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＜あらまし＞ 本研究では，一般的なグループワークに対する態度が授業内のグループワー

クの認知と授業評価に及ぼす影響について調査した．グループワークを取り入れた 200 人規模

の授業を実施し，授業最終回にデータを収集して分析を行った．その結果，グループワークに

やりがいを感じていることが，授業内のグループワークおよび授業評価全般に好影響を及ぼし，

スキルやリーダーシップがあると感じていることが，授業内のグループワークで貢献したとい

う認識につながることが示された．また，スキル，リーダーシップ，グループワークへの貢献

の意識は学年が上がるほど高くなり，性別では男性の方が女性より高い傾向が見られた． 
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グループワークに関する態度 

1. はじめに 

大学の授業の中でグループワークを取り入

れるケースが増えている．アクティブ・ラー

ニング（学修者の能動的な学修への参加を取

り入れた教授・学習法）が推進されている中

で，グループワークはその選択肢として有効

であることが認められているせいだろう． 

あらためて，授業におけるグループワーク

の定義を探してみると明確なものはない．こ

こでは，「授業の中で，少人数（３〜５人）が

まとまって共通の課題に取り組むこと」とし

たい．この定義であれば，共通の話題につい

て話し合うグループ・ディスカッションもグ

ループワークの１つとして分類することがで

きる． 

確かにグループワークを導入すれば，一方

的な講義を聞くだけの授業とは異なり，各学

生は課題に対してアクティブに取り組むこと

になるだろう．しかし，グループワークが苦

手であったり，できれば避けたいと思ってい

る学生は一定の割合で存在する．その一方で，

最初は対面のコミュニケーションをとること

が不得意だった学生が，グループワークを体

験することにより，次第にうまくコミュニケ

ーションをとれるようになるケースもある． 

授業内のグループワークに関する研究上の

課題をまとめると，次のように分類できるだ

ろう． 

（１）グループワークのゴール：グループ

ワークのゴールとしてどのような課題を設定

するのが効果的か． 

（２）グループワークのプロセス：グルー

プワークのプロセスをどのようにコントロー

ルするのが効果的か．完成までの時間配分を

どうするか．途中のフィードバックをどうす

るか． 

（３）グループワークの評価：グループワ

ークのプロセスをどのように評価するか．最

終成果をどのように評価すると学習を促進で

きるか．グループ全体での評価がいいのか，

個別の評価がいいのか． 

（４）グループワークのメンバー：最適な

メンバー数は何人か．メンバーの組み合わせ

はどうするのが効果的か．役割分担をすると

したらどのようにするか． 

（５）グループワークに関する認知と態

度：一般的なグループワークに対する態度は

どのようなものか．グループワークを体験す



 

ることによってその認知や態度がどのように

変化するか．その態度はメンバー属性によっ

てどのように違うか． 

本報告では，この最後の課題を取り上げる．

具体的には，グループワークを取り入れた授

業の大学生受講生に対して以下のことを検討

する． 

A. 一般的なグループワークに対する認知

はどのような構造か． 

B. この授業内のグループワークに対する

認知はどのような構造か． 

C. A と B は受講生の性別，学年などの属

性によってどのように違うか． 

D. B は A によってどのような影響を受け

るか． 

 

2. 方法 

2.1. 授業の概要 

 授業は P 大学 Q 学部の専門科目「生涯学習

と成人教育学」として 2018 年４月から７月

にかけて全 15 週で実施された．受講生は２

年生から６年生までで，登録履修人数は 223

人であった．この授業はインストラクショナ

ルデザインの実践編として設計されており，

４〜７回では「教科枠のない授業の設計」，９

〜12 回では「ゲームを作る」というテーマで，

３〜５人のチームを作り，グループで課題を

作成していく点が特徴であった．４回分のグ

ループワークのメンバーは固定され，学年も

性別もランダムになるように編成された． 

 

2.2. 調査 

授業の最終回でアンケート調査を行った．

アンケートは以下の３つの尺度で構成した．

すべて５段階での回答を求めた． 

（１）一般的なグループワークについての

態度尺度（以下，一般的 G/W 態度尺度） 

（２）授業内におけるグループワークに関

する認知尺度（以下，授業内 G/W 認知尺度） 

（３）授業評価尺度 

 （１）の一般的 G/W 態度尺度は，向後・

冨永（2010）のグループワーク指向性尺度

17項目から因子負荷量 0.5未満の２項目を除

いた 15 項目を採用して作成した．元のグル

ープワーク指向性尺度は４因子からなり，そ

れぞれ「スキル，意義，達成感，メンバーシ

ップ」と命名されている．「スキル」因子（10

項目）は「グループワークでは，リーダーシ

ップを発揮できる」や「グループワークでは

積極的に発言できる」などの項目から構成さ

れた．「意義」因子（２項目）は「グループワ

ークで他人の意見を聞くことは有意義だと思

う」や「グループワークで自分の意見を述べ

ることは有意義だと思う」から構成された．

「達成感」因子（２項目）は「グループワー

クは達成感がある」や「グループワークはや

りがいがある」から構成された．「メンバーシ

ップ」因子（３項目）は「グループのメンバ

ーの中に能力の低い人がいると，イライラす

る」や「グループのメンバー全員が同じ評価

になるのは不公平だと思う」などから構成さ

れた． 

 （２）の授業内 G/W 態度尺度は，ARCS

動機づけモデルを参照して，「この授業のグル

ープワークの経験はおもしろかった／これか

ら役に立つだろう／自信がついた／満足だっ

た」の４項目を設定した．次に，「私はこの授

業のグループワークで十分に貢献したと思う」

と「同じグループのメンバーはグループワー

クで十分に貢献したと思う」の２項目で貢献

について尋ねた．最後に「グループワークで

何かを作り上げるのは授業として良かったと

思う」という項目で全体の評価を尋ねた． 

 （３）の授業評価尺度は，授業の８個の構

成要素についてその良さを尋ねた．授業の構

成要素は，「全体，１分間アイスブレーク，グ

ループワーク，紙芝居プレゼン，投資額によ

る評価，ショートレポート，1000 字レポート，

大福帳」であった． 

 １分間アイスブレークは授業開始時に３〜

５人からなるグループ内で「最近あったよい

こと」などのテーマでひとり１分ずつ話をす

るものである．紙芝居プレゼンは各テーマの

最終回に A４判コピー用紙を使った紙芝居方

式の「KP 法」（川嶋 2013）でプレゼンをす

るものである．投資額による評価は，KP 法

でプレゼンされた内容に対していくらの投資

をするかという課題である．ショートレポー

トは授業後に 300字程度の振り返りをオンラ

インで提出してもらうものである．1000 字レ



 

ポートはコースの中間と最後にそれまでの活

動のまとめとして 1000 字程度のレポートを

書くものである．大福帳（向後 2006）は授

業の終わりに授業の感想を短く書いてもらう

ものである． 

 

3. 結果 

3.1. 有効回答数 

授業の最終回でアンケート調査を行った．

その結果，186 名から回答を得た（回収率

83.4%）．回答者 186 人のうち，すべての項目

において同じ回答をした２人と，回答に不備

があった８人を除外し，残りの 176 人を有効

回答とした（有効回答率 94.6%）．学年の内

訳は，２年生 118 人（67.0%），３年生 45 人

（25.6%），４年生 11 人（6.3%），５年生１

人（0.6%），６年生１人（0.6%）だった．性

別の内訳は，男性 92 人（52.3%），女性 84

人（47.7%）だった． 

 

3.2. 各尺度の因子分析 

質問紙で使用した３つの尺度について因子

分析（いずれも最尤法，プロマックス回転）

を行った． 

 

3.2.1. 一般的なグループワークについて

の態度尺度の因子分析 

一般的 G/W態度尺度 15項目の因子分析で

は，固有値の変化（4.43, 2.11, 1.40, 1.04，…）

とスクリープロットの急落から３因子構造が

妥当であると判断した．因子数を３に指定し，

共通性の低い項目から順に除外して繰り返し

因子分析を行った結果，３因子 11 項目が抽

出された．信頼性を検証するためにα係数を

求めたところ，第２因子はα=.75，第３因子

はα=.61 と低めの値であったため，両因子か

らさらに１項目ずつ除外して再度因子分析を

行った．その結果，３因子それぞれα=.78，

α=.84，α=.75 という値が得られたため，こ

の３因子９項目を最終的な結果として採用し

た（表１）．  

第１因子では「10．グループワークがうま

くいかないときに，解決策を示せる」「５．グ

ループワークで相手の意見に対して適切なコ

メントができる」など，グループワークでの

個人のスキルに関する５項目の因子負荷量が

高かったことから，「スキル」と命名した．第

２因子は「１．グループワークでは，リーダ

ーシップを発揮できる」「３．グループワーク

では積極的に発言できる」という項目の因子

負荷量が高かったことから，「リーダーシップ」

と命名した．第３因子は「８．グループワー

クは達成感がある」「13．グループワークは

やりがいがある」という項目の因子負荷量が

高かったことから，「やりがい」と命名した． 

 

3.2.2. 授業内におけるグループワークに

関する認知尺度の因子分析 

授業内 G/W 認知尺度７項目の因子分析で

は，固有値の変化（4.15, 0.96, 0.61，…）と

スクリープロットの急落から２因子構造が妥

当であると判断した．因子数を２に指定し，

再び因子分析を行ったところ，表２のような

結果が得られた． 

第１因子は「４．この授業のグループワー

クの経験は満足だった」や「２．この授業の

グループワークの経験はこれから役に立つだ

ろう」などの６項目の因子負荷量が高かった

ことから，「グループワークの良さ」と命名し

た（α=.90）．第２因子は「５．私はこの授業

のグループワークで十分に貢献したと思う」

の因子負荷量が高かったことから，「グループ

ワークへの貢献」と命名した． 

 

3.2.3. 授業評価尺度の因子分析 

授業評価尺度８項目の因子分析では，固有

値の変化（4.43, 0.90, 0.63，…）とスクリー

プロットの急落から２因子構造が妥当である

と判断した．因子数を２に指定し，再び因子

分析を行ったところ，表３のような結果が得

られた． 

第１因子は「１．この授業全体としては…

…」のほか，「３．この授業のグループワーク

は……」「２．この授業の 1 分間アイスブレ

ークは……」などの４項目の因子負荷量が高

かったことから，「学習活動」と命名した（α

=.83）．第２因子は「７．この授業の 1000 字

レポートは……」「６．この授業のショートレ

ポートは……」などの因子負荷量が高かった

ことから，「振り返り」と命名した（α=.81）． 



 

表１ 一般的なグループワークについての態度の因子分析（最尤法・プロマックス回転） 

 

 

表２ 授業内のグループワークに関する認知の因子分析（最尤法・プロマックス回転） 

 

 

表３ 授業評価の因子分析（最尤法・プロマックス回転） 

F1 F2 F3 平均 SD

F1　スキル（α =.78）

10 グループワークがうまくいかないときに，解決策を示せる 0.83 -0.03 -0.17 3.10 0.86

5 グループワークで相手の意見に対して適切なコメントができる 0.59 0.13 -0.01 3.35 0.85

7 グループワークで相手の意見を引き出すような質問ができる 0.56 0.03 0.14 3.01 0.90

11 グループワークで自分の意見を述べることは有意義だと思う 0.55 -0.02 0.12 3.97 0.92

15 グループワークで自分の役割を果たすことができる 0.54 0.09 0.04 3.54 0.85

F2　リーダーシップ（α =.84）

1 グループワークでは，リーダーシップを発揮できる 0.00 0.99 -0.08 3.24 1.05

3 グループワークでは積極的に発言できる 0.21 0.59 0.07 3.49 1.03

F3　やりがい（α =.75）

8 グループワークは達成感がある -0.10 0.13 0.87 3.66 0.94

13 グループワークはやりがいがある 0.13 -0.17 0.70 3.64 0.91

因子相関行列 F1 F2 F3

F1 ― 0.67 0.32

F2 ― 0.26

F3 ―

F1 F2 平均 SD

F1　グループワークの良さ（α =.90）

4 この授業のグループワークの経験は満足だった 0.92 -0.06 3.85 0.91

2 この授業のグループワークの経験はこれから役に立つだろう 0.88 -0.07 4.02 0.90

1 この授業のグループワークの経験はおもしろかった 0.79 0.05 4.09 0.85

7 グループワークで何かを作り上げるのは授業として良かったと思う 0.75 -0.08 4.21 0.77

3 この授業のグループワークの経験で自信がついた 0.74 0.11 3.57 1.00

6 同じグループのメンバーはグループワークで十分に貢献したと思う 0.49 0.23 3.96 0.84

F2　グループワークへの貢献

5 私はこの授業のグループワークで十分に貢献したと思う -0.02 1.01 3.62 0.80

因子相関行列 F1 F2

F1 ― 0.36

F2 ―

F1 F2 平均 SD

F1　学習活動（α =.83）

1 この授業全体としては…… 0.81 0.01 4.30 0.85

3 この授業のグループワークは…… 0.81 0.05 4.16 0.87

2 この授業の1分間アイスブレークは…… 0.79 -0.11 4.14 0.86

8 この授業の大福帳は…… 0.40 0.27 3.94 1.03

F2　振り返り（α =.81）

7 この授業の1000字レポートは…… -0.14 0.75 3.77 1.02

6 この授業のショートレポートは…… 0.04 0.74 3.74 0.96

5 この授業の投資額による評価は…… 0.15 0.64 3.86 0.99

4 この授業の紙芝居プレゼンは…… 0.33 0.46 4.06 0.91

因子相関行列 F1 F2

F1 ― 0.74

F2 ―



 

3.3. 一般的なグループワークについての

態度の影響 

一般的なグループワークについての態度が

授業内におけるグループワークに関する認知

と授業評価に及ぼす影響を調べるために，重

回帰分析を行った．因子分析で得られた一般

的 G/W 態度尺度３因子と授業内 G/W 認知尺

度２因子，授業評価２因子の各因子項目平均

値を下位尺度得点として使用した． 

 

3.3.1. 授業内におけるグループワークに

関する認知への影響 

一般的 G/W 態度尺度の因子「スキル」「リ

ーダーシップ」「やりがい」を説明変数，授業

内 G/W 認知尺度の第１因子「グループワー

クの良さ」を目的変数として重回帰分析（ス

テップワイズ法）を行った．その結果，「やり

がい」の標準偏回帰係数が 0.1％水準で有意

であった（β(176)=.60）． 

次に，目的変数を授業内 G/W 認知尺度の

第２因子「グループワークへの貢献」として

重回帰分析（ステップワイズ法）を行った．

その結果，「スキル」と「リーダーシップ」の

標準偏回帰係数がそれぞれ 0.1％，1％水準で

有意であった（β(176)=.42, β(176)=.23）（図

１）． 

 

3.3.2. 授業評価への影響 

一般的 G/W 態度尺度の因子「スキル」「リ

ーダーシップ」「やりがい」を説明変数，授業

評価の第１因子「学習活動」を目的変数とし

て重回帰分析（ステップワイズ法）を行った．

その結果，「やりがい」の標準偏回帰係数が

0.1％水準で有意であった（β(176)=.41）． 

次に，目的変数を授業評価の第２因子「振

り返り」として重回帰分析（ステップワイズ

法）を行ったところ，「やりがい」の標準偏回

帰係数が 0.1％水準で有意であった（β

(176)=.38）（図２）． 

 

3.4. 学年別の比較 

学年による違いを調べるために，各因子の

項目平均値を下位尺度得点として分散分析と

多重比較（Tukey）を行った．群の効果を検

証するために，効果量として分散分析ではη2， 

 

※有意な標準偏回帰係数（β）のみ表示 

 

図１ 一般的なグループワークについての 

態度と授業内のグループワークに 

関する認知の重回帰分析 

 

 

 

※有意な標準偏回帰係数（β）のみ表示 

 

図２ 一般的なグループワークについての 

態度と授業評価の重回帰分析 

 

 

表４ 効果量の大きさの目安 

 

 

 

多重比較では d の値を算出して比較した．効 

果量の大きさの基準は水本・竹内（2008）を

参考にした（表４）．有効回答から５年生１人

と６年生１人を除外した２年生 118 人，３年

生 45 人，４年生 11 人を分析の対象とした． 

 

3.4.1. 一般的なグループワークについて

の態度の学年別比較 

一般的 G/W 態度尺度の３因子「スキル」「リ

ーダーシップ」「やりがい」について「２年生」

「３年生」「４年生」の３群で分散分析を行っ

小 中 大

分散分析 η
2 .01 .06 .14

多重比較 d 0.20 0.50 0.80



 

たところ，「スキル」で中程度（η2=.07），「リ

ーダーシップ」と「やりがい」で小さい効果

量があった（η2=.05, η2=.03）． 

その後の多重比較では，「スキル」と「リー

ダーシップ」において学年が上がるほど下位

尺度得点が高く，いずれも「２年生」と「３

年生」，「３年生」と「４年生」のあいだで小

さい効果量があった（「スキル」d=0.47, 

d=0.35；「リーダーシップ」d=0.38, d=0.43）．

また，「２年生」と「４年生」のあいだでは，

「スキル」で大きい効果量，「リーダーシップ」

で中程度の効果量が見られた（ d=0.88, 

d=0.76）．「やりがい」については「３年生」

の下位尺度得点が最も高く，「２年生」と「３

年生」，「３年生」と「４年生」のあいだで小

さい効果量があった（d=0.41,d=0.31）（図３）． 

 

3.4.2. 授業内におけるグループワークに

関する認知の学年別比較 

授業内 G/W 認知尺度の２因子「グループ

ワークの良さ」「グループワークへの貢献」に

ついて学年３群で分散分析を行ったところ，

「グループワークへの貢献」で小さい効果量

があった（η2=.05）．その後の多重比較では，

「グループワークへの貢献」において学年が

上がるほど下位尺度得点が高く，「２年生」と

「３年生」，「３年生」と「４年生」で小さい

効果量（d=0.35, d=0.38），「２年生」と「４

年生」では大きい効果量（d=0.78）が見られ

た．「グループワークの良さ」では，分散分析，

多重比較ともに学年間の効果量はほとんどな

かった（図４）． 

 

3.4.3. 授業評価の学年別比較 

授業評価尺度の２因子「学習活動」「振り返

り」について学年３群で分散分析を行ったと

ころ，効果量はほとんどなかった．その後の

多重比較においても同様に，効果量はほとん

どなかった（図５）． 

 

3.5. 性別による比較 

性別での違いを調べるために，各因子の項

目平均値を下位尺度得点として対応ありの t

検定を行った．群の効果を検証するために効

果量として d の値を算出して比較した（図６）． 

 

 

図３ 学年による一般的なグループワークに

ついての態度尺度得点 

 

 

 

図４ 学年による授業内のグループワークに

関する認知尺度得点 

 

 

 

図５ 学年による授業評価尺度得点 

 

 

 

 



 

 

 

図６ 性別による尺度得点 

 

 

3.5.1. 一般的なグループワークについて

の態度の性別比較 

一般的 G/W 態度尺度の３因子「スキル」「リ

ーダーシップ」「やりがい」について男女間を

比較したところ，「スキル」と「リーダーシッ

プ」で小さい効果量が見られた（d=0.37, 

d=0.25）．下位尺度得点は男性の方が高かっ

た．「やりがい」での効果量はほとんどなかっ

た． 

 

3.5.2. 授業内におけるグループワークに

関する認知の性別比較 

 授業内 G/W 認知尺度の２因子「グループ

ワークの良さ」「グループワークへの貢献」に

ついて男女間を比較したところ，「グループワ

ークへの貢献」で小さい効果量が見られた

（d=0.32）．下位尺度得点は男性の方が高か

った．「グループワークの良さ」での効果量は

ほとんどなかった． 

 

3.5.3. 授業評価の性別比較 

 授業評価の２因子「学習活動」「振り返り」

での男女間の比較では，両者で小さい効果量

が見られた（いずれも d=0.22）．どちらも下

位尺度得点は女性の方が高かった． 

4. 考察 

一般的なグループワークへの態度が授業内

のグループワークにおける認知や授業評価に

及ぼす影響として以下のような可能性が考え

られる． 

まず，一般的 G/W 態度と授業内 G/W 認知，

授業評価の重回帰分析で「やりがい」と「グ

ループワークの良さ」「学習活動」「振り返り」

間に有意な関係が見られた．このことから，

一般的なグループワークに対してやりがいを

感じていると，授業でグループワークに取り

組む際にもグループワークを良い経験として

前向きにとらえる傾向にあると言える．さら

に，グループワークについてのやりがいは，

授業の学習活動全般やレポート等の振り返り

を肯定的に受け止めることにもつながると考

えられる．一方，学年別の比較では，「やりが

い」で３年生の得点が高かったものの，それ

以外の「グループワークの良さ」「学習活動」

「振り返り」では違いは見られなかった．性

別の比較では，「やりがい」「グループワーク

の良さ」では違いはなく，「学習活動」「振り

返り」で女性のほうが高かった．これらの「や

りがい」での学年の差，および「学習活動」

「振り返り」での性別による差については，



 

さらなる検討の余地がある． 

また，一般的 G/W 態度と授業内 G/W 認知，

授業評価の重回帰分析では，「スキル」「リー

ダーシップ」と「グループワークへの貢献」

の関係が有意だった．つまり，グループワー

クにおいて自分のスキルやリーダーシップに

自信があれば，授業内でのグループワークで

自らが貢献したという認識を持つことにつな

がると言える．学年別の比較では，２年生か

ら３年生，４年生へと学年を追うにつれて「ス

キル」「リーダーシップ」に関する有能感が高

くなり，それに合わせて「グループワークへ

の貢献」も高くなっていた．また，性別の比

較では，いずれも男性の得点の方が高かった．

これらの結果から，グループワークに関する

スキルやリーダーシップについての意識，お

よびそれに伴うグループワークへの貢献に関

する認知は，学年が上であるほど，また女性

より男性の方が高い傾向にあると考えられる． 

 

5. まとめ 

本研究では，一般的なグループワークにつ

いての態度が授業内のグループワークの認知

と授業評価に及ぼす影響について検討した．

その結果，グループワークに対してやりがい

を感じていることが，授業内のグループワー

クを肯定的にとらえることにつながり，さら

には授業評価全般にも好影響を及ぼすことが

明らかになった．また，グループワークにお

いてスキルやリーダーシップがあると感じて

いることが，授業内のグループワークで貢献

したという認識につながることが明らかにな

った．これらのスキル，リーダーシップ，グ

ループワークへの貢献の意識は，学年が上が

るほど高くなり，性別では男性の方が女性よ

り高い傾向が見られた． 
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