
 
 
 
 
 
 
 
はじめに        

	 本校国語科では、昨年度「主体的な表現者（※1）を育む言語活動～自ら学びを創り続ける授業
づくり～」をテーマに研究を進めてきた。「主体的な表現者」を育むためには、「表現のしくみ」（※

2）に着目して繰り返し読んだり書いたりする言語活動を設定することが必要である。その中で、
子どもたちが自ら学びを創り続けていく授業づくりのために、単元全体の学習構成を、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 つに分けて設定した。その結果、各単元において、学んだ読みの力を自らの表現に活かせる言

語活動を設定したり、学んだことを指導者と学習者が共有する場を設定したりすることで、その単

元での学びを積み上げることができる。それが次の学びを創る基となり、学びを創り続けていく姿

につながっていくことが分かってきた。また、そのためには、これらの一連の学びの過程において、

単元を貫く言語活動の設定や「国語の知恵袋」の活用、並行読書や空間的支援などの学びを推進す

る手立ても重要であることが分かってきた。	 

しかし、研究を進める上で課題となってきたことが 2つある。まず 1つ目は、単元ごとには学び
を創ることはできていても、1 年間を通して、さらには 6 年間を通して、学びを創り続けるという
ところには至っていないということ、2つ目は、「主体的な表現者」となる上で必要不可欠である「書
く力」の学びの積み上げが十分でないと、学んだことを思うように表現することが難しいというこ

とである。6 年間を通して学びを創り続けるという姿をめざすには、発達の段階に応じた確実な学
習の積み上げが必要であり、そのためには、「学びの言語」（※3）の習得が有効であると考える。
また、「主体的な表現者」として、学びを創り続けていくためには、表現するために欠かせない「書

く」力の学びの積み上げが重要である。言語活動の充実が謳われる現代においては、国語科のみな

らず他教科や様々な場面においても、「書く」という言語活動は切り離すことができないであろう。 
そこで、今年度は、「『主体的な表現者』を育む『学びの言語』の習得をめざす授業づく

り～『書くこと』の『学びの蓄積』が生み出す学びを創り続ける子ども～」をテーマに、「書

くこと」に焦点をあて、指導者自身が各段階で得られるべき「学びの言語」を明確にし、それを学

習者と共有することで、6 年間を通した学びを創り続けることができるのではないか検証していき

たい。	 
※1「主体的な表現者」・・・自己の思いや考えを自己の内外に向かって表すとき、より的確にかつ効果的に伝え 
るために、自らの表現を自らが意図的に選択・工夫できる、また用いた表現の効果を考えながら吟味・運用できる

表現者のこと。 
※2「表現のしくみ」・・・文章の表現や構成のこと。教材となる文章を、「事実の中から筆者によって意図的に切 
り取られ、加工された文章」としてとらえ、文章の構成や文体、表現、人物、設定などの様々な要素が、筆者の考

えや思いを表現するために工夫されたものであるとして読んでいくことが、「表現のしくみ」に着目して読むとい

うことである。 
※3「学びの言語」・・・国語科や他教科、やがては社会生活において、思考のレールと成り得る教育言語のこと。
小学校での国語科の学習にとどまらず、様々な教科の中で、また将来的に社会においても必要とされる文章の書き

方を示す動詞を指すものである。「説明する」「報告する」「論究する」「評論する」などが挙げられる。 
	 

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」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し、自らの表現に活かすことを繰り返す中で、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。「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。）に着目して読み、国語的発見で得たことを表現に

活かしていくことを繰り返す中で、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。

こうして、学んだことを新たに自らの表現として活かすことで、自らの学び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」としての姿を以下の表 2−１に示している。 

国語科 

「主体的な表現者」を育む「学びの言語」の習得をめざす授業づくり  

～「書くこと」の「学びの蓄積」が生み出す学びを創り続ける子ども～	 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 表 2−１	 国語科でめざす子ども像	 

	 「主体的な表現者」	 

低学年	 ・国語的発見の中で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	 ・国語的発見の中で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	 

	 このように、「主体的な表現者」とは、今までの学びを活かして表現していく姿である。よって、

国語科においては、この「主体的な表現者」を育むことが、学びを創り続ける子どもの育成につな

がると考える。 
	 

２．「学びの言語」の必要性	 

今年度は、「書くこと」に焦点をあてて、「学びの言語」の習得を通して、「学びの蓄積」が生み

出す学びを創り続ける子どもについて研究を進めていく。	 

（１）「書くこと」の学びの蓄積の現状	 

子どもたちは、自分の思ったことや考えたことを「書く」という行為は日常的に様々な場面で行

っている。その中には、自分の立場を明確にして意見を述べる目的のものもあれば、相手意識を明

確にもち、伝えたいことが的確に伝えられるよう説明する目的のものもある。この際、課題に応じ

て、目的や意図も違うため、それぞれの文章を書くときの特徴も違ってくる。例えば、必要な事柄

や文章構成、使用する言葉や表現など、必然的に違いが生じてくるのである。 
しかし、子どもたちの「書くこと」の現状は、この課題に応じた違いを捉えきれていないことに

ある。子どもたちは、学習を進める中で、「主体的な表現者」として、書いて表現するという場面が

たくさん出てくる。例えば、「何かを説明しよう。」という課題に出合ったとする。子どもたちは、

今までに「表現のしくみ」に着目して読み、国語的発見を繰り返す中で得てきた学びを活かして書

こうとする。しかし、「書くこと」については、何を書けば説明したということになるのか、確固た

る「学びの蓄積」がないために、「書きたい。」「上手に伝えたい。」という思いやねがいはあっても、

自ら工夫したり、運用したりできず、結果的に的確に書くことができなくなってしまうという現状

がある。「書く」という言語活動を様々な場面で繰り返し行っている一方で、このような現状がある

のは、「書くこと」の確実な学びの蓄積がないからではないかと考える。また、指導者側も、それぞ

れ課題ごとに書くべき内容や項目の区別を明確にせずに、指示を出してしまっている現状もある。	  
そこで、「書くこと」の「学びの蓄積」を確実なものとするためには、「学びの言語」の習得が必

要であると考えた。一つ一つの「学びの言語」に対して、課題と習得すべき内容を明確にする必要

があると考える。 
（２）「主体的な表現者」を育む「学びの言語」の習得	 

	 	 「書くこと」の学習内容としては、記録、報告、説明、要約、感想など様々なものが挙げられる。

その中で、今年度は、「学びの言語」として「説明する」に焦点をあてて研究を進めていく。「学び

の言語」の一つひとつについて、到達すべきライン（書くべき内容）を決めておく。これを指導者

と学習者の中で、共有し、習得することによって、ある課題に出合ったとき、子ども自身の力で、

課題に応じて的確で適切な文章で効果的に表現することができる。それぞれの「学びの言語」に応

じた書き方が身についているからである。「学びの言語」については、以下の表に示す。	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 表 2−2	 「説明する」についての「学びの言語」の発達の段階 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

 
 
 

対象：もの	 

Ⅰ	 再現的説明	 	 	 	 	 つくり（見た目）	 

つくり、外見的要素（色、大きさ、形など）	 

（例：図書館は、本がたくさんあります。）	 

Ⅱ	 解明的説明	 	 	 	 	 	 	 	 はたらき	 

はたらき・理由・由来など	 

（例：図書館では、本を使って、知りたいこ	 	 

とを調べることができます。）	 

Ⅲ	 解明的説明	 	 	 	 	 	 	 意味づけ	 

意味づけ・価値づけ	 

（例：図書館は、知識の宝庫です。）	 

対象：過程・事象（プロセス）	 

Ⅰ	 ものを作る手順	 	 	 	 	 	 

	 目の前で見たことをもとに	 

（例：おもちゃの作り方）	 

Ⅱ	 行動のプロセス	 	 	 

・体験や行動をもとに	 	 	 	 

・時系列に沿って書く。	 	 

（例：駅までの道順）	 	 

	 

	 

	 

高
学
年  

中
学
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低
学
年  



また、なぜ「学びの言語」の中の「説明する」を取り上げたかについては、①活用する場面が多

い。②必要性が高い。という 2つの理由が挙げられる。この力を育てることが、大きな学びにつな
がると考えたからである。 
例えば、5年生の総合的学習「みんなのダッシュ村」では、「一年間を通して持続可能な自然環境

を通して、専門家の方々に関わり、学びながら、グループ間で全体を見渡し、異学年との交流を通

して互いの自己成長を評価し合える」ことをねらいとしている。 
活動を進めていく中で、「自分たちが作った農作物や植物を他の学年のみんなに伝えたい」という

思いやねがいが生まれてくることが期待される。しかし、活動を見ていない人たちや学習内容を知

らない異学年の児童にも「活動内容を分かりやすく説明する」という問題が発生する。そこで、そ

の学習の中で自分たちが調べたことを 6 年生に発表する中間発表会という機会を設けている。「過
程・事象（プロセス）」を「説明する」という動詞に対しては、「時系列に沿って書く」ということ

を設定している。子ども自身も、この点をおさえて説明すればよいということが、これまでの「学

びの蓄積」から理解できていると、この問題について自分の力で解決にたどり着くことができる。

この中間発表会では、説明の内容がうまく相手に伝わっているのかは 6年生に評価してもらい、こ
れまでの「学びの蓄積」を活かして自分たちの説明に修正を加え、さらに、最終発表会として 4年
生に活動内容を説明するという機会を設定している。 
こうした中で、他者に「説明する」という体験を通して、子どもたちも「学びの言語」の必要性

や重要性に気づいていくと考えられる。 
	 このように「説明する」という「学びの言語」の指示内容を整理し、これを指導者と学習者が共

有することによって、子どもたちは、課題に対して、解決への道筋が明確になり、的確に「書くこ

と」を進めていくことができるのではないかと考える。	 

 
（３）「書くこと」の「学びの蓄積」が生み出す学びを創り続ける子ども	 

	 この「学びの言語」を整理して習得することで、「書くこと」の学びが蓄積されていく。この蓄積

は、子どもたちがもつ思いやねがいから課題を見つけ、表現活動をするため、つまり「主体的な表

現者」となるために、有効に活用されると考える。「学びの蓄積」がなければ、課題に出合っても、

解決の方法が思い浮かばず、またどの行為が解決になるのか判断できず、自ら解決活動を進めるこ

とが困難であろう。しかし、「学びの蓄積」があることで、今までの学習で身につけた力を活かして、

課題を解決するための方法を考え出したり選択したりする活動を自ら進めることができる。つまり、

「書くこと」の「学びの蓄積」によって、「主体的な表現者」が生み出されていくのである。この「学

びの蓄積」を視覚化するために、国語科では、「国語の知恵袋」というものを作成している。これは、

各単元で学んだことの中から大切と思うものを書き溜めたものである。これを活用することで、新

しい問題に出合ったとき、既習事項を活かして解決法を探ることができる。例えば、2 年生の 1 学
期単元「できるようになったこと」では、「はじめに」「つぎに」や「1回目は」「2回目は」といっ
た順序を表す言葉を使って書くと分かりやすいということを学習し、「国語の知恵袋」に溜めていた。

その後の 2学期単元「夏休みの出来事スピーチをしよう」でスピーチ原稿を書くときには、相手に
分かりやすく出来事を伝えるために活かせることはないか「国語の知恵袋」を読み返す中で、以前

学習した順序を表す言葉を使えばよいのではないかという方法を見つけ出し、これを使って順序よ

く経験した出来事を書くことができていた。 
	 このようにして、「国語の知恵袋」という「学びの蓄積」を可視化したものを活用することで、子

どもたちは、次々と学びを創っていくことができる。そして、それが「主体的な表現者」を育むこ

とにつながっていくのである。 
 
３．学びを創り続ける授業での教師の役割	 

（１）「主体的な表現者」を見取る	 

	 国語科が考える「主体的な表現者」は、国語科の時間のみならず、他教科や学級活動などにおい

ても表現活動をしていると考えられる。そこで、この「主体的な表現者」を、他教科の学習の時間

においても見取っていく。そうすることで、国語科で学んだ「書くこと」の「学びの蓄積」が、様々

な場面において学びを創り出し、そこで達成感や新たな学びを得たりすることで、また更なる学び

を創っていこうとする、「学びを創り続ける姿」につながっていくと考える。	 

	 

①	 「主体的な表現者」を見取る視点	 

	 国語科の中では、（総論過程①）単元導入時に出合う問題に対して、どのような思いやねがい



をもって解決しようとしているか。「国語の知恵袋」をどう活用しているか。（総論過程②）どの

ような方法を用いて解決活動を行っているか。既習事項をどのように活かして解決につなげてい

るか。（総論過程③）解決したものを友だちに発表したり交流したりすることを通して、どんな

ふりかえりをしているか。	 	 	 

	 他教科の学習の時間においては、（総論過程①②）自分の「ねらい」や「ねがい」に対して、

国語科で学習したことを用いてどのように解決しようとしているか、自分の思いやねがいを適切

に表現するために、国語科での学びをどのように活かして書いているか、という点で見取ってい

く。	 

	 国語科や他教科の学習における見取りは、例えば授業での発言やノートやワークシートへの記

述で行っていく。「書くこと」を中心に本年度の研究は進めていくので、主に学びを創り続ける姿

も書く姿となって表れると考える。また、各授業の最後に国語感想として授業の振り返りを書い

たり、単元の終わりに「国語の知恵袋」に学んだことを書き溜めたりすることで、教師側も見取

ることができ、子どもたちにとっても自分の学びや成長を自己評価することにもつながり、「学び

を創り続ける姿」を教師と子どもが共有することができる。	 

また、子どもたちがどのような場面で、「学びの言語」をいかすことができるのか、「活かす場」

を段階として示す。これらの場において、「学びの言語」が活かされていくことは、「主体的な表

現者」を育むことにつながると考える。	 

	 

②「主体的な表現者」の姿を見取る	 

	 	 国語科の学習においては、「主体的な表現者」を育むことが、学びを創り続ける子どもの育成	 

	 	 につながると考えている。総論で述べる「没頭する姿」は、「主体的な表現者」を育む過程で見ら	 

れる「主体的」に取り組む姿と考えられることができる。そこで、学びを創り続ける姿を見取る

には、「主体的な表現者」への見取りが有効であると考える。	 

	 	 低学年における「主体的な表現者」とは、「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」としているので、見取りとしては、低

学年の段階でおさえておきたい表現のしくみのもととなる「文章の書かれ方や説明の仕方の特徴」	 	 

を読み取って、教科書やプリント、ノートなどにその気づきを書き込んでいるか、また、その見

つけたことを表現に活かすことができているかを見取ることとする。	 

	 	 中学年における「主体的な表現者」とは、「国語的発見から表現のしくみやよさやその効果に気	 	 

	 づいて、新たな表現に活かしていく子ども」としているので、見取りでは、中学年で身につけた	 

	 い表現のしくみを「国語の知恵袋」に蓄積し、ノートやワークシートなどで表現のしくみを活か	 

	 した記述をしているかを見取ることとする。	 

	 	 高学年における「主体的な表現者」とは、「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」とし、その見取りでは、	 

	 高学年までに身につけたい表現のしくみを用いて作品を読み、表現のしくみを活用する際には、	 

	 その効果を自らが表現するイメージに合致することを意識すること、または、効果的に自らの表	 

	 現に活かすことができているかを授業ノートやワークシート、作品の記述などで見取ることとす	 

	 る。	 

	 

（２）「主体的な表現者」を創り出すための場の設定	 

子どもたちが書く学習を進める際、「書かなければいけない。」「この形で書かないと間違いになる。」

という思いの中で書いている姿は主体的ではなく、学びを創ることにはつながっていかない。子ど

もたちが意欲をもって、主体的に文章を書きつつも、それが「書くこと」のつけたい力の発達段階

としてその到達すべきラインを達成していることが望ましい。 
そこで、子どもたちが主体的に学びを創り続けられるような教師の役割が必要となってくる。同

じ「書く」活動を行う場合でも、いかに子どもたちが「書くことの必要性」を自らが感じて活動で

きるかが重要である。自分の思いや願いから問題を見つけ、どの形で書くことが一番自分の思いや

願いを達成するものになるのか、既習事項や新たな学びの中から解決方法を主体的に探っていく。

それが、学びを創り続けることにつながるのではないだろうか。そこで、そこに至る授業の中での

教師の手立てを以下の項目に挙げる。	 

	 ①自己決定感のある授業	 

	 「書く」という活動を行う場合、必ずその基になる自分の思いや考えがある。例えば、「友だち

に、夏休みにあった出来事を伝えたい。」「このお話を読んで面白かったところを伝えたい。」など



である。何のために書くのか、どのような思いや願いをもって書こうとしているのか、自分にと

っての「書くことの必要性」を明確にすることは、主体的に活動する上で非常に重要である。ま

た、「学びの言語」の習得によって、このときの「書くこと」では、何をどのような順番で書けば

よいのかが明確になる。これらの流れの中で、「学びの言語」を役立てながら、自分の思いやねが

いに合わせて「書く」対象を選んだり、自分の思いやねがいを的確に表現する言葉を選んだりす

ることが、自己決定感につながると考える。このような自己決定感のある場を授業の中に設定す

ることが、学びを創り続ける原動になり、学びを推し進めていくと考える。	 
１年生 6 月単元「『つくり』と『はたらき』のつながりを意識し、 

	 身近な物で『どうしてぶっく』をつくろう」では、「ものを説明する」 
	 という「学びの言語」に教材文から着目し、その導入として身の回り 
	 のものの「つくり」と「はたらき」を結びつけ表現するという活動 
	 を行った。今後 6年間の中で、子どもが説明する対象は、今回のよう 
	 な「触れることのできる具体物」だけにはとどまらず、発達の段階に 
	 応じて複雑化、抽象化されていき、それに伴う「はたらき」を考える 
	 ことも容易ではなくなってくる。さらに高学年では、そのはたらきは 
	 どのような意味がもたらされるのかという解説的説明も含まれてくる。 
	 そこで、今回の学習で習得した「つくり」を示す再現的説明と「はたら 
	 き」を示す解明的説明を積み重ねていくことで、「説明する」という課題 
	 に対して的確な表現ができるようになっていく。このような「学びの蓄積」が、今後さらに自分 
	 の思いやねがいを実現するための支えとなり、自己決定を促すものとなると考える。これを 6年 
	 間蓄積していくことが、「主体的な表現者」を育む土台となると考えられる。 
	 また、並行読書をすることも自己決定感のある授業を創るために有効であると考える。学習す

る単元に合わせて、本のテーマや種類を選んで用意し、日々の学習と並行して読み進めていく。

子ども自身が選んできて読み進めることもある。これらの様々な本の

中から、自分が必要な情報を書き写したり、思ったことを書き残した

りする。子ども自身が本を読む必要性を感じて選択し、「書くこと」に

いかすということは、子どもにとっては自己決定感のある学習になる

と考える。	 

	 また、「書くこと」は、「書くこと」単独で単元を構成するより、「読

むこと」「書くこと」の連動で単元を構成することで、学んだことを次

の学びにつなげる場ができ、これによって、自己決定感が高まると考

えられる。同時に、この連動によって、「書くこと」の力もより高まる

と考える。よって、子どもたちの実態に合わせて、「読むこと」「書く

こと」を連動させた単元構成を行うことも、自己決定感を生み出す 1つの方法として挙げられる。 
	 ②適度な困難度に挑戦できる授業	 

	 	 「書くこと」において、「説明する」「報告する」などの課題に対しての言語指示が分からない	 

	 場合、何を書けばその課題を解決できたことになるのか理解できず、困難度が高すぎると感じて	 

	 しまうであろう。しかし、「学びの言語」を確実に習得し、さらに「学びの蓄積」を可視化できる	 

	 ようにし、それを活かすことができる場合、子どもたちは、多少困難な課題に対しても、解決へ	 

	 の見通しがもてるため、その困難度を「適度」と感じ、自ら学びを創り続けていけると考える。 
	 この、「学びの蓄積」を可視化したものが「国語の知恵袋」であり、これを活用することで、適

度な困難度に挑戦できる授業を創ることができると考える。ここに学びを書き溜める際には、そ

の内容を指導者と学習者が共通理解しておく。すると、課題に応じて、「国語の知恵袋」の中から

情報を取り出し、それを活かして解決活動を進めることができる。このようにして、適度な困難

度に挑戦できる場を授業の中で創ることで、「主体的な表現者」を育むことができると考える。 
	 	 5 年生実践の 9 月単元「動物	 ふしぎ	 発見!?	 『動物の体の不思議』についての説明文を書こう	 
	 『動物の体と気候』」では、「動物の体と気候」の説明的文章においての表現の工夫の効果やよさ	 
	 を感じながら自らが選択・決定した「動物の体の不思議」について調べ学習を行い、説明文を書	 
	 くことで、文章構成を着目して説明文を書く学習構成をとった。自らが決定した課題ゆえに解決 
	 したいという思いが強くなり、構成を意識して説明文を書こうとする姿につながるからである。	  
	 この実践では、学びを創り続けるための礎になる「学びの言語」の獲得に向けて、その中の一つ	 
	 である「説明する」ことの効果的な手順を理解していくために、まずは説明における効果の一つ	  
	 である「構成」に焦点を当てて学習を進めていった。それは、説明的文章の書かれ方の特徴を知 
	 り、自らの表現に生かしていくことでその効果を実感し、ここでの学びを次の学びへと活かして 
	 いける子ども、すなわち「学びを創り続ける子ども」を育んでいきたいと考えたからである。ま 
	 た、単元の終末には「書くこと」の学びを蓄積させ、次の学習へ生かしていくための「国語の知

	 

図 2−2 盲導犬についての並行読書	 	 

	 	 	 	 をしている姿	 



恵袋」づくりに取り組んだ。このように、「学びの言語」の獲得や「国語の知恵袋」の活用を通して、
適度な困難度に挑戦できる授業づくりを進めていったことで、「主体的な表現者」を育むことにつな
がったと考える。 
 
 

 
	 ③相互に関連づく学びを活かした単元構成	 

	 国語科の学習において学ぶ「書くこと」が活かされるのは、国語科の枠におさまらない。むし

ろ、国語科で学習したことを、国語科の枠のみならず、他教科の枠や日常生活の中で活かしてい

くことこそ、理想的な学びを創り続けていく姿であると考える。そのような場を設定するために

は、教師の工夫した単元構成が重要となる。他教科と関連させることで、子どもの「ねがい」や

「ねらい」が、「書くこと」につながっていき、国語科での「学び」が活きてうまく活動展開して

いけるような構成が大切である。	 

	 例えば、2 年生 10 月単元「わかりやすい説明の仕方を探ろう」の授業では、生活科と国語科を

関連づけて学習を行った。生活科で学習していた「おいもパーティーを開こう」で、収穫したさ

つまいもを一年生に食べさせてあげたいということで、計画を立てていった。そして、国語科で

「ビーバーの大工事」の読み取りで学習した「過程を説明する」という「学びの言語」の蓄積を

を活かして、さつまいもの料理の仕方が載っているレシピ本を読み進めていった。その中で、た

だ料理したものを食べさせてあげるだけでなく、「料理の仕方をまとめたレシピ集を作ってプレゼ

ントしたい！」という意見が、生活科の中で出てきたため、国語科の学習として、「さつまいもの

作り方」を順番に気をつけて書くという活動を行った。	 

	 このように、生活科の中で生まれた子ども自身の「思い」や「ね

がい」を、国語科として取り上げ、「1 年生にさつまいもの茶巾し

ぼりの作り方を説明したい」という「ねらい」に沿って、課題へ

の解決方法を考えていく。このときの子どもの思いは、「説明しな

ければ」ではなく、「1 年生に分かりやすく伝えたい」というもの

である。この、子ども自身の学びが、子ども自身の「ねがい」に

直結していることが、学びを創り続ける姿につながっていくと考

える。また、これは、①の自己決定感のある授業にもつながって

いくと考えられる。	 
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