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特集：実践研究の新しい地平 

【寄稿】 

国語科教育における実践研究の考え方と実際 

「国語教育としての実践研究」というあり方 

 

難波 博孝* 

（広島大学） 

 

概要 

授業の目標は，価値目標・技能目標・態度目標という系列で考えることができる。言語教

育も国語教育も同じように考えることができる。ただし，国語教育の場合は，国語科以外

の教育（生活の中での学びなど）に身につけたことを一旦脱ぐ（unlearn）ような国語科

授業を考える必要がある。実践研究も，その教師が身につけた教育観を一旦脱ぐような研

究が求められる。これらの一例として，ある公立小学校教員の実践とそれへの関わりを紹

介した。ここでは，ある児童が生活の中で身につけた振る舞いを国語科授業によって一旦

脱ぐ（unlearn）ことも目指された実践であった。それは，変革しようとする教員の実践

研究の結果でもあった。 
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1．授業の目標について 

1．1．私の考える目標系列 

私は，次のように，授業の目標系列を考えていま

す。 

価値目標←技能目標←態度目標 

態度目標とは，授業に対する，興味・関心・意

欲・心的態度の目標です。教師は，授業の最初にお

いて，学習者にまずは授業に対する興味・関心・意
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欲のある心的態度を持ってもらわなければなりませ

ん。たとえその授業がその学習者にとってどんなに

意義のあるものであったとしても，その授業につい

ての興味・関心がわかなければ，その授業は「ない

も同然」でしょう。 

次は，技能目標です。これは知識技能の目標と言

い換えてもいいものです。それぞれの授業におい

て，目指されている，あるいは，求められている知

識や技能があるはずです。その中身については，い

ろいろな議論があるでしょう。しかし，どのよう

な内容にせよ，ある授業においては，なんらかの



難波博孝「国語科教育における実践研究の考え方と実際」 

 30

知識や技能の習得が求められていることが多いと考

えます。 

さて，現在行われている言語教育の授業は，態度

目標と技能目標だけが取り上げられることが多いか

もしれません。しかし，これだけでは，「なんのた

めにその知識や技能を習得させるのか，習得するの

か」が見えないままになってしまいます。本来，知

識や技能は「なにかのため（それが実用的であろう

が非実用的であろうが）」に習得されるべきもので

あるはずです。 

この「なにかのため」ということを，私は価値目

標と呼んでいます。価値目標は，価値観・世界観・

認識に関わる目標です。言語教育を含むすべての教

育においてなされる授業は，価値目標を含むべきだ

し，実際含んでいると考えます。 

価値目標は，価値観・世界観・認識に関わる目標

です。学習者の既成の価値観を強化する授業もあれ

ば，転換を迫る授業もあるでしょう。あるいは，外

部からある思想に基づいた価値観を押し付けたり，

洗脳したりする授業もあるかもしれません。そのこ

とを明示的に行う授業もあれば，暗示的に行う授業

もあるでしょう。 

ここで重要なのは，あらゆる授業は「価値目標」

を含んでいる，ということです。授業の明示化され

た目標には，技能目標だけ，あるいはそれに加え

て，態度目標が加わっていたとしても，実際の授業

では，価値目標が暗黙の内に設定されそれに向かっ

て授業がなされているのです。つまり，隠れたカリ

キュラムとして価値目標が設定されているだけ，と

いうことです。 

例えば，伴一孝氏が行った読むことの授業（言語

技術教育学会で行われた模擬授業 http://www.tos-

land.net/teaching_plan/contents/2967）では，「一つ

の花」という小学校 4年生の国語科教科書に掲載さ

れている有名な教材と戦前の修身の教科書に掲載さ

れた「佐久間艇長の遺書」とが要約，比較されてい

ます。 

この授業の明示化された目標は， 

(1) 文章からキーワードを抽出する方法を教え

る。 

(2) キーワードを使って文章を一文に要約させ

る。 

(3) 情報提供者の意図を読みとらせる。 

となっており，技能目標だけに見えます。 

しかし，この授業で「一つの花」という，戦争に

よって生活がかわっていく庶民を描いた作品に対し

て，戦前使われた修身教科書をもってきて比較させ

るというところに，暗示的な価値目標が学習者に形

成される可能性があります。 

たとえば，比較する，ということは，両者が同等

の位置にある，という暗黙の前提があるので，「一

つの花」と修身教科書のある教材が同等の位置にあ

る，という前提を暗黙のうちに伝えている，という

価値目標があるといえます。 

授業は，人間が行うものです。人間は価値観を

持っています。価値観を持つ人間が授業を行えば，

どうしてもそこにはある価値観が（一つの価値観か

多様な価値観かは別として，また，意図的か非意図

的かは別として）授業に漂ってしまいます。そして

その人間が教師であれば，その価値観がその授業の

価値目標として設定される可能性があるのです。 

大事なのは，「自分の授業には価値目標がセット

されている」という自覚であり，できるだけ，自身

の授業における価値目標を意図的に制御することで

す。そのためにも，教師は自分自身の価値観，その

背後にある自身の信念体系と向き合うこと，できる

だけ自覚的になりつつも，「自分の信念にはなにが

あるかわからない怖れ」を持って授業に臨むことが

重要だと考えます。 

 

1．2．私の考える，言語教育の目標系列 

1．1．をふまえて，私が考える，言語教育（第
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一言語，第二，三…言語にかかわらず）の目標系列

について考えたいと思います。それぞれの授業に

は，一時間の授業や単元，領域，学習者の年齢など

によってそれぞれの授業の目標が設定されると思い

ます。ここでは，それらの授業の根源的なあるいは

最終的な目標系列を述べたいと思います。最初は，

態度目標です。 

 

◯言語教育の根源的な態度目標 

ことば（とそれを使う人間）がおもしろい楽しい

と思うこと 

 

私の考える，言語教育の根源的な態度目標は，ま

ずことばとそれを使う人間のことを，おもしろい，

楽しいと思ってもらうことであり，それがすべての

言語教育の授業の出発点になると考えます。言語，

言葉，文字，文章，作品，そして人間，をおもしろ

いな，もっと知りたいな，と思わなければ，授業を

受けたいと考えないでしょう。授業から逃走してし

まいます。 

言語教育の実践をすすめていくと，また，言語教

育の研究をすすめていると，どうしてもこういう知

識や技能を習得させたい，このような考え方を身に

つけて欲しいということだけに陥りがちです。そう

なると，学習者が置き去りになるのです。 

授業の最初や単元の最初で，態度目標が学習者に

形成されることがまずは重要だと考えます。そして

そのことは，あとで触れますが，価値目標の本来の

意味での形成とつながっていくのです。次は，技能

目標と価値目標です。 

 

◯言語教育の技能目標 

「言葉を使って自分／他者／社会／自然…を大切

に思う」人になるための，（言葉の）知識や技能

を身に付けること 

◯言語教育の最終的な価値目標 

「言葉を使って自分／他者／社会／自然…を大切

に思う」人でありつづけるように自分自身をサ

ポートすること 

 

技能目標と価値目標はセットで考えます。私は，

教育の最終目標を，「「自分／他者／社会／自然…を

大切に思う」人でありつづけるようにサポートする

こと」と考えています。 

教育は，その学習者が，自分や他者，社会や自

然，などなどを，大切に思う人でありつづけるよう

にすることが最終目標だと考えます。自分と他者，

社会と自然，自分と社会など，対立しがちかもしれ

ません。そういうときでも，両者が両者ともうまく

いくように，知識や技能をふりしぼって考えていく

人になってほしいと考えます。 

言語教育は，上のことを，「言葉を使って」行う

人を育てることだと考えます。言葉を使って，自分

／他者／社会／自然などなどを，大切に思い行動し

続ける人を，言語教育で育てたいと考えます。これ

が，私の考える言語教育の価値目標です。 

技能目標は，このような価値目標に向かうため

の，知識や技能を身につけることになります。言語

教育では，常に上に示した価値目標を，教師が自覚

しつつ，言語教育に関わる知識や技能を教えていく

ようにしたいと考えます。 

 

1．3．母語教育の難しさ 

ここまでのことをふまえると，母語教育（日本で

言えば国語教育）の目標系列は次のようになりま

す。 

 

◯母語教育の根源的な態度目標 

母語（とそれを使う人間）がおもしろい楽しいと

思うこと 

◯母語教育の技能目標 

「母語を使って自分／他者／社会／自然…を大切
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に思う」人になるための，（言葉の）知識や技能

を身に付けること 

◯母語教育の最終的な価値目標 

「母語を使って自分／他者／社会／自然…を大切

に思う」人でありつづけるように自分自身をサ

ポートすること 

 

こうするととてもすっきりした感じになります。

しかし，ここには母語（教育）だからこその，困難

な問題があります。 

ここで，母語教育を，日本で多数を占める日本語

母語話者の教育ととりあえず考えます。そして，こ

の母語教育を，国語教育と国語科教育に分けて考え

ます。国語科教育は国語教育に含まれますので，国

語教育の中に，国語科教育と国語科外教育とがある

ということになります。 

国語科教育は，小学校～高等学校までに行われ

る，日本語母語話者用に公教育に設定された教科

「国語」の教育です。決まった時間に決まった教科

書とカリキュラムでなされる意図的教育です。 

国語教育の内，国語科教育ではない部分（国語科

外教育）とは，その典型的なものは家庭での教育で

しょう。子どもは生まれてから（言語獲得には生得

的な部分がある程度あるにせよ）家庭環境によって

その母語の獲得には大きな影響を受けます。方言や

言語的振る舞いだけではなく，非言語的な振る舞い

も影響を受けるでしょう。厳しい家庭で育った子ど

もは，自分自身の本心を隠して表現するという，

ローカルな語用論的ルールを習得するかもしれませ

ん。私たちは，家庭における母語教育（国語科外教

育）の影響を避ける事はできないのです。 

国語科外教育は，学校でもあります。学校におけ

る教師や同級生などから，私たちは，母語のとくに

運用面を習得していきます。その学校環境に合わせ

た言語運用能力とでも言うべきものを習得するので

す。 

これらの国語科外教育は，多くは非意図的です。

非意図的だからこそ，また，それが繰り返されるか

らこそ，私たちの心の（脳の）奥深くに染み込んで

います。それはまるで，皮膚のようにまとわりつい

ています。 

国語科外教育で日本語を母語として習得していっ

た人々の中には，「「言葉を使って自分／他者／社会

／自然…を大切に思う」ことを，止められている・

抑えられている・できない・させてもらえない…人

が多いことに気付かされます。 

もっと言えば「言葉を使って自分／他者／社会／

自然…を大切に思わない」ようにしている（させら

れている）人々が多いということです。 

こういう人々の中には「言葉を使って自分／他者

／社会／自然…を大切に思わない」ように「国語教

育（家庭，地域，社会，学校）」で，されてきた可

能性がある，私は考えます。 

もしかしたら，私たちは（日本語が母語であろう

がなかろうが）その全てではないにしろ，「言葉を

使って自分／他者／社会／自然…のどれかを大切に

思わないように教育されている人がほとんどかもし

れません。たとえば，日本では自己肯定感が低い人

が多いと言われています。日本では，家庭や地域，

社会で，自分を大切に思わないような国語科外教育

がなされているかもしれません。 

学校における国語科教育では，皮膚のようにまと

わりついた国語科外教育の結果を，一度対象化する

ために「脱いで」もらうという困難に立ち向かわな

ければいけません。 

ここでいう「脱ぐ」ということいついては，例え

ば，苅宿，佐伯，高木（2012）には，「いったんほ

ぐす」と表現されており，そこには「unlearn」と

いう訳語もついています。「unlearn」は，スピヴァ

ク（1998）の言葉の中にも出てきます。 

また，私は，難波（2008）で，自分の中に出来

上がった世界観をメタ認知の一部と捉え，それを変
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容させる，言語活動における第三のモードというも

のを提唱しました。 

これらはみな，一度，文字通り身についた国語科

外教育の結果を「脱ぐ」ことだと考えます。 

国語科外教育の成果を「脱いでみる」ことは，

苦しさを伴うことがあるかもしれません。例えば，

家庭で身につけた読書の習慣，例えばあまり長い読

み物は読まず，幼児教室などのプリントを読書する

ことが習慣になっている子どもがいたとして，その

子どもに，少し長めの本を読んでもらうことはきっ

と苦痛でしょう。 

あるいは，非常に厳しい家庭に育ち，人前では常

に敬語ではなしすることが習慣となっている子ども

には，友達と気軽に会話することはとても苦しいこ

とかもしれません。 

学校における国語科教育において，このように身

につけてしまったものを，一旦「脱いでもらう」こ

とには，苦痛が伴うことがあるかもしれません。だ

からこそ，先に述べた，次の態度目標が大切になっ

てきます。 

 

◯母語教育の根源的な態度目標 

母語（とそれを使う人間）がおもしろい楽しいと

思うこと 

 

一旦皮膚のようになっている，「自然」を「脱い

でもらう」という困難に学習者が立ち向かうために

は，その作業が「おもしろい」「楽しい」と思って

もらわなければ足が前には出ないでしょう。先程の

例で言えば，読んでもらう長めの本が，その学習者

にとっておもしろいことが必要条件でしょうし，友

達と会話すること自体が楽しい，あるいは，楽しい

目的のためにともだちと会話する，といった場の設

定が必要になるでしょう。 

 

2．私が行っている国語科教育の実践研究 

2．1．母語教育の難しさ 

国語科教育における実践研究を紹介し，考察する

ために，国語科教育における実践研究も国語科教育

である，ということを述べたいと考えます。 

学校教育の現場にいて国語科の授業を行う教師た

ちは，その授業のやり方などなどを意図的非意図的

に学んできました。つまり，国語科の授業はこうす

るものだという価値観＝信念をつくりあげてきてい

ます。これも，国語教育のなせる技ということがで

きるでしょう。 

国語教育において自分の実践を見直すということ

は，自分の皮膚となって身につけてしまっている国

語科授業についてのさまざまな価値観・方法など

を，一旦「脱いで」，選択肢の一つにして見つめな

おすことです。この作業を，国語科教育が行う必要

があると考えます。 

そうでないと，自分が身につけた皮膚の上に新し

い衣服をまとうだけとなり，自分自身の授業に関わ

る価値観を見つめなおしたことにはならないからで

す。 

国語科教育では，このような実践研究は，教師自

らが行うことも多いですが，研究者とともに行うこ

とも多くあります。多くの国語教育研究者は，小中

高の現場の教員と関わり，そこで国語科教育を行う

ことで，その教師の国語科授業のよりよい方向への

変革をサポートしていると言えます。ただし，ここ

でどのような対話が行われているかは，ブラック

ボックスになる場合が多く，あまり語られることは

ありません。国語科授業の改善という観点から言え

ば，国語科の授業がどうかわったか，教師の価値観

がどう変わったかという結果が重要であると，国語

教育関係者が考えているからかもしれません。しか

し，今後は，どのようなプロセスを経て，教師の価

値観の変革や授業の変容が起こったかを記述する必



難波博孝「国語科教育における実践研究の考え方と実際」 

 34

要があるでしょう。ただ，そのための準備や倫理の

問題（常に語るのは研究者になってしまうというこ

と）をどう乗り越えるかは課題として残ります。 

 

2．2．私が行っている実践研究の事実 

私は現在，次のような実践研究を行っています。

まず，学部生や大学院生の教育を行っていますが，

院生の中に少なからず現職教員の院生がおります。

2013 年度で言えば，Ｍに 1 人，Ｄに 6 人の現職教

員の院生が在籍しています。Ｍの場合は，教育委員

会から派遣されてくることがほとんどです。Ｄの場

合は，自らすすんで入学してきます。いずれにして

も，自分自身の国語科授業実践を「脱いで」見つめ

なおし，改善を図ろうとする研究を行っています。

したがって，現職教員の大学院生への教育は，実質

的に「実践研究」となります。 

次に，公教育の現場に関わる実践研究についてで

す。まず私自身が主宰している研究会が 2つありま

す。 

 

◯私の主宰する研究会 

学思会（小学校教員主体 30名） 

教師の学校（中高教員主体 30名） 

 

これらの研究会では，お互いが実践を持ち寄って

授業の改善を図ろうと考えあっています。これは，

協働の場での実践研究といえるでしょう。 

最後に（これがもっとも実践研究らしいものです

が）実際に学校に訪問して行う実践研究がありま

す。2013 年度には次のような学校に関わりまし

た。 

 

◯5 年以上継続 12 校（原則として年二回訪

問） 

◯2～4年継続 16校（原則として年二回訪問） 

◯本年度のみ訪問 15校 

私がこれらの学校で行っている実践研究は次の

ような特徴があります。 

 

（1）オーダーメイドの実践研究 

教育研究者が学校現場に入るときにありがちなの

は，研究者自身の理論を学校現場に試してもらうよ

うな関わりです。特に教育研究者は，それぞれ自分

自身の実践方法を持っていることが多いので，それ

を「やらせる」ような実践研究を行いがちです（実

際，私もそのようなことを行い，失敗してきまし

た）。 

しかし，現在私は，それぞれの学校が抱える課題

を解決するためのサポートということに徹して実践

研究を行っています。結果的に，それぞれの学校の

ニーズに合わせたオーダーメイドの実践研究になる

のです。今オーダーが多い課題は次のようなもので

す。 

●テスト（全国学力学習状況調査・各地域が実施

するテスト）の点数の向上 ←new! 

●国・県・市町からの研究指定／研究会指定 

●日常の授業実践（国語科，他教科）の向上 

●学校の研究テーマに沿って（例えば，「思考力

表現力の向上を図りたい」など） 

 

（2）継続校が多い一方で簡単に首が切られる 

このようなオーダーメイドの実践研究は，当然の

ことながら時間がかかります。一人の教員の授業に

ついての皮膚を「脱いで」もらうだけで時間と困難

が伴います。いったん「脱いで」もらった後は，私

からも他の教員からもまた資料などからもさまざま

な選択肢を広げ，そこから，その学校のニーズに

合ったプランを選択することが続きます。さらに，

その学校の課題が生まれた原因の内，どれが自分た

ちで制御可能かを考え（たとえば，読書力の向上を

目指しているとして，その地域に公立図書館がない

ということは制御不可能だけれど，学校図書館を充
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実させることはある程度制御可能），その原因への

対処を考えることも必要になってきます。このよう

に，さまざまな取組をしていくためには，時間がか

かります。 

一方で，その学校のニーズが達成されたり，国

や地方公共団体からの研究指定の内容が変わった

り，また，校長が異動してきたりすると，研究者は

簡単に首が切られます。その意味では，ドライな関

係でもあるといえます。 

実際に私がこのような学校で行っている作業の舞

台は次のようなものです。 

 

・教員の研究・メンタルのサポート 

・教員向けの模擬授業を行う 

・学習指導案へのアドバイス 

・授業観察後のアドバイス 

・学校の研究テーマ，研究マネジメントへのアド

バイス 

 

2．1．で述べたように，実践研究は国語科教育

であると考えます。したがって，1 で述べたような

目標系列で実践研究も行うことになります。 

1に従えば次のようになるでしょう。 

 

◯実践研究の態度目標 

実践研究がおもしろい楽しいと思うこと 

◯母語教育の技能目標 

自分たちの課題解決に向かう実践研究を行うため

の，知識や技能を身に付けること 

◯母語教育の最終的な価値目標 

自分たちの課題解決に向かう実践研究を行う人で

ありつづけるように自分自身をサポートすること 

 

まずは，教育現場の教師が実践研究をおもしろい

楽しいと思ってもらわなくてはいけません。今まで

述べたように，自分に身についた皮膚を「脱ぐ」わ

けですから，楽しいものでないとうまくいかないだ

けではなく，ニセの学習をしてしまうことになりま

す（皮膚を脱がないまま衣服を重ね着してしま

う）。そこで，教師自身の実践上の悩みや課題を

語ってもらうことから実践研究は出発します。自分

が何につまずいているのか，何が課題なのかを語っ

ていく中で，次第に自分でも気づかなかった課題が

浮かび上がることがあります。これが，「教員の研

究・メンタルのサポート」です。 

求められているニーズだけではなく，教師や学校

が抱える課題も深く見えてきたら，次にニーズを満

たし課題を乗り越えられるかもしれないような提案

を，模擬授業の形で私から行います。この模擬授業

はできるだけ楽しくてかつ展望がひらけるようなも

のでなくてはいけません。この模擬授業はあとで教

員たちが考える授業のモデルになることもあります

が，どちらかというと，「おもしろそうだ。私だっ

たらこうする」という態度形成につながるものだと

考えています。 

ここまでが，態度目標の形成です。ここがうまく

いかないと，後の実践研究はうまくいきません。 

次に，教員が考えた学習指導案をアドバイスした

り，実際の授業を観察して，その後にアドバイスし

たりします。私は多くの場合，授業を一緒に作ると

いう姿勢で授業観察に臨みます。その場で授業を見

てそのあとでアドバイスするという形はあまりとり

ません（しかたなくそうする場合もあります）。こ

こでは，私自身が知っている国語科教育の理論や実

践方法をできるだけ提供し，役に立ててもらいま

す。ここでは，実践研究にいて技能目標が形成され

るプロセスといえるでしょう。 

最後は，学校の研究テーマ，研究マネジメントへ

のアドバイスを行います。当然のことながら，学校

や教師は自分で学び続ける組織や教員であらねばな

りません。そのためには，実践研究の方向性がぶれ

ないことが重要です。自分（たち）はどこに向かお
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うとしているのか，それは，学校や地域，学習者に

とって意味のあることなのかどうか，そのことを問

い続けるように，研究テーマや研究のマネジメント

に対してアドバイスをするのです。ここは，実践研

究における価値目標の形成と言えます。 

このような目標形成をくりかえし継続していくこ

と，そして，学校や教師が自らそれを行っていける

ようにサポートすることが，私の行っている実践研

究です。 

 

3．実践研究の一例 

3．1．公教育の学校（特に小学校）を取り巻く状

況 

3 では，私が関わっている実践研究の一例を示し

ます。その前に，公教育の学校（特に小学校）がお

かれている状況について述べます。 

今小学校がおかれていて，過去とは大きく異なる

のは，「テスト競争のまっただ中にいる」というこ

とです。2000年の PISA調査に日本が参加し，その

後の 2003 年 PISA 調査における数学的リテラシー

と読解力の調査における日本の順位の急落を受け

て，2007 年に全国学力・学習状況調査が実施され

るようになり一時期を除いて，ほぼ全国の小 6と中

3 の児童・生徒が参加しています。このテストの影

響で多くの自治体も，自治体独自のテストを行うよ

うになりました。例えば，広島県では「「基礎基

本」定着状況調査」という名称で，県内の全ての小

5・中 2の児童・生徒に調査を行っています。 

これらの調査の特徴は，児童・生徒の成績には一

切関係がなく，通知表にも指導要録にも掲載されな

いテストであるということです。一方で，これらの

調査は，その学校や担当の教員，地域の教育力を図

る（ほぼ唯一の）バロメーターとしてひとり歩きし

て使われてしまっているということです。そして，

これらの調査の得点が高い学校には，インセンティ

ブが与えられる（他の学校よりも高額の研究費が与

えられる）といったことも起こっています。つま

り，これらの調査は，教員や学校，地域の序列化の

ための調査といえるのです。 

中学校には高校入試というものがあり，中学校教

員はこのような「序列の中の競争」にさらされてき

ました。しかし，小学校教員は長い間このようなこ

とからは無縁でした。しかし，これらの調査は，そ

のような状況を一変させたのです。これらの調査の

低い県や市町は，自分たちの地域の，点数が低い学

校にテコ入れを図ろうとします。それがどうしても

これらの調査の点数を挙げるための授業を行う，と

いう傾向を生み出してしまっているのです。 

一方，一緒に学習するのが困難な学習者が増えて

いると言われています。文部科学省が 2012 年に

行った「「通常の学級に在籍する発達障害の可能性

のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関

する調査」によれば，通常学級に在籍するこのよう

な児童は，7．7％という結果を出しています（40

人学級なら，学級に 3 人強となります）。しかし，

特別支援教育の専門家や小学校教員はもっと多いと

述べています。私自身も多くの小学校で観察する

と，40 人学級では 5 人程度の児童が特別な支援が

必要だと考えます。 

さらに，所得格差の広がりによって，就学援助を

受ける家庭が過去最高（2014 年 2 月発表文部科学

省「平成 24 年度要保護及び準要保護児童生徒数に

ついて」の 15．64％（40 人学級では，学級に 6 人

強）になっています。所得格差が教育格差を生むこ

とはすでに多くの調査で明らかにされています。 

これらの困難に小学校や小学校教員は日常的に立

ち向かっているのです。 

 

3．2．ある教員の授業から 

ここで紹介するのは，広島県 A 市立 B 小学校の

川本教諭の実践です。教材は，「のどがかわいた」
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（ウーリー・オルレブ）光村図書（5 年）という文

学教材で，読むことの領域の実践です。 

川本教諭とは，彼が初任 2年目からの関わりであ

り，現在までで 10 年の付き合いになります。以前

彼が所属した学校に実践研究で関わったことがきっ

かけでした。その後学校を異動した後も異動した先

の学校との関わりがあり，また，川本教諭が私の主

宰している研究会のメンバーとなったことでより深

く関係が続いています。 

「のどがかわいた」という文学作品は，ウー

リー・オルレブの作品集『羽がはえたら』に収めら

れています。オルレブは，ユダヤ系のポーランド人

で，収容所に入れられたこともあり，ホロコースト

や収容所にまつわる話を多く書いています。一方

で，『羽がはえたら』に収められた作品は，兄弟の

ことや日常生活の小さな出来事が書かれており，

「のどがかわいた」もそのような作品の一つです。

ただ，作者の背景を知ることで，いろいろな思索が

深まる作品でもあります。 

「のどがかわいた」という作品では，喉の渇きを

感じ，一人で水道の水をゆっくり飲むことにこだわ

り楽しみを感じているイタマルが，他の友人からな

かなか理解してもらえない中で，自分と同じような

こだわりを持つミッキーをみつけ，二人で空想にふ

ける，そして恋の空想に，という作品です。作品の

最後は次のようになっています。 

 

ぼくは目をつむって，そんな女の子にぼくも

会いたいと思った。そしたら― のどがかわ

いたって感ずる？ ってきく。それから，そ

れぞれが大きくなって，別々の世界を旅した

りして，またどこかで会いたいと恋いこがれ

ながら，目をつむって水を飲むのだ。（ウー

リー・オルレブ（1981）．母袋夏生（訳）

（2000）のどがかわいた『羽がはえたら』（p. 

68）小峰書店．） 

 

周囲にはなかなか理解してもらえないこだわりを

持つ人が，同じこだわりを持つ人間と出会い，共同

で空想を広げていく。ここに，作者オルレブの境遇

を重ねて読むこともできるでしょう。もちろん，別

の光を当てることも可能です。 

川本教諭は，この作品に別の光を当てようと考え

ました。彼は，最初の私との相談会で（私が関わっ

ている学校では，授業に入る前に教材や授業につい

てあれこれ話し合いを持ちます。これをここでは相

談会と呼んでおきます），私から，「作品に出てくる

イタマルのような子どもは学級にいる？」と聞かれ

たとき，彼やそのそばにいた他の教師たちが，「い

るいる！」「あの子も」「この子も」と口々に話しが

出てきました。そのような子どもは，こだわりがあ

り個性が強く授業の進行のじゃまになることもあ

る，でも，それがなんか憎めない，と教師たちは言

います。そして，そういう子どもを周りの子どもが

理解して欲しいし，その子ども自身も自分がどう見

られているか少し考えて欲しい，と思っていたので

す。 

川本教諭はこの相談会での話を受けて，自分のク

ラスの子どものことを考えていました。2 年前の小

学校 3年生の時，この子どもを中心にクラスは崩壊

してしまいました。その子どもは，発達障害を抱

え，本来なら特別支援学級に入ったほうが本人に

とってもいいと考えられた児童でしたが，通常学級

に入ったまま，自分ではどうしようもできず学級を

混乱させてしまっていたのです。 

小学校 4年でこの学級を受け持った川本教諭は，

学級を立てなおしていこうと考えます。まず，この

子どもに引きずられて学級崩壊に関わった他の子ど

もたちを鎮めていきます。そして，この子どもには

最大限の理解を持って接しようとします。こうやっ

て学級は落ち着いていきました。 

そして，小学 5年になり，持ち上がりで（子ども
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の入れ替えはありましたが）川本教諭は，またこの

子どもいる学級を担任することになりました。この

学級で残された課題は，この子どもに対する他の子

どもたちのまなざしを，そして周りの子どもたちが

その子どもどう見ているかに対してその子ども自身

がみるまなざしを，受容的なものに変えていくこと

でした。「あの子はこういう個性を持っているんだ」

「ぼくがこう見られているのはぼくがこういうこと

をするからだな」と思うようになることです。 

こういう学級実態と川本教諭の思いは，この作品

に一つの光を当てることになります。イタマルや

ミッキーとこの子どもを重ねていくこと，それを学

級の子どもたち自身が共感的に行うこと，これが，

この作品を教材として使った授業（単元）の価値目

標となっていきました。 

幸いなことに，学習指導要領国語編には，次のよ

うな指導事項があります。 

 

（C）読むこと 

〔第 5学年及び第 6学年〕 

（1）エ 登場人物の相互関係や心情，場面につい

ての描写をとらえ，優れた叙述について自分

の考えをまとめること。（文部科学省

（2008）小学校学習指導要領国語編） 

 

この「相互関係」のところをとらえていくこと

が，そのまま川本教諭の思いともつながり，かつ，

学習指導要領にも沿った授業として（この授業は，

教育委員会の指導主事も来る研修会での授業でし

た）実現できると考えたのです。 

しかし，次の文章を見てください。これは，この

「のどがかわいた」の学習指導案の一部であり，「児

童観」という，児童の実態について記述する部分の

全文です。 

 

（2）児童観 

昨年度の本校の「基礎・基本」定着状況調

査結果から，「叙述を基に登場人物の心情の

変化を読むこと」に課題があることが明らか

になった。また,質問紙調査において，「場面

の様子や人物の気持ちを表す言葉に線を引い

たり，感じたことを書き込んだりしながら，

物語などの文章を読んでいる」という点が十

分できていないことが分かった。 

これら 2点の課題から，本教材を読み進め

るにあたり，登場人物の相互関係に基づき，

場面に即して心情を読む力を育成する必要が

あると考えた。 

そこで，本単元でねらう登場人物の相互関

係をとらえる力についてレディネステストを

行った。登場人物と対人物との関係について

は読み取ることは大体できていた。しかし，

その関係について重要語句からどのように読

んだからそのような関係になったのかという

設問については正答率が 41 ポイントであっ

た。叙述を基に登場人物の相互関係を推論す

ることができていないことに課題があること

が分かった。 

 

ここには，先ほど述べてきた学級実態は全く出て

きません。出てくるのは，広島県で行っている「基

礎・基本」定着状況調査のテスト結果と質問紙結果

だけです。これは，教育委員会からこのように児童

観を記述するようにという指導が入っているからで

す。全国や地方公共団体レベルのテストが導入され

る以前は，児童観には学級実態を具体的に書くこと

が多かったのですが，この学校がある市では，この

ように変わりました。 

せっかく学級実態を踏まえた授業を展開しようと

しているのに，そのことが学習指導案には反映され

ない，それならそういう授業をやらないで，点数を
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上げるだけの授業をしようという思いに教師が陥っ

てしまいます。 

私のような外部の研究者ができることは，川本教

諭のような思いを大切にしつつ，外部との折り合い

をうまくつけていける方法を一緒に探っていくこと

なのだと思います。 

2．2．で述べた実践研究の目標系列を再掲しま

す。 

 

◯実践研究の態度目標 

実践研究がおもしろい楽しいと思うこと 

◯母語教育の技能目標 

自分たちの課題解決に向かう実践研究を行うため

の，知識や技能を身に付けること 

◯母語教育の最終的な価値目標 

自分たちの課題解決に向かう実践研究を行う人で

ありつづけるように自分自身をサポートすること 

 

これに従えば，まず私が，川本教諭の思いを大事

にし，ゴールとなる学級のいいイメージを持たせる

ことで勇気付けることが態度目標形成になります。

その思いを実際の授業として実現していったり，学

習指導要領や教育委員会からの要請との折り合いを

うまくつけたりするための知識や技能を，私から提

供することが技能目標形成になります。そして，授

業後も自分の思いを大事にしつつ外部との折り合い

もつけて実践していくよう自分自身をサポートして

いくようにしてもらうのが価値目標形成となるわけ

です。 

それでは，川本教諭の行った「のどがかわいた」

の実践での目標系列はどうなるでしょうか。彼の学

習指導案を再構成して掲載します。 

 

（態度目標） 

・自分の友達のこと，その友達との関係を思い浮

かべながら読もうとしている。 

（技能目標） 

・物語の構造をつかみ，クライマックスを読み

取っている。 

・中心人物とその対人物の関係を変えるきっかけ

となった出来事を明らかにしながら，登場人物

の相互関係について読み取っている。 

（価値目標） 

友達からのメッセージに対して，広い心で自

分と異なる意見や立場を大切にしながら，コメ

ントを書く。 

 

川本教諭は，まずこの「のどがかわいた」をただ

の虚構として読むのではなく，子どもたちが自分の

現実の人間関係を関わらせて読むようにすること

で，授業に対する意欲をもたせようとします。小学

校高学年の子どもたちは，現実の人間関係に悩みを

持っています。そこにリンクしていくのです。その

ために，実際の授業では，教材を読むことの前に，

ウーリー・オルレブの作品を読んでもらい，彼の作

品に関心を持ってもらいます。これはただ関心を

持ってもらうだけでなく，作者と読者の「言論の

場」（難波，2008）を作るのです。 

その上で，クラス一人一人の友達にメッセージを

書くことで，クラス一人一人の友達に対する自分の

見方（どのような視線で見ているのか）を表現しま

す。このメッセージは，「のどがかわいた」の読む

ことの授業を終えた後，開封され，それへの返信を

子どもたちは書くことになります。 

次に，この「のどがかわいた」を読んでいきます

が，作品の構造をざっくりおさえたあと，登場人物

の相互関係に注目していきます。とはいえ，この作

品は，イタマルの一人称で書かれているので，あく

までもイタマルの観た世界観が表現されています。

そうすると，イタマルが他の人物をどう思っている

かは見えやすいですが，他の人物がイタマルのこと

をどう思っているかは見えにくくなっています。こ
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れはそのまま現実の私達の世界が，結局は私が観た

世界観で，私が世界を構成していることと等値で

す。そこで，「想像力」が必要になってきます。他

者はイタマルのことをどう思っているかを想像しな

ければ，ほんとうの意味での人と人との相互関係を

考えることはできないのです。そしてこのことは，

現実の世界において，人と人とが関係を結ぶときに

そのままスライドできるでしょう。 

ここで子どもたちは，人称を超えて想像していく

ことで人物同士の相互関係をとらえる，という文学

の読みの技能を学んでいくことになります。 

その後，子どもたちは現実の世界に戻り，友だち

からもらったメッセージに応えていくことになりま

す。 

この授業の後しばらくして，川本教諭が気になっ

ていた子どもは，教室を出ることが多くなったそう

です。それは，自分が無意識に暴発してしまうこと

をおそれ鎮めるためかもしれないと川本教諭は述べ

ています。その後，その子どもは自らすすんで，特

別支援学級に転籍しました。そこで落ち着いて学習

をしているということです。 

このことが全ていいことかどうかはわかりせん

し，この「のどがかわいた」の授業がどれだけこの

子どもに影響を与えたかどうかはわかりません。授

業は，科学実験ではないのですから。 

しかし，この授業でこの子どもは，自分で次のよ

うに板書しました（川本教諭の授業ではしばしば，

子どもたち自身が黒板に板書します）。 

 

〈周りの人達がイタマルのことをどう考えているか

について〉 

「自分かってな人物」 

 

あまり上手とはいえない字でこう書かれていまし

た（私はこの授業を観察しました）。ここには，そ

の子どもが自分のことを，少し距離を置いて見よう

とした現れではないかと，川本教諭も私も考えま

す。 

 

4．さいごに 

川本教諭の授業が，この子どもや他の子どもにど

れだけ影響を与えたかは明確にはわかりません。同

じように，川本教諭の授業に，私の関与がどれだけ

影響を与えたかどうかはわかりません。しかし，授

業を作るということは，世界を創るということであ

り，それは，一人で創るものではないことを，私も

川本教諭も，そして子どもたちも実感していること

は間違いないことでしょう。 

実践研究とは，世界を創ることへの参加であり，

その世界は，自分と自分を取り巻く全てを大切にし

ていくものでありたいと私は願っています。 
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I can be classified the goal of the class, into value-objectives, skill-objectives and attitude-
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