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　2008年学習指導要領改訂に伴い，「読むこと」の指導事項に「説明的な文章の解釈」と「自分の
考えの形成及び交流」が新設された。しかし，2015年の全国学力・学習状況調査では，これらの力
を問う設問の正答率が低かった。筆者はこの問題を解決する方途として，鶴田清司・河野順子（2014）
らが提案する「根拠・理由・主張の三点セット」に着目した。筆者は，鶴田・河野らの研究に対し
て以下４点の変更を加えた授業プログラムを実施した。①１つの〈根拠〉に１つの〈理由〉を対応
させて記述させる，②三点セットの枠組みを授業者から提示する，③「解釈」と「自分の考えの形
成」において三点セットを適用する，④第一次に三点セットの有用性を実感する習得の時間を位置
付ける，以上の４点である。本プログラム実施後，プリ－ポストテスト法の採点結果を統計的に分
析したところ，〈根拠〉と〈理由〉を明確にして解釈したり，自分の考えを形成したりすることに
おいて効果が認められた。加えて，全国学力・学習状況調査問題の解答において，その有効性が示
唆された。
【キーワード】トゥルミンモデル　　解釈　　考えの形成
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Ⅰ　研究の概要
１　問題の所在と研究課題
　2008年小学校学習指導要領改訂に伴い「説明的な文
章の解釈」，「自分の考えの形成及び交流」が国語科「読
むこと」の指導事項として新設された。これらの力を
身に付けるには普段の授業から文章の内容理解にとど
まらず，それについて自分はどう考えるかを発信する
学習を積み重ねていく必要がある。しかし，授業では

「感想を書きなさい」という指示のみ
0 0 0 0

を与えて，思い
つきや思い込みによる「自分の考え」を交流させてい
ることが多い。こうした話合いは，いわゆる発表会に
なりやすい。〈根拠〉に基づいた妥当性のある「自分
の考え」をどうもたせるかを教師は考える必要がある。
　ここで，2015年（平成27年度）に実施された全国学力・
学習状況調査の調査問題の設問数と，学習指導要領の
指導事項［Ｃ 読むこと］の関係を表１に示す。

　足立幸子（2015：104-107）によると，「説明的な文章
の解釈」に関する設問数は，全学年を通じて６問と最
も多い。そのうち小学校５・６年で出題された４つの

設問（表１太線枠内）の正答率と出題の趣旨を表２に
示した（「主として『知識』に関する問題」を国語Ａとし，

「主として『活用』に関する問題」を国語Ｂとする）。

　中でも国語Ａの５二（20.0％）は全設問中最も低い
正答率であり，国語Ｂの２三（41.8％）は，３番目
に低い正答率となっている。また，中学校では「自
分の考えの形成」にかかわる問題が４問出題されて
おり，そのうちの２問が全設問の中で，１，２番目に
低い数値であった（国語Ｂの２三が23.3%，３三が
31.7％）。これらの数値は，「説明的な文章の解釈」と「自
分の考えの形成」にかかわる力が子どもたちに身に付
いていないということを顕著に示している。
　では「説明的な文章の解釈」と「自分の考えの形成」
にかかわる力は，どのような授業で身に付くのであろ
うか。どのような授業を組織することで，これらの力
を高めることができるのであろうか。

２　研究の目的と方法
　筆者は，この課題を解決する方途として，「根拠・
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表１　学力テストの枠組みと設問数
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5 59.7
 5 20.0

B

2 78.6
 

2 41.8
 

2015  

表２　指導事項ウに関わる設問の正答率と出題の趣旨
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理由・主張の三点セット」（以下「三点セット」と呼び，
〈根拠〉〈理由〉〈主張〉と表記する）に着目した。三点セッ
トはS.E.トゥルミン（1964）の論証モデルを簡略化し
た三角ロジックを国語科の〈読み〉に活用したもので
ある。
　文学的文章においては，鶴田・河野（2014），藤森裕
治（2013），筆者（佐藤佐敏2010）らによって三角ロ
ジックを用いた理論と実践が報告されている。また，
説明的文章への適用については，中村敦雄（1993）が
中学校説明的文章の文章分析や，高校生を対象に新聞
記事における意見分析の授業実践を報告している。し
かしながら，説明的文章の〈読み〉においての実践報
告は文学的文章と比べて多くない。鶴田・河野（2014：
39）も「説明文の学習指導への可能性

0 0 0

」（傍点筆者）
としてPISA型読解力の「熟考・評価」を問う場合に
おける適用を示しているが，「文章の解釈」や「自分
の考えの形成」に焦点化した実践報告は多くない。
　本研究では，説明的文章の「文章の解釈」と「自分
の考えの形成」において三点セットを適用する具体的
な方途を明らかにする。
　この目的を達成するために，次のような研究手順を
とった。
　第一に，三点セットが用いられている先行研究と先
行実践を整理する。
　第二に，説明的文章への学習指導の可能性を探る。
説明的文章を解釈し，自分の考えを形成する力を身に
付けさせるために，どのような発問によって三点セッ
トの適用が可能となるのかについて検討する。
　第三に，説明的文章に三点セットを適用した授業プ
ログラムを提示する。
　第四に，その授業プログラムに基づく授業を実践し，
統計的な処理による分析（プリ－ポストテスト法）に
加え，児童の発言内容，記述内容の変容を質的に分析
する。量的かつ質的な分析により，三点セットを説明
的文章に適用することの有効性について検証する。

Ⅱ　先行研究と先行実践の検討
１　トゥルミンモデルの理論的枠組み
　S.E.トゥルミン（2011：158-159）は，あることが
理にかなっているかどうかを検討する道具として，伝
統的な三段論法に代表される論理学では複雑さが不十
分（「一見したところ無害な形式が，隠れた複雑性を
もつ」）だとし，トゥルミンモデルを提示した。
　これを図示すると，図１のような構造になる。
　トゥルミンモデルは６つの要素からなるものだが，
井上尚美（1998：70）は，「大きな骨組みとしては，『主
張』とそれを裏づける『データ』『理由』の三つを中
心と考え，他の三つ（限定，反証，理由の裏づけ）は
一括して『但し書き』とした方がすっきりする」とし
て，簡略した三項に絞って（図２）国語科教育に取り

入れた。こ
れは，一般
的に「三角
ロジック」
と言われて
いる論証の
構造である。

２　先行研究から見出せる三点セットの有用性
　「データ」D・「理由づけ」W・「主張」Cの三項を
国語科教育の〈読み〉において用いている先行研究の
詳細については，紙幅の関係から割愛する。　　　　
　筆者は三点セットのメリットを，藤森（2013），河
野（2013），鶴田・河野（2014）らの先行研究をもと
に①授業者，②児童個人，③全体の話合い，④身に付
く力，という視点で以下のように整理した（表３）。

図１　トゥルミンモデル
S.E.トゥルミン（1964：104）から抜粋

図２　簡略化した形（三角ロジック）
井上（1998：68）から抜粋

 
表３　先行研究から見る三点セットの有用性
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　筆者は，問題の所在において①説明的文章を解釈す
る力が身に付いていない，②思いつきや思い込みによ
る話合いは，深まりのない発表会になりやすい，③自
分の考えを形成する力が身に付いていないことを述べ
た。先行研究は，表３のとおり，三点セットがこのよ
うに多くの点で有効に働くことを示している。

Ⅲ　説明的文章に活用する三点セット
１　説明文における解釈
　筆者（佐藤2010）は，文学的文章における三点セッ
トの有効性を明らかにしてきた。また，表３に示すと
おり，説明的文章においても，特に「熟考・評価」に
関する指導においてその有効性は明らかにされてい
る。しかし，説明的文章の「解釈」において，その有
効性は明確には述べられていない。それは，そもそも
解釈するという営みが推論であり，説明的文章の性格
からして，推論する必要が少ないからである。岸（2004：
５）によると，物語文では説明文の約３～４倍の推論
が必要だとされている。筆者（佐藤2011：15-16）は
次のように述べていた。「文学作品の場合，読み手の
既有経験が異なるため同じ情報を入力しても様々な
解釈に導かれることが多い。……（中略）……その一
方，説明的文章を読む時の解釈の振幅は狭い。読み手
によって様々な既有知識にアクセスされて多種多様な
解釈に導かれるということ自体が多くない。」
　説明的文章における「解釈の振幅の狭さ」について，
小学校１年生教材「くちばし」（光村図書2015a）をも
とに説明する。

　この教材は，小学生にとって初めての説明的文章で
ある。この授業では，問いと答えの関係を学んだり，

写真と本文とを結び付けたり，本文の構成をもとにク
イズ作りに取り組んだりする様々なアクティビティが
考えられる。さて，この教材を読む際に読み手は，全
く推論せずに読み進めるものなのであろうか。
　読み手は，記述されている〈根拠〉から筆者が主張
しようとすることを推論する。その推論過程を三点
セットを用いて記述しよう。
　例えば，〈根拠〉本文に「きのなかにいるむしをたべ
ます」「なかのみをたべます」「はなのみつをすいます」
とある。〈理由〉どのくちばしも，食べるものの形態
に合わせた形になっている。〈主張〉したがって，く
ちばしの形は食べ物の形態によって変化するのだろう。
　このように，説明的文章においても読み手は推論を
行う。確かに解釈の振幅は狭く，この場合ほぼ一つに
近い主張に絞られるが，推論や解釈といった思考を全
く行っていないというわけではない。そこで筆者は，
説明的文章で解釈という思考を行う場面を想定し，そ
の解釈する力を高めるための授業を展開する。
　筆者（佐藤2009：203）は「解釈する力を高める授
業論に基づく発問」の条件として，以下の3つを挙げ
ていた。「①複数の根拠をあげることが可能となる発
問，②複数の理由付けが可能となる発問，③複数の解
釈の比較検討ができる発問。」これらの発問に答える
時に，根拠と蓄積データを往復させて推論過程を見直
させることが，解釈する力を高めるための要件となる。
　本研究では，この３つの条件に倣い，説明的文章に
おいても複数の〈根拠〉，〈理由〉を挙げることが可能
となる発問を用意し，それらの比較検討を促す。
　説明的文章は，「記録性の高い観察や報告文」「論説
文」「伝記」といった様々な文種があり，それぞれ解
釈の振幅は異なるが，それぞれの文種に応じて三点
セットを活用し，解釈する力を高めていきたい。

２　説明的文章への「三点セット」の適用
　本研究では，「熟考・評価」の課題に加えて，「解釈」，

「自分の考えの形成」において三点セットを適用する
授業プログラムを作成した。プログラムの特徴は以下
の３点である。
　第一に，〈根拠〉と〈理由〉と〈主張〉とを１つのセッ
トとし，それをできるだけ多く挙げさせる。
　第二に，三点セットという枠組みを授業者から提示
する。発問に加えて「〈根拠〉と〈理由〉と〈主張〉
の三点セットで答えなさい。」といった指示をし，児
童自身に〈根拠〉〈理由〉〈主張〉を明確に自覚させた
上で，自分の考えの記述をさせる。
　第三に，第一次に三点セットの有用性を実感できる
習得の時間を位置付ける。
　三点セットを多様な場面で活用することができるか
どうかということは，「学習の転移」の問題である。
鶴田（2008：13）は転移を促すためには，「なぜその
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知識が必要なのかを学習者に知らせること」，「複数文
脈や類似文脈での適用例を示すこと」を認知心理学
の知見をもとに主張している。したがって，子どもた
ちに，〈根拠〉と〈理由〉を区別して考えを述べるか
らこそ筋道立てて自分の考えを述べることができるよ
うになり話合いも深まりのあるものになるのだという

「三点セットを使うよさ」を実感させることが必要で
ある。
　そこで，習得の時間で，三点セットで答える「よさ」
を実感させるように学習を組織した。

Ⅳ　三点セットを用いた学習指導の提案
　上記の授業論をもとに研究仮説を立て，授業プログ
ラムを開発した。

１　授業プログラムの開発と実践
　小学校６年生47名を対象に「笑うから楽しい」（中
村真），「時計の時間と心の時間」（一川誠）の２教材
で授業を実施した。授業は，三点セットを「熟考・評
価」，「解釈」，「自分の考えの形成」の力の向上におい
て有効であるかを検証するために発問や指示を構成し
ている。各時間で行った主な発問・指示を表４に記載
する。

　第一次では，例文を用いて三点セットのよさを実感

させるための取り立て指導の時間を位置付けた。第二
次では，補助教材として掲載されている「笑うから楽
しい」（光村図書2015b）を用いて第一次で習得した三
点セットの活用を図るための授業を行い，第三次では

「時計の時間と心の時間」（光村図書2015b）にて活用
を図る授業を行い，段階的に三点セットを習得，活用
できるプログラムを構成した。

２　授業の実際　　　　　　　　　　　　
　福島県にあるＡ市立Ｂ小学校の６年生（２クラス47
名）を対象に，2015年６月４日～12日にかけて実施した。
　紙幅の関係から，第１時の取り立て指導，第２時の
話合いの様相，第７時の児童の記述の様相のみ記す。
　⑴　第１時　取り立て指導の様相
　例文を示して三点セットを用いた思考の取り立て指
導を行った（図３）。

　「例文１を読んで，お母さんはどんな話をしに来る
と思いますか。」の発問に対して児童からは，「怒りに
くる」「事故のことを知らせにきた」「うれしい話」「お
姉ちゃんが試験に合格した話」など様々な解釈が出さ
れた。そのうち，考えの〈根拠〉を本文から示した児
童は47名中２名のみであった。
　そこで三点セットで書かれたモデル文を授業者から
提示し，モデル文と児童の書いた考えの文とを比較し，
自分の記述に不足していたものに気づかせた後，再度
自分の考えを三点セットで書かせた。
　授業の終末に書かせた国語日記（授業の振り返り）
には，三点セットのよさを実感したと思える記述が見
られた（以下の児童の文章は，全て原文のママ）。
【児童Ａの国語日記】〈根拠〉の見方をかえると，ま

た一つ違った意見があるので，こういう問題は自分の

意見を書いたあと，いろいろな言葉を見方を変えて見

たい。

【児童Ｂの国語日記】筋道が通っていると通っていな

いとで，分かりやすさが全然違うと思いました。自分

では理解できても周りからは分からないので，筋道が

通っていると分かりやすさが違うと思いました。
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表４　各時間における主な発問例

図３　取り立て指導で用いた例文と記述例
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　⑵　第２時　話合いの様相
　「筆者の主張に納得できるかどうか」について自分
の考えを三点セットで記述させた後，話合いをさせた。
グループでの話合いの様相の一部を表５に示す。

　Ｃ２の児童はＣ１の児童と反対の立場の主張である
（下線部①，②）にもかかわらず，自分の考えを述べ
る前に「一応似たことなんだけど」（波線部③）と前
置きをしている。主張する立場が逆であるにもかかわ
らず，こうした発言をすることは，通常行われている
話合いでは考えにくい。三点セットで〈根拠〉と〈理由〉
とを分けて交流したからこそ生まれた，友達の考えと
の差異への気づきを示した発言ととれる。思いつきや
思い込みを述べる発表会で終わらず，どこが友だちと
同じで，どこが違うのか，それらに気づき，自分の考
えに変容をもたらす話合いとなっている。三点セット
という枠組みにより，友だちの思考過程が可視化され，
比較すべき観点が明確になった話合いであると判断で
きる。

　⑶　第７時　児童の記述の様相
　「筆者は『時計の時間』と『心の時間』のどちらが
大切だと言いたいのでしょう。」という発問について，
三点セットで思考し，考えを交流させた。全体発表の
場面では，４つ以上の〈根拠〉と〈理由〉が挙げられ，「時
計の時間」，「心の時間」，「両方」という３通りの解釈
が発表された。
【児童Ｃ】
　〈根拠〉本文に「私たちに必要なのは，『心の時間』

を頭に入れて，『時計の時間』を道具として使うとい

う，『時間』と付き合うちえなのです。」とある。〈理由〉
時計の時間は③「道具」として考えると，すごい大切

とは思えないから，〈主張〉心の時間が大切だと言っ

ている。

【児童Ｄ】
　〈根拠〉「『時計の時間』がいかに不可欠なものであ

るか」とある。〈理由〉この文から時計の時間が不可

欠（なくてはならない）ということが分かる。しかし，

〈根拠〉心の時間も言葉が出ている数が多いし，〈理由〉
④心の時間がなければ時計の時間が不可欠だと分から

ないから，〈主張〉両方が大切だと言っている。

　下線部③の「道具」という叙述への着目や，下線部
④の「心の時間が分かってこそ，時計の時間の大切さ」
が浮き彫りになるという書き手の論理展開への着目な
どは，授業者も予測していなかった解釈である。この
ような解釈が児童から挙げられたのは，三点セットを
用いる課題に対して，着目すべき叙述を自ら探したか
らである。通常の説明文指導では，これらの着目すべ
き叙述は，授業者が「『……』はどういうことかな？」
と取り上げることが多い。しかし，教室を離れれば，
解釈を左右する叙述は，読み手自身が自らの手で探さ
なければならない。三点セットで思考することは，そ
の着目すべき叙述を自力で見つけだす力を高めている
ことにもなると言える。

３　量的分析（プリテスト－ポストテスト法）
　⑴　調査で用いた設問（プリ－ポストとも同じ設問）
【設問１】筆者は主張を伝えるために工夫をしていま
す。その工夫は成功していると思いますか，成功して
いないと思いますか。また，なぜそう考えたのか筋道
立てて説明しましょう。
【設問２】あなたは資料を読んで，どのような考えを
もちましたか。あなたの考えを次の条件に合わせて書
きましょう。（条件）本文を引用して書くこと，読ん
で考えたことを具体的に書くこと。

　⑵　プリテスト結果（46名）６月４日実施
　設問１「表現の工夫を解釈する設問」は，筆者の工
夫をとらえ，〈根拠〉と〈理由〉（その効果）を述べる
設問である。表６に示すように〈根拠〉を明確に述べ
た児童は25名であ
り，21名 は〈 根
拠〉が不明確だっ
た（欠席者１名）。
また，〈理由〉を
明確に述べた児童
は15名であり，31名は〈理由〉が不明確だった。
　設問２「資料を読んで自分の考えを書く設問」では，
表７に示すように〈根拠〉を明確に述べた児童は32名
であり，「引用しなさい」という条件があっても〈根拠〉
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表５　あるグループでの話合いの様相

 
 

 
 

 14 11 
 1 20 

 
 

 
 

 

 14 18 
 1 13 

表６　プリテスト設問１

表７　プリテスト設問２
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が不明確だった児
童 は14名 で あ っ
た。また，〈理由〉
を明確に述べた児
童は15名であり，
31名は〈理由〉が
不明確だった。なお，〈根拠〉と〈理由〉の両方を明
確に述べていなかった児童は設問１で20名（うち無解
答者７名），設問２で13名（うち無解答者６名）であった。

　⑶　ポストテスト結果（47名）６月12日実施
　設問１は，表８に示すように〈根拠〉を明確に述べ
た児童は43名であり，４名は〈根拠〉が不明確だった。
また，〈理由〉を明確に述べた児童は27名であり，20
名は〈理由〉が
不明確だった。
　設問２は，表
９に示すように

〈根拠〉を明確
に述べた児童は
42名であり，「引
用しなさい」と
いう条件が示さ
れていても引用
せずに〈根拠〉
が不明確だった
児童は５名であった。また，〈理由〉を明確に述べた
児童は31名であり，16名は〈理由〉が不明確だった。
なお，〈根拠〉と〈理由〉の両方を明確に述べていなかっ
た児童は設問１で３名（うち無解答者１名），設問２
で４名（うち無解答者１名）であった。

　⑷　調査結果の分析
　設問１において「根拠を明確に記述する」者と「根
拠が明確でない」者の人数比について，統計ソフト

「js-STAR2012」を用い直接確率計算（Fisher’s exact 
test）を行った。その結果，プログラムの前後で有意
な差が確認された（p＜.01）。また，「理由を明確に
記述する」者と「理由が明確でない」者の人数比にお
いても同様の直接確率計算を行った結果，プログラム
の前後で有意な差が確認された（p＜.05）。設問２に
ついても「根拠を明確に記述する」者と「根拠が明確
でない」者の人数比について直接確率計算を行った。
その結果，プログラムの前後で有意な差が確認された

（p＜.05）。また，「理由を明確に記述する」者と「理
由が明確でない」者の人数比についても直接確率計算
を行った結果，プログラムの前後で有意な差が確認さ
れた（p＜.01）。
　これらの結果から，プログラム導入後は「根拠を明
確に記述する」者の割合，「理由を明確に記述する」

者の割合が有意に増加しており，このプログラムは，
解釈したり，自分の考えを述べたりする際に〈根拠〉
や〈理由〉を明確にして述べるようになるために有効
であった。

４　質的分析（具体的な児童の記述の変容例）
　「表現の工夫を解釈する設問１」の記述を分析する。
【プリテストにおいて無解答だった児童Ｅ】

　児童Ｅは，プリテスト
においては設問１，設問
２ともに全くの未記入で
あった。第３時のワーク
シートでは，「しかし」
という言葉を工夫と判断
し，「反対の意味を持っ
ているから」と〈理由〉
を述べ，工夫は成功して
いると記述している。筋
道立てて記述することが
できるようになっている
が，「しかし」という接

続詞の言葉の意味を説明しているにすぎず，筆者の工
夫を捉えているとは判断できない。
　第４時のワークシートは，初読後の感想を記述した
ものである。三点セットでの記述を求めていなかった
にもかかわらず，児童Ｅは本文から引用し，さらに「僕
も何度も経験があるのですが」と自分の経験から〈理
由〉を述べ，感想を記述している。
　これらのプロセスを経て児童Ｅは，ポストテスト
にて，「〈根拠〉二段落目に『みなさんのお家にもきっ
と置いてあることでしょう。』とある。〈理由〉これは
筆者がインスタント食品がいかに身近なものかを確
かめるためにこういうふうに工夫したと思ったから，

〈主張〉成功していると思う。」と三点セットで筆者の
工夫を解釈することができるようになった。
　工夫と判断した〈根拠〉の妥当性や工夫の効果を述
べた〈理由〉の説得性としては十分な記述とは言えな
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表８　ポストテスト設問１

表９　ポストテスト設問２
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表６　プリテスト設問１

表７　プリテスト設問２
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いものの，プリテストの段階で何をどう考えたらよい
か分からなかった児童が，本文の叙述に即しながら自
分の言葉で筆者の工夫を解釈し，自分の考えを記述す
ることができるようになっている。
　多くの児童たちは，児童Ｅのようにポストテストで

〈根拠〉を本文から引用し，〈理由〉を付けて解釈を記
述した。
【プリテストにおいて〈理由〉が欠如していた児童Ｆ】

　児童Ｆは授業中に発言することは少なく，自分の考
えを表現することを得意としない児童である。プリテ
ストの記述は，工夫が成功していると判断した箇所〈根
拠〉を本文から書き抜いているにすぎない。一方，ポ
ストテストの記述では，工夫と判断した箇所〈根拠〉
を引用し，その工夫にはどのような効果があるのか〈理
由〉を付けて述べている（傍線部）。
　次に「自分の考えを書く設問２」の記述を分析する。
【プリテストにおいて〈理由〉が欠如していた児童Ｇ】

　児童Ｇは，プリテストで〈根拠〉を示しているが，〈理
由〉は「いろいろ考えられているから」とのみ記述し，
具体性に欠けていた。

　一方，ポストテストの記述内容は，下線部⑤にある
ように自身の経験から具体的に〈理由〉を述べ，考え
を深めた記述となっている。また，プリテストにおけ
る自分の考えは，本文に記述されている内容 の範囲

内で完結しているのに対し，ポストテストでは本文を
もとに自身の経験を掘り起こしながら思考した自分の
考えを記述している。

Ⅴ　成果と今後の課題
１　成果
　プリテストとポストテストの結果を統計的に分析
し，児童の記述を丁寧に確認した結果，授業論に基づ
く三点セットを用いた授業を行うことで，〈根拠〉や〈理
由〉を明確にして解釈したり，自分の考えを述べたり
することができるようになった。
　このほか，次の３つの成果が付随して見られた。
　第一に，前述のとおり，「自力で着目すべき叙述を
見つけだす力」が育まれたということである。
　第二に，「引用」の指導として有効に機能したとい
うことである。引用については，宇佐美寛（1998：
41）が「引用を全然教えていない（要約は教えるのに）
小学校以来の国語教育が問題なのである」と述べてい
る。実際，本研究において検証授業を行った学級は６
年生だが，引用を知らない児童が少なくなかった。〈根
拠〉を挙げる学習を繰り返すことで，「引用」して考
えを述べることが習慣化されたと言えるであろう。
　第三に，本プログラムは，全国学力・学習状況調査
の正答率向上に寄与した可能性が高いということであ
る。
　本研究は【第１次実践】2015年１月と，【第2次実践】
2015年６月の２回実施している。紙幅の関係から，授
業の様相とその成果の分析は【第２次実践】のものに
絞って記載した。
　ところが，【第１次実践】後に行った全国学力・学
習状況調査において，すでに本授業プログラムの成果
と推測される事実が明らかになった。
　【第１次実践】を行う前の児童は，2014年11月実施
の「福島県学力調査結果」2（福島県教育庁義務教育課
2015）の総合得点の平均値（国語科）が，県平均を上
回っているが，全国平均をやや下回っているという学
力であった。ところが，授業プログラム実施約３か月
後の2015年４月に実施された全国学力・学習状況調査
では，「説明的な文章の解釈」にかかわる設問のB校
の平均正答率は，すべての設問において県，全国平均
を上回った3（表10）。

　これらの設問は，本研究における筆者のプログラム

 
 
 
 
 

B
A 5 59.5 58.3 61.8
A 5 19.8 17.4 25.0
B 2 78.4 80.1 86.8
B 2 41.6 39.7 48.5

表10　「説明的な文章の解釈」の枠組みで出題
　　された設問の平均正答率（％）の比較
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と，次の３つの共通点がある。①本文を引用する力が
必要になるということ。②論理的に記述する力が必要
になるということ。③表現の工夫を捉える力が必要に
なるということ。
　テスト中の児童の解答の際の思考や方法を追跡調査
しているわけではないため，この３つの共通点のみで，
本研究における授業プログラムと全国学力・学習状況
調査の正答率の向上との，直接的な因果関係を認める
ことはできない。しかし，三点セットを用いた授業プ
ログラムを実施した授業の成果が，学力テストの向上
をもたらしたという可能性が示唆された。

２　今後の課題
　⑴　授業プログラムの問題
　第一に，取り立て指導の時間が十分ではなかったと
いうことである。第一次から第三次へと段階的な指導
によって三点セットのよさを実感できていたかどうか
が，ポストテストの結果を方向づけたと考えられる。
三点セットが身に付いていない児童たちに，三点セッ
トのよさを実感させることが求められる。
　第二に，三点セットで思考したものを交流する時間
が十分に確保できなかったということである。三点
セットのよさの一つは，友だちの意見との差異が顕在
化し，話合いが「より蓋然性の高いものはどれか」と
いう深まりのあるものになることである。しかし限ら
れた時間内では，より蓋然性の高い解釈について比較
検討する話合いを十分に保障できなかった。

（2）〈理由〉の質の問題
　〈理由〉の記述については未だ適切に記述すること
ができていない児童が多く存在する。また，〈根拠〉
と〈理由〉が記述できていれば，自分の考えを論理的
に主張できているとは限らない。
　今後は，〈根拠〉と〈理由〉のつながりの適切さに
着目した児童の発言，記述内容の分析が必要である。
　本研究では，本授業プログラムによって研究仮説に
ある「解釈する力」や「自分の考えを形成する力」を培っ
たとまでは言えない。本研究で検証されたのは，〈根拠〉
と〈理由〉を明確にして解釈したり，自分の考えを述
べたりするようになったというところまでである。
　今後，これらの研究を進展させていくことで，授業
プログラムのさらなる充実を図っていきたい。

注
１　本研究の先行研究と授業プログラムの開発並びに実践

の分析は前林が担当し，佐藤がそれを支援した。また，
研究の成果と今後の課題の総括は主に佐藤が行い，全編
にわたって前林が執筆した。

２　全県的な規模で，小学校５年生と中学校２年生を対象
に2014年11月に実施されている。県内の小学校５年生

16,529人（国語科）が受験している。全国平均値は，一
部オリジナル問題の想定値を含め算出した値である。（福
島県教育庁義務教育課2015）

３　平均正答率の本論文への掲載に関して，Ｂ校からの承
諾を得ている。
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