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事例 小学校 国語科 第４学年

「アップとルーズで伝える／四年三組から発信します」

テーマ 「読解力を育成するための指導方法の工夫改善」

授業改善 ①「読むこと」「書くこと」の関連を図った単元構成の在り方

の視点 ②５つの言語意識に基づいて論理的思考を促す指導方法の工夫

１ 学習状況の把握と結果の分析

⑴ 学習状況の把握の方法

平成１８年度の第４学年３９人と平成１９年度の第４学年３９人の児童を対象にし

て、ＰＩＳＡ調査結果の観点のうち「テキストの解釈」「テキストの熟考・評価」に

関する「読むこと」の単元と、「読むこと」「書くこと」を関連させた単元における

学習状況について経年比較をすることにより、本年度の児童の実態を把握した。

①読み取ったことを生かして書いた文章を基にした評価

「テキストの解釈」

・文学的文章「三つのお願い」「白いぼうし」における各単位時間のまとめと、文学

的文章「白いぼうし」の発展学習「紹介カード」に対する評価

＜評価規準＞

十分満足できる：根拠となる言葉と自分の思いや考えを区別し、経験や既習内容とかかわらせて

書いている。

おおむね満足できる：根拠となる言葉と自分の思いや考えを区別して書いている。

努力を要する：自分の思いや考えを書いている。

＜評価方法＞ ワークシートの記述内容

「テキストの熟考・評価」

・説明的文章「『かむ』ことの力」「新聞記者になろう」における読み取りを生かし

て書いた説明文の評価

＜評価規準＞

十分満足できる：構成と書き表し方の工夫を用いて、相手に応じて書いている。

おおむね満足できる：構成と書き表し方の工夫を用いて書いている。

努力を要する：構成または書き表し方の工夫のいずれかを用いて書いている。

＜評価方法＞ 推敲前の記述内容

②「書く時のなやみ」の傾向をとらえるためのアンケートによる把握

アンケートによる意識調査「書く時のなやみ」の項目（複数回答可）

・「目的」（㋐）「内容」（㋑㋒）「書き方」（㋓～㋗）に関する８項目

㋐何のために書いているのかが分からない。

㋑何を書いたらよいのか分からない。

㋒題名をどのように付ければよいのか分からない。

㋓書き出しをどのように書けばよいのか分からない。

㋔気持ちの表し方が分からない。
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㋕文章のまとめをどのように書けばよいのか分からない。

㋖文や段落をどのようにつなげばよいのか分からない。

㋗句読点の付け方が分からない。

⑵学習状況の結果と分析

【結果】

①読み取ったことを生かして書いた文章を基にした評価

「テキストの解釈」 （単位：％）

月・教材名 状 況 十分満足できる おおむね満足できる 努力を要する

４月 Ｈ 18 年度 ３１ ５６ １３

「三つのお願い」 Ｈ 19 年度 １５ ７０ １５

７月 Ｈ 18 年度 ３８ ５４ ８

「白いぼうし」 Ｈ 19 年度 ２３ ６７ １０

７月 Ｈ 18 年度 ３３ ６７ ０

紹介カード Ｈ 19 年度 ２３ ５６ ２１

「テキストの熟考・評価」 （単位：％）

月・教材名 状 況 十分満足できる おおむね満足できる 努力を要する

５月「『かむ』こ Ｈ 18 年度 ２３ ５４ ２３

との力」 Ｈ 19 年度 １３ ５６ ３１

６月「新聞記者に Ｈ 18 年度 ４３ ４６ １１

なろう」 Ｈ 19 年度 ２８ ５４ １８

㊟数値は、評価規準（１ページ）を基に児童数の割合（％）を算出した。

②アンケートによる意識調査「書く時のなやみ」 （単位：％）

平成１８年度の状況 調査 アンケートの 調査 平成１９年度の状況

80 60 40 20 段階 調査項目 段階 20 40 60 80

年度当初 ㋐何のために書いているの 年度当初

１学期末 か分からない。 １学期末

年度当初 ㋑何を書いたらよいのか分 年度当初

１学期末 からない。 １学期末

年度当初 ㋒題名をどのように付けれ 年度当初

１学期末 ばよいのか分からない。 １学期末

年度当初 ㋓書き出しをどのように書 年度当初

１学期末 けばよいのか分からない。 １学期末

年度当初 ㋔気持ちの表し方が分から 年度当初

１学期末 ない。 １学期末

年度当初 ㋕文章のまとめをどのように書 年度当初

１学期末 けばよいのか分からない。 １学期末

年度当初 ㋖文や段落をどのようにつなげ 年度当初

１学期末 ばよいのか分からない。 １学期末

年度当初 ㋗句読点の付け方が分から 年度当初

１学期末 ない。 １学期末
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【分析】

①読み取ったことを生かして書いた文章を基にした評価にかかわって

・平成１８年度の「テキストの解釈」の結果から、「努力を要する」児童に対する指

導効果が見られ、１学期末にはすべての児童が「おおむね満足できる」以上の言語

能力を身に付けることができた。平成１９年度の結果から、学習の積み重ねにより、

「十分満足できる」割合は、１５％から２３％へ増加し、中心となる語や文をとら

えて読み取る力の高まりが見られる。しかし、１０％以上の児童が「努力を要する」

という結果となった。

「三つのお願い」（４月）では音読発表会、「白いぼうし」（７月）ではお気に入り

の場面を紹介するために読み取りを行った。ワークシートの記述を見ると、文中の

言葉に着目し、これを根拠に登場人物の気持ちや様子を想像するところまで至って

いない。前単元までに培った「読むこと」の言語能力を生かし、学びを連続させた

り発展させたりすることに課題がある。４月当初以上に言語能力の個人差は、大き

くなっているととらえた。

・平成１８年度の「テキストの熟考・評価」の結果からは、「十分満足できる」状況

への到達は著しく、１学期末には、４０％以上の児童が読み取ったことを生かして

書く力をはぐくむことができた。しかし、平成１９年度においては、達成度が十分

でなく、教材の構成や書き表し方を１つの文章のモデルとし、自分の思いや考えを

表し、使いこなすことが十分にできていなかった。また、単元の導入時に、「読む

こと」の教材を通して「読み取ったことを生かして書く」という学習の見通しが生

かされず、ここで設定した目的意識が持続しきれていない。教師自身も「読むこと」

と「書くこと」のそれぞれの言語能力を意識し、双方の能力をはぐくむという関連

指導について意識の弱さがあった。

②アンケートによる意識調査にかかわって

・平成１８年度の結果から、書くための目的意識を明確にもつことができており、第

３学年までの言語事項について、ある程度の自信をもっていることが分かる。これ

は、読み取ったことを生かして書く力の高まりを自覚し、自信につなげていった平

成１８年度の「テキストの熟考・評価」の結果を裏付けている。一方、平成１９年

度の結果では、年度当初の児童の実態から、５０％以上の児童が「㋑何を書いたら

よいのか分からない。」「㋒題名をどのように付ければよいのか分からない。」「㋓

書き出しをどのように書けばよいのか分からない。」「㋗句読点の付け方が分から

ない。」と感じ、４０％弱の児童が「㋔気持ちの表し方が分からない。」「㋕文章の

まとめをどのように書けばよいのか分からない。」と、不安を抱いている。つまり、

児童は、書く内容以上に書き方に抵抗を感じ、苦手意識をもっている。なかでも「㋗

句読点の付け方が分からない。」は、前年度と比べて割合は大きく、言語事項に関

する前学年までの学習内容が定着していない、あるいは定着していないと児童が認

識していることが分かる。
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２ 分析に基づく授業改善

(1)授業改善の方針

授業改善の視点

①「読むこと」「書くこと」の関連を図った単元構成の在り方

②５つの言語意識に基づいて論理的思考を促す指導方法の工夫

ＰＩＳＡ調査で指摘されている課題を踏まえ、本年度の児童の実態を総括すると、

単元及び単位時間において、次のような授業改善が考えられる。

授業改善の視点①にかかわって

・単元導入時にもった５つの言語意識を持続させるため、児童にとって追究する必然

性がある言語意識を設定し、常に意識できるよう１単位時間の学習課題やワークシ

ートを工夫する。

・教材の読み取りを通して文章の展開を理解し、これを生かして構成・記述する言語

活動を年間の授業の中に位置付け、繰り返すことによって、児童の学び方として定

着できるようにする。

・書くために、文字や文法的事項等、基礎的な知識や能力は欠かせない。これら言語

事項の習得を図るため、「話したり聞いたりしたことを書く」「読んだことを書く」

という書く活動を積極的に位置付ける。

授業改善の視点②にかかわって

・児童が５つの言語意識に基づき、根拠となる事実を明確にして考えと区別しながら

書く力を培うためには、書き手である児童が読み手の立場になり、客観的な見方や

考え方をはぐくんでいく必要がある。発達段階に応じて、表現の適切さを吟味する

ための指導の観点と方法を明らかにする。

・読み返しながら書くことは、個人差が顕著に表れるため、個に応じた指導・援助を

工夫する。

(2)改善の具体的方途と実践

①「読むこと」「書くこと」の関連を図った単元構成の在り方

ア 必然性のある５つの言語意識の位置付け

第４学年の児童は、これまで飼育栽培経営部活動を通して第１学年とかかわり、動

植物とのふれあいを通して命の大切さを伝えてきた。第１学年の生活科では、季節に

関する動植物を素材に学習が展開されていく。これに関する疑問をもった第１学年の

児童は、第４学年に教えてもらえば解決できると考え、依頼の手紙を書いていく。生

活科で学習した経験をもっている第４学年の児童は、これを読み、「教えたい」とい

う思いを抱くとともに、児童自身にとっても見慣れている事物に対して見つめ直すき

っかけになると考えた。

単元導入時に抱いた「ものや生き物のおもしろさを伝えるために、前の単元の学習

を生かして分かりやすい新聞を作りたい。」という願いに基づき、次のように、５つ

の言語意識を設定する。さらに、相手や目的等の設定理由を明示できるよう、ワーク

シートに記述欄を設ける。
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例：５つの言語意識

相手意識：１年○組の○○さんに

目的意識：ものの見方のおもしろさを伝えるために

場面・状況意識：○○さんの教室の前の廊下で

方法意識：分かりやすい新聞を作って

評価意識：直接感想を聞いて

本事例で取り上げた単元を通して、事物を見るにあたり、「アップ」と「ルーズ」

という相反する２つの見方があることを児童は知る。それぞれに長所や短所があるこ

とを読み取り、その見方を取り入れて、「ものや生き物」を見つめる。そして、その

おもしろさを１年生に伝えていく新聞を作っていく。

これまでの単元では、記述後、３日間程度の推敲期間を設けてきた。この間、２、

３人の作品を読み、推敲する過程を位置付けてきたが、記述から推敲まで日時を要す

ることから、「単元を貫く相手意識や目的意識」等の言語意識が弱くなり、意欲的に

表現していこうとする力が高まりにくい状況にあった。

本単元の新聞が比較的短文であり、１単位時間内に記述と推敲の時間を設けること

が可能であることから、これらを１つのユニットとした。方法意識を含めて各単位時

間の共通の課題を設定し、５つの言語意識の持続化を図ることを考えた。したがって、

「テキストの解釈」「テキストの熟考・評価」を１単位時間内で行うことになる。

読み取ったことを生かして書く第３時では、適切な表現につながるよう、５つの言

語意識に基づいた課題の焦点化を図ることを考えた。共通の課題に基づき自己の追究

課題を設定していく。個の言語意識に即し、「誰に」「何を」伝えるために、本時は

「どこを」「どのような方法で」学習をするのかをワークシートに明記し、学習の見

通しをもつことができるようにする。

イ 目的に応じて読み取ったことを生かす書く活動の位置付け

単元導入時、前単元「新聞記者になろう」の既習内容を想起させ、新聞作りを行う。

新聞の構成「小見出し・本文・イラスト」と、書き表し方「５Ｗ１Ｈ」「数字」「名

前」や文末表現（～だ・～である）を生かして書き終えた後、仲間と交流し、新聞の

伝わり具合を確かめる。児童は、「もっと分かりやすい新聞記事を書きたい。」「自分

の思いや考えが伝わらなかった。内容を詳しくしたい。」という追究意欲をもち、教

材「アップとルーズで伝える」を読んでいく。「アップ」や「ルーズ」の見方のおも

しろさを味わい、再度、新聞を作成する。単元末には、伝わり具合を確かめたり、導

入時に書き上げた作品を比較したりして、自己の表現の高まりから表現効果を実感で

きるようにする。

例：説明的文章における単元指導計画

従前の単元指導計画（簡易版） 改善した単元指導計画（簡易版）

○学習計画を立て、見通しをもつ。 ○学習計画を立て、見通しをもつ。

○説明的文章を形式段落ごとに分け、要 ○説明的文章を形式段落ごとに分け、要

点をまとめる。 点をまとめる。

○学習のまとめをする。 ○説明的文章の構成と書き表し方を読み
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取り、説明文を書く。

読むこと

説明的文章を読み取る。

書くこと 取材→構成→記述→推敲・評価

読み取ったことを生かして書く。

○学習のまとめをする。

②５つの言語意識に基づいて論理的思考を促す指導方法の工夫

ア 「比較」による思考を用いた学習活動の位置付け

児童は、自らが書き綴ったものを読み手の立場になって読むことによって、さらに

よりよい表現を目指して思考すると考える。そこで、児童が共通点や相違点から新た

な見方・考え方に気付くことができる「比較」による学習活動を位置付けることが、

最も学習効果を発揮すると考えた。文章表現過程において、２つの提示資料による「比

較」や、言語意識と記述した表現の「比較」、自分と仲間の表現の「比較」等、様々

な対象に対する思考が考えられる。これらには、共通して、情報を取捨選択するなど

内容を吟味しながら思考を繰り返す児童の姿が期待できる。

記述・推敲段階である第１２時では、

「つかむ」過程に提示資料による「比較」、

「ふかめる」過程に言語意識と記述した表現

の「比較」と、交流による自分と仲間の表現

の「比較」を位置付ける。「まとめる」過程

に交流前後の表現の「比較」を位置付ける。

構成メモや仲間のアドバイスを手がかりに

表現につなぐことができるよう、「アップ」

は、目や耳等の五感を観点にした「七つの

アンテナ」を活用する。「ルーズ」は、「書

くこと」領域の単元ごとに学習した表現方

法として位置付けた「へんしんわざ」のう

ち、本単元の言語活動である新聞に不可欠

な「５Ｗ１Ｈ」「数字」「名前」を主な観点

にして表現していく。

イ 個に応じた指導方法の工夫

児童が根拠を明確にし、主体的に適切な表現を目指すためには、学習活動や指導・

援助の意図を理解し、学習過程に即して具体的に表現をイメージし、学習を進めてい

く必要がある。第２・３次の学習過程において、以下の２点を工夫する。

Ａ 言語能力に応じた学習過程の工夫

大きく個人差が生じやすいと考えられる「書くこと」の領域において、前単元また

は前時の評価規準（下表参照）を基に、３段階（「努力を要する」「満足できる」「十

分満足できる」）に評価し、それぞれ「補充」「基本」「発展」という三つの学習過程

を設ける。

「へんしんわざ」

「七つのアンテナ」
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「ルーズ」の推敲前の記述による「テキストの解釈」 （単位：％・名）

月・教材名 状 況 十分満足できる おおむね満足できる 努力を要する

９月「アップとルーズで伝える」 １８（７名） ６７（２６名） １５（６名）

「ルーズ」の推敲後の記述の変容による「テキストの熟考・評価」（単位：％・名）

月・教材名 状 況 十分満足できる おおむね満足できる 努力を要する

９月「アップとルーズで伝える」 ４１（１６名） ５９（２３名） ０（０名）

Ｂ ワークシートの工夫

すべての児童が第２次に読み取ったことを、第３次に生かして書くことができるよ

う、読み取り時と同様、構成ごとに異なる色の原稿用紙を用いて書き分け、構成のま

とまりをとらえやすくする。「アップ」の事実はオレンジ色、「ルーズ」の事実は黄

色、「アップ」と「ルーズ」の考えは、白色の原稿用紙に書き分けることができるよ

うにする。また、ヒントを加えたり、筆記速度に応じて書く分量を軽減したりするな

ど複数のものを準備し、個が選択できるようにする。

第３次の記述・推敲段階の学習過程において、以下の３点を工夫する。

Ｃ ５つの言語意識に基づいた表現につなぐ提示資料の工夫

「補充」「基本」「発展」のすべての児童に対して、「つかむ」過程に共通して追究

する方法や内容をつかみ、学習の見通しをもつための資料を提示する。本時は、「ア

ップ」の視点による記述・推敲を行う。「アップ」の見方による表現として、伝えた

いものの細部の状態について、比喩表現を用いると効果的であることをとらえること

ができるよう、すべての児童が共通して用いている「七つのアンテナ」の「目」と、

既習の「へんしんわざ」のうちの「たとえ」を併用することを考えた。次の表は、児

童が用いたアンテナの割合を意味する。

したがって、アンテナの「目」に関する比喩表現を含めた資料と含めない資料を

提示し、表現のよさを感じ取ることができるようにする。

「アップ」の写真を基にした「情報の取り出し」 （単位：％）

月・教材名 七つのアンテナ 目 耳 鼻 口 手 足 心

９月「アップとルーズで伝える」 １００ ３ １０ ０ ９０ ０ ９７

㊟９・１０／１７時のワークシートを基に、評価規準（１４ページ）に照らし合わせて評価した。

「補充」（「努力を要する」）の児童には、「つかむ」過程において、前時までの児

童の実態から、取り出した情報を文や文章として表現することに苦手意識をもつ傾向

があった。そこで、構成段階で取り出している写真に関する情報のメモについて、写

真と照らし合わせて記述する内容と順序を再確認し、相手意識に基づいて文章化する

過程を示すことを考えた。これにより、記述に至るまでの手順や具体的な表現例を明

らかにし、学習の見通しをもつことができるようにする。

「発展」（「十分満足できる」）の児童には、「ふかめる」過程において、２つの資

料を比較する中で、構成の「まとめ」部分が「このように」というつなぎ言葉を用い

て加えることにより、さらに分かりやすい新聞記事になるという新たな観点をもつこ

とができるようにする。

Ｄ 付箋の活用

「補充」に対して、机間指導をする中で具体的な表現例等を付箋に記し、配布しな
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がら個別指導を行っていく。

Ｅ 「とくとくコーナー」の設定

「基本」の児童に対して、前単元に作成した新聞や本単元の既習内容が分かる掲示、

５つの言語意識の一覧表、調べ学習時に用いた図書を必要に応じて自由に活用できる

よう教室環境に位置付ける。

例：説明的文章における推敲過程の展開

従前の展開案簡易版 改善した展開案簡易版

○つかむ ○つかむ

・共通の課題を確かめ、見通しをもつ。 ・共通の課題を確かめ、見通しをもつ。

○ふかめる 「補充」 「基本」 「発展」

・５つの言語意識に基づき、課題を学習 ・提示資料を共 ・個の追究課題をもつ。

する。 同推敲する。

○まとめる ・個の追究課題

・本時の活動を振り返る。 をもつ。

○ふかめる

・５つの言語意識に基づき記述し、自己推敲

や相互推敲をする。 ・提示資料を共

同推敲し、新

たな観点をも

○まとめる ち、記述する。

・本時の活動を振り返る。

３ 授業改善後の成果

⑴「読むこと」「書くこと」の関連を図った単元構成の在り方

ア 必然性のある５つの言語意識の位置付け

第１学年の担任と連携し、全学級から「うさぎの耳は、どうして長いのか、分から

ないから教えてほしい。」「いろいろなお花のひみつを教えてほしい。」などの手紙が

届けられるよう、単元の導入に位置付けた。「自分も１年生の時、水の生き物や花を

育てた。」と過去を振り返り、第１学年が抱いている疑問を真摯に受け止める児童の

姿があった。疑問の内容が日常的に見慣れている物だけに、いざ尋ねられると答えら

れないことに気付き、調べる必然性をもち始めた。

単元導入時の願いを５つの言語意識として書き分け、ワークシートにまとめた。言

語意識のうち方法意識を課題内に位置付けて、各単位時間の共通の課題を設定した。

これを受け、相手・目的意識を個人が追究する課題に位置付け、課題の焦点化を図っ

た。追究する方法や内容が明確となったことにより、記述後の推敲が意図的なものと

なり、確実に表現力を高めることができた。

イ 目的に応じて読み取ったことを生かす書く活動の位置付け

導入時に書き上げた児童の作品は、第１学年に問いかける文末表現が多く、新聞と

いうより、経験を基にした紹介文や感想文であった。仲間と交流し、アドバイスをも

らった児童は、「もっと分かりやすく書きたい。」と思いを強めていった。



- 9 -

説明的文章「アップとルーズで伝える」を通して、「アップ」「ルーズ」という２

つの見方で物をとらえて記事を書けば、分かりやすい新聞になることを学習した。単

元末に評価意識に基づき伝え合ったり、導入時に書いた新聞と比較したりしたことに

より、新聞の分量の変化だけでなく、既習内容や読み取ったことを生かして書くこと

のよさや、表現力の高まりを実感することができた。

また、読み取ったことを生かして書く活動を継続して位置付けてきたことにより、

下表のように書くことへの苦手意識は薄れ、表現する自信を高めることができた。

アンケートによる意識調査「書く時のなやみ」 （単位：％）

アンケートの 調査 平成１９年度の状況

調査項目 段階 20 40 60 80

㋐何のために書いているのかが分から 年度当初

ない。 １学期末

本単元末

㋑何を書いたらよいのか分からない。 年度当初

１学期末

本単元末

㋒題名をどのように付ければよいのか 年度当初

分からない。 １学期末

本単元末

㋓書き出しをどのように書けばよいの 年度当初

か分からない。 １学期末

本単元末

㋔気持ちの表し方が分からない。 年度当初

１学期末

本単元末

㋕文章のまとめをどのように書けばよ 年度当初

いのか分からない。 １学期末

本単元末

㋖文や段落をどのようにつなげばよい 年度当初

のか分からない。 １学期末

本単元末

㋗句読点の付け方が分からない。 年度当初

１学期末

本単元末

㊟表中の数値は、実際の人数（名）を示す。

⑵５つの言語意識に基づいて論理的思考を促す指導方法の工夫

ア 「比較」による思考を用いた学習活動の位置付け

２ 名

０

０

０

25名

20名

10名

22名

12名

６ 名

15名

10名

19名

11名

５ 名

７ 名

８ 名

10 名

７名

２ 名

０

３ 名

１ 名

１ 名
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提示資料の違いを話す児童

導入時、本時のねらいに迫るため、すべての児童を対象に比喩表現を用いることの

よさをとらえることができるよう、写真から取り出した情

報「白い小さな花」を基に、下記のような２つの資料を提

示した。

１つの花をじっくり見ると、ラッパのような形をした小さな

白い花がたくさん集まっていることに気付きました。

（右写真①）

１つの花をじっくり見ると、小さな白い花がたくさん集まっ

ていることに気付きました。 （右写真②）

児童は、資料の相違点が「ラッパのような形をした」の有無であることに気付き、

「左はどんな花か分からないけど、右は『ラッパのような』が入っていて、『へんし

んわざ』の『たとえ』を使っているから、伝えたい１年生の○○さんにとって分かり

やすいと思う。」と、効果的な比喩表現の方法や内容をつかむことができた。「七つ

のアンテナ」と既習の「へんしんわざ」の「たとえ」を併用して表現することによっ

て、より分かりやすい新聞記事を書くことができることを認識する場となった。

これにより、提示した比喩表現にとどまらず、「つるつる」「ざらざら」「ギザギザ」

等、ものの様子について擬態語を使ったり（下記左）、「１年生は、１００までぐら

いしか算数で習っていないから『１万個より』を『１００個よりたくさん』に換えよ

う。」と言葉の言い換えをしたり（下記右）して、第１学年という相手を想定し、自

分の言葉で表現する児童の姿が生まれた。

えん筆のキャップみたいでした えん筆のキャップみたいにつるつるしていました。

種が１万個くらいたくさんあって 種が１００個よりたくさんあって

次の表は、本時の記述・推敲段階における記述内容の変容を基に評価したものであ

る。各学習過程に表現を「比較」する学習活動を位置付けたことにより、すべての児

童が１つ以上の比喩表現を用いて表現し、新聞記事を書き上げていったことが分かる。

また、推敲後、比喩表現を書き増やしたり擬態語を用いて表現したりする児童が９割

を越える結果から、資料の「比較」は児童の実態に適していたと言える。

「アップ」の推敲前の記述による「テキストの解釈」 （単位：％・名）

月・教材名 状 況 十分満足できる おおむね満足できる 努力を要する

９月「アップとルーズで伝える」 ７７（３０名） ２３（９名） ０（０名）

「アップ」の推敲後の記述の変容による「テキストの熟考・評価」 （単位：％・名）

月・教材名 状 況 十分満足できる おおむね満足できる 努力を要する

９月「アップとルーズで伝える」 ９３（３６名） ７（３名） ０（０名）

㊟１２／１７時におけるワークシート（上段は記述直後、下段は推敲後の記述内容）を基に評価規準

（１３ページ）に照らし合わせて評価した。数値は、割合（％）と実際の人数（名）を示す。

イ 個に応じた指導方法の工夫

Ａ 言語能力に応じた学習過程の工夫

Ｃ ５つの言語意識に基づいた表現につなぐ提示資料の工夫

①②



- 11 -

「補充」には、学習の見通しをもつ導入時、「発展」には、よりよい表現を目指し

て推敲する展開時に、次のような個に応じた指導を行った。

「補充」（「努力を要する」）の児童には、「何について不安を感じているのか。」と

問いかけをした。「どのように書けば『たとえ』を使って書くことができるのかが分

からない。」という児童の声が挙がった。前時までに書きたい内容は、写真から取り

出し、付箋に記述していることから、取り出した内容を文や文章として具体的に書き

綴っていく過程を視覚的にとらえることができれば、書き進めることに対する見通し

をもつことができると考えた。

そこで、２つの手順を紹介し、思考の仕方を決めるよ

う指導した。１つは、付箋をそれぞれ文にしてつなげた

後、「たとえ」が使えそうな部分を見付けて書き増やし

ていく方法、もう１つは、付箋を見て、「たとえ」が使

えるものを決め、具体的な表現をイメージした上で、付

箋を文にして書いていく方法である。

ここでは、上記の２つ目の方法を用いながら、提示資

料内の付箋を基に児童が文章化し、記述までの過程をと

らえることができるようにした。「ああ。分かった。」と納得した児童は、自らの付

箋を基に新聞記事を書き進めることができた。

「発展」（「十分満足できる」）の児童には、「アップ」と「ルーズ」のまとめを書

き増やすことによって、読み手にとってより分かりやすい新聞記事になることをとら

えられるよう、「このように」というつなぎ言葉を冒頭に位置付け、「まとめ」の部

分を加えた資料と加えていない資料を提示した。既習から「まとめ」の部分をピンク

色の原稿用紙に書くことによって、構成の違いは明確となり、児童は短時間で相違点

に気付くことができた。提示資料と同色であり、５分以内で確実に書き、推敲するこ

とができる分量（８０字）の原稿用紙を児童に手

渡した。１単位時間末には、対象の児童すべてが、

「このように」というつなぎ言葉を用いて「まとめ」

を書き、読み返すことができた。

下記は、定規の工夫の秘密について新聞に書い

た児童の「まとめ」の部分を抜粋したものである。

このように、じょうぎには工夫がいっぱいあります。

○○さんもじょうぎなどをじっくり見て、いろいろな

物の工夫を見付けてみてください。

Ｂ ワークシートの工夫

記事の原稿用紙やすべての提示資料を説明的文章の構成の読み取りで示した色と同

じ色で、統一したことにより、児童は、段落相互の関係を視覚的にとらえ、部分だけ

でなく文章全体を通して見直すことができた。

Ｄ 付箋の活用

「補充」に対して、書き進めている児童の学習の流れに沿い、机間指導をする中で

児童の思考の方向を確かめながら指導・援助して、効果的な表現につなげていった。

文章化に至る過程の提示

構成の違いをとらえるための提示
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アドバイスの内容を記した付箋の活用方法を個別に指導しなければ適切な表現に至ら

ないと考えたためである。

Ｅ「とくとくコーナー」の設定

個の追究課題を解決するために、必要に応じて活用

できる環境を設定したことにより、「基本」の児童は、

前単元に作成した新聞を閲覧して表現の内容や方法を

確かめることができた。また、５つの言語意識の一覧

表を参考にして、共通の相手意識をもつ児童や共通の

内容について記述している児童を選択して交流する姿

も見られた。 既習の新聞を参考にする児童


