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要約
本研究では，中学校国語科における批判的思考教育の可能性について検討した。現行学習指導要領

において，批判的思考的な要素を含む指導事項がどのように挙がっているかを検討した結果，広く深

い情報収集，議論の明確化，反論・質問の想定，質問，評価・判断，開かれた心，推敲の７要素が想

定可能であった。それらが教科書でどのように扱われているかを検討した結果，批判的思考的な活動

や練習，解説を含む教材が見出された。以上の結果より，現行学習指導要領下にある教科書でも，批

判的思考育成はある程度可能であることが示され，その際に留意すべきことについて討論を行った。

キーワード：批判的思考，国語教科書，資質・能力

1　はじめに

本稿の目的は，中学校国語科において教科書を

主軸とした批判的思考教育の可能性について検討

することである。これからの教育においては，教

科等を越えた資質・能力の育成が重要になってく

る。「物事を多角的・多面的に吟味し見定めていく

力としてのクリティカルシンキング（批判的思

考）」は，「特にこれからの時代に求められる資質・

能力」の一つとして論点整理（教育課程特別部

会，2015）にも挙げられている。

資質・能力の育成は特定教科に委ねられるもの

ではないが，言語能力を扱う国語は，その中核を

担うであろう。なかでも中学校は義務教育の最終

段階であり，ここで学ばれることが国民の最低限

の資質・能力となるため重要である。また中学校

の時期は，ピアジェ発達段階で形式的操作期の入

り口にあたり，論理的・抽象的な思考を本格的に

育てることが可能となる。

我が国で批判的思考は，井上（1977など）が国

語教育で紹介して以来実践や研究が行われている

が，近年，研究が増加している（道田， 2013）。国

語で「書くこと」に関しては，たとえば吉樂

（2015）が中学1年で，「論理のピラミッド」とい

う図式を用いて，根拠を明確にした意見文が作成

できるようになる単元を提案している。意見文の

作成，論理のピラミッドを活用した修正，別の意

見文執筆というプロセスを通して，最終的には複

数の「考察 + 具体的な事実」と，「反対意見への反

論」のある意見文が書けるよう構成されている。

「読むこと」に関しては，たとえば重永（2015）
が中学1年で，教科書の文学教材読解において，

指導事項と批判的思考の2つを踏まえた目標や評
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価規準を設定し，ワークシートを用いて批判的思

考育成を目指した言語活動を仕組み，批判的思考

を高めている。

「話すこと・聞くこと」に関しては，たとえば渡

邉（2005）が中学3年で，独自の単元を設定し，

複数の教科書会社の教材を組み合わせ，パネルデ

ィスカッションで批判的に聞く力を育成している。

これらは，実践研究として典型的な形が取られ

ている。すなわち，教科書にない新しい視点（論

理のピラミッド，批判的思考を意識した評価規準

とワークシート，独自の単元と教材など）を導入

することで，批判的思考を高めようとするもので

ある。これらは実践研究論文であるから，新しい

視点が提案されるのかもしれない。しかし批判的

思考育成は，必ずそのような道具立てが必要なの

であろうか。現行の教科書に沿った形の指導はで

きないのだろうか。

そう考える理由として，中学校の国語教科書で

の意見文指導単元の変遷を検討した清道（2010）
の研究がある。清道によると，平成10年版学習指

導要領に基づく教科書はそれまでに比べ，意見文

の扱いが大きくなっており，根拠を明らかにする

ことや反論を想定して書くことが強調されている。 
これは，物事を多角的・多面的に吟味し見定めて

いく批判的思考を育成する方向に変化していると

もいえる。この変化は，「書くこと」以外の領域に

も見られるのではないだろうか。

以上を踏まえ本研究では，中学校国語科におい

て教科書を主軸とした批判的思考教育の可能性に

ついて検討する。まず，教科書を規定している現

行学習指導要領に批判的思考的な指導事項がどの

ように挙がっているかを検討する。ただし現行学

習指導要領は明確に資質・能力を意識したもので

はない。そこでこれは，「批判的思考としても理解

可能なもの」をあぶりだす作業となる。

なお資質・能力の育成は最終的には学習指導の

あり方にかかっているが，教科書の分析を行うの

は，教科書に適切な教材があるなら，新しい教材

開発を待たずとも多くの教師が無理なく始められ

ると考えるからである。また，教科書教材の内容

や構成を検討するなかで，不十分な点が見出され

た場合，今後の教材開発の方向性を示すことがで

きると考える。

2　現行学習指導要領の検討
2.1　検討方法

学習指導要領解説国語編（以下「解説」と略

記）を参考にしつつ，平成20年版学習指導要領

（中学校国語）のうち，各学年の内容（指導事項）

として挙げられている記述に批判的思考の要素と

理解可能なものが含まれていないか検討した。検

討に当たっては主に，被引用数が非常に多い批判

的思考研究（道田， 2003）である Ennis（1987）
の批判的思考態度リスト14項目 1，能力リスト12
項目 2を参照した。

検討は，第一筆者と第二筆者が共同で行った。

両者は Ennis の批判的思考概念と関わる論考を執

筆しており，Ennis の研究には精通している（道

田， 2003; 土屋， 2015）。専門分野（教育心理学・教

科教育学）の違いを元に，一面的な検討とならな

いよう心掛けた。

2.2　検討結果

吟味の結果，7種類の批判的思考的要素が想定可

能と考えられた 3（Table 1）。後述するが，最後の

「問題解決」は批判的思考の「要素」とは言い難

いので，除外している。なお，Ennis の批判的思

考リストとの対応は，幅広く取ることも，狭く取

ることも可能であるが，今回は，厳密を期す意味

で，狭く捉えることとした。具体的には，Ennis の
論文中の記述や，挙げられている下位項目を参照

に，確実に対応可能なもののみを用いることとし

た。

①広く深い情報収集　「多様な方法で」の語が，

2学年の指導事項として複数出てくる。「話すこと・

聞くこと」の「取材に関する指導事項」には，材

料を「多様な方法で集め」とある（2話聞ア）。「解

説」によると，本，新聞・雑誌など複数のメディ

アのことであり，多様な取材方法によって「話題

の範囲が日常生活から社会生活へと拡大してい

く」とある。これは批判的思考的な意味の多面性

ではなく，話題範囲拡大のための「多様な方法」

のようである。

「書くこと」2学年の「取材に関する指導事項」

にも「多様な方法で材料を集め」の語がある（2
書ア）。「解説」によると，「学校図書館や地域の図

書館，公共施設など…〔略〕…によって材料を集

め，比較，検討しながら自分の考えをまとめる」と
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ある。複数資料の比較検討であればこれは，Ennis
のいう「情報を集めようとする」批判的思考態

度，すなわち積極的に情報を得ようとする批判的

思考態度に対応するであろう。

積極的情報収集という意味では，「書くこと」の

「取材に関する指導事項」3学年にある「取材を繰

り返しながら自分の考えを深める」（3書ア）も該

当する。「解説」には，「課題に関する材料を多様

な方法で集める中で，想定していなかった情報に

出合うなどして，それまでの考えを改めたり，別

の角度から検討したりする過程を重視する」（下線

は批判的思考的な部分として引用者が付与。以下

同様）とある。想定していなかった情報に出合っ

て考えを改めるのであれば，Ennis の「証拠と理

由が十分であれば、その立場に立つ」批判的思考

態度にも対応する。別の角度から検討する過程を

重視するのであれば，Ennis の「他の選択肢を探

す」「証拠と理由が不十分なときは判断を差し控え

る」（「開かれた心でいる」の下位項目）批判的思

考態度にも対応する。

「読むこと」の「情報活用に関する指導事項」2

学年には，多様な方法で選んだ本などから「適切

な情報を得て」（2読オ）とある。「解説」では，

「「適切な情報」を得るためには，集めた情報につ

いて，その真偽や適否を見極めながら自分の目的

に応じて整理したり分類したりすることが大切」

とある。真偽や適否の見極めを重視するなら，

Ennis の「信頼できる情報源を使う」「主題が許す

限りできるだけ正確な情報を求める」批判的思考

態度にも対応する。

これらを踏まえ，ここにみられる批判的思考を，

一面的ではない判断を行うために情報をより広

く，あるいはより深く得ようとするという意味で，

「広く深い情報収集」と命名した。

②議論の明確化　「話すこと・聞くこと」の「話

すことに関する指導事項」には，1学年に「全体と

部分，事実と意見との関係に注意して話を構成し」

（1話聞イ），2学年に「話の中心的な部分と付加的

な部分などに注意し」（2話聞イ）がある。Ennis
の批判的思考能力「議論を分析する」のなかにあ

る，結論を同定し，理由を同定し，議論の構造を

明確にする部分に当たる。Ennis の批判的思考態

批判的思考 指導事項における該当部分例 指導事項箇所

広く深い情報収集
多様な方法で選んだ本や文章などから適切

な情報を得て（２読オ）

２書ア，２読オ

３書ア

議論の明確化
文章の中心的な部分と付加的な部分，事実

と意見などとを読み分け（１読イ）

１話聞イ，１書イウ，１読イ

２話聞イ，２書イウ，２読イ

３書イ，３読イ

反論・質問の想定
異なる立場や考えを想定して自分の考えを

まとめ（２話聞イ）
２話聞イ

質問
必要に応じて質問しながら聞き取り

（１話聞エ）
１話聞エ

評価・判断
構成や展開，表現の仕方について評価する

こと（３読ウ）
３話聞ウ，３書エ，３読ウ

開かれた心 相手の立場や考えを尊重し（２話聞オ） ２話聞オ

推敲

書いた文章を読み返し，語句や文の使い方，

段落相互の関係などに注意して，読みやす

く分かりやすい文章にする（2書エ）

１書オ

２書エ，２書オ

３書ウ，３書エ

よりよい問題解決
課題の解決に向けて互いの考えを生かし合

う（３話聞エ）　
３話聞エ

＊ 指導事項は，学年（１，２，３），領域（話すこと・聞くこと，書くこと，読むこと），指導事項番号

（ア～）で表記

Table 1　批判的思考と指導事項の対応
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度では，「命題や問題を探す」「理由を探す」「中心

点から離れない」「複雑な全体を秩序だって扱う」

に当たる。事実と意見の区別について Ennis の批

判的思考能力には，「観察し、その結果を判断す

る。規準としては，推論が混じっていない…〔略〕

…」がある。議論の妥当性吟味を議論分析と呼ぶ

こともあるが，これらはその前段階として，構造

を明確化することで議論の骨格を捕まえることで

あり，その意味で「議論の明確化」と命名した。

同様の記述は「読むこと」でもみられる。「文章

解釈に関する指導事項」に，「文章の中心的な部分

と付加的な部分，事実と意見などとを読み分け」（1
読イ），「文章全体と部分との関係…〔略〕…を考

え」（2読イ），「文章の論理の展開の仕方…〔略〕

…をとらえ」（3読イ）とあり，議論の明確化に位

置づけられる。

「書くこと」の「構成に関する指導事項」には，

1学年に「段落の役割を考えて」（1書イ）とある。

「解説」に，「問題や課題などについて述べる段落，

集めた材料などについて分析する段落，それらを

基に自分の考えや意見を述べる段落など，段落の

役割を考えて構成することを指導する」とあるこ

とから，議論の明確化と考えられる。2学年の「伝

えたい事実や事柄を明確にして」（2書イ）も「解

説」に「自分の立場を支える根拠として重要」と

あることから，ここに含まれる。「記述に関する指

導事項」の1学年「根拠を明確にして」（1書ウ） 
もここに含まれる。2学年「説明や具体例を加えた

り」は，「解説」によると根拠に関する記述であ

る。3学年「論理の展開」（3書イ）は「解説」に

よると，自分の意見とそれを裏付ける事実など，

自分の意見の正当性，妥当性を示す書き方のこと

なので，議論の明確化である。他にも根拠に関す

る記述として，1学年「交流に関する指導事項」の

「根拠の明確さなどについて意見を述べたり」（1書
オ）があり，ここに含められる。

議論構造の明確化について「解説」には，「反論

や意見を予想して自分の考えをまとめ，…〔略〕…

論理的で分かりやすい話の構成や展開を工夫する

ことが，聞き手に対する説得力を高めることにつ

ながる」，「聞き手は，…〔略〕…分かりにくいと

ころを質問したり，話の内容や話し方について意

見を述べたりする」（2学年，言語活動例）とあり，

次から触れる「反論・質問の想定」「質問」の基礎

となるものである。

③反論・質問の想定　「話すこと・聞くこと」の

2学年「話すことに関する指導事項」に，「異なる

立場や考えを想定して自分の考えをまとめ」（2話
聞イ）とある。「解説」によるとその意図は，「異

なる立場や考えの人からの反論や質問にも備え，

聞き手に自分の立場や考えを理解してもらえるよ

うに」（第2学年「話すこと・聞くこと」の目標に

ついての解説），聞き手に対する説得力を高めるた

めに行うことのようである。

これは Ennis の批判的思考態度「問いに焦点を

当てる」，批判的思考能力「他人と相互作用する」

のなかの「特定の聞き手を念頭に置く。まとめる

（…〔略〕…予想される異議への反駁の試み）」に

対応すると考えられる。異なる立場や考えとして

の反論や質問を想定（して自説の説得力を高め

る）ことであるので「反論・質問の想定」と命名

した。

④質問　1学年「聞くことに関する指導事項」

に「必要に応じて質問しながら聞き取り」（1話聞

エ）とある。Ennis の批判的思考態度に「問いに

焦点を当てる」があり，批判的思考能力に「明ら

かにするための質問や挑戦的な質問をし，答える」

がある。

質問について「解説」では，「相手が言いたいこ

とを確かめたり，足りない情報を聞き出したりす

る」とあるが，相手の論旨を明らかにする質問を

行うことは，その正当性を批判的・挑戦的に検討

することにもつながる。その意味で，批判的思考

における「質問」と同じものと考えた。

⑤評価・判断　評価は，「聞き取った内容や表現

の仕方を評価」（3話聞ウ），「論理の展開の仕方や

表現の仕方などについて評価」（3書エ），「構成や

展開，表現の仕方について評価」（3読ウ）と，3学
年のみに出てくる。

Ennis（1962）は批判的思考を「命題を正しく

評価すること」と定義したように，評価は重要な

側面である。Ennis の批判的思考能力には「情報

源の信頼性を評価する」「観察し，その結果を判断

する」「演繹的推論を行い，判断する」「帰納的推

論を行い，判断する」「価値判断を行い，判断する」

が挙げられており，評価・判断は重要視されてい



― 211 ―

道田・土屋：中学校国語科における現行学習指導要領下での批判的思考教育の可能性

る。そのため「評価・判断」と命名した。

評価は，その目的によってどのように行い結果

を活用するか異なる。「解説」では，「聞くことに

関する指導事項」について，「「聞き取った内容」

を評価するとは，話を聞いて内容を理解するとと

もに，その意見や主張の根拠を確かめて判断した

り，自分の考えや立場との違いを聞き分けたり，

話の内容についてその意義や価値を考えて，自分

の意思決定に役立てたりすることなどを意味す

る。これらは，異なる立場や考え方を尊重しつつ

話を進めていく上で重要である。」と述べている。

批判的思考には大きく，論理主義と第二波とい

う2つの方向性があるが（Walters， 1994），先の記

述には，ある主張を評価してその適否を判断しよ

うという論理主義的な方向性と，相手の主張を理

解して尊重しようという第二波的な方向性の両方

を読み取ることが可能である。

なお上記「解説」の続きに，「「自分のものの見

方や考え方を深め」とは，聞き取った内容につい

て理解して検討し，評価することを通して，自分

自身のものの見方や考え方を見直したり深めたり

することを意味している」とある。相手の意見を

認めて自分の意見を考え直すなら，Ennis の「証

拠と理由が十分であれば、その立場に立つ」批判

的思考態度に対応し，また「自分のものとは違う

視点を真剣に検討する」という意味では，次で述

べる「開かれた心」に対応する。

「書くこと」においては評価は，「自分の表現に

役立てること」が重視されている。「読むこと」に

おいては，「文章の内容や形式などの価値を判断

し，自らの目的や意図に応じて活用する能力が求

められる」と，文章の価値を判断することが求め

られている。また，複数の文章を比較しながら読

むことで，特徴や効果を評価することも念頭に置

かれており，「書き手が論説の対象として取り上げ

た物事について，どのような立場からどのような

論を展開しているかを読み取ることが大切」（言語

活動例の解説）と，メディア・リテラシー的な活

動が例としてあげられている。

⑥開かれた心　「話すこと・聞くこと」の2学年

「話し合うことに関する指導事項」に，「相手の立

場や考えを尊重し」とある。「解説」では，「互い

の発言を検討して共通点や相違点を聞き分けた

り，話題になっている物事について別の立場や視

点から考えたりすることを通して，自分の考えを

広げることができる」と，多面的に考えることが

述べられている。これは批判的思考では，自分と

は異なる視点に対しても閉ざされておらず開かれ

ている，という意味で「開かれた心」と呼ばれる。

Ennis は「開かれた心でいる」思考態度の下位項

目に，「自分のものとは違う視点を真剣に検討す

る」「自分が受け入れない前提から推論する（受け

入れないことを推論に影響させない）」「証拠と理

由が不十分なときは判断を差し控える」の3点を

挙げているが，本指導事項の解説に対応すると考

えられる。

⑦推敲　推敲は，「書くこと」の指導事項として

全学年で挙げられている。ただし1学年では，表

記や語句の用法，叙述の仕方などを確かめること

が中心となっているため，Table 1には2学年（2書
エ），3学年（3書ウ）のみを挙げた。

推敲に関わる批判的思考態度・能力を Ennis は
直接挙げていないが，Tsui（2002）のフィールド

研究を踏まえると，書きなおすことは批判的思考

育成において重要である。Tsui はいくつかの大学

の授業観察やインタビュー調査などを行った結

果，批判的思考が育成されている大学はそうでな

い大学と比べ，レポート課題と授業中の討論が重

視されていた。レポート課題については，お互い

の草稿を交流して批評し，それを踏まえて書き直

すことで思考がより深くなっていた。

「書くこと」の「交流に関する指導事項」も，

Tsui が指摘するような批判的な意味での再考に繋

がるなら，推敲に含められる。1学年では「根拠の

明確さなどについて意見を述べたり」（1書オ）と

あり，議論を明確化するための交流と考えられる。

3学年では，「論理の展開の仕方や表現の仕方など

について評価して」（3書エ）とある。「解説」に

は，「具体的には，結論に導くための理由や根拠の

取り上げ方や論理の展開の仕方などに着目する」

とあり，批判的思考に導く推敲のための交流と考

えられる。2学年には根拠などの語はないが，同様

の趣旨と考えてよいであろう。

○よりよい問題解決　3学年「話すこと・聞くこ

と」の「話し合うことに関する指導事項」に，「話

合いが効果的に展開するように進行の仕方を工夫
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し，課題の解決に向けて互いの考えを生かし合う

こと」がある。課題の解決（問題解決）について

Ennis は，批判的思考能力「行動を決定する」の

下位項目として問題解決プロセスを挙げており，

批判的思考の一側面といえる。批判的に考えるこ

とでよりよい問題解決が可能になるが，批判的思

考の1要素という位置づけではないので，「問題解

決」はこの後の検討の対象とはしない。

「解説」では課題の解決に向けて話し合うこと

に関して，「立場や考えの違いを認めつつ，課題の

解決に向けて自他の考えを整理し，合意形成を目

指して話し合う能力のこと」と述べている。より

よい問題解決の基礎には，立場や考えの違いを認

める「⑥開かれた心」があり，自他の考えを整理

する「②議論の明確化」があるといえそうである。

以上の検討結果を Ennis（1987）のリストに即

してまとめるなら，批判的思考態度14項目中10項
目，批判的思考能力12項目中10項目に対応すると

理解可能な指導事項が含まれていた。

3　教科書における扱われ方の検討

ここまで，現行学習指導要領にある批判的思考

的と理解可能な指導事項を抽出してきた。これら

が各社の教科書でどのように扱われているのか検

討した。

紙幅の関係上検討は，基本的には批判的思考の

各要素1箇所ずつとし，前節で下線を付した個所

と関わる部分について，批判的思考の育成に有用

な活動や説明としてどのようなものがあるかを検

討した。検討に際しては，各社のホームページか

ら学習指導要領対応表などを確認するのに加え，

当該領域の教材すべてに目を通し，その指導事項

を最も重点的に扱っていると思われる教材を検討

対象とした。結果は Table 2に示した。

①広く深い情報収集　3学年「書くこと」の

「取材を繰り返しながら」について，正面から扱っ

ていたのは S 社のみであった。批評文を書く単元

で，「1. 課題設定，2. 観察・分析，3. 判断評価して

下書き，4. 根拠を補強，5. 執筆，6. 交流」という

流れが設定されている。2でよく観察していろいろ

な情報を収集し，3で下書きを行った後，4で，「判

断や評価の根拠を補強する場合は，体験談，専門

家のことば，統計・調査結果など，信頼性や客観

性の高いものを収集して，適切に引用」すること

を求めている。すなわち2と4の2か所で情報収集

が行われていた。また4で，想定とは異なる情報

と出合ったときは，自分の考えを再検討すること

についても触れられており，「想定していなかった

情報に出合うなどして，それまでの考えを改めた

り」という「解説」の記述を意識したものとなっ

ていた。

②議論の明確化　1学年「話すこと・聞くこと」

の「話すこと」の指導事項のうち，「事実と意見と

の関係に注意して話を構成し」に関する教材を確

認した。ここに注目したのは，事実と意見の区別

は容易ではなく（たとえば木下， 1981），批判的思

考の要素として複数の研究者が挙げている

（Beyer， 1985）からであるが，事実と意見につい

て触れられていない教科書もあった。これを明確

に扱っていた K 社は，フリップを用いて報告を行

批判的

思考要素

指 導 事 項 抜 粋

（学年・領域・項

目）

概要（活動 , 練習 , 解説や視点など）

G 社 K 社 S 社 T 社 M 社

広く深い

情報収集

取材を繰り返す

（3書ア）

批評文 , エッ

セイ（取材

を繰り返す

記述なし）

批評文（取

材を繰り返

す記述なし）

批 評 文（下

書き後にでき

ればグループ

で改善点を探

して情報収集

し書く）

雑 誌 編 集

（「材料を追加

してもよい」

記述のみ）

修学旅行記

（「他にどん

な素材があ

ればよいか」

記述のみ）

Table 2 各教科書において指導事項に対応した教材
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う活動の中で，話者は事実と意見の関係に注目し

て話を構成するよう，聞き手は事実と意見を区別

して質問を考えながら聞くよう指示があり，事実

と意見の説明や話形の違い，具体例を挙げていた。

③反論・質問の想定　2学年「話すこと・聞くこ

と」の，「異なる立場や考えを想定して自分の考え

をまとめ」については，全社ともそれに対応した

活動があったが，さらに2社は，活動教材の直前

議論の

明確化

事実と意見との

関係に注意して

話を構成し

（1話聞イ）

お気に入りの

紹介（事実と

意見に関す

る記述なし）

フリップを

用いて報告

（視点 , 例示）

ス ピ ー チ

（事実と意見

に関する記

述なし）

意見と推測

の違いを考

える

ス ピ ー チ

（事実と意見

に関する記

述なし）

反論・質

問の想定

異なる立場や考

えを想定して自

分の考えをまと

め（2話聞イ）

ディベート

（違う立場で

情報を集め ,
論理を組み

立てる）

反対意見を

想定して話

す（例示中

心）

パネルディ

スカッション

（「質問を予想

して,答え方

を考えてお

く」記述のみ）

反論を想定

して書く練

習 / プレゼン

テーション

（質問や意見

を予想）

反論・解決策

を考える視

点 + 練習 / パ
ネルディス

カッション

（反論想定）

質問

必要に応じて質

問しながら聞き

取り（1話聞エ）

インタビュ

ー（質問をい

くつか考え ,
いちばん聞

きたい質問

を中心に構

成する）

スピーチを

聞く（必要

に応じて質

問）

質問（質問

の種類を考

え , 話し合い

で実践）

質問を考え

る練習+質問

の観点 / 質問

ゲーム / グル

ープ・ディス

カッション

グループ・デ

ィスカッシ

ョン（質問

語幹例）

評価・判

断

聞き取った内容

や表現の仕方を

評価して（3話聞

ウ）

パブリック

ス ピ ー チ

（評価を受け

てスピーチ

を作り直す

練習）

講演を聞く

（内容や表現

の仕方など

のよい点に

学ぶ）

ブックトー

ク（振り返

って質問し

合う）/ 企画

会議（観点

をもって企

画案を検討）

スピーチを

聞く（評価

→観点づく

り→練習+観

点例）

評価しながら

聞く練習 / ス
ピーチ（よか

った点 , 改善

した方がいい

点）/ 会議（観

点を持って提

案を整理）

開かれた

心

相手の立場や考

えを尊重し

（2話聞オ）

ディベート

（違う立場で

情報を集め ,
論理を組み

立てる）

役割を決め

て討論

パネルディ

スカッショ

ン（「互いの

立場や考え

を尊重しな

がら , 質問や

意見を述べ

る」記述の

み）

話し合いで

問題を検討

しよう（相手

の立場を尊

重する記述

なし。メリッ

ト - デメリッ

トを出しあ

う活動あり）

反論・解決策

を考える視

点 + 練習 / パ
ネルディス

カッション

（反論想定）

推敲

書いた文章を互

いに読み合い , 論
理の展開の仕方

や表現の仕方な

どについて評価

（3書エ）

批評文（グル

ープで話し

合い→まと

め→発表→

執筆→交流）

自 己 PR 文

（交流後の推

敲なし）

批 評 文（下

書き後にでき

ればグループ

で改善点を探

して情報収集

し書く）

雑 誌 編 集

（下書き→指

摘し合い→

改善）

修学旅行記 ,
批評文（下

書き→助言

し合い→清

書）/ 別教材

で推敲練習
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に練習教材が配置されていた。M 社は，同意と反

論を同時に扱っているが，まず，同意する視点（別

の根拠や例を出す）と反論を考える視点とが挙げ

られ，意見文に対して同意や反論を考える練習を

行うようになっている。反論は相手が見落として

いる点の指摘のほかに，解決策の提案という建設

的なものが挙げられていた。挙げられている例の

語幹部分に傍線を引くことで（同意なら「～以外

にも～あります」「たとえば」，反論なら「～とい

った方法をとれば避けられると思います」「～とい

う長所も考えるべきです」），同意や反論を考える

話型が示されていた。また次の教材であるパネル

ディスカッションで，反論を想定して対策を考え

ることについて複数回言及されており，例が挙が

っていた。

④質問　1学年「話すこと・聞くこと」の，「必

要に応じて質問しながら聞き取り」については，

全社で活動があったが，それに加えて練習や考え

る観点があるものもあった。T社ではまず1ページ

の導入的教材で，質問練習の必要性について説明

し，質問を考える練習が2題ある。そのなかで，

質問の種類（意味の分かりにくい言葉や説明不足

のところへの質問，相手の考えをよりよく理解す

るための質問）と質問を考える観点がまとめられ

ている。次の教材が，「質問ゲーム」という活動と

なっている。4人グループで質問者，回答者，時間

係，メモ係となり，質問者が回答者に質問（イン

タビュー）を行うものである。出された質問を振

り返ってよりよい質問を見つけて全体で共有し，

それを意識しながら2回目の質問ゲームを行う形

になっており，2教材を通して練習→視点→練習→

活動→振り返り→再活動と丁寧に学べる配置とな

っている。さらに別教材のグループ・ディスカッ

ションでは，質問などをしながら話が聞ける工夫

がされており，複数教材での質問力育成が考えら

れていた。

⑤評価・判断　3学年「話すこと・聞くこと」の

「聞き取った内容や表現の仕方を評価」について

は，スピーチなどの後で質問をしたりよかった点・

改善点を話し合ったりするものが多いが，T 社は

評価の観点づくりから始められていた。2つのスピ

ーチ例を聞いて，どちらがどのようによかったか

を話し合い，スピーチを評価する観点を見つける

活動である。それを意識して別のスピーチを評価

することになっており，評価観点例も挙げられて

いた。ただ「解説」の記述と比較すると，主張の

根拠を確かめることは評価の観点として挙げられ

ていたが，「自分の意思決定に役立てる」ことは明

確には扱われていなかった。

意思決定を扱っているものとして，S 社のものが

ある。「話し合い」教材で，企画会議で出された企

画案を検討する際に，「内容のよさ・重要度」「実現

可能性・実施のしやすさ」「実現したときの効果」

という評価の視点が挙げられている。ビジネス書

で，複数挙げられた問題解決プランを評価するた

めのクリティカルシンキング・ツールとしてマトリ

ックスが挙げられるが（渡辺， 2007），それと同じ

発想である（ただしツールは使われていない）。似

たような観点は，M 社の会議教材にもある。

聞く側ではなく話す側の活動ではあるが，G 社

の教材には，スピーチを聞いた他者の評価を元に

スピーチ原稿をグループで作り変えるという活動

がある。これは，得られた評価を元にある種の判

断（文章の再吟味）を行う形となっている。

⑥開かれた心　2学年「話すこと・聞くこと」で

は，「オ　相手の立場や考えを尊重」と「イ　異な

る立場や考えを想定」との関係で，各社に特徴が

みられた。3社はこの2つの指導事項が同一の教材

に割り当てられていた。そのうちM社の例は③反

論・質問の想定のところで挙げたが，その内容か

らすると，想定した反論や実際に受けた反論を踏

まえて自論を発展させることや，建設的な修正案

を提案することが，相手の立場や考えを尊重する

ことと捉えられていた。

別教材に割り当てている K 社は，イの教材で

は，反対意見に対して「しかし…」と反論する例

を挙げている。しかしオの教材である討論では，

反論ではなく，「相手の発言をよく聞き，参考にで

きる点はないか，自分の意見に生かせる点はない

か，などについても考える」ように述べている。

示されている討議例では，自説の難点を認めて相

手の発言を受け入れる発話（「確かに僕の提案に

は問題があります」）と，対立していた二人の意見

を両方生かして第三者が修正案を提案する発話が

挙げられている（ただしそのような解説はない）。

特に後者は，単なる同意見や反論の表明ではなし
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に他者の考えの尊重が明示されている。特別活動

の話合い活動における「折り合い」「建設的な意

見」「対立を乗り越えて問題解決」に通じるもので

ある。

⑦推敲　交流に関する「解説」に，「結論に導く

ための理由や根拠の取り上げ方や論理の展開の仕

方などに着目する」とあることから，交流と推敲

は密接に関係すると考えたが，そのことを3学年

「書くこと」教材で確認した。結果，同一教材に

「推敲」と「交流」が配置されているのは2社のみ

であり，それ以外は感想の交流で終わっている場

合が多かった（執筆前の話し合いでグループでの

交流を設定している教材はいくつかあった）。

同一教材に配置している T 社と M 社は，まず下

書きを行い，グループで交流して指摘や助言を行

い，それを踏まえて改善して清書する流れになっ

ていた。これはまさに，Tsui（2002）の研究で見

出された，批判的思考を重視している大学で行わ

れている「お互いの草稿を批評し，それを踏まえ

て書き直す」に対応している。

4　考察
4.1　現行学習指導要領における批判的思考

平成20年版学習指導要領にも，批判的思考とし

ても理解可能な要素が含まれており，資質・能力

としての批判的思考を育成するための基盤は作ら

れているといえる。「質問」「多様な方法」「取材を

繰り返し」「異なる立場や考えを想定」「評価」「課

題の解決」の語は，平成10年版学習指導要領には

なかったものであり，現行学習指導要領は，より

資質・能力を育成する方向で作られている。

このような資質・能力の育成に当たっては，教

材間の関連を考える必要がある。各要素の学年・

領域への配置については，同一学年内での複数領

域への広がりという「横」方向と，同一領域内で

の複数学年への深まりという「縦」方向でみると， 
3つのパターンが見受けられる（Fig. 1）。
第一は，ほぼ全ての領域・学年にある「議論の

明確化」である。他の要素の基盤となるとともに，

国語科における批判的思考の柱と考えられる。第

二は縦に展開しているもので，質問（1話聞エ）→

反論・質問の想定（2話聞イ）・開かれた心（2話
聞オ），広く深い情報収集（2書ア→3書ア），推敲

議論の明確化

Fig.1 各批判的思考要素の関連
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fig.1　各批判的思考要素の関連
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（2書エオ→3書ウエ）がある。これらは，前学年

での学びを次学年でさらに深めることが重要であ

ろう。第三は横に展開しているもので，2学年の広

く深い情報収集と，3学年の評価・判断である。こ

れらは，同学年の別領域に出てくる同一概念を適

切につなげることが重要であろう。

一方でつながりが見えにくいものもある。推敲

は「書くこと」全学年にある。再考してよりよい

ものに仕上げていくことは重要であるが，現在の

指導事項では，学年を追ってどのような深まりを

想定しているか見取りにくい。今回は推敲のなか

に含めた「交流に関する指導事項」も同様で，「根

拠」「論理の展開」などの語はあるが，それがどの

ような体系になっているかは分かりにくい。

また，「質問」（1話聞エ），「相手の立場や考えを

尊重」（2話聞オ），「課題の解決」（3話聞エ）は，

批判的思考の観点からはつながりが想定できるが， 
各語が指導事項上1度ずつしか出てこないため，

つながりは分かりにくい。日本の大学生は質問を

しないという指摘（藤井・山口， 2003など）を考

えると，相手を尊重しつつも質問しながら話を聞

き取り，課題解決に向けて話し合えるよう，つな

がりを意識して指導できるようにしてもいいので

はないだろうか。

「質問」に関しては，一見「聞く」「読む」とい

う情報受容時に特有の批判的思考にみえるが，情

報発信（話す，書く）を行う前に自己質問を行う

ことで内容を高めることは可能であり，実際「反

論の想定」では，自己質問・反論の想定を促して

いる。汎用的な資質・能力と考えるなら，領域を

またいで幅広く学べるよう位置付けることも必要

であろう。

4.2　教科書に見られる批判的思考育成

Table 2に示したように，教科書によって扱い方

に幅があった。批判的思考の育成のみを念頭に教

科書が作られているわけではないし，1つの指導事

項にも複数の要素が含まれているためどこに重点

を置くかの判断はさまざまであり，幅があるのは

当然ではあるが，そのなかの最も批判的思考的な

教材を取り出すなら，ほとんどの批判的思考要素

について，十分な教育が可能といえそうである。

ただし，扱いが不十分な項目もあった。「開かれ

た心」である。不十分と思われるのは，「反論・質

問の想定」と同一教材で扱われている点であり，

また，Ennis が開かれた心に挙げている下位項目

中，「自分が受け入れない前提から推論する」に対

応した教材がない点である。互いの立場や考えを

尊重することは，「解説」で「道徳との関連」が言

及されていることを考えるなら，資質・能力とし

ての批判的思考育成として対応を検討されるべき

であろう。

各社の教材は，活動内容の違いだけでなく，練

習が含まれるか，観点の例示や解説があるかに違

いがあった。批判的思考の育成を考えたときには，

どのような指導が望ましいであろうか。

批判的思考が埋め込まれた活動だけではなく，

質問なら質問だけを取り出して練習する局面は，

あったほうがいいであろう。資質・能力は一度の

学習で身に着くものではないからである。批判的

思考の教科書をみても，議論の明確化で1章以上

使われていることも少なくない（たとえばEnnis， 
1996）。質問だけで1冊の本になっているものもあ

る（Browne & Keeley， 1998）。ここから考えても，

ある資質・能力を身につけるために，繰り返し練

習することは必要であろう。

観点や解説も，明示されている場合とそうでな

いものがあるが，これについては Abrami， 
Bernard， Borokhovski， Wade， Surkes， Tamim， 
and Zhang（2008）の研究が参考になる。批判的

思考の実践研究の効果量をメタ分析し，授業タイ

プ別に効果量の差を検定したところ，批判的思考

が埋め込まれた活動を行うだけよりも，考えるた

めの手掛かりや視点を明示的に教える部分を含む

方が効果量が大きいことが明らかになっている。

すなわち，考える観点は明示的に学んだ方がいい

といえる。それを教師が教える場合もあるだろう

が，考えたり振り返ったりするなかで生徒が見つ

け出すこともある。実際そういう教材はいくつか

あったが，良質な教材といえる。

以上本稿では，現行学習指導要領と現行国語教

科書を批判的思考という観点から検討した結果，

特別な道具立てを準備しなくても，資質・能力と

しての批判的思考育成はある程度可能なことを示

した。その際には，批判的思考という観点から教

材の特徴を把握し，前後の学年や他領域とのつな

がりを意識する必要があり，その点は今後の課題
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である。また今回は，特徴的な教材の検討にとど

まっている。他の教材の検討や，実際の授業のな

かでの指導のあり方や生徒の変容を検討すること

が，今後の課題であろう。

附記　本研究は，科学研究費基盤研究 C「21世紀

型能力としての批判的思考力を育成する中学校の

授業デザイン」（代表者 : 道田泰司　課題番号

16K04306）の助成を受けたものである
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注
1 　 態度：１．命題や問題を探す　２．理由を探す　３．

情報を集めようとする　４．信頼できる情報源を使

う　５．全体の状況を考慮に入れる　６．中心点か

ら離れない　７．基本的な関心を忘れない　８．他

の選択肢を探す　９．開かれた心でいる　10．証拠

と理由が十分であれば，その立場に立つ　11．主題

が許す限りできるだけ正確な情報を求める　12．複

雑な全体を秩序だって扱う　13．自分が持っている

批判的思考技能を使う　14．他人の感性，知識レベ

ル，洗練さの程度に敏感である

2 　 能力：１．問いに焦点を当てる　２．議論を分析す

る　３．明らかにするための，または挑戦するため

の質問をし，答える 　４．情報源の信頼性を評価す

る　５．観察し，その結果を判断する 　６．演繹的

推論を行い，判断する　７．帰納的推論を行い，判

断する　８．価値判断を行い，判断する 　９．用語

を定義し，定義を判断する　10．仮定を明らかにす

る 　11．行動を決定する　12．他人と相互作用する

（下位項目は略）

3 　 2017年２月14日に公示された中学校学習指導要領
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案でも確認を行ったが，この７種類は時期学習指導

要領案においても同様に見られた。


