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問題と目的

　近年，話し合いを通した他者との対話的な相互
作用により，学習者が概念的な理解を形成したり
文章理解を深めていることが明らかにされている
（Sawyer, 2006; Barnes, 2008）。この中で，「リヴォ
イシング（revoicing）」，すなわち「議論の中で他
の参加者によって行われる，口頭もしくは書き言
葉での，ある児童の発話の，ある種の再発話」（O’
Connor, & Michaels, 1996）に注目が集まっている。
先行研究では，教師主導の伝達型の授業を話し合い
を中心とした授業に変質させ，話し合いを組織化す
るための１つの手段としてリヴォイシングは挙げら
れている（Cazden, 2001; Forman & Ansell, 2002）。
そして，教師による学習者の発話のリヴォイシング
が，知識を創り出す積極的な役割を学習者に与えた
り（Forman, & Ansell, 2002），よりアカデミックな
言葉への言い換えにより，日常的世界と科学的概念
の世界とを取り次ぎ，科学的な議論を導く（Tabak, 
& Baumgartner, 2004）こと，話し合いにおける児
童の聴くという行為を支援し，方向づける（一柳, 
2009）ことなどが明らかにされている。
　しかし，これらの先行研究では学級全体で行う話
し合いを対象に，教師によるリヴォイシングが中心
に検討されている。そして，学習者によるリヴォイ
シングは指摘されているものの，その特徴や機能は
ほとんど検討されてこなかった。一方，学習者同士
の小グループでの学習過程を検討した研究では，議
論において他者の発話を繰り返すことの重要性が指

摘されている。例えば，Barron（2000）は議論が
うまくいっているグループでは発話した学習者以外
の学習者が発話を繰り返し考えを確認するが，うま
くいかないグループでは発話した本人が聴いてもら
おうと自身の発話を繰り返していることを指摘して
いる。また，Sawyer & Berson （2004）は，講義ノー
トに書かれた講義内容を大学生が自分たちの言葉で
リヴォイスすることで理解を形成していることを指
摘している。しかし，どのようなリヴォイシングが
学習者間でどのようになされているのか，またそれ
が学習過程にどう影響しているのかといった詳細な
検討はなされていない。
　リヴォイシングは他者の発話の「再発話」である
点で，対話的な相互作用を行う上で重要な聴くと
いう行為に本質的に基づいている。とりわけ，学
習者同士のペアや小グループでの問題解決において
は，学級全体での話し合いに比べ，より主体的に
他者と関わりながら問題に取り組むことが求めら
れ，他者の意見を聴くことが重要となる（例えば，
倉盛，1999；Fisher, 2009など）。また小グループに
よる協同学習の有効性が実証される（例えばTabak 
& Baumgartner,2004; 橘・藤村, 2010; Iiskala,et al, 
2011）一方で，常に有効であるわけではなく，議論
を活発にし，理解を促進するために有効なコミュ
ニケーションの必要性が指摘されている（Sfard & 
Kieran, 2001; Mercer & Sams, 2006）。 こ こ か ら，
学習者によるリヴォイシングが，ペアや小グループ
での協同学習においてどのようになされ，学習過程
にどう影響しているかを明らかにすることは，協同
学習が有効となるコミュニケーションの特徴を明ら
かにする上で重要であると考えられる。
　そこで本研究では，学習者による小グループでの

小グループでの問題解決過程における学習者によるリヴォイシングの機能

― 課題構造による相違に着目して ―

How learners revoiced during problem solving in the small group?

一　　柳　　智　　紀

 
　2014.6.30　受理



新潟大学教育学部研究紀要　第 ７ 巻　第１号38

問題解決過程において，どのような学習者のリヴォ
イシングがどのように見られるのか，また学習者の
リヴォイシングが問題解決過程においてどのような
機能を持つのかを明らかにすることを目的に，大学
生が４人１組で問題に取り組む場面を検討する。

方法

⑴　参加者
　参加者は地方国立大学の２〜３年生計28名（男子
７名，女子21名，平均年齢20.6歳）であった。実験
は全て授業の一環として行われた。なお，本研究に
登場する学習者の名前はすべて仮名である。
⑵　課題
　課題構造に伴い談話が異なるという先行研究の
知見（Schraw, Dunkle & Bendixen, 1995; Cho & 
Jonassen, 2002; 鈴木・邑本, 2009）から，単一の正
解の存在する良定義課題と，正解が一義に決まら
ない不良定義課題の２題を用いた。良定義課題は，
Engeström （2005）を参考に「地球から月が見えな
くなる現象として，「新月」と「月食」が挙げられ
ますが，それぞれなぜ生じるのでしょうか。」とい
う課題を実施した。不良定義課題は「大学を今より
も魅力的な大学にするために，どのようなことが必
要でしょうか。」という課題を実施した。

⑶　手順
　実験に際し，知り合いからなる４人１組でグルー
プを作成した。４人は，互いに向き合うように座席
に着席した。実施にあたってA4サイズの無地の用
紙を各自に１枚配布し，自由に使用してよい旨を伝
えた。その後，良定義課題，不良定義課題の順に課
題をスクリーンに映し出し，１課題あたり10分を目
安として取り組んでもらった。すべてのやりとりは
ビデオカメラで録画，およびICレコーダーにより
録音した。
⑷　倫理的配慮
　実験に際し，事前に研究の目的および調査の内
容，個人情報の保護に関して説明した。あわせて，
実験の結果は大学の成績とは無関係であること，実
験への協力は強制されるものではないこと，いつで
も実験への協力辞退ができること，その場合でも何
ら不利益を被らないことを説明した。その上で，調
査およびデータ公開への同意を書面にて得た。さら
に実験終了後に，実験の目的を再度説明した上で，
撮影および録音データの研究への使用・公刊につい
て説明し，書面にて同意を得た。
⑸　発話のコーディング
　観察された議論を文字に起こし，富田・丸野
（2005）を参考に全発話をカテゴリーに分類した
（Table 1）。さらに他者発話に言及した発話である

Table 1　発話カテゴリーの一覧
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【応答説明】【消極的応答】【反論】【疑問】【問題】【換
言】【解釈】【確認】【同意】については言及先の発
話も同定した。筆者と独立に同定を行ったところ，
k係数はk=.68だった。不一致箇所は協議の上修正し
た。あわせて，発話のうち，先行する他者の発話内
容を取り込んで，そのまま，あるいは言い換えたり
要約したりして再度発話しているものをリヴォイシ
ングとして同定した。ただし，先行する他者と同じ
言葉を用いていても，その他者の考えではなく自分
の考え，主張を述べている場合や，課題内容にある
語句（例，月食）の繰り返しはリヴォイシングに含
めなかった。筆者と独立に分類を行ったところ，k
係数はk=.67だった。不一致箇所は協議の上修正し
た。

結果と考察

１　課題構造による発話の相違
　カテゴリーに基づき各課題においてなされた全発
話を分類し，全グループの発話数を合計した結果が
以下のTable 2である。ここから，良定義課題にお
いては【主張】【同意】【確認】【応答説明】【質問】
の順に多く，この５カテゴリーで全発話の約７割を
占めていた。他方，不良定義課題においては【主張】
【同意】【相槌】【解釈】【換言】の順に多く，この
５カテゴリーで全発話の約７割を占めていた。いず
れの課題においても【主張】と【同意】が上位を占
めていた。これらはグループで話し合いながら問題
解決を行うための基礎的なカテゴリーだと考えられ

る。しかし，続くカテゴリーには課題により相違が
見られた。さらに，度数が０の【役割指名】を除い
てx 2検定を行ったところ，発話の比率には課題間で
有意差が見られた（x 2(13）= 178.21, p<.01）。残差
分析の結果，良定義課題においては【応答説明】【消
極的応答】【疑問】【確認】【質問】の比率が，不良
定義課題における比率よりも５％水準で有意に高
く，不良定義課題においては【課題の提示】【主張】
【換言】【同意】【相槌】の比率が，良定義課題にお
ける比率よりも５％水準で有意に高いことが示され
た。
　次に，やりとりの連鎖について検討するために，
他者の発話に対する言及発話のうち，度数の少な
かった【消極的応答】を除く【応答説明】【消極的
応答】【反論】【疑問】【問題】【換言】【解釈】【確認】
【同意】について，言及先の発話カテゴリー別に発
話数を算出した（Table 3）。
　ここから，良定義課題において学習者によって多
く言及されているのは【主張】【応答説明】【解釈】
【確認】【質問】であることがうかがえる。言及発
話のカテゴリー別に見ると，全発話に占める割合が
比較的高かった【応答説明】【確認】【同意】のうち，
【応答説明】は【確認】や【質問】に対して，【確認】
は【主張】【応答説明】に対して，【同意】は【主張】【応
答説明】【確認】に対してなされた言及発話の比率
が，それぞれ他のカテゴリーに対する言及発話より
も高かったことが示された。次に，不良定義課題よ
りも有意に比率が高かった【疑問】に着目すると，
【主張】【応答説明】【確認】に対する言及の比率が
他のカテゴリーに比べ高かったことが示された。
　一方，不良定義課題において学習者が言及してい
る発話の４割以上が【主張】であった。言及発話の
カテゴリー別に見ると，全発話に占める割合が比較
的高く，良定義課題よりも有意に比率が高かった
【換言】【解釈】【同意】はいずれも【主張】に対す
る言及の比率が高いことが示された。
　ここから，先行研究で指摘されてきたように，良
定義課題と不良定義課題において，議論を構成する
主な発話カテゴリーが異なることが示された。さら
に，それら発話の連鎖の仕方が異なることも示され
た。

Table 2　カテゴリー別発話総数(％)
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２　課題構造によるリヴォイシングの相違
　次にこうしたやりとりの中で，どのようなリヴォ
イシングが見られ，どのような機能を担っている
のかを検討する。上記発話のうちリヴォイシング
について，カテゴリー別に回数を算出したのが次の
Table 4である。全リヴォイシングに占める割合が
高いのは，良定義課題においては【確認】【換言】【応
答説明】【同意】，不良定義課題においては【同意】
【換言】【解釈】であった。ここでも両課題に共通
して【同意】が多い。しかし，他のカテゴリーには
課題により相違が見られた。さらに，x 2検定を行っ
たところリヴォイシングの比率に課題間で有意差が
見られた（x 2(7）=65.53, p<.01）。残差分析の結果，
良定義課題においては【応答説明】【反論】【疑問】【確
認】の比率が不良定義課題における比率よりも５％
水準で有意に高く，不良定義課題においては【換言】
【解釈】【同意】の比率が，良定義課題における比
率よりも５％水準で有意に高いことが示された。

　次に，学習者がどのような発話に対してリヴォイ
シングを行っているのかを検討するために，リヴォ
イシングの対象となっている発話をカテゴリー別に
算出した結果を示したのがTable 5である。
　ここから，良定義課題において学習者が多くリ
ヴォイシングを行っていたのは【主張】【応答説明】
【換言】【解釈】【確認】【質問】であった。また，
カテゴリー別に見ると，全リヴォイシングに占める
割合が比較的高かった【応答説明】【換言】【確認】【同
意】のうち，【応答説明】は【確認】や【質問】に
対して，【換言】は【応答説明】【換言】に対して，【確
認】は【主張】【応答説明】に対して，【同意】は【主
張】【応答説明】に対してなされたリヴォイシング
の比率が，それぞれ他のカテゴリーに対するリヴォ
イシングよりも高かったことが示された。次に，不
良定義課題よりも有意に比率が高かった【反論】【疑

問】に着目すると，【反論】は【応答説明】に対して，
【疑問】は【主張】に対してなされたリヴォイシン
グの比率が最も高かったことが示された。
　一方，不良定義課題において学習者が多くリヴォ
イシングを行っていたのは【主張】と【換言】であっ
た。カテゴリー別に見ると，全リヴォイシングに占
める割合が比較的高かった【換言】【解釈】【同意】
のうち，【換言】は【主張】【換言】【解釈】に対し
て，【解釈】は【主張】に対して，【同意】は【主張】
【換言】【解釈】【換言】に対してなされたリヴォイ
シングの比率が，それぞれ他のカテゴリーに対する
リヴォイシングよりも高かったことが示された。
　ここから，良定義課題と不良定義課題において，
学習者の行うリヴォイシングに相違が見られるこ
と，また議論の中での機能が異なることがうかがえ
る。こうした特徴は先に検討した議論全体の特徴と
類似している。すなわち，明確な解が存在する良定
義課題では関連する既有知識に基づきながら推論し
ていくことが必要となるが，その知識の有無や理解
の水準には個人間で差があると考えられる。ゆえ
に，ある程度関連知識を有する参加者の【主張】に
対して，その内容を繰り返しながら【同意】したり
【換言】することで自分なりの理解を示すだけでな
く，【確認】や【疑問】によりわからないところを
提示していることが推察される。そうした問いかけ
の内容を繰り返しながら，学習者は【応答説明】を
行い，さらにその【応答説明】の内容を繰り返しな
がら【確認】したり【換言】したり，【同意】する
ことで，議論が展開していると推察される。これに
対し，明確な解は存在せず，多様な考えの提示がな
される不良定義課題では，まず何について議論する
かといった【課題の提示】がなされた上で，各自が
自分の【主張】を展開させ，他の学習者がその内容
を繰り返しながら【同意】するだけでなく，自分な
りに【解釈】したり，【換言】して補足していること，
さらにその内容を繰り返しながら【換言】【解釈】【同
意】を行うことで，互いの理解を共有していること
がうかがえる。

Table 4　課題・カテゴリー別リヴォイシング数(%)
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３　問題解決過程におけるリヴォイシングの機能
　以下では，上記の結果から示された両課題におけ
るリヴォイシングの特徴が典型的に見られる事例を
もとに，具体的な問題解決過程において学習者によ

るリヴォイシングがどのようになされ，どのような
機能を持っているのかを検討する。
⑴　良定義課題におけるリヴォイシングの機能
　まず，Table 6に示す事例は良定義課題における

Table 6 良定義課題におけるリヴォイシングの事例
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典型例である。この事例では，月の満ち欠けに対す
るユウコの【質問】（1)に対し，ヒナが【応答説明】
(2)を行いやりとりが始まっている。最初にヒナが
「自転」「公転」といった科学的な語を用いて応じ
ていることから，彼女がこの課題についてある程度
関連知識を持っていることがうかがえる。また，そ
の後のやりとりにおいても彼女が主に他の学習者か
らの問いに【応答説明】を行っていることから，学
習者からもヒナが相対的に課題に関する知識を有し
ていると認識されていることがうかがえる。このヒ
ナの【応答説明】の内容をエリやミサが繰り返しな
がら【確認】（3, 5, 6, 8)し，それに対してさらにヒ
ナやエリが【応答説明】をしていく(7, 10)ことでや
りとりが展開している。さらにヒナが自分の描いた
月や地球の図を指示しながら【応答説明】（12)を行
うと，エリがその内容を「位置関係」と理解して【確
認】する。それをさらにミサが繰り返しながら【確
認】（17)すると，ヒナはさらに図に描き加え，位置
関係を具体的に言い換えて示しながら見え方との関
係を説明する（【応答説明】, 18）。その内容にエリ
は【同意】し（19, 21），最終的にヒナの発話(23）
を踏まえながら新月についての説明を形成している
(25, 27）。
　ここから，良定義課題において学習者は，リヴォ
イシングによって他者の考えのわからないところを
【確認】していることがうかがえる（3, 5, 6, 8 17）。
そして，【確認】に対して【応答説明】をする際にも，
学習者はリヴォイシングを行っていることがうかが
える(10, 18, 23, 27）。こうしたリヴォイシングによ
る【応答説明】によって，具体的な天体や表現を
伴った，より精緻な説明が形成されていることがう
かがえる。例えば，リヴォイシングによらない【応
答説明】では，十分な表現がなされず，あいまいな
表現により【質問】や【確認】に対応する十分な応
答になっていない(1-2, 5,6-7, 8-12）。これに対し，リ
ヴォイシングによる【応答説明】では，先行する発
話内容について外化を伴いながらより具体的な説明
が形成されたり(18），他の知識と結びつけた統合的
な説明が形成されている(23, 27）。そして，【応答説
明】を学習者は繰り返しながら【同意】したり(24），
【換言】（26），【確認】して理解を共有しているこ
とがうかがえた。つまり，他者の説明をそのまま受
容するのではなく，リヴォイスによって他者の言葉
に自分の言葉を重ねながら，自分なりの理解を形成
していることがうかがえる。
　このとき，学習者は「自転」「満ち欠け」「位置関

係」といった科学的な言葉についてリヴォイシング
により【確認】を行っている(3, 4, 5, 6, 17, 24）。こ
れに対して【応答説明】ではより日常的な言葉に言
い換えたり(18），関連する具体的な知識を補ったり
する(23, 27）ことで説明を行っている。これは，教
師によるリヴォイシングを検討した先行研究（例え
ばTabak, & Baumgartner, 2004）において指摘され
ている，よりアカデミックな言葉へ言い換えとは逆
の特徴である。
⑵　不良定義課題におけるリヴォイシングの機能
　次に，Table 7に示す事例はTable 6と同じグルー
プによる不良定義課題における典型例である。この
事例では，ヒナの【主張】（1, 3）に対してミサ(2），
エリ(4)が【同意】してやりとりが進んでいく。そ
して，エリが自分の考えを付け加えながらヒナの
【主張】（5）に【同意】する(6)と，今度はヒナが
エリの「詐欺だと思った」という言葉を繰り返しな
がら【同意】する(7）。続けてエリがヒナの【主張】
を具体的に【換言】する(8)と，さらにミサもより
具体的に【換言】していく(9）。さらにミサは，ヒ
ナの【主張】から彼女が言おうとすることを先取り
して自分なりの【解釈】を述べる(14）。こうしたヒ
ナの【解釈】をさらにエリは自分なりに【換言】し，
課題に即して具体的で適切な案を述べている（16）。
続くミサの【主張】（18）に対してもヒナがより具
体的に【換言】し(19），その内容をエリがさらに繰
り返しながら【同意】している(20）。
　このように，不良定義課題において学習者は，他
者の考えを自分の言葉で具体的に【換言】したり（8, 
9, 19），【解釈】して先取りしたり(14），繰り返すこ
とで【同意】を示す(7）際に，リヴォイシングを用
いていることがうかがえる。さらには他者の考えを
リヴォイスした発話をさらに【換言】したり(16），
【同意】を示す(20)際にリヴォイシングを用いるこ
とで，自分なりに他者の考えを受容していることが
示された。また，良定義課題と同様に，学習者は自
分の経験に基づく既有知識(9)や，より日常的で具
体的な言葉による言い換え(16, 19, 20)を行ってい
ることが示された。ただし，その際，良定義課題に
見られたような問いを発することはなされていな
い。ここから，不良定義課題においては，学習者が
他者の主張に対しリヴォイスすることにより，他者
の主張を自分なりに受容したり，同意を示し，共通
理解を形成していると考えられる。
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総合考察

　本研究では，学習者による小グループでの問題解
決過程において，どのような学習者のリヴォイシン
グがどのように見られるのか，また学習者のリヴォ
イシングが問題解決過程においてどのような機能を
持つのかを明らかにすることを目的に，大学生が４
人１組で問題に取り組む場面を検討した。その結
果，以下の点が明らかとなった。
　第１に，課題構造により学習者によるリヴォイシ
ングの機能が異なることが明らかとなった。良定義
課題では，学習者はリヴォイシングによって他者の
考えのわからないところを【確認】したり【疑問】
を投げかけていた。そして，それらに対する【応答
説明】の中でリヴォイシングを行い，より具体的で
日常的な言葉に言い換えながら，学習者の問いに対
応した精緻な説明を形成していることが示された。

さらに，そうした【応答説明】の内容を繰り返しな
がら，互いに【換言】したり【確認】【同意】して
理解を共有していた。ここから，良定義課題におい
て，学習者によるリヴォイシングは自分がわからな
いところを明確にし，より精緻な理解を形成・共有
する機能を持つことがうかがえた。ペアで数学の問
題を解決する過程を検討した橘・藤村（2010）は，
ペアの一方が説明するのではなく，ペアで共有され
た表象に一方が知識を付加してより整合的な説明を
行い，さらに他方もそれを整合化した説明を行うと
いう相互の説明構築過程を通じて知識統合が促進さ
れることを明らかにしている。本研究の知見から，
他者の考えを共有しながらなされるリヴォイシング
は，こうした知識統合を促していると捉えることが
できる。また，こうした他者の考えについてなされ
る【確認】などの問いかけとそれに対する【応答説
明】は「援助要請」と「援助」としても捉えること
もできる。山路（2013）は，小グループでの学習に

Table 7 不良定義課題におけるリヴォイシングの事例
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おいて，納得するまであきらめずに自身がわからな
いことや解釈を確認することで援助要請を行うこと
が，相手のより精緻な援助を引き出すことを明らか
にしている。先の事例からは，学習者が互いの発話
をリヴォイスしながら「援助要請」および「援助」
していくことで，「援助要請」に対応したより精緻
な「援助」としての理解が形成されていることが示
された。
　一方，不良定義課題では，学習者は他者の主張を
リヴォイシングによって自分の言葉に【換言】した
り，【解釈】して先取りしたり，繰り返すことで【同
意】を示すことで，他者の主張を受容したり共通理
解を形成していることが示された。本研究と同じよ
うに正解が一義に決まらない課題における大学生の
問題解決過程を検討した冨田・丸野（2005）は，【換
言】や【解釈】などの協調的な発話がさらなる説明
の生成を誘発していることを指摘している。本研究
の知見もこれに合致すると考えられる。さらに，本
研究では，学習者がリヴォイシングによりこれらの
協調的な発話を行うことで，新たな説明ではなく，
他者の発話を踏まえた自分なりの理解を生成してい
ることが示された。ここから，不良定義課題におい
て，学習者によるリヴォイシングは他者の考えを自
分なりに受容しながら，多様な考えを共有する機能
を持つことがうかがえた。
　こうしたリヴォイシングの機能の相違は，本研究
で扱った課題構造の特徴を反映していると考えられ
る。正解が一義に決まる良定義課題では正解に向け
て理解を収束させ，共有する必要がある。そのため，
学習者は相対的に知識があると思われる学習者の説
明について確認し，さらにそうした問いかけに応じ
て説明を行うことで理解を形成，共有していったと
考えられる。他方，正解が一義に決まらない不良定
義課題では，多様な考え方が可能であり，解答を１
つに収束させる必要はない。そのため，「わからな
い」という事態が生じにくく，学習者は各自の考え
を提示しながら，それらを自分なりに言い換えて互
いの考えを受容していったと考えられる。
　第２に，リヴォイシングの特徴における教師と学
習者の相違が示された。教師によるリヴォイシング
を検討した先行研究で指摘されてきた，日常的な表
現のアカデミックな表現への言い換えとは逆に，本
研究においては，学習者が両課題に共通して日常的
でより具体的な言葉へと言い換えていることが示さ
れた。これに関し，Sawyerら（2004）は学習者が
リヴォイシングにより自身の既有知識や日常的な言

葉へ言い換えることで，知識をたぐり寄せているこ
とを指摘している（Sawyer & Berson, 2004）。また
渡邉（2011）は，学習者がリヴォイシングおいてよ
り具体的で特殊性のある表現へ言い換えることで，
自分の解釈がこれでよいのか確認し，元の発話者の
意味とのすりあわせを行うことを指摘している。こ
こから，小グループにおける学習者同士による問題
解決過程において，学習者は理解があいまいな内容
や自分が共感した他者の主張に対して，日常的でよ
り具体的な表現へと言い換えることで理解を精緻に
したり，受容していたと捉えることができる。この
ことは，リヴォイシングが学習者による能動的な他
者への関与を通した学習参加を示すことを示唆して
いる。なぜなら，学習者によって理解が難しい語，
共感する発話は異なっているからである。ゆえに，
リヴォイシングに際し，学習者はその都度自分に
とって分からない考えや共感する考えを他者の発話
の中から聴き分け，それぞれの内容についてリヴォ
イスを行っていると捉えることができるからであ
る。
　ただし，本研究には以下のような課題も残されて
いる。第１にリヴォイシングと学習結果との関連の
検討である。本研究では問題解決過程における学習
者のリヴォイシングの機能に焦点をあてた。しか
し，そうした過程を通して学習者がどのような理解
を形成したのかという学習結果とリヴォイシングの
関係は明らかではない。今後，リヴォイシングがど
のように学習結果に関連するかを検討する必要があ
る。第２に，学習者間の相違の検討である。事例で
もユウコがほとんど発話していなかったり，良定義
課題において主にヒナが【応答説明】を行っていた
ように，小グループの中で学習者全員が同じような
頻度で同じ種類のリヴォイシングをしているわけで
はない。このことは，問題解決の過程で各学習者が
担っている認知的役割が異なることを示唆してい
る。こうした学習者の相違がどのように現れ，問題
解決過程に影響するのかを検討する必要がある。第
３に，思考を外化することの影響の検討である。学
習者は議論を通して自分の考えを外化したり，外化
した自分や他者の考えを指差し，共同注視しながら
交流し，議論を進めていた。ここから，こうした思
考の外化が理解の共有や形成に影響していることが
うかがえる。今後，こうした思考の外化が問題解決
過程に及ぼす影響についても検討する必要がある。
このとき，外化するための道具の配布方法による相
違も検討が必要である。なぜなら，藤江（2000）が
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指摘しているように，そうした道具の配布方法に
よっては，その使用が制限され，効果的なコミュニ
ケーションが生じない可能性もあるからである。
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