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第 70回日本理科教育学会中国支部大会 開催要項 

 

【主催】 一般社団法人 日本理科教育学会 中国支部 

【後援】 日本教育大学協会，広島大学大学院人間社会科学研究科 

【期日】 2021（令和 3）年 12 月 18日（土） 

【会場】 Zoom によるオンライン発表（Zoomミーティング URLは参加者に通知しています） 

【日程】 

 9:45     10:00                     11:45         13:15         14:00                       16:00 

受付 研究発表 

 支部総会 

研究発表 

昼食 

【大会事務局】 〒739-8524 広島県東広島市鏡山 1-1-1 

広島大学 大学院人間社会科学研究科 教育科学専攻 教師教育デザイン学プログラム 

自然システム教育学領域 内 

第 70 回日本理科教育学会中国支部大会実行委員会（実行委員長：磯﨑 哲夫） 

HP: http://branch2.sjst.jp/chugoku/meeting.php 

E-mail: chugoku☆sjst.jp（☆を@に置き換えてください） 

【諸連絡】 

(1) 発表時間 発表 12 分、質疑応答 3 分（1つの発表につき 15分とします） 

(2) タイムテーブル 

 Ａ会場 B会場 C会場 

9:45-10:00 受付・接続確認 

10:00-10:15 A01 B01 C01 

10:15-10:30 A02 B02 C02 

10:30-10:45 A03 B03 C03 

10:45-11:00 休憩・接続確認 

11:00-11:15 A04 B04 C04 

11:15-11:30 A05 B05 C05 

11:30-11:45 A06 B06 C06 

11:45-13:15 昼食 

13:15-13:45 支部総会（A会場） 

13:45-14:00 休憩・接続確認 

14:00-14:15 A07 B07 C07 

14:15-14:30 A08 B08 C08 

14:30-14:45 A09 B09 C09 

14:45-15:00 休憩・接続確認 

15:00-15:15 A10 B10 C10 

15:15-15:30 A11 B11 C11 

15:30-15:45 A12 B12 C12 

15:45-16:00 A13 B13 C13 

(3) 支部総会 A会場にて 13:15から開始いたします。日本理科教育学会中国支部の会員はご出席ください。 



ii 
 

研究発表プログラム 

 

【A 会場】 

座長：松浦拓也（広島大学）  

A01 プログラミング教育に関する講習についての一考察 －免許状更新講習に参加した小学校教員

の意識の調査より－ 

〇西尾幸一郎（山口大学教育学部），佐伯英人（山口大学教育学部） 

1 

A02 NOS の学習を意図した科学史の活用に関する一考察 

○嶋田亘佑（広島大学大学院），磯﨑哲夫（広島大学院人間社会科研究科） 

2 

A03 NOS に対する小学校教員の認識についての事例的研究 

○石飛幹晴（広島大学大学院），中村大輝（広島大学大学院），松浦拓也（広島大学大学院） 

3 

座長：藤井浩樹（岡山大学）  

A04 近年の PCK に関わる研究の動向と理科授業 

〇田中秀志（下関市立清末小学校） 

4 

A05 イギリスの科学教育における practical workに関する研究 －評価とTwenty First Century Science

教科書の分析を中心に－ 

○野村優成（広島大学大学院），磯﨑哲夫（広島大学大学院人間社会科学研究科） 

5 

A06 What is Required to Foster Anticipatory Competency in School Science? 

○K.F.ARDH (Graduate School Humanities and Social Science, Okayama University),  

Hiroki FUJII (Graduate School Humanities and Social Science, Okayama University) 

6 

座長：栢野彰秀（島根大学）  

A07 虫の気持ちについての低学年児童の認識 －生活科の飼育活動を通して－ 

○小野寺かれん（岡山大学大学院社会文化学研究科）， 

藤井浩樹（岡山大学大学院社会文化学研究科） 

7 

A08 中学校理科教科書における単元を貫く問いの特徴 

○吾妻喬司（岡山県赤磐市立吉井中学校），藤井浩樹（岡山大学大学院教育学研究科） 

8 

A09 中学校理科における気候変動教育の充実を図る授業開発 

〇増田千紘（大阪教育大学），中東大星（大阪教育大学），吉本直弘（大阪教育大学） 

9 

座長：三好美織（広島大学）  

A10 中学校理科における問いの生成を支援する実践事例 第３学年「遺伝の規則性と遺伝子」にお

ける実践 

○山本 浩弥（廿日市市立佐伯中学校） 

10 

A11 小学校理科における「主体的に学習に取り組む態度」の評価の試み 第３学年「かげと太陽」

単元を例として 

○白山由希子（島根大学教職大学院），栢野彰秀（島根大学） 

11 

A12 森林を題材とした中学校理科の授業実践 －自然環境の保全意識の向上を目指して－ 

〇西原詩織（岡山大学大学院教育学研究科），藤井浩樹（岡山大学大学院教育学研究科） 

12 

A13 中学校理科「電流」の学習における「シミュレーション」の利用とその効果 －「主体的・対

話的で深い学び」を指向した TabletPC の活用－ 

〇村上隆正（出雲市立第二中学校），千代西尾 祐司（公立鳥取環境大学） 

13 
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【B 会場】 

座長：龍岡寛幸（広島大学附属東雲中学校）  

B01 科学的な探究心を育む教材生物の開発と実践 メダカの教材化 

○宮下健太（島根大学教育学部附属義務教育学校後期課程） 

14 

B02 高等学校生物基礎における血液凝固実験の新たな試み 

○藤浪圭悟（広島大学附属福山中・高等学校），  

田中伸也（広島大学附属福山中・高等学校） 

15 

B03 植物ホルモンの作用を確かめる実験教材の検討 特にエチレンに着目して 

〇森 友伽（広島大学），竹下俊治（広島大学） 

16 

座長：喜多雅一（岡山大学）  

B04 白色 LED を光源とした蛍光観察教材開発に関する基礎的研究 

○雜賀大輔（米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校）， 

竹下俊治（広島大学大学院人間社会科学研究科） 

17 

B05 紫外線ビーズの退色反応を用いた化学反応の可視化と反応速度解析に関する教材化 

○松浦 遼（広島大学大学院人間社会科学研究科）， 

網本貴一（広島大学大学院人間社会科学研究科） 

18 

B06 データロガーを用いた生徒主体の化学実験教材の開発 pH・反応熱測定の授業実践に向けて 

○沓脱侑記（広島大学附属中・高等学校），平松敦史（広島大学附属中・高等学校）， 

内海良一（広島大学附属中・高等学校） 

19 

座長：網本貴一（広島大学）  

B07 COVID-19 流行下での理科教育関係のオンライン授業 

○白神聖也（広島都市学園大学子ども教育学部） 

20 

B08 大学生が持つ物質の電気伝導性に関する誤概念 大学の講義から見える初等・中等理科教育の

課題 

○高原周一（岡山理科大学） 

21 

B09 蒸留の原理を引き出す探究的な学習活動の授業実践 －泥水から飲料に適した水を得るとい

う学習課題を通して－ 

○龍岡寛幸（広島大学附属東雲中学校），磯﨑哲夫（広島大学大学院人間社会科学研究科），

古賀信吉（広島大学大学院人間社会科学研究科） 

22 

座長：高原周一（岡山理科大学）  

B10 化学的な事物・現象を表現する力の育成 －ファンアーケル・ケテラーの三角形の導入・活用

－ 

○武田真子（鳥取県立米子西高等学校） 

23 

B11 電気に関する科学史を題材にする授業実践 －ミクロ／マクロ／グローバルのシステム思考

－ 

○喜多雅一（岡山大学），榊原保志（信州大学） 

24 

B12 金属光沢のあるプラスチックのスプーンの教材化（その２） －小学校の第３学年「磁石の性

質」において－ 

○津守成思（山口大学教育学部附属山口小学校），佐伯英人（山口大学教育学部） 

26 

B13 モノコードを使った実験に関する一考察 －中学校の第１学年「光と音」において－ 

○田中 聡（山口大学教育学部附属山口中学校），佐伯英人（山口大学教育学部） 

26 
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【C 会場】 

座長：木下博義（広島大学）  

C01 水の中の生き物を飼育・観察するための池づくり －第３学年の「総合的な学習の時間」に

おいて－ 

○小林弘典（山口大学教育学部附属山口小学校）， 

水野晃秀（愛媛県立宇和島水産高等学校），佐伯英人（山口大学教育学部） 

27 

C02 生き物を池で飼育・観察する方法について理解を深める授業 －第３学年の「総合的な学習の

時間」において－ 

○水野晃秀（愛媛県立宇和島水産高等学校）， 

小林弘典（山口大学教育学部附属山口小学校），佐伯英人（山口大学教育学部） 

28 

C03 ボールレンズ保持板を使ったタブレット顕微鏡に関する一考察 －第６学年の理科「土地のつ

くりと変化」において－ 

○森戸 幹（周南市立富田西小学校），佐伯英人（山口大学教育学部） 

29 

座長：川崎弘作（岡山大学）  

C04 小学校理科・社会科における洪水による災害に関する学習の現状と課題 教科書分析を通して 

〇赤木瑶平（大阪教育大学），足立和也（大阪教育大学）， 

吉本直弘（大阪教育大学），川村教一（兵庫県立大学） 

30 

C05 タブレット PC を使った疑似観察 －第３学年の「地球と宇宙」において－ 

○松永 武（防府市立大道中学校），佐伯英人（山口大学教育学部） 

31 

C06 「変動する地球に生きるための素養」を育む身近な大地の探究 地球システムの視点から三角

州の形成を考察する学習 

○杉田泰一（広島大学附属中・高等学校） 

32 

座長：佐伯英人（山口大学）  

C07 システム思考の育成を目指した「水の循環」の学習 －カードゲームを利用して－ 

○榊原保志（信州大学），喜多雅一（岡山大学） 

33 

C08 大阪市の中学校における南海トラフ巨大地震を想定した防災教育と防災管理の現状と課題 

○廣岡 力（大阪教育大学），疋田康太（大阪教育大学），吉本直弘（大阪教育大学） 

34 

C09 地域資源や人材を活用した持続可能な地域共創教材の開発 

○大方祐輔（広島大学附属福山中・高等学校） 

35 

座長：白神聖也（広島都市学園大学）  

C10 広島の豪雨災害を地形・地質の観点から探究する授業実践 

〇青木桂子（広島大学附属東雲中学校），龍岡寛幸（広島大学附属東雲中学校） 

36 

C11 ICT を活用した擬似的野外調査による地質図の作成 

○江川 宣（広島大学大学院人間社会科学研究科）， 

山崎博史（広島大学大学院人間社会科学研究科） 

37 

C12 資源・防災教育における文脈を基盤としたアプローチの活用 －SATIS の今日的な意義の検討

を中心に－ 

○中西裕也（広島大学大学院・広島県立賀茂高等学校）， 

磯﨑哲夫（広島大学大学院人間社会科学研究科），林武広（比治山大学） 

38 

C13 災害時の避難判断に関わる理科学習の内容 －2018 年西日本豪雨災害の例－ 

○林 武広（比治山大学現代文化学部），中西裕也（広島県立賀茂高等学校）， 

土井 徹（安田女子大学教育学部），磯﨑哲夫（広島大学大学院人間社会科学研究科） 

39 
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プログラミング教育に関する講習についての一考察 

‐免許状更新講習に参加した小学校教員の意識の調査より‐ 

西尾幸一郎 1，佐伯英人 1 

NISHIO Koichiro, SAIKI Hideto 
1山口大学教育学部 

【キ－ワード】 免許状更新講習，プログラミング，第６学年，理科，電気の利用 

１．研究の目的 

2021 年６月６日、免許状更新講習「小・中

学校における理科の授業」を実施し、プログラ

ミング教育に関する講習（80 分×２回）を行

った。本研究の目的は、講習に参加した小学校

教員の意識について知見を得ることであった。 

２．プログラミング教育に関する講習の内容 

講習の内容は、2020 年度版の東京書籍の教

科書『新しい理科 ６年』の「３|電気の有効利

用」（p.157- p.161）に示されている内容であ

り、主に「活動」（p.160）を実践した。この講

習ではMESHを用いた。 

３．調査方法と分析方法 

調査方法として質問紙法を用いた。質問紙で

は「前文」を設定し、『小学校学習指導要領（平

成 29年告示）解説 理科編』の「(4) 電気の利

用」には、「身の回りには～考えられる。」（p.83

の 20行～23行）と記述されていることを示し

た（文部科学省，2018）。また、各教科書にお

いて、「電気の利用」の単元にプログラミング

体験が掲載されていることを示した。その後に

「問い」を設定し、「現時点において、『前文』

で示した『プログラミング体験』について、あ

なたが感じられていること、また、あなたの状

況を教えてください。」という教示を行い、表

１に示した４つの質問項目(質問項目①～質問

項目④)を設定した。質問項目ごとに５件法（と

てもあてはまる，だいたいあてはまる，どちら

ともいえない，あまりあてはまらない，まった

くあてはまらない）で回答を求めた。調査は、

講習の前後で実施した。分析するにあたり、５

件法の「とてもあてはまる」～「まったくあて

はまらない」を５点～１点として中央値を算出

し、Wilcoxonの符号付順位検定を行った。 

４．結果と考察 

講習に参加した小学校教員は４名であった。

分析の結果を表１に示す。質問項目①では有意

な差がみられなかった。この理由として、中央

値が活動前に 4.0 と高かったことが考えられ

る。質問項目②と質問項目③では有意な差がみ

られた。このことは、この講習を通して、教員

の意識に変容がみられたことを示唆している。

質問項目④では有意な差がみられなかった（有

意傾向はみられた）。このことは、この講習を

通して、教員の意識に変容がみられたとまでは

いえないことを示唆している。 

表１ 中央値とWilcoxonの符号付順位検定の結果 

番号 質問項目 
中央値 

Ｎ 
平均 

ランク 
順位和 ｚ値 

有意 

確率 活動前 活動後 

① 
プログラミング体験を児童にさ

せることについて良いと思う。 
4.0 5.0 

負の順位：0 

正の順位：2 

同順位：2 

0.00 

1.50 

0.00 

3.00 1.41 n.s. 

② 
教具を使ってプログラミングす

ることができる。 
2.5 3.5 

負の順位：0 

正の順位：4 

同順位：0 

0.00 

2.50 

0.00 

10.00 2.00 ＊ 

③ 
教具を使ってプログラミングを

指導することができる。 
2.5 3.5 

負の順位：0 

正の順位：4 

同順位：0 

0.00 

2.50 

0.00 

10.00 2.00 ＊ 

④ 
プログラミング体験の授業を実

践できる。 
2.0 3.0 

負の順位：0 

正の順位：3 

同順位：1 

0.00 

2.00 

0.00 

6.00 1.73 
n.s. 

（†） 

min＝1，max＝5 n.s.：非有意，†：p<0.10，＊：p<0.05 
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NOSの学習を意図した科学史の活用に関する一考察 

○嶋田亘佑 1，磯﨑哲夫 2

Kousuke SHIMADA, Tetsuo ISOZAKI 
1広島大学大学院，2広島大学大学院人間社会科学研究科 

【キ－ワード】 科学の本質，科学史，科学的リテラシー 

１ 背景と目的 
 理科教育において，科学史を活用する議論は
古くから散見される（福井・鶴岡，2003；徳永，
1998）。福井・鶴岡（2003）は，科学史を活用
する目的を，科学の本質（Nature of Science；以
下 NOS と略記）の理解と学習の動機づけの２
つに整理している。 
志田・野添・磯﨑（2019）は，理科教育に NOS

を導入するための具体的な手立てとして，科学
史をカリキュラム上に位置づけることを提案
しているが，授業実践レベルでどのように科学
史を扱うのかについては言及していない。 
以上を踏まえ，本研究では NOS の学習を意

図した科学史の活用に関する理論的検討を行
い，授業への導入に向けて考察することを目的
とした。 
２ 科学史と NOSの教育的意義 
（１）今日の科学的リテラシーの展開

Roberts（2007）によると，諸外国の科学カリ
キュラムにおける科学（的）リテラシーは大き
く２つに区分することができ，それぞれを
VisionⅠ，VisionⅡと呼んでいる。前者は伝統的
に正しいとされている自然科学の規範，すなわ
ち科学そのものを内向きに見る意味であり，後
者は，生徒が市民として直面するであろう，科
学の内容に関連する状況で特徴づけられ，市民
のための科学と呼ばれている（Roberts & Bybee,
2014）。VisionⅠはアメリカの Project 2061 が典
型例であり，VisionⅡはイギリスの Twenty First
Century Scienceプロジェクトである。そのため，
VisionⅡはイギリスをルーツとしている（磯
﨑，2014；Roberts, 2007）。主にイギリスの科
学教育者を中心に，NOS を理解することは，科
学的リテラシーを有した市民として不可欠で
あることを指摘しており（例えば，Jenkins,
2013；Driver, Leach, Millar & Scott, 1996），こ
こでの科学的リテラシーは VisionⅡの視点と
捉えることができる。科学史の活用を検討する
際，VisionⅠ又は VisionⅡのいずれかを志向す
る科学的リテラシーの育成を明確にする必要
があるだろう。なお，本研究では VisionⅡの視
点から，以降検討をおこなう.
（２）科学史を活用した NOS 指導のレビュー
科学史を活用して，NOS を指導する近年の

研究では，Monk and Osborne（1997）が挙げら
れる。彼らは，科学的な研究を歴史的な文脈に
位置づけ，学生が科学の創造性，暫定的，主観
性に加え，科学的思考の文化的，社会的要因を
理解するのに役立つような，指導プロセスのモ
デルを提案した。しかし，そのモデルを Rudge 
and Howe（2009）が批判し，明示的で省察的な

指導（Khishfe & Abd-El-Khalick，2002）を含む
アプローチを新たに提唱した。このアプローチ
を引用した授業実践が多く報告されており（例
えば，Found, Masters & Akerson，2015），NOS
の学習を意図した科学史の活用の際，参考にな
る。
（３）科学史と SSI

VisionⅡを志向する科学教育において，代表
的に学習内容として扱われているのは，SSI
（Socio-scientific issues）であろう。SSI は，「社
会学の要素も包括した，科学や技術に関わる
（論争の余地のある）諸問題」であり（野添・
磯﨑，2012），SSI を取り扱うことで，学習者
の意思決定の能力を育成することを主な目的
としている（Ratcliffe & Grace, 2003）。 
 Allchin（2011）は，SSI のような現代的な事
例に加えて，（科学の）歴史を取り入れること
でしか学習しえない NOS の側面があることを
指摘し，その側面の１つに「科学的知識の暫定
性」を挙げている。「暫定性」の理解について
は，これまで NOS の重要な学習目標の１つと
されていた（例えば，Lederman, 2007；Osborne, 
Collins, Ratcliffe, Millar & Duschl, 2003）。加え
て，暫定性の理解は，科学的なニュース報道を
批判的に評価する際，有効であるとされている
（Leung, Wong & Yung, 2014）。つまり，科学
史を活用する際，「暫定性」のように，NOS の
どの側面を指導するのかを明確にする必要が
ある。 

３ 考察と今後の課題 
 今日の科学・技術が関連する諸問題は，科学
者にも答えることのできない，「今，現在」の
社会的合意が求められる（藤垣，2003）。Vision
Ⅱを志向する科学（理科）教育において，その
ような問題群に対して，児童・生徒が大人にな
った際に，意思決定ができるための基礎的な土
台を育成することが目的の１つである。その
際，学習内容として SSI を扱うことに加えて，
科学を歴史的な視座から捉える機会を設ける
ことは，科学的リテラシーを有する市民育成の
観点から重要である。 
 本研究では，どの科学史を扱うのか，及び
NOS をどのように評価するのかについては言
及していない。これらは今後の課題としたい。 

主要引用文献 
Roberts, D．A．（2007）．Scientific literacy/Science 

Literacy．In S．K．Abel, & N．G．Lederman 
(Eds), Handbook of Research on Science 
Education (pp．729-780)．Place of publisher 
Lawrence Erlbaum Associate． 

日本理科教育学会中国支部大会発表論文集 第70号(2021)

ー2ー



NOSに対する小学校教員の認識についての事例的研究 

○石飛幹晴 1，中村大輝 1，松浦拓也 1

Mikiharu ISHITOBI, Daiki NAKAMURA, Takuya MATSUURA 
1広島大学大学院 

【キ－ワード】 科学の性質（NOS），小学校教員，教員の認識 

１ 研究の背景および目的 

 科学の性質（Nature of Science, NOS）とは，

科学がどのように機能するのか，科学的知識は

どのように生成されどのように検証されるの

か，そして科学者はどのように仕事をするのか

といった科学の営みや科学に関する認識論的

な特徴を指す（McComas et al., 1998）。NOS理

解は科学的リテラシーの育成に不可欠であり，

学習者が科学に価値を見出し，意思決定の目的

で科学的主張を効果的に評価することに役立

つと考えられている（Voss et al., 2021）。しかし，

教員が NOS について多くの誤解を持っており，

NOS に大きな注意を払っていないことが指摘

されている（McComas, 2020）。NOS の認識に

関する国内の研究として，中学生や高校生を対

象とした研究は行われているものの（例えば，

鈴木・大高，2007），教員を対象とした研究は

管見の限りない。そこで本研究では，アンケー

ト調査の回答から NOS に対する小学校教員の

認識を明らかにすることを目的とする。

２ 研究の方法

日本初等理科教育研究会が 2021 年 10 月に

オンラインで開催した勉強会において，NOSに

関する内容を扱った後に理科教育に関心のあ

る小学校教員 25 名を対象として自由記述式の

アンケート調査を実施した（表１）。各質問項

目は，McComas（2020）が示す NOS の９つの

下位要素にそれぞれ対応している。 

 得られた自由記述の内容は，子供の発達段階

や学習指導要領に着目した教育学的な視点に

基づいた回答と，NOS の考え方が含まれてい

る科学的な視点に基づいた回答に分類した。 

３ 調査結果および考察 

 表１に示すように，多くの教員から NOS の

考え方を踏まえた回答（科学的）が得られた（例

えば，①科学的な見方や考え方だけでは答えを

導けないものがあるから。（感情・気持ち））。

また，質問内容に「理科」「教科書」という理科

の授業に関する用語が含まれていた質問項目

①と③では，教育学的な視点に基づいた回答が

相対的に多い傾向を示した。なお，回答の中に

は具体性に欠ける曖昧な記述（例えば，①証明

できないから）や誤った NOSの認識（例えば，

①宇宙分野，逆にミクロな世界など実証できな

いものもあるから）も一部見られた。

本調査の結果から，上述した McComas（2020）

の指摘を検討する。まず，教員が NOS につい

て誤った認識を持っていることは，本調査の結

果からも支持された。そして，NOS に大きな注

意を払っていないことに関しては，状況（例え

ば，NOSに関する明示的な指導の後）や質問の

表現次第では，NOS に関わる考えを引き出す

ことが可能であることが示唆された。 

表 1 質問項目と回答の分類 
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近年の PCKに関わる研究の動向と理科授業 

田中秀志 

Hideyuki TANAKA 

下関市立清末小学校 

【キ－ワード】 PCK，Shulman、研究動向 

１ 背景及び目的 

何十年もの間、教師が何を知っているのか、

そして教えるという仕事を達成するためにど

のように知識を活用しているのかは、教育研究

者、教師教育者、教育政策立案者の関心の的と

なってきた。Shulman(1987)は、教えるための知

識の独自の領域を表すものとして pedagogical 

content knowledge（PCK）を提案しており、特

に科学と数学の領域における教師の知識に関

する多くの実証的な研究を生み出してきた。こ

の PCK は、教科を教える中で生徒の理解を助

ける上での教師の能力の基盤となる。このよう

な PCK を十分に把握することは、質の高い科

学教育を行うために不可欠である。そこで、本

研究では、教師教育の鍵ともいえる教師の PCK

に関する研究を深めていくために、理科教育に

おける教師の PCK に関する研究内容をレビュ

ーし、科学教育研究における教師の PCK に関

する研究動向を把握し、その成果と課題を明ら

かにすることを目的としている。 

２ 方 法 

 Abell(2007)が、科学教師の知識に関する研究

の広範なレビューを行っているため、本研究で

は主として Abell(2007)以降の文献を幅広く概

観することにした。資料収集にあたっては、論

文の検索のみならず、PCKの議論が数多く含ま

れ、研究の最新動向に触れることができると考

えられる 2016年の第２回PCKサミットにて発

表された内容を検討することにした。 

 本発表では、2016年の第２回 PCKサミット

に参加した研究者らが議論した結果を報告し

ている Hume et al. (2019)の内容を手掛かりとし

ながら、研究論文や書籍で発表されている PCK

に関する知見と合わせて、教師の PCK に関す

る研究動向の検討を行い、成果と課題を明らか

にしていく。 

３ 結 果 

 本研究の結果では、主に以下のことが明らか

になった。 

① 理科授業における教師と PCKの関係は、定

性的研究によって解明されてきた。そし

て、科学教師の PCK の決定を企図する分析

方法が様々に開発され、それが活用される

ようになった。 

② それぞれの PCK 研究における PCK の概念

化は、その研究で援用されている PCKモデ

ルに支えられている。しかし、PCK モデル

の定義・構成要素は、同じ PCK モデルを援

用した研究同士においても異なる場合が

ある。

③ 科学教師の PCK を調査するためのデータ

ソースは、(1)アンケート、(2)インタビュー、

(3)授業関連の道具、(4)授業観察が使用され

ていることが明らかになっている。単一の

データソースしか使用していない研究も

あり、教師の PCKの限られた側面しか調査

することができていないことが懸念され

る。

４ 考 察 

 これらの結果から、次のような展望が得られ

た。まず、科学教育分野の PCK の研究者は研

究の要素について明確な共有を図る必要があ

る。例えば、PCK の概念化、調査する PCKの

形態、ティーチングサイクルのどの部分に焦点

を当てるか、データソースとデータ収集に使用

するアプローチを明示することが共有を図る

うえで必要である。さらに、PCK を概念化する

上での要素（PCK の構成概念、異なる PCKの

関係など）も今後明らかにしなければならない

課題の一つであると考える。今後は、そのよう

な課題が明らかになった上で、PCK研究者同士

が研究課題や成果について共通の理解を得る

ことが求められていると考えられる。 

引用文献 
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イギリスの科学教育におけるpractical workに関する研究 

−評価とTwenty First Century Science教科書の分析を中心に−

○野村優成 1，磯﨑哲夫 2

Yusei NOMURA, Tetsuo ISOZAKI 
1広島大学大学院，2広島大学大学院人間社会科学研究科 

【キ－ワード】 イギリス，practical work，評価, GCSE試験，TFCS 

１ 目的と方法 
イギリスでは，科学教育の始まりとともに，

観察・実験などの practical work が，科学教育を
特徴付ける活動と認識されてきた（磯﨑・野添，
2017）。Millar は，practical work を，ある時点
で，子どもが学習する自然の事物・現象を観察
または実験することを含むあらゆる教育及び
学習活動と定義し，その目的は，①自然の事物・
現象に関する知識と理解を深めること，②実験
器具の使い方や標準的な観察・実験の手順を学
ぶこと，③科学的探究（scientific enquiry）につ
いての理解を深めることの３点であると指摘
している（Millar, 2004, 2010 ; Millar & Abrahams, 
2009）。 
ところで，2014 年にナショナル・カリキュラ

ムや GCSE 試験の改訂に伴い，科学教育の内容
の取り扱いやカリキュラム設計，教科書の内容
が大きく変化した。特に，GCSE 試験の科目変
更や practical work のより一層の重視が大きな
変更点と言える。
そこで本研究では，評価と教科書における具

体的指導の観点から practical work の本質を明
らかにすることを目的とした。よって，GCSE
試験における practical work の評価を分析し，
Twenty First Century Science（以降 TFCS と略記）
プロジェクトの第３版教科書 GCSE Science 
Physics においてどのように practical work が
取り扱われているのかを分析した。
２ GCSE 試験における practical work の分析

GCSE 試験改訂により，大きな変更点が２点
ある。１点目は，従来，科学教師によって評価
されていた practical work が，GCSE 試験により
記述式で評価されるようになったことである
（Ofqual, 2015b）。２点目は，GCSE 試験のう
ち少なくとも 15％が practical work に関係す
る問題が出題されるように規定され，これに伴
い，分科的科学では最低８時間，総合的科学で
は最低 16 時間の practical work の実施が義務
づけられたことである（Ofqual, 2015b）。 
そして，評価観点として，practical work に

関する知識を評価することを示している
（Ofqual, 2015a）。また，practical work では
優れた実践的スキルを身につけ，実験について
学ぶことに重点を置き，スキルの試験は要求し
ないが，practical work における観察・実験の
計画や結果をまとめたグラフ等の記録を生徒
に残させることを要求している。また，記述試
験問題は，作成された記録の背後にある
practical work に関するスキルや知識を前提
とし，１〜２つの実験からわかることを根拠に
して問いに答えることを主な試験内容として
いる（Ofqual, 2015a）。 

３ TFCS GCSE Science Physics の practical 
work の分析
GCSE Science Physics は，８つの単元で構成

されており，そのうちの一つが P8 Practical 
techniques である。ここでは観察・実験におけ
る部分的操作や科学についての知識（Ideas 
about Science）を明示しながら，生徒が実施す
る practical work を詳細に記述している。さら
に，P8 は８つの Practical Activity Group（PAG）
で構成されている。そして PAG は各単元に組
み込まれており，繰り返し学習することが意図
されている。例えばP4 Explaining motionのPAG
では，実験器具を適切に使用し，質量，時間等
の様々な測定方法や記録における考え方（誤差
や近似等）を取り扱っている。加えて，物体の
速度とその加速度の決定や運動を測定するた
めの知識が記述されている。 
４ 考察 

GCSE 試験により，practical work の記録を
取ることが求められ，これは説明や議論の際の
証拠となり，生徒は科学的な根拠をもった説明
や議論等の活動を行うことが意図されている
と言える。また，試験問題の内容として，
practical work に関する知識を評価するとし
ていることから，TFCS では PAG を通して，
自然の事物・現象についての様々な測定方法や
正確な記録等の practical work に関する知識
の習得することと同時に，科学的知識を習得す
ることも意図されていると言える。
５ まとめ 

イギリスの科学教育における practical
work は，観察・実験における様々な部分的操
作についての知識を個別で指導する形式をと
っていた。これは GCSE 試験の影響を受け，
practical work に関する知識が評価の対象と
なったことによる。以上を踏まえると，単にス
キルや科学的方法の評価を放棄したのではな
く，生徒が手段として科学的方法や科学的知識
を用い，身の回りの問題に答えることが重視さ
れていると言える。
主要引用文献
磯﨑哲夫，野添生	 (2017).	卓越性の科学教育を
意図したカリキュラムの構成原理序説,	 科
学教育学研究,	41 (4),	388-397. 
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Activity Analysis Inventory（PAAI）, Published 
by the Centre for innovation and Research in 
Science Education, Department of Educational 
Studies, University of York, Heslington, York 

Ofqual (2015a). Assessment of Practical Work in 
GCSE Science Regulatory Impact Assessment. 
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What is Required to Foster 
Anticipatory Competency in School Science? 
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 １ Background and Objective 
 In the current Course of Study, the MEXT 
(2017) mentions that fostering students to 
become "creators of a sustainable society" has 
emerged as an urgent educational issue. To 
solve challenges related with sustainable 
society, the MEXT proposes learning objective 
of Education for Sustainable Development (ESD) 
to help students acquire seven competencies. 
Among them, "Anticipating the future" 
(hereafter, Anticipatory competency) is unique 
to ESD  (Withycombe,2010), but it is still less 
established compared to other competencies (for 
example, system thinking,critical thinking 
collaboration,normative)(Salovaara et al.2019). 
Consequently, there is a need to develop this 
competence in the school, especially in school 
science. Thus, this paper focuses on 
discussions about the following questions: 
1. What is the construct of "Anticipatory

Competency"?
2. How is this competency discussed in

previous researches on school science?
3. What is the requirements for intervention

strategy to foster this competency in
school science?

2 Method 
 This paper applied the method introduced in 
Redman(2020) to conduct a systematic literature 
review on English and Japanese language papers 
within 30 years (1991-2021).  
3 Result   
(1) Construct of Anticipatory Competency
Researchers proposed multiple frameworks to
elaborate this competency, to name a
few: anticipatory thinking (Crofton, 2000),
foresighted thinking (de Haan,2006), trans-
generational thinking (Kelly,2006) and future
thinking (Wiek, 2011). Based on the above
frameworks, Rieckmann, Mindt, and Gardiner
(UNESCO, 2017) proposed an operational
definition of anticipatory competency as
"(1)The abilities to understand and evaluate
multiple futures – possible, probable and
desirable; (2)to create one's visions for the
future; (3)to apply the precautionary principle;
(4)to assess the consequences of actions, and
(5)to deal with risks and changes.". In
conclusion there are two ideas that constructs
anticipatory competency: prediction (1,2) and
action planning (3,4,5).
(2) Previous Research
Before Wiek (2011), there was almost no
explicit mention of this competency in research
about school science. However, education
Material that mentions discussion about
"sustainable future" did exist as an integral
part of environmental education in the nineties
(such as in Singh, 1991; Wasserman, 1996).

Despite a surge of interest in ESD in the 
following decade, works on this competence are 
still not abundant. Except for Jones (2012), 
who focused on future-thinking within 
different contexts (personal, local, national, 
global) on the discussion of GMO food by middle 
school students in New Zealand, and Levrini 
(2016), who spearheaded a project to develop a 
lesson plan to foster future-scaffolding skill 
for high school students in Italy and several 
European countries. NIER (2012) reported some 
practical examples that indirectly addresses 
this competence among other sustainability 
competencies in Japan. However, other than 
research by Uchida (2015), who applied 
"Scenario Workshop" to learn about the future 
of sustainable energy for high school students, 
research that directly tackles this competency 
is still scarce. 
(3) Intervention Strategy
Wiek (2011) mentioned several strategies to
foster this competency which include: (1)
scenario, (2) forecasting (present-to-future),
(3) back-casting (future-to-present) and (4)
other participatory method (e.g., structured
discussion). The strategies above share a
mutual element of activity to "analyze,
evaluate and craft rich "pictures" of the
future related to sustainability issues and
problem-solving frameworks.". The picture
refers to qualitative (images, narrative,
picture) and quantitative data (graph, tables,
chart). On the other hand, Benavot (2019)
emphasized the emotional aspect of the
future to be essential in fostering this
competency, while Gardiner & Rieckmann (2016)
proposed reflective journaling as a tool to
assess the acquisition of this competency.
4 Discussion
In science education, the topic of climate
change is a perfect topic to foster this
competence. Because it provides many practices
for students to "model and simulates the
future" by utilizing data gathered from
observations and experiments by themselves or
by the researcher (e.g., Intergovernmental
Panel on Climate Change' IPCC' report).In
addition to that, climate change is related to
disaster education can provide the emotional
context needed to take urgent action.
Reference
UNESCO(2017). Education for Sustainable
Development Goals: Learning 

 Objectives.Paris: UNESCO.  
Wiek, A., Withycombe, L., & Redman, C. L. 
(2011). Key competencies in sustainability: 
A reference framework for academic program  
development. Sustainability Science. 6(2),  
203-218.
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虫の気持ちについての低学年児童の認識 

―生活科の飼育活動を通して―

○小野寺かれん，藤井浩樹
ONODERA Karen, FUJII Hiroki 

岡山大学大学院社会文化学研究科 
【キ－ワード】 動植物の立場，生命尊重，共生，飼育活動，生活科 

１ 研究の背景と目的 
生活科の飼育活動においては，動植物が何を求

めているかを児童が考え，それを満たすことを試
みる機会がある。例えばそれは昆虫の隠れる場所
や遊ぶ場所をつくるといった活動である。こうし
た機会は，相手の立場に立って考え，行動すると
いうことであり，思いやりの心や共感の力，そし
て生命尊重の態度を育成する上で大きな意義があ
る(例えば，松本ら，2009)。そしてこれらの育成
は，児童の発達に伴って人間を中心とした考えか
ら生命・生態系・自然を中心とした考えへ，つま
り自然と人間との共生の考えへとつながると考え
られる(大場，2008)。したがって，低学年段階の
児童が相手の立場に立って考え，行動するという
ことをどの程度認識しているかは，ぜひとも明ら
かにしたい研究主題であり，その知見は理科教育
においても有用である。しかし従来の研究では，
実践報告の中で断片的に触れられる程度にとどま
っている(例えば，久保田，2018)。そこで今回は，
動植物の中の昆虫を取り上げ，質問紙調査を通し
てこの主題に迫ることとした。 
２ 調査の方法 
 2021年 10月に，岡山県 S小学校第 2学年の児
童 104人を対象に質問紙調査を行った。対象の児
童の多くは，6月から 10月にかけて昆虫の飼育に
熱中し，登下校時や休み時間に捕まえた昆虫(カマ
キリ，バッタ，コオロギなど)を教室内で飼育して
きた。昆虫の体のつくりや食べ物など，その形態
や生態にかなり触れてきたといえる。 
調査の項目は，昆虫の立場に立って考えること

ができているかについてであり，設問は①飼育ケ
ースの中にいる昆虫の気持ち，②飼育ケースの中
を見ている自分の気持ちを問うものであった。カ
マキリとコオロギの質問紙をそれぞれ準備した。 
調査の手続きでは，児童は質問紙の内容を確認

した後，ケースの中にいるカマキリあるいはコオ
ロギを実際に見た。その後，質問紙に回答した。
記述が難しい児童については，インタビューを行
い，質問紙に代筆した。 
３ 結果 
 分析の基準は，昆虫にとっての生命・生態系・
自然を中心とした考え(昆虫を中心とした考え)で
あるかどうかであった。 
設問①(飼育ケースの中にいる昆虫の気持ち)で

は，回答をポジティブな気持ち(うれしい，楽しい，
居心地が良いなど)，ネガティブな気持ち(怖い，
寂しい，外に出たいなど)，ポジティブとネガティ
ブな気持ちが混在する気持ち，それ以外(本能的な
ものや疑問など)の 4 つのカテゴリーに分類した
ところ，図 1の結果となった。 

図１ 虫の気持ちについての児童の考え(人) 

そして昆虫を中心とした考えのほとんどは，ネ
ガティブな気持ちとそれ以外の中で見られた。そ
の考えを回答した児童は，カマキリの場合は，40 
人(38.4％)であり，コオロギの場合は，22 人
(21.2％)であった(回答例「元々は自然にいたから
外に出たい」「仲間がいないから寂しい」「虫に
とって虫かごは檻のようなものだ」など)。 
設問②(飼育ケースの中を見ている自分の気持

ち)では，カマキリ，コオロギともに，「おもしろ
い」「かっこいい」といった自己中心的な回答が
多く，「かわいそう」「逃がしてあげたい」とい
った昆虫を中心とした考えが少なかった(図 2)。 

図2 虫を見る自分の気持ちについての児童の考え(人) 

４ 考察 
 対象の昆虫で結果に差はあるものの，捕獲した
昆虫の本来の居場所は自然の中であるということ
や，そこには家族や仲間がいるということを考え
ている児童が一定程度いることが分かった。つま
り自分の興味関心からくる自己中心的な考えと，
動植物は自然の一部であるといった昆虫を中心と
した考えをもつ児童が混在しているということで
ある。したがって両者の考えを生かすことができ
れば，動植物との共生について考えさせていく出
発点を形づくることができるのではないだろう
か。 

引用文献 
久保田葵(2018). 動物の立場に立って考える子供
の育成―話し合いを軸にした「ウサギの飼育活
動」の実践―，教育実践研究，28，91-96. 
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中学校理科教科書における単元を貫く問いの特徴 

○吾妻喬司 1，藤井浩樹 2

Takashi AZUMA, Hiroki FUJII 
1岡山県赤磐市立吉井中学校，2岡山大学大学院教育学研究科 

【キ－ワード】 教科書，単元を貫く問い，本質的な問い，エッセンシャルクエスチョン 

１ 目的 

 探究の過程全体を生徒が主体的に遂行でき

るようにすることは，理科教育における課題で

ある。そして探究とは，そもそも「問い」を立

て，それに対する答えを見出すことである（中

山，2018）。したがって，問いの特徴や問いの

生成と活用を検討することは大変重要となる。

こうした中，現行の中学校理科教科書の中に

は，本質的な問い（Essential Question，以後 EQ）

を採用するものが見られる。そして EQ は，単

元の最初と最後の学習で提示される，いわば単

元を貫く問いとして活用されている。しかしな

がら，教科書の EQ に注目し，その特徴を見出

す研究はこれまで見られない。そこで本研究で

は，EQ の特徴を見出すための分析モデルを考

案・活用し，教科書の各単元の EQ の特徴を明

らかにした。 

２ 方法 

そもそもカリキュラムは学問，子ども，社会

という 3 つの構成基準から成る（デルボラフ，

1987）。これに基づけば，単元も 3 つの構成基

準から成るものであり，さらに単元を貫く問い

であるEQもまたこれらの構成基準に依拠する

と捉えることができる。こうした理解に立っ

て，今回，EQ の分析モデルを提案する。この

モデルは，学問，子ども，社会の 3 つの構成基

準をそれぞれの次元とする 3 次元のモデルで

あり，EQ がいずれの次元により依拠するかを

表すものである。例えば，TS 社の教科書の単

元「身のまわりの現象」（第 1 学年）の EQ を

モデルで分析すると図１のようになる。
図１ 教科書の単元「身のまわりの現象」の EQ（TS社）

３ 結果 

 図１と同様の方法で TS 社の各単元の EQ を

分析すると，表１のようになる。 

表１ 教科書の各単元の EQの特徴（TS社） 

表１より，TS 社の EQ の特徴として，①第 1

学年では，子どもという基準に依拠するものや

学問という基準に依拠するものがほぼ同等で

あること，②第 2 学年では，学問という基準に

依拠するものが多くなること，③第 3 学年で

は，EQ のほとんどが学問という基準に依拠す

るものになることがわかる。つまり，第 1 学年

では子どもの日常生活や経験や学問へとデザ

インされた EQ の配置が見られ，第 2・3 学年

では学問に焦点化したEQが順次多くなってい

る。最終単元「地球と私たちの未来のために」

では，社会という基準に依拠する EQ が数多く

見られ，大単元を貫いて持続可能な社会づくり

の観点が重視されているのがわかる。

４ 考察

理科と社会とのつながりを一層意識した学

習を進めるには，社会という基準に依拠する問

いを設けることが有効となる。このように学習

の目標に沿って，問いは多様に設定され得るも

のである。このように考えると，学年が進むに

つれて専ら学問という基準に依拠する問いに

なることには注意が必要である。「問い」に対

する理解を一層深めていくことが求められる。 

引用文献 

中山迅(2018) 理科授業における「問い」とは何か 

－問い・疑問・問題・課題－ ,理科の教

育,67(10),637-641. 

ヨーゼフ・デルボラフ著,小笠原・今井訳(1987) 教

育学思考のパラダイム転換,玉川大学出版部.

大単元 小単元 学問 子ども 社会 小単元 学問 子ども 社会 小単元 学問 子ども 社会

光 ◎ 静電気 ◎ 運動 ◎

音 ◎ 電流と電圧 ○ ○ ○ 力と圧力 ◎

力 ◎ 磁界 ○ ○ ○ 仕事 ◎

物質 ○ ◎ 原子分子 ◎ イオン ◎

気体 ◎ 化学変化 ◎ 酸とアルカリ ◎

水溶液 ○ ○ 酸化と燃焼 ○ ○ 電池 ◎

状態 ◎ 質量変化 ◎

発熱吸熱 ○ ○ ○

生物の分類 ○ ○ 細胞 ◎ 成長と生殖 ◎

植物の分類 ◎ 植物 ○ ○ 遺伝 ◎

動物の分類 ◎ 動物 ◎ 進化 ◎

刺激と反応 ○ ○

火山 ○ ○ 気象観測 ○ ○ 太陽系 ◎

地震 ○ ○ 雲 ◎ 月と金星 ○ ○

地層 ○ ○ 日本の天気 ○ ○ 宇宙 ◎

自然と生物 ○ ○

自然調査と保全 ○ ○

科学技術 ◎

持続可能な社会 ◎

地球

環境

第1学年

注）各基準（学問・子ども・社会）に依拠する場合は○印，より依拠する場合は◎印とする。

第2学年 第3学年

エネルギー

粒子

生命
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中学校理科における気候変動教育の充実を図る授業開発 

〇増田千紘，中東大星，吉本直弘 

Chihiro MASUDA，Taisei NAKAHIGASHI，Naohiro YOSHIMOTO 

 大阪教育大学 

【キ－ワード】 授業開発，気候システム，気候変動教育，ESD，中学校理科 

１ はじめに 

 気候変動問題は，世界全体で喫緊の課題とな

っている。持続可能な社会の創り手となること

が期待される子どもたちが，気候変動問題を含

む地球環境問題について理解を深め，環境を守

るための行動をとることができるよう，地球環

境問題に関する教育のさらなる充実が求めら

れている（文部科学省・環境省，2021）。2021

年 8 月には中学校学習指導要領解説理科編の

一部が改訂され，第 3 学年「自然と人間」にお

いて「気候変動について触れる際には，脱炭素

社会の実現などの地球環境問題について取り

上げることも考えられる」ことなどが明記され

た（文部科学省，2021）。 

 中学校理科では，地球環境問題について科学

的根拠に基づいて賢明な意志決定ができるよ

うな態度を身に付けることが目標となってい

る。これを踏まえれば，生徒が気候変動の現状

や原因について科学的に理解することが望ま

れる。気候変動は，気候システムを構成する大

気，海洋，雪氷圏，生物圏といったさまざまな

サブシステムで，物理学的・化学的・生物学的

な過程や仕組みを通して現れている。気候変動

の現状や原因についての科学的な理解を，複雑

系科学である気候変動の科学に関する知見の

教授のみで行うことは容易ではない。生徒が理

科のさまざまな単元の学習を通して獲得する

科学的知識と気候変動の科学とを結び付ける

ことができれば，第 3 学年「自然と人間」以外

でも気候変動教育の機会を創出でき，気候変動

の現状や原因についての科学的な理解を図り

やすくなると期待する。さらには，学習内容と

気候変動の科学とを結び付けることで，生徒が

理科を学ぶことの意義や有用性を実感しやす

くなると期待する。 

 そこで本研究では，中学校学習指導要領に示

されている理科の各項目における学習目標と

気候変動の科学との関連を明らかにし，気候変

動の現状や原因の理解を図るための授業開発

を行うことを目的とした。 

２ 方 法 

 本研究で扱う気候変動の科学は，気候変動に

関する政府間パネル（IPCC）第 6 次評価報告書

（気象庁訳，2021）に記載されている科学的知

見に基づくものにした。中学校学習指導要領

（平成 29 年告示）に示されている理科の各項

目における学習目標と気候変動の科学との関

連を調査する。両者の関連が見出された項目に

ついて，5 社の出版社から発行されている令和

2 年検定済の中学校理科教科書と 2021 年発行

の教師用指導書を用いて，気候変動の現状や原

因に関する内容の導入の可能性を検討する。導

入の可能性があると判断できた項目について，

授業開発を行う。講演では，理科の各項目にお

ける学習目標と気候変動の科学との関連の調

査結果を報告する。 

引用文献 

気象庁訳（2021）『気候変動に関する政府間パ

ネル（IPCC）第 6 次評価報告書第 1 作業部

会報告書気候変動 2021：自然科学的根拠』

文部科学省（2021）『中学校学習指導要領（平

成 29 年告示）解説理科編（令和 3 年 8 月 一

部改訂）』 

文部科学省・環境省（2021）「気候変動問題を

はじめとした地球環境問題に関する教育の

充実について（通知）」 
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  中学校理科における問いの生成を支援する実践事例 

第３学年「遺伝の規則性と遺伝子」における実践 

○山本 浩弥 1

Yamamoto HIROMITSU 
1廿日市市立佐伯中学校 

【キ－ワード】 中学校理科 問い 指導法 授業実践 

１ 目 的 

 今日の理科教育では，科学的に探究する中

で，疑問を自ら発見したり，問いを自ら生成す

る学習活動の重要性が指摘されている（廣・内

ノ倉，2019）。筆者はこれまでに，理科学習に

おいて問いの生成を支援する実践について，中

学校第１学年の実践を中心に報告してきた。本

発表では，中学校第３学年で行った実践につい

て報告する。

２ 方 法

（１）指導法の考案

 これまでに筆者は，生徒の問いを生成するた

めには，「自然の事物・現象から疑問を見出す

段階」と「見出した疑問から問いを生成する段

階」の２つの段階があると考え，角屋（2013）

や吉田・川崎（2019）の先行研究をもとに，「①

現象同士や，現象と既有知識を比較して疑問を

見出す場面」，「②疑問に関係する学習内容を

復習する場面」，「③復習した学習内容を使っ

て見出した疑問を改善する場面」「④疑問に対

する仮説を形成する場面」，「⑤疑問と仮説を

もとに問いを生成させる場面」という一連の指

導法を考案した。また，考案した指導法の展開

に沿ったワークシートもあわせて作成した。 

（２）授業実践 

 考案した指導法とワークシートの効果を検

証するために，2021 年 6 月に，公立中学校第

３学年 26 名を対象に，第２分野「遺伝の規則

性と遺伝子」の単元で，考案した指導法とワー

クシートを取り入れた授業実践を２回行った。 

１回目の実践では，毛が黄色のゴールデンハム

スターと，毛が黒色のゴールデンハムスターが

親となって産まれた子はみな，毛が黄色になる

現象を題材にした実践を行った。２回目の実践

では，１回目の実践で取り上げた子同士で孫を

産んだとき，孫は毛が黄色と黒色の両方がみら

れる現象を題材にして実践を行った。

３ 効果検証

考案した指導法が該当の単元で有効に機能

したかを明らかにするための効果検証を行っ

た。具体的には，授業で使用したワークシート

に記述された問いを，「疑問と仮説をもとにし

た問いを記述することができたか」という視点

で評価し，それぞれの人数を集計した。そして，

問いを生成することができた生徒と，問いを生

成することができなかった生徒の人数に有意

な差があるか否かを検討するために，直接確率

計算（正確二項検定）を行った。集計と分析の

結果を表１に示す。分析の結果，問いを生成す

ることができた人数と問いを生成することが

できなかった人数との間に，有意な差がみられ

た。 

表１ 集計結果および分析結果 

問いの生成 人数 効果量 g 

実践Ⅰ 
できた 15 

0.29* 
できなかった 4 

実践Ⅱ 
できた 17 

0.35* 
できなかった 3 

*:p＜.05 

４ 考察と今後の課題 

 先行研究をもとに考案した実践は，生徒の問

いの生成を支援する上で一定の効果があった

と考えられる。今後は，教師側の支援が少なく

なったとしても，生徒自身が問いを生成するこ

とができるようにするために，指導法を改善す

る必要がある。例えば，今回の実践では，見出

した疑問に関係する学習内容についてこちら

から提示して復習する展開となっている。この

ような支援を行わずとも，生徒自身が疑問に関

係する既有知識を想起することができるよう

に，指導法の改善を模索していきたい。 

引用文献 

山本浩弥（2019）「中学生の「問いの生成」を

促す授業実践」『第 68 回日本理科教育学会

中国支部大会発表論文集』P.47 
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小学校理科における「主体的に学習に取り組む態度」の評価の試み 

第 3学年「かげと太陽」単元を例として

○白山由希子 1，栢野彰秀 2

Yukiko SHIROYAMA, Akihide KAYANO 

 1島根大学教職大学院，2島根大学  

【キ－ワード】 小学校，理科，主体的に学習に取り組む態度, 評価 

１ 目 的 

国内外の教育研究の成果により,これまで目

的として捉えられてきた「資質・能力」が手段

として活用できることが明らかになってきた

（国研 2015）。平成 29 年に告示された小・中

学校学習指導要領は,この変化を踏まえて教科

の目標が設定された。これについては,全ての

教科で実践的な学術的知見を整理することが

もとめられた（国研 2016）。 

上述した「全ての教科で実践的な学術的知

見」とは,①授業中に子どもが理科の「見方・考

え方」を働かせているのは,どのような姿なの

か。②その姿を観点別学習状況の 3 つの観点か

らどのように評価するのか。③3 つの評価の観

点それぞれの各学年各単元の評価規準と評価

基準はどのようになるのか。これらの点を明ら

かにして，整理・蓄積することと捉えられる。 

この中でも,特に本発表では,「主体的に学習

に取り組む態度」の評価のあり方を検討するこ

とを目的とする。 

２ 方 法 

（１）授業実践の対象と単元

授業は松江市内の A 小学校第 3 学年 1 クラ

ス 27 名を対象とし,「かげと太陽」単元合計 7

時間の実践を行なった。

 「かげと太陽」単元は 3 つの小単元から構成

され,「主体的に学習に取り組む態度」の評価は,

小単元 3「日光のはたらき」にあたる 7 時間目

で試行した。 

（３）評価方法

7 時間目の話し合い活動場面を取り出し,

『「指導と評価の一体化」のための学習評価に

関する参考資料 小学校理科』（2020）におけ

る第 3 学年の「単元の評価規準(例)」等をもと

に評価を試みた。班での話し合いをする姿を見

る行動観察から「主体的に学習に取り組む態

度」の評価を行い,WS への記述内容の分析を

通して「思考・判断・表現」の評価を行なった。 

３ 結 果 

（１）行動観察

教師の行動観察による班の見取りを試みた

結果,班ごとであれば各班の話し合いの傾向を

個人ごとに見取りやすいと筆者は捉えた。7 時

間目に出席した 24 人全員の行動観察を 1 人ず

つ行うのは困難であるが,班活動であれば,児童

の様子概ね把握できるため,「主体的に学習に

取り組む態度」の評価の可能性が考察できる。 

（２）記述分析

児童の記述内容の妥当性についての分析を

実施した結果, 24 人中 17 人が科学的に妥当な

記述を行っていた。ある 2 つの班のように話し

合いが上手く行われなかった班はあったが,残

る 4 班では,話し合いによって児童の記述内容

が概ね妥当なものとなったと考察できた。以上

のようにして「思考・判断・表現」が評価でき

た。 

４ まとめ 

班ごとでの話し合いの行動観察とワークシ

ートにそれぞれ書いた記述内容を見ることに

よって,同一の学習場面で「主体的に学習に取

り組む態度」と「思考・判断・表現」双方の評

価が一挙にできる可能性があるのではないか

と筆者は考察した。 

付記 

本研究の一部は JSPH 科研費（21K02522）の

助成を受けています。 
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森林を題材とした中学校理科の授業実践 
―自然環境の保全意識の向上を目指して― 

〇西原詩織，藤井浩樹 

Shiori NISHIHARA，Hiroki FUJII 

岡山大学大学院教育学研究科 

【キーワード】環境保全，森林，科学的根拠，中学校理科 

1 研究の背景と目的 

 近年，SDGｓ達成に向けた教育が進められてお

り，目標 15「陸の豊かさも守ろう」などに掲げら

れているように，人間が自然と調和しながら持続

可能な社会を実現することが目指されている（ユ

ネスコ，2020）。それゆえ学校教育では児童生徒の

自然環境の保全意識を高めていくことが大切で

あり，なかでも理科教育は保全の必要性や重要性

の科学的根拠を扱うために，その大切さは際立つ。

そして，理科教育で扱うべき自然環境の題材は多

様であるが，カーボンニュートラルの考え方につ

ながる森林は適したものの一つと考えられる（大

石・井上，2015）。

 そこで本研究では，自然環境の保全の重要性に

ついて，科学的根拠に基づいて思考し，判断する

力を高めることを目標として，中学校理科の授業

を構想・実践した。 

2 授業の構想と実践 

授業の目標は，①既習事項と関連付けながら自

然環境の保全の重要性の科学的根拠について思

考し，判断する力を養うこと，②エネルギー資源

の見直しや自然環境を守ろうとする意識を身に

つけることであった。ここでの既習事項とは，「植

物の世界」と「身のまわりの物質」の単元の内容

を指す。こうした目標に沿って，岡山県 K中学校

の第 1学年の生徒 64名を対象に，2020 年 11 月に

計 2 時間で実践した。 

第 1 時では，生徒は木やパラフィンロウソクな

どを燃やし，二酸化炭素が発生することを確認し

た。木と石油はどちらも有機物であり，特に石油

は利用しやすいために燃料として大量に使用さ

れている。生徒はこうした説明を聞いた上で，授

業の最後に「木と石油のどちらを使いたいか」を

検討し，その理由をワークシートに記述した。 

第 2 時では，まず石油のでき方についての説明

を聞き，化石燃料ができるまでに非常に長い年月

がかかることを確認した。生徒はグループになっ

て木と石油のライフサイクルの違いを絵や言葉

で表現して整理した（図 1，各グループの図の内

容を教師がまとめたもの）。その際，二酸化炭素の

吸収・排出に注目した。その後，整理したことを

グループ間で発表・共有した。そして改めて「木

と石油のどちらを使いたいか」を検討し，その理

由をワークシートに記述した。 

3 授業の評価 

授業前後に質問紙調査を行った。「あなたは森

の木を切ることについてどう思いますか」という

質問では，授業前は「あまりよくないと思う」と

良し悪しの判断のみを回答した生徒が多かった。

しかし授業後は，簡潔ながらも理由を伴って判断

する生徒が多くなった。その理由には科学的根拠

を伴うものが見られた（回答例「地球温暖化が進

んでしまうため，あまり良いとは思わない」）。 

また，「もしも森がなくなったら，どんなことが

起こると思いますか」という質問では，授業前は

「いろいろと困りそう」といった回答が数多く見

られたが，授業後は森林の役割などを踏まえて考

えを述べていた。この考えにも，科学的根拠を伴

っているものが見られた（記述例「木がないと光

合成ができないので，二酸化炭素が増えるし，生

き物のすみかがなくなって困ってしまう）。 

また，ワークシートの記述を分析したところ，

「木は二酸化炭素を吸ってくれるし，燃料にもな

って一石二鳥だと思う」「木は光合成をして酸素

をたくさん出してくれるから，木はたくさん残し

た方が良い」といった記述が数多く見られた。以

上の調査の回答やワークシートの記述から，授業

の目標は一定程度達成されたと考えられる。 

4 参考文献 

大石康彦・井上真理子（2015）．森林教育 

FOREST EDUCATION，青海社． 

ユネスコ（2020）．持続可能な開発目標のための

教育-学習目標-，ユネスコ．

図１ 木のライフサイクル 
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中学校理科「電流」の学習における「シミュレーション」の利用とその効果 

- 「主体的・対話的で深い学び」を指向した TabletPCの活用 -

〇村上 隆正1 千代西尾 祐司2 

Ryusei Murakami Yuji Chiyonishio 

出雲市立第二中学校1 公立鳥取環境大学2 

【キーワード】中学校理科，電流，シミュレーション，協働的学び 

1 はじめに 

 文科省は,「GIGAスクール構想」を掲げ「未来の学び」の推

進，「１人１台PC端末を整備し，多様な子どもたち1人1人に

個別最適化し，対話的な学びを通して資質・能力を確実に育

成」しようとしている.しかしながら，生徒がPC端末を「学び

の道具」として利用しながら深い学びに導かれる学習指導に

ついては「実践と効果の検証」が望まれるところである. 

本研究では，「生徒2人に1台iPad」環境として「対話的な学

び」をデザインし,得られる生徒の理解状況からその効果に

ついて報告する。 

2 授業実践 

(1)実施時期 

・日時：2020年12月 3 日

・対象：中学2年

(2)学習指導（概略） 

1)単元：理科「電流の性質」 

2)目標(4/11時間) 

・電流を使って直列回路と並列回路の各点における電流の大きさ

を調べる実験を正確に行い，回路の各点における電流の大きさの

関係を整理することができる.(電圧3.0V,豆電球2個)

(3) 授業デザイン

生徒が，「電流」を「電子の移動」として捉え，「電流の大きさ」

を「粒子の見方・考え方」で理解することができるよう，今回，「電

気回路シミュレーション」を利用した。「電気回路シミュレーション」

はアイコン操作によって「抵抗」を配列し，「直列回路」と「並列回

路」を作ることができる Web アプリケーションである.また回路に

流れる「電流の大きさ」は「電子の移動速度」で表現されている.生

徒がその移動速度を観察し予測しながら実験に取り組めば，電流の

大きさにおいて数学的規則性が存在する不思議を粒子レベルでとら

えることができるものと考える. 

3 結果 

生徒が記述したワークシートを図 1 に示す.また，記述さ

れた「回路に流れる電流の大きさ」について，「予想時」と

「実験後」に区分して整理したものを表に示す.表 1 は「直

列回路」の場合，表 2は「並列回路」の場合である.  

表 1・2 より，直列回路の場合，「予想時」から「実験後」

の人数変化は少ない.一方，並列回路の場合，「予想時」から

「実験後」の人数変化はそれぞれ 5人ほどで，回路が「枝分

かれする前」と「枝分かれした後」の電流の大きさの関係性

（D=E+F=G）を捉えることができている.このことは，予想時

において「電流の大きさ」を「電子の移動」によって考え，

その「見方・考え方を働かせながら」実験することにより電

流の大きさの関係性の理解を深めていったことがうかがえ

る. 

【図1：生徒記述】 

【表1】 

予想時 (人数) 実験後 (人数) 

直列 

回路 

A=B=C 26 A=B=C 27 

速さが遅い 1 あまり変化なし 2 

未記入 2 未記入 0 

【表2】 

予想時 (人数) 実験後 (人数) 

並列 

回路 

D=E＋F=G 1 D=E＋F=G 6 

D=G＞E=F 15 D=G＞E=F 14 

D=G，E=F 11 D=G，E=F 6 

未記入 2 未記入 3 

（生徒：29人） 

4 おわりに 

「シミュレーションを利用して実験する」学習活動は,「電

流の大きさ」を「電子の移動」として理解を深める上で「有

効」と確認できた。今後は，「概念地図法」等により「知識

のつながり」を可視化し生徒の「見方・考え方」の変化を

分析していく予定である。 

【参考文献】 

(1) 村上隆正・千代西尾祐司(2018)「中学校理科 雲のでき方におけ

る協調学習とその効果」日本理科教育学会第67回中国支部大会

発表論文集
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科学的な探究心を育む教材生物の開発と実践 

メダカの教材化

○宮下健太

Kenta MIYASHITA 

 島根大学教育学部附属義務教育学校後期課程 

【キ－ワード】 走性，血流観察，発生，遺伝，探究的な学習 

１ 目 的 

 令和３年度から全面実施された中学校学習

指導要領（理科）では，「科学的な探究に基づ

いた課題解決力を養うこと」が求められた。生

物領域，特に動物の単元では試料の準備や維持

の難しさなどから視聴覚資料等が代用される

ことが多い。そこで，教材生物の基本要件を満

たす“メダカ”を用いた教材開発を行い，２年

間にわたり，メダカを教材として探究的な学習

の授業実践を行った。本発表では，その実践を

通して，メダカの教材化の有用性について検討

を加える。 

２ 方 法 

(1)メダカの採集から飼育方法の確立

(2)メダカの生態を調べる（観察・実験，書物） 

(3)メダカを教材とした授業計画の作成

(4)授業実践

３ 結 果

(1)野生メダカ（クロメダカ）は島根県松江市

では４月頃から１１月頃まで用水路等で容易

に採取できた。赤玉土を敷いた大型水槽を用い

て屋外で飼育できる。ただし，日陰がよい。ク

ロメダカ以外はホームセンター等で購入した。 

(2)水温が１５℃以上，日照時間１２時間以上

になると毎朝産卵した。卵は透明で直径１ｍｍ

程度で発生の様子を観察しやすい。孵化するま

での時間は水温と関係があり，おおよそ水温

（℃）×日数＝２５０であった。水温が２０℃

以上で１匹あたり１ℓ程度の水量があれば１か

月で成魚となる。正の水流走性，保留走性，背

地反応がみられた。クロメダカとヒメダカの体

色はメンデル遺伝に従った（クロが顕性形質）。 

(3)上記のメダカの特性から，中学２年で（ア）

刺激に対する反応と（イ）血流の観察を行い，

中学校３年で，（ウ）発生の過程を観察し，（エ）

体色遺伝の実験に用いた。

(4)（ア）では，各班でメダカを２０匹程度の

水流走性や保留走性，背地反応を観察した後，

氷冷麻酔をかけて鱗を採取し，色素胞の観察を

行った。（イ）では，チャック付きポリ袋で尾

部を観察し，拍動よって赤血球が移動する様子

を観察した。（ウ）では，授業の２週間ほど前

から卵を毎日採集してシャーレに入れ，各発生

段階を観察した。（エ）では，単元の導入でク

ロメダカとヒメダカを交配させ（２つの実験

群）生まれた子の体色について予想させた後，

実際に生まれた子メダカを体色から選別させ

た（クロメダカのみの群とクロメダカとヒメダ

カが１：１の群）。その結果をもとに課題を設

定し，メンデルの実験を通して遺伝の規則性を

学習した後に再び，このメダカの実験結果を説

明する授業を行った。

４ 考 察

メダカを理科室で飼育していると，生徒がエ

サを与えたり，観察したりする姿が多くみられ

た。メダカは中学校理科生物領域の複数単元で

用いることができた。生徒の振り返りシートの

記述には，「ヒト以外のメダカでも刺激に対し

て反応していて目からウロコだった」や「対立

形質の中でも強弱があるのでは？」「染色体の

受けつがれ方と遺伝に何か関係があるかもし

れない。」と書かれており，「どうして？（動

機付け）」や「こうだからかな？（仮説）」と

いった記述が多くみられた。つまり，自然と生

徒自身による探究的な学習がはじまったとい

える。特に，生徒にとって理解困難が指摘され

ている減数分裂と遺伝の単元では，９割の生徒

がメダカの遺伝現象について遺伝子型を使っ

て自分なりに説明できており，子の遺伝子型を

調べる方法も立案できていた。つまり，動物の

からだの精巧さや生きるためのダイナミック

なはたらきを体感しながら学ぶことができた

といえる。

結果と考察の詳細は当日口頭にて発表する。 

付記 

本研究の一部は，武田科学振興財団２０２０

年度「中学校理科教育振興助成」を受けて行わ

れている。 
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高等学校生物基礎における血液凝固実験の新たな試み 

○藤浪 圭悟， 田中 伸也 

Keigo FUJINAMI, Shinya TANAKA   

広島大学附属福山中・高等学校 

【キ－ワード】 血液凝固，エコノミークラス症候群，授業実践 

１ はじめに 

 日本人の死因の上位には脳梗塞や心筋梗塞など

血栓が原因の循環障害があげられており，社会的な

課題といっても良い。学習内容が日常生活や社会と

関連していることに気づかせることが大切である

とされているが，血栓が原因となる循環障害につい

て考えさせる授業実践は散見できない。 

 本稿は，血液凝固反応を中心に，血栓が原因とな

る循環障害について考察させる授業を考案，実施

し，その効果を検証することを目的とする。 

２ エコノミークラス症候群をテーマにした授業

の考案 

血液凝固により失血を防ぎ，体内環境を保つ働き

があることを生徒に十分理解させたうえで，梗塞な

どの血栓が原因の循環障害を扱うこととし，血液凝

固反応とエコノミークラス症候群を関連させた授

業を考案し，実施した。以下はその概略である。 

学習活動 

導入 エコノミークラス症候群についての記事

を読む。 

展開 ◎話し合い活動 

どのような血液の状態であれば血液凝固

が起きやすいか。班で意見を出し合う。 

◎生徒実験 

血液の状態によって血液凝固の起きやす

さを調べる実験 

実験① 

非希釈血液，２倍希釈血液，３倍希釈血

液に塩化カルシウム水溶液をそれぞれ加

えて数分間静置し，血ぺいの形成状況を

確認する。 

実験② 

非希釈血液に塩化カルシウム水溶液を加

えて，数分間転倒撹拌させ，血ぺいの形

成状況を確認する。 

終結 ◎まとめ 

エコノミークラス症候群を防ぐ方法とし

て，なぜ運動や水分の摂取が重要かを考

察し，班で共有し発表する。 

さらにこの授業の後，探究活動として「追加実験

の計画」と「追加実験の実施と考察」を行った。 

３ 結 果 

生徒に今回の実験で明らかになっていないこと，

どのような実験をすれば明らかになるか，新たな疑

問は何か，を記述させた。その結果，生徒の記述は

「運動・創傷と血餅」に関するもので半数以上を占

めていた。「運動・創傷と血餅」は生徒の身のまわり

における現象である。その現象を血液凝固と関連付

けることができた生徒の存在は，学習内容が日常生

活と関連していることに気づかせることができた

ことを示している。 

また，転倒撹拌させると血ぺいが作られにくいこ

とに多くの生徒が疑問を持ち，追加の実験計画に取

り入れる傾向があった。 

さらに，アンケート調査の結果，「エコノミーク

ラス症候群について説明できるか」という項目に

「はい」と答えた生徒は，本実験を行っていないク

ラスでは54.1％であったのに対し，行ったクラスは

52.1％（事前）から81.7％（事後）へ上昇していた。 

４ コロナ禍におけるスモールスケール実験での

活用 

コロナ禍における生徒実験は制限が多い。そこ

で，本実験をスモールスケールで行うこととした。

具体的には，一人一つずつ５cm×７cm のチャック

付きポリ袋の中に血液を入れ，手のひらで温めなが

ら実施した。実験器具の共有を避けることで感染リ

スクを減らした状態で行うことができ，また，こう

することで生徒が徐々に血液が凝固していく過程

を観察出来るという利点もあることが分かった。 

５ まとめ 

血液凝固によって失血が抑えられ，体内の恒常性

が保たれている。一方で，血栓が原因の循環障害に

もなるということを，実験を通して学習すること

で，学習内容を日常生活に関連させる効果があり，

探究活動にもつなげることもできる。 

主要参考文献 

・嶋田正和他，「生物基礎」，数研出版株式会社 
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植物ホルモンの作用を確かめる実験教材の検討 

特にエチレンに着目して 

〇森友伽，竹下俊治 

Yuka MORI，Shunji TAKESHITA 

広島大学 

【キ－ワード】 植物ホルモン，環境応答，実験教材，エチレン 

１ 目 的 

高等学校「生物」では，植物ホルモンに関する

観察，実験を行うことが推奨されている（文部科

学省，2018）。植物ホルモンの一つであるエチレン

はその多様な作用にもかかわらず，限られた実験

教材しか知られていない。そこで本研究では，エ

チレンによる「器官脱離の促進」及び「伸長成長

の抑制・肥大成長の促進」を確かめる実験の条件

を検討することを目的とした。 

２ 方 法 

（１）器官脱離の促進の実験 

 器官脱離として，常緑樹の落葉に着目した。エ

チレン発生剤のエテホン溶液として市販されてい

る「エスレル®10」を用い，エテホン溶液の濃度と

落葉するまでの日数の関係を調べた。エテホン溶

液の濃度を 1000 ppm, 500 ppm, 250 ppm, 100 ppm

に調整したものを試験管に入れ，それぞれにキン

モクセイ，サザンカ，ツバキの切り枝を挿し，時

間経過に伴う枝の葉の枚数の変化を記録した。対

照実験は水で行った。 

（２）伸長成長の抑制・肥大成長の促進の実験 

 エチレン発生剤である「熟れごろ®」を用い，エ

チレンの濃度と，伸長成長の抑制及び肥大成長の

促進の程度との関係を調べた。エチレンの気体中

の濃度を高・中・低・無の 4 段階に設定した暗箱

内でブラックマッペを栽培し，発芽した個体の長

さと太さを記録した。 

３ 結 果 

（１）器官脱離の促進の実験 

 同じ実験を 2 回行った。エテホン溶液に挿した

枝はどの濃度でも落葉が見られたが，濃度にかか

わらず落葉するまでの日数は様々であった。ツバ

キについては，1 回目では溶液の濃度と落葉にか

かる日数との明確な関係は読み取れず，2 回目で

はどの濃度のエテホン溶液でも落葉にかかる日数

はほぼ同じであった。キンモクセイとサザンカに

おいても 1回目と 2 回目で一貫性のある結果は得

られなかった。 

（２）伸長成長の抑制・肥大成長の促進の実験 

エチレン存在下で栽培したものは，その濃度に

かかわらず伸長成長の抑制が観察された。肥大成

長の促進では，エチレンが高濃度では太さにばら

つきが見られたが，中濃度と低濃度では濃度が高

い方が太くなる傾向が見られた（図 1）。 

図１. ブラックマッペの濃度ごとの伸長と肥大 

４ 考 察 

 器官脱離の促進に関して鈴木・河野（1986）は，

チャの葉はエテホン溶液の濃度が高いほど落葉ま

での日数が短いことを示した。本研究ではエチレ

ンの作用は確認できたが，エテホン溶液の濃度と

落葉までの日数との明確な関係は見られなかった。

その原因として，実験に用いた枝を採取した個体

の生育環境の違いによる影響が考えられる。 

 伸長成長の抑制については濃度による違いが見

られなかったが，低濃度でも作用を十分に確認す

ることができると言える。肥大成長の促進につい

ては，高濃度で作用が弱まった個体が見られたこ

とから，肥大成長の促進が顕著になる濃度がある

ことが推察された。  

引用文献 

文部科学省（2018）「高等学校学習指導要領（平成

30 年告示）解説 理科理数編 Retrieved from 

https://www.mext.go.jp/content/20210902-mxt_ 

kyoiku02-100002620_06.pdf（accessed 2021.11.04） 

鈴木 健夫，河野 清（1986）「チャ切枝の落葉（柄）

に及ぼすオーキシン，エセホンおよびアブシシ

ン酸の影響」『日本農芸化学会誌』第 61巻，第

1 号，41-43． 
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白色LEDを光源とした蛍光観察教材開発に関する基礎的研究 

○雜賀大輔１ ，竹下俊治２ 

SAIGA Daisuke, TAKESHITA Shunji 
1米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校，２広島大学大学院人間社会科学研究科 

【キ－ワード】 蛍光観察，LEDライト，生徒実験，生物教育 

１．はじめに 

蛍光観察は，生命科学において重要な技術の 1

つである。これは，標識となる蛍光色素やたんぱ

く質へ特定の波長の光（励起光）を照射し，物質

が放出する蛍光を利用することで実現されている。

教育現場においても，DNAの検出や核内DNA量

変化の観察，免疫反応を可視化する教材としての

活用等が報告されている。多くの研究では，励起

光として紫外線もしくは青色 LED の光を用いて

蛍光観察を行っていた。先行研究においては，紫

外線 LEDライトを購入したり，100円ショップの

LEDライトに青色 LEDを付け替えたりする必要

があるとされ，生徒実験を行うためには，蛍光観

察に必要な光源の準備に手間がかかることがわか

った。そこで，筆者らは，スマートフォンや懐中

電灯として身近に使用される白色 LED が活用で

きないかと考えた。本研究では，より簡便に準備

できる蛍光観察教材の作成に向けた基礎的研究と

して，白色LEDに取り付ける自作フィルターの検

討を行うとともに，蛍光ペンインクおよびナイル

レッドを用いて励起光として使用できるかどうか

の検証を行った。 

２．白色LEDから短波長の光を取り出す仕組み 

白色LEDの原理として広く用いられているの

は，青色LEDと蛍光物質を組み合わせたものであ

る。安価な白色LEDの多くは，青色LEDと黄色の

蛍光を発する物質が入れられている。青色LEDの

光と補色の関係にある黄色の蛍光が合わさること

で我々は白色の光と認識している。したがって，

混色されている黄色の光を選択的に吸収するフィ

ルターがあれば，青色LEDの光を取り出すことが

できるはずである。今回，透明粘着テープに油性

ペンインクを塗布し，重ねることでフィルターを

作成した。この方法は，スマートフォン付属の

LEDを利用し，疑似ブラックライトを作成する方

法として広くインターネット上で紹介されてお

り，手順も非常に簡単である。青色や紫色の光を

取り出せることには触れられていても，フィルタ

ーによって得られた光の波長や使用するインクの

色，塗り重ねる組み合わせなどを検証しているも

のは見られなかった。 

３．自作フィルターの特性 

作成したフィルターを透過する光をワイヤレ

ス分光センサPS-2600（（株）島津理科）により測

定した。実験の結果，白色 LED に含まれていた 

550～600 nm 付近の光がカットされていることが

わかった。また，460 nm付近に大きなピークを示

しており，460 nm付近の励起波長を持つ蛍光物質

を用いた観察に使用できることが示唆された。 

４．蛍光発光の確認 

作成したフィルターを取り付けた白色 LED ラ

イトの光を８種類の蛍光マーカーを引いた紙に照

射した。その結果，蛍光ペンのインクの種類によ

って蛍光を発するものと発しないものとが見られ

た。また，発泡スチロール片をろ紙上におき，ナ

イルレッドを滴下・染色した後，励起光を照射す

ると，染色された発泡スチロール片が蛍光を発す

ることが観察できた。 

本研究の結果，蛍光物質は選択する必要がある

ものの，油性ペンインクを塗布して作成したフィ

ルターを用いることにより，身近にある白色LED

で蛍光観察の光源として利用できることが明らか

となった。今後は，本手法を蛍光観察実験の教材

に活用した実践を行っていく予定である。 

主要参考文献 

倉林正・片山豪（2015）「簡易ＤＮＡ抽出実験 にお

ける蛍光試薬を用いたＤＮＡの検出とその有効

性」『生物教育』 第56巻， 第１号，22-28． 

奥村雄暉・長嶋志帆・畑野健・川端あづさ・澤友美・

中松豊（2021）「蛍光インクを異物として用いた

昆虫の血球による食作用の観察」『生物教育』第

62巻，第3号，122-127． 

Thomas Maes,Rebecca Jessop,Nikolaus Wellner,Karsten 

Haupt & Andrew G. Mayes (2017). A rapid-screening 

approach to detect and quantify microplastics based on 

fluorescent tagging with Nile Red．Scientific Reports,7, 

Article number: 44501. 
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紫外線ビーズの退色反応を用いた化学反応の可視化と 

反応速度解析に関する教材化 

○松浦遼，網本貴一

Ryo MATSUURA，Kiichi AMIMOTO 

 1広島大学大学院人間社会科学研究科 

【キ－ワード】 化学教育，一次反応，モデル実験，ICT教育，Arduino 

１ はじめに 

 高等学校化学「物質の変化」の単元では，化

学反応の速さ（反応速度）が取り上げられる。

可視光領域で色調変化する有機色素を素材に

すると，化学反応の変化を視認でき，その吸光

度変化から反応速度を取り扱うことができる。

本研究では，太陽光の照射で色変化するフォト

クロミック材料が暗所で元の色調に戻る単分

子異性化反応に着目して，化学変化の可視化と

ICT 活用による反応速度の取り扱いを含む教

材化を行った。

２ 方 法

（１）フォトクロミック材料

 本研究では，太陽光に含まれる紫外線を感受

して着色する紫外線ビーズ（NIKKO 他）をフ

ォトクロミック材料に用いた。 

（２）ICT 計測装置の作製

まず，紫外線ビーズに紫外線 LED を照射し

て，十分に光着色させた。その光着色の補色の

光を発する可視光 LED の光を着色材料に透過

させた後の光強度を CdS センサで受光した。

CdS センサは受光された光強度に応じて抵抗

値が変化するセンサであり，その抵抗値に伴う

電圧値 Vを Arduinoで取得した。 

（３）反応速度データの解析 

紫外線照射前のビーズの透過光による電圧

値 V0 と退色反応を追跡する時間 t での電圧値

Vtのそれぞれを，CdSセンサに光が当たってい

ないときの電圧値 Vd と比較する。このときの

(Vt－Vd)/(V0－Vd)が，時間 t経過後の退色反応に

おける透過率変化となる。これを紫外線ビーズ

の吸光度変化－log10(Vt－Vd)/(V0－Vd)に換算し

た後，着色された色素の濃度の最大～最小を 1

～0 とする濃度比を導出し，退色を伴う単分子

異性化反応を一次反応の速度論に適用させて

反応速度定数 kおよび半減期 T1/2を求めた。 

３ 結果と考察 

 用いた紫外線ビーズはいずれも良好な光着

色と退色反応を示し，化学反応の可視化に十分

な性能を持っていた。 

紫外光照射で橙色に着色する紫外線ビーズ

を光着色させた後，517 nmの可視光 LEDを透

過光源として用いて測定したときの橙色の色

素の濃度比を縦軸，時間 tを横軸とした退色反

応の時間変化を図 1に示す。この紫外線ビーズ

では，T1/2が約 29秒であることがわかる。 

濃度比の自然対数を縦軸，時間 tを横軸にと

って解析したところ，初期反応は一次反応とし

て解析でき，k = 2.45×10-2 /秒と算出された。

T1/2 = ln 2/k = 28.26秒となり，図 1で示された

T1/2の値とよく一致した。 

４ まとめ 

紫外線ビーズは化学反応の可視化に有効な

素材であり，この光着色が退色する様子を CdS

センサとArduinoを組み合わせた ICT計測装置

を用いて計測すると，反応速度を一次反応とし

て解析できる。一連の教材は，可視化された化

学反応を通じて化学反応の速さに関する生徒

の興味関心を喚起するとともに，反応速度の短

時間での計測・解析を可能にしている点で有用

であり，今後の活用が期待される。

引用文献

小笹康輔，網本貴一（2018）：Arduino と半導

体センサを用いた簡易比色計の作製と学習

活動，2018 年日本化学会中国四国支部大会

鳥取大会講演要旨集，1H-11． 

図 1 紫外線ビーズの退色反応の時間変化。

図中の点線は橙色の色素の濃度がそれぞれ

1/2，1/4，1/8となる時間を示す。
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データロガーを用いた生徒主体の化学実験教材の開発 

  pH・反応熱測定の授業実践に向けて

○沓脱侑記 1，平松敦史 1，内海良一 1

Yuki KUTSUNUGI, Atsushi HIRAMATSU, Ryoichi UTSUMI 
1広島大学附属中・高等学校 

【キ－ワード】 化学実験，データロガー，定量分析 

１ はじめに 

 学習指導要領の改訂に伴い，理科の学習にお

いて，科学的な探究のための資質・能力育成の

一助として，「計測・制御については，センサ

とコンピュータを用いた自動計測」を用いるこ

との，「結果の集計・処理については，データ

を数値化し，工夫したグラフの作成」すること

の意義と有用性が取り上げられている。

一方で，既存の産業用データロガーや，教材

会社が販売しているオールインワン型のデータ

ロガーは，多くの項目を測定できるものの，未

だ機材が高価であり，生徒実験用での導入は難

しい。そこで，本研究では高等学校で行われる

定量的な化学実験にフォーカスし，安価で十分

な精度をもつ教材の開発を試みた。 

２ 教材の概要 

 (株)秋月電子通商にて

取り扱われている，英国

Pico Technology 社製の

「DrDAQ USBタイプ」を使

用した（図１）。pH/酸化還

元電位，温度，照度など多種類のセンサを搭載

しており，パソコンに接続することで，これら

のセンサから得られるデータを，表データやグ

ラフ，画像として記録，出力することができる。 

また，実売価格が 1 万円台半ば（2021 年 11

月現在）と比較的安価で，生徒実験用に台数を

確保しやすいことも特徴である。 

３ 試行～中和滴定に伴う pHの変化の測定～ 

本校の授業時間（50 分）以内で生徒たちによ

る測定とグラフ出力ができるか検証するため，

開発した教材の試行を行った。

0.1mol/L HCl - 0.1mol/L NaOH お よ び

0.1mol/L CH3COOH - 0.1mol/L NaOH の組み合

わせの中和滴定に関して，それぞれ約 1 滴/秒の

速度でビュレットから水酸化ナトリウム水溶液

を滴下しながら，センサの測定頻度 100 ミリ秒

で pH 変化を測定した。結果，右の図２，図３

に示すグラフが得られた。

どちらも中和点付近の pH ジャンプを精確に

記録できており，開発した教材の設定が適切で

あったことが窺える。

また，試行に要した時間は，キャリブレーシ

ョンを予め済ませておけば，器具の準備・片付

けに 15 分程度，１回の測定あたり５分程度で

あった。手作業で pH を測定し，グラフを描い

ていたときと比較すると，実施時間が半減でき

ること，測定中の pH 変化を連続的に記録でき

ること，得られた測定値をデジタルデータとし

て共有できることがメリットと考えられる。 

４ 授業実践 

開発した教材を用いた授業実践を，以下の

ように計画している。

実施日：11 月末 
対象：高校１年生全クラス（200 人程度） 
時間：実験・測定と考察で１～２時間

発表当日には，授業実践を通して得られた

知見と，生徒たちの反応について報告したい。 

５ 展望 

本教材は，中和滴定の他，反応熱測定による

ヘスの法則の確認実験等にも用いる予定であ

る。これまでの生徒化学実験に，「データの自

動計測」という要素を加えることで，どのよう

な教育効果が得られるかを検討していきたい。

※なお，この研究は公益財団法人 武田科学振興財

団による教育振興助成を受けて実施している。

引用・参考文献

文部科学省：学習指導要領解説 理科編 理数編

文部科学省（2021）資料 
「理科の指導におけるＩＣＴの活用について」 

図２ HCl-NaOH滴定 図３ CH3COOH-NaOH滴定 

図１ ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ外観 
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COVID-19流行下での理科教育関係のオンライン授業 

白神 聖也 

Masaya SHIRAGA 

広島都市学園大学子ども教育学部 

【キーワード】COVID-19，コロナ禍，オンライン授業，理科教育方法 

１ はじめに 

 令和２年の新型コロナウイルス感染症の流行

に伴い，本学部でもロイロノート・スクール（以

下，ロイロノートと略）とZoomによるオンライ

ン授業を開始し，地域の感染状況により対面授業

（面接授業）を行ったり，両者を併用した。 

２ オンライン授業の利点 

 オンライン授業では，大学への交通費はかから

ず通学時間もかからない。長く期間が続く場合は

アパート生活の学生は自宅での受講も可能であっ

た。また，ロイロノートのみの授業の場合は早起

きする必要がないこともオンライン授業が支持さ

れた理由である。資料の見やすさ，復習のしやす

さも支持の理由に挙げられていた。そして，オン

ライン授業の良さとしては何より感染リスクが少

ないことが挙げられていた。授業出席率は，感染

症流行前の年度より高くなった。 

 欠席者も再受講することが容易となり，一般の

高等学校や中学校などでも不登校の生徒や保健室

登校の生徒への対応が可能となった。 

３ オンライン授業の欠点と課題 

 オンライン授業ではやはり内容は薄くなり，教

師からの一方通行の授業になりやすかった。質問

もしにくいので，文部科学省の通知にもあったが

最後に質問の時間を設けるようにした。学生同士

の活発な討論や意見交換はしにくい。理科教育関

係授業では，観察・実験はほぼ不可能であり，対

面授業のときに必要最小限のことを実施した。模 

擬授業は感染状況が緩んだときに対面で行い，卒

業研究指導（ゼミ）も主に対面で行った。 

通信環境や機器は大学が補助金を出して整えさ

せたが，音声を入れた教材は届きにくかった。画

面を見ることで眼が疲れ，肩こりなどを訴える学

生や生活リズムが乱れる学生も出た。各授業の課

題が多くこなしきれない学生も出たので，課題は

軽くした。授業途中で休憩を入れるようにした。 

４ まとめ 

 オンラインによる授業方法は，COVID-19が収

束したときにも利用可能なものもあり，両者を組

み合わせた教育方法も可能である。一部の授業科

目については大学間の互換単位などで協力でき

る。遠隔地の非常勤講師の活用も可能となった。

学校教育全体では ICT教育の推進の加速化につ

ながった。大学以外でも復習や欠席時の授業の再

履修での利用や不登校生徒，保健室登校の生徒へ

の学習対応が可能となった。ロイロノートはオン

デマンド型であるが，大学以外にも汎用できる。 

引用文献  

広島都市学園大学子ども教育学部(2020)，「令和

2年度のオンライン授業についてのアンケート結

果」,広島都市学園大学イントラネットフォルダ. 

文部科学省(2020)，新型コロナウイルス感染症の

状況を踏まえた大学等の授業の実施状況. 

渡辺智博・墨野倉伸彦（2021），「高等学校の理科

並びに大学の理科教育法のオンライン授業の実践

録」，教職研究第 35号（臨時増刊）,立教大学. 
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大学生が持つ物質の電気伝導性に関する誤概念 

大学の講義から見える初等・中等理科教育の課題

○高原周一

Shuichi TAKAHARA 

岡山理科大学 

【キ－ワード】 物質の電気伝導性，誤概念，大学生，仮説実験授業 

１ 研究の概要 

 理科教育において学習者のもつ誤概念の把

握は重要であるが，物質の電気伝導性に関する

データに基づいた研究例は少ない。著者はこれ

まで大学の共通教育科目の講義で，初等・中等

教育での既習事項の復習も兼ねて，物質の電気

伝導性を扱ってきた。その中で明らかになった

基礎知識の定着状況と大学生の持つ誤概念を

報告する。また，これに関連して，初等・中等

理科教育の課題についても考察する。

２ 方法 

調査対象は 2016～2019 年度に開講された岡

山理科大学の講義「現代人の科学 A」の受講生

（主に教育学部生）である。講義の中で，仮説

実験授業の授業書《電気をとおすもの・とおさ

ないもの》（板倉，1989 および藤沢，2020）を

参考にした授業プランを実施した。これは，乾

電池（3V）と豆電球からなるテスターを使って

様々な物質の電気伝導性を調べる内容であり，

クリッカーで集計した豆電球の点灯・不点灯の

予想分布で正答率を調べた。なお，同様の授業

を 2016 年に岡山県美作市の小学校で 4 年生（3
年生で金属の電気伝導性について既習）を対象

に実施しており，大学生の結果と比較した。

３ 結果および考察 

表 1 に大学生（2016～2019 年度の合計，平

均母数 558 名）および小学生（母数 37 名）の

正答率を示す。金属が導体であることは，小学

校・中学校・高等学校の教科書に何度も記載さ

れている重要な基礎知識であるにも関わらず，

問題 1・2 の大学生の正答率は 6 割弱で，小学

生の正答率と同程度であった。この状況を改善

するためには，問題 3（銀色の折り紙＝紙にア

ルミニウム箔を貼ってある）や問題 4（アラザ

ン＝砂糖の周りを銀箔でコーティングしてあ

る食品）のような大学生でも正答率の低い「揺

さぶり問題」を使い，「金属光沢があるものの

多くは金属＝導体である」という基本的なルー

ルを意識させることが有効であろう。学生の感

想に，物質の電気伝導性と磁性を混同していた

との記述があり，指導の際に注意する必要があ

る。日本の小学校の金属学習が断片的であると

の指摘（内海，2018）もあり，学習指導要領の

変更も検討されてよいであろう。問題 5（フェ

ライト磁石＝主原料は酸化鉄）に関連して，授

業中の学生とのやり取りから，「金属元素が入

っている物質は導体である」という誤概念の存

在が明らかになった。実際にはイオン結晶にな

っていて導体ではない。問題 6（水道水）に関

連して，「水は導体である」という強固な誤概

念（水があると感電しやすいといったことから

来る）の存在が明らかになった。ちなみに，水

道水は不純物として若干のイオンが入ってい

るが，豆電球が点灯するほどの量ではない。問

題 5・6 は中学校・高等学校の理科の内容にあ

たるが，学習の際には上記のような誤概念が存

在することを意識した指導を行う必要がある。 

表１ 物質の電気伝導に関する基礎知識の調査結果

問題

番号 
物質 正答 大学生 小学生 

1 1円玉 〇 58 % 64 % 

2 5円玉 〇 57 % 44 % 

3 銀色の折り紙 〇 52 % 29 % 

4 アラザン 〇 52 % 57 % 

5 フェライト磁石 × 48 % ― 

6 水道水 × 32 % ― 

※ 正答欄の〇は豆電球の点灯，×は不点灯を示す。

引用文献 

板倉聖宣（1989）『ものとその電気』仮説社，

80-108． 
内海志典（2018）「イギリスの初等科学におけ

る金属に関する概念形成に関する研究」『日

本科学教育学会年会論文集』42，303-304． 
藤沢千之（2020）「電気をとおすもの，とおさ

ないもの」『たのしい授業』No. 508，32-47． 
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蒸留の原理を引き出す探究的な学習活動の授業実践 

－泥水から飲料に適した水を得るという学習課題を通して－ 

○龍岡寛幸 1，磯﨑哲夫 2，古賀信吉 2

TATSUOKA Tomoyuki, ISOZAKI Tetsuo, KOGA Nobuyoshi 
1広島大学附属東雲中学校，2広島大学大学院人間社会科学研究科 

【キ－ワード】 蒸留，粒子モデル，探究的な学習活動，内化・外化の往還 

１ 目 的 

 中学校第１学年の「物質のすがたとその変

化」の学習では，状態変化について粒子のモデ

ルと関連付けて理解させることをねらいとし

ている。このことについて，より発展的に理解

を深めさえるために，蒸留の原理を引き出す探

究的な学習活動を計画して，実践を通して検証

することを目的とする。

２ 学習の展開

平成 30 年７月豪雨をはじめ豪雨災害では，

断水を伴うことが多く，本校にはその経験をし

た生徒も存在する。そこで，「泥水から飲料に

適した水を得るにはどんな方法が考えられる

か？」を探究的な学習活動の課題として設定す

る。この課題に対して，内化・外化を往還させ

ることで，蒸留の方法を考案し，その原理につ

いて説明できるように展開する。 

まず，泥水をろ過することで得られたろ液に

含まれる粒子について粒子モデルを用いて表

現させることで，ろ過だけでは水以外の目に見

えない粒子が存在することを導かせ，より飲料

に適した水を得る方法について個人で考えさ

せる。また，個人で考案させた方法を班で共有

させることで，班で行う実験の原理や方法につ

いて話し合いを通して整理させて，実験に取り

組ませる。最後に，この学習活動を通して自分

の考えをまとめさせる。 

３ 結果と考察 

 泥水をろ過することで得られたろ液に存在

していそうな粒子について，粒子の大きさを変

化させながら粒子モデルで表現できていた。こ

こでは，ろ液に存在していそうな菌類や細菌類

にも言及した生徒も見られた。 

課題に対して，最初の内化で，ほとんどの生

徒がろ液を加熱して水を蒸発させたのち冷却

して液体として回収することを考案していた。

サバイバルの本を読んだ経験から，太陽のエネ

ルギーを利用して蒸発させたのち，凝縮させる

装置を提案した生徒も見られた。その後の外化

によって，10 班中９班が蒸留を用いた実験方

法を考案し，ろ紙を増やしてさらにろ過をする

方法を考案した班が１班あった。ほとんどの班

が蒸留の方法を考案できたのは，既習事項であ

るエタノールの沸点測定の実験を想起できた

からであると推測できる。エタノールの沸点測

定の実験では，水浴を用いたため，すべての班

が水浴を用いてろ液を蒸留する実験方法を考

案していた。そのため，水の沸点を意識させる

声かけ等の工夫が必要であると思われる。 

生徒が考案した実験をもとに，枝付き試験管

を試験管ばさみを用いてガスバーナーで加熱

する実験に取り組ませた。沸騰石を入れ，突沸

に注意させながら短時間で蒸留の操作を終了

させることができた。回収した蒸留水をろ液と

比較させることで，透明度が増していることに

気づかせた。 

蒸留でみられる状態変化について粒子モデ

ルを用いて表現させることで，蒸留の原理をよ

り深く理解できたと思われる。さらに，その原

理が，混合物を沸点の違いによって分離する方

法としても有効であることに気づかせること

ができた。

４ まとめ

 生徒がこれまでの生活で経験したことに対

して，これまでの学習で得られた科学的知識を

活用させて思考させる過程を取り入れること

で，物質の分離・精製に対する理解を深めさせ

ることが期待できる。 

引用文献 

小渡美香・吉田安規良（2011）「中学生の濾過

と蒸留に対する認識の実態調査」『日本理科

教育学会全国大会発表論文集』第 61 回，第

9 号，233． 

文部科学省（2018）『中学校学習指導要領解説

理科編』学校図書株式会社． 
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化学的な事物・現象を表現する力の育成  

－ファンアーケル・ケテラーの三角形の導入・活用－ 

武田 真子 
TAKEDA Michiko 

鳥取県立米子西高等学校 

【化学結合 電気陰性度 化学教育】 

１ 目 的

高等学校化学の目標は「科学的に探究する

能力と態度を育てるとともに、化学の基本

的な概念や原理・法則の理解を深め、科学的

な自然観を育成する」ことにある。(高等学校 
学習指導要領より)また、これらの指導では 
「化学的な事物・現象に対する探究心を高

め・・・」というように、学習への内発的な

動機付けを大切にしており、主体的・意欲的

に「目的意識をもって実験・観察などを行う」 
ことが重要であることが述べられている。

化学の基本的な概念である「化学結合」を

学ぶ単元では、分子結晶・イオン結晶・金属

の結晶・共有結合の結晶について、それぞれ

どのような粒子がどのような結合をしている

のか、表現する力を育成することを目標とし

て授業実践をしてきた。

本研究では、ファンアーケル・ケテラーの

三角形を活用し、それぞれの結合の特徴を見

出す教材づくり・授業実践を試みた。ポーリ

ングの電気陰性度にはじまる「化学結合」の

研究の歴史に着目した。ポーリングは化学結

合中の極性は、２つの結合原子間の電気陰性

度の差に依存することを提案した。その後、

ファンアーケルとケテラーにより、結合して

いる２つの原子の電気陰性度の差(Δχ)と平

均の電気陰性度(χ平均)にもとづく三角形を構

築することでより精密な議論が可能になっ

た。

２ 方法(ワークシート作業・発表) 

(1) 分子結晶・イオン結晶・金属の結晶・共有

結合の結晶についてそれぞれいくつか例を

挙げ、構成している粒子(原子・分子・イオ

ン)・粒子間にはたらいている力・結合の名

称・化学式ではどのように表すのかをまとめ

る。

(2) それぞれの結晶について、ポーリングの電

気陰性度を用いて、２つの結合原子間の電気

陰性度の差(Δχ)を計算する。

(3) 平均の電気陰性度(χ平均)を計算し、ファン

アーケル・ケテラーの三角形に書き込みを

する。

(4) ファンアーケル・ケテラーの三角形から、

それぞれの結合の特徴を見出し、説明する。 

３ 結 果

(1) 物質の名称から、化学式を表現すること

ができても、化学式から化学組成を見抜くこ

とに困難さを感じている生徒が多かった。化

学式からわかることを言葉やモデル・図で表

現する活動は有効であった。

(2) 構成している粒子や粒子間にはたらく力

について認識が不十分だったが、電気陰性

度の差を求めたり、ファンアーケル・ケテ

ラーの三角形に書き込みをしたりすること

で確認することができた生徒が一定数い

た。

(3) 日ごろの授業では、それぞれの結晶の内容

を区切って学習することになる。比較しな

がら学習する機会をもつと、探究心を高め

たり理解を深めたりする生徒が多かった。

４ 考 察

身近な物質を「原子・分子・イオンという

微視的な立場から考える」ことに困難さを感

じる生徒はいる。言葉やモデル・図で表現す

る機会を保障しつつ、指導方法を研究してい

きたい。

参考文献 

シュライバー・アトキンス 無機化学(上)  .
田中勝久訳. 第 4 版. 東京化学同人. 2008
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電気に関する科学史を題材にする授業実践

-ミクロ／マクロ／グローバルのシステム思考-

○喜多雅一 1，榊原保志 2

Masakazu KITA, Yashushi SAKAKIBARA 

 1岡山大学，2信州大学  

【キ－ワード】 システム思考，電気，摩擦電気，ボルタの電堆 

１ 目 的 

電気に関する科学史を表にまとめた。

年代 事項 

古代 雷，電気ナマズ,シビレエイ 

紀 元 前

600 年頃 

静電気 

1745 年 ライデン瓶による蓄電

1752 年 フランクリンの雷が電気

1785 年 クーロンの法則

1791 年 ガルバーニの生体電気 

1800 年 3

月 20 日 

ボルタの電堆 

1800 年５

月２日 

ボルタの電堆による水の電気

分解 

1800年10

月 

ボルタの電堆が酸素なしだと

電位差が減少 

1800年11

月 

Davy がボルタの電堆の起電

力が亜鉛と酸素の反応である

ことを発見 

1834 年 ファラディーによるイオンの

発見

1864 年 電磁気学の成立（マックスウ

ェルの法則） 

1887 年 アレニウスの電離説

1889 年 ネルンストの式(電気化学の

成立)

1897 年 電子の質量と電荷 

1920 年 電子の移動による酸化還元 

電気に関する科学史を題材に，中学生を対象に

授業を行いながら，ミクロßàマクロßàグロ

ーバルのシステム思考のプロセスをどのよう

に理解できるかを調査する。 

２ 方 法 

（１）1800 年以前にわかっていたことを頼り

に 1800 年のボルタの電堆に関わる実験を追体

験する。1920 年の電子移動の化学反応が電気

エネルギーを生じていることにつながり、また

現在の脱炭素社会でどのような電気エネルギ

ーの開発がなされようとしているかまでを科

学史の視点と化学のミクロßàマクロßàグ

ローバルのシステム思考のプロセスとして捉

えることができるかを調査する。ここでミクロ

は電子の移動であり，マクロは電堆、グローバ

ルは電気エネルギーの開発と活用のレベルを

それぞれ指す。

（２）授業（100 分）の流れと調査事項

(a)1800年以前での電気に関しての認識につい

て表の穴埋めの活動を行い、生徒の理解を促

す。（復習と理解度）

(b)1800 年の発見のうち，ボルタの電堆の作成

と酸素がない状態で電位差が減少することを

実験として確かめる。（実験の結果の考察）

(c)これ以降の発見の穴埋めを行い，ボルタの

電堆の反応を説明する。（結果の酸化還元反応

として再解釈）

(d)現在の脱炭素社会に向けての取り組みのう

ち、電気エネルギーをどのように開発がなされ

ようとしているかを紹介してボルタの電堆か

ら始まる電気の開発と利用を考える。（電気エ

ネルギーの開発と利用）

（３）授業実践

12 月 16 日（木）,17 日（金）に岡山県内の中学

校で３クラス120名の中学1年生を対象に行う予定

である。 

結果／考察は当日発表します。 

本研究は科研費基盤（c）21K02950ポストコロナにお

けるシステム思考と責任ある研究による化学教育（研究

代表者 喜多雅一）により行った。

引用文献 

T.B.Clarke ら（2021）”The role of Oxygen in the 
Voltaic Pile”, J. Chem. Educ., 98, 2927-2936 
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金属光沢のあるプラスチックのスプーンの教材化（その２） 

‐小学校の第３学年「磁石の性質」において‐ 

津守成思 1，佐伯英人 2 

TSUMORI Narushi, SAIKI Hideto 
1山口大学教育学部附属山口小学校，2山口大学教育学部 

【キ－ワード】 第３学年，磁石の性質，金属光沢，プラスチック，スプーン 

１．研究の目的 

津守・佐伯（2021）では、第３学年「電気の

通り道」で金属光沢のあるプラスチックのスプ

ーンを教材として授業を実践し、授業に参加し

た児童の意識について知見を得た。使用したの

は、Sabert社の MOZAIK Classic シリーズのメ

タリックシルバープラスチックスプーンであ

る（以下、スプーンと称する）。本研究では、

第３学年「磁石の性質」の導入時にスプーンを

教材として授業を実践した。本研究の目的は、

授業に参加した児童の考え（予想を含む）につ

いて知見を得ることであった。

２．授業実践

授業では、３つの活動（活動①～活動③）を

実施した。活動①では「机上のスプーンを目で

見る。」、活動②では「机上のスプーンを手で持

ち上げる。」、活動③では「磁石を手に持ち、そ

の磁石を机上のスプーンに接触させ、手ごたえ

で感じとる。」を実施した。 

３．調査の方法と分析の方法 

ワークシートを作成した。ワークシートで

は、活動（活動①～活動③）ごとに問い（問１

～問３）を設定した。問１では「このスプーン

はじしゃくに引きつけられるでしょうか？ 

あなたの考え（予想）といっちする考えに○を

記入してください。」という教示を行い、

「（  ）じしゃくに引きつけられる，（  ）

じしゃくに引きつけられない」という選択肢を

設定した。問２では「そのように考えた（予想

した）理由（わけ）を書いてください。」とい

う教示を行い、記述欄を設定した。問３では「自

しんのてい度を教えてください。０％、10％、

20％…（中略）…90％、100％の中から、当て

はまる数をえらんで書いてください。」という

教示を行い、記入欄（自しん度［  ］％）を

設定した。上記の問い（問１～問３）への回答

は各活動後に行わせた。分析するにあたり、問

１では、選択肢ごとに人数を集計した。問２で

は、記述を読み、問１の選択肢ごとに主な記述

を抽出した。問３では、問１の選択肢ごとに自

信度の平均値と標準偏差を算出した。 

４．結果と考察 

本稿では「磁石に引きつけられる」をＡ、「磁

石に引きつけられない」をＢと称する。問１と

問３の分析の結果を表１に示す。表１の問１の

人数をみると、児童の考え（予想）がＡからＢ

に変容するようすを見取ることができる。問２

を分析した結果を以下に示す。活動①のＡで多

かったのは「鉄だと思うから」と「金ぞくだと

思うから」であった。活動①のＢで重複してい

た記述は「鉄ではないと思うから」であった。

活動②のＡでは１人が「軽かったから」、もう

１人が「家でためしたことがあるから」であっ

た。活動②のＢで多かったのは「軽かったから、

プラスチックだと思う」であった。活動③のＢ

で多かったのは「じしゃくをつけてつかなかっ

たから」であった。表１の問３の自信度をみる

と、活動③のＢの平均値が最も高く、標準偏差

が小さいことが分かる。このことは、自信があ

り、ばらつきが小さいことを示している。 

表１ 分析の結果（問１と問３） 

活

動 

問１の 

選択肢 

問１の 

人数 

問３の自信度 

平均値 標準偏差 

① 
Ａ 24 65.00 25.20 

Ｂ 6 70.00 34.64 

② 
Ａ 2 70.00 28.28 

Ｂ 28 80.71 23.40 

③ 
Ａ 0 ‐ ‐ 

Ｂ 30 99.00 3.05 

Ａ：磁石に引きつけられる  

Ｂ：磁石に引きつけられない 

‐：無し 

文献 

津守成思・佐伯英人（2021）「金属光沢のある

プラスチックのスプーンの教材化‐小学校

の第３学年『電気の通り道』において‐」，

『日本理科教育学会全国大会発表論文集 

第 19号』，p.177. 
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モノコードを使った実験に関する一考察 

‐中学校の第１学年「光と音」において‐ 

田中 聡 1，佐伯英人 2 

TANAKA Satoshi, SAIKI Hideto 
1山口大学教育学部附属山口中学校，2山口大学教育学部 

【キ－ワード】 第１学年，音の性質，モノコード，実験，生徒の意識 

１．研究の目的 

中学校の第１学年では「光と音」を学習する

（文部科学省，2018）。啓林館の 2021年度版教

科書の「実験４ 音のちがいと振動のようすの

関係」では、モノコードやギターを使って調べ

る方法が示されている（大矢・鎌田ほか

（2021）：p.234-p.235）。本研究では、モノコ

ードを工夫改善した。本研究の目的は、工夫改

善したモノコードを使った実験について、生徒

の意識をもとに知見を得ることであった。 

２．教材の工夫改善と授業実践 

モノコードの弦の長さ、また、弦を張る力の

強さを変える方法について工夫改善を行った。

モノコードの部品を表１に示す。

表１ モノコードの部品 

○ ５つの穴（6 mm×15 mm）を 100 mm間隔

であけた板（19 mm×87 mm×520 mm）

○ 700 mm の長さのエレキギターの１弦

（0.009 in）と３弦（0.016 in）：棚受け

ダボ（6 mm×30 mm）を弦の先端に取り付

け、スナップ付サルカンをもう一方の弦

の先端に取り付けたもの

○ クランプ付滑車（定滑車）

○ デジタル吊りはかり

使い方は、板上の穴の１つに棚受けダボを差

し込み、エレキギターの弦をクランプ付滑車の

滑車に通し、スナップ付サルカンのスナップに

デジタル吊りはかりを掛け、手で引き上げる方

法である（図１，図２）。モノコードの弦の長

さは、棚受けダボに取り付けた弦の先端から滑

車の下端（滑車に接するところ）までの長さに

なる。モノコードの弦の長さは、棚受けダボを

差し込む穴を選択することによって変えられ

る。弦を張る力の強さは、手で引き上げている

ため、デジタル吊りはかりに表示される数値を

見て変えられる。授業日は 2021年 10月 27日、

授業のめあては「音を高くする方法をみつけだ

そう」であった。実験は各学習班で行った（図

１，図２）。生徒が導出した結論は「弦を太く

すると低くなり、細くすると高くなる。」、「弦

の長さを短くすると高くなる。」、「弦を張る力

を強くすると高くなる。」であった。 

図１ 実験 図２ 実験 

３．調査の方法と分析の方法 

生徒の意識を調べる方法として質問紙法を

用いた。質問紙では「実験をして、あなたが感

じたことを教えてください。」という教示を行

い、質問項目Ａ「使いやすかった」と質問項目

Ｂ「よく分かった」を設定し、５件法（とても

あてはまる［５点］～まったくあてはまらない

［１点］）で回答を求めた。調査は、授業の終

了時に実施した。得られた得点（５点～１点）

を用いて、平均値と標準偏差を算出し、天井効

果の有無、床効果の有無を確認した。 

４．結果と考察 

有効回答者数は 27名であった。分析の結果、

質問項目Ａ「使いやすかった」の平均値は

4.30、標準偏差は 0.78、質問項目Ｂ「よく分

かった」の平均値は 4.70、標準偏差は 0.61で

あり、ともに天井効果がみられた。このことは、

生徒の意識が良好であったことを示しており、

実験の有効性を示唆している。 

文献 

大矢禎一・鎌田正裕ほか（2021）『未来へひろ

がるサイエンス１』，啓林館. 

文部科学省（2018）『中学校学習指導要領（平

成 29年告示）』，東山書房. 
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水の中の生き物を飼育・観察するための池づくり 

‐第３学年の「総合的な学習の時間」において‐ 

小林弘典 1，水野晃秀 2，佐伯英人 3 

KOBAYASHI Hironori, MIZUNO Koki, SAIKI Hideto 
1山口大学教育学部附属山口小学校，2愛媛県立宇和島水産高等学校，3山口大学教育学部 

【キ－ワード】 第３学年，総合的な学習の時間，水の中の生き物，池づくり，活動 

１．はじめに 

山口小学校の校内には「ビオトープ」と称す

る池が４つ並んで設置されている。2013 年度

に「ビオトープ」の改修工事がなされた。具体

的には、土間コンクリートの補修がなされ、ま

た、落下防止手摺が取り付けられた（図１）。

近年、この４つの池は使用されていなかった。 

図１ 池の断面図 

２．研究の目的 

2020 年度、第３学年の「総合的な学習の時

間」で、水の中の生き物を飼育・観察できるよ

うに、前述した池を整備する取り組みを実施し

た。本稿では、この取り組みを池づくりと称す

る。本研究の目的は、池づくりに参加した児童

の意識をもとに知見を得ることである。 

３．池づくり 

池づくりは４回実施した。１回目は 11月 10

日、２回目は 11 月 13 日、３回目は 11 月 24

日、４回目は 11月 30日であった。各活動の時

間は１時間（45 分間）である。この４回の活

動を活動①、活動②、活動③、活動④と称する。

活動②のようすを図２に示す。 

図２ 池づくりのようす（活動②） 

４．調査方法と分析方法 

調査には質問紙法を用いた。質問紙では問い

を設定し、「今日の活動中のあなたのようす、

また、活動をして、あなたが思ったことや感じ

たことを教えてください」という教示を行い、

表１に示した４つの質問項目（Ａ～Ｄ）を設定

し、質問項目ごとに５件法（とてもあてはまる，

だいたいあてはまる，どちらともいえない，あ

まりあてはまらない，まったくあてはまらな

い）で回答を求めた。なお、質問項目Ｄの「池

の完成」とは、水の中の生き物を池に入れ、飼

育・観察できる状態になることを示している。 

調査は、各活動後（終了時）に実施した。分

析するにあたり、５件法の「とてもあてはまる」

～「まったくあてはまらない」を５点～１点と

し、平均値と標準偏差を算出し、天井効果と床

効果の有無を確認した。 

５．児童の意識を分析した結果と考察 

平均値と標準偏差を表１に示す。表１をみる

と、各活動（活動①～活動④）において、すべ

ての質問項目（Ａ～Ｄ）で天井効果がみられる。

このことは、児童の活動のようす、また、児童

の意識が良好であったことを示している。 

表１ 分析の結果（平均値と標準偏差） 

記号 質問項目 
平均値±標準偏差 

活動① 活動② 活動③ 活動④ 

Ａ 意欲的に取り組むことができた。 4.69±0.47 4.94±0.25 4.97±0.18 4.97±0.18 

Ｂ 友達と協力して取り組むことができた。 4.87±0.42 4.97±0.18 5.00±0.00 4.87±0.42 

Ｃ 楽しかった。 4.37±1.04 4.66±0.87 4.91±0.39 4.91±0.53 

Ｄ 池の完成が楽しみである。 4.91±0.39 4.97±0.18 4.91±0.53 4.97±0.18 

max = 5，min = 1 
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生き物を池で飼育・観察する方法について理解を深める授業 

‐第３学年の「総合的な学習の時間」において‐ 

水野晃秀 1，小林弘典 2，佐伯英人 3 

MIZUNO Koki, KOBAYASHI Hironori, SAIKI Hideto 
1愛媛県立宇和島水産高等学校，2山口大学教育学部附属山口小学校，3山口大学教育学部 

【キ－ワード】 第３学年，総合的な学習の時間，水の中の生き物，池づくり，オンライン授業 

１．はじめに 

山口小学校の校内には「ビオトープ」と称す

る池が４つ並んで設置されている。近年、この

４つの池は使用されていなかった。2020年度、

第３学年の「総合的な学習の時間」で、水の中

の生き物を飼育・観察できるように、この４つ

の池を整備する取り組みを実施した。本稿で

は、この取り組みを池づくりと称する。池づく

りは４回実施した。１回目は 11月 10日、２回

目は 11月 13日、３回目は 11月 24日、４回目

は 11月 30日であった。各活動の時間は１時間

（45 分間）であった。整備した４つの池のよ

うすを図１に示す。 

図１ ４つの池のようす（11月 30日） 

２．研究の目的 

水の中の生き物を前述した池で飼育・観察す

る方法（留意点を含む）を児童に調べさせた。

さらに、水の中の生き物に詳しい講師を招聘

し、オンライン授業を実施した。このオンライ

ン授業では、調べて分からなかったことを児童

に質問させ、講師が回答した。授業は T.T.で

実施した。T1 は小林、T2（講師）は水野であ

る。本研究の目的は、オンライン授業に参加し

た児童の意識をもとに知見を得ることである。 

３．オンライン授業

オンライン授業は、2021年１月 19日に実施

した。授業のようすを図２に示す。この授業を

実施する前に、児童の質問内容を講師に知ら

せ、それをもとに講師はスライドを作成した。

オンライン授業では Zoomを用いた。まず、講

師がスライドを共有して説明し、次に、児童に

質問をさせ、講師が回答した。 

図２ オンライン授業のようす 

４．調査方法と分析方法 

調査には質問紙法を用いた。質問紙では問い

を設定し、「オンライン授業を受けて、あなた

が思ったことや感じたことを教えてください」

という教示を行い、表１に示した２つの質問項

目（Ⅰ，Ⅱ）を設定し、質問項目ごとに５件法

（とてもあてはまる，だいたいあてはまる，ど

ちらともいえない，あまりあてはまらない，ま

ったくあてはまらない）で回答を求めた。調査

は、授業終了時に実施した。 

分析するにあたり、５件法の「とてもあては

まる」～「まったくあてはまらない」を５点～

１点とし、平均値と標準偏差を算出し、天井効

果と床効果の有無を確認した。 

５．児童の意識を分析した結果と考察 

平均値と標準偏差、天井効果の有無を表１に

示す。床効果はみられなかったため、表１に示

していない。 

表１ 分析の結果 

番

号 
質問項目 

平均値 

（標準偏差） 

天井 

効果 

Ⅰ よく分かった 
4.50 

（0.98） 
● 

Ⅱ 勉強になった 
4.97 

（0.18） 
● 

max = 5，min = 1 ●：有り，‐：無し 

表１をみると、質問項目Ⅰ、質問項目Ⅱで天

井効果がみられる。このことは、児童の意識が

良好であったことを示している。 
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ボールレンズ保持板を使ったタブレット顕微鏡に関する一考察 

‐第６学年の理科「土地のつくりと変化」において‐ 

森戸 幹 1，佐伯英人 2 

MORITO Miki, SAIKI Hideto 
1周南市立富田西小学校，2山口大学教育学部 

【キ－ワード】 ボールレンズ保持板，タブレット PC，第６学年，理科，土地のつくりと変化 

１．研究の目的 

スマートフォンやタブレット PCの自撮りカ

メラ（フロントカメラ）にボールレンズ保持板

を取り付けたものを、スマホ顕微鏡、タブレッ

ト顕微鏡という。郡司・寺田・佐伯（2017）で、

ボールレンズ保持板の製作、また、タブレット

顕微鏡を使った観察について報告した。観察の

対象は、タマネギの鱗茎葉、ムラサキゴテンの

葉の裏の気孔、水中の小さな生き物であった。 

啓林館の 2020年度版の教科書「わくわく理

科 ６」の「７ 大地のつくりと変化」には「観

察２ 火山灰のつぶのようす」（p.133-p.134）

が示されている（石浦・鎌田ほか，2021）。 

本研究では、タブレット顕微鏡を使って火山

灰の観察を行った。本研究の目的は、観察を行

った児童の意識をもとに、タブレット顕微鏡を

使った観察の有効性について議論することで

あった。 

２．授業実践 

2021年９月 27日、上記の「観察２」を授業

で行った（２時間：45分×２)。授業では、ま

ず、一人ひとりの児童にボールレンズ保持板

（図１）を配付し、各児童のタブレット PCに

取り付けさせた。その後、各児童に火山灰を配

付し、タブレット顕微鏡を使わせて観察させ

た。ボールレンズ保持板をタブレット PCに取

り付ける方法、また、観察の方法は、郡司・寺

田・佐伯（2017）に従った。 

図１ ボールレンズ保持板 

３．調査の方法と分析の方法 

児童の意識を調べる方法として質問紙法を

用いた。質問紙では「問い」を設定し、「タブ

レット顕微鏡を用いて火山灰を観察しました。

観察をして、あなたが感じたことを教えてくだ

さい。」という教示を行い、表１に示した５つ

の質問項目(質問項目①～質問項目⑤)を設定

し、質問項目ごとに５件法（とてもあてはまる，

だいたいあてはまる，どちらともいえない，あ

まりあてはまらない，まったくあてはまらな

い）で回答を求めた。調査は、授業の終了時に

実施した。分析するにあたっては、５件法の「と

てもあてはまる」～「まったくあてはまらない」

を５点～１点とし、この得点を用いて、平均値

と標準偏差を算出し、天井効果の有無、床効果

の有無を確認した。 

４．結果と考察 

有効回答者数は 26名であった。分析の結果

を表１に示す。床効果はみられなかったため、

表１には表記していない。 

表１ 分析の結果 

番

号 
質問項目 

平均値 

(標準偏差) 

天井 

効果 

① 観察しやすかった 4.27（0.87） ● 

② よく分かった 4.65（0.63） ● 

③ よく考えた 4.46（0.81） ● 

④ おもしろかった 4.58（0.81） ● 

⑤ 勉強になった 4.85（0.37） ● 

max = 5，min = 1     ●：有り，‐：無し 

表１をみると、すべての質問項目(質問項目

①～質問項目⑤)で天井効果がみられた。この

ことは、児童の意識が良好であったことを示し

ており、タブレット顕微鏡を使った観察の有効

性を示唆しているといえる。

文献

石浦章一・鎌田正裕ほか（2021）『わくわく理

科 ６』，啓林館. 

郡司浩史・寺田勉・佐伯英人（2017）「ボール

レンズ保持板の製作とタブレット顕微鏡を

使った観察‐防府市立向島小学校の出前授

業において‐」，『山口大学教育学部附属教育

実践総合センター研究紀要』，第 43号，pp.29

‐38.
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小学校理科・社会科における洪水による災害に関する学習の 

現状と課題 

教科書分析を通して 

〇赤木瑶平１，足立和也１，吉本直弘１，川村教一２ 

Yohei AKAKI, Kazuya ADACHI, Naohiro YOSHIMOTO, Norihito KAWAMURA 
１大阪教育大学，２兵庫県立大学 

【キーワード】防災教育，教科書分析，洪水，素因，誘因 

小学校理科，小学校社会， 

１ はじめに 

 近年，地球温暖化の影響から大雨のリスクが

増加していると考えられている。平成 30 年 7

月豪雨の影響により，河川の氾濫や浸水害等が

発生し，過去の事例からは想定できなかったも

のもあり，甚大な被害が生じた。河川の氾濫等

を含む洪水による災害は，毎年起こり得るもの

であり，人間生活への影響も大きい。そのため，

洪水による災害は児童生徒による学習が望ま

れる自然災害の一つである。 

 小学校学習指導要領（平成 29 年告示）の理

科では，第 5 学年「流れる水の働きと土地の変

化」や「天気の変化」の内容の取扱いで「自然

災害について触れる」と記載されている。また，

その解説では，「流れる水の働きと土地の変化」

において「長雨や集中豪雨がもたらす川の増水

による自然災害に触れるようにする」（文部科

学省，2018a）と記載されており，ここで扱う自

然災害の一つとして洪水による災害があると

想定できる。 

 小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説

社会科編（文部科学省，2018b）では，第 4 学

年において「県内などで発生した自然災害を取

り上げ，地域の関係機関や人々による自然災害

への対処や備えを通して地域社会について理

解すること」が，第 5 学年において「国土にお

いて発生する様々な自然災害を取り上げて，自

然災害と国土の自然条件との関連を通して国

土の地理的環境を理解すること」がねらいとな

っており，自然災害について詳しく学習する。

自然災害の一つに洪水による災害が挙げられ

ている。 

川村（2020）は，自然災害や防災について学

習するうえで，誘因と素因についての理解を深

めることが重要であると指摘した。洪水による

災害における誘因は大雨や豪雨などが挙げら

れ，素因は地形条件や土地利用などが挙げられ

る。小学校で洪水による災害を扱う場合は，理

科で大雨や豪雨などについて学習し，社会科で

地形条件や土地利用などを学習することが考

えられる。これらの学習が有機的に結びつき，

児童が洪水による災害について理解を深める

ことが期待される。 

 本研究では，教科書分析を通して，小学校理

科・社会科における洪水による災害に関する学

習の現状と課題を考察することを目的とする。 

２ 方法 

 教科書分析の対象は，6 社の出版社から発行

されている平成 31 年検定済の小学校理科第 5

学年の教科書と，3 社の出版社から発行されて

いる平成 31 年検定済の社会科第 4 学年および

第 5 学年の教科書である。教科書紙面から，洪

水に関する記載について，文章，図表の表現を

区別してすべて抽出し，それらを誘因と素因に

分類する。抽出した内容から教科間のつながり

を考察する。講演では教科書分析の結果を報告

する。 

引用文献 

川村教一（2020）「自然災害の誘因と自然素因

の視点を踏まえた理科教育の課題」『防災教

育学研究』第 1 巻，第 1 号，93-105. 

文部科学省（2018a）『小学校指導要領（平成 29

年告示）解説理科編』東洋館出版社． 

文部科学省（2018b）『小学校指導要領（平成 29

年告示）解説社会編』日本文教出版． 
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タブレット PCを使った疑似観察 

‐第３学年の「地球と宇宙」において‐ 

松永武 1，佐伯英人 2 

MATUNAGA Takeshi, SAIKI Hideto 
1防府市立大道中学校，2山口大学教育学部 

【キ－ワード】 第３学年，地球と宇宙，年周運動と公転，タブレットPC，疑似観察 

１．研究の目的 

中学校の第３学年では第２分野において

「(6) 地球と宇宙」を学習する（文部科学省，

2008・2018）。文部科学省（2008）では「(イ) 年

周運動と公転」において、また、文部科学省

（2018）では「㋑ 年周運動と公転」において

「星座の年周運動（中略）などの観察を行い」

と示されている。啓林館の 2016年度版の教科

書では p.61 に「図 45 星座（オリオン座）の

動き（栃木県那須町）」が示され、１月 26 日

23時、２月７日 23時、２月 13日 23時の図（写

真）が掲載されている（塚田・大矢・江口・鈴

木ほか，2020）。啓林館の 2021年度版の教科書

では p.78 に「図 51 オリオン座の位置の変化

（毎月 15 日０時）」が示され、12 か月分のオ

リオン座の模式図が掲載されている（大矢・鎌

田ほか，2021）。本研究では、タブレット PC

にアプリ（天体シミュレーションソフト）をイ

ンストールし、そのタブレット PCを生徒一人

ひとりに使用させて調べさせた。この観察方法

を本稿では疑似観察と称する。本研究の目的は

疑似観察について知見を得ることである。

２．授業実践

授業日は 2020年 12月 18日であった。使用

したアプリは「星座表∞」である。観察する星

座をオリオン座とし、日時を指定した。観察日

は表１に示した７日分、時刻は０時とした。観

察地点は「現在地」に設定した。つまり、観察

地点は防府市である。観察した結果は記録用紙

に記入させた。 

３．分析方法 

生徒が記入した記録用紙をもとに、記録の有

無、また、記録した星座の形、位置（方位）、

高度をもとに適切であるか否かを判定し、その

人数を集計した。 

４．結果と考察 

分析の結果を表１に示す。表１をみると、生

徒の観察が概ね適切であったことが分かる。こ

のことは、疑似観察の有効性を示している。 

文献 

大矢禎一・鎌田正裕ほか（2021）『未来へひろ

がるサイエンス３』，啓林館 

塚田捷・大矢禎一・江口太郎・鈴木盛久ほか

（2020）『未来へひろがるサイエンス３』，

啓林館 

文部科学省（2008）『中学校学習指導要領』，東

山書房 

文部科学省（2018）『中学校学習指導要領（平

成 29年告示）』，東山書房 

表１ 分析の結果 

状

況 

記録 有り 無し 

形 ○ ○ ○ ○ × × × × ‐ 

位置（方位） ○ ○ × × ○ ○ × × ‐ 

高度 ○ × ○ × ○ × ○ × ‐ 

観 

察 

日 

2020年９月15日 32 0 2 0 1 0 0 0 0 

2020年10月15日 31 0 0 0 4 0 0 0 0 

2020年11月15日 30 2 0 2 0 0 1 0 0 

2020年12月15日 29 4 0 2 0 0 0 0 0 

2021年１月15日 31 1 2 1 0 0 0 0 0 

2021年２月15日 34 0 0 1 0 0 0 0 0 

2021年３月15日 34 0 1 0 0 0 0 0 0 

N=35 ○：良好，×：不良，‐：未記入 数値：人数 
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「変動する地球に生きるための素養」を育む身近な大地の探究 

地球システムの視点から三角州の形成を考察する学習 

杉田 泰一 

Taiichi SUGITA 

広島大学附属中・高等学校 

【キ－ワード】 変動する地球に生きるための素養，地球システム，三角州，中学校理科 

１ 目 的 
 日本学術会議(2020)は，①地球のしくみや営
みに関すること，②自然からの恵みに関するこ
と，③災害に関することからなる「変動する地
球に生きるための素養」の育成を提言した。地
球のしくみや営みとは，個別の地学事象に限ら
ず，それらの相互の関連も含めた地球システム
のことだと考える。しかし，現在，日本の理科
教育において，自然事象をシステムの視点から
探究する授業は十分に行われていない。  
本研究では，中学校理科において，地球シス

テムの理解を主軸に置いた「変動する地球に生
きるための素養」育成のための学習教材・学習
プログラムを開発することを目指した。

２ 方 法 
 国立大学法人中学校（広島県広島市）に在籍
する生徒を対象にした。 
（１）題材の選定
学習者の学校が広島市に広がる三角州上に

あることから，この三角州の特徴と形成過程を
探究的に扱うこととした。 
（２）授業計画
中学校理科第 2 分野（地球領域）の「大地の

成り立ちと変化」と「気象とその変化」の学習
において，3 回分の学習場面を設定した。 
[第 1回]課題の設定 
「大地の成り立ちと変化」の最初に学ぶ「身

近な地形と地層，岩石」において，三角州の特
徴と疑問・問題を見いださせる。 
[第 2回]課題の追究①（分析） 
 「大地の成り立ちと変化」の学習後，三角州
の形成要因となる事象を複数挙げさせ，それら
の関係をコンセプトマップにまとめさせる。 
[第 3回]課題の追究②（解釈） 
 「気象とその変化」の学習後，第 1 回と第 2
回で取り組んだことを参考にしながら，3 つの
ことを考察させる。 
・三角州の特徴を空間的配置の特徴として捉
え，空間的配置を根拠にしながら，既習事項
を活用して形成過程を時間経過の順に推測
させる。

・推測した形成過程の説明文において，地球内 
部のエネルギーに関する事項，太陽のエネル 

ギーに関する事項それぞれに色分けをして 
下線を引かせる。 

・推測した形成過程をもとに，今後，三角州は
生活する人間にどのような影響をもたらす
可能性があるのか想像させる。

３ 結 果 
 授業計画に基づく授業を実践した。第 1 回・
第 2 回の結果については，杉田(2021)において
報告した。本発表では，第 3 回を中心に述べ
る。詳細は当日発表することとし，本稿では第
3 回終了後の振り返りの記述例を示す。 

三角州ができる元の元まで探求していったこと

で，すべては太陽のエネルギーと地球内部のエネル

ギーからできていることが分かり，その 2つのエネ

ルギーのすごさを感じました。火山や地震，天気な

ど様々な要素があって，この三角州ができているこ

とを知り，奇跡みたいだなと思いました。

４ 考 察 
 身近な大地の探究を通して，地球のしくみや
営みを地球システムとして捉えることができ
た。特に 2 つの単元に渡る学習を行うととも
に，エネルギーの見方を導入することで，個別
の自然事象をつなげて理解することに繋がっ
たものと考えられるが，今後検討を要する。 

５ まとめ 
 本研究では，「変動する地球に生きるための
素養」の育成に資する，身近な大地の探究学習
を展開できた。今後，高等学校理科，生涯教育
に繋がる学習へと発展できればと考えている。 

本研究は JSPS 科研費 21H03971 の助成を
受けたものである。 

引用文献 
日本学術会議(2020)「初等中等教育及び生涯教育

における地球教育の重要性，変動する地球に生

きるための素養として」． 

杉田泰一(2021)「自然事象のつながりを意識させ

る身近な大地の探究」『日本地学教育学会第 75

回全国大会東京大会講演予稿集』，64-65． 

日本理科教育学会中国支部大会発表論文集 第70号(2021)

ー32ー



システム思考の育成を目指した「水の循環」の学習 

  －カードゲームを利用して－

○榊原保志 1，喜多雅一 2

Yasushi SAKAKIBARA, Masakazu KITA 

 1信州大学，2岡山大学  

【キ－ワード】 システム思考，水の循環，中学校，地学教育 

１ 目 的 

総合的問題解決コンピテンシーは，「7 つの

コンピテンシーを統合しながら，複雑可能性の

問題や，持続可能な開発を促進する。実行可能

な包括的かつ公平な解決策の選択肢を開発す

るために，異なる問題解決の枠組みを適用する

全般的な能力」と定義される（UNESCO，2017）。

その 7 つのコンピテンシーの中に批判的思考

やシステム思考がある。システム思考はESDの

取組において重要な能力の一部であることが

国立教育政策研究所教育課程研究センター

（2010）においても提示されている。

 Orgil etal.(2019)はシステム諸要素を総合化

するものとして，システムの循環的性質を理解

する能力，諸関係のフレームワーク内部におけ

る諸要素と諸過程を組織化する能力，システム

内部のダイナミクスの諸関係を特定する能力，

システムの諸要素間の関係を特定する能力を

挙げていることを郡司（2020）が紹介している。 

 本研究では既習事項を相互関連的に結びつ

けて理解させる内容として中学校 2 年で学習

する水の循環に注目し，システム思考の育成を

目指した試行授業を行った。中学校気象単元の

「水の循環」の授業にカードゲームを利用する

ことで、既習の蒸発、蒸散、凝結、降水、浸透

などの知識と関連させながら、複雑な地球規模

の水循環を理解するのに有用であったのか検

討する。 

２ 試行授業の内容 

（１）調査対象校 

 試行授業を実施した中学校は国立大学教育

学部附属Ｍ中学校である。３年生の１クラスに

おいて 39 名の生徒を対象に試行授業を行っ

た。生徒は２年生の時に気象単元を学習済みで

あるので，ある程度は水の循環に対する知識が

あると考えられる。 

（２）試行授業の内容 

本授業の目的は，水の蒸発，雨や雪などの降水

現象，地表面の水の移動と関連付けて水の循環

のシステムを理解することである。これまで小

学校では校庭に降った雨水の行方，中学校では

雨や雪が降る仕組みについて学習してきた。地

球表面は海，大気，陸から構成され，それらを

水が水蒸気や氷に変化しながら循環する。この

関係性を地球規模の自然システムとして理解

することである。授業のねらいは、カードゲー

ムを行い、地球上にある水の循環ルートを図に

表し、循環が引き起こされる原因を水の三態に

着目して考えていくことを通して、太陽のエネ

ルギーによって地球上の水の循環が引き起こ

されていることを見いだすことができるとし

た。

３ 結 果 

今回開発した教材や授業が水の循環のシス

テム理解に役だったのかの結果である。多くの

生徒が今回開発した教材や授業が水の循環の

システム理解に役だったと回答していた

（p<0.01）。

表 1 本授業が水の循環のシステム理解に役

立ったか

そう思う
ややそ
う思う

ややそう
思わない

そう思
わない

24 12 3 0

４ まとめ 

 本研究では，中学校における水の循環の授業

において，カードゲームがシステム思考の育成

に有用であるのかを検討した。水循環の学習に

おけるカードゲームは，生徒にとって楽しい教

材であり，地球上の水が循環するメカニズムを

理解するのに役立つ教材であることがわかっ

た。また生徒の感想にも「頭をつかった」，「班

の仲間と話し合いながら考えた」などといった

ものも多くあり。今回提案する教材はグループ

の仲間との協同型学習を通して，システム思考

の育成に効果があったと考えられる 
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大阪市の中学校における南海トラフ巨大地震を想定した 

防災教育と防災管理の現状と課題 

○廣岡 力，疋田康太，吉本直弘

Chikara HIROOKA, Kota HIKIDA, Naohiro YOSHIMOTO 

大阪教育大学 

【キ－ワード】 防災教育，防災管理，南海トラフ巨大地震，大阪市，中学校 

１ はじめに 

 気象災害の激甚化や南海トラフ巨大地震等

の大規模な自然災害が懸念されるなか，児童生

徒等の命を守るため，学校防災体制の強化及び

実践的な防災教育の推進が求められている（文

部科学省，2019）。学校防災の取組に当たって

は，地域における自然災害の危険性（自然災害

リスク）を理解することが重要である（文部科

学省，2013）。地域の自然災害リスクの理解は，

中学校理科における自然災害に関する学習の

目標にも位置付けられている（文部科学省，

2018）。防災教育と防災管理は密接に関連させ

て進めていくことが望まれており，自然災害に

関する学習を効果的に進めるためには，防災管

理の徹底が重要である。

 大きな河川と海に囲まれ，海抜ゼロメートル

地帯を含む平坦な低地が広がっている大阪市

では，南海トラフ巨大地震によって，最大水位

5.1 m の津波が到達し，24 区中 17 区で津波に

よる浸水が生じると想定されている。また，最

大震度 6 弱の強い揺れが想定されており，液状

化の危険度が高い地域が広がっている。さらに

大阪市は，人口約 275 万人の大都市であり，発

達した地下街・地下鉄や老朽住宅が密集した市

街地を有する。自然素因としての海や河川，低

地，社会素因としての人口や都市構造を踏まえ

ると，大阪市は南海トラフ巨大地震による自然

災害リスクが高い地域と位置付けられる。 

大阪市の各中学校では，地域の自然災害リス

クを理解し，地域に応じた防災教育及び防災管

理を行うことが望まれる。しかしながら，地域

の自然災害リスクを理解するためには，自然災

害に関する専門的知識やハザードマップの読

図や活用に関する技能が必要であり，地域に応

じた防災教育及び防災管理を行うことは容易

ではない。加えて，地球領域の指導に苦手意識

をもつ中学校理科教員が多いことを踏まえれ

ば，大阪市の各中学校において，南海トラフ巨

大地震による地域の自然災害リスクの高さを

理解し，生徒が主体的に身を守る行動ができる

ようになるための学習が十分に行われている

か疑問が生じる。 

 そこで本研究では，大阪市の中学校を対象と

して，南海トラフ巨大地震を想定した防災教育

と防災管理の現状と課題について考察するこ

とを目的とする。 

２ 方 法 

 大阪市教育振興基本計画（2021（令和 3）年

3 月）（大阪市教育委員会事務局総務部教育政

策課，2021）では，「子どもが安心して成長で

きる安全な社会（学校園・家庭・地域）の実現」

を最重要目標の一つに定め，防災・減災教育に

よって，自ら危険を回避するために主体的に行

動する力などの育成を目指している。大阪市立

の各中学校が毎年度策定し，公表している「運

営に関する基本計画」では，上述の目標を踏ま

えた防災教育と防災管理の基本的な姿勢や考

え方を捉えることができると考え，「運営に関

する基本計画」の記載内容を調査した。調査対

象は，大阪市内にある大阪市立中学校 129 校

（うち 5 校は小中一貫校）である。 

３ 結 果 

 2021 年 10 月下旬現在，各中学校の「運営に

関する基本計画」の収集を進め，記載内容の分

析を行っている段階である。講演では，調査結

果及び考察について報告する。 

引用文献 

大阪市教育委員会事務局総務部教育政策課

（2021）『大阪市教育振興基本計画（2021（令

和 3）年 3 月）』． 

文部科学省（2013）『学校防災のための参考資

料 「生きる力」を育む防災教育の展開』 

文部科学省（2018）『中学校学習指導要領（平

成 29 年告示）解説理科編』学校図書． 

文部科学省（2019）『自然災害に対する学校防

災体制の強化及び実践的な防災教育の推進

について（依頼）』． 
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地域資源や人材を活用した持続可能な地域共創教材の開発 

○大方祐輔

Yusuke OHGATA 

 広島大学附属福山中・高等学校 

【キ－ワード】 地域資源，地域共創，産官学民連携，サイエンスコミュニケーション 

１ 目 的 

地域住民や小学校，大学，博物館等と連携し

て地域の資源や人材を活用し，広島県を中心と

した中国地方の自然や歴史，文化や産業につい

て科学的および SDGs の視点から学ぶ地域教材

開発を目的として，以下の実践を行った。 

２ 方 法 

（１）地域との連携 

実施日：2018年 8月  8日(水)（1回目） 

2019年 3月 24日(日)（2回目） 

場所：星降るテラス（東広島市福富町下竹仁） 

目的：広島県の中山間地域共創および経済活性

化に資するサイエンスコミュニケーショ

ン(SC)活動を開発する。

対象：東広島市内の小学生とその保護者 

内容：手作り顕微鏡を作製し，福富町の自然の

観察を行うワークショップ(WS)。 

（２）地域および大学との連携 

実施日：2020年 12月 13日(日) 

場所：星降るテラス（東広島市福富町下竹仁） 

目的：広島県の中山間地域共創および経済活性

化に資する SC活動を開発する。 

対象：広島大学附属福山高等学校 1年生 

内容：フィールドワークを通じて広島県の里山

にすむ両生類の生態が周辺の人々の生活

にどのように機能しているのかを知り，

里山の地域資源や人材を活かした地域創

生事業モデルを考える WS。 

（３）博物館および小学校との連携 

実施日：2021年 11月 17日(水)～実施予定 

場所：広島大学附属福山中・高等学校 

奥出雲市立鳥上小学校 

奥出雲多根自然博物館 

目的：島根県奥出雲地方～広島県備後地方の地

域共創および経済活性化に資する SC 活

動を開発する。 

対象：広島大学附属福山中学校 2年生 

内容：中国山地の地質や人々の生活，とくに鉄

の利用に注目し，古代～現在の鉄と人と

のかかわりについて学び，未来に向けた

鉄の持続可能な利用について考える WS。 

３ 結 果 

（１）地域との連携

手作り顕微鏡は，市販の手作り顕微鏡キット

のほか竹下(2011)らが提案するものを用い，家

庭で気軽に作製できるよう配慮した。また，福

富町の魅力的な自然や人材を全国発信すること

に意欲的な人々と密な連携を構築し，SC活動に

よる地域共創の可能性を探ることができた。 

（２）地域および大学との連携 

広島県中山間地域の里山の生態系では，両生

類の成体は昆虫等の小動物を捕食する消費者と

して，幼生は動植物の遺骸等の分解者として湖

沼の水質維持に貢献していることを学んだ。ま

た，里山の地域資源や人材を活かして地域経済

を活性化するツアーを考案する活動を行った。 

（３）博物館および小学校との連携 

たたら製鉄の歴史について，地質学的な側面

から学ぶ。また，当時の製鉄技術を再現し，現

代の製鉄法と比較して製鉄の原理を学ぶ。さら

に， 奥出雲～備後地域における持続可能な地域

共創事業モデルを創出する予定である。 

４ 考 察 

一連の活動で以下のことが明らかになった。 

① 地域住民や小学校，大学等のコミュニティと

地域共創を目指した連携を構築できた。

② ①の各コミュニティと WS 参加者との対話

(サウンディング)によって，各地域の持続可

能な地域共創事業モデルが創出できた。

５ 今後の展望 

① 生徒が地域の実態や課題を把握し，持続可能

な地域資源のあり方について科学的および

SDGs の視点から考える学習カリキュラムを

構築することで，地域ならではの新しい価値

を創造する人材育成につながると考える。

② ①の学習カリキュラムの立案・実践のノウハ

ウを地域に委託し，産官学民が一体となって

自走できる状態にすることを目指したい。

引用文献 

竹下俊治・向平和(2011)「身近な素材を用いた

教材・教具の開発－自作顕微鏡の構造と機能－」

『学校教育実践学研究』第 17巻，109-111． 

オンライン交流
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１ 目 的 

ふるさとを教材とし，知識を活用して課題を

探究的に学ばせ，科学的手法を追体験させたい

と考えた。そこで，平成 30年 7 月広島県内で

起こった豪雨災害の原因を地形的・地質的な特

徴から探ることを教材にして，実践研究に取り

組んだ。 

２ 方 法 

本実践でいうモード分析(ポイントカウンテ

ィング法)は，花崗岩と真砂土で方法が異な

る。花崗岩は，直方体にして研磨剤で磨いた

面に，２㎜角の碁盤の目の傷を入れたフィル

ムを置き，交点の真下にある鉱物を色で同定

してカウントさせた。これに対し真砂土は，

グラウンドの土を採集・洗浄してふるいにか

け，粒子の色ごとにカウントさせた。鉱物の

同定は，白が斜長石，ピンク色がカリ長石，

透明～グレーが石英，黒は有色鉱物とした。 

なお，フィルムの碁盤の目の総数は100～121

個，真砂土の粒子数もほぼ同数である。 

 1時間目の学習活動

① 花崗岩と真砂土のモード分析(ポイントカ

ウンティング法)を行う。

② 黒雲母とバーミキュライトを比較する。

③ 地形図や本から地形的特徴を探る。

 ２時間目の学習活動

④ 産業技術総合研究所・地質調査総合セン

ターの土砂災害の報告書を読む。

⑤ 広島での安全な暮らしのために新しい技術

を考案する。

３ 結 果 

モード分析(ポイントカウンティング法)の

結果から，花崗岩中の黒雲母等の有色鉱物が風

化して真砂化することを見出させた。  

報告書等から，広島市は急傾斜地崩壊危険箇

所が日本一多いことや，日本で起こった土砂災

害は，花崗岩類の岩体やメランジュで多く起こっ

ていることを読み取らせた。 

広島で安全に暮らす新しい技術については，

固化剤を花崗岩に浸透させて，真砂土にさせな

いという減災の技術を考案した生徒が見られた。 

４ 考 察 

生徒は，土砂災害が起こるのは広島の地質が

花崗岩体だからだと予想していた。本実践におい

て，花崗岩と真砂土中の鉱物の定量的な比較や

報告書の専門的な情報に触れることで，生徒は

漠然とした知識から，広島の土砂災害を科学的

観点から議論できるようになった。 

５ まとめ 

モード分析(ポイントカウンティング法)を

中学生でもできるように工夫したことで，生徒

に科学研究を身近に感じさせられたと考えら

れる。また，報告書などを読み取らせたことで，

自然現象を考察するために，他の研究を参考に

するという体験になったと思われる。 

引用文献 

産業技術総合研究所・地質調査総合センター，

土砂災害研究情報 

都道府県研究会（2019） 『地図で楽しむすごい
広島』 洋泉社 

広島の豪雨災害を地形・地質の観点から探究する授業実践 

〇青木桂子，龍岡寛幸 

Keiko AOKI,  Tomoyuki TATSUOKA 

広島大学附属東雲中学校 

【キーワード】モード分析（ポイントカウンティング法），真砂土，花崗岩，豪雨災害，急傾斜地崩壊危険箇所 
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  ICTを活用した擬似的野外調査による地質図の作成 

○江川宣，山崎博史

Sen EGAWA, Hirofumi YAMASAKI 

広島大学大学院人間社会科学研究科 

【キ－ワード】 ICT教材，Unity，地層の広がり，擬似的野外調査，地質図 

１ はじめに 

「GIGA スクール構想」の実現に向け，教育

現場の ICT 化が本格的に進み出した．各教科等

でも教育活動における ICT 教材の活用方法が

模索されている 1)． 
地層の広がりの把握は「中等理科教育」にお

いて扱われる学習内容であるが，空間的な思考

が必要なため，学習者にとって理解することが

困難な内容との指摘がある 2)．中等理科教育段

階では，学習者は，柱状図や走向・傾斜をもと

に地層の広がりを捉える必要がある．また，高

等教育段階では，理科教員養成の学科や地球科

学の専門学科などで，地質図学の内容が扱われ

ることは多く，学習者は，層理面と地形面の組

み合わせをもとに地質図を作成する．しかし，

机上のペーパーテストや図学演習は単なる 3
次元の幾何学の問題である 3)．そのため地層の

空間配置の把握には，野外での実感を伴った理

解を促すことが望ましい 3) 4)．しかし，理科教

員養成の学科では，地球科学の専門学科と比較

して，時間的・経済的な制約から実際の野外調

査実習を行うことが困難な状況がある 4)． 
以上を主な背景として，本研究では地質図作

成のための擬似的野外調査を行うことができ

る ICT 教材を開発し，理科教員養成の学科での

実験授業において活用を検討している．本発表

ではその詳細について報告する．

２ ICT 教材の開発 

本稿で述べる ICT 教材とはパソコン上で操

作できるコンテンツを指す（図 1）．ICT 教材

の開発環境は Unity（ユニティ・テクノロジー

ズ社，米国）で，開発のねらいは「ルートマッ

プ作成のための仮想空間の提供」である．開発

した ICT 教材では仮想空間の中で，一人称・肩

越し視点でキャラクターを移動させることが

可能である．また，層理面と断層面をそれぞれ

平面と仮定して表示することが可能である．

ICT 教材の作成手順を表 1 に示す． 
なお，立体地形は国土地理院地図の数値標高

モデルをもとに Unity で作成し，ルートマップ

は演習問題（垂直な断層と傾斜不整合）5)を参

考に，国土地理院地図と Adobe Illustrator を用

いて作成した．

図１ 開発した ICT 教材の画像表示例 

表 1 ICT 教材の作成手順 

３ 授業実践 

授業実践の概要を表 2 に示す．擬似的野外調

査では，学習者は，ICT 教材上で提示された地

層配置から層理面や断層面の走向・傾斜を読み

取り，地形図に記録してルートマップを作成す

る．なお，学習者は本実践までに演習問題（様々

な傾斜を持つ地層境界）5)により地質図作成の

基本演習を行なっている．本実践で作成する地

質図は同演習の応用問題に対応している．

表 2 授業実践の概要 

引用文献 

1) 舟生日出男（2020）：理科の教育，通巻第 818
号，5-8．

2) 中野英之（2007）：地学教育，第 60巻，第

5号，179-185．
3) 恩藤知典（1991）：『地学の野外観察におけ

る空間概念の形成』東洋館出版社．

4) 山崎博史（2014）：地学教育，第 66巻，第

4号，93-103．
5) 岡本隆・堀利栄（2003）：『地質図学演習』

古今書院．

作成⼿順
ⅰ Unityで広島⼤学周辺の⽴体地形を作成
ⅱ ルートマップをLayerとして貼り付け
ⅲ 無料Assetのキャラクターを配置

⽇時：2021年11⽉16⽇（実施予定）
対象：教員志望の⼤学3年⽣8名（男⼦4名・⼥⼦4名）
⽬標：擬似的野外調査で測定した地層と断層の⾛向・傾斜をもとに地質図を

作成し，地質学的な変遷史を構築することができる

ⅰ 擬似的野外調査によるルートマップの作成
ⅱ 地質平⾯図と地質断⾯図の作成
ⅲ 地質学的な変遷史の構築
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資源・防災教育における文脈を基盤としたアプローチの活用 

-SATISの今日的な意義の検討を中心に-

○中西裕也 1，磯﨑哲夫 2，林武広 3

Yuya NAKANISHI, Tetsuo ISOZAKI，Takehiro HAYASHI 
1広島大学大学院・広島県立賀茂高等学校，2広島大学大学院人間社会科学研究科，3比治山大学 

【キ－ワード】 資源，防災，SATIS，文脈を基盤としたアプローチ（context-based approach） 

１ はじめに

資源・防災教育においては，科学的知識を有し

ているだけでなく，科学的根拠に基づく意思決定

まで学習活動に含める必要があるとされている

（角島・磯﨑，2017；中西ほか，2021a）．また，

文脈を基盤としたアプローチと内容を基盤とした

アプローチと適切に組み合わせることが必要であ

ると指摘されており（磯﨑，2017；磯﨑・野添，

2017），日常生活や科学・技術を背景とする社会的

諸問題（socio-scientific issues：SSI）などに関して

文脈を基盤としたアプローチが取り入れられるこ

とは世界的動向からも必要であると考える（例え

ば，Taconis et al., 2002；Bennett, 2003）． 
しかしながら，これまで資源・防災教育に関し

て文脈を基盤としたアプローチを含む研究はまだ

少ない（例えば，藤岡，1992，1995；山田，1998）．
そこで本研究では，資源・防災教育において文脈

を基盤としたアプローチを活用するための基本的

な知見を得ることを目的とする．その際，1980 年

代にイギリスで考案された SATIS（Science and 
Technology in Society）を取り上げ，その特徴と現

代的な解釈を踏まえ，今日的な意義を明らかにす

る． 
２ SATIS の概要 
イギリスでは，歴史的に Science for All が標榜さ

れており． 特に 1980 年代には，環境問題の露呈

や科学技術の進歩により科学が社会に大きく影響

を与えるようになり，科学や技術と社会の関係に

ついての学習の必要性が議論された．加えて，生

徒の科学（特に化学と物理）選択者の低下が問題

になっていた（Bennett，2003）．このような背景の

もとで，SATIS は，ASE（The Association for Science 
Education）により 1984 年から開発され 1986 年に

出版された．その大きな特徴は，文脈に基づいた

アプローチを中心に構成されている点である．文

脈は，科学的な考え方を発展させるための出発点

とするために導入され，学習内容と日常生活との

関連性を強調し，生徒の学習意欲を喚起・維持す

ることを意図している（Bennett and Lubben, 2006）．
SATIS には，８〜14歳，14〜16歳，16〜19歳の

テキスト，教材セット，図表の活用を含めたSATIS 
Atlas があり，１つの単元教材は少ないもので２校

時分（75分）程度の授業時間ですぐに利用できる

よう作成された．1986 年から開始されたGCSE の

シラバスに準拠しているが，教員がそれぞれ行っ

ているコースの内容や授業の進度に応じて選択し

利用しやすいよう多様な内容を掲載している．そ

の理念と教材の特徴から，次の３点が指摘できる．

①未来社会に生きる市民のための科学教育であ

ること，②科学・技術や社会と関連した問題を中

心に取り扱うこと，③学習者中心の practical work
を重視すること，である． 
３ 資源・防災教育での活用 
資源・防災教育は，これまで科学の知識の獲得

が中心となっているが，科学についての知識も教

えられるべきである（磯﨑，2014；中西ほか，2019）．
また，（高等学校の範囲であるが）防災の学習は，

学習指導要領および教科書の分析から，発展やコ

ラム中での扱いが中心になっていることが指摘さ

れている（中西ほか，2021b）．これらの現状から，

資源・防災教育に，生徒の意思決定までを含めた

SSI に対する学習者中心の活動を介在的に含める

際にSATIS の検討が有効と考えられる． 
４ まとめ 

Ratcliffe （2001）は，SATIS を用いる利点とし

て，これまで科学の授業で用いられることが少な

かった議論やロールプレイなどの活動を，授業に

取り入れる根拠と自信が持てることだと指摘して

いる．資源・防災教育に，科学的根拠に基づいた

意思決定を取り入れる方法の一つとして，SATIS
における文脈を基盤としたアプローチが有効であ

ると思われる．それは，現在のカリキュラムや単

元に，発展やコラムの扱いを活用しながら，介在

的に学習者中心の議論やロールプレイなどの活動

による意思決定を取り入れることが考えられる． 

主要引用文献

Bennett, J.（2003）：Context-based Approach to the 
Teaching of Science, Teaching and Learning 
Science. 99-122． 
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災害時の避難判断に関わる理科学習の内容 

-2018年西日本豪雨災害の例-

○林 武広A，中西裕也 B，土井 徹 C，磯﨑哲夫D

HAYASHI Takehiro, NAKANISHI Yuya, DOI Toru，ISOZAKI Tetsuo  

比治山大学現代文化学部 A，広島県立賀茂高等学校 B，安田女子大学教育学部 C， 

広島大学大学院人間社会科学研究科 D 

【キ－ワード】大学生，西日本豪雨，災害，避難，動機 

１ 前書き 

 2018 年 7 月初めの豪雨により広島市東部か

ら東広島市，呉市にまたがる地域において3000

箇所以上で土砂崩れや土石流が頻発し，多くの

死者・行方不明者が発生する大災害となった。

広島県では 2014 年 8 月にも広島市北部を中心

に大規模土砂災害が発生しており，短期間内に

大きな災害に見舞われることとなった。 

これまで自然災害発生の度に”避難しない”

ことが話題となり，上記の災害でも実際に避難

した住民が非常に少ないこと，過去の災害時で

も避難した人の割合は非常に低いことが報告

されている（例えば，江戸ほか，2018）。国土

交通省（2019）は過去の災害時の避難に関する

アンケート報告の集約から避難しない判断の

理由として「自宅が安全」が顕著であること，

避難すると判断した理由は「周辺の環境変化」

と「避難勧告」が多いことを報告している。

上記のうち「周辺の環境変化」の判断では何

らかの知識・概念に基づくことが考えられ，小

中学校理科の学習内容，とりわけ自然災害を扱

う内容との関連が考えられる。 

本研究では小中学校理科における自然災害関

連現象を扱う学習と実際の避難判断との関係

調べるために大学生対象に実施した調査結果

を報告する。 

２ 調査・研究方法 

林ほか（2020）は広島県内の大学生 146 名を

対象にした調査から最も記憶に残っている災

害として西日本豪雨災害が最多であることを

報告している。そこで，この災害の記憶は現時

点でも十分と考え県内 4大学の大学生対象（回

答者 170名）に西日本豪雨災害時の避難の有無

とその判断の動機（理由）を自由記述式で質問

した。その結果，当該災害時に実際に避難した

割合は非常に低く約 8%であった。その理由で

は川の増水や浸水などの現象を見て判断が最

も多い。この結果を参考に本研究では西日本豪

雨災害発生時の避難判断に役立った（避難対象

外では将来の避難判断）と思う小中学校理科の

学習単元(内容)を問う質問を作成した。その質

問では気象，流水，土地の変化に関連する単元

のリスト（表 1，ここでは内容を一部，省略）

から項目選択（単一と複数）とした。 

この質問紙による調査を県内４大学の，主に

1〜3 年次生(回答者 136 名)対象に行った。 

3 結果と考察 

当豪雨災害時に避難勧告又は指示有りの地に

居た者で判断に「最も役立ったと思う」単元（1

つ選択）では，小 5年「流れる水の働き」と中

2年「気象」の 2単元が最も多い。「役だった

と思う」単元（複数選択）でもこの 2単元の選

択数が最も多い結果となった。なお避難対象で

は無い地に居た者でも同様の反応であった。 

本調査は大学生という限定対象ではあるが，

気象，流水の作用に関する現象を直接，扱うこ

れらの 2単元の内容は気象災害・土砂災害時の

現象把握に有益であったと考えられる。それ以

外の土地の成り立ちと変化，自然環境などを扱

う単元学習のさらなる充実も，災害発生時の避

難判断の基盤になる自然の仕組みや自然災害

の理解深化のため重要と考えられる。 

謝辞：本研究は科研費基盤研究(C)課題番号

20K02840 の助成を受けた。感謝申し上げる。 

主要参考文献 

 林武広,藤川義範,土井徹,磯崎哲夫 (2020)

｢災害の記憶及び防災に関する認識-広島県に

おける大学生の例-｣,日本災害情報学会大第22

回学会大会予稿集,p140-141. 
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