
１．目的

　科目横断型の学習は中等教育においてだけでな
く、理科教員を養成する過程ではむしろ高等教育で
強く意識されるべきであると考える。理科教員を目
指す学生達は中等教育において経験した学習内容を
高等教育で新たな視点から把握し、知識を習得する
ためだけではなく研究の対象として捉え直す必要を
持つ。本研究がそれに資するための好ケースを見出
すことにつながることを期待する。
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要　約

　科目横断型の学習は中等教育においてだけでなく、理科教員を養成する過程ではむしろ高等教育で強

く意識されるべきであろう。本報告では理科における高校の検定済み教科書の各索引から用語を収集し、

それらの中で「化学分野」（「化学基礎」または「化学」）と「生物分野」（「生物基礎」または「生物」）を

またいで現れるものに注目した。2014 ～ 2016年度に教員養成系学部入学者（秀明大学学校教師学部理科

専修コースおよび初等教育コース（理科）選択者）を対象として、「化学」をキーコンセプトに据えたコ

ンセプトマップを描かせ、「化学分野」と「生物分野」をまたぐ用語の中でどれが学生達のマップの上に

現れ、他の用語と関わるかを調べたものである。大学入学時において学生は科目横断型に相当する知識を

多少持つが、それらは科目横断型の理解に至っていないと見られる。

キーワード：化学、生物、科目横断型、科学リテラシー

１）田中　　元　　秀明大学学校教師学部
２）鈴木　哲也　　東京未来大学こども心理学部

　この報告では、高校の「化学分野」と「生物分野」
の間に位置する科目横断型知識にはどのような候補
が上がり、それらについて大学新入生達がどのよう
な理解を持つのかを、高校理科の教科書の用語索引
と学生達が描くコンセプトマップを手がかりとして
調べた。筆者の一人（田中）が化学教育に携わるた
め、このコンセプトマップは「化学」に関連するも
のを学生に描かせたものであり１、２）、そこから「生物」
へと向かう用語・概念にはどのようなものがあるか
を調べることとなった。これら２つの分野にまたが
るトピックスを大学あるいは高校の講義で扱うこと
は、学習者達の「知識・技能を活用する力」の育成
につながるであろう。
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２．研究方法

（１）調査対象集団
　本報告においては、2014～ 2016年度の秀明大学
学校教師学部理科専修コースおよび初等教育コース
（理科）選択者計84名を対象とし、彼らの入学当初
の時期に「化学」をキーコンセプトに据えてコンセ
プトマップを描かせた。当学部の卒業条件として彼
らには中学校・高等学校教諭一種免許状の取得が
必須であり、すなわち理科教員としての資格を得な
ければならない立場にある。また、学部が全寮制を
義務付けており全国から学生を募集するため、地域
の偏りが比較的小さい集団を調査対象とすることが
できる。
　今回の調査対象となるコンセプトマップを描かせ
たのは、すべての年度において本学部の講義「化学
概説」の第１回目の冒頭であった。この講義は対象
となった学生達にとって必修科目であり、前期に開
講される。また、本講義以外に新入生が前期に履修
する化学関連の講義は存在しない。すなわち、本学
部に入学して将来理科の教員になることを志望する
学生全員に対し、大学における化学教育の影響を受
ける直前の状態をリサーチすることができる。
（２）学生の手によるコンセプトマップの作成
　コンセプトマップは1970年代にジョセフ・Ｄ・ノ
ヴァクらが学生の科学的知識を表現する手段として
考案し３）、やがて教育ツールに限らず個人やチーム
の専門知識の表現方法として用いられるようになり
現在に至る。概念（コンセプト）と概念とを線で結び、
概念間の関係を視覚化するものであり、教育ツール
として用いられる場合、コンセプト間を結ぶリンク
（線）に主語・述語関係を示す矢印を用いたり、そ
のリンクが生じた意味や理由を書き加えることが多
いが、利用目的によってコンセプトマップを作成す
る手続き、流儀も多様である４、５）。本研究においては、
学生達にマップを描かせる上での簡便さとマップを
ネットワークデータ化するプロセスを簡潔にすること
を考え、コンセプト間を単純に線で結ぶ形式を採用

した。
　コンセプトマップを描かせた手順を次に記す。
１ 　適当な言葉（例；スポーツ、アート）を指定し、
イメージマップを描く練習を行う（図１）。
２ 　「化学」から始まるイメージマップを描かせる（３
分間）。
３ 　１で描いたイメージマップを基に、コンセプト
マップの原型を作成させる。
４ 　コンセプトマップの原型に連想する用語を付け
加え、コンセプトマップを完成させる。
５ 　２で描いたイメージマップを基に、３、４と同様
の手続きを経て「化学」をキーコンセプトとした
コンセプトマップを描かせる（10分間）（図２）。

（３）ワークグラフデータの和
　　（コンセプトマップの総計）
　一つ一つのコンセプトマップからそれぞれのネッ
トワークグラフデータを得て（図３）、これらのネッ
トワークグラフデータの和から1318個の言葉を集め

図１　イメージマップの例

図２　学生が描いたコンセプトマップの例
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マップ中のノード（頂点）とし、それぞれのノード
に連結するエッジ（辺）の数の合計をそのノードの
ウエイトと定義して算出した（図４）。なお、ネットワー
クグラフデータの和によって表されるマップ、すな
わち学生達のコンセプトマップをつなぎ合わせてで
きるマップを、コンセプトマップの総計と称す。
（４）高等学校用教科書（理科）索引からの用語抽出
　「高等学校用教科書目録（平成28年度使用）」６）

に記された理科の各教科書（「物理基礎」７冊、「物
理」６冊、「化学基礎」12冊、「化学」７冊、「生物
基礎」10冊、「生物」５冊、「地学基礎」５冊、「地学」
２冊、「科学と人間生活」は今回除いている）の索
引にある用語を抽出し、重複を除いて約12,000個を
得た。

（５ ）抽出した用語の中から、化学-生物間を横断す
ると見なせるものを選択

　この報告では、解析の対象とする用語の条件を「ウ
エイトが12以上84未満であるもの」とする。調査対
象となったコンセプトマップは84枚であり、この標
準偏差σすなわち12.6%に相当する11.4にウエイトが
満たない場合、その用語は学生達にとり中等教育を
通じて十分定着しなかったものであると見なすもの
である。また、調査対象となった学生の人数84を越
えるウエイトをもつ用語は、科目間に現れると言うよ
りもむしろ普遍的に登場する用語であると見なし、
同じく調査対象から除くこととした（「化学」（668）、
「実験」（260）、元素（170）、原子（103））；（ ）内は
ウエイト）。

図３　学生が描いたコンセプトマップからネットワークデータを得た例
（ａ）学生が描いたコンセプトマップをデータ化した一例
（ｂ）（ａ）から得られたネットワークグラフデータ

（ａ） （ｂ）

図４　言葉（ノード）のウエイト評価の例
（ｃ）はマップ（ａ）（ｂ）の和をとったものであり、ノード中に示す数値が各ノードのウエイトである。
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　（４）で集めた用語のうち、化学分野（「化学基礎」
または「化学」）の教科書の索引と生物分野（「生物
基礎」または「生物」）の双方に現れた用語は45個
であった。これらの用語のうち、先の条件を満たす
ものを選んだところ15個の用語が残った（表１）。
　これら15個の用語は学生達が持つ科目横断型知
識の候補となる。15個の用語それぞれに対し、ネッ
トワークグラフデータの和の上で隣接するノードを
調べ、化学-生物間の科目横断型領域に属するもの、
化学分野に属するもの、生物分野に属するものを拾
い上げた。この結果、４つのグループがコンセプト
マップの総計の上に現れた（表２）。

３．結果

（１ ）新入生達にとって科目横断型知識として定着を
している用語があるとすれば、何であろうか。

　グループ１には、表１で科目横断型知識に相当す
る用語の候補として挙げられた大部分のものがあり、
さらに化学分野、生物分野に属する用語も存在する。
この調査からは、化学－生物間の科目横断型知識と
して大学新入生に定着しているものがあるとすれ
ば、それはグループ１に含まれるものであると言え
る。このグループは「呼吸」「燃焼」に代表される
化学変化、「反応」を象徴するものである。
　グループ２は生物分野に属する用語を持たず、グ
ループ３、４は化学分野と生物分野のいずれにおい
ても用語を持たない。これらのグループに属する用
語はそれぞれ科目横断型知識の候補であったが、実
際には新入生達に科目横断型知識として定着してい
ないと言えるだろう。
（２ ）新入生達にとっての科目横断型理解は、どのよ
うなものであろうか。

　グループ１の化学－生物間をまたぐ領域と化学分
野のそれぞれにウエイトが比較的大きい用語が多く
存在し、学生達の知識として比較的良く定着してい
る範囲を現していると思われる。しかし、生物分野
には「生物（37）」「植物（18）」を見せるのみであり、
このグループもまた、化学分野から生物分野へと科

目を横断する理解を意味するとは断定しにくい。
　「植物（18）」には「光合成」「窒素固定」などの
用語が隣接してもよく、グループ４にある「アンモ
ニア（24）」とも関わってよいはずであった。すなわち、
化学-生物間を横断する知識の候補が表１に複数挙
がっていながら、それらは表２を見る限り科目横断
型ではないのである。

４．まとめ

　本報告から得られる知見と展望を以下に列挙す
る。
（１ ）コンセプトマップに現れなかった科目横断的知
識

　学生達のコンセプトマップには大きく現れないが
化学－生物間の科目横断型知識として機能する用語
は多いと思われる。たとえば、コンセプトマップに
は「遺伝子」「DNA」「タンパク質」に関連するノー
ドが少なく、現れたとしてもウエイトは小さかった。
　代謝に関わるものとして「エタノール」「ATP」、
環境に関わるものとして「オゾン」「窒素酸化物」な
ど、生物分野において重要な物質は数多くあり、こ
れらは物質である以上、化学分野にも関わるもので
ある。代表的な物質が中等教育でより強調される必
要があるのではないだろうか。
（２ ）資料の索引に拠るのでなく、内容に拠る用語の
分野判定

　今回の調査では、用語が属する分野を高校理科
の教科書の索引に拠って判定したが、各科目の教科
書の内容・本文を解析することで、調査の精度を向
上させることができる。各科目の教科書にある記述
を共起分析の対象とすることで、ここに示したコン
セプトマップの解析と同様の手法を教科書に対して
適用し、各用語が属する分野をより詳細に判定する
ことが可能になると考えられる。
　これにより、教科書によって与えられるべき科学
リテラシーと、実際に生徒・大学新入生に定着した
科学リテラシーを定量的に比較できるようになると
期待される。
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表１　化学－生物間の科目横断型知識に相当する用語の候補

東京未来大学研究紀要  Vol.10　2017.3

－ 243 －



（３ ） 科目横断型の理解に発展しやすいトピックスを
用意する意義

　化学-生物間の科目横断型知識・理解をここで扱っ
たが、化学-物理にまたがる範囲でも同じ手法で調
査を試みている。その結果を合わせて考えると、大
学新入生は科目横断型の知識となり得るものを有し
ていながら科目を横断する形でそれらを理解してい
ないという傾向が、化学-生物以外の科目間にも普
遍的に当てはまることが予想される。
　高等教育において、科目横断型である知識・理解
が重要性をもつ所以である。
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平成27年2月10日発行，株式会社第一学習社
32）竹内　敬人（著）ほか17名，『化学』平成27年2月
10日発行，東京書籍株式会社
33）竹内　敬人（著）ほか17名，『新編化学』平成27年
2月10日発行，東京書籍株式会社
34）井口　洋夫（著），木下　實（著）ほか14名，『化学』
平成27年1月25日発行，実教出版株式会社
35）井口　洋夫（著），相原　惇一（著）ほか6名，『新
版化学』平成27年1月25日発行，実教出版株式会社
36）齋藤　烈（著），藤嶋　昭（著），山本　隆一（著）
ほか19名，『化学』平成26年12月10日発行，株式会社
新興出版社啓林館
37）辰巳　敬（著）ほか13名，『化学』平成27年1月10
日発行，数研出版株式会社
38）山内　薫（著）ほか18名，『高等学校　化学』平成
27年2月10日発行，株式会社第一学習社
39）浅島　誠（著）ほか20名，『生物基礎』平成27年2
月10日発行，東京書籍株式会社
40）浅島　誠（著）ほか21名，『新編生物基礎』平成27
年2月10日発行，東京書籍株式会社
41）馬場　昭次（著）ほか8名，『高校生物基礎』平成27
年1月25日発行，実教出版株式会社
42）庄野　邦彦（著）ほか9名，『生物基礎』平成27年1
月25日発行，実教出版株式会社
43）本川　達雄（著），谷本　英一（著）ほか16名，『生
物基礎』平成26年12月10日発行，株式会社新興出版
社啓林館
44）本川　達雄（著），谷本　英一（著）ほか16名，『新
編　生物基礎』平成26年12月10日発行，株式会社新
興出版社啓林館
45）嶋田　正和（著）ほか11名，『新編　生物基礎』平
成27年1月10日発行，数研出版株式会社
46）嶋田　正和（著）ほか11名，『生物基礎』平成27年
1月10日発行，数研出版株式会社
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47）吉里　勝利（著）ほか17名，『高等学校　生物基礎』
平成27年2月10日発行，株式会社第一学習社
48）吉里　勝利（著）ほか17名，『高等学校　新生物基礎』
平成27年2月10日発行，株式会社第一学習社
49）浅島　誠（著）ほか20名，『生物』平成27年2月10
日発行，東京書籍株式会社
50）庄野　邦彦（著），馬場　昭次（著）ほか12名，『生物』
平成27年1月25日発行，実教出版株式会社
51）本川　達雄（著），谷本　英一（著）ほか16名，『生物』
平成26年12月10日発行，株式会社新興出版社啓林館
52）嶋田　正和（著）ほか21名，『生物』平成27年1月
10日発行，数研出版株式会社
53）吉里　勝利（著）ほか16名，『高等学校　生物』平
成27年2月10日発行，株式会社第一学習社
54）木村　龍治（著），島崎　邦彦（著），吉岡　一男（著）
ほか14名，『地学基礎』平成27年2月10日発行，東京

書籍株式会社
55）森本　雅樹（著），天野　一男（著），黒田　武彦（著）
ほか9名，『地学基礎』平成27年1月25日発行，実教出
版株式会社
56）磯﨑　行雄（著），江里口　良治（著）ほか10名，『地
学基礎』平成26年12月10日発行，株式会社新興出版
社啓林館
57）小川　勇二郎（著）ほか13名，『地学基礎』平成27
年1月10日発行，数研出版株式会社
58）西村　祐二郎（著）ほか7名，『高等学校　地学基礎』
平成27年2月10日発行，株式会社第一学習社
59）磯﨑　行雄（著），江里口　良治（著）ほか10名，『地
学』平成26年12月10日発行，株式会社新興出版社啓
林館
60）小川　勇二郎（著）ほか14名，『地学』平成27年1
月10日発行，数研出版株式会社

（たなか　はじめ・すずき　てつや）
【受理日　2016年11月２日】

大学入学者（教育系学部・理科）の化学分野と生物分野をまたぐ科目横断型知識・理解
田中　　元・鈴木　哲也
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