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研究背景 –目指す未来社会と教育-

・文章や情報を正確に読み解き，対話する力
・科学的に思考・吟味し活用する力
・価値を見つけ出す感性と力，好奇心・探求心

（文部科学省2018）

Society5.0において求められる人材像
従来の教育

社会の劇的な変化先端技術を
産業・社会生活に導入

新たな学び

＋

STEAM教育に関する研究事例

STEAM教育カリキュラム構築について検討（森田2021）

探究活動と創造活動の往還(持続的な活動が重要)

理科(物理分野)でのSTEAM教育の試み（北澤ら2021）

対話に着目(理科と数学の相互作用) → 教科横断

Society5.0（内閣府2016）

探究的な学び
教科横断的な学び



研究背景 –Android版全天球型発電所探索アプリ-

田代ら（2021）：全天球型発電所探索アプリの開発

技術科
「発電方法とエネルギーミックス」

授業実践

✓学習意欲や関心を高める
✓主体的な学びを促すこと
✓エネルギー学習において有用

開発ツール

ゲーム開発エンジン（Unity）
(Unity2018.3.6f1(64bit))

標準仕様

Android



研究背景 –アプリ概要-

２Dコンテンツ：資料の充実

全天球シーン：発電所施設見学の疑似体験

探究活動を促す教材
教科横断的な活用可能性

（田代ら2021）

（田代ら2021）



研究背景 –学校教育における汎用性-

✓全天球型発電所探索アプリを
OSに依存しない汎用性の高い教材に改善

✓STEAM教材（探究・教科横断）としての可能性の検討

研究目的

40.0%

30.9%

29.1%

0.1%

整備済み端末に対するOSごとの割合（台数）

ChromeOS

Windows

iOS

その他※

文部科学省（2021）

※その他にはAndroid，MacOSを含む

Android端末用として開発

↓
汎用性が高いとは言い難い

全天球型発電所探索アプリ



–全天球型発電所探索アプリの改善-

・文字フォントを汎用的な書式に変更
・動画再生形式の変更

開発ツール

ゲーム開発エンジン（Unity）
(Unity2018.3.6f1(64bit))

プログラムの記述（C#）

コードエディタ（Visual Studio 2017）

標準仕様

WebGL

疑似サーバー

Web Server for Chrome
（Google Chromeの拡張機能）



アプリ概要



評価方法

直接確率計算
肯定回答：とてもそう思う， ややそう思う
否定回答：あまりそう思わない，全くそう思わない

平均値に対し，分散分析
とてもそう思う＝4点 ややそう思う＝3点
あまりそう思わない＝2点 全くそう思わない＝1点

カテゴリ分類・集計

（4件法による回答）

学習者の思考や活動：6項目

（4件法による回答）

教科ごとの見方・考え方を
働かせることができるか：10項目

自由記述による回答：3項目

アンケート調査

実践方法

参加者
教員養成課程学生

17名
✓ プレゼンテーション形式でSTEAM教育の説明
✓ 本アプリを自由に操作：15分

（2～4名で1グループ）

活動内容



結果・考察 –アンケート調査（4件法：思考活動①）-

質問項目

肯定回答 否定回答
直接確率計算

（両側検定）
とても
そう思う

やや
そう思う

あまりそう
思わない

全くそう
思わない

科学的な思考を促すことができそうだ 9 8 0 0 **

創造的な思考を促すことができそうだ 9 8 0 0 **

学習者同士の関わりを促すことができそうだ 11 3 2 1 *

協働的な学びを促すことができそうだ 11 3 2 1 *

論理的な思考を促すことができそうだ 5 5 7 0 n.s.

批判的思考を促すことができそうだ 4 5 5 3 n.s.

** : p < .01 , * : p < .05 , n.s. : 有意差なし

科学的な思考，創造的な思考，学習者同士の関わり，協働的な学びを促す



結果・考察 –アンケート調査（4件法：思考活動②）-

質問項目

肯定回答 否定回答
直接確率計算

（両側検定）
とても
そう思う

やや
そう思う

あまりそう
思わない

全くそう
思わない

科学的な思考を促すことができそうだ 9 8 0 0 **

創造的な思考を促すことができそうだ 9 8 0 0 **

学習者同士の関わりを促すことができそうだ 11 3 2 1 *

協働的な学びを促すことができそうだ 11 3 2 1 *

論理的な思考を促すことができそうだ 5 5 7 0 n.s.

批判的思考を促すことができそうだ 4 5 5 3 n.s.

** : p < .01 , * : p < .05 , n.s. : 有意差なし

論理的な思考，批判的思考を促すことが難しい
➝改善が必要



結果・考察 –アンケート調査（4件法：教科）-

社会科，技術科，理科，算数・数学科の
見方・考え方を働かせた授業デザインが可能

質問項目：教科の見方・考え方を働かせることができそうだ

＊

* : p < .05



結果・考察 –アンケート調査（自由記述①）-

カテゴリ 件数 記述回答例

地理環境と
発電所の種類

9件 社会：発電所がある場所の特徴や地理的分野での学習

理科
「電気とそのエネルギー」

8件 電気が流れる仕組みや発電の仕組みの学習

地理的感覚の醸成 5件
発電所の位置をアプリで確認し，地図記号のついた地図を見ることで地理的感覚が得ら
れる

原子力発電所の光と影 4件 原子力発電所の危険性と発電効率について学ぶ

社会科見学 4件 社会科見学の代替として

データリテラシー 4件 グラフの読み取りやデータに適したグラフは何かについて学ぶ

化学反応とエネルギー 3件 理科：発電方法それぞれのエネルギー［化学、熱等］の仕組みを関連して学習できる

環境問題 3件
CO₂排出量の割合（基礎データ）のデータを利用し，CO₂を減らすためにじぶんたちに
できることを考えさせる

キャリア教育 3件 職業調べなどで発電所で働いている人の仕事を紹介するときに使うことができそう

社会科
「資源・エネルギーと産業」

2件 小学校の社会科でエネルギーに関してこのアプリ活用すればわかりやすいと思う

発電の歴史 2件 発電の歴史について学ぼう

技術開発 1件 これからどんな発電が生まれていくかの予想を立てたりする学習

防災教育 1件
マップ全体を防災マップや九州の危ないところなどを確認するのにも役立てることがで
きそう

その他 4件 海外と日本を比べてみよう（調べ学習）

社会，理科，技術科，算数・数学科に関する授業デザインが可能

質問項目：全天球型発電所探索アプリを使ってSTEAM教育を実践するとしたら,  どのような授業が考えられますか



結果・考察 –アンケート調査（自由記述①）-

カテゴリ 件数 記述回答例

地理環境と
発電所の種類

9件 社会：発電所がある場所の特徴や地理的分野での学習

理科
「電気とそのエネルギー」

8件 電気が流れる仕組みや発電の仕組みの学習

地理的感覚の醸成 5件
発電所の位置をアプリで確認し，地図記号のついた地図を見ることで地理的感覚が得ら
れる

原子力発電所の光と影 4件 原子力発電所の危険性と発電効率について学ぶ

社会科見学 4件 社会科見学の代替として

データリテラシー 4件 グラフの読み取りやデータに適したグラフは何かについて学ぶ

化学反応とエネルギー 3件 理科：発電方法それぞれのエネルギー［化学、熱等］の仕組みを関連して学習できる

環境問題 3件
CO₂排出量の割合（基礎データ）のデータを利用し，CO₂を減らすためにじぶんたちに
できることを考えさせる

キャリア教育 3件 職業調べなどで発電所で働いている人の仕事を紹介するときに使うことができそう

社会科
「資源・エネルギーと産業」

2件 小学校の社会科でエネルギーに関してこのアプリ活用すればわかりやすいと思う

発電の歴史 2件 発電の歴史について学ぼう

技術開発 1件 これからどんな発電が生まれていくかの予想を立てたりする学習

防災教育 1件
マップ全体を防災マップや九州の危ないところなどを確認するのにも役立てることがで
きそう

その他 4件 海外と日本を比べてみよう（調べ学習）

学校教育（教科以外）での活用可能性

質問項目：全天球型発電所探索アプリを使ってSTEAM教育を実践するとしたら,  どのような授業が考えられますか



結果・考察 –アンケート調査（自由記述①）-

カテゴリ 件数 記述回答例

地理環境と
発電所の種類

9件 社会：発電所がある場所の特徴や地理的分野での学習

理科
「電気とそのエネルギー」

8件 電気が流れる仕組みや発電の仕組みの学習

地理的感覚の醸成 5件
発電所の位置をアプリで確認し，地図記号のついた地図を見ることで地理的感覚が得ら
れる

原子力発電所の光と影 4件 原子力発電所の危険性と発電効率について学ぶ

社会科見学 4件 社会科見学の代替として

データリテラシー 4件 グラフの読み取りやデータに適したグラフは何かについて学ぶ

化学反応とエネルギー 3件 理科：発電方法それぞれのエネルギー［化学、熱等］の仕組みを関連して学習できる

環境問題 3件
CO₂排出量の割合（基礎データ）のデータを利用し，CO₂を減らすためにじぶんたちに
できることを考えさせる

キャリア教育 3件 職業調べなどで発電所で働いている人の仕事を紹介するときに使うことができそう

社会科
「資源・エネルギーと産業」

2件 小学校の社会科でエネルギーに関してこのアプリ活用すればわかりやすいと思う

発電の歴史 2件 発電の歴史について学ぼう

技術開発 1件 これからどんな発電が生まれていくかの予想を立てたりする学習

防災教育 1件
マップ全体を防災マップや九州の危ないところなどを確認するのにも役立てることがで
きそう

その他 4件 海外と日本を比べてみよう（調べ学習）

プロジェクト学習としての活用可能性

質問項目：全天球型発電所探索アプリを使ってSTEAM教育を実践するとしたら,  どのような授業が考えられますか



結果・考察 –アンケート調査（自由記述）-

カテゴリ 件数 記述回答例

コンテンツの拡充
（機能の追加 9件

資料の追加 3件
説明の追加 2件
動画の追加 2件）

16件

・拡大，縮小ができるようになったほうがよい（拡大縮小 3件）
・説明部分を音声で読み上げる仕組みを作る（音声機能 2件）
・Googleの機能のように，全天球で進んだり戻ったりできる機能をつける（シーン遷
移 2件）

・動画に字幕があればもっと聞き取りやすい（字幕 1件）
・動画は一時停止や巻き戻しができるようにする（動画再生機能 1件）
・算数・数学のデータについての学習に用いる場合は1日に扱われる水量や電気量等の
具体的な数値を示すと授業でも活用しやすそう

・ワット等の説明が少しあると中学校理科の授業でも使えると感じた
・火力発電の反応が見られる映像を増やす

発達段階に応じた
情報提示

6件
・漢字に読み仮名をつける
・使用する子供の発達段階に合わせて，資料の難易度を変えられるようにする

授業デザインの工夫 4件
・基礎データのところとか，どの順番で見たらいいのか等の説明があればよいかも
・アプリ内のデータを利用し，データの穴埋めをする資料作り

マップの情報追加 3件
・発電所が何県何市にあるか書いてあるともっとイメージしやすい
・地図の凡例がもっとあったほうが良いかも

操作性 2件
・TOP画面で「発電の仕組み」を押して火力発電の仕組みを見た後「戻る」を押すと
マップに戻ってしまうところを１つ前に戻してほしい

サイズ感の提示 2件 ・建物の大きさがわからなかったため，実際に数値をいれる

図式の明瞭化 2件 ・2030年の単価の表が何を指しているのか

質問項目：全天球型発電所探索アプリを使ってSTEAM教育を実践する場合，どのようにアプリを改善すれば

良いですか．追加・修正する情報や機能があれば，できるだけたくさんの案を挙げてください．

学校教育で活用しやすいように改善が必要



まとめ

全天球型発電所探索アプリをOSに依存しない汎用性の高い教材に改善

STEAM教材としての可能性の検討

研究目的

・科学的な思考，創造的な思考を促す

・学習者同士の関わり，協働的な学びを促す

・社会，理科，技術科，算数・数学科に関する授業デザインが可能

結果・考察

・論理的な思考，批判的思考を促す教材への改善

・コンテンツの拡充（機能の追加，資料の追加等）

・STEAM教育の実践事例の蓄積（授業アイデア）

今後の課題


