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研究課題 

 

学校全体で取り組む研究課題 

（３）社会の中で活用される論理的思考やそれらを表現する力を学校全体で育成する

ための教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研究 
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研究内容等掲載ウェブサイト URL http://sky.netcommons.net/ehime/htdocs/ 

研究のキーワード 

逆向き設計 言語技術教育 パフォーマンス評価 
研究結果のポイント 
○ 逆向き設計論に基づく指導計画の立案と実施を通して，生徒は学習課題に深く迫る学び合い

の場面において論理的に思考し表現する力を発揮して意欲的に取り組むことができた。 
○ 全校体制で取り組む言語技術教育や各教科での言語技術の活用等を通して，生徒は６Ｗ１Ｈ

に照らして主張や質問をすることができ，言語技術教育を推進する有用性が明らかになった。 
○ パフォーマンス評価等からは，論理的に思考し表現する力や意欲の高まりが見られたが，自

分の考えを筋道立てて説明することについては課題が残った。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

論理的に思考し表現する力を育む学習指導と評価 

（２）研究主題設定の理由 

これからの子供はグローバル化や情報化が急速に進む中で，一人一人が自らの持つ力を発揮しな

がら世界中の誰とでも協働して，答えのない，正解が一つではない諸課題に対して，創造的により

よい解を見出していくことが求められる。そのためには，まずは各個人が論理的に思考し，それを

互いに表現し合うことが必要となる。本校では平成 25 年度から３年間，持続可能な社会の形成に

向けて主体的に行動できる資質や能力を育むために，生徒同士の学び合いを中心に据えた学習活動

について研究・実践を積み重ねてきた。そこでも，論理的に思考し，表現するという力が伴ってい

ない場合には，いくら学び合う場面を設定しても，その成果は十分ではないことが明らかとなった。

このことから，本校では，「論理的に思考し表現する力」を学校全体で体系的に育成し，それらを

生かした学び合いを中核とした学習活動を創造することで，これからの社会で求められる資質や能

力を育てたいと考え，本研究主題を設定した。 

 

（３）研究体制 

管理職及び研究アドバイザーの助言等を参考に，研究部会において研究実践に関する企画・立案

を行った。更に教科横断的な研究グループを組織し，具体的な研究内容等を設定するとともに，成

果や課題等をまとめていった。研究部会や研究グループで話し合われたことは，月に二度の研究職

員会にて共通理解，及び深化を図り，それらを基に，各教科等にて研究実践を進めた。その際，本

附属学校園や大学教員との共同研究を進めることにより，その客観性を高め，質の向上を図った。 

 校長・副校長・主幹教諭  指導・助言 
研究部会 研究に関する企画・立案    

   研究アドバイザー（愛媛大学教員）            
研究職員会 

 
研究グループ 教科横断的なグループ 

 
研究協力者        教科領域別研究部会 
愛媛大学教員等         実践研究の推進 



（４）２年間の主な取組 

平

成

28

年

度 

4～7月     
○学校全体での研究計画の立案  ○研究の内容と方法の検討 
○校内研修会１：これからの日本に必要な言葉の教育「言語技術」の導入に向けて 
（講師：つくば言語技術研究所） 
○言語技術教育の推進（５月以降継続して実施） 
・問答ゲーム，パラグラフによる 1 分間スピーチ，テキストの再構成等 

○校内研修会２：言語技術教育を生かした授業実践について（講師：愛媛大学） 
○各教科における研究計画・指導計画の立案 
○各教科及び教科横断的なグループによる校内授業研究会（全８回） 
○言語技術教育研修への参加（つくば言語技術研究所）及び先進校視察（今治市） 
○校内研修会３：パフォーマンス評価を生かす単元設計の在り方 （講師：京都大学） 
8～11 月    
○論理的に思考し表現する力の育成に関する育ちの検証とルーブリックの作成 
○授業研究を踏まえた成果と課題の検証（各教科及び研究グループ） 
○各教科及び教科横断的なグループによる校内授業研究会（全８回） 
12～3 月   
○実態把握 〇学校全体での成果と課題の検証 〇研究報告集の作成 
○愛媛教育研究大会の開催（研究発表及び公開授業） 
○１年間の研究の成果と課題の確認と，次年度の研究の方向性の検討 

平

成

29

年

度 

4～7月     
○学校全体での研究計画の立案  ○研究の内容と方法の検討 
○言語技術教育の推進（４月以降継続して実施） 
○校内研修会１：論理的思考を育むカリキュラム・マネジメント（講師：愛媛大学） 
○各教科における研究計画・指導計画の立案 
・生徒の実態把握と目標の設定  ・「逆向き設計論」による指導計画の立案 
・指導方法や評価方法等の検討（パフォーマンス課題やルーブリックの検討） 

○各教科及び教科横断的なグループによる校内授業研究会（全４回） 
○言語技術教育研修への参加（つくば言語技術研究所） 
○検証改善サイクルを活用した論理的に思考し表現する力の育成に関する育ちの検証（毎学期） 
8～11 月    
○効果的な教科間の連携や教育課程の編成についての研修会への参加（教育課程セミナー） 
○授業研究を踏まえた成果と課題の検証（各教科及び研究グループ） 
○各教科及び教科横断的なグループによる校内授業研究会（全５回） 
○論理的に思考し表現する力を育てるための教科間連携の在り方検討 
○言語技術教育に関する調査 
12～3 月   
○実態把握 〇学校全体での成果と課題の検証 〇研究報告集の作成（２月発刊予定） 
○愛媛教育研究大会の開催（研究発表及び公開授業）※２月１６日実施予定 
○２年間の研究の成果と課題の確認と，次年度の研究の方向性の検討 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 

ア 「論理的に思考し表現する力」を育成するためのカリキュラムの検討 

（ア）「逆向き設計論」に基づいた，各教科の指導計画等の検討 

（イ）各教科の特性を生かした連携の在り方についての検討 

イ 「論理的に思考し表現する力」を支える力を育成するための言語技術教育の推進 

ウ 「論理的に思考し表現する力」の育ちを確かに見取るための，評価の検討 

 

（２）具体的な研究活動 

ア 「論理的に思考し表現する力」を育成するためのカリキュラムの検討 

  学校全体で「論理的に思考し表現する力」を育成するために，学校全体で育成する力（資料

１）と各教科で育成する力（資料２）を明確にした上で，各教科の学びを充実するとともに，

各教科の連携について検討した。 

（ア）「逆向き設計論」に基づいた，各教科の指導計画等の検討 

   昨年度より，「逆向き設計論」に基づくテンプレートを作成し活用した。「逆向き設計論」



とは，教育目標，評価方法，学習経験と指導を三位一体のものとし，最終的にもたらされる成

果から翻って指導計画を設計する考え方である。これにより，各教科において，長期的な視野

に立って「論理的に思考し表現する力」を育成する単元の学びを具現化できると考えた。 

また，逆向き設計論に基づく指導計画において，当該単元における「本質的な問い」と「永

続的な理解」（教科等を学ぶ本質的な意義に関わる問い及び習得すべき資質・能力：資料５参

照）を明らかにすることにより，質の高い問題解決的な学習となるように留意した。問題解決

的な学習においては，生徒同士が培った「論理的に思考し表現する力」を発揮しながら協働し

て学び合う場面が中心となるよう構成した。 

（イ）各教科の特性を生かした連携の在り方についての検討 

より効果的に「論理的に思考し表現する力」を育成するために，例えば，数学科における「相

似の利用」において，理科の「反射角の性質を基に問題解決の見通しを立てる」学習を生かす

など，教科の特性を生かした内容・指導方法における教科間の連携を図った。 

資料１ 本校で設定した学校全体で育成すべき論理的に思考し表現する力 

論理的思考力 問いについて，6W1H などを使って（自己内）対話を繰り返すことにより，不明確
な点や疑問点を明確にしながら，思考を広げたり，深めたりできる力 

論理的表現力  6W1H を明確にするなどして，話が飛躍したり必要な情報を欠いたりせずに，筋道
を立てて（相手が納得するように）表現できる力 

※６Ｗ１Ｈ・・・When（いつ) Where（どこで）Who(だれが) What（何が，何を） Why（なぜ） 
What for（何のために） How（どのように） 

  資料２ 本校で設定した各教科等で育成すべき論理的に思考し表現する力（一部） 

数  学 数学的な表現を用いて，課題解決の仕方や推論の過程を論理的に説明する力 

社  会 事象や問題の背景を熟考して自分の意見や考えを持ち，その根拠を明確にして表現
する力 ※熟考…時間的・空間的な視野を持って，多面的・多角的に考察すること 

 

イ 「論理的に思考し表現する力」を支える力を育成するための言語技術教育の推進 

論理的に思考し表現するためには，「言語技術」を身に付けることが重要である。そこで，

毎週金曜日，朝の 10 分間を言語技術を習得し活用する時間とした。具体的には６Ｗ１Ｈを使

いこなして思考・表現（対話）する技能を育む「問答ゲーム」を実施した。また，朝の会や終

わりの会を中心に「パラグラフによるスピーチ」の型の習得・活用を目指した１分間スピーチ

を継続して行った。問答ゲームやパラグラフによるスピーチの型は，各教科等においても，特

に思考・表現する（し合う）場において積極的に活用するようにした。さらに，記述による調

査とアンケート調査を実施し，生徒の「論理的に思考し表現する力」の育ちや発達段階に応じ

た効果的な問答ゲームの在り方について探り，改善に生かした。 

資料３ 「問答ゲーム」（１年生前期）の例 【出典：つくば言語技術教育研究所】 
生徒Ａ：あなたは，夏と冬ではどちらが好きですか？ 
生徒Ｂ：私は，冬が好きです。 ※結論を先に言う 
生徒Ａ：それは，なぜですか？ ※６Ｗ１Ｈのいずれかを使って質問をする 
生徒Ｂ：理由は三つあります。冬は私の好きな鍋料理をおいしく食べられるからです。二つ目は冬のファッションがおしゃれで

好きだからです。三つ目は…  ※複数の回答がある場合は，ナンバリングを使って答える 
生徒Ａ：（質問）  ※質問者（生徒Ａ）は一定時間質問をし続け，回答者（生徒Ｂ）は回答し続ける。 

資料４ 「問答ゲーム」（２年生後期）の例 
生徒Ａ：班で話をするときに，自分から先に話を始め，後で他の人の話を聞く人と，先に話を聞き，後で自分の話

をする人がいます。あなたは，班で話をするときに，どちらを選びますか？ 
生徒Ｂ：私は，先に話を聞き，後で自分の話をします。 

理由は二つあります。一つ目は，先に相手の話を聞いたら，相手の考えや気持ちに沿って自分の考えを述 
べることができるからです。二つ目は，…  

生徒Ａ：例えばどのように意見を述べるのですか？ … 

 

ウ 論理的に思考し表現する力の育ちを確かに見取るための，評価の検討 

各教科では，「本質的な問い」や「永続的な理解」に対応したパフォーマンス課題について



検討した上でルーブリックを作成し，生徒の「論理的に思考し表現する力」の育ちを見取り，

指導につなげた。 

また，学校全体として，学期ごとに検証改善サイクルを活用し「論理的に思考し表現する力」

についての調査を実施することにより，結果から見える成果と課題，改善策について全教職員

が同じ意識を持った上で研究主題の追究に取り組んだ。 

資料５ 第２学年理科 単元「天気とその変化」における「本質的な問い」・「永続的な理解」・ 
「パフォーマンス課題」 

【本質的な問い】 

身近な気象現象は何が要因で起こっているのか。 

【永続的な理解】 

 日常で何気なく見過ごしている様々な気象現象には，主な気象要素である気温，湿度，気圧，風向，風力などが

相互的に関連し，その変化には規則性がある。窓やコップがくもるなど大気中の水蒸気が水滴に変化する現象は,

気温による飽和水蒸気量の変化が原因であり，その考え方は霧や雲の発生につながる。また，気象現象は地球規模

で変化しており，我々の日常生活や経済活動に大きな影響を与えている。 

【パフォーマンス課題】 

 あなたはエアコンのしくみを知らない家族に「エアコンのドライ機能はどうやって見えない水分をとっている

の？」と質問されました。以下の２点に触れて分かりやすく説明してあげてください。 

 ① 身近で起こる現象   ② 冷房・暖房よりも電気代が高いこと 

 

３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○ 逆向き設計論に基づいた指導計画を立案し実施することで，生徒は学習課題に深く迫る学び

合いの場面において，論理的に思考し表現して，意欲的に取り組むことができた。 

○ 他教科から自教科へ学習内容をつなげることで，自教科の「論理的に思考し表現する力」を

育成する実践を重ねることができた。 

○ 言語技術を推進することで，６Ｗ１Ｈに照らして主張をしたり，質問をして相手の主張を明

確にしたりすることができる生徒が増え，趣旨に沿わない質問をする生徒が学年を追うごとに

減少した。このことから，論理的に思考し表現するための，問答ゲームやスピーチ等による言

語技術教育の有用性が示された。 

○ 言語技術を活用した学習に取り組む意欲については概ね良い結果であった。また，多くの生

徒が言語技術を活用した学習を通して論理的に思考し表現する力の高まりを感じることがで

きた。 

● 各教科における取組の効果を共有するとともに，学習内容が主であった教科間の連携につい

て再検討し，学校全体としての「論理的に思考し表現する力」を高めるカリキュラム・マネジ

メントの実現に向けた研究について検討を進めていく必要がある。 

● 「自分の考えを筋道立てて説明できる」の評価項目において「当てはまる」と答えた生徒が，

学期が進むにつれて低くなった。「論理的に思考し表現する力」の評価とともに，主体的な学

びにつなげる評価の在り方を検討する必要がある。 

 

４ 今後の取組 

ア 「論理的に思考し表現する力」を学校全体で統合していくことを目指した，各教科における

「論理的に思考し表現する力」の再整理と，教科間の連携推進 

イ 各学年において望まれる，言語技術が身に付いた姿を明確にした言語技術教育を更に充実さ

せるとともに，言語技術を効果的に活用しながら，教科等の見方や考え方を働かせて問いの解

決に向かうといった，深い学びを実現する問題解決的な学習の創造 

ウ 学校全体としての「論理的に思考し表現する力」の育ちを見取る評価方法の開発 


