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１．はじめに―批判的思考力教育を構想するために

　批判的思考力を育成する教育を行おうとする場合，どのように構想するのが良いのか。そのことにつ

いて検討することが，本稿の目的である。

　批判的思考教育は，米国においては，1930年ごろから研究が行われている（樋口，2013）。我が国

においても1990年代に論文が増え始め，2000年代以降，多くの研究や実践が行われている（道田，

2013a）。平成29年告示の新学習指導要領では，「深い学び」が重視されているが（中央教育審議会, 

2016; 文部科学省，2017），深い学びについて市川は，「これは一言で言えば，私は「クリティカル・シ

ンキング」のことだと理解しています。情報をただ鵜呑みにするのではなくて，その情報を精査して自

分なりの考えを持つことです」と述べている（市川他，2017）。

　批判的思考教育には，様々なものがある。Ten Dam & Volman （2004）は，査読誌に載せられた批

判的思考の実践研究55本を概観した結果，特定の要因の効果が常に見出されているわけではなかったが，

批判的思考を高める教育の特徴として，学生の能動的学習を促進すること，問題中心のカリキュラム，

学生同士の相互作用を刺激することなどを挙げている。Tsui（2002）は，大学生活を通して批判的思

考力が高まっていると学生が感じている大学を選び，授業観察，学生と教員へのインタビュー調査など

のフィールド調査を行っている。その結果，そのような大学ではエッセイの草稿を学生同士で批評しあ

い，書き直しをすることが重視されていた。それに加えて，授業中の討論も重視されていた。逆に，大

学生活を通して批判的思考力が弱まっていると学生が感じている大学では，学生の評価は書くことより

も多肢選択式テストで行われており，討論よりも講義による知識伝達に重きが置かれていた。

　我が国における批判的思考教育を概観したものとして道田（2013）は，学問リテラシー育成としての
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要　約

　本稿の目的は， 批判的思考力育成教育をどのように構想するのがよいのか，その方向性を検討することであ

る。授業実践を構想する方向性としては大きく分けると，概念駆動型と問題駆動型がある。しかし概念駆動型で

授業を構想したとしても，学習者の課題（問題）が視野に入っているのであれば，結果的にそれは問題駆動型と同

じになる。学習者の課題を解決することが実践の最終ゴールであることを忘れてしまうと，方法が目的化してし

まう。以上を踏まえ，中学校教師に校内研で，批判的思考の概説をした後で，「批判的に考えてほしいのに考えて

いない場面」について自由記述を求めた。２回に渡ってそれを行い，出てきたものをグルーピングした結果，「他

者の意見を鵜呑み」「正解志向」「考えようとしない」「拡散の弱さ」「吟味不足」「判断の弱さ」「問題発見の弱さ」と

いうグループが見いだされた。特に根底にあると思われる正解志向という考え方を教育のターゲットに入れる必

要性などを論じた。
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批判的思考教育，市民リテラシー育成としての批判的思考教育という観点，またEnnis（1989）のいう

ジェネラルアプローチ（批判的思考そのものを主題として教える）とイマージョンアプローチ（既存科

目に深く没入することを通して批判的思考を教える）という観点で概観している。その結果，批判的思

考教育が様々な目的のもと，多様な教育方法によって行われていることを示している。道田（2018）では，

日本の初等・中等教育における批判的思考実践のカテゴリー化を試みている。その結果，スキル系，評価・

判断系，練り直し系，複数視点系，質問生成系，基準検討系の６カテゴリーが見いだされている。それ

らが実際の実践の中でどのように位置づけられているのかについては，道田・土屋・岩谷（2019）で10

本の批判的思考実践論文を検討した結果，特定教科や特定単元に依存しない汎用的な方法が用いられて

いること，多くの実践では先述した６カテゴリーを複数組み合わせていること，そうでない実践研究で

はかなり工夫された方法が用いられていることを見いだしている。実践研究だけに着目した研究ではな

いが，樋口（2012）は日本における批判的思考研究や実践の動向について，教育学を中心に展望している。

　これらの研究からいえるのは，批判的思考教育には，多少の共通点らしきものがありそうではあるが，

はっきりとしたものは，現時点では存在しないということであり，批判的思考教育には実に様々なもの

が混在しているということである。その状況に対してこれまで見てきた諸研究は，批判的思考に関する

実践的研究を概観することを通して，批判的思考教育のための示唆を得ようとしていた。

　本稿では，そのようなアプローチを取るのではなく，批判的思考教育はどのように構想されるべきか，

どのように構想することに意味があるのか，という観点から検討することを通して，批判的思考教育を

構想する際の手助けとなりうる論考を行うことが目的である。また同時に，筆者の提案する方向性に則っ

て，筆者が試みに行ったことも紹介する。

２．実践を構想する２つの方向性

　現在，キー・コンピテンシーや21世紀型スキル（Griffin, McGaw, and Care, 2012）などの言葉で，

汎用的な資質・能力の教育が求められている（国立教育政策研究所, 2015など）。もともと我が国では，

「生きる力」（中央教育審議会, 1996）という言葉で，「いかに社会が変化しようと、自分で課題を見つ

け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力」を育成する

ことを，教育の在り方の基本的な方向としていた。しかし教育課程の編成は依然，各教科等の内容（コ

ンテンツ）を中心に構成されていた（奈須, 2015）。平成29年告示の学習指導要領をつくるにあたっては，

「指導すべき個別の内容事項の検討に入る前に、まずは学習する子供の視点に立ち、教育課程全体や各

教科等の学びを通じて「何ができるようになるのか」という観点から、育成すべき資質・能力を整理」（教

育課程特別部会, 2015）したうえで，指導内容等の検討が行われている。すなわち，コンピテンシーを

意識した教育課程の編成が行われているのである。

　資質・能力について国立教育政策研究所（2013）は，思考力を中核として，それを支える基礎力，そ

の使い方を方向づける実践力という三層構造による21世紀型能力を提案している。中核にある思考力は，

論理的・批判的思考力，問題発見解決力・創造力，メタ認知から構成されると考えている。さらにそれ

らの下位要素として，論理的・批判的思考力は比較・関連づけと理由付けや判断力等から構成されると

考えている。問題発見解決力・創造力は，問題発見解決的思考力と創造的思考力から構成されると考え

ている。メタ認知は，モニター力とコントロール力から構成されると考え，それらについてさらに，下

位要素が列挙されている。また言語活動という観点では，『言語活動の充実に関する指導事例集』（文部

科学省，2011）には，我が国の子供たちの思考力・判断力・表現力等における課題として，「課題発見・

解決能力，論理的思考力，コミュニケーション能力や多様な観点から考察する能力（クリティカル・シ

ンキング）などの育成・習得が求められている」と述べられている。いずれにおいても，思考力（批判

的思考力を含む）が重視されているのである。
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　では，汎用的な力を育成するためには，どのように教育内容や方向性を構想するのがいいであろうか。

筆者が考えるに，その方向性には大きく, ２種類あるように思われる。ひとつは，育成したい汎用的能

力の概念・定義・理論・モデルなどから構想することである。このやり方を，「概念駆動型」（concept-

driven）と呼ぶことにしよう。概念駆動（conceptually driven）という語は認知心理学では，情報を既

有知識に基づいて処理するトップダウン処理のことを指し，これに対置される語はデータ駆動（ボトム

アップ）処理であるが，本稿はそのような情報

処理様式について述べているわけではない。実

践を構想する際に，何に基づいて，何に方向づ

けられて行うのか，という話である。本稿にお

ける概念駆動型に対置されるのは，「問題駆動

型」（problem-driven）である。学習者の問題，

すなわち，学習者に足りない力は何かを考え，

その解決を中心に据えて実践を構想するのであ

る（図１）。

３．概念駆動型は問題駆動型になる

　筆者は，実践の構想は問題駆動型で行われるべきだと考える。その理由を説明するために，まずは概

念駆動型で実践を構想するプロセスについて考えてみる。

　概念駆動型で実践を構想するということは，出発点として，「批判的思考教育を行いたい」という思

いがあるということであろう（図２のＡ）。ではなぜ批判的思考教育を行いたいのか。それが求められ

ているから，という答えもありうるであろう（たとえば平成29年告示中学校学習指導要領国語科３学年

「読むこと」の指導事項には，「文章を批判的に読みながら，文章に表れているものの見方や考え方に

ついて考えること。」とある）。しかし一般的には，目の前の学習者に足りない部分（問題）があり，そ

の一つがいわゆる批判的思考力だから育成するということであろう（図２のＢ）。

　たとえば筆者はときどき，メールなどで以下のような相談を受けることがある。

　うちの学生が，情報を何でもかんでも素直に

鵜呑みにしすぎてしまうことが最近気になって

います。そこでいろいろと調べていくうちに，

批判的思考という概念があることが分かりまし

た。うちの学生に足りないのは批判的思考だと

いうことが分かりましたが，批判的思考の概念

が今一つよく分かりません。批判的思考とは何

で，どのように育成すればよいのでしょうか。

（筆者が作った架空の例）

　このような相談，あるいはこのような考え方はとても多い。しかし，「批判的思考とは何か」という

問いは，少なくとも実践を構想するうえでは必要ない。批判的思考の定義がどのようなものであれ，「情

報を鵜呑みにしない」力を育成するしかないからである。図２のＢの第２ステップ中，批判的思考の語

も不要であろう。その実践が求めるべきは，「学習者が付けるべき力」の育成だからである（図２のＣ）。

したがって上の例は，次のように書き換えられるべきであろう。「うちの学生は，情報を鵜呑みにしす

ぎる。そうならないためには，どのような教育を行えばいいのか」（図２のＣ）。考えるべきことはこれ

図１　概念駆動型と問題駆動型の実践構想

図２　概念駆動型の実践構想

図１ 概念駆動型と問題駆動型の実践構想
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だけであり，それ以上でもそれ以下でもない。すなわち，実践を構想するに際して，「批判的思考とは

何か」を考える必要性は，直接的には存在しない。そして図２のCは，図１と照らしていただければお

わかりの通り，問題駆動型になっている。

　これは別に，批判的思考という概念そのものが不要と言っているわけではない。いま育成しようとし

ている力は，どうやら批判的思考と呼ばれているらしい。そのことが分かれば，これまでに先人たちが

行ってきた批判的思考に関する研究や実践を参考にすることができる。そのような「旗印」として，批

判的思考という言葉があることは有用である。

　ただし，批判的思考の概念は多様である （道田，2003，2018など）。批判的思考という概念が，唯一

の固定的な実体として存在しているわけではないことは，知っておくべきであろう。そのような状況で，

「批判的思考」というラベルを安易に用いることは，その多様性を覆い隠すことになる。批判的思考を

誤解することや，不適切な実践を行ってしまうことも起こりうる。まず必要なことは，批判的思考とい

う名前を外して考え，批判的思考の語を用いて扱おうとしているものは何で，そのためにはどのような

範囲を定義・測定・教育すべきなのかを検討することである（道田，2003）。

　そもそも，批判的思考の定義が多様なのは，批判的思考が必要とされてきた状況に複数のものがある

からである。批判的思考が求められる歴史的背景としては，大きくいうならば，社会の変化と高等教育

の大衆化の少なくとも２つが存在する（道田，2011）。社会の変化に対応するためには，市民リテラシー

としての批判的思考が必要である。教育の大衆化などによって学生に学ぶ力が弱まっているのであれば，

学問リテラシーとしての批判的思考が求められる（道田，2013）。もちろん，どのような社会の変化なのか，

どのような学びの力が必要かは，個々の状況や時代によって変わってくる。批判的思考教育を，概念・

定義・モデルなどを出発点として考えることは，そのような状況を考慮に入れない，危険な行為といえ

よう。

４．「スパットの罠」に気をつける

　このことは，批判的思考教育に限ったことではない。問題を直接対象にするのではなく，間に何らか

の概念を挟んでしまうことで，本来追求すべき問題とは異なる問題を扱うことになってしまっている教

育研究を目にすることは少なくない。たとえば校内研究の研究主題に「思考力の育成」，副題に「協同

学習を通して」と設定している学校があるとする（架空の例である）。そのような学校で，研究がどの

ように進展しているか聞くと，「副題にあること（協同学習）はそれなりにやっているが，主題（思考

力育成）にまでは，まだ迫れていない」との答えをいただくことがある。しかしこれはおかしな話であ

る。協同学習は，思考力育成という目的を達成しやすくするための手段であるはずである。しかし，「手

段は達成できているが，目的は達成できていない」ということは，「手段が目的化」してしまっている

と言わざるを得ないであろう。

　このような話を伺うことは，珍しいことではない。そこで私は，このような話を聞くたびに，ボウリ

ング場をイメージしている。ボウリングでは，当然のことながら，ピンを倒すことが目的である。その

目的を達成しやすくするために，レーンの途中に，▲印が７個描かれている。これを「スパット」と言

うそうである。これを目安にすれば，「どの位置に立って，どのスパットを狙えば，ピンのどの位置にボー

ルが行く」ことが分かり，狙った場所にボールを持っていきやすくなる。

　この例でいうなら，ピンが「目的」，スパットが手段（目印）であり，先ほどの話は，「ボールがスパッ

ト（目印）までは行くけれどもそこで止まってしまい，ピンは一本も倒れない」という状況になる。

　確かに，遠くのゴールを目指すために手前に目印があることは悪いことではない。しかしそういうも

のがあると，ややもすれば，目印そのものが目的化してしまう。これを筆者は「スパットの罠」と呼ん

でいるが，そうなってしまっている教育研究は少なくないものである。なお中山（1971）はスパットを
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目標にして投げることについて，「初心者にはなかなかむずかしく，あまりにも目印にとらわれすぎて

しまい，肝心のフォームが小さくかたまって，スムーズに満足な投球ができなくなるおそれもあります」

（p. 117）と述べている。教育研究の場で起きていることも，基本的にはこれと同じであろう。

　批判的思考に話を戻す。批判的思考実践を構想する場合においても，先行研究によって提起された概

念や定義は，批判的思考を考えやすくすることに役立つ。先の例でいう目印になる。しかし目印が目的

化してしまっては，本来倒すべきピン，すなわち解決すべき問題が視野の外に出てしまう。そうならな

いためには，概念を間に挟むのではなく，問題そのもの（＝ボウリングのピン）をしっかり見据えて，

その解決を目的に実践を構想するのがベストと考える。

　なお，宮元（2015）はこのような状況を指して，「“Do the Critical Thinking” ではなく，“Think 

critically”」と述べている。誰かが定義した the critical thinkingを行うのではなく，批判的に考える，

という行為を行うことが大事なのだということであろう。

５．批判的思考教育の必要性について考える

　ここからは，生徒たちに欠けていると感じる批判的思考的な力について，実際の中学校教諭の考えを

もとに検討していく。

　筆者は2016年４月，琉球大学教育学部附属中学校の校内研で講話を行った。これは，この年度から附

属中学校の研究テーマが「21世紀型思考力の育成」と変わったためである。21世紀型思考力は，国立教

育政策研究所（2013）の21世紀型能力をヒントに，問題発見力，問題解決力，論理的思考力，批判的思

考力，創造力，メタ認知，適応的学習力を含むものと考えているが，特定の要素に切り分けるのではな

く，「７つの構成要素が互いに関連しながら働いている」（琉球大学教育学部附属中学校, 2017）と考え

ている。

　筆者は，思考を研究するうえで重要なこと，および批判的思考，批判的思考教育について講話を行い，

その後，「教科の学習のなかで，批判的に考えてほしいのに考えていない，という場面」について，自

由記述で書くように要請した。以下，この順に述べていく。

5.1　思考研究・批判的思考・批判的思考教育に関する講話の概略⑴

　講話ではまず，先に述べた「スパットの罠」について話をし，思考力育成教育を自己目的化しないた

めには，「何のために？」という問いが最重要であることを伝えた。この問いが考えにくいときは，考

えることに関して目の前の子どもに足りないのは何か，具体的な生徒を思い浮かべながら考えること，

あるいは子どもに「なぜ考えないといけないの？」というようなことを聞かれたら何と答えるか，とい

う観点から考えると良いことを伝えた。講話中に時間を取り，各教科の教員同士で考えてもらった。

　講話の中盤は批判的思考についてである。シティズンシップ教育，持続可能な開発のための教育

（ESD），平和教育，メディアリテラシー教育，ライフスキル教育，21世紀型スキルなどで批判的思考

の必要性が言われており，要するに変化の激しい先行き不透明な時代で，過去の正解や常識的な回答が

役立たないときに，クリティカルに理解し，判断し，実行する力としての批判的思考が必要であること

を伝えた。

　そのうえで，批判的思考を考える枠組みとして，合理的－反省的－懐疑的の３極を頂点とする批判

的思考の大三角形（道田, 2013b）を紹介し，それと対応させながら，Dewey（1910），Ennis（1962）, 

McPeck（1981）, Ennis（1985）の定義を紹介した。また，批判的思考のイメージを端的に表すものとして，

マンガの登場人物が「ちょっと待って，そんな簡単に決めつけちゃダメ」と言っているコマ（道田・宮

元, 1999のカバー袖に書かれた秋月りす氏のマンガ）を紹介した。他にも，批判的思考ではないと思わ

れるマンガの例や，批判的思考的と思われるプロ野球選手の例なども挙げた。ここで注釈として，合理

性，反省性のどちらを重視するかは人や状況によって異なること，すなわち，どんな教育を目指してい
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るのか，児童生徒の現状（足りない点）による，という説明を付けた。

　最後に批判的思考教育の例として，ツールを用いたもの，疑問を出させることを重視したもの，道徳

におけるジレンマ授業のような場作りを重視したもの，などを紹介した。

5.2　中学校教員が考える中学生に必要な批判的思考⑴

　以上の講話を踏まえ，先生方には宿題として，「教科の学習のなかで，批判的に考えてほしいのに考

えていない，と感じる場面がありましたか。できれば具体的な場面を想起してお答えください。」とい

う問いを投げかけ，後日，回答を回収した。

　得られた回答を，KJ法で図式化した。その流れは以下の通りである。まずは，各教員の回答を，筆

者が要点を中心に短く表現しなおすことで一般化した。たとえば，次のような回答があった。「ジグソー

学習を取り入れた際に、エキスパート活動までは生き生きとしていた生徒がジグソー班に移動し、そこ

での問いに取りかかった途端、沈黙になるという場面が多々あります。子ども達の中で、「正論を出す

のは〇〇さん」という意識が強いように感じます。また、その答えに依存しているようにも感じます。」。

この内容は，「「正しい答えを出すのは勉強の得意な○○さん」という意識が強く，自分の考えを表現す

ることをためらってしまう」と表現しなおした。それぞれの一般化は，書いた本人に確認した。また，

どのように一般化できるか分かりにくい場合は本人に相談した。

　それをもとに，10の小グループが得られた。それを，５の大グループにまとめた（図３）。大グループ「考

えようとしない」は，たとえば数学で「難しい問題ははじめから全く考えようとしなかったりする傾向」

のことである。大グループ「判断の弱さ」（小グループ「状況判断の弱さ」）は，たとえば体育のボールゲー

ムで，「コート上の立ち位置をボールから遠ざかっていく動きをする」という状況であり，書いた本人

に確認しながら抽象化した結果，「状況を瞬時に判断して適切な行動を取ることが難しい」と一般化し，

「判断の弱さ」とグルーピングした。これらの大グループは，１つの大グループに１つの小グループの

みが含まれている。

他者の意⾒を鵜呑み正解志向

拡散の弱さ

判断の弱さ

考えようと
しない

図３ 教員が感じる中学⽣の批判的思考の弱さ(1)
図３　教員が感じる中学生の批判的思考の弱さ⑴
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　大グループ「正解志向」には，「振り返りの弱さ」と「正解志向」が含まれる。「振り返りの弱さ」は

たとえば，「誤答を正答に書き換えるだけで安心し，間違えた過程を振り返らない」がある。「正解志向」

はたとえば，美術の鑑賞の授業で，「見たことのない形にどんな意味があるのか興味を持ったので，「こ

れは吉祥文様というおめでたい形」と教えたところ，そこで納得し，なぜこの形が「吉祥」なのか？　

どこのだれが考えたのか？　などの問いまで至りませんでした。」が含まれている。

　大カテゴリー「他者の意見を鵜呑み」には，「勉強ができる生徒の意見の無批判の受け入れ」「他者の

意見の無批判の受け入れ」「教科書内容の無批判の受け入れ」が含まれる。「勉強ができる生徒の意見の

無批判の受け入れ」はたとえば数学で，「数学が得意とする生徒の意見や発表に対しては，それを正確

として捉え，何も考えずに正解と思ってしまう」という回答があった。「他者の意見の無批判の受け入

れ」としてはたとえば社会科で，「中国に対するイメージを，ワイドショーなどからの情報をそのまま

受け取って形成している様子」という回答があった。「教科書内容の無批判の受け入れ」としてはたと

えば音楽の歌唱の授業で，「イメージを捉えるときに，歌詞の意味を深く掘り下げて考えてほしいときに，

考えていないというより浅いと感じることがあります」という回答があった。そのほかに養護教諭より，

「教師の教えを素直に受け止めるが，実践に結びつかない絵空事になってしまう」という回答があった。

　これらの大グループ間には，図３中に矢印で示したような関係が想定できるのではないだろうか。す

なわち，「正解志向」というものが根底にあるために，難しい問題ははじめから「考えようとしない」し，

正解を持っていそうな「他者の意見を鵜呑み」にする。また，幅広く可能性を考えることが難しいとい

う「拡散の弱さ」があるために，必要な状況で「判断の弱さ」となって表れる，という関係である。

5.3　思考研究・批判的思考・批判的思考教育に関する講話の概略⑵

　次年度，同じように琉球大学教育学部附属中学校教諭を対象に，校内研で講話を行った。附属中は５

年で異動となるため，数名は新しい人に入れ替わっていたが，大半は前年度も話を聞いた教員だった。

　講話では最初，前年度と同じく，問題解決志向で研究を行うべきことを強調した。そのためには，相

手（生徒）を知ると同時に，理想（目指す生徒像や教育像）を考える必要性を伝えた。

　批判的思考に関しては，前年，やや難しすぎたのではないかとの反省から，批判的思考の基本イメー

ジが「きちんと考えること」であること，前年度同様，合理的－反省的－懐疑的の３極を頂点とする批

判的思考の大三角形にさまざまな概念が位置付くこと，しかし大事なのは，自分の教科・自分の生徒に

必要な批判的思考を考えることであることを伝えた。

　批判的思考教育の実例としては，ツールを用いた授業，練り直しのある授業，対立状況のある授業，

問いのある授業などを紹介し，これらを踏まえ，各教科メンバーで話し合いをしてもらい，前年同様，「教

科の学習のなかで，批判的に考えてほしいのに考えていない場面」について，自由記述を後日に提出し

てもらった。

5.4　中学校教員が考える中学生に必要な批判的思考⑵

　各教員の回答をグルーピングするにあたっては，まず，記述の要点を一般化（ラベリング）したうえで，

それが前年に見いだされていたカテゴリーに当てはまると考えられるかどうかを確認した。そこに当て

はまらないものは，前年同様グルーピングしていった。その結果を図４に示す。なおこの図には，各教

員の回答を要約（ラベリング）したものは載せておらず，小グループ，大グループレベルのみを載せて

いる。

　左側に配置した「他者の意見を鵜呑み」「正解志向」「考えようとしない」「判断の弱さ」「拡散の弱さ」

は前年度に見いだされていた大グループである。ただし，正解志向の下に「意味理解よりも暗記」が追

加されている。「判断の弱さ」の下に「見通しの弱さ」「計画・具体化の弱さ」が追加されている。

　新たに追加された大カテゴリーは，「吟味不足」と「問題発見の弱さ」である。「吟味不足」は，「拡

散の弱さ」（広がりのなさ）に対するもので，「収束の弱さ」（深まりのなさ）といえるかもしれない。

－ 7 －

琉球大学教職大学院紀要　第４巻



そこに含まれているのは，整合性，根拠，関連づけという，合理性の追求に関わる点といえそうである。

ただし，拡散の弱さ同様，こちらも結果的に，「判断の弱さ」と関わるため，矢印を書いている。

　「問題発見の弱さ」は，問いが立てられないともいえるかもしれない。その結果として，「考えようと

しない」か，「より広く考えない（拡散の弱さ）」ことにつながると考えられる。

６．総合考察

　本稿の目的は，批判的思考力を育成する教育を行おうとする場合，どのように構想するのが良いのか

について検討することであった。概念駆動型ではなく問題駆動型で授業を構想するのがよいことを確認

したうえで，中学校の教員が挙げた中学生の問題を整理した結果，図４のようなグループを得ることが

できた。

　図４のグループを得るにあたっては, １年の間隔を空けて２回の調査を，大半が同じ教員から構成さ

れる集団を対象に行った。その結果, ２回目の調査では, １回目の調査になかったグループ（吟味不足，

問題発見の弱さ）が見いだされた。このことからいえるのは，図４の結果で中学生の批判的思考の弱さ

（問題）について，すべてを網羅できているとは限らないということである。もし３回目の調査を行え

ば，あるいは別の中学校で調査を行えば，異なる結果が得られたり，新たなグループが見いだされたり

する可能性はある。その意味でも，教育を構想する出発点となる学習者の問題把握に際しては，一般論

に頼るのではなく，自分がいま対象としている学習者の問題を，その都度考えることが必要であろう。

　とはいえ，図４の結果には，批判的思考について，全てではないにせよある程度網羅されているとい

えそうである。なぜなら，批判的思考を「日常的な思考をより広く拡散させ，より確かに収束させるこ

とでパワーアップしようとするもの」（道田, 2012, p.114）と捉えるなら，拡散の要素も収束の要素（吟味）

も入っている。問題解決だけでなく，問題発見も入っている。「吟味不足」のなかには，根拠や整合性

といった批判的思考の「合理性」に関わる側面が入っているし，「正解志向」のなかには，振り返りといっ

た批判的思考の「反省性」に関わる側面も入っている。「他者の意見を鵜呑み」にあるのは，批判的思

考の「懐疑性」に関わる側面であるからである。

　図４の整理からわかることがある。無批判的思考の最も典型なイメージである「鵜呑み」（他者の意見

を鵜呑み）は，単体で存在するというよりも，その背後に「正解志向」が潜んでいるといえそうである。

図4 教員が感じる中学⽣の批判的思考の弱さ(2)図４　教員が感じる中学生の批判的思考の弱さ⑵
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とすれば，生徒が鵜呑みにするという問題を解決しようと考えたとき，たとえば怪しげな広告に対して疑

問を出させる，というメディアリテラシー的な教育を行ったとしても，それだけでは十分ではないであろ

う。「怪しげな情報」に対して「疑問を出すように要請されたときだけ」は批判的思考を行えたとしても，

それ以外のときは相変わらず鵜呑みにする可能性があるからである。学習者にとって，学んだことを活用

すること（学習の転移）が難しいこと（佐藤, 2013）を考えても，その可能性は大いにあるであろう。

　転移を促すためには，先行学習の質と量を深める，多様な問題に取り組む，教訓を引き出す，などの

支援が挙げられる（佐藤, 2013）。しかし背後に，正解志向という「考え方」があるのであれば，そこ

に焦点を当てた手立ても必要になってくるであろう。考え方が柔軟なものになっていないために無批判

的思考となることは，道田（2004）で論じている。批判的思考も含めた思考力育成一般で，柔軟な考え

方（学習観，知識観，能力観）が重要であることは，道田（2019）で論じている。特に学習観に関して

は，失敗から学ぼうとする態度や，結果ではなく思考過程を大事にする態度が重要である。これらは日

常的に，教師の立ち居振る舞いからその背後にある考えが子どもに伝わってしまうものなので, １時間

や１単元の指導でどうにかなるものではなく，教師自身の学習観（失敗観），知識観，能力観から見直し，

それを踏まえて日常的な子どもへの声掛けや学級目標の設定などを行っていくべきものであろう。また

それに加えて，安心感が持て，自信が持てる学級文化が必要であり，特定の時間や単元だけでなく，考

えることが随所に埋め込まれた授業を日常的に行っていくことが必要であろう（道田, 2019）。

　もう一つ，図４の整理やそこに至るまでのプロセスから言えるのは，具体的な子どもの問題から出発

すればするほど，より適切で効果的な教育が構想できるということである。たとえば数学の先生が，「論

証指導において，条件に合う図形を書いたり，そこからわかっていることを読み取ったりするなど証明

を進めるための根拠を明確に示すことができない生徒が見られる」と記述していた。このような問題が

あるのであれば，事実－理由（説明）－結論といういわゆる三角ロジックで考えを整理させる思考ツー

ルを使うことが問題解決の一歩となりうるであろう。同時に，図形から適切な根拠が見つけられるよう，

図形を多面的に見るという拡散型の指導も必要になってくるであろう。このように，問題解決のさまざ

まな方策を考える上でも，学習者の問題を具体的に捉えるという作業は重要である。

　本稿では，批判的思考と関わる問題を学習者が抱えているときに，どのように授業を構想するべきか

について検討し，中学生がどのような問題を抱えていると教師が捉えているかの調査と結果の整理を

行った。今後は，このような考えに基づいた実践を実際に構想し，学習者の変容（問題解決の状況）を

捉える実践研究を行う必要がある。
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