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要約
本実践では、日食現象が、星間距離などの天体レベルにおける空間認識概念を児童・
生徒が獲得するための有用な教材となりえるかを検討するため、部分日食観察会に参
加した小中学生および保護者の太陽・月・地球の相対的な大きさおよび距離の認識に
ついて調査を行うとともに、その概念の伸長を促すため、４億分の１サイズにおける
太陽・月・地球の模型を用いた実践を行った。調査の結果、参加した小中学生の太陽・
月・地球の相対的な大きさおよび距離の認識には非常に幅があり、多くの児童・生徒
は、天体レベルでの大きさや空間概念を十分に獲得していないことが明らかになった。
しかし、本実践後には、太陽・月・地球の空間認識概念の伸長を示す記述内容が多く
の参加者の感想から得られ、本実践に一定の効果が認められた。
キーワード：授業実践、野外実習、野外観察、概念、地学、天文
１．はじめに

や「月と太陽」といった天体に関する項目である

日食現象は、誰でも一生のうちに数回は経験

ことを明らかにしている。

する子供から大人まで関心の高い話題であり、地

このように、理天文分野に関する学習は、理解

球規模で見れば約 177 日周期でどこかで発生し、

するのが難しい内容であると認識されているが、

最大で１年間に５回は発生しうる現象である（寺

日食現象は、月が太陽の前を横切る事により、月

垣ほか、2017）。そのため、自然科学への興味・

によって太陽の一部（または全部）が隠されると

関心を高める教材として、たいへん魅力的なテー

いう比較的理解しやすい現象である。そのため、

マの一つである。しかし、天文分野に関する学習

数学的なアプローチから、相似を利用して直接測

は、天文に関する知識を獲得するのみでなく、そ

れない距離でも計算で求められることに気づくこ

の過程において、複数の天体の位置関係を考慮す

とを主なねらいとする中学校数学での実践（林・

る必要があるなど、空間認識能力が重要となる（岡

愛木、2010）や高等学校に新設される「理数探

田・松浦、2014）ため、中学生の苦手意識の高

求基礎」の教材としての提案（寺垣ほか、2017）

い項目でもある（藤林ほか、2017）。

などの報告も見られる。

また、下井倉ほか (2014) は、国公立大学の教

地上から見た太陽と月の見た目の大きさはほぼ

員養成課程の学生を対象にした「教える自信の度

同じであるが、実際には、太陽は月の約 400 倍

合い」の調査から、最も教える自信がない内容は

の大きさがある（太陽の直径は約 1,391,000km、

「風船とゴムの働き」で、その次が「月の見え方」

月 の 直 径 は 約 3,472km）。 そ れ に も か か わ ら
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り実施する科学教育プログラムである、
「美ら海・
美ら島の未来を担う科学者養成プログラム（通称
名：琉大ハカセ塾）」( 以下、本事業）における
令和元年度の講義および広報活動の一環として実
施された。
本事業は、
将来の科学技術イノベーショ
図１．日食の説明図の例（塩田・福江、2014 の

ンを牽引する傑出した人材の育成に向けて、高い

掲載図を改変）

意欲や突出した能力を持つ小学５年生～中学３年
生の児童・生徒を発掘・育成することを目的に実

ず、太陽が月に隠れる日食現象が起こるのは、

施している。令和元年度は、沖縄県内から選抜さ

地 球 か ら 見 て、 太 陽 は 月 よ り も 約 400 倍 離 れ

れた、科学について強い興味・関心を持つ 51 名

た距離にあることに起因する（太陽と地球の距

の小中学生について科学的概念の伸長を促す各種

離 が 約 149,600,000km、 月 と 地 球 の 距 離 が 約

の教育プログラムを実践している。本実践は、本

384,400km）。そのため、日食という現象は、太

事業の選択講義「選部分日食の観察会」として企

陽・月・地球の星間距離の概念および天体レベル

画され、また、広報活動の一環として、受講生以

における空間認識概念を児童・生徒が獲得する

外の小中学生および保護者についても参加可能と

ための有用な教材となりえる。しかしながら、日

して周知を行った。その結果、本実践および観察

食を教材とした理科の実践の多くは、日食が生

会当日には、小学２年生から中学３年生、保護者

じるための太陽・月・地球の相対的な位置関係の

を含む 32 名（小学生 11 名、中学生 19 名、保

理解に留まり（塩田・福江、2014）
、星間距離な

護者２名）の参加あり、うち、24 名（小学生６名、

どの空間スケールの理解を促す実践が少ない。実

中学生 18 名）が琉大ハカセ塾受講生だった。本

際、日食や月食等における教科書的なモデル図に

稿においては、参加した小中学生と保護者を分け

おいては、太陽・月・地球の位置関係と日食が生

て解析を行ったが、小中学生については琉大ハカ

じるモデル図が提示されているが（塩田・福江、

セ塾の受講生・非受講生の区別はつけずに解析を

2014；図１）、これらは児童・生徒の理解を容易

行った。

にするために、実際の太陽・月・地球の大きさや

なお、参加者には講義前に本実践において参加

星間距離については縮尺を変えている。そのため、

者の写真をとることや、その写真や講義のワーク

児童・生徒の星間距離などの空間スケールについ

シートに記載された内容を学術目的で使用するこ

ては、十分な理解がされてない可能性がある。

とを伝え、了承いただけることを確認した。

そこで、2019 年 12 月 26 日に日本の沖縄地

（２）日程

方で観測された部分日食に際して、小中学生およ

2019 年 12 月 26 日に観測された部分日食に

びその保護者に向けて、琉球大学で実施された「部

ついては、予測サイトなどの情報から、14 時 02

分日食観察会」において、部分日食の観察ととも

分ごろから日食が始まり、15 時 27 分ごろに最

に、直径４億分の１スケールの太陽・月・地球の

大を迎え、16 時 40 分ごろに終了すると考えら

平面図をもちいて、参加した児童・生徒および

れていた。そこで、
本実践では日食が始まる前に、

保護者の、星の大きさおよび星間距離の概念とそ

星の大きさおよび星間距離の素朴概念とその概念

の概念の伸長を促すことを目的とした授業実践を

の伸長を促すことを目的とした授業実践を行い、

行った。本稿では、その実践内容および児童・生

その後、日食を観察するプログラムとした。実践

徒の天体レベルにおける空間認識について報告す

の実施期日、講師、場所、日程等の詳細を、以下

る。

に示す。
期日：2019 年 12 月 26 日（火）13:00 ～ 17:00

２． 実践内容

場所：琉球大学理系複合棟 102（講義）および

（１）実践の位置づけと参加者

建物周辺（部分日食観察）

本実践は、国立研究開発法人科学技術振興機構

日程：日食現象および星の大きさおよび星間距離

（JST）の支援を受け、琉球大学が平成 29 年度よ
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太陽グラスおよび反射投影装置を用いた野

月 - 地球」の順に一直線に並んだときに起き、地

外での部分日食観察会（13:50 ～ 17:00）

上から見ると、太陽が月に隠される現象であるこ

講師：宮國泰史（琉球大学グローバル教育支援機
構

特命助教

とを簡単に解説した。

講義を担当）

②概要説明：日食が「二つの天体の重なりであ

前野昌弘（琉球大学理学部

准教授

野外

での観察会を担当）

る」という事実と天体には様々な大きさがあるこ
とを振り返り、自身の経験出来るサイズとして、

また、当日は担当講師２名のほかに、琉球大学

本実践では４億分の１のサイズの天体を想定する

の理系分野の大学院生２名が受講生の学習を補助

ことを伝え、事前に作成していた４億分の１サイ

するメンターとして参加した。本稿では、主に日

ズの月と地球の平面模型を参加者に配布するとと

食現象および星の大きさおよび星間距離に関する

もに、火星や木星などの他の太陽系惑星と地球の

講義および講義参加者の星の大きさおよび星間距

直径サイズの比較について、簡単に示した。

離の認識について報告するが、野外での部分日食
観察会についても概要を説明する。

③月の見た目の大きさの確認：地上から普段か
ら見ている月の大きさに関する参加者の日頃の感

（３）講義に関する事前準備物

覚を明らかにするために、「４億分の１の縮尺に

星のサイズおよび星間距離は様々な科学的技術

おける月の模型が、普段、地上から見た月の大

によって測定され、教科書やインターネットを

きさと一致する距離はどのくらいだと思います

使って知ることが出来る。しかしながら、これら

か？」という趣旨の発問を行い（調査項目１）
、

の大きさ・距離の値は、通常の生活で人が経験す

４億分の１サイズの月の平面模型を手に取って実

るものから桁違いに大きいため、具体的な認識や

際に顔に近づけたり離したりしながら、参加者に

概念として認識させるのは難しい。そこで、本実

考えさせ、ワークシートに自分の答えを記入させ

践では、人が経験できかつ授業で扱えるものとし

た。その際、講師は約 100㎝に伸ばした巻き尺

て、太陽、月、地球の４億分の１の縮尺の平面模

を持ちながら、参加者の間を歩き、長さの感覚の

型を用意することにした。

補助や計測をサポートした。すべての参加者が答

太 陽（1,392,700km）、 月（3,474km）、 地 球

えを書き終えた段階で、答え合わせを行い、月と

（12,472km）の４億分の１の直径サイズは、そ

地球の実際の距離（約 384、400km）と４億分

れぞれ 348.18㎝、0.87cm、3.12cm となる。こ

の１の縮尺における月と地球の距離、すなわち、

の内、４億分の１サイズの月と地球については、

実践で使用した月の平面模型が顔から離れる距離

月と地球の画像を A ４用紙にプリントアウトし

が約 96cm になることを伝えた。

た際に当該の直径サイズになるように調整した
データファイルを作成した。

④月と太陽の見た目の大きさの関係を確認：地
上から普段見ている月と太陽の見た目の相対的な

データファイルをプリントアウトしたものか

大きさの関係について参加者の日頃の感覚を明ら

ら、月と地球の画像を円形に切り出し、裏面に接

かにするために（調査項目２）
、両者の関係性に

着剤塗ったのち、竹串の先端に貼付け、手に持て

ついて、３つの選択肢「ア：太陽の方が、月より

るようにし、それぞれ、参加者に一本ずつ当たる

も、ずっと大きい」、「イ：太陽と月の大きさは、

ようにした。４億分の１の直径サイズの太陽につ

ほぼ同じ」
、
「ウ：月の方が、太陽よりも、ずっと

いては、350 × 350（㎝）のブルーシートにペ

大きい」のなかから、妥当と思う選択肢をワーク

ンキで円を描き、太陽の模型とした（図２）。

シートに記入させた。その後、地上から見た太陽

（４）日食現象および星の大きさおよび星間距離
に関する講義の内容と概念調査の内容

と月の見た目の大きさはほぼ同じであること、ま
た、その事実は、日食の種類として、太陽の一部

本実践における野外での日食観察会の前に行わ

が欠ける部分日食とともに、太陽が月に「完全に

れた講義の流れ（①～⑥）とその中で行われた小

隠れる」皆既日食、太陽が月には「完全には隠さ

中学生の星の大きさおよび星間距離の認識に関す

れず」太陽の縁が金の環のようになる金環日食と

る調査項目について以下に示す。

いう現象が存在していることからも理解できるこ

①導入：まず導入として、日食現象は「太陽 -

とを示した。
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外での部分日食観察会

ついての参加者の認識について明らかにするため

日食観察における多くの実践においては、日食

に（調査項目３）、参加者に配布した４億分の１

グラスを使わずに多数の人物が日食を観察する方

サイズの月と地球を示しながら、おなじ縮尺にお

法として、望遠鏡と投影板を用いた方法で行われ

ける太陽の直径はどのくらいになるかを訊ね、自

るが、本観察会においては、太陽光を鏡に反射さ

分の感覚をワークシートに記入させた。その後、

せた後凸レンズ使って収束させ、スクリーンに投

太陽の実際の直径を示すとともに、４億分の１サ

影する装置（図３）を用いた。また、市販の日食

イズの太陽の直径が約 348㎝になることを示し

グラスも用意して参加者に貸し出しも行った。

た。
⑥太陽と地球の距離の確認：太陽と地球の距離
についての参加者の認識について明らかにするた
めに（調査項目４）、地上から見た太陽と月の見
た目の大きさはほぼ同じであることと、参加者
に配布した４億分の１サイズの月を示しながら、
４億分の１の縮尺における太陽が地球からどのく
らい離れていれば、この条件が達成できるかを
参加者に考えてもらい、自分の感覚をワークシー
トに記入させた。そして、事前に制作した直径約
348㎝の太陽の平面模型（図２）を講義教室の前
に吊り下げて掲示し、参加者に月の平面模型を顔
から 96㎝話した状態で手に持って可能な限り講

図３．反射投影装置の概要

義室の後ろに下がらせて月の模型で太陽の模型を
隠せるかを体験させるとともに、正解の距離が約
374 m になることを示した。その後、この講義

３． 実践中の参加者の様子
（１）講義での様子

後に野外で日食を観察すること、観察における注

部分日食観察会前に実施された講義では、参加

意点を伝え、ワークシートに本講義の感想を自由

した小中学生および保護者は配布された４億分の

記述で記入してもらい、講義を終了した。参加者

１の月の模型を顔に近づけたり離したりしなが

が記入したワークシートは、講義後に全て回収し

ら、普段見ている月の大きさになるように迷いな

た。

がらも積極的に思考し、時には周囲の参加者と感

（５）太陽グラスおよび反射投影装置を用いた野

覚について話し合っていた（図４）
。また、その

図２．
４億分の１サイズの太陽の平面模型図の作成の様子
−94−
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過程において、周囲の感覚と自分の感覚のズレに
ついても会話があり、感覚がズレることを楽しん
でいるように見えた。また、月と地球の模型を合
わせて、両者がどのくらい離れた大きさが重なる
かを確かめるなど、講義中に講師が問いかけてい
ない範囲のことにも興味を示していた（図４）
。
顔から 96㎝話した月の模型の大きさが実際の月
の大きさであることが分かると、「こんなに小さ
かったけ？」といった声が上がっていた。
講義の最後に提示した、４億分の１の直径サイ
ズの太陽の模型が描かれたブルーシートは、講義
教室の前方の壁一面を覆うほどに大きく、そこに
描かれた太陽の画（直径約 348㎝）も極めて大
きいため、ブルーシートを掲示した際には参加者
から驚きの声が上がっていた。また、４億分の１
の月や地球の模型と比べて、
「おおきい！」といっ
た声があがっていた。本実践で使用した教室では、
前方の壁に掲示した４億分の１の太陽の模型とは
最長でも 18 ｍ程度しか離れることが出来なかっ
た。そのため、「月に太陽が隠れる」という日食
現象を参加者が確認すべく、教室の後ろの方に立
ち、月の模型を顔の前に掲示しても、太陽を月が
隠すことが出来ず、
「全然隠れない！」
、
「月ちっ
ちゃい」といった発言が確認された（図４）。
（２）野外での部分日食観察会での様子
野外における日食の観察会においては、参加者
は貸し出された太陽グラスで用いてに太陽を観察
するほか、投影装置でスクリーンに投影された太
陽の形に注目していた（図５）。この投影装置は、
太陽だけでなく、太陽の前を横切る雲の動きにつ

図４．講義における受講生の様子

いても投影されることから、参加者は投影装置の
原理についても担当の講師に訊ねていた。太陽が

名については、質問内容を誤解したと考えられる

欠け始めると、参加者はスクリーンに投影された

ことから、解析から除外した。調査項目１、３、

太陽をスマートフォンやデジタルカメラで積極的

４については、
自分の感覚について「10 ～ 15（ｃ

に撮影しており、中には、一定時間ごとの日食の

ｍ）」というように、ある程度の値幅を持った回

程度を記録に残している参加者も確認された。

答がいくつか見られた。この場合、幅の上限値と
下限値の間の値（上記の場合、12.5cm）をその

３．ワークシートの解析

参加者の回答とみなし、解析を行った。また、調

小中学生の天体の大きさおよび星間距離の素朴

査項目によっては、参加者が無記入の場合があっ

概念に関する調査の解析は、講義中に参加者が記

た。そのため、
本解析の結果を記述する場合には、

入したワークシートの内容を集計し、解析した。

有効回答を合わせて記述する。

集計と解析を行うにあたり、以下の補正を行った。
調査項目１について、40000km と記述していた
中学生１名、111111m と記述していた小学生１

４．結果および考察
（１）月の見た目と距離の概念
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４億分の１の縮尺における月の平面模型が、地
上から普段見ている月の直径と大きさと同じ大き
さになる距離について、参加した小中学生の回答
した距離の頻度分布を図６a に示す。この項目の
有効回答は 27 名だった。27 名の小中学生のうち、
１名が正確の縮尺である 96㎝付近の 100㎝と回
答した以外、小中学生は 50㎝以下の長さを回答
しており、実際の縮尺よりも模型の月を近くに配
置した。この結果は、講義前の参加者は実際の月
と地球の距離よりも月に近づいた、大きな月を想
像したことを示す。また、２名の保護者について
も、それぞれ 20㎝、50cm と答えており、児童・
生徒との認識上の差がないことが示唆され、この
ような感覚が小中学生から一般的な成人までにお
ける認識であることが示唆された。
（２）月と太陽の見た目の大きさの概念
地上から見た太陽と月の見た目の大きさの関係
について、参加した小中学生の回答した選択肢の
割合を図６b に示す。この項目の有効回答は 30
名だった。
３つの選択肢の中では、正解である「イ：
太陽と月の大きさは、ほぼ同じ」と回答した小中
学生が最も多かった。一方で、「ア：太陽の方が、
月よりも、ずっと大きい」、「ウ：月の方が、太陽
よりも、ずっと大きい」と回答した参加者も 10
名ほどいた。また、２名の保護者の内１名につい
ては、「イ：太陽と月の大きさは、ほぼ同じ」を
選んでいたが、１名については「ア：太陽の方が、
月よりも、ずっと大きい」と回答していた。これ
らの結果は、大規模で注目を集め、理科や教材と
広く用いられる科学的現象である日食について、
金環日食、皆既日食という現象については知って

図５．反射投影装置を用いての部分日食観察会の
様子

いたとしても、その現象の違いが生じる背景であ

まで広い回答幅があった。正しい縮尺サイズであ

る地上から見た太陽と月の見た目の大きさについ

る 3.48m 付近で多くの回答が見られたが、一部

ては、小中学生また成人であっても深い理解が及

の参加者については講義中に提示した太陽と地球

んでない可能性を示唆する。

の実際の大きさと４億分の１サイズという言葉か

（３）太陽の大きさおよび太陽と地球の距離につ
いての概念

ら計算によって求めていた。したがって、これら
の参加者については、太陽の大きさについて感覚

４億分の１の縮尺における太陽の直径サイズお

的な実感が元々備わっていたとは見なせないかも

よび同縮尺における太陽と地球の距離について、

しれない。また、４億分の１の縮尺における太陽

参加した小中学生の回答した大きさ（m）および

と地球の距離においても、数メートル台から最大

距離（m）の頻度分布を図６c および図６d に示

123000 ｍまで広い回答幅があった。正しい距離

す。両項目とも有効回答は 28 名だった。４億分

である 374m 付近を回答した参加者も２名いた

の１の縮尺における太陽の直径サイズに関する

が、こちらについても講義中に提示した太陽と地

小中学生の回答は、数センチ台から最大 500 ｍ

球の実際の大きさと４億分の１サイズという言葉
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から計算によって求めていた。また、２名の保護

（４）講義受講後の自由記述の解析

者についても、４億分の１の縮尺における太陽の

講義後に実施した自由記述の感想では、「太陽

直径サイズについては 0.15 ～ 0.30 ｍ、および同

が地球に比べていかに大きいか、そして、どのく

縮尺における太陽と地球の距離についても、10

らい離れているのかという事が体験できた」
、
「太

～ 100 ｍと回答していた。このように、太陽の

陽めっちゃでかいと思った」、「太陽の大きさが

直径サイズおよび同縮尺における太陽と地球の距

思ったより大きかった」、「月と太陽が同じ大き

離の講義前の認識については、小中学生また成人

さになるには、400ⅿ近く離れないといけないと

であっても深い理解が及んでない可能性が示唆さ

いう事が分かって驚いた！！又、普段の月の大

れた。

きさにする為には、96㎝も離れるなんて…ちっ

図６．小中学生の太陽、月、地球の大きさおよび距離についての認識。（a）４億分の１の縮尺にお
ける月の模型が地上から見た月の実際の大きさと一致する距離についての小中学生の認識の頻度分
布、
（b）地上から見た太陽と月の大きさに関する小中学生の回答（選択肢記号については本文を参照）
、
グラフ中の数字は各選択肢の回答人数を示す、
（c）４億分の１の縮尺における太陽の大きさについて
の小中学生の認識の頻度分布、
（d）４億分の１の縮尺における太陽と地球の距離についての小中学
生の認識の頻度分布。（a）、
（c）、
（d）中の黒い矢印は、正解のサイズを示す
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ちゃ！！」
、
「太陽と月と地球を４億分の１のサイ

に両者の見た目のサイズが同じになることを実感

ズにすると、
大きさのちがいがよくわかりました。

させる必要があり、今後、実践内容の検討が必要

地球からみて、月と太陽がはなれているきょりも

である。

しっかりそうぞうができました」とった感想がみ
られ、本実践によって太陽・月・地球の相対的な
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どの天体レベルにおける空間認識概念を児童・生
徒が獲得するための有用な教材となりえるかを検
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