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課題研究最終報告

小学校高学年における批判的思考を培う授業デザイン

Lesson Design to Cultivate Critical Thinking in Elementary School Upper Grade 

土屋勢子

Seiko TSUCHIYA 

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・南城市立大里南小学校

1 . はじめに

(1) 問題の所在

これからの社会は，グローバル化， AIの発達，少子高齢化の進展や雇用環境の変容など激しく変化

していく社会となることが予想されている。その時代を生き抜く子どもを育む教育にも常に改革が求

められており，深く考えることのできる子どもの育成を目指す教育改革が教師にとって大きな課題と

いえる。既知を通してさまざまな情報を的確に理解して判断を行い，批判的に思考する過程のスキル

と誠実さや謙虚さ，責任感等，人として根幹となる資質が，未来を担う子ども達にとって軍要である。

また，これからは多種多様な個々人の力の発揮と，未知の間題を解決していく幅広い知識や柔軟な恩

考に基づく生き方が一層求められる時代となる。

学校現場において，小学校の段階から批判的思考能力を培う璽要性はこれまでも様々な形で論じら

れてきた。しかし，批判的息考要素を含む教科書教材の特徴的な教材の検討は示唆されている（道田・

土屋， 2017) が，実際の授業の中で学習者の実態やその発達を視野に入れた教師の働きかけ，学習者

の批判的思考過程の分析と批判的思考能力の向上に対する効果については論じきれていない。授業の

ねらいに沿った一つの解に導く指導がなされることが少なくない学習指導の現状で，学習者に知識や

経験をもとに様々な見方や考え方を重視した議論を通して，深く考えさせることが重要だと考える。

私が関わってきた児童の多くは，学習したことをそのまま忠実に実行すればできる間題に対しては，

解決に向けて積極的に行動しようとする。しかし一方で，学習したさまざまな知識を組み合わせて試

行錯誤し，筋道立ててじっくりと丁寧にいろいろな思考を巡らせる中で必要な情報を選び，解決して

いくような場面に対しては消極的であり，ここに批判的恩考を育む必要性を感じている。

(2) 目的

本研究では，小学校第 6学年での国語科及び算数科の授業実践を通して，単元の開発と教師の働き

かけから学習者の批判的思考過程の関係を分析し，批判的思考能力の向上に対する指導法の検証を目

的とした。特に，論理的に考えて適切に理解し，根拠をもって話し合う中で情報を吟味する活動や後

述する思考ルーティンを生かした授業を目指した。なお，本研

究では，学習場面における「自ら問いを立て，他者と協同して

解決を図り，多様な見方・考え方を通して新たな価値を創る力」

を批判的思考とした。

(3)研究の方法

前述の問題意識から先行研究を概観し，概念的理解や思考過

程を重視した授業デザインを考えた。図 1は先行研究（楠見・

子安・道田， 2011;道田， 2012) を基に，私が整理した批判的

思考態度を培う直点要素と思考ルーティンの模式図である。合

理的で省察的な批判的思考態度の根幹となる「可謬性」と「対
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図1 批判的思考と思考ルーティン
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話主義」を生かした授業に「個人で考える」， 「他者と交流」， 「疑間出し」， 「練り合い（納得解

を探る）」， 「全体で解決」， 「個人で再考」の 6つの思考ルーティンを組み入れて授業をデザイン

し実践した。それと並行して，学級児童の平成 30年度全国学カ・学習状況調査（以下， 「全国学調」）

の記述問題に着目し，児童の誤答背景を推察した。あわせて全国学調の類似問題を自作し，授業実践

後にテストを行い，批判的思考能力に関して 4月時点との差異を検証した。これら授業実践と全国学

調の解答状況の分析を通じて，私の学級の子どもがどのような点でつまずきやすいのかを明らかにし，

それを克服する方略を再検討した。

(4) 先行研究の概観と問題点

道田 (2001)や小野田 (2015) は，ある程度の学習歴があり批判的思考能力を培ってきたと思われ

る大学生でも，それを必要に応じて用いたり発揮したりすることが少ないことを報告している。つま

り，予定調和的に批判的患考は育成されるのではなく，批判的思考を効果的に発揮させることを意図

した適切な指導を行わない限り，批判的思考の育成は困難だと考えられる。

そこで，小学生の批判的思考を生起させる要因として重視されている発表者のアーギュメントスキ

ーマに着目した。たとえば，山本 (2011) は学習スキルを集中的に教え， レポート報告などを書く活

動と情報収集や情報交換を目的とした対話活動を取り入れた授業を行い，考えたこととその根拠を学

級全体で丁寧に検討する経験をさせている。その中で，客観的な事実と主観による考えを整理し，対話

を通して深く考えさせるよさがあるものの，継続した学びの結果までは論じられていない。

管見の限り，後述する私の実践のような教科書教材を用いた授業における批判的思考を取り入れた

実践は，木下ら (2011)や土屋・堀内 (2013) の研究がある程度で，他に見い出せなかった。一方，

樋口 (2012) は，教師がどのように働きかけ，学習者がどのように思考したかといった批判的恩考の

過程を明らかにした研究がほとんど行われていないことを指摘している。この 2つが批判的思考を育

む上での課題であり，山本(2011)や樋口 (2012)は，批判的思考を培う授業に対して児童の思考過程を

丁寧に見取り，発話や記述等の細やかな分析，試行段階後の評価を通して授業デザインに修正を加え

ていくことでその方略を明確にできることを指摘している。

2. 指導の実際

(1)【国語】「問題を解決するために話し合おう」 (6月）

① 単元における概要

4月の授業において，練り合いの場が活性化しない状

況から，私の学級の子どもは，自分の思いや考えを表現

することに抵抗を感じていると判断した。そこで，私と

子どもが対等な立場で意見を出し合うことを授業では

心掛けた。その結果，学級の雰囲気が和らぎ，子どもが

自分の考えを本音で話し，学級の問題に対して自分事と

して怠欲的に解決しようと話し合う様子が見られ始め

た。その上で，まず初めに実生活の中から間題を取り上

げ，自分の意見を伝え合いながら問題を解決していく言

時

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

表 1 単元計画
学習活動

1. 学冒の見通しを立てる。
• 自分たちの普段の話し合いで，できていることと不十分

なことを振り返り，問題俄決に向けて互いの立ち場や意

固を考えながら話し合うという学習課題をつかむ。

2. 話し合いで問題解決のために留意する点を瑠解する。

・教科書の話し合い例をもとに，話し合いの進め方や役割

ごとに気を付けることを考える。

3. 自分たちの生居を振り返り．クフスで解決したい問麗

について話し合う。
・クラスで俄決したいことを考えて議題を決めておいた

議題に対する自分の意見を持ち，四つのグループに分か

れて，グループ間で話し合いを観察や助言をし合う。

4. 自分たちの生活を量り返り．クフスで解決したい問題
について話し合う。

・助言し合ったことを意識しながら学級で話し合う。

5. 計画以外に 1時間追加して話し合い活動を行った。

6. 皐元の学詈を振り返る。

．互いの立場や意図を明確にして相互の意見や知識を出

し合い，関係づけながら計画的に話し合えたか振り返る。

語活動を設定し，問超を捉えてその考えられる原因を挙げ，原因ごとに解決する話し合い活動を 6

時間で計画した。実際には， 1時間追加して全7時間で授業を展開した（表 1)。解決策を模索し自

分の意見を明確に伝えたり，相手の発言の意図を考えた上で話したりする中で，思考の落とし穴や

先入観などにつられて本筋からずれたまま授業が展開された場面を抽出して考察した。

② 「意思決定」場面で抽出された思考の落とし穴や先入観

本単元では，「間題を確かめる」，「間題の原因を考える」，「原因ごとに間題を解決する方法を考え
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る」，「意見をまとめる」という話し合いの過程で妥当

な原因から筋道立てた解決にむけて話し合うことを

目的として進めた。表 2に示した。【第 5時を終えて：

司会者の感想】の，「雨でウォークラリーができなか

ったという原因は私も納得していなかった」より，間

題に対する妥当な原因が出せなかったことや，授業で

学んだ新しい知識（話し合いの過程）に沿って結論を

導くことだけが目的になり，話し合いそのものが進ま

なかったことや，【第 5時を終えて：子どもの感想】

に示すように司会者が原因ごとの解決策を挙げよう

としながらも，時間内の解決とこれまでの慣習から最

終的には「多数決」という意思決定を選択したこと（下

線部）に着目した。まず，子どもから物事の起こった

妥当な原因がなぜ出せなかったのかについて検討し

た。原因そのものではなくそれを引き起こした状態

（この場合は天気）に捉われてしまったこと，つまり

表2 授業後の子どもの感想

し賛成・反対の意見出しもさせないし，しまいには勝手に多数決をとっ

今回の学級会は，前回よりもみんなの意見がぽんぽん出ていてよい雰

囲気だった。また．前回よりもみんなの意見を黒板にまとめきれてい

た。しかし，今回の学級会は途中で先生が入って進めていたので，その

今回の学級会でよかったところは，教科書にとらわれなかったこと，た

だそれだけです。なぜなら前回は，司会が教科書をずっと見ていたけど，

今回は教科書を見ずに自分達の考えでやっていた所です。悪かったとこ

ろは．賛成・反対の意見を出させずにまた進めていたところや，まった＜

同じ人ばかりに当てていたところです。

間題に不必要なことを持ち込んでしまったことが曖昧さを招いたと分析した。子どもが，無意識に

直感的に判断し解決しようとしたことも思考の過ちにつながったと考えられる。子どもは可能性の

ある選択肢のすべてを吟味せず，単純に自分達が満足する解を見つけることに留まったと考えられ

る。次に，司会者の判断による「多数決」は，過去の経験から習慣となった一種の「構え」とも言

える方法を安易に用いたと考えられる。それらのことから子どもの認知と行動のずれ，人間が陥り

やすい思考の落とし穴や先入観による影響をいかにして脱却させるかが課題として明らかになった。

第5時が問題を捉えた話し合いにはならなかったため，問題に迫る原因やよりよい意思決定の方

法を考えた話し合いを 1時間追加した。そこでは，【第 5時を終えて：司会者の感想】を踏まえて“原

因として妥当だったのか", "原因ごとの解決策を講じながらなぜ多数決で解決しようとしたのか”

といった前時の情報を私が提供し，“どうしたらよかったのか”と発問し，思考ルーティンを組み込

み，学級全体の学びにつなげた（表 1)。特に，思考ルーティンの「他者と交流」，「疑間出し」，「練

り合い」，「全体で解決」に注力した。子どもは「他者と交流」の場面において，問題に対して「本

当の原因になっているのかな」，「間題から考えると…本当の原因からそれているよね」などの「疑

問出し」を行い，それまでの考えの過ちであった“ウォークラリーで自分たちの意図に沿わない活

動状況に不満が躾ったこと”に気づいた。その後，他者から様々な視点で考えを出し合い，「練り合

い」を通して考えを吟味しながら全員の納得解へとつなげようとしていた。授業の振り返りにおい

て「個人で再考」させたことで，これまでの学びを再確認して学びを深めるとともに一人ひとりが

今後の課題を明確にできた。一方，私は一連の思考ルーティンにおいて子どものやり取りを見守り，

子どもの思考の流れを観察した。本単元では，間題を捉えたものの見方や考え方が育っていなかっ

たと判断した。子どもの発言内容と真の原因のずれが大きく，本単元内での修正の限界を感じた。

(2) 【国語】「資料を生かして呼びかけよう」 (9月）

① 単元における検証の概要

前単元の実践から，「問題に対する妥当な原因が出るようにするにはどうすればよいのか」，「な

ぜ，最後は多数決で解決しようとしたのか」といった考えの偏りを子ども自ら自覚し，修正し，学

び続ける合理的・省察的な批判的思考の育成が課題として明らかになった。そこで本単元では，環

境間題について自らの考えを持たせた上で互いの主張に折り合いをつけながら根拠となる資料を探
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し出し，班ごとにリーフレットを製作する言語活動を設定し

た。採択されている東京書籍の教科書では，‘‘地球温暖化から

地球環境を守るために自分たちが出来ること”が教材として

示されていた。本単元では教科壽教材をさらに掘り下げた視

点で単元の学習計画を立てた（表 3)。まず，‘‘本当に地球環

境を守る必要があるのか？”と間い，私が作成した ‘‘地球環

境を守る必要はない”のリーフレットをモデルとして提示し

た。これにより授業の環境間題そのものを吟味し，より環境

について考え，間題の核心を追求できると考えた。教科書教

材であっても内容を鵜呑みにせず，入ってきだ情報を自分の

中で一歩踏み留まらせ，情報の矛盾や誤り等について考える

表3 より根底から考えるための単元計画
時 学習活動

1. 学詈の見通しをもつ。

1 . 主張を支える文享とその根拠となる資料（図・表・

写真）の妥当性を考える。

2. 檄師の作成したモデル作品「地糟環墳を防ぐ必憂

2 はない」に対する自分（遭）の主彊に合う楓拠の責料

を裸す。（国語・理科の教科書，事典等）

3. 鎗疇温履化に対する自分（違）の重見と根拠とな

る責料を活用し，リーフレットを作る。

3 ・リーフレットの見栄えでなく，主張に対する根拠の

妥当性や一貫性を菫視する。

4. 完成したリーフレットを観点をもとに班ごとに

読み合い．助言し．椎敲する。
4 •主張と根拠となる資料の妥当性， 文の構成やねじれ

等に着眼点をおいて推敲する。

5 5. 自分自身や班の学びについて振り還る。

心を持つこと，つまり批判的恩考に着目した授業を展開した。とりわけ，教師がモデルで「地球環

境を守る必要はない」の主張をリーフレットで示した上で，それに対して子どもの立場から自由に

根拠を挙げて主張し，内容に一貫性を持たせることを確認して活動を進めた。

② 「合理的」で「省察的」な批判的思考を培う一授業

本単元では，思考ルーティンのプロセスを授業の冒頭から組み人れた。私の「本当に地球環境を

守る必要があるのか」という問いに対して「個人で思考」させると，全員が「守る必要がある」で

一致した。その上で，各班で自分たちの主張に合った資料を選ぶために「他者と交流」，「疑間出し」

を行った。さらに，どのように活用するかについて話し合いながら，事典や理科の検定教科書など

から写真や図表，グラフなどを選択していった。「地球温暖化を防ぎたいという考えを伝えるから，

写真よりこっちのグラフの方が数字で説得力があって，わかりやすいんじゃない？」とそれまで全

て写真だった資料を差し替える班も生まれ，多方面から考えを出し合いながら検討したり改めたり

していた。完成したリーフレットの内容を，事前に私が確認した上で，次に，完成した 9つの班の

リーフレットを確認し，主張が異なる 2~3班を意図的に組み合わせて新しいグループを編成した。

主張が異なる班同上の方が，作品の相互比較を活発に行われると考えたからである。新しいグルー

プでは観点を基に互いに読み合い，助言後に推敲させる活動を行った。思考ルーティンの「他者と

交流」，「疑間出し」，「練り合い」として，別な班が作成したリーフレットを相互に読み合い，その

結果を受けて作成した班単位で推敲させた。この活動では，「最初に意見が書かれると分かりやす

い」，「急に話が変わるから，文と文のつながりを考えて，この間に自分たちができることを具体的

に書いて入れた方がわかりやすい」など，対話を通して建設的な評価コメントを出し合っていた。

表4 助言を受けてから推敲までの流れ
助言前作品の概要 助言の内容 推敵後作品の概要

・地球温暖化は防ぐべきである。①シロクマ．②サン 皆さんは．最近「地球温暖化」という言葉をよく
みなさんは．最近「地球温暖化」という言葉をよく耳

ゴの白化，③50年後の日本の森の写真，④温室効果 耳にしませんか？の後すぐに地球温暖化は地球
にしませんか？地球温暖化は防ぐべきなのでしょう

ガスの図⑤異常気象世界地図の資料を提示して説明 にどのような影響があるのでしょうか。の書き出
か。私たちは防ぐぺきだと思います。では，地球温暖

している。 しに地球温暖化を防ぐべきかそうでないかの意
化は地球にどのような影響があるのでしょうか。

: ① 
・「まだまだ先のことだから大丈夫」という人もいます 見を入れた方がよいと助言された。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
が．海に土地が沈んでしまうのは先の話だとしても 「自分たちができることを考え，行動するべきだ 「二酸化炭素を減らすために．エアコンの電源を使わ

異常気象などで自分たちの住んでいる土地がいつ脅か と私たちは考えます。」の前に，具体的に自分たち ないときは消したりごみを少なくしたりと，」の言葉を

されてもおかしくはないのです。と再反檎し双括型の ができることを書き入れると分かりやすいと助 「自分たちができることを考え行動するべきだと私た

文享でまとめている。 言があった。 ちは考えます」の文享の前に挿入していた。

・地球温暖化を防ぐためには地球温暖化のおこる原因 私たちが温暖化を防ぐためには地球温暖化のお 冒頭に「私たちは地球温暖化を防ぐべきだと思いま

を知り，それを防ぐ為に私たちができることを考える こる理由などを知ったり，自分たちの地球温暖化 __す___o _」___の____文章を挿入していた。-

必要がある。 を防ぐためにできることを考えたりすること大 資料①は「日本で排出される温室効果ガスの種類ごと

作 ・①日本で排出される温室効果ガスの内訳（グラフ）． 切だと思います。の冒頭の部分に自分たちの意見 の割合を示したグラフです。この資料から見ると温室

倍 ②炭素（二酸化炭素など）の循環の仕組み．③家庭か を入れた方がよいと助言された。 効果ガスのほとんどが二酸化炭素といえます。」の後

らの二酸化炭素排出呈の燃料種類別内訳の資料を提示 -------------------------------------------------------------------------- に，「これは温暖化をおこす原因の一つでもあります。

して説明している。二酸化炭素をなるべく出さない生
資料①の説明の後に，意見を付け加えたらもっと

ですから，二酸化炭素をなるべく出さない方がいいと

活の工夫の必要があると提言している。
言いたいことが伝わると助言があった。

思います。」の文章を挿入していた。
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他者からの助言により，作品に変容が見られた（表4)。具体的には，冒頭に自分の意見を述べるこ

とや段落の入れ替え，文のねじれ，文章のつけ加えなど，子ども同士で助言し合い推敲する学びを

通して高次の活動へと発展した。学級全体の意識として全体を広く捉えた上で，物事を具体的に考

える学びが育まれてきていると推察した。

(3) 【算数】「比の利用」 (10月）

① 単元における検証の概要

4月から，「本当に正しいのか」，「もっと適切な考えや表現はないか」などの可謬性や対話を生か

した思考ルーティンを通して，自分の思考の枠組みを超えた広い視野から学びを探究してきた。一

般に 批判的思考は，ある学びがその後の別の学びにほとんど影善を与えないとされるが，国語の

授業を通して学んだ学習方略が，算数の学習場面や生活場面で生かされる“転移”を促す学習活動

の展開を期待して実行することには，経験の機会の提供以上の意味があると考えた。

この授業では，私が作成した「『比の利用』開題文：父の年齢が 48歳，母の年齢は 36歳，子ども

の年齢は 12歳の 3人の家族が，長さ 50cmのロールケーキを年齢比で分けて食べます。少し余らせ

てもいいです。余らせる量をなるべく少なくして 3名の食べる長さを求めましょう。」を教材として

用いた。この間題は，家族の年齢比からケーキの割合の求め方を考える活動を通して，比の性質を

利用して簡単にし，比の値からケーキの長さを求めることがねらいである。まず「わかっているこ

とは何か」，「求めることは何か」等の発問から既有知識や線分図を基に，試行錯誤を繰り返し，他

者に説明するために全体で吟味し考え，練り合い，納得解を求める展開を目指した。

② 転移を可能にした "6つの思考ルーティン” 「比の利用」 Aさんの考え方
全部偶数だから 2で割ると父が24cm, 母が 18cm, 子

どもが6cmになります。 24と18と6を足すと 48cmに
なり， 50cm以下なので2cm余る。だから，父は24

29名中， Aさんと同一の思考は 8名， Bさんと同一の思

考は 1名であった。残りの子ども逹は年齢比を簡単にしたも

の，考えに行き詰まったり「全員で等しく分けるとしたら」

と出題意図を無視して自分なりに問題を解釈して 3で割っ

てみたりしていた。また， 50--;-(4 + 3 + 1) =50--;-8 =6. 25 

とし，父は 6.25X 4 =25 母は 6.25X 3 =18. 75子どもは

6. 25X 1 =6. 25とし，そこから小数点以下を四捨五入して

cm, 母は 18cm, 子どもは6cmになると思います。

「比の利用」 Bさんの考え方
「まず，父と母と子どもの年齢を足すと 96なので，96
7 2=48になる」の部分を書き直して「まず， ..J..!Q堡
をもとめる。 48:36: 12= 4 : 3 : 1になり 4+3+1

=8になるので， 50cmのロールケーキを8とみる。 50
-;-s=6で8X 6=48」に書き直してみる。その後 48
cmから，それぞれの年齢比の値を母は3なので 48X3 
/8 =18, 子どもは 1なので 48X1/8=6だから，父

24cm, 母 18cm, 子ども 6cmになる。

父は 25cm, 母は 19cm, 子どもは 6cmという結論を導いた子どももいた。授業では，特に思考Jレー

ティンの「練り合い（納得解を探る）」に着目し，他者との考え方の違いを確認しながら，学級全体

で皆が納得できる解にどう導いていくかを考えさせた。「Aさんの年齢を足す考えは面白い！」，「B

さんの考え方も面白いけど，いつも使えるわけじゃない！」と発言があった。しばらく間があり，そ

の後， Bさんの考え方に対して「 1の値って何？」と，それまで解答用紙に数字を書いただけで悩

んでいた子どもが質問し始めた。私が「Bさんの考えについて説明できる人いますか？」と聞くと，

別の子が黒板前に立ち，「48:36:12を6で割って， 8:6:2になります。さらに 2で割れるので，

8:6:2=4:3:1と簡単にできます。」「この 4 : 3 : 1の全部が 1にあたるという意味だと

思います。だから 4+3+1=8で，それが 1の値になると思います。」と説明した。それだけでは納

得できない子どもの表情から，ここで私が「他には？」と促すと，また別の子どもが「全体は 50cm 

で，年齢比の和は 8で...8の中の 1はどれだけになるかを考えればいいと思います」と線分図を

使って説明した。質問に対して子ども達同士でー通り説明を終えると， 50---;-8で「 1の値」を 6と

求める子どもの考えで皆が納得していた。さらに私が「『50---;-8 =6. 25』としている人もいますが…」

と問うと，「少し余らせてもいいと書いているんだから，わざわざ小数まで出さなくてもいいと思う

よ」という声が多く聞かれた。教師は，問題を作成した際，「余らせる量をなるべく少なくして」と

いう文章から，子どもの「余らせる量」の捉え方や大きさの違い（感覚の違い）を認識することを
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期待して，どのように練り合うのか見守っていた。その後，子ども達は「50---;-8 =6. 25」でも「50

---;-8=約 6」でも考え方は同一とし，教師の間題作成の意図について考え始めた。最終的に，「少し

余らせてもいいです。余らせる量をなるべく少なくして…」という文章のもつ曖昧さによって「正

答」が変わることに子どもが気づき，教師はそこも考えさせたかったと話して授業を終えた。

3. 4月に行われた全国学カ・学習状況調査の結果から見えた児童の誤答の背景

授業実践と並行して，平成 30年度全国学調の記述式間題の解答を批判的思考の親点から分析し

た。まず，国語B回二の誤答状況に着目した。誤答としては，「だ液が出て，口の中をきれいに保つこ

と」や「よくかむこと」に関する記述不足が大半を占めた。まず，子どもは間題に示された条件の順に

考え，「かみかみあえ」がどのような食べ物かについて記述した。次の「保健室の先生の話から分かった

こと」を 5つの文章から吟味し，間われている条件に合った“むし歯になりにくい"文章以外の誤った

文章を選択してしまう子どもや，まとめる過程においての説明不足が多かった。保健室の先生による複

数の話題を吟味し，“むし歯になりにくい"文章を適切に取り上げられなかった要因に，問われている内

容把握や，捉えた内容を自分なりに整理してまとめ，相手にわかりやすく表現するに至らなかったこと

等の不十分さが考えられる。問題文である長文を読み取り，何が求められているか理解し，それらを解

決する情報を選択し，どの範囲で考えて解決するかという自分なりの枠を設定していく能力を育む必要

がある。その力を育む授業として“根拠をもって説明”させ，「間い出し」を行い「練り合い」の中で知

識を組み合わせて試行錯誤し，筋道を立ててじっくりといろいろな思考を巡らせる中で必要な情報を選

び，解決していく“学習の工夫"が改めて重要だと考える。

算数Bでは，特に 3 (1)の正答率の低さに着目した。誤答は，解答類型 99「それ以外の誤答」が最

多で，メモ 2の月の人数と 12月の人数の差を見つけきれないことから，表現の不明確さによる誤答が目

立った。問われていることはグラフとその説明（メモ 1, メモ 2) の根拠であったが，情報過多な状況

をあえて設定した間題であったが故，その情報に惑わされたと推察できた。解答から，「メモ 1」と「メ

モ2」の問題に関連性を持たせて考え，「割合」の説明から問われていないはずのそれぞれの割合を出す

解釈もあった。そのような子どもの実態から，思考のつまずきに気づかせるために，学習を重ねて修正

を繰り返すことにより本質を捉えたものの見方や考え方を育む必要があると考えた。その 1つの授業に，

教師が問題に対する解答を示した後，子ども同士でその解に導く思考過程を互いに説明させながらより

よい解決方法を学級全体で吟味する学習展開が考えられる。そのような授業は，子ども一人ひとりにそ

れぞれの思考のつまずきを自ら発見させ，考え方を駆使しながら深く考える習慣を育めると考える。

一方，このように正答率が極めて低い問題に対しては，問題点も指摘されている（たとえば北野， 2016)。

この間題は，間題としての間い方が複雑で明確さに欠けることが解答の曖昧さにつながったと推察した。

子どものつまずきがわかるような思考過程の記述とその結果から子ども自身が振り返り，見方・考え方

や表現などについて再吟味できる問題を作成する必要があろう。

(1) 6つの思考ルーティンを組み入れた授業デザインの実践

国語を中心とし，算数やその他の教科等において週 3~4回程度 "6つの思考ルーティン”を組み

入れた授業は，子どもに考えさせることを中心とした授業の構築につながった。具体的には，算数の

実践 (10月）で「考えに行き詰まる」，「出題意図を無視して自分なりに問題を解釈する」状況の子ど

もが，思考を促すツールとした思考ルーティンの活用により他者との対話を通して納得する解を導こ

うとする姿が見られた。学習方略である思考ルーティンは，子どもが考えることに引き込まれ，子ど

も自身が考えを広げたり深めたりする助けになったと考える。授業で個々の考えを持たせるというこ

とは，問題に対して子どもが自分なりに考えを持つことである。それを基に他者との交流を通してい

く中で自分の考えとのずれを感じ，つなげたり広げたり吟味したりする活動が生まれた。個々の意見
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を出し合う中で全体交流の場では自然に間いを持つ状況に続き，その幾つもの間いは考えを練り上げ

ながら互いに納得する解を真剣に探る子どもの目の輝きと，一人ひとりが少しずつ成長できる活動と

なった。一連の思考ルーティンを基に，再び「個人で思考」させたことは，より深い概念として考え

る習慣につながったと考える。

一方，息考ルーティンを組み入れた授業で，考える時間を十分確保しても豊かな学びとならないこ

ともあった。また，子どもの発達の適切な見取りが十分でなく，子どもが考えを楽しんだり発展させ

たりするような教材づくりができず，消極的な学びにつながってしまった子どももいた。その消極的

な子どもを含めてすべての子どもに対して，教師がいかに考える面白さに出合わせ，その子ども達の

考えを引き出しながら，より深い学びを構築させるかには課題が残る。

(2)全国学調の解答状況から見えてきた 4月時点の児童の実態と分析結果から見えてきた問題

全国学調の解答状況から，記述間題では無解答を避けるために解答欄に間題文を途中までそのまま

書き写す子どもを確認した。全国学調直後に，班ごとに間違った箇所の見直しをさせると，一部の子

どもが害き直したものを，そばで単に苫き写す子どもの姿が複数見られた。さらに，問題に対してど

う考えたら解に結びつくのかという過程を省き，すぐに解を求めるだけの場面も見られた。見直させ

た解答用紙を私が確認すると，計算過程を残したり言葉で論じながら解を導いたりする解答はほとん

ど見られず，無解答や誤答した間題の解答のすべてを直さず提出する子どももいた。

一方，今回の分析を進めるに際し，実施直後に勤務校職員が行った採点結果よりも文部科学省から

提供された採点結果の方が総じて「厳しい採点」だった。結果を有効かつ速やかに活用するために，

その原因を明らかにしつつ，勤務校職員の正しい採点技術の育成が必用不可欠である。その上で，実

際に正答率が大幅に低かった間題については，出題意図との関係性・妥当性を考える必要があろう。

(3)実践後のポストテスト結果における変容の検証 1 全国学調類似問題【国語】
①先週の日曜日，西野さんは家族と一緒に焼き肉を食べに行きました。

全国学調で，特に正答率の低かった同記述間題を 1月に

再テストした。「国語B2二」は， 4月における全国平均
，② （だから） お店についてすぐに，みんなはお店から出てきました。

正答率 13.5%に対し，本学級の 1月の再テストでは 89.7%だっ 全国学調類似問題【算数】
おはじきを正方形にならべました。一番外

G-+ 

た。「算数133 (1)」は， 4月の全国平均正答率 20.7%に対し，［二ニ；；二□□辺のロ本学級の 1月の再テストでは 82.8%であった。また，前述する
おはじきの数はいくつですか。

国語で， 4月は不正解だが 1月の再テストで正解者は 24名，どちらも不正解が 5名だった。算数は，

4月は不正解だが 1月の再テストの正解者は 19名， どちらも不正解は8名だった。どちらもフィッ

シャーの 1X 2直接確率検定（両側検定）を用いたところ，国語は 2回目に正解した人の方が有意に

多かった (p=O.005)。同様に，算数は有意傾向を示す程度だった (p=O.052)。

加えて，批判的息考の発揮を期待して作問した全国学調の類似

間題とその解答状況は次の通りである。国語は 2文の間につなぐ

文章を書き入れて，原因と結果が成り立つ文章を完成させる問題

を出超した。その結果， 29名中 26名が正答し，誤答は 3名だっ

た。正答内容から多面的に捉えながら文と文のつながりを意識し，

論理的で創造的に考える解答が多かった。誤答を確認すると，問

われている問題意識が乏しく原因と結果の関係性を捉えきれない

解答があった。算数は，正方形の内側におはじきを並べる間題を

出題した。解答結果は，はじめ 20---;-4 = 5とし， 1辺を 5個とし

たが提示された図で確認後， 1辺を 6個に修正したものが 22名，

1辺を 5個の訂正なしが 7名だった。四隅のおはじき 4個が重複

全国学調類似問題の解答内容【国語】
く正答内容＞

・待つ時間がかかりすぎて食べられそうにないので

• お店は満席で，最短で5時間待ちでした。

・しかし，その日にお店はしまっていました。

・だが，さいふを家に忘れてしまい，取りにもどるこ

とにしました。

．でもお店が満席でした。

・しかし，予約のお店で予約していませんでした。
．でもついてお店に入ると違うお店と気づきました。

．ですが，お店はとても混んでいました。

・しかし，とても人気のお店で空いている席もなく，

肉がなくなってしまったようで話し合い，びっくり

ドンキーでごはんを食べることにしました。

く誤答内容＞

・車に乗ってお店に行った。

・焼き肉はめっちゃおいしかったです。

• お肉が足りなかったので，近くのお店に買いに行っ

たが，半額のお肉がなくなっていた。

することに着目したものが 9名，計算より 1辺を 5個にした後，おはじき 20個を使うことから新た
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に4個を加え，各辺に 1個ずつ足したものが 11名， 5個の

ままが 7名だった。右に示した解答や，解答につながればい

いという考え，自らの考えを見直さない解答もある中，批判

的思考の重要な要素の省察が課題となった。

4. 考察

全国学調類似問題の解答内容【算数】
一番外側のおはじきは4辺のすべてを合わせて 20個あるので一

辺のおはじきの数を求めるには，おはじきの数十辺の数をしま

す。正方形の辺の数は4つなので．式は 20.;.4= 5です。しかし．

一辺が5個になると．数えてみると 16個になります。 4個足りま

せん。なので4辺に 1個ずつ足すと．ちょうど 20個になります。

本稿では，小学校 6学年の国語科を中心に算数科の授業実践において，批判的思考能力を培う単元の

開発と教師の働きかけによる子どもの批判的思考過程の関係に対する指導法を検討した。その結果， 6 

つの思考ルーティンを生かした授業デザインを重ねることで批判的思考を培う学習方略を身につけさせ

ることができた。その学習方略は，批判的思考能力を培うツールとして子どもに考えることを主体とし

た授業を展開しやすく，特に，子どもが苦手とする「他者と交流」から「疑間出し」や「練り合い」の

過程で個や班，学級全体で深く考える段階を経る仕組みがあり，子どもの学びを広げ深めることができ

た。また，国語で実践した可謬性や対話を生かし，間いを手掛かりに思考する学習方略は，算数におい

ても子ども同士の説明を通して納得解へ導く学びの中で，筋道立ててじっくり丁寧に考えるといった合

理的で省察的な学習方略が生かされる場面を確認した。とりわけ，小学校段階では国語と算数の学習方

略に大きな違いがないことも考えられる。しかし，小学校の時期から日常的に客観的な視点で物事を捉

え，論理的に考えながらよりよく物事を判断する習慣をつけるといった批判的思考を育む授業の構築は，

知識を駆使して多様な見方や考え方を育むことにつながると考える。その際には，子どもの思考過程を

発話や記述から丁寧な分析が生かされた教師の働きかけにより子どもの変容につながることを意識する

必要がある。

本研究は，国語と算数の少ない実践結果であり，今後さらに子どもの変容につながる他学年や他校種

の検討，系統的な教材の開発を行い，授業分析を構築していく必要がある。
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