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小学校算数科における自己調整学習の実践研究

A Practical Study of Self-Regulation in Learning Arithmetic in an Elementary School 

島袋恵美子

Emiko SHIMABUKURO 

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

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。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。

その時自己調幣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罹き換えると，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，類似した問題を何問か解いたときに，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，未知と出会いながら既知を変容させていく，考えるための技術のような

ものを「学び方」と捉えた。

筆者はこれまでに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。メタ認知を育

むために授業のまとめの後に振り返りを書かせ，振り返りの段階を上げるため赤ペンでコメントを書い

た。このようなメタ認知的支援を行う中，児童にメタ認知の知識としての方略がなければ，メタ認知の技

能を働かせモニタリングしても間題を解決することができないことが課題となっていた。小学生の頃か

ら方略として，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。

2 研究の目的・方法

本研究は，教育心理学の分野で研究実践が行われている自己調整学習の理論を算数科の授業に適用さ

せ，自己調整学習の実践研究を提案し，その効果を検証する。

研究の方法は，自己調整学習の理論研究と先行実践分析を元に，算数学習における自己調整学習を踏

まえた授業実践を一単元のみでなく，年間を通して行う。

3. 先行研究より

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極的に関与している学習」である。どのように

して学習ができるようになるかというと， 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

に行うプロセスによって大きな影響を受け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「自己調整学

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， 自己調整学習の定義や特徴が異なる。そ
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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。圏藤 (2007)は，算数学習における自己調

整能力を明らかにし，その能力を図る指導を提案している。

しかし，算数学習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

はあまり行われていない。

これまでの先行研究では，自己調整学習の 3要素の「メ

夕認知」「学習方略」「動機づけ」のいずれかに焦点化し

た研究が主になっている。このことから，自己調整学習の

主要な 3要素を組み込んだ授業実践を図ることとした。

自己調整学習

図 1 自己調整学習の 3要素のイメージ

4. 研究の実際

研究期間 2019年4月 19日,....._,2019年 10月 10日

(1)動機づけ

「動機づけ」は，「外発的動機づけ」と「内発的動機づけ」の 2種類に分類されている。そのうち，「興

味」や「楽しさ」などのポジティブな感情から動機づけられる「内発的動機づけ」は，自己調整学習にお

いて重要な動機づけである。このような内発的動機づけを促すため，特に算数への苦手意識を持ってい

る児童がどの程度理解しているのかを確認しながら授業を進めた。授業の理解度が進むように，意識的に

指名しメタ認知を促し，学習方略を意識させることで問題を理解し解決するよう支援した。児童は苦手意

識をなくすことで算数が好きになり，授業が楽しくなることをねらいとした。

また，桜井(2012)は，自律性の程度による学習意欲の分類で「外発的動機づけ」をその自律性の程度に

よって 4つの調整スタイル（段階）に分類している。そのタイプの一つである「同一化的調整スタイル」

は，「外発的な動機づけ」の中でも「自分にとって重要だから」「必要だから」という価値観を持って学

習を進めるような自己実現に重要な動機づけと述べている。このような「同一化調整スタイル」にアプ

ローチをかけ学習意欲を促すため，授業の中で生活に活かせる問題に触れさせるなど算数学習への価値

の認識が高まっていくことをねらいとした。また，「学習方略」は中学校の数学の問題を解く時にも使え

る方略ということを伝え，学習意欲を促していった。

このように本研究においては，算数の学習が「好き」「楽しい」と考える「内発的動機づけ」と「算数

の学習が役に立つ」という「同一化的調整スタイル」の両面を支援するとした。

(2)学習方略

学習方略とは，藤澤 (2002) によると，学習を効果的に行うための方法や作戦のことである。記憶の構

造に関わる重要な方略から，ちょっとした工夫に過ぎない小さな方略まで様々なものがあると述べてい

る。このことから，算数の学習を効果的に進めていくための方法として，年間を通して様々な方略が出る

と考えられる。

4月 19日に「対称」の単元をスタートさせてから 10月 10日の「速さ」の単元までの全9単元で研

究を行った。下記に示している，算数の間題を解くときに使う方略を児童と共に「算数の術」と名付けた。

算数の学習を効果的に進めていくための方法として問題を解くときに，教師がよく使う術として示した

り，児童から出てきた方略を取り上げたりしながら共有していった。方略に関しては，10月単元までに出

た方略であり，下記に示してきた方略だけが算数学習においての効果的な方略ではない。他にも，そのよ

うな方略が存在するであろう。

また，児童が中学校において数学学習の様々な学習場面においてもここで述べてきた方略が使えるよ
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うに，それぞれの方略の説明をした後に，数学学習でも使えることを説明してきた。

その他，教室には授業で新しい算数の術が出てきたときに，カードに書いて教室に掲示し可視化した。

そうすることで児童が掲示された算数の術を使い，メタ認知しながら学習方略を選択することができる

ことをねらいとした。また，黒板用のカードも作成し授業の中で使った術を示し，意識化した。授業の中

では「今日は使えそうな術がある？」と発間し，導入段階で方略を意識させ間題を解かせた。

表 1 学習方略（算数の術）と単元

学習方略 学習方略の使い方（例） 単元名

①絵・図・表にし 問題．ゆき子さんたちはソフトボール投げをして投げた 対称・文字と式・分

て考える 距離を比べました。平均は 18mでした。ゆき子さんの 数のかけ算 ・分数の

記録は 24mです。 24mは平均の何倍でしょうか。分 わり算 ・小数と分数

数で表しましょう。JXX I の計算 ・曲線のある

形の面積 ・ならべ方
式 18Xx=24 と組み合わせ方 ・立きより (m) 1 8 24 

x=24718 
割合（倍） 1 X 

体の体積 ・速さ

②簡単な数字に 3 9 文字と式 ・分数のか
間題長さが一mで，重さが一kgの鉄の棒があります。同

おきかえる 4 5 け算 ・分数のわり算 ・

じ鉄の棒 lmの重さは何 kgでしょうか。 小数と分数計算・曲

線のある形の面積・
分数の部分を簡単な数字例えば 2mて:6kgにおき

ならべ方と組み合わ

かえる。 せ方・立体の体積・

速さ

③分かっている 間題 Aの車は， 270km進むのに 15 Lのガソリンを 文字と式 ・分数のか

こと，聞いている 使いました。Bの車は， 372km進むのに 24. 8 Lの け算 ・分数のわり算 ・

ことに線を引く ガソリンを使いました。100km進むのに，それぞれ何小数と分数の計算・

Lのガソリンが必要でしょうか。 曲線のある形の面

積 ・ならべ方と組み

合わせ方 ・立体の体

積 ・速さ

④予想して確か 間題．たけしさんたちはソフトボール投げをして，投げた 分数のかけ算 ・分数

める 距離を比べました。平均は 30mでした。たけしさんののわり算 ・小数と分

7 
記録は平均の一倍にあたります。たけしさんは何m投げ

数の計算 ・曲線のあ

5 る形の面積 ・ならベ

たでしょうか。 方と組み合わせ方 ・

7 
予想 ：平均の一倍だから， l倍より大きいので，答えは 30

立体の体積・速さ

5 

mより長い距離になるな。でもかけ算かわり算か分から

ない。とりあえず，わり算してみよう 。

確かめ：でてきた答えが，はじめの予想とあっているか
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⑤分けて考える

⑥ないものをあ

るとみて考える

⑦習ったことを

使う

⑧公式は意味を

理解する

⑨友達に説明す

る

⑩そろえる

(3) メタ認知

な。

答えが 21mで30mより短いのでこれはわり算ではなくか

け算だ。

間題次の立体の体積を求めよう。 曲線のある形の面

2つの立体に分けて体積を求めて足す0....  積 ・ならべ方と組み

合わせ方 ・立体の体

積 ・速さ

間題右の図のように半径 6C illの円を， ならべ方と組み合わ

直径で切った図形の面積を求めましょう。 せ方 ・立体の体積 ・

円があるとみて円の面積の半分と考える。 速さ

前時で習った樹形図を使う。 ならべ方と組み合わ

これまでに習った図形の面積の求め方を使う 。 せ方 ・立体の体積 ・

速さ

円の面積を求める公式を理解するには，まず丸いヒ ザ゚を 立体の体積 ・速さ

切り分けていくつかの三角形にするように，円の中心を通

るよう 小さなピースに切り分ける。そして上下半分ずつ

にして，切ったところを開いて ▼▼▼▼ と▲▲▲▲ という

形~'-~ しさら~'-~それを ▼▲▼▲▼▲▼▲ となるよっ互い違

いに組み合わせると「長方形」の形に近づく 。長方形の

面積の求め方は 「たてxよこ」で，つまりこの場合の底辺の

長さは「円周の半分」であり，高さは「半径」となる。

だから，円の面積を求める公式は半径x半径X3. 1 4 

で求められる。「直径--:-2」とは半径のことなので，これで「半

径x半径x3.14」という円の面積を求める公式が導き出さ

れる。

自分の考えを友達に説明する。自分の求めた方法を友 I速さ

達に説明する。

問題．次のア～ウの中でもっとも速いのはどれでしょう I速さ

か。

ア，時速 30kmで走る自動車

イ，分速 510mで走る自動車

ウ，秒速 10mで走る 100m競争の選手。

時速，分速，秒速どれかにそろえて考える。この場合は分

速にそろえると比較しやすい。

学習の中で次のようなメタ認知の視点をもたせるようにした。「この問題は分かるか」と自分自身に

モニターし問いかける。この問いかけに対し「よく分からないとか分かった」と自己評価し判断する。

そしてメタ認知の知識としての方略を参照し，自分の行動に働きかけコントロールする。

振り返りでは，メタ認知が機能するサイクルと考えることのできる 4 つの項目（事実•発見（気づき） ．

教訓 ・宣言）を取り入れたものを書かせた。この 4つの項目は事実をモニターし，発見（気づき）は自己
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評価することで，メタ認知の知識としての学習方略を教訓から見つけ出し，宣言しコントロールすること

である。方略を意識化させるため，今日の学習で使った術を記入させた。（図 2)

また，児童のメタ認知している振り返りの段階を上げるため「特定の問題に関する事実のみを記述す

る段階」から，「解決と結果について，理由も記述する段階」，「自分の学習に役立てようとする段階」，

そして「疑問や類推 ・一般化を図る段階」，最終的には 「算数全体について記述する段階」といった 5段

階に分けることができると重松 (2013)は述べている。そこで段階を移行させるため，赤ペンでコメント

し意識化していった。（図 2)

6
 

1 . 今日の攀●

2 • (覺 Jl) ・賃づいたこ

と ・分か ったこと

會ないこと・鰻●中に彎え

3が慶わ ったこと

B <次へ）・やってみたいこと

今日● った編（もしくは今日

の攀●のポイント）

図2 振り返り用紙の実際

5. 授業実践

(1)協同学習場面での自己調整学習

右図のような形をした花だんの面積を求める協同学習をおこなった。一人の児童

が「この白の部分を，あるとみて考え，あとから白の部分を引くと，この式になると話

した時，00さんは，あーそういうことという表情を見せた。最初，説明がむずかし

かったけど，00さんに分かりやすい説明ができた。もっと手を挙げていきたいで 図3 花だん

す。」と振り返りに書いている。一方説明で納得した児童は，「00さんの説明で図を分けて考える方法

や，ないところをあるとみて考えれば解けるという術が使えると思いました。」と書いている。ここでは

教える側が相手の反応を見ながら説明をしていたことから，「分かった」「分からない」というフィード

バックを言葉や表情で繰り返してくれる状況の中でその相手に分かるように説明しようと工夫し， 「学

習方略」の使用を児童同士で「メタ認知」している。そのことが自分自身の学習に効果的であったこと

が考えられる。

(2)全体説明場面での自己調整学習

「分数のわり算」の単元で，「 1と4分の 3Lの牛乳を 1回に 5分の 3L飲むと何回飲めるか」の問題

で，問題を全体で共有する段階において，「たとえばこの問題が，牛乳が 6Lあって 1回に 2Lずつ飲む問

題だったとしたら」という「簡単な数字を使う術」を使った説明をしていた。そこでこれまで式を立て

られなかった児童も納得する場面があった。

また，個人やグループで問題を解いた後，全体で共有する段階であらかじめ教師が用意していた術を

一つの術としてとりあげたり，協同学習の中で児童が使っていた方略を全体の前で発表させたりした。そ

うすることで，集団での他者の存在が Iもう 一人の自分」として客観視することで他者の外言が内面化さ

れたことが考えられる。

(3) 自己調整学習者として育てるために教師が意識したこと
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子どものメタ認知を促すために，代理発間を意識した。本来は児章自身が自らに間うべきことを，教師

が代わって児童に質間をした。例えば， 「こう時にはどの算数の術を使った？」「この問題では何を聞い

ているの？」である。

また，何をどうしていいのか何から手をつけていいのかが分からない児童の代わりに，教師が代理とし

て解決してみせた。その際に「難しいから図を書いてみよう」「予想ではこれくらいの数字になりそうだ

けど，これは大きすぎるから確かめてみよう」などと言いながら「学習方略」使用を意識し間題解決して

みせた。

また児童自身に自己評価の力を付けさせるため， 「数字を丁寧に書いてないから，自分の字を読み間違

えて計算ミスをしているよ」「三角形の場合は分かったけど，四角形はまだ解決されていないね」などと

教師が評価することで児童自身の自己評価へと内面化していけるよう「メタ認知」することを意識させ

ていった。

しかし，教師がいつまでも児童にこのような発間を繰り返したり，間題を解決して見せたり，自己評価

することを繰り返すのではなく，徐々に発間を直接的なものから間接的なものへと変えながら，児童の内

面に問いを内化させていけるように足場外しを行った。

6. 結果と考察

本研究の目的である自己調整学習の理論を算数科の授業に適用させた効果を検証するために，授業開

始の 4月と授業後 11月にアンケートを実施しその変容を確認した。その結果については表 2のとおりで

ある。

表2 「動機づけ」「メタ認知」「学習方略」に関するアンケート調査

自己調整学習 質問項目 授業開始 授業実施後

の3要素 月‘1’」

動機づけ 1. 私は算数の学習に意欲的に取り組んでいる。 88% 90% 

5. 私は，算数の授業が好きである。 60% 79% 

6. 私は算数の授業が楽しい。 67% 78% 

7. 私は，算数の学習は将来役に立つと思う。 79% 91% 

学習方略 2. 私は，予習復習など塾を除いた家庭学習に毎日取り組んでいる。 7 6% 76% 

8. 私は，毎時間の算数の授業の予習や準備をして授業に臨んでいる。 79% 91% 

10. 私は算数の間題を解くときに算数の術を使って解く。 4 1 % 84% 

メタ認知 3. 私は算数の授業を理解できる。 79% 88% 

4. 私は，毎時間の算数の授業のめあてを理解している。 79% 91% 

9. 私は，毎時間の算数の終わりに，めあてをどれだけ達成できたかを振り返っている。 7 6% 79% 

(1) 「動機づけ」の項目における変容

「1. 私は算数の学習に意欲的に取り組んでいる。」は肯定層（よく当てはまる・少し当てはまる）

が 88%から 90%へ変容した。また，「 5. 私は算数の授業が好きである。」という 「内発的動機づけ」

に関わる項目においても 60%から 79%に増加した。さらに，「 6.私は，算数の授業が楽しい。」という

項目においても 67%から 78%に変容した。この要因として，学習が進むにつれ算数の授業内容の理解が

促され，その自覚化が「動機づけ」を促したことが推察された。児童の学びの内実について，どの程度促

進されたのかを検証するために， 11月に行われた沖縄県学力到達度調査で評価した。調査の結果から介

入学級 (63.8%) は沖縄県平均 (58.7%) より高い結果となっている。これは，櫻井 (2017) の「授業内

容がよく理解できていればその結果としてよい成績をとることも多くなるであろう。それゆえ，学業に関
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する有能感が高まり，有能さへの欲求も充足されるであろう 。」と述べていることから「動機づけ」を促

した可能性が考えられる。

「7算数の学習は将来役に立つと思う 。」という 「外発的動機づけ（同一化的調整スタイル）」に関わ

る項目においては肯定層が 79%から 91%と増加した。この要因として，算数学習への価値の認識が授業

の中での生活に活かせる間題に触れたりしたことが将来役に立つことへと繋がっていったことが考えら

れる。

(2) 「学習方略」の項目における変容

「8.私は，毎時間の算数の授業の予習や準備をして授業に臨んでいる。」という項目において肯定層

（よく当てはまる ・少し当てはまる）は，79%から 91%に増加した。また，「10. 私は算数の間題を解く

ときに算数の術を使って解く 。」 という項目において 41%から 84%に増加した。この要因として協同で

の学習や， 学習方略の可視化により「学習方略」の獲得が促された可能性が推察される。

一方，「 2.私は，予習復習など塾を除いた家庭学習に毎日取り組んでいる。」という項目においては 76%

から変化が見られなかった。この要囚として，単元開始前から家庭学習への価値の認識は変わっていない

ことが考えられる。また，毎日家庭学習を行う児菌が固定化している可能性が推察される。

(3) 「メタ認知」の項目における変容

「3.私は算数の授業を理解できる。」 の項目において，肯定層（よく当てはまる ・少し当てはまる）

は，79%から 88%に変容した。そして，「 4.私は，毎時間の算数の授業のめあてを理解している。」 とい

う項目においては，79%から 91%に増加した。また，「 9.私は，毎時間の算数の終わりに，めあてをどれだ

け達成できたかを振り返っている。」という項目においては，76%から 79%に変容した。

これらの要因として各授業における学びを，メタ認知が機能するサイクルと考えることのできる 4つ

の項目（事実 • 発見（気づき） ・ 教訓 ・ 宣言）で振り返りを行ったことにより 算数の術が促進された可能

性が推察される。また，教師がメタ認知を代行することを意識していったことが授業理解へ繋がったこと

が考えられる。

(4)算数が苦手な子ども A児の自己調整学習者への変化

本研究を通して，算数の苦手な児童全員に変化が見られたわけではないが， 一例をA児の変化につい

て検討する。A児は 4月の時点は，名簿順の関係で一番後ろに座り学習をしていた。A児は授業中顔を下

に向けて手遊びをしていたり，不必要な物も机上に出したりしていた。授業が終了するころには机上の学

習用具が机の下に落ちてしまっていても拾おうとしなかった。5月後半の授業後の振り返りには，「絵を

みて何を表しているものが何かを考えようとしたけど「算数の術」を使っても考えることができなかっ

た。」と書いている。また授業の中での発表も，教師が意図的にA児を指名することをしてきたが最初は

指名されて嫌な様子で，ノートの記述も 4月当初，板書さえも写せていないノートであった。またA児は

単元テストにおいても 4月単元では 60点以下のC評価で， 4月の全国学力学習状況調査でも沖縄県平均

以下であった。

そこで 5月の席替えでは教師が意図をもって席替えを実施し， A児は教卓の目の前にして，まず顔を

あげ手遊びをなくすように注意を向けていった。その後授業では，協働学習を多く取り入れていった。

また自分の考えを伝える対話的な学習も毎時間取り入れることで，「分かった」「分からない」というフ

ィードバックを言葉や表情で繰り返してくれる状況を作った。また教師が意図的に指名し，メタ認知を代

行する質間を多く取り入れていった。9月の振り返りでは，「友達の考えで約分するとスムーズにできる

ことが分かった。」 と書かれている。また，自主的に挙手し発言する様子も見られるようになり，ノート

には，図や表を使って考えようとした形跡が残されるようになった。単元テストでは 11月には 80点以

上のA評価まで変容し， 11月に行われた沖縄県学力到達度調査でも，沖縄県平均を超える 60%の正答率

であった。11月の授業後の振り返りには，「やっばり算数は分かったら楽しい。」 と書いている。
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このことからA児は「メタ認知」しながら「学習方略」を獲得することで「算数は楽しい」と「動機

づけ」られていったことが推測される。このようなことから，自己調整学習の主要な 3要素を組み込んだ

授業実践の効果を検証できたと考えた。

7. 成果と課題

本研究では，自己調整学習の理論を算数科の授業に適用させ，自己調整学習の実践研究を提案し，その

効果を検証することを目的とした。この目的を達成するために自己調整学習の理論に基づき，「メタ認知」

「動機づけ」「学習方略」を算数科の授業実践に組み込み，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，中学生になっても自分で，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。研究結果と考察より 一定の効果が検証された。また，「算

数の授業が好き」という内発的動機づけに向上がみられた。このことから中学生になると学習意欲が低

減し「数学が好きでない」生徒が増える教育課題に対して，本研究は，その改善に向けての示唆となるも

のと考えられる。また，筆者が自己調整学習の 3要素の一つである「メタ認知」だけに焦点化した研究を

行った際の，課題点であった「メタ認知」の知識としての「学習方略」が今回の研究で具体的になった。

また，「メタ認知J「動機づけ」「学習方略」の 3要素を組み込んだ学習によって 3つの要素が連動し，「メ

夕認知」が「学習方略」を促し，その結果「動機づけ」を促し能動的に学習する自己調整学習者として変

容していく姿を見取ることができた。

一方，本研究において，「メタ認知」「動機づけ」「学習方略」の 3要素とその関連性を測定する尺度の

開発が課題として残された。また，算数の学習方略を児童と 10個作りあげてきたが，これらの学習方略は

4月から 11月の授業の中であげられたもので他にも学習方略が存在すると充分考えられる。また，自己

調整学習者へと十分な変容が見られなかった児童もいる。

筆者は本研究を通して得られた知見を基に学校現場での実践を通して自己調整学習能力の育成を図

る指導の改良をしていかなければならないと考えている。
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