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内容

• アクティブ・ラーニングへの転換

• 物理教育研究とは

• 物理教育研究で開発された授業法の例

• 物理教育研究における未解決の課題

• 物理教育研究に関するAPS声明

新田「研究領域としての物理教育」日本物理学会誌(2016)



『新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学
校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革につい
て』（答申）

平成２６年１２月中央教育審議会

２．（３）大学教育の質的転換の断行 （p.20）

「主体性･多様性･協働性」を育成する観点からは、大学教育
を、従来のような知識の伝達･注入を中心とした授業から、
学生が主体性を持って多様な人々と協力して問題を発見し
解を見いだしていくアクティブ・ラーニングに転換

大学教育の動き



A lecture at the University of Bologna in Italy in the mid-fourteenth century. 
The lecturer reads from a text on the lectern. （from WIKIPEDIA “Lecture”)



Roman tabula or wax tablet with 
stylus（Wikipedia）

伝統的な教育

Tabula rasa理論

20世紀の認知科学が明らかにしたこと

「知識とは，つながりである」



相互作用型授業

伝統的な講義式授業

双方向型の授業 相互作用型の授業

集団の力を利用した学習法

個別モード 集団モード



アクティブ・ラーニングは本当に
効果的か？

PER(Physics Education Research)によって，
根拠と妥当性が示された教材と授業法がある

実践してみたけど，
うまくいかない・・・



Pitfall
板倉は，教科書や参考書に書いてあるような問題や実
験を，問題―予想―討論―実験という方式で実施した
としてもわかるようにはならないと指摘し，生徒の興味
を引き出す授業をするためには，「どういう問題をどう
いう順序で」与えていくかがわかっていなければならな
いと述べている。

次の玉田の言葉を忘れてはならない。
「子どもたちが学習課題として，主体的にとりくむ意義
を認め得るものでなければならない。」
「子どもの認識をひっくりかえせるような教材をえらぶ。
しかも，それを投入することによって，基本的な概念み
たいなものに確信をもてるようにする。」

新田「日本の相互作用型授業と物理教育研究」物理教育 64 (2016)



研究と非研究

着想
「この教え方なら，学生が良く分かるだろう」

実践

結果
「先生， 良くわかりました！」， アンケート

客観性
再現性
理論化

主観的
個人的
経験的

研究による
知見の蓄積



物理教育研究（PER）とは？

• 基礎研究

物理学習者はどのように物理概念を理解するのか・
用いるのか

→再現性・予言性

• 応用研究

PERの基礎研究の結果を教育に適用

→妥当性の検証

→さらなる課題や改善点

R. Beichner, in Reviews in PER: An Introduction to Physics 
Education Research (2009)



専門分野を基盤とした教育研究

Discipline-Based Education Research: Understanding and
Improving Learning in Undergraduate Science and Engineering
(2012) National Academic Press

Discipline-Based Education 
Research （DBER)

教育学，心理学等の
知見や研究手法

専門分野固有の
教育課題

DBER



The goals of DBER:

• understand how people learn the concepts, practices, and 
ways of thinking of science and engineering;

• understand the nature and development of expertise in a 
discipline;

• help identify and measure appropriate learning objectives 
and instructional approaches that advance students toward 
those objectives;

• contribute to the knowledge base in a way that can guide 
the translation of DBER findings to classroom practice; and

• identify approaches to make science and engineering 
education broad and inclusive.

Discipline-Based Education Research: 
(2012) National Academic Press

• 概念・応用力・科学・技術的な考え方の
獲得過程の理解

• 当該分野の本質と専門性の理解
• 適切な学習教材と学習・指導の評価法
• 研究成果の教育現場への還元
• 科学・技術教育の普及法



授業効果の定量的比較

事前テスト

事前テスト 事後テスト授業

g= ＜事後テスト%＞−＜事前テスト%＞
１００－＜事前テスト%＞

規格化ゲイン：

できなかった問題が，授業後
に出来るようになった割合

学校種・学力差を超えた授業
効果の比較が可能

事前テストと
同一の問題

0 ≤ 𝑔𝑔 ≤ 1

~ 事前・事後CI(Concept Inventory)調査の導入 ~



概念調査問題は「検出器」

• 30 題
• 誤答選択肢 (distractors) は研究に基づいている（学生が

持ちやすい典型的な誤概念で構成）

例：FCI（Force Concept Inventory)

Hestenes, et al. Phys.Teach. 30 (1992) 141

研究に基づいた，Newton力学の概念的な理解を調査する
多肢選択式問題



FCI（Force Concept Inventory)
Hestenes, et al. Phys.Teach. 30 (1992) 141

FCI 第１４問
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問14．水平方向に飛んでいる飛行機から，ボーリングの球が落

ちてしまった。地上に立っている人から見たとき，落ちていく球
の軌跡は図の１～５のどれになるか。



アクティブ・ラーニングの優位性の根拠

Hake : Am. J. Phys. 66 (1998) 64
対象： 62の高・大授業，総計6542人の学生

伝統的な講義では，力学の基礎概念を獲得させることが困難であ
ることの定量的な証拠

伝統的な
講義の平

均値
<g>=0.23

相互作用
型授業の
平均値：

<g>=0.48

授業効果

g= ＜事後テスト%＞−＜事前テスト%＞
１００－＜事前テスト%＞



PERで開発されたアクティブ・ラーニング

• Tutorial （植松ら ）
• Cooperative Problem Solving
• Workshop Physics
• Peer Instruction
• Interactive Lecture Demonstrations (ILDs)
• etc…



ピア・インストラクション

E.Mazur：Peer Instruction: A 
user‘s manual（Pearson-Prentice 
Hall，1997)

近隣の学生と議論させる

大人数でも実施できる「グループ学習」



一定の速度で，クルマが進
んでいるとき，推進力（前向
きの力）と抵抗力(後ろ向き

の力）の関係は？

1. 推進力＞抵抗力

2. 推進力＝抵抗力

3. 推進力＜抵抗力

4. 速度によって異なる

推進力 抵抗力

講義で扱った中心
的な概念の理解を

問う

PIの手順

①選択肢問題を出題する。

②学生に（クリッカーで）回答させる。

③付近の学生同士で議論させる。
答えが異なる相手に対しては
自分の答えの論拠を述べ，説得を試みさせる。

④同じ問題に対してもう一度回答させる。

⑤正解を示し，解説する。

ミニ講義
（15分程度）



伝統的な講義 vs. PIを取り入れた授業

伝統的な講義
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after 
discussion

before 
discussion



議論前正答率

議
論

後
正

答
率

PIの効果の定量化

Mazur, 1997

議論後の正答率は一般
に増加する



𝑛𝑛𝑎𝑎 𝑞𝑞, 𝑐𝑐 = 1 − �
𝑑𝑑(≠𝑐𝑐)

𝑇𝑇𝑑𝑑𝑐𝑐(𝑞𝑞) 𝑛𝑛𝑏𝑏 𝑞𝑞, 𝑐𝑐 + �
𝑑𝑑(≠𝑐𝑐)

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑(𝑞𝑞)𝑛𝑛𝑏𝑏 𝑞𝑞,𝑑𝑑

The “Master Equation” for PI

Number of students 
answering “c” after 

discussion  

Transition rate from 
incorrect answer“d” 
to correct answer“c”

“Outgoing process” “Incoming process”
question 

“q”

Tdc(q) and Tcd(q) are extremely simplified functions neglecting each 
student’s knowledge, reasoning ability, character, influence of the 
teacher, lecture,  or peers, discussion level, etc..

Transition rate from 
correct answer“c” to 
incorrect answer“d”

H.Nitta, Phys.Rev. ST Phys.Educ.Res. 6, 020105 (2010)



ピア・インストラクション効率(PI効率)

PIの効果を定量化するための指標

PI効率データからできること: 
• PI問題どうしの効果の比較
• PI問題の改善
• 学生が理解し難い概念の抽出

PI効率 =
(議論後正答率%)−(議論前正答率%)

100% − (議論前正答率% )

cf. 
Hakeの規格化
ゲイン



PI問題 nb na PI効率

テニス (作用・反作用) 0.738 0.885 0.56
x-t,v-t (グラフ問題) 0.694 0.972 0.92

PI問題とPI効率の例

議論前正答率 議論後正答率



ピア・インストラクション 効率 (PI効率)

直線（理論値）から
のずれ

ave.=0.062，s.d.=0.2２

理論（近似）



「運動学的グラフ問題」 のPI効率

ave.=0.20
s.d.=0.13

t-分布: t=3.6 < t0.05 =1.8

「運動学的グラフ問題」のPI効率は
他のPI問題よりも高い



「作用反作用問題」のPI効率

t-分布: t=-2.8 < t0.05 =-1.８
「作用反作用問題」のPI効率
は他の問題よりも低い

av.=-0.13
s.d.=0.23



FCI & FMCE Pretest Gender Gap ～13%

Madsen et al. Phys. Rev. ST-PER 9 (2013)
Gender Gap = <%Correct Male>－<%Correct Female>

The “Gender Gap”

日本で実施したFCIでも同程
度の’gender gap’が見られる

新田英雄，植松晴子，森口真靖
大学の物理教育20S S53 -S56 （2014）



Aさんはバスケットボールの試合で

シュートを打った．手から離れたボー
ルが写真の位置まで上がったとき、
ボールに働いている力は次のうちど
れか？ただし空気抵抗は無視できる
ものとする．

1. 手で押した力

2. 重力

3. 手で押した力と重力

4. 力は働いていない

2013年度
F高校

議論前
正答率
(%)

議論後
正答率
(%)

PI効率

男子 71.11 79.04 0.27
女子 33.06 81.06 0.72

PIから見る’gender gap’

2010年度
大学

議論前
正答率
(%)

議論後
正答率
(%)

PI効率

男子 57.77 90.00 0.77
女子 20.00 55.00 0.44
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新田英雄，植松晴子，森口真靖
大学の物理教育20S S53 -S56 （2014）

女子のPI効率は男子と
同等またはそれ以上



今後の課題

• FCIなどの定量的な結果の集約と（国際）比較

• 効果的なカリキュラムと授業法の開発と改善

• 教育課程に合致した物理概念調査紙の開発

• Gender Gapの解消

• 定量的な結果を説明する理論

• Etc. etc.



APS STATEMENT ON RESEARCH IN PHYSICS 
EDUCATION (1999)

（物理教育研究に関するAPS声明）

近年，物理教育研究が物理学科内で行われている研究テーマの
ひとつとなってきている。このような研究は，代表的な大学院大
学・研究大学の物理学科で推進されており，政府からの主な基金
の対象となり，客観性がありかつ実験に基づいており，論文発表
と成果の普及メカニズムを有しそれらを発展させており，さらに
この分野で育成されたPhD学生が新たな研究プログラム確立のた
めに職を得ている。物理教育研究は，他の物理の研究分野と同じ
評価基準（論文発表，研究資金獲得など）の対象となり得るし，
またそうあるべきである。
物理教育研究の成果は，教育と教育評価の方法を改善していくは
ずである。APSは物理教育研究が物理学科に受け入れられること
を支持し応援する。…
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