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平成２８年度 国語研究全体計画 

１ 研究主題について 

 

 

 

 

 

（１）本校でとらえる「思考力」とは 

「思考力」とは  「確かな学力」について，文部科学省は「基礎的・基本的な『知識や技能』に

加え，『学ぶ意欲』や『思考力・判断力・表現力など』を含めた幅広い学力として

いる。この中の「思考」について，国語教育指導用語辞典（第四版）では，「いろ

いろな要素から成る複合的な心的過程であるため，短く定義することは困難であ

る」と前置きをした上で「何か新しい情報（問題）を，個体がすでに持っている

情報構造の中に取り入れて同化したり，または変換操作によって既成の情報構造

を変化させたりするような個体内部のはたらき」とまとめている。 

以上のことから，研究の対象を単に「思考力」とすると幅が広すぎるので，本

校では「思考力」を，言葉を手掛かりとしながら，比較・対照・分析・総合・推

論・論証して考え，課題を発見・解決したり，新しいアイディアを生み出したり

する力と捉える。 

 現行の学習指導要領では，国語科の目標として，「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。」と挙げ，思考

力を「言語を手掛かりとしながら論理的に思考する力」と述べている。 

 本校の児童の実態として，今までの積み重ねから，自ら多くの本に親しんだり，

目的や相手意識をもって紹介文等を書いたりすることに対して，抵抗感なく取り

組む姿が見られる。また，多くの情報の中から必要なものを取り出し，整理する

力も身に付いてきている。その一方で，全国学力・学習状況調査や千葉県学力調

査等の結果から，どの項目も正答率は県平均を上回ってはいるものの，「書くこと」

「読むこと」の県平均との差が小さく，さらなる向上が望まれる。本校の職員を

対象に行ったアンケートからは，既習や語彙等の知識，話し合ったことなどを活

用しながら読み，書き表すことについて課題が挙がった。たくさんの情報の中か

ら，ある目的を達成するためにどの情報が必要かを見極めた後，言葉一つ一つに

着目し，その情報をどう関連付けていくかという力が，本校の児童に求められて

いる。今までの研究を通して，児童に身に付いた「書くことを目的とした読み」

を生かしつつ，各学年の発達段階に応じた情報の関連付け方を追究していきたい

と考える。 

（２）「主体的」とは 

「主体的」とは  今の子ども達が社会で活躍する頃には，日本は大きな変化を迎え，厳しい時代

を迎えると予想されている。少子高齢化やグローバル化がさらに進み,社会構造や

雇用環境も変化し，職業の在り方も現在とは様変わりすると言われている。この

ような時代の中で子ども達は，変化を乗り越えながら，自国の文化を正しく理解

し，そのよさを継承しながら発展させ後世に伝えていく責務を担う事になるだろ

う。また知識や国際競争を加速させる一方で，異なる文化や価値観をもつ者を理

解し，共に認め合い生きていこうとする態度や他者と協働しながら未来を切り開
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いていく力が要求されてくる。これらを踏まえて国語学習においては，言葉を媒

介とした日本語特有の言語文化に親しみながら，正しく理解し，活用していくこ

とが大切である。更に，それらを実生活で生きて働く言葉の力とするためには，

言語文化を受容するだけではなく，自分の思いや考えを主体的に表現し，相手に

理解されるような伝える力を養っていきたいと考える。 

平成２６年の「子ども・若者白書」によると，日本の子どもは，他国に比べる

と，自己肯定感や学習意欲，社会参画の意識が極端に低いという結果が示されて

いる。また，平成２７年の千葉県学力調査の本校の結果では，国語学習の関心・

意欲について，県平均を上回ってはいるものの，その差は小さい。また，学年が

上がるごとに，関心・意欲は低くなっていく傾向にある。 

「主体的に学習に取り組む態度」は，「確かな学力」を育てるために欠かせない

要素の一つである。次期学習指導要領でも重要視されると見られる。特に今まで

の国語学習では，「主人公は，なぜこのような行動をしたのだろう。」など，場面

ごとに読みの課題を設定し，児童に発問することが多かった。このような課題で

は，子ども達の「読む」必要感がうまれにくいと思われる。子ども一人一人が，

自分自身の課題として捉え，自分の思いや考えを生かすことができる単元学習が，

「主体的」な学びにつながると考える。簡単に一つの答えを導くことができない

ような，より複雑な社会で生きることになるであろう子ども達が，それぞれの課

題に対し，自分なりの考えや答えを導き出せるように主体的に取り組める力を身

に付けさせたい。そのために本校では，学ぶ原動力となる「関心・意欲」を引き

出すような課題を設定できる国語科学習の在り方を追究したい。 

（３）「協働的」とは 

「協働的」とは 本校では，子ども一人一人が自立的に学ぶことのできる子を育てていきたい

と考える。それは，子どもが自ら課題を発見・追究し，自らの力で解決してい

く力である。 

 その過程に，さまざまな立場や考え方の他者とかかわって学び合う場を設け

る。変化の激しく多くの課題が立ちはだかる現代社会において，さまざまな背

景をもつ人同士で手を取り合って生きていくことは必要不可欠であるだろう。

その際に，それぞれの立場の考えをもち，相手の考えも汲み取り，最終的に最

適な一つの結論を導き出して解決していくことが望まれる。そのためには，そ

れぞれの考えを尊重しながら，同じ目的に向かって，力・心を合わせて協働的

に話し合う力が求められる。あくまでも主体は学習者自身であり，相手の意図

を汲み取り，認め，共感していきながら，手助けをしていく。対して学習者は，

自ら学びを見直したり，広げたりと自己内対話をしていきながら，自分の考え

をより明確にしていくのである。そこには，相互作用的な学び合いの場があり，

協働的なコミュニケーションも生まれてくる。 

 このように協働的に学ぶことの良さとして，「①多様な情報を活用できるこ

と②異なる視点を出し合うことで，事象に対する見方や考え方が多角的になる

こと③他者と力を合わせることで成し遂げられることを実感できること」の３

点が挙げられる。この良さを児童に実感させるためにも，教師は学習者中心の

授業を組み立て，児童が能動的に学習に取り組むことができるように意識する

必要がある。特に話し合いや交流の際には，学習者中心でありながら，決して

放任ではなく，教師はファシリテーターとしての役割を担うことを心がけた

い。 

 本校では，このような学び合いを意図的に学習の中に取り入れながら，話し

合いの仕方を身に付けさせることもねらっていく。 
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２ 研究副主題について 

～文学を中心とした課題追究のための読みを深める授業づくり～ 

 

（１）課題追究のための読みについて 

中教審の答申 

との関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活との関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本校が「課題追究のための読み」に注目した理由は，２つある。１つ目は中央

教育審議会による「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」

（平成２６年１１月２０日）に示されている内容からである。 

 グローバル化の進む現代において，世界では OECDによる取り組みや国際バカロ

レアのカリキュラム，ユネスコのよる ESD など，新しい時代に必要な資質・能力

の育成に必要な取り組みが行われている。これらに共通することは，「ある事柄に

関する知識の伝達だけに偏らず，学ぶことと社会とのつながりをより意識した教

育を行い，子供たちがそうした教育のプロセスを通じて，基礎的な知識・技能を

習得するとともに，実社会や実生活の中でそれらを活用しながら，自ら課題を発

見し，その解決に向けて主体的・協働的に探究し，学びの成果等を表現し，更に

実践に生かしていけるようにすることが重要」視されていることである。 

 課題（問題）解決学習は，今までにも取り組まれてきたことだが，今回の中教

審の答申での大きな変化は，「何を学ぶか（教えるか）」という内容だけでなく，「ど

のように学ぶか」という方法まで踏み込むということである。子ども達が，これ

からの時代に求められる「既存の知識を活用して課題を発見し，解決する力」「新

しい知識を創造する力」を身に付けるには，国語科として，どのような授業をつ

くると課題追究のための読みができるようになるかを研究 

したい。 

 現行の学習指導要領は，実生活に活用できる国語力を身に付けさせるために，

言語活用を具体的に内容に示すことを基本方針としている。そして言語活動例が

指導事項に格上げされ，各領域に系統的に示された。またそれらの言語活動は，

目的や相手を明確にした言語活動となっている。つまり，目的や相手を明確にし

た情報発信者としての力を伸ばすことが求められている。 

 ２つ目は日常生活においてである。今後も急速に進むと考えられる高度情報化

やグローバル化，少子高齢化の社会の中で，子ども達は将来，複雑な課題に直面

する機会が今以上に増えることだろう。そのような将来に向けて，子ども達は自

分自身の課題を見つけ，それを解決する力が求められる。そのような実生活で生

かせる力を身に付けるためには，課題の見つけ方や解決の方法をたくさん学んで

おくことで，日常生活の中でもその場にあった方法を選び出すことができるよう

にしたい。本研究では，昨年度まで研究してきた編集の授業づくりを中心とした

研究で培った学習過程を大切にしつつ，学習指導要領に示された上記の言語活動

例を具現化することで，文学を中心とした課題解決のための読みを深める単元開

発，授業づくりを進めていく。   

 

３ 研究内容 

（１）めざす子ども像と手立て 

本校の学校教育目標は，「知・徳・体の調和のある豊かな人間性と生きる力を身につけた子どもの育

成」であり，めざす子どもの姿を次のように揚げている。 

 

 
・自ら本気で学ぶ子  ・思いやりのある子  ・たくましい子 
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この学校教育目標を具現化するために，国語研究においてめざす子ども像を以下のように設定した。 

そして，低・中・高学年の部会ごとにより明確な子ども像を設定し，その姿に近づくため指導や支援を

手立てとして工夫しながら追究し，その効果を検証していく。 

 

 

 

 

 

※ひまわり・低・中・高学年の部会ごとに，より明確な子ども像を設定していく。 

  

  ひまわり    低学年  中学年    高学年 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

① 日常の言語生活の耕し 

基本的な言葉の力をつけ，国語の基礎体力をつける。様々な場面での「読む」「書く」「話す」の活動。 

○日常の言語生活との関連（国語のかおり） 

  ・ステップタイムの活用・・・名文や詩，古典等の音読・視写・創作 

                言葉の特徴やきまりに関する学習 

                質問力トレーニング 

                新出漢字の定着 

  ・ことばの集会の実施・・・・ステップタイムを中心に取り組んできた音読・群読を，学年ごとに

全校の前で発表する。 

  ・日記，短作文の取り組み・・各学年で統一し，教室に掲示する。 

  ・校内の言語環境の充実・・・子どもの作品を図書室やガラスケースに置いておき，全学年が読め

るようにする。 

                掲示物の整備。（職員玄関前・各学年の掲示板・各クラスの掲示） 

  ・学級内や校内行事を通してのスピーチ・・・朝の会，帰りの会等を利用して行う。その際，スピ

ーチに対する質問・応答活動を行うようにする。 

                       始業式や終業式での学年ごとのスピーチを行う。 

  ・読書をする時間の確保・・・週２日の朝の読書タイムを定着させる。 

 ○単元学習における読書活動の充実 

  ・事前読書，並行読書等の多読・・・シリーズ作品，同一作家作品，関連図書の選書等，読書の目 

的を明確にして活動させる。 

 

② 協働的な学び合いの場の設定 

  一人一人を大切にし，個の力を高めるための学び合い。協働的な「学び方」を身に付けさせる。 

 ○「学び合い」の基本の実践 

  ・視点の設定・・・・相手の意図を汲み取り，共感し，肯定し，受け止める（互いを尊重し合う） 

  ・課題設定の工夫・・学習者の問題解決が中心となる活動にする。 

全体像 ： 自ら課題を見つけ，言葉に着目しながら筋道立てて考える子 

めざす子ども像 

めざす子ども像にせまるための手立て 
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  ・形態や場の工夫・・質問・応答がしやすい形態や場を工夫する。 

 

③ 主体的・協働的な言語活動の工夫 

 ○身に付けたい力を明確にする・・・これまでの学習履歴を基に，身に付けたこと，身に付いていない

ことを明らかにし，付けたい力を学年ごとに明確にしていく。 

 ○単元で取り上げる学習材の選択 

  ・学習材・・・文学を中心として選んでいく。（詩・短歌・俳句・ことわざ・慣用句・故事成語・物 

語・伝記・随筆 等） 

研究１年目は，教科書教材を起動教材として扱うことを基本とする。 

 ○課題設定の工夫 

  ・子ども一人一人にとって，解決する必然性のある課題を意図的に設定する。 

  ・単元の導入前から，子ども達の課題意識を耕す布石を打つ。 

 ○単元構成の決定，学習過程を構想 

  ・ワークシートの開発・・・基本はノートの活用とするが，学習内容に応じて適時適切なワークシ

ートを開発し利用する。 

  ・読みを深める手立てや指導の工夫。 

 ○教師見本の作成 

  ・子どもに身に付けさせたい力や，学習活動が明確になるような作品 

  ・評価規準（B規準）となるような作品 

  ・教師見本提示のタイミングの工夫 

  ・未完成の教師見本を提示し，子ども達と共につくりあげる。 

 

④ 言葉の力をつけるための支援・評価の工夫 

  学びを振り返り，学習を豊かにする支援。 

 ○評価の観点を明確にし，自分についた力をメタ認知する場の設定・工夫（学習側の評価） 

  ・自己評価，振り返りの場の設定 

  ・書いた作品を交流する場の設定 

 ○教師の評価・検証の充実（教師側の評価） 

  ・評価規準を具体的に示す。 

  ・評価方法の明確化・・・取り組む姿・ノート・作品・自己評価や振り返りの内容 等 

 

 

（２）平成２８年度研究の重点 

 

 

   今年度は，本主題になって１年目である。本主題でも，言語活動を通して学習指導要領の指導事

項を指導することは，昨年度までの研究と変わらない。本主題の，昨年度までの研究との大きな違

いは，今までの「単元を貫く言語活動」の単元設定のみにとらわれず，「①深い学びのために，児

童自身が目的や必要性を意識して取り組める課題の設定をすること。②対話的な学びのために，交

流を通じて見方・考え方を広げ深める工夫をすること。③主体的な学びのために，見通しをもった

り振り返ったりする活動を計画的に設定すること。」の３点にアプローチできる新しい単元・授業

の在り方を追究することである。 

   本校では今まで，導入で児童に身に付けたい力の要素を盛り込んだ教師見本を児童に提示し，こ

の教師見本のような作品を自分でつくる際には，どのような学習過程や学習内容が必要か，単元の

見通しをもち，その計画に沿って学習を進めてきた。「教師見本と同じような作品をつくりたい！」

「これをつくるにはどうしたらよいのかな？」など，教師見本を見せることで児童に学習の意欲を

もたせる工夫を行ってきた。今年度は今まで以上に，児童と学習材（教材文）との出会いに重きを

学習材との出会いを工夫し，児童が主体的に学習に取り組める課題設定の在り方の研究 
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置きたい。学習材を初めて読んだ際の感想や疑問というのは，児童がその学習材に対してもった最

も純粋な思いや意見である。「このお話はおもしろいから，他の人にも教えてあげたいな。」「こ

の物語に似ているお話があった気がする…。」「他にも鬼が主人公のお話はないかな？」「どうし

て，主人公はここで泣いたのだろう？」「当時の歴史的背景を知りたいな。」など，違和感や矛盾，

必要感などが，児童一人一人が本気で取り組みたいと思う課題を生む。学習材との出会いを工夫し，

児童が主体的に学習に取り組める課題設定の在り方を研究することを，本年度の重点とする。 

 

 

（３）３カ年計画（案） 

年度 研 究 計 画 

平成２８年度 ○文学を中心とした課題解決のための読みを深める単元開発 

（言葉に着目する手立て）（教科書教材を中心とする） 

平成２９年度 ○課題解決のための読みを質的向上させる手立ての在り方 

（他社の教科書等に広げる） 

平成３０年度 ○他教科や実生活における教科横断的な取り組みの在り方 

 

４ 研究方法 

（１）基本姿勢 
   国語研究を通して，「学び方」を身につけさせ，子どもの言語生活の向上を図るとともに，より

よい人間関係作りができるような子どもに育てていく。各学年・特別支援教育ブロックごとに子ど

もの発達段階を考慮した「めざす子ども像」を設定し，つけたい言葉の力をはっきりさせた単元開

発・授業実践を行う。 

 

（２）授業研究 
     ５，６月と９，１０月の２回に分けて実施する。講師と学年のメンバーによる指導案検討，授業参

観，研究協議会を行う。本時の目標やめざす子ども像にせまるための手立てが適切であったかを具

体的に協議し，講師の指導のもと研究を進める。 

 

（３）検証方法 
     子どもの伸びをより明確にとらえるために，実践の検証に重点を置く。より具体的に単元の目標（評

価規準となるもの）を設定し，評価基準を具現化するものとして教師の見本を作成する。 
  それに基づいて， 
    ・成果物（子どもの作品やワークシートの記述内容） 
    ・自己評価（振り返りの内容） 
    ・観察（子どもの学習に取り組む姿） 
  を単元の目標（評価規準）に照らして評価し分析する。そして，取り上げた言語活動が適切であっ

たのか，めざす子ども像にせまるための手立てが有効であったかどうかを検証する。 

 

（４）研究全体会 
    研究全体会は，年３回設ける。（４月，７月，２月）各学年・特別支援教育の研究内容の共通理

解を図るとともに，講師から今後の研究の方向性を指導していただく場とする。 
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５ 研究組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 講師の先生方 

全体講師       東京学芸大学名誉教授               田近 洵一  先生 

１学年講師      習志野市教育委員会指導課指導主事         本間 美奈子 先生 

２学年講師      習志野市立袖ヶ浦東小学校教頭           窪田 準子  先生 

３学年講師      松蔭大学教授                   中村 龍一  先生 

４学年講師      富津市立天神山小学校校長             横田 経一郎 先生 

５学年講師      船橋市立丸山小学校教諭              竹内 孝彦  先生 

６学年講師      船橋市立法典小学校教諭              松井 久子  先生 

特別支援教育講師   習志野市教育委員会指導課指導主事         小坂 真一  先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校  長 

＜研究推進員委員会＞ 
校長    教頭     教務主任    研究主任    研究副主任    学年推進委員１名 

研 究 全 体 会 

各 学 年 部 会 
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７ 研究構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知・徳・体の調和のとれた豊かな人間性と生きる力を身につけた子どもの育成 

学校教育目標 

 

・自ら本気で学ぶ子  ・思いやりのある子  ・たくましい子 

めざす子ども像 

主体的・協働的な言語活動を通して思考力を育む国語学習 

～文学を中心とした課題解決のための読みを深める授業づくり～ 

 

国語力の育成 

 

自ら課題を見つけ，言葉に着目しながら筋道立てて考える子 

国語研究においてめざす子ども像 

 

① 日常の言語生活の耕し       ③ 言語文化にふれ，よりよい活動となるような          

                  言語活動の工夫 

② 協働的な学び合いの場の設定   ④ 言葉の力をつけるための支援・評価の工夫 

めざす子ども像にせまるための手立て 

 

学習材との出会いを工夫し，児童が主体的に学習に取り組める

課題設定の在り方の研究 

 

平成２８年度の重点 

日常的な活動 国語科における活動 他教科などにおける活動 

・ステップタイム 

 名文，詩，古典等の音

読，暗唱，視写，言葉

の特徴やきまりに関す

る学習，質問力トレー

ニング 

・読書タイム 

・単元学習内における読

書学習の充実 

確かな言葉の力の育成 

・学力の向上 

 

・各教科 

・総合的な学習の時間 

・調べ学習 

・委員会活動 

・朝のスピーチ 

・始業式，終業式の 

スピーチ 

・ことばの集会 

・プラタナスフェスタ 

・夏休みの作品展 

・校内の言語環境の充実 

（掲示物） 

・お話会 

・「読むこと」と「書くこと」

を連動させた学習課程 

・言語活動の充実 

・協働的な学び合いの場 

・交流活動の充実 
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８ 研究日程 

月 研究日 研 究 の 内 容 

４月 日（） 第１回研究推進委員会（今年度の研究体制の確認） 

 日（） 第１回研究全体会（研究計画案）              田近先生ご指導 

５月  日（） 第２回研究推進委員会（今年度の研究内容） 

   日（） ○学年 第１回授業研究指導案検討               先生ご指導 

  日（） ○学年 第１回授業研究指導案検討               先生ご指導 

 日（） 第３回研究推進委員会 

 日（） ○学年 第１回授業研究指導案検討               先生ご指導 

６月  日（） ○学年 第１回授業研究指導案検討               先生ご指導 

 日（） ○学年 第１回授業研究指導案検討               先生ご指導 

 日（） ○学年 第１回授業研究会                   先生ご指導 

日（） ○学年 第１回授業研究会                   先生ご指導 

 日（） ○学年 第１回授業研究会                   先生ご指導 

日（） ○学年 第１回授業研究会                   先生ご指導 

７月 日（） ○学年 公開研究会指導案検討（１）              先生ご指導 

 日（） ○学年 公開研究会指導案検討（１）              先生ご指導 

 日（） 第２回研究全体会                     田近先生ご指導 

８月  日（） ○学年 公開研究会指導案検討（１）              先生ご指導 

 日（） ○学年 公開研究会指導案検討（１）              先生ご指導 

 日（） ○学年 公開研究会指導案検討（２）              先生ご指導 

 日（） ○学年 公開研究会指導案検討（２）              先生ご指導 

 日（） ○学年 公開研究会指導案検討（２）              先生ご指導 

９月  日（） 

 

第５回研究推進委員会（公開研究会の時間・場所の確認） 

          （「１学期のまとめ」見合い） 

 日（） ○学年 公開研究会指導案検討（２）              先生ご指導 

日（） 臨時研究推進委員会（「公開指導案」見合い） 

日（） ○学年 第２回授業研究指導案検討               先生ご指導 

日（） 第６回研究推進委員会（全体提案内容・部会案の確認） 

日（） ○学年 第２回授業研究会                   先生ご指導 

10 月 日（） ○学年 第２回授業研究会                   先生ご指導 

 日（） 全体提案練習 

 日（） 第４１回公開研究会 

  日（木） 学年研究日 

日（） 

  日（木） 

臨時研究推進委員会（ことばの集会について） 

学年研究日 

11 月 日（） ことばの集会 

 日（木） 学年研究日 

   日（木） 学年研究日 

  日（木） 学年研究日 

  日（木） 学年研究日 

 日（） 第７回研究推進委員会（実践のまとめの形式・公開研究会の反省） 

12 月   日（木） 学年研究日 

   日（木） 学年研究日 



１０ 

 

  日（木） 学年研究日 

１月  日（） 第８回研究推進委員会（来年度の研究の方向性・アンケート） 

  日（木） 学年研究日 

  日（木） 学年研究日 

日（） 第９回研究推進委員会（アンケートの結果からの次年度研究の方向性） 

  日（木） 学年研究日 

日（） 第３回研究全体会 

２月 日（） 第１０回研究推進委員会（来年度の研究の確認） 

 

※平成２８年度は，この他に「ことばの集会」（全校集会の６・９・１１・１２・１・２月）が入る。 


