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神奈川県立総合教育センター研究集録27:21～24.2008 

         

問題解決能力を育成するための実践的研究 
－ 「展開モデル」の開発と検証 － 

 

    三 堀  仁１ 

「生きる力」をはぐくむという理念の実現のためには、基礎的・基本的な知識や技能の確実な定着とともに、

これらを活用したり探究したりする学習指導が求められる。本研究では問題解決能力に視点を当て、学習指導

についての実践的研究を進めた。具体的には、PISA 調査の「問題解決能力」で示されたプロセスやそこで必

要とされる推論技能などを参考に、小・中学校における教科学習等の中でどのように問題解決能力を育成する

かについて一つの展開モデルを示した。また、授業実践を通して検証し、その有効性を明らかにした。 

 

はじめに 

 

「確かな学力」を育成するためには、知識・技能の

習得を図る学習指導に加え、それを活用する学習や問

題意識を持って探究する学習が行われるようにする必

要がある。「活用」「探究」の学習指導を通して「よ

りよく問題を解決する力」すなわち「生きる力」の理

念の実現を目指すことが求められているのである。本

研究は、経済協力開発機構（OECD）の「生徒の学習到

達度調査」（以下「PISA 調査」という。）における問

題解決のプロセスや推論技能等を参考に、問題解決能

力を育成することを追究した。 

 

研究の目的 

  

PISA 調査の「問題解決能力」（以下「PISA 型問題解

決能力」という。）は、「問題の状況が、第一に、現

実のものであり、第二に、解決の道筋がすぐには明ら

かではなく、第三に、一つのリテラシー分野内には限

定されない場合に、状況に対処し解決する能力」（瀬

沼 2005）と言われる。 

 教科の枠に限定されない PISA 型問題解決能力の問

題を授業で扱うことは無理があり、PISA 調査の問題を

できるようにすることが本研究の目的ではない。大切

なのは、PISA 型問題解決能力で把握しようとしている

「問題に直面した時にどのようなプロセスを用いる

か」「それらのプロセスにおいて、ものごとを関連付

けたり比べたりするような技能をどのように用いてい

るか」という考え方である。すなわち、 

① 問題解決のプロセスを意識すること 

② そのプロセスにおいてどのような学習技能を使え

ばよいかを示すこと 

以上の２点を踏まえた問題解決の展開モデルを開発す

ることが本研究の目的である。問題解決能力育成の展

開モデルは、授業改善の手がかりとなるものであり、

教科目標の達成につながるものである。 

          

研究の内容 

 

１ 問題解決能力と展開モデル 

(1) 問題解決能力を育成する学習指導の系譜 

 問題解決能力を育成する学習指導の理論は、デュー

イ（Dewey,J.）の考え方が基礎になっている。 

 デューイの「反省的思考」は、問題（困難）を感じ

る、その問題（困難）がどこにあるか明確にする、仮

説を立てる、仮説を推敲する、検証するといった活動

によって問題解決していくことを指している。 

 我が国では、戦後、このような学習指導が問題解決

学習として発足時の社会科などで行われるようになっ

た。「学習者の切実な問題の追究」を重視し、将来、

問題に直面した時にそれを解決できる能力を育てよう

とするものである。こうした学習指導は、系統的な指

導が強く求められた 1960 年代以降、批判を受けた時代

もあったが、「生きる力」という言葉が生まれた 1990

年代から再認識されるようになってきた。 

一方、児童・生徒に科学の成果や科学的な方法を獲

得させるために問題解決の手法をとる形態もあり、こ

れは理科などの分野における問題解決学習として発展

してきている。 

 現在は、ビジネスの世界で「問題解決能力」が提唱

されるようになり、経営コンサルティングの分野でも

「現状の理解」「原因の特定」「打ち手の決定」「実

行」といった問題解決の流れが、渡辺（2007）によっ

て示されている。 

(2) 問題解決の展開モデル 

 以上の流れを視野に入れつつ、PISA 型問題解決能力

の考え方を踏まえて、一つの問題解決の展開モデルを

作成した。 

 まず、「問題」という概念については、児童・生徒

の日常生活に生起する「問題」だけでなく、学習活動

の中で与えられたものであっても、それが児童・生徒

にとって「自分の問題」として受け止めることができ

れば、それもここでは「問題」ととらえることとした。

本研究では問題解決能力を次のように規定した。 1 カリキュラム支援課 研修指導主事 
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学習場面において、これまでに身に付けた知識や技能

などを使って、問題を認識し（見いだし）、情報を収

集・分析するなどして、方策を決め、解決していく力

  

 問題解決の展開モデルとして、第 1 図のようなプロ

セスを考えた。すなわち、問題の認識、情報の収集・

分析、方策の決定、実行（評価も含む）である。 

 各プロセスにおい

ては、そこで必要とさ

れる学習技能を示す

ことが大切であると

考えた。各プロセスに

おける学習技能の例

と指導上の留意点は

以下のとおりである。

     

２ 問題解決のプロセスと学習技能 

(1) プロセス１（問題の認識） 

 最初のプロセスは、問題の認識である。問題に気付

く、困難に直面する、現状とあるべき姿とのずれを認

識する、解決への意欲を持つといったことが考えられ

る。 

ここで必要とされる学習技能は、まず、事実を理解

する力である。既有の知識や経験と比較するなどして、

問題や困難があるということが分からなければならな

い。そして、疑問を解決したいと思うようになること

が必要である。 

 問題の認識のプロセスにおいては、児童・生徒に「自

分のこと」として問題解決していこうという意欲を持

たせる重要な段階である。したがって、教師は様々な

手立てで児童・生徒に「問題に出会わせる」ようにす

ることが求められる。 

そのために教師は、以下の点に留意する必要がある。 

◇現在の児童・生徒の実態を把握する。どのようなこ

とに興味・関心を持つのか、これまでにどのような

経験を積んでいるのかなど、学習のベースとなる事

柄を適切に把握する。 

◇教材をよく吟味し価値を見いだすとともに、どこを

追究の切り口として展開していくか、よく検討する。 

◇地域をよく知り、教材開発を行う。特に人とのつな

がりを大切にする。 

◇何に着目させたいのか、どこに目を向けさせるのか、

明確な見通しを持つ。 

◇問題との出会わせ方を考え、そのための手立てを考

える。矛盾を抱えた二つの事実を示したり、ゆさぶ

りを起こす発問をしたりする。 

◇体験的な活動を積極的に取り入れ、問題を実感でき

るようにする。 

◇児童・生徒にとって解決したい切実な問題になるよ

うに配慮する。 

(2) プロセス２（情報の収集・分析） 

 次は、解決策を決めるために情報を収集・分析する

プロセスである。「問題」となる事象が認められたな

らば、これまでの取組内容を整理したり新たな情報の

収集を行ったりする。そして、情報等を分析し、問題

点を明らかにすることが求められる。 

 ここで必要とされる学習技能は、情報を収集するた

めに、相手とコミュニケーションをとる、必要な事柄

を記録する、様々な情報手段（図書や地図、インター

ネットなど）を活用する、情報を目的に合わせて整理

する（取捨選択する、比較・分類・関係付ける）など

である。さらに問題点を明確にするために、根拠に基

づいて自分の意見を述べる、話し合いを通して問題点

を明確にすることなどが挙げられる。 

 教師は以下の点に留意する必要がある。 

◇相手や場面に応じて適切にコミュニケーションがと

れるように、インタビューの仕方や電話のかけ方な

どについて日ごろから指導する。 

◇地図の読み方、辞書の引き方、インターネットの検

索の仕方など、様々な情報収集の方法を身に付ける

ようにするとともに、複数の情報を収集するよう助

言する。 

◇既習の調査・実験方法をいかすことができるように

するとともに、他の教科等の学習状況を把握し、そ

れを取り入れることができるようにする。 

◇人的ネットワークを充実させ、児童・生徒が必要な

情報を得られるような環境を整えたり、適切な人材

を紹介したりすることができるようにする。 

◇グループや学級全体で話し合う場面を充実させると

ともに、発言するときは、事実なのか、推測なのか、

自分の意見なのかが聞き手に明確に分かるように指

導する。 

(3) プロセス３（方策の決定） 

 次のプロセスは、方策の決定である。解決方法を吟

味する、具体的な仮説を設定する、見通しを明確に持

つ、具体的な取組方法を説明したりすることなどが挙

げられる。 

 ここで必要とされる学習技能は、複数の情報を組み

合わせて方策を考える、既習の知識・技能や経験をい

かす、根拠に基づいて予想を立てる、相手に理解して

もらえるように説明する、グループで協力して話し合

ったり準備したりする、解決へ向けての現実的な計画

を立てるなどである。 

 方策の決定のプロセスは、問題解決の方向性を決定

づける重要な段階である。 

教師は以下の点に留意する必要がある。 

◇児童・生徒の考えや行動を十分に予想し、それに応

じた準備や時間、場面などの学習環境を整えておく

ようにする。 

◇教師が先取りをして指導するのではなく、児童・生

実 行

方策の決定

情報の収集・分析

問題の認識

評
価

第１図 問題解決のプロセス
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徒の問題解決への取組を重視する。 

◇児童・生徒が考えた方策は最大限尊重し、実行に移

せるよう助言する。 

◇既習の知識・技能を使って、予想を立てたり、観察

や実験、調査などをしたりすることができるように

する。 

◇方策が決定したら、前回うまくいかなかった点があ

った場合はそれが改善されているか確認させる。 

◇グループ活動を日常的に取り入れ、話し合いの仕方

を十分に指導する。 

◇他の児童・生徒、グループのよい点を評価し、自分

たちの計画に取り入れられるものは積極的に取り入

れるように助言する。 

(4) プロセス４（実行） 

 最後のプロセスは実行である。意欲を持って解決策

を実行する段階である。実験においては仮説の検証で

ある。そして、実行した結果、事実を確認し、振り返

りを行うことも活動の評価や自己評価として大切な点

である。 

 この段階で必要とされる学習技能は、目的を明確に

持つ、計画に基づいて実行する、観察・実験の手順が

分かる、チームワークで解決を図る、安全やマナーに

留意して行動する、解決して得られたことを分かりや

すく発表する、方策が適切であったかどうか評価する、

問題が解決できたかどうか評価するなどである。 

教師は以下の点に留意する必要がある。 

◇校外での活動や実験を行う際には安全面に十分に配

慮する。 

◇今行っている活動は何を目指しているのか、時に立

ち止まってゴールを意識させる。 

◇見学や調査などでは、見る視点や話の聞き方、記録

の仕方などについて事前に十分指導する。 

◇グループが協働して問題解決にあたることができる

ように、メンバー構成や役割などについて配慮する。 

◇日ごろから発表する機会を学習活動の中で設定し、

発表の仕方について指導する。 

◇うまくいかなかった場合、どこでつまずいたのか、

手順ごとに評価できるようにする。 

◇適切な事実に基づいて活動の評価や自己評価ができ

るように、また、結果を客観的に把握することがで

きるように指導する。 

 以上、各プロセスにおける学習技能や指導上の留意

点を示したが、「問題の認識、収集・分析、方策の決

定、実行のサイクルが、学び方の一つとして様々な問

題解決の場面で使えるという意識を持たせるようにす

る」ことが大切である。すなわち、各プロセスによっ

て形作られる学びのサイクルを児童・生徒が把握する

ことそれ自体が、重要な学習技能ということである。 

 この展開モデルに基づいて実施した授業の例を次に

紹介する。 

３ 「展開モデル」に基づいた学習指導の実践例 

(1) 中学校理科「消化液のはたらき」について 

 本単元は、第２学年の第２分野「動物の世界」にお

ける「食物はどのようにして体内にとり入れられるか」

のうちの「消化液のはたらき」（６時間）の学習であ

る。「消化液（消化酵素）のはたらきについて実験を

通して調べることができる」ことなどが目標である。 

 単元ではまず、消化液によって食べ物が「溶かされ

る」様子を、市販のペプシンやアミラーゼ酵素を使っ

てゆで卵の白身で確かめる学習を行う。 

 次に、ヨウ素反応によるデンプンの検出およびベネ

ジクト反応による糖の検出の学習を行い、唾液によっ

てデンプンが消化できることを実験で確かめる。 

 ここで教師から「ご飯は水だけでも消化できるのか」

という学習課題を投げかける。生徒は「消化できる」

「消化できない」との予想を立て、次の実験を行う。 

 

〔実験１〕 

ご飯に水を加えてしばらく体温付近の温度に保ち、こ

れを試験管に二分してヨウ素反応とベネジクト反応を

調べる。 

 

 ポイントは、この実験からは判断ができないことに

ある。いわば「問題解決への布石」である。ご飯の主

成分はデンプンであるが、少し糖も含んでいるため、

ご飯に水を加えたもので調べると、ヨウ素反応とベネ

ジクト反応がともに陽性を示すのである。 

 生徒はこの結果から次のような考え方を示すことが

予想される。 

 

 

 この結果から「このままではどちらとも判断できな

い」という結論を生徒は導き出すであろう。ここで、

生徒は学習課題を「自分の問題」としてとらえるよう

になり、これ

までの既習の

知識を活用し

たり情報を集

めたりしてグ

ループで解決

策を考えてい

くのである。

（第２図） 

○弱いベネジクト反応を示したことから少し糖が

できていることが分かる。これは水がご飯を消化

したからだと思う。だから、ご飯は水だけでも少

しは消化できることになる。 

○水だけで消化できるはずがない。弱いベネジクト

反応を示したのは、デンプンに元々糖が含まれて

いたからではないか。 

予想
（消化できる・消化できない）

解決策を考えよう
（情報の収集・分析）

実験結果

ヨウ素反応 あり
ベネジクト反応あり（弱）

教師からの
学習課題

「ご飯は水だけでも
消化できるのか？」

このままでは
判断できない
（問題の認識）

この方法で
やってみよう
（方策の決定）

第２図 学習の流れ 
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(2) 学習の実際 

 〔実験１〕の結果を受けて、生徒は自分たちで解決

策を考えた。学年全体（32 グループ）のうちの 19 グ

ループが実行可能な解決策を発案することができた

（残りの約３分の１のグループも教師の助言によって

解決策を考えることができた）。（第３図） 

 各グループは、まず解決策をポスターにまとめた。

教師は安全性、実行性等を判断して必要に応じて助言

を行った。次に、自分たちの解決策〔実験２〕を全体

の場で発表した。これにより、実験方法等を再確認し

たり他グループのよい点を参考にしたりすることがで

きた。（第４図） 

 生徒はご飯の糖分を取り除くなどしてそれぞれが考

えた〔実験２〕を行った。水だけでは消化されないこ

とを自分たちの力で明らかにした生徒たちは、十分に

達成感を味わうことができた。同時に、本単元の学習

内容についての理解を深めることができた。 

 この実践において生徒に必要な学習技能は、既習の

知識（試薬の反応）や技能（実験の手順）をいかすこ

とや自分たちの考えを相手に分かりやすく伝えること

などである。 

そのために指導上必要なこととして、いろいろな実

験に慣れさせて器具の扱い方や実験操作などが容易に

できるようにすること、話し合いや発表の場を確保し

て自分の考えを分かりやすく述べられるようにするこ

となどが挙げられる。そして何より生徒が「自分の問

題」として追究したくなるように、問題を「仕組む」

工夫をすることが重要である。 

研究のまとめ 

 

 自分の持っている知識や技能を駆使して「自分の問

題」を解決することができたとき、児童・生徒は大き

な喜びを感じる。 

 右の円グラフは「消化

液のはたらき」の単元終

了後の生徒 117 名の感想

である。肯定的に受け止

めた生徒が、70％を超え

た。自分たちで解決方法

を考え、実験し、結論を

導き出すことができたと

きの達成感がうかがえる。 

 児童・生徒の「問題を解決したい」という思いは、

問題解決の推進力となる。そして、ゴールに向かって

「問題解決のプロセスに沿って」行動したという経験

は、次に「問題」に出会ったときに解決の方向性を見

出すことにつながる。教師の指導性は、児童・生徒に

推進力と方向性を与えることに発揮されるといえる。 

 

おわりに 

 

 本研究を踏まえて当センターでは『「問題解決能力」

育成のためのガイドブック～「習得・活用・探究」へ

の授業づくり～』を発行した。小・中学校の実践例も

紹介してあるので参照していただきたい。 

 なお、本研究にあたっては、５名の調査研究協力員

のほかに、横浜国立大学の森本信也教授、早稲田大学

の藤井千春教授にスーパーバイザーとしてご指導・ご

助言をいただいた。感謝の言葉を申し添えたい。 
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 藤沢市立俣野小学校     篠崎 芳弘 
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藤沢市立片瀬中学校     川地 啓文 

海老名市立今泉中学校    池亀 幸男 

 二宮町立二宮中学校     山田 秀光 

［助言者］ 

 横浜国立大学        森本 信也 

 早稲田大学         藤井 千春 
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