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教科書外の実験の追加が生徒の学習理解へ与える影響の一考察

―中学校理科　消化実験の教材より―

比嘉　俊＊

A Study on Influence of Adding the Experiment without Textbook on 
Students’ Understanding

: Teaching Material of Digestion Experiment on Science in Junior High School

Takashi HIGA

1 琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻

1. はじめに

2008年3月に中学校学習指導要領が告示された。

理科の改善の基本方針の中で，「目的意識をもった

観察・実験を行うことにより，科学的に調べる能

力や態度を育てるとともに，科学的な認識の定着

を図り，科学的な見方や考え方を養うことができ

るよう改善を図る」⑴とある。この文言は観察・実

験を通して科学の諸能力を生徒に培えるよう改善

すると捉えることができる。福地明輝は理科学習

を，「観察や実験の方法を対象物に当てる直接経験

を通して，導き出される気づきを組み立てていく

作業」⑵と説明しており，他にも理科学習において

観察・実験の重要性に触れた論は多く見られる⑶。

観察・実験の重要性は論及されていても，学習

内容（単元）によってはこの観察・実験も授業に

導入しにくいケースもある。中学校第2学年の単

元：動物の生活と生物の変遷では，生徒は食べ物

の消化・吸収を学習する。消化の学習範囲で教科

書に記載されている観察・実験を調べると，検定

教科書（5社）全てが唾液によるデンプン消化の

実験を記載している。神鳥和彦　他の調査による

と，このデンプンの消化実験は近畿3府県では90%
実施されている⑷。しかし，栄養素にはデンプン以

外にもタンパク質や脂肪もあるのだが，タンパク

質や脂肪の消化実験は学校で行われているのだろ

うか。これらの消化実験は検定教書には記載され

ていないので，ほとんどの学校では実施されてい

ないと考える。 
生物の消化には消化酵素が関与しており，複数

の栄養素の消化実験を可能にするためには，その

栄養素に応じた消化酵素の入手もポイントの一つ

となる。確かに，デンプン消化実験のアミラーゼ

は唾液中に存在し，比較的に手に入り易い。他方，

タンパク質と脂肪を分解する酵素，ペプシンやリ

パーゼなどは体内の奥にあるので，体外へ取り出

すことが困難である。このような事情もあり，教

育現場におけるタンパク質の消化実験と脂肪の消

化実験の事例は少ないと考えられる。

消化学習におけるタンパク質・脂肪の消化実験

の先行研究として吉田安規良の論文がある⑸⑹。そ

の内容を概観すると，ゼラチンをタンパク質の基

質として，市販の胃腸薬に含まれる消化酵素を使

用した消化実験の教材開発が行われている。消化

反応のタンパク質がアミノ酸へ分解された現象を

ビウレット反応とニンヒドリン反応の呈色反応で

もって，消化の確認可能にしている。また，脂肪

の消化実験では，オリーブ油を脂肪の基質とし，

こちらも市販の胃腸薬の消化酵素を用いた教材を

開発している。さらに，吉田はこの実験を教育学

部附属中学校で実践した。その検証結果，この実

験方法は2−3時間の時数予備があれば実施可能で，

生徒の評価も肯定的である，と評価している。そ
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の反面，実験操作の難易度を課題としてあげてい

る⑺。この研究で，吉田は開発した教材の有効性に

ついては述べているが，この教材が生徒の学習内

容の理解にどう効果的であったかは述べていない。

2. 研究の目的

先の吉田の研究では，中学校におけるタンパク

質・脂肪の消化実験の教材開発という点で，大き

な成果があった。しかし，吉田の実践は国立大学

の附属中学校で行い，一般的に附属中学校の生徒

は市町村立中学校の生徒より，理科の実験技能や

学習内容の理解能力は高いと思われる。市町村立

学校の生徒でも苦にならないような実験を目指し

た教材の再検討を本研究のスタートとする。また，

吉田が開発した教科書外実験を行うことが，中学

生の学習内容理解に効果があったかをみる。

吉田が開発した実験方法を再検討し，授業で使用

することにより，この教材が実際の学校現場で使用

の可能性を検証していく。今回の研究の目的を

〇　吉田開発実験操作の簡素化

〇　 授業実践前後の生徒変容や生徒評価から教科

書記載外実験の効果を検証

とする。また，実験簡素化の視点を以下のように

する。

・操作工程の回数を減らすことは可能か

・実験器具や試薬は簡易なものを利用できるか

・緻密な作業を回避できるか

・試薬や器具の数を減らせるか

3. 研究の方法

吉田の開発した実験を行い簡素化のための改善

点は無いか，筆者が実際に再実験をし，教材の再

検討をした。

消化実験教材の再検討後の実験教材を市町村立

中学校2学年で実践した。実践の際には，クラス

A は教科書記載の実験（デンプン消化）のみ，ク

ラスBは教科書記載実験にタンパク質消化実験を

付加（デンプン消化 + タンパク質消化），クラス C
は教科書記載実験実験と脂肪消化実験（デンプン

消化 + 脂肪消化）の3つのパターンの授業を行っ

た。その際，教師による授業方略の差をなくすた

め，これらの3クラスの授業は同一の理科教諭で

行った。

さらに，授業実践の前後で生徒の変容をとらえ

るために消化に関する問題（4問）と「消化」を

キーワードとするコンセプトマップ質問紙調査を

行い，実験の組み合わせと生徒の変容について考

察をした。生徒質問紙は授業2週間前，授業2週間

後の2種同時に行った。授業実施はクラスによっ

て異なるので，授業実践日から2週間前後と位置

付けているので，調査実施日はクラスによって異

なった。また，授業直後に，生徒に質問紙にて教

材と授業を4件法で評価してもらった。

4. 教材の再検討

先述したが，消化における吉田の研究では実験

工程の難易度をその課題としていた。そこで，吉

田の研究における消化実験の過程から，実験操作

の簡素化の検討を行う。吉田の消化実験は以下の

ような工程となっている⑻。

タンパク質の消化実験工程
第1時
① 食品ゼリー用ゼラチン2.0g を水道水50mL（80℃）に溶かし，これを試験管に2.0mL 入れ，冷却凝

固させる（授業者準備）。

②市販胃腸薬（顆粒）を純水約90mL に溶解し，15分間撹拌する。

③②の液をろ過し，このろ液を人工消化液とする。

④①の試験管に人工消化液を10mL 入れ，40℃で24時間反応させる。

⑤④の試験管を冷蔵庫で1時間以上冷却する（授業者作業）。

第2時
⑥ビウレット反応（タンパク質検出）: ⑤の試料溶液1.0mL に Chromy 試薬4.0mL 加える。

⑦ ニンヒドリン反応（アミノ酸検出）:⑤の資料溶液を10倍希釈したもの2.0mLにニンヒドリン溶液

2.0mL 加え，これを沸騰湯浴中で10分間加熱する。

表1　タンパク質・脂肪消化実験の実験工程（吉田）
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タンパク質消化実験の工程④で，吉田は人工消

化液の対照実験として純水とゼラチンの反応を確

認している。同様に脂肪消化実験の工程②におい

ても純水とオリーブ油の反応を対照実験としてい

る。これらの消化実験を簡素化とういう視点で実

験の再検討を行った。

今回の実験教材の再検討では，タンパク質消化

実験で簡素化できる部分は見つけられなかった。

吉田の研究が精緻に実験工程を練り上げたといえ

る。他方，脂肪消化実験では第2時において試薬

の注入と撹拌が3度ある（工程④，工程⑤，工程

⑥）ので，その回数を減らすことをねらいとした。

そこで，工程④と工程⑤で使用する試薬を混合

（21%NaOH 水溶液：エタノール =1：7）し，これ

を遠沈管に入れ，撹拌した。そこで，吉田の工程

⑥を行っても，吉田の研究同様に，サンプルは水

色になり，グリセリンの検出に成功した（写真1）。

このような実験工程にすると，第2時での薬品注

入と撹拌の作業を1回減らすことができる。今回，

教材の再検討においては，大幅な簡素化には至っ

ていない。ここでも吉田の研究は，中学校の消化

実験としては，かなり練り上げられたものである。

5. 試行実践

実験作業工程の大幅な簡素化はできなかったが， 
再検討した消化の実験教材をD市立E中学校での

授業で使用した。E 中学校は沖縄県の中部に位置

する公立中学校である。1学年，2学年，3学年と

も7学級（計21学級）あり，生徒数は800人弱で，

沖縄県においては規模の大きめの学校である。ま

た，生徒の学力は D 市内で上位に位置し，2012年
の全国学力調査では，各教科とも全国平均を10ポ
イント程下まわり，県の平均付近であった。

実践時期：2012年5月下旬

単元：動物の生活と生物の変遷

○　生物と細胞　　　　　5時間

○　動物のからだのつくりとはたらき

・消化　　　　　　6時間（施行実践）

・呼吸　　　　　　2時間

・血液　　　　　　3時間

・排出　　　　　　2時間

・刺激と反応　　　2時間

・神経　　　　　　2時間

・筋肉と骨　　　　2時間

〇　動物の分類　　　　　7時間

また，通常行われている消化実験（デンプ消化

実験）のみの実験を行った生徒と再検討された消

化実験（タンパク質消化実験，脂肪消化実験）を

付加実験として行った生徒の学習内容を比較する

ために，以下のように授業実践を行った（表2）。

写真１　グリセリンの検出

脂肪の消化実験工程
第1時
① 市販胃腸薬（錠剤）3錠乳鉢で粉砕し，水9.0mL を加え，15分間撹拌。これをろ過し，人工消化液

とする。

②オリーブ油を試験管に1.0mL 注ぎ，これに人工消化液を同量加える。

③②の試験管を40℃で24時間反応させる。

第2時（グリセリンの検出）

④ ③の上澄み液を0.50mL，遠沈管に採り，そこに水酸化ナトリウム水溶液（21%）を同量入れ，撹

拌する。

⑤④の遠沈管にエタノールを3.5mL 入れ，再度撹拌する。

⑥⑤の試験管に塩化銅（Ⅱ）エタノール溶液（10%）0.05mL を加え，三度撹拌する。
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6. 結果と考察

⑴学習内容の理解

今回，授業実践2週間前に，本単元で学習する

内容についての以下のような学習内容問題（表3）
を生徒に質問紙で解答してもらった。

これらの問題の授業実践前の正答率が下のよう

なグラフ1になる（N=102）。

半数以上の生徒（51.5%）が，「デンプンが糖に

消化される」ことを学習前に知っていた。その理

由として，これまでの他教科学習やメディアを通

して獲得した知識が生徒にはあるのではなかろう

か。「消化酵素（または酵素）が栄養分を消化す

る」問題の正答率（23.8%）は逆に低かった。「酵

素」という言葉は生徒にとって，日常あまり耳に

しない用語であり，酵素のはたらきに関する知識

を持つ生徒は少ないと思われる。

細谷は，子どもの生活経験に基づいた確証度の

高い素朴概念⑼が構造化されていることを述べて

いる⑽⑾。これらの問題は概念を問う問題ではない

ので，素朴概念とは異なるものだと考える。しか

し，生徒にとって，概念形成や知識の構築には日

常生活が大きく関わり，上記問題の正答率の要因

となっているであろう。

①授業前後の比較

授業実践約2週間後にも同じ質問を生徒にした。

授業前後の正答率の推移をクラス別にグラフにす

る（グラフ2，グラフ3，グラフ4）。

ク
ラ
ス
A

1時：栄養素

2時：魚の解剖（消化管観察）

3時：デンプン消化実験

4：まとめ

ク
ラ
ス
B

1時：栄養素

2時：魚の解剖（消化管観察）

3時：デンプン消化実験

4時：タンパク質消化実験①

5時：タンパク質消化実験②

6時：まとめ

ク
ラ
ス
C

1時：栄養素

2時：魚の解剖（消化管観察）

3時：デンプン消化実験

4時：脂肪質消化実験①

5時：脂肪質消化実験②

6時：まとめ

表2　クラス別授業実践（小単元：消化）

問1： デンプンはからだの中で消化されると，

なんという物質になりますか。

問2： タンパク質はからだの中で消化される

と，何という物質になりますか。

問3： 脂肪はからだの中で消化されると，何と

いう物質になりますか。

問4： からだの中で，デンプン・タンパク質・

脂肪を消化してくれるものは何ですか。

表3　質問紙（学習内容）

グラフ1　学習内容正答率（授業前）

グラフ2　クラス A 問題正答率

グラフ3　クラス B 問題正答率
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授業後に全クラスのすべての問題において正答

率は上がった。グラフ2・グラフ3・グラフ4から

特筆することは，1点目に問4の上昇幅が全クラス

において大きいことであった。クラス A では33.8
ポイント，クラス B では47.6ポイント，クラス C
では47.0ポイントの上昇あった。問4以外の3問題

の正答率の上げ幅は，30.2ポイント，47.0ポイン

ト，16.2ポイントとなっていた。問4の消化酵素

に関する問題の正答率の上昇が大きかったのは，

先述したが，生徒は消化酵素について日常で知る

機会が少なく，授業前の正答率が低かった。授業

前の正答率の低さが，授業後の正答率との差を大

きくした。また，消化酵素については，正答率の

上げ幅が最大であり，他の学習内容よりも理解度

が高いということではない（グラフ2・グラフ3）。
授業の問題正答率では総合的にクラスBが高か

った。クラス A・B・C 間に学力の差があるのか，

といことを確かめるために定期考査（2012年8月
30日実施）から検討した。この定期考査には消化

が試験範囲に含まれており，考査の平均得点はク

ラス A 57.7，クラス B 62.0，クラス C 54.8となっ

ていた。平均点のみだと，授業後の調査同様のク

ラス B が一番高い。クラスの得点に差があるかを

t検定（両側検定）で確認したところ。クラスA −

B間で p＝0.1915，クラスA −C間で p＝0.2761，
クラス B-C 間で p ＝0.0653と有意差はみられな

い。このことから，クラス A・B・C 間にペーパー

学力に差はないと捉える。

追加実験と知識の定着の効果を検討するため，

実験前後の正答率について t 検定（両側検定）を

行った（表4）。

表4では，有意差がある（p ＜0.05）と認められ

るものを○印で示してある。また，表4の網掛け

の部分は今回追加で消化実験を行った項目であ

る。タンパク質消化実験を行ったクラス B は，タ

ンパク質の消化に関する問2の正答率も有意に伸

びている。同様に，脂肪消化実験を追加したクラ

ス C でも，脂肪に関する問3の正答率に有意差が

ある。このことは，追加実験を行ったクラスでは，

実験内容に関する問題の正答率が高くなったこと

を示唆している。しかし，他クラスのこの項目を

みると，問2ではクラス A が，問3においてはク

ラス A・クラス B でも正答率が有意に伸びている

（表4）。これらのことから，学習内容の正答率の向

上に，追加した実験のみが関与しているとは考え

られない。

②クラス間の比較

さらに，実験追加に対する学習効果を検討する

ために，消化に関する授業との4つの問いの総合

正答率をクラス間で t 検定（両側検定）を行った

（表5）。付加実験のないクラス A を基準にクラス

B とクラス C との有意差を確認する。

クラスBは付加実験なしのクラスAより授業後

の正答率は有意に高いことがわかる。他方，クラ

ス C はクラス A より有意に低い。先述したが，授

業実施2カ月後の定期考査の検定結果ではクラス

A，クラス C のペーパー学力の差はない。授業実

施2週間後の問題正答率の有意差が2カ月後の定期

考査でみられないことの理由について，本研究で

述べる材料は揃えることはできていない。ここで，

クラス C の正答率の有意の低さから，追加実験に

グラフ４　クラスＣ問題正答率

表4　授業前後の問題正答率の有意差

（p ＜0.05）

クラス 問1 問2 問3 問4
A 〇 〇 〇 〇

B 〇 〇 〇 〇

C 〇 〇

表5　消化問題正答率クラス A との有意差

クラス A に対して

クラス B 有意に高い（p ≒0.000）
クラス C 有意に低い（p=0.046）
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よる学習2週間後の消化への問題正答率の向上は

確認できない。この結果は先の授業前後の正答率

の結論と同じとする。

⑵概念形成

素朴概念と科学的概念関して，堀哲夫は「素朴

概念とは，子どもが日常生活を通して培った概念

であり，この概念は必ずしも科学的には正確でな

い」と述べている⑿。このように科学的に正確でな

い素朴概念を学習によって，科学的概念へ導くこ

とが理科授業に求められる。そこで，生徒の素朴

概念を捉えるために，「消化」をスタートし，連想

する言葉をつなげで書く概念地図法調査を行った

（図2）。この調査は授業前後2回行い，両調査とも

調査時間を25分間とした。授業前後で，生徒の消

化に関わる概念の変化をみていく。

授業前の調査で，生徒が書いた概念地図に登場

する上位9つの言葉を下のグラフ5に示す。グラフ

5で出てくる言葉は，「消化」に対する生徒のイメ

ージと深く関わっていると捉える。

グラフ5で上位の3つの「消化管」「消化液」「胃」

は，調査対象の中学生が小学校第6学年の時に使

用した教科書（単元：動物のからだとはたらき）

に登場している⒀。この結果から，中学生の概念形

成に小学校での既習内容が大きな影響を与えてい

ることがわかる。また，多くの消化組織，消化液

グラフ５　概念地図で多く出た言葉（授業前）

図２　消化スタートの概念地図（生徒例）

課題：「消化」から連想する言葉をつなげてみよう。
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の中で「胃」または，「胃液」が上位に位置づいて

いるのは，生徒は栄養素を胃で消化すると捉えて

いるように思われる。現実の体内では，胃以外の

組織でも消化が行われている。ここで中学校では，

消化が胃以外でも行われていることの学習の展開

が必要となり，小学校に比べるとより高次な消化

システムを学んでいくことが望まれる。

授業2週間後にも概念地図による生徒の概念の

調査を行った。授業前後の概念地図を比較するた

めに，次のような視点で，概念地図に登場した言

葉の数をカウントして，概念地図から量的に生徒

の概念をみていく。ここでの，視点は学習内容と

して重要と思われる用語とする。以下がその視点

である。

①　 教科書で使用されている用語の一人あたりの

登場数平均

②　 栄養素と消化後の生成物の一人あたりの登場

数平均

③　 消化酵素の記載（クラス内での「酵素」を書

いた生徒の割合，％）

生徒が書いた概念地図を視点①から③でカウン

トすると，次のようの結果になった（表6）。

表6からは全て重要用語において，授業後の登

場数（または割合）が高くなっていた。授業前後

でこれらの登場数（または割合）に有意差がある

かを t 検定（両側検定）にかけ，その結果を下に

記す（表7）。有意差が見られた部分は〇で表す。

表7で，クラス B はすべての項目において有意

に伸びているが，クラス C は1項目のみである。

クラス C は授業2週間後には学習効果があまり確

認できていない。この結果は，先の学習内容問題

調査と同様で，問題調査の正答率はクラス B が最

も高く，クラス C は一番低かった。このことは科

学的概念形成が上手くいっている生徒は，問題の

正答率も高くなると考える。

ここでも問題正答率同様，授業後の概念地図に

登場する用語をクラス A（付加実験なし）を基準

にクラス B・クラス C と t 検定により比較した。

その結果，基準であるクラス A と比べると，クラ

スB，クラスCとも有意差は無かった。クラスB，
クラスCともに有意差が見られなかったことから， 
教科書以外の実験を取り入れたことにより，生徒

の科学的概念が大きく形成されたとは言えない。

杉本良一・松元俊一によると，実験による記憶は

意味記憶よりもエピソード記憶として蓄えられる

とされている⒁。また，杉本・松元はエピソード記

憶が肯定的なものであれば，意味的記憶への手が

かりとなると述べている。本調査は授業実践2週
間後の実施であり，本実験のエピソード記憶がそ

の後，意味的記憶へつながったり，学習意欲の向

上になることを期待する。

⑶生徒による教材・授業評価

今回の研究で開発した実験を追加したクラス生

徒を対象に，授業直後，4件法で教材または授業を

評価してもらった。調査項目は下の表のようにな

る（表8）。

表6　概念地図の登場するキーワード比較

授業前 授業後

ク
ラ
ス
A

用語登場数 4.79 8.06

生成物登場数 0.21 1.63

酵素 0.50 0.63

ク
ラ
ス
B

用語登場数 3.88 6.42

生成物登場数 0.30 1.66

酵素 0.21 0.77

ク
ラ
ス
C

用語登場数 1.76 2.55

生成物登場数 0.26 0.55

酵素 0.12 0.39

表７　概念地図での重要用語の向上（p＜0.05）

用語 生成物 酵素

クラスＡ 〇 〇

クラスＢ 〇 〇 〇

クラスＣ 〇

表8　教材に関する質問項目

①　消化の実験に興味・関心を持つことができた

②　消化の実験に意欲的に取り組んだ

③　みんなと協力して実験に取り組んだ

④　 消化酵素の働きによって消化が行われる

ことが理解できた

⑤　実験の方法は簡単だった
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これらの項目に対する生徒の評価の平均値は右

のようになった（グラフ6・グラフ7）。グラフ6・
グラフ7では，両クラスの全項目で評価平均が3.0
以上あったので，生徒は本教材・授業を肯定的に

受け止めていると考える。

項目⑤「実験方法は簡単だった」に関しては，

両クラスで評価平均値は一番低かった。これは先

の吉田の報告と同じ結果に近い⒂。筆者なりに吉田

開発の教材を改善したが，それが上手いかなかっ

た表れの評価値である。生徒の評価から，今回使

用した教材には更なる簡素化が求められる。方向

性として，操作方法が簡易な実験器具の使用，実

験工程数を減らす，使用薬品の数を減らすなどが

あげられる。

総合的に，生徒は本教材（本授業）を肯定的に

評価しているのだが，その中でも，クラス C は「消

化の実験に興味・関心を持つことができた」のク

ラス平均が3.3となっている。この興味。関心の高

さが，約2カ月後の定期考査における有意差のな

しにつながった可能性もある。

クラス B・C の評価を総合的に比較すると，ク

ラス B はクラス C よりも有意に高い（0.7ポイン

ト差）。授業直後の教材・授業の評価が高いクラス

B は2週間後の問題正答率も有意に高かった。こ

のことから，正答率も高いクラス B では授業への

肯定感（興味・関心を含む）が，学習後の正答率

に影響を与えていると考える。

7. おわりに

これまで，中学校理科の消化に関する学習で，

教科書に記載されていない付加実験を行い，生徒

の変容をみてきた。本研究をまとめると， 
〇 吉田の開発した消化の実験教材の大幅な簡素化

は本研究ではできなかった。

〇 付加実験を行ったクラスが，実験を付加しなか

ったクラスよりも授業2週間後に学習内容の理

解が有意に高いとはいえない。

〇 本実践を生徒は肯定的に評価している。このこ

とはその後の消化についての学習につながると

思われる。

本研究を実施する前には，付加実験による授業

は，学習内容の促進を仮説として持っていたが，

その仮説は見事に外れた。授業2週間後の学習内

容を問う問題の正答率では，付加実験クラスの正

答率は有意に高くはなかった。逆に低いクラスも

あった。しかし，このクラスは2カ月後の定期考

査ではその低さはみられなかった。ここに今回の

研究から新たな研究の視点が確認できる。この2カ
月で，生徒の認知活動にどのようなことが起こっ

たのか。今後，この部分を明らかにする研究の準

備を進めたい。
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