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主題研究 ２ 

１ はじめに 

「対話的な学び」における「対話」にも様々

な意味があると考えられるが，本稿では「対

話」を「子供同士の話し合い」に限定して，

筆者の見解を述べる。また，本稿では，対話

的な学びを成立させるためのキーワードと

して，「批判的思考」について紹介し，批判

的思考という視点から，対話的な学びを成立

させる条件について整理する。 

２ 理科における批判的思考 

批判的思考とは，何を信じ何を決定するか

に焦点を当てた合理的で省察的な思考であ

る（Ennis，1987）。理科の問題解決過程で

はたらく批判的思考とは，たとえば，仮説の

設定場面で「この仮説は本当に妥当なのだろ

うか」と考えたり，検証計画の立案場面で「こ

の実験計画で本当に仮説を検証できるので

あろうか」と考えたりすることである。つま

り，理科における批判的思考とは，ある考え

（たとえば，仮説，実験計画など）に対して，

「本当に妥当なのだろうか」と吟味すること

と捉えることができる。 

３ 対話的な学びと批判的思考 

対話的な学びにおいて，批判的思考はどの

ように機能するのであろうか。たとえば，髙

見・木下（2017）は，批判的思考を働かせる

ことができるようにするために，他者との関

わりを契機として意図的に批判的思考を働

かせることを促す指導法を考案している。具

体的には，「クリティカル・ファシリテーシ

ョン」というグループ活動におけるファシリ

テーターに批判的思考を促す役割を与えて

議論を進めさせる指導法を考案している。ク

リティカル・ファシリテーションは，通常の

話し合い活動と違い，司会者（ファシリテー

ター）が明確であり，その司会者が批判的な

指摘を行う役割を担うことになる。そして，

このような学習活動を通して，ファシリテー

ターから指摘を受けた子供は，自身で仮説を

立てた段階では考えていなかったことや，見

落としていたことに気付くことができたこ

とを報告している。さらに，ファシリテータ

ーの子供についても，他者の仮説に対して批

判的な指摘を行う役割を担うことから，気付

いた指摘をもとに自分の仮説に対しても反

省的に振り返り，合理性に欠ける点に気づき
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修正することができていたことも報告して

いる。 

この授業実践から，話し合いの場面で子供

が批判的思考をはたらかせることによって，

より妥当な仮説を作ることができたといえ

る。また，このクリティカル・ファシリテー

ションという活動は，仮説の設定場面だけで

なく，検証計画の立案場面や結果の整理・考

察場面においても応用可能であると考える。 

４ 対話的な学びを成立させる条件 

前項で，話し合いの場面ではたらく批判的

思考について取り上げた。上述したような学

習活動を成立させるためには，どのようなこ

とに留意する必要があるだろうか。批判的思

考という視点から，対話的な学びを成立させ

る条件を下記の４点にまとめた。以下，それ

ぞれの条件の詳細について述べる。 

 

・話しやすい雰囲気であること 

・子供一人ひとりが自分の意見を持って

いること 

・話し合いの目的が明確であること 

・話し合いの視点が明確であり，その視点

で子供が話せること 

 

条件１．話しやすい雰囲気であること 

 条件の一つ目は「話しやすい雰囲気である

こと」である。よい考えや指摘事項が頭の中

に浮かんだとしても，それを表出させること

ができなければ，有用な話し合いをすること

はできない。このため，子供が自分自身の考

えを自由に表現できるような雰囲気を日頃

から作っておく必要がある。森（2015）も，

言語表現力育成の観点からこのような受容

的な雰囲気づくりの重要性を指摘している。

受容的な雰囲気を作るためには，「自分自身

の考えが正しい/間違っているかどうかを確

かめること」ではなく，「集団でより確から

しい知を作っていくこと」が理科の授業であ

ることを共有しておくことが重要である。こ

のため，たとえば「仮説だから間違っていて

も大丈夫だよ」，「友達の意見をもとに，より

確かな仮説を作ろう」，「○○さんの意見でよ

り確かな仮説になったね」，「みんなの力を結

集して，今日はどんなきまりをみつけること

ができたのかな？」などの声掛けを日頃から

行うことが重要であると考えられる。 

 

条件２．子供一人ひとりが自分の意見を持っ

ていること 

条件の二つ目は「子供一人一人が自分の意

見を持っていること」である。当たり前では

あるが，対話をするにあたり自分の意見がな

いと，他者の意見と比べることができないた

め，対話は成立しない。このため，まずは子

供一人ひとりが自分の意見を持つような手

立てを行う必要がある。たとえば，一人で意

見をまとめる時間を設定したり，支援が必要

な子供に対して，キーワードや定型文を提示

したりすることなどが有効であると考える。 

 

条件３．話し合いの目的が明確であること 

条件の三つ目は「話し合いの目的が明確で
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あること」である。ただ「話し合いましょう」

という指示だけでは，話し合いは有効に機能

しない。なんのための話し合いなのか，話し

合いの目的を教室全体で共有しておく必要

がある。たとえば，「妥当な仮説を設定する」

という目的であるならば，「より確かな仮説

を班で作りましょう」という指示になる。ま

た，実験の結果を共有するという目的である

ならば，「実験の結果が同じになったのか，

または違う結果になったのか，班で確認しま

しょう」という指示になる。このように，対

話の目的を示しておくことで，その見通しも

明確になると考えられる。 

 

条件４．話し合いの視点が明確であり，その

視点で子供が話せること 

 条件の四つ目は「話し合いの視点が明確で

あり，その視点で子供が話せること」である。

上述した話し合いの目的とも関連するが，こ

れが批判的思考をはたらかせるうえで最も

重要な条件である。「妥当な仮説を設定する」

という目的であるならば，このときの話し合

いの視点は「根拠と主張（仮説）に飛躍はな

いか」，「仮説が成立しないような事例はない

か」などが考えられる。また，「妥当な実験

計画を立案する」という目的であるならば，

このときの話し合いの視点は「仮説を確かめ

る実験になっているか」，「実現できない操作

手順はないか」，「その薬品の量は妥当か」な

どが考えられる。このほか，「実験結果を教

室全体で共有する」という目的であるならば，

このときの話し合いの視点は「自分の班の結

果と同じか。違うとしたらどの程度違うのか，

またそれはなぜか」などが考えられる。この

ような話し合いの視点を持って考えること

が批判的思考である。これらのような視点で

他者の意見を傾聴し，他者の意見の不十分な

点を指摘したり，自分の意見を修正したりす

ることによって，より妥当な考えを作ること

ができると考える。 

それでは，これらの視点を持ち，子供同士

で話し合うためにはどのようにすればよい

のだろうか。１つの方法は，上記で述べた視

点を下記の図のように画用紙に書き，それを

カードにして黒板やホワイトボードなどに

常に提示しておくことである 1)。 

 

論理の飛躍 

 根拠と主張に飛躍はないか 

図 批判的思考の視点を示したカード 

 

このような教具は特別新しいものではな

い。重要なのは，このカードの意義や使い方

を明示的に教えることにある。つまり，「論

理の飛躍とは何か」，「なぜ論理の飛躍という

視点で他者の話を聞く必要があるのか」，「具

体的にどのように聞けば，論理の飛躍に気づ

けるか」を教えるということである。このよ

うに，批判的思考の意味，意義，具体的な方

法を明示的に教え，仮説の設定や実験の計画

などの話し合いの場面で繰り返し使わせて

いくことによって，徐々に有用な話し合いに

なっていくと考えられる。 
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５ おわりに 

以上，対話的な学びを成立させるためのキ

ーワードとして，「批判的思考」について紹

介し，批判的思考という視点から，対話的な

学びを成立させる条件について整理した。最

後に，留意しておきたい点について述べる。

それは，「話し合いが『盛り上がっていた』

こと」と「対話的な学びが成立したこと」は

等値ではないということである。もっとも重

要なのは，事前に設定した学習目標（たとえ

ば，「仮説を設定する力を育成すること」，「科

学的な知識を理解すること」など）が達成さ

れたかどうかである。学習目標が話し合いを

せずとも達成できるのであれば，無理にする

必要はない。話し合いをさせる意義を十分に

吟味したうえで，話し合いの場面を設定する

かどうかを決定する必要がある。 

 なお，紙幅の都合上紹介できなかったが，

小学生を対象とした理科における批判的思

考に関する研究はほかにもいくつかある。子

供の実態については木下・山中・中山（2013），

批判的思考を育成する授業実践については，

中山・木下・山中（2017）などを参照してほ

しい。 

 

注 

1)批判的思考の文脈とは少し異なるものの，

「思考力を育む「すべ」を活用した授業（川

崎市東菅小学校）」（https://youtu。be/I_5

2jbH2rBc）（2019 年 5 月 31 日閲覧）で

は，「比較」や「関連付け」といった考え

る視点を示したカードが黒板に常に掲示

されている。児童はこれらの視点を使いこ

なして，問題や仮説を設定している。 
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