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３．論文題目
批判的思考を育成する思考ツールと学習方略モデルの開発

４．審査結果の要旨
先端課題実践開発専攻先端課題実践開発連合講座 榊原範久 から申請のあった学位
論文について，兵庫教育大学学位規則第１６条に基づき，下記のとおり審査を行った。

論文審査日時：令和２年２月１７日（月）１０時００分～１１時００分
場所：兵庫教育大学
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本研究 では， 我が国 の義 務教育 段階の 小中学 生を 対象と して批 判的思 考の 育成を 目
指した。 批判的 思考の 先 行研究を 整理し ，批判 的 思考の能 力とそ の態度 を 育成する思
考ツール や，学 習環境 を 含めた学 習方略 モデル の 開発を行 い，そ れを評 価 することを
目的としている。本研究は以下の５つの章から構成されている。
まず， 第１章 では， 批判 的思考 が求め られる 社会 的背景 や批判 的思考 研究 の系譜 に
ついてま とめ， 批判的 思 考のしく みの検 討と定 義 を行った 。また ，国内 外 の批判的思
考の測定 方法や 実践方 法 を先行研 究から 例示し ， 現在の研 究の状 況を明 ら かにした。
また，学 習状況 の可視 化 に関わる 研究に ついて ， 先行研究 をまと め，特 に 本研究に関
わりの深いComputer Supported collaborative Learning（コンピュータに支援された
協調学習 ，以下CSCL）に ついて重 点的にま とめた 。さらに学 習方略 に関わ る先行研究
について も調査 を行っ た 。学習方 略の研 究につ い ては，６ つのカ テゴリ ー に分類され
るとし，その中の「外的リソース活用法略」に該当する，他者と相互交流して学ぶ「協
調学習」に着目して先行研究の成果と課題をまとめた。
次に第 ２章で は，小 中学 校にお ける批 判的思 考に 関する 教育の 問題の 所在 を明ら か
にし，社 会科に おいて ， 批判的思 考を育 成する こ とを目的 とする 思考ツ ー ル「四面思
考シート 」，「 ４Ｃチ ャ ート」を 開発し ，それ を 用いて実 践した 調査に つ いてまとめ
た。四面 思考シ ートの 活 用によっ て，学 習者は ， 二者択一 の意思 決定場 面 において，
選択肢の メリッ ト・デ メ リットを 検討し ，客観 性 を保ちな がら多 面的に 思 考し意見を
まとめる ことが 明らか に なった。 さらに 四面思 考 シートを 記述し た後に 話 し合い活動
を行うこ とで， 立場と 理 由を明確 に示し ，客観 的 で多面性 のある 意見が 表 出される傾
向がある。また，４Cチャートの活用によって，「①明確化（見つける）→②推論の土
台の検討 （検討 ）→③ 根 拠を繋い だ推論 （繋げ る ）→④意 思決定 （結論 づ ける）」と
いう思考プロセスを設定して資料の読み取りを行ったところ，「個人内思考の可視
化」，つ まり学 習者の 頭 の中にあ る考え を紙面 上 に整理し て可視 化する 事 によって，
批判的思考の能力とその態度が育成されることが明らかになった。
そして，第 ３章では， 可視化の枠組みに ついて 検討し，個人内思 考の可 視化と，学
習者の周 辺の可 視化， 教 室全体を 広く可 視化す る 枠組みに ついて まとめ た 。そしてそ
れぞれの 可視化 する学 習 環境を設 定する ことに よ り，学習 者にど のよう な 効果を与え
るのかに ついて検 討した 。全体を 可視化す るシス テムとして CSCLを 用いて いる。調査
では，デ ィベー ト学習 を 設定し， ディベ ートに 参 観する聞 き手（ 審判） に ワークシー
トを使用 した場合 と，CSCLを導入 したタブ レット を 使用した場 合を比 較検証 した。そ
の結果， 周辺の 学習状 況 や全体の 学習状 況を可 視 化するこ とによ り，他 者 から有効な
情報を参照し，自分の意見と他者の意見を比較し，反省的に吟味する学習に繋がった。
また，可 視化の 枠組み の サイズの 存在に ついて も 言及し， その知 見の整 理 の必要性に
ついて検討した。
さらに 第４章 では， 学習 状況の 可視化 の枠組 みと 批判的 思考の 関係性 につ いて検 討
した。そ の結果 ，学習 状 況の可視 化を三 つの段 階 「個人内 思考の 可視化 」 「周辺の可
視化」「 全体の 可視化 」 に分けて 図式化 した。 そ れぞれの 枠組み によっ て 使用するツ
ールや効 果は異 なる。 そ して，実 践の検 証を通 し て，小学 生の批 判的思 考 を育成して

いくため には， 学習環 境 の面とし て，教 室にお け る周辺や 全体の 学習状 況 が分かるよ
うに可視 化する 環境設 定 と，学習 方略の 面とし て ，対話的 な相互 作用を 中 心とした学
習を授業 内にデ ザイン す ることの 両方が 必要で あ ることが 明らか になっ た 。自分の思
考をメタ 認知し て，内 省 し，コン トロー ルして ， 推論過程 を意識 的に吟 味 することに
つながり，批判的思考が表出することが明らかになった。
第５章 では， これま での 成果と 課題を まとめ ，小 中学校 におけ る批判 的思 考の育 成
モデルの 概念図 をまと め た。また ，本研 究の学 校 現場での 汎用性 や，教 育 実践への示
唆と展望についてまとめた。
以上を 通して ，小中 学生 を対象 に，批 判的思 考の 能力と その態 度を育 成す る思考 ツ
ールや， 学習環 境を含 め た学習方 略モデ ルの開 発 を行い， それを 用いた 実 践研究を評
価した。 本研究 の成果 は ，知識基 盤社会 におい て 重要視さ れる資 質・能 力 の一つであ
る批判的 思考を ，小中 学 校段階で 育成す るため の 理論と実 践方法 を明ら か にした点で
ある。小 中学校 段階で 批 判的思考 の能力 や態度 を 育成して いくに は，お 互 いの学習状
況を可視 化した 学習環 境 に加え， 対話的 な学習 を 設定し， さらに 思考プ ロ セスを段階
的に行うことが重要であることを明らかにしている。

１． 審査経過
（１）研究の目的と論文の整合性について
社会的 変化を 背景に ，世 界的に 批判的 思考の 教育 の重要 性が高 まって きて いる。 し
かしなが ら国内 におい て は，批判 的思考 の教育 は 進んでい るとは 言えず ， 特に初等中
等教育段 階から の段階 的 な批判的 思考の 教育の 実 践が期待 されて いる。 本 研究では，
小中学生 を対象 とし， 批 判的思考 を育成 する思 考 ツールの 開発や 学習環 境 を含めた学
習方略モ デルに ついて 開 発し，批 判的思 考の育 成 について 効果を 明らか に している。
したがっ て，本 研究の 論 文構成は ，研究 目的に 整 合する妥 当な論 文構成 に なっている
と認められる。
（２）研究遂行能力について
本学位論 文は５ 章構成 で ある。２ 章は， 日本教 科 教育学会 に2017年に採 録 された論
文と，日本社会科教育学会に2019年に採録された論文の２編が基となっている。また，
３章は， 日本科 学教育 学 会に2017年に採 録された 論文が基 となっ ている 。 本学位論文
の 研究の 調査の 中心が ３編 の査読 付き論 文を基 にし ている ことか ら，研 究の 遂行能 力
が十分に備わっていると評価する。
（３）論文の独創性や発展性，学校教育への貢献
先 行研究 では 高等教 育で実 践され るこ とが多 かった 批判的 思考 の教育 につい て， 小
中学生の発達段階を考慮して，小中学生で実践可能な思考ツール「四面思考シート」，
「 ４Ｃチ ャート 」を開 発し ，その 効果を 検証し てい る。ま た，学 習状況 を可 視化し た
学 習環境 で，対 話的な 学習 を取り 込んだ 学習方 略モ デルを 用いる ことに より ，より 相
乗 的な効 果が得 られる こと を明ら かにし ている 。こ のよう に義務 教育段 階で 批判的 思
考 を育成 する方 法を明 らか にした 点で， 研究の 独創 性があ る。本 研究で 開発 したツ ー
ル や学習 環境， 学習方 略モ デルに ついて ，校内 研修 や研究 会，書 籍の執 筆等 で広く 研
究成果を伝えていくことで，学校教育へ貢献していくことが期待される。

２． 審査結果
以上により，本審査委員会は 榊原範久 の提出した学位論文が博士（学校教育学）
の学位を授与するにふさわしい内容であると判断し，全員一致で合格と判定した。

