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明るさに関しては，気候の学習前でも早春が明るい
という認識が強かったが，紫の破線よりも上方に位置
する点が多いことから，気候の学習後には，学習前に
比べて，早春の明るさがより強く認識されるようにな
ったことが分かる。

第 12 図 気温の「早春から初冬を引いた差」についての
第 11 図と同様な図。但し，早春から初冬を引いた明るさの
差について，気候の学習後の方が学習前に比べてグラフの
1 目盛分以上明るく認識するようになった生徒を●で，そ
うでない生徒△で表示した。

第 13 図 「早春から初冬を引いた差」としての気温と明
るさについての散布図。気候の学習前を●，学習後を△で
示す。個々の生徒についての気候の学習前と学習後の変化
を，矢印で示した。青い矢印は全体としてより正しい認識
への変化，緑は明るさのみ誤った認識への変化，赤は気温
のみ誤った認識への変化を示す。また，オレンジ色の両矢
印は，授業前後での変化がなかった生徒を示す。なお，平
均気温等で見る限り，この図の第 2 象限（早春が気温は低
いが明るい）が正しい認識にあたる。

一方，第 12 図から分かるように，気候の学習前後
とも「早春の方が初冬よりも気温が低い」という正し
い認識の生徒や（第 3 象限，第 4 象限），気候の学習
後に「早春の方が気温は低い」という正しい認識に変
化した生徒（第 4 象限）も少なからずいたが，逆に，
気候の学習後に「早春が初冬よりもよりも暖かい」と
いう誤った認識（平均気温で見る限り）に変化した生
徒も少なくなかった（第 1 象限や第 3 象限の，紫の破
線よりも上方）。興味深いことに，これらの生徒は，
授業後に「初冬に比べて早春の方が明るい」ことをよ
り強く認識した生徒であった（第 12 図の黒丸）。
第 13 図は，
「早春から初冬を引いた差」としての気
温と明るさについての散布図である。気候の学習前を
●，学習後を△で示す。また，個々の生徒についての
気候の学習前と学習後の変化を，色つきの矢印で示し
た。青い矢印で示されるような，より正しい認識への
変化を示す生徒もそれなりにいた点は，本授業の成果
として評価出来る。しかし，赤い矢印で示されるよう
に，気候の学習の後で早春の日射の強さに関する認識
は高まったものの，それに連動して気温も早春の方が
高いと誤認識する生徒も，青の矢印で示した生徒と同
数程度もいた点は注目される。
加藤他（2014）や加藤他（2015）は，初冬と早春の
暖かさの感覚と平均気温との間の齟齬が生じる要因
に関して，日々の大きな気温変動の中のどのタイミン
グを（高温時なのか低温時なのか，あるいは期間平均
気温なのか，等）人が選択的に感じうるかにも注目す
る必要を指摘している。しかし，季節平均値だけに注
目しても，日射が気温を上昇させる重要な因子の一つ
であることを小学校第 4 年次の理科で学習済みであ
ること，日射の吸収により表面温度が上昇することで，
体が日射を受けると暖かく感じることも日常体験し
ていること等から，確かに日射が強い早春の方が暖か
いと感じることはありうるのかも知れない。更に，シ
ベリア気団の中核部の中でもとりわけ気温の低い領
域（例えば，第 6 図の-25℃以下の領域）の南縁は 3 月
の方が 11 月よりも若干北へ後退している点にも，授
業で触れた。このため，シベリアと日本付近いずれの
季節変化なのかという事実関係の把握に関する混乱
があると，それも上述の誤認識をもたらす原因の一つ
になった可能性が否定出来ない。
以上のように，生徒たちは，初冬と早春の日射の違
い（早春が晴天時の日射はかなり強い）は，気候・気
象の学習後により強く実感出来たようである。しかし，
初冬には早春に比べて，
「冬型の卓越と日本海側の『時
雨』，及び，晴天時の日射も弱い」ということから，
気候の学習後でも，平均気温自体，3 月頃の方が高い
という認識のままの生徒が
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（冬を挟む日本の季節進行の非対称性に注目して）
繋げて触れるのは初めてに近い体験であり，種々のセ
ンセーショナルな感想も，ワークシートの自由記述の
中に数多く見られた。また，例えば「気象と季節の歌
を関連しているところがおもしろかったです。春は春，
冬は冬だけで，季節をとらえるのではなく，秋から冬，
冬から春というように季節の移り変わりでの新しい
視点から季節の進行の違いを考えることができ，歌の
季節を考えるにしてもそういった視点から，情景をと
らえることができるようになりました。」（改行以外，
テニオハ等が適切でない表現も含めて，生徒の記述通
りに転載）のように，季節を捉える視点として，単に
春夏秋冬に留まらず，「変化する季節」への視点を持
つきっかけとなった生徒が複数人いたことも付記し
たい。
3.2.2 岡山一宮高等学校
3.2.1 で述べた問題点の一部を解決するために，岡
山一宮高等学校における実践では，日本付近の季節進
行とアジアモンスーン・サブシステムの季節進行との
関わり方をデータから具体的に把握するための学習
活動を検討した。シベリア北東部，日本列島付近，本
州南方海域の 3 つの領域の地理的位置関係を十分に
意識した上で，領域毎の季節進行のずれを意識できる
ように，学習活動④で述べた手作業を追加した。
生徒によるワークシートへの記入の時間が十分取
れなかったので，個別の内容の理解度に関する分析は
行なっていないが，この授業で深く印象に残ったこと
等についての自由記述として，次のようなものがあっ
た。なお，括弧内は，類似した趣旨の記述を行なった
人数で，本稿の著者らで類似性を判断した。また，１
人が複数の内容を記述した場合，項目毎にカウントし
た。受講者総数は，授業の概要で述べたように約 80
人である。
・六季として捉えられる日本の気候（11 人）
・冬型の天気パターン卓越期間の真ん中よりも後に（1 ヶ月
ほど遅れて），日本付近での平均気温は最低になる（8 人）
※これに関連して，11 月よりも 3 月の方が寒く感じてい
た理由が分かったとの記述もあり。
・天気表の色塗りが分かりやすかった（6 人）
・グラフにすることにより現象を分かりやすく捉えること
ができるという実感（15 人）
・シベリア気団の成長の実態を把握する機会になった
（南側の気団も挙げた生徒を含み，2 人）
・季節進行のずれへの視点（5 人）
・季節の進行を細かく見る面白さ（1 人）

自由記述なので，約 80 人程度の受講者に占める各
項目を挙げた人数の割合は多くはないが，冬型の天気
パターンの卓越期間と日本付近の平均気温が極小に
なる時期との対応関係や，領域・気候要素間にみる季
節進行のタイミングのずれに関する意識が，具体的に
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喚起出来たものと考えられる。このことにより，倉敷
青陵高等学校での授業で生じていた初冬と早春の平
均気温に関する誤解をある程度減じることが出来た
と考えられ，本実践の成果と考えられる。但し，日本
付近の季節進行と広域的な場との関連に関する具体
的な自由記述は多くなかったことから，まだ，異なる
空間スケールのシステムからなるマルチスケールで
の現象の実体的把握には十分至ってない可能性が示
唆され，更なる検討が必要と考える。また，このよう
なマルチスケール的な把握が出来た場合に，更に学際
的にどのような学習の深まりが可能かについても，検
討を続ける意義は大きいと考える。
3.3 気候と音楽の行き来を通した学びの発展
今回の倉敷青陵高等学校における実践では，愛唱
歌の歌詞に注目して，歌われている事象やそこに感
じられる心情，イメージをもとに，季節進行や季節
感について捉えた。この活動は，生徒たちがこれま
で経験してきた音楽の学習とは違った体験であり，
音楽の生成を意識する機会にもなったといえる。伝
えたいこと，印象に残ったことが詩や音楽のもとに
あり，作者は曲で何を伝えようとしたのか，につい
ても各々のレベルで思いを馳せることができたので
はないだろうか。
この次のステップとして，実際に歌ってみて，詩
にどのような音が付されているのか，自分たちなら
ばどのように歌うか，という表現に踏み込んで歌を
みるならば，また違った角度からの気づきが生じる
と期待されよう。その上で，再び気候についてみて
みるならば，データとして表されているものを自分
たちの感覚の中で実感のあるものとして捉えていく
という道筋が見えてくるのではないだろうか。
このような気候の音楽との行き来を通して，螺旋状
に学習が深まっていくことで，生徒の学びに対する興
味を高める上でのきっかけを得ることができるので
はないかと考える。また，教材については，愛唱歌だ
けでなく，時代や地域が異なる様々な音楽を取り上げ
て活用していくことで，活動内容も膨らませていくこ
とができると考える。更に，加藤他（2017）がドイツ
の「冬の追い出し」をテーマとした大学での実践のよ
うに，
「日々の気象・天候の変動の振れ幅にも注目し
た視点を，気候との行き来の中で，高校・中学レベル
でも，どのように取り込むことで活動を深められるか」
という点も今後の興味深い検討課題の一つと考える。
Ⅳ. まとめ
本研究では，「冬を挟む日本付近の季節進行の非対
称性を一つの切り口として，日本付近の季節サイクル
と季節感への考察の視点を深める」ための高等学校で
の学際的授業を開発し，授業実践結果の分析を行った。
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学習活動では，日本の初冬と早春の気候の比較や広域
場の季節進行との関係，及び，愛唱歌や和歌に表現さ
れた初冬と早春の季節感の比較等を行った。
なお，本授業で，ESD 的視点の涵養も狙って，敢え
て，
「多元的な視点でみて初めて面白い切り口」を教
材に取り上げた（必ずしも単純とは言えない現象を敢
えて取り上げた）。また，季節を歌った愛唱歌や和歌
などを提示したのは，感覚的に捉える季節から，サイ
エンスとしての自然も意識する方向の視点の喚起も
狙ったからである。
授業実践は，岡山県立倉敷青陵高等学校，及び，岡
山県立岡山一宮高等学校にて行った。倉敷青陵高等学
校における学習活動では，複数の唱歌の内容から詳細
な季節の進行をイメージするとともに，気候データの
グラフを描く活動も行なった。岡山一宮高等学校では，
音楽とのジョイントは行わなかったが，日本列島を挟
んでシベリア域と西太平洋域との季節進行のタイミ
ングの違いをデータから把握する活動も追加した。
倉敷青陵高等学校での実践において，生徒たちにと
って文系・理系の内容の話を繋げて触れるのは初めて
に近い体験であり，種々のセンセーショナルな感想も，
ワークシートの自由記述の中に数多く見られた。また，
一部の生徒ではあるが，単に春夏秋冬だけでなく，
「変
化する季節」への視点をも喚起出来た点は成果の一つ
と考えられる。また，「寒さ」や「暖かさ」，「風」な
どと言ってもそれらの「程度や特徴の違い」がどのく
らいなのかについて，冬を挟む季節の移り変わりの中
で種々の愛唱歌から微妙な違いを感じ分けようとす
ることにより，季節サイクルの中での多彩さやその中
での音楽の生成を意識する機会になったのではと考
える。
一方，気候に関して，初冬と早春との日射の違いに
関しては（早春が晴天時の日射はかなり強い），気候
の学習後の方がより強く実感出来たようである。しか
し，初冬には早春に比べて，「冬型の卓越と日本海側
の『時雨』，及び，晴天時の日射も弱い」ということ
から，気候の学習後も，「平均気温自体は 3 月頃が高
い」という認識が改まらない生徒も少なくなかったと
いう問題が残った。
岡山一宮高校での授業では，倉敷青陵高等学校での
上述の問題点への対応のため，日本付近の季節進行と
アジアモンスーン・サブシステムの季節進行との関わ
り方をデータから具体的に把握する学習活動も試行
した。このことにより，初冬と早春の平均気温に関す
る誤解をある程度減じることが出来たと考えられる。
但し，日本付近の季節進行と広域的な場との関連に関
して，現象の実体的把握には十分至ってない可能性が
示唆され，更なる検討が必要と考える。

以上のように，本実践で行なったような気候と音楽
との行き来を通して螺旋状に学習が深まっていくこ
とで，生徒の学びに対する興味を高める上でのきっか
けを得ることができるのではないかと考える。また，
教材については，愛唱歌だけでなく，時代や地域が異
なる様々な音楽を取り上げて活用していくことで，活
動内容も膨らませていくことができると考える。更に，
「気候系や季節の中の日々の気象・天候変動の振れ幅
にも注目する視点を，どのように取り込めば，高校・
中学でも気候と音楽との行き来を通した活動を更に
深めていけるのか」という検討も，今後の興味深い課
題の一つと考える。
また，本実践で行なった内容は，ESD 的視点の涵養
も狙ったものである。しかし，活動の結果としての
ESD 的視点の高まりについて，カリキュラム評価や
教育プログラム評価に用いられてきたスタッフルビ
ームの CIPP 評価モデル（Context, Input, Process, and
Product Evaluation Model）
（Stufflebeam 2003）に基づき，
Zhang et al. (2011)も参考にしながら具体的に評価する
ことも，今後の課題としたい。
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