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Abstract
Educate problem-solving skills, not only accordance with determined steps, the
learner to understand the various situations, Leveraging knowledge, the thought and
judgment on their own. In this paper, about the development of creative
problem-solving ability, the core of the problem-solving is not the process or method.
Was focused on creative thinking would be related to the problem situation voluntarily,
and to understand the various situations, and create new solutions and ideas.
Focusing on Chemical Education of school, creativity, evaluation of creativity,
development of creativity, was analyzed on the basis of the results of the three
researches.
The Gardner and Csikszentmihalyi, creativity is achieved by the three regions
Domain, Individual, Field. In other words, creation holds by the knowledge, personal
ability, and Social environment to evaluate them. This paper, in the results of a survey
about the development of creativity, as with previous studies, development of
creativity was not linear. Also, the three creativity test problems were shown
different aspects.
In order to evaluate the creative thinking in chemistry education, we propose
"chemical creativity test", and verified its usefulness. The result,①the Scores of S-A
creativity test and academic achievement (overall score) was low Correlation.②the
scores of chemical creativity test and academic achievement (overall score) was low
Correlation. But, with academic achievement (chemical) was high Correlation. S-A
creativity test and school curriculum Related less, the contents of the answer is wide.
On the other hand, an object that incorporates the contents of the chemistry
curriculum, knowledge of chemistry and physics has been used a lot. In actual use
properties, the item in the ‘help to study’, more of the chemical creativity test was
significantly higher.
In order to more effectively creative thinking, Subject to the thinking of their own,
then monitor and control is important. This study, was intended for graduate students
of Laboratory of the experimental system, the survey results of the meta-cognition in
observation and experimental activities, found 4 factors "The reflective thinking by
themselves”, “Clarification of thought by relationships with others”, “Knowledge of
thinking”, “The reflective thinking by relationships. Main effect of "reflective thinking
by themselves” is was not observed, Main effect of "reflective thinking by
involvement with others" was observed.
Keywords: Creative thinking, Evaluation of creativity, Metacognition
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第1章

1.1

序論

研究背景

1.1.1 中国における創造性教育の実践
筆者は、中国にて、2004 年までの 5 年間に中学校（中学と高校の一貫校）の
教員として、化学教科の教育に取り組んできた。その中で、2000 年ごろから、
学校における創造性教育の実践が展開し始めた。当時、筆者は、
‘創造性’とい
う言葉の意味（定義）もわからない状態で、何を教えるか、それをどのように
教えるか、なぜそれが必要なのか、色々と疑問を抱えていた。その上に、今ま
での教育目標（教科内容と目標）を達成しなければならない職責を背負い、多
忙の中に、
‘創造性’と‘創造性教育の実践’に抵抗感さえ抱えていた。しかし
ながら、新しい知識と新しい視点をもたらしてくれる‘創造性’と‘創造性教
育の実践’にまったく無関心ではなくて、どこから、どのようにかかわって展
開していくかがわからなかったのであった。以下は、中国に創造性教育を導入
する理由と創造性教育の実践現状についてまとめた。
中国の初等・中等教育は多年に亘って「応試教育（受験教育）」に陥り、全体
が高等教育機関の入学試験の対策と捉えられてきた。全ては入試を目的として、
知識教育を重視し、入試科目を中心に勉強し、学校運営は進学率の高低で評価
され、進学のみが偏重される状況がますます甚だしくなっていた（小島,2000;
王,2004）。
王（2004）は、これまでの中国の伝統教育には幾つか目立った特徴があると
いう。一つ目は、伝統教育は自分から積極的に学ぶ人を育成するのではなく、
教師や教科書から教え込まれる人を目標とする。その教育は、学習者が内容を
よく理解し消化して自分のものにすることをあまり求めない。二つ目は、授業
方式は教師の一方的な講義で、学生の積極性とか、自主性が無視される。三つ
目は、教科の内容が規格化、画一化、統一化と同一性を強調する反面、学習者
の個性を顧みない、学習者の心理と実態が考慮されていない。
中国は多民族の国家で、しかも膨大な人口をかかえている。中国の教育は膨
大な人口と立ち遅れた経済の二重圧力の下で普及と向上が遅れ、さらに大衆教
育とエリート教育の圧力を一身に背負い込んでいる。現実には中国教育は苦境
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に立たされている。そして、政治、経済、科学技術、文化の発展のため、教育
に知的で思考的に優れた人材の育成が求められている（王,2004）。
そこで、1999 年から始められた「創新教育」は、生徒の創新精神と実践能力
の育成が目標である。そして、児童生徒の創造的思考能力を高め、主体的・実
践的な創造的問題解決能力を育て、創造的態度を培うなどを重要視している。
最初は、創造性を発明・創作として理解している人が少なくなかった。しかし、
発明・創作はあくまで創造性教育の一部にすぎないことを、実践や研究の展開
につれ次第に明らかになった。そして、創造性の育成が「創造的思考能力を高
め、主体的な問題解決能力の育成、創造的態度を培う」ことを重点に置くよう
になってきた（徐,2005）。一方、創新教育の実践では、数学や物理、美術など
の教育において、いかにしてたくさんの考えと発想を引き出すか、科学創新教
室を設立し製作を行うなどに発散的思考の技法、ものづくりや作品の評価が進
んで行われている。しかし、化学教育における創造性の育成に関しては、理論
的議論と実践的研究が少ない。
化学教育は物質とその現象に関する知識を扱う学問であり、観察・実験活動
を通して知識や技能を身に付けることが重要である。化学の実験活動を安全に
行うために、基本的な注意事項を確認した上で、実験計画や手順に従って、実
験器具や試薬の適切な取り扱いをきちんと守らなければならない。同時に、化
学教育に、化学の様々な現象の意味付けや説明する能力、知識や技能を活用す
る能力、実験活動や問題解決において、科学的な思考力・表現力、解釈する力
の育成が求められる。従って、化学教育の特徴と現状を踏まえた、創造性の育
成と評価を検討する必要があると考える。

1.1.2 創造性の評価と育成
ギルフォードの知性観に立って、創造性を評価するテストが多く考案されて
いる。ギルフォードの創造性検査、ハリスとシンバーグの AC 創造力テスト、メ
ドニックの RAT などが挙げられる。または、ギルフォードの材料をベースにし
て、より一般的な創造性を評価できるよう、トーランス指導のもとに作られた、
トーランス創造的思考テスト (TTCT)と、恩田ら作成した S-A 式創造性検査など
があげられる。
実際に、教科教育のために創造性テストを開発した研究では、佐伯（1987）
と宮地・亀田（2009）らが挙げられる。佐伯（1987）は、学習者の認知構造と
数学における創造性の関係について、認知構造テスト（IWAT）と数学創造性テ
2

スト（MUT）を用いて大学生を調査した。主なる結果は、事後の認知構造テスト
（IWAT）のスコアと数学学力、数学創造性テスト（MUT）のスコアの間に、部分
的に有意な相関が認められたことである。すなわち、学習者の認知構造から見
て、学力よりも数学創造性がより近いことを示している。つまり学習者の認知
は学力よりも数学創造性の方が関係しているという。一方、宮地・亀田（2009）
らの研究は、論述テストを用いて高校生を対象として 4 科目（生物、化学、物
理、数学）の論述テストを実施した。しかし、生物論述テストの評価基準は、
学習指導要領の評価観点である「関心・意欲・態度」、「思考」、「技能・表現」、
「知識・理解」、「疑問」等であった。しかし、化学教育のために、創造性の評
価問題があまり研究されていない。
また、教育評価における思考力・判断力・表現力は、いくつかの知識をもと
に創造的な考えをしたり、問題解決場面で知識や経験に基づいて自ら判断した
り、自らの思考と判断をもとに表現できたりする能力を評価する。しかし、学
校教育において、これらの能力を身につけさせるための指導と評価はどのよう
に展開していくかが各教科の授業において大きな課題である（大津,2004）。し
たがって、創造性教育の実践においては、まず、創造性の捉え方、評価方法、
育成などを明確にする必要がある。

1.2

研究目的

学力とは、学校の授業で知識や技能の学習を通して獲得した能力を指す。た
だし、その捉え方は多様であり、編成した教科内容を重視する学力観と、学習
者の態度・意欲・問題解決能力などを重視する学力観がある。学力を内容的側
面と主体的側面との対立においてではなく、学習の中で両者の構造的統一にお
いて形成された能力ととらえるようになってきた（久田,2004）。
そして、学校教育において問題解決能力の育成が重視されているが、問題解
決の過程に対応した問題発見力、課題設定力、探求力、表現力がスキルとして
強調される。これまでの問題解決学習は、問題解決のプロセスや段階に関心が
むけられ、そこに必要な諸能力はあまり分析されなかった（金丸,2004）。
国際的な学習到達度に関する調査(PISA)は、持っている知識や技能を実生活
のさまざまな場面で直面する課題にどの程度活用できるかという「生きるため
に必要な知識や技能」を調査するものである。そこに、科学的リテラシーは、
自然界及び人問の活動によって起こる自然界の変化について理解し、意思決定
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するために、科学的知識を使用し、課題を明確にし、証拠に基づく結論を導き
出す能力である。問題解決能力、応用可能と思われるリテラシー領域あるいは
カリキュラム領域が数学、科学（物理、化学、生物）、または読解のうちの単一
の領域だけには存在していない、現実の領域横断的な状況に直面した場合に、
認知プロセスを用いて、問題に対処し、解決することが求められる。即ち、知
識・概念の理解度、思考プロセスの習熟度、さまざまな状況に臨機応変に対処
できる能力を評価している。
学校で育成する問題解決能力は、決まり手順で行うだけではなく、生徒たち
がさまざまな状況を理解し、知識や技能を活用しながら、主体的に思考・判断
し、問題解決に取込む資質と能力を重視する。即ち、解決する問題が、今まで
と似たような問題だったら、従来のやり方で解決するが、初めて直面する新し
い問題だったら、それは新しい解決法が求められる。この新しい解決とは、新
しい解を発見することであり、思考の一部分である。
一方、学校教育において、
「知識・理解」の評価は、学習内容に対しての「わ
かる・覚える」の成果を評価するものであり、
「関心・意欲・態度」
、
「思考・判
断」、「技能・表現」も同様に、学習指導要領に観点別学習状況の評価に設けら
れている。学力は、単に獲得した知識の量として捉えるのではなく、獲得した
知識を、思考・判断・表現活動にどのくらい活用できるかということが重要で
ある。そして、学力の評価を、思考・判断・表現活動から切り離して評価する
のではなく、獲得した知識を日常の事柄との関連で活用されることを評価する
べきである。
本稿は、学校の化学教育における「創造的問題解決能力」の育成に、創造的
思考に着目した。創造的思考を育成するため、化学教育において、知識・技能
を習得しながら、学習を深める機会与え、問題を解決することに責任を持って、
学習内容を疑ったり、新しい方法で学習したり、習得した知識・技能を活かし
て問題解決に取込むように工夫することが重要であると考える。また、学習し
た内容を、授業内で復習する際に、学習した内容が自分たちの生活にどうつな
がっているか、何を知っているのか、どう活かすかを考えさせる課題を与え、
それらの解決法や発想を学習活動の結果として評価する必要がある。そして、
創造的思考という思考スキルを体験し、この問題解決の経験を得て、問題解決
の役割、目的などを理解し、自らの問題解決能力に必要なスキルなどを身につ
けることにつながる。
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本稿は、学校の化学教育に着目し、創造性の捉え方、創造性の評価、創造性
の育成について、創造性の発達の調査、化学的創造性テストの提案と評価、観
察・実験活動におけるメタ認知の調査などの３つの研究調査の結果に基づいて
分析・検討した。そのために、以下の 3 つのリサーチ・クエスチョンを設定し
た。
１．創造性を、どのように捉えるか
２．創造的思考を、どのように評価するか
３．創造的思考を、どのように育成するか

1.3

研究方法論の特徴

筆者は、2004 年までの 5 年間に中学校教員として、化学教科の教育に取り組
んできた。筆者が教育実践の経験から得られた問題意識と、異なる時期に行っ
た３つの研究調査（創造性の発達調査,2007；化学的創造性テストの提案,2009；
観察・実験活動におけるメタ認知の調査,2013）をもとに、本稿の「学校教育に
おける創造性の育成と評価に関する研究―化学教育における事例研究を通して」
をまとめた。その際に、
(1) 創造性の捉え方について、先行研究の理論と実践調査の結果を分析・検討
してまとめた。創造性の理論については、ギルフォード、ガードナー、トーラ
ンスなどの研究理論を整理し、創造性の定義についてまとめた（第 2 章）。実践
調査は、日本と中国の小中学生を対象とした創造性の発達についての調査では、
異なる創造性テストの問題における創造的思考の特性を分析し、先行研究にお
ける創造性の定義を踏まえて、創造性の捉え方についてまとめた（第 4 章）。
(2) 創造的思考の評価については、既存の創造性テストの課題に拡張修正を行
った。まず、学校の化学教育における学習評価の実際について、日本と中国の
学習指導要領の目標、化学教育の評価観点と方法などを比較し、新しい学力と
して取りあげられている PISA 型学力の評価観点と内容についてまとめ、化学教
育の学習評価における課題について考察した（第 3 章）。実際に、化学教育にお
ける創造的思考を評価するために提案した「化学的創造性テスト」について、
創造性と学力の相関、解答内容などを考察し、実利用性を検討した（第 5 章）。
(3)実験系大学院生の観察・実験活動におけるメタ認知の働きを調査した。まず、
実験系の研究室にて予備調査を行い、観察・実験活動の実際を把握した。予備
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調査の結果を踏まえて、質問紙を作成し、実験系大学院生を対象にアンケート
調査を実施した。アンケートの回答を集計し統計分析を行い、実験系大学院生
のメタ認知の働きの特徴を分析した。そして、メタ認知の働きの活性化を検討
した（第 6 章）。
(4) 化学教育における創造性の育成と評価を、先行研究と実際の研究調査によ
って検討した。さらに、この化学教育における事例研究をもとに、学校教育に
おける創造性の育成と評価のあり方について検討した（第 7 章）。

1.4

論文の構成

第 1 章序論では、本稿の研究背景を、中国における創造性教育の実践、創造
性の評価と育成における課題などから述べた。また、研究目的、研究方法論的
特徴、論文の構成などをまとめた。
第 2 章では、創造性に関する先行研究のレビューを中心に、ギルフォード、
ガードナー、トーランスなどの研究理論を整理し、創造性の定義、創造的思考、
創造性の評価などをまとめた。創造的思考の育成において、メタ認知の働きに
着目し、創造的問題解決、メタ認知とメタ認知の育成、創造的思考とメタ認知、
観察・実験活動におけるメタ認知、などをまとめた。
第 3 章では、学校の化学教育における学習評価の実際については、日本と中
国の学習指導要領の目標、化学教育の評価観点と方法などを比較してまとめた。
また、新しい学力として取りあげられている PISA 型学力における科学的リテラ
シー、PISA の評価観点と内容についてまとめ、化学教育における創造性の育成
と評価における課題について考察した。
第 4 章では、日本と中国の小中学生を対象とした創造性の発達についての調
査結果を考察した。異なる創造性テストの課題における創造的思考の特性を分
析し、先行研究における創造性の定義を踏まえて、創造性の捉え方を検討して
まとめた。
第 5 章では、化学教育における創造的思考を評価するために提案した「化学
的創造性テスト」について、創造性と学力の相関、解答内容の分析、アンケー
ト調査を行い、本研究の提案である「化学的創造性テスト」の有用性を検証・
評価した。
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第 6 章では、実験系大学院生の観察・実験活動におけるメタ認知の働きを調
査した結果をまとめた。観察・実験活動におけるメタ認知の働きの特徴を分析
した。また、観察・実験活動において、メタ認知の働きをどのように活性化す
るかを検討した。
第 7 章総括では、学校教育における創造性の育成と評価について立てた３つ
のリサーチ・クエスチョンへの回答をまとめた。また、本稿をまとめるに当た
り、反省点と今後の研究課題について述べた。
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第2章

2.1

文献レビュー

創造性の定義

2.1.1 ギルフォードの「知性の構造論」
ギルフォード（Guilford,J.P,1977）は知的能力を測定する検査を行った結果、
得られた多数の知能因子を一つの体系にまとめようとした。そこから知能より
も広い概念である「知性(intellect)」を用いた。南カリフォルニア大学のギル
フォード博士を中心としたグループは、因子分析の手法を用いて、知性の因子
抽出と構造の解明を行い、「領域（Contents）」、「はたらき（Operations）」、
「 所 産 （ Products ） 」 の 三 次 元 か ら な る 「 知 性 の 構 造 モ デ ル
(structure-of-intellect model)」を提唱した（図2-1）。各自について、「領
域」は５種の情報、「はたらき」は５種類の思考、「所産」は６種の概念から
構成され、これらの組み合わせによって生じるセルがそれぞれ知性の因子とな
る。1956年に最初の「知性の構造モデル」を発表してから、ギルフォードは精
力的に知性の因子分析の研究を重ねて、晩年には、180の因子を盛り込んだ「知
性の構造論」を確立した。
ギルフォードは、まず、「知性のはたらき」を大きく「思考能力」と「記憶」
に分け、さらに「思考能力」を「認知」と「生産的能力」と「評価力」の三つ
に分類した。そして「生産的能力」をさらに「発散的思考」と「収束的思考」
の二つに分けた。つまり、知性の「はたらき」として次の５つを挙げた。
(認知）（記憶）（発散的思考）（収束的思考) （評価）
次に、これら５つの「知性のはたらき」は、何を材料としてはたらくか、知
性がどんな種類の情報を処理するかを考え、それらの情報の「領域」を次の５
つに分類した。
（図形） （記号） (概念)
(聴覚) （行動）
そして最後に、知性が何かの情報を材料としてはたらいた場合、結果として
出てくるものがあると考えた。例えば、「図形」を材料として「記憶」という
「はたらき」が活動した場合、「何を」記憶したのかという具体的なものがあ
る。この「何を」にあたる情報の性質を「所産」として次の６つに分類した。
（単位） （分類） ( 関係） (体系）（転換） (見通し)
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図2-1

知性の構造モデル(structure-of-intellect model)

☑ 知的活動のはたらき
①認知とは、理解する、知る、意識するなどの能力。
②記憶とは、文字通り「おぼえる」と言う知能の働き。
③発散的思考（拡散的思考ともいう）とは、新しいことを思いついたり、自由
になめらかに思いつく能力、独自性も大切な要素である。
④収束的思考とは、「発散的思考」とは対照的に、考えを一点に収束させて物
事を論理的に推論していくはたらき。
⑤評価とは、自分で基準をきめて比較判断していくはたらき。
☑ 情報の種類
①図形とは、文字通り形を材料とする領域、〇□△とか、大小や長短など、様々
な形で物の実体を捉える。
②記号とは、文字とか数字、色、マークを材料とする領域。
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③概念とは、ものの名称、意味を持った言葉の領域で、最終的には知能を統合
的にまとめあげていく中核である。
④聴覚とは、音、言葉を材料とする領域。
⑤行動とは、文字通り、人の行動や動作、語調、表情、感情、意志、心理状態
などを材料とする領域。
☑ 情報の形式
①単位とは、知識や事物の情報の最小単位。ＡＢＣ、１２３といった記号単位。
②分類とは、他のものと区別し、共通点・特色を捉え処理する。
③関係とは、二つの物の間の関連性、二つの単位間に成立するもの。
④体系とは、三つ以上の単位の間に成立する仕組みや構造を「体系」と言う。
⑤転換は、他のものへの変化、切り換えたりする。
⑥見通しは、起こり得る結果を予測したり、背後に隠れているものを推測した
りする。

図2-1に示している一つ一つのキューブが「知性の因子」に相当する。それぞ
れのキューブが、「どのような情報（領域）の、どんな性質(所産）を、どのよ
うに処理（はたらき)するか」という、一つ一つの具体的な「知性の因子」とし
て理解することができる。例えば、「知性のはたらき」から「記憶（Memory) 」
を、
「情報の領域」から「概念（Semantic)」を、
「情報の所産」から「体系（Systems)」
を選んで組み合わせたキューブは「概念の体系を記憶する（ＭＭＳ）」という
知性の因子に相当する。この場合、「概念の体系」が情報の種類となり、まと
まりのある話しや文章などに当たる。人の話しを聞いてその内容を正確に第三
者に伝えるときなどに活動する知性の因子に相当する。
このように、ギルフォードの「知性の構造モデル」により、知性の全体像が
組織的に体系化され、知性を構成する各因子がそれぞれ明確な具体性を持つよ
うになったのである。そして、ギルフォードの「知性の構造論」が画期的であ
ったのは、スピアマン（Spearman, C.E. 1904）の「知能の2因子説(tow-factor
theory of intelligence)」やサーストン（Thurstone, L.L.1938）の「知能の
多因子説(multiple-factor theory)」など、それまでの幾多の研究者たちの「知
能因子」の捉え方が単に並列的な分析にとどまっていたのに対して、ギルフォ
ードは、用いた「知性」という概念が「領域」、「はたらき」、「所産」の三
つの側面から構成され、「知性の因子」をそれら三つの側面の組み合わせとし
て構造的にとらえたことである。
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さらに、ギルフォード（Guilford,J.P.1959）は、人間が情報を認知したり記
憶したりする処理能力だけでなく、既知の情報から新たな知識を生産する創造
的な能力を持っていることに着目した。ギルフォードは、「知性の構造モデル」
を提唱した。その知性は、「知能」と「創造性」に大別される。それは単一ま
たは同型の機能ではなく、多数の因子または基本的な精神的諸能力の集まりで
あると考えなければならない。「知能」は記憶と思考に分けることができる。
「創造性」で重要なのは思考である。思考はさらに、認知、生産および評価に
分けることができる。ここで生産が「創造性」にとって最も重要だが、生産は
「収束的思考」と「発散的思考」に現われる。そして、「創造性」の最も大切
な要素と見なされるものは、「発散的思考」のうちにあると述べた。
「発散的思考」は、思考の方向が多角的・多肢的であり、解決法はあらかじ
め１つもしくは少数に決まっていない。「収束的思考」は、単一の結論や解答
を求める思考である。したがって、解決法が一つしかないということは稀であ
って、むしろ目標に縛られない所に特色がある。ギルフォードは、創造性をよ
り基礎的な因子に還元しようと試みた。ギルフォードとホェップフェナー
（Guilford & Hoepfener,1971）は、因子分析によって、創造的思考に関連する
６つの主要因子を見出した。このなかに、②③④は「発散的思考」の中心的因
子である。そして、ギルフォードは、次のような特性を備えた子どもに、高い
創造性が期待できるとしている。
①問題に対する感受性：問題を発見する能力
②思考の流暢性：特定の問題に多くのアイデアを円滑に出せる能力
③思考の柔軟性：さまざまな角度からのアイデアを考え出す能力
④思考の独創性：他の人が考えつかないようなアイデアを生む能力
⑤思考の精緻性：アイデアを丁寧に考えることができる能力
⑥再定義する能力：特定の物事が様々に使用できたり、
様々な機能を持っていることを考えつく能力

ギルフォードは、人間の知性を構成する因子として「創造性（creativity）」
を初めて重要視した心理学者であり、創造的思考力を測定する「創造性検査」
を開発したのである。また、このようにギルフォードの知性観に立って、創造
性を測定する多くのテストが考案されている。ハリスとシンバーグのAC創造力
テスト、メドニックのRAT、トーランス指導のもとで作られた「ミネソタ創造的
思考テスト」などが広く知られ、使用されている。
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2.1.2 ガードナーの「多元的知能理論」
「多元的知能理論(Multiple Intelligences)」は、ハーバード大学の心理学
者ガードナー(Gardner, H. 1983)によって提唱された。彼は、知能は、IQのよ
うにただ一つではなく、それ以外の知能にも目を向けるべきだと主張した。ガ
ードナー（1983）の「MI理論」では、知能は、言語、論理数的思考、音楽、空
間認識、身体運動、他者に関する能力、内省的能力などの7つのドメインにある
と論じた。2001年発表された「MI:個性を生かす多重知能の理論」では、さらに
3つの知能、博物的知能、霊的知能、実存的知能を追加した。表2-1に、ガード
ナーの「MI理論」の概要をまとめた。
ガードナー(1999)は、言語的知能は、言葉を使用して他人とコミュニケーシ
ョンができる能力で、カッコ内には代表的な職業例をあげた。論理数学的知能
は、原因、結果を論理的に分析できる能力、また数字や量を操作できる能力で
ある。空間的知能は、広い空間のパターンを認識して操作する能力である。身
体的能力は、体を動かしてコミュニケーションできる能力、音楽的能力は演奏、
作曲ができる能力である。対人的能力は、他人の意図・動機づけ・欲求を理解
し、他人とうまくやっていく能力である。内省的能力は、自分自身を理解する
能力である。自分自身の欲望・恐怖・能力も含め、自己の効果的な作業モデル
をもち、情報・自分の生活を統制するために効果的に用いる能力に関係する。
そして、ガードナー（1983）は、「人間にはこれら能力の少なくともいくつ
かの能力をもっていて、人は皆それぞれ一組のMultiple Intelligences（多重
知性）を持っている。少なくとも8-9つの知的活動の特定の分野で、才能を大い
に伸ばすことが出来る」という。たとえば、芸術や体育に関係する能力も「知
能」として、子どものすべての才能を包括的に捉えることが意図されている。
「音楽的知能は音楽家だけに必要」というふうに知能と職業が一対一に対応し
ているのではなくて、それぞれの知能は単独で働くのではなく複合して働きて
いる。音楽家が演奏で人を感動させるには、他人の動機や欲求を理解する対人
的知能が必要で、建築家には空間的知能も論理数学的知能も必要である。
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表2-1

「多元的知能理論(Theory Multiple Intelligence)」

１．言語的知能
話し言葉と書き言葉への感受性、言語を学ぶ能力、およびある目標を成就
するために言語を用いる能力。（最終状態）弁護士、演説家、作家、詩人
２．論理数学的知能
問題を論理的に分析したり、数学的な捜査を実行したり、
問題を科学的に究明する能力。（最終状態）数学者、論理学者、科学
３．音楽的知能
音楽パターンの演奏や作曲、鑑賞のスキルを伴う。
（ガードナーは、音楽的
知能は、構造的には言語的知能とほとんど対応しているので、一方（ふつ
う言語的）を「知能」と呼んで、他方（ふつう音楽的）を「才能」と呼ぶ
ことは、科学的にも論理的にも意味がない、と考えている。
）
４．身体運動的知能
問題を解決したり、何かを作り出すために、からだ全体や身体部位（手や
口など）を使う能力を伴う。（最終状態）ダンサー、俳優、スポーツ選手。
この種の知能は、工芸家や外科医、機材を伴う、科学者、機械工、および
そのほか多くの技術力方面の専門職にも重要。
５．空間的知能
広い空間のパターンを認識して操作する能力（例えば、航海士やパイロッ
トが用いる能力）や、また、もっと限定された範囲のパターンについての
能力（彫刻家や外科医、チェス・プレーヤー、グラフィック・アーティス
ト、建築などに重要な能力）。文化が異なれば空間的知能の使われ方も多岐
にわたる
６．対人的知能
他人の意図や動機付け、欲求を理解して、その結果、他人とうまくやって
いく能力。
（最終状態）外交販売員、教師、臨床医、宗教的指導者、政治的
指導者、俳優
７．内省的知能
自分自身を理解する能力。自分自身の欲望や恐怖、能力も含めて、自己の
効果的な作業モデルをもち、そのような情報を自分の生活を統制するため
に効果的に用いる能力。
８．博物的知能
事例をある集団（より正しくは種）のメンバーだと認識し、ある種のメン
バー間を区別し、他の近接の種の存在を認識し、そして、正式、非正式に、
いくつかの種間の関係を図示するという能力。（最終状態）博物学者
９．霊的知能
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宇宙の問題について考えることにたずさわる能力。
（最終状態）偉大な宗教指導者
10．実存的知能
宇宙の深奥―無限大と無限小―に自らを位置付ける能力であり、それに関
連して、人生の意義、死の意味、物理的・心理的な世界の究極の運命、人
を愛したり芸術作品に没頭するなどの深遠な経験といった、人間的な条件
の実存的特徴との関係に自らを位置付ける能力。

また、ガードナー(1983)は、「知能検査や学校の学力テストが測れるのは、
せいぜい言語的知能や論理数学的知能くらいに限定されている。IQテストは、
学校での成果をかなり正解に予想することができるが、学校を終えた後の職業
における成否はほとんど無関係なものにすぎない」と指摘した。「MI理論」に
よると、教育の最も効果的な働きは、生徒に「自分は何者であり、何ができる
か」を理解されることであるという(ガードナー,1999)。実際に、アメリカには、
MI理論を取り入れた初等教育で代表的な「キースクール」がある（ガードナ
ー,1983）。キースクールは、基本的な読み、書き、算数に加えて楽器、外国語、
そして体育を学べるよう工夫している。また、知能別で区別され、多様な教材
が備えていて、子供達が自分の好きなコーナーでその教材を用いて学習できる
MIセンターが設けられている。そして、共同作業によって他人と一緒に学べる
よう工夫されているニューシティー・スクールもある。
MI理論の適応の可能性を支持して、アジア諸国(日本,中国,韓国，フィリピン)
においてもMI理論の実践が展開された。アジア諸国の学校教育といえば、教育
課程は各学校で編成すると定められているが、学習指導要領および検定教科書
があるため、各学校の自由編成は限られている。そのため、学校および教師は、
カリキュラム開発経験に乏しく、目標・内容・評価のすべてを各学校の実情に
合わせて構成することに対応できない現状である。つまり、教育現場において
MI理論活用の条件を整えることが困難であった。実際に、MI理論の実践化は財
政的負担を伴うため、一般的な公立学校では、カリキュラムの実践が進んでい
ないのが現状であった。MI理論を実践しようとすれば、施設・設備の整備、教
員数の増加と教員研修の充実が必要不可欠である(李,2012)。
一方、ガードナーの「多元的知能理論」は、創造性が知能と密接に結びつい
ているという画期的な説でもある。人が問題を解いたり作品を作ったりするな
かで、ある専門領域において新奇性を生み出し最終的にそれが１つ以上の文化
のなかで受け入れられたときに創造的と判断されると言う。社会的に認められ
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ることが重要なのである。問題を解いたり作品を創ったりするときには両者が
関わるが、創造性は単に知的である人には期待できない何かを含んでいるとい
う。そして、創造的活動について、ガードナー、チクセンミハイ
（Csikszentmihalyi,M）らは、出現する三要素（図2-2を参照）を区別する「枠
組み(framework)」を設けることが有効であると見出したのである。

領域
Domain
Selects

Transmits

Novelty

Information
Produces
Novelty

Field
分野

Individual
Stimulates

個人

Novelty

図 2-2

Systems Model（Csikszentmihalyi,1999）

ガードナーとチクセントミハイによれば、創造性は、「領域(Domain)」、「個
人(Individua)」、そして「分野(Field)」という三つの相互作用によって実現
される。ここでいう「領域」とは、文化に依拠した象徴で、「個人」が創造性
を発揮する場所である。「個人」というのは、遺伝的な能力や個人的な体験に
依拠する。「個人」は、自らが位置する「領域」で象徴的に選好されている情
報に熟達していくことで業績を残すのである。しかし、全ての業績が創造的と
みなされるわけではなく、その創造性を評定するのが、「分野」である。「分
野」とは、社会的な組織を意味する。つまり、「個人」が位置する「領域」の
見識のある共同体や批評家たちが、この「分野」を担っているのである。「分
野」が「個人」の業績を創造的であると評価した場合、「領域」における情報
の構造や内容は変異することになる。そして、この変異後の「領域」において、
また新たな「個人」が創造的な業績に挑戦していくのである。
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ガードナー(1999)は、チクセントミハイのシステム・モデルに基づいて、創
造的な人間には単に知能の高い人間には期待できない三つの特徴があると主張
している 。
(1)新たな疑問を投げ掛ける。
知能が高いだけの人間は、確かに高い問題解決能力を持つ。だが、新たな問題
を発見するためには、創造性が必要となるのである。
(2)常にある領域、ある学術分野、ある職業分野で活動している。
例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチのようなルネッサンスの天才でも、絵画や
発明の分野で創造的であったに過ぎない。その分野の外に出れば、彼もまた創
造的ではないのである。
(3)斬新な振る舞いが、最終的には受容されること。
斬新な振る舞いを実行に移すだけなら、誰にでもできる。だが創造的な人間に
よる斬新な振る舞いは、とりわけその関連領域に受け入れられることになるの
である。

2.1.3 トーランスと「創造性教育」
ポール・トーランス（Torrance, E.P）は、創造性の評価と創造性教育などの
研究で広く知られている。まず、ギルフォードの知性観に立って、ギルフォー
ドの材料をベースにして、多くの情報を得、より一般的な創造性を測定できる
よう、トーランス (1962)指導のもとで「創造的思考テスト（Torrance Test of
Creative Thinking:TTCT）」を考案した。トーランスの創造的思考テストは、
幼稚園から大学院まで、一貫して使える課題を前提として作成された。それは、
非言語的課題（図形完成、変形テスト）、非言語的刺激を用いる言語的課題（質
問推量・製品改良テスト）、言語的刺激を用いる言語的課題（用途・結果・問
題点発見テスト）などがある。これらの課題の評価は、課題によって多少の差
はあるが、主に次の3つの観点で評価する。
流暢性（どれだけ速く、多くのアイデアを出すか）
柔軟性（どれだけ豊かな種類にわたっているか）
独創性（他の人が思いつかないものを出せるか）

知能は直線的に伸び20歳くらいで最高に達し、その後緩やかに衰退すること
がわかったが、創造性の発達に関しては知能の発達ほどには詳しく調べられて
いない。そこで、トーランス（1966）は、「創造的思考テスト（TTCT）」を用
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いて幼児から大人までの創造性の発達を体系的に調べている。その結果による
と、小学校1～3年にかけて創造性は確実に伸びる。しかし3～4年にかけて鋭い
落ち込みを示した。その後5年、6年のときにいくらか回復する。再度低下する
のが6～7年である。その後高校の終わりごろまで発達する。大人ではいくぶん
低下する。知能の発達と根本的に違うのは、創造性の発達は直線的ではなく、
曲線形的に発達するということである（図2-3）。

図 2-3

創造性の発達(Torrance,1966)

さらに、トーランス(1962)は小学校から大学院までの８つの学校に所属する
学生の学力を「アイオワ基礎技能テスト」と「教科の学力の総得点」で測り、
それらに「知能」と「創造性」がどのように関係しているかを包括的調べた。
知能テストと創造性テストの両方において上位２０％以内の学生は最初に除か
れた。そして、知能テストにおいて上位２０％以内の学生を「高知能群」と命
名、創造性テストにおいて上位２０％以内の学生を「高創造群」と命名した。
２つの群の知能得点の差は大きく、「高知能群」のほうが「高創造群」に比べ
12～25点上回っていた。しかし、学力においては、２つの群の間に有意差があ
ったのは、８校中２校のみであった。この結果は、学力には創造性も寄与する
ことを示している。
ゲツェルスとジャクソン（Getzels & Jackson,1962）の研究で、高知能群（IQ
が上位２０％で創造性が上位２０％に入らないもの）と高創造性群（創造性が
上位２０％でIQが上位２０％に入らないもの）を学力について比較したところ、
IQでは大きな差があるものの学力では両者に変わりなく、創造性とIQとの間の
相関も低かった。さらに、ゲツェルスとジャクソン（Getzels & Jackson.1962）
は、創造性・知能・学力の間の関連を検討し、創造性が高い群は知能が比較的
低くても学力が高いという現象を見出している。
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創造性の定義について、トーランス（1966）は、「創造性とは、問題を嗅ぎ
付け、情報のギャップを見つけ出し、アイデアや仮説を形成し、それらの仮説
を検証したり修正したりして、最終的に結果を人に伝達する過程である」と定
義している。彼によれば、創造性は斉一性の対局にあるものであり、オリジナ
ルなアイデア、異なった視点、問題への新たな見方が強く関与する。そして、
斉一性が他者を混乱させたり困難に陥らせたりすることはないに対して、創造
性ではそれが起きるという。また、創造性は未踏の領域へのアクセスであり、
主なる潮流からの逸脱であり、古い鋳型を壊し、経験に対してオープンになり、
次から次へとつながることであり、アイデアを再構成し、諸アイデアの間に関
係を見出すことによって成功が訪れるという。
創造性教育について、トーランス(1980)は、「教育にとっては、創造性が決
定的に重要であり、カリキュラムの相当の部分を子どもたちがその未来像を拡
大し、豊かにし、より正確にするために設計なければならない。社会が提供す
る教育は、その社会が描く未来像から生じるものであるから」と述べている。
また、創造的問題解決は、極めて多くの技能を伴うもので、その技能は、練習
を重ねることによって、はじめて真の熟練が得られるものであるという。どん
な知的技能でも訓練によって改善されるというアルフレッド・ビネーの主張も
ずっと前から知られている。さらに、トーランス（1980）によると、創造的行
動は、創造的能力を加えて、創造的技能と動機づけが考慮される必要がある。
創造的動機づけと創造的能力を導き出すのに必要な技能をもち合わせた者だけ
が、高度の創造的達成を期待できるという（図2-4）。即ち、高いレベルの創造
的能力と技能を持つ人は、その創造的動機付けをよび起こせば創造的達成は起
こりうる。同様に、創造的能力と動機づけを持つ人は、必要な創造的技能を習
得さえすれば、創造的達成ができる。
創造的技能について、トーランスは、問題を感知し、それを定義づけする練
習を提供することを重要視する。作られる練習問題の性質について、以下のよ
うにあげている。
(1)生徒を不明瞭さと、不確実さに直面させる
(2)生徒がある問題を考える時、心理的、社会的、物理的、または情緒的といっ
たいくつかの異なった見方を求める
(3)新しい方法で情報を検討するよう、しっかり構えさせる
(4)手掛かりと方向性だけを与える程度に問題を構成する
(5)情報上の欠所、未解決な問題を示す
(6)未知の神秘性をつくりだすか、それを示す
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(7)あることについて既知のものを越えるよう求める
(8)逆説を含む
(9)衝突型の葛藤、正反対のものを並置する
(10)未来への投影をする

能力
創造的
行動
技能

図2-4

2.2

動機づけ

創造的行動モデル(Torrance,1980)

創造的思考

ギルフォードによれば、
「創造的思考」は「発散的思考」と「収束的思考」に
分ける。実際場面での創造においては、
「発散的思考」を用いてアイデアを生み
出し、そのアイデアが現実に有効であるかどうかを「収束的思考」を用いて検
証する。そしてそのアイデアが十分でなかった場合には、再度「発散的思考」
の用いて別のアイデアを生み出し検証するという過程が繰り返されるという。
創造的思考とは、目的に向けたイマジネーション（経験・知識の組み合わせ）
のコントロールである。創造的思考を、何か新しい発明、発見に結びつくよう
なものと考える傾向があるが、それだけが創造的思考ではない。創造的思考は、
一種の知恵を出す思考である。この知恵は、問題解決できる力を指す。こうす
れば問題解決を目ざす創造的思考は、発散的思考と収束的思考の両方を用いて
行われるといえる（吉川,1996）。
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2.2.1 創造的思考のメカニズム
創造的思考のメカニズムとその出現条件を明らかにするため、多くの研究者
が創造の過程を種々の位相に分け、各自の位相を分析することによって理解し
ようと試みた。その中に、ワラス（Wallas, G.1926）によって提唱された学説
では、創造的思考の過程が準備期、孵化期、啓示期および実証期の４つの段階
から構成されると考えられた。
(1)準備期(preparation)
まず、解決すべき問題が見出されなければならない。ここでは、問題を受け
取る能力や問題対する高い感受性が要求される。何が問題なのかを感知し、自
ら疑問を掘り起こし、さらにその解決に必要と思われる資料が集められ、解決
の方略が試みられる。
(2)孵化期(incubation)
準備期で試みた方法が真の解決をもたらさないために、問題は意識を離れて
しまうが、完全に断ち切られているのではない。創造と無意識とが関わりを持
つ時期で、問題は無意識の中であたためられている。即ち、自分の意思でよい
アイデアを出すというのでなく、考えが熟して自然に出てくるのをまつといっ
た状態である。
(3)啓示期(illumination)
この時期に何かの拍子に突然新しいアイデアやイメージが浮かんでくるので
ある。
(4)検証期(verification)
問題の解決は啓示という直観によって得られるが、それですべてが解決する
のではない。得られたアイデアを評価し、検証し、または修正することが必要
である。出てきたアイデアを論理的思考によって確かめ、仮説に仕上げ、これ
を実験や調査によって検証しなければならない。

2.2.2 創造的思考を支える特性
ギルフォードとホェップフェナー（Guilford & Hoepfener,1971）は、因子分
析によって、創造的思考に関連する６つの主要因子を見出した。ギルフォード
は、次のような特性を備えた子どもに、高い創造性が期待できるとしている。
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①問題に対する感受性
②思考の流暢性
③考の柔軟性

④思考の独創性
⑤思考の精緻性
⑥再定義する能力

2.2.3 創造的思考の支援ツール
A ・ F ・ オ ズ ボ ー ン (1953) に よ っ て 、 ブ レ イ ン ス ト ー ミ ン グ 法
（Brainstorming:BS 法）という集団発想法が考案された。BS 法は、自由奔放な
発想からお互いのブレーン(頭脳)を刺激し合う事で更に創造的なアイデアを生
み出すときに発散的思考を前提にした考え方が基本となっている。そして、オ
ズボーンは、
「発想を広げ、参加者が自由に発言し、できるだけ多くのアイデア
を抽出することが大切である」という。BS 法を用いるには、次の 4 原則を守る
こと。
・批判厳禁（他人の意見を批判しない）
・自由奔放（思い付いた事を自由に述べる）
・量を重視する（できるだけ多くのアイデアを出すこと）
・結合改善（他人の意見をヒントにアイデアを発展させる）

川喜田二郎（1967）は、文化人類学のフィールドワークで集また多くのデー
タを、カードを使ってまとめてゆく方法を考案し、KJ 法と名付けた。フィール
ドワークでデータを集めるか、あるいはブレインストーミングにより様々なア
イデア出しを行った後の段階で、それらの雑多なデータやアイデアを統合し、
新たな発想を生み出すために KJ 法が行われるのが一般的である。KJ 法は、企業
研修や学校教育、各種のワークショップなど様々な場面で広く用いられるよう
になった。KJ 法の手順は一見シンプルで容易にみえるが、実際に使いこなすた
めには訓練が必要である。以下は、KJ 法の 4 のステップである。
(1)カードの作成（1 つのデータを 1 枚のカードに要約して記述する）
(2)グループ編成（数多くのカードの中から似通ったものをいくつかの
グループにまとめ、それぞれのグループに見出しをつける）
(3)図解化（KJ 法 A 型）
(4)叙述化（KJ 法 B 型）
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2.3

創造性の評価

2.3.1 創造性の評価内容・基準・方法
マスロー（Maslow,A.H.1964）は、創造性を「特別な才能の創造性」と「自己
実現の創造性」に分けている。特別な才能の創造性は、科学者、発明家、芸術
家などにみられる創造性で、その創造的活動は、社会にとって新しいかどうか
で評価される。これに対して、自己実現の創造性は、誰でももっていて、その
活動は必ずしも社会的に評価されるものではないが、その人にとって新しい価
値ある経験である。
創造性を評価する場合、成人は普通に社会的基準に基づいている。即ち新し
さの評価は、われわれの社会にとって、少なくとも評価する集団にとって新し
いということである。一方、子どもの創造性を評価する場合には、生み出され
るアイデアや物が個人にとって新しいという個人的基準が習慣的に用いられる。
個人的な創造も、社会的な創造も、その問題解決によって新しい価値が生み出
される。創造的に思考することにおいて、子どもの創造性を養えば、成人の創
造性が育てることにつながる。
恩田（1980）は、子どもたちの創造性を育てるには、創造的活動を奨励し、
創造的なところを見つけてほめてやる。そして評価に当たっては、結果として
の間違いや失敗を指摘することにとどまらず、活動の過程を重視し、創造活動
の萌芽を発見して、それを評価してやることが大切であるという。一方、Fryer
（2005）によると、過度に高い評価は生徒に、
「安全志向」を生み出す。という
のは、成績の下がるリスクを恐れて生徒は穏健になり非想像的になるからであ
る。
一方、創造性の定量的な評価を、
「創造的に思考できることを発見」、
「一人ひ
とりのパーソナリティーを発揮」、「多方面に価値を認める」といった視点を踏
まえて、それに具体的に何を評価するか、どうやって評価するかについては、
表 2-2 は、先行研究や実践研究に使用されている創造性の評価方法を参考に作
成したものを示している。
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表 2-2

創造性の評価内容・基準・方法

評価内容

評価基準

評価方法

創造的活動の結果

新しさ・独特

測定（S-A テスト①）

創造的活動の過程

実用性

評定（質問紙法）

期待・予測される結果

流暢性・柔軟性・独創性

予測（チェックリスト法）
（穐山,1975）②

創造性と創造的活動

流暢性・柔軟性・独創性

創造性テスト③

創造性と創造的性格

応用・生産・空想

S-A テスト
（トーランス,1966）

創造的な思考

A ストロング・センス

学習評価テスト

B 円滑・柔軟・選択

同上

C 正当化・根拠付ける

同上

D 新たな知識を構築

同上

（カナダ・サスカチュワン州

学習省,2002）④

注釈：①応用力、生産力、空想力を測る簡易な創造性テストで、流暢性・柔軟性・独創性につい
て採点して評価する。②穐山,1988 の「創造性の評価」により加筆作成した。③トーランス指導
のもとに作られたミネソタ創造的思考テストで、非言語的課題（図形完成、変形テスト）、非言
語的刺激を用いる言語的課題（質問推量・製品改良テスト）、言語的刺激を用いる言語的課題（用
途・結果・問題点発見テスト）などがある。④2002 年カナダのサスカチュワン州学習省が、創
造的な思考に関する学習評価テストを実施した。このテストは、ストロング・センスを持った思
考、円滑・柔軟・選択評価能力、正当化・根拠付ける能力、新たな知識を構築する能力、などの
４つの側面について生徒が自由記述・実行型の質問に答える形で行われた。生徒たちの学習成果
の評価は、５つのレベルの達成度を設置してある（弓野,2005）。

2.3.2 創造性テスト
1.創造的思考テスト(TTCT)
創造的思考テストは、ギルフォードの知性観に立って、
「多くの情報を得、よ
り一般的な創造性を測定できるよう」に、トーランス指導のもとに作られた。
さらに、ミネソタ創造的思考テストは、幼稚園から大学院まで、一貫して使え
る課題を前提として作成された。それは、
・非言語的課題（図形完成、変形テスト）
・非言語的刺激を用いる言語的課題（質問推量・製品改良テスト）
・言語的刺激を用いる言語的課題（用途・結果・問題点発見テスト）
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などがある。これらの課題の評価は、課題によって多少の差はあるが、創造
性を主に次の 3 つの観点から評価する。
・流暢性：どれだけ速く、多くのアイデアを出すか
・柔軟性：どれだけ豊かな種類にわたっているか
・独創性：他の人が思いつかないものを出せるか

2.S-A創造性検査
S-A 創造性検査は、恩田らがギルフォードの指導のもとで作成した。採点方式
は、トーランスの一つの解答を多角的に複数の評価尺度でみる多因子評価方式
を採用した。テストには P 版と A 版、B 版、C 版がある。P 版は絵画課題である。
A、B、C 版は言語性であり、A、B 版の問題が古くなったことから最近の現状に
即した課題に作り直したものが C 版である（表 2-3）。C 版は言語式課題であり、
活動領域として応用力（新しい用途を考案するテスト）、生産力（新しい装置を
考案するテスト）、空想力（ありそうにない事態が起こったときを予想するテス
ト）を測定する。いずれも、それぞれの活動領域ごとに 2 問ずつ、計 6 問の問
題から構成されている（表 2-4）。また、思考特性としては、以下の 4 つを測定
する。
・思考の速さ：一定時間により多くのアイデアを出していくような
・思考の広さ：柔軟で自由な思考を巡らし多様な着想ができること
・思考の独自さ：多くの人が考えつかないような非凡な考え
・思考の深さ：課題に対して、どれだけ具体的に表現できるか

表 2-3 S-A 創造性検査（C 版）

※

下位検査

問題の領域

問題数

所要時間

テスト1

着眼力・応用力

4

10分

テスト2

発想力・生産力

4

10分

テスト3

構想力・空想力

4

10分

C 版はそれぞれのテストの前に、2 分間の練習問題を行う。
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表 2-4

S-A 創造性検査（C 版）の質問内容

テスト項目
テスト1（例1）
テスト1（例2）

質問内容
割り箸は、食事以外にどんな使い道があるでしょう
電話帳は、番号を調べる以外にどんな使い道が
あるでしょう

テスト2（例1）

どのような机があったらいいでしょうか

テスト2（例2）

どのような靴があったらいいでしょうか

テスト3（例1）

テスト3（例2）

もし、日本のまわりから海がなくなったら、
どのようなことが起こると思いますか
もし、世界中の人間の顔がみんな同じになったら、
どのようなことが起こると思いますか

※テスト実施の教示：P 版、C 版ともに、創造性検査のテストが学校の成績には全く影
響しないことを伝える。用紙が配布されたことを確認し、必要事項を記入させ、それぞ
れのテスト毎に回答方法を指示する。なお、次のような点を常に教示する。
ア．思いついたことをなるべくたくさん書いてください。
イ．本来の使い道は書いても点になりません、注意してください。
ウ．実際にはできそうもないことでも書いてかまいません。
エ．人の考えつかないものほどいいのです。

2.3.3 創造性テストの採点方法
1.採点基準表の作成
創造的テストは、一問多正答式となっている。そのため、多種多様な解答を、
評価・採点しなければならない。創造的思考の流暢性に関しては、題意に適し
た解答の単純和である。創造的思考の柔軟性、独創性については、解答が環境
要因（生活環境）に左右されるため、検査実施後、解答を分類し採点基準表を
作成する。それをもとに、柔軟性は、異なったカテゴリー数の単純和、独創性
は出現頻度に従い、3 段階評価を行う。
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表 2-5

S-A 創造性検査における思考特性の得点化方法

思考特性

得点化の方法

思考の速さ

題意に不適または解釈困難な回答を除いた回答数

思考の広さ

基準表に準ずる判断により割り当てられたカテゴリーの数

思考の独自さ

基準表に準ずる判断により重みづけられたカテゴリーの数

思考の深さ

基準表に準ずる判断により割り当てられた回答数

<柔軟性のカテゴリーの分類方法>
・得られた解答について、その個別的相互の比較を行う
・同程度の水準で類似しているものを 20 種類程度の項目に分ける
・それぞれの項目をカテゴリーとする
<独創性の 3 段階評価>
0 点…………出現頻度 5％以上
1 点…………出現頻度 1％以上～5％未満
2 点…………出現頻度 1％未満
2.採点方法
(1)解答の中で題意に不適、解釈上困難なものは、採点から除外する。
(2)題意に適するものについては、採点基準表に従う。
(3)前の解答と同じカテゴリーのものが出てきた場合は、斜線で消す。
(4)記号を書き終えたら、3 つの思考特性の評価点を算出する。

2.3.4 創造性テストの有用性
創造性の定義や規準を明確するために、認知、パーソナリティー、環境的ア
プローチから研究されてきた。その上に、創造性テストによって人の創造的能
力を判断する試み、および創造性テストの有効性を検証する研究も進んできた。
トーランス（1981）は、創造性と成人期の業績との相関を見るために 22 年間
かけて縦断的研究を行った。報告には、男性は 0.57、女性は 0.62 の予測的妥当
性係数が示されたという。これらの係数は、大人の成果を予測する知能の係数
が高いだけ程度の予測的妥当性を示している。
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これまで、創造性の評価については、創造的産出物（創造物）の評定を取り
上げることが多くかった。しかし、近年、教育に限らず経済・産業界にも多く
用いられるようになった。その中に、桜井（2006）の「有用な特許出願のでき
る技術者の創造性評価に関する究」では、創造性を高いと評価された技術者は、
特許出願件数が多いことが示された。
安達（2006）の研究「EI・創造性・実践力による 3 要素自己診断法の提案」
では、商品開発力を高めるために研究開発従事者が具備すべき個人特性を高め
るために、EI・創造性・実践力による 3 要素自己診断法を構築し、この測定尺
度を利用して調査を行った。そして、調査の結果では、EI・創造性・実践力に
正の相関が認められ、作成された創造性自己検査票の有効性が示された。さら
に、この自己診断法を活用し、研究開発従事者の個人の生産向上と、所属組織
の生産性向上に役立てられると考察した。

2.4

創造性の育成

2.4.1 創造的問題解決とは
創造的問題解決に関して、比較的に広く研究されてきたといえる。その中で、
創造的問題解決の課題からみると、二つに大きく分けることが出来る。一つは、
正解が存在する課題で、例えば、数学や幾何の推論問題、クイズ、パズルのよ
うな課題などである。も一つは、正解が存在しない課題で、例えば、発明品の
アイデアを考えさせるなどの事例生成課題である(吉田,2002)。
実際、新しい学力 PISA(2012)における「問題解決能力」の定義には、解決の
方法が直ぐには分からない問題状況を理解し、問題解決のために、認知的プロ
セスに関わろうとする個人の能力、自ら進んで問題状況に関わろうとする意思
も含まれる。そして、問題解決能力の調査課題には、解決のための専門的知識
の求められない問題（例えば、なじみのない自動券売機において、すべての条
件を満たしながら一番よいチケットを買うといった問題）を生徒たちに尋ね、
生徒の一般的な推論能力や問題解決に向けてのプロセスを組み立てる能力、そ
れに進んで取り組む意思に焦点を合わせている。一方、科学（物理、化学、生
物）的リテラシーに関する問題解決の課題が含まれる場合、これらの問題を解
くには、問題解決能力に加えて、カリキュラムの知識が求められている。知識・
概念の理解度、思考プロセスの習熟度、さまざまな状況に臨機応変に対処でき
る能力を評価する。
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また、創造的問題解決の考え方については、問題解決の流れを追った手順や
プロセス論、創造技法や問題解決の方法を推進する研究などがある。問題解決
の研究は、研究者の経験主義的な事実と単純な研究所の仕事から得られた理論
的な概念は、必ずしも多くの複雑な問題（現実の問題）にまで適応できる確信
は得られていない。さらに、異なった分野においては創造的な問題解決の基礎
となっているやり方には違いがある(Sternberg,1995)。
この問題解決に必要な資質と能力は、教育における知識対問題解決力の対立
のバリエーションでもある。しかし、学校教育における問題解決能力の育成に
おいて、問題解決のプロセスや方法としての操作活動は思考と問題解決の中核
をなす働きとなり、学習を通してある程度汎用性が期待される。しかし、特定
の事柄の理解にはそのことについての内容的な把握が不可欠で、つまり知識が
必要とする（無藤,2006）。また、問題解決の過程自体に思考の過程が伴う。問
題解決に必要な諸能力、問題発見力、課題設定力、探求力、発想力、表現力な
どには思考が欠かせないのである。
学校教育の目標は、生徒たちの問題解決能力を育成することである。そのた
めに、習得した知識・技能を活用する、自ら考え・判断し・表現する、創造性、
などの資質や能力の育成が重要となるのである。しかし、学校教育において問
題解決能力の育成が重視されているが、問題解決の過程に対応した問題発見力、
課題設定力、探求力、表現力がスキルとして強調される。これまでの問題解決
学習は、問題解決のプロセスや段階に関心がむけられ、そこに必要な諸能力は
あまり分析されなかった（金丸,2004）。
学校で育成する問題解決能力には、化学の実験のように決まり切った手順で
行うだけではなく、生徒たちがさまざまな状況を理解し、化学の知識を活用し
ながら、自ら思考・判断し、問題解決に取込む資質と能力も必要である。そし
て、解決すべき問題が、今までと似たような問題だったら、従来のやり方で解
決できるが、初めて出会う新しい問題であれば、それは新しい解決法が求めら
れ、様々な考えやアイデアを生み出す創造的思考が必要となる。
化学の授業においては、学習した内容を授業の中で復習する際に、創造性を
必要とする課題を設け、学習した内容が自分たちの生活にどうつながっている
か、何を知っているのか、どう活かすかを考えさせる。学習内容を新しい方法
で学習したり、学習内容を疑う自由を与えたり、即ち学習を深めたりする機会
を与える。教科のなかでしっかりした知識をおさえて、自分の学びに責任を持
って、自ら疑問を問う、自らの考えや発想を表現し、解決方法のいろいろを試
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みるのである。
本稿では、学校教育における問題解決力の育成において、問題解決のプロセ
スや方法の体験が問題解決の中核ではなく、自ら進んで問題状況に関わり、様々
な状況を把握し、新しいアイデアや解決法を生み出す創造的思考に着目した。
まず、創造的思考を必要とする課題を設定し・与える、それに生徒たちは習得
した知識や技能を活かしながら、自由に様々な考えや発想を言葉で表現する。
次は、考え出された発想やアイデアがどのように創造的であったかを評価し、
生徒たちにフィードバックする。この問題解決のプロセスでは、生徒たちは自
分の持っている知識情報を活用し、新しいアイデアを考え出すなど、この問題
解決の経験を得て、問題解決の状況、目的、役割を理解するなどの自らの問題
解決能力に必要なスキルを身につける。図 2-5 は、本稿における創造的問題解
決能力の育成を目指す教育活動の展開モデルである。実践において、問題解決
力を育成するには、学習活動の中で学習者の思考や表現に適切な指導と評価が
必要である。
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課題を設定し、与える

創造的思

考えや発想の創造性を評価

考力を磨く

知識の収集・活用

考えや発想を言葉で表現する

創造的思考力、判断力、表現力を身につけ
知識情報の収集・活用するスキルを身につけ
問題意識、責任意識、目的意識が芽生え
問題意識・問題解決のスキルを身につけ

自ら疑問を問い、課題を設定

創造的問題

必要な知識情報を収集

解決力アップ

様々な解決法を試み
思考・判断・表現

図 2-5「創造的問題解決能力」の育成を目指す教育活動の展開モデル
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2.4.2 メタ認知とメタ認知の育成
１．メタ認知の定義
メタ認知について、Flavell,J.H(1979)によると、メタ認知は「自らの認知過
程と所産、あるいは、それに関連したことすべてに関する知識」である。認知
の調整の側面からメタ認知の研究を行った Brown,A.L (1978)によると、メタ認
知は「認知についての知識であるメタ認知的知識」と「自己の認知をモニター
したりコントロールしたりするメタ認知的活動」から構成されている。
また、Flavell,J.H と Brown,A.L(1978)は、「自己の能力の評価」、「有効方略
の予測と実行」、「行動の点検」といった三つの能力の発達の観点から子どもを
対象とした実験の結果では、小学校２年生より上の年齢になるに随って自己の
能力の正確な評価や問題の解決に有効な方略を予測する、その予測に行動する
などが出来るようになってくることも実証された。そして、Brown (1978)は、
問題解決に関わるメタ認知の基本能力として、次の５つをあげた。
①自己の能力の限界を予測する。
②自分にとっていま何が問題かを明確にできる。
③問題の適切な解決法を予測し、より具体的な解決策の計画を立て
有効か判断する能力。
④点検とモニタリングを行う。問題解決の過程では、解決策（特定の方略）
を実行するためにさまざまな活動が並行して生起する。それらが目標や
入力情報とずれないように、点検、監視、監督する。
⑤活動結果と目標を照らし合わせ、実行中の方略の続行、中止を判断する。
特定の方略に基づく一連の活動結果が目標に近づいているかどうかを
評価し、その方略の続行あるいは中止を決定する。

Schraw,G.& Dennison,R.S.(1994)は、学習場面におけるメタ認知的知識とメ
タ認知的活動を問う 50 問のメタ認知質問紙を作成して、大学生を対象として実
施した。そして、因子分析の結果は、ほぼ予想通り、メタ認知的知識とメタ認
知的活動の 2 因子構造となった。表 2-6 は、Flavell(1987)のメタ認知に関する
分類を参考に、三宮（1995）が作成したものである。
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表 2-6

メタ認知概念の内容（三宮,1995）
メ タ 認 知

メタ認知的知識：

メタ認知的活動（経験）：

―人に関する知識

―メタ認知的モニタリング（観察）

・個人内の認知特性に関する知識

・認知についての気づき、フィーリング、

・個人間の認知特性に関する知識

予想、点検、評価など

・人間一般の認知特性に関する知識

―メタ認知的コントロール（制御）

―課題に関する知識

・認知についての目標設定、計画、修正など

―方略に関する知識
・宣言的知識：どのような方略か
・手続き的知識：その方略をどう使うか
・条件的知識：その方略をいつ使うのか、
なぜ使うのか、どのような効果があるのか

メタ認知的活動について、Nelson,T.O.& Narens,L.(1994)によると、モニタ
リングとはメタレベルが対象レベルから情報を得ることであり、コントロール
とはメタレベルが対象レベルを修正することである。図 2-6 は、この考えに基
づいて、三宮（1995）が作成したメタ認知的活動モデルである。

メタ認知（メタレベル）

気づき、感覚、
予想、点検、評価

情報の流れ

(メタ認知的モニタリング)

(メタ認知的コントロール)
目標設定、計画、修正

認知（対象レベル）

図 2-6

メタ認知的活動のモデル（三宮,1995）

Swanson,H.L. (1990) は、 小学生に対して認知能力と基礎学力、メタ認知的
知識の検査を行った。認知能力と基礎学力の高群と低群、メタ認知的知識の高
群と低群を組み合わせて 4 つのグループに分けた｡各群に文章問題を行わせた結
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果には、能力高・メタ認知高群の成績が最も高く、次いで能力低・メタ認知高
群の成績が高かった｡能力高・メタ認知低群は、能力低・メタ認知低群の成績と
近い値で低かった｡つまり、認知能力や基礎学力が低くても、メタ認知がその部
分を補助し、課題解決に良い影響を与えることが示唆している｡

２．メタ認知の育成
メタ認知の活性化に関して、広く参照されているのは Nelson,T.O(1994)のメ
タ認知的活動のモデル（図 2-6）である。Nelson のモデルにおいて、メタ認知
は、認知を「観察（モニタリング）」と「制御（コントロール）」の対象として、
この二つの活動を活性化することがメタ認知の活性化となるという。たとえば、
化学の知識を繰り返して覚えるのは単なる認知活動で、これに対して、
「知識を
理解してから覚えた方がよく覚えられるのではないか」と考えたり、
「理解しや
すくするために、図解表現を使用するといいかも」と判断したり、あるいは自
分の学習を点検してみたりするのは、メタ認知的活動である。
これまで、メタ認知の活性化について、リフレクション、自己説明、外化を
対象とした支援が多く実現しているが、これらの活動がメタ認知においてどの
ように位置づけられるものであるかが明確ではない。そこで、Nelson,T.O(1994)
のメタ認知的活動のモデルをベースに、平嶋（2006）は各々のメタ認知の活性
化支援活動を整理したものが、図 2-7 である。
「観察（モニタリング）」と「制
御（コントロール）」について、平嶋（2006）は、「観察」における主たる困難
さは、その対象である「認知」が目に見えないものであるため、メタ認知の対
象を何らかの形で外界において表現し、観察しやすくすることで活性化される
という。
「制御」が難しいのは制御の必要性や効果が明らかでないから、制御の
必要性やその効果を分かりやすくして、学習者に認知活動がどう行われている
か、 どう行うべきだったかという自己説明の活動をさせることで活性化される
という｡
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メタ認知
自己説明支

観察

制御

制御の課題化

リフレクション支援

観察対象の可視化

認知
制御の課題化
外化支援

図 2-7

観察対象の可視化

メタ認知のモデルとメタ認知活性化方法の位置づけ（平嶋,2006）

今井（2003）は、中学校理科の授業後にリフレクション活動を取り入れた実
践では、生徒の記述は方略に関するものが多かった。“方略に関するメタ認知”
の分析結果では、統制群に事前事後で有意差はなかったが、実験群に有意差が
見られた。この結果について、今井は、授業者が選ぶ記述例の選択法によって
教師側の求めるメタ認知を育成する可能性が示唆されたことであるという。
丸野（2002）は、素朴理論（教育などを通じて科学的に教えられたのではな
く、自分で、自然に、いつのまにか持った理論のこと）の支持一致、不支持一
致、混在の 3 条件で、ディスカッション過程における大学生のメタ認知的発話
を分析した。そして、論証フェーズの出現頻度を分析した結果では、支持一致
群は「妥当性の検討」と「問題点の指摘」の頻度がほぼ同程度であるが、他の
群と比べると「妥当性の検討」の頻度は不支持一致群と混在群よりも高い。そ
れに対して、不支持一致群と混在群では「問題点の指摘」を中心とした論証フ
ェーズが「妥当性の検討」より多く出現している。混在群では「論点が明確で
ない」フェーズが多く出現している。また、論証フェーズの内容を分析した結
果では、支持一致群では「妥当性の検討」を中心に、不支持一致群では「問題
点の指摘」を中心にした論証方略が多く利用されているという。支持一致群と
不支持一致群は混在群よりも根拠についてさまざまな角度から吟味・検討を繰
り返す回数が多い傾向にあることが統計的に示された。さらに、
「自己に向かう」
メタ認知は自己省察を顕在化する、
「他者に向かう」メタ認知は疑問・納得、新
たな視点の喚起に手がかり的役割を果すことを明らかにした。丸野の研究は、
グループディスカッションの展開の仕方やまとまりのあるやりとりの中での論
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証の仕方が、メンバーの構成の違いによって異なる論証フェーズが展開できる
ことを示唆したのである。

2.4.3 創造的思考とメタ認知
意識的な努力やモニタリングなどのメタ認知の働きが創造性を拡張すること
がしばしば指摘されてきた(Nickerson,1999;吉田・服部,2002)。Runco(1990)は、
創造的思考において、教示によるメタ認知的処理の操作が被験者の課題の捉え
かたを変化させると主張している。さらに、Runco & Chand(1994)は、メタ認知
的処理は方略に関する能力に不可欠な要素とされる(吉田,2002)。
メタ認知で最も基本的なことは、思考プロセスを自覚することである。これ
には、学習課題に対する普段の思考プロセスを自覚することと、代替策での思
考プロセスを自覚することの両方が含まれる。良き学習者は、自分がいかに思
考するかを自覚していて、効果的な手段を選択することができる。そして、メ
タ認知における「計画」は、目標達成のための特定の思考スキルや思考方法お
よび思考過程を識別し実行することの基礎となるものである（Marzano, R.
J.1998）。この段階で、生徒は自分に何ができるか、今の状況で最も効果的なこ
とは何か、を自問自答する。学習課題が単純であれば、自分が選択を行なって
いるということに気付かないことが多い。しかし、複雑な課題に取り組むとき
は、頭の中で様々な案を巡らせることになるため、メタ認知の過程がより明白
に認識できるようになる。
学習において、様々な方略を使うことによって、課題をより円滑や効率的に
解決できるようになることである。また、創造的思考の支援ツールを活用して、
思考の外化や編集などには有効である。そして、創造的思考を高めるには、創
造的に考えさせるための環境を整えることで、学習者が創造的思考を正しく理
解し、創造的思考の方法論を自分に合った形で取り入れることによって、自分
自身の創造性を高めていく力を身につけさせる。
創造的思考をより効果的に行うためには、自分の思考を対象化して、モニタ
リングしたり（思考の観察）、自分でコントロールしたり（思考の制御）するこ
とが必要である。例えば、創造的思考の４つの段階（準備期、孵化期、啓示期、
実証期）について、「今は、どこまで進んでいるだろう」「進まないのは、なぜ
だろう」といったメタ認知的なモニタリングや、「違う観点から考えてみよう」
「他の方法で検証してみよう」といったメタ認知的なコントロールを行う習慣
を身につけることが重要である。
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2.4.4 観察・実験活動におけるメタ認知
学校教育の目標は、学習者が自ら問題を発見し、仮説を立て、持っている知
識を活用しながら問題解決の具体的な考えや方法を導き出し、結果の分析・説
明などを通して学習者の問題解決力を育成する。この際、学習者は自分の学習
の進捗をモニタリングしたり、学習をコントロールしたり、すなわちメタ認知
の活動が不可欠である。
松浦(2001)は、中学理科の観察・実験活動において、
“観察・実験、実験計画
技能、理科の知識・理解”とメタ認知的技能（計画立案、点検、モニタリング）
の関係を分析した結果では、観察・実験活動の一連の過程において、メタ認知
的技能が重要な役割を果たしていることがわかった。
木下（2006,2007）は、小中学生を対象として、理科の観察・実験活動におけ
るメタ認知の実態を明らかにした。調査の結果では、
「自分自身によるメタ認知」
は観察・実験の途中において強く働き、
「他者との関わりによるメタ認知」は観
察・実験の前において強く働いている。しかし、どちらのメタ認知も観察・実
験の後においてはその働きが十分ではない。この実態調査の結果を踏まえて、
各学習場面（観察・実験活動の前、途中、後）において、学習を振り返ること
を教師が明示することにより、メタ認知の育成を試みた。その結果は、観察・
実験活動の全体において、実験群は調査後にメタ認知が高くなり、対照群はメ
タ認知が変化しなかったという。また、観察・実験活動の前、途中、後との３
つの場面において、「自分自身によるメタ認知」は調査後に高くなり、「他者と
の関わりによるメタ認知」は調査後に変化しなかったという。これは、用いた
メタ認知を育成するための指導が、教師の働きかけを中心とした指導であり、
友人との意見交換などの活動が不十分であったことに起因するという。

2.5

小結

この章では、創造性の定義と創造性の評価については、先行研究レビューを
中心に、ギルフォード、ガードナー、トーランスなどの研究理論を整理してま
とめた。創造的思考の育成については、メタ認知の働きに着目し、創造的問題
解決、創造的思考とメタ認知、観察・実験活動におけるメタ認知、などの視点
からまとめた。

36

(1)創造性の定義
創造性自身の多様性と複雑性をもつということで、創造性の理論的構造につ
いては、さまざまな学説がある。ギルフォード（Guilford,J.P.1956）は、思考
が創造性にとって最も重要であるという。創造性を「思考」として捉える場合
は、何が問題なのかを感知し、自ら疑問を掘り起こし、問題の解決に必要な資
料を集め、異なる視点の解決方略を試み、問題への新しい見方を生み出す能力
である。一方、ガードナーとチクセントミハイによれば、創造性は、「領域
(Domain)」、「個人(Individual)」、そして「分野(Field)」という三つの相互
作用によって実現される。即ち、創造性を「プロセス・行動」として捉える場
合は、「個人」は、専門「領域」において残した業績が、社会に創造的とみな
されたときに、「個人」の創造性が認められる。
(2)創造性の評価
ギルフォードは、創造的思考力を測定する「創造性検査」を開発したのであ
る。また、トーランス指導のもとで作られた「ミネソタ創造的思考テスト（TTCT）」
などが広く知られ、使用されている。TTCT は、幼稚園から大学院まで、一貫し
て使える課題で、非言語的課題（図形完成、変形テスト）、非言語的刺激を用
いる言語的課題（質問推量・製品改良テスト）、言語的刺激を用いる言語的課
題（用途・結果・問題点発見テスト）などがある。これらの課題の評価は、課
題によって多少の差はあるが、主に創造的思考の流暢性、柔軟性、独創性など
の 3 つの観点で評価する。
(3)創造的思考の育成
Flavell,J.H と Brown,A.L(1978)は、「自己の能力の評価」、「有効方略の予測
と実行」、「行動の点検」の三つの能力は、小学校２年生より上の年齢になるに
随って自己の能力の正確な評価や問題の解決に有効な方略を予測する、その予
測に行動するなどが出来るようになってくることが実証された。
メタ認知で最も基本的なことは、思考プロセスを自覚することである。学習
においては、様々な方略を使うことによって、課題をより円滑や効率的に解決
できるようにすることである。学習課題が単純であれば、自分が選択を行なっ
ているということに気付かないことが多い。複雑な課題に取り組むときは、頭
の中で様々な案を巡らせることになるため、メタ認知の過程がより明白に認識
できるようになる。
創造的思考をより効果的に行うためには、自分の思考を対象化して、モニタ
リングしたり（思考の観察）、自分でコントロールしたり（思考の制御）するこ
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とが大切である。そして、メタ認知の活性化について、平嶋（2006）は、
「観察」
における主たる困難さは、その対象である「認知」が目に見えないもので、メ
タ認知の対象を何らかの形で外界において表現し、観察しやすくすることで活
性化されるという。
「制御」が難しいのは制御の必要性や効果が明らかでないか
ら、制御の必要性やその効果を分かりやすくして、学習者に認知活動がどう行
われているか、 どう行うべきだったかという自己説明の活動をさせることで活
性化されるという。
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第３章

3.1

中等化学教育における学習評価の実際

中等化学教育の学習指導の教育目標

中国の中等教育を行っている学校は、中学校（中学）と高等学校（高校）が
多いものの、中学と高校の一貫学校も多く存在する。中国の教育制度では、各
教科の内容はすべて初級中学と高級中学の一貫教育である点に特色がある。一
方、中国と日本の自然科学の教育課程の設置に違いがあり、中国では、科学（物
理、化学、生物など）という教科を設置しているが、実質的にまた物理、化学、
生物が別々の教科教育として行われている。日本では、理科（物理学・化学・
生物学・地学など）を 1 つの教科として設置し、その中に物理、化学的領域と
生物、地学的領域の 4 領域を含めている。

3.1.1 日本の学習指導要領
日本は、2011 年から新しい学習指導要領をスタートした。新しい学習指導要
領では、子どもたちの現状をふまえ、
「生きる力」を育むという理念のもと、知
識や技能の習得とともに思考力・判断力・表現力などの育成を重視している。
新たに規定された教育目標の内容は、能力の伸長・創造性・職業との関連を重
視、公共の精神、社会の形成に参画する態度、生命や自然の尊重、伝統と文化
の尊重などである。さらに、学力の重要な 3 つの要素を挙げている。
①基礎的な知識・技能を身に付ける。
②知識・技能を活用し、自ら考え、判断し、表現する力をはぐくむ。
③学習に取り組む意欲を養う。
理科（化学的領域）の内容目標を具体的に見ていくと。
「身の回りの物質」に関しては、身の回りの物質の観察、実験を行い、固体や
液体、気体の性質、物質の状態変化について理解させるとともに、実験器具の
操作や記録の仕方など、物質の性質や変化の調べ方の基礎を身に付けさせる。
その際、自ら問題を見いだし解決する科学的な思考力と観察、実験の結果を分
かりやすく表現する力を養う。また、物質の溶解や状態変化では粒子のモデル
と関連付けて理解させる。
「化学変化と原子・分子」に関しては、化学変化についての観察、実験を行い、
物質の変化やその量的な関係について理解させ、原子や分子のモデルと関連付
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けてみる見方や考え方を養う。その際、物質は原子の記号や化学式で表される
こと、化学変化は化学反応式で表されることなどを理解させる。また、分解や
化合、酸化や還元などの基本的な化学変化の学習を通じて、化学変化の不思議
さや面白さを実感させ、化学変化において質量が保存されること、互いに反応
する物質の質量の間には一定の関係があることなどを見いださせる。さらに、
化学変化によって熱が出入りすることを理解させる。
一方、学習指導要領における教育目標では、観察・実験活動を通して化学的
な事物・現象を理解し、実験の結果を分析して説明する表現力、探求心を養う
などが定められている。表 3-1 に、理科（化学領域）教科の教育目標（中学校
と高校）の内容である。
表 3-1

理科（化学領域）の学習指導要領における教育目標

化学的な事物・現象についての観察、実験を行い、観察・実験技能を習
得させ、観察・実験の結果を分析して解釈し表現する能力を育てるととも
中学校

に、身の回りの物質、化学変化と原子・分子、化学変化とイオンなどにつ
いて理解させ、これらの事物・現象に対する科学的な見方や考え方を養う。
化学的な事物・現象に対する探究心を高め、目的意識をもって観察・実

高校

験などを行い、化学的に探究する能力と態度を育てるとともに、化学の基
本的な概念や原理・法則の理解を深め、科学的な自然観を育成する。

3.1.2 中国の学習指導要領
中国の 1990 年の学習指導要領「全日制中学化学教学大綱（修訂本）」では、
中学化学教育の目的は、基礎知識と基本技能の習得、身の回りの物質や化学変
化に関する知識の応用を理解、発見・発展の能力を培うなどであった。一方、
1992 年に公表された学習指導要領「九年義務教育全日制初級中学化学教学大綱
（試用）」では、基本概念と基本技能を習得、化学に対する関心・態度を培う、
学生の能力と創新精神を培うなどであった。この中に、前回の化学学習指導要
領になかった内容は、「創新精神を培う」を新たに取り入れたことである。

さらに、1999 年から「創新教育」を各教科において展開されてきた。創新教
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育のねらいは、学生の創新精神と実践能力を育成することである。具体的には、
学生の創造的思考能力を高め、主体的・実践的な創造的問題解決能力を育て、
創造的態度を培うことを重要視している。表 3-2 は、中国の現行の学習指導要
領「義務教育化学課程標準(2011 年版)」と「普通高中課程標準実験教科書・化
学（必修）」における化学教科の教育目標をまとめたものである。
化学教科の教育目標は、基礎知識・基本技能の習得、化学知識の応用、観察
能力、実験能力、思考能力、自習能力などを培う、科学的態度、生徒の能力と
創新精神を育てるなどである。この中で、中学生に対しては「生徒の能力と創
新精神を育て、化学知識を利用したり、簡単な化学現象を説明したり、化学に
関する問題解決を初歩的に学習する」であって、高校生に対しては「観察能力、
実験能力、思考能力、自習能力などを培う、化学の知識と技能を総合的に応用
能力、簡単な現実の問題を解決する能力を育てる。学生の潜在能力に注目して、
個性と特長を発展させ、創新精神を養う」などが挙げられている。
表 3-2

化学教科の学習指導要領における教育目標

・学の基本概念と原理、日常見る元素と重要な化合物などの基礎知識、
中
学
校

化学実験と計算に関する基本技能の習得、化学知識の応用を学習する。
・生徒の化学に対する興味を啓発して、科学的態度と科学的な学習方法、
及び自然と社会に関心を持つ感情を育てる。
・生徒の能力と創新精神を育て、化学知識を利用したり、簡単な化学現象
を説明したり、化学に関する問題解決を初歩的に学習する。
・唯物主義と社会主義の愛国教育を行う。
・識・技能：化学の基本知識と基本技能を身に付けさせ、化学と社会・
生活・生産・科学技術などの緊密な関係と重要な応用を了解する。

高
校

・能力・方法：観察能力、実験能力、思考能力、自習能力などを培う、
化学の知識と技能を総合的に応用能力、簡単な現実の問題を解決する
能力を育てる。学生の潜在能力に注目して、個性と特長を発展させ、
創新精神を養う。
・情意・態度：化学に興味を持ち、環境、エネルギー、衛生、健康などの
現代社会に関わる化学問題に関心持ち、正しい科学的態度を育てる。
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3.2

化学教育の学習評価観点と方法

各教科の学習状況の評価は、学習者に到達度の情報をフィードバックする、
学生者が自分自身の問題発見と学習目標を明確にするなどに役に立つのである。
同時に、教師が学習指導の状況を振り返える、学習指導のフィードバック情報
を得る重要な手段であり、学習指導の改善につながる。

3.2.1 日本の理科教育の評価観点と方法
学習評価の観点は基本的に学習指導要領の内容に踏まえて設定されている。
日本の学習評価は、新しい学習指導要領を踏まえ、
「関心・意欲・態度」、
「思考・
判断・表現」、「技能」、「知識・理解」の４つに整理し、各教科等の特性に応じ
て適切な観点を設定している。具体的なあり方は、目標に準拠した評価による
観点別学習状況の評価や評定の実施、学力の重要な要素を示した新学習指導要
領等の趣旨の反映、学校や設置者の創意工夫を生かす現場主義を重視した学習
評価を行われている。以下は、理科の評価観点の趣旨についてまとめた。
(1)自然事象についての 知識・理解
自然の事物・現象について、基本的な概念や原理・法則を理解し、知識を身
に付けている。中学校・高等学校ともに、「理解し、知識を身に付けている」
と示されている。
(2)観察・実験の技能
観察、実験を行い、基本操作を習得するとともに、それらの過程や結果を記
録・整理し、自然の事物・現象を科学的に探究する技能の基礎を身に付けてい
る。「観察・実験の技能」の観点は、これまでの「観察・実験の技能・表現」
として評価されていた「表現」を含む観点として設定されている。
(3)科学的な思考・表現
自然の事物・現象の中に問題を見いだし、目的意識をもって観察・実験など
を行い、事象や結果を分析して解釈し、表現する力を培う。ここでの「表現」
は、これまでの「技能・表現」で評価されていた「表現」ではなくて、思考し
た過程や結果を、言語活動等を通じて、生徒がどのように表出しているかを評
価する内容とすることを意味している。｢表現」については、基礎的・基本的な
知識・技能を活用しながら、理科の内容に即して考えたり、判断したりしたこ
とを、生徒の説明・論述・討論などの言語活動等を通じて評価する。
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(4)自然事象への関心・意欲・態度
自然の事物・現象に進んでかかわり、それらを科学的に探究するとともに、
事象を人間生活とのかかわりでみようとする関心や態度を培う。
ここで、学習評価の観点は、学習評価の趣旨に基づいたものであるとわかる。
学習指導要領のもとでの学習評価は、生徒の「生きる力」の育成を目指し、生
徒一人一人の資質や能力をより確かに育むようにするため、学習指導要領に示
す目標に照らしてその実現状況をみる評価である。一方、評価方法を見ると、
生徒の発言やレポート、ワークシート、ペーパーテスト、生徒の行動観察・記
録の内容分析などである。表 3-3 に、理科の学習状況の評価内容と評価方法を
まとめたものである。
表 3-3

日本の理科の学習状況の評価観点と評価方法

自然事象についての知識・理解
▪

評価する内容
生徒が自然の事物・現象についての基本的な概念や原理・法則を理解し、
知識を身に付けているかを評価する。

▪

評価の方法
生徒の発言やレポート、ワークシート、ペーパーテストなどの記述内容の
分析から評価を行う。

観察・実験の技能
▪

評価する内容
生徒が自然の事物・現象についての観察、実験の基本操作を習得すると
ともに、観察・実験の計画的な実施、結果の記録や整理、資料の活用の
仕方などを身に付けているかを評価する。

▪ 評価の方法
観察・実験時の行動の観察や結果の記録の仕方、パフォーマンステスト、
ペーパーテストなどの記述内容の分析から評価を行う。
科学的な思考・表現
▪

評価する内容
生徒が自然の事物・現象の中に問題を見いだし、目的意識をもって観察、
実験などを行い、その結果を分析して解釈するなど、科学的に探究する過程に
おいて思考したことなどを評価する。

▪

評価の方法
観察・実験の目的の把握の仕方、実験結果を分析して解釈する活動や表現の仕方
について、レポートやワークシート、ペーパーテストなどの記述内容の分析から
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評価を行う。
▪

評価を行うに当たっての留意点
・既習事項など根拠を基に、観察・実験の結果を予想しているか。
・観察・実験の目的に対応して、結果を分析、解釈しようとしているか。
・結果に基づいて、論理的に考察を進め、自分の考えを導いているか。
・文章、その他の方法で、自分の考えを表現しているか。

自然事象への関心・意欲・態度
▪

評価する内容
生徒が自然の事物・現象に進んで関わり、それらを科学的に探究しようとする
とともに、事象を日常生活との関わりでみようとしているかを評価する。

▪

評価の方法
授業における発言や行動の観察を行い参考とするとともに、ワークシートや
ノートなどの記述内容の分析から評価を行う。

▪

評価を行うに当たっての留意点
・自然事象への関心や疑問、分かりたいことなどを明確にしている。
・日常生活で見られる事象と関連させるなど、意欲的な記載がある。
授業における行動を分析する際の視点として、次の点が挙げられる。
・疑問をもって自発的に行動している。
・観察・実験に集中して取り組むなど、意欲的に追究している。

3.2.2 中国の化学教育の評価観点と方法
中国の学習指導要領において、化学教科の学習状況に関する基本的な評価観
点は、
「知識・技能」、
「能力・方法」、
「情意・態度」などに応じて適切な観点を
設定する。学習者の独立思考、関心・探究、創造性の評価も強調している。
実際、化学教科の学習活動の内容、評価の観点、評価の場面、生徒の発達段
階に応じて、学習過程の観察・記録を分析すると、宿題、レポート、パフォー
マンステスト、ペーパーテスト、などの様々な評価方法の中から、その場面に
おける生徒の学習の状況を的確に評価できる方法を選択するのである。以下に、
評価活動とその趣旨についてまとめた。
(1)学習活動の過程における練習問題は、よく使う評価法の一つである。練習問
題は基礎を重視、基礎の習得が達成したかどうかを診断する。これらの練習問
題は、社会と生活の実際を考慮し作成されたので、学生の総合的な分析能力と
問題解決能力を評価する。
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(2)宿題の量が多すぎ、難易度が高い、テストの回数が多すぎることなどが学生
の学習負担になる主な原因である。特に留意しなければならないことは、学生
たちに自由に考える時間をもっと多く与える、実践活動の空間をもっと広げて
あげることである。
(3)実験の評価は、ペーパーテスト、質問応答と操作などの組み合わせで行う。
評価の内容は、実験の設計、操作技能、実験の観察、現象分析、実験結果、態
度などを含む。
(4)探求的実験と総合的実践活動において、学生の創造的思考と実践能力が試さ
れる。この場合は、実験レポート、調査報告、小論文などで評価する。
(5)学生の日常の学習活動をよく観察し、記録する。これを用いて、学生の学習
方法、学習態度、学習動機と情意意志などを評価する。
表 3-4 に、化学の学習状況の評価内容と評価方法をまとめた。評価観点の「能
力・方法」においては、「学生の潜在能力に注目して、個性と特長を発展させ、
創新精神を養う」と明記しているが、創造性や創造的思考の評価は明確に書か
れていない。しかし、評価を行うに当たっての留意点のところに、
「学生の創造
的思考能力と実践能力を十分に発揮させるため、評価の時間を延長するなどで
注意を払う」と明記している。
表 3-4

中国の化学の学習状況の評価観点と評価方法

知識・技能
▪

評価する内容
化学の基本知識と基本技能を身に付けさせ、化学と社会・生活・生産・科学技術など
の緊密な関係と重要な応用を了解する。

▪

評価の方法
宿題、ペーパーテストなどの記述内容の分析から評価を行う。

▪

評価を行うに当たっての留意点
学習者に、自由に考え・実践する時間を多く与えるように工夫する。

能力・方法
▪

評価する内容
観察能力、実験能力、思考能力、自習能力などを培う、化学の知識と技能を総合的に
応用能力、簡単な現実の問題を解決する能力を育てる。学生の潜在能力に注目して、
個性と特長を発展させ、創新精神を養う。
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▪

評価の方法
観察・実験時の行動の観察や結果の記録の仕方、パフォーマンステスト、
ペーパーテスト、レポート、宿題などの記述内容の分析から評価を行う。

▪

評価を行うに当たっての留意点
学生の創造的思考能力と実践能力を十分に発揮させるため、
評価の時間を延長するなどで注意を払う。

情意・態度
▪

評価する内容
化学に興味を持ち、環境、エネルギー、衛生、健康などの現代社会に関わる化学問題
に関心持ち、正しい科学的態度を育てる。化学教科の特徴を利用して、弁証唯物主義
と愛国教育を行う。

▪

評価の方法
学習者の学習過程を観察、記録するなどの内容分析から評価を行う。

3.3
3.3.1

PASA 型学力における科学的リテラシー
PISA 型学力とは

社会構造が知識基盤社会に変化してきたことで、社会環境はますます組織化、
専門化の度合を強め、しかも急速に変化しつづけている。社会の担い手である
若者には、決まった手順に従って課題を素早く正確に処理することよりも、自
ら方法を工夫して課題を解決するなどの知的創造性の高い資質・能力を身に付
けることが期待されるようになった。OECD（経済協力開発機構）が行われてい
る PISA(Programme for International Student Assessment)調査は、そうした
新しい社会構造で必要とされる基礎的な資質・能力がどのくらい身に付いてい
るかを測定して、各国での今後の教育改革の参考にしてもらうために実施して
いる(辰野,2006)。
PISA は、持っている知識や技能を実生活のさまざまな場面で直面する課題に
どの程度活用できるかという「生きるために必要な知識や技能」を調査するも
のである。即ち、各個人が将来社会人として直面するかもしれない様々な状況
での問題の解決に、学習内容が活用できるように準備されているかを測ること
が目的である。PISA の調査内容は、読解力、数学知識、科学知識、問題解決力
などである。国際比較により教育方法を改善し標準化する観点から、生徒の成
績を研究することを目的としている。そして、調査は毎回メインテーマが存在
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し、読解力（読解リテラシー）、数学的リテラシー、科学的リテラシーの順番で
メインテーマが移っていく。

3.3.2 科学的リテラシーとは
自然界及び人問の活動によって起こる自然界の変化について理解し、意思決
定するために、科学的知識を使用し、課題を明確にし、証拠に基づく結論を導
き出す能力。問題解決能力問題解決の道筋が瞬時には明白でなく、応用可能と
思われるリテラシー領域あるいはカリキュラム領域が数学、科学、または読解
のうちの単一の領域だけには存在していない、現実の領域横断的な状況に直面
した場合に、認知プロセスを用いて、問題に対処し、解決することができる能
力が求められる。
(1)科学的リテラシーの構成要素
科学的リテラシーとは、自然界及び人間の活動によって起こる自然界の変化
について理解し、意思決定するために、科学的知識を利用し、課題を明確にし、
証拠に基づく結論を導き出す能力である。科学的リテラシーは、「科学的知識・
概念」、「物理学、化学、生物学」、「力と運動、生命の多様性、生理的変化」な
ど３つの側面から多くのテーマが選択される。そして、科学的プロセスを、
「科
学的現象を記述し、説明し、予測すること」、
「科学的探究を理解すること」、
「科
学的証拠と科学的結論を解釈すること」、日常生活におけるさまざまな状況で科
学を用いること（図 3-1）。
(2)科学的リテラシーが注目する能力
・疑問を認識し、新しい知識を獲得し、科学的な事象を説明し、科学が関連
する諸問題について証拠に基づいた結論を導き出すための科学的知識と
その活用
・科学の特徴的な諸側面を人間の知識と探究の一形態として理解すること
・科学とテクノロジーが我々の物質的、知的、文化的環境をいかに形作って
いるかを認識すること
・思慮深い一市民として、科学的な考えを持ち、科学が関連する諸問題に、
自ら進んで関わること
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科学的知識
状況

・自然界に関する知識

・科学と技術が関係
科学的能力

する生活場面
・環境、資源、災害、
安全、健康、科学
技術などに関わる

・科学的な疑問を認識する
人々に要求する

・科学自体に関する知識

人々がどう行動するかに影響する

・現象を科学的に説明する
・科学的な証拠を用いる

個人的・社会的・
地域的な諸問題

態度
科学の諸問題への対応：
興味・科学的探究への
支持・責任感

図 3-1 PISA における「科学的リテラシー」の構成要素

3.3.3

PISA 型学力の評価観点と内容

PISA の調査項目は、
「内容」、「能力」、「文脈」の三つで構成される。PISA 調
査の最も基本的な特徴は、これらが基本的に、各国の学校カリキュラムの土台
をなす事項から選ぶという観点からではなく、むしろ将来の生活において重要
であると考えられる技能という観点から選ばれたものである。PISA 調査におけ
るより複雑な課題では、生徒は、単に 1 つの「正しい」答えを持つ問題に答え
るだけでなく、資料を熟考し、評価することが求められる。そして、科学的の
リテラシーを評価するために各分野は次の３つの側面から構成した。
・内容：生徒が各分野で習得する必要がある「知識領域」
（Knowledge domain）
・能力：生徒が応用する必要がある「関係する能力」
(Competencies involved)
・文脈：知識技能の応用やそれが必要とされる「状況・文脈」
(Context and situation)
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3.4

小結

(1)創造性の育成における課題
日本の新しい学習指導要領の理念は、基礎基本的な知識や技能を習得し、そ
れらを活用し、自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、
行動し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てることである。一方、中国
の創造性教育の目標は、学生の創造的思考能力を高め、主体的・実践的な創造
的問題解決能力を育てることである。両国の教育目標の同じ部分は、問題を解
決する資質と能力の育成である。そして、化学教育において、この問題を解決
する資質と能力としては、自然の事物・現象に疑問を持つ、自ら問題を発見す
る力、新しい視点から問題を考え・捉える力、問題を解決するための知識の収
集・応用する力、結果を分析・表現する力、などなどが挙げられる。
化学教育における問題を解決するための資質と能力は、化学的な事物・現象
に関する知識を理解し応用するだけではなく、学習者に実際の実験活動を通し
て化学的な事物・現象を観察し、自ら様々な状況を分析し、問題点に対応し、
得られた実験結果を解釈するなどで主体的問題解決能力を育成するのである。
これらの学習に当たっては、日常生活や社会との関連を図り、化学変化が私た
ちの生活において極めて重要な役割を果たしていることを気付かせることが重
要である。
新しい学力 PISA が求めているのは、各個人が将来社会人として直面するかも
しれない様々な状況での問題の解決に、学習内容が活用できるように準備され
ているかを測ることが目的である。そのなかに、科学的リテラシーは、自然界
及び人間の活動によって起こる自然界の変化について理解し、意思決定するた
めに、科学的知識を利用し、課題を明確にし、証拠に基づく結論を導き出す能
力を評価するのである。
しかし、今の化学教育においては、問題を解決するに必要なこれらの資質と
能力を育成するには、なにを着目し、どのように育成するか、などが明確に示
されていない。
(2)創造性の評価における課題
日本の学習指導要領（理科）に基づいた評価観点に、
「自然事象についての 知
識・理解」は、自然の事物・現象について、基本的な概念や原理・法則を理解
し、知識を身に付けることである。
「科学的な思考・表現」は、自然の事物・現
象の中に問題を見いだし、目的意識をもって観察・実験などを行い、事象や結
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果を分析して解釈し、表現するなどである。そして、科学的な思考・表現につ
いての評価内容は、観察や実験活動などの科学的な探求過程において思考した
ことを評価する。実際の評価では、観察・実験の目的に対応して、既習事項な
ど根拠を基に、観察・実験の目的の把握の仕方、実験結果を分析して解釈する
活動や表現の仕方について、レポートやペーパーテストなどの記述内容の分析
から評価を行う。
中国の化学教育の学習状況に関する基本的な評価観点は、
「知識・技能」、
「能
力・方法」、「情意・態度」などに応じて適切な観点を設定する。「知識・技能」
は、化学の基本知識と基本技能を身に付けさせ、化学と社会・生活・生産・科
学技術などの緊密な関係と重要な応用を了解するなどを評価する。
「能力・方法」
は、観察能力、実験能力、思考能力、自習能力などを培う、化学の知識と技能
を総合的に応用能力、簡単な現実の問題を解決する能力などを評価する。学習
評価は、主に観察・実験時の行動の観察や結果の記録の仕方、パフォーマンス
テスト、ペーパーテスト、レポートなどの記述内容の分析から評価を行う。
PISA 調査は、知識や経験をもとに、自らの将来の生活に関する課題を積極的
に考え、知識や技能を活用する能力があるかをみるものである。学習の成果を、
ある種の応用力・活用力として測定する。これは、学校の教科書で扱われる知
識・技能の習得を超えた部分、即ち知識や概念は、状況・文脈に依存して獲得
され、活用するなどを評価しようとするのである。
一方、学校の中間・期末テストや学習評価は、化学教育においても、学習内
容の達成度や定着度を測る。また、
「思考・表現力」の評価は、観察や実験活動
などの科学的な探求過程において思考したことを記録・分析して評価を行う。
しかし、学校で育成する問題解決能力は、化学の実験にように決まり切った手
順で行うだけではなく、生徒たちがさまざまな状況を理解し、化学の知識を活
用しながら、自ら思考・判断し、問題解決に取込む資質と能力を重視する。そ
して、解決すべき問題が、今までと似たような問題だったら、従来のやり方で
解決できるが、初めて出会う新しい問題であれば、それは新しい解決法が求め
られ、様々な考えやアイデアを生み出す創造的思考が必要となる。したがって、
化学教育において、「思考」をどのように評価するかが課題である。
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第4章

4.1

創造性の発達についての調査

研究目的

学校の教育的な立場から考える創造性は、すべての生徒は「創造性」を持っ
ており、一人ひとりの生徒の持っている創造性に着目する。各教科教育におい
て、
「学ぶ」と同時に「創り」を実践することによって、児童生徒たちに自分自
身の創造的な可能性を実感させて、創造性の大切さを理解させる。そのために、
まず創造的思考にどのような特徴があるかを知る必要がある。
トーランス (1962)は、幼稚園から大学院まで、一貫して使える課題を前提と
して「創造的思考テスト（Torrance Test of Creative Thinking:TTCT）」を考
案した。そして、トーランスはこの創造的思考テストを用いて創造性の発達を
調査した。調査結果に、創造性の発達は、3～4 年にかけて鋭い落ち込みを示し
た。その後 5 年、6 年のときにいくらか回復する。6～7 年で再度低下し、その
後高校の終わりごろまで発達するのであった(図 2-3)。

図 2-3

創造性の発達（トーランス,1966）

一方、岡本・弓野（1993）は、小４、小６、中 3 を対象として創造性の発達
を調査した。調査結果には、小４～中 3 にかけて、創造性は順調に発達してい
るが、流暢性、独創性、柔軟性のいずれにおいても、小 4 と小 6 の間に統計的
に有意差はなかったが、小 4 と中学 3 年生の間にのみ有意差がみられた(図 4-1)。
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しかし、トーランスの調査と違って、小 4 から小 6 にかけて創造性発達が見ら
れなかった。

図 4-1

岡本・弓野（1993）の創造性の発達調査

創造性の発達についての先行研究では、異なる時期に行った調査結果に違い
が見られた。また、異なる課題における創造の発達については検討されていな
かった。しかし、学習者の今現在の創造性の発達様相を明らかにすることは、
その結果を創造性教育の実践にフィードバックし、創造の育成を工夫するや改
善するに必要である。そこで、本研究は、今現在の小中学生（小４、小６、中 2）
を対象として創造性の発達を調査し、創造的思考の特性を分析・検討した。

4.2

研究方法

4.2.1 被験者
中国・内モンゴル自治区の小中学生 254 名
小学 4 年生 90 名 （男 49 名・女 41 名）
小学 6 年生 80 名 （男 42 名・女 38 名）
中学 2 年生 84 名 （男 46 名・女 38 名）
日本・静岡県の小中学生 208 人
小学 4 年生 56 名 （男 34 名・女 22 名）
小学 6 年生 65 名 （男 35 名・女 30 名）
中学 2 年生 87 名 （男 52 名・女 35 名）
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4.2.2 材 料
トーランスの創造的思考テスト(TTCT)を参考に作成した。
問題１：「パンダのぬいぐるみの改良問題」製品改良テスト
問題２：
「ピエロの絵について、確認するための質問問題」質問・推量テスト
問題３：「ピエロの絵について、原因を推測する問題」質問・推量テスト

4.2.3 創造性の評価
本研究で用いた、
「パンダのぬいぐるみの改良問題」、
「確認するための質問問
題」、「原因を推測する問題」など３つの問題については、先行研究の評価尺度
を参考に、創造的思考の流暢性、柔軟性、独創性について評価した。
<柔軟性のカテゴリーの分類方法>
・得られた解答について、その個別的相互の比較を行う
・同程度の水準で類似したものを一まとめに、20 種類程度の項目に分ける
・それぞれの項目をカテゴリーとする
<独創性の 3 段階評価>
・0 点……出現頻度 5％以上
・1 点……出現頻度 1％以上～5％未満
・2 点……出現頻度 1％未満

4.2.4 データ処理
まずは、３つの創造的思考問題の相関を検証し、0.4 以上の相関性が見られな
かった。３つの問題を別々に 3 要因（A 国、B 学年、C 男女）の分散分析を行っ
て考察した。男女差は見られなかった。

4.3

結果と考察

4.3.1 ３つの問題の相関
用いた３つの創造性テスト問題（思考の流暢性、柔軟性、独創性の得点）の
相関を検証した結果に、0.4 以上の相関は見られなかった（表 4-1）。従って、
用いた３つの創造性テスト問題はそれぞれで、関連性が低い。
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表 4-1
１(流)

１(柔)

用いた３つの問題の相関

１(独)

２(流)

２(柔)

２(独)

３(流)

３(柔)

３(独)

１(流)

1

.298**

.126**

.358**

.116*

.115*

.140**

.050

.092

１(柔)

.298**

1

.348**

.158**

.316**

.105*

.072

.254**

.195**

１(独)

.126**

.348**

1

.019

.198**

.162**

.033

.140**

.185**

２(流)

.358**

.158**

.019

1

.273**

.169**

.343**

.098*

.119*

２(柔)

.116*

.316**

.198**

.273**

1

.137**

.128**

.337**

.134**

２(独)

.115*

.105*

.162**

.169**

.137**

1

.155**

.126**

.264**

３(流)

.140**

.072

.033

.343**

.128**

.155**

1

.210**

.171**

３(柔)

.050

.254**

.140**

.098*

.337**

.126**

.210**

1

.211**

３(独)

.092*

.195**

.185**

.119*

.134**

.264**

.171**

.211**

1

＊＊相関係数は１％水準で有意（両側）、＊相関係数は 5％水準で有意（両側）

4.3.2 「パンダのぬいぐるみの改良問題」
図 4-2 は、
「パンダのぬいぐるみの改良問題」における日本の児童生徒たちの
創造性の発達を示している。創造的思考の流暢性と独創性は、小４と中２の間
に有意差が示された(F=3.58,P<.03;F=4.62,P<.01)。即ち、流暢性と独創性は小
４～中２にかけての落ち込みを示した。この低下については、日本ではリサイ
クル品は基本的に回収され再利用することが多いので、日常の家庭生活にリサ
イクル品を工夫して活用することが少ないと考えられる。低学年の児童は遊び
の一環として様々なアイデアや考えを表現するが、学年が上がるにつれて学習
内容が増え、このように考えることが減っていくのではないか。
図 4-3 は、
「パンダのぬいぐるみの改良問題」における中国の児童生徒たちの
創造性の発達を示している。創造的思考の流暢性は小４と中２の間に有意差が
示された(F=6.64,P<.00)。柔軟性・独創性は小４と小６、小４と中２の間に有
意差が示された(F=12.82,P<.00;F=5.94,P<.00)。流暢性・柔軟性・独創性に小
６と中２の間に有意差は見られなかったが、低下する傾向も見られなかった。
したがって、全体では小４～中２にかけて伸びを示した。中国では、リサイク
ル品は回収して再利用するが、各家庭において工夫して活用することも多い。
子どもたちにとって、改良や再利用は生活の一部となっているので、学年が上
がるにつれて創造性の発達は低下しなかった。
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図 4-2「パンダのぬいぐるみの改良問題（日本）」
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図 4-3「パンダのぬいぐるみの改良問題（中国）」

図 4-4 は、
「パンダのぬいぐるみの改良問題」における３つの創造的思考の特
性について、日本と中国の児童生徒を比べてみた。創造的思考の流暢性は、小
学 4 年では日本の方が有意に高かった（F=8.96,P<.01）が、中学２年生は中国
の方が有意に高かった（F=6.30,P<.05）。創造的思考の独創性は、小学 4 年で
は日本の方が有意に高かった（ F=6.52,P<.05）。即ち、同じ創造性テストの課
題において、創造的思考の 3 つの特徴（流暢性・柔軟性・独創性）にそれぞれ
の異なる発達様相が示された。
表４-2 は、「パンダのぬいぐるみの改良問題」における創造的思考の流暢性・
柔軟性・独創性の得点比較を行った結果である。創造的思考の流暢性に国の差
は見られなかったが、創造的思考の柔軟性と独創性は日本のほうが有意に高か
った（F=6.96,P<.01 / F=9.59,P<.01）。中国の内モンゴルと比べて、日本の社
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会生活や学校教育においても、知識のネットワークが広く設置され、知識・情
報の流通も速い。したがって、子どもたちは、それをキャッチャし活用する力
に優れているのではないか。

5
4
3

中国
日本

2
1
0
小４

小６

中２

流暢性

小４

小６ 中２
柔軟性

小４

小６

中２

独創性

図4-4「パンダのぬいぐるみの改良問題」

表4-2「パンダのぬいぐるみの改良問題」
中国
「パンダのぬいぐる
みの改良問題」

日本

流暢性
柔軟性

＊＊

独創性

＊＊

＊p<.05

＊＊p<.01

＋有意傾向

4.3.3 「確認するための質問問題」
図 4-5「ピエロの絵を見て、確認するための質問問題」における日本の児童生
徒たちの創造性の発達を示している。創造的思考の柔軟性は小４と小６
(F=4.45,P<.01)、独創性は小４と小６、小６と中２の間に有意差が示された
(F=10.45,P<.00)。即ち、創造的思考の柔軟性と独創性は、小４～６にかけて発
達していくが、小６～中２にかけて落ち込みを示した。
図 4-6 は、
「ピエロの絵を見て、確認するための質問問題」における中国の児
童生徒たちの創造性の発達を示している。創造的思考の独創性だけに小４と中
２の間に有意差が示された(F=4.29,P<.01)。即ち、独創性だけが小４～中２に
かけて発達が見られた。
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図 4-5「ピエロの絵を見て、確認するための質問問題（日本）」

6
5
4
流暢性

3

柔軟性

2

独創性

1
0
小４

小６

中２

図 4-6「ピエロの絵を見て、確認するための質問問題（中国）」

図4-7は、「ピエロの絵を見て、確認するための質問問題」における創造性の
発達を日本と中国で比べた。創造的思考の流暢性は、小学4年～中学2年にわた
って中国の生徒が有意に高かった（F=26.37,P<.01）。柔軟性は、小学４年は中
国の生徒が有意に高かった（F=6.26,P<.05）が、小学6年生は日本の方が有意に
高かった（F=5.15,P<.05）。独創性は、小学４年と中学2年生は中国の生徒が有
意に高かった（F=4.14,P<.05）。小学6年生は日本の生徒の方に高い傾向が認め
られた（F=3.69,P<.10）創造性の発達から見ると、創造的思考の流暢性、柔軟
性、独創性において、日本の小４～６にかけて発達していくだが、小６～中２
にかけて低下が見られた。一方、中国の方は、独創性だけに小６～中２にかけ
て発達がみられた。
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表4-3に、「ピエロの絵を見て、確認するための質問問題」における創造的思
考の流暢性・柔軟性・独創性の得点比較を行った結果である。創造的思考の流
暢性は中国の方が有意に高かった（F=26.37,P<.01）。創造的思考の柔軟性に有
意差が見られなかった。創造的思考の独創性は中国の方が高い傾向を見られた
（F=3.64,P<.10）。中国内モンゴルの子どもたちは知識・情報が限られた環境
に、勉強や遊びなどにおいて自然と接し、働きかける機会が多い。これが新し
い問題に対して日本の子どもよりも好奇心をもって取り組み、質問数を増やし
たのではないか。
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図4-7「ピエロの絵を見て、確認するための質問問題」

表4-3「ピエロの絵を見て、確認するための質問問題」
中国
「ピエロの絵を見て、
確認するための
質問問題」

流暢性

日本

＊＊

柔軟性
独創性

＋
＊p<.05

＊＊p<.01

＋有意傾向

4.3.4 「原因を推測する問題」
図 4-8 は、
「ピエロの絵を見て、原因を推測する問題」における日本の児童生
徒たちの創造性の発達を示している。創造的思考の流暢性・柔軟性は小４と小
６、小６と中２の間に有意差が示された(F=7.86,P<.00; F=7.49,P<.00)。独創
性は小４と中２の間に有意差が示された(F=4.89,P<.00)。即ち、創造的思考の
流暢性・柔軟性は小４～６にかけて伸びるが、小６～中２にかけて低下を示し
た。
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図 4-9 は、
「ピエロの絵を見て、原因を推測する問題」における中国の児童生
徒たちの創造性の発達を示している。創造的思考の流暢性は小４と小６の間に
有意差が示された(F=3.34,P<.03)。独創性は小６と中２の間に有意差が示され
た(F=5.60,P<.00)。即ち、創造的思考の流暢性は小４～小６にかけて落ち込み
を示した。独創性は小６～中２にかけて伸びを示したが、小４と中２の間に有
意差が見られなかった。
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図 4-8「ピエロの絵を見て、原因を推測する問題（日本）」
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図 4-9「ピエロの絵を見て、原因を推測する問題（中国）」

図4-10は、「ピエロの絵を見て、原因を推測する問題」における創造性の発
達を日本と中国で比べた。創造的思考の流暢性は、小学４年生は中国の生徒に
高い傾向が見られ、（F=3.69,P<.10）、小学６年生は日本の生徒が有意に高か
った（F=17.25,P<.01）。創造的思考の柔軟性は、日本の小学6年生のみが有意
に高かった（F=14.07,P<.01）。独創性は、日本の小学6年生のみが有意に高か
った（F=7.29,P<.01）。即ち、創造的思考の流暢性・柔軟性は日本の小４～６
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にかけて伸びるが、小６～中２にかけて低下がみられた。独創性は伸びる傾向
にあった。中国の児童生徒は流暢性と独創性は小４～６にかけて低下が見られ
た。
表4-4は、「ピエロの絵を見て、原因を推測する問題」における創造的思考の
流暢性・柔軟性・独創性の得点比較を行った結果である。創造的思考の流暢性
と柔軟性は日本の方が高い傾向を見られ、創造的思考の独創性は有意に高かっ
た（F=3.19,P<.10 / F=3.06,P<.10 / F=4.10,P<.05）。進んだ科学技術を保持
している日本の社会は、生徒たちに推理・推測などの「因果関係」を考えさせ
る思考能力が求められている。また、高度情報化社会の中で、必要とする知識・
情報を「因果関係」で考えて処理する力も必要とされている。これらが、この
種の問題に対する創造性の発達を促進したのではないか。
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図4-10「ピエロの絵を見て、原因を推測する問題」

表4-4「ピエロの絵を見て、原因を推測する問題」
中国
「ピエロの絵を見て、
原因を推測する問題」

日本

流暢性

＋

柔軟性

＋

独創性

＊
＊p<.05

＊＊p<.01

＋有意傾向

4.3.5 創造性テストの反応特徴
１．「パンダのぬいぐるみの改良問題」
表4-5に、「パンダのぬいぐるみの改良問題」における解答内容をまとめた。
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この問題では、中国の小中学生に「赤い鼻、十本指、7色をつける」などと、現
在の中国に盛んに見られる「アンテナ」などの反応がきわめて多かった。一方、
日本の小中学生に「尾をちぎる、大きいな鼻、腕と足を伸ばす、色を自由にぬ
れる、両面顔、棘パンダ」と「パンダの鳴き声が出る、尾を伸ばすと歩く、瞬
間移動、ストレス解消道具、名前つける」など日常に遊んでいる玩具や生活に
密着した反応が特徴的であった。
解答の内容をみると、中国と日本の小中学生は日常生活において、身の回り
にあるものや現象をきちんと見て観察していることがわかる。そして、子ども
たちはそれらを真似し、自分なりの考えで改良していることがわかる。しかし、
子どもたちは学校において学んだ知識の活用という面では、あまり表現されて
いないことがわかる。
表4-5「パンダのぬいぐるみの改良問題」の解答内容
カテゴリー
アンテナ
変形・変色
機械
日常用品
玩具

中国

日本

自動的に動く、話す、歌う

パンダのなき声が出る、目が動く

十本指、魚の尾、

ウサギの耳、色を自由に塗れる、

七色付け、赤い鼻

刺パンダ、花柄の体

カメラ、警報機、コンピュータ ロボット、カメラ、車
ざぶどん、かばん、椅子、

マッフル、消臭剤、スクラップ、

貯金箱、手袋

CDレコーダー

ボール 、繰り人形

ストレス解消用具、的にする

モデル

運動家、紳士、お爺さん、魔女 親子パンダ、

その他

暗証番号付ける、におい付ける 名前づけ、オスとメスに分ける

２．「確認するための質問問題」
表4-6に「ピエロの絵を見て、確認するための質問問題」における解答内容を
まとめた。この問題では、中国と日本の小中学生の解答内容に見られた一つの
違いは、中国の小中学生の解答に「魚と話している、呼吸している、道に迷っ
た、飛んでいる」などの行動質問が多かったに対して、日本の小中学生の解答
に「助けてほしい、何を探している、物を落とした、友達いない」など内面か
ら探る質問が多く見られた。

表4-6「ピエロの絵を見て、確認するための質問問題」の解答内容
カテゴリー

中国

日本
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現在の行動

魚を釣りたい、傷を見ている

なぜ笑っている、助けてほしい、

具体的行動

魚と話している、運動してい

何を探している、逆立ちをしている、

る、実験している、呼吸して

自分の影を見ている、水を飲みたい

いる
状況

道を迷った

物を水に落とした

氷の上、ガラスの上、水槽

鏡、水溜り、海のなか、草の上

けんかした、ママに言われた

友達いない、いじめられた

感情

悲しんでいる

楽しい、

魔法

魔女、妖精、飛んでいる

映っている場所
人間関係

興味

好きな食べ物、魚が好き

３．「原因を推測する問題」
表4-7に「ピエロの絵を見て、原因を推測する問題」における解答内容をまと
めた。この問題では、中国の小中学生の解答に「追いかけられている、待ち合
わせしている、旅行の途中、飛行機から落下した、遊びに夢中、けんかした」
などの具体的な行動の推測が多かった。それに対し、日本の小中学生の解答に
「相談しにきた、願いが叶った、落ち込んでいる、思い出」などの心理的・内
面的な状況推測が多く見られた。
表4-7「ピエロの絵を見て、原因を推測する問題」の解答内容
カテゴリー
現在の行動

中国

日本

雑貨屋、遊びに夢中、

何か流されてきた、疑問ができた、

写真を撮りたい

何かを失敗した

花採っている、帰る途中、山登 運動している、魚釣っている、
具体的行動

っている、体操やっている、

窓をはめようとしている

祈っていた
吐きたい、追いかけられてい
状況

る、犬にあった、転倒した、飛 鏡が割れた、誰かが死んだ、怪我し
行機から落下した

感情

ズボンが汚れた、お酒を飲みすぎ、
た、お金が盗まれた

ウロウロしていた、泣いていた 気持ちわるくて、落ち込んでいる、
願いが叶った

人間関係

追い出された、ほめられた、家 家出した、顔が殴られた、
族とけんかした

その他

一人ぼっち、親とけんか
水泳が苦手、思い出の場所、宇宙人
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4.4

小結

創造性について、ギルフォードによれば、思考が創造性にとって最も重要で
あるという。創造性を「思考」として捉える場合は、何が問題なのかを感知し、
自ら疑問を掘り起こし、問題の解決に必要な資料を集め、異なる視点の解決方
略を試み、問題への新しい見方を生み出す能力である。
トーランスによれば、創造性とは、
「問題を嗅ぎ付け、情報のギャップを見つ
け出し、アイデアや仮説を形成し、それらの仮説を検証したり修正したりして、
最終的に結果を人に伝達する過程である」であるという。ガードナーとチクセ
ントミハイは、創造性は、
「領域(Domain)」、
「個人(Individual)」、
「分野(Field)」
という三つの相互作用によって実現されるという。即ち、創造性を「プロセス・
行動」として捉える場合は、「個人」は、専門「領域」において残した業績が、
社会に創造的とみなされたときに、
「個人」の創造性が認められるのである。即
ち、創造は、知識、個人の資質と能力、それらを評価する社会環境によって成
り立つのである。
本研究の調査結果では、①日本と中国の両方における創造性の発達が、先行
研究とは異なる発達様相が示された。②本研究で用いた３つの創造性テストの
問題に、日本と中国の両方において、３つの問題にそれぞれの発達様相が示さ
れた。③日本と中国において、３つの問題にそれぞれ異なった創造性の発達様
相が示された。従って、創造は、さまざまな創造性テストの問題に対して、発
揮される創造性が異なるといえる。
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第5章

5.1

化学的創造性テストの提案と評価

研究目的

創造性の評価は、従来の学習評価があまりしていなかった知の側面を調べる
ものである。従来のテストは、知識の再生に重点が置かれており、解答が唯一
しかない形式のものであった。そこで、創造性テストは、1 つのテーマから多く
の解決策やアイデアを出すような思考や、新しいものを考え出す能力を測るの
である（トーランス,1979）。研究開発された創造性の評価方法は数多くあり、
テストの課題が学校教育であまり経験しない内容が多く、理論研究によく用い
られるが、学校教育の実践においては適切かつ効率的な教育的評価方法とはい
えない。
ゲツェルスとジャクソン（Getzels & Jackson,1962）の研究では、高知能群
（IQ が上位２０％で創造性が上位２０％に入らないもの）と高創造性群（創造
性が上位２０％で IQ が上位２０％に入らないもの）を学力について比較したと
ころ、創造性が高い群は知能が比較的低くても学力が高いという現象を見出し
ている。また、トーランス(1962)の研究では、知能得点が高知能群のほうが高
創造群に比べて高かったが、学力においては差が大きくなかった。一方、ギル
フォードは、創造性と知能は異なる能力であり、ある児童の知能が高い（学校
の成績がいい）といっても創造性が高い訳ではなく、逆に成績が低い子の中に
高い創造性を持っている子どももたくさんいる。
本研究は、先行研究の評価尺度に加えて、化学教科の内容との関連性をとり
いれ、学校教育における化学教科のための創造性テストを提案し、その有用性
を検証することが目的である。具体的には、「学力テスト」、「S-A 創造性検査」、
「化学的創造性テスト（本提案）」などの相関を検証した。本提案を、以下の 3
つの仮説によって検証した。
仮説 1：「S-A 創造性検査」で測れる創造性と学力は相関が低い。
仮説 2：「本提案」で測れる創造性は学力との相関が低い。
仮説 3：「本提案」は「S-A 創造性検査」より実利用性が高い。
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5.2

研究方法

5.2.1 被験者
▪ 公立中学校の学生、中学 3 年生 2 クラス、
計 98 名（クラス A：51 名、クラス B：47 名）

5.2.2 材料
１．「S-A 創造性検査」
問題 5：「空き缶の利用法」
問題 6：「もし携帯や電話が、私たちの生活から突然なくなったら、
どういう状況になるか、どういうことが起きるか」
２．「化学的創造性テスト」
問題 1：「鉄のボールが水に沈まないようにすると、
どうすればできるでしょうか」
問題 2：「塩はほって置くと、固まって使えにくくなる、
どうすればさけることができるでしょうか」
問題 3：「冷凍庫から取り出された氷が解けないようにするためには、
どうすればできるでしょうか」
問題 4：「紙が水に浸しても濡れないようにするためには、
どうすればできるでしょうか」
３．学力テスト
本調査を行うときに中間試験の時期であった。筆者は、クラス A とクラス B
の担任先生に本調査の事情を説明したことで、理解を得て、学力テストの成績
を得た。化学の成績は化学教科のテスト点数だけとなる。総合的成績は国語、
数学、物理、化学、英語、政治、歴史、体育など８科目の点数の和である。
４．アンケート
「S-A 創造性検査」と「化学的創造性テスト」を実施した後に、二種類のテス
トについてのアンケート調査を行った。アンケートは主に、テストの問題に対
する理解しやすさ、持っている知識を活かしたか、学習に役立つか、といった
質問で学生の意見を調べた。

65

5.2.3 創造的思考の評価
１．評価基準
本研究は、トーランスの創造的思考テストの評価方法を参考に、創造的思考
を流暢性・柔軟性・独創性の３つから評価した。創造的思考の流暢性、柔軟性、
独創性の定義を以下にまとめる。
▪ 流暢性：題意に適した解答の単純和である
▪ 柔軟性：異なったカテゴリー数の単純和である
▪ 独創性：出現頻度（3 段階評価）に従った採点の単純和である
２．採点方法
まず、本研究で用いた「S-A 創造性検査」の 2 つ問題と「化学教科の課題を用
いた創造性テスト」の 4 つ問題について、テストの実施後に解答を分類し採点
基準表を作成した。採点基準表は、創造的思考テストでの解答、当てはまるカ
テゴリー、解答の出現頻度、得点などを含んでいる。そして、採点基準表をも
とに、創造的思考の柔軟性は異なったカテゴリー数の単純和で、創造的思考の
独創性は出現頻度に従い、3 段階評価を行った採点した。

5.2.4 データの処理
用いた「S-A 創造性検査」の２つの問題、「化学的創造性テスト」の４つの問
題と学力成績との相関を検証し・考察を行った。

5.3

結果と考察

5.3.1「S-A 創造性検査」と「化学的創造性テスト」問題の相関
表 5-1 は、「S-A 創造性検査」の２問題と「化学的創造性テスト」の４問題の
相関係数（N=98）を示している。「化学的創造性テスト」の問題 1 と「S-A 創造
性検査」の問題 5 の間に相関が見られた。最初は「S-A 創造性検査」の問題 5・
6 を実施したあとに、問題 1 を実施した。実際に、問題 1 の回答数は多いが、不
適切な回答も多く見られた。異なる問題に似た様式の回答をしたのが原因と考
えられる。例えば：問題 1 の回答に、蛙の背中に乗せるとか。
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また、「化学的創造性テスト」問題 1・2・3・4 の間に相関が見られた。これ
は、４つの問題が全て化学に関する内容で、回答に化学や物理などの知識が多
く用いられたことの表れと考えられる。例えは、問題 1 の回答に、水に塩（水
に溶ける）を入れる、鉄のボールに風船を付ける、とか。問題 4 の回答に、保
護フィルムを付ける、紙の表面にローソク（水に溶けない）を塗る、など。
表 5-1

用いた 6 問題の相関係数（N=98）

＊＊相関係数は１％水準で有意（両側）
、＊相関係数は 5％水準で有意（両側）

5.3.2「S-A 創造性検査」の得点と学力の相関
「S-A 創造性検査」で用いた 2 つの問題において、採点基準表に従って、生徒
たちのアイデアや回答を流暢性、柔軟性、独創性の平均得点を取った(表 5-2)。
S-A 創造性検査（問題 5、問題 6）の得点（流暢性、柔軟性、独創性）と学力
（総合的成績）の相関検証を行った結果では、相関が見られなかった（表 5-3
を参照に）。これは、Getzels & Jackson や Wallaach & Kogan の研究と同じ結
果となり、創造性と学力は低い相関であった。
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表 5-2

課題 1
課題 2

表 5-3

S-A 創造性検査（流暢性、柔軟性、独創性）の平均得点
流暢性

柔軟性

独創性

クラス(1)

10.00

4.24

3.29

クラス(2)

7.19

3.32

2.79

クラス(1)

6.39

1.96

1.19

クラス(2)

7.45

2.40

1.70

S-A 創造性検査の得点と学力（総合的成績）の相関係数
流暢性

柔軟性

独創性

課題 1

0.2775

0.1108

0.2396

課題 2

0.1389

0.1156

0.1295

5.3.3 「化学的創造性テスト」の得点と学力の相関
「化学的創造性テスト」で用いた 4 つの問題において、採点基準表に従って、
生徒たちのアイデアや回答を流暢性、柔軟性、独創性の平均得点を取った。表
5-4 はその結果を示している。
化学的創造性テスト（問題 1～4）の得点（流暢性、柔軟性、独創性）と学力
（総合的成績、化学の成績）の相関をそれぞれ検証した。その結果は、化学的
創造性テスト（問題 1～4）の得点（流暢性、柔軟性、独創性）と学力（総合的
成績）の間に相関が見られなかった（表 5-5 を参照に）。しかし、化学的創造
性テスト（問題 1～4）の得点（流暢性、柔軟性、独創性）と学力（化学の成績）
の間に、（問題１を除いて）相関が見られた（表 5-6 を参照に）。これは、総
合的成績は、化学教科を含めて 8 科目の成績の和であり、ほかの科目も相関係
数に影響していると考えられる。ほかの科目を除いたら、学力（化学の成績＝
１科目）と化学的創造性テスト（問題 2～4）の得点（流暢性、柔軟性、独創性）
の間には相関が見られた。
化学的創造性テストの問題 1 だけが、2 つの思考特性（流暢性・柔軟性）にお
いて、学力（化学の成績）と相関が見られなかった（表 5-6 を参照に）。これ
は、化学の創造性テスト問題に対する理解が問題ではなくて、回答の方法に問
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題があったと考えられる。S-A 創造性検査の問題は、教科科目や内容との関連が
少ないため、回答の量や幅は、化学的創造性テスト（問題への回答）より広い。
そして、検証実験では、S-A 創造性検査（問題 5、問題 6）→化学の創造性テス
ト（問題 1～4）の順番で行ったため、問題 1（化学的創造性テスト）の回答方
法に迷いが生じたと考えられる。
表 5-4

化学的創造性テスト（流暢性、柔軟性、独創性）の平均得点
流暢性

柔軟性

独創性

クラス(1)

7.23

3.11

2.71

クラス(2)

6.49

2.49

2.38

クラス(1)

4.69

2.09

1.73

クラス(2)

5.17

2.19

1.70

クラス(1)

4.55

2.22

1.63

クラス(2)

4.49

2.87

1.74

クラス(1)

4.25

2.59

1.46

クラス(2)

4.08

1.75

1.20

問題 1

問題 2

問題 3

問題 4

表 5-5

化学的創造性テストの得点と学力（総合的成績）の相関係数
流暢性

柔軟性

独創性

問題 1

0.1286

0.1567

0.3523

問題 2

-0.0746

0.0502

0.0103

問題 3

-0.1761

0.0369

-0.1189

問題 4

-0.0856

0.0005

0.0622

表 5-6

化学的創造性テストの得点と学力（化学の成績）の相関係数
流暢性

柔軟性

独創性

問題 1

0.1372

0.2901

0.4747

問題 2

0.4351

0.5564

0.6485

問題 3

0.4681

0.5045

0.4626

問題 4

0.4026

0.4321

0.5191
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5.3.4 解答内容の比較
「S-A 創造性検査（問題 5）」と「化学的創造性テスト（問題 1）」の解答内容
の一部を表 5-7、表 5-8 にまとめた。

まず、S-A 創造性検査の問題 5（空き缶の利用法）の解答を見ると、
「貯金箱、
薬を入れる、机を作る、地面を作る、鈴を作る、家を建てる」などの実用的な
アイデアもあれば、「サングラス、本、車、電池、ペン、水パイプ、湯たんぽ」
などのオリジナルなアイデアもあった。そして、
「武器を作る、燃やす」など予
想外のアイデアもあった。

化学的創造性テストの問題 1（鉄のボールが水に沈まないようにすると、どう
すればできるで しょうか）の解答では、
「水の密度をあげる、鉄のボールの真
ん中に空洞を作る、船の形に変える」などの密度・浮力・形状などの知識を応
用しているアイデア、
「紐で引っ張る、船の上に置く、風船の中に入れる、木の
上に置く」などの問題解決のアイデア、
「水を捨てる、手で持って、下から見る」
などの遊び心のアイデアもあった。さらに、
「実験してみる、調べてみる」など
問題解決の態度を示すアイデアもあった。

「S-A 創造性検査（問題 5）」の解答内容から、学校の教科内容との関連が少
なく、回答の幅も広い。一方、
「化学的創造性テスト（問題 1）」の解答内容をみ
ると、化学・物理の知識などが活かされ、問題解決の姿勢も現われている。こ
の 2 つの創造性テストの問題を答えるに、異なる知識が活用されている。

表 5-7

「S-A 創造性検査（問題 5）」の解答内容の一部

カテゴリー
容器・液体容器
インテリア・家具
器械・道具
楽器
リサイクル・売却
武器・凶器
燃料

解答内容
貯金箱、薬を入れる、水を入れる
机を作る、地面を作る、鈴を作る、家を建てる
サングラス、本、車、電池、ペン、水パイプ、湯たんぽ
笛を作る
売る、リサイクル
武器を作る
燃やす
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表 5-8「化学的創造性テスト（問題 1）」の解答内容の一部
カテゴリー

解答内容

密度を変える

水の密度をあげる、水に砂を入れる、

状態を変える

水を凍らして、水を蒸発

浮力を変える

鉄のボールの真ん中に空洞を作る、
プラスチックのボールに換える

形を変える

鉄のボールを割る、鉄のボールを大きくする、
船の形に変える

引っ張る
その他を使って

紐で引っ張る
蛙の背中に乗せる、船の上に置く、
風船の中に入れる、木の上に置く

その他

水を捨てる、手で持って、下から見る

調べる

実験してみる、調べてみる

5.3.5 アンケートの結果
化学的創造性テストと S-A 創造性検査の実利用性に関して、
「テストの問題は
理解しやすかった」、「持っている知識を活かした」、「勉強に役立つ」などの 3
項目についてアンケート調査を行った。アンケートの回答は、5 段階評価（１非
常にそう思う、２そう思う、３どちらとも言えない、４そう思わない、５全く
そう思わない）によって集計した結果である。

ノンパラメトリック検定を行った結果では、「勉強に役立つ」の項目だけに、
「化学的創造性テスト」が「S-A 創造性検査」より有意に高かった。教科の内容
と関連のある問題は、学習者にとって今の学んでいる知識について考える機会
でもあり、自分の持っている知識を活かせることが自分の勉強に役に立つと考
えられたのではないか。
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表 5-9
質問項目・評価尺度

テスト問題は理解
しやすかった

持っている知識を
活かした

勉強に役立つ

5.4

アンケートの集計結果
ノンパラメト

S-A 創造性検査

化学的創造性テスト

1

43

52

2

24

26

漸近有意確率

3

21

17

（両側）0.073＞

4

8

3

有意水準α=0.05

5

2

0

1

23

33

2

22

20

漸近有意確率

3

24

28

（両側）0.063＞

4

13

7

5

16

10

1

19

34

2

13

32

漸近有意確率

3

31

20

（両側）0.000＜

4

14

4

5

21

8

リック検定

有意水準α=0.05

有意水準α=0.01

小結

本研究の提案である「化学的創造性テスト」の有用性を検証した結果では、
①「S-A 創造性検査」の得点が学力（総合的成績）との相関が低かった。
②本研究の提案である「化学的創造性テスト」の得点と学力（総合的成績）の
相関が低かったが、
「化学的創造テスト」の得点と学力（化学の成績）は高い相
関が示された。
ゲツェルスとジャクソン（Getzels & Jackson,1962）やトーランス(1962)の
研究では、高知能群と高創造性群に対して学力を比較したところ、創造性が高
い群は知能が比較的低くても学力が高いという現象を見出している。つまり、
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創造性がある程度高い場合に、創造性と学力は相関しているのではないかであ
る。しかし、これは、ある児童の知能が高い（学校の成績がいい）場合に創造
性が低くて、逆に成績が低い場合に高い創造性を持っている子どもについては
また説明ができないのである。
③「化学的創造性テスト」と「S-A 創造性検査」の実利用性についてのアンケー
ト調査の結果では、「勉強に役立つ」の項目だけに、「化学的創造性テスト」が
「S-A 創造性検査」より有意に高かった。これは、「化学的創造性テスト」の問
題は、学習者に今の学んでいる知識について考えさせ、持っている知識を活用
させることで学習者の勉強に役に立っていると考えられる。
④創造性テストの解答内容をみると、「S-A 創造性検査」の場合は、学校の教科
内容との関連が少ない問題となっていて、解答の内容も幅も広い。一方、
「化学
的創造性テスト」の場合は、化学教科の内容を取り入れた問題となっていて、
解答に化学の知識だけじゃなくて、物理の知識なども活用されている。これは、
創造性テストの問題によって、活用される知識の内容と幅が違ってくるのでは
ないか。教科内容との関連が少ない問題は、特定の教科で学習しないもので、
日常の生活経験から自然に獲得した知識や思考力によって幅広いアイデアや解
を生み出していると考えられる。一方、化学に関連する課題の場合は、まず、
化学の知識・概念を用いて、様々な状況を理解し、習得した知識を活用して様々
な解決を試みると考えられる。
したがって、3 つの仮説を検証した結果によって、本研究の提案である「化学
的創造性テスト」の有用性を確認できたといえる。
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第6章

6.1

観察・実験活動におけるメタ認知の調査

研究目的

近年、メタ認知が、教育や学習における問題解決に重要な役割を果たしてい
ることが知られるようになってきている。このメタ認知とは、認知についての
知識であるメタ認知的知識と、自己の認知をモニターしたりコントロールした
りするメタ認知的活動から構成されている（Brown(1978）。つまり、今行われて
いる自分の認知活動（知覚する、記憶する、理解するなど）を客体視し、それ
らの活動を評価した上で制御することである。一般に、日常生活や学習場面の
中で、一人で課題や状況に取り込んでいる時に、自分の思考の基底に流れてい
る「考えや理論や価値観」を意識し、問い直すことは少ない。しかし、他者と
の関わりや外部からの働きかけることによって、学習者がメタ認知を働かせた
問題解決や学習を行えるようになり、効率的な問題解決や学習が可能になるこ
と が 広 く 認 識 さ れ る よ う に な っ て き て い る （ Chi,1994;Palincsar,1984; 三
宮,2001;吉岡,2002）。鈴木(1999)は、自己効力感や学習方略に関する研究の中
で、メタ認知測定尺度を作成し、それを用いて中・高校生のメタ認知の実態を
調査している。その結果に、学業成績の低い生徒は、学習課題の把握や自己制
御能力が低かったという。
これまで、理科教育においてメタ認知の有用性に関して、様々な研究が行わ
れている。理科の学習では、観察・実験活動を通して、学生が目的や仮説を意
識したり、観察・実験活動で得られた結果を分析・解釈するなど、自分の活動
を把握したりするというメタ認知を働かせるのである。木下（2006,2007）の研
究では、中・高校の場合は教師の働きかけを中心とした指導であり、学生同士
の意見交換や討論などの活動が不十分と指摘している。
一方、大学院の実験系ラボラトリーの場合は、教授による指導も重要である
が、実際の学習や実験活動は学生個人が責任を持って行われなければならない
のである。観察・実験活動などの研究現場では、実験活動に問題が起こった時
に、教員としては、学生を支援するために、どのように研究室内のコミュニケ
ーションを活性化させ、その対話で明らかになったことをどのようにして実践
に結びつけるかが課題である。しかし、メタ認知は学習や研究活動において重
要であるが、実験系ラボラトリーの「観察・実験活動」をメタ認知という視点
から捉え、大学院生のメタ認知の実態に関する研究は少ない現状である。
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そのために、まずは、実験系ラボラトリーで研究に携わる学生達がどのよう
な行動をしているのか、何を語りどのように意図を表現しているのか、という
ことを理解する必要がある。そこで、本研究は、実験系ラボラトリーの「観察・
実験活動」における大学院生のメタ認知の実態を調査した。さらに、実験系ラ
ボラトリーの大学院生のメタ認知の働きや特徴を踏まえ、学習や実験活動にお
ける問題解決力を向上させるため、メタ認知の育成を検討した。

6.2

研究の方法

まずは、メタ認知質問紙を作成する前に、本校実験系の M 研究室にて予備調
査を行った。そして、予備調査の結果を踏まえ、先行研究の文献を参考しなが
ら「質問紙」を作成し、本校の実験系大学院生を対象に実施した。以下は、調
査の詳細である。

6.2.1 予備調査の概要
実験系ラボラトリーにおける日常的な研究活動を把握するため、本校 M 研究
室の協力を得て、2012 年 7 月 18 日～9 月 18 日までの３ヶ月間の非参与観察を
行った。非参与観察の主な内容は、教員と院生のインタビュー、院生の実験活
動の観察、院生の発表会の参加などであった。以下は、M 研究室における研究活
動の観察のまとめである。
M 研究室は、教授・助教・ポスドク・博士院生・修士院生などの 11 名のメン
バーから構成されていた。研究室では、教授が全体的な指導を決定するが、助
教が研究の全般を把握し各々の院生に具体的な指導を行っている。また、研究
課題は教授が決め、教授を除いて、10 名のメンバーが６の師弟ユニットを構成
され、各ユニットの研究課題は異なっている。教授の指示を受け、修士院生が
研究内容の近い博士院生とユニットを組み、修士院生は博士院生の指導やアド
バイスを受ける形で各々の研究にあたっている。
博士院生やポスドクなどは各々のメンバーが属する研究課題の概要を理解で
きているが、修士院生は決められた課題に関して所属するユニットメンバーに
直接相談してアドバイスをもらう。各メンバーは、毎月 2 回の研究発表があり、
発表は会議室にて行い、学生が自由に意見や質問を出せるアットホームな雰囲
気と、意見が対立する緊張感のある討論もあった。一人は 1～２時間ぐらいの発
表では、発表の進行中に、他のメンバーから研究計画や実験操作、妥当性など
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についての検討もあれば、問題の指摘もある。各メンバーの研究課題が異なる
こともあり、違う視点から様々な指摘が出され、博士院生はある程度回答でき
るが、修士院生は対応できない状況が多くあった。
M 研究室の研究活動は、主に研究室、実験室、会議室などで行う。研究室に助
教・博士院生・修士院生が混在し、各メンバーは文献レビュー、研究計画の作
成、実験デザインをするなどである。実験室は研究室と隣接していて、実験室
では実験計画に照らしながら観察・実験活動を行い、行き詰まったら研究室に
入り助教やユニットメンバーに相談する。会議室は研究の進歩報告、結果の発
表・検討を行い、次回の目標を決めるなどである。また、観察・実験活動の前・
途中・後の展開はあるが、実験系ラボラトリーの場合はもっと具体的な活動内
容で表現し、通常は、「実験デザイン」・「実験」・「会議」と言った言葉を
用いることが多い。そして、研究活動は「実験デザイン」→「実験」→「会議」
という流れで終わるではなくて、これを何回も繰り返して妥当な研究結果に辿
るのであった。

6.2.2 質問紙の作成
本調査では、実験系ラボラトリーの観察・実験活動におけるメタ認知の実態
を把握するために、学生用の質問紙を作成した。表 6-1 は、用いた 24 項目から
なる質問紙の質問項目である（外的基準変数は、学年、性別とした）。質問紙の
項目は以下の手順で作成した。
Ⅰ．メタ認知には「メタ認知的知識」と「メタ認知的活動（経験）」という 2
つの側面がある。Schraw,G.& Dennison,R.S.(1994)の研究を参考に、本研究の
メタ認知質問紙の項目に「メタ認知的知識」と「メタ認知的活動（経験）」の 2
つの側面が含まれている。
Ⅱ．観察・実験活動の際に、各自の作業に関連した側面と、他者（教授や学
生メンバー）との関わりの中での作業に関連した側面があるため、
「自分自身に
よるメタ認知」と「他者との関わりによるメタ認知」を問う項目を加えた。そ
して、木下ら（ (2007) の理科の観察・実験活動のために開発した「メタ認知
質問紙」、懸田(2007)のメタ認知尺度開発のために用いた「メタ認知質問項目」
などを参考に、本研究で用いる「自分自身によるメタ認知」と「他者との関わ
りによるメタ認知」を問う項目を作成した。
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Ⅲ．中・高校の理科の観察・実験活動の特徴は、①実験活動の前に、仮説や
実験計画を立てたり、それらを修正したりする。②実験活動の途中に、実験計
画や他者との会話を考えたり、次に何するかを考えたりする。③実験活動の後
に、仮説に照らして結果を解釈・考察する。一方、大学院における実験系ラボ
ラトリーの場合は、「実験デザイン」・「実験」・「発表」と言った表現を用
いるが、実質的には実験活動の前・途中・後という展開となっている。そこで、
実験系ラボラトリーにおける観察・実験活動の展開という視点から整理し、「実
験前」、「実験中」、「実験後」などの３つの側面に対応した項目を構成した。

表 6-1

質問項目の内容（Schraw,G.& Dennison,R.S.1994；木下ら 2007 によって作成）

自分自身によるメタ認知
1.これから何を調べるのか、考えるようにしている（実験前）
2.今までに習ったことを思い出しながら、予想を立てるようにしている（実験前）
3.自分の興味があることについては、より深く学んでいる（実験前）
4.一つの課題を始める前に、その課題が本当に目的達成のために必要なことかを、考えている（実験前）
5.次に何をするのか考えながら、観察や実験をするようにしている（実験中）
6.計画通りに進んでいるかどうか、確認するようにしている（実験中）
7.重要なことが出てきたときには、ペースを落として課題に取り組む（実験中）
8.課題に取り組んでいるときに、自分のやりかたが上手くいっているかを、自分で分析している（実験中）
9.計画通りにできたかどうか、振り返るようにしている（実験後）
10.自分は何を調べたのか、振り返るようにしている（実験後）
11.その課題について何らかの知識がある時に、もっとも良く学べる（実験後）
12.自分が何が得意で何が不得手かを分かっている（実験後）
他者との関わりによるメタ認知
13.グループの会話で、意識的に立ち止り、自分の理解を確認するようにしている（実験前）
14.先生のアドバイスを理解するために、自分でサンプルや例題を作るようにしている（実験前）
15.グループの話し合いで友だちの意見を聞いて、自分の意見を考え直すことがある（実験前）
16.先生のアドバイスを聞いて、自分の意見を考え直すことがある（実験前）
17.先生と話をしているうちに、自分の考えがはっきりしてくることがある（実験中）
18.友だちの意見やアドバイスについて、何が重要かを熟知している（実験中）
19.先生が教えてくれたことを、自分の言葉で置きかえてみるようにしている（実験中）
20.友だちとの会話で、重要なことに対して、意識的に注意を向けている（実験中）
21.グループの話し合いで、友だちの意見と自分の意見を比べながら聞くようにしている（実験後）
22.グループで話し合いをしていると、自分の考えがまとまることがある（実験後）
23.先生の説明と自分の意見を比べながら聞くようにしている（実験後）
24.先生の説明を聞いていると、自分の考えがまとまることがある（実験後）
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＊質問項目ついて、
「１当てはまらない」
、
「2 あまり当てはまらない」
、
「3 どちらでもない」
、
「4 少し当てはまる」
、
「5 当てはまる」の 5 件法で回答を求めた。

6.2.3 アンケート実施
2013 年 8 月～９月の間に、本校の実験系ラボラトリーの院生を対象に、質問
紙調査を実施した。なお、調査対象は、博士課程の学生 37 名、修士課程の学生
64 名、合計 101 人の回答を得た。

6.3

結果と考察

まず、本調査で用いた質問項目の回答をもとに、因子分析と信頼性を検討し
た。そして、因子分析の結果をもとに、実験系の「観察・実験活動」における
大学院生のメタ認知の働きを分析した。統計ソフトは、SPSS Statistics を使用
した。

6.3.1 因子の抽出と信頼性の検討
まず、本調査で用いた質問項目の回答をもとに、因子分析（最尤法・プロマッ
クス回転）を行った。当初の質問項目は、
「自分自身によるメタ認知」と「他者
との関わりによるメタ認知」という 2 つの観点で構成しているために、2 因子解
及び 3 因子解で因子分析を行ったが、累積寄与率がそれぞれ 40.07%と 47.57%で、
全体の説明率が低い及び因子の解釈がまとまられなかった。そこで、固有値１
以上の基準で因子分析を行い、因子負荷が 0.35 未満の項目を除外して、再度因
子分析を行い、解釈可能な４因子を抽出した。分析の結果は、4 因子の累積寄与
率が 64.55%で、4 因子解の方が全体の説明率及び因子の解釈の容易さから適切
と判断した。
第１因子は「自分自身による反省的思考」、第２因子は「他者との関わりによ
る思考の明確化」、第３因子は「思考に関する知識」、第４因子は「他者との関
わりによる反省的思考」と名付けた。表 6-2 は、因子分析の結果を示している。
次に、因子の信頼性を検討するため、因子ごとに信頼性係数（Cronbachα）
を算出した。その結果も、表 6－2 に示している。信頼性分析の結果は、0.670
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≦α≦0.730 であり、通常の一貫性があると認められる範囲内にあるため、因子
の内部一貫性が保持されたと考えられる。したがって、作成した質問項目は、
信頼性があると判断した。
理科のメタ認知に関して、木下ら（2005）の調査では、観察・実験における
中学生のメタ認知は２つの因子で構成されている。一方、本調査では、2 因子解
の分析は適切ではなかった。実験系大学院生の場合は、自分自身によるメタ認
知、他者との関わりによるメタ認知、自分と他者の混在もあり、独自にそれぞ
れの因子として構成されている。実験系のラボラトリーでは、学生は教授やユ
ニットメンバーとの意見交換が多く行われ、他人の思考スタイルを価値判断も
あれば、実際の学習や実験活動は学生個人が責任を持って行われ、実験結果を
発表・討論を行い、実験活動について客観的に考え、研究方法を工夫し改善し
ていく、といった学習や研究活動の顕われと考えられる。
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表 6-2

因子分析の結果（重み付けのない最小二乗法・プロマックス回転）
質問項目/因子（N=101）

因子 1

因子 2

因子 3

因子 4

5.次に何をするのか考えながら、観察や実験をするようにしている（自）

.662

.005

-.049

.031

1.これから何を調べるのか、考えるようにしている（自）

.605

.272

-.116

-.020

10.自分は何を調べたのか、振り返るようにしている（自）

.532

.037

.016

.110

6.計画通りに進んでいるかどうか、確認するようにしている（自）

.503

.025

.277

-.325

2.今までに習ったことを思い出しながら、予想を立てるようにしている（自）

.456

-.058

.000

.164

17.先生と話をしているうちに、自分の考えがはっきりしてくることがある（他）

.116

.824

-.172

-.111

24.先生の説明を聞いていると、自分の考えがまとまることがある（他）

.022

.679

-.012

.220

22.グループで話し合いをしていると、自分の考えがまとまることがある（他）

-.042

.436

.327

.072

14.先生のアドバイスを理解するために、自分でサンプル例題を作るようにして

-.008

.400

.241

-.127

18.友だちの意見やアドバイスについて、何が重要かを熟知している（他）

-.125

-.03 7

.770

.096

9.計画通りにできたかどうか、振り返るようにしている（自）

.289

-.227

.496

-.009

12.自分が何が得意で何が不得手かを分かっている（自）

-.272

.273

.465

-.162

20.友だちとの会話で、重要なことに対して、意識的に注意を向けている（他）

.170

-.021

.462

.093

21.グループ話し合いで、友達の意見と自分の意見を比べながら聞くようにして

.126

.254

.368

.169

.065

-.151

.049

.838

.017

.209

.019

.637

因子寄与

2.669

2.963

2.570

2.127

寄与率

16.68

18.52

16.06

13.29

第 1 因子：自分自身による反省的思考 (α=.702)

第 2 因子：他者との関わりによる思考の明確化

(α=.712)

いる（他）
第 3 因子：思考に関する知識

(α=.670)

いる（他）
第 4 因子：他者との関わりによる反省的思考

(α=.730)

15.グループの話し合いで友だちの意見を聞いて、自分の意見を考え直すことが
ある（他）
16.先生のアドバイスを聞いて、自分の意見を考え直すことがある（他）
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6.3.2 メタ認知の働き
本調査では、実験系ラボラトリーの観察・実験活動における大学院生のメタ
認知の働きを検討するため、因子ごとに各学生の回答の平均値を算出し、平均
値が３より大きい場合はメタ認知の働きが高いとして、平均値が３より小さい
場合はメタ認知の働きが低いとして、平均値が３の場合はメタ認知が高いとも
低いとも言えないと判断し、分析対象から除外した。
メタ認知の働きが高い学生と低い学生の人数の等度性を仮定して、それぞれ
χ2検定を行った。その結果は、表 6-3 に示している。因子分析で抽出された 4
因子に対して、学生の回答の平均値をそれぞれ算出して、メタ認知の働きの高
い学生の人数がメタ認知の働きの低い人数より有意に多かったので、実験系の
大学院生は観察・実験活動においてメタ認知を働きらかせているといえる。
また、観察・実験活動におけるメタ認知の働きに、博士院生と修士院生に違
いがあるかどうかを検討するためにカイ 2 乗検定を行った。その結果は、表 6-4
に示している。カイ 2 乗検定の結果では、4 因子において、博士院生と修士院生
のメタ認知の働きに有意な差が見られなかった。しかし、残差分析の数字から、
第 1 因子「自分自身による反省的思考」と第４因子「他者との関わりによる反
省的思考」において、博士院生の人数の方が修士院生よりやや多いことが示さ
れた。これは、実験系ラボラトリーの研究活動において、博士院生は、修士院
生を指導する立場もあり、修士院生との会話や意見交換が行われ、相互の陥る
様々な認識のずれを知る、他者の認知や思考スタイルを理解する、問題解決の
プロセスを把握する、などの研究活動によってメタ認知の働きが促されている
と考えられる。
表 6-3

4 因子に関する回答人数とχ2値（全体）
高

低

χ2 (P<0.05)

第 1 因子：自分自身による反省的思考

98

2

(1)92.16*

第 2 因子：他者との関わりによる思考の明確化

93

5

(1)79.02*

第 3 因子：思考に関する知識

94

4

(1)82.63*

第 4 因子：他者との関わりによる反省的思考

96

4

(1)84.64*
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表 6-4

4 因子に関する回答人数とχ2値（博士院生と修士院生の比較）
博士院生

修士院生

高

低

高

低

Pearsonのχ2

第 1 因子：自分自身による反省的思考

37

0

61

2

1.19

第 2 因子：他者との関わりによる思考の明確化

34

1

59

4

0.56

第 3 因子：思考に関する知識

35

1

59

3

0.24

第 4 因子：他者との関わりによる反省的思考

36

0

60

4

2.34

6.3.3

第 1 因子の各場面におけるメタ認知の働き

実験系ラボラトリーの実験活動の内容をみると、実験の前は教授のアドバイ
スを受けながら自ら実験のデザインやプランを立てたり、観察・実験活動は主
に自分で責任を持って行うが途中の様々な問題を研究室の助教や他のメンバー
に相談したり、実験の後は結果をまとめて発表や討論が行われる。そこで、観
察・実験活動の前、途中、後という 3 つの場面における実験系の大学院生のメ
タ認知の働きを検討した。以下は、実験活動の 3 つの場面における、第 1 因子
「自分自身による反省的思考」、第 2 因子「他者との関わりによる思考の明確
化」についての検討詳細である。第 3 因子に実験活動の途中と前の項目だけが
含まれ、第 4 因子に実験活動の前の項目だけが含まれているため、実験活動の 3
つの場面における検討から外した。
まず、第 1 因子「自分自身による反省的思考」に関する５項目について、観
察・実験活動の場面ごとに各学生の回答の平均値を算出し、メタ認知の働きと
して、その変動を分析した。そして、1 要因の分散分析（被験者内）によって各
場面における平均値に有意差があるかどうかを検証した。表 6-5 は、各場面の
回答の平均値と標準偏差で、表 6-6 は、分散分析の結果を示している。分散分
析の結果では、実験活動の各場面による平均値の有意な主効果が認められなか
った（F(2,502)=1.55,p>0.05）。そこで、各場面における平均値に有意差があ
るかどうかを検証するため、Tuley HSDa.b 法を用いて多重比較を行った。表 6-7
に示した多重比較の結果では、実験活動の各場面におけるメタ認知の働きに有
意差が認められなかったが、観察・実験活動の途中において、実験活動の前と
後に比べてメタ認知の働きがやや高いことをわかる。したがって、「自分自身
による反省的思考」の働きは、観察・実験活動の前から途中にかけて上昇し、
その後低下する傾向といえる。
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この結果について、次のように考えられる。観察・実験活動の前においては、
実験デザインや実験計画を作成するため、文献を読むほかに、教授や研究室メ
ンバーのアドバイスも受けるが、基本的には学生個人が責任を持って実験計画
を作成するため、自分自身によるメタ認知を働かせている。そして、観察・実
験活動の後においては、研究室の全員の前で実験結果の発表や討論があり、こ
の時に学生が他のメンバーからの質疑応答を受け、それを答えるなどが行われ
るので、自分自身によるメタ認知よりは他者との関わりによるメタ認知のほう
が促されているのではないか。一方、観察・実験活動の途中においては、学生
が一人で実験活動を行うことが多いため、自分自身によるメタ認知の働きが促
されていると考えられる。
表 6-5

大学院生の回答の平均値と標準偏差（因子 1）

(N=101)

実験前

実験中

実験後

平均値

4.33

4.36

4.18

標準偏差

0.85

0.81

0.79

表 6-6

大学院生の回答の分散分析の結果（因子 1）

変動因

SS

df

MS

F値

実験

2.11

2

1.05

1.55

誤差

342.82

502

.68

全体

344.93

504

表 6-7

(有意確率 .213)

Tuley HSDa.b法による多重比較の結果（因子 1）
平均値の差

実験前
実験中
実験後

実験前

実験中

実験後

-

.029

-.143

-

-.173
-
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6.3.4 第２因子の各場面におけるメタ認知の働き
第 1 因子と同様の手順で、第 2 位因子「他者との関わりによる思考の明確化」
に関する 4 項目について、観察・実験活動の場面ごとに各学生の回答の平均値
を算出し、1 要因の分散分析（被験者内）によって各場面における平均値に有意
差があるかどうかを検証し、Tuley HSDa.b 法を用いて多重比較を行った。
表 6-8 は、各場面の回答の平均値と標準偏差で、表 6-9 は、分散分析の結果
を示している。分散分析の結果では、実験活動の各場面による平均値の有意な
主効果が認められた（F(2,402)=15.74,p<0.01）。表 6-10 に示した多重比較の結
果では、観察・実験活動の途中と後においては、実験活動の前に比べてメタ認
知の働きが有意に高かった。また、観察・実験活動の途中と後において、メタ
認知の働きに有意差がなかった。したがって、第 2 因子「他者との関わりによ
る思考の明確化」の働きは、観察・実験活動の前から途中にかけて上昇し、実
験活動の後においても活発な働きを行われている推測される。
この結果は、次のように考えられる。観察・実験活動の前においては、実験
デザインや実験計画の作成は、教授や友達のアドバイスも受けるが、基本的に
は学生個人で作成するため、他者との関わりによるメタ認知の働きが十分では
ない。観察・実験活動の途中においては、学生が一人で実験活動を行うことが
多いが、実験の途中に何が問題があったら研究室メンバーや助教の先生とすぐ
に意見交換を行うから、他者との関わりによるメタ認知の働きが促されている。
観察・実験活動の後においては、研究室の全員の前で実験結果の発表や討論が
あり、この時に学生が他のメンバーからの質問や指摘を受け、それを答えるな
どが活発に行われるので、他者との関わりによるメタ認知が十分に働かせてい
る。
表 6-8

大学院生の回答の平均値と標準偏差（因子 2）

(N=101)

実験前

実験中

実験後

平均値

3.67

4.27

4.23

標準偏差

0.94

0.83

0.89
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表 6-9

大学院生の回答の分散分析の結果（因子 2）

変動因

SS

df

MS

F値

実験

25.37

2

12.68

15.74

誤差

323.05

401

.806

全体

348.42

403

表 6-10

(P<0.01)

Tuley HSDa.b法による多重比較の結果（因子 2）
平均値の差

実験前
実験中
実験後

6.4

(P<0.01)

実験前

実験中

実験後

-

.603*

.563*

-

-.039
-

小結

実験系のラボラトリーの大学院生を対象とした、
「観察・実験活動」における
メタ認知の調査結果では、
①実験系ラボラトリーの観察・実験活動におけるメタ認知には、第 1 因子「自
分自身による反省的思考」、第 2 因子「他者との関わりによる思考の明確化」、
第 3 因子「思考に関する知識」、第 4 因子「他者との関わりによる反省的思考」
などの４因子を見出した。
②大学院生は、観察・実験活動において、メタ認知を働かせていることが示さ
れた。
③第 1 因子「自分自身による反省的思考」の主効果は認められなかったが、実
験活動の前と後に比べて、観察・実験活動の途中においてやや強く働く傾向
であった。
④第 2 因子「他者との関わりによる反省的思考」の主効果は認められたが、観
察・実験活動の前に比べて、観察・実験活動の途中と後において強く働くこ
とが示された。
要するに、観察・実験活動の前は、第 1 因子の働きが顕著で、観察・実験活
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動の途中は、第 1 位因子と第 2 因子の働きが顕著で、観察・実験活動の後は、
第 2 因子の働きが顕著であった。観察・実験活動の前、途中、後の場面におい
て、第 1 因子「自分自身による反省的思考」と第 2 因子「他者との関わりによ
る思考の明確化」の働きの違いが明らかになった。しかし、観察・実験活動の
前において第 1 因子「自分自身による反省的思考」の主効果が認められなかっ
た。第 2 因子「他者との関わりによる反省的思考」は、観察・実験活動の前に
比べて途中と後において強く働く。従って、観察・実験活動の前において第 1
因子と第 2 因子の働きが十分ではないといえる。
したがって、観察・実験活動の前において、自分自身によるメタ認知と他者
との関りによるメタ認知の働きを活性化する必要がある。しかし、学習場面で、
一人で課題や状況に取り込んでいる時に、自分の思考の基底に流れている「考
えや理論や価値観」を意識し、問い直すことは少ない。一方、他者との関わり
や外部からの働きかけることによって、効率的な問題解決や学習が可能になる
（Chi,1994;Palincsar,1984;三宮,2001;吉岡,2002）。実験系の大学院生の場合
は、実験活動の前に、教授のアドバイスを受けながら自分の実験デザインや計
画を立てるが、実験計画の立て方や根拠についての自己説明の支援も必要であ
る。実験計画を立てる知識を点検し、問題を発見し、その問題を解決する、と
いった自分の認知活動を客観化、対象化することによって、自分の陥る様々な
認識のずれを知り、それらを知った上で自己の認知の働き、思考スタイルを価
値判断し、工夫して学習方法を見つけていくのである。また、他者の認知や思
考スタイルを参考に、他者の問題解決アプローチを知り原因を理解することと、
問題解決のプロセス全体を把握する力となるメタ認知能力が活性化される。
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第7章

7.1

総括

本稿のまとめ

新しい学力PISA(2012)における、問題解決の資質と能力に、問題状況を理解
し、問題解決のために、認知的プロセスに関わろうとする個人の能力と、自ら
進んで問題状況に関わろうとする意思を含む。一方、学校における創造性教育
の実践は、各教科の教育を通じて、生徒たちの創造的問題解決能力を育てるの
である。学校で育成する創造的問題解決力は、決まった手順に従って行うだけ
ではなく、生徒たちがさまざまな問題状況を理解し、習得した知識を活用しな
がら、自ら思考・判断し、問題解決に取込む資質と能力である。
創造的問題解決は、新しい解を発見することであり、思考の一部分である。
創造的思考は、新しく、価値あるものを生み出す思考である(Fink,R.A.et
al,1992)。本稿は、学校教育における問題解決力の育成において、自ら進んで
問題状況に関わり、様々な状況を把握し、新しいアイデアや解決法を生み出す
創造的思考に着目した。しかし、学校教育において、創造性をどのように捉え、
どのように評価するか、そして、創造性をどのように育成するかが課題である。
本稿は、学校教育の中で化学教育に着目し、創造性の捉え方、創造的思考の
評価、創造的思考の育成について、先行研究のレビューと３つの研究調査（創
造性の発達の調査、化学的創造性テストの提案と評価、観察・実験活動におけ
るメタ認知の調査）の結果に基づいて分析・検討した。以下は、3つのリサーチ・
クエスチョンについての答えをまとめた。

リサーチ・クエスチョン１
創造性を、どのように捉えるか。
創造性に関する先行研究の理論（第2章）と実際に行った研究調査（第4章）
によって、創造性の捉え方を検討してまとめた。まず、創造性の理論的構造に
ついては、さまざまな学説がある。本稿では、ギルフォード（Guilford,J.P）、
ガードナー(Gardner, H)、トーランス（Torrance, E.P）などの学説を取りあげ
て検討した。
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ギルフォードの「知性の構造理論」において、創造性にとって最も重要なの
は「思考」である。思考はさらに、認知、生産および評価に分けることができ
る。ここで生産が「創造性」にとって最も重要だが、生産は「収束的思考」と
「発散的思考」に現われる。そして、「創造性」の最も大切な要素と見なされ
るものは、「発散的思考」のうちにあるという。この「発散的思考」に関連す
る流暢性、柔軟性、独創性は創造性にとって重要な特性である。実際場面での
創造においては、「発散的思考」を用いてアイデアを生み出し、そのアイデア
が現実に有効であるかどうかを「収束的思考」を用いて検証する。そしてその
アイデアが十分でなかった場合には、再度「発散的思考」の用いて別のアイデ
アを生み出し検証するという過程が繰り返されるという。
ガードナーとチクセントミハイによれば、創造性は、「領域(Domain)」、「個
人(Individual)」、
「分野(Field)」という三つの相互作用によって実現される。
ここでいう「領域」とは、文化に依拠した象徴で、「個人」が創造性を発揮す
る場所である。「個人」というのは、遺伝的な能力や個人的な体験に依拠する。
「個人」は、自らが位置する「領域」で象徴的に選好されている情報に熟達し
ていくことで業績を残すのである。「分野」とは、社会的な組織を意味する。
つまり、創造は、まず、ある専門分野（領域）において、問題を解いたりする
なかで、新奇性を生み出すこと、最終的にそれが社会に認められ創造的と判断
されるのである。
トーランス（1966）は、創造性は、問題を嗅ぎ付け、情報のギャップを見つ
け出し、アイデアや仮説を形成し、それらの仮説を検証したり修正したりして、
最終的に結果を人に伝達する過程であるという。創造性は斉一性の対局にある
ものであり、オリジナルなアイデア、異なった視点、問題への新たな見方が強
く関与する。トーランス（1980）によると、創造的行動は、創造的能力を加え
て、創造的技能と動機づけが考慮される必要がある。
概して、先行研究における創造性の定義は、一つは、創造性を「思考」とし
て捉える場合は、何が問題なのかを感知し、自ら疑問を掘り起こし、問題の解
決に必要な知識を活用し、異なる視点の解決方略を試み、問題への新しい見方
を生み出す能力である。も一つは、創造性を「プロセス・行動」として捉える
場合は、ある専門分野において、問題を解いたり作品を作ったりするなかで、
新奇性を生み出し、最終的に社会に創造的と判断され、「個人」の創造性が認
められる。
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一方、本稿は、TTCTの３つの課題（改良・質問・推測問題）を用いて、日本
と中国の小中学生の創造性の発達について調査した（第4章）。そして、用いた
３つの問題における創造的思考の特性を分析した。そこで、創造的思考の評価
基準は、トーランスの創造的思考テスト（TTCT）と同じ基準を採用し、創造的
思考の流暢性・柔軟性・独創性に採点し評価した。その結果では、多くの先行
研究と同じように、創造性の発達は直線的ではないことが示されたが、創造性
の発達曲線はそれぞれ異なっていた。また、３つの創造性テスト問題にそれぞ
れの発達曲線が示された。用いた３つの創造性テストの問題が日本と中国にお
いて、それぞれ創造的思考の特性（流暢性・柔軟性・独創性）に異なる様相が
示された。
従って、創造性の発達は、創造性テストの問題によって発達様相が異なって
くると考えられる。逆にいうと、異なる創造性テストの問題に対して、発揮さ
れる創造性が異なるといえる。創造性テストの問題によって発達様相がそれぞ
れである。学校教育の立場から創造性を考えると、さまざまな問題について、
一人ひとりの学習者の持っている創造性に着目し、学習者に自分自身の創造的
な可能性を実感させ、創造性を理解させる、などの工夫が必要である。

リサーチ・クエスチョン２
創造的思考を、どのように評価するか。
学校教育において、創造性の育成を取り上げているが、各教科教育における
創造的思考をどのように評価するかが課題である。本稿は、まず、学校教育の
教育目標と学習評価の方法を考察した（第3章）。また、化学教育における創造
的思考を評価するために、「化学的創造性テスト」を提案し、評価実験を行っ
た（第5章）。
学校の教育目標に、学習者の「問題を解決する能力」の育成を重要視する。
そのために、習得した知識・技能を活用する、自ら考え・判断し・表現する、
などの資質や能力の育成が必要となる。解決する問題が今までと似たような問
題だったら、従来のやり方で解決できるが、初めて出会う新しい問題であれば、
新しい解決法が求められ、様々な考えやアイデアを生み出す創造的思考が必要
となる。
実際、学校教育における学習評価をみると、日本の学習指導要領（理科）に
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基づいた学習評価では、“科学的な思考・表現”の学習活動の評価方法は、生
徒の発言やレポート、ワークシート、ペーパーテストなどの記述内容の分析、
観察・実験時の行動の観察や結果の記録の仕方、パフォーマンステスト、観察・
実験の目的の把握の仕方、ノートなどの記述内容の分析から評価を行う。一方、
中国の学習指導要領において、化学教育の学習状況は、 “知識・技能”、“能
力・方法”、“情意・態度”などの評価観点について、学習過程の観察・記録
を分析、宿題、レポート、パフォーマンステスト、ペーパーテスト、などの様々
な評価方法の中から、その場面における生徒の学習の状況を的確に評価できる
方法を選択するのである。これは、教科カリキュラムに基づいた学習活動の過
程を評価しているもので、生徒一人ひとりが自ら問題意識を持って、問題解決
に取込む際の思考力・表現力の評価とはいえないのである。
本稿（第5章）は、化学教育における創造的思考を評価するために、創造性の
評価に関する先行研究の評価尺度に加えて、化学教科の内容との関連性をとり
いれ、「化学的創造性テスト」を提案し、その有用性を検証した。具体的には、
「学力テスト」、
「S-A創造性検査」、
「化学的創造性テスト」などの相関を検証し
た。その結果は、①S-A創造性検査の得点と学力（総合的成績）の相関が低かっ
た。②化学的創造性テストの得点と学力（総合的成績）の相関が低かったが、
学力（化学の成績）とは高い相関を示した。一方、先行研究の結果では、創造
性 が あ る 程 度 高 い 場 合 に 、 創 造 性 と 学 力 は 相 関 し て い る （ Getzels &
Jackson,1962）。しかし、これは、ある児童の知能が高い（学校の成績がいい）
場合に創造性が低くて、逆に成績が低い場合に高い創造性を持っている子ども
についてはまた説明ができないのである。
また、「S-A 創造性検査」と「化学的創造性テスト」の解答内容を比べてみる
と、学校の教科内容との関連が少ない課題の場合は、回答の内容も幅も広い。
一方、化学教科の内容を取り入れた課題の場合は、化学の知識だけじゃなくて、
物理の知識なども活用されている。従って、創造性テストの問題によって、活
用される知識内容が違ってくると考えられる。
「化学的創造性テスト」と「S-A 創造性検査」の実利用性についてのアンケー
ト調査の結果では、「勉強に役立つ」の項目だけに、「化学的創造性テスト」が
「S-A 創造性検査」より有意に高かった。これは、「化学的創造性テスト」の問
題は、学習者に今の学んでいる知識について考えさせ、学習した内容を活用で
きることで学習者にとって勉強に役に立っていると考えられる。
学校教育において、学習した内容を授業の中において、創造性を必要とする
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課題を設け、学習した内容が自分たちの生活にどうつながっているか、何を知
っているのか、どう活かすかを考えさせる必要がある。創造的思考を育成する
ため、学習を深める機会与え、習得した知識・技能を活かして問題解決に取込
むように工夫し、それらの解決法や発想を学習活動の結果として評価して学習
者にフィードバックする。そして、学習者に創造的思考という思考プロセスを
体験し、問題解決の経験を得て、問題解決の役割、目的などを理解し、自らの
問題解決能力に必要なスキルなどを身につける。

リサーチ・クエスチョン３
創造的思考を、どのように育成するか。
Runco(1990)は、創造的思考において、教示によるメタ認知的処理の操作が被
験者の課題の捉えかたを変化させると主張している。意識的な努力やモニタリ
ングなどのメタ認知の働きが創造性を拡張することがしばしば指摘されてきた
(Nickerson,1999;吉田・服部,2002)。さらに、Runco & Chand(1994)は、メタ認
知的処理は方略に関する能力に不可欠な要素とされる(吉田,2002)。
メタ認知で最も基本的なことは、思考プロセスを自覚することである。学習
においては、様々な方略を使うことによって、課題をより円滑や効率的に解決
できるようにすることである。学習課題が単純であれば、自分が選択を行なっ
ているということに気付かないことが多い。複雑な課題に取り組むときは、頭
の中で様々な案を巡らせることになるため、メタ認知の過程がより明白に認識
できるようになる。
実験系ラボラトリーの場合は、学生一人ひとりが責任を持って研究課題に関
わるので、学習や研究活動が教師からの働きかけよりは自分からの働きかけが
はるかに多い。また、毎月の研究発表やユニット体制の実験活動などから、他
者（教授や研究室のメンバー）との意見交換などの活動が多く行われる。した
がって、実験系ラボラトリーの学生は、他者との関わりによるメタ認知の働き
が活発に行われているのではないか、更に、自分自身によるメタ認知の働きも
活性化されているのではないか。
しかし、実験系のラボラトリーの大学院生を対象とした、観察・実験活動に
おけるメタ認知の調査結果では、
「自分自身による反省的思考」、
「他者との関わ
りによる思考の明確化」、「思考に関する知識」、「他者との関わりによる反省的
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思考」などの４因子を見出した。第 1 因子「自分自身による反省的思考」の主
効果が認められなかったが、第 2 因子「他者との関わりによる反省的思考」の
主効果が認められた（第 6 章）。
また、観察・実験活動の前は、第 1 因子の働きが顕著で、観察・実験活動の
途中は、第 1 位因子と第 2 因子の働きが顕著で、観察・実験活動の後は、第 2
因子の働きが顕著であった。観察・実験活動の前、途中、後の場面において、
第 1 因子「自分自身による反省的思考」と第 2 因子「他者との関わりによる思
考の明確化」の働きの違いが明らかになった。しかし、観察・実験活動の前に
おいて第 1 因子「自分自身による反省的思考」の主効果が認められなかった。
第 2 因子「他者との関わりによる反省的思考」は、観察・実験活動の前に比べ
て途中と後において強く働く。従って、観察・実験活動の前において第 1 因子
と第 2 因子の働きが十分ではないといえる。
したがって、観察・実験活動の前において、自分自身によるメタ認知と他者
との関りによるメタ認知の働きを活性化する必要がある。メタ認知の活性化や
その能力の向上において、他者とのかかわりが非常なに大きな役割を果たして
いることが、多く指摘されている（Brown,1987;三宮,1996）。学校教育場面の中
で、一人で課題や状況に取り組んでいるときには、自分の思考の基底にある「自
分の考えや理論や価値観」を意識し、問い直すなどメタ認知的働きは少ないの
である。しかし、ある課題について他者とディスカッションする状況において
は意識せざるを得ない。他者の認知や思考スタイルを参考にする時には自らの
先入観を捨て、他者の問題解決アプローチを知り、原因を理解することが問題
解決や学習を営む上で重要である。そして、自分が行っている認知活動を客観
化、対象化することによって、私たちの陥る様々な認識のずれを知り、それら
を知った上で各個人の認知の働き、思考スタイルを価値判断し、工夫して学習
方法を見つけていくのである。
創造的思考をより効果的に行うためには、自分の思考を対象化して、モニタ
リングしたり（思考の観察）、自分でコントロールしたり（思考の制御）するこ
とが大切である。たとえば、創造的思考の４つの段階（準備期、孵化期、啓示
期、実証期）について、「今は、どこまで進んでいるだろう」「進まないのは、
なぜだろう」といったメタ認知的なモニタリングや、
「違う観点から考えてみよ
う」
「他の方法で検証してみよう」といったメタ認知的なコントロールを行う習
慣を身につけることが必要となる。
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6.2

反省点と今後の課題

化学教育における創造的思考の評価に、
「化学的創造性テスト」が実践に応用
できるように、これからは、S-A 創造性検査で測る創造性と化学的創造性テスト
で測る創造性とどのように関わっているか、創造性が高い場合と低い場合に学
力との相関、などをもっと詳細に分析しなかったことを反省し、さらに慎重に
研究を進んでいきたい。
また、複雑化していく社会に生きていくための創造的問題解決能力の育成に
は CQ（創造力指数）だけではなく、IQ（知能指数）と EQ（心的調整指数） の
育成も重要であると考える。バランスがとれた CQ（創造力指数）、IQ（知能指数）
と EQ（心的調整指数）を持ちすることが、創造的問題解決能力のアップにつな
がると考え、今後の課題とする。
本研究の意義：学校教育における創造的問題解決能力の育成において、問題
解決のプロセスや方法を重視する従来の観点とは違って、即ち問題解決のプロ
セスや方法の体験が問題解決の中核ではなくて、自ら進んで問題状況に関わり、
様々な状況を把握し、新しいアイデアや解決法を生み出す創造的思考に着目し
た。限られた領域（化学教育）の問題で創造的思考を評価したが、創造的思考
の特性（流暢性・柔軟性・独創性）を考えると、幅広い領域の問題へと拡張で
きる可能性が含まれている。将来的には、創造性の定義や評価をより明確にす
ることに寄与するとともに、学校における創造性教育の実践スキーマの確立に
つながると期待される。
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付録資料 1

創造性テスト実施について
創造性テストの用紙を配布し、筆記用具を机上にそろえさせる。氏名、学年、
年齢、男女を記入させる。創造性テストについて、以下の注意事項を説明する。

注意事項：
１．普通のテストとは違い、どんな答えを書いても間違っているということは
なく、成績にも関係ないことを強調し、児童生徒の気持ちを楽にしてテス
トに臨めるようにさせる。
２．教示は、低学年の生徒でも理解できるように、わかりやすい言葉を用いて、
リラックスした雰囲気で行う。
３．テストが始まってからの質問は、原則として受け付けない。手を上げて質
問する生徒がいたら、そこへ行って例を使って説明する。決してそのテス
トの問題に関する具体例を示してはいけない。
４．テストの始まりと終わりがきっちりと守れるように、教示の間は鉛筆を置
いて前を向くように指導する。
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付録資料2 （創造性テストの練習問題）

「新聞紙の使いみち」

提示：
・この新聞紙は、読む以外にどんなことに使えるでしょう。
・何かおもしろい使い道はありませんか。
・では、今から2分間で、できるだけたくさんの使い道を考えて書いてください。
・では、始めなさい。

学年（
名前（

）年齢（
）男女（

）
）

「新聞紙の使いみち」
この新聞紙は、何かおもしろい使い道はありませんか。2分間で、できるだけた
くさんの使い道を考えて書いてください。
1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
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付録資料3 （製品改良テスト）

「パンダのぬいぐるみの改良問題」

提示：
1 これは普通のおもちゃ（展示）である。皆さんはこのおもちゃを何かを加え
て、もっとおもしろく遊べるように、普通でない方法を考えてください。
2 改良するために必要なお金の心配はありません。おもちゃとして、より楽し
く遊べる改良の方法を考えてください。
・では、このパンダのぬいぐるみを変える面白い方法をできるだけたくさん書
いてみてください。何か質問はありませんか。
・周りの人と相談しないように自分で考えてください。
・では、始めなさい。時間は５分間です。

学年（
名前（

）年齢（
）男女（

）
）
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「パンダのぬいぐるみの改良問題」
このパンダのぬいぐるみを変える面白い方法をできるだけたくさん書いてみ
てください。

1．
2．
3．
4．
5．

6．
7．
8．
9．
10．

11．
12．
13．
14．
15．
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付録資料4 （化学的創造性テスト）

問題：鉄のボールが水に沈まないようにすると、どうずればできるでしょうか
・できるだけ、たくさんの面白い方法を考えて書いてください。
・考えついたことを、どんどん書き留めてください。
・5分間で、できるだけ、たくさん書いてみてください。
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3．
4．
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