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５ 生徒の主体的な学習を支援する教材づく

りとその活用

防府市立桑山中学校

教諭 厚東 政人

(1) はじめに

中学校学習指導要領では 理科の目標を 自、 「

然に対する関心を高め、目的意識をもって観

察、実験などを行い、科学的に調べる能力と

態度を育てるとともに自然の事物・現象につ

いての理解を深め、科学的な見方や考え方を

養う 」と示している。。

この目標に掲げられている「自然に対する

関心を高める」は、観点別評価項目における

「関心・意欲・態度」につながるもので、こ

の学力の向上が重要視されている。

生徒の「自然事象への関心・意欲・態度」

を向上させるための方法はいくつかある。単

元の学習に関連する身近な教材を用意するこ

とや、教材に関するエピソードを教師が話す

こともその一つである。単元の導入時に、生

徒に学習内容に関連する情報を発表させる方

法も、関心を高めるには良い方法である。

この「関心・意欲・態度」を向上させる方

法の一つとして「調べ学習」がある。生徒が

単元の学習内容について、教科書や資料集を

はじめ、専門書やインターネット等を用いて

調べ、自分の調べた内容を他の生徒に伝える

という学習スタイルである。生徒たちは自分

の調べたい範囲を積極的に学習することがで

きるので、意欲をもって学習に取り組む。ま

た、自分が調べた学習内容を教師に代わって

他の生徒に伝えることは、より深い学習が必

要となり、学習の効果が高まる。

本校では、理科の授業で、各学年とも一度

は「調べ学習」を行うことにしている。それ

は、生徒の意欲を高めることを第一の目的と

しているが、多くの情報から必要な情報を取

り出し、分かりやすく他の生徒に伝えること

は、情報活用能力の向上の面でも大変良い学

習と考えるからである。

(2) 研究の目的

３年生になると 「調べ学習」という学び方、

は生徒に浸透しており、ＯＨＰやコンピュー

タを用いて、より分かりやすいプレゼンテー

ションを作成しようとする生徒も多くなる。

しかしながら、生徒は、学習内容の深化を

目指すあまり、難解な専門用語を使ったり、

理解が及ばないようなより高度な内容を発表

したりする傾向がある。そのため、聞いてい

る生徒にとっては、理解しにくい面が多々あ

る。また、発表した生徒は、専門用語は覚え

ているが、基本的な学習事項が習得できてい

なかったり、基礎的な理解力が身に付いてい

なかったりすることも多い。言い換えれば、

教師が理解して欲しい内容と生徒が調べてき

た内容にかなり隔たりがある場合が多かった

ということである。

「 」 、調べ学習 における生徒の発表において

学ぶべき内容が十分盛り込まれていなければ

教師が補足説明していく必要がある。そのた

め、その補足説明のために時間がかかり、計

画した時間を超過することが多く、予定通り

に終わらないことがあった。

このような時間的な問題はあるものの 「調、

べ学習」は、生徒の主体的、意欲的な取組を

引き出すために、非常に有効な方法であると

考えて、どのような支援が効果的であるかを

研究することとした。

本研究の対象は中学校３年生とし、学習す

る単元は、第２分野の単元「地球と宇宙」を

取り上げた。

(3) 研究の内容

ア 発表方法

３年生は、それまでの２年間、理科の授業

で「調べ学習」を二度行っている。１年の単

元「大地の変化」と、２年の単元「動物の生

活と種類」である。

３年生にとっては今回が３回目ということ

もあり、どの班もコンピュータを活用して発
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表することを義務づけた。それは、この単元

の「天体の動き」という空間と時間を表現す

るためには、従来のＯＨＰや大判用紙を使っ

た発表方法より、コンピュータを使った方が

相手に分かりやすい発表ができるという意図

があったからである。また、コンピュータを

使うことで、発表の仕方に工夫が見られるよ

うになるとも考えた。さらに、発表のための

時間が確保できたり、資料作成に関わる経費

の削減にもなるとも考えたからである。

しかし、コンピュータを活用して発表を行

う場合でも問題点はいくつかある。すべての

生徒がコンピュータの活用に精通しているわ

けではないので 理科の授業の中でコンピュー、

タの活用方法も指導しながら授業をすすめる

必要があった。

イ 時間の確保

学習指導要領の改訂にともない、理科は授

業時数がかなり削減され、３年生では、従来

140時間行っていた授業が年間80時間に削減さ

れた。学習内容も削減されているが、80時間

で、生徒の学習意欲を満足させることは難し

いことではないだろうか。時間の確保は重要

な問題である。

本校では、ほとんどの生徒が部活動に参加

しており、日頃は放課後の時間にゆとりがな

。 、 、い ところが ３年生は一部の生徒を除いて

８月になると部活動も引退して時間にゆとり

が見い出せるようになる。この時間を利用し

て 「調べ学習」の準備を行うことを考えた。、

夏休みの５日間を「調べ学習」の調査時間と

して、コンピュータの使用を希望する生徒に

は、パソコン教室を開放した。より多くの生

徒にパソコン教室を使わせるため、時間制を

設けた。その結果、生徒の中には夏休み中に

プレゼンテーションがほとんど完成した者も

いた。

ウ 著作権の保護

コンピュータの発達に伴い、近年新たな問

題も生じている。著作権の保護や肖像権に関

する問題である。21世紀を生きる生徒には、

高度情報化社会に十分通用する能力が必要で

ある。この面でも生徒に学習する機会を与え

たいと考えた。

そこで、次のような方法で対応した。単元

「地球と宇宙」の学習を行うときには、図や

写真が必要となる。コンピュータの活用を条

件としている以上、デジタルデータが必要で

あった。デジタルデータとして、教科書の資

料を利用できるようにしたいと考え、教科書

会社から授業内での活用に限定するという条

件で使用許諾を得た。また 「調べ学習」が終、

了した後、著作権についての学習を授業で行

い、その保護や制作者の権利が保障されるべ

きであることを指導した。

エ 発表資料づくり

生徒が天体の動きなどの学習成果を発表す

るためには、図や写真だけでなく動きのある

資料が必要となる。その発表資料を生徒だけ

で作成するのは時間的にも無理があるため、

あらかじめ教師の方で、補助教材を作成し、

生徒に提供した。生徒はその補助教材を使っ

て、自分たちで発表しやすいように手を加え

たり、構成を考えたりして発表資料を作成し

た。 は太陽の南中高度について説明する図49

プレゼンテーション資料であり、教師が事前

に作っておいた補助資料に、生徒が手を加え

て作った発表資料の一部である。

図49 発表用のプレゼンテーション資料の一部
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オ 単元の学習計画

単元の学習計画は以下のとおりである。

① 調査範囲の決定と発表資料の作成 (5)

② 調べた内容の発表会 (4)

③ プレゼンテーション作成の配慮事項(1)

④ 天体の見かけの動き (5)

⑤ 宇宙の中の太陽系 (2)

⑥ 太陽の１日の動きの観察 (2)

（ ）内の数字は配当時間であるが、各班

の発表に４時間を割り当て 「調べ学習」での、

発表会を重視した。また、発表会後の生徒の

理解を確認する時間も確保し、必要な観察、

実験は、生徒全員で行う時間も設けた。

発表会の本時案は のとおりである。図50

本時の学習の流れ

(1) 主眼 自分たちが調べた学習を、発表したり、発表を聞いたり、質問したり、評価したりするこ

とを通して、自分たちが学習したこととつながりをもち、地球と宇宙の学習を深める。

(2) 準備 コンピュータ１台、プロジェクタ、発表評価表（プリント）

(3) 展開

学 習 活 動 支 援 上 の 留 意 点

① 発表会の注意事項を確認する。 ・良い点を評価し合うように助言する。

・分からない内容については、質問をするよう指示する。

・すぐに回答できない質問については、次回にまわすか、

他の班に回答を任すように助言する。

・班で合議の上、評価をするよう指示する。

「 」、「 」・ 目で見てよく分かったか 分かりやすくできていたか

を十分評価するよう指示する。

・発表評価表は、各班に渡すものと、自分たちの班で持っ

ておく２種類を用意する。

・聞く態度について指導する。

・みんなに分かってもらいたかったことは何かをはっきり

② 調べた学習内容の発表と質疑応 させるよう指導する。

答を行う。 ・自分たちが理解しにくかった点については、十分時間を

・ 天体の１日の見かけの動き」 かけて説明するように話をする。「

・ 星座と星の１日の動き」 ※分からない内容や感じたことを手を挙げて発表しようと「

・ 季節による星座の移り変わり｣ する。「

・ 季節による太陽の高度変化」 ※シミュレーション等を活用し、他の生徒が分かりやすく「

・ 太陽系の天体と惑星」 なるように発表しようとする。「

・ 太陽と太陽系外の天体」 ※他の生徒の良さを指摘し合い、自分たちの学習したこと「

とつながりをもたせて理解するようにする。

(4) 評価 自分たちが調べた学習を、発表したり、発表を聞いたり、質問したり、評価したりするこ

とを通して、自分たちの学習したこととつながりをもたせて、地球と宇宙の学習を深めるこ

とができたか。

図50 発表会の本時案
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は発表会で生徒が使用したプレゼン図51

テーションの一部である。アニメーション機

図51 発表に使った動きのある資料

 

 

 

能をうまく使って天体の動きを表現し、他の

生徒からはとても分かりやすかったと評価を

得た。

カ 観察・実験の必要性

「調べ学習」の発表が終了したとき、観察

や実験を全く行っていない生徒が多かった。

しかし、本来、理科の楽しさやすばらしさは

太陽望遠鏡で太陽を見たり、火星の接近を知

り、自分の目で確かめたりすることで味わう

。事象的感動からはじまるのではないだろうか

天体運動のシミュレーションを見ただけで、

すべてを理解したと思い込まないためにも、

発表会終了後に、観察や実験を行うことにし

た。例えば「調べ学習」の中で扱った秋分の

日の太陽の１日の動きのデータと、冬至近く

の日のその動きを実際に観測して比較すると

。 、いう授業を仕組んだ このような試みを通し

学習したことと自分の体験をつなげることで

。学ぶ喜びを感じて欲しいと考えたからである

は透明半球に太陽の動きを記録してい図52

る生徒の様子であるが、このような生き生き

と実験に取り組む生徒の姿から 「調べ学習」、

だけで終わらず、実験の必要性を痛感した。

図52 太陽の動きを調べる実験

キ 発表後の教師の支援

発表会終了後、生徒の理解度を確認するた

めに、 のような資料を配付し、生徒の自図53

己評価を記入させた。この資料を活用して、

生徒が理解できていないと思われる範囲につ

いて、補足説明していきたいと考えたからで
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ある。また、発表全体を通して、間違ってい

た部分や説明が不十分と思われる部分もあわ

せて説明等を加えた。

図53 生徒の理解度を知る資料１
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図54 生徒の理解度を知る資料２
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は、生徒の理解度を数値（５段階）で図54

把握するために、全員の発表が終了した後に

生徒に書かせたものである。図中の評価の前

の欄にある数字が生徒の発表直後の自己評価

の数値である。その隣の後の欄にある数字が

生徒の発表が終わった後、教師が補足説明を

加えた後の自己評価の数値である。どの項目

も補足説明後の数値が高くなっていることが

分かる。

このことから 「調べ学習」の後の教師の支、

援の必要性が確認できた。

(4) まとめと今後の課題

ア 時間の有効利用

今回の「調べ学習」では、資料の作成と発

表準備に５時間を計画した。実際には、前述

のように、夏休みを利用して準備した時間を

、 。含めると 合計で10時間の時間を確保できた

このことによって 生徒はかなりゆとりをもっ、

て学習をすすめることができたと考える。

さらに、コンピュータを活用して発表資料

を作成したことも時間の有効利用につながっ

た。これまでＴＰシートや大判用紙を使って

発表資料を作っていたが、コンピュータの場

合は、消去や複写が何度も繰り返しできる点

で、生徒はより積極的に発表資料を作成して

いたように思う。

計画していた時間内に発表準備ができたの

で、その後の活動に時間を十分かけることが

できた。このことは、生徒の理解度を確認し

事後指導を徹底するという本来の指導と評価

の一体化につながる効果があったと考える。

イ 表現方法の工夫

「調べ学習」の最大の利点は、生徒が主体

的、意欲的に学習に取り組む点である。さら

に、調べたことを相手に伝える場合、ある程

度の表現能力が身に付いていないと伝えたい

ことがうまく相手に伝えられないので、表現

力を育てることもできる。今回、コンピュー

タを使ったことで、生徒の表現能力を高める

ことができたのではないかと考える。なぜな

らコンピュータを使うことで、動きを表現す

ることが可能になったからである。

は、発表会の様子である。コンピュー図55

タ画面をスクリーンに映し出し、さらに、地

。球儀を用いて説明している様子がよく分かる

図55 発表会の様子

生徒は天体の動きを相手に伝えようと、ア

ニメーション機能を使って、動きのある発表

資料を作成した。それを使った発表は、天体

の動きが分かりやすかったと好評で、とても

効果的な方法であることが分かった。図や写

真では伝えられない動画を使った表現方法を

身に付けることは、生徒の表現能力を高める

ことにつながると考える。

は、その動きのある発表資料の一部で図56

ある。図だけでは空間の位置関係をとらえる

ことが難しい内容であるが、動きがあること

で、空間の位置関係や惑星の見え方も分かり

やすくなった。

図56 惑星の動き方（見え方）
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また、 は、オリオン座が見える方位を図57

地球の外側から見たときのモデル図である。

図57 オリオン座が見える方位

地球の上の観測者の位置とその地点の方位が

図の中に明記してあるので、観測者から見た

。 、ときの方位が分かりやすくなっている また

この図はオリオン座の見える方位を説明する

ための図であるが、冬至の日の真夜中ではど

のように見えるかという場面設定ができ、そ

のときの位置関係も表現することができると

いう利点がある。図の中の地球だけを23.4°

回転させることで、冬至の日の真夜中という

場面が設定できる。コンピュータ上の図なの

で、簡単に図を回転でき、分かりやすい説明

ができるようになった。

このように、コンピュータを使った発表資

料の作成は、自分の考えを相手に分かりやす

。く表現するという面で効果があったと考える

ウ 自作資料の効果

これまで述べてきたように、生徒の発表資

料は、生徒自身にコンピュータを使って自作

させた。そのことは、作成者自身の学習の理

解を高めることにつながったことは言うまで

もない。また、その自作資料は、多くの生徒

が目を通し、分かりやすさなどの評価を受け

、 、ることで 学習の理解度や表現方法について

発表者自身がこれまでの学習を振り返ること

も可能にした。

また、発表資料を作成する段階で、同じグ

ループの仲間同士が、より分かりやすいもの

北半球では，
オリオン座を，
南の空に見ること
ができます北

南

東

北

南

東

北極

南極

オリオン座

赤道

を作るために意見交換し、考えを仲間と共有

する場面も多く見られた。

さらに、これらの資料は必要に応じて簡単

に変更でき、発表場面だけでなく、発表後の

補足説明として行った授業でも、少し手を加

えて変更しながら活用できるという点で効果

があったと考える。

エ 観察・実験と教師の支援

「 」 、調べ学習 が仮想の世界だけで終われば

その効果は減少する。今回の研究で 「調べ学、

習」の後に、観察や実験の時間を設けたり、

生徒の理解の様子を確認して事後指導をした

りすることの必要性が再確認できた。

発表会後に行った太陽の動きの実験では、

事前に「調べ学習」をしているので、見通し

をもって取り組むことができ、生徒は理性的

感動を体験していたように思う。また、発表

会や生徒の自己評価資料を観察することで、

生徒の理解度を確認し、事後指導に生かせた

ことも効果があった。

このように 「調べ学習」だけで終わるので、

はなく、発表会後に観察や実験を取り入れた

り 生徒の理解度を確認しながら 教師がしっ、 、

かりと事後指導を行ったりすることで 「調べ、

学習」がより効果的に機能することが分かっ

た。

オ 今後の課題

今回、生徒にコンピュータを使わせて表現

活動に取り組ませたが、コンピュータの扱い

に慣れていない生徒への対応については、こ

れからの実践を通して研究する必要があると

感じた。

また 「天体」という空間概念を生徒にとら、

えさせる方法として、動画を使った資料提示

を行ったが、それだけで空間概念が十分に理

解できるとは言えない。特に、宇宙を天球と

いう球面で考えるとき、その球面の様子を平

面にしてとらえることが難しい生徒への対応

については、今後の課題として研究していき

たい。




