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プリント学習による自律学習能力を高める組織的指導 

－ビジョンと指導工夫を共有する教育経営－ 

 
立木辰男*1・加藤直樹*2 
 

教育が 終的に一人一人の生徒に自律の過程を歩ませつつ一人の人間に求められる 小限の資質・能力を

身につけさせる営みであるとするならば，家庭学習は社会人になって自律的に学習していく力を育成するた

めの重要な場でもある．そのため，子どもの学びは学校・家庭の枠を越えて連続的に行われなくてはならな

い．本研究では，家庭学習の習慣化と授業の定着を目的として「義務的家庭学習」を行わせるための学習プ

リントを生徒に与え，同時に全職員による組織的・継続的指導により生徒の家庭学習習慣を形成させて「自

律的家庭学習」に変容する過程を明らかにする．さらに，目標具現のための共有ビジョン構築と組織的指導

について，筆者自身の取り組みをフレーム分析することにより，学校経営上の課題解決の方略についても検

証する． 

 

〈キーワード〉 自律的家庭学習，学習クラブ，ビジョンと指導工夫の共有，フレーム分析  

 

Ⅰ．研究の目的 

 

勤務校における家庭学習実態調査では，家庭学習の定

着に向けての教師の指導の負担軽減と家庭学習の質の

向上という２つの課題が明確となった．筆者は課題解決

の方法を模索する中で，下記のような目的で研究を行う

ことにした． 

本研究の第一の目的に関して，家庭学習は授業と同様

に社会人になって自律的に学習していく力を育成する

場であると捉える．初めに家庭学習の習慣化と授業の定

着を目的として「義務的家庭学習」を行わせるための学

習プリントを生徒に与え，組織的・継続的指導で取り組

ませるならば，生徒の「学習習慣」が形成され，やがて

生徒は課題の有無に関わらず「自律的家庭学習」に向か

うであろうと考え，この変容過程を明らかにする． 

曽余田（2008）はビジョンとは近い将来自校はどうい

う状態になっていたいのかを描いたものであると述べ

ているが，学校組織においては校長のビジョンを教員間

で，さらには生徒も共有することが重要となると考え

る．本研究の第二の目的は，校長のビジョンを全職員が

共有し，自律学習能力を高める組織的指導の方略につい

て，筆者自身の取組を対象化して検証するものである． 

Ⅱ．研究の方法 

 

本研究では，これまで多くの教師が時間をかけて作成し

ていた学習プリントを，コンピューターを用いて作成可

能となる自学自習力育成支援システム＜学習クラブ*３

＞を学校に導入する．これにより，教師の学習プリント

（課題）作成時間の負担が軽減され，同時に授業と家庭

学習を繋ぐための課題となる学習プリント作成が容易

になる． 

研究においては自律的家庭学習を行うためには，この

システムをどのような場や時間，方法で活用し，そのた

めの教師の組織的な取組や支援はどうあるべきかにつ

いて教育経営という視点で研究を行い，検証する． 

特に以下の(1)～(3)の３つの場においての学習プリ

ントの効果的な活用と(4)での組織としての共有ビジョ

ンと指導・工夫のための方略を明らかにする． 

(1)放課後学習で学習クラブを導入して，自発的学習

を行わせることで自律的家庭学習に繋げる． 

(2)授業で学習クラブを活用して自発的な学習を育成

して，自律的家庭学習に繋げる． 

(3)生徒が自由に学習プリントを学習クラブから取り

出して，自律的家庭学習に繋げる． 

(4)校長のビジョンを全職員が共有して組織的な指

導・工夫を行うための方略を明らかにする． 

岐阜大学カリキュラム開発研究 
2009.3, Vol.26, No.1, 88-97 

*1 長崎県佐世保市立宮中学校     *2 岐阜大学総合情報メディアセンター 

*3 （株）日本コスモトピアが開発したシステムである．  
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研究実践では，実践プロセスを３期に分けて，成果と

課題及びフレーム分析の結果を示す． 

第１期 放課後学習教室の実施 

第２期 ビジョン提示の工夫と授業への学習プリント

導入 

第３期 ビジョンと指導工夫の共有化による自律的に

学ぼうとする生徒の育成 

なお，本研究において使用する自学自習力育成支援シ

ステム「学習クラブ」は，株式会社日本コスモトピアが

開発した学習プリント作成ソフトで，教科書の内容に

沿って５教科（国語・数学・理科・社会・英語）の問題

がコンピューターにあり，生徒は自分のレベルに応じて

問題を自由に取り出すことができる．開発コンセプトに

は自学自習力の育成により，学校と家庭との学びを連続

させ，子どもの学ぶ力を育成することとしている．すべ

ての学習プリントにはバーコードが印刷されており，

バーコードをスキャンすることで，生徒自身が授業の進

度や理解に応じて学習プリントを取り出したり，動画と

音声を使ってわかりやすく解説するマルチメディア解

説（「学習クラブ」では＜マルチメ解説＞と称している）

を見て学習を深めたりできるようになっている． 

 

１．教育経営を可視化するフレーム分析の導入 

ドナルド.A.ショーン(2007)は，「研究とは実践者の

活動にほかならない．実践者の「行為の中の省察」の能

力を豊かにするために，実践現場の外で直接遂行するこ

とが可能な分析が省察的研究（reflective research）

である」と述べている．本研究ではこの分析手法の一つ

であるフレーム分析（frame analysis ）を用いて実践

研究者自身のフレーム分析を行う．筆者は校長という立

場で研究を進めており，教職員へのビジョンの提示や直

接・間接的な指示や支援，異動等による学校の人的教育

環境の変化等により，常にフレームワークの修正や正当

性を考察することが求められる．ここでは，フレームを

可視化するために経営分析の一手法である「リザルト・

チェイン(Results Chain)」を援用し，「フレームマップ」

を用いて３期間の実践プロセスを分析する． 

徳丸(2008)は人とプロセスと IT（Technology）が一体

化し，企業革新を継続できる体質を確立するフィールド 

・イノベーションという考え方を提唱している．  

その中では企業 前線で発生している課題領域を

フィールドと呼び，これらのフィールドで実際に起こっ

ている事実を様々な手法で浮き彫りにすることにより，

そこにかかわる人々の意識を変えた上で関連するプロ

セスを継続的に改善しながら，改善対象のフィールドを

次々につないでいくことをイノベーションと呼んでい

る．このプロセス改革の手法が「リザルト・チェイン」

（Resault Chain 以下，RC）というモデリングであり，

本研究では，RC の手法を援用し学校で行われている教育

経営を可視化する． 

 

２．運勢ライン法の導入による学習プリントの導入効果

の検証 

リチャード.Ｔ.ホワイト（1995）は，運勢ライン法は

判断の確かさや機敏さ，気高さといった主要な特徴が必

ずしも識別されないようなはっきりしない量に対して

用いることで，子どもの学びを探ることができるとして

いる．本研究では２学年における学習プリントを活用し

た学びについて，運勢ライン法を用いて活用意欲や自信

等の，いわゆる主要な特徴が識別されにくい項目につい

ての可視化を行い考察を加える． 

 

Ⅲ．第１期 放課後学習教室の実施 

 

パソコン室に学習クラブ２台を設置して，平成 19 年 9

月に約 1ヶ月間，放課後学習教室を実施した．校長と学

習支援ボランティアが常駐し，生徒は学習クラブから学

習プリントを取り出して自発的学習を行い，自律的家庭

学習に接続することをねらいとしてスタートさせたが，

後は参加者が 1名となり放課後学習教室を中断した．

その理由について以下のように考察した． 

深谷(2006)は放課後の時間は子どもたちにとって特

別な時間帯であり，放課後の意味には「自由な空間」と

「自由な時間」があるとしている．「自由な空間」の定義

には「遊び仲間がいて様々な遊びが展開されている時

間」であり，「自由な時間」とは「生徒が夢中になって

何かをやり遂げるだけの時間の長さが保証された時間」

である．本校での実践では，落ち着いた雰囲気での学習

を求めて，パソコン室から校長室へと場所を移動した

が，校長室という場所が生徒に重厚な印象を与えて「自
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由な空間」としての良さをなくしてしまったのではない

かと思われる． 

質問紙による調査では生徒が校長室に学習クラブを

設置することに賛成する理由は「静かに自分のペースで

できると思う」「みんなで集まって学習できる」「校長

先生がいて質問できるから」「みんなで楽しくできるか

ら」等である．校長室を静かに学習に集中できる場とし

期待しているが，それ以上に学び合う中で友達や教師と

のふれあいの場として期待していることがわかる．校長

室設置に反対する理由としては「気軽に出入りできない

と思うから」「なんか行きにくそう」「校長室はお客さ

んが来たりするから」等校長室の他と異なる雰囲気への

抵抗感や突然の来客で学習が中断されることへの不安

等が記述されていた． 

教師の負担軽減という視点から，今回の放課後学習で

は校長がトップダウンで方針を決定し，筆者と学習支援

ボランティアで放課後学習教室の実践を行った．しかし

生徒を直接指導するのは教師であり，学校は組織体であ

ることから，組織としての共通理解が深まらず，「学習

クラブ」を用いた放課後学習についての教師の関心も脆

弱となり，生徒への支援を得ることができなかった． 

 

１．勤務校での家庭学習の実態 

10月3日に勤務校における生徒の家庭学習の実態把握

のために調査を行った．Ｎ県教育委員会は県下の中学生

の家庭学習時間の目安を２時間以上としている．平成 19

年度のＮ県における学習習慣実態調査によれば，36.6%

の中学生が 2 時間以上の家庭学習を行っており，1 時間

以上 2 時間未満は 70.7%である．勤務校においては，2

時間以上家庭学習を行っている割合は，中学１年生 24%，

中学 2年生 44%，中学 3年生が 62.9%であり，2つの学年

がＮ県の平均より高い数値を示し，良好であった．しか

し，3年生の 8.6％の生徒は家庭学習時間が 30 分未満で

あり，家庭学習では偏った教科しか取り組まない生徒も

多い．2 年生においては，30 分未満の生徒は 4.0％で，

昨年度からの担任による熱心な家庭学習指導が定着し

ていることを示している． 

 図１には生徒が取り組む家庭学習の内容を示して

いる．調査では複数回答を可として，該当する項目を選

ばせた．単純平均では全学年で 89.1%の生徒が家庭学習 

に学校の宿題をしており，学校から出される宿題が生徒

の家庭学習習慣定着にも大きな役割を担っていること

が分かる．「ラジオ・TV・CD をつけっぱなしにして学習

する」生徒は 32.8%で，集中して学習に取り組む環境で

は課題もある．「計画を立てて勉強する」は 7.6%であり，

家庭学習を計画的に行うことの困難さを示している．こ

の理由としては，毎日の家庭学習の中心は学校から出さ

れる宿題であり，宿題の分量や内容でその日の家庭学習

が決まるからである． 

自由記述分析では生徒の家庭学習を継続させる４つ

の支援（安心感，効力感，受容感，成就感）は校長では

なくて，日々直接生徒とふれあう教師の支援が効果的で

あることを示している．教師の支援は，「個に応じた指

導」を通して「生徒自身に学習の効果」を気づかせ自信

を与えて「自己効力感」を育成することである．しかし，

そうした取組がなされておらず，ビジョンの具現化であ

る自律的家庭学習への連鎖が切断された状態になって

いる． 

 

２．放課後学習教室のフレーム分析 

校長のビジョン（方針）を教職員に示せば，教職員は

ビジョンを進んで理解して，放課後の学習プリントを用

いた自発的な学習は簡単に実施できると考えて第１期

の実践を行った． 

図２に示すようにプロセスの改革のために，事実の可

視化を行い，意識の変化を時系列で示した．プリント学

習に取り組ませることの意義や意味は全職員がある程

図１ 自由記述の分析図 
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度は認知・理解をしているが，性急で丁寧さに欠けるビ

ジョンの提示が動機づけや情緒的過程での浸透を阻害

して，教師の支援を切断したことを示している． 

バンデューラ(1997)によれば，効力の信念は４つの主

要な過程（認知的過程・動機づけ過程・情緒的過程・選

択の過程）を経て人間の機能を支配するとしている．す

なわち，多くの行動の流れは， 初は思考で系統立てら

れた後，挑戦するに値する目標が動機を高める．どんな

状況の中でも自分でコントロールできると信じて，困難

な仕事でも避けるべき脅威としてではなく克服すべき

挑戦と受け止めて進んでいく．組織としての共通理解が

深まらないままの放課後学習の実践は，教師の教育力さ

えも奪う．ピーター・センゲ(2003)はこのような状態を

「問題の転嫁（逆効果の応急処置）」と述べている．自律

的家庭学習の育成という課題改善に向けて，直接校長が

介入し放課後学習を導入し，迅速に課題改善が図られる

ように思われたが，結果は深層原因から教師の注意をそ

らし，教師が根本原因に取り組む能力そのものも阻んで

しまった． 

 

Ⅳ．第２期 ビジョン提示の工夫と授業への学習プリン

ト導入 

 

ビジョン共有を校長のトップダウン方式から研究主

任を中心に据えたボトムアップ方式に修正し，校内研究

の一環として学習プリントの活用を組み込んだ．授業に 

学習プリントを導入し，授業の中で自律的学習態度

を育成して自律的家庭学習につなげることを試みた． 

12 月 10 日には，第 2回家庭学習アンケートを実施

し，生徒が「家庭学習を楽しいと感じる時」はどんな

時かを調査した．調査では「問題が解けたり，内容が

理解できたりした時」が 71.8％であり，家庭学習の内

容が分かることで生徒は家庭学習の意欲を高め家庭学

習も楽しいと感じる．また，教師の評価や成績の向上に

つながるなど，何らかの形で成果として可視化できた時

や，時間に余裕がある時等に生徒自身のやる気を喚起す

る． 

そうした結果をふまえて自律学習能力を高める教育

経営を下記のような方法で行うことにした． 

(1)放課後学習の課題と成果を全体研修会で教師に伝

えて，教師一人ひとりの認知的理解を深める． 

(2）研究主任や教務主任等の各主任を先進実践校の視

察研修に派遣して情報収集を行い，伝達研修の実

施や学習プリントを授業へ導入した後の情報交換

等を実施して，お互いコミュニケーションをとる

場も確保する．これにより，学習プリント活用に

ついての効力感が高まり，学習プリントを活用し

た授業が自律的家庭学習の育成と連動しているこ

とを認知的理解させる． 

 

１.ビジョン提示の工夫と学習プリント授業導入のフ

レーム分析 

第２期のフレーム分析ではビジョンの提示と具現化 

の間にビジョンの共有を挿入し教師が実践意欲を高め

るための工夫を行った．ビジョン提示の場としては，全

体研修会を実施して共通理解を図ると同時に，実践校視

察調査に職員を派遣して情報を持ち帰らせ伝達研修を

実施することで情報の共有化を図った．このことによ

表１ 家庭学習を楽しいと感じるとき
第Ⅰ期：放課後教室の実施

校長の方針を示せば理解してビジョンは具現化するのではないか？

子どもが自
律的に学ぼ
うとする

学習の
効果に
気づく

個別にプリ
ント活用す
ることを指
導する

校長の教
育方針を
示す

プリントを用
いて学習す

る
学習プリン
トを与えて
取り組ま
せる

放課後教室
の開設

校長の方
針を理解

する

プリントで
学習する

方針の理解 ビジョンの具現化

切断

切断

問題の
転嫁

教師とのふ
れあい 脆弱

大学生学習
ボランティア

影響
効果

取組

課題

図２ 第 1期のフレーム分析 
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り，ビジョンの理解とビジョンの共有化が図られ，研究

主任を中心に職員室で学習プリントを話題にする場面

も見られるようになった． 

また授業での活用が生徒に学習プリント活用の意欲

を高め，定期テスト時には自主的に学習プリントを取り

出して家庭学習に持ち帰る生徒の姿が見られた．しか

し，日常的に連続的に家庭学習用に学習プリントを取り

出す姿はほとんど見られず，自分の目標を意識してプリ

ント取り出して，自律的家庭学習を行わせるためには更

なる指導工夫が必要である．フレーム分析では教職員の

共通理解が図られ，学習プリントの活用のための指導工

夫もおこなわれるようになったが，「個に応じた指導」

がまだ脆弱であることが示されており，そのため自律的

家庭学習の具現化も脆弱である． 

 

Ⅴ．第３期 ビジョンと指導工夫の共有化 

 

 勤務校のような小規模校では，毎年の人事異動

で配置された人員をいかに活用して学力向上を

図るかが毎年の課題である．異動により校務分掌

の再編等が必要となり，新たな組織を構築した

が，現状は昨年度から軌道に乗りつつあった学習

クラブの活用も停滞した． 

第２期での先進実践校の視察と報告，学習プリ

ントの授業への導入等により，ビジョンの共有化

と実践が行われたが，大幅な人事異動はビジョン

の共有化と実践を後退させ，ビジョン共有のため

の新たな方略を構築することが必要となった． 

ビジョンと指導工夫の共有化に必要なの

は，現状分析から得られた正確な実態把握，

形式的ボトムアップ方式から脱却したコ

ミュニケーションの場の再構築，さらに多様

な場でのビジョン提示である． 

全体研修を実施するために多忙な学校に

あって短時間の研修を積み重ねる「ミニミニ

研修」を導入することで共有ビジョン再構築

に着手した．転入者が多いことを考慮して，

勤務校の抱える学力向上等の課題について

現状を分析した結果を提示して，現状を改善

する必要性を伝えた．さらにビジョンの継続

と共有化を図るコミュニケーションの場を設定して全

体と個人のビジョンが結ばれる場を考えた．藤原（2007）

は校長には「雑談・対話」「視線・まなざし・雰囲気」

という２つの要素で職場の雰囲気つくりの中心として

機能することが望ましいとしているが，実際，篠原

（1997)によれば校長の仕事は対話とミーティングが

48.7％を占めているとしている．学校経営ではコミュニ

ケーション（対話）が重要な意味を持っている． 

 

１.ビジョン及び指導工夫の共有化による自律的家庭学

習育成のフレーム分析 

第２期の実践による課題と成果から，フレームワーク

をビジョンの理解，意味の共有，改善の工夫，ビジョン

の具現化の４つに設定した．指導法の可視化のために指

導工夫や情報の共有化のための時間を設定して，各教科
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での学習プリント活用について情報交換を行った．これ

により理解が実践のためのエネルギーとなり，教科だけ

でなく学級担任による家庭学習習慣形成指導に学習ク

ラブを活用する場面も見られるようになった．今回，ビ

ジョン理解の場を教職員だけでなく，保護者，生徒にも

設定して，共有ビジョン構築を行い，学級での仲間の姿

を知り，運営をスムーズに行うための学習クラブリー

ダーも選出した． 

各教科ではこれまで，単発的に授業で学習プリントを

活用していたが，共有ビジョン構築により，活用に継続

性が見られるようになり，長期休業中の課題にも出題

し，添削や指導を行うなどの個に応じた指導の場面が見

られるようになった． 

 

Ⅵ. リザルト・チェインを援用した最終修正図 

 

リザルト・チェイン 終修正図には効力促進の４つ過

程である認知的過程，動機づけ過程，情緒的過程，選択

の過程を記載した．教師も生徒もこの 4 つの主要な過程

を経て学習プリントの活用に至ると考えるからである．

校長のビジョン具現化は方針の提示→方針の意味の共 
 有→改善の工夫→ビジョンの具現化のプロセスの中

で達成されると考えると，それを支えているのは効力の

信念であるからである．また，リザルト・チェイン図に

は，＜授業研究＞と＜効力促進＞，＜自己目標と自己評

価＞も追加した．各教師が教育における自己の効力感を

強く信じることは学校の教育力を高めるが，そうした効

力感は日々の授業研究を通して育成されるからである．

共有ビジョンの構築は授業研究や研修会を通して個に

応じた指導の工夫を促進する．また個に応じたアドバイ

スは，これまで述べてきたように励ましや賞賛，成果の

確認等の生徒の効力感を促進する教師の支援から成り

立っている．バンデューラ(1997)は効力の信念を強める

方法のひとつは「社会的説得」であるとしている．生徒

の効力感を促進する教師の様々な支援は，生徒自身の中

に効力を積み重ねて，自分の能力を他者との比較ではな

くて，自己評価を経て自己改善を行いさらによりよいも

のを求めるようになる．そのためには生徒が学習の効果

を確認することが必要であり，学習プリントの自己採点

結果やファイルに綴じた枚数等により成果を可視化す

る．成果に検討を加えて評価・修正を行うためには，生

徒自身が明確な目標と評価機能を持たなければならな

い．そうした自己目標と自己評価に支えられて自律的家

庭学習が育成される． 

リザルト・チェイン 終修正図でも学習クラブ設置場

所は身近でプリントを取り出せる場所とした．学習クラ

ブの利用が場の影響を受けることは前述したとおりで

ある．２学年の教室を規準に移動に要する時間を計測し

てみると，２学年教室内に設置されている学習クラブま

で２秒，教室と同じ２階に位置する校長室前の廊下まで

２２秒，校長室まで２３秒，３階パソコン室まで２５秒，

１階図書室までが３３秒である．調査では学習クラブの

適設置場所は教室，廊下，パソコン室，図書室，校長

室の順となっている． 

 

Ⅶ．運勢ライン法を用いた考察 

 

勤務校の第２学年の学級３７人を対象に運勢

ライン法（Fortune Lines）を用いて，学習クラ

ブ活用の意欲，勉強への自信，家庭学習への自

信について分析した．調査項目は①生徒集会で

学習クラブ活用について説明②学習クラブを廊

下に設置③学校便りで学習クラブ導入と使い方

を説明④学習クラブのプリントを授業で使用⑤

学習クラブのプリントを使った夏休みの課題

（宿題）⑥学習クラブを活用しての夏季学習教室

実施⑦学習クラブを教室やパソコン室に設置の

７つとした．また１１月には運勢ラインの法の
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結果を受けて，詳細を把握するため必要からアンケート

を実施した．調査対象者は欠席者を除く第２学年の生徒

３６名である．以上２つの結果から全体的考察を加え

る． 

「学習クラブ活用の意欲」が上昇すると「勉強への自

信」，「家庭学習への意欲」が連動して上昇している．項

目１～２までは，生徒集会で学習クラブ活用について校

長から説明し，学習クラブを廊下に設置して，好きな時

間帯に自由に学習プリントを取り出すことができるよ

うにした．このことにより，学習クラブを活用しようと

いう意欲が高まり，学習プリントを活用した学習方法を

身につけることができたことで，勉強への自信も高まった

と考えられる． 

「家庭学習への意欲」も「学習クラブの活用」と「勉強

への自信」の２つの要素と連動して高まってはいるが，２

つと比較するとさほど高くはない．６の「学習クラブを活

用しての夏季学習教室実施」で「学習プリント活用意欲」

と「家庭学習の意欲」が落ちているのは，夏季学習教室に

参加しない生徒がいたためと思われる．４の「学習クラブ

のプリントを授業で使用」と５の「学習クラブのプリント

を使って夏休みの課題に出題」の項目が高くなっているの

は，学習プリントへの取組が自分の成績と直接結びつくこ

とにより，意欲が高まったからだと考えられる． 

 調査学級の担任は昨年度からの持ち上がりで，1学年１

学級で学級を構成する生徒は同じメンバーである．研究主

任でもある担任は，学習クラブ活用のために昨年度は京町

小学校へ視察研修に出かけ，理科の授業では積極的に学習

プリントを活用し，学級指導でも家庭学習を熱心に指導し

ている．調査学級では，昨年度の後半からの学習クラブを

使用した学習プリントの取組が継続されており，生徒は学

習プリントを自分で取り出し，授業で配布された学習プリ

ントも含めて家庭学習に活用している．唐沢（1995）は「学

級という概念はもともと教科学習を効率的に進めるため

に編成された集団を指している」としているが，人間教育

の重要性が増す現在の教育においては，学級の人間関係作

りなくして，教科学習を効率的にすすめることは困難であ

る．「学級担任が学習プリントの利用に熱心である」とす

る生徒の意識の中には，きめの細かい２年担任の学級経営

に支えられた取組を生徒が評価していることも示してい

る． 

図には成績群を上位群，中位群，下位群の3つに分けて，

学習クラブ活用の意欲を運勢ラインで示したもので成績

上位・中位・下位群の各群における学習クラブ活用の意欲

は成績上位群が常に高い状態を示しており，その影響を受

ける形で中位群・下位群という順で高まっていくことが分

かる．バンデューラ(1997)は教育的課題の達成について，

高い効力感を感じている生徒たちは，難しい問題に出会っ

たとき，自分の能力に疑いを感じている生徒たちと比較し

て，躊躇なくより大きな努力をはらい，より継続的にそれ

に取り組むとしている．成績上位群の生徒は家庭学習習慣

が定着しており，学習への効力感も高いと考えるならば，

学習プリントの活用という課題に対しても躊躇なくより

大きな努力をはらい，より継続的に取り組むことが予想さ

れる．そのためグラフでは学習クラブ活用の意欲が常に高

い状態を維持している．逆に，成績下位群については学習

への効力感は低く，積極的に取り組むことは困難であると

思われる．また，バンデューラ(1997)は他人の成功や失敗

は，その人との類似性を認知することによって，別の人の

効力と動機づけに影響を与えるとも述べている．成績上位

群の生徒が忍耐強く学習クラブを活用し成功している姿

を観察している成績中位群，成績下位群の生徒の中で，＜

自分と同じ＞と感じることができるのは，成績下位群では

ない．努力すれば到達可能な位置にあり，上位群との類似

性を認知できる成績中位群であると思われる．同様に，成

図５ 全体の運勢ライン 

図６ 学習クラブ活用への意欲 
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績下位群の生徒は成績中位群の生徒に類似性を認識する．

こうした＜代理体験＞がそれを観察している生徒に，やれ

ばできるという信念をわきあがらせ，このことにより，学

習クラブの活用の意欲が成績上位群→成績中位群→成績

下位群と時間的な遅れを伴いながら，次第に高まりを見せ

ていくと思われる． 

 

１.担任の運勢ライン 

図には，２学年担任の「学習クラブ活用意欲」，「教師

同士のコミュニケーション」，「教師のストレス・多忙感」，

「個に応じた指導等授業中生徒認知」の４つについて運勢

ライン法で示した． 

調査項目は 12 項目（①放課後学習実施，②京町小先

進校視察，③先進校視察報告会，④学校経営方針，⑤学

習クラブ廊下設置，⑥生徒集会で学習クラブ説明，⑦学

校便りで学習クラブ説明，⑧夜間保護者会で説明，⑨夏

季学習教室，⑩学力調査結果とウェビング法，⑪教室・

パソコン室設置，⑫全教師学習クラブパソコンインス

トール）とした．項目６，７で学習クラブ活用意欲がマ

イナスになっているのは，担任の感じるストレス・多忙

感に影響を受けている．部活動の顧問として，6 月に行

われる市中学校体育大会までは，平日はもとより，祝祭

日にも部活動の指導に追われて全く時間的な余裕がな

い状態であった．１～３までの昨年度の取組では，前述

したように，先進校視察や伝達研修等が行われ学習クラ

ブの活用が教師同士のコミュニケーションを多くした．

しかし，人事異動の転出入による人員の入れ替わりは，

職場に多忙感やストレスを感じる状況を生じさせた．筆

者は項目 6 の時期に調査担任の多忙感を軽減するため

に，部活動の顧問を主担当から副担当へと変更して，精

神的な余裕を与えたところ，ストレス・多忙感が軽減し

て，次第に学習プリントを活用する意欲が高まっていっ

た．しかし，そうした状況にあっても，個に高じた指導

についての認知は段階を追いながらではあるが着実に

高まっている． 

益子(2005)は学習プリントのマネージメントによる

価値生成のメカニズムの中で，授業に二重の目標が設定

された時，一方は直接的な目標，そしてもう一方は授業

形態に潜んでいる間接的な目標があるとしている．この

ことは，人が何かを成し遂げるときに，目標を具現化し

たことの価値だけでなくプロセスから生じる価値も意

義あることを示している．調査担任の直接的な目標は学

級の生徒の家庭学習習慣の定着であったが，前述したよ

うに，担任は理科室前に家庭学習用の学習プリントを習

熟別に置いたり，夏季学習教室で生徒を個別に指導した

りする中で，生徒の効力促進のプロセスにかかわること

になり，間接的な目標である個に応じた指導についての

認知が高まっていったと思われる． 

 

Ⅷ．成果と課題 

キー・コンピテンシーに関する DeSeCo プロジェクト

が提唱する３つのコンピテンシーの中の一つである＜

自律的に活動する＞ことについて，ドミニク.S.ライ

チェン(2006)は，「個人が自分の生活や人生に責任を持

ち，自ら人生を管理し，運営し，自分たちの生活を広い

社会的背景に位置づけ，自律的に動くこと」と述べてい

る．自律的家庭学習のゴールは＜自律的に活動する＞こ

とであり，そうした視点で今回の研究を２学年の生徒を 

対象に検証してみる．表２はこれまで実施してきた生

徒へのアンケート項目の中から，自律的家庭学習を行 

うために必要とされる 4項目（「嫌いな科目も一生懸命勉

強する」「家族に言われなくても自分で進んで勉強する」

「家庭学習の計画を立てて実行する」「予習をして授業に

臨む」）を選択して，2007 年 10 月と 2008 年 7 月を比較

検討した．データは直接確率計算法１×２（母比率不等）

で処理をし，結果を表２に示した．項目１「嫌いな科目も

一生懸命勉強する」や項目４「予習をして授業に臨む」に

おいては有意でないという結果になった．しかし，項目２

の「家族で言われなくても自分で進んで勉強する」と項目 図７ 担任の運勢ライン 
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３の「家庭学習の計画を立てて実行する」の２つにおいて

は有意であった．毎日の家庭学習の中心は学校から出され

る宿題であることはこれまでの調査からも明らかである． 

そのため家庭学習が宿題だけに依存している場合には

日々出題される宿題の分量や内容等で家庭学習時間が決

まる．しかし，学習プリントを取り出して家庭学習を行う

ならば，生徒は自分が必要としている課題プリントの内容

や分量を考え，また，その日の予定や自分自身の精神的・

身体的疲労度なども考慮しなければならない．表1のアン

ケート結果にあるように「家庭学習を楽しい」と感じるた

めには，問題が解けて，内容が理解できることや時間や心

に余裕があり，行事や部活動での疲労も少ない等の諸条件

が必要である．そうした個々の状況を必然的に自己把握し

ておくことは，「計画を立てて勉強する」ことを学習者に

求めることにもなる．学習プリントを自ら取り出すことで

依存的・義務的家庭学習から自律的家庭学習の転換を促す

ことになると思われる． 

「家庭学習の計画を立てて実行する」ことは自律的家庭

学習の原動力となり，生徒は家庭学習に自ら取り組むこと

ができるようになる．このことにより，項目２の「家族に

言われなくても自分で進んで勉強する」生徒が増えたと思

われる． 

生徒の家庭学習時間の増加について，平成 20年 10月に

実施したアンケート結果では「４月に比べて家庭学習時間

が増えた・やや増えた」生徒は8名であり，直接確率計算

法では p=0.0014，１％水準で有意であった． 

今回の研究では生徒の自律的学習を育成することをめ

ざし，全職員の組織的な指導で取り組んできたが，生徒自

身が学習プリントや自分でやるべき課題等の自己目標を

設定して，その評価までを自分で行うようなシステムを構

築するまでには至らなかった． 

京町小学校では「学習マップ」という学びの指針を作

成して，児童に提示することで学習の目的を明確にして

いる．自己目標，自己評価を導入しての自律的家庭学習

を身につけさせるにはそうした取組が必要であると思わ

れる． 

学校は組織体であるという視点で，組織としての取組

についてリザルト・チェインを援用してフレーム分析を

行ったが，校長としての教育経営を可視化することが可能

となり学校経営方略に改善を加えることができた．フレー

ムマップから目標を具現化するために必要となるフレー

ムや，不足している要素等が何であるかもを意識するよう

になった． 

学校では様々な理由により常に校長の的確な判断が求

められ，日々厳しい学校経営を強いられている．そうした

中で，目標までのプロセスを複合的に思考して実践するリ

ザルト・チェインの援用は大変有効であると思われる．し

かし，その評価方法については改善が必要であり今後の課

題でもある． 
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