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事例 中学校 国語科 第１学年「学校案内パンフレットづくり」

相手や目的に応じ、考えや気持ちを確かに書く力を育てるテーマ

ための学習活動の工夫改善

・テキストのよさを生かし、確かに書く力を高める題材設定の工夫授業改善

・目的に応じ、テキストを評価しながら読む力を高める指導の工夫のポイン

ト

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

○書く能力における学習状況の把握

【把握方法 （対象：第１学年 ３２名）】

課題： 読書調査の結果」を見て、自分の読書について考えたことを書きま「

しょう。

書く能力の実態を把握するために上記の課題を設定し、生徒が書いた内容を分

析することにした。参考資料として示したものは 『第５０回学校読書調査 （全、 』

国学校図書館協議会・毎日新聞社）のデータとその解説である （活動時間は、。

５０分、字数の制約はなし）

グラフデータを読み取ることのできない生徒もいると予想されたので個別指導

、 、において 近年における小学生・中学生・高校生の読書量は増加傾向にあること

ファンタジーを扱った物語や中学生・高校生を主人公とした作品に人気が出たこ

とがその要因になっていることを指導・援助した。

【評価規準】

①書く事柄を事実と意見の観点から意図的に集めている （選材）。

②表記や語句の用法が分かりやすくなるよう文章を書き直している （推敲）。

学習状況の結果と分析

【結果】選材と推敲について次のような結果であった。

十分満足できる おおむね満足できる 努力を要する観 点 状 況

選材 ４人 １４人 １４人

推敲 ２人 １０人 ２０人

提示した資料のデータを事実としてあげ、自分の読書量にかかわる意見を述べ
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ることができた生徒は１８人であった。その他の生徒は意見を述べるための事実

を書くことができていなかった。書く内容が思いつかず、文章をほとんど書くこ

とのできなかった生徒も４人いた。

生徒が書いた内容を分類し、多くの生徒が選んでいた事柄と、少数の生徒しか

選ばなかった事柄に分けると、次のような結果であった。

＜多くの生徒が選んでいた事柄＞

○自分の読書量を中学生の全国平均と比較する。

○中学生の読書量が近年増加していることを、自分の読書量と比較する。

○中学生よりも小学生の読書量が多いことを、自分の読書量と比較する。

＜少数の生徒しか選んでいない事柄＞

△中学生と小学生・高校生との読書量を比較し、変化の要因についてふれる。

△中学生の読書量について変化の要因と自分の読書量を比較する。

△読書をしていない生徒の減少と自分の読書生活の現状をかかわらせる。

△読書量の変化の要因と自分の読書生活の現状をかかわらせる。

【分析】

以上の結果から、生徒の書くことにおいて不足している力は次の２点である。

( )「努力を要する」状況の生徒の姿から1

考えを具体的に述べるために与えられた情報の中から事柄を絞り込む力が

弱い。

文章を書くことができていない生徒に対し、資料の中から具体的な事実を取り

上げ、意見を求めると、みな考えをもつことができる。書くことができない要因

は、多くの情報から何を根拠に考えづくりをするとよいか決めることができない

ことだといえる。また、具体的事実を書くことのできない生徒は考えをもつこと

、 。 、はできても 何がその根拠になっているかを整理できていないといえる つまり

一つの事実を与えられると、それに対する考えをもつことはできても読み取った

多くの情報から自分に必要なものを取捨選択し、考えづくりにつなげることがで

きていないといえる。事実と意見の違いを理解し、意見の根拠として必要な事実

を決め出す力を高めていく必要がある。

( )「十分満足できる 「おおむね満足できる」状況の生徒の姿から2 」

考えの根拠を確かにするために、事実を読み取り比べる力が弱い。

考えの根拠となる事実を書くことができた生徒であっても、複数の事実を比べ

ることや事実の要因を明らかにすることで、さらに説得力を高めようとすること

ができていない。資料からの読み取りが十分でなかったり、読み取った事実がど

う互いにかかわっているか整理がつかなかったりするなど、一面的な部分から考

えづくりをしている傾向にあることが分かる。自分の書いた文章を読み返す習慣

が身に付いておらず、説得力を高めるために内容を深めていく経験が乏しいと思
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われる。根拠となる事実を積み重ねることで、考えがさらに深まったり広がった

りすることを実感できるような学習が必要であるといえる。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

(1) 授業改善の方針

実態から、生徒たちは「書くことを見つけることができない 「文章に考えの深さが」

ない」という問題があることがわかった。これは平成１７年度「岐阜県における児童生

徒の学習状況調査」においても、考えと理由を区別し文章全体の組み立てを考えて書く

力が弱いことが明らかになっている。全国的に見ても、平成１３、１４年度「教育課程

実施状況調査」では、小学校での相手や目的、意図を踏まえて内容を新たに構成しなが

ら文章を書く力が弱いことが指摘されている。

これまでも読むことと書くことの関連を図り、読むことで得られた知識が書く力に発

揮されるよう指導してきた。しかし、読むことの目的と書くことの目的は必ずしも一致

していたとはいえない。読むことの学習では、読む力を高めることに重点が置かれ、書

く力を高めるための「読む」ではなかったからである。そうした点から今後は、書く力

を高めるために参考となるテキストのよさを利用できるような授業を工夫したい。テキ

ストをただ単に読むだけでなく、目的に応じ妥当であるかどうか評価しながら読む指導

を充実させていくことで、考えや気持ちを確かに書く力を育てていきたい。

そこで、次の２点を授業改善として行うことにした。

① テキストのよさを生かし、確かに書く力を高める題材設定の工夫

② 目的に応じ、テキストを評価しながら読む力を高める指導の工夫

(2) 改善の具体的方途と実践

① テキストのよさを生かし、確かに書く力を高める題材設定の工夫

ア 生徒の実生活上の課題を題材に設定する。

「調べたことを正確に伝えよう」という単元の学習において 「学校案内パンフレ、

ットづくり」という題材を設定した。来年度、本校に入学する小学６年生に中学校で

必要な心構えや学校生活の楽しさを伝えるという題材である。題材設定の意図として

次の３点をあげる。

・先輩として後輩を温かく迎えたいという思いによって、相手・目的意識を高めるこ

とができる。そのため、分かりやすく書きたい、テキストのよさを学びたいという

生徒の願いを引き出すことができる。

・中学校生活の楽しさを伝えるという共通の目的があることで、仲間の作品を読み比

べ、互いのもつよさを学び合う必然が高まる。

・入学する立場だった昨年度の体験から、読み手の立場でテキストを評価したり、文

章を書いたりすることができる。
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イ 書く目的に応じたテキストを利用する。

学校案内のパンフレットをつくるという目的を踏まえ、参考とするテキストを二種

類提示した 企業が作成する 宣伝用パンフレット と 高校が受検生に配布する 高。 「 」 、 「

校案内パンフレット」である。

生徒は、宣伝用パンフレットを買い手の立場で読み、評価する。そこから、生徒は

商品をアピールするための構成の工夫を学ぶことができると考えた。また、高校案内

パンフレットには学校を紹介するという生徒作品と同じ目的が込められている。そこ

から学校生活の意義や楽しさを伝えるための工夫を学ぶことができると考えた。

② 目的に応じ、テキストを評価しながら読む力を高める指導の工夫

ア ３つのテキストを比べて読む活動を位置付ける。

内容の構成が異なる３つの宣伝用パンフレットを提示し、それぞれのよさや問題点

を見付ける活動を位置付けた。パンフレットにはそれぞれ「伝え手の願いが強く主張

されているもの 「読み手の要求に明確に応えているもの 「伝え手の願いもなく読」 」

み手の要求にもあまり応えていないもの」という特徴がある。

３つを比較する活動の中で「どんな内容が読み手をひきつけているか 「どんな内」

容が商品のよさをアピールしているか」と投げかける。そうすることで、表現の妥当

性や、主張の確かさ等、幅広い観点から評価して読む力を育てることができると考え

た。

イ 目的の異なるテキストを比べて読む活動を位置付ける。

宣伝用パンフレットから見つけた工夫が、高校案内パンフレットのどこにあたるか

比べて読む活動を位置付けた。目的の異なるテキストを読み取ることで選材や構成の

よさを実感し、作品づくりに生かしたいという願いをもつことができると考えた。

３ 授業改善後の成果

。（ ）本時の授業によって生徒の姿が以下のように変化した 生徒数：３２名 欠席１名

評価規準 目的を踏まえ、事実 事実と意見を書いて 事実と意見を書いて
評価時期 と意見を書いている いる いない

授 業 前 ２人 ４人 ２５人

テキストの読み取り後 １２人 １３人 ６人

仲間との作品交流後 ２７人 ４人 ０人

結果を見ると、学習を進めていくにつれ、構成表の中に事実と意見を書き加えていく

生徒が増えていったことがわかる。

はじめは「時間割表」や「日課表 「部活動名」等、深く考えなくても伝えることの」

できる事実を選材していた生徒が多かった。しかし、その後、２種類のテキストを読み

取り、仲間と作品交流をすることで、生徒たちはとして「中学校で１年間生活してきた

先輩だからこそ伝えることのできるアドバイス 、事実として「事前アンケートの結果」

に基づいた新入生が知りたいと願っていること」を書き加えることができた。

学習を通して、生徒が新たに選材することのできた例は以下のとおりであった。
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・本校が大切にしている三本の柱 ・中学校での活動における先輩からのアドバイ

・先輩と後輩との温かい関係 ・新入生の悩みに答えるＱ＆Ａ

この結果を踏まえ、次の点を指導上の手だての成果として考える。

①ア 生徒の実生活上の課題を題材に設定する。

「学校案内パンフレットづくり」は、生徒の相手・目的意識を高める題材として効果

的であった。

新入生に役立つパンフレットにしたいという強い願いがあったことで、参考となるテキ

ストの読み取りや、仲間との作品交流への必然が高まった。仲間との作品交流によって、

構成表の内容を高めることのできた生徒が１５人いたことからも分かる。

また 「自分も中学校の授業が難しくて分からなくなるんじゃないかと心配だった。だ、

から授業中に話をしっかり聞くことと、毎日の復習を大切にするようにアドバイスした

い 」と話す生徒もいた。これは、昨年度、新入生の立場であった経験を生かし、読み手。

の立場に立って作品をつくることができた姿だといえる。

①イ 書く目的に応じたテキストを利用する。

テキスト「宣伝用パンフレット」と「高校案内パンフレット」の利用は、選材の観点

を学ぶ手だてとして有効であった。

本時では 「宣伝用パンフレット」として旅行用のパンフレットを提示した。旅行先の、

楽しさやプランの充実ぶりをアピールするために、パンフレットには様々な工夫が施され

ている。その中から生徒は、旅行社の主張する意見として「旅行先で楽しむことのできる

内容が焦点的にアピールされている」という点と、読み手が望む事実として「すでに旅行

をしたお客さんの感想が書かれている」という点を工夫として見付けることができた。

同様に 受検生にむけた高校案内パンフレットの中からも高校が主張する意見として 学、 「

校の校風や望む生徒像、先輩の声が書かれている」という点と、読み手が望む事実として

「授業科目や行事、部活動、進路先の情報等が書かれている」という点を見付けることが

できた。これらの工夫点は、生徒作品「学校案内パンフレット」にも生かすことができ、

テキストの読み取りが自分の構成表を見直し、選材の観点を広げることに役立ったといえ

る。

②ア ３つのテキストを比べて読む活動を位置付ける。

内容構成の異なる３つのテキストを比べて読む活動は、評価しながら読む力を高める

手だてとして有効であった。

本時では、宣伝用パンフレットである旅行パンフレットを３種類提示した。比較する対

象があることで、生徒たちは工夫点の有無による効果を実感することができていた 「Ａ。
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には体験者の声があるがＢにはない。だから、Ｂのプランの楽しさは信頼しにくいと感じ

る 」と生徒は話していた。旅行プランを提示し、客を引き込むという目的において、Ｂ。

の構成は物足りないと評価していることが分かる。

また 「費用が提示されているＡやＢは、読み手が知りたいと望んでいる情報にはっき、

り答えているよさがある。費用の提示がないＣは、読み手からの問い合わせを期待できる

よさがある 」と生徒は話した。よさや問題点を見付けながら読むことで、選材によって。

読み手が受ける印象が変わることに気付くことができたといえる。

②イ 目的の異なるテキストを比べて読む活動を位置付ける。

「 」 「 」 、宣伝用パンフレット のよさを観点に 高校案内パンフレット を読み取る活動は

構成のよさを生徒に実感させ、読むことを書くことに生かす手だてとして効果的であっ

た。

本時では 宣伝用パンフレット から選材の観点として見つけた 伝え手の願い と 読「 」 「 」 「

み手の要求」が 「高校案内パンフレット」のどこにあるか話し合う活動を位置付けた。、

２つのテキストを利用し、読み取る活動によって１０人の生徒がねらいであった２つの観

点を構成表に加えることができた。

旅行用パンフレットの構成のよさに気付くことはできても、そのよさを自分の作品につ

なげることができない生徒も多い。そうした生徒にとって目的が共通する「高校案内パン

フレット」を読む活動は効果的であった。さらに、目的が異なっても構成の工夫は共通し

たよさとして活用できることを生徒は理解することができた。


