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研究のキーワード 

逆向き設計論  言語技術教育  問題解決的な学習  パフォーマンス評価 

研究結果のポイント 

○各教科の授業において，「逆向き設計論」に基づき単元の指導計画を立案することにより，「生

徒同士が論理的に思考し表現する力」を発揮して学び合う場面を中心とした質の高い問題解決

的な学習を展開することができた。 

○言語技術教育を計画的に推進するとともに，各教科等にてその手法を活用した授業を積み重ね

た結果，生徒が言語技術教育の有用性を感じ，自らの表現力の高まりを実感することができた。 

○どの教科の授業においても，大部分の生徒がパフォーマンス評価に生き生きと取り組む姿が見

られた。特にこれまで意欲的に思考・表現することが乏しかった生徒について，それが顕著で

あった。 

 

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。本校では過去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，それらを活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

行う。さら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。 



 
 

 

（４）１年間の主な取組 

平

成

28

年

度 

4 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：田中 澄枝 先生（つくば言語技術研究所） 
5 月     
○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：言語技術教育を活かした授業実践について 
・全校体制での授業研究会（社会） 指導助言：城戸 茂 先生（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） 

6～7 月 
○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活かす単元設計の在り方 
 ・全校体制での授業研究会（英語） 講師：西岡 加名恵 先生（京都大学） 
8～10 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） 
11 月    
○各学年及び全校集会での表現活動の実施 
 ・1 年「スピーチコンテスト」 2 年「プレゼンコンテスト」 3 年「フォトコンテスト」 
12～1 月  ○実態把握 ○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 ○愛媛教育研究大会の開催（研究発表及び公開授業）※２月１７日実施 
3 月 ○実態把握 ○次年度に向けた研究の内容と方法の検討，研究計画の立案 

 

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）学校全体及び各教科等における「育成すべき論理的に思考し表現する力」の設定 
（イ）「逆向き設計論」に基づく指導計画の立案 
イ 「論理的に思考し表現する力」を育成するための学習指導方法の工夫・充実 
（ア）言語技術教育の推進とその手法を活用した各教科における学習指導方法の工夫 
（イ）「論理的に思考し表現する力」を発揮して生徒同士が学び合う問題解決的な学習の充実 
ウ 「論理的に思考し表現する力」を育成するパフォーマンス評価の実施 
（ア）逆向き設計テンプレートを活かしたパフォーマンス課題の設定とルーブリックの検討 
（イ）学校全体で「論理的に思考し表現する力」の育ちを見取るルーブリックの検討 

（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 

各教科の目標や内容と「論理的に思考し表現する力」との関係を明確にし，学校全体及び各

教科において，実態把握を行うとともに「育成すべき論理的に思考し表現する力」を具体的に

設定し，その育成を目指した。 
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） 
指導計画の立案においては，「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，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。 
イ 「論理的に思考し表現する力」を育成するための学習指導方法の工夫・充実 
（ア）言語技術教育の推進とその手法を活用した各教科における学習指導方法の工夫  

毎週木曜日，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」（資料２）を中心に，「テキス

トの再構成」（資料３）等の学習を組み込みながら実施した。これらの学習においては，毎学期，

作成したルーブリックに従って評価し，その育ちを見取るとともに，「問答ゲーム」の題や各教

科等の指導改善に生かした。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（資料４）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。 
資料２ 「問答ゲーム」の例 
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３ 「テキストの再構成」の例 
〇次の文章を論理的に整った文章に修正しましょう。 
「この間，買い物に行ったとき，うっかり忘れてきてしまったらしいのですが，不便だから取りに行こうと思っているようで

す。かわいそうだから一緒に行ってあげようかと思っているのですが，Ｂさんも一緒に行きませんか」 
資料４ 「パラグラフによるスピーチ」の型 
① トピックセンテンス 

（結論・主題・意見・内容の概要など） 
私の今月の目標は○○である。 

② サポーティングセンテンス 
（データ・根拠・理由・具体例など） 

その理由は三つある。一つは（まず）…二つ目は（次に）…三つ目は（最後に）…   
※ナンバリングを使って話す 

③ コンクルーディングセンテンス 
（まとめ） 

以上の理由から… ※サポーティングセンテンスを受け，トピックセンテンスを別

の言葉で言い換えてまとめる。 

「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。なお，資料２～４で示した学習資料の例は，筑波

言語技術研究所（代表 三森ゆりか氏）から教えていただいたものである。 

（イ） 「論理的に思考し表現する力」を発揮して生徒同士が学び合う問題解決的な学習の充実 
全教員が，少なくとも毎学期１回は「逆向き設計テンプレート」を基にして構想した問題解決的

な学習を中心とした実践を行った。その際，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留意した。また，学習過程においては，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。その際，教師が協働する目的や得られる成果を具体的にイメージして授業を構想する

とともに，生徒にも分かりやすく提示し，理解させた上で学習を進めさせた。 

ウ 「論理的に思考し表現する力」を育成するパフォーマンス評価の実施 
  各教科において，パフォーマンス課題を設定した単元を少なくとも学期に一回は実践した。課題の

設定に際しては，課題が「妥当性」（「本質的な問い」及び「永続的な理解」に対応しているか，「論

理的に思考し表現する力」が発揮されるものであるか），「真正性」（現実社会で試されるような力



 
に対応するリアルな課題であるか），「レリバンス」（生徒にやる気を起こさせるような課題である

か），「レディネス」（生徒が背伸びをすれば手が届く程度の難易度か）を持つものになっているか

どうかに留意した。例えば，以下のようなパフォーマンス課題を設定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。 

資料５ 第２学年英語 単元「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」

（例） 

【本質的な問い】 

どうすれば，海外旅行計画を題材にして友人と英語で豊かなやりとりができるか。 

【永続的な理解】 

 海外旅行計画を立てるためには自分の興味・関心に応じて国を選び，その国の文化やその国に行くときの手

続きなどについて知る必要がある。また，意志未来の予定を表すときには willを用い，はっきりと予定が決ま

っている状況では be going toを用いて表現することが重要である。旅行計画について伝えるときには，文の

構成に沿って話すとともに，行く場所やすることなどに加えて，その理由や自分がなぜ魅力的に感じるのかな

どについて述べるとよい。聞き手は６Ｗ１Ｈを意識して聞くことが大切である。これらにより，他者と豊かな

やりとりをすることができる。 

【パフォーマンス課題】 

あなたは，国際理解教育を積極的に進めている学校の一員（中学校２年生）です。 
① 夏休みに海外旅行に行くことになったあなたの旅行計画を聞いて，クラスみんなでその国について学ぶこ

とになりました。行き先，してみたいこと，買いたいもの，食べたいものなどについて計画を立て，それ

をもとにみんなを惹きつける魅力的なスピーチをしてください。その際，今までに学習した表現を使って，

分かりやすい内容に仕上げましょう。 

② 友だちの旅行計画を聞いて，感想を言ったり質問したりして対話することにより学びを深めましょう。 

 

３ 研究の結果と今後の取組 

（１） 研究の結果 

○ 言語技術を習得・活用する学習について，生徒の 80％以上がその有用性を感じるととも

に，自らの表現力が高まっていると実感していることから，言語技術教育の推進は，「論理

的に思考し表現する力」の育成に有効な手立てであると判断できる。 
○ 筋道を立てて発表したり，スピーチしたりすることを苦手とする生徒は「恥ずかしい」等の

内面的なことと併せて，自らの言語技術に関する能力・技術不足についてアンケートに記述

していた。このことから，言語技術を培う学習の重要性及び今後さらに充実させる必要性が

明らかとなった。 
○ 思考することや表現することは「好き」であるが，なかなか思考が深まらなかったり表現す

ることが苦手と感じたりする生徒は，個別の知識を組み合わせたりまとめたりして表現する

ことに課題があることが分かった。思考や表現を支える個別の知識の習得についても着実な

取り組みが必要であることが再認識された。 
○ どの教科においても大部分の生徒がパフォーマンス課題に生き生きと取り組む姿が見られ

た。これまで意欲的に思考・表現することが乏しかった生徒について，それが顕著であった

教科も複数あった。これらを含め「論理的に思考し表現する力」を育む観点から，パフォー

マンス評価の有効性が大いに認められた。 
○ 学校全体として設定した「論理的に思考し表現する力」の育ちを見取るためにルーブリック

の検討・作成等を行ったが，客観的にその育ちを見取ることについては課題が残った。 
 

（２） 今後の取組 

ア カリキュラム・マネジメントの視点から，各教科が連携して「論理的に思考し表現する力」を

育む教育課程の検討 
イ 言語技術教育をさら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工夫 


