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1. 緒言 
 我々はイラストや図表などの図解表現が付され

た説明文を頻繁に活用し、図解表現から多くの情報

を知識として獲得している。学校教育における教科

指導場面でも、器械や道具などの操作や活動の手順

といった手続き的知識について口頭や文章で説明

する機会が多い。ここで言う手続き的知識

（Procedural Knowledge）とは、ハウツー的な知識

を指す。ノウハウ（Know-how）ともいう。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/) 
 図の呈示は、どんな条件下でも知識獲得に一定の

効果をあげるということはない。中村・岸（2002）、
岩槻（2003）などは、「何を図教材化し、呈示する

のか」を考えるのではなく、「誰にどのような図を

呈示するのか」の視点から検討する必要があるとの

べている。 
学習者の個人差には Sternberg(1997)が提唱した

思考スタイルがある。「人が学習内容をどのように

考えるか」というものである。これは個人が 1 つだ

け持つものではなく、組み合わせで成り立つもので

ある。機能（立案型、順守型、評価型）、形態（巨

視型、微視型）、範囲（独行型、共同型）、傾向（革

新型、保守型）の計 13 に分類できる。本研究は数

ある思考スタイルの中で、考えたり、仕事を行った

りする際に機能を用いるため、そこに属する３つの

思考スタイルに注目した。自分のやり方を通す傾向

にある立案型、既存の規則で事物を処理する傾向に

ある順守型、既存の規則を分析、評価する傾向にあ

る評価型（Sternberg 1997）である。 
本研究は、体育授業を想定し、ラクロスを題材に

図表を付した学習カードによる説明方法と思考ス

タイルの関係を「理解度」、「学習の見通し」から

検討した。 
仮説は、部分図ごとに手続きを理解し、学習内容

の全体像を構成していく思考スタイルにマッチし

ているため、評価型が優位な学習者は、部分図呈示

による説明が有効であると考えた。その他、立案型、

順守型の優位な学習者は一見して全体像を把握で

きる全体図呈示が有効であると考えた。 
以上の研究より図を付した説明と思考スタイル

による優位な組み合わせが明らかになれば、体育授

業において、教師から子どもへの教授方法に関する

工夫、子どもの学習活動グループの編成の仕方に関

する工夫など、教授方法への示唆を与えてくれると

考えた。 
 
2. 方法 
2-1 研究協力者 
 国立大学生 105 名である。 
2-2 実験材料 
ラクロスのスティック、ボール、ゴールの他に、

ラクロスの技能に関する冊子を手続き的説明文と

図を用い作成した。説明文に付する図は、説明内容

全体を 1 枚の図で示したもの（以下、全体図）と文

章の段落ごとに図を分割したもの（以下、部分図）

の 2 タイプがある。説明冊子は見開きで 2 ページ表

示するもので、ページ数は互いに 9 ページである。 
2-3 測定方法 
2-3-1 事前調査  
2-3-1-1 思考スタイルの測定 

Sternberg（1997）が作成した思考スタイル質問紙

の日本語版（松村・比留間 2000）を用いた。彼の、

仕事をし、物事を考え、判断を下す際には、立案型、

順守型、評価型の 3 つを用いるという主張を踏まえ、

それらの思考スタイルに着眼した。 
2-3-1-2 ラクロスの予備知識に関する調査 
 あらかじめラクロスに予備知識をどの程度有し

ているのか、そして研究協力者間で予備知識に差が

ないことを確かめるため、簡易テストを行った。合

計 14 問で 1 問 1 点とした。このテストは、数ヶ月

以上ラクロス部で活動したもの 2 名に解かせた結

果何れも満点をとることができた。 
2-3-2 事後調査 
理解度テスト問題は、文章内容全体の理解問題

（文章理解問題:18 問）、全体図で表現される手順

の流れを問う問題（全体図優位問題:13 問）、図と

文章の適合度を問う問題（部分図優位問題:10 問）、

どの程度運動のポイント等を理解でき、準じて学習

の見通しが立てることができたかの質問（見通しに

関する調査:4 問）の 4 種類を行った。見通しに関す

る調査は 20 点満点であるため、事後調査の満点は

61 点である。 
2-4 手続き 
実験時期は平成 19 年 11 月 11 日から 30 日までの

2 週間で行った。実験は個人もしくは最大 8 人のグ

ループで行った。まず学生生協 1 階食堂にて、思考

スタイル調査と、ラクロスの予備知識に関する調査

を行い、グラウンドへ移動。説明冊子を渡し留意事

項を説明後、活動開始とした。20 分間の活動時間

を与え、研究協力者はその時間内に、説明冊子を読

みながら、ラクロスの活動を行った。終了後、課題

冊子を回収し、時間無制限とし理解度問題に解答し

てもらった。 
2-5 分析 
 図の呈示方法と、学習者の個人差として取り上げ

た思考スタイルとの間にどのような関係が見られ

るかを実験的に検討する。そのために、図の呈示方

法（全体図、部分図）と、思考スタイル調査の結果

(高群、低群)を被研者間要因とし、5 つの理解度テ

ストの問題の得点（文章理解問題、全体図優位問題、

部分図優位問題、学習の見通しの確認、4 つのテス

ト・調査の合計得点）を従属変数としてそれぞれに

2 要因分散分析を行った。 
 
3. 結果と考察 
3-1 事前調査の結果 
3-1-1 思考スタイル測定 
表 1 に研究協力者の思考スタイル測定の結果を

表す。思考スタイルを構成する質問項目の得点を算

出し、各スタイルを 6 つのカテゴリー（非常に高
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い・かなり高い・やや高い・やや低い・かなり低い・

非常に低い）に分類した。そして、各スタイルおき

に、非常に高い～やや高いまでを高群、やや低い～

非常に低いまでを低群とした。その結果、立案型は

高群 98 名、低群 7 名、順守型は高群 96 名、低群 9
名、評価型は高群 88 名低群 17 名となった。 

 
3-1-2 ラクロスの予備知識に関する調査 
 予備知識に関する調査を行い、得点を従属変数と

し、説明方法による違い（全体図、部分図）、各思

考スタイルによる違い（高群、低群）においてそれ

ぞれ独立したサンプルの平均の t 検定を行った。結

果、それぞれの検定において有意な差は認められな

かった。よって研究協力者間に予備知識の差はない

と考えられる。 
3-2 事後調査の結果 
 表 2 に事後調査の結果を示す。 
3-2-1 被研者間要因において ATI（適正処遇交互作用）

はみられたか？ 
 図の呈示方法（全体図、部分図）と、各思考スタ

イル（高群、低群）の２要因の関係における有意な

交互作用は本研究では見られなかった。 
3-2-2 図の呈示方法による違いはあるか？ 
 2 要因分散分析の結果、図の呈示方法要因（全体

図、部分図）の違いによる理解度問題得点差につい

ては、立案型における部分図説明でのみ、主効果が

認められた。ここでは主効果を見ることはできたが、

その他の分散分析においては一切主効果はなかっ

た。よって今回はどちらの図の呈示方法が優位であ

るといった主効果はないと考えられる。 
3-2-3 思考スタイルによる違いはあるか？ 
 思考スタイルの違いによる理解度問題得点差に

ついては、いずれも有意な主効果が見られなかった。

結果、各思考スタイルの高群・低群のどちらかが説

明文の内容理解の促進をもたらすことはない。ただ

し、問題の難易度や材料の読解難易度などに関する

事前検討は行っておらず、どの程度まで一般化した

解釈が可能になるかは不明である。 
中村（2006）は思考スタイル（機能）のうち、評

価型の高群の者は、部分図呈示が内容理解支援に有

効であること、また同時に、それ以外の学習者には

全体図呈示が学習効果を高める際に有効であると、

理科を題材に研究し明らかにしたと論じている。こ

れは、本研究において得られた結果とは大きく異な

るものである。本研究においては、「細胞分裂とい

った理科分野の教材においては、思考スタイルを考

慮して図を呈示する必要はある。しかし体育のケー

スにおいては、手続き的説明文に図を付加して提示

する場合、個人差（思考スタイル）を考慮する必要

性は低く、どのような図を用いて説明をしても知識

獲得には差が生じる可能性は低い。」ということが

示唆された。 
本研究と中村（2006）は、手続き的説明として取

り扱う題材の内容と、実験手続きが大きく異なる。

中村（2006）においては、題材に遺伝子を捕らえる

手順について説明をし、手続きは記憶に 10 分間専

念することとしている。本研究が中村（2006）と異

なる結果を導き出したことは、このことに関係があ

ると考えられる。体育は先行研究で行われた理科や、

プレゼンテーションとは大きく異なり、呈示された

内容を覚え、理解することだけに重点が置かれてい

るわけではない。また、理解の仕方についても実際

に体を動かして確認をしたり、体現をしたりする。

「説明冊子を読むことだけに集中するわけにはい

かない」という体育の特徴が今回の結果を生み出し

たと考えることができる。 
 
4.  まとめ 
本研究はラクロスを題材に、図表を付した学習カ

ードによる説明方法と思考スタイルの関係を「理解
度」・「学習の見通し」の観点より検討することを
目的とし、以下のことを明らかにした。 
・学習カードにおける図の呈示方法（全体図、部分

図）による違い、また、学習者の思考スタイル（立
案型、順守型、評価型）による違い、学習カード
における図の呈示方法と、思考スタイルの違いに
よる組み合わせによって、学習成果に大きな差を
与える可能性は低い。 

 しかし、本研究においては、思考スタイルの偏り
のあるばらつきや、学習者が他の学習者を見て学ぶ
ことについてなど結果に影響したと思われる問題
点を残した。今後はそれらの問題を解決することよ
り、一層確実な検証をしていく必要がある。 
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表１．研究協力者の思考スタイルの内訳 

             

立案型  順守型  評価型 

高群 低群  高群 低群  高群 低群

98 7  96 9  88 17 

       n=105

表 2．事後調査の結果と被研者間要因の 2 要因分散分析の結果(評価型のみ) 

                   

   a)文章理解問題 b)全体優位問題 c)部分図優位問題 d)学習の見通し e)合計得点 

      全体図 部分図 全体図 部分図 全体図 部分図 全体図 部分図 全体図 部分図

高群 mean 7.6 8.0 3.2 3.8 6.0 6.9 9.8 8.5 26.5 27.2 

N=88 SD 3.0 2.9 1.7 1.6 2.7 1.9 3.7 3.9 7.1 6.9 

低群 mean 7.5 8.3 3.5 4.6 5.3 6.7 8.7 10.0 25.0 29.6 
評価型 

N=17 SD 1.4 1.9 1.5 1.9 3.0 2.1 3.9 2.4 8.0 6.5 


