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海水淡水化技術と地域課題をつなぐ教材開発 

〇濱田 栄作，江頭 俊 

Hamada Eisaku，Egashira Shun 

琉球大学教育学部 

【キーワード】 海洋ごみ，マイクロプラスチック，逆浸透膜 

1．はじめに

2018年 6月に行われた G7シャルルボワサミッ

トを機に，プラスチックごみによる海洋汚染が注

目され，地球規模の環境問題として国際的な取り

組みがスタートした。特に，海洋生物への影響も

懸念されるマイクロプラスチックは回収が困難

であり，微小化する前段階での対策が必要となる。

マイクロプラスチックは，環境中に廃棄されたプ

ラスチックが紫外線や波浪などの外的な力によ

って劣化・崩壊して，小さな細片状になったもの

で，紫外線が強い南西諸島では深刻な問題となる。

また，海洋ごみの投棄は東・東南アジアが多く，

海流・地理的にも多大な悪影響が懸念されている。 
我々のグループでは，マイクロプラスチックに

ついて，表 1のような流れで学習するワークシー

ト教材を開発し（濱田ら, 2019），活動実践を行っ

てきた。活動前は，プラスチック利用に対し否定

的な考えのみが多かったが，プラスチック利用に

よるベネフィットを一日の生活を振り返り実感

することで，活動後にはプラスチックの適切な利

用を含んだ考えも増え，問題に対する具体的な行

動を述べることができた。 

表1 マイクロプラスチック（MP）の学習の流れ 
① 概要 MPの生成過程，海洋汚染，海洋生物へ

の影響 
②調査活動 海洋汚染が身近な問題であることを認

識するために，近くの海岸でMPを牛乳
パック等の身近な材料を用いて採取 

③具体的行動 一日の生活を振り返り，プラスチック

と我々の生活を認識した後に，MPの海
洋汚染を解決するために，自分自身が

できることを考える 

南西諸島に位置する沖縄は，年間降水量が多い

にも関わらず，降水が梅雨と台風期に集中し，ま

た，高透水性の石灰岩が広く分布するため長い河

川ができにくく，昔から水不足に悩まされてきた。

近年では，観光客や移住者の急増による渇水リス

クも高まっており，一部の離島では，計画的な断

水が行われている。水不足の解消のために沖縄本

島ではダムの建設を進めてきたが，ダムの建設が

難しい離島では，海水淡水化施設が貴重な水資源

となる。このように，南西諸島によって，海は様々

な恵みをもたらし，海洋ごみやマイクロプラスチ

ック問題は深刻な問題になるとともに，島で生活

する子どもたちにとって実感のある地域課題と

なる。また，国連の『持続可能な開発目標（SDGs）』

の目標 6と目標 14にもあるように，水資源及び海

洋汚染の問題は人類が直面している課題である。

そこで，本研究では海洋ごみ問題を考える活動に

加え，新たに海水淡水化技術を体験できる教材を

製作し，体験を通して地域課題を考える環境教育

活動について実践・評価を行った。 

2．手動式海水淡水化装置の開発・実践 

海水淡水化には，実用化されているものとして

蒸発法・電気透析法・逆浸透法があるが，本研究

では県内で稼働している海水淡水化施設と同様

の逆浸透法を採用した。逆浸透膜（RO 膜）には，

日東電工製 SW-2540を用いた。逆浸透法は，海水

に数MPa以上の圧力を加えて RO膜を透過させ，淡

水を漉し出す方式である。海水淡水化施設では，

電動ポンプを用いているが，本研究では，子ども

たちが海水淡水化に必要なエネルギーを体感で
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きるように，手動式の加圧用ポンプ(キョーワ製

T-100K) を用いた（図1）。 

図1 手動式海水淡水化装置 

本装置の海水淡水化能力を図2に示す。一般的

な海水の塩分濃度（約3.5%）の場合，処理後の塩

分濃度は 0.7%程度に低下しており，処理前後を塩

分濃度計で測ることで，淡水化を確認できる。 

図2 装置の淡水化能力 

本教材を用いて沖縄本島（2019年 7月）と実際

に海水淡水化を水資源とする離島（2019年12月）

において，海水淡水化を体験できるイベントを開

催した。両イベントとも，はじめに海洋ごみやマ

イクロプラスチック問題を紹介し，海洋ごみの問

題が，地域の生活にとって深刻な影響を与えるこ

とを解説した上で，会場近くの海岸で事前に採取

しておいた砂からマイクロプラスチックを取り

出す活動を行なった。その後，海水を飲み水にす

る海水淡水化技術が，島の生活で身近であること

を紹介し（6 つの離島で稼働しており，沖縄本島

では非常時用として海水淡水化施設が存在する），

開発した装置を用いて海水淡水化を体験した。 

沖縄本島 離島 

図3 イベントの様子 

体験後のアンケート調査では（n=52），「今日の

活動をやってみて，海を大切にしようと思いまし

たか？」については，ほぼ全員が「とてもそう思

う（86.6%）」「思う（11.5%）」と答えた。また，「海

の水が飲み水にすることの大変さを知ることが

できたか？」についても，ほぼ全員が「とてもそ

う思う（82.7%）」「思う（15.4%）」と答えた。 

身近な海岸の砂からのマイクロプラスチック

の採取活動を行うことで，海洋ごみに対する興味

関心を高め，環境問題を自分事として捉えるきっ

かけとなり，また，手動式の海水淡水化装置で海

水の淡水化を体験することで，海の大切さに加え，

エネルギー的な視点からも問題を捉えることが

でき，地域の課題を主体的に考えるきっかけにな

ると考えられる。 
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高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する討論型ワークシート教材の開発 

〇波照間  生子 A，濱田  栄作 B，勝連  奈央 B，相川  智彦 C，渡邉  正俊 D，清水  洋一 D 

Hateruma SeikoA，Hamada EisakuB，Katsuren NaoB，Aikawa Tomohiko， 

Watanabe Masatoshi，Shimizu Yoichi 

沖縄県立球陽中学校 A，琉球大学教育学部 B，八重瀬町立東風平中学校 C， 

沖縄エネルギー環境教育研究会 D 

【キーワード】 NIMBY，誰がなぜゲーム，合意形成 

1．はじめに

数万年以上にわたり強い放射線を出し続ける

高レベル放射性廃棄物の処分問題は，今後の原子

力発電所の動向に関係なく，解決しなければなら

ない重要な課題である。特に，次代を担う生徒に

は，将来，高レベル放射性廃棄物の処分について

適切な意思決定・合意形成ができるように，地層

処分事業に関心と正しい知識を持ち， 自分ごとと

して考える態度を育成する機会が重要である。 

教室内で合意形成を模擬体験できる教材とし

て『誰がなぜゲーム』（野波, 2017）がある。ごみ

処理場や原子力施設など，大勢の人々の利害に関

わる施設の建設について，「誰が決定すべきか」を

いくつかのアクターに割り当てられた参加者が

互いに討論し，納得できる合意形成を目指す。高

レベル放射性廃棄物の地層処分問題については，

4つのアクター（地元の住民，原子力規制委員会，

国民の多くの人々，政府）が設定され，これまで，

大学生以上を対象に実施されてきた。 

2019 年 1〜2 月に『誰がなぜゲーム』を沖縄県

内の中学三年生を対象に野波氏のテキストを用

いて実践した（波照間ら, 2019）。実践後のアンケ

ートによると，生徒は合意形成の難しさを感じな

がらも，割り当てられたアクターになりきって他

者と議論することが楽しかったと回答した。また，

9 割以上の生徒がゲームをきっかけに高レベル放

射性廃棄物の地層処分について興味関心が高ま

ったと回答し，中学生を対象とした教材としても

有用であることが確認できた。一方で，生徒から

は「各アクターの状況や立場，役割をもっと詳し

くして欲しい」などの感想や，授業者からは，限

られた時間の中でゲームを展開するためには，よ

り中学生の実態や中学校の実情に合った教材づ

くりが必要との意見があった。 

そこで，本研究では，『誰がなぜゲーム』の目的

や教育的効果を維持したまま，中学生向けの討論

型ワークシート教材を開発し，その適用について

実践を通して検討した。 

2．討論型ワークシート教材の作成及び実践 

『誰がなぜゲーム』は 8名以上（各アクターは

2名以上）で行い，所要時間は約 90分である。手

順はつぎの通りである。場面①：高レベル放射性

廃棄物の地層処分に関する資料を読み取り，地層

処分場建設の是非の決定権利を持つべきだと考

えられる順に，個人の意思で4つのアクターの順

位を付ける。場面②：割り当てられたアクターの

立場で順位を付ける。場面③：同じアクター同士

（2名以上）で話し合い，再度，順位を付ける。場

面④：全てのアクターで話し合い，全員が納得で

きる順位を付ける（合意形成）。 

本研究で開発した討論型ワークシート教材（A4，

全 16ページ，図 1）では，50分の授業で終えるこ

とができるよう，高レベル放射性廃棄物の地層処

分問題について，イラストを用いて漫画風に説明

した事前学習の部分を設け，個人で順位を付ける
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場面（場面①）は削除した。また，用語について

も「アクター」を「役」に，「原子力規制委員会」

を「専門家」に変更した。さらに，順位付けの問

いについても，「A町の地層処分場の是非を決定す

る権利は誰が持つべきか」を「A 町に地層処分場

を建設するか・しないかを決定する権利は，4 つ

の立場のうち誰が持つべきか」に変更した。各場

面で時間配分を明記し，役決めや役の説明などは

漫画やイラストなどを多用し，生徒主導でゲーム

を展開できるようにした。さらに，場面③で合意

できた順位を，場面④で他の役に具体的に説明が

できるように，発表用原稿をつくる場面を新たに

設けた。 

図1 討論型ワークシート教材の一部（抜粋） 

新たに開発した討論型ワークシート教材を用

いて，県内中学校（1年生 39名，2020年1月）で

実践を行った。実施後，各場面（場面a：個人で順

位を付ける，場面 b：同じ役同士で話し合い順位

を付ける，場面 c：異なる役同士で話し合い順位

を付ける）における面白さ・難しさについてアン

ケート調査を実施したところ，先の実践と同様，

多くの生徒は合意形成の難しさを感じながらも，

割り当てられた役になりきって他者と議論する

ことを楽しんでいたと思われる（表 1）。また，ゲ

ームをきっかけに高レベル放射性廃棄物の地層

処分について興味関心が高まったかという質問

については，97.4%の生徒が高まったと回答した。

以上のことから，本教材は，中学生向けに内容を

簡略化し，活動時間を短縮したにも関わらず，ゲ

ームの目的やその教育的効果を維持したまま，対

象年齢の範囲を広げることができたと考えられ

る。地層処分場をめぐる合意形成の難しさを体感

することは，NIMBY 問題を含む様々な社会問題を

自分自身のこととして考えるきっかけとしても

有効であり，本教材は社会や理科，道徳の授業な

どで，幅広く活用できると考える。 

表1 各場面における面白さ・難しさ（%） 
場面 a 場面 b 場面 c 

難しかった 21.2 18.4 84.2 
どちらかというと難しかった 10.5 23.7 15.8 
どちらでもない 10.5 15.8 0.0 
どちらかというと簡単だった 28.9 31.6 0.0 
簡単だった 28.9 10.5 0.0 

面白かった 55.3 71.0 71.0 
どちらかというと面白かった 28.9 19.4 15.8 
どちらでもない 15.8 6.5 7.9 
どちらかというと面白くなかった 0.0 0.0 2.6 
面白くなかった 0.0 3.2 2.6 

謝辞 

教材の開発・実践に際し，ご助言をいただいた

関西学院大学野波寛氏に感謝申し上げます。本研

究の一部は，沖縄エネルギー教育地域会議，JSPS

科研費 19K02788の助成を受けた。 

引用文献 

野波寛（2017）『“誰がなぜゲーム”で問う正当

性―職場，学校，原子力施設から国際関係

まで，「誰が決めるべきか」を考える模擬体

験』ナカニシ出版． 

波照間生子，勝連奈央，相川智彦，渡邉正俊，

濱田栄作，清水洋一（2019）『討論型ゲーム

を活用した高レベル放射性廃棄物の地層

処分に関する授業実践』日本エネルギー環

境教育学会第 14 回全国大会論文集, 72-73．
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理科実験において間違った仮説を提示することによる主体的な探求の促進 

 

井出 純哉 

Ide Jun-Ya 

久留米工業大学工学部教育創造工学科 

【キーワード】 仮説設定，理科実験，代替仮説，盲班の測定 

1. はじめに

生徒が主体的に実験に取り組むような授業を

行うつもりでいても，仮説の設定や検証計画の立

案といった実験に入る前の段階を生徒が行うのは

現実には難しい．そのため，実際の授業では教員

の誘導により実験開始まで進むことがしばしば見

られる(1)．その場合，検証する仮説として，正しい

ことが既にわかっている理論を教員から与えること

になりがちである．しかし，正しいとわかっている

仮説を与えた場合，予想通りの結果が出なかった

ら，その理論が間違っているのではなく実験の操

作が間違っていたと生徒が考えるのではないだろ

うか．これでは実験の結果に拘らず結論は変わら

ないのであるから，生徒が意欲的に実験に取り組

むことは期待できないだろう． 

そこで，教員から仮説を提示しつつ形式的問

題解決にならないように，敢えて間違った仮説を

提示するという授業形式を考案した．授業の流れ

は次の通りである．まず，解決すべき問題を教員

が提示し，次に仮説を提示する．この仮説は正し

くないものである．この仮説の検証を生徒が行い，

仮説が否定されたら生徒に代替仮説を考えさせ，

時間があれば再度検証を行う．教員から与えられ

た仮説であっても，生徒が検証して否定されれば

生徒が自ら疑問を見出すことになる．そして，生

徒は自分事として課題を受け止め，より切実に代

替仮説を考えるのではないかと期待した． 

本研究では実際に間違った仮説を提示する授

業を大学一年生を対象として行い，本当に学生

が切実に代替仮説を考えるか定量的に調査した．

教員から提示された仮説を検証した結果，仮説が

否定されたと判断した学生は代替仮説を多く考え

るだろう．逆に，仮説が肯定されたと判断した学生

は自分事として問題を捉えず，あまり多くの代替

仮説を考えないと予想される． 

2. 方法

本研究は理系大学一年の科目「生物学実験」

の中で，ヒトの目の盲斑を検出する実験を利用し

て行った．授業ではまず「普段盲斑の存在に気づ

かないのはなぜか」と疑問を呈し，「盲斑が非常に

小さいためにその存在に気づかない」という間違

った仮説を提示した．その後，盲斑の大きさを実

際に測定し，仮説の正否を判定した． 

盲斑の大きさは，目に見えない範囲を図示する

方法(2)により測定した．目から 50 cm 離れた記録

用紙を鉛筆などで指し，片目で見たときに鉛筆の

先端が見えなかった範囲（盲斑に相当する）を記

録用紙に記入し，紙上に残った盲斑の範囲の大

きさを測定する．その後，眼球の直径を 25 mm と

仮定して，目の水晶体から記録用紙までの距離

500 mm と水晶体から網膜までの距離 25 mm の比

（20:1）が記録用紙上の盲斑の直径と網膜にある

本物の盲斑の直径の比と同じになることを用いて，

ヒトの眼球における盲斑の大きさを推定する． 

この方法で盲斑の面積を求めると 6〜7 mm2 と

なることが多い．眼球の 3/4 を網膜が覆っていると

仮定して盲斑の網膜に占める割合を求めると約

0.5%になる．単純に考えれば視野の約 0.5%が見

えないことになるが，この 0.5%が大きいか小さいか

を判断する基準がないので，学生はここで戸惑う．

そこで，この場面で教員が「1 m 四方の 1%はどれ

くらいの大きさか」と問いかけることにより具体的に

想像させ，視野の 0.5%がかなり大きいことに気付

かせるようにした． 

- 8 -

日本理科教育学会九州支部大会　発表論文集　第46巻　2020



実験の後，「提示された仮説は正しいか」「他に

盲斑に気付かない理由を説明する仮説があれば

述べよ」「その仮説の検証方法を述べよ」という課

題に答えるレポートを書かせた．得られたレポート

154 枚を解析して，教員が提示した間違った仮説

を肯定した学生と否定した学生との間で，新たに

考えついた代替仮説の数及び代替仮説の検証

法の数に違いがあるか調べた． 

盲斑に気づかないことを説明する仮説として多

くの人が思いつくものに「盲斑に相当する場所を

もう一方の目で見て補っている」というものがある．

この実験では片目で見て盲斑を探すのだが，片

目を閉じてすぐ盲斑に気付いた者はいなかった．

従って，この仮説では不十分であり，本当に必要

なのは「片目で見ても盲斑に気づかないこと」を説

明する仮説である．そこで，代替仮説の数を調べ

る際には，片目で成立する仮説と両目で成立する

仮説とに分けて解析した． 

3. 結果

教員が提示した間違った仮説に対して，肯定

の考えを述べた者は 46 人，否定の考えを述べた

者は 85 人，どちらとも明記しなかった者は 23 人

いた．間違った仮説に対して肯定とも否定とも明

記されていなかったレポートは解析から除いた． 

両目で成立する代替仮説を提案した数は，間

違った仮説を肯定した者が 0.35 ± 0.07 個（平均

±SE），否定した者の間が 0.51 ± 0.06 個で有意

な違いはなかった（Wilcoxon の順位和検定，z = -

1.73, p = 0.084）．一方，片目で成立する代替仮

説の数は，間違った仮説を否定した者の方が肯

定した者より有意に多かった（肯定 0.39 ± 0.09，

否定 0.79 ± 0.07，z = -3.47, p = 0.0005）．代替

仮説の検証法の数も，間違った仮説を否定した

者の方が有意に多く考え出していた（肯定 0.02 

± 0.02，否定0.19 ± 0.04，z = -2.69, p = 0.0071）． 

4. 考察

教員が提示した間違った仮説を否定した者は

肯定した者よりも片目で成り立つ代替仮説を多く

思いつくことが明らかになった．また，代替仮説を

検証する方法も，間違った仮説を否定した者はよ

り多くの数を考えついていた．よって，教員が敢え

て間違った仮説を提示することには，学生が主体

的に問題解決に取り組み，積極的に思考すること

を促す効果があったと言うことができる． 

この効果が生じた原因は，学生が自ら疑問を見

出し自分事として課題を受け止めたということの他

に，教員が間違うのだから自分も間違って良いと

感じたことにもあるようである．つまり，間違いを恐

れる気持ちが弱まり，自分の考えを積極的に発言

するようになり，話し合いが活性化する．今回の授

業中にも，間違った仮説を否定した学生同士で

代替仮説を積極的に話し合う場面がしばしば見ら

れた．提示された仮説の間違いに気づいた学生

が代替仮説やその検証法をたくさんレポートに書

くことができた背景には，間違ったことを言っても

いいという安心感もあったのかもしれない． 

算数の授業で行われた間違いを提示する試み

では，間違いをきっかけに児童の思考が活発化

するだけでなく，間違いの原因を探ったり間違い

への対処を考えたりするなど思考が深まることが

報告されている(3)．本授業でも間違いをきっかけと

して思考が深まっていたなら，間違った仮説を否

定した学生が考えた代替仮説やその検証法が肯

定した学生よりも具体的・現実的で検証可能なも

のとなっていた可能性がある．今回は代替仮説や

検証法の質については評価していないが，今後

はこれを評価することにより学生の思考が深まっ

たかどうか検証する必要があるだろう． 

引用文献 

(1) 澤柿教淳（2017）45 分間の授業において問

題解決が形骸化する実態の分析-「言語表

現」，「思考の様相」，「科学的な探究能力」の

視点から-．地域総合研究 18: 85-99. 

(2) 渡邉重義・樋田美穂・横枕由香（2002）盲斑

を調べる実験の測定結果の検証と新しい実

験方法の開発．愛媛大学教育学部紀要教育

科学 49: 149-158. 

(3) 金子俊文（2018）間違いの提示方法を工夫

することで,子どもの理解を深めることができる

のか？ 教育実践研究 28: 61-66. 
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熊本大学初等理科教育法受講者の自然災害についての意識 
―主に文系学科の受講者の場合― 

飯野 直子 

Iino Naoko 

熊本大学大学院教育学研究科

【キーワード】 印象に残っている自然災害，ハザードマップ，熊本地震 

1. はじめに

平成29 年に改定された新学習指導要領では，小

中学校の理科において自然災害に関連する内容の

取り扱いが充実している．前報[1]では，中学校や

高等学校の理科の教員免許状取得のために修得す

べき科目として，熊本大学理学部と教育学部理科の

学生を対象として開講している「中等理科教育法2」

の出席確認票で回答してもらった，2015 年度から

2018 年度までの 4 年間分の自然災害に関するアン

ケートを集計し，179人の自然災害に対する意識に

ついて検討した結果を報告した．入学年度から2016

年 4 月の熊本地震時に熊本大学に在学していたと

判断される回答者の割合が 58％であったが，単に

自然災害を体験しただけでは，期待するほど自然災

害に対する意識が高まったり，防災・減災につなが

る行動が増加したりするわけではないことが示唆

された． 

ここでは，小学校の教員免許状取得のために修得

すべき科目として，熊本大学教育学部で開講してい

る「初等理科教育法A組」の2019年度受講者を対

象として，前報と同様のアンケートを実施した結果

を報告する． 

2. アンケートの回答者と内容

アンケートは，2019 年度後期に 2 年次生に開講

された「初等理科教育法A組」の受講者を対象とし

た．実施日は2019年12月26日である．前報と同

様に，授業時間の終わりに出席確認アンケートとし

て配布し，回答が終わり次第，提出・退出可とした．

5分程度で回答していた．回収したなかから，まず

は 2018 年度入学者のみを抽出した．A 組の履修者

は，主に文系の学科（国語科，社会科，英語科，音

楽科，美術科，教育学科）からなる．小学校教員養

成課程と中学校教員養成課程が同時に受講してい

るが，教育学科所属は小学校教員養成課程の学生の

みである．小学校教員養成課程41 名，中学校教員

養成課程24名の合計65名分を集計し，検討した． 

アンケートは以下の４項目からなる． 

[項目１]印象に残っている自然災害（思いついたもの 

を，思いついた順に番号をつけて書いてください）． 

[項目２] 2016年4月14日，4月16日の熊本地震を

体験しましたか？ ＜体験した・体験していない＞ 

[項目３] 現在住んでいる地域，あるいはこれまでに

住んでいた地域のハザードマップを見たことがあ

りますか？ ＜ある・ない＞ 

「ある」と答えた方は，いつ，どのようなときに 

見たか教えてください． 

[項目４] あなたが教員として自然災害を学校教育

（理科以外の時間も含めて）で扱うとしたら，どのよ

うな点に困難を感じますか？自由に記述してくださ

い． 

[項目1]と[項目3]は，前報[1]と全く同じである．

[項目2]は，熊本地震発災後に入学した受講者が対

象となるため追加した．[項目4]は「初等理科教育

法」は小学校に関する科目であるため，理科に限定

せずに学校教育に広げて質問した． 

3. アンケートの集計結果と考察

[項目１]の印象に残っている自然災害について

は，留学生1人（0個）以外は1～８個記述してい

た． 1番目に思いついた自然災害は，地震に関する

記述が59人，台風に関する記述が3人，火山噴火

が2人，地すべり1人であった．9割の受講者が地

震を1番目に書いており，自然災害＝地震のイメー

ジが強いと思われる．[項目1]の回答より，（１）記

述していた人数と記述個数の平均，（２）具体的な

災害事例を記述していた人数と記述個数の平均，

（３）災害の種類（例えば，台風や地震，土砂崩れ

など）を記述していた人数と記述個数の平均，（４）

あいまいな記述（例えば，台風で停電になった．や

県名のみの記述）をしていた人数を表1に示す．な
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お，（２），（３），（４）の複数に該当する回答パター

ンもあったため，（２）から（４）の合計人数は（１）

の記述人数64にはならない． 

表1 [項目1]の回答傾向 

 表1の（１）の平均記述個数は3.2個で，前報[1]

の平均記述個数3.1個と同様に約3個であった．ま

た，（２）と（３）について，前報[1]のなかで今回

の調査年に最も近く，同様に災害の発生が多かった

2018年度（2018年10月実施，31名）の回答だけを

再計算した結果は，（２）が2.2個，（３）は2.2個

であった．調査年が異なるため，単純に比較するこ

とはできないが，印象に残っている自然災害に対す

る認識に所属による大きな違いはないと思われる． 

 次に，[項目１]に具体的な災害事例が書かれてい

た回答のみを抽出して記述内容について検討した．

（１）東日本大震災，（２）熊本地震，（３）九州北

部豪雨が多くみられた．それぞれの事例を書いてい

た人数とそれぞれ1番目に書かれていた割合を表2

に示す． 

表2 [項目1]の具体的な災害事例について 

（１） （２） （３） 

記述人数 28人 22人 8人 

1番目 57.1 ％ 77.2 ％ 0.0 ％ 

 2012年と2017年に発生した九州北部豪雨につい

ては，8 人が記述していたが，1 番目に挙げていた

回答はなかった．2011 年に発生した東日本大震災

を記述した人数の方が2016 年に発生した熊本地震

を記述した人数よりも多かったが，1番目に書かれ

ていた割合は熊本地震の方が多かった．発災年が現

在に近いことや自身に関わりのある地域（現在／発

災時）で発生した災害であることが関係しているか

もしれない．そこで，後述する[項目3]についての

検討は，熊本地震の体験の有無に注目して検討する

ことにした． 

 [項目1]に災害の種類を記述していた回答内容を

みると，台風を挙げた回答が最も多くて20 人，火

山が13 人であった．九州は台風や火山の影響を受

けやすい地域性を反映していると思われる．一方で，

九州ではあまり発生することがない雪崩といった

雪に関する記述は2人，海外の自然災害についての

記述はなかった．自分事から遠い現象や事例は印象

に残りにくいと思われる． 

 [項目3]の自分が住んでいる地域のハザードマッ

プ閲覧については，先に述べたように，[項目2]で

回答してもらった熊本地震の経験の有無でわけて

検討することにした．経験したが36 人，経験して

いないが29 人であった．ハザードマップをみた経

験の有無の割合を表3に示す． 

表3 熊本地震体験とハザードマップ閲覧 

ハザードマップ閲覧経験 

有 無 

熊本地震 

体験 

有 27.8 % 72.2 % 

無 24.1 % 75.9 % 

 表３の熊本地震の体験ありでハザードマップを

見た経験がある比率と熊本地震の体験がなくハザ

ードマップを見た経験がある比率の差の検定で有

意差があるとは言えなかったため，熊本地震の体験

が自分の住んでいる地域のハザードマップを確認

しようとする動機付けにつながったとはいえない

と思われる．ハザードマップをみたことがあると回

答した17 人について，いつ，どこでという具体的

な記述内容を確認したところ，学校・大学の授業・

講義で扱われた，配布物（学校・ポスト）や他者が

貼った掲示物を見たというような，受動的回答が10

人であった．災害時や入居時に確認したというよう

な能動的回答が7人であった． 

[項目4]は，学校教育に範囲を広げて聞いたため，

被災児童のメンタル面の懸念や体験して学べない

こと，自分事として捉えてもらえないのではないか

といった，理科以外の記述がほとんどであった．理

科に関する回答は「理科が苦手なので，原理をうま

く説明できないと思う」という1 人だけであった．  

4. おわりに

前報[1]と同様に，単に自然災害を体験しただけ

では，ハザードマップを確認するといった，防災・

減災に関わる行動が増加するわけではないことが

示された．小学校理科に関する大学の講義において

もハザードマップを自分事として見て，考える機会

が必要ではないかと思われた．また，今後は理科に

特化した質問項目も追加して，小学校理科で自然災

害を扱うことへの認識や自然災害発生メカニズム

の理解についても調査したい． 

参考文献：[1]飯野直子，熊本大学中等理科教育法受講

者の自然災害についての意識，日本理科教育学会九州

支部大会発表論文集，第45巻，pp.22-23, 2019． 

（１） （２） （３） （４） 

記述人数 64 人 40 人 30 人 6 人 

平均個数 3.2 個 2.6 個 3.2 個 - 
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表１ 調査対象生徒数及び男女比 

中学校理科第 1 学年の地学領域における生徒の概念に関する調査 

〇好田智紀 A，土田理 B 

〇KODA Tomoki, TSUCHIDA Satoshi 

鹿児島大学大学院教育学研究科 A，鹿児島大学教育学系 B 

【キーワード】中学校理科,地学領域,海岸の砂,概念 

I. はじめに

現行学習指導要領では,中学校第 1 学年で

「大地の成り立ちと変化」の単元がある.この

学習では,「理科の見方・考え方を働かせ,大地

の成り立ちと変化についての観察,実験などを

行い,地層や火山,地震について理解させるとと

もに,それらの観察,実験などに関する技能を身

に付させ,思考力,判断力,表現力等を育成する」

ことを狙いとしている(2017,中学校学習指導

要領解説理科編). 

この単元は,「身近な地形や地層,岩石の観察」,

「地層の重なりと過去の様子」,「火山と地震」,

「自然の恵みと火山災害・地震災害」の 4 つに

分かれている.「身近な地形や地層,岩石の観察」

では,身近な地形や露頭,岩石などを観察し,地

層の構成物の違いや地層の広がりなどについ

ての問題を見いだし,土地の成り立ちや構成物

などについて理解させることを目指している.   

しかし,生徒にとって,それらは教科書に載って

いる代表的な露頭でのみ見られる特別な存在

であると思われ,自分たちが踏みしめている大

地とつなげて考えることは困難と考えられる. 

そこで,周辺の土地の特徴が表れていてかつ,

生徒たちにとっても身近な存在である海岸の

砂に注目することにした.鹿児島県は広く海に

面し,また離島も多く存在しており,海岸の砂は

入手しやすい標本となる.いくつかの海岸の砂

を比較・観察し得られた情報に気付かせること

によって,地学学習における見通しや視点を与

える教材になることが期待される.そこで，土

地の特徴が表れていて，生徒にとっても身近な

存在である海岸の砂に注目することにした.  

前回までの研究では,海岸の砂を用いた試行

授業を地学領域の導入段階で実施することで,

生徒の興味・関心を高め,今後の学習に対する

視点を与えることができた.しかし,その反面,

試行授業に用いた海岸の砂に対する疑問や課

題が授業後に多く挙げられたため,生徒が持っ

ている概念との間に差が生じてしまい,混乱す

る生徒も見られた.そこで本研究では試行授業

を行う際に生徒が用いる概念に関して,アンケ

ート調査をもとに明らかにすることとした. 

Ⅱ.研究目的 

本研究では,小学校で学習した流水の働きや

侵食・運搬・堆積に関して生徒のもつ概念や誤

概念を明らかにすることを目的とする. その

ために，第 1 学年地学領域において海岸の砂を

用いた試行授業を行う際に生徒が用いる概念

を調査するために質問紙を用いたアンケート

調査を行う. 

Ⅲ.研究方法 

1.アンケート対象者について

本研究のアンケート対象者は，鹿児島市立Ａ

中学校，第１学年 6クラス 210名（男子 107名，

女子 99 名,未記入 4 名）である．各クラスの人

数及び，男女比は下の表 1 に示す． 
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2.アンケート調査について

アンケート調査は，選択式（リッカート法

5 段階）の質問紙法で行った．選択肢は 5 が

とても思う,4 が少し思う,3 がどちらでもな

い,2 があまり思わない,1 が思わない,の 5 段階

とした.内容は生徒が持つ①海岸の砂の色や形

に関する概念,②海岸の砂の供給源,形成過程に

関する内容③海岸の砂に対する関心の 3 つの

観点から 15 項目で作成した.アンケート調査

の実施は令和元年 11 月中旬に実施した． 

3.記録方法及び，分析方法について

本研究では，すべてのクラスを対象に調査し

たアンケートを集計し,全体の傾向を調べた. 

Ⅳ.アンケート調査の結果 

①海岸の砂に関する概念

⒈形について 

問 3 では肯定的な回答が 84％を占めており,

海岸の砂には鉱物や岩石が含まれており,多く

の種類が存在することを感覚的に理解してい

ることがわかる. 

しかし,問 4では肯定的な回答が 20％であり,

流水の働きと海岸の砂の形を関連付けて考え

ることができていない.このことから小学校第

6 学年における地層の学習から海岸の砂へと

着眼点を変えて既習内容と関連付けすること

が難しいことが予想される. 

⒉色について

 問 5 では肯定的な回答が 16％とかなり低い

値を示した.海岸の砂は周辺の土地の特徴が表

れやすいため様々な色が存在している.しかし

身の回りにある砂は白色が多いため,否定的な

回答が多くなったと考えられる.鹿児島県は火

山灰が堆積している海岸もある.黒色の砂浜も

あるため,長崎鼻のような黒色の砂を用いるこ

とで生徒に興味を持たせることができると考

えられる.また,土地の成り立ちなどと関連付け

ると発展的な内容になると考えられる. 

問 2では,肯定的な回答が 44％を占めていた.

グラフ３の否定的な回答が 60％を占めている

ことからもわかるように過半数の生徒が白色

であると考えていることがわかる.これは海岸

の砂ではなく,日常で目にすることが多い校庭
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グラフ１ 問３海岸の砂の粒はどこも同じではない 

グラフ２ 問４ 海岸の砂の粒の形は丸い 

グラフ３ 問５ 海岸の砂の色は黒色だ 

グラフ４ 問２ 海岸の砂の色は白色だ 
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の砂などを対象に回答された可能性が考えら

れる. 

②海岸の砂の供給源,形成過程

⒊供給源について

 問 11 では,肯定的な回答が 56％を占めてい

た.先にも述べたが,小学校第 6 学年では流れる

水の働きで侵食・運搬・堆積を学習し,地層につ

いて学習しているが,着眼点を地層から海岸の

砂に変えることで既習内容と関連付けするこ

とが難しいことが予想される.また,肯定的な回

答が過半数を超えた原因として,離島の海岸に

おけるサンゴ片の堆積などが考えられる.鹿児

島県には多くの離島が存在し,海岸にはサンゴ

片が堆積しているため,海から運ばれてきたと

いう回答が多くなったと考えられる. 

 問 12 では,否定的な回答が 57％と過半数を

占めている.鹿児島県には桜島があり,活発的に

噴火しているため火山灰が日常的に降ります.

そのため,肯定的な回答が多くなると予想して

いたが肯定的な回答は 21％であった.このこと

から海岸の砂には火山灰が含まれていないと

考えている生徒が多いことが予想される.その

ため,中学校第 1 学年地学領域において海岸の

砂を授業に用いることは有効であると考えら

れる. 

⒋形成過程について

 問 10では,否定的な回答が 52％であり,肯定

的な回答が 20％と低い値であった.このこと

から海岸の砂は自然に作られることは理解し

ていることがわかる. 

 問 13 では,否定的な回答が 69％であり,肯

定的な回答がわずか 9％であった.このことか

ら問 10 の結果と比較しても,海岸の砂が自然

に作られるということは理解していることが

わかる.しかし,グラフ 5,6 の結果からわかる

ように,どこから砂が運ばれてきているか理解

できておらず,どのようにして海岸の砂がつく

られているのかは理解できていないことがわ

かります.これらのことからも侵食・運搬・堆

積を学習するだけでなく,それらの供給源や形
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グラフ 5 問 11 海岸の砂は海から波で運ばれてくる 
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グラフ6 問12 海岸の砂は風で運ばれてくることはない 

グラフ 7 問 10 海岸の砂は自然に作られることはない 

グラフ 8 問 13 海岸の砂は人工的に作られる 
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成過程などを,視点を変えて学習する必要があ

ると考えられる. 

③海岸の砂に対する興味・関心

 

 問 15では,海岸の砂に対する興味・関心を問

う問題を設定した.肯定的な回答が 52％,否定

的な回答が 27％であった.鹿児島県は海に囲

まれており,離島も多いため海岸の砂は生徒に

とって身近にあるものであるが,くわしく観察

している生徒が少ないことがわかる.そのため,

学校生活でも目にすることが多い校庭の砂と

海岸の砂との比較を行うことでも違いをより

明確に把握できる手段になると考えられる. 

Ⅴ.考察と今後の展望 

 今回の研究では,海岸の砂に対する生徒の既

存の概念を調査する目的で 15 項目の質問紙調

査を行った.小学校段階で学習している流れる

水の働きや地層における侵食・運搬・堆積に関

する知識を,見方や視点を変えることで理解で

きていない生徒が多く見られた.また,海岸の

砂に対して生徒が持つ色や形の概念について

は,学校生活でも目にすることの多い校庭の砂

などを対象に回答された可能性があり,身近に

ありながらも興味・関心をもっていなかった.

砂の供給源に関しては,生徒の誤概念が強く表

れていた.これは離島のサンゴ片や貝殻,また

桜島の噴火による火山灰の降灰などが原因と

して考えられる. 

このように今回の調査で小学校段階の知識

では生徒が多くの誤概念を持っていることが

わかった.そのため,中学校第 1 学年で鉱物や

岩石,地層について学習する際にこれらの誤概

念に気付かせることができる教材開発,学習展

開を行う必要があると考えられる. 
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理科指導に求められる小学校教員の資質能力に関する研究 

—教員採用試験出題内容の分析からの考察— 

○坂倉真衣 A，森美来 B

 SAKAKURA Mai, MORI Mirai 

宮崎国際大学 A，うるま市立伊波小学校 B 

【キ－ワード】教員養成，小学校教員，理科指導，資質能力，教員採用試験 

１ 背景と目的 

 日本の児童・生徒の「理科離れ」が叫ばれて

久しい。その原因の 1つとして、教員の「理科

離れ」が挙げられている（今坂 1981、加藤 2007

など）。特に小学校教員はその大半が人文科学

系学部出身であり、多くの教員が理科の指導を

苦手とするという報告もある（例えば、科学技

術振興機構 2012）。教員養成の段階において

も、小学校教員養成の認定課程を有する学部は

圧倒的に人文科学系であり、入試において「理

科」を必須科目として課す大学は全国的にも皆

無である（岩田 2004）。児童・生徒の「理科離

れ」を解決するためには、教員養成の段階から

対策を講じる必要があると言える。 

 教職課程においては、その全体の質保証を目

指し「教職課程コアカリキュラム」が作成され

ている（教職課程コアカリキュラムの在り方に

関する検討会 2017）。このように教員養成大学

においては、学生が将来教員として働くにあた

って必要とされる資質能力を明確にし、それら

の育成を目指した指導を行なっていかなけれ

ばならない。「理科離れ」解決に向け、教員養

成の段階から対策を講じるためにも、将来小学

校教員として必要とされる特に理科指導に関

した資質能力をより具体的に把握することが

重要である。本研究では、理科指導に求められ

る小学校教員の資質能力について明らかにす

ることを目的とする。 

２ 方法 

教員採用試験の問題を分析することから理

科指導に求められる小学校教員の資質能力を

明らかにする。教員採用試験は、講師等として

既に働いている既卒者も受験するが、大学卒業

時、これから教員になる際に必要な資質能力が

問われていると想定することができる。また、

採用試験では各県ごとに出題内容が決められ、

それを用いて県で採用する教員として受験者

が適格であるかが審査される。つまり、各県が

求める教員の資質能力は、教員採用試験の出題

内容に反映されていると考えられる。 

本研究では、九州 8県、全国学力・学習状況

調査上位 2 県（秋田県、福井県）、都心部 3 県

（東京都、大阪府、名古屋市）を取り上げる。

全13都府県の過去3年分の理科の問題（計382

問）を対象とし次の流れで分析を行った。 

①各都府県の全問題を解き、『出題分野』『出題

学年』『問題を解くために必要な能力』の 3観

点で整理し、分類する。

②上記 3観点ごとに出題率をグラフにし、全都

府県で比較する。

③①②をもとに、都府県ごとの特徴、九州・都

心部・学力上位県ごとの特徴、統一的に見ら

れる特徴を整理し、小学校教員に求められる

理科の資質能力を明らかにする。

なお、①で分類を行う『出題分野』に関して

は、【粒子】【エネルギー】【生命】【地学】とい

う小中学校理科を構成している 4 分野に加え、

学習指導要領に記載された目標や内容を問う

問題（【学習指導要領】）、具体的にどのように

教えれば良いのかという指導の手立てを問う

問題（【指導法】）の 6つで分類を行なった。ま

た、『問題を解くために必要な能力』に関して

は、【用語理解】【基本的な知識理解】【知識を

活用する能力】【実験・観察の知識理解】【図で

説明する能力】【文章で説明する能力】の 6 つ

に分類し、分析を行なった。 

３ 結果 

まず 13 都府県それぞれの出題傾向の特徴を

明らかにした。例えば、宮崎県では『出題分野』

に特徴があり、過去 3 年分 23 問のうち 8 問、

35%が【学習指導要領】からの出題であり、他

と比べて最も高い割合であった。『出題学年』

は学習指導要領からの出題を除く全問題が小

学校で学習する知識を問う問題であった。宮崎

県では、学習指導要領と指導に直結すると考え

られる小学校の学習内容の理解が特に重視さ

れている。 

一方、秋田県では、『問題を解くために必要
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な能力』に特徴があった。全 43 問のうち 58％

が【文章または図を使って説明する】ことが求

められる問題であった。『出題学年』は小学校

38％・中学校 40％・高校 14％とすべての学年

から出題があり、『出題分野』は【指導法】が

30％と最も高い。秋田県は、小学校から高校ま

での学習内容を理解し、理科や指導法に関する

知識のみならず、それらを図や文章で説明する

ことのできる能力も求められている。 

九州・都心部・学力上位 2県ごとで比較する

と、『出題学年』は九州 8 県及び都心部では中

学校の学習内容が中心である(九州：小学校

14％・中学校 79％・高校 3％、都心部：小学校

38％・中学校 52％・高校 8％)。それに対し、

学力上位の2県では、小学校21％・中学校60％・

高校 17％となっている。学力上位 2 県は、高

校での学習内容からの出題も多く、小学校から

高校までの幅広い理科の知識を身につけてい

ることが求められている。『出題分野』は、各

都府県、九州、都心部、学力上位 2県で比較し

ても大きな偏りはなく、特に【粒子】【エネル

ギー】【生命】【地学】という小中学校理科を構

成している 4 内容ではいずれの都府県におい

ても全分野から出題されていた。『問題を解く

ために必要な能力』は、【知識を活用する】こ

とが求められる問題の出題率(九州 35％、都心

部 35％、学力上位 2県 28％)がいずれの都府県

においても最も高かった。【実験・観察に関す

る知識】も、九州 14％、都心部 14％、学力上

位 2 県 16％であり、全都府県で欠かさず出題

されていた。また学力上位 2 県はそれに加え、

【図や文章で説明する】ことが求められる問題

も 32％と高い割合で出題されていた。 

５ 考察 

 分析結果から、小学校教員には、中学校まで

の地学、生物、物理、化学の幅広い学習内容を

身につけていること（ただし宮崎県は例外的に

小学校の学習内容からの出題のみ、学力上位 2

県では高校での学習内容の出題もある）、そし

て【知識を活用して問題を解く】ことのできる

能力が必要とされる。PISA 調査において日本

の児童・生徒は知識・技能を活用する問題に課

題があると言われている（例えば PISA 2015、

TIMSS 2015 など）。児童が苦手とする課題の克

服に向け、小学校教員にも知識を活用して現象

を科学的に説明できる能力が問われていると

言えよう。また【実験・観察に関する知識】は、

観察、実験を中心とした探究型の授業づくりに

不可欠であることから、どの都府県においても

重視されていると考えられる。探究型の授業に

より、児童・生徒が理科の有用性を認識するこ

とにつながっていくからである。学力上位 2県

で見られた【図や文章で説明する】ことのでき

る能力も、現在日本の児童が抱える課題（全国

学力学修状況調査 2019など）と共通しており、

これらの育成を見据えているのではないかと

考える。 

 つまり、教員採用試験出題内容の分析から

は、13 都府県にほぼ共通して出題されていた

中学校程度までの地学・生物・物理・化学及び

それらの実験・観察に関する知識を基盤とし、

その知識を活用して問題を解くことのできる

能力、さらには図・文章で説明する能力が求め

られていることが分かった（図 1参照）。 

５ 今後の課題 

 本研究では、全 13 都府県の過去 3 年分の理

科の問題を対象に分析を行ったが、その中で特

に「出題学年」では、小学校学習内容からのみ

出題される県もあれば、高校までの学習内容が

出題される県もあり、ばらつきが見られた。各

県で求める教員の資質能力を考慮してのこと

だと考えられるが、「教職課程コアカリキュラ

ム」が作成されたことからは、教員採用試験に

おいても採用すべき教員の質保証のため、ある

程度は求める資質能力を統一し、それらを反映

した問題を課す必要があると考える。今回の分

析では対象が一部の都府県に限られたため、今

後は全国の教員採用試験の出題内容の分析を

行い、理科指導に求められている教員の資質能

力をより詳細に把握することを目指したい。

引用文献 
・今坂一郎(1981)「理科の学習に関する調査結果と分析について」『化学

教育』29.6: 426-427. 
・加藤巡一(2007)「理科教育と理科離れの実態 (1) 小学校」『研究紀要
人文科学・自然科学篇』48: 35-50. 

・科学技術振興機構（2012）「平成 22 年度小学校理科教育実態調査報告
書」

・岩田康之(2004)「小学校教員養成のメカニズムと「理科離れ」」『大学

の物理教育』10.2: 76-80.

図 1. 理科指導に求められる小学校教員の資質能力 
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中学校理科「生命の連続性」単元のモデルに関する研究 

―大学生に対する認識調査を中心に― 

〇河野 慶太郎 A，森藤 義孝 B，甲斐 初美 B 

〇Kawano KeitaroA，Morifuji YoshitakaB，Kai HatsumiB 

福岡教育大学大学院教育学研究科 A，福岡教育大学 B

【キーワード】 中学校理科，モデル，生物概念，染色体，体細胞分裂 

1. 背景と目的

理科授業において，教師は学習者に自然事象

を説明する際，頻繁に図や模型等を取り扱う。

本研究では，このような学習対象となる事象が

図や模型等で表現されたものを「モデル」とす

る。教師がこのようなモデルを学習者に提供す

ることで，学習者の自然事象に対する適切な認

識を促すこともあれば，不適切な認識を誘発し

てしまうこともある。そのため，教師は，学習

者の自然事象に対する適切な認識を促すために，

モデルの適切性についての検討を行い，その上

で自然事象に対する適切な認識を促すようなモ

デルを学習者に提供する必要がある。 

 そこで，本研究では，教師が取り扱うモデル

の適切性についての検討を進めていきたい。本

報告では，教師が主として理科教科書に掲載さ

れているモデルをそのまま取り扱うことが多い

と考えられるため，理科教科書に掲載されてい

るモデルに限定し，その中でも，教科書ごとに

多種多様なモデルが掲載されている中学校理科

の「生命の連続性」単元に焦点を当てることと

する。そして，モデルに表現された自然事象の

側面に関する適切性についての検討を行い，そ

の検討結果を踏まえた上で，モデルに関する学

習者の認識についての調査を行うこととする。 

2. 教科書に掲載されているモデルの適切性に

ついての検討

平成 20 年度の中学校学習指導要領理科編に

準拠して発行された理科教科書 1)の「生命の連

続性」単元において掲載されている「染色体と

DNA の関係が表現されたモデル」と「体細胞分

裂における染色体の様子が表現されたモデル」

の適切性についての検討を行った。それぞれに

ついての検討結果を以下に示したい。 

(1) 染色体と DNAの関係が表現されたモデル

表 1は，理科教科書に掲載されている「染色

体と DNA の関係が表現されたモデル(以下，染

色体モデルと呼ぶ)」をまとめたものである。表

1 に示すとおり，理科教科書に掲載されている

染色体モデルを「分解型」と「拡大型」に分類

することとした。分解型の染色体モデルは，染

色体を解くようにして DNAが表現されたモデル

であり，拡大型の染色体モデルは，染色体の一

部を拡大するようにして DNAが表現されたモデ

ルである。いずれの染色体モデルも，遺伝子の

本体である DNAが染色体に含まれているという

説明とともに，理科教科書に示されており，染

色体の構造的側面が意図して表現されていると

いえる。 

そこで，染色体モデルに表現された染色体の

構造的側面に関する適切性についての検討を行

うこととした。表 1に示すとおり，いずれの染

色体モデルでも，染色体と DNAが同時に表現さ

れている。そのため，DNA が染色体に含まれて

いるという染色体の構造的側面を捉えやすくな

っているといえる。しかしながら，いずれの染

色体モデルでも，染色体に対する DNAの大きさ

が明確にされないまま，DNAが表現されている。

そのため，いずれの染色体モデルでも，染色体

表 1 理科教科書に掲載されている染色体モデル 
分解型 拡大型 

DNA

DNA
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に対する DNAの大きさを適切に捉えることが困

難になると指摘できる。 

(2) 体細胞分裂における染色体の様子が表現

されたモデル

表 2は，理科教科書に掲載されている「体細

胞分裂における染色体の様子が表現されたモデ

ル(以下，体細胞分裂モデルと呼ぶ)」をまとめ

たものである。表 2に示すとおり，理科教科書

に掲載されている体細胞分裂モデルを「省略型」

と「部分的表現型」に分類することとした。省

略型の体細胞分裂モデルは，分裂過程が省略さ

れたモデルであり，部分的表現型の体細胞分裂

モデルは，分裂過程が部分的に表現されたモデ

ルである。いずれの体細胞分裂モデルも，減数

分裂と体細胞分裂の違いの説明や無性生殖にお

ける体細胞分裂の説明とともに，理科教科書に

示されており，分裂前後の細胞(前回の体細胞分

裂の終期の細胞と，その細胞をもとにした今回

の体細胞分裂の終期の細胞)にある染色体の数

が同じになるという側面と細胞の構造的側面が

意図して表現されているといえる。 

 そこで，まず，体細胞分裂モデルに表現され

た分裂前後の細胞にある染色体の数が同じにな

るという側面に関する適切性についての検討を

行うこととした。表 2に示すとおり，いずれの

体細胞分裂モデルも，分裂前の細胞にある染色

体と分裂後の細胞にある染色体の数，色，形及

び大きさが同一に表現されている。そのため，

分裂前後の細胞にある染色体の数が同じになる

という側面を捉えやすくなっているといえる。

しかしながら，省略型の体細胞分裂モデルでは，

分裂過程が省略して表現されている。そのため，

分裂前後の細胞の時期を明確に判断することが

困難になると考えられる。具体的には，分裂前

後の細胞が分裂期終期の細胞であるのか，また

は，分裂期前期の細胞であるのかを明確に判断

することが困難になるといえる。また，部分的

表現型の体細胞分裂モデルでは，分裂過程で接

合していない染色分体が表現されている。その

ため，分裂過程で染色体の数が二倍になるかの

ように捉えさせてしまうことが問題となる可能

性がある。実際には，分裂期前期の染色体は，

すでに間期で DNAが複製されて DNA量が二倍に

なり，一対の染色分体が接合した状態のもので

あるため，分裂過程で染色体の数が二倍になる

ことはない。 

 次に，体細胞分裂モデルに表現された細胞の

構造的側面に関する適切性についての検討を行

うこととした。表 2に示すとおり，いずれの体

細胞分裂モデルも，細胞内に分裂期の染色体が

表現されている。そのため，細胞の構造的側面

を捉えやすくなっているといえる。しかしなが

ら，省略型の体細胞分裂モデルでは，染色体を

囲む円が細胞として表現されているのか，核膜

として表現されているのかが明確に示されてい

ない。そのため，円が核であるように見え，染

色体と核膜が同時に存在するかのように捉えさ

せてしまうことが問題となる可能性がある。ま

た，部分的表現型の体細胞分裂モデルでは，細

胞内に染色体と核膜が同時に表現されている。

そのため，省略型の染色体モデルと同様，染色

体と核膜が同時に存在するかのように捉えさせ

てしまうことが問題である。実際には，染色体

が観察できるようになる分裂期の細胞では，核

膜が消失しているため，染色体と核膜が同時に

存在することはない。 

3. 体細胞分裂モデルに関する認識調査

これまでに示してきたとおり，理科教科書に

掲載されている染色体モデルと体細胞分裂モデ

ルの適切性についての検討を行ってきた。そし

て，理科教科書に掲載されている染色体モデル

の中には，染色体に対する DNAの大きさを適切

に捉えることが困難なものがあることを指摘し

た。また，理科教科書に掲載されている体細胞

分裂モデルの中には，分裂前後の細胞の時期を

明確に判断することが困難なもの，分裂過程で

染色体の数が二倍になるかのように捉えさせて

しまうもの，染色体と核膜が同時に存在するか

のように捉えさせてしまうものがあることを指

摘した。そこで，体細胞分裂モデルに対して指

摘してきたこれらの事項について，学習者がい

かに体細胞分裂モデルを認識しているのかを明

表 2 理科教科書に掲載されている 
体細胞分裂モデル 

省略型 部分的表現型 
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らかにするための調査を行うこととした。 

(1) 調査の概要

調査は，教員養成系大学に所属する 85 名を

対象として，2019 年 12 月上旬に実施した。な

お，この 85 名のうち，77 名が生物基礎を履修

していた。調査は，調査形式とし，問題 1と問

題 2の二問で構成された質問紙を用いて実施す

ることとした。 

問題 1では，体細胞分裂モデルに表現された

細胞の構造的側面に関する学習者の認識を明ら

かにするために，図 1の分裂期終期の細胞が表

現されたモデルを提示し，そのモデルの構成要

素がそれぞれ何を表すものであるかを問い，矢

印や言葉等を用いて回答させた。また，「核」，

「形質」，「遺伝子」，「DNA」，「染色体」，「細胞」

及び「相同染色体」といった科学用語を提示し，

必要に応じてこれらの用語を使用させた。そし

て，問題 2では，体細胞分裂モデルに表現され

た分裂前後の細胞の時期や染色体の数に関する

学習者の認識を明らかにするために，図 2の分

裂の起点と終点となる細胞が表現されたモデル

を提示し，どのような過程を経て，体細胞分裂

の前後で細胞内の染色体が同じになるのかを問

い，図や文章等を用いて回答させた。 

(2) 調査の結果及び考察

問題 1の調査結果の考察を進めていくにあた

り，分裂期終期の細胞が表現されたモデルのい

くつかの構成要素のうち，「細胞」，「染色体」及

び「A(遺伝子)」の三つの構成要素に着目するこ

ととする。表 3から表 5は，三つの構成要素に

対する回答結果をまとめたものである。まず，

表 3をみると，図 1の構成要素の「細胞」が細

胞を表すものであるという回答をした学生は全

体の 7％であることがわかる。また，図 1 の構

成要素の「細胞」が核を表すものであるという

回答をした学生は全体の 59％であることがわ

かる。これらのことから，多くの学生は図 1の

構成要素の「細胞」について適切に認識してい

ないことが指摘できる。次に，表 4をみると，

図 1の構成要素の「染色体」が染色体を表すも

のであるという回答をした学生は全体の 81％

であることがわかる。このことから，多くの学

生は図 1の構成要素の「染色体」について適切

に認識していると考えられる。そして，表 5を

みると，図 1の構成要素の「A(遺伝子)」が遺伝

子を表すものであるという回答をした学生は全

体の 4％であることがわかる。また，図 1 の構

成要素の「A(遺伝子)」に対して無回答であった

学生は全体の 41％であることがわかる。これら

のことから，多くの学生は図 1 の構成要素の

「A(遺伝子)」について適切に認識していない可

能性が高いことが指摘できる。また，その他に

分類された回答のうち，「遺伝子である DNA を

表している」等の不適切な回答をした学生は全

体の 35％である。このことから，一部の学生は

DNA と遺伝子との関係を適切に認識していない

ことが指摘できる。 

 問題 2の調査結果の考察を進めていくにあた

り，図 2にある分裂の起点となる細胞が表現さ

れたモデル(以下，分裂起点モデルと呼ぶ)の隣

に描かれたものに着目することとする。そして，

問題 2の回答を「終期·前期·接合型」，「終期·前

期·非接合型」，「終期·間期型」，「前期·後期型」

及び「その他」の五つの回答カテゴリーに分類

することとする。「終期·前期型」は，分裂起点

モデルが分裂期終期の細胞であり，その隣に描

かれたものが分裂期前期の細胞であると解釈可

能な回答である。「接合型」は，分裂期前期の細

胞内に描かれたものが接合した染色分体である

図 2 分裂の起点と終点となる細胞 
が表現されたモデル 

表 3 図 1の構成要素の「細胞」 
に対する回答結果 

細胞 核 その他 無回答 
人数 
(％) 

6 
(7) 

50 
(59) 

5 
(6) 

24 
(28) 

表 4 図 1の構成要素の「染色体」 
に対する回答結果 

染色体 遺伝子 その他 無回答 

人数 
(％) 

69 
(81) 

4 
(5) 

0 
(0) 

12 
(14) 

表 5 図 1の構成要素の「A(遺伝子)」 
に対する回答結果 

遺伝子 形質 その他 無回答 
人数 
(％) 

3 
(4) 

5 
(6) 

42 
(49) 

35 
(41) 

 

図 1 分裂期終期の細胞が表現されたモデル 

A A
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と解釈可能な回答であり，「非接合型」は，分裂

期前期の細胞内に描かれたものが接合していな

い染色分体であると解釈可能な回答である。ま

た，「終期·間期型」は，分裂起点モデルが分裂

期終期の細胞であり，その隣に描かれたものが

間期の細胞であると解釈可能な回答であり，「前

期·後期型」は，分裂起点モデルが分裂期前期の

細胞であり，その隣に描かれたものが分裂期後

期の細胞であると解釈可能な回答である。これ

らの回答カテゴリーを基礎として，問題 2の調

査結果の考察を進めていくこととする。 

表 6は，染色体の変化に対する回答結果をま

とめたものである。表 6をみると，「終期·前期

·接合型」の回答をした学生は全体の 9％である

ことがわかる。一方で，「終期·前期·非接合型」

の回答のうち，「染色体の数が二倍になる」とい

う非科学的な回答をした学生は全体の 12％で

ある。このことから，一部の学生は体細胞分裂

の過程における染色体の数について適切に認識

していないことが指摘できる。そして，分裂期

終期を体細胞分裂の起点としている「終期·前期

型」と「終期·間期型」の回答をした学生は全体

の 40％であるのに対し，分裂期前期を体細胞分

裂の起点としている「前期·後期型」の回答をし

た学生は全体の 46％である。このことから，同

じ体細胞分裂モデルであっても，分裂前後の細

胞の時期についての認識は，分裂期後期である

という認識と分裂期前期であるという認識に分

かれてしまうことがわかる。

これまでに示してきたとおり，問題 1と問題

2の結果から，「体細胞分裂モデルに表現された

細胞が核を表す」，「体細胞分裂の過程で染色体

の数が二倍になる」というような不適切な認識

をしている学生がいることが明らかになった。

また，体細胞分裂モデルに表現された分裂前後

の細胞の時期についての認識は，分裂期前期で

あるという認識と分裂期終期であるという認識

に分かれてしまうことが明らかになった。なお，

問題 1で「遺伝子」といった科学用語を提示し

たことで，DNA と遺伝子との関係を不適切に認

識している学生がいることも明らかになった。 

4. 総括

理科教科書の分析から，染色体に対する DNA

の大きさを適切に捉えることが困難になる染色

体モデルが掲載されていること，また，大学生

に対する調査結果から，DNA と遺伝子との関係

や体細胞分裂に関して不適切な認識をしている

学習者がいることが明らかになった。そのため，

これらを踏まえ，不適切な認識を誘発しないよ

うに改善した染色体モデルや体細胞分裂モデル

が必要であると考える。しかしながら，その改

善した染色体モデルや体細胞分裂モデルでは，

中学校理科で扱う範囲を超えた染色体や体細胞

分裂の側面が表現されることになる。そのため，

中学校理科の段階で，どのような染色体モデル

や体細胞分裂モデルを提供することが適切であ

るか否かだけでなく，それらのモデルに対する

説明をどの程度行うことが適切であるか否かに

ついても，実証的に調べることが必要であると

考える。そこで，今後は，改善した染色体モデ

ルと体細胞分裂モデルを活用する理科授業を具

体的に構想し，モデルの提供とそれによる学習

者の認識における改善の有無について，さらな

る検討を続けていきたい。 

註 

1)以下の中学校理科教科書を検討した。 

有馬朗人ほか（2016)『新版 理科の世界 3』

大日本図書株式会社，pp.76-117. 

霜田光一ほか(2016)『中学校 科学 3』学校図

書株式会社，pp.122-155. 

塚田捷ほか(2016)『未来へひろがるサイエンス 

3』株式会社新興出版社啓林館，pp.2-31. 

岡村哲矩ほか(2016)『新編 新しい科学 3』東

京書籍株式会社，pp.66-103. 

細谷治夫ほか(2016)『自然の探究 中学校理科 

3』教育出版株式会社，pp.122-149. 

表 6 問題 2の染色体の変化に対する回答結果 

回答カ
テゴリ

ー 

終期·前期型 
終期· 
間期型 

前期· 
後期型 

その
他 接合型 

非 
接合型 

人数 
(％) 

8 
(9) 

20 
(24) 

6 
(7) 

39 
(46) 

12 
(14) 
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中学生の持つ力学誤概念の是正に向けたアクティブラーニング型授業の提案 

〇板橋 克美 A，福岡環 B，福島和洋 B 

〇Katsumi Itahashi A，Tamaki Fukuoka B，Kazuhiro Fukushima B 

崇城大学総合教育センター A，熊本大学教育学部 B 

【キーワード】アクティブラーニング， 力学誤概念，ICT機器，学習指導要領 

1. 背景と目的

 新学習指導要領が公示され，資質・能力の育成の

ために，主体的で対話的な要素を取り入れた授業を

行い，深い学びにつなげることが求められている．

そのため，近年では，アクティブラーニング（AL）

型授業の実践が数多く行われている． 

 特に，物理教育の分野では，ThorntonとSokoloff

により行われた，Interactive Lecture Demon-

strations (ILDs)と呼ばれる手法を用いた AL 型授

業が大学・高等学校を中心に数多く行われている．

ここで ILDs型授業とは，学習者が持つ誤概念を中

心に課題を設定し，その解決を対話的に行うように

構成された授業である．学習者はまず個人で課題に

対する解を考え，次に学習者同士で深く討論を行い，

課題である物理現象の根底にある概念について理

解を深めていくように設計された授業である．この

ILDs 型授業によって，従来の一方向的な授業と比

較して，概念の理解・獲得において，学習者間およ

び教師と学習者間の相互作用が本質的効果をもた

らすということが示されている． 

 本発表では，これまで実践報告が少なかった中学

生を対象とした ILDsに基づくAL型授業の実践報

告をする．また，そこで明らかとなった課題を報告

し，改善したAL型授業を提案する． 

2. これまでの研究

 本研究では，MIF (Motion Implies Force)誤概念

に焦点を当て，台車が斜面を滑りあがるときにはた

らく力の向きを課題として，生徒間の討論のみから

結論を導かせる授業を実践した．このAL型授業を

行ったクラスを実験群とし，従来型の授業を行った

クラスを対照群とした．実践校は2校で，熊本大学

教育学部付属中学校と公立中学校Mである． 

 実験群に対して行ったAL型授業は，以下のよう

な内容である．最初に具体的準備として，運動の第

1法則について復習をする．その後，演示実験を用

いて，課題の説明を行う．ここで，課題に関しては，

前述のように誤概念に焦点を当てているため，認知

的葛藤が起こるように設定されている．課題に対す

る予想をした後に，課題に対して，班および全体で

討論を行い，生徒たち自身で結論を出す．結論に達

した後に，他者との討論の中で自身の意見の変遷を

振り返ることによりメタ認知の状態を作り出す．時

間に余裕があれば，日常生活で経験する第2法則を

説明する．実践した両校において，討論を行ったが，

クラス全体で結論に達することはなかった．そのた

め，振り返り以降ができず，不完全なAL型授業と

なった． 

 一方，対照群に対して行った従来型の一方向授業

は，通常行われているように，ばねはかりを用いた

実験を行った授業である．つまり，教師の発問と生

徒の発表はあっても，相互的対話は行われていない

授業である．実践した両校では，最後に教師がまと

めを行い，授業が終了となった． 

 対照群，実践群ともに，課題の問いを含む事前テ

スト，事後テストを行った．この事前・事後テスト

の正答率の伸び（ゲイン）を両群で比較し，AL 型

授業の有効性について検討した．実践した両校にお

いて，AL 型授業を実施した実験群では，平均ゲイ

ン値が，対照群と比較し，大きく上昇した結果を得

た．ここでは，課題に対するゲイン値も大きく上昇

していた．故に，対照群と実験群とのゲインの差は
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AL型授業の有効性を示していると考える． 

公立中学校 M では，実験群と対照群に加え，も

う1クラスでAL型授業を行った．このクラスでは，

実験群と同様の方法で授業を行ったが，最後の結論

の段階で，教師が正解を説明して終了となった．こ

のクラスでも平均ゲインを求めたが，実験群よりも

低い値となり，課題に対するゲインも 0 であった．

つまり，このクラスでは，教師の過剰な支援によっ

て生徒が深く考えることを途中で止めてしまい，正

しい理解に至ることなく，誤概念が解消されないま

まであったことがわかる． 

3. 改善したAL型授業の提案

 この授業実践の結果，生徒が葛藤し，討論を通し

て十分に考える時間を設定することが有効だと分

かった．理想としては，クラス全体が正解を共有す

る必要があったが，それができなかった．つまり，

50分の中で，生徒が十分に考え尽くすことができ，

かつ，解決をすることができる課題設定が必要であ

ることが分かった。 

この明らかになった課題の「十分に議論する時間」

を確保するためには，ICT機器を用いた即時の情報

共有や思考の可視化が重要となると考える．ICT機

器を用いてAL型授業が促進されることは，これま

でにも言われていることである．実践した授業では，

ホワイトボード等を用いた班・全体での情報共有を

行っていたが，この情報共有を，双方向授業を可能

にするアプリケーション(metamoji, Studynet 等)

で行うことができれば，改善ができると考えている．  

 また，課題設定に関しては，新学習指導要領の重

要な柱であるカリキュラム・マネジメントが重要な

役割を果たすと考える．カリキュラム・マネジメン

トを教育課程の全体だけでなく，教科内，単元内で

行い，知識を得る時間，思考を深める時間など，教

師が意図的に配分することが必要になると考える．

例えば，中学校3年「力と運動」の単元においては，

年間指導計画、配当時間は表のようになっているが，

この内，誤概念が生じやすい単元である「物体の運

動」と「仕事とエネルギー」の単元では，思考を深

める時間に重きを置き，授業を行う必要があると考

える．「運動の速さと向き」の項目では，知識を得る

時間に重きを置いて授業を設定し，一方で，「力がは

たらき続ける運動」などの項目では，思考を深める

時間として重きを置いて授業を設定するとよい．こ

こでは，「MIF誤概念」や「重い物の方が速く落ち

る」，「力のつり合いと作用・反作用の混同」といっ

た誤概念を取り扱うことが考えられる． 

 このように，一つの誤概念に着目をしてAL型授

業を行うことは，他の概念に対する理解も深まると

考えられる．なぜなら，本実践ではMIF 誤概念に

着目したにも関わらず，運動の第1法則についても

理解が深まったとの結果が出ているためである．故

に，AL 型授業では，様々な付随した効果も期待で

きる． 

表. 中学校3年生「力と運動」における単元と配当

時数例（大日本図書）．単元中の主な内容も示す． 

単元 主な内容 配 当

時数 

力のはたらき 力のつり合い， 

力の合成と分解 

5 

物体の運動 速さ，運動の3法則

（落下運動を含む） 

11 

仕事とエネルギー 仕事とエネルギー，

力学的エネルギー， 

エネルギーの移り

変わり 

15 
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メタンハイドレート合成を取り入れた教育実践 

○杉江瞬 A，和田幸恵 A，福岡裕真 B，長南幸安 B

○SUGIE ShunA, WADA YukieA, FUKUOKA YumaB, CHOUNAN YukiyasuB

弘前大学大学院 A，弘前大学 B 

【キ－ワード】 理科教材，メタンハイドレート，メタン，実験室合成，授業実践 

１ 背景と目的 

メタンハイドレートとは，図 1 に示すよう

に水分子からなる籠状の構造の中に，メタン

分子が包接された構造をした結晶である。そ

の単位格子は 46 個の水分子と 8 個のメタン

分子から構成され，5 角 12 面体のⅠ型のガス

ハイドレート結晶構造と，5 角 12 面・6 角 2

面体のⅡ型のガスハイドレート結晶構造が組

み合わさってできている¹⁾。

メタンガスを含有しているため，資源不足

を補う代替エネルギーとしての有効性から注

目を集めている。このメタンハイドレートを

教材として利用し，生徒にエネルギー資源と

現状の課題への関心を持たせる機会創出のた

めには，広く展開できるような生成方法の構

築が必要となる。従来の生成方法には，専門

的な機材や多大な時間が必要という課題があ

ったが，温度や圧力等の条件を工夫すること

によって，簡易的な装置によるメタンハイド

レート生成を成功させることができた。本研

究は，実際に教育現場で，生徒自身によるメ

タンハイドレート生成を伴った授業実践を行

い，メタンハイドレートに対し興味・関心を

促すことができるか検討した。本研究では，

山形県立加茂水産高等学校で 1 年生の生徒を

対象にし，数名でグループを作って授業実践

を行った。

図 1 メタンハイドレートの構造¹⁾ 

２ 方法 

(1)授業構成

メタンハイドレートの生成に 1 時間 30 分程

度かかるため，グループ毎の生成実験から始め

た。生成の途中で 1 時間 30 分程度の攪拌を行

うため，その間に基礎知識，海底資源としての

価値，日本のエネルギーの現状を扱った講義を

した。その後，生成したメタンハイドレートを

燃焼させ，1 つ 1 つ火柱の大きさや燃焼時間の

様子を観察し比較した。 

(2)生成方法

図 6 に示すように，生成には，固有の温度・

圧力条件を満たすことが必要であり，平衡領域

として−80℃で約 0.1 MPa，0℃で約 2.6 MPa

以上の圧力をかけ続けることで生成すること

ができる²⁾。 

本研究では，メタンガスと精製水(イオン交

換水)を圧力容器に密閉し，温度を 0℃に保ちな

がら，4.5~5.0 MPa の圧力でメタンガスと水を

攪拌するという条件の下，メタンハイドレート

の生成を行った。実験手順として，圧力容器に
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精製水 10 mL と攪拌子を入れて組み立て，メ

タンガスを入れたゴム風船を取り付けた。ゴム

風船を取り付けた圧力容器を液体窒素（−

196℃）で冷却し，風船内のメタンガスを圧力

容器へ入れた。その後，54℃に調節した水で，

容器内の氷が融けるまで湯浴した。その後，圧

力を 4.5~5.0 MPa に調節してから，氷水で 0℃

に保ちながら攪拌を始めた²⁾。1030 回転/分で

1 時間 30 分攪拌したところで，メタンハイド

レートを取り出した。取り出したメタンハイド

レートに火を点け，燃焼と燃焼時間の確認を行

った。

図 2 メタンハイドレート生成の実験器具 

図 3 メタンハイドレート生成の手順① 

図 4 メタンハイドレート生成の手順② 

図 5 メタンハイドレート生成の手順③ 

図 6 メタンハイドレートの平衡領域²⁾ 

３ 結果 

(1)授業実践

講義において，既存の知識や海洋資源との関

係付けた部分，日本に関する部分では，生徒た

ちの興味・関心を促すことができていた。しか

し，分子の構造やメタンハイドレートの採掘方

法といった専門的な用語が多用される部分で

は，授業内容が理解に繋がっていない様に見ら

れた。実験において，生成から燃焼反応までを

授業の時間内に収めることができていた。しか

し，生成過程を詳しく説明することができず，

1つ 1つの過程について意識させることができ

なかった。一方で，メタンハイドレートの燃焼

反応では，多くの生徒の関心を引くことができ

ていた。授業後にとった感想でも，生徒にとっ

て，最も印象の残った部分となっていた。 

(2)メタンハイドレート生成

生徒たちが生成したメタンハイドレートの

容器内の圧力では，4.90 MPa から 3.20 MPa

の圧力低下が起こり，フレーク状のメタンハイ
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ドレートを生成することができた。燃焼反応も

確認され，短いもので 20 秒程度，長いもので

1 分程の継続的な燃焼が観測された。本実験

は，高校生を主体として行ったものであった

が，ほぼ全てのメタンハイドレートで燃焼反応

が確認された。 

図 7 授業実践の様子① 

図 8 授業実践の様子② 

図 9 メタンハイドレート燃焼の様子 

４ 考察・結論 

本講義において，各内容によってポジティブ

やネガティブな反応に分かれていた。ポジティ

ブな反応は，既存の知識や海洋資源と関連した

内容でよく見られた。これは，メタンハイドレ

ートが山形県付近の海底にも存在している可

能性があることや，海洋と水産に力を入れてい

る水産学科系の学校であったことが関係して

いると考える。一方でネガティブな反応は，専

門性が高い部分で見られた。これは，専門用語

が多用されたため，1 つ 1 つの用語が十分に理

解されない授業が進んでいったことが原因だ

と考える。 

実験では，時間が限られていたことや，高校

の範囲を超えた内容を扱っていたこともあり，

実験の成功や時間を優先したため，生成過程や

器具の用途について，意識させるように授業の

展開ができていなかった。また，実験と生成条

件の講義を別々に行う授業形態をとっていた

ため，温度や圧力，攪拌といった条件がメタン

ハイドレート生成に対し，どう影響を与えるの

かを，理解し難い授業展開であったと思われ

る。

本実験は高校生が主体となって行ったが，生

成した全てのメタンハイドレートで燃焼反応

が確認された。また，特に実験中も進行が中断

するようなこともなく，高校生が行う実験とし

て十分であると思った。このことから，この生

成方法は，教育現場で広く展開できるようなも

のであると考える。 

結論として，生成実験を取り込むことによっ

て，メタンハイドレートに対し興味・関心を促

すことができたと考える。特に，実践最後のメ

タンハイドレートの燃焼反応において，氷状物

質が火柱を上げる様子は，多くの生徒の関心を

引くことができたと考える。また，メタンハイ

ドレートが海洋資源であることや，日本の資源

やエネルギー，環境と組み合わせたことによっ

て，水産高校の生徒として自分事として考える

ことができたのではないか思われる。

これらのことから，メタンハイドレートを教

材として利用することで，理科教育だけでな

く，環境やエネルギー教育といった幅広い分野

に興味・関心を促す機会を創出することができ

るのではないかと考えた。 

５ 今後の課題 

1)講義内容の検討

本実践は，元々中学生や高校生を対象にした

ものであったが，専門性が高い部分では，理解

を促し難いと感じられた。今後，他の教育現場
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で実践する場合，その場所に合った内容にし

て，専門性を簡易的なものにする必要がある 

2)安全面の強化

メタンハイドレートを生成するにあたって，

メタンガスを用意する必要があることや，高圧

の状態にする必要がある。教育現場実施してい

くにあたり，まだ安全面に不安があるため，そ

の部分の強化を図りたい。

3)実施回数を増やす

今回は高校生を対象にした実践であったが，

中学生や大人なども対象にして，実践データを

広く集めたいと考えている。そのため，今後，

実施回数を増やして，多種多様なデータを集め

たいと考えている。 
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光量測定センサーの教材化について 

○後藤加代 ，山本佳奈，上野崇寿，二宮純子

○Goto Kayo，Yamamoto Kana，Ueno Takahisa，Ninomiya Junko

大分工業高等専門学校 

【キーワード】合成洗剤，LAS，発光細菌，探求活動，環境学習 

1．背景と目的

発光細菌 Vibrio fischeri（以下 V. fischeri）は

495nm の波長の青緑色の光を発し，重金属の毒性

評価法の供試生物として用いられている．発光細菌

を用いたバイオアッセイは，化学物質が生物に与え

る影響を消光反応から観察することが可能となる

ため，短時間で行える実験教材として期待できる． 

2019年 9月 14日（土）に大分県内の中学校で 1

年生 8 名，2 年生 14 名，3 年生 8 名 計 30 名を対

象にした公開講座「発光細菌を見てみよう」を実施

した．発光細菌（生物発光）に市販の洗濯用洗剤を

暴露したときの変化について，観察実験を行った．

学習者は，洗濯用洗剤に含まれる界面活性剤の種類

によって発光細菌の消光反応が異なることを知る

ことができた．しかしながら，光の見え方は個人差

があり，発光細菌の発光の変化量を判断するのは困

難であった． 

したがって発光細菌の消光反応による毒性試験

法は，「光が見える・見えない」という視覚情報に

基づく評価となり，化学物質の濃度変化に伴う発光

量の変化を考察するといった「探求活動」には課題

がある．また既存の発光光度計（ルミノメーター）

は高額でありこれを用いた学校教育実践の展開は

容易でない． 

 本研究では発光細菌 V. fischeri の発光量を計測

するセンサー回路を作製し，電圧値と発光量の相関

関係を求め，学習者が自作できる「発光量測定セン

サー」の教材化を試みた．

2．発光量測定センサーの作製方法 

2.１ 光量測定センサー回路の製作 

光量測定センサーの回路図を図 1に示す．回路は，

直流電源とフォトトランジスタ（NJL7302L-F3）

そして抵抗の直列回路から構成される．フォトトラ

ンジスタ Tr は受光部(ベース)に特定波長の電磁波

が入射されることにより光電流が生じる．その光電

流に応じて，コレクタ電流を制御できることが特徴

である．発光細菌から放出された光はフォトトラン

ジスタの受光部で受け取られ，その受光量に応じて

コレクタ部に電流が流れる．このときフォトトラン

ジスタを 3並列に接続し，発光細菌から放出される

光を多く受け取れるようにした．3並列接続された

フォトトランジスタからのコレクタ電流が抵抗に

流れ，電圧降下V0として出力される仕組みである． 

 電子回路は，耐熱ビニール被覆銅線を用いてハン

ダ付けし，電源には単 3のアルカリ乾電池(1.5V) 2

個を直列接続で使用した．製作した電子回路は，部

品や作業が少ないため，電子部品に不慣れな教員や

子どもでも容易に製作が可能である． 

図 1 光量測定センサー回路図 

2.2 発光細菌の前培養 

今回の用いた発光細菌は，－80℃で冷凍保存した

V. fischeri（ATCC 49387）を室温で解凍し，菌の

原液 1mL を 300 mL 容三角フラスコの液体培

Photobacterium Broth(Sigma-Aldrich 製)100mL

に添加して，ウォーターバス(70 rpm)を用いて 20℃

で 22時間の間振とう培養した液を菌液とした．
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2.3 光量測定方法 

 暗箱としてステンレス製の筒(直径 8cm 高さ

11cm)を使用し，筒の内側 3方向にフォトトランジ

スタを取り付けた（図 2）．マグネットスターラー

(1500 rpm/IKA 製)の上に遮光用の黒画用紙とシリ

コンマット（ダイソー）を重ね，その上に前培養し

た菌液を入れたサンプル瓶(直径 3cm 高さ 8cm)を

設置した．フォトトランジスタを取り付けた暗箱を

被せ，その上にセーフティリング SR-4(東京ガラス

器械 TGK)を置いた．発光細菌の電圧値は，菌液

19 mLを入れたサンプル瓶を暗箱中に設置し，マグ

ネットスターラー1500 rpmで撹拌しながら約 5分

後の値を測定した．

図 2 発光量測定装置（左）と暗箱の内部（右） 

3．実験結果 

  Lumat LB 9507 (Berthold)を用いて前培養した

発光細菌の発光量 RLUを測定し，本実験で作製し

た光量測定センサーの電圧値との相関関係を調べ

た．前培養 22時間の発光細菌は，発光量 RLUが

約 4☓108のとき電圧値が 20 ～30 mVであった．

前培養を 26時間の菌液では，発光量 RLUが約 4

☓1010において電圧値が 40 ～50 mV と増加した．

前培養した菌液は，人の視覚では「光る」ことを認

識できるが，その光量の変化を視覚情報で判断する

のは困難である．本研究で製作した光量測定センサ

ーで数値化できることが明らかとなった．

光量測定センサーの電子部品の材料費を表 1に

示す．一つの電子回路の費用は約￥300で，暗箱と

して使用したステンレス筒は 100円ショップの茶

筒を用いた場合，発光量測定装置の材料費は￥500

以下である．光量測定センサーの製作時間は，大分

高専科学部の学生に協力を得て，回路図にしたがっ

てユニバーサル基板上にハンダ付けしたところ約

45分で完了した． 

発光量測定装置は基盤へのハンダ付けを省き，ス

テンレス缶にセロハンテープで簡易的に貼りつけ

た．この結果，発光細菌の培養液を入れたサンプル

瓶を三方向から受光することができ電圧値のバラ

ツキを抑制するとともに，装置の作製時間を短くす

ることができた． 

表 1 電子回路の部品と価格一覧 

部品 規格 価格 

NJL7302L-F3 ￥45 /個 × 3 ＝ ￥135 

RD25S 200K ￥1 /本 

3265 AWG24 ￥480 /パック ÷ 7 ≒ ￥69 

BH-321-1AS ￥70 /個 

4．おわりに 

本研究では，フォトトランジスタによって受光し

た発光細菌の光量を電圧値に変換することで，汎用

のルミノメーターの代用品として測定可能な発光

量測定センサーを作製することが可能であること

が示唆された．また，光量測定センサーは材料費が

安価で，電子工作キットとしても有用である．この

光量測定センサーを用いることで，発光細菌の化学

物質に対する毒性試験が科学的な探究活動へと発

展することが可能になり，環境教育教材として応用

することが期待できる． 

製作した光量測定センサーを用いて蓄光シール

の光量を測定したところ，経時的に電圧値が低下す

ることが確認できた．今回製作した光量測定センサ

ーは，蓄光が電気の明かりのように一定の明るさを

保って光り続けないことを調べることができ，自由

研究の教材キットとして展開できると思われる． 

 今後は光量測定センサーを用いた地域の公開講

座を通して教材の実用化に向けて検討を行い，子ど

もが自分で改造可能な回路形態を検討し小中学生

の環境学習・探求活動につなげていきたいと考えて

いる． 
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豚足の骨から広がる探究教材の開発 3 
－軟骨細胞の観察から発展する学びの可能性－ 

○枝村 美咲，渡邉 重義

EMURA Misaki，WATANABE Shigeyoshi 

熊本大学大学院教育学研究科 

【キーワード】豚足，軟骨細胞，探究教材，学校教育，生涯教育 

1．はじめに

理科の学習では，日常生活や社会との関連を

重視し，教科横断的な学習を行う中で，科学的

な思考力や表現力を育むことが求められてい

る。枝村・渡邉（2019）は，「骨から学べるこ

とのイメージマップ」を作成し，学校教育・社

会教育・生涯教育の 3領域に学びが広がる可能

性を示した。そのイメージマップの学校教育と

生涯教育の接点に着目すると，「細胞」に関す

る学びが浮上した。そこで，枝村・渡邉（2020）

は，学校教育と生涯教育が結び付くような細胞

の観察を行うために，豚足の軟骨細胞を材料に

した基礎研究を行った。 

 旧カリキュラムにおける高校生物Ⅰの生物

体の組織の学習では，軟骨組織が取り上げられ

て軟骨細胞の観察が行われることがあった。軟

骨細胞は軟骨基質中に存在し（図１A），模式図

では 2個組や 4個組で表されることが多い（図

１B）。また，軟骨細胞は，軟骨小腔の内部に存

在するため，細胞の周辺に隙間が観察されるこ

とが多い。しかし，豚足の軟骨細胞の観察を行

うと，模式図のような典型的な形態が観察され

ないこともあった。そこで，本研究では，軟骨

から切片を採取する部位の違いによって観察

される軟骨細胞の形態が異なることを確かめ

るために，切片の作成方法や染色法を工夫した

観察を行った。また，軟骨細胞の観察で一般的

に用いられるニワトリの手羽の軟骨細胞との

比較を行った。そして，豚足の軟骨細胞の観察

を通して得られる結果から発展できる学びの

可能性を探った。 

図 1 ニワトリの手羽元の軟骨細胞．A:1%酢酸

オルセインで染色．B:A の模式図．n:核，c:細

胞，v:軟骨小腔，ｍ：軟骨基質．スケールは

10µm．

2．軟骨細胞の観察 

1）目的と方法

関節軟骨の部位の違いによって，観察される

軟骨細胞の様子が異なるのかどうかを確かめ

るため，豚足の関節軟骨の縦断切片を作成して

観察した。材料にしたのは，食料品の量販店等

で販売されている豚足である。市販の豚足はボ

イル後に冷凍の処理をされ，第 3列（中指）と

第 4列（薬指）の間でカットされた状態（半割

れ）で販売されている。本研究では，豚足の第

3 列または第 4 列の中手骨の末端の軟骨を用

いた。カッターナイフで軟骨から約 5×10mm

の軟骨片を切り出し，穴を空けたピスに差し込

み，プラントミクロトームで 0.04mm の厚さ

の縦断切片を作成した。その切片を 45%酢酸

に 3～5分間浸した後，イオン交換水で洗浄し，

1%酢酸カーミン（AC）で染色して観察した。

また，切り出した軟骨片の向きを変えてピスに

差し込み，軟骨の表層から下層に向けての横断

切片を作成して観察した。 

 次に，軟骨細胞の形態を詳しく調べるために，

上記と同様の方法を用いて豚足の中手骨関節
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軟骨の横断切片を作成し，0.05%トルイジンブ

ルー（TB）と約 60倍に希釈した 1%メチレン

ブルー（MB）で染色して観察した。 

 一般に軟骨細胞の観察には，ニワトリの手羽

が材料として用いられる。本研究ではスーパー

マーケットで購入した生のニワトリの手羽元

を材料として軟骨細胞を観察し，豚足の軟骨細

胞と比較した。ニワトリの関節軟骨は，上腕骨

の肩側に接続する部分から採取し，上記と同様

の方法で横断切片を作成し，AC，TB，MBで

染色して観察した。 

2）結果と考察

豚足の中手骨関節軟骨の縦断切片では，軟骨

表面から硬骨の部位に向けて，異なる形態をし

た軟骨細胞の層が見られた（図２）。それらを

表面から順に A,B,C で示す。表層の A では，

扁平な細胞が密集していた。中層の Bでは，A

よりも少し丸みを帯びた細胞が 1 個または 2

個組になって縦に並んでおり，隙間が多く見ら

れた。深層の C では，さらに丸みを帯びた細

胞が複数個集まっているのが観察された。骨端

軟骨は，関節面から骨組織に向かって静止細胞

層，増殖細胞層，肥大細胞層に区分することが

できる（須田ら編著 2016）。図２は関節軟骨で

はあるが，細胞の形態的な特徴から，Aは静止

細胞層，Bは増殖細胞層，C は肥大細胞層に相

当し，染色性の違いが表れたと考えられる。 

図 3のABCは豚足の中手骨関節軟骨の横断

切片であり，図 2の ABCのそれぞれの層の位

置に対応するものと判断できた。A1 は AC 染

色の結果を示し，A2 は細胞の形態を分かりや

すくするために補助線を入れている（B，Cも

同様）。AC染色では核が赤く染まり，細胞がわ

ずかに淡く染まった。縦断切片では A 層の細

胞は扁平であったが，横断切片（図３A）では

円形，卵円形，角丸三角形の外形をしていた。

しかし，細胞と核が扁平になった軟骨細胞も混

ざっていた（A2）。B層の横断切片における軟

骨細胞は（図 3B），Aと比べると大きさに顕著

な差はなかったが，図 1Bの模式図で示したよ

うな角丸三角形の細胞が多くなった。C では，

卵円型の細胞が多くなり，核は膨潤して大きく

なっていた。 

図２ AC 染色した豚足の中手骨関節軟骨の縦断

切片．スケールは 100µm． 

図３ AC 染色した豚足の中手骨関節軟骨の横断

切片． n:核，c:細胞．スケールは 10µm．A1～C1

に補助線を入れたのが A2～C2．各層で細胞や核

の大きさ，形に違いが見られた． 
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AC染色（図３）では，核は染色されて識別

できたが，細胞，軟骨小腔，領域部基質はほと

んど染まらなかった。そこで，TB 染色とMB

染色を行い，軟骨細胞の形態を詳しく調べた

（図４）。TB 染色（図４A）では，核は青色，

細胞は薄い紫色，軟骨小腔はやや濃い紫色に染

まることが多く，横断切片の部位によっては細

胞の周りの領域部基質が濃い紫色に染まった。

MB染色でも同様の染色性を示したが，核は青

色，それ以外は青紫色に染まった。AC染色と

比べると，TB染色やMB染色では，軟骨細胞

に特徴的な軟骨小腔を明瞭に確認でき，領域部

基質が染まるという違いがあった。 

図 4 異なる染色方法で観察した豚足の中手骨

関節軟骨の横断切片．A:TB 染色．B:MB 染色．A1

と B1 に補助線を入れたのが A2 と B2．n:核，c:

細胞，v:軟骨小腔．スケールは 10µm． 

細胞は，通常の化学固定を行うと，固定液の

浸透圧の影響を受け，収縮する。その収縮によ

り生じた空間が軟骨小腔として識別される（須

田ら編著 2016）。TB染色とMB染色では軟骨

小腔が濃く染まって見える場合もあるため，軟

骨小腔を含む全体を細胞，本来の細胞の部分を

核と誤認してしまう可能性もある。しかし，軟

骨細胞の形態的特徴や染色液の特性から考え

ることで，軟骨細胞の構造を考える学習が導け

るであろう。また，TBにはメタクロマジー（異

調染色性）があり，酸性ムコ多糖類があると本

来の色調（青色）とは異なる赤紫色を呈する。

軟骨の領域部基質にあるヒアルロン酸やコン

ドロイチン硫酸は酸性ムコ多糖類であり，TB

染色で赤紫色に染まる。ヒアルロン酸やコンド

ロイチン硫酸は，医薬品，食品添加物，健康食

品に含まれる成分で，近年，CMなどで耳にす

ることも多くなった。したがって，TB染色の

結果は，関節の成分や機能を考察する学習に発

展できる可能性をもつ。 

 図 5は，ニワトリの上腕骨の関節軟骨の横断

切片を ACと TBで染色した結果である。細胞

は卵円形，角丸三角形の外形をしていたが，核

は円形のものが多く見られた。ニワトリの上腕

骨の関節軟骨は，豚足の中手骨の関節軟骨より

も厚みがあったため，軟骨片や切片を作成する

のがより容易であった。また，豚足とニワトリ

で切片の観察結果を比較すると，細胞の大きさ

は，ニワトリの方が豚足よりも大きいものが多

かった。染色性にはあまり差は見られなかった。 

図 5 手羽元上腕骨の関節軟骨の横断切片．A:AC

染色，B:TB 染色．A1 と B1に補助線を入れたもの

が A2 と B2．n:核，c:細胞，v:軟骨小腔．スケー

ルは 10µm．
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ニワトリの上腕骨の関節軟骨でも，豚足と同

様に，上層の細胞と下層の細胞で形態が異なる

ものが観察された。ニワトリの関節軟骨でも部

位による軟骨細胞の形態の違いに注意する必

要がある。ニワトリの上腕骨の方が豚足の中手

骨よりも軟骨の切片を切り出しやすいという

利点はあるが，ブタとヒトは同じ哺乳類である

ため，豚足の関節軟骨細胞の観察は手や足の構

造と機能に結び付けて考察しやすいという利

点がある。 

3．学校教育・生涯教育への学びの発展 

本研究では，豚足の中手骨関節軟骨を用いた

軟骨細胞の観察を行い，横断切片を採取する場

所によって，細胞の見え方が異なることがわか

った。実際に観察される軟骨細胞の形態の違い

は，模式図などで示されている典型的な形態と

異なることで，学習者の困惑を導く可能性があ

るため，観察の指導において注意をする必要が

ある。しかし，形態の違いは軟骨細胞の分化を

示すものであり，植物の根端の細胞の成長と同

様な事象を示すことができる。 

中学校理科における細胞の観察では，材料と

してタマネギの表皮細胞，オオカナダモの葉の

細胞，ヒトのほおの内側の細胞が用いられてい

る。細胞の観察を通して，学習者は細胞に関す

る多様性と共通性を学ぶ。上記の材料を観察し

て比較することで，細胞が「細胞膜に包まれて

いて核をもつ」ことを確認し，生命の基本単位

としての共通性を見出す。一方で，細胞壁や葉

緑体が植物細胞だけにあることから多様性を

学ぶ。しかし，共通性や多様性を学ぶための観

察材料は，上記の 3種であるため，共通性や多

様性の実感には結び付きにくいと考えられる。

特にヒトのほおの内側の細胞以外に，観察で利

用できる動物細胞の材料がほとんどない。豚足

の中手骨の軟骨は入手や観察のための操作が

比較的に容易で，本研究の結果が示すように細

胞としての特徴も見出しやすいため，新しい材

料として用いることができるであろう。また，

軟骨片の部位によって観察できる細胞の形態

が異なることから，細胞の成長・分化から多様

性を実感する学びにもつなげられる。 

豚足の中手骨の軟骨は，TB染色すると軟骨

細胞の周辺の領域部基質が染色された。TB染

色によってヒアルロン酸やコンドロイチン硫

酸が染色されるという情報を学習者に提示す

れば，細胞の周囲が染色さているという観察結

果から，軟骨細胞がそれらの物質を分泌してい

るという考察が導ける。この結果と考察から，

さらに軟骨の機能について考えることもでき

るであろう。ヒアルロン酸やコンドロイチン硫

酸は，関節痛などの治療薬であり，豚足の軟骨

細胞の観察が学習者の日常生活につながって

くる。したがって，学校教育における細胞の学

習に食や健康の観点が加わり，生涯教育に発展

する学びが期待できる。 

4．おわりに 

 今後の課題として，豚足の中手骨を用いた関

節軟骨や骨端軟骨の観察を通した学びから，生

涯教育に発展するための学習プログラムを構

想する必要がある。 
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問題解決的アプローチから科学探究的アプローチへの転換を目指した 

理科授業デザインの開発 

〇星野 由雅Ａ，山田 真子Ａ，福山 隆雄Ａ，大庭 伸也Ａ，隅田 祥光Ａ，工藤 哲洋Ａ， 

林 幹大Ａ，前田 勝弘Ｂ，山田 仁子Ｂ，和泉 栄二Ｂ，才木 崇史Ｃ，松本 拓Ｃ 

〇Hoshino YoshimasaＡ, Yamada MasakoＡ，Fukuyama TakaoＡ，Ohba Shin-yaＡ， 

Suda YoshimitsuＡ，Kudoh TakahiroＡ，Hayashi MikihiroＡ，Maeda KatsuhiroＢ， 

Yamada HirokoＢ，Izumi EijiＢ，Saiki TakafumiＣ，Matsumoto HiromuＣ 

長崎大学人文社会科学域（教育学系）Ａ，長崎大学教育学部附属中学校Ｂ，長崎大学教育学部

附属小学校Ｃ 

【キーワード】理科授業デザイン，科学探究的アプローチ，未知の問題 

１．背景と目的 

わが国の小学校・中学校の理科教育において，

歴史的に問題解決的，探究的アプローチがその

基盤となっており，平成 29 年改訂の小学校学

習指導要領では問題解決の力を養うこと，中学

校学習指導要領では探究する力を養うことが

それぞれの理科の目標において掲げられてい

る（文部科学省，2017a，2017b）。問題解決的，

探究的アプローチは，帰納主義の科学観に由来

するものである。つまり，現在の理科教育にお

いて，帰納主義の科学観が基盤となっていると

も言える。しかしながら，科学は「観察から理

論へと進む１つの方法」によって成り立つと考

える帰納主義の科学観について，すでに 18 世

紀前半に，個別言明である観察によって一般言

明である法則や理論の真理性を保証すること

は論理的に不可能であることが論証されてい

る（進藤，1995）。そして，20 世紀後半には新

しい科学観の台頭と相まって，帰納主義の命運

はすでに尽きたとも言われている。さらに，問

題解決的，探究的アプローチによる理科学習は，

科学者の科学的探究の論理的・認識論的再構成

であり，本来の科学的探究とは言えないことが

指摘されている。真に探究する力を養うには，

理科学習を科学的探究の単純な論理的・認識論

的再構成とするのではなく，本来の高度で複雑

な科学的探究に近いものにすることが必要で

ある。 

本研究では，そのために「児童・生徒にとっ

て未知の問題」を組み込んだ理科授業を図 1の

概念図のようにデザインし実践を試みる。 

本プロジェクトでは教科書に記載された実

験例を参照しつつ，与えられた実験条件の一部

を削る，あるいは付加することにより学習者に

とって見通しを持ちにくい，あるいは見通しを

持ったとしても結果がその見通しを裏切る未

知の実験内容となることを目指し，大学教員と

小・中学校の理科教員とで実験例を設計し，そ

図 1 授業デザインの概念図 

科学者の科学的探究

理科学習
（≠本来の科学的探究）

論理的・認識論的再構成

真に探究する力を養う

未知の問題へ取組む

？

子どもたちにとって見通
しを持ちにくい

子どもたちの見通し
の結果を裏切る
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の実験を活用した授業を実践した。 

２．授業実践 

2.1 小学校における実践 

実践は，2019 年 2 月 19 日長崎県内の N小学

校第 6 学年 27 名を対象に行った。取り上げた

単元は，「てこのはたらき」である。明示的に

示された課題（めあて）を子どもたちが解決し

ていく途中に隠された問題に気付き，自発的に

その問題解決に向けて取組むような授業設計

を行った。ミニシーソーの製作活動の際に，木

材の粗密の違いや木材の中心を明示しないな

ど，つり合わせるのが困難な状況をつくること

で，児童が問題を見出し，その解決に向けて他

者と協働しながら思考していくことができる

ように図った。 

授業は，具体的には次のように進められた。 

① 前時で“シーソーがつりあう”とはどうい

うことか，例えば，同じ重さのものがシー

ソーの両端にくることなど，学んだことを

振り返った。 

② 教師がインゲン豆 1 個の質量を量りたい

ことを伝え，重さを量る方法を児童に尋ね

た。

③ 児童からは，上皿天秤や電子天秤を使う提

案が出た。

④ 教師が，インゲン豆 1個が 1 g の分銅より

軽いために，上皿天秤やグラム整数値まで

しか表示がない電子天秤では，重さを量れ

ないことを示した。

⑤ 1 g の分銅だけを使って 1 g より軽いイン

ゲン豆 1 個の重さを量るためにはどうし

たらよいか，児童に問いかけた。

⑥ 児童から「シーソーを使えばよい」と提案

が出た。

⑦ シーソーをどのように利用して量るのか，

教師から問いかけた。

⑧ 児童から，「シーソーのさおの一方の端に

インゲン豆を置き，反対側に置く分銅の位

置を変えてシーソーがつりあうようにす

ればよい。」と提案が出た。 

⑨ めあてとして『インゲン豆のだいたいの重

さを調べよう。』とした。

⑩ 次に，どのような方法で行えばよいか，を

教師が問いかけ，各自のノートにその方法

を書くよう指示をした。

⑪ その後，何人かの児童に方法を発表させた。

発表内容は，シーソーのさおに目盛りをつ

けて，端に置いたインゲン豆とつりあう位

置に分銅をおけば重さがわかる，というも

のであった。

⑫ 測定に必要な物品を教師が教卓に並べて

いったが，目盛りが付いたミニシーソーは

なく，作製のための材料を示した。

⑬ 班毎にミニシーソーの作製に取り掛かっ

た。

⑭ 児童は，作製途中に木製の板の中心に支点

を設定するとシーソーがつりあわない問

題に遭遇した。

⑮ 児童は，この問題解決のため班内で案を出

し，試行錯誤をしていた。ここで，教師か

ら「何か困っていることはない？」とクラ

ス全体に聞き，シーソーがつりあわない問

題があることを確認した。さらに，何故つ

りあわないのか，どのように解決すればよ

いかを問うた。ある班が，木材の密度が違

うこと，しかし，さおにテープを貼ること

でバランスの調整を行い解決できること

を発表した。 

⑯ 各班がつりあったシーソーの作製を終え，

インゲン豆の重さの測定を行った。

⑰ 最後に，どのようにしてインゲン豆の重さ

を量ったか，何人かに発表させた。

2.2 中学校における実践 

 実践は，2019 年 2 月 20 日長崎県内の G中学

校第 1 学年 36 名を対象に行った。取り上げた

単元は「力と圧力」である。生徒の見通しの結

果を裏切るものとして，身近にはあるが教科書

では扱っていない素材の物理的性質を探究す
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るよう授業設計を行った。金属製ではなくポリ

ウレタン製のばねの荷重に対するのびの量の

変化を調べさせることで，フックの法則が成立

しないという結果に気付き，様々な物質の固有

の弾性の特性について探究していくことがで

きるように図った。 

授業は，具体的には次のように進められた。 

① 前時は，金属ばねの特性を調べフックの法

則を見出したことを振り返った。本時でも

ばねを使った実験を行うが，用意されたば

ねの前時との違いを教師が問うた。

② 生徒からは，「金属ではない」などの素材

の違い，長さの違い，太さの違いの指摘が

あった。

③ 教師から改めて，素材がポリウレタンとい

うプラスチックであることの説明とこの

ばねでもフックの法則が成り立つのか問

いかけた。

④ 教師からの問いかけで，生徒がめあてとし

て『プラスチック製のばねと鉄（金属）製

のばねの違いを調べよう。』の発言があっ

た。

⑤ 教師がめあてを板書して，実験方法の確認

をし，ワークシートを配布した後，班内で

の役割を確認させ，記録，グラフ作成，考

察を行うことを指示した。

⑥ 生徒は，一定の重さの錘を順にばねにかけ

ていき，その後逆に錘をはずしていった時

のばねののびを記録した。

⑦ 班によっては，錘をかけた時とはずした時

とで値がずれたことから，実験をやり直し

ていた。

⑧ 実験を終えた班は，グラフに値をプロット

し，近似線を引く作業を行った。

⑨ 生徒は，与えられたホワイトボードに得ら

れた近似線を書いたが，直線を引くべきか

曲線を引くべきか迷う班もあった。各班が

ホワイトボードに書いた近似線をもとに

改めて近似線のグラフを黒板に書いた。 

⑩ 教師が黒板に書かれたグラフに共通する

ことを生徒に問うた。

⑪ 生徒から，「かける錘の数を減らした時の

のびの長さが増やした時ののびの長さよ

り大きくなっている。」と発言があった。

また，他の生徒から「原点を通っている。」

と発言があった。

⑫ 教師から，本当に原点を通るかどうか，問

いかけた。ある班の生徒から，「錘を 0 個

にしたとき，0 cm にならなかった。」と発

言があった。

⑬ 教師から実験中に困ったことがなかった

か，問いかけた。「どんどんのびて困った。」

とある班から発言があった。

⑭ 教師から，プラスチックばねの性質と金属

ばねとの性質との違いは何か，問いかけた。 

⑮ 生徒から，「金属ばねに比べるとプラスチ

ックばねはのびが正確でない。」，また，「い

ずれ切れる限界が来る。」と発言があった。 

⑯ 教師から，本当に原点を通る直線なのか？

問いかけた。

⑰ ある班が，「錘を 1 個かけた時と 2 個かけ

た時とののびが違っていたので，折れ線グ

ラフを描いた。」と説明があった。

⑱ 教師から，この班の線の引き方を自分たち

のデータに当てはめて考えてみたら，この

班のような線が引けそうな班は手を挙げ

るよう，問いかけた。多くの生徒から手が

挙がった。

⑲ 教師から，実はここが金属ばねとプラスチ

ックばねの違いであると説明があった。ま

た，なぜ最初に錘をかけた時にのびないの

か，周りの人と考えるよう指示があった。 

⑳ 生徒から，「ばねは限界まで引っ張るとも

う戻らなくなるが，それが現れているので

はないか。」と発言があったが，教師が金

属ばねとプラスチックばねを提示し，金属

ばねは横にするとだらんと垂れるのに対

してプラスチックばねはしっかりと形を
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保っていることを示し，プラスチックばね

は自分自身が縮まろうとする弾性（初張力）

が働いており，これが錘をかけた始めの挙

動の原因になっていることを説明した。 

３．結果 

3.1 小学校における実践結果 

 授業では，ねらいとした次のような児童の様

子が観察された。 

１） 授業者が意図した児童に掴ませたい問題

として，「インゲン豆の重さを調べる方法」

も「シーソーをつり合わせるために工夫す

る」ことも，児童はよく捉えていた。 

２） 児童は，インゲンマメの重さを求めると

いう課題（めあて）の答えを出すために，主

体的に問題解決に向かい，実験方法を考え，

その過程で新たに生じた「てこがつり合わ

ない」という問題に対しても自然発生的に

児童間での議論を通して解決し，自分たち

なりの結果や結論を導き出すことができて

いた。 

3.2 中学校における実践結果 

授業では，ねらいとした次のような生徒の様

子が観察された。 

１） 大部分の生徒は，本授業の「問題」をフ

ックの法則が他の物質でできたばねにおい

ても成り立つことを検証することとよく捉

えていた。 

２） 予想とは異なる結果が出たために，実験

をやり直そうと主体的に取組む班がいくつ

もあった。その過程で自然発生的に生徒間

で議論が行われていた。 

４．考察 

本プロジェクトの実践から，児童・生徒は「未

知の問題」を捉え，それを解決するために自分

たちで試行錯誤したり話し合ったりして，自分

たちなりの結果や結論を導き出していた。この

ことは，平成 29 年改訂の学習指導要領で改訂

のポイントとされている「主体的・対話的で深

い学び」のモデルケースとなる授業であったこ

とを示している。すなわち，学習の基盤となる

資質・能力の一つとして挙げられている，「問

題発見・解決」の場面を設けていたこと，言語

能力の育成に資する言語活動として「根拠を明

確にして議論する」場面を自然発生的に生じさ

せていたこと，および学びに向かう力の育成と

して「主体的に問題解決に取り組む姿勢」を引

き出していたと言える。評価者からは，『「未知

の問題」を児童・生徒に出会わせ，授業を活性

化したいという願いは，教師にとって共通の願

いであると思う。そういう意味では，新たな授

業デザインを提供する研究として，今後，大い

に期待される。研究としての価値は非常に高い

と思う。』という今後に期待する趣旨の評価を

いただいた。 

５．今後の課題 

今後の課題については，評価者からの指摘を

もとに次のような点が挙げられる。 

１） 「未知の問題」に出会わせる授業を想定

するとき，実験の結果をもって「その考え

では通用しない」ということを理解させな

ければならない点を考慮する必要がある。 

２） 自然発生的に議論をする場面が現れてい

たので，それを生かした班などの小グルー

プでの話し合いの場を設ける必要がある。 

３） 今回のような授業と研究成果を見た者が

「これなら自分にもできるかもしれない」

と思うようになる工夫が求められる。 
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1. はじめに

平成 29 年に告示された中学校学習指導要

領 1)では，地球領域における第 2 学年の「気

象とその変化」の単元(以下「気象単元」とい

う。)において，気象に関する諸概念が取り扱

われている。当該単元では，現行の学習指導

要領で取り扱われてきた内容に加えて，「気圧」

や「自然の恵みと気象災害」といった内容が

他の単元から移行してきており，過去と比較

して，指導の充実が求められている。 

平山・森藤 2)は気象単元の学習直後の中学

生を対象に，彼らの気象概念を明らかにする

調査を行った。その結果，「雲の発生過程」に

ついて，気温の変化を説明する生徒は多いも

のの，気圧の変化を説明する生徒が少ないこ

とが明らかにされた。そこで，本研究では，

この学習上の困難を克服し，適切な気象概念

の構成を可能とするような理科授業を構想し

て実践し，授業による生徒の概念の変容を捉

えることで，実践授業の効果を検討していく

こととした。 

2. 研究の理論的背景

学習者の保持している概念が学習対象と関

わり，それらの相互作用によって，新たな概

念が構成される。このように，学習は学習者

の既有概念と学習者の外界にある学習対象と

の間で生起する相互作用によって進行する。

これは，Osborne,R.3)らが提案した生成的学

習モデル(Generative learning model)の中心

的な主張であり，その概要は，図 1 のように

まとめられる 4)。図に示されているとおり，

学習者は，既有概念を基礎に据えながら，学

習対象の特定の側面に対して選択的に注意を

向ける。そして，学習対象との相互作用によ

って得られた情報を意味づけ，関係づけ，新

たな意味を構成し，既有概念を変容させるこ

ととなる。そのため，理科学習において適切

な概念を構成するためには，彼らの中に構成

されている既有概念の内容を捉え，既有概念

と学習対象との相互作用とその帰結に注目し

ていくことが重要であるといえる。 

ところで，理科学習では，自然現象を学習

対象として取り扱う。浅利 5)は，気象単元で

取り扱われる自然現象について，その因果関

係の複雑さによって，学習上の困難が生じて

いることを指摘している。このことを踏まえ

るならば，適切な気象概念の構成を可能とす

るような理科授業を構想するためには，気象

単元で取り扱う自然現象の複雑な因果関係の

どこに学習上の困難が生じているのかを詳細

に捉え，その困難を克服できるような相互作

用の在り方を検討していくことが重要である

と考えられる。 

中学校理科における気象概念の構成に関する実践的研究 

―雲の発生過程に関する学習を中心に― 

○平山 将也Ａ，森藤 義孝Ｂ

○HIRAYAMA MasayaＡ，MORIFUJI YoshitakaＢ

福岡教育大学大学院教育学研究科Ａ，福岡教育大学Ｂ

【キーワード】 地球領域，気象概念，雲の発生過程，生成的学習モデル 

図 1 生成的学習モデルの概要 
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3. 研究の概要

前述したとおり，気象単元では，取り扱わ

れている自然現象の因果関係の複雑さによっ

て，学習上の困難が生じている。そこで，本

研究では，これまでの議論を踏まえ，当該単

元において適切な気象概念の構成を可能とす

るような授業デザインを構想する。そして，

構想した授業の実践を行い，授業前後の概念

の変容を捉えることで，実践授業の効果と課

題について検討し，さらなる授業改善に向け

ての指針を得たい。ここでは，構想した授業

デザインの概要について述べていく。 

3-1 研究の実践時期及び研究対象

授業実践は，令和 2 年 2 月中旬から 3 月上

旬に行った。研究対象は福岡県内の公立中学

校に在籍する第 2 学年の 1 クラス 34 名の生

徒である。 

3-2 実践授業の構想

表 1 は，気象単元の「霧や雲の発生」に関

する授業の指導計画である。本研究では，表

1 の 4 時間目と 5 時間目に配置されている

「雲の発生過程」に関する授業を分析対象と

した。授業では，当該単元において学習上の

困難が生じていると考えられる学習内容に注

目し，それらに関わる情報を提示しながら，

学習者の既有概念と学習対象との相互作用に

よる概念の変容を捉えるために，課題 1 から

課題 3 までの 3 つの課題を課すこととした。 

前述したとおり，平山・森藤 6)は，「雲の発

生過程」について，気温の変化を説明する生

徒は多いものの，気圧の変化を説明する生徒

が少ないことを明らかにした。そこで，本研

究では，「雲の発生過程」における気温の変化

と気圧の変化に注目させることとした。その

ために，まず，「雲の発生過程」に関する授業

の前に，「上空にある雲はどのようにしてでき

るのか」という問い(課題 1)に対して非指示的

に回答させた。次に，空気中に含まれる水蒸

気の上空への移動に伴う変化に注目させるた

めに，「雲は空気中に含まれる水蒸気が上空に

移動し，水や氷に変化したものである。」とい

った情報を提示した上で，「空気中に含まれる

水蒸気はどのようにして上空に移動し，雲が

できるのか」という問い(課題 2)に対して指示

的に回答させ，空気が上昇する理由について

説明させることとした。課題 1 と課題 2 に回

答させることで，「雲の発生過程」に関する授

業直前の生徒によって構成されている気象概

念を明らかにすることとした。そして，これ

らの問いに対する生徒の回答を「雲の発生過

程」に関する授業につなげることとした。 

「雲の発生過程」に関する授業では，まず，

上空の空気は地上の空気よりも気温が低いこ

とを取り上げた。次に，上空の空気は地上の

空気よりも気圧が低いことに注目させるため

に，雲は，気温の変化だけでは発生しないこ

とを伝え，上空への空気の移動によって，ど

のような変化が起こるのかに注目させた。そ

して，図 2 に示すような簡易真空容器を用い

た実験を行い，空気のかたまりのまわりの気

圧を低くすると，空気のかたまりの体積が大

きくなることを示した。次に，図 3 に示すよ 

表 1 「霧や雲の発生」に関する授業の指導計画 

時数 学習内容 学習活動 

1 
地球上に存在
する水 

地球上では水がどのような
状態で存在し，循環している
のかを考える。 

2〜3 露点と湿度 

露点を測定する実験を行
い，空気中に存在することが
できる水蒸気の量には限界が
あることを捉え，湿度につい
て考える。 

4〜5 雲の発生過程 

(課題 1) 
(課題 2) 
気圧が低くなることによっ

て生じる空気の体積の変化を
調べる実験を行う。 
空気の体積が大きくなるこ

とによって生じる気温の変化
を調べる実験を行い，雲がで
きることを確かめる。 
(課題 3) 

6 
雨や雪の発生
過程 

雨や雪などの降水ができる
過程を考える。 

図 2 簡易真空容器を用い
た実験 

図 3 断熱膨張についての実験 
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うな断熱膨張についての実験を行い，空気の

かたまりの体積を大きくすると気温が下がり，

水蒸気が水滴になって雲ができることを示し

た。そして，これらの実験を行った後に，課

題 1 と同一の問い(課題 3)に回答させ，「雲の

発生過程」に関する授業直後の生徒によって

構成されている気象概念を明らかにすること

とした。それぞれの課題に対する回答時間は，

5 分間であった。課題では，図 4 に示すよう

な図を提示し，その中に絵と言葉を用いて回

答させることで，生徒によって構成されてい

る気象概念を明らかにすることとした。 

4. 結果及び考察

既に述べたとおり，本研究では，「雲の発生

過程」に関する授業実践について検討してい

く。ここでは，生徒の回答を，教科書 7)の意

図どおりに現象を捉えて説明しているか否か

を基準として，「科学的説明」，「準科学的説明」，

「非科学的説明」及び「その他」の 4 つの回

答カテゴリーに分類し，結果についての考察

を進めてくこととする。表 2 は各回答カテゴ

リーの定義の詳細を示したものである。

表 3 は，課題 1 における生徒の回答を前述

した各回答カテゴリーに分類し，その人数分

布をまとめたものである。これを見ると，授

業前では，科学的説明を提出する生徒はおら

ず，「気温が低下する」，「水蒸気が上昇し，水

や氷に変化する」といった回答を提出する生

徒が多いことがわかる。このことから，彼ら

は，表 1 の 1 時間目に該当する「地球上に存

在する水」において学習したことを想起し，

「空気中に含まれている水蒸気が上空に移動

すると，周りの気温が低下することによって

水や氷の粒となって現れる」ことについての

説明をしていると考えられる。また，「水が蒸

発するから」，「水蒸気が集まるから」といっ

た回答を提出する生徒が多いことがわかる。

そこで，前述したとおり，「雲は空気中に含ま

れる水蒸気が水や氷に変化したものである。」

といった情報を提示した上で，課題 2 に回答

させることとした。 

表 4 は，課題 2 における生徒の回答を前述

した各回答カテゴリーに分類し，その人数分

布をまとめたものである。これを見ると，水

蒸気が上昇する理由について，「上昇する風に

よって移動する」，「水蒸気は軽いから」，「水

が蒸発するから」，「水蒸気が集まるから」と

いった回答を提出する生徒が多いことがわか

る。このことから，多くの生徒は水蒸気が上

昇する理由についての具体的な説明をするこ

とができていないことがわかる。しかし，数

名ではあるものの，科学的説明を提出する生

表 2 回答カテゴリーの定義 

回答カテゴリー 定義 

科学的説明 
教科書の意図どおりに現象を捉えて説
明をしている回答 

準科学的説明 
教科書の意図どおりではない，もしく
は教科書の意図とは異なるが，科学的
に適切な説明をしている回答 

非科学的説明 科学的に適切な説明をしていない回答 
その他 説明をしていない回答 

表 3 課題 1 についての回答カテゴリーに含まれる代表的

記述例とその人数分布(n=26) 

回答カテゴリー 代表的な記述例 
人数 

(割合) 

科学的説明 
・空気が上昇すると，気圧が低く
なり，気温が低下するから。

0 ( 0) 

準科学的説明 

・空気が上昇すると，気温が低下
するから。

5 (19) 

・水蒸気が上昇し，水や氷に変化

するから。
9 (35) 

・気圧が変化するから。 2 ( 8) 

非科学的説明 

・水が蒸発するから。 4 (15) 

・水蒸気が集まるから。 4 (15) 

・その他 2 ( 8) 

表 4 課題 2 についての回答カテゴリーに含まれる代表的
記述例とその人数分布(n=26) 

回答カテゴリー 代表的な記述例 
人数 

(割合) 

科学的説明 

・風が山にぶつかって上昇する。  1 ( 4)

・地表付近の空気があたたまり，
上昇する。

 1 ( 4) 

準科学的説明 
・上昇する風によって移動する。  4 (15)

・水蒸気は空気よりも軽いから。  4 (15)

非科学的説明 

・水が蒸発するから。  4 (15) 

・水蒸気が集まるから。  4 (15) 

・その他  4 (15) 

その他 
・分からない

・無回答
 4 (15) 

図 4 課題で提示した図 
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徒がみられた。図 5 は，科学的説明を提出し

た生徒の回答を示したものである。このよう

な生徒の説明を学級全体で共有することで，

山頂のような上空の空気の気温と気圧の変化

に着目させ，簡易真空容器を用いた実験へと

スムーズに授業を展開することが可能となる。 

表 5 は，課題 1 と課題 3 における生徒の回

答を前述した各回答カテゴリーに分類し，そ

の人数分布をまとめたものである。これを見

ると，課題 3 では，前述した内容を学習した

ことによって，科学的説明を提出する生徒や，

「気圧が低くなる」といった回答を提出する

生徒が多くなることがわかる。しかし，「水蒸

気が水や氷に変化する」，「水蒸気が集まるか

ら」といった回答を提出する生徒は多いまま

である。これらのことから，実践授業によっ

て，気圧の変化に注目して説明する生徒が多

くなるものの，授業前後での概念の変容がみ

られない生徒も多いといえる。 

5. 今後の課題

本研究では，気象単元の主要な指導内容で

ある「雲の発生過程」について，適切な気象

概念の構成を可能とする授業デザインの構想

と実践を行い，実践授業の学習前後の生徒の

概念の変容をモニターし，構想した実践授業

の効果を検討してきた。その結果，次の 2 点

が明らかになった。1 点目は，「雲の発生過程」

に関する授業後では，授業前と比較して気圧

の変化に注目して説明する生徒が多くなるこ

とである。このことから，実践授業において，

「雲の発生過程」における気温の変化と気圧

の変化に注目させた上で，まず，簡易真空容

器を用いた実験を行い，次に，断熱膨張につ

いての実験を行ったことで，「雲の発生過程」

についての適切な概念を構成することが可能

となったと考えられる。2 点目は，「雲の発生

過程」に関する授業前後での概念の変容がみ

られない生徒が多いことである。そこで，「空

気中に含まれる水蒸気はどのようにして上空

に移動し，雲ができるのか」や，「なぜ，空気

が上昇すると，雲ができるのか」といった問

いを提示することで，生徒が実験で学習した

ことを活用して回答することができると考え

られる。現在，本研究での実践授業は，3 月

上旬からの休校措置によって中断している。

そこで，休校措置が解除された際には，その

後の授業実践を行うことで，授業の効果を検

討し，さらなる授業改善を行うことで，適切

な気象概念の構成に効果的な授業デザインの

提案を行っていきたい。 

6. 引用文献・参考文献及び註
1)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.

2)平山将也・森藤義孝(2019)『中学校理科における気象概念の構成

に関する基礎的研究―「雲の発生過程」を中心として―』，一般社

団法人日本理科教育学会第 69 回全国大会発表論文集 第 17 号，

368.

3)Osborne, R. and Wittrock, M. (1983) Learning Science: A 

Generative Process, Science Education, 67(4),489-508.

4)森藤義孝(2012)『構成主義の学習論―その影響と課題―』，理科

の教育，Vol.61，No.724，5-8.

5)浅利圭(2011)『動的かつ因果的な理解を目指す気象学習に関する

一考察―「天気の変化」の説明方略の変容に注目して―』，日本理

科教育学会全国大会発表論文集 第 9 号，234.

6)前掲書 2)

7)ここでは，以下の教科書を参考にした。

・有馬朗人他(2017)「新版 理科の世界 2」，大日本図書.

・霜田光一他(2016)「中学校 科学 2」，学校図書.

・細谷治夫他(2016)「自然の探究 中学校理科 2」，教育出版.

・塚田捷他(2016)「未来へひろがるサイエンス 2」，啓林館.

・岡村定矩他(2016)「新編 新しい科学 2」，東京書籍.

表 5 課題 1 と課題 3 についての回答カテゴリーに含まれ
る代表的記述例とその人数分布(n=26) 

回答カテゴリー 代表的な記述例 課題 1 課題 3 

科学的説明 
・空気が上昇すると，気圧
が低くなり，気温が低
下するから。 

 0 ( 0)  5 (19) 

準科学的説明 

・空気が上昇すると，気圧
が低くなるから。 

0 ( 0)  5 (19) 

・空気が上昇すると，気温
が低下するから。 

5 (19)  2 ( 8) 

・水蒸気が上昇し，水や氷

に変化するから。 
9 (35)  6 (23) 

・気圧が変化するから。 2 ( 8)  0 ( 0)

非科学的説明 

・水が蒸発するから。 4 (15)  0 ( 0) 

・水蒸気が集まるから。 4 (15)  5 (19)

・その他 2 ( 8)  2 ( 8) 

その他 ・分からない  0 ( 0)  1 ( 4) 

注 単位は人，( )の数字は％ 

図 5 課題 2 における生徒の記述 
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高校で学ぶ無機化学と大学低学年で学ぶ無機化学のつながりとギャップ 

今村友裕 

IMAMURA Tomohiro 

樟南高等学校 

【キーワード】高校の無機化学，大学の無機化学，ギャップ 

１ 緒言 

高校化学は大きく理論化学・無機化学・有

機化学の 3 つに分かれている。その中でも無

機化学の場合，典型元素と遷移元素の代表的

な物質について性質・反応・沈殿等を学ぶ。 

一方，大学の無機化学は教える先生方や各

大学が作成するシラバスによって内容は異な

ってくるが，さらなる専門領域を学ぶ上で学

習する理系低学年向けの基礎教養科目レベル

の場合，主として化学結合や混成軌道を学習

する。 

化学結合の内容は高校化学の場合，理論化

学の一部である。そして無機化学の専門書の

中には酸化還元・酸塩基・化学平衡などを扱

った話も記載されている。これらの項目も高

校化学では理論化学の扱いを受けている。 

つまり，大学の無機化学は高校の理論化学

を理解していないと理解に苦しむことになる。 

ここでは大学で学ぶ無機化学は高校の化学

とどのようなつながりやギャップがあるのか

考えてみた。 

なお，学術的な無機化学の専門領域はたく

さんあり，ここで扱う大学の無機化学とは大

学低学年で理系学生が学ぶ基礎教養科目レベ

ル程度の話とする。

２ 高校の無機化学 

典型元素と遷移元素について，代表的な性

質・反応・沈殿等を学習していく。その折々

にイオン化エネルギーの大きさや最外殻電子

の数，イオン化傾向などの理論化学分野が過

去の復習の形で教科書に記載されている。そ

の扱いはわずかであった。 

３ 大学の無機化学 

元素の各論説明から入らず，物質の骨格と

なる原子の理論から始まり，次いで混成軌道

について解説しているものが多い。 

原子の理論の場合，いわゆるボーア模型は

高校化学でも触れている。しかしながら議論

は相当細かくなる。シュレーディンガー方程

式を使った話もある。 

混成軌道は有機化学を学ぶ上でも出現する。

有機化学に必須の反応機構を学ぶ上では必ず

学ぶものと考えられる。 

その後は専門書によるが，酸化還元・酸塩

基・化学平衡などの物質の変化について記さ

れているものもある。最後には元素の各論説

明がある。各論説明には概略のみならず，錯

体にかかる話題など本格的な内容を取りそろ

えている。 

４ 考察 

２と３で見てきたように両者には大きなギ

ャップがある。それでは，何が影響している

のだろうか。それは，学習分野がすでに独立

している高校の無機化学分野と原点から学ぶ

大学の無機化学分野の方向性の違いにあると

考えられる。 

高校では，教科書の編あるいは章立ての段

階で無機化学分野が大きく独立している。大

学入試や学習指導要領の問題もあり大まかな
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意味でしか無機化学をとらえられず，それが

ギャップにつながっていると考えられる。 

大学では，すべての内容をまず原点に立ち

返り，そこから細かい理論を学んでいく。無

機化学で言えば，すべての物質の根本である

原子の話は避けて通ることはできない。原子

の理論を丁寧に論じたあと，電子が関与する

軌道についても説明して，はじめて無機化学

とは何かを示すことができることになる。 

なお，高校で化学を学習するときにも原子

理論の話が最初に出てくる。理論の内容と元

素各論をしっかり結びつけて指導していけば，

大学初学年の無機化学学習におけるギャップ

は少なくなると思われる。 

５ まとめ 

教科書と専門書を比較して，高校と大学初

学年で学ぶ無機化学は原子の理論や混成軌道

などの理論にしっかり時間を割いて話をする

かどうかのギャップが認められた。 

高校の場合は大学入試や学習指導要領の問

題もある。また，教科書の編あるいは章立て

が影響している可能性もある。理論は説明し

ているけれども深い学問の話をしているので

はないので細かい部分に話がおよばず，学生

がギャップを感じてしまうこともあるのだろ

う。 

高校現職の指導者としては，大学で学ぶ無

機化学のつながりについても授業等で言及し

ていきたい。 

６ 参考文献・引用文献 

・辰巳敬ら 9 名（2016），『改訂版 化学基礎』，

数研出版 

・辰巳敬ら 9 名（2016），『改訂版 新編 化学

基礎』，数研出版

・齋藤烈，藤嶋昭ら 20 名（2019），『化学基

礎 改訂版』，啓林館

・齋藤烈ら 20 名（2012），『化学』，啓林館

・井口洋夫ら 15 名（2013），『化学』，実教出

版

・合原眞，井手悌，栗原寛人（1991），『現代

の無機化学』，三共出版

・八木康一，能野秀典，矢沢道生，桑山秀人

（1997），『ライフサイエンス系の無機化

学』，三共出版

・荻野博，飛田博実，岡崎雅明（2016），『基

本無機化学 第 3 版』，東京化学同人

・John McMurry（2017），『マクマリー 有

機化学概説 第 7 版』，東京化学同人
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