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Abstract: We administered a health education lesson in a middle school while incorporating peer instruction 
（Mazur 1997）. This technique has been introduced in recent years in physics education and other classes 
as a teaching method for promoting a deeper understanding of the subject matter through students’ proactive 
classroom participation and discussions among classmates. 
  The lesson duration was two school hours, and its theme was “the significance of and procedures for giving first 
aid” in the “injury prevention” teaching unit. The lesson was administered to a single cohort of 34 eighth grade 
students in a public middle school. Results from quantitative evaluation showed that the lesson was effective 
in making students aware of their motivation and the benefits of learning, allowing students to acquire basic 
knowledge regarding subject content, and facilitating efficient discussion among students. The results suggest that 
the peer instruction method is valid even for a middle school health education class.
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Ⅰ．緒言

2007年に改正された学校教育法では，学力の要素とし
て，（１）基礎的な知識・技能，（２）思考力・判断力・
表現力等，（３）主体的に学習に取り組む態度の３つが
示された．また， これらを踏まえ2008年，2009年に改訂
された学習指導要領においては，改訂の基本的な考え方
のひとつとして，基礎的・基本的な知識・技能の習得と
思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視する
ことが示され19)，各教科等における指導の充実や学習活
動の工夫が求められている．

そうした中，保健学習（小学校体育科の保健領域，中
学校保健体育科の保健分野および高等学校保健体育科の
科目保健）に目を向けると，例えば2008年改訂の中学校
学習指導要領解説保健体育編20)においては，保健分野の
指導に際して「知識を活用する学習を取り入れるなどの
指導方法の工夫を行う」ことや，指導に当たって「事例
などを用いたディスカッション，ブレインストーミン
グ，心肺蘇生法などの実習，実験，課題学習などを取り
入れること，また，必要に応じてコンピュータ等を活用
する」ことなど，多様な指導方法の工夫を行うよう配慮

することが示されている．しかしながら，財団法人日
本学校保健会保健学習推進委員会が2010年に全国の小，
中，高校の保健学習の担当教員2,032人を対象に実施し
た調査の結果をみると，保健学習で実施している指導方
法の工夫として，「学習カード（ワークシート）や学習
資料などの工夫」や「実験・実習」等の実施率は比較的
高率であったものの，「学習グループの編成」，「課題解
決な学習」，「コンピュータの活用」などの実施率はいず
れの校種も低率であり，概して不十分な状況であったこ
とが報告されている26)29)．授業のねらいや内容，局面に
応じた多様な指導方法を取り入れ，工夫を重ねていくこ
とが，今後の保健学習を通した児童生徒の保健の学力形
成にとって極めて重要な課題のひとつと言える．

ところで近年，物理学をはじめとした様々な学問分
野の教育において，ピア・インストラクション（Peer 
Instruction，以後PIと略す）という指導方法16)が注目さ
れている．PIとは，物理学・応用物理学を専門とする
ハーバード大学のEric Mazurによって開発された方法
であり，仲間同士の議論を中核とした授業展開によっ
て，学習者の能動的な授業参加，深い思考に基づく学習
内容の理解，論理的説明力の向上などが期待できる指導
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方法である．PIの実施プロセスとしては，（１）選択肢
問題（学習内容に関する概念問題）をスライドで出題
する，（２）学習者にクリッカー注1)で回答させる，（３）
クラス全体の回答分布を表示する，（４）近くの学習者
同士で議論させ，答えが異なる相手に対しては自分の答
えの根拠を述べて説得を試みさせる，（５）同じ問題に
対して再度，学習者にクリッカーで回答させる，（６）
クラス全体の回答分布を表示する，⑺正解を示し教師が
解説する，の手順に沿って行われ16)25)，学習内容の概念
的理解を目指すものである．

PIを取り入れた授業の有効性については，これまで主
として自然科学系の授業において多く報告されてきた．
例えば，欧米では大学の物理学，生理学，地学等の授業
を対象とした実践研究において，学習内容に関する基本
的概念の理解度，問題解決能力，授業満足度などに効果
がみられたことが報告されている4-6)17)．また，我が国
では，大学および高等学校の物理教育を対象とした新田
らの一連の実践研究によって，力学概念テスト（FCI）
の得点，PIの学習活動の効果量，物理に対する好感度な
どに効果がみられたことが報告されている12)24)25)27)．他
方，近年では哲学や心理学など人文科学系の大学の授業
を対象とした実践研究によって，批判的思考力や学習へ
のアプローチに及ぼす効果を報告した論文3)11)も散見さ
れる．こうした状況を踏まえるならば，PIを取り入れた

授業実践は，学問領域や教科，学校種を超えて今後ます
ます普及していく可能性が高いものと予想される．

しかしながら，我が国の保健学習においてPIを取り
入れた授業の実践研究は見当たらない．保健学習の活
性化に向けた課題のひとつとして，多様な指導方法の
工夫を活用していくことが求められている状況を鑑み
るならば，PIを取り入れた保健授業の効果を実践的に
検証することは，今後の保健学習を通した児童生徒の
保健に関する学力形成のあり方を検討する上で有意義
であると考える．

そこで本研究では，中学校の保健体育科保健分野にお
いてPIを取り入れた保健授業を実践し，その効果を定量
的に把握することを通して，保健授業にPIを導入するこ
との利点や課題等について検討することを目的とした．

Ⅱ．方法

１．授業の作成
本実践では，中学校の保健体育科保健分野の単元

「傷害の防止」に位置づく内容である「応急手当の意義
と手順」をテーマとし，２時間の授業を構成した．１
時間目は，「応急手当の目的・重要性と流れの理解」，
２時間目は「応急手当の方法の理解」を主なねらいと
した．各授業の内容構成と流れについては，表１に示
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 1 時間目 2 時間目 

ねらい 応急手当の目的・重要性と流れの理解 応急手当の方法の理解 

学習内容 

および 

学習活動 

1．身の周りで起こる緊急事態の理解 

○中高生やスポーツ選手の事例を知る 

2．応急手当の目的とは？ 

○発問「応急手当の目的として間違ってい

るものは？」（クリッカー使用） 

○応急手当は，症状の悪化防止，苦痛緩和，

早期回復等の目的があること理解する 

3．応急手当の重要性の理解 

○カーラーの救命曲線グラフを読み取る 

○発問「心臓，呼吸の停止後，死亡率が 50％

を越えるのはそれぞれ何分後か？」 

○119 番通報から救急車到着までの時間（約 

 8 分）から，応急手当の重要性を理解する 

4．応急手当の流れの理解 

○傷病者が発生した場合に必要な行動の説

明（A 周囲の状況確認，B 状況に応じた応

急手当，C 傷病者の反応の確認，D 周囲の

人への協力要請） 

●PI ①「応急手当の際にとる行動（上記 A

～D）の正しい順番は？」 

5．救命率を高める上で重要なこととは？ 

●PI ②「応急手当による救命率を上げるた

めに重要な要因とは？」 

6. まとめと次時の学習内容の確認 

1．前時の復習 

 ○前時の PI①の問題の実施により，応急手当

の流れを再確認する（クリッカー使用） 

2. 中学生のけがの発生傾向の理解 

 ○統計データから，打撲，ねんざ，骨折が多 

いことを理解する 

3．傷病に応じた応急手当の方法の理解 

1）ねんざ・打撲時  

  ○発問「ねんざや打撲をした人への対処で誤

っているものは？」（クリッカー使用） 

○患部の固定，RICE 処置の方法を理解する 

2）骨折時 

 ○骨折時の症状，患部の固定方法を理解する 

3）出血時 

○発問「全身の血液の何％を失うと生命が 

危険な状態になる？」（クリッカー使用） 

○直接圧迫止血法の方法を理解する 

4）心肺停止時 

  ○心肺蘇生法の手順を理解する 

●PI ③「胸骨圧迫の強さと速さはどれくら 

いがよいか？」 

4．救助者の善意によって成り立つ応急手当 

●PI ④「応急手当実施時の事故は責任が問 

われるのか？」 

5. まとめと次時の学習内容の確認 

  PI ピア・インストラクション 

 

 

 

 

 

表１　授業の概略
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す通りである．
ピア・インストラクション（PI）については，学習内

容に関するPI課題を各授業２回設定した．１時間目は，
応急手当の実施の際の全体的な流れの理解を促すための
PI①「応急手当の際にとる行動の正しい順番は？」，応
急手当の目的や意義の理解を強化するためのPI②「応急
手当による救命率を上げるために重要な要因とは？」を
設定した．２時間目は，心肺蘇生法において胸骨圧迫を
行う理由や意味を理解させるためのPI③「胸骨圧迫の強
さと速さはどれくらいがよいか？」（図１），生徒が緊急
事態に遭遇した際に，恐れずに応急手当を実施する態度
を育むためのPI④「応急手当実施時の事故は責任が問わ
れるのか？」を設定した．その際，PIを効果的に行うた
めのワークシート（図２）を併せて用いた．具体的に
は，生徒による「問題への回答」および「仲間との議
論」の各場面において，自分と仲間の回答とその理由・
根拠を記述させる欄を設け，自分と仲間の思考の内容を
可視化できるようにした．また，「教師による正解の解
説」時にポイントを記述する欄も設けた．つまり，PIの
活動中や活動後に，その学習のプロセスを整理できるよ
うな構成とした．

また本授業では，PIの活動場面以外でも，学習内容へ
の興味・関心の向上や学習内容に関わる基本的な知識の
理解を促す場面において，クリッカーによって回答させ
るクイズ形式の発問を適宜取り入れた．なお，１，２時
間目ともに，授業の前半部分を興味・関心の向上や基本
的な知識の理解を促す学習活動を中心に設定し，それを
踏まえ活用する形で，授業の後半部分にPIを設定する構
成とした．

本授業の学習指導案については，保健科教育を専門と
する大学教員と授業者との協議に基づいて作成された．

２．授業実践
（１）対象クラス

栃木県内の某公立中学校の２年生の１クラスの生徒
（在籍34名：男子20名，女子14名）を対象に，2013年12
月の初旬に１時間目，中旬に２時間目の授業を実施し
た．１時間目は欠席した男子生徒１名を除く33名，２時
間目は欠席した別の男子生徒１名を除く33名をそれぞ
れ対象とした．１，２時間目ともに出席した生徒は32名

（男子18名，女子14名）であった．なお，授業実践日ま
での対象クラスにおける保健学習は，保健体育科の年間
指導計画に沿って順調に進められていた． 
（２）授業者

保健体育科教員の養成課程に在籍し，小学校および中
学校での教育実習を経験した大学４年生の学生が授業者
を担当した．本学生は保健科教育および学校保健を専門
とする研究室に所属しており，指導教員と共に保健授業
へのPIの効果的な導入方法等について，半年以上にわ
たって議論と検討を重ねてきた者である．よって，PIの
長所や実践上の留意点を十分に熟知した上で授業を進め
ることができるとの判断から，本学生を授業者とした．
（３）PIの実施過程

PIの特徴のひとつとして，クリッカーおよび関連機
器（無線通信レシーバ，投票ソフトウェア）を活用する
ことが挙げられ，PIを効果的に進める上での重要な要素
となっている．授業においてクリッカー等の機器を支障
なく導入するため，授業者は授業準備の段階でクリッ
カー等の機器の操作方法について，操作マニュアルを通
して十分に習得した上で授業に臨んだ．また，生徒にお
いては，１時間目の授業直前の３分程度でクリッカーの
操作方法の説明を授業者から受け，生徒自身による操作
練習を実施した上で授業に臨んだ．基本的な操作方法と
しては，クリッカー上の該当番号ボタンを教師のPCに
接続された無線通信レシーバに向けて押すのみであるた
め，授業全体を通して授業者および生徒の双方において
クリッカーの操作に手間取る様子はみられなかった．な
お，クリッカーおよび無線通信レシーバは，KEEPAD 
JAPAN社のResponse Card RF LCDおよびRFFF-02を

PI③  「胸骨圧迫」 を行う際の 「強さ」 と 「速さ」  はどれくらいがよいか？ 　

  ・ あなたの答えと，その理由や根拠を書いてみよう！

答え 理由や根拠

 ・ 近くの人と議論し，答えとその理由や根拠を記入しよう！

答え 理由や根拠

  ・ 先生による解答と解説を聞いて，ポイントを整理しよう！

正解 考え方とポイント

図２　ワークシート（PI③）

Ｑ．心肺蘇生法で 「胸骨圧迫」 を行う際に，

胸を押す 「強さ」 と 「速さ」 はどれくらい

がよいと思いますか？

１．「優しく」 「速く」

２．「優しく」 「ゆっくり」

３．「強く」 「速く」

４．「強く」 「ゆっくり」

1

2

3

4

2

1

22

8
（人）

あっ ぱくしん ぱい そ せい

図1 ピア・インストラクションの問題例（PI③）図１　ピア・インストラクションの問題例（PI③）

ⓒ「いらすとや」
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用い，投票ソフトウェアはTurning Point 2008を用い
た．

本授業で設定したPI課題については，教科書を参照す
ると比較的容易に正答を導き出せる問題も含まれていた
ため，PIのプロセスの最終局面である「教師による正解
の解説」の場面以外は，生徒に教科書を参照させずに取
り組ませた．また，１回あたりのPIの活動時間として
は，PI課題①～④で若干の幅があるものの，「選択肢問
題の出題」→「生徒による回答」→「クラス全体の回答
結果の表示」の場面に約３～４分，「生徒同士での議論」
の場面に約４～５分，「生徒による再回答」→「クラス
全体の回答結果の再表示」→「教師による正解の解説」
の場面に約３～４分の計10～13分程度を配当して行われ
た．
（４）倫理面への配慮

本授業の対象となった生徒への倫理的配慮として，授
業の過程において知り得た個人情報については絶対に公
表したり口外したりしないこと，授業前後に実施する質
問紙調査において，回答したくない質問があった場合に
は無理に回答しなくてよいこと等を授業者が事前に説明
するなどの対応を行った．また，対象校の校長および関
係教職員に本実践研究の趣旨および上記の生徒のプライ
バシーの保護に関する対策等を説明し，同意を得た上で
授業を実施した． 

３．授業効果の評価
本研究では，授業の効果について次の３つの観点から

評価を行った．
（１）「保健授業評価票」による評価

１，２時間目それぞれの授業終了時に，七木田による
「保健授業評価票」（14項目）22)を用いた評価を行った．
「保健授業評価票」は，中学校での保健授業に対する生
徒の受け止め方を，「意欲」，「興味・関心」，「有益性」，

「認識」，「協力」の５つの領域（各２～３項目）から評
価するものであり，回答は「はい」，「どちらでもない」，

「いいえ」の３件法である．本研究では，各項目に対し
て「はい」と回答した者の割合を肯定的回答として集計
した．また，１時間目と２時間目との肯定的回答割合の
差についてχ2検定を用いて比較した．
（２）学習内容の定着度の評価

応急手当に関する知識（８項目），応急手当の実施の
自己効力感（４項目）によって評価した．応急手当に関
する知識は，授業で扱った応急手当の目的や手順，方
法に関する基礎的・基本的な知識問題を設定し，「正し
い」，「まちがい」，「わからない」の選択肢で生徒に回
答を求めた．応急手当の実施の自己効力感は，授業で
扱った，骨折時，出血時，心肺停止時の各場面での適切
な手当を行う自信，他者が行う手当を協力する自信を

それぞれ問う項目を設定し，「とてもそう思う」，「やや
そう思う」，「どちらともいえない」「あまりそう思わな
い」，「とてもそう思わない」の５件法で生徒に回答を求
めた．いずれの指標も２時間の授業の前後で調査し，知
識の項目は正答率，自己効力感の項目は肯定的回答の割
合（「とてもそう思う」と「ややそう思う」の回答の合
算）について，授業前後で算出し，その変化について
McNemar検定を用いて比較した．
（３）PIの評価

PIに対する生徒の主観的評価（４項目），PIの効果量
としての「PI効率」12)24)によって評価した．生徒の主観
的な評価は，PIに関して「楽しかった」，「自分の考えや
理解が深まった」，「応急手当の興味が増した」，「また
行ってみたい」の４項目を設定し，それぞれ「とてもそ
う思う」，「ややそう思う」，「どちらでもない」，「あまり
そう思わない」，「とてもそう思わない」の５件法によっ
て２時間の授業の終了時に回答を求めた．PI効率は，生
徒同士の議論によって正答が導きだされた度合を示す指
標（０～１の値を示し１に近いほど効果が高い）であ
り，計４回のPIそれぞれについて算出した．算出方法は
以下の通りである．

PI 効率 =
  （議論後正答率）－（議論前正答率） 

　　　　　　100 －（議論前正答率）
な お， デ ー タ の 集 計 お よ び 分 析 に はIBM SPSS 

Statistics 20を用い，統計的検定における有意水準は
５％とした．

Ⅲ．結果

１．「保健授業評価票」による評価
各質問で「はい」と回答した肯定的回答者の割合をみ

ると（表２），「意欲」，「有益性」，「協力」の各領域の項
目では１，２時間目ともに概して70～100％の高率を示し
た．特に，「意欲」領域の①「せいいっぱい，いっしょ
うけんめい勉強することができた」（１時間目90.9%，２
時間目97.0%，以下同様），「有益性」領域の⑦「健康に
役立つことを勉強した」（97.0%，90.9 %），⑨「今日勉
強したことは，これからの生活にいかすことができる
だろう」（87.9%，93.9 %），「協力」領域の⑭「友だち
と助け合って，学習できた」（84.9%，100%）が顕著に
高率であった．一方，「興味・関心」，「認識」の各領域
は他領域に比べてやや低率を示した．特に，「興味・関
心」領域の④「『もっと知りたい』，『もっと調べたい』
と思うことがあった」（54.5%，63.6 %），⑥「今日の勉
強に興味を持ち，ほかの関係することについても，調
べてみようと思った」（57.6%，63.6 %），「認識」領域の
⑩「『知っていること』が，実はちがっていた」（39.4%，
60.6 %）の低さが目立った．
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なお，各質問の回答割合を１，２時間目で比較すると，
「興味・関心」領域の⑤「『～を知りたい』，『～をはっ
きりさせたい』と思いながら，勉強することができた」

（54.5％，78.8％）および「有益性」領域の⑧「健康的に
生活していくには，『こうすればいいのだ』と気づいた
ことがあった」（63.6％，93.9％）の２項目において，２
時間目の割合が１時間目に比して有意に高率を示した．

２．学習内容の定着度の評価
応急手当に関する知識を問うた８項目の正答率につい

て，２時間の授業実践の前後で比較した結果を表３に示
す．授業前の正答率28.1～78.1％，授業後の正答率65.6
～100％であり，いずれの項目も授業後の正答率が授業
前の正答率に比して約16～53ポイントの向上を示した．
②「心肺停止時の応急手当の効果」を除く７項目では，
授業前後の正答率に有意差が認められた．特に⑤「ねん

ざや打ぼく時の手当の方法」および⑧「胸骨圧迫時の留
意点」では，50ポイント以上の顕著な向上がみられた．

応急手当の実施の自己効力感を問うた４項目における
肯定的回答（「とてもそう思う」と「ややそう思う」と
回答した者の合計）の割合について，２時間の授業実践
の前後で比較した結果を表４に示す．授業前の割合18.8
～51.0％，授業後の割合53.1～81.3％であり，いずれの
項目も授業後の割合が授業前の割合に比して約30～50ポ
イントの向上を示し，有意差が認められた．

３．PIの評価
PIに対する生徒の主観的評価の４項目における，肯定

的回答（「とてもそう思う」と「ややそう思う」と回答
した者の合計）の割合は，PIに関して「楽しかった」，

「自分の考えや理解が深まった」，「応急手当の興味が増
した」がいずれも93.9％，「また行ってみたい」が97.0％
をそれぞれ示し，全項目において肯定的回答が９割を超
えていた．選択肢別でみると，各項目で「とてもそう思

授業前 授業後

 ① 応急手当の目的 28.1 65.6 p<0.05
 ② 心肺停止時の応急手当の効果 78.1 93.8 n.s.
 ③ 応急手当時の周囲への協力依頼の必要性71.9 100.0 p<0.05
 ④ 一般市民によるAED使用の可否 53.1 87.5 p<0.05
 ⑤ ねんざや打ぼく時の手当の方法 43.8 96.9 p<0.05
 ⑥ 骨折時の手当の方法 62.5 96.9 p<0.05
 ⑦ 出血時の手当の方法 28.1 75.0 p<0.05
 ⑧ 胸骨圧迫時の留意点 28.1 81.3 p<0.05

正答率（％）
有意差§

 § 対応サンプル（n=32）によるMcNemar検定を実施

  n.s.　not significant

表3　応急手当に関する知識表３　応急手当に関する知識

授業前 授業後

 ① 骨折時の適切な手当の自信 21.9 71.9 p<0.05
 ② 出血時の適切な手当の自信 34.4 78.1 p<0.05
 ③ 心肺停止時の適切な手当の自信 18.8 53.1 p<0.05
 ④ 他者が行う手当への協力の自信 51.0 81.3 p<0.05

肯定的回答（％）#

有意差§

 # 各質問に対して，「とてもそう思う」 と 「ややそう思う」 と回答した者の合計

 § 対応サンプル（n=32）によるMcNemar検定を実施

表4　応急手当の実施の自己効力感表４　応急手当の実施の自己効力感

1時間目 2時間目

 「意欲」 ① せいいっぱい，いっしょうけんめい勉強することができた 90.9 97.0 n.s.
② むちゅうになって，勉強することができた 75.8 69.7 n.s.
③ 自分からすすんで，勉強することができた 81.8 81.8 n.s.
④ 「もっと知りたい」，「もっと調べたい」と思うことがあった 54.5 63.6 n.s.
⑤ 「～を知りたい」，「～をはっきりさせたい」と思いながら，勉強することができた 54.5 78.8 p<0.05
⑥ 今日の勉強に興味を持ち，ほかの関係することについても，調べてみようと思った 57.6 63.6 n.s.

 「有益性」 ⑦ 健康に役立つことを勉強した 97.0 90.9 n.s.
⑧ 健康的に生活していくには，「こうすればいいのだ」と気づいたことがあった 63.6 93.9 p<0.05
⑨ 今日勉強したことは，これからの生活にいかすことができるだろう 87.9 93.9 n.s.

 「認識」 ⑩ 「知っていること」が，実はちがっていた 39.4 60.6 n.s.
⑪ 「わかっている」と思っていたことが，実はわかっていなかった 63.6 72.7 n.s.
⑫ 意外な事実を知った 81.8 84.9 n.s.

 「協力」 ⑬ 友だちから教えてもらったり、助けてもらったりした 75.8 90.9 n.s.
⑭ 友だちと助け合って，学習できた 84.9 100.0 n.s.

 # 各質問に対して，「はい」 と回答した者の割合 （各授業時間に出席した33名を母数として算出）

表2 「保健授業評価票」
22）

による評価

有意差§

 § χ2
検定（df=1）を実施，　  n.s.　not significant

領域
肯定的回答（％）#

質問項目

 「興味

  ・関心」

表２　「保健授業評価票」22)による評価
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う」と回答した者が約64～82％，「ややそう思う」と回
答した者が約12～30％，「どちらともいえない」と回答
した者が約３～６％であり，「あまりそう思わない」お
よび「とてもそう思わない」の回答をした者はみられな
かった． 

授業で実践された４回のPIそれぞれのPI効率をみると
（図３），１時間目に実施したPI①「応急手当の際にと
る行動の正しい順番は？」は0.09（議論前正答率30.3％，
議論後正答率36.4％，以下同様），PI②「応急手当に
よる救命率を上げるために重要な要因とは？」は0.14

（33.3％，42.4％）と，いずれもやや低値であった．２時
間目に行ったPI③「胸骨圧迫の強さと速さはどれくらい
がよいか？」は0.31（51.5％，66.7％），PI④「応急手当
実施時の事故は責任が問われるのか？」は0.31（60.6％，
72.7％）を示し，いずれも１時間目のPI①②よりも高値
であった．

Ⅳ．考察

１．評価指標に基づいた授業の効果
まず，「保健授業評価票」を用いた評価について述べ

る．本実践の結果，「意欲」，「有益性」，「協力」の各領
域の項目に対しては，１，２時間目ともに多数の生徒が
肯定的に評価した．つまり，今回の２時間の授業は，生
徒の意欲的な取り組みや他者との協力が促され，学習内
容の有益性を感じさせる展開や内容であったことが示唆
された．本実践では，生徒にクリッカーを用いて回答
させるクイズ形式の発問やピア・インストラクション

（PI）など，生徒の能動的な授業参加を促す学習活動を
積極的に取り入れたことから，①「せいいっぱい，いっ
しょうけんめい勉強することができた」や③「自分から
すすんで，勉強することができた」などの生徒の意欲的
な取り組みが促されたものと思われる．また，PI につ
いては，概念問題の正答を導き出すための生徒同士での
議論が中心的な学習活動となっているため，その議論の
過程において⑬「友だちから教えてもらったり，助けて
もらったりした」や⑭「友だちと助け合って，学習でき
た」など，仲間との協力を実感できたものと考えられ

る．他方で，⑦「健康に役立つことを勉強した」や⑨
「今日勉強したことは，これからの生活にいかすことが
できるだろう」などの有益性の評価が良好であった点に
ついては，授業のテーマが「応急手当の意義と手順」で
あったことも影響したと思われる．ここでは，傷病者へ
の適切な初期対応の重要性や方法，緊急時における手当
や救命の手順など，人間の健康や生命の保護にとって具
体的かつ実践的な内容が中心となっているため，生徒は
その有益性をより実感しやすかったと考えられる．加え
て，そうしたテーマの有益性を損なわせないような学習
指導が行われたことも推察できよう．

一方，「興味・関心」および「認識」領域に対しては，
他領域に比してやや低い評価がなされた．例えば，「興
味・関心」領域の，④「『もっと知りたい』，『もっと調
べたい』と思うことがあった」および⑥「今日の勉強に
興味を持ち，ほかの関係することについても，調べてみ
ようと思った」では，２時間ともに肯定的回答が５～６
割程度にとどまっていた．本実践では，クイズ形式の発
問やPIを中核として構成したが，問題の正答とそれに至
る考え方を理解したことで学習が完結したと感じた生徒
が少なくなかったのかもしれない．教師は，発問やPIを
通して学習された内容を踏まえ，関連するトピック等
への生徒の興味・関心を喚起するような指導を併せて
行うことも必要であろう．また，「認識」領域では，⑩

「『知っていること』が，実はちがっていた」への肯定的
回答の低さが目立ち，⑪「『わかっている』と思ってい
たことが，実はわかっていなかった」への回答も十分と
は言えなかった．応急手当は，近年の事故や災害等に対
する危機管理への社会的な関心の高まりから，保健学習
以外の場面で取り上げられる機会も多いため，今回の授
業内容に新奇性を感じなかった生徒も存在したのかもし
れない．ところで，藤岡7)は「よい問題の四つの基準」
のひとつとして，予想と正当との間に何らかのズレがあ
り，結論が思いがけないものになる「意外性」を挙げて
いる．保健学習において，児童生徒が授業テーマに関す
る何らかの予備知識を生活経験などから有していること
は多いと思われるが，それらの科学的根拠の理解の場面
などにおいて，誤概念に気付かせたり意外な事実を認識
させたりするような発問・問題づくりを工夫していくこ
とが課題と言える．

なお，「興味・関心」領域の⑤「『～を知りたい』，『～
をはっきりさせたい』と思いながら，勉強することがで
きた」と，「有益性」領域の⑧「健康的に生活していく
には，『こうすればいいのだ』と気づいたことがあった」
では，肯定的回答の割合が２時間目において有意に高率
であった．また，有意ではないものの，２時間目の方が
高率を示す項目も多くみられた．２時間目の授業は，ク
イズ形式の発問やPIを取り入れた授業形態への適応が進

0.09
0.14

0.31 0.31

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

PI
効
率

議論前正答率

（PI ①）

（PI ②）

（PI ③） （PI ④）

図３　PI効率



ピア・インストラクションを取り入れた中学校の保健授業の試み 17

み，こうした授業形態の長所がより認識されたものと考
えられる．

次に，学習内容の定着度の評価について述べる．応急
手当に関する知識については，８項目中７項目で正答率
が授業後に有意に向上した．つまり，今回の授業を通し
て応急手当の意義や目的，方法等に関する基礎的・基本
的な知識が習得されたことが示唆された．特に，⑤「ね
んざや打ぼく時の手当の方法」と⑧「胸骨圧迫時の留意
点」の両問題では50ポイント以上の顕著な向上がみら
れ，注目された．⑧「胸骨圧迫時の留意点」（問題：心
肺蘇生法で胸骨圧迫を行う際には，強く押してはいけな
い，正答：まちがい）については，２時間目のPI③「胸
骨圧迫の強さと速さはどれくらいがよいか？」の内容に
直接的に関わる問題であったため，PIでの生徒同士によ
る議論と教師の解説を通して理解度が顕著に向上したと
考えられる．また，⑤「ねんざや打ぼく時の手当の方
法」（問題：ねんざや打ぼくをした場合の応急手当とし
て，その部分を毛布などでくるんで温かくするとよい，
正答：まちがい）については，日常生活において比較的
起こりやすいねんざや打ぼくについて，その適切な手当
を自分の経験などと結びつけながら理解できたのかもし
れない．なお，②「心肺停止時の応急手当の効果」（問
題：心臓や呼吸が停止してしまった場合でも，その後で
きるだけ早く適切な応急手当を行えば命が助かることが
ある，正答：正しい）の正答率については，授業後に有
意な向上が示されなかったが，これは授業前の正答率が
78.1％（授業後93.8％）と高率であったことによる天井
効果と解釈できる．

応急手当の実施の自己効力感については，全４項目で
肯定的回答の割合が授業後に有意に向上した．自己効力
感とは，Banduraによって提唱された概念で，人がある
課題や行動に対してうまく遂行できるという確信のこと
であり，人が行動を起こす際に強い影響を及ぼすこと1)

2)が知られている．本研究では，骨折時，出血時，心肺
停止時の各場面で適切な手当を行う自信，他者が行う応
急手当への協力の自信によって応急手当の実施の自己効
力感を把握し，その肯定的回答割合がいずれも２時間の
授業前後で有意に向上した．つまり２時間の授業を通し
て，生徒の応急手当に関する基礎的・基本的な知識の理
解に加え，骨折時，出血時，心肺停止時などの場面にお
いて適切な応急手当を行う自信や確信についても高めら
れ，応急手当の実践の基盤となる能力が向上したと捉え
ることができる．

続いて，PIに焦点化した評価について述べる．PIに対
する生徒の主観的評価をみると，PIに関して「楽しかっ
た」，「自分の考えや理解が深まった」，「応急手当の興味
が増した」，「また行ってみたい」の４項目に対して，い
ずれも肯定的回答が９割を超えていた．この結果から，

本実践の中核的な学習活動として位置付けたPIについ
て，大多数の生徒から受け入れられた状況がうかがわれ
た．特に，「自分の考えや理解が深まった」への評価は，
自分の回答の根拠を踏まえて相手の説得を試みる議論の
過程を通じて思考や理解の深まりを促すという，PIの根
本的な目的に関わるものであり，注目される．

生徒同士の議論によって正答が導きだされた度合を示
すPI効率をみると，１時間目のPI①が0.09，PI②が0.14，
２時間目のPI③およびPI④が0.31であった．これまでに
大学生や高校生を対象とした実践研究12)24)25)27)において
報告されたPI効率と比べると，本研究でのPI効率はやや
低めではあるものの，中学生であってもPIによる生徒同
士の議論によって概念問題の正答を一定程度導きだすこ
とが可能であったことが示された．文部科学省は今後，
初等・中等教育でのアクティブ・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・学習法の総
称）を推進する方向性を示している21)．PIはそうしたア
クティブ・ラーニングの手法のひとつとして位置づいて
おり，その中でも特に学習者の能動性や主導性が高い手
法として注目されている18)．このような状況からも，今
後，初等・中等教育での保健授業においてPIを取り入れ
ていくことは意義があると考えられ，そうした授業の効
果を実践的に明らかにしていく取り組みがますます求め
られるものと思われた．

また本実践では，１時間目に実施したPI①②に比し
て，２時間目のPI③④の方が高い効果が認められた．こ
の点については，生徒自身のPIに対する慣れによって，
２時間目のPIの方がより効果的に行われた面があるかも
しれない．ただし根本的には，概念問題の難易度の影響
も大きいと思われる．１時間目のPI①②については，議
論前正答率が約30～33％であったのに対し，２時間目の
PI③④は議論前正答率が約52～61％と比較的高率であっ
た．先行研究12)24)25)27)においても，議論前正答率が低い
問題はPI効率も低かったことが報告されており，その理
由として，議論前正答率が低い場合は誤答の者を正答へ
導ける者が少ないので，議論をしても正答率が上がらな
いためと推測している．議論を効果的に行うために必要
な思考力や言語的表現力の発達途中にある中学生におい
ては，この影響は特に大きいと思われる．PIの開発者で
あるMazur16)は，議論前正答率が40～80％の問題が最適
であると指摘していることからも，今回のPI①②につい
ては，やや難易度が高かったものと思われる．こうした
ことから，PIを効果的に行うためには，概念問題の質が
極めて重要であり，問題の作成時には，前述した「意外
性」の観点や，学習者にとっての難易度の面なども含め
て十分な検討が必要であることが示唆された．
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２．本研究の限界と今後の課題
本研究は，PIを取り入れた保健授業の効果を初めて報

告したものであるが，中学２年生の１クラスのみを対象
としていること，対照群が設定されていないこと，授業
後の中長期的な効果について評価できていないことな
ど，授業実践研究のデザインの面で十分とは言えない点
がある．今後，エビデンスの質をより高めるために，準
実験デザインなどによる評価を行う必要があろう． 

また本研究では，評定法や標準テスト等を用いた定量
的な効果を報告した．前述のように，PIは概念問題につ
いての生徒同士の議論と教師による解説の過程を通じて
学習内容に対する思考や理解の深まりを促すという指導
方法である．よって，生徒の思考や理解の質を評価する
ことも重要と考える．例えば最近では，児童生徒の思考
力を評価する方法のひとつとしてパフォーマンス評価が
注目されている14)28)．さらには，授業中における学習者
の発言内容や記述内容等の言語・文章データを分析して
その背後にある有用な情報等を取り出す手法であるテキ
ストマイニングを授業の評価に活用した報告もみられる
13)23)．こうした評価手法を用いて，PIを取り入れた保健
授業の質的な評価を実施することも今後の課題である．

なお，上記のような研究デザインや評価方法の工夫を
行う上では，事前に，対象生徒における普段の保健学習
に対する取り組みや意識，学習内容に関するレディネス
等の実態について客観的かつ詳細に把握できるような調
査を実施しておくことも重要であると思われる．本研究
では，そうした情報を十分には把握できなかったため，
授業効果の背景要因や効果がみられなかった生徒に関す
るより踏み込んだ解釈を行う上では限界があった．今後
の研究推進上の課題としたい．

さらに本研究では，中学校の保健学習における応急手
当の意義と手順をテーマとした授業を実践したが，小学
校や高等学校の保健学習においてPIを取り入れた授業
を実践し，その効果を明らかにすることも必要であろ
う．加えて，保健学習には発育発達，心の健康，環境と
健康，疾病の予防，保健制度など，健康・安全に関する
様々な内容が位置づいている．今後，こうした内容を
テーマとした授業におけるPIの効果を実践的に検討し
ていくことも求められる．ところで松下15)は，PIについ
て，問題→予想→討論→実験の手続きによって科学の基
本的な概念・原理の理解を図る「仮説実験授業」10)との
共通点が少なくないことを指摘している．保健学習で
は，これまで「授業書」（仮説実験授業で使用される教
科書・ノート・読み物を兼用した印刷物）を用いた授業
が，保健教材研究会を中心に提案されてきた8)9)．保健
学習におけるPIの導入や発展に向けては，こうした「授
業書」方式の保健授業の蓄積を参考にすることも有効な
手立てとなると思われる．

Ⅴ．結語
本研究では，中学校の保健体育科保健分野の単元「傷

害の防止」に位置づく「応急手当の意義と手順」をテー
マとして，ピア・インストラクション（PI）を取り入れ
た保健授業を，公立中学校２年生の１クラス34名を対象
に実施した．

授業効果を定量的に評価した結果，生徒の授業に対す
る「意欲」や「有益性」，「協力」の認識，応急手当に関
する基礎的な知識の習得，応急手当の実施の自己効力の
向上，PIにおける議論の効率性等の面で効果が認められ
た．学習内容を踏まえた上での生徒の更なる興味・関心
の喚起や，PIにおける概念問題の質の向上など，改善を
要する点があるものの，本結果からPIが中学校の保健授
業においても有効であることが示唆された．

　
付記
　本研究の実施にあたり，授業実践に御協力いただきま
した中学校の生徒の皆様および学校長はじめ先生方に深
く感謝いたします．本研究に関連し，開示すべき利益相
反状態はありません．本研究成果の一部は，日本体育学
会大会第65回大会（盛岡市）において発表しました．

注
注１）授業者と学習者の双方向のコミュニケーションを

可能にする機器のひとつであり，オーディエンス
レスポンスシステムとも呼ばれる．授業中に出さ
れる質問に対して学習者がクリッカー上の該当番
号を押して回答すると，回答の匿名性が保持され
た上でクラス全体の回答が瞬時に集計され，結果
がグラフ等でスクリーンに映し出されるシステム
となっている．
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