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Abstract  
The purpose of this research is to analyze how much environmental education program conducted for students who 
live in urban areas affects the students’ understandings of morphology of each insect, and also to analyze what 
program led to better understandings of insect morphology for students with different backgrounds. In this study, a 
long-term environmental program using butterflies and dragonflies was developed and implemented. And by 
conducting Multiple comparison by Steel-Dwass test and Poisson regression analysis using data such as prior 
questionnaires, pictures students draw, and reflection sheet that were to be written after each program, the correlation 
between the change in the score of pictures students draw and the background of the students were examined.  
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1. はじめに 

1-1 背景・目的 

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する

法律2 条３項によると「環境の保全についての理解を深めるために

行われる環境の保全に関する教育および学習」のことを環境教育と

いう。その中でも「生物的な自然やその生態系等を対象とした環境

教育」を自然環境教育と定義することができる

１）

。 

特に幼少期は身近な生き物への認識や心象が変化する重要な

時期であるとされており

２） ３）

、地域に身近な生き物を題材とした自

然環境教育は幅広く実施されている。近所の河川において魚の採

集・観察活動を自然体験活動として実施した教育活動や

4)

、古くから

学校内に存在する巨樹を題材とした教育活動

5)

、花壇での園芸

6)

を

題材とするものなども実施されている。このようにこれまでに様々な

種類の自然環境教育がこれまでに行われている。その中でも学校

ビオトープを活用した環境教育プログラムの開発や実施は多くの報

告があり、アンケートを通して授業内容の理解度や満足度、環境問

題に対する意識の変化などが報告されている 

7) 8）

。 

一方で、渡辺(2010)の研究によると、静岡県の沼津東高等学校に

おいて生物授業選択者188名を対象にニワトリ、カブトムシを描くア

ンケートを実施したところ、4 本脚のニワトリや 8 本脚のカブトムシな

ど足の間違った生物を描く生徒が 31 名もでたという

 9)

。各々の生物

の形態、ひいては生態を理解せずして生物を保全することは難し

いため、生物の形態・生態の理解は環境教育の中で子供達が身に

つけなければならない知識の一つである。しかし、生物の形態・生

態の理解を軸に一連の環境教育プログラムを実施し、教育効果を

測定した研究は少ない。 

本研究では、特に都市部でも身近に見ることができるチョウ類・ト

ンボ類に注目し、環境教育プログラムを開発・実施した。そして、そ

の教育プログラムが子供たちの昆虫の形態理解にどのような影響

を与えるのかを分析した。 

 

2. 手法 

2-1 研究対象学校の概要 

神奈川県川崎市川崎区に位置する川崎市立川崎小学校の小学

校 5 年生の全生徒 116 名、３クラスを対象にチョウ類・トンボ類を題

材とした環境教育プログラムを実施した。川崎小学校における環境

教育プログラムは 2014 年の５月に「川小自然館」という名前の学校

ビオトープ（以下：川小自然館）が完成してから川崎小学校の教員

および慶應義塾大学一ノ瀬友博研究会が恊働で実施している。 

 

2-2 環境教育プログラムの開発と実施 

2016 年度に実施したトンボとチョウを題材にした環境教育プログ

ラムの概要を【表１】にまとめた。このプログラムは大きく分けて 3 つ

のセクションに分類することができる。すなわち1～2限目その後の

活動のために必要な知識を集める導入部分、3～6 限目は生物のこ

とを知る体験活動部分、7～8 限目はこれまで体験したことを活かし

て問題点を探し、実際に環境に働きかける問題発見・問題解決部分

である。その中でも体験活動部分では、3 限目と 4 限目は屋外での

体験活動、6 限目は屋内での体験活動と分類することができる。 

 

2-3 教育効果の分析 

2-3-1 絵を用いた教育効果の分析 

子供達にトンボとチョウの絵を描いてもらい、それを元に教育効

果の分析をした。絵を用いた環境教育の教育効果測定の既往研究

では、押田ら(2005)の理想の浜辺風景を教育プログラムの前後に描

いてもらい、絵の要素の変化を分析した研究がある 

10)

。 
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【表１】 2016年度に川崎小学校で実施した環境教育プログラムの概要 
 時限/月日 授業名 学習内容 

１限目 

4 月26日 

川小自然館を見に行こう 最初に講師の自己紹介と今後の活動の大まかな流れを説明した(10分)。その後、川小自然館に移動し(5分)、川小自然館の観察

を行った(20分)。川小自然館での観察活動に先立って少し川小自然館で観察できる生き物や川小自然館が造成された経緯につ

いて軽く説明した。最後に振り返りシートの記入と次回授業の予告を行った(5分) 

２限目 

5 月2日 

チョウ・トンボ・ビオトープ

の基礎知識 

オープンルームという比較的広い教室に集まって学年で一斉に授業を実施した。最初に、1限目に実施した川小自然館の観察

の振り返りと川小自然館が作られた経緯とその過程についての講義を実施した(10分)。続いて、絵を描く時間を取り、プログラム

の評価の際に利用するためのトンボとチョウの絵を描いてもらった(10分)。その後、トンボとチョウの生態に関する軽いレクチャ

ーを実施した(10分)。最後にアンケートと振り返りシートを記入してもらった(15分)。 

３限目 

5 月11日 

野外での昆虫採集体験 最初に活動内容の説明と屋外での活動の注意点を説明した(5分)。その後、屋外に移動し(5分)屋外での虫捕り体験と生き物の観

察を行った(25分)。予めチョウの幼虫がいるところに目星をつけておき、子供達にはそこを一緒に周ってもらった。チョウの成虫

を観察することがこのプログラムでの大きな目標の一つであったが、この日は天候が優れず、チョウの成虫を観察することがで

きた子供達は少なかった。最後に、教室へ移動し(5分)、振り返りシートの記入とアンケートを未提出だった子供達にアンケートを

記入してもらった(10分)。 

４限目 

5 月31日 

トンボのヤゴ救出プログ

ラム 

教室からプールに移動し(5分)、トンボのヤゴがどこからきて、どのように成長しているのかについてレクチャーした(5分)。レクチ

ャーでは、プールで生活するヤゴたちが何故上手く羽化することができないのかなどを説明し、7限目のディスカッションに向

けた足掛かりとした。次は、実際にプールのヤゴを救出してもらった(20分)。有志の子供達には実際にプールに入ってもらい、

たも網を用いてヤゴを捕獲して容器に集めてもらった。一方でプールに入りたくない、もしくは入れない子供達は、プールサイ

ドでヤゴなどのプールに住む生き物を観察した。最後に片付けと教室への移動をして(5分)、振り返りシートの記入してもらった

(10分)。また、有志の子供達と放課後にプールで救出したヤゴをビオトープに放流した。 

５限目 

6 月21日 

これまでの体験活動の

おさらい 

最初にスライドを用いて今までの体験活動(1限目、3限目、4限目)を振り返った(5分)。その後、個人で自分が見つけた生き物と

見つけた場所、見つけた時の状態などを用紙に記入してもらった(10分)。次に、各々が見つけた生き物をグループで発表して

もらい、お互いの発見を共有し合った(10分)。また、グループの代表を決めてもらい、グループの代表者がクラスで自分たちの

グループの発見、気づきを発表した(10分)。最後に、残りの時間で振り返りシートの記入してもらった(10分)。 

６限目 

7 月12日 

トンボとチョウの標本を用

いた標本観察プログラム 

最初に標本観察のポイントを説明した(5分)。これまでの理科学習で習った昆虫の体のつくりを思い出すこと、チョウとトンボがど

う違うか注目すること、チョウとトンボの中でも種によって違いがあることに注目するよう説明した。次に、チョウとトンボの絵を描い

てもらった(10分)。続いて実際に標本観察を行った(10分)。標本観察の後、観察を踏まえた上でチョウとトンボの絵を描いてもら

った(10分)。最後にまとめとして、トンボとチョウの形態の違いについて講義したのち、子供達に振り返りシートの記入してもらっ

た(10分)。 

７限目 

9 月7日 

「川崎小学校にもっとトン

ボとチョウを呼び込むた

めにはどうすればいい

か？」についてのディス

カッション 

前回の授業から夏休みを挟んだ後の授業だったため、最初にこれまでの活動の振り返りをした(5分)。次にプールの改善案に関

するディスカッションをした(15分)。子供達が意見を出しやすいようにプールの問題点を「ギンヤンマやイトトンボなど草に産卵

するトンボが産卵できないこと」「つかまる場所がなく、トンボの羽化する場所がないこと」「ヤゴの隠れる場所がなくて共食いして

しまうこと」の3点に絞って議論した。次に学校内の問題点に関してのディスカッションを実施した(15分)。こちらも子供達が意見

を出しやすいように「昆虫が蜜を吸うための植物が少ない」「様々なチョウなどの昆虫が食べる草が少ない」「生き物の隠れ家が

少ない」の三点に絞って議論した。最後に、子供達に振り返りシートの記入してもらった(10分)。 

８限目 

9 月14日 

プールの改善案実施  プールの改善案は7限目のディスカッションの内容をもとにクラス毎に改善案を変えて実施した。 

(1) プールのイカダ作り      

一組では植物に卵を産み付けるトンボが産卵できるようなイカダを作成した(15 分)。イカダは、子供達が持参した 500ml のペット

ボトルを容器に結束バンドを用いて括り付け、作成する。イカダの作成は班ごとに実施した。続いて作成したイカダは班ごとに

(図６)のようにプールに運び浮かばせた(20分)。最後に、子供達に振り返りシートの記入をお願いした(10分)。 

(2) ヤゴのつかまり木作り      

二組では、プールでヤゴが安全に羽化することができるような捕まり木を作成した。最初に教室から砂場に移動して(5 分)、植木

鉢に砂を詰めた(15 分)。その後プールに移動し、190cm ほどの木の枝を植木鉢に挿し、砂で固定した(10 分)。そして、完成した

捕まり木をプールに沈めた(5分)。最後に、子供達に振り返りシートの記入をお願いした(10分)。 

(3) ヤゴの隠れ家作り     

 三組では、落ち葉や石でヤゴが隠れられる場所を作成した。まず外に移動して、グループごとに校内を周り、ヤゴが隠れられ

るような落ち葉や石などを集めてきてもらった(15 分)。その際に、落ち葉はプールに沈むように、水を張ったバケツによく漬けた

(5 分)。その後、プールに移動して、用意した落ち葉や石、植木鉢などをプールに沈めた(15 分)。最後に子供達に振り返りシート

の記入してもらった(10分)。 
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他には田代(2012)の農業用水での生き物観察前後に農業用水の

イメージの変化を集計した研究がある 

11)

。しかし、特定の生き物を

子供達に描いてもらい、それを元に昆虫形態の理解度を測定した

研究は少ない。 

6限目に実施した標本観察プログラムで間近に昆虫を観察するこ

とによって、多くの子供達がより昆虫の形態を詳しく理解すると考え

られる。一方で 3 限目に実施した屋外での昆虫採集や 4 限目に実

施したプールのヤゴ救出プログラムも昆虫の形態の理解に貢献す

ると考えた。 

屋外での体験活動と屋内での標本観察の教育効果を測定するた

めに、５月２日の「チョウ・トンボ・ビオトープの基礎知識」講義後(1回

目)と 7 月12 日に実施した「トンボとチョウの標本を用いた標本観察

プログラム」での標本観察前(2 回目)と標本観察後(三回目)、計 3 回

子供たちにトンボとチョウの絵を描いてもらった。すなわち、一回目

の絵は事前の絵であり、二回目の絵は「屋外での昆虫採集体験」

「プールのヤゴ救出プログラム」の二つの屋外での自然体験後であ

り、「標本観察プログラム」の事前の絵である。そして三回目の絵は

「標本観察プログラム」の事後の絵となる。絵の得手不得手に関わら

ず、昆虫の形態の理解ができているかを測定するために、トンボと

チョウの形態理解を【表２】の採点項目を元に、採点した。採点項目

の条件を満たしている場合は、１項目につき１点加点することとし、

トンボとチョウ各々最大２０点で採点した。絵の採点では、三回とも

絵の提出があった 96 名(有効回収率 83%)のみを対象に実施した。

また、トンボとチョウの点数が一回目と二回目、二回目と三回目、一

回目と三回目でどのように変化しているかをみるために、統計解析

ソフトの R (version3.2.2)を用いて平均点と誤差の変化を算出した。

また、点数の有意差を調べるために多重比較検定を実施した。そ

れぞれの絵の点数を Shapilo-Wilｋの検定で正規性を確かめたとこ

ろ２回目のトンボの絵と３回目のトンボの絵は正規分布であることが

わかったが、その他は正規分布ではなかった。従って、ノンパラメト

リック手法である Steel-Dwass の多重比較検定を実施した。 

 

2-3-2 絵の点数と子供達のバックグラウンドとプログラムに対する

満足度との相関関係の分析 

絵の点数と子供達のバックグラウンド、プログラムの満足度との間

の相関関係の分析を行った。ただし、相関関係の分析では三回とも

絵の提出があり、アンケートの提出もあった 86 名(有効回収率 74%)

のみを対象に実施した。絵の点数では、トンボとチョウの点数を足

した合計点数(40 点満点)、それから改善点を求めるために１回目の

点数と２回目の点数の差、２回目の点数と３回目の点数の差、１回目

の点数と３回目の点数の差を用いた。また子供達のバックグラウン

ドは、事前アンケートで得ることのできたデータから「好きな科目の

数」「習い事の数」「1日の勉強時間」「外遊びの遊び場所の数」「1週

間の外遊びの頻度」「飼ったことのあるペットの種数」「飼ったことの

ある昆虫の種数」「虫捕りをしたことのある回数」「虫捕りで捕まえた

虫の種数」「好きな生き物の種数」「好きな虫の種数」を用いた。プロ

グラムの満足度は毎回の授業後に子供達に記入してもらっていた

振り返りシートに「授業が楽しかったか」と「授業が勉強になっ  

【表２】 トンボとチョウの絵の採点項目 

トンボの採点項目 チョウの採点項目 

目を正しい位置で描けているか 目を正しい位置で描けているか 

目を瞳でなく虫のように描けているか 目を瞳でなく虫のように描けているか 

目を複眼のように描けているか 目を複眼のように描けているか 

目を2つくっつけて描けているか 目を２つ離して描けている 

目を正しい大きさで描けているか 目を正しい大きさで描けているか 

口を適切な形状で描けているか ・口を適切な形状で描けているか 

触覚を正しく描けているか 触覚を正しく描けているか  

翅を正しい形状で描けているか ・触覚を棍棒上に描けているか 

翅を正しい位置で描けているか 翅を正しい形状で描けているか 

翅に縁紋を描けているか 翅を正しい位置で描けているか 

翅に結節を描けているか 翅に尾状突起を描けているか 

翅を4枚描けているか ・翅に尾状突起を描けているか 

胴体を頭・胸・腹に分けて描けているか ・翅を4枚描けているか 

胴体に節の筋を描けているか ・翅に適切な模様を描けているか 

胴体に付属器もしくは産卵管を描けているか 胴体を頭・胸・腹に分けて描けているか 

胴体を適切な形状で描けているか 胴体に節の筋を描けているか 

胴体に適切な模様を描けているか 胴体に毛を描けているか 

足の数を6本で描けているか 足を描くことができているか 

足の位置を適切に描けているか 足の位置を適切に描けているか 

足の棘を描けているか 足の数を6本で描けているか 

 

たか」を10点満点で記入してもらい、その二つの合計点を利用した。

しかし、各々の子供達によって採点基準が異なり、高い点数をつけ

ている子はどのプログラムに対しても高い点数で、低い点数をつけ

ている子はどのプログラムに対しても低い点数をつけている傾向

があった。従って、それぞれの子供達毎に 1 回目～8 回目の満足

度の平均点から各々のプログラムに対してそれぞれの子供達がつ

けた点数を引き、相対的な各プログラムに対する満足度をみた。 

 

解析には統計解析ソフトの R (version3.2.2)を用いて、一般化線形

モデル(Genelized  linear model)によるポアソン回帰分析を行った。

なお、目的変数には絵の点数を用いて、説明変数には子供達のバ

ックグラウンドとプログラムに対する満足度を用いた。 

 

3.  結果 

3-1 絵を用いた教育効果分析結果 

3回の絵の平均点数の変化をエラーバー付きのグラフで示した。

またトンボとチョウそれぞれの絵において、1 回目と２回目の点数と、

２回目と３回目の点数、それから１回目と３回目の点数に有意な差が

あるかを確かめるため、Steel-Dwass の多重比較検定を実施した

【図１】【図２】。 
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【図２】トンボの絵の平均点数変化 
【図２】のdragonflies1は、子供達が１回目に描いたトンボの点数の平均を示しているdragonflies2は、子

供達が2回目に描いたトンボの点数の平均を示している。dragonflies3は、子供たちが3回目に描いた

トンボの点数の平均を示している。横の矢印はSteel-Dwassの多重比較検定の結果を示しており、 

‘***’ p<0.001 ‘**’ p<0.01 ‘*’ p<0.05 n.s.>0.05である。 

＊＊＊ 
＊ 

＊＊＊ 

これらのグラフから、トンボとチョウともに平均点が１回目と２回目、

２回目と３回目の間で増加していることが見て取れる。また、

Steel-Dwass の多重比較検定の結果、トンボの絵は１回目と２回目、

２回目と３回目で共に有意な変化がみられた。【図３】は標本観察の

前後で特に改善度が高かったトンボの絵の一例である。またチョウ

の絵では１回目と２回目では有意な変化はみられなかったものの、

２回目と３回目では有意な変化がみられた。このことから標本観察

の前後ではトンボとチョウ共に有意な点数変化があったといえる。

また、トンボに関しては標本観察の時のみならず、屋外での自然体

験活動の中でも子供達は生き物の形態の理解をしていたといえる。

一方、チョウの１回目の絵と２回目の絵では大きな変化がなかった。

その理由としては、チョウの成虫観察を大き

な目的としていた３限目に実施した「屋外での昆虫採集体験」の際

にチョウがあまりおらず、チョウを観察する機会が著しく少なかった

ことがあげられる。自然体験学習の際、トンボと比較してチョウを間

近に観察する機会が少なかったために変化が少なかったと考えら

れる。 

 

3-2 絵の点数と子供達のバックグラウンドとの相関関係 

絵の点数を目的変数として子供達のバックグラウンドを説明変数

とした解析結果を【表３】に示した。 

まず、「好きな科目数」「習い事の数」は「１回目点数」と負の相関

関係となった。その一方で、「１回目と２回目の差」では正の相関が

n.s. 
 

＊＊＊ 
＊＊ 

【図１】チョウの絵の平均点数変化 
【図１】のbutterflies1は、子供達が１回目に描いたチョウの点数の平均を示している。butterflies2は、子

供達が2回目に描いたチョウの点数の平均を示している。butterflies3は、子供たちが3回目に描いた

チョウの点数の平均を示している。横の矢印はSteel-Dwassの多重比較検定の結果を示しており、 

‘***’ p<0.001 ‘**’ p<0.01 ‘*’ p<0.05 n.s.>0.05である。 

【表３】 絵の点数と子供たちのバックグラウンドとの相関関係分析結果 
好きな科目数 習い事の数 １日の勉強時間 外遊びの遊び場

所数
１週間の外遊び
の頻度

飼ったことのあ
るペットの種数

飼ったことのあ
る昆虫の種数

虫捕りをしたこ
とのある回数

虫捕りで捕まえ
た虫の種数

好きな生き物の
種数 好きな虫の種数

１回目点数 -0.0558* -0.0818 * -0.0508 -0.0375 0.0195 0.0294 0.00732 0.0829 *** 0.0421 *** 0.0112 * 0.00739
２回目点数 -0.0304 -0.0161 -0.0731 * 0.0158 0.0271 0.0146 -0.0111 0.0452 * 0.0162 0.00831 0.00568
３回目点数 -0.0241 0.00851 -0.0161 0.000815 -0.00662 0.0258 0.00443 0.0421 ** 0.0212 * 0.0123 ** 0.00286
１回目と２回目の差 0.0847 *  0.0979 * -0.021 0.0603 0.00168 -0.0546 -0.0481 * -0.0592 -0.0121 0.00315 0.000685
２回目と３回目の差 -0.0164 0.039 0.0739 -0.0765 -0.0679 0.0281 0.0359 * 0.0159 0.0277 0.0171 * -0.00524
１回目と３回目の差 0.0321 `0.0952 *** 0.0295 0.0136 -0.0515 0.00656 -0.00622 -0.047 -0.0142 0.00878 -0.00679

1)表中の数値は全て標準回帰係数を示している。 2) Signif. codes:   ‘***’ p<0.001 ‘**’ p<0.01 ‘*’ p<0.05 3)有効数字3桁

【表４】 絵の点数とプログラム満足度の相関関係分析結果 
1限目 ２限目 ３限目 ４限目 ５限目 ６限目 ７限目 ８限目

１回目点数 0.0116 0.0293 * 0.00487 -0.00907 0.0139 -0.0104 0.0233 0.00316
２回目点数 0.00857 0.00686 0.00883 0.0152 -0.0336 *** 0.0122 0.0182 0.0112
３回目点数 -0.0177 * 0.0109 0.00476 0.00214 -0.00356 0.018 -0.00126 0.00426
１回目と２回目の差 -0.0169 -0.0495 ** 0.00941 0.0714 *** -0.107*** 0.0857 ** 0.0092 0.0645 **
２回目と３回目の差 -0.0641 *** 0.0237 0.000699 -0.0186 0.0128 0.0469 -0.0348 0.00329
１回目と３回目の差 -0.0526 *** -0.0108 0.00315 0.0145 -0.0258 0.0586 ** -0.0252 0.0116

3)有効数字3桁1)表中の数値は全て標準回帰係数を示している。 2) Signif. codes:   ‘***’ p<0.001 ‘**’ p<0.01 ‘*’ p<0.05
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出た。また、「習い事の数」と「１回目と３回目の差」では相関が出た。

また、「虫捕りをしたことのある回数」と絵の点数との相関で、３回とも

に絵の点数との間に正の相関がみられたため、虫捕り経験が多い

子供の方がより昆虫の形態を理解していたことがわかる。「虫捕りで

捕まえたことのある種数」も同様に１回目と３回目の合計点との間に

相関が見られる。「飼ったことのある昆虫種数」と「１回目と２回目の

差」では負の相関が出て、「２回目と３回目の差」では正の相関が出

た。このことから多くの昆虫を飼って接したことがある子供達ほど標

本観察プログラムを通した後に絵の点数が大きく増加したといえる。

一方で多くの昆虫を飼って接したことがない子供たちは、自然観察

のプログラムを通した後に大きく点数が増加した。他には、「好きな

生き物の種数」と「１回目点数」、「３回目点数」、「２回目と３回目の

差」との間で正の相関が出た。それに対して「外遊びの遊び場所

数」「１週間の外遊びの頻度」「買ったことのあるペット数」「好きな虫

数」はどの点数とも相関が出なかった。 

 

3-3 絵の点数とプログラムに対する満足度との相関関係の分析結

果 

絵の点数を目的変数、プログラムに対する満足度を説明変数とし

た解析結果を【表４】に示した。 

まず、「１回目点数」と「２限目」の満足度との間に正の相関関係が出

た。一方「１回目と２回目の差」と「２限目」の満足度との間には負の

相関関係が出た。これは２限目の講義中心のプログラムに対して高

い満足度を示している子供たちは元々昆虫の形態を理解している

ということを意味している。また、「４限目」の満足度や「６限目」の満

足度、「８限目」の満足度と「１回目と２回目の差」の間で正の相関が

出ていることから、体験的な活動に対して高い評価をつけている子

供たちは自然体験活動を通してより昆虫の形態を理解したといえる。

また、特に「６限目」で高い満足度を示している子供たちは「１回目と

３回目の差」とも正の相関が出ているため全体を通して大きく点数

が向上している。

 

【図３】 標本観察前後で大きく点数が増加したトンボの絵の例 

 

一方で「1 限目」の満足度は、「３回目点数」「２回目と３回目の差」

「１回目と３回目の差」と負の相関が出た。 

 

4. 議論 

4-1 絵を用いた教育効果の分析手法について 

アンケート調査によって環境教育プログラムの教育効果を測定

する研究は既往で多くの研究が存在するが、アンケート調査では

子供達がこちらの意向を汲んで事後の調査で高い評価をつける可

能性がある。一方、本研究では、絵を用いて教育効果の測定を実

施しているため、既往のアンケート調査のように子供達がこちらの

意向を汲んで答えることができないことが本研究の優れている点と

いえる。しかし、本研究では絵の得手不得手が点数に影響しないよ

うに採点項目を設けたものの、昆虫の形態を理解しているにも関わ

らず限られた時間の中で絵にうまく表現ができなかった子供達が

いる可能性は払拭しきれない。一方で今回の調査では、プログラム

の前後で子供達の絵の点数が向上した上に、絵の点数と子供たち

のバックグラウンドやプログラムに対する満足度の間でいくつかの

項目において相関がみられた。このことから子供達に特定の生き

物の絵を描いてもらう手法は、子供達の昆虫形態理解度を測るた

めだけでなく、プログラムの満足度やバックグラウンドを測ることに

も有効だと思われる。 

 

4-2 教育効果の分析結果について 

渡辺(2010)で指摘されている通り、教育プログラムの実施前では

多くの子供達が足の本数や位置などを始め、様々な昆虫の形態を

理解できていなかった。 

しかし、標本観察プログラムを通して子供達の絵の点数は有意に

増加した。また、「屋外での昆虫採集体験」と「プールのヤゴ救出プ

ログラム」において、十分に屋外で観察する機会があったトンボで

は、自然体験の前後で有意な絵の点数増加が見られた。従って自

然体験活動も標本観察と同様に子供達の昆虫の形態理解に貢献し

ていると推測できる。その一方でチョウの絵では自然体験の前後で

有意な絵の点数増加が見られなかった。これは自然体験活動の中

で十分にチョウの成虫を観察することができなかったことが原因だ

と考えられる。従って、自然体験活動で子供達に昆虫形態を理解し

てもらうためには、十分な観察の機会が必要だと考えられる。 

また、絵の点数とバックグラウンドの相関関係分析では、絵の点

数と「虫捕りをした回数」「虫捕りで捕まえた虫の種数」「好きな生き

物の種数」が関係していた。このことから豊富な虫捕り経験がある子

供ほどより昆虫の形態を理解することができていたといえる。また、

「好きな生き物の種数」が関係していたことから、生き物に対する興

味が強い子供達が、より昆虫の形態を深く理解していたことがわか

った。また、自然体験前後の改善点と「飼ったことのある昆虫種数」

で負の相関が出て、標本観察前後の改善点と「飼ったことのある昆

虫種数」で正の相関が出ている。このことからより多くの昆虫を飼っ

たり、身近に昆虫を観察したりしたことがない子供ほど自然体験活

動の効果が大きかったといえる。一方、多くの昆虫を飼ったことのあ

る子供達は標本観察活動の効果が大きく、標本観察活動を通して

より深く昆虫の形態を理解することができたと考えられる。 

標本観察前 

標本観察後 
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絵の点数とプログラムに対する満足度では、二回目の授業で満

足度が高い子供達は一回目の絵で昆虫の形態をよく捉えられてい

た。これは、講義の授業を特に面白いと感じていた子供達は最初

から昆虫の生態に興味を持っており、昆虫の形態が理解できてい

たのだと考えられる。また、自然体験活動前後の改善点が高い子

供達は、プールのヤゴ救出プログラムや標本観察プログラム、改善

案実施などの体験的な活動の満足度が高かった。このような体験

的な活動を好む子供達は体験活動で活発に取り組み、その結果と

して絵の改善が見られたと考えられる。 

以上のことから昆虫と元々触れ合ったり、生き物に元々興味を持

ったり、体験的な活動が好きな子供たちは昆虫の形態をより理解で

きており、改善点においても同様の結果が得られた。従って今後は

昆虫と元々触れ合ったり生き物に元々興味を持ったりしていなかっ

た子供たちや体験活動などが苦手な子供達にも昆虫の形態を理解

してもらえるようなプログラムを追加していく必要がある。これには、

小池ら(2015)が開発したICT 教材である昆虫の「絵合せパズル」 

12)

のような屋内においてゲーム感覚で昆虫形態を理解できる教材を

活用していくことが効果的だと考えられる。 

 

5．謝辞 

本研究に際して、環境教育プログラム実施を手伝ってくださり、多

くの示唆を頂いた川崎市立川崎小学校の５年生の学級担当の教員

の皆様に心から深く御礼申し上げます。また、環境教育プログラム

の準備や実施を手伝ってくださった一ノ瀬友博研究室のメンバーを

始めとする教育ボランティアの皆様に感謝します。また、安江大樹

氏は、2014年度と2015年度に川崎小学校で実施した環境教育プロ

グラムを開発・実施し、今年度実施した環境教育プログラムの礎を

築いて下さりました。加えて、今年度の環境教育プログラム開発・実

施において多くの指導を賜りました。ここに感謝の意を表します。 

引用・参考文献 

1) 上莆木昭春,別所且子,増田昇.(1999).兵庫県下のレクリエーシ

ョン施設における学習型プログラムによる自然環境教育の現

状.ランドスケープ研究63(5),633-638 

2) 森幸一,大依久人、山尾健一.(2003).環境に対する認識及び心

象の形成と評価に関する研究-身近な生き物に関する学習を

通して-.環境教育13(2),45-54 

3) 山本俊光.(2012).幼少期の自然体験と大学生の社会性との関

係―親の養育態度をふまえて―.環境教育22(1),14-24 

4) 富田俊幸,福井正人.(2016).魚の採集・観察活動における学習

効果と実践上の課題の分析.環境教育25(3),100-107 

5) 長友大幸,下村孝.(2006).校庭の巨樹を用いた環境教育受講

経験が児童の意識に及ぼす影響.環境教育69(5),829-834 

6) 近藤加代子,松藤量平.(2006).都心部小学校の園芸活動にお

ける自然教育の意義と役割.日本建築学会環境系論文集

601,73-79 

7) 塩俵昂平,安藤秀俊.(2013).小学校におけるビオトープを用い

た自然体験活動が児童に及ぼす教育的効果-土壌動物・種子

散布の指導事例をもとに-.理科教育学研究54(2),189-199 

8) 田明男,谷村載美.(1996).大都市における学校内ビオトープづ

くりとその教育効果.環境システム研究24,547-552 

9) 渡邊伸一.(2010).伊豆の環境を生かした探究心の育成—SPP

事業を通じて—.環境教育19(3),41-45 

10) 押田佳子,山田昌枝,上甫木昭春.(2005).自然環境教育を通じ

た児童が抱く理想の浜辺風景変化に関する研究.ランドスケー

プ研究68(5),457-462 

11) 田代優秋.(2012).自然体験学習による小学生への生物多様性

の認知効果：絵画による事前事後比較から.滋賀大学環境総合

研究センター研究年方9(1),7-17 

12) 小池守,鴨下央,小松田勇樹,佐藤仁紀,永沼充,高津戸秀.(2015).

昆虫形態の基本概念を児童が形成するための ICT を活用し

た教材開発に関する研究.科学教育研究39(1),19-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 350 -




