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とともに高まること，25 歳～49 歳と 50 歳以上の回
答者の認知欲求は時間とともに低くなることを報告
している。そのほか，認知欲求は，道徳的特性以
上に，道徳的行動を予測できること（Strobel, Grass, 
Pohling, & Strobel, 2017），学業成績と知能の関係を
緩和できること（Strobel, Behnke, Gaertner, & Strobel, 
2019）などが明らかになっている。また，国内の調
査においても，認知欲求は，批判的思考態度（小
川・本吉・廣岡・山中・吉田，1999），情報処理能力
（神山・藤原，1991），知的好奇心（西川・雨宮，2015）
と関連があることが報告されている。このように，
認知欲求を高めることで，学習に対して正の影響を
及ぼす可能性があることが示唆されている。
他方，教育の領域，特に学校教育においては，知
識や理解，思考力や判断力といった「認知能力」の
育成が重要視されるほか，肉体的・精神的健康や根
気強さ，意欲自身といった「非認知能力」（西坂・岩
立・松井，2017）の育成も，ジェームズ・ヘックマ
ン（たとえば，ヘックマン，2015）の一連の研究に
よって重要視されることとなった。そして，上述し
てきた認知欲求は，非認知能力の一部と捉えること
ができることから，学校教育において認知欲求を育
成することは重要であるといえる。そして，この認

1．�はじめに
1.1　�研究の背景
われわれ（人間）の尊厳のすべては，考えること
のなかにある（パスカル，2018，p. 251）。考えるこ
とは人間の特性の 1つであり，その考える行為その
ものを楽しむことも人間の特徴である。このような
考えることを楽しむ傾向は，心理学の領域で「認知
欲求」と呼ばれ，「努力を要する認知活動に従事した
り，それを楽しんだりする内発的な傾向」（Cacioppo, 
Petty, Feinstein, Blair, & Jarvis, 1996）と定義されてい
る。認知欲求に関する 1996 年までの研究は Cacioppo 
et al.（1996）によって，尺度構成，認知欲求と周
辺領域の関連，多変数との相関，調査課題の種類と
認知欲求の相関といった視点から整理されている。
また，近年の認知欲求に関する研究では，たとえば
Bruinsma and Crutzen（2018）では，大規模なパネル
調査を実施し，時間の経過による個人レベルの変化
は小さいこと，24 歳以下の回答者の認知欲求は時間
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きるような学習活動を意図的に理科授業に取り入れ
ることのできる学習理論に着目する。そして，この
ような方法を可能にすると考えられる学習理論とし
て，川崎・中山・雲財（2017），川崎・中山（2018）
の「理論」の構築過程に基づく学習指導（以後，「理
論の学習指導」と略す）をとりあげる。
川崎ら（2017）は，獲得させる科学（的）概念や科
学（的）知識が理論か法則かによって学習指導を区
別すべきであることを指摘し，とりわけその学習内
容が理論である場合の学習指導法として，「理論の学
習指導」を提案している。なお，この川崎ら（2017）
における「理論」とは「観察できる個々の事象を統
一的に説明することのできる考え」，「法則」とは
「ある条件の中で成立する事象の必然的規則性」のこ
とを指している。また，それぞれの一例として，
レーダーマン（2008）を参考に，温度が一定のとき
の気体の体積と圧力の関係を説明するボイルの法則
を法則，ボイルの法則を説明する分子運動理論を理
論として挙げている。そして，とりわけ理論に着目
するならば，理論は実験により直接的には実証され
ないという性質を持つ。このため，理論は様々な現
象を一貫して説明しやすく，反証されておらず，有
力な対立候補がない場合に理論として確立される。
以上のような性質や構築過程に基づき，「理論の学習
指導」は，以下のような学習指導が設定されている。
まず，ある事象に対して説明可能な仮説を発想さ
せる。そして，その発想された仮説について，様々
な実験を行っていく中で各事象を一貫して説明しや
すいか，反証されていないかといった観点から，仮
説の棄却や修正等を行わせる。また，その過程で複
数の仮説が発想された場合は，同様に各現象を一貫
して説明しやすいかといった観点からより妥当であ
ると考える仮説を選択させていくという学習を展開
する。
また，理論の学習指導を認知欲求の文脈から解釈
するならば，次のことがいえる。川崎ら（2017）は小
学校第 5学年「もののとけ方」において，川崎・中
山（2018）は小学校第 3 学年「物と重さ」から第 4
学年「水のゆくえ」の 6単元において，理論の学習
指導に基づく授業実践を行っている。そして，それ
らの実践においては，単元はじめに発想した仮説に
基づきその後の単元内の授業，あるいは単元を超え
た授業において，一貫して，自然事象を説明したり，
予測したり，仮説の修正を行ったりしている。そし
て，このような学習は前述の学習者自ら問題解決を
遂行する中で，努力を要する認知活動に継続的に取
り組んでいると捉えることができる。

知欲求は，知的好奇心と関連があることから，平成
29 年に告示された学習指導要領に示された「学びに
向かう力・人間性」に内包される概念と捉えること
ができる（雲財・中村，2018）。このような認知欲求
に着目した理科教育の領域の研究として，雲財・中
村（2018）を挙げることができる。
雲財・中村（2018）は，よく引用される定義であ
る「努力を要する認知活動に従事したり，それを楽
しんだりする内発的な傾向」の「努力を要する認知
活動」を，「理科における問題解決活動」と捉え，理
科における認知欲求を「観察・実験を通した一連の
問題解決に自ら取り組み，それを楽しむ内発的な傾
向」と規定し，その学習者の実態を明らかにしてい
る。具体的には，理科における認知欲求について，
小学校高学年の児童は中学生よりも高い傾向にある
こと，小学校第 5学年をピークに学年進行とともに
下がり，中学校第 3学年で回復する傾向があること
を明らかにしている。このように，理科における認
知欲求の実態把握については近年取り組まれてきて
いる。しかしながら，認知欲求の育成方法について
は，十分に検討されているとはいえない 1）。以上の
ことから，本研究では，理科における認知欲求の育
成に資する研究を行う。このために，まず，認知欲
求の育成に有効であると想定される学習理論の選定
を行う。

1.2　�本研究で採用する学習理論
認知欲求についての Cacioppo et al.（1996）の定義
や雲財・中村（2018）の規定に着目するならば，理
科における認知欲求の育成については，学習者自ら
問題解決を遂行する中で，努力を要する認知活動に
継続的に取り組むことが重要であることが想定され
る。そして，その中で，学習者自ら自然事象を説明
したり，予測したり，自らが設定した仮説を検証し
たりする活動を通して，それらを楽しいと感じ，そ
の結果として認知欲求が育成されると仮定できる。
これは，認知欲求のような非認知能力である動機づ
けのいくつかは，その動機づけに関わる感情が喚起
され，その喚起された感情を学習者自身が認知する
ことによって，育成されると考えられているためで
ある（例えば，ジマーマン，2009；波多野・稲垣，
1971）。つまり，授業中に考えることが楽しいという
感情が喚起され，その楽しいという感情自体を学習
者が認知することによって，認知欲求が育成される
と考えられるということである。このことから，本
研究では，この学習者自ら問題解決を遂行する中で，
努力を要する認知活動に継続的に取り組むことがで



理科教育学研究　Vol.61　No.2（2020）

243

仮説を発想させる際に，食塩やミョウバンと水を粒
で表現するよう児童に指示を行った。これは，単元
導入となる本時においてこれらを粒で表すことを指
示した方が，考えることが苦手な児童においても仮
説を発想することができることや，クラス全体にお
いて複数の仮説を発想させることに繋がると判断し
たためである。本時において児童が発想した仮説と
その人数を表 2に示す。なお，紙幅の都合上，以降
において，食塩やミョウバンを食塩等と表記する場
合がある。
そして，本時においては，それぞれの仮説につい
てクラス内で説明しあうことでその考えを共有し，
本時の最後に，図 1に示すワークシートに自分が発
想，選択した仮説とその自信度を記入させた。なお，
本ワークシートは川崎ら（2017），川崎・中山（2018）
において使用されたものと同様のものを用意した。
このワークシートには表 1に示す学習内容の丸数字
（例えば①，②）がついた授業の終結場面において，

以上のことから，本研究では，理論の学習指導に
着目して，認知欲求の育成に資する研究を進める。
なお，理論の学習指導については，人間性の育成（川
崎ら，2017）や粒子概念の獲得（川崎・中山，2019）
についての効果は検証されているものの，認知欲求
についての効果は検証されていない。

2．�研究の目的
本研究では，「理論」の構築過程に基づく学習指導
が認知欲求の育成に有効か否かを明らかにすること
を目的とする。

3．�実践および検証方法
3.1　�調査時期・対象・単元
2019 年 10 月に岡山県内の公立小学校第 5学年 1ク
ラス 33 名を対象に行った。なお，本実践を行ったの
は，普段から調査対象者に授業を行っている 30 歳代
の理科教育を専門とした担任教員である。本調査対
象クラスでは，2019 年 4 月から問題解決型の理科授
業に継続的に取り組んでいるが，「理論の学習指導」
に基づく授業は本実践が初めてである。また，実践
途中に欠席のあった者，後述する質問紙の実施時に
おいて欠損値のあった者等を除いた 27 名を以降の分
析対象者とした。
また，実践した単元は「もののとけ方」である。
これは，川崎ら（2017）が理論の 1つとして粒子概
念を挙げていること，川崎ら（2017），川崎・中山
（2018）も粒子領域の単元で授業実践を行っているこ
とから，理論の学習指導と「もののとけ方」の単元
は親和性が高いと考えたためである。

3.2　�指導の実際
前述したように，本実践は，小学校第 5学年「も
ののとけ方」において計 14 時間行った。本実践の指
導の流れを表 1に示す。単元の初めの学習内容 a，b
において，メスシリンダーの使用方法やろ過の方法
についての技能を獲得させた後，学習内容①～⑥に
おいて理論の学習指導に基づく授業実践を行った。

3.2.1　 学習内容①の指導の実際
まず，①「食塩やミョウバンは水にとけた時どの
ような状態なのだろうか」において，水の入った
ビーカーに食塩とミョウバンをそれぞれ入れ，溶け
ていく様子を観察させた。その後，食塩やミョウバ
ンは水に溶けたときに，どのような状態なのかにつ
いて，児童それぞれに仮説を発想させた。なお，本
時においては，授業を行う担任教員との協議の結果，

表 1　本実践の指導の流れ
学習内容（時数）
a．水の量を正しくはかる方法を知ろう（1）
b．小麦粉と水を分けるにはどうすればよいだろうか（1）
① 食塩やミョウバンは水にとけた時どのような状態なのだ
ろうか（2）
②水にとけたものは存在しているのだろうか（2）
③ 食塩やミョウバンはとかし続けるとどうなるのだろう
（2）
④水の量を増やすとものがとける量はどうなるだろう（2）
⑤水を温めるとものがとける量はどうなるのだろう（2）
⑥ とう明のところは本当にものがとけているのだろうか
（2）

表 2　学習内容①において発想された仮説と人数
仮説の 

名称
内容 人数

すきま説
水の粒と粒の隙間に食塩等
の粒が入り込んだという
仮説

8

合体説
水の粒と食塩等の粒が合体
したという仮説

1

消めつ説
食塩等は水に溶けることによって，消滅
したという仮説

15

かこまれ
説

水の粒の中に食塩等の粒が
入り込んだという仮説

1

変化説
食塩等が水に溶けたことにより，別のも
のに変わったという仮説

2

※白い〇は水，灰色の●は食塩等を表す。
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いく学習を行っていこうと，児童に今後の学習の進
め方について説明し，本時を終えた。
そして，表 1に示す学習内容②以降の授業におい
て，複数の仮説について，様々な実験を行っていく
中で，各現象を説明しやすいか，反証されていない
かといった視点から，それぞれの仮説を棄却したり，
修正したり，選択したりしていくような学習を展開
した。具体的には，各個人に各時点で選択している
仮説に基づき各実験の結果を予測させたり，実験後
の結果や他者の意見を基に，各自の仮説の妥当性を
考察させたりすることを通して，それぞれの仮説を
棄却させたり，修正させたり，再選択させたりした。
ここで，学習内容①～⑥について，児童それぞれ
が選択した仮説の人数がどのように推移したのかに
ついて，図 2に示す。図 2では，次のことを表して
いる。まず，右方向に進むほど学習が進んでいき，
上部の灰色部分の丸数字は表 1の各学習内容と対応
している。灰色部分より下の左側には児童が発想，
選択した仮説の名称，その右部から各学習内容にお
ける各仮説を選択した人数を〇（ノード）の大きさ
や数字で表している。また，〇（ノード）間の矢印
の数字は次時の学習内容において，どの仮説からど
の仮説に何人遷移したかを表している。なお，詳細
は後述するが，学習内容⑤において，新たに「水変
化すきま説」「つぶ変化すきま説」が発想，選択され
たため，その仮説の名称も追加した。
以降の指導の実際においては，紙幅の都合上，仮
説の棄却，再選択の多い学習内容②，仮説の修正が
みられた学習内容⑤に焦点化して述べる。

その時点における自分が選択した仮説とその仮説に
対する自信度を記録させる形式としている。このよ
うに自信度を記録させる理由は，前述したように，
理論は，実験により直接的には実証されないという
性質を持つため，児童が発想した仮説も常に暫定的
な考えであることを児童自身が意識できるようにす
るためである。そして，ワークシートを記入させた
後，最も良い仮説というのは，複数の実験結果を一
貫して説明できるものであるため，これから様々な
実験を通して検討し，最終的にそれらの実験結果を
一貫して最も説明しやすい仮説はどれかを選択して

図 1　使用したワークシート

図 2　仮説の推移と人数
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3.2.3　 学習内容⑤の指導の実際
学習内容⑤「水を温めるとものがとける量はどう
なるのだろう」について指導の実際を説明する。水
を温めると食塩等がとける量がどうなるのかについ
て，多くの児童は生活経験等からとける量は増える
と予想した。しかしながら，学習内容④までに選択
してきた仮説（「すきま説」と「合体説」）のままで
は，水を温めたときに食塩等がとける量が増えるこ
とは説明できないため，各仮説の修正を行った。そ
して，すきま説については，「水変化すきま説」と
「つぶ変化すきま説」が新たに発想された。「水変化
すきま説」は，温められたことにより，水の粒が大
きくなり，すきまが増えたことにより，溶ける量が
増えるという仮説である。一方，「つぶ変化すきま
説」は，温められたことにより，食塩等の粒が小さ
くなり，すきまに入り込める量が多くなるため，溶
ける量が増えるという仮説である。なお，「合体説」
については，温められたことにより水の粒が大きく
なったことにより，合体できる食塩等の粒が増える
ことによって，溶ける量が増えるという仮説を発想
したが，「合体説」の中で意見の相違がみられなかっ
たことから，名称は「合体説」のままとした。
その後，実験を行い，水を温めたときに溶ける量
が増えたことから，これまでの学習内容と同様に，
考察を行い，この時点における自身が支持する仮説
を選択させ，図 1に示すワークシートに記入させた。
その結果，「水変化すきま説」は 2名，「つぶ変化す
きま説」は 21 名，「合体説」は 4名となった。
なお，この学習内容では，溶質が食塩の場合，水
の温度を上げても食塩がとける量は変わらないとい
う実験結果が得られることが多い。しかし，本実践
では，実験により少量ではあるが食塩が水にとける
量が増えたという実験結果が得られたため，水の温
度を上げると食塩とミョウバンのどちらも水にとけ
る量は増えること，ミョウバンに比べ温度による食
塩が水にとける量の変化は小さいことを考察時に確
認した。

3.3　�検証方法
本研究では，理論の学習指導が認知欲求の育成に
有効か否かを明らかにすることを目的としている。
また，理論の学習指導が認知欲求の育成に有効であ
ると考えた理由は，この学習において，児童自ら自
然事象を説明したり，予測したり，自らが設定した
仮説を検証したりする活動に取り組むことによって，
それらの活動を楽しいと感じ，その結果として，児
童の認知欲求そのものを育成することができると考

3.2.2　 学習内容②の指導の実際
学習内容②「水にとけたものは存在しているのだ
ろうか」について指導の実際を説明する。学習内容
①において，クラス全体で発想された仮説は 5種類
であった。まず，前時の振り返りとして，各仮説に
ついてそれぞれ確認した後，教師が児童に簡単に検
証できそうな仮説はないか尋ねた。そして，水に溶
けたものがビーカー内に残っているか否かは簡単に
実験によって検証できそうだというある児童の発言
からその考えがクラス全体に共有された。このため，
「水にとけたものは存在しているのだろうか」を学習
のめあてとし，これを確かめる方法を児童に考案さ
せた。その結果，水を蒸発させる方法と重さを測る
方法の二つが発想された。その理由として，水を蒸
発させる方法については，もし「消めつ説」が正し
いならば，水を蒸発させても溶けたものは残らず，
もし「消めつ説」以外の仮説が正しいならば，水を
蒸発させた後に溶けたものが出てくるはずだと考え
たためである。一方，重さを測る方法については，
もし「消めつ説」が正しいならば，水に食塩等を溶
かしても水（水溶液）の重さは変わらず，もし「消
めつ説」以外の仮説が正しいならば，水に食塩等を
溶かすと重さが重くなると考えたためである。
そして，これらの実験を行ったところ，水を蒸発
させた後に溶けたものが出てきたという結果と，水
に食塩等を溶かすと重さが重くなるという結果が得
られたため，「消めつ説」が棄却された。また，かこ
まれ説については，水を蒸発させる方法について，
もし「かこまれ説」が正しいならば，水を蒸発させ
たときに，水と一緒に食塩等が空気中に出ていくた
め，溶けたものは残らないはずだと考えていた児童
が複数いた。また，「変化説」についても，水を蒸発
させる方法について，もし「変化説」が正しいなら
ば，水を蒸発させたときに，食塩等とは違うものが
出てくるはずだと考えていた児童が複数いた。しか
しながら，実験結果は前述の通りだったため，これ
らの仮説を選択していた児童は，「かこまれ説」「変
化説」もこの実験結果を説明しにくいとの観点から
他の仮説を選択することになった。そして，本時の
まとめとして，水にとけたものは存在していたこと
を児童全員で確認するとともに，この時点における
自分が支持する仮説を選択させ，図 1に示すワーク
シートに記入させた。その結果，「すきま説」を選択
した児童は 21 名，「合体説」を選択した児童は 6名
となった。
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セットが提案されている（中村・雲財，2018）。本研
究ではセット A（項目番号 1～4，6，8，15）とセッ
ト B（項目番号 7，9～14）の両方を使用し，実践前
後の 2時点での測定を行った。具体的には，セット
Aとセット Bを調査協力者にランダムに割り付け，2
回の測定で異なるセットに回答するよう求めた。2
時点で異なる項目セットを用いることで，項目内容
の学習バイアスを回避することができる。また，ど
ちらのセットにも指導内容に対応した問題解決の各
過程が含まれており，問題解決の各過程における認
知欲求を測定できるようになっている。
測定に際しては，各質問項目に対して，「1：まっ
たくあてはまらない～5：とてもよくあてはまる」の
5件法で回答を求めた。そして，中村・雲財（2018）
に示された困難度・識別力パラメータを用いて，調
査協力者の特性値 θをベイズ推定（EAP推定）し，
理科における認知欲求変数とした。
まず，質問紙への回答に基づき推定された調査対
象者の認知欲求の基礎集計を表 3に示す。表 3では
左から順に，平均値，標準偏差，事前事後の相関係
数を示している。事前事後の平均値を比べると事後
の方が高いことが分かる。また，事前事後で正の相
関が見られた。
次に，事前事後の認知欲求変数は多変量正規分布

えたためである。このため，まずは，児童が学習の
中で，自然事象を説明したり，予測したり，自らが
設定した仮説を検証したりする活動を楽しいと感じ
たかどうかを検討する。そして，このような児童の
姿を確認することができたならば，次に，児童の認
知欲求が育成されたか否かを検討する。以上をまと
めると，分析の視点は次の 2点である。
ⅰ）児童が学習の中で，自然事象を説明したり，予
測したり，自らが設定した仮説を検証したりす
る活動を楽しいと感じたか。

ⅱ）児童の認知欲求が育成されたか。

4．�結果及び考察
4.1　�分析の視点ⅰ）について
本単元終了後に，児童には本単元の感想として，

「今回の「自分の説をもち，それを単元全体の中で，
実験を行ったり，話し合いを通して考えたりする」
理科の学習を通して感じたことを書きましょう。」の
問いに，自由記述で回答させている。分析の視点ⅰ）
では，この記述を対象に分析を行う。感想の記述例
について，図 3に示す。
児童が学習の中で，自然事象を説明したり，予測
したり，自らが設定した仮説を検証したりする活動
を楽しいと感じたかについては，図 3に示す児童 A
から児童 Dのように，考えること，仮説を発想する
こと，考察すること等について，楽しかったといっ
た記述がみられるかという視点で分析を行った。
分析の結果，27 名中 17 名（63.0％）が，学習の中
で，自然事象を説明したり，予測したり，自らが設
定した仮説を検証したりする活動を楽しんだと判
断できる記述であった。なお，残りの 27 名中 6 名
（22.2％）は，児童 Eのように今回の学習を肯定的に
捉えているとは判断できるものの，学習を楽しんで
いたかどうか判断できない記述，27名中4名（14.8％）
がそれら以外の記述であった。
以上の結果から，多くの児童が学習の中で，自然
事象を説明したり，予測したり，自らが設定した仮
説を検証したりする活動を楽しんだと判断した。

4.2　�分析の視点ⅱ）について
次に，分析の視点ⅱ）として，児童の認知欲求が
育成されたかについて，量的分析による検討を行う。
理科における認知欲求を測定する尺度として，雲
財・中村（2018）が開発した「理科における認知欲
求尺度」を用いる。当該尺度は項目反応理論（Item 
Response Theory）に基づく水平テストが構築されて
おり，同じ能力を測定することが可能な 2つの項目

児童 A：みんなの説でいろいろなことをいっぱい考えて

いろいろな説がでてきていろいろなことができてたのし

かった。

児童 B：仮説や，～説をかんがえるのは，すごくたのし

かったし，実験したけっかから，考察をかんがえるとこ

ろ，自信度グラフをかくところなど，すごく考えるのが

おもしろかったです。話し合いをするのも，とてもよか

ったです。

児童 C：みんな説が分かれて一人一人違う意見をもって

いて，「それ，ちがうんじゃない」というときや「そうだ

な」という時があっておもしろかったです。

児童 D：みんな1人1人がおもしろい考えをいってくれ

て，私も「なるほど～」「へ～」というふうに，かんじれ

ました。私が，最後に水変化すきま説を考えて，発表し

た後，〇〇くんが，つぶ変化すきま説を考えていたの

で，目のつけるところがちがうなーとかんじました。み

んなの理由すごくて私もすごい考えを出さないと!!とお

もってすごくすごくかんがえたのを思い出します。楽し

かったです。

児童 E：合体説だと思いながらみんなの意見を聞きなが

ら参考にして答えを出すのも大切だなと思った。

図 3　感想の記述例
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り，自らが設定した仮説を検証したりする活動を楽
しいと感じたと判断できる記述をしていたこと，質
問紙調査において認知欲求得点の平均値が向上して
いたと判断できる結果を得たことから，「理論」の構
築過程に基づく学習指導が認知欲求の育成に有効で
あると判断した。

5．�おわりに
以上のように，本研究では，「理論」の構築過程に
基づく学習指導が認知欲求の育成に有効であること
を明らかにしてきた。このように，近年注目されて
いる非認知能力の一つである認知欲求の育成に有効
な方法を明らかにしたことは本研究の成果であると
いえる。
しかしながら，一方で，課題も残っている。理論
の学習指導は，川崎ら（2017）が指摘するように，
粒子領域においては親和性の高い指導法ではあるも
のの，他の領域の学習においてはそうであるとはい
えない。このため，認知欲求の育成に有効なより汎
用性の高い学習指導法を考案することが必要となっ
てくる。また，本研究は小学校第 5学年の児童を対
象に単一単元のみの実践を行ったが，認知欲求は小
学校第 5学年をピークに低下傾向にあることが明ら
かになっている（雲財・中村，2018）。単一単元の実
践では，今回の調査で示された認知欲求の向上がど
こまで持続的な変化なのかが不明である。仮に，一
時的な向上だとしても，そのような指導を繰り返す
なかで持続的な変化につながり得るものと考えられ
るものの，今後は，低下傾向にある小学校第 6学年
や，中学校を対象に，継続的な介入と調査を行う必
要があるだろう。その際，「理論」の構築過程に基づ

に従うというモデルを設定し，事前事後の平均値の
差についてベイズ統計に基づく検討を行った（対応
のある t検定に相当）。ベイズ推定に際しては，長さ
21000 のチェインを 5 つ発生させ，バーンイン期間
を 1000 とし，MCMC法の一種である HMC法によっ
て得られた 100000 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，パラメータ・生成量の
全てに関して有効標本相当数（n-effective）が 55000
個以上と十分な数であったことから，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。
事前事後の認知欲求の母平均（mu-pre, mu-post）お
よび母平均の差（delta），効果量（d）および，モデ
ル内において「事後が事前よりも高い（差が 0以上）」
といえる確率（p）の事後分布の EAP推定値を表 4
に示す。また，予測分布のEAP推定値を表5に示す。
表 4より，想定したモデル内においては事前より
も事後の方が高い確率は 97％であり，事後の認知欲
求が相対的に高い傾向にあると解釈できる。母効果
量の推定値は，d＝0.38 であり，Cohen（1969）の基
準を参照すれば，これは小～中程度の大きさである
と解釈できる。また，事前の母平均の推定値が，雲
財・中村（2018）で示された第 5学年の母平均パラ
メータの 95％確信区間に収まっているのに対して，
事後の推定値は 95％確信区間の上限を上回る値を示
していることからも，介入による認知欲求の明らか
な向上が認められる。
その一方で，今後得られるデータについての予測
である予測分布の値は広い範囲を取っている。例え
ば，母平均の差（delta*）の予測分布の 95％確信区
間は –0.40～2.13 であり，今後同じ実践をした場合に
認知欲求が向上する効果が見られない可能性も示し
ている。また，効果量 dは，95％確信区間に 0を含
む広い範囲をとっている。このような広い範囲を取
るのは本研究のサンプルサイズの小ささに起因する
ものであり，今後はサンプルサイズを増やしたさら
なる検証を行うことで，より精度の高い推定を行う
ことが可能になるだろう。

4.3　�考察
以上，分析の視点ⅰ），ⅱ）の結果から，多くの児
童が学習の中で，自然事象を説明したり，予測した

表 3　認知欲求変数の基礎集計（N＝ 27）
mean sd r

事前 0.69 0.60
0.58

事後 0.92 0.66

表 4　EAP推定値（事後分布）
EAP post.sd 2.5％ 97.5％

mu pre 0.69 0.12 0.44 0.93
mu post 0.92 0.14 0.65 1.19

r 0.54 0.14 0.22 0.77
delta 0.23 0.13 –0.01 0.48

p 0.97 0.18 1.00 1.00
d 0.38 0.20 –0.02 0.77

表 5　EAP推定値（予測分布）
EAP post.sd 2.5％ 97.5％

mu pre* 0.68 0.66 0.25 1.97
mu post* 0.92 0.72 0.45 2.34

delta* 0.23 0.96 –0.40 2.13
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く学習指導のみならず，複数の指導法の効果を効果
量に基づき比較し，より効果的な指導法の検討を行
うことも重要である。
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SUMMARY
In this study, we aimed to clarify whether utilizing teaching methods based on the theory 

building process is effective in fostering “need for cognition”, increasing curiosity and motivation in 
elementary school science students. We practiced teaching in the fifth grade of elementary school 
using such a teaching method. The following data was obtained from the results of our in-class 
practice. First, many students described how they enjoyed the activities of explaining, predicting, 
and testing hypotheses during learning. Second, the questionnaire survey revealed that the average 
need for cognition score improved among the participating students.. From these facts, it was 
concluded that utilizing a teaching method based on the theory building process was indeed effective 
in fostering a need for cognition, increasing student curiosity and motivation.

<Key words>  need for cognition, elementary school science, teaching method based on building process of 

theory, non-cognitive skills, motivation




