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教科書に見る「学習の展開」の妥当性
小･中･高校の「電磁気」単元の展開について
山口喜七郎

TheValidityofBtep-by-StepIScienceStudybytheSchoolTextBooks
-AboutE1ectromagnetismChapterinTextBooksofElementarySchool，
JuniorHighSchoolandSeniorHighSchoolＫｉｓｈｉｃｈｉｒｏＹＡＭＡＧＵＣＨＩ
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Ｉｎａｎｏｐｅｎｓｃｉｅｎｃｅｃｌａｓｓｏｆajuniorhighschool,Ihadquestionsabouttheteacher,sdescription
abouttheelectromagnetismphenomenonAftertheclass，tomyquestionstheteacherreplied
saying，’'１followedthedescriptionsintheteacher，ｓｇｕｉｄｅｂｏｏｋ１ⅢSincethen，ｉｔｈａｓｂｅｅｎｍｙ
ｃｏｎｃｅｒｎｆorthirtyyearsandso．ＩtisaboutIFlemingIslefthandrule”onelectromagnetism、In
thetextbooksofjuniorandseniorhighschool,itisexplainedthatforcecomesfroｍｔｈｅｉｎ‐
teractionbetweenthemagneticfieldbytheelectriccurrentandanothermagneticfieldbythe
magnet、Ａｎｄｉｎｔｈｅｃｏｍｐｏｓｉｔｅｍagneticfieldwiththesetwosources，magnetic-fieldofthe
wireononesideishighdensity，ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｓｉｄｅｉｔｉｓｌｏｗ，ｓｏ，Ⅲforce'risesfromhighdensity
tolow・Ithinkthisexplanationisnotappropriatetoteachthisphenomenononeachglade・

Myopinionisthatthestudyingsequenceaboutthiselectromagnetismunitisbettertobeun‐
derstoodbasicallywith，ＩＦｌｅｍｍｇＩｓｌｅｆｔｈａｎｄｒｕｌｅ１，ａｎｄｉＩＬｏ塊ntzforce'，
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た！」と“脱・ゆとり，'政策の成果だと行政は評
価しているが、“ゆとり'，政策も同じ行政の企画

１．はじめに

新指導要領については施行前からゆとり,の
名の元に減らされた学習内容や学習項目と時間数
等について多くの議論があるままスタートしたが、

国際学力調査の結果が国別順位の後退を告げると
その‘ゆとり，への圧力は更に高まり、行政も

‘後戻り’せざるをえなくなり、‘発展的学習，
等の名のメニューができ、補充・増量を認めてい
る。

前回（2002年１月）と、今回（2004年１月）と
実施された‘全国学力テスト（教育課程実施状況
調査),の数値から、庁｢降が止まり、上向きになっ

であった。

この時期に一種の教科書問題であるが、３０年ほ
ど前に那覇市内の中学校での研究授業で初めて見
て、妙に思い、担当教師に問い掛けると教科書出
版社の教師用指導書に同様の解説･説明があるこ
とを示した。こちらの思い過ごしかと思いつつも
気になっていた。

図－１に示すように、「磁石による磁場（Ｂ１）
の中にある導線に電流（１）を流すと、その導線
は力（Ｆ）を受ける」現象の学習である。その解

説・説明は“磁石による磁場（Ｂ１）と、電流に

・理科・物理

－５７－
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よる磁場（Ｂ２）との合成磁場は導線の左右で磁

流により磁石ができることを思い出すように誘導

力線の疎密（濃淡）が生じ、その密（渡）から疎

している。

(淡）の向きへ力が働く,，とか、“磁石による磁場

その後、学部学生や教師仲間等に問い掛けると

(Ｂ１）と電流（１）による磁場（Ｂ２）の相互

学習塾でもそのように習い、覚えやすい、表現の

作用だ”との説明である。学習者の思考を促すヒ

違いだ、問題ではないと言う。これらのことにつ

ントとして、小学校の．電磁石作り,で学んだ電

いて教科書の具体例を挙げ、検討してみた。

＋_
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図－１電流の磁力線から受ける力

魎磁算の中で電流を流してみよう
wHpに、減が淀れると．磁界ができた．それでは，磁
石の魁界の中に導線を因いて電漉そ慨すと.それぞれの
H1界によって．どんなことが起こるのだろうか．

強い田界ができる．図12のように．コイルを引きのばし
て頂ぺると．内郎の平行な磁界のようすがよくわかる．
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フレミングの左手の法則

図のように，左手の指を使って，磁界中で電
流に力がはたらく場合の「導体が受ける力の向
き」「磁力線の向き」「電流の向き」のそれぞれ
の向きの関係を知ることができる。イギリスの
電気工学者フレミングが教育用に考案したもの
である。

電流の向き

の向

磁界の向き

｡
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磁石の磁界の中に導線やコイルを園いて，電

(面EFZR扉５m〕電流を流したコイルが，磁界

流を流したとき，どのような変化が起きるかに

の中で力を受けることや，そのときの電流の強

ついて考えさせる。

さや向きと,受ける力の向きとの関係を調べる。

・磁石と磁石を近づけると，それぞれの磁界の
重なり合いによって，同種の極は反発し，異

－１躯上懸鰯樹鐡鰊

癌襲蝿．第１時

■圏鰯醸震■コイルに流れる電流を強くす
ると，大きく動く。

種の極は引き合うように力を受ける。コイル

◆

や導線によっても磁界ができることから，磁

電近

石の磁界との重なり合いによって，力をおよ
ぼし合うかどうかを考えさせ，コイルがどの
ような動きをするか予想させる。
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・磁界の中にある導線やコイルに電流を流すと．
力を受けるだろうか。

【生徒の予想の例】

’

・導線やコイルは，力を受けて動くはずだ。
・どの向きに力がはたらくかは，わからない。
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図－２(2)新しい科学（文献－９より）
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囹囹回囹

手回し発電橇

にモーターが使われ，ハンドルを回すと発電す
るしくみである。図Ｂのようにして２つの手回

し発趣機を使うと，片方は発電機として．もう
片方はモーターとしてはたらく。
図Ａ
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教材用の手回し発電機は，図Ａのように内部
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電流を流したコイルが，磁界の中で力を受ける

ことや，そのときの電流の強さや向きと，受け

教科書Ｐ､118図１５を参考にして，モーター
が回転する原理について説明する。

・ブラシ（電源につながる金属板）や整流子

る力の向きとの関係を説明する。

（コイルの回転軸にあるスイッチ）の動きに

・フレミングの左手の法則にふれるのもよい

注目させ，連続回転するしくみを説明する。

が，学習指導要領をこえる内容になることに

留意する（本魯PJ71参照)。
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界
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が置かれているた
力
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図－２(3)新しい科学（文献－９より）
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２電流は磁界からどんな力を受けるか
○磁界の中にあるコイルに電流を流してみよう

本時の指導（１次／１時）

願騨鰯三鰯錨農

一瞬雪匝莇副翻

作用で，電流が力を受けることを知る。また，モ

□磁石の磁界と逐流のつくる磁界を組み合わ

ーターが回転するしくみを「電流・磁界・力」の

せると互いに力を及ぼしあうことを予想させ

関係から理解する。

る。

關藁鰍し２１(k漂揮

F麦一遍）棒磁石では，Ｎ極とS極が引き合い，

を動かす場合とコイルを動かす場合があるが．ど

p堯商ＦＤコイルに電流を流すと，コイルの

ちらも結果は同じであることを押さえる（相対運

まわりに磁界ができて，磁針に力をはたらか

動である)。

せました。それでは，磁界の中にコイルを置

關謙:騨粟圖騨農

いて電流を流したら，コイルはどうなると思

Ｎ極とＮ極．Ｓ極とS極はしりぞけあうことか

いねいに説明する。磁界を変化させるには，磁石

転し，それを繰り返すと思う者もいるが，整流子

ら予想させる。

いますか。

回実験６を行い,電流と磁石の間にはたらく

の役割をしっかり鋭明し，モーターが回転し続け

力を確かめる。

p麦一顧、実験で用いるコイルは，実験５で

るわけを理解させたい。

作ったものを使用するとよい。

107
・・－－－．３●姑疋とその⑰たらＥ－ｌＯ７

⑪実験６磁界の中にあるコイルに趣流を流して
みよう

実験の準備・方法．まとめについては．本書ｐ３４４
を参照。

ノヱ属講蝋繊ら単ん鋤鋼落か

燃悶:鯛:i鰯ii騨麓鰯
ら･コイルはどうむらだろうが

⑫電流が磁界から受けるカカの向き

Ji電iiﾖﾓｰ〉

電流が磁界から受け

畿魁
圃鵡国

る力は，癒流の向きや

磁界の向きとどのよう
な関係にあるかを実験

コイ几のつくる

■斤酊．どうこ

鐘 璽@霊 曇
'零襄騨i雲i篝i雲霧；Ｉ
っているか、？

コイルに邑疋E五丁と．g9な
らDP？

６のような定性的な実

§三つ吋認

験によって見いださせ
フレミングの左手の法則

る。磁界や電流の向き

電流

が逆になると力を受け
と，電流を大きくする

磁界

力

る向きが逆になるこ

鰹i性と篁参

Ｕ

と受ける力が大きくな

コイ

'

ることを押さえる。

」

〃

〃
'
'

〃
グ
夕

1藝膨曇i鬘磐

ロコイルＥ回孟モ狂し．コイルの■■２，Uべろ．
⑩弓五の太りさや円■を安八て゜コイルの■ＳＥ演べろ．

まとめ①コイルはどのようにRb<か．
②竃涜の大きさや向き冠江えろと．コイルの働きはどうこるか。

図－２０２)中学理科（文献－７より）
－６２－

山口：教科書に見る「学習の展開」の妥当性

○電流が磁界から受ける力
○モーターのしくみ

教科書ｐｌＯ７～１０８〔１時間〕

回磁界の中にあるコイルに電流を流すと，電
流に力がはたらき，コイルが動くことを知

院召可
F面郁5~=憲薇~了頭蘆）
・自分の予想をもって実験に取り組む。

る。

p麦一涙）電流の大きさや向きや，磁界の向

P莉享丙五恵署~）

きを変えさせてみる。愈流や磁界の向きを逆

●磁界の中で電流を流すと，力がはたらくの

にすると,力のはたらく向きが逆になること，

ではないかという疑問をもつことができ

電流を大きくすると，力が大きくなることに

る。

、目E寵=冨諒ﾖｰ）

気づかせる。

F亮商ＦＤ電流の大きさや向きを変えると，
コイルの動きはどうなりますか。磁界の向き
を変えたときはどうなりますか。

・磁界の中で電流を流すと，力がはたらくこ
とをコイルの動きから確かめることができ
る。

囚図４を見て｡電流が磁界から受ける力につ
いてまとめる。

F麦一霊）電流の向き・磁界の向き，力の向
きを押さえる。

､面霊弓了亟軍）

６磁界の中で電流は力を受け，電流の大き
さ・向きや，磁界の向きによって，力が変
化することを理解する。

回モーターのしくみを理解する.
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１０３一念か矼塁のはにら２

④モーターのしくみ

・巳とＧよ｝
‐Ｉ！Ｕ・‐Ｐ，．Ｊ

勁譲鯵

それぞれのコイルの位置における電流と磁界と力の
向き，および整流子のはたらきで電機子（コイル）が
半回転するごとに電流の向きが反対になることは，説
明しておくとよい。

鰄溌襄識騰
蝋鮒｡`：鶏鰡騏鷺:縦…．

墨Hfｇ塞ぐ《

③磁獅lal8を通にすらと．力の向迫は逆になる．

Ｉ篝讓;議欝:蝋:蝿
子とブラシが電涜Lの肉9ｔ切り衰えるの1Ｇ回伝力纏<・

`メ
ノ

コイ几の▲臼の＆幻に口上ｎｓの
力ＣＤＰ､＝DOD･ひ?下向この力が

、トロー－｡■」－－

岸

コイルゲ●｡低「己と■沮干⑨Bこら■でつfLlg田、凸危

洩幻印Ｓが迫にばり.こ■UEDnAOのエトMguTP幻月かＦ

図－２０３Ｉ中学理科（文献-.7より）
－６３－
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３４４２電流のはたらき

冠

磁界の中にあるコイルに

、ｐｌＯ７グループ実験
所要時間：３０分

電流を流してみよう

以上から,電流の向き，磁界の向き，力の向きを，
立方体の頂点を利用して，次のようにまとめさせる。

５-万三r）

０

電流と磁界との間にはどのような力がはたらくか，
また，その力は，電流の向きや大きさ，磁界の向きと
どのような関係があるかを調べる。

:~蕊扇z雷雨）
準億：コイル（実験５で使ったもの)，Ｕ字形磁石，

電源装画，電熱線〈または抵抗器)，電流計，スイ
ッチ，灘線，スタンド。木の捧

留遼点：(1)木の篠は，翻り箸などでよいが，コイル
が動きやすいように，エナメル線を巻きつける。
１

磁界

スタンドで高さを調節する。

’’

(2)Ｕ字形磁石の中央にコイルの￣鎧がくるように,

(3)電熱線ft300W用，始めに流す電流は1Ａ程度と
する。．
方j去についての留葱点

、コイルに電流を流し，ｺｲﾙの動きを鯛くる。
(1)磁界の向き，電流の向きをしっかり押さえて．コ
イルの動く方向を確認する。

回電流の大きさや向きを変えて,ｺｲﾙの動きを調
べる。

◇代替実験◇

アルミニウムの箔を用いて，電流と磁石との間には
たらく力を調べる。

(】）電流の大きさを変えて，コイルの動きを調べる。
(2)電流の流れる向きを変えて，コイルの動く方向を
調べる。このとき，磁界の向きは変化させない。
(3)磁界の向きを変えて，コイルの動く方向を調べる。

諾$

このとき，電流の向きは変化させない。

!i~雇菓z菫z蚕）

ニウム

①コイルは．磁石の内側または外側に向かってふれる。

②電流の大きさを変えるとコイルのふれは大きくな

る。電流の向きを変えると，コイルのふれる向きは
逆になる。

③磁界の向きを変えると，コイルのふれる向きは逆
になる・

図－２０４)中学理科（文献－７より）
－６４－

山口：教科轡に見る「学習の展開」の妥当性

2．中学校の理科教科書・第一分野

と‘電磁石，の相互作用だとなれば、二個の磁石

の間に生ずる“力，,については既に小学校３年で
出版社により表示・表現は多少異なるが、図一

学んでおり、その現象の定性的説明としては受け

入れ易い。それは「地動説」より「天動説」が先

２－(1)(2)(3)(11)(12Ⅱ13)(14)に例を示す。

タイトルは“３磁界の中で電流を流してみよ
う”であるが、説明文ではその直前の節で確かめ、

に考えられ、納得していたのと似た楢図がある。
更に、新しい説明法が広がりつつあると言う、

学んだことを挙げ、‘導線に電流が流れると、磁

手の親指以外の４本は揃えて平行にし、‘平たく,

界ができた。それでは、磁石の磁界の中に導線を

広げて、‘４本指,と‘親指，と‘手のひらに立

極いて電流を流すと、それぞれの磁界によって、

てた垂線’との３本の垂直に直行する向きに、磁

どんなことが起こるのだろうか｡，と言い、‘"磁

界、電流、力の向きを当て説明するという。‘フ

石の磁界”と“電流による磁界”の相互作用で

“力,，が生ずる，と学ぶようにしている。

レミングの左手の法則，を使えば、「国際知識」

になるものを、指導要領の（内容の取り扱い）に

・・・フレミングの左手の法則は扱わないこと｡，

それは実験装置からも窺える、電流を流す“導
線,,部分が“コイル状，,になっている、それから、
小学校６年で学んだ‘電磁石つくり，を回想し、
連想するのは容易なことである。すると‘磁石’

とあることで‘使えない！,とし、苦心の末、
‘平手の説明法，を考案したものと思われる。
図－３－(1)、(2)参照
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図－３(3)新しい理科６（文献－９より）
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山口：教科書に見る「学習の展開」の妥当性

3．高校の物理教科書物理Ⅱ

図－５は同じ教科書の「磁力線」についての説
明であるがそのような性質は説明されていない、

出版社により表示･表現が異なるが、図－４に
例を示す。（文献-10）

一般に磁力線は．磁界の様子を“表現するために
考えた,,もの，とされている。

前半ではフレミングの左手の法則で磁界、電流、

図－６は別の教科書で、磁力線の性質として更

力を説明している、後半は‘電流に力がはたらく

に．隣どうしの磁力線は反発して、アルミパイプ

理由を、・・・,説明している。磁石による磁界

(導線として使用）を押す，としている。（文献-

と電流による磁界と合成され、導線の左右に磁力

11）

線の疎・密ができる、磁力線はゴムひものような

やはり表現に違いはあるが、中学同様、磁石に

性質があるので、導線は密から疎へ力を受けると

よる磁場と電流による磁場との相互作用により力

言う。

が生じるとしている。
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山口：教科書に見る「学習の展開」の妥当性

＝二ｓ．
1５

電流が磁場から受ける力

－－￣￣￣￣完

A壜M11iij蔓篝鱗

図１０のように，２本のレール，アルミパイプ，

磁石をおいて電流を流すと，パイプはレール上

を動く。これは，電流Ｉが流れてい
るパイプが磁場Ｈから力Ｆを受けて
いるからである。
2０

この力は，磁石による磁場と直線

電流による磁場との合成磁場の磁力

線に疎密ができ，密部の磁力線どう

⑨図１０直線電流が受ける力

6０第２編電気と磁気

成
へ□

一
磁力線はそれ自身

縮もうとし，隣ど
うしの磁力線は反
発して，アルミバ

イプを押す

②図１ｒ直線電流が磁場から受ける力の脱明

⑧は紙面に垂直に表から裏へ向かう向き(ここでは電流の向き)を表す記号である。
－－－－￣－－￣－－－●－－－－－－￣

図－５

高校物理Ⅱ（文献-11より）
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０磁力線

ここで，電気力線に対応する磁力線を考えよう。静電気の場合と同

様に，磁力線の接線の向きを，それぞれの点における磁界の向きに対
応させ，磁力線の密度を磁界の強さに対応させる。磁石のまわりの磁
力線は，Ｎ極から出て，Ｓ極に入ってくる。
…Ｐｕ1８

Ｉｒ

ｌ

‐ｌ‐
。』

図２磁力線磁極の近くでは磁界が強く、磁力線が函である。鴎れるにしたがって疎になる。
第３軍磁界と電流１１７

(イ）
じりよく

せん

Ｃ 砿力､ト 線
ー■P■q■｡

～、〆｡｡・・ャ､－．F．.-､．.｡｡

Ｕｐ

｡

磁場の中で小磁針を，そのＮ極が指している

向きに少しずつ動かすと，１つの線をえがく。

の向きに矢印をつけたものを磁力線という。
この線に小磁針のＮ極の向きに矢印をつけたものを磁力線という。
磁力線はＮ極から出てＳ極に入り，また磁力線上の各点での接線は
(ロ）
図－６物理Ⅱ磁力線(イ）：文献－１０，（ロ)文献-11より
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４．考察

促す効果を期待しているのだろうか。

中学の例－２(図－２(１１，１２，１３)}ではヒント
小･中･高校・大学と学習を進める中であるステッ

で、小３の‘２個の磁石間に作用する力，と,コ

プの学習は次のステップの学習を促し、発展させ

イルの作る磁界は、どうなっているかな？，とい

ることが望ましい。新規に学ぶ学習概念が既習の

い、小６の‘電磁石，を連想させようとしている

概念とつながり、解釈されるのであれば学習の拡

のか。

がり、深まりと言えるが、既習の概念の否定や矛

教師用指導書には､｢本時のねらい」で．電流が

盾すること、将来の学習概念形成の“妨げになる

磁界をつくることから、磁石による磁界と電流と

形での学習”は、たとえ‘覚え易い！,など、そ

の相互作用で､電流が力を受けることを知る。・・・

の場の学習効率が多少良いといえども避けるべき

とあり、やはり二つの磁界の相互作用で考えるよ

で、また既習概念を踏まえた無理のないステップ

うにしている。ただ、実験のまとめ（p､108）に

幅にも大きな配慮がなされるべきと考える。ただ、

は、‘フレミングの左手の法則,で解釈できるよ

Ｙ学問、学術」のための「理科教育」でわない１，

うに、図はコイルではなく単線の‘導線，とし、

との意見には賛成であるが、学習者が「公認の、

文章は．磁界中にあるコイルに電流を流すと、電

無理のない概念」をよりスムースに形成するため

流に力がはたらき、コイルが動く。・・・,とさ

に、また、学習者がどの段階であれ、その概念は

れ、図のように“コイル，，ではなく、“導線'，と

正当なものであるべきで、‘先々修正されるであ

表現すればフレミングの左手の法則のスタンダー

ろうから、この段階では不当であってもよし！’

ドな説明になる、この場合「本時のねらい」での

ではいけない。

‘磁界の相互作用で.。’との不整合はどうなる

これらの意味で現状の解説、表現､ステップに

のだろうか。

ついて問い掛けるものである。

高校の例－１での説明は、電流の作る磁界と磁
これらのことは高校、大学の物理科目の電磁気

石の磁界との作用で電流が力を受ける、・・・と

分野で、‘フレミングの左手の法則や‘ローレ

言い、また、力の向きは電流の向きと、磁界の向

ンッカ，に通ずる学習である。学習者の立場から

きによって決まると‘ローレンツカ,を説き、更

学習の内容やその過程の妥当性をそれぞれの教科
書や学習指導要領等を通して検討してみた。

ても表現できる｡，と加えている。その後、‘電流

表－１は指導要領より関連する項目を学年順に
並べたものである。

に、‘フレミングの法則と呼ばれるルールによっ
に力がはたらく理由を、以下のように考える・・・

と解説し、‘磁石の作る磁界と電流の作る磁界の

合成を考える。・・・,導線の左右で磁力線の疎

中学の例－１｛図－２（１，２，３))では教科書
本文中に．・・・、それぞれ（＊筆者注：磁石と

密ができ、導線は密から疎へ力を受けるとする。

電流）の磁界によって、どんなことが・・・,と

磁力線の疎密で説明している。

例－２でも実験図の解説を通して磁界の合成と

あり、ヒントにも、‘電流の流れている導線のま

２例ともに磁力線の疎密から力が生じるとして

わりには、磁界ができているから・・・。，とし

いるが、気圧の高低（気体密度の溌淡）から風

てあり、二つの磁界の作用による力としている。

(力）が生じ、溶液中の溶質の渡淡から拡散（移
動）が生じるのとイメージが似ており、考え、覚

教師用指導書にも「参考資料」に“フレミング

の左手の法則”の説明はあるがそれを使う解説は
なく、小３における‘２個の磁石間に作用する力,
で考えさせるようにしている。
先述のように実験装麗を‘コイル，にしてある
ことは、指導要領で‘コイル,と表現されている
ことと、小６での‘電磁石,を思い起こすことを

え易いと思われる。

ただ、小３の単元で“導線”の材料である‘銅

や‘アルミ’は磁石につかない、磁力の影響を受
けないものと学習している、それらとの整合性を
どうするのか。

－７４－

また、両教科書とも直前にある‘磁力線,につ

山口：教科譜に見る「学習の展開」の妥当性

いてＳゴムひものような‘性質，の説明はない。

則，、ローレンツカ,として学び、深めるが、そ

説明のつながりの点でそれらは気になるところで
ある。

れは‘磁界,.‘電流，.‘力,の三要素の関係と
して学ぶものであり、磁界と新規の磁界との作用

５．まとめ

と学ぶことは差し障りがあると思われる、電荷や
電流は実態があるのに比べ、磁界は電流の‘産物，
であることを考えれば、‘電流,を二次的な扱い

学習者に‘いかに“スムース，,に、“正当”な
学習をしてもらうか！“を追求するものである。

をすべきではないと考える。

コイルについては、指導要領で‘コイル，と記

表－１を参照に説明すると、

されており、殆どの教科書でコイルになっている、

小３で、磁石の働きや性質として、金属でもア

前述のようにコイルそのものが‘電磁石,となり、
磁石と作用しているとの捉え方になり、‘磁界中
の電流の受ける力’との認識は難しくなる、また、

ルミや銅のように付かないもがあることを学んで
いる。

小６で、コイルに電流を流すと‘磁石，になる
ことを学んでいる。

中学第一分野では図－１で示される、‘磁界,
中の‘電流，に生じる‘力，についての“自然現
象”を学ぶのであるが、磁石の磁界と電流による

磁界の相互作用で‘力,が生ずるとする点と、装

置としてコイルを使うことは不適当と考えている。
これから先高校、大学で‘フレミングの左手の法
表－１－(1)小学校学習指導要領（文献－１より）
第４節理科
第１目標
自然に凧しみ，見通しをもって祝祭，突耽などを行い．問皿解決の能力とロ然
魯愛する心恂を育てるとともに自然の卒駒・現象についての理解を図ワ，科学的

電磁石になることで近くの鉄製スタンドの影響を
受け、条件次第では磁石なしでも、コイルは動き、
学習のねらいが危うくなるのではないだろうか。
先にこの学習を‘平手で説明，の方法があるこ
とについて、指)導要領で‘フレミングの左手の法
則にはふれない’との忠告に従い、‘名のない形，
を考えたと思われるが、気になることがある。
この現象は磁界、電流、力が向きを持ち、三次
元の直行座標で立体、空間であり、二次元の平面
ではない、教師にとっては表示、説明が難しく、
学習者にもイメージ作りが困難である、それゆえ
二次元、平面モドキにして簡素化したとすればや
はり残念である。

関連して、これらは‘ベクトル，類の量である、

な見方や考え方を養う．

これらについては高校数学で学習する、ところで、

第２各学年の目楓及び内容
（徳３学年】
１目楓

。内客
Ａ生物とその唄境

Ｂ物質とエネルギー

【｡）磁石を便し脳･磁石'二付（物や磁石の燭５を洞ぺ，磁石の性質について
の考えをもつようにすら。ケ

ア物には．磁石'二引遅付けられる佑と引色付けられない物があること．

また０磁石に引邑付けられる物には，磁石に付IナらとH2石になる鞠が

あること．

イ磁石の典厘I土312合し､０両極I全退け合う二と．
Ｃｌも球と宇宙

（鯨６学年〕
Ｉ目恨

２内客

Ａ生物とその国境
Ｂ釣質とエネルギー

(3)瓦磁石の邸11Mﾆな疵を漣し､江磁石の強さの変化を画く，矼漉の働念
’二ついての考えをもつように十る・

丁冠漉のH2れている趣き鰹I土ｂ鉄心を麺化する働均があり・近況②同
心が変わると，冠磁石の掴が変わること・

ィ江砿石の強さlid瓦観の強さや邸線の君ｇ数によって変わること・
Ｃ地球と宇宙
－５９－

ベクトルの足し算、引き算は二次元、平面ででき
るが、掛け算になると二種類あって、‘内積また
はスカラー積，と、‘外積またはベクトル積，が
ある、前者は二次元、平面で扱えるが、後者は三

次元、立体である、その難しさからか後者は高校
数学では除かれている。身近な例として、コマの

回転は平面であるが回転軸に‘力，が生じること
や、台風の渦巻きの向き、フィギャースケートの
回転ジャンプ、天体の仕組みなど立体・空間の概
念が求められるものが少なくないが、学校では平
面・二次元止まりである。定量的学習までは求め
ないものの、‘世の中に三次元でないと収まらな

いものがある’こと程度は広く認識されるべきと

思う。難しいから除くのではなく、必要な事であ
れば、その実現に向けて教材･方法の開発に取り
組むべきである。たとえ学習の歩留まりが小さく
－７５－

琉球大学教育学部紀要第67集

てもその事を解し、知り、感じ取れる人がある程

学習ステップとして逆だと言う事になる。

度数いる状況と、殆どの市民が全く知らない状態

以上、学校教育の現場等で、学習項目の取り扱

とはその社会の持つヒューマン･パワーには大き

われ方に疑問を持ち、考察したものである。それ

らのことは学習者の学習達成率をよくする為の工

な違いがある。

表－１－(2)中学校学習指導要領（文献－２より）

夫や考えであろうが、その方法や解説が元を危う
くしてはいけないのである。目前の課題を処理す
るために、安易に採った、その場に都合の良い方

中学校学習指導要領

法等が既習やこれからの学習内容とのつながりの

印４筋理科

悪さや否定するものであっては困る、「記憶」と

第１目楓

｢理解」とでは学習の深みが違うのである。

自然Iﾆﾒｫすら関心をあめ、目的忠国を６って奴頻．実験などを行い．科学

的'二国ぺる脆力と璽度を育てるとともに自然の事物・１噸(についての虹鱒藍
醸め．科学的な見方や考え方を養う．

表－１－(3)高等学校学習指導要領(文献－３より）

第２各分野の目標及び内容

５「物、Ⅱ」の内容とその飽田，狙広

〔第１分野〕

(2)荘飢と磁気

１日担

２内程

愈気や磁気に関する奥nKをRn編．実験などを通して探究し危気や磁

（３１芯櫨とその利用

気に閲する蕩本的な概念や原皿・法１１！を系統的'二理解させ，それらを

イ電流の利用

M1々を冠磁気現象に応陶して与頗でｇるよう梶する．

、磁石や芯涜による磁界の奴疾を行い．磁界を、力哩で表すこと
を巴解するとともに．コイルの回りに磁界がでＱることを知るこ
と．

アな界と磁界

Ｈ）磁石とコイルも用いた実験を行い、磁界中のコイル'二駐ijMを流

、芯荷と電界

すと力が鋤（こと及びコイルや磁石を助かすことにより盆i鷲がiリト

Ｉｲ〕危庇による磁界

ら札ることを兄b､超すこと．

(内専の取扱b､）

３内容の取扱い

エイのIｲlについては．レンツの法Hリロフレミングの法則は掴わむい
内容の(2)のγの(7)については０コンデンサーの蒜本的な性質にも触れ

こと．

ること．い)については．矼限芯塊及び円冠漉による磁界を中心に担うこ

オイのb)については．芯力且の概念は扱わないこと．またロ定量的

と．また，ローレンツカにも触れること．

な扱いはしないこと．

ここでは，盆界と磁界に関する賭現象を．nRV，実験を通して探究し、そ
の茜磁的な原理・法ﾛﾘと蕃本的な慨念を系統的に理解させるととも6二，愈孤

高校物理Ⅱにおいては、

や磁気の現象を国べろ方媛を習得させる．

「(ﾌﾟ）近荷と芯界」については，ご荷同士が及ぼし合う力．芯界の盃し方．

指導要領で．電流が磁界から受ける力を扱う。

矼界と盆位埜の関既を扱う．また，コンデンサーの蔀本的な性質に触れるが、

その際、荷電粒子が磁界から受ける力についても

関連させて瞬危体内部の近界の強さまで扱うことはしない．

“観察、実験を中心に扱う｡,，また、ローレンツ

「(ｲ）砧ＩＮＩによる磁界」についてIま,観束,冥敗を通してikHl芯流と円愈i泡が
つくる磁界と電泣力嘘界から受ける力を扱う．その際0荷電位子力唾界から受

カにも触れる｡，と解説されている。‘受ける力の

ける力についても観察．実験を中心ﾄｰ扱う．また．ローレンツカにｂ陸ｌＬら．

理由，の学習は求められていない、またローレン

ツカを学ぶ事からそれで展開した方がより確かな
学習になると思う。

そのような教育の結果であろうか、表－２に示

二教科書の例とも力の理由を、合成磁場の,磁

すように、社会人（18～69歳）に対する科学の基

力線の疎密’によるものとしている、ただ磁力線
の説明の部分には、両教科書ともゴムひもや、ひ
も同志の反発する性質などはない。導線のアルミ

礎知識を問う調査は14か国中12位、他にも幾つか

や銅に磁力が働くことは小３の学習とは相容れな

卒業後は殆ど身に付かない形の学習であることが

い、この説明は既習の知識では理解困難である、

窺がえる、’教育'は賑わっているが'人0は育ってい

この解説を納得するには、相当に「電磁気学」を

ない感じは否めない。

同様の調査があり、惨惜たる内容である。先述の
生徒の国際学力調査の結果は上、中位であるが、

究める必要があるとのコメントもあり、それでは

－７６－

強調したいことは、科学・サイエンスを学ぶ意

山口：教科書に見る「学習の展開」の妥当性

義やスタンスについてであるが、自然の事象や事
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表－２科学の基礎知識朝日新聞2002.1.25（文献-12より）

［科学の基礎知識問題］
(1)大陸は何万年もかけて移動している
【2)現在の人類は原始的な動物種から進化した
(3)地球の中心部は非常に高温である
(4)我々が呼吸に使う酸素は植物から作られた
(5)すべての放射能は人工的に作られたものだ
(6)ごく初期の人類は恐竜と同時代に生きていた
(7)電子の大きさは原子の大きさよりも小さい
（８）レーザーは音波を集中することで得られる

（９）男か女になるかを決めるのは父親の遺伝子だ
（1ｏ)抗生物質はバクテリア同様ウイルスも殺す

正答は次のとおり(数字は日本人の正答率)。
（１）○,８３％(2)○，７８％(3)○，７７％(4)０，６７％(5)×、５６％

（６）×、４０帖(7)０，３０％（８）×、２８％(9)０，２５％(１０)×、２３９６
－７７－

