


ミッション 

 教育目的    

    キリスト教的人間観に基づく人格形成の教育 
 教育目標 
   １．世界と自己のうちに働く神を知り，感謝と愛のうちに生きる人 
   ２．自己に与えられた課題に常に挑戦し，自他を発展させるために努力する人 
     ３．内なる良心に従い，自己の言動に責任を持つ自由な人 
     ４．自他の尊厳を認め，へりくだる心を持って福音的な社会の建設に向け自己 
      の使命を果たそうとする人 
 

ビジョン  確かな学力の向上と人間的な成長の両全の教育 

 

 
スクールブランドコンセプト 

     力のつく元気な学校 
 〈我の世界と我々の世界を生きる力の育成〉 

 

 平成29・30年度研究主題 

 論理的な思考に基づくクリティカルなものの見方･考え方を鍛える教育実践 



Ⅰ.研究主題設定の理由 

Ⅱ.研究内容 

Ⅲ.具体的な取り組み 

Ⅳ.成果と課題 

 

 

論理的思考に基づくクリティカルな 
 ものの見方・考え方を鍛える教育実践 



１.平成28年3月のアンケート結果から  

2.ポスターセッション・プレゼンテーション活動から 

児童生徒の実態 

・発表内容について質問、意見等が出ず、セッションがうまく成立しない。 

児童生徒の持つ苦手意識 

・自分の考えを筋道立てて順序良く説明したり、文を書いたりすること。 

・友だちの考えを本当にそういえるかどうか考えながら聞くこと。 

・友だちの考えを聞いてもっと他の見方・考え方ができないか考えること。 



①1～9年生までの発達段階に応じた研究主題に基づく「目指 

  す児童生徒像」「児童生徒に身に付けさせたい力」の確立 

②各教科〈国語・言語技術科，英語科，算数・数学科，理科〉に 

  おける論理的思考に基づくクリティカルなものの見方・考え方 

  を鍛えるための手立ての研究 

③ESD活動，NIE活動，ポスターセッション・プレゼンテーション 

  活動（PS活動）におけるクリティカルなものの見方・考え方を 

  鍛える方策研究 

④児童生徒が自身の学びをメタ認知できる評価のあり方の研究 

研究2年目のキーワードは 「つなぐ」 



   課題解決のため，主体的に多様な観点で思考し，判断
した内容を他者にわかりやすく表現できる児童生徒 

  Fステージ Sステージ Tステージ 

1・2年生 3・4年生 5・6・7年生 8・9年生 

論理的思考力 根拠や理由を明確に持ち，筋道立てて考えること 

児童生徒に 
身に付け 
させたい力 

自分の考えを持つ
ことができる 

自分の考えをまと
めることができる 

自分の考えを広げ，
確かなものにする
ことができる 

自分の考えを広げ
たり深めたりする
ことができる 

考えについてそれ
を支える理由付け

ができる 

考えを支える理由
や事例，全体と中
心の関係付けが 

できる 

原因と結果，意見
と根拠の関係につ
いて理解できる 

具体と抽象の関係
について理解し， 

活用できる 

クリティカルな 
ものの 

見方・考え方 

                 客観的・多面的・多角的・批評的・創造的に 
         ものごとを捉え，すでに持っている知識や技能と関連付けながら考えること 

児童生徒に 
身に付け 
させたい力 

共通点・相違点に
気づくことが 

できる 

比較・分類が 
できる 

多面的･多角的に 
思考できる 

批評的・創造的に 
思考できる 

                振り返り・省察・メタ認知ができる 

研究主題に基づく「目指す児童生徒像」と 

         児童生徒に身に付けさせたい力 



Ｓ５年生以上に配布したプリント（ラミネート仕様） 



Ｓ６年生 使えるようになってほしい表現 (抜粋） 

   指導案の指導過程に明記   評価ルーブリックにも活用 



国 語・ 
言語技術科 

言葉による論理的な思考を深め合う中で、学
びの積み上げを実感できる児童生徒の育成 

英 語 科 
ディベートをする力を段階的に身につけさせ
ていくための授業実践 

算 数・ 
数 学 科 

子どもたちが能動的に数理を追求する力の育
成～子どもたちが論理的に説明する場の設定
の工夫に焦点を当てて～ 

理 科 
科学的事実をクリティカルに検討する中で身
に付く科学的な見方や考え方の育成 

ESD活動 
ESD活動で「人権」を考える～学習内容を
「つなぐ」活動の実践～ 

各教科等テーマ 



実践例   6年 言語技術科「国旗の描写」 ①   

【手立て①】既習事項の活用  （既習の国旗  フランス共和国・中華人民共和国・アメリカ合衆国） 

 新しい国旗と出合った際に，これまでの学習を通して得た手法を生かしながら考え         

させることで，主体的に学習に向かう姿勢を身に付けさせる。また，既に会得している知
識や技能を活用できた達成感を持たせることで，学びの積み上げを実感させていく。 

【手立て②】互いの考えを共有する場・発問の工夫 

 授業者や友達との対話，工夫された発問によって，
描写のどのルールが当てはまるのか考えるきっかけ
を与える。また，対話を通して，自分の考えを他者と
比較し，より多面的なものの見方・考え方ができるよ
うに指導していく。 

描写とは 

  視覚で捉えた対象を正確に、論理的な順序で、また客観的に言葉で表現すること。 

  ☞見たものをできるだけわかりやすく相手に伝える  「空間配列」＝Spatial  order 



実践例   6年 言語技術科「国旗の描写」 ②  ルワンダ共和国  

S1：部分の模様の位置は，全体を均等に，十字に四分割して。 

S6：部分の模様って具体的に何…例えば，太陽を先にもっていって，それから，位置 

   は，の方がいいんじゃない。 

S3：（以前学習したワークシートを見返しながら）これだって位置からいってるよ。 

T：突然「部分」が出てきたら分かりにくい，というのであれば，前回やった方法で生か 

  せることないかな。今回の国旗は何タイプ？ 

S6：アメリカタイプ。 

S3：（ワークシートを見返しながら）最初に模様を分ける，っていえばいいよ。 

S6：どういうこと。 

S1：模様は全体と部分の二つに分けることができる，って最初にいえば，突然，部分 

   の模様は，ってでてきても大丈夫じゃない。 

【児童生徒に身に付けさせたい力】自分の考えを広げ，確かなものにすることができる。 
                多面的･多角的に思考できる。 



実践例   6年 言語技術科「国旗の描写」 ③  シンガポール共和国  

S5：三日月のところどうする。 

S7：二十六日（夜）月と逆三日月と迷ったけど右側が欠けた三日月かな。理科的には 

   二十六日（夜）月。 

S8：描写は，相手の頭の中に想像させることだから，聞いていてわかりやすい方がい  

   いよね。 

S7：じゃあ，言葉で説明してみるからどれが分かりやすいか聞いてて。（３種類読み上 

   げる。） 
S9：右側が欠けた三日月が迷わず想像できる。 

「ルワンダ共和国」の発表を聞いて，
「全体と部分」の模様の説明方法が分
かりやすいと考えたS7の発言によって，グ
ループで相談し、付箋をはりかえた。 

【児童生徒に身に付けさせたい力】自分の考えを広げ，確かなものにすることができる。 
                多面的･多角的に思考できる。 



S2：形の次は全体の色でいいよね。あとから黄色と円のワッペンを貼るから。 

S4：じゃあ，旗全体の色は緑で，旗の中心に黄色のひし形があって，ひし形の中心に 

  青い円がある，になるね。 

S10：次は白の線，星，どっち。 

S2：前の情報は青い円でしょ。青い円と，白い線と星ではどっちが関係が近いか考え 

   よう。。 

S4：白い線が先だと，白い線の下に星ってなってここ（白い帯の下の部分を指さして） 
   になっちゃうよね。 

S2：青い円には白い星が散らばっている。さらにその上に白い線がある，の方がいい。 

S4：そもそも白い線じゃなくない。線より太い。 

S2：じゃあ帯にしよう。 

実践例   6年 言語技術科「国旗の描写」 ④ ブラジル連邦共和国 

【児童生徒に身に付けさせたい力】自分の考えを広げ，確かなものにすることができる。 
                多面的･多角的に思考できる。 



振り返り自己評価項目 
（Ａ：よくできた  Ｂ：できた  Ｃ：もうすこし） 

Ａ 
 (人） 

Ｂ 
 (人） 

Ｃ 
 (人） 

これまでの学習を生かそうと努力した。 11 9 0 
仲間と意見を交流させて，自分の考えを広げようと努力した。12 7 1 
描写のルールをあてはめて，描写の順序を考えることができ
た。 10 9 1 
他のグループの発表の良いところや，課題点を挙げ，自分の
考えと比較しながら発表を聞くことができた。 11 8 1 
授業の感想 
・前の授業を生かして，みんなで考えることができてよかった。 
・今までになかったやり方を知れてよかった。 
・意見がぶつかったけれど，がんばった。 
・小グループよりも全体の時の方が，より案がたくさん出た。 
・今までの授業が生かせた。・今までに学んできたことが使えてよかった。 
・しっかり話し合うことができた。 
・考えを深めることができてよかった。 
・今日の経験を生かして，他の国旗の描写もしたい。 
・仲間ときちんと意見交換をできた。・みんなと議論できてよかった。 
・いろいろわかった。それを次に生かしたい。 等 

児童の自己評価  



【手立て①】必要な情報を見極め，最短で答えを導き出すための質問を考えさせる。 

実践例   2年 英語科 「Learn, Think and Create」 ① 

【手立て②】クイズのやり取りの中で，新しい単語や表現が必要になる場面を作り， 

        それらを使わせながら語彙を増やしていく。 

ディベートをする力を段階的に身につけさせていくための授業実践 

既習表現を総合的に使い，即興で英語で意見を交わしあうことが求められる 

教科や単元の枠を超えて，様々な既習表現を総合的に使って情報交換を行う
ことのできるタスクベースの活動 

Quiz ： Can you see what I see？ 



T：Next question is from this. 

S1：What page?     T：Twenty-seven! 

S2：What color?     T：It’s black. 

S3：What…..How many?   

T：Acturally…..Just one.  

S5：What shape?   T：It’s circle. 

S5：2 circle? 

T：Is that a question? S5, what is your 

  question? What is the right questions 

     for that? 

S5：How many?    T：I said one! 

S5：Oh, how many circles? T：２circles. 

SS：あ～わかった！ T：You got it? 

SS：I can see one black circle city hall icons. 

実践例   2年 英語科「 Learn, Think and Create」 ② 

Quiz ： Can you see what I see？ 

（社会の教科書） 

【児童生徒に身に付けさせたい力】考えについてそれを支える理由付けができる。 
                共通点・相違点に気づくことができる。 



○クイズに正解したい‼⇒積極的に英語を使うようになる 
○正確な文法がわからない⇒知っている単語だけを使用して意思疎通 
             を図ろうとする 
○わからない単語がある⇒辞書で調べる 
           ⇒教師に尋ねる 
 

児童が英語を必要とする場面を作り，そこに新出表現を与えていくことで，児
童が必要に応じて語彙力を向上させることができた。 

児童の変容  



ESD活動 テーマは「人権教育」 

テ ー マ 

１年 わたし大好き みんな大好き 

２年 わたしはかけがえのない人 

３年 Eco－friendly ～人と環境にやさしい子ども～ 

４年 ファーストステージリーダーとして～愛と奉仕の心を育てる～ 

５年 大切にしよう! ～相手と自分～ 

６年 つなごう 命のバトンを 

７年 自ら関わろうとする姿勢を育む 

８年 自分を知ろう 他者を知ろう  

９年 
英語でのコミュニケーション能力の活用 
オリンピック・パラリンピック教育の展開 

１年間を通し、課題追求 

 （教科横断・NIE活動） 
学年に応じたまとめと発表 

⇒ 哲学対話 



実践例   8年 ESD活動 「哲学対話をしよう」①  

哲学対話（子どもの哲学）とは 

   普段当たり前のこと（自明のこと）として捉えている事柄に対して，そもそもそれは

何なのか，どういうことなのか，本当にそんなことが言えるのかなどと言った遡行的な
問い（根本へと立ちかえる問い）を立て，対話を通して哲学的に考え真理に至ろうとす
る思考の活動。 

【手立て①】思考を深めるためにＱワードを使って対話をさせる。ファシリテータが 

        使って見せたり，生徒間でも使ったりするよう促す。 

              適切な場面でＱワードを使って問いを立てる。 

【手立て②】振り返りシートで自分の考えの 

       深まりや変容を確認させる。 

           評価・テーマに沿って，自分の 

         考えの深まりや変化を確認する。                   

★～ってどういう意味？（意味） 
★なんで？（理由） 
★たとえば～？（例示） 
・〇〇の立場になって考えてみると？ 

・そもそも～って何かな？ 

・本当にそうかな？ 

・ほかの考えは？ 

・もし～だったら？ 

・言い換えてみると～？ 

・AとBを比べると～？  



T：よく生きるって、どういうこと？ 
SS：自分のやりたいことを精一杯やって、後悔しないこと！ 

  （対話が続く…） 
T：自分のやりたいことをやっていても途中で亡くなってしまったら、それは 

 「よく生きた」とは言えないの？ 
SS：それは、ちがう。 
S3：病気でやりたいことができない 

  人でも、その病気と闘っている 
  ことが「よく生きている」こと 
  だと思う。 
T：今の意見についてみんなどう思い 

  ますか。 
SS：納得。 

 
 

哲学対話のテーマ 「よく生きるとは？」 

実践例   8年 ESD活動 「哲学対話をしよう」②  

【児童生徒に身に付けさせたい力】自分の考えを広げたり深めたりすることができる。 
      批評的・創造的に思考できる。 



S3生徒のワークシート    

☆みんなが幸せってどんな国？(1回目） 
・before answer 

  楽しい国  自分のしたいことができる国 

  自分も相手も笑顔になれる国 

・after answer 

   差別とか戦争とかがないあたり前の生活ができる国になれたらみんなが幸せだと 

 思う。生きている一人ひとりの人権の大切さがわかった。 

・哲学対話の感想 

  哲学だからどんな意見でもいいと思った。自由な意見で話し合えるのが楽しいと 

 思った。 

☆よく生きるとは？(2回目） 
・before answer 

  重い病気で闘っていても生きている人のこと（？）（←？をつけていた） 
・after answer 

   自分の中でやらないで後悔するより，やって失敗した方がいい（人生）とわかった。 

・哲学対話の感想 

  いつもは（自分から）話さなかったけれど今日は話せた。自分の意見を言うのが大切 

 だと分かった。「死」は怖いことではなく，また，「死」は誰かのためになることもあるのだ 

 と思った。「死」について深く考えた。 



生徒の自己評価  

５（とても） ４（まあまあ） ３（ふつう） ２（あまり） １（ぜんぜん）  

質問事項 ５ ４ ３ ２ １ 
①他人の話をよく聞けましたか？ 20 2 1 0 0 

17 8 0 0 0 
②十分に発言ができましたか？ 7 10 5 1 0 

4 8 3 4 5 
③たくさん考えましたか？ 19 3 1 0 0 

16 7 2 0 0 
④対話に集中していましたか？ 18 4 1 0 0 

17 6 2 0 0 
⑤何か新しい発見や気づきがありましたか？ 20 3 0 0 0 

14 7 3 1 0 
⑥哲学対話は興味深く，楽しかったですか？ 18 5 0 0 0 

21 2 2 0 0 
⑦わたしたちはテーマを掘り下げて考えるこ
とができましたか？ 

20 3 0 0 0 
13 11 1 0 0 

黄色の網掛けはS3生徒の自己評価 

上段 ： 2回目 

下段 ： 1回目 

（人） 



 評 価 

新学習指導要領を見据え、「知識・技能」「思考力・

判断力・表現力」「主体的に学習に取り組む態度」

の３つの評価観点でルーブリックを作成。 

 ルーブリックに基づいた自己評価 

      評価表のチェックや記述⇒メタ認知 

【ルーブリックによる指導者の評価】 

【児童生徒自身による振り返り】 

⇒単元全体を通して  

   1単位時間 



  ５ ４ ３ ２ １ 

知識・技能 ・哲学対話のルー
ルに気を付け，対
話を楽しむことが
できる。 

哲学対話のルール
に気を付け，話し
たり聞いたりでき
る。 

・哲学対話のルー
ルに興味関心を持
つことができる。 

・哲学対話のルー
ルが理解できる。 

・哲学対話のルー
ルが理解できない。

思考力・判断力・
表現力 

・ワークシートを
まとめる中で，自
分の思考が深まっ
ていることがわか
る。 

・ワークシートに
他者の意見を参考
に対話後の自分の
考えを書くことが
できる。 

・ワークシートに
対話後の自分の考
えを書くことがで
きる。 

・ワークシートに
自分の考えを書く
ことができる。 

・ワークシートに
自分の考えを書く
ことができない。 

・自分と異なる考
えや価値観に触れ，
自分の価値観を見
つめ直すことがで
きる。 

・自分と異なる考
えや価値観と自分
の考えとを比較す
ることができる。 

・自分と異なる考
えや価値観を受け
入れ，理解を示す
ことができる。 

・自分と異なる考
えや価値観を受け
入れようとする。 

・自分と異なる考
えや価値観を受け
入れられない。 

主体的に学習に取
り組む態度 

・対話を通して自
分たち自身で考え
を深めていこうと
する。 

・対話を通して自
他の考えを認めよ
うとしている。 

・対話を通して考
えようとしている。

・対話に関心があ
る。 

・対話に消極的で
ある。 

・自分の知識や考
えに即してテーマ
を掘り下げて考え
ようとしている。 

・自分の持ってい
る知識を活用し，
テーマに合わせて
考えようとしてい
る。 

・自分の持ってい
る知識をテーマに
合わせて活用する
ことができる。 

・自分の持ってい
る知識とテーマを
関連付けることが
できる。 

・自分の持ってい
る知識とテーマを
関連付けることが
できない。 

・ＥＳＤ活動の理
念や普遍的価値に
気づき，それに基
づいて主体的に課
題を解決しようと
する 

・ＥＳＤ活動の理
念や普遍的価値に
気づき，それに基
づいて考えようと
している。 

・ＥＳＤ活動の理
念や普遍的価値に
気づくことができ
る。 

・ＥＳＤ活動の理
念や普遍的価値に
気づくことができ
ない。 

・ＥＳＤ活動の意
図を理解しようと
しない。 

8年 ESD活動 「哲学対話をしよう」 指導者用ルーブリック (水色掛けは1単位時間評価） 



  ５ ４ ３ ２ １ 
知識・技能 ・描写のルールが，「大きい情

報」から「小さい情報」，「全
体」から「部分」ということを
知っている。 

  ・「大きい情報」から
「小さい情報」，「全
体」から「部分」とい
う言葉は知っているが，
理解が不十分である。 

  ・描写のルールの定義
を理解していない。 

・国旗の描写に必要な項目として
「形」「模様」「色」を挙げてい
る。 

  ・国旗の描写に必要な
項目に不足がある。 

  ・国旗の描写に必要な
項目を挙げることがで
きない。 

・「形」「模様」「色」を説明す
る際に必要な情報をすべて挙げて
いる。 

・ 「 形 」 「 模 様 」
「色」を説明する際に
必要な情報が１～２つ
抜けている。 

・ 「 形 」 「 模 様 」
「色」を説明する際に
必要な情報が３～４つ
抜けている。 

・ 「 形 」 「 模 様 」
「色」を説明する際に
必要な情報が５～６つ
抜けている。 

・ 「 形 」 「 模 様 」
「色」を説明する際に
必要な情報が７つ以上
抜けている。 

思考力 
判断力 
表現力 

・「○が一番大きな情報だと思い
ます。なぜなら～だからです。」
「視点の移動を考えると，○○を
先に説明したほうがいいと思いま
す。」という表現を用いている。 
・「視点の移動を考えると，○○
を先に説明したほうがいいと思い
ます。」のように，秩序だった視
点移動に沿った描写のルールをあ
てはめることができる。 

・描写のルールの大原
則は理解しているもの
の，小原則の理解がや
や不足している。 

・説明の順序を考える
際に，根拠を挙げなが
ら考えてはいるものの，
「視点の移動」という
観点が抜けている。 

・説明の順序を考える
際に，根拠をあげなが
ら考えてはいるものの，
根拠が妥当ではない。 

・説明の順序を考える
ことができない。 

・他のグループの発表の良いとこ
ろや，課題点を挙げ，自分の考え
と比較しながら発表を聞くことが
できる。 

  ・他のグループの発表
の良いところや，課題
点を挙げ，発表を聞く
ことができる。 

  ・他のグループの発表
の良いところや，課題
点を挙げることができ
ない。 

・「○○の国旗は形，模様，色に
よって説明できる。まず形は…。
次に模様は…。最後に色は…。こ
のように，○○の国旗は説明可能
だ。」のようにパラグラフ形式で
作文することができる。 

・左記が反映されては
いるが，コンクルー
ディングセンテンスの
工夫が見られない。 

・トピックセンテンス
が，サポーティングセ
ンテンスを見通せる適
切なものになっている。

・サポーティングセン
テンスに必要な情報が
抜けている。 

・パラグラフ形式を理
解していない。 

主体的に学
習に取り組
む態度 

・「○○の国旗は△△の国旗に似
ているから，前と同じように
～。」のように，これまでに習得
した力を活用して考えようとして
いた。 

十分ではないものの，
これまでの学習内容を
活用しようとしていた。

教員や友だちの助言に
よって，活用しようと
した。 

これまでの学習内容を
活用しようとしていな
い。 

学習活動の意図を理解
していない。 

6年 言語技術科 「国旗の描写」 指導者用ルーブリック (水色掛けは1単位時間評価） 

   



振り返り自己評価項目 
（Ａ：よくできた  Ｂ：できた  Ｃ：もうすこし） 

Ａ Ｂ Ｃ 

これまでに学習した内容を思い出しながら授業に臨むことができた。 

発表のとき，パラグラフの形式（「主張」「理由」「再主張」という順番）で発表する
ことができた。 

観点を利用して広告の解釈をすることができた。 

他のグループの分析内容を，批判的に，メモを取りながら聴くことができた。 

今日の授業であなたが身につけたもの，または授業を通して反省すべきことなど自由記述。 

  ５ ４ ３ ２ １ 

知識・技能 

他者に説明する際の表現
方法として「結論」「理
由」「結論」という順番
を用いている。 

他者に説明する際に
「結論」「理由」を
挙げている。 

他者に説明す
る際の表現方
法を工夫して
いる。 

事実を列挙し
ている。 

目についたも
のから事実を
列挙している。 

思考力・判断
力・表現力 

観点を情報の大小に注意
しながら挙げ，それに基
づいて広告の解釈を説明
している。 

観点を挙げ，それに
基づいて広告の解釈
を説明している。 

観点を挙げ，
それに基づい
て広告の内容
を説明してい
る。 

広告の内容を
説明している。 

広告に書いて
あるものを列
挙している。 

主体的に学習に
取り組む態度 

他者の分析内容を，観点
に基づいているか，わか
りやすい説明になってい
るかという観点で，聴き，
メモを取るなどの行動に
移している。 

他者の分析内容を聴
き，メモを取るなど
の行動に移している。 

他者の分析内
容を，観点を
立てながら聴
きメモを取ろ
うとしている。 

他者の分析内
容を，観点を
立てながら聴
いている。 

他者の分析内
容を聴いてい
る 

【生徒の自己評価表】 

【指導者用 ルーブリック】 

9年 国語「絵や広告を読む」  （一単位時間評価）   



当てはまる 
どちらかといえば

当てはまる 
どちらかといえば
当てはまらない 

当てはまらない 

自分の考えを理由や根拠をはっきりと
示して説明することができる。 

41.2 42.1 13.6 3.1 

38.6 37.6 20.1 3.7 

自分の考えを理由や根拠をはっきりと
示して説明する文を書くことができる。 

43.6 39.0 15.0 2.4 

38.8 36.2 19.9 5.1 

自分の考えを筋道立てて、順序良く説
明することができる。 

37.3 45.3 14.5 2.9 

32.2 43.0 20.1 4.7 

自分の考えを筋道立てて、順序良く説
明する文を書くことができる。 

40.9 40.4 16.0 2.7 

36.9 38.8 19.9 4.7 

友だちの考えを本当にそういえるかど
うか考えながら聞くことができる。 

51.8 37.3 8.5 2.4 

50.9 35.7 10.7 2.6 

友だちの考えを聞いて，もっとほかの
見方や考え方ができないか，考えるこ
とができる。 

44.3 38.5 14.5 2.7 

47.7 34.8 12.4 5.1 

児童生徒アンケート調査結果                            上段 ： 2018年12月実施 

下段 ： 2018年 7月実施 

（％） 



 
 

《成果》 

○「目指す児童生徒像」「児童生徒に身に付けさせたい力」 
  をもとに，「使えるようになってほしい表現・ことば」を単 

   元ごとに明記することにより，指導者が児童生徒の論理 

   的思考やクリティカルなものの見方・考え方を導き出すた 

   めの発問を考え，ポイントを押さえた授業を展開できるよ  

   になった。 

○教科横断的な視点で具体的に学びを「つなぐ」教員の働 

    きかけにより，思考や表現の方法が一つの教科にとど 

    まらず，他の教科や活動で活かされる実感を児童生徒 

    に持たせることができた。 

○授業のルーブリック評価と同じ観点で児童生徒に自己 

    評価させることで，有効なメタ認知が働き，児童生徒の 

    内省が促されるとともに主体性を導き出す結果となった。 



《課題》 

●他者との対話の中で，互いの考えを掘り下げていくため 

  の具体的な方策の検討が必要である。 

 

●ＥＳＤ活動のまとめとなる発表活動について，体系的な指 

   導計画を作成する必要がある。 



ご清聴ありがとうございました。 
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