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教師の信念(Teacher’s belief)

過去20年・・・教育心理学者・教師教育者

学習や授業に対する教師の信念の性質や影響へ
の関心が増大

教師の信念は，教師の課題の出し方や学習者との
相互関係に影響を及ぼすことが示されてきた
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異なる学習者に対する教師の信念

CTに対する教師の信念研究や諸理論
CTを強める教示（高CT活動）は，説教的な教示（低
いCT活動）とは異なるアプローチとして説明

高CT活動は教育的に効果的であり，最良の教育実
践に不可欠なものと見なされてきた

最近のテストは，ますますCTスキルに重点をおくパ
フォーマンスを要求する
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異なる学習者に対する教師の信念

教師の信念研究
高・低CT活動の適切に使用するために

異なる学習者への適切な教示の判断に焦点
academic track/achievement level/ 
socioeconomicstatus advantagesにおいて

教師は相対的に質の高い学習者に対して，高CT活
動を用いる傾向がある，と言われてきた
学校での高CT・低CT活動の用いられ方と関連
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教師は相対的に質の高い学習者に対して，高CT活
動を用いる傾向がある，と言われてきた
学校での高CT・低CT活動の用いられ方と関連

もし教師が「高いCT活動をするには十分でない学生だ」
と判断すれば，そのような学習者には相対的に
高いCT活動をさせないかもしれない。

高CT活動が制限されると，
学業成績が不利になる可能性がある

（e.g,Pogrow, 1990,1994;Raudenbush et al., 1993）

自己成就予言自己成就予言
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“教師の信念”研究

最初の研究（Raudenbush et al., 1993）

高成績と低成績の授業の教授目的を明らかにし，高CT
活動を教師がどの程度重要視しているか測定

高成績の授業でより高CT活動に焦点を当てる傾向
（tracking effect）
修士号・広い教授経験が高CT活動を求める証拠はなし

学業成績と教育経験は，高CT活動への信念に影響？

Zohar et al.(2001)
40名の中学教師へのインタビュー
高/低成績の学習者に対する教授目的について

47.5%の教師が，高CT活動は低成績の学習者には不適
切と判断（achievement effect）
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“教師の信念”研究

Warburton & Torff(2005)
中学教師145名にCTBA（批判的思考信念尺度）
学業成績も教育経験も関係が見られず

低advantageよりも高advantage学習者に対して高
CT活動が効果的であるとした（advantage effect）
両学習者にとって，高CT活動は低CT活動よりも効果的で
あるとした（pedagogical-preference effect）

教師は低advantage学習者には，低CT活動の方
が好ましいと判断するのか？
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Research Questions

いつ教師の信念が最も変化するのか？

信念に影響を与えるプログラムの指標に．

① 教職を選択するか否かが信念に与える影響．

② 就職前教育が教師の信念に与える影響．

③ 現職教育や教育経験が信念に与える影響．
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Method
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Participants

計408名

統制群(103名)：教師教育を受けておらず教師になるつもり
でない学部生．

教師予備群（101名）：教師教育コースに在籍しており中
等教育に関心があるが，教師教育の授業はまだ始まってい
ない学部生．

就職前教師群(101名)：中等教育の教師プログラムを完
全に終えているがプロの教師として働き始めてはいない学
部生．

現職教師(103名)：中学校で３年以上の常勤教師（平均8.6
年勤続年）．

11

CTBA(CT Belief Appraisal)

教師の高/低CT活動に対する信念を測る尺度

４要因

HH/high-CT activities for high-advantage 
learners

HL/high-CT activities for low-advantage 
learners 

LH/low-CT activities for high-advantage 
learners

LH/low-CT activities for high-advantage 
learners

５つの実証研究の結果，理論的・実践的な効用が支持されて
いる（Torff&Warburton,2005）
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CTBA(例：高CT活動)

HL

HL

HH

Warburton & Torff 2005
The Effect of Perceived Learner Advantages on 
Teacher’s Beliefs about Critical-Thinking Activities
Journal of Teacher Education Vol.56 No.1 24-33 より引用
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CTBA(例：低CT活動)

LL

LL

LH

Warburton & Torff 2005
The Effect of Perceived Learner Advantages on 
Teacher’s Beliefs about Critical-Thinking Activities
Journal of Teacher Education Vol.56 No.1 24-33 より引用
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Advantage Characteristics

能力

要求されたトピックを扱うときの学習者の学力

既有知識

活動をする前のトピックに関する学習者の知識の程
度

モチベーション

トピックを扱うときに学習者がどの程度興味や注意
を示すか

＊Torff & Warburton (2005)
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CTBAの構成

×３項目
（能力・知識・モチベーショ

ン）

×３項目
（能力・知識・モチベーショ

ン）

advantage 

characteristics

低CT

６問

高CT

６問

CT 
活動

高
advantage
×18

低
advantage
×18

3
6
項
目

数学

科学

社会科

英語

英語以外
の言語

学習者の質科目

年齢，性別，担当教科（美術/英語/保健/数学など）も同時に聞いた
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Results
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参加者間 比較

多変量共分散分析
結合独立変数間に有意差（p<.0001;η2=.68）

HHの評価：予備＞統制，就職前
HL 〃 ：予備，就職前＞統制，現職

LH 〃 ：予備，統制＞就職前

LL 〃 ：予備，統制＞就職前，現職

→Table 4
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被験者内 比較

共分散分析
HH＞HL （すべての群） advantage effect

高CT活動は，低よりも高advantage学習者においてよ
り効果的と評価された

LH＞LL （すべての群）

低CT活動も，低よりも高advantage学習者においてよ
り効果的と評価された．ただし効果サイズは小さい

→Table 5

HH>LH （統制群を除く） pedagogical-preference effect

高advantage学習者で，高CT活動の方が好まれる

LL>HL （予備群を除く）
低advantage学習者では，低CT活動の方が好まれる



4

19

Discussion
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①自主的選択

予備群と統制群：教職を選択したか否か
高CT活動の評価： 予備＞統制
予備群は統制群よりも高CT活動を好む

高advantage学習者で
予備（高CT＞低CT活動），統制（高CT≒低CT活動）

予備群はpedagogical-preference effectを示した

低advantage学習者で
予備（高CT≒低CT活動），統制（高CT＜低CT活動）

教師の信念の違いは，教職を自主的に選択したかどうかと
関連しているかもしれない
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②就職前教育

HHの評価 予備群＞就職前

就職前教育はHHの支持低下と関連

LH/LLの評価
就職前教育は低CT活動の支持低下とも関連

高CT＞低CT活動を好む（主に高advantage学習者）

高advantage学習者に対する pedagogical-
preference effectは自主的選択効果および就学前教育と関連。
予備群は高CT≒低CT，統制群は高CT＜低CT

CT活動に関する教師の信念は，
教える経歴が発展するこの時期に変化しやすいことを示唆
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③現職教育と教育経験

現職教員の信念は就職前教員のものとほぼ
同じ
高CT＞低CT活動を好む
（主に高advantage学習者において）

低advantage学習者に対して高CT活動が不適切だと
は判断しない
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CT信念変化の促進

まとめ
教職選択は，高CT活動の強い支持と関連
就職前教育は，高advantage学習者に対する高
CT活動および両学習者に対する低CT活動の支持
低下と関連

現職教育・教育経験は，信念の変化とあまり関連し
ていない

就職前教育は，CT活動を望ましいと見なす
促進的介入に好都合な時期
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Future Research

小学校教員・特殊教育教員を対象とした研究

異なる教科教員間の比較

能力・既有知識・モチベーションが信念に与える影響は異なるかもし
れない

また，この３つ以外の要因の検討

なぜ群によって教師の信念は違っていたのか？
なぜ就職前群と現職群ではCT活動への支持が低下したの
か？
両者は，教授活動を判断するときに比較的クリティカルな視点を用い
ているのかもしれない

両者には，より良いと考えている方法があるのかもしれない

教師予備群は比較的理想主義なのかもしれない

今後の研究が必要
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今後の教師教育

今回の結果
現職教員：低advantage学習者よりも高advantage学
習者に対して高CT活動が適切であると判断

CT志向の課題がますます作られている現在，
教師教育者は，特に低advantage学習者に対する高CT活動
への信念を強めるための方法を研究する必要があるだろう

就職前群と現職群でCT活動への支持が低下
教師が最初に持っていた高CT活動への関心を強化する
ような教師教育が要求される

26

ありがとうございました。


