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１１１１    研究研究研究研究のののの概要概要概要概要 

（１）研究テーマ及び研究のねらい 

①研究テーマ 

「ことばの力」を育てる国語科の授業の創造 

―授業モデルの開発と言語活動の充実― 

②研究のねらい 

    授業モデルを開発・実践し，言語活動の充実を図るこ

とを通して「ことばの力」を育成する。 

  ③「ことばの力」の定義 

○互いの立場や考えを尊重して自分の思いを伝え合おう

 とする意欲 

○ことばを通して内容や事柄を的確に理解し，論理的に

 思考したり表現したりする能力 

○相手や状況に応じて適切なことばを使う感性や情緒   

（２）研究組織・体制 （省略） 

（３）研究内容 

  ①国語科の授業改善 

  （ア）幸崎小授業モデルの開発と言語活動の充実 

  （イ）各場面の言語活動を充実させるための発問の工夫 

  （ウ）言語活動を充実させるためのノート指導 

②他教科との関連指導の工夫 

  （ア）国語科の言語活動の活用の工夫 

  ③校内研修の充実 

（４）検証の指標および達成目標 

  ①分かりやすく説明しようとする児童の意欲(肯定的評価

   をしている児童 70％) 

  ②基礎・基本定着状況調査の通過率（国語・算数 85％） 

  ③ノートの質の変容 

  ④教師の授業改善への意識（肯定的評価 75％） 

 ２２２２    授業改善授業改善授業改善授業改善のののの視点視点視点視点    

  ①国語科の授業改善 

  （ア）幸崎小授業モデルの開発と言語活動の充実 

    授業展開にねらいを明確にした５つの場面を設定し，

   言語活動の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

  （イ）各場面の言語活動を充実するための発問の工夫 

 各場面の言語活動がねらいを達成するために、有効

な発問を以下のように整理し，活用する。 

 

 

 

 

 

（ウ）言語活動を充実させるためのノート指導 

 書くことで内容の読み取りや表現が深まってきた。 

○授業モデルに「書く活動」を設定 

・「ノートに書く」活動を位置付ける。 

・「書いた内容」を交流する場を位置付ける。 

・「ノートを見直す」活動を位置付ける。 

○ノート検定の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②他教科との関連指導の工夫 

 国語科の言語活動で活用した思考や表現方法，発表や話し合

いの方法を他の教科で積極的に活用する。他教科で言語活動を

工夫することを通して「ことばの力」が育成できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③校内研修の充実 

（ア）事前研究の充実 

  教材の特性，系統性を踏まえた教材研究，授業モデルと言

語活動の効果的な活用について協議し，全教職員による模擬

授業を行っている。 

（イ）事後研究協議会の充実 

  事後研究協議会は，ワークショップ形式で実施する。言語

活動(発言の仕方・書く活動)の有効性，発問の有効性等の視

点を焦点化し，改善案を出し合い協議する。 

３３３３    研究研究研究研究のののの成果成果成果成果とととと課題課題課題課題 

（１）成 果 

 ①児童の分かりやすく説明しようとする児童の意欲の向上 

                 授業モデルの開発と言語

活動の充実により，児童

が相手に分かりやすく説

明しようとする意欲ガ向

上した。より適切な言葉

を選んだり，結論先行で

説明したりする意欲が高

まった。 

②国語科・算数科の基礎学力の向上 

授業モデルの開発と言語活動の充実や発問・ノート指導

の工夫により，事柄を的確に理解し，論理的に思考したり

表現したりする力が向上した。また，他教科との関連指導

を行った結果，算数科の学力も向上することができた。 
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相手が何を言いたいのか考えながら聞いている
自分の考えと比べながら聞く

分からない事やもっと聞きたいことを質問する
結論先行で考えを話す 根拠や理由を言って話す 相手や場所によって言葉づか

いや声の大きさを考える
グラフや図表を使って分かり

やすく説明する（算数・社会）
理由や根拠を入れて考えを書く

ナンバリングを使って結論先行で書く
優しい温かい言葉を使う

ことばのことばのことばのことばのアンケートアンケートアンケートアンケート 4月 11月

発発発発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問 児童児童児童児童のののの発表発表発表発表情報情報情報情報のののの取取取取りりりり出出出出しししし 文章全体が正確に理解できているかを問う発問○～は何ですか。○～は何をしましたか。 答えは一つ本文から取り出すため限定される。情報情報情報情報のののの解釈解釈解釈解釈 取り出した文章や語の意味を記述内容を根拠に推論させる発問○なぜ～は～したのですか。○～の気持ちは変わったのか。それはなぜか。 一部が多様自分の考えは多様である。その理由は本文から取り出すので限定される。集団思考集団思考集団思考集団思考によによによによるるるる熟考熟考熟考熟考・・・・評価評価評価評価 個々が類推した内容の意味を考えたり検証したりして，読み取りを深め広げる発問○～の行動は正しかったのか。○もっと良い方法はないか。○自分だったらどうするか。 ほとんどが多様答えは，自分の考えを問われるので多様である。活活活活　　　　　　　　用用用用 学習内容や表現形式など既習事項を提示し，個々の課題を明確にさせ解決のための活動を行う。 個々がすべて異なる。

ノートノートノートノート検定検定検定検定のののの場場場場面面面面    

 １１１１時間時間時間時間のののの学習学習学習学習モデルモデルモデルモデル    めあてのめあてのめあてのめあての確認確認確認確認    情報情報情報情報のののの取取取取出出出出しししし 情報情報情報情報のののの解釈解釈解釈解釈    集団思考集団思考集団思考集団思考【【【【熟考熟考熟考熟考】】】】    評価評価評価評価・・・・振振振振りりりり返返返返りりりり    
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具体的具体的具体的具体的なななな言語活動言語活動言語活動言語活動等等等等    

図と式を関連付

けて自分の考え

を書いている。 
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詩を読んで想像したこ

と，言葉から感じたこ

とを書く。 

自分の考え

を書く。 

学習を振り返り思

ったことを書く。 

自分の考えが，結論先

行でていねいに書けて

いますね。自分の考え

の理由もしっかり書け

ていますね。 

５５５５年生年生年生年生「「「「水水水水のこころのこころのこころのこころ」」」」    

ミニトマトの特

徴や性質をとら

え，言葉で豊か

に表現してい

る。 
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③自分の考えを論理的に表現する力の向上 

   幸崎授業モデルに「書く」場を設定し，全学年でノート

指導を行った。その結果，本文の叙述を根拠にして具体的

に表現したり，話し合いから考えが深まったことを自分の

言葉で分かりやすくまとめることができるようになった。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   ④教師の授業改善への意識と技術の向上 

      授業研修では，全教職員による事前の模擬授業を実施し

た。また，授業後は，改善策を提示しながら付箋を活用し

ながら参加型の研修を行った。特にノート指導に重点を置

いたので，教師の「書く」活動の工夫への意識と技術の向

上が図られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）課題 

  ①授業モデルの各場面の充実を図る。 

  ・ねらいを達成するための発問や発達段階に沿ったノート

指導の在り方を改善する。 

②他教科での言語活動の充実を図る。 

・国語科で身につけた力を他教科のねらいを達成してい

くためにどのように活用していくのか研究する。 

③授業改善につながる行内研修のあり方を研究する。 

  ・１つ１つの授業研究が次の課題解決へとつながる研修の

あり方を研究する。 

（３）今後の改善方策等 

  ①幸崎小授業モデルの活用と言語活動の工夫 

  ②発達段階に応じたノート指導の研究推進 

  ③効率的で実践的な校内研修のあり方 

            ４４４４    実践事例実践事例実践事例実践事例 

（１）第４学年・国語科 

（２）単元の紹介 

① 単元名   三つのお願い 

② 単元の目標  

○ 登場人物の性格や気持ちの変化，情景などについて，

 叙述をもとに想像して読んだり，感想を書いたりする

 ことができる。 

③「ことばの力」との関連で育成を目指す能力 

○ 文学的な文章の表現や内容，構成を理解し，登場人

 物の人柄や友達についてどのように考えるか評価し，

 自分の考えを述べる力の育成を目指す。 

（３）授業改善のポイント 

①指導方法の工夫 

(ア)幸崎小授業モデルの開発と言語活動の充実 

授業モデルの５つの場面を趣旨に沿って明確に展開する。 

○めあての確認 

   「もし，自分が登場人物ならば，どのような願いをした

か」自分の感想を書こう。」という課題を提示し，本時

の学習の確認をする。 

○情報を取り出す場面 

   登場人物の心情の変化が教材文にどのように記述され

ているか，文章やことばを抜き出していく。（サイドライ

ン） 

○情報の解釈 

        心情が変化した理由を，教材文の文章やことばから推察

し友達に説明する。 

○集団思考 

     もし，自分だったら，主人公と同じ願いをするかどう

かをノートに書き，発表し合う。 

○評価・まとめ 

    自分や友達の感想について考えたことをまとめる。 

(イ)各場面の言語活動を充実させるための発問の工夫 

  各場面の趣旨に沿った発問を行う。 

○情報を取り出す場面の発問 

「３つ目の願いとその結果はどの様に書いてあります

か。」 

○情報を解釈する場面の発問 

「なぜ願いが変わったのか文章をもとに説明しなさい。」 

○熟考・評価する場面（集団思考） 

   「もし自分だった主人公と同じ願いをしますか。意見とそ

の理由をノートに書きましょう。」 

  (ウ)ノート指導の充実 

  自分の立場を明確にもてるよう 

な発問とノートの書き方を示す。 

「もし自分なら，同じ願いをする 

かしないか。」という発問を行う。 

 児童に，自分の考えを選択させ， 

 その理由を自由に書かせる。 

(エ)複数教材の活用 

  言語活動の充実を図り，読みを深めるために本教材に加え，

 担任の自作の感想文を提示し，感想の視点を整理して本教材

 の読みの指導に入った。 

②他教科との関連指導の工夫 

 算数科と関連させ算数レポートを作成した。国語科で学習し

た小見出しの付け方や順番を表すことば，段落構成や結論先の

技術を活用し算数科の学習内容をレポート形式でまとめさせた。 

（４）成果と課題 

  ①成果 

○ 授業モデルの活用や発問の精選，読みの視点を焦点化する

ことにより，児童の感想文への抵抗感や苦手意識がなくなっ

た。 

 

 

 

〇 単元末の感想には，「登場人物の

 人柄」「もし自分だったら」「自分の

 将来」等，感想の視点が増え，読み

 が深まった。 

②課題 

○ 登場人物の性格や気もちの変化な

 どを叙述をもとに読む力を育成する。そのために，有効な言

 語活動を位置づける。 

読書感想文を書くことは好きですか。
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%単元後単元前 好き嫌い

授業改善のための自己評価
0%20%40%60%
80%100%

よいノートの書き方の形式
を児童に示している。

ノートには自分の考えとそ
の理由を書くように指導している。

ノートやワークシートにコ
メントや評価をして返している。

よいノートはどこがよいの
か観点を示してみんなに紹

介している。
情報の取り出し場面では、

必要なキーワードを取り出
す発問をしている。

情報の解釈の場面(書く活
動）では、児童が記述しや

すい発問をしている。
集団思考の場面では、話し

合いを焦点化したりする発
問をしている。

児童の理解や思考をうなが
すような構造的な板書をしている。

「もし」「理由は」

のキーワードを使

って感想を書く。 

６６６６年生年生年生年生    1111学期学期学期学期とととと2222学期学期学期学期ののののノートノートノートノート比較比較比較比較    

場面の変化を物語の構造にそ

ってまとめ，イメージを漢字

１字で表している。 

登場人物の心情

を矢印で表す。 

授業で学んだことを自

分の生き方につなげて

まとめている。 

重要語句を

挙げてまと

めている。 

振り返りを書い

ている。 


