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概要：本稿では，大学１年生が協調学習について学習するための「学習マネジメント」科目の設計と実施
成果について報告する．当該科目の目標は，学生の受動的で個人的な学習意識を「知識構築」の概念や，
集団による「建設的相互作用」のメカニズムを応用した学習意識に変革させることである．当該科目の骨
子は協調学習の実践とそれを振り返るメタ学習にある．本研究では，学習の振り返りについて学生が自由
に実施する年度と，知識構築の概念に基づき，SNA(Social Network Analysis) を支援するツールの足場か
けを利用してディスコース分析を実施する２群において学習結果のレポート比較を行った．その結果，自
由に振り返りを実施した年度は単に協調学習への受動的な参加体験の記述にとどまっているのに対して，
実験群は協創的知識創造活動への能動的な貢献についての明確な記述が増加していることが確認された．
実験群の学生が協調学習の効果について高く評価するようになったことも確認された．

The Course Design to Develop Meta-Coginitive Skills
for Collaborative Learning thourgh Tool-Assissted Discourse Analysis
Abstract: This paper presents the course design titled ”learning management” of which the goal is to ”learn
collaborative learning” for a ﬁrst-year undergraduate student. The objective of the class design is to help
transform the students’ belief of learning from a passive, individual model to an active, collaborative model
which is supported by the concept of ”Knowledge Building” or ”Constructive Interaction”. We conducted
an empirical study where the students analyze their own discourse with KBDeX (Matsuzawa at el., 2012) in
the experimental group whereas the students in the control group reﬂect their project activities in their own
way. We examined their belief transforming through the qualitative analysis of their reports after the course.
The results showed that the design led to transforming of the learning beliefs from ”just experiences of the
participation of the collaborative learning” to ”active contribution for the collaborative knowledge creation”.
It showed we succeeded in changing the students’ preference about collaborative learning from negative to
positive as well.

1. はじめに

社会における仕事の変容は，教育に対する変容も要請す
るようになった．1990 年代から学習科学という新しい学

ICT の発展は，仕事そのものの方法や，社会が要求する

問体系が出現し，テクノロジを駆使して内容理解を促進す

仕事の変容をもたらすようになってきた [1]. 近年産業界の

る授業設計や，メタ認知的方略の獲得を教授目標とした学

要請によって 21 世紀型スキルの定義と評価方法の研究が

習環境の整備が行われてきた．本研究の研究対象は，その

進められている「Assessment & Teaching of 21st-Century

一分野の「協調学習」である．協調学習は，学習者間の相

Skills」プロジェクト [1] では，「ソフトスキル」と呼ばれ

互作用によって学習が生じるという「社会的構成主義」の

る，創造活動に貢献できる人材のスキルを要求している．

概念に基づいている．この概念とそれに伴うスキルを獲得
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していくことは，今後企業が組織的に創造的活動を遂行す
るための 21 世紀の知識労働者に必須の能力と言って良い．
協調学習に関する先進的な研究として，知識構築（Knowl-

edge Building）[2] という概念が提案され，当概念に基づい
た学習環境のデザインと方法論の洗練が進められている．

これは，特定の教科内容に特化することなく，学習者自ら

えることが求められていると言えるだろう．

の興味関心を契機に，学習内容の範囲を捉えなおし，その

協調学習は個人学習と比べて，学習者にとって深い理解

都度起こり得る問題に対処しながら，学習者自身が自らの

を引き起こす学習であることが主張されて久しい [12]．メ

知識を構築していく活動を学習と捉える考え方をその基盤

タ学習スキルはこうした協調学習場面においても重要であ

としている [2]．

る．Barron(2003) は，グループ学習前の成績に差がなかっ

その一方で，こうした新しい学習環境については，広く

た学習者群でも，グループ学習においてより達成度が高

理解され，受け入れられているとは言い難い．その理由の

かった学習者の方が，そうでなかった学習者と比べて，グ

一つに，評価の難しさが挙げられる．知識構築の研究コ

ループ学習後の個人の成績が高かったことを見出した [13]．

ミュニティでは，「埋め込まれ変換される評価」というコ

Damsa ら (2010) は，学習者が”Shared epistemic agency”

ンセプトが知識構築の活動を評価する目的で提案されてい

を持っているかどうかを検討することが，グループ学習の

る [3]. このコンセプトは

成果物の質を予測する指標として利用できることを主張し

• 知識構築共同体の活動に組み込まれていて，知識構築
上の問題を解決するために使用される．

• 21 世紀型のスキル，リテラシー，生産性の増加は知識
労働の副産物であり，同時並行で発展される．

た [14]．しかし，協調学習場面におけるメタ学習スキルを
確実に伸ばすための方法論は，未だ確立されていないのが
現状である．

CSCL(Computer Supported Collaborative Learning) 分

というように表現される．この表現に見られるように，こ

野でディスコース分析の支援を行うための視覚化アプロー

うした新しい考え方に基づく学習の評価は従来の，「獲得

チの試みがいくつか行われている．Suthers (2010) らは

メタファ」や「参加メタファ」[4] だけではなく，「知識創

分散的相互作用を視覚化するフレームワークを提案して

造メタファ」[5] によってその活動を捉えることが期待され

いる [15]．Shaﬀer ら (2009) は ENA(Epistemic Network

ている．しかしながら，その具体的な方法については研究

Analysis) とよばれる独自のネットワーク分析を用いた 21

段階にある．

世紀型スキルの評価方法を提案している [16]．アプローチ

我々はネットワーク分析を応用した協調学習評価を支援

は同様であるが，我々はネットワークによる視覚化によ

するツールの開発を行ってきた．[6], [7]．創造的学習プロ

り人間が質的分析を行うことを支援するツールを開発し

セスのビジュアル化と各種の数値指標を利用したディス

ている点が異なっている．Lee ら (2006) は ATK(Analytic

コース分析が可能となることが提案されており，学習者自

Toolkit) と呼ばれるツールを開発し，知識構築の自己評価

身もそのツールが利用できるユーザインタフェイスを持っ

の試みを行っている [17], [18]．しかしながら，ATK はノー

ている．本研究では，本ツールの適用場面を拡張し，学習

ト数やキーワードの頻度などの原始的な統計データの提供

についての学習をするための「学習マネジメント」科目の

にとどまっている．

中核として授業を設計し，評価を行った．ツールをディス

SNA(Social Network Analysis) を利用して知識構築の

コース分析に利用した学生が，受動的で個人的な学習意識

要素を捉えようとする研究もいくつか提案されてい

を「知識構築」の概念や，集団による「建設的相互作用」

る [19], [20], [21]．しかしながら，それらはまだ学習者

のメカニズムを応用した学習意識に変革させることができ

とその相互作用の静的ネットワーク化にとどまっており，

るかが研究テーマである．

ノートやその内容に関する動的ネットワークの進化につい

2. 先行研究
学習の文脈において，メタ学習スキルが重要なスキルの

て扱っているものはない．一般的な Web コンテンツの進化
を捉えるための動的ネットワークのアニメーションツール
に関しては Gloor のチームによる研究が 2000 年初頭から

一つであることはよく知られている [8], [9]．
「建設的相互

続けられている [22]．潜在意味分析 LSA(Latent Semantic

作用」を提唱した Miyake も，メタな視点に立つことの有

Analysis) やセマンティックネットワーク，クラスタリン

効性を示唆している [10]．Miyake は，協調的な問題解決

グなどの技術による内容の進化分析 [23] の研究が試みられ

場面において，課題を解いている本人に対して観察者がメ

ているが，成功しているとは言い難い．

タな視点からコメントすることで，課題解決が円滑に進む
仕組みがあることを見出した．一方で，メタ学習スキルを
学習するためのカリキュラムを作ることは困難であること

3. 教育・および実験のデザイン
3.1 授業の設計と実験計画

も知られている．Bransford (1999) は，カリキュラムをデ

本学では 2010 年度より，1 章で述べた問題意識を背景と

ザインする際に，メタ学習スキルについての学習をコンテ

して「学習マネジメント」という授業を新規に構築した．

ンツについての学習に埋め込むことの重要性を指摘してい

21 世紀型スキルを育成するための１年次必修科目である．

る [11]．つまり，学習者が自発的に利用可能なメタ学習ス

本研究の対象としたのはこの授業である．

キルを獲得させるためには，真正の文脈の中でスキルを教

「学習マネジメント」授業の概念モデルを図 1 に示す．

図 1 「学習マネジメント」授業の概念モデル

Fig. 1 The architecture of the class ”Learning Management”

図 2

KBDeX:基本の 3 ネットワーク表示画面

Fig. 2 The main three network view of KBDeX

本授業はプロジェクト活動を行う「学習活動」
（下段）とそ
の振り返りプロジェクトを行う「メタ学習活動」から構成
される．このモデルは学生にも示しているもので，それぞ
れの活動が 50%ずつ成績評価の対象となることが示されて
いる．
「学習活動」では，学生は 15 週の授業で 4, 5 週間で実
施するプロジェクトを 2 つ課せられる．プロジェクトで
は，グループに知識構築のテーマが与えられる．与えられ
るテーマは，例えば

• ゲームは人を賢くするか
• 監視カメラはどこまで許されるか
• 新しいことを学習するワークショップの提案

図 3

といった答えの一意に定まらない，新たな知識創造が必要

KBDeX:ネットワークの指標推移の分析画面
Fig. 3 The metrics view of KBDeX

な，オープンエンディッドなテーマが与えられる．
「メタ学習活動」では，プロジェクト終了後の 2 週間の

する．ディスコースの進行に従って，3 つのネットワーク

プロジェクト振り返りフェーズで行われる．ここで，本研

の構成過程が同時アニメーションで確認できたり，ネット

究の比較対象である 2010 年度の授業では，自由に振り返

ワーク相互の関係性を図解できる点がユーザインタフェイ

りを行わせた．2012 年度の授業ではプロジェクト活動の

ス上の特徴である．

一部ではオンライン上のチャットソフトウェアを用いて議

各種ネットワークの指標とその推移を確認することもで

論を行ってもらい，そのログを用いて KBDeX(後述) を利

きる (図 3)．グラフ上で時間軸を自由に選択し，瞬時に選

用したディスコース分析を行わせた．

択した状態におけるネットワークとディスコースの状況を

したがって，本講では，2010 年度の活動をツールを使わ

表示する．次数中心性，媒介中心性，近接中心性，クラス

ない統制群，2012 年度の活動をツールを利用する実験群と

タ係数，PageRank などの基礎的な指標はこれまでの開発

して議論を進める．実験群がより深く「知識構築」や，
「建

で対応している．学生を対象とした最初の実験でも，議論

設的相互作用」のメカニズムを掘り下げて振り返り，分析

のトレンド分析，学習者の隠れた貢献の発見，重要発言の

することが可能で，学習意識の変革というかたちで最終レ

分析などについて効果的に実施できることが明らかになっ

ポートの記述が変化する，というのが本研究の仮説である．

ている [7]．

3.2 KBDeX: ディスコース分析を支援するツール

3.3 ツールを利用したディスコース分析の方法

本研究では，我々の研究グループが開発している知識構

2012 年度のクラスでは，
「メタ学習」フェーズで KBDeX

築過程分析支援ソフトウェア KBDeX(Knowledge Building

を学生に使用させた．1 週目では 30 分程度のガイダンスで

Discourse eXplorer)[6], [7] を使用する．KBDeX の基本画

でネットワーク分析の基本となる考え方，および KBDeX

面を図 2 に示す．本ソフトは，学習活動のディスコースを

でできることが分かっている以下の 3 点について説明し，

入力として，発言と単語の共起関係をもとに 2 部グラフを

2 週目にはネットワーク分析で使用する各種の指標の読み

構成し，学習者，発言，単語の 3 つのネットワークを構成

方について説明した．

( 1 ) 質的分析結果に客観的な裏付けを与える (微細分析

各カテゴリについての詳細の記述と記述例について，付録

(in-depth qualitative analysis) と同様の結論を支持す

の表 A·1, および表 A·2 に示す．コーディングは著者の 1

るデータが見つかっている [6]）

名が行い，複数のカテゴリ該当する記述については該当す
ると評価した全てカテゴリに１ポイント追加した．

( 2 ) ディスコースの流れやパターンの説明を支援する（例

さらに，期末レポートにおける質問「理想的なグループ

えば，”idea improvement” [3] の概念を次数中心性の

活動とはどのようなものか」についての回答も質的に分析

総和の推移グラフから説明できる）

し，協調学習についてのメタ意識レベルを評価した．我々

( 3 ) 隠れた発見を見つける機会を与える （個人の”social
knowledge advancement”に対する貢献度の分析 [6]）．

は，ITL Research(2012)[25] による協調学習活動を評価す
るための評価指標に基づいて，学習者の協調的な知識構築
に関する信念を分析するための RubKB と呼ぶ 5 段階の指

上記の説明に加えて，上記の方針に沿ったディスコース

標を作成した (付録の表 A·3 を参照)．我々は学習者の協

分析がしやすいようにワークシートを設計し，配布した．

調学習に関する信念をより詳細に把握するため，RubKB

このワークシートは下記の設問からなる．

においては，ITL の評価指標で用いられている「責任の共

• 議論の説明に重要と思われるキーワードを 20 個抽出
し，列挙してください．

有」という概念を，「役割分担 (役割分担が終わった後は
協調しない)」と「意見交換 (他者の意見を自らの考えやグ

• 対象議論で導かれている結論（構築された知識，発見

ループ成果物に反映しない)」という 2 つの概念に分割し

されたこと）を３つにまとめて記述してください．

た．これによって，ITL の評価指標のレベル 3 は，RubKB

• 議論の全体をいくつかのフェーズ（ターン ID の範

ではレベル 3 とレベル 4 に分けられた．また，我々は ITL

囲で指示）に区切り，議論の過程を説明してくださ

の評価指標のレベル 1 の概念をそのまま RubKB のレベル

い．( ※ knowledge sharing, knowledge construction,

1 とした．分析は，2010 年度と 2012 年度の両方において

knowledge creation [24] のいずれかを選択)

行った．

• 重要発言を５つ選択し，内容と理由を説明してくだ
さい．

• 参加者全員について，議論への貢献，議論で果たした
役割について説明してください．

• 議論について，今後改善すべき点があれば自由に書い
てください．

3.4.2 意識調査
授業の事前事後に学習の嗜好に対する意識調査を行い，
その変化を調べた．本研究で利用したのは以下の質問を５
段階のリッカート尺度で回答する設問である．

• 学習は好きですか？
• グループ学習は好きですか？
この意識調査は 2012 年度のみ実施したため，2010 年度

3.4 データの取得と分析方法

との結果の比較はできなかった．したがって，2012 年度ク

3.4.1 期末レポートの分析

ラスの授業の事前事後の比較のみを行った．

学生に課す期末レポートにおいて，メタ学習成果を問う
いくつかの質問の設問を行った．そのうち，学習意識の変
容を捉えるために，
「本受講に伴って，学習に対する考え方

4. 結果
4.1 期末レポートの質的分析結果

が変化した点について述べなさい」という質問の記述につ

期末レポートにおける質問「本受講に伴って，学習に対

いて分析を行った．著者の一名が協調学習のメタ学習成果

する考え方が変化した点について述べなさい」に対する回

の抽出という観点から質的分析を行い，以下の１１のコー

答についての結果を表 1 に示す．

ディングカテゴリを構築した．

2010 年度クラス（統制群）と 2012 年度クラス（実験群）

• Knowledge Sharing (SHR)

で記述内容が異なることが読み取れる．2010 年度は「コ

• Communication Skills (COM)

ミュニケーションの方法」
，
「アイディアの多様性が重要」
，

• Idea Diversity (DIV)

「答えの定まらない回答に有効」など，協調学習の方法に関

• Controversy (CNT)

する記述が多くみられるが，2012 年度については，「知識

• Argument Elaboration (ELB)

構築」や「受動的から能動的」など，より知識創造を行う

• Deep Understanding (DEP)

ため，という目的に沿った回答が多くみられるようになっ

• Reasoning and Evidences (EVD)

ている．そのほかの特徴としては 2010 年度は「意見の洗

• Knowledge Creation (CRA)

練」や「裏付けの必要性」に言及する学生が多かったのに

• Passive to Active (PTA)

対して，2012 年度は「メタ学習やディスコース分析」に言

• Meta Learning (MET)

及する学生が多かった．

• Collaboration Management (MNG)

期末レポートにおける質問「理想的なグループ活動とは

表 1 「本受講に伴って，学習に対する考え方が変化した点について
述べなさい」記述の質的分析結果

0.66, p > .10)．「グループ学習は好きですか？」の質問の
答えの差は有意であった (t(44) = -2.95, < .01)．2010 年

Table 1 The results of qualitative analysis of reports for question of their improvement of learning belief

度との年次比較ができなかったため，これが KBDeX ツー
ルとディスコース分析が寄与するものと断定することはで

class

lm2010

lm2012

きないが，2012 年度のクラスでは明らかに，協調学習に関

n

49

46

する意識が一般的な学習と同等のレベルまで向上している

SHR

5

5

COM

7

3

DIV

10

2

CNT

9

0

ことを示している．

5. 考察

ELB

3

0

期末レポートの質的分析結果より，そして 2012 年度は特

DEP

3

4

に，
「協調学習の良さや難しさの体験」にとどまらず，
「知

EVD

3

0

識構築」の概念や，グループの成果のために積極的に貢献

CRA

0

8

PTA

1

5

MET

0

7

考えている．このことは，「理想的なグループ活動とはど

MNG

5

2

のようなものか」の分析において，協調的な知識構築に対

するという考え方をより強調して教授することができたと

する理解のレベルを高めることができたことが年度間比較
のデータにより補強されている．この結果が本稿が提案し
た KBDeX ツールとディスコース分析のみが寄与するもの
と断定することはできないが，年度間の授業設計上の大き
な違いは当該部分であり，一定の寄与をしたことは認めら
れるだろう．
次に，
「グループ学習は好きですか？」という意識調査の
結果が 2.82 から 3.50 へ大きく変化したのは，授業担当者
として大きな成果であった．単なる「学習は好きですか？」
という質問の事前平均は 3.75 であり，それほど低くはない
が，グループ学習に対する意識が低いのは少なくとも日本
図 4 「理想的な学習グループの特徴と，そう思う理由」記述の質的
分析結果

Fig. 4 The results of the question in term report ”what kind
of activity is ideal in group work”

の大学生では一般的な事情ではないだろうか．そうした学
生に対して単なるグループ学習の経験をさせるだけでは，

2010 年度のように「協調学習の良さや難しさの体験」にと
どまることも想像に難くない．ツールのサポートによって

どのようなものか」に対する回答についての結果を図 4 に

具体的なディスコース分析活動を行うことが比較的低コス

示す．平均点は，2010 年度で 2.31 点，2012 年度で 3.20 点

トで可能になる．そうした次代の学習環境において学習効

であった．対応のない t 検定を実施した結果，2012 年度

果を高めることが出来ることの一例を示すことができた，

の平均点は 2010 年度よりも有意に高かった (t(81)=4.58,

と我々は考えている．

p < .01)．2012 年度の学習者の最終レポートでは，協調的

本研究の限界点は，この結果に至る実際のプロジェクト

な知識構築に対する理解が 2010 年度よりも高まっていた

の成果や，ディスコース分析の内容の分析にまで踏み込め

ことが示唆される．

ていない点であり，今後の課題である．

4.2 意識調査の結果
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録

表 A·1 「本受講に伴って，学習に対する考え方が変化した点について述べなさい」のコーディ
ング基準 (PartI)

Table A·1 Coding category for report qualitative analysis for the question of ”What
is the most impressive thing to change your learning belief” (Part I)
略号

カテゴリ名

定義

例

SHR

Knowledge

協調学習では知識共有が重要で

本授業では個人学習というよりはグループ活動が重要視される授業だったとお

Sharing（ 知 識 共

あるという記述

もいます。いつもの授業は自分の意見が中心となるが、今回の授業では個人個

有）

人が意見をもった上でグループとして一つの意見をだすことになりました。そ
こで気づいたことは大人数で活動すると違った考えかたを共有できるというこ
とです。これは今までの学習においてはあまり実感することができないもので
した。

COM

Communication

協調学習には議論の雰囲気を

人とのコミュニケーション能力、特に初の顔合わせでどれだけ会話しておくか

Skills（ コ ミ ュ ニ

保つための個々のコミュニケー

が大事であるとわかった。そこでしっかり親密さを深めておかないと、後半話

ケーションスキ

ション能力が必要だという記述

し合いの内容云々以前に話す雰囲気が悪くなってしまうというので作業が進ま

ル）

DIV

Idea

ないということが起きてしまう。

Diversity

(多様性)

協調学習では意見の多様性が重

私は、この授業を受講して、グループ活動の大切さを学びました。私は今ま

要であるという記述

で、グループ活動があまり好きではなく、1 人でも充分学習はできると思って
いました。しかし、実際にグループ活動をしてみて、いろいろな人の意見を聞
けるのはとても良いことだと思いました。1 人だとどうしても答えにつまって
しまったり、考えが偏ってしまったりしがちですが、グループでいろいろな人
の意見を聞くことで、さまざまな角度から物事を見ることができるのでとても
良いと思いました。

CNT

Controversy (答

協調学習が答えの一意に定まら

筆者は今まで、何かの答えを出す時はなるべく独力で考えるようにしていた。

えの定まらない問

ない問題に有効だとする記述

例えば数学の問題を解く際においては、他の友人と話すよりも、筆者一人で問

題)

題を解く機会が多かった。そのようにした方が自分のためになると考えていた
からである。しかし本講義を通じ、グループで学習する意義を学ぶことで、グ
ループで学習することの重要さを理解できたと思う。特に大学で学ぶことは、
本講義で取り扱ったような明確な答えが存在しないものの結論を出すものが多
いと感じる。このような場合、一人で考えるよりもグループで議論をし、そこ
から結論を導き出した方がより良い結論を出すことができることが多いのでは
ないか、と考えるようになった。

ELB

Argument Elab-

協調学習が意見の洗練のために

当初この講義を受ける前には、多くの人数で議論を重ねると、冗長な議論が重

oration (意見の洗

必要であるという記述

なり、効率が悪くなることが多々あるのではないかと考えていた。しかしなが

練)

ら、実際に今回のようなグループで議論する学習形態は、自分の発想以上のも
のや考え付かない視点からの意見も出てくることがわかり、これをまとめれば
一人で出す結論よりもよりいっそう練られた結果を出すことができるのだと実
感した。

DEP

Under-

協調学習で行われる議論の繰り

最初、この講義を聴く前は学習とはただ知識として持っていればよいものだと

standing (理解深

返しが，各個人の深い理解に寄

思っていたのだけれど、自分で考えてみて実行してみて結果を考察して修正点

化)

与するという記述

を見つけて修正してそれを繰り返して理解を深めていくことが学習なのだと思

Deep

うようになった。グループ学習をすることで他人の意見を聞き自分の意見のお
かしいところを修正したり、その逆を行うことで互いに理解を深めることが出
来ることがわかった。

EVD

Reasoning

and

Evidences (裏 付

証拠に裏付けされた意見や推論

自分が学んだことは、人を納得させるにはそれなりの根拠が必要になるという

が重要であるという記述

ことです。自分の妄想を語るだけでは、人は耳を傾けてはくれない。事実に基

けの必要性)

づいた、誰もが納得できる客観的根拠に基づいた意見でないと、人にみてもら
えない、つまり意味を持たない、ということが身にしみました。

CRA

Knowledge Cre-

知識創造とその共同体への貢献

これまで私にとって学習は，ただ知識を蓄えるだけの学習であったが，本授業

ation (知識創造)

が重要であるという認識に変化

の受講によって従来の高校までの知識としての学習は別に，大学の様に知的好

したという記述

奇心としての学習があると思うようになった。そして，学習したことを何かに
活かすことができることをポスター発表やグループチャットを通して学ぶこと
ができた。学習するということは，私たちの社会に貢献することだという考え
方が身に付いたことが，本授業の受講にともなって学習に対する考え方が変
わった点である。

表 A·2 「本受講に伴って，学習に対する考え方が変化した点について述べなさい」のコーディ
ング基準 (PartII)

Table A·2 Coding category for report qualitative analysis for the question of ”What
is the most impressive thing to change your learning belief” (Part II)
略号

カテゴリ名

定義

例

PTA

Passive to Ac-

受動的な学習スタイルから能動

この授業を受講するまでは学習とは１人でひたすら調べて暗記したり納得した

tive (受動的から

的に表現する学習スタイルへの

りする自己完結の方法でしかありませんでしたが今ではそのようなインプット

能動的へ)

重要性とその効果の指摘，また

するだけの学習ではいろいろなことに対応できないしあまり意味がないことに

はアウトプットを行うことの重

気づき、また他の人と議論しあったりするアウトプットの場を設けることで自

要性の指摘の記述

分の知識をブラッシュアップさせたり、ほかの人の意見に気付けたり自分の見
落としに気付けたり、知識を内化できるということに気付けました。

MET

Meta

Learning

(メタ学習)

メタ学習の重要性と具体的な

わたしにとって学習マネジメントの授業で考え方が大きく変わった要因になっ

効果を指摘すル記述（知識構築

たものは、知識構築ディスコースだと思います。いままででは知識構築ディス

ディスコース分析を含む）

コース分析シートに記入したようにグループで議論したことやその議論の中で
重要なキーワード、それぞれの参加者が議論で果たした役割など、自分のした
ことを細部にわたるまで振り返って、考察をするということがなかったので、
その議論の時にはぜんぜん気が付くことができなかったようなものが後になっ
て振り返って考察してみることで、たくさんの発見があったことはおもしろ
かったです。

MNG

Collaboration

協調学習の進め方についての記

また、時間の有効活用については、グループで作業をするにあたって使い方に

Management (マ

述（時間マネジメント，役割分

ついて。考えるようになりました。計画的に学習を進めることでよりよい時間

ネジメントの問

担など）

の使い方を模索し、常の学習へと応用していきたいと思います。

題)

表 A·3

RubKB:学習者の協調的な知識構築に関する信念を分析するためのルーブリック

Table A·3 The rubric of collaborative knowledge building attitude (RubKB)
ITL

RubKB カテゴリ

レベル

レベル

定義

例

1

1

グループ学

学習者は協調学習について言及していな

理想的なグループは，班員の一人ひとりが命題に対して

習以前

い．(協調学習以前で，どうすれば協調学

意見を持っていることです．

習に着手できるか考えている)

2

3

2

3

役割分担

知識共有

学習者は協調学習について，役割分担す

この授業を通して，グループ内でのコミュニケーション

ることだと考えているが，責任を共有す

がうまくとれていることが理想的な学習グループの特徴

ることだとは考えていない．

だと感じた．

学習者は協調学習について，責任を共有

(理想的なグループでは) 他の人の意見などを知る機会に

することだと考えており，さらに互いの

つながって様々な良い相乗効果が生まれると思った．

考えを共有することだと考えているが，
一緒に決断をすることとは考えていない．

3

4

個人の知識

学習者は協調学習について，責任を共有

お互いの意見を発展させるような意見や批判を出せるこ

構築

することだと考えており，互いの考えを

とも重要だと考えます．

共有することを通じて個人の考えを進展
させる上で有益だと考えているが，一緒
に決断をすることとは考えていない．

4

5

協調的な知

学習者は，協調学習は責任を共有するこ

皆が自分の意見を活発に発言しポスターも皆が意見を出

識構築

とだと考えており，コンテンツやプロセ

し合い協力して作る．そのようなグループワークができ

ス，成果物について一緒に決断をするこ

てこそ，互いに考えを発展できるグループワークだと思

とだとも考えている．

う．

