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問題問題

情報化社会において、より高次なリテラシ
ーが必要とされている。

異なったテキストの情報を統合、様々なソ
スの情報を批判的に分析 テキストの妥ースの情報を批判的に分析、テキストの妥

当性を判断、知見の間の矛盾を判断。

生徒がこれらの高次リテラシーを学習する
機会として、歴史学習がある。

しかし、情報の批判的分析より、「要素」
の学習がよく行われている。

目的目的

高校生は、次のものを学習できるか？

歴史家が用いるヒューリスティックの使用

歴史の内容

以下を比較する準実験デザイン

教科書の種類

教科書ー複数のテキスト

教示の焦点

内容ーヒューリスティック

15日間、実際の授業で介入を実施

理論的枠組み理論的枠組み

伝統的読解モデルは単一テキストの理解
に焦点（Kintsch  & van Dijk, 1978; Kintsch, 2004; van Dijk 
& Kintsch, 1983)

構成的－統合的モデル：
テキストベースの表象を形成

⇒事前知識の情報と統合して状況モデルを形成

1990年代、歴史的ドキュメントの歴史家
の読み方について検討されはじめ、複数
のテキストの読解には異なるモデルが必
要といわれた

理論的枠組み理論的枠組み

Perfetti, Rouet, and Britt (1999)

ドキュメント表象理論：複数テキストを
どのように処理しているか。

ドキ メント デルは の要素をもドキュメントモデルは2つの要素をもつ
テキスト間モデル：ドキュメント自体や、そ
こに記されたイベントの関係の表象

状況モデル：全てのドキュメントに記された
全体の状況と議論

専門家のヒューリスティックと専門家のヒューリスティックと
複数ドキュメントの使用複数ドキュメントの使用

Wineburg (1991a)
ヒューリスティック：「矛盾の解消、パター
ンの発見、異なるタイプの証拠の区別のため
の活動」

テキスト間モデル、状況モデルの更新のため
に、いくつかのヒューリスティックを使用。
ドキュメントは証拠であるとみなす態度

情報のソースの判断

確証

文脈化
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専門家のヒューリスティックと専門家のヒューリスティックと
複数ドキュメントの使用複数ドキュメントの使用

Wineburg (1991a)
専門家と高校生を比較

専門家は複数のドキュメントから意味を構築－
高校生は要素の暗記に焦点高校生は要素の暗記に焦点

高校生は矛盾を嫌がる－専門家は矛盾を楽しむ

⇒専門家は証拠としてのドキュメント、とと
らえ、初心者は要素の収集するものととら
える。

専門家のヒューリスティックと専門家のヒューリスティックと
複数ドキュメントの使用複数ドキュメントの使用

情報ソースの利用(Wineburg, 1991a)：

ドキュメントを読む前にソースを確認し、
ドキュメントの理解や推論に、情報のソー解 推論 、情報
スを利用する。

確証(Britt & Aglinskas, 2002; Wineburg, 1991b)：

矛盾点や類似点に注意して、異なるテキス
トの情報間のつながりを理解する。

専門家のヒューリスティックと専門家のヒューリスティックと
複数ドキュメントの使用複数ドキュメントの使用

文脈化(Wineburg, 1991b)：

イベントの地理的、政治的、歴史的、文化
的文脈をイメージし、その文脈のドキュメ、そ
ントを理解する。

3つのヒューリスティックは歴史的方法論の
重要な一部。

素人の複数ドキュメントによる素人の複数ドキュメントによる
ヒューリスティックの使用ヒューリスティックの使用

高校生：

ドキュメントを単線的に読み、額面どおりに
情報を受け取り、イベントの理解よりも暗記
に努めた(Wineburg , 1991a)

2つのドキュメントを読んで 歴史的イベン2つのドキュメントを読んで、歴史的イベン
トの理解はできるが、歴史家のヒューリステ
ィックは使用しなかった(Stahl, Hynd, Britton, McNish, 
and Bosquet, 1996)

⇒高校の歴史の授業で、ヒューリスティックを
明示的に教える必要あり

複数テキストを利用しない場合、批判的思考
スキルを教える機会を失っている(Hynd, 1999)

素人の複数ドキュメントによる素人の複数ドキュメントによる
ヒューリスティックの使用ヒューリスティックの使用

Stahl et al. (1996) 、Perfetti et al. (1995)
複数のドキュメントから歴史の内容を学習するこ
とができる。
Young and Leinhardt (1998)
高校の間に、複数の一次資料に基づき、議論的、
説得的エッセイを書くことで、内容や学問の知識説得的エッセイを書くことで、内容や学問の知識
が深まった。
Britt and Aglinskas (2002)
コンピューターアプリケーションの使用で、複数
ドキュメントを読むときのソースの利用を教える
ことができた。

⇒つまり、高校生にも教えることができる
⇒何が大切か？どのように教えるといいのか？

本研究の目的本研究の目的

教育的介入の効果

ヒューリスティックに焦点を当てた教示VS
内容に焦点を当てた教示

複数のドキュメント or 伝統的な歴史教科複数のドキュメント or 伝統的な歴史教科
書

複数ドキュメントの使用は、伝統的教科
書より内容の学習が増加する
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方法：デザイン方法：デザイン
事前－事後、入れ子状の準実験デザイン
教師：教育的介入に組まれたランダムな要因のレベルに割
り当て（固定要因）
学生：教師に組まれたランダム要因にわりあて

4つの教育的介入（2×2）
テキストの形式テキストの形式
伝統的テキスト VS. 複数のテキスト

教示の形式
内容の教示 VS. ヒューリスティックの教示

4つの教育介入に各2人の教師がランダムに割り当てら
れた
教師の2つのレベルは、教育的介入の各レベルに入れ
込まれた

方法：参加者方法：参加者
生徒：
11年生246名。16～17歳
アメリカ合衆国西部の郊外の2つの高校の、
8つの普通科（中流）のアメリカ史のクラ
ス。ス。

方法：参加者方法：参加者

教師：
8名。地区の教務科の社会科教育の専門家
の協力により選出。
5名は実験校の教師 3名はその他5名は実験校の教師、3名はその他。
女性3名、男性5名、教師歴2～27年。
各教師が担当するクラスのうち1クラスが
研究対象。

4つの条件のうち1つに、ランダムに割り
当てられた。

方法：教育的介入～テキスト～方法：教育的介入～テキスト～

テキストの形式：

伝統的教科書

同じトピックに
ついての複数テ
キスト

方法：教育的介入～教科書～方法：教育的介入～教科書～

伝統的教科書：
10個の解説的テキスト。
半分は11年生のアメリカ史の教科書から

教科書の説明では複数テキスト不十分なため教科書の説明では複数テキスト不十分なため、
半分はインターネットや歴史家のさまざまな
テキストを、11年生用に解説的テキストとし
て書き直したもの（J.D.N.編纂）。

方法：教育的介入～複数テキスト～方法：教育的介入～複数テキスト～

複数テキスト：
4つの基準に基づき選択。
生徒の読解能力レベルと同等または以下

幅広い様々なソース（歴史小説、歴史の講演からの
抜粋、政府のドキュメント、歴史的データの図表）
支持と対立の両方の観点を含む支持と対立の両方の観点を含む
論争的な出来事をカバー

各テキストの著者とソースをテキストの下部に明
記
1つのトピックに焦点を当てているため、教科書と
り範囲が狭い。トピックは伝統的教科書の一部に
含まれる。
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方法：教育的介入～教示～方法：教育的介入～教示～

1920～30年代の合衆国の主な出来事とト
レンド。15日間のユニット。
生徒を半々に分ける

テキストの歴史的内容の習得を支援する読解テキストの歴史的内容の習得を支援する読解
の1時間の授業を10回
証拠としてドキュメントを見る支援、3つの発
見法（ソース、確証、文脈化）発展を支援す
る読解の1時間の授業を10回

方法：教育的介入～共通の活動～方法：教育的介入～共通の活動～

材料･･･J.D.N.が作った授業計画、生徒のため
のグラフィックオーガナイザーと学習案内、
教師のためのポイントを使用。11時間以外で、
どの条件群でも使用。

活動･･･議論 ビデオ 協同学習 シミュ活動 議論、ビデオ、協同学習、シミュ
レーション。授業では、2、3個の活動が行わ
れた。
1920～1930年代の日常生活、ハーレムルネサ
ンス（ニューヨークのハーレムを中心に黒人の間に起こっ
た文化的躍進の時期を指す）、大恐慌の原因と影響、
1920～1930年代の外国の事件に焦点。

方法：教育的介入～介入①～方法：教育的介入～介入①～

伝統的教科書・内容中心
教科書を用いての10回の読解授業
歴史的内容に焦点を当てるよう教示

⇒典型的な高校の歴史授業
生徒の内容の記憶を促進
教科書の内容の習得を支援する

教師が教科書のタイトルを指し、教科書に基づき、
事実に関する質問、推論的な質問、意見について
の質問に答えさせる。

⇒教科書に基づき、事実に関する質問、推論的な質
問、意見についての質問を生徒の書かせる。

⇒小グループに分かれて、それらの質問と答えに関
する議論を行う。

方法：教育的介入～介入②～方法：教育的介入～介入②～
複数テキスト・内容中心
複数テキストを用いての10回の読解授業
歴史的内容に焦点を当てるよう教示

⇒発見法についての明示的な教示はないため、複数テキ
ストが与えられた場合の自発的な発見法の使用を測定
できる
複数テキストの内容の習得を支援する複数テキストの内容の習得を支援する

ハーレムルネッサンス期に書かれた詩を提示

⇒詩に基づいて、事実に関する質問、推論的な質問、意
見についての質問に答えさせる。

⇒詩に基づいて、事実に関する質問、推論的な質問、意
見についての質問を生徒に書かせる。

⇒小グループに分かれて、お互いの質問に関する議論を
行う。

方法：教育的介入～介入③～方法：教育的介入～介入③～
伝統的教科書・ヒューリスティック中心
教科書を用いての10回の読解授業
ヒューリスティックを使用するよう教示

⇒テキスト形式と教示が合っていないが、単一テキストで
もヒューリスティックを教えることができるか？
教科書の内容の習得を支援する

教師が教科書のタイトルを指す。

⇒文脈化とは何か、どのようにして行うか、何故それが重
要かを議論することで、文脈化について思い出させる。

⇒教師が教科書の冒頭を読んで、文脈化のモデルを見せる。
教科書から、その時代の価値や態度をどのように獲得す
るかを議論。

⇒小グループに分かれて、教科書から白人と黒人価値観の
違いを推論。

⇒文脈化について考え、何故それが重要なのか記述させる。

方法：教育的介入～介入④～方法：教育的介入～介入④～
複数テキスト・ヒューリスティック中心
複数テキストを用いての10回の読解授業
ヒューリスティックを使用するよう教示

⇒ヒューリスティックについての明示的な教示があり、複
数テキストで練習できる場合の、ヒューリスティックの
使用を測定。

レムルネ サンス期に書かれた詩を提示ハーレムルネッサンス期に書かれた詩を提示

⇒どのように、いつ文脈化を行うか、何故それが重要かを
議論することで、文脈化について思い出させる。

⇒教師が詩の一つを読み、詩に暗示された価値や態度につ
いての考えを声に出すことで文脈化のモデルを見せる。

⇒小グループに分かれて、いくつかの詩を分析。詩が書か
れた環境の社会的、政治的文脈や、詩のメッセージの要
約を推論。

⇒ルネッサンスの歴史的文脈はどのように詩に影響した
か？
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方法：尺度①方法：尺度①

観察：

すでにどのようなテキストと教示が使わ
れているかを調べるため、研究開始前、
J D Nと第三者が3週間観察を行ったJ.D.N.と第三者が3週間観察を行った。
15分間隔で5分観察
全体の21％を観察。
2人の一致率は、85.9％

方法：尺度②方法：尺度②

内容の学習：

40問。5つの選択肢で多肢選択式。
National Assessment of Educational Progress
(NAEP) tests 、Advanced Placement (AP) tests( ) 、 ( )
の過去問。J.D.N.が作成したもの。
12年生での信頼性･･･クロンバックのα=.89
妥当性･･･標準化された2つのテストであり
、授業をカバーする内容であることより成
り立つ。

方法：尺度③方法：尺度③

ヒューリスティックの使用：

Wineburg(1991a)と近い方法を使用。
ある単一イベントに関する複数ドキュメント
と絵を与え、ドキュメントの情報に基づき絵
を批評するように言う。

歴史家になったつもりで、絵がドキュメント
のイベントを正確に描いているか、200語のエ
ッセイで説明させる。

ヒューリスティックの使用を明らかにするた
め、4つの自由記述の質問に答えさせる。

方法：尺度③方法：尺度③

事前、事後で実施。

レキシントンの戦い、プルマンストライ
キの2つのトピックを使用。実施順はカウ
ンタ バランスンターバランス。

Britt & Aglinskas(2002), Wineburg(1991a, 
1994)に基づき、コード化。
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手続き手続き
使われているテキスト形式と教示形式の
観察が3週行われた（観察道具）

内容の学習とヒューリスティックのエッ
セイの事前テストを実施。セイの事前テ トを実施。

実験者が用意した、1920～1930年代の歴史
について、活動と介入を15日間実施。
内容学習の事後テストを実施。

エッセイの事後テストで、歴史家が使用
するヒューリスティックの使用能力の測
定。

結果：観察結果：観察

3週間の観察では、複数テキスト、ヒュー
リスティックの教示の使用なし。

生徒に他の活動をさせるより多くの時間
を講義に費やしていたを講義に費やしていた。

主に教科書によって進められた。

教科書の使い方は教師によって異なった
が、本研究の条件とは直接的に関わって
いなかった。

結果：歴史の内容のテスト結果：歴史の内容のテスト
事前テスト得点が共変量、事後テスト得点
が従属変数としてANCOVAを実施。
介入の有意な影響がみられた
（F(3, 213) = 21.93, p = .001, partial η2= .24.）

TukeyのHSD検定：
複数テキストでの内容学習群＞その他の群
（p<.01）

複数テキストでのヒューリスティック学習群＞
教科書でのヒューリスティック学習群（ p<.02）
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結果：ヒューリスティック・結果：ヒューリスティック・
エッセイテストエッセイテスト

ソース(Table4 上段)：
介入の有意な影響がみられた
(F(3, 206) = 16.35, p = .001,partial η2= .19)
k の 検定TukeyのHSD検定：
複数テキストでのヒューリスティック学習群＞そ
の他の群（p=.001）

他のヒューリスティックより使用が多い

155名（70%）が1～15回使用、平均約3回。

結果：ヒューリスティック・結果：ヒューリスティック・
エッセイテストエッセイテスト

確証(Table4 中段)：
介入の有意な影響がみられた
(F(3, 205) = 10.02, p = .001,partial η2= .13)
TukeyのHSD検定：TukeyのHSD検定：
複数テキストでのヒューリスティック学習群＞
教科書を用いた2群（p<.01）
複数テキストでの内容学習群＞

教科書での内容学習群

どの群でも、ソースより使用が少ない。

特に複数テキストより教科書で少ない。
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結果：ヒューリスティック・結果：ヒューリスティック・
エッセイテストエッセイテスト

文脈化：

15名（7%）しか使用していないため、分析で
きず。

介入前も介入後も どの群においてもほとん介入前も介入後も、どの群においてもほとん
ど使用されなかった。

結果：ヒューリスティック・結果：ヒューリスティック・
エッセイテストエッセイテスト

根拠としてのドキュメントの使用
(Table4 下段)：
介入による有意差なし (F(3, 205) = 1.51, p = .21)

多くの学生がドキ メントを引用多くの学生がドキュメントを引用。

しかし、介入による差はほとんどみられ
なかった。

考察考察
目的：4種の教育介入による、歴史の内容
学習、歴史家のヒューリスティックの使
用の違いを検討。

複数テキスト－伝統的教科書

内容学習－歴史編集学習内容学習 歴史編集学習

歴史の内容学習：

複数テキストが教示に関わらず、内容学
習により良い。

複数テキストの使用が内容知識の獲得を
促進という先行研究を支持
(Stahl et al. , 1996; Perfetti, et al. , 1995)

考察考察

高校での歴史授業への示唆①：

複数テキストの有用性

単一テキストを用いての内容獲得が唯一の方
法と思われているが 内容獲得においても複法と思われているが、内容獲得においても複
数ソースがよい。

先行研究では、生徒の参加度とモチベー
ションにも有用。
(Guthrie & Cox, 1997; Guthrie et al.,1996, 2000)

考察考察

高校での歴史授業への示唆②：

歴史についての考察や執筆に、ヒューリス
ティックの使用の学習が有用。

歴史に いての深い理解 歴史家が行 ている歴史についての深い理解、歴史家が行っている
歴史の考察や執筆の方法の最初のステップ。

文脈化は促進されず。

⇒深い背景知識がないため？高校生や若い人に
教えるのが難しいため？
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考察考察

最も内容の習得に有効だったのは・・・
複数テキスト・内容学習の教示

⇒歴史の内容とヒューリスティックの教示
のバランスに気をつける必要ありのバランスに気をつける必要あり

限界限界

介入の効果を検討するための準実験だが
、教師の影響を減らす必要。

⇒教師のアイディアを柔軟に取り入れられ
ないない。

歴史的思考よりヒューリスティックの使
用について分析。

⇒ヒューリスティックの教示の目標である
ヒューリスティックの使用と深い歴史的
分析との関係について示せていない。

結論結論

情報化社会で市民は情報の批判的読者に
なる必要がある。

様々なソースの情報を読み、評価し、統
合し 理解せねばならない合し、理解せねばならない。

歴史の授業よりも、より適した学習場所
があるか？


