
 
平成２６年度研究成果中間報告書<<平成２６年度指定教育課程研究指定校事業>> 

都道府県・ 
指定都市番号 

８ 都道府県・ 
指定都市名 

茨城 研究課題番号・校種名 ２ 高等学校 
教科名 情報（共通教科） 

研究課題 
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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，評価，三角ロジック，論理フォーム 

研究成果のポイント 

 三角ロジックを用いた論理フォームを授業で活用することで，生徒の 62％から「自分の意見を

言うときには理由や根拠を必ず述べなければいけないと考えるようになった」と回答が得られた。 

生徒の論理的思考力・表現力を育成しながら，生徒の記述内容に対して「他者意識」「主張」「論拠」

「データ」ごとに評価基準を設けることで，主観的な判断ではなく，授業内容を知識として定着さ

せているかどうか，評価基準にのっとった評価がしやすい論理フォームを開発することができた。 

 
１ 研究主題等 

（１）研究主題 

言語活動をとおした論理的思考力・表現力の育成と評価方法の開発 

～情報科の授業における論理フォームを活用した評価を通して～ 

 

（２）研究主題設定の理由 

従来の一斉授業のような受動的な授業から，生徒が主体的に問題を発見し，解を見いだ

していく能動的学修（アクティブ・ラーニング）への転換が求められている。特に言語活

動の充実を図ることは，受動的な授業態度から主体的に学習に取り組む態度へと転換を促

すために非常に大切である。  

そこで本校では，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，生徒にどのようなコミュニケ

ーション能力を身に付けさせるか，そのために必要な言語活動とは何かということを意識

しながら授業を行った。その成果として，論理的な文章のスタイルを理解させること，授

業の感想は指定された文字数（100 字）以上で書く習慣を身に付けさせることができた。

そして，評価基準の一つとして，授業の感想を 100 字以上で書けたかどうかを用いたが，

生徒の書いた内容にまで踏み込んだ評価はできなかった。  

そこで今回は，言語活動を通して，生徒の論理的思考力・表現力を育成しながら，授業

内容を生徒が知識として定着させているかどうか評価しやすい論理フォームを開発したい

と考えた。生徒の書いた授業の感想等の内容を評価する際に，評価する側の主観的な判断



 
ではなく，評価基準にのっとった評価が行われることで，生徒の論理的思考力・表現力の

育成につながるはずである。その論理フォームと評価方法を通して，生徒が授業を受けた

ことで，何を学んだのか，どう自分が変容したのかを，論拠を示して述べられるようにし

たいと思い，本研究主題を設定した。  

 

（３）研究体制 

 

 
（４）１年間の主な取組 

平

成

26

年

度 

前期 ・言語活動について，先行事例も含めた調査・研究  
   ・言語活動を用いた授業において，評価を行うための項目の絞り込み  
８月 ・ 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  
後期 ・評価までを意識した言語活動を取り入れた授業の再検討  
   ・評価をするための論理フォームの開発と授業実践 

   ・公開授業・研究協議（茨城県高等学校教育研究会情報部）  

   ・論理フォームと評価方法の有用性の検証  

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容  
①論理的思考力・表現力についての調査・研究（書籍やインターネットの活用など）  
②論理フォームの開発と評価基準の検討（授業実践や書籍の活用など）  
③生徒の実態調査（アンケート調査，論理フォームでの評価と成績の相関関係など）  
 
（２）具体的な研究活動  
①育成したい論理的思考力・表現力について  
 平成 24 年度の「言語活動の導入とコミュニケーション能力の育成」では，「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」学習活動を主に行ってきた。その

指導の中で，自分の意見を述べるときには，まず結論や自分の立場を明示し，その根拠と

なる理由を述べなければならないという論理的文章のスタイルを学ばせてきた。ただ，生

徒が書いた文章を評価しようとすると，その都度評価基準を決めたり，明確に評価基準を

設定できなかったりしたため，100 字以上で書けたかという基準しか設けられなかった。  
 そこで今回は，「相手が納得するように自分の主張を論理的に述べられるか」に焦点を置

いた。このように設定することで，出口汪氏がいう論理的な文章に必要な「他者意識（メ

タ意識）」と「論理力」を内包する形で，トゥールミンの「三角ロジック」をもとにした論

理フォームが開発できるのではないかと考えた。  
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・トゥールミンの三角ロジック  
 トゥールミン（Stephen Toulmin）は，ある主張を

論証するためには，それを支えるデータ（data）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（warrant）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。  
（向後千春，スタディスキル【2014 年版】，  

早稲田大学人間科学学術院，  
http://kogolab.chillout.jp/textbook/2014_SS_text.pdf）図  トゥールミンの三角ロジック  
 
・出口汪の使える論理力，出口汪，フォレスト出版，2014．  
 論理は「他者意識」が前提である  
 論理とは「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  
 メタ意識は，自分の立場を維持した上で，相手の立場を理解するなどの視点の切り替え  
 
②開発した論理フォームと評価基準について  
＜論理フォーム＞  
主張（学んだ知識など）と論拠（なぜならば・・・）とデータ（たとえば・・・）で示す。  
＜評価基準＞  
他者意識 A：読み返さなかった   B：一度読み返した       C：何度か読み返した  
主  張 A：主張が正しい     B：主張が一部間違い  C：主張が間違い  
論  拠 A：論拠に納得した    B：論拠に一部納得した C：論拠に納得できない  
デ ー タ A：授業で行ったこと以外  B：授業で行ったこと   C：授業に関係ないこと  
 
＜例＞ 今日の授業で行った QR コードについて，学んだことを（ 空欄 ）に書きなさい。 

主 張：QR コードは入力するデータが増えると，白黒のセルのサイズが（ 細かくなる ）。 

論 拠：なぜならば，（ データ量や誤り訂正レベルに応じて，それを表示するためのセル

がその分多く必要になり，QR コード内のセルが細かくなるため ）。 

例示１：たとえば，（ 誤り訂正レベルをレベル L から H にするとセルが細かくなった  ）。 

例示２：たとえば，（メールの文字数が増すとデータサイズが増える原理と一緒である）。 

※なお，データ部分の例示１の場合の評価は B，例示２の場合の評価は A となる。 

 
③論理フォームの評価と考査の得点の関係について  
 前期の定期考査の点数を横軸とし,上記の QR コ 

ードの論理フォームでの評価を点数換算したもの 

を縦軸とした散布図を右図に示す。 

相関係数＝0.50 となり正の相関が読み取れる。 

普段の授業での取り組みと考査の点数には関連性  

がありそうだが，精査が必要である。     図  考査と論理フォームの評価の散布図 
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３ 研究の成果と課題 

（１）成果 

①アンケート調査（選択式 34 問，記述式３問 対象：１年生，４クラス，計 157 名） 

授業は，グループで話し合いを行い，ワークシートに自分の意見などをまとめるという

ことが多かったことから，「話すこと」，「書くこと」を中心にアンケート調査を行った。言

語活動に対する理解と効果が，概ね 50％の生徒に見られる結果となった。その一部を示す。 

 

・自分は授業の感想を文章にまとめるのが ・「社会と情報」の授業を受け，授業の感想を  

好きである               文章にまとめることができるようになった  

・「社会と情報」の授業を受け，自分の意見 ・「社会と情報」の授業を受け，グループの  

 を言うときには，理由や根拠を必ず述べ  メンバーに自分の意見をいうことができる  

 なければいけないと考えるようになった  ようになった 

 

 

（２）課題 

時間的な制約から課題の生徒への返却が思うように進まなかったこともあり，アンケー

ト調査からは，論理フォームの活用が生徒の論理的表現力の向上につながっているという

明確な結果は得られなかった。理想的な姿は，論理フォームの誘導なしに，生徒が自由書

式でも同等の論理的な文章が書けることである。それを実現するには，生徒へのフィード

バックの回数を多くすることで，どれだけ指導と評価の一体化を図れるかにかかっている。 

 
（３）研究２年目へ向けての取組 

 評価基準を明確にした論理フォームを設計するのに時間がかかり，実際の授業で実践し

た事例が多いとは言えない。新年度から論理フォームを活用することで，どのように生徒

が変容するのか把握し，アンケートやデータの検証をしっかりと行い，信頼性を高めたい。 

また，ルーブリックによる計量的な評価ではなく，カナダで実践されているスー・F・ヤ

ングらの ICE モデルによる質的な評価を参考にすることで，評価の簡素化が図れないか考

えている。具体的には，データにあたる例示部分が生徒の学びの深さを表すので，その例

示部分だけを評価することが有用かどうか成績との相関関係を調べてみたい。  
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