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１　はじめに
　講義一辺倒の従来の講義スタイルに対し、さ
まざまなスタイルの講義が現在模索されてい
る。次期学習指導要領においても、アクティブ
ラーニングといった授業スタイルが各種段階の
学校に導入されることになっている。現在でも
初等教育から高等教育まで、一斉形式の授業以
外に少人数教育や教えて考えさせる授業、グ
ループワーク学習、そして協働学習などの授業
スタイルが多数試みられている。そのことは、
若者たちの生活スタイルの変化、思考スタイル
の多様化に大きく起因しているものと考える。
従来の学びは、学校という限られた場であっ
た。学校で学んだ知識や技能が、実社会におい

て役に立っていた。だが、社会の情報化、知識
基盤社会の到来とともにさまざまな知識や技能
といった情報が手軽に手に入る現在、従来の学
校での学びが、学校ばかりではなくあらゆる場
所で実現することになった。例えば、必要な情
報はインターネットの検索サイトからいつでも
入手できる。そこでは、情報が単なる情報で終
わるのではなく、情報を知識に、そして知識を
生かす能力が必要となる。すなわち主体的な学
習能力が必要とされており、それは学習者思考
スタイルと関係があると推定される。
　思考スタイルを扱った研究としては、思考ス
タイルと大学での多人数講義やグループ討論を
中心とした協調学習への参加の積極性や学習効
果の関係を調べ、思考スタイルの思考の高い
群と低い群とでそれらの差を調べたものがあ
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る。１）同じく、明確な思考スタイルを持たない
学生と、少なくとも一つは明確な思考スタイル
を持つ学生に対して、自尊感情、気力、興味・
関心、責任感の視点からアンケート調査を実施
し、両者の違いを調べ、明確な思考スタイルを
持たない学生の特徴を明らかにする研究があ
る。２）

　さて本研究は、このような多様化した学生を
対象に、大学で行われている多人数教育の講義
を受講した学生たちの学習に対する取り組みの
特徴を調査し、学生の思考スタイルとの関係を
測ることを目的とする。さらに、講義中のどの
ような要因が学生たちに作用したのか、を検討
する。

２　方法
２. １　講義構成
　実施した講義は、必修教科「教育方法学」で
あり年間15コマある。受講者は教育学科の２
年生163名で、そこには将来教員を目指す学生
が多く含まれている。毎回の授業で教員は課題
を出し、学生はグループで考えて、まとめた回
答を提出する授業構成とした。グループでの議
論は対面ではもちろんのこと、授業で併用して
いるeラーニングシステムのフォーラムを使い、
オンライン上でも議論できる環境を提供した。
グループは6 〜 7名で構成される27のグループ
を作り、グループごとに課題に対する議論を実
践させた。
　本研究で調査対象としたのは、授業の一部で
あるICT活用教育に対するイメージとその変化
である。まず、授業を行う前に「ICT活用教育」
に関するイメージを自由記述で回答させ、学生
の認識を調査した。そして、授業後に再度同じ
質問を行った。授業で取り扱った主なICT活用
教育は５コマで、その内容は「教育の情報化の
現状」「学校教育における著作権の問題」「学校
でのICTを活用した教育方法」に関するもので

ある。講義の中ではICTを学校教育で活用する
ときの利点、欠点、留意点などを説明し、それ
らに関する課題にも回答させた。
　最後に「ICTを活用した模擬授業」をグルー
プごとに発表させる授業を実践した。模擬授業
では実際にWeb上のコンテンツ、TV会議シス
テムなど、各グループが実際に活用した場面の
実践を行わせた。 

２. ２　調査方法
　Sternbergの著作『思考スタイル』３）より、
５つの思考スタイルに注目して調査する。思考
スタイルの全体像であるが（表１参照）、心的
自己統治の面から機能（立案型、順守型、評
価型）、形態（単独型、序列型、並列型、任意
型）、水準（巨視型、微視型）、範囲（独行型、
協同型）、傾向（革新型、保守型）の13種類あ
る。これを政府の機能で例えるなら、次のとお
りとなる。政府には機能として立法（立案型）・
行政（順守型）・司法（評価型）、形態として君
主制（単独型）・階級制（序列型）・寡頭（並列
型）・無政府（任意型）、水準には中央（巨視型）・
地方（微視型）、範囲には内政（独行型）・外交

（協同型）、傾向には進歩（革新型）・保守型が
ある。なぜ、政府に思考スタイルのメタファー
を求めるのか。それは、政府形態は恣意的でも
ランダムで作られたものでもなく、ある意味心
を反映しているからである。言い換えると、政
府の種類は人々が自分自身を組織化し、あるい
は統治するうえで可能な様々な方法を反映して
いる。政府はまさに個人の延長と考えられるか
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表１　思考スタイルの分類
機能

立案型 単独型 任意型
順守型 序列型
評価型 並列型
水準 範囲 傾向

巨視型 独行型 革新型
微視型 協同型 保守型

形態
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らである。その中から、本論文では、機能とし
ての立案型・順守型・評価型の３種類、範囲の
独行型・協同型の２種類、そして明確な思考ス
タイルを持つ持たないの６つの群に分類し考察
する。分類毎に講義前後における学習への取組
態度（意識）の変化（特徴）があるのかを調べ
ることとする。結果として多人数教育での講義
において、学生たちにどういった講義形式が、
どのような効果をもたらすのか、考察する。思
考スタイルについて、Sternbergは著作のなか
で、考え方の好み、嗜好と述べており、能力と
は違うとして区別している。能力とは誰かが何
かをどれだけ上手にすることができるかに関係
する。スタイルは誰かが何かをどのようにやる
のが好きかに関係している。要するに思考スタ
イルというのは、考え方の好みのことで能力の
使い方をさしている。そして、好みは能力より
容易に作ることができると述べている。また、
思考スタイルは個人がひとつだけ持っているの
ではなく、複数のスタイルを持っているという
ことである。一般に能力が高いと思われている
人は、たまたま直面している課題について思考
スタイルが適合しているからなのである。誰で
も直面する課題にスタイルを適合するよう変え
ることもできるのである。つまり、○○の能力
がないからダメだということはなく、チャンス
が与えられないだけのことを前置きとする。
　 そ れ ぞ れ の 思 考 ス タ イ ル に つ い て、
Sternbergの分類の説明から引用する。３）

　立案型：何をするにも自分のやり方を探すの
が好きで、何をどのように行なうか
ということを自分自身で決めようと
する。好む行動は、創造的な論文を
書いたり、新しいビジネスを興した
り、新しい発明をすることである。

（立法）
　順守型：規則に従うことを好み、事前に構造

化、規格化されている問題を好む。

好む行動は、与えられた問題を解く
こと、他の人の発想にしたがって行
動したり、講義をすることである。

（行政）
　評価型：規則や手続きを評価することを好

み、すでにある物事やアイデアを分
析したり、評価する問題を好む。好
む行動は、評論を書くこと、意見を
述べること、人やその人の仕事を評
価するなどである。（司法）

　独行型：内向的で課題志向、よそよそしく社
会的意識が低いことがある。一人で
働くことを好み、他人から離れて、
知性を物事や発想に向ける。（内政）

　協同型：外交的で社交的、人間志向。社会関
係に敏感で他の人たちに起こってい
ることを察知できる。他の人たちと
働こうとする。（外交）

　質問項目はSternbergの思考スタイル３）を参
考にした。（表２参照） それぞれの質問項目に
対し「非常によく当てはまる」「よく当てはまる」

「わりに当てはまる」「やや当てはまる」「わず
かに当てはまる」「あまり当てはまらない」「全
く当てはまらない」の７件法で回答してもらっ
た。そして７件法で得られた回答の平均値を算
出する。算出した平均値より、思考スタイルを

「非常に高い」「高い」「やや高い」「やや低い」
「低い」「非常に低い」の６段階に分ける。この
ことはSternbergが日本の大学生に対して、６
段階に分けたデータに基づいて行っていること
による。最初の分析（Level1）では、この６
段階を用いて５つの群の思考スタイルがどのよ
うな特徴を示すのか量的分析を行い、その関係
を示す。使うPCソフトはエクセルのアドイン
であるSeagull-Stat４）である。次の分析（Level2）
では、６段階に分けた思考スタイルを４つの群
に分けて分析を行う。分け方は、「非常に高い」

「高い」をまとめて「高い」、次に「低い」「非
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常に低い」を同じく「低い」にまとめ、「高い」
「やや高い」「やや低い」「低い」の４つの群に
分ける。Level2で対象とする思考スタイルは、
機能の立案型・順守型・評価型である。それぞ
れの型に属する学生を、「高い」「やや高い」「や
や低い」「低い」の４つの群に分け、学生たち
が講義前後に書いた記述式アンケートの質的分
析を行う。講義前後における学生の取組態度（意
識）の変化についてまとめる。使うPCソフトは、

フリーソフトで質的分析対応のKh-Coder ５）で
ある。

３　結果
３．１　アンケート結果からみた５つの思考
スタイルの全体像（Level 1）
　表３は、６つの質問項目についてそれぞれ
のスタイルごとに分類した人数を示したもの
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表２　思考スタイルの質問項目

協
同
型

チームの一員として他の人たちと交流できる活動に参加することは好きだ。
何か情報を必要とするときは、本を読むのではなく、誰か他の人と一緒にそのことについて話し合うほうだ。
他の人たちと一緒に取り組むことができる仕事は好きだ。
他の人たちと交流したり、みんなで一緒に仕事をする状況は好きだ。

仕事にとりかかるときは、友人や仲間と一緒に意見を出し合おうとする。

評
価
型

独
行
型

課題に取り組んでいるとき、他の人と意見を交換したり、他の人から刺激を受けようとする。

一人で最後までやり遂げることができる課題は好きだ。
他の人に尋ねるのではなく、自分で読んで必要な情報を手に入れようとする。

何かを決めるときは、他の人の意見を尊重しようとする。
話し合いをしたり、レポートを書くときは、自分の考えに他の人の考えを取り入れようとする。

再反対の考え方や対立する意見を検討して、評価しようとする。
物事を比較、分析、評価する仕事は楽しい。

何かを決めるときは、対立している意見を比較して決めようとする。

立
案
型

順
守
型

ひとりで課題や問題に取り組もうとする。
他の人に頼らないで、自分の考えを実行できる状況は好きだ。

他の人に相談せずに、仕事を全部やり遂げようとする。
何かを決めようとするときは、自分の状況判断を信頼するほうだ。
話し合いをしたり、考えを文章にまとめるときは、自分の考えだけを使おうとするほうだ。
問題に直面したときは、一人で解決しようとする。

他の人が立てた計画ややりかたについて、評価する仕事は好きだ。
いろいろなやり方を比較したり、評価できる状況は好きだ。

話し合いをしたり、考えを文章にまとめるときは、他の人の考えや良い点・悪い点を検討しようとする。
対立する考えがあるときは、いずれが正しい考えかを決めようとする。
異なる意見や考えを検討して、評価できる課題は好きだ。

あらかじめ目標が決められていて、手順がはっきりした仕事は好きだ。
課題や仕事の取りかかる前に、どんな方法や手順を使ったらよいかよく調べておく。
自分の役割や分担がはっきりしている状況は好きだ。
指示に従って仕事をするのは楽しい。

話し合いをしたり、考えを文章にまとめるときは、決められた形式に従うようにしている。
一定の規則にしたがって、問題を解くようにしている。
問題を解いたり、課題の取り組むときは、決められた規則や指示に従うようにしている。
どのような問題を解決しようとする場合でも、適切な方法を使うように気をつけている。

何か課題に取り組むときは、まず自分の考えから始めようとする。
仕事に取り掛かる前に、自分がどのように行うべきかを把握するようにしている。
何を、どのように行うかを自分自身で決めることができる仕事の方が満足できる。
自分の考えや自分なりのやり方を通すことができる状況は好きだ。

何かを決めるときは、いつも自分の考えや自分なりのやり方で決める。
何か問題に直面したときは、自分の考えや自分なりのやり方を使って解決する。

自分なりの解決方法を試すことができる問題は好きだ。
自分の考えを試してみて、どれだけうまくいくかを確かめようとする。

思考スタイルがどのような特徴を示すのか量的分析を行い、その関係を示す。使う PCソフ
トはエクセルのアドインである Seagull-Stat[4]である。次の分析(Level2)では、6段階に分
けた思考スタイルを 4 つの群に分けて分析を行う。分け方は、「非常に高い」「高い」をま
とめて「高い」、次に「低い」「非常に低い」を同じく「低い」のまとめ、「高い」「やや高

い」「やや低い」「低い」の 4つの群に分ける。Level2で対象とする思考スタイルは、機能
の立案型・順守型・評価型である。それぞれの型に属する学生を、「高い」「やや高い」「や

や低い」「低い」の 4つの群に分け、学生たちが講義前後に書いた記述式アンケートの質的
分析を行う。講義前後における学生の取組態度（意識）の変化についてまとめる。使う PC
ソフトは、フリーソフトで質的分析対応の Kh-Coder[5]である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 結果 
３．１ アンケート結果からみた５つの思考スタイルの全体像（Level 1） 
　表３　５つの思考スタイルの度数表（人）

立案型 順守型 評価型 独行型 協同型
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である。“やや高い”以上の３つを高群、同様に
“やや低い“以下を低群とする。機能型思考スタ
イルでは、順守型、立案型、評価型の順に多
く、このことは先行研究２）と同様の結果となっ
ている（立案型、評価型と同数であるが“高い”
以上の数が多い方を優先）。高群では、順守型
105名（73.9 ％）、 協 同 型88名（62.0 ％）、 低
群では、立案型83名（58.5％）、評価型83名

（58.5％）、独行型85名（59.9％）となっている。
高群から判断すると、学生たちの特徴として考
えられることは、与えられた課題や問題を協同
で解いていくことを好む学生が多いということ
である。そのことは、創造的な仕事を好みどち
らかというとひとりが良い、という特徴を有す
る学生が少ないことからも伺える。
　表４は各スタイルの相関を調べた結果であ
る。表中の**は１％未満の確率で有意な差がみ
られた。また、*は５％未満の確率で有意な差
がみられたことを表している。
　立案型の学生は、評価型・独行型とやや強い
正の相関が示されている。順守型と立案型、順
守型と協同型、協同型と立案型は弱い正の相関
が示されている。特徴的なのは、協同型がその
特徴として立案型と負の相関が推定されるのだ
が、むしろ弱い正の相関がみられることである。
本来、順守型と立案型は負の相関がその特徴か
らみられると予想されるが、両者には明確な負
の相関がみられない。このことから、学生は相
対する思考スタイルを同時に持ち合わせている
ことが考えられる。

　図１は因子分析の斜交回転（プロマックス法）
を行った結果である。因子パターン散布図の中
では、因子１がz1軸を因子２がz2軸を表して
いる。それぞれのスタイルが散布されている状
況から、図1のz1軸を“自分主体の思考“、z2軸
は“他者との協調思考“と解釈する。その根拠と
して、独行型と協同型の相関が負の相関が示さ
れていることが考えられる。z2軸を代表する
協同型は、その特徴として社交的、外交的で他
の人たちと働くことを厭わない。協同型はひと
りでも大人数でもどちらでも仕事ができ、仕事
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　表４　思考スタイル間の相関関係

相関係数行列

立案型 順守型 評価型 独行型 協同型
立案型 1 0.249** 0.543** 0.500** 0.241**
順守型 0.249** 1 0.366** 0.301** 0.265**
評価型 0.543** 0.366** 1 0.352** 0.372**
独行型 0.500** 0.301** 0.352** 1 -0.147  
協同型 0.241** 0.265** 0.372** -0.147  1

* ：5%有意(>0.165)
**：1%有意(>0.216)

表３は、６つの質問項目についてそれぞれのスタイルごとに分類した人数を示したもの
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の種類については、既定の問題と創造的な問題
に対応していくということになる。z1軸を代
表する独行型は、自分主体で課題志向、知性を
課題解決に向ける。他の思考スタイルの特徴と
して、順守型と立案型がそれぞれの特徴から考
えると相関がないと考えられる。だが、表４よ
り弱いながら正の相関が認められ、さらに図１
因子パターン図では近くに付置されていること
である。

３．２　機能型思考スタイルからみた講義受
講前後の態度（意識）の変化（Level 2）
　順守型、立案型、評価型の思考スタイルにつ
いて、それぞれのスタイルを高低ごとに分けた
群の講義前後の変化の分析を行う。分析には対
応分析を使う。対応分析により、似通った語句
が近くに付置される。対応分析とは、データ表
の行や列に含まれる情報を少数の成分（次元）
にまとめ、それらの関係を散布図上に付置する
ことで、視覚的なデータの俯瞰ができる方法で
ある６）。
　分析手順を示す。まず、６段階で得られた回
答のうち「非常に高い」「高い」の２群をまと
めて「高い」、同じく「低い」「非常に低い」を「低
い」にした。それぞれのスタイルを「高い」「や
や高い」「やや低い」「低い」の４つの群に分け
た。対応分析の結果を分析する際のポイントは
次のとおりである。
①　平面上に○で表されているのは学生たちの

アンケートにある語句（単語）、□で表さ
れているのは思考スタイルの高低ごとに分
けた学生群（受講前後）を表し、別々の算
式から出され、その結果を付置している。
よって、語句と見出しは解釈が違ってくる
ということである。ここで語句を示す○の
大きさは頻度の多少を、同じく思考スタイ
ルの高低を示す□は該当する群の学生の人
数の多少を表している。語句の抽出には、

名詞、サ変名詞、形容助動詞、形容詞、そ
れにタグ（分析者により、必要とされる語
句）を用いる。

②　原点から□（「思考スタイルを有する学生
群」）方向の語句が相互に強い関連をもつ。
原点から放射線状に線を引き、その線上あ
るいは線の周辺にある語句同士は関連性を
持つことを有している。そこに思考スタイ
ルの高低別の学生群が位置すれば自由記述
した内容と語句が関連を示していることを
示す。また、原点付近に付置される語句は
一般に平均的な語句を表し、何らかの特徴
を持つものではない。特に、原点付近の語
句は影響がないとされているので、操作上
表記を減らして表示することにする。

　
　以下、順守型、立案型、評価型の機能型思考
スタイルについて、受講前後のアンケートから
出現語彙を分析し、あわせてそれぞれの思考ス
タイルの高さの異なる学生群がどこに位置して
いるか、対応分析図を用いて示す。

３．２．１　順守型学生の受講前後の分析
　図２a,bは、学生たちのアンケートを対応分
析し、その結果を示したものである。
　図２aは、順守型思考スタイルを高低ごとに
４つ群に分けた講義前の対応分析図である。
　思考スタイルの「低い」群の方向にある語句
として「板書」「使用」、「やや低い」群は原点
付近に付置されており、語句が少ないことが理
解できる。それに対して、「高い」「やや高い」
の２群の周りには、「学校」「利用」「図形」「視覚」

「映像」「効果」といった多くの語句が付置され
ていている。以上から「高い」「やや高い」両
群は、ICTの利用やその効果について述べてい
ることが分かるが、「低い」群では一般的に考
えられるような形式的な記述に終わっている。
次に一例として学生たちの意見を示す。
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３．２．１ 順守型学生の受講前後の分析 
 図２a,bは、学生たちのアンケートを対応分析し、その結果を示したものである。 
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　現代の社会ではパソコンなどを使うスキル
は必須なものになってきており、そういった
意味でも学習で今までと同じように机に座り
板書をとるだけの学習ではない。（順守型低
群）
　パソコンやインターネットを利用すること
で、学習の理解を深める効果がありそう。（順
守型やや高群）
　小学校においてもコンピュータを使って授
業をすることは板書という限られたスペース
に入らない映像も見ることができ、視覚的に
訴えることをより可能にし、好印象がある。

（順守型高群）
　図２ｂは、講義後の対応分析図である。
　思考スタイルの「低い」群の方向には図２a
と違い「意味」「積極」「勉強」「動き」と特徴
ある語句が付置されている。すなわち、「低い」
群の学生の意見はこれらの語句と関連が強いこ
とを示している。同じく、「やや低い」群も「能
力」「コンピュータ」「使い方」などの語句が付
置されている。「やや高い」群では「機器」「利
点」「技術」「情報」などの語句が多くの語句が
付置されている。「高い」群では、「教材」「期待」

「図形」「メリット」などの語句、順守型におい
ては、講義前に「高い」「やや高い」２群は原
点近くにあるのだが、講義後には原点より遠く
に付置されている。以上より「低い」「やや低
い」の２群は、学生たちによる模擬授業をとお
してICT活用教育とはどういうものかを知り、
効果があることを学んでいる。また、「高い」「や
や高い」両群は、講義前と同じく効果について
言及しており、さらに踏み込んで学校現場での
ICT活用に述べている。これらの一例として学
生たちのアンケート記述を以下に示す。
　模擬授業を見て、特に星の流れ・動きについ
ての教材がとてもよかったと思います。星の動
きは自分では観察できませんが動く教材を使う
ことにより、私自身イメージすることができま

　した。（順守型低群）
　模擬授業で他のグループの発表を見たり聞
いたりしたことで、自分では思いつかなかっ
た様々な使い方があることを知りました。だ
から、ICT活用教育は子どもたちの学びを促
進する良い方法なのではないかと思います。

（順守型やや低群）
ICT活用教育の利点はたくさんあるので、現
場に出た際に使用できるよう、今のうちから
訓練していきたいと考える。（順守型やや高
群）
指導する技術が未熟な教師が、どれだけICT
を用いた授業を行っても教育効果はあまり期
待できないと思う。反対に、指導技術の優れ
た教師が活用すると、視覚的な学習も期待で
きるので効果は期待できると考える。（順守
型高群）

３．２．２　立案型学生の受講前後の分析
　図３a,bは、立案型学生の対応分析のアンケー
ト結果を示したものである。
　図３aは、講義前の対応分析図である。
　「低い」群の方向にある語句は、「大学」「意
欲」「環境」「教材」、「やや低い」群では、「作業」

「向上」「インターネット」「勉強」といった語
句がある。両群とも原点近くに付置されている。

「高い」群の語句としては、「視覚」「資料」「機
会」、「やや高い」群では、「先生」「有効」「効果」

「使い方」「利用」などの語句がある。以上より
「低い」「やや低い」の２群は、教材やICT機器
についてどのように使うのが良いのか、を考え
ている。「高い」「やや高い」両群は、ICT活用
による効果について記述している。一例として、
学生たちの意見を次に示す。

　パソコンを用いた教材などで立体のイ
メージを持ちやすい環境を作ることができ
るので、活用すべきだと考える。（立案型
低群）
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３．２．２ 立案型学生の受講前後の分析 
図３a,bは、立案型学生の対応分析のアンケート結果を示したものである。 
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　インターネットの普及が進み、私も分か
らないことがあればインターネットの検索
サイトをつかって調べます。しかしなが
ら、インターネットの中にも、誤った情報
が含まれており、全く鵜呑みにしていては
いけないのです。ゆえに、幼い頃から、情
報を扱うことになれておけば、情報化が進
む近年の社会にも対応しやすくなると思い
ます。（立案型やや低群）
　ICT活用教育では図形においてイメージ
しやすくなったり、さまざまな角度から図
形を眺めたりすることができるため非常に
有効活用できると考える。（立案型やや高
群）
　ICT活用教育は、状況によって学習の理
解を深める効果を求めることができると考
える。なぜなら、たくさん集めた視覚的資
料を一つにまとめ、短時間で紹介すること
や、資料の比較やまとめを簡単に行うこと
ができるメリットがあるからである。（立
案型高群）

　図３ｂは講義後の結果を表している。
　「低い」群では、「動き」「積極」「教材」「効果的」
などの語句、「やや低い」群では「電子黒板」「視
覚」「写真」「図形」といった語句がある。「や
や高い」群は「学校」「利点」、「高い」群は「使
用」「効果」といった語句がある。以上から「低
い」「やや低い」の２群は、講義前と同じく教
材やICT機器について述べている。「高い」「や
や高い」両群は、学校現場での活用についての
記述となっている。講義後には、模擬授業をと
おして考えがさらに深まっており、どのように
利用することが効果的の記述となっている。一
例として学生たちの声を次に掲げる。

　ICT教材を用いれば授業を楽に行うことが
できると少し思っていたが、反省して、ICT
に甘えることなくしっかりと教材研究をした
上で効果的に使用していきたいと思った。（立

案型低群）
　模擬授業を見て、授業のつかみの導入とし
て使用したり、学習の幅を広めるといった観
点から捉える、ととても便利で画期的な授業
展開だと感じた。（立案型やや低群）
　可能性を持つのがICTだと考え、これから
探求して自分の教育方法にすることによっ
て、後の学校教育に役立てたいと考える。（立
案型やや高群）
　実際に授業で使用してみて、黒板や声を通
じた指導には限界があることを知りました。
そんなときに視覚や音声を活用した方法は、
非常に有効であると思うし、効率的であると
思います。（立案型高群）

３．２．３　評価型学生の受講前後の分析
　図４a,bは、評価型学生の対応分析のアンケー
ト結果を示したものである。
　図４aは講義前の対応分析図である。
　「低い」群は「自分」「先生」「普及」「意見」、

「やや低い」群では、「学習」「効果」「使い方」「導
入」、「高い」群は「能力」「図形」「資料」「映像」、

「やや高い」群では「教育」「技術」「コンピュータ」
「利用」「重要」といった語句がある。「低い」「や
や低い」の２群は、使い方や導入といったICT
機器についての記述があり、「高い」「やや高い」
両群は、具体的な利用法やその効果について述
べている。一例として　学生の意見は次のとお
りである。

　教育実習で使用させてもらったが、自分の
ときにはなかったものなのですごく難しく感
じた。しかし、視覚教材が求められる今、と
ても子どもたちにはわかりやすく必要となっ
てきていることを実感した。（評価型低群）
子どもたちの理解の手助けにはなると思う、
しかしそれを使用する教師側は扱い方が難し
いと思うし、正しい使い方ができなければな
らないと思う。（評価型やや低群）
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３．２．３ 評価型学生の受講前後の分析 
  図４a,bは、評価型学生の対応分析のアンケート結果を示したものである。 
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調べた内容をプレゼンすることは、その子の
表現力の向上や、聞き手の知識の向上にも繋
がる。ICT活用教育は、自主性を高め、考え
る力を養い、相互にいい影響を与える教育で
あるというイメージがある。（評価型やや高
群）
理科の授業で、火山の噴火の映像や天体の動
きなどの鮮明な映像を提示する。写真や図よ
りも、映像の方が児童の興味・関心は強くな
るだろう。（評価型高群）

　図４ｂは講義後の対応分析図である。
　「低い」群では、講義前と比較すると「先生」

「説明」「動き」「指導」などの多くの語句が付
置されており、「やや低い」群は、「場面」「子
どもたち」「意欲」「使い方」、「やや高い」群は、

「内容」「効果」「期待」「電子黒板」、「高い」群
は、「学校」「良い」といった語句がみられる。

「低い」「やや低い」の２群は、模擬授業をとお
してICT活用教育に対する評価が高くなり、活
用に対し前向きで、具体的に関心を示す記述に
なっている。「高い」「やや高い」両群は、ICT
活用について、留意点など踏み込んだ内容の記
述になっている。学生の意見はつぎのとおりで
ある。

　ICT活用教育を実践していくうえで、教師
がICTを活用して指導ができる能力を修得す
ることが不可欠であると考える。そうした中
で、私はどんどんICT活用教育が今後の日本
の教育に活用されることを期待している。（評
価型低群）
　実際にICT活用教育の模擬授業を受けて、
それまでのICTに対して持っていたイメージ
とは少し違うということを感じた。ICT活用
教育は非常にわかりやすく、子どもたちでも
理解が容易にできそうだと感じた場面が多く
あった。（評価型やや低群）
　中学・高校となるにつれてICT活用が授業
に入ってきた。今、改めて思うことはICTを

活用していたことで興味・関心も引き出され
ていたし、学習意欲が増すものであったよう
に感じる。私が教壇に立った時には、より積
極的にICT活用をし、あらゆる授業で実践し
ていきたいと思う。（評価型やや高群）
　ICTはあくまで手助けをしてくれる道具の
一つであり、結局のところ、授業の良し悪し
は教育者の能力によるものが大きい。（評価
型高群）

３．３　明確な思考スタイルを持たない学生
と持つ学生の受講前後の変化
　さらに、３つの思考スタイルすべてに低い学
生を明確な思考を持たない学生とし、それ以外
の学生を明確な思考を持つ学生とし、同様に対
応分析を行った結果が図５である。
　図５より、思考スタイルの「有る」「無い」
群ごとに分析をすると、思考の「無い」群は講
義前に「不安」「意味」「使い方」とあり、ぼん
やりとした不安のようなとらえ方をしている。
だが、講義後は「児童」「興味」「有効」となっ
てきておりICT活用について理解が進んでいる
ことが図から理解できる。学生たちの意見は次
のものがある。

　ICTを活用できる十分な知識を教員が持っ
ていないと活用しきれないと思うので、大学
であまり習わない分不安である。ワードやエ
クセルだけでは知識が不十分な気がするし、
私に活用できるのかなと不安に思う。しかし、
ICTの活用はしないよりはする方がずっとよ
いと思うので、知識を身につけなければなら
ないと思います。（講義前思考スタイル無群）
　ICTという言葉させ知らなかったものの、
この授業で学びまたグループ内や自分の中で
理解を深めたことで、授業にとても効果的で
あるというイメージを今では持っている。中
でも特に体育での活用に私は興味を持った。
授業形態の幅が広がり、児童が興味を持った
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り、挑戦する手助けになったりと児童に様々
な影響を与えることが期待できるICT教育
は、これから先、積極的に取り入れていくべ
きである画期的な教育であると思う。（講義
後思考スタイル無群）

　一方、思考スタイルの「有る」群では時間推
移とともに同様の変化は確認できるが、付置さ
れている語句の多さから考えると次のように考
えられる。講義前では、「機器」「グラフ」「ICT
活用教育」といった物理的な語句が目につくの
だが、講義後では、「理解」「内容」「視覚」「説
明」などのICT活用において具体的記述に及ん

でいる。学生の意見は次のとおりである
　パソコン、DVD、パワーポイントなどを
活用することで、グラフや資料を効果的に使
用できるという点では、授業の効率化を図っ
ていると思う。児童も、黒板やプリントだけ
を使った授業よりは興味を示しやすく、学習
意欲を高めることが出来るのではないだろう
か。（講義前思考スタイル有群）
　これからの時代、教育の現場にICT活用教
育を取り入れていくことは大切なことである
と考える。学習の内容によってICTを取り入
れたほうが、より学習者が深く理解できる部
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３．３ 明確な思考スタイルを持たない学生と持つ学生の受講前後の変化 
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分があることを、模擬授業から知ることがで
きた。しかし、すべての授業にICTを活用す
ることには疑問が残る。その授業内容にあっ
た学習方法を選択するひとつの手段として、
ICT活用教育もあるといった考えを持ってい
る。（講義後思考スタイル有群）

　図５から特に注目すべきは、「模擬授業」が
講義前後の４つの群に強く影響を与えているこ
とが図から読み取ることができる（図５点線）。
それは講義の中で、「ICTを活用した模擬授業」
をグループごとに発表させる授業を実践したか
らである。模擬授業では実際にWeb上のコン
テンツ、TV会議システムなど、各グループが
実際に活用した場面の実践を行わせた。そのこ
との効果として、ICT活用教育についての理解
が深まっていく様子が図５から見てとれる。

４　まとめ
　はじめの分析Level 1では、z1軸z2軸に囲ま
れた第一象限に機能型の３つの思考スタイル順
守・立案・評価が付置されている。本来機能型
思考スタイルの特徴として、順守型と立案型は
相反するものと考えられている。しかし、調査
対象とした学生たちはこの２つの相反する思考
スタイルを重ね合わせて持っていることが示さ
れている。また、独行型と協同型ではその顕著
な特徴が、図１から理解できる。
　Level 2では、ICT活用に関する講義を受講
した学生の思考スタイル毎の分析をした。その
中で、各思考スタイルの「低い」群と「高い」
群に注目して講義前後の取組態度（意識）の変
化をみた。
　順守型では、講義前に「低い」群はほとんど
特徴のある語句がなかったが、講義後に模擬授
業の実践から、ICT活用の特徴や利点などに関
心を持ち始めていることが語句の数から理解で
きる。「高い」群は、講義後に機器の活用だけ
でなく「メリット」「効果」などといったICT

活用の内容まで踏み込んだ語句がみられる。
　立案型は、講義前で「低い」群は物理的なこと、
例えば環境などについての語句があるが、講義
後は、教材など内容について考えが推移してい
る。一方「高い」群は、講義後にICT活用の効
果などの語句がある。
　評価型は、「低い」群で講義前に普及といっ
た語句があるが、講義後には「先生」「指導」「説
明」「利用」など多くの語句が付置されており、
教育に対し踏み込んだ考えに推移している。「高
い」群は、講義後に学校での利用について考え
が進んでいるようにみえる。
　以上より３つの思考スタイルにおいて、講義
前は「低い」群は原点近くに付置されているこ
とが多く、語句が「高い」群と比べて少ないと
いうことがみられた。だが講義後、３つの思考
スタイルの「低い」群では、いずれも語句が多
く付置されておりICT活用教育の講義が成果を
収めていると考えられる。特に評価型の「低い」
群で、講義前より講義後に語句が多く付置され
ており、ICT活用の特徴や利点などに関し述べ
られておりICT活用教育の講義に効果があった
ことが推測される（図４a,b参照）。
　「高い」群では、どの３つの思考スタイルに
おいても講義後に、記述内容、特に活用や留意
点などについて発展的記述がみられる。一例と
して、学生の意見はつぎのとおりである。

　感情や個性を出さずに「正確」に物事をと
らえることは、人間には難しいことですが、
ICT活用教育は機器を介すため、あらゆる場
面で模範、基準となることができます。私は
ICT活用教育のこれからの可能性に期待しま
す。（立案型高群）

　以上より、思考スタイルの「低い」群の学生
たちはもちろん、それ以外の群の学生たちにも
ICT活用教育の講義が効果を奏しているという
ことが理解できる。そのことの要因のひとつと
して、前記したように学生たちによる「模擬授
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業」が考えられる。さて、対象とした学生たち
は大半が教職を希望している。彼らは、学生の
段階から今後学校現場でますます取組が進めら
れるICTを活用した授業形態に接する貴重な経
験を積んでいる。彼らが教職について、子ども
たちに「わかる授業」のためにICT活用教育を
実践し、さらに技術に磨きをかけることに期待
したい。
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