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研究結果のポイント 

○ 根拠をもって自分の考えを伝えると，友達は分かってくれるという意識をもつことができ，

根拠となる事実を見付けようとしている。 

○ ①自分の考え，②根拠の順で自分の考えを伝えることができるようになったことで，文章が 

整理された。聞き手側はうなずきながら聞くことができるようになってきた。 

○ 自分の考えを書くときに，相手を納得させるための根拠を書こうとする児童が増えた。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

論理的思考力を育成する理科・生活科の学習 

 

 

（２）研究主題設定の理由 

急速に変化し，多様化するこれからの社会を生き抜くためには，既有の知識や技能，価値観を基
にしながら，さまざまな課題に正対し，乗り越えるための知恵を獲得しなければならない。その過
程において，新しい見方や考え方が創造されていくと考える。そのことを踏まえると，これからの
学校教育において，既有の知識や技能を基にさまざまな課題に対して挑んでいける力を身に付ける
必要がある。 

平成２７年東京都「児童・生徒の学力向上を図るための調査」において，本校の児童が好きな教
科として「理科」を選んだ割合は８６％であり，高い値を示している。また，校内研究の「理科」
における意識調査では，どのような内容が好きなのかについて質問すると，「観察・実験」が好き
という児童が８０％と多い。しかし，活動したことから考えたり，自分の考えをまとめて伝えたり
するということについては，好きと答えた児童が２３％と少ない。この苦手意識を克服し，学ぶこ
とが好きだ，考えることが好きだと言える児童を育成したいと考えた。 

本校の児童の実態をふまえ，理科・生活科の中で，問題解決的な学習の流れを基本として自分の
考えをもてるようにし，見方や考え方を身に付ける「すべ」を獲得させるための指導を行う。自分
の考えを伝えるとき，論理的思考力として「筋道」「わかりやすさ」「根拠」の３つをキーワードと
して，思考を助ける思考整理モデルを参考にすることで，根拠を明確にして結論を導き出せると考
えた。今年度は児童が身に付けるべき「すべ」として比較したり，関係付けたりすることに特化し
た。そして，「すべ」によって見出した根拠を基に，自分の考えを論理的に導き出せる思考力が育
成され，それが他教科にも応用できるようになると考えた。特に，問題解決的な学習の考察場面に
おいては，比較・関係付けを「すべ」として，観察・実験の結果を分析し，その分析結果を根拠と



して問題に対する自分の結論を児童が自ら導き出せると考えた。 

以上の理由を踏まえて，これからの社会を生き抜く能力の基盤を培うために，研究主題を「論理

的思考力を育成する理科・生活科の学習」と設定し，見通しをもち，根拠を基に論理的に考えて自

ら学ぼうとする児童を育てていきたい。 

（３）研究体制 

・八王子市教育委員会研究指定校 

・日本体育大学，大妻女子大学との連携 

・校内研究体制 

 校長→副校長→研究主幹→授業推進部→低・中・校・特別支援 4授業分科会 

               ↓ 

             授業検討部会・教材検討部会・環境整備部会 

・全学年 1回の研究授業を実施。講師に大学関係者，国立教育政策研究所，市教委の支援を受ける。 

（４）１年間の主な取組 

平

成

28

年

度 

4月 第 1回研究授業 講師の指導  5月 第 2回研究授業 2年生 生活科 講師の指導 

6月 第 3回・第 4回 1年 生活科 3年 理科 特別支援学級 生活単元 研究授業 講師の指導 

7月 第 5回研究授業 6年 理科 4年 理科 5年理科 講師の指導 

9月 研究紀要原稿作成 発表会当日指導案の検討 10月 研究発表準備 

11月 18日 研究発表会 12月 研究のまとめ 1月，2月，3月 次年度の研究の方向性と計画 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
①論理的な思考力を散田小学校では，以下のように定義した。 

・ 筋（道）（順序―関係―矛盾なし）の明確な思考力 筋は「自分の考え→根拠」で伝える。 
・ わかりやすい（簡潔，相手の立場に立っている，平易な表現）表現で伝えられる力 わかり

やすくするために「二文をつなげる言葉」を書く。「主語と述語」を明確にする。 
・ 根拠をもとにした説明（説得力―理由―数値）ができる力 とする。 

②児童が，論理的思考力を身に付けるための「すべ」（比較・関係づけ）として各学年に応じた話

型をつくり身に付けさせる。「すべ」を児童が活用できるよう思考方法，表現方法を補佐するた

めに「思考整理モデル」を教師が活用していく。 
③1 年次は理科・生活科を中心に研究を進めていく。2 年次以降は理科・生活科だけではなく他教

科でも実践し効果を検証していく。 
・ 児童の興味・関心や知識・理解を質問紙や都教委，文科省の調査問題を参考にして事前・事後  

に調べ，比較することで変容を読み取る。 

・ 体験や経験の少なさにより論理的思考に結びついていないということから導入での体験の工 

夫で既習が根拠となって論理的思考に結びついていくということを平成 27年度の研究成果と 

比較し，検証していく。 

・児童が論理的に思考できているか検証するために発言やノートに記載された文章を分析する。 

・ 児童が身に付ける「すべ」としての話型を編みだし，身に付けさせるため教師の手立てを考え， 

指導を通して検証していく。 

・ 指導方法や開発した教材の有効性については研究発表により広く公表して意見を集約して改

善の参考にする。 



【導入・児童の反応】 

空き缶に割り箸を入れて、燃やしてみるという体験活動を行った。なかなか炎が燃え上がらない様子に、日常

生活で火を起こした体験のある児童から、「風が入ると炎が消えてしまうので、蓋をしたい。」「缶に穴を開けた

い。」と発言があった。既有体験を想起させたり、物を燃やす共通体験をさせたりすることで、空気と燃え方の

関係に問題意識をもたせるようにした。 

 

 

ろうそくの
燃え方・煙
の動き方に
着目して共
通点や違い
を整理しよ
う。 

「ろうそくの
燃え方」や「煙
の動き」に着目
し，比較した結
果を根拠にし
て，自分の考え
を文章に表そ
う。 

（２）具体的な研究活動 
２年 生活科 

「大きく なあれ わたしの野さい」 

事象との出会い・事象への気付き     活動・体験      気付き・深める・伝える・まとめる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

６年 理科 

「ものが燃えるとき」 

自然事象への働きかけ 問題・予想・検証計画 観察・実験  結果     考察        結論 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【導入】 

1 年生の経験より，植物は育つ季節が決まっていることや，昨年の２年生が野菜を育てていたことから，「私たちも

食べられる野菜を育てたい」と意欲的になり，夏野菜を調べる活動へとつながった。 

【視点・すべ】 

諸感覚を使って視点となる「色・形・大きさ・数・音・におい・手触り・自分の思い」について違いを見出すこと

を「すべ」とした。児童は視点をもって比べることで違いに気付くことができた。 

【思考整理モデル・言葉かけ】※思考整理モデル⇒SS モデルと表記 

活動の振り返り場面では，発問を２段階に分け，「あなたの野菜は成長しましたか。」と聞いた後に，「何がどう変わ

ったからそう考えたのですか。」という発問をした。初めの発問に対しては，「私の野菜は成長しました。」と答え，次

の発問に対しては「葉っぱの数が前は６枚だったけど，今は３０枚になったからです。」という答えが返ってきた。そ

の２つの文を「なぜかと言うと」でつないだ。さらに，「あなたの野菜が成長したのは，自分が何をしたからですか。」

と発問をし，「私が毎日，水をあげたからです。」と児童が答えた。SSモデルを使い，「私の野菜は成長しました。なぜ

かと言うと，私が毎日，水をあげたからです。」とした。SSモデルを使うことで植物の成長と自分の世話を関係付ける

ことができた。このように，２段階で発問し，SSモデルでつないだ文を復唱することを繰り返してきた。 

今年は食べられる野菜を育てた
い。 
夏に育つ野菜を調べよう。育て
る野菜を決めよう。 

野菜を栽培し観察しよ
う。 
野菜の育ち方を考えよ
う。 

トマトの茎が長くなった。僕
のトマトが成長したよ。毎日
の水やりをしたからだ。 

〈思考整理モデル〉「○○○です。なぜかというと，△△△だからです。」 
・育てている植物の成長と自分のしたことを結び付けることで自分の考えをもつことがで
きた。 

〈思考整理モデル〉「○○です。理由は，△△という視点に注目して比較すると，□□という結果と■■と

いう結果の違いが出たからです。」 

・比較・分類・整理することで，ものの燃え方と空気を結び付けて自分の考えをもつことができた。 

物が燃え続け
るには，空気
が入れ変わっ
て新しい空気
にふれる必要
がある。 

缶に割
り箸を
入れて，
燃やし
てみよ
う。 

どのよう
に穴を開
けると，
物はよく
燃えるの
だろう。 

びんと粘
土とろう
そくを用
いて条件
を変えて
燃え方を
調べよう。 



３ 研究の結果と今後の取組 

（１） 研究の結果 

○ 理科 ・「自分の考え⇒根拠」の順で伝えることができるようになったことで，文章が整理された。

聞き手側はうなずきながら聞けるようになってきた。 

・自分の考えを書くときに，相手を納得させるための根拠を書こうとする児童が増えた。 

・「比較する」という「すべ」を使えば根拠となることは分かってきているが，何と何を

「どのように」比べるのかが定められない児童がいる。 

○ 生活科 ・根拠をもって自分の考えを伝えると，友達は分かってくれるという意識をもつことがで

き，根拠となる事実を見付けようとしている。 

・十分な体験活動の場や時間を保障することで，児童が豊かな気付きをもつことができる

ので，より意図的に計画を立てることが必要である。 

○ 結論を先に述べ、根拠をその後につけるという表現方法が確実にできる児童は 3月で約６０％程度

であり、今後も指導過程の中に意識的に取り入れることで比較・関係づけから根拠を基に表現すると

いう論理的な思考ができる「すべ」を児童に身につけさせる必要がある。 

 

（２）今後の取組 

① 考察では，根拠を基に比較するすべは使えているが，比較したことを，文章で正確

に表している児童が，５月は３４％，１０月は４３％と，未だ少ないことが課題が

あり，文章を書く活動を意識的に指導計画の中に入れていく。 
書けないのは，比較する際の基準が不明瞭なため，基準からどれだけ変化したかと

いうことに意識が向かないことが原因と考えられる。 
また，２つの文になると，根拠部分に主語が抜ける児童が多く，根拠部分に主語を

入れて伝えられる児童は，５月は２０％で，１０月は２９％と大きな変化が見られ

ない。そこで，どの学習においても，「何が」という言葉かけを常に行っていく指

導を行って検証していく。 
② 論理的思考力を身に付けさせるためには，相手意識をもたせることが大切と考える。

そのために，次年度も，客観的な根拠を基にして，自分の考えを構築できるように

言葉をかけ，その学習にあった思考整理モデルを考えていく必要がある。 
③ 児童が身につけた論理的思考力を理科・生活科ばかりではなく，他の教科でも活用

できるように研究を進めていく。 
④ 論理的思考力を基本として資質・能力を身につけさせさせるための「すべ」を検討

し，指導を通じて検証していく。 
⑤ 理科・生活科で考察場面を中心にして児童が根拠を基にした表現ができるよう指導

内容を工夫してきたが、来年度は予想の場面で想定した結果を基に思考させるよう

にするために、指導方法を改善していきたい。 
⑥ 理科・生活科で身につけた論理的な思考を他の教科でも活用することで論理的思考

を汎用的な能力へと高めることを目指し指導改善に取り組んでいく。 
⑦ １０月２７日に行う、研究発表会で研究の成果と課題を公表し，広く意見を求め改

善していく。 
 


