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感覚に基づく誤認識を，体感的に修正しうる教材の開発
—体感できる，腕の曲げ伸ばし筋肉モデル—
Development of the teaching materials which can correct false recognition based on sensation
—Bend development muscle model of the arm which can be sensed—
高田昌慶
TAKATA,Masayoshi
高砂市立米田西小学校
Yonedanishi elementary school
【要約】小学校 4 年生の「人の体のつくりと運動」で，腕を曲げ伸ばししたときの筋肉の様子を実験器
で説明してきた。しかし、従前の実験器の筋肉部分はゴム製である。そのため，腕を曲げると上腕二頭
筋相当部分が縮むように見えるが，元の形に戻るだけで体感的には力が抜け，上腕三頭筋相当部分が伸
びて，体感的には元に戻ろうとする力を感じる。つまり，このモデルで児童が体感するイメージは、実
際とは相反するもので，指導者としてフラストレーションを感じていた。そこで、腕の筋肉の収縮と弛
緩に伴って腕が曲がったり伸びたりする様子を模式的に説明できる実験器を考案し，ケニスで商品化さ
れた。まず，筋肉チューブとして付属している非ゴム素材で「力が入って縮む・力が抜けて緩む」こと
を体感させる。その上で腕モデルを曲げ伸ばしすることで，感覚的に「縮む・伸びる」とインプットさ
れたイメージを，実感を伴って「縮む・緩む」と正しく再認識させることに効果があったと推察される。
【キーワード】小学校理科，実感を伴う理解，腕の曲げ伸ばし，筋肉モデル，縮むと緩む，非ゴム素材
２．研究の目的・背景

１．はじめに
児童に理科を指導するに当たり、
「実感を伴っ

小学校 4 年生の「人の体のつくりと運動」の

た理解」を図ることが目標とされている(文部科

単元で，体を動かす際の骨・筋肉・関節の関わ

学省，2008,P.9-10)。それはとりもなおさず、

りを扱う。これまでも実践では，腕を曲げ伸ば

実感を伴った実験や観察なくしては、正しく理

ししたとき、筋肉の様子がどうなっているのか

解し、それを使いこなせるまでにならない児童

を、自分の腕で調べさせたり実験器で説明した

の実態があるからにほかならない。では、これ

りしてきた。しかし、児童の腕の筋肉量は少な

までの指導はどうだったのだろうか。すでに習

く、力こぶがあまりできない。また、私が力こ

い覚えたことを長年の経験を通して確かな物と

ぶを見せても、それで筋肉が縮んだり緩んだり

した大人である教師が、初めて見る・聞く・体

しているとは、とうてい理解させられない。

験する児童に、こんなことも分からないのかと，

児童にとって「縮む」の対義語は，感覚的に

知識を叩き込んできたように思う。比較して考

「伸びる」である。辞書でもそうなっている。

えると、正しい理解には習熟が必要であり、知

また「緩む」の対義語は「張る・締まる」であ

識偏重ではなく学びを深め使いこなせるまでに

る。大人の常識（収縮と弛緩）は通用しない。

するためには，実感を伴う実験・観察・体験を

縮む⇔伸びる 緩む⇔張る 縮む⇔緩む

設定することが必要だと判断したのだろう。

そこで、実験器を使って説明しようとすると、

本研究では、教材開発と指導の工夫(高田，
2016)による、実感を伴った理解をめざした授業

ここでも大きな壁にぶつかる。従前の実験器の

実践、および考案した教材の効果の一端も含め

筋肉部分はゴム製である。そのため，腕を曲げ

て報告する。

ると，上腕二頭筋相当部分が元の形状に戻る（膨
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らむ）だけである。縮んだと言われればそうか
なと思わなくもない。しかし、体感的には力が
抜けたように感じる。これでは「力こぶができ
る＝力が入っている」という児童のイメージに
相反する。教科書によっては，膨らんで固くな

図 2 腕をのばしたとき

ると記述されている(毛利衛，2015:19)。

２）関係者の評価

さらに、上腕三頭筋相当部分は，引っ張られ

私と同じフラストレーションを、他校の複数

て伸びる。体感的には，元に戻ろうとして引っ

の理科担当者も感じていたようである。市内の

張る力を強く感じる。まさに「張る」である。

小学校と中学校の理科担当者および，新採教員

ここに「緩む」という語句が入る余地はない。

に対する実験実技講習会で、このプロトタイプ

つまり，このモデルでは「縮む」と「緩む」

の製作を指導した。その際，
「これは良い。お陰

を実感を伴って理解させることはできない。そ

ですっきりした。」と高い評価を受けた。

のため、指導者として，長年フラストレーショ

大型で耐久性のあるモデルに仕上げるためケ

ンを感じてきた。

ニスとタイアップし、製品化された。(図 3）

昨年，玩具「ミラクルロケット」を手にした
とき、力を入れると押し縮まり、力を抜くと緩
む触感を得た。これは筋肉の部品として使える
と直感し「腕の曲げ伸ばし筋肉モデル」の製作
に取りかかった。
３．研究の方法
１）教材の製作
教材の製作については、以下に詳しい。
『科学実験・原体験データベース』No.800、
http://www.proto-ex.com/data/800.html

図 3 筋肉チューブ付属 腕モデル

「体感できる、腕の曲げ伸ばし筋肉モデル」

４．研究対象とした授業
１）児童の認識調査
授業に先立ち、
「腕を曲げたり伸ばしたりした
ときの筋肉の様子」についてアンケート(図 4)
を行った(2017 年 4 月)。調査対象は，4 年生 2
クラス 66 名で，複数回答の結果である。

図 1 腕を曲げたとき
筋肉部分は「ミラクルロケット」。それ以外
の材料である，木材，マジックテープ，蝶番，
木ネジ，布ガムテープ，両面テープ，印刷用紙
は、100 円ショップで揃う。ステープラーだけ
は，強力タイプが必要である。(図 1，2)

図 4 アンケート用紙
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縮・弛緩」の相互作用なので、中学校教科書で

腕を曲げたり伸ばしたりしたときの筋肉の様子
１．腕を曲げた時，内側の筋肉はどうなっているか。
①膨らむ(63％)，②固くなる(14％)，③太くなる(11％)，
④縮む(4％)
２．腕を曲げた時，外側の筋肉はどうなっているか。
①伸びる(14％) ，①膨らまない(14％)，①細くなる(14％)，
④平たくなる(12％)，⑤固くなる(12％)
３．腕を伸ばした時，内側の筋肉はどうなっているか。
①平たくなる(23％)，②膨らまない(18％)，③伸びる(14％)，
③細くなる(14％)，③固くなる(14％)
４．腕を伸ばした時，外側の筋肉はどうなっているか。
①膨らむ(33％)，②柔らかくなる(19％)，③固くなる(10％)，
④伸びる(7％)，⑩縮む(2％)

は「収縮している・ゆるんでいる、
」高校教科書
では「収縮・弛緩」という表現になっている。
前述のように「縮む・緩む」だけでなく、
「膨
らんで固くなる」を付加した教科書もある。し
かし、これらは多くの児童の理解の容量を超え
ていると感じる。
「縮む・緩む」を初めて知って
体感するのである。それでさえ理解し納得する
のは困難である。認識の実態を大切にしている
かのように見えるが，別の要素まで盛り込もう

アンケートのイラストと触感によって、膨ら
む、固くなる、また，伸びる，膨らまないとい

とするのは、大人の横暴としか思えない。

う回答が多かった。予想通り「縮む」は少なく、

３）授業の流れと問題点

「緩む」は皆無だった。ただ、授業直前(11 月)

授業では、実際に腕をまくって曲げさせ、内

にアンケートを取れば、塾等で既習児童が少な

側と外側の筋肉の様子がどのように変わるのか

からずいるので「緩む」もあるかと思われる。

調べさせた。児童の筋肉量は少ないので、私の

２）教科書の表記

力こぶも提示した。しかし、ここでも「縮む」
はともかく「緩む」という語句は出てこない。
「膨らむ」
「太くなる」が大多数であった。
４）開発した教材の使用と効果

図 6 筋肉チューブ
の操作

図 5 G 社の表記

そこで、モデルを触らせる前に、筋肉チュー

表 2 各社の表現

ブを配った。そして、操作させながら「力が入

うでの曲げのばしができるのは

って縮む、力が抜けて緩む」という説明を加え

D社 きん肉がちぢんだりゆるんだりすると

た。児童の大半は、ここで初めて「緩む」とい

G社 きん肉がちぢんだり、ゆるんだりすることにより

う語句の意味を体感を伴って知り、理解するこ

K社 きん肉をちぢめたりゆるめたりすることで

とになる。(図 6)

K社 きん肉がちぢんだり、ゆるんだりすることで
S社 きん肉がちぢんだりもとにもどったりするから

また、
「内側と外側の筋肉が、どちらも縮んだ

T社 きん肉がちぢむ ゆるむ

らどうなるか」と問うた。腕を曲げる場合は、

腕の曲げ伸ばしに関する教科書会社各社(大

縮もうとする内側の筋肉のはたらきを邪魔する

日本図書，学校図書，教育出版，啓林館，信州

ことなく外側の筋肉が緩む。伸ばす場合は、縮

教育出版社，東京書籍)が使用している文言は、

もうとする外側の筋肉を邪魔することなく内側

概ね「縮む・緩む」である。(図 5,表 2)これは、

の筋肉が緩む。筋肉チューブで「縮む・緩む」

筋肉の構造上、縮むことはあっても伸びること

を体感した児童の多くは、モデルでも、上記の

がないからである。腕が動くメカニズムは、
「収

関連を説明できるようになった。（図 7）
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解・認識させることに有効であったことが明ら
かになった。しかし，
「伸びる」という感覚を完
全に「緩む」に置き換えることはできていない。
５．今後の課題
上記の筋肉モデルを使った指導には問題があ
筋肉

る。児童の感覚では対義的ではない「縮む」と

モデルの

「緩む」をインプットするため「力が入って縮

操作

む、力が抜けて緩む」と教え込んだ。しかし，

図7

腕を水平に保持して曲げ伸ばししても、上腕二
頭筋等と上腕三頭筋の手に感じる力の入り具合
は，ほとんど変わりない。腕を水平に保持する
ことで、力が少なからず入っているからである。
腕を下ろして曲げると、縮んだ上腕二頭筋等
に力が入っていると感じられる。しかし、緩ん
でいるはずの上腕三頭筋も固く感じる。
このように、実際の筋肉の様子の変化は、教
科書やモデルほど単純ではない。この事実を踏

５）授業の工夫

まえて指導することは、指導者として必要なこ

さらに、
「縮むと緩むはワンセット！」という

とだと考える。

フレーズを繰り返し唱えさせたり、ノートの書
き込み枠に何度も書かせたりした。
「縮む・緩む」

今後は，モデルのより効果的な使い方や，上

1 点の理解を強化するための手立てである。

記の問題点の解消を少しでも盛り込んだタイプ

４．結果と考察

に改良する方法を模索していきたい。

本研究では，小学校 4 年生の「人の体のつく
りと運動」の単元で，腕の筋肉のはたらきの理
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以上のことから、考案した体感できる教材と
指導の工夫が、感覚的に「膨らむ・伸びる」と
とらえていた児童に「縮む・緩む」を新たに理
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