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要 約 

国語科の書く領域の学習において、文章を書く前や書いている時、書いた後の段階で「人」

「モノ」「こと」との関わり合いを意識させ、同時に、言葉のルールと文章構成力を身に付けさ

せることで、子どもが自分の思いを分かりやすく表現することができるようにした。子どもが、

「人」「モノ」「こと」との関わり合いを通して書く材料を見つけ、言葉のルールや文章構成も

意識しながら文章を書き、交流しながら文章を完成していくような流れで学習を行った。 

本研究を通して子どもは書くことに対する抵抗感が減り、自信をもって書く活動に取り組む

ことができたことから、書く活動への意欲の向上へつながることが明らかになった。 

 

１ 主題設定の理由 

 SNSが急速に発展し、便利な世の中になっている。

国も Society 5.0を提唱し、新たな時代がすぐそこ

まできていることがうかがえる。しかし、同時に、

SNS を利用した事件やトラブルも急増しており、後

を絶たない。特に小中学校段階では SNSでのやりと

りがトラブルに発展し、悩んでいる子どもも少なく

ない。原因としては、「相手のことを考えていない言

葉でのやりとりが多いこと。」、「伝えたいことをうま

くまとめられず、正確に表現できないこと。」などが

考えられる。ただ、上記の２点については、SNS 上

に限ったことではなく、学校現場での様子や子ども

のノート、作品からもうかがい知ることができ、現

状の課題とも言える。 

 更に、平成 29 年度の全国学力学習状況調査の質

問の回答結果からは、「原稿用紙２～３枚の感想文や

説明文を書くのは難しい」と感じている子どもが５

割を超えており、書くことへの苦手意識をもってい

ることも課題だと考えられる。 

そこで今回、その課題解決に向けた取組として、

「自分の言葉に責任をもち、相手や言葉を大事にし

て豊かに表現する子ども」、「自分の伝えたいことを

正確に、分かりやすく表現できる子ども」の姿を目

指すために、研究主題を「『人』『モノ』『こと』との

関わり合いを通して豊かで分かりやすく表現できる

子どもの育成 ～書く活動を中心に～」と設定した。  

「豊かに表現する」とは、自分の伝えたいことを、

相手や目的に応じてふさわしい言葉で表現すること、

「分かりやすく表現する」とは、自分の伝えたいこ

とを、どういう構成で書くことが効果的か考え、実

際に表現することと考えた。 

 国が提唱する Society 5.0 の社会は、「人とモノ

のつながり」が大切にされ、「世代を超えて互いに尊

重し合える社会」、「一人一人が快適で活躍できる社

会」とある。「子ども任せになってしまいがちだった

書く活動」から、「子どもが主体的に『人』『モノ』

『こと』と関わり合い、豊かに表現する活動」へと

変えていきたい。 

 

２ 研究の仮説 

「人」「モノ」「こと」との関わり合いを意識させ、

言葉のルールと構成力を身に付けさせれば、子ど

もは自分の思いを豊かで分かりやすく表現する

ことができるであろう。 

（１）「人」「モノ」「こと」との関わり合いを意識さ

せるとは 

 「人」とは、他者だけでなく、自分も含めた人の

ことと捉える。「モノ」には、具体物だけでなく、情

報などの無形のものや既習事項も含まれる。「こと」

とは、体験や経験を表している。人と関わらせなが



 

 

ら過去の体験や経験を掘り起こすような手立てを講

じることで、書く材料を集められるようにする。そ

れにより、より多くの材料から取捨選択できるよう

になり、書くことにつながると考える。 

（２）言葉のルールと構成力とは 

 子どもの現状から、書く材料をもっていても読み

手に正しく伝える書き方で書いていることは少ない。

それは、読み手を意識して効果的に書く方法を知ら

ないことが原因だと考えられる。そこで、言葉のル

ール（正しい文章の書き方や言葉の使い方、発達段

階に応じた適切な言葉の使い方、相手を意識した言

葉選び）と構成力（伝えたいことをどういう順番で

書くことが効果的か考え、実際に書く力）を身に付

けさせるようにする。それにより、自分の思いを相

手に分かりやすく表現することができるようになる

と考える。 

 

３ 研究の視点 

 研究の仮説を具体化するために、以下の研究の視

点を設定する。 

（１）体験とつなげる工夫 

 子どもが体験や経験と書く活動とを結びつけるた

めに、体験の段階から「書く相手」や「書く目的」

を明確にして書くことを意識させるような工夫をす

る。また、過去の体験や経験を掘り起こすような手

立てを講じることで、書く材料を見つけられるよう

にする。 

（２）意見交流の場の設定 

 子どもが書く材料を増やしたり、取捨選択したり

できるようにするために、書く材料を探す段階で意

見の交流をしたり、書く前の段階で内容や構成につ

いて交流したりする場を、必要に応じて複数回設定

する。 

（３）資料提示の工夫 

 子どもが書く材料を増やしたり、取捨選択したり

できるようにするために、意見交流の場で ICT機器

等を活用して具体物を示しながら話合い活動ができ

るようにする。また、言葉のルールや構成について、

モデルとなるような資料や課題を含んだ資料を提示

し、子どもがよさや課題に気付いて、自分の書く活

動に生かせるようにする。 

（４）共有、推敲の場の設定 

 言葉のルールや構成について見直すために、文章

を書き終えた段階で内容について話し合ったり、推

敲したりする場を設定する。その際、相手意識や目

的意識を明確にして子ども同士がアドバイスできる

ように言葉かけをする。 

 

４ 研究の構想図 

 

５ 研究の実際 

（１）小学校国語での取組 

①令和元年７月３日（水）小学校５年生 

 単元名「不思議な世界へ出かけよう」 

ア 体験とつなげる工夫 

読み取りの苦手な児童でも容易に読める下学年の

物語や構成の分かりやすい５年生の物語を使って、

構成や山場のことなど、書くことを意識した読み取

りの学習をした。また、物語に書く内容を具体的に

捉えるために、選んだ絵から想像したことの根拠に

なった体験や経験を記録したり、話し合ったりした。 

イ 意見交流の場の設定 

書く物語の内容に広がりや深まりをもたせるため

に、２～３人のグループで絵の内容や構成について

話し合う活動を計画的に行った。今回は、アドバイ



 

 

スのしやすさを考え、１回目は同じ絵を選んだ２～

３人で話合いを行った。その後、一人で見直し、違

う絵を選んだ２～３人で話合いをし、内容が広がる

ようにした。 

ウ 資料提示の工夫 

物語の場面の切り替えの工夫に気づくために、児

童の関心が高いアニメや下学年の物語文を活用して

読み取りの学習を行った。また、一人一人が絵を見

ながら内容や構成を考えたり、グループの話合いで

内容について説明したりすることができるようにす

るために、タブレット端末を活用した。さらに、場

面設定や構成を考える際に不完全なモデルを提示し、

問題点に気付けるようにした。 

エ 共有、推敲の場の設定 

内容や構成についての工夫を共有したり、書き方

についての推敲をしたりするために、同じ絵を選ん

で物語を書いた児童や違う絵を選んで物語を書いた

児童をグループにして、読み手にとって分かりやす

いかという視点で話合いをした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 友達の作品を推敲している様子 

②令和元年 10月 11日（金）小学校４年生 

 単元名「わたしの考えたこと」 

ア 体験とつなげる工夫 

今までの体験や学校生活の中で気付いたことを出

し合い、同じ４年生の児童に、学校や学級をよりよ

くするための考えを伝えるという目的意識をもたせ

て書く活動につなげるようにした。また、行事等で

体験したことを構成メモに表し、その後文章に表す

ことで、自分が感じたことを相手に分かりやすく伝

えることができるようにした。 

イ 意見交流の場の設定 

自分の考えを分かりやすく伝えるための文の構成

について、良さや修正点について活発に交流できる

ようにするために、同じテーマごとのペアやグルー

プを作り、話合いを行うようにした。 

ウ 資料提示の工夫 

文章の構成に気づくことができるようにするため

に、文の構成が不完全なモデルの文を提示した。ま

た、作文から構成メモの順で教材を提示するという

逆の流れで学習することで、文章の構成に着目でき

るようにした。文の構成について整理するために、

タブレット端末を活用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 構成を考えるためのタブレット端末の活用 

エ 共有、推敲の場の設定 

自分の考えたことを相手に分かりやすく伝えるた

めの構成について共有したり、書き方について推敲

したりするために、読み手の立場で意見を伝え合う

場を設定した。 

（２）中学校国語での取組 

①令和元年 11月６日（水）中学校２年生 

 題材名「反対意見を想定して書こう 意見文」 

ア 体験とつなげる工夫 

生徒が自分の体験したことと書くテーマを結び付

けられるように課題を複数準備し、自分で選択でき

るようにした。今日的課題に設定することで、社会

とのつながりを意識させ、経験や体験と結び付く根

拠を集めやすくなるようにした。 

イ 意見交流の場の設定 

読み手を納得させるような、客観的な根拠をそろ

えるために、互いに集めた資料の内容についてアド

バイスを行った。 

ウ 資料提示の工夫 

「意見文を新聞に投稿する」というゴールを設定

し、幅広い読者に納得してもらうためには、どのよ



 

 

うな意見文にすればよいかを意識しながら書かせる

ようにした。 

エ 共有、推敲の場の設定 

 読み手を納得させるための根拠に厚みをもたせる

ために、想定している反対意見やそれに反論してい

る内容が十分かどうかを互いに吟味し、多角的な見

方ができるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 共有、推敲をしている様子 

 

６ 研究の成果と課題 

（１）成果 

①小学校 

○物語を書く前の段階で、２つの物語文を読んで構

成や山場についての学習をしたことにより、書き上

げた作品や児童の振り返りから、児童が構成を意識

して物語を書けるということが確認できた。 

○物語を書く前に、意見交流の場を複数回設定した

ことにより、児童の中に「早く書きたい。」という思

いが芽生えた。書いている様子からも、書けずに困

っている児童は一人もいなかった。 

○相手意識と目的意識をもって文の構成を考えたこ

とで、書き上げた文章からも自分の思いや願いが具

体的に伝わるような構成で書くことができていた。 

②中学校 

○新聞に投稿し、幅広い読者に納得してもらうとい

うゴールを設定したことで目標が明らかになり、生

徒の様子からも意欲的に学習に取り組むことができ

た。 

○書く課題をいくつか提示して選ぶ形にしたことに

より、書く力が十分ではなかった生徒が、周りの生

徒にヒントをもらいながら意欲的に学習に取り組む

ことができた。 

○根拠を確かなものにするということを意識させる

ために練習課題をいくつも入れたことで、生徒の話

合いの様子や振り返りから、明確な根拠でなければ

説得力は出ないという意識が高まった。 

○交流する時間を設けたり型を示したりしたことで、

普段書くことに対する抵抗感が強い生徒も、意見文

を書き上げることができた。 

表１ 授業前と後のアンケート結果 

 

 

（２）課題 

○文の構成や順序に着目させすぎたために、書き出

しや結びの工夫が不十分であった。このことから、

書き出しや結びについても相手に分かりやすく伝え

るための手立てを講じなければならないという課題

が見えてきた。 

○共有、推敲の場で効果的な話合いをしたり、適切

な言葉の使い方や効果的な伝え方で文章を書いたり

するために、相手意識や目的意識をより具体的にも

たせるための手立てが必要であった。 
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