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Ⅰ 研究主題

言語事項の定着を目指した国語科学習指導の在り方

～説明文の読みの指導を通して～

Ⅱ 主題設定の理由

今日の情報化社会においては，書物を通して得る情報や，映像や音声を通して得る情

報が氾濫している。映像や音声を通して得る情報は，子どもたちにとって興味・関心を

もって得やすい反面，誤った言葉の用い方までもが，知識となって得られることにもな

り，日本人の言葉の乱れにつながっているという指摘もある。

「平成１４年度国語に関する世論調査 （文化庁）において 「現在使われている言」 ，

」 ，「 」 ． ，葉は乱れていると思うか の問いに対して 非常に乱れていると思う が２４ ４％

「 」 ． 。 「 （ ）」ある程度乱れていると思う が５６ ０％であった 両方を合わせた 乱れている 計

は，８０．４％と８割を超えている。慣用句等の理解についても 「役不足 「確信犯」， 」

「流れに棹さす」の３つは，全世代で 「本来の意味」よりも「本来とは異なる意味」，

を選んだ割合の方が高くなっている。

このような問題点が指摘される中 「国語力の向上」の必要性が求められるようにな，

った。文部科学省の確かな学力の向上に関する総合的施策の中の「特定分野において卓

越した人材を育成」では，国語力向上推進事業が盛り込まれている。また，文化審議会

国語分科会では小学校の国語科授業時数の大幅増が提案されるなど，国語科授業の重要

性も指摘されている。

小学校学習指導要領では，改善の基本方針が，次のように示されている 「小学校，。

中学校及び高等学校を通じて，言語の教育の立場を重視し，国語に対する関心を深め国

語を尊重する態度を育てるとともに，豊かな言語感覚を養い，互いの立場や考えを尊重

して言葉で伝え合う能力を育成することに重点を置いて内容の改善を図る（以下省略 」。 ）

したがって，国語科においては，言語の教育の立場を重視し，我が国の言語を学ぶ教科

としての重要性について認識することが必要である。さらに，正しい言葉の使い方がで

きる日本人を育成するための，言語の指導の充実を図ることが求められる。

平成１４，１５年度の宮崎県小学校基礎学力調査では，物語に比べて説明文に関する

問題において，学習内容の定着が十分であるとは言えない傾向がみられる。また 「こ，

とばに関する問題」の中で 「正しい筆順で書くことができる 「主語述語の関係を理， 」

解し，指摘できる」については，他の問いに比べ，定着が十分であるとは言えない傾向

がみられる 「筆順」や「主語述語の関係」の理解は，言葉に関する基礎となる力であ。

り，国語科の基礎となる力でもある。特に 「主語述語の関係」については，文章の最，

も基本となる関係であり，正しく話したり，正しく書いたりするための基礎となるだけ

ではなく，文章の意味を叙述に即して正しく読むための基礎となるものである。

そこで，説明文の指導において，基礎的・基本的な内容，特に 「言語事項」の確実，

な定着を目指した学習指導の在り方について研究することにより，基礎的な言語に関す

る能力を育成することができ，本県の国語科学力の向上につながると考え，本主題を設

定した。

Ⅲ 研究仮説

説明文の指導において 「話すこと・聞くこと 「書くこと 「読むこと」の学習内容， 」 」

の定着と深くかかわりのある言語事項の確実な定着を図るための学習指導の在り方につ

， 。いて工夫すれば 国語科の基礎的な言語に関する能力を育成することができるであろう
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Ⅳ 研究経過

平成１５年度 平成１６年度

月 内 容 内 容

・研究領域の検討 ・調査研究の全体構想の確認

４ ・研究内容の具体的準備

・実態把握のための調査問題の作成

・研究主題，研究仮説の設定 ・研究内容の具体的準備

５ ・研究計画作成 ・実態把握のための調査及び分析

・研究協力学校との打合せ

・調査，理論研究 ・検証授業の実践

・ワークシートを用いた研究実践
６

・成果検証のための実態調査用紙の

作成

・調査，理論研究 ・検証授業の分析

７ ・ワークシートを用いた研究実践

・成果検証のための実態調査の実施

・調査，理論研究 ・検証授業の分析
８

・調査，理論研究 ・成果，課題の整理
９

・調査，理論研究 ・成果，課題の整理
１０

・研究のまとめ
１１

・調査，理論研究

・調査，理論研究 ・研究紀要の作成準備
１２

・研究のまとめ ・研究紀要の作成
１

・研究のまとめ ・研究紀要の作成
２

・中間報告書の作成

３ ・中間報告書の完成 ・研究紀要の完成

・次年度研究の方向性検討
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Ⅴ 研究の構想

小学校における基礎学力の向上のための方策

， ，本県の基礎学力調査結果の分析をもとに 基礎的・基本的な内容が

十分には身に付いていないと考えられる学習内容の指導法を探り，実

践に生かすことができるように研究を進めるものとする。

研 究 主 題

言語事項の定着を目指した国語科学習指導の在り方

～説明文の読みの指導を通して～

め ざ す 児 童 像

言語能力を身に付けた児童

研 究 仮 説

説明文の指導において 「話すこと・聞くこと 「書くこと」， 」

「読むこと」の学習内容と深くかかわりのある言語事項の確実

な定着を図るための学習指導の在り方について工夫すれば，国

。語科の基礎となる言葉の力の定着を図ることができるであろう

研究内容１ 研究内容２ 研究内容３

教材研究 学習指導過程の工夫 基礎的・基本的な内

容の定着を図るための

工夫

① 教材の構成図 ① 言語事項の指導事項 ① 繰り返し学習を通

② 重要な言葉の働き の定着を図るための学 した，言語事項に関

に視点を当てた構成 習指導過程の工夫 する能力を高めるた

図 ② 個に応じた指導の充 めの工夫

実を図るための工夫
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Ⅵ 研究の実際

１ 本研究についての基本的な考え方

(1) 国語科における基礎・基本の考え方

国語科における基礎・基本は 「話すこと・聞くこと 「書くこと 「読むこと」， 」 」

の３領域と「言語事項」の１事項に関する指導内容すべてであると言ってよい。

国語科の目標を具現化するためには，言語能力育成の基になる言語事項と「話す

力・聞く力 「書く力 「読む力」を育成する基本的内容を教師が熟知して，意図」 」

的，計画的，継続的に学習指導を展開しなければならない。

「話すこと・聞くこと 「書くこと 「読むこと」３領域と「言語事項」１事項」 」

の指導内容を図１に示す。

図１ ３領域１事項の指導内容一覧
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(2) 基礎学力調査結果に基づいた実態分析（各領域ごとの特色－言語事項の指導と関連付

けて）

ア 聞き取り

「事柄の順序を考えながら話すこと」に対して 「大事な事を落とさないように聞，

くこと」の力が十分身に付いているとは言えない。

「大事な事を落とさないように聞く」力を育成するには，メモの取り方を指導する

ことが有効である。しかし，何が大切な言葉なのか，話し手が何を言おうとしている

， 。のかを考えながら聞くことができなければ 必要な事をメモすることも容易ではない

そこで，何が大切な言葉なのか，話し手が何を言おうとしているのかを聞き取るため

の基礎となる力である言語事項とのつながりを重視し，その理解ができるように配慮

する必要がある。特につながりが強いと言える言語事項を以下にあげる。

言語事項(1)

(ｵ)文及び文章の構成に関する事項

１学年２学年(ｱ)「文の中における主語と述語との関係に注意すること」

３学年４学年(ｱ)「修飾と被修飾との関係など，文の構成について初歩的な理解

をもつこと」

(ｳ)語句に関する事項

「 ， ，３学年４学年(ｱ) 表現したり理解したりするための必要な語句を増やし また

」語句には性質や役割の上で類別があることを理解すること

５学年６学年(ｱ)「語句に関する類別の理解を深めること」

イ 物語

物語においては 「文脈をふまえて該当表現を指摘する」問いについて，他に比べ，

， 。 ，「 ，て その定着が十分ではないという結果がみられる このことから 目的に応じて

中心となる語や文をとらえること 「場面の移り変わりや情景を，叙述を基に想像し」

ながら読むこと」という指導内容の定着が十分であるとは言えない。

「中心となる語や文をとらえ 「叙述を基に想像しながら読む」ための基礎とな」，

る力である，言語事項（ ア 聞き取り」であげた言語事項に同じ）とのつながりを「

重視し，その理解ができるように配慮する必要がある。

ウ 説明文

説明文においては 叙述の順序を正確に読み取る 適切な接続語を選択する 指，「 」「 」「

示語の表す内容をまとめる 「段落の構成を把握する」問いについて，その能力が十」

分身に付いているとは言えない結果がみられる。このことから 「目的に応じて，中，

心となる語や文をとらえて段落相互の関係を考え，文章を正しく読むこと」という指

導内容の定着を図る必要がある。

指導に当たっては，段落の要点を抜き出したり，意味のまとまりごとに小見出しを

付けたりするなど，内容を整理することが大切となる。その際，意味内容だけを追う

のではなく，接続語，文末，繰り返し語句などの言葉も押さえておく必要がある。指

示語や接続語は，文章の構成にかかわる語で，文章の論理的な関係を把握する上で大

切な役割を果たしているので，その十分な定着を図りたい。

その際，以下にあげる言語事項とのつながりを重視することが必要である。

言語事項(1)

(ｵ)文及び文章の構成に関する事項

３学年４学年(ｲ)「文章全体における段落の役割を理解すること」

(ｳ)「文と文との意味のつながりを考えながら，指示語や接続語を

使うこと」

(ｳ)表記に関する事項

３学年４学年(ｲ)「句読点を適切に打ち，段落の始め，会話の部分などの必要な

箇所は行を改めて書くこと」
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エ ことば

「筆順を正しく理解する 「主語述語の関係を正しくとらえる 「送り仮名をつ」 」

けて漢字で正しく書く」問いについて，その定着が十分であるとは言えない。

筆順については，言語事項(2)の(ｱ)書写に関する事項のうち，１学年２学年(ｲ）

「点画の長短，接し方や交わり方などに注意して，筆順に従って文字を正しく書く

こと 」という指導内容との関連がある。筆順とは，書き進む際の合理的な順序が。

習慣化したものであり，漢字仮名交じりの日本語表記において，特に漢字の組立て

などでは点画の配置，分割が字形を整える上での重要な要素となる。漢字を有効に

活用する上からも，点画数との関連を視点に加え，きめ細かな指導に当たりたい。

「主語と述語との関係」については，文の構成についての最も基礎となるもので

ある。児童が複雑な構成の文を書くようになると，主述のねじれや脱落も多くなっ

てくる。文としての意味が通じるためには，主語と述語とがきちんと照応すること

が大切であることを，第１学年及び第２学年の段階から十分指導しておくことが必

要である。

指導に当たっては，主語と述語の関係がねじれたり，主語がはっきりしなかった

りする文を取り上げ，それらが聞き手や読み手に意味が通じないことに気付くよう

にしていくことが大切である。その上で，次第に，主語が省かれている文や，やや

複雑な文型についての主語と述語の関係の理解へと導いていくようにしたい。

「漢字を書く」については，画数の多い漢字や「収める 「納める 「修める」」 」

のうち，どれを使うかなど，漢字の意味を理解していなければ正しく書くことがで

きない漢字についての定着が十分であるとは言えない。

漢字の指導に当たっては，漢字の成り立ちのおもしろさや，漢字で表記すること

の便利さなどが実感できるようにしたい。また，文や文章を書く際には，漢字のも

つ意味を考えながら正しく使ったり，送り仮名については，語句の構成などとの学

習と関連付けて指導する必要がある。

オ 作文

「文章を書く」力をみる問題では，自分の考えを明確に述べることができていな

いものや，表記上の誤りがあるものが多かった。表記に関する誤りでは，誤字・脱

字，句読点が的確にうたれていないもの，改行の際に段落がつけられていないもの

， 。など 言語事項に関する内容が十分身に付いていないと考えられる誤りが多かった

「文章を書く」ことは，言語事項の指導事項の定着をみることができる学習でも

ある。よって，言語事項の指導の充実と文章を書く力とは，深く結び付くものであ

ると言える。

２ 実態調査の分析と考察

検証授業前に，国語に関する児童の実態を把握するために，実態調査を実施した。

(1) 調査のねらい

国語の学習への興味・関心など，国語に関する児童の実態を把握する。

(2) 調査方法

質問紙法による選択・記述法

(3) 調査対象

研究協力学校 第３学年３７名

(4) 調査時期

平成１６年５月下旬
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(5) 調査結果と考察

ア 国語の学習で好きなこと

「読書をする」や「物語を

読む」など 「読むこと」の，

学習を好んでいる傾向があ

る。

その一方で 「話し合いを，

」 「 」する や 自分の考えを話す

を好む割合は低く，自分の考

えを発表し合う中で学ぶ楽し

さを感じている児童は少ない

と言える。

また 「言葉を調べる」や，

「説明文を読む」を好む割合

も低い。このことは，言葉に

対する関心は低い方であり，図２

物語に比べて説明文の学習は，楽しい学習であるとは言えないことを表している。

イ 国語の学習で自信があること

３０％程度の児童が「書く

こと」に自信があると答えて

いる。

「言葉の学習」や「読み取

ること 「話すこと」につい」

ては，自信があると答えた割

合は低く，言葉の学習の進め

方や読み取り方，話し方など

の学習の方法が十分身に付い

ているとは言えない。

図３

ウ 本を読むこと

図４ 図５

本を読むことを好む児童が多く 「とても好き 「どちらかと言えば好き」を合わ， 」

せると，９０％程度になる。また，１か月に読む本の冊数を「１１冊以上」と答えた

児童が６０％近くおり，本を読む習慣が身に付いている児童が多いと言える。
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エ 国語の勉強をする時に，困っていること

「読めない漢字がある」

が約３２％ 「言葉の意味，

がわからないことがある」

が約２３％であり，言葉の

意味や読み方など，言葉に

関する学習にあまり自信が

ないという状況がうかがえ

る。また 「作文がなかな，

か書けない」と答えた割合

， 。は 約２５％と比較的多い

，「 」図３において 書くこと

に自信があると答えた児童

の割合も約３０％と多かっ

。 「 」た このことは 書くこと

については，自信がある児図６

童とそうでない児童とに分かれていることを表していると考えられる。

漢字の読みや言葉の意味など，言葉の知識・理解は 「読み取ること 「話すこ， 」

と」の基礎として必要な力であり，国語科学習を進める上で，重要な力である。国

語科の学習を通して，言葉の知識・理解を伸ばす必要がある。

(6) 「主語述語 「接続語 「指示語」に関する調査の実施」 」

「主語と述語の関係の把握 「接続語の役割を知ること 「指示語のさす内容の把」 」

握」についての理解度をみるための調査を，検証授業前に実施した。また，その調査

と同じ問題について，検証授業後にも行い，授業前後の比較をみるようにした （結。

果については，Ｐ１７に掲載）

３ 研究内容

ここでは 「言語事項の定着を目指した国語科学習指導の在り方」という研究主題の，

もと，第３学年「自然のかくし絵」における学習指導の工夫について提案することにす

る。また，言語能力を高める上で，基礎的・基本的な内容の中でも，国語科学習の基礎

として位置付けられる「言語事項の確実な定着」を目指すことができるようにした。さ

らに，基礎学力調査の分析結果から，言語事項の中でも 「文及び文章の構成に関する，

指導事項」の定着に焦点を当て，研究を進めることにした。

(1) 教材研究

教材研究は，教材として取り上げられた文章や文学作品について，教育的な観点か

ら，教材としてどのような特徴があるかを明らかにするものである。したがって，学

習の目標や児童の学習能力，言語生活の実態などと関連させながら研究する必要があ

る。

説明文の教材研究の視点として，次の点があげられる。

Ａ 文章構成を明らかにする。

Ｂ 文と文との関係を明らかにする。

Ｃ 接続語の役割に注目する。

Ｄ 指示語の指し示している範囲に注目する。

Ｅ 文末表現から筆者の意図をつかむ。

Ｆ 重要語句に注目する。

Ｇ 絵，図表，写真，グラフに注目する。
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�������

�������������

�������������������
�������������������

��������������������������������������������
��������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

国語の勉強をする時に困ること

0 10 20 30 40

勉強の仕方がわからない

物語や説明文を読んでも意味がわからない

すらすらと読むことができない

言葉の意味がわからないことがある

作文がなかなか書けない

読めない漢字がある

割合（％）
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ア 教材の構成図

要旨，文章構成，重要なことば，指導の視点などを示した教材の構成図の例を表１に

示す。

表１ 教材の構成図（３年 自然のかくし絵：東京書籍）

※ 表１中の○内の数字は，形式段落を表す。
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イ 重要なことばの働きに視点を当てた構成図

言語事項の指導内容の確実な定着を図るためには，まず，教師自身が教材文の中のこ

とばに関する特徴を押さえておくことが必要である。

重要なことばの働きに視点を当てた教材の構成図を表２に示す。

表２ ことばの働きに視点を当てた教材の構成図（３年 自然のかくし絵：東京書籍）

， 。※ 表２中の○内の数字は 形式段落を表す
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(2) 学習指導過程の工夫

学習指導過程においては，次の観点から工夫することにした。

・ 言語事項の指導事項の定着を図るための学習指導過程の工夫

・ 個に応じた指導の充実を図るための工夫（指導と評価の一体化）

ア 言語事項の指導事項の定着を図るための学習指導過程の工夫

言語事項の指導事項の定着を図るための学習指導過程の工夫として，

① 学習指導過程に言語事項及び指導の手立ての欄を設定する。

（ ， ，② 語い力を高め言語感覚を豊かにするための語句等の指導法 音読・暗唱 視写

抜き書き，言葉の比較等，言い換え，造語）を用いるようにする。

表３は ①②を考慮して作成した学習指導過程の一例である また は①を， 。 ，

示したものであり，◎は②を示したものである。

表３ 学習指導過程例（３年 自然のかくし絵：東京書籍）
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イ 個に応じた指導の充実を図るための手立ての工夫

個に応じた指導の充実を図るために，一人調べ学習の時間を通して，自分の読みの程

度を知らせ，自己評価，自己実現の場を設定するようにしたい。一人調べ学習の時間に

自分なりの読みをすることで，後の話し合いやまとめの中で，友達の意見や教師の話と

比べながら，自己評価をすることができることになる。また，教師は，一人調べ学習の

時間に各自の学習の様子を観察することによって，個に応じた助言をすることができる

とともに，児童一人一人の理解状況や能力などを知ることができる。さらに，グループ

や全体の話し合いの場で，よい考えをもっているにもかかわらず，自分の考えを発表で

きないでいる児童の考えを取り上げ，認める場をもつことにより，自信をもたせるよう

にするなどの配慮が必要である。

(ｱ) 一人調べ学習の在り方

一人調べ学習の時間に主体的な読みを進めるためには，児童が学習の仕方を知って

。 ， （ ） ，おくことが必要になる そこで ３ 研究内容 １ 教材研究 の視点Ａ～Ｇを基に

児童向けの一人調べのための手引きを作成する。その手引きを基に一人調べ学習を行

， ， 。うことを通して 主体的な学習へ導くとともに 学習方法を定着させるようにしたい

一人調べ学習のための手引きの例を表４に示す。手引きについては，各学校，各学

級の実態に応じて，作成する必要がある。

表４ 一人調べ学習のための手引き
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(3) 基礎的・基本的な内容の定着を図るための具体的手立て

ア 繰り返し学習を通して，言語事項に関する能力を高めるための手立て

言語事項に関する能力を高めるためには，言語事項に関する問題プリントを用意

し，朝自習などの日常の教育活動の中や家庭学習で，繰り返し学習を行い，授業以

外で復習・ドリルの時間を設けることが必要である。

繰り返し学習用の学習プリントの一例を図７に示す。

図７ 繰り返し学習のためのワークシート（一例）

４ 実践研究

(1) 検証授業

ア 授業の視点

一人調べ学習や話し合いの時間に 「主語と述語の関係の把握 「接続語の役割」， 」

「指示語の役割」について考えさせることにより，言語事項に関する学習内容の定

着を目指した「ことば」に着目した読みの学習の展開の在り方について検証する。

イ 学習指導の実際

(ｱ) 単元名

まとまりごとに内ようをとらえながら（教材名「自然のかくし絵 ）」

＜小学校第３学年 東京書籍上＞

(ｲ) 本時の目標

○ ほご色が役立つ場合と役立たない場合についてまとめることができる。
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（ ， 。）(ｳ) 本時の学習指導過程 ◎ は 言語事項の指導事項の定着を図るための工夫点である
時 言語事項及び 「伝え合う」た 準 備

学習内容及び学習活動 指導上の留意点
間 指導の手立て めの言語意識 物
１ 本時学習について話 ○ コノハチョウ，トノサマバッタ，ゴ ○語句の意味 目的意識
し合う。 マダラチョウの身のかくし方について ・関連する 何について考
ほご色は，どんな 振り返り，ほご色の役割を確かめる。 言葉から えるのか，何５
時に役立つのだろう ○ ほご色は，虫がどんなことをしてい 考える のために調べ
か。また，どんな時 る時でも役立つのだろうかと疑問を投 るのか
には役立たないのだ げかけ，本時学習のめあてを押さえる
ろうか。 ようにする。

（教材文２ 学習の手順・方法に ◎ 学習の範囲を聴写させながら ほ ○句読点の打 方法意識，「
を写したついて話し合う。 ご色」が役立つ場合と役立たない場合 ち方 どのようにし
もの）○ 学習の範囲 を考えさせる。 ・聴写 て調べるのか

○ 学習の方法 ◎ 「ほご色」が役立つ場合と役立たな ○敬体で書か 相手意識10
一人調べ・音読 い場合とはどんな時かについて説明す れた文章 友達に，友達
のための・サイドライン る時に，大事だと思う言葉に線を引か ・聴写 と
学習の手○ 学習の手順 せるようにする。 ○姿勢 場面意識
引き・一斉音読→一人調 ○ 線を引いた箇所をもとに ほご色 ・聴写 一人で→二人，「 」

べ読み→話し合い が役立つ場合と役立たない場合につい ○鉛筆の持ち で→全員で
（二人→全体） て，自分なりに文章化させるようにす 方 評価意識

る。 ・聴写 友達の反応や
◎ 一人調べ読みに入る前に，指示語と ○指示語や接 意見
接続語を確認し，指示語については， 続語の役割
それが何を指しているのかについて考 ・一人調べ
えさせるようにする。 でﾁェッｸ
◎ 一人調べ読みに入る前に，いくつか ○主語述語の
の文についての述語を押さえ，その主 関係
語は何かを考えさせるようにする。 一人調べ・
○ 学習の流れを知らせ，見通しをもっ でﾁェッｸ
て活動することができるようにする。

３ 課題を解決するため ○ 一斉音読では，文と文とのつながり ○はっきりし
に本文を読む。 がよく分かるように，文と文との間を た発音
○ 一斉音読 十分にとって読ませるようにする。 ・声の大き10
○ 指名読み ○ 一人調べ読みでは サイドラインは さ，口の， ，
○ 一人調べ読み 大切だと思うできるだけ短い言葉にし 開け方の

ぼって引かせるようにする。 確認
○ なかなか線を引くことができないで
いる児童に対しては，さし絵なども参
考にしながら考えさせるようにする。

，４ 調べたことをもとに ○ まず，二人組で，お互いの考えを述 ○指示語や接 相手意識 指示語
接続語の話し合う。 べ合わせるようにし，主体的に活動す 続語の役割 友達

るための場を設定する。 ・指示語の 目的意識 ｶ説明用
○ 自分の考えをどのように述べたらよ 役割を示 ほご色は，ど ｰﾄﾞ
いのかについて，具体的に指導し，児 したカー んな時に役立
童が活動しやすいように配慮する。 ド つのか，どん15
○ 言葉一つ一つに着目させながら，言 ・接続語の な時に役立た
葉から想像豊かに読み取ることができ 種類をま ないのかをま
るようにする。 とめたカ とめる
◎ 話し合いの中で，指示語がさす内容 ード 場面意識
や接続語の役割について押さえるよう ○主語述語の （二人で，全
にする。 関係 員で）話し合
◎ 述語を示した文の主語について確認 ・主語述語 い
し，主語と述語の関係について理解さ の関係を 方法意識
せるようにする。 示した図 線を引いたこ

とを発表して，
５ 本時の学習を振り返 ○ 「ほご色」が役立つ場合と役立たな なぜそう思う
り，まとめる。 い場合について教師といっしょにノー のかを発表し
○ 課題についてまと トにまとめ，文のまとめ方を学ぶこと て５
める。 ができるようにする。 評価意識
○ 次時の学習につい ○ 指示語や接続語など，重要なことば 友達の意見や
て聞く。 については 再度取り上げて確認する 反応，先生の， 。

○ 次時の学習内容について簡単に知ら ことば
せ，意欲の継続を図る。
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ウ 授業の結果と考察

(ｱ) 授業の様子から

児童は，一人調べ学習の仕方や話し合いの仕方など，学習の進め方については，十

分身に付いているとは言えなかったが 「ことば」に着目して読み取る姿勢を見せて，

いた。授業の様子から，よい点として次の点があげられる。

○ 課題を確認する際に 「また」という接続語の役割について押さえることができ，

た。

「 」 。「 」○ 一人調べ学習で ことば に着目させた読みを行わせることができた ことば

， ，「 」のもつ意味を 文や文章の中で確認させることを繰り返すことによって ことば

がもつ意味の役割や重要性に気付くことができる。

，「 」 ， 「 」○ グループでの話し合いの時に どのことば？ という具合に 児童が ことば

に着目していると考えられる発言があった。

○ 児童の発表の中で 「 じっとしている』の『じっと』というところに線を引き，『

ました 」という「ことば」の意味がもつ働きに着目した発言があった。。

○ 「ところが」という接続語が，反対の意味の文をつなぐという役割があることを

押さえることができた。

一人調べの時間 グループでの話し合い

課題としては，次の点があげられる。

● 「ことば」の意味がもつ働きに着目した発言があった際，なぜそこが大切だと思

ったのか，そのことばを使って自分でどのようにまとめたのかまで言わせる必要が

ある。

● 「ところが」という接続語の役割を押さえる時に 「じっと」と「動く」という，

キーワードに着目させることで 「ところが」をはさんで，その前後の文の意味が，

。 ，「 」 「 」反対であることを気付かせる必要がある そのことを通して じっと と 動く

ということばの意味についても押さえることができる。

，「 」 ，● グループの話し合いの時に ことば について確認する時間が設定できるまで

話し合いの仕方を身に付けさせる必要がある。

● 課題についてまとめた後で 「接続語の役割」等の「ことばの意味や役割」につ，

いて押さえる方が，児童の思考の流れがとぎれないと考えられる。

● 「ほご色は～役立ちます」という文において，主語述語の関係を押さえる必要が

ある。

● 「この」という指示語が何を指しているのかを押さえる必要がある。

● ２つの中心となる文を押さえることができたのはよいが，それ以外の文をどのよ

うに関係付けて押さえていくかが課題である。

● 本時に押さえた「ことば」について記したカードを提示するなど 「ことば」の，

意味や役割を意識付けるための手立てが必要である。
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(ｲ) アンケート調査結果から

検証授業後，授業に関して，アンケート調査を行った。

説明文の学習の楽しさa
「とても楽しかった 「どちらか」

といえば楽しかった」と回答した割

合は，合わせて約７５％であった。

説明文の学習については，事前ア

ンケートにおいて「自信がない」と

回答した児童が多かったが，一人調

べ学習や話し合い学習などの学習の

進め方を身に付けることで，楽しく

学習することができたと考えられ

る。

図８

説明文の学習の中で一番楽しかっ

たことは 「話し合う」ことと回答，

した割合が約４０％と最も高かっ

た。事前アンケート調査では 「話，

し合い」に自信をもっている児童の

割合は少なかったことから，本時の

学習を通して，話し合いの進め方を

知り，話し合うことの楽しさを感じ

ることができたと言える。

しかし 「一人調べ」を楽しいと，

回答した割合は，１０％以下と少な

い。このことは，一人調べ学習の仕

方が十分理解できなかったことや難図９

しかったことが原因であると考えら

れる。３年生の実態に応じた一人学習の進め方について工夫改善する必要がある。

言葉の学習についてb
説明文を学習する中で 「言葉に気，

を付けて学習することができたか」

という問いに 「できた 「どちらか， 」

といえばできた」と回答した割合を

合わせると，約６０％であった。

半数程度の児童は，言葉の役割に

ついて意識することができている。

しかし，説明文の内容をとらえる授

業において，言葉の意味や役割を意

識させるとともに，言葉の意味や役

割をつかませながら学習を進めるこ

とは難しいということが言える。

図１０
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「主語述語 「つなぎことば 「こそあどことば」の中で一番難しいと思うものc 」 」

今回の実践で，重点指導事項とし

て「主語と述語の関係の把握 「接」

続語の役割を知ること 「指示語の」

さす内容の把握」があった。その中

，「 」で 一番難しいと思うものは何か

という設問に対して 「主語と述語，

の関係の把握 「接続語の役割を知」

ること」が約４０％弱 「指示語の，

さす内容の把握」が約２５％であっ

た。

このことは，検証授業前に実施し

た「指示語のさす内容の把握」の問

，題において正答率が低かったことや

検証授業後の調査で「指示語のさす図１１

内容の把握」をみる問題の正答率が 「主語と述語の関係の把握 「接続語の役割を， 」

知ること」をみる問題の正答率に比べて低くなっていることと矛盾しているようにみ

える（図１２参照 。これは，今回の実践では，指示語の役割について取り上げて指）

導することが多かったことから，児童に指示語の役割を十分意識付けることができ，

「指示語の役割」について自信を付けた児童が増えたことによるものと考えられる。

※アンケート結果では 「主語と述語の関係の把握」を「主語述語 「接続語の役割を知ること」を「つなぎ， 」，

ことば 「指示語のさす内容の把握」を「こそあどことば」と表している。以下同様である。」，

(ｳ) 成果と課題

検証授業前と直後（７月上旬）に 「主語と述語の関係の把握 「接続語の役割を知， 」

ること 「指示語のさす内容の把握」について，同一問題で調査した結果，図１２のよ」

うな結果となった。

図１２

いずれも，平均正答率は上昇している。特に 「指示語のさす内容をとらえる」問題，

では，授業前に比べると４０ポイント以上伸びている。また 「主語と述語の関係を押，

さえる」問題と「接続語の役割を押さえる」問題では，１００％に近い正答率を出して

いる。
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このことは 「ことば」への意識が高まり，それぞれについて少しずつ理解を深めて，

いる結果であり，授業の中で 「主語と述語の関係 「接続語 「指示語」を意識させる， 」 」

ことは，理解を深めることにつながることを表している。

(2) 基礎的・基本的な内容の定着を図るための繰り返し学習の実際

ア 繰り返し学習の進め方

学習指導要領の国語科「言語事項」の定着を図るためには，繰り返し学習が必要で

ある。

そこで，本研究において重点指導事項としている「主語と述語の関係の把握 「接」

続語の役割を知ること 「指示語のさす内容の把握」についての練習問題を作成し，」

取り組ませることにした。朝自習や家庭学習など，学級の実態に応じて取り組んでも

らうようにした。

練習問題は，それぞれ６枚ずつ計１８枚用意し，本単元に取り組んでいる６月中旬

から，夏休みに入る前までの期間に取り組んでもらった。

イ 考察

練習問題に取り組んだ後に 「主語と述語 「接続語 「指示語」について，確かめ， 」 」

テストを実施した。確かめテストは，それぞれ２回ずつ実施した。その平均正答率を

算出すると，図１３のような結果になった。

図１３

いずれも８０％以上の正答率を示している 「接続語」については，９１.９％と。

。 ，「 」 ， ，かなり高い正答率である また 指示語 についても 他の二つに比べると低いが

検証授業前に実施した調査における正答率３６.２％に比べるとかなり伸びているこ

とが分かる。

このことは，練習問題を用いた繰り返し学習により，理解が深まってきていること

を表しており，繰り返し学習の効果を意味している。
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Ⅶ 研究の成果と課題

１ 研究の成果

基礎的な言語に関する能力を育成するには，毎時間の授業における「言葉の役割」

を意識した指導に加えて，練習問題等による繰り返し学習に取り組むことが効果的で

あると言える。ここでは，研究内容２「学習指導過程の工夫」と研究内容３「基礎的

・基本的な内容の定着を図るための工夫」についての成果をあげることにする。

(1) 学習指導過程の工夫

○ 学習指導過程の中に，言語事項の指導事項を設け，本時で考えられる言語事項

の指導事項を記すようにすることで，言語事項との関連を図る指導を行うことが

， 。できるとともに 言葉の意味や役割について児童に意識付けを図ることができた

○ 一人調べの時間を設定し，調べたことを基に話し合う中で考えさせるようにす

ることで，話し合いの仕方を学ばせることができ，話し合うことの楽しさを感じ

させることができた。

(2) 基礎的・基本的な内容の定着を図るための工夫

○ 授業において，その単元で重点的に指導する「重点指導事項」を「言語事項」

との関連で設定し，言葉の意味や役割に関する指導の重点化を図ることで，言語

事項の内容について，計画的，段階的に指導することができた。

○ 授業において，その単元で重点的に指導する「重点指導事項」を決めて，言葉

の意味や役割について意識付けを図るとともに，その練習問題に取り組ませるこ

とで，理解が深まり定着を図ることができた。

２ 課題

本研究では，児童が主体的に取り組む中で基礎的な言語に関する能力を育成するた

めに，一人調べ学習や話し合いの時間を設定し，楽しく学ぶ中で児童自身が十分思考

することができるように配慮した。しかし，一人調べの仕方や話し合いの仕方など，

小学校第３学年の６月という時期の児童にとっては，多くの学習方法を一度に身に付

けなければならない状況になり，理解するための十分な時間を確保することが難しか

った。そこで，次のような課題があげられる。

(1) 学習指導過程の工夫

○ 主体的に学習する中で，基礎となる言語に関する能力を育成するために，一人

調べや話し合いの時間を設定したが，どのように調べたらよいか，どのように話

し合ったらよいか，その方法を十分身に付けさせることができなかった。一人調

べの内容をしぼりこみ，話し合う内容を焦点化するなど，３年生の６月という児

童の実態にあった学習の仕方を考えて指導する必要がある。

○ 説明文の内容の読み取りと言葉の意味や役割を考えることとをうまく結び付け

て指導することが難しい。言葉の意味や役割について考えさせる場合には，どの

言葉の役割について指導するのか，指導する内容を焦点化する必要がある。

(2) 基礎的・基本的な内容の定着を図るための工夫

○ どの学年のどの単元で どの 言語事項 について重点的に指導するのか 言， 「 」 ，「

語事項」の指導事項に関して，指導の重点化を図るための年間指導計画を作成す

る必要がある。
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