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【要約】
大学卒業段階で学校教育現場の要望に応える小学校理科授業実践力育成のための教育実践の

基礎資料として，日本人学校の専任教員へ「理科に関する素養｣，「大学で学びたかったこと｣，
｢理科の教材研究・授業実践で苦労したこと」を主体とした聞き取り調査を実施した。

大学卒業段階で求められる理科授業実践力を担保するためには，「大学で学ぶ目的をしっか
りと持たせる」ことや，「学校現場や現職教員からの学び」から現代的な課題を学ぶ機会と，
｢理科の学習を構成する知識・理解や技能等」を授業実践などの具体例を通してなるべくたく

さん身につけさせることが重要である。その一方で「明日の授業ですぐ使える」ものだけでな

く，身の丈にあった形や子どもの実態，学校をとりまく環境に応じてアレンジできる能力を身
につけることも求められる。

１はじめに

についての知識・理解｣，「指導法についての知識・

技能｣，「観察・実験についての知識・技能｣，「学
独立行政法人科学技術振興機構（JST）と国立

習評価についての知識・技能｣，「自由研究の指導

教育政策研究所が実施した「平成20年度小学校理

技術」の５項目全てで小学校学級担任の過半数が

科教育実態調査及び中学校理科教師実態調査に関

その低さを自認しており，とりわけ授業の組み立

する報告書（改訂版)」!）によると，小学校の学

てと密接に関係がある「観察・実験についての知

級担任として理科を教える教員の約５割は理科全

識・技能」「指導法についての知識・技能｣，「学

般の指導に苦手意識を持っており，とりわけ教職

習評価についての知識・技能」では学級担任の約

経験10年未満の教員では60％以上が苦手意識を持っ

７割が「不足している」と自己評価していた。ま

ていた。分野別では，物理，地学，化学分野に過

た，全ての項目で８割を超える学級担任が「もっ

半数が苦手意識を持っていた。さらに「学習内容

と大学で学んでおいたほうがよかった」と感じて

＊琉球大学教育学部理科教育講座・教育実践学教室EducationalPracticeMajor，DepartmentofNatural
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いた。中央教育審議会（中教審）答申「今後の教

言えない。特に教員養成系学部以外の理系学部で

員養成・免許制度の在り方について」でも，「教

は小学校教諭の免許を卒業と同時に取得し難いた

職課程の履修を通じて，学生に身につけさせるべ

め，理科に強い小学校教員養成は，中学・高等学

き最小限必要な資質能力についての理解が必ず

校の理科の免許を同時取得できる教育課程が保証

しも十分ではないこと」や「実践的指導力の育成

されている教員養成系学部の理科系講座・教室・

が必ずしも十分でないこと」が大学の教員養成課

研究室を志望する学生に限られてくる。小学校教

程（教職課程）の現状と課題として指摘されてい

員養成では，各教科に関する科目と指導法に関す

る２)。

る科目の各２単位が各大学等で最低限開講されて

小学校の理科の授業では，平成10年改訂3)で

いる。しかし教科に関する科目は選択必修であり，

削減された内容の一部が2011年度から全面実施さ

卒業要件などでより厳しい縛りを設定しなければ，

れる新しい小学校学習指導要領』)で復活してい

理科に関する科目を履修しなくても免許取得が可

る。今後暫くの間，学習内容が最も少ない平成１０

能である。二種免許に至っては，指導法に関する

年改訂下での教育課程で学んできた学生が，教員

科目ですら選択必修となるため，「理科に関して

免許の取得を希望し，教職に就くことを目指して

大学時代に全く学ばない」で教員免許を取得する

大学へ入学してくる。つまり授業する側が小学校

ことも可能であり，校内事`情によってはそのよう

時代には学習していない，あるいは背景となる自

な教員が理科専科になることもあり得る。

然科学の専門的知識を養成段階までの間に全く学

そのため，ＣＳＴ事業のように，学校現場で他

ばないまま指導しなければならない内容もある新

の同僚から頼りにされる高い実践力や専門的知識

教育課程に対応できる小学校教員を養成しなけれ

を持った教員を養成していくことだけではなく，

ばならない。そのためには，教員養成課程のカリ

｢理科に関して積極的に学んでもらえるような環

キュラムを工夫することや，小・中学校教員の理

境づくり（卒業要件の工夫など)｣，と「２単位

数教育における指導力向上を図ることが考えられ

(４単位）で何をどこまで学ばせるのか」という

る。平成21年度からＪＳＴは，大学と教育委員会

小学校理科の教科に関する科目や指導法に関する

が連携し，養成プログラムの開発・実施や地域の

科目の教育内容・方法の工夫を通して，小学校教

理数教育における拠点の構築・活用などを通じて，

員全体の力量を向上させ，中教審が求めている

地域の理数教育において中核的な役割を担う教員

｢最小限必要な資質能力｣，「実践的指導力の育成」

を養成する理数系教員（コア・サイエンス・ティー

を具現化する必要がある6)。

チャー，CST）養成拠点構築事業を実施し，教員

一方，こうした問題を解決するためには，養成

養成・教員研修事業を支援している5)。その一方

段階ではなく教員として採用後に行う研修で対応

で，ＣＳＴ事業のように－部の優れた教員を養成

するという方法もあり得る。公立学校に正規採用

していくだけではなく，「普通の教員」の理科的

された現職教員の場合は，初任者研修や経験者研

素養や授業実践力を向上させていくことも重要で

修など各種研修を受ける機会と義務がある。こう

ある。中等教育を担う理科教員の養成は，教員養

した研修の中に「理科指導」に関する研修が設定

成系学部や理系学部で行われている。受験産業か

されるのであれば，学校現場の要望に応える形で

ら文系と位置づけられている教員養成系学部です

開設しやすいこともあり，ある程度「最小限必要

ら理系的な入試科目を課しており，理科に対して

な資質能力｣，「実践的指導力の育成」をカバーす

一定程度の素養がある者でないと免許取得が難し

ることも不可能ではない。しかし，沖縄県では約

い。しかし，小学校教員の場合，理科だけを教え

9100人もいる公立小中学校教員のうち，定数内臨

る専科教員も存在しているが，特別免許状を取得

時的任用教員が977人，代替臨時的任用が439人，

して教職に就いた社会人経験者等以外の，大多数

非常勤講師が400人と臨時的任用教員が全体の約

の大学で養成される普通免許状を有する教員には，

16％を占め，非常勤講師を含めると約1800人が非

教科・分野ごとに免許が授与されていない。その

正規雇用者である7)。単純に考えて小学校６年間

ため理科専科＝理科のエキスパートとは必ずしも

のうち１年間は臨時的任用教員が担当することと
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なり，専科まで考えると約20％の確率で非正規雇

２調査の概要

用者から指導を受けることになる。専科も理科に
強い教員という保証があるわけではない。さらに，
彼らも教育公務員特例法の適用対象ではあるが，

調査は，東南アジア１国にあるＪ日本人学校に
筆者が2009年10月に訪問して行った。１国は赤道

継続的な雇用が保障されているわけではないため

付近にあり，Ｊ日本人学校は南半球側に位置する。

研修も継続的に保障されていない。従って，大学

そのため太陽の動きや季節感が日本とは全く異な

卒業段階で「最小限必要な資質能力」や「実践的

る。日本人学校は，日本の教育課程に準じた教育

指導力の育成」を担保しないと，間接的に学力低

を施すことが求められるため，Ｊ日本人学校でも

下に寄与するような教員を養成し，彼らが学校現

単純に南半球や赤道付近に所在する地域性を活か

場での教育活動の主戦力として用いられてしまう。

した教育活動だけを行うわけにはいかない。その

そこで，筆者は大学卒業段階で学校教育現場の

ため教員は観察・実験を通して子ども達に理科を

要望に応える小学校理科授業実践力を育成してい

指導していきながらも，単純に現象から得られる

くための教育実践の基礎資料として，日本国内以

科学的知識だけを習得させられない。またこの日

上に理科に関する教材研究が難しい日本人学校の

本人学校には文部科学省が派遣している現職公立

専任教員へ，大学で学んでおくべき内容や大学へ

学校教員（日本国政府派遣教員）と現地の日本人

の要望などについて聞き取り調査を行った。本報

学校維持会が独自に採用している教員がいる。維

はその報告である。

持会が採用する教員には大学卒業後すぐ赴任する
者も多い。日本人学校および補習授業校等に対す
る財政上および教育上の援助を行う海外子女教育

振興財団が，彼らに対して赴任前に服務や海外生
表１調査協力者

所有教員免許状

経歴

日本国政府派遣教員

▲胃芙霧欝系単科大学卒

備考

小学校教諭専修

中学校教諭専修（理科）
高等学校教諭専修（理科）
幼稚園教諭１種

Ｂ国立教員養成系単科大学卒

小学校教諭１種

中学校教諭１種（社会）
高等学校教諭１種（公民）

現地（学校維持会）採用教員

ｃ鱒二籠襄鑿菫単位取得
□襄鑿素二部卒

Ⅱ灘衾素二部卒
Ｆ国立教員養成系単科大学卒

小学校教諭２種

小学校教諭１種

中学校教諭１種（理科）

初任

小学校教諭１種

中学校教諭１種（社会）

初任

高等学校教諭１種（地歴・公民）
小学校教諭１種

中学校教諭１種（社会・英語）
高等学校教諭１種（地歴・公民）

Ｇ私立大学人文系学部卒

小学校教諭１種

Ⅲ繍翠鐺育学部卒

小学校教諭１種

備考：初任とは，大学卒業後初めて教壇に立ったのがこの日本人学校である者を指す
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活に関する研修や渡航への援助を行っている。し

と回答した。

かし，そこでは教科指導等に関する具体的な研修

理科に関する専門教育を大学時代にあまり受け

は行われていない。そのため，日本国内の臨時採

ていない他の回答者は，３名が物理を，１名が化

用教員と同様な扱いであると考えられる。日本国

学を，２名が地学の天文領域を苦手であったり嫌

内の場合では他校の実践事例や協力なども得られ

いであったりすると答えた。反対に生物や，地学

やすいが，彼らは自らの力量と同僚からの援助だ

でも恐竜や地殻変動など地球科学に関する部分は

けで，赴任して即授業実践していくことが求めら

好きだと回答した者もいた。先のＪＳＴの調査'）

れる。

でも，物理や地学が嫌いだという認識は他の領域

今回はＪ日本人学校の小学部で教壇に立ってい

に比べると多かったが，なぜ嫌いになったのかま

る若手教員８名を対象に大学卒業段階，とりわけ
小学校の理科の指導法に関する科目（筆者が本学
部で担当している「理科教育研究」に相当）でど

では調べられていない。そこで，苦手や嫌いになっ

のようなことをしておくべきかを聞き取り調査し

記憶に鮮明に残っており，始めは好きな方だった

た。

ていった理由についてさらに質問したところ，彼
らは，小中学校段階で体験した実験のいくつかは
が，学年が上がるにつれて実験を経験する機会が

調査協力者の経歴は表１の通りである。理科に

減ったり，中学校で元素記号を暗記させられたり

関して比較的高い専門的知識を持っていると考え

したことなどがきっかけとなり，楽しくない授業

られる中学校理科の免許所持者は日本国政府が派

に変化していったことが原因だと回答した。物理

遣した教員と，維持会が採用した教員に１名ずつ

が苦手な原因として，「振り子や物の衝突で現象

いた。大学卒業後初めて教壇に立ったのがＪ日本

を観察したり実験・測定したりすることは嫌いで

人学校である者も３名いた。

はないが，そういった事象を計算で求めるという

調査は２名だけ用務多'忙のため筆者と２対１で，

ような数式で科学的現象を表現することが苦手で，

他は筆者と１対１で面談する形で実施した。質問
の柱は，「①回答者自身の理科に関する素養の自

そこから理科そのものが嫌いになっていった」と

己分析｣，「②大学時代に学んでおきたかったこと｣，
｢③理科の教材研究・授業実践上苦労したこと」

科ではなく小学校の時の理科専科担任個人に苦手

意識があったことが遠因だと自己分析した者もい

の３つとし，その回答内容についてさらに細部を

た。天文領域について「単純に興味がなく教材研

質問する形で面談した。いずれの聞き取り調査も

究が楽しいと感じられない」と回答した者は，他
の領域や分野の教材研究も大変だが，それなりの

放課後に1人（回）あたり30～45分程度で行った。

具体的に回答する者もいた。また，理科という教

事を子ども達に伝えられるように努力していると
３結果と考察

自己分析していた。しかし，天文領域だけは教材
研究段階からその学習内容について－歩引いてし

３．１回答者の理科に関する素養と授業実践・

まい，自らが納得いくまで学習内容に踏み込めら

教材研究に対する影響

れないと回答した。そのため，「また星を教える

中学校の理科免許を所持している２名のうち１

名は，高等学校までは苦手だった物理学（プラズ

マ物理）を大学で専攻しており，現在は物理と化
学が比較的得意だと自己評価していた。その半面
地学は教育職員免許法上の最低限の単位しか取得
しておらず，生物に関しては苦手だと分析してい
た。もう１人は，実験や目に見える現象を追うよ

うな事項は好きではあるが，想像したり計算した
りしながら求めるような事項は好きではなく，
｢生物が一番好きで，物理が一番好きではない」

のか。早く終わればいいのに｡」という感`情を抱

き，「教えるというよりも，みんなで観察して終
わり，要するによく言われる流す授業をしてしま
う」と分析していた。他方で，教える立場に立て

ば準備の手間等もあるが，自分が好きか嫌いかに
関係なく他の教科と同様に教材研究をするように

心がけている者や，「５，６年の理科では，学習
内容そのものを理解するために教科書の内容を教
材研究していく中で，なぜそういう現象が起こる
のか深く突き止めていくことが面白い」と感じて
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おり，時間があれば色々調べ，他教科に比べて理

義も多く開設されており，通常の講義以外を含め

科の教師用指導書を特に隅々まで見るようにして

て，彼らの講話を聞く機会は数多く提供されてい

いる回答者もいた。自分自身は苦手だが，一緒に

る。それでもこれらの意見が出てくる背景には，

実験や勉強をしながら「おおっ」と思うことが多々
あると回答する者もいた。このように，一部に苦

教職に就いてから「教育実習は短期間で，表面的
な体験しかできず，実際の教師が行う仕事のほと

手意識をもったりそれが影響して教材研究をなお

んどを見ていない｣，「実際の教師の仕事は，子ど

ざりにしたりすることもあるが，「教える立場と

もの提出物の確認やテストの採点などの丸つけ１

しては，やっぱり準備は大変だが，単に楽しんで

つですら，かなりの労力が要求される｣，「一週間

いるだけという感じもするが，子ども達の目が一

の計画だけではなく，先々を見通した計画を立て

番キラキラと輝き，興味を抱くのが理科である」

ていく事など，一年を見通して『次何があるから

ことも認識しており，「理科は教材研究のやりが

こうしないといけない』ということまでは教育実

いのある教科」だと感じている者が多かった。

習では学ぶことができないため，それを知ること

が重要だ」と認識したことや，「教育実習って，
３．２大学で学びたかった内容

『教員になりたい』と意識してというより３年生

３２．１現職教員や学校現場での体験的な学び

の時にとりあえず単位とか，本当に卒業のために

から学びたかった内容

行く感覚だった」と自覚したことが関係している。

理科だけに留まらず全ての教育活動全般に関連

ある回答者は，教育実習を受けて，「本当に先

して，大学時代に学びたかった内容として多くの

生になりたいかな？」と感じた大学４年次の時に，

教員から回答があったのは，教師の仕事全般を観

近隣の小学校で学習指導補助のボランティアをす

察するような学校現場での体験的な学びの機会と，

る機会を得た。この回答者の同期生は先に卒業し，

発問や指示など実践経験から得た授業技術や教授

教壇に立っていたが，特に臨時的任用の立場で教

技術的なものである。ある者は，小学校１年生の

壇に立っていた同期生から「研修がないから，凄

算数の学習内容「繰り上がりのある足し算」を例

く大変だ」という話を聞いており，「もっと現場

に，３＋８の計算を指導する際に，「自分自身が

を知っていたほうが良い」というアドバイスを彼

学習していた時は苦労してなかったのに，いざ指

らから受けていた。その回答者は「学校現場が大

導するとなると難しい」ため，「子どもに分かっ

変だ」という認識が自分には欠如していることを

てもらえる指導法，やり方は子どもの実態によっ

自覚したこともあり，教育実習とは異なり「ここ

て色々あると思うが，要するに『良い』と言われ

を知りたい」や「将来，教員になるために自分が

ている具体的な実践」を学びたかったと回答した。

何を欲しいのか」という目的意識をはっきりもっ

それ以外にも現職教員に「教師として発問の仕方

てボランティアに参加した。このように目的意識

とか，課題の作り方とかについてはもっと細かく

をもって色々な授業を見てきたことを「今自分が

教えてほしかった」というものや「色々と，実際

授業実践する際に，『そういえば，あのときああ

の教育現場の話とかをもっと聞けるとよかった」

やってた！』というように役に立っている」と実

というのが見られた。さらには，指導要録の記入

感しており，ボランティア先の教員の色々な実践

など子どもが目にすることがない事務的な仕事な

を，大学在学中から見ることができたことを肯定

ども教師にはあるが，このようなことは自らが児

的に評価していた。

童・生徒として体験した世界や教育実習程度の体

別な回答者は，経験が浅い自分の方が同じ学年

験的な学びからは学ぶことができないので教師の

の他の教員より授業進度が遅くなる傾向があるた

業務内容全体を知る必要があると回答した者もい

め，今現在，専科担任による授業などで生じた空

た。

き時間を利用して，「同じ学年の他の教員の授業

学校現場での体験的な学びについては，本学に

を観察し，教材とか発問，間合いの取り方とか板

限らず多くの大学で既に導入されている。現職教

書・ノートの内容といった指導方法全般をまねし

員が非常勤講師や実地指導講師として担当する講

たりしながら学んでいる」と回答した。その回答

－１１９－
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者は「大学在学中には，全然そこまで一所懸命に

があるため，小学校の教員免許しか取得しない場

(教師に）なろうと思っていなかったが，実際やっ

合を含めて，深く学ぶ機会が少ない教科について，

てみて，もっと附属の先生なんかの授業とか，朝

｢もう少し学ぶ機会があったり触れることができ

からずっと行って（見て）おけば良かったなって

れば興味をもって学ぶことができたのではないか」

思う。学生時代はそうは思っていなかったが，今

という声や「(今思えば）もう少し学んでおきた

『いつでも参観・見学可能』と授業を公開してく

かったな。私自身あんまり好きじゃないっていう

れる場があれば，私はいつでも見に行く。」と回

のもあったので，『大学で』っていうよりも，そ

答した。このように，現在は他人の授業を参観・

れまでの過程でもっと理科が好きになるような授

観察する必要`性を強く感じていた。

業をしてほしかった｡」という回答も聞かれた。

つまり，「学校現場体験」に関しては，「しっか
りとした目的意識を学生に備えさせること」が必

３．２．３大学への要望

要不可欠で，そういった認識が欠如していたと自

大学での講義の履修機会提供や履修指導につい

己反省していた回答者からは「実際に教壇に立っ

て，次のような回答があった。大学での教職系科

てみて今思えばもっと学校現場体験（授業観察・

目には教育職員免許法上必修にせざるを得ない科

参観）をやっておけば良かった」という声が聞か

目が多い。こうした必修科目で，時間割編成を容

れた。

易にし，受講人数を調整するために「学籍番号
(専攻）別」に機械的に初回履修クラスを割り振

３．２２学校現場体験以外からの学び

る形で学生教育を行っている大学を卒業した学生

大学で学びたかった内容として，「現職教員や

からは，「同じ科目でも担当者（配属クラス）に

学校現場での体験的な学び」だけを求めているわ

よって一方では物理と化学に関する事項しか学ぶ

けではなく，教科に関する科目（本学部での自然

ことができず，他方では全然違う地学とか何か別

科学概論，自然科学に相当）や専門科目の講義内

なものしか学べない」ということに対して，学校

容そのものが十分身についていないと自己評価し

現場に出てから問題意識を持つようになっていた。

た者もいた。ある回答者は，「全然理科に詳しく

それはただ単にどの履修クラスでも同一内容を

ないため，教科書教材を教科書通りの展開で実施

学んだり，満遍なく物理・化学・生物・地学に関

する以外に授業展開することができない」と自己

する内容を学んだり，同一科目でも異内容の履修

評価しており，「例えば，小学校第３学年で学習

クラスが提供される場合に選択の余地を与えたり

する『光の性質』に関する実験だったらこんな方

することだけを求めているのではない。それに加

法もあるし，こんな方法もある，こんな方法もあ

えて，「現場で『すぐに教えろ』って言われた時

るよというようないろんな手立てや実際に小学校

には，やっぱりそれに直結できるような，何て言

で行われている他の実験などのアイディアを紹介

うんですかね。実際に事前にこういうのをやって

してほしかった」と回答した。実際に授業を行う

おくとか，何かそういうのがもっとあったほうが

際に，授業者として不足していると感じた自然科

良かった。教科書教材を前もって試してみるとか，

学に関する基礎的な知識は，問題集などを通して

あるいは，発展的というか，導入でボンと子ども

自習したり，経験豊富であったり当該分野が得意

達に興味を持たせるような内容とか面白実験とか

な同僚から指導法を含めたアドバイスを受けたり

ね。やっぱり子ども達がグッと迫ってくるような

習ったりすると回答した者もいた。大学生の時は，

ものがないから，１個でもそれを知っておれば，

講義さえ受けていれば教員免許はすぐもらえると

いいかなっていうふうに思います｡」というよう

いう認識が強く，中学校や高等学校の免許を同時

に講義の中で，「実践に活かせるような内容がや

に取得する際にのみ特定教科についてだけ深く学

れたら良かった」や「理科とかっていろんな実験

ぶ機会に恵まれる。それに対して，実際に教壇に

がたくさん（あって)，実験の中で自分たちが発

立って教材研究してみると，深く学ばなかった教

見していくものが多いと思うんですけれども。い

科でも楽しく思えたり，興味を抱けたりすること

かに子どもを惹きつけるか。導入の段階とかで，

－１２０－
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どうやって子どもを惹きつけて，その実験に持っ

ンタクトが取れていたんじゃないかなんていうこ

ていくかっていうのを知れたらと思います｡」と

とはあります」という回答を得た。当該講義に積

いう回答が印象的であった。さらに，「教科書の

極的に参加させるような雰囲気作りも重要ではあ

扱い方をあんまり教えてもらえなかった」と感じ

るが，それ以上に単位を取得した学生や卒業生に

ており，「この教科書をどこまでどういうふうに

｢アフターケア」ができるような人間関係を醸成

教えたら良いのか」ということを難しいと感じて

することも学校教育現場から大学に求められてい

いる者もいた。それに加えて，「教科書を教える

ることを示唆している。こうした「卒業後でも授

んじゃなくて，教科書で教える」と大学で教える

業実践に際してちょっとした相談ができるような

のであれば，もっと具体的に「どう教科書で教え

雰囲気」を大学全体でつくることができれば，学

るか」や「どういうふうに授業で教科書を使った

生の授業実践力全般の向上へ寄与できるだろう。

らいいのか」を学びたかったという回答もあった。

調査時のような学習指導要領改訂に伴う移行期

つまり，教育実習段階で初めて教科書に触れると

間の場合，年度によって新設単元や学習順番に変

いうような形にせず，「この教科書を使って，ど

更が生じる。それに対応するための'情報不足や授

んな感じで授業するのか」ということも大学の授

業の進度との関係から不安に感じている者も多かっ

業で専門的な内容として学ぶ必要`性があるという

た。教師用指導書913)には移行期の月別計画が掲

ものである。

載されているが，「何月にはこうして，っていう

講義提供や履修指導に関しては，所属学部や課

のがいきなり入ってくると，やっぱり先が見えな

程によって課程認定上指定せざるを得ない科目を

いんですよね。どこでどう入れたらいいのかとか，

除いて，現在本学部が提供する教職系科目は学籍

どの時期にやったらいいのかとか，そこがやっぱ

番号順に優先履修クラスを指定していない8)。一

り経験が無い分，かなり調節には苦労している｡」

方で選択必修的な形で学生の自主｣性に任せた形で

や，「新たにどの時期に何が入ってくるっていう

教育課程を編成すると，「免許を取るため（単位

のも一切把握していない状況の中で，その単元が

の取りやすい）授業しかとっていない」状況も生

入ることによって，他の単元をもっとこの時期に

まれる。小学校教諭の一種免許取得者の中には，

やっておけばよかった」というような各単元の学

理科の指導法に関する科目（本学部での「理科教

習順番の工夫に対する反省の声が聞かれた。また，

育研究」に相当）しか履修していない者もおり，

別の回答者は，「(子ども達）全員が全てを理解す

授業実践で上手く行かないことや問題が発生する

ることはもちろん無理だとは分かっているが，自

と「授業自体を私はあまり取ってない｣，「特に理

分が想定している到達度に，果たして子ども達が

科の授業は，知識ももう極めてゼロに近い」こと

本当に到達しているのか」と評価する時に，「授

が原因だと自己分析している者もいた。通信教育

業をこのままの進度で進めていいのかどうか」と

で免許を取得した回答者の中には，通信添削の課

不安を感じていた。つまり，教育課程の編成の意

題レポート内容が，自分自身が苦手な物理・化学

義や意味を学ぶだけでなく，具体的に編成し，そ

系であったということと，ものすごく難易度が高

の計画通りに授業実践したり計画を変更したり修

いと感じて教科書をたくさん読んでレポートを書

正したりすることの必要』性や重要性，その対応策

いて提出したということだけを覚えていて，具体

の具体的方法や事例を学ぶ必要があることを意味

的な内容については一つも覚えていなかった。こ

している。教育実習など学習指導案（細案）を作

のような状況では，単位を取得したからといって

成する段階では，単元の指導計画も詳しく記載す

最低限の実践力保証に繋がらない。

るため，ある程度の見通しを立てるが，実習その
ものが短いため計画を最後までやり抜くことは少
ない。また大学の模擬授業などの場合，単元全体
の計画を立てても実際に行うのはその中の１時間

また，理科に関する講義に積極的に参加しなかっ
たことを反省している者からは，「理科の先生，
理科を教えてくださる大学の先生と仲良くできな

くて，今教壇に立って困っていることがあったら，
そういった距離感を縮められていたら，もっと．

だけであり，計画そのものが机上の空論の場合も
ある。しかし，実際に教壇に立つと先を見越して
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動く必要がある。そのため，「大体この月にここ

できないことを経験した。その際，失敗の原因を

まで進んでないと，残りの期間にこれだけのこと

子どものせいにしてしまった。その経験から授業

をこなす」というのが分からなくなると，授業進

実践事例や教材実験などが掲載されている参考書

度の見通しが立てられなくなり，「子どもの学習

に書いてあることをただ単に行うのではなく，そ

状況の評価結果からこの進度で大丈夫なのか？」

れらを参考にしながら自分の身の丈にあった，そ

という心配を抱きながらも，その一方で「限られ

して，子どもの実態に即した授業をつくっていく

た期間に予定された学習内容を進めないとならな

ことが資質として重要だと認識し，自身の授業も

い」という焦りを抱いてしまうのである。結果と

徐々に変化していったと実感していた。

して，「その単元の学習を進めるときに，どこに

さらに大学の講義や実験・演習で教科書に掲

重点をおいて（時間をかけて）指導するのか，進
度が遅れている時に，どこを早く進めることがで

載されている実験教材をただ追試的に体験したり，

きるのかなどといった時間配分の仕方を工夫でき

材」について学んだりするだけではなく，教科専

ない状況である」と自らの日常を分析した者がい

門教育や理学の専門的な研究をすることを肯定的

た。また，移行措置によって学習内容が増えたこ

にとらえている回答もあった。回答者中唯一の専

とへの対応として，単元終了後に行う業者が作成

修免許取得者は大学，大学院とプラズマ物理につ

している教科書に準拠している到達度テストの進

いての研究をしてきたことについて，学問として

子ども達の興味や関心を喚起するための「面白教

度表だけを頼りに授業進度を調整している現状を

プラズマ物理の研究から得た知見そのものは直接

不安視している者もいた。

的に小学校の理科の授業実践に全く役に立ってい

学校現場体験や現職教員から「具体的な対応や

ないと評価しているが，先生（大学教員）の手を

指導事例」を学びたいというものや，「子どもの

離れて，最初の課題設定から，それを確かめる実

興味を誘う観察・実験教材」について学びたいと

験を自らが考え，得られた結果から考察し，自分

いう意見が多い中，即応可能なものだけを学ぶこ

で考えて結論を導くという一連の研究の行為その

とを危`倶する意見もあった。ある回答者は，学生

ものを学べたことを良かったと評価した。また，

時代の自身に対する教育実習の評価の妥当性を疑っ

そのプロセスが教材研究をする時や，子ども達に

ていたが，評価が芳しくなかった理由を，「派手

何か教えたいという思いが強く生じた時に，とて

さばっかりを求めていて，あんまり学習内容に即

も役に立っていると感じていた。

していないような感じの実験を，最初の導入の時

これは，安易に「楽しい授業」を構成するため

にやってたんですよね。ただ，それが子どもの思

の授業技術や具体的な授業実践を教えることだけ

考を掴む上では有効だったかもしれないけど，途
中の思考の流れに沿っていたかっていうと，全然

でなく，それとは直接関係していなくても，例え

ば卒業や修了に際して何らかの課題について研究

ねらいに達していなくて，多分そういうところの

を深め，それを卒業論文や修士論文などにまとめ

授業組み立てみたいな事がまずかったからだろう｡」
と当時を振り返って自己評価していた。その回答

るという作業（課題研究）を体験することも重要

者は，新卒２年目の時に小学校３年生の太陽の動
きについての授業実践をした。その際，３年生の
子ども達にとって太陽の日周運動を空間的に捉え
させることが難しいと考え，’懐中電灯を太陽の代
わりにして動かして，影に合わせながら，太陽の
動きを見ていく教具を取り入れた授業を構想した。

しかし，実際には自分自身の求めている授業像と

子どもの気持ちや能力との間にはギャップがあり，
経験の少なさから授業の流れ自体を子どもに合わ
せた形へ修正していくこともできず，上手く指導

であることを意味している。それを通して１つの

課題を解決していくという体験そのものが学びで

あり，その後の教材研究や教師として進む生き方

に大きな影響を及ぼしていると言える。大学で教
員免許を取得する際の良さとして，現場実践や教

育現場での体験的な学びからだけでなく，専門教
育や専門的な研究課題にとりくむことは，直接的
に授業実践に影響しなくても間接的に役立つこと

を実感していた回答者のような姿勢を多くの学生

に抱いてもらえるようにすることが大学には求め
られている。小学校で教える全ての教科・領域．
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単元について詳細に学ばせることは困難であるが，

感じやすい。その際，経験者や理科に詳しい同僚

教材研究するための前提能力として研究に関する

から的確なアドバイスを得られる恵まれた環境で

能力を身につけることが，中長期的に見て質の高

授業ができるとは限らない。これが「大学の時に

い教員養成，子どもに分かる授業を提供できる教

前もってというか，こういう実験があるからこん

員を養成していくためには重要であることを示唆

なふうにしたらいいよと力｡，そういうのも教えて

もらいたかった」という回答の背景に存在してい

している。

た。

３．３観察・実験指導に関して

ある回答者は，５年生で学習する「電磁石の強

理科の授業実践において，観察・実験が占める

さを調べる実験」で，本来なら「電池を増やすこ

割合は大きい。そのため理科の授業実践で苦労し

とによって，流れる電流が大きくなるにつれ（磁

ていることとして，教材研究の中でも観察や実験

力が増し）クリップがたくさん付く」はずなのに，

の準備や指導に関することが寄せられた。ある回

実験結果としてそのような現象を上手く再現でき

答者は，小学校５年生の「ものの溶け方」単元の

なかった。また，予備実験段階から，教師用指導

最後の場面で，子どもの科学的思考の深まりを確

書に書かれている結果と異なる結果が得られた時

認するために「溶液を冷却して結晶が析出する実

も困るが，それ以上に予備実験では指導書通りの

験」を評価に用いている。この段階で子ども達は，

結果を得たのに，子どもの目の前で実験した本番

測定した各温度での溶解度は理解している。それ

の授業で結果が違った時のほうがより一層困って

よりも低温になった場合を，グラフを外挿（補外）

しまい，動揺してしまう回答者もいた。実際にそ

することでその温度での溶解度を予想し，溶解度

の回答者の授業を筆者が参観した時に，電流の流

以上溶けている溶質が析出してくるのではないか

れる方向と電磁石に生じる極の関係を調べるグルー

と仮説を立てて検証実験を行うことができれば，

プ実験で，「電池の極を入れ替えると電磁石の極

｢子ども達は十分に理解している」と判断してい

が逆転する」という事実は全てのグループで観察

る。その際，「一回の授業時間中にちょうど実験

できたが，予備実験（教師演示）の結果と同じ結

から考察までの一連の学習を終えるために最適な

果（コイルの両端に生じた極が完全に一致）を得

条件を揃えるのがとても難しく，とりわけ化学分

たグループと，反対の結果（教師の結果でＮ極が

野に関しては児童が実験するための実験条件（こ

生じた側にｓ極が生じた）を得たグループにクラ

の場合，適当な飽和度の水溶液の準備）に苦労し

スが二分してしまった。これはコイルの巻かれて

ている」と回答した。この回答者は，実験を取り

いる方向を配慮して子ども達にコイルを配付した

入れた授業の成功要因の80％は授業者の準備であ

り，コイルの中を流れる電流の向きに注意して実

り，最適な結果を導き出すための準備が難しいと

験したりせず，ただ電池の向きだけを見て電流の
向きを考えたのが原因である。このように子ども

指摘している。

また，上級学年を担当するにつれて，準備物が

達によって得られる結果が，科学的には正しい結

増え，それに伴って教材研究しなければならない

果が得られていても，教師の予備実験の結果と完

事項が増えてくることに困惑している者もいた。

全一致しない時にその原因が何だかよく分からな

ある回答者は，「理科でこういうのが小学校の実

いまま45分間の授業時間が終わってしまうことが

験であるから，こういう時にはこういう実験をや

ある。その時に，つい「宿題ね」と言ってしまう

るといいっていう，何か実験の準備物であったり

が，授業者自身もその理由（正答）がよく分から

とか’こういう実験があるんだよ」といった具体

ないため「次の日どうしようか」というような状

的な事項を学ぶ機会が少なく，そういうことを学

況を招く。そのような時は，中学部の理科担当教

べる機会を欲しがっていた。特に経験が浅い若手

員や小学部でも理科を専門（中学校や高等学校の

教員のうちは，毎年担当する学年が異なるため，

理科の専修・一種免許取得者）とする同僚や，今

｢今年は５年生，来年は４年生」というように－

までにその単元を指導した経験のある同僚に聞い

から教材研究をしなければならないことを負担に

たりしながら解決するが，解決できないこともあっ
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たとのことである。別な回答者は，児童実験で全

ろで，教具としてモーターカーのキット教材を用

員が実験失敗という経験があまり無いため，例え

いて実践した。学習事項を活用したものづくりを

ば８グループで実験したとしても，そのうちの２

取り入れることは指導要領にも明記されているⅦ。

グループが失敗して原因が分からない時は，「ど

しかし「モーターカーを早く走らせるにはどうす

こが悪かったんだろうね」と言ったりしながらも

るか？」というような学習課題を通して乾電池の

多数派の結果を指して「本日はこっちの方，この

数やつなぎ方を変えることによるモーターの回り

子達のグループが正解」と言ってしまうとのこと

方の変化を電流の強さと関係付けながらとらえら

である。時間的な余裕があれば次時以降にその原

れるように，身につけるべき内容を探究していき

因を解明することもあるが，他教科との兼ね合い

ながらモーターカーを組み立てるような授業構成

もあり時間が確保できない時には，そのまま結論

とせず，「モーターカーを組み立てる」という製

だけを言って終わりにしてしまうのである。この

作活動そのものを単元の導入段階からの学習課題

ように子ども達に正答を伝えた時に，失敗したグ

にしたのである。つまり，モーターカーという教

ループの子ども達は「え-つ，何で失敗したんや

材・教具をなぜ「電流のはたらき」単元で取り上

ろう」という反応を示すことはあっても「え－つ，

げるのかという意味付けをはっきりと意識したり

もう１回やりたい｣，「もう１度やりたい，もう１

理解したりしないまま授業実践したのである。結

度やりたい」というように，どうしても原因を追

局，順序を追って乾電池の直列つなぎや並列つな

究したいという感じではなく「ああそうなんだ」っ

ぎを学習していく過程とあわせてモーターカーを

ていうような感じで終わってしまうとのことであっ

つくる（課題を達成するために改造していく）活

た。こうした子ども達の反応は，教員自身が失敗

動で授業が展開されるべきところを，活動を通し

した原因を究明しなくなる原因になり得る。一方

て知識として理解させるべきことや関係性を気づ

で，子ども達が「ああそうなんだ」と冷めた対応

かせることがない，「モーターカーをつくって終

をとる理由には，原因究明や明確な説明をしない

わり」という授業になってしまった。その結果，

教員の授業をそれ以前に受けたことが遠因となっ

｢子ども達同士の教え合いの過程から，子ども達

ている可能性もある。

の意外な一面をとらえることができた」という意

その一方で，初めて教壇に立った頃は，違う結

味で，学級の子どもの状態把握で得るものがあっ

果が出た時には「違ったね，間違えたね」という

たが，理科の授業としては失敗したという評価を

ような形で授業を進めていたが，経験を積むにつ

していた。これは，前述の要望であったような教

れて「教科書と違う結果が出たっていうところか

科書に掲載されている観察・実験教材を事前に体

らも，学びというのはできるという事」に気づき，

験したり，授業に有効な教材実験情報を習得させ

｢何でこの教科書と違う結果が出たのかなという

たりするだけではなく，観察・実験などの学習活

のから，本来教科書と同じ結果が出るはずだとい

動と学習内容との関係（目的）を理解して授業を

う事で，そういう事を考えさせるのも１つの学び」

構成していくことを大学で学ばせる必要があるこ

としてとらえ，試行錯誤しながら実践している回

とを意味している。

答者もいた。このような「実験に失敗した時にど

一方，日本人学校での授業実践では「外国のた

う対処するか」という問題を解決できる能力を育

め教科書教材が入手しにくいこと」が重要な問題

成していくために単純に失敗しないような指導

だと回答する者も多かった。筆者は，調査期間中

をするのではなく，前述の学校現場からの学びと

に３年生の「風やゴムの働き」単元で，ゴムで動

あわせて，準備した指導案通りの「予定調和的な

く車を作成する授業を１時間実践した。その際，
補助教材'5)に掲載されている発射装置に必要な
｢目玉クリップ」を実践前日に入手してもらうよ

授業展開」をさせるだけではなく大学教員が児童
役で参加して「予想しないような事態」を模擬授
業であえて発生させてその対応策を考えさせるよ
うな経験も必要であろう。

うに依頼したが，このような一般的な文房具です

ら入手困難であった。これは日本国内でも，離島・

ある回答者は，４年生の「電気の働き」のとこ

へき地などの場合には必要な個数を前日では準備
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できないことがあるため，とりわけ新出単元や初

こうなんだよ」という事実説明だけをしても，子

めて指導する単元の「教材研究（教科書に掲載さ

どもは混乱していた。さらに子ども達から「何で？」

れている実験教材研究)」は，事前に計画的に行

と聞かれても，授業者自身がその理由をよく理解

わなければならないことを意味している。

していなかったり，理解していたとしてもそれを

修学旅行で火山地帯のそばを見学する機会があ

説明することを難しいと感じていたりするため，

り，その際「あっ地層だ！」という子ども達の反

｢南にあるからだよ」って言って授業を終えた実

応は見られたものの，旅行前に学習した６年生の

態があった。

地層観察の単元では，身近に観察しやすい露頭が

本学部では小学校理科の指導法（理科教育研究）

ないため見て触ったり，スケールの大きさを実感

で，天球儀を使った演習を取り入れている１８)。天

させたりするのが困難であった。さらに砂，粘土，

球儀を用いると天体と地球との相対的な位置関係

石といった実物が入手困難なため，それらを見た

を立体的にとらえることができるため，太陽の動

り触ったりして感覚を使いながらその違いを理解

きも地球上の位置によって観測結果が異なるとい

させたりすることも難しかった。その結果，「教

うことをとらえられる。理科教育研究の演習で用

科書の内容を流す授業」を展開してしまったとの

いている天球儀は北半球の任意の地点での天体の

回答を得た。さらに日本ほど視聴覚教材やインター

動きを調べることができるので，緯度を変化させ

ネット環境が整っていないため，ビデオなどでそ

た時の星の動きの違いに気がつけば，天球儀で直

れを補うことも難しい。結局，学校図書館が所蔵

接確認できない南半球についても推測する力を身

する図鑑や資料を活用しての授業展開となる。学

につけることが可能である。単純に「日本の太陽

生時代からレポートや課題作成にインターネット

の動きを教える方法」を教えるのではなく，この

を活用してきている世代にとっては，実物を子ど

ような天体のみかけの動きを立体的に捉え，「南

も達に提示できないだけでなく，視聴覚メディア

半球ならどうなるか」というような発問を通して

やインターネット環境が未整備な状況下での授業

天文学の基礎的な素養を身につけさせて，それを

づくりが難しいことを示唆している。

どう子ども達に理解させるのかということまでを

また，南半球に存在する学校で日本の学校に準

じた教育活動を行っていく上で，指導が困難だと

学生に考えさせたり教えたりすべきだということ
をこの回答は示唆している。

感じる地学単元の一つが「天体」である。小学校

地学と同様に生物でも指導が難しい単元が見ら

３年生では，「太陽と地面の様子」の単元で，太

れた。５年生の「動物の誕生」の単元では，実際

陽の日周運動を観測する。その際，日本では観察

に魚を育てて卵の変化の様子などを観察しながら

を通して太陽が東から南を通って西に動くという

動物の発生や成長についての学習を行う'9)。ここ

ことを理解する1617)授業が展開されるが，南半球

では魚の卵を観察し，内部の変化の様子を詳しく

では太陽は東から北を通って西に沈むためその軌

調べ，魚の卵の中の変化や孵化の様子をとらえる

跡に差がある。さらに南北回帰線に挟まれている

ことがねらいである20)。指導要領やその解説には

赤道付近での太陽の動きは地平線に対して垂直に

具体的な種は明示されてはいない'920)が，どの魚

近い軌跡となる。しかし単純に観測事実から太陽

でも良いのではなく，内部の変化の様子をとらえ

の動きを理解させても，単元末に行う到達度テス

やすい魚の卵が教材として必要不可欠である。そ

トは，日本での太陽の動きについて問われる。つ

のためどの教科書2''１３)でも「メダカ」を教材とし

まり，観測事実と学習すべき内容「太陽が東から

て取り扱っている。Ｊ日本人学校付近では，メダ

南を通って西に動くこと」に差が生じる。そのた

カを手に入れることができず，またメダカを日本

め単元終了後の到達度テストで問われている内容

から輸入するのも容易ではない。そのため，メダ

が日本での動きであるため，「観測事実＝正答」

カ以外の魚で学習を展開する必要がある。メダカ

とならず「どっちだ，どっちが，どっちだったつ

程度の大きさの淡水魚やメダカの近縁種も入手可

け」と混乱する子どもの姿が見られた。その違い

能ではあるが，比較的簡単に飼育できることがこ

にあまり触れずに「日本はこうだけど，１国では

の単元の教材として必要不可欠であり，教材とし
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て求められる内部の変化の様子をとらえやすい卵

ないが，インゲンマメの発芽と成長に関する指導

を産む魚はかなり限定される。このような代替教

についての具体的な回答として，クラス間で結果

材についての`情報がないため授業実践で苦労して

に差があり，発芽も成長も順調に進むクラスもあ

いた。大学時代に代替教材の情報や代替教材を使

れば，うまく発芽しなかったり成長しなかったり

用することについて学ぶ機会を提供することも授

したクラスがあったとのことである。また，順調

業実践力の担保という点では重要であることが示

に進みすぎて，授業の進度を調整できずに発芽後

唆される。しかし，到達度テストは教科書2233)に

の種子を植えかえて育ち方を比較する実験の機を

準拠して作成されるため，そこで問われるのは魚

逸してしまったとのことである。

の一般的な発生や成長についてではなく，「メダ

教師用指導書3Ｗ)によると，インゲンマメの発

カの発生や成長」である。どんなに代替教材で観

芽温度条件は最低10～15℃，最高35℃，最適20～

察しても，テストで問われるのは「メダカ」につ

30℃であり，１国の平均気温から考えて極端に発

いてである。テスト問題を自作し，実際に学習し

芽し難い条件であるとは考えにくい。例示されて

た事項に合わせて児童の理解度・到達度を測定す

いる実験結果34)が約20℃のものであり，３５℃で

ることも１つの方法ではあるが，子ども達が日本

は15℃～30℃の時よりも発芽率が悪くなる37)こ

の学校へ進学することを考え，「日本の学校と同

とや，その後の成長速度にも違いがあったことか

じ内容の教育」を求める保護者の要望は無視でき

ら，日本と１国との気候の違いによる差が影響し

ない。そのため，メダカ以外で学習を進めること

ていることは否定できない。しかし，発芽すべき

も難しい。また，気候や環境が日本と異なるた

条件で発芽しなかった原因として，入手前の種子

め，同様のことは昆虫を採集して飼育したり，植

の保存状態が影響していることも考えられる。種

物を採集したり栽培したりする他の単元でも起こ

子の保存状態によっては食用には問題がなくて

り得る。

も発芽能力を失うことがある。インゲンマメは，

例えば，同じく５年生の「植物の発芽，成長，
結実」の単元で，インゲンマメを用いて発芽条件

室温で乾燥貯蔵したものの寿命が約２年と，野菜

を制御する実験教材がある。インゲンマメ自体は

温で適度な乾燥状態（相対湿度25～30％）で貯蔵

の種子のなかではやや短命の部類に入る38抑)。低

１国でも入手可能であり，発芽しやすい植物であ

するとインゲンマメの種子はこれより長く寿命が

る。この単元では種子が発芽するための養分とし

保たれる'0)。反対に高温多湿なところで放置すれ

てデンプンを扱うことになっているため，インゲ

ば寿命は短くなる。一般に寿命が1年程度である

ンマメは最適な植物教材の１つである。しかし，
彼らから「インゲンマメの発育の仕方が教科書の
結果3鋤と全く異なったり，まるっきり発芽しな

台湾でも，北部の台北と南部の屏東でも大きく異

かったりした」ということが聞かれた。そのよう

のＪ市は低地の高温多湿な地域である。特に温度

な状況下で，彼らは「日本はこうだよ，教科書で
はこうなっているんだけど，１国はこうだよ」と

そう長い寿命は期待できない。即ち，種子の外観

なり，屏東の室内に放置したインゲンマメは３カ

月で発芽力が急減したという報告もある４１)。１国

や湿度を配慮せずに保存していた種子であれば，

いうような説明で授業を展開した。その結果「ど

で発芽能力を判断できないのであれば，そもそも

うしても子どもって目から見たものの方が強いの

発芽しにくい状態の種子を入手して実験してしまっ

で，テストと，あと実際に見たものが違うってい

た可能』性がある。「水・空気・適当な温度」とい

う事で，混同したりだと力〕はありました」という

う発芽の３条件が満たされていた中で発芽しなかっ

ように前述の天体の単元と同様の混乱が子ども達

たということは，この実験に用いた種子がもとも

に見られたのである。

と発芽力を持っていなかったことを示している。

筆者が訪問した時には，実際に栽培されたイン
ゲンマメの発育状況がどのようなものだったのか

日本国内だと種苗店等で販売されている種子や教
材会社から購入したものであれば，低温・乾燥の
状態で保存されていたものである。包装にも工夫

を観察することはできなかった。そのため回答内
容のみからしかその違いを把握することしかでき

が施され，採種地，採種日，発芽力，播種期限等

－１２６－
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が記されている。従ってこの単元のように発芽の

では事象そのものや自然の中でたくさん体験をし

有無を確認する実験の場合では，種子の発芽率に

てそこから何かを見つけて，科学的知識の理解へ

特段の注意を払わないでも良い。しかし，結果論

とつなげてくっていうふうな流れを，普段の授業

ではあるが回答者の用いた種子の場合，発芽力を

でもよくやっているので本当の理科的な道筋の素

保持していたのか否かを事前に確認する必要があっ

地みたいなものがあると，３年生でも本当の理科

たことを意味している。発芽力の差のような量的

みたいな授業ができて良い」と評価していた。し

な比較をする対照実験でなくとも，本来ならば授

かし，別な教員は「移行教材の『風とゴムの働き』

業前の教材研究の段階で発芽率を調べておく必要

は学習内容が結構簡単で，他の単元に比べて易し

があった。それに加えて，理科に関する素養が低

い気がする」と述べ，「指導要領にも風で物が動

いと自覚しており，前述した電磁石に関する実験

くって分かればいいって，そんなの実験しなくて

など，他の実験でも教科書と違う結果が出た場合

も分かるような事が書いてあるので，簡単な，ちょっ

に，授業者本人の実験方法・指導方法に起因する

と考えれば分かるような事を，どうやって楽しく，

ことが多かった経験から，種子に原因があるとは

子どもが飽きないように教えたらいいのか」とい

考えられず，回答者本人が実験方法を誤ったと思

うところに疑問を感じていた。つまり子ども達に

い込んでしまった可能性がある。簡単な栽培実験

とって難しい学習内容で噛み砕く努力のしがいが

であっても必ずしも成功しない時，どのように問

ありそうなものなら教材研究しやすいが，「風と

題を解決していくのかを知っておくことは授業を

ゴムの働き」については生活経験からすぐに分か

進めるための重要な能力だと言える。理学部や農

りそうな内容であり，あまりにも当たり前すぎる

学部の生物系学科の専門教育とは異なり，教員養

事を学習させる感じがして，噛み砕きにくく，中

成段階で教科内容に関する事項を学ぶ際には，こ

身が易しすぎるため「どう授業していいかが分か

のような事象を解決したり回避したりすることや，

らない」というのである。

最適な教材の入手，判別法を身につけておくこと

このように，理科が苦手であっても大人にとっ

を学校教育現場は求めている。さらに，必要に応

て「当たり前だと思っている」ことを教えること

じて予備実験するなど教材研究のために必要な資

を困難に感じ，どう教えていいのかがわからない

質，能力を身につけておくことも，授業実践力を

ということは，ともすれば子どもの理解度をよく

保証する上で重要であると言える。

確認しないまま授業を進めるようなことにもつな

がる。理科が嫌いな理由の一つとして，「既に知っ
３．４新出教材の指導や新しい教育課程について

ていることばかりでおもしろくないこと」もある

新しい小学校学習指導要領では，小学校３年生

ためM)，授業実践力を育てる上で，「授業者にとっ

の理科で「風とゴムの働き」という単元が新設さ

て当たり前のことを，当たり前だと認識していな

れた１２)。ここでは，風の強さやゴムのもとに戻ろ

い子どもにどう教えていくのか，当たり前だと思っ

うとする力（弾'性力）を変化させることによって

ている子どもにどのような課題を与えるか」につ

物体の運動の様子に違いがあることを追究する活

いて具体的事例をあげながら大学段階で学ばせる

動を通して，現象の違いを比較する能力を育てる

必要があることを意味している。

また，新しい学習指導要領に基づく理科の教育

ことをねらいの一つにしている１３)。これについて，
比較的経験豊富な教員は「３年生の『風とゴムの

課程や学習内容について不満の声も聞かれた。あ

働き』って，５年生の目標である，変化の規則性

る回答者は，自分自身が小学生だった頃の教育課

についての見方や考え方を養う学習の素地になり，

程鴨)と比較して，自身の経験として小学校５，

条件制御の能力を養うことにもつながる」と認識

６年生の頃に，太陽の動きを透明半球に記録して

しており，「条件統一みたいな形で，風っていう

いった観察実験を記憶しており，「今まではあん

１つのものがあって，その働きとして，遠くまで

まりつながってないところが多かったなと思って

動かすには，結局どういう条件が必要なのかつて

いて。例えば，３年生で，今，日なたと日かげと

いうことを学ぶことがねらいであり，３，４年生

かの勉強をしていて，そしたら次いつ出てくるか

－１２７－
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というと，結局中学まで出てこなかったじゃない

ロガロールの取り扱いのほうが注意すべき事項が

ですか。小学校３年から，いきなり次は中学３年

多い。一方で，小学校の平均的な消耗品費を考え

まで飛んで，ようやくまた自転とか公転が出てく

ると気体検知管自体が比較的高価であるため，子

るっていう方が，子ども達にとってはかわいそう

ども達が操作に失敗した場合を考えると簡単に使

な話｡」であり，「あの中学年の発達段階で，そう

用できない’'8)。これが「気体検知管を使用する必

いう三次元の捉えをするって凄く難しいから，何

要性が理解できない」という回答の背景にある。

回か繰り返しながら，前の学習事項が活きてくるっ

この単元では酸素と二酸化炭素の変化量を調べる

ていうのが多段階あった方が，望ましい」と不満

必要があるため，気体検知管を使用する意図を十

を漏らしていた。

分に理解する機会を提供することが求められる一

また，授業における教科書の使い方に関連して，

方，代替生物教材に関する知識と同様に，代替案

｢教科書会社の違いによって，同一内容を学習す

を提示できるような学校現場の実情に対応や工夫

るための実験でも，異なる教材実験器具を使用し

できる教員を養成することも求められていること

なければならないこと」について問題意識を持っ

を示唆している。

ている者もいた。観察・実験教材は，目的を達成
できるのであれば現有する実験器具に合わせて当

４まとめ

該教科書教材をアレンジすればよい。しかし例え

ば，教科書ではステージ上下式の光学顕微鏡でし

今回の回答者の理科に関する素養の自己分析で

かピントの合わせ方の記載がないのに学校の備

は，理科を苦手に感じたり嫌いになった理由とし

品が鏡筒上下式の光学顕微鏡であった場合に対

て，学年が上がるにつれて実験する機会が減った

物レンズとステージとの間隔を一旦ぎりぎりまで

り，元素記号の暗記や，数式で現象を表現したり

狭くした後に徐々に広げていくことでピントを合

していったことがきっかけとなり，楽しくない授

わせるという本質的な差がないのにもかかわらず，

業へ変化したことがあげられた。理科嫌いの理由

器具の見た目の違いだけで混乱が生じるとのこと

として「暗記をしなくてはならないという意識」

である。これを予防するには「両方の顕微鏡」

や「考えることの多さ」，実験する機会が減り

を実際に使用する場を提供するしかない。

｢活動の楽しさを実感できないこと」から理科学

また，「なぜこの実験器具でないとダメなのか」

習の意味を見いだせずにいた可能性")が各教員

というように感じられる器具の例として「気体検

の小・中学校時代の経験にも存在していたと推察

知管」を回答した者もいた。気体検知管は６年生

できる。一方，授業者個人に苦手意識を抱いたた

の「燃焼の仕組み」単元や「生物と環境」単元で

め理科が嫌いになるという負のハロー効果が原因

酸素や二酸化炭素を測定・検出する実験器具とし

となっている者もいた。これは，授業の構成や授

て例示されている16)。この回答者は「教科書に書

業者との人間関係が理科嫌いに関与していること

いてあるし，使わざるを得ないところもあるんだ

を示唆している。また，自分自身に興味がない領

けども気体検知管でしかできない実験ではないと

域の指導では教材研究を楽しいと感じられない者

思う」と感じていた。しかし，ろうそくを集気瓶
中で燃焼させた時や呼吸によって空気中の酸素の
全てが消費されたり体内に取り入れられたりしな

研究のやりがいがある教科であるとも認識してい

いことを確認することは，単純に二酸化炭素の存
在を確かめる石灰水の実験だけでは証明できない。
二酸化炭素の生成を定`性的に確認するためだけな

ら気体検知管を使用する意味はあまりないが，定
量的な考察まで踏まえたい場合には気体検知管が
最も簡便な方法の１つである。代替としてピロガ

ロールを用いた実験’１７)なども考えられるが，ピ

もいるが，総じて子ども達は理科が好きで，教材
た。

回答者の意見を総合すると，「具体的な実践」
を通して学ぶべきであるということに特徴がある。

｢現場で『すぐに教えろ』って言われた時」への
対応策として教員養成段階から「教科書を教える
のではなく教科書で教える」というような抽象論
だけで終わるのではなく，教科書教材そのものに

触れる機会，子ども達の興味や関心を引き寄せる

－１２８－
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ための「面白教材」や教科書教材以外の教材，さ

供していくことが求められる。

らにそれらを有効に活用した授業展開事例などを

一方で，授業で扱う内容に関する知識が不足し

求める意見が多かった。その一方で，電磁石の実

ている事項への対応だけではなく，「自分自身が

践のように，教材研究や実験指導の前提知識は中

学習していた時には苦労していなかったのに，い

学校で学習する程度の内容であるにもかかわらず，

ざ指導するとなると難しい内容」や「当たり前だ

｢なぜそうなるのか」を理解していなかったり，

と思われる，実験しなくてもわかるような簡単そ

｢実験結果が異なったとき，何が原因で異なった

うな内容」についても「どう授業していいのか分

のかが分からない」「どうしてその結果が得られ

からない」ということがあるため，そういった内

たのか（失敗したのか）が分からない」というよ

容へ対応することも求められる。また，現職教員

うな状況も見られた。単純に実践事例だけを学ば

や学校現場を体験する諸活動から学べることがた

せる「即応的な部分」だけではなく，それらの実

くさんあり，それを大学で学びたかったという回

践事例を通してその教材の背景にある，授業者と

答も多かった。しかし，それと同時に「目的意識

して理解しておくべき自然科学の知識を深めるこ

が希薄なままでは意味がない」ことも聞かれた。

とも重要である。しかし，理学部の専門教青のよ

安易に体験の回数や現職教員からの学びの機会を

うに個別科学について深く学ばせるようなことを

増やすだけに留まらずに「それを学ぶ意味」を

すると，「授業自体をあまり取らない」といった

しっかり理解させる必要が大学に求められている

ことや「ものすごく難しいことを学んだことだけ

ことを意味する。

は覚えているが，具体的に何を学んだかは覚えて

小学校程度の内容の理科の場合，物理・化学に

いない」ということになる可能性が生じてしまう。

関しては，方法さえ間違わなければ，再現性の高

｢先生（大学教員）の手を離れて，最初の課題設

い実験結果を得られるが，生物・地学は学習を進

定から，それを確かめる実験を自らが考え，得ら

めていく際に，その地域の環境による影響を考慮

れた結果から考察し，自分で考えて結論を導くと

しなければならないことが授業実践の際に難しい

いう一連の研究の行為そのもの」を学べたことが

と感じられていた。生物では目的に合致する代替

教材研究などに有用だと評価された半面，専門教

生物を探すことが必要となり，地学では，観察に

育の内容が「直接的に小学校の理科の授業実践に

最適な場所や実物教材を確保することが困難であ

全く役に立っていない」と評価されたことも，講

るだけに留まらず，教科書に書かれている事実と

義を行う大学教員側の認識と講義を受けている学

観測事実との相違をどう結びつけていくのかも重

生側との認識の差を示す端的な例だと思われる。

要になってくる。回答者からは「大学で理科に関

これらの問題を改善していくためには，受講学生

して学ぶ機会を増やして欲しい」ことや「『大学

に実感できるような方法で「実際に行われている

で」よりも『大学まで』の間に理科が好きになる

理科の授業」との関連を意識させ，小学生レベル

ような授業をやって欲しい」という声があった。

の知識を理解させるのではなく，指導者として必

子ども達は，一旦理科を嫌いになってしまうと，

要な資質を担保できる科目を大学が提供すること

どんな活動でもネガティブに捉えるようになって

が求められる。例えば，物理領域で数式を用いる

しまう可能性もあるため棚)，科目提供の工夫も

メリットは「精密化」と「厳格化」（いつでもど

さることながら，「理科を嫌いになる子ども」を

こでも成り立つ関係を表すこと）と，様々な法則

教員が養成してしまい，その子どもが教員となっ

を互いに関連付けそれらの役割を明確にすること

てまた理科を嫌いになる子どもを養成することが

である。そのため，事例や体験を素材として，単

ないようにする工夫も求められている。観察・実

純に「数式を用いない授業」を行ったり，「数式

験についての知識技能のみならず理科に関する知

を暗記させる授業」を行ったりするのではなく

識・理解や技能等について，半数を超える小学校

｢数式で表す意味をしっかりと考えさせること」

の学級担任がその低さを自認しており，その８割

49)とあわせて物理現象について大学生レベルで

以上が「もっと大学で学んでおいたほうが良かっ

求められる専門的知識・技能などの深い学びを提

た」と思っている現状や，それらが教職経験年数

－１２９－
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の短い教員ほど多い傾向が見られること'）も踏

【謝辞・附記】

まえると，大学でより一層理科指導の背景となる

調査に際して，Ｊ日本人学校の皆様から多大な

個別科学など理科授業実践を支える事項に関する

る御協力，御支援を賜りました。この場を借りて

学習機会を増やし，それを積極的に（目的意識を

御礼申し上げます。また，論文のとりまとめに際

持たせて）学ばせることが重要であると言える。

しまして，琉球大学教育学部理科教育教室の松田

また，授業に行き詰まった時には，同僚からの助

伸也教授ならびに杉尾幸司教授，同じく自然環境

言を求めることが多いことから，ＣＳＴ事業のよ

科学教育教室の立石庸一教授から貴重な御示唆を

うに「理科の授業実践に関して高い専門性を持っ

賜りました。この場を借りて心から感謝申し上げ

た」教員を養成していくことも重要であり，特定

ます。

教科指導に長けた教員を養成し，適切に配置され

本研究の一部は，科学研究費補助金若手研究

る人事異動上の工夫も同時に求められることを意

(Ａ）「子どもにわかる小学校理科授業に必要な教

味している。

師の実践力研究一物質・エネルギーを中心に－」

小学校３年生の太陽の動きに関する授業実践が

(課題番号21683009）の助成事業である。
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