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1 .はじめに

物事の状態や変化を客観的に注意深く見る

「観察j は，子どもの関心や感性を大切にし，

科学的に考える力の育成を図ろうとする意図の

もとに理科学習の基礎をなすものとして戦前か

ら実践されてきており こうした科学的思考を

培う基礎としての自然観察は，戦後の学習指導

要領においても. r自然に主体的に働きかける

子どもの姿」を大切にしながら継承されてきた

(降旗. 2012)。また，岩間ら (2011)によれば，

成長過程における自然体験が植物や動物に対す

る生命の実感度に高い相関を示しており，児童・

生徒の生命倫理育成に自然体験が有効であると

いうことが報告されている。

環境とのかかわりについて体験的に学習を進

めることの重要性は 平成20年1月の中央教育

審議会の答申における「理科の改善の基本方針

及び具体的事項Jにも示されている。小学校理

科に関する改善の基本方針には「科学的な知識

や概念の定着を図り，科学的な見方や考え方を

育成するため.観察・実験や自然体験，科学的

な体験を一層充実する方向で改善するJ.改善
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の具体的事項には「生活科との関連を考慮し，

ものづくりなどの科学的な体験や身近な自然を

対象とした自然体験の充実を図るようにするJ

などの内容が含まれており 平成20年3月の学

習指導要領の改訂はこれらを踏まえて行われて

いる(文部科学省. 2008)。

そのため，自然体験の充実を図るための単元

として小学校理科第 3学年に『身近な自然の観

察Jが新たに設けられた。この単元は. r生命J

についての基本的な見方や概念を柱とした内容

のうちの「生物と環境のかかわりJにかかわる

ものであり，第6学年「生物と環境Jの学習に

つながるものである。

ここでは，身の回りの生物の様子やその周辺

の環境について興味・関心をもって追究する活

動を通して，身の回りの生物の様子やその周辺

の環境とのかかわりを比較する能力を育てると

ともに，それらについての理解を図り，生物を

愛護する態度を育て 身の回りの生物の様子や

その周辺の環境との関係についての見方や考え

方をもつことができるようにすることがねらい

である(文部科学省. 2008)。
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ここでの指導にあたっては，生活科の学習と

の関連を考慮しながら，理科の学習の基盤とな

る自然体験活動を充実するために，児童の野外

での発見や気付きを学習に生かすような自然の

観察を取り入れるようにすることが求められて

おり.取り組み内容としては，校庭や近くの公

園などで，そこで生息している生物の様子を調

べ，土の様子や樹木の状況などの環境とのかか

わりについて体験的に学習を進めることが考え

られる(文部科学省. 2008)。

このように，新たな小学校理科の教育課程に

おいて，野外における「自然観察学習Jの実施

が不可欠になったが現場の小学校教員にはど

のように受け止められているのであろうか。そ

こで本研究では，沖縄県の小学校教員を対象に

自然観察学習に関する意識調査を実施した。

2.調査方法

教員免許状更新講習に参加した小学校教員を

対象に質問紙法に基づき，講習終了後にアンケー

ト調査を実施した。講習の実施年と名称は以下

の通りである。 2009年:小学校の国語教科書に

出てくる生物の世界(受講者17人). 2011年:

小学生に伝えたい身近な自然の魅力と不思議

(受講者20人)。

アンケートには，参加教員37人の内33人が回

答(回収率89%)した。各アンケート内容は，

以下の通りである。

質問① 所属(受け持ちの学年等)・性別・

年代

質問②「理科の授業において身近な自然環境を

理解するためには，野外観察を実施すること

は大切だと思いますか。J

ア大切である。

イ どちらかというと大切。

ウ あまり大切ではない。

工大切ではない。

質問③「理科の授業において野外観察を実施し

たことがありますか(複数回答可)oJ

ア 校外へ出かけて実施したことがある(パ

ス等で移動)。

イ 校外へ出かけて実施したことがある(徒

歩で移動)。

ウ 校内で実施したことがある。

エ実施したことがない。

質問④「質問③でア(校外・パス)と答えた方

のみお答え下さい。理科の授業での野外観察

は.どの位の頻度で実施していますか。J

ア毎年行っている。

イ 行わない年もあるが，できるだけ行うよ

うにしている。

ウ あまり行っていない。

エ 1・2回程度実施したのみである。

質問⑤「質問④でア・イと答えた方のみお答え

下さい。野外観察学習を行っている場所を教

えて下さい。J

質問⑥「質問③でイ(校外・徒歩)と答えた方

のみお答え下さい。理科の授業での野外観察

は，どの位の頻度で実施していますか。J

ア 毎年行っている。

イ 行わない年もあるが，できるだけ行うよ

うにしている。

ウ あまり行っていない。

エ 1・2回程度実施したのみである。

質問⑦「質問⑥でア・イと答えた方のみお答え

下さい。野外観察学習を行っている場所を教

えて下さい。J

質問⑧『質問③でア・イと答えた方のみお答え

下さい。野外観察学習に使用するテキストは，

どのようにしていますか。J

ア 自作の教材を使用している。

イ 教科書を利用している。

ウ 副読本等を利用している(書籍名・出社

等)。

エ 一般の書籍を利用している(書籍名・出

版社等)。

質問⑨「質問③でウ(校内で実施したことがあ

る)と答えた方のみお答え下さい。野外観察

学習に使用するテキストは，どのようにして

いますか。J

ア 自作の教材を使用している。

イ 教科書を利用している。

ウ 副読本等を利用している(書籍名・出版

社等)。
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エ 一般の書籍を利用している(書籍名・出

版社等)。

質問⑩「理科の授業において野外観察を実施す

る場合に，困難に感じていることについて教

えて下さい(自由記述，例:教材，場所等に

ついて}oJ

質問⑨「理科の授業において野外観察を取り組

むために，大学等の研究機関がお手伝いでき

ることがありますか?ご自由にお書き下さい。J

3. 結果および考察

アンケート回答者33人の内訳は，男性が 9人

(27.3%に女性が24人 (72.7%に年齢構成は，

30歳代が9人 (27.3%)，40歳代が15人 (45.4%)， 

50歳代が9人 (27.3%)，受け持ちの学年は， 1 

年が6人(18.2%)，2年が4人(12.1%)，3年

が4人(12.1%に 4年が 3人 (9.1%)，5年が

5人(15.2%に 6年が 2人 (6.0%に理科専

科が 5人 (15.2%) 無回答が4人 (12.1%)で

あった。以下に各質問についての回答結果を記

述する。

各項目における教員の属性(性別，年代)等

との関連については検討を行ったが，標本数が

少なく.統計的差違は検出できなかった。

1 )野外観察の実施状況

<質問②>i理科の授業において身近な自然環

境を理解するためには，野外観察を実施するこ

とは大切だと思いますか。」

「大切であるJという回答が31人 (93.9%に

「どちらかというと大切J という回答が 2人

(6.1%)で， rあまり大切ではないJ• r大切で

はないJという回答はなかった(表 1)。した

がって，理科の授業において，身近な自然環境

を理解するために野外観察を行うことの重要性

表 1 野外観察の重要性(質問②)

回答項目 回答数 % 

大切である 31 93.9 

どちらかというと大切 2 6.1 

あまり大切ではない o 0 

大切ではない o 0 

は，回答したすべての教員が認識していると考

えて良いであろう。

<質問③>i理科の授業において野外観察を実

施したことがありますか。J

「実施したことがあるJという回答が30人

(90.9%に 「実施したことがないJという回答

が2人 (6.1%に無回答が 1人 (3.0%) であ

り，ほとんどの教員が何らかの方法で実施して

いることが示された(表2)。

表2 野外観察の実施状況(質問③)

回答項目 回答数 % 

実施したことがある 30 90.9 

実施したことがない

無回答

2 

1 

6.1 

3.0 

また，実施内容の内訳は， i校外へ出かけて

実施したことがある(パス等で移動)J という

回答が9人 (30.0%)，r校外へ出かけて実施し

たことがある(徒歩で移動)J という回答が9

人 (30.0%に「校内で実施したことがある」と

いう回答が25人 (83.3%)であった。この設問

では複数回答を可としているので回答内容を整

理して表3に示す。

表3 野外観察の実施内容(質問③)

回答項目 回答数 % 

校内でのみ実施 16 53.3 

校外(パス)のみ実施 3 10.0 

校外(徒歩)のみ実施 2 6.7 

校内+校外(パス) 2 6.7 

校内+郊外(徒歩) 3 10.0 

校内+校外(パス+徒歩) 4 13.3 

これらの結果は，大部分の教員が何らかの方

法で野外観察を実施していることを示す。実施

場所は，校内の比率が最も高く，回答者の83.3

%が校内で野外観察を実施していた。

校内で観察を実施した経験のある25人のうち

9人は郊外での観察も組み合わせて実施してい

たので，野外観察の場所として校内のみを利用

していた教員は53.3%となり，過半数の教員が

野外観察の場所として校内のみを利用している

ことになる。
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一方，校外での野外観察の実施において.予

算面等で多くの制約が予想されるパス移動での

実施の割合が，徒歩移動での実施と間程度であっ

た背景には，学校近隣における観察に適する場

所の不足が考えられ，これらの結果は，校外で

の実施に伴う問題点を考える上で興味深い観点

になると思われる。

いずれにせよ，郊外での野外観察の実施は，

校内での実施に比べるとハードルが高い状況に

あるようである。

また，校内に加えて，校外での実施を組み合

わせて行っているケースも30.0%あり. 3制の

教員がかなり熱心に野外観察学習に取り組んで

いる状況が明らかになった。

2)校外で実施する野外観察について

<質問④>r理科の授業での野外観察は，どの

位の頻度で実施していますか。j ※質問③でア

(校外・パス)と回答した 9人が対象。

「毎年行っているJ5人 (55.6%に「行わない

年もあるが，できるだけ行うようにしているJ

1人 (11.1%). rあまり行っていないJ0人，

r 1・2回程度実施したのみであるJ2人 (22.2

%).無回答 1人(11.1%)であった。

<質問⑤>r野外観察学習を行っている場所を

教えて下さい。」※質問④で「毎年行っているJ

「できるだけ行うようにしている」と回答した

6人が対象。

「末吉公闘Jr漫湖水鳥湿地センターJrヤン

パル野生生物保護センターJr石川少年自然の

家Jなどの公的機関が運営している関連施設を

有する場所が多い。瀬長島(地層.海の生き物

他).漫湖，大山の田イモ畑などもあげられて

いた。

<質問⑥>r理科の授業での野外観察は，どの

位の頻度で実施していますか。J※質問③でイ

(校外・徒歩)と回答した 9人が対象。

「毎年行っているJ 3人 (33.3%). r行わな

い年もあるが，できるだけ行うようにしているJ

3人 (33.3%). rあまり行っていないJ 1人

(11.1%に r 1・2回程度実施したのみである」

1人(11.1%). 無回答1人 01.1%)であった。

<質問⑦>r野外観察学習を行っている場所を

教えて下さい。j ※質問⑥で f毎年行っているJ

「できるだけ行うようにしている」と回答した

6人が対象。

「学校近くの雑木林Jr地域の公園Jなどの

回答が大部分であった。

校外で実施している野外観察についてまとめ

ると校外(パス)での実施頻度は. r毎年行っ

ているj と「できるだけ行うようにしているJ

を加えた積極的に実施している回答が66.7%.

同様の内容での校外(徒歩)での実施頻度も

66.7%であった。校外での野外観察を行ってい

る教員の多くは，継続して実施している様子が

確認できる。

3)野外観察学習に使用するテキス卜について

<質問⑧> r(校外での)野外観察学習に使用

するテキストは，どのようにしていますか。J

※質問③でア(校外・バストイ(校外・徒歩)

と回答した14人が対象。

「自作の教材を使用しているJが5人 (35.7

%). r教科書を利用しているJが7人 (50.0%に

「副読本等を利用しているJが3人 (21.4%に

「一般の書籍を利用しているJが 1人 (7.1%).

無回答 1人 (7.1%)。

このうち. r自作の教材Jと「副読本Jの両

方を回答した者が 1人「教科書Jと「副読本」

の両方を回答した者が 1人. r教科書Jと「一

般の書籍Jの両方を回答した者が 1人であった。

校外での自然観察に使用するテキス卜としては，

教科書の割合が最も高く，次いで自作教材の順

であった。また.両IJ読本や一般の書籍は，教科

書や自作教材との併用で使用されているケース

が大部分であった。

また. r副読本等を利用しているJという回

答者の副読本はすべて，沖縄県理科教育研究会

が編集している沖縄県版の理科資料集「沖縄の

理科(沖縄学販)J であった。「一般の書籍を利

用しているj という回答には，書名の記載はな

かった。

<質問⑨> r(校内での)野外観察学習に使用

するテキストは，どのようにしていますか。J
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※質問③でウ(校内で実施したことがある)と 表4 野外観察を実施する場合に困難に感じ

回答した25人が対象。 ていること(自由記述内容)

「自作の教材を使用しているJが4人(16.0

%)， r教科書を利用しているjが17人 (68.0%)，

f副読本等を利用しているJが8人 (32.0%に

「一般の書籍を利用しているJが4人(16.0%)，

無回答 1人 (4.0%)。

このうち，全て利用していると回答した者が

l人. r教科書Jと「副読本Jの両方を回答し

た者が 2人. r教科書Jと「一般の書籍Jの両

方を回答した者が 1人. r副読本Jと「一般の

書籍Jの両方を回答した者が2人であった。

また. r副読本等を利用しているj という回

答者の副読本はすべて 「沖縄の理科(沖縄学

販)Jで‘あった。「一般の書籍を利用しているJ

という回答は. 1人が図鑑(具体的な書名なし)

と記している以外は 具体的な記述はなかった。

校内での野外観察で使用するテキストは，教

科書が7割近くを占め最も多く，次いで副読本

が3割程度で.自作の教材を使用している割合

は少ない傾向が確認できた。校内での自然観察

は，通常の理科の授業の一環として行われてい

るためであろう。

一方，校外での野外観察では，教科書に次い

で自作の教材が利用されている割合が高い。校

外での野外観察の場合は 観察場所に応じて独

教材や教師の知識等について

-教材がない

-教師自身の専門的知識の不足

-野外観察に詳しい人員の確保

野外での実施に伴う問題点について

-天候に左右される

-教科書にある植物等が校内にない

-本土と沖縄の植物の開花時期などの差異

準備や実施時間の確保について

-授業や行事に追われ、時間の調整・確保

が困難

-クラス同土の学習進度の統ーが困難

-教材研究や準備の時間確保が難しい

予算や移動方法について

-移動のための時間、方法、費用

-一教師での多人数の引率、パスの手配

-予算不足でパスのレンタルが出来ない

観察場所や安全の確保について

-近くに観察に適する場所がない

-安全、安心な観察場所の不足

-引率する人員確保

自の教材作りが必要とされるケースが多いため <質問⑪>r理科の授業において野外観察を取

と思われる。 り組むために，大学等の研究機関がお手伝いで

4)野外観察学習での問題点や大学の支援への

期待

<質問⑩>r理科の授業において野外観察を実

施する場合に，困難に感じていることについて

教えて下さい(自由記述)oJ

22人の方から48件の意見が寄せられた。これ

らの内容を大まかに分類すると以下のように区

分でき，代表する意見を表4に示した。

-教材や教師の知識等について (5件)

・野外での実施に伴う問題点について (8件)

・観察場所や安全の確保について(14件)

-準備や実施時間の確保について (10件)

・予算や移動方法について(11件)

きることがありますか?ご自由にお書き下さい。」

15人の方から 22件の意見が寄せられた。こ

れらの内容は，以下のように区分でき，代表す

る意見を表5に示した。

-野外観察のための情報提供等(10件)

・出前授業や児童への説明等(10件)

・野外観察実施時の人的支援 (2件)

4. おわりに

五島・小林 (2010)は，子どもの問題発見

能力や問題把握能力の基盤となる「自然事象へ

の気づきJに影響を及ぼす要因の構造の研究に

おいて，自然観察的な「自然事象への気づき」

の得点の上位群は. r身近な自然に関わる体験J.

-95-



表5 大学等の研究機関に期待する支援

(自由記述内容)

野外観察のための情報提供等

-観察場所の情報提供

-野外観察の方法等への専門的なアドバイス

-小動物の生息場所の情報の提供

-校内の樹木の活用方法のアドバイス

出前授業や児童への説明等

-出前授業(講義)

-児童への専門的な説明やアドバイス

-野外観察時の専門的な説明や案内等

野外観察時の人的支援

-学習支援ヘルパー(児童の安全面)

「理科に対する自信J，r自然・科学技術への知

的好奇心J，r科学的探究の経験J. r理科への好

感度Jの5因子の平均点が，下位群よりも有意

に高いことを示している。このことから， r身
近な自然に関わる体験Jも，その他の因子とと

もに問題発見能力や問題把握能力の育成に寄与

していることが示唆される。

一般的に自然が豊かだと考えられている沖縄

県においても，人口の 8$11は都市化が進んだ沖

縄本島中南部に集中している。そのため，子ど

もたちの多くが大都市並みの人口密度のもとで

コンクリートに固まれた都市生活を送っており，

日常生活の中で自然体験を深める機会をあまり

持たない。

したがって，そのような子どもたちに.学校

教育の中で自然体験や自然観察を取り入れた授

業や行事を提供することは 児童・生徒の問題

発見能力や問題把握能力の向上を促すためにも

重要な意味を持つと思われる。

本調査の結果，沖縄県の小学校における自然

観察学習の取り組み状況は，全体として下記の

ような傾向を示した。

野外観察の実施については，全ての教員が大

切だと認識しており. 9~許jの教員が理科の授

業において実施した経験があることが明らかに

なった。

実施方法については，校内での実施の割合が

最も高く.他の方法と併用した場合も含めると

83.3%，校内のみでの実施でも53.3%と過半数

を超えていた。

また，校内で使用するテキストは，教科書が

7割近くを占めることから 校内での実施が通

常の理科の授業の一環として行われている状況

が示唆された。

校外での野外観察の実施は，徒歩で移動可能

な範囲での実施が30.0% パス等を使って移動

しての実施が30.0%であった。実施頻度につい

ても，積極的に実施しているとの回答が徒歩で

66.7%，パス等でも66.7%であったことから，

校外での野外観察を行っている教員の大部分は.

取り組みを継続して実施している傾向が明らか

になった。

また，校外で使用するテキス卜は，教科書が

50.0%，次いで自作の教材が35.7%であった。

校内での実施と比較して自作の教材を使用して

いる教員の割合が高く 観察場所に応じて独自

の教材作りを行っている状況が示唆された。

宮下 (2012)は，東京都と神奈川県の小学校

において野外自然体験学習に関する調査を行い.

小学校教育における野外自然体験学習の推進に

向けた課題改善策について 「自然事象に指導

に対する得意な領域を増やし，教師の自信を向

上させることJ. r教職員の人員増加と引率補助

者の確保J，r教師の指導力向上を図り.専門家

の学習支援者を活用することJの3つを提案し

ている。

本調査においても.教育現場で改善策を検討

するためのデータとして，野外観察学習での問

題点や大学等の支援への期待について，自由記

述形式で各教員の意見や要望を調査している。

その結果，野外観察学習での問題点として，

実.施に伴う予算や時間確保の困難さ，実施場所ー

の選定や安全性の確保についての苦労，専門知

識の不足への不安等の意見が多く寄せられた。

また，野外観察学習における大学等に期待す

る支援として.野外観察のための情報提供等，

出前授業や児童への説明等の要望が大部分を占

めた。

これらの紡果は，宮下 (2012)が示した東京
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都と神奈川県の小学校での結果と共通性がある

ため.彼が提案している改善策の検討は，沖縄

県の小学校教員にたいしても必要かもしれない。

調査対象者が少ないこともあり.本研究の結果

が沖縄県の小学校教員の実態を示しているとは

必ずしもいえないが 大まかな傾向を明らかに

することには寄与できたのではないかと思う。

より正確な実態の把握を進め効果的な支援策を

検討するためにも，今後は，県や市町村の教員

委員会等とも連携してより詳細な調査・研究が

望まれる。
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