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＜あらまし＞ グループ活動における作問学習，グループディスカッション，ポスタープ
レゼンの３種類の学習を高等学校で実施した．本研究では，グループ活動の内容の違いが
グループ学習の学習成績に及ぼす影響について，テストにより検討した．その結果，科目
や学習内容の異なる授業における作問学習とポスタープレゼンの完成式のポストテスト正
解率は，グループディスカッションより有意に高くなった．作問学習とポスタープレゼン
は，知識の再生を促す学習として有効であることが示唆された．
＜キーワード＞

作問学習 グループディスカッション
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1. はじめに
1.1. 背景
近年，ペアやグループによる授業形態が注
目されている．
高等学校学習指導要領（文部科学省 2010）

ポスタープレゼン

テスト

習意欲や能力などに影響を与えていることが
明らかになっている．村上（2012）は，大学
の授業にディスカッションやディベートを取
り入れたことにより，学生に主張力や合意形
成のための論理的思考力以外に問題解決能力

の改訂により，授業の中に生徒がともに学び

の向上がみられたことを報告している．また，

合う機会を作り，言語活動を充実することが

戸田ほか（2012）は，大学生のグループディ

求められるようになった．たとえば，高等学

スカッションの記録に模造紙を用いた．学生

校家庭科においては，他者とのコミュニケー

の意見が，模造紙に自由に記述されることに

ションに関する指導として，
「人が他者との会

より，活発な意見表明が見られる反面，拡散

話を通して考えを明確にし，自己を表現し，

的な意見表明においては，議論の収斂が困難

他者を理解し，他者と意見を共有し，互いの

になったことが示されている．

考えを深めることを通して協同的な関係を築

グループ学習による作問演習の実践も行

くような学習活動」を指導計画に位置付ける

われている．作問演習は，学習者が獲得した

ことが求められている．

知識を定着させるために有効な学習方法の一

グループ学習には，バズ学習，ジグソー学

つである．作問演習を行った高校生は，問題

習，ディスカッション，ディベート，ポスタ

解決演習に比べて効果的な学習ができ（倉田

ープレゼンなどの活動がある．では，これら

ほか 2009），作問した問題を解いた小学生は，

の学習には，どのような学習効果があるのだ

より高い興味や関心を示すことが明らかにな

ろうか．

っている（高木ほか 2009）．さらに問題作成

グループ学習には，他者の存在が生徒の学

の過程でコメントを投稿し合うグループレビ

ューを行うことで，大学生同士のインタラク
ティブ性が向上し，学生の学習意欲が向上す

2.2. 授業の概要
授業は，グループ活動における「作問学習

ることも示唆されている（高木ほか 2007）．

（以下，Q 条件と記述）」，
「グループディスカ

ポスタープレゼンの学習効果も示されて

ッション（以下，D 条件と記述）」，「ポスタ

いる．黒川ほか（2012）は，大学生にポスタ

ープレゼン（以下，P 条件と記述）」の３種類

ープレゼンテーションを行った．その結果，

の授業形態を全学習者がクラスごとに受講し，

ポスターなどの可視化されたメディアの特徴

かつ順番による効果を相殺するためにラテン

や言語の特徴を学生が体得したことが示され

方格法を用いた．各授業は，週 100 分（50

ている．また，表現・伝達能力や論理的思考

分授業×２コマ）を２週間行った．グループ

の重要性を認識したことも報告されている．

編成は１グループ６人を基本とした．男女混

このように複数の生徒による学びは，学習

合になるように編成した．同じメンバーのグ

に対して肯定的な効果があることが示唆され

ループで３種類の授業形態の授業を受けた．

ている．しかし，フリーライダーの出現や知

授業は，Q 条件，D 条件，P 条件のグルー

識が不十分な場合，中身の薄い結果しか生ま

プ活動以外は，すべて同一の内容（表１）を

ないなど学習を抑制する方向に働く問題点も

行った．第１週目は，プレテスト，講義，各

指摘されている（松下 2015）．また，教師が

グループ活動，第２週目には復習，各グルー

グループ学習に対する適切な指導を行わなけ

プ活動，振り返り，ポストテスト，授業評価

れば，望ましい効果は期待できない可能性も

を行った．講義内容は，表２のとおりである．

示唆されている（出口 2003).
表１

1.2. 研究の目的

時間

以上の先行研究は，グループ学習の有効性
や問題点を明らかにしている。しかし，グル
ープ活動の内容の違いによる学習効果を比較
してはいない．本研究では，グループ活動に

授業の流れ

第１週目

第２週目

プレテスト（10 分）

復習（10 分）
グループ活動(65 分)
・作問
・ディスカッション
・ポスタープレゼン
振り返り(10 分)
ポストテスト（10 分）
授業評価（５分）

講義（50 分）

50 分
２コマ

おける作問学習，グループディスカッション，
ポスタープレゼンの３種類の授業を高等学校

グループ活動(40 分)
・作問
・ディスカッション
・ポスタープレゼン

の「社会と情報」，「家庭基礎」で実施した．
表２

グループ活動の内容の違いが学習成績にどの

講義内容

ような効果を及ぼすのかについて検証した．

2. 授業概要
2.1. 授業対象者と調査時期

１年 社会と情報

2013年度

授業対象者は，地方都市の X 高等学校１年
生と２年生で，2013 年度と 2014 年度に実施
した．2013 年度は，１年生 103 名に対し「社
会と情報」，２年生 111 名に対し「家庭基礎」
の授業において実施した．調査時期は，2013
年 12 月９日から 2014 年２月 18 日であった．

講義Ⅰ

社会を支える情報技術

講義Ⅱ

ディジタル情報の特徴，数値や文字の表し方

講義Ⅲ

安全のための情報技術，暗号化

講義Ⅰ

炭水化物，脂質の働きと多く含む食品

講義Ⅱ

たんぱく質，無機質の働きと多く含む食品

講義Ⅲ

ビタミン，特定保健用食品，食料生産と食料問題

講義Ⅰ

現代の消費社会

講義Ⅱ

消費行動と意思決定，これからの消費生活環境

講義Ⅲ

被服の管理

２年

２年
2014年度

家庭基礎

家庭基礎

2014 年度は，同校２年生 103 名に対し「家

Q 条件は，10 問（50 点満点）の問題を作

庭基礎」の授業において実施した．調査時期

成する作問学習をグループで行った．問題の

は，2014 年５月 17 日から 2014 年 10 月 15

内訳は，真偽式３問，完成式４問，記述式３

日であった．

問である．表３にグループで作成された作問
例を示した．作問終了後，各グループに２グ

ループ分の問題を解答させた．その後，作問

ら司会と計時の担当者を選出させた．選出さ

した問題の採点や点数の算出をさせた．さら

れた担当者は，司会進行のシナリオを参考に

に解答したグループに対して，作問したグル

しながら，ディスカッションの進行を行った．

ープの代表者が問題に関する解説を行った．

ディスカッションを観察するグループは，評
価項目に沿って評価を行った．

表３

「社会と情報」の作問例

P 条件は，講義内容を１枚のポスターにま
とめ，発表原稿を作成する活動を行った．ポ

真偽式
次の問題で，正しいものには○，誤りのあるものには×を答えなさい．

スターの完成後にクラスの前で，グループご

・(13)10 を２進数で表現すると(10111)２である．

とに発表した．発表時間は４分である．発表
を視聴しているグループは，評価項目に沿っ

完成式
次の問題文の（ ）に適する語句や数字を答えなさい．

て評価を行った．

・５bit では，（ ）通りの情報を表すことができる．

3. 方法

記述式
次の問題について，文章で答えなさい．
・ユビキタス社会とは，どのような社会のことか．

D 条件は，各テーマについてグループ内で
肯定側，否定側に分かれ議論を行った．たと
えば，
「社会と情報」の授業における「情報の
ディジタル化」の単元では，
「音楽 CD や紙媒
体の書籍は，滅びる運命である」，「電子マネ
ーの普及により，コインや紙幣はなくなる」，
家庭基礎の「消費行動と意思決定・これから
の消費生活環境」の単元では，「24 時間営業
コンビニエンスストアの営業時間は短くすべ
きである」，「海外の安い食料や製品をさらに
輸入すべきである」など講義内容と関連した
テーマを設定した．ディスカッションを行う
前に立論，反論，質問，結論等についてあら
かじめ考える時間を設定した．グループディ

各条件における授業の学習効果を検討す
るために，プレポストテストを作成した．テ
ストの項目は，客観テストとして再認形式の
真偽式，再生形式の完成式，論文体テストと
して記述式から構成された．テスト内容は，
各条件の授業の講義内容から出題し，プレテ
スト，ポストテストは同一の問題とした．各
条件の授業前後にテストを実施した．

4. 結果
4.1. 分析対象
調査期間中のすべての授業に出席し，かつ
質問紙や授業評価項目に未回答や不備のない
生徒を分析対象とした．2013 年度は，129 名
の生徒（１年生「社会と情報」59 名，２年生
「家庭基礎」71 名），2014 年度は２年生「家
庭基礎」58 名を対象とした．

スカッションの時間は 15 分である．ディス
カッションを観察するグループのメンバーか

表４

各条件におけるテスト正解率の平均と標準偏差

2013年度 社会と情報 プレテスト 平均

ＳＤ
ポストテスト平均

ＳＤ
家庭基礎

プレテスト 平均

ＳＤ
ポストテスト平均

ＳＤ
2014年度 家庭基礎

プレテスト 平均

ＳＤ
ポストテスト平均

ＳＤ

Ｑ条件
Ｄ条件
Ｐ条件
真偽式 完成式 記述式 平均 真偽式 完成式 記述式 平均 真偽式 完成式 記述式 平均
63.6
11.0
2.7
25.8
64.4
11.7
0.3
25.5
62.9
8.9
0.7
24.2
22.5
13.4
10.7
10.8
21.7
15.9
2.6
10.5
22.1
11.5
3.6
9.9
71.9
51.7
17.3
46.9
74.4
32.0
9.2
38.5
77.8
48.5
21.0
49.1
17.5
26.2
28.4
18.2
17.2
23.8
25.9
15.7
16.1
21.7
32.4
17.7
57.3
16.9
3.7
26.0
60.4
16.9
6.5
27.9
61.1
18.7
10.4
30.1
17.2
14.8
9.1
8.9
17.6
14.5
11.0
9.1
18.0
17.7
21.7
14.6
67.5
51.4
33.2
50.7
66.2
34.2
12.7
37.7
73.9
48.2
22.5
48.2
15.5
22.8
32.2
16.2
15.3
24.8
19.1
14.9
18.4
23.0
28.9
17.6
56.2
15.0
9.0
26.7
60.2
14.1
8.6
27.6
56.9
11.7
5.2
24.6
16.6
19.0
17.9
15.0
15.6
15.7
23.5
13.4
14.5
14.2
14.2
10.2
67.1
33.6
22.4
41.0
66.4
32.2
19.0
39.2
63.6
24.5
12.8
33.6
15.0
20.4
30.0
17.2
15.7
19.3
25.8
12.9
14.2
16.7
23.4
11.9

4.2. テスト形式別正解率

ポストテストにおいては有意差がみられた

再認形式の真偽式テスト，再生形式の完成

（F(2, 116)=12.85, p<.01)．Bonferroni 法によ

式テストは，正解数をそのまま得点とした．

る多重比較の結果，ポストテストでは，Q 条

記述式テストの採点は，解答に必要な情報カ

件＞D 条件，Q 条件＝P 条件，D 条件＜P 条

テゴリのリストを作成した上で，０，１の２

件であった(図４)．また，各条件におけるプ

値で行った．リストに関連する語句が記入し

レ，ポストの単純主効果は，Q 条件（F(1, 58)

てあった場合も１点とした．記述式テストの

=137.69, p<.01)，D 条件（ F(1, 58)=70.89,

満点は５点であった．

p<.01)，P 条件（F(1, 58)=165.03, p<.01)の

2013 年度は，真偽式 10 問（10 点満点），
完成式８問（８点満点），記述式１問（５点満

授業形態で有意差がみられ，ポストテスト正
解率が有意に高くなった．

点）であった．2014 年度は，真偽式 10 問（10

2013 年度「家庭基礎」のプレ，ポストにお

点満点），完成式 10 問（10 点満点），記述式

ける授業形態の単純主効果は，プレテストで

１問（５点満点）であった．各条件における

は有意差がみられず（F(2, 140)=.34, n.s.），

各テスト形式別正解率の平均と標準偏差を

ポストテストでは有意差がみられた（ F(2,

算出した（表４）．

140)=17.54, p<.01)．Bonferroni 法による多
重比較の結果，ポストテストでは，Q 条件＞

4.3. 客観テスト（真偽式）正解率の変化

D 条件，Q 条件＝P 条件，D 条件＜P 条件で

各条件における真偽式のプレ，ポストテス

あった(図６)．また，各条件におけるプレ，

ト正解率について，２要因参加者内分散分析

ポ ス ト の 単 純 主 効 果 は ， Q 条 件 （ F(1,

を行った．

70)=137.44, p<.01)，D 条件（F(1, 70)=62.82,

真偽式は,2013 年度「社会と情報」（ F(1,

p<.01)，P 条件（F(1, 70)=136.08, p<.01)の

58)=38.04, p<.01)，2013 年度「家庭基礎」
（F(1,

授業形態で有意差がみられ，ポストテスト正

70)=38.14, p<.01)，2014 年度「家庭基礎」
（F(1,

解率が有意に高くなった(図５)．

57)=37.61, p<.01)ともにプレ，ポストの主効

2014 年度「家庭基礎」のプレ，ポストにお

果に有意差がみられ，ポストテスト正解率が

ける授業形態の単純主効果は，プレテストで

有意に高くなった．各条件の主効果は，2013

は有意差がみられず（F(2, 114)=.49, n.s.），

年度「家庭基礎」（F(1, 140)=3.01, p<.10)に

ポストテストでは有意差がみられた（ F(2,

有意差がみられたが，2013 年度「社会と情報」，

114)=3.81, p<.05)．Bonferroni 法による多重

2014 年度「家庭基礎」には有意差がみられな

比較の結果，ポストテストでは，Q 条件＞D

かった.交互作用はどの科目もみられなかっ

条件，Q 条件=P 条件，D 条件=P 条件であっ

た（図１・図２・図３）．

た．また，各条件におけるプレ，ポストの単
純主効果は，Q 条件（F(1, 57)=82.53, p<.01)，

4.4. 客観テスト（完成式）正解率の変化
各条件における完成式のプレ，ポストテス
ト正解率について，２要因参加者内分散分析

D 条件（F(1, 57)=48.23, p<.01)，P 条件（F(1,
57)=73.75, p<.01)の授業形態で有意差がみら
れ，ポストテスト正解率が高くなった(図６)．

を行った．
完成式は,2013 年度「社会と情報」（ F(2,
116)=12.77, p<.01)，2013 年度「家庭基礎」

4.5. 論文体テスト（記述式）正解率の変化
各条件における論文体テストである記述

（F(2, 140)=12.84, p<.01)，2014 年度「家庭

式のプレ，ポストテスト正解率について，２

基礎」（F(2, 114)=2.69, p<.10)で交互作用に

要因参加者内分散分析を行った．

有意差がみられた．

2013 年度「社会と情報」は，各条件の主効

2013 年度「社会と情報」のプレ，ポストに

果（F(2, 116)=3.15, p<.05)，プレ，ポストの

おける授業形態の単純主効果は，プレテスト

主効果（F(1, 58)=38.50, p<.01)に有意差がみ

では有意差がみられず（F(2, 116)=1.23, n.s.），

られた．しかし，交互作用（F(2, 116)=2.35,

n.s.) に は 有 意 差 が み ら れ な か っ た ．

58)=70.00, p<.01）と D 条件(F(1, 58)=51.77,

Bonferroni 法による多重比較の結果，ポスト

p<.01）と P 条件(F(1, 58)=91.68, p<.01）に

テストでは，Q 条件=D 条件，Q 条件＝P 条

有意差がみられ，ポストテスト得点が有意に

件，D 条件=P 条件であった(図７)．

高くなった．

2013 年度「家庭基礎」の各条件の主効果

2013 年度２年「家庭基礎」の各条件とプレ，

（F(2, 140)=6.24, p<.01)，プレ，ポストの主

ポストのテスト形式別正解率の平均について

効果（F(1, 70)=65.51, p<.01)，交互作用（F(2,

も２要因参加者内分散分析を行った．その結

140)=19.65, p<.01)で有意差がみられた．プ

果，各条件の主効果（ F(2, 140)=9.61, p<.01)

レ，ポストにおける授業形態の単純主効果は，

とプレ，ポストの主効果（ F(1, 70)=215.54,

プレテスト（F(2, 140)=3.56, p<.05)，ポスト

p<.01)，交互作用（F(2, 140)=22.21, p<.01）

テ ス ト で は 有 意 差 が み ら れ た （ F(2,

に有意差がみられた．また，プレ，ポストに

140)=14.15, p<.01)．Bonferroni 法による多

おける各条件の単純主効果については，プレ

重比較の結果，プレテストでは，Q 条件=D

（F(2, 140)=2.56, p<.10），ポストで有意差が

条件，Q 条件=P 条件，D 条件=P 条件であっ

みられた（F(2, 140)=22.79, p<.01）．そこで，

た．ポストテストでは，Q 条件＞D 条件，Q

Bonferroni 法による多重比較を行った結果，

条件＞P 条件，D 条件＜P 条件であった．ま

プレテストでは，Q 条件＝D 条件，Q 条件＝

た，各条件におけるプレ，ポストの単純主効

P 条件，P 条件＝D 条件であった．ポストテ

果は，Q 条件（F(1, 70)=66.39, p<.01)，D 条

ストでは，Q 条件＞D 条件，Q 条件＝P 条件，

件 （ F(1, 70)=6.70, p<.05) ， P 条 件 （ F(1,

D 条件＜P 条件であった(図 11)．各条件にお

70)=18.80, p<.01)の授業形態で有意差がみら

けるプレ，ポストの単純主効果については，

れ，ポストテスト正解率が有意に高くなった

Q 条件(F(1, 70)=150.74, p<.01），D 条件(F(1,

(図８)．

70)=35.33, p<.01），P 条件(F(1, 70)=125.43,

2014 年度「家庭基礎」のプレ，ポストの主
効果（F(1, 58)=31.76, p<.01)に有意差がみら
れた．しかし，各条件の主効果,交互作用には
有意差がみられなかった(図９)．

p<.01）の授業形態で有意差がみられ，ポス
トテスト得点が有意に高くなった．
2014 年度２年「家庭基礎」の各条件とプレ，
ポストのテスト形式別正解率の平均について
２要因参加者内分散分析を行った．その結果，

4.6. テスト形式別正解率の平均の変化
2013 年度１年「社会と情報」の各条件とプ

各条件の主効果（F(2, 114)=2.93, p<.10)とプ
レ，ポストの主効果（F(1, 57)=181.60, p<.01)，

レ，ポストのテスト形式別正解率の平均につ

交互作用（F(2, 114)=2.73, p<.05）に有意差

いて，２要因参加者内分散分析を行った．そ

がみられた．また，プレ，ポストにおける各

の結果，各条件の主効果（ F(2, 116)= 7.05,

条件の単純主効果については，プレでは有意

p<.01) と プ レ ， ポ ス ト の 主 効 果 （ F(1,
116)=239.89, p<.01)，交互作用に有意差が
（F(2, 116)=6.37, p<.01）みられた．また，プ

差がみられず（F(2, 114)=.72, n.s.），ポスト

レ，ポストにおける各条件の単純主効果につ

ポストテストでは，Q 条件＞D 条件，Q 条件

いては，プレでは有意差がみられず（ F(2,

＝P 条件，D 条件=P 条件であった(図 12)．各

116)=.61, n.s.），ポストで有意差がみられた

条件におけるプレ，ポストの単純主効果につ

（F(2, 116)=8.65, p<.01）．Bonferroni 法によ

いては，Q 条件(F(1, 57)=73.05, p<.01），D

で有意差がみられた（F(2, 114)=5.36, p<.01）．
Bonferroni 法による多重比較を行った結果，

る多重比較を行った結果，ポストテストでは，

条件(F(1, 57)=46.06, p<.01），P 条件(F(1,

Q 条件＞D 条件，Q 条件＝P 条件，D 条件＜

57)=45.23, p<.01）の授業形態で有意差がみ

P 条件であった(図 10)．各条件におけるプレ，

られ，ポストテスト得点が有意に高くなった．

ポストの単純主効果については，Q 条件(F(1,
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5. 考察
5.1. 真偽式テスト正解率

にポスタープレゼンをしたり，他のグループ
の発表を聞いたりすることにより理解を深め

真偽式のポストテスト正解率は，科目や学

たのではないかと推測される．さらに発表内

習内容の異なる作問学習，
ポスタープレゼン，

容に誤りがある場合もある．発表を聞きなが

グループディスカッションにおいて，違いは

ら内容を吟味する作業は，学習内容を理解す

みられなかった．真偽式テストは，再認形式

ることにつながるだろう．このようにＰ条件

によって，学習内容の記憶を調べる方法であ

は，Ｑ条件と同様に学習内容に関する確認や

る．正誤を問う二選択であることから偶然に

知識を記憶する機会が多い．そのため，完成

よって正答を選ぶ可能性が高いことが特徴と

式のポストテスト正解率が高くなったと推測

してあげられる（大野木 1994）
．また，学習

される．

内容に関する知識があいまいであっても問題

一方，Ｄ条件は，学習内容に関連するテー

文の情報を手がかりに思い出すことも推測さ

マについて，肯定側，否定側から広い視点か

れる．活動前の講義や Q 条件，P 条件，D 条

らテーマに関する意見をまとめることが必要

件で得た一定の知識量だけで解答できた，ま

である．また，相手の意見を予測し，それに

たは勘でも正解になった可能性も考えられる．

対応した意見をまとめておくことも求められ

そのため，科目や学習内容，グループ活動の

る．しかし，学習内容のすべての知識を用い

種類などの差異が学習成績に大きく影響を与

て議論することはない．そのため，学習内容

えた可能性は小さいと推察される．

を記憶する機会は少なく，完成式のポストテ
スト正解率は，Q 条件や D 条件より低くなっ

5.2. 完成式テスト正解率

たのではないかと推察される．D 条件では，

科目や学習内容の違う授業における Q 条

立論，質疑，反論，結論などを述べる．自分

件と P 条件の完成式のポストテスト正解率は，

の立場の主張をいかに納得させるか，また，

D 条件より有意に高くなった．

相手の出した意見について考えたりする作業

Q 条件は，学習内容を出題範囲とし，その

を楽しんだ生徒もいる．一方，質疑に即座に

中から問題を作る学習である．そのため，学

返答したり，意見を主張したりするような討

習内容をよく理解していることが必要である．

論に不慣れな生徒は，
議論の難しさを実感し，

グループで作問を行う活動は，教材を読み，

学習内容に関する興味や理解を深めるまでに

問題文を書く，作問の内容を検討するなど，

至らなかったのではないかと推察される．

学習内容を複数の生徒と一緒に復習する機会

以上のことから，Ｑ条件やＰ条件は，科目

が増える．これは，目や耳から入った知識を

や学習内容に関係なく，知識の定着を促進さ

記憶する過程である．また，他のグループの

せる学習として有効な活動であることが示唆

問題を解いたり，採点をしたりする活動は，

された．ただし，今回は実技に関する内容の

記憶した情報を想起する過程である．学習内

学習は含まれていないため，今後検討が必要

容をよく理解していない生徒であってもグル

である．

ープの仲間と一緒に作問活動や問題を解答し
ていく過程の中で，疑問点を解消し理解を深
めたことが推察される．
これらの活動により，

5.3. 記述式テスト正解率
記述式のポストテスト正解率は，プレテス

学習内容の定着が図られ，知識の再生を図る

ト正解率より高くなった．しかし，記述式の

完成式のポストテスト正解率が高くなったと

学習成績は，科目や学習内容の異なる授業の

推察される．

Ｑ条件，Ｐ条件，Ｄ条件により違いがみられ

また，P 条件は，学習内容を広幅用紙にま
とめ，クラスで発表する．学習内容をどのよ

た．
記述式テストは，知識だけでなく，理解力，

うにまとめるか，グループのメンバーと検討

思考力，表現力などの諸能力が総合的に測定さ

する時間がある．また，学習内容を広幅用紙

れる．知識にしても断片的な知識の力だけでな

に記入し，発表原稿を作る作業もある．さら

く，知識の体制化の程度を測定することができ

る（大野木 1994）
．つまり，記述式テストに
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