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はじめに

　2008年に改訂された学習指導要領は，小学校では2011年
から，中学校では2012年から完全実施となった．この改訂
により，指導計画の作成と内容の取り扱いに関する箇所

に，理科の学習を効果的に行うため，博物館や科学学習セ

ンターとの連携, 協力が盛り込まれた（文部科学省，2008a・
2008b）．学校だけでは体験することが困難な自然や科学に
関する内容について，学校以外の機関が所有する施設，設

備，情報，標本，人材等を活用し，児童・生徒の実感を伴っ

た理解を図るためである．また，小学校3年生の理科では，身
近な自然の観察として，生物の色，形，大きさや，その周辺の

環境への関わりを扱うこととなり（文部科学省，2008b），中
学校の理科第2分野では，無脊椎動物の扱いが増え，節足動
物や軟体動物の体のつくりの特徴を脊椎動物と比較し，共

通点や相違点を分析して解釈する内容が加わった（文部科

学省，2008a）．
　これまでも群馬県立自然史博物館は，化石や哺乳類骨

格，昆虫等の標本，液体窒素を用いる実験用具，天体望遠

鏡などの教育用資料貸出や，顕微鏡や標本を活用した昆虫

の観察，地層や化石を扱う教育支援等の出前授業など，学

校との連携, 協力を行ってきた（金井ほか，2007；三田ほか，
2008）．通常，博物館は学校からの要請で，学習活動の実施
に協力する．しかし，国立教育施策研究所（2009）の調査
結果によれば，学校が外部の専門家との連携を行う際の障

害として，小中学校の教員の約80%が「時間にゆとりがな
い」，約60%が「費用の確保」，約35%が「どのような活動
が可能なのかわからない」，次いで「どうやって外部と交渉

したらいいかわからない」といったことを挙げているとの

報告がある（複数回答可）．このことから，教員が通常の業

務をこなしながら，博物館を活用する活動を計画，実施す

るのはかなり困難であるといえる．こうした状況は早急に

解消されるべきであるが，現在その目処は立っていない．

こうした状況では，博物館からも学校に歩み寄り，教員が

授業に生かせそうな教材や活動を開発し，発信していくこ

とも必要であると考えた．

　今回の改訂に伴い，様々な動物を取り上げた学習活動を

実施することが可能になったが，現在のところ，改訂前の

小・中学校理科で主に扱っていた昆虫と脊椎動物以外では，

踏み込んだ実践がまだ少ない．教科書や資料集などで紹介

されることの多い，無脊椎動物の体のつくりの学習とし

て，エビやイカの解剖が取り上げられている程度である．

これは，多くの教員が昆虫以外の無脊椎動物に関する知識

や採集，観察の経験が乏しいために，教材化が困難なため

である．また，準備に時間のかかる活動を嫌い，すぐに指

導に使える情報を，インターネットや知り合いの教員，書

籍から得ている傾向が高いことも挙げられる（国立教育施

策研究所，2009）．
　そこで，群馬県の各地に生息する陸産貝類（以後，陸貝

とする）を取り上げ，体の特徴や見分け方を掲載した簡易

検索表を作成することにした．教員や児童・生徒が活用で

きる資料を通して，陸貝の体のつくりや分類を知ること

は，改訂の趣旨とも合致する．更に博物館と学校が共同で

実践した，学習における検索表の活用方法とその効果につ

いても報告する．

陸産貝類の簡易検索表の作成

　検索表（図1, 2）は，小学生以上の利用者が1単位時間の
学習や行事として行う地域の自然を知る活動でも使用する
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図2．簡易検索表（裏面）．

図1．簡易検索表（表面）．
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ことを想定して作成した．小・中学校の現状から，数単位

時間にわたって陸貝そのものを教材として扱う単元を考え

にくかったからである．

　現在，日本には約800種の陸貝が生息しており，群馬県に
はこのうちの約120種が生息している（東，1995；高橋，1984，
1990）．これらは市街地や畑地，丘陵地，山岳地，石灰岩地な
ど，地域の自然環境に応じて棲み分けている．小中学生の

使用を前提としたため，検索表に掲載した種は，事前調査

をふまえたうえで，群馬県に生息する代表的な種に限定し

た．また，成貝でも微少な貝は発見や判別が困難なため掲

載せず，5mm以上の小型～大型の種を中心に掲載した．
　検索の方法は，湊（1998）の絵解き検索を参考に，陸貝
の特徴を一つずつ確認しながら進めていく方法を採用し

た．この方法により観察の視点が明確になるため，陸貝を

見慣れていなくても分類が容易となる．

　様式は野外で持ち歩き簡単に活用できるものとするため

に，A4版両面印刷とした．ラミネート加工をすることで，
採集した陸貝を直接シートに載せて画像や記述内容と照合

できるようにした．また，採集した殻の大きさの目安とな

るスケールを検索表の横に掲載した．更に検索を行う上で

必要な陸貝の基礎・基本事項を裏面に掲載し，容易に参照

できるようにした．

　一般的に図鑑や目録では分類群ごとに貝を掲載している

が，この検索表では殻の外形の特徴や殻高・殻幅の大きさ

が近い種の画像をまとめて掲載し，陸貝になじみがなくて

も形状や大きさで検索が行えるようにした．これは初めて

陸貝を学ぶことを念頭に，系統的な分類の前に形態的な特

徴を把握し，種を同定する学習が必要であると考えたから

である．詳細な情報はより専門的な図鑑や目録にあたるこ

ととした．

陸産貝類簡易検索表の活用例

1　対象　高崎市立城南小学校　第5学年　児童69名　引率
8名（城南小学校 6名・高崎市教育委員会 2名）

2　活用の場面　宿泊を伴う校外学習の自然体験活動内
　※全員が1単位時間（45分）ずつ活動
　※他の活動（バードウォッチング，ネイチャーゲーム）

　　と組み合わせ3回実施
3　活用計画（表1）
4　活用の様子
　今回の活動は，博物館職員が主となって指導した．これ

は学校外の里山で，外部講師を活用した上，3つの異なる活
動を並行して行うという条件のため，やむを得なかった．

学校職員には，安全と時間の管理，児童の入れ換えに力点

を置き指導していただいた．本来ならば，事前に学校職員

に陸貝に関する基礎知識や種類分けのコツを伝達した上で

主となって指導していただき，博物館職員は補助講師とし

て活動を支えることが望ましい．

　活動の導入部では，軟体動物や陸貝に関する基礎知識を

伝達した．活動の場が野外であるため，室内ならばプロジェ

クターを用いて説明するところを紙芝居化した（図3-2）．
苦肉の策であったが，大きめの画像を用いて説明したこと

で，児童の理解は良好であった．次に検索表と事前に用意

表1．活用計画．
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しておいた陸貝の乾燥標本を用いて，班ごとに検索の練習

を行った．たくさんの候補から一度に検索するのではな

く，条件に適合するか否かで検索を進めていくことを練習

した．班単位で行うことで，検討を重ねながら検索を進め

ることができた．検索結果を博物館職員が確認し，修正す

べき点を伝達した．

　その後，班ごとに陸貝探しを行った．最初は適当な場所

を探せなかったり，じっくりと見られないために陸貝を見

過ごしたりしていたが，徐々に陸貝を探す眼が養われ，10
分程度でほぼ全ての班が数種の陸貝を見つけることができ

3-5 陸貝採集 3-6 採集した陸貝の検索

3-4 検索練習3-3 検索練習用標本

3-1 活動班への配付資料 3-2 説明に用いた紙芝居と配付資料

図3．活用の様子．
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た．そして，見つけた陸貝を検索表を用いて分類した．大

型マイマイは右巻左巻の違いに着目し，分類をすすめるこ

とができた．中型マイマイやキセルガイ類では，検索表の

図と照合しながら班内で話し合う場面が多く見られた．博

物館職員が分類を確認し，修正すべき点を伝達した．

　活動のまとめでは，様々な陸貝が生息していることを確

認するとともに，学校や家のまわりなど児童の身近な場所

や他の地域に生息する陸貝への興味付けを行った．

成果と課題

　活動終了後，アンケート調査を実施したところ，66名か
ら回答を得られた．その結果（表2）をもとに成果と課題を
分析する．

　設問1では，自然観察に対する普段の様子を尋ねたとこ
ろ，約87%の児童が「とても好き」「少し好き」と肯定的に

回答し，「少し嫌い」「とても嫌い」と否定的に回答したの

は約12%であった．様々な生物と出会えることや，新しい
発見や学びがあることを理由に挙げる児童が多かった．こ

のことから，自然観察に対する基本的な興味は高い集団で

あるといえる．

　今回の活動全体について尋ねた設問2では，否定的な回
答は見られず，「とてもおもしろかった」，「おもしろかっ

た」と肯定的な回答が約98%を占めた．様々な種類の陸貝
を見つけることができたことを理由に挙げる児童が多かっ

たが，自分で見つけることができたことや，自分達で調べ

られたことを挙げる児童もみられた．このことから，今回

の検索表やその活用は児童の自然に対する興味を高めるの

に有効であったと考えられる．また，陸貝探しや検索を自

分たちで行った場面では，陸貝のいそうな場所や殻の特徴

について活発に話し合い，生き生きと活動していた．

　検索表の活用に関する設問3では，「よくわかった」「少し

表2．検索表活用後のアンケートへの回答と主な感想．
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わかった」と肯定的な回答が大部分を占めたものの，「あま

りわからなかった」への回答が約3%あった．陸貝を見つけ
られなかったことが原因の一つとなったようであるが，肯

定的に回答した児童の中にも，右巻左巻の違いや，中型の

マイマイの特徴などがわかりにくかったとのコメントが見

られた．オナジマイマイ，ウスカワマイマイ，ニッポンマ

イマイは，殻径が似通っているため，横から見た姿や殻口

の形を頼りに分類するよう図示したが，児童には微妙な形

の違いを捉えるのが難しかったようである．

　帰校後の児童からは，理科室で管理する検索表を，教室

にも置いてほしいとの意欲的な言葉があったが，その後の

陸貝探しにはつながらなかったとの報告を学校職員より受

けた．多くの児童は今回の活動を楽しめたようであるが，

この活動をより実り多いものにするには，複数の異なった

場所での調査結果を比較し，生息している種の違いや分

布，生息環境等を分析する活動を取り入れることが望まし

い．そのためには，博物館と学校の協力と，児童・生徒へ

の支援を継続していくことが必要である．また，家庭でも

家族と一緒に活動を継続できるよう，検索表の個別配布

や，博物館のWeb上での情報公開，より詳しい検索や情報
の交流にも対応できるページの設定など，活動に広がりを

もたせられることが望ましいとの意見をいただいた．更

に，検索表とは別に小学生への手立てとしてカードやシー

ルで興味を高めたり，小学校3年生の昆虫を学習する際に，
体のつくりや食べ物などを対比させても良いのではないか

との意見もいただいた．

おわりに

　今回の活動では，普段見過ごしがちな生物であっても，

その教材として魅力を伝えられれば学びに活用できること

を認識した．画像を多く用いた検索表は，興味をもった児

童や生徒が手軽に使えるため，日常的な観察でも活用しや

すい．今後はこの検索表を活用する方法も併せて開発し，

教員等の指導者に公開していけば，より深い内容の学習が

行えるようになると思われる．

　今回の検索表の作成と活用は，野外体験活動の講師を依

頼されたことをきっかけに始まった．活動が短時間である

ことを考えれば，検索表も文字主体の単純なものになった

かもしれないが，短い時間の中でも理解の深まる検索表を

と考えたときに，画像を取り込み直感的に使えるものにし

ていくことは必然となった．学校現場の教材開発では，時

間の制約が大きくこうしたこだわりを追求することがなか

なかできないが，博物館ではそれが可能である．今回のよ

うな依頼をチャンスと捉え，繰り返し使えるものを開発

し，蓄え，公開していくことで，幅広い要求に応えられる

博物館になっていくのではないだろうか．
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