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データロガーを用いた研修が日米の理科教員に与える効果
― 探究的指導法に関する意識に着目して ―

Impact of a Professional Development Program Using Data-Loggers
on US and Japanese Science Teachers
― Focusing on Attitudes towards Inquiry-Based Teaching ―
土

佐

１．はじめに
昨 吟， 学 校 教 育 の 現 場 に お い て 情 報 通 信 技 術
（ICT）を活用することの重要性が叫ばれている１）
が，ICT機器を使った理科の学びは，従来の機器を
用いた場合とどのように異なり，どのような利点を
もつのだろうか。他方，我が国の小中学校理科にお
いて，平成20年改定の新学習指導要領では，自然の
事物・現象を追究したり，科学的に探究したりする
能力の育成が目標として明記され，重要な柱となっ
ている２）。 探究的な学習活動を重視する方向はもと
もと1960年代に米国から日本に紹介されたものであ
り3），探究的指導法の全体像を捉える上で，海外に
目を向けて比較的に問題点を探ることは大きな意味
がある。本研究では，探究的指導法とICT機器活用
の接点を国際比較の場に持ち出し，データロガーを
用いた教員研修プログラムが，探究的指導法に関し
て理科教員にどのような効果を与えるのか，その過
程について米国と日本で調査・検討した。

２．米国における探究的理科指導の問題点
米国では1996年に発行された全米科学教育スタン
ダード４）において，初等中等教育における探究を通
しての理科学習の重要性が強調され，「科学的探究
は理科教育の真髄である」と述べられている。理科
学習において，探究的指導法が効果的であることは
様々な研究者によって示唆されており５，６，７，８），子ど
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もは探究的活動を通してより深く科学的概念を理解
することができると，理科教育界では一般に捉えら
れている９）。
米国教育界で10年以上にわたって探究が重視され
てきているが，現場では探究的指導法があまり実践
されていないことが報告されている１０，１１，１２）。国際数
学・理科教育調査（TIMSS）の1999年理科授業ビデ
オ研究１３）よると，収録された米国の８年生（日本の
中学2年生に相当）の88理科授業のうち，66％の授
業において事実や定義・例題の解答方法の獲得で内
容が展開されており，探究的に展開されている授業
は17％しかなかった。米国中学校理科の教員の多く
が，スタンダードに記述されているような探究的指
導法を，実際の教室において実践していないと言え
る。
探究的指導法があまり実践されていない原因の一
つとして，教員自身が過去の経験の中で，探究活動
をあまりしたことがないことが挙げられる１４）。学部
で物理・化学・生物・地学の理科を教科として学んだ
としても，オープンエンドな探究に取り組む機会は
ほとんどない。理学部の修士課程を卒業した学生な
らば，独自の探究的活動を行った経験をもっている
だろうが，米国の大学において，教育学部を卒業し
た学生が科学的探究活動を経験することは稀であ
る。つまり，多くの米国の理科教員は，自分なりの
視点をもったオーセンティックな探究活動の経験を
もっていないのである。
そこで，米国では現職教員および，教員養成課程
の学生に自分なりの視点をもった探究的活動を経験
させようと，様々な研修プログラムが開発された
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１５，１６）

をもってデータを集め，その説明を考えるという経

外活動，または実際に大学等の研究室で活動に参加

験を通して，科学が教科書に書かれていることだけ
でなく，もっとたくさんの複雑な要素を含むことに
気づかせることにつながると示唆した２８）。これらの
先行研究の結果を踏まえ，本研究ではデータロガー
を使って教員がどのように探究活動の方法と意味を
理解していくか，という過程に焦点を当てることが
重要だと考える。すなわち，データロガーを活用し
た教員研修プログラムに含まれるどのような要素
が，どのように教員の学びに影響を与えるかを探
る。さらに，先に触れたように，データロガーは学
習者同士の関わり合いに影響するところから，教員
同士，あるいは教員と指導者の関わり合いについて
調べることも本研究の大事な目的の一部である。
本研究を遂行するにあたり，探究的指導法につい
て理解と興味を深めるような，データロガーを活用
した研修プログラム「理科教員のためのデータロ
ガーを用いた研修プログラム（略称：データロガー
ラボ）
」が開発された。本稿では，まずデータロガー
ラボの研修プログラムが，先行研究に基づいてどの
ように開発されたのかを述べる。そして，その研修
プログラムが，どのように参加教員の探究について
学ぶ過程に影響したかを調べた結果を明らかにす
る。さらに，探究的指導法に関する態度にどのよう
に影響したかに触れる。
本研究において検討された研究課題は以下の通り
である。
１）データロガーラボの研修プログラムにおいて，
参加教員はデータロガーを用いた探究活動をどの
ように行うか。
２）データロガーラボは参加教員の探究活動の過程
をどのように促すか。
３）データロガーを用いた探究活動の過程で，人同
士の関わりあいはどのような役割を果たすか。
４）データロガーラボにおける探究活動の経験は，
参加教員が現場で探究的指導法を実践したいと思
う度合いにどのように影響するか。
５）データロガーラボは参加教員の探究的指導法に
関する態度にどのような効果をもたらすか。
本研究で用いられたデータロガーは，ハンディ・ク
リケットと呼ばれる５㎝四方の小型な物（図１参
照）で，リアルタイムでのデータ表示機能はなく，
必要なときはLEDの表示板を取り付ける。また，
データロガーラボで用いられた指導方針は，決まっ
た実験手順に沿って行われるような通常の教員研修
のもの１９，２２）とは異なることに注意しておく。

。これらの研修プログラムの多くは，実験や野

することによって，教員に科学的探究についての意
味と活動を理解させようというものである。最近で
は，ICT機器を用いて教員の探究に関する能力を高
めようとする動きが活発になってきた。センサーの
ついたデータロガーやシミュレーション，インター
ネット上のツールなどのICT機器の活用が，理科教
員の探究的活動を支援する役割を果たすことが示唆
されている１７）。それぞれのICT機器に長所・短所が
あるが，本研究では教師教育におけるデータロガー
の効果に焦点を当てて議論を進める。
データロガーとは，センサーやインターフェイ
ス，ソフトウェアをコンピュータや卓上計算機と併
せて用い，リアルタイムでデータを収集・表示・分
析できるような機器を指す。データロガーを用いた
教育的活動は「マイクロコンピュータを用いた実
験活動（MBL）」とも呼ばれており１８），センサーを
用いて自然現象における物理量を測定・収集し，そ
のデータを即座に表やグラフに表すことができる
１７，１９）

。データロガーの使用が，子どもの探究的学習
を深める効果があることは多くの研究者が示唆して
いる２０，２１，２２，２３，２４）。データロガーを使うと長い時間で
も，非常に短い時間間隔でもデータ集めが可能にな
る。また，従来の計測器を用いた実験よりもスピー
ディにデータを処理し，分析・表示できる。このよ
うな利点は，子どもが変数について考えたり，仮説
を検証したり，関係を考察したりする時間を多くも
つことにつながるだろう。さらに，データロガーの
使用は，データを共有したり，意味を話し合ったり
することによって，子ども同士が関わる機会を増や
すことが示唆されている２４）。
データロガーの活用が子どもの探究的学習に有効
であることが示唆されていながら，データロガーを
教師の探究的指導法に用いる研究はほとんどなされ
ていない。教師教育分野におけるデータロガーの研
究は，ICT機器に対する教員の関心や意欲を調べる
ことに留まっているものが多い２５，２６）。データロガー
が，探究的指導法を広めることに有効かどうかを調
査する研究として，エスピノザ（2007年）は高校の
教員研修でデータロガーを用い，教員が探究活動を
行う際に，データロガーの使用は教員が結果を予
想しやすくする効果があることを明らかにした２７）。
マーティンとグリーンウッド（2007年）は，データ
ロガーが初任教員の探究に対する考えにどのように
影響を与えるかを調べ，データロガーを使って疑問
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な探究活動，
（b）参加者の主体性，
（c）知識の構築
を支援したり，構築に協同参加したりする指導者，
そして（d）参加者同士の話し合い，である。研修
プログラムの主目的はICT機器活用による探究活動
の過程を深めることにあるが，意味ある探究活動を
実現するためには，探究の内容自体にも十分な注意
を払う必要がある。探究活動の成果として構築され
る知識は，社会的に認められた科学的知識と整合性
を持たなければならないことは言うまでもない３２）。
特に，本研究では探究活動の成果を，カリキュラム
にある科学的知識とつなげるように留意した。これ
は，参加教員が自分たちの探究経験を現場に持ち帰
り，教室で実践する上でも重要な点である５）。
図１

本研究で用いられたデータロガー

本研究の重要性は，データロガーを用いた教師教
育プログラムが，どのように教員の探究的指導法を
深める働きをするかを明らかにするところにある。
教員が探究のプロセスをどのように経るかを詳細に
調べることにより，教師教育プログラムの中のどの
ような要素が重要かが明らかになることが期待され
る。さらに，本研究では探究の経験を授業案に反映
させ，教員がどのような経験をしたときに，自らの
探究活動を土台にして実践しようと思うかを探る。
これらの結果から得られた知見は，教育関係者が教
員研修プログラムを開発・実践する際に有用であろ
う。

３．理論的枠組み
本研究において，教員研修プログラムの目標は理
科教員が探究活動をもっと取り入れるように意識に
変革をもたらすところにある。教員自身が探究活動
を好意的に捉えるような経験をすれば，探究的指導
法がより多く実践されることにつながると期待され
る。本研究では２つの理論に基礎を置く。まず，構
成主義に基づくアプローチ２９，３０）を取り，知識は単に
伝達されて獲得されるものではなく，学習者自身が
葛藤や混乱を経た後，人との関わりに助けられなが
ら妥当な解釈として能動的に構築するものであると
考える。また，パパート（1991年）によるコンスト
ラクショニズムのアプローチ３１）を取り，学習者は具
体物を作る主体的な活動を通して知識を構築すると
考える。よって，本研究で開発した研修プログラム
には次の4点が含まれる：
（a）具体物を用いた能動的

本研究の研修プログラムでは支援的探究のアプ
ローチを取る。支援的探究（Guided inquiry）とは，
探究活動を行うにあたり，指導者が学習者にある程
度の手助けを提供する実践方法を意味する１６，３３）。探
究活動において，指導者がどの程度学習者の活動に
指示を与えるかは，学習者の探究能力による。自ら
探究活動を行う能力がまだ備わっていない学習者に
は，丁寧に手順を指示して，意味ある探究活動が行
われるように導く必要があり，これを構造化された
探究（Structured inquiry）と呼ぶ。他方，自分か
ら探究活動を行う能力を獲得している学習者に対し
ては，自主性を尊重し，指示を控えることができる。
これを自由な探究（Open inquiry）と呼ぶ。参加教
員の自主性を尊重しつつ，意味ある探究活動に携わ
らせることを目指す本研修プログラムでは，指示を
細かく与えるのでも，ほとんど与えないのでもない
中間の支援的探究のアプローチがふさわしいと言え
よう。指導者は導入場面において，探究の課題を設
定し，必要なときに必要な手助けをする。指導者側
が課題を選ぶにあたって留意しなければならない点
は，課題がデータロガーとセンサーを使って調べる
探究活動に適していることである。また，課題が参
加者にとって適度に難易度の高いチャレンジ性を含
む問題であることも大事である，さらに，学校現場
に持ち帰って実践できる程度の簡易性をもつものが
好ましい。
教員が探究活動を経験するだけでは，探究的指導
法を用いた授業案作りに必ずしも結びつかないこと
が指摘されている３４）。そこで，本研究で実践された
研修プログラムでは，参加教員の探究活動の経験
を，実際の教室で実践に移す準備まで含めて活動計
画が組まれた。参加教員自身が探究活動を通して学
んだ科学的概念を教えることとし，その授業案を考
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えるにあたって，効果的な指導方略を議論すること

2007年６月に開かれ，近隣の中学校から６人の理科

に多くの時間を割くことにした。指導方法を具体的

教員が３日間の研修に参加した。２回目の研修プロ

に話し合うことにより，探究活動を教室に持ち込む

グラム（JP）は日本の中部の都市で2007年12月に

際に想定される様々な要素に対する視点や，より現
実に即した見方が形成されることが期待される。

開かれた。小中高大の各学校レベルから合計18名の
理科および技術科の教員が参加した。参加者はICT
機器の教育的活用を進めるために集まったサークル
のメンバーである。３回目の研修プログラム（US
２）は米国東部の都市で2008年８月に開かれ，４人
の中学校理科教員が参加した。JPとUS ２はどちら
も１日だけ，２時間半の研修であった。

４．方法
４．１ 研究方法
本研究では質的研究方法を主として調査を行っ
た。フィールドノート，ビデオ録画，参加者のノー
ト，指導案，参加教員がセンサーを用いて集めた実
験データとグラフをデータとして，探究活動の過程
がどのように進められたかを質的研究方法を用いて
調査した。様々なデータを総合的に分析・統合する
ことにより，研修プログラムの文脈に沿って情報を
得ることが可能になる。その中で，参加者，指導者，
および教材の３者間相互の関わり合いが明らかにな
る。理科教育における探究的指導法に対する教員の
態度は，質問紙調査によって調べられた。研修プロ
グラムの始めと最後に実施された事前・事後調査に
より，参加教員の意識がどのように変化したかを見
た。質問紙調査による定量的データは，質的分析結
果を補助するための資料として用いられた。

４．
２

対象

研究参加者として対象になったのは，米国と日本
で計３回行われたデータロガーラボの研修プログラ
ム講習会に参加した理科あるいは技術科の教員であ
る。米国教員10名と日本の教員18名を含む。１回
目の研修プログラム（US １）は米国東部の都市で

図２

４．
３ 教員研修プログラム
教員研修プログラムのデザインとして，学習サイ
クルの形式を採用した３５,３６）。この形式は探索，概念
の導入，および概念の応用という３つの場面から構
成されている。図２に本研究で用いられた学習サイ
クルの模式図を示す。
データロガーラボの研修プログラムにおいて１番
目の探索の場面では，参加者はデータロガーとセン
サーの使い方を習い，センサーがどんな物理量を測
定しているのかを，実験を含めた話し合いで解決す
る活動を行う。参加者はLED表示板にリアルタイ
ムで示された数値を読んで，センサーが測定してい
る物理量の特性を探り，そこから物理量を判別して
いく。データロガーラボでは，温度，光，および赤
外線を用いる近距離探知センサーの３種類を用い
た。例えば，温度センサーであれば，握ることによ
り，表示板の数値に変動が見られる。しかし握るだ
けでは，光を遮られたことや，圧力を加えられたこ
とも数値の変動する理由として考えられる。暖かい
息を吹きかけたり，冷たい水に浸けたりして，他の

本研究で用いられた教員研修プログラムの学習サイクル
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理由を消去することが求められる。参加者はこの場

習会の指導者でもあった。US １の講習会ではカメ

面において，データロガーをどのようにコンピュー

ラを設定しておくだけの状態で，ビデオを収録し

タと接続して用いるかの説明を受ける。１つまたは

た。JPとUS ２の講習会では，研究者でない者がビ

２つのセンサーを用いてデータを収集し，グラフ化
するコンピュータ操作の手順を学ぶ。
最初のデータ収集活動として，温度センサーと光
センサーを取り付けたデータロガーを持って，建物
の周りを回ってくる10分間の散歩に出かける。予期
しない明暗の差や寒暖の差がデータ上に表れるよう
に，散歩のルートは指導者によってあらかじめ定め
られた。例えば，窓のある踊り場を通って階段を数
階上がれば，踊り場を通過するたびに光センサーの
値に変化が見られ，なぜだろうと考える機会とな
る。散歩終了後，参加者はデータをコンピュータに
アップロードし，グラフ化する。参加者自身がグラ
フを見ながら，自分の行った場所の感覚とグラフの
変動を結びつけながら，解釈を考えることになる。
次の「概念の導入」場面において，参加者は酢と
重曹を混ぜるなど，いくつかの実験の中から希望す
るものを選び，２人１組で実施する。ここでは，課
題と実験材料は与えられるが，参加者の主体性を尊
重する立場から，実験の詳細は参加者に任されてい
る。例えば，酢と重曹を混ぜるという簡単な実験に
おいても，酢と重曹の量や，酢に重曹を入れるのか，
あるいは重曹に酢を加えるのかという順番などは参
加者が考えなければならず，自ら探究活動に取り組
むための準備練習となっている。データロガーを起
動させて実験を行った後，データをコンピュータに
アップロードしてグラフ化を行う。参加者はグラフ
を見ながら，説明を考え，さらにその説明を科学的
な知識に結び付けていくわけである。参加者は時間
の許す限り，何度でも実験を繰り返すことができる
ようにした。
３番目の応用の場面では，参加者はセンサーを使
う独自の実験を考え出し，実験してみる活動に従事
した。各自が自宅で試すことができるような実験を
考えて実施し，その経験を基に授業案の構想を練っ
た。US １の研修プログラムでは，１人ひとり授業
案の発表まで行うことができた。US ２とJPのプロ
グラムは１日だけであったので，授業案を作るとこ
ろまでは進めることができなかったが，場面２の活
動の後に，探究活動を学級で実践する場合を想定し
てディスカッションを行った。

デオ操作をした。フィールドノートは研究者の１人
によって，ビデオを参照しながら，それぞれの講習
会後に作成された。探究活動に関連する参加者の会
話は，ビデオから起こされフィールドノートに加え
られた。参加者が探究活動中に書いたものは研究者
によって集められた。US １の講習会では，その日
の振り返りを日ごとに記入してもらい，指導案と一
緒にデータとして集めた。US １とJPの講習会では，
会の始めと最後に質問紙調査を実施して，事前・事
後のデータ集めを行った。US ２の講習会では会の
後にのみ質問紙調査を行った。探究活動で作成され
た実験データとそのグラフは，インターネットのサ
イト上に保存され，講習会の後で回収された。その
サイトはデータロガーを用いたデータ収集活動を円
滑に行うために，研究者によって立ち上げられたも
のである。
これらの様々なデータは，講習会において，参加
者，指導者，および内容の３者がどのように相互作
用したかをつなげることを可能にする。フィールド
ノート，参加者の振り返り，そして質問紙調査の自
由記述は，質的研究に用いるソフトウェアを使っ
てコード化され，分析された。分析方法としては，
データに現れた行動や題材を並べ挙げ，コード化す
る指標として用いた。１つの形態のデータのコード
化を一通り終えると，コード化に矛盾がないかどう
かについて再度検討を加え，必要とあれば指標を分
離したり統合したりした。この分析作業は繰り返し
行われ，すべての形態のデータのコード化が矛盾な
くできるまで続けられた。データ中に指標が表れる
頻度について分析がなされた。質問紙調査の結果は
統計的に分析された。

４．４ データ収集と分析
研究者２人がデータ収集にあたった。研究者は講

５．結果
それぞれの講習会において観察された指標とその
回数（頻度）を表１に示す。表に示されたように，
結果的に３つの講習会のデータから17の指標が抽出
された。それぞれの講習会の指標別回数と頻度のパ
ターンは，講習会における形態，参加者，または内
容の相違を反映している。例えば他の講習会に比
べてUS １の指標の回数が全体的に多いのは（総計
211回）
，３日間の講習会であったことによる。また，
US １の講習会では３日間の講習を通して，参加者
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が自分自身で考えたり（17.5％），実験方法をデザ

主張１：支援的探究活動の枠内で参加者が自主的

インしたり（10.4％）することに多くの時間をかけ

に探索すること，指導者の支援，データロガーの使

ることができた。また，JPの講習会の参加者の多く

用，および参加者同士の話し合いという４つの異な

はICT機器に詳しい教員だったので，データロガー
の使用に関して指導者から支援を受ける必要がほど
んどなかった。JPの講習会で「センサー」の項目
の頻度が高いのは，参加者がデータロガーラボの活
動の中でも，３種類のセンサーを比較して実験する
ことに興味を示したためである。対照的に，US ２
の講習会では，カップの中で重曹と酢を混ぜる活動
に焦点が当てられ，４人の参加者全員が同じ実験に
取り組んだことで，他の講習会の場合より，変数や
結果について話し合うことに多くの時間を使った。
このように３つの講習会には様々な相違がある
が，参加教員が探究的に学習していく過程には共通
した特徴が見られた。本研究では明らかになった
特徴を３つの主張として述べることにする。以下で
は，主張を１つずつ提示した後，エピソードやデー
タからの引用を挙げ，その主張を具体的に裏付け
る。

る要素が関連し合い，参加者の意欲を高め，探究活
動を深める働きをした。
この主張は参加者が講習会で探究活動に従事する
際に，効果的に働いた要素を要約したものである。
表１に示されたように，総計において，
「参加者自
身の考え」は２番目，
「指導者の支援」は３番目と
５番目に高い頻度で挙げられている。また，
「グラ
フ」は４番目，
「話し合い」は９番目である。これ
らの結果から，要素一つ一つが重要な役割を果たし
たと言える。さらに，要素同士の関連が，講習会に
探究する雰囲気をもたらしたと考えられる。この点
ついて以下で説明を加える。
前にも触れたように，本研究で実践された研修プ
ログラムでは参加者の自主性を尊重する方針を採
り，活動するに当たって細かい指示は与えられな
かった。当然，参加者は提示された課題を遂行する
ために，自分でステップを考えなければならない。

表１

それぞれの講習会において観察された指標とその回数（頻度）
データ中に現れた回数（カッコ内は％）

指標
1. 指導の手立て

３つの講習会の
総計
43

(12.8)

US1 (N=6)
24

(11.4)

JW (N=18)
13

(17.3)

US2 (N=4)
6

(12.2)

2. 参加者自身の考え

42

(12.5)

37

(17.5)

1

(1.3)

4

(8.2)

3. 探究活動に関する指導者の支援

31

(9.3)

14

(6.6)

11

(14.7)

6

(12.2)

4. グラフ

29

(8.7)

17

(8.1)

5

(6.7)

7

(14.3)

5. ICT機器の使用に関する指導者の支援

26

(7.8)

19

(9.0)

1

(1.3)

6

(12.2)

6. 実験方法のデザイン

26

(7.8)

22

(10.4)

2

(2.7)

2

(4.1)

7. 実験結果の説明

23

(6.9)

14

(6.6)

7

(9.3)

2

(4.1)

8. 動機付け

20

(6.0)

12

(5.7)

7

(9.3)

1

(2.0)

9. 話し合い

19

(5.7)

11

(5.2)

3

(4.0)

5

(10.2)

10. センサー

18

(5.4)

8

(3.8)

9

(12.0)

1

(2.0)

11. 安心感

17

(5.1)

14

(6.6)

0

(0.0)

3

(6.1)

12. 感覚的な経験との繋がり

11

(3.3)

5

(2.4)

6

(8.0)

0

(0.0)

13. ICT機器の問題点

8

(2.4)

5

(2.4)

3

(4.0)

0

(0.0)

14, ICT機器の有効性

8

(2.4)

2

(0.9)

5

(6.7)

1

(2.0)

15. 躊躇

7

(2.1)

3

(1.4)

0

(0.0)

4

(8.2)

16. 仮説または予想

5

(1.5)

2

(0.9)

2

(2.7)

1

(2.0)

17. 新しい視点

2

(0.6)

2

(0.9)

0

(0.0)

0

(0.0)

総数

335

211

75

49
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与えられたセンサーがどんな物理量を測定している

曹の量も酢の量もてんでばらばらだったから，

のかを探る１番目の活動にしても，どのように探る

グラフに表しても比較するのが難しくなってし

かは参加者の判断に委ねられている。JP講習会の
フィールドノートから引用した次の記述は，参加者
の日本の教員が，どのように赤外線センサーと取り
組んだかを表している。
１人の参加者が赤外線センサーを調べ始めた。
まず，センサーを上向きにしたり，下向きにした
りしたが，あまり違いは生じなかった。次にセン
サーをテーブルの下に持っていった。表示板の数
値は上がったり下がったりした。パターンを見つ
けることができない。すると，隣の席の参加者が，
センサーを缶の中に入れてみることを勧めた。缶
に入れてみると，数値は小さくなった。（JP講習
会フィールドノートより）
上のエピソードが示すように，何かわからないこ
とがあって探っているとき，参加者同士の話し合い
が自然に起こる。話し合いを通して，参加者は新し
い考えを組み立て，それに基づく仮説を試してみる
ことがよくある。実験方法の弱点に気づくこともあ
る。次に挙げる例はUS ２の講習会で観察されたこ
とである。４人の参加者それぞれが異なる量の重曹
と酢を用いて，温度を測定する実験を行った。重曹
の入ったカップに注ぐ酢の入れ方についても，１回
に全部入れてしまうのか，何回かに分けて入れるの
かといったように異なる方法をとった。スクリー
ン上の１つの座標に４本の折れ線グラフが現れたと
き，参加者は初めて４人の実験方法が異なっていた
ことに気づいた。
参加者A：「重曹が多い方がいいのかしら，それ
とも酢が多い方がいいのかしら。」
指導者１：「この４つのグラフからそれを判断で
きますか。」
参加者A：「わからないわ。データがたくさん
あって，ごちゃごちゃしているんですもの。」
指導者１：「考えなければならない条件がもっと
ありますか。」
参加者A：「そう，あるわ。」
参加者B：「みんな同じ量の重曹から始めて，酢
の量だけを変えるべきだったのよ。」
参加者C：「その通り。」
参加者B：「あるいは，同じ量の酢を使って，重
曹の量を変えてもいいわ。私たち，それぞれ重

まったのよ。」
参加者A：「何回も酢を加えたりもしたから，グ
ラフがさらに悲鳴を上げたって訳ね。」
指導者１：「１回目の実験はお試しと考えてもい
いでしょう。どんな条件を考慮する必要がある
のかを見分けるのです。」
指導者２：「全く同感。実験方法を考えるのは，
なかなか大変なことですね。」（US２フィー
ルドノートより）
この会話の後，US２の参加者は，重曹の量を一
定にし，酢の量だけを変えて再実験を行った。この
エピソードは知識の協同構築の１例である。参加者
は指導者の支援の下で，意味のある説明を集団で考
え出すことができた。話し合うことの利点に関し
て，US １の受講者が次のようにまとめている。
「話
し合いはアイデアを思いつくときも大事だし，結果
の意味を考えるときも，そしてデータロガーを１つ
の道具として使うときにも重要だ。
」
（質問紙の自由
記述回答より）
「指導者の支援」には，２つの場合があることに
注意しておきたい。指導者は探究活動を支援すると
同時に，データロガーの使用というICT活用に関す
る支援も担う。ICT機器の使用に関して，指導者が
タイミングよく助けることができれば，参加者はコ
ンピュータを用いた活動を困難なく遂行することが
できる。そうすると，データロガーの使用に関して
不安感を持っていた参加者も，安心て参加できるよ
うになる。探究活動を行うことに対する不安感も，
参加者によって様々である。例えば，US １の受講
生の１人は，当初，講習会のペースが早すぎること
に不安を感じていた。だが，随所で参加者の活動を
助ける働きかけがなされたことから，参加者の不安
は次第に薄らぎ，１日目の終わりには「既成の実験
を試してみることを楽しみました。その理由は，私
が活動の要素をまだ完全によくわかっていなかった
からです。支援してもらえてよかったと思います。
（US １講習会１日目の振り返りより）
」安心感に
関連する例は，US １の講習会で特に多く見られた
（表１の「安心感」の項目において，
US 1では14例）
。
指導者が探究的活動に関して参加者に提供する支
援は，探究に適した課題を与えるだけではなかっ
た。話し合いが暗礁に乗り上げたとき，指導者は発
問によって参加者に働きかけ，科学的に意味ある方
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主張２：参加者の自分の感覚と，グラフで表現さ

導者が知識の協同構築者として話し合いに加わり，

れたデータを繋げることにより，現象の新しい理解

参加者と指導者が一緒に説明を考え出すこともあっ

が生み出されることがある。

た。実験方法を考え出す際にも，指導者の支援を多
く必要とした。というのも，探究活動を遂行するた
めに実験方法をデザインするには，その活動のねら
いとなる科学的な概念について，ある程度の知識を
持っている必要があり，科学的概念をまったく知ら
ない状態では，科学的に意味のある活動を考え出す
ことが難しいからである。例えば，光センサーを
使って振り子の往復時間を計ろうとした参加者は，
振り子の周期が一定しないという問題に遭遇した
が，これはおもりが軽すぎることに原因があった。
指導者からの適切な支援は，独創性を持った探究活
動を行う上で，不可欠な要素であった。
探究活動においてデータロガーを使用することの
有効性は，本研究の研修プログラムで屋台骨の役割
を果たした。データロガーを使うことにより，従来
の器具では測定できないようなデータの収集が可能
になった。次のUS ２の講習会における会話は，参
加者が話し合いを通してデータロガーの有効性を認
識していく過程を表している。
参加者A：「普通の温度計とストップウォッチを
使って同じ実験ができるかしら。」
参加者B：「そうしたら，生徒が自分でグラフを
かかないといけないわよ。」
指導者１：「手動で１秒ごとに温度を測るのは
ちょっと大変ですよ。」
参加者C：「５秒おきではどうかしら。」
参加者B：「でも，化学反応は瞬時に進むわ。」
（全員，うなずく。）
指導者２：「いずれにしても，子どもはグラフを
見るのが好きですよね。」

次のエピソードはJP講習会の参加者が，自分の
集めたデータが即座にグラフ化されたのを見て驚い
た様子を表している。
参加者：「これはすごい。これはおもしろい。お
お。」
指導者：「グラフの意味を説明していただけます
か。」
参加者：「ここが屋内で，ここから外に出たとか
ですか。」
指導者：「はい，グラフはどのようなことを意味
するか，ご説明願えますか。」
参加者：「はい，説明ですね。説明できます。」
指導者：「ここは温度が一定ですが，光が変化し
ています。何が起こったのでしょう。」
参加者：「日かげに入ったに違いない。」（JP
講習会フィールドノートより）
図３にこのエピソードで話されたグラフを示す。
グラフを用いることにより，参加者は「日かげにい
た」というデータの解釈を容易に導き出すことがで
きた。そのとき，参加者は自分の経験とグラフを繋
げることができ，強い興味を示した。他の講習会で
も，感覚とグラフを結びつけて現象の意味を解釈す
る例が見られた（表１の「感覚的な経験との繋がり」
11例）
。探究活動の過程において，感覚とグラフを
結びつける重要性は，先行研究では指摘されなかっ
た点である。
JP講習会に参加した日本の理科・技術科の教員に
とって，センサーを身の回りの現象を捉えること
に使うというのは新しいことであった。参加者の１

参加者A：「それは，はっきりしているわ。」
（US２講習会フィールドノートより）
この会話で触れられたように，測定の時間間隔に
関する有効性の他に，データを即座にグラフ化でき
ることがデータロガー使用の大きな利点である。グ
ラフ化によって，学習者は実験の結果をすぐに視覚
化できる。視覚に訴えることは，学習者の探究的活
動に対する意欲を高めることができると考えられ
る。さらに，グラフによって，参加者が現象の意味
を理解する助けとなる例が多く観察された。ここで
第２の主張を提示する。

図３

参加者が作成した温度と光データのグラフ
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人は質問紙調査に次のように書いている。「身の回

タを比較することができた。
（US １講習会２日目

りの現象のデータをグラフ化したり，数値に表した

の振り返り）
」と記述している。参加者１も自身の

りすることによって，もっと深く認識できたのはお

経験を振り返って，次のように書いている。

もしろかった。（質問紙調査の回答）」同じような回
答をした参加者が，他に２人いた。１人はさらに
「データロガーは我々が感覚や知覚で捉えられない
ようなデータを提供する。データロガーによる測定
と人間の感覚の違いを認識した。現実のデータは連
続的でアナログだということにも気づいた。（質問
紙調査の回答）」と述べている。これらの参加者は，
感覚的な経験を抽象的なデータに変換し，その２つ
を比較することによって，科学的な測定についての
本質に関して新たな視点を得たものと考えられる。
さらに，参加者の感覚的な経験とグラフ表現との
結びつきが重要な役割を果たし，参加者に自然現象
についての新しい理解をもたらした例がUS １講習
会で複数見られた。その１つは，参加者がミント味
の飴を割ったときに見られる発光を，データロガー
を用いて調べようとしたときに起きた。参加者１と
参加者２は，データロガーと飴を箱に入れ，飴を外
からたたいたときに，発光が観測されるかどうかを
調べた。設定条件を変え，実験を３回行ったが，セ
ンサーが発光を捉えたことを表すシグナルはグラフ
から検出されなかった。この時，２名の参加者が
何をしたか，フィールドノートの記述から見てみよ
う。
２人は真っ暗な収納庫に入り，飴を割ったときに
発光が見られるかどうかを自分の目で確かめなが
ら実験を行った。その結果，目では発光が見られ
たが，データロガーでは発光の痕跡は見つけ出せ
なかった。参加者２は飴が割れるときの発光につ
いて，すぐさまインターネットで情報を検索し始
めた。（US １講習会フィールドノート２日目）
このエピソードから，参加者自らの感覚が果たす
役割が大きいことがわかる。収納庫で実験をするま
で，参加者は，実験方法に不備があって発光が検出
できないと思っていた。自分の目による観察結果か
ら，センサーの性能そのものに問題があることを突
き止めた。それを発見した興奮は，参加者２が即座
にコンピュータに向かい，インターネットで発光に
関する情報を検索した行動に現れている。参加者２
は自分の発見を，「飴の実験で，データロガーの性
能を試す機会が得られたと同時に，自分の感覚を通
してのデータとデータロガーを使って得られたデー

飴の実験は大変おもしろいものでした。光セン
サーが暗闇で働くように実験方法をデザインし，
可能性を網羅して考えるのは楽しいことでした。
発光を検出することはできませんでしたが，突き
詰めて考えること自体が教育的でした。
（US １
講習会２日目の振り返り）
これらの記述から，参加者は活動を通して，現象
について新たな視点で理解しただけでなく，科学的
探究活動の本質についても「突き詰めて考える」と
いう新しい学びがあったことがわかる。
自らの感覚による経験とグラフ表現の結びつきが
重要な役割を果たした例を，US １講習会からもう
１つ挙げる。参加者３と参加者４はペットボトルの
中に霧を発生させたとき，温度がどのように変化す
るかを実験した。実験ではボトルに消毒用アルコー
ルを少量入れ，ゴム栓でふたをし，空気ポンプを
使ってゴム栓の穴から空気を入れる。ゴム栓を急に
はずすと，ボトル内に霧が発生するというものであ
る。フィールドノートから引用した次の記述は，参
加者がどのようのこの探究活動を行ったかを表して
いる。
グラフは，空気を入れている間，温度が上がり，
ゴム栓をはずしたときに下がったことを示してい
た。指導者が霧がなぜできるかを説明してくださ
いと言った。参加者２名は圧力が変化するとき
に，温度がどのように変化するかは理解してい
た。しかし，ボトルの中で霧が発生することと，
温度が下がることの繋がりをつけることができな
かった。指導者は繋がりをつけることを助けるた
めに，いくつかの質問をした。参加者３が，霧は
液体の粒からできていることに気づいた。ここか
ら，圧力が急に変化したとき，なぜボトル内で霧
ができるかを論理的にステップを踏みながら理解
し始めた（ボトル内の圧力が急に下がる→温度が
急に下がる→気体が液化する→霧ができる）
。な
ぜ水ではなくて，アルコールを用いたかが疑問に
挙がった。水を用いて同様の実験をした。霧は発
生しなかったが，グラフはアルコールの場合と同
じパターンの温度変化を示した。参加者はイン
ターネットで情報を検索し始めた。参加者４がプ
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ロパノールの沸点は水よりも低いことを見つけ

れらの例から，講習会に参加した教員の多くは，自

た。（US １講習会２日目フィールドノート）

分で探究活動をしている間でも，子どもに教えるこ
ととの繋がりを意識していたことがわかる。

このエピソードにおいて，水で実験を行うまで，
参加者は温度が下がるとなぜ霧ができるのかを，十
分に理解できていなかったと思われる。例えば，温
度が高い風呂場で湯気が見えることなどから，温度
変化と温度の高低を混同し，温度が下がることに
よって霧が発生するということが感覚的につかめな
かったのかもしれない。水の実験によって，霧は発
生しなかったが，同じ温度変化が見られたことか
ら，霧の発生と温度変化を切り離して考えることが
できるようになったと考えられる。温度変化が同じ
なので，霧の発生の有無が異なるのは，水とアル
コールの性質の違いに起因することになる。このエ
ピソードにおいても，参加者は自分たちの頭の中に
できつつある説明を裏付けるために，科学的情報を
集めようとした。このことは特筆に価する。参加者
にとって情報を確かめることは，科学的探究の目標
として，ごく自然の行動だったと考えられる。何を
知りたいかがはっきりした時点で，参加者は情報収
集に走ったのである。
主張３：探究に関する参加者自身のポジティブな
経験と，教室で実践したいと思う指導の手立ての間
には強い繋がりがある。
表１に示されたように，「指導の手立て」は３つ
の講習会すべてにおいて頻繁に取り上げられた。講
習会の冒頭から，参加教員は，自分たちが講習会で
学ぶことをどのように実践に活かせばよいのかを気
にしていた。次の引用は，参加者が教師の視点に
立って，自らの探究活動の過程を捉えていたことを
表している。
始めにデータロガーとはどのようなものかを探
り，次に自分たちの生のデータを集め，そして理
科実験らしい活動にデータロガーを使うという
ように，活動が段階を追っていてよかった。私が
データロガーをどのように使えばよいのかを生徒
に説明するとき，どうすればよいかがよくわかっ
た。段階を追ったアプローチは，理解を積み上げ
るのに効果的だ。
（US １講習会１日目の振り返り）
JP講習会に参加した多くの日本の教員も，デー
タロガーと子どもの学びとの関連についてのコメン
トを質問紙に記入した。４人がデータロガーの使用
は子どもの理科学習の動機付けになると書いた。こ

US １講習会の参加者は，最後の活動として，自
分が講習会で経験した探究活動を用いた授業案につ
いて発表を行った。それぞれの参加者が，異なると
ころに焦点を当てていたが，参加者２はミント味
の飴を割る実験を生徒に教える授業案について述
べた。参加者２はこの授業を「迷信を切る」と名
づけ，不思議と思われていること（石を割ると光
る）が，実は科学的に正しく説明できることである
ことを理解する授業として設定した。参加者５と参
加者６も，自分たちの探究活動の経験を用いて，文
脈に沿った授業案を組み立てた。２人の参加者は振
り子の糸の長さとおもりの重さが，振り子の周期と
どのように関係するかを生徒に調べさせるため，自
分たちの探究活動に沿った形で授業を考えた。２人
はこの授業に「ターザンとジェーンを早く家に戻す
には？」というタイトルをつけ，文脈の中に問題を
設定した。参加者５はこの構想について，次のよう
に書いている。
「振り子の実験をしました。変える
条件をテストしたり，誤差を小さくする実験方法を
考えるのは，とても楽しいことでした。この実験
を，現実の中の問題に移して考えたいと思いまし
た。
（US １講習会２日目振り返り）
」自分のポジティ
ブな経験が授業案を考えるアイデアに繋がったこと
がわかる。
対照的に，ペットボトルで霧を発生させる実験
は，参加者３と参加者４の授業案に結びつかなかっ
た。２人とも，授業案のトピックには，講習会の中
で取り組んだ他の実験を用いた。たぶん，霧の実験
に含まれていた変数や論理のつながりは複雑すぎ
て，授業案として教室で実践することを躊躇したの
であろう。
表２に３回の講習会で得られた質問紙調査の結果
をまとめて示す。探究的指導法を実践することに関
して，参加者がどれほど実現できると思うかの度合
いを５から１までの段階で答えた（５＝非常にそう
思う，４＝そう思う，３＝どちらでもない，２＝そ
う思わない，１＝全くそう思わない）
。表２には事
前・事後調査の平均と標準偏差をそれぞれ示す。サ
ンプル数（N＝17）は，３つの講習会で事前・事後
の両方の調査に協力した参加者数を表す。
表２からわかるように，研修プログラムを受けた
後の方が，受ける前よりも探究的指導法を実現でき
ると思う度合いが高まった。その変化は統計的に有
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表２

探究的指導法が実現できると思う度合い

平均
標準偏差

事前調査
(N=17)
4.29
0.59

事後調査
(N=17)
4.76
0.44

統計的
有意差
0.266

意な差ではなかった（ｐ＞0.05）が，今まで述べて
きたように，質的な分析結果からも，参加者の探究
に対する意識は，講習会が進展するにつれ深まった
と考えられる。この場合，サンプル数が少ないので，
統計的な扱いには十分注意を払う必要がある。本研
究で用いられた研修プログラムが効果的であったか
どうかの統計的な判断は，得ることができなかった
と考えるのが妥当である。
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て視覚化された。活発な話し合いが展開し，探究を
促すような雰囲気が創られたのである。指導者の助
言により，参加者は話し合いを通して，変える条件
と変えない条件の重要性にも気づくことができた。
本研究では，支援的探究活動，学習者の自主性，指
導者の支援，そしてデータロガーの使用という４つ
の要素が結びついて，参加者に充実した探究活動を
経験する機会を提供できたと考えられる。
自分の感覚による経験と，データロガーで集めた
データが一致したときに，参加者のより深い納得が
得られるということが明らかになったが，これは興

本研究では，データロガーを用いた教員研修プロ
グラムが，探究的指導法に関する参加者の意識にど
のように効果を与えるかを日米で調査した。研修プ
ログラムは支援的探究活動を基本とし，学習者の自
主性，指導者の支援，そして授業案を組み立てる過
程での話し合いを重要な要素として取り入れた。研
修プログラムが目標としたのは，参加者が独自の科
学的探究活動について学ぶことであり，その活動を
通して探究的指導法について指導の手立てを考え出
すことであった。結果から明らかになったのは，研
修プログラムに含まれたそれぞれの要素がポジティ
ブに作用し，参加者の探究活動を助ける相乗効果を
発揮したということである。探究活動の経験は，科
学的探究とは一体どのようなものなのかということ
に関して，参加者に新しい見方や理解を提供した。
さらに，新しい見方や理解は，教室で探究的指導法
を実践するにあたり，指導の手立てを考えることを
促した。図３に本研究で用いられ，明らかになった

味深い知見である。データロガーを用いて表現され
る数値やグラフは抽象的である。本研究では，抽象
的なデータの意味は，感覚的な情報と関連付けられ
たときにより理解されやすいという事例をたくさん
見出したのである。しかし，データの抽象性と感覚
の関連という問題は，データロガーを使ったときに
限られた話ではない。おそらく電子機器を使った場
合の方が，関連が明白になるだろうが，普通の温度
計とストップウォッチを使って温度変化を測定した
としても，数値とグラフ化に関する抽象性は変わら
ない。したがって，この知見は従来の機器を使用す
る場合にも当てはまる。温度計で数値を測るだけで
なく，可能ならば実際に触ってみて，熱いとか冷た
いとか，感覚的な観察も含め，数値やグラフと結び
つけた方が，学習者の現象理解を促せると言えるだ
ろう。
研修プログラムの最終目標は，参加した教員に探
究的指導法を実践してもらうことである。指導の手
立てに関する話し合いは，参加者にポジティブに受
け止められた。参加教員は互いに話し合うという活
動を通して，自らの探究活動の経験を外在化し，教
えるという形に変換することを容易にしたものと考
えられる。自然現象の探究において，探究の本質に

研修プログラムの概念モデルを示す。
日米で３回の講習会を開催することにより，デー
タロガーを用いた教員研修プログラムがもたらすも
のには，文化の違いを越えた特徴があることが明ら
かになった。図３に示されたように，研修プログラ
ムに含まれる要素は，互いに関連している。１つの
要素が単独で作用するのではなく，繋がりをもって
作用して，学習者の探究活動を支援する。例えば，
重曹と酢を混ぜる実験では，参加者は，重曹と酢の
分量を議論しなければならなかった。それぞれが異
なる分量で実験したところ，結果に違いが生じ，そ
れがコンピュータで処理され，グラフ上の違いとし

関して新しい視点や理解が得られたとき，参加者は
文脈を含めた独創的な授業案を考えるなど，より積
極的に指導の手立てを考えることがわかった。しか
し，特定の探究活動を指導内容に含むかどうかは，
参加者がその活動に関してどれだけ深い理解を得た
かということに依存し，それには動機，過程，科学
的概念という３つの要素が関連する。つまり，特定
の探究活動に教員自身が興味を持ち，使うことに不
安がなければ含めようと思う（動機）
。また，自分
たちが経験したように活動を展開すれば，やり方が
わかっているので取り入れやすい（過程）
。さらに，
活動に含まれる科学的概念を理解していれば，取り

６．ディスカッション
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本研究で用いられた教員研修プログラムのロジックモデル

入れようと思う（科学的概念）。したがって，探究
的指導法の実践を広めるためには，教員研修プログ
ラムにおいて，３つすべての視点に関して，参加者
が安心できるような状況を作り出すことが重要とな
る。本研究で用いられた研修プログラム自体も，こ
の知見を考慮して改善策を検討する必要があるだろ
う。

７．おわりに
本研究ではデータロガーを用いた研修プログラム
が，日米の教員に与える効果を明らかにした。デー
タロガーのようなICT機器の使用は，単に従来の機
器に置き換わって便利になるというだけではない。
探究活動の本質に関して，新たな視点や深い理解が

得られるということが，本研究で明らかになった。
日本ではICT機器の使用が，
「便利なもの」という
理解が根強いようである。本稿がそのような風潮に
一石を投じ，データロガーを用いて探究的指導法を
広める助けになれば幸いである。
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