教師の力量形成による国語科授業の変容過程 : 一
小学校の3年間を通して
著者
雑誌名
巻
ページ
発行年
出版者
URL

?木 展郎
静岡大学教育学部研究報告. 教科教育学篇
25
31‑59
1994‑03‑25
静岡大学教育学部
http://doi.org/10.14945/00008291

(教 科教育学篇)第 25号

００

静岡大学教育学部研究報告

(1994.3)31〜 60

教師 の力量 形成 による国語科授業 の変容過程
一 一小学校の 3年 間を通 して ―
ｅ

ｔ
︒
．

Teaching Of Japanese as Mother Tongue

ｈ

The Teacher's DeVelopment and Changes in
Three Years at a Prilnary School
高

木

展

郎

Nobuo TAKAGI
(平 成

5年 10月 12日 受理)

は じめ に
小学校 の授業 にお いて,そ の授業 を行 う指導者 は,必 ず しも教科 としての国語科 を専門 とす
る指導者 ばか りではない。月ヽ
学校 の国語科 の授業 において,教 科指導 として専門 の教師 の授業
1。

とそうでない教師 の授業 とでは,後 者 の方 が人数的 には多 い。 しか も国語科 の授業 を得意 とさ
れて い る方 は,多 いとはいえない。 しか し,国 語 の授業 は,学 習指導要領 に定 め られた授業時
間数 では,小 学校 の授業 の中で, もっとも多 くの授業時間数 を行 っている。 に もかかわ らず
日本数学教育学会 (1986)の 調査 によると,小 学校 1年 生 か ら6年 生までの「 嫌 いな教科」 の
,

上位 に国語科 が入 って い る。
このような国語科 の授業 が置かれた状況 は,授 業 の指導者 である教師 の国語科 の授業 に対す
るス タ ンスのあ り方 で変 わ って くると考 え られる。 その ような教師のスタ ンスをどのよ うに形
成す るか とい うことを, この 3年 の間,静 岡県磐田郡竜洋町立竜洋北小学校 の先生方 と共 に
,

国語 の授業研究 を通 して考 えて きた。 この竜洋北小学校 では,国 語科 の教員免許状 を有す る教
員 はいない。 いわば,国 語 の授業 のみを専門 とす る教員 が いない中で,国 語 の授業研究 を行 っ
て い るので ある。 それは,小 学校 とい う全教科 の学習指導 の専門家 として教員 を捉 え,そ の中
で全科 の授業研究 を行 うとい うことには意味があるが、国語科 とい う一教科 を対象化 し,国 語
科 の授業研究 とい う角度 か らの捉 えを行 う時,そ の専門 とす る教師が いない とい う中で国語科
の授業研究 をす る意味が,国 語科授業研究 とい う研究 の立場か らは,ま た別 の意味が出現する。
そのよ うな竜洋北小学校 の国語科 の研修 に,高 木 は助言者 としてではな く,共 同研究者 として
の立場か ら研究 に参加 した。
教育実践 と教育研究 とが共同 して授業研究 を行 う場合, ともす ると教育研究 は実際的 な教育
活動,特 に毎 日の授業実践 に実際的 に参加す ることな く,い わば傍観者的 な立場 か らの印象批
評 をすることが多 くあ る。学校教育 にお いて, 1時 間 1時 間 の授業 は非連続 な形 を取 りつつ も
連続 して い るとい うことに意味 がある。 その非連続 の連続 は, これまでの授業研究 が 1時 間の
授業 とい う,授 業 としての もっとも短 いスパ ンの中で しか授業 を捉 えようとしなか った授業研
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究 そ の もの に も問題 が あ った。

そこで,非 連続 の連続 の中で 日常的 な授業実践 を行 って い る小学校 の授業 に,実 践者 として
その小学校 に勤務す る総 ての教師 と研究者 とが,あ る一定 の期間,研 究 を共同 して行 うことを
通 して,国 語科 の授業 とい う事実 を,同 じ授業 とい う空間 を共有す ることによ り,共 同で研究
す るということを行 った。
この研究 は,1990年 度 か ら竜洋北小学校 の先生方 と高木 との間で行 われた共同研究 である。
その うち 1990年 度 と1991年 度 の研究成果 は,高 木

(1993)・

1と してまとめた
。 そ こで は,竜

洋北小学校を構成す る全教諭 にア ンケー ト調査 を行 い,国 語科 の授業 に対 してどのよ うに力量
形成 を して きたか ということを,授 業 の構成要素である指導者・ 学習者・ 教材 とい う三 つ を射
程 に入れて,そ の拠点 を捉える ことを行 った。
1992年 度 は,竜 洋町指定 の国語科 の研修 の まとめの年度 であ り,本 論 で は, この年度 での
竜洋北小学校 での研修 の意味 を,研 究発表会当 日配布 された「 研究発表要項」 に表 れた内容を
主軸 とし, 3年 間 の竜洋北小学校 の国語科 の授業 の変容 の過程を,共 同研究者 としての高木 の
観察 とを交 えて考察 を行 う。

2.「 研 究 発 表要項 」*2を 通 して の 竜 洋北 小 学校 の 研 究

I

研究 の概要」から
竜洋北小学校 の平成 4年 度 の研究主題 は,「 自分 の考 えを表現 できる子 の育成 一生活 科・ 国
語 の実践 を通 して 一」 である。 この主題 の研究 を進 めるために,「 I.研 究 の概要」 の主題 設
(1)「

定 の理 由で,次 のように示 して い る。

2.主 題設定 の理由
(1)児 童 の実態 とこれまでの歩 みか ら
本校 では,昭 和 62年 度 か ら国語科 の物語文 の指導 を通 して「 自分 の考 えを持 て る子 の
育成」 に取 り組 んだ。 その結果,読 む,書 く,話 す とい う国語科学習 の基本 を位置づ けた
「 竜北方式」 と呼 ばれる学習過程 と学習方法を生み出 した。 そ して,低 位 の子 も能力 に応
じて学習 に参加 で きるように改善を加えなが ら竜北方式 の定着を図ることによって,一 応
の成果 を上げることがで きた。
しか し, 自分 な りの考 えを持 つ ことがで きて も,そ れを表現 し,発 展 させる力が弱 い と
い う児童 の実態 か ら,表 現 の実践 を通 して,考 える力 をよ り充実 し確 かな ものに して い く
ことが課題 として浮かびあが って きた。 そこで,平 成 2年 度 か ら,読 解指導 の中で表現力
に視点 をあてた研修 に取 り組 む こととな った。 その結果,表 現力は理解力か ら得 た考 えを
伝 えるだけではな く,逆 に確 かな理解 へ と自 らを導 く力 となっていることを明確 にするこ
とがで きた。翌,平 成 3年 度 には, これ までの研修 の基盤 の上 に立 って,低 学年 は生活科
を,中,高 学年 は国語科を窓 日として表現 を考 え,表 現力 の育成 はどうあった らよいか
,

継続,発 展的に研修 を進 めてい くことに した。
平成 2年 度 の研修 で,表 現力 とい うと作文, と考 えていたパ ラダイムの転換 を,竜 洋北小学
校 の教員集団に持 っていただいたことが成果 といえよ う。 そのことが,平 成 3年 度 の研修 とヘ
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と発展 す る。

ほ)主 題達成 のための仮説 ・
生活科 と国語科 との表現 における関連 を考 えることで,「 意欲 の継続」 こそが,将 来 自
己教育力を身 につ けさせ,生 涯教育 とかかわ って生 きる力へ とつなが ることがわか った。
そこで,児 童 がよ り意欲的 に 自分 の考 えを確立 し表現 で きる授業作 りを中心 に研修 を進 め
て いこうと考える。そのため,教 材研究 の充実 と積極的 な授業改善 を試みて い きたい。 こ
れによ り,竜 北方式 がどうい う必要性 で変容 して い くのか も,明 らかにで きると考 える。
また,教 科相互 の関連 ばか りでな く,表 現力 の発達段階 のおさえを明確 に しなが ら実践 を
積 み上げ,確 かな意味付 けを して い きたい。
この他,言 語表現 の基礎力をつ けると共 に,生 活科 や国語科 で得 た表現力 を生活 に広 げ
るようにするため,次 の 3つ の 日常指導を位置づ けた。
○ 作文指導 (文 章表現 の習慣化 による基礎作 りと培われた表現力 を地域 とのふれあいを
通 して生 きて働 く力 にす る。)
○ 読書・ 音読指導 (本 に親 じむ習慣 を身 につ けさせ,豊 かな音読 をめざす。)
〇 日常言語指導 (言 語環境 を整え, 日常生活 にお いて正 しい言葉遣 いがで きる子,言 葉
を大切 にする子をめざす。)

3.研 究 の重点
(1)方 向
国語科

確 か に読 み,生 き生 きと言語表現 す る ことがで きる国語科 の授業 の あ り方 を考
え る。

ここには,学 習者 に身 につ けさせ る力 を「 確 かに読 み,生 き生 きと言語表現す ることがで き
る」 とした上で,そ れを教授型 の学習指導 として従来行 われてきた教師主導 の学習指導 ではな
く,「 国語科 の授業 のあ り方 を考 える。」 と授業 その もののあ り方 の追究を,研 究 の方向 として
行 お うとしてい る。 これ まで小学校 での校内研修 は,そ の多 くが抽象的 な研修主題 の もとに
学習指導方法 の追究 が行 われて きて いる。 そのよ うな抽象的 な主題 の下 での授業研究 は,研 究
,

の 目的が明確 にな らず,そ のために具体的 な授業改善 とな らないことが多 い。
竜洋北小学校 の この「 国語科 の授業 のあ り方 を考 える。」 とい う研究主題 の設定 は,国 語科
の授業 その ものを,竜 洋北小学校 を構成す る指導者全体 が,「 授業」 その ものに焦点 を 当 てて
捉 え直 そ うとして い る具体的 な姿勢 を認 めることがで きる。
唸)具 体的内容
国語科

●子 どもを生か し,意 欲 を高 める授業展開 を工夫す る。
(教 材研究・ 授業形態・ 評価・ 竜北方式 の検討)
●教材 の特色及 び子供 の思考 の流 れか ら,教 師 の働 きかけのあ り方 を工夫す る
●学年 の発達 を明確 に し,発 達段階 にあった授業展開 を工夫す る。
●授業研究 の視点
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考 えの持 たせ方 の工夫
(読 む力)
話 し合 いの組 み立て,発 間 の工夫 (話 す力)
書 かせ方 の工夫
(書 く力)
日常生活指導
●作文指導,読 書,音 読指導,言 語指導を通 して,表 現力 を広げる活動を推進
す る。
Πl)方 向」 の内容をさらに具体化 した ものである。竜洋北小学校 の国語科 の授業 の方向 を明
確 に位置づ けて いることがわか る。 ここで特 に注 目されるの は,「 ●授業研究 の視点 」 として
「 考 えの持 たせ方 の工夫 (読 む力)・ 話 し合 いの組 み立て,発 間の工夫 (話 す力 )・ 書 かせ方 の
,

工夫 (書 く力)」 として,授 業研究 の視点 を研究 の内容 として位置づ けて い ることである。

6.研 究 の方法
(1)研 修 日は,毎 月第 1,第 2,第 3の 水曜 日とする。
(幼
授業研究 は,一 人 1回 以上行 う。
ほ)全 体研修 は,研 修内容 の共通理解・ 実践 の方向づ けをする。
に)学 年部研修 は,学 年 の具体的内容 の研修・ 教材研究・ 指導案立案 の場 とす る。
幅)推 進委員 は:第 1月 曜 日を原則 とし,必 要 によ り随時開 く。
輸)役 割 (略 )
に)授 業研究 を通 して授業 を分析 を し,授 業改善 をする。
事前研修 ……大研究及 び小研究 の教材 の教材研究,指 導案立案 を該当学年 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 0分 析・ 児童 の実態把握 0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 もって,授 業 に臨む。 (参 観 メモ・
事後研修 ……視点 に沿 っての授業分析,反 省。

VTRO授 業記録)

6.研 究 の方法」,R4用 と R7月 の研修 の内容 に注 目 したい。
R4)学 年部研修 は,学 年 の具体的内容 の研修 0教 材研究 0指 導案立案 の場 とする。」 という
ここでは,「

ことは, これ までに行 われて い る一般的 な研究授業 では、研究授業 をす る当人 だけが責任 の大
部分 を担 って,教 材研究 や指導案作 りを行 っていることが多 か った。 しか し,竜 洋北小学校 で
は,平 成 3年 度 の研修 の結果気づいた「 グループヮーク」 を通 しての全教員 による共同で行 う
「 事前研究」 の意味をつかんだことによ り,事 前研修 として最小規模で も学年部 として事前研
修 を行 うとい う体制が作 られた。 その ことについての考察 は,高 木 (1993)・ 3で 行 った。
Rη 事前研修 ……大研究及 び小研究 の教材 の教材研究,指 導案立案 を該当学年 もしくは学
年部 によ り共同作成す る。」 ことによって,竜 洋北小学校 の一人ひ とりの教師 は,研 究授業 の
事前 の準備 を,自 分一人で悩み,考 えなが ら行 うとい うことか ら解放 された。研究授業 を行 う
以前 に,少 な くとも学年全員 の教師 によって教材研究 と授業 に対す る検討 が行 われ,そ のため
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に,研 究授業 では,研 究授業 その ものに現 れた学習者 の学習行為 と学習内容 とに焦点 が当て ら
れた研究 が行 われ ることとなった。 そのために事後研修 にお ける印象批評的 な思 いつ きの授業
批判 がな くな った。 しか も,授 業研修 の視点 が明確 になったため,授 業者 の異 なる授業研究 で
も視点 の統一 とな り,授 業研究 その ものに文脈性を有する ことになった。

(a「 Ⅱ 研究 の歩みと成果」から
① 「 1.本 校 の表現学習 について」 か ら

1.本 校 の表現学習について

Ⅱ。研究 の歩 みと成果

(1)生 活科 と国語科 との関連
平成 3年 度 か ら,生 活科 と国語科 2つ の窓 口を設定 し,テ ーマ ｀自分 の考 えを表現 で
″
きる子 の育成 に迫 るように した。 その理由は次 の通 りである。
生活科 の表現 と国語科 の表現 との共通点 は,「 体験 (生 活科 は直接体験 ,国 語科 は間

接体験)を 通 して,学 んだこと,感 動 したこと,気 付 きや考 えを,振 り返 り,再 構成 し
て表現す ることによ り,明 確 に した り,深 めた り,定 着 した りする。」 点 である。 また
生活科で学 んだ「 体験 の表現」 は,国 語科 においては,理 解 したことを「 自分 とのかか
わ りで考える表現」 へ と発展することがで きる。
発達段階を考 えると,低 学年 は頭 の中だ けで振 り返 った り,整 理 した りす ることが困
難 であるため,活 動 その ものの中 に表現活動を くみいれた り,文 章表現 に限 らず,劇 化
や動作,絵 画等 の様 々な表現方法を取 り入れる ことが適切 である。 この生活科 の直接体
験 と一体化 した表現活動 によって得 られた充実感や発見 の喜 びは,自 信 となって次 へ の
活動意欲を生む。 この意欲 が継続 され,蓄 積 されて,学 習意欲 として確実 に中,高 学年
の言語表現力を高 め ることがで きる。 この言語表現力は,高 次元 の芸術 も含 め,多 くの
創造活動 の中核 にある「 自分 の考 え」 を確立するための能力 であ り,あ らゆる表現活動
の基盤である。中,高 学年 で,確 かな言語表現力を培 うことは,さ らに高次 の表現活動
の意欲を生み,図 工,音 楽,体 育等 の他教科 へ の波及効果を及ぼす こととな る。
(中 略)

次 に表現意欲を高 め るための授業改善 を積 み上 げて い くうちに明 らか とな った,生 活
科 と国語科 の関連 を以下 に述 べ る。
● 「 意欲 づ け」 の効果的 な方法 は,自 信 を持 たせることである。 自立 をめざ し, 自信
を持 つ よ う働 き掛 ける生活科 の援助者 としての教師 の在 り方 は,国 語科 にお ける教師

の役割 と同 じである。
.
● 一人一人 の子 どもの読 みや活動 に,共 感的に対応で きる教 師の柔軟 な見方,考 え方
を培 うためには,ど ち らも教材研究 の充実 が不可欠 である。
●

十分 な教材研究 をっ子 どもの能力や個性を表現 として引き出す授業展開 にまで高 め
るためには,的 確 な児童理解 が必要である。
これ らは,個 の思考や意識 の流れ に沿 った授業展開 の在 り方を示 す もので.表 現力 の

育成 には,個 を大切 にする教 師 の在 り方が重大な意味 を持つ といえる。
以上,明 らか となった関連性 か ら導 き出 した授業 づ くりのポイ ン トを もとに,平 成 4
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年度 は,様 々な授業改善 が積極的 に行 われ,多 くの成果 を得 ることができた。

.

￨

ここまでの研究 で, これまで以上 に授業 における教師 の役割 の重要性 に気 づいてい る。 その
中で も国語科では,教 師 の教材研究 によ って,子 どもの読 みや活動 に共感 し,一 人 ひとりの子
どもの個性 を認 めよ うとす る,子 ども理解 の視点 を獲得 して い る。
侶)研 修 の成果
国語科
本校 の「 表現」 の研修 は,数 年来取 り組 んで きた読み取 りの研修 を土 台 にぅ「 読解指
導 の中で表現力 を育成す る こと」 を重点 としたもので ある。
その結果,理 解 を深 めてい くことが表現力 を高 め,さ らによリー層理解 を深 めてい く

②

ことに気付 いた。 そ して,言 語実践力 (読 む力,話 す力,書 く力)の うち,書 く力 に着
目 し,「 考 えるためにど う書 かせ るか」効果的 な手立ての工夫 を試 みて きた。 書 く活動
を増 やす ことによ り,教 師主導 の受 け身的 な学習 か ら,自 ら考 えまとめてい く主体的 な
学習へ と切 り替 わ り,書 いたことを もとに発表 した り友達 の発表 を興味深 く聞 いた り し
て,子 どもたちの読 みが深 ま って きた。 この書 くことを中心 に した個別学習 の重視 によ
り,子 どもの理解 がどの程度 であるか ノー トか らの実態把握 が容易 にな り,適 切 な発問
や意 図的指名 を取 り入 れた授業 を構成 で きるようにな って きた。
また,個 の表現力 の深 まりは,授 業 の場 で意見交流がなされることによ って,考 える
観点 を豊富 にす ることがで きる。私 たちは個 の読み取 りに対応 で きるようにするため
,

教材研究 に力 を入 れてきた。<事 前研修 の充実 一授業 で の検証 一事後研修 で の意 味付
け>と い う方法 で授業改善 を図 って い く中で,一 人一人 の個性的 な読 み取 り (そ の子 な
りの見方,考 え方)を 引 き出せ るようになって きた。 この ことか ら授業 は活性化 され
ヘ
単元 が終了す る毎 に,い ろいろな考 え方 を習得 し,成 就観 と自信 は,次 第 に自力読 み
へ
の意欲 として発展 してい くこととなる。 この意欲 は,他 教科 へ の学習意欲 と転移 す る
,

ことも忘れてはな らない。
個別学習 の導入 によ って,竜 北方式 は質を変 えて きた。十分 に考 える時間 の確保 や全
文視写 の指導計画 の位置づ けなど,発 達段階 に応 じて省略 や統合 を試み,時 間短縮 や効
率化 を図 った。 こうして,学 年 の指導 のおさえや系統 と関連 を明確 に した。

この R幼 研修の成果 ② 国語科」で述べ られているように,竜 洋北小学校での国語科の
学習内容をもとにした授業研究 は,授 業研究のための研究ではなく,授 業改善 と学習指導その
ものの変容 とにつながったことに大きな意味がある。

② 「 3.国 語科の実践」の内容から

A

今 までの研究成果

竜北方式
「 書 く力」「 話す力」「 聞
芦田式 7変 化 の流 れを酌む竜北方式 は,一 人一人 に「 読 む力」
く力」 を落 ちのないよ うに育成す ることを意図 して設定 された。竜北方式 は,次 の 2点 を
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基 本枠組 み と して発想 して い る。

① それぞれの力を育成すべ き「 場」の設定を保障す ることで, どんな子 にも学習に取 り
組めるようにする。
② 国語科では,叙 述 に即 して読みとることが大事であることを押 さえ, これを 1時 間の
学習の展開の中にも保障す る。
こうして考え出されたのが下 に示す「物語文の指導過程」及 びふかめる段階での「 1時
間の流れ」 である。
この「 A 今 までの研究成果」 に見 られるような「 竜北方式」 の国語科 の指導過程 は,昭 和
63年 度 に確立 し,以 後,国 語科 の授業 の毎時 に用 い られて きた。
その過程 は,以 下 のような ものである。

段

階

指

よ む

1。

導

過

程

題名 について話 し合 う。

2.全 文 を読 み、漢字・ 語句を調 べ る。

つ か む

3.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 った 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)

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

か

をね らいにあわせて組 み入れて い く。)
のめ
あてを解決す る。
○学習
・ 主人公 の行動 を調 べ る。

め

場面・ 登場人物・ 中心語句 などを手掛 か りに して
・ 主人公 の気持 ちの変化 を読み とる。

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。

ふ

視写・ 朗読 などを通 して
ま と 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)
文字 0語 句・ 語法 の練習をす る。
学習 の まとめをす る。

ひろげ る

9。

読書・ 発展

感想・ テ ス ト

・
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さらに、
「 ふかめる段階 の指導 と一 時間 の流 れ」 として、 1時 間 の指導過程 を次 のよ うに示
い
して る。

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。

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。
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 いた文 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。

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。

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
/1ヽ

7.中 心語句 に 自分 の考 えを
書 く。

数 に しぼる。

・ 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。
・「 一 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 をつ ける。
(体 験 を発表す る場合 は、書 きこみは行 わない)
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8.中 心語句 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。
・ 一人一人 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 るところを申心 にまとめさせる。

11.次 時 の予告 をす る。

・ 次時 に学習 す る場面 を示す。

上記 の「 物語文 の指導過程」 があるために,竜 洋北小学校 の国語科 の授業 は ここまで授業
その ものが,内 容 よ りも形式 が重視 されたものとなって しま っていた。 そこに 国語科学習指
導 にお ける「 指導過程」 の一般化 の限界性 が示 されて い る。
以下 に引用 して い る「 昭和 63年 度 での発表内容」 で,そ の ことへ の気 づ きを す でに述 べ
,

,

,

て い る。
昭和 63年 度 での発表内容
私 たちが竜北方式 として主 に研究 を進 めてきたのは,「 1時 間 の流 れ」 の それぞれ のス
テ ップにおける指導法 であ った。 そ して,前 回 の発表 では,そ れぞれのステ ップで の有効
な「 発問」 を授業分析 によ って明 らかに した。例 えば,「 話 し合 いを深 める発間 の工 夫」
の成果 である①考 えを類型化 し比較 させ る発問,② ゆさぶ りをかける発問,③ 生活経験を
入れた発表 をさせ る発問,④ 動作化 での発問,等 がそれである。 これ らの成果 は,話 し合
いを活性化 させ ることに主眼があり,そ の話 し合 いでの内容検討 を構造的 に把握す る状態
にまで至 った研究発表 とは言 えない もので あ った。 つ まり,前 回 の発表 での強調点 は,そ
れぞれの「 場」 の設定 と各 ステ ップの活性化 のための方策 であ った。従 って,前 回 の発表
内容 を端的 に言 うな らば,「 場 の設定 としての竜北方式 (竜 北方式 とい う入れ物 の充実)」
と指摘 で きよう。
この年度 までの竜北方式 とい うの は,国 語科 の授業 としては 1時 間 を単位 とす る指導過程 の
設定 であ った。 この指導過程 は,教 材 の内容 と直接的 に関 わるのではな く,い わば指導 の形式
か ら国語科 の学習指導 をとらえて いたとい うことがで きる。 そのことを平成 4年 度 の「 研究発
表要項」 では「 場 の設定 としての竜北方式 (竜 北方式 とい う入れ物 の充実)」 ととらえて い る。
このとらえは,平 成 3年 の 8月 と9月 とに行 った竜洋北小学校 の全教員 による「 ごん ぎつね」
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の グループヮー クによって,教 材 の内容 と指導過程 との関係 に竜洋北小学校 の教員集団が気 づ
いていったことによって,平 成 3年 度以降 の竜洋北小学校 の国語科 の授業 にたいす る捉 え方 の
変容 とな っていった。 そのことについて は,竜 洋北小学校 の全教員 に対す るア ンケー ト調査 に
4。
も認 め られる中
竜洋北小学校 の国語科 の授業 における教師 の力量形成 について, この点 が一
番意味があると考 え られる。
平成元年度 の研修
竜北方式でのそれぞれのステ ップの指導法 に充実を図 ることに研究 の重点が置かれた。
そ して,授 業研究 を通 して研究 の深 まりを 目指す とい う研修 の方向が確認 された。 こうし
た経過 によって生み出 されたのが研修 の効率化及び充実を目指 した「 付箋法」 である。
「 付箋法」 は,研 究授業中の参観者 の感想をその場 で明確化 し, これ を観点別 に分類す
ることで研究協議 での資料 とす るものである。予 め,糊 付 きメモ紙 (参 考 は黄色,疑 間 は
赤色)を 参観者 に配布 し,協 議 の観点 を含 めた参観者 の気 づ きを参観中 にそのメモ紙 の 1
つの紙 に 1項 目を記入す る。授業終了後,ス テ ップ毎 の用紙及 び協議 の観点 の用紙 に分類
する。そ して,分 類 されたよう紙 をその まま印刷 し,協 議 で活用す る。 このよ うな「 付箋
法」 によって,従 来,参 観者 の一般的 な感想で終わ り易 か った協議 が,全 参観者 の具体的
な「 参考」
「 疑問」意見が もれな く取 り上 げることがで き,ま た,分 類 された「 疑問」 意
の
見 内容検討 か らその授業 の問題点 が明 らかにな り,研 究授業 による授業改善 を効果的 に
図 れるよ うになった。
平成元年度 では,付 箋法 による授業改善 を含 んだ「 場 の充実 としての竜北方式 の深まり」
が研修 の主眼であ った。
この「 平成元年度」 の研修 か らは,前 年度 までの竜北方式 とい う指導過程 を,具 体的授業 の
中でどのよ うに行 って い くか とい うことを,「 授業研究を通 して研究 の深 ま りを目指す とい う
研修 の方向が確認 された。」 とい う,授 業研究 に中心が移 っていることが認 め られる。
そのことは,授 業研究 を通 しての教師の力量形成 とい うことがいえる。 それは,竜 北方式 と
い う指導過程 の導入 と,そ れに伴 っての国語科 の授業展開 によって,可 能 となっていることを
見 ることができる。 このことは,公 立小学校 とい う教員 の移動 による教員構成 の変化 があって
も,一 つの小学校 にお ける統一的な指導過程 を維持す ることがで きるよう,構 成す る教員一人
ひと りの国語科 の授業 に対す る力量形成 とい うかたちで行 って いこうとする姿勢が表れている。
特 に, この年度 か ら研究授業 の数 を多 くしている。 このことは,授 業 を見 せ合 うことで 自分
の授業 を対象化す る視点 の獲得 ともな り,ま た,平 成 3年 度 の授業内容 の充実 へ の芽 となって
い く。
この年度 の特徴 として授業改善 のための方法 として「 付箋法」 の導入 を図 って い る。 この
「 付箋法」 による授業研究 によ って,研 究授業後 の研究協議 に授業 をみる観点 を与 え る ことと
なった。 この観点 の獲得 は,前 述 したように,一 人ひ とりの教師 に 自己の授業 を対象化す る視
点 ともなった。

B

竜北方式 へ の刺激
竜北方式 への刺激 である

とい う観点
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「 主題設定 の理由」 で述べ たように,平 成元年度 の反省 を受 け「 表現力 の育成」 とい う
二
観点 が新 たに加 わ った。必然的 に,読 み深 めを 目指す竜北方式 の中での「 理解 表現」 の
関連性 が研究上 の主要問題 とな った。研究 の経過 は以下 の通 りである。
平成 2年 度 の研修
まず,本 校 で の「表現」 を明 らかにする ことか ら研修 が始 ま った。
「 表現」 とは, な に
「表
か ?と 。従来,「 表現指導」 =「 作文指導」 の図式 の中で捉 え られることが多 か った。
こととした
の
。
現」 であるが,本 校 の場合 には,次 の 2点 か ら先 図式 を提 え直す
①表現 には,「 作文」表現 だけでな く,身 体表現,絵 画的表現,音 楽的表現 ,等 , さまざ
まな ものを媒介 とした創造活動 が考 え られ る。
「 表現指導」 =「 作文指導」 の図式 で は
「 表現」 をい ささか狭 く捉 えるきらいが ある。
②表現力 は,直 感力,思 考力,判 断力,想 像力,批 判力,内 省力,な どの さまざまな能力
と密接 な関係 にあ り,そ れ らの複合体 として捉える こともできる。従 って,表 現法 の育
成 だけでな く,感 性 や考 える力 を育成 す る面 か らの表現力 の育成 も視野 に入れ ることが
大事 になる。 つ まり,表 現力 の育成 を問題 としたときには,「 表現」 を実践 の終了時 と
して捉えるので はな く,各 種表現 のパ フォーマ ンスの中核 にある「 考 え」 をこそテーマ
とすべ きである。従 って,「 表現指導」 には,「 考 え指導」 を含 めな ければな らない。
「 表現」 に対す るこれ ら2つ の視点 によ つて,本 校 の研修 の文脈 の中 で は,読 解力 の育
成 (理 解力 の育成)を 図 るための「 表現」 であることが確認 された。 そ して, 2年 度 では
「 理科 一表現」 の関係 をより明確 にす るために,両 者 の関係 を把握 し易 い「 書 く」 ことに
重点を置 いた。
(図 略)

2年 度 の「 表現」 の成果 は
①話 し合 いを深 めてい く発展性 を持 った伝達能力 に属す る「 表現」 の視点。
②確 かな理解 に自 らを導 く思考力 に属す る「 表現」 の視点。
を,持 つ ことによって もた らされた。 それは,「 理解― 表現」 の 2方 向性 によ って表現
力 が育成 される ことであ つた。
この平成 2年 度 は,「 表現」 とは何 か とい う,竜 洋北小学校 での「表現」 とい う ことに対す
る定義化 へ の検討 であ った。 その中か ら,「 表現力 の育成 を問題 としたときには,『 表現』 を実
践 の終了時 として捉 えるのではな く,各 種表現 のパ フォーマ ンスの中核 にある『 考 え』 をこそ
テーマ とすべ きである。従 って,『 表現指導』 には,『 考 え指導』 を含 めな ければ な らな い。」
と「 表現」 と「 思考」 との関係 に着 目 し,そ の相互作用 を学習活動 の中 に生かそうとして い る
ことが認 め られる。
このことが,平 成 3年 度 と 4年 度 との研修 につ なが って い く。
平成 3年 度 の研修
町指定発表 で「 生活科」 で の発表 の要請 が打 ち出された。私 たちは,「 生活科」 登 場 を
時代 か らの要請 として も押え,研 修教科 である「 国語科」 の飛躍的発展 の機会 として捉 え
ることとした。 つ まり,「 生活科」 と「 国語科」 とを独立 した研修 の枠組 み の 中 で研究 を
進 めるのではな く,相 互交流を図 りなが ら「 国語科」 の研究 を充実 しようとしたので ある
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こうして得 た全体的な成果 は,「 全体構想」 で示 した 自己教育力・ 生 きる力 の育成 と し
ての国語科 の位置付 けであり,「 生活科 と国語科 との関連」 である。 もっと言 えば,「 生活
科」 とい う刺激 によって「 表現力」 の育成 を図 る国語科 の研修 は,視 野 の広 が りを持 つ こ
ととなった。視野 の広 が りとしては,次 の点 があげ られる。
①生活科 か ら国語科 へ の移行及び関連性 とい う観点 は,学 年 の発達 とい う捉 えを促 した。
入れ物 としての竜北方式 を充実 してきた国語科 に系統性・ 順序性 の観点 が加わ った。 こ
の成果 は, 4年 度 にな り「 本校 の授業 の押 さえ」 として結実す る。
②生活科 の「 個」 としての児童 の捉 えは,国 語科授業で も児童「 一人一人」 の把握 の観点
を強調す ることとな った。
「 個」 としての把握 は,現 在 も模索期 であ り,形 と して の結
実 に至 るには,今 後 の研修 を待 たなければな らず,課 題 となっている。
③生活科 の体験重視 は,「 理解― 表現」 の 2方 向性 による表現力 の育成 をよ り明確 にす
ることとなった。 この成果 は, 4年 度 にな り「 表現力育成 のための『 理解 ―表別 桐
として結実す る。
尚,国 語科独 自の研究 の成果 は,次 の 2点 があげ られる。
① 2年 度 の「 理解― 表現」観点 の実践場面 での影響 が 3年 度 にな り明確 とな り,従 来
研究 を深 め られなか った「 物語 の指導過程」での『 まとめ る』段階が多 くの実践 を生む
,

ことになった。
②「 理解― 表現」 の関連 をよ り明確にす るために,ま ず,教 師側 の読 みと りを深 め る必
要 か ら教材研究 を充実 した。全教員 による同一教材 (「 ごん ぎつね」 4年 )の 「 事前研
修 一授業 一事後研修」 によ り,教 材解釈を深 め るプ ロセスその ものが授業 であることを
教師自身 が体験 した。 また, この体験 によって「 個」 としての読 みの観点 が出てきた。
そ して, この共同 による教材研究 によって,自 己の読みの相対化 に国語科授業 の意味が
存在 して いることを認識す ることとなった。 これ らは,話 し合 い場面 での視点 ともな り
4年 度 にな り理解を深 めるためのモデル図 として発展 した。
こうした①② の成果 に至 る研究 の発展を通 して,ま とめる力,振 り返 る力,体 験 に結 び
つ ける力 による言語実践力 の育成 こそが,私 たちの求 め る「 表現力」 の育成 であることが
理解 された。言葉 を換 えて言 えば,表 現力 の育成 で示 される言語実践力 の育成 は,「 まと
め る」
「 振 り返 る」
「 体験 に結 び付 ける」等 の認識内容 が深 ま ってい くことである。
平成 3年 度 の生活科 を研修教科 にす ることによって 生活科 の教科理念 である学習者 の認識
を大切 にす るとい うことが,国 語科 の学習指導 において も,学 習者 の一人ひとりの認識 の在 り
方 を指導者 が注意す るとい う姿勢を生む こととなった。 それは,「 ②生活科 の『 個』 と しての
児童 の捉 えは,国 語科授業で も児童『 一人一 人』 の把握 の観点 を強調す ることとな った。」 と
,′

あるように, これ までの国語科 の授業 では,ど ち らかとい うと学級集団 の中で学習者 をとらえ
ていた ことに対 して,学 習者一人ひとりの視点を尊重する国語科 の授業 へ の転換 が図 られてき
たとい うことがで きる。
また, この「 表現」 とい う角度 が,国 語科 の学習指導上「 理解」 に重点が置かれて いた竜北
方式 に,「 表現」 と「 理解」 との関係 を考 えるきっか けとな った。 この関係 を考 え ることか ら
学習指導方法 と しての竜北方式か ら,学 習者 の学 びの在 り方 を追究す る竜洋北小学校 の教師集
団 の意識改革 へ とつ なが ったのである。
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この教師集団 の意識改革 のプ ロセス・5こ そ,小 学校 にお け る国語科 の授業改革 へ の一つ の
道筋 と考 えることができる。 それは,一 つの指導過程 によって 1時 間 の国語 の授業 を行 うとい
うことが,そ の学校 を構成す る教師 にとっては,集 団 の構成 す る意識 の上か らも安定 した授業
を行 うことがで きる。反面,各 教室 を構成す る学習者 の個性 を生かす とい う面か らは,十 分 と
はいえない。 また,教 材 の内容か らも固定化 した指導過程 では,教 材 の特質 にあった学習指導
を行 うことがで きない。
「 教 える」 ということに教師 の意識 の重点が置かれた とき, そ こには
いか に指導す るか とい うことが全面 に出て,指 導過程 とい う「 教 え方」 の方式 に焦点 が当て ら
れる。 そこでは,一 人 ひとりの学習者 の認識 の在 り方 や思考 の在 り方 を問 うことはあま り行 わ
れてはいない。 そのよ うな授業 に対す る捉 え方 が,多 くの小学校 の教師 に「 いかに教 えるか」
とい う指導 に対す る考 え方 を, これまで形成 してきたといえよう。 竜洋北小学校 の教師 もまた
このよ うな「 教 える」 とい うことの中か ら竜北方式 を実践 して きた。
そのことに対 して,「 表現」 とい うことを学習活動 の内容 として位置づ ける ことによ って
表現主体 としての学習者 を指導者 が意識す ることによって,一 人ひ とりの学習者 に対す る意識
が生 まれたと考 え られる。 そこか ら、平成 4年 度 の竜洋北小学校 の研修 が行 われるのである。
,

さらに,こ の平成 4年 度 の研修 の中で「 全 教員 による同一 教材 (『 ごん ぎつ ね』 4年 )の
『 事前研修 一授業 一事後研修』 によ り,教 材解釈 を深 め るプ ロセスその ものが授業 であ ること
を教師自身 が体験 した。 また, この体験 によって『 個』 としての読みの観点 が 出 て きた。」 こ
とは、国語科学習 にお ける「個」 の意味 の追究 とい うことが,教 師自身 に も問われて いること
に気 づいて いったプ ロセスで もあ ったⅢ6。
この平成 3年 度 の①② の成果 を通 して得 た,「 まとめる力,振 り返 る力,体 験 に結 びつ ける
力 による言語実践力 の育成」 こそが,学 習行為 を通 して育成 される国語学力 としてとらえるこ
とがで きる。 この学力 こそ,「 表現」 と「 理解」 との相互 に関係 した総合的 な国語学力 とな っ
て い くと考 える。

C

現在 の研修
今 まで前回 の発表以 降 の本校 の研修 の歩 みを述 べて きた。本校 の研修 は、竜北方式 とい

う読 み深 めのための指導法 を前提 としつつ,主 に「 表現」
・「 生活科」 とい う刺激を受 け今
っ
い
べ
日に至 て る。 この間,前 回 の発表時 と比 て大幅 に変容 した内容 を指摘 で きる。変容
した内容を中心 に現時点での研修 の成果 を述 べ たい。
尚,変 容内容 の中で,私 たちが最 も変容 したと感 じて い るの は,竜 北方式 の捉 えと私 た
ち 自身 である。

(1)竜 北方式 の捉 え 自体 の変容
私 たちは,場 の設定 としての竜北方式によ って,国 語科 で育成すべ き「 読 む力」「 書 く
力」
「 話す力」
「 聞 く力」 の育成 を保証 で きると考 えて きた。 しか し,平 成 3年 度 までの成
果 である私 たちの求 め る「 表現力」 の理解及 び学年 の発達 とい う観点 か ら竜北方式 の捉 え
は,発 達 の認識系統を押 さえた内容表現 へ と移行 した。 つ ま り,「 理 解 ― 表現」 を通 し
た子 どもたちの発言内容を問題 とするようになったので ある。授業 によって,子 どもたち
はどの程度認識内容が深 ま ったのか。 また,認 識内容 が深 まるとい うことは何 がどうなる
ことなのか。認識内容が深 まるプ ロセスは, どうなってい るのか。 これ らの観点 か ら竜北
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方式 を捉 え直す ようにな ったのである。以下 に,認 識内容 か らの竜北方式 の見直 しで得 た
研究 の成果 を述 べ る。
発達 の認識系統 の明確化
平成 4年 度 にな り, 3年 以上 の全学級 が国語科 で研究授業 を行 った。 これ らの授業 は
竜北方式 とい う同 じ形態 を基 に展開 されたので あるが,短 期間 の内 に行 われたため,必 然

①

,

的 に学年毎 の子 どもたちの認識内容及 び学年毎 の授業 の在 り方 が問題 とされた。学年毎 に
発展 して い く授業内容 の深 まりは,発 達 の系統性 が関係 して い ると思われたのである。 こ
うして,学 習指導要領,生 活科 との関連 も考慮 に入 れた「 学年 の系統 一学習指導要領 と本
校 の授業 の押 さえ ―」 が明 らかにされた。
この「学年 の系統 一学習指導要領 と本校 の授業 の押 さえ 一」 における系統表 の うち,「 本校
の授業 の押 さえを以下 に示す。
本校 の授業 の押 さえ
1年 「 順序」 にポイ ン トがある。② の理解 にお いて も事柄 のおおよそ の順序 に注意 させ
ることが授業 の押 さえとなる。生活科 との関連 では,経 験 した ことを順序 にしたが っ
て話す ことが転移 の問題 となる。
2年 「 順序」 の強調 にポイ ン トがある 1年 生 との違 いは,よ りは っ きりす るように整理
す る点 にある。 つ まり,場 面 としての把握 を前提 とした「 順序」 である。生活科 との
関連 では,経 験 したことを発表する場 にお いて場面 を意識 したまとめになって い るか
が転移 の問題 となる。
3年 「 要点」 の強調 にポイ ン トがあるこれは,中 心文・ 中心語句 の指導 に対応す る。 3
分間音読→ 中心語句 の過程 を充実す る。話 し合 い場面 では中心語句 に対す る自己のイ
メージの反応 を重視す る。 4年 生以上 での構造 を読 むへ の移行 に対 しての土台作 りを
行 う。<文 レベルの段階>
4年 「 段落」 の登場 にポイ ン トがあるこれは,構 造 としての読 みとりの指摘 である。従 っ
て,場 面 の中での言葉 の位置付 け・ 関連性 や他 の場面 との位置付 け・ 関連性 を話 し合
い場面 で充実 させ る。 しか し,子 どもだけでは言葉 の関連性・ 形象 か らの関係性 を含
んだ話 し合 いは成立 しに くい。 そこで,教 師の援助 によ り,発 言内容 の整理 0東 ねを
行 い,国 語科 としての話 し合 いを 目指す。<構 造 レベルの段階>

5年 読解 における作品「 全体」 か らの位置付 けの重視 と話 し合 い場面 における「 相手」
にポイ ン トがある。従 って,読 解 では,「 全体」 と「 部分」 との往復作用 による作品
理解 を 目指す。話 し合 い場面 では,対 教師か ら対友達 へ の移行 を図 る。 つ まり,子 ど
も同士 での意見交流 を基 に した話 し合 いによって,自 己の読 みを相対化 してい く。

<自 己の読 みを相対化す る段階>

.

6年 「 目的」 や「 意図」 に応 じて,表 現や読解 をす ることのポイ ン トが あ る。 これ は

,

子 ども一人一人 が 自己の読 みを効果的 に提示す ることになる。 つ まり,「 自力読 み」
ができ,そ れを話 し合 い場面 で発表 して い く。従 って,話 し合 い場面 では,作 品全体
との関わ りの中での 自己の読 みを出 し合 い,友 達 との相互交流を通 して 自己の読 みを
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相対化する。 そ して 話 し合 いで出て きた友達 の読 みを効果 的 に取 り入 れ,新 たな 自
己の読 みを表現す る。<自 力読 みへ かえ る段 階>
,

ここで は,学 習指導要領 の教育課程 を柱 に しなが らも;竜 洋北小学校 の児童 の実態 を基 に

,

竜洋北小学校 の児童 の学年相互 の発達を,系 統的 に捉 えようとして い る姿 を認 めることがで き
る。 ここには, これ までの竜北方式 の 1時 間 の授業過程 の中か ら,竜 洋北小学校 の児童 の実態
を踏 まえ,そ の学年 にあ った特徴的 な指導段階 を絞 って授業 の中心 に据 えようとして い ること
を認めることがで きる。 それは, これまでの竜北方式 の指導過程 が, 1時 間 の授業 の中で総 て
を行 うことが時間的 に多 くの制約 を生むという反省 に立 った ものか ら生 まれたものであ った。
したが って,各 学年 の特徴 を捉 え,学 習す ることが らを焦点化 して いることがわかる。
私 たちは,上 の学年 の系統 を「 発達段階」 としてよ りも「 発達 の最近接領域 の問題」 と
して捉 えるべ きであると考 えた。 それは,学 年当初 の子 どもたちの実態 とその学年 の押 さ
えとがかけはなれた状況 も見 られ, これを解決す る観点 を重視す るためである。 つ まり
学年 の内容 を,常 に固定化 した もの と考 えるのではな く,学 年当初 の実態及 びその時 々の
,

実態 を基 に, 1年 間 の構想 を図 り,最 近接領域を積み上げることで学年 の終 わ りに学年 の
押 さえに至 ることを 目指 した。 さらに長期的 には,竜 北方式 を基 に した 6年 間 の学習 を意
味付 けることで 自己教育力 や生 きる力に結 び付 く学習観 を育成す ることを 目指 した。 この
ような捉 え方 か ら,学 年内 にも,学 年当初 の実態か ら学年 の終 わ りに至 るまでの最近接領
域 を設定す ることとした。 つ まり,学 年毎 にも最近接領域 を細 か くステ ップ化 し,手 だて
を構想 したのである。 こうしてで きたのが「 各学年 の実践」 である。尚,「 各学年 の実践」
には,既 に行 った実践 と共 に,計 画 して い る実践構想 を含 めている。
ここには,各 学年 の特徴 を基に,各 学年 でつ ける国語学力 を示 して い る。 しか し,そ こで志
向す るもの は,各 学年 で収束 し完結す るもので はな く,学 年 の発達 とともに,学 習者一人 ひと
りの学習実態 の中で, 1年 間 の学習 スパ ンを「 発達 の最近接領域」 を積 み上げることによ り
,

小学校 6カ 年 を見通 した長 いスパ ンの中で,学 習者 の発達 を捉 えようとして い る。
ここに,昭 和 63年 度 に確立 した学習指導方法 としての形式 としての竜北方式 か ら,学 習者
一人 ひとりの学習実態 に即 した,内 容 としての竜洋北小学校 の国語科授業 の変容 が行 われた こ
とを認 めることがで きる。
そこで,以 下 のよ うに第 3学 年 か ら第 6学 年 までの「 発達 の最近接領域」 を積 み上げること
で,小 学校 6カ 年 を見通 した長 いスパ ンの中で,学 習者 の発達 を捉 えようとする「 各学年 の実
践」 を構想す るに至 った。
第 3学 年 の実践
―「 文 レベル」 での読み とりの工夫 一
1。

学年当初 の実態
自分 の想像 で読 む ことはで きるが,叙 述 に即 した根拠 ある読み取 りがなかなかできなか っ

た。 また,大 体 の内容 をつかみなが ら話 を聞 いた り, 自分 の感想 を持 ちなが ら文章 を読 ん
だ りすることが不得手 で,自 分 の考 えを持 ちそれを表現す ることが苦手 の子 が多か った
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2.お さえ
○

内容 の要点 をお さえなが ら話 を聞 い た り,読 んだ りす る。
語句 に対 す る 自己 のイメ ー ジを膨 らませ る。

○

竜北方式 の学習 の流 れを身 につ け る。

○

3.手 だて と事例
①

ひとり読み

0正 確 に全文視写 させ る。
・ 自分 な りに思 ったこと 。わか ったこと・ わか らな いことなどを書 き込みをさせる。
・ 場面分 けをさせ る。
あらす じをつかみなが ら,大 まかに内容 をとらえさせる。
・ あらす じを話 した り,書 かせた りさせて,内 容 を把握 させる。
・ 各場面毎 の問題 づ くりをさせ る。
書 き込みを したことか ら,そ れぞれの疑間 を発表 させ,教 師が リー ドしなが ら全
体 の問題 をつ くる。
② 中心語句 の選択
・ 自分 な りの根拠 となる言葉 を探 させ る。教師 の リー ドで中心語句 を絞 る。
③ 中心語句へ の書 き込み

0生 活体験 を想起 させなが ら,書 き込みをさせ る。
・ 文脈 にあった意味を考えなが ら,書 き込みをさせ る。
・ 前場面 と比較 させなが ら,書 き込みをさせる。
④ 自分 なりの考 えの発表
・ 単語 の羅列 で もよいか ら,ま ず,言 ってみるように励 ます。
・ 友達 の意見 に賛成・ 反対・ つ け加えをさせ,意 見 をつなげさせ る。
・ 自分 な りの考 えを明 らかにさせ,文 の中か ら根拠 を探 させ る。
4.成 果 と考察
ひとり読みをさせ ることによ つて,少 しずつ 自分 な りの感想 を持 て るようにな って きた
自分 の考 えを話 した り,書 いた りす ることが十分 にで きない子 もい るが,友 達 の意見に
つ なげて話 したり,手 紙文 の形 に感想 をまとめた りす ることができるようになって きて い
る。
竜北方式 の学習 の流れがわか り。学習 の仕方 が身 についてきつつ ある。

第 4学 年 の実践
―作品構造 を考 えた読み取 りの工夫 一

1.学 年当初 の実態
言葉 その ものの理解 はで きて も,前 時 とのつなが りや段落,場 面 ごとの情景 や心情 の読
み深 めが,不 十分 である。 これは,文 脈 に沿 った正確な関連付 けの読 み取 りができて いな
いことが原因 と考 え られる。

話 し合いでは,他 あ意見に関係付けたり,同 じ趣旨の意見でも自分なりの言葉で表現 し
たり,反 対意見を堂々と述べたりできるようになってはきているが,全 体のものとはなっ
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て い な い。

2.お さえ
○

内容 の中心 のおさえと段落相互 の関連 を,言 葉 に着 目 して,構 造的 にあるいに重複
的 にとらえる。

3.手 だて と事例
①

全文視写 と書 き込み

0全 文視写 によ リー人一人 に物語 の展開 を理解 させ ると共に,一 人学 びの書 き込みか
ら作品 に対す る正確な子 どもの実態診断 を行 う。
② 言葉 の地図作 り
・ 場面 や段落 を単位 として,そ こか ら,内 容 の中心 となる言葉 を選び出 し,言 葉同士
の関連 を線 で結 ぶ ことによ り内容 を構造的 に理解 させ る。
③

関連化 を促す発間 の工夫

0視 点 の転換 を意識 させる発 問
・ 子 ども同士 の意見をつなげ,広 げる発問
④

描写 を味 わ う

0色 彩,に お いな ど作品 のデ ィテールを大切 に し,作 品 の主題 に通 じる雰囲気 を味 わ

̲

う。
⑤

練 りあ う段階での意見交換 の仕方 の指導

・ 意見 に付 け加えをす る。
・ 同 じ意見を自分 の言葉 で表現す る。
・ 質問や疑 間 を大切にす る。
・ 学校生活 の中で何 で も言える雰囲気づ くり

4.成 果 と問題点
本年度当初 に比 べ,作 品 の全体や場面 での心情 の変化 など,見 通 しを持 った意見 を持 つ
こと,ま た,意 見交流 もつ なげた り,自 分 の言葉 で表現 できるようにな ってきて い る。
しか し,練 り合 いの段階で,ま だ,一 部 の子 どもの活動 に限 られて い る。
今後 は,全 体 と部分 とのつなが りを見通 しなが ら,構 造的あ るいは重複的 な作品理解 の
仕方 へ と発展 させて い きたい。

第 5学 年 の実践
―自己の読 みを相対化す る読 み取 りの工夫 一
学年当初 の実態
中心語句へ の書 き込みでは,言 葉 に対 しての 自己のイメージをふ くらめて読 み取 る こと

1。

はできるが,作 品全体 の見通 しを持 った読 み取 りが不十分 であった。
話 し合 い活動 では教師 と子 どもとの関係 が中心であ り,子 ども同士での意見交流 として
は賛成意見 に対 しての反応 (交 流)は あるが反対,質 問意見 が少 ないために練 り合 う段階
まで いた って いなか った。子 ども達 の意識 の中 に「 教師 一私」 の関係 が定着 して い ること
が原因 と考 え られた。
2.お さえ
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○

全体 の構成 を考 えなが ら,「全体」 と「 部分」 とのつ なが りの 往 復 作 用 に よ り作 品
理 解 を図 る。

○

子 ど も同士 の意見交流 を基 に,練 り合 い を深 め る。

3.手 だて と事例
作品 のイメージ化
・ 自分 の思 い浮 かべたことを書 き込 んだ り,文 章表現 した りした後,自 由討論 させ
イメージを広 げる。

①

,

・ 全体 と部分 との関 わ りを重点 として提示 し,イ メージを喚起 させ る。

② 自由討論
・ 中心語句をもとに部分 と部分,全 体 と部分 との関係を意識 して読み取 ったことを複
写文 に書 き込み,話 し合 いを深めるために「 つなげて ごらん」等の投げかけにより活
発な意見交流を行わせ,練 り合 いをする。
③ 「全体」 と「部分」 の関連
・ 作品全体を 4コ ママンガ等で表す ことにより大まかな筋 をとらえさせる。 そして
全体の中での部分での位置づけを理解 しやす くさせる。
,

④ 関連を意識 した自力読み
0全 文視写を行 い,色 わけの書き込み等を利用 して全体 と部分を関連づけて読み取 ら
せる。
4.成 果 と課題
4月 当初 に比 べ,意 見交流 ができて話 し合 いが広 が って きたが,主 題を意識 した読 み取
りは浅 く練 り合 う段階 まで いかない。読解 においては,「 全体」 と「 部分」 との関連意識
が芽生 えてきたがまだ充分ではない。 さらに自己の読 みを相対化 できる段階 にまで発展 さ
せてい きたい。

第 6学 年 の実践
―自力読 みへかえる読 み取 りの工夫 一

1.学 年当初 の実態
他者意識 が強 く,か え って授業 では,自 己表 出す る態度 が弱 か った。 また,話 し合 い場
面 では, 日常生活 との関連 もあ り,意 見 のか らみ合 いが不十分 であ り,情 報交換 にまでに
至 らず情報 の提示 の段階 にとどまっていた。

2.お さえ
目的や意 図 に応 じて 自己の読みを提示する。
○ 話 し合 いを通 して 自己の読みを深 め る。
(6年 間 の国語科学習 を振 り返 り,学 習 の意味付 けを行 う。)
○

3.手 だてと事例
① 自力読 み したことの全体 の場 での表現
・ 視写 ノー トに自由に書 き込みをさせる。
・ めあてに対す る中心文・ 中心語句 を 自分 な りにノー トに書 かせ る。
② 友達 の意見 と自分 の意見 との比較
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・ 友達 の意見 に対 して,自 分 の判断 を含 めなが ら話 し合 いに参加 させ る。
③ 目的や意 図 に応 じた話 し合 い
・ 話 し合 いの状況 を考慮 に入れ,友 達 の意見 に対す る賛成意見や反対意見を効果的 に
行 うように,作 業仮説 (シ ュ ミレーシ ョン)を 行 わせる。
④ 意見交換 で得 た情報 を 自己の読 みに取 り入れた 自分 な りの解釈
・ 友達 との相互交流 によって得 た情報 を基 に して, 自分 な りの解釈 を持 たせ る。
⑤ 場面毎 の 自分 な りの解釈 を基 に,作 品及び授業へ の 自己の関わ りの 自覚
・ 7さ せる。
・ 作品全体及 びその教材 の授業 を リフレク ト
・ 作品 を概念図で表 し,友 達 と比 べ ることで 自己の読 みの特徴 に気づかせ る。
⑥ 友達 の解釈 を基 に した他者理解
・ 友達 の解釈 に対 して共感 し,他 者理解 を図 らせる。
⑦ 「 典型」及 び国語科学習 の意味 の把握

0関 連教材 を過去 に遡 って リフレク トす ることで,「 典型」 を 自分 な りに明示化 させ
る。
・ リフ レク トを通 して,国 語科学習 の プ ロセ スや学 習 の仕方 を確認 し,自 分 な りの国

語科学習 に対す る構 えを持 たせ る。
③ 自己教育力育成 のためのメ タ認知

0学 習 に対す る戦略 に従 って 自己の学習 に対す る実践 を計画 させ る。

4.成 果 と問題点
自分 な りに読み取 ったことを 自信 を持 って発表 できるようになった。 また,友 達 との意
見交換 によ り,友 達 の意見 か ら新 たな読 みの観点 を取 り入 れ、 自己の読 みをふ くらめる意
識 が育 ってきた。 この他者 の読 みの意識的 な取 り入れは,話 し合 いの文脈 の中での 自己の
意見 の位置付 けができることを意味 してお り,学 年 のおさえである目的や意 図 に応 じた 自
己の意見 の表明 につなが って きて い る。今後 は,さ らに話 し合 い場面 の充実を図 りつつ
自己教育力 ない し生 きる力 に直接的 に結 び付 く国語科学習観 を形成 させて い きたい。

,

3年 生か ら6年 生 までの「 実践」 では,「 1.学 年当初 の実態」 の把握 に始 まり,「 2.押 さ
え」 で各学年 での国語学力 としてのおさえを行 い,「 3.手 だて と事例」 と して具体的 なス ト
ラテ ジーを示 して い る。 このス トラテジーは,竜 洋北小学校 の児童 の実態 にあった,学 年 ごと
の具体的 な学習方法 の開拓 とな ってお り,そ の結果 も「 4。 成果 と課題」 として リフ レク トし
ている。 ここに示 されて い るもの は,学 習指導要領 を翻案するのではな く,竜 洋北小学校 の児
童 の国語力 (国 語学力)に あ った指導課程 の編成 を行 った もの とな って いる。 それは:竜 洋北
小学校 の教師集団 による竜洋北小学校 の児童 の実態把握 か らでた ものであ った。
特 に, 3年 生か ら6年 生 までの各学年 での「 3。 手 だてと事例」 には,一 人 ひとりの学習者
の個別的な学習活動 と,そ の個人 の学習 を相対化す る学級 での学習活動 が具体的 に用意 されて
い る。 そのことは,研 究主題 である「 自分 の考 えを表現 できる子 の育成」 とい うことに関 わ っ
て,自 分 の考 えだけを主張す ることしかできない集団 と切 り離 された「個」 の育成 ではな く
集団 の中の他 の学習者 と相対化 し,集 団 の中での 自己を確認す ることので きる力 を育成す るこ
,

とを行 お うとす る国語科 にお ける学力観を認 めることができる。
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・
認識 が深 まるプロセスか らみた竜北方式
竜北方式 は,ま ず,自 分 の読 みを学級 の中 に出 し, この読 みを友達 の反応等 によって妥
当か吟味す る。次 に,吟 味 したもので 自分 な りに読 み,学 級 の中 に出 して い く。 さ らに
・ 00。 つ まり,竜 北方式 は,自 分 が読 み取 ったこと (理 解内容)を 学級 の中 に出す (表
②

,

現)こ との繰 り返 しを行 ってい る。 これが「 3分 間音読」 か ら「 まとめ」 まで の 1時 間 の
流 れ のそれぞれの段階で行 われて い るのである。 そ して, このよ うな理解 と表現 との繰 り
返 しを通 して,よ り妥当な読 みを保証 して い るのである。
下 に示 した「 理解― 表現」 の 2方 向性 によるらせん構造的図式 の過程 その ものが竜北
方式 の段階 の流れであることに気 づいたのである。 そ して, この図式 は,生 活科 の原理 に
つ なが ってい ることにも気づいたのである。
表現力育成 のための「 理解― 表現」構造
話 し合 い
中心語句

r
理解

理解

言語実践力

理解

間
[緊 菱
/■ 分
先験的理解

表現

表現

表現

表現

言語実践力

子 どもたちは,竜 北方式をどのよ うに意味付 けたのか
竜北方式 とい う 1つ の形 を持 った学習形態 によって「 物語文」 を学 んだ子 どもたちは
今 まで述 べて きた竜北方式をどのよ うに意味付 けたのであろうか。竜北方式 を全面的 に肯
③

,

定す る子 どもが多 か ったので あるが,絶 対視 して いない子 どもが い る こと も事実 である。
竜北方式を絶対視 して いないある典型的 な子 どもの感想を載 せ る。 この子 は, 3分 間音読
には じまる 1時 間 のそれぞれの段階 の意味付 けを した後,全 体 の感想 を次 のよ うに書 いて
い る6

0全 体 の感想
このや り方 は,登 場人物 の気持 ちが良 く表 れて い る言葉 に着 日で きて,そ の言葉 に対
して,自 分 の意見を深 め,他 の人 の良 い ところも取 り入れ ることがで きるか らとて もい
いや り方 だと思 う。 で も,話 し合 いの ところで,自 分 たちでできるの は,意 見 の交換 で
ほかは先生 の質問 について考 えるのにな るな ぁと思 います。 自分 たちだけでで きるよう
なや り方,ほ かにないのかな。
は じめは,だ いたいの気持 ちを直観 で書 いた り,言 った りす るけれど,そ れをだんだ
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ん詳 しく読 み取 った り,考 えた りす るのが いい と思 います。最後 に,自 分 の言葉 でまと
め られるのが好 きです。
私 たちは,上 の感想 のよ うに,竜 北方式を振 り返 り, これを肯定 しつつ も絶対視 して い
ない子 が現 れたことに,指 導 の確 か さを感 じて い る。 それは,と もすれば,あ る 1つ の形
を持 った指導方法 で学 んで いけば,そ の枠内での思考を取 りがちにな り,現 状 を改善 して
い く視点を持 ちに くいか らである。 また,上 の感想 は,学 年 が進むに したが って子 どもた
ちだけでできる範囲が拡大 して い く「 学年 の押 さえ」 の観点 に適合 した内容 を述 べて い る
か らである。 さらにで きるだけ自分 たちだけで読 みを深 めてい きたい とい う意欲 が表 れて
い るか らである。
しか し,子 どもが指摘 した竜北方式 の問題 を越 えるには,自 己の読 みの背景 を広げ る程
の友達 との意見交換 が必要 となる。竜北方式 の原理 は,「 3分 間音読」 か ら「 中心語 句 の
指摘」 までの『 集敏的読 み取 り』 の段階 と中心語句 を基 に した「 話 し合 い」場面 での『 拡
散的読 み取 り』 の段階 の設定 によ って,確 かで豊 かな読 みを保証す る点 にあ る。
『 集欽的
読 み取 り』段階 によ って,話 し合 いの土俵を揃え,確 か さを保証 す る。 上 の感想 で は
「 は じめは,だ いたいの気持 ちを直観 で書 いた り,言 った りす るけれど, それをだんだん
,

詳 しく読 み取 った り,考 えた りす るのがいい」 と, この原理 の良 さを述 べて い る。子 ども
が先 に指摘 した「 竜北方式 の問題点」 は,『 拡散的読 み取 り』 である「 話 し合 い」 場面 の
在 り方が意見交換で終わ って しまい,主 題 に迫 るような本格的 な検討 になっていない状態
である。 自己の読 みの背景 を揺 さぶ るほどの意見交換 ではない点 にある。従来 の授業では
子 どもたちの意見 の中で異 なった内容 の ものを「 A」 や「 B」 と類型化 し,比 較す ること
,

で検討 を進 め るものであ った。子 どもは,「 Aか Bか ,ど ちらがよ り深 い読 み取 りだ ろ う
か。」 の教師 の言葉 を「 先生 の質問」 と述 べ, これを超 えた 自分 たちだけでで きる方法 が
ないか,と 問題提起 して い るのである。
自己の読 みの背景 を揺 さぶ るには,自 己とは異 な った背景 を持 つ意見を提示 し,比 較 さ
せ, 自己の読 みを相対化 させ ることである。土俵 を揃 えなが ら進 めてい く「 竜北方式」 で
は,一 人一人 の読みの背景 を知 るの は,話 し合 い場面 となる。 このため,従 来 は,意 見 の
整理を教師が行 い, これを検討 させ ることによって, 自己の読 みの背景を揺 さぶっていた。
今後 は,学 年 が進む にしたが って,自 己の読みの相対化 を子 どもたちだけで も行わせる方
法 が求 め られる。子 どもたちだ けでで きる方法 を考 えると,話 し合 いの時点 で,既 に背景
が異 なっていることが必要 となる。 このよ うに考 えると「 中心語句 の指摘」 までの『 集敏
的読 み取 り』 の段階 を柔軟 に考 え指導 に当たることも時 に必要 である。 これは入れ物 とし
ての竜北方式 を見直す ことで ある。
上記 の文章 では,竜 北方式 が「 認識が深 まるプロセス」 を有 して いるとい うことをプラス と
して認 めた上で,自 己の授業 を振 り返 りなが ら,そ の問題点 と改善点 とに気 づいている。
竜洋北方式 という国語科 の学習指導方式 が,学 習者 の学 びの在 り方 とい う国語科 の授業内容
に シフ トしたとき,竜 洋北小学校 の教師 に,授 業 の中での学習者 の一人 ひとりの ものの見方考
え方 を大切 に しようとす る姿勢 を生んだ。 そのことは,国 語科 の授業 における学習者 の 自己相
対化 の視点 を大切 にす るとい う,国 語科 の授業 の具体的視点を明確化 して いったことによ って
も伺える。
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侶)私 たち教師 の構 えの変容
3年 度 で述 べ た共同 による「 ごん ぎつね」 の教材研究 で得 た 自己の読 みの相対化 のプ ロ
セスが授業 その ものであるとい う観点 は,多 様 な解釈 の中での 自己の読 みの位置付 けを如
何 に図 らせるかを問題 として含 んでいた。 それまでの私 たちには,妥 当な解釈 (教 師 の解
釈 が多 い)に 向 けて子 どもを導 くとい う意識が強 く,妥 当 な解釈 か ら外 れたと思われる意
見 を認 めに くい傾向があった。共同 による教材解釈 を行 うことによって,一 見,外 れた解
釈 と思われる意見 で もこれを認 め,外 の子 にもその意見を投 げかけるようにな った。 つ ま
り,子 どもの意見 の背景 にある読 み取 りを含 めた,子 ども一人一人 の読 みの把握 を心がけ
るようにな ったのである。 この構 えの変化 は,「 生活科」 か らの影響 もか らみあ いなが ら
生 じて きたといえる。
この「 教師の構 えの変容」 については,高 木 (1993)・ 8に お いての研修 の在 り方 につ いてで
取 り上 げて い るが, ここではさらに「 生活科」 とい う,学 習者 に地平 をお いた教科 目の,学 習
者 の コンテクス トを認 め学習 を支援 す るとい う発想 も,竜 洋北小学校 の教師集団 の,授 業 に対
す る構 えに影響 を与 えて いることを認 めることができる。
竜洋北小学校 の教師一人ひとりが,自 己の読 みを大切 にするとい う視点 を獲得す ることによっ
て,国 語科 の授業 とい う同 じ空間を共有す る学習者一人 ひとりの読 みを尊重す るとい う態度 を
獲得 したのである。

D

課題 と展望
私 たちは、前回 の発表 か ら現在 に至 るまでの研修 を リフレク トしなが ら研究 の成果 を述
べて きた。
「 入 れ物 か ら中身 へ」 が今回 の発表 である。中身へ の着 目によ って私 たちは
,

新 たな課題 を見 い出 してい る。 それは,大 きく言 えば次 の 2点 である。
・ 入 れ物 としての竜北方式 の見直 し
・ 教師 の構 えの変化 か ら生 じて きた「 個」 としての読 みの保証
この課題 は,研 究 の発展 を意 味 して い るといえよう。 なぜな ら,「 中身 へ の着 目」 の先
には,「 子 ども一人一人 の読 み」 の中身 があ り,授 業 での多様 な解釈 の中 で一 人 一 人 が ど
う自己の読 みを図 って い くかが問われるか らである。教室 とい う集団 の読みの中での「 個」
としての読 みをどう具体化 して い くかの問題 は,国 語科 の範囲 に留 まらず一人一人 が生 き
る上での問題 につ なが って い くか らである。 また,入 れ物 としての竜北方式 の見直 しは中
身へ の着 日によ って竜北方式 がどう位置付 け られ るかが私 たちの研究 テーマであ ったのだ
か ら。
さて,私 たちは,上 の課題 に取 り組む に当た って,現 在 の研究 の立脚点 との関連 で把握
して い くだろう。 これが私 たち竜洋北小学校 の研修 のス タイルである。私 たちは,竜 洋北
小学校 での文脈 の中 に新 たな視点 を取 り入 れて きた。そ して,こ こでの発表 でみ られるよ
うに変容 して きたのである。 しか し,私 たちの変容 は出発点 の周 りを巡 っただけなのか も
しれない。出発点 を 自覚 しなが ら, らせん状 に巡 る ことを望みなが ら研修 を進 めていきた
い。
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この「 D 課題 と展望」 の中で竜洋北小学校 の先生方 の新 しい課題が,以 下 に示す内容 で 2
点示 されて い る。
・ 入 れ物 としての竜北方式 の見直 し
・ 教師 の構 えの変化 か ら生 じて きた「 個」 としての読 みの保証
この 2つ の課題 の設定 は,学 習方法 か ら学習内容 へ の,学 習指導 のス タ ンスの転換 を行 おう
として い る点 に意味 がある。特 に,「・ 教師 の構 えの変化 か ら生 じてきた『 個』 と して の読 み
の保証」 ということに対す る気 づ きは,今 日教育現象 として大 きく取 り上げ られてる個別化・
個性化 の問題 を,教 育現象か らの捉 えではな く,竜 洋北小学校 の学習者 の学習 の実態 その もの
の中か らとらえて い るとい う点 に注 目される。

(0「 Ⅲ まとめと今後 の課題」 か ら
Ⅲ

まとめと今後 の課題

1.ま とめ
「 これ まで積み上げてきた国語科 の研修 を生か し,読 解指導 の中で表現力 を培 う ことは
で きないだろ うか。」 とい う新 しいテーマを掲 げて,戸 惑 い と共 にス ター トした模索 の 1
年 目。表現 を意識 して積極的 な授業改善 の蓄積 によ り,理 解 と表現 は相互作用 しなが ら
共 に深 ま って い くことが明 らか とな り,さ らに,生 活科 を位置付 けて広 く表現を考 えた充
実 の 2年 目。 そ して,子 どもと教師が確 かに変容 したことを意 味付 けするに至 ったまとめ
,

の 3年 目。
昨年度 は,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 えることで,次 のような成果 を得 た。
・ 表現力 の育成 には,思 考力 だけではな く,感 性 を育 てることが大切 である。
・ 生活科 のね らう多種多様 な表現力 と国語科 で得 た,ま とめる力,振 り返 る力,体 験 に
結 び付 ける力等 の思考力は,「 意欲」 と結 びついて他 の教科 や生 活科 へ と波及効果 を
及 ぼ し, 自己教育力へ と発展 して い く。
・ 意欲付 けの最大 のポイ ン トは,自 信 を持 たせ ることであ り, 自立 を 目指す生活科 の
「 援助者 としての教師 の在 り方」 は,国 語科 の教師 の構 えにも生かす ことがで きる。
・ 共同研究 を通 して,教 師 に も様 々な解釈 があることがわか った。一人一人 の子 どもの
活動 や読みを生かす授業構成 を考 える必要 がある。
こうして培 った教師 の柔軟 な見方,考 え方 は子 どもへ の共感的 な構 えを作 り,子 どもた
ちがよリー層 のびのびと内容豊 かに表現 して い く働 きかけにもなった。
本年度,生 活科 では,「 評価 との関 わ り」 とい う観点 で表現 の明確化 に努 め,指 導案 に
明示す ることがで きた。 これにより,一 人一人 の表現活動 の意図が教師 には っきりと見 え
て きた。 この児童理解 は,教 師 のよ り的確 な援助 に役立 った り,子 どもの意識 に寄 り添 っ
た授業構想 を組 み立て るのに生か されたりして,子 どもの発展的 な表現活動 を促す ことが
で きた。
また,国 語科 では,教 材研究 によ り子 どもの様 々な思考を受 けとめる力量 を養 うととも
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に子 どもの思考を表現 として引 き出す ことによって児童理解 に努 め,学 年 のおさえの明確
化 と手 だてのステ ップ化を実践 した。 ステ ップを踏 んで手 だてを講 じることによ り,今 ま
でよ りさらに焦点化 した児童理解 が可能 とな った。 よ り深 い教材解釈 と児童理解 は,竜 北
方式 の良 さを再認識 したうえで,必 要 に応 じて統合・ 省略等 を加 えた授業改善 を促進 した。
そ して,個 の読みを意見交換す る学習か ら学年 が進むにつれて 自力読 みの力をつ ける学習
へ と方向付けることにな った。

2.今 後 の課題
生活科 では,教 師の援助 の仕方 によって,表 現内容 が大 きく変化す ることがわか った。
今後 も,教 師 の関 わ り方 と表現活動 の関係 を分析 し,よ り明確 に して い く必要 がある。 ま
た,個 の評価 の仕方 とその評価 を次 の活動 にど う生か して いった らよいか,継 続研究 して
い きたい。
国語科 では,「 自分 の読 みを深 めたい」 という子 どもの願 いを実現 させ るためには,子
どもの考 え方 その ものを知 る,深 い児童理解 が必要 とな って くる。子 どもの 自力読 みをめ
ざ した教師の出番 を考 えた時,私 たちは,一 人一人 の読 みを集団 の中でどのように把握 し
保証 して いった らよいのか,表 現 とい う「 考 えの表出行為」 を通 して考 えて い きたい。
,

まとめと今後 の課題」 に,竜 洋北小学校 における 3年 間 にわたる共同研究 の意
味がまとめ られて い るといえよう。 そ こでは,教 材研究・ 児童理解 とい う指導者 の授業 に向 き
上記 の「 Ⅲ

合 うス タ ンスの在 り方 に気づいて い ることが注 目される。
このス タ ンスの在 り方 は,竜 洋北小学校 の研修 の中か ら生 まれて きたものではあるが,初 期
の研修 テーマである昭和 62年 度 の「 自分 の考 えを持 てる子 の育成」 とい う ことか ら大 き く変
化 してきて いる。 それは, ここまでにも幾度 か述 べて きたように,国 語科 の授業研究を通 して
学習者へ の学習指導意識 の転換 であ った。
,

そのことは,竜 洋北小学校 の教師 にとって,国 語科 の授業研究 を通 して実感的 につかみ取 ら
れて きた ものであるとい うことがで きる。
「 2.今 後 の課題」 で「『 自分 の読 みを深 めたい』 と
い う子 どもの願 いを実現 させ るためには,子 どもの考 え方 その ものを知 る,深 い児童理解 が必
要 とな って くる。
」 とい う教師 の願 いこそ,国 語科 の授業 の出発点 であ り,か つ最終到達点 で
もある教 師のス タ ンスであると考 える。

3.竜 洋北 小 学校 にお け る教 師 の 力量 形 成 と国語科 授業 の 変 容
(1)竜 洋北小学校 における 3年 間の共同研究 による国語科授業研究 の意味
竜洋北小学校 における国語科 の学習指導 と授業研究 は, この 3年 間の間 に着実 に変わ ってき
た。
前回 の発表 での基本的 な発想 は,以 下 のよ うな ものである。

① それぞれの力を育成すべ き「場」の設定を保障することで,ど んな子 にも学習に取 り組
めるようにする。
②国語科では,叙 述 に即 して読み取 ることが大事であることを押 さえ, これを 1時 間の学
習の展開の中にも保証す る。
このような考え方から「物語文の指導過程」 と「 1時 間の流れ」 とが生まれてきた。
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この前回の発表での基本的な発想が,平 成 4年 度 には,以 下のようになった。

(1)竜 北方式 の捉 え 自体 の変容
平成 3年 度 までの成果 である私 たちの求 め る「 表現力」 の理解及 び学年 の発達 とい う観
点 か ら竜北方式 の捉 えは,発 達 の認識系統 を押 さえた内容表現へ と移行 した。 つ まり
「 理解― 表現」 を通 した子 どもたちの発言内容を問題 とす るようにな ったのである。
,

このよ うないわば形式 か ら内容 へ の変化 は, ここまでに何回か述 べて きたが,グ ループヮー
クによる「 ごん ぎつね」 の全教員が共 同で行 った教材研究 によ って,竜 洋北小学校 の全教員 に
実感的 につかみ取 られて いった ことによる。
竜洋北小学校以外 にも,小 学校 の先生方 との国語 の月例研究会 に参加 しなが ら教育実践 につ
いて学 ぶ機会 が高木 にはあるが,そ こでの小学校 の先生方 が研究者 に望む ことの中 に,「 明 日
の授業 に役立つ こと」 を求 め られることが多 くあ る。 そこに参加 されて い る先生方 は,勤 務時
間外 に手弁当で参加 されてお り, きわめて国語 の授業 に対 して意欲的 な方 々であるが,そ の先
生方 が求 め られ るもの は,き わめて近 いスパ ンの中 に生 きる授業 の具体的なス トラテジーなの
である。 このよ うな現実 の中で,竜 洋北小学校 の教師集団が行 って きた国語科授業 に対す る研
究 のプ ロセ スは,具 体的教材 と自分 たちが教 えて い る一人 ひとりの顔 が見 える学習者 の学習実
態を見据えての, きわめて具体的 な教材研究 である,と い うことがいえよ う。
このことを契機 として,竜 洋北小学校 では教材研究 に対す る捉 え方 の変容 が起 こった。 そ し
て,そ こか ら一 つの教材 を単位 として捉 えるのではない,系 統性 のある教材構成 を考 えるよう
にな っていった。 そのことによって,授 業改善 が,短 いスパ ン (1時 間 とか 1教 材)の 学習で
はな く,学 年 とい う長 いスパ ンの中で考 え られるようにな った。 しか し,そ こではまだ教材 の
内容 に即 した教材構成 とはな ってお らず,教 科書教材 の配列 に従 って,そ の中での関連性 を考
えて い る段階であ った。
教材 の系列化 ということと関連 しなが ら,教 育課程 の編成 にまでは至 って はいない ものの
学年相互 の発達を系統的 にとらえよ うとす る視点 が,そ こか ら生 まれた。 その中で も, 3年 生
の<文 レベルの段階>04年 生 の<構 造 レベルの段階>・ 5年 生 の<自 己の読 みを相対化す る
,

段階>・ 6年 生 の<自 力読 みへかえる段階>の 系統化 の試 みは,各 学年段階の学習者の実態 を
指導者 の 目を通 して設定 した ものとな っている。 そこには,学 校独 自の学習者 の実態 を押 さえ
,

ての ものとなって い る。 この竜洋北小学校 の国語科学習 の系統性 がそのまま他 の学校 にも直接
的 に当てはまるもの とはいえない。 そのことは,竜 洋北小学校 の平成 4年 11月 25日 (水 )に
行 われた研究発表会当 日の国語科 の研究発表 にお ける竜洋北小学校飯田真也教諭 の 回頭発表原
稿 の下書 きに見 ることができる。 それには次 の ように示 されて い る。

4年 生では,子 どもだけでは,関 係性 を含 んだ作品理解 に達す るには,ま だ無理があります
が, 5年 生では,あ る程度,相 手,つ まり,友 達 との関係 の中で,読 みを図 って い くように
指導 して います。従 って,友 達,他 者 との関係 の中で,自 己の読 みを相対化す る段階が 5年
生 の押 さえとな ります。 6年 生 になると,目 的や意図がポイ ン トとな ります。
ここには,竜 洋北小学校 の教師が 自分 の学校 の子 どもの実態 を充分 に把握 して い ることが認
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め られる。 その実態把握 の中か ら,そ の学校 の児童 に適 した学習 を学年 を超 えて計画的 に学習
内容 を編成 しようとして いる姿 を認 めることがで きる。 このような小学校 の 6年 間の中での長
いスパ ンの中での学習 を組織・ 構成 しようとす る教師集団 の姿勢 は,竜 洋北小学校 の 3年 生か
ら6年 生 までの学習者 の学習 を見通す ことので きる,教 師 の力量 の上 にな り立 ってい るといえ
´
よ う。
小学校 の学習指導 は,そ の中心を学級担任 の教師が担 って い る。 しか も,近 年,人 事異動 の
｀
関係 か ら担任 を継続 して 1年 以上持 つ ことが少 な くな って きて い る。 そのような状況 の中では
学習者 の実態 を一人 の教員 が,そ のすべてに責任 を持 つ とい う形 で担任 を持 つ とい うことが子
ども理解 において難 しくな って きている。例 えば,教 師の子 どもの見 え方 について,近 藤邦夫
9が 示 してい るような事例 は,例 外的 な ものとはいえない教育状況 であるといえよ う。
(1992)・
,

竜洋北小学校 の教師集団 のこの意識 の変革 は,国 語科 の授業研究 か らのみあ った もので はな
い。 そこには,子 どもの現実を捉 えようとす る教師 の授業 に向 けてのス タ ンスによるもの もあ
る6と の よう教師 のス タンスは,子 ども理解 を しようとす る教師 の姿勢 か ら生 まれて い る。 そ
こに,学 習指導 における学習者 の リフレク トと同様,学 習指導 における教師 の リフレク トのあ
りようが問われて くる。 そのことについて「 研究発表要項」 の中で,次 のように述 べて い るこ
とか らもわかる。
私 たちは,上 の感想 のよ うに,竜 北方式 を振 り返 り, これを肯定 しつつ も絶対視 して いな
い子 が現 れたことに,指 導 の確 か さを感 じて い る。
竜洋北小学校 の教師集団が,自 分 たちが行 った授業 を リフレク トし,そ のことについて 自 ら
が意味づけて いる。
このよ うな 3年 間 にわたる自分 たちの学校 の研修 のプロセスを跡付 け再構成す ることは,そ
の意味 を考察す ることを通 しての教師集団 の 自己変革 の過程 にお いて,教 師 自身 による力量形
成 の拠点 を 自覚的 につかんでい くこととなると考 える。

(a

竜洋北小学校 の教員 の年齢構成 による授業研究 に対する姿勢
竜洋北小学校 の国語科授業研究 の結節点 にな った平成 3年 度 の教員構成 は,次 のよ うになっ

ている。経験年数 が 35年 男 1名 ,28年 女 1名 ,16年 女 1名 ,14年 男 1名 ,13年 男 1名 女 1
名,11年 女 3名 , 8年 男 1名 , 4年 男 1名 女 1名 , 2年 男 1名 ,の 合計 13名 である。
平成 4年 度 は,竜 洋町指定 の研究発表 の年度 であ ったため,教 員 の移動 は最小限 にとどめ ら
れて,28年 女 が 22年 女 に変 わ ったのと,学 校長 の移動 の合計 2名 の移動 であ った。
平成 3年 度 の教員構成 を見 ると,教 師経験年数 が 16年 か ら■ 年 の ものが 7名 と,全 教員 の
半数以上 とな ってい る。教師 の力量形成上,経 験的 に 10年 の教員経験 が意 味 を持 つ といわれ
ることが多 いが,こ の竜洋北小学校 の教員構成 は小学校教育 を経験的 によ くつかんでいる教師
の多 い,教 員集団 であるとい うことがで きる。 このよ うな年齢的 に近 い教員構成 は,研 修 にお
いて も活発 な相互批評 を生む ことにもなって いた。 さらに,研 究推進部 を構成す る教員 は,13
年男 1名 と 10年 女 2名 で運営 されてお り年齢的 にも近 いため,研 修 に対す る姿勢 は,学 校 の
実状 や学習者 の実体 をよ く捉 え,研 修 の方向性 の一致 を見 て い る。
このことは,竜 洋北小学校 にお いて は,研 修 に対す る教師の意識 の高 さと意欲 の持続 とい う
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面 に表 れたといえる。
特 に意識面 においては,学 習者 に対す る教師のス タ ンスの取 り方 について,「 ごん ぎつ ね」
の グループヮー クを通 して,教 師一人 ひと りの読 みが学習指導 に直接的 に生 きるのではな く
学習者 の一人 ひと りの読 みを予想す る個 の レベルか らの読 みの学習指導 にお ける大切 さを教師
,

が獲得 したことによ り,そ れまでの事前研修 の意味が大 きく変わ って いったことに意味がある。
そのことは,学 習者 の読 みをいかに認 めなが ら,授 業 を組織・ 構成 して い くか とい う学習指導
過程 の改善 とな って具体的 に表 れた。
小学校教員 の国語科授業 に対す る一般的 な傾向 として, この竜洋北小学校 で も,以 前,特 徴
的 に認 め られたが, 1時 間 を単位 とす る指導過程 とい う指導 の方法 にその中心 がおかれている
ことが多 くある。 それは,学 習者 にいかに教師 の指導 を行 き届かせるか とい う,教 師 としての
指導 のあり方 の典型 ともいえる。 この ことが学習者 へ の学習 の手 の入 れ方 が親切す ぎて,学 習
者 自 らが考 えるとい うことを行 わない,指 導者 の引 いた道筋 の上 のみの学習 とい うことになっ
て しま って いる。知識 や技能 の習得 とい うことか らは,そ のよ うな学習指導 が効率 はよいが
,

創造的 な学習 を行 うには,学 習者一人 ひとりの学 びの在 り方 を追究 できる学習能力 の育成 を図
る授業 を行 うことが大切 であると竜洋北小学校 の一人ひとりの教師が考 えるようになった。 そ
のことが,竜 洋北小学校 の教師一人 ひとりの研修 に対す る意識改革 とな り, 日々の授業 に向 き
合 う姿勢 の変容 となったといえる。
また,研 修 に対す る意欲 も,教 師一人 ひとりの経験 による問題意識 を明確 に有 してい るため
に,指 導技術的 なことを問題 にす るので はな く,学 習者一人 ひとりの実態を いかに認 め,「 子
どもを生か し」 た授業 を行 って い くための ものに向 くようにな った。
このよ うな教師集団 の姿勢 は, この年度 の竜洋北小学校 の教員構成 による ものがあると考 え
られる。
さらに, この竜洋北小学校 の学校規模 は,各 学年 2ク ラス,全 体 で 12ク ラスの学級編成 で
ある。小学校 の学校規模 としては小 さか らず,大 きか らず,教 師全体 が学校 の児童 のほとんど
を把握 できるとい う大 きさである。 しか もこの くらいの規模 であると,児 童間 の学習 をは じめ
とし,学 校活動 において も,相 互交流 を適切 に行 うことがで きる。児童数 の少 ない学校 である
と,児 童間 の相互交流 が適切 に行 われに くく,特 に児童間 の相互交流 にお ける自己相対化 の視
点 の獲得 が行 いに くくなるとい う欠点 が出る ことが ある。 その よ うな面か らも,授 業研究 とそ
れに伴 う授業改善 とを行 うことの条件 と環境 とが整 って い る小学校 である, とい うことがで き
る。

6)国 語科授業研究 における視点の確立
国語科 の授業 を全校 あげて研究 している小学校 を対象 とし,そ こにおける授業改善 の在 り方
を、 まとめの年度 に発表 された「 研究発表要項」 に記述 された内容 か ら,そ のプ ロセスを振 り
返 りなが ら, 3年 間 にわた った高木 との共同研究 の成果 を探 って きた。
国語科 の授業 に関 して,従 来 は,教 師 による教材研究 が授業 に向けて の第一歩 であ り,そ の
重要性 は, これ までに認 め られて きて い る。 そのことを認 めた上で,教 材研究 のみでは国語科
の授業 その ものが成立 しない とい うことが,特 に小学校 の教師 には実感 としてある。教材研究
力 や教材解釈力 の優 れた教師が,優 れた国語科 の授業 を行 えるか とい うと,そ れだけではない
授業 の構成要素 がそ こに関係 して くる。言 い換 えるな らば,優 れた文学者 のすべてが優 れた国
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語科 の授業 を行 うことがで きないとい うことと同 じである。 それは,教 材研究 とともに学習者
理解 とい うことが,小 学校 の国語科 の学習指導 には必要 であるか らである。
これまでの竜洋北小学校 の国語科 の授業 では,ど ち らか とい うと学習指導の方法 に目が向き
,

教材 の内容 と学習者 の読 みとの関 わ りについて授業 として組織・ 構成す ることがなか った。 そ
れは,教 師自身 が 自 らの力で教材研究・ 解釈 を行 うことが少 な く,教 材 の内容 をいかに学習者
に理解 させるか とい う,学 習者 の読 みを拠点 としての国語科 の授業 か らは遠 い もので あ ったと
い うことがで きる。 それは,「 教材 で」 というこれまでの授業方法 として の教材論 に因 って い
る小学校教育 の一つの現れで もあ った。 しか し,国 語科 の授業 では「 教材 を」 とい う教材 の内
容 に関 わる学習指導 も重要であ り,そ こに教師集団 として気 づいていったプ ロセ スが この竜洋
北小学校 の 3年 間 の歩 みで もある。その特徴 が,第 3学 年 か ら第 6学 年 までの「 実践」 として
示 された ものに認 めることがで きる。
授業研究 とその改善 は,授 業 を構成す る指導者 と学習者 と教材 とい う 3つ の構成要素 をとら
えたとき,そ の中心 は,指 導者 であるといえよう。従来,国 語科教育 においては, この授業 の
構成要素 の うち,教 材 に多 くの 目が向 けられてきて いる。特 に教材 の内容 に関 わることと指導
過程,そ の指導方法 が中心であ った。竜洋北小学校 の先生方 と研究 をともに行 ってい く中でも
授業 にお ける指導者 の位置が重要 であるにも関 わ らず,そ の意味 については問われることが少
,

なか った。
授業 における指導者 の位置 は,学 習者 の学習行為 その ものに直接的 に関わ ってお り,そ の指
導者 の力量形成 の拠点 を探 ることは,授 業 その ものをとらえる こととなる。
これまで小学校 の国語科 の授業 では,教 材研究 よ りも授業 の具体的 な方法 を追究す ることが
多 か った。 それは,国 語科 の授業 の中での学習者 との関わ りに目が向 き,教 材 の内容 と学習者
の読 みとの関係 を問題 にす ることが少 なか ったことにもみることがで きる。近年,国 語科 の授
業 における読者論 の導入 とともに,学 習者一人 ひとりの読 みを国語科 の授業 として間 うことが
行 われるようになってきた。 そのことによ って:学 級全体 の教材 に対す る読 みか ら,学 級 を構
成す る一人ひとりの学習者 の読 みを重視す る傾向 にな ってきた。 そのよ うな こと も,竜 洋北小
学校 における授業形式 か ら授業内容 へ の国語科 の授業 その ものの変容 の拠点 とな って い る。
この竜洋北小学校 の先生方 との共同研究 は,本 来国語科 の授業 の改善 をめざす授業研究 と
それに伴 っての国語科授業研究 の方法 の追究 であ った。 その共同研究 のプロセスの中で,竜 洋
北小学校 の先生方 お一人 お一人 の国語 の授業観 の変容 と授業 その ものに対す る構 えと考 え方 の
,

変容 とが認 め られた。そ こでその変容 プ ロセ スの拠点 がどこにあるかとい うことの追究を行 っ
たのが本研究 である。 しか し,共 同研究 その ものが 3年 間 とい うスパ ンのために,そ の時 々の
細 かな捉 えが十分 にで きていない とい う欠点 も有 して い る。
学校教育 とい う場 における授業研究 は,教 育 とい うダイナ ミズムの中 にあ り,そ の複雑 な構
成要素 を整理 し分類・ 分析す ることはある意 味で不可能 といえよう。 しか し,そ の中の要素 を
限定す ることによ って,少 しで も見えて くるものが あるのな らば,そ こか ら学校教育 における
国語科 の授業 を捉 えて い きたい と考 えてい る。今回 はその中の教師 と小学校 の国語科 の授業 と
に焦点 を当てて考察 を行 った。
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