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:
Online Learning of“Question Formulation Technique”in Science Education
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要

約

多くの教育の場面において，学習者の深い思考を促すため，教師は発問を行ったり，問いを学習者に投げ
かけたりする。しかし，探究すべき事象に対して，学習者自身が主体的に問いや疑問を抱く事が出来るよ
うになることは容易ではない。そのため，児童・生徒の科学的思考力の育成を目指して，「問われる立場」
から「問う立場」への変化を促す，「質問づくり」を取り入れた授業を，新型コロナ感染症により対面で
の授業が制限されたため，オンライン上でのアクティブ・ラーニング型の授業として実施した。実践の結果，
オンラインであっても，受講生は多くの問いを作り出し，他者との議論を通じて，その重要性や閉じた質
問と開いた質問の性質の把握，質問の変換，価値ある質問の選択など，
「質問づくり」を行うことが可能だっ
た。また，振り返りシートの記述内容の分析から，多くの学習者において疑問や質問の重要性を認識する
記述が見られ，「問われる立場」から「問う立場」への変化に，本実践が有効であったことが示された。
キーワード：琉大ハカセ塾，探究活動，主体的な学び，アクティブ・ラーニング，Zoom，批判的思考

はじめに

重視している点は変わらない。吉本均（1992）が

わが国の学校における授業の基本スタイルの特

「（授業で）子どもたちを活かすのも，殺すのも，

徴の一つに，「問答」（発問）によって授業を進め

まさに，発問なのである」と述べているように，

るというやり方がある。近代学校が成立する前の

わが国の教師は，授業の展開において「発問」を

「読み・書き・算（そろばん）」を各々で行い，分

最も重要な教授技術の一つと考えてきた（岸本・

からないところを先生に質問するというやり方か

毛利，2012）。

ら，先生が問い，生徒が答えるという，それまで

教育心理学の分野では，発問に関する多くの

とは逆のやり方がとられるようになった（岸本・

研究が行われており（小山ら，2016），授業研究

毛利，2012）。「発問」とは何か，という定義づけ

の分野も含めて概観すると，「発問」とは日本独

をめぐっては様々な意見があるが（斉藤，2006；

自の用語で，「質問」と区別されているが，英語

小沢・重光，2018など），授業のなかでの教師の

の文献では，日常の質問を表すquestioning と

問いかけによって「子どもが思考を働かせること」

い う 語 し か な い た め，classroom questioning，

「教師の教えと子どもの学びがかみあうこと」を

teacher questioning という複合名詞を用いてい
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る（小沢・重光，2018）。植野（2014）が行った

事や事象に対して，問いや疑問を抱くということ

「問いかけ」についての日・英比較対照の分析によ

につながらない可能性がある。

れば，日常会話では日本語母語話者は質問をあまり

ダン・ロススタインとルース・サンタナ（2015）

好ましく思っていないこと，会話の中では事実を尋

は，上記のような授業スタイルに対して，「指導

ねるような真偽疑問文（polar question：情報の

者ないし教師が良い質問をしている限りは，対象

真偽の判断を被質問者から引き出す）は多く用い

者はよい質問ができるようには決してならない」

るが，
「発問」で求められる補充疑問文（content

とし，また，「生徒たちが良い質問をたくさんつ

question：いわゆる疑問詞に相当するものを含む）

くり出し，その中から価値ある質問を選べるよ

の使用はあまりみられないことがわかる。また，会

う」にすることが必要であると述べている。これ

話の促進のための「問いかけ」も，疑問文を用いる

は，児童・生徒自身が，普段自分が深く考えるこ

のではなく，談話を補完するあいづち，共感，驚き

となく受け入れている物事に対して，疑問や振り

の表示などから，話しやすい道筋をつくる方法がと

返り，批判的な思考を行いながら問いを行う姿勢，

られているということであり，教室で求められてい

すなわち，学習者が「問われる立場」から「問う

る「発問」は，日常の談話とは異なる質問の技法が

立場」へ転換を促し，問いの価値判断を行う能力

求められていると言える（小沢・重光，2018）。

を身につけることであり，児童・生徒の科学的思

学校で行われる一般的な一斉授業では，教師か

考力を質的に変化・発展させるといった，科学教

ら発せられる「問い」には，想定される模範解答

育で重視すべき目的の１つであるといえる。「質

が存在している事が多い。その場合，あらかじめ

問づくりの手法」であるQuestion Formulation

用意された「答え」にたどり着くことを目的に授

Technique（QFT）は，ロススタインとサンタナ

業が進められる傾向がある。つまり生徒たちは「問

（2015）に基づき，下記の７ つのステップで，グ

われる立場」におり，教師から，もしくは，テス

ループワークを通して発散思考，収束思考，メタ

トで与えられた問いに「正しく答える」ことを求

認知思考を経験させるものであり（堀ら，2018），

められている（木村ら，2018）。そのため，児童・

おおまかに以下の流れで進行する。

生徒が，自ら思考することなく，例やヒントを教

①

師に安易に求め，教師の意図をくみ取って，教師

質問の焦点の提示：質問を作るきっかけに
なるものを教師が与える。

が求める解答を答える，という状況に陥る可能性

②

４つのルールを参加者に提示：⒜できる

もある。近年では，アクティブ・ラーニング型授

だけ多くの質問を出す，⒝話し合い・評価・

業や探究活動などにおいて，児童・生徒が自ら調

解答の禁止，⒞発言通り書き出す，⒟疑問

べたり，学習者同士の議論を通してテーマについ

形にする。

ての理解を深めていく取り組みも行われていた

③

りするが，これらの場面においても，「本質的な

質問作り：ルールに従い，できるだけ多く
の質問を出す。発散思考を促す。

問い」（堀，2013；堀，2019）など，最初に教師

④

側から発問や問いが発せられ，それに応答するよ

質問の改善：閉じた質問と開いた質問の理
解と書き換え。
メタ認知思考と収束思考を促す。

うに学習者が思考するという流れが多く見られて

⑤

いる（辻本，2015）。また，そのような授業スタ

質問に優先順位を付ける：質問を分析，比
較，評価し, ３問を選び出す。収束思考を促す。

イルを背景に，「教師からのどのような問い・発

⑥

問が学習者の深い思考を促すか」という教育研究

質問を使った教室活動：学習目標に合致し
た方法で質問を使用する。収束思考を促す。

も多くなされている（山岡・松本，2015；森ら，

⑦

2016）。しかし，これら授業スタイルは，教師側

振り返り：学んだこと，考えたことを振り
返る。メタ認知思考と収束思考を促す。

が持っている何らかの疑問や問いを学習者と共有

質問づくりでは，①と②のみを教師が行う。質

することで成り立っている場合が多い。そのため，

問を学生が自ら作ることで，自律的で主体的な学び

教師が提示した問いを学習者が代理で探究してい

手／考え手になれると指摘している（堀ら，2018）
。

る傾向が強く，学習者自身が主体的に，世界の物

そこで，本研究では，科学に対して強い興味・関心
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をもつ小中学生に対して，質問作りを実践し，彼ら

ための引き金であり，生徒たちがそれをきっかけ

の科学的思考力の伸長を促す授業実践を行った。

に考えて質問をつくりだせるものであれば，短い

また，2020年度は，新型コロナウイルス感染

文章，あるいは写真，短い動画や表・図などの，

症（COVID-19）が世界的に広がった影響により，

視聴覚教材，音声教材，数学の問題などなんでも

対面での授業が制限されたため，本実践は，アク

構わない（ロススタイン・サンタナ，2015）。よ

ティブ・ラーニング型の授業をZoomにおけるアウ

い質問の焦点は，追加の説明を要しない明瞭なも

トブレイクルーム機能を使って実施する事になっ

ので，生徒が質問をつくるための発散思考を促す

た。本稿では，2020年に琉球大学で行われた科学

ものとされ，ダン・ロスステインは，質問の焦点

教育プログラム「琉大ハカセ塾」において実施さ

の指針を次のように述べている（ロススタイン・

れた，オンラインでのアクティブ・ラーニング型

サンタナ，2015）。

の授業実践「質問づくり」の結果と効果について

①

明確な焦点をもっている

報告する。

②

質問ではない

③

刺激によって新しい思考を誘発する

④

教師の好みや偏見は表さない

実践内容
実践の位置づけ

⑴

特に，②にあるように，
「質問の焦点」とは，

本実践は，国立研究開発法人科学技術振興機構

あくまでも生徒たちがつくる質問のための焦点で

（JST）の支援を受け，琉球大学が平成29年度よ

あり，生徒たちに答えを回答させるものではなく，

り実施する科学教育プログラム，「美ら海・美ら

「質問の形」すなわち，教師からの問いかけや発

島の未来を担う科学者養成プログラム（通称名：

問，疑問形の形にしないように注意しなければな

琉大ハカセ塾）」（以下，本事業）における令和２

らない。本実践では，当日の講義担当者およびサ

年度の講義として実施された。本事業は，将来の

ポート役の大学生・大学院生とも事前に協議し，

科学技術イノベーションを牽引する傑出した人材

小中学生が日常生活で受け入れていることから質

の育成に向けて，高い意欲や突出した能力を持つ

問が考えやすいと思われた「学校で学んだことは

小学５年生～中学３年生の児童・生徒を発掘・育

社会に出て役に立つ」というフレーズを，質問の

成することを目的に実施している。令和２年度

焦点として設定した。

は，沖縄県内から選抜された，科学について強い
興味・関心を持つ44名の小中学生について科学的

⑶ 講義実施において使用したオンラインシス

概念の伸長を促す各種の教育プログラムを実践し

テム

ている。なお，受講生には本事業への参加にあたっ

本実践では，オンライン講義の実施にあたり，ア

て，受講生の写真をとることや，その写真や講義の

メリカのZoom Video Communications社が提供

ワークシートに記載された内容を学術目的で使用

する，ネットを通じて遠隔地のユーザー間でリア

することを伝え，了承を得た。

ルタイムコミュニケーションを行うオンライン

必修講義は主に５つのパートに分かれており，本

ミーティングツール「Zoom」を用いた。Zoom

実践は，高校生等がおこなう研究発表会への参加，

は，Webカメラを利用したビデオ会議ができる

科学や科学者の役割等についての討論などのアク

だけでなく，チャットでのコミュニケーション

ティブ・ラーニング的な取り組みを通して，コミュ

や，講師のパソコンに表示されているパワーポイ

ニケ－ション力や論理的思考力の向上を目的として

ント資料をWebサイトの画面を参加者に共有（画

いる第１パートの講義（１コマ，90分）として設定

面共有）することができる。Zoomを利用する際

された。講義はZoomによるオンライン講義として，

にはインターネット環境に接続したパソコン，ス

2020年９月19日（土）14：00～15：30に行われた。

マートフォン，タブレットなどのデバイスが必要
で，それらに専用のソフト（アプリ）をインストー

⑵

質問の焦点の設定

ルして利用し，実施者（ホスト）から送られてく

「質問の焦点」は生徒たちが質問をつくりだす

る参加アドレスに当日アクセスし，ミーティング

－ 49 －
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当日の実施体制と講義の流れ

⑷

講義を行うこと，各自で必要な環境を整えること

実践当日は講師として大学教員２名と，受講生

を伝え，実践に参加してもらった。また，オンラ

の学習サポートを行うメンターとして大学生およ

イン講義でもグループワークを実施するために，

び大学院生５名の計７名が実施者側として，また，

Zoomにおいて，全ての参加者が集まるメインの

琉大ハカセ塾の受講生である小中学生40名が参加

ミーティングルームの下に，中に最大で50の小

者として講義に参加した。メンターとして参加し

ルーム（最大で200名の参加者／ルーム）をつくり，

た大学生および大学院生については，事前に質問

同じルームに参加したもの同士で議論することが

作り法についてオンラインで模擬講義を実施して

できる「ブレイクアウトルーム」機能を活用した。

実際に体験してもらい，Zoomのアウトブレイク
ルームなどの機能についても理解してもらった。
本実践では，表１に示すような流れで授業を計

表１．実践における講義の流れ

分

10

分

10

分

10

分

15

分

10

分

10

分

15

課題と生徒の活動内容
導入
① 科学教育の重要性の説明
② 科学者達の見えている世界の紹介
③ 本日の趣旨説明
質問の焦点の提示
質問の焦点：「学校で学んだことは社会に出て役に立つ」
疑問（質問）づくりのルール（全体：５分）
① できるだけたくさんの疑問（質問）を出す
② 話し合ったり，評価したり，答えを言ったりしない
③ 発言のとおりに疑問（質問）を書き出す
④ 肯定文として出されたものは，疑問形に変換する
疑問（質問）をつくる（小グループ：10分）
① 「質問の焦点」から思い浮かぶ質問を出し合う
② 記録係は，質問に番号を振りながら発言のとおりに記録する
③ 記録係以外の生徒も発言どおりに記録することを助ける
疑問（質問）を改善する（小グループ：10分）
① 閉じた質問：「はい」「いいえ」など簡単な言葉で答えられるも
の（△印をつける）
② 開いた質問：説明が必要で，「はい」「いいえ」など簡単な言葉
で答えられないもの（○印をつける）
③ それぞれの質問の価値を検討する
・「閉じた質問」，「開いた質問」，の長所と短所は何か？
④ 質問の形態を変換してみる（書き換え）
・「閉じた質問」←→「開いた質問」
質問に優先順位をつける（小グループ：10分）
・優先順位を決める基準を提示
「納得できる」，「根拠を調べられる」，「根拠を確かめられる」
出された質問を比較し，評価し，話し合って，最も重要な三つの質
問を選び出す。選んだ理由も言えるようにする。
選んだ質問を使って何をするか考える※
・テーマによっては省略
選んだ質問を使って，教師が設定した目標を達成する計画を立てる
振り返り
・学んだことは何か？・どのようにして学んだか？
・今は何を知っていて，それについてどう感じているか？
・学んだことをどのように応用できそうか？
（自問自答→ 振り返りシートに記述する）
（グループで共有，クラスで共有等）

生徒の活動と身につける能力
科学教育の重要性や科学者の視点につ
いての知識を深める

ルールを守る際の難しさについて互い
の考えを話し合う【メタ認知思考】

ルールに基づいて，できるだけたくさ
んの多様な質問をつくりだす【発散思
考】※ブレーン・ストーミング
必要な情報を得るために，異なる種類
の質問の目的と使い道について考える
【メタ認知思考】
探究をより効果的なものにするため
に，質問を書き換える練習をする【収
束思考】

出されたすべての質問を分析，比較，
評価して，三つの質問を選び出す【収
束思考】

学習目標に合致した質問の使い方を検
討する【収束思考】
考えたことや学んだことについて振り
返ると同時に，出発点と比較し，今い
る到達点についても考える【メタ認知
思考】【収束思考】

※本実践では，「選んだ質問を使って何をするか考える」については省略した。
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画した。しかし，本実践の主な目的として，質問

ようなものは選ばないようにするよう講師から説

をつくること，改善すること，優先順位をつける

明された。質問作りが終わった後，講義の最後に

ことを受講生に経験させることとして設定し，
「質

は，後述するように，今日の授業で新しく学んだ

問を使った教室活動」に該当する，「選んだ質問

ことや講義の感想等を受講生は振り返りシートに

を使って何をするか考える」については省略した。

記入した。

また，受講生に説明する際，イメージを持たせや
すくするために，
「質問作り」ではなく「疑問（質

受講生の学習内容の記録方法と分析方法

⑸

問）作り」として提示した。

受講生の学習内容を分析するために，各グルー

まず，導入においては講師から本日の趣旨等の

プが記入したワークシートと講義振り返りシート

説明がなされ，その後，本実践の質問の焦点「学

を用いた。以下に詳細を述べる。

校で学んだことは社会に出て役に立つ」が受講生

１．ワークシート内容の分析

に提示された。質問づくりのルールを全体で共

アウトブレイクルーム内のグループワークで記

有したのち，受講生を８人ずつの５グループ（A

入されたワークシートを講義後に回収し，受講生

～ E）に分け，対応する５つのアウトブレイクルー

が作った質問の数や内容を分析した。

ム内で「疑問（質問）をつくる」グループワーク

２．振り返りシートの内容分析

に取り組んでもらった。通常，対面で質問作りを

本実践では，堀（2013）の発案したOPPA（One

行う場合は大きな紙などに質問を記入し，グルー

Page Portfolio Assessment，一枚ポートフォリ

プ内の皆で共有を行いながら作業を進めていく

オ評価）論を参考に，講義を振り返りシートを作

（吉井・木村，2018）。オンラインで行った本実

成した。OPPAにおいては，講義で受講生が最も

践においては，各グループにメンター１名を記録

大切だと感じたことや，受講前後の自己の概念認

係およびグループの意見発表者として配置し，メ

識を受講生自身が記述することで，実践者が受講

ンターが受講生のつくった質問をテキストとして

生の学習理解を把握するとともに，受講生のメ

Word等のワークシートに文字入力し，アウトブ

タ認知能力の育成に有用である（堀，2013；堀，

レイクルーム内の参加者に画面共有を行いながら

2019）。本実践の振り返りシートにおいては，具

作業をすすめた。作業時間経過後，一度，受講生

体的な項目として，①今日の授業で「自分が一番

はアウトブレイクルームから通常のミーティング

大切だと感じたこと」，②今日の学習の前と後を

ルームに戻り，どのくらいの数の質問が作れたか

比較して「自分が新たに理解したこと」，③今日

を報告した。次に，「疑問（質問）を改善する」

の学習の前と後を比較して「自分の考え」はどの

についての説明が講師からなされたあと，受講生

ように変化したのか，その内容および自分の考え

は再びアウトブレイクルーム内に戻り，次に，出

が変化した事についての感想，という３つの観点

された質問を，閉じた質問（「はい」や「いいえ」，

について，講義後に記述してもらい，記述内容を

もしくは「一言」で一義的に答えられるような質

分析した。また，本実践はオンラインで行うこ

問）と開いた質問（答えるのに説明を要するよう

とから，振り返りシートは，Microsoft社の提供

な質問）に分類したり，閉じた質問と開いた質問

し，調査する側（例: 教員）が Web ブラウザ上で

を変換したりするなどのワークを行った。最後に，

簡単に設問フォーム（アンケート・クイズ・投票

作り出された質問を受講生同士が話し合いながら

等）を作成することができるアンケート作成アプ

評価・比較し，優先度が高いと思う質問を，選ん

リケーションである，Microsoft Formsで作成し

だ理由とともに, ３つ選択させるワークにグルー

た。受講生はパソコンやスマートフォンなどのタ

プ単位で取り組んだ。その際，優先度を決める判

ブレット端末を用いて振り返りシートURLにア

断基準として，「納得できる・根拠を調べられる・

クセスし回答を入力した。

根拠を確かめられる」といった，その疑問を調べ
る際に明確な証拠などで区別できるものという基
準を元に選択し，個人の気持ちなどで左右される

実践における受講生の反応および学習評価
「質問の焦点の提示」および「疑問（質問）づ
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くりのルール」のタームにおいては，作業内容の

知ってないと答えられない」と旨の回答がされて

説明後に，作業内容についての確認・質問時間を

いた。さらに，各グループは，自分達の作った質

設けたところ，受講生からは「学校とかで学習し

問のいくつかを閉じた質問から開いた質問へ，あ

たことはどのような感じで役に立つとかの例とか

るいは，開いた質問から閉じた質問へ，質問の形

はありますか？」，「学校で学んだこととかはどの

を変換することが出来た（付録１）。

ような面で役に立つとかあるんですか？」という
質問が見られた。

「質問に優先順位をつける」タームにおいては,
５グループ中４グループが作業時間内に３つの優

「疑問（質問）をつくる」タームにおいて，各

先的な質問を理由とともに選ぶことが出来ていた

グループがつくった疑問数を表２に示す。また，

（表４）。質問を選んだ理由については，様々な

タームにおいては，全てのグループで最初の質問

理由が提示されていたが，
「答える人によって違う

を出すのに時間がかかり，メンターから「どんな

答えが返ってきて，面白いから」など，議論を拡

疑問（質問）でもいいんだよ」という促しが何度

張するものや，
「聞く側の人が分かりやすく感じ

か必要だった。一度，だれかが質問をつくると，

るから」
・
「聞く側も分かりづらいかもしれないけ

その後はその質問からさらに連想した質問を出す

ど，相手を考えさせるから良い答えが出るかもし

など，活発に質問が出るようになった。最終的に，

れない」など，問いに回答するために自ら証拠を

10分の時間の中で，５つのグループは合計67の質

集めるというよりも，他者の持つ答えを集めるこ

問をつくることができ，最も少ないグループでも

とを前提とする理由，
「将来職業で時間制限，状況

８つの質問を作ることが出来た（表２）。

が作られるのかわからなかったから」など受講生

「疑問（質問）を改善する」タームにおいては，

自身の興味の強さを理由とする回答も見られた。

受講生は話し合いをしながら自分達の作った質問

講義当日に参加した40名受講生の内，38名が

を閉じた質問と開いた質問に分類するとともに，

講義後の振り返りシートを提出した。記述内容を

その分類が妥当であるかを議論し，また，閉じた

分析すると，大きく分けて，「いろいろなことに

質問と開いた質問の長所・短所をまとめることが

疑問を持ち，言葉にすること」，「質問には閉じた

出来ていた。各グループにおける閉じた質問と開

質問と開いた質問があってお互いに長所や短所が

いた質問の長所・短所の記述一覧を表３に示す。

ある」，「色々なことに疑問をもって疑うことを忘

全てのグループにおいて，閉じた質問の長所とし

れない」など，問いの種類や疑問・質問を持つこ

て，「シンプルで分かりやすい」という旨の回答

との重要性について回答している受講生と，「自

がされており，短所としては「詳しくわからない」
・

分の意見を考えてそれを相手に教えるまたは伝え

「深く考えたり，追求したり，広げることができ

ることが大事」，「自分以外の質問を聞くことで，

ない」という旨の回答がされていた。反対に，開

自分が考えていなかった視点の話が聞ける」，「自

いた質問の長所として，「具体的に考えることが

分一人で考えるのが楽と考えていたけど，他人

きる」・「理由がわかりやすい」・「深く知ることが

の考えを理解して吸収することが新たな考えを作

できる」という旨の回答がされ，短所としては「す

る」など，グループ学習やグループワークなど集

ぐに答えがでない」・「複雑，長くなる」・「詳しく

団での討論の重要性について回答している受講生
の, ２つのグループに分かれた（表５）。

表２．各グループの出した質問の数
グループ
A
B
C
D
E
合計
平均

総質問数
8
11
19
13
16
67
13.4

閉じた質問 開いた質問
6
2
2
9
14
5
7
6
3
13
32
35
6.4
7.0

３つの項目の内，少なくとも１つの項目で問い・
疑問を持つことに関する内容を記述した受講生は
23名で, ３つの項目の内２つで記述した受講生は
６名, ３つ全てで問い・疑問を持つことに関する
内容を記述した受講生は７名だった。一方で, ３
つの項目の内，少なくとも１つの項目でグループ
ワークに関する内容を記述した受講生は19名で,
３つの項目の内２つで記述した受講生は９名, ３
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表３．受講生によるグループ毎の閉じた質問と開いた質問の長所・短所の記述一覧
質問の種別

グループ 視点

A

開いた質問
・詳しくわかる
・追求できる
・なんでそうなのかがわかる
・細かいデータが取れる

・詳しくわからない
短所 ・なんでそうなのかがわからない
・追求（もっと広げること）ができない

・すぐ結果がわからない
・まとめにくい
・グラフにできない
・何を言いたいのかがわかりにくい

長所

・○か×かはっきりわかる
・簡単に答えられる

・それについて掘り下げることができる
・「はい」か「いいえ」で終わらないからそれに
対して詳しく考えることができる
・相手に答えることで自分も考えることができ
る

短所

・詳しくわからない
・「はい」か「いいえ」で言うと終わっちゃう

・人によって答えが変わるかも
・答えるのに時間がかかる

B

C

閉じた質問

・すぐ結果がわかる
・意見がシンプルでいい
長所
・まとめやすい
・グラフにできる

・簡単な答えだから分かりやすかったりする。
・速く答えることが出来る
長所
・時間が無いときには，
その質問の方がいい
・聞く側と言う側も，分かりやすくていい

・説明に時間はかかるけど，わかりやすかった
りする
・答えが分かりやすい
・なぜその答えになるか，理由がちゃんと分か
る

・理由が分からない。
短所 ・簡単すぎて分かりづらかったりする。
・ちゃんと調べたいときには使いづらい

・それを考えるまでに時間が少しいる
・説明に時間がかかるし，速く説明しようとし
たら変な文章になったりする

長所 ・答えがはっきりしていること

・具体的に考えられる
・わかりやすい
・納得できる

D
短所

E

・長くなる
・もやもやが残る
・反論が起きそう

・具体的に答えれない
・理由がわからない

長所 ・はいか，いいえでこたえられるから，簡単

・説明があるから分かりやすい

・説明がないから，深くわかりにくい
短所
・深く考えてもそれ以上の答えがない

・詳しく知ってないと答えられない
・複雑になってしまう

つ全てでグループワークに関する内容を記述した

などを求める場面があったことから，実践を始め

受講生は４名だった。

る前においては，世界の物事や事象に対して何ら
かの疑問や問いを行う姿勢や意識について必ずし

考察

も高くなかったことが推察される。特に，後者の

⑴ 質問作りで育成される能力と本実践の効果お

観察事例は，自分の疑問を持つことに慣れていな

よび課題

い小中学生が，この場ではどのような質問を「正

琉大ハカセ塾は科学や理科に対して強い興味・

解として」出すべきなのか，教師側に確認しよう

関心を持つ小中学生を事前に選抜し，科学教育を

としたものと思われ，科学や理科に対して強い興

提供している（福本ら，2018）。しかしながら，

味・関心を持つ小中学生であっても，日常的には

そのような受講生においても，グループワークの

「問われる立場」を多く経験しており，
「問う立場」

場面ではすぐに質問を考えることが難しかったこ

になるための経験が不足している可能性がある。

とや，「疑問（質問）づくりのルール」のターム

しかしながら，本実践においては，提示された

においては，受講生から，質問の焦点に対する例

質問の焦点について，特に，最初の問いが受講生
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表４．各グループが選んだ優先的な質問とその理由
グループ

質問内容

選出の理由

学校以外で講演とかで遊んだとしてもコミュニケーションが取れ
学校とかで行っているサッカーとか逆
ると思ったし，Zoomとかでもコミュニケーションが取れると思っ
上がりとかドッチビーとかは役に立つ
たから。学校以外でも自分の好きなことをやったりしても学びが
のか？
できると思ったから。
A

いとことか親とで住んでいれば，人間関係はできてはいるから，
学校に行っての人間関係とかは学校 それでもいいのではないか。学校に行かなくても，知り合いとか，
じゃなくてもできるのか？
そういう人とも関係は取れるから。もし学校に行かなくても人間
関係ができるのなら，学校に行く意味がなくなるから。
学校には行かないで，Zoomとかで授
Zoomで授業ができるなら，学校に行かなくてもいいから。
業をすればいいのではないか？

B

B

どんなふうに役に立つのか。

これでテーマを言った人の考え方とかなぜこういうテーマにした
のかわかる。

全てのことが役に立つのか。

これは人によって意見が変わらなそうだし，全てのことを含んで
いるから。

もし～だったらどうなるのか考えるのは重要だと思うし，悪いこ
学校で学ばないことで何か悪いことが
とが起こるんだったら学校で学ぶことが役に立つということが
起こるんですか。
はっきりする。
社会の中でどんな風に役立つのか。

C

D

聞く側も分かりづらいかもしれないけど，相手を考えさせるから
良い答えが出るかもしれない。

学校で頑張ったことで役に立つ仕事は
聞く側の人が分かりやすく感じるから。
何か。
体育の授業は必要か。

どの授業か，細かく説明しているから，聞く側も，分かりやすくて，
答えやすい。

図工での役に立つ仕事は何があるか

みんな図工の授業で役立つ仕事は何か不思議に思っているだろうから。

学校とかで休み時間で習う遊びとかは
分かりやすくて良い。なぜそのような遊びをやっているのか。
役に立つのか。
音楽の授業は本当に役に立つのか。

答える人によって違う答えが返ってきて，面白いから。

学校で学ぶことは役に立つの？

原点にして頂点だから。

学校で学ぶこととは具体的に何か？勉
勉強以外で友達関係とかが社会で役に立つかもしれないから。
強とは限らない？
学校で学ぶ科目はみんな同じでいいの？ 人それぞれ違う（将来の夢，やりたいこと）から。

E

なんで学校にいくことが義務教育に
（記述なし）
なっているか？
①スマホとかで翻訳機とかのアプリが入っているのに，覚えても
何の意味があるのか？②英語に限らず，ほかの言語をしゃべるこ
英語は翻訳機があるのに役に立つの
とで違う国の人と，一つの考えについて理解を深められると思っ
か？
たから。③その人自身の選ぶ権利というのがあるのかどうかが気
になったから。
テストなどで時間制度が設けられている
将来職業で時間制限，状況が作られるのかわからなかったから
のは受験など以外で何の役に立つのか？

から発せられた後は，活発に問いを作ることがで

ことが示された。また，
「疑問（質問）を改善する」

き，最終的に，どのグループも８つ以上の問いを

タームにおいて，自分達が考え出した質問を閉じ

つくることができた（表２）。今後，一般的な小

た質問と開いた質問にわけ，その特性を自ら考え

中学生の結果と比較する必要があるが，これらの

ることができ，必要に応じて両者を変換すること

結果は，科学や理科に対して強い興味・関心を持

ができていた（表３，付録１）。加えて，講義後

つ小中学生に対しては，質問作りによって「問う

の振り返りシートの記述においても, ３つの項目

立場」への変化を起こすことが十分に可能である

中，問い・疑問を持つことに関する内容を少なく
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表５．振り返りシートの記述内容の分類と記述者の頻度
記述者数 （
振り返り項目

）内は％

問い・疑問を持つ
ことに関する内容

グループワーク
に関する内容

その他

合計

①今日の授業で「自分が一番大切だと感じたこと」

13
（34.2）

14
（36.8）

11
（28.9）

38
（100）

②今日の学習の前と後を比較して「自分が新たに
理解したこと」

14
（36.8）

12
（31.6）

12
（31.6）

38
（100）

③今日の学習の前と後を比較して「自分の考え」
はどのように変化したのか，その内容および自
分の考えが変化した事についての感想

14
（36.8）

11
（28.9）

13
（34.2）

38
（100）

とも１つは記述した受講生が23名と過半数を超え

点として実践を行った。これらの焦点は，理科や

ていたことから（表５），質問作りを取り入れた

科学といったものからは離れているにも拘わら

本実践によって，受講生の「問う力」への理解度

ず，受講生たちは焦点に対して様々に質問するこ

が向上したことが示された。一方で，「質問に優

とが出来た。そのため，今後，質問の焦点を理科

先順位をつける」においては，各グループは優先

や科学に関係のあるものに切り替えた場合には，

的な質問を選択することが出来たが，優先度を決

より，科学的思考力や探究心を養うことが可能で

める判断基準として講師から提示された，「納得

あると思われ，教育現場における探究活動などの

できる・根拠を調べられる・根拠を確かめられる」

導入部で実践するなどを検討していきたい。また，

といった観点から見た場合，必ずしも，その観点

本実践はオンラインでありながらも実践が可能で

に対応しているとは言い難いかもしれない（表

あったことから，島嶼環境や僻地など，従来の科

４）。本実践においては，質問作りを経験させる

学教育がカバーできていない地域の児童・生徒に

ことに主眼を置き，本来であればそれに続いて実

おいても，科学的思考力や批判的思考力を養う教

施される教室活動を実施しなかった（表１）。そ

育プログラムの提供が可能となりえる。

のため，この質問作りで選択した質問をどのよう

本実践においては，質問の焦点に対する例など

な場面で利用するのかの具体的なイメージを，受

を受講生が求める場面があったが，このような反

講生が抱くのが難しかったかもしれない。今後は，

応は，本実践に参加し，模擬講義として質問づく

質問作りで選択した質問を使っての探究活動や，

りを事前に体験したメンターの大学生・大学院生

具体的な教室活動につなげ，それによる優先的な

においても見られた。これは，正しい回答の存在

質問の選択とその選択理由の分析や，科学的思考

や，教員側あるいはそれに類する立場のものが正

力の伸長についても調査していく必要がある。ま

しい回答を持っていることを前提として，自ら深

た，この質問作りは，一度だけでなく，何度か経

く考えるのではなく答えを求める姿勢が，小中学

験することで物事に対して探究する姿勢が養われ

生のみならず一般的な社会人でも見られる可能性

ていく可能性があることから，今後は，本事業に

を示す。したがって，質問作りの実践は，大学生

おける様々な場面で質問作りを取り入れた授業実

の卒業研究や，教員等における社会人研修に取り

践を行い，受講生の探求心の伸長や，その姿勢が

入れることで，「問われる立場」から「問う立場」

科学的思考力や行動力にどのような影響をあたえ

へ変化を促すことが出来るかもしれない。

るのか，引き続き調査していく必要がある。

おわりに
⑵

本実践においては，コロナ禍にあっても，児童・

今後および展開および応用
本実践では，小中学生が日常生活で受け入れて

生徒の科学的思考力を養い，従来の「問われる立

いることから質問が考えやすいと思われた「学校

場」から「問う立場」への変化を促すため，質問

で学んだことは社会に出て役に立つ」を質問の焦

作りを取り入れた授業実践をオンラインで行っ
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た。その結果，受講生は多くの問いを作り出し，

（1）：－小学校第５ 学年「もののとけ方」を

その重要性を理解することが可能だった。そのた

事例として－，日本科学教育学会年会論文集

め，質問作りは，オンライン形式でも実行が可能
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付録１
質問順

５つのグループが出した質問の一覧と質問の順番および分類

質問の
分類

質問内容

グループＡ
１

〇

社会で役に立つ知識の基礎の部分とは何か？

２

△

学校とかで行っているサッカーとか逆上がりとかドッチビーとかは役に立つのか？
（学校とかで行っているサッカーとか逆上がりとかドッチビーとかは何の役に立つのか？）

３

△

学校以外での学びもあるのではないか？

４

〇

宿題は何の役に立つのか？（宿題は社会で役に立つ？）

５

△

漢字を何回も何回も書くのには意味があるのか？

６

△

学校に行っての人間関係とかは学校じゃなくてもできるのか？

７

△

学校で先生に言われることには意味があるのか？

８

△

学校には行かないで，Zoomとかで授業をすればいいのではないか？

１

〇

どんなふうに役に立つのか？（学校で学んだことが役にたつか？）

２

△

社会とか理科は役に立つのかな？

３

△

音楽と体育は役に立つのか？（音楽と体育はどのように役に立つのか？）

４

〇

どうして学校で学んだことは役に立つのか？

５

〇

全てのことが役に立つのか？

６

〇

体育はスポーツ選手にならないなら意味がないんじゃないですか？

７

〇

役に立つから学ぶんですか？

８

〇

学校で学ばないことで何か悪いことが起こるんですか？

９

〇

学校で学ばなくても生きていけるんじゃないですか？

10

〇

学校で社会に出てから役に立ちそうなことを学びますか？

11

〇

役に立つかどうかは人によるんじゃないですか？

１

〇

学校で学んだ授業で役に立たないこともあるのか？

２

△

どのように役に立つのか？

３

〇

社会の中でどんな風に役立つのか？（社会のなかで役立つことはあるのか？）

４

〇

学校で頑張ったことで役に立つ仕事は何か？

５

〇

算数はどのように役に立つのか？

６

△

全部の教科必ずやらなくてはいけないのか？

７

△

体育の授業は必要か？

８

△

学校で学んだことというのには，授業以外の人間関係とかも含まれるのか？
（学校で学んだことというのは，授業以外の人間関係とどのように含まれるか？）

９

△

道徳の授業はどう役に立つのか？

10

△

図工での役に立つ仕事は何がある？（図工は，社会でどんな役にたつのか？）

11

△

学校とかで休み時間で習う遊びとかは役に立つのか？

12

△

音楽の授業は本当に役に立つのか？

13

△

廊下を走ってはいけないなどのルールは，社会に出て必要か？

14

△

学校のルールは本当に守らないといけないのか？

15

△

服装などの決まりとかは社会に出て必要なのか？

16

△

なんで学校でゲームをしてはいけないのか？

17

△

教科毎に先生が変わるのは，社会に出たときに関係があるのか？

グループＢ

グループＣ
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質問順

質問の
分類

18

△

教科書は必ず無くてはならないのか？

19

〇

テストは何の役に立つのか？

１

△

社会って必要なの？

２

△

社会を学ぶことは必要なの？

３

△

音楽って学ぶ必要なの？（音楽はどんな時に必要なのか？そもそもなぜ音楽を学ぶのか？
音楽を学ぶことによって何の効果があるのか？）

４

△

数学は必要なの？（二次方程式）

５

〇

なんで学校は必要なの？そもそも

６

△

学校で学ぶことは役に立つの？

質問内容

グループＤ

７

〇

学校で学ぶこととは具体的に何か？勉強とは限らない？

８

△

宿題って本当に社会で役に立つの？

９

△

学校で学ぶことでも，将来したい職業によって違うんじゃないですか？

10

〇

学校で学ぶ科目はみんな同じでいいの？

11

〇

そもそも集団でやる必要があるか？

12

〇

つまらなく教える必要あるの？

13

〇

なんで学校ってたのしくやれないの？

１

△

微分積分は役に立つか？
（微分積分はなぜ学校で習うのか？微分積分はどうやって応用するのか？）

２

△

分数は役に立つか？

３

△

音楽とか図工とかは役に立つか？（音楽と図工は社会でどう使うか？）

４

〇

なんで学校にいくことが義務教育になっているか？（義務教育は必ずやらなきゃいけないのか？）

５

〇

理科の何かを予想する力は何に役立つのか？（予想する力はどこで応用すればいいのか？）

６

〇

英語は翻訳機があるのに役に立つのか？

７

〇

算数ではなんで計算機を使わないのか？（将来の職業ですぐに計算をしなければならない状況が
あるか？）

８

〇

社会の歴史は何の役に立つのか？（歴史は世の中の流れを知ることができるか？）

９

〇

社会の覚えるという行為には意味があるのか？

10

〇

理科の実験などを体験する事は，は何の役に立つのか？

11

〇

学校に行ってから先生から言った課題とかやることと家で勉強することの違いは何か？

12

〇

体育の水泳は何の役に立つのか？

13

〇

下の人に合わせるのが何の役に立つのか？

14

〇

テストなどで時間制度が設けられているのは受験など以外で何の役に立つのか？

15

〇

体育で習う筋肉の働きは社会に出て何の役に立つのか？

16

〇

なんで小学校ではシャーペンを使ったらだめなのか？

グループＥ

「質問順」は，各グループで質問が作られた順番を示す。〇は小中学生が「開いた質問」と判断した
質問を示し，△は小中学生が「閉じた質問」と判断した質問を示す。（

）内は「質問の改善」ターム

において，閉じた質問から開いた質問へ，もしくは，開いた質問から閉じた質問へ，受講生らが変換
した質問と変換後の質問内容を示す。
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