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Problem-Based Learning とは	

•  知識は学習者が自ら構築するものであるという構成主義
の考えにそって学習がデザインされている	

•  真正性の高い課題（シナリオと呼ばれる）に少人数のグ
ループで取り組み、学習者自身が学びをマネージメントし、
それを教員がファシリテータとしてサポートするという活動
の枠組みをもつ	

•  学習プロセスは明確に定義され、活動デザインに反映され
ている	

湯浅且敏・大島純・大島律子（2011）「PBLデザインの特徴とその効果の検証」，『静岡大学情報学研究』16，pp.15-22.	
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事例 – シナリオ	

 1. 事実を抽出し問題を	
    見いだす	
 2. 解決策（仮説）を立てる	

 3. 学習課題を設定する	

 4. 教室外で追加情報を	
    集める	

6. 仮説を検証する	
5. 新しく得た知識と既有	
   の知識を統合する	

PBLの学習プロセス	

問題解決	
グループ学習	

（学習プロセス1〜3）	

グループ学習	
（学習プロセス5〜6）	

 個別学習	
（学習プロセス4）	
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PBLの効果	

•  統合された深い知識・理解の習得	
	
•  問題分析・問題解決能力の育成	
   ＊問題とその原因を明らかにし、判断や計画の実行にいたる能力やリソースを駆使	
       する能力	

	
•  対人関係能力の育成	
　＊グループにおける物事の進め方を理解し、他者の意見を引きだしながら結論に導く	
       能力	

	
•  継続的な学習意欲の涵養	

Barrows,H.S. (1998). The essentials of problem-based learning. Journal of Dental Education, 62, 630-633.	
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しかし、評価の場面では・・　知識・理解を問うテストのみ	

　たしかに、グループ学習で、教員評価を行っているけれど・・	
	
•  ファシリテータは学習支援とともに、7〜8名の学生をひとりで同

時に評価しており、適正な評価は現実には不可能	
•  グループ学習で発言しない学生を評価できない	
•  PBLを通して育まれる能力を適切に評価できていない状況は、

学習に対する学生のモチベーションを低下させるおそれがある	

学生の能力を直接評価する	
妥当性、信頼性、実行可能性ある評価方法を開発する	
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トリプルジャンプとは	

•  PBLの評価方法として、問題分析・問題解決能力、自己学
習能力を評価するために、1975年にカナダのマクマスター
大学医学部で考案された	

	
•  いわば、学生と教員が一対一で行うPBLで、通常の学習

過程と同様に3つのステップからなり、通常はグループ学
習を行うステップ1とステップ3を教員とのやりとりに代えて
学生を評価する	

•  吉岡俊正（2004）「PBLと評価―学生評価、テューター評価、その他―」,吉田一郎・大西弘高編著『実践PBLテュートリアルガイド』南山堂.	
•  Mtshali,N.G. and Middleton,L. (2011). The triple jump assessment: Aligning learning and assessment. In Barrett,T. and Moore,S. eds. 

New approaches to problem-based learning: Revitalising your practice in higher education. New York: Routledge.	
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 1. 事実を抽出し問題を	
    見いだす	
 2. 解決策（仮説）を立てる	

 3. 学習課題を設定する	

 4. 教室外で追加情報を	
    集める	

6. 仮説を検証する	
5. 新しく得た知識と既有	
   の知識を統合する	

トリプルジャンプのステップ	

ステップ2	

学生と教員の対話	
（教室内）	

学生と教員の対話	
（教室内）	

自己学習（教室外）	

事例 – シナリオ	

ステップ1	

ステップ3	
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トリプルジャンプの妥当性と信頼性	

•  内容的・表面的妥当性をもつと考えられており、
世界的に広く認められている評価方法である	

	
•  評価者間の結果はある程度保たれるものの、

一般に信頼性はあまり高くない（marginal）	

•  教員の評価負担は大きい	

•  Blake,J.M., Norman,G.R., Smith,E.K.M. (1995). Report card from McMaster: Student evaluation at a problem-based medical 
school. The Lancet, 345, 899-902.	

•  Newman,M.J. (2005). Problem based learning: An introduction and overview of the key features of the approach. Journal of 
Veterinary Medical Education, 32, 12-20.	
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トリプルジャンプ改良における考え	

•  学生の問題解決能力を把握する	
	

•  形成的評価に用い、学習ツールとしての評価
とする	

	

•  ルーブリックにより評価基準を明確にし、信頼
性を向上させる	

	

•  ワークシートにより教員の評価負担を軽減さ
せる	
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改良版トリプルジャンプの構造と特徴	

ステップ1	
（PBLの学習プロセス1〜3）	

	

シナリオの問題を把握し、解決策を考え、必要な学習課題を設定する	
教室でワークシートに記述させる（60分間）	

ステップ2	
（PBLの学習プロセス4〜6）	

	

学習課題を調べ、解決策を検討し、最終解決策を提案する	

ステップ3	
	

相手から追加情報を収集し、解決策を修正して、実行する	
教員を相手に、ロールプレイさせ、	

その結果をフィードバックする（15分間）	

ー
（

学
生

提
示）

	

評
価	

ー
	

（

学
生

非
提
示）

	

評
価	

授業時間外にワークシートに記述させる（1週間）	
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事例 – シナリオ	

 1. 事実を抽出し問題を	
    見いだす	
 2. 解決策（仮説）を立てる	

 3. 学習課題を設定する	

 4. 教室外で追加情報を	
    集める	

6. 仮説を検証する	
5. 新しく得た知識と既有	
   の知識を統合する	

改良版トリプルジャンプのステップ	

ステップ2	

ステップ3	

ワークシートの質問に回答	
（教室内）	

自己学習とワークシートの質問に回答	
（教室外）	

解決策の実行	
	

学生と教員の	
ロールプレイとフィードバック	

（教室内）	

ステップ1	
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シナリオ	

「わたしって、ダメな歯学部生？」	
	
　あなたは新潟大学歯学部の2年生です。4月から専門科目の授業が始まり、解剖
学や生理学を学んでいますが、PBLという新しい学習方法にまだ慣れず、また学習
内容も急に難しくなったように感じられ、不安を抱えながら悪戦苦闘の毎日です。	
　そんなある日、全学のサークルで知り合った友人の佐藤　彰くん（工学部3年生）
が、左の頬を腫らして近づいてきました。彼は3日前に、近くの歯科医院で、下顎の
左側智歯を抜去したとのことですが、いまだに左側の下唇に麻酔がかかっているよ
うな感じが残っており、ご飯粒がついていてもわからないといいます。また、抜歯し
てから口を大きく開けられなくなり、飲み込むときにノドの左側に痛みもあるとのこと
で、食事がとりにくいと訴えています。	
　あなたが歯学部の学生であることから、なんでこんなことが起きているのか説明し
てほしいと頼まれましたが、あなたはどう答えてよいかわからず黙っていました。彼
は不安そうな顔をして、「次のサークルのときでいいから」と言って別の友人のとこ
ろに去っていきました。彼の後ろ姿を見ながら、将来、歯科医療従事者になるものと
して、せめて「大変だね」のひと言でもかけてあげればよかったと、あなたはちょっと
後悔しました。	
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ステップ1・2のワークシート	
ステップ1	
1-1.　シナリオから読みとれる「事実」を列挙してください。また、各事実の関係を、	
　　　「◯」や「→」などを使って図示してください。	
1-2.　事実から、このシナリオにおける「問題」を述べ、問題とした理由を説明して	
　　　ください。	
2.　　問題に対して何をもって解決とするか「目標」を定め、目標に到達するための	
　　 「解決策」を述べてください。また、あなたが解決策を着想するにいたった過	
      程を、これまでの学習や経験とも結びつけて説明してください。	
3.　　問題の解決に必要な知識や情報を補うための「学習課題」を設定し、なぜその	
　　　課題を学ぶ必要があるのか説明してください。	
	

ステップ2	
4.　　「学習結果」を述べ、その情報源（引用した図書や文献、ウェブサイトなど）	
　　　を記載してください。	
5-1.　あなたの考えた「解決策」の有効性や実行可能性を検討してください。検討の	
　　　ために、新たな知識や情報が必要であれば、追加学習を行ってください。	
5-2.　もし、すべての解決策が不適切と判断した場合は、2にもどり、解決策の着想	
　　　から学習を再開し、その内容を赤字で追記してください。	
6-1.　5での検討をもとに、問題に対する「最終的な解決策」を述べてください。	
6-2.　6-1で導きだした解決策をより効果的に実行するうえで、相手から「追加情	
　　　報」が必要な場合は、その情報と必要な理由を述べてください。	
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ステップ1・2のルーブリック	
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ステップ3のルーブリック	
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評価者間信頼性（前期）	

学生: N = 24 (新潟大学歯学部口腔生命福祉学科2013年度2年生)	
	

評価者: N = 3	
	

観点別の記述統計量と級内相関係数 ICC(2,3) 	
最小値 最大値 平均値 SD ICC (2,3) 最小値 最大値 平均値 SD ICC (2,3)

評価者A 1 3 1.71 .75 評価者A 0 2 .96 .69

評価者B 1 3 1.88 .68 評価者B 0 3 1.25 .68

評価者C 0 2 .83 .48 評価者C 0 2 .83 .48

評価者A 0 3 1.13 .80 評価者A 0 3 1.08 .83

評価者B 1 3 1.50 .59 評価者B 1 2 1.33 .48

評価者C 0 3 1.38 1.17 評価者C 0 2 .88 .54

評価者A 0 2 .67 .64 評価者A 0 3 1.08 .97

評価者B 1 2 1.25 .44 評価者B 1 3 1.50 .59

評価者C 0 2 .75 .79 評価者C 0 2 .63 .71

評価者A 1 2 1.21 .41 評価者A 1 3 1.50 .66

評価者B 1 2 1.29 .46 評価者B 1 3 1.63 .71

評価者C 0 2 1.08 .58 評価者C 0 3 1.13 .80

評価者A 0 3 .54 .72 評価者A 2 10 4.63 2.30

評価者B 0 3 .92 .72 評価者B 3 10 5.71 1.92

評価者C 0 2 .63 .58 評価者C 1 8 3.46 1.86

評価者A 0 3 1.21 .88 評価者A 2 9 4.54 1.84

評価者B 0 3 1.17 .70 評価者B 2 9 5.75 1.67

評価者C 0 3 .88 .61 評価者C 4 9 5.96 1.49

評価者A 3 16 6.46 2.89

評価者B 4 16 8.00 2.32

評価者C 2 14 5.54 2.99

評価者A 2 9 4.58 1.69

評価者B 2 9 4.92 1.47

評価者C 2 9 3.88 1.51

解決策の着想

.79

学習課題の設定

学習結果とリソース

解決策の検討

最終解決策の提案

.80

.68

.77

.85

.83

情報の統合

共感的態度

コミュニケーション

ステップ1・2 ステップ3

ステップ1・2
各観点の合計点

.84

ステップ1・2
総合印象点

.81

ステップ3
各観点の合計点

ステップ3
総合印象点

.87

.83

.44

.81

.77

.79

追加情報の収集問題発見
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評価者間信頼性（後期）	

学生: N = 24 (新潟大学歯学部口腔生命福祉学科2013年度2年生)	
	

評価者: N = 3	
	

観点別の記述統計量と級内相関係数 ICC(2,3) 	
最小値 最大値 平均値 SD ICC (2,3) 最小値 最大値 平均値 SD ICC (2,3)

評価者A 0 3 1.79 .66 評価者A 0 2 .58 .78

評価者B 0 3 1.92 .72 評価者B 0 2 .63 .71

評価者C 0 2 1.21 .83 評価者C 0 2 .71 .62

評価者A 0 3 1.87 .95 評価者A 0 3 1.62 .65

評価者B 1 3 1.87 .68 評価者B 0 2 1.33 .57

評価者C 1 3 1.75 .74 評価者C 1 2 1.54 .51

評価者A 1 3 1.83 .92 評価者A 1 3 1.83 .70

評価者B 1 3 1.83 .76 評価者B 1 3 1.29 .55

評価者C 1 3 1.83 .92 評価者C 1 3 1.46 .59

評価者A 1 3 1.75 .61 評価者A 0 3 1.58 .78

評価者B 1 3 1.79 .72 評価者B 1 3 1.58 .65

評価者C 0 3 1.79 1.10 評価者C 1 3 1.38 .65

評価者A 0 2 .79 .66 評価者A 1 11 5.63 2.16

評価者B 0 2 .88 .45 評価者B 2 10 4.83 1.83

評価者C 0 1 .96 .20 評価者C 3 9 5.08 1.64

評価者A 0 2 1.54 .59 評価者A 1 9 4.92 1.69

評価者B 0 2 1.33 .57 評価者B 2 9 6.29 1.55

評価者C 0 3 1.29 .81 評価者C 3 8 5.92 1.53

評価者A 3 15 9.58 3.37

評価者B 6 14 9.63 2.53

評価者C 4 15 8.83 2.88

評価者A 3 9 5.88 1.75

評価者B 5 9 6.71 1.23

評価者C 5 10 6.58 1.21

ステップ1・2
総合印象点

.75

最終解決策の提案 .70
ステップ3
総合印象点

.78

ステップ1・2
各観点の合計点

.91

学習結果とリソース .75 コミュニケーション .69

解決策の検討 .65
ステップ3

各観点の合計点
.85

解決策の着想 .87 情報の統合 .77

学習課題の設定 .86 共感的態度 .68

ステップ1・2 ステップ3

問題発見 .71 追加情報の収集 .84
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学習効果	
（改良版トリプルジャンプに対する学生の反応）	

カテゴリー：緊張と達成感	
「先生がたくさんいて、久しぶりに緊張しました」「先生がたくさんいらっしゃってとても緊張したが、自分の精一杯
の力を出しきれたと思うのでよかった」「先生がたのおかげてリラックスしてできました」	
	

カテゴリー：現実場面の想起と学習の深化	
「自分なりに佐藤くんに理解してもらうという目的のためにしっかり調べることができ、自分の理解も深まったの
でよかったです」	
	

カテゴリー：PBLの学習方法と現時点での能力の理解	
「自分のPBLのやり方について見直すことができた」「調べることは大変だったけど、自分の能力を見直すことが
できたので、やってよかったと思いました」「トリプルジャンプをしたことで、コミュニケーション能力が低いと実感
し、さまざまな面での自分の課題がはっきりとしました」「自分では気づけない部分を知れて、本当によかったで
す」「自分では気づかなかったところを教えていただき、とてもありがたかったです」	
	

カテゴリー：今後のPBLへの積極的な参加の意思	
「今度からは他人に頼らず自分でしっかりやろうと思った」「これからもPBLの学習を真剣に取り組みたい」	
	

カテゴリー：意味のある経験としてのトリプルジャンプの認識	
「いつもグループでやっていることを一人でやるのは大変だったが、少しはPBLの力がついたと思う」「先生がた
のアドバイスをたくさん聞けてよい経験になりました」「とても有意義なものでした」「はじめての勉強スタイルで、
はじめは困惑したが、とてもためになったと思います」「思ったより楽しかったです」	
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改良版トリプルジャンプの可能性	

•  改良版トリプルジャンプは、ワークシートによる筆記課
題とロールプレイという実演課題を組み合わせ、2つの
異なるタイプのルーブリックを用いたパフォーマンス評
価である	

	

•  学生の問題解決能力を把握できる	
	

•  ルーブリックを用いることにより、一定の信頼性が担保
される	

	

•  ワークシートを用いることにより、従来型に比べ、教員
の評価負担を軽減できる	

	
	

•  単に学習の評価であるだけでなく、それ自体が学生の
学習経験にもなるような「学習としての評価」になりえる	

20	



直接評価と間接評価との関連性	

京都大学大学院教育学研究科博士後期課程	
日本学術振興会特別研究員（DC1）　	

斎藤有吾	
21	



前期と後期の直接評価と	
間接評価のデータを用いた分析	

•  ここからは、「後期の直接評価に対し、前期の直接評価を統
制した際に、後期の授業における学習への取り組み方や態
度がどの程度の説明力を持ち、どのような影響をあたえるの
か」ということに関する探索的な検討を紹介する	

①  （そもそも）前期から後期への直接評価の得点（学生の能
力）は変化しているのか？	

②  前期から後期への能力の変化に、学習方略や授業への態
度がどのような影響を与えるか？	
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•  前期・後期のルーブリックの各観点の得点の比較	

23	

前期と後期の直接評価の得点の比較	



前期と後期の直接評価の得点の比較	

•  前期・後期のルーブリックの各観点および平均の記述統計・相関	

24	

平均値 標準偏差 相関係数
平均値差
（後期-前期） t値

前期 1.47 0.49
後期 1.64 0.62
前期 1.33 0.76
後期 1.83 0.71
前期 0.89 0.56
後期 1.83 0.76
前期 1.19 0.42
後期 1.78 0.68
前期 0.69 0.61
後期 0.88 0.37
前期 1.08 0.65
後期 1.39 0.53
前期 1.01 0.54
後期 0.64 0.61
前期 1.10 0.51
後期 1.50 0.48
前期 1.07 0.69
後期 1.53 0.50
前期 1.42 0.65
後期 1.51 0.55
前期 1.11 0.42
後期 1.56 0.45
前期 1.15 0.47
後期 1.30 0.42
前期 1.13 0.38
後期 1.43 0.37

全平均

*p＜.05

追加情報の収集

情報の統合

共感的態度

コミュニケーション

ステップ1・2平均

ステップ3平均

問題発見

解決策の着想

学習課題の設定

学習結果とリソース

解決策の検討

最終解決策の検討

0.33 n.s. 0.15 1.37 n.s.

0.61
*

0.30 4.38
*

0.53
*

0.10 0.80 n.s.

0.71
*

0.45 6.58
*

0.67
*

0.40 4.89
*

-0.11 n.s. 0.46 2.51
*

0.30 n.s. 0.31 2.13
*

0.20 n.s. -0.37 -2.51
*

0.42
*

0.58 4.53
*

0.34 n.s. 0.18 1.47 n.s.

0.75
*

0.50 4.71
*

0.56
*

0.95 7.20
*

0.19 n.s. 0.17 1.14 n.s.



前期と後期で直接評価の	
得点は変化しているか？	

•  前期と後期の直接評価の得点の平均値の比較	
Ø  t 検定(対応あり)の結果、概ね後期の得点が有意に高い  

（ = 能力は伸びている？）	
Ø ただし、パフォーマンス課題が前期と後期で異なるため、

直接的な平均値の比較が適切かどうかは検討の余地	

•  前期と後期の直接評価の得点の相関	
Ø ほぼ無相関～0.7程度の相関まで、観点によってさまざま	
Ø 少なくとも、前期と後期で、変化していないということはなさ

そう	
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前期と後期で直接評価の	
得点は変化しているか？	

•  前期と後期の直接評価の得点の相関	
Ø 例えば「ステップ1・2平均」で0.71	

	
•  前期と後期の「ステップ1・2平均」の散布図	

26	

回帰直線	

回帰直線とのズレが、前期の
得点では説明出来ない部分 

=	  変化（と捉える）	



直接評価の得点の変化には	
何が影響を与えているのか？	

•  前期の得点で後期の得点を予測した場合、R 2値は0.51（分
散説明率が51%）であり、未説明の部分（49%）は能力の変化
や測定上の誤差と捉えることができる	
Ø この未説明の部分には、後期のこの授業における学生
の学習への取り組み方や態度が反映されるのでは？	
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目的	

•  一つの授業の中で、評価の対象となっている能力に関して、
その能力の変化（授業を受ける前の能力では説明できない部
分）に、その授業における学生の学習への取り組み方や態度
がどのように影響を与えているのか？	

•  本発表では前期と後期の「ステップ1・2平均」の変化に対し、
「認知的な学習方略」と「主体的な授業態度」がどのような影
響を与えているのかを、交互作用効果も含めた上で探索的に
検討	
Ø  直接評価と間接評価から得られる情報の統合を目指すものであり、学

習支援の視点から有用な情報になりえる	
Ø  授業を受ける前と後の直接評価のデータと、どのような学習をしてい

たかという間接評価のデータがあって初めて出来る分析	

※なお、サンプルサイズはすべて24	
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方法 1	

•  改良版トリプルジャンプ（直接評価）は2013年度の前期
と後期の2回、評価者3名で実施された	

•  それらと同時期に、本授業における学生の学習への取
り組み方や態度（学習方略、主体的な授業態度、動機
づけなど）を捉えるための間接評価を実施	

•  学生に、本授業において全体的にどのような学習への
取り組み方や態度をとっていたかを自己回答式のアン
ケートで回答してもらった	
	 	→ 「授業用学習質問紙（CLQ）」	
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方法 2	

「授業用学習質問紙（CLQ）」
•  Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie（1991）を参考に、「リハーサ

ル方略」「精緻化方略」「体制化方略」「批判的思考方略」「自己調
整学習方略」「自己効力感」「内発的動機づけ」「外発的動機づけ」
を測定するための32項目（それぞれ4項目ずつ）を作成	

•  畑野（2013）を参考に、「主体的な授業態度」を測定するための4項
目を作成	

•  Entwistle, McCune, & Hounsell（2002）を参考に、「学習への深いア
プローチ」「浅いアプローチ」を測定するための8項目（それぞれ4項
目ずつ）を作成	

•  全44項目、6件法「まったくあてはまらない～非常によくあてはまる」	
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方法 3	

•  本発表ではCLQの認知的な学習方略である「リハーサ
ル方略」「精緻化方略」「体制化方略」「批判的思考方
略」と、授業態度である「主体的な授業態度」を使用	

•  それぞれの概念に該当する項目の平均値を算出し、尺
度得点とした	

•  「後期ステップ1・2平均」を従属変数、「前期ステップ1・2
平均」および 「リハーサル方略」「精緻化方略」「体制化
方略」「批判的思考方略」「主体的な授業態度」を独立
変数とした階層的重回帰分析を行った	
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方法 4	

•  間接評価の具体的な項目	

32	

リハーサル方略 この授業に関係する学習をするときは、教材の内容を何度も繰り返して覚えるようにしていた

（α=.65） この授業に関係する学習をするときは、この授業のノートやテキストを何度も繰り返し読んでいた

※何かを暗記するための方略 この授業での重要な概念が思い出せるように、キーワードを暗記していた

この授業では重要な用語のリストを作り、そのリストを暗記していた

精緻化方略 この授業の知識を、できる限り、他の授業の知識と関連づけようとしていた

（α=.65） この授業に関係する資料を読んでいるときは、すでに知っていることとその資料を関連づけようとしていた

※知識を関連付けるための方略 この授業の講義で得た概念と、文献で得た概念とのつながりを作ることで、この授業の教材を理解しようとしていた

この授業に関する文献を読んで得た知識を、ディスカッションなど他の活動の中で応用しようとしていた

体制化方略 この授業に関係する学習をするときは、自分の考えを整理するために概略(アウトライン)を作っていた 

（α=.62） この授業に関係する学習をするときは、文献やノートなどを見直し、重要な知識・概念を見つけようとしていた

※知識を体系づけるための方略 この授業の教材を体系化するために、自分で簡単なグラフ・図・表などを作っていた

この授業に関係する学習をするときは、ノートを見返して重要な概念の概略(アウトライン)を描くようにしていた

批判的思考方略
理論、解釈や結論がこの授業や文献の中で提示されたとき、それを支持するエビデンス(証拠・論拠)があるかどうか
判断しようとしていた

（α=.63） この授業の教材を出発点として、それに関する自分の考えを発展させようとしていた

この授業で学んでいることと自分の考えを関連づけようとしていた

この授業で主張や結論を読んだり聞いたりしたときはいつも、他にも可能性がないか考えていた

主体的な授業態度 この授業のレポートや課題はただ提出すればいいという気分で仕上げることが多かった

（α=.64） この授業で課されたレポートや課題を少しでも良いものに仕上げようと努力した

この授業の課題には最小限の努力で取り組んだ

この授業のレポートや課題は満足がいくように仕上げた



結果 1	

•  間接評価の記述統計量	

33	

前期ス
テップ1・
2平均

後期ス
テップ1・
2平均

リハー
サル方
略

精緻化
方略

体制化
方略

批判的
思考方
略

主体的
な授業
態度

前期ステップ1・2平均 -

後期ステップ1・2平均 .71
* -

リハーサル方略 .28 .54
* -

精緻化方略 .35 .46
*

.19 -

体制化方略 .24 .37 .79
*

.31 -

批判的思考方略 .23 .38 .27 .47
*

.38 -

主体的な授業態度 .46
*

.34 .05 .62
*

.12 .54
* -

*p＜.05

平均値 SD
リハーサル方略 3.45 .70
精緻化方略 4.04 .40
体制化方略 3.30 .59
批判的思考方略 3.79 .51
主体的な授業態度 3.84 .51

•  直接評価と間接評価の相関係数	



結果 2	

•  「後期ステップ1・2平均」を従属変数、「前期ステップ1・2
平均」と「認知的方略」と「主体的な授業態度」を独立変
数とした階層的重回帰分析	

34	

※ 「体制化方略」は多重共線性の懸念（「リハーサル方略」との相関が.79）のためモデルから除外した	

投入の
順序

変数 R2 F ⊿R2 ⊿F

B SE β
偏決定
係数

1 前期トリプル1・2全平均 .51 F(1,22)=22.87 * .51 .17 .47 * .34

2 リハーサル方略 .70 F(4,19)=11.16 * .19 F(3,19)=4.07 * .31 .11 .48 * .30

精緻化方略 .42 .20 .60 (p=.052) .19

批判的思考方略 -.26 .19 -.34 .10

主体的な授業態度 -.08 .13 -.13 .02
*p＜.05

最終的な推定値

Bは非標準化偏回帰係数、β は標準化偏回帰係数を表す

•  「リハーサル方略」が有意な正の効果（偏決定係数は.30）	
•  認知的方略を投入したことによるR 2の増加量も有意	



結果 3	

•  追加分析：「認知的方略」×「主体的な授業態度」の交互
作用項を含めた階層的重回帰分析	

35	

投入の
順序

変数 R2 F ⊿R2 ⊿F

B SE β
1 前期トリプル1・2全平均 .51 F(1,22)=22.87 * .68 .17 .63 *

2 精緻化方略 .58 F(3,20)=9.12 * .07 F(2,20)=1.61 3.82 1.47 .56 *

主体的な授業態度 -1.05 .99 -.20

3 精緻化方略×主体的な授業態度 .64 F(4,19)=8.47 * .06 F(1,19)=3.32 (p=.084) 4.06 2.22 .33 (p=.084)
*p＜.05

Bは非標準化偏回帰係数、β は標準化偏回帰係数を表す

最終的な推定値

•  「精緻化方略」と「主体的な授業態度」の交互作用項は、
5%水準で有意とはならなかったものの、p =.084	

※ 他の認知的方略と主体的な授業態度との交互作用をすべて検討したが、有
意となるものはなかった	



結果 4	

•  追加分析：「認知的方略」×「主体的な授業態度」の交互
作用項を含めた階層的重回帰分析	
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•  「主体的な授業態度」が高い場合は精緻化方略が有意な
正の効果（β=.87, t =2.55, p <.05）、低い場合は有意とならな
かった（β=.26, t =1.42, n.s.）	



結果のまとめと考察 1	

•  「後期ステップ1・2平均」に関して、「前期ステップ1・2平
均」で未説明の分散を、「認知的方略」が説明していた	
Ø  つまり、能力の変化に対し、認知的方略が影響を与

えていたという示唆	

•  前期の得点や他の認知的方略を統制しても、「リハーサ
ル方略」を使用している学生ほど後期の得点が高い傾向
にあった	
Ø 偏決定係数は0.30と高く、未説明の部分に比較的大

きな説明力を持っていたため、変化を説明する変数と
して重要なものであった可能性	

Ø しっかり暗記しようと学習している学生ほど、前期か
ら後期へのステップ1・2の得点の伸びが大きかったと
いう示唆	 37	



補足	
•  部分決定係数（部分相関係数の2乗）と偏決定係数（偏相関係数の2乗）	
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後期ステップ1・2平均	

学習態度	
前期ステップ1・2平均	

a	
b

c

d

•  後期ステップ1・2と学習態度の部分相
関係数の2乗（部分決定係数）	
	 	 	 	= a/（a+b+c+d）	
	 	 	 		

•  後期ステップ1・2と学習態度の偏相関

係数の2乗（偏決定係数）	
	 	 	 	= a/a+d	

	
	



結果のまとめと考察 2	

•  有意とはならなかったが、「精緻化方略」と「主体的な授
業態度」の交互作用効果の示唆	

•  「主体的な授業態度」を調整変数と捉えると、「主体的な
授業態度」の高低で、前期から後期への伸びに対する
「精緻化方略」の効果が異なっているという解釈が可能	

Ø つまり、主体的に授業に参加しようという態度を持っ
た上で、さまざまな知識を関連付けようと学習してい
る学生ほど伸びが大きく、主体的な態度でなければ、
そのような方略を使っていても特に伸びるわけではな
い、という傾向にある（かもしれない）という示唆	
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本調査の限界	

•  サンプルサイズが小さく、安定した推定結果・検定結果で
はないことが懸念される	
Ø 本発表のような、実際の授業に根付いた調査では、

十分なサンプルを集められないこともしばしば	
Ø 今後も検討を重ね、一般的傾向として言えるのかどう

かを慎重に判断していく必要がある	
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本調査の意義	

•  学生の学習への取り組み方や態度、授業経験などは自
己回答式のアンケートによる間接評価で簡便に捉えること
ができる	

•  授業を受ける前から後への学生の能力の変化（直接評
価）に対し、学生の学習や態度、授業経験など（間接評
価）がどのように影響を与えているのかに関して検討する
分析アプローチ	
Ø 一つの授業におけるインパクト	
Ø 交互作用も検討することにより、多様な学生への教育

的介入の示唆	
Ø 直接評価と間接評価の統合	
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