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「E.FORUM スタンダード」の改訂に向けて（国語科） 
 

八田幸恵（大阪教育大学・准教授） 

 

1．2013年版「E.FORUMスタンダード（国語

科）」について  

（1）  第 1次案の成果  

	 2013年度に、E.FORUMの参加者の実践や 2008

年版学習指導要領を参照しつつ、何度も構想を

練り直し、「E.FORUMスタンダード（第 1次案）

国語科」を作成した。 

構想を練る際、読むこと領域に焦点化し、2004

年 12 月の PISA ショック以降、読みの指導研究

において共有されつつある「熟考・評価・批評・

鑑賞する力を育てる」「読んだことを自身の生活

にいかす力を育てる」「主体的・自立的な読み手

を育てる」というビジョンを念頭においた。 

このことは、2008 年版学習指導要領が、「読
むこと」を主体的な学習過程とみなすことを提

案したこと、および読むことにおける目標の 2
つの柱である「作品を読むこと」と「読書をす

ること」を統合すべく、全学年の指導事項に「自

分の考えの形成および交流」を配置したことと

軌を一にする。ただし、「自分の考えの形成およ

び交流」の内実がやや漠然としたものであるた

め、作品を読んで理解することと読書をして自

己を確立することが、完全に統合されたという

わけではない。 
2013年度版スタンダードにおいては、包括的

な「本質的な問い」を「読むとはどういうこと

か」とした。これは、上記の 2 つの柱の統合を
意図してのことであった。学年ごとの「本質的

な問い」に関しては、国語科は理科や社会科の

ように知識内容が高度化し統合されていく教科

ではないため、あえて示さなかった。その代わ

り、各学年における課題を挙げ、課題ごとの「本

質的な問い」と「永続的な理解」を示した。ま

た、課題は、その作品を通して物の見方・考え

方を育成しようとしたり、「自分の考え」を形成

させようとしたものを選ぼうと努めた。他の領

域も、読むこと領域の構想に準じて作成した。 
このように、2013年度版スタンダードの成果

は、「熟考」「評価」「批評」「鑑賞」といった高

次のレベルの読みの理解に焦点を当てたこと、

言い換えると作品の読解指導と読書指導という

2つの柱を架橋しようとしたことにある。 
(2) 第 1 次案の課題	
	 しかし、2013年度スタンダードの成果はかな
り限定されたものであり、多くの課題を残した。 
第一に、そもそも、国語科は内容スタンダー

ドではなくパフォーマンススタンダードになら

ざるを得ない。そのため、国語科のスタンダー

ドを「永続的な理解」の形で記述することに不

自然さがあったという点である。 
第二に、課題ごとの「本質的な問い」（および

「永続的理解」）の内実が、実践者によってかな

りの違いがあったという点である。「やさしさと

は何か」といった「本質的な問い」を立てる実

践者もいれば、「効果的に読むためにどんなとこ

ろに気をつけたらいいのか」という「本質的な

問い」を立てる実践者もいた。一見、内容か方

法かといった違いにも見えるものの、筆者は、

その違いを明確に整理する座標軸を構築するに

は至っていなかった。 
そこで、再度読むこと領域に焦点化し、読む

というパフォーマンスをいかに捉えるか、その

座標軸を構築するために、戦後の読むことの指

導論・目標論の展開を確認していきたい。 
 

2．読むことの目標論における論点の確認  

（1）価値目標か技能目標か	 内容か方法か  

読むことにおける目標は、長く、教養・思想・
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人格的な側面（作品の内容による教化・感化等）

と技能的な側面との両面に規定されてきた。こ

れが、価値目標か技能目標か、あるいは内容か

方法かという論点である。 

戦前は、国語科は「知徳ヲ啓発スル」教科と

いう位置づけにあり、価値目標が重視されてい

た。戦後新教育期は、特にコア・カリキュラム

における用具教科としての国語科教育論におい

ては、たとえば手紙の書き方といった社会生活

において機能する技能目標が重視された1。 

（2）言語による認識能力を軸とした目標論  

1950 年代に入ると、戦後のローマ字導入を含

む国語・国字改革に対する批判、戦後新教育に

対する批判、そして学力低下論が盛んになる。

そして、民族の文化遺産としての言語を通した

人格形成が再び議論されるようになった。それ

に対して、文学作品といった言語素材による人

格形成ではなく、読む・書く・話す・聞くとい

った主体の言語行動そのものが人格形成の機能

を持つという反論もなされた。そのような議論

の中で、価値目標と技能目標の二元化それ自体

が、問題として認識されるようになった。 

1970 年代に入ると、ブルーム・タキソノミー

の影響もあり、価値目標と技能目標の二元論を

超えて、言語による認識能力を発達させ、人格

形成にまで高めようとする国語教育論が目立つ

ようになる。1984 年には、田近洵一によって、

言語による認識能力を軸とする国語科の教育目

標構造化が行われた。 

（3）田近洵一による読むことの教育目標構

造化	

	 1984 年に田近洵一が提案した国語科の教育目

標構造化は、現在においてもひとつの到達点と

みなされている。その内容を確認しておこう2。 

	 田近は、言語行動を支える能力を、①行動形

態（読む、書く、話す、聞く）、②行動領域（生

活言語、文学言語、論理言語）、③言語機能（知

覚・想像・思考、表現、鑑賞、評価）、④行動の

性格（認知的能力、情意的能力、運動的能力）、

という 4 つの視点からとらえた。そして、①②
を内容領域とし、③④を能力観点として、①②

および③④の組み合わせにより二次元マトリッ

クスを作成した。 
	 この田近案の成果は、まず、言語行動を支え

る能力を分析する 4 つの視点を提出したことで
ある。特に、①②とは質的に区別される、③④

という視点を提供したことは大きい。このこと

により、言語による認識能力の発達を具体的に

明らかにする道が開かれた。田近自身は、上記

のように「知覚・想像・思考」「表現」「鑑賞」「評

価」という階層性を持つ認識のカテゴリーを提

案し、この田近の提案を受けて様々なカテゴリ

ーが提案された。 
（4）作品の読み方の指導か読者の育成か  

認識能力を軸とする読みの目標論は、目標分

析を行う際に、作者が作品に埋め込んだ認識方

法を取り出して系統化するという方法を用いる

傾向にあった。たとえば「対比」「分析・総合」

「順序」「理由・原因・根拠」「条件・仮定」と

いった認識方法である。そして、作者が作品に

埋め込んだ認識方法を、作品に即して読み手に

与えるという指導が行われた。 

しかし、特に 1980年代以降、このような指導
は読者不在であり、もともと子どもたちが持っ

ている主体的で自然な読みを抑圧しているとい

う批判がなされるようになる。言い換えると、

認識能力の目標から情意的なニュアンスが抜け

落ち、読んだことを評価して自身の生活にいか

すといったレベルにまで達していないという批

判である。 
そこで 1980年代以降は、読み手の読むという

主体的な行為を成立させることが目指されるよ

うになった。筆者が冒頭で書いた PISAショック

以降の「熟考・評価・批評・鑑賞する力を育て

る」「読んだことを自身の生活にいかす力を育て

る」「主体的・自立的な読み手を育てる」という
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ビジョンは、1980 年代の読みの指導研究が抱い

ていた問題意識の延長線上にある。 

ただし、1980 年代の読みの指導においては、

諸学問におけるポスト・モダンの広がり、また

ロラン・バルトのテクスト論の流入などとあい

まって、一部では「ナンデモアリ」と揶揄され

る状況でもあった。 
（5）構成主義の読み観と理解方略  

1990 年代以降、特に 2000 年代以降に入ると、

読むという主体的な行為を成立させるという方

向性だけではなく、明確な読み観とそれにもと

づく指導論が構想されるようになった。より具

体的には、構成主義の読み観が確立し、構成主

義 的 な 読 み の 過 程 を 支 え る 理 解 方 略

（ comprehension strategies あ る い は Process 

strategies）を精選し、教育目標化するという方途

が取られるようになっている。 

構成主義の読み観とは、読みを、読み手がテ

クストや状況を相互作用しつつ自身の理解を改

訂・洗練する過程とみなす読み観である。理解

方略とは、このような読む過程を分節化したも

のであり、読み手の理解の内実と同時に自らの

理解を改訂・洗練する方法でもある。 

この理解方略という考え方によって、田近の

言う③言語機能、特にその上位のレベルの中身

を、作品ではなく読者に基礎を置いたものに改

訂することができる。 

理解方略は無数にあり、研究初期は列挙され

る傾向にあったものの、近年は重要なものが精

選されるようになっている。たとえばアメリカ

でパリンサーとブラウン（A. S. Palincsar and A. 
L. Brown）が開発した「相互教授（Reciprocal 

Teaching）」という理解方略指導法では、重要な

理解方略として、「問う」「明確化する」「要約す

る」「予想する」の 4つが選定されている。これ

ら 4 つの理解方略はそれぞれに発達するのでは

なく、理解方略を組み合わせた読みのパフォー

マンスが総体的に発達すると考えられている3。

「相互教授」は も有名な理解方略指導法であ

り、理解方略という考え方自体を確立した指導

法であるが、選定された理解方略に「評価」「批

評」「鑑賞」といった方略が含まれていないため、

育成する理解はやや低次にとどまる。 

日本における 近の成果としては、広島大学

国語学力研究グループの研究が挙げられる。同

グループは、重要な理解方略として、「本文を読

む前に、読み手の既有知識を用いて推測を行う」

「本文に明示的な情報・内容を理解する」「非明

示的な内容を推論・解釈し、テクスト世界を理

解する」「テクストにおける表現方法・技法やレ

トリックなどの効果を分析し、評価する」「テク

スト世界における問題と読み手が存在する現実

における問題とを関連させて考える」の 5 つを

選定している4。後半 2つの理解方略は、テクス

トおよびテクストを読んだ経験に対する価値判

断であり、高次であると言える。 

また、筆者は、中学校から高校段階で重点的

に指導すべき高次な理解方略として、「語り手に

よる登場人物の生き方に対する評価を明らかに

する」「異なる視角を持つ語り手による登場人物

に対する評価を明らかにする」「自己を認識す

る」といった理解方略を考えている5。 
（6）バランスの取れた妥当な理解方略の選

定	

もちろん、理解方略指導論も一枚岩ではない。

どのような理解方略を選定するかをめぐって、

かたちを変えた作品重視と読者重視の対立が見

られることも事実である。 

どちらかというと作品重視の立場に立つ論者

は、「小説の設定（いつ・どこ・だれ）が主題の

伝達をいかに効果的にしているか分析する」と

いった理解方略を選定する傾向にある。それに

対して、どちらかというと読者重視の立場に立

つ論者は、たとえば「没頭する」「共感する」「個

人として反応する」といった情意的なニュアン

スの強い理解方略を選定する傾向にある。広島
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大学国語学力研究グループは、両者を視野に入

れてバランスよく理解方略を選定したと考えら

れる。 

また、読むことで自身の物の見方・考え方を

豊かにし、自己を確立することを支援するため

には、理解方略に「語り手による登場人物の生

き方に対する評価を明らかにする」といった、

登場人物の生き方の相互評価を読みとくような

方略を積極的に入れ込んでいく必要がある。実

際、中学校の教科書において、語り手が入れ替

わったり、語り手自身の語りが批判されたりす

るような作品が教科書に出てくるため、語り手

の語りを相対化するような指導は現実的でもあ

る。論説文・評論文でいえば、同じテーマに関

する他の論者の文章を合わせて読むことで、文

章を多角的に検討するといったことである。 

 

3．2015年度改訂スタンダードの方針  

	 ここまでの記述を踏まえて、2015 年度版スタ

ンダード改訂の方針を以下に示す。 

	 第一に、スタンダードの記述方法を、必ずし

も永続的理解のかたちではなく、パフォーマン

スのかたちで記述する。課題に関しては、その

課題によって「評価」「批評」「鑑賞」といった

理解まで含む、主体的・包括的な読みのパフォ

ーマンスが成立するかどうかという視点から選

定する。 

	 第二に、理解方略はあくまで組み合わされて

発達していくため、理解方略ごとに発達の水準

を記述するのではなく、方針としては、理解方

略を用いた読みのパフォーマンスが総体として

どう育つのかを記述する。 

	 第三に、多角的な思考を重視することである。

「語り手による登場人物の生き方に対する評価

を明らかにする」「自己を認識する」といった高

次の理解方略は、作中で語り手が批判されるよ

うな作品が出てくる学年において可能になるの

で、中学生あたりからこれらの方略を入れてい

く。 

	 以上を実行すると、結果的に学習指導要領に

近いものになるが、第三の点は E.FORUM スタ

ンダードに特徴的である。このことによって、

作品を読んで理解することと読書をして自己を

確立することの統合を実現できればと思う。 
 
＜2015 年 8 月 22 日のグループ・ディスカ
ッションを受けての追記＞	

	 8月 22日のグループ・ディスカッションを受
けて、いくつか追記しておきたい点がある。た

だし、以下に追記する点は今後議論を重ねたい

点であり、この段階で 2015年度版スタンダード
の修正は行わない。 
	 第一に、「本質的な問い」は明記した方がよい

かもしれないという点である。グループ・ディ

スカッションでは、確かに国語科のスタンダー

ドを「永続的な理解」のかたちで記述すること

が不自然ではある。しかし、たとえば「読むと

はどういうことか」といった「本質的な問い」

は、教師と生徒に、読むという行為を実践し理

解するために活動を行っているということを自

覚させるため、あった方がよいのではないか

（「読むとはどういうことか」といった「本質的

な問い」が教師と生徒に意識されない場合、国

語科の学習としての指針を見失う場合がある）、

という意見が多かった。 
	 第二に、ジャンルの広がりやジャンル意識の

高まりに関して言及してもよいのではないかと

いう点である。2015年度版スタンダードは、「読
むこと」領域をさらに「物語文」「説明文」ある

いは「小説」「評論文」といったジャンルに区分

し、それらの下位領域におけるパフォーマンス

を記述した。読むというパフォーマンスは、基

本的にはジャンルによって異なるものの、細か

いジャンルに分けることを回避したためである。

しかし、グループ・ディスカッションでは、広

さと深さを同時に追求したいという意見が出て
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いた。そのため、ジャンルの広がりや読者のジ

ャンル意識の高まりを、読むというパフォーマ

ンスの高まりと捉え、パフォーマンスの記述に

入れ込んでいってもよいのではないかと考えた。 
	 第三に、「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読

むこと」の 3 領域を統合する領域を創設しても
よいのではないかという点である。アメリカの

各州のスタンダードでは、「話すこと」「聞くこ

と」「書くこと」「読むこと」といった領域を統

合する領域として、「研究（Research）」「探究
（Inquiry）」「問題解決（Problem-solving）」と
いった領域が独立している場合がある（図書館

を活用した言語的な総合学習などが、この領域

の学習にあたる）。日本の現行の教科書において

も、3領域の能力を総合して行うような総合的な
学習に近い単元が多くなっている。3領域を統合
した新しい領域を創設した方が、実態に即した

スタンダードになるようにも思う。 
	 以上、追記したい点を書いた。今後、議論を

重ねていきたい。 
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