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本論文では授業開発をする際の観点として協働的学習・言語活動・語彙指導を組み込み、中心教材として説明的文章を

設定した。本授業構想に適する学習材として、文章構造として時間的、空間的対比が使用されているものを選定した。この学

習によって、学習者の語が他の語との関係性において理解し直され、語彙というまとまりとして言葉を理解し活用することが

できることをねらいとしている。授業実践として、班毎での問題解決型授業を設定し、対比構造を持った意見文を書くという言

語活動を設定した。その結果、学習者に理解と表現について二つの特徴が見られた。学習者は、対義語とはある基準に基

づいて読み取ることができ、対比表現は、文脈しだいで対義語になったり同義語になったりするということを学でいる。そのこ

とを学習者の表現よって確認することができた。また、書くことの障壁として、作文全体の構造を想定しにくいということがある。

しかし、本実践研究において、文章を書く際に語彙だけでなく構造自体を対比的に構築していく方法をとったために、学習

者はその障壁を取り除くことができている。このことは、学習者の作文作成にかかる時間について授業者が感覚的にとらえて

いることであり、学習者の作文に対する取り組みについての感想から伺うことができる。本授業構想において、形式と内容と

実際の学習材との関連性を構築することで学習者の具体的能力の伸長がはかれた。 

 

 

 

はじめに 

 

 本研究の目的は、説明的文章に対してどのような言語活動を設定することができるかという問題

に対して、語彙に焦点を当てた授業プログラムを開発することである。授業プログラムの要素とし 

―――――――― 

*茨城大学教育学部  **茨城大学教育学部附属中学校 
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て、現代的課題である協働学習・言語活動を授業形式として取り入れ、授業内容として語彙の学習

を組み込んだ。そして、この形式と内容を統合可能な教材として「オオカミを見る目」という説明

的文章を中心とした。 

 授業形式である協働学習については、佐藤学の「学びの共同体」iに代表されるような学習形態で

あり、２１世紀型の学習とされている。また、言語活動に関しては、平成２０年に出された「幼稚

園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について（答申）」iiにお

いて、「７．教育内容に関する主な改善事項」の（１）に「言語活動の充実」が挙げられている。こ

のように、教科内容にかかわらずこれからの教育の重要な方法論としてこの二つがキーワードにな

っていることが分かる。 

 国語科教育の内容として、語彙についてであるが、同答申において、 

 

各教科等におけるこのような言語活動の充実に当たっては、特に教科担任制の中・高等学校の国語

科以外の教師が、その必要性を十分に理解することが重要である。そのためには、学校が各教科等

の指導計画にこれらの言語活動を位置付け、各教科等の授業の構成や進め方自体を改善する必要が

ある。 

なお、このように各教科等における言語活動を行うに当たっては、これらの学習活動を支える条件

として次のような点に特に留意する必要がある。 

第一は、語彙を豊かにし、各教科等の知識・技能を活用する学習活動を各教科等で行うに当たって

は、教科書において、このような学習に子どもたちが積極的に取り組み、言語に関する能力を高め

ていくための工夫が凝らされることが不可欠である。また、特に国語科においては、言語の果たし

ている役割に応じた適切な教材が取り上げられることが重要である。（下線は筆者） 

 

としている。このように、現行の学習指導要領では、教科を超えた言語活動が目されており、さら

に第一として「語彙」の豊かさが示されている。そして最後にこのことを行うに当たって「適切な

教材」を取り上げることが重要であると締めくくられている。 

 これらの観点によって、形式としての協働学習・言語活動、内容としての語彙の拡充、そして、

それらを統合させる適切な教材の開発を目指し、授業プログラムを開発した。授業実践は中心的に

茨城大学教育学部附属中学校の１年生を対象として行った。以下はその実践である。 

 

 

『オオカミを見る目』の対比表現の比較読み 

授業者 開田晃央 

 

筆者開田は，平成２５年度茨城大学大学院教育学研究科修士論文のテーマを「認識の体系を活性

化する語彙指導の研究」として研究した。その中で語彙の「活性化」として，語を取り入れたり語

を取り出したりすると，関係する他の語に影響を及ぼしながら語彙を形成することを述べた。言語

構造は、対比構造を中心とした言語概念自体の対比により成り立っている。そのため，ある概念対

比が起こり見えなかった語と語の概念対比が見えるようになったことを活性化ととらえる。語を活
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性化することは，語の対比構造をとらえることで成り立っていることを示すため，語における対比

構造の読みや言語事項の学習と表現を結びつけ，作文の中に活性化が起こっているかどうかを検証

する。 

本授業実践は、平成２６年７月に茨城大学教育学部附属中学校にて、中学一年生を対象に行った実

践である。 

１．授業方法 

 生徒の内面で対比の諸層が見えるようにするために次に挙げる方法をとった。 

① 対比構造読み 

マトリックスの図に，本文で捉えた対比関係にある語を配置していくことにより，作品の対比構

造をとらえる。 

② 他資料との比較読み 

本文から導いた個人課題について，自分で用意した資料や教師が用意した補助資料と本文  と

を比較して読み，課題についての情報を得る。  

③ 協働学習による他者との情報の対比 

それぞれの課題に対する情報を交流し情報を比較することにより，理解語彙を広げる。 

④ ①②③を利用した文章作成と自己内対比 

個人課題を自己資料や補助資料，協働学習により課題解決し，理解語彙が使用語彙に転移する。

本文で習得した対比構造を活用して文章にまとめる。自己内対比を授業に組み込むことにより，概

念対比ができる。 

 

２．「オオカミを見る目」の教材分析 

 説明的教材文『オオカミを見る目』は、二つの対比を軸にして語られており, 現代の私たち日本

人のオオカミに対する見方をより明確に捉えることができる。また、人の考えや行いが, 置かれた

社会の状況により違ったり変化したりすることを, 日本と西洋，昔と今を対比して述べられている。

資料１は，教材文の形式段落における対比関係にある語を抽出し，時代，見方・考え方，場所，事

柄・行為と分類し，それぞれの対比関係を整理した表であり，多くの対比関係を見ることができる。

場所としての「日本・ヨーロッパ」，時代としての「現在・昔」は対比構造の軸となり，「見方・

考え方」や「事柄・行為」についての対比概念を形成する。 
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３．第１学年「オオカミを見る目」（東京書籍）における実践 

 単元を貫く言語活動として本文から自己課題を設定し，解決した内容を元に作文に書く活動を設

定した。作文に活用するために本文の対比構造と対比関係にある語を習得することを中心に置いて

読む。次に課題を解決するためにその材料となる資料を探す。さらに友達と交流して自分のもつ情

報と比較して必要な情報を得る。そして単元の最後に本文の対比構造を活かした作文を書く。この

ような学習をすることにより，対比語彙による活性化を捉え，語における対比構造の読みや言語事

項の学習と文章作成により理解と表現を結びつける。  

 

① 対比構造読み 

本文は昔の日本と西洋，今の日本

と西洋というように時間（昔と今）

と場所（日本と西洋）が対比しな

がら述べられている。そのため，

時間と場所を軸としたマトリック

スの図に，本文で捉えた対比関係

にある語を配置していく対比構造

読みにより，作品全体の対比語彙

関係を捉えていく。縦軸を今と昔，

横軸を日本と西洋とするマトリッ

資料１ 『オオカミを見る目』対比構造表 

資料２ 板書：マトリックス表 
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クスの図の中へ対比語彙を配置しながら本文の対比構造を読んでいった。資料２は第２時間目の板

書である。大きな付箋は生徒が見つけた対比関係にある語である。従来のように段落を意識して読

むよりも，対比関係にある語の配置を考えることにより，構造を視覚的に捉え，本文にある事柄を

関連づけてとらえることができる。 

 生徒の作文を見ると大部分の生徒にマトリックスの軸の対比を元に，本文でとらえた語が表出し

ていた。 

 

② 他資料との比較読み 

 個別の課題について，自分で用意した資料や教師が用意した補助資料と本文とを比較して読み，

解決するために必要な情報をとらえる。補助資料として以下の資料から昔の日本と西洋，今の日本

と西洋の情報を抜粋して生徒に配付した。 

 

『オオカミが日本を救う』 （丸山直

樹 2014 白水社） 

『狼と西洋文明』（クロード・カトリー

ヌ ラガッシュ, ジル ラガッシュ, 高

橋正男 訳 1989 八坂書房） 

『日本人とオオカミ』（栗栖健 2004 

雄山閣） 

『オオカミはなぜ消えたか ―日本人

と獣の話』（千葉徳爾 1995 新人物往

来社） 

『オオカミの護符』（小倉美恵子 2011 

新潮社） 

 

また、生徒自身でも追究したい課題に関する資料を用意させた。授業では，自分で用意した資料や

教師が用意した補助資料と本文とを比較した。資料３は用意した資料を元に友達に自分の課題と資

料と本文を比べて分かったことを交流しているところである。様々な資料に当たることで，対比す

る語彙やその周辺の語彙にも触れる機会が

増えた。 

 課題について資料と本文とを比較し，本

文を補足するような情報や本文をより詳し

くした情報を得ることで，課題への学びを

深められた。 

③ 協働学習による他者との情報の対比 

 情報交流の仕方は，自班での交流と同じ

ように情報を比較することにより，自分に

とって有用な情報を見つけることである。

資料３ 自己資料と対比構造 

資料４ 協働学習の様子 
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自班への説明の他，他班ともマトリックスで同じ象限の生徒同士で班となり，ジグソー学習を取り

入れることにより，自分の課題を含む象限以外の象限からの情報を得ていた。また，友達の話をよ

く聞くことで，新たな理解語彙を獲得でき，さらに自分の得た情報を発信することで，自己資料か

ら得た理解語彙を使用語彙に転換する機会となった。資料４は，協働学習で課題を設定するための

話し合いをしている生徒の姿である。 

 

④ ①②③を利用した文章作成 

  個人課題について、自己資料や補助資料，協働学習により得た情報や語彙を使って課題を解決し

て文章にまとめる。全体を通して一番特徴的なことは，大部分の生徒が１単位時間（５０分）でほ

とんど仕上げているぐらい書く時間が早かったことだ。まず作文へのとりかかりが早かった。普段，

まとまった文章を書かせると，「何を書いて

いいか分からない」。「どう書いていいか分

からない」，「何を書いていいかわからない」

という声があり，その都度期間指導をして

助言をしていた。しかし，今回そのような

声が聞こえなかった。またこれまでは書い

ている間，机間指導をして周り，声をかけ

てきた。今回は作業中に声をかけてなくて

も生徒は黙々と自分の作文に集中して書く

ことができた。 

 

 一部分は書けていても、書く事柄を相互に関連付けて捉えていかなければ一貫した作文はできな

い。そこに生徒は作文の難しさを感じていたのではないだろうか。今回このように悩まずにすんな

りと書けたのは，対比構造表や対比に関係する語同士を毎時間取り扱っていたため，対比構造表を

使って作文の構成とどういう語を使っていくかなどが作文を書く前の段階で，ある程度蓄積されて

いたり，計画できていたりしたものと考えられる。今回はマトリックス図の対比構造より作文全体

の構成が捉えやすかった。習得した対比構造意識が活性化されていたことと，対比語彙が活性化さ

れたため，早く仕上がったものと考える。 

 

４．単元計画と授業の詳細 

 単元計画は以下のように，８時間取り扱いとした。 

第一次で，本文の対比構造を図をもとに捉えていく。 

第二次では，生徒が各自もった課題を本文と資料を比べ読みをしたり，友達と情報の交流をしたり

して解決に向かう。 

第三次では，第一次と第二次で得た対比語彙を使いながら，作文にまとめる。 

その単元計画と１単位時間の授業の詳細について以下にまとめた。 

単元計画（８時間取り扱い） 

第１次 本文の対比構造をとらえる。 

資料５ 作文作成の様子 
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 第１時 本文を読みキーワードから対比構造を考える。 

  第２時 本文から対比する言葉を見つける。 

第２次 他資料との比較読みをする。 

 第３時 課題を決める。 

  第４時 本文と資料を比較し分かったことを話し合う。 

 第５時 持参資料と本文を比較し分かったことを交流する。 

第３次 対比構造表をもとに作文へまとめる。      

 第６時 対比構造表をもとに作文を書く。 

 第７時 仕上げた作文を交流する。 

 第８時 振り返りをまとめ，ポートフォリオを作成する。 

本時案（第１時） 

             内容・活動                配慮事項 

１ オオカミのイメージを考える。 

 「強い」「うそつき」「悪役」「頭がいい」 

「恐ろしい」「群れ」「すばしっこい」 

２ 題名にある「目」の意味を考える。 

  見方，考え方 

３本時の課題を確認する。 

・できるだけたくさんのイメージがでるように

 声掛けをする。 

 

・実際に辞書を引かせ，どの意味が近いかを考

 えさせる。 

 

・対比関係にある語に注目させる。 

 

           

・気になった語やキーワードだと思う語に注目

 させたい。 

 

 

・生徒から出されたキーワードや対比関係にあ 

 る語をマトリックスを意識した，意図的な配

配置した板書にする。 

 

・生徒から出されたキーワードが出しマトリッ

 クスの座標軸になる横軸（西洋―日本），縦

 軸（今―昔）のどこに配置されるかを意識さ

 せる。 

・生徒から出された語に対比関係のある語が本

 文にあるかどうかを考えるように促す。 

評 対比関係にある語同士をまとめている。 

 

  

 本文には，どんな語彙が含まれているの

だろう。 

 

 

４ 本文の範読を聞く。 

  考えられるキーワードに線を引く。 

 

 

５ キーワードからマトリックスを導き出す。 

(１)キーワードを発表する。 

(２)キーワードの配置からどんなまとまりに 

 なっているかを考える。 

                                  

       今 

 

西洋 

 

              日本 

昔 

 ６ 対比関係にある語を考える。 
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   西洋―日本 今―昔 

 

７ 本時の感想をまとめる 

 

              （プリント） 

（第２時） 

              内容・活動              配慮事項 

 

１ 本時の課題を確認する。 

・前時を想起させ，黒板にマトリックスや対比

 関係のある語を板書する。 

・大きな付箋紙を使い，生徒に対比関係にある

 語を書かせ，黒板に貼らせる。 

・対比関係にある語の視点をとらえる。視点の

 当て方により対立構造が変わることを捉え

 させる。 

・プリントを配布する。 

・教師が準備した類義語辞典や対照語辞典を参

 考にさせる。 

 今 

２ 対比関係にある語を見つけよう。  

 対比関係にある語について説明を聞く。 

 

 

３ グループで対比関係にある語を本文から見つ

 ける。 

   （①～④は第１象限～第４象限を表す） 

 近代④―中世③・牧畜③―稲作② 

 悪者③―味方②・激減②―激増① 

 憎む③―敬う②・三峯神社②―キリスト教③ 

 大神②―魔物③・明治時代①―江戸時代① 

 大神②―オオカミ①・ 

 悪を象徴する生き物④―神を象徴する生き物① 

４ 全体で共有する。 

５ 本時の感想をまとめる。  

 

 

 

       第３象限  

 西洋   

第４象限 

第１象限 

日本 

第２象限 

                昔 

           

評 本文から対比関係にある語を見つけ，四象

 限上に配置することができる。 

              （プリント） 

・見つけた対比関係にある語を全体で出し合い

 確認する。   

 

５．事例分析 

 本単元の学習者であるABCの三人について事例分析を行う。三人は共通した対比意識や語彙構造

の変容が生じており，さらに三人が作成した学習物を収めたポートフォリオには他の学習者に共通

する部分が多く表されているため，この三人を事例とした。 

①Aの事例 

・対比構造表から 

 「味方」と「悪者」・「害獣」・「忌まわしい」を矢印で結び、「味方」に対比関係に近いと Aがとら

えた語を列挙している。これは「味方」の対立概念としてそれぞれ「敵」・「害を与える獣」「嫌な感
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じ」とそれぞれの概念対比を認識していることを表している。 

 

 

・途中経過ノートから 

 

同じ班の人と他班の人の意見を交換することで，自分の持っている知識をさらに深めることができ



茨城大学教育実践研究 33(2014) 

 - 42 - 

た。また新しい知識を手に入れたり持っている知識を広げたりすることができた。 

作文を書き始めると，付箋のどれをどのように入れていけば良いのかを考えながら作業するので大

変だった。西洋と日本，今と昔をしっかり対比させて書きその時の特徴をなどが表せられれば良い

と思う。自分の感想も入れて自分だけの作文をつくり，考えを他の人に伝えられるようにしたい。 

 

 この記述からは、付箋の情報を取捨選択していくことに大変さを感じていることが分かる。付箋

の数は３２枚貼られ，対比構造表が一面覆われている。生徒との情報の交流から多くの情報を得て

いることがわかる。付箋を貼る場所も工夫が見られ，ひと目で対比構造のどこの情報かが分かるよ

うに貼っている。また「西洋と日本」「今と昔」の対比構造に着目して対比させようと意識した作文

にしていこうとしている。 

 

・作文から 

 A は自己課題は「神のように敬われていたオオカミを殺した理由」とした。作文の内容は，課題

に対し昔の日本，昔の西洋，今の日本，今の西洋についての情報を述べ，最後に自分の考えをまと

めている。 

 字数を見ると８００字程度と定めているところ，１０４６字であった。これだけオーバーしてい

ることは，書きたいことが情報としてしっかり計画できていることを示しているものと考える。書

いていた時間についても１単位時間（５０分）で書き終えている。普段の書くスピードに比べとて

も早く仕上がっている。  

 A の作文の構成を見てみると，授業で習得したように，時と地域を関連させた対立概念の捉え方

を自分の作文に活用している。対比構造を大きく時間を軸として前半を「昔」，後半を「今」のオオ

カミのイメージとして対比させている。さらに，それぞれの中に，地域（日本・西洋）の軸を設け

ている。つまり，時間の対比（昔・今）の中で地域の対比（日本・西洋）を組み，二重の対比構造

としている。本文での対比構造読みの中で学んだ対比意識を自分の作文に活かしている。 

 対比語彙を見てみると，「神・悪者」，「ヒーロー・悪者」に注目したい。使用語彙として表現へ使

われている。本文に使われている語であり，「神・悪者」では，信仰・崇拝を対比概念として捉えて

いるが，情報交流で得た語であり，「ヒーロー・悪者」は人間に近い親しみのある存在を自己内対比

として表している。 

 

Bの事例 

・対比構造表から  

 付箋の数は５７枚であった。対比関係の語数は１２対ある。特徴的なところは，語同士の対比関

係では第４象限「童話」（オオカミ少年）と第２象限「三峯神社」双方が対比の矢印で結ばれている。 

 

・途中経過ノートから 

 

対比する言葉探しでは，見つかれば見つかるほど次の言葉を見つけるのに時間がかかった。  

意見の交換は，よりたくさんの情報を得ようと思い，相手の言っていることによく耳を傾けた。そ
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して私自身も，他の人に色々な情報をあげられたと思う。 

 

「対比語彙を見つける時間がかかり，大変だった」という記述から，対比語彙を捉えることが本人

にとって難易度が高かったことがわかる。授業の感想には「対比をすることで時代ごとのオオカミ

の考え方が分かった」と書いていて対比関係を意識しながら対比構造表にまとめていったことが分

かる。友達との協働学習において，情報を得ようと友達の話をよく聞くことで，新たな理解語彙を

獲得でき，さらに自分の得た情報を発信することで，自己資料から得た理解語彙を使用語彙に転換

する機会になったと考える。 

 

Bの作文について 

 課題を「なぜそんなにオオカミが嫌われた？日本編」とした。字数を見ると８００字程度と定め

ているところ，９０３字であった。書きたいことが情報として計画できていることを示しているも

のと考える。書いていた時間についても１単位時間（５０分）で書き終えている。普段の書くスピ

ードに比べとても早く仕上がったと言える。 

 B の作文には，昔の日本で敬われていたオオカミが嫌われてしまったのか，その理由を傍線①の

ように，３つの項目を並列させて述べている。昔の日本と生態系を元に戻そうとする考えがある現

代の日本の記述が中心である。昔と今のヨーロッパとの対比構造は見られなかった。 作文におけ

る対比語彙を見てみると，「祀る・忌まわしい」，「敬う・嫌う」に注目したい。それぞれ「忌まわし

い」，「嫌う」は本文中にある語である。課題への調べ学習や交流することを通して，「祀る・忌まわ

しい」，「敬う・嫌う」が自己内対比し構築され，理解語彙であった対比構造を使用語彙として作文

に使われている。 
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Cの事例 

・対比構造表から 

 対比構造表の対比語彙の数は２４対であり，付箋の数は４６枚であった。 

 対比構造表には対比関係にある語として示したものの中で特に第２象限「まつる」と「駆除」「撲

滅」「迫害」，第２象限「味方」も同じように「忌まわしい」「害獣」「悪者」は，どちらも対比関係

にある語同士が類義語の関係にあり，対比関係を熟慮した様子が分かる。語の意味と語彙から自分

のとらえた対比関係をしっかりと対比構造表に活かしている。 

 

・途中経過ノートから 

 

対比する言葉探しは意外と身近に自分で使っている言葉だとわかった。対比する言葉を使うことに

より時代ごとや国ごとの考え方の変化がよく分かる。 

 

対比する語を自分の身の回りにある言葉だという意識が見られた。このように捉えられれば，対

比語彙を自分の生活の中の近い語彙から見つけることができ，ハードルが大きく下がると考えられ

る。この気付きは重要であり，この感覚で対比語彙を捉えていけば，理解語彙を使用語彙への転換

が大きく進むととらえられる。 

 対比関係にある語を使うことにより，時代や国を軸とした考え方の変化が分かると述べている。

この捉え方も重要だ。対比関係にある語を捉えていくと，文章の部分だけでなく全体としての読み

ができることに気付いている。 

 

課題に合った資料を探すのは大変だったが，インターネットをだけではなく，先生の持ってきてく

れた資料なども全てに目を通し，自分にあった資料を見つけることができた。 

 

課題を解決するために，様々な資料に当たることで，対比する語彙やその周辺の語彙にも触れる機

会が増え，使用語彙が広がることが期待される。 

 

・作文から 

 字数を見ると８００字程度と定めているところ，９００字であった。書いていた時間についても

１単位時間（５０分）で書き終えている。普段の書くスピードに比べとても早く仕上がったと言え

る。作文を見ると，課題は「狂犬病でなぜオオカミだけ駆除の対象になったのか」としている。対

比構造を見てみると，課題における今の日本，昔の日本，西洋の昔，西洋の今の順で本文の対比構

造が活用され，対比構造意識が活性化されている。 

 対比語彙を見てみると「激増・激減」と「繁殖・絶滅」に注目したい。「激増・激減」は本文では

シカについて述べる時に使用されている。それを作文の中では，オオカミの激減に対してシカの激

増と本文で使用されている語彙を使用語彙としていて自己内での活性化ができていることがわかる。

また，「繁殖・絶滅」では「オオカミの絶滅を防ぐために繁殖させる」と本文にない語との対比概念

を押さえ，使用語彙として使っていて活性化していることが分かる。 
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まとめ 

 三人の事例により，まず，対比構造表からは，マトリックスの図に時間と場所の軸を置いて行っ

た。そうすることにより，例えば１つの語に対していくつかの対比関係にある語を見つけるなど，
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対比概念の構築が見られた。感想ノートからは，対比関係を意識して情報収集や作文作成にあたっ

ている意識を見ることができた。意識が対比語彙を捉えていくことに向いていることにより，対比

概念が何になるか思考していくことになると考える。 

作文では，構成において，対比意識を活性化させ本文で学んだ対比構造を使っていた。しかしBは

従来行ってきた事柄を並列させる構成であり，構成における対比意識を見ることはできなかった。

今回初めて対比構造を中心に読んでいったのだが，このような学習を繰り返すことで対比構造をと

らえ表現に活用していけると考える。 

 対比語彙では，本文にある対比語彙を使っていた。それに加えて，本文中にない語を対比させて

使用していた。これは本文での対比概念を学ぶことにより，本文にない語に波及し，対比概念を構

築していたため活性化が起こっていたと考えられる。 

 作文にとりかかる時間や作文を書き終える時間は事例で挙げた３人以外のほとんどの生徒でもい

つも書かせている作文と比較してもとても短かった。これは，対比関係を使った構成や使おうとす

る使用語彙の準備が整っていたためではないかと考える。そのため，内的な活性化が起こっていた

ものと考えることができる。 

 

おわりに 

 本論文では国語科教育における現代的問題点を解決する一授業プログラムを開発した。授業開発

をする際の観点として協働的学習・言語活動・語彙指導を組み込み、中心教材として説明的文章を

設定した。本授業構想に適する学習材として、文章構造として時間的、空間的対比が使用されてい

るものを選定した。具体的な授業実践として、茨城大学教育学部附属中学校１年生を対象として、

８時間の単元を設定した。単元の詳細は前述の通りであるが、理解から表現へという流れを一連の

単元として組み立てたことで、身につけるべき能力を学習者自身が明確に理解していたという点が

特徴的である。具体的には、語彙の対比と構造の対比という二観点での「対比」を中心にすべての

学習が進められていたということである。その結果、対義語に対しては、ある基準に基づいて読み

取ることができ、対比表現は、文脈しだいで対義語になったり同義語になったりするということを

学でいる。また、書くことの構造化に関しても同様で、「マトリックス」という試行の可視化にあた

る図を提示して考えを進めた結果、学習者の作文作成にかかる時間についても短縮が見られた。 

 このような伸長すべき能力について明確に設定して授業プログラムを構築した結果、それに対応

する学習者の結果が得られたことは、授業者の力量によるところも大きい。しかし、この授業プロ

グラムは、他にも様々な「要因」を抱えており、学習者の実際的な作文分析や、授業内での授業者

の発話など検討すべき要素は大きい。授業自体を丸ごととらえることは困難ではあるが、この授業

プログラムに関して、学年や学習材を変えた取り組みによる追検証が必要である。そのことにより、

「要因」の明確化をはかることが今後の課題である。 

 

                                                 
i  佐藤学 『学校の挑戦―学びの共同体を創る』（小学館 2006） 
ii  文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/ 
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