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中学生の文章表現能力の伸長を図ろためのカギの一つは，「構成に対する評価力」を育
てることにあるという論については，本紀要ＮＯ２に示した。今回の論考では，前回の論に

基づき，平成５年４月に入学した生徒40名の生徒の作文自己評価力の変容を追うことによ

り，構成力を高めるための読書感想文指導のありかたを考察してみたい。
研究の対象者である40名の生徒は，１学期の創作文の指導を通じて「起承転結」の構成
に関する学習を経験している。今回の実践では，あらすじに終始する生徒が大半を占めた
読書感想文（夏休みの課題として出題）を取り上げ，構成力を高めるための手立てについ

て，試案を提示してみたい。具体的な方法としては，学習過程の中間段階で「構想発表会」
を設定することにより，構成に対する効力感を高めることを試みた。そして，各々の生徒

の作文の能力と自己評価力の両面から，構成力の高まりを考察する。
キーワード：国語科教育作文指導構成力

１，はじめに
生徒個々の文章表現能力はγその作品が主な評価の対象とされ，作品のみによって，個々

の作文の能力が判断されることが多かった。しかし，中学生という発達途上の段階からし
ても，文章表現に対する生徒個々の認識の実態を抜きにして，作品のみを取り上げること

は，個とかけはなれた指導に陥る危険性を秘めていろ。そこで，生徒個々の，自己の作品
を評価する力（自己評価力）の生成過程を追い，認識の深化を調査することにした。そし

て，自己評価力の実態と，実際の作品との二面から，個々の文章表現能力の変容を探って
みた。

１クラス40名の中学３年間にわたる変容を追った結果，文章表現力の伸長を図ろカギと
として，構成に対する評価力が浮かび上がってきた。入学当初は，その文章表現力に大差

のなかった数名の生徒が，卒業時にかなりの差を示した要因の一つとして，構成に対する
価力の加何が大きく関わっていることが判明したからである。
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そこで，「構成に対する自己評価力を高めること」を研究のテーマとして，中学生の文
章表現指導を積み上げてみることで，どのような変容が見られるかを探ってみたいと考え
た。対象となる生徒は，平成５年４月に入学した40名（男子20名・女子20名）である。本

論考の基底となる実践は，学習過程の中間段階で構想発表会を３時間設定し，構成に対す
効力感※を各自に持たせることを試みたものである。その過程を通して，作文能力と自己
評価力の高まりを考察する。
※効力感・・・「そこで努力すれば，，あるいは行動すれば環境に好ましい変化をもた
らすことができるという見通しとそれに伴う感情」（１）（注・稲垣佳代
子）

２，今回の取り組み
①題材「感動をみんなに伝えよう－世界の国の子どもたち－」
②対象１年生□組（男子20名・女子20名）
③日時平成５年11月
④題材と研究仮説

生活様式の多様化，受験勉強の激化などの影響によって，生徒たちには「読むこと」

「書くこと」の機会が少なくなってきている。このような現状の中で，読書の意義につい
て認識させることは重要である。読書によって，知識を広め，情操を豊かにし，さらに思

考力を鍛えていくことは，人間形成に大きな役割をはたすものである。そして，読書の効
果をいっそう高めるところに読書感想文指導の目的がある。読書感想文を書くことによっ

て作品の内容をより深く理解し，そして，自己と作品との対話の中で，新しい真実の発見
や自己の発見が可能になるのである。

さて，入学して半年を経過した生徒たちは，まさに少年期の入り口にある。この時期に

こそ深く価値の認識できる作品を読ませ，人生の真実を深く見つめることのできる機会を

与えたい。そういう願いで，「世界の国の子供たち」という単元を設定した。恵まれた環
境に生きる生徒たちに，さまざまな世界の状況に目を向けさせることで，視野を大きくも
たせたい。そして，世界の国に生きる子らの中に，自分の現状と共通するもの，異質なも
のを見極めさせることで，思考力を鍛えさせたい。

対象とする図書については，生徒の能力や興味・関心，問題意識等に適応させることを
ねらって，次の５作品の中から選択させることにした。
｢あのころはフリードリヒがいた」

リヒリー作

｢にんじん」

ルナール作

｢飛ぶ教室」

ケストナー作

｢ふたりのロッテ」

ケストナー作

｢車輪の下」

ヘッセ作

さて，実際の読者感想文を書く際には，何らかの手立てを講じていく必要がある。まず
書くことの分からない子には，深く読み取る力を養う必要がある。そこで，文章の中から

筆者の言いたいことを読み取り，それに対する感想を持つことを，教科書教材「少年の日
の思い出」で練習させた。また，材料集めの手段として，読書活動の段階で印象の強かつ
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た表現・語句などをカードにメモさせた。書き方の指導については，適時「学習の手引き」
を使用した。

また，学習過程の中間段階で「構想発表会」を設定し，構成に対する効力感を持たせ，
学習活動全体に対する意欲づけを図ろうとした。そのことが，生徒各自の構成意識の変容

にどう寄与するかについて考察したい。研究の対象としては，次の４つを取り上げる。
７７７，

１▲、〃』ＱＪｊ扣云

習作（短作文）「少年の日の思い出」を読んで
構想表完成時自己評価
実作（読書感想文）
読書感想文完成後自己評価

研究仮説
文章表現過程の構想段階で，構成に対する効力感を持たせる指導を試みれば，生徒個々の構
成に対する評価力が育ち，文章表現能力は高まるであろう。
⑤学習目標

・自分の心に強く印象に残ったことや感動したことを明確に伝えるために，構成に注意
して書く態度や技能を養う。

・構想の報告会を通して，自分の考えや感想をより確かなものにし，相互の向上を図ろ。
⑥学習計画（全22時間）
教材

時間設定
時間設定形態
形態

読解

1次（５時間）

斉

４時間

｢少年の日の思

学習活動

客が思い出を語り始める部分の，時間の経過に伴っ
て変わる`情景描写を読み取る。

個別

い出」

｢少年の日の思い出」を対比の表現に注意して読み，
作品の主題を予想する。

短作文

個別

作品の素晴らしさを伝える感想文を書く。

1時間
火（１７賑

界のl玉１０

劃書撰析
図書選択

グループ

1時間
読書

、目標や
乳;１１り．罐
単元の目標や計画について知り，題材とする作品を

各自選択する｡
各自選択する。

（学習の手引き・その１）

国別｜ｊ巽択した作品中
個別
選択した作品中，印象に残った表現や語句などをカー

4時間

ドにメモしながら，各自読書する。
_」uUII〃し戸フーロゾ①

(学習の手引き・その２）
韻決宇｜イ周：
主題決定
個別

1時間

司屯征ローI7D
品の平悲
手引きに従って，作品の主題を予想し，感想文の主

指導

題をn9E定Eする。
題を決定する。

個別

書きたい材料をカードに書き出し，「作品・意見.

(学習の手引き・その３）
構想
2時間

の別冴書弐力［
採る。
考え」の別を書き加えて，構想を練ろ。
ン
(学習の手引き・その３）（構想表）

●発表会

一斉

3時間

ロ
窪択した作品Ⅱ
選択した作品別にグループに分かれ，グループの代

雇者２ｺFiずつが1黄想弄楽表
表者２名ずつが構想を発表し，意見を交流する

グループ

黄想を〃い'こ評ｲ曲し省
作品別グループで，構想を互いに評価し合う。

司別評mｆ
(個別評価カード）
童ﾌﾞ１１傷!\匪局ｉＹｌｌ値
構想推敲
個別

1時間

１m
岩のィ日Ｃ
相互評価をもとにして）各自の構想の見直し，書き

叩えゐご可~`ＣＯ
加えをする。
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Diiill:|議騨鷲ｉ
（自己評価カード）

⑦１４．１５時間目の学習過程

指導上の留意

学習活動
１

，

本時のねらいについて知る。

‘

点

･各グループからの発表を聞き，自分の言いたいこと
を明確に伝えるための工夫点について，意見交流する
ことを知らせる。

２

，

各グループの代表者の発表を聞く。

●

自分の構想の概略を説明し，「ちょっと自信のある

ところ」「うまくいかないところ」をそれぞれ発表す
ろ｡

･それぞれの構想のよいところを発見し，さらに工夫
すればよい所を指摘し合う。
３

，

．書き出しのしかた，結びのしかた，主題の展開のし

意見を交流し合う。

かたなどについて，意見を交流し合う。

(発表しなかった者は，カードで評価し，発表者に渡
す。）
４

，

意見を聞き，カードの書き加えや

並び換えをする。

･元の構想表と比べながら，カードの並び換えや書き
加えなどをさせる。

③使用した資料・学習の手引き（手引きその１．その２は，紙面の都合上省略）

－学習の手引き・その３－

曲題盧騨鍵溌菖辮を通して‘
などの点から，最も強く印象に残ったことは，次の点です。

(1)

心ない大人がつくった車輪に有望な少年ハソスの心がふみにじられる。
（以下，Ａ子の記述より引用）

わたしは，(1)のことに対して，次のような考えや意見を持っています。
(2)

主題子供の心をふみにじるのは大人たちである。

わたしは，読み手に，次のように，自分の考えを受け取ってもらいたいと思っています
(3)

大人の勝手な見栄が子供の心を傷つけてしまった。

・取材（材料探し）

主題を支える，自分の感想.考え．訴えを書き出してみよう。また，その根拠となる文
章中の表現や事件などを抜き出してみよう。
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・自分の意見。考えは，次のような点から思い浮かべてみるとよい。ただし，全部書く必
要はない。

○ア，本を閉じて浮かぶこと。

イ，読んで分かったこと，心に残っていること。
ウ，作者が読者に訴えようとしていること。

○エ，題名から思ったこと。
オ，自分の今までの経験と比べて似ているところがあるなら，どんなところか。
九本を読んで，自分がどう変わったか。

キ，作者はどのような人か。
久今までに読んだ本と比べてどう思うか。

○ケ，もし，自分ならどうするか。（○は，Ａ子による）

－学習の手引き・その４－

欄T蝋櫻鱗顎い』
:■T蝋櫻鱗顎い出」
･書き出し「ぼくが，この本を読んで思ったことは・・・」などではなく，工夫して

liI灘熱灘えたいことか＆
･結び「おもしろかった」「感心した」といつ類の言葉で簡潔にまとめないこと。
書き出しと関連づけた書き方にずるのもよい。

■■■、君氏▲

■８（古干暢遥をふして

Ｌｉｌ溌蕊輸熱けて，
早『］■

句【

知品名｛ご干鱈のイ
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３，表現能力表
総合判定のＡＡ．Ａ・ＡＢ．Ｂ・ＢＣ．Ｃは，ＡＡ側が上位の表現能力，Ｃ側が下位の表

現能力を有することを示す。なお，紙面の都合上，表の一部のみ，掲載する。

表現能力評価表Ａ：敬体・常体/基礎的表記Ｅ：主題の明確さ

Ｂ：簡潔な文体Ｆ：根拠と感想の区別
Ｃ：比嶮や比較の使用Ｇ：書き出し
Ｄ：段落づくりＨ：結び

Ｉ：構成の工夫
生徒氏名

作品名

Ａ

Ｂ

Ｃ

，

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

e総合判定

j作品完成後自己評価

ａ「少年の日の思い出」
ロリ,■■

■■

ｂ感想文題名

自己評価

f創作文終了後自己評価

(１学期の実践終了後）

少年の二’：ニロロ
｢少年の日の思い出」

ＩＡｌＢｌ

ＡＢＡ
Ａ
Ｂ
Ａ

Ａ

Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
もっと大切なＡＡＡＡＡ
もつと大切なことを……

１

Ａ

ＡＢ
Ａ

今後感動的なシーソにす 勉強や学校にはいること むすびで主題を大きく使
もっと大切なこと えたので，うまくいった
るために，もっと現実味 より
と思う。もっと自分の意
のあるようにして，ごちゃ がある。
見を書けなかったところ
ごちゃしないで，１つの
小さいころから勉強，勉 が，不十分だった。自分
ことを中心にしてくわし
強としばられている人が の生活と比較できず，残
<書きたい。
念だった。
多いように思う。
もうすこし転で悲しくて，
結を長くしたい。

この感想文を書いて最後
の人間の心の中を書く所
ですごくなやみました。
でも

，

まったのでよかったと思

います。今までは，最後

に必ず「思います」とい
う文がきていたけど，こ
の作文でそういう所をな
くしていくとうまくいき
ました

。,ニロニニ■■
｢少年の日の思い出」

ＢＣＢＡ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ａ

Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
のの不土ＡＡＡＡ
世の中の不公平

もっと同じ場面でも一文 子供も大人も，同じよう
な感情がある。

一段楽で終わらないよう

にしてもつと話を長くし
たかった。もっと王様に
２

話をするところで具体的

に会話文を入れて書いた
らよかったと思う。段落

大人と子供は，大きさが
ちがうだけで，悲しみも
同じようにうけるという
こと

Ｉｌｃｌ

ＢＣ

が一文か二文でなく，四・

｡
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｡

主題が通り，一応書き出
しと結びがつながった。
順番がちゃんと並べられ 説明が少なくてうまくい
たけど，同じような内容 かなかった。わりと分か
になり，自分と比べる所 りやすく書けて，予想よ
が少なかった。主題にあっ りいいと思う。次に書く
た内容が書け，一応よかっ としたら，登場人物の気
持ちも入れてかこうと恩
たと思う。
Ａ

Ｂ

ＡＢ

う

｡

五文で詳しくしたらよかっ
た

自分の心の中と比

較ができ，ちゃんとまと

◎

構成力を高める読書感想文の指導

Ｂ
Ａ
Ａ ＡＡ
、の日の、､しロロＢＡＡＡ
｢少年の日の思い出」

Ａ

ＢＡＡ
＝ロＩＤ；ﾛ、－△△
Ｂ
Ａ『 Ａ
ＡＡ Ａ
宿命の子供たち

真剣なことを全体にかい 子供にも，不幸で悲しく

｜｜Ａｌ
Ｂ

Ｂ

Ａ
ＡＢ

どこの内容をどう取り上

げて他の感想とつなげて

僕がこれはいいと思って いこうかが一番僕にとっ

ていて，もうちょっと入 なるときや，うれしくて いるところをきちんと文 てむずかしいです。一つ
れられるところで笑いを たまらない時がたくさん 章にぬきだせているので のことを書いたら，それ

入れれば，もうすこしい ある
３

いいと思う。まだ，不十 でもうほとんど後につな

｡

いのができたかなと思う。 子供たちの思っている本 分と思うのは，かんぜん がらないから，そこをもつ
まじめに考えすぎたかな 当の気持ちを知ってほし に全体のようてんがつか とがんばりたい。

と今は思っている。今度

めていないことだ。

い｡

はもうちょっと気楽に楽
しく書いていきたいです。

｜｜Ａｌ

．,ニヮニニＢＢ
Ｂ
Ｂ
Ａ
｢少年の日の思い出」

Ａ
Ａ
Ａ Ａ
気と農【さＡＡＡＡ
勇気と賢さ

Ａ

もう少し辺りの様子や説 正義先生と少年たちが，

Ａ

Ａ

ＡＢ

Ａ

Ａ

題名や書出しと結びが，

疑問点はないんだけど，
書きおえた感想はとても
よかったと思います。始

明みたいなのを書いてわ 大きくなっていって，い 他よりうまくいった。で めは文が長いところとか
かりやすい物語を書いた ろんなことをのりこえて もいまひとつ不十分なと
４

｢思います」が多かった

らよかったと思いました。 いく様子。

ころは，カードの作品が けど，先生に言われたり

うまくいったと思うとこ 家で家族と暮らしている

７枚のうち，意見が１枚 してうまく書けたからで

ろば

ギャグというか，

のと，寄宿舎で暮らして

しかできなかったところ す。書き始めた時は，先

おもしろくするところが いるのを比較して，マル だ。主題にそって書けた が心配だったし，内容も

よかったと思います。ま

チソの強さをみてみたい。 のでよかった。

まとまっていなかったけ

あまあいいのができたと

ど，今は，気持ちもすっ

思います。

きりしてよかったです。

■『ニリニニ■■
｢少年の日の思い出」

Ｃ
ＣＣＡＣＡ
Ｃ
Ａ
Ｃ
Ａ

ハソスゆえに……

ＣＡＡＢＢ
Ｃ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ

ＧＤ

Ａ

lｌＢｌ
Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

ナレーターの部分とのつ ハソスが言えなかったつ すべてにおいて，うまく
なぎがうまくいかなかっ

らさ

，

主題と結びはつなげたけ
ど，作文で書きたいこと
はまだまだある。次は胃

身のつかれ，心の いっている。自分の思っ 険物を書きたい。

た。時間の経過がわから 弱さが死を導いたと思う。 たり

気付いたりした所

，

なかった。物語としては 結局はだれが悪いのか分 を書いているから。
５

ハッピーエンドだった。

からないけど，まわりの
人々のはげましが，ハソ
スの圧力となっていたと
思う

．、ニロニニ
｢少年の日の思い出」
■■

先生と生徒

｡

ｌｌＢｌ

ＢＣＡＢ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
ＡＡＢ
Ａ
Ａ
Ａ
Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

ＢＣ
ＡＢ

比較の文がなかったので，
直すとよい文ができた。

もう少し結のところの最 先生がどれだけマルチソ うまくいった所はあまり 先生に見てもらえなかっ
後の所をもっとくわしく

のことを思っているか。

ないけれど，考えと作品 たけど，けつこう悪くは

がまざったり，うまく考 ないと思います。でも

したかった。

，

えがまとめられなかって つなぎの所があまりうま

意見などあまりきいてほ

６

くいかなかったので，こ

しい所がうまくかけなかつ れから直していきたいで
た｡

－１３９－

す

｡
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４，考察一Ｔ男とＥ子の変容より－
習作の「少年の日の思い出」の感想文を分析した結果，能力的にほぼ似通っていると思
われる２人の生徒の’授業過程を通した変容を見てみたい。
Ｅ子

Ｔ男

この作品は，ヘルマソ・ヘッセという人が

この「少年の日の思い出」はヘルマソ・ヘッ

書いたものです。

セというドイツの人が書いた話です。

この人は，「車輪の下」や「青春はうるわ

この話は，ちよら集めから事件が起こりま
主人公が，クジャクヤママユというちよう

し」のように,とても有名な詩人･小説家です。
私が読んだ，「少年の日の思い出」は「私

がとてもほしかったところで，気味悪いほど

の客の少年時代の僕」が主人公です。この

す。

の模範少年エーミールがさなぎからかえした

という，うわさを聞き，ぬすんで，つぶして

「僕」は，ちようの収集家だったけど，その
思い出をけがしてしまったはなしです。
そしてもう１人だし､じな人がいます。

しまうという内容です。

この話は，情景がくわしく書いてあり，特

それは，「エーミール」です。

に「明るいランプの光り輝いた」という所が

「僕」は「エーミール」のちようをだいなし

いいです。

にしてしまったのです。

でも，「僕」のいい所もあります。それは，

また，最後にちようを一つ一つつぶすとい

エーミールにちゃんとあやまったことです。

う所が，償いのためにしたように思います。

言わなかったら，わからなかったのに……。

まだ，あります。自分がどれだけ悪いこと
をした。ということがとてもよく分かってい

略一

この話は，作者がノーベル賞を取っただけ

ると思うからです。

あって情景や，登場人物の心情などが，とて

この物語の最後の文に，「ちようを一つ一

もよく書いてあって，心が冷たい模範少年や，

つ取り出し，指で粉々に押しつぶしてしまっ

気持ちに押されて初めて泥ぼうした主人公や，

夜とちようの様子が，本当にまわりがそんな

た」とありますが，わたしは，この「僕」の
気持ちが，どうもよく分かりません。私なら

様子と思わせるように書いてあります。この

多分指で粉々に押しつぶしたりはしないと思

話を－度読んでみて下さい。

います。
０

０

家族愛（『にんじん』より）

世の中の不公平（『飛ぶ教室』より）

世界には，不公平なことがたくさんありま

「どうしてルピックのおかみさんは，にん

す。大人の感情の方が，子供より大きいとも

じんがきらいだったのか。」私がこの本を読

思われています。お金のある人の方が偉いと

んで，一番疑問に思ったところです。普通の

思われています。この作品でも，そのために，

家族なら，末っ子をとてもかわいがって，一

たくさんの人が苦しんでいると書かれています。

番大切にします。

では，どうしてルピックのおかみさんは，

文中でも，

「子供の涙は決して大人の涙より小さいもの

にんじんを愛そうとしないのか，ほかの二人

ではない。」

がかわいすぎるのでしょうか。それとも，に

と，大人と子供の不公平について，たいへん

んじんを家族と思っていないのでしょうか。

強く書かれています。

わたしは，どちらにしる母親の無神経なとこ

この物語には，マルチソという，日本でい

ろからきていろと思います。
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－略一

う高校一年の少年が登場します。マルソは，

その学年の中心になるような正義感の強い少

にんじんは，自分の立場がよく分かってい

年です。でも，こんなマルチソにも，一つだ
けなやみがあります。それは，家にお金がな

ます。こういわれれば，ああいうということ

くて家に帰れないことです。マルチソは，親

ます。兄からも，姉からも見離されて，心細

よりも，たくさん泣いています。このことか

かったにんじん。そんなにんじんでも，父親

が一番，にんじんが知っていたような気がし

ら大人の方が子供より大きい感情があるとな

には，愛されていました。にんじんは，父さ

ります。

んといる時が一番楽しいのだと思います。
－略一

父さんは，にんじんを愛しているけれども，

略一

けっしてかまってやったりはしていません。

でも，親は二人います。（略）多分両親の
二倍も三倍も悲しくて，自分がマルチソなら，

でもそれは表だけで，裏ではかわいくてかわ
いくてしかたがないのだと思います。
－略一

きっと学校から逃げ出しています。

物語だとマルチソはそうせずに泣いている

『もし，ぼく，自殺しようとしたことがあ

ところをベク先生に見つかり，２０マルクもら

ろっていったらどうする？』私はこの一文を

います。この人は，マルチソと同じように，

読んで，ここまで思いつめていたのかと思い

正義のためにどんなこともします。

ました。
略

僕は，大人・子供・金・位・や名誉を持っ
ている，持っていないでは，人間は決まらな

でも，にんじんは家出でなく，自殺を取っ

いと思います。そんなのではなくて，ベク先

たのでしょう。私とにんじんを比べて見たら，

生のように，大人・子供の区別なく，同じ人

にんじんは不死身に思えます。

私がこの本を読み終えて，ふと思ったこと

間として認めている方が，一番立派です。

子供の涙も，この作品のようにとても大き

があります。私が家族にどれだけ愛されてい

い重い深いこともあります。こういうことは，

るか，ということです。にんじんの家族と見

子供だから，大人だから，ということばない

比べたら私は，親からも姉・弟にも見離され

と思います。大人・名誉が一番偉いのではな

ていません。母からもいじめられていません。

いので，僕も，思いやりのあるベク先生のよ

それに比べたら私は，弱虫でわがままな人間

うになりたいと思います。

に思えます。今，思えば，当たり前のように

思えていた家族が，自分にとってどれだけ大

切な物なのか，愛とはどのような物なのか，
今やっと分かったような気がします。

習作の方の感想文を比べてみろと，双方ともに，「一文一段落の段落構成であること」

が特徴として挙げられる。段落の意識が明確に育っていないため，文章構成も，羅列的で
まとまりがない。しかし，実作の方を読んでみると，段落が一応成立しており，作品の中

から，問題意識を自分なりに掘り下げていることが分かる。主題についても，最初から最
後まで，一貫して書こうという意識づけがなされているように思う。完全とは言えないま
でも，学習過程の中で，文章表現能力が高まったと言うことができよう。
そこで，この二人の自己評価の実態を見てみたい。
（－学期の実践終了時）（－学期の実践終了時）
ちょっと常識はずれにしすぎたと思う。最後
の二行を工夫したためにミステリーになった
のでよかった。
０

０
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友達の意見を聞いたら，「結びをもうすこし

(今回の実践終了後の自己評価）

まとめた方がいいと思う」という意見が多かっ

主題が通り，一応書き出しと結びがつながっ

たので直そうと思った。いつもよりは上手に

た。説明が少なくてうまくいかなかったｂわ

書けたと思う。結びもまとめられたと思う。

りとわかりやすく書けて予想よりいいと思う

。

私は前まで構想表等では書かないでやってい

次に書くとしたら〆登場人物の気持ちも入れ

たので〉あまりうまく書けませんでした。で

}て書こうと思う。

も，構想表があるとすらすら書けました。

下線部に示したように，今回の実践終了後の評価では，構成面から作品を評価しようと
いう意識が育ってきている。Ｔ男の場合は,－学期以来，継続した課題意識で文章表現活
動に取り組んでいることがうかがえる。

また，学習活動全体を通じて，それぞれが，効力感を獲得していることも読み取れる。
以上二点から，彼らの文章表現能力の高まりが，その認識の面からも，指摘できろ。
５，まとめ
資料３に示した表現能力評価表に基づいて，構想表完成後および作品完成後の生徒個々
の自己評価の観点を分析してみた結果，次のようになった。
へ結び（書き出しとの関連も含む）・・・23名
．書き出し・・・２名
・主題.・・・１１名

・段落の接続・・・12名
･題名・・・１４名（それぞれの観点を挙げている生徒の
●文のレベル・・・２名のべ人数を示す。）

、この結果をそれぞいれの生徒の表現能力と重ねて考察してみると，
・表現能力の上位レベルにある生徒に「主題」の観点で評価している傾向が見られろ。
・文のレベルでしか評価できない生徒は，依然として表現の能力は高まっていない。
という二点が,特徴として挙げられろ。

しかし，－学期に行った創作文「起承転結の構成で書こう」の自己評価では，構成面か
ら評価した生徒が１７名であったのに比べ，今回の実践では，３８名の生徒が，自己評価

で構成への着眼をしている点は，収穫であったように思う。その要因として，
(1)カードを使うことにより，段落意識が明確化した。そのことで，書き出しと結び，あ
るいは段落の接続を目で確かめながら，構想を立てることができた。

(2)学習過程の中間段階で構想発表会を設定したことにより，読み手意識が高まり，その
ことが書く作業への意欲づけとなった．

(3)主題決定段階で，指導者による個別指導の場を設定したことにより，構成の作業が比
較的容易になった。

(4)例文として使用したのが小学校５年生の感想文であったため，以後の学習活動に対す
る抵抗感が比較的和らいだ。

(5)読書感想文という領域自体が，主題と構想に重点を置いた指導に適している。
などの点が考えられる。(1)(2)の参考となる生徒の言葉を挙げてみろ。
-142-

構成力を高める読書感想文の指導

なと，こたを絡けが上

方あれうっ葉短だ点・以
つ思どい話りつと師価ろ
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ぎ・あいあ言，価観と
なううとし』くは評のこ
のとはいでよびこ・教評い
落むぎらな価結ろい，‘て
段すでたん評にげたず上っ
，，，げみ己感づしわ性な
とででな・自力論と行特と
くいのつすの効結題はうで
いな』たをま子のと課価いま
てえりっびいＫどたの評とｊ
いがよだ結てくなっ・後互いた

書ち価文とっ・』まう今相なか
，ま評想し思たた高ろ・のでれ
てに己感出としっがあた後一入
し時自たきたまい感でっ成同の
にののっ書きいく力ろ残完が論
う番男い，で思ま効なが品品反
よ本Ｈてでくとうでは点作作ｒ
の，くて想よいｒげに２‘もｊ
こて・立構がいｊだけのてかた
はっるみ・びらたれづ次ししか

れかぎ組す結たつこ機，慮，し
そ分でらまとけか・動て考での
・でらかいしいよたのしを動較
うけがど思出てｒっへと階活比
思だななとぎえ‘な元料段価ｒ
とすえ想た書考にと単材達評』
た通考構っ，に中名文の発ろび
っをか，なり切の妬作省なよ結
い目とてにか大価，の反的にｒ
く，とめ文わを評は次，神・み』
主がこじいがと己徒‘ら精とのし
うどのはいとこ自生ががのこ表出

ｒｌｌｌｌｌｌｌｌｌ」た吹郡肱縦吐繩譲

●●

主記すかとｒ
表的し⑪②

(注）（１）「自己学習能力を育てる－学校の新しい役割一」波多野誼余夫編・東大出版
１９８０
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