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研究１では，受験期の学習塾に通う中学３年生５名（男子４名 女子１名）を対象に，構造化面
接および参与観察を通して，生活背景を踏まえた学習観と公式観と学習方略の関連性についての仮
説モデルを生成した。受験期の中学３年生に共通している生活背景として，部活と勉強の両立に苦
労していることがあげられた。生徒が感じている部活と勉強との両立の大変さの程度によって，生
徒がもつ学習観，公式観，学習方略が異なることが推察された。研究２では，研究１で生成された
仮説モデルを実証的に検証するため，公立中学校に通う中学３年生133名，学習塾に通う中学3年生
17名の合計149名を対象とした質問紙調査を実施し，生活背景を踏まえた学習観―公式観―学習方
略とテスト得点との関係性について検討した。結果として，男子では両立の大変さと学習観および
公式観との間に有意な関連は示されなかったが，女子においては，両立の大変さは「学習量志向」
および「暗記偏重」との有意な関連を示した。「学習量志向」は，
「公式への困惑」および「暗記偏重」
との関連を示し，
「暗記偏重」は「反復演習方略」との関連を示した。また，
「学習量志向」は，
「意
味理解志向」を介して直接，「要点理解方略」に結びつくことが示された。
「公式への困惑」が低い
ほど「要点理解方略」および「数学テスト得点」が高くなることが示された。そして，「要点理解
方略」が高いほど「反復演習方略」と「数学テスト得点」が高くなることが示された。以上の結果
から，自立的な学習態度を育てていくための支援のあり方について考察した。
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を楽しいと感じていない中学生や勉強や進路のことで
悩む中学生が多くいるのだろうか。このような背景に
TIMSS2015の児童生徒への質問紙調査によると， 考えられることに，勉強方法の変化であることが指摘
されている。藤澤（2002）によると，1990年代後半か
「数学の勉強は楽しい」に対して，肯定的な回答をし
ら多くの子どもたちの学習法が，習得を目的とした正
た中学生は52%と国際平均の71%より大幅に下回る結
統派の学習ではなく，機械的暗記や機械的訓練によっ
果が出ており，また，「将来，自分が望む仕事につく
て目先のテストで成果を出せばよいという学習（ごま
ために，数学で良い成績をとる必要がある」という質
かし勉強）に変どもが少なからず存在することを指摘
問に対して，肯定的な回答をした中学生は国際平均
している。このような「目先のテストで成果を出せば
81%に対し日本の中学生は65%と諸外国に比べ下回る
よい」「定期試験の範囲外は学習しない」というごま
結果であった。この結果から，日本の中学生は諸外国
かし勉強の態度では，範囲の広い受験には通用しない
に比べ，数学に対する興味関心が低く，数学学習が楽
ことが考えられるだろう。
しいと感じていない中学生が多くいることが推測され
藤澤（2002）によれば，受験のためにごまかし勉強
る。さらに，内閣府の平成25年度「小学生・中学生の
から正統派の学習に切り替える学生も存在しているこ
意識に関する調査」によると，中学生を対象にした
とが示されている。このような学習改善には，日々の
「希望する進学・進路の調査」では，ほとんどの中学
学習行動の改善が不可欠であり，学習行動を改善する
生が高校以上の進学を希望している。また，「あなた
ために学習方略を活用していかなければならない。植
は，悩みや心配がありますか。」に対して「勉強や進
阪・瀬尾・市川（2006）によると学習行動は学習成立
路のこと」と答えた中学生は65.4％にも上る。平成7
に対する基本的な信念の影響を受けるとされ，それは
年度の同調査において「勉強や進路のこと」と答えた
学習観と呼ばれている。また，植木（2002）も学習観
割合は46.7％であり，約20年の間で「勉強や進路のこ
は学習行動と結びつく重要な要因であることを示して
と」に悩む中学生が増加していることがわかる（内閣
いる。
府，2013）。
数学における学習観と学習方略の関係は寺西
では一体なぜ，数学に対する興味関心が低く，数学
（2008）や廣瀬・中本・蛭田（2012）によって研究さ

れている。寺西によって数学の公式・定理を学習者が
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れ，学習観―公式観―学習方略との関連を検討してい
る。廣瀬らは，数学の成績を向上させる望ましい学習
観―公式観―学習方略は，意味理解志向―導き方の意
義―要点理解方略であることを示し，数学の学習を成
立させるうえで重要なのは，単に学習量を増やし知識
を暗記することではなく，意味を理解し，学習方法を
工夫する考えを学習者自身が持つことが重要であると
している。
しかし，植木（2002）は，「受験勉強」を意識して
いる学習者の多くは，目前の試験を念頭に置いた短期
的な目標を立てがちであるため，学習観に偏りが出る
ことを示唆している。
また，数学学習における学習観・学習方略の関係を
検討した研究は寺西（2008）や廣瀬・中本・蛭田（2012）
以外見あたらず，中学生を対象にし，性差を検討した
研究はまだない。
さらに，学習観と学習方略の関係を検討した研究で
は，ほとんどが質問紙調査によるもので，観察や面接
を通した受験生の学習行動や受験生の生活背景の実像
に迫った研究は見あたらない。よって，本研究では，
学習塾に通う受験生（中学３年生）を対象に構造化面
接，参与観察を行い，学習観―学習方略に影響を与え
る可能性のある生活背景を考察し，学習観―公式観―
学習方略とテスト得点との関係性の仮説モデルを生成
することを第１の目的とする（研究１）。
次に，研究１で生成された仮説モデルをもとに，中
学３年生の受験生が持つ数学学習における学習観・公
式観・学習方略とテスト得点との関係性とそれらの性
差について検討し，受験生の学習方法を明らかにする
ことを第２の目的とする（研究２）。

研究１
１．目 的
受験生の生活背景を踏まえた学習観―公式観―学習
方略の関連性についての仮説モデルを生成する。
２．方 法
 フィールドの特徴と調査協力者
受験生の生活背景に迫るため，本研究ではフィール
ドワークに基づく質的研究法を採用した。関東圏内の
学習塾に通う中学３年生５名（男子４名 女子１名）
を対象とした。フィールドとなった学習塾は，高校受
験に向けた個別指導や集団授業を行い，学校が長期休
み中の集中講義を含め，およそ50名の中学生が通って
いる。筆者は，この学習塾で講師を務めており，担当
している中学３年生の保護者と本人に研究協力につい
て依頼したところ，上述の５名の生徒から研究協力の
承諾を得た。
 調査内容と手続き
ここでは，主たる方法として面接法を用い，一部で
参与観察法を併用する。面接法は，学習塾での授業後
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に，個別形式で30分程度の構造化面接を行った。質問
内容は，受験生としての意識や学習に対する意識の変
化，勉強以外に時間をとられていることなど，生活背
景に関する質問をし，数学の学習に対する考え方，公
式・定理をどのように捉えているか公式に対する考え
方，数学の学習方法についての質問を行った。参与観
察は，学習塾での指導的関わりの中で行われた。受験
生が個々に自覚している「数学の学習についての考え
方」
，
「数学の公式・定理についての考え方」
，
「数学の
学習方法」に関する語りや生活背景に関する語りを
フィールド・ノートに記録した。
 倫理的配慮
協力者となる生徒およびその保護者に対して，プラ
イバシーの保護，
危険や不快等への対応，
インタビュー
終了後の個人情報の取り扱いなどに配慮することを十
分説明し，同意を得たうえで実施した。
３．結果と考察
 構造化面接での語り
対象者A ～ E ５人の構造化面接の要約を以下に示
す。
Aは私立中学校に通う男子生徒で，部活は剣道部に
入部している。部活だけでなく剣道の道場にも通って
おり，勉強と部活だけでなく道場との両立にも苦労し
ていることが語られた。また，３年生になると，より
部活が厳しくなり，勉強の集中力が切れてしまうとの
ことであった。勉強の中でも唯一両立できている学習
は数学であることが語られた。学習観に関連すること
は，一回書いた式を見直して，間違えたところを把握
し，それでもわからなければ解説を読み内容を理解す
るという「意味理解志向」に該当することが語られた。
公式観に関することでは，簡単なものは暗記する「暗
記志向」と覚えられないものは何でそうなるのかを理
解する「導き方の意義」が語られ「暗記志向」と「導
き方の意義」を使い分けていることが語られた。学習
方略では，その単元の難しい問題を解き，できれば次
に行き，分からなかったら解説を読んで内容を理解す
る「要点理解方略」を用い，
時間がないため解説をしっ
かり読んで内容理解に重きを置くことで効率化を図っ
ていることが語られた。
Bは，公立中学校に通う女子生徒で，部活は弓道部
に入部している。部活だけでなく習い事として競技か
るたに通っており，全国大会に出場するほどの腕前で
ある。勉強と部活，かるたと両立できていないことが
語られ，それら以外で時間を取られることとして，暇
さえあればスマートフォンをいじっていることが語ら
れた。学習塾で学校の授業内容より先の内容を学習す
ることで勉強が楽しくなってきたが，応用問題が分か
らず，１，２年生の内容がわからないところが把握で
きてないのでやる気が出ないことが語られた。学習観
に関することは，ミスに気付くため計算問題を繰り返
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リーを設定し，構造化面接での語りと行動観察記録を
しやる「学習量志向」が語られ，また，学習塾の自習
もとに整理した。(資料１参照)
室など静かなところやクーラーのきいているところで
 仮説モデルの生成
勉強するといった「環境志向」も語られた。公式観に
本研究の仮説モデルをFigure1に示した。参与観察
関することは，２回繰り返して覚える「暗記志向」が
とインタビュー調査から中学３年生５人に共通するこ
語られた。学習方略では，計算問題を繰り返しするこ
ととして、部活と勉強の両立に苦労していることが分
とでミスに気付こうとする「反復演習方略」が語られ
かった。調査結果から、部活との両立の大変さは、両
た。
立できている人ほど「意味理解志向」の学習観を持ち、
Cは，公立中学校に通う男子生徒で，部活はサッカー
公式観の「導き方の意義」から「要点理解方略」を用
部に入部している。部活や塾からの移動時間や学校の
いて高得点を得るという仮説を立てた。また，公式観
準備に時間を取られ，部活に偏ってしまうことが語ら
の「導き方の意義」は「暗記編重」に繋がり，「要点
れた。受験生になり，家では勉強時間が少し増え計算
理解方略」は「反復演習方略」と使い分けられること
問題はできるようになったが，文章問題になるとどこ
も考えられる。両立に大変さを感じている人は，「学
から手を付けていいかわからなくなることが語られ
習量志向」または「環境志向」の学習観を持ち，どち
た。学習観に関することは，完全にできるようになる
らの学習観も公式観の「暗記編重」に繋がり，学習方
まで繰り返す「学習量志向」が語られ，また，どこを
略では「反復演習方略」を用い，低得点を取るという
間違えたのか知ったうえで，正解と比べなぜ間違えた
仮説を立てた。
のかを見ることが大切という「意味理解志向」も語ら
れた。公式観関することは，何でそうなるか疑問はあ
るけどパターンを覚える「暗記志向」が語られた。学
習方略では，何回やっても分からないときは諦める「反
復演習方略」が語られた。
Dは，公立中学校に通う男子生徒で，部活は野球部
に入部している。夏の最後の大会が終わったら勉強を
やろうと思っており，危機感はあるが勉強していない
ことが語られた。バッティングセンターに通い，家で
素振りをしたり，ユーチューブを見たり，テレビを見
たりして，時間がすぐに経ってしまうことや寝不足に
Figure 1 仮設モデル
なり学校で眠くなることが語られ，体育祭の応援副団
長が大変である学校行事のことなども語られた。学習
観に関することは，塾に通うことで遅れを取り戻し，
先生から言われた宿題をやる「環境志向」が語られ，
研究２
テキストで何度も問題を解いたことが成績につながる
「学習量志向」が語られた。公式観に関することは，ノー
１．目 的
トに書いて覚える「暗記志向」が語られた。学習方略
研究１で生成された仮説モデルをもとに，中学3年
に関することは，やり直して，やり方を理解するため
生の受験生が持つ数学学習における学習観―公式観―
何度も解く「反復演習方略」を用いていることが語ら
学習方略とテスト得点との関係性について検討し，受
れた。
験生の学習方法を明らかにする。
Eは，公立中学校に通う男子生徒で，部活はサッカー
２．方 法
部に入部している。周りの友達の成績が伸びているの
 調査対象者
で危機感はあるが，やろうと思っても他の用事と重な
関東圏内の公立中学校に通う中学３年生133名、関
りモチベーションが下がることや部活の顧問から今月
東圏内の学習塾に通う中学３年生17名の合計149名を
はサッカーだけのことを考えろと言われていることな
対象とした。そのうち，データに不備のない149名（男
どが語られた。学習観に関することは，数学の成績を
子81名 女子67名 不明１名）を分析対象とした。
上げるために必要なのは量といった「学習量志向」が
 調査内容
語られた。公式観に関することは，問題を解いて公式
①学習観：学習観として，学習量志向，意味理解志
を覚える「暗記志向」が語られた。学習方略に関する
向，環境志向を取り上げることとした。これらを測
ことは，やって覚える，ひたすらやるといった「反復
定する尺度として，廣瀬・中本・蛭田（2012）と植木
演習方略」が語られた。
（2002）で用いられた学習観尺度15項目（学習量志向4
以上の構造化面接から仮説モデルを生成するため， 項目，意味理解志向５項目，環境志向６項目）を用い
生活背景，学習観，公式観，学習方略の４つのカテゴ
た。廣瀬らで用いられた尺度のうち因子負荷が.40に
－ 11 －
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満たなかった２項目を除外した。回答は，「たいへん
あてはまる」から「まったくあてはまらない」の５件
法による評定を求めた。
②公式観：公式観として，公式への困惑，導き方の
意義，暗記偏重を取り上げることにした。これらを
測定する尺度として廣瀬・中本・蛭田（2012）と寺西
（2008）で用いられた公式観尺度12項目（公式への困
惑５項目，導き方の意義４項目，暗記偏重３項目）を
用いた。廣瀬らで用いられた尺度のうち因子負荷が.40
に満たなかった２項目を除外した。回答は，「たいへ
んあてはまる」から「まったくあてはまらない」の５
件法による評定を求めた。
③学習方略：学習方略として，要点理解方略と反復
演習方略を取り上げることにした。これらを測定する
尺度として廣瀬・中本・蛭田（2012）と寺西（2008）
で用いられた学習方略尺度14項目（要点理解方略９項
目，反復演習方略５項目）を用いた。廣瀬らで用いら
れた尺度のうち因子負荷が.40に満たなかった２項目
を除外した。回答は，
「たいへんあてはまる」から「まっ
たくあてはまらない」の５件法による評定を求めた。
④数学の小テスト：数学の学力を推定するために、
中学１年生から中学３年生レベルの数学の問題を５問
作成した（資料２参照）。問１・問３は公式を問う穴
埋め問題，問２・問４は前問の公式を使用した記述問
題，問５は定理を問う穴埋め問題。合計８点満点。
⑤部活と勉強の両立の大変さ：部活と勉強の両立の
大変さの評定として，「とても感じていた」から「全
然感じていなかった」の４件法による評定を求めた。
 手続き
関東圏内の公立中学校と学習塾で授業時間外に質問
紙調査を実施した。
 倫理的配慮
調査内容に侵襲性が無いことが判断され所属機関に
承認を得た。実施においては，回答者個人が特定され
ず，成績には影響しない旨を伝え，了承を得た者に対
してのみ実施した。
３．結果と考察
 基礎統計量
本研究で使用した尺度の下位分類における各変数
の 平 均 値 と 標 準 偏 差， 最 大 値， 最 小 値， α 係 数 を
Table1に示した。使用した各尺度の内部一貫性は概
ね認められた。
なお，欠損値については分析ごとに除外した。次に
性差を確認するため，各尺度得点についてt検定を行っ
た。点数は男子が有意に高く，学習観の学習量志向，
公式観の暗記編重，学習方略の反復演習方略は女子が
有意に高かった（Table2）。
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Table1

Table2

使用尺度の基礎統計量

各尺度の男女別の平均点およびt検定の結果

 各変数間の相関
①男女の共通性
男女別の各変数の相関係数の結果をTable3として
示した。男女共通した.50以上の相関に着目すると，
「意
味理解思考」と「学習量志向」の間に正の相関が見
られた（男子r=.579 女子r=.747）
。また，
「学習量志
向」と「暗記偏重」の間に正の相関が見られた（男子
r=.563 女子r=.614）
。さらに，学習方略において「反
復演習方略」と「要点理解方略」の間に正の相関が見
られた（男子r=.556 女子r=.626）
。
②男子における変数間の関連
男子における学習観と公式観に着目すると，「学習
量志向」と「公式への困惑」(r=.339)の間に正の相関
が見られた。
「意味理解志向」
は
「導き方の意義」
(r=.338)
との間に正の相関が見られた。次に，学習観と学習方
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Table3

各変数の相関関数の結果（男女別）

略に着目すると，「意味理解志向」と「要点理解方略」
(r=.431)・「反復演習方略」(r=.319)との間に正の相関
が見られた。
「学習量志向」は「要点理解方略」(r=.371)・
「反復演習方略」(r=.532)との間に正の相関が見られた。
さらに，公式観と学習方略に着目すると，「導き方の
意義」と「要点理解方略」(r=.347)・「反復演習方略」
(r=.322)との間に正の相関が見られた。「暗記編重」は
「反復演習方略」(r=.394)との間に正の相関が見られた。
最後に，点数と相関が見られたのは，「公式への困惑」
(r=-.435)との間に負の相関が見られ，「要点理解方略」
(r=.333)との間に正の相関が見られた。両立との間に
は，どれも相関が見られなかった。
③女子における変数間の関連
女子において学習観と公式観に着目すると，「意味
理解志向」と「導き方の意義」(r=.592)・「暗記編重」
(r=.559)との間に正の相関が見られた。「学習量志向」
は「導き方の意義」(r=.580)との間に正の相関が見ら
れた。「環境志向」は「導き方の意義」(r=.443)・「暗
記編重」(r=.420)との間に正の相関が見られた。次に，
学習観と学習方略に着目すると，
「意味理解志向」と「要
点理解方略」(r=.375)・「反復演習方略」(r=.380)との
間に正の相関が見られた。「学習量志向」は「反復演
習方略」(r=.343)との間に正の相関が見られた。「環境
志向」も「反復演習方略」(r=.317)との間に正の相関
が見られた。さらに，公式観と学習方略に着目すると，
「公式への困惑」と「要点理解方略」(r=.-395)との間
に負の相関が見られた。「導き方の意義」は「要点理
解方略」(r=.364)との間に正の相関が見られた。最後に，
点数と相関が見られたのは，
「公式への困惑」(r=-.496)
との間に負の相関が見られ，「要点理解方略」(r=.395)
との間に正の相関が見られた。両立と相関が見られた
のは，「学習量志向」(r=.302)との間に正の相関が見ら
れ，
「暗記編重」(r=.395)との間にも正の相関が見られ
た。
（3）学習観―公式観―学習方略の関連モデルの検討
部活の両立の大変さから学習観，公式観，学習方

略，点数の関係Figure1の仮説モデルを検討した。男
子生徒と女子生徒の性差を踏まえてモデルを検討する
ため多母集団同時分析を行った。男女ともに有意な標
準化係数を示さなかったパスを削除し，修正指数に基
づきモデルの修正を施した。最終的に採択したモデ
ルをFigure2に示した。モデルの適合度はGFI=.906，
AGFI＝.828，CFI＝.949，RMSEA＝.049，AIC＝
177.9，χ2値＝77.9を示し，データの当てはまりは概
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ね良好であった。パラメーター対比較で標準化係数の
性差を確認したところ，「学習量志向→意味理解志向」
のみ１%水準で有意差が見られ，女子の方が高い値を
示した（z=3.12）
。男子において，両立は学習観及び
公式観には有意な関連は示さなかった。Figure2の標
準化係数のうち，左に表記されたものが男子，右に表
記されたものが女子の値となっている。
まず，両立の大変さと学習観・公式観へのパスに着
目すると，男子では有意な関連は示さなかった。一方
で，女子は両立と「学習量志向」・「暗記偏重」に関連
を示した。女子において，部活と学習の両立の大変さ
を感じている人ほど，たくさん量をこなすという「学
習量志向」と公式は覚えたほうが効率がよいという「暗
記偏重」の考え方を持ちやすいことが考えられる。
次に，学習観と公式観・学習方略へのパスに着目す
ると，
「学習量志向」は「意味理解志向」を介して「導
き方の意義」に結びつく可能性か示され，また，「学
習量志向」は，「公式への困惑」・「暗記偏重」に関連
を示した。さらに，
「学習量志向」は，
「意味理解志向」
を介して「要点理解方略」に結びつく可能性が示され
た。有意であったパスは男子と女子で共通していた。
次に，公式観と学習方略・点数へのパスに着目する
と，
「暗記偏重」は「反復演習方略」に関連を示した。「公
式への困惑」の高さは「要点理解方略」の低さに関連
し，また，
「公式への困惑」の高さは，点数への低さ
にも関連していることが示された。有意であったパス
は男子と女子で共通していた。
最後に，学習方略と点数へのパスに着目すると，
「要
点理解方略」は「反復演習方略」に関連を示し，また，
「要
点理解方略」は点数とも関連していることが示された。
有意であったパスは男子と女子で共通していた。

総合考察
 高校受験を控えた中学３年生における学習観―公
式観―学習方略モデル
本研究では，研究1において，数学に焦点を当て受
験期の中学生が,どのような生活背景をもとに，どの
ような学習方法を用いるのか仮説モデルを生成するた
めに，インタビュー調査を行った。研究２では，研究
１で得られた仮説モデルをもとに部活と勉強の両立の
大変さ，学習観，公式観，学習方略，テスト得点との
関係性について調査を行った。
研究１のインタビュー調査の結果，受験期の中学3
年生に共通している生活背景として，部活と勉強の両
立に苦労していることがあげられた。両立できている
生徒と両立に大変さを感じている生徒では異なる学習
観，公式観を持ち，異なる学習方略を用いていること
が考えられる。部活と勉強の両立できている生徒は「意
味理解志向」の学習観を持ち、公式観の導き方の意義
を介し，
「要点理解方略」を用いるという仮説を立てた。
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これは，両立できている人は，限られた時間の中で効
率化を図ろうとし，たくさんの問題を解くことではな
く，要点を理解する方が効率が良いと考えていること
が推測される。また，
公式観の「導き方の意義」は「暗
記編重」にも繋がり，導き方を習得するためにある程
度の暗記が必要と考えていることが推測される。
「要
点理解方略」は「反復演習方略」と使い分けられるこ
とも考えられ，これは要点を理解し習得するために，
ある程度問題量をこなして解き方を習得しようとして
いることが推測される。テストの結果から「要点理解
方略」
を用いている生徒のテスト得点は，
高得点であっ
た。一方で，両立に大変さを感じている生徒は，「学
習量志向」または「環境志向」の学習観を持ち，「学
習量志向」は公式観の「暗記編重」に繋がり，公式を
暗記するために「反復演習方略」を用いるという仮説
を立てた。これは，両立に大変さを感じている生徒ほ
ど，限られた時間の中で，たくさんの問題を解くこと
で公式を暗記することが大切だと考えていることが推
測される。また，たくさんの問題を解くことで公式を
暗記することが大切だと考えているので学習方略は
「反復演習方略」を用いることが考えられる。さらに，
両立の大変さは，勉強しやすい環境や分かりやすい先
生に教わることが大切であるという「環境志向」にも
つながることが考えられる。良い学習塾に通うことや
授業の分かりやすい先生からの指示や宿題などたくさ
んの問題量をこなすことで，成績を上げようとしてい
ることが考えられる。テストの結果から「反復演習方
略」
を用いている生徒のテスト得点は低得点であった。
研究１で得られた仮説モデルをもとに，研究２では部
活と勉強の両立の大変さ，学習観，公式観，学習方略，
テスト得点との関係性について調査を行った。その結
果，部活と勉強の両立の大変さは，男子において関連
が示されなかった。男子は，部活以外の生活背景が学
習観に影響している可能性が考えられる。一方，女子
において両立の大変さと学習観の「学習量志向」，公
式観の「暗記編重」において関連が示された。女子生
徒は，両立の大変さを感じると，たくさんの問題量を
解くことや公式を暗記しようとする傾向になることが
考えられる。また，受験期の中学３年生は学習量志向
を中心として，その他の学習観，公式観に関連を示し
ている。これは，受験期において，ほとんどの受験生
が3年間の内容を復習しなければならないため，範囲
が定められている定期テストの勉強とは異なり，膨大
な量を勉強しなければならないと，量に捉われてしま
うことが考えられる。以下，「学習量志向」からどの
ように学習方略に影響し，点数へと結びつくのかを考
えていく。まず，
「学習量志向」から「意味理解志向」
のパスに着目すると，
「学習量志向」は，
「意味理解思
考」を介して直接「要点理解方略」に関連を示してい
る。さらに，
「要点理解方略」は点数と「反復演習方略」
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に関連を示している。このことから，「要点理解方略」
を用いている人は，学習量と意味理解のどちらか一方
だけの学習観を持っているのではなく，たくさん量を
解くことを大切にしながら公式の意味を理解したり学
習方法を工夫したりすることも大切にしていると考え
られる。また，
「要点理解方略」と「反復演習方略」
をどちらか一方だけ用いるのではなく，どうしてその
ような答えになったのかを考えながら多くの練習問題
を解くといった，両方の方略を必要に応じて使い分け
ていることが考えられる。そして，その方略を使い分
けていることが点数へ有効にはたらいているのではな
いだろうか。廣瀬・中本・蛭田（2012）の先行研究に
よって，学習観が学習方略に直接影響する可能性が検
討課題として指摘されていたが，本研究において，学
習観の「意味理解志向」が「要点理解方略」に直接影
響与えていることが示された。また，意味理解思考は，
公式の導き方を理解することが大切であるという「導
き方の意義」に関連を示しているが，「導き方の意義」
はどの学習方略との関連も示さなかった。受験期の中
学３年生は，公式の導き方を理解する公式観よりも意
味理解の学習観の方が要点理解方略につながりやすい
ことが示され，これは，寺西（2008）による高校生
を対象とした先行研究や廣瀬・中本・蛭田（2012）ら
による大学生を対象とした先行研究とは異なる結果と
なった。中学３年生では，公式の導き方を深く考える
よりも問題の途中過程や答えがなぜそうなるのかを考
える方が有効な方略につながりやすいことが考えられ
る。
次に，「学習量志向」から「公式への困惑」のパス
に着目すると，「学習量志向」は「公式への困惑」と
関連があり，「公式への困惑」は「要点理解方略」と
点数に負の影響があることが示された。たくさん問題
量をこなさなければならないが，公式をどう使えばい
いのかわからない，どの公式を使えばいいのか分から
ないといった公式への困惑が生じることによって，ど
のように数学学習に手を付けてよいのか分からなく
なったり，数学の苦手意識が生じたりする可能性が考
えられる。さらには，
「公式への困惑」から数学学習
すること自体を諦めてしまい，成績の低下につながる
可能性も考えられる。このことから，数学の苦手意識
の解消や成績向上のためには「公式への困惑」を解消
させることが必要になると考えられる。
さらに，「学習量志向」から「暗記編重」のパスに
着目すると，「学習量志向」は「暗記編重」と関連が
あり，「暗記編重」は「反復演習方略」を促す可能性
があることが示された。数学学習を効果的に進めるに
はたくさんの学習量をこなすことが大切であるという
学習観は，公式を暗記することが大切であるという公
式観につながり，それは何度も反復練習するという学
習方略につながると考えられる。しかし，反復演習方

略は，点数に影響を及ぼしていない。このことから，
反復演習方略のみでは成績向上につながらないことが
考えられる。このことは，廣瀬・中本・蛭田（2012）
の先行研究でも同様のことが指摘されている。学習観
の学習量志向を中心にそれぞれの関連を述べてきた
が，学習観の環境志向にのみ，その他の学習観や公式
観，学習方略に関連が見られなかった。植木（2002）
は，高校生を対象に自由記述式のボトムアップ的な調
査で「環境志向」という新たな学習観を見出し，環境
を利用して精緻化方略の使用傾向が高いことを示して
いるが，本研究において「環境志向」と関連している
ものは見出されなかった。
以上のことから，成績を向上させるためには，「学
習量志向」と「意味理解志向」の学習観を持ち，「要
点理解方略」と「反復演習方略」を使い分けることが
必要であると考えられる。成績の低下を防ぐには，
「公
式への困惑」の解消が必要であると考えられる。
「公
式への困惑」の解消には，公式や定理を理解できるよ
うな授業を展開しつつ，「要点理解方略」と「反復演
習方略」を体験的に教授することが公式への困惑の解
消につながるのではないだろうか。また，女子生徒に
おいて，部活で時間的な余裕がないときに，公式の暗
記重視に陥らないようサポートすることが必要であ
る。時間がかかってもなぜ答えがそうなるのかを考え
る方が効果的であることを教授する必要があると考え
られる。本研究において，受験期に部活と勉強の両立
に苦労する生徒の姿が明らかになった。受験期の生徒
の援助ニーズは深いものであるため，より背景や将来
像を尊重しながら個々の学習観に根差した自律的な学
習態度をいかに育てていくかが重要になるのではない
だろうか。そのために，
自分の生活をモニタリングし，
メタ認知活動を行いながら自律的な学習をできるよう
に支援をしていくことが必要であると考えられる。市
原・新井（2006）によると，中学校高学年になると
学習内容・量が増大するに伴い，学習の効率を追求す
るため，メタ認知活動を放棄・抑制してしまう可能性
が示唆されている。また，メタ認知活動をよく行って
いる人ほど「意味理解方略（本研究の要点理解方略に
該当）
」を用い学習成果を得ていることを明らかにし，
自分自身の課題に応じて「暗記・反復方略（本研究の
反復演習方略に該当）」と「意味理解方略」を使い分
けられるようになることが大切であるとしている。こ
のことからメタ認知活動が，
自分自身の課題を把握し，
適切な学習方略を選択することや自律的な学習を促進
するために必要な活動であると考えられる。そのため
の支援として，自分の生活習慣や学習面での課題など
をセルフモニタリングできるようにすることや自分自
身の学習状況を自己評価できるようにすること，目標
設定やプランニングをできるように支援していくこと
などが考えられるだろう。また，これらの支援を適切
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に加減しながら，最終的には学習者自身が一人ででき
るよう支援していくことや学習面だけでなく自分の生
活習慣をモニタリングし，それを踏まえたうえで学習
計画・学習改善が一人でできるように支援していくこ
とが重要になるのではないだろうか。
 今後の課題
本研究では，学習観，公式観，学習方略に関連する
生活背景として，部活と勉強の両立を取り上げたが，
インタビュー調査や質問紙調査の「受験勉強で苦労し
ていることは何ですか」という自由記述式の質問にお
いて，親との関係，スマートフォンの使用，習い事な
ど様々な要因が回答された。どの生活背景に焦点を当
てるか検討する必要があると思われる。次に，調査対
象者数の問題がある。本研究の調査参加者は150名程
度であった。そのため，本研究の結果を一般化するに
は限界があると思われる。また，本研究では，性差に
焦点を当てたが，中学1年生から３年生までの学年に
焦点を当てることで，より中学３年生の学習観―学習
方略の関係が明確になることが考えられる。
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受験期の中学生における数学学習の学習観－学習方略モデルの検討

Relation between the learning and official views of
mathematics learning and learning strategy in junior high
school students during high school entrance examination
Kazuhiro SATO (Master Program in Psychology, Tokyo Seitoku University)
Akinori NISHIMURA (Tokyo Seitoku University)

In Study 1, five middle school students (four boys and one female) participating in the study
cram school participated in the study session. A hypothetical model about relations of learning
beliefs, view of formulas in mathematics, and learning strategies was generated through
structured interviews and participant observation. The results revealed that the students were
struggling with both club activities and studying as the background of life common to middle
school students in the high school entrance examination period. The degree of difference
between the club activity and the study, the students’learning beliefs, view of formulas, and
learning strategies were different. In Study 2, to verify the hypothesis model generated in Study
1, a questionnaire survey was conducted for 149 people, 133 of which were middle school third
year students going to public middle schools and 17 were middle school students studying
at learning school. Study 2 examined the relation between learning beliefs—view of formulas—
learning strategies and test scores, considering life backgrounds. Consequently, in boys, no
significant relation between the difference between club activity and study and between the
learning beliefs and view of formulas was observed. In girls, however, considerable difference
was observed between the two in terms of“extent of learning intention”and“emphasis on
memorization.”The“extent of learning intention”indicates the relation with“the discomfort
in using formulas”and the“emphasis on memorization,”and the“emphasis on memorization”
shows the relation with the iterative exercise strategy. Furthermore, the results revealed that it
was directly connected to“understanding strategy”. The lower the“the discomfort in using
formulas,”the higher the“understanding strategy”and the higher the“mathematical test
score.”The higher the“understanding strategy,”the higher the“iterative exercise strategy”
and the higher the“mathematical test score.”From the above results, support for nurturing
self-regulated learning attitude was considered to be essential.
Key words: learning beliefs, learning strategy, mathematics, entrance examination period.
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