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研究成果の概要： 

日本の探究学習の特長を生かしつつ、欧米の優れた面が根付くような、いわゆる日本型を基

盤とした融合型の「日本型の探究学習」の概念構築を進めた。同時に、探究学習の鍵を握る教

員の資質・能力の向上を図るため、教員養成・教員研修に係る実践・検討を並行して行い、以

下のような成果があった。 

(1)「前仮説段階を考慮した探究過程」の実践モデルを適応し、日本型探究学習の概念構築がで
きた。特に 探究過程における日本的な「こだわり」と日本の教育文化に根ざす探究モデルの課
題を明確にした。 
(2) 英国・オランダの探究学習を調査し、多様性教育、個別指導（学習）、理科学習・総合学習
の探究学習のプロセス（授業）・教材開発、評価システム等を分析・検討した。日本型探究への
導入を試みた。  
(3) 学校において探究学習を実現するためのコア・ティーチャー（学校・地域の理科教育を企
画・運営・指導する）という新たな役割を遂行できる教員養成・教員研修のカリキュラム・プ
ログラムを開発した。 
(4) 日本型探究学習に基づく理科学習、自然学習、総合学習の教材・プロセス・カリキュラム
の開発を継続して行った。  
 
交付額                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

２００７年度 1,800,000 540,000 2,340,000 

２００８年度 1,200,000 360,000 1,560,000 

年度  

年度  

  年度  

総 計 3,000,000 900,000 3,900,000 

 
研究分野：総合領域 
科研費の分科・細目：科学教育・教育工学・科学教育 
キーワード：理科教育、探究学習、日本型探究学習、理科教育、教員研修、教育実習 
 
１．研究開始当初の背景 
平成 15,16 年科学研究費（基盤研究(C)）「興
味・関心の高まりを意図した探究モデルの構
築と教材・プロセスの開発」からはじまった
理科の探究学習を実現するための実践的研
究は、平成 17,18 科学研究費（基盤研究(C)）
「興味・関心に基づく理科の探究学習を実現

するための教員養成・教員研修に関する研
究」として継続し、様々な成果を上げてきた。
このような研究の遂行の過程において、「探
究」という観点から、国内外の多くの学校等
の教育現場を訪問し、授業観察、教員との交
流、また、我々自身の（小・中・高での）授
業実践を通じて、日本における探究学習の実



 

現に必要なものが見えてきた。そして、それ
らはきわめて日本的な状況のなかに存在し
ていることも分かってきた。すなわち、本研
究の課題名に挙げた「日本型の探究学習」と
いうキーワードは、これまでの研究経過から、
日本の教育土壌に適合する探究学習の形が
あるという認識に基づいており、用いた表現
である。しかしながら、「日本型の探究学習」
は特に意識されることなく、何気なく実践さ
れ茫漠とした状況にあり、むしろ探究学習は
今なお混迷の中にある。日本の探究学習が、
次の段階へ向かおうとしているときこそ、
「日本型の探究学習」として、私たちの教育
土壌に根付くものにしなくてはならないと
考え、そのため、系統的に整理された明瞭な
形にし、実践的に有効・有用なものにする必
要がある。 
 
２．研究の目的 
① 「前仮説段階を考慮した探究過程」の実
践モデルを適応し、理論と実践の円滑な相互
作用のもとで日本型探究学習の概念構築を
目指す。 
② 欧米の探究学習を調査し、多様性教育、
個別指導（学習）、理科学習・総合学習の探
究学習のプロセス（授業）・教材開発、評価
システム等を分析・検討し、日本型探究への
導入・融合を試みる。 
③ 学校において探究学習を実現するための
マネージメント（学校の理科教育を企画・運
営・指導する）という新たな役割を遂行でき
る教員養成・教員研修のカリキュラム・プロ
グラムを開発する。これには、海外研修の導
入も検討する。 
④ 日本型探究学習に基づく理科学習、自然
学習、総合学習の教材・プロセス・カリキュ
ラムの開発を継続して行う。 
 
３．研究の方法 
(1)「前仮説段階を考慮した探究過程」の実
践モデルを適応し、理論と実践の円滑な相互
作用のもとで日本型探究学習の概念構築を
目指した。 
 「前仮説段階を考慮した探究過程」は探究
学習における仮説に着目し、仮説の前後の段
階を分けて捉え、特に仮説の前段階（前仮説
段階）での興味・関心の発生・高まりを意図
している。このモデルは、ある実践を次の実
践に発展させる際、一旦、実践の内容を普遍
化させ議論でき、授業デザイン、分析ツール
として活用できる。この際、探究モデル（特
に前仮説段階）における実験科学的側面およ
び生活体験的側面、環境・自然観察的側面お
よび自然体験的側面について検討し、日本的
な状況における「こだわり」との関係を明ら
かにし、日本型探究学習の概念構築を試みた。 
1) 探究学習の教員研修への参加、調査、分

析 
2) 探究学習の授業観察、調査、分析（調査・
研究費を要する） 
3) 探究過程における日本的な「こだわり」
の意義づけについての検討 
4) 関係した内容のシンポジウム実施 
 
(2)  欧米の探究学習を調査し、多様性教育、
個別指導（学習）、理科学習・総合学習の探
究学習のプロセス（授業）・教材開発、評価
システム等を分析・検討し、日本型探究への
導入・融合を試みた。 
  本研究の主眼となる目標。日本型探究学
習の具体な姿を、欧米の探究学習を考慮しな
がら構築した。 
1) 探究学習等に関する国内外の教員の意識
調査を実施した。教員の意識に関するアンケ
ートの作成および発送・回収・分析 
2) 探究学習の実践の視察・調査（国内・国
外：イギリス、オランダ） 
3） 興味・関心型（日本型）の探究学習授
業の実践と評価（国内・国外：イギリス、オ
ランダ） 
4) 関係した内容のシンポジウムを実施 
   
(3) 学校において探究学習を実現するための
マネージメント（学校の理科教育を企画・運
営・指導する）という新たな役割を遂行でき
る教員養成・教員研修のカリキュラム・プロ
グラムを開発した。 
1) 小学校理科における理科および探究学習
の教員研修プログラムの開発および実践 
（京都府、亀岡市、刈谷市等） 
2) 中学・高校の理科における探究学習の教
員研修の可能性を検討 
（北宇治中、附属京都中、大阪府立北野高、
兵庫県立小野高等） 
3) 教員養成過程における可能性の検討 
4) 関係したシンポジウムを実施 
 
４．研究成果 
 研究の過程において以下に示すようなワ
ークショップ、シンポジウム、研修（試行）
を実践し、その成果をフィードバックした。 
(1)ワークショップ：世界で子どもが一番幸
せな国オランダのイエナプラン教育 
一人ひとりの子供を育てるマルチエイジの
小学校オランダには世界でもっとも成熟し
た市民社会があり、そこでは子ども達がもっ
とも楽しい学校生活をおくっているといわ
れている。その背景には、オランダにおける
自由教育、多様性教育、個別教育の成功があ
げられる。先の６月のシンポジウムでも、参
加者から「日本では、“こんなこと、あった
らいいなあ”という教育の姿が、オランダで
は現実にしかも力強く実現されている」とい
う反応があった。今回は、オランダの教育を

 



 

具体的に先導しているイエナプラン教育の
実践的研究者３名によって、オランダの教育
の姿を明らかにした。 
シンポジウム日時 2007 年 11 月７日（水）
13:00-17:00 
＜パネリスト＞ 
◆ オランダ・イエナプラン教育、JAS（イエ
ナプラン・アドバイス＆スクーリング）の紹
介 
リヒテルズ直子（教育研究家・オランダ在住） 
◆ イエナプラン校の実際と質の維持 
リーン・ファン・デン・ヒューベル（ドクタ
ー・スハエプマン校） 
◆ 学びの空間としてのイエナプラン校 
ヒュベルト・ウィンタース(JAS 代表) 
◆ オランダ・イエナプラン教育の特徴 
フレーク・フェルトハウス(JAS 代表) 
＜コメンテーター＞ 
広木正紀（京都教育大学） 
松本英登（文部科学省大臣官房総務課） 
＜コーディネータ＞ 
リヒテルズ直子 
村上忠幸（京都教育大学） 
小学校訪問・モデル授業 
日時 11 月 8 日（木） 9：40－12：15 
光華小学校 
◆ 授業参観 ２限(9:40-10:25)    
４年生 総合的な学習 エネルギー・環境に
ついて、松林昭、吉岡寛和 
◆  イ エ ナ プ ラ ン モ デ ル 授 業  ３ 限
(10:40-11:25)    
４年生 総合学習 エネルギー教育をテー
マに、JAS 専門家 
◆交流会（参加者全員）４限（11:30-12:15） 
 
(2)シンポジウム：小学校理科を活性化する
ために必要なこと 
日時 2008 年３月８日（土）13:30-16:30 

理科離れや PISA などの国際学力試験の不
振が叫ばれる近年、小学校における理科教育
の重要性も叫ばれるようになってきた。理科
教育の活性化に向けて、理科に距離感をもつ
小学校の教員にかかる総合的・実践的な方略
として探究学習、連携教育、教員研修を見直
していく必要がある。 
＜パネリスト＞ 

「教員養成大学としてできること」松村佳子
（奈良教育大学） 
「教育委員会としてできること」小笠原豊
（愛知県西三河教育事務所） 
「教育センターとしてできること」谷村載美
（大阪市教育センター） 
「小中連携としてできること」西川光二（宇
治市立北宇治中学校） 
「小学校としてできること」松林 昭（私立
光華小学校） 
＜コーディネータ＞村上忠幸（京都教育大

学） 
 
(3)オランダ・ドイツ研修 
2008 年３月 12 日～23 日 
参加者：現職教員２名（高校理科、中学校社
会・大学院生） 
前半は、オランダのイエナプランの小学校に
おいて２名の教員が１週間学校に入り授業
観察を行った。後半は、ミュンヘン大学の学
生、教員対象のイエナプラン教育の研修（資
格授与）に参加した。 
 
(4)ワークショップ：体験！オランダ・イエ
ナプラン教育 
日時 2008 年 7 月 21 日（月） 13:00～17:00 
オランダのイエナプラン教育の教育研修を
体験した。講師は数々の著書でオランダの教
育を日本に紹介しているリヒテルズ直子氏。
「多様性」「個別教育」「自由教育」「総合学
習」「観察サークル」「ワールドオリエンテー
ション」などのキーワードで表すことができ
るイエナプラン教育を体験的に学習した。 
＜講師＞リヒテルズ直子（教育研究家・オラ
ンダ在住） 
＜体験報告＞久保礼子（福岡県宗像市立中央
中学校教諭・福岡教育大学大学院生） 
＜コーディネータ＞村上忠幸（京都教育大
学） 
 
 (5)シンポジウム：日本型探究学習が進化す
るためのこだわりと弱点 
日時 2009 年２月 21 日（土） 13:30 – 16:30 
場所 京都教育大学 F棟 F26 
日本の科学リテラシーは探究過程に照らし
てみると、実験などのデータによって検証す
ることは得意ですが、問題や課題を発見する
ような探究のはじまりの段階が弱い。つまり、
日本的な探究学習へのこだわりは探究のは
じまりに対するものだが、そこに弱点がある。
日本の理科を支える初等・中等教育の教員は、
自らが「科学的疑問を認識すること」を十分
経験していないので、授業等の教育活動とし
て反映できないでいる。このところの改善が
重要な課題である。 
＜パネリスト＞ 
人見久城（宇都宮大学教育学部） 
小笠原豊（愛知県教育委員会） 
西川光二（宇治市立北宇治中学校） 
露木和男（筑波大学附属小学校） 
＜コメンテーター＞ 
広木正紀（京都教育大学） 
＜コーディネータ＞ 
村上忠幸（京都教育大学） 
(6)オランダ・英国研修 
2009 年３月 14 日～23 日 
参加者：現職２名（中学校理科、小学校）学
生３名 

 



 

前半は、オランダのイエナプランの小学校に
おいて１日、授業観察を行った。 
後半は英国において、小学校、中等学校、大
学（教員養成）を訪問して研修のプログラム
等について検討した。 

 
以上の調査・研究から以下のことが導き出

された。 
日本の探究学習の実現に向けての大きな

課題は、日本の教員の潜在的に高い資質・能
力を有効に引き出すところにある。特に、
PISA2006 の科学リテラシーが示すような探
究学習の仮説設定に係る生徒の弱点（疑問の
認識、現象の説明、知識の活用）は、それを
教える教員が大学教育・教員研修で経験して
いないところが反映している。科学技術文明
が浸透した社会における理科（科学リテラシ
ーを含めて）は、科学的な証拠を用いて検証
することばかりでは不十分である。したがっ
て教員に不足している認識や知識・スキルな
どを有効な手段・方略で補完していくことが
急務である。同時に、従来の知識優先の授業
論・学習論から脱却するための意識改革が必
要となる。そのためには教員自らの教育実践
を的確に把握でき、教育活動の企画・実践・
省察が可能となるツールが必要となる。すな
わち「自分が何をやっているのか、自分で把
握できること」が探究学習の実現には必要不
可欠である。 

以上の点について「前仮説段階を考慮した
探究過程」と messing around の発想に基づ
いて、日本型探究学習の姿を示し、探究学習
の推進者である教員の養成・研修についてこ
れまでの弱点を克服し、新しい資質・能力の
形成がもとめられる。 

教員の経験として児童・生徒とともに仮説
の設定に関わる活動をすることは、そのよう
な資質・能力の開発に有効である。我々が開
発した教材・プロセスの授業実施を協働で実
施したり、小学校との連携教育で中・高の教
員が探究的な授業をしたりすることより、前
仮説的な認識や messing around への理解が
深まる実態があった。また、中・高で科学ク
ラブを指導している教員、総合学習のコーデ
ィネータ的教員にも同様なことが言える。す
なわち、教員の経験として前仮説段階・
messing aroundに関わる経験を意図した機会
の設定が必要になる。そこで以下のような方
略を提案する。また、今後これらをどの程度
行えば有効性（教員の資質・能力として定着）
が発揮されるかについても検討していきた
い。 
1)教員研修の指導者に対する大学および海
外研修（教育実習も含む）による質の向上（大
学教員、研修所指導主事等に対して行う） 
2)教材・プロセス開発と人材開発を一体化し
た授業・研修（教材・プロセスを実践できる

人材の育成） 
3)小学校（特に３，４年生）を軸とした連携
教育における中学校・高校教員の授業実施 
4) 自由研究的な活動（科学クラブ、授業な
ど）の充実と総合学習的な要素の充実 
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