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1,は じめ に
国語科 の授業 にお け る授業 の あ り方 の 追究 と教 師 の力量形成 につ い て ,福 井県鯖江 中学校 の

8名 の 国語科 の先生方 と高木 との 共 同研 究 を通 し,そ の 考察 を行 っ た *1。 そ こで は ,同 じ中
学校 の 同 じ教 科 内にお け る教 師 の 意味 へ の 考察 で あ った。 中学校 にお い ては,教 科指導 は専 門
の教科 の教 師が行 ってお り,教 科 に対 す る専 門的 な知識 を有 した教 師が指導 を行 って い る。

一方,小 学校 においては,各 教科 を専門 とす る教 師が各教科 の指導を行 うのではな く,各 学
級担任がそれぞれの教科 の学習指導 を行 ってい る。そこで,小 学校 にお ける国語科 の授業に関
して,一 つ の学校全体 で どのような取 り組みを行 い,そ の過程 の中で教師が どの ように変容 し
て行 ったかをここでは考察す る。
対象 とした小学校 は,静 岡県磐田郡竜洋町立竜洋北小学校である。各学年 2ク ラス,全体 で
12学 級 で,平 成 3年 度の全校児童数は398名 の学校規模 である。地域 の概要 につい て は,平
成 3年 度「学校経営書」 に,次 の ように書かれてい る。「竜洋北小校区は,戦 前戦後 を通 じて
農業経営が中核 をな し,疏 菜園芸 は栽培面積 にお いて も品質で も中央市場には名声 の高い土地
である。近年産業構造 の変化に ともない,農 業 も多様化 し,現 在 は米作 をは じめ温室・ハ ウス
栽培・ ね ぎ・畜産が さかんである。 また,工 業用地 として天竜側左岸 を埋め立てて,企 業誘致
につ とめ,楽 器・ 木工・ ゴムエ場等が進出 してい る。 また,宅 地造成・住宅建築 も進み,工 業
都市浜松 のベ ッ ドタウ ンとして変 ぼ うしてい る。
」
この竜洋北小学校は,1983年 度 よ り学校全体 で国語科 の研究に取 り組 み ,特 に物語文の指
導 では1988年 に「竜北方式」 とい う指導過程 を確 立 してい る。

2"竜 洋北小学校 における物語文の指導過程
竜洋北小学校 の平成元年度の研究主題 は,「 進 んで学習 し, 自分 の考 えの持 てる子 の育成
こ
の研究主題にもとづいた研究 の成果が,竜 洋北小学校 の 『平成元年度 研究紀要』 にまとめ ら
れてい る。その 中の「 Ⅲ.研 究の歩み と成果」 として「 1.物 語文 の指導過程」 (P.6)が ,次
(国 語科)― 中心語句を大事 にして読 み深 める,物 語文の授業展 開―」 と設定 されて い る。

のように示 されてい る。
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題名について話 し合う。
全文を読み,漢 字・語句を調べる。

よ
む
つ か む

あらす じをつかむ。 (登 場人物・場面など)
4.感 想 を話 し合い,学 習のめあてを作る。
・場面ごとに一番心 に残らたことを話 し合い,学 習のめあてを決める。
・ 中心場面について話 し合い,主 題を予想する。 (高 学年)
3。

5。

くわ しく読む。 (

1時 間の学習 のながれ'に そい,下 記 の ような学習

)
内容 をね らい にあわせて組み入れてい く。
○学習 のめあてを解決す る:
・ 主人公 の行動 を調べ る。
1
場面・ 登場人物・ 中心語句な どを手掛 か りにして
0主 人公 の気持ちの変化 を読み とる。
中心文・会話・ 行動・ 中心語句な どを手掛 か りにして
・情景 を読み とる。
視写・朗読な どを通 して

ふ
か
め
る

感想 をま とめる。
・一番心 に残 ったことを中心に話 し合 い

‐

主題を考 える。

(初 めの感想 と比べ る)
７

ま と め る

８

ひろげる

展

文字・ 語句・ 語法 の練習 をするも
学習の ま とめをす る。 感想・ テス ト

9.読 書・ 発展

さらに,「 ふかめる段階の指導 と一時間の流れ」 として
してい る。

,

1時 間の指導過程 を次 の よ うに示

1時 間の学習 の流 れ
(三 分間音読)

・ チ ャイムがなった ら,各 自・
,今 日の学習の ところを全員立
って読み始 め,全 員が読み終わった ら授業を始める。

1,前 時の復習をす る。

・前時の中心文 とか 中心語句 を提示 し,ノ ー トに書 いたこと
などを言 わせ る。
・ 発表 の少ない子 に指名 した りす る。
)
(必 要 に応 じて,今 日の場面 は… とす ぐ入る場合 もある。
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2,本 時のめあてをつかむ。

・ 教師 と同 じ速 さでノー トに書 かせ る。

3,全 文 を読む (順 番読 み)

・本時 の場面 を順番読みさせ る。
・ 読 み終 わった ら,め あてについて直観的 に読 み取った こと
を一言 で発表 させ る。

4,中 心文 を見つ ける。
(範 読)

・範読を聞きなが ら,中 心文に線 を引 く。
・ 「直観読 みをした ことが,ど の文 でわかるだろ うか。
」
・線 を引いた丈 を発表する。
・ 発表 したた くさんの中心文 を,話 し合 って小数 にしぼる。

5,中 心文 を視写す る。

・教師 と同 じ速 さで,ノ ー トに 1行 お きに試写 させる。

6,中 心語句 を見つ ける。

・ 指示棒 に合わせ ,板 書 を一緒 に読 ませる。
・「中心語句 を探 しなが ら読 もう。
」
。読 み終 わった ら,中 心語句 を発表 させ る。
・ 発表 したた くさんの 中心語句 の中か ら,取 り上 げ る語句 を
小数 にしぼる。

7,中 心語句 に

書 く。

・ 何 を書 くか,書 く視点 をはっ きりさせる。
・ 自分 の考 えで書 く。
・ 「― と― をつ なげて,読 んで思った ことを書 いて ご らん」
・多様な意見が出そ うな ところで書 かせ る。
・ 1分 間で書 きなさい,な ど集中力 をう ける。
(体 験 を発表す る場合 は,書 きこみは行わない)

8,中 心語旬について話 し合
つ。

・書 きこみをしたことを発表す る。
・ 発表をもとに,他 の部分 に広げた り,心 情 を深めるように
発間 を工夫する。
・友達 の考 えを聞きなが ら,自 分な りの考 えをもたせる。
・ 自分 の考えを述べ ,練 り合 いの場 としたい。

9,中 心文 や場面 の 中心 の表

・ 指名読み・会話読み・役割読 みなど工夫 させる。

現読 み をす る。 (朗 読 )
10,学 習 の ま とめ をす る。

・ 主人公へ の手紙な ど,視 点 を工夫する。
・ 板書 を読 ませ ることも大切。
・一人下人の ま とめ方 を認め,励 ます。 (そ の子な りの まと
め方 で よい。)
・一番心 に残ってい るところを中心にま とめさせる。
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11,次 時 の予告 をす る。
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次時 に学習す る場 面 を示す。

この竜洋北小学校 の国語科 の授業 における指導過程は,国 語科 の学習指導 を十分に こなす こ
とので きない教師にも,学 習 の形か ら国語 の授業を行 うために,あ る程度の授業を行 うことが
で きる。 しか も,国 語科 の授業に大 きな位置を占める教材 の内容についての検討を,教 師が十
分に行わな くとも,あ る程度の授業が成立 して しまう。そ こにメリッ トが 認 め られる ものの
国語科 の学習で最 も重要 と考える教材内容 の検討 にもとづいた学習指導を,そ こに認 めること
,

はで きない。 このような指導過程が成立 して きた背景には,国 語科 の授業における授業方法 に
教師の関心が高 いこ とか ら指導過程 とい うことが重視 されてきた と見ることができる。それは
竜洋北小学校に限ったことではな く,各 教科 の専門制をあまりとらない小学校 とい う性質 もあ
る。
,

この竜洋北小学校における国語科 の指導過程は,国 語科学習における学習者 の言語活動 であ
る,読 む 。書 く・ 聞 く・ 話す とい う四つの領域 がすべ て含 まれてお り,一 時間の学習活動 とし
ては,完 成されたものであるとい うことがで きる。それは,こ の竜洋北小学校に隣接する,浜
北地区における芦田恵之助 の七変化 の授業 をもとにした国語科 の授業の指導過程 に大 きな影響
を受けてい る。
この物語文 の指導過程は,竜 洋北小学校が学校全体 として国語科 の授業 に 1988年 か ら取 り
み
組 ,今 日までの 日々の国語科 の授業 の中か ら積 み上げられて きたものであ り,「 平成 3年 度
研究紀要」 (P.1)に は,こ れ までの国語科 の研修 の成果を踏 まえて,次 の 4点 をあげてい る。
1.学 習のめあてをもつ ことがで きる。
2.学 習過程が よ く分か って学習す ることがで きる。
3.学 習の方法が よ く分かって学習す るこ とがで きる。
4.学 習の基礎的

0基 本的力 を身 につ ける ことができる。 (読 む力 ・ 書 く力 ・ 話す力・ 聞 く

力)
さらに,こ の物語文の指導過程は,国 語 の授業 としてある程度まとまってお り,指 導過程が
明確 なために国語 の学習指導に教師の力量 のば らつ きがでに くい とい うメ リッ トがある。
この ような指導過程 を作 り上 げて きた ことは,竜 洋北小学校が これまで,国 語 の授業研究を
学校全体 として取 り組 ん きた成果であるといえよう。

3,竜 洋北小学校での国語科 の授業研究の意味
1990年 度 と1991年 度 との二年間 に渡 り (1992年 度 も継続中),高 木が竜洋北小学校 の先生
方 と共同で国語科 の授業研究 を重ねてきた ことを振 り返 り,小 学校 における国語 の授業 におい
て,教 師が どの ような ことによって国語科 の授業改善を図つてい くのか,ま た,そ こにおける
教師が いかに国語 の授業に対する力量 を図つてい くのか,と い うことの拠点 を明 らかにするた
めにア ンケー トを行 った。ア ンケー トの対象 は,竜 洋北小学校 の学校長 ,教 頭 を除 く14名 の
先生方 (含 む講 師, 1名 )に 以下のア ンケー トを行った。回収回答 は,13名 である。 実施時
期は,1992年 3月 である。回答方法は,自 由形式 の記述式 とした。

国語科授業に関す る教師の力量形成の拠点
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以下,ア ンケー トの各項 目ごとに,考 察 を加 える。
教職経験年数 と性別

lMlは 男性 ,lWlは 女性

llMl:35年 男・ 21Ml:14年 男 03(Ml:13年 男・ 41Ml:8年 男・ 51Ml:4年 男・ 61Ml:2年 男
71Wl:28年 女・ 81Wl:16年 女

091■ 71:13年 女・ 101VJl:11年

女・ 1llVfl:11年 女・ 120:11年 女

131Wl:4年 女

竜洋北小学校 の教師の教職経験年数 と性別 は,上 記 の通 りである。小 学校 としては比 較的
男性教師が多 い方である。
教員免許状 として持 ってい る教科 目

ここで注 目されるのは,こ の竜洋北小学校では,全 校で国語科の研修を行 ってきてい るが
中学校の国語科の教員免許状 を有す る教師が皆無であるとい うことである。回答された教員免
許取得教科は,上 記の通 りで,他 の教師は小学校全科の教員免許である。
,

1,先 生が得意 とされてい る授業科 目は何ですか。その理由をお書 きください。
研修 をする機会に恵 まれた。
児童が一番生 き生 きとし,内 面的行動があ らわれる教科であるため,実 地 し
ていて も楽 しくで きる。又 ,成 長が よくわか りやす い。

llMl:社 会
21Ml:体 育

31LIl:な

し

興味を持 ってい る。今 まで,研 修 の教科 として取 り上 げ られていたか ら。
51Ml:体 育 専門であ り,細 か い点 までよくわかる。
生活 これに近 い もの を養護学校 でやって きたので。
61Ml:体 育 教室 では見れない子供 の動 きが見れ るため,ク ラスの和 をつ くりやす い。
71Wl:家 庭科 人間が生活 してい く上での基本 となることを学 んでい く大切 な教科 であ る
と思 う。子 ども達 と接 していて家庭科 を学んでい る大切 さを感 じる。何 の教科 で も
41Ml:国 語

そ うだ と思 うが,子 どもと心が通 じ合 えなければ成立 しない教科 であ り,楽 しい。
81Wl:特 にな し

自分 自身が絵 を描 いて きた経験があ るために,子 供へ の援助が い くらか的確
であるのではないか と思っているか ら。
101Wl:国 語 対立する発間を考えるのが楽 しいか ら。
図工 指導 のすべ を学び,実 践すれば必ず子 どもの作品 にあ らわれるか ら。
91Wl:図 工

1 llWli国

語

1 21Wl:音

楽

学生時代か ら好 きだったか ら。
自分 自身が趣味 として取 り組 んで きた こと,誰 で も歌 は歌える と考 えてい る

か ら。 (う まい,へ たなど関係 な く)
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で きた ときクイズの答 がわか った と きの よ うに うれ しい か ら。

数

国語 をあげた教師 は, 3名 である。体育 は男性教師に限ってお り, 3名 があげてい る。図工
は 2名 。社会 ,生 活,家 庭 ,音 楽,算 数がそれぞれ 1名 である。
国語 を得意 とす る教師は,学 校 の全体的割合か らする と少ない とい えよう。 しか し,高 木が
竜洋北小学校 に伺 って国語科 の授業を拝見する限 りでは,竜 洋北小学校 の教師は国語 を不得意
とはしてい ない と,印 象ではあるが感 じている。

2,先 生が不得意 とされてい る授 業科 目は何 ですか。 そ の理 由 をお書 き くだ さい。
llMl:国

語科

勉強する機会 に恵 まれず,今 本を読 んで実践 して研修す る場が少ない。

:音 楽科

家庭科
21Ml:音 楽 歌 を人の前 で歌 った り,演 奏することが苦手である。
3(M):す べ て
自分の技能上 の問題がある。
伴奏ができない。
61Ml:理 科 ,社 会 興味のある子 とない子がはっきりとわかれて しまうため
4(Ml:音 楽
51Ml:音 楽

71Wl:社 会科

もともと苦手な教科 として しまっている (小 学校 の時か ら)
81Wl:体 育 技能的なものが 自分 自身,身 についていないため適格な指導・ 助言等がで き
ない。
91Wl:理 科

① 自分 自身,「 理科はきっと楽 しいのだろ うけれ ど,専 門的な知識 もな く
よ くわか らない。
」 とい う苦手意識があるか ら。
②出入 りの関係 で,中 学年以上の理科 を教えた経験がないので,自 信がない。
10 1Wl:道 徳 実践へ結 びつ くように主体的実践力 を育てたいが,形 にあらわれに くいので
,

指導がむずか しいか ら。
音楽 ピアノが伴奏つ きで弾けないか ら。声がでない。歌えない。 (音 域がせ まい
か ら)
1l lWl:理 科

経験が少な く,勉 強不足だか ら。

)

自分 自身に基本的な ことが身についていないため。
楽 しくで きてはい るが技術的に高めてあげ ることがで きない。

12 1Wl:国 語 (書 写
13 1Wl:音 楽

不得意であるとするものの数が,圧 倒的に多 いのが音楽科である。 6名 の教師が具体的な教
科名 として音楽科 をあげ, 1名 の教師が,「 すべ て」 と答 てい る。男性教員 で音楽科 を不得意
としてあげていない ものは 1名 のみである。竜洋北小学校 14名 の教 師 の 中,半 数が音楽 科 を
不得意 としている。その理由としては,技 能・技術的なものがあげ られている。
次に不得意 とする教科は,理 科 の 3名 である。社会科は, 2名 。国語科 も書写を含めて 2名
の ものが不得意 としている。家庭科,体 育科 ,道 徳 はそれぞれ 1名 である。
上記「 1, 2」 のアンケー ト内容 を見ると,竜 洋北小学校 の教師にとっての国語科は,特 に
目だって得意 とするで もなく,不 得意 で もない とい う状況 である。

国語科授業に関する教師の力量形成の拠点

3,子 どもたちにとって,ど ういう授業が望ましいと思われますか。
1(Ml:子 どもが 自分 な りの疑 問 (課 題 )を 持 ち,意 欲的 に調 べ

,

自分 な りに学 んだ

ことが 身 につ く授業 (全 員 で深 めてい く授業)。
21Ml:目 的に向か って,全 員 の児童が試行錯誤 しなが ら,あ る結論 に達成する。
3(Ml:こ れを学 んだと子 ども自身がわかる授業。
41Ml:力 の付 く授業

向上的な変容 を保証 し得 る。知的に追究 してい く。
51Ml:教 師の投げかけや友だちの発表 を聞いて気づ き,深 める授業。

61Ml:興 味を持 って参加 で きる授業。
71Wl:わ かるか らお もしろい,出 番があるか ら楽 しい,そ んな授業 を望んでい ると思 う。
81Wl:分 かる授 業,楽 しい授業

どもには,自 分 の成長や学習 の深 まり,進 歩な どが,自 覚で きる授業は楽 しい と
思 う。 だか ら,子 どもたちに着実に力 をつ けてあげ られる授業 (発 達段 階にあ った
授業)が 望 ましい と思 う。

91VJl:子

子 ども主体 の学習。意欲がでる,対 立がお きて練 り合 うお もしろさがでる授 業。
子 どもがわかる授業 ,力 がつ く授業。
1llWl:子 どもの活躍す る場が組 んであ り,主 体的 に学習 で きる授 業。

121Wl:0自 分 たちの問題 として,解 決 してみ よう (解 決 してみたい)と 自主的に取 り組む
授業
131Wl:1時 間の 中に必ず○○ で きたと満足で きる瞬間のある授業。楽 しい授業
「41Ml:力 の付 く授業 向上 的な変容 を保証 し得 る。知的に追究 してい く。
」 とい う回答 を除
いて,教 師 として学習者 を変容 させ るのではな く,学 習者 の側か らの学 びのあ り方 とい うこと
に授業 の方向性 を見てい る。学習者が意欲的に,楽 しく,主 体的 に自らが学習 に参加 で きる授
業を望 ましい としていることが認 め られる。
ここには,こ れまでの小学校 の指導要録な どで指導内容 の項 目の上位に位置づ けられていた
知識理解 に関す る内容 は,全 く取 り上げられてい ない。 このことは,今 日の教育状況 に対す る
教師側 の意識のあ らわれ と見 ることがで きる。

4,教 師にとって,ど ういう授業が望ましいと思われますか。
llMl:全 員の力が生かせる場を考えた授業。
(「 目的に向かって,全 員の児童が試行錯誤しながら,あ る結論に達成する。
」
)
のことを明確 にし,過 程を大切にする授業。

2(Ml:上 記
31Ml:自

他 ともに納得 で きる授業。

4(Ml:子 供 の将来を見通 した上で

,

現在 を充実 し得 る こ とを検討 した授業。

51Ml:子 どもたちが練 り合 う授業。
61Ml:子 供が深 く考える授業。
71Wl:い ろいろな教材用具を駆使 して指導 して も子 どもがついてこなかったら力 もついて

いかない。子 どもが 目を輝かせて真剣 にと りくんで くれる授業を目指 したい。
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'と い
その子なりに「 分かった,で きた」
う喜びがある授業
一
ひとりひとりが課題にむかって 生懸命取 り組む授業

、

・ 活気 のあ る授業

,

91Wl:子 どもたちにとって望 ましい授業が,教 師にとって も望 ましい授業 であるように思

われます。
OIWl:・ 教師の出番が少ない もの。

、

子 どもの意見を多様 にひきだせ る授業。
1llWl:子 どもの活躍す る場 が組んであ り,主 体的 に学習 できる授業。
121Wl:・

,

各 々の子供が生 きる授業

131Wl:1時 間の 中に必 ず○○ で きた と満足 で きる瞬間のあ る授業。楽 しい授業

ここで も上記「 3,子 どもたちにとって,ど うい う授業が望ましいと思われますか。」 とい
う間に対する回答 とほぼ同様の傾向を見ることができる。学習者 とい う観点が,教 師の側に意
識されて授業がとらえられている。国語科の授業 という教科についての指導観が,学 習者の地
平からどらえようとしている姿 を認められる。

5,教 師の専門力量 とは どの ようなことだとお考 えですか。
どもが前向 きに学習 してい く過程 を組織すると共に教材について十分に研修 して
充実 した授業 を積 み上 げ る。

llMl:子

21Ml:ど んな児童 にで も指導力が発揮 で きる教師。
31Ml:力

量をつ け ようと実践・ 学習す る力。

4(Ml:基 本的には,自 分 自身を変容 してい く意識を持っていることを前提 としつつ,教 科

及 び教育 の内容 を構造的に把握 し,こ れを実践 の場 で具現化 しうること。
51Ml:子 どもを引 きこみ,考 えを深めさせ る力。

,

61Ml:子 供 の裏方 にな り子供 に満足 させ 自信 を持たせてい くこと。
71Wl:小 学校 においては教師が行えな くて も (手 本 にならな くても),行 お うとす る姿勢

があれば子 どもはついて くる。専門的知識がな くても教え ようとす る姿勢があれば
力量 は図 られてい く。
81Wl:教 科 に対す る専門的知識。子供 ひと りひと りを適格 に判断 (つ かむ)す る力。
91Wl:常 に子供 の実態把握が,的 を得てお り,子 供 の力 をつ けるための手 だてを豊富 に持

って い る こ と。

多面的 に子 どもを見 る力 (=み とめる,伸 ばす力)
教育 の技術 を習得 し,実 践 で きる力 ′
豊かな感性 ,人 間性
教科 の指導 目標 をきちん と押 さえた上で:子 どもが主体的 に目標 を達成で きるよ
,
うに,発 問,助 言をす る授業を していけること。
121Wl:0得 意 とす るこ とを謙虚 にかつ積極的 に受け入 れ追究す る態度
131Wl:(よ
わか りませんが)子 どものつ まず きを克服す る手 だて (教 材言葉 のかけ方)
′
を知 っている。
1llWl:・

iく

国語科授業に関す る教師の力量形成 の拠点
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この項 目は:教 師それぞれの価値 の置 く位置 によって,回 答が異 なってい る。全体的傾向 と
しては,学 習者 を見 るス タンスのあ り方 を回答 してい る。
」 だけは,指 導力 とい うことを取 り上 げ
「 2(Ml:ど んな児童 にで も指導力が発揮 で きる教師。
ているが,前 項 の回答 で 「上記

(『

目的に向か って,全 員 の児童が試行錯誤 しなが ら,あ る結

」 と,学 習者 の学習過程 の重要
論 に達成す る。
』)の ことを明確 に し,過 程 を大切 にす る授業。
い
べ
性 を述 てお り,こ の項 目の質問が「教師の専 門力量」 と うことに焦点 を当てたため このよ
うな回答 になったと考 えられる。

6,先 生のこれまでの教職経験 の中で,教 師 としての力量が形成されたのはいつ,ど こで

,

どのようにだとお考えですか。
llMl:校 内研修・ 個人研修 の二面 ―授業 の中で考えたことを実践 してい くことを通 して。

春野町で基礎的授業指導
30歳 〜 竜洋町・福 田町 実践的活動
35歳 〜 浜松市 教師の あるべ き姿 と自己研修 のあ り方,
40歳 〜 豊田町 0竜 洋町 全校的視野で活動 で きる教師のあ り方

21Ml:20歳 代

,

,

̀

量はなぃ。
41Ml:新 採 で入った学校。新採 2年 目の時 に,自 発的 に学級経営案 を多量に書 いたときに
一年間及 び,小 :中 ・ 高・ 大学校 での教育 の流れが展望 で きたときに。
・
・。
51Ml:講 師時代 か ら今 まで (現 在 も)。 力量 とい えるか どうかは疑 間ですが・
3(Ml:力

61Ml:形 成中
71Wl:大 きな仕事が まわって くるたびに自分が大 きくなってい く,と い うことを感 じる。

子 どもと同 じで,チ ヤ ンスがあった らそれを逃げない ように受けてたつ ことだと考
える。
81Wl:ま
91Wl:・

だ力量が形成 された とはい えない。
校内の分掌 で,責 任 を持つ仕事 を与えられた時。

・研修会の参加 で。
・個人研修 で 自分な りのテーマ を設けて,取 り組 んだ時。
・校内研修 で研究授業 をした時。
101Wl:0教 職 2〜 3年 目,新 任校 ,先 輩教師 に刺激 されサ ー クルで学習 した り教育専門書
か ら学んだ りしたか ら
0研 究授業 の場 で,教 材研究,授 業案作成過程で…
1llWl:校 内研修 において,研 究授業 を行い,そ の事前・ 事後 の 自分の教材研究や,話 し合

いにおいて。
121Wl:(い まだ形成 されてい ないので,解 答 に苦 しみなが ら…)

・ 全学年 を担当 した とき (教 職 10年 )
131Wl:経 験 を重ねる ご とにだ と思 い ます。

この項目は,一 言でいえば「131Wl:経 験を重ねるごとにだと思 い ます。」 とい うことに尽 き
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る。この経験 をいつ・ どこで・ どの ように,と い うことが問題なのである。傾向 としては,各
教師がその時 々の学校 の中で,校 内研修等 を通 して とい うことができる。 この項 目の質問か ら
は,断 定的な ことはい えないが,各 学校 にお ける校内研修 のあ り方が教師のヵ量形成に関 して
,

鍵 となると考える。

7,国 語の授業についてのご意見 をお聞かせ ください。
(1)国

語 の授業 は何 のために行 うと思 われ ますか。先生のお考 えをお書 きください。

llMl:学 校教育 の基礎 になる教科 であるし,, 日本人としての基本的資質を育てるため。
(読 む・書 く 0話 す 一人間を高める)
21Ml:日

本語 を正 しく使用 し,伝 達手段 として,表 現 として等,言 語 を利用するため。

3(Ml:言 語 と思考をきたえる。 日本人をつ くる。
41Ml:生 きる力 をつ ける。ex.読 解力 は,表 面に表れない奥 に隠れた もの を把握す る力に

つ ながる。 一例えば他者 との コ ミュニケ ーション能力。 自然 ―科学的思考力
5(M):日
に

本人 として正 しく読 んだ り書 いた りで きるように。人間 としての幅 を拡げるため
。

61Ml:豊 かな心 をつ くり感性 を育 ててい く。社会で必要な知識 を身 につ けさせる。
71Wl:人 間の言語生活 の基本を指導す る。
81Wl:正 しい 日本語を身につ けるため。豊かな想像力 0表 現力を身につ けるため。
91Wl:・

国語力つ まりことばの力 をつ けるため。

・ 日本文化 を形成 して きた根源にある日本語を理解 し使えるようにすることで,日
本の文化 を継承 で きると思 う。
・考 える場 の提供。 (人 間について考える)
101Wl:子 どもの言語能力,表 現力,思 考力,読 解力な どを伸 ばすため。

語を通 して,自 分の考えを表現 した り,他 の人の考 えや世の中の様 々な事柄 を知
り (認 識するこ と),自 分 の内面 を豊かに してい くため。
121Wl:自 国の言葉を勉強するためであ り, 日本人として,日 本語 のすばらしさ,美 しさを
1llVVl:言

追究する。
131Wl:国 語 の力 は日本人社会 で生 きてい く上で必要な力だ と思 い ます。その力 をつ ける為。

この項 目では,国 語 の授業に対する教師の構 えの拠点を探 ろ うとした。 当然 の こ となが ら
国語科教育の有 している教科観の幅の広 さが,回 答にも見 られる。

,

ここにみ られる竜洋北小学校 の教師それぞれの国語科についての教科観は,各 自が これまで
の個別的な体験 と経験に よって形成 されて きた といえよう。 しか し,こ の国語科についての教
科観 は,各 人が各様なだけに,竜 洋北小学校 としての国語 の授業で どのような学力を学習者に
育成 したいか とい うことは見えて こない。教師 としての国語 の授業 としての とらえの一般的な
傾向を認める こ とがで きる。
一つの小学校にお いて,そ れを構成す るすべ ての教師の国語科 の教科観 を統一す ることは無
理な ことではあるが, しか し,学 校 としての国語 の授業 に対す る構 えとして,各 学校 における
教科観 の確立は必要 である。

国語科授業に関する教師の力量形成の拠点
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語 の授業 を行 うにあたって,教 師 として必要な ことは何 だとお考 えですか。

llMl:教 材分析 ,児 童 の実態把握,活 動内容濃 い授業の組織化
2(Ml:教 材 を十分解釈 し,児 童にどんなことをね らい とさせてい くかを明確 にしてお くこ

と。
31Ml:健 康 な体。国語 に限 らずすべ て と思 うか も知れないが,と に角,雑 用だ らけで健康

な人なんていない もの。
4(Ml:目

的

(こ

の授業 で,何 の力 をつ けようと意図 してい るのか)目 的を具現化す る手立

ての保証。
51Ml:読 解力 ,間 接的に子 どもたちに気づかせてい く力。
6(Ml:教 材研究。子供 の実態 をつかむ。

ず教材解釈 をはっきりさせてお く。教師が教材 にほれ こむことは,子 どもが教材
を好 きにさせ る第一歩 だ と思 う。
81Vfl:正 しい 日本語感覚。豊かな想像性・ 表現力。
71Wl:ま

教材 で (本 時で)何 を育 てたいか,何 を教えたいか,は っき りしてい ること。
・教師の気づ きと,子 どもの気づ きが,同 じか どうか,興 味を持 ってと りくむ姿勢
(教 師の意欲・ 感動)
・ 子供 の実態把握。

91Wl:・

子 ども主体 の授業を行 うべ し。 自分の解釈 を押 しつ けてはならない。それでいて
一 人ひとりの読みを大事 にみ とめあ うことで,生 き方を学 ぶ。

101Wl:・

・言語能力 など基礎的学力 をつ けるべ し。
1llWl:た とえば,物 語教材 であれば,そ の作品が好 きである こと。教師自身が豊かに読み

とること。作品を通 して何 を子 どもに指導す るか (目 標)を きちんと把握する こと
子 どもの発言 を受けとめ,受 け入れ,学 級全体に広がるように返 してい くことなど。
121Wl:0片 仮名,漢 字な どの基礎基本 を正 しくとらえる。
・ 自らが作品の良 さに共感する こと。
131Wl:子 どもの思考 レベ ルになって考える。 1年 生になって,

6年 生になって,文 を読む。

教材研究・解釈 に関する ことを回答 したのが, 6名 。学習者 の実態把握 に関す ることを回答
したのが, 6名 。授業 の 目的を明確 にす る ことを回答 したのが, 3名 である。 このことは,授
業 の構成要素 である,教 師・学習者・教材 とい う関係 か らみると,教 師側 の視点 で国語 の授業
を見るとい うこのアンケー トの質問項 目か らは,当 然 の結果 として,教 材 と学習者 を必要な要
素 として取 り上 げてい る。
教材研究に関 し,「 初任者の指導上の困難点」 としてではあるが,「 指導で うまくい ってい な
いこ とはどんなことですか。
」 とい う内容 の調査報告がある。そ こでは,次 の よ うなデ ー タが
示 されてい る*2。
教材研究 をする時間がない。
発間の仕方がわか らない。

小学校
小学校

63%
99%
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小学校
教材研 究 の方法 が わか らなぃ。
づ
こと
が あ る。小 学校
授 業 の途 中 で ゆ き まる

79%
84%

上記のデ‐夕の四つの内容は,い ずれも教材研究 0解 釈 に依拠 してでてくる問題である。こ
れを見ると小学校の教師は,教 材研究・解釈 によって授業をどのように組織 0構 成するか とい
う点に関して困難点 としてあげている。このことは,竜 洋北小学校の教師にも認めることがで
きる。竜洋北小学校の教師は,専 門教科 として国語科の教員免許状を所有 していない。そのこ
とが直接的に日々の国語科の授業に不利益 とはなってはいないものの,教材研究を行うに当たっ
ては,国 文学・ 国語学 という国語科の基礎的な素養 と研究方法を知っているかが大きくかかわっ
て くる。そこでこのような回答 となったとい うことができよう。
また,学 習者の実態 に関することは,授 業で対象 とする学習者が変われば,そ の都度,授 業
内容そのものが変わってい くものであるので,教 師 としては学習者の実態把握が必要であると
考えることは当然である。
(3)先 生にとって国語の授業は楽しいですか,苦 痛ですか。その理由もお書きください。

llMl:無 答
21Ml:ど ちらか と言えば苦痛 である。教師 としての年代 の思考 と児童 の年代 の思考がず い

ぶん とか けはなれた存在 である。深 まりが うまくで きない。
3(Ml:普 通 の授業 は楽 しい。研究授業 は苦痛。理由は準備が大変。ただでさえ多忙 なのに
41Ml:楽 しい。子供 の変容が よ くわか り,子 供 に力 をつ けてい ると確信 してい るか ら。
51Ml:今 の ところ苦痛 (ま だ うまく進 め られないので)じ ょじょに楽 しくな りつつ あ りま

す。
6(Ml:楽 しい (子 供 の豊かな発想 を出させ,そ こか らみんなで考えてい くところ)
71VJl:学 習指導の方法がわかるようになってか ら楽 しくなった。

81Wl:楽 しい時 もあるし,苦 痛 な時 もある。

文法的なもの,知 識など一方的 に教 える方が楽に思 う時があ る。
・教材研究すればす るほど,わ か らな くなって,自 分 の読みを (感 動 を)失 いかけ
た時の授業 はつ まらない。

91Wl:・

どもと同 じ次元の もの)で ,子 どもと共 に読みつ くりあげてい く
授業が楽 しい。無理にひっぱっていこうとす ると,苦 痛。 (授 業案 にしばられて

・新鮮 な感動

(子

い る時)
101Wl:・

楽 しくもあれば苦痛で もある。 どんな発間をすれば子 どもがのって くるか考える
のが楽 しい し,生 みの苦 しみで もある。子 どもが生 き生 きと発 表する と,授 業者
も楽 しい。

1llWl:楽 しい

・ 自分がお話を読むのが好 きだか ら。
・ 新 しい読 み と りが見つかった り,見 お としていた小 さな, しか し大事 な表現 に気
付 いた りした ときうれ しいか ら。
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121Wl:ど ちらともい えない。

自分 自身が勉強不足 であ るため,子 供 と共 に味わ うとい う余裕がないため。
131Wl:楽 しくはあ りませんが苦痛 で もあ りません。
「楽 しい時 もあれば苦痛 の時 もあ る」 とい う回答 を含めて,「 楽 しい」 とい う ことを回答 し
たのは, 8名 であ る。 このアンケー トの最初 の項 目である「 1,先 生が得意 とされてい る授業
」 では, 3名 の回答 しかないが ,国 語 の授業その ものにつ い ては,後 ろ 向 き
科 日は何 ですか。
の姿勢 ではない。
(4)国

語 の授業 を上手に行 うためには,ど のような条件が考え られます か。

llMl:教 材分析 ,児 童 の実態把握 ,活 動内容濃 い授業 の組織化
21Ml:1.教 師の教材研究 を深める。 2.国 語教科 の本質を知 る。3.児 童 の心理 を知 り,児 童

の欲求度 を理解す る。4.教 師が国語 を好 きになる。
3(Ml:十 分な準備 , じようぶ な体。
41Ml:教 師 に教えるべ き内容 を持 っている。教師 に教 えるべ き内容 を具体的に子供 に対応
させる能力 を持 ってい る。
51Ml:事 前 の教材研究。 日頃か ら国語的な発想がで きるように子 どもたちを鍛 えてお く。
61Ml:一 番 は,子 供がその教材 に深 くとけ こむようにさせ る。
71Wl:上 手にや ろ うとはいつ も思 っていない。子 どもが教材 について きて,教 師 もい っし
ょに考え られるようになればそれで よい。
81Wl:子 供 の思考にあ った発問 を投げかける。
91Wl:・ 教師が疲れてい な くて,健 康状態 にあること。ゆった りとした気持 ちと情熱。
・教師 と子 どもの信頼関係 や学級づ くりが うまくいってい ること。
・ 教材 を子 どもにとって魅力あるものに,見 せる能力。教師の教育技術。
101Wl:教 材 ,発 問,教 師の力量,基 礎的学力 をきたえてある子 ども
1llWl:・

教材研究 ・ 目標設定 ・発間の工夫

121Wl:・

教材研究 を十分に行 う

・発間の と り上 げかた

0(子 供 の考 えを)待 つ姿勢
・ 教師の出ばんを考 える
131Wl:上 手な授業 とは何 かがわか らないので答 えられません。

学習者の実態 に関する回答 をしたのは,10名 である。それに対 し,教 材研究 に関す る こと
は, 5名 しか回答 してい ない。 このことは,授 業 の構成要素 としての学習者 と教材 との関係 は
教師に とっては,第 一に学習者 であるととらえてい るとい うことがで きよう。そ して,教 師に
は学習者 の実態把握 がなされてい るものの,教 材研究 を行 うことによって教材 の内容 と結 びつ
,

け,そ れを学習者 にどの ように関連 させ るか とい うところ までには現在 のところ至ってい ない
か らであるともい えよう。それは,指 導過程 としての「竜北方式」 の持 つ限界 とも考えられる。
したが って,今 後,学 習者 と教材 との関連が,竜 洋北小学校 の国語 の授業 には課題 となる。
また,教 師の健康 について, 2名 が回答 してい るのが注 目される。
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(5)国 語 の教材研究 を行 う ときに必要 とお考 えになるものは,何 ですか。上位

5つ 必要な

順 にお書 きください。 またその理由 もお書 きください。
llMl:教 材文 を読む,主 題 を読み取 る,構 成を考える

。作者 の意図を知 る。
2.著 者 。作者 の背景 を知る。
3.文 章読解 をする。

2(M):1。 著者

4.全 体構想 を考える。
5。

3{M):。

児童 の能力 とつ けたい力 を明確 にする。
人 一様 々な見方 ・時間 ・ 資料 ・快 て きなしせつ

。けんこ う

4(M):1.読 解力;内 容の把握が で きない と…。
2.多 様 さを認め,妥 当な解 を見い 出す。
3.教 材研究 を素材,教 材 ,具 体的 な授業 を想定の レベ ルで考えるな らば

,

4.子 供 の力 の把握 …いわゆる教室 の実態に合 わせない と…。
5(M):・ 作品の持つ特性
。作品 の主題を子 どもたちにどうとらえさせ るか。

・主題 をとらえさせ るために中心文を どこにす るか。
。ことば表現。
6(M):無 回答
71Wl:無 回答
81Wli l.教 材解釈 のための読解力。

あ とは よ く分か りません。
教師 の情熱,意 欲 (や る気がない [不 偉康な時]と 成立 しない)
・時間 (充 分な時間の確保 は,教 材研究 をより充実 させると思 う)
。仲 間 (す 人では深 まらない。多 くの人の意見 で見方,考 え方が広が る)

9{Wl:・

・ 資料 (文 献)(先 行事例 を読 んだ り,理 論 を知ることは参考 になる)
。助言者 (知 識 も経験 も豊富な人の話 は参考 になる)
。子 どもの実態 。何 の力 を育てたいか
101W):。 教材解釈 どう料理す るか

ね らい

。授業 をどう組 み立てるか 発間の工夫 ・板書 ,ノ ー ト指導
11(Wl:・ 教材文 をよく読 むこと
。作品 の価値,表 現 の特徴 をつかむ こと
・他 の作 品 (同 じ作者)も 読 む こと
。目標 を適切に設定す ること
・作品 と価値,日 標 ,指 導事項 にあわせた,発 間 を考 え,組 み立てる こと
の作品 を読 む)―
も読 んで,作 者 や作品につ
121Wl:。
ま ]島 :ビ を票奨霧 l」 ]寛 言
。作品 の特徴 をつかむ

J回

。主題 の とらえかた 一主題をとらえちがえる と,誤 った教師ゐ考 えを押 しつ けるこ
とになってしまうため

国語科授業に関する教師の力量形成の拠点
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。子供 の実態 を とらえた,授 業 の くみ たて ―子供 が生 きる授 業 を組 み立 て るため
。発間 の仕 方や教師 の 出ば ん ―子供 が生 きる授業 を組 み立 て るため
131Wl:無 回答

教材文 を読む ことによる内容 の把握については, 7名 があげてい る。 学習者研究 をあげてい
るのは, 4名 である。 これまで国語科 の「教材研究」 とい うと,授 業前 の教材解釈 を含めた教
師側 の授業 に対す る下準備的な傾向があった。その教材研究 の段階での,学 習者 の実態や学習
状況の把握 を行 うことを含めた教材研究のあ り方 を,検 討す る必要性 があると考えてい る。 竜
洋北小学校 の先生方 の中で も,学 習者研究 を教材研究 の中に位置づ け られてい る。 一方,こ れ
までの教師が「教える」 とい う教授学的な立場か らの授業方略について も,「 発 間」 とい う形
での授業組織が教師の意識 として依然 と存在 してい るの も事実 として認 めざるを得ない。 この
ことは,「 つ けたい力」
「子 どもたちにどうとらえさせ るか」「何 の力を育てたいか」「 目標 を適
切に設定」 とい う回答に もみることがで きよう。
しか し,学 習者の側 か らの授業構成 は,41M),121Wlに 特徴的に認め られるよ うに,「 教材研究」
とい うこれまで,教 師の授業 を行 う前に行 った指導す るための事前準備 とい う内容を含 みなが
らも,学 習者 の学習行為 をその視野 にいれてい ることが認め られる。 このことは,教 師の行 っ
た教材文 に対す る読みが ,教 師による学習者 の読 みの想起 とい う形 で,教 材研究に位置づ け ら
れるとい うことになってい ることか らわかる。
そのための「時間」 とい うことが,31M),91Wlか らも指摘 されてい るが ,教 師 には,十 分 に教
材研究を行 うことので きる時間がないとい う現実的な状況を語 ちてい る。

8,竜 北 方式 につい ての ご意見 をお聞かせ くだ さい。
(1)優

れて い る点 はなんだ とお考 えですか。

1(M):一 時 間 の 中 に読 む,聞 く,書 く,話 す活動が組 まれ て い る。
21Ml:文 章 に慣 れ ,読 める,又 ,授 業 の流れが子 どもに も理解 しやす く,自 主 的 に下 準備

がで きやす い。
31Ml:読 む ,書 く,話 す が きち ん と位置付 け られて い る。
4(M):読 む ,書 く,話 す場 が保証 されて い る。 新採 の教 師 も,子 供 に最低 限 の力 を場 の確

保 に よ り保証 で きる。竜北方式 は,こ れで なけれ ばで はな く,弾 力 的 に運営 して行
けば,教 材 が異 なって もある程度 は対応 で きる。
51M):特 に ワー クシー トの準備 が い らな い。
6(Ml:学 習 の 手 立て (パ ター ン)が低学年 の ころか らつ み 重 な って形成 されるため子供 も

思考 しやす く,考 えを しぼった り,広 げた りで きる ところ。
71Wl:。

ヾ
子どもが学習の流れを理解しているため効率のよい学習ψ
進められる。

・語旬 に こだわって読 み 進 めて い くとおのず と 自分 な りが考 えが持 て るよ うにな っ
て きて い るこ とに気 づ く。
・ 文や語旬 に注 目
どん な程度 の子供 た ちで も無理 な く授業 に の ぞ める。
・ 子供 の思考 の流れ にあ って い る。

81W):・
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言葉 に こだわって (言 葉 を大切 にして)考 える ことができる。
能力があまり高 くない子供 たちを,学 習に向か わせるには,形 か らはいることも
有効 である。 国語 に必要な学習 (読 む,書 く,話 す)が ,一 時間の流れの中 に確
実 に入っていて,低 次の子が参加 できる学習展開 となってい る。 これが,蓄 積 さ
れることで,着 実 に力がつ くと考え られる。本年度 はさらに,個 に応 じて,そ れ
ぞれが学習を深め られるよう,表 現力 の育成のための手 だてをほどこ して,改 善
してみた。
授業 の流れが きまっていて,ど の先生で も授業が しやすい。

・ただ,て いねいすぎて, くり返し同じようなことをくり返すところがある。
読む,書 く,話 し合うの活動が,バ ランスよく取 り入れられている。
学校全体に共通理解がなされていて,教 える側 も子供側 も取 り組 みやす い。
読む・ 書 く 0話 す時間が確保 されてい る。
読 む,書 く,聞 くな どが全部入 ってい る。
子 どもたちが学習 の流れをつ かめる。
この項 目の質問は,竜 北方式 の授業 を,竜 洋北小学校 の先生方が どのように対象化 してい る
かをつ かむための ものである。
この竜北方式 の指導過程 のメ リッ トであ る一時間の学習の流れ とその中での学習者 の言語活
動 の領域 である,読 む 0書 く 0聞 く・ 話す,の すべ てを学習 として行 える ことをあげてい る。
一時間の学習の流れは, 6名 の先生があげ られてお り,言 語活動 の領域 をふ まえた芦田恵之
助 の指導過程 のメ リッ トがあげ られている。
(2)竜 北 方式 に不足 して い る もの はあ ります か。 あ りま した らそれ につ い てお書 き くだ さ
い

。

llMl:各 自の考 えを生かす学習時間の不足。全体が深 まったか どうかの把握 をどうす るか。
21Ml:思 考 を深 め,多 様的なものの考えや表現 をする力が不足 してい る。又,全体 か らみ

つめ,何 をあ らわ してい るかを理解す る力がない。

これ

,書 く,話 すがきちんと位置付け られている。」)の 反対で,す べて

(「 読む

あるので,ど れ も不十分。
・多少解釈 のための授業 になってい るかな6
41Ml:1時 間の流れは,構 造化 されているが,教 材
構造化が されていない。
5(Ml:中

,

年間,小 学校全体を通 しての

心文 をしぼ りこむまでに時間がかかる。

61Ml:本 文全体 の中で読 んでい くことがなかなかできない。個人個人の課題を生かせ られ

ない。
71Vfl:中 心文,中 心語句か ら話 し合 い を広めてい く時に。
8117Jl:個

人のめあてがはっ きりしない。やや教師主導で授業が進 んでい く。

教師の出番 を明確 にす ることで,無 駄 を省 き,時 間が伸 びない ようにしたい。深
める段階での時間が充分 にとれないため,時 間超過す ることが多かった。

91Vfl:・

国語科授業に関する教師の力量形成の拠点

深 め る場
練 り合 いの場
・
・)
1llWl:ね り合 いの場 (よ くわか りませ んが・
101Wl:・

や る こ とが 多 くて,時 間が不足 して しまう こ とが あ る こ と。
121Wl:・

発達段 階 に合 わせ た指導 のポ イ ン ト
どの段 階 の子 もそ の子 な りに一 人 一 人で学 ぶ 時 間 の確保
話 し合 いの 時 間が とれ ない。
自分 な りの読 みがで きに くい。

この項 目では,学 習「時間」の不足 を5名 があげている。 このことは,一 時間の学習の中に
言語活動の四つの領域である。読む・書 く・聞く・話す,が すべて含まれているから時間がな
くなるのは,あ る意味では当然である。
「個人」 とい うレベルでの授業参加が課題であることを, 4名 があげてい る。 このこ
また。
とは,芦 田恵之助の指導過程 にもいえることであるが,国 語科の授業 を教授 とい う立場で構成
していることによるからである。 これまでの国語科の学習で多 く行われてきた教師が学習者に
学習内容 を授けるという授業ならば,こ の方式は優れたものであったということができる。 し
かし,学 習者がいかに学ぶかとい う学習者主体の国語科の授業では,「 個人」 とい う学習者 を
基本形 としてお り,そ の集合要素 としての教室の学級集団での学習 とい う視角からは,一 人ひ
とりの読みが焦点化させる「ふかめる」段階でこの竜北方式 には不足があ り,そ のことを竜洋
北小学校の教師は気付 き始めている。

9,本 年度行 われた校内研修 で,有 意義 だったとお感 じの もの を上位 3つ まで順にあげて
ください。
また,そ れぞれについてその理由をお書 きください。

3.授 業 の事前・ 事後 の研修
の学年 の授業 を参観する 2.事 前研修 の充実 3.事 後研修

1(Ml:1.全体 での教材研究 2.高 木先生の講話
21Ml:1.授 業研修

―.他

31Ml:事 前研究,共 同研究,事 後研究

わけ→ 自分 にとって有意義 と感 じられたか ら。

41Ml:無 回答
5(Ml:夏 の研修 …先生方 の とらえ方や,中 心文 の しぼ り方な どが少 しわかった。

研究授業 …いろいろな先生方 の授業が見 られた。
事前研修 ―授業 一事後研修 (い ろい ろな考 え方を知ることがで き,大 変参考 にな
った。)

ごん ぎつねの全体研修
71VJl:無 回答
81Wl:。

研 究授業 一授業 をや る こ とに よ り,自 分 を磨 くこ とがで きた。

ー深 い教材研究がで きた。
学年部研修 (事 前研)一 深 い教材研究がで きた。
グループワー ク

・ 教材解釈 の 巾が広が った。 い ろい ろな解釈 があ る ことを知 った。

国語能力を,表 現力の視点でみることで,こ れまでと違 ったとらえ方ができるよ
うになった。
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個を大切にするようになった。
事前,事 後研 いろいろな先生の視点で授業をきっていただいてたいへん参考に
なうた。
・講話
1lll171:無 回答

121Wl:・

事前研 ―全職員が共通理解 の もとで研修で きた。 事後研 よ り;事 前研が大切だと
考 えるため (夏 休 みに行 われたので,時 間的に余裕があってよかった)
授業研 ―「 国語 ;生 活科 の授業 とは」 を考 える こ とがで きた。
事後研 ―子供 の あ らわれ と教 師 の 関 わ り方 ,発 間 の仕方 の改善案 な どがでた と き
は,参 考 になるため
事前研 を もつ こ と。 (授 業 で何 を見 た らよいの か <視 点 >が わか った。

型にはまらない指導案を作ったこと。(以 前から,ど の授業に対しても同じ型で
は,や りにくいと思っていた。
)

竜洋北小学校 では,こ の1991年 度 には,1990年 度の反省の 中で,年 度を通 した研究の予定
を立 てることとした。
竜洋北小学校 の『平成 2年 度 研究紀要』では,「 6,研 究 の方法」 (P:4)と して,次 の よ う
な項 目が示 されてい る。

(7)授 業研究 を通 して授業分析 をし,授 業改善をする。 (授 業研究 したもの)
それが,「 平成 3年 度 研究紀要」 には,「

6,研 究の方法」 (P.4)が ,次 のように変わった。

7.授 業研究 を通 して授業分析 をし,授 業改善をする。
共同研修 (夏 期)¨ 。
同一教材 の教材研究,指 導案立案 を小テ ィー ム で行 い そ の後

,

全体協議 によ り教材 の内容や構造について,あ るいは教材研究
の方法 についての理解や指導案 の内容および指導過程 について
の理解 を深 める。
事前研修 ……………大研究及び小研究の教材研究,指 導案立案 を当該学年 もしくは
学年部により共同作成する。
(教 材 についての資料収集・分析・児童 の実態把握・指導内容
の吟味・それに沿 った指導過程 の改良・発間の研究・ 効果的な
評価 の方法etc)
その後,全 体研修 の場 で提案 し,協 議により,授 業の視点 を絞

り,共 通理解。
'
……………
授業研究
視点を持 づて,授 業に望む。 (参 観 メモ・ VTR・ 授業記録)
事後研修 ……………視点に沿っての授業分析b反 省

平成 2年 度 と平成 3年 度 とでは「7.授 業研究 を通 して授業分析 を し,授 業改善 をす る。」
とい う研究 の方法は同 じではあるが,そ の内容には大 きな変化がある。
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特 に,そ れまで授業者 にまかされていた研究授業 に関す る様 々な項 目と内容 について,研 究
部を中心 として学校全体 で責任 を持つ とい う体制が確 立 した ことである。そのために,「 共同
研究 (夏 期)」 と「事前研究」が位置づ けられている。それまで,研 究授業 を通 して ,そ の終
了後,授 業 の検討 を行 っていたのが,事 前 に学校 の全教師がそれぞれに行 うところの教材解釈
や指導 の方略を出 し合 うことによ り,全 教師が共通理解 を前提 として研究授業 に臨み,そ れを
もとにその後 の授業研究 を行 うた。 したがって,「 授業研究……視点 を持って ,授 業 に望 む。」
「事後研修 ……視点に沿 っての授業分析 ,反 省」 とい うことになるのは当然 の帰結 で あ る とい
えよう。
'
そのことは,上 記 のアンケー トの質問 に対す る回答 にも認め られる。その 回答 の 中 で ,「 共

同研修 (夏 期)」 に関す る ものは, 4名 が有意義 であったと答 えている。この 「共 同研修 (夏
期)」 とは,1991年 8月 と9月 1に 竜洋北小学校 の学校長 をは じめ とす る全 教 師 と,高 木 も参加
して小学校四年生 の教材 である 『ごん ぎつ ね』 のグルー プヮー クを行 ったことをさす。 特 に
,

8月 の夏休み期間中 に行 ったグループワー クでは,朝 8時 か ら夕方5時 までの一 日を使 い研 修 を

行 った。午前中は,全体 を三つ のグルー プに分け,そ れぞれのグループで『 ごん ぎつ ね』 を一
人の読者 として,そ れぞれの教師が読み,話 し合 った。午後は,そ の話 し合 い をもとに全体 で
教材研究を行 った。 さらにこの「共同研修 (夏 期)」 をもとに,9月 に 『 ごん ぎつ ね』 を どの
ように授業 を行 うかについて もグルー プワ‐ クによって「共同研修」を行 った。
「事前研修」 をあげた ものは, 8名 である。 この「事前研修」 をあげたもの の 中に,「 事後
研修」 を同時にあげてい るものが, 6名 いる。
これ らの ことか ら,「 事前研修」「授業研究」「事後研究」 とい う一連の<授 業研 究 *3>の 流

れが,教 師に とってそれまでの研究授業 を通 しての「授業研究」における<授 業研究 >を 行 う
ことにより,F事 後研修」 の持つ意味が大 きく変 わった とい うことがで きる。

4,結 果 と考察
‐つ の小学校 に焦点を当て,そ の学校 で教えられているすべ ての先生方 と共 に,国 語 の授業
について考 えて きた。国語 の授業 を,一 時間の授業その ものだけでと らえること力ヽ これまで
の授業研究 では多 く行 われて きた。 しか し,授 業 をとらえるとき,事 前 の教師の授業 に対す る
教材研 究 をは じめ,授 業形態,指 導方法な どを授業 とい うダイナ ミックな活動を射程に入れて
,

一つの小学校 のすべ ての教師が授業研究 とい うことにかかわ りなが ら,そ の力量形成を図 って
い くとい うことは,実 際 には少 ない といえよう。
この竜洋北小学校 においては,そ れを行 うことがで きた。その要因 は,学 校長 の教師理解 と
い うことや,学 校体制 とい う一言 ではかたづ け られない,一 つ の小学校を構成する教師集団の
力 を見 ることができる。そこで,こ の小学校 で行 われた教師の力量形成の拠点 を本 論考 で は
ア ンケー ト調査 とい う一つの方法 を用 いてここまで明 らかにしてきたが,そ れ らをもとにしな
,

が ら,共 同研究者 としてこの竜洋北小学校 の研修 に参加 した高木の観察 も含め,以 下,考 察を
加えてみたい。
竜洋北小学校 の教師達 の力量形成 は,事 前研修 と共同研修 によるところが多 い と考える。そ
れは,国 語科 とい う教科 で扱 う教材 の「読み」 の多義性へ の気付 きと,教 師自身の 自己の解釈
へ の納得 とい うことがい えよう。先 にも述べ たが,竜 洋北小学校 の教師で中学校 の国語科 の教
員免許状 を有 してい るとい う回答 はなかった。そのような教師達が,国 語 の授業へ の 自信 と教
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材 に対す る自己の読みへ の納得を持つ ことによって,国 語科 の授業その もの に対す る構 えが変
わったとい える。それは,『 ごん ぎつね』 とい う具体的でかつ 国語科 としての安 定 した評価 を
得 てい る教材 の共同研修 (夏 期)と ,事 前研修 を通 しての教 師の意識改革 であ るともい える。
共同で教材研究 をした り事前研修 を行 うことによって,二 人ひとりの教師が,他 の教師を通 し
て国語科 の授業その ものへ の 自己相対化を図 ってい った。それは,あ る教師 にとっては,教 材
を通 してであ り,あ る教師にとっては,学 習者のあ らわれの把握 とい う学習者研究 によってい
る。 このように=人 ひと りの教師が,学 校全体 の研修を行 う中か ら自己相対化 を通 して,授 業
のあ り方その もの を問いなお してい く過程 の重要性 に気付 いたとい うことに意味があ る。
この教師 自身に よる授業研究 による 自己相対化 の視点 の獲得 は,授 業研究 とい う場面 にだけ
生 きて働 くのではな く,日 々の授業その ものへ の転換 にもなったといえよう。それは,竜 洋北
小学校 の教師へ のアンケー トの回答にもあ るが,学 習者 のあ らわれをよく見 ようとする姿勢 の
獲得や,そ こか ら派生す る学習者 の個を認 め とらえて行 こうとする視点の獲得 と もつ なが る。
この個 としての学習者 のとらえは,後 に示す竜洋北小学校 の「平成 4年 度 学校経営書」 の中
の,「 5,研 修計画」 における学習者 の実態 の とらえに見ることができる。
これ まで,多 くの小学校 で行 われてきた授業研究 は,研 究授業 と事後研修 である。研究授業
以前 の事前研修 は,研 究授業を行 う授業者 に,そ の多 くがまかされている。そ こでは事後研究
のお りに,指 導者 の教材観 と参観者 の教材観 とのズ レを生 じる こともある。 また,学 級 のこれ
までの学習指導 のあ り方や,学 習者 のあらわれなどについて,文 脈性 をもった形で事後研修 で
取 りあげられ ることは少ない。そのことは,研 究授業が一時間単位 で しか授業研究 として取 り
あげ られてい ない とい うことにもつ ながる。研究授業を行 うな らば,少 な くとも一つの教材全
体 で,で きれば単元全体 を研究授業 の対象 として,取 りあげるべ きであろう。 しか し,現 実に
は小学校 でのさまざまな校務力やtし いことなどもあ り,研 究授業 として取 りあげるのは,一 時
l・

間 という単位 での授業が ほとんどである。 このような状況 の中で,あ る程度 まとまったスパ ン
の中での授業研究を行 うためには,事 前研修 の充実が考 えられる。
この事前研修 の充実 とい うことは,一 つの小学校 の研修に参加する全教師が,少 な くとも教
材 についての知識や多義的な意味を有する解釈 を共有 してお く必要がある。 さらに,研 究授業
を行 う学級 を構成す る学習者 の実態や学級 の学習状況 をも知ってお く必要がある。 このような
事前研修 は,一 人の教師の力 で具現す ることは難 しいが,学 校体制 として研修その ものの中に
組み込 んで行け ば,比 較的容易 に実現す ることができる。竜洋北小学校 での研修がその典型 と
い える。
国語科 の授業に関する教師の力量 を形成するとい うことは,な かなか難 しいこ とである。そ
れは,学 習者 の学 びのプロセス と同 じで,こ のことを学 んだか ら明 日か らす ぐに生か され る
とい う性質の ものではないか らである。 しか し,こ れまで多 く行 われてきた研究授業 とその事
,

後研修 とい う一つのス タイルに,共 同研修 による事前研修を組 み込むことによ り,竜 洋北小学
校 の教師達は変容 した といえよう。それは,教 材研究 に対す る新 たな意味の発見 であ り,国 語
科 の授業に対する見方 の変容 で もある。そのことに関わって,竜 洋北小学校 の「平成 4年 度
学校経営書」 の中の,「

5,研 修計画」 には,次 のような記述がある。

(2)主 題設定 の理由
.①

これまでの歩み と児童 の実態か ら

国語科授業に関する教師の力量形成の拠点

長年 の国語科研修 の実績 を基盤に し,本 校 の児童 に欠 けてい る表現力 の育成 に取 り
組んで, 3年 目を迎える。その経過は 次 に示す とお りであ る
=.
(初 年度)
表現力 は考え を伝 えるだけでな く,逆 に確か な理 解 に 自らを導 く力 であ
ると考 え,読 解指導 の中で能力 としての表現力 を高 める国語科 の研修 を進
めた。

)

(二 年度

表現力 は豊かな体験 を通 して,感 性や思考力 と共 に高 め られてい くもの
と考え,低 学年 の生活科,中 ・ 高学年 の国語科 を位置づ けた。

この ように,体 験 を通 した感動 を重視す る生活科 と言語能力を育成する国語科 との関
わ りを「表現」 で考えることによ り次の ような成果 を得 た。
・ 教師の表現力 のお さえによ り,友 達 の考え と自分 の考 えを比べ なが らまとめた り
,

体験 と結 びつ けなが ら文章理解 を図ろうとする意欲が育ち始めた。
・ 「教 師の援助 のあ り方」 を重点的に研修 した ことによ り,個 が生 きる授業展開が図
られ,主 体的学習がで きるようになった。
・ 教材研究に力 を入れる こ とによ り,教 師の柔軟な思考力が培 われ,見 方,考 え方 の
視点が豊富 になって共感的な子供へ の接 し方がで きるようになった。
上記 のことに,竜 洋北小学校の学校 としての 自己評価を見ることがで きる。
特 に,「 教師の援助 のあ り方」 が学習者 の個を生か した授業展開 につ なが った と評価 して い
ることはb教 師が教 え,学 習者 が学ぶ,と い う授業 のあ り方へ の教師のパ ラダイムの転換 によ
り,教 授 とい う レベ ルでは優れていた竜北方式 の国語科 の授業 の見直 しを図っている。その こ
とか ら,授 業 を学習者一 人ひとりの個 の レベ ルか ら展開 して行 こうとす る竜洋北小学校 の,今
後 の国語科 の授業 の方向性 を見る ことがで きる。
さらに,「 教材研究」 に対す るとらえ方 は,そ れまでの教授学 的な教材研 究 の あ り方 か ら
教師自身の授業へ の「柔軟 な思考力」 の養成 となる と意味づ けてい るとともに,そ れが学習者
,

に対す る教師の「共感的」 なとらえともなってい るととらえている。このことは,教 師の教材
研究の視点 と方法 の獲得が図 られた と共に,「 教師の表現力 のお さえ」 とい う国語科 の授業 に
は欠 くことので きない,学 習を組織・構成す るのための教師の教材研究 と教材解釈 のあ り方を
も視野にお さえてお り,そ こか ら「友達 の考え と自分の考 えを比べ なが らまとめた リメ体験 と
結 びつ けなが ら文章理解 を図ろ うとする意欲が育ち始 めた。
」 とい う ように,教 師 が 学習者 の
学 びのあ り方を意識化 して,学 習者 の コ ンテクス トをお さえた指導 を,授 業 の射程 の中 に入れ
てい ると見ることができる。 このことは,授 業 によって知識や技能を獲得する'と い う明治以来
の教授学的な授業か ら,t学 習者 を主体 に した学習プロセス を重視する授 業べ転換 しよ うとす る
: ￨
今 日の 国語科 の授業 の■つ の方向性 を示 してい る。
学校教育にお いて教師の存在 は,毎 日の授業 を行 うもの としての授業 の組織・構成者 として
大 きなものであるとい えよう。本論考 では,国 語科 の授業 のあ り方 を竜洋北小学校 の教師 ど共
に探 って きた。それは学習者 の地平か らの学習者研究 として焦点を当てて とらえるだけではな
く,教 師自身が国語科 の授業を どのよ うに組織・構成 してい くか とい う教師のあ り方の 追究に
も焦点を当てて,国 語 の授業の立脚点 として,そ の拠点を意識 して行 くことで もあった。
竜洋北小学校 の教師が国語科 の授業 に対 して どの ように力量 を形成 して きたかということを
授業 の構成要素 である教師・ 学習者・教材 とい う三つ を射程 に入れて見 て きた とき,そ の拠点
,
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となるのは,一 人ひとりの教 師の国語 の授業に対する意識 のあ り方 にあるのはい うまで もない。
さらに,下 つ の学校組織 の教師集団 としての関わ りの中で,そ こにおける授業研究のあり方も
,

国語科 の授業 に対する教師の力量形成 の拠点になる ことが見えて きたと考える。

*1「 教材研 究 の深化 に よる授業組織・ 方法 の変容過程 (I)一 福井県鯖江 中学校 国語科 を例
と して 一」,福 井大学教育学部 『福 井大学教育学部紀要 第 Ⅳ部 教育科学』 ,第 39号 ,1989年
11月 30日 , pp.179‑193.

「教材研究の深化による授業組織・方法の変容過程 (Ⅱ )― 福井県鯖江中学校国語科を例
として 一」,福 井大学教育実践研究指導センター 『福井大学教育実践研究』,第 14号 ,1990年
2月 28日 ,pp.43‑58.
「 国語科授業研 究 を通 して の 国語科教育観 の形成過程 ―福 井県鯖江 中学校 国語科教 師へ の
ア ンケ ー ト調査 か ら 一」,静 岡大学教育学部 『静 岡大学教育学部研究報告 教科教育学篇
,

第 22号 , 1991年 3月 26日 ,pp。 1‑26.
*2 桑 田泰佑「 ち ょっ とお もしろい デー タ(2月 『実践 国語研 究』 ,No122,明 治 図書 ,1992
年 11月 1日 ,pp.108‑113.

*3

ここで ぃ ぅ<授 業研 究 >は ,一 般 的意味 にお ける授業研 究 で あ る。 竜 洋北 小 学 校 で 用 い
て い る「授業研 究」 は,一 般 的 には研究授業 の意味であ るが ,学 校 として この 用語 を用 い て
い る。

