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はじめに 

 本校国語科では，これまで子どもたち自らが文学的文章・説明的文章と向き合い，「表現のしくみ」

（※１）に着目する読みの中で，国語的発見を積み重ねて読む研究をすすめてきた。昨年度までは，

「読むこと」において叙述を根拠として自らの読みを深めたり，自らの思考の表現に活かしたりする

言語活動を通して確かな読みの獲得をめざしてきた。中でも読むことにおける言語活動で産み出され

た生産物を学習者の自己評価や学習者同士の相互評価の規準として共有することができた。 

 しかし，研究を進める上で課題となってきたのは，学習者と指導者がともに共有する評価活動や授

業の在り方を充実させることが，次の単元とどのようにつながり，関わっているのか，または，どの

ような形で活かされて学習者の身についているのかが明確に見取ることができないということである。

そのような中で，自らがもつ読みの力を駆使して⑴主体的に課題と向き合う場，⑵自らの表現に活か

す場，⑶「読むこと」「書くこと」の力を共有する場，を設定していくことが学習者の確かな力として

身についていき,自らの学びを創り続ける姿へつながっていくと考えた。こうした学びを活かせる言語

活動を設定することや各単元で学んだ読みの力を自らの表現に活かしていくことが主体的な表現者を

育てていくことになる。それらが積み重ねられていくことで確かな学びへとつながっていくと考える。 

 子どもたちは新たな文章に出合ったとき自らの読み方や課題を見つけ，解決に向かっていくための

手だてを考える場をつくっていかなければならない。そして，読み進めていく学びの過程で友だちと

の読みの違いに気づいたり，新たな読みの発見が産まれたりすることで，身につけた力を自らが実感

していけるのはないかと考えた。こうした学びの積み重ねが，自ら学びを創り続けていく手立てとな

り得るのではないだろうか。 

 そこで，本年度の研究テーマを「主体的な表現者を育む言語活動〜自ら学びを創り続ける授業づく

り〜」とし，読みの力を自らの表現に活かせる言語活動の設定を中心に進めていく。また，研究を進

める中で，各単元で学んだ読みの力を自らの表現に活かすことがどのように「読み（書き）」の力の高

まりへとつながっていくのかを検証していきたい。さらに，検証を通して自らの学びをさらに次の学

びに活かそうとする授業の在り方を明らかにしていきたいと考える。 

※１「表現のしくみ」…描かれる虚構世界，表現世界を支える，表現技法，文章構造，表現態度全般をさす。文章を学

習材として扱う場合の観点となる。また，表現技法，文章構造，表現態度全般から，読み手がどのような作用を

受けるのかを意識することが，「読むこと」の力となる。学習者間，指導者の間で共有されるべきものである。 

 

１．国語科でめざす子ども像  

 国語科では，めざす子ども像を「主体的な表現者」（※２）として学力の具体とその学習活動，評価

について研究を進めてきた。また，本校では，「主体的な表現者」を育む国語学習の要となるものを「国

語的発見」として挙げている。国語的発見とは，「表現のしくみ」に着目して読むと気づくことができ

る「あっ，そうか！」「なるほど！」という新たな発見や納得の読みのことを指す言葉で，子どもたち

は，そうした国語的発見を繰り返す中で，自分自身にとって自ら表現することの楽しさやよさを見出

していくと考えている。国語的発見をすること，または，国語的発見をするために段階的に学んでい

く「表現のしくみ」（低学年は表現のしくみの前段階として「書かれ方や説明の仕方の特徴」としてい

る）に着目して読もうとすることを繰り返していくことで，どの学年においても「主体的な表現者」

に成り得るのである。また，国語的発見の他に「主体的な表現者」を育む具体として，単元を通して
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習得した読みを次の読みに活かしたり，自らの表現に活かしたりすることが挙げられる。こうした読

みを自らの新たな表現として活かすことで自らの読みをより確かなものにすることができると考える。 

 こうした，「主体的な表現者」として，「表現のしくみ」に着目して読んだり，読みの力を表現に活

かそうとしたりする子どもの具体の姿を以下の表に示している。 

図−１ 国語科でめざす子ども像「主体的な表現者」の具体の姿 

 「主体的な表現者」 

低学年 
・国語的発見から書かれ方や説明の仕方の特徴を知り，その読みを活かして表現する

楽しさを味わう子ども 

中学年 
・国語的発見から表現のしくみのよさやその効果に気づき，新たな表現に活かしてい

く子ども 

高学年 
・国語的発見を繰り返し，表現のしくみに着目して読み，イメージに合わせて，その

効果を自らの表現に活かしていく子ども 

※２「主体的な表現者」…自分の思いや考えを表現するときに，より的確に効果的に伝えるために，自分の表現を意 

 図的に選択・工夫し，用いた表現の効果を考えながら吟味・運用していくことを目指す。 

  学習活動においては，日々の学習において身につけたい「表現力」という技能面と，「表現者」としてどうある  

 べきかという情意面の両方を意識する。この技能面・情意面には，今ある自分そのものを大切にしながら，言葉を   

 使った活動を通して他者と関わることによって，さらに自分の思いや考えを豊かに自分らしくしていくとともに， 

 人間関係をも豊かにしていこうとする「表現愛」の姿が密接に関わっている。 

 

２．国語科における学びを創り続ける子ども  

 国語科における学びを創り続ける子どもの具体とは，目的意識をもち，今までに培った「話すこと・

聞くこと」「書くこと」「読むこと」それぞれの領域の力を駆使し，各単元において新たな国語的発見

を新たな場面で活かそう姿である。つまり，学びを創り続ける子どもとは，身につけた力を自らの表

現に活かす過程を連続発展させていく子どもである。 

 新たに読みで習得したことを活用するためには，読みの力を知識・技能として子どもの中に蓄積さ

せていかなければならない。そのためには，各単元で学んだ読みを振り返り，読みの力の高まりや個

の伸びを実感することが重要である。このように，既習事項を学習者と指導者が読みの力を確認する

場をもつことで学びが蓄積される。また，単元で学んだ読みの力の既習事項を新たな単元で活かすこ

とで各々の読みを反芻させ蓄積されたものが読みの力に深みや広がりをもたらせ，「主体的な表現者」

を育てていく基盤となっていくと考える。 

 

３．「主体的な表現者」として学びを創り続ける単元学習プラン 

 国語科における「主体的な表現者」を育む学習構成は，既習事項を活かして「読むこと」「書くこと」

や自らの新たな表現を産み出していく学びの過程によって成り立つ。国語科の学習構成は，①主体的

に課題と向き合う過程 ②自らの表現に活かす過程 ③「読むこと」「書くこと」の力を共有する過程

の３つの学びの過程からなる。また，これら３つの学びの過程それぞれにおいての具体的な手立てが

その学びを推進させることになる。学びの過程を推進させる手立ての具体とは，例えば単元を貫く言

語活動の設定が挙げられる。または，一連の学びの過程を支える手立てとして並行読書や空間的支援

が挙げられる。 

 これらの学びの過程と手立てが連続発展する中で相互作用し，「主体的な表現者」を育む言語活動が

活性化し，「自らの学びを創り続ける子ども」へとつながっていくと考える。 

⑴国語科における「主体的な表現者」を育む学習構成 

 総論で挙げられている学びの過程として挙げられている３つの過程「学ぶ対象との出合い」「解決へ
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の見通し・解決活動」「学びのふりかえり」を国語科では，先程述べた３つの学びの過程として捉えて

いる。 

 １つ目の「主体的に課題と向き合う過程」は，総論（図１過程①）における「学ぶ対象との出合い」

にあたる。国語科における課題との出合いを大切にし，子ども自らが課題と向き合いすすめられてい

くものとする。どのような教材文と出合ったとしても，自らが課題に向き合い解決に向けて学習を進

めていったり,教材文のよさや面白さに気づいていったりして，楽しく読み進めていくことができると

いえる。 

 ２つ目の「自らの表現に活かす過程」は，総論（図１過程②）においての「解決活動への見通し・

解決活動」にあたる。国語科では，「表現のしくみ」に着目して得た国語的発見を自らの読みや表現に

活かしたり,モデル学習から自力読みをしたりする過程として捉えることができる。 

 ３つ目の「読みの力を共有する過程」は，総論（図１過程③）「学びのふりかえり」にあたる。ここ

では，学んだ読みの力を学習者と指導者が共有する過程となる。 

⑵一連の学びの過程を推進する具体的な手立てとその姿 

A単元を貫く言語活動 

 「単元を貫く言語活動」とは，単元において学習者につけたい力を見極め，定着させていくために

言語活動を単元を貫いて位置づけていくというものである。そこでは，単元での身につけたい力を明

確にし，そのつけたい力に最適な言語活動を選定し,課題解決に向かって単元をすすめていくことで，

読むことや書くことの必然性をもち，すすんで読もうとする意識の高まりが単元を通してもつことが

できる。また，「単元を貫く言語活動」は，学びの過程を推進させていくためのものであり，一連の過

程においても支えられていくものとなるのだが，導入部分における学習の見通しにおいて子どもたち

に提示することが重要と考える。 

 子どもたちには単元全体を通して身につけたい読みの力「こうなりたい」「こうありたい」と願う目

的意識をもたせて授業に臨ませたい。こうした積み重ねを経て，身につけた「読みの力」を活かそう

とする気持ちが培われていく。一時間一単元の学習構成の中で単元を貫く言語活動に取り組むことで

目的意識をもち必要性を感じながら主体的に読み進めていくことが，さらに読みの力に深まりや広が

りをもたらしていくことにつながっていくと考える。 

Bモデル学習・自力読み 

 モデル学習・自力読みでは，教師主導で作品を読み進め，そこで身につけた読みの力の習得をモデ

ル学習とし，モデル学習で学んだことを活かして作品を読むことを自力読みとする。また，こうした

習得した読みの力を発揮できる場の設定を行うことで，その読みの力の深まりを実感することができ

る。「次はこんなことにも活かしてみたい」という意識へと連続発展していく。 

C学習者と指導者が共有する読みの力（国語の知恵袋） 

 単元で習得した内容を記憶として留まらせておくに留まらず，さらに今後の学習において活用する

ために，学んだ読みの力を知識・技能として蓄積させる場をもつことは学びを創り続けていく上では

重要である。  

 その場の設定として身につけた読みの力をふりかえる活動を単元の終末に行う。ここでは，学習者

と指導者が共に単元で学んだ読みを共有し，読みの力が価値あるものとして『国語の知恵袋』に書き

溜められていくものとする。読みの力の具体『国語の知恵袋』は，習得した内容を他の単元に活かす

際の学習者と指導者の『共通のものさし』となる。この経験を積むことで，子どもが新たな教材に出

合ったときに「前の学習がここにも使えそうだ」「前の説明文と何か違う」といった国語的発見が自然

と引き起こされるのではないだろうか。また，文学的教材や説明的教材の学習から学習者と指導者が

共有する読みの力を具現化させることで，学年に応じて身につけさせたい読みの力を明確にすること

もでき，系統立てて指導していくことにもつながる。 
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学習者と指導者が共有する読みの力を具現化した国語の知恵袋（写真は，説明的文章・文学的文章の読みの力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶一連の学びの過程を支えるものの具体 

Ⅰ並行読書 

 それぞれの学びの過程を推進するいくつかの手立てを述べてきたが，この一連の学びの過程を支え

るものの具体として挙げられるのが並行読書の活用である。並行読書は，どの学びの過程においても

有効に働くものである。並行読書とは，単元で扱う題材・教材文に関連した本や図鑑などを単元の学

習を通して読み進めていくことである。例えば，単元の始めに「のりものずかんをつくろう」といっ

た言語活動を設定することで，今までに興味がなかった本にも手を伸ばすきっかけになり，図鑑にの

せるために主体的に読むようになり，読書に励むことになるのである。こうした並行読書の取り組み

では，公共の図書館や学校図書館を有効活用して関連図書を集め，図書の時間も効果的に活用するこ

とで主体的に読もうとする意識も育っていく。 

Ⅱ空間的支援から学びを共有する（教室掲示・工房空間） 

 習得した力を表現に活かすのに効果的な方法として挙げられるのが，学びを共有する空間的支援で

ある。学びの空間では，学習の流れや読みの力を視覚的に表したり，感覚的に活かそうという意欲を

高めたりすることができ，表現に活かすときの手助けとなる。例えば，子どもが読みをふりかえると

きに身につけてきた読みの観点を教室に掲示して視覚的に支援する。これは，国語的発見を呼び起こ

すきっかけにもなると考える。また，感覚的な支援では，自らの表現に活かすための演出として工房

型授業（※３）において工房的空間を演出することで，「やってみたい」「活かしてみたい」というよ

うな内発的動機付けになる。 

 このように視覚的には共有する読みの観点を短冊にして教室に掲示していつでも学びを振り返るこ

とができるようにしたり，工房型の授業からものづくり空間を演出して感覚的に活かそうと試みたり

することで言語活動がさらに活性化すると考える。 

学びを共有する空間的支援 教室掲示より 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 これら一連の学びの過程と過程における手立ての具体は次の図２のように示される。  
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図２「主体的な表現者」を育む学習構成 

 学習活動（学びの過程と具体的な手立て） 子どもの意識の流れ 一連の過程を支えるもの 

導

入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的意識をもつ 

 

 

 

 

 

 

 

すすんで読もうとす

る意識の高まり 

 

展

開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな気づきや国語

的発見 

 

 

 

 

 

 

個の力の習得・活用 

 

終

末 

 

 

 

 

 

 

 

（習得した「ことばの力」を国語の知恵袋へ） 

個の力の伸び 

 

 

 

 

 

・ 表現のしくみを活かし

て文章を書いてみたい

な。 

・ 伝えたいことをうまく

表現したいな。 

・ 紹介・説明・発信する

ためには，どんな書き

方，読み方をしていけ

ばいいのかな。 

・ なるほど！ 

・ やっぱり，そうか！ 

・ ○○さんの言っている

ことになっとくだ 

→ワークシート，ノート，  

 国語感想，発言 

・ 表現のしくみを意識し

て読めばいいよ。 

・ 題名読みが使えるな。 

・ 他の本でも調べてみた

いな。 

・ 学んだことを次の学習に

活かしていきたいな。 

・ 次は，どんな発見がある

のかな。楽しみだなあ。 

 

・ここでは，○○の技法が  

 使われているな。 

・筆者の書き方を工夫を活 

 かして書いてみよう。 

・伝えたいことが書けてう 

 れしいな。 

単元で身につけたい力について知る。 

つけたい力をつけるために適切な言語活動を設定する。 

単元を通して課題解決する力を育て,自らの思いや願い

を膨らませながら読み進めていく。 

（一連の学びの過程において支えるものである） 

既習事項をふりかえり，国語の知恵袋から読みの学習に

活かせるかを検討する。 

（文学的文章・説明的文章） 

目的に応じた言語活動に取り組み交流・比較をもとに自己評価・

相互評価する。表現のよさを感じる。 

 

新たな読みも含め，単元の学習をふりかえり，身につけたい読む

こと・書くことの力につなげる。 

「読むこと」…新たな「表現のしくみ」を得る。 

「話すこと/聞くこと」…読み取った表現を活かす。 

「書くこと」…読み取った構成/技法/文法表現を用いて書く。 

教材文を指導者主導で読みすすめ，モデル学習で学んだ

読みを自らの読みに活かして読む。 

これまでの読みの力や読書体験を活かしながら，複数の

言語活動を同時にあたって読んだり，書いたりする。 

複数の言語活動を短時間で効果的に行う。 
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５．「主体的な表現者」を育む授業実践 １年生・３年生より 

１年生の実践 せつめいぶんのひみつを見つけよう「どうやってみをまもるのかな」(東書１・上) 

本実践では，学びの過程「自らの表現に活かす過程」において自力読みを手立てとして推し進める

ためにモデル学習用の教材文「どうやってみをまもるのかな」（東書１・上）と自力読み学習用教材文

「くちばし」（光村１年）の２つの説明的文章を設定し，説明的文章の特徴をとらえる学習を行った。

この教材文を２つ設定し，教材を自力読みすることで，学習者が「主体的な表現者」として「学びを

創り続ける授業」につながると考えた。この単元が１年生の子どもたちにとって初めての説明文との

出合いでありながら，２つ教材文を設定した目的は，１つは，教師と子どもたちで共に学んでいくモ

デル学習用教材として，もう１つは子どもたち自身が自力で読んでいくための学習材として設定する

ためである。この２つの教材文は，非常に似た構造であり，このように似た形の説明文を２つ取り上

げることで，一度学習した内容を，自ら活用し，児童が主体的に教材文を読み進めていくことができ

る。１つ目の教材文で見つけた説明文のひみつを，２つ目の教材文でも適用されるのかを確かめよう

と，進んで教材文に向かうことができた。 

自力読みで読みの力を活用したもの（ワークシート）  

 

 

 

 

 

 

３年生の実践 はたらく犬のすばらしさを見つけよう「もうどう犬の訓練」（東書３・下）  

本実践では，「主体的な表現者」を育む授業づくりとして目的に応じて主体的に読むことをねらい

においた。そこで，読むことの必然性となりうる「はたらく犬のすばらしさを新聞にして伝えよう」

という単元を貫く言語活動を設定することで目的意識をもって読み進めることができた。また，自ら

の読みを表現に活かすための手立てとして単元の中に，モデル学習・自力読みの場を設定することと

した。説明的文章「もうどう犬の訓練」で学習したこと（モデル学習）を，自らの読みの力として活

用すること（自力読み）で，主体的な読みを進めていくことにつながった。 

本実践では，学校図書館や公立図書館と連携し，「はたらく犬」についての関連図書の充実を図り，

授業の終末の１０分間を並行読書による情報収集をする時間に充てた。ここでは，モデル学習と並行

して行うことで，さらに目的意識を高くもって調べ学習に臨むことができたと考える。 

こうした「知りたい」「調べてみたい」という児童の興味・関心を持続させ，言語活動を通して「主

体的な表現者」として学びを創り続ける授業づくりを目指して引き続き研究を進めていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

※３「工房型授業」…近年のドイツで，学校教育に開かれた授業の構想と連携する形で実践志向的に導入されてきている授業論 
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「どうやってみをまもるのかな」のモデル学習で

習得した読みの力を他の説明的文章に活かした

例。このワークシートでは説明の仕方や書かれ方

に着目して本文を一枚にまとめたものから見つ

けたひみつを書き込んでいる。 

単元を貫く言語活動によって表現したもの（新聞づくり） 

「はたらく犬のすばらしさ」を伝えるための方法

として，さまざまな「はたらく犬」について並行

読書から自ら調べて見つけたすばらしさを説明

的文章の書かれ方を手がかりとして自らの表現

（新聞づくり）に活かすことができた。 


