
1 松井早苗教諭の実践

「松井早苗」という教諭の名前は、『26年改訂版

（試案）』の「はしがき」の中に見ることが出来る。

公立小学校の教諭として、同じ育英小学校の校長で

あった志波末吉とともに学習指導要領の編集に参画

した。台東区立育英小学校には、昭和21年の年度途

中から、29年 3 月まで 8 年半程勤務し、その後千代

田区立番町小学校へ転任している。2現在の我々の感

覚から考えると、有能な教員であったのではないか

と推察できる。

松井早苗の戦後初期のころの実践は、次の頁の一

覧表のような資料を通してその概要を見ることが出

来る。3 この他にも、『小学二年生』誌（小学館）、

『小学六年生』誌（小学館）といった雑誌において

も松井の記事は見ることが出来る。児童向けの内容

であるため、ここでは詳細は省略するが、題材のみ

を取り出してみると、「語句」「お話会」「夏休みの

お話会（対話劇）」「話し合いの広場」「よい手紙の

書き方」「いろいろな読み方（読書）」「テレビのお

もしろい見方」4といった内容になっており、子ど

ものための家庭学習のアイデアとその解説を付した

ものである。学校を離れた家庭でのさまざまな話題

を学びの場として取り上げ、しかも実用的で季節感

のある題材を扱おうとしていることがわかる。また、

「話すこと・聞くこと」を主な活動としたものも多

く、ここにも松井の一つの特徴が見られることと、

子ども同士のコミュニケーション能力を大切に育て

ようとした当時の国語教育の在り方が表れているこ

とを感じさせる内容になっている。

松井の「育英小学校」における実践については、

すでに別の論考において取り上げて検討を行ってい

－23－

戦後小学校国語学習の実際
―松井早苗教諭の評価に関する資料と「国語能力表」との関係－

小 山 惠美子

帝京大学教職大学院

要　約

本稿は、『月刊国語教育研究』誌（通巻479号）に掲載した「戦後初期における国語学習の検討－松井早苗

の実践記録をもとに－」1に続く、戦後初期のころの松井早苗教諭の評価に関する取り組みを紹介するもので

ある。前掲書では、松井早苗という『昭和26年改訂版学習指導要領国語科編（試案）』（以後『26年改訂版

（試案）』と示す。）の編集を担当した教員の実践を取り上げ、そこから戦後の教育における問題と当時の教育

が目指したのはどのようなものであったかをとらえようと試みた。

さらに、今回は、松井の「国語学習における評価」という資料を中心に取り上げ、その内容を検討するこ

とを通して、「学習指導要領」の編者であった人物が、どのような評価意識を持っていたのか、またそれは

『26年改訂版（試案）』とどのようにかかわっているのかを明らかにしたいと考えた。

松井早苗の実践資料は、そうたくさんは存在しない。しかし、松井は当時師範学校附属小学校の教員が3名

「学習指導要領」の編集に参画する中、公立小学校の数少ない代表として参画している。そのような人物の取

り組みは、「国語能力表」などを作る過程にどのように作用したのかを探ることの出来る、いくつかの事例の

一つと考え、検討を試みることとする。

キーワード：実際家、国語評価、国語能力表、『昭和26年改訂版学習指導要領国語科編（試案）』
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実�践�及�び論�考�と掲�載�誌�、�年�月� 実践の概�要�

①「�読�方�指�導案�（�後�期�用�

教�材�）�：�初五�」�『�国語文化�』�

誌� �大和書房� �1947.1� �

五年下の教材であ�る�3�つの詩を取り上げ�、�教材研�究�（文のみかた�）�と指導�の�方�

法を示している。詩を読むことを通して、児童の生活や生き方の問題に気�付か�せ�

ようとしている�。�

②「�国�語�科�：二�年�学�習�指�

導�案�」�『低学年教育技術�』�

誌� �小学館� �1�947.6� �

物語と詩の二つの教材に関する読みの教材研�究�（教材の理會�）�と実際の概�略�（�取�

扱の實際）を示したものである。物語を段落に分けて読む読みから劇や紙�芝居�を�

したり、いくつかの詩の解釈をした後に児童詩（創造表現）を作ったりす�る発�展�

的な扱いをしようとしている�。�

③「�年�を�新�たに�し�て�低�学�

年教育に望むも�の�」�『低�学�

年教育技術』誌� �1948.1� �

家庭と学校との連携に触れながら、それぞれどのように児童に接するか�、考�え�

を示している。子どもを学校や家庭の一員として認めること、遊びの教育�を通�し�

て�、�一人一人の個性を伸ばすこと�の�2�点を低学年においては大切にしたいと�述�べ�

ている�。�

④「�国�語�科�教室�・�録�音�と�

批判�：�国�語�科第�二�学�年�学�

習の実�際�」�『教育復�興�』�誌� �

日本教育文化研究�所�

1�949.1� �

⑤「小學校の國語評�價�」�

『実�践�国�語�』誌� �実�践�国�

語研究所� �1�9�49.7� �

国語の範囲を�、�「話すこ�と・�聞くこ�と・�読むこ�と・�作�文・�書くこと�」�の五項�目�と�

し、それぞれ、何年生で何について評価するかが示されている。また、そ�れぞ�れ�

の領域（項目）について、その方法と留意点が示されている。※「国語能�力表�」�

との相関を見る上で興味深い資料である。�

⑥「�文�の�大�意を�つ�か�ま�せ�

るに�は�」�『学習活動』�誌� �

学習研究社� �1�949.9� �

4�年生�の�2�つの教材を取り上げて、大意のつかませ方を具体的に示してい�る�。�

繰り返し読めばいいというのではなく、大意をとらえるための発問（助力�）が�必�

要であること、児童の実態（実体）によってさまざまな方法があること、�役割�に�

分けて読んだり紙芝居を作ったりというようなグループで取り組む活動が�望ま�し�

いとしている�。�

⑦�「二年の国語教�室�」�『�実�

践国�語�』�誌� �実�践�国�語�研�

究所� �19�4�9.�1�0� �

「わたくしたちの町」という単元の概略を紹介している。先に示した④�の内�容�

とほぼ同じである�。�目標は�、�若干学習活動を取り入れて具体化されてはいるが、�

同じ資料を使�い�、�「効果判定」も同じ内容であり、勤務校も同じであることか�ら�、�

前に示した学習と同じものであるとみてよい�。�

⑧�「童詩の指�導�」�『カリ�キ�

ュラ�ム�（五年�の�）�』�誌� �コ�

ア・カリキュラム連�盟�

1�950.5� �

児童詩（童詩）の鑑賞と創作に関する実践の概略を紹介している。資料�とし�て�

「各種國語教科書、參考作品、學校學級文庫にある童詩の本」などが取り�上げ�ら�

れているところから、詩を作る活動に意味を見出した学習ととらえられる�。創�作�

した詩で詩集を作るところまで行っている�。�

⑨「�観�察�記�録の�つ�く�ら�せ�

か�た�」�『カリキュラ�ム�（�三�

年�の�）�』�誌� �コ�ア・�カリ�キ�

ュラム連盟� �1�950.6� �

観察�記�録�を�作る�こ�と�の�意義�と�実�際�の学�習�計�画�を示�し�た�も�ので�あ�る�。�「�指導の�実�

際」は示されているが、実際の指導かどうかは確定できる記述ではない。�資料�は�

「学級や学校、家庭で飼育、栽培されているもの」や「参考観察記録文」�など�で�

あり、独自に単元を開発したものととらえられる�。�

〈資料B〉�

　単元「この町」という国定教科書の読みをきっかけにして、児童に自分たち

の住んでいる町の諸機関について想起させ、作文にしてまとめるという展開の

本時案の記録である。児童が各自調べたい諸機関を選んで書くように計画され

ている。本時の逐語記録（録音）と3人の授業に対する講評（批判）が付され

ている。�



る。5そこから、以下の1）、2）のような松井の実践

の特徴と変容をとらえることが出来た。

1）松井が目指した学習（生活主義的な単元学習）

と教科書の読みの学習との間に矛盾と混乱があっ

た。報告された内容は、教科書中心の読みの学習

ではあったが、松井の目ざしたものは子どもの生

活をもとに、ものの見方をひろげていこうとする

意図があった。そこには、社会科とは別に、国語

という教科が今後変わっていく可能性があった。

（前頁④の資料より）

2）松井のその他の実践からも、従来の国語科の学

習を変えていこうと模索する教師の姿が見られ

た。その内容は、主に以下のようにまとめて示す

ことが出来る。

・読むことの学習に見る特徴：紙芝居や劇といっ

た活動をするために読む学習が位置付けられるよ

うになっていった点

・単元の特徴：児童の生活から出発し、国語の学

習を通して再び児童の生活に返っていく単元展開

を工夫しようとしている点

・教科書からの脱却：いくつかの複数の教材を扱

ったり、教師自身が幅広く教材をさがしたりして、

教科書中心の学習形態を改めようとしていた点

（前頁①～⑨の資料より）

このように、松井早苗という教師の実際家・実践家

としての理念・心情のようなものを探ることができた。

そのことによって、当時の国語学習がどう変わろうと

していたか、また学習指導要領にどのような影響を与

えたのかが少しずつ浮きぼりになってくるのである。

2 「国語能力表」との関連

（1）研究の目的

上記のような点を踏まえ、本編において今回取り

上げたいのは、資料の⑤「小學校の國語評價」であ

る。⑤は、資料④のような実践資料ではないが、国

語学習における「評価」を主題としてとりあげた点

において注目すべき内容となっている。『實踐國語』

誌の「實踐研究」のコーナーに掲載されたものであ

り、「国語科の評価」を具体的に示したものである

が、評価というよりも「国語能力表」に近いものと

なっている。

そのようにとらえた理由として、以下のような点

があげられる。

・『昭和22年版（試案）』とは、内容も項目も一致

しない。

・時期的には、『實踐國語』誌の1949年7月掲載の資

料であるので、『26年改訂版（試案）』の編集過程の

時期である。

・『26年改訂版（試案）』の「評価」に関する記述

とは、5つの項目は重なっているが、それぞれの内

容は一致していない。

・「国語能力表」と見比べてみると、項目、学年ご

との示し方、いくつかの評価内容に一致している点

が見られる。

では、実際にどのような点が一致しているか、例

をあげて示してみるのが本編の主な目的である。そ

のことにより、「国語能力表」が現場の教員にどの

ようなものとしてとらえられたか、あるいは「国語

能力表」が現場の教員たちによってどう作られたかの

一つの過程を見ることが出来るのではないだろうか。

（2）分析の方法（「読むこと」を例にして）

「国語能力表」の「読むこと」の1年生を取り上

げて、どのように比較分析を行ったのか、その方法

を示す。

「国語能力表」の「読むこと（1年生）」には、17

項目の「能力」が示してあるが、その中の以下のよ

うな点について松井論文の示した「評価」が一致し

ているととらえてよいのではないかと思われる。

（松井論文の「読むこと（ 1 年生）」の評価項目は7

項目である。）

下線を付した最初の番号と文言は、「国語能力表」

のものであり、（ ）内は、松井の示した「評価」

である。どちらも旧字体を現代のものに直して記述

した。

10　自分の経験と文字とを結びつけることができ

る。（国語能力表）（1 文字板が読めるか。：松

井論文）※引用者註：「文字板、または文字盤
．
」
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とは、「時計や計器・タイプライターなどについ

ている文字・数時・記号を記した盤のこと。（大

辞泉）」であるが、ここでは、黒板の文字あるい

は五十音やある種の語彙を示した一覧表のことと

とらえる。

5　正しく行をたどって読むことができる。（2

正しく文字を追って読んでいるか。）

14　ひらがなが読める。（3 ひらがなが読める

か。）

11　短い文章なら、そのだいたいの意味が分かる。

（4 文の筋がわかるか。）

8　声を出して読むことができる。（5 声をはっ

きりと音読できるか。）

2　本の持ち方やページの繰り方に慣れる。（6

書物を正しく持っているか。7 ページを静かに

めくっているか。）

17項目よりは少なく、1 年生の 7 項目すべてが表

現こそ違いがあるが、「国語能力表」と、ほぼ内容

としては一致している。そこで、松井が示した全

「評價目標」と「国語能力表」とを以下のような方

法に則って比較対照してみることとした。比較対象

した一覧表は、〈資料 A 〉として、P.29以降にまと

めて示したので詳しくは、そちらを参照されたい。

（3）各領域の比較対象方法

①「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと

（作文）」「書くこと（書き方）」の順番は、『26年改

訂版（試案）』の「国語能力表」の順に記してある。

因みに、松井の資料は、「話すこと」「聞くこと」

「読むこと」「作文」「書くこと」となっており、松

井の「書くこと」は「書き方」を表している。また、

どちらも旧字体を改め、現在使われている表記に直

して示した。

②〈資料 A 〉の（ ）内の項目数は、「国語能

力表」、松井の「評價目標」それぞれの各学年の全

項目数を示している。これにより、松井の示した

「評價目標」が、どの程度「国語能力表」と合致し

ているか、また整合性があるかを検討した。

③「国語能力表」の最初に付した記号は、どの程度

の一致が見られるかの度合いを示したものである。

以下のように3点に分けて示すこととした。

A：文言としてほぼ一致しているもの（まったく同

じかまたは若干の違いが見られる程度）

B：表現の仕方に違いは見られるものの、同じ内容

を指していると思われるもの

C：一致している文言が確認できなかったもの

④上記の判断の結果を以下の（4）のような数値に

して示し、さらに次の頁のような一覧表にして示し

た。〈資料 A 〉の下線を付した部分が、一致が見ら

れた各領域・各学年の項目数である。

（4）比較対照の結果

領域ごとにA～Dのそれぞれの割合を算出し、最

後に総数としての割合を算出した。

★「聞くこと」の項目の対照率（総数：21項目）

A： 6項目（28.6％）

B：10項目（47.6％）

C： 5項目（23.8％）

★「話すこと」の項目の対照率（総数：30項目）

A： 9項目（30.0％）

B：17項目（56.7％）

C： 4項目（13.3％）

★「読むこと」の項目の対照率（総数：38項目）

A： 5項目（13.6％）

B：26項目（68.4％）

C： 7項目（18.4％）

★「書くこと（作文）」の項目の対照率（総数：31

項目）

A： 1項目（ 3.2％）

B：22項目（71.0％）

C： 8項目（25.8％）

★「書くこと（書き方）」の項目の対照率（総数：

17項目）

A： 5項目（29.4％）
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B： 9項目（52.9％）

C： 3項目（17.6％）

（5）まとめと考察

上の一覧表を見てみると、Aの「文言としてほぼ

一致しているもの（まったく同じかまたは若干の違

いが見られる程度）」の一致は、全体として19.0％で

あった。松井の作成した 5 項目中 1 項目はほぼ同じ

文言であるという比率となり、読んでいてもかなり

似ている印象が強い。ただ、全137項目は、「国語能

力表」よりもかなり少ない。（「国語能力表」は、全

部で293項目）

さらに、Bの「表現の仕方に違いは見られるもの

の、同じ内容を指していると思われるもの」は

65.0％あり、それにAを加えると、80.3パーセントと

なる。これは、稿者の判定であるため、一概には断

定できないが、文言は違っても意図としての一致は

見られるものであるから、それを加えて8割という

値はかなり整合性が高いように思われる。これは、

松井の作成した「評價目標」をたたき台として、そ

れを修正して「国語能力表」に採用したともとれる

値である。または、その逆で、「国語能力表」の作

成過程での一つの試案を松井が示したものととらえ

ることもできよう。松井は、『26年改訂版（試案）』

の編集の際に、3 年生の聞くこと・話すことを担当

している。そのような点からみると、聞くこと・話

すことのA（28.6％、30.0％）は、他の領域と比較し

ても比較的高い数値を示しているし、Cの「一致し

ていない」比率も、他と比して低い値であると言っ

てよい。

『26年改訂版（試案）』の「国語能力表」は、昭

和24年から25年にかけて編集作業が行われ、25年の

3 月にはほぼ作業が終了し、同年 9 月 3 日に中間発

表が行われている。6松井論文は、昭和24年 7 月に掲

載されたものであることから、それ以前に論述され

たものであることを考え合わせると、「国語能力表」

を作成しながら、あるいはそれ以前の草稿段階の松

井の取り組みであると十分に考えられる。そのこと

を示す一つの例として、「書くこと（作文）」の 3年

生に「16 観察日記、飼育日記がかけるか。」とい

う項目があるが、これは松井の「観察記録の作らせ

方（昭和25年 6 月）」（前述の⑨の文献）の実践記録

と結びついているものではないか。しかし、この評

価項目は、「国語能力表」には取り上げられていな

い。このようなところからも、松井の作成した評価

項目があって、そののち「国語能力表」に取捨選択

されていったのではないか、と考えられるのである。

それにしても、「国語能力表」よりも早い時期に作

成されたとはいえ、「国語能力表」よりも松井の評

価項目は、数の面で見ても、わかりやすく整理され、

現場の教員にとって使いやすい印象がある。

「小學校の國語評價」（『実践国語』誌）という資

料は、「松井早苗」の名前で掲載されたものである

から、松井の筆によるものと見るのが妥当であろう。

松井が『26年改訂版（試案）』の編修委員の一人で

あることを踏まえると、校長の志波やその他の編修

委員が何らかの関与をしている可能性もあるが、こ

の「小学校の國語評價」という文献がどのような経

緯で作成されたかの背景は明らかではないし、参考

文献も掲載されていない。
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項目�数� 聞くこ�と� 話すこ�と� 読むこ�と� 作�文� 書き�方� 合計� �・� �累�計�

Ａ�

（割合）�

（割合）�

（割合）�

6�項�目�

（�28�.�6�％�）�

9�項�目�

（�30�.�0�％�）�

5�項�目�

（�13�.�6�％�）�

１項�目�

（�3.�2�％�）�

5�項�目�

（�29�.�4�％�）�

2�6�項�目�

1�9�.�0�%� �

Ｂ� �1�0�項�目�

（�47�.�6�％�）�

1�7�項�目�

（�56�.�7�％�）�

2�6�項�目�

（�68�.�4�％�）�

2�2�項�目�

（�71�.�0�％�）�

9�項�目�

（�52�.�9�％�）�

8�4�項目�（�A�B�1�1�0�項�目�）�

6�5�.�0�％�（�A�B�8�0�.�3�％�）�

Ｃ� �5�項�目�

（�23�.�8�％�）�

4�項�目�

（�13�.�3�％�）�

7�項�目�

（�18�.�4�％�）�

8�項�目�

（�25�.�8�％�）�

3�項�目�

（�17�.�6�％�）�

2�7�項�目�

1�9�.�7�%� �

合�計� �2�1�項�目� �3�0�項�目� �3�8�項�目� �3�1�項�目� �1�7�項�目� �1�3�7�項�目�



こう考えてみると、松井早苗という一人の実践家

の取り組みが、新しい「学習指導要領」に与えた影

響は少なからずあるのであろうし、このような取り

組みはその作成にかかわる試案とも考えられる。さ

らに、他の実践家の取り組みを探ってみる必要があ

るのではないかと考えている。

3 今後の課題

松井は、育英小学校の「90年史」に次のような文

章を載せている。7

育英小学校には、昭和二十一年から二十九年三

月末まで、現在の千代田区立番町小学校に転任す

るまで勤務した。

当時の育英小学校は、国語教育界の指導者志波

末吉先生を校長に、めざましい隆盛の道をたどつ

て（ﾏﾏ）いたといえよう。

毎年必ず、研究発表、研究授業があった。殊に

文部省の国語研究校として、読解力の研究、能力

別学習の指導は、全校をあげて行い、全国から研

究会に参集した。

志波先生の指導は、職員によく浸透し、その成

果をあげたのである。全く志波先生のなみなみな

らぬ指導力と、信念のたまものと今更ながら感謝

するものである。（後略）

松井は昭和21年の年度途中から育英小学校に赴任

し、その後7年間育英小学校に勤務した。さらに、

当時は志波校長を中心に教育の発展に学校を上げて

尽力していたことがわかる。その意味では、育英小

学校も公立の小学校ながら組織的な研究を行ってい

たのである。松井早苗もその中の一員であった。

今後は、志波末吉、花田哲幸などその他の編修委

員、また、実際家・実践家の資料をさらに検証して

みたい。さらに、「国語能力表」はどのようにとら

えられたのか。そのことにより、当時の国語教育が

どのような方向に向おうとしていたのか、どのよう

な言葉の力をつけさせようとしていたのか、なぜ

『26年改訂版（試案）』における「国語能力表」が受

け継がれていかなかったのかなどの問題を明らかに

していきたいと考えている。

註

1 小山惠美子「戦後初期における国語学習の検討

－松井早苗の実践記録をもとに－」『月刊国語教

育研究』（通巻479号）日本国語教育学会　2012.3

pp.50～57

2 松井早苗「育英をしのぶ」『育英（九十周年記

念誌）』台東区立育英小学校　昭和35年1月　p.38

3 山本武利「占領期新聞・雑誌情報データベース」

20世紀メディア研究所　占領期メディアデータベ

ース化プロジェクト委員会などにより検索した資料

4 以下の資料による。

・「こどもの日（語句・語彙）」『小学二年生』

7(2) 小学館　1951.5／「おはなしかい」『小学二

年生』7(3) 小学館　1951.6／「夏休みのお話会」

7(6) 小学館　1951.9

・「話し合いの広場」『小学六年生』12(1) 小学

館　1959.4／「よい手紙の書き方」12(2) 小学

館　1959.5／「いろいろな読み方」12(3) 小学

館　1959.6／「テレビのおもしろい見方」12(4)

小学館　1959.7

5 前掲書 1と同じ。

6 小久保美子『CIEカンファレンス・リポートが

語る改革の事実』東洋間出版社　2002年8月

p.176，p.198

小山　惠美子「『昭和二十六年改訂版小学校学

習指導要領国語科編（試案）』における「国語能

力表」の成立過程―小久保美子著『CIEカンファ

レンス・リポートが語る改革の事実』を手掛かり

にして―」『帝京大学文学部教育学科紀要第37号』

帝京大学文学部教育学科　pp.80～82

7 註 2 と同じ
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＜資料　Ａ＞「国語能力表」と松井早苗「小學校の國語評價」における「評價目標」との関連�
　＜聞くこと＞との対照�

「国語能力表�」�

（昭�和�2�6�（�1�9�5�1�）�年�1�2�月�）�

（�1�年�）�（�1�0�項�目�）�

Ｂ� �短い、簡単な話なら、復唱ができるように聞くことができる�。�

Ｂ� �相手の顔をみながら、静かに聞くことができる�。�

Ａ� �仲間に入って、聞くことができる�。�

Ｂ� �相手の顔をみながら、静かに聞くことができる�。�

（�2�年�）�（�5�項�目�）�

Ｂ� �話の粗筋をつかむことができる�。�

Ｃ　一致する項目はない。�

Ｂ� �話を楽しんで聞くことができる�。�

（�3�年�）�（�７�項�目�）�

Ｂ� �話のたいせつな点を忘れないように、聞き取ることができる�。�

Ｂ� �簡単な�作法�を守って聞�くこ�とができる�。�（�または、相�手が�話�し�

やすいような態度で聞くことができる�。�）�

Ｃ　一致する項目はない。�

Ａ� �感想や質問をもつように聞くことができる�。�

（�4�年�）�（�8�項�目�）�

Ｃ　一致する項目はない。�

Ｂ� �儀礼的でなく、知識を求めるために聞くことができる�。�

Ａ� �相手の気持ちをのみこんで、聞くことができる�。�

（�5�年�）�（�6�項�目�）�

Ｂ� �相手の話を率直な態度で聞くことができる�。�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

Ａ� �聞きながら意見をまとめることができる�。�

Ｃ　一致する項目はない。�

（�6�年�）�（�5�項�目�）�

Ａ� �話の内容を批判しながら、聞くことができる�。�

Ａ� �要点をまとめながら聞き�、�必要によっては�、�メモを取りなが�ら�

聞くことができる�。�（�5�年�）�

Ｂ� �話の内容と相手の意図を正しく早くとらえることができる�。�

松井の「評價目標�」�

（昭�和�2�4�（�1�9�4�9�）�年�7�月�）�

（�1�年�）�4�項�目�す�べ�て�が�一�致�

１� �簡単な話が復唱できるか�。�

２� �相手の話を静かに聞いているか�。�

３� �聞く仲間入りができるか�。�

４� �相手を見て聞いているか�。�

（�2�年�）�3�項�目�中�2�項�目�が�一�致�

５� �話のあらすじが聞きとれるか�。�

６� �相手の話をおしまいまで聞いているか�。�

７� �興味をもって聞いているか�。�

（�3�年�）�4�項�目�中�3�項�目�が�一�致�

８� �話の要点をつかんでいるか�。�

９� �い�うべきとき�と�、聞くべき�と�きがわかっ�て�い�る�

か。�

1�0� �考えながら聞いているか�。�

1�1� �感想や質問がいえるように聞いているか�。�

（�4�年�）�3�項�目�中�2�項�目�が�一�致�

1�2� �問題を考えあわせながら聞いているか�。�

1�3� �ねっしんに真剣に聞いているか�。�

1�4� �相�手�のい�お�う�と�する気�持�ち�を�よくの�み�こ�ん�で�聞�

いているか。�

（�5�年�）�4�項�目�中�2�項�目�が�一�致�

1�5� �話す人の気持ちになって聞いているか�。�

1�6� �味わいながら聞いているか�。�

1�7� �聞きながら意見をまとめられるか�。�

1�8� �聞いたことがらから問題が引き出せるか�。�

（�6�年�）�（�3�項�目�す�べ�て�が�一�致�）�

1�9� �話を批判しながら聞けるか�。�

2�0� �要点をまとめながら聞き�、�必要に�よ�っては覚え�書�

をとれるか。�

2�1� �相手のいおうとする聞き取りが速くなったか�。�（�ﾏ�

ﾏ）�
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＜話すこと＞との対照�

「国語能力表」昭�和�2�6�年�

（�1�年�）�（�1�4�項�目�）�

Ｂ� �気持ちよく、調子の良い声で話すことができる�。�

Ｂ� �なまりのない発音で話すことができる�。�

Ｂ� �たやすく仲間に入って、友好的な態度で話すことができる�。�

Ａ� �相手をみながら、話すことができる�。�

Ｂ� �身近な生活経験を話すことができる�。�

Ａ� �日常の簡単なあいさつができる�。�

（�2�年�）�（�8�項�目�）�

Ｂ� �適当な順序を立てて、話すことができる�。�

Ｂ� �はっきりと、人にわかるように話すことができる�。�

Ａ� �話合いができる�。�（�3�年�）�

（�3�年�）�（�1�0�項�目�）�

Ｂ� �筋の通った話ができる�。�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

Ｂ� �楽しんで話すことができる�。�

Ｂ� �観察したことや計画したことを順序だてて話すことができる�。�

Ｂ� �その場にあった語調で、話すことができる�。�

Ｂ� �正しいことばづかいで話すことができる�。�

（�4�年�）�（�1�2�項�目�）�

Ａ� �要点をつかんで話すことができる�。�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

Ａ� �自然な態度で話すことができる�。�（�3�年�）�

（�5�年�）�（�1�3�項�目�）�

Ｂ� �その場にふさわしい話題を選ぶことができる�。�

Ａ� �相手の気持ちを尊重して話すことができる�。�

Ｂ� �敬語を適当に使うことができる�。�

Ｂ� �会議やグループなどの司会が要領よくできる�。�（�6�年�）�

Ｂ� �親しみのある態度で話すことができる�。�（�4�年�）�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

（�6�年�）�（�９�項�目�中�５�項�目�が�一�致�）�

Ａ� �正しいことばの自覚にたって、話すことができる�。�

Ａ� �話題をじょうずに展開することができる�。�

Ｂ� �じゅうぶん自信をもっていることだけ話すことができる�。�

Ｂ� �時間を考えて、ほどよく話すことができる�。�

Ａ� �自分のことばに責任をもつことができる�。�

松井の「評價目標」昭�和�2�4�年�7�月�

（�1�年�）�7�項�目�す�べ�て�が�一�致�

１� �はっきり大きな声で話せるか�。�

２� �正しい発言（引用者註：音？）で話せるか。�

３� �友達の仲間に入って話ができるか�。�

４� �相手をみて話しているか�。�

５� �遊びやできごとを話せるか�。�

６� �日常の簡単なあいさつができるか�。�

（�2�年�）�3�項�目�目�す�べ�て�が�一�致�

７� �みたこと、聞いたことについて、順序ある話�が�

できるか。�

８� �話のすじが通っているか�。�

９� �話しあいができるか�。�

（�3�年�）�6�項�目�中�5�項�目�が�一�致�

1�0� �まとまった筋のある話ができるか�。�

1�1� �大ぜいの前で話せるか�。�

1�2� �話すことを面白いと感じているか�。�

1�3� �観察したこと、計画したことを話せるか�。�

1�4� �その場にあった声量で話しているか�。�

1�5� �だんだん標準語を身につけてきたか�。�

（�4�年�）�4�項�目�中�2�項�目�が�一�致�

1�6� �要点をつかんで話ができるか�。�

1�7� �わかり易く話せるか�。�

1�8� �討議に加わることができるか�。�

1�9� �自然な態度で話しているか�。�

（�5�年�）�6�項�目�中�5�項�目�が�一�致�

2�0� �その場にふさわしい話をしているか�。�

2�1� �相手の心を尊重しているか�。�

2�2� �敬語、ていねい語が使えるか�。�

2�3� �話しあいの司会ができるか�。�

2�4� �人の応待ができるか。�

2�5� �お話会、自治会などが順序よくできるか�。�

（�6�年�）�5�項�目�す�べ�て�が�一�致�

2�6� �正しい言葉の自覚にたって話ができるか�。�

2�7� �話題の上手な展開ができるか�。�

2�8� �自信をもって話しているか�。�

2�9� �時間を限っての話ができるか�。�

3�0� �言葉に責任をもっているか�。�
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＜読むこと＞との対照�

「国語能力表」昭�和�2�6�年�

（�1�年�）�（�1�7�項�目�）�

Ｂ� �自分の経験と文字とを結びつけることができる�。�

Ｂ� �正しく行をたどって読むことができる�。�

Ａ� �ひらがなが読める�。�

Ｂ� �短い文章なら、そのだいたいの意味が分かる�。�

Ｂ� �声を出して読むことができる�。�

Ｂ� �本の持ち方やページの繰り方に慣れる�。�

Ｂ� �本の持ち方やページの繰り方に慣れる�。�

（�2�年�生�）�（�1�5�項�目�）�

Ａ� �かたかなのだいたいが読める�。�

Ｂ� �読むことにだんだん慣れてくる�。�

Ｂ� �長い文でも最後まで読み通すことができる�。�

Ｂ� �読んだ本の内容を、他人に伝えて喜ぶようになる�。�

Ｂ� �文字のほかの諸記号がわかり�、�それに注意して読むことができる�。�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

Ｂ� �二年生程度の読本を読んで理解し、練習してなめらかに読むこ�と�

ができる。�

（�3�年�）�（�1�3�項�目�）�

Ａ� �文の組立がわかる�。�（�4�年�）�

Ｂ� �内容の要点をじょうずに読み取ることができる�。�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

Ｂ� �ひとりで本を読む習慣がある�。�

（�4�年�）�（�8�項�目�）�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

Ｂ� �文の段落がわかり、要点がつかめる�。�

Ｂ� �音読より早く黙読することができる�。�（�3�年�）�

Ａ� �ローマ字が読める�。�

Ｂ� �読書によって得た知識や、思想をまとめることができる�。�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

（�5�年�）�（�1�0�項�目�）�

Ｂ� �一つのことばのいろいろな意味につい�て�、�考えることができる�。�（�4�
年）�

Ｂ� �長文でも、その要点を書きぬきしながら、読むことができる。�及�

び�・物語などを脚色して、演出することができる。�

Ｂ� �児童のための新聞や雑誌を楽しんで読むことができる�。�（�4�年�）�及�

び�・参考書や地図・図面などを利用して調べることができる。�

Ｂ� �前後の意味から、わからないことばの意味をとらえることがで�き�
る�。�（�4�年�）�

松井の「評價目標」昭�和�2�4�年�7�月�

（�1�年�）�7�項�目�す�べ�て�が�一�致�

１� �文字板が正しく読めるか�。�

２� �正しく文字を追って読んでいるか�。�

３� �ひらがなが読めるか�。�

４� �文の筋がわかるか�。�

５� �声をはっきりと音読できるか�。�

６� �書物を正しく持っているか�。�

７� �ページを静かにめくっているか�。�

（�2�年�）�7�項�目�中�6�項�目�が�一�致�

８� �かたかなが読めるか�。�

９� �正確に早く読めるか�。�

1�0� �最後まで読み通しているか�。�

1�1� �簡単な感想がいえるか�。�

1�2� �句読点に注意して読んでいるか�。�

1�3� �アクセントに注意して読んでいるか�。�

1�4� �発音、調子に注意し、朗読は進んだか�。�

（�3�年�）�5�項�目�中�3�項�目�が�一�致�

1�5� �文の組み立てを理解しているか�。�

1�6� �文の大要がつかめるか�。�

1�7� �微音読できるか�。�

1�8� �考える態度ができているか�。�

1�9� �読書に興味をもっているか�。�

（�4�年�）�6�項�目�中�4�項�目�が�一�致�

2�0� �文の筋を考えて読んでいるか�。�

2�1� �文の大意をつかんでいるか。�
（引用者註：3年と同じ？）�

2�2� �黙読ができるか�。�

2�3� �ローマ字が読めるか�。�

2�4� �鑑賞、批評ができるか�。�

2�5� �学級文庫を利用しているか�。�

（�5�年�）�8�項�目�中�6�項�目�が�一�致�

2�6� �表現を考えているか�。�

2�7� �長文の縮約、文の劇化ができる�か�(�ﾏ�ﾏ�)�。�

2�8� �新聞、雑誌、読物、参考書を読んでいるか�。�

2�9� �経験を生かして読んでいるか�。�
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Ｂ� �文の内容や表現について、こどもらしい批評ができる�。�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

Ａ� �辞書の引き方がわかる�。�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

（�6�年�）�（�1�6�項�目�）�

Ｂ� �読む速度がいよいよ速くなる�。�

Ｂ� �他�人�を楽しませた�り�、情報を伝え�た�りするために�、�明確な発音で�滑�

らかに音読する能力が増してくる。�

Ｂ� �多種多様な文に興味をもつようになる�。�

Ｂ� �辞書を引いて�、�新出後�の�読みや意味をとらえることができる�。�（�5�年�）�

及び、参考資料・目次・索引などを利用して読むことができる。�

Ｂ� �漢�字�は、だいたい�当�用漢字別表を�中�心とした八八�○�字程度の文字�が�

読める。�

3�0� �書かれてあることの批判ができるか�。�

3�1� �文と自分との関係を考えているか�。�

3�2� �辞書の引き方は心得ているか�。�

3�3� �学校図書館を活用しているか�。�

（�6�年�）�5�項�目�す�べ�て�が�一�致�

3�4� �速読ができるか�。�

3�5� �朗読の技術が身についてきたか�。�

3�6� �多種多様の広い読書がなされてうるか�。�（�ﾏ�ﾏ�）�

3�7� �辞書、参考書を活用しているか�。�

3�8� �漢字およそ五百字が自由に読み書きで�きる�

ようになったか。�

＜書くこと（作文）＞との対照�

「国語能力表」昭�和�2�6�年�

（�1�年�）�（�5�項目�）�

Ｂ� �簡単な口頭作文ができる�。�

Ａ� �絵について話すことができる�。�（話すこと�）�

Ｂ� �自分で書いた絵に、簡単な説明をつけることができる。及び簡単�

な絵話を書くことができる�。�（�2�年�）�

Ｂ� �自分の行動や身辺のできごとなどについて、簡単な文を書くこと�

ができる。�

Ｂ� �文字で書くことに興味がわいてくる�。�

Ｂ� �生活を主とした絵日記を書くことができる�。�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

（�2�年生�）�（�1�0�項�目�）�

Ｂ� �感情のこもった短い文を書くことができる。及び児童詩をつくる�

ことができる�。�（�4�年�）�

Ｂ� �てんや、まるをうつことができる。及びよく推考することができ�

る�。�（�3�年�）�

Ｂ� �お互いの作文を読み合って楽しむことができる�。�

Ｂ� �親しい友達や先生などに簡単な手紙を書くことができる。及び�、�

簡単な礼状や招待状を書くことができる。�

Ｂ� �家庭への伝言など、簡単なメモを書くことができる�。�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

松井の「評價目標」昭�和�2�4�年�7�月�

（�1�年�）�7�項目�中�6�項目が一�致�

１� �話を文に書けるか�。�

２� �「え」について話ができるか�。�

３� �「え」のお話が書けるか�。�

４� �日常の経験を文に書けるか�。�

５� �つづることをよろこび、これをよみあったり�、�

話し合ったりするようになったか。�

６� �絵日記がかけるか�。�

７� �二百字程度の文がかけるか�。�

（�2�年�）�6�項目�中�5�項目が一�致�

８� �詩の表現ができるか�。�

９� �誤字、脱字、句読点�、�「」に注意しているか�。�

1�0� �友達の作品をよんで良い点をみつけられるか�。�

1�1� �実際生活に対し�て�、�手紙�、�はが�き�、�報告がか�け�

るか。�

1�2� �必要なメモができるか�。�

1�3� �四百字程度の文がかけるか�。�
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（�3�年�）�（�1�2�項目�）�

Ｂ� �身近な生活の報告や記録を主とした簡単な文を書くことができる。�

（�2�年�）�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

Ｂ� �飼育栽培などの長期にわたる記録が書ける�。�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

Ｂ� �自分の作品を整理したり、文集をつくったりすることができる�。�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

Ｂ� �学校新聞を編集することができる�。�（�6�年�）�

（�4�年�）�（�9�項�目�）�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

Ｂ� �いろいろな行事についての標語や宣伝・広告の文が書ける�。�

Ｂ� �読んだ本について、その荒筋や感想が書ける�。�

Ｃ一致する項目はない�。�

Ｂ� �自分の作文や人の作文について、評価を始める�。�（�3�年�）�

（�5�年�）�（�1�0�項�目�）�

Ｂ� �一つの文を補記したり、省略したりして、主題のいっそうはっきり�

した文にすることができる。�

Ｂ� �物�語�や脚本を書く�こ�とができる。�及�び・� �児童詩�を�書くことがで�き�

る�。�（�4�年�）�

Ｂ� �調査や研究をまとめて、記録や報告の分が書ける�。�

（�6�年�）�（�6�項�目�）�

Ｂ� �読んだ本について紹介・鑑賞・批評の文を書くことができる�。�

Ｂ� �注文・依�頼�・お礼など、�い�ろいろな用件�に�応じた手紙が�書�ける�。�（�5�

年�）�

（�3�年�）�8�項目�中�4�項目が一�致�

1�4�日常生活の中から題材をひろくとっているか�。�

1�5� �要項をたててかけるか�。�

1�6� �観察日記、飼育日記がかけるか�。�

1�7� �あいてをきめていろいろの文がかけるか�。�

1�8� �八百字程度の文がかけるか�。�

1�9� �学級文集を編集できるか�。�

2�0� �学習の記録がまとめられるか�。�

2�1� �学級壁新聞が編集できるか�。�

（�4�年�）�5�項�目�中�3�項�目�が�一�致�

2�2� �こまかに、くわしくかきあらわしているか�。�

2�3� �いろいろの形の文がかけるか�。�

2�4� �読んだ�文�を脚�色�した�り�感想�を�書い�た�りする�こ�

とができるか。�

2�5� �自分の意見や感想がかけるか�。�

2�6� �作文の鑑賞批評ができるか�。�

（�5�年�）�3�項�目�す�べ�て�一�致�

2�7� �文のねらいをはっきりつかんでかいているか�。�

2�8� �物語�、�詩�、�紙芝居、�脚本�、�シナリオ等いろい�ろ�

の形のものがかけるか。�

2�9� �調査研究したことを題材とした文がかけるか�。�

（�6�年�）�2�項�目�す�べ�て�が�一�致�

3�0� �よんだ本についてその要約をかいたり�、�感想�を�

かいたりすることができるか。�

3�1� �手紙、日記、広告文、招待文、屈文、依頼文�、�

お礼文などの実用文がかけるか。�
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＜書くこと（書き方）＞との対照�

「国語能力表」昭�和�2�6�年�

（�1�年�）�（�1�2�項�目�）�

Ｂ� �１．５センチ角くらいの文字が書ける�。�

Ｂ� �文字に筆順のあることがわかる�。�

Ａ� �視写することができる�。�

Ａ� �聴写することができる�。�（�2�年�生�）�

Ｂ� �書くときの姿勢や用具の扱い方がわかる�。�

Ｂ� �鉛筆で字を書くことができる�。�

（�2�年�生�）�（�7�項�目�）�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

Ｂ� �ノートの使い方がわかる�。�

（�3�年�）�（�1�0�項�目�）�

Ａ� �横書きができる�。�

Ｂ� �運筆がだんだん楽になってくる�。�（�2�年�）�

（�4�年�）�（�7�項�目�）�

Ｂ� �文字の�形�・�大き�さ�・�配列などに気をつけて�、�書くことができる�。�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

Ａ� �ローマ字が書ける�。�

（�5�年�）�（�5�項�目�）�

Ａ� �ペンで字を書くことができる�。�

Ｂ� �名�札�・�表�紙�・�掲示などを書くことができる�。�及び�、�・標語やポ�

スターなどを書くことができる�。�（�4�年�）�

（�6�年�）�（�7�項�目�）�

Ｂ� �欠席届や、願書類などを書くことができる�。�

Ｃ� �一致する項目はない�。�

松井の「評價目標」昭�和�2�4�年�7�月�

（�1�年�）�6�項�目�す�べ�て�一�致�

１� �文字の形が正しくかけるか�。�

２� �筆順は正確か�。�

３� �みて書けるか�。�

４� �聞いて書けるか�。�

５� �姿勢正しく書いているか�。�

６� �正しく鉛筆をもって書いているか�。�

（�2�年�）�2�項�目�中�1�項�目�が�一�致�

７� �行を正しく書いているか�。�

８� �學習帳は順序よく使っているか�。�

（�3�年�）�2�項�目�す�べ�て�一�致�

９� �横書きができるか�。�

1�0� �はやく書けるか�。�

（�4�年�）�3�項�目�中�2�項�目�が�一�致�

1�1� �字形や、大小の工夫をしているか�。�

1�2� �話を筆記できるか�。�

1�3� �ローマ字は書けるか�。�

（�5�年�）�2�項�目�す�べ�て�一�致�

1�4� �ペン字は書けるか�。�

1�5� �掲示の文字、ポスター等が工夫して書けるか�。�

（�6�年�）�2�項�目�中�1�項�目�が�一�致�

1�6� �文の表記のいろいろな形式が書けるか�。�

1�7� �白紙にきれいに書けるか�。�
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＜資料Ｂ＞　松井早苗「小學校の國語評價」『実践国語』誌　実践国語研究所　1949.9
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