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で表現されるものとがある︒小学校の低学年とか︑学習の遅れがち

学習の手引きには'省きことばで提示されるものと︑話しことば

I学習の手引きを用いた個別化学習の1事例‑

個を生かす国語科授業の臨床的探究

は

授業は'学習者7人ひとりが'学習の目概に向かって主体的に働
ひとりが生かされるというのは'学習者がへその通性に従ってへ集

をも習結させる働きをもつものである︒これはへ授業過程において

ものであり'その課題が解決できるとともに'課題の解決のしかた

学習の手引きは'ある学習課題を解決してい‑手順・筋道を示す

な児童・生徒には'話しことばで示すことが必要である︒

団の中に所を得て日達標成のために'力いっぱいに活動し'可能性

きかけ'その実現に意欲的に取り組むことによって成立する︒7人

を最大限に伸ばしうる状態に置かれるということである︒このよう

の手引きのもつ機能を'い‑つかに分けて考えることができる︒こ

用いられるものであるから︑用いる日的与での時機によって︑学習

学習・指導の個別化をはかるにあたって考えなければならないこ

い︒学習の個別化と指導の個別化とは'対応しているものである︒

いては︑その7人ひとりにふ・ruわしい指導がなされなければならな

ている必要がある︒学習者7人ひとりが'主体的に学習に従うにつ

確な課題意識をもち'課題解決のための手順・方法についてm解し

学習者を'学習の主体とするためには'学習者7人ひとりが︑明

物 学習・指導の個別化

こでは'内容理解の思考誘発の機能へ方法理解と技能化の機能'課
題意識の明確化と評価の機能の三つを指摘しておきたい︒

な授業を営むためには'どのような方法が考冬られるであろうか︒
以下'実験的に試みた7事例の分析をもとに考察してみたい︒
2 学習の手引きと個別化学習
仙 学習の手引きについて
学習の手引きについては'さまざまな論議があるが'一応'次の
ように定義して考えを進めることとする︒
﹁学習の手引きは'学習者が'主体的に学習活動を営むことを意
学習のしかたも含めて挺示されるものを言う︒学習の手引きは'あ

図して指導者によって発せられる発問・助言・説明・指示などで︑
るまとまった学習単位について作成され'嘩ボされるのが原則であ

ことである︒個は'社会なり集団なりの中で'かけがえのない存在

とは'個別化は'集団過程を通すことを前擬として成り立つという

注1

る︒﹂
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として位置づ‑ことにより確立される︒したがって'授芙過程にお
いて'個別に学習する切と'集団で学習する切とを適切に関連させ
学習に対する能力・適性には︑学習者によって違いがあり︑学習

て組織する必要がある︒
課題に対する興味・関心の持ち方にも'それぞれの特性がある︒に
もかかわらず'現実には︑7定数の学習集団を編成して指導するこ
とが'制度化されている︒この矛盾点をどのように克服して'1人
ひとりを生かす授業を構築するか'検討されなければならないQ

しい評価を受けることになる︒

個を生かす授業は'個別学習過程と︑災団学習過程の二つの過相

をもちへその二つの過程は'課題の追求へ解決という学習は劫で'

有機的に組織されてい‑ものと考えられる︒

‑小学校6年生の説明文学習における個の変容過

5 個別化学習をめざした国語科授業の実践と分析
程の追跡を中心に‑

東広島市八本松小学校において実施した︒同校六年二組へ男子1九

を目的として試みてもらったものの1部である︒昭和五二年九月'

ここで報告する授業事例は︑学習の手引きの機能を確かめること

個別化をめざした授業を展開するためには'学習の手引きの機能

矧 個を生かす授業の構想
を生かすことが︑有効であると孝与りれる︒学習者は'学習の手引

川 説明文軍刀﹁自然を守る﹂の授業の概略

名女子7八名の学級である︒

アプローチの方法を知ることができる︒学習の手引きが書きことば

きを担示されることによってへ学習課題を明確にとらえ︑それへの

① 学習目標

て理解するとともにへ自分なりの追求課題をもつことができる︒

ア 自然破壊の事実や︑それについての考え方を︑韮本教材を通し

で撃不された場合'学習者は'‑りかえし読んで学習を進めること
ができる︒そのため'学習者は'自分のペースで学習することが可

発展教材を読み'その結果を文章に貰‑ことができる︒

イ 自然保護の大切さについてへ自分なりの考えや見識をもつため'

能となる︒7斉授業では︑足ぶみをしたり︑遅れがちになったりす
る学習者が'学習の手引きの導入で救われることになる.とりわけへ
自力で学習の進められない学習者には'個別指導をする時間が得ら

田過程を通して総合化されることを前提として設定されなければな

ることが必要である︒学習課題の個別化にあたっては'それが'袋

の終了時点でペーパーテストを実施し'発展教材の学習については'

これらの目標についての評価は︑基本教材の学習については︑そ

て読み進めたりすることができる︒

観読みをしたり'問題把超をしたり'問題についての解答を求め

ウ ア・イを目標とする学習活動の過程で'目的に応じて文献の概

らない︒そうすることによって学習者1人ひとりが'全体の中での

作文によってその達成度を測った︒

個に応じた授業を展開するためには'学習課題や教材を個別化す

れる︒

かけがえのない位道を得ることができへ学習成果も'全体の中で正
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教材はt.基本教材と発展教材の二極親によって編成した3基本教

︑㊥ 教材編成

解決に役立つ資料を三種探し出させ︑それによって︑課題について

追求課題として設定した︒九種薪用意した発展教材からへ その課題

なお'発展教材は'原新作から︑数ページないし十数ページを抜粋

個別に学習させた︒この調べ読みの学習の結果は'文章にまとめさ
せ'自分の意見も書き加えさせた︒古きあげた文革は︑グループ内

材は教科書教材を用いへ発展教材は︑あらたに発柄へ縮成した︒

に発表し︑話し合いの時間をもたせた︒

ここで用いた学習の手引きは︑∧発展教材の選択∨・∧調べ読み

り̲

して小冊子にまとめてある︒
ア 基本教材﹁自然を守る﹂ (光村6上)

fi 授業の分析 ‑ 学習過程における個の変容過程の追跡 ‑

とする3学習が遅れがちであるため'指導者が特別な配慮のもとに

であった︒

∨・∧調べ読みの結果の作文∨・∧グループの話し合いVの四種類

イ 発展教材﹁魚の敵︑赤糊と背湖﹂・﹁人間がつ‑つた砂漠﹂・
3
﹁自然保詔とわたしたち﹂・﹁森は生きている﹂・﹁大葦原のバラ
6
ンス﹂・﹁理想の工場をこわす科学技術﹂・﹁自然のシステム﹂・

第7次の学習過程における佃の変容の様態を中心に報告すること

個別指導をした学習者の例と'精極的に授業に参加し'ふだんは︑

nU

﹁つりあいが破れたら﹂・﹁天敵1キッツキとバイオリン﹂
二次に分けて授業展開をした︒合わせて1三時間の扱いであった3

㊥ 授業経過と学習の手引き

分析の対象とした授業過程は'主として5‑8限の四時間である︒

課題についての学習の手引きをあたえて個別学習をさせへその結果

問点や考えてみたい問題点などを見つけさせた︒次いで︑発見した
問題を話し合いで整別して︑学習課題として設定させた︒この学習

をしてまわる︒とりわけへ学習の遅れがちな学習者に'特別に配

を利用して'ひとり学びをする︒その間に指導者は'個別に助言

∧第5限∨前時までに設定した学習課題を'問題解決読みの手引き

∧第7限∨グループ学習の結果を'代表が︑TPに書いてOEPで

助言する︒

題を中心に話し合いをする︒指導者は'随時へ話し合いに参加し︑

ープ学習では'話し合いの手引きを利用する3グループの分担課

慮する︒

この四時間は'おおよそへ次のように経過した︒

をグループの中に出して話し合い︑解決させた︒グループの話し合

∧第6限∨ひとり学びの成果をもって'グループ学習をする︒グル

普通以上に学習を進めることのできる学習者の例について追跡する︒

第7次 基本教材の学習 (8時間)
まず'学習の手引きによってへ個別に教材の概観読みをさせへ疑

いの結果は'学級全体へ発表させ'全休学習の中でまとめた︒
2
ここで用いた学習の手引きは'∧概観読み∨・∧問題発見読みV
5
・∧グループの話し合い∨・<問題解決読み∨・∧グループの話し
第二次 発展教材の学習(5時間)

合いVの五種類であった︒
第一次の学習で︑なお残った問題や新し‑発見した問題を︑個別
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学級全休に発表する︒指導者の司会で全休学習を進める︒
∧第8限∨基本教材﹁自然を守る﹂についての読み取りテストをす
る︒
①叫例1 学習の遅れがちな学習者(男子'以下Aと呼ぶ一の場
SB

Aの屈しているグループは︑男子三名'女子三名のグループであ
1 2 3 4 5 6
る︒グループのメンバーを仮にへ④・A・④・A・④・A (○印は
女子) と呼ぶこととする.
Aの屈しているグループが担当した問題は'次のとおりである︒
4﹁アメリカであった話﹂は何の例か.
▼長い話だな︒どこからどこまでかな︒
序をたどってみると'よ‑わかるかもしれないな3

▼﹁実際にあった話﹂の中味を図に書いて'できごとの順

のかな︒

▼この話は︑どういうことを説明するために'引いてきた

この問題のひとり学びにあたって︑指導者が,山に対して行った
胴別指導は'次のようであった︒
T ウソ'これをはじめから整刑してみると'風で木がたお
れた'キクイムシがふえた︑それから森の木が枯れた'山
火事'そ.の次にこう水が起きた︒なぜへ山火事がこケ水に
むすびついたのか'そのわけがここには省いてない016段
落と18段落(引用者注︑形式段落薪号) に書いてあるわけ
よね︒理由よね.だから︑だから︑こういう旧市よね︒じ

や︑これで大体いいね︒次へ行きましょう︒どういうこと

を説明するために'この例を出したのか︑ちょっとむずか

しいと思うが'やっぱりネ'こうしてどらんなさい︒はじ

めか終わりかという考え方をしたら︑19段階の方か'それ

とも'ちょっと前か'の'A‑ん︒
19段落のどこ?

九日
‑
.
'
‑
.
'
J
T

なさい︒そのことを言いたいために'このアメリカの話を

ウソ'それは'サイガイと読むんだよ3かなをつけとき

材本文を読む︒)

も'同じようなヒガイが起こったにちがいない︒﹂・(注︑教

A﹁仮にへ それが風ではな‑て︑人間のしわざだったとして

T

例に出した3それも7つの考えじゃね︒でもへ ほかにも考

いいかもわからんよ︒55ページのところ︑ネ︒

えがあるかもわからんよ︒いちばんはじめを探してみたら

かなり誘導的傾向の強い助言であるが'主問題については'結論

を学習者にまかせている︒この間︑他の学習者は'ひとり学びを続
けているわけである.このような学習経過を経て,山は,以下のよ

うにグループ学習に参加する︒Aは'司会者に指名されて︑次のよ
うに発言する︒

iXSK

ん̲ハイ'はげしい凪のために'何本かの木がたおれたため

に'大きな災告が起こった'だと思います︒
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Aの'ひとり学びの時の反応は'﹁仮にへ それが風ではな‑て'
人間のしわざだったとしても'同じようなヒガイが起こったにちが
いない︒﹂であった︒このような反応をしたのは'指導者の助言に
よるものと考えられる︒Aは'グループ学習の中で︑メソバーの指
摘を受けて'さらに次のように変わってい‑︒
㈲ Aくんに質問します.キクイムシは'どうなったんです
か︒
がたおれたため︑キクイムシが発生し‑‑あとで山火事が

A ハイ︑直しています︒はげしい風のために'何本かの木
サイガイ

起き'大きな災害が起こったtというふうに直します︒
3
固 さっきのは (注'自分の言った答)︑少し長いので'もう
少しまとめたらよいと思います︒
3
卸 わたしたち'わたしと㊨さんとA‑んのは︑同じような
ことなので︑それをまとめたらいいと思うんですけど'ど
うですか︒
はかいLt森が死んだ'でいいですか︒

A では'まとめて‑‑キクイムシの大発生のために'森が
全員 (口々に) さんせい'いいです.
このあと'キクイムシをめぐる論議が続き︑Aは'司会者にうな
がされて'次のように考えを述べる︒

司会 A‑ん︑意見を言って‑ださい.
A ば‑の最初のを短‑して'はげしい風のために︑何木か

の木がたおれたために︑いろいろな事件が起きて︑森は死
んだtだと思います︒

さらに'若干の論議を経た後︑司会者はへ この話し合いを'次の
ようにまとめたcL

司会 では︑まとめて'広大な針光樹の森で'はげしい風の

ために'何本かの木が吹きたおされたことから'いろいろ
なことが起きた'でいいですか︒‑‑が起き'森が破かい
された︑でいいですか︒

この経過を見てい‑と︑Aのグループ学習における活動は'みん

なと対等であり'他の人との話し合いの中で自己変容していってい

ただ︑グループの話し合いそのものが'問題の意図 ‑ ﹁この話

ることがわかる︒

は'どういうことを説明するために︑引いてきたのかな︒﹂という

のときに'指導者から助言を受けていることであるが'問題提起を

点について等見ることができていない.このことはAが'個別指導

この問題点については'全休学習の中で'拒導者に注意され'そ

するまでには'至っていない︒

れに触発された化のグループの学習者の1人が'次のように指摘す

ることで'みんなの問題となったcL

いるみたいで'珊者の言いたいことなんかは'あまり言っ

㊦ ハイ︒(挙手)問4の発表は'何か具体的な例を述べて

1G2

てないみたいなので︑もう1度説明して‑ださい.

このあと'指導者は'Tt 二の学習者の意見を求め.tJから'次の

ー 板書

ように板書してまとめた︒
自然界のつりあいが破れると思いがけない災害が起こる︒

第二次の学習が終了した直後の'第8隈のテストでAは正解を出
した︒

うことだと思いました︒

司会 ④さん︒
5
④ キクイムシが大発生したので'森は破かいされた︑とい

このあとへ つけ加えの意見として'山火事のこととか'森は死ん

だ︑ということばについてとかt Aの準吉の︑風のために木がたお

ムシの大発生のために森が破かいし'森が死んだ︒﹂ということに'

れたこととか︑が出されて'Aの意見をもとに司会者が'﹁キタイ

ところで'キクイムシが大発生したために'いろいろなこ

問題をもりかえすようなんですけど'アメリカでの話の

T・P

まとめようとした︒そのとき④が'次のような発言をした︒
④

とが起こり︑森が破かいLt森が死んだtということだと
思いますO

これは'キクイムシと森林の破壊の因果関係を短絡させずに'厳

密にたどっていこうとする見解である3この意見には賛同者があり'

ほほ'④の言ったことに落ち着きかける︒司会者も'そのことばで

ど'今︑苫いていると思いますが'はげしい風の'‑⁚ア

ょっと通じないので︑それをチョット反対にして'はげし

ノ'広大な針葉樹の森で'はげしい風のためにへ では'ち

ll.3

㊥耕例2 精極的に授業に参加し'普通以上に学習を進めること
のできる学習者(女子'以下④と呼ぶ) の場合
5 4
鍵は︑Aと同1グループのメンバーなので'前掲の学習問題につ
5
いて︑その学習の様子を見てい‑こととする︒④のひとり学びのと
きの反応は'学習記録によると'次のとおりである︒
芥 ﹁アメリカであった﹂ (1 9段落)
広大な森にはげしい風がふいたのが︑人間のしわざだっ
たにしても'キクイムシの発生などの災害が起こったにち
がいない︒

が'次のように発言した︒

まとめをし︑ノートに記録するよう言いかけたとき︑またもやへ師

④ ちょっと待って‑ださい︒わたしが考えていた分ですけ
5

m山 (‑蝣i胡なし)

aa

この初発の反応が'グループ学習の中で'どのように変わってい
5
くであろうか︒グループ学習が始まって'最初の琴言者は'④であ

(%﹂蝣丁一
5

い風のために'広大な針葉樹の森で'何本かの木が吹きた

がt TPに書いて発表した趣旨と同じということである︒すでに述

の大災告で'森が被いされたo﹂という答を訂いた︒つまり'代表

†

†

マ

†マ

どこをやっているか︒いまどこがすんだかtということもだいた

った︒‑わし‑せつめいすると'始めは'いまどこをよんでいて'

さえもわからなかった︒いまではせんぶわかるようにいちょうな

マ

は︑とんちんかんでへ いまどこをやっているかも︑どういういみ

供は'さいしょ祁跳んだときと︑あととはぜんぜんちがう.治め

る︒

は'学習の手引きを利用した学習について︑次のように述べてい

どこまで独力で考えたか'という点では疑問が残る︒ただ'彼自身

段附で指導者の助言を受けているので'学習の手引きに導かれて'

いることも︑注目すべき点である︒事例1の場合は︑ひとり学びの

別化を可能とする学習の手引きの機能の1つが'ここで発押されて

てい‑ことを不していると思う0学習の個別化と同時に'指導の個

はならないO この事例は︑袋田過程を経過することで'佃が確立し

指導が'個人段階にとどまったのでは'ほんとうに力を養うことに

学習の歩みを支えたのである︒学習が遅れがちであるからといって'

る個別指導が'グループ学習・全休学習の中で生きて'遅れがちな

事例1の場合'学習の手引きを利用したひとり学びの過程におけ

し'目標に向かって変わっていったかを'見てとることができる︒

きないが'このような授業形態の中で'胴がどのように学習に参加

この二つの事例からだけでは'学級全休の趨勢をはかることはで

矧 分析結果の考察

べたように'これは'問題の意図にそった答にはなっていない︒

おされて森が故かいされた︒
全員 (口々に) さんせい'さんせいです︒
この修正肇言を受けて'司会者は'事例1のところに掲げたよう
L
[
)

グループ代表の発表のあとの質問に挙hJて'④は'次のように述べ

に斑路のまとめをした︒このあと'全体学習に入るわけであるが'
る︒なおへグループ代表が'発表に用いたTPには'次のように苫
いてあった︒
‑ TP
間4

問題﹁アメリカであった話﹂は何の例か︒
答 広大な森にはげしい風がふいたのが'人間のしわざだ
ったにしても︑キクイムシの発生などの災害がおこった
だろうという例︒(主に19段落)
卸 ここには'この災害について'1 9段落に主に書いてあり
ますけど'第19段落には︑今までのことが'まとめたこと
が苫いてあって'その中に筆者の言いたいことが音いてあ
ると思います︒
省いてあったから'邦由にしました.
このあとは'指導者のリードによって'郡例1の板書のようにま
とめられることになる︒
この学習が終わってから実施したテストでは恥は'﹁キクイムシ
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いのことが'さいしょわからなかった︒だが'さいどのいまごろ

私はてぴきをもらって少し不安だった︒これがほんとうに私に

学習者は'それぞれ特有の学習スタイルというべきものを持って
5
いると思われる︒㊧の場合もへその点の究明が必要である︒この学

できるかどうかと不安だったのです︒だってはじめてだったので

は︑ぜんぜんちがうほどわかる︒いまでは'自然を守るの中で'

この反省文の中には学習の遅れがちな学習者の悩みが︑端的に語

すから︒でも使っているとなかなかおもしろいなと思いました︒

習者は学習の手引きを用いた学習について︑次のような反省文を書

られているQふだんの1斉授業の中でも︑恐らく同じようなことが

始めはどういうときにつかうのかわからなかったけど'今はだい

いている︒

起こっていると思われるが'ひとり学びの過程で'独力でついてい

たいていのことがわかるようにさえなった︒やっぱりいままでの

けず︑途方に‑れ'困惑し切っている心情が伝わってくるようであ

ぶなれました︒はじめよりは'少しよ‑なりました︒家で少しで

くろうも水のあわにはならなかったので'僕はうれしい︒

できるようになっている.もし'指導者の支えがなかったら︑グル

る︒指導者の個別指導が加えられてからへ 7人立ちLt学習に参加

これからは'よ‑てびきを使いこなせるようになりたいです︒

も7人勉強ができるようになりました︒

学習の手引きについては︑肯定的である︒しかし︑この児童に'ひ

これには︑はじめて体験した学習の手引きによる学習についての

とり学びの学習の手引きが有効に働いたかどうかは'疑問である︒

事例2の場合は'事例1とは対照的な例である︒ひとり学びも精

ープ学習の中でも取り残されていたにちがいないと思われる︒

たび行っている.このタイプの学習者にとっての落とし穴となるの

感想と︑ひとり学びの場合の有効性についての言及とが見られる︒

は'自分の意見に自信を持っているために'他人の考えを取り入れ

この児武には発問に対する初発の反応に固執する傾向があるのでは

極的に進め'グループの話し合いも'リードするような発言をたび

て自己変容をしてい‑ことが︑困難なところがあるということであ

ないかtと思われるからである︒

3

課題となるであろう︒

また'・個別の指導の機会をどのように設定するかtということも

応じた手引きの作成が必要であると思われるO

学習者の学習通性・学習スタイルを明らかにし︑それぞれの特性に

学習の手引きの機能を生かして'学習の個別化をはかるためには'

る︒グループ学習を経過し'全体学習の中で指導を受けていながら'
鼓終段階のテストでの反応は'自分のひとり学びの過程でつかんだ
このように潰極的に学習に参加し'自分の力で学習を進めていく

答が︑基底になっている︒
ことのできる学習者のつまずきを'どこで発見して指導するか'問
題となるところである︒学習の手引きの持つ方法意識覚醒の機能と

/‑

ともに'評価意識の喚起についても︑手だてを講じなければならな
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の個別化︑学習通性・学習スタイルを配慮した課題設定とグループ

揃成'桐1グループ1全休1個というサイクルをもった授業過程の

構成︑学習記録の集結とそれによる評価'思考誘発・方法理解と技

4 個別化をめざしたEal語科授業の課題

能化・評価意識の覚醒という機能を生かした学習の手引きの導入と

に

現在へ学習の個別化をめざした授業としてt t般的に考えられて

リ

いったことである︒
わ

いるものに'学習の到達度による個別化'学習の興味・関心別によ

お

本稿では'年来'取り組んでいる︑一人ひとりを生かす国語科授

5

る個別化'学習適性・学習スタイル別の個別化などがある︒国語科
において︑学習の個別化の方略として︑どれがふさわしいかは'指
とである︒結論を先に言えば'国語科においては'興味・関心'学・

するにとどまった︒桐別化学習のあり方を明らかにするためには'

業のあり方の究明というテーマでの授業研究の'極‑1部分を報告

導の対象としている学習者のもつ教育課題によって決まって‑るこ
習通性による個別化を基軸として'その中で学習到達度に配慮して

その結果が積み重ねられていかな‑てはならない︒今後'さらに臨

かへどのような学習への取り組み方をしてい‑のかtが追求され'

授業過程のダイナ‑ツクスの中で'佃がどのように変化してい‑の

いくという方法をとることになろう︒
標を達成するための学習手段である.したがって'言語の力を育て

床的探求を続けていきたいO

言語力は国語科においては'学習の目標であるとともに'その日
る授業としては'何よりも学習者7人ひとりが'生き生きと参加で

のお話に^'蝣i>サ*A"*

(広島県立教育センタI指導主事)

注2 昭和五四年十1月'国語科実践研究会における大村はま先生

ージによる︒
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注1 広島県立教育センター﹁研究紀要﹂第5号(昭和S・ォ)所

(昭和iS'^‑8)

きる言語活動の場が用意されなければならない︒つまり'学習者は'
学習主体であると同時に言語主体として活動できる条件が︑満たさ
れなければならない︒この意味においても'学習者の興味・関心︑
学習通性による個別化が必要とされるのである︒このような条件に
というより'個別化と集団化(社会化一が︑同時的に成立している

あてはまる言語活動は︑多面的総合的なものであり︑単なる個別化

先に追跡し'分析したような特性をもつ学習者が'一人ひとり生

ものである.
かされた授業を展開するためには'以下のような方法を取り入れた
単元学習を組織することが望まれる︒すなわち'学習課題の個別化
とそれに対応した教材の個別化︑興味・関心・問題意識による学習
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