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研究のキーワード 

言語活動，論理的思考力・表現力，ICEモデル，論理フォーム，評価 

研究成果のポイント 

○ ワークシートを活用した授業の振り返り（まとめ）の部分で，生徒が授業で何を学んだかにつ

いて記述させる論理フォームを開発し，その評価基準を作成し適用することによって,生徒の論理

的思考力・表現力を育成しながら，生徒が記述した内容から授業内容の理解度を測ることができる

ようになった。 

○ 開発した論理フォームと評価基準の利点として，次の２つがあげられる。 

ア）年間を通して，一定の評価基準でワークシートを評価することができた。 

イ）評価対象と評価基準を明確にすることで，表現の違い等による評価のブレが少なくなり，評価

の精度が上がるとともに，評価に係る手間を軽減することができた。 

 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

授業内容の理解度を測る論理フォームを活用した評価方法の開発及び検証 

～情報科の授業における生徒の論理的思考力・表現力を中心とした指導と評価の一体化～ 

（２）研究主題設定の理由 

平成 24 年度「学習指導実践研究協力校事業」において，研究テーマを「言語活動の導入とコミ

ュニケーション能力の育成」とし，「⑥互いの考えを伝え合い，自らの考えや集団の考えを発展さ

せる」学習活動を通して，生徒の思考力，判断力，表現力を育む言語活動を実践した。その成果と

して，生徒に論理的な表現のスタイルを理解させ，授業の感想を 100字以上で書く習慣を身に付け

させることができた。ただし，授業の感想を 100字以上で書けたかどうかの量的な評価だけでみて

おり，その内容に係る質的な評価には十分に踏み込めなかった。 

そこで本研究では，ワークシートを活用した授業の振り返り（まとめ）の部分で，生徒が記述し

た内容について，指導者の主観的な判断ではなく，一定の評価基準に基づいた質的な評価を行いた

いと考えた。情報科の学習内容は，身近な生活場面と密接に関連しており，生徒は社会の中で情報

及び情報技術が果たしている役割や影響について想像しやすく，身近な生活場面との関連を記述し

やすいという特性がある。この特性を生かし，授業で学んだことについて理由を示して記述させる

論理フォームを活用することで，生徒の論理的思考力・表現力を育成しながら，授業内容の理解度

を測り，指導に反映させることができるのではないかと考え，本研究主題を設定した。 

（３）研究体制 

 

 

 

 

対象は，１学年で実施する「社会と情報」（２単位）４クラス（１６１人）とした。 

茨城県立東海高等学校 

校長・教頭・教務主任 

情報科教員（１名） 

国立教育政策研究所教育課程調査官 

茨城県高等学校教育研究会情報部 

研究協議 

公開授業・報告 

指導・助言 

相談・報告 
茨城県教育委員会学校教育部高校教育課 



（４）２年間の主な取組 

平

成

26

年

度 

・言語活動を用いた授業の評価について先行事例の調査・検討 

・論理フォームの開発と授業での実践 

・第７回全国高等学校情報教育研究会全国大会（埼玉大会）での発表（８月） 

・公開授業「情報社会に参画する態度について考えよう」，研究協議の実施（１月） 

・質問紙調査の実施，論理フォームを用いた評価方法の有用性の検証 

平

成

27

年

度 

・質問紙調査の実施，論理フォームの再検討・改善 

・第８回全国高等学校情報教育研究会全国大会（宮崎大会）での発表（８月） 

・考査の得点と論理フォームでの評価との比較・検討 

・公開授業「音のディジタル化」，研究協議の実施（１２月） 

・質問紙調査の実施，論理フォームを用いた評価の検証 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 

 生徒が授業で何を学んだのか，授業内容の理解度を測る評価方法の開発と検証を目的とし，以下

について研究を行った。 

 ①生徒が授業のまとめを記述する論理フォームの開発 

 ②論理フォームを活用した授業実践と評価基準の作成と適用 

 ③論理フォームを用いた評価の検証（評価項目の時系列変化，考査の得点との相関関係） 

（２）具体的な研究活動 

①生徒が授業のまとめを記述する論理フォームの開発 

下記にあげる「三角ロジック」「ICE モデル」「他者意識」を踏まえ，生徒が授業のまとめを記述

する部分を，＜主張＞，＜理由＞，＜具体例＞の３つの部分に分け，＜読みやすさ＞という評価項

目を加えた論理フォームを開発した。 

まず，トゥールミンの「三角ロジック」をもとに，授業のまとめの部分を，「相手が納得するよ

うに根拠を示し，自分の主張を述べられるか」に焦点をあて，＜主張＞と＜理由＞に分ける。 

・トゥールミンの三角ロジック 

 イギリスの分析哲学者スティーブン・トゥールミン 

（Stephen Toulmin）が提唱した議論レイアウトで， 

ある主張を論証するためには，それを支えるデータと， 

データが主張につながるためのロジックであるワラント 

が必要であるとした。 

ワラントは「論拠」と呼ばれることもある。    

                          図１ トゥールミンの三角ロジック 

次に，スー・F・ヤングらの「ICEモデル」は，学びにおける段階をアイデア（I），つながり（C），

応用（E）とし，表面的なものから深い知識へと学びが深まっていく過程を表している。特に，つ

ながり（C）が作られるのは，生徒が学んだこととすでに知っていることの間にある関係やつなが

りについて説明できたときだと述べられている。情報科の学習内容は，身近な生活場面と密接に関

連しており，生徒は社会の中で情報及び情報技術が果たしている役割や影響について想像しやすく，

身近な生活場面との関連を記述しやすいという特性がある。「知っていること・できることをどう

使うか」というつながり（C）を考えることは，思考力・判断力・表現力等が求められ，＜具体例

＞の部分で，身近な生活場面での具体的な例や類似なもの，関連するものを例示させることで，授

業内容の理解度を測ることができ，生徒の学びの深さを表していると考えられる。 

・ICEモデル（監訳 土持ゲーリー法一，「『主体的学び』につなげる評価と学習方法」，東信堂，2013．） 

カナダクイーンズ大学教授 Sue Fostaty Young・Robert J.Wilson らが提唱し，教師の教えを自

動的に受け入れ模倣する「浅い学び」から「深い学び」に導くためのモデルである。学校で教える

基礎知識（Ｉdeas）の間のつながり（Ｃonnections）を適切な質問と指導を通して理解させ，さら

に自らの体験に結びつけた知の応用（Ｅxtensions）へ発展させる。学びの質の高まりを重視し，

その変容を捉えることができる。 
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最後に，「論理エンジン」の開発者である出口汪は，論理力を向上させるには，「他者意識」を強

く持ち，自分の立場を維持した上で，相手の立場を理解する視点の切り替えが大切であると述べて

いる。生徒に「他の人が読んでわかりやすい文章を書くように心がけさせること」は，生徒の論理

的思考力・表現力を育成するだけでなく，生徒の書いた文章を評価する上で，指導者の評価時間を

短縮し，評価のしやすさにつながることからも必要である。 

・出口汪の使える論理力（出口汪，「出口の使える論理力」，フォレスト出版，2014．） 

論理とは「他者意識」が前提にあり，「物事を筋道立って考え，話し，書くこと」 

 論理には「イコールの関係」「対立関係」「因果関係（理由付け）」の三つの規則がある 

②論理フォームを活用した授業実践と評価基準の作成と適用 

 論理フォームの＜主張＞は，教科書の記述から抜粋し，授業で学んだ知識を穴埋め問題として解

く形式にした。＜理由＞には，主張がなぜそのように言えるのか，通常の四角の枠を用意し，その

理由を「なぜならば，・・・」のあとに自由記述させる。＜具体例＞では，主張や理由を裏付ける

身近な生活場面での具体的な例や類似の現象，授業で行ったこととの関連性などを「例えば，・・・」

のあとに自由記述させる。120 字分の枠を用意し，100 字以上書くように指示を出すことで，記述

量が増え，生徒の個の学びの深さによって内容が異なる部分にも対応できるようにした。＜読みや

すさ＞については，論理的な表現の正しさなどから評価する。 

以下に，公開授業を行った「音のディジタル化」についてのワークシートのまとめを記載する。 

 

○音のディジタル化のワークシートのまとめ（※具体例は 100字を超えるように書くこと） 

＜主張＞：アナログデータをディジタルデータに変換する際，トレードオフの関係になり，標本化や量

子化の間隔が（    ）ほどもとの信号に近いデータが得られる反面，データ量は（    ）なる。 

＜理由＞：（なぜそのような状況になるのか，その理由を述べる） 

なぜならば， 
 

＜具体例＞：（主張や理由を裏付ける身近な例や類似の現象，関連するものを具体的にあげる。） 

例 え ば ，             
 

＜主張＞：（解答例）小さい，大きく 

＜理由＞：（解答例）なぜならば，サンプリング周波数や量子化ビット数が大きくなるので，得られる

標本点の数や，標本点当たりの符号化で得られる２進数の桁数が増えてしまい，コンピュータに記憶さ

れるビット数がその分増えるため。 

＜具体例＞：（解答例） 

（例１）ドミノ倒しを，同じ場所でやるとして，牌を立てる数が多ければ，間隔はせまくなり，立

てるのに時間がかかる。数が少なければ，その分間隔が広くなり，短時間で立てられる。 

（例２）スマホの画面が暗いと見えにくいが電池の消費は少ない。明るくすると電池の消耗が早い。 

（例３）キャベツを切るとき細かく切るか，大きく切るかで時間が異なる。 

 

・論理フォームの評価基準 

＜主張＞，＜理由＞，＜具体例＞，＜読みやすさ＞の４つの項目で示す。 

＜主 張＞ A：主張が正しい  B：主張の一部間違い C：主張が間違い D：未回答 

＜理 由＞ A：納得できる   B：一部は納得できる C：納得できない D：未回答 

＜具体例＞ A：授業で行ったこと以外の発展的な内容が書かれている。または，授業で行っ

たこと以外の身近な例や類似の例が書かれている。 

B：授業で行った演習や授業中の例示，教科書に記載されている例などが書かれ

ている。 

C：主張や理由を裏付ける例になっていない。 

D：未回答 

＜読みやすさ＞ A：読みやすい B：一度読み返した C：何度か読み返した D：理解できない 

※上記の＜具体例＞の評価は，（例１）は A，（例２）は授業中にスマホの例をトレードオフの例と

して話しているため B，（例３）は C とした。 
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③論理フォームを用いた評価の検証 

 図２は，論理フォームの４項目をそれぞれ４点満点とし，6 月から 12 月までの各授業内容での

平均を求めたものである。なお，＜主張＞の値がないところは，生徒が記入する穴埋めが無かった

ためである。＜主張＞の点数が高く，＜具体例＞の点数が低いことがわかる。また，授業内容や設

問の難易度によって，評価点のバラつきが見られ，時系列による特徴は見いだせなかった。 

 図３は，前期末考査の点数を横軸とし，論理フォームの評価点を 100 点換算したものを縦軸とし

た散布図である。相関係数は 0.46 となり中程度の正の相関が見られた。 

 

図２論理フォームの４項目と論理フォームの評点の時系列変化 図３考査と論理フォームの散布図 

 

３ 研究の成果と課題 

（１） 成果 

○ ワークシートを活用した授業の振り返り（まとめ）の部分で，生徒が授業で何を学んだかにつ

いて記述させる論理フォームを開発し，その評価基準を作成し適用することによって，生徒の論理

的思考力・表現力を育成しながら，生徒の記述した内容について生徒の理解度を測ることができる

ようになった。 

○ 開発した論理フォームと評価基準の利点として，次の２つがあげられる。 

ア）年間を通して，一定の評価基準でワークシートを評価することができる。 

イ）評価の対象と評価基準を明確にすることで，生徒の表現の違い等による評価のブレが少なくな

り，評価の精度が上がるとともに，省力化を図ることができる。 

○ 年間を通して，論理フォームを活用した指導を繰り返したことにより，授業の感想を文章でま

とめることに抵抗感を持つ生徒が少なくなった。 

（２） 課題 

○ 論理フォームの＜具体例＞の部分が難しいという生徒の声が多かった。授業のねらいを明確に

する，＜主張＞および＜理由＞に書かせることがより深い理解につながるようにするなど，事前の

授業設計を深めることが重要である。 

○ 共通教科情報は＜具体例＞を想像しやすい教科である。今回開発した論理フォームを他教科で

活用する際は，＜具体例＞の扱いについて，検討が必要である。 

○ 指導と評価の一体化を進めることによって得られる理想的な生徒の姿は，論理フォームの誘導

なしに，生徒が自由記述でも論理フォームがある場合と同等の論理的な文章を書けることである。

論理フォームの評価を生徒にフィードバックし，生徒自身が記述内容を改善していくというサイク

ルをもっと上手に展開し，生徒の論理的思考力や表現力を高められるように改善していきたい。 

（３）指定期間終了後の取組 

指導と評価の一体化を進め，論理フォームなしに生徒が自由記述でも論理的な文章が書けるよう

な取組を考えていきたい。また「学習者主体の学び」を実現する授業への転換を意識しながら，生

徒の学びの深さを測ることができる論理フォームになるように授業実践を重ね，評価精度を高めて

いきたい。そして，第９回全国高等学校情報教育研究会全国大会（神奈川大会）や茨城県高等学校

教育研究会「研究集録」などへの投稿を通して，本事業の研究成果を発表していきたい。 

6 月 12 月 

考査の点数 

論
理
フ
ォ
ー
ム
の
評
価
点 


