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研究課題 

 

学校全体で取り組む研究課題 

（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 
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所在地（電話番号） 〒060-0809 札幌市北区北 9条西 1丁目１（011-736-2564） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www16.sapporo-c.ed.jp/kitakujo-e/ 

研究のキーワード 

知識から「知恵」へ  知的好奇心を揺さぶる  個の考えをつなげる 

研究結果のポイント 

○ 子供の知的好奇心が揺さぶられる教材との出合わせ方と他者と協働する中で考えを吟味し，

筋道立てて考えることのできる学習過程が明らかになった。 
・「ずれ」を生み出す教材との出合わせ方の効果 
・ノートや板書を活用し，個々の論理的思考を可視化することで学び合いが活性化 

○ 学習過程を支える手立ての面で、課題が明らかになった。 

・子供の気持ちに寄り添い，共有化を図る教師の働きかけに改善の余地 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

知識から『知恵』へ高めていく子供の育成 

 

（２）研究主題設定の理由 

本校の児童は，教科等に係る知識が豊富であり,市販されている学力テストの結果においては全

国の平均正答率と比べると，高い水準にある。また，今年度実施された「全国学力・学習状況調査」

の平均正答率においても，全ての教科で全国平均を上回っている状況にある。一方，子供たちの姿

を見ていると，マニュアル化，パターン化された状況の中では,もてる力を発揮するものの，未知の

課題に対して解決への道筋を思い描いたり，新しい活動を創り出したりすることに対して思うよう

に力を発揮できないところが見られる。 

このような子供の実態を改善するため，本校では，子供がすでに獲得している知識及び技能を「知

識」，また,学習活動を通して内容を関連付けることで深まった活用できる知識を『知恵』と定義し，

実社会で活用できる汎用性の高い論理的思考力を目指していくこととした。 

子供が知識を『知恵』まで高めていくためには，学習を通して習得した知識及び技能を働かせる

ことで,主体的に判断したり,実感を伴った理解をしたりすることを通して，新たな価値を生み出す

学びが必要となる。この経験を積み重ねることで，『知恵』は更に広がっていくはずである。そうす

ることで,将来,子供たちが今まで経験したことがない問題に直面した時，『知恵』を使って自ら解

決に向かって進んで行くことができると考える。これが，21世紀を生きる子供たちにとって，自ら

の生涯を生き抜く力になっていくと考える。     

今後，ますます社会の変化は激しいものになり，未来を予測することは困難を極める。そのよう

な社会を生き抜く子供たちにとって，社会にある課題を自分事として捉え，答えのない課題に対し

て，多様な他者と協働しながら目的に応じた納得解を見出したり，新たな価値を生み出したりする

力が必要不可欠なのである。 



 
（３）研究体制 

  
 
 
 
 
 
 
六つの研究教科部会（国語科部会，社会科部会，算数科部会，理科部会，体育科部会，特別支援部会）

で授業を構想し，研究授業を行う。また，研究教科部会とは別に，生活科・総合的な学習の時間部会を

構成し，各学年で授業を構想し，研究授業を行う。授業後には，全体で検討会を行い，成果と課題を明

らかにする。また，研究の日常化と子供の表現力を育てるという目的から表現力育成部会を設立し，全

教員が所属することで，日常的な取組を共有することをねらう。 

 

（４）２年間の主な取組 

平

成

28

年

度 

【研究課題に即した日々の授業改善】 

・全体計画と年間計画の確認及び校内推進体制の整備 

・研究構想の確認と共通理解 

・児童の実態調査①（５月） 

・授業検討会での授業公開と分析（６月中旬） 

・成果と課題の確認  

・研究経過発表へ向けた授業づくり  

【前期の研究経過発表と課題の洗い出し】 

・教育実践発表会を開催し，研究経過発表（10月 21日） 

・成果と課題の整理 

・後期の授業改善の方向性確認 

・保護者の意識調査①（12 月） 

・児童の実態調査②（12月） 

・水戸部調査官を招いての公開授業（12月 21日） 

・一年次の研究のまとめ 成果と課題の整理 

・研究成果中間報告書の作成，提出 

平

成

29

年

度 

【研究成果発表に向けた準備と授業実践の充実】 

・29年度の全体計画と年間計画の確認 

・２年次の授業改善の方向性確認 

・日常の授業実践を通した研究（実践→課題把握→課題解決の協議→実践） 

・児童の実態調査①（７月初旬） 

・Ⅰ期（4月～7月）研究のまとめ 成果と課題の整理 Ⅱ期（8月～12月）に向けての計画 

・全校研にて実践 

【２年研究の成果の発表とまとめ】 

・菊池調査官を招いての公開授業，研究紀要の作成（12月 12日） 

・児童の実態調査②（12月中旬） 

・Ⅱ期研究のまとめ 成果と課題の整理 Ⅲ期に向けての計画 

・保護者の意識調査（12月） 

・日常の授業で実践 

・２年の成果と課題を踏まえた次年度教育課程の編成 

・児童の実態調査③（２月下旬） 

・教育課程研究指定校成果報告書の作成，提出。研究成果を学校ホームページに掲載 
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２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
  ○子供の知的好奇心を揺さぶる教材化 
   ・「ずれ」を生み出す教材との出合わせ方 
   ・対象とつながり続けるための学習展開 
  ○個の考えをつなげる教師の関わり 
   ・授業のねらいに迫る子供の見取り 
   ・子供の気持ちに寄り添い，共有を図る教師の働きかけ 
 
（２）具体的な研究活動 
  ○子供の知的好奇心を揺さぶる教材化 

子供が学習に進んで向かい，考えの根拠を話したくなるためには，子供の知的好奇心を揺

さぶることが必要不可欠である。また，子供が対話の中で，論理的思考の高まりを見せるの

は，自分の考えを他者の考えと比較したり，関連付けたりする学び合いを通して，それまで

に獲得した知識や経験をより確かなものにしたり，新たな見方や考え方を獲得したりする過

程が重要であると考える。そこで，以下のポイントに重点を置いて学習過程を構成し，授業

実践に取り組んだ。 
   ①「ずれ」を生み出す教材との出合わせ方 

・単元を通して積み上げてきた内容を踏まえ，子供にとって考える必然性のある，かつ問 
題解決に耐えうる問題や事実・事象を提示する。（予想との「ずれ」，イメージとの「ず 
れ」，既習事項との「ずれ」，友達との考えの「ずれ」，感覚の「ずれ」等） 

・既習をそのまま適用しただけでは解決できない課題や，今までの学習で習得した知識及

び技能を駆使し，友達と考えを共有したり，補完しあったりすることで初めて解決でき

る課題を提示する。 
   ②対象とのつながりが持続するための課題，学習展開 

・これまでに獲得した知識や技能，経験等から構築した自分の考えを更に深める学び合い。 
・新しい学びに出合う楽しさや，未知の事象を解明する楽しさを実感する学び合い。 

○個の考えをつなげる教師の関わり 
①授業のねらいに迫る子供の見取り 

    ・単元での学びの足跡やノート，発言等から，何を根拠にしているのかを見取る。 
・ネームカード，思考ツールを意図的に活用し，学び合いの内容を可視化する。 

②子供の気持ちに寄り添い，共有化を図る教師の働きかけ 
 ・事前に子供たちの考えがどのように関連付くのか広く想定する。 

・具体物を使うことで「なぜそのように考えているのか」，「どのような視点でとらえてい 
るのか」を明らかにするとともに、板書で立場の違いを明確に位置付ける。 

    ・正誤等に関わらず，子供が「なぜそのように考えたのか」を聞き、学級全体で共有した

り，その子の立場に立って考えたりする等，子供の思考に寄り添った学び合いを行う。 
論理的思考を高める対話の構造図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教師の関わり（情報の共有化・可視化・価値付け） 
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課題の解決（思考の深まり・広がり） 

課題や目的の明確化 

教師の関わり（情報の共有化・可視化・価値付け） 

個の論理的思考 



 
３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○ 子供の知的好奇心が揺さぶられる教材との出合わせ方と他者と協働する中で考えを吟味

し，筋道立てて考えることのできる学習過程が明らかになった。 
・「ずれ」を生み出す教材との出合わせ方 

２年算数科「図を使って考えよう」の学習では，前時の問題文には記載があった「すぐ後

ろに」という条件が無い問題文の提示（条件不足）をすることで，「もし間に人がいれば

…。」という思考を働かせ，子供が場面を図で表現したくなる姿を生むことができた。 
５年国語科「天気を予想する」の学習では，単元を通じて，資料と本文の関連について丁

寧に読み進めたことで，既習とのずれをより意識できるようになり，「今まで活用できた資料

の効果やコツが通用しない。何か別の意味があるのでは」という思いを引き出すことができ

た。 
・ノートや板書等を活用し，個々の論理的思考を可視化することで学び合いを活性化させる 

３年体育科「プレルボール」の学習では，ゲームの場面を想定し，立体模型を使うことで

自己の考えが明確に見えるようにした。また，スローモーションボールを使い，動きを止め

ながら互いの動作や考えを伝え合うことで，解決に向けた自分の考えを持たせることができ

た。 
・学習アンケートより 

札幌市では，「学ぶ力」を子

供の姿で具体化した共通指標

＝自己評価項目を作成し，市

内の小学５年生と中学２年生

全員にアンケートを実施して

いる。 
本校では児童の実態を把握

するため，５月と 12月に２～

６年生で行っている。その中

の論理的思考に関わる項目を

見ると多くが前年度を上回

り，５月からの伸びが見え

た。 
 
● 子供の気持ちに寄り添い，考えの共有化を図る教師の働きかけに改善の余地がある。 
・子供の考えを事前に広く想定するとともに，子供の考えを細かく見取り多様な考えを板書

等に価値付け，それらをしっかり説明し定着を図る関わりが必要であった。 
・個人差を考慮し，どのようにして共有化を図るかという手立てに工夫の余地がある。 

● どんな論理的思考を伸ばすことができたのかを客観的データと比較・検証し整理する必要が

ある。 

 本校 12月 ５月比 前年比 

意見を書く時には，そ

の理由をはっきりさせ

て書くようにしている。 

86.8％ ＋5.1 ＋1.2 

意見の違う人とも，よ

く話し合おうとして

いる。 

82.6％ ＋2.6 ＋1.3 

意見を発言する前に，

自分の考えがうまく伝

わるように，話の内容

や順序を考えている。 

77.9％ ＋1.9 ＋2.1 

４ 今後の取組 

○学級全体での交流において，子供が自ら互いの考えを関係付けたり，意味付けたりしたくなる教

師の手立てについて,より一層の工夫改善を図る。 

○今年度の実践から,互いの考えが共有化された場面における子供の姿を明らかにすることで，共

有化するために有効となる具体的な教師の関わりについて検討する。 

○子供の学習をサポートする「思考の方法」や「思考ツール」を,日常の授業において活用するとと

もに,学習過程を振り返る場を設け,子供が学びのよさを実感する場を構築するなど,「知識」を

『知恵』へ高めていく子供の育成に向けた取組を学校全体で更に推進していく。 


