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Abstract : In this research we call the reasoning thought processes of pupils Primitive Logic. This research proposes a

logic curriculum that aims to teach Mathematical Logic. We composed educational contents in elementary school, and

applied it to experimentally teach set and logic in mathematic classroom.

As a result, first grade pupils can understand the meanings of Not ( negation), And (conjunction) and Or (disjunction),

using the general idea of sets. Some pupils at the second grade level were able to understand the contents of fourth

grade level. And, fifth grade pupils can express the process of the inference using the symbols. And they were able

to prove it by reduction to the absurd and, elimination method.

Table Logic curriculum (contents of logic education, words and symbols)

Grade Unite name Contents of logic education Words and symbols

１ st Various sets universal set ， subset ， complement set universal set, subset

(1) common set, sum of set complement set

common set, sum of set

２ nd Various sets the set of A and B, the set of A or B not, and, or, empty set

(2) the set of number, the set of points, two by two contingency table Venn diagram,

interior, exterior

Let 's think deduction using "if-then-" if-then-

３ rd hypotheses double negation of proposition in everyday life double negation

universal proposition and existential proposition of everyday life all, exist

Let's arrange expressing the process of the inference using the symbols Ａ→Ｂ (if ‥ then)

４ th hypotheses ￢ A (not)

A ∧ B (and)

A ∨ B (or)

deductive inference about the theorem of number or figure

５ th V a r i o u s expressing the syllogisms using symbols deduction

reasoning(1) elimination method (using number of outcomes) elimination method

tree diagram

number of outcomes

proof by reduction ad absurdum using symbols Let

proof theorem about number and figure by reduction ad absurdum hypotheses, contradiction

６ th V a r i o u s proof theorem about number and figure by elimination method. reduction ad absurdum

reasoning ［ ］（ Let)

(2) ⊥ (contradiction)
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概要： 本研究では，生徒が考える推論の仕方を Primitive Logic (素朴的論理)と呼び，この論理を基

本にして Mathematical Logic （数学的論理）の獲得をめざすカリキュラムを提案した。小学校での

教育内容を開発し，教育実験を行い，低学年の児童は，集合の考え方を利用して， not ， and ，

or の関係を理解し，４年生で扱う内容をも理解できる児童がいることが明らかになった。また，５

年生になれば，記号を用いて推論の流れを表現でき，また，消去法，背理法を使った証明が可

能であることが明らかとなった。

検索語：論理教育，数学的論理，素朴的論理，カリキュラム

１．はじめに

数学教育の現代化の時には，日本でも小学校に

集合が導入され，集合や論理の指導についての研

究が盛んに行われた。しかし，現代化の終焉と共に

学校現場ではこれらの指導とその研究が行われなく

なった。しかしながら，現在の子ども達が論理的読解

力と表現力に問題があることは近年指摘されてきて

いる。

守屋・吉田(2002)では，論理教育の必要性を述

べ， van Hiele による幾何の学習水準を基に論理の

学習水準を提案し，それに基づく中学校での指導事

例について述べた。本稿は，この研究の一連として，

小学校での論理教育のカリキュラムを提案し，教育

実験の結果を述べる。教育実験は小学校低学年と

高学年で行われた。

なお，本稿では用いている「論理」は，断りがない

限り演繹的論理のことである。

２．論理の学習水準

表１は，van Hiele の学習理論の特徴である「方法

の対象化」を論理の学習にも当てはめた，守屋・吉

田(2002)で示した論理の学習水準である。

命題 p → q が真であるとき，その逆・裏・対偶命題

とも常に真であると考えている論理を素朴的論理

(Primitive Logic (以後 Pri.Logic))と言い，対偶命題だ

けが真で，逆・裏命題は常に真ではないという論理を

数学的論理(Mathematical Logic (以後 Math.Logic))と

言う。論理の学習では，この素朴的論理から数学的

論へと発展させる段階が存在することが，幾何の学

習水準と違う。各水準は次のようになる。

表１ 論理の学習水準

van Hiele による幾何の学習水準

第0 第1 第2水準 第3 第4
水準 水準 水準 水準

対 具体 形 性質 命題 論理
象 物
方 形 性質 命題 論理
法

第0 第1 第2水準 第3 第4
水準 水準 第2-1 第2-2 水準 水準

水準 水準
対 事象 日常 意味 Pri. Math. 数学基
象 会話 解釈 Logic Logic 礎論
方 日常 意味 Pri. Math. 数学基
法 会話 解釈 Logic Logic 礎論

1)第0水準

身の回りの事象を対象として，日常会話の中で表

現していく水準。

2)第1水準

日常の会話を対象として，その意味に注目し，日

常の会話の意味が正しいかどうかを考える水準。

3)第2－1水準

意味が正しいということは分かっているが，その正

しいということが，どのようにして導かれているのか，

その導かれる過程は正しいのかどうかを確かめる水

準である。確かめる際に，用いる論理は， Pri.Logic

である。 Pri.Logic では，逆・裏命題も必ず真であると

考えるために，誤った判断をする可能性がある。

4)第2－2水準

裏や逆が成り立たないような命題を学習し，途中

の過程が正しいかどうかを，数学的に確かめる水準。



Pri.Logic から Math.Logic変わる水準である。

5)第3水準

Math.Logic に基づいた命題について，相互の関係

を把握し，数学の体系について確認する水準。

6)第4水準

Math.Logic が，論理学の中でどのような位置にい

るのかを確認する水準。様々な論理体系と比較する

ことによって， Math.Logic 自身に対しての理解を深

める。

中学校の１，２学年にあたりで，学習水準表の第2-

1から第2-2に移行するが，この移行期間での論理教

育については，守屋・吉田(2001)に実践例を示した

ので参考にして欲しい。

本稿では，第１水準から第2-1水準に当たる，小学

校の論理教育について述べている。

表２ 論理のカリキュラム(教育内容及び，用語と記号)

学年 単元名 論理の教育内容 用語と記号

１ 色々な集 全体の集合，部分の集合，「～でない」の集合 ぜんぶのしゅうごう

年 合(1) 「～で，しかも，～」の集合，「～と～」の集合 でない，～と～，しかも

２ 色々な集 「～かつ～」と「～でない」の集合 かつ,または

年 合(2) 「～または～」と「～でない」の集合 ベンず,くうしゅうごう

数の集合，領域・図形の内側・外側，２次元の表 うちがわ,そとがわ

３ 条件を 「ならば」を用いた推論(演繹法) ならば

年 考えよう 日常的な命題の二重否定 すべての

「すべて」「ある」を用いた日常的な命題 ～ある

「ならば」を用いた推論(演繹法)の記号での理解と記述表現 少なくとも一つ

条件を Ａ→Ｂ (if‥then)

４ 整理し ￢A (not)

年 よう A∧B (and)

数の性質や図形の性質と演繹法 A∨B (or)

５ 色々な ２，３段階の演繹法の記号表現 演繹法，消去法

年 考え方 消去法(場合の数) 樹形図，場合の数

背理法の記号表現からの論述 ～とする

数や図形や量の内容での消去法・背理法 仮定，矛盾

６ 色々な 背理法

年 考え方 ［ ］ (仮定)

(2) ⊥ (矛盾)

Ａ Ａ→Ｂ Ａ∨Ｂ ￢A

B B

３．小学校における論理のカリキュラム試案

作成した論理のカリキュラムを表２に示す。

カリキュラムの作成においては，次の点に留意した。

①演繹的推論の基礎となる言葉の教育を行う。

②低学年から，集合を用いて，論理語を扱う。

③中学年後半以降から，記号を導入し，推論過程を

抽象化できるようにする。

④高学年では，多様な推論ができるように，消去法・

背理法を扱う。

(1) １年生の内容

集合の考え方を用いて， not, and, orの論理語を扱

う。本稿では，それぞれ「～でない(not)」「～で ,しかも ,

～ (and)」 「～と～ (or)」の言葉で指導することとする。

この学習では，事物の性質・特徴に注目し， not,

and, or を表す関係を学習する。まず，前段階として，

全体の集合と部分の集合を扱い，その後， not, and,

or を表す集合を扱う。「～でない」の集合では，「でな

い」という言葉の意味が，「ある性質を持っていない」

であることを扱う。「～で ,しかも ,～の集合」では，「～

で ,しかも ,～」という言葉の意味が，「ある２つの性質・

特徴を合わせ持つ」であることを扱う。「～と～の集

合」では，「～と～」という言葉の意味が，「ある性質を

持っている事物とある性質を持っている事物のどちら

も選ぶ」であることを扱う。通常，数学教育では， and

を「かつ」という言葉を用いて表し， or を「または」と

いう言葉を用いて表す。しかし，１年生では，日常で

「かつ」「または」を用いる経験が少ないと考えられる

ため，「～で ,しかも ,～の集合」のように and を表し，

「～と～の集合」のように or を表すこととする。

例えば，果物を全体集合とした時に，「りんごのし



ゅうごう」，「バナナのしゅうごう」，「みかんのしゅうご

う」のように部分集合を扱う。全体や部分という用語を

扱うことが大切なのではなく「全体の集合として何を

扱っているのか」，「その中に含まれる集合を表現す

る」ということが本質的な内容となる。

「～でないの集合」は，「バナナでないしゅうごう」

のように表現し，全体集合の中で，バナナ以外の果

物を選ぶことになる。「～で ,しかも ,～の集合」は，全

体集合をトランプのカードとした時に，「ハートで，し

かも，えの しゅうごう」(３枚 )のように扱う。「～と～の

集合」では，花の集合を全体集合とした時に，「あか

と きいろの はなの しゅうごう」のように扱う。

(2) ２年生の内容

1年生で学習した not, and, or の論理語を他の言葉

でも表せることを扱う。特に，「かつ」「または」という

論理語を扱う。日常では，「または」を排他的に用い

ることが多いことを考慮して，共通部分のある集合を

提示することで， or が両方の集合が成り立つ場合も

あることを確認する。また，集合のベン図での表現や

空集合も扱う。

次に「～で ,しかも，～」と「～でない」や，「～と～」

と「～でない」のように， and と not や or と not を組み

合わせた集合を扱う。しかし， and と or を組み合わせ

た集合は，扱わない。

さらに，集合の学習の発展として，数の集合や点

の集合として領域の内側・外側を表現する学習が考

えられる。

具体的な例を示そう。果物を全体集合とした時に，

「りんごでなくて，しかも，まるいかたちのしゅうごう」の

ように and と not を組み合わせた集合を扱うことが考

えられる。また， or と not を組み合わせた集合では，

「りんごでないしゅうごう と まるいかたちのしゅうごう」

のように表現される。

発展的な内容としては，図１や図２のような数の集

合と点の集合が考えられる。数の集合は，「以上」 ,

「以下」のような数の大小関係を表す用語の素地とな

る捉え方になる。

図１ 数の集合 図２ 点の集合

次のような練習をする。

・「６より ちいさくて，しかも，３より おおきい か

ずを ぜんぶ いいましょう。」

・「えんの そとがわで，しかも，さんかっけいの う

ちがわの ぶぶんを くろく ぬりましょう。」

(3) ３年生の内容

３年生では，推論を行うための基礎的な論理語「な

らば」を扱う。そして，図３の推論規則で表現されるよ

うな１段階の推論を扱う。この学習の際は，推論過程

も記述できるようにする。また，前提は「始めからわか

っていること」と，仮定していることを確認する。学習

で用いる命題には，日常的な命題を取り入れるように

し，非日常的な命題は扱わないようにする。図４が例

である。横線の上に書かれている命題は，仮定となる

命題であり，横線の下は，推

論の結果導かれた結論を示

している。

図３ →の除去の推論規則

図４ 1段階の推論の例

次に，児童が日常で用いているような具体的な文

章を教材として，二重否定を扱う。さらに，「すべて」

と「ある」という言葉を使って文章を記述する活動を

通して，全称命題と特称命題の違いに触れる。

(4) ４年生の内容

抽象的思考の始まる４年生では，３年生での「なら

ば」の学習をさらに発展させ，推論過程を記号化した

推論規則を利用できるようにする。命題を記号で表

現する時は，アルファベットＡ，Ｂ， … ，Ｚを用いる。

そして，「ならば」を「→」で表し， or を「∨」， and を

「∧」， not を「￢」と記号化して表す。特に， or は，

低学年からの学習をまとめ直し，新たに「少なくとも

一つ」という言葉を扱う。その上で，パズルなどを教

材に用いて，図３，図５の推論規則を組み合わせて

表される問題を扱い，１段階から２段階の連続した推

論を扱う。また，記号化され

た推論過程を見ながら，推論

の根拠を記述表現できるよう

にする。 図５ ∨の推論規則

この→の推論規則は，児童にとって直観的に理解

されやすい推論であると考えられる。また，現行の中

等教育で行われている数学の論証の問題は，→の

推論規則で表現されるものがほとんどであり，重要な

推論規則である。４年生では，中等教育での論証の

学習を行う前段階として，１段階から２段階程度の推

論を理解し，記述表現できるようにする。∨の推論規

則は，本来，数理論理学において定理式であり証明

が必要であるが，児童が自然に用いている推論なの

で，推論規則として認め，公理の様に用いることとす

A A→ B

B

A∨B ￢A

B

①今日は平日である。 ②平日ならば，学校に行く日である。

今日は，学校に行く日である。



る。また，記号化することで，文の意味を考慮せず

に，推論過程に着目できるように配慮することが大切

である。また，この∨の推論規則は，５年生の教育内

容である消去法の基礎となる推論である。４年生で

は，いくつかの場合から，ある場合を消去していき，

結論を導こうとする考え方に触れるようにする。

このように，４年生では，推論規則を用いて，推論

過程を理解できるようにする。４年生の大切な教育内

容は，どのような推論であっても，ある前提から結論

が導かれるという推論過程があることを理解すること

である。そのために，問題に始めから示されている前

提と，推論の結果導かれた結論を明確に分けること

が大切である。

(5) ５年生の内容

４年生の復習をしたうえで，２段階，３段階の連続

した演繹法を扱う。また，５年生では，４年生で学習し

た図５の∨の推論規則を梃子にして消去法を扱う。

消去法は，考えられる場合から，前提に合わない場

合を消去していき，残った場合を結論とする論述方

法である。その消去する命題の集まりが図５の「 A 」

にあたる。

また，消去法で推論するためには，場合分けをし

て考える必要がある。そこで，効率的な場合分けの

方法として，樹形図を用いて場合の数を扱う。場合の

数は，３～４程度の数を扱う。数学教育において，場

合の数は，確率の学習の基礎として扱われるが，論

理教育の基礎としても大切な考え方となる。

(6) ６年生の内容

６年生では，論述方法の１つとして背理法を扱う。

背理法には，図６の否定の除去と図７の二重否定除

去の推論規則が用いられる。また，背理法では，結

論の否定を仮定として加えて推論を行う。問題に最

初から与えられた前提と区別するために，自分で決

めた仮定を表す記号として［ ］を用い，図８の否定

の導入の推論規則が必要となる。これらの推論規則

を規則を組み合わせて，背理法によるAを証明する

推論過程を表現すると図９のようになる。

図６ 否定の除去 図７ 二重否定除去

図８ 否定の導入 図９ 背理法の推論過程
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４． 教育実験の結果とカリキュラムの評価

4.1. 小学校低学年におけるnot, and, orの教育実践

小学校低学年は第０水準の後半にあたり，第一水

準への移行期である。身の回りの事象を日常会話の

中で表現する水準である。より性格に事象を理解し

たり，表現したりするために，「集合」と「論理語」を学

習する。

4.1.1. １年生への集合と論理語の指導

2005 年７月に K 大学附属小１年生 28 名を対象と

して，３時間の実践を行った。教育内容は， not, and,

or の集合を表す対象の理解と，文章を用いて集合を

表す学習である。フルーツバスケット型のゲーム「論

理バスケット」を取り入れ，子どもが論理語を用いるこ

とや，指定された言葉を理解し遊ぶ中で，学習できる

ようにした。子どもらには，形が三角，四角，丸で色

はそれぞれ赤と青の2種類の札の1つが渡されてい

る。鬼が「さんかくのしゅうごう」と言った時に，さんか

くの図形の描かれたカードを持っている児童が移動

する。もし，四角が描かれたカードを持っている子ど

もが動いた時は，誤りとなる。その際は，指導者が，

その子どものカードを確認しながら，クラスの中で誤

りを訂正した。次の段階では，「しかくでないしゅうご

う」，「あかとしかくのしゅうごう」，「あおで，しかも，さ

んかくのしゅうごう」という言い方を順に指導した。

この論理ゲームを取り入れ， not ， or ， and の表す

意味をゲームをしながら理解させ，その後，図６のよ

うな，集合の図を見て言葉で表現する課題プリントに

取り組ませた。

図６ 事後テストの一部

教育実践の結果，１年生のほぼすべての児童は，

not, and, or の意味を理解することが可能であることが

明らかとなった。言葉で表現する学習は，指導順序

を以下のようにすることで，１年生の児童に十分学習

可能であると考えられる。

(1)指導順序を not ， and ，共通部分のない or ，共通

部分のある or の順に指導する。共通部分のある

or は，特に丁寧に指導する。

(2)指導時期は，言葉の学習は十分行われ，生活経

験も豊富になっている，１年生の後期または三学

期に行う。



4.1.2.２年生へのandとnotを組み合わせた集合の指

導

2005年７月にｋ附属小２年生29名を対象として，６

時間の教育実践を行った。対象児童は，前年に4.1.

1.で示した１年生の内容を学習している。本実践で

は，以下の２つを内容とした。

① and と not を組み合わせた集合（２時間）

② and と not を用いた二次元の表の表現（４時間）

二次元の表は，表の中で分類されているそれぞれ

の数を and と not を用いて表現することが可能であ

る。以下に，二次元の表の問題を示す。この種の問

題は，日本では小学校４学年での学習内容である。

【事後テスト問題例】 「15人のクラスで，国語と算数のテス

トをしました。国語のテストが100てんの人は10人います。算

数のテストが100てんの人は８人います。どちらのテストも100

てんでない人は３人でした。国語も算数も100点の人は，何

人ですか。」

この例題を二次元表に整理すると，表３のようにな

る。太字は，問題に書かれている数である。

事前テストの結果から，子どもたちの多くは，１年

生の時の学習を生かして， and と not を組み合わせ

た集合をすでに理解していることが分かった。それほ

ど，子どもたちの論理認識は高まっている。

実践が終了して約１ヶ月後に事後テストが行われ，

図７に示す結果だった。△の子どもは，計算で答えを

求めたり，表は正しく記述できているのに解答欄に間

違えて記入したりした子である。

図７ 課題の解答結果

10 名 (約 33%)が正答しており，４名(約13%)が△であ

る。誤答が多くなった要因として，事後テストの実施

日が，指導から約１ヶ月間空いていることが挙げられ

る。二次元表を学習している時には，活発に活動し，

例題の回答分類
全体：児童数30

10

16
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0
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20
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×

△

○

学習プリント上では十分理解しているようであった。

しかし，練習問題を十分行っていなかったなど，学習

内容の定着に指導が足りなかったと考えられる。

２年間，論理教育を受けた子どもは，日本の教育

課程においては４年生で扱われている二次元表の課

題を学習可能であることが分かった。継続的な論理

教育の成果により，論理思考が育成されている傍証

となろう。

4.2. 小学校高学年における演繹法・消去法の教育

実践

4.2.1. 消去法を含んだ多段階の推論の指導

2004年12月に公立ｋ小学校５年生９名（実験１）と

公立ｓ小学校5年生2名（実験２）を対象として教育実

践を行った。指導内容は①から⑤で，実験①では8

時間，実験②では11時間を要した。

①「ならばの文」の推論と「またはの文」の推論

②「→の除去の推論規則｣と「∨の推論規則」

③２つの推論規則と，多段階の推論

④消去法での推論

⑤推論規則を使って，推理小説を書こう

④では次の練習問題を解いた。

【問題】 北君と西さんと南さんの３人がいます。次の証言から考

えると，北さんはクツを履いていますか？

証言(1)：３人のうち１人だけがクツをはいている。

証言(2)：南さんはクツをはいていない。

証言(3)：南さんがクツをはいていないならば，西さんはク

ツをはいていない。

指導の手順は，記号化→推論図の作成→論述であ
る。
【記号化】

A ：「北君がクツをはいている」
B ：「西さんがクツをはいている」
C ：「南さんがくつをはいている」 とする。

証言(1)より， A ∨ B ∨ C ，証言(2)より￢ C ，証言(3)より￢
C→￢ B となる。

【推論図】

【文章による記述】

Ａ∨Ｂ∨Ｃと￢Ｃから，∨の推論規則を使って，Ａ∨Ｂとなる。そ

して，￢Ｃと￢Ｃ→￢Ｂから，→の推論規則を使って￢Ｂがわか

る。そして，Ａ∨Ｂと￢Ｂから，∨の推論規則を使ってＡが分かる。

だから，北君がクツをはいていることになる。

実験１の終了後，この練習問題と推論図が同じに

なる事後テスト問題を実施した。２名は完全解答し，

３名が記号化で一部間違えた程度で正解している。

残り４名の内３名は，結論は正しく導けているが，記

号化・推論図で躓いている。全くの誤答は１名であっ

た。



分岐を有した３段階の推論であっても，５年生であ

れば，ほぼ理解可能である。ただし，記号化の段階

をより丁寧に指導する必要があったと考える。実験２

では，このことに留意し，さらに，推論図を利用した

探偵小説の創作に多くの指導時間を割り当てた。

これら実践の結果，以下の知見が得られた。

(1)記号を含んだ推論規則自体を理解し，利用でき

る。

(2)推論図が記述でき，それをもとに証明が書ける。

(3)枝を有する３段階の推論をほぼ理解でき，仮定を

明らかにして論述することができる。

(4)→の除去の推論規則のみを用いた単純な推論で

あれば，６段階以上の論述もできる。

(5)模倣から始まる段階的な推理小説の指導を行え

ば，４段階, ５段階の推論図をもとにした推理小説

を書くことができる。

(6)命題を記号に置き換える記号化が困難である。

4.2.2. 演繹法と背理法の指導

2005年９月，11月にｋ大附属小５年生 34 名を対象

として，５時間の教育実践を行った。本実践の教育

内容は演繹法と背理法の考え方とそれらの証明方法

で，指導順序は①から⑤である。

①証言(仮定)と結論について

②演繹法の証明の書き方

③背理法の考え方

④背理法の証明の書き方

⑤背理法の良さと各論述のまとめ

教育実践，及び，事前・事後調査問題に使用した問

題の一つを図８に示す。事前と事後の調査問題は，

素材は違うが構造は同じである。４問出題し，２通り

の論述が書けるように解答欄を作成した。各問題に

自由記述させ，事前調査202件，事後調査193件の

論理的に記述された解答がなされた。この結果を図

６，７に示す。図９は，解答の中で証言等の省略がな

い完全な論述を1つ以上書けた児童の割合を示し

た。図10は，総回答数に対する論理的な論述(証言

を省略している論述を含む)の割合を演繹法,背理法

の２つに分けて示した。

この実践の結果，以下のことが明らかになった。

(1)演繹法,背理法の証明法を用いて論述できる。

(2)証明法の指導によって問題を適切に解くことがで

きるようになった。

ただし，

(3)背理法では，矛盾を指摘しただけで，証明を終わ

りにしていまう子がいた。最終的に二重否定の除

去を使って結論を書かなければいけないことを，よ

り強調して指導する必要がある。

図８ 調査問題例

図９ 完全な論述が可能な児童の割合

図10 総解答数のうちの論理的な記述がされた

正答の割合

５．終わりに

論理のカリキュラムを作成するために「論理の学習

水準」を示し，これをもとにした小学校の論理のカリキ

完全な論述が可能な児童の割合

0 0
8.6%

34.3%

94.1% 79.4%

0%

50%

100%

演繹法 背理法 他の論述

実践前 実践後

論理的な記述がされた正答の割合

総回答数(202：193)

18.8% 39.2%

10.9%
44.8%

0%

25%

50%

75%

100%

実践前 実践後

背理法

演繹法

Ａ君, Ｂ君,Ｃ君の３人の何人かが，ぼうしをかぶってい

ます。他の人の証 言から下の①～③のことがわかりまし
しょうげん

た。これらの証 言から考えると，Ｂ君はぼうしをかぶって
しょうげん

いますか。ぼうしをかぶっていませんか。それとも，かぶ

っている・かぶっていないが決められませんか。

論述例(演繹法)

証言①と証言③より C 君がかぶっていることが分かる。

C 君がかぶっていることと証言②より， B 君はかぶって

いないことが分かる。

だから， B 君はぼうしをかぶっていない。

論述例(背理法)

B 君がぼうしをかぶっていると仮定すると，証言①より

A 君がぼうしをかぶっていないことが分かる。

また，証言②より， C 君もぼうしをかぶっていない。

すると， B 君の１人だけがぼうしをかぶっていることに

なり証言③に合わない。

だから， B 君はぼうしをかぶっていない。

①Ａ君, Ｂ君のうち，１人だけがぼうしをかぶっている。

②Ｂ君, Ｃ君のうち，１人だけがぼうしをかぶっている。

③Ａ,Ｂ,Ｃ君のうち，２人だけがぼうしをかぶっている。



ュラム試案を提案した。小学校低学年と高学年を対

象とした教育実験・実践の結果，低学年の児童は，

集合の考え方を利用して， not ， and ， or の関係を

理解し，４年生が学習している２次元の表の問題をも

理解できる児童がいることが明らかになった。さらに，

５年生になれば，記号を用いて推論の流れを表現で

き，また，消去法，背理法を使った証明ができること

が明らかとなった。ただし，記号化は難しく，より丁寧

に指導する必要性が分かった。

今後の課題として，中学年を対象とした検証実践・

研究，及び，小学校高学年でPri.Logicを意識させ，

Math.Logicを導入する方法の開発が残る。

【引用及び参考文献】

1)前原昭二(1967),『記号論理入門』，日本評論社

2)松尾吉知・他(1977),「日常論理の様相について」,

『数学教育学論究』日本数学教育学会誌第59巻

臨時増刊 Vol.31，1-34

3)守屋誠司・加藤卓(1996),「パズル解きからみた小

学生の論理的思考の発達について」，『数学教育

研究』第26号,大阪教育大学数学教室，65-88

4)守屋誠司・吉田知矢(2002),「素朴的論理から数学

的論理への以降を目指した中学校の論理教育」，

『数学教育学会誌』2001/Vol.42/No １・２，59-69

【資料】

実験２での児童Bの創作推理小説 「牛乳を盗んだのはだれ」と推論図

「万引きだ～」

とつぜん店長がさけんだ。牛乳が盗まれたのだ。

刑事によって，犯人は渡辺か池田か小川か中西にし

ぼられた。

「犯人は渡辺か池田か小川か中西だな」

まず池田のことで聞きこみ調査に向かった。すると

コンビニにいた２人の女性が

「池田は飲み物の方へ行って，コンビニを出たのよ」

と言って行ってしまった。

次に池田の友達の大木さんに話を聞くことができ

た。

「池田は私たちと一緒にいたわ」と言った。

「池田は犯人ではないな」

次にコンビニの向かい側ある店の店員に聞いてみ

た。すると，

「あの時に「万引きだ～」と聞こえて，あわててコンビ

ニを見に行ったんだよ。すると，虹色のルーズソック

スをはいた女の人があわてて外に出ようとして走って

いったよ」

「犯人はルーズソックスをはいていたんだな」

と色々考えていると，小川の親友の小杉に出会った。

すると，

「小田は犯人ではないよ。だって小川の家族全員牛

乳嫌いで，犬も猫も飼ってないもの」

「小川は犯人ではないな」

帰る途中刑事は店の店員が言っていた虹色のル

ーズソックスのことと，小杉の言っていた犬も猫も飼っ

ていないことがひっかかっていた。渡辺の家が近いと

こまできたので，寄って行って渡辺の父母に話を聞

いてみた。

「確かに，うちの家で犬２匹と猫２匹を飼っているから

ね～」

「でもな～あいつが容疑者としてあげられているなん

て」

「あの～ルーズソックスなんて持っていますか」

「いえあの子は真面目な子でルーズソックスなどとい

う物は持っていないはずです。私はあの子にそんな

のを買ってあげたことがありませんし・・」

「犯人が虹色のルーズソックスをはいていたならば，

渡辺は犯人ではないぞ」

帰った刑事は容疑者としてあげられている４人を

呼び出し靴下を再調査してみた。

すると，中西が虹色のルーズソックスをはいてい

た。そう中西が犯人だった。

A∨B∨C∨D ￢B
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