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研究成果の概要（和文）：自然史博物館の学校教育における活用方法の拡大と促進をはかるために、国語など自然史博
物館の専門分野でない教科に注目した。教科と大阪市立自然史博物館の資料との対応調査、他の博物館施設での専門分
野以外の教科による活用状況調査を行い、その結果を踏まえた上で、国語で使える貸出キットを開発した。国語で使え
る貸出キットによってもたらされる教員と児童の理解や意識の変化を調査した結果、国語・理科の両方の教科で児童の
学習を深める支援ができ、話す・聞く・書く・読むという児童の言語活動の促進にも役立つことがわかった。また、生
物への興味関心を高め、児童の実際の観察や活動を引き出すことがわかった。

研究成果の概要（英文）：In order to promote the natural history museum utilization in school education, 
we focused on non-science subjects like “Japanese” classes those aren’t in focus of the museum 
activities. We researched the correspondence between school subjects of textbooks and the exhibitions of 
Osaka Museum of Natural History. We also made a survey on school utilization of other natural history 
museums in non-focused subjects. In reference to those results, we have developed loan kits for the 
subject of “Japanese” classes. We researched the process in which understanding and awareness of 
teachers and students have been changed by using the loan kits. We got results loan kits can help 
students’ learning deeper in both subjects of “Japanese” and “Science”, it can also help to promote 
their language activities; reading, speaking, listening, and writing. We also found that loan kits can 
increase their interests to creatures, and lead them to close observation and active relation with 
creatures.

研究分野： 博物館学
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１．研究開始当初の背景 
 
 小学校では 2011 年から、中学校では 2012
年から完全実施された現行の学習指導要領
では、社会科・理科・総合的な学習の時間な
どにおける博物館等の活用が明記されてお
り、学校と博物館が連携を深めていくことは、
学校と博物館双方の課題となっている。 
 大阪市立自然史博物館では、これまでも博
物館と学校連携のあり方を考える委員会を
実施し、教員向けの研修・貸出キットの開
発・下見説明会の充実など、博学連携事業を
推進してきた。 
 2008 年から実施してきた大阪市・大阪府
と連携した教員研修において、教員に「博物
館の展示を使ったワンポイント授業教材を
考える」という課題を与え、取り組んでもら
ったところ、さまざまな教科を専門とする教
員が参加し、自然史博物館の専門分野以外で
ある、国語・社会・美術・英語等さまざまな
教科での自然史博物館活用のアイデアが得
られた。これにより、それまで理科を中心に
考えがちであった、学校の自然史博物館利用
の新たな可能性を感じるようになった。 
 国語の教科書には、多くの科学的な内容が
扱われているが、作品中の科学的事物や事象
が理科の学習よりも先行しており、教師は知
識不足のため、指導に困難さを感じていると
いう先行研究があった（平賀ほか，2007）※。
また、大阪市立自然史博物館では、「ヘルマ
ン・ヘッセ昆虫展」「大阪のタンポポは今 
2011 年の市民調査から」などの企画において、
国語教材との関連展示を作るなど、国語との
コラボレーションの実績があった。教員の知
識不足を補うために国語で使える貸出キッ
トを作る事で、自然史博物館の理科以外の教
科での活用と、博学連携を進めることができ
るのではないかと考えた。 
 
※平賀信夫・三ツ川章・齋藤仁志（2007）教
師支援を目的とした学校と博物館との連携
に関する研究ー国語学習で科学的な内容を
扱う場合，『科学教育研究』vol31 No2，
pp.103-113． 
 
２．研究の目的 
 
 上記のような背景のもと、国語など自然史
博物館の専門分野でない教科に注目し、 
（１）教科書を基本とした、理解以外の教科
と自然史博物館の展示との対応や活用法を
調査し、 
（２）他の博物館施設等の状況調査を踏まえ
た上で、 
（３）国語で使える貸出キットを開発し、 
（４）貸出キットによってもたらされる児童
や教員の理解や意識の変化を調査した。 
 研究の途中段階には、教員への広報や意見
交換の場を設け、学校現場の意見を取り入れ
ながら学校で利用しやすい資料づくりを目

指した。 
 これらの研究を通して、自然史博物館の学
校教育における活用方法の拡大と促進を目
的とした。また、研究の経過と結果を明らか
にすることで、教材化する際のポイントや方
法論などをまとめ、他の博物館施設にも参考
になるようにした。 
 
３．研究の方法 
 
（１）教員向けアンケート調査 
 夏に開催する教員対象のイベント「教員の
ための博物館の日」において、参加教員に対
し、博物館の専門分野以外の教科で博物館を
利用したことがあるかどうかのアンケート
調査を行った。 
 
（２）大阪市立自然史博物館の展示・資料と
教科書との対応調査 
 2013 年度大阪市採用の小学校・中学校教科
書を元に、教科書と自然史博物館の展示・資
料との対応状況を調査した。 
 
（３）他の博物館施設の状況調査 
 他の科学系博物館の学校対応の状況・専門
分野以外の教科との対応状況を調べるため
に、全国科学系博物館協議会加盟館 221 館対
象に、アンケート調査を実施した。 
 
（４）国語で使える貸出キットの開発 
 国語で使える貸出キット「タンポポ」「虫
の体」を開発した。企画段階では、小学校教
員と博物館関係者により企画会議を実施す
るほか、教員向けの行事である「教員のため
の博物館の日」では、開発途中の貸出キット
を展示し、教員の意見を取り入れながら、開
発した。 
 
（５）貸出キットを活用した教員や児童への
アンケート調査 
 貸出キットの効果を知るために、利用した
教員および一部児童に対して、アンケート調
査を行い、貸出キットによる効果を明らかに
しようとした。また、学校から了解が得られ
れば、貸出キットを利用した授業を見学し、
児童の様子を観察し、効果をはかった。 
 
４．研究成果 
 
（１）教員向けアンケート調査 
 2013 年〜2015 年の 8 月の教員のための博
物館の日において、博物館の専門分野以外の
教科で博物館を利用したことがあるかどう
かのアンケート調査を実施した。のべ 190 人
の回答が得られ、「ある」の回答は、８人に
とどまり、学校による博物館の専門分野以外
での利用事例がとても少ないことが分かっ
た。 
 
（２）大阪市立自然史博物館の展示・資料と



教科書との対応調査 
 大阪市立自然史博物館の専門分野である
理科以外、社会科・国語・技術・家庭科・保
健体育にも、自然史博物館との関連性が見ら
れ、教科と博物館展示・資料との対応表を作
成した。対応表は大阪市立自然史博物館のホ
ー ム ペ ー ジ に も 公 開 し た 。
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/edu/ind
ex.html 
 また、2013 年度大阪市採用の小学校国語の
教科書（２社）から、自然物が主として、取
り上げられる教材を調べた結果、24 個の教材、
各学年１個以上の教材が見つかった。 
 
（３）他の博物館施設の状況調査 
 全国科学系博物館協議会加盟館221館対象
に、アンケート調査を実施した結果、123 館
からの回答が得られた。31.1％の博物館が、
「学校の教科・学習内容」と「博物館の展示
資料」との対応表を作っており、多くは、理
科に関係するものであったが、社会、国語、
図画工作、家庭科、音楽など多くの教科で対
応表を作っている館もあった。「理科以外の
教科における、科学系博物館の利用の促進に
ついて、博物館職員として興味があります
か」という問いに対して、56.6％が「ある」
と答え、その理由として、教科を超えた博物
館の利用によって、科学系博物館の利用の場
面が増えることを期待している意見が見ら
れた。 
 
（４）国語で使える貸出キットの開発 
 国語で使える貸出キット「タンポポ」「虫
の体」を開発した。 
 

①貸出キット「タンポポ」（図１） 
 小学校２年生国語の単元「たんぽぽ」「た
んぽぽのちえ」（タンポポの成長や、花が咲
くまでの順番、タンポポの根が長いなど、タ
ンポポの生態を紹介した解説文）に対応する
ように、作成した。 
 種から芽が出て、花が咲き、また種になる
までのタンポポの成長を並べて遊べるカー
ド、タンポポの標本、根っこが長いことが分

かるタンポポの１株の写真、１つのタンポポ
を分解して小さなたくさんの花が集まって
できていることがわかるようにしたラミネ
ート標本などで構成した。貸出キットは持ち
運びがしやすいように、A2サイズの書類ケー
スに入れて貸出を行った。 
 
②貸出キット「虫の体」（図２） 
 小学校３年生国語の単元「自然のかくし
絵」（昆虫の保護色の解説文）に対応するよ
うに、作成した。当初は、小学校２年生国語
の単元「虫は道具をもっている」に対応する
ように作成を進めていたが、教科書の改訂に
より、この教材がなくなったため、同じく虫
を扱い、学校からの学芸員による授業リクエ
スト等問い合わせの多い、虫の体の働きを扱
った、「自然のかくし絵」に合わせることに
した。 
 パワーポイントで作成した「虫のかくれん
ぼ紙芝居」のほか、虫の体の部分アップ・体
全体・虫の体の役割を例えた道具の写真を並
べて遊べる「虫の体あてっこカード」、昆虫
標本などで構成した。貸出キット「タンポポ」
と同様に、持ち運びがしやすいように、A2 サ
イズの書類ケースに入れて貸出を行った。 

 
（５）貸出キットを活用したことによる教員
や児童への効果の調査 
①貸出キット「タンポポ」の学校利用 
 ５校に貸出を行い、国語での利用は４校、
小学校３年生理科「植物の育ち」での利用が
１校あった。利用方法としては、貸出キット
の全てを使うのではなく、必要なときに必要
なものを選んで利用する様子が見られた。ま
た、利用した授業の時間数も、国語で使った
学校のうち、単元のほぼ全時間で利用した教
員は 3名、時間を決めて利用した教員は１名
だった。 
 教員は「説明文をよりリアルに感じ、筆者
の伝えたかったという思いを感じさせるた
め」「本を読むことではとらえにくい表現で
も、実物を見ることによってイメージ化でき、
言葉で伝える力をつけたかった」など、国語
の学習の中で使うからこその効果を期待し
て、使用していた。また、貸出キットを使っ
た学習効果について評価すると、全員が「期
待した以上」または「期待通り」と答えた。 
 児童のその後の活動に与えた影響として、

図２：貸出キット「虫の体」 

図１：貸出キット「タンポポ」 



児童がタンポポの根を実際に掘った（２校）、
タンポポ探し・観察をした（２校）など、子
どもの実体験に結びつく活動があった。 
 
②貸出キット「虫の体」の学校利用 
 ７校に貸出を行い、国語での利用１校、生
活科１校、小学校３年生理科「昆虫」４校、
クラブ活動（ビオトープクラブ）１校と、国
語での利用は少なかった。 
 「虫の体」キットに期待した効果として、
「いろんな昆虫を実際にみつけて見ること
は難しいので、昆虫の体の様子などを学習す
るために使用した」「虫の観察はなかなか難
しく実際に見る事ができにくい。子どもの興
味あるクイズ形式で色も美しく、関心を持っ
て学習に取り組むことができると考えたか
ら」ということが挙げられた。理科で利用し
た教員が多かったのは、虫の観察に難しさを
感じる教員が多いことが背景にあると考え
られる。「虫の体」という素材そのものが、
より理科に直結していたということだろう。 
 貸出キットを使った学習効果について教
員は、７名が「期待した以上」または「期待
した通り」と答え、１名が「あまり期待した
通りではなかった」と答えた。 
 児童のその後の活動に与えた影響として
は、貸出キットの中に登場する「ケラ」を見
つけた児童がいたなど、タンポポ同様に、児
童の実体験を引き出した例があった。 
 
③国語の学習としての貸出キット利用の効
果 
 タンポポ」キットを利用して、授業を行っ
た後、「○◯のひみつずかんを書く」という
自分が作者になる活動を授業で取り入れた
教員からは、「文章を書く、人に伝えるとい
う活動には、『心が動く』ことが大きな動機
となる。貸出キットにより、実感しながら作
者の思いを読み取れたことは、児童が自分自
身も作者になるきっかけになった」という意
見があった。また、「虫の体」についても、
虫の体の特徴と働きを文章で書く、虫のかく
れんぼ紙芝居を使ってクイズ作りをするな
ど、国語の言語・表現活動とつながるような
活動も見られた。これらのことから、貸出キ
ットが国語の学習にも役立ったと言えるの
ではないだろうか。 
 
④考察 
 理科以外での学校の自然史博物館活用を
目指し、国語で使える貸出キットの開発を行
った。結果、貸出キットは、国語と理科の両
方の教科で、児童の学習を深める支援をする
ことができ、話す・聞く・書く・読むという
言語活動を促進させることができた。また、
貸出キットにより、生物への興味関心を高め、
児童の実際の観察や活動を引き出すことも
できることが分かった。 
 貸出キット「虫の体」に対しての評価が「あ
まり期待した通りではなかった」という回答

があった。この回答は、国語や理科の授業時
間の中で利用したのではなく、児童が自由に
見て手にとれるように教室に設置するとい
う形で貸出キットを利用した教員から寄せ
られた。授業で使える貸出キットとして作成
したものであるので、教員が意図を持って授
業の中で利用しなければ、教員が思った効果
が得られない。その効果を引き出すためには、
補足的な生き物の情報だけでなく、貸出キッ
トの使用方法について、例を示すような教員
向けの資料を充実させる必要性を感じ、貸出
キットの資料として加えた。 
 今後の課題としては、貸出キットを利用し
た児童が博物館に興味を持った場合、どのよ
うにして実際の博物館へとつなげるかとい
うことである。貸出キットがこれまでの積み
重なった研究に基づいた博物館の資料であ
ることをどこかで感じさせる必要があり、こ
れがなされないと、児童や教員の発展的な学
びの場としての博物館利用に結びついてい
かない。教員からは、「指導要領で求められ
ていることよりも高い水準の内容であるこ
とが使いにくかった」という意見もあったが、
指導要領に沿いつつも、そこから飛躍できる
場所として博物館の活用が進めば、博物館と
学校の連携がさらに広がるのではないだろ
うか。 
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・釋知恵子．学校教員と一緒に考えて作った
貸出キット −目指せ！博物館と学校のいい
関係—．教員のための博物館の日 2015 in 
大阪歴史博物館．2015 年 8月５日．大阪歴史
博物館． 
 
・ホームページ等：大阪市立自然史博物館 
学校と自然史博物館のページで、さまざまな
教科と自然史博物館の対応状況など、研究成
果を発表。図書「国語で使える貸出キット『タ
ンポポ』『虫の体』の開発と調査研究報告」
の PDF データも公開している。
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/edu/ind
ex.html 
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