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《研究ノート》

要　　約

　本研究では、大学生を対象に協調学習における学習活動と自己効力感の関連を調べることを目

的とした。まず、探索的及び確認的因子分析を行い、「既習知識の深い学習」、「専門科目への興

味」、「既習知識の認知修正」の3因子からなる自己効力感尺度を作成した。続いて、重回帰分析

及び共分散構造分析の結果、協調学習における学習活動（内容理解・共有性・視野拡大・効率性・

責任性・積極性）のうち、共有性と効率性は「既習知識の深い学習」、「専門科目への興味」、「既

習知識の認知修正」に対して影響を及ぼし、責任性は「専門科目への興味」に対して影響を及ぼ

すことが示された。

1．背景

　学業的な自己効力感とは、Bandura1）によって定義された概念であり、「指示された教育内容

を達成していくための行動を統合し実行する能力を個人的に判断すること」と翻訳されてい

る2）。自己効力感は動機づけ研究の分野では、学習における課題の達成や解決の期待概念として

幅広く知られている。学業達成と自己効力感に関して、自己効力感の高い学習者は、低い学習者

＊2021年8月17日受理。
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よりも挑戦しがいのある課題を選択し、課題達成に向けて継続的に努力して取り組むと考えられ

ている。自己効力感はまた、学習方略の使用と関連しており、自己効力感が高いほど学習方略を

よく使用することが報告されている3-4）。

　自己効力感は、成功体験（遂行行動の達成）、成功者のモデリング（代理的経験）、他者からの

受容（言語的説得）、生理学的状態（情動喚起）が影響要因となり形成されていくと考えられて

いる5）。そこで、教育実践の場では、ペア学習や対話的学習を導入した協調学習が他者からの援

助的な関わりを促し、自己効力感を高める効果が考察されている6-7）。しかしながら、協調学習

におけるどのような学習活動がどういった自己効力感に関連するのかは明らかではない。そこで

本研究では、知識構成型ジグソー法8）を用いた協調学習の学習活動と自己効力感の関連を説明

するモデルを構成し、妥当性を検証した。

2．方法

2-1　調査対象・調査時期・手続き

　2014年12月に、神戸薬科大学において薬学英語入門Ⅱを履修する3年生66名に質問紙への回答

を依頼し、欠損値のない58名（男子25名、女子33名）のデータを分析に用いた。質問紙は講義最

終日に行った知識構成型ジグソー法8）を用いた協調学習の後に学生全員に配布するとともに、

回答が任意であること、成績とは無関係であること、個人が特定されないように分析は匿名化す

るなどの配慮することを口頭で伝えた。統計的分析は、SPSS Statistics 26と Amos 26を用いて

行った。

2-2　質問紙

2-2-1　自己効力感

　協調学習後、自己効力感尺度を作成するために、次の14項目の質問に対して、4件法で回答し

てもらった。質問項目は、「Q1専門知識をより確認（復習）できる；　Q2各々の専門知識をより

統合し応用できる；　Q3専門科目の勉強方法をより工夫できる；　Q4暗記ではなく思考をより
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使う勉強ができる；　Q5物事に対してより柔軟に考えることができる；　Q6専門科目により興

味をもつことができる；　Q7専門科目の学習意欲をより向上できる；　Q8専門科目の復習・予

習に力をより入れることができる；　Q9効率のよい勉強ができる；　Q10物事を論理的に考える

ことができる；　Q11既習の専門知識の勘違い・間違いに気づくことができる；　Q12既習の専

門知識の勘違い・間違って記憶していた知識を修正できる；　Q13既習の専門知識をより深いレ

ベルまで学習できる；　Q14既習の専門知識を効率よく復習・統合し応用できる」である。

2-2-2　協調学習における学習活動

　協調学習後、学習活動に関する次の6項目の質問に対して4件法で回答してもらった。質問項目

は、「q1授業内容の理解が深まる（内容理解）；q2わからないところを共有し、解決する（共有性）；

q3自分の考え方や視野が広まる（視野拡大）；q4効率よく学習する（効率性）；q5自分の意見や

考えを責任もって発言する（責任性）；q6積極的に参加する（積極性）」である。

2-3　協調学習の概要

　薬学英語入門Ⅱの講義（75分 / 回）の最終講義日（12回目）にジグソー法8）を用いた協調学

習を実施した。3～4名のグループを編成し、すでに授業で学習したユニットから「anti-caner 

drug and radiation therapy」、「drug delivery system」、「bone morrow cell therapy」について

書かれた400字程度の英文をそれぞれ抜粋し、エキスパート課題Ａ・Ｂ・Ｃを作成した。それぞ

れのエキスパート活動において細胞レベルでのがん治療のメカニズムを話し合うことによって、

「正常細胞の障害リスク」を発見できることを期待した。ジグソー活動では「低侵襲性治療の短

所を踏まえてこれからの医療のあるべき姿とは何か」について話し合うことで、正常細胞の障害

リスクをより明確にすることをねらいとした。
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3．結果

3-1　自己効力感尺度の構成

　自己効力感尺度を作成するため、尺度原案に対して、探索的因子分析（主因子法、Promax）

を行い、固有値の減衰状況（6.869、1.187、1.148、0.956、0.691…）から3つの因子を抽出した。

第1因子は5項目（Q5、Q9、Q10、Q13、Q14）、第2因子は6項目（Q1、Q2、Q3、Q4、Q6、Q7）、

第3因子は3項目（Q8、Q11、Q12）であった。内部整合性を検討するためにα係数を算出した結

果、十分な値が得られた（第1因子 .84；第2因子 .85；第3因子 .81）。そこで、因子ごとに項目平

均点を算出し、自己効力感の3つの潜在変数を作成した。これら3つの潜在変数に相関関係を設定

し、確認的因子分析を行った結果、このモデルの適合度は GFI ＝ .803、CFI ＝ .904、RMSEA ＝ .095

であった（図1）。さらに、各因子を構成する観測変数のうち、Q13、Q6、Q11と Q12の影響が大

きいことから第1因子を「既習知識の深い学習」、第2因子を「専門科目への興味」、第3因子を「既

習知識の認知修正」と命名した。

3-2　平均値と標準偏差

　自己効力感尺度の各下位尺度得点の平均値±標準偏差について、「既習知識の深い学習」は2.89

± .51、「専門科目への興味」は2.98± .50、「既習知識の認知修正」は2.88± .53であった。協調学

図1　自己効力感を表す潜在変数の確認的因子分析結果

Q9 Q10 Q13 Q14Q5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q7 Q8 Q11 Q12

1 2 3
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.69
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.79
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習における学習活動の各質問項目の平均値±標準偏差について、内容理理（q1）は3.03± .62、

共有性（q2）は3.22± .59、視野拡大（q3）は3.17± .63、効率性（q4）は2.75± .66、責任性（q5）

は3.16± .64、積極性（q6）は3.22± .68であった。また、自己効力感及び学習活動の男女間の違

いの有無を調べるために対応のない t 検定を行った結果、男女間に有意な差は認められなかった。

3-3　協調学習における学習活動と自己効力感の関連

3-3-1　重回帰分析

　協調学習における学習活動が自己効力感に与える影響を調べるため、自己効力感を従属変数、

6つの学習活動を独立変数として重回帰分析を行った（表1）。決定係数 R2は、「既習知識の深い

学習」（R2＝ .44）、「専門科目への興味」（R2＝ .66）、「既習知識の認知修正」（R2＝ .40）であった。

有意な標準化偏回帰係数（β）は、q2と q4から「既習知識の深い学習」に、q2、q4、q5から「専

門科目への興味」に、q4から「既習知識の認知修正」に対して認められた。分散インフレ係数

（VIF）は10未満であり、多重共線性には問題がなかった。

3-3-2　共分散構造分析

　データ全体で協調学習における学習活動と自己効力感の関連性を説明するモデルを構成するた

め、6つの学習活動から「既習知識の深い学習」、「専門科目への興味」、「既習知識の認知修正」

へパスを引いたモデルを仮定し、共分散構造分析を行った。分析の結果、許容される適合度で

あった（GFI ＝ .777、CFI ＝ .905、RMSEA ＝ .082）。なお、簡略化のために標準化推定値のみ

を記し、有意確率 .05に満たないパス、潜在変数間の共分散、分散、誤差変数は省略した（図2）。

表1　重回帰分析結果
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共有性から「既習知識の深い学習」、「専門科目への興味」、「既習知識の認知修正」にそれぞれβ

＝ .39（p** ＜ .01）、β＝ .27（**p ＜ .01）、β＝ .30（p* ＜ .05）の有意なパスが認められた。また、

効率性から「既習知識の深い学習」、「専門科目への興味」、「既習知識の認知修正」にそれぞれβ

＝ .30（p* ＜ .05）、β＝ .31（**p ＜ .01）、β＝ .34（p* ＜ .05）に有意なパスが、責任性から「専

門科目への興味」にβ＝ .20（p* ＜ .05）の有意なパスが認められた。

4．考察

　本研究では、協調学習における学習活動と自己効力感の関連を調べることを目的とした。

　まず、探索的及び確認的因子分析の結果から、自己効力感を測定する尺度（既習知識の深い学

習、専門科目への興味、既習知識の認知修正）を作成した（図1）。次に、重回帰分析結果から、

共有性は「既習知識の深い学習」と「専門科目への興味」、効率性は「既習知識の深い学習」、「専

門科目への興味」、「既習知識の認知修正」、責任性は「専門科目への興味」に対して影響を及ぼ

すことがわかった（表1）。続いて、データ全体で協調学習の学習活動と自己効力感の関連性を説

明するモデルを構成し検証を行った結果、モデルの妥当性が確認された（図2）。よって、共有性

と効率性は、「既習知識の深い学習」、「専門科目への興味」、「既習知識の認知修正」と関連し、

責任性は「専門科目への興味」と関連することが示された。

　「既習知識の深い学習」に対して影響を及ぼす学習活動は、共有性と効率性であり、内容理解、

図2　協調学習における学習活動と自己効力感の関連

.39**

.27** .30*
.31**.30* .34*

.20*
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視野拡大、責任性、積極性ではなかった。本研究で用いた知識構成型ジグソー法8）は、相互協

力関係（全員がいなければ成立しない関係を作る；共通の目標に向かって互いを尊重する；分担

された役割に使命感をもつような状態にある）と、個人の責任（課題解決のために個人に役割、

責任がある；個人の責任を本人やグループの他のメンバーが理解している）という基本的構成要

素を取り入れる手法である。エキスパート活動では同じ資料についてグループで理解を深めてメ

ンバー1人1人が専門家となり、ジグソー活動では異なる資料を理解した専門家と協力して自分の

考えや意見を交換・統合し、1人1人の学習を深めることが狙いである。「既習知識の深い学習」

は Q13に最も大きく影響されていることから、エキスパート活動及びジグソー活動を介してすで

に専門科目の授業で学んだ知識についてわからないところを他者と共有し、効率よく解決するこ

とによって「深いレベルまで学習できる」という自己効力感が高まったと考えられる。

　「専門科目への興味」に対して影響を及ぼす学習活動は、共有性、効率性、責任性であり、内

容理解、視野拡大、積極性ではなかった。興味は、個人的興味と状況的興味が知られており、前

者は持続性や努力、学習の深さ、学業の動機づけに関連し、後者は集中、学習の精緻化や感情を

伴う取り組みに関連している9-10）。状況的興味はまた、状況や環境によって引き起こされる一種

の心理状態とされている。内容理解から「専門科目への興味」への有意なパスが認められなかっ

たことは、学習活動によって学習内容を面白く感じるよりも専門内容についてわからないところ

を他者と共有し、効率よく解決するとともに、自分の意見や考えを責任もって発言するという、

学習活動（環境）を面白く感じ、「専門科目により興味をもつことができる」という自己効力感

が高まったかもしれない。

　「既習知識の認知修正」に対して影響を及ぼす学習活動は、共有性と効率性であった。既習知

識はすでに学習・習得した知識であるが、勘違いや誤った知識は後続する学習の理解を妨げ、誤っ

た理解を促進すると考えられる。エキスパート活動及びジグソー活動を介してわからないところ

を他者と共有し、効率よく解決することは、「既習の専門知識の勘違い・間違いに気づき修正で

きる」という自己効力感を促進させたと考えられる。

　最後に本研究の限界として、用いたデータは客観的根拠に基づくものではなく自己評価で得ら

れたものであるため、個人的特性の影響は否定できない。しかしながら、本研究においてこれま
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で明らかにされていなかった協調学習における学習活動と自己効力感の関連を示すことができた

ことは教育現場における協調学習実践の改善に貢献できると考える。今後の展望として、本研究

結果を普遍的な知見とするためには、さらに薬学以外の様々な専門分野を専攻する学習者の大規

模データを用いて検証していくことが必要である。

謝辞：本研究にご協力頂きました学生の皆様に深く感謝申し上げます。
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《研究ノート》

要　　約

　本研究では、1年生に対する早期的な学習支援プログラムの構築に有用な知見を得るために、

自律的学習動機（内的調整、同一化的調整、取り入れ的調整、外的調整）、認知的方略（反復作

業方略、深い処理方略、まとめ作業方略）、メタ認知的方略と学業成績（1年前期定期試験 GPA）

の関連について検討した。入学時の学力（プレースメントテスト得点）を統制した上で重回帰分

析を行って以下の結果が得られた。（1）メタ認知的方略が学業成績と最も強い正の関連を示した。

（2）同一化的調整とメタ認知的方略が学業成績と正の関連を示し、内的調整と外的調整が負の関

連を示した。（3）内的調整と同一化的調整がメタ認知的方略と正の関連を示し、外的調整が負の

関連を示した。これらの結果から、学業成績の向上には同一化的調整とメタ認知的方略の重要性

が示唆された。

1．問題と目的

　神戸薬科大学薬学基礎教育センターは、これまで留年生を対象とした学習支援を軸として、学

習能力及び学習意欲の向上を目的としたプログラムを構築・実施してきた1-2）。2021年度からは、

＊2021年9月30日受理。

薬学部1年生の学業成績に及ぼす
影響要因について

 
児玉典子、竹仲由希子、西村克己、山崎渚、宮田興子
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組織改正によって薬学基礎教育センターは総合教育研究センター支援部門として所属名を変更

し、ストレート合格率80％を目指した学習支援プログラムの構築を検討している。まず始めに、

卒業留年や薬剤師国家試験不合格学生に学習方略に関するアンケート調査を行ったところ、ほと

んどの学生は認知的方略3）に含まれる反復作業方略を使用して、6年生まで進級してきた可能性

が高いことがわかった。学習内容を繰り返して覚える反復作業方略は、短期的には学業成績との

関連が示されていることから4）、6年生までの学期末試験では有用な学習方略と考えられる。反

復作業方略の使用には努力に対する動機づけが重要であり、この方略を使用する学生は「真面目

な努力家」と言える。しかしながら、卒業試験や薬剤師国家試験のように広範囲にわたって出題

される試験には、反復作業方略よりも高次な認知的方略である深い処理方略が有用と考えられ

る3）。よって、「真面目な努力家」に対しては、深い処理方略を身に着けるような学習支援が必

要である。深い処理方略は、学習内容を関連づけて覚えたり、同じ内容をまとめて覚える学習方

略であり、これよりもさらに高次な学習方略としてメタ認知的方略3）がある。メタ認知的方略

には、プランニング方略（計画を立てて勉強する）、モニタリング方略（自分の学習状況を把握

する）、自己調整方略（自分の行動・認知を調整する）の要素が含まれていることから、勉強の

開始が遅く卒業試験に間に合わない「先延ばし行動家」と言える学生に対しては、メタ認知的方

略を身に着けるような学習支援が必要かもしれない。また、メタ認知的方略は興味、関心、意欲

に動機づけられる内発的な動機づけとの関連が示されている3）。藤田らは課題の先延ばし行動の

原因として、課題に対する興味の低さによって他事を優先して行うことを報告している5）。よっ

て、「先延ばし行動家」に対して内発的動機づけに基づくメタ認知的方略に働きかける学習支援

が重要かもしれない。

　ただし、6年生は卒業試験や薬剤師国家試験までに十分な時間が確保できず、メタ認知的方略

や深い処理方略の使用による効果が十分に発揮できない。よって、6年生で「真面目な努力家」

や「先延ばし行動家」を多く抱え込まないためには、1年生から6年生までの継続的な学習支援プ

ログラムの構築が必要である。1年生において、例えば有機化学Ⅰは範囲が広く、覚えることが

多い上に体系的に理解するために必要な原理や法則の理解が必要である。5月末で実施した小テ

ストと学期末試験の結果から、教科書を丸暗記する「真面目な努力家」や、小テストで低い点数



－ 11 －

を取ったとしても勉強を始めない「先延ばし行動家」が見られた。そこで本研究では、この現状

を踏まえて1年生の学業成績に影響を与える要因を探索することを目的とした。

2．方法

2-1　調査対象・調査時期・手続き

　2021年6月に、本学の新入生277名を対象に定期試験に向けたガイダンスとして「メタ認知的方

略の重要性」を説明した後、自律的な学習動機づけ、認知的方略、メタ認知的方略に関する質問

紙調査を実施した。なお、質問紙調査実施の際、本研究の参加は自由意思であること、成績とは

無関係であること、個人が特定されないように分析は匿名化することなどの倫理的配慮すること

を紙面及び口頭で説明し、参加の同意が得られた参加者のうち、欠損値を除いた222名を分析対

象とした。分析は、SPSS Statistics 26と Amos 26を用いて行った。

2-2-1　自律的学習動機尺度

　内的調整（項目例：問題を解くことが面白いから）、同一化的調整（項目例：将来の成功につ

ながるから）、取り入れ的調整（項目例：勉強で友だちに負けたくないから）、外的調整（項目例：

やらないとまわりの人がうるさいから）の下位尺度で構成される自律的学習動機尺度6）を用い

て4件法で回答させた。

2-2-2　認知的方略尺度

　反復作業方略（項目例：勉強するときは、何かに書きながら学習を進める）、深い処理方略（項

目例：勉強するときは、新しい内容と今まで習ってきたことを頭の中で結びつける）、まとめ作

業方略（項目例：勉強をするとき、教科書や問題集の内容をノートにまとめている）で構成され

る認知的方略尺度3）を用いて5件法で回答させた。
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2-2-3　メタ認知的方略尺度

　メタ認知的方略尺度3）（項目例：最初に計画を立ててから勉強する；自分で決めた計画にそっ

て勉強する；自分が分からないところはどこかをみつけようとしながら勉強する）を用いて5件

法で回答させた。

2-3　学業成績

　学業成績の使用に対して同意の得られた参加者の1年前期定期試験（7月実施）の評定平均値

（GPA）を統計的分析に用いた。また、知的能力や入試区分などの交絡変数の影響を除く目的で、

4月に実施したプレースメントテスト3教科（化学、生物、物理）の合計得点を使用した。なお、

各教科のプレースメントテスト得点の取得可能範囲は0～300であった。

3．結果

3-1　平均値、標準偏差、α係数

　自律的学習動機尺度、認知的方略尺度、メタ認知的方略尺度の各変数のα係数を算出した結果、

一定の信頼性が確認された。表1に各変数の加算平均値、標準偏差、α係数の結果を示す。

1.   
2.   
3.   
4.   

5.   
6.   
7.   

8.  

2.37  
3.39  
2.42  
2.09

3.74  
3.80
2.70

3.67

0.63  
0.55  
0.72  
0.62

1.09  
0.77
1.17 

0.65    

0.80 
0.79  
0.81  
0.74

0.85  
0.85
0.87 

0.67

表1　各変数の平均値、標準偏差、α係数
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3-2　自律的学習動機、認知的方略、メタ認知的方略と学業成績の関連

3-2-1　相関分析

　自律的学習動機、認知的方略、メタ認知的方略と学業成績の関連を調べるために、各変数間の

相関係数を算出した（表2）。定期試験 GPA については、同一化的調整（r ＝ .18、p** ＜ .01）、

深い処理方略（r ＝ .17、p* ＜ .05）、メタ認知的方略（r ＝ .30、p** ＜ .01）、プレースメントテス

ト得点（r ＝ .34、p** ＜ .01）において有意な正の相関が見られ、外的調整（r ＝－ .16、p* ＜ .05）

において有意な負の相関が見られた。相関係数において、プレースメントテスト得点が最も高

く、メタ認知的方略が同一化的方略や深い処理方略よりも高かった。この結果は、入学時の学力

が高く、メタ認知的方略を使用する程度が高いほど、定期試験 GPA が良いことを表している。

3-2-2　重回帰分析

　学業成績に対する自律的学習動機、認知的方略、メタ認知的方略の影響を調べるために、重回

帰分析（階層的重回帰分析）を行った（表3）。なお、VIF は1.6以下であり、多重共線性の問題

はなかった。プレースメントテスト得点を統制変数、定期試験 GPA を従属変数とし、Step1で4

つの調整スタイルを、Step2で3つの認知的方略を、Step3でメタ認知的方略を独立変数として投

入した。その結果、同一化的調整（β＝ .16、p* ＜ .05）とメタ認知的方略（β＝ .27、p*** ＜ .001）

が有意な正の影響を、内的調整（β＝－ .20、p** ＜ .01）と外的調整（β＝－ .16、p* ＜ .05）が

有意な負の影響を与えた。

　定期試験 GPA に対して最も正の影響を与える独立変数は、表3の結果よりメタ認知的方略と

1.   
2.   
3.   
4.   

5.   
6.   
7.   

8.   

9.   
10. GPA

1  
.33** 

.26** 

.10

.08 

.34** 

.21** 

.36** 

.11 

.03

1.               2.               3.               4.               5.               6.               7.               8.    9.             10

1
.19** 

.03

.23**

.40** 

.14* 

.42** 

.11 

.18**

1
.39** 

.21**

.07 

.13

.13

.04

.09

1

.23** 

.01

.15*

.13

.12

.16*

1
.07   
.41**

.12

.11

.03

1
.18**  

.53**

.13

.17*

1

.13

.13

.01

1

.04

.30** 1

p* .05, p** .01

1
.34**

表2　各変数の相関係数
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考えられる。そこで、自律的学習動機とメタ認知的方略の関連を調べるため重回帰分析を行った

（表4）。なお、VIF は1.4以下であり、多重共線性の問題はなかった。メタ認知的方略を従属変数、

4つの調整スタイルとプレースメントテスト得点を統制変数として投入した結果、内的調整（β

＝ .22、p** ＜ .01）と同一化的調整（β＝ .34、p*** ＜ .001）が有意な正の影響を、外的調整が有

意な負の影響を与えた（β＝－ .14、p* ＜ .05）。

R2

.03

.22**

.34***

.06

.14*

.25
p* .05, p** .01,   p*** .001

表4　各変数のメタ認知的方略への影響

Step1         Step2         Step3        

R2

R2

.35***

.15*

.25***

.15*

.19**

.19

.21

GPA

p* .05, p** .01,  p*** .001

.35***

.17*

.21**

.15*

.21**

.04

.07

.03

.18

.01

.36***

.20**

.16*

.12

.16*

.02

.04

.03

.27***

.23

.05

表3　各変数の定期試験GPAへの影響
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4．考察

　本研究では、新入生に対する早期的な教育的介入を目指して、自律的学習動機、認知的方略、

メタ認知的方略と1年前期定期試験 GPA の関連について検討した。

　相関分析の結果、正の相関係数の高い順からプレースメントテスト得点、メタ認知的方略、同

一化的調整、深い処理方略となり、プレースメントテスト得点が定期試験 GPA に最も強い関連

を示すことがわかった（表2）。この結果から、入学時の学力が約3か月後の定期試験 GPA にも

強い影響を及ぼすことが明らかにされた。自律的学習動機において、内的調整は興味や楽しさに

基づき、最も自律性が高い内発的動機づけであり、これまで教育的に望ましいとされていた。し

かしながら、近年、西村らは内発的調整よりも学業成果を長期的に予測する動機づけとして同一

化的調整の重要性に言及し、同一化的調整がメタ認知的方略を介して学業成績を予測するという

プロセスを報告している6）。また、認知的学習において、梅本はメタ認知的方略の使用頻度が高

いほど、深い処理学習を使用して学習を持続させることを報告しており3）、本研究結果は、先行

研究結果と整合する結果となった。

　次に、プレースメントテスト得点を統制変数、定期試験 GPA を従属変数、自律的学習動機、

認知的方略、メタ認知的方略を独立変数として階層的重回帰分析を行った（表3）。自律的学習動

機において、Step3で同一化的調整とメタ認知的方略は定期試験 GPA に対して正の影響を与え、

内的調整と外的調整は負の影響を与えた。先行研究6）より、メタ認知的方略と同一化的調整は

学業成績に対して正の影響、外的調整は負の影響が報告されており、本結果はこれと整合する結

果となった。内的調整は「問題を解くことが面白いから；難しいことに挑戦することが楽しいか

ら」といったように学習自体に興味を持つ動機づけであるが、これまで学業成績との直接的な関

連は報告されていない。よって、本研究によって内的調整が定期試験 GPA に対して負の影響を

与えるという新しい知見が得られたことになる。この結果について今後検討する必要があるが、

本研究結果から、内的調整は同一化的調整と比べて反復作業方略との関連が示されなかったこと

が理由の1つとして考えられる（表2）。

　一方、表3の標準化偏回帰係数（β）の値からメタ認知的方略が定期試験 GPA に対して最も
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強く正の影響を与えており、Step2から Step3の同一化的調整のβ値が .21（p** ＜ .01）から .16（p*

＜ .05）に減少したことから、同一化的調整がメタ認知的方略を介して間接的に正の影響を与え

る可能性が示された。そこで、プレースメントテスト得点を統制変数、メタ認知的方略を従属変

数とした重回帰分析行った結果、内的調整と同一化的調整がメタ認知的方略に対して正の影響を

示すことが示された（表4）。よって、同一化的調整は直接的及びメタ認知的方略を介して間接的

に定期試験 GPA に正の影響を与えることが明らかとなった。内的調整は、学習成果より学習自

体を目的とする学習目標志向性との関連が報告されており、遂行目標志向性と関連する同一化的

調整よりも自律性の高い内発的な動機づけである6）。しかしながら、本研究結果によって内的調

整が定期試験 GPA に与える直接効果が負の影響を与えることが明らかにされた。この結果につ

いては今後の検討が必要とされるが、定期試験に向けて内的調整に基づく学習動機づけを強く

持っている学生の中には試験勉強を遂行中に、学習への興味や関心が薄れてメタ認知的方略の使

用が減少する可能性が考えられる。

　以上の結果から、1年生の前期定期試験に向けた早期的な学習支援としてメタ認知的方略に働

きかける同一化的な学習動機づけを促進させることが重要と考える。メタ認知的方略はプランニ

ング方略、モニタリング方略、自己調整方略で構成されており、同一化的調整に基づく学習では

メタ認知的方略を介して長期的（1年後）に学業成績を予測することが報告されている6）。今後、

長期的な学習支援プログラムを構築する場合においても、同一化的調整を高める教育的介入がよ

り効果的である。

　本研究によって、1年生の自律的学習動機、認知的方略、メタ認知的方略と学業成績との関連

が薬学部で初めて明らかにされたが、以下のような限界と課題が残されている。まず、階層的重

回帰分析結果から内的調整と定期試験 GPA に対して負の影響が示されており、これについては

学習時間と認知的方略の関連を検討する必要がある。また、本研究は一時点での測定のため、専

門性の高い科目が増え、統合的な学習を必要とする上級生に対しても縦断的調査によって検討す

ることが必要である。また、卒業試験や薬剤師国家試験を長期的な指標として、自律的学習動機、

認知的方略、メタ認知的方略の関連を検討していくことも重要である。
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付記（執筆者の所属機関）　児玉典子（神戸薬科大学）
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編　集　後　記

　★今年度は、キャンパス整備に伴う2号館解体の大きな音をBGMに、この編集記を書いてお

ります。とは言え、多少の不便さはありますが「安全・安心とよりよい教育環境」を目指した

新しいキャンパスに大いに期待を寄せているところです。さて、Libra21号も無事に刊行でき

ることになりました。ご協力頂きました皆様に深く感謝申し上げます。引き続き、多くの皆様

の投稿をお待ちしております。 （児玉）

　★私はLibraが初めて電子化されたLibra第15号の編集員長を務めました。7年が経ち、Libra

は電子ジャーナルとしてすっかり定着しています。第15号に投稿した私の研究ノートを見たア

メリカの英語教育関係者から3、4年前に連絡をもらったことがあり、Libraが世界中から見ら

れていることを実感しました。昨年来のCOVID-19パンデミックにより、研究発表の場、大学

教育、そして社会全体が大きくオンライン化にシフトしました。この流れの中で国内外への情

報発信の場としてLibraの充実を目指したいと思っております。今回ご協力いただいた皆様に

深謝すると共に、今後もご協力を宜しくお願いいたします。 （玉巻）

　★新型コロナウィルス感染症への対応を心がけながらのキャンパスライフにすっかり慣れて

きた一年でした。今年度もLibra21号を無事に刊行できましたことをたいへんうれしく思いま

す。ご協力くださったみなさまに心より感謝申し上げます。Libraは、論文、研究ノートだけ

ではなく、翻訳や書評なども掲載できます。みなさまの積極的なご投稿をお待ちしております。

 （小門）
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★☆編集方針

１．本誌の性格　 人文、社会諸科学、語学、数学の幅広い分野において、斬新な問題を提

起している論文、オリジナリティーがありかつ学問的実証にも耐えられ

る論文を掲載し、学問の総合的発展に寄与することを目標とする。旧来

の紀要の枠を越えた年報を目指す。

２．応募資格　　 応募資格は本学の専任・非常勤教員に限定する。

３．内　　容　　 人文科学、社会科学、語学、数学、社会薬学の分野を対象とする。本学

非常勤の教員は、審査の都合上、英語学・英文学、英語教育、ドイツ文学、

哲学、倫理学、社会薬学、薬学教育の分野に限定する。

４．分類項目　　 提出された原稿は「論文」、「翻訳」、「研究ノート」、その他（たとえば「書

評」、「学会報告」など）に分類する。

５．論文の審査　 提出された論文はレフェリー（学外者も含む）の査読報告を参考にし、

編集委員会の責任において審査して掲載の可否を決定する。部分的な修

正の上、掲載を認めることもある。

６．原稿提出　　 論文投稿は随時、その他「研究ノート」等は毎年９月末日締切

★☆執筆要領（概要）

１．使用言語　　日英独語に限る。

２．論文の枚数

　　　 〔和文〕・400字詰原稿用紙100枚以内

　　　　　　　・ ワープロ用紙なら44枚以内（１ページの字数は、横書きで35字×26行、

縦書きで50字×18行）

　　　 〔欧文〕・7000語以内

　　　論文以外の場合は目安を設けない。

※ 投稿希望者には、別紙の詳しい執筆要領をお渡しします。編集委員会までご連絡下さい。

　（Eメールアドレス：libra@kobepharma-u.ac.jp）
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