
第2章

協同的探究学習を用いたサイエンス・リテラシーの育成

第１節　 協同的探究学習を用いた授業実践の概要

１．目標

　現在、我が国の多くの中等教育の現場では、大学入試
で効率よく得点するための指導が熱心に行われている。
しかしながら、ドリル演習などで決まった解法を暗記す
ることで身についた学力（「できる学力」）だけでは、問
題の本質を理解することができない、あるいは未解決の
課題に取り組むことができないといった限界もある。本
校では、このような「できる学力」に対して、物事の本
質を捉え、他者と協同しながら問題解決に向かうことの
できる力を「わかる学力」と呼んでいる。「わかる学力」
の向上は、本校が目的とするサイエンス・リテラシーの
育成と一体のものであり、この力を身につけさせるため
に「協同的探究学習」を取り入れている。第２期のＳＳ
Ｈでは、この学習方法をより多くの教科へと拡大し、そ
の蓄積と成果の検証を行っていくことを目標に掲げてい
る。なお、「できる学力」「わかる学力」という概念規定
や「協同的探究学習」の方法論は、藤村宣之教授（東京
大学大学院教育学研究科）による（藤村2012）。
２．学習方法
　藤村教授は、協同的探究学習の特徴を次のように説明
している（藤村2012）。

理念： 意味理解、思考プロセス、協同的知識構成
の重視

方法：①限定した問題
　　（解・解法・表現の多様性、日常性、テーマ性）
　　→  多数派の子どもが多様にアプローチでき

る導入問題
　　②個別探究時間の設定Ⅰ
　　（思考プロセスの自己説明）
　　③多様な考えの発表と比較検討・関連づけ
　　④個別探究時間の設定Ⅱ
　　（関連づけによる本質の理解）

　実際の授業展開としては、授業者の発問を受けての個
別探究→集団による探究→再度の個別探究ということに
なる。集団による探究の過程では、いわゆる形式的な協
同学習を必ずしも用いなければならないというわけではな
く、生徒がお互いの意見を聞き、その共通点や相違点を
考えながら、知識を関連づけることで理解を深めるという
学習過程を用意することが協同的探究学習の本質である。

　　（藤村2012） 藤村宣之『数学的・科学的リテラシー
の心理学―子どもの学力はどう高まる
か』（有斐閣、2012年12月）

３．実践内容

　ＳＳＨ第２期第３年次にあたる2013年度は、2012年度
の試みを継続、発展させることに努めた。中学・高校の
両方で、国語、理科、社会、数学、英語といった教科で
実践を行った。教員相互による授業見学、藤村宣之教授
や橘春菜助教（名古屋大学大学院教育発達科学研究科）
による授業観察、その後の授業検討会を積極的に実施
し、協同的探究学習が有効な単元や授業方法などの検討
とそれによって明らかにされた基礎知見の蓄積を行った。

４．成果と課題

　各教科別の成果と課題については、次節に譲り、全般
的な面から述べておく。まず、成果については、2012年
度は数学科を中心に行っていた授業検討会を、国語科、
理科などでも複数回実施することができた。また、今後の
課題としては、評価問題の作成があげられる。これまでに
も、協同的探究学習の成果を評価するためのテストを作成
したことはあったが、さらに他の学年・教科でも開発した
い。これまでに作成済みのものについても、その有効性に
ついて検証し、改良を加えていくことが必要である。
 （文責：加藤直志）

第２節　各教科における取り組み

１．数学における実践例①

（１）高校２年生『数列』での実践
　数学科においては、各単元の後半において協同的探究学
習を行うことが多い。数学Bが２単位であるので月に１回
程度の頻度で行った。その中の一つを以下に紹介する。
　問１　 初項から第n項までの和がn+12/nで表される

とき、和の最小値を求めよ。
　問２　 初項から第n項までの和が（n^2+9）/nで表さ

れるとき、和の最小値を求めよ。
　数列は、その分野だけで閉じているイメージが生徒
の中にあるように思われる。本問は和が２次式で表さ
れていて、和から一般項を求める公式を用いて解く典
型問題をアレンジしたものである。多少式の形を変え
ただけで、グラフ（関数）、相加平均・相乗平均の関
係、整数、微分法と関連がある問題に変化し、分野を
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越えた発想が要求される。またアプローチの方法が多
様であり、例えば  具体的に当てはめていっても、答
えを予想できるので、数学が苦手・数列が嫌いという
生徒も取り組むことができる。とはいえ初めて数列を
学ぶ高校２年生にとって決して易しい問題ではないの
で、配布したワークシートの問題文と解答欄の間に、
“方針欄”を用意した。解答を書くとなると間違った
ことを書いてはいけないという心理が働きやすいの
で、様々なアイディアが表に出やすくなるようこのよ
うなスペースを作り、積極的に記入するよう指導して
いる。
　個別探究Ⅰとして問１に取り組ませた後に、協同探
究として、いくつかの方針や解法を発表させ、生徒相
互で意見交換をさせた。その後個別探究Ⅱとして問２
に取り組ませた。

（２）成果と課題
　個別探究Ⅰにおいて、方針欄・解答欄ともに未記入
という生徒はほとんど見られなかった。ただ 、具体
的に当てはめる方法しかかけない生徒も多く見受けら
れた。一方、和から一般項を求める・相加平均相乗平
均を用いるといった方針で取り組む生徒も存在した。
nに具体的な数値を代入する方法も、横軸に nを縦軸
に和をとりグラフ化することで関数との関わりや、そ
の差が一般項に関係していることなどが話し合われ
た。数列と他の分野とのつながりを意識させることに
ついては、授業後のアンケートからも一定の成果がみ
られた。しかし、協同探究の場では、教師主導になり
がちで生徒がより主体的に発言するところまでは達成
できていないと思われる。発問の仕方に工夫の余地が
ある。また、個別探究Ⅱの問２の設定が難しく、問１
と無関係であってはいけないが類似性が強すぎてもい
けない。今回の例は後者にあたり、改善しなくてはな
らない。
 （文責：松本真一）

２．数学における実践例②

（１）数学における協同的探究学習
　数学科において、協同的探究学習は中学・高校で行っ
ている。共に、回数は月に１～２回程度である。また、
教材もこれまでにない新しいものを開発するだけではな
く、既存の問題の中で多様な解法がある問題も精選し、
活用している。
　一方、協同的探究学習を取り入れる時期が中学と高校
では異なっている。高校では、各単元の後半の演習時に
活用するため、難易度は高めの問題になることが多い。
その解決には、手軽に公式を適用するのではなく、既有
の知識をどう組み合わせるかが重要となる。中学では、
各単元の導入で活用され、教科書に載っている公式がな

ぜ成り立つのかという理由を問うことが多い。
　協同的探究学習の一環として、問題に取り組ませる
ため、ワークシートの解答欄に“方針欄”を作っている。
このとき、答えを導くためのアイディアだけでも、その
欄に書くよう指示をしている。また、数学の用語にしば
られることなく、図や絵、また直感的な言葉でも構わな
いと指示している。注意して伝えていることは、なぜそ
のように思ったのか、どうしてそれを思いついたのか
を、自分の言葉で人に説明できるようにするということ
である。私は、今年度中学３年生（週４単位）において、
協同的探究学習を取り入れてきた。以下にその実践例に
ついて述べる。

（２）実践例
　平面図形が難しいと感じる生徒にとって、難所になる
点のひとつに、補助線をどこに引くかという問題がある。
解説を見ると、すでに補助線が引かれた図が載っている
が、生徒の疑問は補助線自体をどう引いたら良いか、と
いう点にある。そこで私は、角の二等分線の証明を考察
することで、補助線の引き方を考える授業を行った。
　導入として【図１】のような問題を考える。平行線と
線分の比の関係性は既習であるので、この問題を考え、
どのような条件下で成り立つのかを推理することによっ
て、角の二等分線の公式（AB:AC=BD:DC）を帰納的に
導き出す。次に、この公式の演繹的証明方法を個別探究
する。導入で【図１】の問題を採用したのは、個別探究
の際に、補助線のアイディアが浮かばない生徒がでるの
を防ぐためである。
　また、個別探究の際に、より多様な考え方が出来るよ
うワークシートに複数箇所、自分の考えを記入できる欄
を用意した。【図２】
　次に、複数の生徒に自分のアイディアを板書させ、板
書した生徒自身に説明もしてもらう。今回の場合、数学
が苦手な生徒は、導入問題【図１】と同様に、平行線を
引くという個別探究をすることはできた。更に、他の生
徒から、その平行線を三角形の中に引くのか、外に引く
のかで証明方法が異なることや、注目する図形の形が変
わることなどに着目することで、自己の理解を深めるこ
とができていた。また、ワークシートの記述には、垂線
を引いたり、面積で考えたりする解法もあり、補助線は
平行線だけではないこと、また相似な三角形をつくるこ
とが重要である、ということの理解を深める様子が伺え
た。このとき、他の生徒が友人の考えを取り入れやすく
するよう、ワークシートに友人の考えを記入する欄も設
けた。【図３】
　最後に、展開問題として補助線が必要な入試問題を解
き、再度個別探究をすることができた。
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（３）成果と課題
　複数のアイディア欄や方針欄を用意することで、数学
的な証明の記述方法に縛られることなく、生徒は自分の
言葉で記述し、問題に取り組みやすくなっていた。証明
の結論まで到達していない生徒にも、板書を求めること
で、なぜそのように考えたのかを相手に説明する生徒が
増えたように思われる。また、生徒の考えの関連性や差
異について述べるときに、複数のアイディア欄や友人の
考え欄を記入することで、生徒は自分の表現でまとめや
すくなっているように感じる。
　一方、多様な考えをクラスで協同探究したのち、再度
個別探究をする際に、どのような展開問題を考えていく
と、より個々の本質的な理解につながるのか、という点
についてはまだまだ研究の余地が大いにあると思われる。
 （文責：浅井希和）

３．理科における実践例

（１）高校３年生「大気圧」での実践
　今年度も、高校３年生において、「水銀を使って大気
圧を測定する方法の原理を図を用いて説明しなさい。ま
た、水銀柱の高さから気圧を求めるのに必要なデータは
何か。」という問いに関する協同的探究学習を行った。
最初に各自のプリントに記入したのち、生徒の発言や黒
板での作図を元にして、クラス全体での協同探究を行っ
た。そして、最後に、他の生徒の発言を参考にして、よ
り整合性の高い説明を各自のプリントに書いた。協同探
究前に書いた部分はそのまま残して別の欄に記入し、協
同探究でどの部分が補われたかを各自振り返った。

（２）成果と課題
　水銀柱の高さから大気圧を求める問題はどの問題集に
も載っているものであり、問題を解く場合には使うデー
タが書いてあるので、簡単な説明を加えるだけで、多く
の生徒が問題を解けるようになる。しかし、問題は解け
ても、図を書いて原理を説明できるほどには理解してい
ないことも多く、水銀柱の断面積が必要であると書く生
徒も何人かいたことからもわかるように、原理を理解し
ていない場合もある。
　最初に各自で考えて書くことから始め、それをクラス
全体で共有することで理解が深まる。これを繰り返すう
ちに、生徒たちは他の人の発言の差異や共通点を見分け
る力が育ち、異なる発言を自分なりに関連づけて考えら
れるようになる。このように、頭の中で、論理的に整理
できるようになることは、今後の学習にとって大変大切
なことである。このため、「反応の速さ」など、原理が
重要になる項目で、協同的探究学習を取り入れた。今後
は、どのような項目において協同的探究学習を取り入れ
ると、どのように概念理解が深まるのかを分析していく
予定である。
 （文責：石川久美）

４．国語における実践例

（１）高校１年生『羅生門』での実践
　2013年度の実践の一例として、『羅生門』についての
授業を紹介する。まずは、語句の意味や比喩表現に留意
しながら登場人物の心境を読み取っていくという、一般
的な小説の授業を行った。その後、次の課題を与えた。
この課題そのものは、授業者のオリジナルではなく、本
校で使用している教科書（筑摩書房『精選国語総合　現
代文編』）の章末問題の一つをもとにしている。
　　 『羅生門』の結びの文は当初、「下人は、既に、雨を

冒して、京都の町へ強盗を働きに急ぎつつあった。」
というものであった。しかし、後に、本文のように

「下人の行方は、誰も知らない。」に書き改められた。

【図１】

【図２】

【図３】

各教科における取り組み
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このように書き改めたことで、どのような効果が生
まれると思われるか。考えを書きなさい。

この課題について、まずは生徒各自に考える時間を与
え、自分の考えをまとめさせた（個別探究Ⅰ）。次に協
同探究を用いて、生徒相互で意見交換をさせた。最後に
一度同じ課題に取り組ませ（個別探究Ⅱ）、協同探究を
経て、各人の思考がどう深まったかを自覚させた。

（２）成果と課題
　個別探究Ⅰでは、多くの生徒が、「結末をぼかすこと
で読者に想像する余地ができる」という点には言及でき
ていた。その後の協同探究を通じて、「前者は「～あっ
た。」という過去のような表現により、物語が切れてし
まっているように感じられるが、後者の場合、結末が
はっきりしていないので、読者が自分の結末を想像す
ることができて、自分の好きな羅生門にすることがで
きる」や「後者はあいまいな表現により、読者に続きを
想像させ、物語により引き込む効果がある。」といった、
内容的には類似しているものの、説明の仕方に個人差が
あることを認識させた。その結果、個別探究Ⅰでは「読
者の想像にゆだねる」という内容だけを書いた生徒が多
数であったものの、個別探究Ⅱでは、複数の意見を組み
合わせたり、何かしら関連づけたりした記述をした生徒
が見られるようになった。今後は、このような授業実践
を継続して行いながら、さらに効果的な教材開発や発問
のあり方などを検討していく必要がある。また、授業
実践のあり方だけではなく、よりよい評価問題の開発も
行っていきたい。
 （文責：加藤直志）

第3節　実践の成果と評価

１．第２期ＳＳＨの評価の枠組みについて

　第２期ＳＳＨにおける評価は、生徒が様々なＳＳＨプ
ログラムや教科学習をうけることを通して、全体目標と
する力が付いているかどうかをつかみ、各プログラムや
教科学習、生徒へ還元するというサイクルに位置づけら
れている。ここでの評価は全体目標に対しての評価であ
り、各プログラムにおける授業評価とは異なり、授業を
受けた生徒が、授業の目標に対してどのように成果を上
げたかを直接測るものではない。いわば、ざまざまなプ
ログラムが全体として生徒にどのように効いたかを調べ
るというものである。そして、その方法として従来型の
アンケートによる評価に加えて、記述型の思考力を測る
調査を用意した。本校のＳＳＨ全体の評価は、２つの柱
がある。アンケートによる評価と、ＰＩＳＡ調査を活用
し、独自の分析基準を作成した記述型の思考力調査であ
る。それぞれの目的と内容を以下に示す。

（１）アンケートによる調査
　アンケート調査は、生徒の意識を知ることはできる
が、実際にその力は付いたのかどうかは個人内の意識な
ので、そういう点では客観性に乏しい。自分のことを厳
しく見る生徒と甘く見る生徒でも評価が異なってくる。
また、内部基準のみの質問項目を作ると、自校に有利な
項目ばかりが揃ってしまいかねず、そういう点でも客観
性に乏しくなってしまう。そこで、国際的な調査を利用
した外部基準の質問項目を入れることにより、本校と日
本の平均、世界の平均と本校の生徒の意識を比較するこ
とで、客観性を担保しようと考えた。
　質問内容については、第２期ＳＳＨの全体目標の力が
ついたかどうかを尋ねるのはもちろんのこと、外部比較
としてのＴＩＭＳＳ国際理科調査の2011年度版の質問
項目を本校でも尋ねて比較できるようにした。ただし、
ＴＩＭＳＳは中学２年生対象で行われるので、日本や国
際平均と比較するのは本校の中２の生徒に絞った。ま
た、本校のＳＳＨは全員に対して行われるものである。
社会に出て、科学というものを人任せにせず、自分も関
心を持つと同時に、論理的に物事を考える生徒の育成を
目標としている。ＳＳＨの各プログラムを受けること
で、本校の生徒は、科学というものをどのように見るの
かという「科学観」を知ることも大切がと考え、質問項
目に入れた。

（２）記述式テストによる思考力調査
　ＰＩＳＡ調査科学的リテラシー問題、ＰＩＳＡ調査数
学的リテラシー問題は、生徒の目標とする力がついたか
どうかを直接測る方法である。外部基準を利用して、本
校のみに有利なテストではない形で日本平均や国際平均
と比較し、問題を付け加えることにより、本校の目標に
照らした力を測るという方法は、第１期ＳＳＨで試行的
にゼンメルワイス医師の問題を使って科学的リテラシー
を測ったが、今回は数学的リテラシーの問題も使って、
本校の目標とする力だけでなく、従来型の学力である手
続き的知識が付いているかどうかも同時に測る問題を採
用した。また、科学的リテラシーの問題をもう１問採用
し、本校の力が測れる問題とその回答の分析基準づくり
をした。本年度は特に数学的リテラシー問題の分析を詳
しく行った。

２．アンケートについて

（１）アンケート調査の質問項目について
　本校のＳＳＨ全体目標の４つの力がついたかどうかを
尋ねる質問項目をそれぞれ11項目ずつ作り、初期値を
測るため４月に中１と高１に実施した。12月には全学
年でアンケートを実施し、中１と高１は本年度内の比較
を、他の学年については前年度との比較を実施した。
　ＴＩＭＳＳ国際理科調査の質問項目は、2011年度に
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実施した報告書の概要が文科省より公開されたため、日
本や国際比較ができる質問項目をＴＩＭＳＳ実施学年で
ある中２のデータと比較にて分析した。科学観の質問項
目は、本校の求める科学観を尋ねる質問項目である。

（２）アンケート項目一覧
　Ａ（探究を通じてものごとの本質を深く理解する力）
を問うもの：11項目（逆転項目２）
・ 現在の社会で起きている問題が学習した内容でどのよ

うに説明できるかを考えている。
・法則や公式はできるだけ多く覚えようとしている。
・ 複雑な物事を考える際、できるだけ単純な形にまとめ

るようにしている。
・ 様々な事例に当てはまる規則性を考えるようにしている。
・ 公式が成り立つ理由を考えるよりも、どのように使う

かが重要だと思う。
・問題の意味を理解することに時間をかけている。
・物事の仕組みやメカニズムを理解しようとしている。
・自然や社会の現象がなぜ起きるのかを考えようとている。
・ 解き方がわからない問題でも、いろいろな知識を用い

て考えようとしている。
・ある事柄と別の事柄の共通点を探している。
・ある法則や公式がなぜ成り立つかを考えようとしている。

　Ｂ（物事を論理的、多元的かつ長期的に考える力を問
うもの）：11項目（逆転項目２）
・ 学習を進める中で、関係しそうな様々な情報を収集し

ている。
・学習している内容を、人や社会と関連づけて考えている。
・難しいことでもあきらめずに考えようとしている。
・問題ごとに１つの解決法を覚えるようにしている。
・ 暗記を中心にした学習をしている。なぜそのようにな

るのかをいつも考えるようにしている。
・１つの問題に対していろいろな解決法を考えている。
・ 自分が導き出した答えが問題の主旨にあっているか考

えている。
・１つの問題に対して時間をかけて考えるようにしている。
・ いろいろな知識を組み合わせて課題の解決法を考える

ようにしている。
・学習している単元と他の単元を関連づけて学習している。

　Ｃ（自らの考えを他者に表現できる力を問うもの）：
11項目（逆転項目２）
・ 言葉だけでなく、図表や資料を用いて説明するように

している。
・ 自分がなぜそのように考えたかを相手に話すようにし

ている。
・ 調べた事柄を、見聞きしたままの言葉を使って話すよ

うにしている。

・相手がわかっているかどうかを確かめながら話している。
・具体例や根拠を示して説明している。
・理解した内容を、自分の言葉で相手に伝えている。
・考えた解決法を自分なりの言葉で説明できる。
・書いてある言葉をそのまま使って答えるようにしている。
・ 導き出した解決法のアイデア、道筋を人に教えること

ができる。
・自分の考えた解き方を友達に説明している。
・相手の知識や理解度を意識しながら説明している。

　Ｄ（問題を設定し、他者と協同して解決する力を問う
もの）：11項目（逆転項目１）
・ 友達の考えの良いところを自分の考えに生かすように

している。
・ いろいろな考えを出し合いながら自分たちの解決法を

導こうとしている。
・ 友達の様々な考えを参考にしながら自分の意見をまと

めている。
・ 自分自身の意見を中心にして話し合いを進めるように

している。
・ 自分や友達の考えた解決法について話し合うようにし

ている。
・友達と一緒に考えることを大切にしている。
・ 自分と違う意見でも、必ずその内容を理解しようとし

ている。
・ 同じテーマについて考えている人と、協力しながら学

習している。
・さまざまな意見の共通点について話し合っている。
・さまざまな意見の相違点について話し合っている。
・ 自分と異なる意見であっても、なぜそのように考えた

のか理解しようとしている。
 
　ＴＩＭＳＳ理科調査項目（４段階　数値が大きくなる
ほどマイナスの答えになる設問）
・ あなたは、理科の成績はいつもどのくらいですか。あ

なたは、理科は好きですか、きらいですか。
・理科の成績はいつも良い。
・学校で、理科をもっとたくさん勉強したい。
・私は、クラスの友達よりも理科を難しいと感じる。
・理科の勉強は楽しい。理科は私の得意な教科ではない。
・理科で習うことはすぐにわかる。
・ 理科は、たいくつだ。理科を勉強すると、日常生活に

役立つ。
・他教科を勉強するために理科が必要だ。
・ 自分が行きたい大学に入るために理科で良い成績を取

る必要がある。
・理科を使うことが含まれる職業につきたい。
・ 将来、自分が望む仕事につくために理科で良い成績を

とる必要がある。
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　科学観（逆転項目３）
・科学は、人の未来を切り開く。
・科学は、追求しても追求しても終わりがない。
・科学は、人を幸せにも不幸にもできるものである。
・科学は、普通に過ごすだけなら必要ではない。
・科学は、便利だけれど、危ないものである。
・ 科学は、使い方を誤ると、人、社会、自然に悪影響を

及ぼすものである。
・科学とは、技術を使って自然を支配するものである。
・ 科学は、理科や数学だけでなく、国語や社会などさま

ざまな分野とつながっている。
・ 科学とは、一部の人達にしか理解することができない

難しい分野である。
・科学は、自然の流れにさからっている。

（３）今年度４月の中１高１調査結果について
　今年度の４月と12月に行ったアンケート調査のＡＢ
ＣＤそれぞれの力に合成したものを、附属中学入学者

（内進）と高校からの入学者（外進）に分けて集計した。
その結果以下に示す。また、ＴＩＭＳＳ2011の調査と
同じ質問項目について、本校生徒の結果を比較した評も
合わせて載せておく。

学年 力 人数 平均 標準偏差

J1 4月

A 79 3.93 0.47 
B 79 3.79 0.51 
C 75 3.87 0.62 
D 80 3.81 0.57 

J1 12月

A 77 3.56 0.52
B 77 3.41 0.61
C 77 3.63 0.67
D 78 3.46 0.58

J2 12月

A 76 3.59 0.63
B 79 3.36 0.62
C 76 3.48 0.72
D 76 3.38 0.61

J3 12月

A 78 3.57 0.57
B 77 3.43 0.61
C 77 3.59 0.64
D 78 3.39 0.60

S1内進4月

A 80 3.53 0.58 
B 78 3.41 0.55 
C 80 3.56 0.57 
D 80 3.47 0.56 

S1内進12月

A 74 3.43 0.59
B 76 3.30 0.62
C 77 3.50 0.64
D 77 3.42 0.70

S2内進12月

A 70 3.49 0.61
B 71 3.40 0.62
C 69 3.53 0.67
D 70 3.51 0.62

S3内進12月

A 73 3.60 0.72
B 76 3.52 0.70
C 72 3.58 0.66
D 75 3.43 0.69

S1外進4月

A 40 3.46 0.58 
B 41 3.44 0.72 
C 38 3.47 0.68 
D 41 3.36 0.61 

S1外進12月

A 41 3.48 0.59
B 39 3.39 0.68
C 41 3.45 0.72
D 41 3.48 0.60

S2外進12月

A 42 3.39 0.49
B 42 3.38 0.45
C 42 3.28 0.63
D 42 3.40 0.65

S3外進12月

A 36 3.40 0.73
B 38 3.31 0.66
C 38 3.49 0.78
D 37 3.42 0.71

　中学１年生の４月と12月を比べると、例年全ての力
に於いて平均値が下がる。これは、毎年言える事である
が、それぞれの小学校で上位の成績を納めて、７～８倍
の倍率をくぐって合格してきた生徒が、自分の成績に自
信を持っていた４月と比べて、成長期で他と自分を比べ
る意識が芽生えた上、上位集団でまた順位をつけるた
め、自分に自信がなくなってこのような結果になってい
ると考えられる。
　高校生の各学年の内進と外進との差はほとんど認めら
れない。平均値は、12月についてはどれも約3.3 ～ 3.7
に収まっており、どの学年も内進外進ともに自分には目
標とする力が備わっていると感じている事がわかる。
　中学と高校の平均値を比べても、目立った違いは認め
られない。ほぼ全ての生徒が、自分が目標となる力が付
いたと感じているようである。

TIMSS2011 13J2
あなたは、理科は好きですか、きらいですか。

TIMSS日本 TIMSS国際
a_T2_04 ％ ％ ％ 度数
大好き 18.2 42.5 20.51% 16
好き 34.3 33 52.56% 41
きらい 31.8 15.2 20.51% 16
大きらい 15.7 9.3 6.41% 5

理科の勉強は楽しい。
TIMSS日本 TIMSS国際

a_T4_04 ％ ％ ％ 度数
つよくそう思う 20.3 45.1 29.49% 23
そう思う 42.4 35 41.03% 32
そう思わない 28.2 12.8 23.08% 18
まったくそう思わない 9.1 7.1 6.41% 5

理科を使うことが含まれる職業につきたい。
TIMSS日本 TIMSS国際

a_T5_04 ％ ％ ％ 度数
つよくそう思う 7.5 30.7 24.68% 19
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水準Ⅱ　比較対象を自発的に補って説明したもの
　　　　 全体に対する部分（増加分）の比率に基づいて

判断しているもの
・ 全体と比べて、グラフがごく一部分に過ぎないという

事実に着目したもの
・割合又は％の増加に関する正しい説明をしているもの
・ 経年変化で説明をしているもの。判断するには、時系

列データにおける過去の変動に照らした増加分の変化
が必要だということを指摘したもの。時間的な理由
水準Ⅰ　絶対量に基づき判断したもの
・ 数の増加のみに着目し、全体数との比較がない等詳細

な説明でないもの
水準０ 　 「適切でない」としているが、関連性のないも

の（メモリの単位、形状、データ数など）を根
拠としている説明や、レポーターの説明を「適
切である」とした答え 

・誤った説明や説明になっていないもの
・「適切だ｣ として、グラフの見かけの説明をしているもの
・｢適切だ｣ として説明がないもの。上記以外の答え

（２）結果と考察
　2012年度高校１年生の事前（４月）と事後（3月）の
生徒に問題を解かせた。その結果、水準の変化は以下の
通りになった。（生徒は120名で、有効回答人数は113名）
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　事前と事後の各水準の数の変化は、上昇者数52、下
降者数10で、マクネマー検定を行った結果、有意に
上昇したと言える結果となった。事前での水準Ⅰと
Ⅱの合計正答率は（42+45）/113×100＝77.1％　で、
PISA2003年調査の日本平均46.8％、国際平均43.5％よ
りも有意に高くなっているが、事後は（75＋34）/113
×100＝96.5％　と、さらに高くなっている。このこと
より、SSHプログラムで狙った力は確実に付いていると
考えられる。
　次に、この高校１年生の結果を附属中学からの進学生

（内進生）と高校からの入学生（外進生）に分けて集計
した。
　まず、内進生の結果である。（生徒は78名で有効回答
人数は73名）
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　特徴を見ると、既に事前から部分正答者が多いこと

そう思う 12.8 25.5 22.08% 17
そう思わない 45.4 24.3 40.26% 31
まったくそう思わない 34.3 19.5 12.99% 10

将来、自分が望む仕事につくために理科で良い成績をと
る必要がある。

TIMSS日本 TIMSS国際
a_T5_05 ％ ％ ％ 度数
つよくそう思う 18.1 43.9 25.33% 19
そう思う 29.2 26.6 24.00% 18
そう思わない 37.5 20.2 38.67% 29
まったくそう思わない 15.2 9.9 12.00% 9

　本校の生徒（中学２年生）は、基本的にどの項目も日
本平均以上で国際平均以下の数値になっている。理科好
きで、自分の将来に結びつけて考えようとしている傾向
がある。

３．記述式テストによる思考力調査

　本校は、PISAリテラシー調査を軸にした問題を作成
し、高校1年生の４月と３月の２回実施をすることによ
り、本校のSSH全体目標の力（Ａ：理解力、Ｂ：思考
力、Ｃ：表現力）がついたかを客観的に測る手法を開発
した。その取り組みの一例を報告する。

（１）問題の概略と正答の水準
　取り上げた問題は、PISA2003年の数学的リテラシー
の「盗難の問題」である。

問 　あるＴＶレポーターがこのグラフを示して、
「1999年は1998年に比べて、盗難事件が激増して
います」と言いました。このレポーターの発言
は、このグラフの説明として適切ですか。適切で
ある、または適切でない理由を説明して下さい。

　

　この問題は「盗難事件数の激増」という言葉と「グラ
フの現象」を結びつけ、それを適切に表現できるかが問
われており、両者が関連するメカニズムの説明が必要に
なる。東京大学大学院教育学研究科の藤村宣之教授と協
同で、認知心理学の立場から概念的理解がされたかとい
う点において詳細に検討し、正解の水準を作成した。

各教科における取り組み
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が挙げられる。水準ⅠとⅡの合計は62名で、84.9％の生
徒が水準Ⅰ以上の解答をしている。事後では水準Ⅱに
向かって全体が集約されている形で正答率が上がって
いる。水準Ⅱだけの正答率は75.3％にのぼる。水準Ⅰに
至っては、98.6％にまで上がっている。検定の結果、事
前と事後に差があること、また、事前、事後それぞれが
PISAの日本平均、国際平均と比べても有意に差がある
ことがわかった。
　次に外進生の結果である。（生徒は42名で有効回答人
数は40名）
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　外進生の特徴は、事前の段階では多くの生徒が水準０
か水準Ⅰ（水準Ⅰ以上の正答率62.5％）だったのが、事
後で水準Ⅰと水準Ⅱに移行した（水準Ⅰ以上の正答率
92.5％）という点が挙げられる。内進生のように全体が
水準Ⅱに集約されているわけではない（水準Ⅱだけの正
答率50％）が、全体としては水準Ⅰ以上に正答率が上
昇している。PISA日本平均と国際平均との事前、事後
それぞれの部分正答以上の正答率を比較の検定をしたと
ころ、事前では日本平均、国際平均共に差が有意傾向に
とどまっていた。事後においては日本平均、国際平均共
に差があることが検定でわかった。つまり、外進生徒に
ついても力の伸びが認められたことになる。

（３）今後の課題
　PISAの問題を使い、正答の水準を認知心理学の立場
から作成し、その水準を基に生徒の記述を評価して前後
の伸びを検討した。このような試みは初めてのことであ
り、解答の内容をさらに深く分析する余地がある。
　一部の学年で無答率が高い学年があった。事前ならと
もかく、事後に増えていたことは、この検査の実施方法
の一部に課題があると考えられる。問題を解く十分な時
間を保障しなければならないし、そのような配慮ができ
る実施時期の設定や方法を考える必要がある。
　事前に既に水準Ⅱに達していた生徒が多かったことも
今後の検討課題である。その生徒たちが事後さらに力を
伸ばしていても、そのことを評価することが出来ない。
さらに高い力を評価できる問題とその水準（Ⅲ）を考え、
本校の生徒に対して適切に理解、思考、表現の力が客観
的に測れるように改善していく必要を感じた。
 （文責：今村敦司）
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