
DAY 1



What is NOT critical thinking?

私は文系にします。なぜなら・・・
ググったら「文系のほうが理系より簡単だ」って 
書いてあったから

その情報、正しいかどうか 
ちゃんと自分で判断できてますか？



What is NOT critical thinking?

私は理系にします。なぜなら・・・
「理系のほうが就職に有利だ」って 
親が言っていたから

その考え、いろんな側面から 
考えて自分で判断できてますか？



What is critical thinking?

情報が正しいかどうか 
自分で判断できること

自分の考えを多角的に見つめ直して 
自信をもった意見を持てること



知識
knowledge

スキル 
Skill

What is critical thinking?



自分で情報が信頼できるかどうかtest

NEWSをCRAAP TESTを使って
reliableかunreliableか判断しよう！



University of South Australia "Study Help: Evaluating Information" 
YouTube.〈https://www.youtube.com/watch?v=2U3dkTLjuvE〉（2021年4月19日参照）

https://www.youtube.com/watch?v=2U3dkTLjuvE


実際にやってみよう



配布した記事を読んで 
気づいたことをメモしよう



友だちと情報を共有し 
気づいたことを赤ペンでメモしよう



冊子p2のルーブリックを 
確認しよう



タグ A B C

○クリティカル 
シンキング 

情報の信ぴょう性を 
主体的に判断する 
ことができる

6

AAP項目に対して○、
△、☓、？で評価し、
その評価にした理由を
⑮項目全て具体的に書
けている。 

例）著者が個人ブロガ
ーなので、信頼できな
い。 

AAP項目に対して○、
△、☓、？で評価し、
その評価にした理由を
⑮項目全て書けてい
る。 

例）なんとなく信頼で
きない。 

AAP項目が○、△、
☓、？と自分が判断し
た理由が書かれている
のが14項目以下であ
る。 

○クリティカル 
シンキング 

多角的・客観的な 
視点を持ち 
自らの判断を 

内省することができる

7

他者の気づきを聞い
て、自分の気づきを見
直すことができ、その
思考や調査のプロセス
を具体的に赤字で記し
ている。 

他者の気づきを聞い
て、自らの気づきを見
直すことができる。 

自分の気づきと他者の
気づきを比較して、自
らの気づきを見直すこ
とができない。 



〔手順〕 
✔英文記事を読む 
✔reliable / unreliableの判断をする 
✔(CR)AAP項目を◯、△、×、？で評価 
✔評価・理由をシェア 
✔（必要であれば）調査 
✔赤字で思考プロセスを記入



〔目的・目標〕 
情報の信ぴょう性を主体的に判断できるよう
になろう 

多角的・客観的な視点を持って自分の判断を
見つめ直せるようになろう



冊子を回収します



DAY 2



前回の日本語記事について 

✔具体的に書こう 
　例） 
　「グーグルが新聞の問い合わせに回答しなかった」という記述は 
　グーグル側のみに問題があるように感じさせるバイアスがかかっている。 

✔根拠や論理性のあることを書こう。 
　× 尾形聡彦はどんな人物かわからないので信用できない。 
　×日本人なのでアメリカの情報には詳しくない 
　○尾形さんは経済部門の人なので、専門性に疑問がある。 
　○大手の朝日新聞が書かせている記者なので、ある程度は信用できる。



Media Literacy
AAP Test



Reliable!

BBC

”Japanese train departs 25 seconds early 
- again”BBC. https://www.bbc.com/news/
world-asia-44149791 (April 18th, 2021)

https://www.bbc.com/news/world-asia-44149791
https://www.bbc.com/news/world-asia-44149791
https://www.bbc.com/news/world-asia-44149791


Unreliable!

The Rising Wasabi

“Trump Tells Japanese Reporter, ‘I Only 
Speak American’” The Rising Wasabi. 
https://www.therisingwasabi.com/
trump-tells-japanese-reporter-i-speak-
american/ (April 19th, 2021)

https://www.therisingwasabi.com/trump-tells-japanese-reporter-i-speak-american/
https://www.therisingwasabi.com/trump-tells-japanese-reporter-i-speak-american/
https://www.therisingwasabi.com/trump-tells-japanese-reporter-i-speak-american/


Reliable!

BBC

“Japan's cyber-security minister has 'never 
used a computer’” BBC. https://www.bbc.com/
news/technology-46222026 (April 19th, 2021)

https://www.bbc.com/news/technology-46222026
https://www.bbc.com/news/technology-46222026
https://www.bbc.com/news/technology-46222026


Why is knowing whether 
a source is reliable or 

not important? 

Why should we care?



Three types of unreliable sources



AAP Test
California State University



What is AAP?

• A - Authority 

• A - Accuracy 

• P - Purpose



Authority
• Who is the author? 

• What are their qualifications? 

• Who is the publisher? 

• Are they reliable? 

• What is the source? 

• Is it satire? 

• Justin has a research degree in music education. Is he qualified 
to write about chemistry.



Accuracy

• Is the information supported by evidence? 

• Can you verify the information in other sources? 

• Are there any spelling, grammar, or other 
mistakes? 

• Just because I say it, does it make it true?



Purpose: Fact or Opinion
• Jane has a red bicycle. 

• Jane has a nice bicycle. 

• I am 178cm tall. 

• I am tall for an American. 

• Japan is a beautiful country. 

• Justin went to grad school, so he is smart.



Purpose
• Why was this article written? 

• Is it fact or opinion? 

• Is it impartial and objective? 

• Would an opinion article be a good source to cite in 
research? 

• Why or why not?



Any questions?



冊子を回収します



DAY 3



〔目的・目標〕 
情報の信ぴょう性を主体的に判断できるよう
になろう 

多角的・客観的な視点を持って自分の判断を
見つめ直せるようになろう



冊子p4の英文記事を読み、 
reliableかunreliableか判断
しよう 
＊直感で判断してOK 
＊iPadは使用しない

２分



冊子p5の(CR)AAP項目を 
◯、△、×、？で評価しよう 
黒文字で書き込む 
＊⑨は評価しなくてよい 
＊iPadは使用しない

１５分



タグ A B C

○クリティカル 
シンキング 

情報の信ぴょう性を 
主体的に判断する 
ことができる

6

AAP項目に対して○、
△、☓、？で評価し、
その評価にした理由を
⑮項目全て具体的に書
けている。 

例）著者が個人ブロガ
ーなので、信頼できな
い。 

AAP項目に対して○、
△、☓、？で評価し、
その評価にした理由を
⑮項目全て書けてい
る。 

例）なんとなく信頼で
きない。 

AAP項目が○、△、
☓、？と自分が判断し
た理由が書かれている
のが14項目以下であ
る。 

○クリティカル 
シンキング 

多角的・客観的な 
視点を持ち 
自らの判断を 

内省することができる

7

他者の気づきを聞い
て、自分の気づきを見
直すことができ、その
思考や調査のプロセス
を具体的に赤字で記し
ている。 

他者の気づきを聞い
て、自らの気づきを見
直すことができる。 

自分の気づきと他者の
気づきを比較して、自
らの気づきを見直すこ
とができない。 



⑨や調べるべき情報を調べて、
冊子p5に書こう（黒で） 
＊iPadの使用OK 
＊個人作業！

１０分



近くの人と自分の情報を共有し、
最低ひとつは赤ペンで自分の思考
プロセスを書き足そう

５分



ここで私たちから問いかけ



記事のウェブサイトには 
行きましたか？ 
「ABOUT」は読みましたか？ 
→気づいたことは赤ペンで書く

５分



冊子p5の最後を埋めてください

２分



冊子を回収します



DAY 4



〔目的・目標〕 
情報の信ぴょう性を主体的に判断できるよう
になろう 

多角的・客観的な視点を持って自分の判断を
見つめ直せるようになろう



冊子p6の英文記事を読み、 
reliableかunreliableか判断しよう 
＊直感で判断してOK 
＊iPadは使用しない

２分



冊子p7の(CR)AAP項目を 
◯、△、×、？で評価しよう 
黒文字で書き込む 
＊⑨は評価しなくてよい 
＊iPadは使用しない

１５分



タグ A B C

○クリティカル 
シンキング 

情報の信ぴょう性を 
主体的に判断する 
ことができる

6

AAP項目に対して○、
△、☓、？で評価し、
その評価にした理由を
⑮項目全て具体的に書
けている。 

例）著者が個人ブロガ
ーなので、信頼できな
い。 

AAP項目に対して○、
△、☓、？で評価し、
その評価にした理由を
⑮項目全て書けてい
る。 

例）なんとなく信頼で
きない。 

AAP項目が○、△、
☓、？と自分が判断し
た理由が書かれている
のが14項目以下であ
る。 

○クリティカル 
シンキング 

多角的・客観的な 
視点を持ち 
自らの判断を 

内省することができる

7

他者の気づきを聞い
て、自分の気づきを見
直すことができ、その
思考や調査のプロセス
を具体的に赤字で記し
ている。 

他者の気づきを聞い
て、自らの気づきを見
直すことができる。 

自分の気づきと他者の
気づきを比較して、自
らの気づきを見直すこ
とができない。 



⑨や調べるべき情報を調べて、冊
子p7に書こう（黒で） 
＊iPadの使用OK 
＊個人作業！

１０分



近くの人と自分の情報を共有し、
最低ひとつは赤ペンで自分の思考
プロセスを書き足そう

５分



ここで私たちから問いかけ



元記事みました？



気づいたことは赤ペンで書く
５分

Hannah Parry “‘This is happening right now': 
Twitter users, including Obama's speech 
writer, slam ICE picture they believe shows 
'cage' that separates immigrant children 
from their families under Trump - but it was 
actually taken in 2014” Mail Online. https://
www.dailymail.co.uk/news/article-5779977/
Twitter-slams-ICE-pictures-detained-
immigrant-children-actually-taken-2014.html 
(April 19th, 2021)

https://www.dailymail.co.uk/news/article-5779977/Twitter-slams-ICE-pictures-detained-immigrant-children-actually-taken-2014.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5779977/Twitter-slams-ICE-pictures-detained-immigrant-children-actually-taken-2014.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5779977/Twitter-slams-ICE-pictures-detained-immigrant-children-actually-taken-2014.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5779977/Twitter-slams-ICE-pictures-detained-immigrant-children-actually-taken-2014.html


冊子p7の最後を埋めてください

２分



冊子を回収します


