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「メタ認知」の働きに着目した指導・支援
―知的障害のある児童生徒の自律した行動を目指して―

１．共生社会の形成に向けて
　近年，障害のある子供を取り巻く環境や障害につい
ての考え方に大きな変化が見られている。2007年に我
が国が障害者の権利に関する条約に署名し，６年の月
日を経て批准する運びとなった。この６年の間に，障
害者基本法の改正，障害者総合支援法の成立，障害者
差別解消法の成立，障害者雇用促進法の改正と障害に
関する法の整備が進められ，批准するための準備が整
えられた。そして，この障害者の権利に関する条約で
は，障害のある者が一般的な教育制度から排除されな
いこと，障害者を包容する教育制度を確保すること，
個人に必要とされる合理的配慮が提供されることが明
記されている。障害のある子供と障害のない子供が共
に学び，共に生きていくためには，教育の場でのイン
クルーシブ教育システムの推進や行政，地域の障害者
理解など様々な問題が残っている。
　共生社会の実現に向け，障害のある子供が他者の気
持ちを考え，より良い人間関係を築いていく力の育成
は教育現場での課題の一つである。イギリスの発達心
理学者であるBaron-Cohenは，「心の理論」を提唱し
ている。「心の理論とは，ある行動を了解したり予測
したりする方法として，自分自身や他者に特定の精神
状態（たとえば，信念，欲求，意図など）を帰属させ
る健常児の能力を意味している」（Helen Tager-
Flusberg，Simon Baron-Cohen，and Donald Cohen 
1997）1。田中道治（2008）は，「特に『場』（障害児学
級での指導）にとらわれずに通常学級の中で障害児が
健常児とともに学習し生活していく際には，何よりも
健常児（仲間）との共同活動の展開に必要な『心の理

論』が獲得されていなければない」2と示している。
このように，障害のある子供が障害のない子供の行動
や感情を考え，理解し，共に生活していくためには，
心の理論を獲得し，より良い人間関係を築いていく力
を培う必要性がある。本稿では，児童生徒が共生社会
を生きるために自らの行動を客観的に捉え，評価し，
コントロールするための機能であるメタ認知の働きに
着目し，その指導・支援の在り方を考察する。

２．知的障害の特性
　「知的障害のある児童生徒の学習上の特性としては，
学習によって得た知識や技能が断片的になりやすく，
実際の生活の場面の中で生かすことが難しいことが挙
げられる」（文部科学省　2018）3。筆者が現在，勤務
している福島大学附属特別支援学校においても同様の
特性が見られるとともに，特に高等部では，以下のよ
うな問題が頻繁に見られる。
○　産業現場等における実習を行っている際，生徒が
困ったことや苦手なことがあった時に周囲の職員に
支援を求めることが難しい。
○　作業学習などの製作活動で，自分の製作活動状況
を確認したり，上手く行うためのポイント，頑張る
べき目標を意識したりして活動に取り組むことが難
しい。
○　他者とやりとりをする際，相手の立場に立ったり，
気持ちを推し量ったりした言動を取ることが難しく
トラブルになることがある。
○　自分の得意なこと，苦手なことが分からず，自己
理解を図ることが難しい。

＊　福島大学附属特別支援学校教諭

本　間　久　登＊

　三宮真智子（1995，2008a，2008b）による認知心理学の知見を基に知的障害のある児童生徒のメタ
認知の働きに着目した指導・支援の仕方を考察する。知的障害のある児童生徒は，その障害の特性
から他者との人間関係の形成や作業活動等の正確性・効率性など生活や学習をする上での種々の困
難が生じる。また，この困難さは学校に在学する児童生徒のみでなく，学校を卒業した後の社会生
活の中でも同様に生じてくる問題である。本稿では，この問題を解決するために児童生徒のメタ認
知という働きに着目した。メタ認知を高めることで，自らの行動を客観的に捉え，評価し，コント
ロールすることができれば，どのような生活・学習場面においても，自律した行動をとることが可
能であると考える。メタ認知は，その構成要素をメタ認知的知識とメタ認知的活動の二因子で分け
られる。この両因子それぞれに対して考えられる指導・支援を考察し，提案する。
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　これらの問題には，共通して児童生徒自身が自分の
姿や活動に対する取り組み状況を確認する行動が必要
となってくる。つまり，自分の姿を客観的に捉え，評
価し，行動をコントロールする力がつけば，問題を自
ら主体的に解決する助力となることが考えられる。こ
れらの問題を解決し，知的障害のある児童生徒が社会
の中で自律して生活していくことができるために，児
童生徒のメタ認知の働きに焦点を当てて指導・支援方
法を考察していく。

３．メタ認知とは
　「メタ認知」という言葉は，元々は認知心理学で使
われていた言葉であり，1970年代から研究が行われ始
めた。1976年，John.H.Flavell 4が基本となる概念で
ある「メタ記憶」を定義した。その後，A.L.Brown
によって，「理解への理解」である「メタ理解」や「注
意を注意する」という「メタ注意」など，「メタ」の
概念についての研究が深まった。それに伴い，これら
の「メタ」概念に共通する「メタ認知」についての研
究が発展し，広まったという歴史がある。歴史を遡れ
ば，メタ認知の概念の起源は古代ギリシアのSocrates
にたどり着くと言われている。かの有名な「無知の知」
という考え方がこれにあたると考えられている。また，
北神慎司（2015）は，「『認知を認知する』とは，一見
禅問答のように思えるが，私たちには，認知という機
能だけではなく，認知を認知する機能も備わっている。
たとえば，テスト勉強の最中に，『この問題は難しいな』
と思うことは，自分の問題の理解という認知に対して
認知していると捉えることができるし，そう思うから
こそ，『もう少し時間をかけて勉強しよう』というよ
うに，自分の認知をコントロールする機能が備わって
いる。このように認知についての認知をメタ認知
（metacognition）」5と示している。

４．三宮のメタ認知に対する考え
　⑴　メタ認知の構成要素
　三宮は，John.H.Flavellによる認知分類を基にして

図１のようにメタ認知の要素を分類している。
　この図１の各項目について，筆者の勤務校における
生徒の具体例を取り上げながら説明する。
　メタ認知的知識の人間の認知特性についての知識と
は，「自分の得意なことや苦手なこと（個人内の認知
特性）」，「自分よりも友達の○○君の方が覚えるのが
早い（個人間の認知特性）」，「就職（目的）を意識し
て勉強した方が学習したことを覚えやすい。（人間一
般の認知特性）」など自分自身の認知の特性の知識の
ことである。課題についての知識とは，「算数の文章
問題で，文の内容が長くなるほど，理解するのが難し
い」，「掛算の桁が増える程，間違いやすい」といった，
問題の内容に対して自分自身がどのような影響を受け
るかという知識である。方略についての知識とは，「○
○をすれば，できる」などの必要な支援が分かるとい
う知識である。例えば，「算数の文章問題では，イラ
ストを書くことで出題内容を理解しやすい」「掛算で
は，筆算を使ったり，電卓を使ったりすれば，間違え
ずに答えることができる」などである。また，この方
略についての知識には，その方略が「どのような方略
か（宣言的知識）」，「その方略はどう使うのか（手続
き的知識）」，「その方略はいつ使うのか，なぜ使うの
か（条件的知識）」に要素を分けることができる。
　メタ認知的活動はメタ認知的モニタリングと，メタ
認知的コントロールとに分類される。メタ認知的モニ
タリングとは，自分の認知活動を客観的に捉えるとい
うこと。つまり，「自分はこの問題が分かっていない」
「作業の仕上がり具合が不十分だ」「活動の残り時間が
あと10分しかない」などといった，認知についての気
付き，フィーリング，予想，点検評価などについての
ことである。
　メタ認知的コントロールとは，認知についての目標
設定，評価，修正などである。例えば，「自分はこの
問題が分からないから次の問題に移ろう」「作業の仕
上がり具合が不十分だから修正しよう」「残り時間が
10分しかないから急いで行動しよう」などが挙げられ
る。これらのメタ認知の分類やその関係性及び働きを
図２のように示す。

図１　メタ認知の要素の分類（三宮　2008）6 図２　メタ認知の分類とその関係性及び働き
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　特別支援学校の児童生徒の例を当てはめ，図２に
沿ってメタ認知の働きを説明する。高等部の生徒（自
分）が作業学習の時間に製品の製作活動に取り組んで
いるとする。例えば，木工班でのこぎりを使って線に
沿って木材を切る作業内容である。始めは順調に作業
していたが，作業の後半になってくると，木材の線か
らずれて切っていたという問題が発生した。その際，
生徒（もう一人の自分）がメタ認知のモニタリングを
働かせ，自分の作業活動を客観的に見て，評価する。
自分はのこぎりの扱い方は得意であるし，線に沿って
も切ることが十分にできている。しかし，後半の作業
になったため，疲れてきたのかもしれない。そういっ
た時は，少し休憩をすれば良い。とメタ認知的知識を
活用しながらコントロールを行い，教師に「疲れたの
で休憩して良いですか」と相談し，問題を解決するこ
とができた。このように，メタ認知的活動とメタ認知
的知識は相互に関連し合いながら働き，自分の活動を
客観的に捉え，自己の行動を調整することが可能であ
る。

　⑵　課題遂行の各段階におけるメタ認知的活動
　三宮は，課題遂行の各段階におけるメタ認知的活動
を図３のように示している。例として，「メタ認知的
モニタリングの例としては，認知についての気付き
（awareness），フィーリング（feeling），予想（prediction），
点検（checking），評価（evaluation，assessment）な
どがあり，メタ認知的コントロールの例としては，認
知についての目標設定（goal setting），計画（planning），
修正（revision）などをあげることができる」6として
いる。

５．メタ認知へのアプローチ
　これまでに述べたメタ認知の機能や構成要素を踏ま
え，三宮のメタ認知の分類（図１）を基に筆者の勤務
先である福島大学附属特別支援学校高等部を実践の場
として2018年11月から2019年３月までの期間（表１）
メタ認知を高めることができる指導・支援の方法を検
討，実践してきた。

　社会生活学習では，抽出生徒Ｍに対してメタ認知的
知識への働き掛けについて（図４の支援①，②，③），
作業学習では，抽出生徒Ｋに対してメタ認知的活動へ
の働き掛けについて（図４の支援④），ホームルーム
では，高等部３年生８名に対して課題遂行の各段階に
おけるメタ認知的活動への働き掛けについての実践を
重ねた。以降に，その具体的な実践や手立てについて
述べる。

　⑴　メタ認知的知識への働き掛け
　社会生活学習の時間を用いて，生徒Ｍを対象にメタ
認知的知識を高めるための実践を行った（抽出事例
１）。

【生徒Ｍの能力・特性】
　本生徒は高等部第３学年の女子である。知的障
害があり，IQは30程度である。発話できる言葉
の語彙は少ないが，自分なりの言葉や身振りなど
を用いて相手に自分の考えを伝えることができ
る。相手からの言葉はよく見聞きし，学級集団の
一斉指示を聞いて行動することができる。自己理
解に関しては低く，自分の得意なことや苦手なこ
と，できること，できないことの区別が難しい。

①　児童生徒の自己理解のための支援（支援①）
　「人間の認知特性についての知識」への支援につい
て述べる。この知識の中で特に必要な知識とは，児童
生徒自身が自分の長所や短所，得意なことや苦手なこ

図３　課題遂行の各段階におけるメタ認知的活動
（三宮　2008）6

図４　メタ認知を働かせるための指導・支援
（三宮 2008を基に筆者が作成）

表１　福島大学附属特別支援学校での実践時数

時数（１単位＝50分）
授業 11月 12月 １月 ２月 ３月
作業学習 36 24 24 32 0
社会生活学習 2 4 2 6 2
ホームルーム 1 1 1 1 1
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と，特性などの自分自身における知識（以下，自己理
解）である。なぜなら，自分の持っている力や特性な
どを理解していなければ，適切な方略の仕方を選択す
ることができないためである。この知識を得るために，
教師が講じる指導・支援として，自己理解を図るため
の学習支援が考えられる。自己理解の学習とは，ひと
えに授業形態での学習のみを指すものではなく，学校
教育活動全体を通して，児童生徒とのやりとりの中で
の学習も含んだものである。授業形態での学習は，生
活単元学習や特設の時間を設けて自立活動として行う
ことなどが挙げられる。事例１では，生徒Ｍに対して，
ワークシート教材を用いた自己理解促進のための支援
を行った。図５は，福島大学附属特別支援学校高等部
で用いているサポートブックという，自律的に活動す
るための自己支援教材である。筆者はこのワークシー
トを教材に用いて，自己理解の学習を社会生活学習で
行った。生徒Ｍと①得意なこと，良いところ②今，頑
張っていること，③好きなこと，④困った時の対応方
法，⑤生徒Ｍの伝えたいことの表現方法の５点につい
て生徒Ｍとやりとりをしながら自己理解を図った。自
己理解を図る際は，教師から「得意なことはなんです
か」「好きなことはなんですか」といった問い掛けを
行い，本人からの回答を待つようにした。図５が実際
に生徒Ｍが作成したサポートブックである。

　自己理解が十分図られていなかった生徒Ｍであった
が，サポートブックを作成することで，生徒Ｍの良い
ところや得意なこと，自分の表現方法などこれまで自
覚してこなかったことについて改めて自覚し，自らの
サポートブックを用いて他者に自分のことを伝えよう
とする姿が見られた。作成したサポートブックの中で
教師からの促しと理解が必要だった項目は②今，頑
張っていること，④困った時の対応方法である。②今，
頑張っていることに関しては，答えることができな
かったため，教師の方から生徒Ｍは友達にかかわる時，
肩をとんとんと触ってからかかわろうとしていること
を頑張っていると助言した。④困った時の対応方法に
関しては，「疲れた時」「友達の物を見たくなった，触
りたくなった時」「イライラした時」の３つの状況の
時にどう対応すれば良いのか生徒Ｍと考え，肩トント
ンという表現方法を活用しているということを助言
し，サポートブックに記した。
　サポートブックを作成した後の社会生活や学級での
学習を通し，自分のことについて繰り返し確認をした
ところ，作成したサポートブックの内容については全
て答えることができるようになり，自己理解の促進を
図ることができた。このサポートブックの利点は，学
習したことがファイルに累積され，日常生活の中で活
用することができるということである。知的障害の特
性上，覚えた知識が断片的になりやすいため，サポー
トブックに学習したことが累積されることで，学習し
たことを忘れた際は，自ら確認を行い振り返ることが
可能である。また，持ち運びも可能であるため，生徒
Ｍの産業現場等における実習先に持参し，職員に見て
もらったり，自らの自己紹介で使用したりすることも
できた。

②　「問題」「自己理解」対比の支援（支援②）
　「課題についての知識」への支援について述べる。
まず，「自己理解」とは，前述したように，自分の長
所や短所，得意なこと，特性などの自分自身における
知識のことである。
　「課題」とは，児童生徒の活動の文脈の中で発生し
ている問題を解決するために行うことである。例えば，
授業の中で教師から出された問題を解決するために行
うことや休み時間中に友達とトラブルがあり，それを
解決するために行うことなどが「課題」である。
　つまり，児童生徒が活動の文脈の中で問題に直面し
た際，その問題の内容と自分の長所，短所，特性など
の「自己理解」を対比させ，問題を解決するために自
分にとってその問題が簡単か難しいかを思考・判断で
きる支援が問題と自己理解の対比である。
　事例１では，生徒Ｍが問題を解決する時，その学習
難易度を自己の能力と対比できるように支援を行っ
た。生徒Ｍの問題に関しては，図５の生徒Ｍが作成し図５　自己理解を図るためのワークシート教材
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たサポートブックに④困ったときの対応方法として自
立活動上の問題を確認している。この問題を想定し，
社会生活学習の中でロールプレイングを行いながら自
己の能力と問題を対比させた。生徒Ｍが同じ学習集団
の友達のサポートブックを見せてもらう状況を意図的
に設定し，生徒Ｍの行動を見守った。生徒Ｍは無断で
サポートブックを借りようとしたため，活動を停止し，
生徒Ｍになぜ勝手に借りようとしたのか，問い掛けた。
生徒Ｍからは「分からない」という回答だったため，
勝手に友達の物を触ったりすることは生徒Ｍが向き合
うべき問題であるとともに，友達がどのような感情を
抱くのかを共に考えた。生徒Ｍの考えとしては，「友
達は嫌な気持ちになる」とのことである。その後の振
り返りでは，生徒Ｍの問題に対して，自己の力では解
決することは難しいため，教師にどうすれば良いのか
尋ねる姿が見られた。これは，自己の力と問題の学習
難易度を自覚し，方略の仕方を求めている姿といえよ
う。自己の持っている力と向き合っている問題を対比
させて考える場を提供することで，思考活動が繰り返
され，メタ認知的知識の課題についての知識を養って
いくと考えられる。

③　方略思考のための支援（支援③）
　「方略についての知識」への支援について述べる。「方
略」とは，課題を遂行するための手段である。児童生
徒が問題を解決するために教師が講じる手段が手立て
のことである。つまり，ここでの支援の内容とは，児
童生徒が問題を解決するために，その問題に応じた手
立てを思考することのできる支援である。この方略の
思考を行うためには，前述した，人間の認知特性の知
識や課題についての知識を持っておかなくてはならな
い。なぜなら，自分の得意，不得意などの自己理解や
問題に対する難易度が分かっていなければ，適切な手
立てを思考することができないからである。児童生徒
が問題直面した時，この２つの知識と関連させること
で，問題を解決するための適切な手立てを導き出すこ
とができる。そのための手立てのバリエーションを方
略についての知識として蓄えておくことで，児童生徒
自身が問題に直面した時，解決するための手立てを自
ら講じることができると考える。
　事例１では，生徒Ｍが自己の力と学習難易度の自覚
を促す際に，問題に対する方略の仕方も確認した。生
徒Ｍの自立活動上の問題である，「疲れた時」「友達の
物を見たくなった，触りたくなった時」「イライラし

た時」にどう対応すれば良いのか，生徒Ｍが思考でき
るような問い掛けをした。生徒Ｍはこれまでの生活経
験から他者の肩をトントンと触り，かかわり手や周囲
の人に自分の意思を示すための表現手段として用いて
きた。本人から表出した方略であるため，定着しやす
いと考えた。考えた方略は社会生活学習でのロールプ
レイングの中で適切に表現することができた。「肩ト
ントン」という自ら考えた方略手段がサポートブック
に記されたことに表情がにこやかになり，サポート
ブックを片手に何度も他者に「肩トントン」と表出し
て相手とかかわろうとする姿が見られた。方略の手段
が生徒Ｍに知識として蓄積されたと考えられる。
　事例１では，教師が解決手段を教えるのではなく，
丁寧に生徒の考えを聞き，生徒自身から発した手段を
活用したことが知識としての蓄えにつながった一因で
あると考える。生徒自身がどのような状況にあるのか
適切に捉え，その状況を解決するための方略を自身の
手で考えるからこそ，知識として強く印象付けられ，
蓄積されるのだろう。また，生徒が方略という手立て
を思考できるようにするためには，生徒自身が問題を
解決するための選択肢を知識として持っておく必要が
ある。その選択肢は必ずしも直接的な解決手段ではな
く，他者に支援を求める手段であっても良い。他者か
らの支援を自ら要求し，問題を解決することも一つの
自律である。

　これまで，生徒Ｍの事例を基にメタ認知的知識を高
めるための指導・支援方法を述べてきた。メタ認知に
関する知識は単独で機能しておらず，それぞれの知識
は関連し合っていると考える。図７にある通り，自己
理解が低ければ，それに合った問題の難易度や適切な
方略の仕方が分からない。それは，メタ認知的活動を
働かせる際の機能性にも関連してくることは明白であ
る。適切な知識がなければ，間違った適当な知識を実
践することになりかねないのである。それぞれの知識
をバランスよく高めていけるように教師自身がメタ認
知的知識を意識しながら児童生徒とかかわっていかな
ければならない。

　⑵　メタ認知的活動への働き掛け（支援④）
　作業学習の時間を用いて，生徒Ｋを対象にメタ認知
的活動を働かせるための実践を行った（抽出事例２）。

図６　問題と自己理解対比による対問題難易度の把握

図７　メタ認知的知識の関係
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【生徒Ｋの能力・特性】
　本生徒は高等部第３学年の男子である。知的障
害があり，IQは40程度である。他者との言葉での
やりとりは可能である。生活する上での基礎的な
力があり，洗濯，調理などほぼ自立して行うこと
ができる。自己理解などのメタ認知的知識は十分
あるが，実際の活動の場で，自らの行動を客観的
に捉え，評価し，コントロールすることは難しい。

①　客観的把握のための視覚支援
　知的障害のある児童生徒の多くは自分の行動を客観
的に見て，問題が発生していることに気付くことが難
しい。活動に取り組んでいると，注意が散漫になる児
童生徒や集中し過ぎている児童生徒とその実態は様々
である。そのため，児童生徒が自分の活動している途
中に自分の行動を客観的に見ることができるタイミン
グを視覚支援で示すことが有効であると考えた。事例
２では，生徒Ｋの作業学習の場面を用いてメタ認知的
活動の実践を述べる。生徒Ｋの作業活動は木材のやす
り掛けである。紙やすりを用いて，木材を手触りがよ
くなるまで磨く作業内容である。生徒Ｋはどこまで磨
けば良いのか判断がつかなかったため，作業の手順表
に見本との仕上がり具合を確認する項目を入れた。生
徒Ｋが自らの行動を客観的に捉えることができるきっ
かけを手順表という教材の中に盛り込んだ。さらに
きっかけだけでなく，作業の仕上がり具合を適切に評
価できるように手本と比較し，その後どのように行動
を調整すれば良いのかも手順表の中に記した。この視
覚支援教材を用いて，作業学習を重ねていったところ，
手順表を見ずとも，自らの作業の仕上がり具合を手本
と比較する姿が見られた。自らの力のみで上手く仕上
げることができないでいた際は，教師に相談し，適切
な対応の仕方を求めることができた。これは，自分の
作業に対して，メタ認知的活動を働かせて取り組んで
いることであろう。

②　ICT機器を用いた視覚支援
　児童生徒のメタ認知的活動を働かせるためにICT機
器を活用することも有効であると考える。特にタブ
レット端末の動画撮影機能は使い方次第で児童生徒の
行動を自ら振り返り，客観的に気付き，評価するため

図８　客観的把握のための視覚支援例

の手掛かりとなる。生徒Ｋがやすり掛けをしている際，
木材に対してやすりを斜めにかけてしまい，まっすぐ
に削ることができなかった。その際，口頭で指導して
も上手く改善することができなかった。しかし，タブ
レット端末で生徒Ｋの作業の様子を録画し，本人に見
せたところ，自らの解決すべき問題を自覚し，動画を
確認しながら木材の角度に気を付けてやすり掛けを行
うことができるようになった。これは，生徒Ｋが自ら
の姿を想像することが苦手であったため，問題を自覚
することができなかったと考えられる。タブレット端
末で録画された動画を見たことで，初めて木材をやす
り掛けする角度に問題があると気付くことができたの
ではないかと考えられる。

③　児童生徒が自分の行動を客観的に見て，気付き，
評価，調整することを実感できる支援
　これまではメタ認知的活動を働かせるための支援を
述べてきたが，ここでは児童生徒のメタ認知的活動を
価値付けるための称賛について述べる。特別支援教育
において称賛という支援は特に大切である。児童生徒
ができたこと，分かったことに対して教師が価値付け
るための創意工夫した称賛を行うことで児童生徒はさ
らに学びを実感し，意欲の向上につながってくること
は先行研究からも明らかになっている。同様にメタ認
知的活動も称賛を行うことで活動の促進を図ることが
できる。事例２では，生徒Ｋが自らの作業の仕上がり
具合を確認し，修正できた時ややすり掛けをまっすぐ
に掛け直すことができた時など自らの行動を客観的に
捉え，評価し，コントロールすることができている瞬
間に称賛した。称賛する際は，教師が生徒Ｋに「よく
気付くことができたね」といった自らの行動に気付き，
コントロールできたことを称賛し，その活動を価値付
ける。そうしたことで生徒Ｋは喜んだ表情を浮かべ，
次回からもさらに気を付けて作業に取り組むことがで
きるようになった。それは，自分の行動を客観的に見
ることへの意欲につながっていったとも考えられる。
行動分析的な考え方に当てはめると，後行刺激にアプ
ローチし，児童生徒の行動を変えていくということで
ある。気付き以外にも，児童生徒自身が自分の行動を
適切に評価したり，行動を調整したりするなどの「気
付き」「評価」「調整」といった思考活動一つ一つに適
切に称賛を加えることで，児童生徒は喜びを実感し，

　図９　行動分析の視点を加えたメタ認知的活動へ
のアプローチ
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メタ認知的活動を促進させ得る。

　⑶　課題遂行の各段階におけるメタ認知的活動への
働き掛け

　課題遂行の事前段階，遂行段階，事後段階のそれぞ
れの段階における支援をホームルームの時間を用いて
学級全体を対象に抽出事例３として実践を行った。

【学級の実態】
　対象の学級は高等部３年生の８名である。男子
４名，女子４名で構成されている。知的障害があ
り，IQが30 ～ 60程度の生徒が在籍している。

　本学級では，学期ごとに生徒が個人目標を立てて学
校生活を送っている。これまでの生活では，個人目標
を立ててもその目標を意識し続けることが難しく，目
標の達成を目指して活動を繰り返すためには，目標を
常に意識し，自らの行動を評価，調整するといったメ
タ認知の力が必要である。そこで，本学級では，考え
た個人目標を自分の机に貼った台紙に記入し，常に振
り返ることができるようにした。朝の会や帰りの会を
通して，自らの目標を意識する機会が増え，１日単位
で目標に対する振り返りを行うことができた。実践を
重ねたことで，「自ら気付いて整理整頓を行う」とい
う目標を立てた生徒はこれまで無頓着だった周囲の環
境に対して関心を示すことができるようになり，自ら
整理整頓に取り組む姿が見られるようになった。また，
「物を落とさないようにする」という目標を立てた生
徒は疲れたら物を落とすことで注目を獲得する行為が
なくなり，「疲れたら相談する」という次の目標にも
移行することができた。
　この実践事例を考察すると，まず学期始めに個人ご
との目標を立てたことが学習の事前段階にあたる。こ
の事前段階では，メタ認知的知識を用い，自分の取り
組むべき問題を洗い出す。そして，「この問題は，自
分にとって解決できるか」という問題の困難度を予想
したり，問題の解決を予想したりするといったメタ認
知的モニタリングが働く。この際，教師は，児童生徒
に寄り添いながら自ら思考・判断できるようにやりと
りを図っていく必要がある。決して教師主導になって
はモニタリングが働かない。そして，その評価・予想
に基づき，目標を設定することになる。この際，目標
を設定するだけではなく，この目標を達成するために
はどの場面でどのように行動すれば良いのかをきちん
と考えるようにする。この過程がメタ認知的コント
ロールを働かせることにつながるのである。
　次に目標を立てた後は，その目標を遂行する段階で
ある。児童生徒が個人の目標を達成するためには，目
標を意識して学校生活を送っていかなければならな
い。目標を立てて終わりとなってしまうことにだけは

ならないように気を付ける必要がある。そこで，学校
生活を送りながら，個人目標への途中経過を振り返る
ことができる機会を設けていく必要がある。個人目標
の難易度が高くないか，目標への方略は適切か，現在
の取り組み状況はどうなっているかをきちんと思考で
きる機会を設けていく。この過程がメタ認知的モニタ
リングである。そして，モニタリングの結果，目標へ
の取り組みにずれがあった際は，目標や方略を修正で
きるように教師と相談しながらコントロールしていく
のである。
　そして最後に事後段階である。学期末の個人目標の
反省についてである。メタ認知的モニタリングを働か
せ，課題の達成度を評価したり，なぜ達成できたのか，
達成できなかったのかを思考したりする。この際，児
童生徒が適切に個人目標を評価できるように視覚支援
での記録や取り組みの状況が分かるものを教材として
用意することでメタ認知的モニタリングが働きやすく
なるだろう。この評価を基に次の学期はどのような目
標を設定するのか，改めて自己のメタ認知的知識を引
き出しながら再度，計画を立てていく。

６．考　察
　これまでメタ認知の働きやメタ認知を高めるための
アプローチについて事例を基に述べてきた。これらの
アプローチを基に考察を行った結果，メタ認知を働か
せるために特に必要だと考えられることを以下に挙げ
る。

１．メタ認知を働かせる前提として，メタ認知的
知識を獲得できる支援が必要である。
２．児童生徒のメタ認知的活動を働かせるため
に，きっかけとなる手掛かりが必要である。
３．児童生徒のメタ認知を高めるために，メタ認
知に関する活動を教師が称賛し，実感できる支
援が必要である。

図10　課題遂行の各段階におけるメタ認知的活動へ
　　　の支援例（三宮　2008を基に筆者が作成）
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　まず，メタ認知的知識として，自己理解や課題，方
略に関する知識を獲得している必要がある。自己理解
や課題，方略の知識があるからこそ，この知識を基に
して，メタ認知的活動が行われるのである。そのため
に，教師は知識を獲得できる教材や授業を実施したり，
学校生活全体を通して，自己理解を深めたりしていく
必要がある。
　次に，メタ認知的活動を働かせるためには，知的障
害の特性を踏まえ，きっかけとなる手掛かりを視覚支
援教材として用意し，活用しながら，メタ認知のモニ
タリング，コントロールの学習を繰り返し行っていく
必要がある。メタ認知的活動を働かせる学習経験を積
んだ後，そのきっかけとなる教材等を徐々に少なくす
ることで，教材等を用いなくてもメタ認知的活動を働
かせることができる。
　そして最後に，これら１，２の活動を教師が適切に
見取り，児童生徒の活動の様子を称賛し，メタ認知の
高まりを実感できるようにする。児童生徒が自らの行
動を客観的に捉え，評価し，コントロールすることに
対して自信を持たせることで，メタ認知の働きを促進
させることができる。

７　まとめ
　本稿では，三宮のメタ認知に関する考えを基に，福
島大学附属特別支援学校での実践を通したメタ認知を
高め，自律した行動を獲得するための指導・支援の仕
方について述べてきた。実践を通して，児童生徒が自
らを客観的に見つめたり，調整したりすることができ
るようになってきた。さらに，実践を進めていくにつ
れ，このメタ認知という概念にアプローチするために
はある程度の発達年齢を伴っている必要があることが
分かってきた。子安・木下（1997）によると，「Wimmer
とPerner（1983）は，３～４歳児では心の理論が十
分に形成されていないことを実験的に明らかにしてい
る。自分の認知を他者の認知と区別できるようになる
ことが，メタ認知の芽生えである。心の理論の形成は，
メタ認知の発達における重要な初期ステージと考えら
れる」7示している。つまり，メタ認知を十分に働か
せるためには，３～４歳児程度の発達年齢が条件と
なってくると考えられる。そのため，本稿におけるメ
タ認知を高めるためのアプローチを実践する対象は知
的障害のある児童生徒の中でも軽度から中度の障害の
程度を対象とすることが見えてきた。さらに，本稿で
実践した指導・支援方法は学校内における取り組みで
ある。メタ認知の形成については，学校以外の家庭で
の取り組みも大切になってくると考える。学校での取
り組みを家庭と連携し，家庭内でも保護者が児童生徒
の思考活動を意識しながらやりとりを図ることで，よ
り一層のメタ認知の促進を図ることが期待できる。今
後の実践を通して，メタ認知という概念を獲得する以

前の児童生徒に対しての指導・支援方法や，家庭と学
校が連携し，家庭の中でも児童生徒自身が自らの行動
を客観的に捉え，評価し，行動を調整できるような指
導・支援方法，家庭との連携の方法を探っていくこと
は今後の実践課題でもある。
　次に，前述した「２　知的障害の特性」において，
以下のような実践上の課題を挙げている。

○　産業現場等における実習を行っている際，生
徒が困ったことや苦手なことがあった時に周囲
の職員に支援を求めることが難しい。
○　作業学習などの製作活動で，自分の製作活動
状況を確認したり，上手く行うためのポイント，
頑張るべき目標を意識したりして活動に取り組
むことが難しい。
○　他者とやりとりをする際，相手の立場に立っ
たり，気持ちを推し量ったりした言動を取るこ
とが難しくトラブルになることがある。
○　自分の得意なこと，苦手なことが分からず，
自己理解を図ることが難しい。

　これらの実践上の問題に関しては，本稿で取り上げ
ることはできなかったが，この問題に対する解決は十
分可能だと考えられる。例えば，産業現場等における
実習を行っている際，困ったことや苦手なことがあっ
た時に周囲の職員や利用者に支援を求めることが難し
い生徒というのは，メタ認知的知識やメタ認知的活動
両方からの支援が必要となってくる。メタ認知的知識
への支援では，まず生徒自身の困ったことや苦手なこ
とを着実に把握しているか適切に見取り，自己理解を
図る必要性がある。また，実習先で支援を求めること
が難しいということは，自分自身のメタ認知的活動で
あるモニタリングが上手く機能していないという見方
ができる。学校内の作業学習などで，自らの作業活動
を振り返ったり，困った時に支援を求めたりするため
の気付きを得ることができるような手掛かりを用意
し，繰り返し学習を重ねていく必要性が考えられる。
このように簡易的な事例で説明したが，取り上げる事
例や課題の状況をメタ認知の視点でブレイクダウン
し，構成要素一つ一つを適切に見取ることで，どのよ
うな指導・支援が有効なのかを考察することが可能で
あると考える。
　以上のように，児童生徒のメタ認知を働かせ，高め
ることができれば，上記のような様々な事例を解決す
ることができよう。また，日ごろの教育実践の中にメ
タ認知の視点を取り入れていくことで，児童生徒の自
律した行動を育成することができると考えられる。

注
１　Helen Tager-Flusberg，Simon Baron-Cohen，and 
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