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＜あらまし＞中学校理科１年「音」の学習において，社会人講師による理科授業を実施した。本実
践では，同期型 CSCL である Kneading Board（略称 KB）を導入し，学習者・教師と社会人講師と
の間で事前交流を行った。この事前交流の結果から，授業での学習効果，KB を導入した有効性につ
いて，量的・質的に評価し，効果的な理科授業の開発を試みた。KB による事前交流によって，社会
人講師は，学習者の学習状況や教科内容の理解構造を理解し，教科内容と関連を強めた講話内容をデ
ザインすることができた。また，学習者は，社会人講師による講話内容を教科内容に位置付けること
ができた。
＜キーワード＞中学校理科，社会人講師，同期型 CSCL，概念地図

１．はじめに

識した講話を展開する。

近年，子ども達の理科離れが懸念されている。
その対応策として，社会人講師を活用した理科
授業が推進されている。例えば経済産業省は，
文部科学省との連携の下，理科実験教室プロジ
ェクトを平成 19 年度より推進し，地元産業界
の技術者やOB等を活用し，理科と実社会を結ぶ
支援を行っている。また大学や NPO がコーデ
ィネータとなり実施している事例や，学校が独
自に実施している事例など，様々な実践が報告
されている。
楡井ら(2008)によれば，まず第一に学習者は
社会人講師の講話内容を理解する。第二に講話
内容と教科内容を結びつける段階に進む。また，
第二段階に進むのは容易ではないとしている。
社会人講師による授業を，理科の特定単元の学
習の一環に位置づけるのであれば，教科内容と
その講話内容を容易に結びつけることができる
手立てが必要である。
一方で，水越ら(2007)によると，社会人講師
が子どもの理解状況や思考特性を知らないこと
への不安も報告されている。つまり，講話前に
学習状況等の情報を伝えることも，社会人講師
の不安解消のために重要である。
そこで，本研究では，CSCL(Kneading Board，
略 KB）を利用し，学習者の学習状況を即時的
に伝達し，それをもとに教科内容との関連を意

２．調査の概要
2.1 対象と時期
本実践の対象は，群馬県内の公立中学校第１
学年２学級（55 名）である。時期は，平成 20
年５月である。
2.2 学習の流れと社会人講師との関わり
本実践の単元は「音の世界」である。社会人
講師としてピアノの調律師を招聘した。音につ
いて学習する過程で，社会人講師との交流を行
った。さらに，単元のまとめとして社会人講師
による講話を理科室で実施した。
2.3 KBについて

図１

社会人講師が付加した概念地図

社会人講師が付加した概念地図を図１に示す。
KB は，概念地図作成機能をもち，インターネ
ットを介して，離れた場所から接続して閲覧，
加除訂正することができる。本調査では，学習
者が作成した概念地図を，社会人講師が自宅で

閲覧し，必要に応じて付加するなど，両者の交
流のため KB を活用した。なお，学習者が作成
したラベルは赤色（実線内），社会人講師が付加
したラベルは青色（破線内）とした。
2.4 講話内容と学習内容を関連させる手立て
KB を活用し，以下３点の手立てを行った。
①学習者の学習状況を把握するため，学習者の
概念地図を社会人講師がリアルタイムに閲覧し
た。②講話を教科内容と関連ある内容とするた
め，学習者の概念地図に社会人講師が専門的な
事柄を付加した。③講話内容を教科内容に関連
させるため，社会人講師が付加した概念地図を
提示し講話を行った。なお，概念地図の提示は，
提示クラス（実験群）と非提示クラス（統制群）
に分けて行った。
2.5 記録と分析方法
授業の様子は，ビデオカメラと IC レコーダ
で記録した。また，授業後に４件法からなる質
問紙調査を学習者に実施した。４件法の質問は，
肯定的な回答と否定的な回答にまとめ，合計人
数を統計処理した。さらに，社会人講師にイン
タビュー調査を行い分析の対象とした。

３．結果と考察
3.1 社会人講師による概念地図の閲覧
事例１から，社会人講師にとって，学習者の
概念地図は，教科書以上に学習者の学習状況や
教科内容の理解構造を知る手掛かりとなってい
ることが分かる。
事例１ 社会人講師への授業後のインタビュー１
T‑1 生徒がこう書いてきた地図は，やはり教科書見るよ
りは，
A‑1 ああ，もうずっといいんじゃないですかね。
T‑2 学習内容//
//話をしていく上//でね。
A‑2
//上で何を勉強している
T‑3
かっていうのが，
A‑3 そうですよね。分かりますもんね。
（T：質問者，A：社会人講師，//：オーバーラップ，を示す。）

3.2 社会人講師による概念地図の付加
ラベルを付加した概念地図の一部を図２に示
す。社会人講師は，学習者が作成した弦に関す
るラベルにピアノの構造のラベルを付加した。

めた講話内容をデザインしていることが分かる。
事例２ 社会人講師への授業後のインタビュー２
A‑1
T‑1
A‑2
T‑2
A‑3
T‑3
A‑4
T‑4

この辺ですね。
ピアノの＝
＝ピアノのね。
はい
はいはい。
ピアノの構造と併せて。
そうですね。そういうところはあの。
例えば，ピアノでは，こうなってるよ，と言ってい
ただけると。
A‑5 そうですね。そういう話をしないとつながらない。
ははは。（笑い）
T‑5 じゃ，ピアノの構造に絡めて，弦と。
A‑6 そうですね。弦，まあ弦が主体ですよね。弦とあと
は，その音階に対する周波数，ですよね。
（T：質問者，A：社会人講師，=：連続，を示す。
）

3.3 講話での概念地図の提示
学習内容と講話内容の関連についての質問紙
調査の結果を表２に示す。
表２ 概念地図の提示，非提示による回答結果
質問項目

概念
地図

講話と教科内
容がつながっ
た。

提示
非提示

肯定的 否定的 直接確立計算
な回答 な回答 （両側検定）

24
15

3
9

p=.0000**
p=.0307ns

N=51，単位は人，**p<.01

統計処理の結果，概念地図を提示したクラス
が有意であった。講話内容と教科内容の関連構
造を学習者に提示することで，学習者は容易に
関連を位置付けることができた。講話内容を教
科内容に位置付けるためには，関連を強めた講
話内容とするだけでなく，概念地図を提示し，
関連構造を学習者に示すことが必要である。

４．まとめ
KB を用いた事前交流を行った結果，以下の
３点が明らかになった。①社会人講師は，学習
者の概念地図から学習状況や教科内容の理解構
造を知ることができた。②学習者の概念地図に
専門的な事柄を付加し，教科内容と関連を強め
た講話内容をデザインできた。③概念地図によ
る関連構造を示すことで，学習者は，講話内容
を教科内容に位置付けることができた。

５．今後の課題
本実践における課題は，学習者が講話後に作
成した概念地図と，講話で提示した概念地図を
比較し，分析することである。
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