
 

6
3 

令和元年度「総合地球科学入門」実践報告 
 

理科 本弓康之 安藤愛 斉藤真吾 中臺昇一 

 

平成 23 年度より継続的に実施している宿泊を伴う総合的な理科野外実習「総合地球科学入門」は、本校の

様々な先進的な取り組みに対応するとともに、教師教育や国際教育などの視点を加えながら発展的に実施し

てきた。ここでは、令和元年度「総合地球科学入門」の取り組みを先導的教育、教師教育、国際教育の各視点

から報告する。 

 

キーワード   理科野外実習  教師教育 国際教育 

2. はじめに 

平成 23 年の東日本大震災をきっかけに、生徒が地

球科学を学習する機会を増やし地球科学に対する興

味・関心を高めることを目的に、この理科野外実習を

継続的に実施している。 

この理科野外実習は計画段階から、本校が筑波大

学の附属学校であり筑波大学との連携や新たな教育

研究を実施する必要があること、本校が総合学科で

あり様々な研究実践の蓄積とその研究実践に関連し

た外部とのつながりを持っていることなどを考慮し、

地球科学に限定した野外実習ではなく、地球科学を

軸としながらも様々な学びを結びつけ、総合的に地

球科学と地球科学に関連した学びを獲得できること

を基本構想としていた。そのため、この理科野外実習

はつねに本校の教育研究（WWL、SGH、ESD、国際バカ

ロレア等）や生徒の変化に合わせ、日程や内容を変化

させながら継続的に実施してきた。 

ここでは、令和元年度「総合地球科学入門」の取り

組みを、先導的教育、教師教育、国際教育の各視点か

ら報告する。 

3. 先導的教育の視点 

この野外実習は総合学科であることの利点を生か

した複数の教員が関わる教科間連携、異なる学年の

生徒が参加できる異学年交流、および筑波大学や実

習地である長野県信濃町の野尻湖ナウマンゾウ博物

館など高大連携、高校と博物館との連携を平成２３

年度から継続的に実施している。 

これらの取り組みは、地球科学が様々な教科・学

問とのつながりがあることに生徒自身が気づき、大

学教員・博物館学芸員による専門的な講義や専門的

な実習を異学年の協働を通して学びを深めること

で、生徒自身の主体的な学びを期待して実施してい

る。また、国際バカロレアの理科グループ４プロジ

ェクトとして、問題発見、協働学習、ふりかえりと

いった生徒の主体的な学びができるように構成を変

更している。 

 
図１ 班別実習 

さらに、ICT 機器を活用した実習や生徒の PC やス

マートフォンを活用し生徒の学びを蓄積するポート

フォリオとしてベネッセのClassiを活用する取り組

みも実施している。 

 令和元年度は新たな取り組みとして、国際バカロ

レア・ＴＯＫ（知の理論）を参考に、永久凍土中のマ

ンモスの発掘と関連した研究を例に、答えのない問

いについて考える取り組みを実施した。 

 
図２ 答えの問いを考える取り組み 

4. 教師教育の視点 

「体験活動の充実」については、平成 10 年告示の

学習指導要領においてその文言が現れ始め、人間関

係形成能力や集団生活への適応能力の低下といった
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教育課題の発生の背景として、生徒たちの生活体験

や自然体験の不足が一要因に挙げられている。平成

30 年告示の学習指導要領においても、観察、実験、

野外活動といった体験的な学習活動の充実が引き続

き謳われており、教員においては学校教育活動全体

の中で体験的な学習活動を展開できる能力を有して

いることが期待されよう。しかしながら、生徒のみな

らず将来生徒を指導する立場である教員養成課程の

学生でさえも、体験活動の経験が不足していること

を指摘する軸丸ら（2006）の主張や、教員養成課程に

おける体験活動の在り方の再考を求める豊澤ら

（2010）の主張を踏まえれば、現時点で教員が十分な

質を伴った体験的な学習活動を展開できる状況にあ

るとは言い難い。こうした生徒・教員双方の現状を鑑

みると、学校教育における体験活動の充実を図るた

めには、高等教育機関における現行の教員養成課程

に付随して、自然体験活動における指導力の向上を

目的とした機会の設定が必要であるといえる。 

 この野外実習においては、平成 24 年度から筑波大

学大学院教育研究科理科教育コースの授業「理科野

外実習インターンシップ」として大学教員と本校教

員が連携し実施している。この教育インターンシッ

プは、大学院生が大学教員と本校教員の助言を受け

ながら、以下の 3 つを主目的としている。 

(1) 野外実習の指導法や安全対策、危機管理方法に

ついて学習する。 

(2) 生徒の野外での活動や成果発表会に際して、フ

ァシリテーターとして関わる方法を学ぶ。 

(3) 野外実習を通して、教員として生徒に身に付け

させたい資質・能力を明確にする。 

(1)の目的に関しては、野外実習の意義や指導法を

理解するとともに、野外実習中の活動やキャンプフ

ァイヤー企画の計画・運営を通して、生徒の身の回り

に生じ得るあらゆる危険性を想定し、それに対する

具体的な安全対策を検討させることを指向したもの

である。次に(2)の目的に関しては、教員役の大学院

生は飽くまでも生徒に必要な「気づき」を促すための

発問をしたり、生徒からの多様な質問に対して柔軟

に対応したりすることを通して、生徒主体による学

習活動を実現するための実践的な指導力を修得する

ことを指向したものである。そして(3)の目的に関し

ては、日本の学校教育の潮流を「過去」「現在」「将来」

の 3 つの観点から考察することを通して、大学院生

がもつ教師観の涵養を促すことを指向したものであ

る。これら 3 つの観点の中でも、新学習指導要領へ

の過渡期に現在あることから、とりわけ「将来」の日

本の学校教育に目を向けたディスカッションやレポ

ートを課している。 

この教育インターンシップは主に、事前指導、野外

実習への引率・指導、事後指導から構成されている。

事前指導では、野外教育および安全教育の指導法や

本校で実施される野外実習の目的を学習する。野外

実習中においては、大学院生は担当する複数名の生

徒の変容を記録し、毎日その生徒の変容の記録を振

り返ることで、生徒と共に学ぶファシリテーターと

しての視点が重要であることを学習する。そして事

後指導では、野外実習全体を通しての振り返り活動

を通して、先述の(1)(2)の目的と比較しながら、大学

院生がその達成度を自己評価する。 

 

図３ 実習中の大学院生との打ち合わせ 

 事前指導においては、「あなたは教員として、これ

からの時代を生きる生徒にどのような資質・能力を

身に付けさせたいか」という主題でディスカッショ

ンを行った。ディスカッションの中で挙げられた資

質・能力を「生徒の内的側面」「生徒の外的側面」「生

徒の思考・判断・表現力」の 3 つの観点に分けて下

表４に記載する。 

表４大学院生が生徒に身に付けさせたい資質・能力 

観点 項目 

生徒の 

内的側面 

・好奇心をもつ 

・主体的な学びに向かう姿勢 

・行動力がある 

・個性や能力を生かす 

・失敗を恐れない 

・グローバルに活躍する 

生徒の 

外的側面 

・コミュニケ－ション力がある 

・他者の考えを受容する 

・他者と協同する 

・地域社会と関わろうとする 
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生徒の 

思考・判

断・表現力 

・根拠をもって意思決定できる 

・自身の考えを述べられる 

・科学的リテラシーや科学的探究

スキルを有している 

・リベラルアーツの視点を有して

いる 

 

加えて事後指導においては、「インターンシップを

通して、今後身に付けたい教員としての資質・能力は

何か」を主題とするレポートを課した。以下に、イン

ターンシップに参加した大学院生のレポートにおけ

る記述内容の要点を下表５に記載する。 

表５ 大学院生が今後身に付けたい資質・能力 

観点 項目 

専門教科に関する 

知識 

・科学的視点を提示する力 

・専門分野にとらわれない幅

広く深い知識 

生徒への支援方法 

・生徒の思考を読み取る観察

力 

・適切な発問能力 

・ファシリテーションの技法 

教員の内的側面 

・教員自身が学ぶ姿勢 

・教員自身が理科の楽しさを

再確認し、生徒に伝える姿勢 

 教師教育の観点から、この教育インターンシップ

が大学院生にどのような教育的効果をもたらしたの

かという詳細な質的・量的手法による分析は別稿に

委ねることにするが、大学院生らの事後レポートに

は、「ファシリテーターとしての立場でどのように生

徒たちと関わっていけばよいか、戸惑いを感じた」と

いう記述が多く見られた。これは、彼らがこれまでに

受けてきた授業や講義の中で経験がなかったことの

表れともいえ、例年この教育インターンシップに参

加した多くの大学院生からなされる記述である。フ

ァシリテーションには、生徒一人一人が物事を熟考

し、他者と意見を交換する中で知識の定着や新たな

問いを生産することや、自身の考えを他者へ表現す

る力を伸長することといった効果が期待される。こ

れは正に「アクティブ・ラーニング」に象徴される双

方向型授業の実現が求められるこれからの日本の学

校教育を展開していく上で、教員に必要とされる資

質・能力ではないだろうか。この教育インターンシッ

プは、野外教育や安全教育の単なる理解にとどまら

ず、大学院生らの実践的指導力の涵養の一助になっ

ていると考えている。 

5. 国際教育の視点 

令和元年度の実践では平成26年度から実施してい

た「国際フィールドワーク入門」での筑波大学教育研

究科に在籍している外国人教員研修留学生の日本で

の実践的な教員研修の活動を継続し外国人教員研修

留学生も参加した英語での活動や実習成果発表など

の取り組みも実施した。  

6. おわりに 

「総合地球科学入門」の目的は、平成 23 年の東日

本大震災をきっかけに、生徒が地球科学を学習する

機会を増やし地球科学に対する興味・関心を高める

ことである。 

平成23年度から継続している「総合地球科学入門」

の取り組みは、この目的を常に意識し、本校の教育研

究（WWL、SGH、ESD、国際バカロレア等）や生徒の変

化に合わせ、実践的な教師教育も実施している。 

そのため、この実習は総合学科としての先導的な

教育、教師教育・国際教育の実践といった附属学校と

しての本校だからできる実習であると言える。 
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