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自分の考えを深め、適切に表現する力を育てる
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１

主題設定の理由

(1)

児童の実態および研究の成果と課題から
平成２０年度から、国語科の「書く力」の育成に焦点化して研究に取り組んでき

た。平成２２年度より「自分の考えを深め、適切に書く力を育てる国語科学習指導」
をテーマに児童の「考えを深めて書く力」を育てることを目指して言語活動（文種）
に応じた指導と評価の充実を図りながら実践研究を重ねてきた。児童の書く力は
「これを伝えたい」という思いを膨らませ、分かりやすく表現するための自分なり
の課題をもち、幅広く取材を行う、構成の工夫をする、表現の工夫をして記述する、
などの各表現過程に応じて全般的な伸びが見られるようになった。また、書く際に
取り組む手順（課題設定・取材・構成・記述）や文種に応じた書き方などは学年に
応じて身に付けることができている。しかしながら、「個」のレベルで見てみると
自分の考えを表す際に根拠を示すことは意識されているが、①根拠として取り上げ
る内容を正しく理解した上で活用する、②自分なりに試行錯誤し、より効果的な表
現を工夫する、という点が課題として挙げられる。また、児童は６年間の学習の中
で様々な文種に取り組んできた。児童の中には「書く力」として残ってはいるが、
学んだことを目に見えるものとして積み重ねる形で残してくることはなかった。そ
のため、普段の言語生活の中で意識して役立てることはできていなかった。

(2) 「書くこと」の領域を研究することの意味から
本研究の推進にあたり、「ひとつの文章を書き上げる」という学習活動の、折尾
西小学校児童にとっての意義を述べる。その意義は、大きく三つと考えられる。
① 「よく考える」「深く考える」という態度・能力の育成
「書くことは考えることだ」と多くの識者が述べている。「書くこと」における
「課題設定・取材・構成・記述・推敲・交流・振り返り」というひとまとまりの
指導は、常に本校児童を思考する状況に置くことができる。「よく考える」「深く
考える」という態度・能力の育成の上で意義がある。
②

論理的思考力の練磨
「書くこと」の学習では、
・考えたことと、それを支え、裏付ける根拠や理由を結び付ける。
・調べたことなどの事実と事実、事柄と事柄を関係付ける。
・モデルやサンプルを参考に、自分のすることに当てはめながら具体的に考える。

などという思考を行うことが多い。また、その一つ一つの場面で、整合性を吟味
する等の思考を、学年に応じて行う。これは、論理的思考の中核であり、今求め
られている力を育てる意義のある活動となる。
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③

ひとつの文章を仕上げるまでに様々な「書くこと」を経験する中で培われる力
の大切さ
青木幹勇氏は、著書「第三の書く

読むために書く

書くために読む」（国土

社）の中で、書くことを三つに体系化している。
「第一の書く」… 書写・習字
「第二の書く」… 作文
「第三の書く」… それ以外の書くこと（「聴写」「メモ」「筆答」「書抜き」「書込
み」「図式化」等）

特に、「第三の書く」は、様々な教師が、経験的に行い、工夫して実践を積み
重ねてきたものの、あまり意識されていなかった「書くこと」の内容であった。
「第二の書く」にあたる国語科における「書くこと」単元のひとまとまり指導で
は、単元終末によりよい文章が完成され、作品として読まれることがよいことは
いうまでもない。しかし、その作品が結果として、他者から見て、つたない作品
であったとしても、その作成過程において、「視て写す」「真似て書く」「メモを
する」「聴いて書く」「書き広げる」「書き換える」「書きまとめる」などの「第三
の書く」活動が、様々な配慮がなされた上で組み込まれている。様々な機能を
もった意図・目的が明確な「第三の書く」が散りばめられることにより、本校児
童にとって「書く力」を鍛える価値ある学習活動となる。
このように、本校児童に「書くこと」に意欲的に取り組ませること〈＝指導者
が、「書くこと」の場を適切に仕組み、丁寧な指導を行うこと）は、「主題力・取
材力・構成力・記述力・推敲力など」「書字力・語彙力・語句力・表記力・文法
力・文章構成力など」という目に見えやすい「書く力」とともに、「思考力・判
断力・観察力・知覚力・感受性・表象力など」という目には見えにくいが、ねう
ちのある「認識諸能力」を鍛える意義が大きいと考える。本校児童に一番付けた
い力である「思考力・判断力・表現力等」は、言い換えると、「自分で考えて、
自分で判断し、自分の言葉で適切に表現する力」と考える。本校主題に、その実
現への願いを込め、取り組んでいく。
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２

研究主題について
①「自分の考えを深める」とは
「自分の考え」とは、外発的・内発的な動機を高める働きかけにより、生じた
「児童一人一人の表現したい漠然とした内容」である。「深める」とは、表現過程
において、「自分で筋道を立てて論理的思考力を発揮すること、幅広く想像力、
直感力を駆使すること」である。「自分の考えを深める」とは、「児童一人一人の
表現したい漠然とした内容を、自分で筋道を立てて、論理的思考力を発揮し、幅
広く想像力、直感力を駆使したりして明確にしていくこと」と考える。具体的に
は、「児童一人一人がよりよい文章にするために、課題を明確にもって、試行錯
誤しながら進んで自分の課題を解決していくこと」と考える。
②「適切に表現する」とは
「適切に表現する」とは、「とりとめのない自分の考えを整理して、相手や目
的・意図、場面や状況に応じて、他の人に対して分かりやすいように内容を組み
立てて伝え、意思の疎通を図ること」である。

３

研究仮説について
児童の生活や他教科との関連を考えた年間指導計画を作成と各学年で取り上げる
文種の特質に応じた指導の重点化を基盤に、国語科「書くこと」領域の学習指導に
おいて次の手だてを取れば、児童は自分の考えを深め適切に表現する力を身に付け
るであろう。
⑴ 交流活動を位置付けた学習展開を行う。
【着眼１】
⑵ 文種に応じて、重点化した内容の「書く」指導の工夫【着眼２】

４

仮説実証のための着眼点について

これまでの研究の成果と課題を受け、本年度は、次の着眼点で取り組んでいくこと
にした。
【着眼１】交流活動を位置付けた学習展開を行う。
児童が自分で課題をもち、考えを深め、適切に書いて表現する力を付けていくこ
とができるように、これまでの学習展開に以下の交流活動を位置付ける。
〈着眼１－①〉一次表現の課題に気付き、見直すための交流活動を行う。
「もっとここを工夫したい、ここが足りない」など、自分の課題を明確にし、
それぞれが自分の課題の解決を目指して取り組んで行くことができるような交流
活動を設定する。
〈着眼１－②〉よりよい表現をめざし、自分の表現に生かす交流活動を行う。
児童が自分なりの考えを自分なりの表現で書くことができるようにするために
は、より多様な考えや表現方法にふれることができるようにすることが重要であ
る。そこで、書く学習の各段階での交流活動を設定する。この活動の中で児童は
多くの友達の考えや表現方法を知り、それを自分の表現に取り入れ、アレンジし
て活かすことができるようにする。
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〈着眼１－③〉自分の学びを実感できる交流活動を行う。
児童が自分の学びを実感することができるように一次表現と二次表現、最終表
現を比較し、交流する場を単元終末に設定する。

【着眼２】文種に応じて、重点化した内容の書く指導の工夫を行う。
課題設定、取材、構成、記述、交流のどの段階で、どのような目的でサンプル
文を使用するのかを明確にして（指導計画に明記する）指導に当たる。（教科書
のサンプル文および昨年度の児童作品を活用する）

〈着眼２－①〉ねらいを明確にしたサンプル文の活用
児童が、書くことの学習の各過程で、どこでつまずくのかを「個」のレベルで
とらえ、それに応じたサンプル文を活用する。
〈着眼２－②〉多様なサンプル文にふれ、児童が自分の伝えたいことに応じた表現
方法を工夫することができるようにサンプル文集の活用をする。
今の学年で学習する文種に加えて、前学年で学習した文種もサンプル文集とし
て、用意する。（児童の作品、今まで書きためた先生方のサンプル文をまとめた
サンプル文集）
サンプル文集Ａ：様々な文種のサンプル文を収集したもの
サンプル文集Ｂ：学習する文種の様々な作品を収集したもの

〈着眼２－③〉文種の特質及び重点化した指導内容の明確化
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５

具体的実践

本年度、年間指導計画に基づいて、学年別に取り組んだ中から、高学年１事例を中
心に述べる。

【高学年での実践（第６学年 鑑賞文）】
(1) 単元 「折尾西小鑑賞コーナーをつくろう」
―お気に入りの絵の魅力を伝える文章を書こう―

(2)

文種の特質及び重点化した指導内容≪鑑賞文≫ …〈着眼２－③〉の具体

特

質：芸術作品から読み取ったことや感じたことをもとにその魅力を伝える文章（本校
でのとらえ）
本単元では、絵から読み取ったことや感じたことを区別して書いたり、絵の魅
力を伝えるために表現の効果を確かめ、さらに工夫したりする力が求められる。
重点化：（記述） 絵を見て読み取ったことや感じたことを区別するとともに、目的や意図
に応じて絵の様子を簡単に書いたり詳しく書いたりすること
（推敲） 自分の見方や考えたことが伝わるように表現の効果などについて確かめ
たり、工夫したりすること

(3)

目標

国語への関心・
意欲・態度

○絵画に興味をもち、自分なりに絵から読み取ったことを伝えようと
する。

書く能力

○絵を見て読み取ったことや感じたことの中から書くことを決め、全
体を見通して事柄を整理することができる。
○絵を見て読み取ったことと感じたことを区別するとともに、目的や
意図に応じて絵の様子を簡単に書いたり詳しく書いたりすることが
できる。
◎自分の見方や考え方が伝わるように表現の効果を確かめたり、文章
を工夫したりすることができる。

言語についての
知識・理解・技能

(4)

○語句と語句の関係を考えながら、文章の中で使うことができる。

単元の指導計画（総時数７時間）

学
習
活
動
１、絵画の魅力を伝える文章を書く目的や意図について話し合い、学習課題を設定し、学
習計画を立てる。①
：サンプル文集Ａ 交流（鑑賞文の特質についての理解を深める）
２、お気に入りの絵の魅力を伝える鑑賞文を書く。⑤
⑴お気に入りの絵を見て、読み取ったことや感じたことを付箋に書き出し、取材シート
を作る。
⑵取材シートをもとに、構成表を作る。
：サンプル文集Ｂ 交流（効果的な文章を書くための構成の参考にしたり、考えを深
めたりする）
⑶表現を工夫して、下書きをする。：サンプル文集Ｂ（自分の課題に応じて参考にする）
⑷下書きを完成させて、グループで読み合う。
：サンプル文集Ｂ（自分のアドバイスの根拠とする）
交流（よりよい表現を提案するとともに、鑑賞文の特質、効果的な表現についての
理解を深める）
⑸下書きを見直し、清書する。
３、書いたものを読み合い、グループで意見を交流し、学習を振り返る。①
：交流（お互いのよさを認め合うことで達成感を感じることができるようにするとと
もに、鑑賞文の特質や書くときのポイントについて理解を深める）
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(5)

指導の実際

【着眼１】交流活動を位置付けた学習展開を行う
〈着眼１－①〉一次表現の課題に気付き、見直す
ための交流活動を行う。

資料２

教師のサンプル文

課題を見付る交流

資料１

一次表現

①自分の一次表現と教師のサンプル文を比
較し、自分の鑑賞文の課題を見付ける。
②グループ交流を通じて考えを広げたり深
めたりする。
③交流で新たに見付けた課題も加えて、自
分の学習計画に書き込む。（緑の付箋）

一人では気付けなかった自分の課題が
明確になり、よりよい文章にする見通
しが明らかになる。
資料３

自分の課題を書き込んだ学習計画

児童が「風神雷神図屏風」について書いた鑑賞シート（資料１）と、学習課
題設定後、教師が「風神雷神図屏風」を取り上げて書いたサンプル文（資料２）
を比較する活動を設定した。この交流のねらいは、鑑賞文の特質に対する理解を
深め、自分の課題を明確にすることである。児童は、まず、自分なりに気付いた
ことを書き、その後全体で交流した。その活動を通じて、自分では気付かなかっ
た教師のサンプル文のよさに気付き、さらに比較することで、自分の一次表現の
課題にも気付くことができた。また、その後、少人数のグループでお互いの課題
を見合う交流活動を設定したことで、資料３のように、一人では気付くことが
できなかった各自の課題を見付け、学習計画に盛り込むことができた。これによ
り、児童は全体で学習しながらも、自分の目的に合った課題について試行錯誤し
ながら学習を進めていくことができた。
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〈着眼１－②〉よりよい表現をめざし、自分の表現に生かす交流活動
表現過程の各段階でよりよい表現をめざした交流を組んだ。ここでは、特にこ
の単元の重点課題である記述と推敲に焦点を当てて述べる。
①

記述の段階（着眼２で詳しく記述）
高学年の児童が一番困難に感じるのは記述の段階である。そこで、まず、鑑
賞文を書くときには、どのような「表現の工夫の仕方」（資料４）があるのか
サンプル文集Ｂをもとに話し合う活動を設定した。それぞれに配布されたサン
プル文集を読みながら、効果的だなと思われる表現の工夫や、それによってど
のような効果があるのかを考えさせる活動を設定した。それにより、書くこと
が苦手な児童も「自分はどの表現をつ

資料４

表現の仕方の工夫

かって表そうかな」という思考活動を生
み出すことができた。また、それぞれが
気付いたことを学級の友達と交流する中
で、自分の気付かなかった工夫に気付き、
自分が選んだ絵の魅力をより分かりやす
く読み手に伝えるために、効果的な表現
の工夫についての考えを深めながら書く
ことができた。
また、下書きの途中で自分が上手く書
くことができた部分や悩んでいる部分を
グループで交流する活動を設定したこと
で、児童がグループの友達とお互いに助
言し合い、よりよい表現で適切に書く力
の伸びが見られた。
②

推敲の段階
前述の「表現の工夫」をもとに、グ

Ｋさんのまとめを読む
と、伝えたいことがきち
んと伝わってきます。
文末は「で
はないでしょ
うか」が多い
ので、「と思
います」や
「と感じま
す」に変える
のはどうです
か。

評価する言葉
が入っていてい
いと思います。

「感じます」は
言い切りにしても
いいと思います。
資料５

交流の様子

ループで下書きを読み合い、よいところ
やアドバイスを書き込んだ。それをもと
にお互いの鑑賞文がよりよくなるように
料５のように友達の文章に付けた
グッドカード（よいところ）やチャ
し合い、意見を交流した。
資料６は、それを受けて推敲し
ているＫ児の原稿である。チャレン
ジカード（緑色：友達からのアドバ
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資料６

Ｋ児の推敲

① チャレンジカード
から、文末表現の課
題に気付き 、「でしょ
う」という推量的な
表現を断定的な表現
に書き 換えて いる。

レンジカード（アドバイス）を紹介

② チャレンジカードから、評価語
が不足して いると いう課題に気付
き 、「 林 を 描 い て い ま す 。」 と い う
文を 「林を 描くと いう 工夫を して
います。」と書き換えている。

交流活動を設定した。児童は、資

イス）を取り入れて効果的な表現になるように工夫している様子が分かる。児
童は交流を通して、客観的にお互いの文章を読み合い、気付かなかった課題を
見付け、自分の思いがよりよく伝わるように考えを深めていることが分かる。
〈着眼１－③〉自分の学びを実感できる交流活動を行う。
単元の終末時に、
完成した鑑賞文をグ
ループで読み合い、
お互いのよさを見つ
け合う交流活動を設
定した。その際、児

資料７

表現の工夫の観点

資料８

鳥獣戯画の学習で見付けた観点

童が主体的に友達の
文章の内容や表現のよさを見つけられるよう「よさ見つけの観点」を話し合う活
動を行った。資料７や資料８のように「鳥獣戯画」の学習や本単元の前時まで
の学習からまとめていったポイントを振り返ることでよさを見付けるポイントを
意識することができた。
それをもとにＳ児は資料９のように
表現の仕方に着目して友達の鑑賞文の
よさを見付けることができた。また、
自分の鑑賞文にグッドカードがたくさ
ん貼られていたことへの喜びを感じる
とともに、見直していくことで、より
よい鑑賞文に仕上がり、達成感を味わ
うことができている。「鳥獣戯画」で
学んだ表現の工夫やサンプル文から読

資料９

Ｓ児の鑑賞文・友達からのグットカード

み取った表現の工夫をしっかりとらえ、
それらを観点として交流活動を行ってきたの
で、スムーズに話合いが進み、表現の工夫を
中心に友達の鑑賞文のよさを見つけることが
できた。
Ｔ児も友達との交流活動に積極的に参加し、
自分の鑑賞文をよりよいものにしようと努力
していた。資料１０のように、振り返り
シートには、「アドバイスをしてもらってと
てもよい下書きシートができた。」「清書が完
成してうれしい。班の人と読み合うのが楽し
みだ。」など、交流を通してよりよい鑑賞文
に仕上がっていくことに満足していた。また、
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資料１０

Ｔ児の振り返りシート

完成した鑑賞文にグッドカードがたくさん貼られていたので大変喜び、「自分の
鑑賞文によいところがたくさんあってびっくりした。ミッションが達成できてよ
かった。」と達成感が感じられる感想が書かれていた。
【着眼２】文種に応じて重点化した内容の書く指導の工夫を行う。
〈着眼２－①〉ねらいを明確にしたサンプル文の活用
①

課題設定の段階
サンプル文集Ａには、これまで児童が書いてきた説明的な文章のサンプル文
を収集した。これらの文種と「鑑賞文」を比較することで、鑑賞文には人が見
逃してしまうような部分に着目させ、その魅力を伝えて、理解してもらう内容
や自分が絵から想像したことを、読み手に伝え納得・共感してもらうような内
容であることや、そのために読み手を引き付けるような書き方が必要だという
ことに気付かせることができた。以降の活用においては、
〈着眼２－②〉で述べる。

〈着眼２－②〉多様なサンプル文にふれ、児童が自分の伝えたいことに応じた表現
方法を工夫することができるようにサンプル文集を活用する。
サンプル文集Ａ

高学年で学習する文種・説明文

サンプル文集Ｂ

鑑賞文

①

・意見文

・提案書

・活動報告書

・同じ題材でも構成や表現が異なる文章

構成の段階
業間に行った「サンプル文集の視写」をし
た際にその文章の構成について話し合い、ま
とめる活動を設定した。資料１１は、児童
と話し合いながらまとめた５種類の文章の構
成表である。書き始めや終わりの部分に工夫
がみられることが分かった児童は、自分の取
材シートと見比べながら、工夫して構成する
ことができた。

②

記述の段階
資料１２は児童がサンプル文から見付け

資料１１

サンプル文集Ｂの構成表

た表現の工夫をまとめたものである。
その際、表現の工夫の名称だけでな
く、その効果と具体的な例を示すよ
うにした。この観点を取り入れなが
ら下書きを進めた所、Ａ児は資料
１３のような下書きを書くことが
できた。Ａ児の文章は全体的に話し
言葉が多く用いられ、「問いかけ」
「絵に注目させる表現」「文末表現の
資料１２

11

サンプル文集Ｂで見付けた表現の工夫

【Ａ児の下書き】
この絵には、不思議な所がたくさんある。
皆は絵を見て 「何？」と思う所はあったか
な。私も色々な所で「何？」と思った。そん
な謎をちりばめた絵って 凄 いと 思わないか
な。
まず、真ん中に小さいのにえらそうな女の子
がいるよね。きっと彼女はこの絵の主役であ
り、おじょう様じゃないかな。女の子の周り
をよく見て みると 、左横に何かをあげなが
ら、話しかけている人がいるよね。きっとお
じょう様お付きの侍女に違いない
（中略）
この絵は「ラス・メニーナス」という絵。
描いた人はディエゴ・ベラスケス。ラス・メ
ニーナスというのはスペイン語で侍女という
意味。だから、絵の中に侍女みたいな女性が
描かれていたんだ。だとすると、真ん中の小
さな女の子が王女様なのかもしれない。

工夫」「体言止め」などの書き
方の工夫を多く取り入れて書く
ことができた。Ａ児のように意
欲的にサンプル文から表現の工
夫を見付けることができた児童
は、表現の工夫についての理解
が深まり、下書きの際にも活用
することができていた。
③

推敲の段階
推敲においても、同じように
サンプル文から見付けた二つの

資料１３

Ａ児の下書き

表「表現の工夫」「構成の工夫」
を活用した。この表を推敲の観点とすることで、児童は自分や友達の表現のよ
さや課題を見付け、よりよい表現に書き直すことができた。

(6)

特筆すべき児童の変容－Ｗ児の場合
Ｗ児は、国語の学習が苦手であり、特に文章を書くことに苦手意識を持ってい

る児童である。
一次表現では箇条書きにしていたのだが、サンプル文を比較することで資料
１４のような課題に気付き、自分なりの学習計画を立てることができた。
取材の段階では、資料１５のように自分の課題を解決すべく付箋を増やすこ
とはできたが、事実（黄）と意見（青）の書き分けができず、友達からアドバイ
スカード（緑）をもらっていた。このアドバイスを生かし、構成の段階では、自
分の一番伝えたいこと、「動物の毛が一本一本細かく描かれている」ところを中
心に、事実と意見を書き分けたり、付箋を増やしたりすることができた（資料
１６）。
記述の段階では、皆で見付けた表現の工夫をもとに、資料１７のように、①
書き出しの工夫

②絵に注目させる表現

③「見事に」「細かく」「本物そっくり

に」「まるで～そうだ」などの評価語の工夫

④文末表現の工夫など、自分の伝

えたいことに合わせて効果的な表現を工夫することができた。
Ｗ児のように、文章を書くことを苦手としている児童にとって、表現の工夫を
観点として示したことや、友達との交流によって悩みを相談したり、アドバイス
を受けたりすることが有効に働いた。
多様なサンプル文を示すことで、選択肢が増え、自分が伝えたいことに応じた
表現を試行錯誤することができたと考える。いつもは個別指導が必要であったＷ
児であるが、観点やねらいが明確な交流により、自分で考えを深め、適切な表現
を工夫することができたのである。その結果、他の多くの児童も読み手に絵の魅
力が分かりやすい鑑賞文を書くことができたと考えられる。
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資料１４

資料１７

Ｗ児の学習計画

下書き

・具体的に書く
・感じたことが少ない
・文で書く
絵に注目させる表
現を使っている。

絵の様子の描写から
書き出している。

絵

・動物たちがこっちを向い
て い る みた い
・風が吹いて いるみたい

・動物の毛を一本一本
描いて いて 面 白い
・木の幹や地面の色を
本物そっくりに描い
ていて面白い

６

構成時に書き加えられた付箋
資料１５

資料１６

取材シート

構成シート

児童の変容

以下の表は各学年の観点別の３段階評価の６月と１２月の平均値の比較である。
低・中・高学年のまとまりごとに同じ観点で評価を行った。結果が下表である。
学

年

１

年

２

年

３

年

調査月

６月

12月

伸び

６月

12月

伸び

６月

12月

伸び

取材設定

1.0

1.5

0.5

2.0

2.2

0.2

1.3

1.8

0.5

取

材

1.2

1.5

0.3

2.0

2.2

0.2

1.2

1.7

0.5

構

成

1.0

1.2

0.2

2.0

2.1

0.1

1.2

1.6

0.4

記

述

1.3

1.4

0.1

2.0

2.2

0.2

1.2

1.5

0.3

推

敲

1.2

1.4

0.2

1.9

2.2

0.3

1.1

1.6

0.5

交

流

1.2

1.6

0.4

2.2

2.3

0.1

1.1

1.6

0.5

学

年

４

年

５

年

６

年

調査月

６月

12月

伸び

６月

12月

伸び

６月

12月

伸び

取材設定

1.5

1.8

0.3

1.5

1.8

0.3

1.8

2.1

0.3

取

材

1.5

1.7

0.2

1.2

1.6

0.4

1.8

2.0

0.2

構

成

1.4

1.6

0.2

1.1

1.5

0.4

1.6

1.9

0.3

記

述

1.5

1.7

0.2

1.0

1.4

0.3

1.6

1.9

0.3

推

敲

1.6

1.8

0.2

1.3

1.7

0.4

1.6

1.9

0.3

交

流

1.5

1.7

0.2

1.2

1.6

0.4

1.4

2.0

0.6
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この結果から分かることは、以下の通りである。
①
②

全体的にどの表現過程の数値にも伸びがみられる。
低・中・高と、つけたい力が高度になってくると、奇数学年では数値は低いが、偶
数学年になると評価は上がってくる。
③ 例年に比べて交流や推敲の評価の伸びが大きい。

①に関しては、ねらいを明確にした交流や多様なサンプル文の活用により、児童
が課題を明確にもって試行錯誤しながら書く活動を行った成果だといえる。②に関
しては、同じ指導事項を２年単位で指導するための結果である。これらの結果は６
年間の継続の成果であり、全学年で書くことに取り組んできた成果の表れである。
また、③に関しては、教師が日頃から学校生活の様々な場面で、意識して交流活動
を取り入れてきたこと、交流の観点を明確にして取り組んできたことで、自分で推
敲する力や、交流の際に相手の文章を観点をもとに適切に評価する力が付いてきた
と考える。これらのことから、全体的に仮説実証のための手立ては有効であったと
いえる。

７

研究の成果と今後の課題

(1)

交流を位置付けた学習展開

「書くこと」の表現過程に、学級全体での交流やグループでの交流を位置付けた
学習展開を図った。この交流により、児童は、漠然としていた自分の考えが明確に
なり、その考えをよりよく表現できるように試行錯誤を繰り返した（自分の考えを
深めて、適切に表現しようとした）のである。この手だてをとるにあたって①交流
の観点を明確にすること②児童にも明確なめあてをもたせることに重点を置いたと
ころ、児童一人一人の考えに深まりがみられた。ただ単に「交流しましょう」と言
うのではなく、①なぜ、②何のために、③どんなことについて交流するのかを学習
の初めに明確化させておくことで、児童は活動の意味を理解し、よりよい表現をめ
ざして、効果的な交流ができたのではないかと考える。それには、教師側にもその
時間の学習目標、文種への深い理解が必要になる。とくに交流の観点は、文種の特
質を踏まえた重点化された指導事項が中心となる。どこに焦点をあてて、どの程度
の交流をさせるのかによって、児童の書く力は変わってくる。交流グループのメン
バーを考え、交流の仕方などを日々の学習の中で身に付けておくことで、自力で考
えることが困難な児童にとっても大きな助けになり、回数を重ねていくことで内容
や交流方法の質も高まっていった。また、一つ一つの観点も、教師が下してきた観
点ではなく、自分たちの課題にそって交流し、自分たちで見付けだした観点である
ので、一人一人の活動に戻ったときにも、文章について考える作業が大変スムーズ
であった。課題としては、交流の経験を計画的に他教科等の学習の中にも取り入れ
ていくこと、児童の実態と文種の特質を考えたグルーピングが必要であることがあ
げられる。また、低学年、特に１年生は自分のよさを紹介したり、友達のよいとこ
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ろを見付けたりすることで精一杯であるが、２年生になると、少しずつ友達のより
よい表現を取り入れることもできるようになってくる。学年に応じた交流のめあて
をもたせることが必要である。

(2)

文種に応じて、重点化した内容の「書く」指導の工夫
本校ではこれまでの研究でどんなサンプル文をどこで提示するのかを工夫してき

た。本年度はそれに加えて①ねらいを明確にすること②多様なサンプル文を用いる
ことの二つを重点化した。児童にも文種の特質をよりよく理解できるようにするた
めに様々な文種のサンプル文を活用したが今まで学習してきた文種と新しい文種を
比較することでその特質が明確になり、何をどんなふうに書いたらよいのか見通し
をもつことができた。しかし、まず、文種を選ぶ前に児童の「書きたい」という意
欲をしっかり高めておくことは不可欠であった。その思いをもって文種を選ぶこと
で、その特質が分かり、学習計画を自分の作品作りの過程としてとらえることがで
きた。また、同じ文種のサンプル文集の活用では文種を選択した時点で提示するこ
とで様々な表現方法があることが分かり、自分の伝えたいことを表現する際の参考
にすることができた。特に高学年では取材、構成の段階から参考にすることができ
た。また、学習の中で詳しく比較検討し分析する活動を設定することで、より効果
的に活用することができたと考えられる。低学年では、あまり自主的に参考にする
という様子は見られなかったが音読をしたり、視写をしたりという活動を取り入れ
ることで文末表現等を自分の文章に取り入れることができていた。低・中学年にお
いては取材や構成の段階で教師と一緒に一つのサンプル文をもとに学級全体で比較
検討するという活動を合わせて行うことが有効であった。課題としてはサンプル文
の内容、提示の仕方、伝えたいことと文種の適合性（ほかにも適切な文種があるの
ではないか）、活用の仕方などに更なる工夫の余地があることがあげられる。
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