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要　約

　本研究では、学習内容の理解を目標として、①学習した内容に関する知識表象を変化させる操作を促

す発問をして解決させること、さらにその前後で、②教えられた内容を自分の言葉で説明し直させること

の２つの指導枠組みを導入する授業を提案した。そして、小学５年理科「電流の働き」を単元とした授業

事例を示し、学習者の思考プロセスを、取り入れた２つの指導枠組みの観点から分析した。その結果、以

下のような指導枠組みの効果が示された。第一に、学習した内容に関する知識表象の柔軟な変形は自発

的には生じにくく、発問によって促されることが明らかとなった。第二に、そうした知識表象の変形とそ

れに伴って知識が精緻化されていくことは、説明活動をすることによって学習者自身にも自覚されていた。

第三に、意識された知識はよりよく保持され、のちの問題解決に適用されることが示唆された。

キーワード：説明、知識操作、深い理解、学習の転移、生成効果

問題と目的

　平成20年３月に告示された学習指導要領で、充
実すべき事項として言語活動が挙げられた。この活
動は、新学習指導要領（平成29年３月告示）にお
いても、教育活動を進めるにあたって配慮すべき事
項の一つとして引き続き重視されている。そのため
学校教育場面では、さまざまな言語活動を取り入れ
た指導が展開されてきている。しかし指導例が蓄積
されていく一方、「どのような指導目標を実現するた

めに、どのような言語活動が、何故有効なのか」といっ
た言語活動の効果を論じたり検証したりする研究は
未だ十分に行われているとは言えない。例えば、文
部科学省刊行の「言語活動の充実に関する指導事
例集」（文部科学省，2011）においては、言語活動
として「説明する」という活動が多く取り上げられ
ているが、その指導目標は自己診断や、概念・現象
の理解、理解深化などさまざまであり、説明の形態
もまた記述、グループでの話し合い、発表など多様
である。しかし、「何故ある指導目標をある形態の説
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明活動が達成し得るのか」といった指導の背景にあ
る理論や、他の実践場面への適用を可能にする指導
原則の提案は行われていない。
　そうした中にあって本研究では、学習内容の理解
を目標とし、学習内容を異なる観点から捉え直す中
で理解したことを自分の言葉で説明し直す活動を取
り入れた授業事例を示す。その中に取り入れられて
いる指導枠組みの理論的背景について紹介するとと
もに、有効性や応用可能性についても考察すること
が目的である。
学習内容を説明し直す活動の有効性
　説明とは、一般に、説き明かして教えることであ
るから、その効果は説明を受ける聞き手の理解にあ
ると考えられる。しかし実際には、説明は、聞き手
の理解を促すだけでなく、説明を行う話し手の理解
をも促すことが、これまでの心理学研究において数
多く指摘されている。例えば、知的能力や理解度が
同程度の２人の仲間（peer）間で、一方が教師役割

（tutor）を担い、他方が生徒（tutee）となって１対
１で学習指導を行う場面を扱うピア・チュータリン
グ（peer tutoring）研究では、生徒側だけでなく教
師側にも、学習効果がみられることが示されている

（e.g., Roscoe, & Chi, 2008）。
　そうした中にあって、特に、説明を行う話し手の
理解に着目した説明の形態として、「自己説明（self-
explanation）」（Chi, deLeeuw, Chiu, & LaVancher, 
1994）が挙げられる。自己説明は「文章や他の媒
体に提示された新しい情報を意味づける試みにおい
て、自分自身への説明を行う活動」と定義される（Chi, 
2000）。聞き手は置かれず、話し手の学習方略の一
つとして提唱されている。
　自己説明の研究では、主に、学習者にテキストを
与えて、記述されている内容を自己説明しながら読
ませ、その理解度を測るという方法で、効果が検討
されてきた。特に、Chi, et al.（1994）によって提唱
された際には、与えるテキストに不十分な点を意図
的に残し、その点を学習者に推論によって補わせな
がら説明を構築させることが重視されていた。情報

が省かれていることによって学習者に推論する余地
が生まれる。その推論という能動的な知識構築活動
によってテキスト理解が進むというわけである。事
実、Chi, et al.（1994）を踏まえたその後の多くの
研究でも、不十分なテキストが用いられ、高いテス
ト成績を示す学習者ほど自己説明の中で推論を多く
行っているという結論が得られている（レビューと
して、Roy & Chi, 2005）。
　物事の理解は一直線に進むものではなく、時にの
みこみにくい事柄に直面し、それを意味づけながら
進むものであることを考えると、推論を促す自己説
明は学習者の用いる方略としては非常に有用なもの
であろう。しかしながら、授業場面で教師が学習者
の自己説明に期待し、敢えて不十分な点を残して教
えるということは必ずしも推奨されるものではない。
なぜなら、学習者の正しい推論が成立するのは、学
習内容の難易度と学習者の知識が一定の適切な範囲
である場合に限られるからである。学習すべき内容
が難し過ぎたり、学習者が推論に必要な知識を有し
ていなかったりする場合には、理論的には推論が可
能であったとしても、現実的に正しい推論が成立す
ることは望めず、学習効果も得られないと考えられ
る。
　それでは、教師が十分と考えられる内容を教授し
た場合には、説明は必要ないのであろうか。この問
いに対し、そうした形態の説明の効果を支持する側
の知見として、記憶研究において示されてきた生成
効 果（e.g., McElroy & Slamecka, 1982; Slamecka 
& Graf, 1978）が挙げられる。生成効果とは、与え
られた学習材料をそのまま読んで処理する場合より
も、何らかの手がかりに基づいて学習材料を生成し
て処理した場合の方が、後の保持が良いという現象
である。生成効果を説明する理論の一つである意味
活性化仮説では、学習材料を生成する場合に、ただ
読む場合に比べて、意味記憶に貯蔵している学習材
料やそれに関係する事柄の表象がより強く活性化さ
れることを指摘している（レビューとして、多鹿・原、
1990）。このような考えに照らすと、教師が十分と考
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えられる内容を教授した場合であっても、その内容
を学習者自身が説明し直すことによって、学習者の
意味記憶に貯蔵された教えられた内容が改めて活性
化する、さらにそれらを自分の言葉で組み合わせて
いくプロセスにおいては、活性化した内容の結合も
強くなり、より良く保持されるという効果が生じるこ
とが期待できる。事実、小林（2013）では、学習内
容の理解に必要な概念の内包的定義や事例を含む
情報を十分と考えられる形で教授した上で、学習者
が教えられた内容を自分の言葉で説明し直す群と、
学習者自身が説明構築を行わない統制群として、教
師の説明を書き写す群とを設定して比較し、前者の
方が学習内容を理解できたことを実証している。
　以上の議論を踏まえ、本研究では、学習内容の理
解を目標とし、教師が十分と考えられる内容を教授
した上で、それを学習者自身が説明し直すという形
態の説明を取り入れた授業について検討していく。
理解の難しさと指導法
　ここで学習者に説明を行わせるに先立ち、十分と
考えられる内容を教える方法について精査しておく
必要がある。
　そもそも目標とされる学習内容の理解とは、特定
の用語や内容の丸暗記といった断片的・部分的なも
のではなく、学習した内容の意味を考え、学習内容
同士また関連する情報を結びつけた状態であると言
える。心理学では、前者を浅い理解、後者を深い理
解と呼び、深い理解をしてこそ、学習内容はさまざ
まな文脈で活用できるようになると考えられている。
　しかしながら、この状態に至ることは容易なこと
ではない。ある文脈で学習した内容が他の新奇な
文脈に適用できないことは多くの研究で指摘されて
いる。例えば、 Reed, Dempster, & Ettinger（1985）
では、代数の文章題を題材に、学習者は問題の状況
や求めるべき変数がほんの少し変化しただけで解け
なくなってしまうことを示している。また、工藤（2005）
は、平行四辺形の求積公式を使える大学生が、等周
長問題（長方形の辺の長さを固定したまま角度を変
えて平行四辺形に変形し、最初の長方形と後にでき

た平行四辺形とのどちらの面積が大きいかの判断を
求める問題）の解決に失敗することを指摘している。
公式のようなルールを学習しても他の場面に適用で
きない問題は、算数・数学の分野のみならず、理科

（オームの法則や、「種子植物であれば花が咲く」と
いったルールなど）や、社会（例として「企業間競
争があれば商品の価格は下がる」というルール）で
も多く見られる。このような問題を、「学習の転移」
の問題と言う。
　それでは、学習の転移を促すためにはどのような
指導が必要であろうか。工藤（2005）は、特定の文
脈で学んだ知識を多様な文脈に埋め込まれた問題の
解決に使用するためには、問題に合わせて知識表象
の形を変えていく、すなわち知識表象を「操作」す
ることが求められると述べている。平行四辺形の求
積公式「平行四辺形の面積は底辺と高さをかけあわ
せたものに等しい」を例にとって説明すると、公式
に含まれる一つの変数項を変化させることで別の命
題「平行四辺形の面積を大きくするためには、底辺
と高さを長くすればよい」や「平行四辺形の底辺が
同じ場合、高さが低くなれば面積は小さくなる」を
導くことが「操作」である。こうした操作によって
導かれた命題であれば、先に述べた等周長問題に適
用することが可能となるというわけである。操作に
よって公式の丸暗記ではなく、意味を考える認知的
活動が成立していると考えることもできよう。
　こうした知識の操作がその知識の理解に重要であ
ることは複数の研究で指摘されている（進藤・麻柄，
1999；立木・伏見，2008）。さらに、知識の操作を
積極的に促進しようとする試みとして、工藤（2015）
は「代理的知識操作発問」という概念を提唱し、そ
れに基づいて理科授業の分析を試みている。代理的
知識操作発問とは、学習者が行うべき知識操作を、
教師が発問の形で一部代行するものである。こうし
た発問によって学習が促されることが示唆された。
しかし同時に、授業は基本的に教科書の発問にした
がって進行され、代理的知識操作発問は生じにくい
ことも指摘されている。
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　以上のことから、本研究では、学習内容の理解、
特に、学習した内容を他の文脈でも適用できる深い
理解までを目標とし、知識操作を促すような発問と
その解決を指導として取り入れる。これによって教
授活動が十分なものに近づくと想定する。
本研究の目的
　本研究で示す授業は以下の通りである。授業の目
標は、学習内容の深い理解、すなわち、学習した内
容を他の文脈でも適用できる状態とする。そのため
に、学習した内容に関する知識表象を変形させる操
作を促す発問とその解決を指導として取り入れる。
さらに、その前後で教えられた内容を自分の言葉で
説明し直す活動を導入する。知識の操作を促す発問
とその解決の前後では学習者の知識表象の形が変わ
ることを考慮すると、それぞれの状態を説明し直さ
せる活動を導入することは、知識の精緻化のプロセ
スを意識化させること、および、最終的に構築した
知識表象の活性化を促して、安定した保持を導くこ
とが期待でき、有用であろうと考えられる。本研究
では、こうした授業事例を示し、その中で用いてい
る知識操作を促す発問とその解決や、教えられた内
容を自分の言葉で説明し直す活動という指導枠組み
について具体的に紹介するとともに、有効性や応用
可能性についても考察することが目的である。

方　法

対象者
　東京都内公立小学校５年生の１学級の児童30名
を対象とした。
学習内容と知識操作
　学習内容として理科単元「電流の働き」を取り上
げた。この単元では「電流の流れているコイルは、
鉄心を磁化する働きがあり、電流の向きが変わると
電磁石の極が変わること」、「電磁石の強さは、電流
の強さや導線の巻数によって変わること」が学習さ
れる（文部科学省，2008）。そのため、教科書では、

「コイル（導線を何回も巻いたもの）の中に鉄心を入
れて、電流を流すと、鉄心が磁石のようになるもの

を電磁石という」ことを述べた後で、「磁石の性質と
比べながら電磁石の性質を調べよう」、「電磁石を強
くする方法を調べよう。電流の強さ（乾電池１個の
場合と２個の乾電池を直列につないだ場合）、コイ
ルの巻き数（100回巻きと200回巻き）について調べ
よう」といった問いかけがなされている（教育出版，
2011）。
　学習者の多くはこうした問題に正答する。しかし

「鉄心が磁石のようになる」という教科書の記述から、
鉄心以外のものについてはどう考えるのであろうか。
例えば、銅・アルミニウムなど他の金属ではどうな
ると考えるのであろう。また、「電流が強くなると、
電磁石の強さも強くなる」というルールに含まれる
変数項の一つを変形させることによって、別の命題

「電流の強さが同じであれば、電磁石の強さも同じ」
などを導くことができるかも明らかではない。
　そこで、本単元の学習内容に関する知識操作とし
て以下の２つを取り上げる。１つは、「コイルの中に
鉄心を入れて、電流を流すと、鉄心が磁石のように
なる」という知識において、「鉄心」という値を変化
させる操作である。「鉄以外（銅）では磁石のよう
になるか」と問いかけて、実験活動を通して「鉄心
以外は磁石のようにはならない」を導く。もう１つは、

「電流が強くなると、電磁石の強さも強くなる」とい
うルールに含まれる「電流の強さ」を固定して、「電
流の強さが同じであれば、電磁石の強さも同じ」を
導く操作である。「乾電池の向きを変えたら、電磁石
の強さは変わるか（乾電池の向きが変わると、電流
の向きは変わるが、電流の強さは変わらないことは
学習済み）」といった発問を与え、解決することを通
して、操作を促していく。
授業概要と指導枠組み
　理科単元「電磁石」は2015年12月から2016年１
月まで述べ11時間で行われた。そのうち第３・４時
間目に行われた「電流の流れているコイルは、鉄心
を磁化する働きがあること」に関する授業と、第６・
７時間目に行われた「電磁石の強さは、電流の強さ
によって変わること」に関する授業が、本研究で検
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討するものである。
　各２時間の概要をTable 1に示す。いずれも以下
に示す指導枠組みに沿って展開された。

（１）教科書に記載されている内容の学習
　教科書に記載された形、すなわち「コイル（導線
を何回も巻いたもの）の中に鉄心を入れて、電流を
流すと、鉄心が磁石のようになる」、「電流が強くな
ると、電磁石の強さも強くなる」の形で、知識を学
習した。
　前者については、磁石の性質の１つである鉄を引
きつけることについて「鉄心のある場合とない場合
で異なるか」という問いを投げかけることから指導
を始めた。学習者は問いの答えを予想した後で、実
際に鉄心を入れたときとはずしたときでクリップが
つくかどうかを調べた。鉄心を入れたときにのみク

リップがつくという実験結果から「コイルの中に鉄
心を入れて、電流を流すと、鉄心が磁石のようになる」
という形でまとめを行った。
　後者については、「電磁石を強くする方法として
電流の強さについて調べよう。乾電池１個の場合と
２個の乾電池を直列につないだ場合で電磁石の強さ
はどうなるか」という問いから始めた。学習者は問
いの答えを予想した後で、実際に乾電池１個の場合
と２個の乾電池を直列につないだ場合で、クリップ
がつく量が異なるかを調べた。２個の乾電池を直列
につないだ場合の方が、クリップが多くつくという
実験結果から「電流が強くなると、電磁石の強さも
強くなる」と結論づけた。

（２）学習した内容を説明し直す活動
　教科書に記載されている内容の学習を終えてわ
かったことを、自分の言葉で記述するよう求めた。

（３）操作を促す発問とその解決
　学習した内容に関する知識表象を変形させる操作
を促す発問を行った。
　「コイルの中に鉄心を入れて、電流を流すと、鉄
心が磁石のようになる」という知識に対しては、「鉄
を銅にしても磁石のようになるか」という発問を行っ
た。鉄心であることの重要性に注意を向け「鉄心以
外は磁石のようにならない」を導く働きをもつ発問
である。学習者は問いの答えを予想した後で、銅を
入れたときにはクリップがつかないことを実験で確
かめた。
　「電流が強くなると、電磁石の強さも強くなる」と
いう知識に対しては、「乾電池の向きを変えたら、電
磁石の強さは変わるか」という発問を行った。乾電
池の向きを変えても電流の強さは変わらないことは
学習済みであり、「電流の強さが同じであれば、電
磁石の強さも同じ」を導く操作を促す。学習者は問
いの答えを予想した後で、乾電池の向きを逆にして
もクリップのつく量は変わらないことを実験で確か
めた。

Table 1　授業概要と指導枠組み
【第３・４時間目】
電流の流れているコイルは、鉄心を磁化する
１　教科書に記載されている内容の学習
　①問：鉄心のある場合とない場合で、鉄を引きつける

かどうかが異なるか。
　②予想
　③まとめ： コイルの中に鉄心を入れて、電流を流すと、 

鉄心が磁石のようになる。
２　学習した内容を説明し直す活動
３　操作を促す発問とその解決
　①問：鉄を銅にしても磁石のようになるか。
　②予想
　③まとめ：鉄心以外は磁石のようにならない。
４ 学習した内容を説明し直す活動

【第６・７時間目】
電磁石の強さは、電流の強さによって変わる
１　教科書に記載されている内容の学習
　①問：乾電池１個の場合と２個の乾電池を直列につな

いだ場合で電磁石の強さはどうなるか。
　②予想
　③まとめ：電流が強くなると電磁石の強さも強くなる。
２　学習した内容を説明し直す活動
３　操作を促す発問とその解決
　①問：乾電池の向きを変えたら、電磁石の強さは変わ

るか。
　②予想
　③まとめ：電流の強さが同じであれば、電磁石の強さ

も同じ。
４　学習した内容を説明し直す活動
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（４）学習した内容を説明し直す活動
　操作を促す発問とその解決を終えてわかったこと
を、自分の言葉で記述するよう求めた。
手続き
　授業の様子はビデオカメラを用いて記録した。授
業時に児童が行った与えられた問いに対する予想
とわかったことの説明は、ワークシートに記入させ、
回収して分析に用いた。また、単元前（事前）・単
元後（事後）の２回にわたって同一のテストを行った。
そのうち以下の４問を、本研究で検討する授業の効
果を測定するものとして分析に用いた。具体的には、

「コイルの中に鉄心を入れて、電流を流すと、クリッ
プが引きつけられた。①鉄を銅にすると、クリップ
を引きつける力はどうなるか。②乾電池を２個に増
やして直列につなぐと、クリップを引きつける力は
どうなるか。③乾電池の向きを変えたら、クリップ
を引きつける力はどうなるか」という授業で用いた
のと同じ３問と、転移問題である「④乾電池を２個
にして並列につなぐと、クリップを引きつける力はど
うなるか（正解は「変わらない」である。乾電池を
２個にして並列につないでも、電流の強さは１個の
ときと変わらないことは学習済みである。）」１問であ
る。転移問題は、乾電池の数を増やして直列につな
ぐ、乾電池の向きを変えるという授業で学んだ文脈
とは異なる文脈で、「電流が強くなると、電磁石の強
さも強くなる」という知識を適用できるかを測定す
る問題となっている。なお、本研究は、対象者の学
校長の承諾を受け、教員・保護者にも連絡の上で実
施された。大学の研究倫理審査委員会でも承認を受
けている。

結果

　事前・事後テスト、第３・４・６・７時間目の授
業全てに参加した児童21名を分析対象とした。
テスト結果の分析
　事前・事後テストで実施された、検討する授業
の内容に関する問題４問における児童の解答を、①
正解かつ解答理由まで過不足なく書けているもの２

点、②正解だが解答理由に不備があるもの１点、③
不正解または未解答０点で評価した。授業で用いた
問題と同じ３問の平均点（１問２点、６点満点）、転
移問題１問（２点満点）の平均点をTable 2に示す。
問題ごとに対応のあるt検定を行った結果、どちら
の問題においても事前・事後テストの平均の差は有
意であった（授業で用いた問題と同じ３問：t（20）
=9.53, p<.01、転移問題：t（20）=2.50, p<.05）。したがっ
て、事後テストで事前テストよりも高い成績を修め
たと言える。
　１群事前事後テストデザインであるため、本研究
で示した授業の効果について立証しきることはでき
ない。しかし、事前テストから事後テストの期間に
おいて児童の理解が進んだことは明らかである。し
たがって、以下では、授業過程の分析を行い、いか
なる指導要因が理解に結びついた可能性があるかに
ついて検討を進めていく。
学習過程の分析
　「電流の流れているコイルは、鉄心を磁化する働
きがある」ことの理解、「電磁石の強さは、電流の
強さによって変わる」ことの理解それぞれについて、
①教科書に記載されている内容の学習において発せ
られる問いに対する予想、②その学習後の説明、③
操作を促す問いに対する予想、④その学習後の説
明、各々において児童が示した考えとその間の変化
パターンをFigure 1・2に示す。上記④の説明後の
理解の保持についても検討するため、事後テスト問
題の解答も併せて示した。
　Figure 1・2からは、本研究で示した指導枠組み
の一つである操作を促す発問とその解決の効果が
見て取れる。「電流の流れているコイルは、鉄心を

Table 2
事前・事後テスト成績の平均点と標準偏差

事前テスト 事後テスト

授業と同一問題
0.38 3.43

（1.00） （1.73）

転移問題
0.00 0.48

（0.00） （0.85）
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磁化する働きがある」、「電磁石の強さは、電流の強
さによって変わる」のいずれの学習においても、教
科書に記載されている内容の学習において発せられ
る問いについて正しく予想することはたやすかった。
しかし、操作を促す問いを与えると、前者の学習で
48%、後者の学習で24%の児童が間違った。これは
操作が難しいことの表れである。操作を促す発問を
し、その解決に向けた指導を行うことの有用性が示
唆される。なお、児童が上手く解決できたこと、す
なわち、操作によって別の命題を導けたことは、操
作後の説明の内容から明らかである。
　教科書に記載されている内容の学習後と、操作を
促す発問とその解決後の２つの説明を比較すること
で、本研究で示したもう一つの指導枠組みである学
習した内容を説明させる活動が機能していることも
うかがえる。児童は、２つの説明で学習内容を異なっ
た形で表出している。児童自身もその変化を自覚し

ており、後の説明では「金属は金属でも鉄心しか芯
にはできないことが新しい発見だった」のような知
識の修正を意識したものや、「鉄心をなくし、コイル
だけでやると鉄は引きつけないこと。鉄心以外のも
のを芯にしても電磁石にはならないこと」といった
前の説明も再度述べた上で新たな説明を付け加える
ものが多く見られた。
　さらに、説明によって活性化された内容はよく保
持されることも、説明とその後の問題への解答の関
連から推察される。正しい説明を構築した児童の、
その後の問題の正答率は高い。一方で、正しい説明
を構築できなかった児童も存在する（「電磁石の強
さは、電流の強さによって変わる」ことに関する授
業で、最初の説明時に６名、２回目の説明時に４名）。
これらの児童のその後の問題の正答率は50%以下で
あった。

【教科書記載の問の予想】 【説明】 【操作を促す発問の予想】 【説明】 【事後テスト】
    （操作を促す発問と同一）

Figure 1
「電流の流れているコイルは、鉄心を磁化する働きがある」ことに関する授業における児童の考え方の変化

注）矢印に付してある人数は、矢印方向に考えが変化した児童数を示す。

【教科書記載の問の予想】 【説明】 【操作を促す発問の予想】 【説明】 【事後テスト】
    （操作を促す発問と同一）

Figure 2
「電磁石の強さは、電流の強さによって変わる」ことに関する授業における児童の考え方の変化

注）矢印に付してある人数は、矢印方向に考えが変化した児童数を示す。
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考察

　本研究では、学習内容の理解を目標として、学習
した内容に関する知識表象を変形させる操作を促す
発問とその解決を指導として取り入れ、さらに、そ
の前後で教えられた内容を自分の言葉で説明し直す
活動を導入した授業事例を示した。以下では、まず、
授業の効果について、授業の中に取り入れた指導枠
組みとの関連から整理し、応用可能性について考察
する。最後に、今後の課題について述べる。
本研究で示した指導枠組みの効果
　第一に、授業を通して、学習者の知識表象に変化
がみられた。変化は、操作を促す発問とその解決の
前後で生じたことから、この指導枠組みの影響と解
釈できる。この事実は裏を返せば、自発的な知識表
象の操作は困難であることを示しており、学習の転
移の問題に関する先行研究と軌を一にする結果であ
る。さらに、知識の操作を積極的に促進しようとす
る試みとして、工藤（2015）は「代理的知識操作質
問：学習者が行うべき知識操作を、教師が発問の形
で一部代行するもの」という概念を提唱し、それに
基づいて理科授業の分析を試みている。しかしなが
ら、工藤（2015）では、そうした発問は有効である
ものの、授業では生じにくいことも明らかにしている。
そうした中にあって、本研究で操作を促す発問を取
り入れた授業を提案できたことは教育実践上意義の
あるものと言えるだろう。
　併せて付言すると、近年では各教科での「習得」
と「活用」が重視されるようになってきている（中
央教育審議会答申、平成20年１月）。教科書に記載
された形で基本的な知識を「習得」し、それを変形
させる操作を行うことによって他の文脈でも適用で
きる（「活用」）ことを促す本研究の指導枠組みは、「習
得・活用」という教授学習の流れを考える上でも役
に立つと考えられる。
　第二に、学習内容の理解を目標としたときに、教
えられた内容を自分の言葉で説明し直すという形態
の説明活動が、有効であることが示唆された。この

活動は、説明の生成は学習者の意味記憶に貯蔵され
た内容を改めて活性化させる、さらにそれらを自分
の言葉で組み合わせていくというプロセスにおいて、
結合も強めるという、記憶研究において示されてき
た生成効果を理論的背景として提案したものであ
る。事実、説明によって活性化された内容の保持が
高いことは、説明とその後の問題への解答の関連か
ら見て取れた。このように、理論的背景をもって説
明活動に関する指導枠組みを提案できたことは、言
語活動を重視する学校教育場面において、より適切
な指導の選択を促す上で有用であると考えられる。
　また、説明研究においても、学習方略としての説
明として一般的な「自己説明」とは異なるタイプの
説明活動を提案し、有効性を検討したという点で、
本研究は有意義なものと考えられる。自己説明は学
習者の用いる方略として非常に有効なものであるが、
自己説明の出来不出来は学習者の知識・能力にか
かっている。教師の立場では、説明の質を高めるよ
うな働きかけができるよう準備しておく必要があり、
本研究で提案した授業における説明は、そうした準
備を心がけた事例の一つであると言えるだろう。
今後の課題
　最後に今後の課題を３点述べる。
　１つ目は、本研究で取り入れた説明活動の効果が
表れなかった学習者の存在と彼らへの対応の問題で
ある。説明によって活性化された内容がより良く保
持されることは、説明とその後の問題への解答の関
連から推察された。すなわち、正しい説明を構築し
た学習者のその後の問題の正答率は高い一方、正し
い説明を構築できなかった学習者の正答率は低かっ
た。しかし、正しい説明を構築できなかった学習者
が存在したということは問題である。もちろん、そ
の割合は少なく、これは、そうした負の事態が生じ
ないよう、説明前に十分に教えたことの効果があっ
たのであろうとは考えられる。しかしながら、教育
的観点からは、その指導では十分でなかった学習者
に対する働きかけの検討は不可欠である。具体的な
方法の提案と検討が今後の課題となる。
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　２つ目は、提案した授業や指導枠組みの効果の実
験的な検討である。本研究では、学習内容の理解に
関する心理学的理論に基づいて、指導枠組みやそれ
を取り入れた授業を提案した。さらに、それを実施
したときの学習者の思考プロセスから、指導枠組み
がどう機能していくのかを考察してきた。しかしな
がら、本研究は１群事前事後テストデザインである
ため、提示した授業が他の授業より効果的であるの
かといった点について立証することはできない。ま
た、授業には２つの指導枠組みが取り入れられてお
り、その各々が最終的な学習の理解に及ぼす影響の
大きさを分けて理解することも難しい。これらの課
題については、提案した授業や指導枠組みの効果を、
何らかの統制条件と比較して示していくことが必要
となるだろう。
　３つ目には、本研究で得られた結果をより一般化
するために、対象者や対象となる学習内容の幅を広
げて検討していくことが挙げられる。さらに、１つ目
と２つ目の課題に関連して、学習者の学力差や発達
段階などの個人差変数に焦点を当て、指導の効果の
差異を検討すること、その結果に応じて指導の改善
を試みていくことも必要であろう。以上のような検
討を経ることによって、より応用可能性の広い指導
を提案できると考えられる。
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