
理科教育学研究　Vol.60　No.3（2020）

615

うな動機づけに見られる課題の一つとして，理科に
対する「学習の意義」を学習者自身が実感できてい
ないことが挙げられている（例えば，国立教育政策
研究所，2008）。このことから，理科教育の研究や実
践では，学習者に「理科学習の意義」を実感させる
ために，科学学習の意義認識について米国の科学の
教科書を分析した研究（例えば，中島・大髙，2010）
や，特に理科の学習内容である科学の知識を日常生
活と関連付けた学習活動に関する取組や調査研究
（例えば，松島・藤田，2010；Robert, Shawn & Julie, 
2011）が数多く行われてきた。しかしながら，この
科学の知識を日常生活と関連付けた取組には一定の
効果がみられる（例えば，小川・髙橋・池野・竹
本・平田・松本，2019）ものの，学習内容や学習時
期によって日常生活との関連が図りにくくなる（小
倉，2008a）といった課題も残されている。一方，西
内・川崎（2017），西内・川崎・後藤（2018）は，こ
れまで多くみられた科学の知識と日常生活との関連
だけでなく，科学的能力が日常生活や将来において
役に立つといった観点から「理科学習の意義」を認

1．�はじめに
1.1　�研究の背景
「学ぶ意欲」をいかにして高めるかは重要な問題
であり，この「学ぶ意欲」は複雑な概念で構成され
ている（鈴木，1992）。また，心理学研究の分野に
おいては主として「動機づけ」 1）として研究が行わ
れており（e.g., Bandura, 1977），その重要性も多く
の研究者によって指摘されてきた（e.g., Ainley, Hidi 
& Berndorff, 2002）。しかしながら，依然として国内
において理科に対する情意的領域の評価が国際水準
よりも低いことが明らかになっている（例えば，国
立教育政策研究所，2016）。さらに，国内外問わず
動機づけの低下は学年が上がるにつれて進行してい
くことが明らかになっており，特に中学生段階から
動機づけの低下が現れてくる（e.g., Vedder-Weiss & 
Fortus, 2012；国立教育政策研究所，2018）。このよ
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制によって学習をする段階である「外的調整（exter-
nal regulation）」となる。このうち，「統合による調
整」は「同一化による調整」と統計的に分別できず
（Vallerand, Pelletier, Blais, Brière, Senécal, & Vallières, 
1992），また，実証研究では，扱われることが少ない
ため，本研究においても「統合による調整」は除外
して動機づけを捉える。そして，本研究における動
機づけ向上については，前述の動機づけのうち，自
律性の高い動機づけである「内発的調整」，「同一化
による調整」が向上する，または，自律性の低い動
機づけである「取り入れによる調整」，「外的調整」
が低下する，もしくはこれら両者の変化があること
で学習者の動機づけが向上したと判断する。

2．�学習指導法の考案および実践
2.1　�学習指導法の基本的立場
本研究では，前述したように，「理科学習の意義」
の中でもとりわけ学習者が「科学的能力」を認識す
ることを通して，理科学習への動機づけを向上させ
る学習指導法を考案する。このために，本研究では，
能力教授型と能力明示型の二つからなる学習指導法
を考案することにした。その理由は次の通りである。
そもそも学習者が「理科学習の意義」を「科学的
能力」から認識するためには，普段の理科学習にお
いて自身がどのような過程を通して学習を行い，ど
のような能力を獲得，発揮しているかを理解するこ
とが重要となるといえる。言い換えるならば，普段
の理科学習は，科学的探究と同様の過程を通して行
われ，その各過程で必要となる能力を獲得している
ことを理解させることが重要であるということであ
る。このため，「理科学習の意義」を「科学的能力」
から認識するためには，まずは学習者が科学的探究
とはどのような過程で進むのか，その過程ではどの
ような能力が必要となるのかを理解する必要がある。
次に，学習者がより実感を伴って「科学的能力」に
ついて認識し理解するためには，「理科学習の意義」
として「科学的能力」を認識するだけではなく，普
段の理科の学習の中で科学的能力を身に付けている
と学習者自身に意識させる機会を設ける必要がある。
以上のことから，本研究では，学習者が「理科学習
の意義」を「科学的能力」から認識できる指導とそ
れを普段の理科学習で意識できる指導の二つからな
る学習指導法を考案する。なお，前者は理科学習の
単元とは切り離して 1時間程度で直接教授するため
「能力教授型」，後者は学習者に，普段の授業で科学
的能力が身に付いている，身に付けていると意識で
きるように授業中にその授業に関連する科学的能力

識させることの重要性を指摘している。これらの研
究では，学習者の「理科学習の意義」の認識が動機
づけに与える影響について質問紙調査を行い，統計
的分析を行っている。その結果，両研究において次
の 2 点が明らかになっている。1 点目は，学習者が
「理科学習の意義」を「科学的能力」から認識する
と，科学の知識と日常生活との関連から認識するよ
りも自律性の高い動機づけが向上すること（西内・
川崎，2017）。2 点目は，科学の知識と日常生活を関
連づけた学習活動は，取り扱う学習内容によっては，
自律性の低い動機づけが向上してしまうことが明ら
かにされている（西内ら，2018）。このため，理科学
習における動機づけ向上のために「理科学習の意義」
として，科学の知識と日常生活の関連だけでなく，
理科学習に関わる能力等が役に立つといった「科学
的能力」に着目することは有用であると考えられる。
しかしながら，理科学習の動機づけ向上に関して，
このように学習者自身が，「理科学習の意義」を「科
学的能力」から実感することを意図した学習指導法
については未だ研究が十分に蓄積されているとはい
えない 2）。

1.2　�研究の目的
以上の背景から，本研究では，理科学習の動機づ
け向上のために，学習者の「理科学習の意義」を
「科学的能力」から認識する指導法を考案し，その
効果を検証することを目的とした。なお，本研究
においては，動機づけの枠組みとして，西内・川
崎（2017）や西内ら（2018）と同様に Deci & Ryan
（1985；2000）の「自己決定理論（self-determination 
theory）」を用いる。
この自己決定理論とは，外発的動機づけを自己
決定（自律性）の程度によって四つの段階に区分
することで，内発的動機づけとの間に連続性を仮定
している。具体的には，それぞれ自律性の高いもの
から順に，学習に対して興味・関心，楽しさ，生得
的満足感などを感じている段階である「内発的調整
（internal regulation）」，外発的動機づけのうち最も自
律性が高い段階であり，自己内で葛藤を生じず価値
や欲求と矛盾なく統合されている段階である「統合
による調整（integrated regulation）」，学習内容に個
人的な価値や重要性を見出し，価値があるから学習
をするといった積極的に取り組む段階である「同一
化による調整（identified regulation）」，自尊心を維持
し，周りの人によく思われたいからといった自我関
与的に学習をする段階である「取り入れによる調整
（introjected regulation）」，外的な報酬や外部からの強
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主に行われてきた（例えば，中山・林，2006）。能力
明示型では，「どのような能力が身に付いたか」や
「その能力がどのような場面で使えそうか」等，科学
的能力に関する振り返りを行わせることで，科学的
能力が身に付いていると学習者に実感させることと
した。以上が考案した学習指導法である。
この考案した学習指導法の特徴としては，以下の
2点が挙げられる。まず，能力教授型の授業におい
て，知識として「科学的能力」が身に付くことを学
習者に教授することである。次に，能力明示型の授
業においては，一般的な探究学習に加え，授業の導
入場面にその日の授業で身に付く能力について明示
したり，その能力についての振り返りを行わせたり
する学習活動を設定した。このように科学的能力に
ついて授業を行うことにより，学習者が理科学習の
意義を科学的能力から認識できるようにする。

2.3　�考案した学習指導法の実践
考案した学習指導法を 2016 年 11 月～ 12 月に，協
力の得られた愛媛県内の進学希望クラスの高校 1年
生 2クラス（計 55 名）の生徒を対象に実施した。高
校生を対象とした理由として，小倉（2008b）は，日
本の生徒は，高等学校入学後に科学への興味・関心
を低下させている可能性が高いこと，理科を学習す
る目的意識は，中学校 3年生においても低い水準で
あるが，高等学校入学後にさらに低下していると考
えられることなどについて明らかにしている。加え
て，今後，生徒の科学への態度を向上させていくた
めには，中学校，高等学校の理科の授業の改善が求
められるが，とりわけ高等学校段階における理科の
授業のあり方を見直すことが重要であることとして
いる。これらのことから，本実践の対象者を高校生
とした。また，授業実践については，能力教授型に
よる授業実践を第一著者が1時間（50分）行った後，
協力校の教科担任が能力明示型の授業実践を約 2ヶ
月間行った。なお，本研究における効果検証の対象
者は，質問紙調査において全て回答した学習者のみ
（35 名）を対象とした。

2.3.1　 能力教授型による授業実践
能力教授型の授業展開を表 1に，生徒が授業中に
使用したワークシートを資料 1に示す。
まず，導入場面において，今，自分たちが抱いて
いる理科学習に対するイメージを考えさせた。その
後，理科学習の授業の構成について教授した。具体
的には，ワークシートの「Q．なぜ理科を学ぶのか」
欄において，生徒が持つ理科のイメージや，これま

を明示するため，科学的能力の明示を継続的に行う。
このため「能力明示型」と呼ぶこととする。

2.2　�学習指導法について
2.2.1　 能力教授型
能力教授型では，学習者に理科学習は科学的探究
と同様の過程で行われており，その過程で必要とな
る能力を育成することを意図していることについて
直接教授する。このため，学習者がこれまで受けて
きた授業を想起させ，今までの理科学習は科学者の
探究の方法である，「科学の方法」（問題－仮説－実
験－考察）の流れに沿って行われてきたことについ
て着目する。そして，「科学の方法」を通して「どの
ような能力が身に付くのか」について認識するため
に，科学者がどのような方法を使って自然事象を明
らかにしてきたのか，具体例を挙げながら教授した
り，その探究の方法を分析・検討したりする指導を
行う。その後，「科学の方法」を通して身に付く能力
は，学習者の日常や将来のどのような場面で役に立
つのかをクラス全体で整理することを通して，学習
者が「科学的能力」について認識できるようにする。

2.2.2　 能力明示型
能力明示型では，普段の理科の学習の中で科学的
能力を身に付けていると学習者自身に意識できる指
導を行う。このため，学習中にも科学的能力が身に
付いていることを意識させながら授業に取り組ませ
ることが重要であると考えられる。そこで，これに
関連して，オーストラリアの理科教科書 “Oxford Big 
Ideas Science”におけるワークブック “Oxford Big Ideas 
Science 10 Australian Curriculum Workbook”（Risa, 
2012）を一例とし，授業の導入場面の工夫を行なっ
た。このワークブックでは，その日の理科授業を通
して身に付くことが想定される能力が SKILLSとし
て予め表記されており，この点を授業の導入場面に
反映させている。つまり，授業前に，その日の理科
授業を通して身に付くことが想定される能力を黒板
にあらかじめ明示することとした。なお，明示して
おく能力については，能力教授型によって取り上げ
た科学的能力のうち，各授業の内容・目標や学習者
の実態に沿っている能力を教師が選定する。また，
科学的能力が身についていることを実感させるため
に，普段の学習毎あるいは，単元毎等の振り返りの
場面に着目した。これまでの理科教育の研究や実践
では，振り返りの場面において，「何がわかったか」
や「習った知識は日常生活のどのようなところで使
われているか」等，科学の知識に関する振り返りが
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ついての説明を整理した資料を作成し，各クラス別
に配布した。ある 1クラスに配布した資料を図 1に
示す。

2.3.2　 能力明示型による授業実践
能力明示型の授業実践では，授業の導入場面にお
いてその授業で意識させたい科学的能力を黒板に明
示する形式とし，授業の終結場面において科学的能
力に関する振り返りを行なった。まず，授業の導入
場面において，予め表記しておく能力については，
能力教授型によって取り上げた科学的能力①～⑭の
うち，各授業の内容・目標や学習者の実態に沿って
いる能力を教師が選定し，授業の導入場面において
黒板に明示した。次に，授業の終結における振り返
りの場面において，黒板に明示した能力のうち，ど
の能力を意識したか，その能力を身に付けているも
しくは身に付いたと実感できた場面や今後どのよう
な場面で使えそうか，といった科学的能力に関する
振り返りを行なった。そして，考案した能力明示型
による授業実践は，「地学基礎」の授業 5時間を通し
て行った。以下，表 2に実際に授業が行われた単元
とその授業の概要，導入場面で明示した能力を①～
⑭の番号で示す。なお，これら能力の選定について
は教科担任や共同研究者との合意を得ている。また，
表 3において第 2時における授業実践を示す。

で受けてきた理科の授業を想起させるために視聴さ
せた中学校理科の授業 DVDの映像から気づいたこと
を記述させた。そして，今までの理科学習は科学者
の探究の方法である「科学の方法」の流れに沿って
行われてきたことに着目させた。次に，理科学習で
はなぜ科学者と同じ「科学の方法」を行うのか，そ
の科学の方法を行うことで何が良いのかを考えさせ
た後，理科学習を通してどのような能力が身に付く
のかを考えさせるようにした。具体的には，「Q．ど
のような場面で役に立つのか？」欄において，生徒
に整理させた科学の方法や，生徒が考えた理科学習
を通してどのような能力が身に付き，どのような場
面で使えそうかなどを考えさせ，クラス全体で共有
した。最後に今履修している「地学基礎」の学習と
の関連を図るために，例えば，「太陽から地球の動き
を考える」や「地球から太陽の動きを考える」など，
考える視点を変える学習場面を取り上げた。そして，
このような学習場面を通して「視点を変えて考える
力」が身に付くといった学習者が理解しやすい具体
例を示しながら，地学基礎の学習と能力との関連を
図った。なお，能力教授型において理科学習を通し
て身に付くとして生徒から挙がった能力は，①観察
する力，②予想する力，③考えをまとめる力，④仮
説を検証する力，⑤実験・観察方法を考える力，⑥
実験する力，⑦分析する力，⑧応用する力，⑨自分
で挑戦する力，⑩データを整理する力，⑪協力する
力，⑫長期的な視野で考える力，⑬視点を変えて考
える力，⑭広い視野で考える力の計 14 個であった。
そして，各クラスで整理された能力と，その能力に

表 1　実践した能力教授型による授業実践
Ⅰ　導入
理科学習に対するイメージを考える
Ⅱ　理科学習の授業の構成を教授
（1）理科学習を振り返る
『中学校理科授業の DVD視聴』

（2）「科学の方法」について知る
『ガリレオの振り子について』
『山中伸弥氏の iPS細胞について』

（3） 自分たちも「科学の方法」に基づいて学んでいること
に気づく

Ⅲ　 なぜ科学の方法を通して学ぶのか，どのような能力が
身に付くのか

科学の方法を各過程に細分化して考える
仮説の形成，実験方法の立案・実験，結果・考察
Ⅳ　地学基礎の授業ではどうか
地学基礎ではどのような能力が身に付くのか考える

図 1　配布資料一例
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に質問紙のリード文のみ変更を行なった。変更した
点は，『あなたが地学基礎を勉強する理由について，
あなたの考えに最もよくあてはまるものを 1つ選ん
でください』といった表記に変更した。そして，各
質問項目（計 39 項目）に対して同様に 5 件法によ
り回答を求めた。なお，これらの質問紙が「測定し
たいことと質問項目が対応しているか」，「調査対象
者が理解できるか」といった内容的妥当性について
は，理科教育を専門とする研究者 3名と高等学校理
科教員 1名，計 4名より上述の二つの観点から検討
を行っている。そして，これらの質問紙調査を能力
教授型実施前（以降，「実践前」と表す），能力明示
型実施約 2ヶ月後（以降，「実践後」と表す）におい
て行った。
本研究において考案した学習指導法では，先行研
究の知見（西内・川崎，西内ら）を基に，学習者が
「理科学習の意義」を「科学的能力」から認識するこ
とで，理科学習（地学基礎）への動機づけの向上を
目指すことを目的としている。このため，本研究に
おける効果を検証するための視点は以下の通りであ
る。なお，先行研究における質問紙の文脈を変更し
たため，構成概念の妥当性を検討するためにそれぞ
れに対し因子分析を行なった。
① 学習者の「理科学習の意義の認識」のうち「科学
的能力」が向上しているか

② ①において向上していたならば，学習者の「理科

3．�効果の検証
3.1　�質問紙および効果を検証するための視点
効果を検証するため，理科学習の意義の認識，動
機づけのそれぞれについて西内・川崎（2017）の質
問紙を参考にした。両者の質問紙は，調査対象者が
高等学校「地学基礎」を選択している生徒であった
ため，理科学習の文脈をとりわけ，「地学基礎」学習
の文脈とした。理科学習の意義の認識の質問紙に関
しては，西内・川崎（2017）や西内ら（2018）にお
いても用いられている後藤（2014）の，「理科学習
の意義の認識」を調査するための質問紙を参考にし
た。この質問紙は，PISA2006 の科学的リテラシーの
評価の観点である「科学的能力」「科学的態度」「科
学的知識」を枠組みとして質問項目が作成されてい
る。各質問項目（計 34 項目）について『理科（地
学基礎）の学習で「学んでいる」とどれぐらい感じ
ていますか』という問いに対して「5：とても感じ
る」から「1：全く感じない」といった 5件法により
回答を求める形式となっている。また，動機づけの
質問紙に関しては，これまで西内・川崎（2017）の
「理科学習への動機づけ」に関する研究において作
成された質問紙を基に，地学基礎の文脈に合うよう

表 2　実践した能力明示型の概要
単元

1時：活動する地球「地震の動き」
地震波発生装置という実験器具を用いて観察実験を行っ
た。
明示した能力：明示するのが初めてであったため，全ての
能力を示した。
2時：活動する地球「地震の発生する地域」，移り変わる
地球「地層の形成」
地震のメカニズムについて既習事項を活用し説明を行っ
た。地層に関しては地層を観察した時にどのような大地の
活動があったのかを推測した。
明示した能力：①，③，④，⑫，⑬，⑭
3時：移り変わる地球「堆積岩」
堆積岩の特徴について実際に岩石を観察し区別を行った。
明示した能力：①，⑤，⑦，⑫，⑬，⑭
4時：移り変わる地球「地殻の変動」
地層や岩石は大きな力を受けると変形すること，断層の違
い等を理解し，不整合の概念について学習した。
明示した能力：①，④，⑧，⑫，⑬，⑭
5時：移り変わる地球「変成岩」
岩石についての総まとめを行った。変成岩が堆積岩・火成
岩になることや，地殻を構成する岩石は様々な岩石に変化
しながら循環することについて学習した。
明示した能力：①，②，③，⑫，⑬，⑭

表 3　能力明示型による授業実践の一例（2時）
学習内容：活動する地球「地震の発生する地域」

移り変わる地球「地層の形成」

導
入
及
び
展
開

前時と同様に授業全体を通して⑫，⑬，⑭の能力が身
に付くことを明示する。
発問「地震のメカニズムについて説明しよう」
・これまでの知識を活用し，日本で起きた地震のメカ
ニズムを説明する。…③，④
・活断層やプレートについて説明する。…③，④
発問「地層を観察して，どのような大地の活動が
あったのか調べよう」
・堆積岩や地層のモデルを観察する。…①

ま
と
め

学習内容についてのまとめ及び能力についての振り返
りを行う。以下の 3点の視点に基づき能力に関する振
り返りを行う。
・黒板に明示された能力のうち特に意識した能力はど
れか。
・今回の授業で特に意識した能力が身に付いたまたは
身に付けていると実感できた場面はどこか。
・今後どのような場面で使えそうか。
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に SPSSを用いて因子分析（主因子法，プロマック
ス回転）を行った。その結果，十分な因子負荷量が
得られなかった質問項目がみられたため，それらを
除外し，再度，因子分析を行った。「理科学習（地学
基礎）への動機づけ」に関する質問項目は，表 5に
示すように 6因子にまとまった。そして，第 1因子
を「内発的調整」，第 2因子を「外的調整」，第 3因
子を「同一化・成長」（同一化による調整の中でも，
自身の成長に関する因子），第 4 因子を「同一化・
将来（同一化による調整の中でも，将来に関する因
子），第 5因子を「内発的調整・実験」（内発的調整
の中でも，実験に関する因子），第 6因子を「取り入
れによる調整」とした。さらに，質問項目の信頼性
係数（Cronbach α）を算出したところ，内発的調整
が .937，内発・実験が .877，同一化・成長が .832，
同一化・将来が .772，取り入れによる調整が .816，
外的調整が .897 であった。このことから，各因子の
内部一貫性は保証されたと考えられたため，作成し
た質問項目は信頼性があると判断した。

3.3　�学習指導法の効果
因子分析の結果を基に，科学的能力因子と各動機
づけ因子の平均値を算出した。そして各因子につい
て実践前後の平均値に差があるか否かを分析するに
あたり，頻度論ではなくベイズ統計に基づく方法を
用いて分析を行った。これは有意性検定の誤用によ

学習への動機づけ」は向上しているか
このため，まず，実践前の調査結果を基に因子分
析を行い，抽出された因子のうち，「科学的能力」因
子と理科学習への動機づけにおける各因子を基に①，
②に関して分析を行った。

3.2　�因子分析による基礎集計
3.2.1　 理科学習の意義の認識
前述の対象者に，「理科学習の意義の認識」に関
する質問紙を実施し，実践前の結果を基に SPSSを
用いて因子分析（主因子法，プロマックス回転）を
行った。その結果，十分な因子負荷量が得られな
かった質問項目がみられたため，それらを除外し，
再度，因子分析を行った。その結果より得られた，
各質問項目の持つ因子負荷量について，表 4に示す。
理科学習の意義の認識」に関する質問項目は 3因子
にまとまった。これらのうち，第 1因子を「科学的
能力」因子 3），第 2 因子を「科学の知識と環境」，第
3因子を「科学への興味」とし，とりわけ第一因子
を以降の分析に用いた。なお，質問項目の信頼性係
数（Cronbach α）を算出したところ，科学的能力で
は .931 であった。

3.2.2　 理科学習への動機づけ
前述の対象者に，「理科学習（地学基礎）への動機
づけ」に関する質問紙を実施し，実践前の結果を基

表 4　理科学習の意義の認識（実践前）

理科学習（地学基礎）の意義の認識
因子

1 2 3
（ 9 ）科学的知識：観察や実験を行った後，何を実験結果としてまとめればよいかについて .887 －.132 －.026
（17）科学的知識： 自分の考えを説明するときに，友だちに納得してもらうための説明の仕方につ

いて
.844 .088 －.082

（22）科学的能力：実験結果が出た後に，考察をする力 .815 .037 .014
（14）科学的能力：調べたいことについて，仮説（予想）を立てる力 .741 －.125 .241
（18）科学的能力：身のまわりの現象について，学んだことを使って説明する力 .702 .307 －.085
（ 3 ）科学的能力：自分で立てた仮説（予想）を調べるための実験方法を考える力 .586 .083 .166
（ 6 ）科学的能力： 実験をするときに，自分の仮説（予想）が正しかったならばどのような結果に

なるかを考える力
.585 .057 .263

（20）科学の知識： プレート・海嶺・海溝，プレートの運動と地震の関係など活動する地球につい
ての知識

－.017 .720 .051

（19）環境：環境問題に取り組むときに，自分ができることは何かということ .212 .696 －.168
（15）科学の知識：身のまわりの自然の中で起こっている，様々な出来事についての知識 －.155 .690 .199
（16）環境：温室効果や地球環境の変化は何かということ .067 .584 .149
（27）興味：自分で地学のきまりや知識を発見することのおもしろさ .179 －.060 .736
（11）興味：新しい地学の内容を勉強することの面白さ .155 .014 .709
（25）探究の支持：地学には他の人々とどう関わるかを知るのに役立つものがあること .109 .022 .645
（ 5 ）興味：地学が関連する仕事にはどのようなものがあるのかについて －.188 .283 .584
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変数として任意の二つの平均値において平均値 Aが
平均値 Bよりも高い確率の推定を行った。その結果，
「実践後は実践前より高い」という仮説が成り立つ
確率を算出したところ，その確率は 100％であった。
このことから，本研究において考案した学習指導法
は，「理科学習の意義の認識」のうち「科学的能力」
を認識させる指導法であったと判断した。
②①において向上していたならば，学習者の「理

る再現性の低下を指摘した一連の研究成果（池田・
平石，2016）に加え，パラメータの確率的範囲が直
接解釈可能なベイズ統計の方が推定結果を適切に解
釈できると判断したためである。これらの分析にあ
たっては，ソフトウェアとして，R（ver. 3.4.4）及
び RStudio（ver. 3.3.4）を使用した。また，ベイズ推
定に際しては rstan（ver. 2.17.3）を追加で使用した。
ベイズ推定に際しては，長さ 10000 のチェインを 5
つ発生させ，バーンイン期間を 5000 とし，HMC法
によって得られた 25000 個の乱数で事後分布，予測
分布を近似した。収束判定指標 Rhatはすべてのパラ
メータにおいて Rhat＜ 1.1 であり，各パラメータは
事後分布・予測分布からの乱数の近似と判断した。
基礎集計として科学的能力因子と各動機づけ因子
ごとに実践前，実践後の平均値と標準偏差を表 6に
示す。
①学習者の「理科学習の意義の認識」のうち「科
学的能力」が向上しているか
科学的能力の因子のうち，実践前の平均値を基準

表 5　理科学習（地学基礎）への動機づけ（実践前）

理科学習（地学基礎）への動機づけ
因子

1 2 3 4 5 6
（ 7 ）内発：考えたり，頭を使ったりすることが楽しいから .874 .153 .152 －.049 －.043 －.180
（27）内発：知識や能力を得ることで心が満たされるから .864 －.195 .008 .220 －.185 －.098
（ 2 ）内発：難しいことを学ぶのが楽しいから .857 .164 －.134 .039 －.070 .049
（22）内発：好奇心が満たされるから .855 .074 －.201 －.024 .074 .176
（ 6 ）内発：知識を得ることでうれしい気持ちになるから .766 .164 .219 －.206 .004 .045
（ 3 ）内発：おもしろいから .732 －.104 －.237 －.007 .340 －.057
（14）内発：その内容を知りたいから .666 －.084 .234 .091 .016 －.067
（ 5 ）同一化：わからなかったことがわかるようになると自信がつくから .649 －.007 .234 －.162 .055 .277
（11）外発：しないとまわりの人が文句を言うから .114 .882 .096 －.128 －.060 －.147
（19）外発：まわりからやれと言われるから .026 .850 .159 .019 .002 －.096
（32）外発：親がうるさいから .155 .821 －.259 .131 －.010 .094
（24）外発：やらされているから －.100 .814 －.069 －.013 .073 .048
（15）外発：親を悲しませたくないから .117 .697 .082 .100 －.030 －.030
（13）同一化：勉強すること自体が大切なことだから .049 －.028 .715 .049 .160 .096
（12）同一化：自分の能力を高めることになるから .330 －.116 .554 .094 －.024 .206
（18）取り入れ：今の社会ではしなければならないことになっているから －.015 .256 .510 .158 .036 .000
（38）同一化：将来，いろいろなことに役立ちそうだから －.060 －.049 .293 .848 .041 －.222
（34）同一化：将来仕事をするうえで必要だから －.051 .166 －.039 .668 .067 .019
（35）同一化：出来なかったことが出来るようになると自信がつくから .239 －.054 .120 .449 －.088 .301
（17）内発：実験することが面白いから －.104 .045 .263 －.028 .995 －.040
（28）内発：実験の内容が面白いから .203 －.091 －.109 .253 .527 －.033
（ 1 ）取り入れ：良い成績や評価を得たいから .256 －.171 .108 －.206 －.040 .562
（33）取り入れ：勉強しておかないと恥ずかしいから －.156 .233 .038 .230 －.068 .552
（16）取り入れ：周りの人についていけなくなるのが嫌だから －.157 .335 .138 .016 .067 .439

表 6　各因子の基礎集計

N＝35
実践前

［標準偏差］
実践後

［標準偏差］
科学的能力 3.05［0.969］ 3.59［0.797］
内発 2.85［1.04］ 3.06［0.973］
内発実験 3.46［1.15］ 3.50［0.974］
同一化・将来 2.94［1.13］ 3.20［1.12］
同一化・成長 3.23［1.03］ 3.37［0.963］
取り入れ 3.27［1.09］ 3.26［1.17］
外発 2.30［1.07］ 2.34［1.14］



西内・川崎・雲財・稲田・角屋：科学的能力から理科学習の意義を認識すると学習者の動機づけは向上するか 

622

ると述べている。このことから，今後は「同一化・
成長」，「同一化・将来」といった同程度の自律性の
高さの動機づけにおいて，就職希望の学習者と進学
希望の学習者といった学習者の特性による，それら
の動機づけについて検討していく必要があると考え
られる。さらに，動機づけの低下が問題視されてい
るのは中学生からであるため，中学生に対しても学
習指導法が有効であるか今後検討が必要である。そ
の際，ワークシートの質的分析や量的分析を再検討
することも今後の課題である。

註
1） 本研究における「動機づけ」と「学習意欲」との違い
について，櫻井（1997）によると，「意欲」とは，知
的なことを達成しようとする行動のことを指し，「動
機づけ」は，目標達成のための推進力や何かを成し遂
げようとするときに湧いてくるエネルギーのような
ものだと述べている。また，鹿毛（2013）によれば，
「意欲」とは，「やりたい」という強い希求を行為の原
動力として，意図的，計画的に目的の実現までやり抜
こうとする心理現象であり，ある学習に対する「意
欲」は，学ぼうとする心理現象の総称として「学習意
欲」と呼ばれ，「動機づけ」については，行為が起こ
り，活性化され，維持され，方向付けられ終結する現
象と定義することができると述べている。このよう
に「動機づけ」と「意欲」の定義について，研究者に
よって多少の違いがみられるものの，どちらの定義に
おいても「動機づけ」「意欲」は共に，行為を引き起
こす心理現象を指す概念である点で一致していると考
えることができる。このため，本論文では，「動機づ
け」，「意欲」をほぼ同義語として扱い，先行研究の整
理を行った。

2） 1999 年～ 2019 年における過去 20 年間分の「理科教
育学研究」，「日本教科教育学会誌」，「科学教育研究」，
における，「理科学習の意義」，「理科学習への動機づ
け」に関する先行研究，“Journal of Research in Science 

Teaching”，“Science Education”，“International Journal of 

Science Education”における，the significance of science 
leaning, the significance of science, scientific knowledge, 

knowledge of science, scientific ability, ability of science, 

scientific attitude, attitude of science, science motivation

に関する先行研究を概観したが見られなかった。
3） 「科学的能力」の因子項目内に（9）科学的知識：観察
や実験を行った後，何を実験結果としてまとめればよ
いかについて，と（17）科学的知識：自分の考えを説
明するときに，友だちに納得してもらうための説明の
仕方について，の項目が含まれている点については，
想定していたものとは若干異なっていたが，両質問項
目とも「科学的能力」に関する構成概念として解釈可
能な範囲であると判断し採用した。

科学習への動機づけ」は向上しているか
①と同様に，それぞれの因子のうち，実践前の平
均値を基準変数として任意の二つの平均値において
平均値 Aが平均値 Bよりも高い確率の推定を行った
（表 7）。

表 7　研究仮説が成り立つ確率（各動機づけ）
内発 内発実験 同一化将来 同一化成長 取り入れ 外発
0.94 0.60 0.94 0.82 0.46 0.59

表 7 より，「実践 2ヶ月後は実践前よりも高い」と
いう仮説が成り立つ確率を算出したところ，その確
率は「内発的調整」因子が 94％，「内発・実験」因
子が 60％，「同一化・将来」因子が 94％，「同一化・
成長」因子が 82％，「取り入れ調整」因子が 46％，
「外的調整」因子が 59％であった。このことから，
本研究において考案した学習指導法は，自律性の高
い動機づけ因子のうち「内発的調整」因子，「同一
化・将来」因子，「同一化・成長」因子の 3因子を向
上させる指導法として有効であると示唆された。加
えて，この理科学習の意義を「科学的能力」から認
識させることが，自律性の高い動機づけを向上させ
るという本研究の結果は，先行研究（西内・川崎，
2017；西内ら，2018）の主張と一致する結果である。
以上のことから，本学習指導法は自律性の高い動機
づけ因子である「内発的調整」因子，「同一化・将
来」因子，「同一化・成長」因子の 3因子を向上させ
る指導法として有効であると考えられる。

4．�おわりに
本研究で考案した学習指導法は，「理科学習の意
義」を「科学的能力」から認識させる指導法として
有効であり，学習者の動機づけのうち，自律性の高
い「内発的調整」，「同一化・将来」，「同一化・成
長」の動機づけ向上に有効であると考えられる。ま
た，先行研究において，高校生は，一般的に動機づ
けが低下傾向にあると指摘されている（例えば，小
倉，2008）。この高校生に対して，約 2ヶ月という短
期間において学習者の動機づけの向上がみられたこ
とは評価できる点であると考えている。しかしなが
ら，本実践では，高等学校における進学希望の学習
者や就職希望の学習者といった学習者特性による動
機づけの違いの検討までは行えていない。さらに，
解良・中谷（2019）は社会認知的な観点から考える
と，同程度の高さの自己決定性で学習に取り組んで
いたとしても，その学習課題のどこに価値を見出し
ているかによって学習のやり方や進め方などは異な
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An Approach to Promote “Recognition of the Significance  
of Science Learning” and Improve Learner Motivation via Fostering  

“Scientific Ability” Recognition among High School Students  
in “Basic Earth Science”
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SUMMARY
The purpose of this research is to devise a teaching method to improve the motivation for 

science learning by promoting students’ recognition of the significance of science learning via 
fostering their recognition of “scientific ability”. The teaching methods devised in this research are 
(1) learning to teach directly about “scientific ability”, and (2) to be conscious in ordinary science 
learning. After carrying out model lessons in a high school “Basic Earth Science” class, the results 
demonstrated that: (1) The learners were able to recognize “scientific ability”, and (2) when the 
learners think that one of the significant aspects of science learning is “scientific ability”, facets 
of motivation such as “internal regulation”, “identified regulation and growth”, and “identified 
regulation and future” were improved among the participating students.

<Key words>  recognition of the significance in the science learning, motivation, the scientific ability, teaching 

methods, upper secondary school
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