
天文単元授業における理解に及ぼす星座盤学習の効果（１） 
〇 荒井 龍弥     小野 耕一 

  （仙台大学）  （仙台市立柳生中学校） 

key words：理科 天文 地球と宇宙 星座学習 中学校 

 

【問題と目的】 

 中学校理科の天文分野では，「身近な天体の観察，

実験などを行い，その観察記録や資料などを基に，

地球の運動や太陽系の天体とその運動の様子を関

連付けて理解させる」ことが主なねらいとされる

（学習指導要領理科第二分野（６）「地球と宇宙」）。 

しかし教科書の記述内容は太陽，星座，惑星，

日周運動，年周運動等，かなり多岐にわたるとと

もに個別的となっている。 

授業の計画にあたっては，これらの学習内容や

観察内容を相互に関連付け，概括するため，地球

の公転と星座の関係を表すモデルを用いた工夫を

取り入れることが薦められている（指導要領解説）。 

代表的なモデルとして，地球・太陽その他の天

体とその動きを俯瞰できるような宇宙上の視座

（以下「宇宙視座」と呼ぶ）のものと，地上から

天体を見るもの（「地上視座」と呼ぶ）との２種類

に分けることができる。中学生を含む初学者は，

この両者のモデルの往来に困難が伴うとの指摘が

複数なされている（例えば岡崎ら(2013)）。 

先行研究では，各視座からのコンピュータ等各

種ツールによるモデルの可動化や天文教材以外の

抽象的な視点移動訓練や効果検討は見られるもの

の，本単元の目標に直接関連する「地上視座」と

「宇宙視座」との区別や両者の往還を意識させる

授業展開の検討や学習効果測定をするものは少な

く，とりわけ授業での学習内容やモデル理解と実

際の天体観察経験との間の検討についてはあまり

顧みられていないようである。 

昼間は星座等の天体観察が困難なことや，高校

入試等の課題は上記モデルを用いざるを得ないこ

ともあろうが，冒頭の目標からしても，授業後に

は生徒たちが夜空を見あげるといった活動に結び

ついてほしいものである。そこで本研究では，中

学生の天文単元の学習が学習者の実際の観天行動

に結びつくことを目指した授業の計画の立案と，

その効果を検討する。 

【学習者とその事前状態】 

 本研究の学習者はＳ市内中学３年生である。筆

者の一名が通常の理科授業の一部として「地球と

宇宙」単元を実施する。それ以前には中学校では

天文領域を扱っていない。 

 一方，小学校では標準的には３年「太陽と地面

の様子」単元，４年「月と星」単元，６年「月と

太陽」単元でそれぞれ太陽の日周運動や方位，月

や星の日周運動や月の満ち欠けが扱われる（指導

要領解説等による）。また教科書では，上記４年「月

と星」単元で代表的な星座として北斗七星，カシ

オペア座，オリオン座が，また夏・冬の大三角が

取り上げられ，一日の星の位置の変化が扱われて

いる。 

【事前課題とその結果】 

 本単元の授業に先立ち，対象学習者の観察状況

や天体の運動に関し，以下の全４問からなる事前

調査を行った。対象は同一校の４学級 127名であ

った。以下課題内容概略とその結果を述べる。 

1)星座等の観察経験（問い１） 

北斗七星・カシオペア座・オリオン座をあげ，

実際に見たことがあるものに〇を求めたのち，他

に実際に見たことがある星座・天体（太陽・月以

外）を自由記述させた(Table)。 

人数 %

北斗七星 59 46%

カシオペア座 16 13%

オリオン座 60 47%

上３種に〇なし 41 32%

夏の大三角 41 32%

冬の大三角 20 16%

惑星 23 18%

黄道十二星座のいずれか 25 20%

（見た星座名に〇をつける）

（見たものを自由記述）

Table 見たことがある星座等の人数（N=127)

 

小学校教科書で触れられている北斗七星・オリ

オン座でも実際に見た経験があると答えたのは半

数に満たない。カシオペア座は特に少ない。一方

で 11名(9%)は「全部見た」と言っている。どれ

か１つは見た者は 86名（68%）であった。 



2) 自転・公転運動とそれによる見え方の変化に

関する文章の正誤判断（問い３） 

 以下の 13 文について，正誤を尋ねた。文の後

に正答と正答人数，正答率を付記した。 

①太陽と同じように，星も１日にほぼ１回り動い

ているように見える。（〇75（59％）） 

②南半球では太陽は西からのぼり東に沈む。（×

65（51％）） 

③北半球で見ていると太陽は東からのぼり西に沈

む。（〇101(80%)） 

④北半球では月は西からのぼり東に沈む。（×71

（56％）） 

⑤ある時刻に見えた星座は，１か月後，同じ時刻

に同じところに見える。（×88（69％）） 

⑥ある日ある時刻に見えた星座は１年後，同じ時

刻に同じところに見える。（〇70（55％）） 

⑦地球は１日１回転している。（〇95（75％）） 

⑧もし地球が太陽の周りを回っていなかったら，

いつでも同じ時刻には同じ星が見える。（〇43

（34％）） 

⑨太陽から地球を見ると，地球の半分は常に裏側

に隠れて見えない。（〇95（75％）） 

⑩宇宙のある１点から日本をみたとすると，１時

間後，日本は移動したように見える。（〇93（73％）） 

⑪宇宙のある１点から地球と太陽を観察した。半

年後また観察したら太陽と地球の位置関係は変わ

って見える。（〇74（58％）） 

⑫昼間に星が見えないのは太陽が明るいからだ。

（〇101（80％）） 

⑬太陽から地球を見た場合，地球も月のように満

ち欠けして見える。（×56（44％）） 

③,⑦,⑨,⑩,⑫はかなり正答率が高い。いずれ

も太陽の日周運動とその原因（地球の自転）につ

いてであり，理解できている学習者が多いと考え

ることができる。 

一方，星の日周運動（①），月の日周運動（④），

星の年周運動（⑤,⑥）とその原因（⑧），地球の

公転（⑪）は，半数程度の正答率であり，ほぼチ

ャンスレベルということもできる。これらの内容

は本単元で扱うことから，学習後の変化が期待で

きる。また，②や⑬は，大きな視座移動が鍵とな

る問いであり，また異なった知識や操作が必要で

あることが考えられる。 

13小問の平均正答数は8.1(SD2.6)であった。

この平均正答数には学級による差は見られなかっ

た。また，1)で３つの星座のうち，「どれか１つは

見た」とする 86名と，「見たことはない」という

41名の間で問い３の正答数平均を比較したが，前

者は 8.2，後者は 7.7 とそれほど違いはなかっ

た。同様に「全部見た」生徒の平均も 8.4だった。 

3)地上視座からの方位を問う課題(問い４) 

左図のような南

を正面とした地上

視座のモデル図を

示し，右方向の方位

を問う課題に対し

ては，東 43（34％），西 79(62%)，北 3(2%)，

NR 2（2%）という回答数であった。正答率は 62%

に過ぎなかった。授業やテスト等でしばしばあら

われるモデル図であるにも関わらず，方位を同定

できない学習者の存在が一定数いるのは授業計画

上考慮に入れるべきであろう。 

 小学教科書に記述されているにも関わらず代表

的星座を見た経験は半数に満たないことがわかっ

た。また方位についても改めて確認する必要があ

ろう。一方で太陽を中心とした日周運動について

個別的な知識は持ち合わせていることも問い３か

らわかるが，観察経験とは関連がないようであっ

た。本単元では標準の授業計画に加えた対応が必

要であることが示されたといえる。 

4)天球のスケールをふまえた見えの性質に関す

る課題(問い２) 

熊沢(1976)は天体の理解の困難となる一因と

して天球のスケールの大きさをあげている。問い

２は，「満月が東の空からのぼってきました。この

時，ここから東に 10ｋｍ離れている場所から月を

見た場合，その方角・高さはほぼ同じか，違うか。」

を問う小問と，「太陽や月以外の星は同じように点

に見えます。でも実際の星の大きさはそれぞれか

なり異なります。どれも同じように点に見えるの

は，何のせいでしょうか。」を自由記述で尋ねる小

問とで構成した。地上のネグリジブルな距離の移

動（見えの角度にすれば 0.1度に満たない）を意

味のある違いとして取り違えていないか，また他

の星と地球との間の途方もない距離により，地球

からの見えは同様になることを指摘できるかを尋

ねている。前者はほとんど同じ 63%，少し違う 28%，

NR 等 9%であった。また後者はほぼ半数にあたる

55%が距離の遠さをあげた。しかし，いずれも意

図した問いとして成立しているか疑問となった。 

南  →（ ） 
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【事前結果を踏まえた追加学習内容】事前結果を

踏まえ，当該単元学習に地上視座からのツールで

ある星座盤による学習活動を追加することを考

えた。星座盤は観天行動のためのツールであると

同時に，宇宙視座により説明されることの多い日

周運動・年周運動も星座盤を用いて学習可能であ

り，両視座の結び付けにも役立つことが考えられ

たためである。 

【単元全体の授業概略】本単元全体で扱う主な学

習内容について概略を以下に示す。特に本授業プ

ラン特有の星座盤を用いた授業を実施したとこ

ろは波線で記載している（Table 1）。全体的な学

習の流れは教科書の順序に依拠しながらも，星の

動きを地上視座で考えさせたい場面で星座盤を

活用している。 

Table 1. 「地球と宇宙」単元構成 

年 月：2019 年 11 月～12 月 

単元名：地球と宇宙 

教科書：新編新しい科学３（東京書籍） 

第 1 章 

4 時間 

1. 銀河系と太陽系 

2. 太陽 

3. 太陽系の天体 

第 2 章 

12 時間 

○ 季節と星座 ※ 

1. 天体の位置の表し方 

2. 地球の自転と天体の動き ※ 

3. 地球の公転と星座の移り変わり※ 

4. 季節の変化 

第 3 章 

4 時間 

1. 月の満ち欠け 

2. 日食と月食 

3. 惑星の見え方 

【授業プランの発問系列】事前調査の結果を踏ま

え，星座盤を使用した授業プランを作成した。主

な発問系列を示す（Table 2）。 

Table 2. 授業プランの発問系列 

[題材名]，主な発問 

[○季節と星座] 

・星占いに登場する 12 個の星座を書き出そう。 

・カシオペア座，北斗七星，オリオン座を見たこ

とはあるか。また，それらを星座盤から探そう。 

・春夏秋冬に見られる黄道 12 星座を探そう。 

[2. 地球の自転と天体の動き]（２時間） 

・12 月 3 日 19 時に南中する星座は何か。 

・うお座は，21 時，23 時，1 時になるとどの方角

に見られるか。（補助発問：しずむ方角は？） 

・24 時間後，ペガスス座はどの位置に見られる

か。 

・天体はどこからどの方角に動いているか。 

・ペガスス座はどの方角に動いていくのか。 

・昨日見た月はどの方角に動いていったか。 

・天体は 1 時間あたり何度動くのか。 

[3. 地球の公転と星座の移り変わり] （２時間） 

・オリオン座を昨日見た人。その時刻は。 

・オリオン座が南中するのは何時か。 

・オリオン座を 1 か月ごとに観察すると見える位

置はどのように変化するか。（補助発問：半年

後，１年後は？） 

・地球から見て太陽と同じ方向にある星座は何

か。 

・12 月 6 日 0 時に南中する黄道 12 星座は何か。 

・星座と太陽の重なりは，地球が公転していくと

どのように変わるか。 

【事後課題の結果】事後課題は，事前課題に数問

追加したものを用いた。ここでは同一校の別教諭

による学級（星座盤は扱っていない）の回答状況

（事後のみ～対照群と呼ぶ。一方，上記単元構成

による学級をプラン群と呼ぶ。）も加え，事前課題

からの変化についてみる。 

（問い１「星座を見たか」について） 

 前述の３星座に惑星，黄道十二星座のいずれか，

夏の大三角，冬の大三角を加えた７種から何種見

たかを検討したところ，fig.1 のようになった。 

fig.1  見た星座の数
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対照群を通常の学習内容とみなすと，通常の学習



内容では，本単元の学習を契機として実際に星を

見る生徒は多くはないと考えられる。一方で星座

盤を扱ったプラン群では，事後で半数以上が何ら

かの星を見ており，２種以上の報告も多かった。

星座盤を用いた授業が観天活動に効果を持った

と言えよう。 

（問い３ 正誤判断課題（13小問）について） 

 プラン群の平均正答数は，事前 8.0→10.2 と

上昇した（事前平均値が前頁と若干異なるのは，

欠席者等による）。一方，対照群の平均正答数(事

後のみ)は，9.5であった。 

小問ごとに事前と事後の変化に関し，McNemar

の検定により有意な変化が見られた項目を

Table3 にあげる（事前・事後両課題に答えた者

を対象にした。また，簡易のため「わからない」・

NR回答は除いて検討したため，前結果や Table4

の正答率とはやや異なる）。 

小問 問い（正誤判断） 事前% 事後%

④ 北半球では月は西からのぼり東に沈む。 52% 63%

⑤
ある時刻に見えた星座は、１か月後、同じ時刻

に同じところに見える。
68% 78%

⑥
ある日ある時刻に見えた星座は１年後、同じ時

刻に同じところに見える。
54% 77%

⑦ 地球は１日１回転している。 72% 84%

⑧
もし地球が太陽の周りを回っていなかったら、

いつでも同じ時刻には同じ星が見える。
32% 51%

⑫ 昼間に星が見えないのは太陽が明るいからだ。 78% 93%

Table3.　自転・公転に関する正誤判断（正答率上昇課題）

 

④，⑦のような天体の日周運動，および⑤，⑥，

⑧のような年周運動の理解について，今回の授業

は一定の効果をあげたということができよう。ま

た対象群との間で正答率に差が見られた小問（２

問のみだった）を Table4に示す。 

小問 問い（正誤判断） ﾌﾟﾗﾝ群 対照群

⑧ もし地球が太陽の周りを回っていなかったら、
いつでも同じ時刻には同じ星が見える。

58% 32%

⑩
宇宙のある１点から日本をみたとすると、１時
間後、日本は移動したように見える。

85% 61%

Table4.　正誤判断（正答率に差が見られた課題）

 

両問とも「宇宙視座」からの課題となっているが，

プラン群の正答率が高くなっていた。 

 地上視座からの方位を問う課題に対しては，プ

ラン群の正答者率は 63%→73%と微増した（対象

群では 84%）ものの，十分な結果とはいえない。

誤答を見ると事後でも 25%が「東」と答えていた

（対照群では 16%）。星座盤と地上視座との対応

にまだ困難があるものと思われる。 

【授業過程の分析】 

（１）天体の観察行動は増加するか。 

事後調査の問１は，授業が実施されている期間

に見た星や惑星などの観察経験を尋ねている。対

照群と比較すると，プラン群は半数以上の生徒が

何らかの天体を実際に観察しており，２種類以上

の天体を見た生徒もいる。プラン群の授業では，

その日に観察できる星空を星座盤で調べる活動

により予備知識を得られたことが，実際の観察行

動に結び付いたと考えられる。 

（２）地上視座で日周運動を教授する場面 

 星座盤を使って星の日周運動の授業を進めた。

実際に星座盤を操作することで，星座の沈む時間

を特定することができる。プラン群では時間の経

過とともに星座が西に移動することから，地上視

座により星の日周運動を説明した（Table 5）。時

間の経過と星座の位置の関係は多くの生徒が推

測できるようになった。しかし観察対象をペガス

ス座とうお座に限定してしまったために，東の地

平線から昇ってくるオリオン座に気づかせるこ

とができず，学習者の認識を十分に広げることは

できていないことが分かった。その後の学習で動

画やモデル図で宇宙視座の説明を行っている。 

Table 5. 授業記録「日周運動(1)」 

T1：時刻と方位です。書けたかな。ペガスス，秋

の四辺形で見ていいです。沈む方位はどっちの

方角？ 時間進めていったら，どっちの方角に

沈みましたか。方角は？ 

T2：聞いていいかな。C1君，ペガスス沈む時刻。 

C1：3時 15分ぐらい。西。 

T3：方位は西。ペガスス座。うお座について。C2 

さん，うお座，時刻。 

C2：3時半。 

T4：3時半ぐらい，方位は？ 

C2：西。 

T5：はい，西。皆さん OK？4方位，8方位，16方

位ありますが，おおよそ方角としては西の方角

ということで，皆さん書いてくれているようで

す。ということは，皆さん，星はどっちの方角

に沈むっていえそう？ 規則性としては？ 

C3：西。 

T6：西。西だね。途中もどんどん西に向かって動

いていくね。これ，みんな太陽のときと一緒だ

よね。太陽のときも東から西に行く。(後略)   

【考察】「星座盤」の授業は，実際の観天行動の促

進や，日周，年周運動の理解に一定の効果をあげ

た。一方、地上視座の方位同定は十分でなく、星

座盤・地上視座モデル・観察時の見えの三者の対

応をより詳細に検討する必要があろう。 

 


