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研究成果の概要： 

子どもたちに自然事象の振る舞いを理解させるために，単に観察・実験を行うだけではなく，
対象となる自然事象のモデルを自ら生成し，修正し，再構成する過程をモニタリングすること
ができる学習支援ツールとして，3D CG モデル・電子黒板等を開発した。実証的授業を実施し
た結果，これらの学習ツールは，子どもたちの知的好奇心を引き出して，自らの学習状況を実
感しながら，自然事象を理解させていく効果があることが確認された。 
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 直接経費 間接経費 合 計 
２００５年度 1,100,000 0 1,100,000 

２００６年度 1,200,000 0 1,200,000 

２００７年度 500,000 150,000 650,000 

２００８年度 500,000 150,000 650,000 

  年度  
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研究分野：科学教育・教育工学 
科研費の分科・細目：科学教育 
キーワード：教授・学習，認知心理学，理科教育，概念変容，学習支援システム        
 
１．研究開始当初の背景 
従来，自然事象に対する子どもたちのもつ

イメージは，文章表現された抽象的なものや，
線で書かれたイラストのような静止画より
はむしろ，リアリティのあるアニメーション
のような三次元上の動的なもので創造され
ている。しかし現行の理科教育では，最前線
においても，「教授者が考えたモデルをリア
リティをもって与える」という学習支援の開
発にとどまり，「子どもたち自身が考えたモ
デルをより近い形で表現する」という視点か
らの学習支援は見あたらない。与えられたモ
デルで思考させるのではなく，子どもたちの

もつ概念モデルをより近い形で表現し，抽象
的な自然事象を具象化しながら，体験（シミ
ュレーション）的に理解させることが重要で
あると考えた。 
 
２．研究の目的 

将来の科学技術の発展を担うべき，我が国
の子どもたちの「理科離れ」は，教育現場に
おいて深刻な問題となっている。子どもたち
の「理科離れ」や「学習意欲の低下」を克服
する一手段として，本研究では，理科教育カ
リキュラムの中で，子どもたちに身近な自然
事象を取り上げ，子どもたちの「知的好奇心」
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や「科学的思考」を引き出す学習支援システ
ムの設計・開発を目指すことを目的とする。  
第１に，20 世紀に生み出された新しい自然

観である「分子論」の初歩的な概念を理科教
育に導入することで，自然事象の概念を促す
理科教育カリキュラムを構築する。 
第２に，抽象的な自然の事象の振る舞いを

理解させるためには，単に観察・実験を行う
だけではなく，対象となる自然事象をイメー
ジしたモデルを自ら生成し，修正し，再構成
する過程を，シミュレーションを通してモニ
タリングでき，その実態を実感しながら理解
させていく学習支援ツールを開発する。 
 
３．研究の方法 
従来，理科教育の研究者が，「科学的カリ

キュラムの開発」から「学習過程の分析」に
至るまでの一連の検討を行う結果，学習過程
の微視的分析の部分がおろそかになってい
るという問題点が挙げられている。この問題
点について，本研究では，理科教育の研究者
（清水）が科学的カリキュラムを開発し，認
知心理学の研究者（高垣，田爪）が学習コン
テンツを開発し，科学的知識を構築していく
心的過程の質的分析を行うという，各々の専
門的視点から実証的な検討を試みる学際的
研究アプローチを採用した。 

研究組織は，理科教育の研究者（清水），
心理学の研究者（高垣，田爪）の三者の協議
の基に進められ，この協議会の下に協力小・
中学校を位置づけた。平成 17～20 年度にか
けて，子どもの実態を熟知している現職教員
を研究協力者として加え，学習支援システム
としての理科教育カリキュラム及び学習支
援ツールを考案した。具体的には，子どもた
ちに自然事象の振る舞いを理解させるため
に，単に観察・実験を行うだけではなく，対
象となる自然事象をイメージしたモデルを
自ら生成し，修正し，再構成する過程を，シ
ミュレーションを通してモニタリングする
ことができる学習支援ツールとして，3D CG
モデル・電子黒板等を作成し，学習状況を実
感しながら自然現象を理解させていく理科
教育カリキュラムを考案した。これらの学習
支援システムに基づき，実践授業を実施し，
その教授効果を実証的に検討した。 
 
４．研究成果 
(1) 実践授業 
① 対象 

神奈川県内の小学校児童５年生 37 名。 
② 授業構成 

本研究で行われた授業は，現行の「小学校
新学習指導要領」に基づく，小学５年生の教
科書「ものの溶け方」の指導計画を参考に立
案された。 
③ 指導計画（全 17 時間） 

本研究で考案した学習支援ツール（3DCG モ
デル，電子黒板）を使用する箇所を＊で示す。 
＜第 1・2 時＞ 
 『食塩が水に溶ける様子(シュリレーン現
象)の観察』 
・巨大試験管を使って食塩が溶ける様子を観
察し，結果について話し合う。＊ 
＜第 3・4時＞ 
『食塩が溶ける様子について，仮説を立てて
説明しよう』 
・食塩が溶ける現象についての仮説を発表し，
互いの考えを吟味し合う。＊ 
＜第 5･6 時＞ 
『食塩やホウ酸はどれくらい溶けるのかを
調べよう』 
・水 50ｍｌに溶ける食塩の量とホウ酸の量を
調べ，結果について話し合う。＊ 
＜第 7･8 時＞ 
『食塩やホウ酸の溶ける量に限界があるの
はどうしてだろう? 』 
・ものが溶ける量に限界がある理由について
仮説を発表し，互いの考えを吟味し合う。＊ 
＜第 9･10･11 時＞ 
『食塩の重さはなくなってしまうのだろう
か?』 
・水に食塩を溶かしたら食塩水の重さはどう
なるのかを調べ，結果について話し合う。＊ 
＜第 12･13 時＞ 
『食塩やホウ酸は温めると溶ける量は変わ
るか?』 
・温めると，溶質の溶解する量は変化するか
どうかを調べ，結果について話し合う。＊ 
＜第 16･17 時＞ 
『ろ液には，ホウ酸が溶けているのだろう
か?』 
・ろ過の仕組みについて理解し，ろ液にはホ
ウ酸が溶けているかどうかを調べ，結果につ
いて話し合う。＊ 
④ 手続き 
全 17時間の授業について参与観察を行い，

各班と電子黒板に向けて１台ずつのビデオ
カメラ及びデジタルボイスレコーダーを設
置して，映像，音声，文字記録の採取を行っ
た。本研究で用いた電子黒板は，プロジェク
ターをホワイトボードにフロント投影し，専
用ペンによる受信形式での操作を行う形式
を採用した。電子黒板は，学習記録のデジタ
ル保存・再生・編集が可能であるため，子ど
もたちが作成した文書・描画・グラフ・表・
モデル等を，教師がスキャナーでノート PC
に取り込むという簡易な操作を行い，そのデ
ータの中から教師あるいは学習者自身が必
要なものを取捨選択し，クラス全体の話し合
いの場で電子黒板上に投影した。また，複数
の授業をまたいで参照する場合も，集積され
た履歴を瞬時にレビューすることができる
ようにした。 



 

 

(2) 結果と考察 
本研究で考案した，「自然事象について学

習者が作成したモデルを，リアリティをもっ
て再現する 3D CG モデル及び電子黒板による
学習支援ツール」の実践事例を，以下に示す。 
 

① 子どもたちのアイデアを分類・整理する
ために，シミュレーションを通してアイデア
を交換する 
【事例１】ものが溶ける限界についての各自
がイメージしたモデルを，動画に変換して発
表する。 
 
② 電子黒板上で協同作業を行う情報交換 
【事例２】温度によって食塩やホウ酸の溶け
る量には違いがあるかについて，各班の実験
結果を検討しあう。 
 
③ 実験・観察の操作説明 
【事例３】ろ過の仕組みや実験方法について，
教科書と照らし合わせながら説明する。 
 

【事例１】 
 

【事例２】 
 

【事例３】 

以上に示したような実証的授業を通して，
本研究の結果から，得られた成果と意義を述
べる。 
① 本研究は，自然事象について，学習者が
作成したモデルを，リアリティをもって再現
する 3D CG モデル，電子黒板等の学習支援ツ
ールを開発した。これらの学習支援ツールの
使用は，各々の学習者のもつ考えをより鮮明
にイメージ豊かに表現し，抽象的な自然の事
象の振る舞いを具象化し，体験的に理解する
ことを可能にすることが確認された。これら
の活動を通じて，従来，学習者にとって対象
があまりに小さく肉眼では識別不可能なた
めに，実感として捉え難いという印象を持た
れている自然事象の概念が，「知的好奇心」
を持って，感動的に学習できるようになるこ
とが明らかにされた。 
 
② 自然事象に関わる仮説モデルを自ら構
成し，実際の自然事象に立ち返りながら，モ
デルの妥当性を検証していく，という学習プ
ロセスを通じて，「科学的思考」が育成され，
最終的には，「分子論」のシンプルな考え（複
雑な様相を示す自然事象も，実は水自体が分
子の集まりであるという単純な法則で理解
できる）に発展させていくという，新しい理
科教育カリキュラムを具現化することがで
きた。 
 
③ 子どものもつ『既有概念（食塩は溶けて
無くなる）』と，『水溶液の状態変化の振る舞
い(目に見えない状態の食塩の分子と水の分
子が合体した状態が食塩水である）』を，ア
ナロジーによって対応づける道具立てとし
て，子ども自身が考案する，自己生成アナロ
ジーモデルは有用であった。話し合いの場で，
自己生成アナロジーモデルを説明しあい，互
いの意見を取り入れながら，モデルを生成・
評価・修正するプロセスを繰り返すことで，
理解はより精緻化されていった。 
 
④ 物の溶け方の状態変化における事象間
の振る舞いを関連づける認知的道具立てと
して, 子ども自身が考案する，自己生成アナ
ロジーモデルを，3D CG に変換した動画モデ
ルは有用であった。具体的には，動画モデル
は，以下の点において,水の中で食塩が溶け
ている事象をイメージさせる思考のガイダ
ンスの役割を果たすことが確認された。 
ⅰ．子ども自身が描いたモデルが動くことで，
事象間の振る舞いがリアリティをもっても
っともらしいものとして受け止められる。 
ⅱ．シミュレーションの過程では，観察時間
を短縮して現象を即時的に提示し，かつ何度
も繰り返して擬似的体験ができる。 
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