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１．目　　標

　「自然と科学」のでは、ＳＬＰ�の概要で述べたよう

に、「科学への興味・関心」「科学的な探究力（データの

解釈・分析・理解）」「人間・自然・社会に関する科学的

理解力」「論理的・多元的・批判的思考力と表現力」「課

題設定・問題解能力」を育てることを目標としている。

　前期の取り組みにおいては、理科、社会などの既存の

授業だけでは、充分に扱うことができない「地球誌」を

テーマとして、主に４つの角度から考えた。最初に鉱物

と地球の関係を学んだ後、生命の繋がりを時間軸で考え

るために、遺伝子の受け渡しや生命の多様性について考

えた。生命の進化を考えるには、地球環境の変化を考え

なければならないため、天候の変化、地形の変化を地理

学的に考察した。また、地球の誕生からどのように元素

が変化し、循環してきたのかを考えた。生命を構成する

元素や太古の大気組成などを考えるとともに、元素の発

見に関する科学史についても学んだ。

２．学習方法

　次の実践内容に示しているように、最初はクラス全員

の授業を行い、その後３つのグループに分かれて活動を

行った。最後にグループごとの発表を行うことで、知の

共有をはかったのち、クラス全体でまとめを行った。名

古屋大学博物館の足立守先生に３回の講義をお願いし、

鉱物からみた地球誌について専門的なお話をしていただ

いた。 

石　川　久　美・窓　橋　伸　行
佐　藤　俊　樹
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第２章

自然と科学　前期

石　　川佐　　藤高　　橋日　時・担当教員

オリエンテーション・地球誌を原子から考える（石川）・事前アンケート１回目・４月１５日

進化について（高橋）２回目・４月２２日

名古屋大学博物館　足立先生　特別講義３回目・５月２０日

名古屋大学博物館　足立先生　水晶授業４回目・５月２７日

名古屋大学博物館見学　足立先生による解説５回目・６月３日

地球の変化（佐藤）
６回目・６月１０日

選択希望調査を実施し、以後はグループ別学習

生命とは
シアノバクテリア

氷河と海面変動「カンブリアの大爆発」７回目・６月２４日

酸素の発生と生物の変化沖積平野「ダーウィンと進化論」８回目・７月１日

年代測定のしくみ
データの解析方法

森林植生大絶滅を考える９回目・７月８日

科学史
中世の錬金術と
現代の錬金術

レポートの検討進化論の誤用１０回目・７月１５日

３．実践内容　「地球誌」

【抄録】　自然と科学は高校１年生を対象としている。前期は「地球誌」をテーマとして、主に４つの角度から考えた。

鉱物と地球の関係を学んだ後、遺伝子の受け渡しや生命の多様性について考えた。生命の進化を考えるには、地球環

境の変化を考えなければならないため、天候の変化、地形の変化を地理学的に考察した。また、地球の誕生からどの

ように元素が変化し、循環してきたのかを化学的に考えた。

【キーワード】　自然と科学　地球誌　生命の誕生　地球循環の変化　進化



�４３�

1名古屋大学博物館

　足立守先生の特別講義および博物館見学

　名古屋大学博物館の足立守先生に２回の講義と博物館

見学の解説をお願いした。「　」内は生徒の感想の抜粋で

ある。

１）「鉱物について興味を持ちました。鉱物を実物を実

際に見たり、さわったりしたことは、印象に残りま

した。特に、水晶がどれも６面だということには驚

きました。弟が石を集めているので、家にけっこう

水晶があるのですが、本当によく見たら全てが、小

さい面でも６面になっていました。また、めずらし

い両端がとがっている水晶も見られたので、よかっ

たです。だけど、どうして両端がとがることができ

るのか、忘れてしまったので、また調べたいと思い

ました。この授業でも先生がおっしゃられていたこ

とですが、やはり五感を通して、考えたりすること

は印象に強く残るし、大事なことだと思いました。」

２）「名古屋大学博物館では、普段では見られないものが

見られ、興味深い説明もしてもらえたので、そう

いったことに自分から関心が持てたことが一番良

かったと思う。この授業を通して、地球の事を科学

的に観ることができ、今まで知らなかった情報も多

く、それらを学ぶことができたのは貴重な経験だと

思う」

３）「アンモナイトの断面の化石の内側が、キラキラと輝

いている様子が印象的だった。この授業をうけるま

では、鉱物について全く考えたことがなかったし、

また全く違う面でアラビア数字の成り立ちなど、本

当に様々なことを知ることができて、驚いた。『あ

あ、これが“新”教科なのだなあ』と思った。』

４）「名大博物館の方に来ていただいて、話をしてもらっ

たことが一番印象に残っています。この学校の先生

以外の方に来ていただいて授業をするということは

あまりなく、又、水晶などを一人１つずつ直接見な

がら学べたということで、貴重な体験だったと思い

ます。授業を通して、自然と一言で言っても幅広

く、それぞれ別々に研究されていたりするわけです

が、今回のように色々な方向からの話をきくと、だ

いたいの視点は同じであったりして、結局は同じよ

うなものを角度を変えて考えているだけなのだろう

かと感じました。」

５）「足立先生がいろいろなものの実物を持って来て下

さって、触ったり、よく観察することが多くできた

ので印象に残っている。また、科学の学び方につい

ても教えて下さった。鉱物にはきれいなものが多い

ので少し興味はありましたが、いろいろなお話を聞

いて、ただきれいなだけでなく、様々な鉱物があっ

て、そのどれにも違うでき方や性質があるというの

がわかった。また、新教科で初めてちゃんと科学に

ついて考える機会ができて、科学を考えるとき何か

ら始めたら良いのかなど分からなかったが、観察を

通してしっかり自分で考えることが一番の基本で最

も重要なことなのだとわかった。」

６）「足立先生の講義で、水晶に右旋性と左旋性があるこ

とを初めて知った。水晶は普段あまり身近にない

し、そんなにじっくり見たこともなかったので、右

旋性・左旋性を見つけた人はすごいと思った。足立

先生も言っていたが、第六感の力なのかもしれない

と思った。足立先生が言っていたように、これから

は『常識にとらわれず』『興味を持って』『体験しな

がら』生活して、自分なりに何か発見をしたい。」

　１）の生徒のように、単に実物をじっくり見るだけで

はなく、見方を教えていただくことによって興味が広

がっていった生徒が多かった。名古屋大学博物館まで歩

いて１０分という地の利を生かして、通常の授業時間に見

学に行けたために、教室に持ち込めない大きな隕石など

の実物を見ることができたので、２）のような感想を書

いている生徒も多数いた。３）のように、既存教科との

違いをとらえている生徒もいた。４）、５）の生徒は、鉱

物に関する知識のみでなく、科学的な思考とは何かを自

分なりに考えている。また、６）の生徒のように、足立先

生がお話しされた科学的姿勢を学んだ生徒もいた。

（文責：石川　久美）

2高橋グループ

＜生物の進化＞

　現在の学習指導要領においては、中学では進化の項目

はない。また高校においても、「理科総合Ｂ」または「生

物�」を履修しない生徒は、全く進化についての教育を

全く受けることなく卒業することになる。そこで、この

グループでは、進化の事実、進化という概念の正確な理

解をめざした。

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要　第５４集（２００９）

石　　川佐　　藤高　　橋日　時・担当教員

発表準備発表準備発表準備１１回目・９月２日

各グループの発表　佐藤グループ・石川グループ１２回目・９月９日

各グループの発表会　高橋グループ・各教員より振り返り１３回目・９月１６日

振り返り・アンケート１４回目・９月３０日
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　半年間の授業のうち、「ダーウィンと進化論」の回をも

とに報告をする。

　この回では「地球の夢！生命の夢！！ダーウィンの大

冒険」（ＴＢＳ系０４年放映）のビデオを視聴し、その内容

をもとに授業を展開した。評価の観点として、（１）（こ

こではガラパゴスに代表される）自然の多様性、生態系

の巧妙さともろさについて理解できたか。（２）環境との

かかわりの中で生物の進化が展開されてきていることを

理解できたか。（３）ダーウィンの大胆な発想、その理論

を支えるためのデータの地道な収集と慎重、丁寧な分析

という科学の手法、実証精神の重要さが理解できたか。

（４）自然科学は社会と無縁なものではなく、そのとき

どきの世界観と衝突したり、その変容に大きく影響をあ

たえることがあるのだということに思いが至っている

か。（５）以上４点を適切にまとめ、表現できているか。

の５点を設定した。評価にあたっては、５点ともみたし

ているレポートをＡ、４～３点でＢ、２点のものをＣ、

それ以下をＤとする絶対評価をおこなった。結果は、Ａ

３２％、Ｂ２９．５％、Ｃ３６．４％、Ｄ２．４％であった。ちなみ

に昨年度はＡ３２％、Ｂ３２％、Ｃ２９．４％、Ｄ４％という分

布であり、今年度に関しては、観点（５）で生徒間の差

がやや大きかった。

　（４）に関しては、自然科学の新しい知見という、一見

中立的、無機的な出来事が、社会を大きく揺るがすこと

に新たな驚きを感じているレポートが多く見受けられ

た。新指導要領でも、科学と人間生活を扱う科目が新設

されるとのことである。科学がどこか遠い世界のもので

はないことを認識させたい。

（文責：窓橋　伸行）

3佐藤グループ

　このグループでは、地球誌を自然地理学の内容と絡め

て考えた。４回の講座内容は次の通りである。第１講は

「氷河と海面変動」で、第四紀に繰り返し訪れた氷期と

間氷期とその原因について触れ、さらには約６億年前に

存在した可能性のある全地球凍結＜スノーボールアース

仮説＞にも言及した。これが生徒に与えたインパクトは

とても強烈で、多くの者が感想文で言及していた。第２

講は「沖積平野」で、その一例である濃尾平野の成因も

最終氷期以後の海面上昇に大きく関わっていることに触

れた。また、富山湾ではかつて陸上にあった扇状地の湧

水帯が現在では海中に没している『埋没林』をＮＨＫス

ペシャルの映像を使って紹介し、生徒から好評を得た。

第３講は「日本の森林植生」で、約１万年間も姿を変え

ない原生林が残る白神山地の貴重さや、後氷期の気温上

昇にともなって北上してきた照葉樹林と稲作や納豆・醤

油などの文化との関連について触れた。また、寒冷地を

好むために高山帯に追いやられた氷期の遺存種につい

て、ナキウサギやライチョウを例に学習した。第４講で

は９月の発表に向けて夏休み中に書いてくるレポートの

内容の検討を行った。

生徒の感想を２つ取り上げてみる。

１）私は地理の視点から自然と科学について学んだ。生

物や化学分野から自然と科学を学ぶというのはわか

るが、地理というまったく新しい視点から学ぶこと

によって、こんなかかわり方もあるのだと思った。

夏休みには遺存種について調べ、氷河期の今に残る

影響として発表した。発表会では、様々な視点から

自然と科学を捉えた発表を聞くことができ、１つの

テーマについて、こんなにもたくさんの分野や考え

方があるのかと思うと新鮮だった。地理・化学・生

物など、様々な分野をかけ合わせて考えることで、

何か新しい発見があるのではないかと思う。

２）埋没林の映像をみたときに、本当にこんなことがあ

るのかと、とてもビックリした。しかも映像だった

からわかりやすくて今でも覚えてます。スノーボー

ルアース説は今だに理解しがたいことですが、もし

も本当にこの話があったとしたら、他の惑星もそう

いうことが起きてたかもしれないというふうに思い

ました。遺存種は、とくに興味が沸きました。今、

地球温暖化のことでいろいろ騒がれているし、それ

に地理と生物が絡んでくるなんて思ってもみなかっ

たので、とても印象に残っています。地理は奥が深

いなぁと思ったし、いろいろな分野にも絡んでいく

んだなぁと思いました。

　１）とも下線で示したように、ＳＬＰ�の分野融合の

利点について触れている。学際的な科目である地理に

とって、ＳＬＰ�「自然と科学」に加われたことは、と

ても幸運であったといえる。また、２）の生徒は地球だ

けでなく他の惑星にまで思いを馳せている。１つの地域

だけに特殊な現象なのか、あるいは多くの地域に共通す

る一般的な現象なのかを考察することは地理的見方・考

え方の重要な一面であるという点から、このような感想

が出てくることは授業のやりがいがあったと感じさせて

くれた。

（文責：佐藤　俊樹）

4石川グループ

　このグループでは、地球誌を化学的に考えた。生命と

は何か、生命を構成する元素は何か。太古の地球の元素

がどのように生命体に取り込まれたのかを考えた。ま

た、年代測定のしくみについて学んだ。さらに、現代の

錬金術を含む元素の発見に関する科学史についても学ん

だ。次の「　」内は生徒の感想の抜粋である。

　１）の生徒のように、「生命とは」という根源的な問い

を考えたことが印象に残ったという生徒が多かった。身

自然と科学
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近でありながら、明確に言葉で定義できないことを改め

て認識していた。「火山は生きているのかなあ」といった

素朴な会話が聞こえてくるグループもあった。

　通常の化学の授業では、原子の説明をするところから

始まるが、このＳＬＰ�では、原子ができるところから

考えた。また、生物がどのような化学反応でエネルギー

を得ながら生きているのかを学習した。このため、３）、

４）のように、非常に長い時間の経過を広い視野で考え

る生徒もいた。

１）「生命というものの概念が印象に残っている。今ま

でそんなことを考えたこともなかったのだが、授業

でふれることによって色んなことを学べたと思う。

色々な概念を持っていて興味深かった」

２）「原子のことについて印象に残った。水素やヘリウム

などはとてもたくさんあり、このような原子がある

からこそ、生物や鉱物など全てのものが存在できる

と思った。他の教科とは違い、今、このときの世の

中のあり方はこういう進化をした、この地形はこの

ように変わっていったなど、とても身近な授業だと

思った。」

３）「生命の起源についての学習も、おもしろかったで

す。とくにナメクジウオが印象に残りました。人間

の祖先があんなに小さな生物だったなんて考える

と、すごく変な感じがしました。そこから少しずつ

少しずつ進化を重ねて人間や他の動物になっていっ

たとしたら、今生きている人も動物もみんなどこか

でつながってるんだと思って、なんか感動でした」

４）「『生命の材料となる原子ができるまで』について私

は興味を持ちました。理由は、発表した時の自分の

テーマだったというのもあり、きちんと調べること

ができ、深く学べたと思うからです。それに、生命

の材料となるというすごく重要なものが原子だとい

うことも今まではあまり知らなかったので、驚いた

という点でもすごく印象に残っています。授業を通

して考えたことは、私達が今ここにいるのも全ては

宇宙から始まったということが素晴らしいことなん

だと思いました。本当にそんなことが起こって原子

というものができたなんて信じられないことだけ

ど、きちんと学んでいくうちに、どうしてそうなっ

たとか、ということなどがわかってきて、だいぶ理

解することができたのかなと思います。難しい内容

だったけど、わかってくると面白くて、もう少し詳

しく知りたいと思いました。」

４．成果と課題

　「既存教科は、基本１つの教科やテーマにしぼって、他

の教科との関連を持つ感じがしないが、「自然と科学」の

授業は、様々な視点から見ることができ、多様なことが

一度に学べる。」「答えが１つじゃない。また、無理に答

えを出そうとしないことが新教科の特徴である。」といっ

た感想を書いている生徒が多かった。最終時間に行った

アンケート調査でも、「５：とてもそう思う　４：そう思

う　３：どちらでもない　２：あまりそう思わない　１：

そう思わない」という５段階で「１つの授業に複数の教

員が関わることにより、様々な視点からの知識が得られ

ると思う。」という問いに対して、答えてもらったとこ

ろ、平均が４．０と肯定度の高い数値が出た。また、「答え

の出にくい問題について学習することは大切である。」に

対しても平均値が４．０となった。このことから、ＳＬＰ

�の目標の中の、「多元的思考力」を育てている考とえら

れる。地球誌というテーマが大きいために、「対象が大

きすぎて、時々、これでは完全に理解できるか不安にな

る」という感想にあるように、様々な角度から考えるた

めに理解が困難であると感じる生徒もいたが、次の生徒

のように、多元的に考えることのおもしろさを感じてい

る生徒も多かった。

　「私が一番この授業で思ったのは、どのテーマから見

ても少しくらいは同じようなことがあるのだと思ったこ

とです。進化論を調べたところの発表を聞いていた時

に、環境の変化によって生物は進化していったと言って

いました。それは、私のグループで調べたことも同じで

した。ヒトが生まれる前の生物とか元素とかを調べてい

ましたが、やっぱり環境とかまわりの状況によって変

わっていくものでした。同じ大きなテーマで調べたと

いっても、３つに分けたときに全く違うものだったか

ら、発表の時は関係ないことを他のグループが発表する

と思っていましたが、似ているところもあり、おもしろ

いことだなと思いました。」

　さらに、多元的に考える中で、「一つでもギモンが出た

ときに学習をすすめる時に～説というのが出てくるが、

あくまでも説だから鵜のみにしないようにしなければな

らない。」といったように、目標の中の「批判的思考力」を

身につけている生徒もいた。

　本校の総合学習は、自分の興味・関心のあるテーマを

設定して探究活動を行う。各自の足場からスタートでき

る強みはあるが狭い範囲からの選択となり、教養の裾野

を広げることができない場合もある。しかし、このＳＬ

Ｐ�では、次の生徒のように、理系に興味のない生徒に

対しても、「科学への興味・関心を育てる」意味をもって

いると考えられる。さらに、最終時のアンケートの「学

校外の講師の授業では、経験的、専門的な知識が得られ

ると思う」という問いに対して、前記の５段階の回答の

平均は４．２、「自然と科学の授業を通して、自分の教養を

深く広くすることができると思う」の平均が３．８と高い肯

定度を示していることからも、科学的教養を広げること

ができたと生徒が考えていることが分かる。

　「総人は自分が興味や関心のあることを中心にしてい
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るが、新教科はみんなが知らない事を教えて、その中で

興味を持ったものについて学習しているので、自分が全

く興味がなかった事でも興味を持つことができる。私は

理系に興味はないので、総合人間科だったら絶対に『自

然と科学』というテーマでは調べることはなかったと思

う。」

　「ダーウィンの名前は知っていたけど、進化論という

ととても難しそうで、自分ではなかなか取りつきにく

かったけど、ビデオを見ながらの学習はとてもおもしろ

く、分かりやすく、興味をもてた。今から考えると、『当

時の人たちが本気で神が生物をつくり出したと思ってい

て、ダーウィンのことを批判した』ということが不思議

だけど、それぐらいダーウィンの進化論は大発見だった

のだろうなあと思った。そんな大発見は、今の世の中で

も研究が進められ、多くの場面でも役立っているけれ

ど、「進化論の誤用」で学習したように、一歩間違えば、

大変な解釈もあるのだと思った。だから、「自然と科学」

について、そういった点でも理解を深める必要があるの

だと思います。」という感想にあるように、科学的な論理

を正確に理解しないことが、社会に大きな影響を及ぼす

ことを考えた生徒もいた。現在、テレビ、新聞、雑誌な

どを通して、科学的な論拠がないデータが流れ、間違っ

た理解をしている人も少なくない。批判的な思考力だけ

ではなく、ＳＬＰ�の目標にある「人間・自然・社会に

関する社会的理解力」については、前期のわずかな時間

数では充分ではない面があると思われるが、後期への導

入はできたと考えている。

　「ビデオを見ている時も進化論はおもしろいと感じま

したが、まとめるためにもう一度資料を読み直している

ときに、再確認と共に自分の中で話がつながったりしま

した。これは、ビデオでみたダーウィンと一緒で、時間

をおいてから考え直すと新しい発見ができるのだと思い

ました。一度、全ての学習（グループ内での）をしてか

ら、まとめたいと思ったものをまとめなおす、という作

業に、『考え直す力』をつけるのが、最終的な授業の目標

だったのではと感じました。」というように、自分の言葉

で表現する作業を通して、自分の中にある科学的理論を

つなぐことができた生徒もいた。

次の（　）内の数値は同じ質問に対して事前と事後の変

化を平均値で表している。

1生命の起源についてどのような説があるかを知ってい

る。 （２．７ → ３．８）

2地球が誕生してから現在までに、地球の地形や気候が

どのように変化してきたかをおおよそ知っている。 

 （２．６ → ３．５）

3物質を原子や元素という概念で考えるようになった化

学史についておよそ知っている。

　 （１．９ → ２．８）

4生物の進化についてどのような説があるかを知ってい

る。 （２．９ → ３．７）

5地球の環境（地形、大気組成、気候など）と生物の変

化の関係について知っている。

　 （２．５ → ３．３）

6元素の循環について知っている。 （１．９ → ２．５）

　このデータを見ると、事後になってもまだ数値が低い

ものもあるが、すべての項目で数値が上昇している。こ

のことから、わずか１４回の授業ではあるが、テーマとし

て扱った内容について、学習前よりは、理解していると

生徒たちが判断していることが分かる。

　これらのような成果が見られるが、課題もある。時間

数が少なく、思考も中断しがちであることである。生徒

の感想にも、発表の準備が少ないといったことが書かれ

ている。また、ＳＬＰ�の目標の５番目に掲げた「課題

設定・課題解決能力」を充分育てる時間はなかった。後

期も目標とする学びの力は同じであるため、前期との継

続性があるが、題材が変わるので、基礎知識を身につけ

るためにも時間が必要であり、「課題設定・課題解決能

力」を育てるところまでの充分な時間がある訳ではない。

来年度もＳＬＰ�は週１時間で行う予定である。このた

め、総合学習を含む全授業の中で課題設定や問題解決の

ために使える単元と時間を見つけていく工夫が必要であ

る。

（文責：石川　久美）
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