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イメージマップを用いた中学校理科学習支援に関する事例的研究
一第2分野「天気の変化」単元を事例として−
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概 要
本研究は，中学校の理科授業においてイメージマップを学習支援ツールとして利用したクラスの生徒が書
いたイメージマップは，授業の進行につれてどのような変容が見られるのか。書いた時期の異なるイメージ
マップをマップを比較した時，どのような考えを持ったのか。これら2点を事例的に明らかにし，それらに
考察を加え，イメージマップを学習支援ツールとして利用するより効果的な理科授業のための示唆を得るこ
とが目的である。

授業実践の結果，イメージマップを学習支援ツールとして利用するより効果的な理科授業のための次の2
点の示唆が得られた。第一に，学習前に書かせるイメージマップ1を，教師がこれからの学習内容に関する
生徒の考えや知識，認識を診断するために利用する。第二に，イメージマップを比較させる視点を明確にさ
せるために，これまでのように生徒が書いたイメージマップだけを単純に比較させるのではなく，教師が予
め選定した先輩等の書いた推薦されるイメージマップとも比較させる。

森他：「イメージマップを知識獲得を促進するた
はじめに
本研究は，桶野，森らの3つの先行研究（桶野，

めの学習支援ツールとして利用する試み」，『北海

道教育大学紀要』，Vol．60，No．2，pp．109−124，
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2010．，相野，森他：「イメージマップを知識獲

いる中学校第2分野「天気の変化」とした。

得を促進するための学習支援ツールとして利用す
る試み（2）」，『北海道教育大学紀要』，Vol．61，

1．授業実践が行われた単元とその概要

No．1，pp．197−207，2010．，相野，森他：「イ

授業は全5時間で構成され，2011年1月に行わ

メージマップを用いた学習支援に関する実践的研

れた。授業実践の対象者は公立中学校2年生2ク

究」，『北海道教育大学紀要』，Vol．61，No．2．

ラス61人（男子30人，女子31人）である。授業は，

pp．229−241，2011．）の続編として位置づけられ

イメージマップを学習支援ツールとして利用した

る報告である1￣3）

。これら一連の報告によって，

授業を行ったクラス（以下，実験群と略）30人，

イメージマップを中学校の理科授業において学習

及びイメージマップを用いずに通常の授業を行っ

支援ツールとして利用する具体的方法とその有効

たクラス（以下，比較群と略）31人に分け実施し

性が概ね確立された。

た。表1には，授業展開の概要が示されている。

しかしこれらの報告は，イメージマップを理科
授業において学習支援ツールとして利用する面の
有効性の検討が主眼とされているため，授業実践

表1 授業展開の概要
時

結果がクラス全体の傾向として処理され，検討・
分析されているのが特徴である。イメージマップ

・イメージマップ1の作成
ロ

・実験1：湿度や温度を変化させて空気から水
滴を取り出す
・実験1の結果から，露点，飽和水蒸気量，湿

る授業の進行に伴い，子ども一人ひとりの考えや
知識・認識がどのように変容していったのかとい
2

度の考え方を知る

う観点からの授業実践結果の分析が行われていな

・露点，飽和水蒸気量，湿度という用語を使っ
て水蒸気の；疑結を考える

い。すなわち，教えられたカリキュラムの観点か

・気温と水蒸気量の変化が表された図を使っ

ら授業実践が評価されているのであり，子どもが

て，気温が下がった時の飽和水蒸気量や湿度，
3

温度の関係を考える

・イメージマップ2を作成して1のマップと比
較する

いない。

そこで本研究では，中学校の理科授業において

・雲の観察
・空気は上昇して周りの気圧が低くなったら膨

イメージマップを学習支援ツールとして利用した
クラスの生徒が書いたイメージマップは，授業の

4

張することを知る

・気圧が低くなって空気が膨張するとなぜ雲が
できるのだろうか

進行につれてどのような変容が見られるのか。書

・実験2：雲のでき方を調べる
・実験2の結果から，空気は膨張して気圧が下

いた時期の異なる複数のイメージマップを比較し
た時，どのような考えを持ったのか。これら2点
を事例的に明らかにし，それらに考察を加え，イ

・水蒸気が水に変化するのはどのようなときか

・水蒸気が水滴に変わる条件を考える

を理科授業において学習支援ツールとして利用す

学んだカリキュラムの観点からのそれはなされて

授業展開の概要

がると気温が下がり，水蒸気は；疑結すること

を知る
5

・これまでに学んだことから自然界における雲

メージマップを学習支援ツールとして利用するよ
・雲のできる高さと露点との関係を考える
・イメージマップ3を作成して1，2のマップ
と比較する

り効果的な理科授業のための示唆を得ることを目

のでき方を考える。

的とした。

Ⅰ．イメージマップを用いた学習支援の概要

なお，イメージマップそのものに関する詳細な
説明は，筆者らの前報1）を参照されたい。また，

授業実践を行う単元は，筆者らの前報3）によ

イメージマップの鍵概念である 水蒸気

の設定

りイメージマップを中学校の理科授業において学

に際する考え方は，筆者らの前報3）を参照され

習支援ツールとして利用する有効性が報告されて

たい。
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2．イメージマップの作成と比較
イメージマップ作成および比較の手続きは次の

て，5分間で書き出させる。以下，イメージマッ
プ1，2，3の比較は比較2と略。

通りである。

① イメージマップ1の作成
第1時の授業に入る前に，鍵概念「水蒸気」が
記されたイメージマップを生徒に配布し，鉛筆を

3．イメージマップを学習支援ツールとして用い
た実験群の生徒の特徴
イメージマップを学習支援ツールとして利用し

用いて5分間でイメージマップ1を作成させる。

た一連の授業実践を終え，生徒が書いたイメージ

この時，鍵概念「水蒸気」から連想する言葉や「水

マップの検討及び，生徒が書いたイメージマップ

蒸気」にまつわる身近な現象を理科の視点から考

を比較した記録に加え，定期試験における実験群

えてイメージマップを書くように，口頭で指示を

と比較群の得点に検討を加えた4）。その結果，実

与える。

験群の生徒は次のような特徴を持つことが分かっ

（郭 イメージマップ2の作成とイメージマップ

た。

1，2の比較

第一に，授業の進行に伴い適切な時期に単元学

第3時の授業終了前に，鍵概念「水蒸気」が記

習に関連した連想語に加え，単元の学習事項に関

されたイメージマップを生徒に配布し，青色の色

連する連想語を多く含む連想系列が書き出されて

鉛筆を用いて5分間でイメージマップ2を作成さ

いく。

せる。この時，これまでの授業をよく思い出しな

第二に，学習の進行に伴い適切な時期に単元学

がら，「水蒸気」から連想する教科書に書いてあ

習に関連する科学的知識に関する記述と学習の振

る言葉や「水蒸気」に関係する身近な現象をこれ

り返りを記した比較の記述が書き出される。

までの授業で習った視点から考えてイメージマッ

第三に，定期試験の得点は実験群が高い。

プを書くように，口頭で指示を与える。

第四に，イメージマップ上に 湿度

次いで，「2枚のイメージマップを比べてみよ

凝結

， 露点

などの雲や霧，露のでき方に関する用語

う」と題された用紙を配布する。これまでの授業

を 飽和水蒸気量

で勉強したことを思い出しながら，2枚のマップ

れれば，飽和水蒸気量に関する理解が進んでいる

を比べて，授業に関連したことで，気がついたこ

傾向が見られる。

とや分かったことを書き出すように口頭で指示を
与え，5分間で書き出させる。以下，イメージマッ

，

に関連させる連想系列が見ら

これらの実験群の生徒の特徴は，筆者らの前報
3）とよく合致した結果となった。

プ1，2の比較は比較1と略。
③ イメージマップ3の作成とイメージマップ
1，2，3の比較
第5時の授業終了前に，鍵概念「水蒸気」が記
されたイメージマップを生徒に配布し，緑色の色

Ⅰ．イメージマップとイメージマップを比較
した文章の検討

本授業実践では，生徒が書いた3枚のイメージ

鉛筆を用いて5分間でイメージマップ2と同様な

マップ1，2，3に加え，比較1及び2の際にイ

口頭による指示を与えて，イメージマップ3を作

メージマップを比較して書いた文章記述がデータ

成させる。

として手元に残される。これらのデータに分析・

次いで，「3枚のマップを比べてみよう」と題

検討を加え，イメージマップを学習支援ツールと

された用紙を配布する。これまでの授業で勉強し

して利用する授業の進行に伴い，生徒の考えや知

たことを思い出しながら，3枚のマップを比べて，

識，認識がどのように変容していったかを明らか

イメージマップ2と同様な口頭による指示を与え

にする。
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1．イメージマップ1の特徴

その他，イメージマップ1の第一円上に見られ

1）学習事項と直接関連しないまたは矛盾した連

た同様な連想語は［けむり］，［目に見える］，［目

想語が書かれたイメージマップ

に見える時がある］，［霧］である。それぞれ，2

図1には生徒Aが書いたイメージマップ1が示

人，1人，1人，1人，1人が書きだした。
図3には生徒Cが書いたイメージマップ1が示

されている。

されている。

ち△
−−」一聞」

※

−・−・・何

」■ −■■1 、−−」

、・三 ￣1

ノ

．−′

区＝ 生徒Aが書いたイメージマップ1

図2には生徒Bが書いたイメージマップ1が示
されている。

、「￣、・・極頑−−−−−−一
図3 生徒Cが書いたイメージマップ1
．1．

上に学習事項に直接関連しない連想語［ゆげ］が
︑一r・

L苧・・

図3中に示された※印には，鍵概念から第一円

書き出されている傍ら，◎印には鍵概念から妥当
な連想語である［気体］が第一円上に書き出され
ている。水蒸気は気体であるが，ゆげは微細な液
体の水であるため，鍵概念からすぐに［ゆげ］と

図2 生徒Bが書いたイメージマップ1

［気体］が連想語として書き出された場合，矛盾

する連想を生徒が書きだしたといえる。このこと
図1及び2中に示された※印には，鍵概念 水
蒸気 から連想された第一円上の連想語が［雲］，
［ゆげ］，［水の粒］と善かれている。これらの第

から，生徒Cは水蒸気もゆげも気体と捉えている
といえる。このような連想語を書き出した生徒は
2名であった。

一円上の連想語は明らかに学習事項とは直接関連
しないことが分かる。雲は，微細な液体の水や固

2）比較1及び2の文章記述から明らかになった

体の氷が集まったものである。ゆげは，微細な液

イメージマップ1上の学習事項とは異なる捉え

体の水が集まったものである。水の粒は，液体の

イメージマップ1と2を比較した文章を記述し

水である。これら3つは目に見える。一方，水蒸

た比較1において，3人の生徒が次のような文章

気は気体状態の水であり，目には見えない。鍵概

を書いた。生徒D「最初は水蒸気を水と思ってい

念から第一円上に［雲］を書きだした生徒は13人，

たけど，2枚目（イメージマップ2）では，ちゃ

［ゆげ］は8人，［水の粒］6人であった。
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たです。」生徒E「「白」（イメージマップ1）の
方で，目に見えないはずなのに，「水」とか「雲」

加えた結果，次の諸点が指摘できる。
第一に，イメージマップ1の第一円上の連想語

とか書いていた。」生徒B「目に見えるものをい

に［雲］，［ゆげ］，［水の粒］，［けむり］，［目に見

きなり書いている。」同様の記述を16人の生徒が

える］，［目に見える時がある］，［霧］の7つの連

書いが）。

想語のうちの一つ以上が書き出されると，生徒は

このことからは，鍵概念から図1及び3中の△
印がつけられた連想語［水］を第一円上に書きだ

水蒸気は目に見える水の粒と捉えている。

第二に，イメージマップ1の第一円上の連想語

した場合，多くの生徒は水蒸気を液体状態の水と

に［水］が書き出されると，生徒は水蒸気を液体

捉え，単元学習の内容と異なる捉えで水蒸気を捉

の水と捉えている場合が多い。

えていると考えられる。鍵概念から［水］を第一
円上に書きだした生徒は22名であった。

図4には，生徒Fのイメージマップ1が示され

第三に，イメージマップ1の第一円上の連想語
に［水分］あるいは同様な連想語が書き出される

と，生徒は水蒸気を空気中の水分として生活の中
の用語として捉えている。

ている。

これらのことから，イメージマップ1の第一円
上の連想語に［雲］，［ゆげ］，［水の粒］，［けむり］，

＼

ヽ

［目に見える］，［目に見える時がある］，［霧］，［水］，

l

［水分］が書き出されると，これから学習する単

l

輯賢■iラ ′
し′ノ■

l

−・・1・字ロー・・・・・ 」 J

元の学習内容に影響を与える考えやそれに近い考
えを有する可能性を生徒が持っているといえる。

2．イメージマップ2とイメージマップ1，2を
水蒸気

比較した比較1の文章記述の特徴
1）教師が期待する連想語と連想系列が書かれた

図4 生徒Fが書いたイメージマップ1

イメージマップの抽出
生徒にイメージマップ2を書かせる段階では，

図4では，鍵概念から第一円上に連想語［空気

次の2点が学習されている。①水蒸気が水滴に変

中の水分］を書きだした。生徒Fは，比較2にお

わる条件を調べる実験を行い，その結果から露点

いて「1枚目（イメージマップ1）は水蒸気を気

や飽和水蒸気量，湿度に関する科学的知識を獲得

体だとは思っていなくて，空気中の水分だと思っ

する。②気温や飽和水蒸気量，湿度の変化を相互

ていた。」と書いている。同様の記述は他に4人

に関連づけながら霧や露のでき方を説明する。す

の生徒に見られた。

なわち，水蒸気の凝結が取り扱われている。

このことからは，第一円上に「水分」が書きだ

これらの観点から，生徒の書いたイメージマッ

された場合，生徒Fの記述のような水蒸気に対す

プ2の連想語や連想系列に筆者らが検討を加え，

る捉えが分かるとともに，水蒸気を科学的用語と

教師が期待し，かつ妥当と考えるイメージマップ

して捉えているのではなく，水分と関連させて生

の抽出を試みた。

活の中の用語として捉えていると考えられる。

図5には生徒Fの書いたイメージマップが示さ
れている。

3）まとめ

イメージマップ1に書き出された連想語の検討
及びイメージマップを比較した文章記述に検討を
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図6における生徒Gのイメージマップ2には，
鍵概念から［温度が下がる］が第一円上に書き出
され，そこから［水にもどる］−［雲・霧ができ

る］と［凝結］−［露点］が第二，三円上に書き
出されている。その他，鍵概念から第一円上に［飽

和水蒸気量」が書き出されている。これらのこと
から，気温や飽和水蒸気量の変化を関連づけなが
′ノ

ら雲や霧のでき方を捉えているといえる。だが，
．＼・〜−

学習内容であった露点や飽和水蒸気量，湿度に関
連する捉えは不明である。

J、

生徒Fが書いたイメージマップP

図5

残念ながら，図5及び図6に書き出されたよう
な両方の連想系列が一枚のマップに書きだされた
イメージマップ2は見あたらなかった。

図5における生徒Fのイメージマップ2は，鍵
概念−［飽和水蒸気量］−［湿度］及び，鍵概念

2）比較1の文章記述の特徴

−［露点］−［液体］の連想系列が見られる。こ

図5に示されたイメージマップ2を書いた生徒

のことから，学習内容であった露点や飽和水蒸気

Fは，比較1において「勉強して，水蒸気は目に

量，湿度に関する捉えは妥当であるといえる。だ

見えない気体だということが分かりました。」と

が，鍵概念−［露点］−［液体］の連想系列から

記述した。この文章記述は，イメージマップ1を

は，水蒸気が露点に達すると凝結して水が生じる

書いた時点では，水蒸気は目に見えるものである

ことを捉えてはいるが，気温や飽和水蒸気量と露

と考えていたことが分かる。しかし，授業が進行

点に関連する捉えについては不明といえる。

するにつれて，水蒸気は目に見えない気体である

図6には生徒Gの書いたイメージマップが示さ

ことを理解するとともに，自らがイメージマップ
1に書きだした連想系列の誤りを見つけた記述と

れている。

いえる。同様な記述を13人の生徒が書いた。
生徒Hは「初めて書いた方（イメージマップ1）
，一

は，水蒸気が雲だと思っていました。でも2枚目
（イメージマップ2）は，天気の学習で学んで，

水や氷が雲だと知り，水蒸気→水→雲と書けてい
て，しっかり勉強すれば分かることがあるんだな
と気づきました。」と記述した。この文章記述か

らは，イメージマップ1を書いた時点では，雲は
水蒸気からできていると考えていたことが分か
る。しかし，授業が進行するにつれて，雲は水や
■′■■・−一r−J

＋

氷からできているのを理解したとともに，自らが
イメージマップ1に書きだした連想系列の誤りを
見つけた記述といえる。同様な記述を11人の生徒

図6 生徒Gが書いたイメージマップP

が書いた。

生徒Ⅰは「水蒸気は気体で見えないのに，一つ
目の線の所から水や氷などといった固体のことを
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書いていたのが少し残念だと思う。」と記述した。

この観点から，生徒の書いたイメージマップ3

この文章記述からは，イメージマップ1を書いた

の連想語や連想系列に筆者らが検討を加え，教師

時点では，水蒸気は湯気や水の粒だと考えていた

が期待し，かつ安当と考えるイメージマップを抽

ことが分かる。しかし，授業が進行するにつれて，

出した。

水蒸気はゆげや水の粒などの液体や固体ではない
ことを理解したとともに，自らがイメージマップ

図7には生徒Jの書いたイメージマップが示さ
れている。

1に書きだした連想系列の誤りを見つけた記述と
いえる。同様な記述を11人の生徒が書いた。

3）まとめ

イメージマップ2に書き出された連想語の検討
及びイメージマップを比較した文章記述に検討を
加えた結果，次の諸点が考察できる。
第一に，生徒の書いた30枚のイメージマップか
ら，筆者らが期待し，かつ妥当と考えるマップを
見いだすことはできなかった。しかし，複数枚の

イメージマップを統合すると，教師が期待しかつ
妥当と考えるイメージマップ2が抽出できる。

第二に，比較1の時期において，イメージマッ
プ1と2を比較し，気づいたことや分かったこと
を文章で書き表すことによって，イメージマップ
1に書き出された水蒸気や雲，ゆげに対する誤概
念が生徒自身で発見できる。そして，それがイメー
ジマップ2において概ね修正されるとともに，露

図7 生徒Jの書いたイメージマップ3

点や飽和水蒸気量，湿度に関する科学的知識も安
当な連想系列で書き表される。だが，気温や飽和

図7における生徒Jのイメージマップ3は，鍵

水蒸気量，湿度の変化を関連づけながら雲や霧の

概念から第一円上に［露点］が書き出され，そこ

でき方を説明する比較の文章や，マップに見られ

から第二円上に連想語［湿度］，［水滴］，［凝結］

る連想系列は多くはない。

がつなげられている。さらに第一円上には別に［湿
度］が書き出され，そこから第二円上に連想語［天

3．イメージマップ3とイメージマップ1，2，
3を比較した比較2の文章記述の特徴
1）教師が期待する連想語と連想系列が書かれた

気］，［温度］，［気圧］がつなげられている。これ

らの連想系列は，学習内容であった雲のでき方を
イメージマップ1を書いた時点までの学習事項を

イメージマップの抽出

用いて説明する点では妥当なマップといえる。だ

イメージマップ3を書かせる段階では，気圧を

が，自然界においてある高さ以上に空気が上昇す

低くして水蒸気を凝結させる実験を行い，その結

ると空気が膨張し，気温が下がり水蒸気が凝結し

果から雲のでき方をイメージマップ1を書いた時

て雲ができる点に関連する捉えについては不明と

点までの学習事項を用いて説明させることが学習

いえる。

内容となっている。すなわち，水蒸気の自然界に
おける凝結機構が取り扱われている。

図8には生徒Kの書いたイメージマップが示さ
れている。
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人の生徒が書いた。

イメージマップ2を書いた後の学習内容に関し
ては，生徒L「凝結するには，ある程度の核がな
いといけないということが善かれていて，何に変
化するかなど，しっかり善かれていた。」と記述

した。生徒M「最初の噴出てなかった「凝結」と
か「膨張」とかが書けるようになっていった。」
と記述した。同様な記述を5人の生徒が行った。

q−二
﹁LL

項

＼ ＼＼

これらの生徒の記述は，学習内容である自然界
における水蒸気の凝結機構が善かれていると捉え

られるが，このような記述を書いた生徒は5人と
図8 生徒Kの書いたイメージマップご

多くはない。自然界においてある高さ以上に
が上昇すると空気が膨張し，気温が下がり水蒸気

図8における生徒Kのイメージマップ2は，鍵
概念−［凝結核］−［雲］の連想系列が書き出さ

が凝結して雲ができる機構についての学習内容に
関する生徒の理解に課題が見られる。

れており，自然界における雲の発生が分かる連想
系列が書き出されている点では妥当なマップとい
える。だが，第一円上に［膨張］が書き出されて

3）まとめ

イメージマップ3に書き出された連想語の検討

はいるが，この連想語に関連して空気が上昇する

及びイメージマップ1，2，3を比較した文章記

と空気が膨張し，気温が下がり水蒸気が凝結する

述に検討を加えた結果，次の3点が考察できる。

連想系列に仕上がっていない。そのため，気圧が

第一に，生徒の書いた30枚のイメージマップか

低くなって空気が膨張するとなぜ雲ができるのか

ら，筆者らが期待し，かつ妥当と考えるイメージ

に関する理解は不明といえる。

マップを見いだすことはできなかった。しかし，
複数枚のイメージマップを統合すると，概ね教師

2）比較2の文章記述の特徴
比較2の文章記述においても，比較1の文章記
述と同様な次の2点が記述された。①イメージ

が期待し，かつ安当と考えられるイメージマップ
3が抽出できる。

第二に，自然界においてある高さ以上に空気が

マップ1または2を書いた時点では，水蒸気は目

上昇すると空気が膨張し，気温が下がり水蒸気が

に見えるものであると考えていた生徒がいる。し

凝結して雲ができる機構に関する生徒の理解に課

かし，イメージマップ2または3では，水蒸気は

題が残される。

目に見えない気体であることを理解するととも

第三に，比較2の時期において，イメージマッ

に，イメージマップ1または2に自らが書きだし

プ1と2と3を比較し，さらにイメージマップを

た連想系列の誤りを見つけたり再確認したりす

比較した文章を書くことによって，イメージマッ

る。このような記述を7人の生徒が書いた。②イ

プ1または2に書き出された水蒸気や雲，ゆげに

メージマップ1または2を書いた時点では，雲は

対する誤概念が生徒自身で多くの場合，再確認で

水蒸気からできていると考えていた生徒がいる。

きる。

授業が進行するにつれて，雲は水や氷からできて
いることを理解するとともに，イメージマップ1
または2に自らが書きだした連想系列の誤りを見
つけたり再確認したりする。このような記述を8
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Ⅱ．生徒個々の例

2）イメージマップ2とイメージマップ1，2を
比較した比較1の文章記述

中学校の理科授業においてイメージマップを学
習支援ツールとして利用したクラスの生徒が書い

図10には，生徒Jの書いたイメージマップ2が
示されている。

たイメージマップは，授業の進行につれてどのよ
うな変容が見られるのか。書いた時期の異なる複
数のイメージマップをマップを比較した時，どの
ような考えを持ったのか。これまではこれら2点
の特徴を事例的に明らかにした。しかし，個人の

が，個人の変容の具体例を報告する。

・・−−ノ一ll■■一■︐≒1

は，わずか2名の抽出された生徒の事例ではある

′−∫

生徒についての具体例は示されていない。本章で

1．生徒」の例
1）イメージマップ1

図9には，生徒Jの書いたイメージマップ1が
示されている。
図10 生徒Jの書いたイメージマップ2

図10より，鍵概念から第一円上に［水］が書き

出され，依然として水蒸気を水と誤認していると
もいえる連想語が書き出されている。しかし，［水］
から第二円上には［雲］，［ゆげ］が書き出されて

いるとともに，比較1の文章記述において「最初
の方（イメージマップ1）は，間違えている答え
が多かったけれど，2枚目（イメージマップ2）
は合っていることをちゃんと書いていたのでよ
かったと思う。」と記載していることから，少な

くとも生徒Jは未だ水蒸気を液体状態の水とは誤
認していないと考えられる。その他，鍵概念から
図9 生徒Jの書いたイメージマップ1

第一円上に［露点］が書き出され，そこから第二
円上に［すいてき］，［つめたい］が書き出された

図9中に示された※印，△印，◎印がつけられ

連想系列及び，鍵概念から第一円上に連想語［見

た連想語からは，図3と同じタイプの矛盾ある連

えない］が書き出されているのは妥当であるとい

想が書きだされていることが分かる。加えて，鍵

える。

概念から第一円上に書き出された連想語［粒］も

水蒸気を水の粒と捉えているのか，気体状態の目
に見えない粒と捉えているのかは不明である。

3）イメージマップ3とイメージマップ1，2，
3を比較した比較2の文章記述

図11には，生徒Jの書いたイメージマップ3が
示されている。
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2．生徒Nの例
1）イメージマップ1

図12には，生徒Nの書いたイメージマップ1が
示されている。

図‖ 生徒Jの書いたイメージマップ3

＼

、

▲

図11は，図7が再掲されたものである。鍵概念
から第一円上に［露点］が書き出され，そこから
第二円上に［湿度］，［水滴］，［凝結］とつながっ
ている。さらに第一円上には別に［湿度］が書き

図12 生徒Nの書いたイメージマップ1

出され，そこから第二円上に［天気］，［温度］，［気
圧］とつながっている。これらの連想系列からは，

図12から分かるように，生徒Nはイメージマッ

学習内容であった雲のでき方をイメージマップ2

プ1を書く段階では，イメージマップの書き方の

を書いた時点までの学習事項を用いて説明する点

理解が曖昧である。図12中に▲印で示された連想

では妥当なマップといえる。だが，自然界におい

系列は，鍵概念から［蒸発］と［空気中の水分］

てある高さ以上に空気が上昇すると空気が膨張

が書き出され，これらの連想語から善かれた線は

し，気温が下がり水蒸気が凝結して雲ができる点

一緒になり，［目には見えない］につながっている。

に関連する捉えについては不明といえる。

通常イメージマップでは，連想語は拡散するよう
に書き出され，このような連想語のつながりでは

4）まとめ

書かない。

生徒Jは，イメージマップ1では，水蒸気を気

イメージマップ1では，鍵概念から第一円上に

体と捉える安当な連想系列と，水蒸気を雲や水と

［水分］，［水から出来てる］，［蒸発］，［空気中の

捉えている妥当でない連想系列が混在する矛盾あ

水分］，［蒸気］が書きだされている。これらの連

るマップを書いていた。しかし，イメージマップ

想語のうち［水分］と［空気中の水分］からは，

2では，水蒸気は気体，水蒸気が露点に達すると

水蒸気を気体とは捉えずに，空気中の水分である

水滴ができることが分かったと捉えられるマップ

と捉えていることが分かる。さらに［蒸発］と［空

が作成されている。イメージマップ3になると，

気中の水分］が統合されて連想語［目には見えな

学習内容であった雲のでき方をイメージマップ2

い］が書き出されている。このことからは，水蒸

を書いた時点までの学習事項を用いた連想系列が

気は水が蒸発して目には見えない空気中の水分と

書き出されている。

捉えているといえる。

このように生徒Nは，イメージマップ1では水
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蒸気を空気中の水分と生活の中の用語で捉えてい

の連想語の関連と比較1の文章記述「それで露点

るといえる。

という言葉も出てきました。どういう時になるの
か，その露点とは何か。を知ることができてよかっ

2）イメージマップ2とイメージマップ1，2を

たです。」から，水蒸気がある温度の飽和水蒸気

比較した比較1の文章記述

量すなわち露点に達すると凝結して霧や雲ができ

図13には，生徒Nの書いたイメージマップ2が

るという学習内容を捉えているといえる。

示されている。

第三に，鍵概念から［気体］−［目に見えない］

に至る連想系列及び，比較1の文章記述「水蒸気
は目には見えないことが分かりました。」から，

／

水蒸気は目に見えない気体であると捉えていると

いえる。さらに，［液体］−［目に見える］の連
想系列からは，水などの液体は目に見えると捉え
ているといえる。

3）イメージマップ3とイメージマップ1，2，
3を比較した比較2の文章記述

図14には，生徒Nの書いたイメージマップ3が
示されている。

図13 生徒Nの書いたイメージマップ2

図13より生徒Nは，イメージマップ2を書く段
階においても依然としてイメージマップの書き方
が曖昧であることが分かる。図13中に□印が示さ
れた連想系列［雲］，［飽和水蒸気量］，［露点］，［霧
ができる］，及び■印が示された連想系列［液体］，
［目に見える］，［気体］，［目に見えない］の書き

方にイメージマップ1と同様の傾向が見られる。
生徒Nの書いたイメージマップ2と比較1の文
章記述は，次のような矛盾点と妥当な面双方を併

図14 生徒Nの書いたイメージマップ3

せ持っているのが特徴である。

第一に，鍵概念−［液体］−［目に見える］及
び，鍵概念−［雲］−

［霧ができる］の連想系列

を書き出しながら，2枚のマップを比較した文章
では「授業で，雲は水蒸気ではなくて水か氷だと
言うことも分かりました。」と記述している。
第二に，鍵概念から書きだした4つの連想語［飽
和水蒸気量］，［露点］，［霧ができる］，［雲］の間

図14より，メージマップ3では，イメージマッ
プ作成のルールに対する理解の曖昧さは解消され
ていることが分かる。
図14より，鍵概念から書き出された連想系列［気
体］，［見えない］，［二酸化炭素］，［酸素］に加え，

比較2の文章記述「1枚目（イメージマップ1）
は，水蒸気のことを空気中の水分と書いていたけ
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ど，2枚目（イメージマップ2）で水蒸気は目に

列となったとともに，水蒸気＝液体，水蒸気＝雲

見えないと書いていて，水蒸気は液体じゃなく気

というこれまで有していた誤認はマップ上に現れ

体だということが分かりました。」及び「水蒸気は，

ていない。

水になることから，液体だと思ってたけど，気体

だということも分かりました。」から次の点がい
える。イメージマップ2では，図13に■印で示さ

3．生徒個々の例のまとめ

この単元の学習内容は，主に次の3つの部分に

れた連想系列を作成ルールとは異なる記述で書い

分けられる。①露点や飽和水蒸気量，湿度に関す

ていた。しかしイメージマップ3では，それらが

る科学的知識の獲得。②気温や飽和水蒸気量，湿

整理されて上述した連想系列が善かれ，水蒸気は

度の変化を相互に関連づけながら霧や露のでき方

目に見えない気体である学習内容を理解したこと

の理解。③自然界における雲のでき方を①及び②

が分かる。

の学習事項を用いた説明。

イメージマップ2では鍵概念から第一円上に
［雲］と書きだしているが，イメージマップ3で

生徒Jは，イメージマップ1では水蒸気を気体
と捉えながら雲も水蒸気からできているという矛

は書きだしていないことを2枚のマップの比較か

盾した連想系列を書きだした。それがイメージ

ら見つけ出した。そして比較2では「水蒸気は雲

マップ2，3になるとその矛盾は解消され，学習

じゃなくて，雲は氷や水からできていることも分

内容に沿った妥当なマップが書き出されている。

かりました。」と記述した。このことからは，水

しかし，自然界における雲のでき方に関連する捉

蒸気が凝結して雲になることが分かる連想系列さ

えについては不明である。これらのことから，生

え書き出してはいないが，イメージマップ2まで

徒Jは，本単元の学習内容の主要な3つの部分の

保持していた雲は水蒸気からできているという誤

うち，少なくとも（む及び（参に関する学習内容は理

概念が解消されているといえる。

解していると考えられる。

鍵概念−［飽和水蒸気量］−［m3／g］と続く

生徒Nは，イメージマップ1，2において生徒

連想系列は，飽和水蒸気量の単位表記こそ違うが，

Jと同様な矛盾したマップを書いている。加えて，

水蒸気が空気中に含まれていることが分かる連想

イメージマップの書き方も逸脱していた。しかし，

系列といえる。また，鍵概念から［凝結］，［露点］，

イメージマップ3になると，水蒸気は気体，水蒸

［水］と連想される系列からは，水蒸気が露点に

気が露点に達すると霧ができるという連想系列が

達すると凝結して水になることを理解していると

整理され書き出された。これらのことから，生徒

いえる。

Nは，本単元の学習内容の主要な3つの部分のう
ち，少なくとも①に関する知識は獲得されている

4）まとめ

と考えられる。

生徒Nは定期考査では得点を伸ばすことが難し
い生徒である。イメージマップ1及び2では，自
らの考えをまとめきれなかったのであろう。イ
メージマップの書式を逸脱したマップを書いてい

おわりに

本稿においては，次の2点に検討を加えた。第

る。しかしイメージマップ2では，水蒸気＝液体，

一に，中学校の理科授業においてイメージマップ

水蒸気＝雲という考えが依然として残されるが，

を学習支援ツールとして利用したクラスの生徒が

水蒸気は気体，水蒸気が露点に達すると霧ができ

書いたイメージマップは，授業の進行につれてど

るということが分かったのであろうと捉えられる

のような変容が見られるのか。第二に，書いた時

連想系列も作成されている。イメージマップ3に

期の異なるイメージマップを比較した時，生徒は

なると，それら2点が明確に書き表される連想系

どのような考えを持ったのか。その後，上記の第
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一及びこの点を特定の生徒を抽出して具体的に例
示した。これらの検討や具体例の記述から次の諸
点が指摘できる。

第一に，イメージマップ1は，学習前に有して

れた。

第一に，イメージマップ1を教師がこれからの
学習内容に関する生徒の考えや知識，認識を診断
するために利用する。

いる素朴概念や学習事項を，後に生徒自身が見つ

第二に，イメージマップを比較させる視点を明

け出したり確認したり修正するためだけに使用で

確にさせるために，これまでのように生徒が書い

きるのではない。イメージマップ1に書き出され

たイメージマップだけを単純に比較させるのでは

た連想語や連想系列を教師が机間指導中や授業後

なく，先輩の書いたイメージマップとも比較させ

に見ることで，これからの学習内容に関する生徒

る。

の考えや知識，認識を診断するためにも利用でき
る。

第二に，単元の学習内容が書き出されるイメー
ジマップ2及び3に関しては，生徒が書いたそれ
ぞれの全てのマップのうち，何枚かを抽出すると，

今後，これらの得られた示唆が反映された教育
実践を行いたい。そのために，上記第三及び第四

において明らかになった課題を次年度の授業実践
において次のように克服したい。

第三の点について本授業実践では，第3時間日

教師が期待し，かつ妥当と考えるイメージマップ

に湿度の計算を学習させた後，イメージマップ2

2及び3が作成できる。

を作成して1のマップと比較させた。この点を次

第三に，イメージマップ2には，概ねそれまで

年度では次のように修正を加える。①第3時間目

の学習内容が記された連想系列が書き出される。

の授業は，湿度の計算までで終える。②次時の雲

比較1の文章記述には，概ね生徒がそれまでに有

の観察までに1時間の授業時間を挿入する。単元

していた素朴概念の発見や学習内容に関する文章

の指導計画は1，2時間の延びしろが予め確保さ

が書き出される。しかし，気温や飽和水蒸気量，

れており，ここに1時間の授業を挿入しても，年

湿度の変化を関連づけながら雲や霧のでき方に関

間の指導計画に大きな支障は現れない。③挿入し

連する連想系列が見られるイメージマップ2，及

た1時間の授業の冒頭で，生徒自身が書いたイ

びそれらの関連を理論的に説明する文章は多くは

メージマップ1と2を比較させる。④その後，第

ない。

二の点で抽出されたイメージマップを教師が予め

第四に，イメージマップ3には，概ねそれまで

選定した先輩等が書いた推薦されるイメージマッ

の学習内容が記された連想系列が書き出される。

プ2として生徒に提示し，先輩の書いたイメージ

比較2の文章記述には，概ね生徒がそれまでに有

マップ2と自らが書いたイメージマップ2と比較

していた誤概念の発見や学習内容に関する文章が

させる6）。これによって，自らが書いたイメージ

書き出される。しかし，学習内容に関連する科学

マップにおける気温や飽和水蒸気量，湿度の変化

的用語を用いて自然界における雲や霧のでき方が

を関連づけながら雲や霧のでき方に関連する連想

善かれた連想系列が見られるイメージマップ3，

系列の有無やその存在を発見させ，それらの学習

及びそれらの関連を説明する文章は多くはない。

内容を振り返らせる。⑤湿度の計算を再度行う。

第五に，一人の生徒の描いたイメージマップと

第四の点について，この点の生徒の理解の困難

イメージマップを比較した文章記述に検討を加え

さは，空気が膨張すると温度が低くなることを実

ることによって，生徒個人の単元内容の理解状況

験によって実体験させると解消できると考える。

を教師が概ね捉えられる。

すなわち，現在教科書に掲載されている実験より，

これまでのことから，本研究によって次の2点
がイメージマップを学習支援ツールとして利用す

より子どもに温度低下が実感できるような教材を

開発し，この点を克服する。

るより効果的な理科授業のための示唆として得ら
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付 記
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（基盤研究（C），課題番号22530939，研究代表者相
野彰秀）の資金援助によって行われている。
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