考えを広げ深め形成する力を育てる指導の研究
―小学校高学年における文学的な文章の授業実践を通して―
一般留学生

赤尾

若菜

研究の概要
本研究は，小学校国語科「読むこと」の領域において，言語活動を行っていく中で思考ツールを
取り入れ，児童の考えを交流する場の設定を工夫し，再構築した自分の考えを文章で表現すること
により，考えを広げ深め形成する力を育成する指導の在り方を授業実践を通して追究していくもの
である。
本研究では，思考を促したりまとめたりする手立てとして言語活動ハンドブック（山梨県教育委
員会）を参考に鶴田清司氏（都留文科大学教授）の三角ロジックを中心に取り入れていく。考えを
広げ深め形成する力とはどのような力であるのか，その力を身に付けた児童の姿はどのような姿で
あるのかを明らかにした上で，学習場面において，三角ロジックをどのように用いるのが有効か，
児童が自分の考えを整理したりまとめたりするために三角ロジックを生かしどのように文章で表現
させていけば考えの形成につながるのかについて，追究していく。併せて考えを広げ深めるための
交流の場の工夫やそれを見取るための評価についても追究していく。本研究では小学校高学年の文
学的な文章(宮沢賢治「やまなし」)の指導の実践において，これらの手立ての有効性を検証する。
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Ⅰ 主題設定の理由
１ 小学校学習指導要領（平成 29 年告示）及び今日的課題から
（１）小学校学習指導要領（平成 29 年告示）(以下「新学習指導要領」)が目指すところから
小学校学習指導要領解説国語編では「Ｃ読むこと」の文学的な文章の指導事項として「構造と内
容の把握」「精査・解釈」「考えの形成」「共有」の４つを示している。その中の「考えの形成」
については「文章の構造と内容を捉え，精査・解釈することを通して理解したことに基づいて，自
分の既有の知識や様々な体験と結び付けて感想をもったり考えをまとめたりしていくこと」とされ
ている。「考えの形成」が「構造と内容の把握」「精査・解釈」に基づくのであるから，「構造と
内容の把握」「精査・解釈」において考えを広げ深めることは重要であると言える。文学的な文章
では，登場人物の相互関係や心情を捉えること，人物像や物語などの全体像を具体的に想像するこ
と，表現の効果を考えることが「構造と内容の把握」「精査・解釈」にあたる。この過程で考えを
広げ深めることにより，既有の知識や体験との結び付きがより強くされた「考えの形成」につなが
ると考えている。従って研究テーマに考えを広げ深めるを設定した。また「考えの形成」について
は「Ｃ読むこと」だけではなく「Ａ話すこと・聞くこと」「Ｂ書くこと」についても指導事項とし
て位置付けられた。〔思考力，判断力，表現力等〕の内容全てに盛り込まれたことを踏まえると考
えを形成する力が求められているのであり，その指導法を追究していくことは重要である。
以上のことから，考えを広げ深め形成する力を育成する指導の在り方を追究することは，この研
究テーマでの目指すべき児童の姿や有効な手立てを追究することであり，授業実践を通して，指導
上の成果と課題を明らかにすることで，主体的・対話的で深い学びにおける目指す児童の姿，指導
の在り方を具体的に追究することにつながると考える。
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（２）平成 30 年度全国学力・学習状況調査から
「平成 30 年度全国学力・学習状況調査」の山梨県の結果を見ると，自分の考えを明確に表現す
るため，目的や意図に応じて文章全体の構成の効果を考え書くことの設問の正答率が 12.8％と低
い。国立教育政策研究所は「話し手の意図を捉えながら聞き,自分の考えをまとめたり,複数の資料
の内容を関係付けて理解したり,表現したりすることに課題がある。」と述べている。読むことに
関する設問ではないが，考えの形成という点において課題があることが分かる。新学習指導要領で
は書くことの考えの形成について「事実を客観的に書くこととともに，その事実と感想や意見との
関係を十分捉えて書くことが重要である。それは，自分の考えたことなどが客観的な事象に裏付け
られたものになっているかどうかを振り返り，自分の考えをより深めていくことにつながるからで
ある。」と述べている。本研究での考えの形成は，文学的な文章での考えの形成である「文章を読
んで理解したことに基づいて自分の考えをまとめること」とともに，共有によって得た他の意見を
自分の意見と比べ，見直した上でさらに自分の考えをまとめたり，新しい情報などを自分の考えと
関連付けてまとめたりすることを実践の中で行っていく。自分の考えが客観的な事実や共有された
他の考えとどのように関わるのか，その関係を捉えまとめることは書くこと，読むことの領域にお
いて求められている力だと言える。よって国語科においての考えの形成について研究を行っていく
必要があると言えるのである。
（３）これからの時代に求められる国語力
文化庁文化審議会答申（平成 16 年度）では国語力について,考える力,感じる力,想像する力,表
す力の４つの力がその中核を成すとしている。国語の学習で，考えを広げ深め形成するにはこれら
４つの力が大きく関わっていると考えている。この４つの力は，新学習指導要領の国語科の目標に
ある言葉による見方・考え方を働かせるために必要な力であり，一連の言語活動ではこの４つの力
が総合的に関わり合って課題解決が図られていく。言語活動を行う中で考えを広げ深め形成する力
と４つの力は相互に作用し合い高まり合っていくと考えている。また新学習指導要領の国語科にお
ける資質・能力を育成することにもつながると考える。
２ 校内研究を通して残された課題から
所属校である A 校の校内研究では，テーマに基づき目指す児童像を設定してきたが，その一つに
「考えを広げ深める子ども」がある。年度初めと終わりに目指す児童像について，教育活動を通し
どの程度達成できているか教員でアンケートをとると，この項目が他の項目よりも到達率が低い。
校内研では考えを広げ深めた姿がどのような姿か考えられる姿を挙げ，学習指導案にそれぞれの教
師がその姿を基に評価の視点を明記してきたが，教師によって求める姿に違いがあり，考えが広げ
深められた児童の姿をどう捉えるのかをもっと研究していく必要があるといった意見があった。
これまでの国語科の実践において，説明的な文章や文学的な文章の学習を通して文章全体の構造
や内容の把握に関することについては，指導の目標を具体的にもち指導してきた。この点について
は，児童自身も身に付いたことが自覚しやすかったと言える。要因の一つとして，目標を明確にも
って指導したことで評価の観点が児童に分かりやすく，児童自身も学びを実感しやすかったと言え
る。一方，自分の考えを深めることに関しては，目指す児童像が明確でないまま授業を進めてしま
った点が課題である。校内研では考えが広がり深まった上での学習内容が分かるということはどう
いうことなのか議論をしてきた。分かるという姿については所属校なりの定義はできたが，考えを
広げ深めるということと分かるということについて，関連性をはっきりさせられなかった点が課題
として挙げられる。特に国語の授業においては考えが深まった姿と分かる姿をどう捉えるかに難し
さを感じる教師が少なくなく，自分自身の中でも評価規準が明確でなかった点が課題であったと言
える。国語の学習において考えを深めることは，文章の解釈に大きく関わることであるが，その点
で評価の基準がはっきりしていないということは授業の目標とするところがはっきりせず，児童自
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身にも「できた」「分かった」と感じにくくなっていただろう。学びの実感を得られないと，児童
にとっては面倒な学習，苦手な学習と感じられるようになってしまう。私自身は国語科の授業にお
いて考えを広げ深めた児童の姿はどういう姿なのか，その姿に迫るために教師のどのような手だて
が有効であるのか考えていきたいということが課題として残り，本研究テーマを設定した。
Ⅱ 本研究の目標
小学校国語科「読むこと」の領域において，言語活動を行っていく中で思考ツールを取り入れ，
児童の考えを交流する場の設定を工夫し，再構築した自分の考えを文章で表現することにより，考
えを広げ深め形成する力を育成する指導の在り方を授業実践を通して検証する。
Ⅲ 研究の基本的な考え方
１

考えを広げ深め形成する力について

（１）「C 読むこと」（文学的な文章）の領域における「考えの形成」について
新学習指導要領においては，自分の考えを形成する学習過程を重視し，すべての領域において考
えの形成を指導事項として位置付けている。ここでは文学的な文章での指導事項について学習指導
要領解説国語編に示されている内容（表１）を表記する。本研究では，これら４つの指導事項を密
接に関わらせた上での考えの形成の指導について有効な言語活動の在り方を探っていく。
表１

「C 読むこと」（文学的な文章）の指導事項

構造と内容の把握

第１学年及び

第３学年及び

第５学年及び

第２学年

第４学年

第６学年

イ

イ

イ

場面の様子や

登場人物の行動

登場人物の相互

中学校第１学年
イ

場面の展開や登場

登場人物の行動な

や気持ちなどについ

関係や心情などにつ

人物の相互関係，心情

ど，内容の大体を

て，叙述を基に捉え

いて，描写を基に捉

の変化などについて描

捉えていること。

ること。

えること。

写を基に捉えること。

エ

エ

エ

ウ

場面の様子に

登場人物の気持

人物像や物語な

目的に応じて必要

精査 ・ 解釈

着目して，登場人

ちの変化や性格，情

どの全体像を具体的

な情報に着目して要約

物の行動を具体的

景について，場面の

に想像したり，表現

したり，場面と場面，

に想像すること。

移り変わりと結び付

の効果を考えたりす

場面と描写などを結び

けて具体的に想像す

ること。

付けたりして，内容を

ること。

解釈すること。
エ

文章の構成や展

開，表現の効果につい
て，根拠を明確にして
考え の 形成

考えること。
オ

文章の内容と

オ

文章を読んで理

オ

文章を読んで理

オ

文章を読んで理解

自分の体験とを結

解したことに基づい

解したことに基づい

したことに基づいて，

び付けて，感想を

て，感想や考えをも

て，自分の考えをま

自分の考えを確かなも

もつこと。

つこと。

とめること。

のにすること。

カ

カ

カ

文章を読んで

文章を読んで感

文章を読んでま

共

感じたことや分か

じたことや考えたこ

とめた意見や感想を

有

ったことを共有す

とを共有し，一人一

共有し，自分の考え

ること。

人の感じ方などに違

を広げること。

いがあることに気付
くこと。
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（２）考えを広げ深め形成する力とは
文章を読んだり他者と考えを共有したりすることを通して，自他の考え方のよさを認めたり自分の
考えを見直したりしながら，作品の世界を豊かに想像し主題について自分の考えをまとめることが
できる力
この研究における考えを広げ深め形成する力を上記のように設定した。このような力を身に付け
た児童の姿とはどのような姿なのか，考えを「広げる」「深める」「形成する」のそれぞれについ
て，Ⅲ１（１）の読むことの指導事項を基にし，以下のように目指す児童の姿及びそれぞれの発達
段階において付けたい力(表２)と考える。
表２

読むこと（文学的な文章）における考えを広げ深め形成する児童の姿と付けたい力

目指す 児童の 姿

考えを広げる

考えを深める

考えを形成する

自分ではもっていなかった

自他の考えを比べ，見直し

広がったり深まったりした

感想や考えを知ったり理解

ていく中で自分の感想や主

ことを踏まえて自分の考え

したりすることで,自分の考

張，その根拠や理由が以下

を見直し，根拠や理由を明ら

え方に新たな視点が加わる

のようになること。

かにしながら感想や作品の

こと。

・明確になる。

主題について自分の主張を

・妥当になる。

まとめ表現できること。

・具体的になる。
・関連付ける。
・主張を支える根拠や理由
第 一学 年 及 び第 二 学 年

が増える。強くなる。
友達の考えを理解すること

自分の考えと友達の考えの

自分の感想や考えをなぜそ

ができる。

共通点と相違点を見つけな

う考えたかを明らかにしな

がら，登場人物の行動を具

がら表現することができ

体的に想像することができ

る。

る。

第 三学 年 及 び第 四 学 年

友達の考えを理解し，自他

自分の考えと友達の考えの

広げたり深めたりしたこと

の考えのよさを見つけるこ

共通点や相違点から，登場

を踏まえ登場人物の心情や

とができる。

人物の心情や情景について

性格，情景について自分の

自分の主張の根拠と理由を

感想や考えを根拠となる叙

明らかにすることができる。

述とそれに対する自分の理
由を挙げながら表現するこ
とができる。

第五学年及び第六学年

友達の考えを理解し，自他

自分と友達の考えを比べる

広げたり深めたりしたこと

の考えのよさを見つけ，そ

ことで，登場人物の相互関

を踏まえ作品の主題につい

のよさの理由を考えること

係や心情,人物像,物語の全

て，自分の主張を根拠と理

ができる。

体像などについて豊かに想

由を関連付けさせながら文

像し自分の主張と根拠，理

章に分かりやすくまとめる

由とのつながりをよりはっ

ことができる。

きり強くすることができ
る。
（ここでの「根拠」「理由」「主張」については「２
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三角ロジックについて」で述べる。）

２

三角ロジックについて
三角ロジックとは，イギリスの分析哲学者トゥルミンの論証モデルをもとに単純化したものであ

り，論理的思考・表現のツールの一つである。要素は根拠，理由，主張の３つがあり，鶴田清司氏
（都留文科大学教授）はこの３つを「根拠・理由・主張の３点セット」と呼び，それぞれの要素を
次のように定めている。
〇根拠・・・誰が見ても明らかな証拠資料（客観的な事実・データ）
〇理由・・・その根拠がなぜ主張を支えることになるのか，どうしてその証拠資料からその主張が
できるのかを説明するもの（事実・データに基づく推論・解釈）
〇主張・・・結論
この研究では，根拠，理由，主張の３つを全部含めて「考え」とする。以下に鶴田氏の著書で挙げ
られている三角ロジックを取り入れた実践事例の中から，自分の考えを述べている部分を例として
挙げる。
実践例１：最後の一文はあった方がよいか？（小学校４年国語「ごんぎつね」）
注：最後の一文とは「青いけむりが，まだ筒口から細く出ていました」という一文。（注は赤尾）
Ａ【根拠】物語の前半に，「赤いさつまいもみたいな元気な顔」「ひがん花」というように，赤と
いう色が多く出てくる。それに対して，最後は「青いけむり」となっている。
【理由】こうした明るい感じの色とさびしい感じの色の対比によって，悲劇的な結末が強調され
る効果がある。
【主張】だから，最後の一文はあった方がよい。
Ｂ【根拠】最後が「けむり」の描写で終わっている。
【理由】けむりはすぐに消えるもの，つまり，はかないもの，この物語ではごんの命のはかなさ
を象徴していると思うから。
【主張】最後の一文はあった方がよい。
この３点セットを手立ての中心として取り入れようと考えたのは，まず考えをもてない児童や考
えをまとめることが苦手な児童にとって，視点が定まっていることで考えをもつことの手助けにな
るのではないかと考えたためである。二つ目の理由として交流する場において，３点セットに基づ
き児童に考えを書かせたり教師が板書を行ったりすることで児童の考えを可視化でき，互いに考え
を聞いたり見たりする際に考えの違いが比べやすいことが挙げられる。考えを比べ，違いやよさに
気付くことで，児童が友達の考えに関わりやすくなり，考えの浅さを指摘し合ったり自分自身の考
えを見直したりすることによって考えが練り上げられていくことが予想され，質の高い学び合いに
なる効果が期待できる。三つ目の理由として挙げられるのは，この３点セットが思考ツールである
と同時に，表現のツールでもあることから，考えをまとめる際にも根拠や理由を意識して学習した
ことを生かし文章で書くことができる点である。鶴田氏が三角ロジックを取り入れた学習での効果
について以下の３点を挙げている。
① 『根拠』と『理由』を区別することによって，主張が具体的で分かりやすくなる，説得力が高
まる。
② 理由付けにおいて自分の既有知識や生活経験を基に類推することによって，テキストをわがこ
ととして実感的に理解できること。
③ 自分の意見を発表し，それぞれの根拠や理由を検討し合うことによって，授業が対話的かつ協
同的になる。
以上のような効果を上げるためには，児童がこの３点セットを使えるようにしていく指導が必要
である。著書や先行研究を見ると根拠と理由を混同してしまうといった課題点が指摘されている。
どのように実践の中で積み上げていったらよいか，導入から段階的に取り入れていく方法を示して
いきたい。また自分の主張の裏付けとなる根拠や理由をはっきりさせられることや相手が納得でき
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る説明ができることなど三角ロジックを使うことの意義を児童自身が感じられるような実践を追究
していきたいと考えている。三角ロジックは他の場面でも活用できる点において，児童がその価値
を感じ身に付けておくと自分自身で有効に使える思考ツールであると言える。
３

評価の方法について
評価の方法についてはルーブリックを取り入れる。ルーブリックとは文部科学省「総則・評価特

別部会資料」（平成 28 年）によると「成功の度合いを示す数レベル程度の尺度と，それぞれのレ
ベルに対応するパフォーマンスの特徴を示した記述語（評価規準）からなる評価基準表」とある。
ルーブリックが必要である理由は，テスト形式の方法では評価しにくい観点において客観的でより
高い妥当性と信頼性をもちながら評価を行うためである。ルーブリックを評価に取り入れることに
ついて，関西大学総合情報学部教授黒上晴夫氏は教師側と児童側それぞれにおいて利点を挙げてい
る。まず教師は客観的で一貫性のある評価規準を作成することで，単元のねらいも明確になり，そ
のねらいの実現に向けて最適な授業設計を行うことができるようになる点である。単元全体の見通
しを立てる中でルーブリックを作成し，評価規準が確かなものとなれば，自ずと単元のねらいも具
体性を増す。学習過程でも一貫した評価規準を基に児童の見取りを行うので学習意欲や学習レベル
を把握しやすく，それによって児童への支援のポイントもはっきりする点が効果として挙げられて
いる。児童にとっての利点は，作成したルーブリックの表記を簡単な言葉に置き換え授業の際に児
童にも提示することで，児童自身にも目標が分かりやすくなる点である。評価規準を教師と児童が
共有することで，児童の自己評価と教師による評価の間でのずれが少なくなり児童の学習意欲の向
上にもつながるという効果が挙げられている。本研究での児童の自己評価については，ルーブリッ
ク表の観点に関連して書けるよう，ルーブリック表と振り返りの記述が書けるシートを作成する。
（表３）
表３

ルーブリック表と振り返り

評価項目

・・・できる

・・・できる

・・・できる

・・・できない

・・・している

・・・している

・・・している

・・・していない

児童が文章で記入

Ｓ：期待以上にプラスαが見られる
Ａ：十分満足できる
Ｂ：概ね満足できる
Ｃ：努力を要する

参照：文部科学省「総則・評価特別部会資料」

４

振り返り

…

Ｃ

…

Ｂ

…

Ａ

…

…

Ｓ

考えの交流について
考えを交流する活動については,活動あって学びなしといった形骸的な活動にならないよう気を

付けていかなければならない。交流することの必要性，必然性を考えながら児童の実態に合わせ
て取り入れる。児童が思考を止めず，またそれぞれが満足できるような交流の方法を探っていき
たいと考えている。
交流のルールとしては基本的に各学校で設定したルール，学級の聞き方，話し方のルールに則り
行う。国語科の交流としては以下の現行の学習指導要領「Ｃ読むこと」の指導事項に基づいて行
う。
① 文章を読んで考えたことを発表し合い，一人一人の感じ方について違いのあることに気付く。
② 本や文章を読んで考えたことを発表し合い，自分の考えを広げたり深めたりする。
交流にあたって大切にしたいことは，児童が課題に対する自分の考えをもつことである。そのた
めに児童の思考の流れを座席表を使って丁寧に見取り，課題の設定や個別の支援に生かしていく。
また考えをもつことが苦手な児童に対してはまず三角ロジックの根拠となる叙述を見つけられるよ
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う支援を行っていきたいと考えている。考えを発表し合う場では互いの考えの理解の手助けとなる
ようホワイトボード等を使用して可視化できる工夫を行っていく。教師の板書についても視点が整
理されるよう思考ツールなどを取り入れながら比べやすい板書を行う。考えを聞く側には聞くとき
のポイントを示す。特に考えに相違点がある場合，互いの考えを大事にするということを前提に，
どこがどのように違うのか明確にし，ペアや少人数でのそれぞれの場の交流では相手に質問をさせ
たり，全体の交流では話し合いの視点を焦点化し，児童に再考を促す問い返しの発問をしたりす
る。発表し合うという形の交流は，Ⅲ１（２）に挙げた付けたい力の育成を図る上での重要な活動
である。
Ⅳ 研究の仮説
小学校国語科「読むこと」領域の指導において，考えを文章で表現し，交流する言語活動を効果
的に行うための手だてとして三角ロジックを取り入れることにより，児童の考えを広げ深め形成す
る力の育成を図ることができるであろう。
Ⅴ 研究の方法と内容
１ 研究の方法
（１）三角ロジックを習得していく指導の実践
（２）ルーブリックの作成
（３）単元計画の作成
（４）検証授業の実施
ア

検証授業の対象：県内公立小学校

第６学年

イ

単元名：「やまなし」を読み味わい，こめられた思いを考えよう
～三角ロジックを使って自分の考えをまとめる～

ウ

教材名：「やまなし」
，資料「イーハトーヴの夢」（光村図書）

エ

検証授業の期間及び時間数：令和元年 10 月（全 10 時間）

オ

検証方法：・事前，事後アンケート

・ワークシート

・ルーブリックによる評価
２

・振り返りシート（学習感想）

・研究協力員による授業観察

研究の内容

（１）三角ロジックを習得していく指導の実践
まずここでは，検証授業で三角ロジックを取り入れる前の取り組みを述べておく。本研究の検証
授業の対象となっている児童は，これまで三角ロジックを授業で使用した経験はない。自分の考え
を表現する際は「私は～だと思います。理由は～」というように主張に当たる部分を初めに述べ，
そのあと理由を述べるといった方法で自分の考えを表現してきた。三角ロジックの根拠と理由に当
たる部分を分けることなく，理由としてまとめて表現している。本研究では，根拠と理由を分けて
理解させ，区別して活用できるように指導することから始めた。ワークシートは言語活動ハンドブ
ック小学校改訂版（山梨県教育委員会）を参考に作成している。

図１

児童に提示した三角ロジックの説明

図２
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ア

1 回目三角ロジック（課題「今年のＹ小の６年生はどんな６年生か紹介してください。」）
1 回目は６月中旬に取り組んだ。主張は書けているがその根拠となる事実，根拠と主張がなぜ結

び付くのかその理由が書けていないことが分かる。同様に多くの児童が根拠と理由に何を書いたら
よいか混乱していることが実態として浮かび上がった。児童が考えやすい課題設定をするとともに，
理由と根拠の区別，根拠と主張を結び付ける理由の書き方について指導が必要であることが分かっ
た。

根拠に主張が書いて
ある。

理由には根拠となる事
実が書かれている。

図３

イ

児童のワークシート

２回目三角ロジック（課題「『おれは

』の

には生き物が入ります。あなただった

ら何を入れますか。」
）
この課題は「おれはかまきり」
（工藤直子「のはらうた」）という詩の題名と作者名を白抜きにし，
この枠にどんな生き物が入るか，詩に書かれた言葉から考える課題である。２回目は国語で三角ロ
ジックを使う際のルールを確認。根拠には作品の言葉や文章の引用のみとした。詩を提示し根拠の
例として言葉を一つ取り上げ，そこからどんなことを想像するのか，どんなことが言えるのかを全
体で共有し，これが理由に当たることを確認した。その後，別の言葉にも注目するよう伝え，自分
の考えをワークシートに書き込んでいった。

引用した言葉からどんな生
き物か想像し主張の かま
きり を導いている。
図４

児童（図３と同じ児童）のワークシート
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ウ

３回目三角ロジック（課題「
『じょうずだな。』と思う俳句を一つ選んで，友達に紹介しよう。」）
３回目は協力員の先生に国語の授業で取り入れていただいた。作った俳句をお互いに鑑賞し，自

分のお気に入りの俳句を友達に紹介するという課題である。今回も根拠は俳句の言葉を引用，その
言葉から想像したり解釈したりしたことを挙げながら主張に結び付けていった。前回の取り組みを
踏まえ主張，根拠，理由にどんなことを書けばよいか分かってきた児童が増えてきた。

理由として，自分も似たような経
験があることから，俳句の様子が
想像しやすいことを挙げている。
自分の経験をより詳しく記述でき
ると，この俳句の思いが伝わるよ
う説明できる。

図５

児童（図３と同じ児童）のワークシート

以上，検証授業の前に三角ロジックの取り組みを３回行った。今後の授業実践に向け，どのよう
な点を考慮し指導していけばよいか，反省点も含め，三角ロジックの導入段階での成果と課題をこ
こに挙げておく。
＜成果＞
・国語の学習においての三角ロジックのルールを児童に与えたことで，根拠と理由の使い分けが
できるようになった。教科を限定し三角ロジックを取り入れることで，主張，根拠，理由にど
んなことを書けばよいかを理解しやすくなる。
・根拠である叙述からなぜそう言えるのか主張に結び付ける理由を詳しく説明することができる
ようになってきた。
・根拠を挙げて理由を書かせることで，個々の児童の考えが把握しやすくなり，より分かりやす
い考えにするための教師の助言のポイントが明確になる。
・根拠と理由を分けることで，児童同士の考えがどのように関連し合うのか見取りやすくなり交
流ではどのように児童を関わり合わせれば効果的か，または児童がどのように学び合いを展開
していくか授業の流れを予想できる。
＜課題＞
・本研究では１回目に他教科で三角ロジックを取り入れたが，主張，根拠，理由の書き方を習得
させるためには，最初は教科を絞り，使い方を理解させるほうが児童の混乱が少ないこと。
・三角ロジックを使うことにより，論理的に考えを説明できる，あるいは相手を納得させられる
などのよさを実感させる機会が少なかったこと。
・最初は主張を固定する，あるいは根拠を固定するという方法を取るなど，段階を追って指導を
すること。
・今までの思考の流れに合わせたワークシートを作成すること。
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（２）ルーブリックの作成について
ア

考えを広げ深め形成する力に関するルーブリックの作成について

考えを広げ深め形成する力に関するルーブリックの作成に当たり，目指す児童の姿と付けたい力
についてはⅢ１（２）の表２に示した通りである。このルーブリックは新学習指導要領に記された
指導事項を基に作成したⅢ１（２）表２と所属校がこれまで校内研究で取り組んできた目指す児童
像，加えて児童の実態を基に，このルーブリックを作成している。本研究では国語科の文学的な文
章におけるルーブリックを作成した。
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易
レベ ル
難

図６

図７

考えを広げ深め形成する力に関するルーブリック（教師用）

考えを広げ深め形成する力に関するルーブリック（児童用）
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イ

単元の目標に関するルーブリックの作成について
考えを広げ深め形成する力を育てるためには，単元の目標を設定し授業実践を積み重ねていく。

このルーブリックは，単元の目標に則ったルーブリックである。具体的な評価規準を設定すること
で目標がより明確になっている。作成に当たっては，Ⅲ１（２）表２，単元の目標，単元計画を基
に作成している。

図８

単元の目標に基づいたルーブリック（教師用）
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図９

単元の目標に基づいたルーブリック（児童用）

単元の目標に基づいた児童用のルーブリックは，児童がチェックしたいときにすぐに目にするこ
とができるよう，またどんなことができればよいか意識できるよう学習感想シートの裏に印刷し
た。

図 10

振り返りシート（外側）

図 11
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振り返りシート（内側）

（３）単元計画について
本単元は全 10 時間である。ここでは大まかな単元計画を記載する。
（詳しい単元計画については，本資料の補助資料に掲載）
時

本時の学習課題及び主な学習活動
内は学習課題， 〇は学習活動。

※

考えを広げる，深める，形成する

・宮沢賢治の作品コーナーの設

事

「やまなし」を読んで感想や疑問
を書こう。
〇宮沢賢治の作品に関するクイズ。
〇場面や登場人物を捉える。
〇感想や疑問を書く。

〈工夫された表現を集
めるワークシート〉

「五月」の場面から
言葉
を見つけながら，物語を読もう。
〇

言葉を集める。

〇「五月」の場面を読みながら，想

〈工夫された表現を集 〈三角ロジックのワー 〈三角ロジックのワー
めるワークシート〉 クシート〉
クシート〉

像する。
「十二月」の場面の
言葉
を見つけながら、物語を読もう。
〇

言葉を集める。

〇「十二月」の場面を読みながら，
想像する。
言葉を使うよさを考えよう。
〇表現の工夫によってどんな効果が
あるか考える。

「五月」の場面は必要だろうか。
〇「五月」が必要か，必要ではないか
４

〇「やまなし」を
読んで感想や疑問
を書いている。
【感
想用紙】

〈それ ぞれの 場面の
イメー ジ図〉

１

３

〈宮沢 賢治の 作品に
関する クイズ 〉

置と読み聞かせ

前

２

評価規準

ことを促す手立て等

考える。
〇交流する。（ペア，全体）
続 けて
使用

・ヒントカード
・交流（ペア，全体）
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〇比喩や擬声語・
擬態語，色彩語な
どを抜き出してい
る。
〇「五月」の情景
を想像している。
〇比喩や擬声語・
擬態語，色彩語な
どを抜き出してい
る。
〇「十二月」の情
景を想像してい
る。
〇比喩や擬声語・
擬態語，色彩語な
どの効果を考えて
いる。
〇「五月」の場面
が必要か必要では
ないかについて自
分の考えを書いて
いる。

〈「 イ ーハ トー ヴの 夢 」と の
つながりを見つけるベン図
のワークシート〉

「イーハトーヴの夢」からも根拠
を見つけてみよう。
〇「イーハトーヴの夢」を読み，宮沢
賢治の生き方や考え方を知るととも
５

に前時の課題に対する根拠になりそ
うな部分を見つける。
自分の課題を決めよう。

自分の課題についての三角ロジッ
クをつくろう。
６
７

んで決めている。

・課題づくりのためのヒントカード

〈三角ロジックのワー
クシート〉

〇自分の課題を決める。

〇自分の課題を進

〇本時は「やまなし」を読んで，根
拠，理由，主張を考える。

〇課題について自
分の主張をもち根
拠を見つけ，理由
を考えることがで
きる。

〇交流する。（グループ）
・交流（グループ）

８

を読み，「やまなし」との共通点を
見つける。
〇他の作品，資料を読んで，根拠と

〈他 の 作品 との つな が りを 見つ
けるベン図のワークシート〉

〇他の作品として「雨ニモマケズ」

・第１時で使用した賢治さんクイズ
第 十時 ま で 続 け て使 用

根拠や理由を他の作品や資料から
見つけてみよう。

なりそうな部分を見つけていく。

〈自分の体験と結び付け
た理由の提示〉

納得してもらえる理由を考えよ
う。
９

〇三角ロジックの理由に自分の体験
と結び付けた理由を付け加え，考え
を練り直す。
・交流（グループ）

中学生に読書郵便を書こう。
〇読書郵便を書く。

10
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〈読書郵便〉（表は 〈読書郵便〉（裏は
課題ついて考えを
中学生にコメント
まとめる）
をもらう）

〇交流する。（グループ）

〇課題について自
分の主張の根拠を
見つけ，理由を考
えている。

〇自分の考えを説
得力ある考えにす
るために理由を自
分の体験と結び付
けて考えている。

〇自分の考えの主
張，根拠，理由を
はっきりさせて読
書郵便にまとめて
いる。

（４）検証授業の実施
第１時
ア

本時の学習指導案

（ア）目

標

（イ）展

開

展開

場面や登場人物を捉え，自分の感想や疑問をもつことができる。
学習活動及び内容

指導上の留意点

１．宮沢賢治の作品に関するクイズを

・宮沢賢治の作品についてのク

行う。

評価

イズを出す。作品や登場人物

10

に関するクイズ。

分

・答えが分からないものに関し
ては単元を通して見つけるよ
う投げかけておく。
２．単元の学習の見通しをもつ。

・単元の目標を知る。
・そのための学習計画を知り，

５

見通しをもつ。

分

・最後に書く読書郵便の見本を
見せる。
３．本時の学習の流れを知る。

２
分

・本時の学習の流れについて確
認する。

４．本時の課題について知る。
「やまなし」を読んで感想や疑問を書こう。
５．場面や登場人物を捉える。
・教師が範読をする。
・漢字の読み方を確認しながら，教師
の範読を聞く。

・新出漢字のカードを黒板に貼
る。
・読み方を確認したい言葉など

16

にチェックを入れながら文章

分

を追わせる。
・場面に沿って登場人物を挙げ，物語
の大体の内容やイメージをもつ。

・場面の数とそれぞれの場面の
登場人物を確認し，物語の大
体の流れを把握させる。これ
らが幻灯に写されているとい
う話であることを確認する。

10

６．感想や疑問を書く。

分

・配布した用紙に感想，疑問を書く。

「やまなし」を
・感想や疑問を書かせる。

読んで感想や疑

・書けない児童に対しては，書け

問を書いている。

ない原因を明らかにし助言す
る。

2 分 ８．まとめる。

・書いた感想の提出。本時の振
り返りを行う。

（ウ）本時の評価規準
・場面や登場人物を捉え，自分の感想や疑問を書いている。
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【感想用紙】

イ
展
開

授業の実際
学習活動及び教師の発問・支援

児童の反応・様子

１．宮沢賢治の作品に関するクイズ。

・事前に何冊か宮沢賢治の本の読み聞かせを行
ってきている。

10
分

・
「注文の多い料理店」
「雪わたり」
「気のいい火
山弾」に関するクイズは何人か答えられた。
・読み聞かせでは，クイズのことを伝えていな
いので答えられる児童に偏りは見られる。本
を読むきっかけづくりとして行った。

図 12 掲示物（宮沢賢治の作品に関するクイズ）

・答えが分からないものに関しては本を読
んで見つけるよう投げかけて終わった。
２．単元の学習の見通しをもつ。
５
分

・読書郵便をはがき大の新聞にして書くことに

〇ルーブリックを使って単元の目標を説

興味をもった様子。

明。

・中学生に向けて読書郵便を書くことを知ると

〇学習計画の提示。

楽しみな反面，緊張もする様子。

・読書郵便で書く，はがき新聞の提示。
３．本時の学習の流れを知る。
２

４．本時の課題について知る。

分

「やまなし」を読んで感想や疑問を書こう。
５．場面や登場人物を捉える。
〇新出漢字の読み方カードを黒板に貼る。

・新出漢字はあらかじめ担任教師により学習済

〇教師が範読。

である。
・文章を追いながら静かに範読を聞く

〇場面の数と登場人物，印象に残ったもの
16

・読み終えて⑭児「なんだかよくわからない。」
という反応。何が言いたいのかわからないと

や色などを挙げさせた。

いう意味の発言。

分

・物語の場所，場面の数，登場人物など印象に
残る言葉を自由に挙げていった。
・⑥児の発言「たとえが多すぎて分かりにく
い。」
５

６．感想や疑問を書く。

分

〇用紙を配布。

・感想や疑問，興味をもったことなどについての
記述が見られた。
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ウ

手立ての考察

（ア）「五月」と「十二月」の場面のイメージ図
物語の大体の内容を把握しイメージをもつために，この物語の場所，それぞれの場面の登場人
物，出てきたもの，感じたことなどを自由に言わせ，出てきた言葉を用紙に教師が書き込んでいっ
た。「五月」について，児童は濃い青の世界をイメージ。明るさについて明るい，暗い両方の意見
があった。「十二月」は「五月」と比較する形で言葉が出された。「十二月」は青白いほのうやラ
ムネのびんの月光など，比喩によって表現されている幻想的な様子を想像しているようだった。
表４

児童から出された言葉

「五月」
生き物・物

かに
岩

かわせみ
砂

魚

「十二月」

クラムボン

あわ

かばの花

かに
金剛石

やまなし

あわ

波

ほのう

金雲母

丸石

かげ法師

木の枝
光・色・様子

日光

黄金

光のあみ

青

つぶつぶ

ラムネのびんの月光

黄金のぶち

きらきらっと
イメージ

静か

暗い

明るい

暗くもないし明る

不知火

くもない
㉗児

㉕児

イメージ図で大体の内容を把握し，印象を言葉や図
で表していったため，感想が書けない児童はいなかっ
た。感想について全体的にはクラムボンに関する疑問
が多かった。不思議な世界，かにたちの物語という捉
えをしている児童が多い。また描写の美しさや比喩表
現の多さに触れている児童が何名かいた。図 13 は抽出
した２名の児童，図 14 は他の児童の感想である。
【他の児童の感想】
①児：絵がとてもきれい。意味がわからない所も
あった。なぜクラムボンは死んだのに笑っ
たんですか。
⑤児：たとえを使いすぎて，よくわからん所もあ
ったけど，きれいな水の中の景色が想像し
やすくて，すごく楽しく読めた。
⑫児：かに達の不思議な世界に引き込こまれてい
った。やまなしはどのようなものなのか。
クラムボンは何なのか。
⑱児：カニの家族が色々な物にびっくりしたり，
競争などをしている所が，仲の良いかにだ
と思った。やまなしというものは何なの？
この世界はどこなの？
㉒児：カニの会話が面白くていいなーと思った。
なぜ突然「やまなし」が降ってきたのだろ
うか。
図 14

図 13

抽出児の感想（第１時）
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他の児童の感想（第１時）

第２時
ア

本時の学習指導案

（ア）目

標

・比喩や擬声語・擬態語，色彩語などの表現の工夫に気付くことができる。
・「五月」の情景を叙述に即して想像することができる。

（イ）展

開
学習活動及び内容

展開

指導上の留意点

評価

１．課題をつかむ。
・
「やまなし」を読んで，気になった言

・全文の掲示。
・挙げられた言葉をカードに書

葉を挙げる。

いて比喩（たとえ），擬声語・
擬態語（オノマトペ），色彩語，
その他に分類しながら黒板に
15
分

教師が貼っていく。
・仲間分けされた言葉のグループがど

・児童の言葉を取り上げながら，
たとえ，オノマトペ，色の言葉

んな仲間か考える。

などの仲間分けであることを
児童の言葉で

「五月」の場面から

・本時の学習の流れについて確認する。

言葉をワークシートに集
める。

・ワークシートと付箋の使い方を知
る。
・やり方が分かったら，
「五月」の場面
15

・他にもないか投げかける。

言葉を見つけながら，物語を読もう。

２．本時の学習の流れについて知る。
３．

つかませる。

について自分で言葉を集める。

分

・選んだ言葉を仲間ごと付箋に
色分けして，ワークシートに貼
っていくやり方を説明する。
・たとえ（黄色）・・・６個

比喩 や 擬声 語・

オノマトペ（ピンク）・・６個

擬態 語 ，色 彩語

色の言葉（水色）・・・８個

など を 抜き 出し

を見つけさせる。
・終わった児童には，掲示してあ
る全文にサイドラインを引か
せ，付箋に記入し貼らせる。
（な
るべく一人一つ）

ている。
【ワーク
シート】

４．
「五月」の場面を読みながら，想像する。
・付箋に書いた言葉がどんな様子を表して
いるのか想像しながら黙読をする。
・感じたことや想像したことをワーク
10

シートに書き込んでいく。

分
・教師の範読を聞きながら，
「五月」の
場面を想像する。
５分 ５．まとめる。

・情景を想像しながら各自で黙
読をさせる。
・読みながら感じたこと，想像し
たことを自分のワークシート

「五 月 」の 情景

にメモをさせる。

を想像してい

・範読を聞きながら「五月」の世
界をゆったり想像させる。

る。
【ワークシー
ト】

・振り返りを学習まとめシートに書く。

（ウ）本時の評価規準
・「五月」の場面の比喩や擬声語・擬態語，色彩語を抜き出し，表現の工夫に気付いている。
・「五月」の情景を叙述に即して想像しながら読んでいる。
- 19 -

イ
展
開

授業の実際
学習活動及び教師の発問・支援

児童の反応・様子

１．言葉に関心をもつ。
〇「やまなし」を読んで，気になった言葉

・
「幻灯」
「かぷかぷ」
「クラムボン」
「光のあみ」
「はねて笑う」
「つぶつぶ」
「天井」
「日光の黄金」

を自由に挙げさせた。
・挙げられた言葉は，教師が仲間に分けて

「白い腹」「青白い」などの言葉が挙げられた。

黒板に貼った。
〇仲間分けされた言葉がそれぞれどのよう
10
分

・⑥児より「比喩」という言葉が出される。全
体では「たとえ」でまとめた。

な仲間か考えさせる。

⑩児より「オノマトペ」という言葉が出され

・
「たとえ」
「オノマトペ」
「色」以外は「そ

た。

の他」としてまとめた。

「色」は黒板の仲間分けを見て，多くの児童

・これらの言葉が他にもないか探してみよ

が気付いたようである。

うと投げかけた。
２．課題をつかむ。

・
「賢治さん語」
「宮沢語」など出される。
「やま

・これらの言葉を表すよい呼び方がないか

なし語」に決定。

児童に投げかけた。
「五月」の場面から「やまなし語」を見つけながら，物語を読もう。
３．工夫された表現をワークシートに集め
る。
〇付箋の色分けと貼り方を説明。
25
分

・見本を提示。

・見本の提示により，イメージが伝わった様子。

・たとえ（黄色）・・・６個

・自分で読み進めながら見つけていった。
・予想以上に時間がかかった。見落としを気に

オノマトペ（ピンク）・・６個
色の言葉（水色）
・・・８個

しているのか前の方のページから進められな

を目標に見つけさせた。

い児童が何名か見られた。
「たとえ」と「色の
言葉」の判断に悩む児童，また「たとえ」を

・例として，教師が１つやってみせた。

見つけられない児童，オノマトペを見つけら
れない児童などがいた。
４．
「五月」の場面を読みながら，想像する。
・終わった児童には付箋に書いた言葉がど

・言葉を見つけることが終わっていない児童も

８

んな様子を表しているのか想像しながら

いたが，本文を読みながら付箋を貼った用紙

分

黙読をさせた。

に自分でメモを書き込んでいった。

・黙読しながら感じたことや想像したこと
をワークシートに書き込ませた。
２

５．まとめる。

・本時の授業の振り返りを学習まとめシートに
各自で記入。

分
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ウ

手立ての考察

（ア）工夫された表現（比喩，オノマトペ，色の言葉）のイメージ図（「五月」）
比喩やオノマトペなどの言葉に注目し「やまなし」の世界にじっくりひたり豊かに想像すること
を目的として行った。見つけた言葉は付箋で色分けし，話の流れに沿って大体の位置を考えながら
貼っていくとよいという説明を見本を見せながら行った。自分で読みながら言葉を見つけていっ
た。見つける言葉は全体の半分ほどの数を目標としたが，予想以上に時間がかかった。先へ進むか
と思えば戻るという児童が何名かいた。また比喩が見つけられない児童，オノマトペが見つけられ
ない児童がおり，声をかけながら進めていった。付箋をきれいに並べて貼る児童が何名かおり，言
葉のイメージ図を作ることの意図が十分に伝わっていないと思われる児童もいた。

選んだ言葉につい
てどのような工夫
がされた言葉なの

オノマトペ

か分類は正しく出
来ている。しかし
分類することで終
たとえ

色

始し，場面をイメ
ージして貼ってい
るとは言えない。

図 15

㉗児のワークシート（
「五月」の場面から工夫された表現を見つける）

かわせみ

魚

話の出来事をイ
メージし，言葉
を貼る位置を考
えている様子が
うかがえる。オ
ノマトペに「い
きなり」「光っ
て」など，分類
が違う点も見ら
れる。

図 16

㉕児のワークシート（
「五月」の場面から工夫された表現を見つける）
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第３時
ア

本時の学習指導案

（ア）目

標

・比喩や擬声語・擬態語，色彩語などの表現の工夫に気付き，その効果を考える
ことができる。
・「十二月」の情景を叙述に即して想像することができる。

（イ）展

開
学習活動及び内容

展開

指導上の留意点

評価

１．前時を振り返る。
・賢治の〇〇言葉には，たとえ，オ

・たとえ，オノマトペ，色の言葉

ノマトペ，色の言葉があったこと

について軽く触れ，「十二月」

を振り返る。

の場面にもありそうか投げか

２
分

ける。
２．本時の課題をつかむ。
「十二月」の場面の
物語を読もう。
３．本時の学習の流れについて知る。

言葉を見つけながら、

・本時の学習の流れについて確
認する。

４．賢治のアイデア言葉をワークシー
トに集める。

・前時と同じ手順で行う。

・前時のやりかたを踏まえて，たとえ， ・全文の掲示。
オノマトペ，色に関する言葉を付箋
に書いてワークシートに貼る。
10

・選んだ言葉を付箋に色分けし
て，ワークシートに貼ってい
く。

分

・たとえ（黄色）・・・４個

比喩 や 擬声 語・
擬態 語 ，色 彩語

オノマトペ（ピンク）・・４個

など を 抜き 出し

色の言葉（水色）・・・４個

ている。
【ワーク

を見つけさせる。

シート】

・終わった児童には，掲示してあ
る全文にサイドラインを引か
せ，付箋に記入し貼らせる。
（な
るべく一人一つ）
５．
「十二月」の場面を読みながら，想
像する。
・付箋に書いた言葉がどんな様子を表
しているのか想像しながら黙読をす
７
分

る。
・感じたことや想像したことをワーク

・情景を想像しながら各自で黙
読をさせる。
・読みながら感じたこと，想像し

「十 二 月」 の情

たことを自分のワークシート

景を 想 像し てい

にメモをさせる。

る。
【ワークシー

シートに書き込んでいく。

ト】

・教師の範読を聞きながら，「十二月」 ・範読を聞きながら「十二月」の
の場面を想像する。

世界をゆったり想像させる。

６．表現の工夫によってどんな効果が
あるか考える。
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・

言葉を使った文章を読んで感
じたことを発表する。

・工夫された言葉が使われた文
章を読んで感じたことを言わ
せる。

言葉を使うよさを考えよう。
・ワークシートの使い方を知る。

・たとえ，オノマトペ，色の言葉
から一つを選び，考えを書かせ
る。
・付箋を使いワークシートに考

21

えを書くことを説明する。

分

主張（黄）・・・〇〇を使うと
～よさがある。
※〇〇にはたとえ，オノマト
ペ，色の言葉のいずれか。
根拠（青）・・・言葉の引用
理由（赤）
・・・主張と根拠を結び

比喩 や 擬声 語・

付ける経験など。

擬態 語 ，色 彩語
など の 効果 を考

・主張，根拠，理由を付箋に書き，三
角ロジックのワークシートに貼って
いく。

・どんな内容を書けばよいか例
を示す。

えている。
【ワー
クシート】

・まず主張，根拠，理由のセット
を 1 つ作らせる。増やせる児童
は増やしていく。

・考えを交流する。
（２～３人で。できれば相手を変え
て２回）

・同じアイデア言葉を選んだ児
童同士で集まって交流する。
・友達と交流して「いいな。」
と思ったり，気が付いたりし
たことはメモをさせる。

５

７．まとめる。

・振り返りを学習まとめシートに書く。

分
（ウ）本時の評価規準
・比喩や擬声語・擬態語，色彩語などの表現の工夫に気付き，言葉を抜き出している。
・比喩や擬声語・擬態語，色彩語などを使うことの効果を考えている。
・「十二月」の情景を叙述に即して想像しながら読んでいる。
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イ
展
開

授業の実際
学習活動及び教師の発問・支援

児童の反応・様子

１．前時を振り返る。
・やまなし語には，たとえ，オノマトペ， ・本時は「五月」と同様に「十二月」の場面か
２

色の言葉があったことを確認した。

ら「やまなし語」を集めることを前時に聞い

分

ている。
２．本時の課題をつかむ。
「十二月」の場面から「やまなし語」を見つけながら，物語を読もう。
３．工夫された表現をワークシートに集め
る。
〇前時と同様に工夫された表現を付箋に書
きワークシートに貼る。

15

・前時は読み進めるのに時間がかかったた

分

め，本時は教師が「十二月」を範読。聞
きながらサイドラインを引かせた。

・教師の範読を聞きながら，工夫された表現に
サイドラインを引いていった。
・その後，各自で付箋に色分けしてワークシー

・たとえ（黄色）・・・４個

トに貼った。

オノマトペ（ピンク）・・４個

・前時と同じ活動であったため，本時は時間が

色の言葉（水色）
・・・４個

かからずにやり終える児童が多かった。

を目標に見つけさせた。
４．
「十二月」の場面を読みながら，想像する。
３
分

○付箋に書いた言葉がどんな様子を表して

・前時でメモが出来た児童のワークシートを参

いるのか想像しながら黙読。

考に，できる範囲で感じたことや想像したこ

・感じたことや想像したことをワークシー

とをメモしていった。

トに書き込んでいかせた。
５．表現の工夫によってどんな効果がある
か考える。
・文章を読んで工夫された表現について感

・やまなし語についての児童の反応

じたことを挙げさせる。

Ｃ「たくさん使われている。」
Ｃ「普段使わないような言葉が多い。」

７

㉑児「情景を思い浮かべられる。
」

分

⑤児「想像ができる。」
・課題の提示
「やまなし語」を使うよさを考えよう。
○主張，根拠，理由を付箋に書き，三角ロ
ジックのワークシートに貼っていく。
・ワークシートの使い方を説明。
・どんな内容を書けばよいか例を示す。

・何について書いたらよいか迷い，書き始めら

15
分

れない児童が見られた。迷う場合は自分の気
・三角ロジックを使って自分の考えを書く。

に入った言葉を選ぶことにした。
・どの児童も主張，根拠，理由のセットを１つ
作ることができた。
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・迷った児童のなかには主張を教師の例示と同
じにし，根拠と理由を書いていく児童も見ら
・交流を予定していたが考えを書くことで

れた。

終わった。
３

６．まとめる。

・本時の授業の振り返りを学習まとめシートに
各自で記入。

分
ウ

手立ての考察

（ア）工夫された表現（比喩，オノマトペ，色の言葉）のイメージ図（「十二月」）
前時では付箋をただ並べて貼るだけの児童がいたため，友達のワークシートを目にできるよう授
業が始まる前に前時のワークシートを教室前方の台に並べておいた。前時では自分で読み進めてい
くことに時間が取られていたので本時では教師が範読し，児童は聞きながらサイドラインを引いて
いく活動に変更した。前時で要領を得たこともあり，本時はほぼ時間内に終えることができた。た
だ並べて貼っていた児童も貼り方を工夫する様子が見られた。「十二月」の言葉と「五月」を比
べ，違いに気付かせる場を取るとよかったと思った。今後の授業の展開に必要であった。

目標の数には足りない
が，付箋を貼る場所に
ついては前時よりも考
えていることが伺われ
る。

図 17

㉗児のワークシート（
「十二月」の場面から工夫された表現を見つける）
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前時と同様にやまなし
の落ちてきた方向や光
の向きなども考えて付
箋を貼っている。選ん
でいる言葉と付箋の色
が合っていない点がま
だ見られる。
図 18

㉕児のワークシート（
「十二月」の場面から工夫された表現を見つける）

（イ）三角ロジック（課題「やまなし語」を使うよさをかんがえよう。）
三角ロジックについては１学期にも触れ
てきたが，今回は付箋を使い考えるという
こと，また根拠は文章から言葉を引用する
ため，引用とはどうすることなのかについ
て丁寧に説明をした。具体的な例示をする
ことで，どんなことを書けばよいか理解で
きた児童が多かったが，どの表現を選ぶか
迷ったり，主張を書けなかったりする児童
も見られた。そのような児童のなかには，
黒板に例示した主張を使い，根拠と理由を
考える児童もいた。ここでも予想以上に時
間がかかり，交流の時間がとれなかった。
最終的に三角ロジックの主張を書けなかっ
た児童は２名いたが，多くの児童が三角ロ
図 19

ジックを完成させることができた。
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例示（三角ロジック）

表５

三角ロジックに書かれた内容（「工夫された表現を使うよさ」について）

主

張

オノマトペを使うと，印象も

根

拠

理

そのとき，トブン。

由

黒い丸い大きなのをポチャンにする

⑩

変えられるし，物をくわしく

と，なにか軽いイメージがある。ト

児

説明できる。

ブンだと重いものが水の中に落ちた
イメージ。

たとえを使うと，文を短くし

おどるようにしてや

楽しそうに追いかけていく感じ。

④

たり，分かりにくい言葉を分

まなしの円いかげを

かにから見ると，大好きなやまなし

児

かりやすくする。

追いました。

が流れていて楽しくなったのかなと
思った。

③

オノマトペを使うと短い言葉

児

でも伝えられること。

かぷかぷ笑ったよ。

水の中で笑っている様子。

他の言葉と比較し，表現の工夫の効果について考えていた児童は⑩児のみである。多くの児童が
④児のように言葉から想像を広げ，どんな様子が思い浮かぶか理由の付箋に書き，どんな効果があ
ると言えるのかを主張に書いていた。③児のように根拠に挙げた言葉を説明するにとどまっている
児童も何名か見られた。④児や③児のように理由と主張のつながりがはっきりしない児童もいるた
め，理由の書き方について今後説明をしていく必要がある。また主張が書けなかった児童は，自分
の考えに合う言葉を見つけられないという傾向があることも分かった。

図 20

㉗児のワークシート(「工夫された表現を使
うよさ」について考えた三角ロジック）

図 21

㉕児のワークシート(「工夫された表現を使
うよさ」について考えた三角ロジック）

主張，根拠，理由はそれぞれ書けてい
る。言葉から想像を広げていることが
伺われる。

根拠からやまなしがどんな様子で落ちた
のか，具体的な言葉で想像できていない
ため，その効果を考えることにつながっ
ていないと言える。

- 27 -

第４時
ア

本時の学習指導案

（ア）目

標

・「五月」の場面が必要か必要ではないかについて考えることを通して，物語の
全体像を具体的に捉えることができる。

（イ）展
展開

開

学習活動及び内容
１．本時の課題をつかむ。
・
「五月」と「十二月」ではどちらが心
に残っているか考えてみる。
・大切さでいったら，どちらの場面か
考える。

５

指導上の留意点

評価

・心に残っている場面はどちら
なのか聞く。
・大切さでいったらどちらの場
面か聞く。

「五月」の場面は必要だろうか。

分

・次時以降，自分で課題を設定し
解決していくため，その解決方
法を知る目的で全員で同じ課
題を追究していくことを説明
する。
２．
「五月」が必要か，必要ではないか

15
分

考える。
・
「五月」の場面の範読を聞き，根拠に
なると思う部分にサイドラインを引
く。
・「十二月」も同じように自分で取り組む。
・前時の三角ロジックの書き方を思い
出し自分の考えを書く。

３．交流する。
・ペアで交流する。
18

・全体で考えを交流する。

分

7 分 ４．まとめる。

（ウ）

・
「五月」の場面を範読し，根拠
にあたりそうな部分にサイド
ラインを引かせる。
・「十二月」は自分で取り組ませる。
・付箋に書く内容の確認をする。
・自分の考えをワークシートに
記入。
・主張，根拠，理由は付箋で色分
けをする。
・隣同士のペアで交流する。
・話す側は相手に分かるように
伝える。
・どちらの主張なのか挙手させる。
・ワークシートを大型モニター
に提示しながら自分の考えを
説明する。
・どちらかが正解というわけで
はなく，他の主張の考え方や同
じ主張でも違う根拠や理由か
どうかという視点で聞き合い
自分の考えをよくすることを
目的とする。
・友達の考えで参考になるもの
は自分のワークシートに書き
込ませる。
・振り返りを学習まとめシートに書く。

「五 月 」の 場面
が必 要 か必 要で
はな い かに つい
て自 分 の考 えを
書いている。
【ワ
ークシート】

本時の評価規準

・「五月」の場面が必要か必要ではないかについて自分の考えを書き，物語の全体像を具体的に捉
えている。
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イ
展
開

授業の実際
学習活動及び教師の発問・支援

児童の反応・様子

１．前時の振り返り
３

・前時で交流が出来なかったため，前時の

分

三角ロジックを大型モニターで紹介。
①児⑩児⑨児のワークシート。
２．本時の課題をつかむ。
・
「五月」と「十二月」ではどちらが心に残

３
分

・「五月」「十二月」半々ぐらいの反応。

っているか質問。
・十二月にしか出てこないのになぜ題名が

・児童の反応

「やまなし」なのか，
「五月」はいるのか

⑩児「そう言われてみればいらないかも。」

投げかけた。
「五月」の場面は必要だろうか。
３．本時の学習の流れについて確認。
「五月」が必要か，必要ではないか考える。
４．
・
「五月」は範読を聞きながら，根拠と思う

・悩みながらも，一生懸命見つけている。
・「十二月」の最初の一文を挙げている児童，

部分にサイドラインを引かせた。

やまなしが落ちてきたときに「かわせみだ。」

・「十二月」は自分で読みながら取り組ま

と間違えた場面から「五月」が必要であると

せた。

考える児童が何名かいた。

・本時は理由が主張につながるよう言葉を
29
分

・前時で三角ロジックが書けていなかった㉗

考える必要があることを確認。

児を見るとこの日はすぐに書けていた。

・ヒントカードを２種類用意した。

・ヒントカードをもらった児童は 10 名ほど。
ヒント①

ヒント②

それを横から覗き込みヒントとする児童も

やまなしとかわせみ
を比べてみよう。

やまなしが落ちてき
た時のかにの様子
と，かわせみが来た
時のかにの様子を比
べてみよう。

数名いた。

図 22

・近くの児童同士で話をしながら三角ロジッ
クを書いていた。

ヒントカード

４．交流する。
（学級全体）
・まず交流の目的を説明。
・「五月」が必要か必要ではないかを挙手
で聞く。
・考えを発表させた。

・全員が必要であるに挙手。
・⑥児→かにの成長を示すために五月は必要
・⑩児→かにの成長やまなしの成長を示すため。
・②児→やまなしをカワセミと間違えたのは

８

「五月」があるから。

分

・㉗児→違う視点。
・⑤児→五月は平穏な日常を描き，それが破
られたときの恐怖が書かれている。
２

７．まとめる。

・本時の授業の振り返りを学習まとめシート

分

に各自で記入。
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ウ

手立ての考察

（ア）三角ロジック（課題「五月」の場面は必要だろうか。）
初めは必要ではないと発言していた児童も必要であるという考えに変わっていた。本時は根拠を
見つけることに悩む児童が多かった。根拠となる叙述をどう解釈していくかということを例で示し
たほうが，もう少し主張，根拠，理由のつながりが明確になった三角ロジックになったであろうと
いう点が反省点である。ヒントカードにはやまなしとかわせみを比較することを促す内容のものに
したが，そこに注目するまでにいきつかなかった。ヒントカードをもらわずになんとか自分で考え
ようとする児童が多かった。ここでも時間がかかり三角ロジックを書けていない児童も見られた
が，交流で友達の考えを聞いて，自分の三角ロジックを完成できた児童もいる。

本時は三角ロジックを早い時間に完
成させていた。書いてある内容につ
いては，物語の中身に触れたもので
はなかった。「やまなしは自分の知
らない言葉，物が出てくるので色々
なことを知れる。」だからクラムボ
ンやかばの花といった自分の知らな

図 23

㉗児のワークシート(課題：「五月の場面は必要か」）

い物が出でてくる五月は必要という
主張であった。㉗児は自分が捉えや
すい考えを自分の考えにそのまま取
り入れていく傾向がある。今回は本
時の最初に⑨児の考えを聞いたこと
に影響されていると考えられる。余
白には「かにの成長がわかるから必
要」「かわせみとまちがえた。五月
にあったこわいこと」と友達の考え
がメモがされていた。三角ロジック
ができたことで学習に対する意欲が
高まったと言える。
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㉕児は２つの点から五月が
必要であるという考えに至
っている。１つ目の根拠と
それに伴う理由が⑤児の考
えと似ていて自分の考えに
少し自信をもてていたよう
だった。２つ目の根拠と理
由では落ちてきたものに視
点が向いているが，やまな
しは怖くないもので終わっ
図 24

㉕児のワークシート(課題：「五月の場面は必要か」）

ている。

（イ）全体での交流
交流は「五月」が必要である，あるいは必要ではない根拠と理由を確かめ，物語の全体像を想像
するために行った。「五月」の場面があることでかにの子供が成長したことが分かるからという考
えと，「十二月」に「かわせみだ。」と首をすくめたのは「五月」に怖い思いをしたからという考え
が多かった。かわせみがもたらした死の怖さには気付いているが,やまなしがもたらしたものに触
れることができなかった。物語の全体像を想像するには，成長という視点以外に「五月」と「十二
月」のつながりという児童の考えを取り上げ，やまなしがもたらしたものに触れていけたらよかっ
たと思う。
表６

「五月」が必要であると考えた児童の主な理由（児童の三角ロジックの理由より）

「五月」が必要であると考えた理由
〇「五月」があることで，かにの子供の成長が分かる。
〇「十二月」にやまなしをかわせみと間違えて，首をすくめたのは「五月」にかわせみ
がきてこわい思いをしたから。
〇「五月」を書くことで「十二月」を引き立てている。
〇「五月」でかにの日常を書くことで物語に親近感をもたせている。

人数（名）
９
８
４
２

〇その他
・かわせみが入ってきたときと，やまなしが入ってきたときのかにの反応が似ているから。
・
「五月」と「十二月」はつながっているところがある。
・
「五月」に出てきたかわせみがやまなしを落としたのではないか。
・これは二枚の青い幻灯とあるから。
・かにの成長だけでなく，やまなしの成長も表している。
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第５時
ア

本時の学習指導案

（ア）目

標

（イ）展

開

・「やまなし」に関わる自分の課題を進んで決める。
学習活動及び内容

展開

指導上の留意点

評価

１．課題をつかむ。
・前時を振り返り，他の資料からも前

・他の資料からも前時の課題に

２

時の課題に対する根拠が見つけられ

対する根拠が見つけられない

分

ないか関心をもつ。

か投げかける。

・
「イーハトーヴの夢」を読んでいくこ
とを知る。

・
「イーハトーヴの夢」を紹介し
この資料から見つけてみるこ
とを伝える。

「イーハトーヴの夢」からも根拠を見つけてみよう。
２．
「イーハトーヴの夢」を読み，宮沢
賢治の生き方や考え方を知るととも
に前時の課題に対する根拠になりそ
うな部分を見つける。
・新出漢字のカードを黒板に貼
る。
・根拠になりそうな部分を見つけなが
23

ら教師の範読を聞く。

分

・範読を聞きながら根拠になり
そうな部分にサイドラインを
引かせる。

・サイドラインを引いた部分を発表さ
せる。

・どの部分にサイドラインを引
いたか聞く。
・ワークシートの書き方を説明
する。
・ワークシートに書き込む。

・見つけた根拠は「やまなし」と共通

・課題解決の方法として他の資

する部分であると言ってよいか確か

料を使うときもこのように共

める。

通することを見つけていく方
法があることに触れる。

３．自分の課題を決める。
・ こ れ ま で 考 え て き た 課 題 を 振 り返
る。
・一人一人課題を設定し，考えたこと
を読書郵便にまとめることを確認す
る。
自分の課題を決めよう。
・第１時に見せた読書郵便の見
本を見せ，書いてある内容も読
15

んでこれからの見通しをもた

分

せる。
・課題を考える。

・どんな視点で課題ができそう
- 32 -

自分 の 課題 を進
んで決めてい
る。

か挙げさせる。
（登場人物や物，２つの場面な
ど）
・第１時の疑問の中からも紹介
する。
・課題として追究していけそう
なものか検討する。
※追究できそうな課題とは，
「やまなし」の文章の中に根拠
がありそう。
他の本や資料につながる所が
ありそう。
５

５．まとめる。

分

・本時の授業のまとめを学習ま
とめシートに書く。

（ウ）本時の評価規準
・「やまなし」に関わる自分の課題を進んで決める。
イ
展
開

授業の実際
学習活動及び教師の発問・支援

児童の反応・様子

１．課題をつかむ。
・前時の課題を振り返り，他の資料からも
３

前時の課題に対する根拠が見つけられ

分

ないか投げかけた。
「イーハトーヴの夢」からも根拠を見つけてみよう。
２．
「イーハトーヴの夢」を読み，宮沢賢治
の生き方や考え方を知るとともに前時

15

の課題に対する根拠になりそうな部分

分

を見つける。
・教師が範読。

・根拠になりそうな部分にサイドラインを引
いていった。

・サイドラインを引いた部分を発表。

・ほとんどの児童が分からなかったという反応。

【この場面でのプロトコル】

17
分

Ｔ：どこに線を引いたか発表してくれる？
㉑児：物語の舞台は，イーハトーヴという一つの同じ場所
㉕児：いつか，こんな夢のようなすてきなところになったらいいな。
Ｔ：たまたま２人はイーハトーヴという場所について挙げてくれたけど，この夢の
ような素敵な場所ってやまなしのどことつながる？五月？十二月？
Ｃ：五月？
Ｃ：十二月。
Ｔ：十二月。ここにつながってきそうだね。
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・その後，別のつながりを示すために⑱児
の三角ロジックを提示。
【⑱児の三角ロジックの理由】

やまなしをかわせみと間違えている。そ
れは五月にかわせみが来たからまたきた
とおびえている。

・Ｔ「おびえている，とつながりそうなも
のがなかった？」

・Ｃ「自然災害。」
・⑨児「グスコーブドリの伝記の中でも何かに

・つながりを見つけていくと他の作品から

おびえている。」

も根拠や理由が見つけられそうだとい
う程度にまとめた。
・「やまなし」とのつながりを見つける方

・自分で書き込んでみる。ゆったり時間はとれ

法としてベン図に書き込む方法を説明。

なかった。

３．自分の課題を決める。
自分の課題を決めよう。
・課題づくりのポイント提示。
10
分

○「やまなし」の文章の中に根拠があ

・しばらく悩んでいる児童が多数見られた。

りそう。

・ヒントカードはあまりもらわないで自分の

○他の本や資料につながる所がありそ

力で解決したいと思っている児童が多い学

う。

級であるが，この日はほとんどの児童がカー
・課題づくりの参考として課題メニューを
用意。自分の視点を広げるためのものな

ドをもらいに来る。
・課題メニューを自分でアレンジして課題を

ので出来ていてももらいにきてよいと
説明。

設定しようと考えている。
・この時間には課題がつくれず，もう少し考え
たいという児童が多かったので，翌日までに
考えてくることになった。

ウ

手立ての考察

（ア）「やまなし」とのつながりを見つけるためのベン図
「やまなし」と他作品とのつながりを見つけるための手立てとして本時では「イーハトーヴの
夢」とのつながりを見つけていった。黒板の例ではベン図の重なりの部分に「イーハトーヴ」と
「自然災害」と書いたが，つながりがはっきりと分からない児童のためには,「イーハトーヴ
（夢のようなすてきなところ）」と「十二月」，「かわせみ」と「自然災害」といったように明白
につながりを書くほうが分かりやすかったと言える。ベン図には自分で書き込む児童の姿も見ら
れ，つながりを見つけていくことは興味を惹かれることであったようだ。
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表７

児童が見つけた「やまなし」と「イーハトーヴの夢」のつながり

（
㉗
児
㉕
児

クシ トより）
ベン図の重なりに書いた言葉

ベン図の重なりに書いた言葉

魚と妹どちらも死んでいる。
イーハトーヴ
自然災害

他

・光

の

・困難をくぐり抜けてきた

児

・怖さ

・おびえる

・苦しみ

童

㉗児が見つけた共通点としては魚と妹の死を挙げている。㉕児は授業中に「イーハトーヴの夢」
から「いつかこんな夢のようなすてきなところになったらいいな。」という叙述を挙げ，
「やまなし」
とつながりがあると発言しているが，今一つつながりが明確でないところが見られた。㉕児の考え
をもう少し聞き，
「夢のようなすてきなところ」が「やまなし」のどの部分とつながるのか，なぜつ
ながると言えるのか，はっきりさせておくことで他の児童にも，どのようにつながりを見つけてい
くのか気付かせられる機会となったと言える。
（イ）課題づくりのためのヒントカード（課題メニュー）
このヒントカードは課題づくりの視点になれば
～課題メニュー～
・「やまなし」にこめられた意味は何か。
・「やまなし」は何を表しているのか。
・「かわせみ」は何を表しているのか。
・なぜ「五月」と「十二月」を書いたのだ
ろう。
・「かに」は誰を表し，何を見ているの
か。

と用意をしたものである。第４時ではヒントカー
ドを頑なにもらおうとしない児童もいたので，で
きていても，できていなくても自分の視点を広げ
るためのものと児童に説明。そのためか，本時は
ほぼ全員がカードをもらいにきた。カードに書か
れた課題を自分なりにアレンジして課題を設定し
ようと思考を巡らせている児童が多かった。この
ヒントカードの提示によって型にはまった課題が

図 25

課題づくりのためのヒントカード

多くなってしまったと言える。ヒントカードを誰
にどのようなタイミングで配布するのかが課題で
ある。
【㉗児】
課題：五月はいるのか。あれをあのワークシ
ートに書こう。
理由：やらないといけないから。
図 26

【㉕児】
課題：やまなしを読んで感想を２枚以上書
く。
理由：感想をうまく書きたいから。

抽出児の課題設定（ワークシートより）

㉗児の課題設定の理由を見ると，本心から考えたいと思える課題ではないことがうかがえる。
㉕児は課題の受け取り方が違っている。両者とも次時で課題について，もう一度考え直す必要が
ある。同様に学級の中にも課題の見直しをする必要のある児童が何名か見られた。個別に対応し
ていくことにした。
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第６時
ア

本時の学習指導案

（ア）目

標

（イ）展

開

展開

・課題について自分の主張をもち，根拠を見つけ，理由を考えることができる。
学習活動及び内容

指導上の留意点

評価

１．自分の課題について考えていくこ
とを確認する。
・前時に決めた自分の課題について考
えていくことを確認する。
10

自分の課題についての三角ロジックをつくろう。

分

・本時の見通しをもつ。

・本時の学習の流れについて確
認する。

２．課題を解決していく方法を知る。
・課題を解決していくために三角ロジ

・ワークシートと付箋の配布。

ックを使い，
「 やまなし」や他の作品， ・付箋の色の確認をする。
資料の文章から答えを見つけること
を知る。
３．自分の課題について考える。
・本時は「やまなし」を読んで，根拠， ・最初に「五月」をペアで音読す
理由，主張を考えることを知る。
・
「五月」をペアで音読し，根拠の部分

る。考えの根拠にサイドライン
を引く。

にサイドラインを引く。
・「十二月」は自分で読み,「五月」と
30

同じようにサイドラインを引く。

分

・
「十二月」を自分で読み，サイ
ドラインを引かせる。
・課題に対する主張，根拠，理由
を考えさせる。
・課題について根拠が見つけら

分の 主 張を もち

れない児童には話を聞きなが

根拠 を 見つ け，

ら，どんな叙述を見つけていけ

理由 を 考え るこ

ばよさそうか一緒に整理して

とができる。
【ワ

いく。

ークシート】

・課題解決の進み具合を一人一
・
「やまなし」から根拠，理由を見つけ

人見取っていく。

終わったら他の作品や資料を読む。
・自分の課題とつながりそうな根拠を
見つけていく。

・他の作品で気になる部分には
付箋でしるしを付けさせてお
く。

５

４．まとめる。

分

課題 に つい て自

・本時の授業のまとめを学習ま
とめシートに書く。

（ウ）本時の評価規準
・課題について自分の考えの根拠，理由を見つけている。
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イ

授業の実際

展

学習活動及び教師の発問・支援

開

児童の反応・様子

１．自分の課題について考えていくことを
３

確認。

分

自分の課題についての三角ロジックのセットをつくろう。
・本時の見通しをもつ。
２．自分の課題について考える。
・本時は「やまなし」を読んで，三角ロッ

・それぞれのペアで音読し，根拠となりそうな

ジを使って根拠，理由，主張を考えるこ
40
分

とを指示。

部分にサイドラインを引いていった。
・何名かから課題を変えてもよいかという質

・
「五月」をペアで音読し，根拠の部分にサ

問があったので内容を聞きながら対応して

イドラインを引かせた。
「十二月」は自分

いった。

で読み,「五月」と同じようにサイドライ
ンを引いていかせた。

・根拠や理由に何を書いたらよいか分からな

・㉕児㉗児には内容に関わって，どんなこ

い児童が多数いた。

とを考えていきたいか決めさせた。
２

３．まとめる。

・本時の授業の振り返りを学習まとめシート

分
ウ

に各自で記入。
手立ての考察

（ア）三角ロジック（自分の課題）
㉗児は課題を変え「クラムボン
とは何か。」を自分の課題として
設定した。他の児童何名かも同様
の課題に変更をした。㉕児は「五
月」と「十二月」の子どもらが思
っていることを比較していく課題
を設定した。全体的に何を根拠に
したらよいか迷う姿があり，三角
ロジックを書けない児童もいた。
㉗児のように，根拠と主張をつな
ぐ理由を明確に書けていない児童
も見られた。㉗児の学習感想には
「クラムボンのことを考えてみた
理由と主張のつながりが
見えない。「殺された
よ。」という言葉からク
ラムボンがなぜ人間と言
えるのかを書かせたい。

けど，なぞが多すぎたから家でも
考えてみようと思う。」とあっ
た。自分の興味ある課題にしたこ
とで前時よりも学習に対する意欲
が高くなったと言える。
図 27

㉗児の三角ロジック（自分の課題について）
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本時は「五月」のか
にの思いについてま
とめていった。かに
の思いを考えていく
ことで，最終的に何
を明らかにしたいか
を確認したいところ
ある

図 28
表８

㉕児の三角ロジック（自分の課題について）

児童が設定した課題（再考後）

〇やまなしに関して（11 名）
・なぜやまなしが落ちてきたのか。
・
「やまなし」は何を表しているのか。こめられた思いや意味は何だろう。（７/11 名）
・なぜ題名を「やまなし」にしたのか。
・やまなしを通して伝えたかったことは何か。
・なぜ「十二月」にやまなしが出てきたのだろう。
〇「五月」と「十二月」の場面の比較を通して（２名）
・五月の意味と十二月のつながりはあるのか。
・五月からのストーリーを見せて十二月で何が分かったか。
〇かにの視点から（３名）
・かにたちはなぜ天上（天井？）を見ているのか。
・やまなしの「五月」「十二月」のかにの子どもらが思っていることを考えよう。（２/３名）
〇クラムボンに関して（３名）
・クラムボンとは何なのか。（３名）
〇表現に関して（２名）
・なぜたとえやオノマトペを使うのか。
・青は何を表しているのだろう。
〇宮沢賢治の考え方や生き方との関りについて（２名）
・
「イーハトーヴの夢」とやまなしがつながる部分は何か。
・
「やまなし」と「イーハトーヴの夢」をいろんな視点で読んでみよう。
〇その他（３名）
・
「かわせみ」は何を表しているのか。
・客観的に登場人物の見方を分ける。
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第７時
ア

本時の学習指導案

（ア）目

標

（イ）展

開

・課題について自分の主張をもち，根拠を見つけ，理由を考えることができる。
学習活動及び内容

展開

指導上の留意点

評価

１．前時の振り返りをするとともに本
時の目標を知る。
・前時よりも主張，根拠，理由をはっ
３

きりさせていくことを知る。

分

・本時の目的を話す。

自分の課題についての根拠と理由を見つけよう。
・本時の見通しをもつ。

・本時の学習の流れについて確
認する。

２．考えを交流する。
・グループで交流する。
・自分の考えに生かせそうなことを考
15

えながら聞き合う。

分

・グループは考えを進展させる
きっかけがつかめ合えそうな
者同士を集めたグループ。
・自分の考えや前時で困ったこ
とや悩んでいることなどを伝
えながら交流をさせる。
・前時に三角ロジックが書けな
かった児童のグループを中心
に話し合いの様子を見取り，
必要であれば教師も話し合い
に参加する。

課題 に つい て自
分の 主 張の 根拠

３．自分の課題について考える。
〇自分の考えに対する根拠，理由，主
22

張を考え，付箋に書き三角ロジック

分

のワークシートに貼る。
・進み具合によっては「やまなし」以
外の作品や資料に触れていく。

・個人の課題追究を行う。

を見 つ け， 理由

・「やまなし」以外の作品からも

を考 え てい る。

根拠や理由を見つけてよいこ

【ワークシー

ととする。

ト】

・つまずいている児童には話を
聞き，支援をする。

５

５．まとめる。

分

・本時の授業のまとめを学習ま
とめシートに書く。

（ウ）本時の評価規準
・課題について自分の主張をもち，根拠を見つけ，理由を考えることができる。
イ
展
開

授業の実際
学習活動及び教師の発問・支援

児童の反応・様子

１．前時に続き自分の課題について考えて
15
分

いくことを確認。
自分の課題についての三角ロジックのセットをつくろう。
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・本時の見通しをもつ。
・
「やまなし」をペアで音読。

・ペアでの音読は楽しそう。

２．考えを交流する。
・グループは３～４名。教師が指定。

・それぞれのグループで話し合い。考えを交流
するなかで考えのきっかけを掴んだ児童や

15
分

・自分の課題に対する考えを交流。悩んで

まだもやもやしている児童も見られた。

いること や困っ ている ことに ついても ・他の資料や作品と絡めて話し合いをしてい
聞いてみるよう働きかけた。

るグループもあった。

図 29

交流の様子

３．自分の課題について考える。
・前時に続いて三角ロジックを使い，考え
15
分

・友達の考えを聞くことで考えがまとまり始

をまとめていった。

めた様子が伺えた。

・
「イーハトーヴの夢」や他作品と関わら

・「やまなし」から根拠，理由をまとめ終えた

せて考えていたグループの児童には他

児童は，他作品を読み始め，いろいろな作

の作品にあたってみるよう声をかけ

品に触れていた。

た。
・本時はまとめをせずに終了。
ウ

手立ての考察

（ア）交流（それぞれの課題に対する考えについて）
本時では最初に考えの交流の時間を取った。課題が似ている，考えにきっかけを与える，お互い
の考え方に合わせて話ができる，という視点から教師が事前にグループを作った。行きづまったま
まのグループも若干見られた。㉗児は魚の死と賢治の妹の死のつながりをベン図に書いていたの
で，違う課題であったが妹に触れている児童⑱児⑲児㉖児とグループを組んだ。そこで考えを交流
し，クラムボンは妹トシであるという主張をし始める。㉕児は「五月」と「十二月」の場面に注目
している㉒児と①児と組んだ。①児は，なぜやまなしが落ちてきたのかについて「熟していたか
ら。」という考えで留まっている。前時には，なぜここにやまなしが落ちてくるのかという投げか
けを教師が行い，考え始めたところであった。また㉒児は「五月」と「十二月」のつながりについ
て悩んでいる。「五月」と「十二月」のつながりについて話題になったが，話がもやもやっとして
終わったようだった。交流によって考えるきっかけをもらった児童が多く見られ交流が有効であっ
たと言える反面，行きづまってしまっているグループが複数あるときの教師の支援の仕方が今後の
課題である。
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第８時
ア

本時の学習指導案

（ア）目

標

・課題について自分の主張の根拠を「やまなし」や他の作品や資料から見つけ，
理由を考えることができる。

（イ）展

開
学習活動及び内容

展開

指導上の留意点

評価

１．前時を振り返る。
・ワークシートを見て，前時の振り返
りをする。
３

・本時は自分の考えの根拠や理由を他

分

の作品や資料から見つけ，説得力の

・本時の目的を話す。

ある考えにしていくことを知る。
根拠や理由を他の作品や資料から見つけてみよう。
・本時の見通しをもつ。

・本時の学習の流れについて確
認する。

２．自分の課題について考える。
・他の作品として「雨ニモマケズ」を

・他の作品との共通点を見つけ

読み，
「やまなし」との共通点を見つ

るために「雨ニモマケズ」を全

ける。

体で取り上げる。
・教師が読み，共通する部分にサ
イドラインを引かせる。

27

・他の作品や資料等を読むときは，ベ

・他の作品や資料を使う場合は

ン図を使って，つながりを探してい

ベン図を使い，重なりの部分に

く方法を思い出す。

言葉を入れ，共通点を考えさせ

分

る。
・
「雨ニモマケズ」で例を示す。
・他の作品，資料を読んで，根拠とな
りそうな部分を見つけていく。

・ベン図のワークシートに共通
点を書きこませる。
・見つからないときは他の作品

課題 に つい て自

にあたるとよいことを伝える。 分の 主 張の 根拠
・付箋に根拠と理由を書き，ワー
・他の作品や資料を見つけたら根拠を

クシートに貼らせる。

見つけ理由を考えて付箋に書く。書

・課題解決の進み具合を一人一

いた付箋を三角ロジックのワークシ

人見取り，進んでいない児童は

ートに貼る。

その原因を探り，支援をしてい
く。
・児童の課題解決の様子を記録
していく。

３．考えを交流する。
・グループの人と交流をする。

・グループは似ている課題同士
で教師が組む。
・話す側はワークシートを見せ
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を見 つ け， 理由
を考 え てい る。
【ワークシー
ト】

・自分の考えに生かせそうなことを考
10

ながら説明する。困ったことや

えながら聞き合う。

分からないことなども言える

分

とよいことを伝える。
・聞く側は相手の考えを最後ま
でしっかり聞く。一言でもコメ
ントを伝えさせる。
・前時で把握した児童の様子を
参考に交流を観察する。
・必要に応じて教師も交流に加
わる。
・最後に困ったことや全体で確
認しておきたいことなどを聞
く。

５

５．まとめる。

分

・本時の授業のまとめを学習ま
とめシートに書く。

（ウ）本時の評価規準
・課題について自分の主張の根拠を他の作品や資料から見つけ，理由を考えている。
イ
展
開

授業の実際
学習活動及び教師の発問・支援

児童の反応・様子

１．賢治さんクイズの答え合わせ。
・第１時で提示した賢治さんクイズの答え

・第１時では答えられなかったクイズにすら

合わせ。

すらと答えていった。一冊は宮沢賢治の本を

５

読む，担任教師が読み聞かせをするなど学級

分

での取り組みがここに表れてきたと言える。
・他の作品から根拠を見つけ始めた人が増

・㉑児「（他の作品と）つながっている。」

えてきたので，みんなで一つ作品を読ん
でつながりを見つけてみることを投げ
かけた。

根拠や理由を他の作品や資料から見つけてみよう。

２．他の作品として「雨ニモマケズ」を
読み，「やまなし」との共通点を見つ
12
分

ける。
・
「雨ニモマケズ」を教師が範読。

・根拠になりそうな箇所にサイドラインを引
いていった。
・
「マケズ」
「笑っている」
「死」
「けんか」
「夏」

・どこがつながりそうか聞く。

という言葉が出された。。
３．自分の課題について考える。
・他の作品を読むときはベン図を使って， ・ベン図に自分で書き込んでいく児童も見ら
23

つながりを探していくよう促す。

れた。

分

・他の作品を読む児童が多い。つながりを見
・
「やまなし」，他の作品，資料を読んで，
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つけることが楽しく感じたようだ。

さらに根拠となりそうな部分を見つけ

・作品を読んでなんとか根拠を見つけようと

ていった。

読んでいるが，三角ロジックにまとめるま
でいかない児童がいた。

5

４．まとめる。

・本時の授業の振り返りを学習まとめシート

分
イ

に各自で記入。
手立ての考察

（ア）他の作品（「雨ニモマケズ」）を読んで共通点を見つける。
他の作品から根拠を見つけ始めた児童が増えてきたので「雨ニモマケズ」を全体で読むことにし
た。共通点としては「負けず」「笑っている」
「死」
「けんか」「夏」といった言葉が挙げられた。か
に，かわせみ，季節といったことに関するつながりは見つけられたが，これまで全体の場でやまな
しに触れてこなかったためか，やまなしに関するつながりが挙げられなかった。ここで挙げられな
かったということは，他作品を読んでいく上でも共通点が見つけられないということが予想された。
つながりを見つけることには多くの児童が興味をもったようで，じっくりと本を読む姿があちらこ
ちらで見られ，ベン図に自分で書き込んでいく児童が見られた。どのようにつながりを見つけてい
くか分かってきたところだったので，他の作品に触れる時間をもう少し確保できるとよかった。

「銀河鉄道の夜」を読み，つな
がりを考えている。 ㉗児はこの
活動の前に「イーハトーヴの
夢」を読み返し，妹トシが亡く
なった原因を確かめていた。妹
トシの死と，カムパネルラの死
が㉗ 児の中では重なっているこ
とが，メモから読み取れる。ま
たクラムボンの死ともつなげて
考えている。

図 30

㉗児ベン図のワークシート
（他の作品とのつながりを見つける）
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（イ）三角ロジック（自分の課題について）
第８時は「やまなし」だけでなく，他の作品から根拠を見つけようとするために多くの児童が作
品をじっくり読む時間になった。三角ロジックには他作品に関する付箋はあまり貼られていないが
つながりを探し，よく考えている姿が見られた。三角ロジックの主張を見ていくと，この物語が五
月から十二月へ月日が経っていくことによるかにの子どもが成長した話とだけ捉えている児童が何
名か見られる。かにの子どもの成長にとらわれ，根拠と主張が結び付かないでいる児童もいるので
考え直すきっかけを与えたい。
「十二月」のかにの気持ちに
ついて考えた。三角ロジック
を書き終わったので，かにの
気持ちを考えて分かったこと
を聞いてみた。「やまなし」
が題名である理由としてやま
なしはかわせみの怖さを教え
るためのものとして描かれて
いると解釈している。

図 31

㉕児の三角ロジック（２枚目）

クラムボンが妹トシであるという
考えを支える根拠と理由を見つけ
ていった。本時の学習感想には自
分の考えを整理している記述が見
られた。
図 32

㉗児の三角ロジック
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第９時
ア

本時の学習指導案

（ア）目

標

・自分の考えに説得力をもたせるために，自分の体験と結び付けて理由を考える
ことができる。

（イ）展

開
学習活動及び内容

展開

指導上の留意点

評価

１．本時の課題をつかむ。
・相手に考えを伝えるために大事なこ
とは何か考える。

・相手に自分の考えが伝わった
ときは相手がどんな様子か考
えさせる。

つ

・理由の書かれた２枚の付箋（提示用） ・理由の付箋２枚を提示し，どち

か

を見てどちらが納得できるか比べ

らが納得しやすいか比べさせ

む

る。

る。１枚は今まで通りの内容の

・本時は自分の考えを納得してもらえ
11

る考えにするために理由を自分の体

分

験と結び付けて書くことを理解す

付箋，もう１枚は体験に結び付
いた内容の付箋。
・受けた感じの違いを言わせる。

る。
納得してもらえる理由を考えよう。
・本時の見通しをもつ。

・本時の学習の流れについて確
認する。
・本時で課題解決の時間が最後
になることを伝える。

２．自分の考えの理由を練り直す。
・理由を練り直す。
考
え
る

・課題解決の進み具合を一人一
人見取る。

・ワークシートに付箋を加えたり，メ
モを付け加えたりしていく。

・つまづいている児童には何を
しようとしているか話を聞き
ながら，支援をしていく。

15

・児童の課題解決の様子を記録

分

する。

得力 あ る考 えに

３．考えを交流する。
・ワークシートを見せながらグループ
の人と交流する。
・交流のポイントを確認し，目的を理
交

解する。

自分 の 考え を説

・グループは違う課題同士で教
師が組む。

する た めに 理由
を自 分 の体 験と

・交流のポイント

結び 付 けて 考え

＊話す側は課題，主張，根拠，理

ている。

流

・自分や友達の考えが納得できるもの

由についてワークシートを見

【ワークシー

す

になったか考えながら聞き合う。

せながら分かりやすく説明す

ト】

る

ることを心がける。根拠につい
ては，どの作品の引用なのか，

９

はっきり伝える。最後に質問や

分

分かりにくかった部分を聞い
てみる。
＊聞く側は相手の考えを聞いて
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納得できるか考えながら説明
を最後までしっかり聞く。最後
に質問をしたりコメントを伝
えたりさせる。
・アドバイスに困っているグル
ープが多いようであれば，１つ
を取り出し，全体で考える。
・必要に応じて教師も交流に加
わる。
・どの児童の考えについても話
ができるように１人３分ぐら
いを確保する。
見

４．考えを見直す。

直

・友達にアドバイスや質問をもらった

す

・友達に聞いてもらい，納得して

部分について見直す。

もらえなかった部分について

５

考えを見直しさせる。
・どうしてよいか困っている児

分

童には教師がアドバイスをする。
５

５．まとめる。

分

・本時の授業のまとめを学習ま
とめシートに書く。

（ウ）本時の評価規準
・自分の考えを説得力ある考えにするために理由を自分の体験と結び付けて考えている。
イ
展
開

授業の実際
学習活動及び教師の発問・支援

児童の反応・様子

１．本時の課題をつかむ。
〇自分の体験や仮定と結び付けた理由を
加えた三角ロジックを提示。
分

【理由】
ぶきみに光るも の
が、いきなり勢 いよ
く飛びこんでき て、
とても驚き、こ わか
ったと思います 。

【理由】
お母さんに怒ら れた
時、目がぎらぎ らし
ていて、言いわ けも
できませんでし た。
だからかわせみ も、
これぐらいこわ いも
のだったと思い ま
す。

【理由】
何もしなくても 、や
まなしがお酒に なる
のだと思います 。

【理由】
もしお酒が私の 好き
なクッキーだっ た
ら、焼き上がり を待
っているのがう れし
いと思います。

図 33

【主張】
かわせみは とてつ
もなくこわいも の、
やまなしは うれし
さを表している と言
えます。

【根拠】
青光りのまるで ぎら
ぎらする鉄砲だ まの
ようなもの

【根拠】
それから、ひと りで
においしいお酒 がで
きるから。

８

三角ロジックの例示（自分の体験と結び付けた理由について）
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・自分の経験や仮定を加えた前と後の三

・「（もし～）というたとえが入ってい

角ロジックを比べる。

る。」
・「身近にあるものと結び付けている。」
・「分かりやすい。」

納得してもらえる理由を考えよう。

15

・本時の学習の流れを知らせる。

・本時の学習の見通しをもつ。

２．自分の考えの理由を練り直す。

・一部の児童は話をしながら考えていたが，

・理由を練り直す。

静かにじっと考えている。自分の経験が挙

分

げられない児童もいる。
３．考えを交流する。
〇グループで納得できる考えになったか

17
分

聞き合う。
・交流グループは教師が指定。
・交流の目的を確認。
〇全体での交流。

〈取り上げた児童〉

・困っていること，また他の作品等から

・主張にはまる言葉が見つけられない⑳児

根拠や理由をまとめた三角ロジックを取

・他の作品から根拠を見つけることができた

り上げた。
5

４．まとめる。

④児
・本時の授業の振り返りを学習まとめシート

分
ウ

に各自で記入。
手立ての考察

（ア）三角ロジック（自分の体験と結び付けた理由を付け加える）
本時は課題に対する考えをより納得してもらえるものにするという目標で，これまで考えてきた
三角ロジックに自分の体験と結び付けた理由を付け加える活動を行った。根拠に挙げた叙述から想
像したことと近い自分の体験を理由として挙げ，相手に類推させることで，自分の考えをより分か
りやすく伝えることができる。例示には，生活に見られるような例をあげたが，学習感想を見ると
３割ぐらいの児童が難しかったと感想を述べている。例示に挙げた経験をもっと簡単にするなど，
例示の内容に課題があった。また，友達と話をするような時間を取るなど，イメージを膨らませら
れるような働きかけをする必要があった。場面を想像するという点では自分の経験と照らし合わせ
て理由を考えることで，根拠に挙げた叙述をより具体的に想像することができたと言える。
（イ）交流（グループ）
交流するグループは教師が決め，前回と相手を変えた。グループの構成は自分の考えに迷いがあ
る児童が他の児童から考えるきっかけをもらえるようグループ編成をした。この時間の交流は自分
の考えが納得してもらえるか確かめることを目的として行った。交流の様子を見ると，友達の考え
を聞いて分かりづらいところを指摘することは比較するものがなく難しいようであった。学習感想
からは，この交流で体験と結び付けた理由としてどのような事例を挙げたらよいかヒントをもらっ
たり教え合ったりする場になっていたことが伺われる。交流することで自分の考えが納得してもら
えた，友達の一言がヒントになったなど個々の児童がより有効性を感じられる交流になるよう支援
の在り方を考えることが課題として残った。また交流が苦手な子にとっての支援についても課題が
残った。交流の場の設定は重要であり，話し方のモデルを示すなど，どの子も交流に積極的に参加
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できるような手立てをさらに考えていく必要がある。
（ウ）交流（全体）
全体の交流では主張に困っている⑳児，他の資料や作品と結び付け根拠や理由を考えることがで
きた④児の三角ロジックを取り上げた。⑳児のように主張が定まらない児童，また理由に挙げたこ
とが主張に反映されていない児童が見られていた。⑳児の三角ロジックを聞き，何名か自分の主張
を見直すことになった児童がいた。また④児を取り上げた意図は，他の作品とのつながりは見つけ
たがうまく三角ロジックに取り入れられないでいる児童が前時から見られたため，
④児なりに考え，
取り入れた例を示すことで自分もやってみようと考える児童がいるのではないかと考えたためであ
る。㉗児は④児の考えを聞き，自分の三角ロジックに付け加えた。
表９

児童の学習感想（本時）

⑤児：ドリームセットで分かりやすくなって，自信をもって発表できた。みんなに伝わった気
がしてスッキリした。
⑦児：理由のたとえと身近な経験を書くことができなかったが，友達に聞いたらヒントをくれ
たので書けそうな気がした。
⑮児：今日は理由を書くのが難しかった。でも友達からアドバイスをもらってちょっと参考に
なった。
⑯児：自分の書いた考えを友達に聞かせたら共感してもらえてうれしかった。
㉒児：今日はぎりぎり根拠と理由が書けました。⑨児に「かには，長い月がたつのにこわい思
いだけ覚えているのはぼくもいっしょだな。」と言われましたが，私もいっしょだなー
と思いました。
③児：ドリームセットはできなかったけれど根拠と理由がしっかり説明できた。
⑩児：自分の周りのものや体験に照らし合わせると，よく分かりやすくなる気がする。
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第１０時
ア

本時の学習指導案

（ア）目

標

（イ）展

開

展

・自分の考えの主張，根拠，理由をはっきりさせて読書郵便にまとめることができる。

学習活動及び内容

開

指導上の留意点

評価

１．前時までを振り返る。
・第６時～第８時まで使用したワーク
シートを見る。
５

・このワークシートに貼った付箋の中

分

から自分のおすすめのセットについ

・読書郵便の見本を示す。

て読書郵便にまとめ，中学生に送る
ことを理解する。
中学生に読書郵便を書こう。
２．読書郵便の用紙の書き方について
説明を聞く。
・はがきの書き方を思い出しながら，
宛名面に住所と差出人を丁寧に書
５
分

く。
・はがき新聞の書き方を理解する。

・用紙を配布。
・名前は学校と学年のみ書かせ
る。
・文面のはがき新聞の書き方を
説明する。（黒板に拡大したも
のを提示）
・文面に書く内容は三角ロジッ
クの一番おすすめの３点セッ
トを中心に書かせる。
・他の作品を根拠に挙げる場合
は，つながりが分かるように書
かせる。
・説明を終えたら質問を受ける。

３．読書郵便を書く。
・三角ロジックの一番おすすめのセッ
トを中心に字数が収まるように書
く。

自分 の 考え の主
・説明したことに気を付けて丁
寧に書かせる。

張，根拠，理由を
はっ き りさ せて

・文章がうまくつながらない児

読書 郵 便に まと

25

童には見本を見ながら，自分の

めている。
【読書

分

三角ロジックを当てはめて書

郵便】

くようにする。
・時間があったら色を塗るなど工夫を
10
分

する。
５．学習を振り返る。
・単元の振り返りをルーブリックに書
く。

・内容が分かるように書けてい
るか読み返しをさせる。
・ルーブリックの記述欄も合わ
せて書かせる。
・用紙の回収。

（ウ）本時の評価規準
・自分の考えの主張，根拠，理由をはっきりさせて 300 字程度にまとめている。
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イ
展
開

授業の実際
学習活動及び教師の発問・支援

児童の反応・様子

１．本時の目標をつかむ。
１

中学生に読書郵便を書こう。

分
・本時の見通しを確認。

２．読書郵便の用紙の使い方を説明。三角
ロジックを文章にしていく方法の例示。 ・黒板にある読書郵便の拡大した見本と手元
９

の見本（黒板と同じ文章）を見ながら説明を

分

聞いた。

図 34

板書（読書郵便の用紙の使い方と三角ロジックを文章にしていく方法）

・付箋に書いたことを，どのようにつなげ

・文章はあくまで納得してもらえるように書

て文章にまとめていくか，黒板の三角ロ

くことを目的とすることを確認。そのために

ジックを基にして説明。

前時に付け足した理由の付箋をなるべく入

・各付箋をつなぐための言葉を一例として

れること，また根拠や理由をさらに入れても

挙げた。

よいこととした。（児童には根拠と理由を複
数取り入れた文章例も配布。）

３．読書郵便を書く。
・いくつか書いた三角ロジックの中からお

・主張に当てはまる言葉が見つけられない児

30

すすめのセットを中心に字数が収まる

童が３名いたため（内１名は欠席）言葉の

分

ように書いていった。

ヒントカードを個別に提示し，これを基に
主張を考えさせた。
・この時間にも自分の体験と結び付けた理由
を考える児童が見られた。

５
分

４．まとめる。
・単元の振り返り。

・ルーブリックにチェックを入れるとともに
記述欄も合わせて書いた。
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ウ

手立ての考察

（ア）三角ロジックを基に自分の考えを文章にまとめるための例示
三角ロジックを基に自分の考えを文章にまとめることについては，本学級の児童は初めてである。
そのため一つの書き方の型として，主張，根拠，理由をどのようにつなげ，分かりやすい論理的な
文章にしていくかを授業の初めに例示した。この学習を基に今後，自分で活用していけるようにな
ればと考えている。個別に支援を必要とした児童は２～３名であり，ほとんどの児童が自分で文章
を書き上げ，自分の考えをまとめることができたと言える。課題として，より分かりやすい文章に
するためには，三角ロジックのつながりが明確になるよう，言い回しを考えたり言葉を付け足した
りしていくことが必要であると言える。
（イ）自分の考えをまとめる（読書郵便）
これまで読み深めてきた考えを読書郵便に新聞という形でまとめた。読書郵便は昨年度同じ教材
を使用して学習している地元の中学校の 1 年生に向け，往復郵便の形で書いた。課題についての考
えは新聞枠を用いてまとめた。新聞の書き方は第５学年で学習している。また他教科においても活
用してきているので，抵抗なく興味をもって書くことができていた。字数も 309 字と主張，根拠，
理由のセットを丁寧につなげていけばちょうど収まる字数であり，児童にとって文章を書くには負
担にならずに書ける量であったため，ほとんどの児童が自分で書き上げることができたと言える。

図 35

図 36

㉗児の読書郵便
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㉗児の読書郵便に対する中学
生のコメント

Ⅵ

研究の結果と考察
本研究は小学校国語科「読むこと」領域において，考えを広げ深め形成する力を育成するための

指導の在り方について研究してきた。そのために三角ロジックを手立ての中心とし，考えを交流し
たり，文章にまとめたりするなどの言語活動を行ってきた。またルーブリックによって評価規準を
明確にし，目標と評価を児童と共有することで，教師だけでなく児童も個々の実態に応じ目標設定
と振り返りを行いながら学習を進めてきた。ここでは三角ロジックを中心に手立てが考えを広げ深
め形成する力を育成するために有効であったのか，また考えを広げ深め形成する力が育成できたの
かについて検証する。検証方法は「ワークシート」「読書郵便」「事前・事後アンケート」「学習
感想」「ルーブリックによる教師の評価及び児童の自己評価」「授業者と研究協力員による授業観
察」を基に「単元の目標到達状況」及び「考えを広げ深め形成する力の育成」「考えを広げ深め形
成する力を育成するための手立てとしての三角ロジックの有効性」について分析した。対象は，研
究協力校第６学年児童 26 名である。
１

単元の目標到達状況について

（１）「比喩や擬声語・擬態語，色彩語などの表現の工夫に気付くことができる。」【知識・技能】
について
ア

ルーブリックに基づく評価と児童のワークシートより

表 10
知
識
・
技
能

「表現の工夫に気付く」についての評価
評価項目
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
比喩や擬声語擬 〇比喩や擬声語・擬態語，色彩語など 〇比喩や擬声語・擬態語，色彩語など
態語，色彩語な の表現の工夫について書いている。
を見つけている。
どの表現の工夫 ・どんな効果があ ・どんな様子が想像 ・ワークシートに ・ワークシートに
に気付くことが るのか書いてい
書いている。
書けない。
できるのか書いて
できる。
る。
いる。

該当児童数（名）
※記述 の有 無に つい て

２４

１

１

０

のみ見た場合

主張・理由が書け
た児童の三角ロジ
ックに書かれた内
容

根拠（叙述）から想像したこと
を理由に具体的に書き，主張と
のつながりが分かる。

根拠（叙述）から想像したこと
を書いている。主張とのつなが
りが分かるような理由を書かせ
たい。

該当児童数（名）

１９

５

Ｓと評価

Ａと評価

以上のように評価を行った。この評価項目は表現の工夫を見つけること及び表現の工夫による効
果についての２点から評価を行っている。それぞれの点について評価の方法と児童の目標到達状況
を述べていく。
（ア）「比喩や擬声語・擬態語，色彩語などを見つけている。」について
この項目については第２時と第３時のワークシートから評価を行った。授業では意欲付けとして
比喩，擬声語・擬態語，色彩語それぞれについて見つける目標数を提示したが，見つけた数は厳密
に評価に反映させていない。目標数に届いていない児童はいるが，極端に少ない児童も見られず，
- 52 -

全員が自力で３つの表現の工夫を見つけることができていた。表現の工夫の仕方にはいくつかの種
類があること，「やまなし」の中にはたくさんの表現の工夫が散りばめられていること，日常生活
でも使っているものがあることに気付くことができた。よって表現の工夫を見つけることに関して
は全員がＢに達していると言ってよいだろう。

本検証授業に入る前の単元の
学習では，文章での表現も適
切にできていた。学習内容の
理解も早い傾向にある児童で
ある。これはこの児童が「五
月」の場面で表現の工夫を集
めたワークシートである。言
葉を比喩，擬声語・擬態語，
色彩語の３つに分類しながら
物語の展開をイメージし，登
場人物や情景描写に合わせて
付箋の貼る位置や向きを考え
ていることがうかがえる。

図 37

「五月」の表現の工夫を集めた⑥児のワークシート

本検証授業に入る前の単元
の学習では，文章に書くこ
とに時間がかかっていた。
教師の支援が個別に必要な
児童である。このワークシ
ートはこの児童が「十二
月」の場面で表現の工夫を
集めたワークシートであ
る。「五月」の場面では
「少し難しかった。」と言
っていたが，２回目の「十
二月」では「簡単だった。」
と言っていた。集めた数も
目標の数を満たしており，
付箋の貼り方も工夫されて
いる。
図 38

「十二月」の場面の工夫を集めた⑧児のワークシート

（イ）「比喩や擬声語・擬態語，色彩語などの表現の工夫について書いている。」について
ここでは第３時課題「『やまなし語』を使うよさを考えよう。」を解決するために書いた三角ロ
ジックのワークシートを基にして評価を行った。三角ロジックでは，主張にどんな効果があるか，
理由には根拠から想像したことを書き，三角ロジックのセットを完成させていった。つまり主張に
評価規準のＳに当たる内容を，理由に評価規準のＡに当たる内容を書いている。三角ロジックを完
成させられるよう取り組んだため，24 名の児童が主張，根拠，理由の３点について書くことがで
きた。この 24 名の三角ロジックに書かれた内容を詳細に見ていくと上の表のようになる。主張と
理由のつながりが見られる児童が 19 名，想像したことは書いたが根拠の言葉をそのまま書いてい
るため，具体的な想像を書かせ，主張とのつながりが見えるようにしたい児童が５名であった。よ
って主張と理由のつながりが分かる記述がされている児童 19 名をＳ，主張，理由とも記述がある
が主張とのつながりが明確でない児童５名はＡと評価した。
- 53 -

⑩児

⑬児

主張には「オノ
マトペを使うと
印象を変えられ
る」と書かれて
いる。その理由
を物が水に落ち
た時に使う言葉
を比べ ポチャ
ン と トブ
ン の印象の違
いを説明してい
る。

イ

主張にはオノマトペを使うことのよさ
が書かれている。「つぶつぶ」という
表現について想像したことを具体的に
詳しく書けると根拠とつながる。

児童の学習感想及びルーブリックの振り返りより
図 41 は第２時，第３時の学習感想，図 42 はルーブリックの記述による振り返りである。
図 41⑳児のように多くの児童が「やまなし」には表現の工夫がとても多いことへの気付きについ

て書かれていた。またその他の気付きとして，表現の工夫の仕方について様々な方法があること，
擬声語・擬態語は日常生活でも多く使われ，それも表現の工夫であることの記述が見られた。でき
るようになったこととしては表現の工夫を見つけ分類できるようになったことが書かれていた。図
41 の⑩児㉕児は具体的に作品に使われている色についての特徴を探し記述している。第３時は㉕
児のように第２時と比較して気付いたことを書いた学習感想が多く見られた。次に図 42 はルーブ
⑩児
㉕児
リックによる振り返り
⑳児
である。この振り返り
は単元の学習のまとめ
で書いている。そのた
め第２時第３時以降の
学習から気付いたこと
も含めて表現の工夫に
よる効果について改め
て触れた記述が見られ
た。図 42 のように表現
の工夫により，読む側
の自分がどのような印
象をもったのか，第３
時で考えた効果を学習を

㉗児

⑪児

進めていくなかで実感で
きたこととして書かれて
いる。㉗児はアの評価に
おいてはＢと評価した１
名である。
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⑫児

【考察】

⑭児

以上のことから「比喩や擬声語・擬態語，色彩語などの表現の工夫に気付くこ
とができる。」については 26 名のうち 25 名がＡ評価，１名がＢ評価であった。
表現の工夫による効果については第３時で考えた効果が読み進めていくにしたが
い，実感として理解できた児童も見られた。また表現の工夫を見つける，付箋に
分類しワークシートに貼るという活動によって日常使っている表現の工夫にも気
付いた点，「やまなし」に使われている表現方法や品詞といった視点を与えるこ
とで図 43 の児童のように書かれていることが整理され，解釈しやすくなった点
が成果として挙げられる。課題としては，ルーブリックの評価規準について内容
に触れた評価規準を作成する必要があった点が挙げられる。記述の有無のみでの
評価規準ではほとんどの児童がＳ評価になった。論理的な考えを構築するための
三角ロジックにするためには，内容面に触れた評価規準を設ける必要がある。
（２）「『やまなし』に描かれた情景を，叙述に即して想像しながら読むことができる。」【思考
力，判断力，表現力等】について
ア

ルーブリックに基づく評価と児童のワークシートより

表 11 「情景を叙述に即して想像しながら読む」についての評価
評価項目
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
「やまなし」
〇「やまなし」に描かれた情景を想像している。
思 に描かれた情
判 景を，叙述に ・叙述と自分の経 ・複数の叙述(根 ・叙述(根拠)を基 ・想像できない。
表 即して想像し
験を結び付けて
拠)や理由を挙
に理由を挙げて ・想像したことを
① ながら読むこ
想像し，理由を
げている。
考えている。
表現できない。
とができる。
挙げている。
該当児童数（名）

１３

８

５

０

この評価項目については第４時の三角ロジックのワークシート，第６～９時の三角ロジックのワ
ークシート，第 10 時の読書郵便から評価を行った。評価は表の通りである。検証授業では第４時
と第６～８時に課題について主張，根拠，理由を挙げながら考える活動を行っている。また第９時
には叙述と自分の経験を結び付けて想像し，理由に自分の経験を付け加える活動を行っている。つ
まり評価規準のＢ～Ａに示した内容の活動を第４時と第６～８時に，評価項目のＳに示した内容の
活動を第９時に行ってきた。三角ロジックの主張，根拠，理由については自分で，あるいは交流を
通してほとんどの児童が書くことができた。３名が主張に書く言葉を探せないでいたため，教師の
示した語彙のヒントの中から自分のイメージに合った言葉を選び三角ロジックを完成させている。
また三角ロジックには記述が見られないが読書郵便にまとめる際に，自分の経験を理由に付け加え
た児童もいる。情景の想像についてはほとんどの児童ができていると考えるが，それを言葉にして
三角ロジックに書き表すことができなかったり，自分の課題の根拠や理由には結び付かないと考え
て書かなかったりした児童もいた。図 44 と図 45 は児童の三角ロジックのワークシートである。図
44 の児童は根拠，理由とも複数挙げている点は評価できる。理由に書かれている想像が具体性を
欠いているため，主張が見つけられなかった。読書郵便には語彙のヒントから主張を見つけ記述し
ているためＢと評価した。図 45 の児童は宮沢賢治と妹トシの兄妹をかにの兄弟に置き換え，楽し
かった時やけんかをした時をかにの兄弟と重ねて考えていることが分かる。複数の根拠や想像した
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ことを理由に挙げ主張を導き出していることからＡと評価した。自分の経験と結び付けた理由をこ
れに付け加えている三角ロジックはＳと評価した。
㉓児

ここをより具体的に
イメージさせ，表現
させたい。

図 44

Ｂと評価した児童のワークシート

⑲児

図 45

Ａと評価した児童のワークシート

- 56 -

宮沢賢治と妹トシの
関係をかにの兄弟の
行動から想像をして
いる。これらの理由
から主張にある「思
い」をはっきりさせ
たい。

イ

宮沢賢治の作品を読み，「やまなし」の世界を豊かに想像する
本単元では，学習への関心を高めることを目的として事前に２つの取り組みを行っている。一つ

は授業者及び担任教師による読み聞かせ，もう一つは宮沢賢治の作品をすぐに手に取ることができ
るような環境作りである。読み聞かせは朝の読書の時間や授業の合間などに行ってきた。宮沢賢治
の作品については絵本を集め教室にコーナーを設けた。授業では第１時に「賢治さんクイズ」を行
った。このクイズは「やまなし」と他の作品とのつながりに気付かせるためのきっかけ作りであ
る。また第４時では資料「イーハトーヴの夢」，第８時には「雨ニモマケズ」を全体で読み，「や
まなし」と関連する点を見つける学習を行うことにより，その後個々の課題解決に生かす姿が見ら
れるようになった。第４時に「イーハトーヴの夢」を読んだときには関連する部分を見つけられな
い児童が多かったが，課題追究を通して，繰り返し「やまなし」を読んでいくうちに，他作品と関
連している部分があることに興味をもち，根拠を探るために宮沢賢治の絵本を自ら手に取るように
なっていった。他の作品に使われている光や色，登場人物など，想像しながら重なり合わせること
で「やまなし」の世界観をより豊かに想像し，作品に込められた思いに迫っていくことができた。
図 46 から図 49 はベン図を使い，つながりを見つけているワークシートである。
「銀河鉄道の夜」との
つながりを考えたベン
図。賢治と妹トシをか
にの兄弟やジョバンニ
とカムパネルラに置き
換えて考えようとして
いる。

図 46

ベン図のワークシート①

「どんぐりと山猫」とのつ
ながりを考えたベン図。色
使いや場所などにつながり
を見つけている。
図 47
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ベン図のワークシート②

「よだかの星」とのつなが
りを考えたベン図。この児
童は三角ロジックには根拠
を「よだかの星」から見つ
けていないが，かわせみの
存在について考えを巡らせ
ていた。

図 48

ベン図のワークシート③

「グスコーブドリの
伝記」とのつながり
を考えたベン図。賢
治と妹トシに最初に
着目したのが⑫児で
ある。この児童の考
えが⑲児㉗児にも影
響を与えている。
「やまなし」とのつ
ながりとして「取ら
れる」ということを
共通点として挙げて
いた。
図 49

ベン図のワークシート④

【考察】
以上の結果から「『やまなし』に描かれた情景を，叙述に即して想像しながら読むことができ
る。」についてはＡ評価 21 名，Ｂ評価５名，Ｃ評価０名であった。多くの児童が目標に到達でき た
要因としては，三角ロジックの根拠に文章や言葉を引用することで，叙述に書かれている情景を丁
寧に想像したり，解釈したりすることにつながったことが挙げられる。授業では課題を解決するた
めに根拠を見つけようとじっくり文章を読む児童の姿が見られた。三角ロジックに記述が見られな
くても，どの文章や言葉が自分の主張の根拠になるのか選んで記述をしている。根拠を見つけるこ
とで一つ一つの叙述を吟味し想像していたと言える。二つ目の要因としては課題を解決するために
繰り返し「やまなし」を読んだことが挙げられる。繰り返しと言っても毎時間，同じように読むの
ではなく，資料「イーハトーヴの夢」を読んだり，宮沢賢治の他の作品を読んだりしながら，それ
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らの作品と「やまなし」を関連させていく。そうすることによって新たな視点をもち「やまなし」
を繰り返し読むことになり，想像が広げられたと考えられる。三つ目の要因は，叙述と自分の経験
を結び付けて想像し，それを理由に付け加える活動を行ったことが挙げられる。鶴田清司氏は「理
由付けにおいて自分の既有知識，生活経験を基に類推することで，テキストがわがごととして実感
的に理解できる」と述べている。叙述にある様子が自分の経験でいうとどういう状態なのか考える
ことは，自分の捉えをどう具体的に表現するかを考えることになったと言え，想像を明確にしてい
くことにもなったと思われる。
このように三角ロジックを取り入れることで上記の三つの点が成果として挙げられる。児童が個
々に課題追究していく上で考えを練り上げていくことにおいて有効な手立てであったと言える。ま
たその考えをさらに練り上げ，質を高めるために交流が必要なのである。
課題としては，想像していることと表現することをスムーズにつなげるための手立てが必要であ
る点が挙げられる。対象の学級には三角ロジックの付箋に書けない児童に二つのタイプがいたと考
えている。一つは友達の考えを聞いて理解できたところだけを記述するため，自分の考えとして論
理を組み立てられていない児童，もう一つは自分が納得できる言葉を見つけられずにいる児童であ
る。交流や教師のアドバイスがそのような児童に有効に働くような手立てになるようさらに工夫を
していく。
（３）「作品に込められた思いや願いについて自分の考えをまとめる。」【思考力，判断力，表現
力等】について
ア

ルーブリックに基づく評価と児童の読書郵便より

表 12

「作品に込められた思いや願いについて自分の考えをまとめる」についての評価
評価項目

思
判
表
②

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

作品に込めら

〇作品に込められた思いや願いについて自分の考えを文章にまとめている。

れた思いや願

・他の作品と関連さ ・宮沢賢治の生き ・根拠と理由を示 ・考えがまとめら

いについて自

せて根拠と理由を

方，考え方と関

しながら自分の れない。

分の考えをま

明らかにし，自分

連させて自分の

考えをまとめて

とめることが

の考えをまとめて

考えをまとめて

いる。

できる。

いる。

いる。

該当児童数（名）

１

４

２１

０

この評価項目については第 10 時の読書郵便から評価を行っている。検証授業では，第５時に資
料「イーハトーヴの夢」を読み，宮沢賢治の生き方や考え方と「やまなし」との共通点を探し課題
解決につながる根拠を見つける活動，第８時には「雨ニモマケズ」や宮沢賢治の他の作品と「やま
なし」の共通点を見つけ自分の課題解決につながる根拠を見つける活動を行っている。つまり評価
規準のＡに関連する内容の活動を第５時に，評価規準のＳに関連する内容の活動を第８時に行って
いる。第 10 時は第４～９時の授業を通して三角ロジックに表した根拠や理由を読書郵便という形
で文章にまとめている。ルーブリックに基づいて評価を行っていくと以上のような結果になるが，
この項目についての評価は作品に込められた思いや願いを指導者がどう捉えるかという点について
も評価が違ってくるだろう。本研究では宮沢賢治が「やまなし」にどのような思いや願いをもって
このストーリーを書き，人物や物を登場させているのか，文章に用いた表現にどのような意図があ
るのかということに関して根拠を見つけ，理由を説明し主張を導くことができているかという視点
で評価を行っている。表の通り，全員が主張，根拠，理由を示しながら文章にまとめることができ
目標に達していると言える。そのうち４名が宮沢賢治の生き方，考え方と関連させた記述，１名が
それに加えて他の作品との関連について触れた記述が見られた。読書郵便のマスが 309 字と書く内
- 59 -

容を精選する必要があったため，三角ロジックに宮沢賢治の生き方や他の作品から見つけた根拠と
のつながりが書かれていても読書郵便の文章には入れずにまとめている児童も何名か見られる。
③児
③児は学習面においては教師の支
援を必要とすることが多い児童で
ある。根拠と理由を２つ挙げ，教
師が提示した見本と同じように書
く順番やつなぎの言葉を使い，文
章にまとめていった。

・・ ・ 主張
・・ ・ 根拠
・・ ・ 理由
⑫児

図 50

Ｂと評価した児童の読書郵便

⑫児は根拠と理由を３つずつ記述し
ている。⑫児は宮沢賢治の作品には
奪われることが多いという共通点を
見つけ，それが宮沢賢治自身の経験
と結びつくのではないかと考えてい
る。限られた字数の中に「やまな
し」，宮沢賢治の考え方，他作品に
関することの記述が見られる。
図 51

Ｓと評価した児童の読書郵便
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イ

文章の論理性について
三角ロジックを使い文章に自分の考えをまとめていくことのよさとして，論理的に考えを述べる

ことで自分の考えが的確に伝えられる点が挙げられる。「主張，根拠，理由が挙げられ論理的であ
るか」という視点から児童がまとめた文章を見ていくと約半数の 11 名の児童が論理的で分かりや
すい文章を書いている。また他の 15 名の児童についても根拠と理由のつながりを意識して説明で
きている。論理的な文章にしていくには，主張，根拠，理由につながりが見えるよう言葉を付け足
したり，言い回しを考えたりする必要がある。論理的なまとめを書くことができた児童は，三角ロ
ジックの付箋に書いたそれぞれの文章を
⑯児

自分で言葉を付け足しながら書くこ
とができていた児童であった。図 52
の児童は理由に言葉を付け足すこと
で主張がさらに明確になると思われ
る。図 53 の児童は根拠と理由の内容
に書いてあることが「いやな事」
「小さな幸せ」の順番に並べられて
おり「やまなし」の話で起こってい
る出来事が人間でも同じことが起こ
ると述べている。

⑤児

図 52

児童の読書郵便

赤線部が「小さな幸せ」を与える
ものであることを文章に付け加え
ることで，より論理的に分かりや
すくなる。

前半でかにの兄弟に起こった出来
事を，緑線部にある言葉で人間の
出来事に置き換え，自分の経験を
述べている。主張と理由のつなが
りが見え，分かりやすくなってい
る。
図 53

児童の読書郵便
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【考察】
以上のことから「作品に込められた思いや願いについて自分の考えをまとめることができる。」
については，Ａ評価５名，Ｂ評価 21 名，Ｃ評価０名であった。また 11 名の児童が分かりやすい論
理的な文章にまとめることができ，他の児童についても根拠と理由を挙げ，自分の考えを説明する
ことができていた。このようなことから三角ロジックを基にして，文章にまとめていくことは考え
が明確になり，論理的に説明できるという点で有効な手立てであったと言える。課題は主張，根
拠，理由のつながりを分かりやすくするために授業の最初に教師がモデルを示したが，それを生か
して自分で言葉を付け足していくなどの工夫が必要である点である。三角ロジックだけに言えるこ
とではなく，メモを文章にしていくには言葉で説明を補いながら書くことが必要であり，書くこと
の単元の学習においても，継続的に指導する必要がある。
次にルーブリックを使用することによる成果についてである。ルーブリックの評価規準を児童が
知ることにより，自分の課題を追究していくことにおいて「やまなし」だけではなく，他の資料や
本にも触れるきっかけになったことが挙げられる。評価規準を見て自分の目標設定がされたためで
あると思われる。ルーブリックの評価規準については課題も挙げられる。宮沢賢治の生き方や考え
方，他の作品とのつながりをまとめに入れていくことは読書郵便の字数から考え困難であったと言
える。ここでは宮沢賢治の生き方や考え方，他の作品とのつながりのどちらかに触れていればＳ評
価でよかったと思う。児童の活動の制限されている点も考慮に入れ，評価規準を見直す必要があっ
た。また作品に込められた思いや願いについて「やまなし」の話がかにの兄弟の成長物語であると
いうことから抜け出せずにいた児童が何名かいた。教師自身がこの作品に込められ思いや願いをど
う捉え，児童にどのように迫らせていくかということについても，より明確にしておく必要があっ
た。
２

考えを広げ深め形成する力の育成について
本研究は小学校国語科「読むこと」領域において，考えを広げ深め形成する力を育成する指導の

在り方を授業実践を通して検証することを目的として行ってきた。この研究を通してⅢ１（２）に
示した付けたい力を育成できたのか，目指す児童の姿に迫ることができたのか研究の検証を行う。
（１）児童の事前・事後アンケートより
事前アンケートは単元の学習に入る前の９月に実施，事後アンケートは単元の学習終了時の 10
月に実施している。対象は検証授業の対象である研究協力校第６学年 26 名である。児童自身がど
のような認識でいるのか事前と事後のアンケートを比較し分析する。
ア

考えを広げる
図 54

〔質問 6 に関する補助質問〕

６物語文の授業で，はっとしたり，
なるほどと 思うことがある。
当てはまる
あまり当てはまらない

ものに〇をつけてください。（複数回答可）

まあまあ当てはまる
当てはまらない

（人）

13

事前

それはどんな時に感じましたか。よく当てはまる

9

4 0

A：先生にアドバイスをもらったとき・・13 名
B：グループなどで交流したとき・・・・23 名
C：クラス全体で友達の考えについて
話し合ったとき・・・・・・・・・・・6 名

15

事後
0%

20%

10
40%

60%

80%

10
100%
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D：自分で「やまなし」や他の作品，
資料を読んでじっくり考えたとき・・・6 名
E：その他

図 54 は考えを広げることに関する質問である。事前アンケートでも比較的多くの児童が肯定的
に答えていた。事後アンケートでは「当てはまる」「まあまあ当てはまる」と答えた児童は 96％
になる。補助質問からは，グループなどの少人数による交流によって気付きや理解が促されたと感
じている児童が多いことが分かる。
図 55

〔質問７に関する補助質問〕
それはどんな時に感じましたか。よく当てはまる

７物語文の授業で，自分の考えが深まった
と思うことがある。
当てはまる
あまり当てはまらない

5

事前

ものに〇をつけてください。（複数回答可）

まあまあ当てはまる
当てはまらない

A：先生にアドバイスをもらったとき・・ 9 名
B：グループなどで交流したとき・・・・23 名

（人）

15

6

C：クラス全体で友達の考えについて

0

話し合ったとき・・・・・・・・・・・8 名

8

事後

17

D：自分で「やまなし」や他の作品，

01

資料を読んでじっくり考えたとき・・・8 名
0%

イ

20%

40%

60%

80%

100%

E：その他

考えを深める
図 55 は考えを深めることに関する質問である。深まるとはどのような状態か，ここでは各児童

が感じた深まりであると言えるが，単元の学習を行う前にルーブリックの評価規準を目にしている
のでそれを意識している児童もいるだろう。この項目については，「当てはまる」「まあまあ当て
はまる」と答えた児童が事後アンケートでは 96％であった。課題に対する考えをより深めるため
に視点を与えながら三角ロジックに取り組んでいったことが要因と思われる。ここでもグループな
どの少人数による交流によって自分の考えが深められたと感じている児童が多い。
ウ

考えを形成する

図 56

図 56 は考えを形成することに関する質問で

８考えたことを文章に書いてまとめるこ
とができる。
当てはまる
あまり当てはまらない

事前

2

（人）

20
0%

表 13

20%

40%

てはまる」「まあまあ当てはまる」と答えてい

まあまあ当てはまる
当てはまらない

17

事後

ある。事後アンケートでは 92％の児童が「当

60%

6

1

4

11

80%

様々な形で書いてまとめることは行ってきてい
る。今回「当てはまる」が大幅に増えた要因と
しては，第１時の学習計画で示された読書郵便
を自分も書くことができた，という実感を児童

100%

事前・事後アンケート（質問９）

文章に書いてまとめる時に，心が

る。これまでも国語の学習では言語活動として

がもつことができたためであると思われる。ま
た読書郵便の内容についても三角ロジックを
基に自分の考えを説明できた，と思える内容
であったためであると言える。

事前

事後

主張をはっきりさせること

7

9

もらえるように書くこと」を意識する児童が

理由をはっきりさせること

11

7

増えている。本単元では中学生に向けて読書

根拠をはっきりさせること

1

6

郵便を書くという目的意識から，相手に伝え

13

20

る文章をまとめることができたという実感を

2

0

もつことができたことがアンケート結果に影

けていることは何ですか。

納得してもらえるように書くこと
その他

文章には表 13 にあるように相手に「納得して

響を与えていると言える。
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【考察】
以上のことから，多くの児童が考えを広げ深め形成する力が付いたと感じているということが分
かった。また考えが広がったり深まったりする場面として，グループなどの少人数で交流を行った
時にそう感じる児童が多いということも明らかになった。「広げる」や「深める」については，こ
れまでの学習においても「当てはまる」「まあまあ当てはまる」と回答している児童の割合は高
い。校内研究として学校全体で考えを広げたり高めたりする学習を意識し積み重ねてきたことによ
り，児童も意識して学習に臨んできたと言える。本単元では，課題について繰り返し読む，読む作
品を広げていくといった学習過程を経たこと，また児童が交流の必然性を感じるような場面を選び
何のために話し合うのか視点を明確にして交流を取り入れたことにより，さらに広がりや深まりを
感じることができたことが肯定的な回答が占める要因となっていると思われる。考えの形成につい
ては，読書郵便に主張，根拠，理由を挙げながらまとめるという目標を示したことから，判断基準
を児童がもつことになり，できたと感じた児童が増えたと言える。
（２）考えを広げ深め形成する力に関するルーブリックより
次にルーブリックに示した評価規準を基にして，考えを広げ深め形成する力について評価を行っ
ていく。児童の実態把握と変容を見るために自己評価は単元の学習が始まる前の９月と単元の学習
後の 10 月の２回行っている。教師の評価は単元終了後に行っている。
ア

考えを広げる
図
図
図57
54
33

図 57 は考えを広げることについての評価で

考えを広げるについての評価

ある。本研究において児童の評価規準ではステ

〈児童の自己評価〉
（人）

単元前
(9月)

4

11

8

ップ４，教師の評価規準ではレベルⅢまでを第

3

６学年の付けたい力と設定してきた。単元学習
後は 18 名(69%)の児童がステップ４まで到達で

単元後
(10月)

18

7

1

いてもほぼ近い人数の児童が到達していると評

ステップ４
（ Ⅲ）

ステップ３ ステップ２ ステップ１
（
Ⅱ ）（
Ⅰ
）

価できた。９月の自己評価でステップ２と３の
割合が多かったが，単元終了後はステップ３と

〈教師の評価〉
単元後
(10月)

19
レベルⅢ

イ

きていると自己評価している。教師の評価にお

7
レベルⅡ

0

レベルⅠ

４の割合が多くなった。個々のルーブリックか
らほぼ全員が次のステップに到達できた様子が
うかがえた。

考えを深める
図 58

図 58 は考えを深めることについての評価で
評価規準ではレベルⅢまでを第６学年の付けた

〈児童の自己評価〉
単元前
(9月)

3 2

（人）

8

単元後
(10月)

（

ある。児童の評価規準ではステップ５，教師の

考えを深めるについての評価

6

15

ステップ５
ステップ２
Ⅲ）
（

7
5

ステップ４
Ⅱステップ１
）
（

い力と考えた。単元学習後にステップ５まで到
達できたと自己評価した児童は 15 名(58%)であ

5 1
ステップ３
Ⅰ

た。この 12 名のうちのほとんどはより納得がで
きるよう理由を付け加えることができていた児

）

童であった。レベルⅡと評価した児童について
もほぼ全員が根拠や理由を複数見つけることが

〈教師の評価〉
単元後
(10月)

る。教師の評価では 12 名をレベルⅢと評価し

12
レベルⅢ

14
レベルⅡ

レベルⅠ

0

できていた。自分の力で複数の根拠や理由を見
つけられなかったと思っている児童がステップ
３の自己評価をしたと思われる。
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ウ

考えを形成する
図 59

図 59 は考えを形成することについての評価で

考えを形成するについての評価

ある。児童の評価規準ではステップ４，教師の
（人）

〈児童の自己評価〉
単元前
(9月)

2 3

14

い力と考えた。単元学習後にステップ４まで到

6

達できたと自己評価した児童は 16 名(62％)であ

単元後
(10月)

16

8

1

ステップ４ ステップ３ ステップ２ ステップ１

る。教師の評価では 11 名をレベルⅢと評価し
た。主張，根拠，理由を入れ文章をまとめるこ
とは全員ができていた。その中でも論理的に分
かりやすくまとめることができた児童をレベル

〈教師の評価〉
単元後
(10月)

評価規準ではレベルⅢまでを第６学年の付けた

11
レベルⅢ

15
レベルⅡ

0
レベルⅠ

Ⅲと評価した。分かりやすさについては教師と
児童の認識に若干のずれがあり，評価の人数に
違いが出ていると思われる。

【考察】
Ⅵ２（１）では児童の意識について調査し，多くの児童が考えを広げ深め形成する力の向上を実
感している実態が明らかになった。ここでは判断規準を設けたルーブリックでの評価により，児童
が感覚的に捉えている力の向上が客観的にも確かめることができたと言える。ルーブリックによる
評価を行ったところ，考えを広げる，深める，形成するそれぞれにおいて目標に到達している，あ
るいは到達に近づいているという結果が得られた。自己評価を見るとそれぞれの児童が考えを広げ
深め形成する力について高められたことが伺われた。深めるについてⅥ２（１）の事前・事後アン
ケートでは「まあまあ当てはまる」と控えめな回答した児童が 17 名と多くを占めていたが，ルー
ブリックでの自己評価からは次のステップへ進めた児童がほとんどであり，約６割はステップ５ま
で到達できているという回答が見られた。このように考えを広げる，深める，形成する力をそれぞ
れ高められた要因としてルーブリックを児童に提示したことが挙げられる。評価規準を示すことに
より，教師も児童も実態に合わせた目標設定ができ，さらに児童はできるようになったことを自覚
できたと考えられる。評価しにくい観点を目標にしていく上では，具体的な目標を示していくこと
がより有効であることが分かる。また児童はどんなことがどんな順序でできればよいのかはっきり
意識することができたとも言える。最終目標だけを掲げるだけではなく段階を踏んで到達目標に向
かっていけることがルーブリックの優位性であると言える。教師も児童がどの段階まで到達できて
いるのか実態をつかむことができ，学習計画の立案や授業内での指導に反映させられたことも利点
と言える。今回作成したルーブリックの課題としては，評価規準が他との交流を通して再考するこ
とに重点をおいているが，自分で教材を熟読し考え抜くという視点の評価規準を合わせて設定して
おくと，より個に応じた考えを広げる，深めることについて評価できたと思われる。
（３）児童のワークシートより
ここでは児童のワークシートから考えを広げ深め形成する力について高まりが見られるのか検証
し，どのような変容が見られたのか，教師の支援は適切であったかについて分析していく。
ア

抽出児㉗児の学習について

〈抽出児㉗児について〉
㉗児は英語教室に通っていたり普段は絵を描いたりするなど，活動することを好む傾向がある。
学習については時々教師の支援を必要とする。理解することに若干時間がかかるためか思考する力
はあると考えられが，苦手意識が見られ，学習意欲があまり高くない。
〇「考えを広げ深め形成する」ことに関するルーブリックでの自己評価（９月）
広げる・・ステップ１

深める・・ステップ１
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形成する・・ステップ１

（ア）㉗児のワークシートより
第６時

課題「 クラムボンとは何か。」

第７時

《第 ６ 時 ㉗ 児学 習感 想 》

第６時の三角ロジック

クラム ボ ンの こと を考 え

てみ たけ れど 、な ぞが 多 す

ぎた から 家で も考 えて み よ

うと 思う 。

図 60

交流後

〈広がり〉
交流を通して，
人間は賢治の妹
トシではないか
と考える。

図 61 第７，８時
の三角ロジック

〈根拠をさらに見つける〉
「イーハトーヴの夢」を読
み直し，トシが亡くなった
原因を探る。
家で読んできた「銀河鉄道
の夜」との関連も探し始め
る。

トシがびょうきになっちゃった☆
トシが死んじゃって作品が書けない☆
カムパネルラ死亡。
ふねの事故で死んだ。←トシも死んでいる。
子どもたちもでてる。
トシさんをおもって
かいたのか。

〈根拠から理由を考える〉
カムパネルラの死，病気によ
るトシの死，クラムボンの死
から賢治がトシの死の影響を
受け作品を書いていると考え
始めている。
図 62

第７，８時のベン図
（他作品や「イーハトーヴの夢」との関連を見つける）
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〈考えの整理〉
ここでの学習 感想は， 自分の主 張，根
拠，理由を整理していることが分かる。
「銀河鉄道の夜」や「イーハトーヴの」
との関連は見つけられたが，三角ロジッ
クに書いてはいない。どのように書けば
よいか分からなかったため，自分のなか
で確かになっているところを書いたと思
われる。

図 63

第９時

第７，８時の学習感想

納得してもらえる考えにするために自分の体験と結び付けた理由を付け足す。
交

図 64

第９時の三角ロジック

流

〈再考する〉
自分の体験と結び付けた理由については㉗児は思い
つかなかった。ここでは「クラムボンは母がにか
もしれない。」という新たな主張と理由が付け加
えられ，迷いが見られる。母がには一度も出てき
てはいないが，亡くなっているという根拠は見つ
けられていない。
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・・ ・ 主張
・・ ・ 根拠
・・ ・ 理由
図 65

第 10 時

読書郵便

〈考えをまとめる〉
前時で迷っていた㉗児ではあるが，読書郵便にはこれまで考えてきた「クラムボンは妹トシで
ある」という考えがまとめられている。根拠に「やまなし」からの引用と「イーハトーヴの
夢」で確かめたことが挙げられ，理由が考えられている。図 42 の前単元で㉗児が書いた作文
と比べると思考のつながりが見える。
〇「考えを広げ深め形成する」ことに関するルーブリックでの自己評価（１０月）
広げる・・ステップ４

深める・・ステップ３
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形成する・・ステップ４

図 66

前単元での㉗児の作文

（イ）㉗児の学習について
㉗児の顕著な変容として挙げられることは，学習に対する意欲の変化である。授業以外の時間に
宮沢賢治の本を読んだり，三角ロジックに書いてある根拠や理由をより納得できるようにしようと
他作品や「イーハトーヴの夢」との関連を見つけたりしている。㉗児の思考の流れを見ると，クラ
ムボンに関する記述に擬人的な表現が使われていることから，クラムボンは人間であるという主張
を行っていたが根拠と理由としては浅いと言える。交流によって人間は宮沢賢治の妹トシではない
か，という考えになるが㉗児はその後，自分の考えの裏付けを探していく。この裏付けとなる根拠
を「やまなし」「イーハトーヴの夢」「銀河鉄道の夜」などから探していくことにより「やまな
し」で起こった情景と宮沢賢治の身に起こった現実を重ね合わせてみる，という読みになっていっ
た。㉗児にとって考えの広がり深まりは自分の主張を支える根拠と理由を追究していった姿にある
と言える。図 66 の前単元での作文では他の児童が言った「ゴリラの法則」という言葉をそのまま
使っているが，最初にある「みんなが仲よく」とどのようにつながるのかが見えてこない。筋道を
立てて考えられたという点においても成果があったと言ってよいだろう。
イ

抽出児㉕児の学習について

〈抽出児㉕児について〉
㉕児は読書が好きで，文章を書くこともどちらかというと得意なほうである。読書感想文コンク
ール等で入賞したこともあり，学習意欲が高い児童である。
〇「考えを広げ深め形成する」ことに関するルーブリックでの自己評価（９月）
広げる・・ステップ２

深める・・ステップ４
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形成する・・ステップ３

（ア）㉕児のワークシートより
第６時

図 67

課題「『五月』と『十二月』の子どもらが思っていることを比べよう 。」

第６時の三角ロジック（「五月」の場面） 第７時

第７，８時

〈さらに理由と根拠を見つける〉
第６時の三角ロジックに理由
に付け加えている。恐怖がだ
んだん実感されていく様子だ
と考えている。

図 68

第７，８時の三角ロジック(「五月」)
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交流
再考する。

「五月」と「十二月」のか
にの 様子を比 べ「やま な
し」はかにたちに何を与え
たのか，考えてみるよう教
師が促す。

〈広がり〉
教師の助言から
「やまなし」が
題名になってい
ることについて
考え始める。か
わせみが恐怖を
もたらしたこと
から，離れてい
ない。

図 69

第７，８時の三角ロジック（「十二月」）

第９時

納得してもらえる考えにするために自分の体験と結び付けた理由を付け足す。

〈情景を類推さ
せる自分の体験
について考え
る。〉
細かく自分の体
験と結び付けて
考えている。兄
と自分の関係を
かにの兄弟に重
ねている。

図 70

第 9 時の三角ロジック（「十二月」）
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〈考えをまとめる〉
第７，８時では「やまな
し」が題名になっている理
由を考えるところまでいっ
ていたが，読書郵便にまと
めた内容は図 71 にあるよ
うに「『五月』のかにが思
ったこと」についてまとめ
ていた。主張，根拠，理由
については授業の最初に説
明した順番を意識して書い
ている。
〇「考えを広げ深め形成す
る」ことに関するルーブリ
ックでの自己評価
（１０月）
広げる・・ステップ４
深める・・ステップ５
形成する・・ステップ４

図 71

第 10 時

読書郵便

（イ）㉕児の学習について
叙述から想像することは三角ロジックの枚数を見ても分かるように事細かに叙述と想像を書いて
いることが分かるが，課題設定の影響もあり，かにに関する叙述に限られている。作品に込められ
た思いを捉えることについては「やまなし」が題名になっている理由を考え始めたところで終わっ
てしまい，迫ることができていないという点において指導に課題があった。改善方法として考えら
れる点は課題設定と交流の仕方の２点である。課題設定に関して，㉕児は第５時で「イーハトーヴ
の夢」と「やまなし」のつながりについて「夢のようなすてきなところ」という発言をしている。
これをさらに追究させる方向へ教師が助言したり，全体で例として取り上げたりするという方法が
一つ挙げられる。もう一つは第４時の「『五月』の場面は必要か。」という課題を継続したまま個
人の課題追究をさせるという方法である。ただし，どちらも気を付けていきたい点は児童が主体性
をもって学習を進めていけるよう課題を決めさせることである。交流については第７時で「五月」
と「十二月」のつながりを見つけていたが答えが見つけられなかったことも影響していると思われ
る。㉕児にとってヒントになるような考えをもっている児童でグループ編成をし交流させていくと
いう方法が考えられる。
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ウ

Ⅵ１（３）イに挙げた⑯児⑤児の学習について

（ア）⑯児のワークシートより

⑯児の課題「なぜ題名を『やまなし』にしたのか。」
図 72

第６時の三角ロジック

〈主張，根拠，理由
を見つける〉
第６時はまだ主張
と理由が見つけら
れていない。根拠
には，やまなしに
関わるかにの親子
の会話を引用しよ
うとしている。

〈主張，根拠，理由
をさらに見つける〉
図 73

第９時の三角ロジック

第７，８時に付け加
えられた付箋。主張
も見つけている。⑯
児は交流からヒント
を得て，自分の三角
ロジックを作りはじ
めた。叙述を繰り返
し読んでいる姿が見
られた。

〈情景を類推させる自分の体験について考える。〉
第９時に付け加えられた付箋。教師の例示に似ているが何
とか自分の体験に結び付けようとしている。
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（イ）⑤児のワークシートより

⑤児の課題「『やまなし』を通して伝えたかったことは何か。」
図 74

第６時の三角ロジック

〈主張，根拠，理由を見つける〉
第６時には主張が書かれてい
る。根拠，理由も一つずつ挙
げられているが，理由と主張
のつながりが見えない。途中
で授業が終わってしまったと
思われる。

〈主張，根拠，理由
をさらに見つける〉
図 75

第９時の三角ロジック

〈情景を類推させる自
分の体験について考
える。〉

第７，８時に付け加
えられた付箋。⑤児
はかわせみとやまな
しの飛び込んできた
様子を対比し，主張
に結び付けようとし
ている。他の作品も
熱心に読んでいた。

第９時に付け加えられ
た付箋。⑤児はいやな
事のあとに良い事が起
こった体験を結び付
け，主張を納得しても
らえる考えにしようと
している。
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【考察】
考えを広げ深め形成する力を育てることができたのかについて，児童のワークシートを基に変容
を見てきた。事例として挙げたワークシートは第６時以降のワークシートである。どの児童も根拠
や理由を複数挙げ，他の作品との関連を見つけたり，自分の体験と情景を結び付けて想像したりで
き，考えを広げ深めることができていたと言える。ただし㉕児については物語の思いにまで迫るこ
とができていない点については課題が残った。㉕児についての考察に挙げたように，この課題を解
決していく方法を今後も追究していかなければならない。
３

学習ツールとしての三角ロジックの有効性
ここまで付けたい力を育成することができたかについてルーブリックでの評価，ワークシート等

から見られる児童の変容を基に検証を行ってきた。ここでは三角ロジックを使って課題を解決する
方法について児童がどう感じているのか，学習するためのツールとして三角ロジックは生かせそう
なのかアンケートを基に検証する。
表 14

三角ロジックを使うことでできるようになったこと

三角ロジックを使う事で「よくできた」「前よりできた」と

人数

割合

思うことはどれですか。（複数回答可）

(人)

(％)

A

自分の考えを書くこと

20

76.9

B

考えを伝えること

15

57.7

C

考えを比べること

9

34.6

D

考えを広げたり深めたりすること

6

23.1

E

考えを文章でまとめること

10

38.5

F

その他

0

0

人数

割合

(人)

(％)

17

65.4

16

61.5

表 15 三角ロジックのよさについて
三角ロジックのよさは，どんなところだと思いますか。
（複数回答可）
A
B

課題の答えの見つけ方が分かること
なぜ，そう考えたのか，根拠と理由をはっきりさせること
ができること

C

自分や友達の考えが分かりやすくなること

12

46.2

D

納得してもらえる考えが書けたり，話したりできること

17

65.4

E

比べるときのポイントがはっきりすること

6

23.1

F

考えを文章でまとめるときの書き方がわかること

12

46.2

G

自分の考えを順序よく伝えることができること

15

57.7

H

その他

0

0

上の表 14,15 は単元の学習後に三角ロジックについて児童に取ったアンケートの結果である。表
14 では三角ロジックを使うことで「よくできた」「前よりできた」こととして，考えを書くこと
考えを伝えることについて半数以上の児童ができたこととして挙げていることがわかる。また表
15 は三角ロジックを使って学習をした上で感じたよさについて聞いている。「課題の答えの見つ
け方が分かる」「考えの根拠と理由をはっきりさせることができる」「納得してもらえる考えが書
けたり，話したりできる」「考えを順序よく伝えることができる」という点については６割を超え
る児童からよさとして回答が見られる。国語の課題はどのように解決していけばよいのか，考えた
ことを相手に分かりやすく伝えるにはどうしたらよいのか，という思いをもって国語の学習をして
いたことが分かり，三角ロジックを使うことで課題を解決できたり伝えられたりしたことが浮かび
上がる。
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図 76

図 76，77 は児童の事前・事後アンケー

３自分の考えをもつことができる。
当てはまる
あまり当てはまらない

6

事前

トである。図 76 では自分の考えをもつこ

まあまあ当てはまる
当てはまらない （人）

13

7

0

とについて「当てはまる」と回答した児童
が事前アンケートより 15 名増えている。
全体的に考えをもつことができると答えて
いる児童は９割になっている。ワークシー

21

事後
0%

20%

3

40%

60%

20

80%

100%

まり当てはまらない」と回答している。交
流で友達と話し合ったり教師にアドバイス
をもらったりせずに自分で考えを書くこと
を心掛けている児童であると思われる。

図 77 ４自分の考えを伝えることができる。

事前

トには全員考えを書けていたが２名が「あ

図 77 は考えを伝えることについてであ

当てはまる

まあまあ当てはまる

る。「当てはまらない」「あまり当てはま

あまり当てはまらない

当てはまらない

らない」と回答した児童が減っている。考

1

9

（人）

14

えを伝えることについては，多くの児童が

2

苦手意識をもっていたが，ここではできる
ようになったと感じている児童が増えた。

17

事後

6

2 1

３名の児童が「あまり当てはまらない」
「当てはまらない」と回答している。交流

0%

20%

40%

60%

80%

100%

の仕方を見直し，全員が自分の考えを伝え
られる場の設定をしていく必要がある。

図 78 ５自分の考えと友達の考えを比べている。

図 78 は考えを比べることについてであ

当てはまる

まあまあ当てはまる

る。事前アンケートでも多くの児童が肯定

あまり当てはまらない

当てはまらない

的ではあったが「当てはまる」と回答した

4

事前

16

（人）

6

0

児童が増えていることが分かる。三角ロジ
ックで主張，根拠，理由に分けて書いてい
ることで比べやすくなったということが言

12

事後

11

3 0

えるだろう。

図 79 は単元終了後の自由

記述による感想である。上段の児童は学習
0%

20%

40%

60%

80%

100%

において教師の支援を多く必要としている

児童である。本単元では自分の考えを友達に伝えることができたことについて，学習感想にも同じ
内容の記述が見られた。考えを伝えられたことで学習に参加できた実感があったのではないだろう
か。同じように考えを書けたことについての記述が数名見られた。また下段の児童のように，考え
をもつことができたこと，考えを伝えられたこと，また友達の考えを聞くことができたことについ
て楽しさや自分の成長を感じたという内容の感想が多く見られた。

図 79 単元後の自由記述の感想
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三角ロジックで難しかったこととして，アンケートの記述から次の２点が見られる。
・根拠と主張を理由でつなぐこと
・主張を見つけること
難しいと児童が感じている点については，教師の支援について考えていく必要があるだろう。
【考察】
以上のことから三角ロジックを課題解決の方法として学習で使うことは，考えをもつこと，伝え
ることにおいて有効であると児童自身が感じていると言える。また考えを比べることにおいても
主張，根拠，理由に分けて書いているため焦点化され比べやすいということがアンケートから分か
る。考えをもつことは，交流で自分の考えを伝えられるようになったり，自分で文章にまとめられ
るようになるなど授業に自分の力で参加できるという実感につながる。課題設定や取り組み回数に
よって考えをもつことができるか否か左右されるであろうが，児童の「できるようになりたい」と
いう思いを実現させることは学習に主体的に取り組む姿勢にも影響することである。三角ロジック
の難しさとして挙げられた２点についてであるが，理由については難しさを感じることが予想され
どんな内容を書いたらよいか説明をしてきた。しかしⅥ１（３）【考察】にも述べた通り，主張が
なぜ導き出されるのかというつながりが見えるように理由を書くという指導については課題が残っ
た。主張にあるキーワードを理由でも使い解釈をまとめる言葉として書いていくのがよいのではな
いか，と考えている。また主張を見つけることについては，「やまなし」の世界感と自分が考えて
いるイメージとの両方に合った言葉を見つけることが難しかったと言える。課題設定にもよるが主
張が見つけられない児童には主張の言葉を一部抜いて提示する，単元に関わりそうな語彙集を示す
など段階を踏んで主張を書けるようにしていく指導などが考えられる。
Ⅶ

研究のまとめ

１

研究の成果

（１）考えを広げ深め形成するために用いた三角ロジックの効果
ア

文学的な文章での課題解決においても論理的な思考が可能
三角ロジックで根拠と理由を見つけ主張にどう結び付くのか考えることにより，論理的に思考す

ることができた。感覚的に自分の考えを述べるのではなく，一つ一つの叙述を丁寧に読み情景や人
物の心情を捉える。叙述をどのように解釈し，そこから何が言えるのか，これをつながりが分かる
ように相手に話す，文章にまとめるといった活動を取り入れることで思考を論理的に伝えることを
身に付けていける。
イ

情景を豊かに想像する
本研究での三角ロジックの根拠は作品の本文からの引用としている。課題解決の根拠として自分

の三角ロジックに使えるか考えながら叙述を読み進めることは，表現豊かな宮沢賢治の物語の世界
について言葉を吟味しながら児童が豊かに想像をすることにつながった。単元の学習後，協力校で
は図画工作で「やまなし」の物語絵を描いている。協力員である担任教師によると，それぞれの児
童が色，筆使い，濃淡，明暗などにこだわりをもって絵を描くことができたそうである。三角ロジ
ックや読書郵便などに言葉として表されていないが，それぞれの児童が「やまなし」の物語の世界
を豊かに想像できたことが描いた絵からも見取ることができるのである。（本研究報告書

補助資

料ｐ91～93 参照）
ウ

個人差に応じた思考が可能
国語を苦手としていたり，思考すること自体に抵抗を感じ不得手としていたりする児童にとって

友達が三角ロジックによって導き出した考えは，思考過程を知る一つの手がかりになる。根拠を示
すことで，友達が目を向けているところはどこなのか，そこからどのように考えていくのかが分か
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る。また根拠をまず探してみる，主張だけでもまとめてみるというように，考えるきっかけを与え
ることもできる。一方，国語を得意としている児童にとっては，根拠や理由を複数見つけてみると
いった，より思考を深めたり高めたりする学習が可能である。
エ

思考を広げ深める
国語の学習において課題を解決していくための方法を三角ロジックから学ぶことができた。こ

のような視点は他の学習にも生かしていける。本研究では主張，根拠，理由それぞれの視点によ
って色分けし付箋を使うことで，児童はそれを増やしたり貼り替えたりしながら何度も繰り返し
考え，思考を広げたり深めたりすることにつながった。この繰り返しが定着に結び付き，次単元
では付箋を使わなくても考えられるようになっている。
オ

学びの視点を広げる（中学校との連携より）
協力校は近くにＡ中学校があり児童のほとんどはＡ中学校へ進学する。これまで研究会等で教師

間での小中連携の取り組みはあったが，児童と生徒が学習において連携する取り組みは見られな
かった。今回は読書郵便をＡ中学校の１年生に読んでもらいコメントを書いてもらう活動を取り
入れた。児童は納得してもらえる考えにしようと根拠や理由を練り上げ，言いたいことが伝わる
よう文章を書くという意識を高くもって学習できた。Ａ中学校の１年生も三角ロジックを学習し
始めたということもあり中学生からもらったコメントは，６年生にとって自信になるとともに自
分が気付かなかった点にアドバイスをもらうことができ今後の学習の励みになる活動であった。
（２）ルーブリックに関して
ア

指導と評価の明確化
目標を設定し，単元計画とともにそれを基にルーブリックの評価規準を作っていった。ルーブ

リックを作成することで，より授業展開や支援を明確にして指導を行うことができた。また個々の
児童を見取りやすくなり，付けたい力を見据えた上で対応を適切に行うことができた。
イ

付けたい力，付いた力について自覚する
本研究では２種類のルーブリックを作成している。これらのルーブリックは単元の初めに児童へ

も提示している。児童はそれを見て何ができればよいのか見通しをもち，自分に合った目標設定が
できた。これまでは目標を掲げると，その一点にひたすら向かっていき，目標に到達したのか，そ
うでないのかという評価であったように思う。ルーブリックにより目標到達のために自分の現状を
知り，目標を設定し，段階を追って目標に近づくことが可能であった。また具体的な評価規準が示
されているため，自己評価ではどんな力が付いたのかを自覚できたこともルーブリックのよさであ
る。特に評価の観点がはっきりしない能力などについての評価には効果的である。
（３）個々の課題設定による主体的な学習へ
本単元の後半では，児童がそれぞれ課題設定を行っている。それぞれの課題設定で，作品に込め
られた思いや願いまで迫っていけるのか不安であった。しかし児童は課題を自分で設定したことで
解決したいという意欲にもつながり，学習に必然性が生まれた。またこの単元では「やまなし」だ
けではなく「イーハトーヴの夢」や他の作品とのつながりを見出し課題解決につなげていく活動を
行ってきた。そのために単元の学習が始まる前から授業者や担任教師による読み聞かせを行ったり
教室に宮沢賢治の本を置いたりし，第１時には「賢治さんクイズ」を提示してきた。学習を進めて
いくに従い「やまなし」とのつながりが児童に意識され始め，他の作品と「やまなし」がつながる
ことにとても興味をもち，国語の授業時間以外でも進んで宮沢賢治の本を手に取る児童が見られる
ようになった。他作品を読むことは「やまなし」の世界感を捉え直すことにもなり，課題について
より広く深く考えることにもなっている。
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２

今後の課題

（１）主張と理由のつながりを明確にさせる
今回三角ロジックを使い思考していく上で見えてきた課題は，主張と理由のつながりをはっきり
させることである。付箋にはそれぞれ考えを書くことができるが，つながりをもたせて説明するこ
とが必要になる。特にその理由からなぜその主張になるのか，というつながりを自分で言葉を付け
足しながら説明していかなければならない。授業では主張，根拠，理由をつなげていく見本を示し
たが，汎用性のあるつなげる言葉以外に自分の主張と理由をつなぐ言葉として，どのような言葉が
必要なのかを考える指導が必要である。
（２）ルーブリックの評価規準について
ルーブリックにより指導や評価において有効な点も見られたが，評価規準など見直す点があるこ
とも明らかになった。授業者の指導意図なども合わせルーブリックを作る必要はあるが，児童の実
態に応じて評価規準を吟味し，今後も活用できるようなルーブリックに修正をしていきたい。
（３）個別の課題への対応
個別の課題設定により，教師も個々の児童に対応することになる。本研究では㉕児のように意欲
があり，感想など書くことも得意としているが，作品に込められた思いにまで迫ることができなか
った児童もいる。全体やグループでの交流，課題設定などの教師の支援についてより有効なあり方
を探っていく必要がある。
（４）交流活動について
児童の多くは交流活動によって「友達の考えを聞くことが楽しかった。」「自分の考えのヒント
になった。」等の感想をもっていた。全ての児童に有効な活動になるよう話すことが苦手な児童に
とっても話しやすい場の設定や話す手順など指導の改善を図っていく。
（５）中学校との連携について
本研究では読書郵便のやり取りを中学生と行った。小学校内で異学年との連携は見られるが，６
学年にとっては下学年ばかりになってしまう。中学校との学習面の連携は６学年にとって近い年齢
の上位学年から刺激を受けることができ，近い目標をもつことにもなる。中学校との話し合いも必
要であるが，繰り返し，より簡易にできる連携の在り方を探っていきたい。
（６）語彙について
本研究で明らかになったことの一つに伝えたいことを表現するために適切な言葉を選び，使いこ
なしていく力が必要であることが分かった。特に今回は自分の教材によって使われる言葉には違い
があるが，理解できるだけでなく使える語彙をもたせる指導が必要である。
（７）ICT の活用方法
ICT の活用については，本単元の授業では児童の三角ロジックの提示のみに使用した。どのよう
に使っていけば児童が意欲的に学習に向かえるのか，より理解が得られるのかを探っていくことが
必要である。
最後に，本研究に関わり，熱心に指導してくださった指導主事の先生方，お忙しい中，快く協力
してくださった研究協力員の先生方，研究協力校，並びに研究の場を与えてくださった全ての皆様
に感謝し，本研究のまとめとする。
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考えを広げ深め形成する力を育てる指導の研究
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１単元の目標に基づいたルーブリック改訂版（2019.12 改訂）
２検証授業ワークシート
目次

３振り返りシート
４児童へのアンケート
５児童が描いた「やまなし」の物語絵（図画工作）
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補助資料１

単元の目標に基づいたルーブリック改訂版（2019.12 改訂）

このルーブリックは検証授業後に，課題点を修正したものである。（赤字が修正した部分）
【教師用ルーブリック】

- 82 -

補助資料１

単元の目標に基づいたルーブリック改訂版（2019.12 改訂）
【児童用ルーブリック】
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補助資料２

検証授業ワークシート

第２時：五月 第３時：十二月 【表現の工夫を見つける／情景を想像する】

・比喩，色彩語，オノマトペを
付箋に記入し，添付する。
比喩→黄
色彩→青
オノマトペ→赤
・付箋の位置は，場面を想像し，
添付する。
・余白には自分で書き込みをし
ていく。
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補助資料２

検証授業ワークシート（三角ロジック）

第３時 第４時 第６～１０時 【課題について考える】

・課題に対する自分の考えを付
箋に記入し，添付する。
主張→黄
根拠→青
理由→赤
・余白には自分で書き込みをし
ていく。

補助資料２

検証授業ワークシート（読書郵便）
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第１０時 【考えをまとめる】
〈表〉

〈裏〉
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補助資料２

検証授業ワークシート（ベン図）

第５時 第８時 【他の作品とのつながりを見つける】

補助資料３

振り返りシート

ここには第１時の
初発の感想を添付。
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補助資料４ 児童へのアンケート（事前）
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補助資料４ 児童へのアンケート（事後）
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補助資料５

児童が描いた「やまなし」の物語絵（図画工作）

これらは，単元終了後，検証授業を行った学級の教師による図画工作の実践で描かれた絵である。
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Memo
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