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国語科指導における思考力（アーギュメンテーション・スキル）の評価
― 米国ETSのCBALに着目して ―

Assessment sets for argumentation skills in language arts: CBAL (Cognitively Based
Assessment of, for, and as Learning) by Educational Testing Service in the United States
足

立

幸

子

１．問題の所在
戦後の小学校及び中学校の国語科指導において，思考をどのように扱うかは，学習指導要領では，明らか
にされてこなかった。平成 20 年３月改訂の現行学習指導要領までは，国語科の目標は，「国語を適切に表現
し正確に理解する能力を育成し，伝え合う力を高めるとともに，思考力や想像力及び言語感覚を養い，国語
に対する関心を深め国語を尊重する態度を育てる」（平成 20 年改訂小学校学習指導要領，下線引用者）とさ
れ，目標レベルでは，思考力を養うことを明示してきたが，具体的な内容については，Ａ話すこと・聞くこ
と，Ｂ書くこと，Ｃ読むこと，及び，伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項といういわゆる３領域１
事項の中で，どのように思考力を育てていくかが明瞭になっていなかったと言える。平成 29 年３月改訂の
次期学習指導要領においては，国語科の目標は，他教科に合わせて３つに分けられ，そのうちの２番目であ
る「(2) 日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め，思考力や想像力を養う」（平成 29 年改訂
小学校学習指導要領，下線引用者）が「思考力・判断力・表現力等」に関する目標とされた。さらには，各
学年の内容は，「知識及び技能」と「思考力・判断力・表現力等」の２つに分けられ，Ａ話すこと・聞くこと，
Ｂ書くこと，Ｃ読むことの３領域は，「思考力・判断力・表現力等」の内容であることが明示された。これは，
話すこと・聞くこと・書くこと・読むことの言語活動の中で，思考力を育てていくことが改めて表されたも
のととらえることができる。
一方，国語科教育の研究においては，特に論理的思考力について，井上尚美（2007）や渡部洋一郎（2016）
などトゥールミン・モデルを中心に，思考力をどのようにとらえていくかについての理論的な研究が行われ
ている。実践研究としても，井上尚美ら（2012a，2012b）
，佐藤佐敏（2013）
，鶴田清司・河野順子（2014a，
2014b）など，読むことや書くことの指導における論理的思考力の育成についての提案がなされてきている。
そこで重視されている思考力は，根拠・理由・主張などの要素を含んだ論証する力である。
本稿の目的は，このような背景のもと，その読むことや書くことの指導において発揮されている論理的思
考力について，どのような評価を行えばよいかについての検討を行うことである。前述の実践研究において
は，論理的思考を発揮させる読むこと・書くことの研究が採録されているが，その論理的思考力の評価につ
いては，十分に検討されているとは言えないからである。そこで，本稿では，様々な評価ツールが開発され
ている米国 ETS(Educational Testing Service) のアーギュメンテーション・スキル（論証／議論する力）の評
価テストである CBAL (Cognitively Based Assessment of, for, and as Learning) を検討対象とする。米国も我が
国の学習指導要領のように，全米共通スタンダード CCSS(Common Core State Standards) に基づいて読むこ
と・書くことの指導が行われているが，その中で，やはり論証／議論する力自体を評価する重要性が認め
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られて，小学生・中学生・高校生に対して行われるこのようなテストが試作されているからである。以下，
ETS 局員の学会発表及び ETS のウェブ上の情報をもとに，CBAL について紹介・検討する。

２．CBAL と CCSS の関係
CBAL は，米国の言語技術科目（English Language Arts: 日本の国語科に相当）の指導や評価を支えるため
に作成されたアーギュメンテーション・スキルの進捗を測定しようとする評価であり，本稿の目的に該当す
るものである。ETS は，OECD の国際学力調査 PISA のコンソーシアムとなっている評価研究所であり，多
数の多様な評価法・テストを開発している。
米国では，2010 年に全米共通スタンダード CCSS (Common Core State Standards) が出され，多くの州がこ
れにのっとって，英語言語技術科 (English language arts) の授業を実施している。Yi Song らの学会発表によ
れば，次の CCSS 目標などは，本 CBAL で評価することに関係の深い目標と言える（表１）
。
表１

議論に関わる CCSS の読むこと・書くことの目標

４年生
ELA-Literacy.RI.4.8
テクストのある特定の箇所を支持
するために，筆者がどのように理
由や根拠を使用しているかを説明
すること。

８年生

11 年生及び 12 年生

ELA-Literacy.RI.8.8
ELA-Literacy.RI.11-12.8
テクストにおける議論や特別な主 憲法の原則の適用や法的な推論の
張を正確に叙述したり評価したり 使用，公的な弁護における前提，
すること。すなわち，理由が適切 目的，議論などの独創的なアメリ
であるか，根拠が関連しているか， カのテクストについて論証を言葉
また，十分であるかどうかを評価 で 描 写 し た り 評 価 し た り す る こ
すること，関係のない根拠が提示 と。
されている時に認識すること。

ELA-Literacy.W.4.1
ELA-Literacy.W.8.1
推論や情報に対する見解を支持す 明瞭な理由と妥当な根拠を伴う主
るために，話題やテクストについ 張を支持する議論を書くこと。
て意見を書くこと。

ELA-Literacy.W.11-12.1
合理的な推論と有意義で十分な根
拠を用いて，話題やテクストを分
析し主張を支持する議論を書くこ
と。

ELA: English Language Arts 英語言語技術科（日本の国語科に該当する教科）
RI: Reading Informational Text 情報テクスト（日本の説明文のようなテクスト）を読むこと
W: Writing 書くこと
これらの目標は，読むことや書くことを行う姿を描いている。しかし，そこで働く論理的思考力を「議論」
(argumentation) として CBAL は評価しようとしているのである。
次に，CBAL の評価の枠組みを示す。

３．CBAL における評価の枠組み
３．１ 議論する力の内実
CBAL の評価枠組みとしてとらえるべきは「議論する力」の内実である。CBAL では，論理的思考力をアー
ギュメンテーション・スキル（論証／議論する力）とし，それを他者と議論する力をとらえている。その議
論する力には，次の５つの段階 (phase) があるという。
段階１ 関係者を理解する (Understand the Stakes)
段階２ 主題を探究する (Explore the Subject)
段階３ 立ち位置を熟慮する (Consider Positions)
段階４ 議論を作成し，評価する (Create and Evaluate Arguments)
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議論を組織化し，それを示す (Organize and Present Arguments)

興味深いのは，けして段階４だけではなく，段階１や段階３など，どのような場において自分の議論が展開
されるのかを見渡した上で，議論が行われるということである。しかし，これらの段階は，時には柔軟に流
動的になるという。CBAL では，さらにこの５つの段階について，具体的な下位質問文を設定している (Song
ら (2013) の Figure 1 より )。
１議論を呼びかけること (Appeal Building) ←段階１ 関係者を理解する
・この問題に関心を持つ人々は，何を気にするか。
・この問題についての誰の議論か。
・私は誰を説得しようとしているのか。どのようにして私はその人たちを説得するのか。
・誰が他の人を説得しようとしているのか。どのようにしてその人たちは他の人たちを説得するのか。
２探究すること (Inquiry) ←段階２ 主題を探究する
・主題について自分は何を知っているか。
・何を知らないか。
・どのようにしてもっと分かればよいか。
・どの情報が関連するか。
３立場を決めること (Take a Position) ←段階３ 立ち位置を熟慮する
・どの立場が最も道理にかなっているか。
・立場はすべて明瞭で弁護できるものか。
・どの立場を自分はとるべきか。
・どのようにして自分の立場に焦点をあてたり自分の立場を制限したりするか。
４理由と証拠 (Reasons and Evidence) ←段階４ 議論を作成し，評価する
・自分の結論を支持するためにどの理由を用いることができるか。
・それぞれの理由を支持するための十分な証拠を自分は持っているか。
・どのような反論が自分には必要か。
５事例を形成すること (Framing a Case) ←段階５ 議論を組織化し，それを示す
・どのように自分の議論を示すべきか。
・どのような構造が最も効果的で論理的か。
・人々はどのように異なる角度から彼らの議論を示すだろうか。
このように，５つの段階と下位質問文を想定することで，議論する力を評価するテストを作成することが
可能になる。
３．２ 議論する力の発達レベル
さて，CBAL が応用可能性が高いと思うのは，この議論する力を，中学生や高校生にとどめず，幼稚園か
ら大学生まで，幅広く発達するものと考えている点である。次に，CBAL の設定している発達レベル及び期
待される学齢を示す。
予備レベル (Preliminary) 就学前及び K 学年から２年生まで
基礎レベル (Foundational) 小学校中・高学年
初級レベル (Basic)
中学校（ミドルスクール）
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中級レベル (Intermediate) 高校
上級レベル (Advanced)
短大または大学
次に，前述の議論する力の段階が，それぞれのレベルでどのように設定されているかを表２に示す。
表２
社会的な
議論を呼びかけること

議論する力の発達レベル

概念的な：議論の構築 概念的な：議論の構築
立場を決めること

理由と根拠

ディスコース
事例を形成すること

予備レベル

数種類の説得的な呼び 他の人がどのように事
かけをつくることで， 実に即してものごとを
誰かを納得させようと 考えるかについて「本
する考えを理解する。 当」
「嘘」として言っ
ていることを認識し賛
成したり反対したりす
るという考えを理解す
る。

立場は理由によって支 議論を独立した立場の
えられる必要があり， つ な が り と し て 理 解
その理由はオーディエ し，立場をとること理
ンスを説得するもので 由を与えることといっ
なければならないとい た 文 脈 に お け る 段 階
(turn) を理解したり生
う考えを理解する。
み出したりする。

基礎レベル

書かれたテクストに説 人が知っていることや
得的な呼びかけを作る 何が優先的に重要なの
と い う 考 え を 伝 達 す かに焦点を当てるため
る。また，自分や他の の能力に合理的な注意
論者達はどのようにし を払うということを理
て様々なオーディエン 解したり書くことで表
スや興味に呼びかけた 現したりする。
りするのかについて，
をどのように説得する
のかについて単純な分
析を行う。

書くことにおいて，証 ある立場を支持する系
拠の必要性に気付きな 統的な理由を一貫性を
がら，理由を認識し， 持って組織するといっ
生み出し，作り上げる。 た形で，説得的テクス
また，身近な状況にお トにアプローチする。
いて，他者の議論に反
対意見を唱えて自分の
議論を用いる。

初級レベル

テクストのレトリック
構造を推測し，様々な
呼びかけをコーディ
ネートしたレトリック
の計画を立て，対象と
なるオーディエンスを
説得するために，レト
リックを変化させる。

類似しているあるいは
対照的であるといった
観点の関係をとらえる
ことで立場を明確に理
解したり表現したりす
る。

主要ポイントを支持
し，論理的に関係付し
た証拠や理由を提供す
る必要性を明らかに理
解した上で，証拠を使
用する。

理由と証拠を具体化し
た事例のプレゼンテー
ションを論理的に構造
化できるといった形
で，説得的テクストに
アプローチする。

中級レベル

オーディエンスの様々
な異なる立場を敏感に
理解し，解釈したりレ
トリック計画を発達さ
せたりするために柔軟
性を示す。

テクストに明示されて
い な い 前 提， バ イ ア
ス，他の主要な要素に
ついて適切に分析する
こと。また，自分の立
場をより明確に決める
ためにその分析を用い
る。

立論と反駁の役割を理
解し，理由付けについ
ての反対の証拠の応答
や批判的な質問をす
る。

反論と反駁に対する適
切な認識を伴って様々
な視野からの対話の部
分を構成するといった
形で，説得的テクスト
にアプローチする。

上級レベル

よく発達したレトリッ 自 分 の 理 解 を 進 め た
クの（メタ認知的な） り，そして現在の「議
説 得 の 理 解 を 表 現 す 論の状態」を売り込む
る。
用語として自分の立場
を形作ったりするため
に他の人の議論を使用
できる。

ディベートについての 柔軟な理解を表現し，
システマティックなメ ジャンルの特徴を制御
ン タ ル モ デ ル を 構 築 する議論の多くの異な
し，知識を組み立て， る形態を習得する。
そのモデルを自分自身
の試みに応用する。
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４．CBAL におけるテスト事例
４．１

構成課題のテスト事例

CBAL には，２つのタイプのテストがある。一つは議論を穴埋めの形で記入していく構成課題 (Component
Tasks) であり，もう一つは，シナリオをもとに記述していくシナリオ課題 (Scenario-Based Tasks) である。そ
れぞれについて，Song ら（2013）よりテスト事例を訳し示していく。
図１は，予備レベルの４理由と証拠 (Reasons and Evidence) のテスト事例である。
りゆう -1-E

たんじょうびパーティー

しじ：ふつうの学校では，学きゅうでたん生日をいわうことはきんしされています。しかし，あなたの学校
の校長先生はこのきそくをかえようとかんがえています。 校長先生は，このことについて，子どもたちに
とうひょうをしてもらうつもりです。校長先生は，子どもたちがとうひょうをするまえに，このもんだいに
ついてじっくりとかんがえてほしいと思い，みんなに，たん生日をおいわいするのによいりゆうとよくない
りゆうを１つずつあげてもらうことにしました。
さんせいのりゆう：なぜ学きゅうでたん生日のおいわいをするということがよいかんがえなのか，りゆうを
１つ書いてください。文の長さは少なくとも１つのかんぜんな文にして，くわしくせつめいしてください。

はんたいのりゆう：なぜ学きゅうでたん生日のおいわいをするということがよい考かんがえではないのか，
りゆうを１つ書いてください。文の長さは少なくとも１つのかんぜんな文にして，くわしくせつめいしてく
ださい。

図１

構成課題テスト事例「たんじょうびパーティー」予備レベル

題材を「たんじょうびパーティー」とし，生活の中で起こりうるような場面を設定して，予備レベル（小
学校の低学年まで）でも答えられそうなテストとなっている。これに対して，次のレベルである基礎レベル
の例を図２として示す。
理由 -2-E 雑用
家によっては子どもに家の周りの雑用をさせて，お小遣いを与える親がいます。また別の親は，そのよう
な家事は，家族の一員としての責任であって，お手伝いとしてすべきではないというふうに考えています。
この問題について，あなたのどちらの立場ですか。親は子どもに家で雑用をさせるためにお小遣いを与え
るべきだと思いますか。
次の
の中に，自分がどちらの立場をとるか，また，どうしてその立場を支持するのかを，１段落の
分量で（３文〜５文）説明してください。正しい構成，文法，表記法で書いてください。

図２

構成課題テスト事例「雑用」基礎レベル
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書かなければならない文章量も増え，発達のレベルに応じたテストになっていることが分かる。ただ，日
本では雑用に対してお小遣いを与えるということには若干違和感があるため，あくまでもアメリカの事例と
して有効ということになるであろう。
同様にして，４理由と証拠の事例を見ていく。図３に示すのは，初級レベルである。
理由 -3-E

いまだに単独で慣用単位

（世界には）ものを測定するのには，２つの主要な方法がある。国際的なメートル法（世界のほとんどの国
で使用されている）と慣用単位法（アメリカで使用されている）である。
我々の国は，メートル法を適用したことはない。その代わり，我々は中世より人間の体を使って物を測る
方法を使い続けている。−フィート，ヤード，テーブル・スプーン，カップ，ポンド，その他の慣用単位で，
帝国法として知られている。
アメリカ
（慣用単位法）

世界のほとんどの国
（メートル法）
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アメリカはメートル法に変えるべきか？
事実
帝国法は，元はイギリスで開発されたが，そこではすでに使用されていない。
国際的なメートル法は，元はフランスで開発され，現在アメリカ合衆国，リベリア，ビルマを除くすべて
の国で正式な単位法である。
1999 年，火星探査機マーズ・クライメイト・オービターは，コミュニケーションのエラーによって失わ
れてしまった。探査機で作業をしていたチームがメートル法を使用したのに対し，別のチームが帝国法を使
用していたからである。
アメリカの慣用法は，インチは親指の幅から，フィートは足の長さからなど，人間の体のいろいろな箇所
に関係させて測定をするということに端を発したものである。
12 進法（12 の倍数）ということでは，アメリカでは世界と同様に時計の単位を使用している。
メートル法は 10 進法（10 の倍数）を基礎としており，数の数学的システムと同じである。
アメリカでは，科学研究はメートル法を使用して進められている。
アメリカは現在 10 進法を基礎にしている。
多くの自動車の速度は，時速としてマイルとキロメートルを併記している。
メートル法に変えた国々はたいてい，特に変更に伴う費用がかかることを理由として，反対意見がでてく
ることを経験している。
図３－１

構成課題テスト事例「いまだに単独で慣用単位」初級レベル（前半部分）
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指示
情報シートを読み，国の測定法を変更することに賛成か反対かを決めなさい。加えて提供されている事実
について，あなたの意見を支持することに役立つ情報がどれかを示しなさい。
あなたの意見のアウトラインを作り，以下のテンプレートに書き込みなさい。
主要なポイント：

理由１：

理由１を支持すること：

理由２：

理由２を支持すること：

理由３：

理由３を支持すること：

結論：

図３－２

構成課題テスト事例「いまだに単独で慣用単位」初級レベル（後半部分）

まるでディベートの準備をするように，理由を３つとその理由を支持すること（証拠）を過不足なく示す
必要がある。すなわち，きちんと議論を組み立てられるかどうかを，評価することができるテストである。
最後に，中級レベルの事例を図４として示す。この中級レベルの例は，そのまま米国の書くことで行われ
ている評論文を書く作業に通ずるものである。ここに例はないが，さらに上級レベルでは，現代的な課題に
ついて議論する。議論するその要素を押さえて過不足なく示すだけでなく，それを妥当な言葉遣いで，妥当
な文章量で，妥当な段落構成で，議論しなければならない。このようにして，読むことや書くことの授業に
そのまま生かせそうな，議論する力が評価できるのである。
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理由 -4-E
エドワード・ド・ヴィアー，シェイクスピア文学の本当の作者
マルコ・レッドマン
「ハムレット」「十二夜」「テンペスト」ソネット，あるいは多くのシェイクスピア作品といわれている作品
を書いた人物に，ウィリアム・シェイクスピアという名をつけることは不可能である。
第一に，シェイクスピアはグローブ職人の息子であった。彼が，スタンフォード・グラマー・スクールに入
学した（通っていた）という記録は全くない。しかし，劇や詩はしばしば古典文学に言及しており，登場人
物には貴族も多く含まれている。そして，多くの劇の設定は，イングランドの外である。シェイクスピアは，
ほかのどんな国も旅行したことがないことが知られている。それどころか，Shakespeare という名前は疑わ
しい。なぜなら，ところによって異なる綴りになっているからである。ましてや，
シェイクスピアの直筆（手
書き）の劇の原稿が存在しないのだ。
シェイクスピア作品を創作した人物は，高い教育を受けよく旅行をしたに違いない―例えばオックスフォー
ド第 17 代伯爵のエドワード・ド・ヴィアーのようにである。彼は，ケンブリッジ大学に在籍し，ヨーロッ
パのいくつもの国を旅行したし，もちろん，多くの貴族を知っていた。リア王のように，
彼には３人娘がいた。
しかし，より重要なことには，ド・ヴィアーは詩人であった。いくつかの劇も書いていたようだし，演劇会
社に資金提供もしていた。たとえ生き残った（今まで伝えられている）彼の詩が少数であったとしても，
ド・
ヴィアーは詩節（連）の異なる形について実験的な試みを行ったことが知られている。彼の作品は，彼の同
時代の人々によって称賛されている。
指示：
「シェイクスピアとド・ヴィアー」の事実シートの情報を用いて理由をつけなさい。エドワード・ド・
ヴィアーがシェイクスピアによって書かれたと思われている作品の作者であるというロッドマンの議論につ
いて，１頁または 2 頁の批評を書きなさい。
あなたの批評には，次のことを必ず含むものとします。
a) 議論を衰えさせる (undermine the argument) ため，事実シートの情報がどれくらい確かなものか説明し
なさい。
b) ド・ヴィアーが作者だということは間違っているとする理由付けを指摘しなさい。

図４

構成課題テスト事例「シェイクスピアの本当の作者」中級レベル
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４．２ シナリオ課題
次に，シナリオ課題として，図５を示す。
ジャンクフードのシナリオ
ジャンクフードを学校で販売すべきか？
皆が，ジャンクフードを学校で販売すべきかどうかについて議論している。あなたとあなたの学級のクラス
メートは，もっとよく学習して，自分の意見を作り出そうとしている。このプロジェクトにおいて，あなた
はこの問題を研究し，両方の立場の議論を探究し，自分の意見（見解 point of view）を学校新聞の社説（an
essay）に書くつもりだ。
４つの課題を行ってほしい。
課題１： 議論を読んで要約する。
課題２： 議論を分析する。
課題３： 編集者への手紙にある議論をレビューする。
課題４： 社説において自分の見解を示す。
図５

シナリオ課題テスト事例「ジャンクフード」

このシナリオ課題は，個々のテストという形ではなく，学級などでグループでこの課題を行いながら，そ
の活動状況を評価するという形で用いられる。
CBAL は，もともと読むこと・書くことの能力を伸ばしていく際に，これらの能力を支持する議論する力
を評価するように開発されたものである。このため，授業場面に用いられることを想定している。特にシナ
リオ課題は，グループ学習という授業場面でこそ，その力を発揮するテストであり，「パフォーマンス」自
体を評価するものである。

５．まとめと今後の課題
本稿では，国語科で読むこと・書くことを指導していくにあたって，その言語活動を支持する思考力を評
価する方法として，米国 ETS の CBAL という評価を検討した。CBAL では，論理的思考力を単に論理的に働
く力とするのではなく，他者と議論する力と設定することで，理由を述べるだけでなく関係者を想定したり，
立ち位置を熟慮したり，議論を組織化したりすることが評価対象と位置づけられており，また，幼稚園生か
ら大学生まで幅広い学齢の論理的思考力の慎重を評価しうること，また，構成課題とシナリオ課題という二
つのテスト方式によって，学齢にあった様々な場面を評価しうることが明らかになった。
本稿では，このようなテストの意味について，また我が国に持ち込む際の方法までは考察できなかった。
今後は，様々な論理的思考力を育てているとする我が国の教育実践例と，本稿で取り上げたテスト事例を比
較し，このようなテストが我が国にどのような効果を果たしうるかについて研究していきたい。
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