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＜愛教大活性化部門＞ 

 

ここから始まる宇宙教育 

最前線を目指して 

 
足立 耀（初等・理科選修3年）  他 学生11名 

 
１．活動概要 

本活動では、愛知教育大学が天文教育の

最前線を担うことを目的とし、ICT を活用

した授業の開発、学内普及実践を行った。 
ICT を活用した授業開発では、国立天文

台が作成・配布しているフリーソフト

「Mitaka」と、慶應義塾大学の「インター

ネット望遠鏡」を組み合わせ、45 分間の金

星の授業案を作り、学内で模擬授業を、ま

た、構成員のアルバイト先である学習塾で

の授業実践、そして天文普及研究会での学

会発表を行った。また、学内普及実践では、

手作り望遠鏡作成講座等をを学内で行っ

た。どちらも、具体的に参加者に及ぼした

影響などをアンケートで調査し、比較する

ことで評価した。 
 

２．実施状況 

○ICT を活用した授業開発 

6 月～7月 検討会 

8 月 天文教育普及研究会で発表 

8 月 Mitaka, 

インターネット望遠鏡 

作成者訪問 

9～11 月 得た見識を基に検討会 

12 月 授業案完成 

1 月 学内模擬授業 

まとめ 

 

 

 

 

 

 

○学内普及実践 

6 月～7月 検討会 

8 月 天文教育普及研究会 

9～10 月 得た見識を基に検討会 

11 月 第一回プログラム実施 

12 月～１月 第二回プログラム実施 

1 月 第三回プログラム実施 

まとめ 

 

３．成果 

○ICT を活用した授業開発 

 1 月に学内と学習塾で模擬授業を、行っ

た。学内での模擬授業は、大学生 23 人の

参加者が、学習塾での模擬授業では、中学

3 年生 9 人の参加があった。このとき、全

員、金星の満ち欠けについては学習済みで

あることを確認した。 
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模擬授業の実践に先立ち、受講する生徒に

アンケートと、金星の満ち欠けに関する問

題(前ページの画像で、a,b,c,d,e の位置の

金星のモデル図を書かせる)を配布した。 

 すると、誤答する生徒が合計で 33名中、

22 名存在し、非常に高い割合で金星の満ち

欠けについて、正しい知識を身に着けてい

ないことがわかった。 

 特に、満ち欠けについてはおおむね全員

正しくモデル図を書くことが出来ていた

が、満ち欠けするにつれて、大きさも変化

をとらえて書くことができない生徒が、17

名存在し、このことから、金星の満ち欠け

について、具体的なイメージを頭に描くこ

とができていないことがわかった。 

 その後、授業実践を行い、もう一度アン

ケートを行ったところ、誤回答した生徒の

うち、8名の生徒が改善した。 

 このことは、ICT 教材によって、具体的

かつ立体的に「金星の満ち欠け」を捉え、

遠くある金星が小さく見え、近くにある金

星が大きく見えることを、満ち欠けするこ

とに合わせてとらえることができたから

であると考えられる。 

 

○学内普及実践 

 11 月 30 日(木)に第一回プログラムを行

い、ここではプラネタリウム公演を、自然

科学棟 536 教室で、学内向けに行った。33

名の学生が、思い思いにプラネタリウム公

演を楽しんでいった。 

 12～１月には、何度かに分けて望遠鏡製

作講座を行った 25名の学生が参加し、我々

が配布した手作り望遠鏡キットで、自分の

望遠鏡を製作し、夜でもないのに野外の構

造物を確認するなどをしていた。 

 2 月 2 日(金)には、校内観望会を予定し

ていたが、雪が降り中止となってしまった。

そのため、急遽プラネタリウム公演に切り

替えた。参加者数は 10 名で、降雪のため

に早めに帰る参加者が多く、非常に残念な

結果となってしまった。 

 以上、3 つのプログラムを行い、アンケ

ートを実施した。アンケート項目、アンケ

ート結果は、以下のようである。 

・第一回プラネタリウムアンケート 

 

 

 

今回の公演を通して、より宇宙に興味が湧

きましたか？ 

とてもそう思う 19 

ややそう思う 14 

あまりそう思わない 0 

全くそう思わない 0 

 

 

今回の公演で、星座を何個覚えることがで

きましたか？ 

平均 4.96875 

 

 

 

・第二回望遠鏡作成講座アンケート 

 

 

宇宙に興味がありますか？ 

とてもそう思う 8 

ややそう思う 15 

あまりそう思わない 1 

全くそう思わない 0 

 

 

今回の企画を通して、望遠鏡を使ってみた

いと思いましたか？ 

とてもそう思う 21 

ややそう思う 3 

あまりそう思わない 0 

まったくそう思わない 0 

 

 

 

 

宇宙に興味がありますか？(公演前) 

とてもそう思う 9 

ややそう思う 19 

あまりそう思わない 5 

全くそう思わない 0 
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今回の企画を通して、より宇宙に興味が湧

きましたか？ 

とてもそう思う 11 

ややそう思う 12 

あまりそう思わない 2 

全くそう思わない 0 

 

 

第三回のアンケートは実施していない。 

 

以上のことから、同じ天文に関するプロ

グラムでも、行う内容によって、参加者に

もたらす効果が変わることがわかった。 

プラネタリウム公演では、当初あまり宇

宙に興味を持たなかった学生が 5名存在し、

やや興味を持っている参加者が 19 名と最

も多かったが、公演後は上記にある通り、

全員が宇宙により興味をもつようになり、

宇宙に関しての関心が、効果的に高まるこ

とが分かった。 

また、15 分の公演で、星座を 4.97 個覚

えることが分かり、星座の学習にも有効で

あるとわかった。 

望遠鏡作成講座では、プラネタリウム公

演ほど、講座後の宇宙への関心向上を促す

ことができなかったが、作った望遠鏡を使

いたいと全員の参加者が考えており、間接

的に興味の向上を図ることができた。 

 

○愛教大にもたらした成果 

今回の企画全体で、合計で 99 名の参加者

があった。アンケートで「天文により興味

を持った」と回答した参加者が非常に多く、

学内の天文普及に貢献できたと考える。 

また、学校教育における天文教育は未発

達である中(天文教育普及研究会会長の文

言)、ICT 教材の学会発表を行い、その最前

線の一旦を担うことができた。 

 
４．今後の展望 

○ICT を活用した授業開発 

今回、模擬授業を行ったのは大半が大学

生であり、中学生への模擬授業はあまり行

うことが出来なかった。そのため、活動の

中で積極的に中学生に対して模擬授業を

行う機会を模索していきたい。また、金星

だけでなく、月の満ち欠け指導や、公転の

学習においても Mitaka、インターネット望

遠鏡は優秀な教材であると考えられるの

で、このまま研究・開発を進めていきたい

と考える。 

 

○学内普及実践 

今回のプログラムで、プログラムの内容

によって、天文により興味を持ったり、望

遠鏡に興味をもったりと、参加者へ及ぼす

効果が判明したので、今後も定量的なデー

タを取りつつ、天文普及に有効なプログラ

ムを模索していきたい。また、降雪や曇天

のため、企画していた幾つかのプログラム

が行うことが出来ず、具体的な効果を探る

ことができなかった。天気の良い日を選び、

その効果を探っていきたい。 
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５．決算（３９７，５４１円） 

使用内訳 支出額（円） 小計（円） 

予算  397,541 

望遠鏡自作キ

ットスピカ・三

脚 107,622 289,919 

ホームスター 17,318 272,601 

WPS 型ドーム 61,560 211,041 

ソーラースコ

ープ 22,063 188,978 

国立天文台三

鷹キャンパス

ほか 5名 75,050 113,928 

合計 273,794 113,928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．メンバー 

 

番号 学年 氏名 所属 

１ 3 足立 耀 初等理科生物 

 ２ 2 末永 陽花 初等理科生物 

 ３ 2 片岡 千春 初等理科生物 

 ４ 2 山本 愛子 初等理科化学 

 ５ 2 小林 弘歩 中等理科物理 

 ６ 2 見田 実優 初等国語 

 ７ 2 横井 瑛一 宇宙物質 

 ８ 3 高橋 敦 初等数学 

 ９ 1 谷口 健 中等理科地学 

１０ 1 重藤 知春 中等理科地学 

１１ 1 中村 円香 心理コース 

１２ 1 廣野 由紀 中等理科地学 

 


