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明確な仮説をもって観察，実験に取り組む理科学習 
 

尾河 大輔 
Daisuke OGAWA 

名古屋市立千年小学校 
【キ－ワード】 仮説，競合，対話 

 

１ 目 的 

 明確な仮説をもつことは，見通しをもって

観察，実験を行うことにつながる。「見通し

をもつ」ことについて，小学校学習指導要領

（平成 29 年告示）解説理科編には，「予想
や仮説又は解決の方法の妥当性を検討した

という意味において意義があり，価値があ

る」と記されており，明確な仮説をもつこと

が，見通しをもって観察，実験を行う上で重

要な価値をもつと考える。私の考える仮説と

は，予想に根拠が加わったものを指してお

り，明確な仮説とは，予想に対する根拠とし

て仕組みについて説明しているものである。 
そこで本研究では児童によって差が生じ

る生活経験を補ったり，生活経験と事象をつ

なげたりする体験をさせる。その後，意図的

なグループ編成による対話によって児童が

仮説を見直す。この二段階を経ることで，児

童は明確な仮説をもって観察，実験に取り組

むことができるようになると考える。 
２ 方 法 

 予想に根拠をもたせるために児童によっ

て差がある生活経験を補えるような体験を

したり，その体験によって生活経験と事象を

照らし合わせてつなげたりして仮説を書く

ことができるようにする。（以後，「発・想

体験」とする。）その後，児童は自分の仮説

を基に図１のように他者と対話することで，

自分と異なる仮説を理解できるようになる。

また，そうなることで自分の仮説を見直し，

明確なものへと変えることができるように

学習を進める。 

 
図１ 対話の進め方 

３ 結 果 

単元：小学第５学年「電磁石の性質」 

予想に根拠をもたせるために「発・想体験」

を行うことで 28 人中全員が仮説の根拠の部

分を記入することができた。また，根拠は記

入することができていても，仕組みについて

の記述できていない児童が６人いた。その

後，仮説を明確にするための対話を行うこと

で，６人中４人が仮説を明確なものにするこ

とができた。しかし，児童の仮説が多様化し

たことで，仮説の競合が起きにくい状況も生

じた。 

４ 考 察 

 予想に根拠をもたせるための「発・想体験」

を参考にして，多くの児童が仮説を記述する

ことができた。また，対話を行うことで，仮

説を明確なものへと変容することができた。

これは，体験によって，電磁石の変化をおよ

ぼす要因とその変化のさせ方について着目

させることができたためであると考える。仮

説を明確なものにすることができたのは，対

話を行うことが自らの仮説を見直すために

有効であったと考える。 

５ まとめ 

 本研究では，児童の生活経験の差を補った

り，生活経験と事象とをつなげたりする体験

をすることで，児童は問題に対する仮説をも

つことができた。また，その仮説を意図的な

グループ分けによる対話で，見直し，明確な

仮説にすることができた。今後は，児童が変

化をおよぼす要因とその変化のさせ方だけ

ではなく，より事象の仕組みにまで目を向く

ような体験を充実させたい。また，対話を行

うときの視点を更に焦点化させることでよ

り充実した対話を行うことができるように

研究を進めていきたい。 

 

引用文献 

斎藤紗織・山田貴之・小林辰至(2017)『小学校

第４学年児童の理科における『仮説設定能力』

に影響を及ぼす諸要因の因果モデル』 
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仮説を設定できる児童を育てる理科学習 
              

 

古池秀行 

Hideyuki KOIKE 

名古屋市立高見小学校 

【キ－ワード】 仮説，文章化，イメージ図，共通して使える言葉，対話 
 

１ 目 的 

 理科教育では，探究活動が重視されている。

仮説設定は不可欠なものである。児童の中に

は，予想はできても，明確な根拠を記述できず

に，仮説を立てられない場合がある。その児童

も聞き取りをすると根拠を話すことがある。こ

の記述できない原因として文章化する困難さ

が考えられる。森本信也（2014）は，描画を活
用することによりことばによる説明が難しい

説明を可能にした事例を報告している。また，

考察ができない原因として，他者との関わりが

十分でなく，文章化された仮説を基に自分の仮

説の妥当性を十分に検討しなかったことや，他

者の仮説について理解しないまま観察，実験に

取り組んだことが原因として考えられる。 
そこで本研究では，仮説を文章化する工夫と

仮説を検討するための工夫を手立てとして取

り入れることで，仮説を設定できる児童を育て

ることができると考え研究を進めていく。 
２ 方 法 

児童の予想や根拠を表現することを促し，仮

説を立てるために，「イメージ図（図と言葉を

使って表現する）」を作成する。 
作成したイメージ図の中から，多くの人が合

意でき，共通して使うことができる言葉を対話

により選び出す。仮説の文章から「共通して使

える言葉」を選び出すことで，仮説の検討を促

すように学習を進める。 
３ 結 果 

金属と水の温まり方の学習後，空気の温ま

り方について考えた。矢印で温まり方を表現

した A児のイメージ図を図１に示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 児はイメージ図と対話から，「風船の中の
空気が温かいと上に行くから，上へ行って，下

に下がる。」と仮説を立てた。 
空気がどのように温まるのかを学級で共有

するときには，「共通して使える言葉」として

「上へ行く」「下から上に行って上から温まる」

は「上から温まる」とした。 
ものの温まり方について仮説を文章化でき

た児童は 27人中，金属で 25人，水で 26人，
空気で 24人おり，８割以上の児童が仮説を立
てることができた。また，事後アンケートで，

イメージ図にがあることで考えを表すことが

できた児童は 25人，文章化するのに役立った
児童は 23人いた。 
４ 考 察 

イメージ図の描き表す形を共有してから作

成することで，イメージ図を基に仮説の文章化

をすることができた。そして，イメージ図を基

に対話をすることで，互いの仮説を理解しやす

くなり，予想の根拠を話すことができたと考え

られる。 
対話の中で仮説の中から共通して使える言

葉を選び出し，様々に表現されていた言葉を整

理したり，他者の仮説を理解したりすること

で，仮説の検討を促したと考えられる。 

５ まとめ 

本研究では予想や根拠を図と言葉で表現し

たイメージ図を作成し，それを基に仮説を文章

化した。学級全体で共通して使える言葉を選び

出し，共通点と差異点に着目して仮説の検討を

行った。児童はイメージ図と対話を通して仮説

を設定できることが明らかになった。そして，

児童は，考察で事象の説明をすることができた。

しかし，イメージ図で表した図の形によって，

特定の児童には表現しづらいことや，予想は表

現できるが根拠を表現しづらいものがあった

ので，さらなる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』東洋館出版社 図１ 空気の温まり方のイメージ図 
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知識を活用することができる児童の育成 
            

池田 純也  

Junya IKEDA 

名古屋市立広見小学校 

【キ－ワード】 コンセプトマップ，知識の自覚，メタ認知  
 

１ 目 的 

 ＡＩの飛躍的な進化により，10年後，20年
後の未来は，予測困難だといわれている。この

ような時代において，学校において獲得する知

識の意味にも大きな変化がある。知っているだ

けでなく，児童が既有の知識と関連付けながら

深く理解し，他の学習や生活の場面でも活用で

きる，生きて働く知識となることが求められて

いく。 
 そこで本研究では，まず，児童自身がもつ既

有の知識を児童が確認した上で学習を進め，学

習を通して既有の知識の修正や既有の知識と

学んだ知識を関連付けして組み込み，学んだ知

識を自覚することができることを目指す。そし

て単元末に，知識の組み込まれ方のメタ認知を

促すことで，必要な知識を探して，選択できる

状態にしていく。このようにして，児童は，知

識を学んだ状況と異なる場面においても，必要 
な知識を選択して説明することができるよう

になる，つまり，知識を活用することができる

ようになると考え，研究を進めていく。 
２ 方 法 

本研究は，単元を通して同じコンセプトマッ

プを利用していくことで，知識を活用できる状

態にすることをねらいとする。小単元毎に，コ

ンセプトマップに透明なシートを重ね，修正，

付け足しをしていくことで学んだ知識の自覚

を促す。そして，単元末にコンセプトマップの

中で意味的なまとまりを作ることで，単元を通

して学んできた知識についてメタ認知するこ

とができると考える。このようにして，知識を

活用できる状態にしていく。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 結 果 

 対象：Ｎ市立Ｈ小学校 第６学年（19名） 

 実施時期：令和元年６月～11月 
 単元：「ものの燃え方」（結果は省略） 

    「水よう液の性質」 

 「水よう液の性質」の単元末に，下のような

課題を提示した。 
 
 
 
 
この課題に対し，「アルカリ性」「酸性」とい

う言葉を用いて説明できたを使うことができ

た児童が 18人いた。また，児童は説明する際，

コンセプトマップは見ていなかったが，説明す

ることができた 18人中 17人が「コンセプトマ

ップは課題を説明するときに役立ちましたか」

という質問に対し「そう思う」と答えた。 

４ 考 察 

 単元末に出した課題に対し，必要な知識を選

択して説明できた児童は９割を越えた。これは，

コンセプトマップを利用し，学習を通して既有

の知識の修正や既有の知識と学んだ知識の関

連付けをして組み込み，それを自覚することが

できたためだと考える。また，単元末に，知識

の組み込まれ方のメタ認知を促すことで，必要

な知識を探して必要な知識を選択できる状態

にすることができたためだと考える。 
５ まとめ 

 研究の成果が出た一方で，コンセプトマップ

は，単元が進むにつれて複雑になり，分かりに

くいという児童もいた。今後は，単元が進むに

つれて複雑になるコンセプトマップを，児童に

とって分かりやすくする工夫を取り入れ，実践

を進めていきたい。 
 
引用・参考文献 

守屋慶子（2000）『知識から理解へ』新曜社 
柴田義松(2006)『ヴィゴツキー入門』寺子屋新書 

手立て２

コンセプトマップ
作成

結果の整理

観察、実験

仮説

問題の見いだし

考察

結論

小単元①

手立て１

既有の知識
の自覚

コンセプトマップ
修正・付け足し

既有の知識の
修正
学んだ知識と
の関連付け

コンセプトマップ
作成

結果の整理

観察、実験

仮説

問題の見いだし

考察

結論

小単元②

手立て１

既有の知識の
自覚

コンセプトマップ
修正・付け足し

既有の知識の
修正
学んだ知識と
の関連付け

必要な知識を
探し選択する
ための概念系
づくり

・・・

活
用
課
題

[図 研究全体図] 

アルミニウムなべの注意書きを見ると、『中性洗剤

を使うこと』と書いてあります。その理由として考

えられることを詳しく書きましょう。 
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知識を活用できる生徒を育てる理科学習 
 

松原 潤一 
Junichi MATSUBARA 

名古屋市立千鳥丘中学校 
【キ－ワード】 知識，活用，組み込み 

 

１ 目 的 

 理科の学習で単元末に事象の説明を問う

課題を提示し，生徒が学習した知識を使って

説明することを促してきたが，知識をつなげ

て使うことができず，課題の解決に至らなか

った。これは，生徒が学習した知識相互のつ

ながりを実感しておらず，知識を単語やキー

ワードと捉え，自分なりに組み合わせて使っ

て説明をするほどの理解に至っていないこ

とが原因だと考える。 
そこで本研究では，生徒に単元で学習した

知識を一つの集まりであると認識させ，「組

み込み型」知識とすることで，知識を活用で

きる生徒を育成することを目指す。 
２ 方 法 

 単元の導入時に学習する知識の概念ラベ

ルを関係付けした全体像［図１］を提示し，

知識につながりがあることを捉えさせる。ま

た，学習のまとまりごとに概念ラベルの関係

付けに意味付けをすることで，関連付けられ

た知識となり，単元で学習した知識全体を一

つの集まりとして認識させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 単元２「物質のすがた」の全体像 

  さらに，それぞれの概念ラベルに関する知

識の理解の自覚を促すために，概念ラベルに

関する知識をまとめるワークシートを用いる。

学習のまとまりごとに概念ラベルに関する知

識を文でまとめ，他者に説明させることによ

り，理解の自覚を促すことができる。その後，

ワークシートにまとめた記述を基にして全体

像における概念ラベルの関係付けに意味付け

をすることで，関連付けられた知識となり，学

習した知識を一つの集まりだと認識できる。 

３ 結 果 

単元：「単元１ 植物の生活と種類」 

   「単元２ 物質のすがた」 

単元末に単元で学習した知識を複数使っ

て事象の説明を問う課題（活用課題）を提示

し，単元で学習した複数の知識を使って課題

を説明できたか，つまり知識を活用すること

ができたか，解答の記述内容から判断した。

全体像やワークシートを見ることなく，単元

で学習した複数の知識を使って活用課題の

解答をしている生徒は 81人（85％）だった。 

４ 考 察 

「全体像」を提示し，学習のまとまりごと

に意味付けをして関連付けられた知識とす

ることで，生徒が知識全体を一つの集まりと

認識できた，つまり「組み込み型」知識とす

ることができたと考えられる。しかし，全体

像上で離れたところに配置されている概念

ラベルに関する知識を課題解決に使うこと

が困難なように感じた。また，単元で学習す

る複数の知識を使って説明させる活用課題

の作成にあたり，生徒の有している知識の実

態把握を行ったが，単元で学習した知識と身

近に起きる現象をどの程度関連付けている

のかを把握することはできなかった。 

５ まとめ 

 概念ラベルを関係付けした全体像と，概念

ラベルに関する知識をまとめるワークシー

トを併用することにより，学習する知識が関

連付けられ，知識全体が一つの集まりである

ことを認識させることができた。そのため，

単元で学習した知識が「組み込み型」となり，

生徒が知識を活用できたため，本研究の手立

てが有効だったと考える。しかし，全体像上

で離れている概念ラベルに関する知識を活

用させることに課題があると感じた。今後も

知識のつながりに焦点化し，知識を活用でき

る生徒を育てる研究を続けていきたい。 

引用文献 

守屋慶子(2000)『知識から理解へ』新曜社 

丹治信春(2009)『クワイン ホーリズムの哲

学』平凡社 
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素朴概念から科学的概念へ変換できる生徒を育てる理科学習 
            

矢野 貴裕  

Takahiro YANO 

名古屋市立高針台中学校 

【キ－ワード】 素朴概念，科学的概念，概念変換，コミットメント  
 

１ 目 的 

 新学習指導要領には，知識・技能の習得にお

いて，既有の知識及び技能と関連付けたり活用

したりする中で，他の学習や生活の場面でも活

用できる程度に概念等を理解したり，技能を習

得することが重要であると書かれている。 
 そこで本研究では，素朴概念では説明できな

い課題に取り組み，素朴概念へ不満を表出させ，

素朴概念へのコミットメントの弱化を図る。同

時に内包・外延の考え方を用い科学的概念への

コミットメントの強化を図る。内包・外延では，

科学的概念の定義（内包）だけでなく，その具

体的な活用事例（外延）を書くことで適用され

る状況と関連付けを行わせ，科学的概念の形成

を促す。このことにより，生徒は素朴概念では

なく科学的概念を使って課題を説明ができる

ようになると考え，研究を進めていく。 
２ 方 法 

単元導入時の授業で課題（チャレンジ課題）

を提示する。その後，生徒は学習のまとまりご

とに課題の説明に取り組む。同時に単元導入時

に書かせた説明を常に振り返らせ，班や学級で

話合いを行い，単元導入時に書いた説明に不満

を生じさせ，素朴概念へのコミットメントの弱

化を図る。また，学習のまとまりごとに内包・

外延を書き，改訂版サークルマップ（図１）を

作成することで，学習した知識と具体的な活用

事例を関連付け，科学的概念を形成させ，科学

的概念へのコミットメントの強化を図る。 

 

３ 結 果 

 対象：高針台中学校 第３学年（140名） 

 実施時期：令和元年６月～１１月 
 単元：「運動とエネルギー」 

    「化学変化とイオン」（結果は省略） 

 「運動とエネルギー」の単元導入時に，下の

ような課題を提示した。 

 単元導入時の授業冒頭と末で，課題の説明と

それに対する自信度を書かせた。「全く自信な

し」「自信がない」という，低い状態の生徒は

97人（69％）となり，それら生徒は素朴概念へ

のコミットメントを弱化させた。単元末には

115人（82％）が学習した知識を使い課題の説

明をしており，素朴概念ではなく科学的概念を

選択し説明をしようとした生徒が増えた。 

４ 考 察 

単元導入時に素朴概念へのコミットメント

を低い状態に下げたり，保持したりすること

で，学習した知識を使って説明する生徒が増え

た。また，改訂版サークルマップの作成では，

内包と外延を書くことで科学的概念と具体的

な活用事例をより強く関連付けることができ

た。このことにより，生徒は学習した知識を理

解，納得することができ，課題を説明すること

ができたと判断する。 
５ まとめ 

 研究を通して，生徒は素朴概念から科学的概

念への変換を行うことができた。その一方で，

学習のまとまりによっては，改訂版サークルマ

ップの更新がうまくできず，具体的な活用事例

を適切な場所に書けない生徒がいた。 
引用・参考文献 

森本信也(2017)『理科授業をデザインする理論
とその展開』東洋館出版社(2017) 図１ 改訂版サークルマップ 
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電解質水溶液を使い
電気を生み出す装置

ブリキ

トタン
さび

燃料電池 レモン電池
単三乾電池

マンガン電池

アルカリ電池
充電池

ダニエル電池

リチウムイオン電池

太陽電池

ボルタ電池
ダニエル電池

リチウムイオン電池

ボルタ電池
塩酸

塩化銅水溶液
スポーツドリンク

海水
食塩水

温泉

レモン汁

レモン汁

図２ 単元を通して取り組むチャレンジ課題 
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主体的に問題を解決し、科学の面白さを実感する授業づくり 

～２年理科「回路の謎を解明しよう」の学習を通して～ 
 

前田由美 
Yumi MAEDA 

知立市立竜北中学校  

【キ－ワード】 主体的な学び、探究活動、教材開発、電気 
 

１ 目 的 

 現行の学習指導要領では、「主体的な学び」

「対話的な学び」「深い学び」の視点による授

業改善を進めることが求められ、理科を学ぶこ

との意義や有用性の実感及び理科への関心を

高める観点から、日常生活や社会との関連を重

視することが重要視されている。授業での生徒

の様子を見てみると、実験の予想や結果をもと

にした考察において自分の考えをもったり、そ

れを深めようとしたりすることを苦手として

いる生徒が多い。また、自ら課題を見出してそ

れらを主体的に追究していく経験が乏しい。そ

こで、生徒が主体的に問題解決に取り組み、身

のまわりの科学の面白さを実感することがで

きるような単元構想や授業づくりを行った。 
２ 方 法 

 次の手だてを考え、その有効性を検証する。 

（１）教材開発と単元構想の工夫 

単元の導入場面において「ピカピカ危機一髪

ゲーム」「名探偵ボタン」というゲーム性のあ

る教材を開発し、電気に対する興味を高める。

その後「ブラックボックス」を用い、箱の中の

回路が分からない状況をつくることで、謎を解

きたいという目的意識をもたせる。教材との出

合いや追究の過程で、生徒が不思議に思ったこ

とや解き明かしたいことなどを話し合い、考え

を整理する場面を単元構想に多く位置付ける。 

（２）学習内容の利用や身近な生活と関連性 

単元の終わりに「ブラックボックス謎解き選

手権」を行い、既習内容を活用できるようにす

る。また「建物内の並列回路」や「電気のショ

ート」など、生活の中にある身近な電気器具や

電気に関連する現象について紹介する。 

３ 結果と考察 

 はじめにゲーム性のある教材に出合った生

徒は楽しみながら操作し、電気への関心を高

め、電気回路の基本的な知識を定着させた。 
ブラックボックス内の回路について考える過 
 

程で、生徒は抵抗の違う２つの豆電球の明るさ

の違いに気づき「なんで明るさが変わるのだろ

う」と疑問をもった。はじめは電流の量に着目

していた生徒が多かったが、話し合いを通して

「勢いよく流れる」と電流の流れ方へと思考を

広げた。生徒がもった電流のイメージをもと

に、２つの豆電球の電圧と抵抗について調べて

いくと「抵抗によって明るさがどうなるのか知

りたい」と自ら課題をもち主体的に追究する姿

が見られるようになった。また、追究の過程で

「２つの豆電球を並列につなぐと同じ明るさ

になるのはなぜか知りたい」と生徒が新たな問

題を見いだし、直列回路と並列回路における電

流、電圧、抵抗の違いを意欲的に調べていった。 

 それぞれの回路の電流、電圧、抵抗の規則性

を実験によって見出した後、教師が教室の蛍光

灯や廊下のスイッチの回路、ショートなどにつ

いて紹介した。生徒は身の回りの生活に目を向

け「だから教室の蛍光灯は同じ明るさ」「ショ

ート回路って危ないね」と実感していた。また、

学習したことを活用する場として、生徒がブラ

ックボックス内の回路を考えてつくり、他の生

徒のつくった回路を解くゲームを行った。生徒

は、電流や電圧を測定したり、抵抗値と豆電球

の明るさを関連付けたりして積極的にゲーム

に取り組んだ。学習後の生徒の振り返りには

「難しかったけど、とても楽しかった」とあり、

生徒が電気についての理解を深め、科学的事象

の面白さを実感していることが分かる。 

４ まとめ 

 本研究では、生徒の関心や問題意識を高めら

れるような教材開発と単元構想、話し合いの場

の設定により、生徒が主体的に問題を解決し考

えを深めることができたと考える。また、生徒

が学習した知識や技能を利用したり、身近な科

学的事象と関わらせて考えたりすることで、学

習の有用性を実感するとともに、科学の面白さ

に気づくことができたと考える。 
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プログラミング教育におけるコーチングと児童間の対話的な学び 
 

○伊東慎介 1，荒谷航平 2，郡司賀透 3 

Shinsuke ITO, Kohei ARAYA, Yoshiyuki GUNJI  
1静岡大学大学院教育学研究科，2静岡大学大学院博士課程教育学研究科，3静岡大学学術院教育学領域 

【キーワード】 STEMコーチング，プログラミング教育, 試行錯誤 

 

１ 目 的 

 2020 年度から小学校で全面実施されているプロ
グラミング教育では,創造性の育成が求められて

いる。プログラミング教育での試行錯誤による学

習は,失敗経験を基とした児童自身の創造性の伸

長へとつながる一方で,試行錯誤することの苦し

さによって,児童の学習意欲の持続性が低下して

しまう可能性がある。試行錯誤による学習で児童

の学習意欲の持続を保持するために,指導者が支

援をしていくことが必要であると考える。そこで,

本研究では,試行錯誤における学習意欲の持続性

を維持する要因の究明と,プログラミング教育で

の指導者の支援の傾向の把握を目的とする。 

 

２ 方 法 

 プログラミング教材「ミニロボ」を用いて,静岡

県内の小学校で「株式会社アイエイアイ」による授

業実践を行った。「ミニロボ」は「株式会社アイエ

イアイ」が開発した教材である。授業実践は,プロ

グラミング初学者の小学5年生（3人×4グループ）
を対象に,総合的な学習の時間で,2時間（90分）の
授業を2020年 7月中旬に行った。この実践のねら
いは,プログラミングが身近に役立っていること

を理解したり,実際に「ミニロボ」を動かすことで

プログラミングを体験したりできることである。 

本研究では,まず授業中の児童間の対話をグル

ープごと IC レコーダーで録音し,その対話内容を

KH Coder（ver3.Beta.01）を用いて分析した。具体的
には,児童間の対話と指導者の発話の頻出語をカ

ウントして,これらの語にコードを付けて分類し

た。次に,その結果をTalley（2017）のSTEM（Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics）コーチン
グの視点から分析し,学習意欲の持続性維持の要

因が見られたかどうかを考察した。 

 

３ 結 果 

（１）児童間の対話の頻出語 

 ４グループの児童間の対話で出てきた頻出語の

中には,「曲がる」「進む」「よっしゃ」「出来る」

「惜しい」などの単語が見られた。これらの語には,

「達成感の表現」「意図との不一致への気づき」「意

図との不一致への思考・行動」「確認と調整」「ロ

ボットが動くための動作の組み立て」などのコー

ドを付すことができた。 

（２）指導者の発話の頻出語 

 指導者の発話の頻出語には「良い」「成功」「戻

る」「計画」等の語がみられ,これらの語には「達

成感の表現」「試行錯誤の促進」「他教科の活用」

「児童の意図への質問・反応」のコードを付すこと

ができた。 

 

４ 考 察 

 Talley（2017）によると,STEMコーチングでは児
童と指導者がともに達成感を味わうこと（「達成感

の共有化」）により,両者の信頼関係の構築が促さ

れるという。この「達成感の共有化」が児童の学習

意欲の持続性維持の要因のひとつに挙げられると

考えている。STEMコーチングの視点から見ると，
結果（１）と（２）より,児童間の対話内容に付し

たコードと指導者の発話内容に付したコードが一

致したことから,児童が指導者とともに達成感を

共有して課題を達成していたと考えられる。また,

指導者によってプログラミング教育のねらいに則

した試行錯誤の学習の支援がなされていたといえ

る。以上から,学習意欲の持続性維持の要因として

「達成感の共有化」を挙げることができ,指導者も

児童に対して試行錯誤を促す支援を行っている傾

向が見られる。 

 

引用文献 

Talley, T.（2017）The STEM coaching handbook: 
working with teachers to improve instruction, 
Routledge pp.76-85. 
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昭和初期の「特別学級」における初等理科の実践 
―静岡県安倍郡千代田尋常高等小学校を事例にしてー 

 
〇加島里菜 1，荒谷航平 2，郡司賀透 3 

Rina KASHIMA, Kohei ARAYA, Yoshiyuki GUNJI 
1静岡大学大学院教育学研究科，2静岡大学大学院博士課程教育学研究科，3静岡大学学術院教育学領域 

【キ－ワード】 特別学級，初等理科，地域教育史 
 
１ 目 的 
 戸崎（2000）によれば、「特別学級という用
語は、種々の理由で通常学級の教育課題の獲得

に困難を持つ児童を教育する目的で、通常の学

級から分離された学級に対して使われるよう

になった『ことば』」で「明治期から昭和初期

にかけて、特別学級は通常、劣等児、低能児あ

るいは精神薄弱児と呼ばれた児童の学級」であ

った（p. 15）。この特別学級に関する研究は、
現在に至るまでに地域ごとに着実に進められ

ている。静岡県における特別学級史研究は管見

の限り見られなかったものの、この度史料を入

手することができた。 
 本研究の目的は、資料を入手できた静岡県安

倍郡千代田尋常高等小学校（以下、「千代田尋

常高等小」と略記）における「特別学級」にお

ける初等理科の実践の一端を明らかにするこ

とである。 
 
２ 方 法 
（１）分析対象の文献 
文献①静岡縣安倍郡千代田尋常高等小学校

（1934）『農村小学校に於ける特殊児童教
育』，千代田尋常高等小学校． 

文献②静岡縣教育會（編）（1924-1934）『静
岡縣教育』，静岡縣教育會． 

（２）分析の視点 
本研究では、千代田尋常高等小における特

殊児童の捉え方と特殊児童教育の目標を明ら

かにした上で、特殊児童を対象とした理科教

育の意義と方法について分析した。当時の千

代田尋常高等小（1934）は、「特殊児童」を、
「精神に関する欠陥児即ち劣等児、低能児及

び不良児の三者」（p. 1）と定義していた。具
体的には、上記の文献①を用いて千代田尋常

高等小の特殊児童教育の目標や指導方法を解

明し、文献②を補助的に用いて、昭和初期の

静岡県内の理科教育実践や「特殊児童」の捉

え方を解明した。なお、本研究の結果は旧字

体を新字体に直して示した。 
 
３ 結果と考察 
 文献①（pp.76-131）によれば、1934年の千
代田尋常高等小では、普通学級と補助学級（「特

別学級」の別称）が設けられ、両学級で特殊児

童教育が行われていた。補助学級に入級する児

童は、教師による観察と当時主流になりつつあ

った知能検査の結果を基に判定されていた。特

殊童教育の目標には「各個に適する指導」「知

識の補充」「生活訓練」「共同社会的訓練」「満

足した生活」の５つが掲げられていた。究極的

には、「普通児と同様立派な人間としての幸福

な生活」と「国家社会の一員としての人格的生

活」の実現が目指されていた。これらの目標・

目的のもと、理科の「諸現象及自然物の全部を

理解せしめることは甚だ困難」としながらも、

理科の指導が確かに行われていた。その理由と

して、特殊児童が「植物の栽培、動物の飼育を

殊に好む傾向が濃厚」であり、「理科は喜んで

学習する」ことが示されていた。そのため、彼

らへの理科では生活経験と関連させながら、理

科カルタや工作などの遊戯的作業的な学習や、

動植物の生態や発明発見を読み聞かせる学習

が行われていた。 
 文献②（1929年 9月号）には、ある千代田
尋常高等小教師が、同小校長から、ある一面に

欠陥があるとしても必ず良い一面がある、との

発言があったと記していた（p. 98）。この事実
から、児童の個を尊重する学校方針があったと

推察した。 
 
引用文献 
戸崎敬子（2000）『新特別学級史研究』，多賀
出版． 
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科目「生物基礎」における「問い」の作り方 

生徒を惹きつける「問い」にするには 

 

佐田恵子 

Keiko SADA 

静岡市立高等学校定時制課程 

【キ－ワード】 言い換え，自分ごとの説明，知識や常識への揺さぶり 
 
１ はじめに 

資質・能力のうち，「学びに向かう力，人間

性等」の涵養を目指すには，生徒に身の回りの

事物・現象に関心を持たせ，主体的に関わらせ

ることが前提となる。ここで，「生物」教材と

生徒を日常生活や社会との関連，自分ごととい

う視点で結び付ける働きかけは，教師の重要な

役割である。また，授業開始時に教師が示す「問

い」が授業のゴールを明確にし，生徒の集中力

や理解度を高める。日頃から常に生徒とやり取

りをしながら授業を進めている生物教師であ

っても，終始，生徒の主体性を持続させ，確実

に生徒の思考を促す「問い」となると，その作

成に苦心する。もちろん，単元名をただ疑問形

に変えただけの「問い」では，生徒の頭の中に

疑問は湧かず，目的意識を持って授業に参加す

ることは難しい。優れた「問い」は，その生徒

を目の前にしている教師にしか作れないもの

であり，また絶えず変化していくものであるが，

前述の問題を少しでも解消すべく，私なりの

「問い」の作り方を整理してみたい。 
２ 「問い」の作り方 

（１）言い換え 
本質はそのままに，言い換えることで学習内

容の印象を強くする。 
（例）（細胞の構造と働き）→「生物が生きて

いくための基本セットには何が入っている

か。」，（体液の種類）→「ドラキュラが美女の

血液で若返ったのはなぜか。」，（血液のはたら

き）→「ある占い師がトリの血液をヒトの血液

と偽り，人々をだましていた。これを見破るに

はどうしたらよいか。」，（細胞性免疫）→「白

雪姫の継母は、白雪姫の胸腺を持ってくるよう

に家来に命じたという。これはなぜか。」 
（２）自分ごとの説明 
生徒自身の体験・情報を生かした，自分ごと

化が可能なもので，いざ説明を求められると簡

単に答えられないことを投げかける。 
（例）（遺伝子とＤＮＡ）→「ヒトと大腸菌の

ＤＮＡの構造は同じか。」，（体液の種類）→「手

や足に『まめ』ができた時の中身は何か。」，（酸

素解離曲線）→「お腹の赤ちゃんはどうやって

お母さんから酸素をもらっているのか。」，（細

胞性免疫）→「風邪が概ね一週間で治るのはな

ぜか。」 
（３）知識や常識への揺さぶり 
 知識や常識として存在するものや意外性の

ある事柄をあらためて問い直す。 
（例）（酵素）→「映画『君の名は。』の『口噛

み酒』とはどのような酒か。」，（腎臓の構造と

働き）→「ボクシングのルールでは，背中を攻

撃してはいけない。これはなぜか。」，（光合成

の環境要因）→「（タマ）サボテンのとげ（葉）

が細く茎も平たくないのはなぜか。」，（植生の

遷移）→「学校のグランドを何十年，何百年も

放置しておいたら，どんな変化が起こるか。」 
３ おわりに 

私の授業では，毎時間冒頭で「問い」を示し，

生徒にはまず自分なりの解答を書かせている。

「何も書けない」ことも，授業前の状態を確認

することになる。授業の最後に同じ「問い」に

対する答えを書かせれば，その授業で何が身に

付いたのか，が確認できるはずである。「知識・

技能」の評価はもちろん，新たな疑問や課題の

記述があれば，「主体的に学習に取り組む態度」

を評価できる。人は発問されると，「思い浮か

べて」「考えてしまう」という事実がある。「問

い」に対して生じた疑問が，授業を通して納得

感を持って解消される，その繰り返しが深い学

びを可能にする。そして，すべての「問い」が

効果を発揮する条件は，教師が「生物」教材の

素晴らしさを嬉々として伝えている姿である。 
参考文献 

栗田正行(2017)『発問する技術』東洋館出版社，

静岡県総合教育センター(2018)『「主体的・対

話的で深い学び」実現のためのサポートブッ

ク』，園地公毅『植物の形には意味がある』ベ

レ出版 
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中学校理科におけるアーギュメント構成能力育成を目指した授業 

-「消化」を事例として- 

 

○奥村桐矢，寺田光宏  

Toya OKUMURA, Mitsuhiro TERADA 

岐阜聖徳学園大学教育学部 

【キ－ワード】 中学校理科，授業，アーギュメント構成能力，消化  
 
１ はじめに 

(1)問題の所在 

近年,理科教育においてアーギュメント構成

能力を育成することが注目されている

(泉,2011;山本ら,2019;神山ら,2015)。アーギ

ュメントとは,主張-根拠-理由付けの様に,自

らの主張をする際に,その理由や理由を支える

事実を用いて議論することであり,理科におけ

る説明活動の中で不可欠なプロセスである(山

本ら,2019)。また,中学校生物における消化の

分野では,観察・実験の結果に基づいた考察が

できないと指摘されており(国立教育政策研究

所,2003),実験結果や既習内容を用いて事象を

考える機会が不足していると考えられる。さら

に,だ液のはたらき以外にこの単元に即した実

験の必要性を示している(西野,2007)。 

(2)研究目的 

 本研究では,中学校理科においてアーギュメ

ント構成能力育成を目指した授業を構成・実践

し,評価する。  

 

２ 研究方法 

アーギュメント構成要素を表出させるワー

クシート,タンパク質の消化を内容とした授業

を構成し,実践した。消化の知識問題,デンプン

消化実験のアーギュメント記述問題を作成し,

授業の事前・事後で調査を行った。 

1)調査項目：調査の知識問題は,三大栄養素の

消化が行われる器官を問うた。アーギュメント

記述問題は内容の記述の正当性と十分性を得

点化した。また,各班の事前・事後の平均点よ

り,班ごとに得点上位・下位と分け,プロトコル

の分析を行った。 

2)調査時期:令和 2年 10月 6日第 3時限目・7

日第 6時限目(2時限分) 

岐阜県私立中学校第 3学年,計 22名  

 

 

 

３ 結果と考察 

泉(2011)では,主張・理由付けにおいて有意
な差は得られないとされたため,構成した授
業・ワークシートは仮説においてその理由も問
い,実験方法の設定では言葉と図で表すように
した。また,以下について分散分析を行った。
調査の知識問題ではタンパク質において有意
な差があった(F(1,21)＝12.80,p＜.0.5)。アー
ギュメント記述問題では,正当性と十分性にお
いて実験結果(F(1,21)＝12.05,p＜.0.5),理由
(F(1,21)＝6.02,p＜.0.5)で有意な差があった。
プロトコルの分析では,表 1 を参考に上位の班
を 1 班とし,下位の班を 2 班とした。1 班はワ
ークシートに基づいてアーギュメント構成要
素を用いて意見交換をし,2 班は意見交換の際
に主張のみで会話をし,主張に対する理由付け
をしないことが明らかとなった。以上の結果か
ら,授業で用いたタンパク質の消化教材や,構
成した授業・ワークシートの有効性が示唆され
た。 

 

表 1 アーギュメント記述問題における各班の平均点と変化 

４ おわりに 

 本研究から,中学校理科においてアーギュメ
ント構成活動能力育成を目指して構成した授
業の有効性が示唆された。今後は,下位の班に
注目し,アーギュメント構成や認知面の理解が
抑制された原因及び改善方法を明らかにする。 
 

参考文献 

泉直志(2013)「中学校理科教育におけるアーギ 

ュメント構成活動促進を指向した教材開発- 

水溶液とイオンの授業を事例として-」『科 

学教育研究』第 37巻,第 2号,184-195. 

1班 2班 3班 4班 5班 6班 7班
事前調査 1.3 2.7 3 3 3 4.3 4.7
事後調査 5.3 3.7 4.3 3.7 5 5.3 5
上昇値 4 1 1.3 0.7 2 1 0.3
変移度 ↗ → → → ↗ → →

問2        アーギュメント問題
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理科における図解の同型性と理解の関係 
―「飽和水蒸気量」を例にしてー 

 

○杉江泉，寺田光宏 

Izumi SUGIE, Mitsuhiro TERADA 

岐阜聖徳学園大学教育学部 

【キ－ワード】 理科，図解，同型性，飽和水蒸気量， 
 
１．はじめに 
⑴問題の所在 
絵や図は，複雑な関係を明らかにするのに効
果がある。また，与えられた図が子どもにとっ
て同型性を感じられないと，図を用いることに
困難を感じる(和田・室橋，2012)。同型性とは，
絵や図が原問題(文章)と心理的に同型である
ということであり，この同型性は絵や図の有用
性に重要である(市川，1988)。そして，絵や図
を用いた図解活動によって，文章全体の論理構
造がより明確になり，理解が深化する(工藤・山
田，2011)。このように，絵や図の活用は子ども
の文章や概念の理解に有効であるといえる。理
科においても，概念を図や絵で表現し，その関
係性等を明らかにすることは重要である。た
だ，理科において図の同型性や図解活動に着目
した研究・実践は，見つけられなかった。 
⑵研究目的 

 本研究では，理科における図解活動の効果
と，図の同型性の有無と理解との関係を明らか
にする。 
 
２．研究方法 
⑴授業実践 
①構成：理科授業における図解活動を生かす
ための授業構成について，工藤・山田
(2011)を参考にした。 
②調査時期，対象：令和 2年 10月 6日， 
岐阜県私立中学校第 3学年 計 24名 

⑵実践・調査方法 
 第 2学年「飽和水蒸気量」において，図解活
動を行った。始めに，教師から飽和水蒸気量に
関する図を提示・説明した。次に，生徒に図を
描かせ，その図を説明する話し合い活動を行っ
た。また，調査問題では藤井・寺田(2020)で飽
和水蒸気量と関係があるとされる飽和水溶液
を用いた。調査問題の得点の変化や図の同型性
の有無を，質問紙，プロトコル，ビデオ撮影で
調査した。 
 
３．結果・考察 
事前・事後調査の得点について分散分析を行
った結果，群の効果は有意だった(F(1，23)＝
8.35，p<.05)。よって，理科における図解活動
の効果があったといえる。大きく得点が上昇し
た生徒の図と発話には，次の 4つの特徴があっ
た(図 1)。 

 
 

 
 
①独自性がある。(教師が示
した図と異なる) 

        ②対応性がある。(現象と図
の関係を示している) 
③水滴の表記がある。(文章
との同型性が高い。) 
④話し合いが活発。            
 話し合いでは，図 2 のよ
うに，自らの図で何を表
したかったのかというこ 
とを細かく説明してい

た。この話し合いから，文章と自らの考えと心
理的に同型な図を描けていたといえる。このこ
とから，上記の 4点を押さえていた生徒は，「同
型性」をもった図を描けていたといえる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
また，得点が上がった生徒の中には，話し合

いをしていなかったり，間違っているように見
える図を描いていたりした生徒もいた。そうい
った生徒には，他の人の図をよく見ていたとい
う特徴があった。このことから，これらの生徒
は自力では同型性をもった図を描くことはで
きなかったが，他の図から自らの考えと同型な
ものを見つけたことで，同型性を獲得し，理解
が深まったと考えられる。 
 
４．まとめ  
 本研究では，理科における図解活動の有効性
と，図の同型性があることで理解が深まったこ
とが明らかになった。今後は，他の分野でも同
様の効果があるのかを検討していく。 
 
引用文献 
工藤嘉名子・山田しげみ（2011）「専門書読解
授業における《図解活動》の試み－論理構造
を読み解く力を養うために－」『東京外国語
大学留学生日本語教育センター論集』第 37
巻，63-76 

 
図 1 特徴を押さえた図 

 
図 2 自らの図を説明しているプロトコル 

 

 A：⾒せて? 
B：めちゃめちゃ普通に，席あって席あって席あって。飽和⽔蒸気量

17だから，席 17個で。⽔蒸気 12。で 12gだから，席 12で⼈も
12個。で。 

A：これ顏描くのめんどくさくなかった? 
B：時間はあったもんで。8個あるけど座るの 12⼈やでこの⽔滴が

4⼈分外に出て悲しい顔してますよーって。 
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 理科の認知的不協和状況における粘り強さについての一考察 

－学習観と自己認識の変化に着目して－ 

 

○前田光哉，寺田光宏 

Kouya MAEDA, Mitsuhiro TERADA 

岐阜聖徳学園大学  

【キ－ワード】理科,認知的不協和,粘り強さ,学習観, 自己認識 
 
１ はじめに 
(1)問題の所在 
 小・中・高等学校を通じて理科において育成
すべき資質・能力の 1つに「粘り強く挑戦する
態度」がある（理科ワーキンググループ,2016）。
また,21世紀に一層求められる力として「答え
がすぐに分からなくとも粘り強く考える力」
（国立教育政策研究所,2018）があり,学習にお
ける粘り強さはこれからの時代を生きるため
に必要な資質・能力のとして重要である。    
昨今,粘り強さの概念としてレジリエンスや
グリットなどが注目されており,児童・生徒の
長期的な成功を目指して指標が作成され,評価
への適応も試みられている。 
ただ,理科授業における認知的不協和状況で
学習者が不協和を短期的に回避する姿がある。
例えば,結果のみに固執し,結果が分かればそ
のプロセスを無視するなどがある。このような
小さな行動に着目し,学習者が認知的不協和状
況でとる行動が粘り強さに関係しているか明
らかにしている研究は見当たらない。 
(2)研究目的 
本研究では,理科の認知的不協和状況におけ
る学習者の粘り強さについて学習観と自己認
識の変化に着目して調べる。 
 
２ 方法 
(1)教材開発 
 理科授業において学習者にとっての認知的
不協和を生み出すため,堀（2013）,中嶋・寺田
（2015）を参考に不均質な棒の支点についての
素朴概念を用いた割り箸天秤を作成した。ま
た,割り箸天秤を作成する際の学習者の思考を
辿るために,作成の過程を分析した。 
(2) 実践・調査 
①調査時期・対象 
 令和 2年 10月 6日（50分間の授業） 
岐阜県私立中学校第 1学年 計 24名 
②調査内容 
 天秤作成の過程,認知面の変化（素朴概念の
変容）,学習観,自己認識の変化を調べた。 
③調査方法 
  重さが分からない 2 本のスティックのり
を割り箸天秤によってどちらが重いのか明
らかにする授業を行った。様子をビデオで撮

影し，授業前後の認知面の変化,学習観,自己
認識（解答に対する自信,納得感）の変化を
質問紙で調べた。質問紙については堀
（2013）,池田・三沢（2012）を参考に作成し
た。 

 
３ 結果 
（1）教材開発 
 学習者が持つ素朴
概念を構成する 2 つ
の要素,「支点の設定」
と「作用点の設定」に
注目し,認知的不協和
状況を生み出し,且つ
学習者の天秤作成過
程を辿ることができ
る割り箸天秤（右図）
を開発した。 
（2）実践・調査 
 分散分析の結果,認知面は上昇傾向であった
（F（1,23）=4.05,p<.10）。学習観は有意な差は
見られず（F（1,23）=0.01,p ns）,自己認識のう
ち,解答に対する自信は有意に上昇（F（1,17）
=5.74,p<.01）,納得感は上昇傾向であった（F
（1,23）=3.17,p<.10）。認知面の結果を上位群
と下位群に分け,自己認識を比較すると,下位群
は解答に対する自信が有意に上昇しているこ
とが分かった（F（1,8）=5.97,p<.05）。 
 また,映像の質的分析の結果,両群,とくに下
位群で答えが出ていないのに解答には勘で答
えを記入するなど,不協和を回避する様子が確
認された。 
 
４ おわりに 
 本研究では自己認識が認知的不協和状況に
おける粘り強さに関係していることが示唆さ
れた。今後さらなる分析に加え，認知的不協和
状況での学習者の行動と粘り強さの関係につ
いて検討していく必要がある。 
 
引用文献 
池田・三沢（2012）「失敗に対する価値観の 
構造－失敗観尺度の開発－」『教育心理学研
究』第 60巻，第 4号，367-379 
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概念変化に伴う学習者の理科に対する総合的な興味の変化 
－「浮力」を事例として－ 

 

○恒成怜，寺田光宏  
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１ はじめに 
（1）問題の所在 
 1980 年代より学年進行による理科に対する
興味・関心の低下がいわれている（長沼，2015）。
この状況の中で理科に対する理解と興味・関心
の研究がなされており，次のような方略が示さ
れている（工藤，2011）。反証例に出会った際
の学習者の驚きを表した「ドヒャー型」方略は，
概念変化と動機づけに効果を持つ。また，ルー
ルの適用範囲を徐々に拡大していくような「じ
わじわ型」方略は，強固な誤概念の修正にも効
果があると示されている。進藤ら（2016）は，
この 2 つの方略を組み合わせた「融合法」を用
い，概念変化に有用であることを明らかにし
た。ただ，学習者の概念変化に対する調査は多
くなされているが，概念変化に伴う理科に対す
る興味の変化についての研究は少ない。例えば
田中（2017）のような一部の興味についての研
究はなされているが，理科における総合的な興
味がどう変化したかについて学校教育の現場
での調査はなされていない。 
（2）目的 
本研究では，中学校理科において「融合法」

を活用した授業を開発し，学習者の概念変化に
伴う理科に対する総合的な興味の変化を明ら
かにする。 

 
２ 方 法 

（1）教材開発 
①教具開発：若林ら（2014）や新里ら（2014）
を参考にし，視覚的に浮力がわかるような「融
合法」の教具を開発した。 
②授業デザイン：学習者の誤概念の修正を促す
授業構成について，進藤ら（2006）と若林ら
(2014)参考に授業デザインした。 
 
(2)実践・調査 
①調査対象，調査時期 
岐阜県私立中学校第 3 学年 計 24名 
令和 2年 10 月 29日，30日（2時限分） 

②調査内容：「融合法」を活用した浮力の授業
を行った。授業の前後において，興味の変化を
調べた。興味の分類は，田中(2015)を参考にし
た。また，認知面の変容（以下概念変化と記述
する）は，異なる条件での浮力の変化を問う問
題と日常的な浮力に関する問題を選択式と自
由記述式で作成した。 

３ 結果・考察 
（1）教材開発 
①教具 
ドヒャー型方略と

して，若林（2014）の
空気中での浮力実験
を参考にした。展開
の部分では，浮力の
大きさがてんびんで
実際に比較できるよ
うに開発した（図 1）。 
②授業展開 
ドヒャー型方略：空気中での浮力実験 
じわじわ型方略：1.深さ 2.形状 3.体積 4.液
体 1～4の順番で条件を変え，実験を行った。  
(2）事前・事後調査 
①概念変化 
すべての項目で有意な差が見られた。概念

変化の問題について分散分析を行った結果，
有意だった（F(1,23)＝40.78，p<.01）。よっ
て，概念変化は起こったといえる。 
②総合的な興味の変化 

総合的な興味の問題について分散分析を

行った結果，有意だった（F(1，23)=5.08，

p<.05）。よって，学習に対する興味は増加し

たといえる。 
この結果から，学習者の科学的な概念変化

が生じると，理科に対する興味が増加するこ
とがわかった。 
 

４ おわりに 
 本研究では，中学校理科での「浮力」に対
する概念変化に伴う学習者の理科に対する
総合的な興味は正の方に変化することがわ
かった。 
 今後の研究では，興味の 6分類（田中 2015）
を用い概念変化が起きることで，どのような
興味が深まったか，概念変化が大きく起こっ
た生徒の興味の変化についてより調査して
いく必要がある。 

 
引用文献 
進藤 聡彦・麻柄 啓一・伏見 陽児(2006)
「誤概念の修正に有効な反証事例の使用方
略－「融合法」の効果－」『教育心理学研究』
第 54 巻，162－173． 

 
図 1：形状の 

異なるつり合い 
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１ はじめに 
（１）問題の所在 
 学習指導要領（文部科学省，2017）には「各
教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点か
ら教育課程の編成を図るものとする」とある
が，領域的横断についての記載はない。 
名倉ら(2018)は科学的進化論概念を形成す
るために，中学校理科における生物と地学の領
域を通した授業を行っているが，この授業の内
容構成は有機的でない。また，「目の光学モデ
ル実験器」の実験の手引書では凸レンズを用い
たエネルギー領域と生命領域を横断する実験
器具を用いた領域横断的な授業展開が記され
ている。ただ、この実験器では本来エネルギー
領域で実験するはずの定量的な実験ができて
いない。さらに，中学校理科の教科書において，
光と音の分野では簡易光学台を用いた実験で
観察者の視点が明確でなかった。現行の教科書
と来年度から使用される教科書会社５社を比
較すると，5社中 3社が観察者の視点を変えて
いることが分かった。ただ，変更理由について
は明記されておらず，関係する研究もされてい
ない。 
 以上より，この光学台を用いた実験の問題点
を総合的に改善する必要がある。 
（２）研究目的 
 中学校理科における光学台を用いた実験に
おいて，観察者の視点を重視し，他領域を横断
するための実験器具作成及び授業デザインを
し，領域的横断の授業の有効性を明らかにす
る。 
 
２ 研究方法 
（１）教具開発 
 光学台の実験において，観察者の視点を意識
させるために，目の仕組みを学習できる器具と
連続的に焦点を変更できる器具を作成した。 
（２）授業デザインと調査 
調査１：簡易光学台を用いて，3方向（(a)：物
体(光源)側から，(b)：凸レンズ(中心)から，
(c)：スクリーン側から）からの視点で像の見
え方を観察し，どの観察者の視点が適切かを議
論し，理解の度合を調査し比較した。 
調査２：焦点距離を連続的に変えることのでき
る水レンズ用いた眼球モデル使い光学台で一
般の光学的な実験を行った。 
調査３：焦点距離が 10cmの凸レンズを 2枚用
いて，光学台の上で実像を虚像として見ること
で顕微鏡を再現した。 
 

３ 結果 
（１）調査１ 
対象：岐阜県私立中学校第 3学年 計 22名 
時期：令和 2年 10月 7日 
 観察者の視点の違いによって見える像を選
択する調査問題の正答率は表１のように全て
の問題において上昇した。また，分散分析によ
り p<.0.5 で全ての問題において有意差があっ
た。ただ，議論については，生徒の中で答えが
出ない班が多かった。 

（２）調査２ 
 調査１の結果に基づいて、スクリーン側から
の視点の意識をもたせるため，ポリウレタンシ
ート，シャーレと注射器を使って水を出し入れ
することで焦点距離を連続的に変更できる図
１のような水レンズを作成した。 

図１ 開発した目のつくりを学習できる器具 
 

４ おわりに 
 本研究より，今まで生徒は観察者視点の意識
がないまま実験を行っていたことが明らかに
なった。また，水レンズによって連続的に焦点
距離を変えることのできる実験器具を作成す
ることができた。 
 今後，作成した器具を用いて，光学台を用い
た授業を行うことで，領域的横断が有効である
ことを明らかにする。 
 
【主な引用文献】 
 目の光学モデル実験器 MKG 実験手引書 
ケニス株式会社（2020/11/13確認） 

観察者の視点 事前 事後 差 
(a)物体(光源)側から 59％ 86％ 27％ 
(b)凸レンズ(中心)から 27％ 59％ 32％ 
(c)スクリーン側から 23％ 68％ 41％ 
表１ 観察者の視点の違いによる見える像の正答率 
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１ はじめに 

 『中央教育審議会（答申）』では，複雑で変

化の激しい社会の中で，様々な情報や出来事を

受け止め，主体的に判断しながら，自分を社会

の中で位置付け，社会をどう描くかを考え，他

者と一緒に生き，課題を解決していくための力

が重要となると述べている（中央教育審議会，

2016）。 
本研究では，将来について考えるために必要

となる将来への足場かけとして機能するスキ

ル（以下，足場かけスキルとする）とは，どの

ようなことができる能力であるかについて明

らかにすることを目的とした。本研究の方法は，

「I SEE プロジェクト」に関する Fantini ら
（2019）が明らかにした足場かけスキルにつ

いて，Levrini ら（2019）の研究で提示されて

いる生徒の意見を中心として，分析を行った。 
 

２ I SEE プロジェクト 

 「I SEE プロジェクト」の目標は，生徒が将

来を想像し，STEM キャリアを志向できる能

力を育成することと，足場かけスキルを育成す

ることである（I SEE Project website）。 
 

３ 将来への足場かけとして機能するスキル 

足場かけスキルとは，近い将来を念頭におい

て，現在の行動ができるようにする将来の構想

を構築する能力である(Levrini et, al., 2019 )。
それらは，知識の一部を整理し，体系的な見方

を構築する能力である体系的構造スキル（St）
と複雑な知識を活用して将来を構築する能力

である動的スキル（Dyn）の２つに整理され，

認識されている(Fantini et, al., 2019)。足場か

けスキルと「I SEE モジュール」の実践後に行

われたインタビューから得られた生徒の意見

を，表１に示す。 
 

４ 考察 

 Fantini ら（2019）が明らかにした足場スキ

ルのうち，その具体について，２つの事例につ

いて考察する。 

St2 の「将来を指向した科学的問題につい

て，より容易な部分において取り組む」とは，

下線部（ア）のように，問題を抽象的に捉える

のではなく，自分の行動によって決まる，より

容易なことに焦点を当てて，問題に取り組むこ

とであると考えられる。Dyn1 の「ローカルな

考え方からグローバルな考え方へ移行する」と

は，下線部（イ）のように，一部の（ローカル

な）ことについて考えることから，グローバル

で横断的な見方に移行することであると考え

られる。 

 

５ まとめ 

 本研究では，足場かけスキルが，どのような

ことができる能力であるかについて明らかに

した。このスキルは，キャリア教育において必

要となる一人ひとりが将来について考える能

力に関連するものと捉えることができる。 
 

引用文献 

Levrini, O., Tasquier, G., Branchetti, L., & Barelli, 
E. (2019) Developing future-scaffolding skills 
through science education, International 
Journal of Science Education, 41 (18), 2647-2674. 

表１ 将来への足場かけとして機能するスキルと生徒へのインタビューで得られた意見 

スキル  将来への足場かけとして機能する

スキル（Fantini et, al., 2019） 
生徒へのインタビューで得られた意見 

（Levrini et, al., 2019 ） 

St2 
将来を指向した科学的問題に

ついて，より容易な部分におい

て取り組む。 

プロジェクトにおいて，（ア）物事は抽象的に話すだけではな

く，どのように私達が行動するかによって決まり，実現可

能であることがわかった。 

Dyn1 
ローカルな考え方からグロー

バルな考え方へ移行する。 
（逆も同様。） 

（イ）１つのことに集中しすぎると，グローバルな文脈で見

ることができなくなる。常にグローバルで横断的な見方を

持っている必要がある。 
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科学技術に関連する社会的諸問題（SSI）を取り扱った 

中学校理科の指導方略に関する研究 

  ―生徒の意思決定に着目してー 

○犬飼真衣子 1，内海志典 1

Maiko INUKAI, Yukinori UTUMI 
1岐阜大学教育学部 

【キ－ワード】 中学校理科，SSI，意思決定, 指導方略 

１ はじめに 

 『幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特

別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要

な方策等について（答申）』では，科学技術の

急速な発展と社会構造の変化に伴い，深刻化す

る困難な課題に立ち向かい，柔軟に対応し，自

ら乗り越えていく力が求められている(中央教

育審議会, 2016)。『中学校学習指導要領解説 理
科編』では，科学的な根拠に基づいて意思決定

させる場面を設けることが大切であると述べ

ている(文部科学省, 2018）。 
本研究では，文献研究から，科学技術に関連

する社会的諸問題（以下，SSI とする）を取り

扱った授業において，生徒が意思決定を行う場

面での指導方略を導出することを目的とした。 

２ SSIとは 

Sadler(2004)は，社会的要因と科学的要因と

の間でジレンマがある社会問題を，SSI と定義

している。 

Ratcliffe ら(2003)は，効果が高く，幅広く使

用されている農薬の使用，その農薬が生体に影

響を及ぼす問題などを事例として，SSI の本質

について論じている。

本研究では，Sadler(2004)と Ratcliffe ら

(2003)の SSI の捉え方より，SSI とは，答えが

一つではない，ジレンマを伴った，科学技術に

関連した社会的諸問題であると捉えた。 

３ 意思決定を行う場面での指導方略 

 意思決定の問題に関連するすべての側面を

検討し，検討すべき内容を見落とさないように

指導する必要がある(Arvai ら, 2004)。また，ア

ーギュメンテーションを通して，情報に含まれ

る不確実性を認識し，検討する必要がある

(Acar ら, 2010)。さらに，不確実又は矛盾する

根拠を分析することが重要である(Maloney, 
2007)。 

また，McDaniels ら(1999)は，意思決定のた

めには，表１に示す５つのステップに従って発

問を行う必要があると指摘している。

表１ 意思決定の５つのステップ 

（McDaniels ら, 1999 を基に筆者作成）

本研究から導出された意思決定を行う際の

指導方略を表２に示す。

表２ 意思決定を行う場面での指導方略（筆者作成） 

４ おわりに 

本研究では，SSI を取り扱った授業におい

て，生徒が意思決定を行う場面での指導方略を

導出した。この指導方略を指導に導入すること

で，SSI に対して，多面的，多角的に考え，意

思決定をする能力の育成が期待できる。

引用文献 
Acar, O., Turkmen, L., & Roychoudhury, A. (2010). 

Student Difficulties in Socio-scientific Argumentation 
and Decision-making Research Findings: Crossing the Borders 
of Two Research Lines, International Journal of Science 
Education, 1191-1206. 

・根拠となる事実に焦点をあて，多くの情報

を収集させ，自分の考えをまとめさせる。

・他者とのアーギュメンテーションを通し

て，自分の考えを多面的，多角的な視点で

再考させ，客観的に判断させる。

・判断の根拠となるものを明確にさせ，最終

的な意思決定をさせる。

(1)代案を選択する際，重要な目的は何か。

(2)目的を達成するために，どのような代案が

構築できるか。

(3)目的のために構築した代案の影響を特徴

づけるために，どのような情報が必要か。

(4)代案の中から選択する際，どのようなトレ

ードオフ評価が生じるか。

(5)生徒はどのような代案を支持できるか。
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小学校理科における「科学の本質（NOS）」の理解を促進する 

指導方略に関する研究 
 

〇髙野 詩織１・内海 志典１ 
Shiori TAKANO and Yukinori UTSUMI 

１岐阜大学教育学部 
【キーワード】 小学校理科，科学の本質，指導方略 

 
１．はじめに 

児童生徒の「科学の本質」（以下，NOSと
する）の理解を向上させることの重要性が指

摘されてきた（例えば，Lederman, 2007）。
わが国の『小学校学習指導要領 理科編』では，
直接的に NOS について明記されておらず，
わが国の小学校理科において，NOSについて
理解を促進する指導方略について明確にし

た先行研究があるとは言い難い。 
 

２．本研究の目的 

本研究では，Lederman(2007)， McComas 
(2017)及び全米科学スタンダード（以下，
NGSSとする）が提示している NOSの内容
を分析する。本研究では，その結果を基に， 

Khishfe ら(2002), Akerson ら(2009, 2011) 
の研究を検討し，わが国の小学校理科におい

て NOS の理解を促進する指導方略を導出す
ることを目的とした。 
 
３．NOSの内容 

本研究において，NOSの内容を表１のよう
に整理した。 
 

表１ NOSの内容（筆者作成） 

 

４．小学校理科において児童の NOS の理解                 

を促進する視点  
NGSSでは，K-2，3-5において児童の発達

段階に合わせて段階的に NOS の学習が組み
込まれている。 

Khishfe ら(2002)は，顕示的内省アプロー
チが児童生徒の NOS の理解を促進するのに
役立つと結論付けている。 

Akerson ら(2009，2011)は，幼稚園児と小
学校児童のNOSの理解についての調査から，
児童の NOS の理解を促進する指導方略とし
て，以下２点を指摘している。 
・長期的，継続的に，NOSの内容を強調し 
  た指導を行う。 
・児童の既習内容とNOSの内容を関連づける。 
以上のことから，児童の NOS の理解を促
進する指導方略として，表２の３点が示唆さ

れた。 
 

表２ 小学校理科における NOSの理解を促進 

   する指導方略       （筆者作成） 

 

５．おわりに 
本研究では，小学校理科における NOS の
理解を促進する指導方略を導出した。この指

導方略に基づいて指導を行うことで，児童の

NOSの理解の促進が期待できる。 
 

引用文献 
Akerson, et al. (2011). The Importance of 

Teaching and Learning Nature of Science in 
the Early Childhood Years. Journal of 
Science Education and Technology, 20(5), 
537-549. 

(A)科学的探究の手段に関する内容 
(B)科学的知識の実証性に関する内容 
(C)科学的知識の不確実性に関する内容 
(D)科学的知識の機能に関する内容 
(E)科学の創造性に関する内容 
(F)科学の主観性・理論負荷性に関する内容 
(G)科学の社会的・文化的側面に関する内容 
(H)科学の限界に関する内容 
(I)科学における観察と推論の区別に関する
内容 

⑴児童が学習している内容に適した NOS の
内容を選択し，児童の発達段階に合わせて,  
NOSの内容を段階的に組み込む。 
⑵NOSの内容を明確にし，児童がNOSの内
容についてどのように考えていたか振り

返るよう促す顕示的内省アプローチを組

み込む。 
⑶児童が学習した科学の内容と関連付け，長

期にわたって継続的に NOS の内容を指導
する。 
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水の温まり方における実験系の検討と熱対流の安定化 
 

猪本 修 

Osamu INOMOTO 

兵庫教育大学 

【キ－ワード】 水の温まりかた，ベナール対流，流れの可視化 
 
１ 背景と目的 

 小学校第４学年における「ものの温まり方」

の単元では，ビーカーに入れた水を底面から加

熱すると，上層から下層へと水がしだいに温ま

ることを学習する。このとき水は底面近くの温

められた部分から上昇し，水の表面に沿って拡

がるように動くことが多くの教科書に記述さ

れている。これら熱の伝わり方と水の動き方

は，それぞれサーモインクや絵具などによって

可視化できることが示されている。 
 ところが授業においてこの実験を行うとき，

流れ方は必ずしも単純ではなく複雑な動きを

することが多いため，教科書に示されるような

簡略化された熱の伝わり方・水の動き方を見い

だすことは難しく，児童が観察結果に基づいて

結論を導き，実感を伴って理解することは容易

ではない。 
ところで流れを伴う現象や，流れそのものを

扱う単元は，小学校から高等学校にかけての理

科の学習単元を見渡してみても，決して多くは

ない。流れ (熱対流) がもっとも関わるのは中
学校２年の気象であるが，その単元でも流れそ

のものの扱いは限定的であり，単純化されたモ

デルによって説明されるだけである。こうした

ことは，水や空気といった流体の動きが関わる

現象は理論的にも実験的にも難しく，また再現

性の高い実験をするにはさまざまな条件制御

が必要とされるために実験系の設定が難しい

ことに起因する。 
そこで本研究では，「水の温まり方」におけ

る実験の再現性についての問題点を整理し，さ

らに，どのような条件にすれば再現性の良い実

験結果が得られるのか，流れの力学の観点から

検討することとした。 
 

２ 熱対流の特性と実験系の検討 
 水や空気から成る層を底面から熱するとき

に生じる対流は，それが安定した状態であれ

ば，空間的な周期性をもちロール状に循環する

流れ構造となる。これは底面から熱せされた水

や空気が浮力によって上昇しようとするはた

らきによって生じるもので，その結果安定的に

できる空間的な流れをベナール対流という。こ

の対流は適切に制御された系であれば比較的

単純な流れの分布となるため，実験条件の制御

を考える上ではこのベナール対流が如何に安

定的に形成されるのかを検討することとなる。 
 先に述べたように，ベナール対流は浮力によ

って生じる不安定性であるから，上昇する流れ

と下降する流れがいずれも浮力の不安定性に

よって維持されなければならない。この点で，

教科書に記述されるようなバーナーやコンロ

のような熱源でビーカー底面の１箇所を加熱

するのは適切でない。なぜならば，上昇流につ

いてはその加熱によって浮力が発生する半面

で，下降流については密度分布によって安定し

て下降することができず，結果的に乱れた流れ

となってしまう。一方でビーカーの底面を均一

に加熱すると，下降流に対してもその流れを引

き起こすものとなるため，底面の加熱の仕方が

重要である。 
 またビーカー中の水の量（深さ）と粘性につ

いても検討する必要がある。水の量が多いほ

ど，また粘性が小さいほど浮力によって生じる

流れは有利となるため，安定した流れを維持す

るには適切な水量と粘性を選ぶ必要がある。 
 

３ 展望 

底面から加熱された水が上層から温まる仕

組みを理解するには，適切な可視化剤を使え

ば，従来のように局所的に加熱された部位から

水が浮力によって上昇するとともに，それが熱

を運ぶことで上層が先に温まることを示すこ

とができる。しかしながら流れの構造と連続性

を理解するには局所的に加熱する実験系は向

かない。代わりに底面を一様に加熱し，上昇流

と同様に下降流を正しく制御することで，安定

した流れの構造をわかりやすく示す実験系を

検討した。このときビーカーの直径に対してそ

れと同程度かそれを超える深さとなるように

水をビーカーに入れ，底面の温度を一定に保つ

ように加熱するのが演示に相応しいことがわ

かった。詳細は講演で述べる予定である。 

-  19  -

日本理科教育学会東海支部大会　発表論文集　第65回 ( 2020 )B４



 

 

JSTジュニアドクター育成塾事業，「静岡 STEMアカデミー」にお

ける 1年目と 2年目の相違点と改善点とその成果 

 

○熊野善介 1，増田俊彦 2，青木克顕 1・2，郡司賀透 1，山本高広 1 

Yoshisuke KUMANO, Toshihiko MASUDA, Yoshiaki Aoki, Yoshiyuki GUNGI, Takahiro YAMAMOTO 

                      1静岡大学教育学部，2元静岡科学館る・く・る館長  

【キ－ワード】 STEM，JSTジュニアドクター育成塾，21世紀型資質・能力，メンターの役割  
 
１ 目 的 

 JST の未来の人材育成事業の１つであるジ
ュニアドクター育成塾（JST, 2016 から現在ま
で 24大学）に「静岡 STEMアカデミー」とい
うタイトルで応募し，平成 30 年度から，令和
5年 3月までの 5年間において，小学５年生か
ら中学 3年生までを対象に，卓越した能力のあ
る児童・生徒を対象に，分野横断的なインフォ

ーマル教育を展開している。本小論では，１年

目と 2 年目の相違点と改善点とその成果につ
いて，比較分析を行うことが目的である。 
２ 方 法 

（１）1年目と 2年目の事業実施内容における

変更点について，事業全体の分析と比較をおこ

なった。これらのことと JSTの評価委員会から

の指導助言に基づき，3年目の事業計画を作り

上げる方略である。（現在 3年目が進行中．） 

（２）分析の視点 

１）目的・目標論 

 「静岡 STEM アカデミー」は，受講者の活
動を３つのステージに分けて，将来科学技術分

野のイノベーションを牽引し，変化の予測でき

ない不確定性・不均質性を持った社会におい

て，自ら課題を見出し，自ら解決策の提案でき

る科学者・工学者の育成を目指していく。 
 ３つに分けたステージではそれぞれ，①自己

管理能力，②創造的課題解決能力，③科学的・

工学的プロセス・スキルズの獲得，④コミュニ

ケーション能力等，21st Century Skills の育
成を図るため，STEM 教室，自由研究指導，

Stage2.0 では専門家とのマンツーマン指導を
実施してきた。また，ステージをまたいだ活動

として，STEMキャンプ，STEMカフェ，STEM
アカデミーAwards等を設け，ステージをまた
いだ受講者の交流と相互作用が生成すること

を期待して展開している。 
２）事業の分析と改訂・改善の視点 

・「静岡 STEM アカデミー」の事業を展開して

いく上で，参加意欲のある児童・生徒をどのよ

うに選抜するのかに関しての改善策。 

・６拠点で並進する第一段階プログラムの充

実を図ること。 

・活動拠点の差異を最小限にするために募集

段階から工夫すること。 

・受講生の研究課題に対応するために，教育学

部以外の学部との連携，GSC(グローバルサイエ

ンスキャンパス事業)との連携を図ること。 

・コーチングの力量向上とシニア，サブメンタ

ー，学生を含めた指導体制の充実を図ること。 

・評価のフィードバックのノウハウの向上を

図ること。 

・Moodle活用(e-learning)の充実を図ること。 

３ 結 果 

 以上の 1 年目(平成 30 年度)からの事業評価
による，改訂の視点を基に，2年目(令和元年度)
の事業計画が作成された。その結果の報告書

が，公開されている（熊野，2020）。1年目は
66 人の受講者であったが，2 年目は，81 名の
受講者であった。コロナ禍の影響もあり，令和

2年度は 64名となっている。 
４ 考 察 

 「静岡 STEMアカデミー」1年目は，それ
以前に展開していた，「静岡 STEMジュニア
プロジェクト」を基に作成されたものであ

る。その蓄積があって展開されたが，2年目
に改善改定された大きな点は，シニアメンタ

ーの位置づけを重要視したことである。 
５ まとめ 

 2年目は児童・生徒の主体的な学びが伸長し，
静岡 STEM アカデミーのパーツが有機的に結

びつき，1年目に比べて，高い成果を上げるこ
とができた。 

引用文献 

JST; https://www.jst.go.jp/cpse/fsp/index.html 
参考文献 
熊野善介(2020). 静岡ＳＴＥＭアカデミー，令和元年度次世
代科学者育成プログラム報告書，研究代表者：熊野善介，科

学技術振興機構，ジュニアドクター育成塾（Fostering next-

generation Scientists Program）令和２年 3月 30日，1ー

215. http://hdl.handle.net/10297/00027418 
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STEM�教育のための�3D�ペンを活用した課題解決型プログラムの開発 

Engineering Design Process�を用いて 

〇峯田一平��, 髙橋政宏��, 井出祐介��, 熊野善介��� 
,SSHL�0,1(7$��0DVDKLUR�7$.$+$6+,��<XVXNH�,'(��<RVKLVXNH�.80$12�

1静岡大学大学院教育学研究科, �静岡大学教育学部附属静岡中学校, �静岡大学創造科学技術大学院 

【キーワード】67(0 教育, (QJLQHHULQJ�'HVLJQ�3URFHVV, �' ペン, エンジニアリング

１ 目 的 

 現在、答えのない未知の課題に取り組むための

主体性・創造性を養う教育の転換が求められてい

る。その一つとして 6FLHQFH�� 7HFKQRORJ\��
(QJLQHHULQJ��0DWKHPDWLFVを総合的に学ぶ67(0教
育の必要性が指摘されている(熊野,����)。また、
創造性を育む教育や理数教育の機会を通じて、「科

学技術や理科・数学に対する関心・素養を高め、

子どもたちの能力や才能の伸張を促すことが求め

られている」 (内閣府,����)。一方で、6RFLHW\����
においては技術革新や価値創造を発見・創造し、

課題解決を指向するエンジニアリング的発想の必

要性が指摘されている (文部科学省,����)。以上
を踏まえ、67(0教育の実現のためには、科学教
育・理科教育においてエンジニアリング(工学)の

視点を取り入れる必要があると考える。本研究に

おいては、設計を基に立体物を作成することが可

能である �' ペンが有用であると考えた。本研究
では、H;XE\ 社製 �' ペン : を使用し、日本型
STEM 教材としての可能性を検討することを目
的とする。 

２ 方 法 

(�) 調査時期及び対象
授業は2020年 �月上旬～��月上旬に渡って計

�時間実施した。また、質問紙による事前調査は �
月上旬に、事後調査は ��月上旬に行った。調査対
象は、静岡大学教育学部附属静岡中学校の第 �学
年の生徒、��名とした。
(�) 実践について
本授業は教育課程上、「総合的な学習の時間」と

して位置づけられており、毎週 �時間、生徒は追
求したい教科を選択し、課題に対して取り組む活

動である。今回は、3LFWXUH67(0 の (QJLQHHULQJ�
'HVLJQ�3URFHVV(('3)にしたがって橋を構築する課
題解決型のプログラムを実施した。生徒たちは、

設けられた条件を基に、あらかじめ設計図を描き、

その条件を達成することを目標に、�'ペンで橋の
構築を行った。 

(�) 調査内容
生徒たちの記述内容の計量分析が可能な .+�

FRGHU�YHU��%HWD����を用いて、橋の構築に関する記
述がどのように変化しているのかを調査した。さ

らに、共起ネットワーク図を作成し、頻出語がど

のように関連しているかを調査した。 

３ 結果および考察 

本実践では、生徒たちが �' ペンを使用して、
設計図をもとに橋を構築した経験から、橋の構造

に目を向け、中学校理科における力の概念を豊か

にすることができたと言える。事前調査において

は、思考の中心的言語が「柱」や「素材」といっ

た言語であるのに対し、事後調査においては、「分

散」や「丈夫」といった言語が使われていた。し

たがって、生徒たちは多面的により効率よく橋を

構築するために、構造に目を向けていることが分

かった。また「力を分散させることが大切」など

の文脈で使用されていることが分かった。 

 これまでもパスタブリッジやストローブリッ

ジなど橋を構築する教材は開発されてきたが、曲

線を描くことや子どもたちが創造した形をそのま

ま形作ることは困難であった。それに対し、�'ペ
ンは生徒たちのアイデアをそのまま立体物の形と

して表現することができ、課題解決を指向するエ

ンジニアリング的発想を生み出す教材として有効

であることが示唆された。 

引用文献 

�)熊野善介(����)「最新のアメリカのSTEM教育の展
開」日本科学教育学会研究報告 YRO����1R���SS������

�)内閣府(����)「第5期科学技術基本計画」S���
�)文部科学省(����)「6RFLHW\����に向けた人材育成」S�� 
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追究し、解決する楽しさを味わう理科学習を目指して  
○海野 竜也

Tatsuya Unno

静岡市立服織小学校 

【キ－ワード】 学習指導要領，もののとけ方，単元構想,実験器具の開発 

１ 研究の目的 

 理科学習の楽しさは、追究し、解決するところにあ

ると私は考える。学習指導要領の「主体的・対話的で

深い学習」は理科学習では、研修主題の追究し、解決

する学習となるのではないのだろうか。つまり、主体

的に事象に働きかけ、新たな発見や疑問を見出し、自

分たちの力でその疑問を解決することではないかと

考え、理科学習の楽しさを味わってほしいという思い

から本研究をスタートした。 
２ 実践事例 （第５学年 ２学級 ６１人） 

 教師からの実験提供が多く、子どもたちが主体的に

追究することが難しいと感じていた第５学年「ものの

とけ方」の学習で以下の３点を大切にしながら実践を

進めた。 

①子ども主体の追究を重視したストーリー性のある

授業実践 

②追究意欲を高める実験方法の提示 

③自分の思いや考えを表現する力の育成 

本稿では、①②について述べる。 

３ 追究意欲を引き出す学習展開 

単元構想では、①単元導入の工夫②子どもたちの思

考のつながりの十分な予想③根拠を生み出すための

実験用具の工夫の３つを大切にした。同時に理科学習

を楽しむためにつけるべき力として①疑問を見出す

力②根拠を見出したり、変化の様子を捉えたりする観

察力③解決方法を見出す力④根拠に基づく考察力の

４つをあげ、実践を行った。 
 左のような単元構想で

実践を進めた。海水から食

塩を取り出す活動を導入

に取り入れたのは、何が溶

けているのか分かること

や身近な海水から塩を取

り出すことへの興味・関心

の高まりが期待できるか

らである。また、経験や知

識なども多く、予想をしな

がら活動に取り組むことが可能だからである。海水は

塩辛いという知識や経験をもっている子は１００ml
中に２０ｇ程度の塩が溶けていると予想する子が多

かった。その後、「どの海も同じ濃さの海水なのか。」

「濃い海水を作ってみたい。」といった思いへ意識が

移行していき、「食塩が溶けるのには、限界はあるの

か。」という問題にたどり着いた。ここでは、子ども

たちが根拠を見出すための実験用具を準備した。 
さらに、溶ける様子をじっくり観察する時間を十分

に確保することは、一定量の水に溶ける食塩の量に

は、限界があるということを説明するための一助とな

った。意図的に実験器具に工夫を加えることは、子ど

もたちの追究の助けとなり、その後の学習でも、追究

意欲の継続へもつながった。子どもたちの思いを具現

化した実験器具を作ることで、子どもたちのわくわく

感が増し、考えを証明したいといった気持ちを高める

手だてとなった。その後の学習でも、「溶け残った食

塩を溶かすには、どうしたらよいのか。」「他のもの

でも食塩と同じことが言えるのだろうか。」と子ども

たちからたくさんの疑問が出され、追究の意欲は衰え

ることはなかった。以上のように、導入の工夫や子ど

もたちの思考のつながり、実験用具の工夫を考えなが

ら、単元構想を練り、疑問を大切にしながら学習を継

続的に行うことで、追究意欲を継続し、解決するたび

にその喜びや楽しさも膨らめることができた。 
４ まとめ 

＜成果＞ 

 ①単元導入の工夫②子どもたちの思考のつながり

の十分な予想③根拠を生み出すための実験用具の工

夫を重視した単元構想を作り出すことは、子どもたち

に理科学習の楽しさを味わわせることにつながる。 
＜課題＞ 

 子どもたちに課題を焦点化させていく力が求めら

れる。子どもが考えた課題について、子どもたち自身

の力で解決できるかどうかを吟味する必要がある。子

どもたち自身の力で解決できない課題と判断したと

きには、解決の支援となる手だてを講じるか、もしく

は教師の適切な助言により、課題を修正していく必要

がある。 
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生徒が見通しをもって観察・実験を行うための学習評価の在り方 

～小単元を意識した OPPAによる授業のグランドデザイン～

橘田 勇 Isamu KITTA 

静岡市立西奈中学校 

【キ－ワード】 学習評価，振り返り，OPPA 

１ 目 的 

 生徒が主体となり探究する楽しさや生徒自

らが学びを振り返ることで，探究したことの達

成感を味合わせたいと考える。また，学習指導

要領の解説に「事後に振り返ったりすることで

学習内容の確実な定着が図られ，判断力・表現

力等の育成に資すると考えられる。」とある。

そのため本研究では，小単元を意識し OPPA に

よる授業のグランドデザインを行うことで，生

徒自らが探究の過程や成果を確認できるよう

にすることに有効であると考えた。また，生徒

の思考の変容や知識の定着を確認でき教師が

授業改善に役に立つと考えた。 

２ 方 法 

令和元年６月～令和２年２月に,１年生「い

ろいろな物質とその性質」,「力のはたらき」

「大地が火をふく」,２年生「電流とその利用」

の単元において実践を行った。その各単元で,

以下のような検証を行った。 

(１)１年生「いろいろな物質とその性質」「力

のはたらき」,「大地が火をふく」において

OPPシート(下図)を使う前と OPPシートを使

った後に,上記の仮説に沿ったアンケートを

実施する。

(２)各単元の OPPシートの「学習前・後の『基

本的な問い』」「学習履歴」「自己評価」の

欄に記入された内容がどのような関連性を

もっているのかを中心に分析する。

 

図：OPPシート(大地が火をふく) 

３ 結 果 

 (１)アンケート結果について 

①見通し(何を学ぶのか)をもち，探究をして

いたか。

単元前 単元後 

７３％ ８７％ 

②自己評価し，充実感，達成感を味わうこと

で、学習に対する意欲が向上したか。

単元前 単元後 

７３％ ８２％ 

(２)OPPシートの分析

OPP シートの自己評価の欄に記入された内

容が「基本的な問い」「学習履歴」と関連が

見られた生徒は９１％であった。また，関連

が見られなかった生徒にも、学習に対する意

欲が上がった記述が見られた。 

４ 考 察 

生徒は充実感，達成感を味わうことで，学習

に対する意欲が向上したと言える。つまり，OPP

シートは生徒の資質・能力を育てる評価として

位置づけることができた。また、教師が�OPP�シ�

ートを見ることで、生徒の思考の変容や知識の

定着を確認でき授業改善ができた。

更に学習の質を高めるためには,教師から生

徒への適切な指導が大切だと考えられる。方法

としては,教師が生徒に対して�OPP�シートへの

コメントを積極的に行い、生徒が学習に対して

進歩や変容を感じさせられるような働きかけ

を繰り返し行っていきたい。

５ まとめ

本研究は,生徒自らが探究の過程や成果を確

認できるようにすることに有効であり，教師が

生徒の思考の変容や知識の定着を確認できる

ため,授業の学習改善に役に立つと結論でき

た。 

引用文献 

文部科学省(2018)『中学校学習指導要領解説』 

田中耕治(2020)『評価と授業をつなぐ手法と実

践』株式会社ぎょうせい 

堀哲夫 西岡加名恵(2010)『授業と評価をデザ

インする理科』株式会社 日本標準

基本的な問い

学習履歴

自己評価
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   中学校理科「生物の分類」 

指導要領改訂の背景を踏まえた授業プランニング

○簗瀬敬吾 1, 須山知香 1，大井真菜 2, 小川唯菜 3

Keigo YANASE, Chika SUYAMA, Mana OI,Yuina OGAWA  
1岐阜大学教育学部,2美濃加茂市富加町中学校組合双葉中学校,3恵那市立恵那西中学校 

【キ－ワード】 学習指導要領，生物の分類，分類の意義 

１ 目 的 

平成 29年の学習指導要領改訂において,中学
校理科の「生物の分類」に関する内容が大きく

変更されている。本研究では,この改訂の背景
を明らかにしたうえで,分類の学習を効果的に
行う授業法を開発することを目的とした。

２ 学習指導要領改訂の背景 

「分類」は科学的探究に必要な学習能力であ

る。中教審答申資料等から,学習指導要領改訂
では分類の能力が重要視されたことが伺えた。 
３ 方 法 

「生物の分類」を学習する前に「分類の意義」

を学ぶことが授業効果を高めると考え,従来の

教科書にはない「分類の意義を学ぶ授業」を開

発して実践することとした。 

【授業のねらい】 

 分類の意義を「そのものが扱いやすくなるこ

と」,「そのものの性質が明確になること」と

し,体験を通じてこれらの意義を生徒が気づく

ことのできる活動を設定した。 

【授業の内容】 

 生徒にとって身近である,文房具を分類する

活動から,分類の意義を伝える授業を作成し

た。 

【対象】 

 美濃加茂市富加町中学校組合双葉中学校 1

年生 2クラス, 恵那市立恵那西中学校 1年生 2

クラス,計 109名

【授業評価】

 授業の事前と事後に質問紙を配布し,評価す

る。 

【質問項目】 

・「分類は重要だと思うか」

・「分類を面白いと感じるか」

・「理科の授業へのやる気」

・「理科の好み(理科を好きか嫌いか)」

４ 結 果 

質問の全項目において,事後には回答が有意
に向上した。そして,理科が好きなグループで
は,三項目のうち「理科の授業へのやる気」のみ
が有意に向上した。理科が嫌いなグループで

は,三項目のうち「分類を面白いと感じる」のみ
が有意に向上した。さらに,因子分析では,「理
科の授業へのやる気」,「理科の好み」が独立

変数であった。 

５ 考 察 

(1)理科の好き嫌いと学習効果

質問紙調査の結果より,本研究では,分類の

意義を事前に授業で学ぶことで,理科を好む生

徒はやる気が向上することが判明した。また,

本授業前から既に「分類は重要である」,「分

類は面白い」と感じていたため,事後の変化は

少なかったと考える。 

 一方で,理科を好まない生徒は,本授業を通

して,分類を面白いと感じることが判明した。

また,理科を好む生徒に比べて全項目の数値が

低いことが判明した。ただ,理科を好む生徒の

事後と理科を好まない生徒の事後に有意差が

あることから,理科を好む生徒と同程度まで分

類の面白さを感じてもらうことはできなかっ

たと考える。 

(2)今後の授業開発指針

因子分析によると,「理科の授業へのやる気」

と,「理科の好み」は独立変数であったことか

ら,分類の重要性や面白さを伝えることは，授

業へのやる気や好みに関係なく効果を上げる

ことができると考える。また,「分類の重要性」

と「分類の面白さ」は,正の相関を示しており,

分類の重要性を事前に伝えることで,分類の面

白さを感じると考える。 
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植物に対する興味・関心及び愛護心を高める自然観察授業の開発

○加藤 恵梨奈 1，須山 知香 1, 日比野 敦稀 2，山本 幹 3

Erina KATO, Chika SUYAMA, Atsuki HIBINO, Miki YAMAMOTO 
1岐阜大学教育学部，2関市立富岡小学校, ３岐阜市立長森西小学校 

【キ－ワード】 自然体験活動，自然観察授業，校庭植物図鑑，植物への興味関心・観察意欲・愛護心 

１ 目的 

近年, 私たちの身の回りで自然が減少して

いくにつれて, 子ども達は自然との関わりが

少なくなっているといわれている。文部科学省

の説く「自然体験活動の必要性」を受けて, 多
くの学校では自然観察授業が行われているが, 
教員自身が植物の名前を良く知らない等の理

由で, 観察がしっかり実施されていない実状

がある。

そこで, 教員が植物の名前を覚えていなく

ても実施でき, 児童の植物に対する興味関心・

観察意欲・愛護心を向上させるような自然観察

授業の開発を目指した。

２ 方法 

[自然観察授業の設計]

１時限目 『お花と友達になって紹介しよう』 

・校庭にて植物採集(1 人１〜３種)

・教室で花・茎・葉・根を観察

２時限目 ・植物図鑑※を用いてお花を同定する 

・お友達(お花)を紹介し合う

３時限目 

(3 年生) 

・『私のお友達はだれだ？』ゲーム

(図鑑とお花を見ながら, 名前を当てる)

※植物図鑑は, 研究対象である学校等の自生

植物を取材し, 児童が自身で植物名を検索

できるように作製したものである。

[授業効果の評価] 

・質問紙票による児童の意識調査を, 授業の事

前･事後(実践クラスのみ)･１ヶ月後の計３

回行い比較する 

・質問項目：

⑴植物への興味関心，⑵観察への意欲態度，

⑶植物への愛護心，⑷自然経験の頻度(事前

のみ)

・対象：

関市立富岡小学校３年生 3クラス 81 名，

岐阜市立長森西小学校２年生 3クラス 77 名

・授業の事前･事後･１ヶ月後に, 実践した 4 ク

ラスと非実践 2 クラスの間で差の有無を検

定した

３ 授業効果の解析結果 

本研究の対象児童は，A 校では約７割, B 校

では約６割の児童が, 植物で遊んだ経験が最

も多かった。次いで虫遊び, 水辺の生き物遊び

の順に多かった。

(1)植物への興味関心については, A 校では実

践クラスのみで１ヶ月後に有意に向上した。B
校では実践 3 クラスのうち１クラスのみが事

後および１ヶ月後に有意に向上した。(2)観察

への意欲態度については, A 校では実践クラス

のみが１ヶ月後に有意に向上した。B 校では実

践 3 クラスのうち 1 クラスのみが事後に有意

に向上した。(3)植物への愛護心については, A
校ではクラス間に有意な差はみられなかった。

B 校では実践 3クラスのうち 1クラスのみが事

後および１ヶ月後に有意に向上した。

 両校の全ての質問項目間の相関関係を調べ

たところ, 植物への興味関心と観察への意欲

態度に正の相関がみられた。また, B 校では，

事前に見られた自然経験と意欲態度の間の弱

い正の相関は，事後以降見られなくなった。

４ 考察 

B 校の実践 3クラスのうち, 興味関心が向上

しなかった 2クラスは, 授業日が雨天であり観

察時間が短かったことが要因ではないかと考

えている。また, 児童の自然経験の頻度に関係

なく, 本授業を通して児童の観察への意欲態

度が向上するのではないかと考えている。

５ まとめ 

本研究は, 植物図鑑を用いて児童自ら同定

を行う自然観察授業が, 植物への興味関心を

高める可能性を示した。また, 本研究対象とし

た児童には, ２・３年生の時点で, すでに愛護

心が備わっていることが明らかになった。

本授業は, 児童の自然経験の少なさを補い, 
観察への意欲態度を向上させることができる

授業であると考えている。本授業をきっかけ

に, 子ども達が様々な自然に触れ合う機会が

増えることを願っている。 
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虫の標本を利用した授業による子供の理科への 

興味関心を向上させる効果の検証 

〜教員の博物館利用促進を目指して〜 
○夏厩悠斗 1，須山知香 2 佐藤秀行 3 日比野敦希 4 

Yuto NATSUMAYA, Chika SUYAMA, Hideyuki SATO, Atsuki HIBINO 
1岐阜大学大学院教育学研究科，2岐阜大学教育学部, 3岐阜大学附属小中学校,4岐阜県関市立富岡小学校 

【キ－ワード】 興味関心、標本，小学校理科，博学連携 

１ 背景と目的 

近年の国際学力調査から日本の子供の理科

の学習に対する意識や興味・関心は国際的に見

て非常に低いことがわかっている。指導要領で

は理科の興味関心に繋がる学習として、博物館

の利用促進を挙げているが、博学連携には、し

ばしば時間・費用などが問題になることが指摘

されている。その解決策の一つとして貸し出し

標本の利用があるが、どの施設でも盛んにおこ

なわれているとは言えない。

そこで、本研究では標本を用いた授業の教育

的効果を明らかにし、学校現場での標本利用を

促すことで、子供の理科への興味関心を向上さ

せることを目的とした。

２ 方 法 

【虫の標本を用いた授業の設計】 

※標本は今回の授業用に作成した物を使用

【授業効果の評価】

児童の意識変化を授業の事前・事後（実践クラ

スのみ）で質問紙によって評価する。

【質問項目】

・理科、博物館、標本への興味関心

・理科、博物館、標本の有益性

・授業後の感想記述

【対象】 

岐阜県関市立富岡小学校 3年生（実践 1・対

照 2クラス）,岐阜大学附属小中学校 3年生（実

践 2クラス） 

【統計処理】 

多変量解析（因子分析）、計量テキスト分析 

３ 結 果 

【各質問項目の傾向】

⑴理科への興味関心

実践クラスにおいて、理科への興味関心が授

業後に有意に上昇した。さらに、対照クラスと

比較して、実践クラスでは理科への興味関心が

有意に高かった。テキスト分析では、標本を用

いた授業によって理科が好きになったという

感想がみられた。

⑵標本に対する有益性・興味関心

実践クラスでは生きた虫や写真より標本は観

察しやすいという標本の有益性と、標本への興

味関心が有意に上昇した。テキスト分析では、

多くの児童から標本は動かないため観察しや

すいや標本は楽しいという感想がみられた。

【質問項目間の関係性】

 全質問項目は、「理科の興味関心」に関する

ものと「標本に対する有益性・興味関心」に関

するものの二因子に分かれ、互いに正の相関を

示した。

４ 考 察 

テキスト分析から、授業内で標本を用いる

と、多くの児童は観察が行いやすく、観察授業

が楽しいと感じることが明らかになった。そし

て、本授業では、「理科への興味関心」と「標

本に対する有益性・興味関心」とが、児童の意

識向上に関与していることが示唆された。

５ まとめ 

 本研究は、標本を用いた授業が児童の理科へ

の興味関心を高めることを明らかにした。標本

を自らの学校で集め活用することは難しいが、

多くの博物館では貸し出し教材として標本を

保管している。本研究をきっかけに多くの教員

が、標本の教材としての価値を理解して、博学

連携が押し進められることを願う。

活動内容 

１ 時

間目 

一人 5種の虫の標本を観察し体の作りなど

をスケッチ 

２ 時

間目 

①ペアで計 10種類の虫を体の特徴で分類 

②昆虫の特徴をチョウの標本から思い出す 

③昆虫と昆虫以外で分類 
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主体的に問題解決に取り組み，実感を伴った理解ができる子の育成 
－３年理科「磁石で楽しもう！ふしぎなおもちゃ！～じしゃくのふしぎをしらべよう～」の実践を通して－ 

〇三浦仁敬 

Hirotaka MIURA 

東陵中学校 

【キーワード】主体的な活動，話し合い活動，説明図 

１ はじめに 
平成２９年告示の学習指導要領理科編「改訂の
基本方針」において，「深い学びの鍵として『見方・
考え方』を働かせることが重要になる」と示され
ている。児童には現象にふれる中で，関心や意欲
をもって対象と関わり，その性質について気づき
や疑問をもてるようになってほしい。また，他者
と意見を交わし，自分の考えを図に示し説明をす
ることでより深められるようになってほしい。 
以上のことから，本主題「説明図で考えを表現
する活動により，主体的に話し合いや活動に取り
組み，他者にわかりやすく説明することができる
児童の育成」を設定し，実践を行った。 
２ 目ざす子ども像と研究の仮説 
本研究を通して，以下のような子ども像及び仮
説を設定した。 

３ てだての実践と考察・検証 
（１）仮説１に対するてだて 

魚釣りゲーム（写真１）では，児童
Ａは積極的にゲームに参加した。ま
た，魚釣りゲームによって，遊びを通して磁石に
関する事象を体験したことにより，一度目，二度
目ともに，多くの気づきや疑問をもった。そうし
た気づきや疑問をもつことで，自分が発見した疑
問を解決したいという追究意欲が生まれ，その後
の学習意欲の向上につながった。事物・現象に関
心や疑問をもち，より主体的に話し合いや検証実
験などの活動を行うことに対して，てだて①は有
効であったといえる。 

磁石コーナーを設置し，磁石を自由に試行でき

る場があることで，児童Ａは主体的に磁石の性質
を試し，学習した事象を確認していた。そうした
経験によって生じた気づきや疑問は，磁石の性質
を学習していくうえでの新たな気づきや疑問を生
む手助けとなった。自分が思い浮かんだ疑問を確
かめられる場があることで，児童の関心や意欲を
高めるだけでなく，事象について自ら問題を見い
だし，追究する姿につながったと考える。事物・
現象に関心や疑問をもち，より主体的に話し合い
や検証実験などの活動を行うことに対して，てだ
て②は有効であったといえる。 
（２）仮説２に対するてだて 
 
 
 
 

説明図（図１）をつかい，
現象のありさまについて自
らの考えをより具体的な形
で絵や言葉を使って表現す
ることができた。そして，た
だ説明するだけでなく，自己
と他者の説明を比較し，違い
を見つけることで，聞き手に
わかってもらうための工夫
を取り入れていることがうかがえる。互いに説明
する場を設け，対話を重ねると，説明図の中に想
像したものが減り，科学的な根拠が示されるよう
になった。事象について，根拠をもった説明が，
より考えが伝えられるわかりやすい説明につなが
ったことがわかる。事物・現象についての理解を
深め，他者にわかりやすく説明することに対して，
てだて③は有効であった。 
４ まとめ 
本研究を通して，教材の工夫が児童の関心や意
欲を高め，主体的な学習活動につながることがわ
かった。また，その教材を児童にとって魅力ある
課題にすることが，学習しなくてはという切実感
をもたせることができることもわかった。 
ただし，本研究で行ったことは，児童の実態を
正確に把握し，興味関心や成長段階，学習状況に
合わせて課題を与えることでより効果的なものに
なるといえる。また，継続した学習活動が，児童
の能力をより一層育てることにつながっていく。
理科の他単元はもとより，他学年での理科の学習
や他教科においても同様の課題を設定することで，
より効果的な学習効果が得られるだろう。 
 児童にとって楽しく，そして学び深い学習を行
い，「理科がすき」という児童が増えるよう，こ
れからも授業改善に努めていきたい。 

① 関心や疑問をもって対象と関わり，自ら問題
を見いだし，追究することができる子

② 自らの考えに自信をもち，他者にわかりやす
く説明できる子

仮説１ 学習展開に「ゲーム的活動」を取り入れ，
事象を試行体験できる場を設ければ，現象に関心
や疑問をもち，より「主体的」に話し合いや検証
実験などの活動を行うことができるだろう。 
仮説２ 解決したい問題について，「説明図」を
作成し，考えを表すことで，現象についての理解
を深め，他者にわかりやすく説明することができ
るだろう。 

てだて① 授業展開において，現
象への児童の興味・関心を高め，
気づきや疑問が生じるよう魚釣
りゲームを行う。 

てだて② 意欲的に学習に取り組めるように，
身近に磁石を体験できるコーナーを設置する。 

てだて③ 問題を追究する際に，自身の考えを
明確に表す手助けとするために，予想・仮説や
わかったことを，説明図を使って，互いに説明
する場を設ける。 

写真１

図１ 
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  情報活用能力の向上を目指した理科教育の創造 

  － ６年理科『水溶液の性質』の実践を通して －

金澤徹 

Toru KANAZAWA 

岡崎市立大門小学校 

【キ－ワード】 学習指導論 

１ 目 的 

『情報活用能力』は「世の中の様々な事象を

情報とその結び付きとして捉え，情報及び情報

技術を適切かつ効果的に活用して，問題を発

見・解決したり自分の考えを形成したりしてい

くために必要な資質・能力である」と学習指導

要領に位置づけられ、Society5.0 を生き抜く

ための必須能力と言われている。本研究の目的

は、理科における情報活用能力を「自ら得た情

報を，自分の考えの根拠や新たな問いの理由と

して活用したり，学んだ情報を結集して新たな

価値を創造したりするなど、情報を有効に活用

することで主体的に問題発見や課題解決がで

きるようになるか」と位置付け、実践に取り組

み、成果と課題を明らかにすることである。 

２ 方 法 

〔調査対象〕 

愛知県岡崎市立大門小学校６年生の１学級

児童３９人を調査対象とした。 

〔調査内容（手立て）〕 

① 単元構成の工夫

単元を「課題設定」「情報の収集」「整理・

分析」「まとめ・表現」の学習プロセスを意識

した展開とし，情報活用能力を発揮しながら探

究的な学びとなるようにした。特に「まとめ・

表現」では、既習の知識や技能を全て生かして

初めて解決できるパフォーマンス課題に取り

組ませることで、単元を通して身に付けたこと

の活用度を測れるようにした。 

② 授業支援システム『schoolTakt』の活用

一人一台配付されているタブレット端末を

使い、児童の考えや実験で集めた記録を簡単に

まとめて発表し合ったり、共同編集モードでグ

ループの仲間と協働して、得られた情報を整理

したりできるようにした。

③ 形成的評価の導入

授業の終盤には，集めた情報が問いを解決す

るために，十分な情報を集めることができた

か，必要な情報を主体的に活用することができ

たかなどをふり返る形成的評価の場を設けた。 

以上①～③を踏まえた授業実践に取り組み、観

察調査と単元前と後に行った２回情報活用能

力質問調査の結果から分析を行った。 

３ 結 果 

観察調査において、様々な実験を通して得ら

れた情報（結果）をタブレット端末で撮影した

写真と自分で気付いたことを組み合わせてま

とめを行うことができていた。形成的評価によ

り、情報の整理の仕方にも「次はもっと見やす

くまとめたい」「水溶液の特徴が全てわかれば

特定できそうだ」と授業を通した新たな学び以

外に情報活用能力における自身の変容に気付

き、次への学習意欲を高めていた。単元終盤の

パフォーマンス課題には、それまでにまとめた

情報を活用しながら、どの実験をどの順番で行

えば特定できるという実験計画書を自分で作

成することができた。また、どうしてその手順

で実験しようとしたのかを整理した情報を基

に根拠を示しながら自分の考えを述べること

ができていた。情報活用能力質問調査では、「コ

ンピュータを使って表やグラフを作ったりす

ることは得意である」に「当てはまる」が＋

8.9％、「コンピュータを使って発表するため

のスライドや資料を作ることは得意である」に

「当てはまる」が＋13.4％と上昇を見せたが、

「調べたことをもとに新しいものをつくり出

したり、自分の考えを出したりするようにして

いる」には上昇は見られず、そのような力を育

み発揮する場の設定には課題が残った。

４ 考 察

 情報活用能力を意識した学習プロセスにお

いてタブレット端末を効果的に活用すること

で「主体的・対話的で深い学び」に近づくこと

ができる。情報活用能力の中でも、その時間特

にどの力を意識させたいかを明確にし、それに

見合った場や課題を設定することが必要。 

５ まとめ 

 理科に限らず、どの教科でも情報活用能力の

育成を意識し、時間をかけ、様々なアプローチ

により育成していくことが必須な時代である。 
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中学校理科で扱う銅の酸化実験に関する一考察 

- 定比例の法則を実感的に理解させるために -

○後藤翔 1 谷川直也 1

Kakeru GOTO，Naoya TANIKAWA 
1 岐阜聖徳学園大学 

【キ－ワード】 銅粉 定比例の法則 電子顕微鏡 加熱温度 

１ 目 的 

 銅の酸化実験は，実際に行うと教科書に記述

されている銅と酸素の質量比４：１にはならな

い。林（2010）は酸化銅（Ⅱ）CuOのみだけで

はなく酸化銅（Ⅰ）Cu2Oが生成しているのでは

ないかと述べている。本研究は，銅と酸素の二

元状態図と電子顕微鏡を用いた生成物の解析

を行うことで，原因を明らかにし，教科書に記

述されている通りの結果を得る実験条件を提

案することを目的とする。

２ 方 法 

（１）各教科書の実験方法の記述の調査 

（２）実験 

１） 教科書に記述されている実験 

２） 表面処理をした銅粉を用いた実験 

（３）電子顕微鏡による銅表面の観察 

３ 結 果 

 硫酸によって表面処理を施したものの方が，

微量の差ではあるが精度が高くなった。処理前

の銅粉と処理後の銅粉表面上の銅原子数と酸

素原子数の比を比べると，処理をした方の酸素

原子含有率が低くなっていた。 

酸化実験後の各試料の銅と酸素の質量比は

約５：１であった。銅粉表面上の生成物を詳し

く調べるため電子顕微鏡の分析機能を使用し

た。図１に結果を示す。 

図１ ZAF法による分析結果 

電子顕微鏡で分析した各試料は、加熱を続け

ても質量が増えない状態であった。 

４ 考 察 

各教科書でも、銅粉の酸化実験での生成物

は酸化銅（Ⅱ）CuOだと記されている。

その場合，図１の銅と酸素の原子数比率は

１：１になるはずである。

また，各試料は加熱を続けても質量が増え

ない状態であったことから，銅粉表面は，ほ

ぼ酸化されていると推測される。

このことから，銅粉表面に銅の酸化物とし

て，酸化銅（Ⅰ）Cu2Oと酸化銅（Ⅱ）CuOが

生成していると考えられる。

図２ 銅と酸素の二元状態図 

ガスバーナーで加熱した際のステンレス皿

の表面温度は，1000 ℃前後であったため，図

２から，大気中で銅を酸化させると酸化銅（Ⅰ）

Cu2Oと酸化銅（Ⅱ）CuOが同時に生成すること

が分かる。

５ 結論 

 中学校の授業で定比例の法則を実感的に理

解させるには，加熱温度を 300 ℃以上 1000 ℃

以下に制御することが必要な条件だと言える。 

引用文献 

Denis Shishin, Sergei A. Decterov（2012）

Critical assessment and thermodynamic 

modeling of the Cu–O and C u–O–S systems 

林浩子（2010）銅と酸素は本当に４：１で結び

つく？実験するとそうならないのはなぜ？ 
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炭素電極を用い，水酸化ナトリウム水溶液に通電させた後に

生じる起電力に関する一考察 

○浅井辰哉，谷川直也

Tatsuya ASAI, Naoya TANIKAWA 

  岐阜聖徳学園大学  

【キ－ワード】 水の電気分解，起電力，超純水，溶存酸素

１ 目 的 

 近年，燃料電池には注目が集まっており，中

学校理科の教科書にも環境に優しい電池とし

て紹介されている。しかし，平成元年の学習指

導要領改訂に基づく中学校理科用教科書には

水の電気分解の逆反応が水素・酸素燃料電池だ

として本文中に記述されていたが，その後の学

習指導要領の改訂ごとにその記述は後退して

いる。それは，水の電気分解後に生じる水素・

酸素電池の起電力の問題をはじめ様々な問題

が指摘されるようになったことに起因してい

ると考えられる。

本研究は，炭素電極を用い，水酸化ナトリウ

ム水溶液に通電させた後に生じる起電力の原

因を実証的に明らかにすることを目的として

いる。

２ 実 験

 実際に起電力を測定するために図 1 のよう

に装置を組み立てた。電極に活性化した炭素電

極，溶質に水酸化ナトリウムを用い，電圧をか

けて通電する時間を 1分とし，条件を以下のよ

うに変え，実験を行った。 

実験①：電解質水溶液の濃度を 1.0 mol/L, 

0.10 mol/L,0.010 mol/L,0.0010 mol/L 

に替えて測定 

実験②：分解電圧を 1.0～6.0 Vに変えて測定 

実験③：溶媒の水を超純水に替えて測定 

実験④：水溶液の脱酸素処理後に測定 

図 1 

３ 結 果 

まず，実験①では，分解電圧を 5.0 Vに設定

して行った。1.0 mol/L,0.10 mol/Lのときは

理論値より大きい値を示し，0.010 mol/L， 

0.0010 mol/Lのときは理論値より小さい値を

示した。中でも 0.10 mol/Lのときは,3回測

定した平均値が 1.33 Vとなり，理論値 1.23 

Vにもっとも近い値となった。 

 実験②では，電解質水溶液の濃度を 0.10 

mol/Lに設定して行った。1.0 V,2.0 Vのとき

は理論値より小さい値を示し，3.0～6.0 V の

ときは理論値より大きい値を示した。中でも

3.0 Vのときは，4回測定した平均値が 1.30 V

となり，理論値 1.23 Vにもっとも近い値とな

った。 

 実験③では，分解電圧を 3.0 V,電解質水溶

液の濃度を 0.10 mol/Lに設定して行った。起

電力は超純水を使用した方が蒸留水を使用し

たときより大きい値となったが，安定した測定

値が得られた。 

 実験④では，溶媒に超純水を用い，脱酸素処

理を行った後，測定した。安定した測定値が得

られ，4回の平均値は理論値 1.23 Vに近い値

が得られた。 

 表 2は実験④の脱酸素処理を行ったときの 4

回の測定値と平均値を示す。 

表 2 

1回目 2回目 3回目 4回目 平均 

1.21 V 1.40 V 1.30 V 1.19 V 1.28 V 

４ 考察および結論 

実験④では溶媒に超純水を用い，脱酸素処理

を行うことで，起電力の値が理論値 1.23 Vに

近づくことが確認された。このことから，水素・

酸素燃料電池の形成が考えられる。 

５ 今後の予定 

 CV 測定を行い，電極表面でどのような化学

反応が起きているのか調べ，起電力の異なる原

因を実証する。 

引用文献 

・鎌田正裕・坂享男（1995）「燃料電池とは」 

『化学と教育』第 43巻，第 12号，pp.754-755

・谷川直也（2000）「水素・酸素燃料電池の電

極に関する一考察」『化学と教育』第 48巻，

第 1号，pp.56-57
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「生物の特徴と分類の仕方」における博学連携の活用 

～ 異なった生物群の動物カードを使った学習の比較を通して ～

○古市 博之Ａ，大鹿 聖公 B，高野智 C

FURUICHI Hiroyuki，OHSHIKA Kiyoyuki，TAKANO Tomo 

犬山市立楽田小学校Ａ，愛知教育大学 B, ，公益財団法人日本モンキーセンターC 

【キ－ワード】 教材開発，デジタル教材，博学連携，動物園 
標題と本文は１行開けて下さい。本文は，２段組，余白を上下３０ミリ，左右２５ミリとして下さい。

１ 背景 

平成 29 年改訂された中学校学習指導要領解
説理科編 1）にある生命領域において、見方に

ついて共通性・多様性の視点で捉えることと整

理された。また、新しく導入された単元「生物

の特徴と分類の仕方」では、いろいろな生物を

比較し共通点や相違点を見いだすとされてい

る。また、親しみのある生物を対象としている

が、「学問としての生物の系統分類を理解させ

ることでないことに留意する」と記載された。

この単元の先行事例として、谷川（2019）2）の

プロセススキルを活用した「分類」の教材開発

と川島（2020）3）の未知の生き物を分類する教

材がある。どの動物を選択したかについて、谷

川の発案したカードは東山動植物園（以下東

山）の哺乳類を中心に選択していた。また、川

島の発案したカードは貝類から選択していた。

しかし、２つの実践共にどのような 20 種を選
んだのかについて根拠は示されていなかった。 
２ 目 的 

本研究は「生物の特徴と分類の仕方」にお

ける分類対象はどのような動物であるべきか

について、考察するのが目的である。 

３ 方 法 

本研究では、異なった動物群となる２種類

の動物カードを比較する。 

(1)提示する動物

東山と公益財団法人日本モンキーセンタ

ー（以下 JMC）の動物を 15種とした。動物群

の幅を、東山は哺乳類の中で、JMCは霊長類
の中とした。さらに、東山の動物は哺乳類の

中からできるだけ子どもたちの認知度の高い

選択した。JMC は、特徴に差のある動物を学

芸員と議論し、選択した。 

（2）実践と検証 

 2020年 8月～9月にかけて 2校 8クラスで

実施した。クラスごとに違う動物カードを提

示し、グループで何を基準に分類を行うか話

し合った後、分類結果を発表しあった。授業

後、アンケート調査を行い、そのアンケート

を比較することで動物カードの評価を行った。 

４ 結果と考察 

動物群に対する認知度・知識は、東山の動物

カードの方が圧倒的に高かった。分類をする際

に知識が役に立ったかとの回答は、東山の方が

多かった。分類を混乱無く行えたかとの回答

は、大きな差異は認められなかった。

分類の観点は、東山の方が多く出た。さらに

知識があって取り組んだ方が、観点を定めるの

に時間がかかったとの回答もあった。 

JMCの動物カードからは分類するに当たり、

もう少し、生物について詳しく知りたいという

声が多かった。写真の情報だけでは足りないと

いう声も生徒から多くあげられたことから、カ

ードを使った導入をした後に、実際に動物園で

観察する展開も考えられる。 

 また、最初に東山の動物カードで、分類の

観点を導き出すための見方・考え方を働かせ

た後に、JMC の動物カードで取り組ませるこ

とで、深く思考する場を設定する展開もある

だろう。 

両者の比較から、どちらの動物カードも、

意欲的に取り組めたことや、分類の観点を導

き出すことができたことから、有意義な教材

となり得たと考える。このことから動物の種

を哺乳類や霊長類等に絞り、より認知度や知

識のある種で動物カードを作成した方が、話

し合いが成立すると考えられる。また、分類

群が狭い範囲ほど、情報をさらに得ることの

できる工夫が必要であることもいえる。 

５ 参考文献 

1)文部科学省，中学校学習指導要領解説理科編，

2018， 学校図書 

2）谷川ら 中学校理科におけるプロセス・スキ

ルの育成を目指したカリキュラム開発 ―生命領

域における「分類」と「観察」を中心とした教材

開発―，2019，平成 30年度修士論文抄録

3）川島ら 「生物の分類」の授業実践に向けた

「未知の生物」の教材化の検討，2020，日本生物

教育学会第 104回全国大会研究発表要旨集，P52
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  協働学習を取り入れた中学校理科カリキュラムの開発 

―中学校第 1学年第 1分野における授業実践を通して―

○野村優成 ，大鹿聖公

Yusei NOMURA, Kiyoyuki OHSHIKA

愛知教育大学 

【キ－ワード】協働学習、社会的スキル、思考力・判断力・表現力 

１ 目的 
平成 29 年改訂中学校学習指導要領解説理科

編において、生きる力を具現化した資質・能力
の育成が掲げられ、「主体的・対話的で深い学
び」の視点から学習過程の改善が目指されるこ
ととなった。また、現行の指導要領で掲げられ
た「言語活動の充実」をさらに深化することが
求められている（文部科学省 2017）。
大黒ら(2006)はジョンソンらが提唱する協

働学習を中学校理科に導入し、生徒一人一人が
目的意識をもって実験に取り組めたこと、共通
の学習課題に向けて対話やアドバイスが重要
であると認める等の変容が見られたこと、学習
の定着率が向上したこと等の成果を挙げ、中学
校理科における協働学習の有用性を示してい
る。
そこで本研究では、生徒の主体的な学びを向

上させるために、ジョンソンらの理論に基づい
た協働学習を導入した中学校理科カリキュラ
ムの開発を行った。学習の成果として社会的ス
キルの定着だけでなく、資質・能力のうち特に
思考力・判断力・表現力の向上を意図したもの
とした。
２ カリキュラムの概要
ねらいを２段階に分け、試行実践と本実践を

行うことで目的の達成を目指した。 
⑴ 試行実践でのねらい
理科での先行研究を参考に中学校理科授業

に協働学習を導入することで、主体性を向上さ
せることと社会的スキルを定着させることを
ねらいとした。その中で、子どもの思考や学び
にどのような影響を与えるのか、他者との交流
によりどう変容するのかを調査した。 
⑵ 本実践でのねらい
社会的スキルを活用することで、個人の思考

力・判断力・表現力を深化させることをねらい
とした。そのために、本実践では思考を深める
時間の確保・作業工程の簡略化と対話を促す活
動の導入を行った。これにより、生徒同士で現
象を考えて説明し合う時間、理解を共有する時
間を増加させることができると考え、思考力・
判断力・表現力の育成をねらうこととした。 
３ 授業実践の概要 
⑴ 対象：愛知県内私立中学校第１学年２学級

39 名(実験群１学級 20 名、対照群１
学級 19名) 

⑵ 時期：令和２年６月から 10月

⑶ 実践単元：試行実践「身の回りの物質」
本実践「光の性質」 

それぞれの実践の前後に質問紙調査を、単元
の最後の授業で記述式の確認テストを実施し
た。協働学習を行ったクラスを実験群、行って
いないクラスを対照群とし、比較・分析を行っ
た。 
４ 結果と考察 
試行実践における単元終了後の質問紙調査
および確認テストの結果は以下のようであっ
た。 
⑴ 主体性について
「話し合い活動への積極性」の項目において

実験群では 60％が、対照群では 47%が「積極的
に参加できた」と回答し、記述には「実験をす
ることが楽しくなった・好きになった」とあっ
た。この結果から、話し合い活動や実験活動に
おいて、主体性の向上が見られた。 
⑵ 社会的スキルについて
試行実践では、筆者の定義した社会的スキル

の５つの項目全てにおいて実験群が対照群を
上回っていた。また、「意見を出し合うことに
よって、相手の考えを知れた」、「人の意見も
大切にしたい」等の記述から、生徒同士が交流
することができ、それが自分にとって良い影響
を与えるものであったこと、他者への配慮がで
きたことが伺え、社会的スキルが定着したと考
えられる。 
５ 今後に向けた課題 
試行実践を通して、カリキュラムのねらいの

第１段階である主体性の向上と社会的スキル
の定着を図ることができた。本実践では、試行
実践で定着に成果の見られた社会的スキルを
活用する場面をカリキュラムに導入し、理科の
資質・能力の育成につながることを期待し、実
践を行っている。 
引用文献 
文部科学省(2017)中学校学習指導要領解説理
科編 
大黒ら(2006)「中学校理科における協同学習の
導入とその学習効果の検討」理科教育学研究
Vol.47,No2,pp.1-11 
ジョンソン,D.W.ら(1998)「学習の輪」アメリ
カの協同学習入門
注)本要旨においては、協同学習等も全て協働
学習と表記する。
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外来植物を題材に自分の意思決定をするための教材の開発 

中学校第 3学年「自然と人間」単元での授業実践を通して

○佐野聖 1，大鹿聖公 2

Hijiri SANO, Kiyoyuki OHSHIKA 

 1愛知教育大学大学院，2愛知教育大学  

【キ－ワード】 意思決定，外来植物，思考力・判断力・表現力，自然と人間 

１ 目 的 

平成 29 年改訂中学校学習指導要領解説理科編
では第３学年２分野「自然と人間」において，自

然と人間とのかかわり方を考察しやすい自然環境

の事例を取り上げ，外来生物にも触れることと記

載されている。また思考力・判断力・表現力等を

育成するに当たって，自然環境の保全の在り方に

ついて多面的，総合的に捉え科学的に考察して判

断させるようにすることや，持続可能な社会をつ

くっていくことが重要であると認識させることが

求められている。 
 これまで外来生物を題材に生徒の変容を促す教

材には，山野井（2015）のゲンジボタルの学習や，
島（2020）の外来昆虫の学習など外来動物を題材
としたものが多い。一方，外来植物は野外調査を

通して影響を実感する学習などが中心で，生徒の

変容を促す活動を取り入れているものは少ない。 
以上を踏まえ，本研究では中学校第３学年「自

然と人間」の単元において，外来植物を題材とし，

生徒が外来植物に関して多面的，総合的に捉え，

思考力・判断力・表現力を育み，意思決定を行う

ことのできる教材の開発を目的とした。 
２ 方 法 

 本研究では，ヨーロッパで開発された意思決定

のための教材“Play Decide”を基に開発を行った。

教材の内容は外来植物をテーマに話し合い活動を

行い，活動を受けて個人の意思決定を行うもので

ある。授業での活動内容を以下に示す。 
①“30年後わたしたちが幸せに暮らしていくためにどの立場に

賛成か”というテーマで４つの立場の中から事前意思決定 

②同じ立場に賛成した人で班を組み，その立場を主張するため

に外来植物に関しての情報が載っている情報カードを活用

しながら話し合いをする 

③１名が主張する役として残り立場の主張をする 

ほかの班員は別の立場の主張を聞きにいく 

④聞いたことや質問として出たことを班に持ち帰り，再度同じ

テーマで話し合い，班で意思決定を行う 

⑤クラス全体で各班の決定した意見を共有する 

⑥個人で最終意思決定 

 開発した教材の有効性を検証するため，2020年

９月に愛知県内の公立中学校において，第３学年

４クラス 115名を対象に開発した教材で実践を行

い，ワークシートと事前事後質問紙調査の分析を

行った。 

３ 結果と考察 

 実践の結果，活動の前後で外来植物の導入や駆

除に関する立場が変化した割合は 51%，理由が変
化した割合は 69%となった。理由の記述内容は事
前では人間の生活を考えた理由など一面的な理由

が多かったが，活動後には「外来植物は人間の生

活や生態系にも悪影響を与えているためなるべく

駆除したほうがいいが，日本人の生活に恩恵を与

えてくれているものは駆除すると生活が成り立た

なくなると思う」「人間に恩恵を与えているが放

置するのは違うと感じた」「これから人間に害を

与えるようになる可能性があるので対策を考えて

おく必要があると思った」等，外来植物を活動前

よりも多面的に捉え，思考する記述がみられた。

次に質問紙調査では，活動内で“意見やその根拠

を考えることができたか”という質問に対して肯

定的な回答が 99%，“周りの人に意見を伝えられ
たか”という質問では 89%，“最終意思決定では
よりよい判断を行うことができたと思うか” とい
う質問では 98%といずれも肯定的な回答が多く，
この授業を通して外来植物をより多面的，総合的

に捉え，思考・判断・表現を行うことができたと

考えられる。 
 “外来植物は自分と関係があると思うか”とい

う質問では，「思う」と回答した割合は事前 58%
から事後 96%と増加し，“30年後の幸せな生活を
見据えて最終意思決定ができたか”という質問で

は，肯定的な回答が 96%という結果から，持続可
能な視点で思考・判断・表現できたと考えられる。 
 以上より本教材は外来植物を題材として思考

力・判断力・表現力を育み，意思決定を行う教材

として有効であると考えられる。 

引用文献 
島俊彦（2020）「生物多様性の保全意識を高めるESD実践」
『次世代教員養成センター研究紀要』第６巻，63－71 
山野井貴浩(2015)「ゲンジボタルの国内外来種問題を通し
て生物多様性の保全について考える授業の開発」『環境
教育』Vol.25-３ 
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名古屋港水族館でのワークシート活用の実践検証
○大谷 恵里 1 大鹿 聖公 2

OTANI Eri, OHSHIKA Kiyoyuki
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，水族館，ワークシート 

１ 目的 
平成 29 年改訂小学校学習指導要領では，
地域の人的・物的資源を活用して，社会と共
有・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，小学校学習
指導要領解説理科編では，博物館や科学学習
センター等との連携，協力が重視されている。 
また，小学校理科では，生命領域の見方と

して，生命に関する自然の事象・現象を主と
して多様性と共通性の視点でとらえること，
とあることから，多種多様な生物を飼育・展
示する動物園や水族館の活用が期待されてい
る。
動物園を活用した教育連携に関する先行研

究については，高野（2019）や福田・向（2011）
をはじめとして，多くの事例が報告されてい
るが，水族館に着目した事例が少ないという
現状を踏まえ，水族館を活用した教育プログ
ラムに着目した。
愛知県内の小・中学校教員を対象に水族館

活用に関する質問紙調査を実施した結果，多
くの教員が水族館利用時に教育プログラムを
利用していないこと，利用する学年は第４学
年，第２学年の順に多いこと，さらに，教員
は水族館に対して児童に海の生物に親しむ，
海の環境を知ることを期待していることが明
らかになった。 
そこで本研究では，名古屋港水族館の校外

学習で海の生物に親しみをもつ，海の環境を
知ることができるための低学年向け教材とし
てワークシートを開発し，その有効性を明ら
かにすることを目的とした。
２ 方法 

(1) 対象：名古屋港水族館で校外学習を行
う全国の小学校

(2) 期間：2020年９月・10月
(3) 方法：ワークシート活用後の教員アン

ケート調査
３ 開発したワークシート 
６種類（シャチ・イルカ・ベルーガ・ウミ

ガメ・ペンギン・チンアナゴ）の生物の「生
物のワークシート」「いきものはっけんシー
ト」「クイズラリー」の３種類，計８枚のワー
クシートを開発した。

４ ワークシート活用後のアンケート調査 
(1) アンケート協力校（全 53校）
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特支

12 27 ２ ３ ３ ５ ３

(2) アンケート結果
３種類のワークシートのうち，個別のワーク

シートが最も使用された。また，生物はイルカ
が最も使用された。これは，児童にとって親し
みのある生物について詳しく学習することが
できるからだと考えられる。
 開発したワークシートが「使いやすい，少し
使いやすい」と回答した学校は５件，「少し使
いにくい，使いにくい」と回答した学校は３件
であった。「少し使いにくい，使いにくい」と
いう理由として，「見学だけでは答えが分かり
にくい」ことが最も多く挙げられていた。 
 名古屋港水族館の見学時間は，３時間以上４
時間未満である学校が最も多く，ワークシート
を使用した時間は 30分以内が最も多かった。
これは，水族館の水槽の前で，長時間観察する
ことが難しいことが考えられる。 
教員が名古屋港水族館で活用しやすいワー

クシートの形式としては，「生物の行動観察を
選択肢から選ぶ」という意見が最も多かった。
また，改善案として，「より簡単な内容」にし
た方がよいという意見が最も多かった。
以上の結果から，短い時間で，低学年の児童
が興味のある生物について簡単に学べるよう，
選択肢を設ける改善が必要であると考える。 
４ 今後について 
今後のデータを含めて学年別，内容別の分析

を行っていく予定である。そして，児童が水族
館を楽しみながら海の生き物の体のつくりや
生きている環境について学ばせることができ
るかについて，ワークシートの有効性について
検証を行っていく。 

参考文献 
高野智（2019）「動物園が小学校に～全学年が取り組
む『１日モンキーデー』の試み～」公益財団法人日

本モンキーセンター 
福田・向（2011）「小学校理科における動物園の活用
を目指した教材開発」 

文部科学省（2017）「小学校学習指導要領解説理科編」 
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社会教育施設でＳＤＧｓを学ぶためのワークシートの開発 

○竹内真紀、大鹿聖公

○Maki TAKEUCHI、Kiyoyuki OHSHIKA

愛知教育大学 

【キーワード】 ＳＤＧｓ、科学館、教材開発、博学連携、ワークシート 

１ 目 的 
 現在、世界全体で SDGs に関する取り組みが
行われている。日本も、政府だけではなく、様々
な企業や自治体が、SDGs の達成に向けた活動
を行っている。学校教育では、研究指定校を設
けたり、研修会を行ったりするなど、徐々に
SDGsに関する取り組みが行われつつある。(辻
本 2019) 
 平成 29 年改訂小学校学習指導要領（文部科
学省 2017）では、前文を含め全ての教科におい
て、「持続可能な社会の創り手」の育成につい
て記載されており、子どもたちが主体的に社会
と関わり合い、よりよい未来の創り手となるこ
とが求められている。また、地域の人的・物的
資源を活用して、社会と共有・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。したがって、学校内だけで
はなく、外部との連携を通して児童が SDGs に
ついて学ぶ機会を設けることが重要であると
考えた。
SDGs に関する学校事例を調査した結果、山
梨県北杜市立須玉小学校での「北杜市の未来を
考えよう」の授業や、東京都杉並区立西田小学
校での学習発表会の活動事例などがあった（諏
訪ら 2020）。一方、学校外の施設と連携した取
り組みはほとんど見られなかった。 
そこで本研究では、社会教育施設において

SDGs を学ぶことができるように、館内で活用
できる教材の開発を行った。 
２ 教材の開発 
本研究では、愛知県の社会教育施設の中か

ら、身近で幅広い科学技術の展示を行い、年間
2,000件超の団体を受け入れている実績（平成
30年）をもつ、名古屋市科学館を対象とするこ
ととした。名古屋市の小学校は、４及び６年生
の理科における校外学習で当施設を利用する
など、教育連携が強く行われてい
る。 
名古屋市科学館の展示物と、

SDGs の目標にどのような関係があ
るのか調査した結果、SDGsの 17個
の目標のうち 11個と関わっている
ことが分かった。この結果を受け
て、開発するワークシートには、児
童にとって身近で、理解しやすい
「６．水とトイレを世界中に」「９．
産業と技術革新の基盤をつくろ
う」「11．住み続けられるまちづく
りを」「12．つくる責任つかう責任」
の４つの目標を取り上げることと

した。 
また先行研究において、川久保ら（2018）は、

一般の SDGs に対する認知度・関心度が低いと
いうことを述べている。この現状を受け、SDGs
の基本的な内容を知ることができる、ワークシ
ートの補助教材も開発することとした。 
３ 実践で使用する教材について 
本研究で開発した教材は、次の３点である。 

 １つ目は、子どもたちが展示物を見る際に活
用するワークシートである。ワークシートの活
動を通して、展示内容と SDGs の関係について
気づくことができる。 
２つ目は、子どもたちに配布する SDGs の一

覧表「SDGsまるわかりシート」である。事前学
習や、事後の振り返りの際に活用することを想
定している。 
 ３つ目は「教師用解説 BOOK」である。校外学
習の際に、教師が使用することを想定してい
る。 
４ 成果の検証 
 これらの教材を用いることによって、児童が 
SDGs について知るとともに、日常生活と SDGs 
の関わりについて学ぶことができると考える。
秋以降の小学校の校外学習にてワークシート
の有効性について、検証を行っていく。 
引用文献 
辻本昭彦（2019）「SDGsのすすめ－理科が社会と向き
会うために－」、『理科の教育』10月号 
文部科学省（2018）『小学校学習指導要領（平成 29年
告示）』 
諏訪哲郎ら（2020）『学校 3.0×SDGs-時代を生き抜く
教育への挑戦-』株式会社キーステージ 21 
川久保俊ら（2018）「日本全国の自治体における持続
可能な開発目標（SDGs）の取組度に関する実態把握」、
『日本建築学会技術報告集』第 24 巻 第 58 号、
pp1125-1128 

名古屋市科学館（2019）「名古屋市科学館要覧」 

ワークシート SDGsまるわかりシート
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小学校理科「雨水の行方と地面の様子」における STEM教材の開発 

試行錯誤と協同を促す授業実践を通して 

○片岡千春 1，大鹿聖公 2

Chiharu KATAOKA, Kiyoyuki OHSHIKA 

 1愛知教育大学教職大学院，2愛知教育大学 

【キ－ワード】 STEM教育，ものづくり，試行錯誤，協同 

１ 目的 

 近年，理数教育の充実や創造性の涵養が世界的に重要視

され，その中でもアメリカでは科学技術人材育成に向け，

STEM(Science，Technology，Engineering，and Mathematics)

教育を推進している。世界の潮流を受け，日本でも STEM

教育推進の動きが見られるようになった。坂田(2018)は，

小学生を対象とした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。これを受け、片岡

(2020)は、小学校理科のエネルギー及び生命領域で活用可

能なSTEM教材の開発を行い、授業実践を通して、創造性，

批判的思考，コミュニケーション，協同、ものづくりへの

興味，理科の有用感の向上が可能であることを示唆した。

しかし、地球領域で活用可能な教材開発・実践は見られな

かった。また、平成29年改訂小学校学習指導要領では、

防災教育推進の観点から、新たに第４学年理科「雨水の行

方と地面の様子」が加わり、教材の必要性が高まっている。 

そこで本研究では，創造性，批判的思考，コミュニケー

ション，協同の育成を目指しつつ，理科の有用感，ものづ

くりへの興味，「雨水の行方と地面の様子」の単元への興

味を向上させるためのSTEM教材の開発を目的とした。 

３ 教材の開発 

 教材の開発にあたり，アメリカのSTEM教材である『STEM 

Challenges Learning Cards』の枠組みを参考に，課題，

材料，課題解決の際に学習をさらに深める課題の検討を行

った。課題については，「雨水の行方と地面の様子」で学

習する水の流れ方やしみ込み方に関連させ，「水がたまら

ない駐車場をつくろう」とした。材料については，発泡ス

チロール製のトレー，タイル，メラミンスポンジ，生花用

吸水スポンジ等，比較的安価なものを用意した。課題解決

の際に学習をさらに深める課題については，科学，技術，  
ポイント① 雨水のゆくえの学習を利用するための工夫を考えよう 

ポイント② より良い材料を選ぼう 

ポイント③ 使う材料・作業回数をできるだけ少なくしよう 

ポイント④ タイル，メラミンスポンジ，オアシスの数を表にしてまとめよう 

★ 班で協力して駐車場をつくったり，実験したりしよう 

☆ 何度もくり返し実験をして，より良いものをつくろう 

図１ ワークシートの一部 

工学，数学それぞれの視点から設定した活動内容をポイン

トとしてワークシートに記載した(図１)。さらに，活動中

の留意点として，協同と試行錯誤を促す記述も取り入れ

た。活動は，駐車場モデルの作製，水をかける実験，水は

けの様子の観察・記録を順に行わせ，より良い駐車場モデ

ルになるよう，複数回作製させることとした。 

４ 教材の有効性の検討 

 開発したSTEM教材について，令和２年10月に名古屋

市内の小学校４年生２クラス(40 名)を対象に１時限(45

分)の授業実践を行い，有効性の検討を行った。 

 事後アンケートにおいて，科学・技術・工学・数学それ

ぞれの視点の活動及びSTEM教育で育成される創造性，批

判的思考による試行錯誤について，肯定的な回答をした児

童が９割以上であった。STEM教育で育成されるコミュニ

ケーション，協同については，共に７割以上の児童が“い

つもよりできた”と回答した。他にも，理科の有用感につ

いて，理科の学習内容と身の回りの生活とのつながりを

“授業前より感じた”と回答した児童が 90％であった。

さらに，ものづくりへの興味について，85％の児童が“授

業前より高まった”と回答した。以上のことから，本教材

を用いた活動により，多くの児童に対し，STEM教育で育

成される能力を高めることができると考えられる。また，

児童に理科の有用性をより感じさせることができ，ものづ

くりへの興味を高めることもできることが明らかとなっ

た。しかし，単元への興味については，“授業前より高ま

った”と回答した児童は約３分の２に留まった。 

５ まとめ 

 本研究では，小学校理科「雨水のゆくえ」において活用

可能なSTEM教材の開発を行った。授業実践において，開

発した教材を用いた活動を通して，STEM教育で育成され

る創造性，批判的思考，コミュニケーション，協同，理科

の有用感，ものづくりへの興味の向上が見られた。 

引用文献 
坂田尚子(2019)「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

岡大学学術リポジトリ』 

片岡(2020)「ものづくり活動で試行錯誤と協同を促すSTEM教材の開発小学校理科

における授業実践を通して」『日本理科教育学会全国大会発表論文集』第18

号,417 
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小学校での動画利用による理科教材の提案 

Proposal of Science Teaching Materials by using Video in Elementary School 

林咲良, 水谷優里, 山田清楓, ◯吉川直志, 
Sakura HAYASHI, Yuri MIZUTANI, Sayaka YAMADA, Tadashi YOSHIKAWA 

名古屋女子大学 文学部
Nagoya Women’s University, Faculty of Literature 

 基本となる現象を表した動画をきっかけに、自分たちの考えを膨らませ、見る動画から作る動画

へつなげる理科教材を提案する。擬人化体感学習の手法を用いて、小学校理科で学ぶ現象を表した

きっかけとなる動画を検討し、そこから自分たちで現象の表現を考えられる主体的な学びの方法と

したい。そこで、小学校３，４年生で学ぶ現象から検討を始め、その利用方法について報告する。 

キーワード 理科教育、小学校理科、粒子、動画利用、擬人化体感学習

１． 擬人化体感学習 

 これまで名古屋女子大学では擬人化体感学

習として、自分たちが見えない小さな現象の

要素となってみんなで動くことでその現象を

表し理解につなげる方法を研究してきた。そ

の過程で、実践例の動画を撮影してきた。作

成した動画を大学生に見せたところ、「理解で

きる」というだけでなく、「こういう方法があ

る」や「この現象はこうできる」というアイ

デアまで出てくることがあった。動画が現象

を考えるきっかけとなることがわかり、この

見る動画を小学校の理科の教材としてとり入

れられないかという考えに至った。現象を表

す基本となる動画を用意し、そこから児童の

考えを引き出したり、自分ならこう動くとい

う考えから自分たちで実践したりする、主体

的学びの教材としたい。見る動画を用意して、

それをきっかけに、作る動画で現象を表現し

て理解につなげる学習方法としたい。この発

表では、きっかけとなる動画内容を検討する

ために小学校 3年生および 4年生で学ぶ基礎
の内容で、少人数で表した現象から、どのよ

うな教材づくりにつなげられるかの検討し、

現状について報告する。

２． きっかけ動画の検討 

きっかけ動画として、

①擬人化体感学習の方法を使って、見えない

小さな世界を自分たちで表現する。

②すぐに自分たちにもできると思える内容で、 
少人数で簡単な内容とする。

③基本の動画から、他の関連した現象や応用

したものに考えにつなげられるものである。

を考慮し、小学校 3年生と 4年生の理科の内
容について検討した。 

例１： 光の学習で、はね返した日光の進み

方を学んだ後、光になって進んでみることを

考えてもらう。反射した光がどう進むのかを

考える問題をつくる活動とする。（上図：鏡 2

枚で反射） 

例２： 輪になって電気が回る電気回路の例

から、電気を通すものと通さないものの違い

を表す活動とする。（下図：鉄くぎとわりばし

が入った回路の比較） 
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手づくり「科学絵本」の読み聞かせと 
実験による教育的効果(6) 

橋本美彦

Yoshihiko  Hashimoto 
中部大学

【キーワード】 手作り科学絵本，読み聞かせ，科学の楽しさ，幼児と小学生 

Ⅰ 目 的 
2015年 PISA調査で「科学の楽しさ」指標

が低下.これは子どもが科学に関す知識習得や
学びを楽しんでいないことを示す.(2016年)1)

また，2018年全国学力・学習状況調査の質問
紙調査で「理科学習は将来役に立つか？」の肯
定的回答は，小学 6年 73.0%→中学 3年 56.1%
と大きく減少している.2) 
 子ども達が，学びが楽しくない，将来役に立
たないと思っている現状では，科学的能力が高
くても将来理系へ進むことは考えにくい. 
 現状を改善する一方策として，理科学習を行
っていない幼児や低学年児童，また，特別支援
学級児童に手づくり「科学絵本」の読み聞かせ
と関連実験を体験させることで，子ども達に科
学に対する興味・関心を高めることができない
かと考え実践を試みた.その結果，新たな知見が
得られたので報告する.
Ⅱ 方 法 
1 研究の目的
(1) 幼少期「科学読み物」に触れた経験と現
在理科の好嫌との関連調査.（大学生）

(2) ①科学絵本“だあれ？”（小学 1年），
②“アイスの国へようこそ”（園児），③
“森のホットケーキやさん”（親が子へ）
読み聞かせと関連実験の実践と意識調査.
（対象者に 1回）

(3) (2)の 3冊と④“わたがしのぼうけん”の
実践と意識調査．（親が子へ．複数回実施） 

(4) 上記 4冊の実践と意識調査．（特別支援
学級児童）

2 研究の対象
(1) C大学教育学部 1年生 89人対象（質問
紙法，平成 25年）

(2) ① “だあれ？”A県 T小学校 1年生 41
人対象（平成 26年），②“アイスの国へよ
うこそ”H県 O 幼稚園児 45人対象（平成
28年），③“森のホットケーキやさん”G県
4家族（子 7人）対象（平成 29年）

(3) 4冊の実践 12家族，子 20人対象（平成
30年）に複数回実施.

(4) 4冊の実践 A県 I小学校特別支援学級，
担任 4人，児童 22人，親 21人対象（令和
元年～2年）

Ⅲ 結果と考察 
1 大学生の意識(1)

・理科好き学生：幼少期「科学絵本」に触れ
る. (χ2検定，有意傾向有)

2 小学１年生の意識(2)① 
・女子：親に科学絵本を読んでほしい.(対男子
児童：t検定，5%水準有意差有）

3 幼稚園児の意識(2)② 
・ 読み聞かせ大好きな子：親に科学絵本を読
んでほしい.親とアイスクリームを作りたい.
（対その他の子：t検定，1%，5%水準有意
差有）

4 親子の意識(2)③
(1) 親の意識
・ 読み聞かせで子どものことが知れる.

(2) 子の意識
・ 小学校での理科学習が楽しみ.

5 親子の意識(3)
(1) 親の意識
・ 子どもの成長を実感．
・ 科学は身近にある．

(2) 子の意識
・ お母さんがもっと好き.

6 特別支援学級の親，教員，児童の意識(4) 
(1) 親の意識
・ 子どもの成長がわかる．
・ 科学は意外に身近．

(2) 児童の意識
・ 先生や親がもっと好きになった.

(3) 教員の意識
・ 科学のイメージが身近なものに変わった． 

Ⅳ 結 論 
1 「科学絵本」は科学好きを育てる.
2 「科学絵本」の読み聞かせと関連実験は，
親子や教員に科学への興味・関心を高める. 

3  読み聞かせや関連実験が好きな子どもは，
親子や師弟との関わりが深い.（親子や師弟の
絆を強める．） 

4  読み聞かせと関連実験で子どもの良いと
ころや成長を発見できる． 

5  読み聞かせと関連実験で小学校の理科授
業が楽しみになる. 
参考文献 
1) 国立教育政策研究所(2016) OECD 生徒の
学習到達度調査～2015年調査の国際結果の要
約～生徒の科学に対する態度

2) 国立教育政策研究所(2018) 平成 30 年度全
国学力・学習状況調査児童質問紙・生徒質問紙
報告書・調査結果資料
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ኳ↛ࡢᨺᑕ⥺※ᨺᑕ⥺㣕㊧ほᐹࡓ࠸⏝ 

᥈✲ᆺᤵᴗࡢ㛤Ⓨ  

୰ᮧ⌶ۑ 1㸪ዟᮧ┿Ꮚ 2 

Taku NAKAMURA, Mako OKUMURA 

  1ᒱ㜧Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㸪2ᒱ㜧Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊  

࠙㸫࣮࣡ࢻ ࠚ  ᨺᑕ⥺ᩍ⫱, ᥈✲ᆺᤵᴗ, ⮬↛ᨺᑕ⥺㸪㟝⟽㸪㐲㝸ᤵᴗ 

㸯 ┠ ⓗ 

 㟝⟽┠ࡣぢ࠸࡞࠼ᨺᑕ⥺ࡢᏑᅾ㣕㊧

ࡘࡃ࠸⏝⫱㸪ᩍ࠶ᩍᮦ࡛ࡍどྍ࡚ࡋ

ᡃࠋ࠸࡚⾜ࡀ✲◊㛤Ⓨࡢ 㧗ឤᗘࡣࠎ

ᴟప⃰ᗘࡢᨺᑕ⬟ ᐃ㸪୰Ꮫᰯ⌮⛉ࡅ࠾ᐇ

㊶㸪ᨺᑕ⥺ࢲࣥࣛࡢᛶࡢㄆ㆑㸪✲◊ࡢ࡞

୰ᮧ㸪2017)ࡓࡁ࡛⤌ྲྀ  ࠋ(࡞
㧗ឤᗘࡢ㟝⟽࡛ࢱࣝࣜࡣⓎ⏕ࡍ

᪉㸪୍ࡁほᐹ࡛࡞⥺Ᏹᐂ⥺ቃᨺᑕ⎔

୰Ꮫᰯ⌮⛉࡛ᢅ࠺ᨺᑕ⥺ࡢᛶ㉁⌮ゎࡏࡉ

㸪㣕᮶᪉ྥࡇ࠸పࡀⓎ⏕㢖ᗘࡢ㸪㣕㊧ࡣ

ࠋ࠶ࡀࡉᅔ㞴ࡢ࠸㸪ᢅ࡞ᛶࢲࣥࣛࡢ

㸪ேྵ✀ᨺᑕᛶ᰾ࡢ⣔ิࣜࢺࡓࡢࡇ

ᕤࣝࢺࣥ⏝ࣥࢱࣥࣛࢫࡢ㸪 ࣛࣥ⣔ิࡢ

ᨺᑕᛶ᰾✀ྵᒾ▼ࡀ࡞⏝ࡇࡉ

ࡑ㸪ࡣࡇ࠸⏝※⥺㸪ᨺᑕࡋࡋࠋ࠶ࡀ

ࡀ⥺㸪ᨺᑕ࠼ຍࡇ࠶ᅔ㞴࡛ࡀධᡭࡑ

ࡇ㐍ࡀㄆ㆑࠺࠸࠶࡛ࡢฟ※⥺

ࠋࡉᠱᛕࡀ

※⥺ᨺᑕሻࡢ㸪✵Ẽ୰ࡣ࡛✲◊ᮏ࡛ࡇࡑ

ෆᐜ࠺ᢅ࡛⌮≀㧗ᰯ⛉⌮㸪୰Ꮫᰯࡋ⏝࡚ࡋ

✲᥈࡞⬟ᮦᩱ࡛ྍ࡞㌟㏆ࠋࡓࡋᚿྥᩍᮦࡢ

ᆺࡢᤵᴗ࠼⪄㸪ᩍᮦࡢࡓࡢሻࡢᤕ㞟ἲ

⏝ἲࡋ⌮ᩚ㸪ᩍᮦࡓ࠼⪏࡚ࡋᚲせ

ࠋࡍ⌮ᩚ௳ᤕ㞟᮲࡞

㸰 ᪉ ἲ 

㸦㸯㸧ࡢࣝࣥࢧసᡂ 

Ẽ୰ࡢᨺᑕᛶ᰾✀ࡢศᯒ⏝ࡍ

㸪ℐ⣬࠸⏝㸪ᐙᗞ⏝ᤲ㝖ᶵ࣮ࣛࣥࢧ࣮

ࠋࡓࡋᤕ㞟ሻグ㸧⾲㸦ℐ⣬ࢡࢫ

㸦㸰㸧ほᐹ࣭ ᐃ

 ✵Ẽ୰ࡢሻᤕᤊࡓࡋℐ⣬㟝⟽ෆࡢ㐣㣬

ᒙࡢ୰㛫ྞୗࡆ㸪ฟ࡚ࡃ㣕㊧ࢹࣅ

࣓࡛ࣛᙳࠋࡓࡋᩍᮦࡢ☜ㄆࡓࡢ㸪ྠ

᮲௳࡛ᤕ㞟ࡓࡋヨᩱ༙ࢽࣝࢤᑟయ᳨

ฟჾ࡛ ᐃࡋ㸪 ᨺᑕ࣮ࢠࣝࢿࡢ⥺ࣥ

ᛶ᰾✀ྠᐃࠋࡍ

㸦㸱㸧ᐇ㊶

୰Ꮫᰯ⌮⛉ᩍဨᑐ㇟ࡢ◊ಟ㸪㧗➼Ꮫᰯ1ࡢ㸪
2 ᖺ⏕ࡢᤵᴗ࡛ィ 3 ᅇ㸪ᮏᩍᮦ࡚࠸⏝ᐇ㊶ࡋ㸪

ᩍᮦࡢ࡚ࡋᛶ⬟ㄪࠋ

㸱 ⤖ᯝ⪃ᐹ࣭ 

㸦㸯㸧㣕㊧ࡢほᐹ

ᐙᗞ⏝ᤲ㝖ᶵ࡛ሻ 20 ศ㛫᥇ྲྀࡓࡋℐ⣬㟝⟽

ෆධ㸪ሻᤕ㞟ࡓࡋ㠃ᤕ㞟࠸࡞࠸࡚ࡋ㠃

ሻ☜㸪ゅᗘሗࡢ㸪㣕㊧ࡧ࠾␗ᕪࡢ

ฟ㣕㊧ㄆ㆑࡛ࠋࡓࡁ㣕㊧ㄆ㆑ࡣ㸪ࢡࢫ

㟼ℐ⣬㟝⟽ෆࠋࡓ࠸࡚ࡋ㐺ࡀℐ⣬⥔⧅ࢫࣛ

㸪⎔ቃ࠸㐪ࡢᐜ㔞⇕ࡢ㛫✵㸪ℐ⣬ࡣࡍ⨨

㣕㊧ㄆࠋࡍῶᑡࡀⓎ⏕㔞ࡢ㸪㟝ᔂࡀᗘ໙㓄 ࡢ

㆑ࡣ㐣㣬ᒙᗈࡃ☜ಖࡀࡇࡍᚲせ࡛࠶㸪

᮲௳࡛࠺ᩚࡀ㛫せࡋ㸪ℐ⣬ࡢ⾲㠃ᾮࡀ

╔ࠋࡍȘ⥺ࡣᾮ࡛ῶ⾶ࡓࡍ㸪どㄆᛶࡀ

ᝏࠋ࡞ࡃ

ࡣ㸪ሻᐃ ࡢᑟయ᳨ฟჾ༙ࢽࣝࢤ 

࠸࠾ᐃ ࡢࡇࠋࡓࡉᐃྠࡀ✀᰾ࡢ⣔ิࣜࢺ

ᤕ㞟㛫ࡣ࡚ 23 㛫㸦✵Ẽὶ㔞 1.1×103m3㸧ࡢℐ

⣬᳨࡛ฟ࡛220ࠋࡓࡁRn ࡧ࠾ 216Po ⥆㐃

ⓗฟ 2 ࡉ㟝⟽ෆ࡛ほᐹࡀȘ⥺㣕㊧ࡢࡘ

ᤵࡢ᥈✲ᆺྵ㸪᰾✀ྠᐃࡇࡢࡇࠋࡓ

ᴗసᡂࡋ㸪ᐇ㊶ࠋࡓࡋ 
㸦㸰㸧ᤵᴗ 

ࡎ࠸㸪ࡓࡢ⟇ឤᰁᑐࢫࣝࢼࣟࢥ

ព⏝ࡌ࠶ࠋࡓࡗ࡞㐲㝸ᤵᴗࣥࣛࣥ

㸪ᐇࡀ࠼㊶ᐇࡤ࠸⏝⏬ືࡢ⟽㟝ࡓࡋ

㝿ࡢᤵᴗ࡛ࡢ⏝ࡣ㸪㣕㊧ฟ⌧㢖ᗘ☜ಖࡍ

ࡢ㸪㟝⟽ෆಖ☜ࡢẼὶ㔞✵ࡍᤕ㞟ࡢࡓ

 ᗘ໙㓄ᩚഛࡢࡓࡍᕤኵࡀᚲせ࡛ࠋ࠶ 
ཧ⪃ᩥ⊩ 

୰ᮧ⌶㸦2017㸧ࠕࡢ⛉⌮ࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖാ

㈨㉁࣭ࡏ ⬟ຊ࡚⫱ ୰Ꮫᰯ ࣮ࢠࣝࢿ

㡿ᇦࡢᤵᴗࠕᨺᑕ⥺ࡢᛶ㉁⏝ࠖᑠᏛᰯ࣭

㧗➼Ꮫᰯࡢᐇ㊶ẚ㍑ࠖ㸪ࠗ⌮⛉ࡢᩍ⫱࠘

➨ 66 ᕳ㸪➨ 783 ྕ㸪27-29. 
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⌮ᩘᤵᴗࡅ࠾ホ౯ᣦᶆࡢసᡂ 

̿᪥ᮏ∧ RTOP  㛤Ⓨ̿ࡢ

 㣫㦐ᾈ¹㸪୰ᮧ⌶²≟ۑ

Takahiro INUKAI㸪Taku NAKAMURA 

¹ᒱ㜧ᏛᏛ㝔㸪²ᒱ㜧Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊 

RTOP㸪ᤵᴗホ౯㸪ホ౯ᣦᶆ㸪ጇᙜᛶホ౯ ࠚࢻ࣮࣮࣡࠙

1 ┠ⓗ 

 ᮏ◊✲ࡣ㸪⌮⛉ᤵᴗࡢඃࡓᩍᤵἲ

ࡢࡍ㛵㛤Ⓨࡢ࣮ࣝࢶホ౯ࡢࡓࡍ

࡛ ࠶  ࠋ RTOP (Reformed Teaching 

Observation Protocol) ࡣ㸪⡿ᅜ࡛㛤Ⓨࡓࡉ

⌮ᩘ⣔ᤵᴗࡢホ౯࠶࡛࣮ࣝࢶ㸪5 㸪࣮ࣜࢦࢸ

25 ࡚࠸ࡘ┠ㄪᰝ㡯ࡢ 5 ẁ㝵࡛ᐃ㔞ⓗホ౯

ࡍ␗ᕪᚩ≉ࡢ㸪ᤵᴗ࡛ࡢࡍ

㸪ᤵ࡛ࡇ࠸⏝ࡇࠋ࠸࡚ࡋពᅗࡇ

ᴗᨵၿࡢせ⣲ᢳฟ࠼⪄ࡁ࡛ࡀࡇࡍ

㸪ྛࡋࡋࠋ ㄪᰝ㡯┠ࡣホ౯Ⅼࡢᇶ‽ࡣ⏝

ពࡎ࠾࡚ࡉ㸪࡚ࡋࡓࡅཷࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ

㸪ࡣ࡛✲◊ᮏࠋࡌ⏕ࡀࡁࡘࡤ⪅᥇Ⅼ

⌮⛉ᤵᴗࡢホ౯ࡓࡢ㸪RTOP ┠ㄪᰝ㡯ࡢ

ᚓⅬᛂࡓࡌホ౯ᣦᶆసᡂࡋ㸪ホ౯⪅

ホ౯ࡢᕪ␗పῶࡓࡋ᪂࡞ࡓホ౯ࡢ࣮ࣝࢶస

ᡂ┠ᣦࠋࡍ

2 ᪉ἲ 

RTOP 㛤࣮ࣝࢶホ౯ࡢ∧᪥ᮏ࡚ࡋ

Ⓨጇᙜᛶホ౯ḟࡢᡭ㡰࡛㐍ࠋࡓ㸦1㸧⡿ᅜ

∧ホ౯㡯┠᪥ᮏㄒࠋࡍ㸦2㸧㛤Ⓨ⪅

ࢹࣅࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ 1 㸪2ࡋ⫈ど ⪅ホ౯ࡢྡ

㸦3㸧2ࠋࡍホ౯❧⊃ࡀ ᯝ⤖ࡢ⪅ホ౯ࡢྡ

ホ౯ࡓࡋ㸪సᡂࡏྜࡍホ౯⤖ᯝࡢ⪅⦏⇍

ᣦᶆࡢ⪅⦏⇍ពᅗ࡞␗ࡀ⟠ᡤᢳฟࡋ㸪ホ

౯ᣦᶆಟṇ(4)ࠋࡍ㛤Ⓨ⪅ࡢពᅗ࠺ྜ

ࠋࡍసᡂホ౯ᣦᶆࡢᙧᘧࢡ࣮ࣜࣝ࠺

㸦5㸧ࢹࣅࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ 2㸪3 㸦2㸧࡚࠸ࡘ

㹼㸦4㸧⧞㏉ࠋࡍసᡂࡓࡋホ౯ᣦᶆࡢጇᙜ

ᛶࡣ㸪ホ౯⪅ࡁࡘࣛࣂ㸪ࡢࡑ᰿ᣐ

ࠋࡓࡋホ౯

3 ⤖ᯝ 

RTOP ࡢ 25 㡯┠࡛࣮ࣝࢡࣜᙧᘧࡢホ

౯ᣦᶆసᡂࠋࡓࡋᅇ᪂つసᡂࡓࡋホ౯ᣦ

ᶆࡢ≉ᚩḟࠋ

࣭ホ౯㡯┠ࢻ࣮࣮࣡ࡢᐃ⩏ࠋࡓࡋ

࣭ホ౯㡯┠୍⩏ⓗ⌮ゎ࡛࠺ࡁẁ㝵ࡢ

ᣦᶆࠋࡓࡋ

ࠋࡓࡋయࡢື⾜࣭

  4

RTOP ᥇Ⅼ㡯┠ࡢ 25 㡯┠ᑐࡋ㸪☜࡞

ホ౯ᣦᶆࡢసᡂヨࡇࠋࡓホ౯⪅

┠㡯ྛ࡛᭱ࡁࡘࡤ 1 Ⅼ௨ୗప

ῶࠋࡓࡋᚋࡣ㸪௨ୗࡢ 3 Ⅼࡇࡃ࠸࡚ࡗ⾜

ࠋ࠸࡚ࡋ⏬ィ

࣭సᡂࡓࡋホ౯ᣦᶆࡢጇᙜᛶᢸಖࠋࡇࡍ 

࣭᪥ᮏࡢᑠᏛᰯཬࡧ୰➼ᩍ⫱ࡢ⌮⛉ᤵᴗ㸪స

ᡂࡓࡋホ౯ᣦᶆ࡚࠸⏝᥇Ⅼࡋ㸪ࡢࡑ≉ᚩ

ࠋࡇࡍ

࣭ᤵᴗᨵၿࡢせ⣲ࡢᢳฟࠋࡇࡍ

ཧ⪃ᩥ⊩ 

Sawada, Pibum(2000) Reformed Teaching 

Observation Protocol (RTOP) TRAINING 

GUIDE Technical Report NO.IN00-2. 
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義務教育学校における７か年のカリキュラム開発と指導の在り方 

～前期課程 科学的に探究する力の育成に焦点をあてて～

〇佐藤秀行 1，上原純 1，古川貴之 1，三橋直哉 1，高橋亮 1，中村琢 2 

Hideyuki SATOU1, Jun UEHARA1, Takayuki HURUKAWA1, Naoya MITUHASHI1, Ryo TAKAHASHI1, Taku NAKAMURA2 
1岐阜大学教育学部附属小中学校，2岐阜大学 

【キ－ワード】 義務教育学校，カリキュラム，探究活動，ルーブリック評価 

１ 研究背景と目的 
「学校教育法等の一部を改正する法律（平成
27年法律第 46号）」が，平成 28年度から施行
され，小中一貫教育を実施することを目的とす
る義務教育学校の制度が創設でき，本校は令和
２年度より義務教育学校となった。今後さらに
このような学校の増加が考えられる。
 義務教育学校では，一貫教育の軸となる新教
科等の創設や，学年段階間での指導内容の入替
え，前倒し等，一貫教育の実施に必要な教育課
程上の特例を設置者の判断で実施することが
認められている。つまり，これまで小中学校が
独立に作成していたカリキュラムや指導を見
直し，９か年のカリキュラムや指導について考
える必要がある。本校では，「自然事象に対す
る問題を自ら探究する児童生徒の育成」をめざ
しており，本研究ではカリキュラム開発や指導
の在り方について報告する。

２ 方 法 
（１）７年間のカリキュラム開発 
前半の３～７学年では，理科の見方・考え方
を確実に習得させ，科学的に探究する力の基礎
（表１）を育成し，後半の８，９学年ではそれ
らを自在に扱えるように探究する力を強化す
る。そのために，児童生徒が自ら科学的に探究
する力を働かせて問題を解決する「科学的な探
究活動」をカリキュラムの柱に位置付ける。３
〜７学年では，児童生徒が試行錯誤を重ね，自
分なりの結論を導き出す楽しさをあじわうよ
うな探究活動の機会を設ける。 
【表１ 主に育成したい科学的に探究する力】 

（２）探究する過程の工夫 
 科学的に探究する力を育成するためは，その
部分を重点とした学習過程を仕組む必要があ
る。５学年では探究の過程を，「①予想-計画」
「②実験-結果」「③考察-計画の見直し-（再実
験）-結論」の３時間に分けた。そして全ての

過程で学習者個人が探究することを基本とし
た。また，仲間に自分の考えを発信したり，仲
間の考えを取り入れたりする場を設けること
で，児童生徒は自分の考えを見直し，考えを修
正したり強化したりできるようにした。 

（３）科学的に探究する力の評価 
 科学的に探究する力の習得と活用力につい
て，全学年共通のルーブリック評価を開発した。
図３は５学年で主に育成したい科学的に探究
する力のルーブリック評価である。このルーブ
リック評価を用いて，児童生徒と教員が相互に
評価することにより，学習者の到達度について
共通に理解することを志向している。

5 4 3 2 1 
発
想
す
る
力

自分の予想を基
に，条件を制御す
る考え方を使っ
て，検証可能な解
決の方法を発想
し， なかまと考
えを伝え合う中
で方法を再検討
している。 

自分の予想を基
に，必要に応じて
条件を制御する
考え方を使って，
検証可能な解決
の方法を発想し
ている。 

自分の予
想 を 基
に，解決
の方法を
発想して
いる。 

仲間の考
えや先生
の話を聞
く こ と
で，解決
の方法を
発想する
ことがで
きる。 

解決の方
法を発想
すること
ができな
い。 

【図３ 科学的に探究する力のルーブリック】 

３ 結果および考察 
ルーブリックを用いた５学年の評価例を下

表に示し考察する。結果から探究活動の過程が
解決方法の発想力の育成に有効であると考え
られる。
【表 ５学年の児童の自己評価結果】N=35 

  評価の数値

自己評価させた回数

５ ４ ３ ２ １ 

１ 0 5 23 7 0 
２ 0 7 23 5 0 
３ 2 13 18 2 0 

また，質問紙調査で学習者の「解決の方法を

発想することはできるか」「探究することは楽

しいか」等の項目について，実践前後で好意的

回答の向上がみられた。今後は，実践を積みな

がらルーブリック評価の妥当性を評価すると

ともに，ルーブリックを改善していく。

参考文献 

松浦(2017)「科学的な探究を促進させる 

パフォーマンス課題の教材開発」 
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義務教育学校における理科7か年の探究活動と評価 

～第９学年の運動とエネルギーを通して～ 

〇古川貴之 1，三橋直哉 1，高橋亮 1，佐藤秀行 1，上原純 1，中村琢 2 

Takayuki HURUKAWA1,Naoya MITUHASHI1, Ryo TAKAHASHI1, Hideyuki SATOU1, Jun UEHARA1, Taku NAKAMURA2 
1岐阜大学教育学部附属小中学校，2岐阜大学 

【キ－ワード】 義務教育学校，探究活動，ルーブリック評価 

１  研究背景と目的 
本校は令和２年度から義務教育学校となっ

た。従来の学校は小中学校が分かれており，め
ざす生徒の姿の共有を図ることが困難であっ
たが，義務教育学校になったことで，一貫した
理科教育を行うことができるようになった。つ
まり，第３学年で理科教育が始まった時点で，
義務教育最後の学年である第９学年の出口を
見据えて指導ができる強みがあるということ
である。先行研究では，中学校３年間の理科教
育を通して科学的に探究する力を育成する方
法や，授業開発についての研究は多くあるが，
７か年を通して児童生徒を追跡する研究は少
ない。そこで，義務教育の７年間を通して，科
学的に探究する力がどのように育成されるの
かを明らかにしたい。
本稿では，第９学年の「科学的な探究活動」
の実際と，第９学年と下学年との評価比較を報
告する。
２  方  法  
（１）科学的に探究する力を発揮する「科学的

な探究活動」の開発 
第８，９学年では，主に単元末に，科学的に

探究する力を活用・強化するための「科学的な
探究活動」を以下の３つの要件を満たすように
開発する。 
①第３～７学年で育成する「科学的に探究す
る力」の全てを発揮できる内容であること。 
②観察・実験を伴うこと。
③生徒の成果物で，評価ができること。
【表１ 主に育成したい科学的に探究する力】 

（２）「科学的に探究する力」の評価 
 「科学的な探究活動」を，授業過程と成果物
の２種類でルーブリック評価を行う。授業過程
は，全学年で内容が共通するルーブリックを用
いる。他学年との評価比較を行う。成果物は，
単元ごとにルーブリック（図１）を作成し，評

価する。 

【図１ 成果物のルーブリック】 
３  結果および考察 
（１） 探究活動「力積を実感する吹き矢」

対象：第９学年３７名 
本校では単元後に「パフォーマンス課題」を

もとにした探究型の授業を行っている。 
 第９学年「運動とエネルギー」の単元終末に，
探究活動の題材として，吹き矢を用いた。力，
仕事，エネルギーといった，本単元の既習概念
を活用して思考することができるからである。
生徒の言葉から「吹き矢を遠くに飛ばすにはど
うすればよいのか」や「矢を口の近くにすると
遠くまで飛ぶのはどうしてか」などの課題を設
定し，探究活動を行った。生徒の成果物を評価
した結果，A：14人，B：16人，C：7人であっ
た。関係する概念を全て使って説明できた生徒
は 38％であり，難しい課題であるが 81%が探
究活動により正しい概念を獲得できた。
（２） 授業過程の評価比較（５年－９年）

【図２ 発想する力の評価比較】
 結果比較から，第９学年の方が，評価が高い
傾向がある。原因として第９学年の生徒は継続
して探究活動を経験していること，発達段階に
よるもの，という２つが考えられる。今後，実
践を蓄積することで，さらに考察を進めていき
たい。評価の蓄積と比較によって，７か年を通
してどのように力が育成されるのかを，教師だ
けでなく児童生徒も把握し，学習改善につなげ
られる利点があると考える。 

基準 具体的な生徒の姿（例） 段階評価の観点（概念の数による評価） 

A 
 吹き矢の「矢」は、吹きこんだ力を受け続けたことによって、仕事

をされて加速した。「矢」を口元に手前に置いた方が「矢」が力を受

け続ける距離が長いため、ストローの出口では速くなるので、「矢」

の運動エネルギーは大きくなる。つまり、「矢」に力が加わり続ける

距離が長いほど、「矢」は遠くまで飛ぶほどの大きなエネルギーを得

ることができると考えている姿。 

①「力について」

②「速度について」

③「エネルギーの増減」 

④「仕事されたこと」

（力を受け続ける「時間」や「距離」の記述） 

上記の①～④の中で３つ以上の記述がある。 

B 例：「仕事」と「エネルギー」の記述 

吹き矢の「矢」は、力を受け続ける距離が長いほど、運動エネルギー

が大きくなったため、たくさんの紙を破ることができた。 

上記の①～④の中で２つの記述がある。 

C 吹き矢の「矢」は、力を受け続けたことによって、たくさんの紙を破

ることができた。 

上記の①～④の中で１つの記述がある。 

または、間違ったことのみの記述がある。 

段階 ５ ４ ３ ２ １ 

計画 

自分の予想を基に，条件を制

御する考え方を使って，検証

可能な解決の方法を発想し，  

なかまと考えを伝え合う中で

方法を再検討している。 

自分の予想を基に，必

要に応じて条件を制御

する考え方を使って，検

証可能な解決の方法を

発想している。 

自分の予想を基

に，解決の方法を

発想している。 

仲間の考えや先生の

話を聞くことで，解決の

方法を発想することが

できる。 

解決の方法を発想す

ることができない。 

５年 ２ １３ １８ ２ ０ 
９年 ８ ２１ ６ ２ ０ 
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