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藤谷 元子 

 

（（（（    要要要要        旨旨旨旨    ）））） 

 開発途上国の教育政策として、まず就学率等の量的向上が目標とされ、それが充足されると、次に質

及び効率性の向上が目指される。そのような状況下、開発途上国は教育の質的向上を目指し、国際連合

教育科学文化機関（UNESCO）等の国際機関や国際協力機構（JICA）等の各国政府機関と協力し、現職

教員研修を行ってきたが、世界規模での調査に基づいた量的データの分析によりデザイン・実施された

現職教員研修、及びその内容を量的に評価された現職教員研修は必要とされていたが、ほとんど見られ

なかった。一方で、先進国だけではなく開発途上国においても、国際比較調査への関心は高まりつつあ

る。本研究では、開発途上国において、量的分析に基づき、生徒中心の学習を導入するための理科教員

研修をデザイン・実施し、共分散構造分析によって、同研修によって改善された教授法と生徒の学習態

度の関係を明確にすることにより、同研修の効果を量的に明らかにした。 

 まず、現職教員研修のフレームワークをデザインするのに当たり、開発途上国の生徒の理科の成績を

向上させることを目的とするならば、どのような教授法が適切なのかを調べた。「国際数学・理科教育

動向調査の2003年調査」（TIMSS 2003）のデータを用い、クラスター分析、因子分析及び共分散構造

分析の多母集団同時分析を行った。その結果、開発途上国群においては、授業中に自分で問題を解く行

為以外に、観察の結果とその結果が生じた理由の説明を書く行為が理科の得点に影響を与えることが判

明した。このことから、現職教員研修にとって観察の結果とその結果が生じた理由の説明を書かせる教

授法、もしくはそれに関連する教授法が生徒の理科の成績向上に適切ではないかと考察した（2章）。 

 次に、前述のTIMSS 2003の分析結果をふまえ、現職教員研修をデザインした。この研修は国際協力

機構（JICA）がヨルダンで実施した技術協力プロジェクト「ICTを活用した理科教育のためのLRC機能

強化プロジェクト」内での現職教員研修である。ヨルダンは、就学率等は比較的達成されているが、他

の開発途上国同様、教師中心、暗記も含む伝統的な教授法が未だ行われており、質的に向上した状況と

はいえない。また、教師教育も歴史が浅く、先進国と同様の状況であるといえない。実施されたJICA

プロジェクトは、ヨルダン政府と世界銀行等によるナレッジ・エコノミーへ向けての教育改革プロジェ

クトをサポートするものであった。ナレッジ・エコノミーへ向けての教育改革プロジェクトでは、ヨル

ダンにおいて生徒中心の学習を取り込むことが示されていた。JICAプロジェクト内の現職教員研修は、

7～10学年の理科教育を対象とし、アンマンにあるNational Educational Technology Center （QRC）で

Training of Trainer（TOT）を行い、次いで全国にあるLearning Resource Centers（LRC）で理科教員研修

を実施した。TOT・理科教員研修共に、研修の前半で著者を含む日本人専門家が開発した理科授業のフ

レームワークに基づいた授業計画作成訓練、後半で授業研究を行った。理科授業のフレームワークは基

本的に仮説作成、実験実施、実験結果の分析、仮説の証明から成立している「仮説・検証型」を基本と



 

 

し、「実験／観察・発見型」「理解・実験／観察・確認型」「理解･活動・確認型」の4種類であるが、

観察の結果とその結果が生じた理由の説明を書くという行為は、実験実施及びその結果の分析において

必要である。従って開発したフレームワークは、TIMSS 2003の分析結果から導き出された生徒の理科

の成績向上に適した教授法に一致する（3章）。 

 さらに、実施した前述の現職教員研修の効果を調べ、ヨルダンの理科の授業に生徒中心の学習を導入

するために、研修としてはどのような内容･方法がふさわしいのかを明らかにした。まず、教師及び生

徒に研修の実施前と実施後に質問紙調査を実施し、t検定により実施前と実施後の変化を調べた。有意

な差が確認された質問項目群から、教師に関しては、研修受講前と比較して研修受講後、授業に生徒中

心の学習を導入する傾向が確認された。また、生徒に関しては、研修受講者である教師によって実施さ

れた生徒中心の学習に関心・意欲を示す傾向が確認され、さらに、授業においては、生徒自身が考える

機会の有無や実験及びPC利用の有無等、教師の教授方法に相違があるとの認識が確認された。この点

から、現職教員研修により、ヨルダンの理科の授業に生徒中心の学習を導入することが可能ではないか

ということが判明した。続いて、生徒の質問紙調査のデータを利用し、共分散構造分析の多母集団同時

分析を行った。その結果、研修実施前では、授業づくりへの配慮が直接、生徒の理解・関心に影響を与

えるのに対し、研修実施後には、授業づくりへの配慮が生徒の思考の育成を経て、生徒の理解・関心に

影響を与える一方、授業づくりへの配慮がビジュアルプレゼンテーションツールとしてのPCの使用を

経て、生徒の理解・関心に影響を与えることが明らかになった。以上から、研修において、生徒中心の

学習を導入するためにふさわしい内容･方法とは、最初に授業づくりに関する訓練等を行い、また、次

に授業研究を実施するという二段階の構造を持つ研修であることがデータの分析によって明らかにな

った。研修によって得られた教授法と生徒の学習態度の関係に関しては、生徒中心の学習の授業への導

入により、理科学習に対して、より積極的な態度を発揮するようになったということが判明した（4章）。 

 結論として、本研究では、開発途上国において、TIMSSの分析に基づいた教授法である観察の結果と

その結果が生じた理由の説明を記述させる教授法が現職教員研修に適応可能であるという点が判明し

た。また、前述の教授法を導入した研修を実施した結果、生徒の理科へのより積極的な態度が見られる

ようになったという点が共分散構造分析によって判明した。開発途上国における量的データ分析に基づ

いた現職教員研修のデザイン・実施及び評価に関しての提言においては、特にデザイン面について、開

発途上国に特化した国際比較調査の企画・実施はもとより、国際比較調査の分析時には途上国を群にま

とめて分析を行う、質的調査の分析結果も加えて判断する等の工夫が求められることを言及している（5

章）。 
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（（（（    要要要要        旨旨旨旨    ）））） 

 This study aimed at designing and implementing an in-service training of science teachers for introducing 

student-centered learning based on the analyses of quantitative data for developing countries. It also aimed at 

finding the effects of the in-service training quantitatively, in other words, to investigate the relationship 

between teaching practices received through the in-service training and students’ science attitudes with 

structural equation modeling (SEM) for developing countries.    

 It first analyzed TIMSS data with SEM to find the factor which was available for the in-service training in 

developing countries. As a result, it could be mentioned that the activity of writing explanations about what was 

observed and why it happened was appropriate for in-service teacher trainings in developing countries.  

 Then, it studied explaining the detail of the in-service teacher training conducted in the technical cooperation 

project named “Capacity Development of Learning Resources Centers (LRCs) for Science Education Utilizing 

ICT”, and the frameworks and theories which support the project. It remarked that the frameworks of the 

in-service training had been created with the ideas regarding teaching practices not only from theories of 

previous studies but also the result of the analyses of TIMSS 2003.  

 Finally, it investigated the effects of the in-service training in Jordan with utilization of t-test and SEM, in 

order to consider what content and methods are appropriate for the in-service teacher training for introducing 

student-centered learning to science classes in Jordan, and to find what the relationship between teaching 

practices received through the training and change in students’ learning attitudes is. With implementation of the 

in-service training with phased structure, the increase in positive attitudes of students toward learning science 

was found.  

 Therefore, with above-mentioned research activities, following conclusion was led: For developing countries, 

based on the analyses of TIMSS, the activity of writing explanations about what was observed and why it 

happened, which would enhance students’ achievements, was applicable to the training, and with SEM by 

applying the activities including the one based on the analyses of TIMSS, the study revealed increase in 

positive attitudes of students toward learning science. 

 

 

 

 

 

 

 


