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物理の授業におけるクリッカーシステムの利用

望月隆二  *

１．はじめに

東京歯科大学では平成２６年度より、第１、２学年が使用する教室にク

リッカーシステム（以下では  CS と略記）が本格導入され、高橋ら  1)によ

り東京歯科大学における  CS 導入の成果の一部が報告されている。また、

物理教育における  CS の効果についてはすでに多くの研究  2) ,3) ,4)がある。

筆者は東京歯科大学第１学年基礎物理学Ⅰ（プレースメントテストで物

理の成績が下位半分の学生を対象）の講義で  CS を使用した授業を試みた。

特に、基礎的な概念や法則に対する興味を喚起し、問題点を共有するため

の道具とすることを意識して  CS を用いた。その結果、物理学のイメージ

や力学で扱う基礎的な概念に対する学生の回答に、いくつか興味深い結果

を得られたので報告する。

２．方法

東京歯科大学さいかち坂校舎の  CS を用いて、記名アンケート形式で各

種の質問を行った。原則として、出席者全員に回答させ、無効な選択肢を

選んだ場合には再度回答をさせた。対象とした講義は東京歯科大学第１学

年で年度当初に行われたプレースメントテストにより物理学の成績が下位

半数（６４名）に入った学生が受講する基礎物理学Ⅰである。基礎物理学

Ⅰは前期（４月～７月）に１回８０分、１３回の講義が行われた。

*東京歯科大学 物理学研究室  
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３．結果と考察

３－１．物理学に関するイメージ

例年、基礎物理学第１回の講義では、物理学に対するイメージを学生に

訊いているが、前年までの挙手させる方法では、いくら促してもいずれに

も挙手しない学生が多数いる。  CS の場合、誰が回答しているか、回答し

ていないか、の把握が極めて簡単であるため、氏名を呼んで回答を促すこ

とができた。

図 1 にいくつかの結果を示す。物理学の成績下位のクラスなので、ある

程度致し方ないところかもしれないが、物理は難しいと大半の学生が感じ

ている。２／３程度の学生は物理はつまらないと思い、４割強は役に立た

ないと考えているのだから、サイテーという感想ももっともである。

これらの結果から、大雑把には二つのタイプの学生がいるとして良いよ

うに思われる。一つのタイプは、物理は難しくて面白くはないけれど、勉

強しなければいけないな、と考えている学生（約６割）であり、もう一つ

は物理なんていらない、と完全に拒否の姿勢の学生（約４割）である。物

理学の何をどう教えるか、という問題はすべての物理学あるいは理科教育

担当者に共通であることは論を待たない。しかし、後者４割の学生教育を

考えるときには、歯学部の単科大学という東京歯科大学の性質を考慮する

ことが重要である。

歯学部の学生が物理学を｢歯科医学の修得に役立つか｣という目で見るの

は当然である。しかし、近視眼的な意味での｢役に立つ、立たない｣の篩い

は、将来の伸びしろを失わせる危険を孕む。まして医療は、患者のために

なるか、が第一義である。医師が基本的な学問分野の好き嫌いをすること

で、選びうる治療手段の幅を狭めることがあってはならない。このような

観点から言えば、物理完全拒否学生の教育に必要なことは、試験用の知識

を暗記させてペーパーテストである程度の点数をとらせることではない。

物理学の基本となる考え方を将来にわたって使える形で学ばせることがで

きれば申し分ないが、昀低限、治療のために物理学的なアプローチも選択

しうる－自らが行わず、他の医療機関へ紹介すること等も含め－だけの知

識と自信をもたせることを目的とすべきであろう。
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図 1

３－２．  CS を使った授業｢質量って何だろう｣  

2014 年 4 月 17 日(木 )午前  11 時 25 分 ~同 42 分の  17 分間で  CS を使った授

業｢質量って何だろう｣を行った。学生はパワーポイントで提示された質問

に CS で回答した後、一部の設問については周囲と議論を行ってから、再

度回答した。すべての質問・回答が終了した後、映像  5)により、微小重力

での運動が実際にどうなるかを確認した。授業時間の関係で、まとめは翌

週の講義で行った。

講義で用いたパワーポイントの画面（実物はカラー）を図  2（１）～（３）

に、各質問に対する回答を図  3 に示す。蛇足であるが、  X 君の説明は間違

いであり、無重力状態でも質量の異なる物体を区別することはできる。
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図２（１）
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図２（２）
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図２（３）

８割以上の学生が質量という言葉を聞いたことがあるとしながらも、

説明できるか、という事になると、｢説明できる｣｢少し説明できる｣を合わ

せても半数弱になってしまう。また、説明できる、とした学生の多くも、

｢質量というのは重さと同じようなもの ｣あるいは ｢重さとは違うけれど、

どこが違うのかはわからない ｣と考えていたことが他の質問の回答結果か

ら推測される。

質量という概念は重力質量と慣性質量という異なる２つの概念を含んで

いるので、正確に把握することは物理学をあまり学んでいない学生にとっ

てやや難しいと思われる。しかし、９割以上の学生が ｢無重力状態では質
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量が異なる２つの物体の区別を付けることはできない ｣と考えていること

は軽視すべきではない。慣性質量という概念があって初めて、運動方程式

を理解することができるのは勿論、物体のもつ性質である質量と他者から

働く力である重力の大きさとを峻別すること無しにはニュートン力学の基

本的な考え方を納得することはできないのである。

３－３．講義に  CS を導入する利点

講義におけるプレテストやポストテストに  CS を利用することは、結果

を瞬時に知ることができる、学生へのフィードバックが容易である等、多

くの利点をもつ  6)。しかし、筆者の講義ではそのようなテストのツールと

してではなく、学生の興味を引き出し、他の学生との議論を通して理解を

深める（ピア・インストラクション：  PI）ための道具として  CS を用いた。  

CS を用いた  PI の実践については兼田らの詳しい報告  3)があり、その中で

も指摘されていることであるが、  PI が常に正答率を向上させるわけでは

ない。図３のグラフからすぐにわかるように、今回の授業では学生同士の

議論の前後で正答率はあまり変化していない。しかし、この事だけをとっ

て PI が有効ではなかったとするのは早計であろう。すべての質問と回答

が終了した後、慣性質量の理解のために微小重力での物体の運動  ①を記録

した  DVD を視聴させたのであるが、数値化は難しいものの、学生の反応

はこれまでと比べてずっと良かったようである。無重力状態であっても、

質量が異なることによって同じ力に対する加速度が異なることが映像によ

って示されたとき、教室内の数カ所から｢おおっ｣という声が上がった。こ

れは自らが答を推測し、周囲と議論をしたことで、授業というクイズ、あ

るいはゲームの参加者としての能動的な興味を引き出せたことが一因と考

えられる。

①映像の実験は自由落下する航空機内で行われており、 ｢微小重力」とい

う表現は正確ではない。それに替わるものとして｢微小重量 ｣と言った言葉

もあるようだが、ここでは  DVD の表記に従った。  
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このような形で学習者の能動的な興味を引き出す試みはこれまでにも多

く行われてきた  7) ,8) ,9)。しかし、先にも述べた通り、学習者が大学生の場

合には挙手という手段で考えを訊くのはなかなか難しいのが実情である。  

CS を使えば、この壁を一気に超えることができる。また、今回の授業で

はシステムの都合でできなかったが、各選択肢に対する回答の割合をグラ

フで示しながら行えば、より効果的であろう。

４．まとめ  

CS というツールについてだけでなく、学生の物理学に対する興味、知

識についても考察したが、このような考察・検討をする材料を得やすいと

いうのも  CS の利点の一つであろう。また、眠気覚ましになるといった感

想も学生から上がっている。

一方で、  CS を使った授業は時間がかかるのではないか、という危惧  4)

もあろう。この点について、筆者は心配していない。実際、３－２の例で

は、 DVD の視聴、まとめも含めて全体で４０分程度で質量の説明を終え

ている。これは  CS を使わなかった場合よりもやや短いが、その理由は質

量という概念に対する興味を喚起することがスムーズにできたためであ

る。

もちろん、  CS が万能であるとは言わない。しかし、鈴木ら  2)も指摘し

ているように、多様な学習歴を抱えている学生集団に、講義という形式で

授業を行ううえで極めて強力な道具であることは間違いないようである。
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