
人とのかかわりと言葉を大切にしたコミュニケーション力の育成 
～互いの言葉を受け止め合い、考えを深める授業の創造～ 

 
    下関市立粟野小学校 教諭 小川千鶴子 

１ 研究主題について 
  １０年後の子供たちが生きる未来社会は、国際化、グローバル化し、いろいろな人とかかわり合いながら仕
事をする時代と考えられる。また、現在の社会から予測のつかない社会とも考えられる。将来子供たちがその
社会の中で活躍し、生き抜いていくために、学校で学んだことを生かすだけではなく、学び続けていくことが
大切である。そのためには、課題に対して、いかに問題解決を図っていくかが重要となる。問題解決を図るた
めに、基礎的な知識・技能を土台として、新たな情報収集を行い、試行錯誤しつつ、自分で様々な角度から考
えることができなければならない。また、困難な課題に対しても、その解決を工夫し進めていく必要もある。
そこで問題解決に必要となっていく力の一つとして「コミュニケーション力」が挙げられる。 
このことを受け、本校では、昨年度まで「ともにかかわり合いながら、主体的・創造的に学ぶ子供の育成」

を主題とし研究を進めてきた。取り組み方については、本校が複式学級を有しており、教師がついていない時
間をガイドに沿って学習を進めたり、リーダーが中心となり学習を進めたりするなど、子供たちが主体的に学
習を進める上で必要なことから、子供たちに「学習を進めていく力」や「自分の考えや思いを表現する力」が
身につくようにした。また、様々な活動の終わりにふり返りの時間を設けたり、地域の方々との交流の場にお
いて、自分の感想や感謝の気持ちを伝えたりする場面を生かすようにした。そうすることで、自分の考えや思
いを、自分の言葉で伝えられるようになってきた。 

  しかしながら、極小規模校ということもあり、「自分の考えや思いを表現する力」はあるものの、子供たち
同士、子供と教職員、子供と家庭、地域の方々との関係が家族のようであり、「自分の考えを最後まで言わな
くても、相手が自分の思いや考え汲み取ってくれる。」という、非言語性のコミュニケーション場面が多く、
「他者の意見を聞きながら、考えを深めていく」ことに依然課題が残ることから、課題解決に向けた研修に取
り組んだ。 

 
２ 研修の視点  
 （１）一人ひとりが自分なりの見方・考え方をもって、課題に向き合い、対話によって考えを深める授業づく

り（学級） 
 （２）共通の課題・話題を通して、「コミュニケーションの素地」や「やりとりの習慣化」を図る活動（学校） 
 （３）地域や他者に対して、具体的に働きかけたり対話したりして、多様な考えを知り、知識を活用して自己

を高める活動（地域） 
 
３ 研修の取組と成果 
（１）コミュニケーションを円滑に行うためには、課題に対する強い関心や思いをもっていること、根拠を基

に考えがもてていること、自分の考えが相手に伝わるように、表現方法を工夫し、論理的に述べること
が重要である。 
そこで、授業においては以下の点に取り組んだ。 

①子供が主体的に学ぶための授業展開 
②異なる多様な他者との学び合う相互作用によって、子供の学びを確かにする学習活動 
③自らの学びを意味付けたり、価値付けたりして自覚し、他者と共用していくための「ふり返り活動」
の充実 
①については、子供が「やってみたい。」「考えてみたい。」という意欲を高めて授業が展開できるよ

う、導入の改善を行った。子供たち自身が「めあて」を意識した授業を展開するためには、教師が「ね
らいを明確」に把握しておく必要がある。そして、子供たち自身が「めあて」をつくりだすことによっ
て、その後の学習展開に主体的に取り組むことができるようになると考えた。 

    そこで、今年度の研究授業においては各学年とも導入を意識し、子供たちが主体的に学習を展開する
ことができるよう取り組んだ。その結果、子供たちがめあてに対してしっかりと考えをもち、表現しよ
うと意欲的に学習に取り組む姿が見られた。  
②において、子供たちにとって多様な他者とは、教材であり、友達であり、先輩であり、教職員であ

り、保護者であり、地域の方である。今年度は参観日に、教頭や校長、保護者や地域の方、さらには豊
北高校の在校生にも参加してもらい授業を行った。子供たちは普段は聴くことのできない多くの意見
に触れることで、物事には多様な考えがあることに気が付き、自己の考えを深めていくことに繋がっ
た。特に、高校生との学習では、年齢も近いことから自分の考えを意欲的に伝えるなど、普段の学習で
は体験することのできない楽しさも味わうことができた。 
③については、学習したことを自己のものとするため、また、自己変容を自覚するために大切な活動

である。そのため、授業の終わりに「書く」「発表する」などの方法で、自己の学びをふり返り、友達
と伝え合う活動をとおして、学びを共有できるよう取り組んだ。年度当初は、「○○ができてよかった。」
「○○が分かりました。」というふり返りが多かった。３学期になると、「○○さんの説明のおかげで、
解き方がよく分かるようになりました。」「筆者の伝えたいことがよく分かりました。これからはわた
しも、遊び方を工夫していきたいです。」など、自己の学びをふり返り、自己の変容を自覚することが
できるようになってきた。また、複式学級として、上学年のふり返りを聞くことで、下学年はふり返り



方を学び、下学年のふり返りを聞くことで、上学年はこれまでの学びをふり返るきっかけとなった。 
学校評価アンケートにおいて、児童、保護者ともに「授業が分かりやすいですか」という質問に対

し、「分かりやすい」と答えた割合が、１学期末と比較し、大幅に上昇した。また、２学期末の授業ア
ンケートにおいては、「自分の考えをすすんで発表している」という項目に対して、８人中７人の児童
が、「とてもよくできた」「よくできた」と回答している（１人は「できた」と回答）。 

（２） 水曜日、金曜日の朝学を全校で行い、異学年と交流をしながらコミュニケーション力が身につくよう
取り組んだ。 
第１・３水曜日は「元気っ子朝会」とし、昔からの遊びや簡単な運動をした。本校児童は兄弟・姉妹

が多く仲がよいため、暗黙のルールで遊んでいる。そのため、大人数を意識したかかわりできるよう、
なおかつ「楽しい」を意識して取り組んだ。その中で、「工夫」「ルール」「声を出す」という３点が浮
き彫りとなった。そこで、毎活動をふり返り、次回の活動を考えていく中で、徐々に自分たちで工夫が
できるようになってきた。 
また、毎週金曜日は「コミュニケーションタイム」と題し、隔週で「フリートーク」と「イングリッ

シュタイム」を実施した。これはキャリア教育の一環でもある。 
「フリートーク」では、共通の話題に対して、自分の思いや考えを伝え合う活動を行った。全学年で

行うこと、「フリートーク」は昨年度末からの取り組みであることから、共通の話題を子供たちが考え、
話しやすいものとした。年度当初は発言が続かなかったり、話題を上手く掴めず自分の考えを発言で
きなかったりしたこともあった。回を重ね、子供たちの発言のよかったところをその場で教師が価値
付けたことで、子供たちの発言が変化した。たとえば、「○○さんと同じで…です。」「二つあります。
一つ目は…で、二つ目は…です。」など、前の人の発言を生かして発言しようとする場面が多く見られ
るようになった。また、上学年においては２学期後半から、前の人の発言に対して、「わたしは○○さ
んとは違って･･･」や「○○さんに質問です。」など、相手の発言を受けて自分の考えを発言したり、相
手に詳しく尋ねたりできるようになってきた。「フリートーク」をとおして、上学年は自分の力を実感
し自己有用感を得たりすることができた。また、下学年は上学年をお手本として、話し方や聴き方を
学び、身につけることができたと感じている。 
「イングリッシュタイム」では、外国語を通じて、言語以外の伝達方法（ジェスチャー）も取り入

れながら、簡単なやりとりを体験した。言語以外でも相手に伝えることができること、表現方法を組
み合わせることでより相手に伝わることを経験し、さらに分かりやすく相手に伝えようとする意識が
高まった。 

（３）  本校では「粟野っ子ふれあいフェスタ」を始め、地域の方とのふれあいの機会が多くある。昨年度
は、子供たちと地域の方とのふれあいの場面において、会話が「問い⇒答え」の１往復で終わってし
まうことが多く見受けられた。そのため、「地域の方と２往復以上の言葉が交わせるようになって欲
しい」という願いは、昨年度から引き続きである。そこで、今年度は「粟野八景」と題し、各学年が発
達の段階に応じ地域題材を取り入れた学習を行った。その中で、見つけたことを紹介したりインタビ
ューをしたりするなど、共通の話題をとおして地域の方と一緒に活動したことにで、子供たちから進
んで地域の方に話しかけ、２往復以上の言葉を交わすことができた。そこには、子供たちの地域に対
する思いと、地域の方からの思いが双方向で交わり、互いの話したい・聞きたいという思いのつなが
りを感じた。また、学習をとおして、子供たちが地域の方への感謝の気持ちをもつことができ、その
気持ちを地域の方に伝えたいと言う自主的な活動に発展したことは、大きな成果といえる。 

 
４ 今後の課題 
  予測不能な未来社会を生き抜く子供たちは、相手意識や目的意識をもち、伝え方、聴き方を考えて、適切な
コミュニケーションを図ることができる力を培わなければならない。そのためにも、授業や様々な体験活動を
とおして継続的に「やりとりの習慣化」や「コミュニケーションの素地」を身につけていく必要があると考え
る。今年１年間の取り組みをとおして、子供たちは自分の思いや考えを、自信をもって伝えられるようになっ
てきた。反面、相手意識をもつことや、自分の考えを分かりやすく伝えたり相手の思いや考えを受け止めて適
切に返答したりすることに依然として課題が残る。そこで、①子供たちに相手意識をもたせること②自分の考
えを分かりやすく伝えること③相手の思いや考えを受け止め適切に返答すること、今後はこの３点に重点を
おき、取り組んでいく必要がある。 
 ①について、「フリートーク」では、発言者はぬいぐるみをもち、聴く人はもっている方を向いて聴くとい
う意識付けをした。その結果、発言者の方を向いて話を聴くという意識と態度は身に付いた。しかし、相手を
意識した話し方や伝え方は十分身に付いたとは言えない。伝えるためには、「だれに」「何のため」「何を」「そ
のための方法」を意識することが大切である。そこで、子供たちに相手意識もたせるため、日々の授業におい
ては、引き続き「ねらいの明確化」を図るとともに、活動に対しての意味を子供たちにつかませるようにして
いく。また、異学年での活動である「元気っ子朝会」や「コミュニケーションタイム」においても、今年度の
活動を見直し改善し、本校の子供たちの実態にあった支援の仕方で相手意識を高めていけるよう、来年度も引
き続き取り組んでいく。 

  ②については、日々の授業において基礎的・基本的な力を確実に身に付けさせるとともに、学んだことを生
かし、根拠をもって相手に伝える経験を積ませるようにする。また、伝えたいことを簡単に書き出したり箇条
書きにしたりするなど、メモを作成することで、自分の思いや考えを整理し、ポイントを絞って伝えられるよ
うにする。      
③については、様々な活動をとおして、子供たちは自分の思いや考えを話すということには慣れてきた。一

方で、相手の発言を受け止めて適切に返答することは、本校子供たちの大きな課題と感じる。現状として、学



年によっては一人学年であるため、授業において友達の発言を聴くことができず、自分の考えと比較しながら
聴き、質問をすることはできない。このことについては、次年度の研修において深めていくことにしている。 
さらに、本校は極小規模校ゆえに、教職員が子供に対して過干渉になってしまう場面がある。そこで、子供

たちが、自分の思いや考えを自己決定し、それを適切に表現しながら、相手に伝えられるよう、教職員と子供
とのかかわり方も見直していきたい。 

５ 研究視察 
（１） 研修期日 平成３１年２月８日（金）・９日（土） 

（２） 研修先  筑波大学附属小学校（※筑波大学附属小学校 学習公開・初等教育研修会への参加） 
（３） 研修の目的 
  「人とのかかわりと言葉を大切にしたコミュニケーション力の育成 ～互いの言葉を受け止め合い、考えを深める授業の創造～」 

  新学習指導要領による、これから求められる資質・能力の視点から研修視察をもとに理解を深め、本校全体の授業力向上に資す。 
（４） 内容               

１日目 ２月８日（金） 

①９：３０～１０：１５公開授業 ３年 社会科「文京区のうつりかわり」 授業者 山下 真一 先生 
 ◆授業の内容 
 文京区の区立小学校の創立年や場所を地図に描き表しながら考えていくことにより、人口の増加や交通とのかかわりなどに気付き、文京区

がどのように発展してきたかを捉えることのできる学習であった。児童は、校名や場所、校区間の距離、大きさ、統合などから、文京区の人口
が増加していること、地下鉄の駅の近くに増えていること、区の東側に人口が集中していることなど、地図から視覚的に捉え、考えることが
できていた。 

②１１：００～１６：００分科会 算数科（提案授業を含む）提案授業 ５年 算数科「割合」  授業者 田中 博史 先生 
             協議会 シンポジウム テーマ：数学的な問題発見のある授業 
 ◆授業の内容 

 数値の記入されていない５色の棒グラフを提示し、「赤は何倍？」というシンプルな問題から始まった。
児童の「何が？」「えっ？」「何のかが分からない？」というつぶやきが聞こえた。そこで、感覚で何倍か
分かりそうな物を答えていった。そして、「『何の』をしっかりと決めないといけない」ことを押さえた。 

その後、２つの量を表した棒グラフが描かれた物を５枚（本当は６枚だった）提示し、カルタのように
「○は□の何倍？」と読むのに対し、指をさしていった。「赤は青の１．２倍」という読みに対して、児童
は「赤。」と答えたが、該当するカードがなく、そこで正しい読み札を考えることになった。 

そこで児童は新しい読み札として「赤は青の０．８倍」と考えたが、先生はすかさず「なぜ０．８とい
う数字が頭に浮かんだのか。」と問いかけた。そうすると、「赤と青の組み合わせは１．２＋０．８＝２だから。」という意見や、「もともと赤を
基準に考えたから、赤を青にして、青で考えたら、青を１とすると０．２多いから０．２引いた。」という意見が出た。そこで、となりの席の

児童と考えを交流する時間を設け、互いに説明し合った。ある児童が前に出て、図を描いて０．２になる訳を説明した。他の児童もその意見に
納得したかのようであった。 
しかし、そこでも先生が、「でも、みんなは不安なんでしょ。ノートに描いてごらん。マス目を上手に使って描いている人がいたけど、この

仕組みを描いてごらん。何かが見えるよ。」と新たな問いを投げかけた。すると、ある児童が「マス目を使って描くと、違う数字が見えてきた。」
とつぶやき、「何が見えたの。」という問いかけに、「６マスと５マス。」と答えた。こんどは全体に、「どんな図を描いたと思う？」と問いかけ
た。そして、黒板にその図を描かせた。「青は６マスで１．２で、赤は１と、この図を見て言える？」そして、全員を起立させ、「隣同士で説明

して。納得できたら座って。」と指示を出された。 
するとある児童が、「０．２の種類が違う。」と言い出した。また他の児童は、「青の５分の１と赤の５分の１では大きさが違う。数字は同じ

だけど、大きさは違う。」と発言した。そして、先ほど黒板に図を描いて０．２になる理由を説明した児童が、「先生の描いた図にクレームがあ

る。ぼくが描いた図は、□と○で描いたのには訳があって･･･。○と□の０．２は違うと表したかった。」と先生が示した図にクレームを付け
た。 
そこで先生は、「０．２と０．２の正体が違うか証明してみよう。」と問いかけ、図を描かせた。すると児童は、マス目の大きさが変わること

に気が付き、「赤の１マスは０．２。青の１マスは１．２」という答えを導き出すことができた。そして、「もとにする量がとっても大事」とい
うこと学習をとおして感じ、自己のものとすることができた。 
 ◆協議会について 

 今回の授業は具体ではなく抽象の問題であったため、「数量を提示していなかったが、提示した方がよかったのでは。」という意見が出され
た。しかしながら今回の授業で押さえたいところは「今回の授業は何を１と見る力」であった。そして、「基準を変えると０．２の意味が違う
と気づかせたかった。０．２の差をとって、違うと言うことにより、０．２の本質について話して欲しかった。」と話されていた。 

 また今回は、内容を求めるのではなく、考え方を共有させた授業であり、「何倍でしょう？」から課題が生まれ、児童の誤概念を生かしなが
ら問題を発見し、解決することにより、自己の学びを深めることにつながる、結果ではなくその過程を重視されていたと言われていた。 
 協議会の中で、「教師がめあてを書き、まとめると、子供たちにおちない。子供が悩み、考え、話し合うことで、自分のものとして捉え、根

拠をもって話せるようになる。」そして、「『相手に何かを伝える』この力が子供たちの将来必要な力。」と話されていたのが、とても心に残っ
た。 
 ◆シンポジウムについて 

 シンポジウムでは、「数学的な問題発見のある授業」と題し、新学習指導要領をもとに、実践例を挙げながらお話をされた。その中で、「内容
ベースではなく、資質・能力を高める」ことが大切であり、「算数の問題を見いだすのは子供であり、先生がめあてを出すものではない。」と言
われた。そして、数学的な問い（めあて）のポイントは、①子供の問いがめあて②問いは時系列で変化③問いの鮮度は１５分であり、子供の問

いは変容していくものであると教えられた。 
 また、問題を発見し、それを共有していくためには、教師が仕掛け、仕組むことであり、それ以上に、①教師が子供のつぶやきを拾えるか、
見取る態度があるか②間違いを言える空気感があるかの２つが大切であり、日頃の学級づくりが重要であると言われた。 

 
２日目 ２月９日（土） 

 ①９：３０～１０：１５公開授業 ３年 国語科 物語の「読み方」を関連づけて～「モチモチの木」 ほか～授業者 青山 由紀 先生 

 ◆授業の内容 
 「豆太は変わったのか。」という問いに対し、①変わったけど戻った②少し変わった③変わった④変わらない
⑤分からないの５点の中から、児童に自分の考えをもたせてからの始まりだった。そして、なぜそう考えた理

由を発表させる中で、考えの共通点を見つけ出した。そして、「最初から豆太には勇気があったのか？」という
問題に気づいた。子供たちは「初めから豆太には勇気があった。」と答えたが、「証拠はどこよ。」という問いに、
本文に書いてある文を示しながら、根拠を基にして、自分の考えを伝え合った。そして、「勇気は出そうとして

出したわけではない。」という考えを導き出した。「勇気はどんなときに出す？」という問いに対し、「豆太には
やさしさがある。じさまへの愛が、勇気を出させた。」と繋げた。しかしながら、「勇気があるかあるかないかで
はなのか？」という発問に対し、児童は口々に「わからない。」と答えた。理由は、「最後の一文があるから。」



である。子供たちは「夜中にせっちんに行くのは、人のためではない。いつものことだから勇気はいらない。」「豆太はおくびょうではない。」
と言い出した。「でも、みんなは豆太はおくびょうって言ってたじゃない。」という発問に対し、「語り手がおくびょうって言ってたから。」「じ
さまは、最初から知っていたのではないか。」「豆太は自分で自分のことをおくびょうと、思っていたのではないか。」という意見がでた。そこ

で、最後の一文を「しょんべんに行けるようになったとさ」に代えるとどうなるかと考えた。「やさしいから、勇気はいざというときに出るか
ら。」「じさまのやさしさも伝わってくるから。」「物語がおもしろくなるから。」という意見がでた。そこで、次時の「後話のよさを考える」こ
とに繋げた。  

 本学習の導入では、「花さき山」の読み聞かせを行っていた。その作品で感じた「やさしさ」は、本教材文にも通じるものがあり、斉藤作品
の多くで取り上げられている。このことを生かし、読み聞かせからの課題を本学習での課題に繋げていた。 
 ②１１：００～１６：００分科会 国語科 提案授業 ５年 フレームリーディングで読む 

「わらぐつの中の神様」授業者 青木 伸生 先生 
  シンポジウム テーマ：新学習指導要領「読むこと」の学習過程 
 ◆授業について 

 本時の導入では、「なぜまさえについて考えるのか？」「中心人物とは？」「物語を読むときに、
どうして中心人物がどう変わったかを読むのか？」と、児童に問われた。「中心人物だから。」「物
語の中でいちばん大きく変わった人。」「中心人物のいちばん変わったところが、主題に繋がるか

ら。」と次々と答え、「主題とは。」との問いに対しては、「作品から読み手が受け取ったメッセージ。」
と答えていた。このやりとりは、学習の基本部分の押さえでもあるとともに、児童に読みの視点を
意識させることに効果的であった。 

 その後、登場人物とまさえが変わる前のことを確かめて分かったことを確認し、本時では「まさ
えは変わったのか。何がどう変わったのか。」を考えることになった。児童が変わったと予想した
のは、①わらぐつへの見方②わらぐつに対しての考え方③わらぐつへの思いの３点であった。わらぐつが多いことを取り上げ、変わる前の①

みっともない②古い③大きいという、わらぐつを見下しよい感情を持っていなかったことから、おばあちゃんに対してもよい感情をもってい
なかったことに気づかせた。そして「おばあちゃんはどうして『わらぐつには神様がいる。』と言ったの。」と投げかけ、「わらぐつには、作っ
た人の思いがこもっている。」「わらぐつがあるからおじいちゃんと結婚できた。」「形は変だが丈夫。」と言う答えから、『心をこめてつくった。』

はだれの言葉か見つけさせ、過去の話でおじいちゃんがおばあちゃんに対していた言葉であり、神様という表現に変化していることを押さえ
た。「おみつさんがつくったのはわらぐつ。おばあちゃんが買ってもらったのは雪下駄。雪下駄はどこにあるの？」と問いかけると、「押し入れ
の棚の上にある。」「開けたのはまさえ。」と答えた。そして、「わらぐつの見方だけではなく、おじいちゃんおばあちゃんへの見方が変わった。」

ことに気が付くことができた。 
その後、「変わったのはわらぐつ？」と再び問いかけると、「心を込めて作った物への見方。」「お父さんに対する見方。」「自分の考え方。」「現

実的だったのが理想的になった。」「世の中の物や人への見方。」「家族への見方。」と、初めとは違う答えがいろいろと返ってきた。「じゃあ、ま

さえの神様はどこにいるの？」と聞くと、「家族。」「世界を作っている人。」と答えた。「つまり、まさえの何がどうかわったの？」と本時のめ
あてに戻り、「わらぐつに対する見方だけではなく、家族に対する見方、自分に対する見方であり、変わったものはわらぐつだけではない。」こ
とを捉えさせた。最後に「なんとなく、主題が見えてきましたか。」とつぶやき、授業が終了した。 

 ◆協議会について 
 国語は言葉の力をつける学習であり、これまで小さく場面ごとに区切って読んできた。しかしこの学習方法は、文章全体をまとまりで捉え
ることが難しい。そのため、文章全体を俯瞰して読むことにより、伏線のつながりを捉えることができる。つまり、文章全体を読み取る力が大

切ではないか。そこで、フレームリーディングにより、子供たちに文章全体を読み取る力をつけたい。 
 今回の授業では、わらぐつをとおして、人への思いや自分の見方を変えるために、子供たちの読み取りの観点は、まさえの変容（どう変わっ
ていったか）である。そこで、作品の全体像を捉え、中心人物を押さえることで、変容を探るようにした。 

 ５年生の読みとしては、「中心人物は心だけではなく、自分や物への見方を変える」ことを押さえたい。「だいじょうぶだいじょうぶ」では、
立場の変容を捉えるために、何が大丈夫なのかを考えさせたい。「大造じいさんとガン」で捉えさせたいのは、自分の狩りに対する変容、残雪
への変容である。 

 １１：３５に子供が「おじいちゃんおばあちゃんへの見方が変わった。」と発言した。これにもっていくための１問１答であたため、後半へ
の爆発力に繋がった。また、気づいた子を使って、全体への学びへと広げていくことができていた。また、そのための板書も、効果的であっ
た。板書で全体の構造と内容を捉えさせることができていた。 

 文章全体をとおしての読み取りは、自分の学びがどう変わっていくのか、自分の学びをどうふりかえって、次ぎに繋げるかができる。読む
ことの力をつけるには、設定に基づいて、根拠を示して読むことが大事である。物語を読むことで、人の思いをとおして自分の成長を実感す
ることができる。そのために、作者、筆者のメッセージを、読み手が受け取れるかが重要である。 

 文章全体を読み取ることでフレームができ、表現にも生かせる。考え方、思考のプロセスにも繋がる。 
 ◆シンポジウムについて 
 読む学習で、全体を見渡す授業を行うことで、書く力、話す力に繋がっていく。全体を見渡すことで構造し、必要なところをくわしく読むこ

とで焦点化し、最後にリフレーミング、統合化するとよい。その中で、１・２年生は気持ちの変容を読み取り、３・４年生は関係の変容を読み
取り、５・６年生では見方・考え方の変容、生き方の変容と変わっていく。 
 国語は、算数や理科などとは違い、その学年で理解しておかなければいけない事柄が曖昧である。しかし、国語は積み重ねの学問である。そ

のため、積み残したまま学年を上がっていくと、子供たちの力は身につかない。そこで、国語の用語を学年間でそろえ、その学年で教えるべき
ことをきちんと教えなければならない。物語文には、①作品の設定があり、②視点があり、③表現技法があり、④中心人物の心情変化があり、
⑤主題がある。４年生の教材文「ごんぎつね」は、②の視点の切り替えがある。最後の場面は、兵十の視点で書かれているが、一文だけゴンの

視点で書かれている。この、視点の転換に着目することで、登場人物間のズレが際立ち、より深い切なさを表現していることに気づく。また、
新美南吉は「ゴン、お前だったのか。」という兵十の問いかけに、初めはうれしくなりましたと書いていた。しかし、その後うなずきましたと
いう、心理描写から行動描写に代えたことにより、喜びと悲しみを表すことになり、作品の味わいが増している。ごんぎつねは悲しい物語と

とらえられがちだが、実はハッピーエンドである。その理由を子供たちと考えると、作品をより深く楽しむことができる。物語の読解は、中心
人物のもとに作品世界と生き、人や物事の本質を捉えさせることである。 
 目的があれば、授業がシンプルになる。大事なのは、確かな言葉の力を身につけさせることである。その中で、同一作者の作品を読むと、主

題が見えてくる。核は同じである。読解を系統的にやっていく必要がある。指導事項をクリアするだけではダメである。学びの中で、深まりを
つくりだすためには、児童が考える場面と、教師が教える場面が必要である。また、年間の計画の中で、単元の見通しをつくること大切であ
り、学校で教えるべきこと、学年のつながりの一覧を学校で系統的に積み重ねていく。学校全体で、その系統が作れるとよい。 

（５）視察の成果 
 １日目の算数の授業から、子供たちに問題を発見させながら、解決していくことで、子供の学びの深まりや。２日目の国語では、物語の大体
を把握してから、視点をもって読むことで、子供たちが根拠を基に考え、主題を読み取る授業について学ぶことができた。 

 本校は複式学級を有している。そのため、複式の授業において、今回研修した授業づくりをどのように組み立て、子供たちに力をつけてい
くか、さらに研修を深めていく必要があると痛感した。 


