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抄録  

光が異なる物質に入射するときの屈折の様子や、鏡に映る像がどのように見えるかにつ

いて、大学生がどの程度理解しているかを調べた。中学校での学習内容のレベルの調査で

あるが、理解度は非常に悪かった。調査結果について報告する。 

 

Ⅰ．はじめに 
大学生の学力低下が叫ばれている今日、筆者は大学初学者向けの講義を通してその実態

・分析を行っている。本稿では中学校で学ぶ光の単元での基本的なことがらについて大学

生の理解度調査を行ったのでここに報告する。前回は光単元の学習のうち、ものの見え方

に関しての理解度調査を報告したが1)、今回は光の反射・屈折についての理解度調査であ

る。 

 

Ⅱ．小中高等学校における光の学習 

学校教育で光の反射・屈折についてどういった学習がなされているのか、関連する事項

を教科書から抜粋する。平成14年度からは小・中学校では学習指導要領が改正されている

ので、平成13年度以前の旧学習指導要領2)による教科書（平成10年度版）と平成14年度以

降の新学習指導要領3)による教科書（平成14年度版）両方について調べた。なお調査した

大学生は旧学習指導要領の下で学習をしている。 

 

○小学校3年理科 

旧教科書4) 

単元：「物のせいしつ（２） 光が物に当たったとき」 

抜粋：「かがみに当たった光は、どのようにすすむのだろう。」 

ここでは鏡を使って光の道すじがどう変わるか、鏡の傾きを変えながら光の跳ね返り

方を調べ、定性的に反射の法則を実感として学習する。また光を通しやすい物（ガラス

や水）からもまぶしい光をあびるということから一部反射することを知る。屈折につい

ての学習はない。 

 

新教科書5) 

単元：「太陽の光でしらべよう（１） かげのでき方と太陽の光」 
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抜粋：「かがみではねかえした太陽の光は、どのようにすすむのでしょうか。」 

 旧教科書と同様鏡を使って光の反射を学習するが、若干旧教科書よりも反射について

の記述は少なくなっている。旧教科書では「日なたと日かげ」という単元のあと鏡によ

る反射を扱うが、新教科書では「かげのでき方」の単元の中で、かげよりも先に学習す

るようになっている。光を通しやすい物からの反射という記述はない。屈折についての

学習はない。小学校ではこれ以降、光に関する学習はなされない。 

 

○中学校理科第1分野 

 旧教科書6) 

単元：「身のまわりの現象－光・音・熱・力－ １．光の性質 １ 光の反射と屈折」 

抜粋：「光が物体の表面にあたり、はね返ることを光の反射という。鏡の表面に光をあ

てると反射した光はどのような方向に進むのだろうか。」 

   「鏡に自分のすがたを映して見るとき、目に届く光線の進み方は図のようになる。

この図から身長の半分の大きさの鏡で、全身を見ることができることがわかる」 

  ここで入射角と反射角の関係を鏡を使った実験から学ぶ。面の法線は「面に垂直な直

線」と記述されている。鏡の像という記述はないが、鏡の向こう側の自分の像が図に示

され、光が像から目に届く様子が記載されている。 

 

  抜粋：「空気からガラスへ、あるいは、ガラスから空気へというように光が種類のちが

う物質へ進むとき、物質の境の面 で曲がる現象を、光の屈折という。実験の結

果から空気からガラスへ光が進む ときは、屈折角が入射角より小さくなるよう

に進むことがわかる。」 

ここで屈折について初めて学習する。空気から水またはガラスへの入射もその逆も両 

方図解されている。なお図では一部反射することも記載されている。屈折率は中学校で 

は学習しない。 

 

 抜粋：「実験からわかるようにガラスから空気へ光が進むとき、入射角がある程度以上

大 

きくなると屈折してガラスから空気へ出ていく光がなくなり、すべて反射してし 

まう。このような現象を光の全反射という。全反射は光が水から空気へ進むとき 

にも起こるが、空気から水やガラスへ進むときには起こらない。」 

水から空気へ進むときの全反射の様子が入射角を変えることによって起こることが写 

真で示されている。 

 

新教科書7) 

単元：「ものの見え方と光」｢１．光・音・力」 

抜粋：「ある物体から出た光が鏡ではね返って目に届くとき、なぜ鏡の中に物体が見え

るのだろうか。光は鏡でどのようにはね返っているのだろうか。」 

 鏡での光の反射が鏡で物体がどう見えるかという観点から導入されている。鏡に映る 

様子が、鏡が複数枚ある場合も解説されている。それらが反射の法則の導入として位置 
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づけられている点が旧教科書に比べて大きく異なる点である。 

 

抜粋：「光が鏡などの表面にあたり、はね返ることを、光の反射という。実験の結果か 

ら光が反射するときは入射角と反射角の大きさはいつも等しいことがわかる。」 

   鏡の反射実験で入射角を変えて反射角との関係を学習する。 

 

抜粋：「物体を鏡に映すと、鏡のおくに（鏡をはさんで対称の位置に）物体があるよう 

に見え、まるでその位置から光がまっすぐに進んできたように見える。このよう 

に鏡などに物体が映って見えるものを、その物体の像という。」 

 鏡を通したものの見え方の記述が旧教科書より明確になっている。虚像の概念もレン 

ズをまたずに表われている。 

 

抜粋：「空気から水やガラスへ、あるいは水やガラスから空気へというように、光が種 

類のちがう物質へ進むとき、２つの物質の境界で曲がる現象を、光の屈折という。 

実験の結果から空気から水やガラスへ光が進むときには、屈折角が入射角より小

さくなるように進むことがわかる。また、水やガラスから空気へ光が進むときに

は、上と逆の道すじを通り、屈折角が入射角よりも大きくなるように進む。」 

 屈折の学習も、ものの見え方と併せた形で記載されている。屈折率には言及しない。 

 

抜粋：「実験からわかるように水やガラ スから空気へ光が進むとき、入射角がある大

き 

さをこえると屈折して空気へ出ていく光がなくなり、すべて反射してしまう。こ 

のような現象を光の全反射という。全反射は光が水やガラスから空気へ進むとき 

には起こるが、空気から水やガラスへ進むときには起こらない。」 

 全反射の記述は旧教科書に近いが、ガラスから空気と水から空気をまとめた形で扱っ 

ているところが改善されている。 

 

Ⅲ．調査の概要 

 京都教育大学の理系1回生を中心とした授業「物理学基礎」の初回に図１に示したよう

な光の屈折と反射に関する調査を行い解答させた。時間は15分である。解答に先立って特

別な教示は行っていない。この授業は高等学校と大学の履修のギャップを埋めるべく設け

られたいわゆる「ブリッジ科目」であるが、概ね中学校理科の教員免許を取得しようとし

ている学生が受講している。実施時期は平成14年4月及び平成15年4月でともに講義開始日

である。受講生は平成14年度69名、平成15年度55名で、全体として高校で物理を全く履修

していないものが約40%、物理ⅠBまで履修したものが約20％、物理Ⅱまで履修したものが

約40%であった。また1回生が約8割を占める。 
 

Ⅳ．調査結果と考察 

（１）「光はどう進む？」 
この設問は光学習のうち、最も基本的な屈折に関するものである。正答率を表１に示す。
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各問いに関する学習や実験は必ずと言って良いほど中学校で履修しているはずであるが、 

正しく答えたものは決して多くない。なぜこのような問いに正しく答えられないのだろう

か？各設問ごとに誤解答の例も含めて詳しく述べる。なお、光が媒質の境界面で屈折して 

 
設問１．「光はどう進む？」 以下の図の中に光が進む道筋を書け。 
 

設問２．「鏡にいくつ見える？」 

 もの（白丸）を直角に立てた鏡で見たら（自分は黒丸）ものは鏡のどの位置に写
るでしょうか？鏡の位置に写る場所を書き入れ、併せてものから自分までの光路も
書き入れよ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
進む場合、必ず一部反射を伴うがそれについては記載されていても、いなくても今回の正

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

図１ 光の屈折と反射に関する調査用紙 
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当率調査には含んでいない。 

 

 

 全体 物理履修無し 物理Ⅰまで 物理Ⅱまで 
水→空気垂直入射 ８７％ ８４％ ８６％ ９４％ 
空気→水垂直入射 ７２％ ６０％ ６４％ ８５％ 
空気→水斜め入射 ６９％ ４２％ ５７％ ９８％ 
水→空気斜め入射 ６４％ ４０％ ７１％ ７９％ 
 

＜斜め入射の場合＞ 
空気→水への入射は、入射角＞屈折角で水に入っていく様子が書かれていれば正解とし

たが、正答率が69%であった。また、水→空気への入射は入射角＜屈折角で空気に出てい

く様子が書かれていれば正解としたが、正答率が64%とこれも極めて低い。履修度別に見

ると物理を高等学校で履修していない学生は正答率が5割にも満たない。これを見て嘆か

れる中学校の先生も多いのではないだろうか。調査をして初めてここまで大学生の学力が

低下しているのかと改めて考えさせられる。誤解答のうち最も多いのは「入射角と屈折角

の大小関係が反対のもの」で、空気→水で15%、水→空気で17％であった。また、「曲が

らずそのまま進む」としたものは空気→水で1%であったのに対し、水→空気では8%もあっ

た。また「光が出ることなく反射してしまう」としたものは空気→水で6%、水→空気で4%

あった。設問の入射角度は45°で水→空気への場合約49°で全反射になる。角度が明確で

はないため全反射すると答えるものも出る のではと思ったが、全反射が起こりえない空

気→水のほうが「光が出ることなく反射してしまう」と書かれたものが多かった。 
これら以外に空気→水では、「境界面に対称に曲がる」(4%)、「境界面に垂直に曲がっ

て進む」（3%）、水→空気では、「境界面に対称に曲がる」(3%)などがあった。 
誤解答を整理すると、空気→水では、屈折して進むがその方向がまちがっているものが

22%、曲がらず直進するものが1%、入射せず反射するが6%であった。水→空気の場合、屈

折して進むがその方向が間違っているものが20%、曲がらず直進するものが8%、入射せず

反射する（境界面を進むを含む）が5%であった。 
 
＜垂直入射の場合＞ 
 屈折の学習は、斜めに入射した場合どちらに曲がるかという機械的な理解にとどまって

いる可能性がある。そこで、誰でも知っているだろうという内容ではあるが問うてみた。 
水→空気への入射はそのまままっすぐに空気へ出ていくように書かれていれば正解とし

たが正答率は87%であった。空気→水もそのまままっすぐ水へ入っていくように書かれて

いれば正解としたが、正答率は72%と15%も低かった。これは上述の斜め入射の場合、空気

→水のほうが正解が多かったのと逆の傾向である。空気→水の場合、誤解答の主なものは

入射して曲がる（20%）、入射せず反射する、跳ね返る（4%）、水→空気の場合、入射し

て曲がるが10%で入射せず反射するは2%であった。 
 
この２つの調査結果から次のことがわかる。斜め入射の屈折に対する正しい理解は７割

表１ 設問１（高校での履修状況別）の正答率 
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以下で中学校段階での学習の再検討が必要である。水→空気のほうが空気→水より5%ほど

正答率が低い（物理Ⅱまでの履修者では2割も低い）のは中学校の光の進路を見せる実験

では空気→水の光の入射のほうが扱いやすいため見慣れているためと思われる。ただ、い

ずれの場合も屈折の方向を逆に理解しているものが15%程度あり、観察しただけでは正し

い理解には結びついていない。中学校の学習では屈折についてどの方向に曲がるかは教え

るが、どうしてそちらに曲がるのかについては教えない。したがって曲がることは覚えて

いてもどちらに曲がるかは理解を伴わないため忘れているのだと思われる。曲がる理由を

説明するには光の進む速さが物質によって異なることについて言及しなければならないた

め中学校では行っていないが、曲がる向きをアプリオリに与えてしまうのなら、たとえば

水やガラスのような物質では空気より光の速さが遅いことをアプリオリに与え、そのこと

から光の進み方を車の両輪にたとえ、車の車輪が片方先に砂場に入ったらどう曲がるだろ

う、という説明で十分「曲がる理由」を理解できるのではないだろうか。筆者は授業でこ

のような説明をしている。 
また光の進路を見せる実験では、水→空気の光の進路のほうがものを見るという観点で

は空気→水より日常的（水の中から外のものを見るより、外から水の中のものを見るほう

が一般的）であるので、中学校の学習ではものを見るという観点からの工夫が必要である。 
水→空気の垂直入射はあまり観察したことはないと思われるが、9割近くが正解である。

その一方で、空気→水の垂直入射は15%程度正答率が低い。学生の中に、屈折とは光が障

害物によって進路を妨げられたり、進路を変えられたりするという現象であるという認識

をしているものがかなりあると思われる。 つまり水→空気へはそのまま進みやすいが、

空気→水の場合は水が障害物となって入っ て行きにくいという理解である。このことは、

斜め入射の場合でも水→空気の場合8%もそのまま直進すると答えるものがあることからも

推察できる。このような誤った理解も屈折がどうして起きるのかを学習させないから起き

ることであり、上述のような車の進み方の説明で垂直入射の場合そのまま直進することを

容易に理解させることができる。 
 
（２）「鏡にいくつ見える？」 
 中学校では1枚の鏡を使って、ものがどのように見えるかを学習するが、複数枚の鏡で

どのように見えるかまで学習しているところは多くない。したがってこの設問は、かなり

できが悪いと予想された。正解例を図２に示す。鏡に対する、ものの各虚像が鏡に映る（

鏡上での）位置を図のように１から３として調査結果を整理した。 
予想されたように全問正しく答えたものは全体で16%と極めて少ない。物理Ⅱまで履修

したものでも正解は23%しかない。３は2枚の鏡による反射であるので、中学校での学習の

応用になり正答しにくいと予想できたが、必ず学習したはずの１や２でも5割弱しか正 
しく理解できていない。ただ１，２の両方正解は44%で、ほぼ１が分かれば２も答えられ

ている。逆に１，２が分からず３のみ答えられているものも10%あった。これは小学校な

どで鏡を何枚も使って光の道筋がどうなるかを観察したことが記憶にあるためかもしれな

い。１や２の誤解答の中で、ものから鏡に垂直に光の進路を書いているものや、鏡から人 
に光が垂直に入るように書いているのが半数近く見られた。入射角と反射角が等しくなる 
 



 

7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 全体 物理履修無し 物理Ⅰまで 物理Ⅱまで 
１正解 ４９％ ３８％ ５０％ ６４％ 
２正解 ４８％ ３８％ ４３％ ６２％ 
３正解 ２７％ １８％ ２１％ ４３％ 
３問とも正解 １６％ １１％ １４％ ２３％ 
１，２のみ正解 ２８％ ２４％ ２１％ ３４％ 

３のみ正解 １０％ ７％ ７％ １５％ 
すべて不正解 ３７％ ５１％ ３６％ １７％ 

 
反射の法則は定性的には小学校でも学習するので、それ自身を問うた場合は答えられると

思うが、このような鏡でのものの見え方についての問い方をすると、とたんに反射の法則

が意識されなくなってしまう。新しい教科書ではものの見え方や鏡に映る像についてかな

り力点が置かれた記述になっているので今後は改善されるものと期待する。 
 

Ⅴ．まとめ 

大学生の学力低下が叫ばれる中、本研究ではその実態の一部を調査し、報告した。実情

は予想していたよりはるかに深刻である。今回の調査対象は国立大学の中学校理科の教員

免許を取得しようとする学生が大部分である。また調査内容も決して難しいものではなく

中学校の学習内容に沿った基本的なものである。にもかかわらず全体として半数近くの者

が正しい理解ができていない。中学校の理科２種免許取得のためには物理は３単位修得す

ればよいことになっている。このような理科に対する不十分な学力、理解度のまま中学校

教師になっていくことは看過できない。高等学校での物理の履修率が非常に低くなってい

る現状では、中学校での学習が極めて重要で、機械的な暗記の学習から、理解させる学習

への一層の転換とそのための努力が必要である。同時に、大学とりわけ本学のような教員

養成系大学においてはいわゆる大学らしい講義という意識から脱却し基礎学力、基本的理

像 

像 像 

もの 

見る人 

１

２

３ 

 
図２ 正解の例 

表２ 設問２（高校での履修状況別）の正答率 
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解を目標に大きな授業改善を図るべきだと考える。 
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3) 小学校学習指導要領（平成10年12月）、中学校学習指導要領（平成10年12月）． 

4) 小学校3年理科教科書 （啓林館平成10年度版）． 

5) 小学校3年理科教科書 （啓林館平成14年度版）． 

6) 中学校理科第1分野上 （啓林館平成10年度版）． 

7) 中学校理科第1分野上 （啓林館平成14年度版）． 

 


