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高校理科（化学分野）における高校生の学習意欲の一考察

ー学習意欲を引き出す授業実践に向けて―

A Study of Students'Motivation to Learn in Chemistry Class at High School 

: For the Class Enhancing Motivation for Learning 

城 間 樹

Itsuki SHIROMA 

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 (2017)は『沖縄県教育振興基本計画』で，「自ら学ぶ意欲を育む学校教育の充実」

を掲げており，それに向けた授業改善の視点として『わかる授業 SupportGuide』（沖縄県教育委員会，

2013) において学習に向かう態度を育成することを挙げている。

昨年度，筆者は裔等学校で授業実践を行った。授業における生徒の様子は，筆者の説明や指示は聞く

ものの，授業に対して受動的な様子であった。理由として，筆者が講義形式で教科書を解説する場面が

多く，テストの間題が解けることを目指した授業をしていたことが考えられる。そのため，生徒は正答

がわからない場合には発言せず，授業に対して受動的になっていたと思われる。他方，協同で課題解決

をさせた場面で，生徒はグループで話し合いながら課題に取り組み，筆者に対して質問しており，意欲

的に学習に向かっていた。

生徒が意欲的に学習に取り組んだ要囚として，課題に協同で取り組ませたことで関係志向 1)の学習動

機が高まったことが考えられる。他にも，授業が講義形式なものから協同で課題に取り組む場面に移っ

たことで，生徒の姿勢が受動的に話を聞くものから主体的に考えるものへと変化したことも考えられる。

このように，生徒が意欲的に授業に取り組む要因は多様にあるだろう。

以上より，生徒の学習意欲に着目した授業改善 ・エ夫が重要であると考える。そこで，本研究では生

徒の学習意欲を引き出すような視点を取り入れた授業実践を行い，その検討を行う。具体的には生徒の

学習意欲を引き出す手立てとして，協同学習の視点や確認問題に取り組ませる場面を取り入れた授業実

践を行い，生徒が意欲的に授業に取り組んだ授業場面において，その要因の検討を行うこととする。

2. 研究の目的

高校理科（化学分野）において，協同学習や問題に取り組む場面を設けること等の手立てを取り入れ

た授業実践を行い，授業における生徒の様子から学習意欲が高まったと考えられる場面において，その

要因の検討を行う。

3. 方法

(1) 質問紙調査

沖縄県立A高等学校の教員と生徒を対象に，授業において生徒が意欲的である場面とそのための支

援について把握するため，以下のような質問紙調査を行った。本アンケートの結果は，授業づくりの

参考とした。
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①教員用アンケート

授業中の生徒の意欲的な行動について，「授業中における生徒のどのような行動で，生徒が意欲的

に授業に参加 していると判断しますか。」，「生徒の行動を促すための教師の支援はどんなものがあ

ると考えていますか。」の 2項目について選択肢による回答を求めた。さらに，「普段から意欲的な

授業づくりで心掛けていることや苦労 していること等を記入してください。」という項目に対して

自由記述で回答を求めた。

②生徒用アンケート

生徒の学習意欲について把握するため，「 どんな時に 『勉強しよう 』 と思いますか。」につい

て自 由記述で回答を求めた。さらに，生徒の学習動機について把握するため，市川 (2001)を

参考に， 23項 目5件法による質問紙調査を行った。その際，質問項 目の文言を A高等学校の

生徒の実態に沿うように修正した。

(2) 授業実践

2019年 10月 7日から 11月 6日に， A高等学校の「化学基礎」を選択している 2年生 aクラス (32

名） ，3年生 bクラス (20名）と cクラス (18名）を対象に生徒の学習意欲に着目した授業実践を行

った。その際，筆者の所感や授業で用いたワークシー トを参考に授業 リフレクションを行い，その後

の授業改善に活用した。

(3) 授業参与記録

授業中の生徒の様子について，授業参観者による授業記録を行った。ここで，授業参与記録や授業

参観者からの指摘等は，授業 リフレクションの際に筆者がまとめ，後の授業改善のための参考と した。

(4) ICレコーダー

aクラスのみ，グループ (3-4名）に ICレコーダーを1台配布し，授業中の生徒の発言を記録し

た。

(5) ワークシートより

毎時間の授業の最後にワークシー トに「本時の授業は頑張ろうと思いま したか。」， 「次の授業は頑張

ろうと思いますか。」等の項目に対して，生徒に自 山記述をさせた。

4. 結果と考察

(1) 質問紙調査

①教員用アンケート

A高等学校の教員に対して質問紙調査を行ったところ， 16件の有効回答を得られた。回答数の多い

ものを表 1に示す。

表 1 質問項目と回答 （出現数は括弧内に示す）

問 1 授業中における生徒のどのような行動で，生徒が意欲的に授業に参加していると判断しますか。

・課題や問題等を自分自身の力で解こうとしている (15)

• 他者の話をよく聞いている (14)

• わからないことや疑問を積極的に質間している (14)

・クラスメイ トと課題に取り組んでいる (12)

問2 生徒の行動を促すための教師の支援はどんなものがあると考えていますか。

• 生徒に典味がありそうな トピックを取り上げている (13)

・積極的に生徒を褒める (12)

・実践的な課題や問題を用意する (11)

問3 普段から意欲的な授業づくりで心掛けていることや苦労していること等を記入してください。

・座学と実践を交互に入れることで意欲が高まってます。(9)

・身近な話題で興味関心を引こうとしているが， 50分続かない。(5)
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間 1より，授業における生徒の意欲的な行動として，課題に対して進んで取り組むことや他者の話

を聞くこと，質問をすること等，生徒が主体的に授業に取り組むことが挙がった。間 2と間 3より，

それらの行動を引き出す手立てとして，生徒の興味を引くことや実用的な課題に取り組む場面を取り

入れること等の回答が多かった。

これらの回答を概観すると ，生徒の興味を引くトピックや実用的な課題等を取り入れること，生徒

が課題や活動に取り組む場面を設けることにより ，生徒が意欲的に授業に取り組めると考える。

②生徒用アンケート

A高等学校の生徒に対して質間紙調査を行ったところ， 50件の有効回答を得た（表 2)。

表2 各志向の数値 （男子 32名，女子 18名）

充実志向 訓練志向 実用志向 関係志向 自尊志向 報酬志向

平均 (SD) 3. 06 (. 96) 2. 98 (. 84) 3. 20 (. 82) 2. 68 (. 77) 2. 84 (. 91) 2. 39 (. 94) 

各志向の平均を見ると，実用志向 2)が最も高い。このことから， A高等学校の生徒の学習意欲を引

き出す手立てとして，授業において日常生活や将来の職業に関わる学習内容等を授業に取り入れるこ

とが考えられる。

また，自由記述で回答を求めた「どんな時に 『勉強しよう 』と思いますか。」 の項目について，そ

の回答を表 3にまとめた。

表3 自由記述による回答 （出現数は括弧内に示す）

問 1 どんなときに勉強しようと思いますか。

B : テス ト前と検定前 (36)

C: 自分のテストの点数が低かったときや問題を見てなにがなんだかわからないとき (13)

D: 提出物があるとき (7)

記述Bから，テストや検定等の前後において生徒の学習意欲が高まることが伺える。さらに，記述

Cより，テス トの結果や問題演習の場面における自己評価が学習意欲につながるような記述も見られ

た。これらは成績や自身に対する評価に係る自尊志向 3)の学習動機が高まる場面であることが考えら

れる。また，記述Dより ，授業内外の課題や提出物等の外的な要因によって学習意欲が高まることも

伺える。

これらのことから，生徒は自尊志向の学習動機が裔まる場面や外的な要因があるときに学習に意欲

的に取り組むことが伺える。佐藤 (2018)は，自尊志向は外的な条件に起因して高まる学習動機であ

ることを踏まえた上で，学習に気持ちが向きにくい場面においては，それらの志向を高めることの有

効性を指摘している。 したがって，A高等学校の生徒の学習意欲を引き出すためには，テス トや成績

等の評価や提出物といった外的な要因を活用 した手立てが有効であることが示唆される。具体的には，

授業内で確認テストを実施すること，確認間題や副教材等を用いて学習内容を問う場面を設けること

等の手立てが有効であると考えられる。

(2) 授業実践

①期間 2019年 10月 7日から 11月 6日

②対象 沖縄県立A高等学校 2・3年生化学基礎選択クラス（計 70名）

③単元 物質の構成

④教科書 『改訂新編化学基礎』（竹内ほか， 2019)東京書籍， pp.62-85

⑤単元計画

本単元は，主に物質の共有結合を扱う範囲であり ，電子に着目した分子の結合の様相，分子の形や

結合による物質の性質の違い，金属の結合と性質等について扱う内容であった（表 4)。
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表4 単元計画

時数 授業内容

第 1時 共有結合について学習し，結合に関与する原子の最外殻電子を電子式で表す。

第 2時 原子の電子式を基に，分子の共有結合の様子を電子式で表す。

第 3時 分子の共有結合の様子について価標を用いた構造式で表す。

第 4時 分子模型を用いて，分子の形について学習する。

第 5時 電気陰性度と結合の極性について学習し，実験を通して極性分子 ・無極性分子の性質を確かめる。

第 6時
物質の結びつきによる性質の違いについて着目させながら，分子結晶と共有結合の結晶のつくりや

性質について学習する。

第 7時 金属結合について学習し，身近な製品に活かされている金属の性質について考えさせる。

(3)学習意欲を引き出す授業改善

授業を行った筆者の所感と授業参与記録や ICレコーダー，生徒のワークシー ト等から，本実践にお

ける授業改善と生徒の様子は以下のようになった。

①第 1時から第 3時

先の実習やアンケートの結果を受け，電子式や構造式の表し方を協同で考えさせる場面を設けた。

筆者が学習内容を概説する場面において，生徒は受動的に説明を聞きながらワークシー トの空欄に適

語を記入していた。筆者主体で学習内容を説明している時間が長かったことにより，生徒が受動的に

なっていたことが考えられる。 一方，協同で確認間題に取り組ませた場面においては，グループ内で

相互に話し合いながら取り組んでいる生徒や教科書を参照 しながら取り組む生徒もおり，主体的に活

動していた。筆者が授業内容を説明する場面に比べて，生徒が協同で確認問題に取り組む場面では，

生徒がグループで話し合うことや教科書を調べること等の多様な取り組み方ができ，より主体的に授

業に参加できたと考えられる。これらのことから，授業における生徒の学習意欲を引き出す手立てと

して，授業者主体で学習内容を概説する場面を減らし，間題に取り組む場面や協同で考えさせる場面

等，生徒主体となる活動を取り入れることは有効であることがわかる。

②第 4時

第 1時から第 3時より ，授業者主体で説明する場面を減らし，生徒主体となる活動を取り入れるこ

とは有効であることが示唆された。このことを踏まえ，第4時では生徒主体で活動する場面として，

協同で模型を組み立てさせる場面を設けた。具体的には，ペア毎に模型を配布 して組み立てさせ，筆

者がその形について「この分子は，どんな形をしていますか」と発問 した。その結果，生徒が協同で

模型を組み立て，分子の形について意欲的に話し合う様子が見られた。さらに，分子の形を問う発間

に対しては「テ トラポッド」や 「クラゲみたい」，「ばい菌マン型」等，積極的に解答しており ，模型

に着目して分子の形について考えていた。寺島 (2014)は，模型作りを取り入れた実践を通して，生

徒の学習教材に対する興味 • 関心が高まったと述べている。本実践においては，分子の模型を組み立

てさせたことで，生徒の興味 • 関心が高まり ，生徒は授業に意欲的に取り組んだことが考えられる。

これらことから，授業における生徒の学習意欲を引き出す手立てとして，模型を用いることは有効で

あったことが示唆される。

③第 5時

第 1時から第 3時より，間題に取り組む場面や協同で考えさせる場面が有効であることが示唆され

た。このことから，第 5時では生徒がグループで協同して行う実験場面を設けた。実験中，生徒は目

の削で起こる現象やその要因についてグループで意欲的に話し合っていた。 加えて，実験結果を踏ま

えて， 目の前で起きている現象と身近な製品との類似性を見出 している生徒もおり，淮んで実験に参

加 していた。また，普段は机に伏せている頻度が高い生徒も，実験には積極的に取り組んでいた。海

老崎 (2012 ) は ， 授業実践において，実験は目の前で起こる現象対する生徒の興味 • 関心を高める手



− 141 −

課題研究最終報告

立てとなることを述べている。本実践においても，実験を取り入れることは，確認間題に取り組ませ

ることや模型を組み立てさせることとは異なり，様々な現象を目の当たりにするため，生徒の興味を

引きやすかったと考える。そのため，生徒は実験に際して意欲的に取り組んでいたことが考えられる。

これらのことから，実験を取り入れることは，生徒の学習意欲を引き出す手立てとして有効であると

考える。

④第 6時

これまでの授業を鑑みると ，生徒の学習意欲を引き出す手立てとして，間題に取り組ませる場面や

協同学習を取り入れること等が有効であると考えられる。そこで，第 6時では，筆者が授業内容を説

明する場面を減らし，その代わりに生徒に教科書の内容をワークシートにまとめさせ，その内容を生

徒に板書させた。教科書の内容をまとめさせた場面では，生徒は教科書の本文や図についてグループ

で話し合いながら主体的に取り組み，積極的に板書をしていた。生徒のワークシートから，筆者の補

足説明や授業内容のポイントを本人なりにまとめている生徒もおり，「分子結晶と共有結合の結晶の

違いは何かということを理解しようと頑張った。」という意欲的なコメントも見られた。これらのこと

から，筆者主体で授業内容を概説する場面を減らし，生徒主体で活動する場面を増やすことで，生徒

はグループで話し合い，進んで板書する等，教科書の内容をまとめる活動に意欲的に取り組んでいた。

⑤第 7時

教員用アンケートでは，生徒の学習意欲を引き出す手立てとして，生徒が興味を持つようなトピッ

クを取り入れることが挙がった。これを踏まえて，授業内容に対する興味を持たせるよう，第 7時で

は，授業の導入で「身の回りの金属には，どんなものがあるでしょう？」と発間し，生徒に身近な金

属製品や金属を使ったものを列挙させた。その場面では，生徒はグループで話し合いながら身近な金

属を挙げており，馴染み深い製品や誰も思いつかないような個性的な解答を出せるように話し合って

いるグループもあった。加えて，普段は授業とは直接関係のない雑談が多いグループにおいても，身

近な金属製品について積極的に話し合っており，「先生，鏡って金属光沢だよね。」と筆者に対して質

間していた。畑中 (2018) は，学習者の興味• 関心を高めるために発間を用いることを述べている。

このことから，本時の内容に関わる発問を通して，生徒の興味や関心が高まり，活動に意欲的に取り

組んだと考えられる。これらのことから，学習意欲を引き出す手立てとして，授業内容に関わる具体

物に着目させることや発問を通して考えさせることが有効であると考えられる。

(4)授業参与記録から見る生徒Aと生徒Bの様子

授業参与記録から，学習意欲についてより詳細に見るため，第 1時に 8割程度の時間を机に伏せて

いた bクラスの生徒Aとaクラスの生徒Bの授業中の様子を追った。

①生徒A

第 1時において，生徒Aは筆者が授業内容について概説する場面では机に伏せていたが，ワークシ

ートの空欄はスクリーンを見て書き写していた。その後，協同でワークシートの確認問題に取り組む

場面では机に伏せ，解答の際は隣の生徒の答えを書き写していた。

第4時の模型を用いる場面では模型を組み立てて分子の形を確認しており ，筆者の発問に応答して

いる様子が見られた。また，授業後半のワークシートの確認間題や副教材で演習する場面では，ワー

クシートや教科書を参照し，隣の生徒の解答を参考にしながら間題に取り組んでいた。第 5時の分子

の極性についてグループで考える場面において，確認問題に取り組んでいた。その後，生徒実験でも

積極的に取り組んでおり，筆者の演示実験にも注目していた。

これらのことから，生徒Aは確認間題を解くことや実験を行うことには意欲的に取り組んでおり，

第 1時に比して机に伏せる時間が短くなった。特に，実験に対しては興味を示 しており， 積極的に取

り組んでいた。したがって，課題に取り組む場面を取り入れることや実験を通して興味を引くこと等



− 142 −

課題研究最終報告

が，生徒Aの学習意欲を引き出した手立てとなったと考える。

②生徒B

生徒Aと同様，生徒Bも第 1時は殆どの時間を机に伏せていた。筆者が学習内容を概説した場面で

はワークシートの空欄を殆ど記入していなかった。授業後半の協同で確認間題に取り組む場面では机

に伏せており，問題に全く取り組んでいなかった。第 2時において，筆者が学習内容を概説した場面

で，生徒Bは髪を触ったり机に伏せたりして，周囲の生徒との私語も多かった。また，第4時で，生

徒Aは模型を用いて活動に参加していたのに対して，生徒Bは模型に興味を示したものの，それを組

み立てて分子の形を確認することはせず，殆どの時間を机に伏せていた。

一方で，生徒Bが活動に参加する場面もあった。生徒実験を行った第 5時で，生徒Bは実験に興味

を示しており，グループで実験結果を確認している様子が見られた。実験の操作や片付けもグループ

で分担して取り組んでおり，机に伏せる時間が短くなった。

これらことから，生徒Aと同様に，生徒Bも実験に対しては興味を示し，意欲的に取り組んでいた。

したがって，生徒Aと生徒Bには，生徒実験を取り入れることが学習意欲を引き出す手立てとなり得

ると考えられる。一方で，生徒Aに対しては課題に取り組む場面を取り入れることが学習意欲を引き

出す手立てとして挙がったが，生徒Bに対しては授業中に机に伏せている様子は変わらなかった。し

たがって，授業に取り入れた手立てが，ある生徒に有効であっても，他の生徒にも有効であるとは限

らないことが伺える。これに関して，生徒Bの学習意欲を引き出す手立てについては，本人に対する

生徒理解を深めた上で改めて検討する必要がある。

(5) ICレコーダー

a クラスの授業において，各グループに IC レコーダーを配布し，授業中の生徒の発言を記録した

（表 5)。

表5 ICレコーダーによる記録

第 1時 （確認問題に協同で取り組ませた場面）

Al 「9個以上のときって， どうすんの？」

Bl 「詰める」

A2 「最外殻電子って，価電子になるの？」

B2 「最外殻電子が 9個になることはないのではないか，もしかしたら。」

Cl 「席が 2つつうことだし。 9以上， どうなんのかな？ 席 2しかないつつてただろ。」

第5時 （生徒実験の場面）

Dl 「あれ，混ざる理由は何なの？ あ，混ざらない理由は，無極性？」

El 「極性と無極性だから。 逆に，無極性と無極性だから，今。•••のかな ？ と思います，僕は。」

第 6時 （教科書を参照させてプリントにまとめさせた場面）

F 1 「正四面体の中心と頂点に位置している。この正四面体がいくつも結合して形成されている。割と

この形なんだね， 自然生成物でも。おもしろいな。」

第 7時 （身近な金属や金属製品について発問した場面）

Gl 「斜め上のやつ出したい。」

Hl 「包丁とかは？」

Al-Clで，生徒はグループで最外殻電子が 9個のときの原子の電子式について話し合っている。

このことから，協同で確認間題に取り組むことを通して，生徒が意欲的に課題解決を進める様子が見

受けられる。ここでのワークシートの自由記述（表 6, 記述 I)より，生徒は確認問題に取り組む場

面やグループで協同する場面で意欲的であることが伺える。岡田 (2015) は，学習場面において友人

と様々な相互作用を通して学習に対する動機づけが高まると述べている。このことから，グループで

確認問題に取り組む場面では，生徒相互の関わりを通して関係志向が高まり，生徒の学習意欲を引き

出せたことが考えられる。

DlとElで，生徒は実験で起きた現象について意見を出し合い，結果を踏まえながら協同で考察
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しており，実験を通して目の当たりにする現象について，授業内容を踏まえながら積極的に考察して

いる様子が見受けられる。また，ワークシートより，「ジュースでもまがったりするのかなっておもっ

た。」のように実験結果について別の物質を用いた際の結果の予想するコメントや，「ラーメンでも同

じ事がおきる」のように実験結果と身近なものとの類似点を見出しているコメントがあり，実験に際

して多様に思考し，意欲的に取り組んでいた様子が伺える。吉岡 (2013) は，小学校理科において，

実験を通して興味 • 関心を引き付けることで，児童に疑問を持たせ，学ぼうとする意欲を高められた

と述べている。このことから， Dl と El のように，生徒実験によって興味 • 関心を引き，生徒が疑

間を持つことで，学習意欲を引き出すことができたと考えられる。

Flで，生徒は教科書本文の内容を確認し，新たに気付いたことを興味深く感じている様子が見受

けられる。また，授業において，グループで教科書の内容を確認し合い，図やイラストを見て気付い

たことや疑問に感じたこと等を話し合う様子からも，生徒が意欲的に活動していたことが伺える。

GlとHlで，生徒は発間についてグループで考えを出し合っている。これに関して，授業の様子

からも身近な金属や金属製品を列挙させた際に，グループで意見を出し合って考えている様子が伺え，

発問を通して身近な物質や製品についてグループで積極的に考えていた。このことから，発間を通し

て日常生活に関わるトピックについて考えさせたことで，生徒が意欲的に活動に取り組んだことが考

えられる。これに関して，生徒用アンケートより，実用志向が最も高かったこととも一致している。

これらのことから，生徒は確認問題に取り組む場面や実験場面等において，グループで協同しなが

ら意欲的に活動していることが伺え，授業における生徒の様子とも共通している。特に，グループで

協同して取り組む場面においては，既習の学習内容を確認する様子や意見を出し合って思考する様子

が見受けられる。 したがって，生徒の学習意欲を引き出す手立てとして，授業において生徒が協同で

学習に取り組める場面を設けることが有効であると考えられる。

(6) ワークシートより

授業で用いたワークシートの自由記述より，生徒が頑張ろうとした場面のコメントを以下にまと

めた（表 6)。表 6ではワークシートを提出していない生徒がいたため，各時間のワークシートの総数

が異なっている。

表6 生徒のワークシートのコメント（出現数は括弧内に示す）

第 1時から第 3時 (N=l66)

E: プリントを解くとき (37)

F: グループでやってみようのところで協力してやろうと思った (29)

第4時と第 5時 (N=88)

G: 分子のモデルを作る時 (7)

H: 実験で結果についての考察を考えること (27)

I : 友達と考えている時 (8)

第6時と第 7時 (N=52)

J : プリン トの調べ学習。(12)

記述Eと記述 Jより，生徒は確認問題を解く場面や教科書の内容をワークシートにまとめさせる場

面で意欲的に取り組んでいたことが伺える。特に，記述Eでは学習内容を理解した上で問題に取り組

もうとする様子や自力で間題を解こうとする姿勢も見受けられる。このことから，生徒は授業におい

て課題に取り組む場面で意欲的であったことが考えられる。

加えて，記述Fと記述 lょり，グループで活動する場面で意欲的に取り組んでいた様子が見受けら

れる。特に，記述Fはグループで教え合ったことや意見を出し合って取り組んだコメントであった。

また，第 4時と第 5時では，模型を用いて分子の形を確認させた場面や実験を行った場面において，

記述Gや記述Hのように進んで取り組んだ様子が見受けられる。

これらのことから，確認問題に取り組む場面や生徒実験の場面，教科書を参照させて取り組ませる
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場面において，生徒が進んで取り組んでいた様子が見受けられ，どの場面においても生徒が協同で取

り組んでいたことが伺える。岡田 (2008)は，協同学習における友人との相互作用が学習に対する肯

定的な態度や充実感につながると述べている。このことから，生徒が協同で学習に取り組む場面を設

けることは，生徒の学習意欲を引き出す手立てとなることが考えられる。しがたって，生徒の学習意

欲を引き出す手立てとして，間題演習や生徒実験等，生徒が協同で取り組む場面を設けることが有効

であることが考えられる。

5. まとめ

本研究を概観すると，以下のようにまとめることができる。

0確認間題に取り組ませた場面で，生徒は意欲的に取り組んでいた。

0生徒実験を取り入れた場面で生徒が意欲的に取り組んでいた。

0生徒は協同で活動する場面でも，進んで活動していた。

したがって，授業に問題演習や生徒実験を取り入れること，協同学習の場面を設けることは，生徒の

学習意欲を引き出す手立てとして有効であることが考えられる。

しかし，本研究では，生徒の学習意欲に対する見取り方について筆者の主観が大きいため，より客観

的に学習意欲を把握し分析できていない。また， 7時間という実践であったため，生徒の意欲的な姿勢

や態度等の変容や学習内容の理解まで併せて検討できていない。

本実践では，生徒の学習意欲に着目して授業を実践したが，生徒Bのように授業中に机に伏せ，あま

り変化の見られない生徒もいた。これに関しては，生徒の興味のあるものや好きな学習スタイル等に関

して理解を深め，それを踏まえて教材研究や授業方法を充実させること等，個の特性に応じた授業デザ

インを進めていく所存である。

注

1) 関係志向とは，他者との関係性に依拠した学習動機である（市川， 2001)。

2)実用志向とは，学習内容を自身の生活や将来に活かそうとする学習動機である（市川， 2001)。

3) 自尊志向とは，プライドや競争心等に依拠した学習動機である（市川， 2001)。
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