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はじめに 

 本校国語科では一昨年度より、学びを創り続ける子どもの姿を、「主体的な表現者（*１）」としてと

らえ、研究を進めてきた。昨年度は、「『主体的な表現者』を育む『学びの言語（*２）』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、授

業づくりを進めていった。 

 子どもたちは、課題に応じて、表現するという行為を教科の学習や日常の中において様々な場面で行

っている。そして本来、その表現の形式は「学びの言語」に応じて、必要な事柄や文章構成、使用する

言葉などに、おのずと違いが生じてくると考える。しかし、現在、子どもたちの表現の現状は、この課

題に応じた違いを捉えきれていないことにあると考えた。例えば、子どもが「あるものについて説明し

よう」という課題に出合ったとする。しかし、子どもは「何を書けば説明したということになるのか」

ということが不明確であり、「表現したい」「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、結果的に的確に表現することができないという現状があった。そこで、

一つ一つの「学びの言語」に対して、課題と習得すべき形式を明確にする必要があると考え、子どもに

とって、①活用する場面が多い②必要性が高いという２つの理由より、ものや過程を「説明する」とい

う表現に焦点を当て、その形式を明確にしていった。これにより、「説明する」という課題に対して、

子どもは的確な表現ができるようになり、なおかつ、その形式を日常の表現や視点に活かそうとする姿

も見られるようになった。子どもの学びにおいて、表現の基礎となる形式を、意識的に習得することの

重要性が見えてきた。しかし、「学びの言語」を本当に習得し、なおかつ自身の表現に主体的に活用す

るためには、６年間の枠組みの中で様々な「学びの言語」を習得し、それを運用できた経験や、その経

験による「学びの必然性」を感じられるよう支援することが必要だと感じた。そこで、本年度は、６年

間の学びの中で、自身の表現を他者に、より的確にかつ効果的に伝えられる子どもの姿をめざし、カリ

キュラムづくりを通した、「主体的な表現者」の育成に取り組んでいくこととした。 

*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「学びの言語」・・・国語科や他教科、やがては社会生活において、思考のレールとなり得る本校独自の教育言語のこと。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形式を示す、動詞を

指すものである。「説明する」「報告する」「評論する」「語る」などがあげられる。 
 

１「主体的な表現者」を育むためのカリキュラム 

 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

いて以前より研究を進めてきた。本年度は「主体的な表現者」を育むためには、教材文より得た表

現を国語の力として習得・蓄積し、その力を使って主体的に「表現しよう」とする気持ちを６年間

の中で育むことが重要であると考えた。そこでこの国語の力と「表現しよう」とする気持ち、２つ

を両輪として積み重ねていくカリキュラムを「主体的な表現者」を育むためのカリキュラムとして

とらえ、研究を進めることとした。 

 ①「主体的な表現者」の基礎となる国語の力「学びの言語」 

 子どもの現状として、上述したように「何を表現したら課題に応じた言語活動をしたことになる
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のかわからない」という問題があると考える。また、中央教育審議会においても『初等中等教育にお

ける教育課程の基準等の在り方について 諮問（*３）』にて、グローバル化社会に向けての子どもに求め

られる力について、特に英語の観点で思案されている。そこで、きたるグローバル化社会に向け、国語

科においては、どのような力が必要になるかと考えた時、本校国語科では的確に行動や物事を指す指針

となる共通の言語、「学びの言語」の習得がまさに必要となると考えた。日本は長い間、「同じ日本人だ

から、同じ文化だから、相手に伝わるだろう、察してくれるだろう」と、包括的に言葉を使用している

ことが学校の内外に問わず多く見られたのではないかと考える。しかし、グローバル化が進み、多様な

言語、文化が異なる人々と協働的に物事を進めることが求められるにあたり、従来の「伝わるだろう」

という言葉ではなく、求められた課題に対し的確に表現できる力をもった人材が必要とされると考えた。 

 そこで、現在の子どもの実態と、今後子どもが求められるであろう力から、課題に対して的確な

表現をするための「学びの言語」の習得が、「主体的な表現者」を育む力の一つとして必要である

と考えた。例えば、１年生「いろいろなふね」（東京書籍１年下）にて、ものを「説明する」時は、

まずは、ものの外的側面である船のつくりから相手に伝え、次にそのつくりからもたらされる、は

たらきを伝えるという表現を子どもは学習した。指導者と子どもの間で、ものを「説明する」こと

についての内容を共有し、形式として定めた。するとその後、生活の中において子どもの、ものを

「説明する」時の表現に変化が見られた。以下の会話は図工科で自身が描いた絵についての説明を

子どもが指導者にしている場面である。 

表２-１ 「学びの言語」の形式を使用したことによる子どもの表現の変化 

指導者「何を描いたの？」 

子ども「この船はね、お腹が減った時に食べ物を食べることができてね、 

    これは、ぶどうで、これはりんごで、とってもおいしくてね、すごいんだよ」 

指導者「よく解らないから、何を描いたのか、説明して」 

子ども「これは食べ物客船で、お腹のところに食べ物がいっぱい入っているつくりなんだ。乗って

いる人はお腹が減った時にこれを食べることができるんだよ」 

 子どもが描いた絵について、「どんなものを描いたのですか」と漠然と聞いた時と、その後、同

じ子どもに「どんなものを描いたのですか、説明しましょう」と説明を求めて聞いた時では、その

表現に差が見られた。「学びの言語」の形式を活用することで、子ども自身の力で課題に応じた、

的確で適切な表現をする姿が見られた。「学びの言語」を習得することは「主体的な表現者」を育

む上で効果的だということがわかってきた。しかし、子どもの日常における表現は、「説明する」

という活動だけにとどまらず、様々なものがある。真に「学びの言語」を習得したというには、そ

れらの形式の特徴を意識して、使い分けることが必要であると考えた。 

 そこで本年度は、「学びの言語」である、「説明する」の形式に、「報告する」を加え、２つの

形式を習得し、意識して活用できる子どもの姿をめざすこととした。この２つの形式を選んだ理由

としては「説明する」「報告する」という形式を、子どもおよび課題を出した指導者自身も混在し

て使用しており、日本語として明確に区別されていない現状があると考えたからである。例えば「昨

日の出来事を誰かに伝える」という課題を指導者が出し、子どもがそれに応じている場面があった

とする。しかし、子どもはそこに、自分の気持ちを入れて伝えるのか、もしくは事実に即して、正

確に伝えるのか、何を目的としているのか、ということを意識せずに表現しており、指導者もその

課題の出し方を「説明する」「報告する」など様々な「学びの言語」で求めていることが多いと考

えた。そこで、「説明する」「報告する」という「学びの言語」の題材と向き合い方、その目的を

以下のように定義しそれぞれの習得をめざした。 

子どもが描いた絵 
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 本校では「説明する」「報告する」という２つの「学びの言語」は共に感情や価値をおさえて、

外的側面である事実から伝え、その後その詳細を伝えるものであるものとした。さらに、「『説明

する』がものやその時の状態、過程を題材とし、その目的が主に読み手の再現や、読み手の認識を

ひろげることであること」「『報告する』が活動、調査した過去の出来事を題材とし、その目的が

読み手への伝達にあること」と、分類をして定義した。その学習内容の例を低学年・中学年で以下

に示す。高学年ではこれらの力を複合的に活用し、言語活動において意図的に選択・表現するとい

うことに重点を置いた。 

 これらの「説明する」「報告する」といった、「学びの言語」に応じて表現ができる力を、「主

体的な表現者」を育むカリキュラムにおける力として、6 年間を見通したカリキュラムの中で習得

できるよう取り組む。それにより、それぞれの「学びの言語」に応じて的確で、適切な文章の形式

を意識的に習得することで、課題に対して子どもは解決への道筋が明確になり、子どもは的確に表

現し、「書くこと」に自身で臨む力がつくと考える。また、読み手としても同じ観点をもって書き

手の文章に臨み、評価や交流をすることができるようになると考えた。 

 

表２−３「学びの言語」の形式における、題材と向き合い方、その目的 

  学びの言語「説明する」 学びの言語「報告する」 

子ども
の向き
合い方 

            感情や価値をおさえて、事実を正確に相手に伝える。 
外的側面（つくりなど）から伝え、 
その後、そのはたらきや理由などを伝える 

外的側面（時・場所・出来事など）から伝え、 
その後、その詳細を伝える 

題材 
もの 
その時の状態 

過程・プロセス 
・物の変化の過程 
・行動の過程 

活動した過去の出来事 
（活動報告） 

調査してわかった過去の出来事 
（調査報告） 

目的 

読み手の再現、認識の広がりを目的とする。 
「もの・過程を知ってもらいたい」（認識の広がり） 
「説明した過程ができるようになってほしい」（再現） 

読み手への伝達を目的とする。 
「自身の活動・調査内容を知ってもらいたい。」（伝達） 
「読み手が知る必要がある出来事なので伝えなければいけない」
（伝達） 

学習内容

の例 

（例）昆虫など身の回り
の動植物についての説明
文【低】 
 五感から得た外的なつ
くりから伝え、それに関
するはたらきなどの側面
を伝える。 
 
 
（例）ごはんの必要性に
ついての説明文【中・高】 
 読み手に対して理解・
再現を求める内容に応じ
て、外的な側面や、その
はたらきといった情報の
うち必要な物を選び、伝
える。 

（例）植物が変化する過
程や、絵の描写を示す行
動の過程についての説明
文【低】 
 事実にもとづき、時間
の順序に沿って正確に伝
える。 
 
 
（例）道を案内する説明
文【中・高】 
 事実にもとづき、読み
手が再現できるよう、特
に必要な情報は詳細に伝
えるなど、情報に軽重を
つけ選び、伝える。 

（例）野菜の成長についての観
察記録文【低】 
 観察しているものの外的な
つくりに加え、観察した日付、
それまでに行った活動につい
て伝える。 
※「報告する」につながる活動
として「記録する」を扱う。 
 
（例）総合的学習で活動したこ
とについての報告文【中・高】 
 活動の中でも相手に知って
欲しい、もしくは伝えなければ
いけない事実を取捨選択し、軽
重をつけた上で、時間の順序に
沿って正確に伝える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（例）友だちの生活の調査につ
いての報告文【中・高】 
 報告する内容に応じて、アン
ケートを実施したり、本やイン
ターネットなどを使用したり
して、調査した事実を正確に伝
える。 

「説明する」「報告する」といった力を運用し、それを根拠とした自分の意見を伝える文章を書く。【高】 

言語 
活動例 

説明文・説明書・広告など 観察記録文・体験報告文・調査報告文・レポートなど 

 
*３『グローバル社会で求められる力の育成として、グローバル化する社会の中で言語や文化が異なる人々と主体的に協働してい

くことができるよう、外国語で躊躇せず意見を述べ他者と交流していくための力や、我が国伝統文化に関する深い理解、多文化

への理解等をどのように育むべきか』(初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について 諮問より引用  中央教育審議

会 平成26年11月20日) 
 

説明する 冬至とは、１２月２２日の事で一日の日照時間が最も短い日の事です。冬至にはかぼちゃを食べたり、ゆず湯

に入ったりします。（中略）このように、冬至は私たちにとって運を向上させてくれるありがたい日なのです。 

報告する １２月２２日が今年の冬至でした。これから私の今年の冬至について報告します。私は、まずかぼちゃコロッ

ケを食べました。「運盛り」のためです。（中略）今年はこのような冬至を過ごしました。 

表２−２ 同一の題材「冬至」について、「学びの言語」の形式による表現の違い（６年生） 
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②国語科の力を使って主体的に「表現しよう」とする気持ちを育む経験 

 「主体的な表現者」を、６年間を通して育むには国語の力の習得だけではなりえない。「学びの

言語」はあくまで言語における力であって、言語は相手があってはじめて機能するものである。よ

って、「主体的な表現者」を育むためには、子どもの「国語科で学習した力を使って、誰かに伝え

たい」という思いやねがいが連続して生み出される状況、すなわち子どもが「学びを創り続けてい

る」状態であることが重要である。そのためには力を習得するにあたって、その学習が「自分が他

者に何かを表現するために効果的であり、必要なことである」ととらえ、「習得することに価値が

ある」と子ども自身が感じることが必要であると考えた。この子どもの学びに向かう意識を国語科

における「学びの必然性」ととらえる。必要感をもち「学びの必然性」が生み出された中で、国語

科の学習にのぞみ、そこで得た国語の力を使って、他者に伝わった経験や喜びを感じることで、子

どもは「主体的な表現者」に近づくのではと考えた。次項にて国語の力の習得の両輪としてなされ

るべきである、子どもの主体を育むための「学びの必然性」が子どもに生まれるカリキュラムづく

りの視点を示す。 

 

２「主体的な表現者」を育むカリキュラムづくり  

 （１）「学びの必然性」を生み出すしかけとしてのカリキュラムづくり 

 自己を表現する言語についてを学ぶ国語科において、子どもにとっての活用の場は国語科の授業

内には、決しておさまらない。国語科内の学習から、他教科領域および学校行事や休み時間などの

学校内での日常、さらには学校という枠を超えての実生活において、国語科の学習を活かす場は子

どもたちの身の回りに点在している。子どもにとって、①国語科の学習を活かす場を自ら思考し表

現をする経験。あるいは、②他教科領域および実生活の問題について国語科の学習を活かすことで

解決する経験。こういった経験が６年間の学習経験の中で積み上がることで、国語科における「学

びの必然性」が子どもの中でより高まっていき、子どもは学びを創り続ける「主体的な表現者」に

近づいていくのでは考える。 

 そこで、国語科の学習と活用の場が、子どもの中で結びつきやすい場を生み出せるよう、子ども

の思いやねがいを見取り、しかけとしてカリキュラム上に配置するようにした。 

 ①国語科の学習を活かす場を自ら思考し、表現をする経験 

 昨年度より、子どもにとって「学びの必然性」が生まれるように、教材文を通して筆者の表現の

工夫から国語の力を学習した後には、それを活かした言語活動を設定し、単元やその並びが子ども

の思いやねがいの連鎖に即した物になるよう配列にしかけを加えてきた。しかし、その習得した力

を活用するための題材や、言語活動を昨年度は教師が設定していたため、与えられた題材と実生活

における興味・関心が近い子どもにとっては「学びの必然性」が生まれたが、実生活とは遠い子ど

もにとっては、思いやねがいに即した題材ではなく、結果として「学びの必然性のある」カリキュ

ラムにはならなかった。そこで、本年度は子どもの中でさらに「学びの必然性」が生まれるよう、

教材文より学習している力を習得していくのと並行して、低・中学年では「この力はどんなものに

使えるのかな」、高学年では「この力を使って自分の考えや意見を伝えるためには、どのような言

語活動を通して表現するのが効果的かな」ということを子どもが身の回りの中から思考できるよう

にカリキュラムを見直した。今、自分が学んでいる力が、「あっ、あれについて伝えたらおもしろ

いかも」という、子どもの思いやねがいと結びついた瞬間に子どもにとっての「学びの必然性」が

生まれると考えた。そのためのしかけとして、例えば、低学年の間では習得した形式を使える題材
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を実生活の中に散りばめておき、子どもが自ら題材を思考できる環境を整えられるようカリキュラ

ムにしかけとして配置しておくことが重要だと考えた。２年生「たんぽぽ」（東京書籍２年上）の

学習では、子どもは教材文より「学びの言語」として、季節や年月の移り変わりによって変化する

ものを「説明する」文章の形式を学習することとなる。そこで、学習を進めるにあたり、単元の導

入と同じ時期に生活科で野菜の栽培を始めておいた。この２つを、子ども達自らの思考で「自分が

育てている野菜の成長を他の友達にも伝えたい」「他の友達が育てている野菜の成長も知ってみた

い」という思いやねがいと結びつきやすいよう、しかけとして並列するようカリキュラムの配列を

組み直した。実際には子どもたちが選んだ対象としては動物、昆虫、植物、惑星の成り立ちなど、

自身が興味のあるものを伝えたいと考え、説明文に取り組んでいる子どもも多かった。しかし、中

には自分の日常の興味関心とは結びつきにくく、指導者が配列にしかけておいた生活科と結びつけ

て、野菜の変化の過程を説明する文章を書いている子どもの姿も見られた。 

 このように６年間を通してカリキュラムの配列においてしかけをすることで、力を活かす場を自

ら思考するという経験を子どもに積ませることにより、国語科で得た力を自ら活用しようと思考し、

自分で必要感をもち学習に臨める子どもが育つのではと考える。 

 ②他教科領域・および実生活の問題について国語科の学習を活かすことで解決する経験 

 国語科の最終的な目標は学校生活にとどまらず、実生活において国語科の力により子どもの表現が

豊かになるということである。そこで、国語科の学習の中で「何に使えるのかな」と吟味し、国語科

の学習と思いやねがいが結びつくことで生み出される「学びの必然性」に加え、他教科・領域および

実生活の問題意識より国語科の学習を学ぶ場を設定するということも必要であると考える。例えば、

２年生生活科「おもちゃまつりへようこそ」では、１年生を「おもちゃまつり」に招待する。しかし、

時間の都合上、一緒に遊ぶことはできても作り方まで説明することはできない。それでも「せっかく

作ったおもちゃを１年生にも家で作って欲しい」この子どもの思いやねがいから、国語科で学習した

「学びの言語」、行動の過程を「説明する」文章の形式を用いて「１年生に説明書を書きたい」とい

う課題を子どもたち自らが設定した。こういった身の回りから生まれた問題意識を国語科の学習を活

かすことで解決するという、経験の積み重ねが「国語科で学習した力を使ったほうが相手に正しく伝

わるね。次も使ってみたいね」と、自らの思いやねがいを叶えるために、実生活の中で国語科で学習

したことを実践できる「主体的な表現者」を育むことにつながると考える。 

 上記の①と②を、教師のカリキュラム上のしかけによって経験することで、子どもは国語科で得

た力を効果的だと感じ、その力を日常の中でも使おうとする「主体的な表現者」に近づけるのでは

ないかと考えた。 

 

 （２）カリキュラムにしかけを施すための子どもの見取り 

 ①「国語感想」を活かした柔軟な授業展開 

 思いやねがいに沿った柔軟な授業展開を進めていくには、国語科での学びが子どもの思いやねが

いに沿うような形で進めていくことが重要となってくる。そこで、本年度、国語科では毎時間授業

の最後に授業・単元で学んだ力が「どんなことに使えそうかな」「今日の学習を通してどんなこと

をしてみたいかな」という子どもの思考を、「国語の感想」（以下、国感）として書かせることと

する。それにより、子どもの思いやねがいを、指導計画にいかしていこうと考えた。例えば、上述

したような配列におけるしかけから、子どもが「国語の力をこの題材に活かしたい」と思った瞬間
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をこの国感で見取り、それを柔軟に授業展開、指導計画の中に組み込む。そうすることで、子ども

にとってより「学びの必然性」が生まれるカリキュラムに近づくのではと考えた。 

 ②「国語の知恵袋」を用いた国語科としてのねらいの明確化 

 教材文から「どのようなことに使えるか」ということを思考し、思いやねがいに沿った言語活動

を子ども自らが選択することによって、学習者全員が教材文でつけた力にふさわしい題材や、言語

活動を選択できるとは限らない。中には、書いた文章を交流することを通して、「勉強した力を活

用するにはこの題材は難しかったな」と実感する子どもも出てくることもあると思われる。そこで、

単元の最後に本単元の学びを蓄積する「国語の知恵袋」を書き、その様子から子どもにつけたかっ

た力がついているのかを見取り、それから次の単元を考えていくこととする。「国語の知恵袋」と

は各単元で学んだことの中から、子ども自らが大切だと思うことを単元の最後に書き溜めたもので

あり、これを活用することで新しい問題に出合った時、既習事項をいかして子ども自らの力で解決

法を探ることができる、本校独自の取り組みである。子どもが「今回の単元で学習したこととして

書き溜めておきたい」と思ったことと、教師がねらっていたことにズレが生じていた時は、その様

子から柔軟にカリキュラムに修正を加え、国語科でねらった力を子どもに習得させる必要がある。

またこの活動は、子どもにとっては習得した力を明確にし、それを発揮するにふさわしい対象・言

語活動であったのかをふりかえる機会にもなりえる。この活動によって子どもは、国語科として自

身がどのような力を身につけてきたのかを自覚し、さらに的確な学びを創り続ける「主体的な表現

者」に近づけるのではとも考えた。 

 

３「主体的な表現者」を育むカリキュラムの見直し 

 上述したように、本年度国語科では、計画カリキュラムから子どもの学校行事・実生活から生ま

れる思いやねがいと結びつけ、子どもにとって「学びの必然性」が生まれるよう実施カリキュラム

を組んできた。それについて、学期末や年度末に分析を行い、来年度のカリキュラムに活かせるよ

う見直しを行っている。見直しを行う視点としては、子どもが「国語科でのねらいを達成できたの

か」ということへの見取りである。活動ありきのものではなく、子どもが「国語科で学んだ力を学

校行事・実生活に活かすことができた。もしくは、学校行事・実生活での表現において国語科での

力が活かせた」と思えるカリキュラムをめざし、カリキュラムを構築していく。 

表２−４ ５年生「学びの言語」におけるカリキュラムの見直し 
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 ＜学校行事＞     ５月        ６月        ７月       ９月        １０月       １１月 

 実生活 

計画カリキュラム       

実施カリキュラム       
和の文化を受けつごう 

平野フェスティバル 

 

動物の体と気候 資料を生かして考えたことを書こう 

 

新聞記事を読み比べよう 

臨海学舎 

動物の体と気候 新聞記事を読み比べよう 

和の文化を受けつごう 

 

資料読み比べ・書き手の意図 

資料を生かして考えたことを書こう 

 
「つくり」「はたらき」要旨 資料読み取り・活用 説明の仕方 資料活用 ポスター 
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