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課題研究中間報告

高校理科（化学分野）における高校生の学習意欲の一考察

—学習意欲を引き出す授業実践に向けて―

城間樹

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻

1 . テーマ設定の理由

沖縄県教育委員会 (2016) は「平成 28~30年度学校教育における指導の努力点」の中で学校におけ

る学習指導のエ夫・改善・充実を掲げている。特に裔等学校においては「生徒の主体的・協同的な学習

の確立を目指し，学習意欲を高め，学習習慣を確立する取り組みを推進することで『確かな学力』を確

実に育成することが求められている」（沖縄県教育委員会， 2016) とし，学ぶ意欲・意義の向上と主体

的に学習に取組む態度を育成することを通した確かな学力の向上を目指している。しかし， どのように

学習意欲を向上させるか，主体的に学習に取り組む態度をどう育むかといった具体例は示されていない。

また，秋田 (2009)は学カテストのための学習について言及しているが，高等学校においては大学や

専門学校等への進学に向けた学習指導を行うため， 日常の授業においては試験で点数を得る学習指導の

色合いが強いと思われる。さらに，高等学校の学習内容はこれまでの義務教育段階の学習に比して高度

化するため，生徒が理解しづらい・難しいと感じやすく，学習に対する意欲が高まりにくくなることが

考えられる。高校化学においては，視覚的に直接確認できない現象を理論的に扱うために，抽象度が増

してしまい，生徒が化学への苦手意識を感じやすく，学習意欲が高まりにくくなってしまう恐れがある。

このような状況では，沖縄県教育委員会 (2016)が示すような学ぶ意欲・意義の向上や主体的に学習

に取り組む態度の育成を図ることが難しいのではないだろうか。そこで，高校生の学習意欲を把握し，

それを踏まえた授業づくり・授業実践が求められていると言える。

2. 研究の目的

本研究は沖縄県の高等学校の生徒の学習意欲の実態を把握することを目的とする。また，そこで得ら

れた知見を今後の授業づくりに活かす。

3 方法

(1) 質問紙調査

高校生を対象に，以下のような学習意欲に関する質間紙調査を行った。

①沖縄県の A高等学校の生徒を対象に， Pintrich& De Groot (1990)が作成した自己効力感に関

する尺度を化学基礎の学習についてたずねる文言に邦訳し， 6項目について 4件法で回答を求め

た（表 1)。

表 1 化学基礎の授業に対する自己効力感尺度の質問項目

1. その気になれば，化学基礎の勉強はよくできると思う。

2. 化学基礎の授業で教えられたことを理解することができると思う。

3. 授業中に出された間題や課題をこなすことができると思う。

4. 化学基礎で良い成績を取ることができると思う。

5. 化学基礎を上手いやり方で勉強していると思う。

6. これから先，化学基礎の授業で教えられることを理解することができると思う。
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②沖縄県の B高等学校の生徒を対象に，「どんなときに『勉強しよう』と思いますか。」と「どんな

ときに『勉強したくない』と思いますか。」の 2項目について自由記述で回答を求めた。

(2)授業実践

2018年9月3-13日の期間に， A高等学校の 1年生 2クラス， 2年生 1クラス， 3年生 1クラス

に対して化学基礎の授業を行った。また，化学基礎の授業に対する生徒の学習の様子を把握するため

に，教室の後方からビデオカメラによる授業風兼の撮影を行った。加えて，授業のまとめの段階で，

学習内容の理解を測る確認テストを実施し，その後に本時の振り返りを自由記述によって回答しても

らった。

4. 結果と考察

(1) 質問紙調査

①化学基礎の授業に対する自己効力感尺度

2018年9月 10-13日の期間に，高校生の化学基礎の授業に対する自己効力感を概観するため，

沖縄県の A裔等学校の生徒 62名（男子 35名，女子 27名）を対象に質間紙調査を行った。また，

学年間に差が見られるか検討するため，学年を要因とする一要因の分散分析を行った（表 2)。

表2 分散分析の結果（括弧内は標準偏差）

学年 項目 1 項目 2 項目 3 項目 4 項目 5 項目 6

1年 3.09(0.65) 2.86(0.64) 2.80(0.58) 2.74(0.69) 1.94(0.63) 2.69(0.71) 

2年 2.89(0.94) 2.90(0.62) 2.89(0.66) 2.67(0.94) 2.28(0.99) 3.06(0.62) 

3年 3.22(0.79) 3.00(0.47) 3.11 (0.57) 3.11 (0.57) 2.44(0.83) 3.00(0.47) 

F値 0.64 0.24 0.93 1.05 1.95 2.12 

df=2. 59 

その結果，化学基礎の授業に関する自己効力感に学年間の有意差は見られなかった。したがっ

て，学年が上がっても化学基礎の授業に対する自己効力感が変化するとは言えないことが示された。

このことから，学年が上がることによる認知発達に差が大きくないため，化学基礎に関する授業内

容の理解度に学年差が見られず，そのため自己効力感に差が見られないことが窺える。

②学習意欲に関する質問項目

2018年 12月下旬に，沖縄県の B高等学校の生徒 31名（男子 21名，女子 10名）を対象に

質間紙調査を行い，自由記述で回答を求めた（表 3)。

表3 質問紙調査の自由記述の内容（括弧内は出現数）

どんな時に「勉強しよう」と思いますか。 どんな時に「勉強したくない」と思いますか。

A: テスト前や自分の成績がやばくなった時(15) F : 勉強しなさいって言われたとき(6)

B: みんながやるとき(4) G: いつも(7)

C: やる気があるとき(4) H: 疲れている時(8)

D: 将来につながると思ったとき(1) I : 友達とかと遊びに行くとき(6)

E: その他(5) J: 夏休みや冬休みの間(3)

記述Aより，生徒は自身に対する評価が関わるときやその評価が下がりそうなときに学習意

欲が高まることが窺える。また，記述 Bより，周りにつられたり友人に合わせたりする場面で

も学習意欲が高まることが窺える。さらに，出現数は少ないものの，記述 Cのように好きな教

科の学習に際して学習動機が高まることも見受けられた。

ここで，市川 (2001)は学習動機を学習内容の重要性とその功利性の 2軸に分けた 2要因モ
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デルを提唱し，学習動機を 6つの志向に大別している。このモデルを基にこれらの記述につい

て考えると，記述Aのように自身の評価が関わる場面で高まる学習動機は「自尊志向」に，記

述 Bのような周囲との関係性によって高まる学習動機を「関係志向」に分類される。また，記

述 Cのように学習をすること自体が目的となるような学習動機は「充実志向」に分類される。

このことから，高校生の学習意欲が高まる場面には様々な学習動機が関わっており，特に自尊

志向や関係志向が強く関わっていることが考えられる。

(2)授業の流れ

授業実践は単元「物質と化学結合」の共有

結合に関する範囲であり，第 1時では分子の

種類，共有結合と原子の電子式について，第

2時では分子の電子式と構造式についてワ

ークシートにまとめさせた。第 3時では様々

な分子の電子式と構造式について扱った。ま

た，第3時では前時までの復習をした後，各

グループにホワイトボードを配布し，ワーク

シートの分子の構造式についてグループで

考えさせた。その後，ワークシートの確認を

行い，確認テストと採点を実施した（表4)。

(3) 生徒の様子

第
1 
時

第
2 
時

第
3 
時

表4 授業の流れ

①教科書を黙読し，ワークシートにまとめる

②授業者による解説

※①・②を 3回繰り返す

③確認テストと採点

④教科書を黙読し，ワークシートにまとめる

⑤構造式とその書き方の説明

⑥確認テストと採点

⑦前時までの復習

⑧グループで構造式を考える

⑨確認テストと採点

撮影した授業風景と授業者の所感から，授業中における生徒の意欲的な行動と非意欲的な行動をま

とめた（表 5)。ここでは，授業者の指示がなくても進んで授業に参加したり，生徒相互に教え合っ

たりする行動を意欲的な行動とした。

表5 授業中の生徒の様子（番号は表 2の授業場面）

授業 意欲的な行動 非意欲的な行動

①私語は少なく，各々の生徒がワークシートをしつか ①黙読とワークシートのまとめを繰り返していくと

第 りとまとめていた。 姿勢が悪くなったり，ボーっとして手が止まったり

1 する生徒が見られた。
時 ③間違っていたところや分からない部分を教え合う ③採点が終わって，お喋りを始める生徒が見られた。

場面が見られた。

④私語は少なく，各々の生徒がワークシートをしつか ④教科書を黙読する部分が多く，内容も抽象的であっ

りとまとめていた。 たため，途中であきらめてお喋りしたり，ボーっと

第
して手が止まったりする生徒が見られた。

⑤授業者の解説を聞きながら，生徒同士で質問し合っ
2 

たり確認し合ったりする場面が見られた。また，授時
業者に対して質間する生徒が見られた。

⑥間違っていたところや分からない部分を教え合う ⑥採点が終わって，お喋りを始める生徒が見られた。

場面が見られた。

⑦前時を振り返りながら授業者の発問に答えていた。

⑧グループで試行錯誤しながら分子の構造式につい ⑧授業とは関係のない私語があった。
第 て考えをワークシートにまとめていた。また，分か
3 
時 らない部分をグループ相互に聞き合う場面が多く

見られた。

⑨解答後に，答えの確認を行う生徒がいた。 ⑨居眠りをして確認テストに解答しない生徒がいた。

授業中の生徒の様子で注目したいのは，意欲的な行動は確認テストの採点の場面と生徒が相互に教

え合う場面において見られたことである。これらの 2つの場面には授業の中で生徒相互の協同学習が

成立していることが共通している。また，これらの場面では分からない部分を授業者に対して質間し

たり確認したりする場面も多かったため，生徒の学習意欲が高い場面だったと思われる。

-35 -



課題研究中間報告

(4) 振り返りシートの自由記述

授業後に記入させた振り返りシートの記述を学習意欲に関するコメントを表 6に挙げる。

表6 振り返りシートの記述内容（括弧内は出現数， n=83)

A: とても分かりやすくて楽しかったです (58)
B: 電子式を書くことはできたので，電子対や不対電子について理解できるように頑張りたい (25)

記述 Aは，「楽しかった」，「おもしろかった」とか「説明が分かりやすかった」といった授業の感

想や授業者に関するコメントであった。ここで，授業者が説明の際に用いた "4つの 2人掛けベンチ”

や‘‘相席"といった表現が分かりやすかったために授業内容を理解できたといった具体的な記述があ

った。このことから，授業の中で具体的な例や分かりやすい表現等を用いて学習内容が理解できるこ

とは，生徒にとって楽しい• おもしろいと感じることにつながると考えられる。また，記述 Bは確認

テストの結果を踏まえた上で自身の点数や本時の内容の理解度について言及し，「次回はもっと頑張

りたい」とか「しつかり復習する」，「この調子で頑張りたい」といった意欲的な記述が見られた。こ

れに関して，学習意欲と直接的に関連はしないものの，本時の学習内容を理解度についての記述が多

く見られた。このことから，生徒の学習意欲には学習内容を理解できたかどうかが大きく関連してい

ることが窺える。

5. まとめ

今回の結果から，質問紙調査より，生徒の学習意欲を市川 (2001)の提唱した学習動機の 2要因モデ

ルによって捉えられることと，その中でも周囲との関係性によって高まる「関係志向」と自身の評価が

関わる場而で高まる「自尊志向」が学習意欲に強く関連していることが示唆された。さらに，自由記述

より，授業内容を理解できることが生徒の学習意欲につながることが示唆された。また，学習者の観察

より生徒の学習意欲は生徒相互の協同学習の場面で高まることが窺えるが，生徒の自由記述からそれを

読み取ることができなかった。

これらを踏まえて授業づくりについて考えると，市川 (2001)の学習動機の 2要因モデルを参考に生

徒の学習動機に着目した授業づくりが挙げられる。例えば，生徒の学習動機を把握した上で，関係志向

の生徒に対しては個人指導よりもペアワークやグループ活動といった協同学習を取り入れた授業によっ

て学習意欲が高まることが考えられる。

また，本研究に関して，より具体的に生徒の学習意欲を捉えるためにボイスレコーダーで生徒の声を

録音したり，振り返りシートの構成や質間項目を改めたりして，生徒の学習意欲についてより詳細に把

握できるような工夫を加え，高校生の学習意欲の実態の把握し，それを踏まえた授業づくりを行う。
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