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１．はじめに
これまでの著者の PaofitsＷＧでの活動は主に教材の開発であった。
アンケートによる生徒の感想等は
聞くことはしていたが、教育効果について詳細な分析的はしていなかった。今回は２００６年度の著者
の勤務校で文系の高校３年生の地学選択者を対象に授業を行い、教材がどのような教育効果をもたらす
のか、また、どのような生徒に有効なのかを分析してみようと思った。
前回のワークショップでは、
Paofits 教材の使用によって生徒にどのような変化が現れるかということ
を、授業の事前と事後に小テストを行った結果について簡単に報告した。今回はそのときのアンケート
のうち、生徒の感想の部分を報告する。

２．授業の実践
教材になっている観測データは２００３年４月に発見された SN2003du という超新星の１０夜分を
使っている。観測期間は６０日にわたるもので、名寄市木原天文台の佐野康男氏にご提供いただいた。
この教材を使うにあたって必要な学習事項は、
「見かけの等級」
、
「ポグソンの式」
、
「絶対等級」
、
「見
かけの等級・絶対等級と距離の関係」
、
「常用対数の計算法」である。実習を受けた生徒は見かけの等級
と絶対等級から距離を求める方法について、分光視差やセファイドによる距離の計算を学習する過程で、
すでに学習している。対数表の使い方もこのとき学習済みである。
授業は 2006 年 11 月初旬に高校３年の地学Ⅰの選択者 40 人に対して行った。一人一台のＰＣを使う
ことができるＰＣ教室で１時間ずつ２回の授業を、そして、得られた結果をまとめる授業を普通教室で
１時間行っている。

３．生徒の意識調査
教材では、超新星の結論の距離を求めるまで
にこなさなければならないいくつかの段階があ
る。
「超新星の同定」
、
「測光」
、
「見かけの等級
計算」
、「光度曲線の作成」、
「極大光度の読取
り」
、
「距離の計算」である。それぞれの段階の
達成感や難易度をどのように感じているか紹介
する。
１）達成感、難易度、満足感
達成感をワークシートの課題毎にアンケート
でたずねたところ、
「極大光度の読取り」の段階

図１ 課題の達成感

まで、
「十分達成した」
、
「概ね達成した」が合わせて７割以上あり、
「距離」を求める部分も６割強であ
った。また、この達成感とワークシートの達成度とはほぼ一致していることもわかった。
次に、難易度については、
「とても易しい」
「概ね易しい」という回答が「距離の計算」の段階を除い
て６割前後であった。生徒たちにとって、この課題はさほど困難ではなかったと判断できる。ここで、

図２ 課題の難易度
図３ 課題に対する満足感
「測光」から「見かけの等級計算」への段階で難しく感じる割合が急に増え、最後の「距離計算」の段
階で、難しく感じる割合がもう一段と増えている。このあたりで生徒がつまづく箇所があるようだ。
次に満足感については、
「満足」
「一応満足」を足し合わせると、どの段階でも６割を越えている。
満足感と達成感は傾向がよく似ており、相関関係を調べてみても、有意な相関になっていた。このよ
うに満足感が高くなるのがこの教材のひとつの特徴であると筆者は感じている。
２）興味、講義形式と比較したわかりやすさなど
今回の授業を「おもしろい」と感じる生徒が
非常に多く、９割を越えている。
「講義よりもわ
かりやすい」
と答えたものも半数以上であった。
時間の問題はあるが、座学に終わらずこのよう
な実習を行うことの重要性が見て取れる。
「天文
学の探究法を理解」については、生徒が考える
「理解」の意味が、アンケート作成時に意図し
た「このような手段で天体から情報を得ること
ができる」ではなく、
「課題の内容が自分のもの
になる」という意味にとらえられていた可能性
図４ 興味、その他
がある。自分で「データをとりたい」と思う生
徒も半数近くに達した。これは、天文学の方法を少しは身近に感じてくれたことではないかと思いたい。
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３）研究用のデータを使うことの意義
今回の授業の特徴は、研究用の観測データを使っていることにある。このことを生徒はどのように感
じたのか、アンケートには感想をとともに回答の理由を複数回答可として尋ねる部分も設定した。
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表５ 「天文学の探求法を理解できた」の肯定理由、否定理由

逆に「理解できない」と答えた 14 人があげた理由は、
「手順に追われた」が最も多く 12 人で、画像
を理由に挙げたのは１人のみであった。課題の遂行が精一杯で、考えながら作業を進める時間的余裕が
なかったことが伺える。実習中にネットワークのトラブルにみまわれ、十分な作業時間がとれなかった
ことと関係もありそうだが、今後の改善の手がかりとしたい。
④データを自分で取りたいと思う理由
「自分でもデータを取りた 肯定の理由
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い」と答えた者は 13 人であ 誰のかわからないデータだから
4 機械苦手だから
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表９ 「自分でもデータをとりたい」の肯定理由、否定理由
たい」などをあげた。
「自分で
データは取りたくない」と答
えた生徒 16 人は、その理由として、全員が「機械を操作する自信がない」をあげ、
「自分のデータで結
果は出せない」を７人があげた。
以上から、
「研究用のデータを利用する」ことが生徒の興味を喚起したり、内容の理解を促進したり、
また、もう一歩進んで取り組んでみたいといった気持ちを引き出すことができると考えられる。今回の
授業の対象が文系の生徒であったことをふまえると、このことは特筆すべきことである。

４．今後の課題
今回の調査を通じて明らかになったことは、ワークシート作業の達成度が高いほど満足度が高く、研
究用のデータを使うことによって、講義だけ行うより理解が深まる、あるいは、興味がもてると感じさ
せることができる点である。大半の生徒は満足して課題に取り組めたということもいえる。天体観測を
自分でやりたいと思う生徒も何人かでてきているので、天文学の手法を身近にさせたともいえるだろう。
事前、事後調査票の結果があまり改善されなかった点については、講義で行ってきた学習内容と、こ
の教材の取り扱う内容、さらにはアンケートと実習で取り扱う内容に多少のずれがあったためと思われ
る。講義と実習がより密接につながりを持たせることも必要だが、調査票の設問についても検討しなけ
ればならないだろう。
また、時間不足を訴える生徒も多くいたが、今回の実習では、ＰＣ教室のネットワーク回線の不調が
あり、データの取得などの授業内容に直接関わらない部分で無駄な時間を費やした。このことも、生徒
の課題の達成度や感想に影響を及ぼしたと考えられる。
紹介しなかったが、２００７年２月に２年生の理系の地学選択クラスで同様のアンケート調査を実施
している。教材は「ハッブル則」であるが、生徒の感想として今回と同様の結果を得ている。今後詳し
く分析したい。
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