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研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.kojoike.okayama-c.ed.jp/ 

研究のキーワード  全校体制，環境整備，アクティブ・ラーニング，評価の観点 

研究結果のポイント 

○ 「論理的思考力」育成のための環境整備（レディネス形成，場・時間の創出） 

○  全校体制の授業実践研究に向けた基盤づくり 

○ 「論理的思考力」育成のための「観点」を明確にした授業実践の開始 

○ 「論理的思考力」育成のための「観点」に基づいたルーブリック評価の試行 

○  教員の授業力向上への意識の高まりと，教材研究の質の変化 

○  生徒の授業への取り組み方の変化 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

論理的思考力の育成を目的とした 
質の高い言語活動のための環境整備 と アクティブ・ラーニングの研究開発 

～ 「KOJOIKEアクティブプラン」の実践研究 ～ 

 

（２）研究主題設定の理由 

本校の生徒は，おとなしく，まじめだが，概して受け身であり，自ら学ぼうとする意欲や物事に

対する積極性という点において課題が見られる。また，論理的に思考したり，表現したりするとい

った点においても，少なからず課題を有する。こういった状況を受け，これまでの，教師主導のき

め細かい指導だけでなく，生徒の自主性を育てるための指導体制を確立する必要があると考え，そ

の体制の実現に向け研究を行うこととし，さらにこれを機に，これからの時代に必要な力も確実に

保障することを目指し，「KOJOIKEアクティブプラン」を策定した。 

本プランは，「論理的思考力」をこれからの時代に必要な力として位置づけ，その実現に向け，

「授業」，「総合的な学習の時間」等全ての教育活動を一から見直した，生徒の自主性の育成と「論

理的思考力」の育成を目的とした学校を挙げての実行プランである。 

本校では，「論理的思考力」を，思考力のみならず表現力までを一体化したものとして捉え， 

『「論理的思考力」＝ 論理的に思考し，判断し，それらをわかりやすく表現する力』 と定義した。 

これらの力は，他者との‘質の高い言語活動’（→より多角的な思考・判断を行い，メタ認知能力の向

上などの成果が期待できる，高次の言語活動）を通して育成されるものと捉えている。 

この「論理的思考力」を育成し，生徒の自主性を育み，育てたい生徒像を実現するために，上記

研究主題を掲げ，今年度から本プランに基づいた研究開発をスタートさせることとした。 



（３）研究体制 
１  評価指導委員会 ・・・ 有識者により本事業の評価及び指導助言を行う組織 （新規） 

２  KOJOIKEアクティブプラン推進センター（ＫＡＰ推進センター）（新規） 

 ・・・「KOJOIKEアクティブプラン」を推進する組織。全体を統括する企画推進室（主幹教諭が室長）と，

学力向上推進班，ＫＴ（古城池タイム＝総合的な学習の時間）推進班の三部門。 

３  定例会議 ・・・ ① 学力班会（学力向上推進班），②ＫＴ班会（ＫＴ推進班）  （①，②とも週時程内に設置） 

臨時会議 ・・・ ③ ＫＡＰ全体会 （①＋②＋管理職） （随時） 

 
（４）１年間の主な取組 
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○「第１回ＫＡＰ全体会」開催 （事業の立ち上げ，計画の確認等） 

＊ ＫＡＰ推進センターで，本校生徒に必要な「論理的思考力」の検討開始 

＊ 各教科で，本校生徒に必要な「論理的思考力」の検討開始 

◇「診断的評価アンケート」（生徒対象）実施 

■「授業研究月間Ⅰ」 ＜５月下旬～７月中旬＞ （相互の工夫を探り合う） 

○「第２回ＫＡＰ全体会」開催 （進捗状況の確認，今後の研究計画の確認等） 

■「第１回評価指導委員会」（事業計画の確認，今後に向けての指導助言） 

■「第１回ＫＡＰ研究協議会」（講師：岡山大学教師教育開発センター 高旗浩志教授） 

◇「診断的評価アンケート」（教師対象）実施 

■「第１回ＫＡＰ推進研修」（講師：岡山県立和気閑谷高等学校 香山真一校長） 

○「第３回ＫＡＰ全体会」開催 （進捗状況の確認，今後の研究計画の確認等） 

○「第４回ＫＡＰ全体会」開催 （進捗状況の確認，今後の研究計画の確認等） 

＊ 各教科で考えた「論理的思考力」と「６＋１」との整合性の検討 

→ 各教科で活用可能な「６＋１」の「観点」の抽出開始。 

 

 

 

 ◇ 先進校視察（長崎県立諫早，長崎東高校，岐阜県立可児高校，愛知県立岡崎西高校） 

■「ＫＡＰ・生徒支援室共催コーチング研修」（講師：オフィス・ウェルビーイング 松田隆之 氏）  

＊公開研究授業（１１／２５）の準備開始 

→ 各教科で抽出した「６＋１」の「観点」から，各自，公開研究授業で活用する「論理的思

考力」育成のための授業の「観点」を選定し，それに基づく指導案の作成を開始 

■「授業研究月間Ⅱ」 ＜10 月中旬～11 月中旬＞ （「論理的思考力」育成の授業の工夫）    

■「公開研究授業」(１１／２５)（外部公開）・・・ １限～６限公開研究授業  

■「第２回ＫＡＰ研究協議会」（１１／２５）（外部公開） 

・・・ 公開研究授業の研究協議 （助言：異校種アドバイザー（連携協力中学校教員）等）， 

全体会（中間報告），指導助言・講演（国立教育政策研究所 大滝一登 調査官） 

岡山県立倉敷古城池高等学校

【連携協力中学校】

倉敷市立福田中学校

倉敷市立福田南中学校

岡山県教育委員会

【 連携協力小学校】

倉敷市立第二福田小学校

地域における

各種機関

・

人的資源

岡山大学

教師教育開発センター

国立教育政策研究所研究指定校事業

評価指導委員会

ＫＯＪＯＩＫＥアクティブプラン推進センター
（国研指定校事業推進センター）

関係各課・ 各年次・ 各教科

企画推進室

学力向上推進班 ＫＴ推進班
（「総合的な学習の時間」推進班）

※「６＋１」・・・ 国立教育政策研究所「特定の課題に関する調査（論理的な思考）」の「思考のプロセス」

を，「論理的思考力」育成のための授業の「観点」に変換したもの。 
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○「第５回ＫＡＰ全体会」開催 （進捗状況の確認，今後の研究計画の確認等） 

◇「形成的評価アンケート」（生徒対象）・（教員対象）実施 

■「第２回評価指導委員会」（今年度の総括，次年度に向けての指導助言） 

○「第６回ＫＡＰ全体会」開催 （今年度の総括，次年度の研究計画の確認等） 

■「第２回ＫＡＰ推進研修」（講師：ＮＰＯ法人学習創造フォーラム 三宅貴久子 氏） 

 ◇「特定の課題に関する調査（論理的な思考）」実施（２年次生徒） 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
ア 「論理的思考力」育成のための環境整備 

① 生徒のレディネス形成 ・・・「論理的思考力」獲得に必要な取り組みに対応できるだけの自主性 
をコアとした資質の底上げ（＝レディネス形成）に向けた組織的・継続的な指導の研究。 

② 場の創出 ・・・「授業」及び「総合的な学習の時間」を「論理的思考力」育成の中心的な場と

位置づけ，そこへの「論理的思考力」育成のための効果的教育活動や指導法の導入を図る。 
③ 時間の創出 ・・・「論理的思考力」育成のための時間を，ＩＣＴ機器の効率的活用や年間の指 

導計画の工夫等により創出するための具体的方法の研究。 
イ アクティブ・ラーニングの研究開発 

④ 全校体制の「論理的思考力」育成のためのアクティブ・ラーニングの実践 

・・・ 全校体制のアクティブ・ラーニング導入のソフトランディング及びその恒常的実践の実現，

また「論理的思考力」育成のための授業における具体的な指導法についての研究。 
⑤ 「論理的思考力」育成のための教科の枠を越えた観点・目標の設定と評価の研究開発 

      ・・・「６＋１」を活用した「論理的思考力」育成のための観点及び目標を明確にした授業の研 
究開発，また，それに対する効果的な評価方法の研究開発。 

 
（２）具体的な研究活動 

ア 「論理的思考力」育成のための環境整備 

① ・・・ 新入生学習ガイダンス（新規）を皮切りに，３年間を見通したレディネス形成に向けた

継続的支援を組織的に行うための「学習基礎カルテ面談システム」の運用を開始した。 
年に５回の担任・生徒の面談において活用し，ポートフォリオ形式で継続的に自己の状況

をチェックさせ，必要に応じ指導助言を行った。 
② ・・・「授業」に関しては，イ④にまとめた。「総合的な学習の時間」に関しては，一から見直

しを図ることとし，ＫＡＰ推進センターのＫＴ班において，効果的・効率的な体制作りの検

討，現在実施しているものの中の効果的な内容の洗い出しとともに，ディベートや探究レポ

ート，観光地での外国人への観光案内など，様々な協働的，探究的学習活動を試行した。 
③ ・・・ 全教室に設置したプロジェクタ型電子黒板，書画カメラ等のＩＣＴ機器を積極的に活用

するとともに，活用するソフトをさらに有効活用するなど，「論理的思考力」育成のための時

間の創出を図った。また，年間指導計画の中での工夫による時間の創出も試みた。 
イ アクティブ・ラーニングの研究開発 

④ ・・・ 教員の診断的評価アンケートにおいて，アクティブ・ラーニング（本校が定義する「論理

的思考力」育成に必要な授業形態）について，「教科書を終わらせるのに手一杯で，時間的余裕が

ない」が約５割に上った。これを受け，研修等，アクティブ・ラーニングの果たす効用等に

ついて共有する機会を積極的に準備し，「論理的思考力」育成の場の整備を図った。 
⑤ ・・・「論理的思考力」育成のための「観点」を明確にした組織的な授業の実現に向け，ゼロか

らのスタートではなく，まずは「６＋１」の「観点」を利用した授業を全校体制で実施する

こととした。実践の中で，本校独自の「観点」へと昇華させるためのＰＤＣＡサイクルを，

秋の授業研究月間から回し始めた。また，いくつかの科目において，「６＋１」の「観点」を 
利用した授業に加え，その「観点」に基づいたルーブリック評価を試行した。 



３ 研究の結果と今後の取組 

（１） 研究の結果 

○ 全校での研究体制の実現 

 ・・・ 生徒のレディネス形成への継続的な働きかけを目的とした「学習基礎カルテ面談システム」

の運用を開始し，また，秋の公開研究授業において「論理的思考力」育成のための研究授業を 
全校体制で実施することができ，次年度以降の研究に向けた基盤づくりができた。 

○「論理的思考力」育成のための「観点」を明確にした授業実践 

 ・・・ 秋の公開研究授業では，事前に，各教科でピックアップしておいた「６＋１」の「観点」の中から，

実施授業に合った「観点」を各自選択し，それに基づいた工夫点を含む授業概要及び指導案を作

成し，広く外部に公開した。この公開研究授業に先だって，一か月間，相互に参観しながら授業

研究を行った。その中で次第に，論理的に思考する過程を可視化した教材や「思考ツール」の活

用等，教材研究の質の高まりが見られるようになってきた。また，これを受け，「論理的思考力」

を効果的に育成する手段として「思考ツール」の活用が大変有効であることが共有でき，次年度

は「思考ツール」を活用した授業も研究課題として取り入れることとした。 
○「６＋１」の「観点」に基づいたルーブリック評価の試行 

 ・・・ 数学，理科の一部の科目において，「６＋１」の「観点」に基づいた授業実践の中で，ルーブ

リック評価を試行し，振り返りを通して生徒の変容を見取っていった。 
  実施当初の振り返りの内容は，「よく分かった」「楽しかった」等，論理的に思考することの重

要性やグループ学習やルーブリック自己評価の有効性についての，前向きながら抽象的な記述が

中心であったが，回を重ねるごとに，「論理的に思考する前に，いつでも使える知識を確実に身

に付けておくことが必要だということがわかった」等，具体的な記述への変容が見られた。 
○ 教員の変容 

 ・・・ 教職員用「学校評価アンケート」の項目：「本校は，各教科で生徒が積極的な姿勢で参加し，主体的

に学習に取り組める授業が行われている」に対する肯定的な回答率の向上（86.2%（対昨年度+20.0%）

や，職員室等での授業に関する話題の増加など，授業力向上への意識の高まりが見られた。 
○ 生徒の変容 

 ・・・ 生徒用「学校評価アンケート」の項目：「積極的な姿勢で授業に取り組んでいる」に対する肯

定的な回答が１年次 83.3%（対昨年度+22.5%），２年次 79.5%（〃+15.5%）と飛躍的に伸びた。 
また，本事業独自の「KAP 評価アンケート」の項目：「これまで生徒同士で協議ができる授業

を受けたことがあるか」に対する 1 月の回答が「高校」が 88%と，6 月の 69%から大きく伸びただけ

でなく，「小学校」(1 月 64%)，「中学校」(1 月 85%)と比較しても最も高い数値となった。 
さらに，「生徒同士で協議ができる授業はどのようによいか」に対する回答で，「他の生徒に説

明することで，自らの理解をさらに深めることができるから」，「自らの表現力を高めることがで

きるから」等の項目に，6 月と比較して 1 月では 10%以上の伸びが見られたことから，本年度の

取組の中には，論理的思考力に繋がる質的な効果が期待できるものが含まれているということも

判断できた。  
 

（２）今後の取組 

次年度は，今年度の研究の成果と課題を精査し，今年度築いた地盤を足がかりに，実効性のある

組織的・持続的な取組となるよう研究を展開していきたい。 
具体的には，「論理的思考力」育成に必要なもう一つの「場」である「総合的な学習の時間」に

ついても，「６＋１」の「観点」で「授業」と連動するとともに，「授業」では実施しにくい実社会

との繋がりを持った「論理的思考力」育成のための協働的，探究的取組となるよう指導内容の充実

を図ることとしている。また，初期指導の内容の改善をはじめとした生徒のレディネス形成の充実，

ルーブリック評価，思考ツールの研究開発を含めた授業力の向上等，引き続き全校体制で研究を進

めていく予定である。 


