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研究成果の概要（和文）：本研究の成果は、次の三点に集約できる。まず第一に、教科書における「学習課題」を教科
・学年横断的に、また三つの知識観に着目して分析する分析枠組みを提起したことである。第二に、日本とドイツの教
科書の比較研究を通じて、日本の教科書における「学習課題」の特徴を明らかにしたことである。すなわち、日本の教
科書は、「手続きに関する知識→説明→事実に関する知識」という構成になっているパターンが圧倒的に多く、「メタ
認知的知識」に関わる課題が少ないのである。第三に、教科書が「学習の触媒」として機能するためには、授業におけ
る子どもたち自身の「課題意識」を生起させる教材研究・発問研究の重要性を指摘した点である。

研究成果の概要（英文）：This study clarified three points as academically and practical perspectives. At 
first, I submitted the analysis framework of textbooks based on three "Knowledge". Secondly, through 
comparative analysis of the textbooks between Japan and Germany, I clarified the characteristics of the 
"learning tasks" in the textbooks of Japan. Thirdly, I pointed out the importance of analysis of teaching 
materials and learning tasks which let the students/learners find and think "problem and tasks" for 
learning and living by themselves.

研究分野： 教育方法学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
研究の背景には、（１）授業研究・教科書

研究における「学習課題」への着目、（２）
学力・テスト研究における「学習課題」への
着目、（３）教育学研究における教科書研究
への着目、という学術的・実践的な関心が横
たわっている。 

 
２．研究の目的 
本研究の目的は、学習を促す「触媒」と

しての教科書の教授学的機能について、「学
習課題」に着目して明らかにすることにあ
る。 
３．研究の方法 
教科書には、学習目標や教育内容、作業

課題や練習問題、絵や図表など、教授-学習
のための多様な機能が配置されている。近
年では、教科書のデジタル化等の進展によ
り、学習を促す「触媒」としての教科書の
あり方に注目が集まっている。本研究では、
「学習課題」に着目した教科書・教科内容
研究にいち早く取り組んできているドイツ
教授学の研究蓄積から批判的に学びつつ、
授業研究を軸とした日独教科書分析を通し
て、研究を遂行する。 
具体的には、ドイツにおける一般教授学

研究の教科書研究の枠組みを参照しながら、
「学習課題」に着目した教科書の分析枠組
みを構築する（吉田(2015)、31-32 頁参照）。
すなわち、①教科書や頁数といった基礎的
な情報とともに、②「知識の種類」を分析
し、③生活関連性・表現志向性・学習形態
といったカテゴリーでそうした知識がどの
ような活動・表現をともなうものであるの
かを分析し、④診断課題・検証課題を分析
する、という枠組みである。 
この分析枠組みに基づいて、日独の 5-7

学年の国語・ドイツ語、算数・数学、理科・
自然科学の３つの領域の教科書 26 冊を分
析し、表にまとめる。その上で、日独の教
科書がどのような特質を有しているのかを
明らかにする。 
 

４．研究成果 
日独教科書の比較分析の結果をまとめた

ものが、表１である。「課題対応頁数」を見
てわかるとおり、多くの教科書が「学習課
題」を中心に構成されている。 
「生活関連性」については、学習者自身

の生活に関わる課題のみを取り上げたため、
ドイツ語の教科書が若干多めであるが、各
教科書ともに多くの課題が設定されている
わけではない。そもそもドイツの教科書は、
テーマ設定そのものが生活文脈で構成され
ているものが多い。「表現志向性」および
「学習形態」の項目は、いずれもドイツの
教科書および日本の算数・数学の教科書に
多く見られた。「表現志向性」には「式を書
きなさい」や「文章を抜き出せ」といった
課題は含めていない。ドイツの教科書では、

「根拠を述べよ」「なぜなのか記述せよ」「比
較せよ」「熟考せよ」といった形式での課題
が多く見られる。「学習形態」は、ペア・グ
ループ・学級での学習活動が指示されてい
る項目を取り上げた。 

 
「知識の種類」に着目して学習課題の配

列をみてみると、大きく三つのパターンで
学習課題が配列されていることがわかる。
第一のパターンは、「手続き的知識→宣言的
知識→検証課題」という配列のパターンで
ある。学習課題を中心に教科書全体が構成
されている場合、「手続き的知識」を問うた
上で、「宣言的知識」を問い、その検証を行
うというパターンをとることが多い。これ
はドイツの数学・ドイツ語教科書に多く見
られるパターンである。第二のパターンは、
「学習課題（手続き的知識）→説明」とい
う配列のパターンである。この場合の「学
習課題」は、「手続き的知識」を問う課題が
多く、日本のほとんどの教科書はこのパタ
ーンである。第三のパターンは、「説明→学
習課題（宣言的知識）→説明」という配列
のパターンである。学習課題が「手続き的
知識」のように見えて、実際に学習の成果
として問われていることは「宣言的知識」
であることが多く、学習課題の分類上も「宣
言的知識」の方が多い点が特徴である。「メ
タ認知的知識」に関わる学習課題が日本の
教科書には少ない点も、大きな特徴の一つ
である。 

 
こうした具体的な教科書研究の成果を踏

まえて、本研究全体を通して得られた研究
成果は、次の三点に集約できる。まず第一
に、教科書における「学習課題」を教科・
学年横断的に、また三つの知識観に着目し
て分析する分析枠組みを提起したことであ
る。第二に、日本とドイツの教科書の比較
研究を通じて、日本の教科書における「学

表１：日独教科書の比較分析の結果 

 
（出典：吉田(2015)、33 頁。） 



習課題」の特徴を明らかにしたことである。
すなわち、日本の教科書は、「手続きに関す
る知識→説明→事実に関する知識」という
構成になっているパターンが圧倒的に多く、
「メタ認知的知識」に関わる課題が少ない
のである。第三に、教科書が「学習の触媒」
として機能するためには、授業における子
どもたち自身の「課題意識」を生起させる
教材研究・発問研究の重要性を指摘した点
である。 
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