自分の力で表現しようとする児童を育成するための
国語科指導に関する研究
―小学校低学年における説明的文章の授業実践を通して―
一般留学生

野呂瀬

陽子

研究の概要
本研究は，小学校国語科「Ｃ読むこと」における説明的な文章の授業実践を通して，自分の力で表
現しようとする子供を育成するための国語科指導を追求するものである。小学校学習指導要領（平成
29 年告示）では，国語科の目標を「言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正
確に理解し適切に表現する資質・能力を育成する」とし，子供に必要な資質・能力を育むための「主
体的・対話的で深い学び」の実現に向けて，
「見方・考え方」を働かせることが重要になることを示
している。
そこで，本研究では「Ｃ読むこと」の説明的な文章の学習において，自分の力で表現しようとする
子供の育成を目指し「言葉による見方・考え方」を働かせた授業について考察する。具体的には，ま
ず小学校６年間を通して指導事項と具体的な指導内容の整理・把握を行い，系統表を作成する。また，
子供の実態を把握し，
「精査・解釈」に重点を置いた単元構成を工夫する。そして，系統表を基に「言
葉による見方・考え方」を働かせた授業実践を行い，自分の力で表現しようとする児童の育成のため
に有効であったかを検証する。
キーワード
自分の力で表現しようとする児童
Ⅰ

主題設定の理由

１

これまでの実践での課題から

言葉による見方・考え方

説明的な文章

精査・解釈

国語科は，
「言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切に表現
する資質・能力を育成することを目指す」教科である。しかし，これまでの自身の実践を振り返って
みると，文章に書かれている事象については理解できていても，学習を生かして話したり書いたりと
いう表現する活動になると，学んだはずのことを活用できない，しようとしない子供たちの姿が見ら
れた。学習を通して何ができるようになったのかが実感できず，どう表現したらよいのか分からない
と悩んだり，間違った表現になってしまったりという姿であった。その結果として，国語に対して「難
しい」
「できない」
「分からない」と苦手意識をもってしまうという現状があった。文学的な文章の学
習に比べ，特に説明的な文章の学習においてその傾向が顕著にみられた。その要因として，子供に身
に付けさせたい力を明確にしないまま授業を進めていたことが考えられる。具体的には，文章にどの
ような内容が書かれているかを把握することに終始してしまい，文章の構造や段落のつながりについ
て考えるといった形式の理解まで授業の中で行えていなかったことが課題として挙げられる。そして，
内容の把握で終わってしまったために，教材文を読むことと表現する活動との関連が十分に図れず，
学んだことを生かすことができなかったのではないかと考える。
このような課題から，学んだことを「実際に使ってみよう」と自分の力で表現しようとする子供の
育成を目指した授業の在り方を研究したいと考えた。「何が書かれているか分かった」という内容の
理解だけでなく，文章の構造や論理の展開に着目して読むことで，子供達に筆者の表現の工夫に気付
かせる。そして，その表現の仕方や工夫について考えることで，「この表現が使えそうだ」とできる
ようになったことを実感し，表現する活動の中で自分の力で表現しようとする姿が見られるのではな
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いかと考える。
２

学習指導要領から
小学校学習指導要領解説国語編（平成 29 年告示）では，国語科で育成を目指す資質・能力を「知

識及び技能」，
「思考力，判断力，表現力等」
，
「学びに向かう力，人間性等」の三つの柱で整理してい
る。そして，「知識及び技能」と「思考力・判断力・表現力等」について次のように述べている。
この〔知識及び技能〕に示されている言葉の特徴や使い方などの「知識及び技能」は，個別の
事実的な知識や一定の手順のみを指しているのではない。国語で理解したり表現したりする様々
な場面の中で生きて働く「知識及び技能」として身に付けるために，思考・判断し表現すること
を通じて育成を図ることが求められるなど，「知識及び技能」と「思考力，判断力，表現力等」
は相互に関連しながら育成される必要がある。
つまり，国語で理解したり表現したりする様々な場面で働く「知識及び技能」を身に付けるために，
話すこと・聞くこと，書くこと，読むことという学習活動を通じて，思考・判断し表現することが必
要であり，その学習過程の中で「思考力，判断力，表現力等」も育成されるということである。ただ
授業を通して学んだことを知識として覚えるだけでなく，実際に様々な場面や学習活動で使う中で身
に付けることが求められているといえる。本研究が目指す「自分の力で表現しようとする児童」の姿
も，学んだことを「実際に使ってみよう」とする姿であり，その姿が実現されることで，学習指導要
領が目指す資質・能力の育成を図れるのではないかと考える。
また，小学校学習指導要領（平成 29 年告示）における小学校国語科の目標は，次の通りである。
言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切に表現する
資質・能力を次のとおり育成することを目指す。（下線は引用者による。）
これに対し，小学校学習指導要領（平成 20 年告示）における小学校国語科の目標は次のとおりで
ある。
国語を適切に表現し正確に理解する能力を育成し，伝え合う力を高めるとともに，思考力や
想像力及び言語感覚を養い，国語に対する関心を深め国語を尊重する態度を育てる。（下線は引
用者による。）
下線部を比較すると，小学校学習指導要領（平成 20 年告示）においては，
「国語を適切に表現し
正確に理解する能力」であるのに対し，学習指導要領（平成 29 年告示）においては，「国語で正確
に理解し適切に表現する資質・能力」と「表現」と「理解」の順が反対になっている。
このことについて，小学校学習指導要領解説国語編（平成 29 年告示）では，次のように述べてい
る。
正確に理解する資質・能力と，適切に表現する資質・能力とは，連続的かつ同時的に機能す
るものであるが，表現する内容となる自分の考えなどを形成するためには，国語で表現された
様々な事物，経験，思い，考えなどを理解することが必要であることから，今回の改定では，
「正確に理解」
，「適切に表現」という順に示している。
これは，「適切な表現」のためには「正確な理解」が必要であることを示しており，内容と形式の
理解から，表現しようとする児童の姿を目指すという本研究のねらいと一致しているといえる。
３

山梨県学力把握調査より
平成 30 年度の山梨県学力把握調査では，「読むこと」の領域において小学校３年生で 69.2％，小

学校５年生で 58.5％と，前年度よりは改善傾向にあるものの，他領域と比べ，正答率が低くなってい
る。また小学校３年生の結果からは，特に「自分の考えをまとめるために，文章に書かれている大事
な文を書き抜くこと」に課題が見られることが明らかとなった。この「文章に書かれている大事な文
を書き抜くこと」は，小学校学習指導要領解説国語編の説明的な文章における低学年の指導事項であ
り，これからの国語科の「読むこと」における授業のポイントとなると考えられる。
以上のことから，説明的な文章の学習において，文章に書かれた内容を的確に理解した上で，筆者
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が伝えたいことは何かを読み取り，その表現の仕方や工夫を捉えてその効果を考えるといった授業を
通して，「自分の力で表現しようとする児童」の育成を目指すことが，国語科における資質・能力の
育成を図ることとつながると考える。
Ⅱ

本研究の目標
小学校低学年における説明的な文章の学習において，自分の力で表現しようとする子供の育成を目

指し，身に付けさせたい力を明確にするための系統表を作成し，それを基に「言葉による見方・考え
方」を働かせた授業実践を行い，その有効性と課題を明らかにする。
Ⅲ

研究の基本的な考え方

１

「言葉による見方・考え方」について

（１） 学習指導要領における「見方・考え方」とは
小学校学習指導要領解説総則編では，「見方・考え方」について以下のように述べられている。
・各教科の「見方・考え方」は，
「どのような視点で物事を捉え，どのような考え方で思考して
いくのか」というその教科ならではの物事を捉える視点や考え方である。
つまり「見方・考え方」は，教科ならではの思考の枠組みであると考えられる。
そして，「見方・考え方」と育成すべき「資質・能力」との関係が，平成 28 年 12 月に中央教育審
議会より出された「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及
び必要な方策等について」
（答申）（以下中教審答申）では次のように述べられている。
・既に身に付けた資質・能力の三つの柱によって支えられた「見方・考え方」が，習得・活用・
探求という学びの過程の中で働くことを通じて，資質・能力がさらに伸ばされたり，新たな資質
・能力が育まれたりし，それによって「見方・考え方」がさらに豊かなものとなる，という相互
の関係にある。
さらに， 「深い学び」の実現のための授業改善について，次のように述べられている。
・学びの「深まり」の鍵となるのが，各教科の特質に応じた「見方・考え方」である。「見方・
考え方」は，新しい知識・技能を既にもつている知識・技能と結び付けながら深く理解し，社会
の中で働くものとして習得したり，思考力・判断力・表現力を豊かなものとしたり，社会や世界
にどのように関わるかの視座を形成したりするために重要なものである。「見方・考え方」を軸
としながら，幅広い授業改善の工夫が展開されていくことを期待する。
図１は，その関係を図式化したものである。
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（図１）学習指導要領における「見方・考え方」と「資質・能力」の関係

このように，学習指導要領では，子供たちに目指す資質・能力を育成するため「主体的・対話的で
深い学び」の視点での授業改善の取り組みのポイントとして，各教科の特質に応じた「見方・考え方」
を働かせることの重要性を示している。また，「資質・能力」と「見方・考え方」は相互に関係し合
い，さらに豊かになっていくものだということを示している。
（２）本研究における「言葉による見方・考え方」について
小学校学習指導要領解説国語編では，「様々な事象の内容を自然科学や社会科学等の視点から理解
することを直接の学習目的としない国語科においては，言葉を通じた理解や表現及びそこで用いられ
る言葉そのものを学習対象としている」という前提から，「言葉による見方・考え方を働かせる」こ
とを，以下のように示している。
言葉による見方・考え方を働かせるとは，児童が学習の中で，対象と言葉，言葉と言葉の関係を，
言葉の意味，働き，使い方等に着目して捉えたり問い直したりして，言葉への自覚を高めること
であると考えられる。この「対象と言葉，言葉と言葉の関係を，言葉の意味，働き，使い方等に着
目して捉えたり問い直したりする」とは，言葉で表される話や文章を，意味や働き，使い方などの
言葉の様々な側面から総合的に思考・判断し，理解したり表現したりすること，また，その理解や
表現について，改めて，言葉に着目して吟味することを示したものと言える。
京都女子大学教授の水戸部修治氏(2018)は，
「
『言葉による見方・考え方を働かせ』るとは，子供自
身が自覚的に言葉に着目したり，自ら言葉を吟味したりすることができるようになることだとも言う
ことができる」ことだと述べている。また「言葉による見方・考え方」を働かせるポイントとして，
例えば低学年なら，自分の大好きな物語の大好きなところを紹介するという学習の中で，子供が「こ
の言葉に注目したい」といった意識を活発に働かせることだとしている。
また，小学校学習指導要領解説国語編の説明では，「見方」と「考え方」が明確に区別されていな
い。東京学芸大学の中村和弘氏（2018）は，実際の授業づくりを検討するにあたり，「見方」と「考
え方」を次のように区別している。
【言葉による「見方」】…文章の内容や表現を捉えたり考えたり問い直したりするための視点
＊言葉の意味，働き，使い方等に着目して捉えること
＊話や文章を捉える言葉の様々な側面
【言葉による「考え方」】…「見方」を生かし文章の内容や表現を捉え直し，意味付けをすること
＊話や文章に表れる対象と言葉，言葉と言葉の関係などを，総合的に思考・判断すること
＊話や文章の内容や表現について，言葉に着目して吟味すること
以上のことから，研究対象を小学校低学年と想定し，本研究では「言葉による見方・考え方」につ
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いて以下のように捉えることとする。
【言葉による「見方」】
・話や文章を読むとき，どのように書かれているかという言葉の意味，働き，使い方に自覚的に着目
して読むこと
【言葉による「考え方」】
・言葉の意味，働き，使い方について学んだことを生かしながら，文章の内容や表現について考えた
り判断したりすること
「話や文章を，どのように書かれているかという言葉の働きに自覚的に着目して読むこと」とは，
例えば，「はじめに」や「それから」という言葉が順序を表している大事な言葉だということに，教
材文の内容の理解を通して気付き，その言葉に着目して読むことである。
また，「言葉の働きや使い方について学んだことを生かし，文章の内容や表現について考えたり判
断したりすること」とは，順序を追って書くという筆者の文章表現の工夫を捉え，その工夫について
どんなよさがあるのか，なぜこのような工夫をしているのかを考えたり判断したりすることであると
考える。
このように「言葉による見方・考え方」を捉え，それを働かせた授業の在り方について考察し，自
分の力で表現しようとする子供の育成を目指していく。
２

「自分の力で表現しようとする児童」とは
「国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力の育成を目指す」ことが国語科の目標である。
「正

確に理解する」とは，国語で表現された内容や事柄，また国語の使い方を正確に理解することであり，
「適切に表現する」とは，国語を使って内容や事柄を適切に表現することである。
この目標を受けて，本研究における「自分の力で表現しようとする児童」とは，「教材文の内容と
形式を理解し，できるようになったことを実感することで表現への意欲を高め，様々な表現の場面に
おいて身に付けた力を活用しようとする児童」とする。「教材文の内容と形式を理解し，できるよう
になったことを実感する」ことが「正確な理解」につながり，「表現への意欲を高め，様々な表現の
場面において身に付けた力を活用しようとする」ことが「適切に表現する」ことにつながると考える。
また，
「表現しようとする」とは，意欲をもつだけでなく，学んだことを「使ってみよう」と表現
活動につなげている姿と考える。
３

「Ｃ読むこと」（説明的な文章）を扱うことについて

（１）「Ｃ読むこと」（説明的な文章）の研究を進める意義
中教審答申では，全国学力・学習状況調査等の結果から，以下のように述べている。
全国学力・学習状況調査等の結果からは，小学校では，文の中における主語を捉えることや文
の構成を理解したり表現の工夫を捉えたりすること，目的に応じて文章を要約したり複数の情
報を関連付けて理解を深めたりすることなどに課題があることが明らかになっている。
また，平成 28 年 5 月に中央教育審議会教育課程部会から出された「国語ワーキンググループにお
ける取りまとめ(案)」では，
「現代的な諸問題を踏まえた教育内容の見直し」として次のように述べら
れている。
インターネット上の情報に限らないが，情報を収集する際にも，情報の妥当性，信頼性を吟味
するなど情報の扱いに注意する必要がある。また，日々大量の情報に接している影響から，情報
収集のために情報だけをピックアップするような読み方をする傾向についての懸念が指摘され
ている。国語科の学習の中で，「読む」ことは，単に情報だけを読み取ることではなく，書き手
の表現の仕方や考え方などを学ぶことでもあることを教えていくことが求められている。
これら２つの文章から，目的に応じて文章を要約すること，複数の情報を関連付けて理解を深める
こと，書き手の表現の工夫や考え方を捉えることが，これからの国語科における課題として考えられ
る。そして，これらの課題は，小学校学習指導要領解説国語編の「Ｃ読むこと」（説明的な文章）の
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指導事項の内容とほぼ一致している。このことは，これからの国語科の授業における説明的な文章の
学習の重要性を示しているといえる。
また，説明的な文章では，筆者が自分の主張を伝えるために，重要な言葉を繰り返し述べたり，具
体例を適切に用意したり，接続語や指示語を効果的に使ったりしながら，論理的に文章を組み立てて
いる。教材文の学習では，段落相互の関係を捉えたり，要旨を捉えたりすることで，筆者の主張を捉
え内容を読み取り，理解することができる。また，使われている語句が何を指すのか，文章表現から
どんな意図がくみ取れるのか，文章構成や展開がどのような効果を生み出しているのかなど，表現の
工夫を吟味していくこともできる。つまり，説明的な文章を読む学習を進めることで，内容を理解す
る力と共に，表現の工夫を捉える力も高められていくと考える。
（２）本研究で身に付けさせたい力
本研究では，「言葉による見方・考え方」を働かせた授業実践を通して，子供に身に付けさせたい
力を小学校学習指導要領解説国語編にある「思考力・判断力・表現力等」の内容「Ｃ読むこと」の指
導事項と考える。小学校学習指導要領で示されている教科の目標と「思考力・判断力・表現力等」に
おける低学年の目標，そして「Ｃ読むこと」
（説明的文章）の学習過程と指導事項，言語活動例を整
理したものを表１に示す。
表１

教科，学年の目標及び「Ｃ読むこと」(説明的な文章)の指導事項・言語活動例

【教科目標】
言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切に表現する資質・
能力を次のとおり育成することを目指す。
【学年の目標】

〔思考力，判断力，表現力等〕

（小）第１学年及び第２学年

(２)順序立てて考える力や感じたり想像したりする力を養い，
日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め，自分
の思いや考えをもつことができるようにする。

【Ｃ

読むこと】

（小）第１学年及び第２学年
構造と内容の把握

(１)読むことに関する次の事項を身に付けることができるよう
指導する。
ア

時間的な順序や事柄の順序などを考えながら，内容の大体

を捉えること。
精査・解釈

ウ

文章の中の重要な語や文を考えて選び出すこと。

考えの形成

オ

文章の内容と自分の体験とを結び付けて，感想をもつこと。

共有

カ

文章を読んで感じたことや分かったことを共有すること。

言語活動例

ア

事物の仕組みを説明した文章などを読み，分かったことや

考えたことなどを述べる活動。

４

「言葉による見方・考え方」を働かせた授業実践に向けて
本研究では，「言葉による見方・考え方」を働かせた授業実践に向けて，以下の手順で研究を進め

ていく。
①指導事項の系統性の整理・把握
・先行研究や文献から，「読むこと」(説明的な文章)の言葉による見方・考え方につながる具
体的な指導内容，また学習指導要領における指導事項を，小学校６年間を通して整理・把握
する。
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②指導のねらいの重点化・単元構成
・子供の実態を踏まえて，指導事項の重点化を図り，単元の構成を行う。
③「言葉による見方・考え方」を働かせた授業実践
・整理した系統表と単元構成を踏まえて，授業を実践する。
（１）指導事項の系統性の整理・把握について
小学校学習指導要領解説国語編では，「２

国語科の改定の趣旨及び要点」の中で，「（３）学習の

系統性の重視」について以下のように述べている。
国語科の指導内容は，系統的・段階的に上の学年につながっていくとともに，螺旋的・反復的
に繰り返しながら学習し，資質・能力の定着を図ることを基本としている。このため，小・中学
校を通じて，〔知識及び技能〕の指導事項及び〔思考力，判断力，表現力等〕の指導事項と言語
活動例のそれぞれにおいて，重点を置くべき指導内容を明確にし，その系統性を図った。
国語科の資質・能力の定着を図るためには，系統的・段階的な指導が重要であることを示している。
そこで，本研究では「Ｃ読むこと」
（説明的な文章）の指導事項について，先行研究や文献を参考に
その系統性を整理していく。
整理していく視点は次の２点である。
①どの教材で何を学ぶのか
②学んだことがこの先どのようにつながっていくのか
①どの教材で何を学ぶのかというのは，教材ごとに具体的な指導内容を明確にしていくということ
である。小学校学習指導要領解説国語編には「第２節

国語科の内容」において指導事項が示されて

いるが，２学年ごとの括りになっていて，具体的にどの学年のどの教材でどのような力を付けさせて
いけばよいか，抽象的で分かりにくい。そこで，本研究では白石範孝氏（2010）の提案する「富士見
スキル」を参考に，教材ごとに具体的な指導内容を本研究における「言葉による見方・考え方」につ
ながる５つの観点で整理することとした。（表２）
このように具体的な指導内容を意識して授業を行うことにより，内容面の理解だけでなく，形式面
の理解もできるのではないかと考える。さらに，教科書に出てくる学習用語（「問い」と「答え」な
ど）も合わせて整理していく。この教材では何のために何を学ぶのかという目的がより明確になり，
具体的な指導内容を明記することにより「言葉による見方・考え方」を働かせた授業づくりに役立つ
と考える。
②学んだことがこの先どのようにつながっていくのかというのは，説明文の文章の構成として，低
学年では「問い－答え」の関係，また「はじめ―中―おわり」の３部構成について学び，それを基に
中学年では「尾括型」
「双括型」
「頭括型」の文章構成について学ぶというように，指導事項が次の学
年の指導事項へどうつながっていくのかということを把握し，整理していくということである。教師
が先の見通しをもつことで，一貫性のある指導が行えると考える。
このような視点から，具体的な指導内容と学習指導要領の指導事項，学習用語を整理し，小学校６
年間を見通した系統表を作成する。
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表２「言葉による見方・考え方」につながる具体的な指導内容と学習用語の系統表 (一部抜粋)
学年

2 学年

学期

1 学期

単元

じゅんじょに

読んで考えたことを

2 学期
せつめいのしかたに

知っていることと

3 学期

気をつけて読もう

話そう

気をつけて読もう

つなげて読もう

教材名

たんぽぽのちえ

どうぶつ園のじゅうい

しかけカードの作り方

おにごっこ

ねらい

時間の順序や理由を表す言葉

時間的な順序や事柄の順序を

手順や事柄の順序などに気づ

自分の経験と書かれてあるこ

に着目し，説明的な文章を読

考えながら読み，自分の知識

き，写真と本文を照応させな

とを比べながら，説明的な文

むことができる。

や経験と結び付けて感想をま

がら読むことができる。

章を読むことができる。

とめることができる。

段落

形式段落⑩・意味段落６

形式段落⑦・意味段落 7

形式段落⑤

形式段落⑥・意味段落３

文章
構成

１

・
「問い」と「答え」を見つけ

問いと

る（問い２つ）

答え
２

・文と段落を区別して読む

・形式段落を捉える

・形式段落を捉える。

・形式段落を捉える

・形式段落を捉える

・重要な語や文を選び出す

・説明をするのに重要な語や

・遊びの説明に重要な語や文

とら

・重要な語や文を選び出す

（時間を表す言葉）

文を選び出す

を選び出す

える

（時間・理由を表す言葉）

（順序を表す言葉）

（接続詞，動きを表す言葉）

段落を

３
構成を

・段落の仲間分けをし，はじ

・段落の仲間分けをし，はじ

・写真と文を結び付けて読む

・段落の仲間分けをし，はじ

め・中・おわりに分ける

め・中・おわりに分ける

・まとまりごとに見出しをつ

め・中・おわりに分ける

とら

・挿絵と本文を比べながら読

える

む。

読みのスキル

４

ける

・様子とわけを読み分ける

・仕事とわけと工夫を読み分

・事例の順序の意味を考える

・遊び方と工夫を読み分ける

・事例の順序の意味を考える

ける・
「毎日すること」
「 特別に

‘〈前書き―材料と道具―作り

・事例の順序の意味を考える

読み

・理由を表す文末表現

すること」を読み分ける

方―使い方〉

〈遊び方①－遊び方②－遊び

取る

「～のです」「～からです」

・主語と述語の関係

・手順を表す接続詞の役割

方③－遊び方③の補足－まと

・接続詞「けれども」
「でも」

（誰が何をしたか，何があっ

まず・つぎに・それから・こん

め〉

の役割

たか）

どは・さいごに・これで

・接続詞「ほかに」
「ところが」

・主語と述語の関係

・理由を表す文末表現

「また」
「そこで」の役割

・考えたことを表す言葉

「～のです」「～からです」

・人の動きを表す言葉集め

「はじめて知りました・ふし

・考えたことを表す言葉

「にげる」
「いく」等

ぎだとおもいました」等

「おどろきました・もっと知

・理由を表す文末表現

りたい・気になったのは」等

「～のです」「～からです」

表現を

５

・面白いと感じたこと，不思

・自分の知っていることや経

・物の作り方を説明した文章

・自分の経験や体験と比べ

自分の

議だと思ったことの発表

験と結び付けて感想をまとめ

を読み，書き方の工夫を見つ

て，感想をもつ（知っているこ

考えを

・文章をもとに経験と結び付

る

ける

とと同じこと，違うこと，はじ

けて自分の思いをまとめる

・時間の順序に沿って自分の

・説明の順番を考え，絵と文

めて知ったこと

経験したことを書く

でおもちゃの作り方を書く

はじめ・中・おわり

まず・つぎに・それから・こん

はじめ・中・おわり

じゅんじょ

どは・さいごに・これで

じゅんじょ

文しょうの組み立て・見出し

くらべる

表現
する

学習

はじめ・中・おわり

用語

じゅんじょ

わけ

まとめ

わけ
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わけ

等）

（２）

指導のねらいの重点化・単元構成について

次に，授業実践に向けて，「言葉による見方・考え方」を働かせて育成を目指す資質・能力を明確
にしていく。そして指導のねらいを重点化し，単元構成を工夫していく。
小学校学習指導要領解説国語編では，指導事項が４つの学習過程に沿って図２のように構成され
ている。

図２「Ｃ読むこと」における指導事項（小）第１学年及び第２学年

育成を目指す資質・能力を明確にするためには，まず子供の実態把握をし，何が身に付いていて，
どこにつまずきがあるのかを明らかにすることが必要である。
本研究では，「内容の理解で終わってしまい，何ができるようになったのか実感できていない」子
供の実態が課題として挙げられる。それは，これまでの授業が「構造の把握と整理」までで終わって
しまい，「考えの形成」に至るまでの「精査・解釈」の指導事項が身に付いていなかったからではな
いかと考えられる。
そこで，特に「精査・解釈」の過程に重点を置き，その指導事項を育成するための単元構成の工夫
について考察する。
また，小学校学習指導要領解説国語編では「第４章

指導計画作成上の配慮事項」で，単元などの

内容や時間のまとまりを見通して授業改善を行うことの重要性を述べている。
〇主体的に学習に取り組めるよう学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりして自
身の学びや変容を自覚する場面をどこに設定するか
〇対話によって自分の考えなどを広げたり深めたりする場面をどこに設定するか
〇学びの深まりをつくりだすために，児童が考える場面と教師が教える場面をどのように組み立
てるか
本研究でも，このような視点をもち，単元構成を行っていく。
（３）

「言葉による見方・考え方」を働かせた授業のための工夫について

①「比べて読む」活動について
本研究における単元構成で重点を置く「精査・解釈」とは，「文章の内容や形式に着目して読み，
目的に応じて必要な情報を見付けることや，書かれていること，あるいは書かれていないことについ
て具体的に想像すること」である。このような「精査・解釈」の指導事項を身に付けていくには，説
明的な文章の学習において，文章の記述を基に，筆者が伝えたいことは何かを考え，重要な語や文に
着目し，その表現の仕方や工夫に気付くような読みをさせていく必要がある。
東京女子体育大学の田中洋一氏は，思考力，判断力，表現力を育てることを目的とした指導の充実
のために，読む行為を次の３段階に整理している。
①第１段階…文章に書かれていることを正しく読む
②第２段階…文章に書かれた内容を整理しながら読む
③第３段階…自分の考えをもちながら読む。
書かれている内容を吟味，評価，選択，補充等をしながら読む。
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本研究が目指す読みは，この第３段階の読みにあたるものである。しかし，本研究で対象とする低
学年の子供たちは，まだ説明的な文章を読む経験が少ないため，筆者の書き方のどこが工夫されてい
るのか，なぜそれが必要なのか考えたり判断したりして読むことは難しい。そこで，その読みの手立
てとして，比べて読む活動を取り入れていく。
子供たちはこれまでにも「じどう車くらべ」や「どうぶつの赤ちゃん」といった教材で，文章の事
例の内容を比べて読むことにより，その相違点や共通点に気付き，内容をより正確に理解することが
できた。その経験から，子供は教材文と補助教材や映像等，２つのものを比べて読むことにより，文
章の内容や形式の相違点，共通点に自然に着目するだろう。そして，その相違点と共通点を基にして，
なぜ違うのか，同じなのかを考えさせることにより，筆者の意図を読み取り，表現の工夫の判断がで
きるのではないかと考える。２つのものを「比べる」という思考を働かせて読むことにより，自覚的
に言葉に着目し，文章の内容や表現について考えるという「言葉による見方・考え方」を働かせるこ
とができるといえる。
田中洋一氏も，第３段階の読みには「比べ読み」が有効な方法であると提案している。田中氏は，
「小学生が教科書教材を読んで評価したり分析したりしながら読むことは難しいのである」とし，
「教
科書教材と異なる表現の仕方の文章を提示して主教材の特徴をとらえさせたりする。一つの文章を読
んでいるだけでは気が付かないことも，２つの異なる文章を比較することで容易に気が付くことがで
き，それが文章の内容を評価・分析する読みにつながるのである」と述べている。
さらに，筑波大学附属小学校の青山由紀氏は，
「子どもと創る国語の授業 No.60」(2018)の中で，低
学年の説明的な文章の学習において，教材文と補助教材，映像を比べて読む活動から，筆者の事例の
選択意図や，論の展開の違いに気付かせるという実践を紹介している。
以上のことから，低学年の子供の実態を踏まえ，教材文を補助教材や映像などと比べて読む活動を
取り入れることで「言葉による見方・考え方」を働かせた授業を行い，「精査・解釈」の力を身に付
けることを目指す。
②語彙指導について
「言葉による見方・考え方」を働かせた授業では，まず言葉に自覚的に着目させることが必要である。
しかし，低学年の児童は説明文を読む機会が少なく，どの言葉に着目するか視点をもたせるには，ま
ず語彙を増やして，意味や使い方を指導する必要があると考える。
そこで，授業と並行して語彙指導も行っていく。ここでは，特に教材文に関わって「動きを表す
言葉」と「接続語（つなぎ言葉）
」を取り上げる。
具体的な方法としては，教材文の学習と並行して，ワークシートを使用し実際に語彙を使って文
章を書くなどの表現活動を行っていく。また，教室掲示なども工夫していく。理解語彙から使用語彙
への拡充という点を意識したい。
③評価方法について
本研究では授業実践を通して「精査・解釈」の力が十分身に付いたかどうか，またそのことが子供
の「表現しようとする」意欲の高まりにつながっていったかどうかを見取っていく。
具体的な方法としては，ポートフォリオやワークシートを使用し，教師にも子供にも何のために何
を学んだかを可視化できるようにし，どのような力が身に付いたのかを見取る。
ポートフォリオ評価とは，「児童生徒の学習の過程や成果などの記録や作品を計画的にファイル等
に集積し，そのファイル等を活用して児童生徒の学習状況を把握するとともに，児童生徒や保護者等
に対し，その成長の過程や到達点，今後の課題等を示す」評価方法である。
本研究でポートフォリオ評価を用いる理由は三つある。
まず，一つ目は目的や計画をもってポートフォリオを作成することで，子供が「何を学んできたか」
という学習の過程を振り返ることができるからである。学習の過程を振り返ることで，何ができて，
どこが足りないのかに気付き，自分の学びを実感し，次の学習への目標と意欲をもつことにつながる
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のではないかと考える。
二つ目は，形成的評価ができ，ペーパーテストでは評価しきれない学びの深まりを見取ることがで
きるという点である。このことは中教審答申でも「『知識・技能』
『思考・判断・表現』『主体的に学
習に取り組む態度』の学力の三要素のバランスのとれた評価を行っていくためには，総括的な評価の
みならず，一人一人の学びの多様性に応じて，学習の過程における形成的な評価を行い，子供たちの
資質・能力がどのように伸びているかを，例えば，日々の記録やポートフォリオなどを通じて，子供
たち自身が把握できるようにしていくことも考えられる。
」と示されている。
そして三つ目は，教師が子供の学習の過程を見取ることにより，ねらいに対して学習活動の設定が
適切であったか評価することができ，授業改善に向けての視点がもてるという点である。
このように，ポートフォリオ評価を取り入れることで，子供一人一人の学習の成立を促すための評
価という視点を一層重視し，教師が自らの指導のねらいに応じて授業の中での子供の学びを振り返り，
学習や指導の改善に生かしていく「指導と評価の一体化」が図れると考える。
④表現する場の設定について
本研究では「自分の力で表現しようとする児童」の育成を目指す。子供が自ら表現しようという意
欲をもつためには，場の設定が重要な要素の一つであると考える。
そこで，本研究では「表現する場」として，国語科の授業の中での言語活動を設定する。「何のた
めに学ぶか」を明確にし，「何ができるようになったか」実感するための，子供にとって魅力のある
課題を設定していく。
また，表現したものを誰に向けてどのように交流するのか，効果的な交流方法や表現する対象につ
いても考察していく。さらに，国語科で身に付けた力を，他教科のどの場面でどのように活用できる
かという点についても考察していきたい。
Ⅳ

研究の仮説
低学年の説明的な文章の学習において，身に付けさせたい力を明確にした系統表を作成し，それを

基に「言葉による見方・考え方」を働かせた授業を工夫すれば，身に付けた力を実感し，表現の場面
で活用しようとする「自分の力で表現しようとする児童」の育成が図れるであろう。
Ⅴ

研究の方法と内容

１

研究の方法

（１）「読むこと」（説明的な文章）における指導事項，指導内容の整理・把握
（２）「精査・解釈」に重点を置いた単元計画の作成
（３）OPP シートの作成・実践
（４）検証授業の実施
ア

検証授業の対象：県立公立小学校

第２学年

イ

単元名：「おにごっこ」を読んで，みんなが楽しめるおにごっこの説明をしよう
～文章の中の重要な語や文を考えて選び出す～

ウ

教材名：「おにごっこ」（光村図書

「こくご二下」
）

エ

検証授業の期間：令和元年 10 月～11 月（全 12 時間）

オ

検証方法：①事前・事後アンケート

②レディネステスト

⑤研究協力員による授業観察
２

③ワークシート

④OPP シート

⑥言語活動による成果物

研究の内容

（１）「読むこと」（説明的な文章）における指導事項，指導内容の整理・把握について
・本研究では指導事項，指導内容の整理・把握のために，小学校６年間を通して説明的な文章に
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おける系統表を作成した。作成に当たっての目的や参考資料についてはⅢ４（１）で述べたとお
りである。山梨県の公立小学校で使用されている光村図書の平成 27 年度版小学校教科書の教材
で系統表を作成した。また，具体的な指導内容をより明確にするために，光村図書から出されて
いる年間指導計画例も参考にした。系統表と小学校学習指導要領解説国語編の指導事項との関連
性(図３)と，実際に作成した系統表（表３）は以下のとおりである。

「読 む こと 」の 指 導事 項

「構造と内容の把握」にあた る 項目

「読 む こと 」の 指 導事 項

「精査・解釈」にあた る 項目

「読 む こと 」の 指 導事 項

「考えの形成」
「共有」にあ たる 項 目

図３

作成した系統表と小学校学習指導要領との関連
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表３

説明的な文章の学習における指導内容系統表（第２学年）
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（２）「精査・解釈」に重点を置いた単元計画の作成
ア

児童の実態の把握について

・本研究では，
「内容の理解で終わってしまい，何ができるようになったのか実感できていない」とい
う児童の実態があることを課題として研究を進めてきた。そこで，検証授業を行うにあたり，より
児童の実態を把握するためのレディネステストを作成した。(図４，５)
設問は，文章の内容について問うものではなく，作成した系統表を基にして形式を問うものとし
た。

「接続語」

「文章の構成（三部構成）」

「事例の数」

を問う問題

を問う問題

を問う問題

図４

レディネステスト(表)
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図５

レディネステスト(裏)

「問いと答え」
を問う問題

イ

単元計画の作成について

・レディネステストの結果を受け，「構造と内容の把握」に対する理解もまだ十分でないという児
童の実態が明らかになった。そこで，教材文の「構造と内容の把握」が「精査・解釈」につながる
ような単元計画を作成した。（表４）
表４

「おにごっこ」単元計画（全１２時間）

時

学習活動

「構造と内容の把握」
「精査・解釈」に関する活動

事

・実際におにごっこをし，感想を書く。

前

１

〇学習課題をきめよう
学習課題「みんなが楽しめるおにごっこを
考えて，楽しさがつたわるようにせつめい
しよう」
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２

３

４

〇２つめのといのこたえを考えて書こう

構造と内容の把握 （問いと答えの関係）

・
「なぜそのようなあそび方をするのか」

・問い２つと問いに対する答えを探す。

という問いに対する答えを考える。

・問い②の答えを自分たちの経験から考える。

〇じぶんたちで考えた文しょうと「おにご

構造と内容の把握 （文章の内容の把握）

っこ」をくらべてみよう

・おにごっこの説明をするために教材文には

・自分たちの「答え」と教材文を比べ，そ

「あそび方」と「そのわけ」
（問いの答え）が

のよさについて考える。

書いてあることを知る。

〇「おにごっこ」のせつめいのわざをもっと

構造と内容の把握（文章の構成を捉える）

見つけよう

・教材文を形式段落に分ける。

・全文を通して読む。

・問いに対する答えは２～５段落に書いてあ

・３段落を読み，「あそび方」と「そのわけ」 ることと，１段落と６段落の役割について考
を見付ける。

える。
（１段落…問い・話題の提示）
（６段落…筆者の伝えたいこと）
精査・解釈（大事な語や文を考える）
・２，３段落の「あそび方」と「そのわけ」を
読み取る。

５

〇「おにごっこ」のせつめいのわざをもっと

精査・解釈（大事な語や文を考えて選び出す）

見つけよう

・４段落の「あそび方」と「そのわけ」を読み

・４段落を読み，「あそび方」と「そのわけ」 取る。
を見付ける。
６

〇「おにごっこ」のせつめいのわざをもっと

精査・解釈（大事な語や文を考えて選び出す）

見つけよう

・５段落の「あそび方」と「そのわけ」を読み

・５段落を読み，「あそび方」と「そのわけ」 取る。
を見付ける。

・２，３，４段落と５段落を比べて読み，その

・２，３，４段落と５段落を比べて読み，そ

共通点と相違点を考える。

の違いについて考える。

（書き手が伝えたいことは何かを考える）
・相違点から，なぜ５段落がこのように書かれ
ているのか考える。
・５段落と６段落のつながりについて考える。

７

〇「おにごっこ」を３つのへやにわけてみよ

構造と内容の把握（文章の構成を捉える）

う

・説明文も物語文と同様に「はじめ」
「中」
「終

・
「説明文の家」について知り，教材文を「は

わり」に分けられることを知る。

じめ」「中」「終わり」に分ける。

・「おにごっこ」を「はじめ」「中」「終わり」
に分け，小見出しをつける。

８

〇中のへやのじゅんばんは変えてもいいか

構造と内容の把握（文章表現上の順序を考える）

考えよう

・２～５段落に紹介されている「おにごっこ」

・中の部屋（２～５段落）の順序について考

の順序を変えてもよいか考える。

える。

精査・解釈（書き手が伝えたいことは何かを考え
る）
・４段落と５段落のつながり，また６段落の筆
者の意図から順序の必要性を考える。
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９

〇みんなが楽しめるおにごっこのくふうを

精査・解釈（大事な語や文を考えて選び出す）

考えよう

・色おにの説明が書かれたワークシートを読

・色おにの説明に書く内容とその順番を考

み，「あそび方」と「そのわけ」と「こまるこ

える。

と」に分ける。

・付け足すきまりを考える。
10

〇自分で考えたみんなが楽しめるおにごっ

精査・解釈（大事な語や文を考えて選び出す）

こをせつめいしよう

・色々な鬼ごっこの説明が書かれたワークシ

・自分が選んだおにごっこの説明文を書く。 ートを読み，
「あそび方」と「そのわけ」と「こ
まること」に分ける。
11

〇自分で考えたみんなが楽しめるおにごっ

精査・解釈（大事な語や文を考えて選び出す）

こをせつめいしよう

・色々な鬼ごっこの説明が書かれたワークシ

・自分が選んだおにごっこの説明文を書く。 ートを読み，
「あそび方」と「そのわけ」と「こ
まること」に分ける。
12

〇考えたおにごっこをしょうかいしあっ

構造と内容の把握（文章表現上の順序を考える）

て，友だちのよいところを見つけよう

・おにごっこ図鑑を作り，紹介する順序につい
て考える。

（３）OPP シートの作成について
・授業実践を通して，できるようになったことを実感し，「表現しようとする」意欲の高まりにつな
がっていったかどうかを見取るために，OPP シートを作成した。実際に作成したシートと意図につい
て図６に示す。
既有知識の掘り起こし

マッピン グ によ り 既
有知 識 を意 識さ せ る。
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教材 文 と自 身の 体 験を

「おにごっこ」で使用した OPP シート

比べ ら れる よう に す

る。

学習後の自己評価

学 習 前・ 後と 学 習履 歴 を振 り返 っ て何

がど う 変わ った か 、変 わ らな かっ た か、

また そ のこ とに つ いて ど う思 うか 記 入さ

せる 。

学習課題に関心をもつ

自身 の 体験 から 感 じた こ とを 記入 さ

せる 。 課題 解決 へ の必 然 性を もた せ

る。

図６

学習課題の意識

学習履歴の記入

児童が学 習 を通 し て感 じた 「 今日 一 番

大切 だ と思 った こ と」 を 記入 させ る 。

授業 改 善・ 学習 の 振り 返 りが でき る 。

本時の自己評価

「 よくでき た 」「 で きた 」

「ま あ まあ 」の ３ 段階 評 価を 顔の

マー ク で記 入さ せ る。 学 習履 歴の

記述 と の関 連を 考 察す る 。
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がんばりマーク

学習の目 的 とゴ ー ルを 意識 し

うに す る。

を振 り 返る 視点 が 明確 に なる よ

毎時間め あ てを 記 入し 、学 習

今日のめあての意識

今日一ばん大せつだと思ったこと・考えたこと・気付いたこと

なが ら 学習 を振 り 返る た めに 、
学習 課 題を 記入 さ せる 。

今日のべんきょう

（４）検証授業の実施について
【第１時】
ア

学習指導案

(ア)

目標

・学習課題を決め，学習の見通しをもつことができる。
・おにごっこについて知っている情報を出し合いながら，課題に積極的に取り組も
うとしている。

(イ)

展開
学習活動

時

〇指導上の留意点

◆評価規準
（評価方法）

１

事前に行ったおにご

５

っこの感想を発表する。

〇友達とだけでなく，縦割り活動などで異
学年とした時のことも振り返るよう声か

・楽しかったところ，うま

けをする。

くいかなかったところ
について発表する。
２ 「校長先生からのお願

３

い」を知る。

〇校長先生から「みんなが楽しめるおにご
っこを考えてほしい」と依頼されたこと
を知らせ，意欲を高める。

３

おにごっこについて

５

自分が知っていること

〇「ウェビング」で，おにごっこの既有知
識を想起させる。

を書く。
４

書いたことを発表す

５

〇書いたものを発表させ，全体で共有する。 を 出 し 合 い な が
ら，課題に積極的
〇「みんなが楽しめるおにごっこ」を考え

５ 「おにごっこを考えた

５

後，どうしたいか」自分

ている。

験から考えさせる。（発表・作文・体験

（ワークシート・

等）

発言・観察）

よいか」を問いかけ，表現方法について
考えさせる。
〇様々 な方 法が出 され るこ とが予 想さ れ
る。時間的な問題や一度に多くの人に見
てもらえるという利点から，書いて表現
するという方向に進めていく。
学習課題を設定する。 ２
みんなが楽しめるおにごっこを考えて，
楽しさがつたわるようにせつめいしよう。

学習を振り返る。

10

に取り組もうとし

た後，それをどうしたいかこれまでの経

〇「たくさんの人に伝えるにはどうしたら

の意見を発表する。

７

おにごっこについ
て知っている情報

る。

６

◆〔主①〕

〇□の部分を隠して提示し，どんな説明を
したらよいか考えさせる。みんなが楽し
めるおにごっこということを確認し，
「楽
しさがつたわる」説明を考えるという意
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識をもたせる。
〇おに ごっ こに関 係す る本 や図鑑 を提 示
し，読んでおくよう伝える。
〇OPP シートに今日一番大切だと思ったこ
と，考えたことを書かせる。
〇学習課題は全員に書かせる。
(ウ)

本時の評価規準

・おにごっこについて知っている情報を出し合いながら，課題に積極的に取り組もうとしている。
イ
１

授業の実際
学習活動及び教師の発問・支援

時

児童の様子

事前に行ったおにごっこの感想を

10

〇楽しいだけでなく，つかまえられなくてつまら

発表する。

ない，島から出てくれなくて困ったなど多くの

・楽しいけれどうまくいかないこともあ

感想が出された。

るという経験を想起させるため，友達
とやったとき，縦割り活動でやったと
きのことも思い出させた。
２

「校長先生からのお願い」を知る。 ３

・実際に校長先生が作成してくれた手紙

〇手紙の内容を聞き，「楽しいおにごっこをかん
がえる」ことに非常に興味をもった。

を読んだ。
『みんなが楽しめるおにごっこを考え
てほしい』
３

おにごっこについて自分が知って

10

いることを書く。

〇ほとんどの児童がすぐに書き始めた。自身の経
験を思い出しながら書いていた。

・OPP シートを配布し，
「ウェビング」の
やり方を簡単に説明。
・書けない児童には隣の友だちに見せて
もらうよう声をかけた。
４

書いたことを発表する。

５

〇「種類」「すること」「気持ち」「きまり・ルー
ル」などが出された。

５ 「おにごっこを考えた後，どうした

５

〇「考えたらどうするか」を問うと，「全校の人

いか」これまでの経験をもとに考え

に教えたい」「先生達にも教えたい」など，だ

る。

れかに発信したいという意見が多く出された。
〇「放送」
「テレビ」
「何かに書く」
「ポスター」な

・誰に，どうやって伝えるか意見を出さ

どの意見が出されたが，書いて伝えるよりも

せた。

「みんなの前で話して伝えたい」という思いが
強かった。
６

学習課題を設定する。

２
みんなが楽しめるおにごっこを考えて，

楽しさがつたわるようにせつめいしよう。
・□の部分を隠して提示し，考えさせた。

〇「わかりやすく」「きまりやルールを」という
意見が出された。
〇「みんなが楽しめるおにごっこだから，何を伝
えたらいい？」と問いかけると児童⑩から「楽
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しさがつたわるように」という言葉が出され
た。ほかの児童も納得した様子であった。
７

学習を振り返る。

10

〇全員が書けた。おにごっこを考えることに対し

・OPP シートを使用。

て前向きな感想が多く見られた。

・学習課題を確認し，書かせた。

〇「おにごっこ図鑑」に興味を示し，もらったら

・今日大切だと思ったこと，また学習課

すぐ読む様子が見られた。
「これ知ってる」
「こ

題への意欲などを書くよう示した。

れ知らない」などの声が聞かれた。

・教師作成の「おにごっこ図鑑」を配布

〇自己評価

し，読んでおくよう告げた。
ウ

A…18 名 B…1 名 C…2 名

（未記入 1 名）

手立ての考察

(ア)

学習課題への意欲付け「校長先生からの手紙」

課題への意欲を高めるために，学習課題を校長先生からのお願いという形で提示した。本校で
行っている「チャレンジデー」とも絡め，何のために課題をするのかという目的が明確になり，
より一層意欲が高まったと感じる。児童の発言からもその様子がうかがえた。
(イ)

既有知識の掘り起こし「体験後の感想」「おにごっこに関するマッピング」

低学年の説明的文章の学習では，
「文章の内容と自分の体験を結び付ける」ことが重要である。
そこで単元に入る前に，実際に文章に出てくるおにごっこを体験した。その中で，よかったな，
こまったなという思いを持たせることで「楽しいおにごっこ」を考えるという課題につなげた。
感想からは，
「おにになってつかまえて楽しかった」
「にげる時つかまらなくて楽しかった」など，
それぞれの立場から楽しさを感じていた。また，あえて細かいルールを決めなかったことから，
「しまからぜんぜんでなくてこまった」
「入っていい時間をきめなかったからつまらなかった」と
いう意見や，
「ルールをつくったほうが楽しかった」など，きまりの必要性に気付いた児童も多か
った。このように，本文の内容にもつながっていく感想が出された。また，
「マッピング」は，お
にごっこに関する既有知識を子供達自身に意識させることで，本文と自分の体験を比べながら読
めるのではないかと考え，行った。
「マッピング」自体初めてだったので，戸惑う様子も見られた
が，単元前におにごっこをしたこともあり，全員書くことができた。内容的には，
「ふえおに，こ
おりおに」などおにごっこの『種類』，
「たのしい，おもしろい」などの『気もち』，走る，つかま
えるなどの『動き（すること）』，
「タッチされたらバナナになる」「おにどうしが手をつなぐ」な
ど『きまり・ルール・やり方』が挙げられた。本文に出てくる「なぜそのようなあそびかたをす
るのか（理由）
」に関する記述はなかった。（図７）
児童⑰のマッピング

児童④のマッピング

緑…種類「ふえおに」

緑…種類

「こおりおに」

「バナナおに」

赤…気持ち

「こおりおに」

「たのしい」

橙…やり方

青…動き「はしる」

「バナナみたいに

「とまる」

なる」

橙…やり方
「おにがふえる」
「バナナになる」

図７

おにごっこについてのマッピングの記述
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(ウ)

学習内容の振り返り「OPP シートへの記述」

児童がこの時間で何を学んだのかを意識させること，また教師が授業を振り返るために，OPP シ
ートを使い，学習の振り返りを行った。記述を見ると「みんなが楽しめるおにごっこを考える」
という課題に対して意欲をもって取り組みたいと記述している児童が 10 名いた。一方，「学しゅ
うかだいをきめるのがむずかしかった」という児童も１名いた。（図８）

図８

第 1 時 OPP シートの記述

図９

第１時

板書

【第２時】
ア

学習指導案

（ア）目標・今までの学習を生かし，重要な語や文を考えて選び出しながら，教材文を読むことが
できる。
（イ）展開
学習活動

時

〇指導上の留意点

◆評価規準
（評価方法）

１

前時までの学習を振

２

り返る。

〇OPP シート，ワークシートを使って，
「み
んなが楽しめるおにごっこを説明する」
という学習課題を確認する。

２ 「おにごっこ」
（第１段

３

〇「なぜそのようなあそびかたをするので

落から第２段落まで）の

しょうか」という問いに対する答えを抜

「そのわけ」を抜いた文

いた文章を提示する。

章を読む。
３

第１段落を読み，問い

５

〇「問い」が２つあることを確認する。
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◇〔思・判・表①〕

今までの学習を生

を見付ける。

かし，重要な語や
４

〇問いに対する答えを探すことで，
「 あそび

文を考えて選び出

に対する答えを見付け

方」はあるけれど，
「そのわけ」が書いて

しながら，教材文

る。

いないことに気付かせる。

を読んでいる。

第２段落を読み，問い

５

(観察・発言・ワー
５

今日のめあてを知る。 ２

クシート)

2 つ目の「とい」の「こたえ」を考えて書こう。
〇範囲を決めておにごっこをした経験を全
６ 「なぜそのようなあそ

15

体で交流してから，「答え」を考えさせ，

び方をするのでしょう

ワークシートに記入させる。
〇経験に個人差があることを考え，一人で

か」に対する答えを，自

考えた後，グループで意見を交流し合う。

分の経験をもとに考え
る。
・個人で

〇一番を決めるのではなく，それぞれの意

・グループで
７

考えた「こたえ」を発

10

〇OPP シートに今日一番大切だと思ったこ

表する。
８

学習を振り返る。

見のよいところを見付けさせる。

８

と，考えたこと，気付いたことを書かせ
る。
・といとこたえがある。
・おにごっこが楽しいりゆうを書く。
・○さんのこたえがよかった。
・〇さんの書き方だと楽しいわけがわかった。

（ウ）

本時の評価規準

・おにごっこの説明をするために，重要な語や文に着目して読んでいる。
イ

授業の実際
学習活動及び教師の発問・支援

１

時

前時までの学習を振り返る。

児童の様子

２

・掲示物，OPP シートを使用。
２ 「おにごっこ」
（第１段落から第２段落ま

５

ないのに，答えはちょっとしかない」と発

で）の「そのわけ」を抜いた文章を読む。

言。他の児童は理解できてない様子。

・おかしなところはないか問う。
３

〇児童⑯「問いがあったら答えがないといけ

第１段落を読み，問いを見付ける。

10

・ワークシート配布・

〇「問い」の理解が曖昧。探せない児童も数
名いた。

★問い…筆者が（読み手に）聞いていること

〇児童⑱「…のでしょうと書いてあるから問

・文末表現「でしょう」の確認。

い。
」

・何を聞いているのか確認。

文末表現に着目している。
〇問い２で何を聞かれているのか，なかなか

★問い 1…あそび方を聞いている。

児童から出なかったので，教師が「あそび

★問い２…あそび方の理由を聞いている。

方の理由」とまとめた。
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４

第２段落を読み，問いに対する答えを見

５

付ける。

〇悩んでいる児童が多く，「あそび方」とい
う言葉に着目させた。しかし問いの後に答

・問い１から探させた。

えがあることを理解していない児童は「お

・問いの後に答えがあることを確認。

にごっこにはさまざまなあそび方があり

・問い２の答えが書いていないことを確認。

ます。」を選んでいた。

５

今日のめあてを知る。

３

２つ目の「とい」の「こたえ」を考えて書こう。
６

「なぜそのようなあそび方をするのでし

10

〇児童⑥「校庭でやったとき広かったからき

ょうか」に対する答えを，自分の経験をも

めた」

とに考える。

児童⑲「家の近くでやったとき，家には入
らないって決めた」

・ワークシート配布。

〇友達の経験も参考にしながら，ほぼ全員の

・同じようなきまりでおにごっこした経験を

児童が答えを書いていた。

発表させた。
７

考えた「こたえ」を発表する。

７

・書いた答えを発表させた。

〇友達の意見を聞きながら，
「たしかに」
「同
じだ」などのつぶやきが聞こえた。
〇時間がなく，よいところの交流までできな
かったので「友達の意見を聞いてなるほど
と思った人」と聞いたところ，ほぼ全員が
手を挙げていた。

８

学習を振り返る。

３

〇１名を除き全員が記述。問いと答えの関係

・OPP シートを使用。

に関する記述や，問い２の答えに関する記

・次時の活動について告げた。

述が多く見られた。
〇「実はこの続きがあるよ」と告げると，早
く読んでみたいという感想を書く児童も
数名いた。
〇自己評価 A…17 名 B…2 名 C…3 名

ウ

手立ての考察

(ア)

構造と内容の把握

めあて「問い２の答えを考える」

本時から「おにごっこ」の文章を読む学習に入った。
「おにごっこ」の文章と児童の経験を結び付
け，さらに比べながら読ませる手立てとして，あえて問い２の答えを抜いた文章を提示し，その答
えを考えるという活動を取り入れた。まず問いと答えを見付けさせたが，思った以上に時間がかか
った。1 年生で学習した「くちばし」の文などを例に出したが，探せない児童も数名いた。また，問
いと答えの順序性についても理解できていない様子がうかがえた。(図 10)時間はかかったが，丁寧
に確認することで「問いは２つあるのに答えが１つしかない」ことに気付くことができた。
また，問い２の答えを考える前に，
「にげてはいけないところをきめる」おにごっこをした経験を
児童に発表させた。そのため，何を書けばよいかと迷う児童も少なく，友達の意見や自分の経験を
思い出しながら，問い２の答えを書くことができた。ほとんどの児童が鬼の立場から「広いとつか
まえられない，探すのが大変」と書いていた。また，
「楽しくない」と学習課題を意識した記述も見
られた。(図 11)
◎成果…既有知識や経験と比べながら教材文を読むことができた。問いと答えの関係性に気付くこ
とができた。
▲課題…「問い」の文を探せない児童が多かった。説明文における問いの必要性も考えさせたい。
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問い１の答え

児童㉓

として「おにご

「たのしくな

っこには，さま

いからです。
」

ざまなあそびか

と学習課題につ

たがありま

ながる記述をし

す。
」を選んで

ている。また，

いる。問いの後

鬼だけでなく，

に答えがあると

にげる人の視点

いう順序性が理

で考えることが

解できていな

できている。

い。
図 10

(イ)

図 11

問いと答えに関する記述

2 つ目の問いに対する答えの記述

学習内容の振り返り「OPP シートへの記述」

児童の OPP シートからは，「問いと答え」に関する記述，「あそび方のわけ」に関する記述，本時
の学習に対する感想が見られた。
「問いと答え」については，
「見付けられた」
「むずかしかった」と
いう感想に留まっているものもあったが，「といのつぎにはこたえがあるとわかった」「見付けるこ
とがだいじだと思った」など，文章における問いと答えの役割に気付いている児童もいた。
「あそび
方のわけ」に関する記述としては，
「広いとつかまえにくいということがよく分かった。」
「こうてい
が広いとおにがたいへんということがわかった。」など，本時の課題を通して自分なりに分かったこ
とを表現していた。学習に関しては，前時より難しかったというものが多かったが，
「みんながいろ
んなことをいってくれるからたのしかった。」という記述も見られた。考えを発表し，交流する時間
がもっと必要であったと感じる。(図 12)

児童③
記述から問いについての理解が不十分で
あったことが分かる。

児童⑱
問いと答えの関係性について考えること
ができている。
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児童⑩
問い②の答えを考える際に気付いたこと
を表現している。課題を意識して記述して
いる。

児童㉑
自分の書いた答えと友達の書いた答えを
比較している。交流することのよさに気付
いている。

図１２

第２時 OPP シートの記述

図１３

第２時

板書

【第３時】
ア
(ア)

学習指導案
目標・説明するのに重要な語や文を積極的に探しながら，教材文を読もうとしている。
・楽しさが伝わる説明の仕方を考えるために，重要な語や文に着目して教材文を読むこ
とができる。

(イ)

展開

学習活動

時

〇指導上の留意点

◆評価規準
（評価方法）

１

前時を振り返る。

３

〇ワークシート，OPP シートを見て「２つ
目の問い」に対する「答え」を自分たち
で考え，それぞれの良さについて話し合
ったことを思い出させる。

２

今日のめあてを確認

２
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する。
自分たちで考えた文しょうと「おにごっこ」をくらべてみよう。
３

自分たちで考えた文

５

〇「楽しさが伝わる説明の仕方を考える」

章と教材文を比べなが

という課題を確認し，考えた文章と同じ

ら読む。

ところ，違うところを探そうという視点
を示し，読ませる。

４

教材文との共通点，相

15

〇考えた文章と教材文の共通点・相違点を

おにごっこの説明

見付けさせる。

違点，比べて読んで思っ
たこと，気付いたことに
ついて話し合う。
・グループで話し合う。

〇「範囲を決めるおにごっこ」をした時の

をするために，重

ことを思い出して，教材文に納得できる

要な語や文に着目

かどうか考えさせる。

して教材文を読ん

〇教材文との比較の中で「そのわけ」には

・全体で考える。

◇〔思・判・表①〕

でいる。(観察・発

「～と決めないと困ること」だけでなく， 言)
「～と決めるとよいこと」も書いてある
ことに気付かせる。
５

教材文のよさをまと

10

〇教材文との共通点・相違点から，教材文
のよさ（わけが書いてある，誰にとって

める。

よいおにごっこかわかる）をまとめ，
「あ
そび方」と「そのわけ」があると，読む
人にどうして楽しいか伝わることを確認
する。
６

学習計画を立てる。

５

〇「楽しさが伝わる説明の仕方」を「説明
のわざ」とし，それを見付けるために教
材文「おにごっこ」を読んでいくことを
確認する。

７，学習を振り返る。

５

〇OPP シートに今日一番大切だと思ったこ
と，考えたこと，気付いたことを書かせ
る。
〇キーワードを提示して，
「説明のわざ」に
ついても書くようにする。
せつめいのわざ①「みんなが楽しめること
をつたえるには，あそび方とそのわけを書
く。
」

キーワード
「あそび方」「そのわけ」

（ウ）

本時の評価規準

・おにごっこの説明をするために，重要な語や文に着目して読んでいる。
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イ

授業の実際
学習活動及び教師の発問・支援

１

時

前時を振り返る。

３

児童の様子
〇自分が書いた答えと見比べていた。

・前時意見の交流が十分でなかったため，児童
が書いたことを簡単にまとめたものを提示し
た。
・
「きめないと困ること」を書いたことを確認
した。
２

今日のめあてを確認する。

２

自分たちで考えた文しょうと「おにごっこ」をくらべてみよう。
３

自分たちで考えた文章と教材文を比べな

５

がら読む。

〇音読した時にはあまり反応がなく，教師が
「確かにそうって思う？」と聞くと「確か

・
「おにごっこ」の答え②にあたる部分を音読

に」と返す程度だった。

した。
４

教材文との共通点，相違点，比べて読んで

15

〇表に書かせようと思っていたが，似ている

思ったこと，気付いたことについて話し合

ところに線を引く児童がいたので，線を引

う。

くよう声をかけた。
〇児童⑰「おにはつかまえることがたいへん

・ワークシートを配布。

です」が似ていると発言。ほか大勢の児童

・
「にてる」
「同じ」
「ちがう」と思うところに

も賛同。

線を引かせた。
・悩んでいる児童もいたので，
「同じ（にてる）
」

〇児童⑯「同じ人がずっと…」が似ていると

と思うところから発表させた。

発言。理由「おにが困ること」だから。

・児童⑥の発言から，
「にげる人をつかまえや

〇児童⑥「にげる人をつかまえやすくなりま

すくなる」のは「きめるといいこと」と確認。

す。」が同じと発言。実際に記述してあっ
た。他に書いた児童はいなかったため，児
童⑥が書いたことと同じか全体に確認し
た。

・「きめるといいこと」「きめないとこまるこ

〇発問が曖昧だったため，意見が出てこなか

と」の他に何が書いてあるか考えさせた。

った。そこで，「誰が楽しいおにごっこな
のか」という視点を示した。

・おにごっこには「鬼」と「にげる人」がいる

〇ほとんどの児童が「鬼が楽しい」を選んだ

ことを確認し，どちらにとって楽しい遊び

が，児童４名が「にげる人」だとこだわっ

方か選ばせた。

ていたが理由は説明できなかったので，
「鬼が楽しい」とまとめた。

★同じところ…きめないとこまること

〇表に記入させたが，どこに何を書くか迷っ

きめるといいこと

ている児童が多かった。

★違うところ…おににとって楽しいあそび方
５

教材文のよさをまとめる。

15

・もりしたさんの「おにごっこ」を読んで，思

〇「楽しさがつたわるせつめい」になってい
るかどうかという視点を示した。児童⑤の
「あそび方をせつめいすると，たのしいこ

ったこと，気付いたことを書く。

とが分かるということがわかりました。」

・書いたことを発表する。

を紹介。悩みながらもほぼ全員が記述し
た。
- 122 -

〇児童⑳「みんなでルールを考える」
〇児童③「この答えはだれにでも楽しさがつ

・答え①「あそび方」と答え②「そのわけ」を

たわる」

書くと楽しさがつたわることを確認。

〇児童⑥「あそび方をきめると楽しくなる」
６

学習計画を立てる。

２

・楽しさがつたわる説明＝「せつめいのわざ」

学習課題と文章を読むことのつながりが

これからこの技を探していくことを確認。
７

学習を振り返る。

〇「楽しさがつたわる」説明を目指すという
意識できていなかった。

３

〇キーワードを示したが，
「あそび方」と「そ

・OPP シートを使用。

のわけ」がわからず，書けない児童も多か

・キーワードを使って，説明のわざをまとめさ

った。時間がなく，説明のわざ以外に書け

せた。

た児童が少なかった。
〇自己評価 A…11 名 B…６名 C…３名
（無記入２名）

ウ

手立ての考察

(ア)

構造と内容の把握

比べて読む活動

「おにごっこ」のよさに気付かせる手立てとして，問い②の答えを自分で考え，その文章と本文
を比べる活動を行った。自分たちがどんなことを書いたのか，思い出させて意識づけるために，授
業の冒頭で教師がまとめたものを示した。その後めあてを示し，本文を読んだ。しかし児童の反応
が薄く，教師が「確かにそうだとと思う？」と投げかけることで，やっと「確かに」という返事が
返ってきた。読む前に，どこを比べるのか（例：「どちらの方が楽しさがつたわるか考えよう」）を
意識させたり，自分の書いたものを一度音読させたりしておけば，比べる視点が明確になり，反応
が出てきたのではないかと思う。次に相違点を見付けさせたが，「同じ（にてる）」ところは探せて
も，
「違う」ところが探せない児童が多かった。初めて読む文章だったので，まだ内容が理解できて
いなかったことも原因として考えられるが，
「違う」ところを探すのは２年生の児童にとって経験も
あまりなく，難しいということがわかった。また，教師の考えとしては，違いとして「きめるとい
いこと」と「だれにとってよいあそび方」が書いてあることに気付かせたかったが，児童⑥が「き
めるといいこと」を書いていたため，児童の考えた文章と本文との違いを十分に意識させられなか
った。児童にとっても自分たちの書いていることと本文に書いてあることがほとんど同じだったの
で，本文のよさに気付くことができなかったのではないかと思う。そのため，説明のわざとして「あ
そび方」と「そのわけ」の必要性をあまり感じていなかった。そして，児童が答え②を自身の経験
から詳しく記述できたという実態を踏まえて，授業の流れを変えていく必要があった。
◎成果…「比べて読む」ことで，教材文に書いてある情報を見付けることができた。教材文を読む
必然性も生まれた。
▲課題…児童が書いた「答え」と教材文の答えに差異があまりなく，教材文のよさを捉えることが
できなかった。
「上手く書けない」→「教材文のように書けば分かりやすい」という流れを意識して
何を児童に書かせるか考える必要がある。
(イ)

学習内容の振り返り「OPP シート・ワークシートへの記述」

本時では，森下さんの「おにごっこ」を読んで気付いたこと，思ったことをワークシートに書か
せた。その中では，
「楽しさがつたわりそう。
」「あそび方をせつめいすると楽しいのが分かる。」と
いう記述が見られたが，本時の授業の児童の様子からして，実感として感じていないのではないか
と思う。何名かの児童に「おににとって楽しいあそびってわかった。」
「そのわけとあそび方を書く
と楽しさがつたわる。」など学習したことの記述が見られた。(図 14)本時は OPP シートにキーワー
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ドを使って「せつめいのわざ」を考え，記述させた。四角の中にキーワードを書くだけだったが，
何を書けばよいか伝わっておらず，時間がかかってしまった。本時の授業で何を学んだのか，児童
があまり理解していないと感じた。これからの授業では，活動と授業で付けたい力が一致している
かを意識して行っていきたい。
児童⑰

児童③

「おににとって

楽しさがつたわると書いている
が，なぜ伝わるかについての記述が

楽しい遊び方」と

ない。

いう本時で学習し
たことを記述して
いる。

児童㉒
森下さんは
「鬼はつかまえ
るのはたいへ
ん」とそのわけ

児童⑩
楽しいおにごっこに

を書いてあるの

するためにはどうした

で分かりやすい

らよいかという視点を

と，本文のよさ

もって文章を読んでい

に気付いてい

る。

る。

図 14

第３時

ワークシートの記述

【第４時】
ア

学習指導案

（ア）

目標

・説明するのに重要な語や文を積極的に探しながら，教材文を読もうとしている。
・人の動きを表す言葉や繰り返し出てくる言葉，文末表現に着目して，教材文を読
むことができる。

（イ）

展開

学習活動

時

〇指導上の留意点

◆評価規準
（評価方法）

１

「おにごっこ」全文を
読む。

15

〇前時の学習を思い出させ，他にもおにご
っこが紹介されているから読んでみよう
と意欲付けをする。
〇形式段落に分ける。
〇出てくるおにごっこの数を考えさせ，第
1 段落と第６段落には事例がないこと，
またそれぞれの文章構成上の役割（問い・
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まとめ）に簡単に触れておく。
２

〇ただ内容を読み取るのではなく，楽しさ

今日のめあてを確認
する。

５

が伝わる説明の仕方を学ぶという意識を
持たせる。

「おにごっこ」のせつめいのわざをもっと見つけよう。
３

〇ワークシートを使って，前時の学習を振

前時の学習を振り返
り，第２段落の「あそび

２

方」と「そのわけ」を確
認する。

り返り，
「あそび方」と「そのわけ」を確

◇〔主①〕

認させる。

今までの学習を生

〇クイズ形式にして，文章を読もうという
意欲を高める。

かし，重要な語や
文を探しながら，
教材文を読もうと

４

第３段落を読み，何の
おにごっこのことを説

〇文章の中から，
「○○おに」だとわかる部
５

明しているのか考える。

分を探させ，それが「あそび方」につい

している。(観察・
発言)

て書かれている部分だということに気付
かせる。

◇〔思・判・表①〕
人の動きを表す言

５

第３段落を「あそび
方」と「そのわけ」に分

〇段落カードを使って，
「あそび方」には赤， 葉や繰り返し出て
３

ける。

「そのわけ」には青で線を引かせる。

くる言葉，文末表

〇「そのわけ」の文章表現「というあそび

現に着目して，教

方もあります」，「～なります」に着目さ

材文を読んでい

せる。

る。
（発言・ワークシ

〇段落カードを切って表に貼ることで，
「あ
６

「あそび方」と「その

５

ート）

そび方」と「そのわけ」が見てすぐ確認
できるようにする。

わけ」を全体で確認し，

〇第３段落にも「せつめいのわざ①」があ

表にまとめる。

ることを確認する。
３
７

〇前時の学習から，
「そのわけ」には「きま

第３段落の「そのわ

りをつくらないとこまること」と「きま

け」に書いてあることを

りをつくるとよいこと」の両方が書いて

確かめる。

あることを確認する。

・決めないと困ること
・決めるといいこと

◇〔知・技①〕
２

８

第３段落の「あそび
方」が誰にとってよい遊

〇「こまること」と「いいこと」の両方の

人の動きを表す言

主語を考えさせ，
「 誰にとってよいあそび

葉に注意して読ん

方」かに着目できるようにする。

でいる。

び方か確認する。

（観察・発言）
〇OPP シートに今日一番大切だと思ったこ

９

学習を振り返る。

５

と，考えたこと，気付いたことを書かせ
る。
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・第 1 だんらくはとい。
・第６だんらくはまとめ。
・
「なにおに」かわかるのが「あそび方」

（ウ）

本時の評価規準

・人の動きを表す言葉や繰り返し出てくる言葉，文末表現に着目して，教材文を読んでいる。
イ

授業の実際
学習活動及び教師の発問・支援

１

「おにごっこ」全文を読む。

時

児童の様子

15

〇事前に全文シートを配布したので，すでに

・教師が範読。遊び方がいくつあるか考えなが

読んでいる児童がほとんどであった。

ら聞くよう声をかけた。

〇形式段落はすぐに分けられたが，あそび方

・全文シートの拡大図を使い形式段落に分け

の数を問うとわからない児童が多かった。
〇児童⑭挿絵に着目し，「５つ」と発言。

る。

〇 ５か４に意見が分かれた。また読んで確

・事例（遊び方）の数を確かめる。
・１，６段落には遊び方がないことを確認し，

認していくことにした。

どんなことが書いてあるか考えさせた。

〇１段落「問い」が書いてあると確認。

６段落は「～いいですね。」に着目させた。

〇６段落に対して
児童⑲「はじめ中おわりのおわり」
児童㉑「（もりしたさんが）伝えたいこと」
〇児童⑥「（このようには）たんぽぽのちえ

・
「このように」は最後のまとまりの言葉であ

に出てきた」

ることも確認した。
２

今日のめあてを確認する。

５

・
「せつめいのわざ」…楽しさがつたわる説明
ということを確認。
・説明のわざ①を確認。
「おにごっこ」のせつめいのわざをもっと見つけよう。

３

前時の学習を振り返り，第２段落の「あそ

７

び方」と「そのわけ」を確認する。
・
「あそび方」と「そのわけ」を一斉に読む。

〇自分の経験を思い出して，納得度を考えて

・
「だれにとってよいあそび方」か確認。
（おに）

いた。３つ塗ったという児童がいちばん多

・この遊び方の説明に納得したかどうか，考え

かった。

させる。
４

第３段落を読み，何のおにごっこを説明

５

しているのか考える。
・第３段落を一斉に読み，説明のわざ①がある
かどうか考えさせる。
・３段落カードを配布。
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５

第３段落を「あそび方」と「そのわけ」に

13

〇文のまとまりを意識できず，かぎかっこの
ところや，文の途中に貼る児童が多かっ

分ける。

た。

・
「あそび方」を探して，文のはじめに付箋を

〇「あそび方が…って書いてある」など，言

貼り，隣同士でその理由を話す。

葉に着目している児童が何名かいた。
〇児童⑫「あそび方もあります，って書いて

・
「あそび方」がどこからどこまで書いてある

あるから」

かを全員で確認し，理由を発表する。

〇児童⑩「しまおに」

・この遊び方が何のおにごっこにあたるかを

〇「もうひとつある」と気付いたが，何鬼か

考えさせる。

がなかなか出てこなかった。「つかまらな
いときをきめる」という表現が理解できて
いなかった。「木にさわると…」にこだわ
ってしまっていた。
〇児童⑧「いろおに」

・
「あそび方」は何のおにごっこか分かること
を確認。
・
「そのわけ」を探して，隣同士でその理由を
話させた。
・
「そのわけ」がどこから書いてあるかを発表。

〇児童⑯「このようにきめることで」
〇にげる人がつかまる→にげる人が困る→

児童１６の発言を受けて

第２段落（おにが大変…そのわけ）と比べ

「じゃあ，
『おにになった～』は「そのわ

ながら「そのわけ」になることが分かった。

け」じゃないの？「あそび方」？それと
も他のことを言っている？」
・チャイムが鳴り，終了。
（続きは 11 月７日（木）８：30～８：50 に行
った。）

【11 月７日(木)】
・めあての確認。

５

・
「あそび方」
「そのわけ」を探す手掛かりを提

〇手掛かりを見ながら，「そのわけ」を探し
ていた。

示。
・
「そのわけ」に付箋を貼り，隣同士でその
〇児童①「おにになった人の…」→全員賛成。

理由を話させた。

〇それぞれの文が「いいこと」
「こまること」

・どこに貼ったかと理由を発表。
・選んだ部分を一文ずつ「そのわけ」でいいか

になっていることを確認し，全部「そのわ
け」でよいという結論になった。

どうか確認。
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６ 「あそび方」と「そのわけ」を全体で確認

10

〇書いてまとめるよりも時間短縮になって

し，表にまとめる。

いた。

・付箋を貼ったカードを切って，
「あそび方」
と「そのわけ」に分け，表に貼らせた。
・
「だれにとってよいあそび方」か考える。

〇児童⑭「にげる人にとっていい」

・第３段落のおにごっこの説明に納得したか

〇児童⑭「丸の中にいるとずっとつかまら
ないのはとってもいいなと思った。」

どうか考え，なぜそう思うかを発表させた。
・
「また」つなぎ言葉ということを示し，これ
からもつなぎ言葉を探してみようと声をか
けた。
７

学習を振り返る。

５

〇今日の学習で大切だと思ったこと，めあて
に対しての感想を OPP シートに書いた。
〇自己評価 A…14 名 B…6 名 C…０名
（無記入１名

ウ

欠席１名）

手立ての考察

(ア)

構造と内容の把握と精査・解釈

「あそび方」と「そのわけ」を見付ける

これまで，説明的な文章の学習では，文章に書いてある内容の把握に時間がかかってしまうこと
が多かった。そこで，
「あそび方」と「そのわけ」を読み取る際に，段落カードと付箋を使い，書く
時間の短縮と，間違えてもやり直しが簡単にできることを目指した。まず，
「あそび方」と「そのわ
け」のはじめに付箋を貼るように指示したが，
「文のはじめ」という意味が分からず，文の途中に貼
ったり，かぎかっこのところに貼ったりする児童が多かった。文のまとまりという意識が，２年生
ではまだあまりないことが実態として分かった。授業の中で何度も「はじめから丸（句点）までが，
一つの文だよ。」と声をかけると，発表の際にほとんどの児童が貼れていた。線を引いてしまうと，
間違えたときに消す児童が多く，時間がかかることを考え，簡単に貼りかえられる付箋を使用した
が，文のまとまりで読むことができない児童にとっては，難しい活動であったように感じた。次時
に向けて，一文ずつ提示し，文のまとまりを意識させながら考えさせるなど，他の手立てを考える
必要がある。
【11 月７日

朝学習の時間】

図 15

第4時

掲示物

前時の様子から，「あそび方」と「そのわけ」かどうか
を判断する基準として，掲示物を児童に示した。(図 15)
本時はこの掲示物を手掛かりにして，一文ずつ「その
わけ」になっているかどうかを確認しながら進めた。
手掛かりがあったこともあり，発表するときも「こまるこ
と」「いいこと」という言葉を使って理由を述べることが
できていた。低学年では特に，学習した言葉を提示するこ
とが，思考の手掛かりとなり，さらに自分の考えを伝える
手掛かりにもなることを感じた。
◎成果…カードと付箋を使用することで，時間の短縮につながった。やり直しができることで全員
が活動に取り組めた。同じ言葉に着目することが思考の手掛かりとなり，必要な情報を見付けるこ
とができた。言葉に着目する手立てとして，教師作成の掲示物が有効であった。(図 15)
▲課題…言葉に着目させると単語を選んでしまう児童が多かった。文のまとまりを意識させるよう
な手立てが必要。（一文ずつカードで示すなど）
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②

学習内容の振り返り「OPP シート・ワークシートへの記述」

「あそび方」と「そのわけ」の手掛かりを提示したので，そのことに関する記述が多く見られた。
「まえはよくわからなかったけどわかってきた」
「分かんないところを見付けられた」など，児童の
読み取りに効果があったことがうかがえる。しかし，
「見付けられた」
「あそび方がわかった」など，
どうしたら見付かったのか，どうしてわかったのかまで記述できている児童は少ない。詳しく書け
ている児童の記述を紹介するなど，書く内容のレベルアップを図りたい。また，第３段落のおにご
っこに対する感想も見られた。
「にげる人のことも考えてすごいなーと思いました。
」
「いろいろなく
ふうをして考えておにごっこをすることがわかりました。」など，おにごっこを様々な視点で見るこ
とができるようになってきている。（図 16）

児童⑫
本時の学習内容を言語化できている。何が
分かったのかを詳しく書けている。また「説
明のわざ①」があるから説明が分かりやすい
のだということを改めて感じている。課題を
意識して学習に臨んでいる様子がうかがえ
る。

児童⑨
学習課題を意識して，
「どうしたら楽しい
おにごっこになるのか」教材文を基に自分な
りに考えている。

図 16

第４時

図 17

OPP シートの記述

第4時
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板書

【第５時】
ア

学習指導案

(ア)

目標

・説明するのに重要な語や文を積極的に探しながら，教材文を読もうとしている。
・人の動きを表す言葉や繰り返し出てくる言葉，文末表現に着目して，教材文を読む
ことができる。

(イ)

展開

学習活動

時

〇指導上の留意点

◆評価規準
（評価方法）

１

今日のめあてを確認

２

する。
「おにごっこ」のせつめいのわざをもっと見つけよう。
２

第４段落を読み，何の

８

意欲を高める。

おにごっこのことを説
明しているのか考える。

３

第４段落を「あそび

〇クイズ形式にして，文章を読もうという

５

◇〔主①〕
今までの学習を生
かし，重要な語や

〇文章の中から，
「○○おに」だとわかる部

文を探しながら，

分を探させ，それが「あそび方」につい

教材文を読もうと

て書かれている部分だということに気付

している。(観察・

かせる。

発言)

〇段落カードを使って，
「あそび方」には赤，
「そのわけ」には青で線を引かせる。

方」と「そのわけ」に分け

〇「そのわけ」の文章表現「というあそび

る。

方もあります」，「～なります」に着目さ
せる。
４

「あそび方」と「その

５

〇段落カードを切って表に貼ることで，
「あ

◇〔思・判・表①〕

わけ」を全体で確認し，

そび方」と「そのわけ」が見てすぐ確認

人の動きを表す言

表にする。

できるようにする。

葉や繰り返し出て

〇第４段落にも「せつめいのわざ①」があ
ることを確認する。

くる言葉，文末表
現に着目して，教
材文を読んでい

５

「そのわけ」に書いて

５

〇前時の学習をもとに，「こまること」「い
いこと」に分けて考えさせる。

あることを読む。

〇第４ 段落 ではこ れま での 段落と の違 い

る。
（発言・ワークシ
ート）

（
「こまること」が書いていないこと）を
意識させる。
６ 「誰にとってよい遊び

５

方」か読み取る。

〇前時の学習をもとに，主語に着目させる。 ◇〔知・技①〕
〇第４ 段落 ではこ れま での 段落と の違 い

人の動きを表す言

（鬼とにげる人両方にとってよい遊び方

葉に注意して読ん

である）を確認する。

でいる。
（観察・発言）

７

これまでの３つのお

10

〇「あそび方」と「そのわけ」をもとに，

にごっこの中で，どれが

なぜそう思ったか理由も考えさせる。

一番楽しそうと思った

〇意見を交流し合う中で，自分が楽しいと
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思うおにごっこはどういうものなのかを

か話し合いをする。

考えさせ，学習課題を意識させる。
８

学習を振り返る。

５

〇OPP シートに今日一番大切だと思ったこ
と，考えたこと，気付いたことを書かせ
る。
・だい４だんらくにはこまることが書いて
いない。
・だい４だんらくのあそび方は，おににも
にげる人にもよいあそび方。
・〇だんらくが一ばん楽しいと思う。

(ウ)

本時の評価規準

・人の動きを表す言葉や繰り返し出てくる言葉，文末表現に着目して，教材文を読んでいる。
イ

授業の実際
学習活動及び教師の発問・支援

１

時

今日のめあてを確認する。

児童の様子

２

「おにごっこ」のせつめいのわざをもっと見つけよう。
２

第４段落を読み，何のおにごっこのこと

７

を説明しているのか考える。
・全員で一斉に音読。何のおにごっこか考え
ながら読むよう声をかけた。
・何のおにごっこか発表し，「あそび方」が

〇「子ふやし鬼」
「ふえおに」
「ゾンビおに」と

あることを確認。

発言。
〇児童⑲『おにが交代せずに…』」

・どこを読んで「子ふやし鬼」と思ったかを

〇児童①「このあそび方だと，おにが…」

聞いた。

あそび方という言葉が２つある文なので，
意見が分かれた。
３

第４段落を「あそび方」と「そのわけ」 15
に分ける。

・
「あそび方」に付箋を貼る。

〇付箋を貼りながら「先生，あそび方って言葉
が２つある。」
「そう，だから迷っちゃう」と
いう意見が出された。

・児童の意見を受けて，２つの「あそび方」

〇児童⑫「ほかに…」→ほぼ全員が同意見。

を確認しながら，どこに貼ったか発表させ

〇児童⑦「このあそび方だと…」→2 名同意見

た。

〇児童⑯「『このあそび方』だと，その前の文
がなんだかわからなくなる。」と，児童 7 の
意見に対して発言。
〇机間巡視しながら理由を聞くと，
「おににい

・どちらが「あそび方」かはっきり決められ

いこと」と言える児童が増えてきた。

なかったため，先に「そのわけ」を探させ

〇児童①「～なります。って書いてある。」

た。
・
「そのわけ」の手掛かり（掲示物）を確認。
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文末表現に目を向けた発言があった。そこ

・「そのわけ」に付箋を貼り，隣同士で選ん

で，２，３段落を確認し，
「なります。」とい

だ理由を話す。

う言葉を「そのわけ」の手掛かりに追加し

・
「そのわけ」を発表。理由も言わせる。

た。

・
「なります」を「そのわけ」の手掛かりに追
加。
・
「そのわけ」になる理由を発表。
T：じゃあ，どうして「このあそび方…」が「そのわけ」になるのか発表してくれる人？
児童 16：
「おにはにげる人をつかまえやすくなります」が，いいこととおににとってよいあそび方が
分かる。
C：同じです。
児童 16：続きがあります。
「また，にげる人は…」は，にげる人がちょっと困ることで，
「『つかまり
そうだ…』」は，いいことです。
Ｔ：それぞれ「いいこと」
「だれにとってよいあそび方」「こまること」が書いてあるんだね。じゃ
あ，これは全部…？
Ｃ：
「そのわけ」になる。

〇児童 16 の発言をもとに，なぜ「そのわけ」
になるのか全員で確認し，納得した児童が
多かった。
４ 「あそび方」と「そのわけ」を全体で確

３

〇前時より活動がスムーズになり，短時間で

認し，表にする。
５

表に貼ることができた。

「誰にとってよい遊び方」か読み取る。 ７

〇はじめは「おに」という意見が多かったが，
児童 14 が「どっちも」と書いたことを取り
上げた。児童１も「僕も悩んだ。」と発言し，
文章を確認する中で，
「おにとにげる人」ど
ちらにもよいあそび方という結論になっ
た。

６

第４段落の説明に納得したかどうか，

４

〇前時に比べ，星に色を塗る数が増えていた。

５

〇文末表現「～あります。」やかぎかっこの共

考える。
７

「あそび方」の手掛かりを考える。

・
「あそび方」の手掛かりが「あそび方」とい

通点にすぐに気付くことができた。

う言葉だけだったため，他の段落と比べて

〇児童⑩「４にはないけど，２と３にある。」

共通点を考えさせた。

「きめるもの」
「きめたり」という言葉に着目
した発言があった。４段落にはないけど，も
しかしたらこれから出てくるかもしれない
と手掛かりに入れた。

８

学習を振り返る。

２

〇時間になってしまい，どれが一番楽しいと

・簡単にこれまでの学習の振り返りと次時

思うかを考える活動ができなかった。第５

の予告をした。

段落を読んだ後に取り組みたい。

・OPP シートに記入。

〇自己評価 A…10 名 B…７名 C…３名
（無記入１名

ウ

欠席１名）

手立ての考察

(ア)

精査・解釈

手掛かりを基に「あそび方」と「そのわけ」を見付ける

本時は，まず何のおにごっこのことを言っているのか考えるよう指示をしてから一斉読みをさせ
- 132 -

た。「あそび方」から何のおにごっこか分かるということを意識させるためである。多くの児童が，
自分の知っているおにごっこと結び付け，
「あそび方」に着目して読むことができていた。しかし第
４段落には「あそび方」という言葉が２か所あり，児童が迷う姿が見られた。そこで，先に「その
わけ」を見付けさせることにした。
「そのわけ」の手掛かりを考えながら読み，ほとんどの児童が「そ
のわけ」の始めに付箋を貼ることができていた。そして，一文ずつどうして「そのわけ」になるか
を確認していく中で，
「あそび方」もはっきりしてきた。同じ手順で読み取ることで，同じ言葉に着
目したり，文章の意味を考えたりしながら読めるようになってきたと感じる。また，どこからが「あ
そび方」でどこからが「そのわけ」になっているのかを考えさせる上で，線を引くよりも付箋が分
かりやすかった。カードを切り，表に貼って確認するという活動も時間短縮につながった。出来上
がった表も読みやすくきれいなものになり，学習内容を振り返るのに適切であった。
◎成果…前時と同じ活動をすることで，多くの児童が言葉を手掛かりにして教材文を読むことが
できた。また，２，３，４段落を比べることによって，共通点に気付き新たな手掛かりを見付ける
ことができた。
▲課題…言葉だけに着目させると，整合性のない部分が出てきてしまう。内容の理解も同時に行っ
ていくことが必要。
(イ)

学習内容の振り返り「OPP シートの記述」

前時と似た学習内容だったためか，同じような記述が多く見られた。また前時に比べ，書く量も
少なく，自己評価も低めであった。授業中の様子を見ていると，前時よりは理解ができているよう
に感じたが，
「むずかしかった」との記述も何名かに見られ，個人の差を感じた。また，何を書けば
よいか迷っている様子も見られた。「いちばん大切だと思うこと」を書くように声をかけているが，
児童は「わかった」か「わからなかったか」を基準にして書いているため，学習内容についての記
述が少ないのではないかと思う。時間をとって，他の児童の記述の紹介をしたり，板書を見て振り
返らせたり工夫をしていきたい。今後の課題である。（図 18）

児童⑰
本時で見付けた「あそび方」の手掛
かりについての記述が見られる。次時
の読み取りにつながると考えられる。
また，これまでに学習した２，３段落
と比べた記述が見られる。
（いいこと
が２つある）

児童①
２，３，４段落を比べて読んで気付
いたことを記述している。同じところ
を探すことが，文章を読む時に大切だ
ということを感じている様子がうかが
える。

図 18

第５時

OPP シート記述
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図 19

第５時

板書

【第６時】
ア

学習指導案

（ア） 目標・重要な語や文を選び出しながら第５段落を読み，
「おにごっこ」の説明のわざについ
て考えることができる。
（イ）

展開

学習活動

時

〇指導上の留意点

◆評価規準
（評価方法）

１

前時までの学習を振

２

り返り，本時の課題をつ

〇これまでの学習を振り返ることができる
よう，学習計画表を掲示しておく。

かむ。

〇今までの段落には「説明のわざ①」があ

・学習計画表，OPP シート

ったことを振り返り，
「おにごっこ」の中

で振り返る。

は「せつめいのわざ」がもっとあること
を知らせ，意欲を持たせる。

「おにごっこ」のせつめいのわざを見つけよう。
２

第５段落を読み，「な

〇「あそび方」＝「なにおにかわかる」，
「そ

におに」の説明か考え，

のわけ」＝「誰にとってよいあそび方」

「あそび方」や「そ

「きまりがないとこまること」
「きまりが

のわけ」，誰にとっ

あるとよいこと」や文末表現（～あそび

て良いあそび方な

方があります。～なります）について振

のか，重要な語や

り返り，見付ける手がかりとする。

文を考えて選び出

「あそび方」と「そのわ
け」に分ける。

３

〇ワークシートを使って，
「あそび方」と「そ
のわけ」に付箋を貼らせる。
〇うまくいかない児童の意見を取り上げ，
次の活動につなげる。
【予想される児童の考え】
・うまくわけられない。
・あそび方がはじめにない。
・いままでの文しょうとなにかちがうかんじがする。
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◆〔思・判・表①〕

し，文章を読んで
いる。
（ ワークシー
ト・発言・観察）

３

これまでに出てきた

〇第４～５時で使用したワークシートで，

第２・３・４段落と比べ

第２・３・４段落に書いてあったことを

て，同じところや違うと

確認し，読む視点を与え，第５段落と比

ころを見付ける。

５

べる手がかりにする。
〇「上手く分けられない」＝「これまでの
段落と違う」ことを示し，相違点に着目
できるようにする。

４

同じところを全員で

〇「あそび方」と「そのわけ」を確認し，

共有する。

共通点に気付かせる。
〇第５段 落を 一文ず つにし たカー ドを 使
５

い，「あそび方」「そのわけ」「そのほか」
の文に分けさせ，共通点と相違点が視覚
的に捉えやすいようにする。
〇４で分けた「そのほか」の文の，
「このあ

５

違うところを全員で

10

共有する。

そび方は」「ところが」「そこで」という
言葉に着目させ，５段落が４段落にきま
りを付け足したおにごっこの紹介になっ
ていることに気付かせる。

６

なぜ５段落を４段落

10

〇２，３，４段落のおにごっこにはそれぞ

にきまりを付け足した

れ関連性がなく，５段落だけが４段落に

おにごっこにしたのか，

きまりを付け足しているという違いを確

考え，話し合う。

認し，その必要性を考えさせる。
「別のおにごっこもたくさんあるのに，ど

・グループで意見を交換し

うして５段落は，きまりをつけ足したお

合う。

にご っこ のし ょう かい をし てい るの か

・全体で話し合う。

な？」
〇段落同士のつながりに目を向けさせる。
（例：
「どうぶつ園のじゅうい」１段落と
９段落，「おにごっこ」４段落と５段落）
〇第６段落の筆者の考え （自分たちにあった
工夫やきまりを考えることで，誰もが楽しめる
おにごっこになる）に着目させ，第５段落と

の関係を考えられるようにする。
７

第５段落があるよさ

５

〇第５段落のおにごっこが筆者の考えにつ
ながっていることを確認する。

について確認する。

〇第５段落のように「自分たちに合ったき
まりやくふうをつけ足す」と「みんなが
楽しめるおにごっこになる」ことを確認
する。
８

学習の振り返りをす

５

〇できるだけ自分の言葉でまとめることが
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る。

できるよう，本時の学習のキーワードを

・OPP シートに「今日のべ

提示し，それを使って書けるようにする。

んきょうでいちばん大切

せつめいのわざ②「あそぶところやなかま

だと思ったこと・気づいた

のことを考えてきまりをつけ足すと，み

こと・考えたこと」を書く。

んなが楽しめるおにごっこになる。」
キーワード
きまりをつけ足す
あそぶところやなかまのこと

（ウ）

本時の評価規準

・人の動きを表す言葉や繰り返し出てくる言葉，文末表現に着目して，教材文を読んでいる。
イ

指導の実際
学習活動及び教師の発問・支援

１

前時までの学習を振り返り，本時の課題

時

〇児童の様子

２

〇学習課題，説明のわざについて尋ねると，

をつかむ。

すぐ答えられた。児童に浸透している様子

・学習計画表，掲示物で振り返った。

がうかがえた。

「おにごっこ」のせつめいのわざをもっと見つけよう。
〇まだ１つしかないということを強調する
15

と，５段落に「あるかもしれない」と関心
をもっていた。
〇説明のわざ①はありそうだと予想。

第６時

２

ワークシート（掲示）

第５段落を読み，
「なにおに」の説明か考
え，「あそび方」と「そのわけ」に分ける。

・説明のわざ①がありそうかどうか尋ね，一

〇児童④「手つなぎおに」→賛成意見多数。
「なにおに」か分かるから，
「あそび方」があ
ると予想。

斉に音読。
・
「なにおに」か考える。

〇「かぎかっこがある。」
「２こある。」などヒ

・付箋を使って，「あそび方」と「そのわけ」
を探す。

ントを使いながら探す姿が見られた。
〇上手く見付けられないという児童の発言

・ヒ ン トと し て これ ま での 学 習を 振 り 返っ
た。

から，２，３，４段落との違いに気付いて
いた。

・隣同士で選んだ理由を話す。
・迷っている児童の意見を取り上げ，これま
での段落との違いに着目させた。
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児童 10：たくさんあそび方って言葉があって，よくわからない。
児童 16：そうだよ，悩んだんだよね。
T：そうなんだ。じゃあ今までの２，３，４段落ってどうだった。まず…
C：あそび方。
T：その次に？
C：そのわけ。
T：３段落も４段落も…
C：あそび方，そのわけ。
Ｔ:じゃあ５段落は？順番が…。
C：ばらばら。
T：ということは，今までの説明の仕方と…
C：ちがう。

・今までの段落と説明の仕方が違うことを確

らない。」
「あそび方」と「そのわけ」では

認。
３

〇児童⑯「いちばん最後の文がどっちかわか

これまでに出てきた第２・３・４段落と

ない文もあることに気付いた。

比べて同じところや違うところを見付ける。
・一文カードを提示し，
「２，３，４段落とく
らべてみよう」という課題を確認。
４

同じところを全員で共有する。

〇②と③，③だけと２つの考えに分かれた。
〇児童㉑「３番。かぎかっこがついているか

・
「あそび方」を選ぶ。

ら。
」

・ヒントを提示する。
・③があそび方だと確認したところで，児童

〇児童⑲「『おにになった人はみんな手をつ

から②に〇をつけたという発言があり，②

ないでおいかける』ってとこであそび方が

があそび方になるかどうか確認した。

分かるから。」
〇児童①「きめるってあるから。」ヒントを
手掛かりにして，③を選択していた。多く
の児童が賛成した。

・
「そのわけ」を選ぶ。

〇児童⑨「②につけた。」

・付箋を貼り，カードの番号に〇をつける。

〇児童⑦「ありますがある。」

・ヒントを確認する。

〇②の「そこで」に着目させて，①と②のつ
ながりを考え，③のみをあそび方とした

・
「わからないな」という声が聞かれたので，
そのわけを探す手掛かりとして，カードを

が，理解していない児童が多かった。
〇活動が二つ（付箋を貼る，カード選び）あ
ったため，児童がどちらに取り掛かればよ

裏返し，その色をヒントとして与えた。

いか迷っていた。
〇「あー」「そうか」など気付く児童もいた
・意見が分かれたため，ヒントを見ながら一

が，３つずつという数や，③だけ色が変わ
らないなど，他の部分が気になってしまう

枚ずつカードを確認した。

児童もいた。ヒントとして機能していない
様子が見られた。
・児童７の意見を受けて，①がなぜ「そのわ

〇児童⑦「①だけ。」→「違う」と反応。
〇児童③「④と⑤と⑥。」

け」にならないか，考えさせた。

〇それぞれのカードが「いいこと」「こまる
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こと」「だれにとってよいあそび方」にな
っていることを確認できた。
〇教師が「児童７がなぜ選んだか，何となく
わかるんだよね。」と全体に返すと，
「そう
か。」と反応。
「このあそび方」に着目させ
ると，「ふえおに」のことだと気付くこと
ができた。
５

違うところを全員で共有する。

〇①②⑦のカードから，「ふえおに」にきま

・①が「手つなぎおに」ではなく「ふえおに」
の困ることだと確認。

りを付け足したおにごっこが「手つなぎお
に」だということに気付いたが，教師主導

・これまでの２，３，４段落との違いを確認。

で進めたため，理解できている児童とよく
わかっていない児童の差が見られた。

６

なぜ５段落を４段落にきまりを付け足し
たおにごっこにしたのか考える。

「別のおにごっこもたくさんあるのに，どう
して５段落は，きまりをつけ足したおにご
っこのしょうかいをしているのかな？」
・本文からその理由を探す。
・ワークシートに理由を書く。
・
「どうぶつ園のじゅうい」１段落と９段落を

第６時

おにごっこ全文シート

示し，段落同士のつながりに目を向けさせ
た。

〇初めから，本文に理由があるのではないか

・
「おにごっこ」全文シート（拡大）を使い，
それぞれの段落に何が書いてあったかを振
り返らせた。

と示してしまったので，同じ言葉を探すこ
とに目的が変わってしまっていた。
〇既習事項であった段落のつながりを提示

（１段落…「問い」２，３，４，５段落…「答

したが，覚えていない児童が多く，教材文

え」６段落…「もりしたさんがつたえたい

は筆者の意図があって書かれているとい

こと」）

うことが十分伝わらなかった。
〇６段落に書かれていることの把握が不十
分で，
「きまりをつけ足す」ことと「きまり
をつくる」が同じ意味だということに気付
けない児童が多かった。

７

学習を振り返る。

〇時間が過ぎていたため，残りの活動は次時

・OPP シートに記入。

へ持ち越した。
〇今日の学習で大切だと思ったこと，めあて
に対しての感想を OPP シートに書いた。な
かなか書けない児童もいた。
〇自己評価 A…１７名 B…３名 C…０名
（欠席２名）
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ウ

手立ての考察

(ア)

精査・解釈

手掛かりを基に「あそび方」と「そのわけ」を見付ける

第４時，５時と同じ活動をしてきたので，児童も理解し，スムーズに活動に入ることができ
た。また，探す手掛かり（ヒント）をカードで示すことで，どの児童も活動に取り組むことができ
た。またその中で，これまでの段落の説明との違い（「あそび方」と「そのわけ」ではない部分も
ある）に気付くことができた。さらに，これまでの学習を掲示物で振り返れるようにすることで，
付箋を貼る活動では気付けなかった児童も，表を見ながらその違いを感じることができていた。
(イ)

精査・解釈

２，３，４段落と５段落を「比べて読む」活動

付箋で分ける活動を通して得た気付きをもとに，これまでの段落との共通点（「あそび方」「その
わけ」）と相違点を探し，筆者の意図に気付かせるという活動を行った。ここでは，文章が長いこと
や児童の実態を踏まえて，
一文ずつカードにして提示するという方法をとった。この手立てにより，
単語を追うのではなく，文のまとまりを意識して読むことができた。共通点を探す場面では，多く
の児童が手掛かりを基に，あそび方を探すことができた。しかし，教師が意図した「あそび方」と
提示した手掛かりにずれが生じていたため，児童が納得していない様子が見られた。教材研究をし
ていく中で曖昧にしてしまった部分が，混乱の原因となった。特に今回のように言葉に着目して文
章を読む活動においては，提示するものと学習内容が一致していることが必要である。また②の文
が「あそび方」にならないわけを「そこで」という接続語を取り上げ説明したが，理解できていな
い児童が多かった。接続語の意味や使い方について，まだ十分理解できていない２年生の児童の実
態に合わなかったためであると考える。児童の実態と教材の特性を捉えることの重要性を改めて感
じた。また，
「そのわけ」を探す活動は，言葉に着目するより内容の理解が必要だったため，新たな
手掛かりとして，カードを色分けしたものを提示した。（「あそび方」…白「そのわけ」…黄色「そ
のほか」…黄緑）「いいこと」「わるいこと」の判断が難しい児童もどちらかを選ぶことができるよ
うに考えた手立てであったが，カードの数やなぜその色なのかと他の部分が気になってしまい，本
来の意図が十分伝わらなかった。また今回は，児童にじっくり考えさせたいという意図から，始め
から色を示すことをしなかった。色分けをすることによる効果と，授業の目的とが一致するかどう
かも今後の課題をして考察していきたい。
また，相違点を見付け一文ずつ内容を確認することで，５段落が今までのあそび方と違い「きま
りをつけ足したあそび方」になっているということに気付くことができた。内容だけではない，筆
者の説明の仕方に着目する読みができたと感じる。これまでの学習を生かし，比べることを通して
新たな学びにつなげることができた。
◎成果…他の段落と「比べて読む」ことにより，相違点に気付き，筆者の意図に迫ることができ
た。どのように教材文が書かれているかという視点をもつことができた。長い段落をカードにし
て一文ずつ示すことで，文のまとまりを意識することができた。
▲課題…「重要な語や文」をどう捉えて児童に読ませるかを教材研究の中で吟味する必要があ
る。言葉だけで判断できない時は一度本文の内容に戻って考えることが必要である。
③

学習内容の振り返り

「OPP シートへの記述」

本時の一番の課題点は，児童が学ぶ内容が一時間の中に多すぎたという点である。そのため，
OPP シートの記述にも「むずかしかった」「あそび方とそのわけにわけられなかった」など，否定
的なものが多く見られた。(図 20)特に最後の「なぜつけ足したあそび方にしたのか」を考える活
動については，時間も十分になく，これまでの説明文の学習では行っていなかった活動のため，児
童にとって「よくわからない」という思いしか残らなかったのではないかと考えられる。５段落は
「きまりをつけ足したあそび方」だというところで授業を終わっていたら，もう少し自分たちの学
びを実感できたのではないかと思われる。また，授業の最後に教師が「今日はこんなことをみんな
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で考えたね。」と振り返る時間も必要であった。

児童①
２～４段落と５段落の違いを感じている
が，文章自体が長いこともあり，読み取るこ
とに困難さを感じている。児童 1 にとっては
検証授業での手立てが有効でなかったことが
うかがえる。

児童⑯
教員が示した「あそび方」の手掛かりが曖
昧なものであったため，２と３のカードが遊
び方になるのか迷っていた。特に児童 16 は
これまでの学習とのつながりを理解していた
だけに，かえって手掛かりが児童を惑わすも
のになっていたことが分かる。

児童⑧
本時のめあてが段落同士を比べて読むこと
だということを理解し，これまでの学習を生
かして課題に取り組んでいたことが分かる。
教材文を読む際に大事な語や文に着目してい
る様子がうかがえる。

図 20

第６時

図 21

OPP シートの記述

第６時
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板書

【第 7 時】
ア

学習指導案（第６時後半

イ

指導の実際

学習活動６～８参照）

学習活動及び教師の発問・支援
６

前時までの学習を振り返る。

時

〇児童の様子

15

〇前時に使用したカードを使い，振り返っ

・前時の学習を復習。ワークシート，OPP

た。分け方，理由もいうことができた。本

シートを使用。

文を読みながら確認することで，前時より

・５段落「きまりをつけ足したあそび方」
７

も理解できていた。

なぜ５段落が「きまりをつけ足したあそ

25

〇児童⑥「（きまりを付け足すと）楽しくな
る。
」

び方」になっているのか考える。

〇何人かの児童は前時から６段落に書いて

・全文シートを使い，筆者が「きまりをつけ足

いると気付いていた。

すと楽しいよ」といっている個所を探し，
線を引かせた。５段落以外で探すよう声を
かけた。
・意見を全体で交流。

〇児童⑲「６段落のきまりを作れば。」

・どんなきまりを作ればよいか本文から探さ

〇児童⑯「（きまりを作れば）自分たちに合

せた。
（あそぶところやなかまのことを考え

ったおにごっこにできる。」６段落にきま

て）

りを作ると書いてあるから，５段落がきま

・筆者の意図により文章が書かれていること

りを付け足したおにごっこになっている

を確認。

ことを全体で確認した。
・説明のわざ②として「あそぶところやなか

〇キーワードを示して書かせた。キーワード

まのことを考えてきまりをつけ足すと，み

が長く，うまく繋げられない児童もいたの

んなが楽しめるおにごっこになる」OPP シー

で，その後教師が板書し，示した。

トに記入させる。
８

学習を振り返る。

５

・OPP シートに記入。

〇説明のわざ②を記入したので，感想は書か
なかった。
〇自己評価 A…13 名 B…３名 C…４名
（無記入１名

欠席１名）

（６）手立ての考察
①

精査・解釈

５段落と６段落のつながりを考える活動

前時の続きとして，５段落がきまりをつけ足したあそび方になっている理由を考え，６段落の筆
者の意図について考える活動を行った。前時の児童の様子から，もう一度５段落が「きまりをつけ
足ししたあそび方」になっていることを確認した。その後再度「どうして森下さんはきまりをつけ
足した遊び方にしたのでしょう。」と問いかけた。前時のワークシートに，６段落とのつながりを書
いている児童も何人かいたが，
「楽しいから」と書いていた児童の意見を取り上げ，きまりを付け足
すと楽しくなることを児童の経験とつなげて考えさせた。それから，本文に戻り５段落以外で「き
まりをつけ足す」と同じことが書いてあるところはないかどうか探させたところ，ほとんどの児童
が６段落に着目することができていた。そして６段落から「あそぶところやなかまのことを考えて
きまりを作る」
「自分たちに合ったおにごっこにできる」ということを見付け出し，きまりを付け足
すよさを森下さんは伝えたかったということを確認した。説明文の学習で筆者の意図について考え
て読むということは児童にとっては初めての活動であり，戸惑いもあったが，説明文は筆者が読者
に伝えたいことがあって書かれたものだという意識はもてたのではないかと感じる。
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◎成果…「比べて読む」ことを手立てに教材文を「精査・解釈」して読むことができた。内容の理
解だけでなく，形式の理解がこのような読みにつながったと言える。
「段落同士を比べる」
「共通点・
相違点を見付ける」
「なぜ違いがあるのか考える」
「筆者の説明の仕方を学ぶ」という流れは他の説
明文の学習にも生かすことができるだろう。
▲課題…一部の児童の意見で学習が進んでしまう場面が多かった。「何が書かれているのか」内容
の理解の差が見られた。児童の読解力に応じた手立ても考えていく必要がある。

図 22

第７時

板書

【第８時】
ア

学習指導案

（ア）

目標・事柄の順序や表現に着目して教材文を読み，説明のわざを見付けることができる。

（イ）

展開

学習活動

時

〇指導上の留意点

◆評価規準
（評価方法）

１

前時までの学習を振

５

り返る。

〇「問い」に対する「あそび方」と「そのわ
け」を読み取ってきたことを振り返る。

２ 「全文シート」を使い， ５

〇これまでの学習から，第１段落が「問い」，

どの段落にどんなこと

第２から５段落が「答え」であることを確

がかいてあったか，振り

認する。
〇第６段落には「あそび方」
「そのわけ」が書

返る。

いていないという違いに気付かせる。
３

「せつめい文のへや」 ３

〇説明文にも物語文と同じように，
「はじめ」
「中」「おわり」の部屋があることを示す。

を知る。

「おにごっこ」を三つのへやにわけて，
なにが書いてあるかたしかめよう。
４

今日のめあてを知る。 ２

〇なぜそのように分けたのか，理由も含めて
考えさせる。
（問い・答えなど学習してきた言葉を使わせ
る）

５

「おにごっこ」を三つ

10

◇〔主①〕
今までの学習を
生かし，「はじ
め」「中」「終わ

〇中の部屋はさらに４つの小部屋に分かれ
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り」の三部構成

の部屋（まとまり）に分

ることを告げ，各部屋の名前も考えさせ

について考えな

ける。

る。（おにごっこの名前）

がら，教材文を

〇「はじめ」には「問い（話題提示）」が，

・ペアで話し合う。
・全体で考える。

読もうとしてい

「中」には「答え（事例）」が書いてあるこ

る。(観察・発言・

とを確認する。

ワークシート)

〇筆者が伝えたいことが「終わり」に書いて
６

三部構成の文章につ

あることを確かめるために，

５

「～いいですね。」と読者に呼び掛けている

いて確認する。

ことに着目させる。
７

５

学習を振り返る。

〇OPP シートに今日一番大切だと思ったこ
と，考えたこと，気付いたことを書かせる。
・せつめい文には３つのへやがある。
「はじめ」「中」
「おわり」
・おわりには筆者の考えが書いてある。

(ウ)

本時の評価規準

・事柄の順序など今までの学習を生かし，
「はじめ」
「中」
「終わり」の三部構成について考えながら，
教材文を読んでいる。
イ

授業の実際
学習活動及び教師の発問・支援

時

１

前時までの学習を振り返る。

３

２

「せつめい文のへや」を知る。

２

・物語と同じように説明文も３つの部屋にわ

〇児童の様子
〇物語は「はじめ・中・おわり」にわけられ
ることを理解している児童が多かった。

けられることを示した。わかりやすいよう，
家の形で提示した。
３

今日のめあてを知る。

３

〇課題を示すと，「分けられそう。」と反応。

「おにごっこ」を３つのへやにわけてみよう。
４

「おにごっこ」を三つの部屋（まとまり） 20
に分ける。

・ワークシートを配布し，どの段落がどの部屋
に入るか，隣同士で話し合わせた。

〇ほぼすべてのペアが３つの部屋に分ける
ことができていた。（１ペアを除く）理由
も書いているペアがあった。

・全体で考える。

〇はじめの部屋は 1 段落だけという意見と

・はじめの部屋に入るのは何段落か発表する。

１，２段落だという意見に分かれた。１，

１段落と２段落の違い（遊び方があるかな

２段落を選んだペアは理由を言えなかっ

いか）を確認し，はじめの部屋を 1 段落と

たため，教師が「じゃあなぜ２段落ははじ

した。

めの部屋に入らないの」と全体に問い直し
た。
〇児童⑯「２段落は遊び方の一つに…とはじ
まっている。そしてまた，ほかにとつなが
っているから。」２，３，４段落はみんな
遊び方の紹介になっていることをつなぎ
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言葉に着目して考えていた。
・中の部屋に入るのは何段落か発表する。

〇中の部屋には「あそび方」が書いてあるこ
とに気付き，２から５段落を選んでいた。

・終わりの部屋に入るのは何段落か発表する。

〇全員６段落を選択。

・
「はじめ」
「中」
「終わり」の部屋に何が書い

〇「はじめ」…問いや紹介
「中」…答え「あそび方」と「そのわけ」

てあるか考える。

「終わり」…森下さんが伝えたいこと
（筆者の主張）
それぞれ書いてあることをこれまでの学
習と結び付けて確認できた。
５

〇児童⑯「①は問いの部屋」

段落ごとの小見出しを考える。

・小さな部屋に名前を付ける。

〇児童⑲「中の部屋は，つなぎ言葉を使えば

・全体で考える。

いい。」
〇児童⑯「鬼ごっこの名前をつける。」
→②の鬼ごっこの名前が付けられなかった。
〇「・・・・あそび方」で名前を付けてみよ
うと呼びかけると，②はおににとってよいあ
そび方，③はにげる人にとってよいあそび
方，④はりょうほうによいあそび方，⑤はつ
け足したあそび方という名前を付けた。
〇児童⑱「⑥はつたえたいことの部屋。」

６

本時の学習を振り返る。

５

〇OPP シートに今日の学習について記入し
た。わかった，わからなかったという感想
ではなく，今日勉強したことを書くように
指導した。
〇自己評価 A…12 名 B…２名 C…６名
（無記入１名

７

次時の予告を知る。

12

・２～５段落で一番楽しいと思う鬼ごっこを

欠席１名）

〇３，４，５段落に意見が分かれた。
〇児童⑭「手つなぎ鬼は鬼も逃げる人も両方
楽しめる。」

考える。

〇児童①「しまおに。ちょっとつかまりそう
だと思ったら逃げられるところがある。」
〇児童⑲「手つなぎ鬼は鬼が増えてくると大
変だから，遅く走っても捕まえられなくな
る。
」
〇児童⑯「手つなぎ鬼は，きまりをつけ足し
た鬼ごっこになっていて，森下さんが言う
ように決まりをつけ足すともっと楽しい
おにごっこになるから。」
・楽しいと思う鬼ごっこもそれぞれ違う，また

それぞれ理由も発表することができた。

「時間を表す言葉」もないことから，中の部

〇「変えてはだめ」
「変えてもよい」
「ここは

屋の順序性について問いかけ，次時にみん

変えていいけど，ここはだめ」など自分な

なで考えていこうと示した。

りの意見を考えていた。
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ウ

手立ての考察

(ア)

構造と内容の把握

「おにごっこ」の三部構成について考える

前時までの学習をもとに，教材分を「はじめ・中・おわり」の三部構成に分ける活動を行った。
物語文でもすでに学習していることもあり，三部構成についてはスムーズに理解できていた。そこ
で，説明文を大きな家に見立て，それぞれの部屋に何段落が入るか考える活動を行った。ペア活動
で行ったが，ほぼ全部のペアが書いてある内容を考えながら，３つに分けることができていた。こ
れまでに問いと答えの関係や最後に筆者の主張があるということを学習してきた一つの成果ではな
いかと感じた。また，なぜそのように分けたかという理由についても，
「つなぎ言葉でつながってい
るから」
「②～⑤にはあそび方が書いてあるから」と，これまでの学習での学びを生かしている様子
がうかがえた。また，小見出しを付けるという活動は，２年生ではあまり行われないが，３年生で
の学習を見通して今回行ってみた。児童からはつなぎ言葉や，あそび方の名前に着目した意見が出
された。教材文の中の重要な語や文を探して読むという意識が育ってきているように感じる。
◎成果…内容と形式の理解を目指して教材文を読んできたことで，文章構成についてもこれまでの
学びを基にしながら考えられた。単語を追うだけの読みではなく，内容を考えながら読むことがで
きるようになった。
▲課題…教材の特性を考えると，小見出しを付ける活動は難しかった。

図 23

(イ)

学習内容の振り返り

三部構成を捉えるためのワークシート

「OPP シートへの記述」

学習の様子を見ていると，ほとんどの児童が教材文を三部構成に分けることができていたが，
OPP シートの記述からは，「あんまりわからなかった」「ちょっとむずかしかった」という感想が見
られた。原因として考えられるのは，分けた後に行った小見出しを付ける活動である。単純に紹介
されている「おにごっこ」の名前を付けられればよかったのだが，２段落の遊び方には付けられな
かったので，「誰にとってよい遊び方」で教師が小見出しをつけた。そこが児童にとっては難しく
分かりづらいと感じたのではないかと思われる。児童から出てきた意見を教師がうまく生かすこと
ができないと，いくら活動ができていても達成感が得られないということがわかった。
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児童⑧
さいしょのもじ（＝つなぎ言葉）に着目し
て文章の構成を考えている。それぞれの段落
の共通点と相違点を見付けながら文章を読ん
でいる様子がうかがえる。

児童⑨
小見出しを付ける活動に対しての感想であ
る。２年生の発達段階では難しい課題だった
かもしれない。よりよい手立てを考察する必
要がある。

図 24

第８時

図 25

OPP シートの記述

第８時

板書

【第９時】
ア

学習指導案

（ア）目標・説明のわざを見付けるために事柄の順序や表現に着目して教材文を読むことができる。
（イ）展開
学習活動

時

〇指導上の留意点

◆評価規準
（評価方法）

１

前時までの学習を振
り返る。

〇OPP シート，ワークシートを使って，
「み
んなが楽しめるおにごっこを説明する」
ために，読んでいることを確認する。
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３
２

一つ目のわざも振り返る。

「おにごっこ」の事例

〇既習の説明文「たんぽぽのちえ」
「どうぶ

の順序について，これま

つ園のじゅうい」では，
「時間の順序」を

での学習と比べる。

学習したことを振り返る。
〇「おにごっこ」には「時間を表す言葉」
がないこと，また前時に「一番楽しいと

20

思うおにごっこ」を選んだことを示し，
順番を変えてもよいか考えさせる。
３

「しょう かいす るおに ごっこ のじゅ ん ば

今日のめあてを知る。

んは変えてもいい？」
中のへやのじゅんばんはかえてもいいか考えよう。
４

〇第６段落に書いてあること（おにになっ

事例の順序について

た人も，にげる人も，みんなが楽しめる

考える。
・ペアで

ように，くふうされてきたのです）を確

・グループで

認し，筆者の考えと事例の順序との関係

◇〔思・判・表①〕

・全体で

を考えられるようにする。

説明のわざを見付

５

〇事例の順序にも筆者の意図があることを

見付けた「説明のわ

の順序や表現に着

確認する。

ざ」をまとめる。

〇グループで「おにごっこ」の説明をする

10
６

けるために，事柄
目して教材文を読

としたらどの順番で紹介するかという状

んでいる。

況を示し，具体的に考えられるようにす

（発言・観察・ワ

る。

ークシート）

〇OPP シートに今日一番大切だと思ったこ

学習を振り返る。

と，考えたこと，気付いたことを書かせ
る。
〇キーワードを提示して，
「説明のわざ」に
ついても書くようにする。
せつめいのわざ③「みんなが楽しめること
10

をつたえるには，
「れい」のじゅんばんも
工夫して書く。
」

（ウ）

本時の評価規準

・事柄の順序や表現に着目して教材文を読み，説明のわざを見付けている。
イ

指導の実際
学習活動及び教師の発問・支援

１

前時までの学習を振り返る。

時

〇児童の様子

３

〇三部構成については「はじめ・中・終わり」
だけでなく，どのようなことが書かれてい

・
「はじめ・中・終わり」の三部構成について

たかどうかも理解できている様子だった。

確認した。
２

今日のめあてを確認する。

２

中のへやのじゅんばんはかえてもいいか考えよう。
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３

事例の順序について考える。

25

〇悩んでいる児童もいたが，自分の考えをワ

・２～５段落を音読し，順序を変えていいの

ークシートに書いていた。
〇前時の最後では，「変えてもよい」という

か，またその理由について考えた。
・理由を考える手掛かりとして，２～５段落

意見もあったが，本時では「変えてはだめ」

の 内 容 を簡 単 に ま と め た カー ド を 提 示 し

もしくは「変えてもよいところとだめなと

た。

ころがある」という２つの意見が出され

（それぞれのきまり，誰にとってよい遊び方）

た。

・隣同士で意見の交流をした。
・全体で考える。
児童 6：順番は変えてはだめ。
T：同じ人は？（17 人が挙手）他に意見はありますか？
児童 1：２と３段落はいいけど，４と５段落は変えちゃだめ。
T：同じ人？（４人が挙手）４と５は変えちゃいけないってことだけど，４と５がそのまま２と３の
前に来てもいいの？
児童１：４と５は２と３の後ろじゃないとだめ。
T：じゃあ，２と３の順番だけ交代していいけど，４と５はそのままってことだね。じゃあ，どうし
てか理由が言える人？ 変えちゃだめな人からどうぞ。
児童 18： 変えなくてもわかりやすい。
児童 9：３と４はつなぎ言葉がつながっているからだめ。４と５は付け足してるから。
児童 14:遊び方の一つにってかいてあるじゃん。いきなりまたから始まったらおかしい。遊び方の一つに
ってあるのがわかりやすい。
T：
「あそび方の一つに」って始まっていると，ここから遊び方を紹介するってことがわかりやすい
ってことだね。だから「また」から始まっちゃいけないよってことだね。つなぎ言葉があるからな
んだ。それから？
児童 14： 盛り上がらない。
T：面白い意見なんだけど，児童 14 くんは，遊び方がだんだん盛り上がる遊び方になっているん
じゃないかって。盛り上がるってことは，だんだん…
C：楽しい遊び方。
児童 14：この方がだんだん楽しいって伝わりやすい。
T：じゃあどうして２，３は変えてもいいのかな？
C：きまりをつけ足してないから。
T：じゃあ，森下さんはこの順番にしたんだけど，他に理由がないかな？
（黒板に貼ったカードを確認。）
児童 14： おににとってよい遊び方，にげる人にとってよい遊び方，両方にとってよい遊び方ってな
っている。はじめは一人一人で，最後が両方ってなっている。
児童 19：じゃあにげる人が先でもいいじゃん。だって一人一人だから…。
T：ちょっとまとめよう。誰にとっていい遊び方かが順番になっているんじゃないかってことだね。
みんな同じ？
児童:バランスよくなっている。 にげる人にとっていい遊び方とおににとっていい遊び方で，バラ
ンスがよくなっている。
T：おにだけにいい遊び方じゃないってことだね。
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〇変えてはいけないという理由としては，つ
なぎ言葉がある」「盛り上がる順番になっ
ている」「誰にとっていい遊び方かの順番
になっている」という意見が出された。そ
こで，「誰にとってよい遊び方」の順番な
ら，３段落が先でもよいのではないかとい
う意見が出された。

第９時
・２，３段落の順序を変えるか変えないか考

９

えるために，本文とのつながりを探させた。

段落の内容をまとめたカード

〇教師が本文から探してみようと呼びかけ
ると，
「多分６段落」
「理由のところに書い
てあると思う」などの声が聞かれた。
〇児童⑯「６段落の『おにになった人もにげ

・第６段落に筆者の考えが書いてあること，

る人もみんなが楽しめるようにくふうさ

順番にも森下さんの考えがあることを確認

れてきたのです。』って言葉があるからこ

した。

の順番でいいと思う。」筆者の考えが教材
文に示されていることを見付けることが
できた。

４

「説明のわざ」をまとめる。

３

〇事例の順序について，森下さんには森下さ

・おにごっこを紹介する順番は，自分たちで

んの考えがあり，自分たちが図鑑を作ると

決めていくことを確認し，説明のわざ③と

きには，順番を考えるとよいことを確認し

してまとめた。

た。
〇キーワードは示さず，教師がまとめた。

５

学習を振り返り，次時の学習を知る。

３

〇説明のわざ③と振り返りを書いた。友達の

・OPP シートに記入。

意見を聞いて思ったこと，今日分かったこ

・次時にはみんなが楽しめるおにごっこを考

とを中心に書こうと声をかけた。

えることを予告した。

〇自己評価 A…17 名 B…１名 C…２名
（無記入１名

ウ

欠席１名）

手立ての考察

(ア)

構造と内容の把握と精査・解釈

事例の順序を考える活動

「事柄の順序を考える」ことは，２学年の指導事項である。そこで，本時では２～５段落で紹介
されているおにごっこの順序性について考えるという活動を仕組んだ。課題を「変えてもよいか」
「変えてはだめか」という選択できるものにしたので，難しい課題ではあったが，ほぼ全員が自分
の意見を書くことができた。また，その理由として，これまでに学習した「つなぎ言葉」や「５段
落がつけ足した遊び方になっていること」を挙げる児童が多かった。(図 26)学びを生かして課題に
取り組むという意識が高くなってきたことがうかがえる。また，その他の理由として「
（この方が）
盛り上がるから」と筆者の考えと自分の考えをつなぐ意見も出された。内容と形式の理解を丁寧に
行ってきたことが教材文の精査・解釈につながっていったと考えられる。さらにその後の交流の中
で，
「誰にとってよい遊び方」の順番になっているという意見に対しての疑問が生じた。そこでもう
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一度教材文の内容を読むことにより，疑問が解決された。筆者の考えがどこに書いてあるのかを理
解している様子が見られた。このように「事例の順序」について考えることでより深く教材文の精
査・解釈ができたのではないかと考える。
◎成果…事例の順序を考える活動を通して，これまでの学びを再確認し，筆者の意図についてより
深く考えることができた。選択式の課題にしたことで，全員が自分の考えをもつことができた。
▲課題…一般的な説明の仕方として「簡単→難しい順」など内容に着目した順序を考えることも必
要であった。

児童⑫

児童⑨

事例の順序を変え

事例の順序を変え

てはいけないという

てはいけないという

意見。理由として４

意見。理由として，

段落と５段落の関係

つなぎ言葉に着目

性を挙げている。５

し，その順序を挙げ

段落が４段落に「き

ている。発言では，

まりをつけ足したお

「また」の前に「ほ

にごっこ」になって

かに」がくるとおか

るという第６時の学

しいことを述べてい

習を生かして考察す

た。つなぎ言葉の使

ることができてい

い方にも気付いてい

る。

る。

児童①

児童⑩

順序を変えてよいと

児童 1 と同様の

ころと変えてはいけな

意見と理由である

いところがあるという

が，理由を自分の

意見。理由として，段

言葉でわかりやす

落同士のつながりを挙

く書いている。こ

げている。２と３段落

れまでの学習内容

のおにごっこはきまり

を理解し，文章を

を付け足したものには

読む際にその学び

なっていないことか

を生かしている様

ら，２，３段落は変え

子がうかがえる。

てもよいと段落のつな
がりに着目して読んで
いる。

図 26

第９時

ワークシートの記述
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(イ)

学習内容の振り返り「OPP シート・ワークシートへの記述」

前時までの記述を受けて，本時では書くことを具体的に示した。多くの児童が「できなかった」
「わからなかった」ことを書くようになってきていたからである。授業の様子を見ていると，発言
も多く，学習内容を十分理解していると思われる児童に特にその傾向が見られた。教師がこの意見
が正しいと示さないと自信が持てないのだと感じた。そこで，自分の意見ではなくても，○○さん
の意見を聞いて分かったことでもよいこと，また正解ではなくて自分が大事だと思ったことを書く
ように伝えた。すると，前時に比べ，肯定的な記述が増え，友達の意見に対する考えを書く児童も
増えた。また，順序について「話がつながる」
「読みやすくなる」とその効果について理解した記述
も見られた。これからの授業でも「難しかったけど最後にはどう思ったのか」
「友達の意見を聞いて
どう思ったか」という自分の変化に着目して学習内容を振り返らせていきたい。

児童⑧
本時での学びと自分の考え，また友達の意
見に対しての感想を書いている。学習課題に
対して意欲的に活動している様子がうかがえ
る。OPP シートが有効に機能している。

児童⑮
本時の学習を通して，事例の順序を考える
ことのよさや段落同士のつながりに気付くこ
とができた。よりよい説明をするために事例
の順序を工夫することが必要だということを
理解していることが分かる。

児童④
第６時ではあまり理解していなかった６段
落の役割について，再度自分なりに考えるこ
とができている。説明文には筆者の意図や工
夫があることを感じている様子がうかがえ
る。

図 27

第９時

OPP シートの記述
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図 28

第９時

板書

【第 10 時】
ア

学習指導案

（ア） 目標

・これまでの学習を生かし，
「みんなが楽しめるおにごっこ」について考え，説明し
ようとしている。

（イ）

展開

学習活動

時

〇指導上の留意点

◆評価規準
（評価方法）

１

前時までの学習を振

５

り返る。
２

今日のめあてを確認

〇OPP シートを使って，
「説明のわざ」を確
認させる。

２

する。
みんなが楽しめるおにごっこのくふうを考えよう。
３

第３段落のおにごっ

10

〇説明のわざを振り返りながら，「あそび

◆〔主①〕

こ「色おに」の説明に書

方」
「そのわけ」
「こまること」
「つけ足す

これまでの学習を

く内容と順番を考える。

きまり 」が 必要だ とい うこ とを確 認す

振り返り，説明す

る。

るのに必要なこと

〇色おにの「あそび方」「そのわけ」「こま

を考えている。

ること」をカード化し，何がどこに当て

・「 み ん な が 楽 し

はまるのか，順番はどう並べればよいか

めるおにごっこ」

考えさせる。

をきまりを付け加
えて説明しようと

４

第３段落のおにごっ

15

〇付け足す工夫を考える際，もともとは誰

している。

こに付け足す工夫を考

にとっ てよ いおに ごっ こな のかを 確認

（ワークシート・

える。

させる。

発言・観察）

〇時間や範囲の制限など，工夫するための
視点をいくつか示す。
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５

考えた工夫について

10

〇時間の工夫，範囲の工夫など違った観点

交流する。

で書いたものを取り上げ，そのよさにつ
いて交流できるようにする。

６

学習を振り返る。

５

〇OPP シートに今日一番大切だと思ったこ
と，考えたこと，気付いたことを書かせ
る。

・
「あそび方」「そのわけ」
「こまること」
「つけ足すきまり」
のじゅんばんで書く。
・
「つけ足すきまり」は時間やにげるはんいをくふうする。

（ウ）

本時の評価規準

・これまでの学習を生かし，
「みんなが楽しめるおにごっこ」について考え，説明しようとしている。
イ

指導の実際
学習活動及び教師の発問・支援

１

前時までの学習を振り返る。

時

〇児童の様子

５

〇OPP シートを見ながら説明のわざを確認
していた。

・学習課題と説明のわざ①～③を確認。
２

今日のめあてを確認する。

５

みんなが楽しめるおにごっこのくふうを考えよう。

〇説明のわざを振り返りながら，「あそび

・説明することを確認。
「おにごっこ」の文章に

方」と「そのわけ」
「つけ足すきまり」が

何が書かれていたかを振り返った。

必要なことが確認できた。

・
「あそび方」
「そのわけ（いいこと）」
「こまる

〇教師の見本を見て「すごい」「書きたい」

こと」「つけ足すきまり」をカードにして提

と興味を示していた。

示。
・教師作成の図鑑を提示。

第 10 時

３

第３段落のおにごっこ「色おに」の説明に

10

書く内容と順番を考える。

おにごっこ図鑑(手本)

〇文の途中で切ることはなく，文のまとま
りを意識してほぼ全員が「あそび方」
「そ

・
「色おに」の説明が書かれたワークシートを配
布，音読。順序がバラバラになっていること
を告げる。

のわけ」
「こまること」の３つに分けるこ
とができていた。
〇「あそび方」の理由

・
「色おに」の説明文を「あそび方」
「そのわけ」
「こまること」の３つに分け，ワークシート
に貼る。

児童②「かぎかっこがある。」
児童⑯「きめたってある。」
〇「そのわけ」の理由

・どのように分けたか理由も含め発表させた。
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児童⑲「にげる人はってあるから。」

〇「こまること」の理由
「ところが」がついていることを確認。
「おに」が「つかまえられない」
４

第３段落のおにごっこに付け足す工夫を

15

考える。

〇時間をきめる以外に意見が出てこなかっ
たため，教師の方で人数や範囲などを示

・
「しまおに」での経験を思い出し，
「おにがつ

した。

かまえられるような」きまりを考える。

〇「時間をきめます」しか書けず，きまり

・つなぎ言葉「そこで」と文末「～きめるので

を具 体的 に でき な い児 童が 多 く見 られ

す。」を確認した。

た。また，
「誰がどうする」が書けず，主

・時間を決める場合は具体的に「何分，何秒に

語を意識していない様子も見られた。

するか決める」よう声をかけた。
５

考えた工夫について交流する。

〇児童⑧「５回つかまえられなかったらお
にを交代する。」

・考えた工夫を発表する。

〇児童③「おにが『色変え』と言って色を

・書けていない児童には，友達の意見を参考に

変える。」

するよう声をかけた。

〇児童⑰「おにを２人に増やす。」
〇児童 ⑱「さ わっ てい る時間 を５ 秒に す
る。
」
時間，回数など様々な視点から意見が出
された。書けなかった児童も，友達の意
見を真似しながら書くことができた。
６

学習を振り返る。次時の活動を知る。

５

・黒板を使って，今日の学習を振り返り，OPP シ
ートに書くようにした。

よかったかを中心に感想を書いていた。
〇配布したワークシートをすぐに読み始め

・おにごっこの説明（10 種類）が載っているワ

ウ

〇今日の学習について誰の考えたきまりが

る姿が見られた。

ークシートを配布し，どれにするか選んでお

〇自己評価 A…18 名 B…１名 C…１名

くように声をかけた。

（無記入１名

欠席１名）

手立ての考察

(ア)

精査・解釈

みんなが楽しめるおにごっこを考える活動

本単元の学習課題でもある，
「 みんなが楽しめるおにごっこをせつめいしよう」を達成するために，
本時ではこれまでの学習を生かして，教材文に出てきた「色おに」に付け足すきまりを考える活動
を行った。まず，形式の理解がどのくらいされているか確認するために，教師が用意した「色おに」
の説明文を「あそび方」
「そのわけ（いいこと）」
「こまること」に分けさせた。活動の様子を見てい
ると，ほぼ全員が説明文を３つのまとまりに分け，なにが書かれているか理解していた。以前，教
材文の「あそび方」
「そのわけ」を探す活動では，文のまとまりを意識できず，文の途中を選択して
いる児童も多かったが，本時ではしっかり文のまとまりで分けることができていた。どのように書
かれているかという形式が理解できていると考えられる。そして，困ることを解決するために「つ
け足すきまり」を考えさせた。始めは何を書けばよいかわからない様子が見られたが，
「しまおに」
での経験や実際「色おに」をやったことを思い出すことで，書ける児童が増えた。またその後，意
見を発表する場面では，「確かに」「やったことある」などの声が聞かれ，友達の意見を参考にして
「つけ足すきまり」を書くことができた。(図 29)教師が示した時間・範囲以外にも，回数を決める，
新しいきまりを考えるなど，様々な視点から意見が出された。経験と結び付けることで，多くの意
見が出されたのだと考えられる。
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◎成果…表現活動と教材文での学びを結び付けたことで，児童が意欲的に取り組む様子が見られた。
重要な文や語を考えて選び出す「精査・解釈」の力も見取ることができた。言語活動の設定が重要
であることが明確になった。
▲課題…接続語や文末表現など，教材文に沿った表現を意識させることが必要。指導もしたが，文
末を「です」
「ます」にする，
「きめるのです」を使う，主語を明確にすることができていない児童
が多かった。もう一度教材文を読み，確認する必要があった。

いろおには、「
おにがきめた色にさわれば、つかまらない」

ときめたおにごっこです。

ところが、にげる人が、ずっとさわりつづけていると、

おにがつかまえられません。

にげる人が、かんたんにつかまらないので、つかれた人も、

走るのがにがてな人も、楽しくあそぶことができます。

第 10 時

ワークシート（色おにの説

明文「あそび方」
「そのわけ」
「こまる

児童
色おにの説明文を，
「あそび方」
「そのわけ」「こまること」

こと」に分けさせた）

の３つに分けさせた。文章のまとまり，書かれていることを理

意図的に順序を変え，これまでの学習

解して読んでいる。また，付け足すきまりとして時間の工夫を

を 理 解 し てい る か ど う か 判 断 で き る

考えた。接続語「そこで」を使い教材文「おにごっこ」の学び

ようにした。

を生かすことができた。
図 29

(イ)

第 10 時

使用したワークシートと児童の記述

学習内容の振り返り「OPP シート・ワークシートへの記述」

これまでの教材文の読み取りから，自分で表現する活動に変わったからか，
「楽しかった」という
感想が多く見られた。最終的な目的を明らかにして学習を進めたことが，意欲の向上につながった
のではないかと考えられる。また，前時に引き続き，友達の意見についての記述が多く見られた。
これまでは絶対自分でやりたいという思いが強く，友達のまねをしたくないという児童もいたが，
友達の意見を参考にしながら考えてもいいのだと抵抗がなくなってきていることが分かる。また，
実際に付け足すきまりを考えたことにより，
「きまりをつけたしたらもっと楽しくなった」「いろい
ろなおにごっこももっともっと楽しくなりそう」など，改めてそのよさを実感している感想も見ら
れた。(図 30)教材文を読むだけでなく，その学びを生かして表現することの重要性が改めて感じら
れた。
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児童㉑
次時の見通しをもって学習に臨んでいるこ
とが分かる。今日の学習が何のためのものな
のかを意識している。

児童⑯

⑪

①

「おにごっこ」で見付けた「説明のわざ
②」について，そのよさを改めて実感してい
る様子が分かる。「いろいろなおにごっこも
もっとたのしくなりそう」
「きまりをつけた
したらたのしくできそう」
「文しょうがもっ
とうまくなる」など，実際に自分たちが表現
することを通して，これまでの学びの大切さ
に気付くことができた。また，単元を通した
学習課題「楽しさがつたわるようにせつめい
しよう」を意識して学習に取り組んでいるこ
とが，記述から伺える。

図 30

第 10 時

図 31

OPP シートの記述

第 10 時
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板書

【第 11 時】
ア

学習指導案

（ア） 目標

・これまでの学習を生かし，
「みんなが楽しめるおにごっこ」について考え，説明し
ようとしている。

（イ）

展開

学習活動

時

〇指導上の留意点

◆評価規準（評価
方法）

１

前時までの学習を振

５

り返る。
２

今日のめあてを確認

〇前時のカードを使って，説明文に書く内
容と順番を説明のわざで確認する。

２

する。
自分で考えたみんなが楽しめるおにごっこをせつめいしよう。
３

紹介したいおにごっ

10

この「あそび方」
「そのわ

ごっこに合ったものを選び出し，どの順

け」
「こまること」のカー

番で説明したらよいか考えさせる。

ドを選び，順番を考え

〇つなぎ言葉（けれども，そこで）を入れ

る。
４

〇カードの中から，自分が紹介したいおに

選んだおにごっこに

るようにさせる。
10

〇工夫の視点（時間・範囲・人数）の例を

◆〔主①〕

付け足す工夫を考え，ワ

示し，進んで工夫が考えられるようにす

これまでの学習を

ークシートに書く。

る。

生かして「みんな
が楽しめるおにご

５

考えた工夫について

10

交流する。
・グループで交流。

〇できるだ け同じお にごっこ を選んだ 子

っこ」の工夫を考

供同士でグループを組むようにし，その

えようとしてい

よさを共有できるようにする。

る。

〇「誰のための工夫か」「何を工夫したか」 （ワークシート・

・全体で交流。

が大切であることを確認し，考えた工夫

観察）

をグル ープ の中で 交流 でき るよう にす
る。
〇友達のよいところを全体で共有し，自分
の文章に生かしてよいことを確認し，次
時の意欲につなげる
６

学習を振り返る。

８

〇OPP シートに今日一番大切だと思ったこ
と，考えたこと，気付いたことを書かせ
る。

・あそび方，そのわけ，こまること，つけ足すきまりのじゅ
んばんがだいじ。
・○○くんの～という工夫がよかった。楽しそうなおにごっ
こだった。
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（ウ） 本時の評価規準
・これまでの学習を生かし，
「みんなが楽しめるおにごっこ」について考え，説明しようとしている。
イ

指導の実際
学習活動及び教師の発問・支援

１

時

前時までの学習を振り返る。

〇児童の様子

３

・前時に使用した掲示物を使って振り返った。
（色おにの説明文）
２

今日のめあてを確認する。

２

２
自分で考えたみんなが楽しめるおにごっこをせつめいしよう。
３

紹介したいおにごっこのカードを選び，文

５

章構成を考える。

〇前時の学習と同じ活動だったので，スム
ーズにできていた。前時できなかった児

・どんなきまりを付け足したらよいかと書く順

童も本時では分けることができた。

番について確認した。
・ワークシートから紹介したいおにごっこを選
び，
「あそび方」
「そのわけ」
「こまること」に
分ける。
４

選んだおにごっこに付け足す工夫を考え， 15

〇まほうおに，ゾンビおにを選んだ児童が
多く，きまりを考えるのに悩んでいた。

ワークシートに書く。
・付け足すきまりは一つにすること，また「お
にごっこ図鑑」にもヒントがあることを告げ
た。
５

考えた工夫について交流する。

10

〇児童⑭「５分経ってもタッチされなかっ

・ペアで交流。

たら氷が解けると決めるのです。また日

・全体で交流。

当たりのいいところでは，３回タッチさ

・教師が児童を指名し発表させた。

れないとこおらないと決めるのです。」
（こおりおに）
〇児童⑱「花を中くらいにすることでおに
がつかまえやすくなります。」（ひまわり
おに）
〇児童③「１分たったら魔法が解けると決
めるのです。」（まほうおに）
〇時間や回数に無理のあるきまりを作って
いる児童が多かった。
（５分待つ，おにを
10 人に増やすなど）
〇誰にとってよい遊び方にすればよいかを
意識して付け足すきまりを考えることが
できていた。
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６

自分の書いたワークシートを読み返し，説

５

〇約半分の児童が本番の紙に書き始めた。

５

〇今日できたことを中心に感想を書いてい

明文を書く。
・教師の見本を示し，書き方を説明した。
・付け足したきまりが困ることの解決になって
いるかを教師が確認し，本番の紙に書かせ
た。
７

学習を振り返る。

・OPP シートを使用。

た。

・付け足すきまりが決められなかった児童に
は，次回までに考えておくよう告げた。
ウ

〇自己評価 A…1５名 B…３名 C…3 名
（無記入１名）

手立ての考察

(ア)

精査・解釈

みんなが楽しめるおにごっこを考える活動

前時の練習を経て，本時は自分で選んだおにごっこに付け足すきまりを考える活動を行った。前
時に予告しておいたため，配布したワークシートを読んでどのおにごっこにするか全員が決めてい
た。意欲の高さがうかがえた。しかし選んだおにごっこに偏りが見られ，９人が「まほうおに」４
人が「高おに」「ゾンビおに」を選択していた。ワークシートには全部で 10 種類のおにごっこを載
せておいたが，誰も選んでいないおにごっこもあった。図鑑を作ることを考えると，偏りがないよ
うに配慮が必要であった。
「あそび方」「そのわけ」「こまること」に分ける活動は，前時に行った活動とほぼ同じだったた
め全員ができていた。付け足すきまりを考えるために，以前配布した「おにごっこ図鑑」にもヒン
トがあることを告げると，多くの児童が読み直し，ヒントになりそうな個所を見付けていた。しか
し一番多かった「まほうおに」についてはヒントがなく，考えるのに苦労している様子が見られた。
経験したことがないおにごっこだったため，想像がしにくかったのではないかと予想される。選ぶ
際にも，きまりが考えられそうなおにごっこを選ばせる必要があった。その後，何名かの児童のき
まりを紹介し，交流することで，はじめは書けなかった児童も書けるようになってきた。
しかし，きまりが書けても具体的な時間の長さや人数に無理のあるものが多く，数や時間の概念
が曖昧であることを２年生の実態として感じた。最終的には７名の児童が終わらず，次時までに考
えておくように告げた。
◎成果…前時に同じ活動を仕組んだことで，自信をもって取り組む様子が見られた。「あそび方」
「そのわけ」
「こまること」の形式について理解することができた。自身の経験と結び付けながら，
表現することができた。
▲課題…「図鑑」という目的に対して，課題の選択方法が適切ではなかった。その後の交流を考え
ると，意図的に課題を与えるという方法もあった。また，児童の経験のないおにごっこから，きま
りを考えることが難しかった。きまりが無理のあるものになってしまった要因だと考えられる。教
材文での学びを生かすという観点からすると，
「こまること」と「つけ足すきまり」の両方を考えさ
せることが必要だった。また，今回の言語活動では児童の達成感があまり高くなかった。どれだけ
の量の文章を書くのか児童の実態を踏まえて決めていくことが重要だと感じる。
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児童③
「まほうおに」を選び，教員の作成した説明文を３つに分けた。おにが楽しく遊ぶため
に，動物のまねをする時間を制限するというきまりを付け足した。誰のためにきまりを付け
足せばよいかが理解できている。

児童⑮
児童３と同じ「まほうおに」を選択した。おにが楽しく遊ぶために，鬼になる回数を制限
するというきまりを付け足した。
図 31

第 11 時

ワークシートの記述
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(イ)

学習内容の振り返り「OPP シート・ワークシートへの記述」

前時とは違い，自分が選んだおにごっこのきまりを考える活動だったため，難しかったと感じて
いる児童が多かった。しかし，「友達の意見を聞いて考えられた」「がんばったら見つかった」など
意欲的に学習している様子がうかがえた。また，「そのおにごっこをやりたい」「しょうかいできれ
ばいいなーと思った」など，表現したものを体験したい，発表したいという思いが強くなっている
ことを感じた。

児童⑨
課題に対して難しいとあきらめずに友達と
意見を交流することにより，課題解決に至っ
たことが分かる。

児童⑰
自分できまりを考えられたことにより，紹
介することへの意欲の高まりがみられる。

図 32

第 11 時

図 33

OPP シートの記述

第 11 時

板書

【第 12 時】
ア

学習指導案

（ア）

目標

・友達が書いたおにごっこの紹介文を読み，そのよさについて感想をもち，伝える
ことができる。
・これまでの学習を生かし，
「みんなが楽しめるおにごっこ」について考え，説明し
ようとしている。
- 161 -

（イ）

展開

学習活動

時

〇指導上の留意点

◆評価規準
（評価方法）

１

前時までの学習を振

５

り返る。
２

〇前時のカードを使って，説明文に書くこと
と順番を説明のわざで確認する。

今日のめあてを確認

２

する。
自分で考えたみんなが楽しめるおにごっこをせつめいしよう。
３

自分の書いたワーク
シートを読み返し，説明

〇前時の交流をもとに，自分の書いたことを
20

文を書く。

◆〔主①〕

読み返し，これで楽しさが伝わるかどうか

これ ま での 学習

もう一度考えさせる。

を生 か して 「み

〇書く順序に沿ったワークシートを使用し， んな が 楽し める
清書させる。
〇箇条書きにしたものを文章にする際の注
意点を確認する。
（つなぎ言葉，文末表現）

おに ご っこ 」を
説明 し よう とし
ている。
（ワークシー
ト・観察）

４

書いた説明文を読み
合う。

〇つなぎ言葉，文末表現に間違いがないか，
10

・ペアで読み合い間違いが

意味が伝わる文章になっているかどうか，
互いの文章を読んで確認する。

ないかどうかチェック

〇間違いや表現に分かりにくいところがあ

する。

れば，修正させる。
〇時間があれば，挿絵も入れてよいことを告
げる。

５

学習を振り返る。

８

〇OPP シートに今日一番大切だと思ったこ
と，考えたこと，気付いたことを書かせる。

・つなぎことば（ところが，そこで，でも）を使うとわかりや
すい文になる。
・文のさいごは「です」「ます」にする。

学習活動

時

〇指導上の留意点

◆評価規準
（評価方法）

１

前時までの学習を振

３

り返る。
２

る。

今日のめあてを確認
する。

〇OPP シート，ワークシートを使って振り返

２

考えたおにごっこをしょうかいしあって，
友だちのよいところを見つけよう。
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３

考えたおにごっこを， 10

〇グループ（４～５人・教師が指定）で，そ

どの順番で紹介するか

れぞれが考えたおにごっこをどの順番で

考える。

図鑑にするか考えさせる。
〇説明のわざ②を思い出させ，なぜその順番
にしたのかも考えさせる。

４

書いた説明文を読み

20

〇できるだけ違うおにごっこを選んだグル

◆〔思・判・表②〕

合いよいところを交流

ープで交流できるようにし，それぞれのよ

友達 が 書い たお

し合う。

さを共有できるようにする。

にご っ この 紹介

・グループ同士で交流する

（説明のわざが使ってある・工夫がおもしろ

文を 読 み， その

い・つなぎ言葉が使ってあってわかりやす

よさ に つい て感

い

想を も ち， 伝え

・全体で交流する。

など）

〇友達のよいところを発表し合い，全体で共

ている。
（ワークシー

有する。

ト・OPP シート・
〇OPP シートに今日一番大切だと思ったこ
５

学習を振り返る。

発言・観察）

と，考えたこと，気付いたことを書かせる。

10

・○○グループの～なところがよかった。やってみたいと思った。
・せつめいのじゅんばんをくふうすることができた。

（ウ）

本時の評価規準

・これまでの学習を生かして「みんなが楽しめるおにごっこ」を説明しようとしている。
・友達が書いたおにごっこの紹介文を読み，そのよさについて感想をもち，伝えている。
イ

指導の実際
学習活動及び教師の発問・支援

１

時

前時までの学習を振り返る。

〇児童の様子

２

・OPP シート，ワークシートを使用。
２

今日の活動と今日のめあてを確認する。

３

・前時で終わらなかった活動も含め，３つの過
程で学習することを確認した。
①説明文を仕上げる。
②図鑑で紹介するおにごっこの順番を決める。
③友達の説明文を読んで，よいところを探す。
考えたおにごっこをしょうかいしあって，
友だちのよいところを見つけよう。

３

説明文を仕上げる。

10

・図鑑を仕上げる。

〇付け足すきまりは全員が本時までに決め
ることができた。

・絵や図も工夫して描く。

〇書くスピードの個人差が大きく，活動時
間が当初より伸びてしまった。
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４

考えたおにごっこを，どの順番で紹介する

10

か考える。

〇できるだけ同じおにごっこが重ならない
ようにグループを編成したので，順番に

・グループ（４～５人・教師が指定）で，それ

つて考えることができていた。悩んでい

ぞれが考えたおにごっこをどの順番で図鑑

るグループには教師が支援した。

にするか考える。

〇それぞれのグループから「楽しい順」
「面

・どんな順番にしたのか，なぜそのような順番

白い順」「分かりやすい順」「盛り上がる

にしたのか発表する。

順」
「おににとってよい遊び方，にげる人
にとってよい遊び方順」という意見が出
された。また面白い・楽しい順でも始め
に一番おもしろいものをもってくるグル
ープと，一番後にするグループがあり，
違いが見られた。

５

書いた説明文を読み合いよいところを交

17

流し合う。

〇他の児童の書いたものを楽しそうに読ん
でいた。経験したことがないおにごっこ

・グループ同士で交流する。

の説明もあったが，事前に「おにごっこ

・時間がなかったので，同じグループ内で交流

図鑑」を渡して読んでいたためか，特に

した。

質問もなくどんなおにごっこか理解して
読んでいた。

・全体で交流する。

〇児童①「３回タッチされたら次は動物に
ならないと決めるのがいい。」
〇児童⑱「１分経ったら魔法が解けるって
決まりがもっと楽しくなりそう。」
〇児童⑳「高いところには 10 秒しかいら
れないと決めるところがいい。」
〇児童⑥「３分経ってつかまえられなかっ
たらおにを増やすと，つかまえやすくな
ると思った。」
友達の工夫のよさを感じながら読んでい
る児童が多かった。

６

学習を振り返る。

３

・OPP シートを使用。

〇友達の説明文を読んだ感想を書いている
児童が多かった。

・順番を考えたこと，友達のよいところを見付
けたことと本時の活動を振り返ってから書

〇自己評価 A…20 名 B…０名 C…０名
（無記入１名

欠席１名）

くようにした。
ウ

手立ての考察

(ア)

精査・解釈

事例の順序を考える活動

自分で書いた「おにごっこ」の説明文を図鑑にするために，グループでどのような順序で紹介す
るかを話し合う活動を行った。第９時で学習した説明のわざを自分の表現に生かすために仕組んだ
活動である。できるだけ同じおにごっこにならないように，グループ構成は教師が決めた。はじめ
に森下さんの考えた順序について復習し，その後グループの中で説明文を読み合った。そして，グ
ループでどのような順序にしたいかを話合い，図鑑にするときの順序を決めた。またこの活動の目
的は，順序には意味があることを理解し，実際に図鑑の順序を自分たちで考えるということである。
その順序が正しいかどうかを評価するものではない。そのことを児童にも伝えて活動を行った。５
つのグループのうち３つのグループが「楽しい」「盛り上がる」
「面白い」順に並べ，２つのグルー
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プが「分かりやすい」
「誰にとってよい遊び方」の順に並べていた。どのグループも自分たちなりに
基準をもって順序を考えることができた。特に２つのグループは，第９時に学んだことを生かすこ
とができた。本時では時間がなくできなかったが，また図鑑の形にして読み合うという活動をする
と，さらに事柄の順序が重要であることを実感できるのではないかと考える。
◎成果…これまでの学習の中で身に付けた力を生かして図鑑の作成に取り組む姿が見られた。事例
の順序についても理由を考えて決めていた。内容と形式の理解を意識した授業を行ってきた成果と
言える。教材文の読み取りで終わるのではなく，このように学びを生かした言語活動を設定し繰り
返していくことにより，学びが定着していくと考えられる。
▲課題…時間が少なく，順序に関しての話し合いが短くなってしまった。そのため，一部の児童の
意見に引っ張られてしまっているグループが多かった。全員が自分なりの考えをもてるような場の
設定が必要である。また，他のグループの図鑑を読み，順序について考える時間があると，さらに
順序に対する考えが深められたのではないか。

(イ)

言語活動

みんなが楽しめるおにごっこについて伝え合う活動

・順序を考える活動の後，本時では友達が書いた「みんなが楽しめるおにごっこ」の説明文を読ん
で，そのよさを探し，伝え合うという活動を行った。時間の制限もあったため，今回はグループ内
で読み合った。友達がどのおにごっこを選んで，どんなきまりをつけ足したのか，非常に興味をも
って読む様子が見られた。その後，全体で意見を発表する場を設けた。ただ「この決まりがいいと
思った」と発表する児童もいたが，「この決まりがあるともっと楽しくなりそう」
「この決まりがあ
るとつかまえやすいと思った」など，学習課題である「楽しさがつたわる説明」ということを意識
して読んでいる様子がうかがえた。また，全体の場では発表できなかった児童も OPP シートで友達
のよかったところを書いていた。
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図 34

(ウ)

児童が作成した「おにごっこ図鑑」

学習内容の振り返り「OPP シート・ワークシートへの記述」

自己評価を見ると，ほぼ全員（一名記述なし）の児童が A 評価であった。自分か書いたものを読
んでもらう，また友達の書いたものを読むことに対して，意欲的に活動していたことが分かる。記
述にも，授業中に発表できなかった友達のよいところや，
「いろんな図鑑が見られてよかった」「み
んなに紹介したい」というものが見られた。中には「ぼくのいいところはなんだろう」と書いた児
童もいた。(図 35)本時では児童同士の評価であったが，この後，校長先生や保護者にも読んでもら
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う予定である。その中でさらに評価してもらうことで，
「できた」という達成感がもてるようになる
のではないかと考える。

児童③
本時のめあてを意識して学習している様子
が分かる。理由は書けていないが，誰の工夫
がよかったかを考えている。

児童③
友達のきまりに時間を決めるものが多かっ
たことに気付いている。内容をよく考えなが
ら説明文を読んでいることが分かる。

児童⑥
友達が付け足した決まりについて，楽しそ
うだからよいと評価して読んでいる。課題を
意識している。

児童⑰
順番を考えるよさを理解して，活動を行っ
ていたことが分かる。自分たちなりに考えて
満足できた様子もうかがえる。

児童⑯
自分が書いたおにごっこに対して評価して
ほしいという気持ちをもっている。学習に対
して意欲的に取り組んでいたことが分かる。

図 35

第 12 時

OPP シートの記述
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図 36

図 37

第 12 時

児童

板書

OPP シート(表)
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図 38

児童

OPP シート(裏)
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Ⅵ

研究結果と考察
本研究では，小学校低学年における説明的な文章の学習において，自分の力で表現しようとする

子供の育成を目指し，身に付けさせたい力を明確にするための系統表を作成し，それを基に「言葉
による見方・考え方」を働かせた授業実践を行い，その有効性について検証した。本研究における
「自分の力で表現しようとする児童」とは，
「教材文の内容と形式を理解し，できるようになったこ
とを実感することで表現への意欲を高め，様々な表現の場面において身に付けた力を活用しようと
する児童」である。そこで，検証授業での「教材文の内容と形式の理解」
「学びを実感することによ
る表現への意欲の向上」
「身に付けた力の活用」について，児童の変容を分析した。検証方法は，
「事
前・事後アンケート」，
「レディネステスト」，
「ワークシート」，
「OPP シート」，
「言語活動の成果物」，
「授業者と研究協力員による授業観察」である。対象は，研究協力校の第２学年児童 22 名である。
なお，事前・事後アンケートの「平均値」とは，四つの選択肢を肯定的な評価から順に４，３，２，
１とし，学級の平均値を出したものである。これを事前と事後の学級全体の傾向を表すものとして
捉えていく。
１

教材文の内容と形式の理解について
本研究では，
「言葉による見方・考え方」を働かせた授業を工夫することで，教材文の内容と形式

の理解ができ，
「精査・解釈」の指導事項を身に付けられるのではないかと考え，研究を進めた。こ
こでは検証授業においての工夫「比べて読む」活動により，児童が「言葉による見方・考え方」を
働かせることができていたかどうか，また，
「言葉による見方・考え方」を働かせた授業により「精
査・解釈」の力が身に付いたかどうかの２つからまとめる。
（１）「言葉による見方・考え方」を働かせた授業について
ア

検証授業の様子より

まず，作成した系統表を基に検証授業「おにごっこ」での「言葉による見方・考え方」を，次の
表５のように定義した。
表５

第２学年「おにごっこ」における「言葉による見方・考え方」

見方

考え方

・重要な語や文に着目して読む。

・繰り返しの言葉や接続語に着目して，文章の

【接続語…また・ほかに・ところが・そこで・このよ

内容を読み取る。

うに】
【繰り返しの言葉…あそび方・おに・にげる人】 ・教材文を三部構成に分け，問いと答えの文や
【文末表現…「～でしょう」
「 ～のです」
「 ～なります」】

筆者の考えを読み取る。

・はじめ―中－終わりの三部構成に着目して

・文章を読み比べて，事柄の順序を考える。

読む。

・段落を読み比べて，筆者の考えをもとに，文

・段落の書き方の違いを比べながら読む。

章構成上の工夫を考える。

また，本研究では，
「言葉による見方・考え方」を働かせるための手立てとして，「比べて読む」
活動が有効ではないかと考えた。表６は，
「おにごっこ」の授業で取り入れた「比べて読む」活動の
一覧である。
表６

第２学年「おにごっこ」単元における「比べて読む」活動

時

第３時

第４時

「比べて読む」活動

児童の様子

・
「なぜ，そのようなあそび方をす

・おにごっこの説明として「あそび方」と「そ

るのでしょう」という問いに対し

のわけ」が書いてあること，また「だれにとっ

て，自分たちが考えた答えと教材

てよいあそび方」が分かることを見付けていっ

文を比べ，教材文のよさを考え

た。楽しさがつたわる説明のわざとして，「あそ

る。

び方」と「そのわけ」を書くことを確認した。

・第３時の学習を手掛かりに，第

・教師が作成した手掛かりと比べながら読むこ
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３段落を読み，
「あそび方」と「そ

とで第３段落の「あそび方」と「そのわけ」を

のわけ」を見付ける。

見付けていた。

（手掛かりと比べて読む）
第５時

第６時

・第２，３，４段落の「あそび

・３つの段落を比べて読み，共通して出てくる

方」と「そのわけ」を比べて読

言葉に着目して，「あそび方」や「そのわけ」を

み，その共通点を探す。

探す新たな手掛かりとすることができた。

・第５段落の「あそび方」と「そ

・第２，３，４段落と第５段落を比べて読むこ

のわけ」を探すため第２，３，４

とにより「あそび方」と「そのわけ」以外の

段落と比べて読み，その相違点に

「そのほか」の文があることに気付き，どうし

ついて考える。

て違うのか考えた。

（＊詳しくは「授業記録」参照）
ここでは，教材文の段落同士を「比べて読む」活動を行った第６時と，第６時での学びを生かし
た第９時の授業の中で，児童が「言葉による見方・考え方」を働かせて課題に取り組む様子をまと
める。
第６時【授業の概要】
第５段落の内容を読み取り，筆者の意図とのつながりを考える時間である。第５段落と第２，３，
４段落とを比べさせ，共通点と相違点を探す活動を行った。
「比べて読む」活動により，第５段落が
「きまりをつけ足したあそび方」になっていることに気付かせ，なぜそのように書かれているのか
を考えることで，筆者の意図に迫った。
第６時：第５段落の「あそび方」と「そのわけ」を探す場面
C：
（あそび方を探すのに）たくさんあそび方って言葉があって，よくわからない。
C：そうだよ，悩んだんだよね。
T：そうなんだ，じゃあ，２，３，４段落ってどうだったかな？（掲示物を示す）
C：まず，
「あそび方」。
T：その次に？
C：
「そのわけ」
。
T：３段落も，４段落も…。
C：
「あそび方」
，「そのわけ」。
T：じゃあ，５段落は？
C：ばらばらになってる。
T：ということは，今までの説明と…
C：ちがう。

児童は第５段落の「あそび方」を探す際に，これまでの学習で見付けた「あそび方」という言葉
を手掛かりにしていた。「言葉による見方・考え方」を働かせて課題解決をしていることが分かる。
このように言葉に着目して読むことにより「上手く分けられない。」と新たな疑問が生まれた。そこ
で，これまでの段落と文章構成を比べさせることにより，
「５段落はこれまでの段落と何かが違う。」
と気付いていった。また，「一番後の文がどっちかわからない。」と「あそび方」と「そのわけ」以
外の文があることに気付く児童もいた。
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そして，２，３，４段落と５段落を比べて共通点と相違点を探す活動を行った。ここでは，第５
段落の文を一文ずつカードで示し，「あそび方」「そのわけ」「そのほか」に分ける活動を行った。
第６時：第５段落の一文カードから「あそび方」を選ぶ場面
T：
「あそび方」のカードはどれでしょう？
できれば理由も言ってください。
C：３番。かぎかっこがついているから。
C：
『おにになった人はみんな手をつないでおいかける。』
ってとこで，あそび方が分かるから。
C：
『きめる』って言葉があるから。
T： 他に選んだ人はいる？
C：２につけた。
C：
『あります。
』がある。

ほとんどの児童が３番のカードを選んでいたが，手掛かりから２番を選ぶ児童もいた。先ほどの活
動と同様に，「あそび方」のカードを様々な言葉に着目して探し，発表の際には選んだ根拠として述
べることができた。しかし，教師の意図した「あそび方」（３のカードのみ）と手掛かりにずれがあ
ったため，２番を選択した児童が納得していない様子が見られた。
その後，
「あそび方」に続き「そのわけ」のカードを選ぶ活動を行った。
「そのわけ」の手掛かりに
は内容の理解が必要であったため，ここでは，さらにヒントとして，カードを「あそび方(白)」
「その
わけ（黄）」「そのほか（緑）」に色分けし，提示した。
第６時：第５段落の一文カードから「そのわけ」を選ぶ場面
C：１だけ。（他の児童が「違う。
」と反応。１を選んだ理由を
教員が問うが言えなかった。）
T：じゃあ，違うって人はどれを選んだの？
C：４と５と６。
カードを色分けしたことにより，選べる児童が増えたが，根拠まで述べられる児童は少なかった。
そこで，選んだ児童が多かった４，５，６のカードについて，手掛かりを基に「そのわけ」になって
いるかどうかを全体で確認した。
このように，「比べて読む」活動で共通点を探す中で，１，２，７のカードに書かれていることが
他の段落と違う部分だということが明確になった。
そこで，次に１，２，７のカー
ドの内容をくわしく読んでいっ
た。先の活動で１を「そのわけ」
に選んだ児童の意見を取り上げ，
「このあそび方」が第４段落に
書かれている「増えおに」のこと
だと確認した。そして７のカー
ドの「きまりをつけ足すだけで」
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に着目させると，第５段落の「手つなぎおに」は「増えおに」にきまりをつけ足した遊び方になって
いるということに気付いていった。このようにして，相違点から第４段落と第５段落がつながってい
るという教材文の特徴を理解することができた。
「比べて読む」活動を授業の中に仕組むことにより，「言葉による見方・考え方」を働かせること
ができたと言える。そして，ここでの「言葉による見方・考え方」が第９時の学習にも生かされてい
った。
第９時【授業の概要】
第２学年の指導事項である「事柄の順序を考える」ために，中の部分で紹介されているおにごっ
この順序性を考える活動を行った。
「中のへやのじゅんばんはかえてもいいか考えよう」をめあてに
順序を変えていいか，変えてはだめか，またなぜそう思うのかについて話合いをした。
第９時：課題についての話合いの様子
C：順番は変えてはだめ。
T：同じ人は？（17 人が挙手）他に意見はありますか？
C：２と３段落はいいけど，４と５段落は変えちゃだめ。
T：同じ人？（４人が挙手）４と５は変えちゃいけないってことだけど，４と５がそのまま２と
３の前に来てもいいの？
C：４と５は２と３の後ろじゃないとだめ。
T：じゃあ，２と３の順番だけ交代していいけど，４と５はそのままってことだね。じゃあ，ど
うしてか理由が言える人？ 変えちゃだめな人からどうぞ。
C： 変えなくてもわかりやすい。
児童 9：３と４はつなぎ言葉がつながっているからだめ。４と５は付け足してるから。
児童 14:遊び方の一つにって書いてあるじゃん。いきなりまたから始まったらおかしい。遊び方
の一つにってあるのがわかりやすい。
T：
「あそび方の一つに」って始まっていると，ここから遊び方を紹介するってことがわかりやす
いってことだね。だから「また」から始まっちゃいけないよってことだね。つなぎ言葉があるか
らなんだ。それから？
児童 14： 盛り上がらない。
T：面白い意見なんだけど，児童 14 くんは，遊び方がねだんだん盛り上がる遊び方になってい
るんじゃないかって。盛り上がるってことは，だんだん…
C：楽しい遊び方。
児童 14：この方がだんだん楽しいって伝わりやすい。
T：じゃあどうして２，３は変えてもいいのかな？
C：きまりを付け足してないから。
T：じゃあ，森下さんはこの順番にしたんだけど，他に理由がないかな？
（黒板に貼ったカードを確認。）
児童 14： おににとってよい遊び方，にげる人にとってよい遊び方，両方にとってよい遊び方っ
てなっている。はじめは一人一人で，最後が両方ってなっている。
児童 19：じゃあにげる人が先でもいいじゃん。だって一人一人だから…。
T：ちょっとまとめよう。誰にとっていい遊び方かが順番になっているんじゃないかってことだ
ね。みんな同じ？
児童:バランスよくなっている。 にげる人にとっていい遊び方とおににとっていい遊び方で，
バランスがよくなっている。
T：おにだけにいい遊び方じゃないってことだね。
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児童９は，第５段落がきまりを付け足した遊び方になっていることを根拠に，４段落と５段落の
順番は変えてはいけないと述べている。また，２，３段落は変えてよいという意見の児童からも，
２，３段落はきまりを付け足していないからという理由が述べられた。中の段落の順序について考
える際に，第６時での学びを生かしていることが分かる。
また，話合いの中では他の視点からの意見も出された。児童 14 は２段落から５段落にはつなぎ言
葉(接続語)があることに着目し，順番を変えるとつながらなくなるという理由を述べている。接続
語の働きとその重要性に気付いている様子が分かる。さらに，内容に着目し「盛り上がる，楽しい
順になっている。」や「誰にとってよい遊び方の順」になっているという意見も出された。
次に，児童 19 から２，３段落は変えてもいいのではないかという意見が出されたので，もう一度
本文に戻って考えさせた。第６時での経験から，児童は筆者の主張が書かれている第６段落に着目
して読んでいた。そして，第６段落の「おにになった人もにげる人もみんなが楽しめるようにくふ
うされてきたのです。」という文を見付け，２，３段落もこの順番でよいという結論に至った。
このように，児童はこれまでの学習で身につけた「言葉による見方・考え方」を働かせ，積極的
に課題に取り組んでいた。何が書かれているかという内容と，どのように書かれているかという形
式の両方が理解できたのではないかと言える。
イ

ワークシート，OPP シートの記述より

第６時（OPP シート）と第９時（ワークシート，OPP シート）の記述
図 39 は，検証授業の第６時での学びが第９時に生かされている様子が見られた児童 A の OPP シ
ートとワークシートへの記述である。
下の図のように，第６時で段落のつながりを意識して読むことができた A 児は，事例の順序を考
える際に，段落のつながりを理由として自分の意見を考えることができた。
「比べて読む」活動の中
で身につけた「言葉による見方・考え方」を働かせていることが分かる。そして「言葉による見方・
考え方」を働かせることにより，事例の順序についての新たな学びができたと言える。
【第６時

OPP】

【第９時

ワークシート】

【第９時

OPP】

段落の順序
５段落が４

について，第

筆者の説明

段落にきまり

６時での学び

の仕方を読み

を付け足した

である「きま

取ることによ

おにごっこで

りをつけ足

り，紹介する

あることを理

す」という視

順序が大切で

解している。

点で考えるこ

あることを理

とができてい

解している。

る。

図 39

児童 A の OPP シート・ワークシートの記述
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【第６時

OPP】

【第９時

ワークシート】

【第９時

OPP】

友達の意見が B 児に影響を与
えた様子がうかがえる。

５段落の読
み取りが十分
できていない
様子がうかが
える。B 児に
対して手立て
が有効でなか
ったことが分

きまりを付
け足すことを

きまりを付け足すことのよさ

順序に対する

について考えている。

自分の考えの
【第 10 時

理由として挙

OPP】

げることがで
きている。

かる。

図 40

児童 B の OPP シート・ワークシートの記述

また，図 40 は，検証授業第６時での学びをあまり意識できていなかった児童 B の OPP シートと
ワークシートの記述である。B 児は第６時で「わからなくなった」と感想を書いている。文章が長
いためうまく内容が読み取れなかったこと，
まだ段落のつながりを意識できていないことが分かる。
しかし，第９時では自分の考えを「きまりをつけ足す」ことを理由に述べている。また，第９時の
OPP シートには「みんなのいけんがすごかった」という記述があることから，全体での学び合いの
中で，段落のつながりを認識し，事例の順序を考えることができるようになったのではないかと推
測される。さらに，B 児は第 10 時の OPP シートでも，きまりを付け足すよさについて感想を述べて
いる。単元を通して「言葉による見方・考え方」が働くような授業を意識し，手立てを考えること
により，その時間では理解できないことも，次やまたその次の時間に理解できるようになったと言
える。
【考察】
これらのことから，
「比べて読む」活動は，「言葉による見方・考え方」を働かせる手立てとして
有効であったと言える。まず，
「どのように書かれているか」という形式を理解するために重要な語
に着目して教材文を読んだ。そして形式を理解することにより，
「 比べて読む」際に相違点に気付き，
「どうしてこれまでの書き方と違うのか」という学びの必然性が生まれた。学びに必然性が生まれ
ることにより，児童がより「言葉による見方・考え方」を働かせ，筆者の意図について考えるとい
う深い読みにつながっていった。また，系統表を基に単元における「言葉による見方・考え方」を
具体的に定義したことも有効であったと考える。単元計画ではどこでどのような「言葉による見方・
考え方」を働かせるかを位置づけ，1 時間の授業の中だけではなく単元の中で繰り返し扱うことに
より定着を図ることができた。そして，前の時間の学びを生かして次の時間の課題に取り組むこと
が，また新しい「見方・考え方」を働かせることにつながった。
- 175 -

しかし，言葉に着目した読みをさせるためには，教材研究の際に教師がどの言葉を取り上げるの
か，十分吟味する必要がある。検証授業では，教師の捉えが曖昧だったため，児童が混乱してしま
う場面があった。また，筆者の意図を考える場面では，発言が一部の児童に偏ってしまい，理解に
対する個人差が見られた。
「どのように書かれているか」以前に，「何が書かれているのか」が読み
取れない児童もいる。児童の読解力に応じた手立ても検討していく必要がある。
（２）「精査・解釈」について
ア

事前・事後アンケート結果から

ここでは児童に行った意識調査の質問項目で，「内容の理解」に関わる問い２，
「形式の理解」に
関わる問い３，６，そして「精査・解釈」の指導事項に関わる問い４，加えて「考えの形成」に関
わる問い５の結果についてまとめる。
思う

どちらかといえば思う

どちらかといえば思わない

思わない

図 41 から，「説明文を読んで書いてある内容
がよく分かる」という質問に対し，
「思う」と回
答した児童が事前は 62％，事後は 82％であった。

事

また「思わない」と回答した児童は，事前 14％

前

に対し，事後では０％となった。検証授業では，
「何が書かれているか」という内容の理解だけ

事

でなく，
「どのように書かれているか」という形

後

式の理解のため「言葉による見方・考え方」が働
0%

20%

40%

60%

80%

平均値 事前3.4→事後3.8
図41

100%

くよう，言葉に着目した読みを取り入れてきた。
図 41 の結果からは，児童が教材文の内容につい

【問い２】説明文を読んで，

て理解できたという実感が高くなっていること

書いてある内容がよく分かる

が分かる。

思う

どちらかといえば思う

思う

どちらかといえば思う

どちらかといえば思わない

思わない

どちらかといえば思わない

思わない

事

事

前

前

事

事

後

後
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平均値 事前3.0→事後3.5
図42

100%

0%

20%

図43

【問い３】説明文の問いと答えを探して

40%

60%

80%

平均値 事前3.3→事後3.4
【問い６】

100%

説明文の中のつなぎ言葉に

注意して読むことができる

読むことができる

図 42 では，
「問いと答えを探して読めるか」という項目に対して，
「思う」と回答した児童は事前
が 48％で事後が 68％であった。
「問いと答え」については，１学年でも学習しているが，検証授業
の中で再度取り上げることで，文章を読む時の手掛かりとして意識できるようになってきたことが
分かる。
対して，図 43 では，
「つなぎ言葉に注意して読むことができるか」という項目に対して，
「思う」
と回答した児童が事前は 67％で事後が 59％であった。検証授業では，初めて「つなぎ言葉」という
用語を使い，使い方や役割に触れた。この結果からは，授業前にはぼんやりとしていた「つなぎ言
葉」について，授業を通して理解が深まったからこそ難しさに気付いたのではないかと考えられる。
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また，平均値を見ると事後の方が 3.4 と高く，全体としては「つなぎ言葉」について意識すること
ができるようになってきたことが分かる。
思う

どちらかといえば思う

どちらかといえば思わない

思わない

図 44 は，
「文章の中の重要な語や文について
考えて選び出すことができる」という「精査・
解釈」の指導事項に関する項目である。
「思う」

事

と回答した児童は事前が 67％，事後が 77％で

前

あった。検証授業では，文末表現，接続語など

事

内容や形式の理解に必要な言葉に着目して，

後

「あそび方」や「そのわけ」というおにごっこ
0%
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60%

80%

平均値 事前3.5→事後3.7
図44

【問い４】

100%

の説明に必要な情報を見付けた。図 12 の結果
からは，大事な言葉に着目して読むと，必要な
ことを探すことができるという児童の意識が

説明文の中の大事な言葉が

高まったことが分かる。

何かを考えて読むことができる

思う

どちらかといえば思う

どちらかといえば思わない

思わない

図 45 は，「考えの形成」の指導事項「文章
と自分の体験を結び付けて，感想をもつこと」

事

に関する項目である。「説明文と自分の知って

前

いることを比べて読めるか」という項目につい
て，
「思う」と回答した児童は，事前 43％，事

事

後 77％であった。「考えの形成」とは「精査・

後

解釈」を通して理解したことに基づいて，自分
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図45

100%

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することである。

【問い５】説明文に書いてある内容と，自分の

検証授業では，それぞれの段落のおにごっこが，

知っていることを比べながら読むことができる

自分たちの知っているおにごっこでは「なにお
に」に当たるかを考える活動や，
「あそび方」と

「そのわけ」を読み取った後，教材文の説明に対する「なるほど度」を考え，自分の経験と比べる
という活動を行った。図 45 から，教材文を「精査・解釈」しながら読んだことで，「考えの形成」
ができたという実感を児童がもてるようになったと言える。
イ

ワークシートの記述から

検証授業第 10 時，11 時では，教材文と同じ形式で色おにと自分が選んだおにごっこの説明文を
作成する活動を行った。与えられた説明文を読み，
「あそび方」
「そのわけ」
「こまること」に分けさ
せた。単元の目標である「重要な語や文を考えて選び出す」ことができているかどうかを見取るよ
うにした。表６は，第 10 時，第 11 時の評価結果である。
「文章のまとまりを考えて，自力で３つに
分けている」を A 評価，
「文章のまとまりで分けられていないが，３つに分けている」もしくは「教
師の支援により３つに分けている」を B 評価とした。
表６

第 10 時，第 11 時の「精査・解釈」に関わる学級全体の評価結果

時間
評価

第 10 時
（21 名

第 11 時

欠席１名）

（22 名）

A 評価

71％

90％

B 評価

29％

10％

C 評価

０％

０％
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ウ

レディネステストの結果から

×

〇

レディネステスト（事前・事後）比較 まほうのぬの「ふろしき」
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Q１
問い②

Q１
問い①

事前

レディネステスト結果の比較（事前・事後）
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Q２
答え②

図 46 は，検証授業前と後に行ったレディネステストの結果である。すべての設問が，教材文を通
して検証授業の中で扱った指導内容について問うものとなっている。事前と事後で差が見られるの
が，
「まほうのぬの『ふろしき』
」の文章内に出てくる接続語を正しく選ぶという問題である。
「また」
を正しく選べた児童の割合は，事前 25％だったのに対し，事後 55％，「さらに」を正しく選べた児
童の割合は，事前が 25％だったのに対し，事後が 45％，「このように」を正しく選べた児童の割合
は，事前が 75％，事後が 86％であった。接続語の使い方についての理解が少しずつ伸びてきたこと
が分かる。しかし，そのほかの設問については，事前と事後の結果がほぼ横ばい状態か，やや下が
っている設問も見られる。
【考察】
これらのことから，
「比べて読む」活動を通して「言葉による見方・考え方」を働かせた授業を行
ったことは「精査・解釈」の力をつけるための手立てとして有効であったと言える。繰り返し出て
くる言葉や文末表現，接続語などに着目して教材文を読むことにより，重要な語や文について考え
て選び出しながら文章を読もうという児童の意識が高まった。そして，その学びを基に，教材文と
似た形式の文章を読み，多くの児童が必要な情報を適切に見付けることができていた。また，文章
の内容と自分の経験を結び付けて読む「考えの形成」ができたと感じる児童が増えたことからも，
検証授業を通して「精査・解釈」の力が身についてきたと言うことができるだろう。しかし「精査・
解釈」の力を他の説明文の読み取りでも使えるものとして定着させることに課題が残った。指導事
項は 1 単元の中で身に付けるものではないことからも，年間を通してこの学年ではどこまでの力が
つけばよいのか，学年の中での系統性についても検討していく必要がある。また，検証授業では，
教師が作成した文章を読んで形式に分けることで評価を行ったが，一人一人の個の様子を十分見取
ることは難しかった。児童の「精査・解釈」の力を何を使ってどのように評価していくかが課題で
ある。
２

学びを実感することによる表現への意欲の向上について
本研究では，児童が授業を通してできるようになったことを実感することで，表現しようという

意欲が向上するのではないかと考えた。検証授業ではその手立てとしてポートフォリオ評価を取り
入れた。ここでは，児童の OPP シートの記述，自己評価の変容，またアンケートの変容をまとめて
いく。
（１）学びの実感について
ア

OPP シートの記述と自己評価・アンケート結果との比較から

図 47 は，児童 C の OPP シートの記述である。児童 C は，事前アンケートの項目「７

せつめいぶ

んのまねをして，じぶんがしらべたことをかくことができる」に対し，
「思わない」と回答していた。
学んだことを生かして表現することに対し，
「できない」という思いをもっていた児童である。
OPP シートの記述を時間ごとに追ってみると，第１時から第５時までの間は授業に対する感想が
中心になっている。また「わかる」と書いているが，何が分かったのかがはっきりしない記述が多
い。しかし第６時からは，今日のめあてを意識して，自分が考えたことや分かったことを具体的に
記述している。何をしたかではなく，何ができるようになったかという視点で学習を振り返ること
ができるようになってきたと言える。
また，図 47 と自己評価の変容を表した表７とを比較してみると，第５時や第８時のように学習内
容についてできるようになったことがはっきり記述できていない時間は，自己評価も低いことが分
かる。一方，第６時のように「難しかった」とあるが，自分が分かったことを自覚して記述してい
る時間は，自己評価が高くなっている。特に第９時以降は，A 評価が続いている。つまり，OPP シー
トを使い本時の目標に沿って学習を振り返ることで，自分ができるようになったことを実感し，そ
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れに伴い自己評価も高まり，その後の活動でも「できる」という意識をもって学習に取り組めたと
言える。

【第 1 時】

【第 1 時】の記述より
第１時ではいちばん大切と思ったことではな
く，授業の感想を記述している。
【第５時】

【第５時】の記述より
第５時はあそび方とそのわけを見付ける活動
を行った。分かるとの記述はあるが，どうした
らわかるかはっきり言語化できていないことか
ら，何を学んだのか実感していないと言える。
【第６時】

【第６時】の記述より
第５時までは，授業の感想を中心に記述し
ていたが，第６時には自分が分かったことに
ついての記述ができた。繰り返し「あそび
方」と「そのわけ」を見付けてきたことで学
びを実感できたのだと考えられる。
【第８時】

【第８時】の記述より
三部構成の授業である。記述から，本時の内
容を理解していないことが分かる。

【第９時】

【第９時】の記述より
教材文の内容についての感想ではなく，順序
について考えるという課題を通して考えたこと
の記述ができている。事柄の順序に着目して読
むという第９時の目標が達成され，児童自身も
学んだことを実感していることが分かる。
【第 12 時】

【第 12 時】
「自分でおもしろい文をつくったらおもしろ
い」とおにごっこ図鑑の作成に対して意欲をも
って取り組み，自分で考えたおにごっこが面白
くできたと実感している様子が分かる。
図 47

児童 C の OPP シートの記述
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表７

児童 C の自己評価の変容（A…できた

時
自己
評価

B…まあまあ

C…できなかった）

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

A

A

A

B

B

A

A

C

A

A

A

A

さらに，事前・事後アンケートの結果(表８)を見ると，項目７の回答が「思わない」から「思う」
に変わり，学んだことを生かして表現することに対して自信がもてるようになったことが分かる。
表８

児童 C の事前・事後アンケート

質問
説明文のまねをして，自分が調べたこ
とを書くことができる。

イ

事前

事後

思わない

思う

OPP シートの記述と自己評価・アンケート結果の比較から（全体）
児童 C においては，OPP シートの記述で学びを振り返ることで，学びを実感し，表現することに

対して自信をもてるようになった様子を見取ることができた。ここでは学級全体の傾向をまとめて
いく。
表９は，第 1 時から第 12 時までの児童の自己評価をまとめたものである。児童 C と同様に，学級
の傾向としても第９時以降の自己評価が高くなってきていることが分かる。特に，「おにごっこ図
鑑」を仕上げ，交流した第 12 時に関しては，全員の児童が A 評価となっている。
また，事前・事後アンケートと回答が否定的になった児童 D と肯定的になった児童 E の OPP シー
トの記述を比較した。
（図 48，49）児童 D は，OPP に記述する際，必ず教師の支援を求めていたとい
う実態がある。何ができるようになったのかが自分で実感できていないために，これまでの学びを
生かした表現活動に対しても意欲がもてず，できないと感じる結果につながったのだと考えられる。
一方，児童 E は，事前アンケートで「どちらかといえば思わない」と回答していた。OPP シート
からは，課題に対して自分が考えたことの記述が多く見られ，授業前と後を比べようという活動を
行った際には，
「いつも最後に書く感想や思ったことを書くのが何か楽しかった」と書いていた。OPP
シートで自分の学びを振り返ることで，自信がもてるようになり，表現活動に対しても「できる」
という思いが高まったのではないかと考えられる。

表９

自己評価の変容(学級全体) （A…できた

B…まあまあ

C…できなかった）

時
１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

A

１８

１７

１１

１４

１０

１７

１３

１２

１７

１８

１６

２０

B

１

２

６

６

７

３

３

２

１

１

２

０

C

２

３

３

０

３

０

４

６

２

１

３

０

１

０

２

２

２

２

２

２

２

２

１

２

評価

欠席
未記入
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OPP シートの記述
同じ記述を繰り返し，ただ「でき
た」とだけしか書けていない。毎時
間自分で学習を振り返ることができ
ず，教員の支援が必要であった。

質問

事前

事後

思う

思わない

説明文のまねをして，自分が調
べたことを書くことができる。
図４８

OPP シートの記述

児童 D の OPP シート記述とアンケート結果

課題に対して自分が考えたことや，課題を通して

分かったこと，できるようになったことが自分の言葉で書けている。
何を学んだのか実感できている様子が伺える。

質問

事前

事後

あまり思わない

思う

説明文のまねをして，自分が調
べたことを書くことができる。
図４９

思う

児童 E の OPP シート記述とアンケート結果

どちらかといえば思う

どちらかといえば思わない

思わない

事前

事後

0%

20%
図50

40%

60%

平均値 事前3.2→事後3.7
【問い７】説明文のまねをして，自分が調べたことや
考えたことを書くことができる
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80%

100%

また，図 50 は「説明文のまねをして，自分が調べたことや考えたことを書くことができる」とい
う質問に対する意識調査の結果である。「思う」と回答した児童は，事前が 57％であったのに対し
事後が 82％であった。学びを生かした表現活動に対して，多くの児童が「できる」という思いをも
てるようになったことが分かる。
（２）表現への意欲の向上について
ア

OPP シートの記述より

図 51 は，自分で考えたおにごっこを説明するという第９時における児童の OPP シートの記述で
ある。これまでの学習で学んだ「きまりをつけ足す」ことを使えば，
「みんなが楽しめるおにごっこ」
になるのだということを実感することで，表現への意欲が高くなっていることが分かる記述である。

練習でできたことを実感し，自分の選

きまりを付け足せばよいことを実感し，

んだおにごっこの説明にも自信をもって

もっと勉強したいと意欲をもっている。

取り組もうとしている。

きまりを付け足せば楽しくなることを実感したこ
とで，「成功させたい」という意欲をもっている。

図 51

第９時

きまりを付け足せばよいことを実感し，
次時の活動に意欲をもっている。

児童の OPP シートの記述

【考察】
これらのことから，OPP シートを使ったポートフォリオ評価を手立てとすることで「できるよう
になったことを実感」させることができ，それが「表現しようという意欲の向上」に有効であった
と言える。OPP シートに「今日一番大切だと思ったこと」を書かせることで，ただ「楽しかった」
「わかった」という感想ではなく，自分が課題に対してどのように考えたのか，課題を通して何が
分かったのかを授業の終わりに振り返ることができるようになり，学びの実感ができた。また，毎
時間継続することで，一時間の授業の中でのできた，できなかったではなく，単元を通して何がで
きるようになったのかを振り返ることができた。毎時間の積み重ねを OPP シートに形として残した
ことが児童の自信につながり，学んだことを生かして表現したいという意欲が高まったのだと言え
る。課題としては個人差への対応が挙げられる。検証授業では学習内容を全員が振り返ることがで
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きるような掲示物の工夫をしてきた。（図 52）

図 52

検証授業で使用した掲示物

OPP シートでは自分が考えたことや分かったことをうまく言語化できなかった児童たちも，この
掲示物を見ることによって，これまでの学びを振り返ることができていた。
しかし，掲示物を見てこれまでの学習を振り返ることはできても，自分ができるようになったこ
ととしては実感できていなかった。シートに「大切だと思ったこと」が書けず，
「○○が楽しかった」
「○○さんの意見がすごかった」という記述で終わってしまった児童や，書くこと自体を苦手とし
ている児童への対応を検討していく必要がある。
３

身に付けた力の活用について
本研究では，
「表現しようとする児童」の姿を，表現の場で身に付けた力を活用しようとする姿と

考えた。そのために，検証授業では表現する場の設定として学んだことを生かせるような言語活動
の設定をし，成果物として「おにごっこ図鑑」を作成した。ここでは児童の OPP シートの記述，作
成した「おにごっこ図鑑」の記述についてまとめていく。
（１）

言語活動の設定について

検証授業では「みんなが楽しめるおにごっこを考えて，楽しさがつたわるようにせつめいしよう」
を学習課題とした。この課題に沿って楽しさがつたわる説明を「説明のわざ」とし，その「わざ」
を生かして「おにごっこ図鑑」を作成するという言語活動を設定した。
ア

ワークシートの記述から
検証授業では，教材文を読むことで身に付けた「精査・解釈」の力を活用するために，教材文の

文章構成に合わせた「おにごっこ図鑑」を作成するという言語活動を設定した。
図 53 は，書くことを非常に苦手としている児童 F のワークシートである。児童 F は授業中の発
言も多く，内容や形式の理解はできているが，OPP シートはほとんど書けていない。特に自分で考
えたことを書く活動において苦手意識が強く，教師の支援が必要な児童である。
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図 53 からは，文章構成に沿って，
「こおりおに」の説明ができていることが分かる。接続語（「そ
こで」を使うよう指導したが，児童 F は「だから」を使っている）や文末表現にも気をつけて，教
材文と同じ構成で書くことができた。また，教師が支援することなく，自分の力で書くことができ
ていた。これまでの学びを生かして言語活動を設定したことが，表現が苦手な児童にとって，身に
付けた力を活用することができる有効な手立てであったことが分かる。

児童 F の記述
自分が選んだ
こおりおににつ
いて，教材文で
学んだ文章構成
で説明できてい
る。付け足すき
まりは２つ考え
ており，楽しい
おにごっこにし
たいという意欲
も感じられる。

図 53

イ

児童 F のワークシートと「おにごっこ図鑑」

成果物「おにごっこ図鑑」の評価から
表 10 は，検証授業における評価規準を基に，言語活動で作成した「おにごっこ図鑑」の評価の結

果をまとめたものである。
表 10

検証授業における評価規準及び評価の実際

評価規準

評価

文章の中の大事な語や文に着目して読み，今までの学習を
生かして，説明している。

A 評価

＊文章構成ができている，付け足すきまりが前の文章(こまること)を
受けて考えられている，きまりとして無理がない（数や時間）の３点
があてはまるものを A 評価とした。
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B 評価

７人（３２％）
１５人（６８％）

また，図 54 は A 評価とした児童の「おにごっこ図鑑」と B 評価とした児童の「おにごっこ図鑑」
である。

・学習の成果物（「おにごっこ図鑑」）
・OPP シートの記述内容（授業の前と後の変化）

【A 評価の児童のおにごっこ図鑑】
文章構成が「あそび方」「そのわけ」
「こまること」
「つけ足すきまり」の順になっている。付け足
すきまりでは，主語を明確にして「おに」が楽しむためにどうしたらよいか具体的に記述できてい
る。時間設定にも無理がなく，付け足すきまりとして成り立っている。

【B 評価の児童のおにごっこ図鑑】
文章構成ができている。しかし，付け足すきまりは主語が明確になっておらず，説明としてわかり
づらい。また 45 秒という時間設定も中途半端であり，実際の場面を想像できていないことが分か
る。
図 54

A 評価，B 評価の児童の「おにごっこ図鑑」

（２）学習前と学習後の児童の変容について
検証授業では，単元終了後，OPP シートに学習の始めと最後を比べて思ったこと，感じたことを
児童に記述させた。記述から，児童が検証授業を通して，どのような力が自分に身に付いたと感じ
ているのかまとめていく。
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表 11

学習の始めと最後を比べて思ったこと・感じたことの記述
児童の記述

人数

問いと答えを見付けることができた・分かった

８人

「あそび方」と「そのわけ」が分かった・大事だと思った

９人

きまりを付け足すと楽しいことが分かった

７人

はじめと中と終わりの部屋が分かった・分けられるようになった

６人

つなぎ言葉が分かった・大事だと思った

３人

楽しさがつたわる説明が分かった・説明のわざが大事って分かった

５人

紹介する順番が分かった

２人

おにごっこ図鑑が作れた・楽しかった

６人

色んなおにごっこのことが分かった

４人

友達の意見を聞けるようになった・聞くことが好きになった

２人

考えたおにごっこをやってみたい

４人

【その他】
・はじめは長いお話だと思っていたけど，やっぱりこのくらいの文章がいいかもと思った。
・また勉強するときは，にげる人とおにのことを考えておにごっこをしたい。
・いつも最後に書く感想や思ったことを書くのが何か楽しかった。
・思ったより難しかったから，あまり手を挙げられなかった。
・私ははじめ・中・終わり，問い，答え，伝えたいことを初めて知りました。本を読んでそれを一人で見つけた
いです。
・まだいろいろ分からないことがあるから，もっと勉強して全部分かりたいです。

表 11 は，OPP シートの児童の記述を書かれている内容で分け，それぞれ書いた人数をまとめたも
のである。内容別に見ていくと，検証授業で定義した「言葉による見方・考え方」に関する記述が
多いことが分かる。教師が考えた「身に付けさせたい力」と児童が感じている「身に付いた力」が
一致したと言える。しかしその一方，
「おにごっこ図鑑が作れた，書けた」という記述が少なかった。
児童にとっては「おにごっこ図鑑を作る」という活動で「身に付いた力」を十分活用したという意
識がやや低かったのではないかと考えられる。

図 55

学習の始めと最後を比べて思ったこと
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児童 OPP シート

【考察】
これらのことから，学んだことを生かせるような言語活動を設定したことにより，身に付けた力
を活用し，表現活動に積極的に取り組む児童の姿が見られた。教材文を通して筆者の説明の仕方に
ついて学んだことを，自分の表現でも使えるように意図的に仕組んだことで，表現を苦手としてい
る児童も取り組むことができた。また全員が目標を達成することができた。課題としては，児童に
身に付けた力を活用できたという実感があまりなく，達成感が感じられていなかったということが
挙げられる。原因としては，３つ考えられる。１つ目は，書く量が少なかったことである。２つ目
は「こまること」を児童に考えさせず教師が提示してしまったことで，付け足すきまりの必要性を
あまり感じられなかったことである。３つ目は教師の提示したおにごっこが，児童が遊んだ経験の
ないものが多かったということである。今後表現活動の設定において，児童に達成感をもたせるた
めには，教材研究をする中で児童に身に付けさせたい力を明確にし，何についてどれだけ書かせる
かを考えること，また特に低学年においては，児童が自分の経験と比べられるような課題の提示に
ついて検討していく必要がある。
Ⅶ

研究のまとめ

１

研究の成果

（１）指導事項の系統性の整理・把握について
ア

学習内容の明確化

・６年間の系統性を把握することで，学習内容が曖昧になりがちな国語科において，この教材で
何を教えるかが明確になり，内容の理解だけでなく，形式の理解を目指し単元を通して一貫性の
ある指導ができた。
イ

個別支援

・６年間を見通したことで，この学年ではどこまでできればよいかという評価規準が明確になり，
課題があると思われる児童を把握し，適切な支援ができた。
(２）精査・解釈に重点を置いた単元構想について
ア

学習過程の明確化

・
「構造と内容の把握」「精査・解釈」
「考えの形成」「共有」という学習過程の中で，どこに重点
を置くか決めることで，どの学習過程においてどのような手立てで何を身に付けさせればよいか
具体的に単元計画を立てることができた。また，学習過程につながりが生まれた。
イ

言語活動の質の向上

・教師が児童にどのような力を身に付けさせたいかを意識することで，指導のねらいが明確にな
り，そのねらいを実現するためにふさわしい言語活動を単元に位置付けることができた。児童も
何のために学習しているのかを意識しながら取り組む姿が見られた。
ウ

「比べて読む」活動の有効性

・本研究の検証授業では，
「精査・解釈」の力を身に付けるために，教材文の内容や形式に着目し，
その共通点や相違点を「比べて読む」活動を取り入れた。共通点に着目することで，児童は教材文
の重要な語や文を選び出し，必要な情報を見付けることができるようになった。また，相違点に着
目することで段落の書き方の違いに気付き，筆者の意図を理解することができた。そしてその学
びを自分の表現に生かすことができた。
（３）ポートフォリオ評価について
ア

授業改善の視点になる

・児童による OPP シートの記述から，本時のねらいに対して学習活動が適切であったかを教師自
身が振り返ることができた。特に「難しかった」「できなかった」などの記述が多かった時には，
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次時での振り返りの時間を増やすなどし，学習内容の定着を図った。また個人の学習状況を把握
することができ，個別指導に役立てることができた。
イ

自己の学びの実感

・毎時間児童に「今日いちばん大切だと思ったこと」を中心に，OPP シートを使用して学習内容
を振り返らせた。はじめは感想のみの記述が多かったが，教師が言葉がけすることで，課題につ
いて考えたことやできるようになったことを記録として残せるようになった。自分の言葉で表現
することで，何を学んだか意識することができ，単元の終わりに授業前と授業後を比べさせると，
こんなことができるようになったと多くの児童が学びを実感することができた。
（４）学習を振り返るための掲示物の工夫
・学習内容の定着を図るため，検証授業では使用したワークシートや全文シートを拡大し，教室
内に掲示した。自分の考えをもつ際の手掛かりとするだけでなく，なぜそう考えたのか自身の考
えの根拠として，意見を発表することができるようになっていった。
２

研究の課題

（１）系統表の活用，加筆修正について
・今回検証授業を行う上で，課題の設定の難しさを感じた。系統性を意識して指導内容を具体的
に設定したが，一つの教材で定着を図るのは難しい。実際，検証授業後に行ったレディネステス
トでは，指導事項が十分身に付いていると言える結果は見られなかった。1 年間を通して繰り返
し指導をしていく必要がある。本研究では教材ごとに系統表を作成したが，年間を通してこの学
年でどのような力を身に付けていくかという視点でも系統表が作成できるとさらに見通しをもつ
た授業づくりができるのではないかと考える。また，６年生までの系統表を作成したが，実際現
場で使えるものにするためには，授業を行いながらの加筆・修正が必要になってくる。来年度は
教科書の改訂もあり，今後この系統表を活用できるものにしていく必要がある。
（２）OPP シートによる学習の振り返りについて
・OPP シートを使用し，
「今日の授業で一番大切だと思ったこと」を書くことで，授業改善と児童
の学びの実感に一定の成果が見られた。しかし，毎回同じような記述になってしまう児童も少な
くなかった。ある児童は，ほぼ毎時間「僕は気付かなかったけど，○○さんの意見がよかった」
というめあてや学習課題に触れていない記述内容になっていたため，単元の最後に授業前と授業
後の自分を比べさせたときに，OPP シートから何ができるようになったのか振り返るのが難しか
った。また，事後アンケートの感想では「感想を書くのが難しかった」と書いている児童も数名
いた。授業の最後に教師が意図的に学習内容を振り返る場面を取り入れる，他の友だちのよい記
述を紹介するなどの工夫を考える必要がある。また書く時間の確保も大きな課題である。
（３）「内容と形式の理解」の手立てについて
・検証授業では，
「精査・解釈」の指導事項を身につけるため，文章の内容や形式の理解に着目し
た読みができるよう，様々な手立てを講じた。特に「あそび方」と「そのわけ」を読み取るため
に，それぞれの段落や文章の共通点を探し，重要な語や文に着目させるという「比べて読む」活
動を取り入れた。児童は見付けた手掛かりをもとに，「あそび方」と「そのわけ」を探して読み，
その読みが段落のつながりと筆者の意図に気付く「精査・解釈」につながったと言える。しかし，
児童が文章を読む様子を見ていると，重要な語や文を探すのに一生懸命になってしまい，書かれ
ている内容に対して「面白い」
「なるほど」という思いをもつことができていなかった。形式に着
目させたことで，分析的な読みになってしまい，児童の素直な感想や素朴な感動が失われてしま
ったと言える。内容を理解する中で生まれた感想や感動を，「どうして面白いと感じるのだろう」
「なぜ，なるほどと思うのだろう」と筆者の書き方，文章の形式への興味・関心につながるよう
な授業の流れを考えていく必要がある。
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（４）表現の場の設定について
・検証授業では「校長先生からのお願い」という形で，言語活動に取り組んだ。第１時で「考え
たおにごっこをどうするか」話し合った際には，児童から「発表したい」
「全校のみんなに放送で
伝えたい」などの意見が多く出されたが，実際には「図鑑を書いて読んでもらう」ことになった。
さらに表現したいという意欲を高めるためには，児童が望む表現の場を設定することが重要だと
考える。また，授業で学んだことと表現活動とのつながりが，児童にあまり意識できなかったこ
とも課題である。児童の実態に合わせて，教材文を読む活動とその読みを生かした表現活動との
バランスを考えていく必要がある。
本研究では他教科における表現活動も考えていたが，実現できなかった。一年間の教育課程を
見通し，国語での学びを他教科で生かすことにより，児童の「自分で表現しようとする」意欲に
どんな変化があるか，今後の課題として取り組んでいきたい。
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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自分の力で表現しようとする児童を育成するための
国語科指導に関する研究
―小学校低学年における説明的文章の授業実践を通して―
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一般留学生

１，指導事項系統表
目次

２，検証授業ワークシート
３，OPP シート
４，児童へのアンケート
５，レディネステスト
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野呂瀬

陽子

補助資料１

指導事項系統表
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補助資料２
第２時

第３時

検証授業ワークシート

問いと答えを見付ける

第２時

もう一つの問いの答えを考える

教材文と自分の考えた文を比べ，共通点と相違点を考える
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第４・５時

二，三，四段落を「あそび方」と「そのわけ」に分ける

３段落，４段落の文章を配布し，
「あ
そび方」と「そのわけ」に分けさせ
た。その後，表に切って貼った。

- 201 -

第６時

第８時

第５段落の「あそび方」と「そのわけ」を考える

三段構成に分け，見出しを付ける

第９時

- 202 -

教材文の事例の順序を考える

第 10 時
まとめ

色おにの説明を考える
付け足すきまり

こまること

そのわけ

あそび方

色おにの説明が書かれたプリントを配
布し，「あそび方」「そのわけ」「こま
ること」の３つに分けさせた。
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第 11 時

自分の選んだおにごっこの説明を考える

10 種類のおにごっこの説明が書かれたプリントを配布し，選んだおにごっこを「あそび方」「そ
のわけ」
「こまること」に分けた。その後，付け足すきまりを考えた。
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第 12 時

おにごっこ図鑑を作る
おにごっこの名前

家庭と他のクラス（２年生２クラス）

どんなおにごっこかわかるように，絵や図

の図鑑を読んでもらい，感想を書いてもら

で表現した。

った。
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補助資料３

OPP シート
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補助資料４

児童へのアンケート（事前・事後ともに質問内容は同じ）
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- 208 -

補助資料５

レディネステスト
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