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This study seeks to examine the developmentalrelationship between experience and use of
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本研究の目的は，学習方略の接触経験と使用との

関連について横断的に検討し，小学生，中学生，高

校生において，学習方略についてどのような経験を

持つことが，学習方略の使用と関連しているのかを

明らかにすることである．

学習方略に関する研究の多くは，学習方略の使用

と課題の達成とが強く関係しており，有効な学習方

略を使用している学習者が優れた学業成績を示すこ

と を明らかにしてきた（例えば，Bouぬrd，

Boisvert，Ⅵ三Zeau，＆ Larouche，1995；Pintrich ＆

De Groot，1990；Pintricb，Smith，Garcia，＆

McKeachie，1993；甘igwe11＆ Prosseち1991；

Ⅴわ1ters，1998など）．そして，それらの先行研究の

知見をもとに多くの学習方略の訓練法が考案され，

それらの訓練法の有効性が示されてきた（例えば，

Brown，Pressley，Ⅶn Meteち ＆ Scbudeち1996；

McInerney，McInerne沸 ＆ Marsh，1997；Sovik，

Heggberget，＆Samuelstuen，1996など）．

Jones（1988）によると，学習方略の訓練法には

4つのレベルがあるとされる．その中で最も基礎的

なレベルⅠの訓練法は学習方略に関する一般的教示

のみを与えるものであり，レベルが上がると一般的

教示に加えて，方略の適用の仕方，テキスト構造

（学習する教材がどのように構成されているか）を

理解する方法，方略の適用過程などについての指導

が行われる．このようなレベルの位置づけ方からも

分かるように，学習方略の指導を行う際，まず必要

なことは学習方略に関する知識の教示である．学習

方略指導においては，学習者に学習方略の知識を与

えることが，学習方略の意図的な使用の第一段階と

して重要であると考えられている．そこで，教師の

側から考えると学習方略の知識をいかに学習者に伝

達するかということが重要となる．学習者がどのよ

うな経験を通して学習方略の知識を獲得していくの
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かを知ることは，学習方略を指導する上で有効な指

針となると考えられる．

学習者ほ学習方略についてどのような経験をし，

学習方略の使用に結びつけていくのか．学習方略の

指導という観点からすると，現在どのような知識を

持っているのかよりも，どのような経験が学習方略

の使用に結びつくのかに焦点を当てることが重要で

あると考えられる．学習方略に関する経験について

考えると，その中で重要な位置を占めるのは学校で

の経験である．学習者は，教師からの被指導経験を

通して学習方略の知識を得ることが多いものと推測

される．Weinstein＆Mayer（1986）は，教師の目

標は学習内容（what tolearn）と，学習を達成する

ための学習方法（how tolearn）を学習者に教える

ことであると述べており，教師が学習方略の知識伝

達に関して主要な役割を担っていると考えられる．

また，教師以外の学校での学習方略接触経験として

は，友人の学習方略使用が考えられる．ガニエ

（1989）は，生徒は他者の学習方略の使用を観察し

ており，その観察結果についての記憶が学習方略使

用に影響を及ぼすと述べている．小学枚や中学校で

は，グループで学習する場面が比較的多く，友人の

学習方略使用を観察したり，話を聞いたりすること

によって間接的に知識を得る機会は多く存在するた

め，そのような経験が児童・生徒の学習に影響を与

えることが予想される．さらに，学校以外の場面に

おいても，親，きょうだい，塾の先生，先輩，参考

書など，様々な学習方略接触経験が存在すると思わ

れるが，それらは個々人の生活環境によって経験で

きないものもある．本研究では，学校教育での学習

方略指導において有用な知見を得たいと考えるた

め，どの学習者も学校において共通して経験するこ

とが可能な，「教師の指導」と「友人の使用」の2

種類の経験を扱うものとする．

ところで，学習方略と一口で言っても，その分類

は研究者によって異なり，多様である．その分類の

一つとして，認知的方略とメタ認知的方略
（Pintrich＆Schrauben，1992）という分け方があ

る．「認知的方略は，認知的進歩を促すために意図

的に行う心的操作や活動であり，メタ認知的方略

は，認知的進歩を意図的に監視するために行う心的

操作や活動である」（辰野，1997）とされる．メタ

認知的方略とは，自分の学習活動を監視しコント

ロールする方略であり，認知的方略の働きにも影響

を与えるような学習方略である．つまり，メタ認知

的方略は他の学習方略に比べ高次の認知レベルにあ

ると考えられる．従って，メタ認知的方略を認知的

方略などの他の方略と区別して扱うことが必要であ

る．佐藤・新井（1998）は，学習方略に関する先行

研究の問題点として，メタ認知的方略が区別されて

いないことを挙げている．そして，メタ認知的方略

（柔軟的方略・プランニング方略）と認知・リソー

ス方略（作業方略・友人リソース方略・認知的方

略）とを分けた学習方略尺度を作成し，それぞれに

ついて検討している．メタ認知的方略を認知的方略

や外的リソース方略とに分けて扱うことによって，

学習方略の特徴がより明確になると考えられる．

本研究では，小学生，中学生，高校生における学

習方略に関する接触経験を横断的に調べ，それぞれ

の学年において学習方略の経験と使用がどのように

関係しているかを明らかにしたい．具体的には，

「教師の指導」として教師から学習方略の指導を受

けた経験，および「友人の使用」として友人の学習

方略使用に接触した経験について質問する．学習方

略の使用を測定する際には，佐藤・新井（1998）の

作成した学習方略使用尺度を用い，学習方略の接触

経験についても佐藤・新井（1998）の分類を用いて

質問するものとする．

方 法

調査対象 茨城県内の公立小学5年生133名（男子

67名，女子66名），私立中学1年生132名（男子103

名，女子29名），私立高校2年生（男子168名）の計

433名（男子338名，女子95名）が調査に参加した．

調査内容（1）学習方略使用尺度（佐藤・新井，

1998，Appendix）：①メタ認知的方略尺度；柔軟的

方略とプランニング方略の使用を測定する尺度．柔

軟的方略とは，「勉強でわからないところがあった

ら，勉強のやり方をいろいろ変えてみる」や「勉強

するときは，その日の用事を考えて勉強のやり方を

変える」など，学習の進め方を自己の状態に合わせ

て柔軟に変更することによって学習を促進する方

略．プランニング方略とは，「勉強するときは，さ

いしょに計画を立ててからはじめる」や「勉弓虫を始

める前に，これから何をどうやって勉強するかを考

える」など，学習計画を立ててから学習に取り組む

ことによって学習を促進する方略である．②認知・

リソース方略尺度；作業方略，友人リソース方略，

認知的方略の使用を測定する尺度．作業方略とは，

「勉強するときは，参考書や事典などがすぐ使える

ように準備しておく」や「勉強していて大切だと

思ったところは，言われなくてもノートにまとめ

る」，「勉強で大切なところは，くり返して書いたり

しておぼえる」ど，作業を中心として学習を進める

方略．友人リソース方略とは，「勉強でわからない
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ところがあったら，友達にその答えをきく」や「勉

強でわからないところがあったら，友達に勉強のや

り方をきく」など，友人関係を中心として学習を進

める方略である．認知的方略とは，「勉強するとき

は，内容を頭に思いうかべながら考える」や「勉強

するときは，内容を自分の知っている言葉で理解す

るようにする」など，個入内の認知的な活動によっ

て学習を促進させる方略．回答形式は，①と②の両

方において「とてもつかう」から「まったくつかわ

ない」までの5件法であった．

（2）学習方略経験尺度：学習方略使用尺度で提示さ

れた各学習方略項目を「先生から教えてもらったこ

とがあるか」（教師の指導），提示された学習方略に

対して「友達がその方法で勉強しているのを見た

り，開いたりしたことがあるか」（友人の使用）を

問う．回答形式は，「ある」「ない」の2件法．

手続き 調査は，担任教師によって各クラスごとに

集団で実施された．小学生においては，担任教師が

全ての項目を読み上をヂた．

結果と考察

1 学習方略使用尺度の項目分析

学習方略使用尺度の5つの学習方略の下位尺度得

点（合計得点／項目数）を算出した．得点範囲は0

点～5点である．各下位尺度得点の平均値，標準偏

差ならびにα係数を′mblelに示した．下位尺度の

分布について検討したところ，全ての学習方略にお

いて，それぞゴtの使用尺度得点の平均値から標準偏

差を引いた値と平均値に標準偏差を加えた値は，各

尺度のとり得る倦の範囲内にあった．したがって，

使用尺度の分布に極端な偏りは認められなかったも

のと考えられる．

次に，各下位尺度のα係数を算出した．その結

果，α係数は0．70～0．80の催となり，学習方略使用

尺度の各下位尺度に高い内的一貫性が認められた．

2 学習方略経験尺度の項目分析

学習方略経験尺度について，教師から指導を受け

た経験（以下，教師指導）及び友人の学習方略使用

に接触した経験（以下，友人使用）それぞれにおい

て，5つの学習方略の下位尺度得点（合計得点を項

目数で除し，逆正弦変換を施した値）を算出した．

各下位尺度の平均値，標準偏差ならびにα係数を

「払blelに示した．下位尺度の分布について検討し

たところ，全ての学習方略において，それぞゴtの経

験尺度の平均値から標準偏差を引いた値と平均値に

標準偏差を加えた値は，各尺度のとり得る倍の範囲

内にあった．したがって，経験尺度の分布に極端な

偏りは認められなかったと考えられる．

学習方略経験尺度について，教師指導及び友人使

用それぞれのα係数を算出した．その結果，教師指

導尺度で0．67～0．76，友人使用尺度で0．56～0．76の

催を得た．内的一貫性がやや低い下位尺度があるも

′mblel各尺度得点の平均値及び標準偏差

平均値 標準偏差 数係α

学習方略使用尺度

柔軟的方略

プランニング方略

作業方略

友人リソース方略

認知的方略

6

2

2

0

6

1

3

5

8

3

3

3

3

2

3

8

7

4

8

7

7

7

8

9

7

0

0

0

0

0

0

2

3

0

0

8

7

7

7

7

0

0

0

0

0

学習方略経験尺度（変換後）

教師指導 柔軟的方略

プランニング方略

作業方略

友人リソース方略

認知的方略

0．62 0．46 0．76

0．70 0．50 0．70

0．87 0．49 0．69

0．43 0．47 0．67

0．72 0．48 0．69

友人使用 柔軟的方略

プランニング方略

作業方略

友人リソース方略

認知的方略

0．48 0．41 0．76

0．55 0．41 0．64

0．65 0．45 0．68

0．61 0．48 0．56

0．51 0．40 0．64
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のの，ある程度の内的一貫性が認められたものと考

えられる．

3 学習方略使用および経験の学年差の検討

学習方略使用尺度の下位尺度得点について，学年

（小学5年，中学1年，高校2年）ごとに，平均値

及び標準偏差を算出した（取ble2）．学年を要因と

する1要因の分散分析を行った結果，作業方略

伊［2，422］＝27．83，p＜．01）と認知的方略

（ダ［2，421］＝3．78，p＜．05）において主効果が認め

られ，作業方略について多重比較を行った結果，小

学5年生＜高校2年生＜中学1年生という関係がみ

られた（MSe＝0．63，5％水準）．認知的方略につ

いて多重比較を行った結果，高校2年生が小学5年

生，中学1年生よりも有意に使用が少をかった

（MSe＝0．59，5％水準）．

この結果から，中学1年生が作業方略，認知的方

略を他の学年よりも使用していることが示された．

これは，佐藤・新井（1998）と一致する結果であ

る．中学校は小学校に比べ学習量が増加するため

に，それらの学習をこなしていく必要性から学習方

略の使用が増加するのではないかと考えられる．高

校生においては，文科系，理科系など専攻が分かれ

たり，教科の好みにばらつきが出るなどして，学習

効率を重要視する必要性が低減するために，学習方

略を使用してノルマを消化していくような学習形態

よりも，自分の興味や関心に基づいて学習をしてい

く傾向が強まっていくのではないかと考えられる．

このように学年が上がるにつれて学習の質，さらに

は学習目標も変化していくために，高校生になると

学習方略の使用が中学時代に比べ減少するのかも知

れない．

次に，学習方略経験尺度（教師指導及び友人使

用）の下位尺度についても，学年ごとに平均値及び

標準偏差を算出した（′払ble3）．学年を要因とする

1要因の分散分析を行ったところ，教師指導におい

ては，作業方略（ダ［2，431〕＝22．96，p＜．001）と

友人リソース方略（ダ［2，431］＝5．22，p＜．01）で

主効果が認められ，多重比較を行った結果，中学1

年生，高校2年生が小学5年生よりも作業方略の経

験得点が高く（MSe＝0．22，5％水準），高校2年

生が小学5年生，中学1年生よりも友人リソース方

略の経験得点が高かった（MSe＝0．22，5％水

準）．

友人使用においては，作業方略で主効果

（ダ［2，435］＝19．77，p＜．001）が認められ，多重比

′払ble2 各学年における学習方略使用尺度得点の平均値及び標準偏差

小学5年 中学1年 高校2年

柔軟的方略

プランニング方略

作業方略

友人リソース方略

認知的方略

3．20（0．糾）

3．30（0．77）

3．12（0．81）

2．72（0．95）

3．42（0．76）

3．21（0．74）

3．31（0．81）

3．85（0．78）

2．96（0，98）

3．46（0．76）

3．08（0．77）

3．35（0．75）

3．56（0．80）

2．74（0．99）

3．24（0．77）

（）内標準偏差

取ble3 各学年における学習方略経験尺度得点の平均値及び標準偏差（変換後）

小学5年 中学1年 高校2年
教師指導 柔軟的方略

プランニング方略

作業方略

友人リソース方略

認知的方略

0．58（0．38）

0．67（0．47）

0．65（0．44）

0．39（0．35）

0．70（0．41）

0．59（0．42）

0．67（0．47）

0．92（0．47）

0．36（0．44）

0．75（0．45）

0．67（0．53）

0．76（0．54）

1．01（0．50）

0．52（0．56）

0．71（0．54）
友人使用 柔軟的方略

プランニング方略

作業方略

友人リソース方略

認知的方略

0．53（0．43）

0．58（0．38）

0．46（0．36）

0．59（0．47）

0．54（0．37）

0．47（0．37）

0．50（0．38）

0．78（0．43）

0．64（0．45）

0．52（0．39）

0．46（0．44）

0．57（0．45）

0．70（0．48）

0．58（0．50）

0．48（0．43）

（）内標準偏差
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較の結果，小学5年生よりも中学1年生，高校2年

生の方が得点が高かった（MSe＝0．19，5％水

準）．その他の方略では，学年による有意差はみら

れなかった．

これらの結果は，作業方略と友人リソース方略以

外には学習方略の経験に関して，学年による差があ

まりないことを示している．その理由について，教

師の学習方略指導と学習方略の質的変化という二点

から考察する．まず，学校で行われる教師による学

習方略指導という点から考える．継続的に学習方略

が指導されてきたり，友人の使用に触れてきたりし

たと仮定すると，学年が上がるにつれて経験尺度の

得点も増加するはずである．作業方略については，

中学生と高校生の経験尺度得点が小学生よりも高

かったことから，作業方略がどの学年においても指

導され，周囲でも使用している友人が多くなってい

る状況が推察される．友人リソース方略について

は，小・中学生の経験尺度得点が低く，小・中学校

においては教師による積極的な指導がなされていな

いのではないかと考えられる．一方，それ以外の3

つの学習方略については，有意な学年差が見られて

おらず，学年が上がってもそれらの学習方略が指導

されることが少なく，周囲の友人も使用することが

少ないのではないかと思われる．学習方略の指導に

ついて，佐藤（2001）は，教師がどのような学習方

略を有効であると認知し，実際に指導しているかに

ついて調査を行っている．その結果，小・中学校の

教師は作業方略を有効であると考えて多く指導して

いるのに対し，友人リソース方略を有効でないと認

知し指導も少ないことが明らかにされており，本研

究の結果はそれを支持するものとなっている．ま

た，本研究で学年差が見られなかった他の学習方

略，特にメタ認知的方略についても，作業方略など

と比べてあまり有効であると認知されず，指導も少

ないことが佐藤（2001）の結果より明らかとなって

いる．これらを併せ考えると，学習方略の種類に

よって教師の指導に違いがあり，その違いが経験量

の差として表れているのではないかと考えられる．

さらに，中学生以降では学習課題がより増加するた

めに，課題内容の指導が中心となり学習方略に関す

る指導が減少してしまうという可能性も考えられる．

次に，学習方略の質的琴化という点から考察す
る．本研究では，小学生，中学生，高校生に対して

同一の学習方略について質問している．これは，小

学生から高校生まで同じ学習方略を使用するという

前提に立っている．しかし，学年が上がるにつゴt

て，小学校時代とは質的に異なる学習方略を経験し

たり，使用したりするようになる可能性も考えられ

る．つまり，小学生時代に指導を受けたり，周囲の

友人が使用していたりしていた学習方略について

は，あまり指導を受けなくなり，自分も周囲の友人

も使用しなくなるが，より高度な学習方略について

は，指導を受けたり使用されたりしているかも知れ

ないということである．また，本研究において採取

したサンプルは公立小学校と私立中学校，私立高校

であった．この私立の中学校，高校は進学校であ

り，その学校の生徒は公立の中学生，高校生よりも

洗練された学習方略を採用している可能性が考えら

れる．本研究では，そのような比較的高いレベルの

学習方略として，メタ認知的方略を想定したが，経

験尺度得点においても使用尺度得点においても学年

差は見られなかった．本研究以外にもメタ認知的方

略を高いレベルの学習方略として位置づけている先

行研究は多いが，それとは異なる分類による学習方

略を探索的に検討していくことも必要であるかもし

れない．

4 学習方略経験と学習方略使用の関係

学習方略に関する経験と学習方略の使用との間の

関係を検討するために，経験尺度得点に逆正弦変換

を施した上で，学年ごとに相関係数を算出した

（取ble4）．相関係数を見ると，小学校5年生にお

1もble4 学習方略の経験と使用の相関

使 用

柔軟的方略 プランニング方略 作業方略 友人リソース方略 認知的方略

教師指導 小5 0．56＊〇挺 0．48＊＊ 0．56紬 0．51か衷 0．52＊＊

申1 0．41＊＊ 0．23＊＊ 0．35納 0．22串 0．39＊車

高2 0．20＊ 0．14 0．14 0．13 0．26＊＊

友人使用 小5 0．42＊＊ 0．33＊＊ 0．46＊＊

中1 0．31＊＊ 0．22頑； 0．25＊＊

高2 0．41＊＊ 0．33納 0．26＊＊

0．55＊＊ 0．42＊＊

0．39＊＊ 0．33＊＊

0．38＊＊ 0．37＊＊

＊＊p＜．01率p＜．05
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いては教師指導が使用と強い関係を持っているのに

対し，学年が上がるにつれて相関関係が弱くなって

いることが分かる．そこで，相関の有意差検定（岩

原，1965）を実施したところ，全ての学習方略にお

いて教師指導と学習方略使用の間の相関に5％水準

で有意な学年差が認められた．

この結果から，学年が高いほど教師指導と学習方

略使用との関係が弱いことが明らかにされた．つま

り，学年が低ければ学習方略についての指導を受け

た経験が使用に結びつきやすいが，学年が高くなる

と単に指導を受けただけでは学習方略を使うとは限

らないということが示された．高学年の生徒におい

ては，学習方略の指導を受けることは学習方略使用

のための十分条件にはならないのではないかと推測

される．Schiefele（1991）は，学習方略についての

知識を持っていても動機づけが高くなければ使用さ

れることは少ないと述べている．本研究の結果は，

Schiekle（1991）の見解を，指導を受けるという経

験が使用のための十分条件ではないという点におい

て支持している．しかしながら，指導を受けて動機

づけが高いと使用に結びつくのか，あるいは指導を

受けた経験が少なくても動機づけが高ければ使用が

多くなるのかなど，指導を受けた経験，動機づけ，

使用の3者の関連については，本研究の結果からは

言及することができない．したがって，今後，動機

づけと経験および使用の全てを含めて検討すること

が必要であると思われる．

友人使用と使用の相関に関しては，中学1年生で

相関係数が多少低い以外は，あまり一貫した差異は

みられない．相関の有差差検定を実施した結果，い

ずれの学習方略においても友人使用と使用の間の相

関係数の値に有意な学年差はみられなかった．した

がって，周囲の友人の学習方略使用状況と学習者自

身が使用している学習方略との関係は学年によって

あまり変化しないと考えられる．この結果は，教師

指導で顕著な学年差が示されたこととは対照的であ

る．この理由として教師に対する親和性および他の

学習モデルの存在が考えられる．つまり，一人の教

師が全ての授業を教える小学校と比べ，中学校や高

校では生徒と教師の間の親和性が低くなると考えら

れる．相対的に考えて，教師に対して親和性が高い

小学生の段階では，教師が学習者としてのモデルと

なり，教師からの指導を受け入れて学習方略を実践

しやすいが，教師との親和性が低くなると学習方略

指導も受け入れにくくなり，指導は受けるけれども

便f削こは結びつかないという現象が起こっているの

ではをいだろうか．また，年齢が上がるにつれて予

備校や学習塾などに通ったことがある経験率も高く

なると考えられ，教師以外の学習モデルに接触する

機会も多くなると推測される．そのため教師から学

習方略指導を受けた経験の相対的比重は，低くなっ

ていくのではないかとも考えられる．ただし，本研

究では，教師から指導を受けた経験と友人の学習方

略使用に接触した経験とを同列に扱っているが，そ

れらが質的に異なる意味を持っている可能性もあ

る．したがって，結果の解釈は慎重に行うべきであ

ると思われる．本研究のように学校場面における学

習方略接触経験として，教師と友人とを想定したと

しても，さらに別な方法でそれらの経験を問うこと

も可能であり，そのように多面的な検討を重ガ3てい

くことが必要であると考えられる．

討 論

本研究は，学習方略の経験及び使用の年齢的変化

について横断的に検討し，学習方略に関する経験と

使用との関係を明らかにすることを目的とした．そ

の結果，学習方略に関する経験それ自体について

は，作業方略と友人リソース方略以外の学習方略で

は顕著な学年差は見られず，それらの学習方略に関

する学習指導が少ない可能性が示唆された．また，

学年が上がるにつれて教師から学習方略の指導を受

けても，実際に用いられることが少なくなることも

示された．

このような結果から，学校場面における学習方略

指導においては，その指導方法を発達に応じて変え

てし1く必要があることが分かる．即ち，小学校段階

においては教師による直接的な学習方略指導が効果

的であるが，中学や高校段階においては直接的な学

習方略指導の機会を確保すると同時に，グループ学

習等の友人同士が相互に学習のモデルとなりうる機

会を設けることが学習方略の使用を促すのではない

かと考えられる．

また，同時に今後検討すべき課題も見出された．

まず第一に，サンプルの問題が挙げられる．学習に

関わる心理的問題を扱う場合，被験者の学力や知能

水準の影響を大きく受けることが予想される．本研

究では，広く横断的な検討を行うために，小学生，

中学生，高校生のデータを用いたが，その内，中学

生と高校生のデータに関しては，中高一貫校の協力

を得ることができたため，サンプルの質的差を減ら

すことができたように思われる．しかし，小学生に

関しては，等質性を保証するデータを得ることがで

きなかった．この問題は本研究に限るものではな

く，厳密に統制することは困難であるが，今後多様

なサンプルを採取して追試を繰り返すことによって
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克服できる問題であると思われる．よって，これか

ら追試結果を蓄積して，今回の結果を検討していく

必要があると思われる．

次に，学習方略に関する経験の内容に関する問題

がある．本研究では，学校場面での学習方略指導に

焦点を当てために，教師から指導を受けた経験と友

人の学習方略使f削こ接触した経験の二つを，学校場

面における学習方略の経験として取り上げた．しか

し，学枚場面以外にも親や塾などで学習方略に関連

した経験をすることが考えられる．児童・生徒の学

校外での学習活動を把握し，彼らが学校外でどのよ

うな学習活動を経験し，学校場面では得られなかっ

た知識や経験を補っているのかを知ることは重要で

ある．そのため，学校以外の場面についても調査を

行っていくことが，今後の学習方略研究および学習

方略指導において有用であると思われる．
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Appendix

学習方略使用尺度（佐藤・新井，1998）

（1）メタ認知的方略

①柔軟的方略

・勉強しているとき，自分がわからないところはど

こかを見つけようとする．

・勉強する前に，これから何を勉強しなければなら
ないかについて考える．

・勉強しているときに，やった内容をおぼえている
かどうかをたしかめる．

・勉強でわからないときは，やる順番を考える．

・勉強でわからないところがあったら，勉強のやり
方をいろいろ変えてみる．

・勉強をするときは，これからどんな内容をやるの
かを考えてからはじめる．

・勉強するときは，その日の用事を考えて勉強のや
り方を変える．

・勉強のやり方が，自分にあっているかどうかを考
えながら勉強する．

②プランニング方略

・勉強するときは，さいしょに計画を立ててからは
じめる．

・勉強をしているときに，やっていることが正しく

できているかどうかをたしかめる．

・勉強を始める前に，これから何をどうやって勉強
するかを考える．

・勉強しているとき，たまに止まって，一度やった
ところを見なおす．

・勉強しているときは，内容がわかっているかどう
かをたしかめながら勉強する．

・勉強するときは，自分できめた計画にそっておこ
なう．

（2）認知・リソース方略

（∋作業方略

・勉強で大切なところは，くり返して書いたりして
おぼえる．

・勉強で大切なところは，くりかえし声に出してお
ぼえる．

・勉強していて大切だと思ったところは，言われな
くてもノートにまとめる．

・勉強していてまちがえたところは，しるしをつけ

ておいて後で見なおす．

・勉強する前に，勉強に必要な本などを用意してか
ら勉強するようにする．

・勉強するときは，参考書や事典などがすぐ使える
ように準備しておく．

②友人リソース方略

・勉強するときは，さいごに友達と答えあわせをす
るようにする．

・勉強でわからないところがあったら，友達に勉強

のやり方をきく．

・勉強でわからないところがあったら，友達にその
答えをきく．

・勉強のできる友達と，同じやり方で勉強する．

（彰認知的方略

・勉強をするときは，内容を自分の知っている言葉
で理解するようにする．

・新しいことを勉強するとき，今までに勉強したこ
とと関係があるかどうかを考えながら勉強する．

・勉強をするときは，授業中に先生の言ったことを
思いだすようにする．

・勉強するときは，内容を頭に思いうかべながら考
える．

・勉強するときは，大切なところはどこかを考えな
がら勉強する．

・勉強するときは，勉強に集中できるような工夫を
する．




