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はじめに

教育(理論)というと何か小難しいイメー

ジがあり、実際主だった教育書(理論)を手

にとって見るとやはりわかりにくい。教育

は正論を言ってくるだけに、読み手の人々

は皆、引き下がってしまう。この Q&A学

習心理ハンドブックはその点、 Q&A方式

でまたできる限りわかりやすい表現で記

載をした。大学生、大学院生、現職教員、

カウンセラーの方々を対象に書いたが、一

般の方々も読んで損のない著書だと思っ

ている。この本で少しでも教育(理論)とい

うものが人々に身近に親しみやすくなっ

て頂ければ幸いである。
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Q:学習心理学とはどの様なことですか?

A:学習意欲の高め方や学習方法、記憶、

性格形成などを研究していく学問のこ

とです。

Q:ヘルバルトの 4段階教授法とはどの様

なことですか?

A:古典的学習形態の一つで、明瞭→連合

→系統→方法の 4段階で動いていく学

習方法です。

Q:ラインの 5段階教授法とはどの様なこ

とですか?

A:古典的学習形態の一つで、予備→提示

→結合→総括→応用の 5段階で動いて

いく学習方法のことです。

Q:コメニウスの直感教授法とはどの様な
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ことですか?

A:実物・標本・絵画といった視覚的教材を

使用し、『言葉より前に事物』を学ばせ

ていく学習方法のことです。

Q:パーカーストのドルトン=プランとは

どの様なことですか?

A:各自の割り当て表に従って、自学自習

と実験室における主要教科の授業を組

み合わせた学習方法のことです。

Q:キルパトリックのプロジェクト法とは

どの様なことですか?

A:目標設定→計画立案→実行→評価の段

階を経て、学習者の自発的な活動によっ

て現実的な問題の解決能力を伸ばして

いく進歩的な学習方法のことです。
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Q:仮説実験学習とはどの様なことです

か?

A:ある課題について結果を予想させ、異

なった立場の質問で検討をさせた後、実

験を行って、知っていく学習方法のこと

です。

Q:フローチャートとはどの様なものです

か?

A:指導の目標と指導過程を教育工学的手

法を用いて図式化していったもののこ

とです。

Q: j範例学習とはどの様なことですか?

A:旧西ドイツにおいて、教材の過剰化を

克服するために、教授内容の本質的なも

のを範例を通して学ばせていく学習方
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式のことです。

Q:プラトーとはどの様なことですか?

A:学習の進歩が心的なストレスなどによ

り一時的に止まってしまっている状態

のことです。

Q:チームティーチングとはどの様なこと

ですか?

A:一つの学級集団を指導するとき、 2人

以上の教師が生徒に指導をしていく方

式のことです。音楽などの指導には比較

的高い効果があると考えられますが、社

会の様な教科では効果は高くないと思

われます。教科目によって効果は違うと

考えられます。

Q:アンビパレンスとはどの様なことです

5 



か?

A:欲求や行動において、一つの対象に相

反する動きをしていく場合のことをい

います。

Q: IQとはどの様なことですか?

A:知能の程度を示す指数のことで、精神年

齢を暦年齢で割り、これに 100を掛け

て出したものです。

Q: EQとはどの様なことですか?

A:心の知能指数と呼ばれるもので、 IQ

に対して情動の能力を指しています。こ

れはトレーニングによりいくらでも高

めていくことができます。

Q:ピグマリオン効果(ローゼンソール効

果)とはどの様なことですか?
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A:教員が生徒に対して親和的に期待をし

ていると、生徒の成績が上がっていくこ

とです。教師はこの姿勢を持って児童・

生徒に接していくことが大切です。また

年齢的に低い子どもの方がより高い効

果があるといわれています。

Q:ハロー効果とはどの様なことですか?

A:ある人間の優れている点がわかると、

それとは違う関係のない点においても

優れていると思い込んで判断をしてし

まう心のメカニズムのことをいいます。

例えば、学業の成績が優れていると、人

格的にも優れていると思い込んでしま

う様なことです。

Q:強化のスケジュールとはどの様なこと

ですか?
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A:すべての反応に強化子を与えていくこ

とを『連続強化』と呼ぴ、ある部分の反

応だけに強化子を与えていくことを『部

分強化』と呼びます。アメリカの心理学

者スキナーは道具的条件付け(オペラン

ト条件付け)をとるならば、部分強化だ

けで十分に反応するので、定率強化や変

率強化なども可能であると指摘をして

います。

Q:ホメオスタシスとはどの様なことです

か?

A:生命の維持を図るために体温や呼吸数

などがバランスのとれた状態に保つ働

きのことをいいます。飢えや渇きはこの

ホメオスタシスの影響で現れてくると

いわれています。
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Q:潜在学習とはどの様なことですか?

A:トルーマンが指摘したもので、学習は

手段一目標関係の認知構成ができあが

ることであり、しかし、これはすぐに行

動に現れるものではないといっていま

す。例えばネズミの迷路学習において目

標地点に報酬を置かないで迷走させた

ネズミは最初から報酬を与えたネズミ

よりも、いざ報酬を置いた場合、すばや

く報酬を獲得していくことが挙げられ

ます。

Q: CMIとはどの様なことですか?

A:コンビューターなどを利用して成績の

記録などを処理していく学習管理シス

テムのこといいます。

Q: CAIとはどの様なことですか?
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A:コンビューターによって、作動するテ

ィーチングマシンを利用していく個別

学習法方式のことをいいます。

Q:メタ認知とはどの様なことですか?

A:現在、動いている自分の記憶や理解を

客体化し、活動をコントロールしていく

ことです。

Q:フラストレーション耐性とはどの様な

ことですか?

A:フラストレーションに耐えていく能力

のことで、人間はいつもフラストレーシ

ョンに耐える生活をしているので、教育

の現場ではこの耐性を高めていくこと

が大切です。具体的には発育段階で適度

のフラストレーションを経験させるこ

とがよいでしょう。
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Q:フェイディングの原理とはどの様なこ

とですか?

A:プログラム学習の原理の一つで、最初

は正解が出やすい様に援助を多めに与

えていきますが、次第に援助を減らして

いくことにより、自力で正解を導きだせ

る様になっていく学習方法のことです。

Q:スモールステップの原理とはどの様な

ことですか?

A:これもプログラム学習の原理の一つで、

最終目標に向かつて、だんだんと前進を

していく学習方法のことです。

Q:生涯教育とはどの様なことですか?

A : 1972年、フランスのラングランが

UNESCO総会において提唱したもので、

国民一人ひとりが、充実した人生を送る
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ことをめざして、生涯にわたって学習を

していくことです。例えば社会人の大学

入試制度や有給休暇訓練制度などがこ

れにあたります。

Q:子どもの個性を生かす授業とはどの様

なことですか?

A:コンビューターなどのメディアを利用

して、個人差に応じた学習形態をとって

いくことですが、そのためには教員は事

前に学習効果やソフトの改善をしてい

くことが大切で、最終的にはコンビュー

ターに頼らないパズ=セッションを取

り入れるなどの個人差に応じた授業を

展開していくことが大切ではないかと

思われます。

Q:教育評価とはどの様なことですか?
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A:一昔前は期末テストなどが教育評価で

あるとされてきましたが、現在は学習者

の学力形成、人格形成を施し、全人格的

評価をしていくことです。また教員が取

り組む教育活動を評価対象としていく

ことなども含め、様々な角度から行って

いくことが大切です。

Q:学力の評価とはどの様なことですか?

A:分析力や表現力をはじめ、問題解決や

豊かな人間性を育む力のことで、単なる

知識量のことではありません。特に①知

識を詰め込むのではなく自分の頭で考

えさせていく②結果よりプロセスを重

視していく③目標をつくり、それに向け

て多面的に継続的に行っていくことが

大切です。
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Q:相対評価とはどの様なことですか?

A:ある生徒の成績が集団の中でどのくら

いの位置にいるか?ということで評価

をしていくことです。

Q:絶対評価とはどの様なことですか?

A:生徒の技能や知識の習得の度合いをそ

のまま評価し、他の生徒とは無関係にあ

らかじめ設定している目標に対して個

人がどのくらい満たしているか?を評

価していくことです。相対評価と絶対評

価のどちらがよいか?ではなく両方の

評価を柔軟に使い分けて、生徒の発達成

長を促していくことが大切ではないで

しょうか?

Q:個人的評価とはどの様なことですか?

A:特定の児童・生徒がどの様な特徴を持
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っているか?また以前より進歩したの

かどうか?という視点から評価をして

いくことです。

Q:学級集団とはどの様なものですか?

A:教員によって、意図的につくられた学

習を目的とする集団のことです。

Q:学級活動の特質とはどの様なことです

か?

A:集団メンバーとして社会性や協調性を

身につけさせ、様々な問題への対応力を

つけ、また個人としての判断力や自己行

動ができる自己指導能力をつけていく

ことです。

Q:学級活動の教育的意義とはどの様なこ

とですか?
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A:社会性やコミニュケーション能力を学

校教育のカリキュラムに沿って育成を

していくことです。

Q:集団規範とはどの様なことですか?

A:子どもたちに一定の考えや行動の仕方

が定着し、集団としてある程度、共有化

されている基準のことをいいます。

Q:発達とはどの様なことですか?

A:精神的な質的な面を重視した、ゆっく

りとした連続的な生まれてから死ぬま

での変化のことをいいます。

Q:発達課題とはどの様なことですか?

A:アメリカの心理学者ハビガーストが説

いたもので、子どもが、成長発達する中

で直面し、解決しなければならないと指
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摘をした課題のことです。乳幼児期にお

いては歩くことや話すことを学ぶこと、

児童期においては同じくらいの年齢の

子どもたちと上手に遊ぶことや子ども

集団でのルールを学ぶことなどがこれ

に相当します。青年期においては大人か

ら精神的な独立や経済的独立をしてい

くこと、将来の職業生活の準備、一生涯

を通す人生観の確立をしていくことな

どが挙げられます。

Q:動機付けとはどの様なことですか?

A:ある目標に対して、精神的に身体的に

動かし始め、方向付け、持続的に進めて

いくことができる様にするための力を

付けていくことです。動機付けの要素と

して①学習の目的を明確にする②若干

の競争を行わせる③過去の成功経験、失
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敗体験をイメージ化させることなどが

挙げられます。

Q:プログラム学習とはどの様なことです

か?

A:アメリカの心理学者スキナーが説いた

もので、細かく刻んだ教材内容を順番に

並べて学習をさせていく個別的学習法

のことです。

Q:ティーチングマシンとはどの様なもの

ですか?

A:児童・生徒たちの視覚を通して問題が

出され、回答をしていく機材のことをい

います。学習者の反応はすぐにこのティ

ーチングマシンと即時、照合がなされて

合理的ですが、この機械に対して質問を

することができません。できれば、機械
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のそばに教員がついて適宜、学習者から

の質問を受け付けることができる様に

しておくことも大切な方策の一つでは

ないでしょうか?

Q:学習の正の転移とはどの様なことです

か?

A:過去の学習や経験が後続の学習によい

影響を与えていくことです。

Q:学習の負の転移とはどの様なことです

か?

A:過去の学習や経験が後続の学習の悪い

影響を与えていくことです。

Q:形式陶冶どの様なことですか?

A:知識の習得よりも観察や思考、感情な

どを育てていくことです。
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Q:実質陶冶とはどの様なことですか?

A:社会的にすぐ使える知識を習得させて

いくことです。

Q:系列学習(系統学習)とはどの様なこ

とですか?

A:学習者がその教科を体系的に学ぶこと

ができる様に教育内容の順序を明確に

つくられた教科指導のことです。しかし

この系列学習のマニュアルができるこ

とにより、以後の教材研究がおろそかに

なったり、できあがっているものをあら

ためて違う角度から検証をしない傾向

があるという短所があります。

Q:生産的思考とはどの様なことですか?

A:ユダヤ人の思考心理学者ゼルツが提唱

したもので、ある複合体が他の複合体と
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合体することにより、新しい『知』を生

み出していく思考のことをいいます。

Q:再生的思考とはどの様なことですか?

A:ある複合体の不足している部分に対し

て、今までの過去の経験などを補うこと

で、より新しい『知』を生み出していく

思考のことをいいます。

Q:拡散的思考とはどの様なことですか?

A:アメリカの心理学者ギルフォードが提

唱したもので、ある情報体を核として、

そこから様々な新しい『知』を生み出

していく思考のことをいいます。創造

的思考ともいわれ、特にこの思考は正

解を求めていくわけではありません。

Q:収束的思考とはどの様なことですか?
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A:問題を解こうとする場合、与えられた

情報や推測によって、理論上確定してい

る正解を導いていく思考のことをいい

ます。

Q:全体学習とはどの様なことですか?

A:学習教材の最初から最後までの全体を

習得するために繰り返し学習をしてく

方法のことです。

Q:部分学習とはどの様なことですか?

A:学習教材をいくつかの部分に分けて、

各パートごと別々に学び、最終的にそれ

らをすべてつないで、完成させていく学

習方法のことです。

Q:観察学習(モデリング)とはどの様な

ことですか?

A:パンデューラが提唱したもので、学習
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者にとってモデルとなる様な人物の行

動形式などを観察して学習をしていく

方法のことです。

Q:能力処遇交互作用 (A1 T) とはどの

様なものですか?

A:学習者の能力や志の高さにより、学習

の方法は変わってくるということです。

Q:学習の連合説 (S-R理論)とはどの

様なものですか?

A:外界の刺激と学習者の反応の問の結び

つきが学習であるという考え方のこと

です。

Q:学習の認知説 (S-S理論)とはどの

様なことですか?

A:外界の刺激に対して学習者の認知が変
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化をしていくことが学習であるという

考え方のことです。

Q:ヒューリスティックスとはどの様なこ

とですか?

A:人聞は『とりあえずの判断』をして、

その後で『最初の判断』を理論付ける傾

向があるということです。例えばTOY

OTAの乗用車ならばとりあえずよい

だろうと考えたりたりすることで、車の

性能や価格、使用目的などを最初から細

かく考えていないことです。

Q:傾向抑制とはどの様なものですか?

A:先行的に学習したものが、後の学習を

妨害していくとをいいます。

Q:逆向抑制とはどの様なものですか?
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A:後で学習したことが先に学習したこと

を妨害していくことをいいます。

Q:記憶とはどの様なことですか?

A:i経験が貯蔵され、再現されていくこと

です。

Q:記銘とはどの様なことですか?

A:記憶の貯蔵のことです。

Q:保存とはどの様なことですか?

A:取り出されるまで時間的に長くストッ

クしておくことです。

Q:再生(検索)とはどの様なことですか?

A:最後に何かしらの形で取り出されてい

くことです。
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Q:忘却とはどの様なことですか?

A:記銘した事柄が時間の経過とともに再

生できなくなってしまうことです。

Q:エビングハウスの忘却曲線とはどの様

なことですか?

A:ドイツの心理学者エビングハウスが指

摘した保護曲線とも呼ばれるもので、学

習習得を行った後、 9時間経過くらいま

で記憶保存が大きく下降をしますが、後

はほぼ一定の水準でなだらかに下降を

していきます。特に意味合いの大きい形

で取り込んだ記憶はこのエビングハウ

スの曲線の様に最初に大きく下降はし

ないこともあります。またレミニセンス

といって記憶直後よりも、後の方が記憶

がよくなっていくということもありま

す。
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Q:アルゴリズムとはどの様なことです

か?

A:フローチャートなどを使用してする、

問題を解決をするための一連の手順の

ことをいいます。

Q:スリーパー効果とはどの様なことです

か?

A:はじめは情報の信憲性が高いものを受

け入れていきますが、時聞が経過すると

信憲性の低いものも受け入れていく様

になっていくことです。情報内容は覚え

ていても信懇性についてはあやふやに

なり易いものです。

Q:プーメラン効果とはどの様な人物です

か?

A:学習を受ける者の態度や意見によって、
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教える人の考えとは違った結果へとつ

ながっていってしまうことです。

Q:一斉学習とはどの様なことですか?

A:たくさんの生徒に対して学習内容を同

じ方法により 一斉に行っていく学習方

式のことです。

Q:導入一展開ーまとめとはどの様なこと

ですか?

A:教科指導を行う際に目安とされる授業

の定型のことで、導入は学習者が問題意

識を持つ段階で、展開は学習課題に取り

組み、その課題に対する理解を深めてい

く段階で、まとめは授業で理解できなか

ったところを整理して次の授業につな

げていく段階です。
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Q:パズ学習とはどの様なものですか?

A:児童・生徒を小ク.ルー7.に分けて討議さ

せて、その意見・結論を全員で討論をし、

集団の中における個人の力を育ててい

く学習方式のことです。しかし全体討議

が難しいクラスや年齢が低い生徒たち

のクラスにはどちらかというと不向き

です。

Q:共同学習とはどの様なことですか?

A:集団の形態以上に協調性にアクセント

を置き、子どもがお互いに力を合わせて、

助け合いながら進めていく学習のこと

です。

Q:ディペートとはどの様なことですか?

A:ある問題、例えば『脳死は認めるべき

である』という様なテーマで、対局に立
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つての議論が行われ、第三者が判定をし

ていくもので、特にこの様な教育ディベ

ートを行うことにより生徒の理解力や

分析力が身についていきます。日本人は

議論が苦手な人が多いですが、徐々に参

画していく必要があります。

Q:ロールプレイとはどの様なことです

か?

A:役割を演じることですが、例えば教育

相談の場面でしたら教員役と生徒役を

設定して、模擬教育相談を行い、それを

録画し、後で客観的に教員と生徒の特

徴・重要点を見つけていくことです。ま

た教員・生徒の役をすることで、その立

場を理解していくことができます。

Q:ポートフォリオとはどの様なことです
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か?

A:学習のプロセスで生み出された文章や

絵画などを時系列に並べて、評価をしな

がら学習をしていくことです。

Q:視聴覚教育の特徴とはどの様なもので

すか?

A: VIDEOや TV、スライドなどの映像

を視覚的にとらえさせていく教育方法

ですが、最近の子どもは小さい頃から映

像に慣れていますし、元々、視覚で取り

入れることはインパクトが強いですの

で、生徒の理解力、思考力に訴えていく

効果は高いと考えられます。教員はテー

マに沿って的確に映像を選択・編集をし

ておく必要があります。映像の角度によ

って生徒のとらえ方も変わってきます。

また生徒の方もその映像を内的にキャ
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ッチする水準というものをあらかじめ

つくっておくとより効果は高いものと

なっていくでしょう。

Q:PM理論とはどの様なことですか?

A:三隅二不二が提唱したもので、集団機

能という観点から、集団が生産性を高め

る働きである P 機能(Performance 

function)と集団のチームワークを強化

する働きである M 機能 (Maintenance

function)を使ってリーダーシップの類

型化を試みたものです。長期に渡って同

じチームで課題に取り組むときはリー

ダーは M 機能を持つことが大切です。

Q:教員と子どもの関係性とはどの様なも

のですか?

A:教員は子どもたちの鏡です。子どもた
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ちの模範にならなければなりません。子

どもの成長発達に対する影響はある一

定の大きさがあります。しかし、子ども

を見ていく視野は比較的狭く、子どもも

教員を尊敬しているケースが少なくな

ってきています。この様に昨今、教員と

子どもでは精神的な隔たりが次第に大

きくなってきていまので、少しずつでも

その聞いてしまっている間隔を狭めて

いく必要があります。

Q:ソシオメトリックテストとはどの様な

ものですか?

A:モレノにより開発されたもので、質問

紙や面接により、自分のすぐ周りの接触

の多い人から心理的な結びつきの強弱

を測定していくテストのことです。この

メンバー聞の結びつきの強弱を図に表
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したものをソシオグラムといい、この図

により、集団内の構造や集団に溶け込め

ないでいる子どもや集団の中核的人気

者であるスターなどを発見していくこ

とができます。

Q:ゲス・フー=テストとはどの様なもの

ですか?

A:ハーツボーンが開発したもので、ある

特性に関して具体的な場面を生徒に提

示し、書かせていくテストのことで、こ

れにより集団メンバー問のお互いの評

価や教員が児童・生徒に対してどの様な

評価を行っていっているかなどを把握

することができます。

Q:オープン=プランとはどの様なことで

すか?
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A:時間割に示される教科カリキュラムで

はなくテーマやトピックに基づくカリ

キュラムで学習をしていくことです。学

年やクラスも取り払っていくケースが

ありますが、この様なことにより児童・

生徒一人ひとりが各自のペースで学習

に取り組むことができ、学習意欲の向上

にもつながっていきます。しかし、無駄

な時間も多く、教員も負担が大きく、生

徒には基礎的な力が十分につかないと

いった欠点もあります。

Q:有意味受容学習とはどの様なことです

か?

A:アメリカの心理学者オースペルが説い

たもので、教員が児童・生徒に知識を提

供するときに、学習者の心の内部にある

認知構造に関連付けを行い、意味のある
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学習をさせていくことです。この学習を

効率よく最大に効果を上げていくため

にはこの学習内容になじみやすくさせ

るために先立って関連する事項を頭の

中につくらせておくことです。

Q:完全習得学習(マスターラーニング)

とはどの様なことですか?

A:授業の途中において、生徒の理解が不

十分である点を発見するために適宜、テ

ストを行い、理解が不十分であることが

わかった生徒に対して、授業時間外に視

聴覚機材を使ったり、個人授業などを行

って学力を補っていく学習形態のこと

をいいます。わが国ではこれを基礎とし

て、習熟度別指導方式やオープン教室な

どが実施されていっています。
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Q:発見学習とはどの様なことですか?

A:アメリカの心理学者ブルーナーが説い

たもので、児童・生徒たちが、視聴覚教

材を使用して様々な課題を解決させて

いく教育形態で、この学習方法により、

問題を見つけ出す能力を育てていった

り、生徒の学ぶ姿勢を外発的動機づけか

ら内発的動機付けへと変容させていく

ことが可能です。

Q:診断的評価とはどの様なことですか?

A: (学習指導を行う前に)、生徒の学習深

度状況を診断し、最良の指導方法を準備

するために行っていく評価のことです。

Q:形式的評価とはどの様なことですか?

A:学習過程の途中で、生徒の学習実態を

とらえ、それに基づいて学習計画を変更
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したり、補充指導を行ったりするための

評価のことです。

Q:総括評価とはどの様なことですか?

A:学期末や学年末などにどれだけ教育的

な効果を生徒に与えていくことができ

たかを総括的に明らかにしていく評価

活動のことをいいます。この評価では数

字(評定)が用いられ、評点などが付け

られますが、またこれ以外に違う角度か

ら見た量的に情報が多い資料を準備し

ておくことも大切な点だと思われます。

Q:レビンの『場の理論』とはどの様なこ

とですか?

A:児童・生徒の行動というものはパーソ

ナリティーとそれを取り巻く社会環境

の相互作用によりつくられていくとい
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う考え方のことです。

Q:再検査法とはどの様なことですか?

A:価値が違うテストを 2種類行い、その

テストとテストの間の相関関係を見て

いく方法のことです。

Q:平行検査法とはどの様なととですか?

A:同じ価値のテストを 2回行い、そのテ

ストの独立性を保ちながら、テストとテ

ストの問の相関関係を見ていく方法の

ことです。

Q:折半法とはどの様なことですか?

A: 1つのテストの中で、内容を 2ジャン

ルに分け、そのジャンルとジャンルの問

の相関関係を見ていく方法のことです。
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Q:トルーマンのサイン=ゲシュタルト説

とはどの様なことですか?

A:例えば、ウサギを黒ドアと白ドアがー

つずつある部屋に入れてみて、黒いドア

を開くと『餌』が得られるようにすると

ウサギは黒ドアしか開けなくなります。

この様に目標=手段が学習の柱となり、

サイン(認知)により学習ができあがっ

ていくという考え方のことです。

Q:ケーラーの洞察説とはどの様なことで

すか?

A:例えば、ゴリラを櫨の中に入れ、ゴリ

ラの手が届かないところにりんごを置

くと、ゴリラは棒を使ってりんごを引き

寄せることができる様に、学習者の洞察

力により、問題場面における要素と要素

の関連性がわかる様になるとすぐに解
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決に向かっていくというものです。

Q:ソーンダイクの試行錯誤説とはどの様

なことですか?

A:生き物は試行と失敗を繰り返しながら

偶然正しい反応を頭の中に取り入れて

いき、同じことが再度起こったときには

その反応が生じやすくなるということ

で、例えばある箱の中に犬を閉じ込める

と、犬は無駄なことはせずに短時間で箱

から脱出をしていきます。

Q:古典的条件付け(レスポント条件付け)

とはどの様なことですか?

A:中性的な刺激が生理的反射を引き起こ

す刺激(無条件刺激)とともに繰り返し

提示されることにより、単独でもその生

理的反射を引き起こす様になっていく
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現象のことをいいます。例えば『パプロ

フの犬』というものがあります。これは

犬に餌を与えるとき、音叉でラの音を鳴

らし(無条件反射)、それを何回も繰り

返すことにより音と餌の関係が学習す

る様になり、音だけで唾液を出す様にな

ることです。この様にある刺激とそれに

まったく関係のない反応を結び付け、学

習をさせていくことです。

Q:道具的条件付け(オペラント条件付け)

とはどの様なことですか?

A:動物が特定の反応を起こしたときだけ

に『餌』を与えるとこの反応を強化する

ことができるといった学習のことです。

Q:レディネスとはどの様なことですか?

A:学習に対して用意されている状態で学
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習に対する準備性ともいわれます。子ど

もの学習をスムーズに進めていかせる

にはある一定の発達が出できあがって

いなければなりません。例えば書き言葉

を習得するためには先に話し言葉を習

得していなければならないといったこ

となどです。何れにせよ教員が子どもの

学習の準備性を判断し、養成をしていく

必要があります。

Q:要求水準とはどの様なことですか?

A:その学習に対して、自分が期待する成

果のレベルのことをいいます。その水準

を達成することができれば、次の要求水

準はより高いところに設定され、水準を

達成することができなければ、次の要求

水準は低いところに設定されていきま

す。
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