
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１３１０１

基盤研究(C)

2014～2012

表現重視の読むことの学習方略が及ぼす読解力育成への影響に関する実証的・実践的研究

The empirical and practical research on the effects of learning strategies of 
representation emphasis in reading instruction

３０４１３０３２研究者番号：

小久保　美子（KOKUBO, Yoshiko）

新潟大学・人文社会・教育科学系・教授

研究期間：

２４５３１１０８

平成 年 月 日現在２７   ６ １０

円     3,000,000

研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、自己表現を重視した読むことの学習方略の有効性を明らかにすることであ
った。国語力の高い小学校の読むことのカリキュラムを分析した結果、①多読 ②他教科と関連させた指導 ③語彙指導
 ④交流活動 ⑤学習センターとしての学校図書館の利活用を行っていることが明らかになった。アクション・リサーチ
では、「ごんぎつね」と他の南吉作品を読み、「心に残るお話を見つけて紹介カードに書く」という表現活動を位置付
けた全１０時間の授業開発を行った。紹介カードの交流活動を通して共有された読み方のよい点を「読みの方略」とし
て意義付け、読みの方略の明示的な指導の在り方とその効果を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to clarify the effectiveness of the learning 
strategies of reading with an emphasis on self-expression. The results of the analysis of the curriculum 
of reading the high language force elementary school, it has revealed that teachers are doing ① 
extensive readingthe ②guidance that was related to the other subjects ③ vocabulary guidance ④ exchange 
activities ⑤ utilization of the school library as a learning center. In action research, the lesson 
development of all 10 hours that chirdren read the Nankichi's works, including "Gongitsune", then locate 
a story that remains in the mind, and write in the introduction card were carried out. Excellent reading 
of friends that have been shared through the exchange of their introduction cards, was attached 
significance with as "reading strategies".
Finally,I have to clear the way and the effect of explicit guidance of"reading strategies".

研究分野： 社会科学

キーワード： 読むことのカリキュラム　自立した読み手　読みのストラテジー　モデリング
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１． 研究開始当初の背景 
（１）教科書教材の読解中心授業への反省 
教科書教材の読解に終始してきた国語科

授業に対する反省の声は、自由記述問題で無
答率の高かった 2000 年の PISA 調査以降、
高まりを見せ、思考力・判断力・表現力を育
成すべく「言語活動の充実」を改善の第一に
掲げた現行学習指導要領の改訂につながっ
た。それを受け、読むことの領域では読書紹
介や読書推薦、劇化、書き換えなどの表現活
動を読むことの核として位置付けた実践が
打ち出されるようになった。 
（２）表現重視の読むことの指導への批判 
一方で，読むことが表現活動に内包された

授業で果たして読解力が付くのかといった
不安や批判の声も少なくない。その背景には、
表現活動の中で読むことがどのように機能
しているのか、また実際、どのように読みの
力が付いているのかについて研究的に明ら
かにされていない点が挙げられる。 

 
２． 研究の目的 
 本研究は、上記のような背景に鑑み、今求
められている「生きる力」としての「読解力」
を育成する上で、表現重視の読むことの学習
方略はいかなる有効性をもつのか、また国語
科の読むことの学習は教育課程上、他の読書
活動とどのように連動すればよいのかを明
らかにすることを目的とする。 
 
３．研究の方法 
（１）読むことのカリキュラムの収集と分析 
 ①収集の対象としている学校 

・研究分担者の指導下にある学校 
・研究協力者の所属校 

 ②カリキュラムの分析 
「生きる力」としての「読解力」を高める
カリキュラムの動的要素を抽出する。 

（２）授業のアクション・リサーチ 
  単元開発を行うに当たっては、国内外の
読むことの指導に関する文献から知見を
得る。授業記録は、全体と抽出児童（２名）
の二種類を録画する。学習終了後にインタ
ビューを実施し、ノートやワークシート等
と重ね合わせて質的分析を行う。 

   
４． 研究成果 
（１）読むことのカリキュラムの特長 
 以下に挙げる４つの学校は、国や市の指定
を受け、読書活動を中心に据えた研究を行っ
ている学校であり、いずれの学校とも研究の
結果、全国学力調査において飛躍的な伸びを
見せた。特に、各学校ともＢ問題の「活用」
が顕著に伸びた点は注目に値する。 
①盛岡市立月が丘小学校 
研究主題：自ら学び続ける児童の育成―読書
力を育てる学習過程の改善を通して―  
盛岡市立月が丘小学校は、平成 23・24 年

度に国立教育政策研究所教育課程研究所教
育課程研究指定校を受けている。月ヶ丘小で

は、「生きる力」の育成を目指し、基礎的・
基本的な知識・技能、課題解決に必要な思考
力・判断力・表現力等、主体的に取り組む態
度を養うために、教育課程改善の推進の柱に、
以下の４つの力から成る「読書力の育成」を
設定した。Ａ.自らの読書生活を振り返り、
読書の意欲をもち続け読書を習慣化する力 
Ｂ.本、文、文章、図、表、グラフ等のテキ
ストを様々な方法で読解する力 Ｃ.テキス
トを活用して思考し課題を解決する力 Ｄ.
テキストを活用して自己表現し他者と交流
する力。そして、これらの読書力は、「授業
改善：【プログラムＡ】」と「読書環境改善：
【プログラムＢ】」との連動により育成され
るとした。両プログラムの内容を以下に示す。 
【プログラムＡ】： 
ア．児童の実態を踏まえた単元構想と単元の
目標にふさわしい言語活動の設定 

イ．児童の思考過程と学習活動の過程の一致   
 を促す授業構想とシート（語彙集シートと
作業用ワークシートの二種類）の開発 

ウ．単元の目標や言語活動に対応したテキス
トの選定と活用 

エ．多様な種類の読書活動の推進 
【プログラムＢ】 
ア．図書館利用計画及び図書館利用時間策定 
イ．司書教諭・読書ボランティア・読書活動
支援員の機能の明確化と授業への活用 

ウ．全校一斉読書の取組 
エ．家庭や地域との連携 
オ．レイアウト・書架・掲示・表示の改善 
カ.読書量、図書館滞在時間等の調査と分析 
 本取組の結果、以下の変容が見られた。 
ア．授業の中でテキストや学校図書館の目的
的な活用がなされるようになった。 

イ．授業と日常の読書が双方向で作用し合う
様子が見られるようになった。 
また、平成 24 年度全国学力調査の平均正

答率が21年度に比して顕著な伸びを見せた。 

国語Ａ 
平均正答率 

24 年度 21 年度 
本 校 87.6% 71.7% 
岩手県 82.7% 71.2% 
全 国 81.6% 69.9% 
全国比 107.4% 102.6% 

国語Ｂ 
平均正答率 

24 年度 21 年度 
本 校 65.6% 55.2% 
岩手県 56.3% 53.0% 
全 国 55.6% 50.5% 
全国比 118.0% 114.5% 

②横浜市立白幡小学校 
研究主題：学ぶ意欲・考える力を育む、豊か
な学び合いの創造―思考力・判断力・表現力育
成のシステム化による学力の向上― 
横浜市立白幡小学校は、平成 24・25 年度

国立教育政策研究所教育課程「思考力・判断
力・表現力の育成」研究指定校を受けている。
白幡小は、同一視点を掲げた二段階のカリキ
ュラム改革により、積み上げを図っている。 



【カリキュラム改革Ⅰ】 
Focus１：得た知識や技能を次の学習や生活
に活用する力の育成 

・一単位時間のプロセスとワークシートの工
夫：思考操作や言語操作を位置付ける。 

Focus２：自主的学習力（ラーニングスキル）
の習得 

・各教科等の基盤となる能力（学び方や考え
方、ことばの力）を「○○のこつ」「○○
名人の□ヶ条」等とまとめ、「白幡ファイ
ルＡ」として蓄積、分類・整理し活用する。 

Focus３：得た知識を活用する言語環境の整   
 備 
・学校全体が目に見えるカリキュラム～子ど

もが系統的に活用、家庭が分かる、地域が
分かる～ラーニングスキル等言語環境を
意図的目的的に整備する。 

・“読書は学力”の合い言葉のもとに、「公立
のミニ図書館」から「学校の図書館」へと
改革する。“子どもが 10 分以内に目的の本
を探せる図書館へ” 

【カリキュラム改革Ⅱ】 
Focus１：得た知識や技能を次の学習や生活
に活用する力の育成 

・学年系統による大まかな思考語彙を確定す
る。 

・子どもが主体的に学習を進める“単元の構
造”を明確化する。 

・既習の学力を子どもがメタ認知できるよう
カリキュラムを更新する。 

Focus２：自主的学習力（ラーニングスキル）
の系統性 

・各教科等の基盤になる「白幡Ａファイル」
の大まかな系統を明らかにし、教科独自の
系統「白幡Ｂファイル」と分けて整理する。 

Focus３：得た知識を活用する言語環境の改
善 

・学校全体が目に見えるカリキュラム～子ど
もが系統的に活用、家庭が分かる、地域が
分かる～言語環境を整備する。 

・“読書は学力”の合い言葉のもとに、「公立
のミニ図書館」から「学校の図書館」へと
工夫改善する。 
白幡小の取組の特長として、“読書は学力”

を合い言葉として学校図書館を「学習活動」
と「読書活動」の二つの機能が叶う図書館に
改造し、「学年別調べ学習コーナー」、「郷土
資料コーナー」の「学習室」と「作家別コー
ナー」「作家別絵本」（畳スペースもあり）の
「読書室」とに分け、図書館を学習と生活に
活用できるようにした点が挙げられる。 
③横浜市立並木中央小学校 
研究主題：言語活動の充実を図り、確かな言
葉の力を身に付ける学習の在り方―身に付け
たい力を明確にした国語科単元づくり―  
横浜市立並木中央小学校は、平成 25・26

年度に国立教育政策研究所学習指導実践研
究協力校を受けている。並木中央小のカリキ
ュラムの特長は、以下の３点である。 
第一に、「付けたい力」と「言語活動」「教

材」が有機的に結び付いていること。例えば、
説明的文章の学習において、社会科や理科の
学習で必要となる調べる力、図鑑や事典、科
学読み物のシリーズなどを利用する力を意
識して付けたい力を明確にし，「単元プラン
凝縮シート」に見える形で表している。 
第二に、幅広い教材観を有していること。

教科書教材文はもちろん、並行読書の作品、
児童の実態、既習の経験、言語活動の特徴や
ワークシート、掲示物、場の設定などの手立
てについても「教材」と捉えて分析し、それ
らを「教材分析シート」に表している。 
第三に、年間を見通して意図的・計画的な

指導を行うために、「国語科学級歴」を作成
していること。学級歴には、「重点化した指
導事項」「身に付けたい力の具体」「言語活動」
などが明記され、理科や社会科、生活科、学
校行事、児童会活動等との連関を図りながら、
確実に、偏り無く身に付けるべき力の育成が
可能となるよう単元が配置されている。 
 その他、学校図書館を活用した「情報活用
能力の育成」「読書指導の充実」、各階のワー
クスペースの掲示板や各教室の掲示スペー
スを活用した「言語環境の整備」に力を入れ、
以下のような具体的取組を行っている。 
【情報活用能力の育成】 
・学校図書館を活用した授業を展開し、分か

らないことや困ったことがあったとき、同
じテーブルの友達にすぐに相談できるよ
う、図書館を話し合いができる空間にする。 

・学校司書は、具体的な調べ方の手順を示し
たり、次の資料への橋渡しをしたりする。 

【読書指導】 
・楽しみながら本が読めるよう、学校図書館

をリラックスできる空間（畳のスペース）
にしたり、本の紹介をし合うスペースとし
ての環境整備に努めたりする。 

・各階のワークスペースに、国語科学習で取
り組んだポップやカードなどを本と一緒
に置き、友達が書いたものを読んで、すぐ
に本を手に取ることができるようにする。 

・子ども全員が自分の「ブックポケット」を
持ち、そこに今読んでいる本や並行読書で
読み進める本を入れる。教師は、子どもの
読書傾向をつかむことができる。 

【言語環境の整備】 
ア． 掲示スペースの活用の視点 
 廊下にあるワークスペースの掲示板は、
低・中・高学年各ブロックに配当されており、
以下の視点に基づいて活用されている。 
a.国語科での学習の成果を発表する。 
 b.表現の工夫の仕方を紹介する。 
C.筆者や教材に関連した書籍等を紹介する。 
d.興味や関心を喚起するためのクイズやワ
ークのようなものを掲示する。 

イ．教室の掲示スペースの内容 
a.単元計画や学習の進め方を掲示する。 

→黒板右のスペースに、単元計画や学習
の進め方を掲示。全クラス共通。 

b.学習に関連した言葉を掲示し、蓄積する。 



→壁面に、国語科で使われる用語や学習
語彙、単元に関する言葉などを掲示。 

c.話型や聴型の基本の掲示 
④唐津市立箞木小学校 
研究主題：主体的に読むことの能力を育てる
指導法の研究―知識・技能の確実な習得を計らい
ながら― 
唐津市立箞木小学校は、平成 23･24 年度唐

津市教育委員会指定を受けている。箞木小の
カリキュラムの特長として、第一に、「読書
力向上プロジェクト」の取組、第二に、「読
むことの能力の体系化と指導法の重点化」の
遂行が挙げられる。以下、概要を述べる。 
【読書力向上プロジェクト】 
読書力向上プロジェクトは、４つのプログ

ラムとそれらの実現に向けた複数の具体的
目標及び具体方法から成っており、それぞれ
宣言形式で示されている。 
◎プログラム１：読書力を向上させます。 
a.貸出冊数を年間 500 冊増やします。 
b.学校図書館滞在時間を 1.5 倍にします。 
c.学校図書館利用者数を 1.5 倍にします。 
→図書委員会活動の活発化、図書館での授
業の計画、学年コーナーの設置 

◎プログラム２：読書をして、表現させます。 
a.読書記録ノートや読書ヒントの活用をさ
せます。 
 →記録ノート・読書ヒントの工夫改善 
b.読書に関しての表現をさせます。 
→図書館便りの発行（図書委員会）、読書
感想文の全員応募、読書発表会の実施 

◎プログラム３：読書環境を整えます。 
a.読書に関しての基礎的な知識を定着させ
ます。 
 →作品・ポスターの掲示、作品の保存 
b.学校図書館に人を配置して運営させます。 
 →図書ボランティア、司書、図書委員 
c.読書や調べ学習を効率的にさせます。 
 →ブックボックス、授業とのリンク 
◎プログラム４：ホリディ読書をさせます。 
a.家庭で読書をさせます。 
→ホリディ読書、ブックウォーク 

【能力の体系化と指導法の重点化】 
各教科等と国語科の読みのプロセスを体

系化し、読書活動や言語活動を挙げている。 
〔各教科等の読みのプロセス〕 
１ 導入・動機  ⇐ 目的的に読む 
２ 課題発見   ⇐ 創造的に読む 
３ 調査・解決  ⇐ 批判的に読む 
４ 予想・仮説  ⇐ 共感的に読む 
５ 調べる・取材 ⇐ 客観的に読む 
６ 分析・解釈  ⇐ 分析的に読む 
７ 考 察    ⇐ 多面的に読む 
８ 対話・交流  ⇐ 想像的に読む 
９ 評 価        ⇐ 抽象的･具体的に読む 
〔国語科の読みのプロセス〕 
Ⅰ 課題設定 
   導入→課題設定→単元計画（並行読書） 
Ⅱ 課題の解決 
   検索（取捨選択）→音読・黙読→精読

→吟味→活用（要約・引用）→表現（感
想・研究）→創造・創作 

Ⅲ 交流 
   コミュニケーション 
Ⅳ 評価 
〔読書活動〕：読書行為、リライト・パラフ

レーズ、執筆・創作等、編集、発表会 
〔言語活動〕 
・創造的な言語活動： 

物語、小説、劇、詩、随筆、伝記、戯曲 
・実用的な言語活動： 

日記、記録、説明、報告、感想・意見、
討論、提案・助言、手紙、連絡、通知、
紹介、推薦、鑑賞、観察・調査、会議 

さらに、読むことの能力を支えるものとし
て、「日常的な読書活動」「日常的な言語環境」
「家庭・地域による読書活動」を措いている。 
〔日常的な読書活動〕 
・学校図書館改造：読書に関わる基本的な知

識や技能を与える教師手作りのポスター、
全校読み聞かせ（お話レストラン）、保護
者お手製のブックトラック、各コーナー
（学年別コーナー、ジャンル別コーナー、 
図鑑コーナー、新聞コーナー、ステージ別
必読書コーナー）、各スペース（自由読書
スペース、一人で読むスペース、調べるス
ペース）、県立図書館や近代図書館からの
本の借り出し 

〔日常的言語環境〕 
・読むことの基本的な知識や技能を与える教

師手作りのポスター（廊下や踊り場） 
〔家庭・地域による読書活動〕 
・家庭読書（週末読書）、課題読書、自由読
書、家庭への本の貸し出し 

 以上、読むことを全体カリキュラムの核と
して位置付け、読書力の育成に成功している
４校の先進的な取組に共通することとして、
以下の８点が明らかになった。 
① 読みの目的を明確にし、教科書教材の

他、実際の本を学習材としていること。 
② 国語科で培う読みの能力と他教科等で

必要となる読みの能力との連関を図っ
ていること。 

③ 語彙集シートの準備や獲得語彙の掲示
など、語彙指導を行っていること。 

④ 思考・判断し、表現する言語活動を取
り入れていること。 

⑤ 交流活動を取り入れていること。 
⑥ 学校図書館を児童が学習しやすいよう

に配架を変えたり，コーナーやスペー
スを設置したりしていること。 

⑦ 学校図書館で授業を行っていること。 
⑧ 学習の成果物を学校図書館や廊下、階

段のコーナーに掲示し、学校全体で読
書活動を共有していること。 
 

（２）モデリングの重要性 
 読むことに関する脳研究、教師モデリング、
理解指導について述べた文献（Douglas 
Fisher,Nancy Frey,Diane lapp,In a Reading 



of Mind, Brain Research,Teacher Modeling, 
and Comprehension Instruction,2009.)から、
読むことの指導におけるモデリングの重要
性が明らかになった。以下、①脳の原則 ②
一般的な読みの目的 ③教師が見本を示す
べき理解方略について訳出する。 
① 脳の原則 
 本書では、日々、如何なる時も、学習者を
アクティブ・ラーニングに誘うために、
Medina(2008)の脳の原則が役に立つとして、
以下の 12 の脳の原則を引用している。 
原則１：目的的な活動は、脳の力を伸ばす 
原則２：人間の脳は、徐々に進化する 
原則３：すべての脳は異なって配線される 
原則４：退屈なことには注意を払わない 
原則５：短期記憶：忘れないために繰り返す 
原則６：長期記憶：再び行うために想起する 
原則７：よく眠れば、よく考える 
原則８：緊張した脳は同じやり方を学ばない 
原則９：より多くの感覚をかきたてる 
原則 10：視覚は、他のすべての感覚に勝る 
原則 11：男女の脳は異なっている 
原則 12：私たちは、たくましい、生まれつき 

の探検家である 
読んで感じたことや考えたことをアウト

プットする学習は、まさにアクティブ・ラー
ニングに相当する。原則１、２，４、６，８，
９，12 などは、適切な学習課題の設定や多様
な学習材の準備、課題解決的な学習方法等に
関わる重要な原則である。 
② 一般的な読みの目的 
学校での学びを実生活に生きたものにす

るためには、教室での読むことの指導目的を、
一般的な読みの目的と合致させることが肝
要である。本書では、一般的な読みの目的と
して、ア．生物学的な、物理学的な、社会的
な世界について知ること イ．指示に従うこ
と ウ．楽しむこと エ．調べること の４
つを挙げている。説明的文章教材を読む目的
はアやイやエ、文学的文章を読む目的はウと
いうことになる。我が国の国語科教育は、と
もすると場面や段落毎の詳細な読解に陥り
がちであるが、本来の読みの目的に沿った学
習指導を展開すべできあろう。 
③ 教師が見本を示すべき理解方略 
 本書には、自立した読み手を育成するため
に読みのストラテジーを明示的に指導する
ことが重要であるとして、９つのモデリング
すべきストラテジーが挙げられている。 
○目的を決める  ○推論する  
○要約・統合する ○予測する  
○質問する    ○視覚化する  
○モニターする   ○重要な事柄を確定する 
○結び付ける 
 
（３）モデリングの実際 
平成 25 年 11 月 15 日～12月５日の期間、N

県 N市立 M小学校で、「ごんぎつね」を中核教
材とした南吉単元「心に残るお話を見つけよ
う！」（第４学年）全 10 時間のアクション・

リサーチを行った。授業内容と読みのストラ
テジーの明示的な指導は以下のとおりである。 
第１時：課題提示と紹介カードのモデリング 
 課題：新美南吉の作品を読んで、心に残る 

お話を見つけよう。 
 紹介カード（A6 サイズ二つ折り）： 

１面：紹介者 ２面：あらすじ 
３面：心に残った場面とその理由 

  ４面：心に残った表現とその理由 
第２時：語句指導(「しだ」「菜種がら」「いは
い」「かみしも」「ひがん花」「なわをなう」
の語句については、写真を示して理解を促
す。「つぐない」については、お話の中で考
えていこうと投げかけ、次時につなぐ。) 

第３時：「つぐない」の指導１：「つぐない」
の行為を文脈に沿って押さえる。 

第４時：「つぐない」の指導２：「つぐない」
の行為からごんの兵十への気持ちを考える。 

 「ごんは、うなぎのつぐないに、まず一つ、
いいことをしたと思いました。」 

 →読みのストラテジーの指導(ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ)①： 
◇作品のカギとなる文に着目する 

：「つぐない」の指導３：つぐないの行為から
ごんの兵十への気持ちを考える。 

 発問：「ごんが兵十にしたつぐないについて、
あなたはどう思いますか？」 

◎考えを交流し、考え方のよさを出し合う。 
 「自分だったらつぐないをしないで「ごめ
ん」とつぶやいているだけなのに、つぐな
いをするがんばりやのごんはすごい。」 

↑ 
自分と比べて考えているところがいい。 

 →読みのストラテジーの指導②： 
◇自分と比べて考える 

第５時：「つぐない」の指導４：「つぐない」
の行為の意味を考える。 

 「それが分からんのだよ。おれの知らんう
ちに置いていくんだ。」 

 →読みのストラテジーの指導(ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ)③： 
  ◇文と文とを関連させて読む 
：一連の行動描写の指導：登場人物の一連の

行動を押さえる。 
 「ごんは、いつもこっそり行っている」と

いう子どもの意見を手がかりに、「兵十に
知られないようにつぐないをするごんの
一連の行為を押さえる。 

 →読みのストラテジーの指導④： 
  ◇描写をつなげて読む 
 発問：「最後の場面について、あなたはどう

思いますか？」 
 ◎「「青いけむりが、まだ、つつ口から細く

出ていました。」というところが好きです。
理由は，こういう終わり方をするお話は
初めてで、意味がありそうだから。」 

 →読みのストラテジー⑤： 
  ◇優れた表現を見つけながら読む 
第６時：「ごんぎつね」の紹介カードの作成 
第７時：紹介カードの交流 
第８・９時：新美南吉作品の紹介カード作成 
第 10 時：新美南吉作品の紹介カード交流 



（４）表現重視の読むことの学習方略におけ
る質的研究 

本単元のアクション・リサーチにおいて、
Ｓ男とＴ女の学習行動を録画し質的分析を行
った。Ｓ男はまじめだが国語の特に書くこと
が苦手、Ｔ女は考えをもっているが発言が苦
手、国語は好きという児童である。以下は、
Ｓ男の「ごんぎつね」のあらすじである。 
昔ある村の近くに中山という所に小さなおしろ

があって、中山から少しはなれた山の中に「ごんぎ
つね」というきつねがいました。ひとりぼっちのご
んは、いたずらばかりしていて、ある日、兵十が取
ったうなぎをとってしまいました。十日ほどたっ
て、兵十の家のそう式を見たごんは「兵十のおっか
あはうなぎが食べたいといって死んだにちがいな
い」と思ってつぐないをはじめます。ごんは、くり
やまつたけを持ってきてやりました。ある日、ごん
はくりを持っていき、兵十がそれを見てまたぬすみ
にきたと思って・・・。 
さらに、単元終了時に、読書の価値に気付

かせる目的で、「「ごんぎつね」を読む前と読
んだ後とで、自分がどう変わったと思います
か？」という問いに答えてもらった。Ｓ男は、
以下のように記述している。 
前は、あらすじを書くのがにがてだったけど、「ご

んぎつね」の勉強をして、あらすじを書くのが好き
になったということが自分でも分かった。 
 「ごんぎつね」を勉強して、悪いことをしてつぐ
ないをしても、またいたずらをしにきたと思う人が
いると分かった。後、いたずらをした人や動物でも
悪いとはかぎらないと分かった。（下線は引用者） 
「心に残るお話（場面、表現）を紹介する」
という開かれた学びの場と活動が、あらすじ
まとめに対する自己変容への気付きを促した
といえる。Ｓ男のあらすじには、物語展開に
必要不可欠な最小限の事柄が書かれており、
要約する力の向上も見て取ることができる。 
一方のＴ女は、以下のように答えている。 
ごんはつぐないをしはじめ、本当のやさしさにき

づいていきました。わたしは、この話から、本当の
やさしさを学びました。 
 わたしは、手をあげるのは、あまり得意ではない
けれど、ノートや紙など、自分で考えることは得意
なのではないかと思いました。 
 みんな、一人一人、すごくいい、自分だけの得意
があるのだなと思いました。（下線は引用者） 
「本当のやさしさにきづいていきました。」の
記述は、第４時の「ごんのつぐないをどう思
うか。」という発問に答えたものである。教師
はこの記述に目を留め、次時に全体の前で取
り上げ、Ｔ女に発言を促している。教師の支
援によりＴ女の考えは全体で共有されること
になった。この経験がＴ女の最終的な学びに
つながっていったのである。またＴ女は、第
５時の「最後の場面をどう思うか。」の発問に、
「うたれたごんもかわいそうですが、そのつ
ぐないに気づけなかった兵十もかわいそうだ
なと思いました。」と記述している。Ｔ女のこ
の記述は交流活動で複数の友達の目に止まり、
よい考えとして全体の前で紹介された。この

ような達成感に裏付けられた学習経験の積み
重ねが、「考えることは得意」という自己認
知を生じさせ、Ｔ女の自己効力感を高めるこ
とにつながっていったのである。 
また、話の終わり方に着目したＫ男は、冬

休みに南吉全集を読み、既習の「手ぶくろを
買いに」の終わり方のよさを再認識したこと
を教師に報告している。Ｋ男の姿は、個々の
思いの表現を大切にした学びが日常生活の
読書活動を豊かにすることを物語っている。 
以上の成果は、読解力育成に対する表現重

視の読むことの学習方略の有効性を実証的・
実践的に裏付けており，読むことの指導改善
への重要な示唆を与えるものである。 
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