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読みを深め，自分の考えを形成する
国語科指導の在り方について

～理解したことを既有の知識や体験と結び付ける
指導の工夫を通して～

国語科において言葉による見方・考え方を働かせ，言語
活動を通して国語で正確に理解し表現する資質・能力
を育成する。

研究主題

研究の目的

自己主張が弱い 国語の読む領域が弱い

学校課題



学習過程の明確化

読
む
こ
と

学習目的の理解

構造と内容の把握

精査・解釈

考えの形成

共有



生活経験

考
え
の
形
成

既有の知識や様々な体験

研究内容と重点

読書経験

既習事項

本
単
元
の

学
習
内
容



1年目の研究



①考えを形成する単元構成

• プランシートで指導過程を明確に

• 単元のゴールの提示

②考えを広め，深める場の設定

• 考えの交流の場面の工夫

• ふり返りの工夫

１年次の内容と重点



プランシート
• 一単元を構想する。

• 資質・能力，評価規
準の明確化。

プランシート
で単元づくり単元目標

評価規準

評価
規準
・
方法

学
習
過
程

学習課題
学習活動
資質能力

単元のゴール



考えを広め深める交流・
振り返りの工夫

•交流の目的を明確にする。

•振り返りの観点を示す。



２年目の研究



① 考えを 引き出す
② 考えを 整理する
③ 考えを まとめる

考えを形成するための
指導のポイント



引き出す

1．生活体験を想起させる言葉

2年「わたしはおねえさん」
物語の登場人物と，自分の
体験と比較して考えさせる
ことで，子供たちの生活体
験・関連読書体験から引き
出す。

１年「じどう車くらべ」
問いかけから直接子供たちの体験
を引き出す。

私の妹も同じだよ。私も落
書きされたことある。みん
なに笑われるかと思って，
一生懸命消したよ。

僕見た！赤いのピカピ
カさせながら走ってた
の見た。すごいおっき
な音も聞こえたよ。



引き出す

１．単元内の学習を記録

4年「プラタナスの木」
精査・解釈により，物語から受け取
り，引き出されたメッセージが徐々
に変化・深化・統合されていく。授
業で発したキーワードを掲示する。

５年「たずねびと」
精査・解釈で，登場人物の様子の
変化を子供の言葉で整理し，場面
の移り変わりと共に引き出された
考えを板書記録として視覚的に掲
示することで関連付けて考える。



引き出す

１．図鑑や写真などの具体物

１年「じどう車くらべ」
図鑑を見ながら，しごととつくり
を確かめ合っている。

１年「うみのいきもの」
図鑑を見ながら，自分の海水浴体
験や，水族館で見た魚の話題で会
話している。

これと同じ
の見たよ！

ここからお布団が出
てくるの見たよ！

自動車図鑑

海の生き物図鑑



引き出す

２．既習教材との比較

５年「見立てる」
本単元の教材と昨年度教材を並べて掲示
することで，文章構成や文末表現などの
既習事項にすぐに気付く。比較すること
で，新たな学習課題に気付かせる。

昨年度教材今年度教材



引き出す

３．考えを書いた付箋で対話

全学年で実践
対話により「違いを浮き彫りにさせるた
め」や「考えを補完し合うため」など，引
き出す目的に合わせてメンバーを変えなが
ら付箋の内容を交流させる。

ちょっと聞いてくれる？
僕はさ，こんな風に思う
んだけど。
どれどれ，見せて？

ここまでは，考えたんだけど
次が思いつかないんだけ
ど・・・

あー分かる分かる，そ
れ，私と同じだよ。



整理する

1．学習記録を見直す

３年「ちいちゃんのかげおくり」
精査・解釈で書き込んだ全文板書

や，授業記録ノート，教材文，授業
の振り返りノートなどの学習環境整
備を行い，振り返りやすくする。

教材文

授業の振り返り



整理する

1．観点で色分けされた付箋の操作

全学年
観点で色分け付箋で操作しながら

考えを整理させる。分類して貼り替
えたり，書き足したりする時間と環
境を保障する。



整理する

２．ペア対話

低中学年
話す相手を限定し，向き合って「そ
の人」に話す。伝える相手を『限
定』した方が低中学年はスムーズに
話合いが進む。お互いに質問し合
い，相づちを打ちながら考えを整
理，分類する。

これとこれ，同じだね。
隣にくっつけよう。



整理する

２．グループ対話

中高学年
お互いの考えを話すことで共通点や
相違点を整理する。話型指導で話し
合うことに慣れた後は，意見の対立
や観点の違いからの視野を広げる目
的ごとに様々なメンバーで意見交流
をさせる。付箋の色を見ながら，自
分の意見を補強する相手を探しなが
ら交流する子もいる。



整理する

3．全体交流

全学年
考えを出し合い，同じ考えや異なる
考えを分類・整理する。多様な考え
に触れることで，考えが繋がり，広
がり，新たな視点で考えるようにな
る。



整理する

3．共通点を視覚的に比較

３年「こまで楽しむ」
自分の考えを表に貼ることで，友だ
ちとの違いを比較する。何を観点に
考えたのか，表に貼りながらみんな
で視覚的に整理していく。



整理する

3．考えを，整理・分類

５年「見立てる」
視覚的に理解しやすくすることに
よって，子供たちは引き出した考え
を整理しながら考えることができ
た。

４年「ひとつの花」
子供の考えをキーワード毎に書き
まとめ構造的に板書することに
よって，子供の思考を整理するこ
とができた。



まとめる

１．考えを絞る

４年「プラタナスの木」
全体交流で整理された板書を見
て，自分の考えを絞っていく。

５年「大造じいさんとガン」
書き溜めた付箋から，自分の考え
を二つに絞ることで，考えを焦点
化させて文章にまとめていく。



まとめる

２．発達段階に応じたまとめ

• 低学年 体験と結び付けて書き話す。

• 中学年 理解内容に体験を結び付けて
理由を示す。

• 高学年 理解に既有の知識を結び付け
て，複数の根拠を示す。



まとめる

３．考えのモデルを生かす

２年「スイミー」
単元導入時に教師が
示した考えの形成例
を生かして，自分な
りにまとめる。参考
例は，あらすじのま
とめ方や，まとめの
構成や書き抜く事例
などを提示する。

導入で示した
単元のゴール



まとめる

３．書き出しや項目を指定

３年「すがたをかえる大豆」
書き出しを指定することで，記述

内容が焦点化し，考えやすくさせ
る。

６年「『鳥獣戯画』を読む」
まとめの際，ノートの右側に
考えの根拠となる整理した付
箋や納得度を記したなどを添
付させ，その中身から，文章
化していく。



・関連図書内容を引き出した 初発0名⇒まとめ6名
・自分の経験を引き出した 初発4名⇒まとめ7名

私だったらすみれちゃんみたいに笑い出すと思います。わけは，カリ
ンちゃんの書いたぐちゃぐちゃの絵が，コスモスに見えたからうれしい
気持ちになったと思うからです。自分が大事に育てていたコスモスをか
りんちゃんも自分と一緒で大好きだから，絵に描いてくれたことが，う
れしい気持ちにさせたんだと思います。私も家でコスモスに毎日水をあ
げています。きれいに咲いてて，すみれちゃんやかりんちゃんみたい
に，うれしい気持ちになります。

私だったら，かりんちゃんに，「私が大事に育て
ているコスモスの絵を描いてくれてありがとう」と
言います。私も自分で植えたお花の絵を，お姉ちゃ
んが描いてくれたとき，とってもうれしかったです。
お姉ちゃんが植えたお花を私も，描きました。

研究の検証 ２年わたしはおねえさん 10名



納得度が向上し，根拠が本単元内容の論の進め方・
表現の工夫から記述 初発4名⇒まとめ９名

尾括型は，自分的には鳥獣戯画を知っている人が少ないと思うから，
鳥獣戯画に文字には書いてないけど，こういう風に描いたんだと説明し
ながら伝えるときには言い書き方だと思った。逆に最初の一段落に主張
が書いてあっても，中身が分からないから，尾括型は良いと思う。
双括型は，始めは何だか分からないけど，５，７段落になると初めに

書いたことがだんだん分かってきて「あー」って気付
くから，双括型も良いと思う。

高畑さんや金子さんが書いている鳥獣戯画の評価は，
鳥獣戯画を引き立たせるように書いていたし，文章構成
も事例の順序を考えていたので，納得度が上がりました。

研究の検証 ６年「鳥獣戯画」を読む ９名



◎既有の知識を結び付けるポイント
◎考えのイメージを教師が持つ
◎他教科の発言が変化した

▲考える観点を子供と

▲まとめる型の系統性

▲学習環境を整備する

研究の成果と課題

そ
し
て

授業が変わり，子供も教師も変容した



ご清聴ありがとうございました。


