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課題研究最終報告

ろう学校におけるメタ認知能力を高める授業研究とその教育的効果

一振り返り活動を取り入れた理科の授業を中心に一

A Lesson Study to Improve Meta-Cognition and Educational Effect in Deaf Schools: 
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琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・沖縄県立沖縄ろう学校

, . 問題関心

国立教育政策研究所は， 2013年3月に「教育課程の編成に関する基礎的研究報告書 5」において，

「基礎力」 「思考力」 「実践力」の 3つから構成された 21世紀型能力を提案した。その中核となる「思

考力」の中の 1つにメタ認知があげられている。また，平成 29年 3月に告示された小学校学習指導要領

解説（総則編）では， 『児蘊一人一人がよりよい社会や幸福な人生を切り拓いていくためには， 主体的

に学習に取り組む態度も含めた学びに向かう力や，自己の感情や行動を統制する力，よりよい生活や人

間関係を自主的に形成する態度等が必要となる。これらは，自分の思考や行動を客観的に把握し認識す

る，いわゆる「メタ認知」に関わる力を含むものである。』と， 21世紀を生き抜く能力の 1つとしてメ

夕認知の必要性が示された。

沖縄県においては， 『「問い」が生まれる授業サポートガイド（平成30年度版）』の中で“他者と関わ

りながら課題解決に向かい「間い」が生まれる授業”ということが記述されており，その授業の璽要な

視点として「振り返り」をあげ，それが新たな間いを持つ機会につながるとしている。つまり，授業の

中に振り返りをしつかりと位置づけることで，自分自身の学びの過程を意識させ，学習の習得だけでな

く，活用や探求にもつなげていくことをめざしているのである。また，仲間との交流をおこなうことで

他者の考えも積極的に取り入れることができ，子どもたち一人ひとりの深い学びや発展的な学びへと広

がることも意図している。新たな時代に対応するこれらの視点は前述したメタ認知に関わる力と言える

であろう。

メタ認知と振り返りの関係について，和栗(2012)は， 「ふりかえり (reflection)は，価値観が多様化

し変化の激しい社会の中で，他者と関わり合いながら自主的に生き，学び続けるために必要な能力とし

て昨今注目されている」と述べている。また，佐藤(2016)においても「学習を振り返る活動は，メタ認

知を働かせ，自分の学習をモニタリング，コントロールすることにつながる。これは知識基盤社会にお

いて，自律的な学習者として学び続ける上で重要な力である」と主張している。このことは振り返り活

動がメタ認知能力の育成を促し，認知能力（主に学習に関する力）と非認知能力（主に人と関わる力）を向

上させ，予測不可能なこれからの時代を生き抜く力につながることを示唆している。

昨年の 3月，沖縄ろう学校において小学部から高等部の教師にメタ認知と振り返りに関するアンケー

ト調杏を実施したところ，メタ認知の必要性を 8割以上の教師が感じており，その理由として聴覚障害

児•生徒の社会性に課題があるとし，多くは，自己を客観的に見る力の必要性や他者の気持ちを考える

ことの困難さが記述されていた。これは，幼いころから限られた社会環境や学習環境の中に育ち， H常

生活のあらゆる場面において大人の細かな指導を受けてきたことで，子どもたちが自分で考えたり他者

と協力しながら課題を解決したりする体験（学習）が不足してきことが主な要因だと，これまでの先行研
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究（例えば中山1996, 吉田他2008など）では述べられている。また，振り返り活動に関しても，教師全員

が振り返りの必要性を感じており， 7~8割の先生方が，授業の終末や導入時に振り返り活動の時間を

5~10分とっていると回答していた。しかし，内容に関しては，ほとんどが学習の定着をめざしたもの

であった。このことは，言語獲得の困難さからくる学習面の遅れや伸び悩み(9歳の壁）が大きく関係し

ていると思われる。 （脇中2013など）

よって，ろう学校における聴覚障害児•生徒を対象とする教育においても，これまでの言語・コミュ

ニケーション面を中心に積み重ねてきた理論と実践研究を踏まえつつ，他者と関わり合いながら主体的

に考え，学び続けるために必要な「メタ認知能力」を高めることが重要であると考えた。

2. 目的

これまでおこなわれてきたメタ認知に関する理論と実践をろう学校の授業に取り入れることで，聴覚

障害児のメタ認知能力の向上や学習面・行動面における効果について明らかにする。

3. 先行研究（メタ認知の促進・育成に関する主な論文）

(1)木下ら (2006,2007)は， 14項目からなるメタ認知（自分自身と他者との関わり）に関する質間紙

を開発し，理科の観察・実験活動における小・中学生のメタ認知の実態を明らかにした。また，

各学習場面（観察・実験活動の前，途中，後）で，教師が学習を振り返ることを明示することによ

り，観察・実験活動の全体において，メタ認知が高くなることを示した。

(2)堀(2009)は，一枚のポートフォリオを用いた授業の振り返りを通して学習者と教師がやり取り

（外化と内化）をする中で，学習者が自分自身を意図的に吟味するプロセスが促進され，そのこと

がメタ認知の能力の育成につながると述べている。

(3)加藤(2014)は，学習中に子ども自身が自らの行動を制御したり調整したりするためのツールと

して「学び方アイテム」を開発し，そのアイテムが子どもたちにメタ認知的知識として受け入れ

られる可能性を示唆した。

(4)佐藤(2016)は，これまでの認知心理学における先行研究等から「説明」（学習内容や自分の考え

を説明する活動）が学習を促進することや「学習を振り返る活動」がメタ認知を働かせ自分の学習

をモニタリング，コントロールすることにつながるとしその定着のための指導方法を提案した。

4. 研究方法

(1)メタ認知の分類

三
I メタ認知的知識 l

［メク認知的活動］

I学習方略についての知識 I

1 自己 • 他者についての知識I

I モニタリング

I コン トロール I 

メタ認知とは，メタ認知的活動の基盤となる

メタ認知的知識と，その知識を基に自分自身の

行動を観察（モニタリング）し，抑制や修正（コ

ントロール）をするメタ認知的活動の 2つの働

きに分類されている。
図1: メタ認知の分類（深谷2016を一部改正）

さらに，メタ認知的知識については，いくつかに下位分類されている。（詳細は三宮2008参照）そ

の中から，学習方略についての知識と自己•他者についての知識に焦点をあて，本研究を進めてい

くことにした。（図 1)なお，他者理解に関して村山 (2002)は， 「他者の認知・記憶に関する認知も

メタ認知の意味に含まれ，そのことは『心の理論』に繋がっていく」と述べている。

(2)対象

①ろう学校（小学部） 6年生男子 1名，女子 1名

②時期 2018年4月~7月

-126 -



課題研究最終報告

③児童の実態（表 1個別の教育支援計画，前担任からの聞き取りや4月の授業観察などから）

表 1:A児と B児の実態表

児童： 実 鬼 埒

A児

B児

人工内耳（右）と中iii聴器（左）を装用し装用晒の干均聴力はおよそ 25- 35dBである← 学 習 面 で は ， 学 力 的 に 少 し 遅

れはあるものの大きな回り感はないしかし， fう勃面においては，（也）Eとうまく関わりを持つことができず休み

晒 問 は 一 人 で 過 こ す こ と が 多 い 状 悲で務忍

人工内耳（左）と lili聴器（右）を装用し装用時の干均聴力はおよそ 35-45dBである← 言 語 衰 得 の 大 嘩 な 遅 れ に よ る

学習国での大きな回り惑に加え，行勃面においても自己の悪宿のコントロー！しができす，（也）tとのトラフ！いが多

く見られるべ

(3)検証方法

①アンケート用紙を用いた児童の事前・事後の分析（前担任や専科担当からの聞き取りも含む）

②ルーブリック表による振り返りシートの記述の分析

③行動観察記録や他教師・保護者からの聞き取り

5. 実践（メタ認知を高める支援）

(1)事前指導

理科の授業に入る前に，メタ認知についての方法（自分の中にコーチをつくろう）や振り返りシ

ートの書き方などについて説明をおこなった。 (2時間）

(2)振り返り活動について
'"間"

①ワークシートによる振り返り（堀2009

など参考）

単元振り返りシート（図 2)の記入につ

いては，振り返りシートの書き方（表 2)

の順序に従って一緒に確認しながら記述

させた。また，ルーブリック表（表 3)を

作成し評価点を明確に示した。その際，

書くことが困難な児童については発表

（手話や身体表現）を教師が読み取り，

書く内容を児童と一緒に考えた。

一●玲闇U

1.-1 
7葛間11 ' 

] .... [ 

9騎高• 3顆閃"

5騎高● · ~ 闇●
↓
 

●疇高●

図2:単元振り返りシート

［堀(2009), 武内ら (2013)の OPPシートを参考に作成］

表 2: 振り返りシートの書き方

1. 単元タイトル
2. 単元の重要な問い（学習前）単元を通して最も重要な場面に関

わる問い
3. 学習の振り返り： 3つの視点で記入させる
(1) 「今日の授業でわかったこと」
(2) 「わからなかったこと」
(3) 「友だちの良いところ、まねしたいと思ったところ」

4. 単元の軍要な問い（学習後）
5. 単元を終えての振り返り（自己評価など）
(1)学習前・後の振り返り（重要な問い）
(2)毎時間の振り返り
(3) 自分の学習に対する評価
(4)友だちの学習に対する評価

表 3 : ルーブリック表（振り返り名人をめざそう！！）

“ 振り返り名人をめざそう！！ ． （； 

a, ~II• 項烹電で心っ
たことヽ

〇らなかったこと

"""""・ たこと・

〇友たらの負いと こ”

直わした'''"ら

........ ,,. ........」・心らとがたことや 応“今9たことや ・わから心吠ことつ

"が.....、でも. """"ったこと..I 11.,.,eったことと・III平巳ったこと●●
•·<いる.. """鎗'"'""'"・、 合なりに言えて双"

拿冒のと●にUどう言
れ ,.._a,饉）
2で書いている．

伍•いてい"''··」•震"'"●‘‘とこ~i- 置たら，，E匹・紅ら叫いとこむ
. .,N"-'" .. てヽいる. . 叫が｀とこうfW lhしたいとこると・I重わしたヽ 、とこうヽ ．

いていも. uu・・いてしも.. Illと宣たらの考え●
比 心9な紅ヽ為
璽令紐火についても•

‘‘ている..

②教師の発問・キーワードによる振り返り（木下 2006, 加藤 2014参考）

授業の導入・展開・終末において，教師が適切な言葉かけを行うことで児童が学習を振り返る

ことも「振り返り活動」だと捉えているが，このことに関しては教師の言葉かけだけでは対象児ら

の実態には合わなかったため，振り返りの言葉以外にも， 3つのキーワードとその言葉に合う手話

を児童と一緒に考え授業の中に取り入れていった。以下（表4)に，各段階における教師の言葉かけ

とキーワードを示す。
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表4:場面ごとのメタ認知を促す言葉かけやキーワード

言I iiE~~:r~; ごご喜：f~f i」っなるの力なヮ」
③説明活動による振り返り（佐藤浩ー 2016参考）

キーワード
間遍付ける

比較する
整理する

授業の展開場面における振り返りの改善を図るために説明活動を取り入れた。しかし，これまで

も2~3人という少人数のクラスで個別的に学習することが多く，協同的な学習の体験が少なかっ

たため，初めの頃は二人で話し合ったり教え合ったりする活動がスムーズに行かなかった。そこで，

児童の実態等を考慮しながら段階的に説明活動の定着をすすめていった。（表 5)

表 5:説明活動における段階的指蒋内容と配慮事項

ヒ令凶皆 ．` .、- 目F息惹事エ貞

【会豆ヽ 遺兒日月］ ．珈乍化や絵で の説明を 認めた。
第 1段隋

教ィ和師「序ふが：：：言説兌8明月マしずそた,1舌こ肴和とを児 章が再虔教師や
・パソコ ン や 雷子黒板等の視覚敦材を 活用 させ
ナニ

【長しヽ 訪祖月］ ・児 章 が 途 中 で 止 ま っ て し ま っ た 時 に は 、 もう一
第 2民妥搾皆 できるだ砂自分の言葉で説明をする活動 人の児章に代わっても らった。

・敦師や池児から質閲をしたり良かっ た点をあげ
た りした。

児章同士の 説明渚動（話し合い活動） ・語栗数等に か なりの差があるため、 説明がうま
第 3民妥岡皆 く噛 み 合わない時には、敦師が介入し詞整をお

こな っ た。

6. 結果

(1)理科の学習におけるメタ認知の向上

①理科の観察・実験中における自分自身と他者との関わりによるメタ認知

木下(2007)の開発した質間紙を使用して事前・事後のアンケートを実施，集計したところ，ど

ちらの児童にも自分自身• 他者に関わるメタ認知に改善が見られた。特にA児は苦手としていた

他者との関わりによるメタ認知が 2ポイント上昇した。また， B児においても自分自身における

メタ認知が 1.8ポイント上昇した。（表 6, 表 7)なお，本調査の妥当性や客観性をより高めるた

めに，前年度の理科担当の教師にも評価への参加を依頼した。

表6: 自分自身によるメタ認知 表7:他者との関わりによるメタ認知

翻 苺後 事 事後

導入展間終末全体 導入展間終末全体 導入展開終末全体 導入 展間 終末全体

~ 3.5 3. 3 2.0 2. g 4.5 u 4.0 u A兒 2.5 3.0 2.2 2.6 4.5 5.0 4.3 4.6 

B児 2.0 2. 0 3.0 2.3 I u 4.3 4.0 4. 1 瞑 3.0 3.0 3.a 3.t I u u u 4.'l 

※この質間紙は 5件法であり，点数が商くなるほどメタ認知の向上を示している。

②振り返りシートの記述分析

1学期前半(4, 5月）と後半(6, 7月）にルーブリック表（表 3)を基に振り返りの記述を数値

化した。（表 8)この分析においても，複数の教師に協力してもらい評価をおこなった。

表 8 : 振り返りシートの記述を数値化

1学期即半 1学期後半

① ② ⑧ 全体 ① ② ⑧ 

A児 2.7 1.4 1. 3 1. 8 2.5 1.4 2.2 

B児 1. 5 1.1 1. 3 1.3 2.4 1.1 2.2 

全体

TI 
1. 9 

※①～③はループリック表に記載されている

振り返りの項目である。

①わかったことや工夫したこと

②わからなかったことや疑問に思ったこと

'③友だちの良いところ，まねしたいところ

l................. . ................................................. . 
※ルーブリック表の評価点(1~4点）に沿って記述を数値化しており、点数が高いほど内容の深さを表す。
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振り返りの記述内容をルーブリック表の評価点を参考に 1学期前半と後半で比較して見ると，

全体としては二人とも改善傾向にあると言える。個別に見ると， A児は自己• 他者理解について

の振り返りである③に関しては伸びていたものの内容の理解を問う振り返りの①や新たな問いを

発見し探求活動に発展するための振り返りの②が伸びていない。 B児に関しては，①，③が大き

く改善されていたが， A児同様②については 1学期を通して改善は見られなかった。②に関して

は，わからないことがわかることや疑問が出てくるということは学習内容を深く理解していない

とできないことだと考えているため，現時点においてはもう少し学習の理解を深めるための支援

策を考えていく必要がある。今後継続した対応を検討していきたい。

(2)学習面における変化

A 

児

B 

児

①学習方略（学校や家での学習場面において）

藤田・岩田 (2001)の開発した「自己調整学習に関する自由記述質間紙」（家庭や学校で子ども

たちが日常よく直面する五つの学習場面について問う）を使用して 4月と 7月に調査を実施し，記

述内容と藤田らの提案する学習方略の分類基準法を参考に分類をおこなった。なお，表 9は， 「学

校や家で勉強する時に・エ夫したり気をつけたりすること（学習方略）」についての回答である。

表 9:A児の学習方略（上）と B児の学習方略（下）

4 月 7 月

学習に関する記述 学習方略 学習に開する記述 学習方略

・苦手なところは、インターネットや教科書を利用する。 外部質源活用 ・インターネットやT寧に本を涜む。 外部資源活用
. 5年生の復習を家族と一緒に勉強する。 モニタリング ・漢字（書き）は覚えるのか大変な0)で半分ずつ覚える。 モニタリング
・中学生になっても困らないように頑弓長る。 リJ¥-サル ・漢字（読み）はカートを使って声を出して覚える． 努力調整

努力調整 ・理科では、関係をわかりやすくするために、丁寧に矢印を書いた。 プランニング

・算数ては、間違ったところに理由を書いている。 失敗活用

• 宿涅か終わったあと予習をした。 努力詞整

わからない なし • お母さんにも歴史の問翌を出した。 外部資源活用
・社会科ノートに緯を引いた（自分の答えと先生の答え） リJ¥ーサル

・漢字は10回書いたら寛えたので10回書くようにした心 モニタリング

上記の調査結果から，両児童ともに自分の学習のやり方について意識するようになり，学習に

関する記述がより具体的になっている。特にB児においては， 4月の時点では殆ど自分の学習方

略に関して意識していなかったが， 1学期の後半からは自分に合った学習方法を考えることやA

児の勉強のやり方を真似ることができるようになってきた。それに伴い学習に意欲的になり成績

も伸びてきた。単元テストの点数（理科）を昨年と比較すると，平均点が 10点近くも上がってい

た。

②学習観（ベネッセコーポレーションアンケート用紙を活用）

5月上旬と 7月中旬に調杏した結果， A児 B児ともに学習に対して暗記や勉強の量を重視す

る非認知主義的学習観から，意味を理解することや間違いを活かすことを重視する認知主義的学

習観に移行する傾向が見られた。その中でA児は，非認知主義的学習観である丸暗記志向が弱く

なり，認知主義的学習観である失敗活用志向が強くなった。 B児についても， A児同様の結果が

みられた。加えて，他者依存志向が 3ポイントも弱まった。

このことは，理科の授業において児童に振り返り活動を通し認知的な学習方略を意識させ，自分

に合った学習方法を選択させていくことにより認知的な学習による学習効果を実感し，暗記中心か

ら意味理解の璽視へと児童の学習観が変化したことによるものだと考えられる。この結果は，植阪

(2010)の研究とも一致している。児童は，この学習観を国語や算数などの他教科でも活かすように

なり，メタ認知能力がさらに高まったのではないかと思われる。

(3)行動面における変化

①社会性スキルの向上

社会的スキル尺度小学生用（嶋田 1998)を活用して調査を 5月と 7月に実施した結果， A児， B

-129 -



課題研究最終報告

児ともに社会性スキルの向上が見られた。 A児には，対人的なつながりを積極的に求め行動する

向社会性スキルに改善が見られ， B児については，相手とのトラブルを解消する攻撃性スキルが

改善されていた。具体的な内容は，次のとおりである。

A児は，これまで先生や友だちに促されて休み時間に遊ぶことはあったが，自らの意思で友だ

ちと関わろうとはしなかった。しかし， 6月末の教育相談の時に，友だちとうまく関われないこ

とをB児に相談し，「毎時間ではなくても 2時間目の休み時間 (20分休み）くらいは一緒に遊んだ

らいい」とアドバイスされ， 「7月からはできるだけみんなと関わるように頑張りたい」と話し

てくれた。 7月以降のA児の様子を見ていると，毎日は難しいようであるが自分の気持ちや体調

を考えながら時々は遊んでいる。その中で，いやなこともあるようだが気持ちを切り替えながら

頑張っていた。

B児は， 4月， 5月と A児や下級生とのトラブルが頻繁に起こっていたが， 6月から 7月にか

けてトラブルはだいぶ減ってきた。隣学年や毎日給食で一緒になる先生方からも「Bさんは， 1 

学期のはじめの頃に比べたらとても落ち着いた」 「最近(6月以降）は給食準備中にBさんのトラ

ブルが少なくなった」と言われるようになった。また，家庭科や図工の先生は，二人が仲良く協

力しながら調理実習をする様子や不器用なA児をB児がやさしくサポートする場面をビデオに撮

って何度も見せてくれた。その映像からは，以前のような相手の気持ちを考えず自分のやり方を

強引に押し付ける姿はなく， A児の気持ちを考えながら手伝っている B児の成長を見取ることが

できた。

②自己理解•他者理解 (5 月と 7 月におこなったアンケート結果）

自己と他者の長所と短所について 5月上旬と 7月中旬に書いてもらった。下の表の記述から，

両児童とも自己理解• 他者理解が改善されていると思われる。特に，いつも自分の性格に悩み自

信が持てなかったA児が自分自身に対してしつかりと分析をおこない，自分の長所や短所を具体的

に表現できるようになった。その中で「休み時間に友達と遊ぶことができるようになった」という

記述があることから，他者と関わる向社会性スキルの向上があったと思われる。

また， B児においてもA児への攻撃行動の改善が確認できた。 B児の行動について専科や隣学年

の先生方，保護者から「A児とのトラブルが少なくなってきた」 「A児に優しくなっている」など

の声を聞くことが多くなった。このことは，理科を中心におこなってきたお互いの良さを認め合う

振り返り活動の成果だと考えている。

表 10:A児の自己理解•他者理解

自己瑾宏〇児自舅） 叫 ,ll訟 (B賢っヽゞて）

自 分q虹 (5月） 自分a虹 (7月） Bさんo.:,J;m< 5 m B さん~(7JJ)

．踪力5うまし' • B さんを気追： うこ とができ る ようになった↓ • "i'釜箋 I::やさしい＊ ・行釜函 Iご要しい ＊
・テス トで 100点が取れるように空力した中 ・位が強釜い 中 ・毎曰、友逹と一遠 1二遊ぶこ とができる ャ
・休み［明問 1=友だ ちと遊ぶことができるよう にな った.,. ．忘 らな:<.な；った<
• B さべ と協力し て 勉 5茎や 1系活勅ができろよ う に：な：った心 ・授業中の悲度が良 くな った （高くび手遊び）

・歴史の人物 (I)名討を党えてぃるべ
・回 ったときに勤 I:tてくれも
．揆薬中榮中してまじめに先生の話を閉くようになった+
・テ ストで 100魚3、政れるようにな：った:.. 

自分〇沫豆所 (5月） 自分〇沫豆所 (7月） Bさんのたー所 (5月） Bさんの短肴 (7月）

．衰が ilDい ．泣'<嘩< ．勉雑の とと （苦手 ）

• 毎日｀友達 と遊ぷ こと がで きない中 酎已辺なし
• 作文が上手に吝けない~
• 本を：目克めな： L ¥ (目克蔚）
．踪をむ)<. ときに、 手や足を上手に召 I:tない 中

表 11:B 児の自己理解• 他者理解

自己瑾窓 (B児自身） 紐刃底..(A砥ついて

自分の長所 (5月） 自分の長所 (7月） A さん0輝 (5月） A さん0輝 (7月）

・学室 でい いことをした 中 • お宗で、宿思iや洗涅 !l,を た た むf士芸;を蒟張っているや ・自分に対し て使しい.. 

・ワワガタ (.T)お世詰な ど` 大変だけ ど迫 張 つ てぃる‘ 記述なし （中 2里 子 に亜口を言われた ときはかわいそ うで した）

・たくさん勉弾をするようになった ．

自分の短所 (5月） 自分の短所 (7月） A さんa疇 (5月） A さんa疇 (7月）

・学箋 で、おせっかい が ・ケ ー ムをやりすきないようにする < 記述なし 記述なし
遥ぎて怠られた． （たまにゲームのやりすぎがおる）

- 130 -



課題研究最終報告

下表は， 7月におこなった面談により，それぞれの児童の母親から聞き取った児童の変化をま

とめたものである。
表 12: 保護者から見た児童の変化

A 児 B 阻
学習面における精神的な変化が大きいと感し ・自分の気持ちをコントロールできるようになった。以前は，少し注意をしたたけですぐに怒り呂して話しあうことができな
ている。以前は，宿題でわからない問題があ かったが，今は蕗ち着いて開いてくれるので話し合いがてきるようになった。
ると泣いたり，怒ったり，あるいは母親に頼 ．娃2人とのトラプルも減ってきた。
りきったりしていたが， 6月頃からは自分で考 ・学習面においても家に帰ったらすぐに宿題から取り組むようになった。
えて粘り強く宿題をするようになった，ま ・学童ても以前のように指導してもすぐに怒るごとが少なくなり， 自分が悪いと思ったときは素直に受け入れ謝ることができ
た，ラインを利用してBさんとも相談しなが るようになったまた，指導に対して納得いかない場合には，とうして悪いのか説明を求めることが出てきたと学童羅員か
ら学習するようになった ら骰告を受けた

・学童ても遊びよりも宿題を優先するようになった。

一方，児童の大きな変化が短期間で得られた背景には，理科の授業における振り返り活動と同時

に，振り返り活動を通して得られた児童の自己理解•他者理解の深まりのさらなる促進のため，他

教科での授業実践や，学習時以外の場面でもそれらを活かした行動につなげたこともその要因の一

つだと考える。例えば， B児の場合、 トラブルが起こった時には振り返りを行い，気持ちをコント

ロールするための方法について考えさせ，それらを実行できた時に教師や友だちが行動の価値づけ

を繰り返し行う場面を設定した。言い換えるならば，理科の振り返り活動を各教科にも取り入れた

こと，学校の生活場面においても常にメタ認知を促す言葉かけをおこなったことが，児童のさらな

るメタ認知能力を扁めることにつなげられたのではないかと考察できる。

7. 成果と課題

(1)成果

①メタ認知を高めるための授業改善の提示

メタ認知や振り返りに関する先行研究を参考に，振り返りシートの活用方法やルーブリック表

の開発あるいはメタ認知を意識させるための 3つのキーワード，授業の展開場面で自分の思考過

程を振り返るための説明活動などをろう学校においても理科の授業を中心に示すことができた。

②理科におけるメタ認知の向上

アンケートや振り返りシート，児童の観察記録などをもとに検証した結果，理科の観察・実験

中における自分自身と他者との関わりによるメタ認知の向上が認められた。

③学習面における効果

学習方略を児童に意識させることで，自分に合った学習方略を考えられるようになってきてい

る。また，そのことが非認知主義的学習観から認知主義的学習観への傾向を強め，他教科への転

移につながり，学習面で良い効果が現れている。この結果については，植阪(2010)の研究におい

ても同様な結果となっている。

④行動面における効果

A児の課題である対人的なつながりを積極的に求め行動する向社会性スキルが向上しており，

B児との関わりだけでなく他の児童との関わりも持ちたいと考え行動するようになった。また，

B児の課題である相手とのトラブルを解消する攻撃性スキルにも改善がみられ， A児や他児との

トラブルが減り，他の教師からもほめられることが多くなっている。そして，そのことが家庭や

学童保育においても広がっていることが保護者面談より確認できた。

(2)課題

①研究の必要性

ろう学校におけるメタ認知に関する研究はほとんどなされていない現状であるため，これから

実践事例を増やしていかなければならないと考える。そのためにも，まずはメタ認知に関する理
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論や実践を周知していく必要がある。

②振り返り項目の見直しや授業改善

本研究において，先行研究を参考に振り返り項目を 3つに定めて振り返りシートやルーブリッ

ク表を作成し，授業で活用してきた。その実践において，「わからないこと，疑問に思ったこと」

の項目についてうまく記述ができていないことが明らかになったため，再度，振り返りシートや

ルーブリック表を含めた 3項目についての見直しや授業の改善をおこなう必要がある。

③メタ認知能力を高め，定着させるための授業連携

今年 3月におこなったメタ認知と振り返りに関するアンケートの結果より， 8割以上の教師が

児童•生徒に対してメタ認知の必要性を感じているが， 9割以上の教師がその手立てをどうした

らよいのかわからないという現状があった。今回，本研究における授業を数人の先生方に見ても

らった。授業後に， 「児童の理解に応じて，お互いに補いながら学びを深めていた」 「自分で学ん

だことを説明できるところを目標にしている（本当に理解できたのか？分かったつもりになってい

ないのか？）」などのコメントをいただいた。これからはメタ認知能力を高める授業を小学部だけ

でなく，幼稚部，中学部，高等部へと広げていきたい。この学部間の垣根を超えた授業連携が，ろ

う学校の子どもたちのメタ認知能力を高め，定着させることにつながると考える。
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