
第２章 

自然と科学
大　羽　　　徹・山　田　　　孝
石　川　久　美・渡　辺　武　志
竹　内　史　央・中　野　和　之

【抄録】　自然と科学では、理科や数学などの既存教科の授業だけでは、十分に扱うことができない学際的なテーマ
について、多元的・長期的視野に立って深く考える機会を設けた。既有の知識を使って大きなテーマについて考え
ることで、一つ一つの教科で学んでいる内容が深く関連していることに気づくことができる。前期・後期ともに三
つのグループに分かれて探究活動を行った。

【キーワード】　自然と科学　学際的　多元的・長期的

前　期

１．目標

　「自然と科学」では、ＳＬＰⅡの概要で述べたように、
日常生活で必要となる科学的知識と科学的思考力の基礎
を身につけさせることを目的としている。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、十分に扱うことができない「宇宙の誕生と地球の変
化」をテーマとして、化学のグループでは、生物がエネ
ルギーを得る仕組みや進化、生物多様性という角度から
地球の変化と生命の関係を考えた。社会科学のグループ
では、「宇宙観・地球観」の歴史から、「科学＝Science」
のなりたちを考えた。数学のグループでは、「特殊相対
性原理」について学んだ。

２．実践内容　「地球の変化と生命」
大羽 山田 石川

１回目
４月16日 ガイダンス（大羽、山田、石川）・事前アンケート

２回目
４月23日 高橋真聡教授（愛知教育大学）「元素合成」

３回目
４月30日

斉田浩見准教授
（大同大学）

「特殊相対性理論①」

地球を原子から考える
（石川）

４回目
５月７日

斉田准教授
「特殊相対性理論②」 宇宙論（山田）

５回目
５月14日

斉田准教授
「特殊相対性理論③」

足立守名誉教授
（名古屋大学）　特別講義

６回目
５月21日

斉田准教授
「特殊相対性理論④」 世界観の変遷 生命の

はじまり
７回目

５月28日
斉田准教授

「特殊相対性理論⑤」
名古屋大学博物館見学

足立守名誉教授による解説
８回目
６月４日

斉田准教授
「特殊相対性理論⑥」

17世紀
科学革命

生物とエネ
ルギー代謝

９回目
６月11日

６回分の復習
グループ発表班分け

科学的な
地球観１ 進化

10回目
６月18日

高橋教授
「星の進化」

科学的な
地球観２ 生態系

11回目
６月25日

高橋教授
「ブラックホール」

科学的な
地球観３

生物多様性・
外来種

12回目
９月10日 発表準備

13回目
９月24日 各グループの発表

14回目
10月１日 各グループの発表

15回目
10月８日 振り返り・アンケート

（１）全体講義
　愛知教育大学の高橋真聡教授に３回の講義をお願いし
た。１回目は、「元素合成：その起源と仕組みは？」で、
原子核反応の仕組み、生命発生についてのお話しで、身
のまわりの物質や、私たちの体を構成する物質の成り立
ちについて理解した。
　２、３回目は、大羽グループで講義が行われた。２回
目は、「星の進化：星の誕生から死まで」で、宇宙初期
に水素とヘリウムがほとんどであった元素は、星の内部
での原子核反応により鉄元素までの重い元素が増えてい
くこと、超新星爆発により鉄より重い元素が生成される
ことを学んだ。その後、星間ガス→恒星→（恒星風や超
新星爆発）→星間ガス」のサイクルになることを学んだ。
　３回目は、「ブラックホール：時空に空いた落とし穴」
で、ブラックホールはどうやってできるのか、星との違
いについて理解した。また、ブラックホールが存在する
ことは、天体観測で直接的には確かめられていないこと
もお話しされた。
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（２）大羽グループ
　ニュートンは、17世紀に高等学校でも履修する力学を
完成させた。しかし、19世紀に従来の物理学の体系では
説明ができない現象があることが理論的・実験的に知ら
れるようになった。本グループは、現代物理学の一つで
ある特殊相対性理論を学ぶことにより、それぞれの科学
理論には適用範囲があり、説明できる自然現象と説明で
きない自然現象があることを理解する。大同大学の斉田
浩見准教授と共同で特殊相対性理論を「高等学校で履修
する数学の範囲内」で教材開発し、共同授業を行った。
　「特殊相対性原理」と「光速度不変の原理」から、ど
の事象が同時刻になるかは、観測者によって異なること
を理解する。２人の慣性観測者がお互いの時計を見ると、
遅れて見えることを直線と双曲線の方程式を用いて学ぶ。
　宇宙線は「時間の遅れ」の効果により、地上の観測者
の時間で計る寿命が延びる。このことにより、寿命が短
い粒子でも崩壊する前に地上に届きうることを理解す
る。ニュートン力学では原理を説明できないことが特殊
相対性理論を用いることで説明できるものもあることを
理解する。
 （文責：大羽　徹）

（３）山田グループ
　これまで人間は、大きなもの ｢kosmosコスモス｣ か
ら小さなもの「atomアトム」にまで目をむけて、哲学
＝自然哲学を発展させてきた。この自然哲学が、自然科
学となる。自然科学が誕生して「宇宙観」・「地球観」そ
して「原子理論」等が「科学的」な装いを帯びてきた。
この「科学の発展」の過程を学んだ。
 （文責：山田　孝）

（４）石川グループ
　原子と地球の誕生の過程を学んだ上で、生命の誕生を
考えるところから始め、生物のしくみをエネルギー代謝
の面から考えた。進化について学んだが、非常に長い視
野にたって地球の変化を見直す機会となった。また、ヒ
トの生活によって大きく変化している生態系について
考えた。現在の生物の状況と今後の変化を考えるために
は、今までの地球と生物の変化を知る必要があることを
学んだ。次の生徒の感想にあるように、生命の連続性に
ついて非常に長い時間軸で改めて捉え直すことができた
生徒が多かった。（以下、感想文の中の下線は筆者によ
るものである）
　「私が特に興味・関心を持てたことは、ストロマトラ
イトについてです。これにより私たちが生きていくのに
もっとも必要な酸素が生まれたのです。これを知った時
は、とても衝撃でした。また、生物の進化もおもしろ
かったです。私の知らない時代の生き物を知ることがで
き、どのように変わってきて今に至るのかを知ることに

なり、生き物の大切さを学ぶことができた。この授業を
通して、地球の生命の誕生から１本につながっていると
思いました。」
　また、名古屋大学博物館の足立先生の講義と博物館の
見学は、印象に残ったと書いた生徒が多かった。下線を
つけた部分から分かるように、五感を使って実物から学
ぶという、科学に対する姿勢を身につけることができた。
　「一番、名大博物館の足立先生の話された内容に特に
興味・関心をもちました。五感で感じるというのをモッ
トーに、自然の話や、鉱物の話を聞けてとても良かった
し、とてもおもしろかったです。」
　「博物館に行ったことが印象に残っています。学校で
見たビデオとは違う実物なので、存在していることが
はっきりわかって、感動しました。あまり興味のなかっ
た化石についても知ることができてよかったです。授業
を通して、生き物の誕生について興味を持ち、調べるこ
とができたし、宇宙の始まりについても興味をもちまし
た。これから調べていきたいです。」

３．成果と課題

　ＳＬＰⅡの目標の一つは、物事を長期的・多角的な視
野に立って考える姿勢を身につけることである。この点
に関する生徒の感想には次のようなものがある。

「哲学と科学は全く逆のものだと思っていたけれど、宇
宙観・世界観の歴史を学ぶことで、実は深い関連があっ
たということに興味をもった。（中略）ひとつのできご
とについて、科学的にみるのと哲学的にみるのとどちら
も大切であると気付いたので、一見何の関連もなさそう
なことどうしの“つながり”を考えながらものごとをと
らえていきたいと思う。」
　「山田グループは、ありとあらゆる方面から『世界』
や『科学』について学んだことで、歴史の中の科学、と
いうのを垣間見ることができた気がしました。科学の発
達の裏には、意外と歴史的な何かがからんでいたりし
て、その時、その時代の考え方が、そのまま科学史に反
映されているのがとても興味深かったです。発表を聞く
までは、大羽グループも石川グループも、何をやってい
てどこでテーマにつながっているのかあまりよく分から
なかったのですが、発表を聞いて、自分が受けてきた授
業を思い出したときに、宇宙論とか種の起源の話とか、
あちこち共通するワードが出てきたのを思い出し、こん
なところでつながっていたのか！！と驚きました。」
　今年度は、数学のグループでは、特殊相対性理論とい
う難しいテーマを取り入れた。授業計画の段階では、い
かに生徒が理解できるように、フォローしていくかを検
討した。しかし、次の感想にあるように、理解できなく
とも、楽しいと感じたり、考え方が新鮮であると捉え
たりしている様子が分かる。また、十分には理解できな
かったにもかかわらず、苦手だと思っていた数学の中
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に、苦手ではない分野を見つけている生徒もいた。
　「特殊相対性理論に関しては、正直最後まで完璧にす
ることはできなかった。今でも理解できていない。それ
でも不思議と授業をつまらないとは思わなかった。むし
ろ楽しかった。多分、わからないというのを逆に楽しん
でいたのだと思う。もともと宇宙には興味があったの
で。とても印象に残っているのが、時間のずれについ
て。説明されてもよくわからなかったけど、図で説明さ
れたときのものはとてもわかりやすくてよく覚えてい
る。身近に感じることができた。」
　「最初の授業で、絶対時間の概念を捨てなければなら
ないことに常識をくつがえされたようで、ものすごく驚
きました。難しくてよくわからない箇所はかなり多かっ
たのですが、新しいものにふれられたようで新鮮だった
し、楽しかったです。ただ、数学の知識があんまりにも
足りなくて、理解できず悲しかったので、自分でいろい
ろ進めていって、もう一回学びなおしたいです！」

「斉田先生の『数学は矛盾が起こらなければＯＫ』とい
う言葉がおもしろいと思った。日常生活では起こらない
ことでも矛盾さえ起きなければ追究していける数学とい
う学問は深いと思った。また、特殊相対性理論は、光速
に近い速さでズレが起こるということだったので、何の
役にもたたないと思っていたが、ＧＰＳなどでは、この
理論がないとズレが起こるということを聞いて、役に立
ちそうにないことも、意外と社会で役だっていることが
わかった。」
　「印象に残ったのは、たくさんの計算をしたことです。
光の速さや不変、止まっている人と動いている人との時
間は違うなど、普段生活している時には考えないような
ことを考える機会になったので、いつもは考えないよう
なことを考えて、頭がフルに回転していました。本当
に難しい、理論的な計算が多く、なかなか理解すること
ができなくて、とりあえず計算するものの、それが何の
計算なのかイマイチよくわからない…ということもあり
ました。ただ、その分ちゃんと理解し、計算を解けたと
きは、嬉しかったし、スッキリしました。ずっと数学苦
手だと思ってきたけど、そうでない部分も少しあるのか
なって思えました。」
　次の感想を見ると、日常生活における科学に対するア
ンテナが増えていることが分かる。時間数が少ない授業
ではあるが、いくつかの種をまくと、それをきっかけに
毎日の生活の中で、生徒がその種を育てていくことがで
きることがわかる。
　「ストロマトライトについて学んだ直後に、ＴＶで特
集が組まれていました。今までの自分なら見ていなかっ
たであろう番組にとても興味がわき、とても楽しくみる
ことができました。ＳＬＰⅡを通して、知識が増え、日
常生活がより豊かになりました。」
　次の文は、前期最後の時間に書いてもらった、「ＳＬ

ＰⅡの授業を終えて、今後自分が実行しようと思うこ
と」の部分の抜粋である。
　「自分は将来、文系の分野を学び、それに続く職業に
就くつもりだ。だから、ＳＬＰⅡの機会がなければ、『相
対性理論』やそれに関連した理数系の分野について学ぶ
ことはきっとなかった。だから、この時間はとても濃
かったと思う。特に理系分野を専門にしている大学の先
生方との交流やお話が印象に残っている。いきいきとし
ていて、その学問が本当に好きなんだと思った。自分も
本当に学びたいと思う分野を見つけていきたい。」
　この感想を読むと、理系の生徒のみを対象としない
で、生徒全員がこの授業を受けることに意味があること
が分かる。
　ＳＬＰⅡは、概要の部分で述べたように、既有の知識
を関連させながら、答が一つに定まらない課題について
考えることによって単一の明確な答が用意されていない
課題を扱う高等教育における学びへとつなげていくプロ
ジェクトの一つである。この点に関しては、次のよう
に、今後の抱負を書いている生徒もいた。
　「物事を落ち着いて瞬時に考える能力を身につけたい。
物事の本質をとらえることのできる柔らかい頭をつくり
たい。人との関わりを大切にし、その人のことを本質か
ら見通すことができるようになりたい。」
　生徒に選択式で尋ねたアンケート結果では、「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。」「Ｓ
ＬＰⅡでは、様々な視点から知識が得られると思う」「他
の人の考えを聞くことは、自分の理解深めることの助け
となると思う」に対して、５件法で平均４以上という高
い値になっている。
　明確な答えがない課題を考えることは、ともすると中途
半端な思いだけが残る。しかし、多くの生徒はそれが無意
味ではなく、大切なことだととらえていることが分かる。
　時間数が少ないため多くの内容は扱えないが、ＳＬＰ
Ⅱで身につけた科学に対する姿勢と科学的思考力は、生
徒の今後の学びにつながると考えている
 （文責：石川久美）

後　期

1． 目標：　「思考力」、特に「科学的な思考」とは何
か重点を置いて授業を行う。方法として、少人数
でものを考え、追求する体験をさせる機会とする。
そのため、数学的・科学的・人文科学的なそれぞ
れの観点から三つのグループに分かれる。

数学グループ： 数学の歴史的な成り立ちや、科学的な
説明をするために必要な「言語」の立
場からアプローチを行う。

理科グループ： 自然科学と他の学問分野を比較し、知

自然と科学
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識を得る方法の違いを認識することに
よって科学への理解を深める 

社会グループ： 倫理料の扱い方から考えることを通じ
て、物事を確実根拠から考えるという
科学的な態度を身につける。

2. 実践内容「科学とは何か」

回 理科 社会 数学
1 ガイダンス、アンケート
2 デカルトと数学
3 デカルトの生涯と思想
4 デカルトと自然科学　―疑うこと―

5 デカルトと数学　
（相加相乗平均）

デカルトと数学
（相加相乗平均）

デカルトと数学
（相加相乗平均）

6 自然科学の方法
（１） ものと認識（1） 物体が浮き上がっ

て見える理由（１）

7 自然科学の方法
（２） ものと認識（2） 物体が浮き上がっ

て見える理由（２）

8 自然科学の方法
（３） ものと認識（3） 物体が浮き上がっ

て見える理由（３）

9 科学と倫理（1） 科学と倫理（1） 曲がった図形の面
積について（１）

11 科学と倫理（2） 科学と倫理（2） 曲がった図形の面
積について（２）

12 科学と倫理（3） 科学と倫理（3） 曲がった図形の面
積について（３）

研 本研究授業（まとめと発表）

13 ニセ科学問題
（１） 科学と倫理（4）

14 ニセ科学問題
（２）　

15 グループ研究まとめ グループ研究まとめ グループ研究まとめ
16 全体発表会、アンケート

SLP II　自然と科学（後期）　科学とは何か　生徒の発表から

（１）数学グループ　担当：渡辺武志
　数学の歴史的成り立ちを学ぶ。また、自然現象を科
学的な説明をするために必要な、数学という「言語」
の立場から科学的リテラシーを深める。
　少人数クラスでテーマを決めて、トピックごとに応じ

て数学の成り立ちのヒントや曲がった図形の求積など本
質的な事項を具体例を通じて、演繹的方法で深く迫る。
・  デカルトの生涯を通じて、座標の成り立ちや長さに

関する四則を皆で考えた。
・  物体が浮き上がって見えるマジックミラーについ

て、帰納的方法を理科の教員から、演繹的方法の一
部を数学の教員からのアプローチで検討した。

・  曲がった図形の面積をできるだけ正確に求めるには
どのようにすれば求められるか、自分達の検討方法
と関数を利用した方法を皆で検討し、最適な求め方
にはどのような方法があるのかを比較、検討する。

（２）理科グループ　担当：竹内史央
　少人数クラスで、実験・観察や討論を行う。その
際、単に結果を得るのではなく、知識を獲得する方法
としての自然科学の特徴を常に意識させる。
　物体が浮かび上がって見えるマジックミラーについ
て、帰納的方法と演繹的方法の違いを数学との連携で
学習した。また、水平投射で計算した位置に輪を予め
置き、発射した球が通過する事を確認することで科学
的な予測の有効性や限界について考えた。

（３）公民科グループ　担当：中野和之
 　15人ぐらいの少人数クラスで、それぞれ一つの
テーマを全員で考えて話し合う。その際、相手の話を
良く聞き、その内容を理解するように努め、自分の意
見を述べる。決して、討論とならないように気をつけ
る。全員で真理を見つけ出す協同的な探求のとして位
置づける。
　第一回目は、デカルトの思想を取り上げた。彼の思想
の特徴を学んだ後、それぞれ、自分の考えとの違いを発
表する。その際、時代的な制約がある点を示しておく。 
　全員の意見を聞いた後、それぞれが考えるべき課題
を出し合った。 
第二回目以降は、プラトンのイデア論・アリストテレ
スの自然観・ベーコンのイドラ観・ライプニッツのモ
ナド論を学習していった。

３．成果と課題

　研究協議会の公開授業において、「科学とは何か」と
いう非常に大きなテーマについて考えた。事前には討議
が進まないことを予想していたのだが、活発な議論がな
されてまとめの発表も大幅な時間超過になるほどであっ
た。ボードの内容だけを見ると極端な意見もあるが、科
学を信仰するのではない態度や科学を人間の営みとして
とらえる態度が表れていると考えられる。科学論に偏り
すぎているとの批判もあったが、「新教科」時代から通
して最も深く科学について考えることができたのではな
いかと我々は考えている。来年度は担当教科の枠組み変
更により新規の取り組みとなるため、課題もまた新たな
ものを発見していきたい。　 （文責：竹内史央）
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