい 

3.3 3.3 0.00ns 

(ns:有意差なし. +:p<.10 ) 
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理科における深い学びを目指した振り返り活動の工夫 
ーレンズの働きを事例にしてー 

○関 朱音，寺田 光宏

Akane SEKI, Mitsuhiro TERADA 

岐阜聖徳学園大学 

【キ－ワード】 振り返り，話し合い，深い学び，レンズ 

１ はじめに 

（１）問題の所在

近年，主体的・対話的で深い学びが注目されて

いる。平成 28 年度中教審答申では，主体的な学

びを実現するためには，子供自身が学習活動を自

ら振り返り意味付けたり，身に付いた資質・能力

を自覚したり，共有したりすることが重要として

いる。また，物事の多面的で深い理解に至るため

には，多様な表現を通じて，教職員と子供や，子

供同士が対話し，それによって思考を広げ深めて

いくことが求められており，振り返りや対話の重

要性が示されている(中央教育審議会答申，2016)。

しかし，「振り返り」とは何なのか統一的な定義

も見当たらないのが現状である(平井・御園，

2016)。また，理科において，少人数で話し合い

ながら振り返る活動については見つけられなか

った。 

（２）研究目的

本研究では，科学的な深い学びを目指した少人

数で話し合いながら振り返る活動の有効性につ

いて明らかにする。 

２ 方法 
（１） 授業デザイン

山下(2010)から，レンズを通過した光がつくる

像を，作図を利用して理解することが難しいとさ

れている。これを理解するためには，様々な視点

から考え，それを融合させる必要がある。そのた

め，単元は中学校第 1 学年理科「レンズの働き」

にした。授業の流れについては，小林(2019)を参

考に，話し合いの 3 つのポイントを設け，班で話

し合いながら学習を進める授業を構成した。 

（２） 実践・調査

調査対象：岐阜県私立中学校第２学年 計 24 名

調査時期：令和 3 年 10 月 18 日

調査内容：班(4 人)で話し合いながら，学習や実

験を振り返る活動を行いながら，レンズの働き

を学ぶ授業を行った。話し合いの動画と発話を

記録し，授業の前後で，像のでき方についての

理解を問う問題を実施した。 

３ 結果 
事前事後調査問題(6 点満点)の平均点を取り，

分析を行った。平均点が 2.9 から 4.3 に変化し，

有意に上昇した(表 1)。また，班によって平均点

が大きく上昇した班(4.5．6 班)とあまり上昇し

なかった班(2 班)があり(表 2)，それぞれの班の

話し合いの様子を分析した。その結果，平均点が

大きく上昇した班は話し合いの時間が長いこと，

お互いに問いかけていることや，図を活用して説

明している特徴があった。(表 3) 

４ おわりに 

 本研究から，少人数で，積極的に問いを投げか

け合いながら，時間をかけ，話し合って活動を振

り返ることは，科学的な深い学びを行う上で，有

効的であることが分かった。 

参考文献 
小林和雄(2019)「真正の深い学びへの誘い」晃

洋書房． 

表３ 平均点の上昇が大きかった５班のプロトコル 

 

表２ 各班の事前・事後調査の平均差 

班 1 2 3 4 5 6

平均差 0.8 0.3 1.5 2.0 2.0 1.8

表 1 事前事後調査の結果 

(**：p<.01)

事前 事後 F値

2.9 4.3 21.3 **

Ｂ：暗くなった！私たちの予想あってた！ 

Ａ：あ、これ、どこかが見えなくなるわけじゃないん

だ。 

Ａ：え、なんで隠れてないの？ 

Ｂ：わからないけど、上を隠したらどうなるだろう。 

Ｃ：あ、変わらないね。 

Ｄ：これでも見える！ほとんど隠していても見える。 

Ａ：え、なんでなの？わからない・・・ 

Ｂ：3つの線の中で、1 つしか通ってないから、薄いん

じゃない？ 

Ａ：下半分だけが薄くなるんじゃないの？ 

教師：この作図を見ると、上から光出ているよね？こ

れ上の光しか届いてなくない？でも全部見えて

るよね？下から出た光はどうやって進むの？ 

ＡＤ：こう進む。 

教師：え、でも隠れちゃうよね？ 

Ａ：上に行くんじゃない？ 

教師：おお。 

Ｄ：上で屈折する。 

Ｂ：そーゆーことか！ 

Ｄ：光の量が半分になるんだ。だから薄くなる。 

日本理科教育学会東海支部大会発表論文集　第66号

A－１４



 融雪型火山泥流の仕組みを理解させる授業実践
○榊原保志 A，竹下欣宏 A，桐生和樹 B

Yasushi SAKAKIBARA, Yoshihiro TAKESHITA, Kazuki KIRYU 

A信州大学，B長野県木曽郡木曽町立開田中学校 

Shinshu Univ.，Kaida Junior High School 

【キ－ワード】 地学教育，火山，中学校，自然災害 

１ はじめに 

 融雪型火山泥流は教科書には登場しないが，

積雪の多い活火山を擁する自治体の子どもた

ちは，遭遇する可能性があるため知っておくべ

き現象である。本研究では融雪型火山泥流を再

現するモデル実験による授業実践と授業評価

を行ったのでここに報告する。 

２ 融雪型火山泥流の特徴と災害 

融雪型火山泥流（融雪泥流とも）とは，積雪

期に噴火が発生すると，火山噴出物の熱によっ

て火口周辺の雪が溶け，渓流沿いの土石や樹木

を取り込み泥流となって斜面を高速で流れ下

る現象である。積った雪が一気に溶けて流れ下

るため，大量の泥流が広い範囲に被害をもたら

す可能性がある。 

３ 調査対象校 

 試行授業を実施した A中学校は，長野県木曽

郡木曽町の御嶽山の山麓部に位置し（図 2），

学区の一部は融雪型火山泥流が流下する範囲

に該当する。A中学校の第 3学年の１クラス(25

人)において試行授業を行った。 

図2 授業実践対象中学校の位置と周辺の地形 

▲：御嶽山，O:御岳湖， K：授業実践対象中

学校，JR：JR木曽福島駅 

４ 授業実践の概略 

 授業の導入で，教師は御嶽山にどんなイメー

ジをもっているか尋ねたところ，木曽のシンボ

ル，2014 年に噴火した山との回答があった。そ

の後，教卓に生徒を集め，夏山でマグマ噴火し

た場合の溶岩の流れを「火山モデル」を用いて，

溶岩に見立てた加熱した砂糖の流れる速さや

範囲について確認した。そこで教師は「雪山で

噴火した場合は夏山と比べて危ないだろう

か？」と生徒に質問すると，生徒は「雪山で噴

火した場合，雪が溶けて水になるから夏山より

も危ないと思う」と答えた。そこで，「雪山に

砂糖を流し，溶岩と水が広がる範囲を調べよ

う」と本時の課題を提示した。

 実験はまず，砂糖 200ml（120ｇ）と水 30ml

とコーヒーを少々(色をつけるため)をビーカ

ーに入れ，110℃まで加熱した。その間「火山

モデル」に雪を載せ，霧吹きで水をかけ準備を

行った。溶岩モデル（熱した砂糖）の準備が整

うと，雪で覆った火山モデルの山頂に溶岩モデ

ル(溶かした砂糖)を流し，その時の砂糖と雪解

け水の広がる範囲を観察した.生徒は「雪解け

水は溶岩よりも遠く，広い範囲に広がった」と

溶岩の流れる範囲に比べ，雪解け水の方が広範

囲に広がることに気付くことができた。

 授業の終末では，県内の活火山である御嶽山

と浅間山のハザードマップをグーグルアース

で表示したものを提示し，二つの火山の山麓の

地形の違いによる融雪型火山泥流が流下する

範囲に違いが出ることを説明した。今回の調査

対象校の場合，学区の三岳地区に融雪型火山泥

流が流下すること，また浅間山の場合，御嶽山

と違い深い谷が少ないため扇状に市街地にも

広がることを説明した。その後，授業の振り返

りを行い，授業を終えた。 

５ 授業評価 

アンケート調査の結果，今回の授業はわかり

やすく，楽しく，実生活で役立つと感じた生徒

は多く，融雪型火山泥流の仕組みを理解するの

に今回の授業プログラムは有用であった。 
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科学史に基づいた化学電池の問題解決学習の展開

大川創史

Soushi OOKAWA 
熱海市立熱海中学校

Atami junior high school , Atami city 
キーワード 化学電池、科学史、問題解決学習、教材開発

１． はじめに 

新学習指導要領の「化学変化とイオン」に

おける化学電池の単元では実用的な電池の

例としてダニエル電池を取り上げることと

明記されている。従来の教科書における化学

電池のモデルは、ボルタ電池の製作が一般的

であり、ダニエル電池はあくまで発展的な位

置づけでしかなかった。新教科書を比較する

とボルタ電池そのものの扱いは微妙に異な

っている。そのため、本研究ではダニエル電

池ではなく、ボルタ電池を化学電池の基本モ

デルとして扱うこととした。それにより生徒

が科学史の流れを体験でき、なおかつ化学電

池の発展も実感できるような教材配列を意

識した授業展開を行うことを目的とした。こ

れにより、ダニエル電池がボルタ電池の欠点

を改善するために考え出された、より優れた

電池であることに気づくとともに、化学電池

の反応の仕組みを生徒がより理解できる構

成になると考えた。

２． 研究の実際 

科学史に沿った授業展開を進めるにあた

って、生徒に問いをもたせる場面の設定とし

てボルタ電池が世界で最初に確立された化

学電池であるということ及び、人類が初めて

電気エネルギーをとり出すことに成功した

装置であることとして位置付けた。そこから

ダニエル電池や現代の化学電池として利用

されている、鉛蓄電池やマンガン電池、リチ

ウムイオン電池などの学習も「より持続力が

長く、大きな起電力を生み出す」という科学

者の命題の中で生まれてきたことが実感で

きるように授業を展開した。ボルタ電池とダ

ニエル電池の起電力の違いが明確になるよ

うに予備実験を重ねた。予備実験の中で、硫

酸と酸化被膜がない銅を使用することでボ

ルタ電池の起電力が急速に落ちる現象を確

認した。これを生徒実験でも再現することで、 

ボルタ電池の課題を生徒に印象付け、ダニエ

ル電池の有用性をより意識することが可能

となった。

 ダニエル電池の実験においてはセルロー

ズチューブを利用した自作教材を使用する

ことで安全かつ安価に実験できる工夫を施

した。

さらに、本研究では２つの授業構想を考え、

ダニエル電池の価値をどこに求めるかで生

徒の理解度にどのような違いが出るかを考

察することとした。科学史に則ったボルタ→

ダニエルという流れの構想とダニエルを学

習した後にボルタについての反応機構を理

解するという２つについて検証をした。

３． 結果 

 ボルタ電池からダニエル電池の流れで学

習した学級とダニエル電池を先に学習し、そ

の後ボルタ電池の反応機構を学習した学級

との定着度については有意なデータは得ら

れなかった。しかし、前者の方がより生徒が

主体的に学習に取り組む様子が見られた。ま

た、化学電池の進化という流れの中で思考す

ることにより、二次電池や軽金属を用いた電

池、燃料電池などの環境に配慮した電池など、

実際に現代で活用されている化学電池のア

イディアが生徒から生まれた。

４． まとめ 

本単元の教材は、電池の進化に費やした

220 年あまりの歴史を数時間で体感すること

ができるため、科学の面白さを体感する上で

も科学史に則った授業展開が望ましいと考

える。また、限られた時間の中でトライアン

ドエラーを繰り返していくとともに、科学的

探究における思考の流れを仮説、実験方法、

結果、考察、結論といった一方向の流れでは

なく、複雑に思考の行き来ができるような力

を３年間を通じて養っていく必要がある。
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オーストラリアにおける STEM教育に関する研究 

－オーストラリアン・カリキュラムに着目して－

○杉山紗里奈，内海志典

Sarina SUGIYAMA, Yukinori UTSUMI 

岐阜大学教育学部 

Faculty of Education, Gifu University 

【キ－ワード】 オーストラリア，STEM教育，領域の統合，カリキュラム 

１ はじめに 

本研究では，オーストラリアン・カリキュラ

ム評価報告機関（以下，ACARA とする）を中

心に，カリキュラムから見たオーストラリアの

STEM 教育の特徴について明らかにすること

を目的とする。

２ オーストラリアの STEM教育の捉え方 

 現在，オーストラリアで実施されている『国

家 STEM 学校教育方略 2016-2026（National 

STEM School Education Strategy 2016-

2026）』では，STEM教育について，次のよう

に説明している（Education Council, 2015）。 

・ 科学，技術，エンジニアリング，数学を包

括する学問領域の教育である。

・ 生徒の STEM 関連分野への関心を高め，

生徒の問題解決能力や批判的分析スキル

を向上させるための学際的な教育アプロ

ーチである。

３ オーストラリアン・カリキュラム 

オ ー スト ラ リアン ・ カ リキ ュ ラム

（Australian Curriculum，以下 ACとする）

における科学は，「科学的理解」，「人類の努力

としての科学」，「科学的探究スキル」というス

トランドで構成されている（ACARA, n.d.-a）。

さらに，科学には，６つの重要な考え方（パタ

ーン・順序・組織，形態と機能，安定と変化，

スケールと測定，物質とエネルギー，システム）

がある（ACARA, n.d.-b）。科学と同様に，AC

では，技術や数学におけるストランドと重要な

考え方が示されており，ストランドと重要な考

え方が関連している。

ACでは，STEMとして科学，技術，数学の

学習領域を扱っている（ACARA, 2016）。エン

ジニアリングは，１つの学習領域として示され

ていない。しかしながら，エンジニアリングは，

技術の科目「設計と技術」のストランド「知識

と理解」の中で，取り扱われる（ACARA, 2016）。 

４ 考察 

4.1 オーストラリアの STEM教育の統合 

 Vasquez, Sneider, & Comer（2013）による

統合された STEM の３つのアプローチを基に

すると，ACは各学習領域を個別で扱っている

ため，統合の度合いが低い Multidisciplinary

というアプローチに該当すると考えられる。 

4.2 カリキュラムから見たオーストラリアの

STEM教育の特徴 

アメリカにおける次世代科学スタンダード

と ACを比較すると，類似している点が数多く

確認できる。その一例として，領域横断的概念

と科学の６つの重要な考え方が挙げられる。し

かしながら，この２つには相違点も見られる。

オーストラリアの STEM 教育の特徴として，

表１に示す。

表１ カリキュラムから見たオーストラリアの 

STEM教育の特徴 

・ 科学，技術，数学といった学習領域がそれ

ぞれ個別で位置づけられている。

・ エンジニアリングが技術の中に含まれてい

る。

・ カリキュラムの統合の度合いは低いが，

STEM Connections Workbook のプロセス

に従って授業を設計することで，統合の度

合いが中程度もしくは高い状態になる。

５ おわりに 

本研究では，カリキュラムから見たオースト

ラリアの STEM 教育の特徴を明らかにした。

わが国でも，理科，技術，数学が個別の教科と

して存在するため，オーストラリアの STEM教

育は，わが国に導入しやすいと考えられる。

引用文献 
Australian Curriculum, Assessment and Reporting 

Authority [ACARA] (2016). ACARA STEM 
Connections Project Report. Retrieved from 

https://www.australiancurriculum.edu.au/media/3220

/stem-connections-report.pdf  (accessed 2021. 09. 28) 
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理科教育におけるシステム思考に関する研究 
－探究の過程における仮説形成に着目して－

○津田惇，内海志典

Atsushi TSUDA, Yukinori UTSUMI 

岐阜大学教育学部 

Faculty of Education, Gifu University 

【キ－ワード】 理科教育，システム思考，仮説形成，説明仮説

１ はじめに 

 向井・村上・松本（2019）は，仮説形成の活

動に停滞する学習者に，現象と関係する要素を

抽出できても，その要素がいかに現象を引き起

こすかという説明仮説を形成することに課題

があると指摘している。 

本研究では，この課題の克服に向けたアプロ

ーチの１つとして，「システム思考（Systems 

thinking）」と称される教育アプローチを組み

込むことができるかどうかについて明らかに

することを目的とする。 

２ システム思考とは 

システム思考の定義を整理した Arnold &

Wade（2015）は，システム思考を「システム

を識別・理解する能力，その動きを予測する能

力，望ましい効果を生み出すためにシステムに

修正を加える能力を向上させるために用いら

れる，一連の相乗的な分析スキル」と定義して

いる。このシステムは，相互に関連している要

素の集まりのことを指している。つまり，シス

テム思考は，システムに含まれる要素に着目

し，要素同士の相互作用，要素とシステム全体

の相互作用に着目してシステムを理解するス

キルの総称であると捉えた。

３ システム思考のスキル 

Orgill, York, & MacKellar（2019）は，化学

教育のためのシステム思考として，Richmond

（1997）の研究と Assaraf & Orion（2010）

の研究を示している。Richmond（1997）のシ

ステム思考は，「仮説の構築」と称される段階

を含めた４つの段階で構成される。説明仮説の

形成のスキルは，「仮説の構築」の段階のスキ

ルが該当すると考えられる。一方で，Assaraf

& Orion（2010）のシステム思考は，「システ

ムの構成要素の分析」及び「システムの構成要

素の統合」と称される段階を含め３つの段階で

構成される。「システムの構成要素の分析」及

び「システムの構成要素の統合」は，システム

内の要素について調べる段階である。説明仮説

の形成のスキルは，これらの段階のスキルが該

当すると考えられる。 

これらのシステム思考のスキルを比較し，特

徴を分析した結果を表１に示す。 

表１ システム思考のスキルの特徴 

これらの特徴から，システム思考は，要素の

抽出を行い，要素の関係を見出すことで，より

段階的に説明仮説の形成を促すことができる

と考えられる。現象によっては，相対的な影響

のない場合，循環的性質がない場合があり，限

界があるが，システム思考を用いて，幅広く要

素の関係性を見ることができると考えられる。 

４ おわりに 

 本研究では，仮説形成の活動に停滞する学習

者に，仮説形成における説明仮説の形成を促す

アプローチの１つとして，システム思考を示し

た。システム思考を用いると，段階的に説明仮

説の形成を導くことができると考えられる。

引用文献 
Orgill, M., York, S., & MacKellar, J. (2019). Introduction to 

Systems Thinking for the Chemistry Education 

Community. Journal of Science Education. 96(12), 2720-

2729. 

１．各要素に着目する。 

２．各要素を全体的に見て，共通点に焦点を

当てる。 

３．各要素の関連を明らかにする。 

４．時間とともに各要素がどのように現象の

動きと関連して変化しているかを明らか

にする。 

５．すべての要素が互いにどのように影響し

ているかを整理する。 

６．各要素における変数の相対的な影響を明

らかにする。 

７．繰り返される現象がどのような要素の動

きで生じるかを明らかにする。 
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カンボジアの理科教育のための実験動画教材の開発

○三輪千種 1, 間々田和彦 2, 中村琢 1，K

Chigusa MIWA, Kazuhiko MAMADA, Taku NAKAMURA 
1岐阜大学，2王立プノンペン大学

1Gifu university, 2Royal University of Phnom Penh 
キーワード 理科教育、実験動画、動画制作、ICT 活用、YouTube 

１ 背景と目的 

カンボジアの初等中等教育における理科

では，カリキュラムと教科書の不整合や，教

科書の不正確さ，教材の不足，教員の授業実

践力不足など，多くの問題を抱えている。特

に授業では，教員から学習者へ情報を一方的

に伝達し，内容を暗記させる教育が多く，学

習者の主体的な活動に乏しい(中村ら，2020)。
本研究では，教員の授業実践力を向上させる

ことが理科教育の質的改善に寄与すると考

え，コロナ禍においても実践できる動画を用

いた方法を検討した。

２ 方 法 

（１） 動画の調査

先行調査として理科教育に関係する動画

の特徴を調べた。YouTube における理科実験

に該当する動画 200件を視聴し、動画の数，

形式等を分類した。 

・検索ワード：理科実験，中学

・動画公開時期：2020.01.01〜2020.12.31

・動画時間：4分未満, 20分以上

（２）動画制作

（１）を参考に実験動画を用いたカンボジ

アの理科教員の授業研究に最適と考えられ

る動画を制作した。

３ 動画分析結果と動画制作

（１） 動画コンテンツ

表１：動画の形式と動画数 (N＝200)
時間(20 分以上) 時間(4 分未満) 

形式 動画数 形式 動画数

授業 53 実験動画 43 
講義 14 実験解説 31 
演習 13 授業 9 

実験解説 12 実験道具解説 6 

丸つけ 11 講義 2 
その他 68 その他 9 

表１に示す調査結果から, 20分以上の動画

では授業が多く，4 分未満では実験および解

説が多い。視聴回数は 20分以上の動画より 4

分未満の動画の方が大幅に多いという特徴

が明らかとなった。学習者の自己学習を意図

して，実験結果を考察させる問いかけを入れ

た動画も 100件中 7件あった。 

（２）動画制作

 学習指導要領と東京書籍「新しい理科」(令

和２年度版小学校)を参考に電気の分野の実

験について表２に示す 7 つの動画を制作し

た。動画の時間は 5分以内と短くし, 実験方

法の提示のあと，解説せず, クイズ式など視

聴者の思考を促す場面を取り入れた。これ

は, 教員が授業研究や教材開発に加えて，実

際の授業でも使うことを志向した。 

表２：製作した実験動画内容の単元および学年 

学年 動画内容 

小学 3年 明かりのつくつなぎ方 

小学 3年 電気を通すもの・通さないもの 

小学 4年 モーターと電気極性 

小学 4年 モーターとつなぎ方 

小学 6年 電気をつくる 

小学 6年 コンデンサー 

小学 6年 電熱線 

４ まとめおよび考察 

 制作した動画は，スマホが普及しネット環

境のインフラ整備が進むカンボジアで，教員

が何度も視聴できるように時間を短くした。

また，実際の実験器具を用いて使い方も示し

視覚的にもわかりやすくした。クイズで思考

させる場面を作り，結果の解説は収録してい

ないため，授業で用いる際には教員の解説が

必要となり，学習者との対話が必然的に生ま

れるよう工夫した。これらの特徴は現状の問

題点を解決する要素に富んだものと考えら

れ，今後の発展が期待できる。

参考文献 

中村琢, 犬飼騰浩(2020)カンボジアと日本の

中学校理科教育の比較研究，岐阜大学教育

学部研究報告,教師教育研究，22,51-60,2020. 
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高等学校理科における探究活動と評価

高等学校の大規模探究能力調査の結果の分析

○安田悠人、三輪千種、 倉野 翼、 三輪千種、中村 琢 K

Haruhito YASUDA、 Tsubasa KURANO、 Chigusa MIWA、 Taku NAKAMURA 
岐阜大学教育学部

Gifu University 
キーワード 理科課題研究、探究活動、探究能力調査、教育効果、評価

１． はじめに 

初等中等教育では、学習者が既習の知識

を用いて未知の課題に取り組む「探究活動」

の機会が増えている。スーパーサイエンス

ハイスクール（SSH）事業は 2002 年以降、

各指定校が独自の指導法の開発や実践研究

を行い、指導法の普及が進んでいる（中村、

2020）。 
授業外の探究活動だけでなく、正課の授

業に探究の要素を取り入れた実践も増えて

いる。本研究はこのような高等学校の理科

等の探究活動の動向と、活動を経験した学

習者の教育効果に関するものである。

２． 研究の方法 

調査方法は質問紙による探究能力調査と

意識調査からなる。探究能力調査では科学

探究能力を 6 のカテゴリーに分類し、それ

ぞれの能力について定量化する問題と採点

基準を用いる。探究能力調査では自由記述

形式の回答を分類するもので、1 問 1 答で

はなく複数の答えを要求する設問を含む。

SSH と非 SSH の高校生を対象に 2016
年度から調査を開始し、2021 年 11 月まで

に 19、000 名を超える被験者の回答を収集

し解析した。いずれも同一の採点基準で結

果を分析した。 

今回の発表では 2021 年 1 月までに調査

した 17 高等学校、412 学級の調査結果に

ついて報告する。加えて、これらの成果を

応用して中高および高等教育で行われてい

る探究活動の事例を紹介する。

３． 研究の結果 

以下に示す 5 つの結果を得た。 
（１）探究能力カテゴリー6 種類の中から

任意の 2カテゴリーの能力値すべての

組み合わせで、正の相関があることか

ら、探究活動の経験が 6 カテゴリーの

すべての能力の育成につながる。

（２）探究能力調査の結果と、各校の入試

偏差値に正の相関があることから、学

力と探究能力の相関がある。

（３）長期間の探究活動を経たあとに実施

した 2 回目の調査において、実施した

すべての学校で探究能力の向上が確認

された。

（４）探究能力の学校間差は大きく、学級

間、学年間の差は小さい。

（５）探究活動の指導法を改善した学校で

は、探究能力の向上が見られたことか

ら、探究活動の指導法と探究能力との

関係がある。

４． まとめ 

探究能力の高い学校と、伸ばしている学

校の指導の特徴として次の 6 点を得た。

（１）課題研究の進め方に関する具体的な

指導を、課題研究と並行して実施している。

（２）学校独自の指導書・ワークシート・

実験ノートを工夫している。（３）本格的な

課題研究に入るために、教員が与えた理科

実験をプレ課題研究として実施し、経験を

積ませている。段階的な実施、複数学年に

またがって探究活動を実施している。（４）

研究発表や他者の発表を聴く機会を設定し

ている。（５）正課の理科授業で実験、レポ

ート作成など、学習者が主体的に取り組む

機会を設定している。（６）生徒自身による

探究活動の評価、生徒同士のピア評価を実

施している。

参考文献

中村琢、科学の探究活動における評価のあ

り方、物理教育、68(2)、128-131、2020． 
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高校生の自然体験と生物教育選好のライフストーリー研究 

◯田中豪１，郡司賀透２

Go TANAKA，Yoshiyuki GUNJI 
静岡大学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻１，静岡大学学術院教育学領域２

キーワード 体験の言語化，ライフストーリー，農業高校，自然体験，時間的展望

1. はじめに

現在の学校教育では，非認知的能力の育成

が目指されており，そのなかの1つに過去や

現在，未来に対する意識や態度，時間的な見

通す「時間的展望」がある１）。この視点に注

目された理科教育研究はみられない。そこで、

複線経路等至性アプローチ（以下 TEM）を手

がかりとして、過去の自然体験と生物教育の

選好の関わりについて研究した。  

本研究では，農業高校を対象に生徒の過去

と現在にフォーカスした実践と生徒の体験

の言語化を取り入れた調査を「体験活動に関

する意識調査」，「人生年表」の質問紙と任意

での「インタビュー調査」にて行った。分析

には，KH Coder と TEM を用いて時間軸を整理

し，生徒の体験が現在にどのような影響を与

えているのかを明らかにした。 

2. 研究の背景

農業高校の生徒と過ごした際に，自然への

優しさや専門的な学問を深めようとする姿

勢が多くの生徒から感じることができた。国

立青少年教育機構による青少年の体験活動

に関する意識調査２）では，「自然体験等を多

く行っている子供は，探究力が身についてい

る傾向がある．」とある。彼らの自然に対する

優しさや探究心はいつから芽生えるのか，そ

れはどのようなきっかけにより生まれるの

かという研究は少ない。そこで本研究では，

高校生の過去の自然体験や経験を回想させ，

専門分野を選択したさまざまな要因を分析

する。これは体験活動や職業学校の魅力の新

たな意義になる。 

3. 研究の目的

高校生のライフストーリーを分析し，どの

ような体験や経験が彼らの探究心につなが

っているのかを明らかにする。 

4. 研究の方法

高校の実態調査として，「体験活動に関す

る意識調査」を用いて生徒の過去の自然体験 

と現在の自然体験の状況を高校２年生（計  

76 名）高校３年生（計 139 名）対象に調査し

た。また，今回は自然体験のみの項目で調査

紙を作成した。 

 生徒らが自らの体験を回想するために人

生年表を作成した。大きく４つに分かれてお

り，「小さい頃の思い出（０歳〜６歳）」，「小

学生の思い出（６歳〜12 歳）」，「中学生の思

い出（12歳〜15 歳）」，「高校生の思い出（15

歳〜現在）」とそれぞれの印象に残っている

エピソードを記入できるようになっている。 

その後，任意で対象生徒 11 名に事前に記

入した人生年表をもとにインタビュー調査

を実施した。 

5. 結果及び分析

人生年表の記述やインタビュー調査の結

果から生徒たちの中学時代までの活動は，自

分中心となる活動が多くあった。例えば，山

で秘密基地づくりや釣り，虫捕り，川遊び，

学校行事での活動などが挙げられる。これら

の活動は彼ら自身の楽しみや好奇心が行動

要因に含まれると考えられる。しかし，高校

進学後の活動では，活動の楽しみのほかに他

者のためとなる社会貢献という観点が生ま

れていた。体験活動が楽しいだけでなく，誰

かの役に立っているということを意識し自

分意識から他者意識が芽生えていた。今後も

対象生徒 215 名の調査分析を実施していき，

TEM を用いて生徒のもつ探究心の原点を探っ

ていく。 

参考文献 

１.小塩真司『非認知能力 ―概念・測定と教

育の可能性』北大路書房，令和３年８月

７章p129

２. 国立青少年教育機構『青少年の体験活動

に関する意識調査(令和元年度調査)報告

書』令和３年３月，２章pp5-16

３.早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセ

ンター『体験の言語化』
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数値化活動を意識したスポーツ科学を起点とする理科指導に関する

研究

〇辻村英貴 1、坂田洋人 2、郡司賀透 3 

Hideki TSUJIMURA， Hiroto SAKATA ，Yoshiyuki GUNJI， 
1静岡大学教育学部，2焼津市立港中学校，3静岡大学学術院教育学領域 

キーワード 理科教育、数値化活動、スポーツ科学、サッカー、データ分析 

１． 目的 

学習指導要領（平成 29年告示）解説理科編

では、「各種のセンサを用いた計測を行い，通

常では計測しにくい量や変化を数値化ある

いは視覚化して捉える」1)とあり、現代スポー

ツでも、最先端のセンサを活用した科学的な

分析が進んでいる。そのため、子供たちにも、

理科を通して現象の数値化とより身近に繋

がることができると考える。 

 本研究では、理科教育での数値化活動とス

ポーツ科学を関連させ、子供たちが数字で現

象を分析することを学ぶ有意義な理科授業

の開発を目的とした。 

２． 方法 

本研究では、静岡大学体育会サッカー部部

員 16 名に指導実践を行い、理科における数

値化活動への理解や関心についてアンケー

ト調査を実施した。 

指導実践では、adidas社から発売されてい

るスマートサッカーボールを使用し、サッカ

ーにおける動作やボールの物理的な運動を

データによって分析した。 

実践の前後にアンケート調査を実施し、認

識の変化を評価することで、数値化活動と科

学との繋がりが理解できるようになるので

はないかと考えた。 

３． 結果及び考察 

D 社から出版されている「理科の世界 1」

では、理科の見方・考え方の例として「物事

を数値で見て、関係を理解する。」2)とある。

理科の学びを深めるためには、数値化活動を

取り入れ、データを分析する力が必要不可欠

であると考える。 

以下に示すのは、スマートサッカーボール

を使った実践での「科学を学ぶことは、競技

力向上につながる」という質問に対する実践

前後のアンケート結果である。 

図 1（左）事前（右）事後アンケート 

アンケート結果からも分かるように、実

践前は肯定的な回答が 50％であるのに対

し、実践後は 81％の被験者が肯定的な回答

をしている。このことから、少なくともサ

ッカー経験者は、科学とスポーツの繋がり

を実感し、数値化活動によってパフォーマ

ンス分析がなされると考えていることが分

かった。 

以上より、数値化活動がスポーツ科学と

の繋がりの中で、理科の授業としての有効

な役割を果たすと考える。 

しかしながら、アンケート結果の中に

は、「分析の時間が少なかった。」「中学生に

は見本がないと難しい。」などの意見も見ら

れたため、今後の実践でさらなる改善が必

要である。 

引用参考文献 

1) 文部科学省（2017）「中学校学習指導要領

（平成 29年告示）解説 理科編」、p124、

学校図書.

2) 有田朗人 他 70名（2021）「理科の世界

1」、p268、大日本図書株式会社.
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三重ジュニアドクター育成塾の取組みについて 

後藤太一郎 

Taichiro GOTO 

 三重大学教育学部 

Faculty of Education, Mie University 

【キ－ワード】ジュニアドクター育成塾、JST、小中学生、科学技術人材育成、 

１ はじめに 

日本科学技術振興機構が 2017 年度よりス

タートした科学人材育成事業として、「ジュニ

アドクター育成塾」がある。これは、理数・情

報分野に高い意欲や能力を有す小中学生を発

掘して、さらに能力を伸長する体系的育成プ

ランの開発・実施するもので、2021年度まで

に 30機関が採択されている。三重大学は 2018

年度に採択されて 4年目である。

 ここでは、これまでの取組みの紹介と成果

および今後の課題について報告する。 

２ 三重ジュニアドクター育成塾 

企画名は「三重ジュニアドクター養成プログ

ラムによる未来の科学者育成」であり、取り組

みの詳細はホームページで公開している。プロ

グラムは第一段階と第二段階からなり、第一段

階プログラムの特色としては、三重県内の 5つ

のエリアで実施しており、三重大学以外に県内

４つの高等教育機関の協力のもとで実施して

いること、科学の幅広い分野の講座を用意して

いることがあげられる。

学習プラットフォームとして Moodle を用い

た受講生専用サイトを設け、資料閲覧やレポー

ト提出をはじめ、受講生の評価管理を行ってい

る。そのため、2020年のコロナ禍の中でもスム

ーズにオンラインによる講座を整備し、オンラ

インによるエリア共通講座とエリア独自の対

面講座の実施形態の基礎を作った。

現在では、オンラインによるエリア共通講座

（探究活動講座、統計講座、プレゼンテーショ

ン講座、シムレーション実験、プログラミング

など 7回）と、エリア独自の対面講座（実験・

観察講座を各エリアで 13～16 回）実施してい

る。

第一段階プログラムは 1年間で、所定の回数

を受講して、3月中旬の報告会を経て修了とす

る。修了予定者には 2月初旬に第二段階での研

究希望調査を行う。第二段階では大学教員によ

る個人指導が主な活動となるため、第一段階に

おける取り組み状況をもとに指導候補の教員

と面談を行い、受け入れ可能な場合は第二段階

に進むことになる。研究期間は 1年としている

が、継続を希望する場合は中学生の間は指導し

ている。 

さらに、高校進学後も研究を継続する場合も

サポートする体制をとっており、現在は SSH校

に進学した受講生など 3 名の継続研究をサポ

ートしている。

３ 進捗状況 

 応募者は毎年定員の 40 名を超えており、過

去 3年間の第一段階修了者は 112名であり、第

二段階修了生は 2019 年と 2020 年にそれぞれ

18名であった。 

本事業に関わる教員は毎年 70－80 名であ

り、講座数は年間 100回を超える。受講生の評

価についてはルーブリックを作成し、教員をは

じめ、メンターが受講生のサポートと評価を行

う。 

 各種科学コンテストや研究会での参加や発

表を奨励している。特に、第二段階受講生は 8

月に中間発表を行い、運営委 15 名により評価

し、全国ジュニアドクターが集う「サイエンス

カンファレンス」発表者 2名を選考する。

４ まとめと今後の課題 

 三重県内におけるジュニアドクターの認知

度は高くはないが、県外からも理科に関心のあ

る生徒や保護者からの問い合わせはあり、参加

者もいる。 

 三重県における理科教育推進として、SSH校

や CST養成プログラムがあるが、ジュニアドク

ター育成塾はこれらと連携しており、三重県高

等教育機関が一体となって理数教育をサポー

トする体制を構築している。

JST による支援期間は 2022 年度までである

が、その後の自立展開に向けた資金計画の準備

にも着手している。 
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天竜材を活用した小学校理科における動画教材の開発とその検証 

〇中谷光伽 1、村松正浩 2、郡司賀透 3 

Mika NAKAYA、Masahiro MURAMATSU、Yoshiyuki GUNJI 

静岡大学教育学部 1、静岡大学附属浜松小学校 2、静岡大学学術院教育学領域 3 

キーワード 理科教育、社会に開かれた教育課程、カリキュラム・マネジメント、地域教材 

1. 研究背景・目的

平成29年に告示された学習指導要領では、社会

に開かれた教育の実現に向けて、地域と連携し、地

域を生かした教材化を積極的に図ることが求めら

れている。また、芳賀、 山本(2011)は「地域の自

然素材や教育施設を活用することは、理科学習に

おいて生徒が実感を伴った理解ができ、理科を学

習する意義や有用性を感じることができる。」と述

べている。そこで、本研究では地域教材の重要性を

踏まえ、浜松市天竜地域の特産物を理科教材化す

ることとした。天竜区には「天竜材」という特産物

があり、浜松市はこの「天竜材」の利活用を推進し

ている。本研究では、天竜材を活用した小学校理科

における動画教材を開発し、その有用性について

調べることを目的とした。 

2. 方法

本研究では、「天竜材」であるスギとヒノキを含

む15種類の木を水に入れ、なぜ「木」には浮くも

のと沈むものがあるのかということを密度の内容

にふれながら考察する実験の動画を作成した。動

画の最後には「天竜材」の紹介も入れた。動画内の

実験内容の選定理由は、2つある。1つは、児童の

身近な現象を取り上げるためである。もう1つは、

木に対する浮き沈みの先入観に対して、実際の現

象から考察することは、児童にとって新鮮だと考

えたからである。この動画を浜松市天竜地区の小

学校5校と、静岡大学附属浜松小学校の5・6年生、

計 287 名に視聴してもらい、動画教材で認識した

ことと森林体験に対してのアンケートを実施して

その結果を分析した。アンケート調査は 2011年 9

月に浜松市立二俣小学校、10 月に浜松市立犬居小

学校、気田小学校、光明小学校、水窪小学校、11月

に附属浜松小学校で実施した。 

3. 結果及び考察

まず、動画内の実験結果からは、「木」は浮くも

のと、沈むものがあるということが分かった。それ

を踏まえた上で児童のアンケート結果を分析する

と、動画教材の視聴前後で、「木」の浮き沈みに対

する児童の認識は大きく変化していることが分か

った。動画教材視聴前は、「木」は浮くものと沈む

ものがあると思っていた児童は 48%と約半数であ

ったが、視聴後に思った児童は 90%にまで増加した。

このことから、児童の大半が動画視聴後に「木」の

浮き沈みの現象に対する理解が深まった。さらに、

動画内で紹介した「天竜材」の認知については次の

ことが分かった。天竜材を知っていた児童は 69%と、

ほとんどの児童が認知していたが、天竜材が東京

オリンピックで使われていたことを知っていた児

童は44%と半数以下であった。以上、教材を通して

天竜材について知るとともに、どのように利活用

されているかということについてもふれることで、

児童がより天竜材の魅力を感じたり、身近に感じ

たりすることにつながるのではないかと考えた。

他の質問への回答も含め、天竜材を用いた地域教

材について、さらなる検討が必要である。 

紙幅の都合上、結果及び考察は一部に留めざる

を得なかった。詳細は当日発表する。 

引用・参考文献 

1)文部科学省（2017）「小学校学習指導要領（平

成29年告示）解説 理科編」、（1-5頁、100-101

頁）学校図書 

2)芳賀隆・山本勝博、(2011). 地域の自然素材や

教育施設を活用した理科教材の開発と実践. 茨城

大学教育学部紀要教育科学, 60,（ 1-20頁.） 
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理科学習の意義理解と条件を制御する力の育成との関わり

小学校６年「てこのはたらき」の単元に焦点を当てて

〇中村啓太郎１，郡司賀透２ 

Keitaro NAKAMURA,Yoshiyuki GUNJI 
１静岡大学大学院教育学研究科，１浜松市立庄内中学校，２静岡大学学術院教育学領域 

【キーワード】 理科学習の意義理解，条件を制御する力，NOSI，ADI

１． 問題の所在 

科学的に問題を解決することの重要性が

学習指導要領で指摘されている１）。しかし、

平成 30 年度実施の全国学力・学習状況調

査では、結果を見通して実験を構想したり、

実験結果を基に分析して考察したりするこ

とに課題があると分析されている２）。この

ように、子供たちにその力が定着していな

い原因の一つとして、理科学習の意義を学

習者自身が認識できていないことが考えら

れる。理科学習の意義の認識と問題を科学

的に解決する力の関連についての研究につ

いては、十分に蓄積されているとはいえな

い。 

問題を科学的に解決するために必要な能

力は幅広いが、その中で重要な能力の一つ

に条件を制御する力がある。結果を見通し

て実験を構想するためにも、条件を制御す

る力の育成が求められている２）。このこと

から、小学生が理科学習の意義を認識する

と条件を制御する力が向上するかを検証す

ることとした。 

２． 方法 

理科学習の意義理解の代表として、科学

的探究そのものを理解する Nature of Sci

entific Inquiry（以下 NOSI）が挙げられ

る。さらに、NOSI の教授を目指した教材

として、米国の Argunent-Driven Inquiry

（以下 ADI）モデルと呼ばれる実験指導モ

デルがある。ADIモデルにおける６～８学

年の物理分野の指導書として“Argument-

Driven Inquiry in Physical Science:Lab

Investigations for Grade 6-8”が中村に

よって分析されており、８つのステージが

示されている３）。この８つのステージに、

以前より指導が難しいと言われている「て 

このはたらき」の単元を組み合わせて授業

を実施することで、効果的に科学的問題解

決能力が育成できそうであったため、本研

究ではこの分析によって示されている AD

I モデルの８つのステージに沿って単元指

導計画を作成した。この単元指導計画で授

業を実施した実験群と、従来の教科書の単

元構成に沿って授業を実施した統制群とで、

事前事後の科学的問題解決能力に変化が見

られるかを検証した。 

３． 結果 

 事前調査では、両群に学力や科学的思考

力に有意差が見られなかった。事後調査に

おいては、実験群に科学的問題解決能力の

向上が見られた。また、条件を制御するこ

とについて意識の向上の可能性も見られた。

詳細については後日報告する。 

４． 考察 

ADI モデルの８つのステージに沿った

単元構成で物理分野の授業を実施すること

は、科学的問題解決能力の向上に有効であ

ることが分かった。特に結果の分析、考察

の場面においてアーギュメンテーションや

ディスカッションを繰り返し実施すること

が有効である。 

参考文献 

1) 文部科学省『小学校学習指導要領（平

成 29年告示）』東洋館出版,2018.

2) 文部科学省・国立教育政策研究所『平

成 30 年度全国学力・学習状況調査報告

書』2018

3) 中村泰輔「理科教育における NOSI

（Nature of Science Inquiry）の理解を

促す指導法の特質」『理科教育学研究』

Vol.62,No.1,pp297-307,2021 他
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思考操作を導く「可視化階段」の構想 

「てこ」から「輪軸」への大学授業報告 

〇飯田真也  増井真綾 

Shinya IIDA   Maya MASUI 

  聖隷クリストファー大学 

【キ－ワード】 可視化、可視化階段、てこ、輪軸、発問、思考操作 

１ 目 的 

 『小学校学習指導要領解説理科編』第 6学年「て

この規則性」ア(ｲ)は、「身の回りには、てこの規

則性を利用した道具があること」を内容とする。 

 道具として輪軸を不掲載とした教科書会社は、

「輪軸がてこを利用した道具だとは、図を見ても

わかりにくいため、この時期に紹介することが適

切か判断した上での決定」を不掲載の理由とした。 

 大学生の調査からも棒状の「てこ」と円形の「輪

軸」が「同じに見える」ことが難しく、別物とし

て捉えている実態がある。 

 そこで、「輪軸」が「てこ」であることを可視

化する「可視化階段」を構想し、必要な観点を入

れた大学での授業を報告することを目的とした。 

２ 方 法 

⑴ 「てこ」と「輪軸」の関連調査

A大学小学校教員養成課程「理科」受講者 27名

を対象に、授業後次の問いへの回答を調査した。 

❶輪軸が「てこの原理」を利用した道具であるこ

とを理解していましたか

❷鉄棒などの回転運動と「てこの原理」が関係し

ていることを理解していましたか

❸❹ 問❶❷を理解できましたか

❺てこと輪軸の間にあるギャップは何ですか

⑵ 「可視化階段」構想

可視化が特に困難な状況は、次元が異なる場合

と考えられるので、次の表にまとめ、次元の階段

を上がる観点を導き出す際の参考とした。 

表１ 次元を上げる観点：「可視化階段」 

次元 表現形態と加わる観点 

０次→１次 点→線（列） 

１次→２次 線（１列）→平面（縦・横 表） 

２次→３次 平面→立体（＋高さ：静止画） 

３次→４次 立体（静止画）→動画（＋時間） 

 表１により、静止画の「てこ」が回転する「輪

軸」へと移行するには、「時間」観点を加えれば

よいことがわかる。 

３ 結 果 

⑴ 「てこ」と「輪軸」の関連調査結果 

表２ 理解していた・理解した人数 

  問 ❶ ❷ ❸ ❹ 

理解していた・理解した 3 5 25 19 

 輪軸がてこの利用であると理解した学生は、3

名(11%)から 25名（93%）へと大きく増加した。2

名も、イメージはできた、と回答した。 

❺結果は、ギャップはないと回答した１名を除

くと、「形状（棒・一直線と円・回転）」の違い

18 名(67%)、「輪軸では支点・力点・作用点がイ

メージしにくい」10名（37%）と回答した。 

⑵ 「可視化階段」の実際 

輪軸がてこを利用した道具であることがイメー

ジしにくいことを確認後、「てこ」に「時間」観

点（原因→結果）を加えた次の問いを提示した。 

「実験用てこ」のストッパーが外れたとしたら、

どうなるか 

「回る」「回転する」という答えであった。結果

は、❸となった。 

 輪軸の道具を確認後、他分野（鉄棒運動）へと

「てこの原理」を広げた。次の問いである。 

 発問後の事例を紹介し、❷→❹の結果となった。 

４ 考察・まとめ 

「てこ」から「輪軸」へは、「棒を回転させる」

という思考操作が必要となる。回転するという動

きは、「てこ」と「輪軸」の図の対応関係だけで

は不十分である。図の対応である「静止画」から

動きを伴う「動画」へと「可視化階段」を上げる

必要がある。「階段」を上がった後には、「てこ」

が至るところに利用されていることが次の学生の

コメントのように驚きをもってみることになる。 

全然違うものに見えるけど、同じ原理で働いて

いることがわかった。一つの法則を知ることで、

他の事まで解明できるようになって、それが結び

ついた時に、発見の体験がある。発見の体験は、

学習を楽しくするし、意欲をかき立てる。 

腕立て後転はできるが、腕立て前転ができない

児童にどんな発問をすればよいか 
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協働的な学びを実現しつつ 

科学的な表現の育成を目指す考察指導の提案 

―相互評価活動下において考察記述の定型化指導を組み込む学習指導―

山内慎也 

Shinya YAMAUCHI 

静岡大学大学院教育学研究科 

【キ－ワード】相互評価活動，考察記述の定型化指導，科学的な表現，協働的な学び 

１ 研究の背景と目的 
文部科学省（2021）は，中央教育審議会「「令和の日

本型学校教育」の構築を目指して」（答申）において，
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を目指した方向性を提言して
いる。しかし，これまでの理科教育における考察につい
ては，協働的な学びの実現とはほど遠い実態が報告さ
れている。文部科学省（2018）は，H30年度に実施され
た全国学力・学習状況調査において，「理科の授業で，
自分の考えや考察を周りの人に説明したり発表したり
していますか」の問いに対して，「学期に１回以上」，
「ほとんど，または，全く行っていない」と回答した生
徒は，58.5％であったことを示している。 
 理科教育における考察において，協働的な学びが行
われていないという課題を解決するための取組の一つ
として，相互評価活動が挙げられる。相互評価活動と
は，後藤（2013）の相互評価表を用いて，学習者が観察・
実験の考察記述に対して，設定した評価規準を用いて，
他者と意見交換をしながら自己評価や相互評価を行
い，得点評価とコメント評価を示した相互評価表を基
に考察記述を修正，改善する学習活動である。相互評価
活動に関する先行研究においては，自分の考察を説明
したり，他人の考察を修正したりする意識を高める効
果があることが明らかになっているが，アーギュメン
トの構成要素の一つである論拠に関する記述について
は課題があることが報告されている。 
 そこで本研究においては，相互評価活動下において
考察記述の定型化指導を組み込んだ学習指導に注目し
た。考察記述の定型化指導とは，松原(1997)が示した「(結
果)から(結論)と考えた。その理由は(根拠)だからであ
る。」の定型文を用いた指導である。考察記述の定型化
指導に関する先行研究においては，科学的な表現の育
成についての成果と課題が報告されている。松原
（1997）は，中等教育段階における学習者の考察記述に
おいて，実験の結果の記述に自分の意見が混ざってい
る，結論の記述で主語を入れていない，単語しか書かれ
ていない，結果と考察，事実を意識して分けて書いてい
ない等の課題を指摘し，このような課題を解決するた
めに定型文を活用することで，文章で記述することが
できるようになったと報告している。しかし，山本
（2015）は，小学校理科教育においてアーギュメントの
構成要素を取り入れた授業を実践し，証拠や理由付け
では，記述の有無に着目すると，満点の児童が最多で
102 人中 78 人にとどまっている課題があることを示し
ている。 
 このように，相互評価活動と考察記述の定型化指導
に関する先行研究においては，それぞれ単独に行った

場合における成果と課題が示されているが，両方の介
入を同時に行った場合における効果を報告する研究は
見られない。したがって本稿では，中学校理科の考察に
ついて，協働的な学びを実現しつつ科学的な表現の育
成を目指す取組として，相互評価活動下において考察
記述の定型化指導を組み込む学習指導を提案する。 

２ 相互評価活動下において考察記の定型化指
導を組み込む学習指導 
本研究でデザインした学習指導を，表１に示す。 

表１ デザインした学習指導 
授業展開 

１時間目
の授業 

マグネシウムと二酸化炭素の還元実験と考察の記述 
・３～４人グループで実験を行い，実験結果を記録させ，
実験結果やマグネシウムと二酸化炭素を構成している
原子を基に，考察を記述させる。 

２時間目
の授業 

相互評価活動 
・考察記述に対して，授業者が設定した評価規準により，
自己評価とグループ内の学習者同士による他者評価を
行い，得点評価とコメント評価をさせる。 

・自己評価と他者からの評価の結果を参照させながら考
察記述を振り返らせる。

考察記述の定型化指導 
・考察の意義を説明する。
・科学的な説明に必要な要素を抽出し，定義を説明する。 
・日常生活の事例を用いて紹介する。
・理科の現象を用いて紹介する。
考察の書き直し
・相互評価活動と考察記述の定型化指導の後に，考察を書
き直す活動に取り組ませる。 

３ 今後の展開に向けて 
 本研究では，相互評価活動下において考察記述の定
型化指導を組み込む学習指導のデザインを作成したこ
とが成果の一つである。今後は中学校段階でこの学習
指導を含む授業を実践し，科学的な表現の育成に関す
る効果を検討していく必要がある。 

引用文献 
後藤顕一（2010）『相互評価表を用いる学習活動の開発，
化学実験レポートを利用した言語活動の充実に資す
る表現力育成のための実証的研究成果報告書』(課題
番号 21830173)，18-21． 

松原静郎（1997）「中等化学教育のおける個人実験を通
しての科学的表現力育成に関する調査研究」『平成７
年～８年度科学研究費助成金(基盤研究B)研究成果報
告書』5-25. 
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中学校理科第 1分野における STEM教材の開発

―コミュニケーションの育成、理科の有用性の実感を目指して― 

○浅野友花、大鹿聖公

Yuka ASANO、 Kiyoyuki OHSHIKA 

愛知教育大学 

Aichi University of Education 

【キ－ワード】 STEM教育、化学電池、化学変化とイオン、コミュニケーション 

１ 研究の背景と目的 

 科学技術の発展に伴って社会が急速に変化

するこれからの時代においては、技術革新と社

会問題をつなげ、新たな価値を創造することに

よって問題を解決できる人材が求められてい

る。その中でアメリカでは STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics)

教育が推進、展開されてきた。世界での潮流を

受け、日本でも STEM 教育を推進する動きが

みられるようになった。 

文部科学省（2021）の中央教育審議会答申の

中で、STEM 教育に A(Art)を加えた STEAM

教育の推進や、文理の枠を超えた教科等横断的

な視点に立った教育の重要性、初等中等教育段

階の総合的な学習の時間や総合的な探究の時

間、理数探究等を中心とした学習活動の充実に

ついて報告している。 

坂田（2018）は小学生を対象に STEM 教育

プログラムを開発し、21 世紀型スキルの４Cs

（創造性、批判的思考、コミュニケーション、

コラボレーション）を促進した。太田ら（2019）

は中学校第３学年「化学変化とイオン」の単元

において、エンジニアリングデザインの学習過

程を含む授業の開発、実践を行った。その結果、

教科や単元の理解や有用性を認識した生徒が

増加したと報告している。こうした背景に基づ

き、日本でも STEM 教育の有効性や重要性が

示されている。

そこで本研究では、STEM 教育で得られる

21 世紀型スキルの中のコミュニケーションの

育成および、理科の有用性の実感をさせるため、

中学校理科授業において活用可能な STEM 教

材の開発を目的とした。 

２ 教材の開発 

中学校第３学年「化学変化とイオン」の化学

電池の題材をもとに STEM 教材を開発した。

課題については、「目的に応じた性能の高い化

学電池を検討しよう」とした。図１に示す実験

装置のデータをもとに化学電池の検討を行っ

た。課題解決の際には科学、技術、工学、数学

それぞれの視点からの活動を設定した（表１）。 

表１ STEM の視点の活動 

視点 活動 

科学 化学電池の仕組みを理解する 

技術 化学電池の材料の中からより良いものを選ぶ 

工学 化学電池作製における課題を設定、検討し検証する 

数学 電圧のデータを読み取る 

３ 成果の検証 

愛知県内の中学校で行った実践では、生徒が

課題となる化学電池の検討を通して、理科の知

識が日常生活に役立てられていることに気づ

き、授業内で生徒同士の話し合いが活発に進む

姿が見られた。以上のことから、生徒同士のコ

ミュニケーションの育成および、理科の有用性

の実感をはかることができたと言える。

引用文献
文部科学省（2021）「「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～（答申）」『中央教育審議

会答申第 228 号』 

太田和希、内ノ倉真吾（2019）「中学校理科におけるエンジ

ニアリングデザインの学習過程を導入した授業の開発と実

践：単元「化学とイオン」を事例として」『日本科学教育

学会研究会報告』第 34 巻,第 2 号,41-44

坂田尚子（2018）「日本の科学教育における STEM 教育の

導入とこれからのビジョン構築 : 幼児から小学生への

STEM 教育プログラムの開発と実践を通して」静岡大学博

士論文 

図１ 化学電池の検討に用いた実験装置 
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イラストでわかる SDGsポスターの開発

―SDGsの理解と教科の有用性の実感―

○片桐朱音、大鹿聖公

Akane KATAGIRI、Kiyoyuki OHSHIKA 

愛知教育大学 

Aichi University of Education 

【キ－ワード】 SDGs、教材開発、ポスター、学校生活 

１ 研究の背景と目的 
 現在、世界中で SDGs の達成に向けて取り組
みが行われている。日本でも、メディアで取り
上げられる機会が増え、社会全体で SDGs を取
り組む意義や価値が高まっている。 
平成 29年改訂小学校学習指導要領(文部科学

省 2018)では、「持続可能な社会の創り手」を育
成することについて述べている。また、日本ユ
ネスコ国内委員会教育小委員会(2017)は、｢教
育が全ての SDGs の基礎｣であるとともに、｢全
ての SDGs が教育に期待｣しているとメッセー
ジを出している。これらを受けて、社会で価値
が高まっている SDGs を学校で学ぶことは、未
来を創造していく子どもたちがより良く生き
ていくために必要になると考えた。
また、加古(2019)は、SDGs の課題として①

SDGs の認知度・理解度の低さ、②SDGs につい
て｢自分には関係ない｣という認識、③SDGs を
達成するための取り組みのわかりづらさ、の３
点を挙げている。また、学校事例を調査した結
果、東京都江東区八名川小学校の｢SDGs実践計
画表｣(江東区八名川小学校公式サイト)に代表
されるように、各教科と SDGs を結ぶ取り組み
は行われているが、普段の子どもたちの生活に
着目した事例はほとんど見られなかった。 
そこで本研究では、子どもたちが生活で一番

深い関わりをもつ学校の中で、SDGs を身近に
感じることができる教材を開発することとし
た。そして、本教材を用いることで子どもたち
が自分も SDGs を達成するための行動ができる
と理解し、そのための行動を促すことを目的と
した。 
２ 教材の開発  
 SDGs を達成するために子どもたちができる
ことは、自分自身の行動を振り返ることから始
まると考えている。よって、それらを発見する
ツールとして授業を中心とした学校生活の子
どもの様子を一望できる SDGs ポスターを開発
した(図１)。
SDGs の取り組みは、わかりづらいという背

景を受けて、自分の目で見て理解を促すために
イラストで学校の様子を表現した。イラスト
は、SDGsの 17個の目標と 169のターゲットを

分析した上で、それに繋がる子どもたちの様子
を掲載した。普段、何気なく取り組んでいる各
教科の授業や掃除などの活動が、実は SDGs の
達成に繋がっていると子どもたち自身が気づ
くことができるようにした。例えば、理科の授
業では化学実験で活発な話し合いをしている
場面を取り上げた。この場面では、科学技術の
基礎を学ぶことと｢9．産業と技術革新の基盤を
つくろう｣や、他者と協力することと｢17．パー
トナーシップで目標を達成しよう｣の関連に気
づくことができる。
 また、副教材として｢SDGs キーワード集｣を
作製した(図２)。ここには、子どもたちが SDGs
ポスターを見る上で知っておいてほしい用語
を記載した。ポスターとキーワード集を交互に
見ながら、学習を進められるようにした。 
３ 成果の検証 
愛知県内の小学校で実践を行った。事後アン

ケートの結果、SDGs ポスターをきっかけに自
分たちの生活を振り返り、SDGs を身近に感じ
ることができたという回答を得られた。また、
SDGs を達成するために行動したいという発言
もみられた。以上のことから、この教材は SDGs
教材として有効性があると言える。

引用文献 
加古颯花（2019）「SDGs 達成に向けた意識を高めるためのか

るた教材とまちづくり教材の開発」愛知教育大学学士論文 

江東区八名川小学校「ユネスコスクール〈ESD〉」 

http://yanagawa-sho.koto.ed.jp/modules/hp_jpage5/ 

(2021 年 11 月 20 日) 

文部科学省（2018）『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）』 

日本ユネスコ国内委員会教育小委員会（2017）「持続可能な開

発のための教育（ESD）の更なる推進に向けて」 

図１：SDGs ポスター 図２：SDGs キーワード集 
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校外学習の防災教育で SDGsを学ぶためのワークシート開発
○大谷 恵里 1，大鹿 聖公 2

Eri OTANI, Kiyoyuki OHSHIKA
1愛知教育大学大学院，2愛知教育大学 

【キ－ワード】 博学連携，教材開発，防災教育，ワークシート，SDGs 

１ 目 的 
2015 年の国連サミットの「持続可能な開発

のための 2030 アジェンダ」の中で，SDGsが
掲げられ，11 番目の目標「住み続けられるま
ちづくりを」が設定されている。この目標を
達成させるためには，災害による被害を減ら
す防災が必要である。平成 29 年改訂小学校
学習指導要領では，社会科において災害や防
災対策について学習するが，理科の地球領域
においても，自然災害の学習が重視されるこ
ととなった。さらに，地域の人的・物的資源
を活用して，社会と協働・連携しながらカリ
キュラム・マネジメントを実現させることが
期待されている。
竹下ら(2021)が行った千葉県の教員向けの

調査でオンライン講座のニーズが高いと分か
った。防災普及啓発施設との連携を通したプ
ログラムを開発しオンライン講座を行った。
ここで，名古屋市の小学校４年生 45 人を

対象に名古屋市港防災センターでのオンライ
ン講座の前後にアンケート調査を行った。「施
設見学をして防災について学習したい」と回
答する児童が，オンライン講座前後で５割か
ら７割へと増加した。これらのことから，オ
ンライン講座の後に，施設見学をしながら学
習できるプログラムが必要であると考えた。
これに関して，竹内(2021)は名古屋市科学

館で SDGs を学習できるワークシートを開発
し，校外学習で活用することの有用性を示し
ている。 

そこで，校外学習において施設見学を通し
て防災教育を学習しながら SDGs についても
学習できるワークシートの開発を目的とした。 

２ 開発したワークシート 
(1) SDGsまるわかりシート

SDGs の一般的な説明と名古屋市港防災
センターの展示や体験と関連する SDGsの
７つの目標について記載した。

(2) 防災クイズ
名古屋市港防災センターの展示や体験

を参考に，防災クイズに取り組めるように
クイズの内容が SDGs のどの目標と関わり
があるのかマークを記載した。

３ 方 法 
名古屋市の小学校４校を対象に，2021 年 10

月～11 月の施設見学に際し，開発したワーク
シートを活用した。その後，児童と教員に対し
て，アンケート調査を行った。

４ 結 果 
アンケート調査の結果から，全ての教員がま

るわかりシートは防災センターと SDGs との関
連を伝えやすく，防災を学習させやすかったと
回答した。防災クイズに取り組んで防災につい
て理解できたかという質問に対し，ほとんどの
児童が「（とても）分かった」と回答した。ま
た，ワークシートを通して SDGs について理解
できたかという質問に対し，多くの児童が「（と
ても）分かった」と回答した。防災センターと
関連があると思う SDGs の目標について尋ねる
と７割の児童が関連する目標を選択すること
ができていた。特に，多くの児童が目標 11「住
み続けられるまちづくりを」を選んでいた。 

５ 考 察 
名古屋市港防災センターでワークシートを

活用することによって，児童はクイズを楽しみ
ながら防災について学習することができ，防災
センターと SDGs との関連についても学習する
ことができたと考える。開発したワークシート
が名古屋市港防災センターにおける SDGs を学
習する上で有効だと言える。
今後は防災教育を SDGs の視点で紹介するオ

ンライン講座の作成や SDGs と防災教育を深く
学べるような授業展開を検討する必要がある。 

引用・参考文献 
外務省（2017）「SDGs（持続可能な開発目標）持続可

能な開発のための 2030 アジェンダ」 

竹内真紀（2021）「名古屋市科学館で SDGs を学ぶた

めのワークシートの開発」『日本理科教育学会 全国

大会 発表論文集』 

竹下陽子ら（2021）「ＩＣＴ機器を用いた博物館・科

学館等の活用」『日本理科教育学会 全国大会 発表

論文集』 

文部科学省（2017）「小学校学習指導要領解説社会編」 

文部科学省（2017）「小学校学習指導要領解説理科編」 
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校外学習でエネルギーを学習するための教材開発と実践 

○竹内真紀１、大鹿聖公２

○Maki TAKEUCHI、Kiyoyuki OHSHIKA

愛知教育大学大学院１、愛知教育大学２

Aichi University of Education 

【キーワード】 SDGs，科学館，教材開発，博学連携，ワークシート 

１ はじめに 
平成 29 年改訂中学校学習指導要領解説理科

編では，中学校 3年生「科学技術と人間」にお
いて，「人間は，水力，火力，原子力、太陽光
などからエネルギーを得ていることを知ると
ともに，エネルギー資源の有効な利用が大切で
あることを認識すること」とされている（文部
科学省 2018a）。小学校では，６年生「電気の
利用」において，火力発電や地熱発電など，い
くつかの発電方法が取り扱われている（文部科
学省 2018b）。佐藤ら（2007）は地球温暖化を
はじめとする環境問題の解決には，小中学校か
らエネルギー環境教育を実施することが有効
であると述べている。小学校でのエネルギー教
育で用いられる指導方法としては，調べ学習や
インターネットの利用が多く，エネルギー関連
施設見学や野外学習・自然観察は少ないという
現状がある（エネルギー環境教育情報センター
2004）。
そこで本研究では，社会教育施設でエネルギ

ー問題や環境問題（以下，エネルギー環境問題）
について学習することができるワークシート
を開発し，授業実践を通してワークシートの有
効性を検証した。対象施設として，「地球温暖
化とエネルギー」をテーマとした展示が多く設
置されている，東邦ガスのガスエネルギー館を
選択した。 
２ 教材の開発 
ワークシート開発にあたり，施設の展示をエ

ネルギーについて専門的な内容を扱うものと，
人々のくらしに関わるものに分類し，エネルギ
ー編とくらし編の２種類のワークシートを開
発した。開発したエネルギー編のワークシート
を図１に示す。

 ガスエネルギー館には，主に小学校中高学年
の児童が社会見学に訪れることから，小学校４
年生が１時間程度で実施できる内容を目安に
クイズ形式のワークシートを作成した。また，

エネルギー環境問題と SDGs の関わりを意識づ
けるために，それぞれの展示に関連する SDGs
のマークを載せた。
３ 教材の有効性の検討
ワークシートの有効性を検討するために，令

和３年 10 月に愛知県内の小学校４年生 87 人
を対象に実践を行った。ガスエネルギー館の見
学時にワークシートに取り組ませ，事後アンケ
ートを実施し，ワークシートの有効性とエネル
ギー環境問題に対する意識の変容について調
査を行った。 
アンケート調査において，見学の中でワーク

シートが役に立ったか尋ねたところ，約８割の
児童が肯定的な回答をした一方で，約２割の児
童が“（あまり）役に立たなかった”と回答し
た（図２）。ワークシートの活動を通してエネ
ルギー環境問題についてもっと学びたいと思
ったか尋ねたところ，約９割の児童が肯定的な
回答をしたことから，ワークシートの活動を行
うことによって，多くの児童がエネルギー環境
問題に興味関心をもつことができたと考えら
れる（図３）。

 

 

４ まとめ 
 以上の結果から，開発したワークシートを活
用することがガスエネルギー館での学習の手
助けとなり，エネルギー問題や環境問題への理
解を深めることに有効であったといえる。 
 本研究の成果の一部は，大幸財団第６回人
文・社会科学系学術研究助成を受けて行った。
また本研究は，なごや環境大学 SDGs 未来創造
クラブと協働で行ったものである。
引用文献
エネルギー環境教育研究会（2008）『持続可能な社会のためのエネル
ギー環境教育』国土社

佐藤徳紀，岡戸祐介，東山禎夫（2007）「中学校におけるエネルギー
環境に関する理科教育の実施」『電気学会論文誌Ａ』Vol.127，No.
４，pp.205-211 

文部科学省（2018）『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説理科
編』東洋館出版社 

文部科学省（2018）『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説理科
編』東洋館出版社

図１ エネルギー編ワークシート 

25％ 49％ 21％４％
役に立った まあまあ役に立った
あまり役に立たなかった 役に立たなかった

図２ ワークシートの有効性について 

49％ 40％
思った 少し思った
あまり思わなかった 思わなかった

図３ エネルギー環境問題への意識について 

９％ １％ 
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児童の思考力や表現力を高める ICT活用の研究 

Google Jamboardを用いた話し合い活動を通して 

○伊藤慶人 1,宮田英由 2，大鹿聖公 3

Yoshihito ITO, Hideyoshi MIYATA, Kiyoyuki OHSHIKA   
1愛知教育大学教職大学院，2扶桑町立扶桑東小学校，3愛知教育大学 

【キ－ワード】 ICT,タブレット,話し合い活動, 思考力・表現力 

１ 目 的 

 近年,GIGA スクール構想の推進に伴い,ICT

の効果的,かつ積極的な活用が学校教育におい

て求められてきている。実習校では,昨年から

1 人 1 台タブレットが導入され,授業における

ICT の活用を推進している。 

実習校では,理科授業において,実験を行う

前に予想を立てること,観察・実験から分かっ

たことを記述したり発表したりすることに苦

手意識を感じている児童が多い。村山(2013)

は,科学的な思考力・表現力の育成における言

語活動の充実の重要性を指摘し,理科授業にお

いて,科学的な用語などを用いて考えたり,説

明したりする学習活動の必要性を述べている。 

 そこで,本研究では,小学校学習指導要領解

説理科編（文部科学省 2018）に示されている問

題解決の８つの過程を参考にした授業展開に

Google Jamboard（以下 Jamboard）を用いた話

し合い活動を行う場面を意図的に設定し,この

活動による児童の思考力や表現力の向上に与

える効果について考察することを目的とする。 

２ 方 法 

（１） 調査対象と調査時期

対象：実習校第 6 学年 2 クラス計 61 名

期間：2021 年 10 月〜11 月

（２） 実施内容

「水よう液の性質」（全 14 時間完了）

の授業実践

（３） Jamboard の使用方法

話し合い活動の際に,KJ 法を参考に,付箋に

児童の考えを自由に記述させ,児童の思考を

引き出す工夫を行う。また,全体の場で発表・

共有させ,児童の考えが深まるようにする。

（４）研究の方法

①アンケートの実践とその分析

学習前（5 月に実施）と学習後に行う児童

へのアンケートの分析

②Jamboard の分析

授業で児童が作成した Jamboard の記述を

KHcoder3 Folder を用いて分析

３ 結 果 

 事後アンケートの結果から,話し合い活動に

ついて,9割近くの児童が肯定的な回答をした。

また,8割以上の児童が Jamboardを用いた話し

合い活動を行うことで,予想を立てたり結果を

まとめたりする力,文章を書く力,考えを伝え

る力,考えを聞く力が向上したと回答した。ま

た,児童の作成した Jamboard の記述分析から,

回を重ねるごとに求めるキーワードや内容が

書かれている記述の割合が増加し,単語のみの

記述が減少する傾向が見られた。 

図 1. 児童が作成した Jamboard の一部（1回目） 

４ 考 察 

 結果の項目で先述した力や児童の作成した

Jamboard の記述の質が向上した理由として,他

の児童と意見を共有できたことや,様々な意見

を参考にして自分の考えを深めることができ

たことが考えられる。また,アンケートでは,

「発表するのが苦手だったけど,発表すること

が少しできるようになった」「自分の意見を思

い切って発表したり相手の意見をしっかり聞

けるようになった」といった記述が見られ,発

表することに関して意識が肯定的に変化した

と考える。 

 以上のことから,Jamboardを用いた話し合い

活動を取り入れた授業展開を行うことにより,

多くの児童に対し,思考力や表現力を高めるこ

とができたと考える。 

引用文献 

文部科学省(2018)『小学校学習指導要領（平成２９年告示）

解説 理科編』学校図書株式会社. 

村山哲哉(2013)『「問題解決」8つのステップ』東洋館出版. 
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複数の仮説を共有・分類し，考察と結び付ける理科学習 

加藤拓 

Takumi KATO 

名古屋市立豊田小学校 

Nagoya City Toyoda elementary school 

【キーワード】 仮説，考察，共有・分類，ＩＣＴ，思考ツール 

１ 目 的 

理科の見方・考え方を働かせた問題解決の力

を養うためには，仮説，実験，考察，結論とい

う問題解決の過程を踏まえた学習を行うこと

が必要である。中でも，仮説を考察と結び付け

ることは重要である。 

そこで，本研究では，児童が複数の仮説をも

った状態で，実験を行う。児童に複数の仮説を

もたせるために，一人一人が考えた仮説を，Ｉ

ＣＴと思考ツールを活用して学級で共有・分類

させる。共有・分類した複数の仮説から実験結

果と合う仮説を考察と結び付け，結論を導出す

ることで問題解決の力を養う。 

２ 方 法 

 複数の仮説を共有・分類するためには，ＩＣ

Ｔ（タブレットＰＣ）と思考ツール（キャンデ

ィチャート）を活用する。 

タブレットＰＣを活用し，クラス内ネットワ

ークで「公開」された互いの「作品」を自由に

見合ったり，保存したりすることができる作品

公開機能を用いて複数の仮説の共有を行い，共

有した仮説を検討することで分類を行う。  

キャンディチャートは，仮説ごとに作成し，

比較し，見返すことで共有を行い，共通点や差

異点を捉えることで分類を行う。 

３ 結 果 

 小学校第 4 学年の単元「もののあたたまり

方」で，「空気は，どこからどのようにして温

まるでしょうか」という問題を設定した。 

タブレットＰＣを活用し，「熱したところか

ら順番に温まる」，「熱したところが温まり，上

へ移動して温まる」，などの仮説を共有し，そ

れらの仮説を話し合いながら検討し，自分の仮

説と比較し，分類することができた。 

キャンディチャートの活用では，仮説を記述

し見返すことで，更に複数の仮説について仮説

を共有した。その後，キャンディチャートに実

験結果の予想を加えた。「温めたところから順

番に温まるなら，熱したところから広がって温

まっていく」など仮説を基に実験結果の予想を

図や言葉で記述し、分類する姿が見られた。 

４ 考 察 

児童一人一人の仮説を考察と結び付けるこ

とができたかを表したものを資料１に示す。 

実践前と比べて，実践後では，仮説を考察と

結び付けることができた児童の数が増加して

いる。また，共有・分類した仮説の数が多いほ

ど，仮説を考察と結び付けることができた児童

が多かった。このことから，複数の仮説を共有・

分類することは，仮説を考察と結び付けること

に有効であると言える。 

５ まとめ 

多くの児童が複数の仮説を共有・分類し，仮

説を考察と結び付けることができた。これは，

ＩＣＴと思考ツールを活用して，仮説を共有・

分類した効果である。 

一方で，共有・分類の方法は煩雑になりすぎ

ない必要があり，更に研究を進めていきたい。 

資料１ 児童一人一人の仮説と考察の結び付き 
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図 1：開発した教材 

発泡スチロール板を用いた流水実験教材の開発 
―小学校第５学年「流れる水の働きと土地の変化」― 

〇松尾朋晟、大鹿聖公 

 Hosei MATSUO、 Kiyoyuki OHSHIKA 

愛知教育大学 

Aichi University of Education 

【キーワード】流れる水の働き、流水実験、防災教育、教材開発 

１ 研究の背景と目的 
小学校理科第５学年「流れる水の働きと土

地の変化」の単元では、小学校学習指導要領
解説理科編（文部科学省 2018）で、野外での
直接観察のほか、人工の流れを作ったモデル
を取り入れるといった指導方法が挙げられて
いる。しかし、学校の近くに河川がない学校
も多い。そのため、多くの学校で砂場に土や
砂を盛りそこに川に見立てた水路を作り、水
を流す実験（以下、流水実験）を行っている。
林（2004）は、「流水実験は水を流す度に水
路の形状が変化するため、実験結果を比較す
ることができない」と指摘している。また流
水実験の結果について林ら（2020）は、「水
路への水のしみ込みもあるために相当量の水
が必要になるうえ砂礫が流れにくく目的に沿
った結果を得ることが難しいとの教師からの
声が多く聞かれる」と述べている。また、小
林ら（2013）も流水実験で見たい現象がはっ
きりとは見られなかったと述べている。 
先行研究から、流水実験の再現性や客観性

の低いこと、目的に沿った結果が見にくいこ
となどの課題があるといえる。また、砂場で
行う際に雨天時に実施できないことも課題の
１つである。これらの課題を踏まえ、屋内で
使用でき、実験結果が明確に観察できる流水
実験教材の開発を本研究の目的とした。 
２ 教材開発 
 上記で挙げた課題を解決する
ために、発泡スチロール板を用
いて、流水実験教材を開発した
（図１）。90×25×4.5 ㎝の発泡
スチロール板を川の形にくり抜
き水路を作製した。本教材は、
水やビー玉を水路に流し使用す
る。本教材では、①水の量が増
えると、流れる水の働きが大き
くなること、②川の内側よりも
外側の方が侵食されやすいこと、
③川の傾斜と流れる水の働きの

関係の３点を確認できる。発泡スチロールを
用いることで従来の土や砂で作製した水路と
は異なり、川幅、川の深さやうねり、長さな
どの状況が変化しない。そのため何度も同じ
状況で実験を行うことが可能になる。よって、
再現性や客観性の課題を解決することができ
る。また、教材本体に水がしみ込まないため、
水の流れをはっきりと観察することができる。 
３ 教材の有効性の検証 
愛知県内の小学校第５学年１クラスを対象

に授業実践を行い、本教材の有効性を検証し
た。授業の中で児童が、「水の流れが見やす
い。」「（流す水が）多い方と少ない方で全然違
う。」「外側の方が侵食されやすい理由がわか
った。」などと発言しており、本教材の有効性
を検証することができた。 
４ まとめ 
 本研究では、流水実験で流れる水の働きに
ついての実験結果を明確に観察でき、屋内で
使用できる教材を開発した。 
本教材は、再現性や客観性の課題を解決し、

目的に沿った結果を得ることができた。また、
流れる水の働きについて実践で確認した、侵
食、運搬でなく、堆積についても確認するこ
とできる。よって、本教材は流水実験教材と
して有効であると考えられる。 
引用文献 
林慶一（2004）「地学教材の特性と開発の視点」『地

球惑星科学関連学会合同大会予稿集』，第 2004 巻，

A067-005 

林武広、藤川義範、土井徹、磯崎哲夫（2020）「流水

の働きと関連の災害事象に焦点化した 流水モデル

実験装置の開発と活用」『比治山大学・比治山大学

短期大学部教職課程研究』，第 20 巻，20-26 

小林彩美、中野英之、村上忠幸（2013）「電磁流速計

を用いた桂川の流速調査」『京都教育大学環境教育

年報』，第 21 号，75-82 

文部科学省（2018）『小学校学習指導要領解説理科編

（平成 29 年告示）』 
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反射による像について実感の伴った理解を促す教材の開発 

○牧本未来、大鹿聖公
Mirai MAKIMOTO、 Kiyoyuki OHSHIKA 

愛知教育大学 
Aichi University of Education 

【キーワード】 教材開発、 光の性質、 鏡、 像、 ハーフミラー 

１ 研究の背景と目的 

 平成 29 年告示の中学校学習指導要領解説

理科編(文部科学省 2018)では、第１分野「光

の性質」の単元において、「鏡に映る像を光の

反射と関連させて理解させる」と記載されて

おり、反射の法則や作図方法などを知識とし

て覚えるだけでなく、それらの知識を関連さ

せて身近な現象について考えることが求め

られるようになった。また、星野(2015)は、

「中学生の発達段階では、説明による理解が

困難であり、観察・実験により事物・現象に

触れ、そこから得た結果から原理や法則性を

見出し、自然界のしくみを理解していく活動

が中心になる。」と述べている。 

そこで本研究では、反射による像について

手を動かしながら調べ、実感の伴った理解を

促すことができる教材を開発し、その有効性

を検証した。 

２ 開発した教材 

 石井ら(2018)は、ハーフミラーを用いた平

面鏡に映る像の位置を捉えさせる教材を開

発している。この教材を基に、「像の位置」、

「像の向き」、「像が見える光の道筋」の３点

について実感の伴った理解を促すことがで

きる教材を開発した。 

ハーフミラーは、アクリル板にカーフィル

ムを張り付けて自作した。対象物は、発泡ス

チロール球に爪楊枝を刺して作製した。入射

光と透過光の強さがほぼ同じであるハーフ

ミラーの特徴を活かし、像の性質の理解をさ

せるものである。具体的な本教材の特徴とし

て、①物体と像の位置関係、②像の向き(図

１)、③像が見える光の道筋の理解が可能で

ある(図２)。 

図１ ハーフミラー越しに映る像 

図２ 光の道筋を表す様子 

３ 成果の検証 
 上記で示す３点の有効性を検証するため
に、愛知県内の中学校で授業実践を行った。
実践前に比べ、反射による像について、光の
反射と関連させて説明することができるよ
うになった。また、自分の回答に自信を持つ
ことができる生徒が増加した。この結果から
本教材は、反射による像について実感の伴っ
た理解をさせるのに有効であったと言える。 

引用文献 
星野聡徳（2015）「原験不足を意識した中学校理
科物理分野の観察・実験」『物理教育』第 63
巻，第２号，124-129 

石井俊行ら（2018）「物体と平面鏡に映る虚像の
位置関係を捉えさせる教具の開発－ハーフ
ミラーを導入した光の反射実験－」『物理教
育』第 66 巻, 第２号, 87-92

文部科学省(2018) 
『中学校学習指導要領解説理科編(平成 29年
告示)』 
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中学校理科の有用性が実感できる教材の開発 

―職業と理科をつなぐ「キャサリンカード」の開発と授業実践結果― 

○中原 一輝１，大鹿 聖公２

Kazuki NAKAHARA, Kiyoyuki OHSHIKA 

１愛知教育大学大学院，２愛知教育大学 

【キーワード】 キャリア教育，職業と理科との関わり，有用性，カード教材 

１ 研究の背景と目的 
OECDが実施したPISA 2015では，「理科学習に対す

る道具的な動機付け」指標において肯定的な回答を
する日本の生徒の割合が増加しているが，OECD平均
と比較すると肯定的な回答をした日本の生徒の割合
が依然として低く 73ヵ国中 63位という結果になっ
ている。また，平成30年度全国学力・学習調査の「理
科の授業で学習したことは，将来，社会に出たときに
役に立つと思いますか」という設問に対して，肯定的
な回答をした生徒の割合が依然として低く，「将来，
理科や科学技術に関係する職業に就きたいと思いま
すか」という設問に対して，肯定的な回答をした生徒
の割合も，22.8%と依然として低い。また，先行研究
として，梶原(2017)は教科教育と乖離しているキャ
リア教育の現状を理科の知識に焦点を絞って調査し，
キャリア教育が理科教育と分離している現状が浮き
彫りになった。 
このような実情を踏まえ，濱保ら(2019)は理科の

環境教育の延長として「大学の研究者」を活用した出
前授業を行い，理系の仕事への関心を深め，日常生活
での有用性の獲得と理科の有用性の認識の向上につ
なげた。また，長谷川ら(2021)は，理科と総合的な学
習の時間で，企業の取組紹介や調べ学習を通して，生
徒に理科の有用性を実感させることができた。 
そこで本研究では，理科の授業で，企業と連携せず，

職業と理科に関わりがあることを生徒たちが気付き，
理科を学ぶことの意義や有用性を実感させることが
できる教材開発を目的とした。 
２ 開発した教材：「キャサリンカード」 
 生徒が職業と理科に関わり
があると気付くことができる
キャサリンカード(図 1)を開
発した。このカードには，「職
業名」，「業種」，「理科との関わ
りの一例」が書かれている。こ
のカードの職種として 24 種
を選んだ。選んだ基準は二つ
あり，一つ目は中学生に親し
みのある職業，二つ目は中学生が理科に関わりがな
いと思っている職業である。この基準に当てはまる
職業の中で，業種が重ならないように職業を選んだ。
既習事項やキャサリンカードに書いてある「理科と
の関わりの一例」を参考にし，それぞれの職業がどの
ように理科と関わっているかを話し合いながら，思
考を広げ，将来自分の就きたい職業（興味をもってい
る職業）が理科にどのようにつながるのか，例を挙げ
ることを最終目標とした。 

３ 教材の有効性の検討 
(1)実践の概要 
開発した教材の有効性を検討するために，名古屋

市内の中学校 1年生 3クラス(86名)，3年生 4クラ
ス(124 名)を対象に令和 3 年 9 月に事前，事後調査
を含め，2時間完了の実践を行った。 
(2)結果と考察 
本実践において，多くの生徒が話合いをして考え

ながら，本教材に取り組む様子が見られた。以下に授
業前後における「理科を勉強することは重要だと思
いますか。」という設問項目での肯定的な回答結果
（「思う」・「どちらかといえば思う」の回答結果の総
計）の比較(表1)を示す。 

表1 上記設問項目での肯定的な回答結果 

肯定的
な回答 

事前 
調査 

事後 
調査 

有意確率 
（両側） 

１年生 77.0% 91.8% p = 1.11×10-5 
３年生 74.0% 90.3% p = 3.42×10-6 

１，３年生共にp < .01 

結果のとおり，1年生でも，3年生でも，本教材の
有効性が確認された。しかし，実践中の様子は，3年
生では，中学校での既習事項を職業にうまく関連さ
せて，話合いが活発に行われていたが，１年生では，
小学校での既習事項をうまく関連させることができ
ず，話合いが活発でない班も見られた。この原因とし
て，キャサリンカードの「理科との関わりの一例」の
記述に中学校の単元を関わらせていたことが考えら
れる。1年生にとっては，中学校で習う単元と似てい
る単元を小学校で既習しているとはいえ，2.3年生で
習うことは未習事項なので，「理科との関わりの一例」
を活用しにくかったことが考えられる。 
４ まとめ 
本教材は，1，3年生ともに職業と理科に関わりが

あることに気付かせ，理科を学ぶことの意義や有用
性を実感させることができたと考える。今後は 1 年
生の全ての班で活発な話合いをさせることができる
ように，選ぶ職業や「理科との関わりの一例」の内容
を改良していきたいと考えている。 

引用・参考文献 
濱保和治,山崎敬人,岡田大爾(2019)「理科学習の有用性を実感させるキ
ャリア教育の実践的研究」『理科教育学研究Vol.59 No.3』 

長谷川隼也,小倉康(2021)「生徒に理科を学ぶことの意義や有用性を実感
させ，理科や科学技術に関係する職業の認識を深めさせるための指導
法の開発」『日本理科教育学会全国大会発表論文集第19号』 

梶原郁郎(2017)「普通教育論の視座からキャリア教育を問い直す」『日本
教育方法学会紀要『教育方法学研究』第42巻』
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自然事象のパターン把握により、深い学びができる野外学習の指導

と評価の実証的研究  

～生物分野を中心として～

小椋郁夫 

Ikuo OGURA 

名古屋女子大学 

Nagoya Women’s university 

キーワード 理科教育、野外学習、パタ－ン把握、指導と評価、深い学び 

１． パターン把握について 

自然事象をパターン把握によって深い学

びをさせるために、野外学習を題材にして、

指導と評価の方法を考えた。こここでは、生

物領域を中心に述べる。 

自然事象の「パターン把握」では、「比較・

観察」を｢各流域の生物を比較・観察して共通

点と相違点を発見する｣、「関連性」を「各流

域で発見した共通点と相違点の原因や理由

を考える」、「変化」を「発見した各流域の生

物がいつどのように変化するかを考える」活

動を行うこととした。そして、多様な自然の

観察を通して、自分で主体的に発見したこと

を仲間と交流して各流域の特徴を深く学ぶ

中で、「野外で事物を知覚的に認識できる科

学的能力」｢自然の変化を認識できる科学的

能力や態度｣｢自然と人間との関わりについ

て認識できる能力や態度｣などの環境リテラ

シーを身につけていける深い学びができる

ための指導と評価の方法について考えた。

２．指導と評価の手立てについて 

今回は、長良川の上流域から下流域までの

堤防などのサクラを中心に紹介する。 

長良川の下流から順にサクラは開花する。

下流域の羽島市付近では３月上旬、最上流域

の郡上市高鷲では５月上旬に開花する。３月

から毎月二回、10ヶ所の定点を考えて桜の開

花状況を撮影して、変化の資料を作成した。

授業では、開花時期の違いを気温の変化など

と関連させ、さらに、これからのサクラの変

化も考えさせる。これまでとこれからの変化

を連続的に考えることが深い学びである。 

学習には評価基準(例えばＣＢＡＳ)が存在

し、それぞれの基準を高めるための指導の手

立てが必要である。Ｓ｢各流域のサクラの変

化を気温の変化と関連づけて説明でき、これ

からの変化も予測できる｣←(これからのサク

ラの変化を上流や下流のサクラの様子や気

温の変化を関連づけて予測してみよう)←Ａ

｢各流域のその時期のサクラの変化を気温の

変化と関連づけて説明できる｣←(サクラの変

化を各流域の気温の変化から考えてみよう)

←Ｂ｢各流域のサクラの変化を正しく説明で

きる｣←(サクラの花が咲いている順に並べて

みるとどんなことがいえるかな)←Ｃ｢各流域

のサクラの変化を正しく説明できない｣とい

うように助言を繰り返しながら、思考をより

深い学びに高めていく。

３．教材開発こそ教師の深い学び 

川以外でも、高速道路のＳＡによっては、

桜前線の看板とサクラが植えられている。一

度探してみるとよい。気温差や標高差を関連

させると良い教材になる。今でも毎月定点撮

影をして、写真を並べてみるとサクラだけで

なく、その周辺の景色も変化することに気が

つく。今は紅葉の変化の教材を作成している。 

先日、「アユが秋に川を下り産卵し、孵化し

た仔魚は海に下り、春に再び上流まで遡上す

るという生態を流水の働きと関連させて考

えると深い学びになる。」と感じた。これから

も多様な自然の変化を学ばせることのでき

る教材を開発して現場に届けていく。 
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自然事象のパターン把握により、深い学びができる野外学習

の指導と評価の実証的研究

地学分野を中心として 

○古田 靖志 1，小椋 郁夫 2

Yasushi FURUTA, Ikuo OGURA

 1岐阜市立黒野小学校，2名古屋女子大学  

【キ－ワード】 パターン把握，比較・変化・関連づけ,野外学習,長良川 

１ 研究の目的 

野外での自然観察において大切にしたい科

学的スキルとして、私たちは特に「他の物と

比較して観察する」スキル、「変化を追って観

察する」スキル、「他の事象と関連づけて考え

る」スキルが重要であると考えた。これら３

つのスキルを、自然把握のパターンとして位

置づけ、確かな自然認識へとつなげたいと考

えた。特に地学分野の川の学習では、川原の

礫について、「川原の上流の石は大き角張って

いて、下流に向かうほど小さく円くなる。」

「上流の大きな石が下流に向かって流れてい

くうちに、削られたり割れたりして徐々に小

さくなっていき、最終的には砂になる」とい

った誤概念が形成される実態が明らかになっ

ており、長良川の上流から下流までの変化を

追ったパターン認識の学習により誤概念の形

成を抑制することも併せて目指そうとした。 

２ 研究の内容 

（１）自然観察のパターン把握 

上流から下流まで数時間で観察可能な長良

川をフィールドに、「他の物と比較して観察

すること」、「変化を追って観察すること」、

「他の事象と関連づけて考える」ことを一つ

のパターンとした観察プログラムを作成し、

野外学習を行った。 

（２）長良川における地学分野の観察内容 

地学分野については、以下のような内容を

中心に観察を行った。 

・夫婦滝の成因と上流の礫のについて

・長良川の川原の礫が生まれる場所

・長良川各所における水質の観察

・川が曲がる場所の撃斜面とポイントバー

・川原の礫のインプリケーション

・川原の礫に含まれる化石の観察

・いろいろな種類の礫の識別

・環流丘陵の観察

・洪水時に水はどこまで来たか

・古い地図と見比べた流路の変遷

・木曽三川分流工事と千本松原

・河口堰と揖斐川への合流

３ 結 果

 参加者は、「小学校では上流には大きな礫し

かないと教わったが、観察により、実際には

中ぐらいや小さな礫もあった。また、すべて

が角ばっているのではなく、丸い石もあっ

た。」「石の大きさや形は、上流下流には関係

ない。」「石はたくさん流れなくても２～３㎞

も流れれば形が丸くなる」といった観察記録

を残している。 

 このように、長良川において、さまざまな

事実を比較したり関連付けたりしながら詳し

く見つめ、変化を追って川原の礫を観察する

ことによって、「川沿いの崖からさまざまな大

きさの礫が供給され、それぞれの大きさの礫

が増水時の水の営力によって運ばれるところ

まで運ばれ、営力の減少により川原に取り残

されていくこと」、「礫の形は、上流からの距

離に相関するのではなく、礫の供給地からの

距離に相関すること」、「川原の礫は、どんぶ

らこと上流から下流へと流れていくうちに割

れたりして徐々に小さくなっていくのではな

いこと」に気づくことができた。 

４ まとめ 

 短時間において上流から下流まで観察でき

る長良川をフィールドにしたことは、学習成果

を得る上で有効であった。また、３つの科学的

スキルをパターンとして観察に位置づける学

習によって、自然の真実に迫ることができ、誤

概念形成には至らないことが明らかになった。 

引用文献

古田靖志（2018）「美しい長良川の川原で礫の

真実に迫る」『地学教育学』第 71 巻，第 2

号，45-46． 
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子どもの興味・関心が高まる地学分野の授業づくり
～地域教材を生かし、実験・観察を多く取り入れながら～ 

駒坂俊夫 

Toshio KOMASAKA 

伊豆の国市立大仁北小学校 

Ohitokita Elementary School 

キーワード 地学、実験・観察、興味・関心、ジオパーク

１．テーマ設定の理由 

地学分野は子どもに「分かった」という思い

をもたせることが極めて難しい分野であると

感じる。それは、空間的な広がり、時間的な長

さ、エネルギーの大きさにおいて、極めて広い

幅の中で起こっている事象を扱っているから

だろう。アンケートでも、地学分野への興味は

高くないが、「今、自分のいる地面の中」への

興味はもっていた。そこで、教材に地域のこと

を取り入れ、子どもの好きな「実験」を多く取

り入れることで、大地のつくりについての理解

を深め、興味・関心が高まるだろうと考え、本

テーマを設定した。

２．研究仮説 

(仮説１)地域教材を取り入れ、それを生かした

単元を構想することで、子どもが大地のでき方

やつくりを身近に感じ、興味関心をもって学習

に取り組むことができるだろう。 

(仮説２)授業の中に多くの実験や観察を取り

入れることで、楽しみながら大地のつくりにつ

いての理解を深められ、前向きに学習に取り組

むようになるだろう。 

３．研究の方法 

(1)地域教材の開発

専門家の協力を得ながら、本校周辺にある地

域教材を開発する。 

(2)単元構想の工夫

実験・観察を多く取り入れながら、地域の特

性が生かせる単元を構想する。 

(3)専門家との連携

伊豆半島ジオパーク推進協議会の協力を得

ながら、授業を展開する。 

(4)ＳＤＧｓへの取組

地域ＥＳＤ拠点に登録されている伊豆半島

ジオパークを生かした学習を行う。 

４．研究の実際 

単元を構想する際には、①子どもの興味・関

心を引き出すこと、②地域の特性に合った構成

にすること、③実験を多く取り入れること、を

意識した。 

興味・関心については、教師からの教え込み

にならないように、まずは疑問をもつような仕

掛けや発問を用意し、それを解明するために実

験したり観察したりした。内容面では、伊豆半

島との関連を深めた単元構成になるように、

「火山の働きでできた地層」を詳しく扱った。 

また、実験や観察を多く取り入れた単元構成

とした。観察や実験などの多くの実体験を重ね

ることで、スケールの大きな地学分野の学習に

実感がもてるのではないかと考えたからであ

る。通常であれば１つの実験と３つ程度の観察

で構成する大地のつくりの単元を、７つの実験

と６つの観察を入れて構成した。 

５．成果と課題 

 子どもの授業への期待感や、学校外でも自ら

探求する姿から、子どもの興味・関心の高まり

が感じられた。地域と結び付けることで、学習

したことが実感となり、学習への興味が増すこ

とが分かった。単元テストでは、他の単元に比

べて得点率が上がるなど、定着面での成果も見

られた。 

 しかし本研究では、多くの実験・観察を取り

入れることで時数が増し、その後の単元の時数

に影響してしまった。今後は、実験・観察の精

選について検討していきたい。 
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小学校理科「地球」におけるデジタル教材の活用 

～Google Earthを活用した授業とドローン映像を活用した授業の比較を通して～ 

○古市 博之Ａ、大鹿 聖公 B

FURUICHI Hiroyuki、OHSHIKA Kiyoyuki 

犬山市立楽田小学校Ａ、愛知教育大学 B 

【キ－ワード】 教材開発、デジタル教材、地球 

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．背 景
小学校学習指導要領解説理科編 1)において、

地球領域で捉える見方は「時間的・空間的な
視点」と整理され、主体的・対話的で深い学
びの実現が求められている。ICT 端末の普及
により、時間や空間を問わずにデータを受信
することができ、学びの一層の充実に繋がる
だろう。ネット上で閲覧できる 3D地図データ
Google Earthは、バーチャル移動が可能とな
る。Google Earthの教育効果を期待する取り
組みは伊藤ら（2011）によって紹介され、「楽
しくてわかりやすい」「理解度が高まる」とい
う教育効果についても実証されている２)。 
また、ドローンを活用した教材開発３)が前田

（2021）によって紹介された。この取り組み
では、地元の川をドローンで撮影し、映像を通
して子どもたち自身の問いを持たせる展開で
学びを深めていた。スケール感や堤防の仕組み
をつかむことに役に立ったと述べている。
２．目 的 
 本研究は、Google Earthを活用した学習と
ドローンによる映像教材を活用した学習を通
して、本教材のメリットとデメリットを検証
し、今後、ICT 教材として普及するのにどの
ような障害があるのか検討することを目的と
した。 
３．方 法 
 4年生「雨水の行方と地面の様子」、5年生
「流れる水の働き」、6年生「大地の変化」の
単元で、ドローンによる映像と Google Earth
の映像を活用した授業を行い、児童にアンケ
ートで映像の効果を測定した。 
（1）4年生「雨水の行方と地面の様子」

ドローン映像：地元の川が大きく蛇行する
ポイントで学校の周りの景色を 100m 上空か
ら撮影し、観察させた。 

Google Earth：地元の川がどこからきてい
るか、上流に向かって移動をさせつて、観察
をした。 
（2）5年生「流れる水の働き」

ドローン映像：上流・中流・下流の映像を
撮影し、観察した。 

Google Earth：河口から源流まで川の様子
を移動させながら観察する。 
（3）6年生「大地の変化」
ドローン映像：屛風ヶ浦の映像を撮影し、

観察した。 
Google Earth：屛風ヶ浦や三原山大断層切

面を観察した。 
４．結果と考察 
 教科書の写真に比べ、GoogleEarth やドロ
ーン映像の方がどちらもわかりやすいとの評
価が多かった。児童の声をまとめると、Google 
Earth は全体像をつかむのに適してはいるが、
詳細を把握することはできなかった。ドロー
ンの映像のほうが、情報量が多く、石の大き
さや色など、把握することができた。どちら
も空間的な把握をするのに適した教材といえ
た。全体像を、操作性の幅が広い Google Earth
を活用し、詳細を観察させたい場合は、観察
の視点を入れた映像資料を作成し、活用する
とよいことがわかった。
５．今後の展開
 野外での直接体験を充実することも必要だ
が、時間数確保の観点から全てを野外で体験
することは不可能である。よって、今後、学
習者にとって身近な地域素材が観察できる
YouTube 等を活用した教材づくりが、盛んに
行われると、より主体的な学びに繋がってて
いくだろう。 
６．参考文献 
1)文部科学省、小学校学習指導要領解説理科編、

2018、 東洋館出版社

2）伊藤ら Google Earthをプラットフォームと

した地球科学系デジタル教材の紹介と教育実践、

2011、国士舘大学理工学部紀要

3）前田昌志 ドローンを活用した河川の自然の

リアルな理解のための教材開発と実践、2021、

RIVERFUND 河川基金だより

本取り組みは河川財団河川基金助成事業学校部門の支援を

受けて実践ました。 
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Mitaka を用いた天体授業の教育的効果(2)
橋本美彦

Yosihiko HASHIMOTO
中部大学

Chubu university
【キーワード】仮想宇宙空間シミュレーションソフトウェアMitaka、天体授業、授業支援

1 目 的
子ども達は小学 4 年理科で初めて天体に

ついて学習する．月や星の動き，夏の大三
角や星の明るさの違いなどを学び，宇宙に
関する興味・関心を高める．そして，6年で
「月と太陽」，中学 3 年で「天体の動きと地
球の自転・公転」について学習する．これ
らの天体学習は昼間に実際の星や月の動き
を観察することができないため，教師が指
導に苦労する単元である．そこで国立天文
台が作成した仮想宇宙空間シミュレーショ
ンソフトウェア「Mitaka」（フリーソフト
ウェア，以後「Mitaka」）を用いた授業実
践を計画した．このソフトウェアの特徴は
天体を地球から見るだけでなく，地球から
飛び出して星に接近しその表面を観察した
り，宇宙の様々な構造や天体の位置を見た
りすることができる．「Mitaka」をダウン
ロードしたパソコンとプロジェクターを使
って小・中学校で天体授業を行った．その
結果，新たな知見が得られたので報告する。
2 方 法
(1) 研究の目的
① 天体学習で「Mitaka」を用いること

で子ども達に天体に興味・関心を持たせ，
観察意欲を高める．
② 「Mitaka」の使用マニュアルを作成

し，教師の天体授業を支援する．
(2) 研究の対象
① 3小学の 4年生（A市 A小（25人），A

市 A 小（19 人），I 市 K 小（39 人））と 1
中学校の 3 年生（K 市 U 中（38 人））に
「Mitaka」を用いた授業実践（授業マニュ
アルあり）及び事前・事後意識調査を実施
② 授業で「Mitaka」を用いた小学校教

師 15人と中学校教師 1人に事後調査を実施
3 結 果
小学 4 年生の事前・事後調査結果を表 1 に
示す．

小学生は，「Mitaka」を用いた「天体授
業が楽しかった」，「今夜、星や月を見たい」，
「宇宙についてもっと知りたい」，「プラネ
タリウムに行きたい」と回答．
中学生は，「Mitaka」を用いた天体授業

が「面白かった」，「分かりやすかった」，「宇
宙や星空が好きになった」，「今夜，星を見
たい」と回答．
〇 授業者の評価点
宇宙を立体的にイメージ．時刻や場所設

定．月の満ち欠けや天体の天球上移動理解．
宇宙空間に旅行感覚．天気に左右されない．
天体の細かい部分明確．授業後に夜空で振
り返り．
〇 授業者から改善点や要望
ワンタッチの設定がほしい．固有名詞の

指定．星座線の太さ．準備に時間がかかる．
マニュアル内容が難しい．子ども達にタブ
レットで操作させたい．
4 考 察
(1)宇宙に飛び出して天体観察できる効果
宇宙が大きいこと．星がたくさんあるこ

と．星同士が離れていることの理解
(2)天体授業支援
天体授業での Mitaka 使用は効果的．子

どもの知識の定着．児童用タブレット PC
での主体的な学習をさせたい．
5 まとめ
(1)「Mitaka」を使用した授業は，児童・生
徒の天体に関する興味・関心を高める．
(2)「Mitaka」は宇宙を立体的に見ることが
できるので，宇宙の雄大さ，星の多さ，星
同士距離を理解させるのに効果的である．
(3)「Mitaka」の使用で昼間でも，星や宇宙
に触れる授業ができ，教師を支援すること
ができる．タブレット PC を用いて主体的
な学びにつなげたい．
引用・参考文献
川村教一・上田晴彦・田口瑞穂（2013）「中
学校理科天文領域の学習指導の実態につ
いて」秋田大学教育文化学部研究紀要 68
pp.65~73

楠木誠・久保田義彦（2012）「小学校理科に
おける天文シミュレーションの視聴と方
位や方向の理解」日本教育工学会論文誌
36，pp.93~96

酒寄敦史(2017)「理科授業における天体シ
ミュレーションソフトの活用」金沢大学
人間社会研究域学校教育系紀要 10，
pp.11~13

松村雅文・中 知春(2020)「シミュレーシ
ョンシステム Mitaka を用いた銀河系の
学習」香川大学教育実践総合研究 41，
pp.111~120

4d2u (2020)「 国立天文台 4 次元デジタル
宇宙プロジェクト」（最終閲覧日令和 2 年
11 月 27 日） https://4d2u.nao.ac.jp
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主体的に学習に取り組むことができる児童の育成

徳永祥一

Shoichi TOKUNAGA 
名古屋市立大坪小学校

Nagoya City Otsubo elementary school 
【キーワード】 メタ認知，モニタリング，コントロール，マインドマップ，クラゲチャート

１  目 的 

メタ認知は，自己調整学習を推し進める上

で重要な役割を果たすと考えられている。そ

こで，モニタリングをし，コントロールをす

ることを繰り返す学習を自己調整学習と定義

し，本研究では，モニタリングをし，コント

ロールをすることを繰り返し行う自己調整学

習を行い，メタ認知に関わる力を育むことで，

主体的に学習に取り組むことができる児童を

育成していきたいと考える。

２  方 法

単元学習の前後にマインドマップを作成さ

せることで児童の学習した語句を可視化させ

る。そうすることで，自らの学習の変容をモ

ニタリングできると考える。 

次に、モニタリングするために用いたマイ

ンドマップを基に学習のコントロールをさせ

る。その際，マインドマップは，児童がそれ

ぞれのかき方で自由にブランチをかき足した

ものであるため，他者の学習を視察する際に

は不向きであると考えられる。そこで，共通

の書式にするためにクラゲチャートに学習の

整理をさせる。また，他者のマインドマップ

とクラゲチャートを視察し，更新をする際は，

赤色のペンを用いて記述させることで，モニ

タリングをより円滑に行わせることができる

と考える。

３  結 果

作成したマインドマップを資料１に示す。

小学校第６学年の単元「土地のつくりと変

化」において学習したことをモニタリングさ

せるために，マインドマップを活用すること

を提示した。「土地」というキーワードから学

習したことを想起させ，児童が思い出すこと

ができる限りの単語を表出させる活動を行っ

た。

その後，学習のコントロールを行うために，

マインドマップを基にクラゲチャートの作成

を行った。児童が作成したクラゲチャートを

資料２に示す。

４ 考 察 

モニタリングの場面でマインドマップ，コ

ントロールの場面でクラゲチャートという二

つの思考ツールを用いることで，メタ認知に

関わる力を育むことができた。単元で学習し

たことだけでなく，これまでに習得している

関連した学習も振り返る姿から，主体的に学

習に取り組むことができる児童を育成するこ

とができたと考える。

５ まとめ

思考ツールを用いて研究を行ったが，今後

も全ての発達段階の児童が思考ツールを活用で

きるよう工夫をしていく必要がある。 

引用文献 

三宮真智子『メタ認知で学ぶ力を高める』

(2018)北大路書房 ［資料１ 児童が記述したマインドマップ］ 

［資料２ 児童が記述したクラゲチャート］ 
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科学的な概念の形成を促す理科の指導 

運勢ライン法の活用を通して

長尾和弥 

Kazuya NAGAO 

名古屋市立猪高小学校 

Nagoya City Itaka elementary school 

【キ－ワード】 概念の形成，運勢ライン法，自信度，競合，メタ認知 

１ 目 的 

 科学的な概念を形成するためには，まず事

物・現象についての自分なりの考えをもった上

で，他の考えを知り，自らの考えを見直すこと

が必要である。また，自らの学習の過程を振り

返ることで，形成された科学的な概念をより強

固なものにしていくことも必要である。 

そこで，本研究では，運勢ライン法を話合い

と振り返りに活用することで，仮説を精緻化，

競合させ，話合いを活性化させるとともに，学

習の過程をメタ認知させ，振り返りを支援する

ことで，科学的な概念の形成を促す。 

２ 方 法 

 問題について自分で考えたときや話合い後

など，授業の場面ごとに自らの仮説に対する自

信度を記録させ，運勢ラインを作成させる。 

 それを，話し合い活性化ツールとして活用す

る。児童が自らの仮説を他者に説明すること

で，仮説を精緻化させる。そして，教師がより

科学的であると判断した仮説をもつ児童や自

信度が変化した児童を意図的に指名すること

で，仮説同士を競合させる。 

また，振り返り支援ツールとして活用する。

振り返りにおいて，初めにどのように考え，何

によってどのように変容し，学習を通して何が

分かったのかを運勢ラインを基に振り返らせ，

自らの学習について文章で記述させる。 

３ 結 果 

児童が作成した運勢ラインを資料１に示す。 

資料１ 児童が作成した運勢ライン 

 小学校第６学年の単元「水溶液の性質」で，

「塩酸にとけたアルミニウムはどうなったの

だろうか」という問題を設定した。この問題に

ついて「アルミニウムのままある」と「アルミ

ニウムはなくなった」のどちらかを選択させ，

その理由を記述させた。さらに，表現された仮

説に対する自信度を記録させた。その自信度を

基に立場を明確にして，グループでの話合いで

児童が仮説を説明したり，学級全体での話合い

で教師が児童を意図的に指名したりすること

で，仮説を精緻化，競合させることができた。 

また，振り返りにおいて，児童は運勢ライン

を基に初めにもった自らの仮説と自信度から，

学習の過程のどの場面で自信度が変化し，仮説

を見直してきたのかを確認することができ，自

らの仮説を変容させていった過程を振り返り

ながら記述する様子が見られた。 

４ 考 察 

運勢ライン法を活用した話合いでは，教師が

児童の仮説や自信度を把握することで，意図的

に指名することが可能となり，仮説を精緻化，

競合させることができた。 

また，振り返りでは，自信度が変化した理由

を児童自らが分かる簡単な言葉で記述させる

ことで，自らの学習をメタ認知させることがで

きた。以上のことから，科学的な概念の形成を

促すことができたと考えられる。 

５ まとめ 

 本研究では，運勢ライン法を話合いと振り返

りに活用することで，科学的な概念の形成を促

すことができた。一方で，自信度が変化した理

由を話合いに十分に取り入れることができな

かったところがあり，自信度を他者とどのよう

に共有させるかについて改善できるように，さ

らなる研究を進めていきたい。 

引用文献 

リチャードホワイト・リチャードガンストン

（1995）「子どもの学びを探る」東洋館出版社

自分で
考えたとき

グループでの
話合い後

学級全体での
話合い後

蒸発乾固の
実験後

析出物の性質を
調べる実験後

振り返り後
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一人一人の思いを大切にしながら仲間と学び合い、主体的に問

題解決しようとする子どもの育成 

―４年「オリジナル温度計を作ろう」の実践を通して― 
髙須裕大 

Yuta TAKASU 

豊田市立浄水小学校 

Josui Elementary school 

キーワード 主体的、単元構想、ワークシート、ICT活用

１ 目 的 

 本研究を行った学級は、男子３名女子３名の

少人数である。そのため、人間関係が固定化し

ており、リーダー的な子の意見に流されやすい

傾向にある。実践前に行ったアンケート結果か

ら、自分に自信がなく、自分の考えを友達に伝

えられない子どもも多いことが分かった。そこ

で子どもたち一人一人が自分の思いをしっか

りもち、学びを通して、考えを深めることがで

きる子どもに育てたいと考えた。 

２ 方 法 

（１）目指す子ども像 

 一人一人の思いを大切にしながら、仲間と学

び合い、主体的に問題解決しようとする子ども 

（２）研究の仮説と手立て 

１）仮説１と手立て 

  一人一人が根拠をもって考えをもつ場の

設定や教材の工夫をすれば、主体的に問題解

決しようとする子どもが育つであろう。 

手立て① 見通しをもって取り組める導入 

手立て② 絵や図でまとめるワークシート 

手立て③ 一人調べのための時間や器具 

２）仮説２と手立て 

  意図的に仲間と学び合う場を設定すれば、

友達の見方や考え方に気付き、自分の考えと

比較したり、関係づけたりしながら、考えを

深めることができるであろう。 

手立て① 子どもの思考の流れを大切にし

た単元構想 

手立て② 根拠をもとに自分の考えを伝え

るための ICT機器の活用 

（３）検証の方法

授業での発言、ワークシートなどから、手

立ての有効性を検証する。 

３ 結果と考察 

（１）魅力的な教材との出会い 

教師が作成した「オリジナル温度計」と称

した水の入ったペットボトルにストローを

通したものにお湯をかけ、中の水が噴き出す

様子を見せた。子どもたちは目の前で起こっ

た現象に興味と疑問をもつことができた。 

（２）自分の考えをまとめるワークシート 

  子どもたちが予想や実験の様子を文と絵  

で表現できるワークシートを用意した。その

結果、目に見えない空気の変化の様子をモデ

ル図によって表現することできた。

（３）自分の考えをもたせ、共有する場の設定 

  子ども一人一人が予想をもとに考えた実

験を行い、結果をまとめたワークシートを使

って学び合う時間を設定した。友達の考え方

を聞いたりワークシートを見たりして、自分

の考えを深めることができた。 

（４）画像を根拠とした学び合い 

  一人一台のタブレットパソコンを活用し

て、実験しながらその様子を写真や動画に記

録した。実験前後の様子を写真に撮り、自分

の考えの根拠として活用することができた。 

４ まとめ 

本研究では、現象についてその理由を説明す

ることや絵や図に表すことが苦手であった子

どもが、仮説１の手立てによって、自分の考え

に根拠をもたせようとする姿が見られた。また

仮説２の手立てによって、ICT機器の活用や友

達の考えと比較をすることによって思考を深

めることができた。今後は他の単元、また他教

科においても、友達の見方や考え方と比較しな

がら問題解決することができるよう実践を重

ねていきたい。 
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安全・短時間で気体を発生させる実験装置の作成 

ー理科を専門としない小学校教員にも作成できる教員を目指してー 

○川村龍輝，谷川直也

Tatsuki KAWAMURA，Naoya TANIKAWA 

岐阜聖徳学園大学 

【キーワード】気体発生装置，安全学習 

１ 目的  

 これまで，学校教育の現場では水素発生の

実験ではガラス器具による事故の報告 1）がさ

れている。さらに，先行研究 2）では注射器と

フィルムケースを用いた必要な量だけを安全

に簡単に得ることが出来る装置が紹介されて

いる。 

 本研究では，注射器とフィルムケースを用

いた気体発生装置と教科書に掲載されている

気体発生装置を比較し，実験操作における長

所と短所を明らかにすることを目的として行

った。 

２ 実験 

図 1に組み立てた注射筒型気体発生装置を

示す。実験の結果を比較するために以下の実

験操作を行った。 

実験①：教科書に掲載されている水素発生   

の実験(８％塩酸に亜鉛１ｇを加える)で単   

位時間当たりの発生体積を測定。  

実験➁：亜鉛を研磨剤で磨いて実験①と同様 

の操作で測定。  

実験③：注射筒型気体発生装置を用いて測定 

実験④：亜鉛を研磨剤で磨いて実験③と同様 

の操作で測定。  

実験⑤：亜鉛を研磨剤で磨いてガラス器具を

用いない気体発生装置で測定。 

３ 結果および考察 

表１は，実験の結果である。 

表 1 実験器具の違いによる気体発生量 

実験① 5.357mL/min 

実験➁ 9.257mL/min 

実験③ 8.422mL/min 

実験④ 8.929mL/min 

実験⑤ 7.226mL/min 

亜鉛を研磨した実験➁と実験④と実験⑤の

単位時間当たりの水素の発生量は水素の性質

を理解できる量としては十分な発生量であ

る。さらに，実験④および実験⑤は自由に反

応を止めることが実証できた。 

また，実験①と実験➁，実験③と実験④よ

り亜鉛を研磨剤で研磨した方が反応が良いこ

とがわかる。また，反応が進むにつれて反応

速度が上がるのは，発熱反応による反応熱の

ためである。  

４ 今後の展望 

 酸素や二酸化炭素等の中学教科書に掲載さ

れている他の気体でも注射筒型気体発生装置 

の有効性を実証する。 

５ 参考文献 

１）柿原聖治・高原芳明(2006)「実験におけ

る事故体験に関する事例研究」『岡山大学教 

育学部研究集録』第 133号 pp．85-90  

２）柿原聖治(1997)「反応をコントロールで

きる気体発生装置」『化学と教育』第 45巻，

第 5号 pp．270-273 

・文部科学省（2019）中学校学習指導要領解

説理科編 

図 1 
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温度による溶解度の変化を利用しない結晶の析出 
についての－考察 

－水和の概念，イオン結合の概念の実感的な理解を目指して－ 
〇山下菜月，谷川直也 

Nazuki  YAMASHITA，Naoya  TANIKAWA  

岐阜聖徳学園大学 

Gifu Shotoku university 

【キーワード】 結晶の析出，塩の飽和水溶液，水和，イオン結合 

１ 目 的 

 現行の小学校理科，中学校理科の教科書

には結晶の生成方法として温度による溶解

度の差を利用したものが記載されている。 

 本研究は，温度による溶解度の差を利用

しない結晶の生成方法に着目し，水和の概

念，イオンの安定性について，結晶の析出

という現象を通して，実感的に理解するこ

とを目的とする。 

２ 実 験 

 飽和食塩水に種々のアルコール(メタノ

ール，エタノール，1-プロパノール，1-ブ

タノール)を加えた際の結晶の析出条件に

ついて実験的に検証を行った。

３ 結果及び考察

 各アルコールと飽和食塩水の比率（体積

比）をそれぞれ調べる実験では，いずれ

も，アルコール：飽和食塩水＝８：１のと

きに析出が最も速かった。 

 また，各アルコールの結晶の析出し始め

る速さを比較すると，図２（エタノール）

が最も速く，次いで図１（メタノール），

図３（１－プロパタノール）順となった。

図４（１－ブタノール）では結晶の析出は

目視では確認することはできなかった。 

図１  図２ 

図３        図４ 

結晶の析出する原因として，水和水の奪

い合いが考えられる。ナトリウムイオン

Na+と塩化物イオン Cl－に水和していた水分

子が加えたアルコール分子との水素結合に

よってはずれ，ナトリウムイオンと塩化物

イオンがイオン結合を形成し，エネルギー

的に安定となり，白色沈殿が生じたと考え

られる。

今回の実験において，極性の観点からメ

タノールを加えた時が多量の結晶が析出し

やすいという予想を立てていたが，実際に

行った実験ではエタノールが最も多量の結

晶が析出する結果となった。

５ 今後の展望

エタノールを加えた時に最も多量に結晶

が析出した原因を考察する。今回の実験で

は飽和食塩水を用いて実験を行ったが，現

行の教科書にはミョウバン，硝酸カリウム

の溶解度曲線が記載されている。今後，飽

和食塩水以外のミョウバン，硝酸カリウム

の飽和水溶液についても，同様に実験を行

い，報告する。 

参考文献 

・小学校学習指導要領解説 理科編（平成 29 年

告示） 

・中学校学習指導要領解説 理科編（平成 29 年

告示） 
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小・中学校の教科書に掲載されている水溶液中の化学反応

における溶存酸素の影響についての一考察 

○小山香音、谷川直也

KOYAMA Kanon, TANIKAWA Naoya 

岐阜聖徳学園大学 

【キーワード】 金属の腐食、イオン化傾向、溶存酸素 

1 目的 

 銅と酸の反応について、高校化学の教科

書には，酸化力のある酸に反応して溶ける

と記されている。 

 しかし、先行研究１）において希塩酸でも

溶存酸素の働きにより銅が溶解するという

ことが示された。このことから、他にも溶存

酸素の影響により、教科書の記載と異なる

結果となる実験系があるのではないかと考

えられる。 

 本研究では、教科書に掲載されている水

溶液の実験の溶存酸素の影響を調べ、教科

書に記載されている実験はどのような条件

制御でおこなわれているのかを再検証する

ことを目的とする。 

2 実験方法 

 本実験２）は、鉄釘と 3％塩化ナトリウム

水溶液、ヘキサシアノ鉄（Ⅲ）カリウム

0.5𝑔/50𝑚𝑙水溶液、フェノールフタレイン

溶液を用いて行った。 

 細かな窒素の気泡を吹き込み脱酸素した

塩化ナトリウム水溶液と、脱酸素しない塩

化ナトリウム水溶液の pHと溶存酸素濃度

を測定し、シャーレに約半分まで満たし

た。そこに、指示薬としてヘキサシアノ鉄

（Ⅲ）カリウム水溶液とフェノールフタレ

イン溶液をそれぞれ数滴ずつ加えた。

3 結果と考察 

図 鉄釘付近の色の変化の様子 

 図に塩化ナトリウム水溶液の色の変化の

様子を示す。シャーレ①が脱酸素していな

いもの、シャーレ②が窒素を吹き込み脱酸

素したものである。どちらも水溶液の色の

変化が見られたが、①のほうが反応速度が

大きく溶存酸素が影響を及ぼしていること

が明らかとなった。今後は銀と希塩酸、希硫

酸との反応に溶存酸素の影響があるかを調

べる。 

4 参考文献 

１）大江智子、谷川直也（2019）「銅と希塩酸の反応につ

いての一考察-溶存酸素と金属表面に着目して-」、『岐阜

聖徳学園大学卒業文集』 

２）社団法人 日本化学会（1993）『楽しい実験の化学』 

① ② 

DO=7.5mg/L(19.9℃) DO=2.5mg/L(20.6℃) 

赤色に変化 青色に変化 
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教科書に掲載されている気体の捕集方法についての一考察 

－純粋な気体の捕集方法に着目して－ 

○大橋龍人, 谷川直也

OHASHI Ryuto,TANIKAWA Naoya 

岐阜聖徳学園大学 

Gifu Shotoku University 

【キーワード】水上置換法、下方置換法、上方置換法、二酸化炭素、飽和水溶液 

1.目的

現行のすべての中学校理科の教科書では気体の

捕集方法については、水上置換法、上方置換法、

下方置換法の３種類が記載されている。 

 水は極性分子からなる多くの溶質を溶かすこと

のできる液体である。二酸化炭素の捕集は下方置

換であったが，現行の中学校教科書では水上置換

となっている。 

 本研究では、純粋な気体の捕集方法に着目し

て、今までの教科書に掲載されていた気体の捕集

法の歴史的変遷について調べるとともに、捕集す

る気体の飽和水溶液に着目した気体の捕集方法に

ついて、実験的検証を行った。 

2.実験

石灰石に 5%塩酸水溶液を加え、二酸化炭素を発

生させる時間を 5分とし、水上置換法で条件を①

②のように変え、実験を行った。捕集した気体の

純度は捕集した二酸化炭素中の、ろうそくの炎が

消えるまでの時間を測定した。 

条件①：水温を 40℃、50℃、60℃に変えて測定 

条件②：水の替わりに二酸化炭素の飽和水溶液を

用いた測定 

二酸化炭素の飽和水溶液の調製は水槽に溜めた水

に二酸化炭素ボンベで二酸化炭素を溶かし込み、

㏗を測定しながら行った。  

3.結果および考察

条件① 

温度 時間 

20℃ 2.5秒 2.3秒 2.8秒 

40℃ 1.5秒 1.2秒 0.9秒 

50℃ 1.2秒 1.0秒 0.9秒 

60℃ 0.9秒 0.9秒 0.7秒 

条件②：二酸化炭素の飽和水溶液（pH＝5.35） 

0.3秒 0.2秒 0.3秒 

 水温が高いほどろうそくの火が消えるのが早い

のは、水温が高いため二酸化炭素が水に溶けにく

く多量の二酸化炭素が集まったためだと考える。

しかし、水温が高いほど蒸発した水蒸気が捕集さ

れた気体に多量に含まれるため純度は低いと言え

る。 

 二酸化炭素の飽和水溶液を使用したときは、捕

集した際に二酸化炭素が水に溶け込むことがな

く、純度の高い二酸化炭素を多量に捕集すること

ができたためろうそくの炎が早く消えたと考え

る。 

 今後は捕集する気体の飽和水溶液を使用した場

合、水に溶けやすい気体でも水上置換法で捕集で

きるかを検証する。 

4.参考文献

・文部科学省『中学指導要領解説 理科編』平成

29年告示 
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高等学校化学における中和滴定の実験についての再検討 

－中学理科との接続，中和点における二酸化炭素の影響に着目してー 

○中里宇杏，谷川直也

Ukyo NAKAZATO, Naoya TANIKAWA 

岐阜聖徳学園大学 

【キーワード】中和滴定，中和点，フェノールフタレイン溶液，二酸化炭素，実験方法の改善 

1. 目的

現行の高等学校理科の教科書には中和滴

定の実験方法として，ホールピペット，ビ

ュレットの 2種類の分析用器具を使用した

ものが掲載されているが，その操作は高校

生にとって難しい面がある。 

本研究は中学理科で行う半定量の中和滴

定が駒込ピペット 2本で実施することか

ら，高等学校理科の中和滴定の方法の改善

法の 1つとして、ビュレット 2本（酸およ

び塩基用）を用いた実験方法を提案し，実

験法の検証を行った。 

また，中和点における二酸化炭素の影響

に着目した実験的検証を行った。 

2. 実験内容

現行の高校化学基礎の教科書に掲載され

ている装置を組み立てた。今回はこの装置

を使った実験①と，ビュレット 2本を使っ

た実験②を行った。 

実験①：現行の高校化学基礎の教科書では

コニカルビーカーに酸，ビュレットに塩基

を入れている。酸，塩基を入れ替えると結

果に影響するのかという検証を行った。 

実験②：2本のビュレットに酸と塩基をそれ

ぞれ加え準備する。コニカルビーカーにフ

ェノールフタレイン溶液を数滴加え、ビュ

レットから交互に滴下していく。

3. 結果及び考察

実験①：コニカルビーカーに塩基を入れる

と大気中の二酸化炭素との接触面積が大き

くなるため，二酸化炭素の溶解の影響があ

ると予想したが，滴定に要した水酸化ナト

リウムの体積は容器を入れ替えても測定値

のばらつきは偶然誤差の範囲内であった。

詳細な測定値は発表の際に示す。 

また，フェノールフタレイン溶液の色が赤

色から無色になる変化は色の変化が分かり

にくいという問題があることが分かった。 

実験②：現行の方法と比較すると，指示薬

の色の変化が濃い赤色になってしまって

も，そのまま，酸を加えることができるた

め，1個のコニカルビーカーで効率よく中

和滴定の操作を行うことができた。しか

し，酸と塩基を交互に滴下することから指

示薬の色の変化の判断がしづらい問題もあ

ることが分かった。 

4．今後の展望 

 中和点でフェノールフタレイン溶液の薄

い赤色がしばらくすると無色になる原因に

ついて，実験的検証を行う。 

引用文献 

・例えば，竹内敬人ほか『改訂 化学基礎』（東京書

籍） 

・藤岡和男（2000）「フェノールフタレインの強塩基

性での退色」『化学と教育』第 48巻，第 12号 
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弱塩基の遊離に関するマイクロスケール実験教材の開発

手作りウェルプレートの活用 

中川徹夫 
Tetsuo NAKAGAWA 
神戸女学院大学 

【キ－ワード】	 マイクロスケール実験，弱塩基の遊離，ペットボトルのキャップ，手作りウェルプレート 

１ はじめに

	 現行の高等学校「化学基礎」では，弱塩基の

塩が強塩基と反応すると，弱塩基が遊離する反

応が扱われる。例として塩化アンモニウムと水

酸化ナトリウムの反応が記されている（齋藤ら

2017，竹内ら 2017，辰巳ら 2017）。 
NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl 

	 本研究では，ペットボトルのキャップと白板

紙製容器で作製した手作りウェルプレート

（Nakagawa 2021）を使用して，弱塩基の遊離
や塩基の強弱の序列を理解できるマイクロス

ケール実験教材の開発を試みた。

２ 実験

2-1 器具と試薬

器具として，ペットボトルのキャップ（白色

2 個，黒色 1 個），白板紙製実験容器（3 行 1
列）1 個（展
開図を図 1に
示す），小さ

じ（マルエム

スプーン丸

型 No. 1）3本
を使用した。 

試薬として，硫酸鉄(III)水和物，硫酸アンモ
ニウム，3 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液，3
mol/Lアンモニア水，pH試験紙，蒸留水を使用
した。

2-2 方法

(1) 容器内の 11および 12に白色，13に黒色の
ペットボトルのキャップをセットした。

(2) 11 および 12 に硫酸鉄(III)水和物を小さじ
1/3杯加えた。

(3) 13に硫酸アンモニウムを小さじ 1/3杯加え
た。

(4) 11 および 12 に蒸留水を 10 滴，13 に 3 滴
加え，容器をゆっくり前後左右に動かした。 

(5) 11 および 13 に 3 mol/L 水酸化ナトリウム
水溶液を 3滴，12に 3 mol/Lアンモニア水
を 3滴加え，容器をゆっくり前後左右に動
かした。

(6) 13 に水で湿らせた pH 試験紙を近づけた。 

３ 結果と考察

11では，瞬時に茶褐色の沈殿が生成した。 
Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4 

12でも，瞬時に茶褐色の沈殿が生成した。 
 Fe2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Fe(OH)3↓ + 3(NH4)2SO4 
これらの沈殿は，いずれも水酸化鉄(III)であ

る。つまり，水酸化ナトリウムやアンモニアは，

水酸化鉄(III)よりも強塩基である。 
13では，瞬時に刺激臭が認められ，pH試験

紙が青変した。

(NH4)2SO4 + 2NaOH → 2NH3↑ + 2H2O + Na2SO4 
発生した気体は，pH 試験紙の色調変化より

アンモニアである。つまり，水酸化ナトリウム

は，アンモニアよりも強塩基である。

以上の結果より，塩基の強さの序列は，水酸

化ナトリウム＞アンモニア＞水酸化鉄(III)と
なる。

本研究は，JSPS科研費 17K00991の助成を受
けたものである。

引用文献

齋藤烈ら(2017)『化学基礎	 改訂版』，啓林館， 
155． 

竹内敬人ら(2017)『改訂 化学基礎』，東京書籍，
142. 

辰巳敬ら(2017) 『改訂版 化学基礎』，数研出
版，158-159. 

T. Nakagawa (2021) “Low-cost handmade well
plates for microscale experiments,” School
Science Review, Vol. 103, No. 382, 23-26.

図 1 白板紙製実験容器（3行 1列の展開図） 
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児童の実験構想に基づいた動画教材を活用した粒子概念の理解

－「結露」概念に関する実態調査－ 

〇波多野真由¹、郡司賀透² 

Mayu HATANO、Yoshiyuki GUNJI 

¹静岡大学教育学部、²静岡大学学術院教育学領域 

【キーワード】 粒子概念、動画教材、結露、水蒸気、素朴概念

１． 問題の所在 

児童は授業で科学的な概念を教授される前

に、誤った素朴な知識や既有の概念を持ってい

ること、概念変容が認められた後でも、「学習者

の概念が短時間に元の概念に戻ってしまう」こ

とが繰り返し指摘されてきた（片平、2016）。典

型的な例が「水蒸気」の概念である。沸騰した

水の中から出る泡を「水の中から出てきた空気

であると考えている児童がいる」ことが指摘さ

れ、多くの研究により概念変容策が提案されて

きた。それを踏まえて本研究では「水蒸気」概

念に関連し、児童の「結露」概念の実態を明ら

かにし、児童の実験構想に基づいた動画教材を

制作した。粒子概念が未定着で、目に見えない

「水蒸気」が、冷たい水の入ったコップの表面

で飽和し水滴となって現れる現象も、科学的な

概念を学習しても容易には修正されない独自

の概念を持っているのではないかと考えた。ま

た、D 社の教科書を事例にして「空気中には、

水じょう気がどこにでもふくまれているのだ

ろうか。」という問いに対し、ジッパー付きの渇

いた袋に、保冷剤を入れ、袋の外側に水滴がつ

くのかどうかを調べる実験が紹介され、「水滴

がつけば、その場所の空気中には水蒸気がある

といえる」とされている。しかし「結露」の仕

組みを正しく理解していなければなぜこの実

験で「空気中には水蒸気がふくまれる」と言え

るのか、児童にはわからないのではないかと問

題を感じた。 

２． 方法 

本研究では、公立小学校の 5 年生 70 名、6年

生 89 名に対して「結露」概念に関する問題形

式による調査を 2021 年 10 月に実施し、独自に

抱いている概念を明らかにした。その概念に対

して児童に矛盾を生じさせる実験、児童が提案

した実験を著者が実践して動画教材を制作し、 

実態調査の約 1ヵ月後に 6年生に視聴してもら

い、事後調査を実施した。 

３． 結果及び考察 

紙幅の都合上、「結露」概念の実態調査の結果

について報告する。児童の中には「冷たい水の

入ったコップの外側に水滴がつく理由」の回答

で「コップの中の水が蒸発し、再び降りてきて

水滴になる」或いは「コップの中の水が染み出

す」といった素朴概念を抱いていることがわか

った。また、「コップの水の冷たさと外界の温か

さによる温度差があるから」という構成要素の

一部を満たす科学的な概念を抱く児童もいた。

「結露」に対し、独自の概念を持っているとい

える。さらには 5年生よりも 6 年生の方が、こ

のような独自の概念を抱いている児童の割合

が高かった。科学的な概念を 4年生の授業で学

習しても容易には修正されない強固な概念の

一つであるといえる。一方、「水蒸気」概念に関

する実態調査を実施した 5 年生の回答からは、

「空気中には水蒸気が存在しない」という「水

蒸気」の素朴概念を抱く児童が 23％であり、「空

気中には水蒸気がふくまれている」という科学

的な概念の学び方の改善が必要だと考える。 

引用・参考文献 

１）片平克弘(2016)：「粒子理論の教授学習過程

の構成と展開に関する研究」 

２）文部科学省(2017)「小学校学習指導要領(平

成 29年告示)解説 理科編」、東洋館出版 

３）有馬朗人ほか(2020)：「たのしい理科」大日

本図書 
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小中学校理科教科書で使われている色彩のイメージ研究

〇長谷川拓椰１、郡司賀透２、井出祐介３、髙橋政宏４ 

Takuya HASEGAWA ，Yoshiyuki GUNJI，Yuhsuke IDE，Masahiro TAKAHASHI 

静岡大学教育学部１，静岡大学附属静岡中学校２，静岡大学学術院教育学領域３ 

キーワード 理科教育、理科教科書、イメージ、色彩 

１． 目的 

GIGAスクール構想により、ICT教育が積

極的に推進されている中で、学習の様々な場

面において、CBT 化が進んでいる。CBT 化

に伴って、視覚的に見やすいカラフルなもの

が増えてくるであろう。しかし、それらのす

べてが子どもの色彩のイメージを反映させ

ることができているといえばそうではない。

中には色づかいにより混乱してしまう子ど

ももいるであろう。 

そこで本研究では、色による表記が多い教

科である理科を取り上げ、その教科書につい

て分析を行った。そして教科書で使われてい

る色彩と子どものイメージについての整合

性や関連性、また現代の子どもの色彩感覚を

もとにした傾向や感性を明らかにすること

を目的とした。 

２． 方法 

 本研究では、2021 年 11 月 15 日に静岡大

学附属静岡中学校 3 年生 71 名にアンケート

調査を行った。アンケートは、D社の理科教

科書 7冊（小学校 3年～中学校 3年）から画

像を適宜引用している。またアンケートの内

容としては、（1）教科書の疑問に思った色づ

かいを抜き出し、何色が適しているかを問う

（選択式）、（2）各色について理科でのイメー

ジを問う（記述式）、（3）感想など、の 3部で

構成されている。 

またこのアンケート調査から教科書の配

色と子どものイメージとの関連や、現代の子

どもの傾向や感性が明瞭になるのではない

かと考えたのである。 

３． 結果及び考察 

（1）では、選択肢に「わからない」という

項目を設け、具体的な色のイメージがわかな

いものも明らかにしようと試みた。実際の教

科書の色と、最も割合が高い回答の色が一致 

している設問は、40問中 11問で全体の約 28 

％であった。このことから、他の色との配色

の影響も考慮する必要があるが、教科書の色

と子どもの色のイメージが完全に一致して

いるとはいえないことがわかる。 

（2）に関していうと、「赤」についての理

科のイメージは「熱い・熱」や「火・炎」の

回答数が多く、「青」については「水」や「冷

たい」の回答数が多かった。このことから、

「赤は熱い」、「青は冷たい」というイメージ

が根付いていることがわかる。またそれぞれ

の色の回答数に注目すると、赤、青、緑はそ

れぞれ約 120 件なのに対し、橙は約 80 件と

大幅に少なかった。このことから、理科にお

いて「橙」に比べて、「赤」、「青」、「緑」の 3

色がよく用いられており、子どもによく浸透

していることがわかる。 

（3）では「色についてあまり考えたことが

なかった」や「感覚的」という言葉が多くあ

った。このことから、理科において普段は色

についてあまり意識しておらず、感覚的に色

を判断し、教科書を読んだり観察・実験を行

ったりしている傾向がわかる。 

紙幅の都合上、結果及び考察は一部に留め

ざるを得なかった。詳細は後日発表する。 

引用・参考文献 

1） 有馬朗人 ほか 57名（2020）「たのしい

理科 3～6年」大日本図書株式会社

2）有馬朗人 ほか 70 名（2021）「理科の世

界 1～3」大日本図書株式会社 

3） 文部科学省・国立教育政策研究所（2020）

「TIMSS（国際数学・理科教育動向調査）に

ついてーコンピュータ使用型調査の概要―」

https://www.mext.go.jp/content/20200605-

mxt_chousa02-000007680-7.pdf

(最終ログイン 2021/11/19)
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環境教育における体系的な授業推進のための情報のパッケージ化とその実践 

○森野舞花 A、山本高広 B・K

Maika MORINOA、Takahiro YAMAMOTOB・K 

静岡大学教育学部理科教育専修 A、静岡大学学術院教育学領域 B・K 

Science Education,Faculty of Education,Shizuoka UniversityA、Academic Institute College of Education,Shizuoka UniversityB・K 

【キーワード】 環境教育、パッケージ化、ESD、教科横断的 

１． 研究の背景と目的 

 現在、学校教育では環境教育の進め方とし

て、特別に「環境」の科目を作らず、それぞ

れの科目の中で教える、または、総合的な学

習の時間に取り上げるようになっている。し

かし教科ごとの学びでは、子どもたちの知識

は行動に結びつかず、活動がイベント的にな

り、環境への価値観を育みにくいことが指摘

されている 1)。 

また、教師は持続可能な社会の担い手の育

成に向けた環境教育を行い、児童生徒が当事

者としての正しい知識と態度を身に付けて

いくことが求められているが、現場では環境

教育に関する専門知識を持つ教員の不足や、

教材研究の時間の不足などにより、十分に実

施出来ていないのが現状である 2)。 

 そこで本研究では、これらの課題を受け、

各教科の学びをパッケージの形で情報集約

した教員用ツールの作成と活用に関する実

践を試みることを目的とした。 

２． 研究の方法 

 環境教育に関する指導資料 3)や、ESD環境

教育モデルガイドブック 4)などを参考にし、

小学校学習指導要領（平成 29年告示）、中学

校学習指導要領（平成 29 年告示）に対応し

た環境教育のパッケージ集約を行う。 

 これを活用することで教師の環境教育の

実施負担がどのように変化したか、児童生徒

が環境への知識や態度を身に付けることが

できたかをパッケージの評価とし、改善をし

ながら実用可能なものを目指し作成できる

と考えた。 

３． 授業実践の概要 

 静岡市内の公立小学校第 4学年 3クラスを

対象として、令和 3年 10月下旬～11月上旬

に「食品ロス」をテーマに実践を実施した。 

本研究において作成したパッケージから、

筆者が適切な箇所を選定し、実践校の教員と

協議しながら学習指導案を作成した。それを

基に、クラスの状況に合わせた授業を、クラ

スごと 1名、計教員 3名に依頼した。 

４． 結果及び考察 

(1)児童への調査問題の結果 

環境問題への関心度を問う選択回答では、

事前調査において「聞いたことがない」「聞い

たことはあるが説明できない」といった回答

が目立ったのに対し、事後調査においては

「知っていて少し説明できる」「よく知って

いて詳しく説明できる」と回答した児童の割

合が増加した。また、環境保全活動について

の問いでは、実践後能動的に活動を行ってい

る児童の割合が増加していた。したがって、

パッケージを活用した授業において児童は

環境への知識や態度を身に付けることがで

きたと考えられた。 

(2)教員への調査問題の結果 

パッケージを活用することでの授業の変

化を問う自由回答で、事前・事後調査ともに

「年度ごとのつながりを意識できる」「他教

科との関連がわかる」という意見があった。

よって、本研究において作成したパッケージ

を教員が活用することは、授業の実施負担を

軽減し、環境教育の授業を体系的に推進する

ことへ一定の効果があったと考える。 

 これまでも、環境教育に関する指導資料は

作成・開発されてきたが、教科横断的には行

われていない傾向にあった。それに対し情報

集約されたパッケージを活用することで、教

員はこれまでやこれからの学びと連携した

授業を構成することができ、環境教育の体系

的授業を推進するツールとしての有用性が

示唆された。 

主要引用・参考文献 
1)飯沼慶一「小学校における環境教育の実践と課題」川島宗継・市川

智史・今村光章編著『環境教育への招待』(2002)ミネルヴァ書房 

2)静岡市『静岡市環境教育行動計画』(2021)静岡市環境局環境創造課 

3)国立教育政策研究所 教育課程研究センター『環境教育指導資料[幼

稚園・小学校編]』(2014)東洋館出版社 

4)環境省『ESD 環境教育モデルプログラムガイドブック』(2013)地

球環境パートナーシッププラザ 
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幼小接続を意識した教科横断的な感謝についての実践 

◯齋藤大斗 A、山本高広 B・K

Hiroto SAITOA、Takahiro YAMAMOTOB・K  

静岡大学教育学研究科 A、静岡大学学術院教育学領域 B・K 

Graduate School of Education，Shizuoka UniversityA、Academic Institute College of Education，Shizuoka University B・K 

キーワード 幼小接続、教科横断的、感謝、道徳教育、生活科教育、理科教育

１．研究の背景と目的 

 現代社会は、産業がますます発展する一方で

適切な判断を求める機会が多い。このような社

会において、道徳教育は重要性を増してきてい

ると考えられる。一人一人が自己の利益を中心

に考えるのではなく、周りの環境や人に感謝を

して利他愛を大切にし、道徳的な判断を中心に

物事を進め行動していくことで、社会は発展し

ていくことができると考えられる。 

 幼稚園教育要領 1)、保育所保育指針 2)、幼保

連携型認定こども園教育・保育要領 3)が 2017

年から改定され、幼児期の終わりまでに育って

ほしい 10 の姿が示され、試行されている。そ

の 10 の姿のうちの一つである「自然との関わ

り・生命尊重」は、小学校の生活科や理科との

関連が強い姿であると言える。 

 また、小学校の生活科や理科は幼児教育や道

徳教育に含まれる感謝とのつながりが深い科

目であると筆者は考える。 

そこで本研究では、幼児教育（特に環境領域）、

小学校生活科、理科を一つの軸として捉え、感

謝に関する幼小接続を意識した教育実践を試

みることを目的とした。本研究では、保育園で

の実践を報告し、現状や課題を明らかにする。 

2．研究の方法及び実施計画 

 静岡市内の A保育園の園児 59名（5 歳児 20

名、4歳児 17名、3歳児 22名）を対象として、

実践を行うことを計画した 4)。本実践の流れは

次の通りである。 

本実践のテーマ：秋と冬の製作遊び 

対象者：5〜3歳児（特に、5歳児） 

・1日目の実践概要

(1) 保育園で事前に活動内容、遊び、製作の目

的を確認する。

(2) A保育園の近隣にある公園に行き、落ち葉

や木の実などを拾い集める。 

(3)A 保育園に戻り、午後から落ち葉や木の実

などを使ったクリスマスリースの製作を行う。 

・2日目の実践概要

(1)午前と午後に、クリスマスリースの製作の

続きを行う。

・3日目の実践概要

(1)作成した紙芝居の読み聞かせを行い、活動

の振り返りを行う。紙芝居の内容は、園児の活

動の様子の写真、日本の四季、5歳児と異学年

との関わり、家族との関わり、感謝することの

大切さに関する内容を含む。

(2)4歳児、3歳児を招き、5歳児から 4歳児と

3 歳児に上記のクリスマスリースをプレゼン

トとして渡す。

(3)5 歳児から保護者へ上記のクリスマスリー

スをプレゼントとして渡す。

・実践の評価方法

次の 3つの方法により、評価する。

（1）5、4、3歳児を担当している保育士への事

前と事後のアンケート 

（2）5、4、3歳児の保護者への事前と事後のア

ンケート

（3）5、4、3歳児への聞き取り調査

主要引用・参考文献 

1) 文部科学省『幼稚園教育要領解説』(2018)

フレーベル館

2) 厚生労働省『保育所保育指針解説』(2018)

フレーベル館

3) 内閣府・文部科学省・厚生労働省『幼保連

携型認定こども園教育・保育要領解説』(2018)

フレーベル館

4) 田澤里喜『あそびのなかの学びが未来を開

く 幼児教育から小学校教育への接続』(2020)

世界文化社
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