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研究のキーワード  全校体制，ＳＬ理論，可視化，環境整備，「６＋１」観点 

研究結果のポイント 

○ 「論理的思考力」育成のための環境整備（生徒のレディネス形成，場・時間の創出） 

○  全校体制での授業実践研究と年間指導計画づくり 

○ 「論理的思考力」育成のための「観点」を明確にした「授業」及び「総合的な学習の時間」の実践 

○  教員の生徒へ向かう姿勢の変容，授業力向上への意識の高まり，授業の質の変化 

○  生徒の質的変化，学びに向かう姿勢の変容 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

論理的思考力の育成を目的とした 
質の高い言語活動のための環境整備 と 主体的・対話的で深い学びの研究開発 

～ 「KOJOIKE アクティブプラン」の実践研究 ～ 
 
 
（２）研究主題設定の理由 

本校の生徒は，おとなしく，まじめだが，概して受け身であり，自ら学ぼうとする意欲や物事に対す 

る積極性という点において課題が見られる。また，論理的に思考したり，表現したりするといった点に 

おいても，少なからず課題を有する。こういった状況を受け，これまでの教師主導の指導だけでなく， 

生徒の自主性を育てるための指導体制を確立させる必要があると考え，その体制の実現に向け研究を行 

うこととした。併せて，これを機に，昨今の教育動向を踏まえ，これからの時代に必要な力も確実に保 

障することを目指し，「KOJOIKE アクティブプラン」を策定した。 

本プランは，「論理的思考力」をこれからの時代に必要な力として位置づけ，その実現に向け，「授業」 

と「総合的な学習の時間」を柱に，全ての教育活動を一から見直した，生徒の自主性の育成と「論理的 

思考力」の育成を目的とした学校を挙げての実行プランである。 

本校では，「論理的思考力」を，思考力のみならず表現力までを一体化したものとして捉え， 

『「論理的思考力」＝ 論理的に思考し，判断し，それらをわかりやすく表現する力』 と定義した。 

これらの力は，他者との‘質の高い言語活動’（→より多角的な思考・判断を行い，メタ認知能力の向上な 

どの成果が期待できる，高次の言語活動）をとおして育成されるものと捉えている。 

この「論理的思考力」を育成し，生徒の自主性を育み，育てたい生徒像を実現するために，上記研究 

主題を掲げ，本プランに基づいた研究開発をスタートさせることとした。 
 

（３）研究体制 
１  評価指導委員会 ・・・ 有識者により本事業の評価及び指導助言を行う組織 

２  KOJOIKE アクティブプラン推進センター（KAP 推進センター） 

 ・・・「KOJOIKE アクティブプラン」を推進する組織。組織内機関として「企画推進室」を含む。 



３  定例会議 ・・・ 企画推進室会議 （諮問機関） （週時程内に設置） 

臨時会議 ・・・ KAP 全体会 （答申機関） （KAP 推進センター全員＋管理職） （随時） 

 
 

（４）２年間の主な取組 
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◇「診断的評価アンケート」実施 

■「授業研究月間Ⅰ」 ＜５月下旬～７月中旬＞ （相互の工夫を探り合う） 

■「第１回評価指導委員会」（事業計画の確認，今後に向けての指導助言） 

■「第１回 KAP 研究協議会」（講師：岡山大学教師教育開発センター 高旗浩志教授） 

■「第１回 KAP 推進研修」（講師：岡山県立和気閑谷高等学校 香山真一校長） 

■「KAP・生徒支援室共催コーチング研修」（講師：オフィス・ウェルビーイング 松田隆之 氏）  

■「授業研究月間Ⅱ」 ＜10 月中旬～11 月中旬＞ （「論理的思考力」育成の授業の工夫）    

■「公開研究授業」(11/25)（外部公開）・・・ １限～６限公開研究授業  

■「第２回 KAP 研究協議会」（11/25）（外部公開） 

・・・ 公開研究授業の研究協議 （助言：異校種アドバイザー（連携協力中学校教員）等）， 

全体会（中間報告），指導助言・講演（文部科学省 大滝一登 調査官） 

◇「形成的評価アンケート」実施 

■「第２回評価指導委員会」（今年度の総括，次年度に向けての指導助言） 

■「第２回 KAP推進研修」（講師：NPO 法人学習創造フォーラム 三宅貴久子 氏） 
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○「第１回 KAP 全体会」開催 （計画の確認等） 

◇「診断的・形成的評価アンケート」実施 

■「授業研究月間Ⅰ」 ＜６月中旬～７月中旬＞ （「６＋１」キャンペーン） 

 

 

 

■「第１回評価指導委員会」（事業計画の確認，今後に向けての指導助言） 

■「中間成果報告」(9/22)（外部公開）・・・ 公開研究授業の研究協議，全体会（中間報告） 

指導助言・講演（文部科学省 大滝一登 視学官） 

■「授業研究月間Ⅱ」 ＜9 月下旬～11 月中旬＞ （「６＋１」キャンペーン）  

■「公開研究授業」(11/9)（外部公開）・・・ １限～６限公開研究授業  

■「KAP 研究協議会」（11/9）（外部公開） 

・・・ 公開研究授業の研究協議 （助言：岡山県教育庁高校教育課指導主事）， 

全体会（中間報告），情報提供（ベネッセ『VIEW21』高校版編集長 柏木 崇 氏） 

◇「形成的・総括的評価アンケート」実施 

■「第２回評価指導委員会」（2/9）（今年度の総括，次年度に向けての指導助言） 

■「最終成果報告（兼シンポジウム）」(3/16) （外部公開） 

・・・ 成果発表，パネルディズカッション，講演 

   （ ・パネラー・講演講師 ： 國學院大学 教授 田村 学 氏 

・パネラー ： NPO 法人学習創造フォーラム 三宅貴久子 氏） 

岡山県立倉敷古城池高等学校

【連携中学校】

倉敷市立福田中学校

倉敷市立福田南中学校

岡山県

教育委員会

【連携小学校】

倉敷市立

第二福田小学校

地域における

各種機関

・

人的資源

岡山大学
教師教育開発

センター

教育課程研究指定校事業

評価指導委員会

ＫＯＪＯＩＫＥ アクティブプラン推進センター

● センター長 ● 副センター長

企画推進室
● 企画推進室長

● 年次担当 （●年次主任 ●年次副主任）

教 科 ・ 年 次
●教科主任 ● 年次主任 ● 年次副主任

※「６＋１」・・・ 国立教育政策研究所「特定の課題に関する調査（論理的な思考）」の「思考のプロセス」

を，「論理的思考力」育成のための授業の「観点」に変換したもの。 



２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１） 研究内容 
＜研究を進める上でのベースとした２つの枠組み＞ 
 Ⅰ 「全校体制での組織的な取組」 → 「可視化」された指導の拠り所に基づいた指導 
 Ⅱ 「ＳＬ理論に基づく指導」   → 主体性の育成を目指した３年間を見通した指導 
 
 
 
 
＜研究内容等＞ 
ア 「論理的思考力」育成のための環境整備 

① 生徒のレディネス形成 ・・・「論理的思考力」育成に必要な資質の底上げ（＝レディネス形成）。 
② 場の創出 ・・・「授業」及び「総合的な学習の時間」への「論理的思考力」育成の場の導入。 
③ 時間の創出 ・・・「授業」における「論理的思考力」育成の時間の創出。 
イ 主体的・対話的で深い学びの研究開発 

④   「論理的思考力」育成のための教科の枠を越えた観点・目標の設定と指導法の研究開発 

・・・「６＋１」観点を活用した「論理的思考力」育成のための観点と目標を明確にした授業の研

究開発，また，「論理的思考力」育成のための効果的な指導法の研究開発。 

⑤   「論理的思考力」育成のための「総合的な学習の時間」の実践 

・・・探究活動を中心に据えた「総合的な学習の時間」への年間指導計画の改訂と実践。   

（２）具体的な研究活動 
ア 「論理的思考力」育成のための環境整備 

① 生徒のレディネス形成・・・ 初期指導を皮切りに，３年間を見通したレディネス形成に向けた継続的

支援を組織的に行うための「学習基礎カルテ面談システム」（電子システム）の運用を開始した。 
年に５回の担任と生徒との面談において活用し，ルーブリック形式のポートフォリオにより継

続的に自己の現状と目標とする状態とをチェックさせ，教員はＧＲＯＷモデルに基づいたコーチ

ング的手法で生徒の成長及び主体性を促す体制づくりをとった。 
② 場の創出・・・「授業」に関しては，イ④にまとめた。「総合的な学習の時間」に関しては，一から

見直しを図ることとし，指定１年目に，KAP 推進センターにおける継続的な検討に基づき，「論

理的思考力」の育成に直結する活動である「探究活動」を中心に据えた新しい年間指導計画を作

成し，指定２年目から運用を開始し，ＰＤＣＡサイクルを回し始めた。  
③ 時間の創出・・・ 全教室に設置したＩＣＴ機器を積極的に活用し，「論理的思考力」育成のための時

間の創出を図った。また，春と秋の２回，約１か月間の「論理的思考力」育成授業の集中実施期

間を設定し，全校体制での時間の創出を図った。さらに，計画的で効果的な時間の創出を目指し，

年間指導計画への「論理的思考力」育成授業の明確な位置づけを図った。 
イ 主体的・対話的で深い学びの研究開発 

④ 「論理的思考力」育成のための教科の枠を越えた観点・目標の設定と指導法の研究開発 
・・・ これまで INPUT 中心の学習スタイルだった生徒にとっては，「論理的思考力」育成授業は大変ハー

ドルが高く，そのため，まずは‘初期指導’を施す必要がある。そこで，ＳＬ理論に基づき，まずはしっかりと

手をかけ，論理的に思考するために必要な方法をティーチングする場を設けることとした。具体的には，

事象毎にどのような方向性で思考・判断していけばよいのか，その指針となる「６＋１」観点の活用，また，

論理的に思考することを円滑に進めるために自己の思考過程を可視化して思考の補助とすること等，方

法のティーチングと共に，授業の中でそれらを実践する機会を多くとることとした。特に，「６＋１」観点の活

用については，春と秋に，「６＋１」キャンペーンと銘打った集中実施期間を設定し，推進した。 

これと併行して，思考力・判断力・表現力そのものを育成する場として，得た知識や技能を活用する場

を授業の中に多く取り入れることとした。 

さらに，「論理的思考力」育成の場を，定期考査にも広げ，定期考査に出題した「論理的思考力」問題

を活用した反転授業（「「６＋１」観点に基づいたルーブリック評価を含めた定期考査の振り返り授業」）を

試行した。 
⑤ 「論理的思考力」育成のための「総合的な学習の時間」の実践 

・・・ 「総合的な学習の時間」については，ア②にまとめたが，新規の年間指導計画では，各活動に対し，

新たに「６＋１」観点を配し，可視化した指導の拠り所を「授業」と共有することとした。 

※「ＳＬ理論」・・・ Situational Leadership Theory の略称。1977 年に提唱され，企業の新人教育やスポ

ーツのコーチング等で活用されている理論。最初はしっかりと手をかけ，教えるべきことを教え，発達段

階に応じ手を離していき，主体性や自己マネジメント能力を育み，独り立ちを効果的に促す手法。 



３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 
 
＜「論理的思考力」育成のための環境整備＞ 

○ 生徒のレディネス形成 ・・・ 生徒，教員いずれのアンケート結果においても，最も伸張したと回答した資質 

は「協働性」であり，この２年間で，協働的な授業において，生徒の学びに向かう姿勢が積極的，能動的な姿 

勢へと大きく変容したことを見取ることができた。また，普段の生活においても，挨拶がしっかりとできるように 

なり，外来者からお褒めの言葉をいただいたり，複数の学校評議員から生徒が積極的で明るくなったという 

言葉をいただくなど，これまでにない生徒の質の変化が見られるようになった。さらに，本校の克服すべき課 

題の１つでもあった不登校生徒数及び長期欠席者数においても，指定２年目の１年次生では，年間（１２月 

現在）を通じて０名となるなど，生徒の「論理的思考力」育成に必要なレディネスは着実に形成されているも 

のと考えられる。 

○ 場の創出・時間の創出 ・・・ 「論理的思考力」育成のための「場」を設定した授業が，普段から様々な授業 

において見られるようになり，これまでの講義型授業に加え，本校のもう１つの授業のスタンダードとしてほぼ 

定着しつつある。また，「時間」についても，「場」を設定した授業の集中実施期間の設定やＩＣＴ機器の効果 

的活用，そして「時間」の創出の必要性についての共通認識が図られたことによって，しっかりと創出されるよ 

うになり，今後は年間指導計画の中にその時間を明確に位置づけ，さらに計画的に実施できるようにすること 

とした。 

＜主体的・対話的で深い学びの研究開発＞ 

○ 「論理的思考力」育成のための教科の枠を越えた観点・目標の設定と指導法の研究開発 

・・・ 「６＋１」観点という「論理的思考力」育成のための可視化された指導の拠り所を持つことによって，全校

体制での組織的授業研究を円滑に推進することができた。また，それにより，「論理的思考力」育成のための

授業づくりのイメージをしっかりと持つことができ，さらには，明確な観点に基づいたルーブリック評価が可能

となり，効果的な振り返りによる生徒の学びに向かう姿勢の変容を見取ることができた。 

  研究を進める中で， 「６＋１」観点は，教員の授業づくりに加え，生徒自身が「論理的思考力」問題を解答 

する上での指針として活用可能ではないかという声があがり，シラバス等をまとめた生徒用年刊冊子『古城池

高校のススメ』の別冊として『「論理的思考力」のススメ』を作成した。この冊子には，「６＋１」観点の活用法，

論理的思考を手助けするための思考の可視化方法（思考ツールの活用等），さらには思考力に繋げるため，

得た知識を活用することの重要性等をまとめた。これにより，研究成果を生徒に効果的に還元することができ

た。これを受け，次年度からは別冊ではなく『古城池高校のススメ』の正式な項目の１つに加えることとした。 

○ 「論理的思考力」育成のための「総合的な学習の時間」の実践 

  ・・・ 指定１年目に，「論理的思考力」の育成に直結する活動である「探究活動」を中心に据えた新しい年間指 

導計画の原案を作成し，指定２年目（今年度）運用を開始し，ＰＤＣＡサイクルを回し始めることができた。 

さらに，今年度の取組を検証する中で，さらなる充実を図ることを目的に，次年度から単位数を増加させる 

運びとなるなど，「総合的な学習の時間」の意義と重要性の共通認識が全校で図られ，事業の指定の終了に 

関わらず充実したものにしていこうとする体制ができたこと，また，これまでの取組をとおし，教員の研究に対 

する姿勢，さらには生徒に向かう姿勢が変容してきたことは大きな成果であった。 
   
● 教員の見取りだけではなく，２年間・計４回の評価アンケートの過回比較によって，数値からも生徒の成長を 

見取ることができたが，今後はさらに，より精度の高いかつ定量的な評価・検証方法の研究が必要であると 

考えている。それに基づき効果的・効率的にＰＤＣＡサイクルを回すことが今後の課題である。 
  

 

４ 今後の取組 

本年度で研究指定事業は終了するが，「KOJOIKE アクティブプラン」は継続して実施することとしており，次

年度も，今年度の研究の成果と課題を精査し，これまで築いた地盤を足がかりに，さらに実効性のある組織的・

持続的な取組となるよう研究を展開していくこととしている。特に，年度が変わっても，効果的取組については継

続・発展させることができるよう，課・室・年次を越えた組織であるＫＡＰ推進センターを全ての研究開発の中心に

位置づけ，引き続き研究開発を推進していくこととしている。 


