
要旨（和） 

 現在、学習指導要領では、基礎・基本を確実に身に付け、それを基に、自分で課題を見

付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する能力や、

豊かな人間性、健康と体力などの「生きる力」を育成することを基本的なねらいとしてい

る。上述した「自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する

能力」の育成のためには「メタ認知能力」が必要とされている。本研究では、G.ポリアの

示す数学の問題解決プロセスを元に「メタ認知能力」と「問題解決能力」を育成する教材

を設計し、開発を行った。                                      

 G.ポリアの数学の問題解決プロセスとは「問題の理解」「計画の考案」「計画の実行」「振

り返り」の４つに分けられたプロセスである。ポリアは数学で問題を解く時に、４つの各

プロセスで行うべきことを示している。例えば、「問題の理解」においては「未知のものは

何か、与えられているもの（データ）は何か。条件は何かを知る」ということなどである。

そして、この４プロセスでの作業を行う事で問題を解く事ができると言っている。 

 本研究では、ポリアの問題解決プロセスに目を付けて、自らの活動をメタ的に捉え、自

らつまずく部分を見つけ、克服するといった「メタ認知能力」と「問題解決能力」を育成

する eラーニング教材を開発した。本教材は「事前テストフェーズ」「学習フェーズ」「事

後テストフェーズ」の３つを用意した。 

 事前テストフェーズでは、学習者が問題解決プロセスのどの部分でつまずいていて、つ

まずいたプロセスで、つまずいた原因、その解決方法をどのくらい把握しているかを診断

する。 

 学習フェーズでは、事前テストフェーズで診断した結果を元に、つまずき部分を克服し、

自らの活動をメタ的に捉えることができるようになる教材を提供する。学習フェーズは各

プロセスの学習と総合練習問題に分かれている。 

 事後テストフェーズでは、事前テストフェーズで診断されたつまずき部分を学習フェー

ズで克服できたかを確認する。流れとしては事前テストフェーズと同じで、事前テストフ

ェーズでつまずいていた部分と比較する事で、つまずき部分が克服したかどうかを確認す

る。                                        

本教材は、『二次関数』と『個数の処理』を題材として、「事前テストフェーズ」「学習フ

ェーズ」「事後テストフェーズ」の３フェーズを入れて、FLASH MX 2004と Perl5.8に

て開発を行った。 



要旨（英） 

 

Presently, an objective on draft of the Education Ministry's new guidelines is to foster 

“a zest for living”. The zest for living is a well-rounded character, health and physical 

strength and a problem solving ability to find challenge, learn, think, assess and act 

independently.  To foster the problem solving ability “metacognition ability” is needed. 

This thesis describes design and development of a material to foster “metacognition 

ability” and “problem solving ability” based on the problem solving processes of 

mathematics propounded by G. Polya.  

 

The problem solving processes of G. Polya has four phases:  “understanding a 

problem,” “thinking a plan,” “executing a plan,” and “evaluating.”  Polya has 

identified operations to do in each process when solving a problem.  For example, in a 

process of “understanding a problem,” it is necessary to know value to be obtained, 

data to be given, and conditions.  A problem is solved by having conducted all of the 

four processes. 

 

This thesis describes development of an e-learning material to foster “metacognition 

ability” and “problem solving ability” based on the problem solving processes of 

mathematics propounded by G. Polya. “Metacognition ability” and “problem solving 

ability” in this article are thought to be consisted of an ability to set actions by self- 

activation of metacognition, to find false steps, and to surmount them. The material 

has three components: “Pretest Phase,” “Learning Phase,” and “Posttest Phase”.  

Pretest Phase diagnoses if a learner has false steps in each of the processes, and 

diagnoses causes of those false steps and the learner’s understanding of how to solve 

the false steps.  

 

Learning Phase has a material to learn how to set actions by self-activation of 

metacognition, how to find false steps, and how to surmount based on a diagnosis of 

Pretest Phase.  Learning Phase has practices in each of the phases and overall 

problem solving learning. 

 

Posttest Phase checks if the learner can surmount false steps by comparing the 

diagnosis results of the Pretest Phase.  Posttest Phase follows the same flow as the 

Pretest Phase. 

 

This material is for areas of “quadric” and “process of totient” in mathematics. The 

material with “Pretest Phase,” ”Learning Phase,” and ”Posttest Phase” was developed 

using FLASH MX 2004 and Perl5.8.  

 


