
 
平成 30年度研究成果報告書                  【継続：平成 29～30年度指定】 

都道府県・ 
指定都市番号 

34 
都道府県・ 
指定都市名 

広島県 
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領域名 論理的思考 

研究課題 
学校全体で取り組む課題 
（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 
学 E

り

AAE校名 E

な

A（児童・生徒数） ふくやましりつたかとりちゅうがっこう 
福山市立鷹取中学校（238 人） 

所在地（電話番号） 広島県福山市草戸町四丁目４番１号（084-923-0603） 
研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-takatori/ 
研究のキーワード 
論理的思考，鷹取中学校授業スタイル，思考ツール，学びの足跡 

研究結果のポイント 
○研究課題である論理的思考におけるアンケートの結果に変化が見られ，『課題発見・解決学習』
の推進のための鷹取中学校授業スタイルが本研究において有効であったと考えられる。 

 
１ 研究主題等 
（１）研究主題 

主体的に問い続ける学習者の育成 
～論理的思考を基盤とした課題発見・解決学習の推進～ 

 
（２）研究主題設定の理由 

広島県では，これからの社会で活躍するために必要な資質・能力の育成を目指した「主体的
な学び」の創造を掲げ，その学びを促す教育活動として，生徒自らが課題を発見し，課題解決
に向けて探究的な学習をしていく「課題発見・解決学習」を推進している。 

本校においては，育成を目指す「知識・技能」「課題発見・解決力」「主体性」を育むために
は，課題発見・解決学習を各教科でより効果的に進め，「論理的思考」を基盤とした学習の研
究を行う必要があると考え，研究主題を設定した。 

昨年度までの研究で，生徒が相手に自分の考えを上手く伝えるためには筋道を立てる必要が
あることを意識していたこと，生徒が自発的に思考ツールを活用して思考の流れを整理しよう
とする態度が見られた等の成果がある一方，生徒アンケート「自分の考えを筋道立てて説明で
きる」の項目について大きな変化が見られない等の課題があった。 
指定２年目である本年度は，全ての教育活動において生徒自身が基点となり，課題を設定し，

仲間とともに協力しながら積極的に課題を解決することを「主体的」であると捉え直し，研究
主題を昨年度の「主体的・自律的な学習者」から「主体的に問い続ける学習者」へ進展させた。 

 
（３）研究体制 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
研究体制としてプロジェクトチームを編成している。教務主任，研究主任を中心に編成して

おり，研究の方向性を考え実施している。 
 
（４）２年間の主な取組 
平
成
29
年
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○課題発見・解決学習に係る理論研修 

○思考ツール等を活用した課題発見・解決学習の実施 

○パフォーマンス課題を実施する単元での研究授業 

○課題発見・解決学習の検証 
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○鷹取中学校授業スタイル（学習過程）の作成・実施 
○学びの足跡（振り返り）の作成・実施 
○学校共通のルーブリックの設定（課題，筋道立てた説明，学びの足跡） 
○生徒による鷹取中学校授業スタイルの実施 
○本研究の検証（アンケート，公開研究会） 

 
２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
①「課題発見・解決学習」を推進するための工夫  

ア 鷹取中学校授業スタイルの作成    イ 課題設定，振り返り（学びの足跡）の工夫 
② 論理的思考を育成するための工夫 
ア 思考スキル・思考ツールの活用    イ 思考ツールタイム，思考ツール集会の実施 

    ウ ルーブリック評価の設定 
③ 生徒による鷹取中学校授業スタイルの実施 

 
（２）具体的な研究活動 

① 「課題発見・解決学習」を推進するための工夫 
ア 鷹取中学校授業スタイルの作成・実施 

広島県教育委員会が示す「課題発見・解決学習」
の過程を，学校教育目標，育成を目指す資質・能力，
生徒の実態等を踏まえ，鷹取中学校授業スタイルと
して独自の学習過程を作成し，毎時間実施を基本と
した。このスタイルを生徒と共有することで主体的
な学びになると考え「課題発見・解決学習」の過程
に思考スキル，思考ツール，ルーブリックを加え，
図１を作成した。これを「下敷」にして全校生徒に
配布した。生徒は「下敷」を見ながら筋道立てて表
現する学習を行い，最終的には，「下敷」を見なく
ても自分自身の学びができることを目指している。 

イ 課題設定，振り返りの工夫 
本校では「なぜ，何，どのような，どうして」な

どのキーワードを付けたり，思考スキルを踏まえた
りしながら課題設定を生徒自身が行っている。思考
スキルを活用した課題設定を行うことで課題がよ
りオーセンティックになっている。また，生徒自身
が課題を設定することで，その課題が自分ごととな
り，主体的な学びへとつながると考えている。振り
返り（学びの足跡）では，生徒は後述するルーブリ
ックを活用して記述している。個人の振り返りの後，学びを更に価値付けするために，
クラス全体で交流している。 

 
② 論理的思考を育成するための工夫 

ア 思考スキル・思考ツールの活用 
昨年度より本校では，考えるための技法（思考スキル），思考を可視化するための思

考ツールを学校生活のあらゆる場面で活用している。 
課題解決に必要な思考スキル，例えば，「比較して考えよう」，「構造化して考えよう」

などを生徒に提示することで，課題を解決しやすくなると考えられる。また思考ツール
を活用することで，思考を可視化することができると同時に，アイディアを整理して書
くことができるので，生徒たちにとって大変有用である。しかし，思考ツールを使うこ
とが目的ではなく，それらを使って根拠を明らかにしながら筋道立てて相手に分かりや
すく伝えることができるようにすることが大切である。思考ツールを使うことで思考力
の育成が図られ，思考スキルを生徒自身が設定することで自発的に考えることにつなが
るのではないかと考えられる。 
 

イ 思考ツールタイム，思考ツール集会の実施 
      思考ツールを生徒が自由に活用できるようにするために，毎週金曜日の朝 10 分間で

思考ツールを使って班員と交流する取組をしている。また，月に 2回，思考ツール全校
集会を実施している。毎週金曜日の思考ツールタイムは教師主導で行っているが，全校
集会は，生徒会がテーマを考え，全体の司会，進行やグループのファシリテーターなど
集会の全てを仕切っている。 

図 1 鷹取中学校授業スタイル（生徒版） 

 



 
ウ ルーブリック評価の設定 

      本校では三つのルーブリックを全教科で設定している。 
一つ目は，「筋道ルーブリック」である。初めは，昨年度の研究課題の一つである「自

分の考えを筋道立てて説明することができると実感している」という生徒が３月，７月
と 11月のアンケートで変容が見られなかったことに対する手立てとして，相互評価・自
己評価する場面を設定した。しかし，生徒一人一人が自分の「ものさし」で評価するた
め，評価の信頼性に欠けた。そこで「筋道ルーブリック」を設定した。これは，①結論・
理由・まとめの流れであること，②具体例や体験などが入っていること，③比較・分類・
関連付けなどが含まれていることが要素として組み込まれている。「筋道ルーブリック」
を用いることで相互評価の信頼性が高まった。また，他者からの肯定的な評価を実感し
たり，もっと分かりやすく伝えるためのゴールイメージを持ったりすることで，自己の
表現内容の改善につなげることができるようになった。 
二つ目は，「課題に対するルーブリック」である。授業の最初で教師による「めあて」

を提示した後，生徒が教師とネゴシエーションをしながらルーブリックを設定する。こ
のことで本時の具体的なゴールイメージを共有することができる。 
三つ目は，「学びの足跡ルーブリック」である。授業の最後の振り返りの際に生徒が記

述する，課題に対して分かったこと，分からなかったこと，できたこと，できなかった
ことのみならず，できたことに対して何を工夫したからできたのか，できなかったこと
に対しての理由や改善点，さらには学習したことが他のどの場面で活用できるのかなど
を筋道立てて記述する。授業の振り返りとはどういうことなのかを生徒と共有すること
で，更に学びを自分自身のものにすることができ，また次時の課題設定へ結び付けるこ
ともできる。 
 

③ 生徒による鷹取中学校授業スタイルの実施 
【実践例（理科）】 

     生徒自身が学習計画を 
作成し，鷹取中学校授業 
スタイルを実施した。学 
習計画の作成・実施では 
１学級を 9つのグループ 
に分け，各グループで自 
分たちが学習していく内 
容について考えて学習計 
画を決定する。学習計画 
の立案の流れは，①単元 
の目標の確認，②目標を 
達成するための課題の設 
定，③目標を達成するた 
めの学習活動の計画作成， 
④他のグループとの計画 
の交流，⑤自分たちのグ 
ループの計画の再検討， 
⑥計画の実施である。さ 
らに，単元の最後に学習 
の理解度を確認するため 
に評価問題の実施を行う。 
グループ全員で評価問題が解けることを目標とし自分一人 
ではなくグループの全員が理解できるような学習計画（図 
２）を立てて，実施した。グループによって毎時間行うテ 
ーマが異なるが，単元の目標を基にして計画を立てること 
で，最終的なゴールはどのグループも同じになり，生徒に 
よる主体的な学びが促される。さらには 1学期同様に課題 
設定から振り返りまでの間に何度も自分の考えを表出する 
場面を設けており，筋道立てて説明するなどして，論理的 
思考を育む。図３，図４は授業の様子である。学習のサイ 
クルが終わる度に，生徒自身が学習計画・活動を思考ツー 
ルで振り返る場面を設定した。また，図５のように，考え 
た内容を他のグループの生徒と交流して自分たちの考えを再構築し，各グループで思考
ツールを使ってまとめた。図６のように自分たちで学習を進めていくことについて振り
返りをすると以下のような振り返りを記述していた。 

図３ 実験による情報収集の様子 

 

図５ 学習の振り返りの交流 

 

図６ 再構築で用いた思考ツール 

 

図４ 各グループでの課題設定 

 

図２ 生徒が作成した学びの地図 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（３）ＰＤＣＡサイクルへの取組について 
下図は論理的思考に関する５月，10月の生徒の意識調査の理科及び学校全体の結果である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       よく   やや   あまり   まったく 
注）アンケートは理科のように各教科で行い，全教科の平均を学校全体の値としている。 

 

どちらとも，肯定的（「よく」＋「やや」）と答えた生徒の割合は５月に比べて増加してい
る。これは，鷹取中学校授業スタイル及びルーブリックを生徒と共有したことや，筋道立て
て説明できていたかどうかを相互評価したことにより，考えを説明する場面において説明の
質を高めることができたと考えられる。しかし，「自分の考えを筋道たてて説明できる」に
ついては，更に改善するため，机間指導などを行い，グループ全体で考えていくような指導
を行っていきたい。 

 
３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○ 鷹取中学校授業スタイルという学習過程の中で，生徒が思考スキル，思考ツール，ルーブ

リックを使いながら課題発見・解決学習を行うことで，論理的に思考することができている。 
○ 生徒自身が計画を行うことでＰＤＣＡサイクルを実践し，主体的な学びが生まれている。 
○ 全教科で鷹取中学校授業スタイルを行うことで，学校全体の取組となり，教師の意識が高

まる。 
● 鷹取中学校授業スタイルを生徒と共に改善し，汎用性を高める。 
● 鷹取中学校授業スタイルを全教科統一ではなく，教科ごとにアレンジしていくことで教科

での使いやすさが向上し，教科ごとに付けさせたい力に対して有効に働くと考えられる。 
● グループごとに進める学習では，学力下位の生徒が理解できているのかが課題になる。そ

の場合どのような手立てが有効なのかを考える。 
● 生徒の学習に対する意識が上がっているのは分かったが，学力調査などの客観的な指標が

ないと学力が定着したとは言い切れない。 
 

 
４ 今後の取組 

今後は，日常生活においても課題を設定させ，課題解決のために仲間と協力して解決しようと
する態度を育成するためにも，このスタイルを生徒と改善していく必要がある。具体的には，生
徒自身が学習計画を立案・実施をすることを通して，私たちは鷹取中学校授業スタイルの推進を
今まで以上に取り組んでいきたい。 
 

 

自分たちで授業計画の立案をする成果は二つあります。一つ目はお互いに学力が向上するこ
とです。その理由は分からない人は分かる人に１対１，もしくは２対１，など詳しく教えても
らうことができ，教える側も教えることにより理解が深まるからです。二つ目は将来役に立つ
からです。その理由は今の社会ではＩＴが発達していき，記憶することはコンピューターが行
います。その時に大切になるのはコミュニケーション能力と論理的思考力と主体性だと思いま
す。グループで進めることでこれらの力が鍛えられると思います。 

〈他人の考えを根拠を注意して聞くことができる〉 〈自分の考えを筋道たてて説明できる〉 

【理科】 

【学校】 


