
事例 小学校 国語科 第６学年 「自分の考えを発信しよう」

テーマ 「複数の資料を関係付けて読み、構成の工夫や材料の集め方を

理解し、自分の考えを書く指導の工夫改善」

授業改善 ①自分の考えをはっきりさせて、効果的な発信方法につなげるための指導計画の工夫

の視点 改善

②自分の考えをはっきりさせて、効果的な発信方法につなげるための指導方法の工夫

改善

１ 学習状況の把握と結果の分析

（１）学習状況の把握の方法

平成２０年度全国学力・学習状況調査、平成１９年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査

の結果から本校及び本学級の学習状況を把握した。

（２）学習状況の結果と分析

【結果】 平成２０年度全国学力・学習状況調査結果 B 主として「活用」に関する問題

評価の観点 正答率

領 設問番号 出題の趣旨 関心 話 す 書く 読む 知識

域 意欲 ・ 能力 能力 理解 国 自校

態度 聞く 技能 （％）（％）

能力

目的に応じて必要な情報を取り

３一 出し、整理する ○ 39.2 30.3

目的に応じて必要な情報を取り

書 ３三(1) 出し、効果的に書く（短答式） ○ 41.3 39.4

く

こ 目的に応じて必要な情報を取り

と ３三(2) 出し、効果的に書く（記述式） ○ 32.4 30.3

・

読 意見文を書くために、二つの意

む ４アイウ 見文を比べて読み、文章全体の ○ 59.4 75.8

こ 組み立ての違いをとらえる

と （選択式）

意見文を書くために、二つの意

見文を比べて読み、文章全体の

４エオカ 組み立ての違いをとらえる ○ 35.6 42.4

（選択式）



平成１９年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査結果

問題 評価の観点 正答率

領 番号

出題の意図 関心 話す 書く 読 む 知識

域 大 小 通 意欲 ・ 能力 能力 理 解 県 自校

問 問 番 態度 聞く 技能 （％）（％）

能力

目的や様式に応じて必要な事柄

５ を選んで、文章を書き換えるこ ○ 91．7 100
二 とができる。

書 目的や様式に応じて必要な事柄

く ６ を選んで、文章を書き換えるこ ○ 89．2 100

こ とができる。

と グラフをもとにして、書く必要

のある事柄を選び、グラフから

四 11 分かることと、それについての ○ 52．9 70．6
考えや理由を区別して書くこと

ができる。

内容について、事実と意見の関

読 二 ９ 係をとらえて正しく読むことが ○ 77．0 82．4

む 三 できる。

こ 分かりやすく伝えるための筆者

と 三 10 の書き方の工夫を考えながら読 ○ 62．7 55．9

むことができる。

【分析】

・平成１９年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査、「書くこと」領域の「目的や様式に応じて

必要な事柄を選んで、文章を書き換える」力をみる問題では、１００％という高い正答率となっ

た。また、「グラフをもとにして、書く必要のある事柄を選び、グラフから分かることとそれにつ

いての考えや理由を区別して書く」力をみる問題では、正答率は７０．６％となり、県の正答率

を２０％ほど上回る結果となった。しかし、平成２０年度全国学力・学習状況調査では、「二つの

意見文を比べて読み、文章全体の組み立ての違いをとらえる」力をみる選択式の問題の正解率は

高いが、「目的に応じて必要な情報を取り出し効果的に書く」力をみる記述式や短答式の問題Ｂ（設

問３一、３三（１）（２））は、全国の正答率を下回る結果となった。文章の構成の在り方につい

て、ある程度分かってはいても、目的に応じて必要な情報を取り出して、効果的に書く力は弱い

と言える。

・平成１９年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査、「読むこと」領域の「内容について、事実

と意見の関係をとらえて正しく読む」力をみる問題と「筆者が説明している内容について、正し

く読む」力をみる問題の正答率はそれぞれ８０％以上と正答率が高い。これは、本校が国語科を

主題研として位置付け、文学的文章の読み方指導を実践してきた成果であると考える。しかし、「分

かりやすく伝えるための筆者の書き方の工夫を考えながら読む」力をみる問題の正答率について



は５５．９％と低い。「分かりやすく伝えるための筆者の書き方の工夫」を意識して説明的文章を

読む指導を充実させる必要があると考えられる。

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

このように、全国学力・学習状況調査と岐阜県における児童生徒の学習状況調査の結果を分析

してみると、『筆者の書き方の工夫や必要な情報を読み取ったり、文章構成を考えて書いたりする

ことに課題がある』ことが分かった。児童の実態から、複数の資料を関係付けて読み、構成の工

夫や材料の集め方を理解し、自分の考えを書く指導が重要であると考え、次のような視点で授業

改善に取り組んだ。

授業改善の視点

①自分の考えをはっきりさせて、効果的な発信方法につなげるための指導計画の工夫改善

ア 「平和」について自分の考えを強くもたせる工夫

イ 「書くこと」と関連付けて読む（目的的に読むこと）

ウ 学習意欲を高めながら自ら学習を進める単元構成の工夫

②自分の考えをはっきりさせて、効果的な発信方法につなげるための指導方法の工夫改善

ア 複数の資料を関係付けて読み、自分の意見に合った資料を選ぶ指導について

イ 効果的な発信方法につなげる「構成」「記述」の指導方法の工夫

ウ 既習事項を活用する「推敲」の指導方法の工夫

（２）改善の具体的方途と実践

① 自分の考えをはっきりさせて、効果的な発信方法につなげるための指導計画の工夫改善

ア 「平和」について自分の考えを強くもたせる工夫

「平和」について発信したいという自分の思いや願いを強くもたせるために単元の導入で、

広島の原爆をテーマにした絵本『まちんと』（松谷みよ子作）の読み聞かせをしたり、広島の原

爆ドームや平和記念資料館を訪れての写真を見せながら、話をすることで児童の「平和」への

関心を高めていく。

また、この単元では、一人一人が「平和」ということについて考え、それを実際に発信して

いくことを第１時に児童に伝える。単元を通しての見通しをもたせることで、「平和」への関心

が高まっていき、「自分の考えを書いて、はやく発信したい。」と学習意欲を持続させることに

なると考える。

イ 「書くこと」と関連付けて読む(目的的に読むこと）

本校では校内主題研究の中で、文学的文章を中心にした読み方指導を通して、作品を深く読

み味わう指導を行ってきた。その読み方には、「気付き読み（その言葉から想像できる人物の思

い）」、「比べ読み（似ている言葉に置き換えて読んだり、その言葉があるのとないのとで比べ

て読んだりするなど）」、「辞書読み（辞書の意味を本文に置いて作品を読み深める）」、「つなぎ

読み（語と語、文と文、前の段落とをつないで読む）」などがある。こういった読み方を使って、

本教材「平和のとりでを築く」も読んでいく。

文学的文章では場面ごとに読み進めたが、ここでは、原爆ドームの歴史として形式段落②～

⑧段落をまとめて読み、筆者が伝えたいことは何か吟味しながら文章全体を大きくとらえて読



んでいく。

また、単元の最後には「自分の考えを発信すること」を念頭に置きながら、筆者がいかに説

得力をもたせて自分の思いを伝えようとしているか、という書き方の工夫についても読み進め

ていく。教材文の内容と表現方法を切り離して読み取っていくのではなく、筆者の思いを読み

取るために表現方法にも自然と目が向いていくように読み進めていくようにする。

ウ 学習意欲を高めながら自ら学習を進める単元構成の工夫

単元の最後には、外部に向けて自分の考えを実際に発信する活動を位置付けた。この活動を

位置付けることで、相手意識、目的意識、評価意識をもつことにつながり、学習意欲を継続さ

せることができると考える。また、単元の前半の「平和のとりでを築く」で学んだ表現の工夫

が後の記述に生きたり、構成・記述で工夫したことが推敲の時に生きたりするなど、単元の前

半で学んだことが単元の後半の学習に生きる流れとした。このように、単元が進むにつれて、

自分たちで学習を進めていける部分を多くする。

② 自分の考えをはっきりさせて、効果的な発信方法につなげるための指導方法の工夫改善

ア 複数の資料を関係付けて読み、自分の意見に合った資料を選ぶ指導について

「平和のとりでを築く」を読む際に、筆者が自分の言いたいことのためにどんな資料を用い

ているかを明らかにしたり、児童が発信する文章を記述する前に、「自分の意見に合った適切な

資料を用いることで、自分の意見に説得力をもたせることができる。」ということを再度全体に

指導したりしていく。また、一人一人が資料を集める段階では、個々の実態に応じて資料の選

び方について指導する。

イ 効果的な発信方法につなげる「構成」「記述」の指導方法の工夫

・「構成」の指導方法の工夫

「構成」の時間に入る前に、新学習指導要領にも書かれているような構成のパターン（「頭括

型」「尾括型」など）をまず指導していく。それを生かして、選んだ資料とそれに対する意見、

自分の最も伝えたいことを並べ替えて「構成」を考えるようにする。また、考えられる児童に

は、書き出しの部分と結びの部分の照応についても考えるようにする。

・「記述」の指導方法の工夫

「平和のとりでを築く」で学習した筆者の表現の工夫を想起し、それを自分の記述に生かし

ていく。また、資料に対して自分の意見を書くように促し、学習指導要領の「ウ・エ記述に関

する指導事項」に書かれている「『事実』と自分の感想、意見などとを区別して書く」というこ

とについても指導していく。

ウ 既習事項を活用する「推敲」における指導方法の工夫

・個のとらえを生かして

「推敲」は、新学習指導要領「書くこと」のオに「表現の効果などについて確かめたり工夫

夫したりすること。」と示されている。「確かめる」とは「自分の考えなどを明確に表している

か、相互関係が明確な構成であるか、表現の曖昧さはないか。」などについて確かめることであ

る。

まず、「推敲」に至るまでの個々の進行状況をとらえていく。推敲段階になると、全体への指

導とともに、一人一人への指導が大切になってくる。一人一人の文章がよりよいものになるよ

うそれぞれの実態に応じた指導を行う。



・相互評価を生かして

文章をよりよくしようと自分だけで考えていくのではなく、仲間とも読み合う「相互評価」

を取り入れていく。新学習指導要領にも、「表現の効果を確認したり更に工夫したりするために

は、読み手の立場から文章を客観的に評価することが必要となる。そのような点からも自己評

価に加えて相互評価を積極的に位置付けることが求められる。」と書かれている。

相互評価の工夫として、自分の伝えたいことをあらかじめ書いたアドバイスシートを仲間に

渡す。伝えたいことが本当に伝わってくるか、また、友だちの文章のよいところ（内容と表現

の面から）や直したらよいところ（文章構成や表現の工夫、資料の選び方、表記の間違いなど）

を書いてもらい、アドバイスを受ける。それをもとに、再度自分の文章を推敲していく。

このように、仲間の力も借りながら、「発信」に向けて自分の文章を何度も考え作り直していく。

これらの指導の工夫を行い、改善した単元指導計画は、下記のとおりである。

次 時 従前の単元指導計画（簡易版） 次 時 改善した単元指導計画（簡易版）

１ １ 単元名、リード文、題名から、学習 １ １ 「平和」に関連した本の読み聞か

の構えをもつ。 せや「平和のとりでを築く」を読む

教科書の単元構成に目を通し、学習 ことを通して、「平和」について関

の見通しをもつ。 心をもち、単元の学習活動の見通し

２ ２ 題名と第１段落から読みの課題を共 をもつ。（「平和」について深く考え

通認識し、全文を読む。 る。「平和」について自分の考えを

発信していく。）様々な発信方法に

ついても知る。

３ 全文を読み直して、課題に対する自

４ 分の読みをまとめる。 ２ ２ 「平和のとりでを築く」の筆者は

５ ３ 何を訴えたいのか、筆者の書き方の

４ 工夫（文章構成・引用など）から、

６ 筆者の伝えたいことを確かめるた 筆者の思いを読み取る。（一人読み

めの視点について話し合う。 ・仲間読み）

読み確かめるための視点に沿って ５ 「平和のとりでを築く」を読んで

書き込みをし、筆者の伝えたいこと 筆者が訴えたかったことをまとめ、

について書きまとめる。 それに対して自分はどう考えるかま

とめる。「平和」に関わって自分が

７ 自分の読みを見直し、筆者の伝えた 調べたいことを決める。

いことに対しての考えをまとめる。 3 ６ 「平和」についての自分のテーマ

７ に関わる資料を集める。調べながら、

３ ８ 筆者の伝えたいことをもとに、戦 資料を集める方法を知る。

争や平和について考え、話し合う。 ８ 自分の仮の要旨をまとめる。その

発信する目的と相手、課題、方法 考えを表現するために必要な資料を

を決める。 選び、その事実に対する自分の意見

調べることを具体化する。 をまとめ、記述する。



現在の時点で考えていることを「仮 ９ 「平和のとりでを築く」で学んだ文

９ の要旨」としてまとめ、それに説得 章構成やこれまでに学んだ構成の工

10 力をもたせる資料を集める。 夫について想起し、自分の「平和」

についての考えを表現するための構

成を考える。

10 「平和のとりでを築く」で学んだ書

1 1 集めた材料をもとに、「仮の要旨」 き方の工夫（引用・反対意見・文末

を「確定した要旨」にまとめ直す。 表現など）を想起して、自分のテー

マについて記述する。

11 書いたものを仲間と交流し、文章

12 自分の考えを書きまとめる。 構成や文章表現について助言し合

い、「平和」についての意見文を推

13 ・書きまとめたものを推敲する。 敲する。 (本時）

・推敲したものを発信する。 12 自分の発信方法を決める。発信方

法に合わせて、また、前時の交流結

４ 14 この単元での学習を振り返る。 果を生かして「平和」についての意

見文を推敲する。

４ 13 推敲した意見文を発信し、学習を

振り返る。

３ 授業改善後の成果

（１）自分の考えをはっきりさせて、効果的な発信方法につなげるための指導計画の工夫改善

① 「平和」について自分の考えを強くもたせる工夫

単元の導入で、「平和」への関心を高めたいと考え、「平和」に関する本の読みきかせや資料

の紹介、広島の原爆ドームや平和記念資料館を訪れた際の話をした。「先生、あまりにもひどす

ぎる話で、気持ちが重くなってきました。」と言う児童や、教室に置いてあった「平和」をテー

マにした本を手に取り、「今日、この本を借りていってもいいですか。」と話す児童もいた。

このように、導入で「平和」への関心を高める工夫をしたことで、「平和のとりでを築く」を

読むことや「平和」についての資料集め、「平和」についての記述、発信へと意欲が高まり、「平

和」への思いを深めていくことにつながった。

② 「書くこと」と関連付けて読む （目的的に読むこと）

本単元では、「平和」にかかわっての自分の考えを外部に発信する活動を単元の最後に位置付

けたことで、児童の「平和のとりでを築く」を読む意欲は高まっていった。それは、「平和」に

ついて、筆者はどのように考えているのか知りたいと考えたからであり、どんなふうに表現方

法の工夫をすれば、自分の思いを伝えることができるのか、という観点でも読んでいたからで

ある。児童は、作品を内容と表現方法にわけて考えるのではなく、「表現方法」から内容をとら

えて、筆者の思いを読み取っていく姿が見られた。取り上げられている事例は、筆者の立場や

考えによって取捨選択された事例であるということも児童は学ぶことができた。



次の作文は、「平和のとりでを築く」を学級で読み進めた後にある児童が書いたものである。

筆者は、いつ壊れてもおかしくないこの原爆ドームを通して、原爆の被害の大きさや死んで

いった人の悲しみを少女の日記から未来へつないでいきたいのだと思いました。戦争はしては

いけないし、戦争をすれば怒りや悲しみが増えるだけで、何の得にもならないということを筆

者は伝えたかったと思います。

私は、戦争の時代には生まれていなくてずっと遠い話だと思っていたけど、「平和のとりでを

築く」をだんだん読み深めていくうちに、戦争は怒りや憎しみしか生まない悲しいものだと思

いました。だから、これからこの平和な時代に原爆の悲惨さを伝えたいと思いました。

このように、「自分の考えを発信する」ことを意識することで、「読むこと」への意欲や読み取

る内容だけでなく、「平和」への思いも深まっていった。

③ 学習意欲を高めながら自ら学習を進める単元構成の工夫

本単元の学習は、新学習指導要領の言語活動例イに書かれている「自分の課題について調べ、

意見を記述した文章や活動を報告した文章などを書いたり編集したりすること」を参考に計画

した。

まず、発信することを意識して「平和のとりでを築く」を読む。読むことで、「平和」につい

て自分の思いが高まり、「平和」について調べていく。調べていくうちに、自分の考えが確かな

ものとなる。そして、実際に意見文を書いていくうちに、さらに自分の考えが深まる。構成や

表現方法についても学ぶことが、自分の記述に生きるだけでなく、推敲の時間には仲間の意見

文を読む視点ともなる。また、交流の時間では、友だちの意見文の表現と内容のよさについて

読み味わう。直したらよいと思うところは、次の自分の作品に生かしていこうとする。

このように、前の時間で学習したことが次の学習に生かされ、学習が進むにつれて、「平和」

への関心や考えが、個でも集団としても深まっていき、実際の「発信」へとつなげることがで

きた。

（２）自分の考えをはっきりさせて、効果的な発信方法につなげるための指導方法の工夫改善

① 複数の資料を関係付けて読み、自分の意見に合った資料を選ぶ指導について

「平和」についての自分の考えを述べるためにどんな資料を選んだらよいか、ということにつ

いて考えた。「『核兵器の恐ろしさ』を伝えるのに「戦争中は食べるものが何もない」という資

料を使うことは効果的か。」と、教師が投げかけることで、自分の考えに説得力をもたせるため

資料を吟味して選ぶことができた。

「生きたくても生きられなかった人々や生き残った人々のつらさを伝えたい。」と考えた児童

は、「原爆の威力」や「原爆投下後の様子」についての資料を集めたところで立ち止まった。自

分の思いを伝えるために、より効果のある資料を求めたからである。そこで、原爆が投下され

てから６３年が経った今、原爆の影響による発病いうニュース、被爆後の発病について書かれ

た資料を教師が示すことで、児童は新たな視点で資料を選ぶことができた。

また、ある児童には、二つの資料を比べることで、「どちらの資料の方が生き残った人々の悲

しみが伝わってくるか。」と投げかけ、考えるように促した。児童は複数の資料を関係付けて読

み、生き残った人々のつらさについて説得力のある部分を選び、平和への考えを深めていった。



② 効果的な発信方法につなげる「構成」「記述」の指導方法の工夫

ア 「構成」の指導方法の工夫

「平和」についての意見文を書くにあたり、「平和のとりでを築く」で学習したことを生かし

ながら、「構成」「記述」の指導を行った。

まず、「構成」の時間の初めに、「文章構成の工夫」としては、結論を初めにもってくる「頭

括型」、最後に結論をもってくる「尾括型」、初めと最後に考えを書く「双

括型」があることを指導した。そして、一人一人が、その構成の仕方を念

頭に置き、前の時間に複数の資料の中から選んだ資料とそれに対する意見

を並び替えて、実際の文章を想定しながら自分の意見に合った文章構成を

考えることができた。

イ 「記述」の指導方法の工夫

「構成」の次は、「記述」の時間となる。一人一人が記述する前に、教材文「平和のとりでを

築く」の学習の中で、児童が発見した筆者の表現方法の工夫を想起することにした。

児童が「平和のとりでを築く」の学習を通して、見付けた筆者の表現方法の工夫は以下の通り

である。

・文末表現の工夫・・・「～のだ。（筆者の強い主張）」「～している。（現在形で書かれており、

今もなお保存されていることを強調している。」など。

・「一少女」「一発の原子爆弾」と「一」という数字を入れることで、悲しみを強めたり、驚きを

表現したりしている。

・ユネスコ憲章の引用 ・・・自分の伝えたいことに合った資料を用いて。

・「原爆ドーム」について、平和だった頃の様子や原爆ドームの歴史、世界遺産への道のりなど

いろいろな角度から書いていること。（様々な資料）

・保存反対論を取り上げるなど、反対意見についても書いていること。

このようにあえて、記述の工夫を一から学習するのではなく、「平和のとりでを築く」で学習

した「筆者の工夫」を想起することで、すぐに自分の考えを記述していくことにつながった。

また、こういった工夫の観点は、自分の考えを記述する時間だけでなく、仲間との「相互評

価」を取り入れた「推敲」の時間にも、参考となる視点として提示した。意見文にこれらの工

夫を取り入れて書く児童の姿が多く見られた。

本単元の学習前と学習後

で、児童がどれくらい表現

の工夫を意識して使ってい

るかということについて調

べた結果が左の表である。、

学習後より多くの表現を児

童が使っていることが分か

る。0
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文末表現 具体的数字を入れて資料を用いて 構成を考えて
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③ 既習事項を活用する「推敲」における指導方法の工夫

ア 個のとらえを生かして

これまでの既習事項を生かすと、記述の時に気を付けていた視点は、そのまま「推敲」の観

点となり、児童たちの力ですぐに推敲活動に入ることができた。また、教師はそれまでにとら

えていた個の実態に応じた机間指導をすることができた。

資料の選び方もよく、まとまって書けている児童には、結びの部分でさらに自分の思いを強

く訴えられるようにすることや、書き出しと結びの照応についても助言した。資料を絞らずに

書いている児童には、本当に必要な資料を選ぶための助言をしたりした。

このように、既習事項が児童の中に定着していることで、個への指導時間が確保されること

にもつながった。

イ 相互評価を生かして

推敲の時間には、互いの文章を読み合う「相互評価」を取り入れた。相互評価の活動の中で、

ある児童は、たくさんの事実を書きすぎていて、伝えたいことが分からなくなっている、と友

だちにアドバイスをもらった。そこで、その児童は、特に自分の伝えたいことに関係のない事

実を省き、自分の意見を増やしていった。

また、仲間の意見文を読んで気付いたことをアドバイスシートに書き、それを手渡して助言

し合うことにした。 まず、書き手が自分がこの意見文で伝えようとしたかった内容をアドバイ

スシートの初めの部分に書いておく。そして、そのシートを仲間に渡す。アドバイスする側は、

伝えようとする内容に対して工夫してあるところや、直すとよいところ（表記の間違いなども

含めて）を書き込み、それをもとにアドバイスをしていった。

推敲の時間を終えての振り返りに、ある児童はこのように書いている。

･･･（略）･･･本当に自分の言いたいことは伝わるのか心配でした。でも、友だちと交流して、

「文末を工夫したらいいと思うよ。」とか、「もう少し分かりやすく書いたら。」とか言っても

らえました。そのおかげで自分の納得する中身の濃い文になりました。また、その文がよくな

ったことによって、自分も平和とは、奥が深いなと思いました。

自分が確かな書き手でなければアドバイスはできない。自分が書く時のポイントが分かって

いなければ、助言はできないのである。互いに「推敲」することで、効果的に伝えるための観

点の理解、「平和」への思いがより深まっていった。

同じ町内の６年生に書き上げた意見文を発信し、読んだ感想をもらった。その手紙を見て児

童は伝えることができたという喜びを味わうとともに、学級の中だけでは気付かなかったよさ

や、直すとよいところも教えてもらうことができた。同じ町内の６年生からの手紙は、児童に

とって書き上げた文章の評価となった。

○○さんへ

調べたことに対して、「許せない」とか「平和の心をもって」と、自分の思いを書いていまし

た。放射線の影響についてがとてもよく分かりました。

僕たちも同じ勉強をしているけど、それぞれの人の気持ち、思うことは違うんだと思いまし

た。

〈同じ町内の小学校6年生からもらった手紙〉



以上の授業改善によって、児童自身も、書く力の高まりを感じており、実際に他の場でも書

く力の高まりが見られるようになった。そして、本校で行っている様々な活動にも広がりを見

せた。

これまでの学校活動の中で、書く力を高めることにつながる活動、書く力が高まったことが

分かった活動は、以下のとおりである。

・文学的文章の読みのまとめで、人物の思いについて児童の言葉で書いている。

・毎週金曜日に学年部で行う「スピーチ会」で行事を通して感じたことや考えたことだけでなく、

高学年では、ニュースで見た話題について調べ、それを友だちの前で話す児童が増えた。「書

くこと」と同様、事実だけを話すだけの児童も多かったが、国語の授業が進むにつれて事実に

対する意見や仲間に訴えたいこと、伝えたいことを明確にして話す児童も増えた。また、そう

いった６年生の発表を聞いて、行事についてのスピーチが多かった５年生からも、意見文とし

ての発表が聞かれるようになった。また、スピーチを自分の経験と比べたり、スピーチを聞い

てさらに自分が考えたことを話すなど、話す側、聞く側双方向の交流を行っている。こういっ

た活動は、「書く」活動にもつながっていった。

・日常的に「俳句」を作っている。俳句を作ることで、季節や事物を見つめる目が育ち、表現力

が育っている。（季語を入れる。「うれしい」などの感情をそのまま表現しない、などについて

考えながら書く。）

・算数の授業で、自分の考えたことを「まず」「次に」などの接続語も入れながら、分かりやす

く文章で書くことができるようになった。

・学活で各学期の宝物を考える時、事象をうまくとらえて書くようになってきた。


