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東湖授業スタンダード平成29年度版

１ はじめに

次期学習指導要領の全面実施を控え 「問題解決的な学習」をいかに展開す，

。 ，「 」るかは喫緊の課題です 学習者の探究活動を充実させるには 問題解決学習

の流れが適切だとする声があります。もっともデューイの「探求(探究)」の理

論による授業，つまり「問題解決学習」の評価は，その長所と短所を含めて識

者の中では安定しています。次期学習指導要領において，デューイの理論に基

づく「問題解決学習」を全国的に展開する方向にはならないはずです。

今日話題となっている「問題解決的な学習」は 「問題」とその解決に向け，

た学習活動の展開という点で「問題解決学習」と似ていますが，デューイの経

験主義による教育と同一のものではありません。

例えば北俊夫は 「問題解決的な学習は，教師の指導のもとに，自ら問題や，

疑問をもって自ら解決していく学習」とし，教師の指導を前提にしています。

小林宏己は｢問題解決的な学習とは，学習者が自らの問題意識に基づき学習

問題を捉え，主体的に科学的思考を働かせながら問題の解決を図る学習方法を

さす。(中略)こうした捉えの根底には，20世紀初頭のＪ．デュ－イの反省的思

考の考え方がある。(中略)本来問題解決学習は，現実社会における人間の生き

， 『 』方そのものを問い直す哲学を基底に持つ学習論であり 学習指導要領が 的な

を付けて示すものと同一に論じることには慎重さを要する(『教育基本用語』

小学館)｣としています。

いずれにしても｢問い 「問題 「課題」には，違いを含みながら重なり合う」 」

部分があります。そのことを踏まえつつ，用語を規定していくことが 「課題，

解決学習」と比較し，区別する上で大切です。

今回提案する「東湖授業スタンダード」では，展開段階での学習者の思考力

育成に焦点を当て 「思考スキル」の考え方を援用しながら，思考力の育成に，

資する発問や問いかけについて考察します。

文部科学省は［確かな学力］につい

て 「知識や技能はもちろんのこと，こ，

れに加えて，学ぶ意欲や自分で課題を

見付け，自ら学び，主体的に判断し，

行動し，よりよく問題解決する資質や

能力等まで含めたもの」としました。

「 確かな学力］をはぐくむ上で，知［

識や技能と思考力・判断力・表現力や

学ぶ意欲などは本来相互にかかわりな

がら補強し合っていくものであり，両

者を総合的かつ全体的にバランスよく

身に付けさせ，子どもたちの学力の質

を高めていくという視点が重要」とも
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記しています。

学力の要素としては「基礎的・基本的な知識・技能の習得 「これらを活」，

用して課題を解決するための思考力・判断力・表現力など 「主体的に学習」，

に取り組む態度」の三つを示しました。

また，学校教育法第30条第２項に「生涯にわたり学習する基礎が養われるよ

う，基礎的な知識及び技能を習得させるとともに，これらを活用して課題を解

決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐくみ，主体的

に学習に取り組む態度を養うことに，特に意を用いなければならない」とあり

ます。

「東湖授業スタンダード」では 「学力」の捉えに関わる文部科学省の方向，

性を踏まえ，学力の要素を「基礎的・基本的な知識・技能の習得 「これら」，

を活用して課題を解決するための思考力・判断力・表現力など 「主体的に」，

学習に取り組む態度」としておきます。

本授業スタンダードでは思考力の育成を重視します。表現内容の充実には思

考力が不可欠ですし，思考力が脆弱では的確な判断ができないからです。

国立教育政策研究所の研究紀要では「深く考える(思考力)」として，｢一人

一人が自分の考えをもって他者と対話し，考えを吟味して統合し，よりよい答

えや知識をつくり出す力，更に次の問いを見付け，学び続ける力(「資質・能

力を育成する教育課程の在り方に関する研究」2015年度研究報告書１)｣とあり

ます。そして構成要素として，｢問題解決･発見，論理的･批判的･創造的思考，

メタ認知･学び方の学び｣とあり，｢主体的･対話的で深い学び｣や｢問題解決的な

学習｣と密接なことが分かります。
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さらに，｢学校教育では，内容を学習する必然性が感じられる文脈の中で子

供が思考し，知識･スキル･態度などを統合できるような目的的･意識的な学習

活動を組織していく必要性｣があるとし ｢本質的な問い｣を設定し 物事を 知， ， 「

っている」レベルから｢分かる｣レベル，｢使える｣レベルまで深めていくことが

望ましく，それが｢深く考える(思考力)｣というラベルの意図だとしました。

一方で佐伯胖は，学校における「問い」について「 が問えず，What is true
ものごとを探究していることがいつの間にか にすりWhat is supposed to be true
替わってしまう」と指摘しました。そして教育の世界で「発問」というのは，

「授業で教師が子どもたちに投げかける『問い』のことを指し ，つまるとこ」

ろ，授業で子どもたちを教師の思惑通りにうまく誘導していくための教授技術

であると見なしました 「どういう問いを投げかけると，子どもたちが(教師。

の思惑通りに)発言してくれるかを研究する」ものとしています。授業研究に

HOW TOおいて教師が研究しているのは，「どう教えたらいいのか」という -

WHAT WHY What is true What isであって や ではないこと はなく たかだか，「 ，

だけである(「教育と医学」 .726)」とも述べています。supposed to be true No
教師の研究活動とは 「よい授業」という評判の授業を見学し 「うまい教， ，

え方」の - (やり口)を知り 「ああやればいいのか」を記憶して帰KNOW HOW ，

， ， 。り 自分の授業で 似たようなものをやってみるということだとも断じました

先行研究の成果と課題を踏まえ，課題の解決に向けて取り組むという一般的な

研究手法では 「まっさらな問い」は生まれないとの見解と言えます。教師だ，

けでなく，学習者における「問いを発する」がいかなる知的好奇心と心的状態

によるべきか，示唆に富む発言です。

「東湖授業スタン

ダード」において思

考力の育成を柱とし

たのは，学習内容の

深化を図る上で，思

考力の育成が出発点

になると考えたから

です。思考のない判

断はあやうく，情報

の取捨選択や判断の

ない表現は結束性に

欠け，根拠も弱くな

ります。場合によっ

ては佐伯が指摘した

とおり，調べたこと

をまとめ，データやプレゼン資料を整えて表現する活動になってしまいます。

中教審教育課程部会「言語能力の向上に関する特別チーム」の資料(平成28

年５月12日)には 「認識から思考へ 「思考から表現へ」という語句ととも， 」，
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に「創造的思考とそれを支える論理的思考の側面」とあります。

【創造的思考とそれを支える論理的思考の側面】

➢情報を多角的・多面的に精査し，構造化する力

・推論及び既有知識・経験による内容の補足，精緻化

・論理(情報と情報の関係性：共通－相違，原因－結果，具体－抽象等)の吟味・構築

・妥当性，信頼性等の吟味

➢構成・表現形式を評価する力

(中略)

《考えの形成・深化》

➢考えを形成，深化する力

・情報を編集・操作する力

・新しい情報を，すでに持っている知識や経験・感情に統合し構造化する力

・新しい問いや仮説を立てるなど，すでに持っている考えの構造を転換する力

思考を展開する上では，既習の知識の確認と既習事項相互の関連，既知と未

知のつながりの予想が前提となります。そのとき，｢問題解決的な学習」の展

開において，教師による｢教える｣をどのように扱うか 「何を教え，どのよう，

な活動を促すか」が大切になってくるでしょう。

「思考スキル」や「思考ツール」の利活用を話題にしますが，目的は思考力

を育成する，高めることです。物事を筋道立てて考えたり分析したりすること

を促す発問や問いかけ，指示と｢思考スキル｣は結び付きます。｢思考ツール｣は

思考の可視化と，協働学習の際の意見交換等で役立つと考え，取り上ました。

目的は思考力の育成と向上，思考内容等の可視化による協働学習の充実です。

この点を御理解の上，御高覧ください。
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２ 「問題解決的な学習」と授業構想モデルについて

(1) 「問題解決的な学習」の学習過程

「問題解決的な学習」の授業実践における用語は，学習過程の内容や重点

の置き方により，少しずつ異なります。宮城県教育委員会は「問題」と「課

題」の違いについて，次のように記しています。

問題…児童生徒から提起され，児童生徒に既知の知識や法則があり，かつ未知のものが存

在する

課題…教師から提起され，教師の求めるものがあって，未知のものはない

教師から 宮城県内の伝統工業について調べてみましょう というのは 課「 」 「

題」で，その課題の中で児童自身が「鳴子のこけしについてどうしても調べ

たい」という欲求が生まれて，その解決を自ら図ろうとするときは「問題」

ということになると説明しています。

「問題解決学習」と「課題解決学習」については，次のようにまとそして

めています。

問題解決学習…学習者が直面する具体的な学習問題をとらえ，その問題の解決のための思

考活動を行って究明・解決を図っていく過程で問題解決の諸能力を育成し

ようとする学習形態

課題解決学習…知識の体系を重視しながら問題解決学習の方法を取り入れた学習形態。特

定の課題を様々な角度から追究したり，問題解決の遂行，創造活動などを

行う学習

｢問い｣｢問題｣｢課題｣等についての詳細は，資料として後掲します。

それでは，先行実践における「問題解決的な学習」の授業構想モデルを見

てみます。用語や送り仮名は，出典によることを原則とします。

➀ 北海道教育委員会編 ｢主体的な学習態度を育てる問題解決的な学習｣

主体的な学習態度を育てるためには 「問題の把握，解決への見通し，，

追究活動，学習のまとめなどの学習過程の各段階において，児童生徒の思

考の過程に寄り添いながら，教師の働きかけを工夫するなど 「問題解決，

的な学習」の充実を図ることが大切｣としています。ここでは，総合的な

学習の時間が取り上げられていました。

主体的な学習態度を育てる
過 程 学習活動 児童生徒の思考

教師の働きかけ

○興味･関心や ○課題の自己決定 ○関心･疑問･矛盾等が生まれる

問題意識を高 ・どうしてこうなるの 学習の動機付け

つかむ め，自分なりの か。 ○必要感や切実感ある学習課題

課題をもつ。 ・～を調べたい。 の提示

・～について考える。

○既習や経験し ○学習への見通し ○結果がイメージできる予想の
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たことなどに ・およそ～になる。 場の設定

基づき，解決 ・昨日のやり方で確か ・おおよその結果

見通す の見通しをも めてみよう。 ・解決の方法や手順

つ。 ・～を使ってやってみ ・表現方法

よう。 ○自分なりの追究の方法や手順

等の選択･決定への支援

○互いの考えを ○解決方法の選択 ○教えることと考えを深めるこ

表現し合いな ・計画通り解決してい との時間と場の保障

がら，考えを る。 ○各自の目的に応じた方法や手

追究する 深め，広げる ・ほかの方法や考えは 順等での追究の状況の把握

など，集団で ないだろうか。 ○各自の考えや意図，解決のた

課題を追究す ○学習の成果等の共有化 めの目的意識をもった交流の

る。 ・～の考え方はいいな？ 場の設定

・そうか，～という考

えもあるんだ。

○解決の道筋を ○学習のまとめと自己 ○自己評価や相互評価による学

振り返ったり， 評価 習の振り返りの工夫

まとめる 学んだことを深 ・今日は～がわかった。 ○学習の定着を図る活動の工夫

めたりする。 ・もう一度確かめたい。 ○学習したことが次の学習や日

・次は～に挑戦する。 常の生活の中で活用できる意

欲付け

② 福島県教育庁県北教育事務所編「問題解決的な学習の基本過程」

「この課題を解決したい 「これができるようになりたい」との意欲を」

もちながら学習に向かう子どもは，自分のもてる力を駆使したり，友達と

知恵を出し合ったりして課題を解決する過程で，それまで以上の力を発揮

する」とします。

「問題解決的な学習」のよさは 「学ぶことの楽しさや成就感を体得す，

ることにより，主体的に学習する態度が養われる 「問題を解決する方」，

法等を学び，他の場面にも活用することができるようになる 「自分で」，

考え調べ獲得した知識や技能は確実に身に付く 「みんなで協力したり，」，

グループで活動したりすることにより人間関係が深まる」の四つでした。

段階 問題解決的な学習の仕方 子どもの見方・考え方の例

〇新たなことに出会いそ 「ここから先は，どうなるのかな」

問 れまでの経験や知識と 「～と～が違うのはどうしてだろう」

題 の間に疑問や矛盾を感 「～になるのはきっと理由があるはずだ」

発 じたことを話し合い， 「～というきまりがありそうだぞ」

課 見 本時の課題をとらえる。 「できる，できる，あれ 今までと違うぞ」?
題 「～しないで問題を解くなんて，できるのかなあ」

把

握 〇既習事項や生活経験を 「～の方法でやれば，できるかもしれない」

基に見通す。 「答えは～となるはずだ，確かめてみよう」

見 ・解決の方法を見通す。 「～のように調べれば，何かきまりが見つかるかも」
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通 ・答えの見当をつける。 「きっと～じゃないかなあ」

し ・調べる視点をもつ。 「このあたりから調べると分かるんじゃないかなあ」

・学習活動の筋道をもつ 「前に～と考えてできたから，同じように～してみ。

よう」

「わたしだったら～する」

〇見通しをもとに課題解 「使えそうな資料はないかな」

決に取り組む。 「教科書をよく読んで，大事なところに線を引いて

・ノートや資料を活用し みよう」，

必要な情報を集める。 「言葉の意味を辞書で調べてみよう」

・自分の考えをもつ。 「前にやったことをノートで見てみよう」

自 ・試しにやってみる。 「まず，こうやってみよう」

力 ・うまくいかないところ 「わたしは，こう思うな」

解 を修正する。 「図や表に表してみよう」

決 ・分かったところと分か 「説明できるように，言葉に表してみよう」

らないところを整理する。 「ここまではできたけれど，ここから先が分からな

い」

「～を使ったけどうまくいかない，もう一度やり直

してみよう」

「できた！他のやり方でもできるかな？やってみよ

う」

問

題 〇課題解決に向けて話し 「〇〇さんの考えと僕の考えは同じだ」

解 合い，思考を共有する。 「△△さんの意見は，～が同じで，～が違う。なぜ

決 ・友達の考えをよく聞 だ？」

く。 「□□さんに続けて言うと～ということになります」

・自分と違う考えを理解 「こういう考えもあるんだなあ」

思 する。 「それはどういうことですか？」

考 ・解決方法の内容を理解

の する。

共

有 〇思考を吟味する中で課 「そういう意味か」

と 題解決する。 「こういう理由だったのか」

吟 ・正誤を確かめ，意味や 「～と～は，ここでつながっているのか」

味 理由 関連等を考える 「～をずっと見ていくと～というきまりがある」， 。

・規則性を見付ける。 「なるほど，～は～ということか」

・自分の考えを見直して 「～は，～と表すともっとわかりやすくなると思う」

再構築する。

・より分かりやすい表現

にする。

適 〇振り返る活動により， 「あの言葉とこの言葉をつなげて，まとめてみよう」

用 学習内容を身に付ける。 「話したことをかいてみよう」

振 ・ ・課題について分かった 「今日分かったことは，～もつながっているね」

り ま ことを自分の言葉でま 「さっきの考え方を生かして問題をやってみよう」

返 と とめる。 「ねぇ，どうしてこうなるの？」

る め ・分かったことを広げて ※授業によっては適用をまとめの前にすることもあ

活 ・ 考えてみる。 ります。

動 評 ・わかったことを生かし

価 て適用問題を解く。分

。からないことは質問する
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③ 板橋区授業スタンダード

板橋区教育委員会は，単元の中で効果的であると考えられる時間に，問

題解決型･探究型の授業，協働学習を位置付けるとしています。

学習の目標(ね 問題･課題 自力解決･予想 ペアやグループでの話し合い

らい)の提示 の把握

集団検討･練り上げ・解決の見通

・ノート等に書くことで，内容を正 しをもつこ

確に把握させます。 とができる

・身の回りの事象を素材として提供 よう既習事

し，驚きや疑問を基に興味･関心･ 項を振り返らせます。

学習の振り返り・意欲をもたせます。 ・既習事項を活用し，２通り

まとめ以上の方法を考えさせます。

次 時

・自分の考えを友達に伝える時間を確保し，思考したこと

を言葉や図等で表現する場面を意図的に設定します。 ・本時のねら

・ベン図，ウェビングマップ，二次元表などの思考ツール いに対して ・前時の学習

や(電子黒板等)を効果的に活用します。 分かったこ 内容につい

・児童･生徒から出てきた考えを検討する際は，それぞれの とやできた て，ノート

考えの相違点に着目させ 考え方の良さに気付かせます こと，考察 や掲示物，， 。

・友達の考え方を説明する活動を設定することも，思考を 等の振り返り (電子黒ICT
深める上で効果的です。 を行います。 板等)での掲

・可能な限り 示等を確認す

，児童･生徒の ることにより

言葉で学習のまとめを行い，次時の学習につなげます。 次時につなげ

ます。

④ 新潟市の授業づくり

「学習課題とまとめ･振り返り」のある授業として三つのフレームワーク

が挙げられ，その中に｢問題解決型(全ての授業の基本形)｣があります。

問題提示 学習課題 アクティブ･ まとめ 振り返り

ラーニング

問題提示･教材 子どものもったず 疑問形の学習課題 「どのように

提示･発問等の れを生かし，内容 に正対した「答え」 学んだのか(自

働 き 掛 け に よ 性･情意性･集団性 を子どもとともに 分の考えの変

り 子どもに｢問 の高い課題を｢問い｣ 教師がまとめる。 容等)」を子ど，

い(ずれ)」をも の形(疑問形)で設 もが自分で振り

たせる。 定する。 返る。

「問題提示」と「学習課題」の説明から 「問題解決的な学習」の学習，

過程としてよいでしょう。
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このほかに 「技能習得型(『～できる』を授業のねらいとして設定す，

る場合)」と「単元型(『学習課題』から『まとめ 『振り返り』までを複』

数時間で構成する場合)」が取り上げられています。

【技能習得型】

問題提示 学習課題 まとめ 振り返りアクティブ･ アクティブ･

ラーニング ラーニング

問題提示･教材 子どものもった 疑問形の学習課題に ｢まとめ ｣を ｢まとめ｣を

提示･発問等の ずれを生かし， 正対した「答え」を 活 用 し た 学 活用した結

働き掛けによ 内容性･情意性･ 子どもとともに教師 習 活 動 を 充 果どうだっ

り，子どもに 集団性の高い課 がまとめる。 実させる たかを振り

｢問い(ずれ)」 題を｢問い｣の形 返る。(｢ま

をもたせる。 (疑問形)で設定 とめ」に実

する。 感が伴う)

【単元型】２時間構成の例
[１時間目]

問題提示 学習課題 まとめアクティブ･

ラーニング

説 得 力の 読み手を説得 主張を支える 次のように理由の述べ方を工夫するとよい。

あ る 意見 するには，ど 説得力のある 1.｢もし｣を使って，対論の弱点を仮定する。

「 」 ， 。文 Ａ と説 のように理由 理由の述べ方 2. しかし を使って 自分の主張を強化する

得 力 に欠 を書けばよい やその効果につ 3.「例えば」を使って，具体例を挙げる。

けるＢ だろうか。 いて話し合う 4.「つまり」を使って，理由をまとめる。。

[２時間目]

活動のめあ 振り返りアクティブ･

ラーニングて

理由の述べ方を工夫 書いた意見文を読み合 最初は，友達に分かってもら

して，説得力のある い，互いに評価する。 えなかったけれど，四つのつ

意見文を書こう。 など なぎ言葉を使って理由を書い

たら，自分の考えを納得して

もらえた。 など

⑤ 胎内市授業スタンダード

学力を向上させるために最も大切なことは，教師が児童生徒に「分かる

」 。・できる 授業を展開する点にあるという方針に基づいて作成されました

本時のねらいに迫るめあてとは，児童生徒の既習内容の定着度や興味・関

心を分析し，１時間の授業で「どんなことが分かるのか 「何ができるよ」
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うになるのか」という，ゴールが分かるめあてを指すとしています。

主な学習活動 留 意 点

１ 授業の学習課題(め 〇本時の授業の「学習課題」を板書し，授業のねらいに迫る学

あて・目標)の確認 習課題を明確化する。

〇追究意欲を促すような「学習課題」を工夫する。(とらえる)
・ なぜかな？ 「どうしてかな？」など，疑問を解決したくな「 」

るような課題

・ どれかな？ 「どっちかな？」など，ズレが生じ判断に迷う「 」

ような課題

２ 自力解決 〇学習課題を解く，考える，調べるなど，自力解決する時間を

保障する。(考える)
※考える場面は，集団での場合もある。

〇つまずいている子の見取りと適切な支援を行う。

〇頑張りやよさを見出し，励ましや称賛を行う。

３ 考えの交流 〇ペアやグループ等で，多様な考えを交流させる。

※誰とでも学び合うことができるよう，日頃から仲間関係を育(学び合う)

てる。

※考えを交流させる際，可視化したものを用いて交流させる。

「 」「 」〇共感的な学習を展開するよう 目と心で聴く 目と心で語る

「うなずく 「拍手する」など温かく受容的な雰囲気を大切に」

する。

４ 振り返り 〇学習課題に正対したまとめを，わかりやすく板書し，全体へ

確認する。(まとめる)
〇今日の授業で 「大切であったこと 「分かったこと 「疑問に， 」 」

思ったこと」などを，自分の言葉でノートに記述させ，自分

の成長が実感できるようにする。

(２) 問題解決の過程と時間配分について

① 問題解決の過程

自治体や学校によって違いはありますが，問題解決の過程は次の三者の

考え方に基づいているようです。なお，訳者によって表現は異なります。

「 」「 」「 」「 」ポリアの４段階説…… 問題の理解 計画の立案 計画の実行 振り返ってみること

デューイの５段階説…「問題の意識化 「問題の明確化 「仮説の設定 「仮説の立証」」 」 」

「検証」

ワラスの４段階説……「準備期 「あたため期 「啓示期 「検証期」」 」 」

山﨑保寿は 「問題解決学習」の理論的基盤をなすデューイの展開につ，
いて，次のようにまとめています(『教育基本用語』小学館)。

デューイは，学校を小さな社会と考え，そこで行われる生活経験を重視する学習を

行い，問題解決学習を提唱した。問題解決学習は，学習者が経験の過程においてそれ

を組織化していく筋道をとらえたものであり，主に次の五つの段階で行われる。➀問
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題解決の発想(暗示)，②問題の整理(知性化)，③解決のための観察(仮説)，解決方策

の発見と吟味(推理)，⑤解決方策の適応(検証)，である。

ただし，この五つの段階は，学習指導過程の中で順序だったプロセスとして進むと

は限らず，問題解決場面で同時期に行われることもある。教師の指導は，子どもの解

決過程を援助する役割を担うことに重きが置かれ，児童・生徒が自ら課題を解決する

ことが重視される。

「問題解決学習」による場合，どの教科の授業時数にカウントするか，

難しくなります。教科の枠と時間割の大幅な見直しが必要です。

学習者による全体(集団)思考もある程度の「型」がなければ，どの程度
の時間を配当するか，目算が立ちません。しかし，１単位時間をいくつか
の過程に区切って構成したり 「型」を当てはめたりすることへの批判も，
あります。従来以上に，体験的な学習や基礎的･基本的な知識及び技能を
活用することが求められているのでしょう。

② 問題解決的な学習(問題解決型)における時間配分について

「問題解決的な学習」を１単位時間で行う場合の時間配分について，公

表されているものから三つを取り上げます。

ア 算数

問題把握 １０分程度

・問題文を読み，問題場面を理解する。
・教師の問題提示を見たり聞いたり，子ども同士で話し合うことを通して 「何が，
問題か」をはっきりさせる。

・既習事項と本時の問題との異同を確認する。
・解決方法や答えの見通しをもつ。

自力解決 １５分程度

・子どもは，問題について一人で考え，自分なりの答えを導き出す。
， ， ，・教師は 机間指導をしながら 解決方法が思いつかない子にヒントを与えたり

解決が終わった子に別の解法について考えるように促したりする。

練り上げ １０分程度

・問題の解決のできた子の中から，代表３～５名の子が自分の解法をみんなに説
明する。

・代表の子の説明を聞いた後，それぞれの考え方の良い点や改善案について意見
を出し合ったり，考え方の共通点について話し合ったりすることを通して，よ
りよい考え方の共通理解を図る。

ま と め １０分程度

・本時の学習の要点をまとめる。
・類似の問題に挑戦し，定着を図る。

イ 佐伯市立Ｂ小学校 算数「式と計算」

学習活動 時 指導及び指導上の留意点

つ １ 今日の学習 ５ 〇買い物場面を説明し，問題提示をする。
か 課題をつかむ。
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む 500円を持って，コンビニエンスストアに買い物に行き，13
0円のチョコと，270円のケーキを買います。残りのお金は
いくらになるでしょう。

・式を考えさせ，発表させて確認する。

考 ２ 一つの式を 10 〇本時のめあてを提示して，自分なりの式を考えさせる。
え 考える。
る 二つの式を一つの式に表して，残りのお金を求めよう。

・最初に考えた二つの式をもとに，一つの式にできないか考え
させるようにする。

伝 ３ 考えを発表 15 〇それぞれの考えた式について，どのように考えて計算してい
え しあい，( ) るのか話し合わせる。
合 を使って一つ ・式のみを発表させた後で，どのように考えて計算したのか考
う の式に表す方 えさせる。

， 。法を理解する。 ・児童の説明だけではわかりにくい時は テープ図で補足する

ま ４ 今日の学習 15 〇本時のまとめをする。
と をまとめ，練 ・練習問題を解きながら，( )を使った式の立式の仕方や計算
め 習問題を解く。 順序について確認していく。
る

ウ 問題解決学習の時間配分(越知町立Ｏ小学校)

１ 基本 ２課題に比重 ３解決活動に比重 ４振返りに比重
(同じ時間の比重) (課題設定に比重) (解決活動に比重) (定義・定着)

課題設定 課題設定 課題設定 課題設定

１課題提示 課題提示
２問いをもつ 問いをもつ 解決活動 解決活動
３問いの共有

問いの共有 ・自力 ・自力
・ぺア・班

解決活動 ・ペア・班 ・全体
４自力解決
５集団解決 解決活動 ・全体
ペア・班・ ・自力 まとめ
全体 ・ぺ・班・全

振返り
６ まとめ まとめ まとめ

練習問題

７ 振返り 振返り 振返り

練習問題 練習問題 練習問題

・教科の特性に応じて比重をかける 「知識の習得」は，２の課題設定である。。

いずれにしても，石井英真が作成した次表が示すように，資質･能力とス

キルを結び付けなければ，学習過程や学習形態が一人歩きすることになって
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しまいます。学力要素の習得に向けた学習活動と時間配分にすべきことは，

言うまでもありません。

秋田喜代美は 「質の時代における学力形成(『基礎学力を問う』東大出，

版会)」の中で， (2006)の「知識を深く学ぶ」を引用しています。Sawyer

・深い学びに必要なのは，学習者がアイディアや概念を先行知識や先行経験と関係付ける

ことである。

・深い学びに必要なのは，学習者が自らの知識を，相互に関係する概念システムと統合す

ることである。

・深い学習に必要なのは，学習者がパターンや基礎となる原則を探究することである。

・深い学習に必要なのは，学習者が新しいアイディアを評価し，それらを結論と結びつけ

ることである。

・深い学習に必要なのは，学習者が対話を通して知識が創造される過程を理解し，議論の

中の論理を批判的に吟味することである。

・深い学習に必要なのは，学習者が自身の理解と学習過程を省察することである。

秋田は「教師の知識伝達による指導だけでなく，生徒が積極的に自らの知

識を変容させ協働で知識を統合したり，構築し創造していく過程に参加でき

ることが求められている」とします 「協働的な学習過程や既有の知識を新。

たな情報と統合していく協働過程 を組み込んだ学習過程にすることは 問」 ，「

題解決的な学習」の展開において大切です。既有の知識と新しい情報を結び

付け，協働的な学びにつなげたいものです。
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３ 「東湖授業スタンダード」における｢思考スキル｣

(1) 基本的な考え方

「授業スタンダード」のほとんどは，都道府県，市区教委単位で取りまと

められています。教育委員会の方針もあり 「問題解決的な学習」に基づく，

もの 「課題解決学習」や「教えて考えさせる授業」などの系統に分けられ，

ます 「課題解決学習」を取り上げた場合は 「導入」段階での教師の関わ。 ，

りと「学習課題」の取扱いに，工夫が見られます。

現在，小学校においては，既習事項の定着が不十分なため，知識の「体制

化」を図れない児童がいます。このことは，知識相互の結び付きの弱さとな

り，構造化や「精緻化」に影響します。結果として，学習者自身の「深い学

び」の成立が難しくなっています。

「思考スキル」は，各教科における学力形成，とりわけ思考力･判断力･表

現力の育成に関わります。そして何より大切なのは 「思考スキル」を踏ま，

えた発問構想でしょう。そこで本稿では 「思考スキル」と発問の関連付け，

に関わる提案をすることにしました。発問の捉えについては，後述します。

「思考スキル」の授業での活用については，先行実践や報告があります。

， 。それらを参考にしながら 小学校で扱えそうなものを中心に取りまとめます

(2) ｢思考スキル」について

， ， 。｢思考スキル｣については 黒上晴夫 泰山裕らが論考を発表しています

泰山は 思考を具体的に表現したものを 思考スキル と呼ぶとします こ， 「 」 。「

どもたちに求める思考をスキルとして具体化し，さらにレベルを分けること

で，教科横断的な思考力を育成することを目指す」と述べています 「考え。

ることをあえて技法として表現し，具体化することで思考力育成を目指す」
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というスタンスです。この点の理解が重要です。

後述する｢思考ツール｣は，思考の可視化につながります 「思考ツール」。

自体は種類が多く，表し方だけでなく，可視化したものをどのように活用す

るかを，学習者に理解させなければなりません。各教科の標準授業時数に鑑

みれば 「思考スキル 「思考ツール」ともに，いくつかにしぼって授業で， 」

扱うとよいでしょう。

先行実践校である西都市立三財小学校の研究報告で紹介されている｢思考

ツール｣は11種類です。

， ， 。｢思考スキル｣は黒上 泰山らの研究により 19種類にまとめられています

これらは，学習指導要領と「解説」の内容に添っていて，小学校から高校ま

でを見通したものです。

思考スキル 意 味 時 期

理由付ける 意見や判断の理由を示す 小学校段階

順序立てる 視点や観点をもって順序づける 小学校段階

筋道立てる 物事を順序や構成に従って記述する 中学年以降

変化をとらえる 視点や観点を定めて変化を記述する 中学年以降

構造化する 順序や筋道，部分同士の関係を計画する 中学年以降

具体化する 学習事項に対応した具体例を示す 中学年以降

抽象化する 事例からきまりや包括的な概念をつくる 中学年以降

推論する 根拠にもとづいて先や結果を予想する 高学年

変換する 表現の形式(文･図･絵など)を変える 全学年

関係付ける 学習事項同士をつなげて示す 全学年

関連付ける 学習事項と実体験･経験をつなげて示す 全学年

広げてみる 物事についての意味やイメージ等を広げる 全学年

焦点化する 重点を定めたり軽重をつけたりして注目する対象を決める 全学年

見通す 行為の効果や影響についてのイメージをもつ 全学年

応用する 既習事項を用いて課題･問題を解決する 全学年

要約する 必要な情報に絞って情報を単純･簡単にする 全学年

評価する 視点や観点をもち根拠に基づいて対象への意見をもつ 全学年

多面的に見る 多様な視点や観点にたって対象を見る 全学年

比較する 物事を類比・対比することができる 全学年

分類する 属性に従って複数のものをまとまりに分ける 全学年
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宮崎県教育研修センターは小学校の国語教科書(Ｍ社 23年度版)所収の物H
語文教材について 「読むこと」領域に関わる「思考スキル」の活用可能性，

を分析し，次のようにまとめました(合計数が15以上のもの)。

思考スキル １・２年 ３・４年 ５・６年 全学年合計

評価する ２９ ２８ ７ ６４

広げてみる ３６ １７ １ ５４

焦点化する ３０ １３ ８ ５１

理由付ける １３ １７ １３ ４３

比較する ５ ２９ ６ ４０

関係付ける ０ ２２ １２ ３４

関連付ける １０ １０ ４ ２４

構造化する ６ １０ ２ １８

そして，物語文単元の「読むこと」領域において，全学年で必要とされる

「共通思考スキル」と「重点思考スキル」を次表のようにしています。

第１・２学年 第３・４学年 第５・６学年

評価する 学習して分かったこと 判断した結果と理由を 判断した結果を基に，
と疑問点を整理するこ 合わせて述べることが 提案することができ
とができる。 できる。 る。

共
広げてみ 場面の様子について， 場面の移り変わりに注 登場人物の相互関係や
る 登場人物の行動を中心 意しながら，登場人物 心情，場面についての

通 に想像を広げながら読 の性格や気持ちの変化 描写をとらえ，優れた，
むことができる。 情景などについて，叙 叙述について，自分の

述を基に，想像して読 考えをまとめることが
思 むことができる。 できる。

焦点化す 場面の様子と登場人物 登場人物の性格や気持 登場人物の相互関係や
考 る の行動に焦点化して読 ちの変化，情景に焦点 心情，場面についての

むことができる。 化して読むことができ 描写に焦点化して読む
る。 ことができる。

ス
理由付け 自分の体験したことや 叙述を基に，自分の考 複数の材料を結びつけ
る 読んだ文章を基に，理 えを明確にして，理由 ながら，論理的に理由

キ 由を考えることができ づけを行うことができ づけを行うことができ
る。 る。 る。

ル 比較する 身の回りのものとの違 相手や目的に応じて， 目的や意図に応じて，
いや，自分の体験した 比べることができる。 比べることができる。
こととの違いを見つけ
ることができる。

重 点 思 考 ス 関連付ける 要約する 関係づける
キル 順序立てる 構造化する 変化をとらえる
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いずれ泰山は 「思考スキルは考えるための方法，思考するための技術で，

ある。学習指導要領には，習得した思考スキルを活用しながら，問題解決な

どの高次な思考を達成することが求められている 「思考スキルは学習指」，

導要領上に埋め込まれた形で提示されているため，具体的にいつどのような

思考スキルを育成していくべきであるかは明確に記述されていない。各教科

内において思考スキルの指導を意識的に進めていくためには，各教科内に埋

め込まれた思考スキルを抽出し，整理を行う必要がある」と述べています。

(3) 「見方・考え方」と思考力の関わり

次期学習指導要領においては，各教科等の「見方・考え方」が重視されま

す。文部科学省初中局教育課程課は 「 深い学び』を進めていくうえで重，『

要になるのが『見方・考え方』である」としています。そして 「今回の学，

習指導要領改訂では，育成を目指す資質・能力は三つの柱に沿って各教科等

で整理されており 『見方・考え方』それ自体は資質・能力に含まれるもの，

ではない。すなわち 『見方・考え方』は，あくまでも 『資質・能力』を， ，

育成していくうえで活用すべき視点・考え方であり，例えば，今後検討を深

めていく学習評価の仕組みにおいても，評価の対象となるのはあくまでも資

質・能力であり 『見方・考え方』それ自体を評価の対象項目とすることは，

予定されていない(「初等教育資料」 .960)」としています。No
ま た ，

同書には

「各教科

等の特質

に応じた

『見方・

考え方』

を働かせ

ながら，

知識を相

互に関連

付けてよ

り深く理

，解したり

情報を精

査して考

えを形成したり，問題を見出して解決策を考えたり，思いや考えを基に創造

したりすることに向かう『深い学び』ができているかという視点」などに立

った授業改善を行うとの記載がありました。

知識の「構造化」や「体制化」につながる見解とも受け取れますし，情報

「 」 。活用能力を意識した 問題解決的な学習 を想定しているとも受け取れます
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引用箇所では 「考え」という言葉が繰り返されています。考える活動，つ，

， 。まり思考に裏打ちされた判断 表現が想起されているのではないでしょうか

なお 「見方・考え方」について石井英真は「新学習指導要領で深い学び，

を構想する鍵として提起されている『見方・考え方』とは，各教科に固有の

現実(問題)把握の枠組み(眼鏡となる原理；見方)と対象世界(自然や社会な

ど)との対話の形式(学び方や問題解決の方法論；考え方)である。生き方に

， 『 』 ，まで響く教科の学びを追求することで 知識や概念は 見方 として学ばれ

スキルや態度はその人のものの『考え方』や思考の習慣となり，その人の学

校外の生活や未来の社会生活の質を豊かにするものとなるのである(「教育

展望」2017年３月号)」と記しています。

ある教科内容に関する学力の質的レベルは，次の三層で捉えられる。個別の知識・技能

の習得状況を問う「知っている・できる」レベルの課題(例 穴埋め問題で「母集団 「標本; 」

平均」等の用語を答える)が解けるからといって，概念の意味理解を問う「わかる」レベル

の課題(例 「ある食品会社で製造したお菓子の品質」等の調査場面が示され，全数調査と;
標本調査のどちらが適当かを判断し，その理由を答える)が解けるとは限らない。さらに，

「わかる」レベルの問題が解けるからといって，実生活・実社会の文脈における知識・技

能の総合的な活用力を問う「使える」レベルの課題(例 広島市の軽自動車台数を推定する;
調査計画を立てる)が解けるとは限らない(「教育展望」2017年３月号) 」。

石井の「初等教育で陥りがちな，問題解決的なプロセスで授業を流すだけ

の活動主義では，考える力は育ちません。また，中等教育で陥りがちな，教

科書のページを一方的になぞる網羅主義では，受験勉強にすら届かないでし

ょう。活動主義にも網羅主義にも陥らないためには，知識の習得と考える力

の育成とを結びつけて考えることが大切です(『今求められる学力と学びと

』 」 ， 。は 日本標準) という指摘は 授業の全体計画を立てる上で留意すべき事柄です

これらのことを踏まえつつ，本授業スタンダードでは，思考力の育成を中

核に据え，判断力や表現力が適切に発揮されるよう授業のイメージを描きま

す。そして 「思考スキル」や「思考ツール」にも触れていきます。，

学習者の発達段階に応じて，｢思考スキル｣を選択すべきなのは言うまでも

ありません。泰山は，｢小学校･中学年で『抽象化する』ことができないこど

もを支援するために 『広げてみる 『変換する 『要約する』という思考ス， 』 』

キルが重要であることがわかります。また 『抽象化する』とき，どこでつ，

まずいているのかの見当をつけることができるかもしれません さらに 広。 ，『

げてみる 『変換する 『要約する』には，それぞれ関係する思考スキルが』 』

あることもわかります｣としています 「思考スキル」の相互関連やスキル。

に含まれる要素の分節化に触れたものと言えます。

｢思考スキル｣を選んだら 「その思考スキルに関係の深い思考スキルを確，

認」する，｢『比較する』や『分類する』などのシンプルな思考スキルの場

合は関係の深い思考スキルはないかもしれませんが 『構造化する』や『抽，

象化する』などのすこし複雑な思考スキルの場合，それに関係の深い思考ス
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キルがあるはずです」ともしています。

授業の中で扱いたい｢思考スキル｣と関係の深い｢思考スキル｣を確認し，取

り組めそうな｢思考スキル｣を利用して学習活動の質を上げていくという考え

方です。授業者には，学習者の理解や習熟の程度に応じて，｢思考スキル｣を

分節化した上で学習結果を統合させたり，別の視点の｢思考スキル｣に取り組

ませたりするという選択が求められましょう。

(4) 小学校段階での「思考スキル」

岡崎市立小豆坂小学校は 「探究的な学習」において低・中・高学年でそ，

れぞれ使える｢思考スキル｣を次表のようにまとめました。

思 考 ス キ ル 期 待 さ れ る 達 成 度

低 ○比較する ○変化をとらえる ○簡単な思考スキル，思考ツールの名前や，思
学 ○分類する ○広げてみる 考ツールの使い方を覚え，思考スキルに則し
年 ○理由付ける ○評価する た思考ができる。

中 ○多面的に見る ○変換する ○思考ツールの種類や使い方を覚え，思考ツー
学 ○関係付ける ○順序立てる ルを使うことのよさを知るとともに，複数の思
年 ○焦点化する ○要約する 考スキルを使いながら，課題を解決しようと

○推論する する。

高 ○照合する ○見通す ○問題解決に適した思考スキルを判断･選択し，
学 ○具体化する ○関連付ける スキルに応じて思考ツールを選択，活用しな
年 ○構造化する ○抽象化する がら課題解決に取り組むことができる。

○応用する

「思考スキル」の内容の分節化によっても，取り上げる順序や利用可能な

学年が変わります。そこで「東湖授業スタンダード」では，次期学習指導要

領小学校国語にある文言に基づいて次表のように構想しました。

思考スキル 低 学 年 中 学 年 高 学 年

変換する
広げてみる
筋道立てる
要約する

構造化する
関係付ける
分類する
比較する

変化をとらえる
評価する

理由付ける
評価する
順序立てる

先行研究や実践も参考にしましたが，子どもの学習達成状況によって早く
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取り上げる場合もありましょうし，時期を遅らせる場合も考えられます。大

切なのは，発達段階と子どもの学習達成状況，指導の経緯を踏まえながら，

思考力を効率よく着実に育成することです。

｢思考スキル｣は，思考力を育成する上での視点ですから，学習者の発達段

階に応じたものを取り上げるのが当然です。低学年から少しずつ数を増やし

ていくことになるでしょう。もちろん，難度の高い「思考スキル」に対応で

きる児童もいるかもしれませんが，その場合は他の児童が発表内容等を理解

できない可能性が高くなります。習得・活用段階では，他の児童も扱い方が

分かる「思考スキル」を取り上げるべきです。

探究段階では，各自の習熟の程度によって取り組みの結果に差が出ますか

ら，取り上げた｢思考スキル｣が違っても構いません。複数の「思考スキル」

を組み合わせるよりも，難度が高くても一つのスキルを使い，時間の効率化

を図るべきです。子どもに選択させてもよいでしょう。

， ， ， ，ちなみに 登米市の学校教育研究部小学校部会では 比較する 分類する

多面的に見る，関連付ける，構造化する，評価する，の六つの｢思考スキル｣

に着目していました。

登米市の学校教育研究部小学校部会の取組は，関西学院大学初等部の「ミ

ューズ学習」を参考にしたものと見えます 「比較する｣ではベン図，｢分類。

する｣ではＸチャートやＷチャート，｢多面的に見る｣ではボーン図，｢関連づ

ける｣ではイメージマップやコンセプトマップ，｢構造化する｣ではピラミッ

ドチャート，｢評価する｣では分析表を「思考ツール」として使っています。

なお，思考力と判断力とは密接なものであり，思考と判断を切り離して論

じるのは現実的ではありません。

角屋重樹は，思考と判断，表現について次のように述べています(「教育

展望」2017年７・８合併号)。

思考とは，ある目標のもとに，子どもが既有経験をもとにして対象に働きかけ種々の情

報を得て，それらを既有の体系と意味づけたり関係づけたりして，新しい意味の体系を創

りだしていくことである。つまり，子ども自らの既有経験をもとに対象に働きかけ，新た

な意味の体系を構築していくことが思考といえる。

思考力を育成するには，子どもが対象に関して自分で目標を設定し，既有の体系と意味

づけたり，関係づけたりして，新しい意味の体系を構築していくことが必要になる。この

思考の意味づけや関係づけには，違いに気づいたり，比較したり，対象と既有知識を関係

づける等の｢すべ｣がある。

各教科等において子どもに思考力を育成するには，日々の各教科等において，①違いに

気づいたり，比較したり，②対象と既有知識を関係づけるなどの｢すべ｣を子どもが獲得す

ることが必要になる。

思考に関する後段は，とりわけ留意すべき内容です。

， ， ，判断とは 目標に照らして獲得したいろいろな情報について重みをつけたり あるいは

価値をつけたりすることである。

各教科等において子どもに判断力を育成するためには，自分で見通しを設定し，設定し

た見通しと，解決方法や実行結果で得た情報を対応させ，適切な実行結果に関する情報を
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選択するという，見通しをもとにした情報の対応づけと選択という｢すべ｣を子どもが獲得

することが必要になる。

表現は，対象に働きかけて得た情報を目的に合わせて的確に表すことである。表現活動

は，見通しのもとに結果を得るための活動と，得られた実行結果を目的に対して的確に表

出する活動から成立する。

各教科等における表現は，子どもがまず，見通しをもとにした計画を実行し，結果を得

て，その実行結果を目的や見通しのもとに的確に整理する力を育成することである。

角屋の考え方からも，思考の充実には｢思考スキル｣の活用が効果的と思わ

れます。判断は思考の結果とばかりは言えませんが，思考に基づいて判断す

る，取捨選択に関する判断をするために再び思考する，という二つの流れが

考えられます。

いずれにしても，思考と判断に関わる学習活動を展開する上では，思考が

成り立たなければなりません。そのことからも，｢思考スキル｣を効果的に利

用したいものですし，思考を可視化するためには｢思考ツール｣の活用も視野

に入れるべきです。

(5) 思考を促す「展開」段階の発問等について

「展開」段階では，基礎的・基本的な知識や技能の習得と活用，既習事項

。 ，「 」と未知との関わりの理解などが行われます そのため わかった気がする

「できそうな感じがする」レベルから，｢わかった 「できた」を実感でき」

るよう思考力や論理的思考と結び付けた学習活動が必要です 「なぜそのよ。

うになるのか」の予想と結果が結び付いて 「わかった」となりましょう。，

そこで 「展開」段階で使いたい「思考スキル」と，それを引き出す発問，

や問いかけを次表にまとめました。作成に当たっては，岡崎市立小豆坂小学

校と宮崎県教育研修センターの研究を参考にし，加筆・部分修正しました。

思考スキル 発問･問いかけの言葉 児童生徒の発言例

。
理由付ける

・どうして(なぜ)～と思ったのかな。 ○○は◇◇な～をもつからです
， 。・その理由(根拠)は言えますか。 ○○するのは ◇◇な性質が～

， ， 。・最初に何が起こり，次に…。 最初に○○で 次が◇◇ ～
順序立てる ・どのような順序で話題が展開して…。

，・何が優先されましたか。次は…。 ○○の性質(公式)から考えると

・どんな順序で説明されていますか。 (接続語等を用いた展開の説明)
筋道立てる ・疑問や質問に答えている部分はどこ ○○については，◇のところ

， 。ですか。 で説明し △で答えています

・○○の前と後で，変化したのは…。 ○○は◇◇に変化しました。変化をとらえる
， 。 。・○の時と◇の時では 何がどのように… 変化した理由は～と思います
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・思考ツール(型や図)を使って，物事や ○○は◇◇と，△△は☆☆と構造化する
。人物のつながりをまとめると，…。 ～の点で結び付きがあります

， 。
具体化する

・例えてみると… ・◇に置き換えると ○○に例えるならば まず～
・具体的な例をあげるとすれば，…。 ○○は◇◇の例と言えます。

。抽象化する ・分かったこと(結果)から，どのよう ○○な時には◇◇になります
。なきまり(法則)を見つけましたか。 △△は☆☆ずつ変化していきます

。
推論する

・～はどうなりますか。 ○○の影響で△△に変わる～
， 。・～はどのようになっていくと予想…。 ◇◇の性質から ☆☆になって～

・表(グラフ)から☆の値を読み取ると…。 ○では◇で，△では☆です。
変換する ・図(表 グラフ)から分かることは何ですか 図からは，～が分かります。， 。

， 。・図(表，グラフ)から何が言えますか。 ○と◇から言えることは ～

。 。関係付ける ・○と△につながり(関係)はありますか ○と△は～で関係があります
・○と△を結び付けると言えることは… ○と△を結び付けると，～。。

・今まで習ったことや知っていること 以前学習した○○と，◇◇の
と，どのような点がつながっていま ところが関連していると思い

関連付ける
すか。 ました。

， 。・自分の考えとつながりはありますか。 ○○は 私の△と似ています

・このほかに，似ているものや関係が ○○という点で，△△とも似
ありそうなものはありますか。 ていると思います。

広げてみる
。・～連想すると…。 ○○ということもあるのかな～

， 。 ， 。・これまでのことから続きを考えると … ○○については ◇◇と関係～

・一つに絞る(決める)と…。 ○○という点から，△△と考
焦点化する ・大切(重要)なことは何ですか。 えました。

， 。・何に注目(着目)して考えると…。 全体から見て ○○が大切～

・どのような方法で，何を調べる(活動 ○○でやれば，△△が分かる見通す
を進める)とよさそうですか。 と思います。

・以前学習した○○と△△を結び付け ☆☆は～という性質(特徴)を
応用する

ると ☆☆はどうなる(説明できる)かな 持っているので～。， 。

・～の部分を短くまとめると…。 ○△☆を使って，順序は～に要約する
・短くまとめる時に大切な部分は…。 してまとめます。

。
評価する

・～についてどう思いますか。 ○○のことは◇◇と思います
・～のよさはどういう点ですか。 ○○には◇◇の効果が～。

・立場を変えて考えると…。 〇〇とありますが，◇◇とい
多面的に見る

・目の付けどころを変えると…。 うように考えると～。

・～と～を比べると，どういうことが…。 ○○と◇◇を比べると～。比較する
・同じところと違うところはどういう…。

・仲間分けすると…。 ○○と◇◇は，△△という点
分類する

・○○と同じ仲間になるのは…。 で似ていて～。

学年段階と児童の学習達成状況によって，同じ｢思考スキル」を取り上げ

るにしても，発問・問いかけの表現は変わります。多様な「思考スキル」や
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多くの「思考ツール」を使える段階にまで小学生を指導するのは，現在の標

準授業時数からして現実的ではないことは，先に述べたとおりです 「思考。

スキル」にはどのようなものがあるかを，一覧表で配布する程度でもよいで

しょう。教科の特性や「見方・考え方」を踏まえ，必要な「思考スキル」を

どの学年段階から指導するかを子どもに伝えておきます 「思考ツール」を。

使わせる場合は，児童生徒が取り組みやすいように改良してよいでしょう。

また，一人一人の学習者に取り組ませる段階と，ペアやグループ，全体で

の意見交換や確認，理解を深める段階では，ふさわしい「思考スキル」が違

ってくるはずです。１単位時間で複数の「思考スキル」を取り上げるのは時

間的に難しいと考えます 「思考スキル」相互のつながりを示し，どれに取。

り組むかを選択させるのも一つの方法です 「思考ツール」は思考の可視化。

につながりますから，個別学習(自力解決等)段階だけでなく，他の学習者へ

の説明や全体での練り上げの場などでも使えます。

次表は，思考を促す発問･指示の例です。

学 習 活 動 発 問 ・ 指 示 等 の 例

。 。○前時の学習内容を確認する。 ○不思議ですね どうしてなのか調べてみましょう
導 ○興味･関心を喚起する。 ○今日の課題をつくりましょう。
入 ○学習課題を明確にする。 ○どんな点が問題でしたか。
○既習事項と比較する。 ○これまでの学習とどこがちがいますか。

○解決への見通しをもつ。 ○どんな順序(方法)で考えたらよいでしょう。
展 ○関連や関係に気付く。 ○△△の方法も考えられないでしょうか。
開 ○考えを明確にする。 ○Ａさんはこういうことを言いたいのですね。
○分析的，総合的に考える。 ○何からそのことがわかりましたか。

ま ○学習したことをとらえる。 ○今日学習したことをまとめてみましょう。
と ○発展的にとらえる。 ○このことは，別の場合にも言えますか。
め ○次の学習への意欲付けをする。 ○次の学習では，△△を調べてみましょう。

留意事項として，｢１単位時間にすべてを取り入れるのではなく，重点化

や焦点化を図る必要があります。子どもが，その時間の中で，最も力を発揮

できる場所を想定して，１～２程度の中心となる発問を計画することが大切

です｣とありました。

(6) 「思考スキル」相互の結び付き

｢東湖授業スタンダード」では，思考力を育成したり駆使したりする際に

「思考スキル」等が効果的ならば積極的に使う，というスタンスです。｢思

考スキル｣相互の結び付きを話題にするのもそのためです。

このことについては，黒上がまとめています。例えば｢構造化する｣ために

は｢分類する｣｢順序立てる｣などが 「関係付ける」ためには｢変化をとらえ，

る｣ 構造化する ｢広げてみる｣などが ｢筋道立てる｣ためには｢順序立てる｣「 」 ，

｢分類する｣｢構造化する｣などが関わってくるとしています。
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学習指導要領と「解説」の記述，教科書にある題材等のねらいから，当該

学年での指導と関連する｢思考スキル｣を捉えることができます 黒上は 抽。 「『

象化する』ことができないこどもを支援するために 『広げてみる 『変換， 』

する 『要約する』という思考スキル｣のどこでつまずいているのか 「広げ』 ，

てみる 「変換する 「要約する」と関係する｢思考スキル｣も含めて検討す」 」

ることが効果的かもしれないとします。

ですから，児童生徒の実態に即し，ねらいとする｢思考スキル」から取り

組ませるか，関係する｢思考スキル｣を部分的にでも経由してからねらいとす

る｢思考スキル｣に取り組ませるかは，考えておくべきでしょう。

「探究的な学習」で課題を設定する際の視点については，黒上の考え方に

基づいて「質問･疑問マトリクス」がまとめられています。

Which Who Why HowWhat W h e n ＆
Where

? ? ? ? ? ?何が いつ・どこで どれが だれが なぜ どのように

事項 状況 選択 人 理由 手段

? ? ? ? ? ?現 ～は何か いつ・どこで どれが だれが なぜ どのように
?在 だれに

過 何が～した いつ・どこで どれが～し だれが(に) なぜ～した どのように～
? ? ? ? ? ?去 か ～したか たか ～したか か したか

/ / / / /意 何を～たいた いつ・どこで～た どれを～たい だれに～たい なぜ～たい た どのように～たい
? / ? ? ? ? ?図 かったか いたかったか たかったか たかったか かったか たかったか

可 何があり得 いつ・どこ どれがあり だれが(に) なぜ～しえる どのように/
能 る たか？ でありえる える たか ～しえる た たか ～しえる た/ / / ? / ? /

? ? ?性 か か か

予 何が～しそう いつ・どこで どれが～し だれなら(に) なぜ～しそ どのように～
? ? ? ? ? ?想 か ～しそうか そうか ～したか うか しそうか

もし～が起 もし(いつ・ もし～を選 もし～なら もし～が理 もし～のよ
仮 こったらど どこで)～が起 んだらどう どうなる な 由ならどう うになった/

/ / ? / /定 うなる なっ こったらどうな なる なった ったか なる なった らどうなる
? / ? ? ? ?たか るなったか か か なったか

， ， 。上表を固定的に考えることなく 適宜 表現を変えて活用したいものです

いずれにしても，思考力育成のための具体的な方法は確立されていないの

が現状です。中教審答申には，｢『比較や分類，関連付けといった考えるた

めの技法』を習得させ，それらを活用する学習活動を充実させる｣とありま

す。それには，考えることを技法として表現し，具体化することで思考力の

育成を目指すことも必要になっていきます。

授業において子どもにどのような思考を求めるかを明確にすることは，学

習の支援の方法の具体化につながります。たしかに教育の目標は，自ら考え
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，「 」 。ることのできる子どもの育成であり 思考スキル の習得ではありません

そうであっても 「思考スキル」を意識的に指導し，考え方を子どもたちに，

身に付けさせることは，自ら考える力を備えた子どもの育成と相反するもの

ではありません。

思考を具体的に記述した言葉が｢思考スキル｣です。｢思考スキル｣の活用に

関する泰山の言葉を引用します。

こどもたちに求める思考をスキルとして具体化し、さらにレベルを分けることで、教科

。「 」 、横断的な思考力を育成することを目指します 考える という言葉を具体的にすることで

こどもによりわかりやすい指示や支援をすることができるだけでなく、学校全体として思

考力を育てることができるのではないかと考えられます 『このあいだの数学でやった「比。

較する」のを思い出してやってみよう』や『ここは社会でやった「分類する」を使って考

えてみよう』といったように、これまでやったことをもとに指導することが可能になるか

も知れません。

子どもたちが考え方を身に付け，自ら考えることのできるように｢思考ス

キル｣を授業に取り込めばよいのです。｢思考スキル｣とそれを可視化する｢思

考ツール｣は，ある程度切り離せません。｢思考スキル」のどれを選ぶかは，

指導者と学習者の判断に負うところが大きいと言えます。

(7) 「思考ツール」について

， 。以前から ｢思考ツール｣の活用に取り組んでいる地区や学校があります

「 」 ， 。思考ツール には多くの種類があり 適したものを選べる利点があります

黒上は35種類の「思考ツール」のシートをウェブ上に公開しています。

一方 「思考ツール」の中には，書き込むのに時間を要するものもありま，

す。どの｢思考ツール｣を使うかは，題材(教材)や授業のめあて，教材内容の

抽象度，学習者の発達段階に左右されます。いずれ「思考ツール」は，思考

力の育成に資するものであり，思考の可視化につながります。グループや全

体での意見交換に役立つでしょう。

また，全体(集団)検討はもとより小集団活動においても 「自力解決」に，

， 。おける自分自身の考え方等が適切かどうかを 自己点検する時間は必要です

「答えを書いたら ，または「思い付いたらすぐに交流しましょう」では，」

個の学びを深める機会を逃す可能性があります。

自分の見通しや予想，考えを自分の中にもつという 「振り返り」につな，

がる押さえが大切です 「個別」の目的がここにあります。。

その意味で，｢思考ツール｣によって自分自身の考えを組み立てたり理解の

方向性を点検したり，話題の全体像を捉えたり各要素の関係を考えたりでき

， 。るようになれば 思考力や論理に基づく判断力を育むことに役立つはずです

「思考ツール」については，黒上晴夫が代表的なものとその用途について提

案していますが，ここでは触れません。
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【順序立てる】 【比較する】

【関連付ける】 【分類する】

【構造化する】 【分類する(例)】

(8) 補足

国立教育政策研究所が整理した資質・能力のイメージ(次表)をキーワード

で見ていきますと，道具や身体を使うとつながる基礎力は「言語・数量・情

報 ，書く考えるにつながる思考力は「問題解決・発見，論理的・批判的思」

考，創造的思考，メンタリング，学び方の学び ，未来を創る力とつながる」
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実践力は「自律活動，関係形成，持続可能な社会づくり」になります(本授

業ガイダンス４頁の図参照)。

求められる力 具 体 像 (イ メ ー ジ)

未来を創る 生活や社会，環境の中に問題を見いだし，多様な他者と関係を築きな

(実践力) がら答えを導き，自分の人生と社会を切り開いて，健やかで豊かな未

来を創る力

深く考える 一人一人が自分の考えを持って他者と対話し，考えを比較吟味して統

(思考力) 合し，よりよい答えや知識を創り出す力，さらに次の問いを見つけ，

※ここだけ再掲 学び続ける力

道具や身体を使う 言語や数量，情報などの記号や自らの身体を用いて，世界を理解し，

(基礎力) 表現する力

(「熊本県立教育センター研究紀要パンフレット第44集」から)

「自力解決 「主体的な学び 「対話的な学び 「問いを発する」をは」， 」， 」，

じめ 「情報活用能力」などと密接に関わっているとされるのが思考力と言，

えます 「東湖授業スタンダード」で思考力を育成する手立てとして「思考。

スキル」や「思考ツール」に着目するのは，学習の素材を提供して「問いを

立てよう 「考えるように」と促しても，思考力を発揮できる子どもは限定」

的であること，教師による何らかの指導・指示，発問という支援が必要だと

いうことによります。

「問い」を立ててからの学習過程においては 「問い」の解決を進める上，

で批判的思考力，論理的思考力の活用が求められるでしょうし，学習者自身

が収集した情報の取捨選択や学びの焦点化を図る上では判断力，他者と学び

を共有するためには表現力が求められます。

また 「振り返り」ではメタ認知的思考を機能させなければ，単なる感想，

や 「がんばれたのでよかった」というような行為の表層的な評価をするこ，

とになります。
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４ 「東湖授業スタンダード」に基づく授業構想ついて

(1) 学習過程の例と「思考ツール」の活用

「東湖授業スタンダード」は 「問題解決的な学習」の視点に立ちます。，

｢自力解決｣の場を設ける先行事例がほとんどです。しかし，自力では課題を

解決できない，課題内容を理解できない学習者もいると考えられるためから

か 「個別学習 「個人思考」などの用語を使う事例もありました。｢自力解， 」

， 。決｣は各自が学習課題に向き合い 自分の考えや意見をもつことを指します

正解にたどり着くことだけを眼目としなくてもよいと考え，本稿では｢自力

解決｣を用います。

１単位時間においては個々の活動に割り当てられる時間に制約があり，解

決までいかなくても 自分なりの意見や考え 解き方などに思い至れば ｢自， 、 ，

力｣で取り組んだと見なして構わないでしょう。その後に「練り上げ」｢共有

化｣｢学び合い｣｢協働(集団)検討｣などが設定される場合，｢自力解決｣を経な

ければ，他の人から教えてもらうことが中心になります。そうならないよう

にする，いわば自分事として学習に取り組む時間を大切にしたいものです。

ペアでの活動としては，｢自分の考えを説明する力を付ける活動｣，｢考え

を見直したり深めたりする活動｣，｢学習したことの確認と定着を図る活動｣

があるとされます。低学年の場合は，｢自力解決」の場をペア学習にまで広

げて捉えたほうが実態に合っているかもしれません。

いずれにしても，｢自力解決｣つまり個別の取組をどこに据えるかは，教科

の特質，授業のねらいや学習課題，全体計画によって違ってきます。必ずし

も課題設定の直後に置かなくても，学習の流れに支障のない場合が考えられ

ます。特に１単位時間では解決が難しい学習課題の場合は，個別の取組をど

こに据えるかは，弾力的に考えた方がよさそうです。そのことを踏まえ，次

に例を示します 「自分でやってみる」を重視し，このような配列にしてい。

ます。 (※「協働 「協同 「全体」の違いと使い分けは要検討です。)」， 」，

自力解決 振り返り
学習課題 協働検討 個・協働
の設定 練り上げ のまとめ

ペア学習 振り返り
学習課題 個・協働 個・協働
の設定 練り上げ のまとめ

自力解決 振り返り
学習課題 課題別 個・協働
の設定 グループ のまとめ

自力解決 グループ 振り返り
学習課題 個・協働
の設定 のまとめ

(2) ペア，グループの編成
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ペアは座席が隣同士，グループは座席が近い３～４名で編成されるのが一

般的です。ペアは簡単な意見交換や確認ですから，素早くできるのが一番の

長所です。反面，ペア同士の人間関係によっては，意見交換することなく，

時間だけが過ぎてしまいます。この点に配慮しなければ，結果的に，ペア間

で学習の効果に差が出ます。

一方，グループでの意見交換となりますと，話合いの質の向上の点から，

次のことに配慮した組み方が考えられます。

長 所 短 所

座席が近い 手軽，話しやすさ 理解の差や関心等への対応

選んだテーマが近い 交流のしやすさ，内容の理解 類似の内容，深まりに差

異なるテーマを選択 新鮮さ，新たな情報の獲得 知識の多寡で興味と理解に差

ペア，グループのいずれにおいても，活動の目的が達成されないようなら

ば取り入れる必要はありません。安心感を与えるためならば，ペア学習が適

しています。課題解決に向けた展望，話合いによる理解の深化を期待する場

合は，グループ学習のほうが好ましいと言えます。

ペア学習は，ペア間で習熟の程度の差が大きい場合もありますから，学習

課題の解決にどのような要素が関わるのかを確認したり，それぞれが感じた

ことを紹介したりする活動であってもよいでしょう。

グループ学習の場合は活動の目的，つまり何のためにどのような活動を行

うのか，学習者に明確に伝える必要があります。活動時間自体が長くなりま

すから，活動を通して学習課題の解決に近いものが得られなければ，その後

の活動時間が不足します。時間の浪費になる可能性を含む点から，実施する

。 ， 。前の指導が大切なのです それゆえ グループ編成には配慮が求められます

ややもしますと座席が近いことによるグループを使いますが，話題に対す

る理解の程度に差があり，理解の浅い児童は質問役，理解の進んでいる児童

は説明役になりがちです。あるい

は，理解の進んでいる児童にとっ

ては，理解の浅い児童のまとめた

ことからは得るものがない場合が

出てきます。

説明することで理解が確実にな

るとは言いますが，いつも説明役

では，他の児童から学ぶ機会が少

なくなります。こうした点への配

慮は教師の責任です。

協働学習は，それぞれが役割を
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担って意欲的に活動し，それぞれの学習の質が高まるものでなければなりま

せん。誰もが新しい情報を得られるように工夫したり，他の人の視点から考

えられるようにしたりすることが大切です。｢ジグソー学習｣を取り入れなく

ても，できる部分はあります。

(3) 全体(集団)検討のもち方

「自力解決」のための個別学習が事前になされている場合は，それぞれの

学習成果を比較，批判，補足する活動が行われます。算数などの場合は，解

き方や解答をペアやグループで確認しないで，全体の場で取り上げるケース

もあるでしょう。

「自力解決」の学習課題が，全体の場で検討するのにふさわしいものであ

るべきことは言うまでもありません。小学校の中学年までは 「自力解決」，

の場面での解き方や考え方が妥当かを確認することで，自信をもたせたり，

つまずいている児童を確認したりできます。

高学年は，習熟の程度に応じた指導につなげられるよう，練り上げと適用

問題への取組の二本立てが考えられます。なお，練り上げの時間は長引かせ

ないで，話し合うポイントを絞るべきです。

５ 「本時の実際」の例

指導案はそのつど新しくしますので ，別途掲載する予定です。，
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６ 今後の展望

次期学習指導要領の全面実施に当たり，無藤隆は次のように述べています。

「知識を高度化していくとは，その構造的なつながりをつくり出すことであ

る。これを『深い学び』と呼んでいる。ばらばらの知識ではなく，それらが相

互に結び付き，全体として何らかの現象群を説明するとなって初めて知識はそ

の効力をもつものだし，忘れにくくなり，使えるものになる。(中略)

まとまりのある知識とはある程度教師が提供し，また実験その他を通じて教

師が誘導して形成していくのであるが，同時に学ぶ側である子ども自身が体系

化していくものである。子供により，すでに知っていることや日々経験するこ

とは様々であり，考えの発展の仕方のいろいろにありうる。

知識の教授で大事なもう一点はその構造に対して，つながることとともに要

となるところを明示していくことである。特に中核的知識と呼んだりもする。

(中略)こういった知識は物事の多面的な理解へと発展していくために，その考

えを表現して表に出し，再吟味の過程を経ていく必要がある。これを「対話的

学び」と呼んでいる。対話とは授業でいくらでもなされていることではある。

だが，従来のその対話と近年の展開には大きな違いがある。それは表現を介し

ての対話であるという点である。(中略)

思考過程を『道具化』することを通して，授業を対話のプロセスとし，思考

を展開することを協働的な対話の中で進む経験としていこうとするのである。

そこに複数の子供が関わり，それぞれの学びを表すならば，自ずとそこに視点

の違いが生まれ，また明示されることになるだろう。一つの正解にすぐに到達

しようというのではなく，むしろ正解があるとしても，そこに多角的な見方が

成り立つ複雑な思考の表れなのだとわかっていってほしいものである。

主体的というと，子供自らが自発的に学び，何をどう学ぶかを考え，どしど

。 ， ，し学んでいく姿を思うかも知れない しかし それは学校教育の完成形であり

もしかしたら少しは実現できるかも知れない在り方であり，実際にはそううま

くいかない。それは学校教育の失敗では必ずしもなく，実際の生活で子供が大

人になるとは学習専業ということではなくなり，たくさんのことをしたいし，

やっていくからなのである(『初等教育資料』 .939) 。No 」

以上の内容を精読す

ることが，教授と「問

題解決的な学習」の関

係や「深い学び」の理

解を促します。 ｢主体

的・対話的で，深い学

」 「 」び や 見方･考え方

についての理解を深め

ながら授業を構築する

ことになります。その

おりに，判断力や表現
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力と深く結び付く論理的思考力の育成が欠かせません 「思考スキル 「思考。 」，

ツール」はそのための手立てです。そして思考の可視化は，協働的な学びを進

める上で役立つはずです。

「思考スキル 「思考ツール」の活用が目的ではなく，思考力を育成する」，

のが目的です。協働的な学びを通して，自分では思い至らなかったところに達

することに主眼を置きます。そのような授業を展開する上では 「問題解決的，

な学習」が効果的でしょう。知識と知識を結び付け，既知と既知とにより未知

を解決していく中で 知識の構造化と精緻化が図られ 覚える学習 から 覚， ，「 」 「

えたことを使う学習 「自分のものとなった(わかった)」へと移行できます。」，

もちろん，

覚えるべきこ

とは覚えなけ

ればなりませ

ん。しかし，

覚えた知識を

相互に結び付

け，理解に基

づく新しい知

識へとつなげ

なければ，断

片的な知識量

を増やすだけ

です。この点に配慮して，授業を構成する必要があります。

発表会や話合い，グルーブ活動中心の授業を行う際は，文科省初中局教育課

程課教科調査官岡田京子の「 子供が一生懸命やっていた 『子供が友達とよ『 』

く話していた 『子供が仲良くやっていた』などは，図画工作科の授業研究の』

場で，よく話題となる。これはとても素晴らしいことである。

しかし，それだけの授業とならないように，常にその題材で，育成を目指す

資質・能力を押さえておくことが必要である(『初等教育資料』 .961)」とNo
いう指摘に，耳を傾けたいものです。

「問題解決的な学習」を中心とした年間指導計画や単元の学習計画を立てる

に当たっても，学習を進める上で必要な知識･技能については教師が指導する

必要があります。また，既習事項を｢先行オーガナイザー｣として機能させ，既

知と未知との関係を子どもたちに示唆することも教師の役割です。

習得，活用の段階においても，既知と既知を関連付けて未知の理解へと導く

必要があります。グループ学習や全体での検討などの全体(集団)思考をどのよ

うに組み込み 「問題解決的な学習」にしていくかが，学習過程の面では問わ，

れます。
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「問題解決的な学習」を進める上では，単元の全体計画や授業展開の構想が

重視されることに

なり，教師の授業

構想力の向上が必

。須になりましょう

「対話的で深い

学び」を進めるに

おいても，発達段

階に応じた活動が

必要です。左図の

ように系統性が求

められます。そし

て学習活動として

例示したのが下図

です。教科や題材

によって違いは出

てきますが，おお

もとは変わらない

でしょう。二つの

図は 「ディープ･，

アクティブラーニ

ング」の研究に関

するものです。学

習活動の構成を考

える上で参考にな

ります。

脳科学の研究に

ありますように，

記憶は入力よりも

出力すると定着がよくなります。これらに見合った単元

構成をするとなると，教科書教材をどのように活用する

か，指導者が判断しなければならなくなります。どのよ

うな学習活動によって，学習指導要領に示された指導事

項の内容を定着させるかは，思考力等の育成とともに，

指導計画作成時の重点になっていくと考えています。

「有意味受容学習」の先行オーガナイザーの役割を担

うもの，または，この後の学習活動を行う上で知ってお

， 。 ，くべき事柄は 教師がポイントを教えるべきです 教えることを避けたために

自力(個別)解決や全体での意見交換が不十分になっては，学力を高めることに

はつながりません。教える内容の吟味が大切なだけです。
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７ ｢問題解決的な学習｣におけるフロー例 (東湖授業スタンダード版)
原則として４(1)の展開例に基づいて作成しましたが，弾力的な展開が大切です。

練習問題は習熟の補充･発展

練習問題 ・全体での学習のまとめ，振り返り 程度に応じられる

・自己学習目標の評価 よう複数を準備振り返り

グループでの意見交換や全体での検討 全体検討から分かったことを確認し

を参考に，個としてのまとめをする。 合い，一般化やまとめをする。

個の取組みをグループや まとめた内容を発表し合 全体検討の結果を受けて個

全体で紹介し 練り上げ い，全体で検討して練り やグループでさらに練り上， ，

課題の解決を図る。 上げ 課題の解決を図る げ，課題の解決を図る。， 。

個(ペア)での問題解決②／協働的な問題解決②

個(ペア) 【予想・仮説が近い】グループ 【座席が近い】 全 体

◇◇を(から)調 私とは違う視点で考え お互いに紹介して，相 今までの発表を

べてみよう。 ているんだ。でも～。 違点をまとめよう。 分類すると～。

なぜそうなるの 私がそう考えた理由は 似ている(同じ)点は～ 別の見方をする

， 。か調べよう。 ～だから，◇◇。 で，◇は違うから～。 と (違う点は)

【 】教師の指導・指示

【児童の学習活動】

自分の考えや解き自力解決

，(ペア学習) ・既有の知識や新たに教わった事柄 方等をペアに説明

を用いた個別の問題解決(思考) ペアと共同しての問題解決①

・ペアでの話合い(補足 確認 解決) 問題の解決， ，

未知の事柄につい未知を説明

・未知と既知の知識･技能との結び付け ての教師の説明，既習事項との

・問いを解決する道筋の予想(思考) 既習事項との関連関係を説明

教師によるめあて

・学習者の自己学習目標や自分なり の提示と学習内容問題の提示

の問いの設定，解決過程の仮説 の説明，問いを誘う問いの大枠と

・既習の知識･技能の呼び起こし 既習事項とのズレ仮説の予想
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８ おわりに

本校は小規模校であり，小集団学習における意見交換，グループ間のまとめ

の違いから学び合うこと自体，難しい状況にあります。また，少ない人数なが

ら学習達成状況の差が大きく，配慮の必要な児童への対応の面でも細心の注意

が求められます。

本授業スタンダードで思考力に着目するのは，考える力を育てることによっ

て，問う力やもっと調べたいという意欲を培われ 「確かな学力」の育成につ，

ながっていくとの期待に基づきます。

児童たちは入学以前からの人間関係を維持し，学級内で発言することへの抵

抗感は乏しいようです。反面，他者の発言を尊重する意識が不足気味です。

あわせて，既習の知識が定着していないために問われている内容が理解でき

なかったり，学習課題の解決に必要な情報やスキルを獲得できていなかったり

する児童も見られます。学習課題の解決を目指し，既習事項の確認や新たな知

識･技能を学びつつ，学習課題の解決に向けて不足な情報を収集する。そして

内容を焦点化し，結束性を高めるために情報を取捨選択する。このとき，収集

した情報や自分の考えを付加するなどの判断力，いわば「情報活用能力」の育

成が大切になります。いずれにしましても 「思考スキル」等の活用は，思考，

力を育むための手立てであり 「思考スキル」の理解と「思考ツール」の利用，

が目的ではありません。

｢東湖授業スタンダード」は，改善することでどこの学校でも活用可能なも

のです。汎用性のある授業スタンダードとして利用していただく，あるいは資

料として，後述の参考とともに参照されることを願うものです。

諸賢の御指導・御批判を賜ることで本校の授業改善に取り組むことができれ

ば，望外の喜びであります。

平成３０年１月１２日

※ 主な参考資料(市販の書籍を除く)等

・｢探究のサイクルを繰り返すことで汎用的な力と深い知識の両方を得る」 黒上晴夫

・｢思考スキルに焦点化した授業設計のためのパンフレット｣ 黒上晴夫( より)HP
・｢思考力･判断力･表現力を高める授業づくり｣ 登米市学校教育研究部小学校部会編

・｢新潟市の授業づくり｣ 新潟市教育委員会

「 『 』『 』『 』『 』 」・ 児童生徒の主体的な学びを促す めあて 課題 まとめ 振り返り の設定例

平成28年度10月１日版 大分県教育庁義務教育課

・｢板橋区授業スタンダード｣平成28年４月 板橋区教育委員会事務局指導室

・｢主体的･対話的で深い学びを実現するために｣ 北海道教育庁義務教育課

・｢デューイ教育学の日本の学校教育への導入に関する一考察｣ 西尾 理

・ 協働学習 」とは何か｣ 坂本 旬「『 』

・｢『問題解決的な学習』における『問題』とその『解決』についての検討｣ 藤井千春

他・｢『わかる』とは｣ 國宗 進
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【参考１】 「問題解決学習」について

「問題解決学習」は，もともと日常生活の中で出あう具体的な問題を教材と

して，その問題を主体的能動的に解決する問題解決の過程を通して法則の理解

や科学的思考の方法・能力の習得を図ろうとする指導法です。

問題解決の過程は，デューイ（ ）が「問題に気づく 「問題を明らかに1910 」，

する 「仮説（解き方）を提案する 「仮説の意味を推論する 「仮説を検討」 」， 」，

する」の五段階に分析しています(訳者によって表現は異なる)。この順序は，

今日でも認められ，語句は違っても，おおむね同じ内容を含んでいます。

ブランスフォードら（ ）は 「問題を見分ける 「問題を定義し，表現1984 ， 」，

する 「可能な方略を探究する 「方略に基づいて行動する 「振り返り，」， 」， 」，

自分の活動の効果を評価する」といった五段階に分けています。

「問題解決学習」は，経験主義に基づき，子どもが主体的に学習することを

重視します。そのため，次のような長所と短所が挙げられています。

， ， ，長所として この指導法では 子どもの関心のある問題を用いることにより

学習に対する動機付けを行いやすいことがあります。子どもに重要用語や正し

いとされていること，公式や解法等を暗記させて使えるようにさせる，いわば

教育内容の注入型と対立するものと喧伝されました。いわゆる「系統学習」と

も対比されました。しかし「系統学習」自体は，単なる注入型の学習ではあり

ません。この対比は教育改革運動のスローガンとして利用されたところもあり

ます。そのことが，のちのちの批判につながります。

さて，長所をまとめると，次のようになります。

・従来の教育にみられる注入主義を排して，子どもの自発的な学習を促す。

・思考力・創造性を伸ばすのに役立つ。

・実践的な問題解決力を獲得させる。

・子ども自身に計画，考案させ，問題解決を行わせることにより，知識と経験を総合

的に獲得させる。

・集団的問題解決学習では，協同，責任など多くの社会的特性を養う。

一方，短所としては次のようなことが挙げられています。

・教師が問題を探すのに骨が折れ，指導に労力と時間がかかる。

・話し合いや作業が多くなり，指導に時間がかかる。

・子どもの興味や自由な思考活動を尊重するあまり，場当たり的な学習になる。

・学習が不規則になり，学習の管理が難しくなる。

・系統的な知識，基礎的な技能が習得されにくい。

・実際的，技術的な面を重視する問題解決学習では，理論的な面がおろそかになると

か，必要な材料の入手が難しいといったことがおこる。

・集団的問題解決学習では，優秀な子どもが独占し，傍観的になる子どもが出る。

「問題解決学習」の実践では，このような点を考慮し，その長所を生かす配

慮が必要です。何よりも，子どもが効果的に学習しているかどうかを見極めな

がら指導することが，教師に求められるのです。当然のことながら 「問題解，

決的な学習」との違いを踏まえて指導することになります。
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【参考２】 「問題解決学習 「課題解決学習」等と関連用語」

〇 問題解決学習

体系的な知識の配列に沿った学習を行うのではなく，具体的な問題の解決を

通して進める学習のこと。(村瀬公胤)

〇発見学習

学習すべき知識や概念を教師が教えるのではなく，学習者に自分の力で発見

させようとする方式の学習指導法。ブルーナーは，発見学習の長所として，①

問題解決に役立つ知識を獲得させることができる，②内発的動機付けを高める

ことができる，③発見の技法を教えることができる，④知識の保持と転移を推

進することができるの四点を挙げている。

しかし，①発見に至るまでには多くの時間や労力がかかり，枝葉末節なこと

柄に長い時間をかけてしまうことも少なくない，②適用できる教科に限界があ

る，などの短所も指摘されている。(森俊昭)

(以上『教育心理学キーワード』有斐閣双書)

〇 課題解決学習

課題解決学習は，知識の体系を重視しながら問題解決学習の方法を取り入れ

た学習の形態である。特定の課題をさまざまな角度から追究したり，問題解決

の遂行，創造活動などを行う学習である。歴史的には戦後，系統学習と問題解

決学習の対立を克服するものとして課題解決学習が提起された。

問題解決学習が，児童･生徒が自らの興味関心に基づいてテーマを決定し追

究することを基本とするのに対して，課題解決学習では，教師が学習目的遂行

のために設定したテーマについて学習する方式である。これは｢はい回る経験

主義｣と批判された問題解決学習の活動主義的な方法に対して，系統的知識の

学習を重視した方法として取り入れられたものである。(山﨑保寿)

(以上『教育基本用語』小学館)
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【参考３】 「問い 「発問」｢課題」について」

根本博は，｢教師の問いは子供の活動を連続的に補助するものでなければな

らない｣とした上で 「問いは本来自分自身への問いかけでなければならない。，

そうでないと理解に達することなく，常に情報の収集に終わってしまう。時に

は知識を得るにいたらないということにもなる。常識的には，問いは同意を求

めたり，選択をせまったり，判断したり，暗示したり，あるいは思考作用を促

したりというような働きがある」としました。

「 」 「 」 ， 「 ，そして｢問い｣には 発問 と 質問 があるとし 吉本均の 質問の問いは

知らないものが問うのに対し，発問はすでに知っているものが，知らないもの

に発する問いなのである」を引用しています。

「 『 』 ， ，橋本祥夫は 問題解決学習の 問題 とは 子どもたちの切実な問題であり

問題解決学習とはその問題解決を核心とする学習である」としました。もちろ

ん，子どもの問題意識がすべて学習問題となるわけではありません。学習問題

は学習集団全体にとっての「問題」だからです。

栗田一良は｢課題解決学習｣のことを，｢必要不可欠と思われる知識･技能に関

する問題を教師側で選んで課題として与え，解決させる方法｣と捉えました。

安藤秀敏は 「教師側が全生徒に対して提示する『提示課題』と，この課題，

を受けて，生徒自身が作り出す『追求課題』の二つがある。提示課題は，学習

内容の中から集約し，具体性を持った形で提示する必要」があり，｢追求課題

は，生徒が学習の結果を見通した上で解決可能なもので，なおかつ，そこには

ある程度解決の困難さがあることが必要｣としています。

」 ， 。なお｢問い について 熊本県立教育センターが次のように例示しています

未来指向型の｢問い｣ これからのためには？
価値判断に迫る｢問い｣ どちらが～？

実践力
意志決定させる｢問い｣ あなたはどうする？
提案型の｢問い｣ ～しよう？ してみよう？

問題追究型の「問い」 なぜ～なのだろうか？
思考力 課題解決型の｢問い｣ どうしたらいいのか？

プロセス型の｢問い｣ どのように～？

知識獲得型の｢問い｣ いつ，だれが，どこで
基礎力 理解根拠型の｢問い｣ あなたは，なぜ？

ミッション型の｢問い｣ どうやって？
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【備考】 発問と子供の反応予測

， 。授業において教師が子どもに問いかけること その問いかけ文を発問という

問いかけの形には，およそ次のようなものがある。

①選択型…どれがよいだろうか。

②想像・推理型…予想してみよう。どう思いますか。

③判断型…あなたはどう考えますか。

④活動・体験型…〇〇してみよう。そのためにはどうすればよいだろうか。

いずれにしても，こうした発問を契機に授業展開が生み出され，目標実現に

向けた探究や問題解決に向けた追究が深化・拡充する。(中略)

問いと答えの間が短いもの，つまりすぐ答えが出てしまうような発問を繰り

返すと，授業は一問一答式の単調なものとなる。発問は本来子どもの内に生み

出すように，徹底して吟味し検討されなければならない。そのために，発問さ

れた子どもはような反応を示すか，その予測を綿密に行い，子どもの思考活動

がもっとも活性化する問いかけのあり方を研究することが必要となる。発問研

究は子どもの反応予測と同時に取り組まれるものであり，教師には深い教材内

容の解釈と子ども理解を結節させて考究する能力が求められる。ある発問を契

機として，子どものなかにどのような個性的な考え方が表れるか，さらに子ど

もたちの間にどんな思考の文化・対立・葛藤などが生まれるかを予測する。そ

してその後の探究や追究を促進させる根拠や事実などに子どもたちがどう出会

っていくことが妥当な展開なのかを考え，さらに発問のつながりと連続・発展

する必然性について検討を加えていく。発問は短く，具体的に問うことを心が

け，究極的には教師ではなく，子ども自らが問うことを目指すべきである。

(小林宏己)

(『教育基本用語』小学館)
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【参考４】 発問の分類 (ウラッドコースキー)

発問に関する方略１

知識に関する発問はできるだけ少なくし，理解や応用，分析や総合，評価に関する

発問を多く選ぶようにする。

発問に関する方略２

生徒の反応を高める発問テクニックを向上するようにする。

(1) 教師の発問と生徒の応答との間の「待ち時間」を長くする。

(2) 教師が生徒の応答をそのまま反復する「エコー」を避ける。

(3) 教師の発問に関して，生徒に強制的に考えさせるのは避ける。

(4) 評価のコメントを頻繁に使うのは避ける。

(5) 生徒の応答に対して 「たしかに……，しかし……」という言い方は避けたい。，

(6) 教師の非言語的な言葉を取り入れて，生徒が応答しやすいような雰囲気をつくる。

(7) 生徒の応答を掘り下げ，さらに生徒の思考や討論を刺激するようにする。

発問のキーワード

発問のタイプ
回避

キ ー ワ ー ド
接近

回 知 識 ・定義づけしなさい ・確認しなさい ・再生しなさい

避 志向型 ・誰が～？ ・何を～？ ・いつ～？ ・どこで～？

理 解 ・述べなさい ・比較しなさい ・解釈しなさい

志向型 ・言い換えなさい ・並べ換えなさい ・対比しなさい

接 ・識別しなさい ・説明しなさい

応 用 ・応用しなさい ・分類しなさい ・選択しなさい

志向型 ・選別しなさい ・使いなさい ・用いなさい

近 ・解決しなさい(正答が一つだけの場合)

分 析 ・分析しなさい ・結論づけなさい

志向型 ・動機や原因，理由をあげなさい ・区別しなさい(

取 ・推測しなさい ・演繹しなさい ・なぜ～？

り 総 合 ・解決しなさい(正当がたくさんある場合) ・予測しなさい

上 志向型 ・構成しなさい ・生産しなさい ・創作しなさい

げ ・提案しなさい ・計画しなさい ・デザインしなさい

た ・総合しなさい ・結びあわせなさい ・発展させなさい

い ・創造しなさい

も 評 価 ・判断しなさい ・討論しなさい ・決定しなさい

の 志向型 ・判定しなさい ・評価しなさい ・あなたの意見は～？

・賛成か反対か？ ・よくなるか？ ・悪くなるか？)

・正しいか？ ・間違っているか？

(『やる気を引き出す授業』田研出版)
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【参考５】 発問の分類

佐伯胖は，本来の発問は答えを言わせる発問ではなく，教師の発問が刺激と

なって子どもの探求がはじまる発問，思考が促される発問こそが真の発問であ

るとしています。佐伯のまとめたものを紹介します。

１ 観点を変えるための発問

子どもが固定観念にとらわれていることが理解を妨げている場合に，立

場を変えて考えさせたり，機能や目的を問うてみたり，視点をどこかに定

めさせたりする。

２ 別の仮定を導入してみる発問

｢もしこの条件がなかったらどうなる？｣｢仮にこういう条件が付け加わ

っていたらどうなる｣と問うてみる。これは先生が誘導しないとなかなか

難しい。

３ 例を考え出させる発問

｢例えばどういう例があるか｣｢これと似たような経験をしたことがある

人｣という指示で，子どもたちが事例を探し出すことは，実感を伴う理解

には不可欠である。

４ 例を与えて考えさせる発問

｢こういう場合はどうか考えてみよう｣というように，わかりやすい典型

例を持ち出して，それについて考えさせる。

５ 単純化して考えさせる発問

大きな数値を小さな数値に置き換えたり，単純なモデルに置き換えて考

えさせる。これにより相互関係が見えてくることもある。

６ 矛盾を指摘する発問

子ども自身の考え方に潜んでいる矛盾に気づかせ，何となく信じていた

ことに疑いをいだかせる。かれらが当然だと思っている規則や原理をその

まま当てはめてみたり，もっと当然だと思っている規則と付き合わせてみる。

７ ｢本当にそうか？｣と問う発問

子どもが何気なく当たり前と思っていることについて，あえて意識化さ

せ，｢本当にそうか？｣，｢その根拠は何か？｣，｢納得できるように説明し

てほしい｣と問い直させる。また，今まで疑ってみたこともないことに疑

問をもたせることも子どもの探求を呼ぶ。

これらは基本的には｢考えるヒントを与える｣類いのものです。子どもたちは

当初はこのようにして｢導かれて｣思考し，しだいに自ら問いを発して自ら答え

を探していくようになります。

小学生は先生の言葉に敏感です。先生の発問を土台にして，どのように問い

を立てるのかを理解していきます。｢さあ，自由にやっていいよ｣では，子ども

は思考しません。せめて「何について」か｢～した理由を｣は必要です。
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【参考６】 文章題の分類例 (算数)

一桁加減法の文章題の類別( ＆ ,1985)Kintsch Greeno

Ａ 変化 ①結果未知 ・ジョーは３つのおはじきをもっていました。トムが

彼に５つのおはじきをやりました。ジョーはいくつ

のおはじきをもっていますか。

②変化未知 ・ジョーは３つのおはじきをもっていました。トムは

彼にいくつかのおはじきをやりました。それで，ジ

ョーのおはじきは８つになりました。では，トムは

ジョーにおはじきをいくつやったでしょう。

③初期状況未 ・ジョーはいくつかのおはじきをもっていました。ト

知 ムが彼に５つのおはじきをやりました。それでジョ

ーのおはじきは８つになりました。初めにジョーは

いくつのおはじきをもっていたのでしょう。

Ｂ 結合 ①全体集合未 ・ジョーは３つのおはじきをもっています。トムは５

知 つのおはじきをもっています。彼らのおはじきを一

緒にするといくつのおはじきをもっていますか。

②部分集合未 ・ジョーとトムは一緒にすると８つのおはじきをもっ

。 。知 ています ジョーは３つのおはじきをもっています

では，トムはいくつのおはじきをもっているでしょう。

Ｃ 比較 ①差未知 ・ジョーは８つのおはじきをもっています。トムは５

つの５つのおはじきをもっています。ジョーはトム

よりいくつ多くおはじきをもっていますか。

②比較集合未 ・ジョーは３つのおはじきをもっています。トムはジ

知 ョーよりも３つ多いおはじきをもっています。トム

はいくつのおはじきをもっているのでしょうか。

③基準集合未 ・ジョーは８つのおはじきをもっています。彼はトム

知 より５つ多いおはじきをもっています。トムはいく

つのおはじきをもっているのでしょう。
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【参考７】 問題解決的な学習等の授業過程の例

①【秋田の探究型授業の基本プロセス】

学習の見通 自分の考え ペア･グループ･ 学習内容や方

しをもつ をもつ 学級で話し合う 法を振り返る

それでは最初に，秋田県教育委員会の「学校教育の指針」に収められてい

る「秋田の探究型授業」を取り上げます。なお 「 問い』を発する子ども」，『

と「秋田の探究型授業」は一連のものとして取り扱われているようです。

平成29年度版「学校教育の指針」には 「問題解決のプロセスを重視した，

『秋田の探究型授業』の推進」という項目があり 「教師が一方的に提示す，

るのではなく，児童生徒の疑問を引き出し，集約しながら解決の見通しをも

たせた上で提示するなどの工夫は多くの学校で取り入れられている」とあり

ました。

教師が学習の過程に関わる点は北俊夫の「問題解決的な学習」に近いので

すが，問題設定段階における教師の関わり方には触れられていません。

もっとも「学校教育の指針」には，｢問題を発見し，他者との関わりを通

して主体的に問題を解決していく児童生徒の育成｣とありますので 「問題，

の発見」は学習者の主体的行為とするのが適当でしょう。

「問い」を発しながら問題を解決するプロセスの説明が 「学校教育の指，

針」にあります。かっこ内の文言からすれば，それぞれの段階の動作主体は

学習者を指していると考えられます。

問題を発見する 解決方法を見 問題解決を図 問題解決を振

(それはどうい 通す る り返る

うことか ) (こうなるので (こう考えるが (こうしてみた?
はないか ) どうか ) がどうか )? ? ?

なお，秋田県総合教育センターでは，｢主体的･協働的な学びを通した課題

解決的な授業モデル」の研究をしました。県内の優れた授業実践を分析した

のですが 「ここで提案しました授業モデルは，型を示すものではなく，む，

しろ型にとらわれ過ぎることのないように授業が展開されることを目指した

もの」とあります。授業モデルは｢ ｣と名付けられていました。Akitaractive
なお，本センターの研究紀要では「主体的･対話的で深い学び」を 「ア，

クティブ・ラーニングの視点での授業改善そのものであり，これまで秋田県

で取り組まれてきた，探究型授業が目指してきた姿とも重なります」とあり

ます 「教科の特性や子どもの様々な実態に応じて授業を見つめ直し，子ど。

も一人一人の主体性や協働性を大切にし，課題解決に向かうことによる『深

い学び』の実現が，郷土あきたの教育活動を推進」するとしています 「問。

」 」 ， 。題解決 ではなく｢課題解決 としている点を 押さえておきたいものです
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②「新大分スタンダード」

大分県教育委員会は 「各教科等の学習においては，基礎的･基本的な知，
識･技能を活用した問題解決的な学習を充実する必要｣があるとし，｢新大分
スタンダード｣を作成しています。

① 学ぶ意欲を引き出す課題設定 (考えてみたい，やってみたい，やり甲斐がある)

② 課題解決のための情報収集 (資料検索，実験･観察，体験，話し合い等)

③ ②の整理分析 (比較･分類・序列化･類推，関連付け等)

④ ③で考えたことや分かったことのまとめ･発信･交流

⑤ 学習の成果を実感させる単元の振り返り及び評価

③その他

他にも，次のような学習過程が実践事例として紹介されています。

学習課題の確認 → 自力解決 → 考えの交流 → 振り返るa
(考える) (学び合う) (まとめる)

課題把握 → 自力解決 → 交流･まとめ → 適用･習熟b
(一斉学習) (個別学習) (一斉学習) (個別学習)

つかむ → 自分の考えをもつ → 学び合う → まとめる → つかうc

めあて → 課題 → まとめ → 振り返りd

つかむ → 見直す → 追究する → まとめるe
課題の共有 → 自力解決 → 集団解決 → 価値の共有 → まとめ・振り返りf
(導 入) ( 展 開 ) (終 末)

生活科の学習過程としては，次のようなものがありました。

導入(であい・みとおす) 対象と出会い，自分の思いや願いをもち，その実現に向けての
見通しをもつ段階

展開１(おこなう１) 自分の思いや願いの実現に向けて，対象に主体的にかかわる段
階

展開２(おこなう２) 自分の思いや願いの実現に向けて，修正や変更をしながら，再
度，対象に主体的にかかわる段階

終末(ひらく) 自分の活動を振り返り，活動を生活に生かそうとする段階
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【参考８】
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【参考９】 福岡教育大学 森教授のＨＰからと箕面市教委授業スタンダードから

「箕面市教委授業スタンダード」から抜粋
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【参考１０】

子ども任せのペア学習・グループ学習は学力格差拡大の元凶にならないか

弘前大学教授 中野 博之

「言語活動」は思考力を育成するために充実させるのであり,「言語活動」のために

思考力があるのではない 言語活動 としてのペア学習・グループ学習であるならば,。「 」

たとえ子ども任せであっても,それは思考力育成のための１つの手段に過ぎない。しか

し,それが理解されていないのではないかと思う。

「 」・問題を与えた後に一人で考える考える時間を保障せず, グループで相談していいよ

と教師が発言。ある子どもは「どうやるの」と他者のノートをのぞき込み,「あ～,

そうやるのか」といって答えを自分のノートに写す(学力格差拡大)。

・自力解決の後,ペア学習・グループ学習が必ず位置付けられ,子どもは話形通りに 私「

は○○算を解いて,答えは△△です」とお互いに発言し合い(話し合っていない),後

は無言のまま押し黙っている(時間の無駄使い)。

・グループ活動ではグループの考えをだれが小黒板にかくのか,だれが発表するのか一

生懸命に話し合っている(話し合う必要がない)。

子ども任せのペア学習・グループ学習を授業に位置付ける意図について,多くの場合

は「学び合いの時間を設定する 「全員の前で発表する前に自信をもたせる 「全員に」 」

授業で１回は発言させ全員参加の授業にする 「学習の意欲を高める」といったものが」

多く,思考力を育てるという観点についての言及がほとんどない。そのためか,ペア学習・

グループ学習が授業に位置付いていれば教師は満足してしまい,研究授業では,ペア学

習・グループ学習が始まるやいなや,大部分の参観教師は授業記録を録ることをやめ,

子どもが何を話し合っているのか観察していない。授業者でさえ,子どもの活動を把握

しようとしていないこともある。

子ども任せのペア学習・グループ学習の意図を「学び合い」というのであれば,学び

合うことでどのような思考力を育成しようとしているのか明確にしてほしいと思う。

常に正解を出した子どもが上から目線で他の子どもに解答を押しつけ,理解が遅い子

どもは常に正解を出した子どもから解答を与えてもらうということでは,子ども任せの

ペア学習・グループ学習は学力格差拡大の元凶となってしまいかねないのである。

(｢新しい算数研究」 .529)No
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【参考１１】 協同学習による学習意欲の支援

中部大学教授 速水 敏彦

協同学習とは杉江(修司)によれば 「協同学習は，授業の進め方に関する理論ではな，

く，学校のすべての場面における子どもの学習に対する支援の基盤にある基礎原理に関

する理論」であるとしています。

特に協同学習の意欲の源泉に関しては 「他人に勝つことではなく，自分の成長意欲，

を仲間が理解してくれており，彼らが自分の成長を応援し，手助けすることが当たり前

だと思っており，自分自身も仲間を手助けすることが当たり前だと思い，相手の成長が

自分にとっても喜びだという場面にあるのです。信頼に支えられた人間関係のもとで，

人はもっとも強く動機づけられるのです」と述べています。

ただ，ここに記されている協同学習の意欲の源泉は，協同学習が長期にわたって実行

され，その考え方や価値観が内面化した際の完成型であるように思われます。協同学習

も最初の頃は，教師から言われたので仲間を助けなければならないとか，助けないと皆

から非難されるかもしれないからというところから始まって，漸次，様々な働きかけや

支援を得て，手助けすることに喜びを感じるというように，より自律した協同学習の学

習意欲が形成されていくのではないでしょうか。(中略)

協同学習が展開されるなかで，現実には個々の子どもたちは様々な心理的葛藤に対峙

したり，乗り越えようとしたりします。例えば，協同学習では通常の授業以上に友達の

間での教え合いが行われますが，教えを求める子どもにとって「こんなことを尋ねても

誰も真面目に考えてくれないだろう」という心配も生じます。

さらに援助要請の仕方に違いがあることも知られています。すなわち，わからない点

を本来自分自身で解決すべきと考え，ヒントや解き方を尋ねる自律的援助要請と，解決

を援助者に委ね答えや結果だけを求める依存的援助要請です。これは，子どものなかに

は協同学習ということでまったく依存的になり，自ら苦労して学習しようとする気持ち

を喪失させる者が生じる危険性もあることを物語っています。

一方，援助要請を求められる人の中には，実は学力は高いが仲間とうまく関わるとい

う自信がなくて援助を躊躇する人も少なくありません。他者に教える以上，間違いは許

， ， 。 ，されない という気持ちから なかなか教える側に立てない人もいます こういう場合

仲間とうまく関われるという自信，社会的効力感とでもいえるものが必要です。一方，

他者に対して競争心や敵対心が強すぎて，援助を求められても拒否するような姿勢であ

れば，協同学習は成立しません。さらに，援助をする側に，こんなこともわからないの

かという見下した気持ちが生じないとはいえません。

協同学習には，もう一つ別の側面として，各人の考えや意見を戦わせ，お互いに高め

合うという側面があります。

与えられた課題に対して協同学習のグループの成員がそれぞれの考えを出し合い，切

磋琢磨してよりよい解決法を探り当てていくという場面があります。この場合には，個

別学習の際，機能するようなより高い水準で物事を成し遂げたいといういわゆる個人志

向的，達成動機的なものが最も重要であると考えられています。他者のために努力する

ことだけを念頭に置くと言い訳や逃げ道となり，責任逃れをしやすくなる，他者からの
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気体がなくなったときにやる気がなくなる恐れすらあります。それゆえ，自分の考えを

表現する，主張する気持ちが強くなくてはなりません。

また，仲間に笑われはしないかとか，どうせいっても採用されないだろうと負のイメ

ージを強くもち，何も言語化しないとしたら，グループの仲間たちが，他者の考えを聞

いて優れた解決法でない，間違っていると考えても頭から否定したり，嘲笑するような

ことはしない，といったルールを共有しておく必要があります。(中略)

協同学習は一般的に基本的には個人間の競争を嫌い，皆と協同し仲間を助けることに

重きが置かれています。しかし，協同学習では自分のためにすることがみんなのために

つながり，みんなのためにすることが自分のためにもなるという認識が基本ではないで

しょうか。集団にいればどうしても他者との比較に直面せざるをえません。でも，その

ような中で仲間をできるだけ傷つけないで全体としての意欲をどのように保っていくか

を考えながら行動することは大切です。

実際の協同学習が実行されるにあたって初めから皆が他者のためにのみ意欲を高める

ことができるわけではありません。教えを請うことで見下されないかという不安，自分

の考えが伝わらない苛立ちや，自分の意見を主張することへの遠慮など，協同学習の過

程には負の感情も潜在的に渦巻いています。これは協同学習でなくても普通の教室でも

生じている感情といえるかもしれません。ただ，協同学習の場合は，協同の方向でそれ

らを解決していくことが望まれています。

そこで，負の感情をどのように消化し正のエネルギーに変換していくかを経験するこ

と自体が，協同学習では貴重なことと思われます。正の感情だけが学習意欲につながる

わけではありません。仲間の間でのズレからくる不満の感情は，より高いものを求めて

いこうという姿勢があれば，むしろ力になるでしょう。他者と共に学ぶ場合は，個人で

学ぶ場合よりも衝突等が生じやすいから，個人の力をより発揮しようとするとも考えら

れます。混濁した感情が生じる環境下のほうがたくましい意欲は育ちやすいのではない

でしょうか。 (「教育と医学」 .742)No
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【参考１２】 協同的に学ぶことの価値

東京大学大学院教授 藤村 宣之

「できる学力」の形成に関しては，ある手続きが適用可能な同種の問題に繰り返し取

り組むことによって，手続きの適用がより正確で速くなり，十分な注意を向けなくても

できるようになる(自動化)というプロセスが想定される。

一方 「わかる学力」の形成に関しては，既有の知識と新たな知識を結び付け，また，

既有知識同士に新たな結びつきを見いだすことで，物事を捉える枠組みを変えていくこ

「 」 。と(精緻化と再構造化)が わかる学力 の形成(概念的知識の深化)の本質と考えられる

以上のように「できる学力」と「わかる学力」では，学力形成の心理学的プロセスが

異なるため，有効な学習方法も異なってくる 「できる学力」の形成に関しては，反復。

による自動化が一定程度，必要であるため，一連の手続きを教師と子供がその手続きの

適用練習を行う学習(手続き構成・適用学習)や，それぞれの子供の手続き的スキルの獲

得を確実にするための少人数指導などの「個に応じた指導」など，従来，日本の学校で

行われてきている学習方法が有効性をもつと考えられる。一方で 「わかる学力」の形，

成には，先述のように多様な知識の精緻化が重要となるため，子供自身が探究を通じて

多様な知識を関連付けること(個別探究)や，クラス内の他者と協同することで自分や他

者のもつ多様な既有知識を活用して関連付けること(協同探究)を組み込んだ学習方法が

有効と考えられる。

認知科学や学習科学の諸研究の知見を整理すると，この学びに対する他者の意義は，

①聞き手としての他者(他者がいることで自分の説明が精緻化する)，②話し手としての

他者(他者から自分の有していない情報を得る)，③知識の協同構築の相手としての他者

(自分と他者が知識を提供し合い，互いに関連付けることで新たな知識の枠組みが創出さ

れる)の三点にまとめられる。教室場面での協同においては，このような過程を通じて，

個人の概念的理解を促進することが可能なのではないかと考えている。

以上に示したような背景のもとで，個別探究過程と協同探究過程を重視した学習方法

が「協同的探究学習( )」と名付けられ，小学校，中学校，高Collaborative Inquity Learning
校の教員と共同で学習方法の開発と検証が進められている。協同的探究学習の理念は，

思考プロセス，意味理解，社会的相互作用を重視することにあり，その方法としての特

質は，以下の四点に整理される。第一に，多数の生徒が日常的知識や他教科・多単元に

関する知識も含む多様な既有知識を活用して解決可能な問題を限定して実施すること(既

。 ， ，有知識活用型教材構成)である 第二に その問題に対して各個人が自身の思考プロセス

特に判断の理由付けなどを記述する(自己説明)するための個別探究時間を確保すること

(個別探究場面の組織)である。ここでは説明の相手を想定することで，先述の「聞き手

としての他者」を意識することになる。第三に，個別探究で考案された多様な考えをク

ラス全員で比較検討し，自分の考えと他者の考え，あるいは他者の考え同士を関連付け

ること(協同探究における関連付けの重視)である。ここでは，先述の「話し手としての

他者」や「知識の協同構築の相手としての他者」の役割が重視されている。そして，第

四に，それらの協同探究場面で関連付けられた多様な考えを活用して，各個人が別の問

題に取り組む時間を設定すること(再度の個別探究の組織)である。日本の算数教育など
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， ，では問題解決型の学習がなされてきており 学習スタイルとしての共通点も見られるが

特に上記の第一，三，四点を重視していることに「協同的探究学習」の独自性があると

考えられる。(中略)

以上のことをまとめると，協同的に学ぶことの価値について次のようなことが言える

だろう。まず，子供一人一人が，自分なりのアプローチで多様に解決できる導入問題を

設定することが出発点になる。その問題について個別に探究する時間を保障した後で，

クラス単位での仲間との協同場面を組織し，個別探究を通じて一人一人が考案したアイ

ディアを関連付けることで，クラス集団としての思考や理解が高まる。先ほどの個別探

究が十分にできていれば，協同場面において発言しない子供も討論過程を通じて事故内

対話が成立すると考えられる。そして，再度，展開問題のような問題を設定して個別探

究が行われることにより，協同場面での集団としての理解の深まり(協同的な学び)が，

一人一人の理解の深まり(個の学びとしての「わかる学力」の形成)につながると考えら

れる。また，協同場面で他者との間で考えを認め合い，多様な考えを関連付けて高め合

うことは，一人一人の子供の自己肯定感の育成にも役立つと考えられる。

(「初等教育資料」 .916)No
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【参考１３】 協働学習の進め方

「21世紀に求められる資質・能力を育成する授業デザインに関する研究」

(大阪市教育センター2014.3)



【参考１４】 学習指導要領の改訂に向けた様々な動向

白梅学園大学教授 無藤 隆

ある教科で学び，しかもある単元で学ぶことは，その教科や単元での試験で

確認されるだけでよいのではなく，それができた上で，直接的にその教科や単

元を適用する場面を離れたところでも使えるようにする必要がある。それは自

動的にそうなるわけではない。能動的に使おうという姿勢の下で繰り返し様々

な組合せで，その教科と単元の知識を他と合わせて，さらに時には新たな知識

をつくり出しつつ，問題解決を行うのである。

使えるようにするとはその意味である。漠然とわかるだけでは足りないが，

細かい知識・技能を身に付けるだけでも不足する。それらは新たな場面で使う

ことが必要なのだし，それに当たっては使い方自体も工夫をせざるを得なくな

る。そういった姿勢に伴う力を汎用的能力と呼んだりもするが，それは絶えず

繰り返し，一つの学習の場面を超えた適用の経験を経て，そのやり方の要点が

わかっていくのである。いきなり汎用的能力を教えることはできない。それは

必ず知識に基づいたものであり，その応用なのだが，そこに新たな創造を組み

入れてこそ 「活用」できるのである。(中略)，

やりたいと思ったことを時間をかけて学び実現するのは，やりたいことが大

きなことになれば，時間を要するし，手間がかかり，時に辛抱も必要であり，

学び方の工夫が不可欠になる。

その意味で主体的に学ぶとは，意欲とともに学び続け，挑戦し続ける意志の

問題でもある。高度なレベルに達したいなら，途中は時に飽きるような単調な

練習だって必要だろう。対話しているときに意見が食い違えば，辛抱強くやり

取りを続け，ずれを解明しつつ，統合的な解決を模索する。今度，どう学んで

いけばよいかの構想を立てつつ，いわばそのマップの中に今まで，また，現在

の学びの過程を位置付け，そこにおいて意欲が意志へと転化するのである。(中略)

知識をつなぐ際の中核となる知識を明確化する必要がある。それを核として

どのように他のより細かい事実的知識を体系化していくかの示唆がほしい。
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【参考１５】 質の時代における学力形成
秋田 喜代美

深い理解と知識構築により，学力を形成する授業の創造へ○
日本の教師がよく使用する言葉に「子どもたちが生き生きとしている 「目が輝いて」
いる 「身を乗り出している 「しっとりとして落ち着いている 「じっくり取り組ん」 」 」
でいる」といった言葉がある。これは授業過程での瞬間における生徒の学習過程の質
を，非言語的側面から直感的に的確に捉えた感性の言葉である。そしてこの場面の判
断は多くの教師で一致する。授業においてこのような時間を生きる姿がどれだけ多く
の生徒に，より長くできる授業を創るのか，その積み重ねの中でしか実際の授業の質
を高めていくことはできないのではないだろうか。仲間とともにいる教室において，
居場所感があって安心して教室にいられ，そしてそこで教育内容に没頭して考えてい
くこと。この実感とそのための時空間を保障しない限り，いかに教師の指導法や教材
論だけで授業の方向性を示したとしても，それは上滑りで無機質な議論となる。そこ
には，子どもへの眼差しやうねりのリズムや身体空間の広がりをもった状況での出来
事として学習を捉える見方が不在だからである。(中略)
学業成績と授業参加方略の関連をみると，授業中の発言や質問の回数等とは相関は

みられない。つまり成績上位群の方が質問したり発言するといった授業への「能動的
参加」はしているが，その頻度と成績の間には，関連がみられない。しかし，ノート
をとる，人の話を聞くといった授業中の行動としては目に見えにくい「受動的参加」
との間には，正の相関の有意な傾向がみられた。つまり，外の目から観察しやすい，
発言頻度や質問するといった言動は成績による違いはない。一方ノートの取り方や聞
くといった外から観察しにくい行動において，自分の言葉で大事なところを書き加え
るなどのより精緻な方略をとっているのか，ただ写していたり聞き流しているだけか
ということに成績の違いが反映されやすいことがわかる。そして，低学力の子は中１
からの３年間を授業中にノートを書き写すだけで過ごしていくこともわかる。(中略)

， ，自分の言葉で言い換えてみる 要点を取り出して下線を引いたりメモをとってみる
テキストなどの行間に自分が考えたり疑問をもったことを書いてみる，聞いたことを

， ，自分なりに整理して書いてみる等 理解に向けての精緻な方略行動を引き出す活動を
教師が授業中に保障し，それらの方略を自らいろいろな場面で使用できるように指導
していくことが必要なのである。また自分の理解過程を振り返ることができるために
は，学習過程での自らの思考を対象化して捉えられるようにする手立てとしての道具
を入れる援助も必要である。話し合うだけではなく記述してみる，説明してみる，コ
ンセプトマップやマインドマップ，ポートフォリオなど思考を表現し可視化する道具
立てとそれを使う時間の保障が授業中に求められるだろう。
また自らの思考だけではなく他者の考えと比較していくことで，より理解を深めな

がらともに知識を習得し，またさらに精緻にしていくことができる。そこで相互の思
考を精緻化しあう授業中の談話が重要になるのである。(中略)対立ではなく，教材や
既にもっている情報をもとに論証しあい，相互に関連付け相補う形の会話が生まれる
ようになっていくことで，協働で取り込みあい知識が統合されていくのである。それ
によって生徒の理解が相互に足場をかけあい精緻化されることになる 「今の○○さん。
の発言につなげて 「つけたし 「私のことばで言ってみると 「たとえば 「……だと」 」 」 」
すると……」という言葉や「もう少し詳しくもう一度言ってもらえる？ 「そのわけ」
は？ 「何でそう考えたの？ 「どこからそう思ったの？ 「要するにどういうこと？」」 」 」
といった言葉が授業の中で生徒間に生まれていく。もちろんそのためには教師自身が
このような言葉を使えるよう表現を教えたり，認め合う機会を保障できる授業展開が
必要である。これは生徒の理解から考えるならば，精緻化し定着をはかっていくため
に，根をはっていく活動になるのである。だからこそ，教材の中心となる部分でこの
ような精緻化がなされることが，学習の深化，学力の定着へとつながっていく。
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○ 学力や教育を語る言説の構図
基礎学力センタープロジェクトにおいて，百マス計算といわれる計算力の授業のビ

デオを刺激材料の一つとして視聴してもらい，先生方に計算と学力に関連して感想を
述べてもらった 「計算力」と「考える力」は別であると考え，まずは指導方法を指導。
した方がよいと判断し「まずは理屈抜きで計算ができるように指導し，計算の意味や
『考え方』はそのうち後からついてくればよい」と語る先生の多い学校がある。その
理由として「できない子にとって何も手をつけることができずに終わってしまうので
はなく，やってできることの積み上げこそが大事」という説明がなされ，まずできな
い子も楽しくできる授業が大事ではないかと，算数の楽しさはやってみてできること
として語られる。
これに対し，計算の指導の中で考えることを指導していくことが，学力をつける上

で大事と考える先生の多い学校もある なぜその計算を使うのかを捉えることで 考。「 ，『
える力』と『計算力』をしっかりと結び付けることが大切。算数の力というのは，考
えさせていった方が伸びるのではないか。計算だけやっていても，ある程度以上は伸
びない」と説明される。そして「わかるから楽しい。このわかるを乗り越えないと，
算数が楽しいまでいかない」と算数の楽しさは，理解することでの意味の獲得として捉え
られて語られている。
この二つの学校の先生方の語りは，いずれも算数の授業で考える力を育てることが

大切であると考え，学校として教科算数の授業のあり方を研究しておられる小学校で
の語りである。育てたい力の方向性は共有している。しかし具体的にそこへ至る手立
てと方法には明らかな違いがある。(中略)
前者の学校では，まず学業不振児や学習困難な子を中心にし，その子たちにいかに

授業に参加させていく手立てを準備するかという，行動レベルで授業について語られ
る。それに対し，後者の学校ではこのような教材や課題なら計算を考えさせながら指
導できるいう指導内容レベルで語られる。そこでは，子どもがどのような質の教材な

。ら興味をもって学習に参加できるかという教育内容と子どもの認知が中心に語られる
つまり具体的な実践レベルで，何を中核に据え，語るかに相違がある。子どもの算数

， ，能力の育成も 思考力と計算力を総合的に関連付けて育てていくとする方向もあれば
できるだけ下位スキルに分解してそれらを順次育てていくという考え方もあるのである。

， ， 。これらを一般論としてあるべき論で議論をしても 平行線であり 生産的ではない
しかし，子どもの学習の現実を精緻にみていくことで，この授業ならどうすればよい
かが，語られるはずである。さまざまな学校で研究授業後の授業検討の校内研修に入
れてもらえばすぐにわかることだが，授業を学校目標や指導案とそのねらいを中核に
語る学校，方法論としての技法で語る学校，教師の判断と子どもの実態で語る学校，
子どもと子ども，子どもと教材との関係性で語る学校等，授業を語る語りの談話構造
はきわめて異なり，語りによって授業で見えるものや向かう方向も異なっている。し
たがって，学力と授業を単線的に関連づけて語る学校から，生徒の学習の質をより深
く語ることでアプローチする学校までの多様性が生まれてくると考えられる。

(『基礎学力を問う』東大出版会)
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【参考１６】 ｢学ぶ｣ための要素
慶応大学教授 今井 むつみ

， 。人は何か新しいことを学ぼうとするときには必ず すでに持っている知識を使う
知識が使えない状況では理解が難しく，したがって記憶もできない。つまり，学習
ができない，事態に陥ってしまう。言い換えれば，すでに持っている知識が新しい
ことの学習に大きな役割を果たしているのである。
スキーマは覚えるべき内容に意味づけする。スキーマはまた，外界にある膨大な

情報から必要な情報にのみ注意を向けさせる。人は注意を向けて選択した情報だけを記
憶する。(中略)スキーマは情報を取り込み，記憶するために重要な働きをする。人は，
大人も子どもも，スキーマに導かれて今起こっている出来事，あるいは学習すべき文章
や映像などの行間を自分で埋めて理解する。人は理解できない情報を生のまま記憶に取
り込むことは非常に苦手だ。したがって，スキーマに関連して容易に理解された情
報のみが記憶され，スキーマに合わない情報は記憶されることがあまりない。スキーマ

。 ， 。は情報の取捨選択も行う スキーマにあった情報は注意しやすく 記憶されやすい
スキーマに合わない情報には注意が向けられず，したがって記憶もされない。
スキーマが誤ったものであると，何が起こるか。問題解決に必要な情報に目が行

かず，関係のない情報にばかり注目してしまう。スキーマに合うように情報(ある
いは学習すべきテキストの内容)を理解してしまい，それを記憶してしまう。その
結果，誤った思い込み知識(誤認識)は，修正されるどころか，強化されてしまう。
そういうことが繰り返されるので，誤ったスキーマの修正は難しい。
科学者さえも，データから自分の仮説を疑うことは容易ではない。人は自分の信

念と一致する現象に注目し，一致しない現象は無視しがちである。これを「確証バ
イアス」という。(中略)
人が科学や外国語を学び，熟達していく上で大事なことは，誤ったスキーマをつくら

， ， 。ないことではなく 誤った知識を修正し それとともにスキーマを修正していくことだ
「学ぶ」ということは，あることに熟達し，達人の道を歩んでいくことである。

その道を歩んでいく上で，スキーマをつくることは欠かせない。たとえ誤っていて
も，知識のシステムを素早く立ち上げるためにスキーマをつくる。しかし，スキー
マが誤っている場合には，その誤ったスキーマを乗り越え，新たなスキーマをつく
り直す過程を踏まなければならない。(中略)
体の一部になった知識は体で覚えたものに限らない。教えられたばかりのときに

は丸暗記しただけで実際の問題になかなか使えなかった物理の公式を，物理の問題を解
く練習を重ねると，問題を見た瞬間にどの公式をどのような形で当てはめるのかがわ
かるようになる。最初は事実として記憶された公式が何度も使われることによって手続
きが埋め込まれた知識，つまり身体の一部として使える知識になるのである。(中略)

， 。 ，子どもは叱るより ほめることが大事だ これは多くの人が知っていることだが
ほめれば何でもよいというわけではない。何に対してほめるのかが大事なのだ。(中略)
昨今 「批判的思考」と並んで「アクティブ・ラーニング」(主体的な学び)とい，

うことばが教育界のキーワードになっている。先生の言うことをおとなしく座って受動
的に覚える学びではなく，子どもが主体的に学ぶことが大事だということだ。遊びや学
校の学びの中で，子どもが自分で発見することが大事という，すべてを子どもに任せて
放っておくのがいちばんよい，という誤解をされやすい。しかし，それは違う。(中略)
大事なことは，一人で考えることをおろそかにしないことだ。アンダース・エリ

， 。クソンは 超一流の熟達者ほど一人での練習に時間をかけるという結果を発表している
机の前に座って受動的に授業を聴き，覚えることを主としたこれまでの学習すス

タイルがよいといっているわけではもちろんない。しかし，他人にはない知識，ス
キル，考え方を持つには，自分で工夫しながら自分ひとりで学ぶ習慣と学び方を身
につけていかなければならない。(以下略) (『学びとは何か』岩波新書)



【参考１７】 自己調整学習モデルと探究型授業デザイン(楯岡小学校)




