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課題研究中間報告

小学校算数科における自己調整学習の実践研究

—授業実践と家庭学習の連動を通して一

島袋恵美子

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・うるま市立城前小学校

1 . テーマ設定理由

筆者が小学校の現場で担任をしていた頃の卒業生から「中学校の数学になって分からなくなった」

「中学校の数学になって嫌いになった」という声をよく聞いていた。小学校の頃は算数の学習に意欲的

に取り組み，数学的な考え方や知識・技能においても成績の良い子で，中学校になっても授業や家庭学

習でも頑張っていると言う。この原因が中学校での数学指導や学習者の数学学習に向かう態度であると

は考えにくい。なぜなら，中学校の教師も学力向上の実践に取り組み，学習者も数学学習に対して一生

懸命に取り組んでいるからである。それでも，「数学が好きではない」，「数学の授業が分からない」と

感じる学習者の原因を考え苦慮していた。

その時自己調整学習という理論との出会いから，小学生の時に学び方が身についていなかったのでは

ないかと考えた。自己調整学習の理論を算数の学習に置き換えると，ここで言う「学び方」とは算数

の学習を効果的に進めていくための方法であり，例えば新しい内容を学習するときに，既習内容と関連

付けたり，類似した間題を何間か解いたときに，一般的な解き方を考えたりすることであると高藤

(2007) は述べている。筆者は現場において「学び方」を意識的に指導したことはなかった。その結

果，学習者は「学び方」を身に付けることができずに，数学学習を効果的に進めることができなくなっ

たのではないか。また，筆者が小学校で担任していた頃は，算数科におけるメタ認知的支援を取り入れ

た実践研究を行ってきた。メタ認知的支援だけでなく，小学生の頃から算数の学習の学び方を獲得させ

学習場面に応じてそれを活用できるような力を育むことができれば中学生や高校生になったときにも，

自分で数学学習を効果的に進めていけるようになるのではないかと考えた。

また筆者は家庭での学習課題も筆者が決めたやり方や，学校で決めたやり方で課題を出すことしかな

かった。暗記・物量・結果重視の家庭学習を与えることによって、児童は与えられた分はできるが，い

ざ自分で勉強しようとしても何をどうしていいのか，何から始めるのかも分からない状態になっていた

のではないかと考える。

『学習指導要領』（文部科学省2017)第 3章教育課程の編成及び実施の「生きる力を育む各学校の特

色ある教育活動の展開 (1)確かな学力」は，「家庭との連携を図りながら、児童の学習習慣が確立す

るようにすること」の重要性を示している。「小学校の早い段階で学習習慣を確立することは，その後

の生涯にわたる学習に影響する極めて重要な課題であることから，家庭との連携を図りながら，予習・

復習など家庭での学習課題を適切に課したり，発達の段階に応じた学習計画の立て方や学び方を促した

りするなど家庭学習も視野に入れた指導を行う必要がある。」と示されている。

このことから，家庭学習の計画の立て方を具体的に示し，学び方そのものを指導していく場面を意識

的に設定していきたい。そうすることで，一度学んだ学び方は生涯教育へも繋がっていくであろう。

2. 研究の目的

本研究は，教育心理学を中心になされている自己調整学習の理論を小学校算数科の授業と家庭学習に

適用し自己調整学習の実践方法と課題を明らかにする。
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3. 先行研究より

1990年代から中心的な研究者であるジマーマン (1986) によると，自己調整学習は，「学習者がメタ

認知の面で，動機づけの面で，行動の面で，自らの学習プロセスに積栢的に関与している学習」であ

る。（図 1)学習には，学習者自身が自分の持っている能力を発揮するために自発的に行うプロセスが

大きく関わると考えられている。このように，学習者自身の主体的で自立的な取り組みを学習の鍵とし

て捉え，その実態や指導方法を明らかにしようとするのが「自己調幣学習」の理論であると言う。ま

た， ジマーマン (2006) が「自己調整学習の定義は研究者によって変わる」と述べており自己調整学

習に関するそれぞれの研究において，自己調整学習者の定義や特徴が異なる。それ故にそれぞれの研究

で学習者が自ら調整する対象も異なっている。ジマーマン・モイラン (2009) 塚野小f'I~(2012) を参考

に桜井茂男 (2017) は自己調整学習のプロセスを「循環的段階モデル」にしている。このモデルは 3つ

の段階で構成され，①予見の段階②遂行の段階③内省の段階である。（図 2)
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図 1自己調整学習のイメージ 図2 自己調整学習の 3つの段階

高藤 (2007) は先行研究における自己調幣学習の定義や特徴を参考にして算数学習において学習者が

自ら調整する対象を考え，算数学習における自己調整能力を次のように定義している。

◎算数学習における自己調整学習の定義

学習場面に応じて、適切な学習方略の選択・使用を自ら調整して学習を進めること

◎算数学習における自己調整能力の定義

学習場面に応じて、適切な学習方略の選択・使用を自ら調整することができる能力

高藤 (2007) は，数学教育における自己調整学習の重要性と算数学習における自己調整能力を図る

有効な指導法を提案している。しかし，算数教育における自己調整学習の重要性と有効的な指導法の実

践研究はほとんど行われていない。また，学校現場においても自己調整学習を意識的に指導する研究も

あまり行われていない。

4. 研究の方法

自己調整学習の理論研究と先行論文分析を元に，算数学習における自己調整学習を踏まえた授業実践

を行う。また，自己調整学習の理論を家庭学習にも適用させ，授業と家庭学習を連動させた自己調整学

習の実践を行う。
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5. 概要と考察

実習校での算数授業と家庭学習の実践と理論研究の概要を述べる。（表 1)

表 1 算数の授業家庭学習自己調整学習の 3つの段階

自己調整学習

算数の授業
の3つの段階

①予見の ①めあてを立てる。

段階

②見通し ②見通しの段階で，高藤 (2007) の学習方略を参考にする。

の段階 • 今までに学習したことと関連づける。（関連付け方略）

・間題の一般的な解き方を自分の言菓でまとめる。（解き

方のまとめ方略）

・公式や定義や性質は，その意味を理解した上で覚える。

（公式の意味理解方略）

• 分からない内容についてノートや教科書，参考書などを

使って調べたり，人に質問したりする。（援助方略）

・解き方や考え方などを振り返る。（振り返り方略）

・教科書や問題集などにある錬習問題を解く。（諌習方略）

③内省の ③振り返りの場面を毎時間設定し，重松恵一 (2013)が提案し

段階 ている振り返りへのコメントでメタ認知支援を行いメタ認知

を促す指導を行う。また、先生からの評価が動機づけに繋がる

ようにする。 （図 3)

図3 振り返りシートヘのコメント

家庭学習

①家庭学習計画を立て

る。

②初めの段階ではいくつ

かの方略から自分で内容

を選び学習する。

① ② ③ ④ ⑤ 
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業 違 題 達 問
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③家庭学習後に自己評価

をする。そして継続した

り，上手くいかなかった

場合は修正する。（図4)

高藤 (2009) は学習者が自ら調整する対象を「学習方略の選択・使用」とするとあるが，筆者は動

機づけやメタ認知も調整する。また，高藤はここに示した算数の学習方略は一例を示しただけで，他

にも算数の学習方略が存在するかもしれないと述べていることから，学習方略については実践研究を

していくこととする。

図3の振り返りカードでは「今日の学習のポイント」としているが，今後「使った学習方略」とい

う項目に変更していく方が学習者は意識的に学習方略を選択・使用することにつながると考える。
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図4 自己評価表

家庭学習では，表 1の見通しの段階にある家庭学習の①から⑤に示した内容から学習計画を立てさ

せた。学習内容は，今回は例として 5つ示しているが，単元によっては他にも方略があると考えてい

る。図4に示した自己評価表の「友達からのアドバイス」の項目は，時間を持つことができなかった

が， 4月からの実践ではアプローチをかけていきたい。このようにして自己調整学習サイクルを学ぶ

ことで，自己調整学習力が育成され，算数の学力も向上し，他の学習内容に出会ったときでも学び方

を上手く生かすことができるのではないかと考える。

6. まとめ

今後は自己調整学習の成果を評価するため， 4月からの実践では自己調整学習（メタ認知，動機づけ，

学習方略）の研究前，研究中，研究後に質問紙法で行う予定である。また，算数の学力についても評価

していく 。
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