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教育実践総合センター紀要第14号2007年３月

小学校の６次にわたる学習指導要領の特徴と考察

宮城信夫＊
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はじめに

「教育再生」の名の下に、若々と学習指導要

領の改訂作業が進んでいる。現指導要領を含め

ると、戦後７度の改訂が行われた。そこで本稿

では、現行指導要領をのぞく６度の改訂の歩み

を振り返り、考察を加えてみたい。それによっ

て、今後の教育実践へ役立てることをねらいと

したい。

読みかた第四節書きかた

第三章小学校四、五、六学年の国語科学

習指導

第一節話しかた第二節作文第三節

読みかた第四節書きかた第五節

辞書の利用について第六節学校新聞

について

第四章中学校国語科学習指導

第五章文法の学習指導（小学校・中学

校）

参考一単元を中心とする言語活動の組

織

参考二小学校国語教科書における教材

原作者ならびに原典一覧表

参考三国語教科書（小学校・中学校）

における表紙およびさし絵執筆画家名

現在のそれのように各学年ごとに指導事項を配

列するのではなく、高学年と低学年に分けた形

をとっている。また、話しかた（聞くことをふ

くむ）を第一に取り扱っている点に、日常生活

で生きて働く言贈能力の育成を重視した姿勢が

伺える。領域相互の関わりについては「国語科

学習指導の範囲」のなかで、次のように述べて

いる。

(1)昭和22年度版学習指導要領(試案)について

敗戦後、日本の国語教育界は「国民精神ヲ酒

養スル」ことを狙いとする国民科国語の立場か

ら一転し、言語教育の道を歩むことになる。そ

の戦後の国語教育のあり方を決定的に方向づけ

ることになる『小学校学習指導要領国語科編』

は、昭和22年３月の「一般編」につづき、同１２

月20日に公表された。その内容を目次によって

みてみよう。

第一章まえがき

第一節国語科学習指導の範囲

第二節国語科学習指導の目標

第二章小学校一、二、三学年の国語科学習

指導

第一節話しかた第二節作文第三節

傘琉球大学教育学部附属小学校
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右の五つの部門のうち、どの一つといえど

も、他と関係なくとり扱われるべきもので

はない。実際の学習指導にあたっては、教

師はつねに相互の関係を明らかに理解し、

ことばのはたらきという共通な基盤にたっ

て、自分の扱っている教材の価値を考える

ことが大切である。

「ことばのはたらき」を中核に据え、話すこ

と（聞くことをふくむ）以下の五部門が総合的

に学習できるように考えられている。これによっ

て国語教育は、「国民科国語」の立場と対照的

な「言語の教育」という新しい使命を帯びてく

るのである。この点をさらに強調したのが次節

の「国語科学習指導の目標」であり、またそれ

は単元学習という考え方の裏づけにもなった。

次のその箇所を引用したい。

国語科学習指導の目標は、児童・生徒に

対して、聞くこと、話すこと、読むこと、

つづることによって、あらゆる環境におけ

ることばのつかいかたに熟達させるような

経験を与えることである。

ところが、これまで、国語科学習指導は、

せまい教室内の技術として研究せらること

が多く、きゅうくつな読解と、形式にとら

われた作文に終始したきらいがある。今後

は、ことばを広い社会的手段として用いる

ような、要求と能力をやしなうことにつと

めなければならない。

さらに目標を四項目に分け、「かつばつな言

語活動をすることによって、社会生活を円滑に

しようとする要求と能力を発達させる」「正し

く美しいことばを用いることによって社会生活

を向上させようとする要求と能力とを発達させ

る」として、社会的手段としての言語技術を身

につけさせることが国語教育であるという立場

をとっている。それを育成するには「あらゆる

環境におけることばのつかいかたに熟達させる

ような経験を与えること」が必要だとしている。

言語技能を重んじる経験主義的国語教育の方向

づけであった。これに続けて育成すべき能力の

発達を三十五項目にわたって具体化している。

このような「活動を通して言語を学ばせる」と

いう考え方を教室で展開したのが、参考一の

｢単元を中心とする言語活動の組織」であった。

単元の定義づけは次の通りである。

単元による方法は児童・生徒が解決しな

ければならないような問題をだし、児童・

生徒が問題を解くときのすべての経験、到

達した結論、達成した結果をまとめていく

ことであると定義できるであろう。

文章中の「解決しなければならないような問

題」は「与えられたものでなく、児童・生徒み

ずからが問題を選び出して、自発的に活動する」

よう組織されているのである。学習者の日常生

活と関連する教材によって学習者を引きつけ、

総合的な言語活動によって、言語を学び取らせ

ようとする姿勢が浮かび上がってくる。必要と

興味のないところに言語の学習は成り立たない

とする方法観である。このような実用主義、学

習者中心の考え方は、周知の如くアメリカの経

験主義的思想を背景にしている。当事者であっ

た石森氏が、その方法化にあたって、慎重に参

考という「土地」を選んだのもうなづけるよう

な気がする。

このように、昭和二十二年度版では、経験主

義的、実用主義的な国語教育が打ち出され、そ

れによって全国の国語教師たちは、新教育の理

念のよりどころを作業に基づく単元学習に求め

たのである。

(2)昭和二十六年度版学習指導要領（試案）に

ついて

「昭和二十二年度版学習指導要領国語科編」

の出現により、その特色から多くの国語教師た

ちは生活経験に根ざした単元学習へと足を踏み

入れていった。授業に直結する指導理念、指導

方法として、単元学習が脚光を浴びたのである。

単元学習が全国的な広がりを見せはじめるとと

もに、その不備な点について様々な批判が生じ

てきた。当時の国語教育界を知る手がかりと

して、渋谷孝箸『説明的文章の教材本質論』

《1984年明治図書》の中から次の一節を引用

する。

このような考え方で具体的な授業を行っ
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ていくのは、きわめて困難なことであった。

教師自身の授業観の切り替えが困難なこと

であったし、太平洋戦争の敗戦直後という

教育環境の悪条件が重なっていた。

（同304ページ）

それまでの教化主義、練成主義の教育とはまっ

たく異なった性格を持つ新教育の実践は、その

時代背景などから試行錯誤の連続であったろう

ことは、容易に推測できる。また、単元学習も

多様な言語活動を組織できるが、一方で指導す

る教師側にもかなり高度な指導能力が求められ

る。さらに、小学校のような全教科担当制にく

らべ、中学･高校などの一教科担当制では、生

活単元に基づく総合的な単元学習は、根づきに

くい要素を持っていたといえよう。これらの点

を踏まえて、飛田多喜雄氏は、『続・国語教育方

法論史』（1988年明治図書）のなかで、当時

の国語教育上の問題を「カリキュラムの問題、

目標の問題、内容の問題、資料の問題、方法の

問題」の五つに絞って述べている。

これらの問題の克服をめざして、昭和二十六

年、十二月十五日、昭和二十六年度版『小学校

学習指導要領国語科編』（試案）が発表され

た。先の飛田氏の文献で「待たれたというのは

いつわらざる実感であった」と述べていること

からも、混迷の中にあって、明確かつ具体的な

指導要領の出現を切望していた当時の実情が伝

わってくる。

さて、その内容であるが「まえがき」の「第

二節国語の教育課程はどんな方向に進んでい

るか」に注目してみたい。内容は次の六項目で

ある。

－，国語の教育課程は、だんだんと広い社

会的要求に応じることができるものにな

ろうとしている。

二、国語の教育課程は、国語についての知

識を授けるよりも、まず、豊かな言語経

験を与えることを目標にしている。

三、国語の教育課程は、読み方､書き方､と

いうような科目に分かれず､学習活動は、

中心的な話題をめぐって総合的に展開さ

れるように組織されることが望ましい。

四、国語の教育課程は、他の教科から孤立

することなく、全体学校計画のなかで、

固有の地位を占めなければならない。

五、国語の教育課程は、めいめいの児童の

個人的必要に応じるように用意されてな

ければならない。

六、国語の教育課程は、評価の体系を備え

ているべきである。

三、四、五、六などは、現代の国語教育にも

つながるものがあり、今日においても重要な意

味を持つと思われる。当時の状況にあっては、

第二項が特に重要になってくる。昭和二十二年

度版では、「ことばに熟達させるような経験」

であったものが、「豊かな言語経験」となって

いる。続けて「いろいろな価値のある経験を取

り入れていくことが重要」「これからの国語教

育課程は、知識を与えるばかりではなく、児童

の興味を中心にして、価値のある、必要な言語

経験を展開していくようなものでなければなら

ない」として、単なる「経験」ではなくて、

「価値のある必要な言語経験」を強調し、その

性格を意義づけている。昭和二十二年度版と比

べ整理された記述となっているものの、先の問

題・課題の克服を徹底した経験志向の教育課程

に見いだそうとしたのである。この問題は、目

標の規定とも大きく関わってくる。「第一章

国語科の目標」では、「教育の主目標」「小学校

教育の主目標」と国語科の立場をからめながら、

ことばの役割を明らかにした上で「第三節国

語科学習指導の一般目標とは何か」において

「ことばを効果的に使用するための習慣と態度

を養い、技能と能力をみがき、知識を深め、理

解と鑑賞の力を増し、国語に対する理想を高め

ること」と総括し、以下具体例として次の四項

目を挙げている。

一自分に必要な知識を求めたり、情報を

得ていくために、他人の話に耳を傾ける

習慣と態度を養い、技能と能力をみがく。

二自分の意志を伝えて他人を動かすため

に、生き生きとした話をしようとする習

慣と態度を養い、技能と能力をみがく。

三知識を求めたり、情報を得たりするた
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読むこと、書くこと（作文・書き方）それぞれ

の能力を要素として示している。ただその能力、

特に国語科としての能力の規定があいまいであっ

たため、理論上不備な点があったことは否めな

い。たとえば「聞くことの能力」の「相手の顔

を見ながら、静かに聞くことができる｡」や

｢進んで新しいことを知るために聞くことがで

きる」など態度や興味といったものまで能力と

して捉えてしまったのである。さらに聞くこと

の能力、話すことの能力など、それぞれ領域別

に示してしまったため、能力としてまたがって

いるものは否定され、相互の関わりなども見え

にくくしてしまっている。『国語教育の問題』

(昭和二十六年世界社）のなかで、倉沢栄吉

氏はこの点に触れ、次の五つの条件の必要性を

説いた。「能力の分野がはっきりしていること。

条件や因子が十分考慮されていること、具体的

な場面規定がされていること、学年の段階や発

達の度が正しく示されていること、客観的な叙

述の仕方であること」である。これらの批判は、

二十六年度版の言語経験主義の側面を強めた点

に起因していると思われる。それによって能力

表の考え方も実用主義的で言語技能編重であり、

基礎となる力を養う系統性や配当漢字の問題な

ど数多くの不明瞭な点を残したのであった。し

かしながら、それまでの時代の流れを考えたと

き、各学年ごとに能力と目標を設定し、混迷を

続けていた国語教育の現場のよりどころとなる

能力の一覧表を提出した点で、画期的労作であっ

たことは間違いない。

最後に「第七章国語科における評価」につ

いて少しふれておきたい。これは二十六年度版

において新しく設けられた観点である。評価の

観点が取り入れられたことにより、効果的な学

習指導、理論的な指導内容などが考えられ、指

導技術の向上が期待できる。ただ現代のように

体系的な評価観が存在していたのではなく、

｢数量的測定ができるものについて主に紙と鉛

筆による方法が行われ」たことへの反省から、

｢数量的に表しがたいものは主として観察によ

り、数通的に表すことができるものは主として

検査によって行う」というものであった。それ

め、経験を広めたりするため、娯楽と鑑

賞のために広く読書しようとする習慣と

態度をやしない、技能と能力をみがく。

四自分の考えをまとめたり、他人に訴え

たりするために、はっきりと、正しく、

わかりやすく、独創的に書こうとする習

佃と態度を養い、技能と能力をみがく

聞くこと、話すこと、読むこと、書くことと

いった領域すべてに、コミュニケーションとし

ての言語観を示している。このような学習によっ

て「国民の言語生活が改善され、言語文化が向

上していくこと」を期待したものであり、そし

てそれは日常の言語活動の向上をも意識したも

のと思われる。それらを反映して「第四節小

学校における国語科学習指導の目標は何か」で

は、国語科学習指導の目標が「ことばを効果的

に使用できる能力を身につけさせること」となっ

ている。暖昧さを払拭し、具体的かつ整理され

た記述となっているのである。

このように見ていくと、国語科では総合的な

価値ある言語経験を与えることにより、学習者

に言語使用能力を身につけさせることがねらい

となってくる。したがって「第二章国語科の

内容」も言語経験の類別や計画的な与え方に終

始してしまうのである。

次に二十六年度版の特色の一つとして「第三

章国語科学習指導計画」の中の「第三節国

語能力表」があげられる。それは「国語のさま

ざまな能力を、児童の発達段階に照らして、学

年別に、一つの表として、組織、配列したもの」

とされている。この能力表をうけて、第五節以

降、各学年の指導事項を展開しているのである。

したがってこの能力表は、二十六年度版におい

てかなり重要な位置を占めているといえよう。

その性格は、「学習が可能になるだいたいの力」

や「学習指導によって到達され、発達すると予

想される力」「社会が要求する学習内容の種類

と範囲」が取り入れられたものとなっている。

また地域や個人差に応じて扱われるべきである

ことを示し、弾力的な取り扱いを訴えている。

その能力表の考え方を、記述に即して考察し

てみたい。能力表では、聞くこと、話すこと、
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によって「学習指導の様々な目標に児童がどれ

だけ達したかを確かめる」のである。ただ、評

価という考え方が取り入れられた点は、批判と

検討が授業に内在されたという意味できわめて

大きな前進であった。

こうして新生面の開拓として、また言語経験、

言語活動の追求として大きな期待と役割を持っ

た二十六年度版であったが、基礎学力を養う系

統性の不明確さなどから「騒々しい授業、はい

まわる実践」「読み書きの基礎能力の低下」と

いった批判が昭和二十年代後半から表出してく

るのである。

平均的な、中ぐらいのもの、標準という意

味であった。

輿水氏は、「いつの間にか、国家としての最

低基準を示すものだということになっていった」

として、その法的根拠のあいまいさを指摘して

いる。ただ学習指導要領の法的性格を巡っては、

昭和五十一年十二月に最高裁が、「学習指導要

領は全体としてみた場合その要件を満たすもの

として、その効力を是認できる」という判断を

示している。

さて、三十三年度版であるが、先の性格の違

いが形の上にもあらわれてくる。二十二年度版、

二十六年度版がそれぞれ百六十六ページ、三百

九十一ページであったのに対し、三十三年度版

は二十ページ程度になっている。それだけ見て

も法律的条文の趣があらわれていると言えよう。

次に国語科の内容であるが、特色として経験

重視に単元学習の問題点を克服しようとした姿

勢が挙げられる。時枝氏の言葉を借りれば、

｢単元学習といふ戦後我々が飛び乗ったパス」

は経験重視の方向から系統重視、能力主義の強

調といった方向へ歩みを進めていくのである。

これは、二十年代後半から起こった単元学習へ

の批判と反省から生まれたものであり、昭和三

十一年九月の文部省による全国学力調査の結果

から基礎学力の充実という結論が導き出された

ことにも起因していると思われる。このような

考え方が、本文にどのように反映しているかを

みてみよう。

まず目標は、次の四項目が掲げられている。

－、日常生活に必要な国語の能力を養い、思考

力を伸ばし、心情を豊かにして、言語生活の

向上を図る゜

二、経験を広め、知識や情報を集め、また、楽

しみを得るためには、正しく話を聞き文書を

読む態度や技能を養う。

三、経験したこと、感じたこと、考えたことを

まとめ、また、人に伝えるために、正しくわ

かりやすい文章に書く態度や技能を養う。

四、聞き話し読み書く能力をいっそう確実にす

るために、国語に対する関心や自覚をもつよ

うにする。

(3)昭和三十三年度版学習指導要領（告示）に

ついて

昭和三十年代、我が国の国際的立場は大きく

変化する。昭和三十一年に日本の国連加盟が可

決され、国内においても神武景気などによって

次第に国力が充実してきたのである。教育界に

おいても、昭和二十九年五月のいわゆる教育二

法案や、昭和三十一年十月の教科書調査官の設

置など、さまざまな動きがあった。

そのような状況のなか、昭和三十三年七月、

改訂版が発表された。改訂版と二十二年度版、

二十六年度版の最大の違いは、「試案」から

｢告示」へと変わったことである。前の二つと

比べ、基準性を強め、法的拘束力を帯びてきて

いるのである。輿水実氏は、『輿水実独立講座

国語教育学大系３国語科教育の歴史』（1975

明治図書）のなかで、その違いを次のように述

べている。

三十三年指導要領から、指導要領は国家的

規準だというこえが強くなった。指導要領

に書いてあることは最低これだけはやらな

ければならない最低基準であるといわれる

ようになった。「基準」という語は、その

前に使われていた。二十二年度指導要にも

二十六年度指導要領の中にも出てくる。そ

のころの基準は、それをめがけてもらいた

いもの、それ以上になったりそれ以下にな

ってもよいから、だいたいその辺で行って

もらいたいというものであった。つまり、
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り、説明的文章の授業が飛躍的に進歩したとい

う事実はあるものの、指定による弊害が大きい

ように思われる。

最後に三十三年度版では全学年の指導事項の

後に、「指導計画作成および学習指導の方針」

というものが加えられている。そのなかに「話

題や題材の選定」の観点が十項目にわたって示

されている。これは三十三年版が「告示」とい

う性格を持つ以上かなり慎重に考えなければな

らない問題である。この項目の中に「国語」と

いう文字が見えるのは八項目だけで、その他は

｢道徳性」「人間性」「国民的自覚」といった国

語科教育を離れた思想的、国家的な意味合いを

含むものである。この観点を見る限りにおいて

は、国語科教育の本質を取り違えたものといわ

ざるを得ない。結果的に三十三年度版の欠陥を

さらけ出す形になったといえよう。

ここでは目標一を「国語科において指導すべ

き総括的な目標」として位置づけ、二三は学

習活動の具体的な目標とされている。さらにそ

の指導は、「常に目標一の達成を目指すととも

に目標四との関連を考慮しておこなわなければ

ならない」のである。また「言語生活の向上」

｢経験したこと」といった語句から、二十二年

度版や二十六年度版の意義を認めながらも、

｢いっそう確実」な能力を求めていこうとする

姿勢が伺えるのである。

次に三十三年度版の特色の一つである「こと

ばに関する事項」について考えてみたい。これ

は「一目標」に続く「二内容」のＢとして「聞

くこと、話すこと、読むこと、書くことにわたっ

て」指導するよう示されている。いわゆるくＢ

事項の取り立て指導＞と呼ばれるものである。

三十三年度版では、指導内容の系統化を支える

ものとして、様々な位置づけがなされているが、

これもその一つといえよう。ここでは機能文法

が否定され系統文法が重視されるようになる。

このことについて『小学校学習指導要領の展開

国語科編』（1989年明治図書）のなかで、

渋谷氏は次のように述べている。

系統文法は知識としての文法体系の試みを

教えることであり、日常の言語生活に機能

的に働く力とはなりにくいのである。

（五十三ぺ）

このことからも「日常的に必要な国語の能力」

という目標から、かなり離れていることが分か

る。法則性や体系的知識が重視され、機能性や

用法といった点が軽んじられていたのである。

この問題は昭和四十三年度版へと受け継がれ、

五十二年度版の言語事項によって克服の歩みが

始まる。

また三十三年度版では「内容」の「聞くこと、

話すこと」といった領域に続いて具体的な活動

が示されている。特に注意したいのは「読むこ

と」において「説明的文章を読む」「童話、説

話、詩などを読む」などのように文章のジャ

ンル指定となっている点である。分類の仕方も

基準があいまいで明確でなく、非常に大雑把な

とらえ方となっている。このジャンル指定によ

(4)昭和四十三年度版学習指導要領について

昭和四十年代、我が国は経済の高度成長期を

迎える。昭和三十九年のオリンピック東京大会

の成功を経て、名実ともに先進国の仲間入りを

果たすのである。めざましい社会の進展や国際

的地位の向上とともに、国際社会において我が

国の果たすべき役割が大きくなりつつあったと

いう情勢を背景として学習指導要領の全面改訂

が実施された。国語科の目標は次の通りである。

生活に必要な国語を正確に理解し、表現す

る態度を養い、国語を尊重する態度を育て

る。

一、国語で思考し創造する能力と態度を養

う。

二、国語による理解と表現を通して、知識

を身につけ心情を豊かにする。

三、国語による伝達の役割を自覚して、社

会生活を高める能力と態度を養う。

四、国語に対する関心を深め、言語感覚を

養い、国語を愛護する態度を育てる。

昭和三十三年度版に何とか引き継がれてきた

経験主義の考え方は、ここにおいて崩壊した。

コミュニケーションとしての言語観よりも、言

語操作による思考力、認識力の深まりが強調さ
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教育全般としては「人間性豊かな」「ゆとりの

ある」教育へと軌道修正がなされた。国語科で

も改善の方針として

(1)児童生徒の発達段階に応じて、内容を基本

的事項に精選する。

(2)言語の教育としての立場をいっそう明確に

し、表現力を高めるようにする。

(3)国語力を養うための基礎となる言語に関す

る事項が系統的に指導できるようにする。

などが示された。(1)の「内容の精選」は学習

者の負担増加に対する改善の歩みであり、これ

は五十二年度版の整理された構造に反映してい

る。すなわち「言語事項」「Ａ表現」「Ｂ理解」

の一事項二領域である。従来の概念的分類によ

る領域区分では、領域それぞれに指導事項が増

加しやすい。それに加えて技能面の「言葉に関

する事項」などが付随するために、その精選が

非常に困難になってくる。五十二年度版の構造

は、これらの問題を克服した例として－つの成

功した形といえよう。

また(3)の「言語に関する事項が系統的に指導

できるようにする」という考え方も、二領域の

指導を通して言語事項の指導がなされるという

構造に反映している。「言語事項」の設定によっ

て、言語教育的体系が整ったといえよう。これ

は(2)とも関連してくる。(2)の「言語教育として

の立場をいっそう明確に」することは、特に重

視された項目である。以下、内容からその事実

を検証してみたい。

目標は次のように整理された形で示されてい

る。

国語を正確に理解し表現する能力を養うと

ともに、国語に対する関心を深め、言語感

覚を養い、国語を尊重する態度を育てる。

それまでのものと比べ、もっとも簡略に示さ

れている。昭和四十三年度版と本質的にはさほ

ど変わってないものの、付随的な項目を排除す

ることによって国語そのものを尊重する姿勢が

明確になっている。

次に昭和三十三年度版に登場し、四十三年度

版まで踏襲された「文章のジャンル指定」や

｢教材選定の観点」が五十二年度版では廃止さ

れている。それによって教育現場においても、

学習者の精神的内面活動に着目した「考えさせ

る授業．考える国語教室」といった研究活動が

活発になってくるのである。

次に内容は「Ａ聞くこと話すこと．Ｂ読む

こと．Ｃ書くこと」の三領域に分けている。そ

して各領域の指導事項に続いて「この指導事項

と関連させて、言葉に関する次の事項について

指導」するよう示されている。昭和三十三年度

版の「ことばに関する事項」が、各領域それぞ

れの具体的場面において、指導されるよう組織

したものとなっている。また各学年ごとに「内

容の取り扱い」として、文章のジャンル指定が

継承された。このように本質的には昭和三十三

年度版と何ら変わるものはなく、細かな点で時

代の変化に応じようとしたと思われる。

最後に昭和三十三年度版に登場した「教材選

定の観点」は、四十三年度版にも「指導計画の

作成と各学年にわたる内容の取り扱い」のなか

に受け継がれた。時代を反映して「科学的態度」

や「国際協調の精神や世界的視野」といった文

言が盛られている。ただ、それと直結する形で

｢わが国の国土や文化、伝統について理解と愛

情を育てるの役立つもの」「日本人としての自

覚を持って国を愛し、国家、社会の発展に尽く

そうとする態度を養うのに役立つもの」という

ものがそれぞれ八項、九項に示されている。こ

れらの事項がどのようにすれば国語科教育と結

びつくのであろうか。どちらも民族主義的な傾

向を強めており、国語科の観点とはなり得ない。

国語として全く意味をなさないのである。

また四十三年度版では、三十三年度版の「基

礎学力の充実」を方針として打ち出した。これ

により読解・読書指導、作文指導を重視し、小

学校六年間で学習すべき漢字数も大幅に増加し

た。限られた授業時数内に、学習者の負担増加

が行われ、消化不良を起こしたものは学校不適

応児として大きな社会問題になるのである。

(5)昭和五十二年度版学習指導要領（告示）に

ついて

昭和四十三年度版の詰め込み教育の反省から、
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れた゜この点について渋谷氏は次のように述べ

ている。

私はこれは非常によいことだと評価してい

る。事実ジャンル指定と題材選定のための

観点が廃止されても、昭和五十二年以降の

教科書に特定のジャンルの文章が偏在する

ことはなかったし、教材としても文章がふ

くむ話題や題材において特定の思想的傾向

のものが特に盛り込まれることはなかった。

『小学校学習指導要領の展開国語科編』で

渋谷氏はこの事実を「三十年間の歩みを通して

培ってきた見識」の成果だと表している。この

ような事実見識が存在する以上、「文章のジャ

ンル指定」や「教材選定の観点」などは教材を

狭いもの、画一的なものにしてしまうのではな

いだろうか。さらに思想教育という危険性まで

考えると、弊害ばかりが目立ってくるように思

われる。五十二年度版がそれをさけた点は大変

評価できるものであり、国語教育の本質、「言

語としての教育」を深く追究しようとした姿勢

のあらわれであるといえよう。

以上「戦後教育の総決算」というスローガン

のもとに作成された五十二年度版について考察

してきた。いくつかの問題はあるものの、それ

までのものと比較した場合、言語としての教育

の一つの到達点を示したといえるのではないだ

ろうか。

態度を育てる。

ウ、目的や意図に応じて適切に表現する能力と

相手の立場や考えを的確に理解する能力を養

う。

ェ、思考力や想像力および言語感覚を育てる。

この考え方は、目標の記述にそのまま具現化

されている。目標は次の通りである。

「国語を正確に理解し適切に表現する能力を

育てるとともに、思考力や想像力および言語感

覚を養い、国語に対する関心を高め国語を尊重

する態度を養う」

前回のそれでは「正確に理解し表現する」と

なっていたものが、「適切に表現する」として、

｢表現」の能力を一歩具体化している。表現の

領域では「正確」さよりもむしろ、時・場面・

相手などを意識した「適切」さが求められると

したのである。ただ「言語としての教育」の立

場を強めつつある国語科で精神的、内面的な能

力が目標として掲げられることには疑問が残る。

これらの能力は、前半部分の国語能力の指導・

育成が徹底、習熟されたとき、自ずから形成さ

れる性質のものであり、あくまでも二次的な位

置づけが望まれるのである。

次に内容であるが、形式面として前回のもの

は「言語事項」を筆頭に表現、理解の配列であっ

た。これが元年度版では「表現」を冒頭におき

｢言語事項」を最後部に持ってきている。二領

域一事項に従ったものと思われるが、作文指導

の不振などから「表現」を重視し、また「言語

事項」を指導の底辺を支えるものとして「表現」

｢理解」の指導が展開されるよう組織したよう

な視覚的イメージを与える。ただ本質的な役割

においては従来のものとそう変わりはないもの

の、叙述面にはいくつかの変化がみられる。た

とえば前回の「表現」について第四学年の指導

事項では「ウ、書こうとすることの中心点が明

確になるような書き方や、内容の中心点がよく

わかるような話し方をすること」とあったもの

が、改訂によって「イ、話の中心がよくわかる

ように、筋道を立てて話すこと」と「オ、書こ

うとすることの中心点が明確になる書き方を考

えて文章を書くこと」の二点に分けた示し方を

(6)平成元年度版学習指導要領（告示）につい

て

平成元年三月、学習指導要領は六度目の改訂

を迎えた。今回の改訂の全体的なねらいとして

自己教育力の育成、基礎基本の徹底、個性と創

造性の育成、文化と伝統の尊重の四点を示して

いる。前回のものとの主な変化は、社会の多様

な変化が加速度的に進むなかで、それらに対し

て主体的に対応できる能力の育成を重視したこ

とといえよう。これをうけて国語科では、次の

四点を改善の柱にしている。

ア、言語の教育としての立場をいっそう重視す

る。

イ、国語に対する関心を高め、国語を尊重する

－２５６－



している。前回のものが「書くこと、話すこと」

という二つの内容が盛り込まれていたのに対し、

元年度版ではそれぞれ独立させ、いっそう明確

な具体化されたものとなっている。さらに文字

言語に対して、やや軽視されがちな音声言語を

重要視された点も見逃せない。このような焦点

化した示し方は、指導内容の重点化ととも関わっ

て意義深いものがある一方で、同一学年の横の

関係における有機的な関連性を見えにくくする

という問題点を持ったといえよう。

最後に五十二年度版で消えた「教材選定の観

点」が、元年度版で復活した。昭和四十三年度

版と本質的にそう変わりのない内容となってい

る。とくに(8)わが国の文化(9)日本人としての自

覚を持ってなどの項目はほとんど変わらない形

で再び登場している。言語としての教育を深く

追究しようとすれば、このような観点は消え去

るはずである。いくつかの優れた特色を持つ平

成元年度版であったが、ここにおいて限界が生

まれている。言語を重視する姿勢と矛盾する問

題を抱え込んでしまったのである。

て働く言語能力の育成を基本として、表現、理

解の指導が組織されるようなものでありたい。

そのためには日常の言語経験、活動を軸にしな

がら技能面の習熟をはかるよう展開すべきであ

ろう。それを追究することによって、精神的、

内面的な力は自ずと形成されるであろうし、民

族主義的な教材の観点などは不要になる。国語

科教育の中核をなす言語に優先的価値を与え、

国語の力としての表現力、理解力を学習者に身

につけさせることを目指すものでありたい。

次に縦の系統化と横の有機的な関連性の明確

なものであること。学年の発達段階に即したも

のであることはいうまでもなく、さらに国語科

で扱うべきものは何かという観点からの、言い

換えれば国語科教材としての教育的価値の高い

ものの指導事項の精選と縦横相互の関連性に具

体的な肉付けを与えたものが望まれるであろう。
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れている。最後に変遷の考察から望ましい指導

要領のあり方について二点に絞って述べてみた
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まず言語の教育を重視しているものであるこ

と。言語そのものを取り上げ、日常生活で生き
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