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［要約］ 科学教育の内容・活動に固有な非認知的スキルを評価する方法を考案するために，非認知

的スキルを授業での子どもの姿に具体化して質問紙を作成し，調査を行った。質問紙は非認

知的スキルであるビックファイブを参考に設計したが，探索的因子分析の結果 2因子に特定で

きた。また，因子に寄与している項目を抽出して，教員による「関心・意欲・態度」の評価との推

定モデルを重回帰分析を用いて行った結果，重決定係数が 0.77 のモデルを推定できた。 
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１．本稿の意図と目的 

本研究では，「主体的に学習に取り組む態

度」の評価方法を，主観的な評価をなるべく廃

するように確立出来ないかという問いに答えるこ

とを目的としている。そのため，「主体的に学習

に取り組む態度」を非認知的スキルとして位置

づけて評価することを試みた。先行研究では，

村上らの研究により，非認知的スキルを生徒の

行動の特性として評価することができることが心

理学で示されている (村上・村上, 1997)。これを

参考に，科学教育の内容・活動に固有な非認知

的スキルを評価する方法を確立する。本稿では，

この研究の緒として，科学教育の内容・活動の

「証明すること」に焦点を当て，「主体的に学習

に取り組む態度」を評価するために，教員による

生徒の行動観察から評価する手法を確立するこ

とを目的とする。 

行動評価表を作成するために，最初に「主体

的に学習に取り組む態度」を非認知的スキルの

種類に分解し，各々に関してビックファイブの特

性 5 因子に基づく質問項目を作成する。次に，

現場教員が生徒を観察した結果として答える形

式で質問紙調査を行う。生徒ではなく教員が答

えるようにしたのは，実際に評価を行うのが教員

だからであり，また，生徒が直接応えると回答の

ゆらぎが大きくなるので，揺らぎを少なく抑えるた

めである。これらの集計結果を分析し，設計通り

に教員が「主体的に学習に取り組む態度」を評

価できたのかを検討する。 

２．調査の概要と結果 

(1) 調査の設計 

①「主体的に学習に取り組む態度」の分類 

まず「主体的に学習に取り組む態度」を学習

指導要領に基づいて非認知的スキルに分解す

る。中学校数学科の目標では，「数学的活動の

楽しさや数学のよさを実感して粘り強く考え，数

学を生活や学習に生かそうとする態度，問題解

決の過程を振り返って評価・改善しようとする態

度」が学びに向かう力に対応するとされているの

で，これをそのまま下記の三つのスキルとして捉

える（文部科学省，2017，p.20）。 

非認知的スキルα：「数学的活動の楽しさや

数学のよさを実感して粘り強く考える態度」 

非認知的スキルβ：「数学を生活や学習に生

かそうとする態度」 

非認知的スキルγ：「問題解決の過程を振り

返って評価・改善しようとする態度」 

αβγそれぞれに対して，授業や学習の場

で見られる子どもの姿，すなわち観察出来る事

項に具体化するため，非認知スキルとして特性 5

因子に分類し，それぞれに具体的な姿を想定す

ることとする。つまり，特性 5因子を，三種類の非

認知的スキルを捉える観測変数とするのである。

これにより，設計上「主体的に学習に取り組む態

度」を成す三種類の非認知的スキルを特性５因

子に基づいて評価出来ることが想定される。 

②質問項目の作成と調査方法 

次に，分類した非認知的スキルごとに，子ども

の具体的な姿を見いだしていく。まず，分類した

非認知的スキルごとに，特性 5 因子による性格

検査の 60 項目(村上・村上, 1997)を参考にして，

「主体的に学習に取り組む態度」の具体的な姿



を書き出す。このとき，三種類の非認知的スキル

ごとに順項目と反転項目の両側面を作る。 

そして，出来上がった質問紙を用いて，経験

豊かな教員が，実際に指導した個々の生徒につ

いて回答する形式で調査を行う。 

(2) 調査の実施 

今回は科学教育の内容・活動に固有な対象と

して中学校２年時に習得する図形の証明を取り

上げた。また，質問項目の作成に当たっては数

学教育学研究者 12 名と中学校数学科の教員１

名，それにテスト開発経験者１名によるチームで，

対象となる図形の証明の学習における非認知的

スキルαβγの具体的な生徒の姿を列挙し，類

似や重複を精査した後，質問として妥当かどうか

を吟味して作成した。こうして，三種類の非認知

的スキルの特性 5因子（経験の開放性（O）,勤勉

性（C），外向性（E），協調性（A），情緒安定性

（N））ごとに４つの質問項目が作成され，計 60項

目が見いだされた。 

調査は，経験年数は 9～28 年の教員 33 名

（当時第 2学年の数学を担当）を対象として以下

のように実施した。実施期間は 2018 年 1 月～2

月の間であり、これは評価対象となる中学 2年生

の証明の学習が終わった直後である。 

まず，教員は自らが教えている生徒 10人を抽

出する。生徒の選び方は「関心・意欲・態度」の

評価が Aの生徒を 3名，Bの生徒を 4～6名，C

の生徒を 1～3 名とする。なお，可能な限り男女

同数とする。そして，選んだ生徒の「関心・意欲・

態度」の評価（A，Bの上位，Bの中位，Bの下位，

C の 5 つから１つを選択）を回答する。次に，60

個の質問項目に対し 5 件法（「そう思う」，「やや

そう思う」，「どちらでもない」，「あまりそう思わな

い」，「そう思わない」）でその生徒に適するもの

を選択していく。 

調査の結果，評価された生徒の総数 330 とな

り母集団の数では十分である。また，評価する教

員の男女比は 3:1 であり，生徒の男女比は 1:1。

関心・意欲・態度の ABCは 23.3：45.8：30.9であ

り，Bの上中下は 21.9：43.0：35.8であった。特に

顕著な偏りがあることは観察されなかった。 

 (3) 調査結果の分析 

設計された質問項目は，専門家集団が合議

によって設計しており，生徒の具体的な行動を

評価する項目として内容的妥当性があると考え

られる。しかしながら，教員が生徒の行動を非認

知的スキルや特性 5 因子として意識して評価し

ていることは不明であるため，探索的な因子分

析を行い，教員の評価の要因を探ることにした。 

因子分析は SPSS version25 を用いて，最尤

法を用い，回転はプロマックス回転を用いた。ス

クリープロット等で因子数を絞り込み，質問項目

ごとに因子負荷量 0.40 の基準で項目削除を行

った。その結果，60 項目の態度評価質問から 8

項目削除して 52 項目で 2 因子に特定出来た。

因子解釈をすると，「頑張る」ことを評価する因子

と，証明の場面においての友人との「協力関係」

の因子であった。Cronbachのα係数は「頑張る」

因子で 0.98，「協力関係」因子で 0.95であった。

また共に項目が削除された場合の Cronbach の

α係数は元のα係数を超えなかった。以上のこ

とから 2 因子は妥当であると考えられる。このこと

から教員は「頑張っている」姿や，友人たちと「協

力」しながら学んでいる姿を評価している可能性

が見いだされた。 

また，因子分析の結果，因子に関与している

52 の質問項目から，教員の関心・意欲・態度の

評価がどのように評価されるのかを考える上で

重回帰分析をステップワイズ法を用いて行った。

このときに，因子分析で 2因子に特定でき，かつ

第 1因子の負荷が第 2因子よりもかなり大きかっ

たので，階層的重回帰分析を行った。その結果，

14の質問項目で調整済み R2が 0.77であった。

また，各質問項目間の相関がばらつきはあるも

のの 0.5 前後あった。このことから，なんらかの共

通因子が存在し生徒の関心意欲態度の評価に

つながっているものと考えられる。 

３．結論，今後の課題  

本稿の結論と今後の課題は次の通りである。 

・ 科学教育の内容・活動に固有な非認知的スキ

ルを授業で見られる子どもの姿に具体化して，

調査質問紙を作成した。 

・ 調査の結果，設計の元になった非認知的スキ

ルαβγ，特性 5 因子の通りの因子が抽出で

きなかったが，2 つの因子「頑張る」と「協力関

係」の 2 つが抽出できた。 

・ さらに，重回帰分析の結果，14 項目の質問項

目で重決定係数 0.77 のモデルが作成できた。 

・ 今後は確証的因子分析を行い，モデルの精緻

化を計ることを考えている。 
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