1
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はじめに

本稿の目的は，戦後国語科教育の中で，読書指導がどのように位置づけられてきたか，また，その位置づ
けにはどのような課題があるかを明らかにすることである。諸外国の場合と異なり，日本の国語科教育の特
徴は「読むこと」の指導が読解指導と読書指導に二分されてきたことにある。本稿では，学習指導要領の変
遷を中心に，巳野欣一（1987），村石昭三（1993），全国大学国語教育学会（2002，2013）などを参考にし1，
読解指導と読書指導の二分構造がどのように現れたかを検討することにする。国語科教育史は，学習指導要
領の変遷に基づいて，昭和・平成などの年号によって約10年ごとに区切られることが多いので，本論文もそ
の慣例にしたがうこととする。巳野の小論では，昭和22年から昭和52年までの学習指導要領に読書指導がど
のように位置づけられているかが示されており，本稿でも昭和50年代までは巳野の整理に基本的に従うが，
本稿ではその後の歴史もふまえて，あらためて読書指導の位置づけおよび課題を明らかにすることとする。

２

昭和20年代

昭和20年代の国語科の学習指導要領は，「試案」ということで，多くの指導内容が試みとして十分に整理
されないままに含まれている。昭和22年度の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。2
となっており，様々な言語経験を与えることを主眼とした。いわゆる「経験主義」である。
経験主義の教育においては，教育の社会的な機能が重視され，経験を通して，実生活に役立つ能力を身に
付けさせることが重視される。国語科においても，言語の社会的機能が重視され，実生活に役立つ読書力を
育成することが，重要となった。昭和22年版の「読むこと」に関する国語科学習指導の目標は，
三

知識を求めるため，娯楽のため，豊かな文学を味わうためというような，いろいろなばあいに応ず
る読書のしかたを，身につけようとする要求と能力とを発達させること。

となっており，「知識を求める」「娯楽」「文学を味わう」という実生活に存在する３つの目的に応じて読書
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の仕方を経験させようとしていることが分かる。また，昭和26年版の「読むこと」に関する国語学習指導の
一般目標は，
（三） 情報や知識を得るため，経験を広め教養を高めるため，
広く読書しようとする習慣と態度を養い，
技術と能力をみがくこと。
となっている。先程の３つの目的は，さらに拡充され「情報や知識を得る」
「経験を広め教養を高める」
「娯
楽と鑑賞」と若干異なる表現になっているが，やはり実生活における目的に応じた読書の仕方を指導するこ
ととしている。
昭和22年の一般目標（中学校）は17項目あるが，そのうち「読むこと」に関するのは次の８項目である。
（一）教養の基礎としての読書力の育成。
（二）辞書や参考書の使用法。
（三）図書館の使用法。
（四）良書の選択とその効果的な読みかた。
（五）読みとったことをまとめる力。
（六）文学的趣味の養成。
（七）現代作家に対する一とおりの理解。
（八）おもな古典の理解。
このように，
「読むこと」の中には，
「読書」という言葉は出てくるが，
「読解」という言葉は出てこない。
「読
みかた」「読みとったこと」など，読解に類似する言葉は出てくるが，
「読むこと」の様々な経験が，未整理
のまま並列されているのが，昭和20年代の「試案」の学習指導要領の特徴である。「読解」と「読書」とい
う二つの並列構造になったのは，昭和30年代の学習指導要領からである。
昭和20年代の「読むこと」の指導の背景として触れておきたいのは，上述のようないわゆる経験主義の教
育論の他に物理的に子どもたちに様々な読み物を読む機会が与えられるように環境が整えられつつあったこ
とである。戦後の教育改革の中で，アメリカの教育制度や教育観が紹介され，実生活に関係する様々な読み
ものを読むことを指導しようとする雰囲気が生まれたこと，教科用図書制度としても国定教科書が廃止され
検定教科書になり，様々な国語教科書の作成・出版があったこと，また，昭和28年（1953年）の学校図書館
法の制定や昭和27年（1952年）の『学校図書館の手引』の発行などがそれにあたる。以上のように，昭和20
年代の「読むこと」の指導においては，読書指導を遂行していくような雰囲気や環境があった。

３

昭和30年代

昭和33年の学習指導要領は「試案」ではなく，「告示」となった。いわゆるスプートニック・ショックな
どの影響もあり，他教科と同様に指導事項の系統化が図られるようになった。国語科の「読むこと」におい
ては，それは，読解と読書の二本立てとして現れるようになった。
中学校国語科の目標のうち，「読むこと」に関する目標は，
２

経験を広め，知識を求め，教養を高めるために，話を確実に聞き取り，文章を正確に読解し，あわ
せてこれらを鑑賞する態度や技能を身につけさせる。

であり，「読解」という用語が，学習指導要領に現れることになった。
次に中学校の目標のうち，「読むこと」にあたる（３）を取り上げる。
中１

読むことの基礎的な技能を身につけさせるとともに，読み物に親しむ態度を養う。

国語科学習指導要領における読書指導の位置付けと課題

中２

3

読むことの技能をいっそう高めるとともに，必要なものを選んで正確に読む態度を養う。

中３ 目的や形態に応じて読むことの技能を確かにさせるとともに，考えながら読む態度や読書の習慣
を身につけさせる。
それぞれ１文であるが，前半にあたる読点の前までの「～とともに」の部分が「読解」
，後半にあたる「～
態度を養う」の部分が「読書」を意味している。
小学校の方は，１文ではなく，３つの文になっているが，読解と読書の並列状況は変わらない。例えば，
小学校第１学年における目標のうち，「読むこと」にあたるものは，
（４） 文章を読む方法の初歩がわかるようにする。
（５） 文章を読むために必要な文字や語句を身につけるようにする。
（６） やさしい読み物に興味をもつようにする。
（４）は読解，
（５）は読解のための基礎，
（６）は読書にあたる。このように，
昭和33年版で示されたように，
「読むこと」の目標のうち，前半に「読解」を，後半に「読書」を当てるという形は，これ以降平成20年版
の学習指導要領まで継続される。このことが，
「読むこと」を「読解」と「読書」に二分してとらえるという，
我が国の「読むこと」の指導の大きな特徴として，継続されるのである。
このように，
「読むこと」を「読解」と「読書」に分けてとらえる形式は昭和30年代に確立されたが，そ
の際の「読書」の内容はどのようにとらえられていたであろうか。昭和32年（1958年）に出版された『国語
教育辞典』（編集代表西尾実，朝倉書店）では，滑川道夫が「読書指導」の定義を次のようにしている。
読書による生活指導をいう。読書と現代社会生活とは切り離すことのできない関連がある。自己の人
生を読書によって充実させ，現代社会生活に適応する読書力と，読書による人格の形成を具案的・計画
的に助成する指導である。
これは，読書指導を生活に連なるものであることを強調した表現になっている。滑川はこの定義をその後
数十年数々の自著の中で使用し続け，変更することはなかった。
「生活指導」
「人生」
「社会生活」
などの表現は，
検定教科書の読解を中心に行われた国語科教育の授業の場から「読書指導」を遠ざける結果となった。
表１は，我が国における国語科教育学の確立に寄与した倉澤栄吉が，読解と読書の違いを対置して述べた
小論（倉澤, 1958）を，引用者が一覧表にまとめたものである。
表１

読解指導と読書指導

読解指導
読書指導
学習
生活
文章・文・語
書物
言語の形
内容
教室
学校図書館・家庭
解釈（とくこと）重視
読むこと重視
生活における基礎
生活における応用
指導
教育
技能
知識・態度・習慣
分析能力
総合的能力
人間一般として身に付ける能力 主体的な能力・生活能力
集団
個人
低学年向き
高学年用
中間
導入・終末
倉澤栄吉「読解指導と読書指導」『学校図書』91，8-11.（1958年
３月）をもとに作成
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この表からうかがえるのは，読解は教室で授業中に教科書教材を学級という集団で読み解くこと，読書は
家庭で授業外の時間に本を個人で好きに読むことであるという考え方である。このように，読解と読書の二
分構造は，昭和30年代に定着した。

４

昭和40年代

昭和40年代の学習指導要領の改訂は，小学校では昭和43年（1968年），中学校では昭和44年（1969年）に
行われた。この学習指導要領の編纂の方針を表した昭和42年（1968年）10月30日の教育課程審議会答申にお
いても，
４ 読むことの学習については，読書指導が計画的，組織的に行なわれるようにし，読解指導について
の内容の精選，充実，指導の徹底とあいまって，読むことの能力が向上するようにすること。
（１）読むことの能力は，読解指導と読書指導とが，両者それぞれ関連しながら片寄なく指導される
ときに，真に身につくものである。このため，読書指導が計画的，組織的に行なわれるようにする。
（２）読解を主とした指導については，さらに教材を精選して，読解力の向上を図る。
とされており，読解と読書が「片寄なく」指導されることが奨励されている。これをふまえて，また，昭和
40年代は，中学校だけでなく小学校でも，「読むこと」の目標には，前半に「読解」
，後半に「読書」に関す
る目標が配置されるようになった。その目標を挙げる。
小１（２）書いてある事がらのだいたいを理解しながら読むことができるようにし，また，やさしい読
み物に興味をもつようにする。
小２（２）書いてある事がらの順序や様子の移り変わりを理解しながら読むことができるようにし，ま
た，やさしい読み物を進んで読むようにする。
小３（２）文章の要点を正しく読みとることができるようにし，また，いろいろな読み物を読もうとす
る態度を養う。
小４（２）段落ごとの要点の相互の関係をつかんだり文章の中心点をおさえたりしながら正確に読みと
ることができるようにし，また，読み量をふやすとともに読書の範囲を広げるようにする。
小５（２）文章の主題や要旨を理解しながら読むことができるようにし，また，読み物を自分で選択す
ることができるようにする。
小６（２）読む目的や文章の種類，形態などに応じて適切な読み方ができるようにし，また，適切な読
み物を選んで読む習慣をつけるようにする。
中１（２）文章を正確に読む能力を身につけさせるとともに，読み物に親しむ態度を養う。
中２（２）文章を読む能力を高めるとともに，選択して読書し，考えたり味わったりする態度を養う。
中３（２）目的や形態に応じて文章を読む能力を養うとともに，読書の態度と習慣を身につけさせる。
このように，一層明瞭となった読解と読書の並置は，どのように指導の「内容」現れているであろうか。小
学校第６学年を取り上げる。
Ｂ 読むこと
（１）次の事項について指導する。
ア 聞き手にも内容がよく味わえるように朗読すること。
イ 事象の記述と書き手の感想や意見などとを判別して読むこと。
ウ 文章の組み立てや叙述に即して正確に読むこと。
エ 書いてあることの要点を抜き出したり全体を要約したりし，また，読む目的にそって必要な事項
を読みとるようにすること。
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オ

読むために必要な語句の範囲を広げること。

カ

語句の意味を文脈のなかでとらえること。

キ

わからない文字や語句を辞書で調べながら文章を読む習慣をつけること。
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（２）（１）の指導と関連させて，ことばに関する次の事項について指導する。
ア 当用漢字別表の漢字を読み，また，当用漢字別表以外の当用漢字を120字ぐらい読むこと。
イ 語の由来などに関心をもつこと。
ウ 文や文章における語句と語句との照応などに注意すること。
エ 文と文との接続の関係，文章における段落相互の関係，それぞれの段落と文章全体との関係など
を正しく理解すること。
（３）（１）および（２）に示す事項とともに，次の事項について指導する。
ア 本を読んで自分の感じ方や考え方がどのように変わったかを考えてみること。
イ 描写や叙述のすぐれた箇所を読み味わうこと。
ウ 自分の生活や意見と比べなから読むこと。
エ 調べるために読み，結論をまとめて課題の解決に役だたせること。
オ どんな本がよいかを見分け，目的に応じて適切な本を選ぶこと。
カ 目的に応じて適切な速さで読むこと。
（１）が読解に関すること，（２）が読解の基礎に関すること，
（３）が読書に関することである。さらにも
う一箇所，「第３ 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り扱い」に，
「４ 年間の指導計画を立てるに
当たっては，次のような点に留意するものとする。」として，
（５）読むことの指導については，日常における児童の読書活動も活発に行なわれるようにするととも
に，他の教科における読書の指導や学校図書館における指導との関連をも考えて行なうこと。また，
児童の読む図書の選定に当たっては，国語科の目標を根底にして，人間形成のため幅広くかたより
のないようにすること。
という読書指導に関連する記述があり，読書と他教科や人間形成との関係が示された。
このように，学習指導要領に読書指導が位置付けられたことを踏まえ，昭和40年代には「読書指導ブーム」
が起こった。教育現場では国語の授業に「読書指導」が積極的に取り入れられた。例えば，中学校教師大村
はまの「読書生活指導」の実践３などに，その成果を見ることができる。このような読書指導ブームの背景
としては，この時期に，「少年少女世界名作文学全集」
（小学館），「少年少女世界の名作」（偕成社）など，
いわゆる子ども向きの文学全集が多数刊行されたことが挙げられる。
しかし，一部の積極的な教師が「読書指導」に取り組んだことは事実としても，全ての教師が十分に取り
組んだとは言いがたい。なぜなら，「読書指導」が能力というよりは態度の問題として取り上げられたから
である。このことは，読書の生活的側面が強調されたことと関係があるが，態度面が強調されることにより，
能力（あるいは学力）として読書指導が論じられることは少なかった。また，これに付随して，能力・学力
の評価として，読書指導の評価が取り上げられることもほとんどなかった。したがって，
昭和40年代に「ブー
ム」として取り組まれた読書指導も，昭和50年代以降には，あまり行われなくなるのである。

５

昭和50年代及び昭和60年代

昭和52年（1977年）の小学校及び中学校学習指導要領の改訂では，国語科は「言語の教育」としての立場
を明確にし，領域編成も大幅に変更され，
「言語事項」「表現」
「理解」という１事項２領域構成となった。
「読
むこと」は「聞くこと」とともに「理解」領域に含まれることとなった。
各学年の目標については，小学校第６学年を例にとると，
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（２）読む目的や文章の種類，形態などに応じた適切な読み方で文章を読んだり，目的に応じて効果的
に話を聞いたりすることができるようにするとともに，適切な読み物を選んで読む習慣をつける。
と，理解目標が「読解」
「聞くこと」
「読書」の形で示されるようになった。目標だけをとらえると，
「聞くこと」
という音声言語による理解の目標が途中に挟まれているが，読解と読書が前半部と後半部に並ぶことに変化
はない。しかし，各学年の内容については，読書指導の後退というべき，大きな変化があった。昭和43年の
学習指導要領の内容が，（１）読解，（２）読解のための基礎，
（３）読書となっていたのに対し，昭和52年
改訂版では，43年版の（２）は言語事項として事項に送られ，（１）読解が文字言語の理解領域の指導事項
として残されたのに対し，（３）読書は消滅したようになっているのである。小学校第６学年の内容におけ
る理解の部分を引用する。
Ｂ 理 解
（１） 国語による理解力をつけるため，次の事項について指導する。
ア 文章の内容と自分の生活や意見とを比べながら読むこと。
イ 書き手のものの見方，考え方，感じ方などについて，自分の考えをはっきりさせて読むこと｡
ウ 本を読んだり，話を聞いたりした結果，自分の感じ方や考え方がどのように変わったかを考える
こと。
エ 目的に応じて，適切な本を選んだり，効果的な読み方を工夫したりすること。
オ 語句の意味を文脈の中で的確に理解すること。
カ 事象を客観的に述べている部分と話し手や書き手の感想，意見などとを判別しながら理解するこ
と。
キ 描写や叙述の優れた箇所を読み味わうこと。
ク 目的に応じて理解した文章の内容を再構成して書いたり話したりすること｡
ケ 自分が文章を書くときに役立てるため，簡潔に書いてある箇所と詳しく書いてある箇所とについ
て，書き手がそのように叙述した理由を考えてみること。
コ 主題や要旨を述べるために書き手が工夫している表現の仕方について考え，自分が文章を書くと
きに役立てること。
サ 話の内容を正確に聞き取り，話し手の考えを理解すること。
ウ，エには「本」という表記があり，読書の指導項目が皆無というわけではないが，基本的には，より基
礎的な読解に焦点をあてている指導項目が多い。
これ以降，学習指導要領においては，各学年の目標に読解と読書は示されているが，各学年の内容には読
解の指導項目のみが示され，読書についての記述はないという状態が続く。
このほか，「第３ 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い」には，
（５）各学年の内容のＢのうち，読むことの指導については，日常生活において児童が読書活動を活発
に行うことを促すように配慮するとともに，他の教科における読書についての指導や学校図書館に
おける指導との関連を考えて行うこと。なお，児童の読む図書については，人間形成のため幅広く
偏りがないように配慮して選定すること。
と記載されており，他教科や学校図書館との関係及び人間形成に対する配慮に触れているのは，昭和43年版・
44年版と同じである。しかし，この第３の欄は，指導する内容というよりも，指導する際の配慮事項として
受け止められることが多いため，教員がこの記述のために読書指導を行うということにはならなかった。
いわゆる「ゆとり教育」をもたらしたこの学習指導要領のもとでは，実質的な授業時数の削減があり，実
際の国語科教育は「言語事項」の強調とともに，基礎的な事項への回帰が図られた。「読むこと」の教材に
ついても，「読むこと」における指導項目についても精選が図られ，生活的側面を強調する読書指導は顧み
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られることはなかった。巳野欣一（1989）は昭和52年改訂の学習指導要領をふまえ，「今，読書指導は不振
だと言われる。四十年代のブームに比べればそうかもしれない。」（p.16）としている。これが，その時代の
実感であったのであろう。

６

平成元年代

平成元年（1989年）の小学校及び中学校の学習指導要領改訂では，国語科の領域は，「表現」「理解」「言
語事項」の２領域１事項に改められた。また，理解の中でも音声言語による理解「聞くこと」が前に，文字
言語による理解「読むこと」が後ろに示されるようになったため，各学年の目標は次のように，
「聞くこと」
「読解」「読書」の順で表されることになった。小学校第６学年の例を取り上げる。
（２）目的に応じて効果的に話を聞いたり，目的や文章の種類などに応じて正確な読み方で文章を読ん
だりすることができるようにするとともに，適切な読み物を選んで読む習慣をつける。
依然として，読解と読書の並置は継続されている。読書は「習慣」あるいは「態度」という位置づけである。
各学年の内容には，やはり読書に関する指導事項はほとんどが
「読解」
であり
「読書」
は取り上げられていない。
「第３ 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い」の記述も，昭和43年・44年版，昭和52年版と同
様である。
（６）読むことの指導については，読書意欲を高め，日常生活において読書活動を活発に行うことを促
すようにするとともに，他の教科における読書の指導や学校図書館における指導との関連を考えて
行うこと。なお，児童の読む図書については，人間形成のため幅広く偏りがないように配慮して選
定すること。
結局のところ，
「読むこと」の目標は，読解と読書の両方を並置しているのであるが，読書は態度面である。
内容における指導事項としては，読書は取り上げられていない。したがって，国語科教育における読書指導
の位置づけは，建前（目標）としては読解と並置されているが，実際のところ（内容としては），読むこと
の能力としては受け止められておらず，指導もほとんど行われていないという状況が続いた。
学習指導要領における扱いは以上のようであるが，国語科教育の研究成果を振り返る書籍には，この時期
の読書指導について「情報化・国際化時代に生きるための『情報読書』の指導が模索されるようになった」
（村
石，1993，p.405）ことが述べられている。平成元年の学習指導要領改訂以降，文部科学省によって『情報
教育に関する手引』（平成２年（1990年））が発刊されたり，国語科教育においても，情報教育との関連で読
むことの指導をとらえたり，情報処理の問題として読書をとらえようとした動きがあった（尾木和英，1991
など）。

７

平成10年代

平成10年の学習指導要領の改訂にあたっては，教育課程審議会答申において，次のような国語の「改善の
方針」が示されている。
（ア）小学校，中学校及び高等学校を通じて，言語の教育としての立場を重視し，国語に対する関心を
高め国語を尊重する態度を育てるとともに，豊かな言語感覚を養い，互いの立場や考えを尊重して
言葉で伝え合う能力を育成することに重点を置いて内容の改善を図る。特に，文学的な文章の詳細
な読解に偏りがちであった指導の在り方を改め，自分の考えをもち，論理的に意見を述べる能力，
目的や場面などに応じて適切に表現する能力，目的に応じて的確に読み取る能力や読書に親しむ態
度を育てることを重視する。
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そのため，現行の「表現」及び「理解」の各領域と〔言語事項〕の構成を改め，「話すこと・聞
くこと」，「書くこと」及び「読むこと」の領域と〔言語事項〕から内容を構成するとともに，実践
的な指導の充実を図る観点からも，説明や話し合いをすること，記録や報告をまとめることなどの
言語活動例を示すようにする。その際，各領域の指導が調和的に行われるよう，各学校段階の特質
等に応じてそれらの指導時数の目安を示すことを考慮する。
（平成10年（1998年）７月29日（1998年）の「幼稚園，小学校，中学校，高等学校，盲学校，聾学
校及び養護学校の教育課程の基準の改善について」より，下線引用者）
この結果，平成10年（1998年）改訂の国語科の目標に「伝え合う力を高めるとともに」という文言が加えら
れ，話すこと・聞くことを中心とした，コミュニケーションを重視した内容の編成に変更された。具体的に
は，昭和52年版・平成元年版でとられていた「表現」「理解」という領域枠組みを変更し，
「Ａ話すこと・聞
くこと」「Ｂ聞くこと」「Ｃ読むこと」の３領域と「言語事項」の１事項へとなった。したがって，読解・読
書などの読むことに関する記述は，「Ｃ読むこと」のところに記載されることになった。
各学年の目標については，上記のように３番目の領域に位置付いた。また，小学校の各学年は「第１学年
及び第２学年「第３学年及び第４学年」
「第５学年及び第６学年」と２学年ごとになった。中学校の方は，
「第
１学年」と「第２学年及び第３学年」と２つにまとめられた。以上のことから小学校学習指導要領の「第５
学年及び第６学年」の目標は，
（３）目的に応じ，内容や要旨を把握しながら読むことができるようにするとともに，読書を通して考
えを広げたり深めたりしようとする態度を育てる。
となっており，前半が「読解」を能力として，後半が「読書」を態度として表していることは，平成元年ま
での学習指導要領と同様である。
また，各学年の内容については，「Ｃ読むこと」（第５学年及び第６学年）は
Ｃ 読むこと
（１）読むことの能力を育てるため，次の事項について指導する。
ア 自分の考えを広げたり深めたりするために，必要な図書資料を選んで読むこと。
イ 目的や意図などに応じて，文章の内容を的確に押さえながら要旨をとらえること。
ウ 登場人物の心情や場面についての描写など，優れた叙述を味わいながら読むこと。
エ 書かれている内容について事象と感想，意見の関係を押さえ，自分の考えを明確にしながら読む
こと。
オ 必要な情報を得るために，効果的な読み方を工夫すること。
とされており，読書の指導事項は，平成元年告示版と同様に，示されていない。先に下線を引いた「改善の
方針」の「文学的な文章の詳細な読解に偏りがちであった指導の在り方を改め」ることについては，２学年
にまとめて５項目になったということで，項目数を整理したことは成果としてあげられよう。
また，「（３）内容の取り扱い」として，言語活動例が示されるようになった。例えば，第５学年及び第６
学年では，
「Ｃ読むこと」
読書発表会を行うこと，自分の課題を解決するために図鑑や事典などを活用して必要な情報を読むこ
となど
と，教科書の読解ではない，他の媒体の読書を表す言語活動例が示されるようになった。これが，「改善の
方針」の下線部「自分の考えをもち，論理的に意見を述べる能力，目的や場面などに応じて適切に表現する
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能力，目的に応じて的確に読み取る能力や読書に親しむ態度を育てることを重視する」ことを取り入れよう
としたものであろう。
さらに，
「第３

指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い」に，読書の他教科・学校図書館及び人

間形成との関連を表した記述は，これまでと同様にある。
以上のように，若干の変更はあるものの，
①各学年の目標のうち「読むこと」に関する目標の前半を「読解」の能力，
後半を「読書」の態度とすること，
②各学年の内容には，もっぱら「読解」の能力のみが扱われ，読書の指導項目は入っていないこと，
③内容の指導項目ではなく，
「内容の取り扱い」として，
「読書」活動を想像させる言語活動を入れていること，
④「第３ 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い」における他教科・学校図書館及び人間形成との
関連を表したこと」
の４点は，平成元年までの学習指導要領の踏襲しており，大きな変化はなかった。
このように，学習指導要領の国語科に見る記述としては，読書指導は十分には位置付けられていなかった
が，この時期は，国語科以外のところで，読書指導の関連するいくつかの大きな動きがあった。まずは，情
報化社会から知識基盤社会への移行という社会的変化から，読書の重要性が見直されるようになった。平成
12年（2000年）の「子ども読書年」制定，平成13年（2001年）の「子どもの読書活動の推進に関する法律」
の成立，平成14年（2002年）の「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」第一次計画開始，平成15
年（2005年）の「文字・活字文化振興法」の公布・施行，平成18年（2006年）教育基本法改正及びこれをう
けた平成19年（2007年）学校教育法の改正において，義務教育の目標として「読書に親しませ，生活に必要
な国語を正しく理解し，使用する基礎的な能力を養うこと」が位置付けられたことなど，学校に限らず地域
や家庭などを含めたより幅広い状況のもとで，子どもと読書を結びつけようとした法的整備，
政策などがあっ
た。そして国語科ではないが，学校における読書活動として，
「朝の10分間読書」や「読み聞かせボランティ
ア」などが小学校を中心に定着してきたのも，この時期である（足立幸子，2004）
。
このように，読書に関する関心は，学校の内外を問わずに高まってきていたが，国語科の「読むこと」の
指導として，読書指導を位置付けることは，この時期はまだ十分に行われていたとは言いがたい。その理由
としては，前にも述べてきたように，読書を能力としてこなかったことと，学習指導要領の内容における指
導事項として位置付けてこなかったことが挙げられる。また，昭和40年代以降読書指導の原理は「適書を適
者に適時に」ととらえられてきたため，ややもすれば場当たり的になり，国語科という科目における，ある
いは授業という場における読書指導の方法の開発が十分であるとは言えなかった。このように，平成10年代
の読書指導は，「文学的な文章の詳細な読解に偏りがちであった指導の在り方を改め」ようとすることを期
待され，また，学校外において読書の重視の機運があったが，評価をともなう授業の場では十分に行われな
かった。

８

平成20年代

平成20年（2008年）改訂の学習指導要領は，経済協力開発機構によって行われた経済協力開発機構におけ
る国際学力調査PISA（Programme for International Student Assessment）の強い影響を受けたものとなった。
PISA自体は2000年から３年ごとに行われていたが，調査後結果が出るのに２年ほどかかり，しかも2000年
調査の際には，その調査の意味も十分には理解されていなかった。しかし，2003年調査において読解力の得
点が低いことが明らかになり，これに対応して文部科学省は『読解力向上プログラム』を平成17年（2005年）
に刊行，平成19年（2007年）より43年ぶりに全国学力・学習状況調査という全国規模の学力評価が行われる
ようになり，そして平成20年（2008年）の学習指導要領改訂に至るのである。
平成20年（2008年）の学習指導要領の各学年の目標は，平成10年の形を踏襲している。第５学年及び第６
学年の場合は，
（３）目的に応じ，内容や要旨をとらえながら読む能力を身に付けさせるとともに，読書を通して考え
を広げたり深めたりしようとする態度を育てる。
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と「把握しながら」が「とらえながら」に，
「読むことができるようにする」が「読む能力を身に付けさせる」
になっただけで，ほぼ同じ文である。前半が「読解」の能力，後半が「読書」の態度を示していることに変
化はない。しかし，内容の方は，大きな変化があった。中央教育審議会答申に「読書の指導については，読
書に親しみ，ものの見方，感じ方，考え方を広げたり深めたりするため，読書活動を内容に位置付ける」と
したことを受けている。平成10年版までは，読書に関する記述は「内容の取扱い」における言語活動の例示
に止まっていたが，平成20年版でようやく，読書指導が各学年の内容に位置付くことになったのである。
小学校においては「目的に応じた読書」，中学校においては「読書と情報活用」として，カもしくはオの
１項目が当てられた。
小１及び２
小３及び４
小５及び６
中１
中２
中３

カ 楽しんだり知識を得たりするために，本や文章を選んで読むこと。
カ 目的に応じて，いろいろな本や文章を選んで読むこと。
カ 目的に応じて，複数の本や文章などを選んで比べて読むこと。
カ 本や文章などから必要な情報を集めるための方法を身に付け，目的に応じて必要な情
報を読み取ること。
オ 多様な方法で選んだ本や文章などから適切な情報を得て，
自分の考えをまとめること。
オ 目的に応じて本や文章などを読み，知識を広げたり，自分の考えを深めたりすること。

また，すべての学年において「（２）（１）に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指
導するものとする。」とし，言語活動例が例示されている。例えば小学校第５学年及び第６学年を見ると，
ア
イ
ウ
エ

伝記を読み，自分の生き方について考えること。
自分の課題を解決するために，意見を述べた文章や解説の文章などを利用すること。
編集の仕方や記事の書き方に注意して新聞を読むこと。
本を読んで推薦の文章を書くこと。

と４つの例が挙がっている。これらは，従来の教科書教材の読解ではなく，様々な媒体の読書に通じる活動
例であると言える。
このように，読書を内容に位置付けた理由は，読書を学力（あるいは能力）としてとらえるようになった
からと考えられる。また，国語科教育学の研究者にも，読書を学力として把握する動きが広がっていった。
国語科教育学を専門とする大学の研究者の多くが所属する全国大学国語教育学会は，平成14年（2002年）に
『国語科教育学研究の成果と展望』を，平成25年（2013年）に『国語科教育学研究の成果と展望Ⅱ』を編集し，
この間，それぞれ約10年間の国語科教育学における研究をレビューしているが，
平成14年版にはなかった「読
書に関する学力調査」という項目を平成25年版では設けている。すなわち，国語科教育においても，読書を
能力あるいは学力と結びつけて，とらえようとする動きが出てきたということになる。

９

まとめと課題

以上，読解指導と読書指導の二分法を中心に，我が国における読書指導が学習指導要領にどのように位置
付けられたかを見てきた。昭和20年代には，実生活における読書力の養成が試案の学習指導要領に示された
が，昭和30年代以降においては，読書指導は，「読むこと」の目標における後半部分として，形式的には車
の両輪のように位置付けられてきたことを述べた。その際に，読解が「能力」と捉えられたのに対し，読書
は「態度」に強調点が置かれ，各学年の内容には，平成10年まで位置付けられてことなかったことを見いだ
した。「内容の取扱い」「言語活動例」としての例示はあったが，平成20年の改訂において，漸く「内容」に
位置付けられるようになった。ここに至って，読書を「態度」だけでなく，能力あるいは学力として把握し
ようとする動きも出てきたわけである。
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こうなってくると，読書指導には，大きく分けて２つの課題がある。１つ目は，読書指導に関する指導方
法の開発である。内容に位置付いた読書をどのような指導方法で指導していくか，
さらに検討が必要である。
「適書を適者に適時に」という理念自体が誤っていたわけではないが，授業においてどのような方法がとれ
るか，研究する必要がある。２つ目は，評価である。読書を能力あるいは学力としてとらえた場合には，そ
の評価の仕方も重要な検討事項になる。平成14年（2006年）より，「指導と評価の一体化」が言われ，授業
の指導において観点別評価が導入されているが，学力としての読書を評価するなら，それは指導の方法にど
のように位置付けられるかということが重要になってくる。
以上のように，我が国における読解と読書の二分法は維持しながらも読書の指導方法及び評価を開発する
ことが重要な研究課題である。
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注
１

巳野（1987）は，昭和22年・26年試案から昭和52年改訂まで，国語科学習指導要領で国語科読書指導に
関する事項がどのように扱われてきたのかを概観している。本稿の記述・考察も昭和52年改訂までは巳野の
整理を踏襲しているが，学習指導要領の引用箇所や範囲を巳野の記述よりも多くとっている。また，村石
（1993）は，戦後昭和20年代から60年代の読書指導に関する論文を集成したものに付した解説である。この
中の特に昭和40年代の読解・読書論について参考にした。全国大学国語教育学会（2002）には，読書指導に
関する節として，
「Ⅳ読むことの学習指導の成果と展望」のうちの「５ 読書研究の成果と展望」に「₁読
書心理学の成果と展望」（塚田泰彦），「₂読書指導の理論・実践の成果と展望」
（増田信一）の計２節がある。
全国大学国語教育学会（2013）には，読書指導に関する節として「Ⅳ読むことの学習指導の成果と展望」の
うちの「５ 読書に関する研究の成果と展望」に「₁読書心理学・読書社会学」（塚田泰彦），「₂読書に関
する学力調査」（植山俊宏），「₃読書指導の理論・実践研究」
（髙木まさき）の計３節がある。
2

学 習 指 導 要 領 の 引 用 は， 国 立 教 育 政 策 研 究 所「 学 習 指 導 要 領 デ ー タ ベ ー ス 」（http://www.nier.go.jp/
guideline/）による（アクセス日2015年６月20日）。このため，表記が一部新字体に修正されている。
3

大村はまは，倉澤栄吉の指導を受けながら，昭和40年代に精力的に読書生活指導の実践を行った。その実
践例は，大村（1984 a ，1984 b ）に収録されている。

