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１．はじめに

　今年度中学２年生の総合人間科では、生徒が目的意

識・課題意識をもってこの２１世紀を主体的に生きていく

心構え・現状認識・課題解決力を持つことをねらいとす

る。そのための力として以下の目標を考えた。

理解し・考え・発表する力を伸ばす力

　個人研究を通じて、自分で設定した課題についてよく

研究し理解する。「なぜ」という疑問を持ち、次のステッ

プに位置付く第２の課題について考え、フィールドワー

クを通じて答えを模索し、発表する。

大学での専門的な研究につながる学びの力をつける力

　大学での専門的な研究に向かうきっかけ作りとなる導

入になるよう心掛ける。受動的な学習ではなく、課題設

定・問題解決・発表・第２の課題設定というサイクルを

することによって、主体的・自主的に研究を深める力を

養う。その結果、その課題が自らのキャリアにつながる

とよいと考える。

自分の生き方について考える力をつける力

　現状を知ることによって、毎日の自らの生活を振り返

る。振り返った結果、次へのステップとして中学生の自

分としてはなにができるのかを自問し生き方を考える。

 

２．目標とする力を付けるために今年度実施した
　　プログラム
　

1導入におけるブレーンストーミング（課題設定）

貿易ゲーム・・模擬体験を通じて、世界の不均衡を経

験する。

エコエコ省エネゲーム・・模擬体験を通じて、環境問

題を経験する。

NHKスペシャル・・ビデオを通じて、生命に関して視

覚的に体験する。

2個人テーマ設定・個人研究（課題設定・理解し・考え

る力育成）

　７月～夏休みにかけて、課題を理解し研究する活動

3フィールドワーク（大学での専門的な研究につながる

学びの力の育成）

　これまでの自分の研究に関しての疑問点や見解につい

て、研究者やその道のエキスパート等の話を聞くことに

よって学びを深め、刺激を受けることによってこれから

の生き方に関しての動機づけとする。

4発表・まとめのワーク（理解し・考え・発表する力）

　自分の研究を自分の中でまとめ他者に伝えることを通

じて自らの理解を深め、伝えることと発表を理解しても

らうにはどのようにしたらよいか工夫する。また、質問

等を通じて、更なる疑問点や研究課題を持ち、継続的な

研究となるよう心掛ける。 

生命と環境

　第２節　中学２年生

三小田　博　昭・加　藤　直　志
西　川　陽　子・大　林　直　美
松　本　真　一

【抄録】　世界人口が２０５０年には９２億に達すると言われている私たちの地球。高度科学技術や医療が急速に発達する一

方、さまざまな単位で富・資源の不均衡が表面化している。また、人類の発展の代償として地球そのものにも大きな

問題を抱えることとなった。今年度、中学２年生の総合人間科「生命と環境」では、プログラム評価として、１群事

前事後テストデザインを採用した。
【キーワード】　主体的学び　現状認識　課題解決力　１群事前事後テストデザイン　理解し・考え・発表する力　専門
的な研究につながる学び　自分の生き方について考える力
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個人テーマとフィールドワーク先の一例 

中学２年生　生命と環境

フィールドワーク先研究テーマ

でんきの科学館原子力発電について

省エネルギーセンター省エネ

名古屋港管理組合
ECOについて
～風力発電～

愛知県庁水産課日本の海の生物と環境

環境学研究科地球
水循環研究センター

さまざまな環境問題

環境学研究科
今やっている事は本当に
エコなのか。

名古屋産業大学
排気ガスと環境破壊
－排気ガスを減らす－

エコトピア科学研究所エコライフから見えてくるもの

名古屋産業大学
排気ガスによる人々や環
境への影響

環境学研究科地球
水循環研究センター

異常気象がもたらす人類
への影響

環境学研究科車でのCO２削減

東山動物園動物会館絶滅危惧種について

東山動物園動物会館絶滅危惧種について

東山動物園動物会館絶滅の危機にある動物たち

名古屋大学細胞生物学
生物

（特にクローンや生物創造）

名古屋大学環境学
研究科情報文化

動物を救うために地球を
救う。

東山動物園動物会館姿を消した動物たち

東山動物園動物会館絶滅危惧種

名古屋港水族館シロイルカ（ベルーガ）

東山動物園動物会館絶滅危惧種

名古屋大学農学部生命農
学研究科動物生産学

遺伝子　～昆虫～

生物多様性条約第１０回締
約国会議支援実行委員事
務所

動物多様性
COP１0について

生物多様性条約第１０回締約
国会議支援実行委員事務所

生物の生態系破壊について。

フィールドワーク先研究テーマ

名古屋大学理学部「生物」と「ヒト」との協力

名古屋大学大学院国際開
発研究科

難民（子ども）

名古屋大学大学院医学系
研究科

人間の脳の不思議

名古屋赤十字社　愛知県
支部

格差と国際協力

東山動物園動物会館人口爆発と食糧問題

名古屋大学医学部多重人格障害

名古屋大学大学院国際開
発研究科

難民

日本国際飢餓対策機構栄養失調の子ども

愛知県衛生研究所蚊から移る感染症

中日新聞社　社会部現代の日本における貧困

名古屋大学大学院医学系
研究科

血小板減少症について

エコトピア科学研究所世界の食糧事情

名古屋大学医学部分子総
合医学専攻

感染症

（財）国際センター国際協力について

名古屋市役所地球温暖化
対策教室

レジ袋有料化での思考

経済学研究科
美しい未来　私たちのビジョン
～格差社会と環境問題～

愛知県環境調査センター海や川の汚水

名古屋市役所環境局ごみ
減量部　減量推進室

ゴミ

ＪＩＣＡ中部国際センター水

生命農学研究科森林生態
生理学研究分野

森林を考える。

豊田市役所環境保全課
大気汚染
～身近な危険～

My箸の会世界的に見る森林破壊

名古屋市科学館
火星移住について（地球と火星
などの太陽系の環境を比べる）
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３．評価規準

　事前アンケート・事後アンケートを分析し、その数値

を比較することで生徒個人としての課題に対する「興味・

関心度」が向上していれば、中学２年生総合人間科の目

標である「目的意識・課題意識をもってこの２１世紀を主

体的に生きていく心構え・現状認識・課題解決への方向

性を持つこと」が達成されたと認識する。

４．評価手段

　プログラム評価として、１群事前事後テストデザイン

を採用した。アンケートはリッカート法を採用し、質問

紙は５件法（５：とてもあてはまる　４：まああてはま

る　３：どちらでもない　２：あまりあてはまらない　１：全くあ

てはまらない）を用いた。以下アンケート項目である。事前アン

ケートは５月に事後アンケートは３月に行った。なお事前、事

後ともに同じアンケート項目を利用した。 

１）「環境」の問題に関心がある。

２）「生命」の問題に関心がある。

３）「環境」の問題についてこれまで学校以外で学習した

ことがある。

４）「生命」の問題についてこれまで学校以外で学習した

ことがある。

５）「環境」の問題に関してよく知っている。

６）「生命」の問題に関してよく知っている。

７）「環境」の問題を深く調べてみたい。

８）「生命」の問題を深く調べてみたい。

９）「環境」の問題は自分の将来を左右する。

１０）「生命」の問題は自分の将来を左右する。

１１）「環境」について学習することは大切である。

１２）「生命」について学習することは大切である。

１３）「環境」について小学校で学習する必要がある。

１４）「生命」について小学校で学習する必要がある。

１５）「環境」について中学校で学習する必要がある。

１６）「生命」について中学校で学習する必要がある。

１７）「環境」について高等学校で学習する必要がある。

１８）「生命」について高等学校で学習する必要がある。

１９）「環境」について学校で学習したことを附属の同じ学

年の人に伝える必要がある。

２０）「生命」について学校で学習したことを附属の同じ学

年の人に伝える必要がある。

２１）「環境」について学校で学習したことを附属以外の多

くの人に伝える必要がある。

２２）「生命」について学校で学習したことを附属学校以外

の多くの人に伝える必要がある。

２３）「環境」について学校で学習したことをこれからも継

続的に学習・研究していきたい。

２４）「生命」について学校で学習したことをこれからも継

続的に学習・研究していきたい。

５．評価結果と分析

1事前アンケートは中学２年生３クラス７７名に対して

５月の総合人間科の時間に行った。欠損値を含む回答を

持つ生徒が１名いたため、その生徒の回答がすべて除外

した。その結果、７６名の回答を利用した。

　事後アンケートは、事前アンケート時に欠席していた

生徒２名を加えた７９名に対して総合人間科の最後の授業

である３月に行った。欠損値がなかったため、７９人の回

答を利用した。

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要　第５４集（２００９）

フィールドワーク先研究テーマ

でんきの科学館資源について

太陽地球環境研究所温暖化とその影響

名古屋市環境科学技術研
究所

ダイオキシンは本当に猛
毒か

名古屋市科学館みんなに優しいエネルギー

名古屋市科学館地球温暖化について

名古屋市環境科学技術研
究所

ダイオキシンとはどのよ
うな物質か

太陽地球環境研究所地球温暖化によって

環境学研究科地球温暖化

環境学研究科地球温暖化で変化する地球

環境学研究科
地球温暖化の及ぼす影響
と防止策

エコトピア科学研究所地球温暖化対策

環境学研究科地球温暖化について

環境学研究科地球水循環
研究センター

地球温暖化と水循環

エコトピア科学研究所
地球温暖化　どうしたら
防げるか

事前アンケート結果

標準偏差平均値最大値最小値度数

１.１０３.７０５１７６PRE１

０.９２３.７１５１７６PRE２

１.３０３.２１５１７６PRE３
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　「理解し・考え・発表する力を伸ばす」ねらいは以下の

アンケート項目の平均値が介入の結果、事前よりも事後

の方が平均値が上がっているので、成果があったと考え

られる。

１）「環境」の問題に関心がある。

５）「環境」の問題に関してよく知っている。

１１）「環境」について学習することは大切である。

１９）「環境」について学校で学習したことを附属の同じ学

年の人に伝える必要がある。

２０）「生命」について学校で学習したことを附属の同じ学

年の人に伝える必要がある。

２１）「環境」について学校で学習したことを附属以外の多

くの人に伝える必要がある。

２２）「生命」について学校で学習したことを附属学校以外

の多くの人に伝える必要がある。 

中学２年生　生命と環境

標準偏差平均値最大値最小値度数

１.２３２.８９５１７６PRE４

０.８３３.１８５１７６PRE５

０.８５２.９１５１７６PRE６

１.０８３.４５５１７６PRE７

０.９６３.５３５１７６PRE８

１.１７３.６２５１７６PRE９

１.１７３.５８５１７６PRE１０

１.０３４.１４５１７６PRE１１

１.０４４.０８５１７６PRE１２

０.９８３.７５５１７６PRE１３

０.９２３.６６５１７６PRE１４

０.９９４.０３５１７６PRE１５

０.９９４.１１５１７６PRE１６

１.１２３.８４５１７６PRE１７

１.１２３.８８５１７６PRE１８

０.９１３.４３５１７６PRE１９

０.９２３.３８５１７６PRE２０

１.０２３.５８５１７６PRE２１

１.０３３.５４５１７６PRE２２

１.００３.３４５１７６PRE２３

１.０４３.３３５１７６PRE２４

７６
有効なケースの数
（リストごと）

変化
事後アンケート

平均値
事前アンケート

平均値
質問項目

↑３.７３３.７０１

↓３.５４３.７１２

↓３.１８３.２１３

↓２.８６２.８９４

↑３.２４３.１８５

↓２.７８２.９１６

↑３.８５３.４５７

↑３.５６３.５３８

↑３.８１３.６２９

↑３.６８３.５８１０

↑４.２７４.１４１１

↓４.０４４.０８１２

↑３.８５３.７５１３

↑３.７２３.６６１４

↑４.１８４.０３１５

↑４.１５４.１１１６

↑４.００３.８４１７

↑３.９１３.８８１８

↑３.５３３.４３１９

↑３.４３３.３８２０

↑３.７１３.５８２１

↑３.５９３.５４２２

↓３.２９３.３４２３

↓３.２４３.３３２４

事後アンケート結果

標準偏差平均値最大値最小値度数

０.８０３.７３５２７９POST１

０.７６３.５４５２７９POST２

１.２０３.１８５１７９POST３

１.２０２.８６５１７９POST４

０.８７３.２４５１７９POST５

０.７５２.７８４１７９POST６

０.９５３.８５５１７９POST７

０.９８３.５６５１７９POST８

１.０５３.８１５１７９POST９

１.０４３.６８５１７９POST１０

０.８３４.２７５２７９POST１１

０.８８４.０４５１７９POST１２

０.８６３.８５５１７９POST１３

０.８５３.７２５１７９POST１４

０.９７４.１８５１７９POST１５

０.９３４.１５５１７９POST１６

１.１０４.００５１７９POST１７

１.０６３.９１５１７９POST１８

０.８９３.５３５１７９POST１９

０.８９３.４３５１７９POST２０

０.８５３.７１５１７９POST２１

０.７９３.５９５１７９POST２２

標準偏差平均値最大値最小値度数

０.８８３.２９５１７９POST２３

０.８８３.２４５１７９POST２４

７９
有効なケースの数
（リストごと）
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　「大学での専門的な研究につながる学びの力をつける」

に関しては以下のアンケート項目の平均値が介入の結

果、事前よりも事後の方が平均値が上がっているので、

成果があったと考えられる。

７）「環境」の問題を深く調べてみたい。

８）「生命」の問題を深く調べてみたい。

　「自分の生き方について考える力をつける」に関しては

以下のアンケート項目の平均値が介入の結果、事前より

も事後の方が平均値が上がっているので、成果があった

と考えられる。

９）「環境」の問題は自分の将来を左右する。

１０）「生命」の問題は自分の将来を左右する。

　また、以下のアンケート項目の平均値が介入の結果、

事前よりも事後の方が平均値が上がっていることから、

初等中等教育において、「生命」や「環境」に関して学習

する必要性がわかる。現在、「環境」「生命」に関しては、

どの教科においても部分的に扱っており、教科横断的な

視点から「環境学」「生命学」といった分野で集中的に学

習する必要があることがわかる。

１３）「環境」について小学校で学習する必要がある。

１４）「生命」について小学校で学習する必要がある。

１５）「環境」について中学校で学習する必要がある。

１６）「生命」について中学校で学習する必要がある。

１７）「環境」について高等学校で学習する必要がある。

１８）「生命」について高等学校で学習する必要がある。

　以下のアンケート項目の平均値が介入の結果、事前よ

りも事後の方が平均値が下がっている。全般的にみて

「生命」分野に関して、平均値が下がっている。これは、

今年度の中学２年生のうちで「生命」分野に関して研究

を行った生徒が「環境」分野に関して研究を行った生徒

よりも実数が少なかったことが要因であると考えられ

る。「環境」分野研究も「生命」分野研究の生徒にも同じ

項目で事前、事後アンケートを行っているために、「環

境」分野を集中的に研究してきた生徒にとって、「生命」

分野に関する関心度が相対的に事前よりも、低くなった

と考えられる。

　質問項目の３）４）に関しては、学習が始まる学年始

めの生徒意識は、本校で「生命」「環境」を学習した経験

がないために、本校以外での経験が強化されていたこと

に対して、学年終了時には本校で十分な学習時間が「総

合人間科」として準備されているため、生徒意識が本校

内での経験に強化された結果であると考える。

２）「生命」の問題に関心がある。

３）「環境」の問題についてこれまで学校以外で学習した

ことがある。

４）「生命」の問題についてこれまで学校以外で学習した

ことがある。

６）「生命」の問題に関してよく知っている。

１２）「生命」について学習することは大切である。

　また、以下のアンケート項目の平均値が下がっている

ことに関しては、総合人間科のテーマが１年単位で行わ

れ、学年の終わりに、一応の研究集大成として研究集録

を作成しているために、生徒意識の中で自分なりの研究

に対する満足度が反映していることと考えられる。

２３）「環境」について学校で学習したことをこれからも

継続的に学習・研究していきたい。

２４）「生命」について学校で学習したことをこれからも継

続的に学習・研究していきたい。

2生徒の感想

　近ごろ、環境に関して問題になっていることといえ

ば、大気汚染や水質汚濁などが挙げられる。しかし、な

んと言っても一番問題になっているのは、地球温暖化で

ある。地球温暖化が進めば、我々の生命の危機にもつな

がる。温暖化を防ぐための方法は、今はまだ完全に発見

されていない。しかし、抑制する方法はある。その方法

を実際に行えば、今までのスピードより、かなり遅くす

ることが可能である。私たちの生命と環境を保つために

は、生命が環境に手助けをしていかなければならないの

である。 （２年　女子）

　いろいろな種類はあるが、一番は自然環境や自然の中

の生命だと思う。でも、人の生命を考えた時、いじめや

学校の環境もあげるべきだと思う。低年齢で自殺する人

も多いので、小学校の時から生命について学ぶことはと

ても大きいと思う。 （２年　男子）

　生命と環境というのは切っても絶対に切れない関係で

あり、またそれだからこそ、お互いのバランスを考えな

ければならないと思う。人間はこれまでに、環境を破壊

してきた。そのせいで、近年そ２つのバランスは崩れつ

つある。今、生命と環境という分野の理解を深め、関心

を持つことで、私たちの未来の環境はまだ、救われると

思う。 （２年　女子））

６．今後の課題

　中学２年生では、５月の連休明けに、毎年乗鞍・上高

地へ２泊３日の林間学校に出かけている。この林間学校

の目的は学年、クラスの交流をはかることとともに、自

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要　第５４集（２００９）



�９４�

然に親しみ、自然の大切さすることにある。中学２年生

の総合人間科大テーマである「生命と環境」の環境分野

に関して、生徒が感心を持つ大きなきっかけとなってい

ることは、事後の生徒感想文からも読みとることができ

る。一方、生命分野に関しては生徒が実体験をともなっ

て経験する機会がないため、どうしても生徒の関心度が

低く、また個人で興味関心が無ければ個人学習を行う機

会も乏しい。

　また、中学２年生の基本的な学習形態は個人の設定し

たテーマに沿って行う後人学習・個人研究が主体になっ

ている。個人で研究した内容を全体でシェアする機会が

十分に取れていないことが、問題としてあげられる。年

間を通して、自分の研究内容を学年に発表する機会を今

年度は以下のように設定した。

1導入段階でのワーク

貿易ゲーム（富の不均衡から起こる摩擦）

エコエコ省エネゲーム（環境問題）

NHKスペシャル（生命問題）を学年で同時に体験する

ことで、学年としての共通テーマの理解を深める。

2研究グループ別に分かれての個人の持つ問題意識をグ

ループ内でシェアする。

3フィールドワークの報告を研究グループ内でシェアす

る。

4フィールドワークを通して、個人研究のまとめを研究

グループ内で発表し、シェアする。

5研究グループ内で互選された生徒が個人研究のまとめ

を学年全体にパワーポイントを使って、発表しシェア

する。（以下生徒発表の例参照）　 

生徒発表の例） 
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6個人研究内容を全生とがワードでデータとしてまと

め、USBメモリに学年全員のものを入れ、時間をか

け、本校コンピュータ室で見る。

　今年度は、上記5を保護者参観にあて、保護者にも総

合人間科の成果を見ていただいた。しかしながら、全体

を通して、個人の研究内容を発表し、質疑応答をするの

留まっていることに始終してしまい、学年全体をして、

「生命と環境」問題を討論することができなかった。全

体テーマが個人学習に終わってしまう傾向にあったの

で、全体テーマに基づいた個人研究テーマであることを

再認識し、個人研究の結晶が全体テーマを構成している

のだという意識を個々の生徒もち、また、個々の研究

テーマの総合が一つ一つ繋がり、現代社会におけるさま

ざまな問題を引き起こしているのだという事実に気づく

授業をさらに心がけたい。
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