説明的文豪早指導の実際と問題点

小学校四年﹁カブトガニ﹂ (光柑四年上) の場会 ‑

浦

淳

子

四年生四十名に学習させた説明文﹁カブ‑ガニ﹂の授業をふり返

ことを兄いだしたりした︒もちろん︑霞かれている内容についても

ながらまとめたり︑問題‑観察‑結果といった順に述べられている

‑

社

行列﹂ ﹁おにの話﹂ ﹁人間とチソパンジ‑﹂等の説明文教材の学習

り'子どもたちは何を得たのかへどこに問題点があったのか'また'

に力を注いだ︒

興味探‑読ませようとしたが︑内容よりも要点をとらえさせること

において'段落ごとの要点をキーセンテソスやキーワードに着目し

これをどう改善したらよいかなどについて考察を試みたい︒教肺と

は じ め に

して二年目7学期の授業で︑三年目を終わろうとする今になってみ

子どもたちは︑読書は好むのだが'女子にはt Tt 二年向きの絵

本や立話ばかり読んでいる傾向が強く'男子には図鑑や写貢・絵の

れば'多‑の問題がみえてくる︒しかし'まだまだ解決できないも
のも多い︒それらについてはへ明日からの実践を通して考えていこ

多‑出ている班科的な本や学習まんがシリーズなどを好んで読む者

が多い︒じつ‑りと7冊の本を読む習慣が身についている者が少な

うと思っている3

く︑教材文でも'自分が興味を覚えたところだけを脳裏に残すよう

な読み方をしていることが多い︒接続詞や指示語の意味を考えたり︑

一︑教材﹁カブトガーこ指導の実際
1'教材﹁カブ‑ガlこ 土屋 圭示一光村四年上)

文草の構成や書きぶりに目を向けたりすることはあまりない3

ウの話﹂が入っている︒﹁カブトガニ﹂は'﹁キョウリユウの話﹂

単元﹁段落に気をつけて﹂の中に﹁カブ‑ガニ﹂と﹁キョウリユ

4︑教材文について

せたいと思ったのである︒

かりと読ませた上で'﹁段落相互﹂の関係などにも気づ‑ようにさ

そこで'前に記したように'まず﹁7文1文︑三笠語﹂をしっ

2'目 楼
トガニの大きなひみつを知り'筆者のねがいに気づかせる︒

① 1文7文'1語三相をしっかり読むことによって'カブ
㊥ 段落相互のつながりを見つけへ筆者の古きぶり (文理構
成・文末表現など) に目をむけさせる︒
3'児童の実佃御
子どもたちは'三年生の1年間'﹁みつばちのダンス﹂ ﹁ありの
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と文辞構成も似かよったものにし'﹁キョウリユウの話﹂を学習す
ージ分と少な‑︑説明も骨子だけで物足りなさがある︒

る前の参考教材として位追づけられている︒そのためへ分冠も三ペ

¥D

(T)
し51
^
IT)

カブトガニの生息地
カブトガニの形・大きさ'特徴と名前の由来
カブ‑ガこの大きなひみつ
二位年も形を変えることな‑生きつづけてきた動物
で﹁生きている化石﹂ともいわれ'天然記念物に指
定されている所がある︒

班由その一

㊥㊥① 段落の前:正き
海の低でひっそり生活するため'敵におそわれるこ
とが少な‑'気候のえいきょうを受けなくてすんだ︒
理由その二
食べ物の量が少ない︒
理由その三
卵を分散して産む︒
カブトガニが減ってきた現状と理由︒
カブトガニを守る対藁︒

①

申

㊥

①
⑤

ブ‑ガニ

段落に気を付けて
カ

﹄主上

土

屋

圭

示

カブトガニは'北アメリカの束海相と'アジアの一部にしか

住んでいない'めずらしい動物です3日本では︑瀬戸内海一帯

カブトガニは'全長約六十センチメI‑ル︑するどいつるぎ

や九州の北の海岸などに見られます︒

のようなしっばを持ち︑頭にいかめしいかぶとのようなからを

かぶっているので︑このような名前が付いたのでしょう︒ふつ

のなかまに近い動物だと考えられています︒

うカニのなかまだと思われがちですが︑むしろ'クモやサソリ

このカブトガニは︑実は大きなひみつを持っています︒それ

は'カブ‑ガニが'二位年ものむかしから'ほとんど形を変え

ることもな‑生きつづけてきた動物だということです.二位年

らわれていません︒キョウリユウや馬の祖先の始祖鳥が栄えて

前というと'人類はもちろん'けものも'まだこの地球上にあ

いたころです︒こんなにも長い間︑子孫をたやすことな‑生き

つづけてきた動物は︑今ではほかにあまりれいがありません︒

それでへカブトガニは'﹁生きている化石﹂ともいわれ'天然

カブトガニがこんなにも長い間生きつづけることができた理

記念物に指定されている所があります︒

第Tに'せいしつかたいへんおとなしく'海の底のどろの中

由は'次のようなことだと考えられています︒

でひっそりと生活してきたことですC'そのため'てきにおそわ

S5

文章構成と内容は︑次のようになっている︒(①〜㊥は形式段落)

ひみつ

∵!
カブトガニの

とのできた里珪由

轡⁝

カブトガニが生き続けるこ

㊥

れることが少な‑'気候の大きな変化にもえいきし3うを受けな
第二に'食べ物がおどろ‑ほど少な‑てすむということです︒

‑てすんだのです︒
カブトガニは'何も食べな‑ても'半咋以上もどろの中で生き
第三に︑と‑別なたまごの托み方が挙げられます︒ふつう'

.ているのです︒
たまごを淀む動物は1か所にまとめて産みますが︑カブトガニ
は︑海相のすなの中に︑数百こずつ分散して"Sむのです︒その
ため︑たまごがぜんめつする心配がありませんC.
この﹁生きている化石﹂カブトガニは'今では︑三十年はど

○第二次 (四時間一

こと・わかったこと・調べたことなどを古き込んだり'つな

・九つの形式段落に芥号をつけ'それぞれの段落ごとに思った

ぎ言葉や関係ある言葉を見つけたりする︒

・
>
,
る
︒

・各段落ごとに重要な部分にサイドラインを引き'要点をまと
○第三次 (二粕問)
に小見出しをつける︒

・各段落のつながりを増え︑大きなまとまりに分け︑それぞれ

・大切なところはどこか話し合う︒

授業計IEでは七時間で扱う予定だったが'第三次に時間がかかり'
1時間延びた︒

前に‑らべると︑十分のT以下にへってしまいました︒海はよ
ごれ'海相Lはうめ立てられて'カブトガニの化みかや企ペ物が

部分は絵や写真などで見たり名前を聞いたりしている者で︑全‑知

題糸の﹁カブトガニ﹂に対しては︑見たことのある者が三名'大

川 第1時

・﹂. ':t^r間Q‑^‑^r]

た︒開山EHt笠岡市にはカブトガニ保讃セソクーが出来'子ども

らないという者も十四名いた︒予想以上にカブ‑ガニに対する知識

そこで'カブトガニを守る運動が進められるようになりまし

うばわれてきたからです︒

たちもいっしょになって︑カブトガニの生活を調べたり'人工

はなかった︒見たところ'おたまじゃ‑Lに似ているという印象を
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①

⑧

①

でふやすのを手伝ったり'住みかとなる海・Eを守ったりする仕

足が何本もあると思う.

カブトをかぶったカニ︒

カブトをかぶっていると思う3

BE*

T この﹁カブ‑ガニ﹂という裁前からどんなものを想像しまし

持っている子もいた︒

小に取り組んでいます︒
5'‑V‑1il‑‑i間(八時間)

○第一次 (二時間)
・題名読みをする︒
・本文を読み'新山桝字・難語句を調べる︒(白粥)
めにくふうしていることについて朔日‑3

・わかったこと・わからないこと・筆者がわかりやす‑するた

Ct C? Ci

の︒

U.一カブトムシみたいな大きさをしていて'カニのように歩‑も
uLn カニってついているから'ハサ︑︑︑をもっているようです︒
右のように︑仝‑知らないナビもたちは'カブトムシやカニなど
さし絵からは︑おたまじゃ‑Lやひらめに似ているという子ども

から連想しているらしい︒
もいた︒

持たせようとした︒
T自分たちで勉強していったらいい̲ ∃あてや問題を考えていっ

てみよう︒
clカブトガニはどこに住んでいるか︒

63カブトガニの足が何本あるかo

onヵブトガニの休はどんなしくみか3

uqヵブトガニの日はいくつあるか︒

が出なかった3題名からもっと豊富に読みとれる場合や'ある程度

あったが'カブ‑ガこの知識に乏しい子どもの実態ではあまり誼兄

ノ少しでも本文に対する興味曇摘めようと思って行った題名読みで

のことを﹁どんがめ﹂と呼んでいたこともあるそうである9

名前から形を想像することはむずかしい.開山EHtでは'カブトガニ

は進まない︒そこで'﹁カブトガニのいろいろなことを知るために
は'まず'本文を説んでみな‑てはいけないね︒読むときにどんな

しかし︑カブ‑ガニの生態にしか目が向かないでは'国語の学習

ものである︒四年生段階の特徴の7つでもあろう.

られる9それにしても'子どもたちはいろいろなことに興味を持つ

山された︒これは︑別科における昆虫の学習が彩響していると考え

このようにカブトガニの休のしくみに関するものばかりが次々と

unヵブ‑ガニの食べ物や食べ方︒

先行経験があるものならば大切な活動になっただろう︒この題名を'

ことを疎におきながら読んでいったらいいの?﹂と段落や文章構成

たしかに﹁カニ﹂とはいっても'1般に見るカニとは似ておらずへ

﹁生きている化石︑カブトガニ﹂とか﹁二億年の歴史をになうカブ

写貢にしてほしいものである︒教科古に使用されるさし絵は'高学

子どもたちに意欲的に楽し‑説明文を学習させたいと考えながら'

自分でも流れに導.mLt大きな抵抗をうけているような感じだった︒

した︒ここでへ子どもの思考の流れを無理に変えたような気がした︒

に気をつけながら説まな‑てはいけないという意識を持たせようと

‑ガニ﹂のようにすれば︑意欲を高められたのではないか︒

年になればなるほど粗末になるような気がする︒このような説明文

現実には︑教師の指導自校を迂成しようという誼識が強く働きすぎ

さらに'さし絵を立体的なものにするか'生き生きとしたカラー

の場合'主題であるカブトガニのイメージがつかめないと'どれだ

1︑わかったこと︒

cl!‑二時

たようだ︒

け説明で理解しても︑それだけで侶物足りない︒
もちろん︑図鑑や参考図書なども探すが'共通の話題として話し
うぎに1第7時では﹁題名読みから︑さらに進んで'学習課題を

合うには'教科古によい写真が載っていれば便利である︒
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2︑わからないことへわからない言葉︒

の後へすぐに段落のまとまりに分けさせる授業をみたことがあるが'

もたちが把損してい‑必要があると考えた︒通読へ言真の意味調べ

内容を読み取っていないとできない︒そういう段落分けは'説明文

どちらに入れたらいいか迷うようなところでは'どうしても本文の

3︑筆者の文章の書き方でわかりやす‑‑ふうしてあること3
﹁わかったこと﹂といっても︑①苫かれてある事柄の1つ1つ'

を読む力が十分に傭わっているクラスならともかく'わたくしのク

巻'通説後︑西洋紙に書かせた︒
㊥何について霊いてあるかという小見出し的なもの︑㊥㊤に加え︑

ラスでは無理だと判断した︒

について'1人1人が班解し感想を持った上で︑要点や段落のつなが

そこで'カブトガニという対象や筆者が述べようとしていること

自分の思いも入れているものの三種があった3e‑㊦段落の内容に

りをとらえさせたいと考えた︒四時間の予定で︑次のように行った︒

ついてtr=いている者は多いがt.㊥㊥段落のカブトガニの現状につい
て書いている者は五'六人しかい潔かった︒カブトガニについての

① 本文を写した7行あきの用紙に'7人1人が﹁思ったこと・

知識は別解しやすいが筆者の意図が含まれている㊥@については理
﹁わからないこと﹂では'

解しに‑かったようだ.
・カブトガニはどうして半年も何も食べなくても生きられるのか︒

を線でつないだりする︒

わかったこと・調べたこと﹂を古き込んだり'関係あるところ

今までは'教師の充問を中心に問答式に授業をすることが多かっ

わし‑指導すればよかったと思う︒

き込みを逃んだのだが'古き込みをしていく視点やそのしかたを‑

浅‑ても'自分から文章に取り組んでい‑能動的な読み方として讃

ちはなかなか古き込みが進まなかった︒慣れないうちは読み耽りは

めに'T時間は全員で古き込みを行った︒しかし'半数の子どもた

①のT.=き込みは'四咋生になってはじめての学習方法であったた

要点をまとめる︒

㊥ 形式段落ごとに大事な語句を見つけ︑サイドラインを引いて

ことを書き足す︒

㊦ 段満ごとに書き込んだことを充豪し合い'友だちの発表した

・どうして土の中にひっそり蕃らしているのか︒
・つるぎのようなしっばは︑何をするときに使うのかわからない︒
・化石というのは'ずっと前に死んでしまった物なのに'なぜカブ

などの'本文だけではわからないカブトガニの生態に関するものと'
トガニのことを生きている化石というのかO
に代率される﹁生きている化石﹂という本文の核心にふれる疑問と
があった︒
授業では'事血ハなどによってほかの﹁生きている化石﹂などにつ
いては調べたが'それよりも子どもたちのこの疑問をもっと掘り下

三時1m六時'hi二・ォ0

げてやることが必要だったと思う︒
畑

段落相互のつながりを考える前にt Tつ1つの段落の内容を子ど
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信がなく先太せずだまりこんでいるだけになり'全休に受動的な授

たC'そうすると'説解する力が十分に備わっていない子どもは'自

いまいで'私自身'読めば読むほどどの語句も大切で切り捨てるこ

を放ってつなぐのである︒しかし'その大事なところというのがあ

まず'大事なところにサイドラインを引き'それを接続助詞など

その段落で落としてはならないと思うところにサイドラインを引い

とができず︑主に私が全文を見通し︑筆者の意図や役割を考えつつ︑

とができず悩んだ︒子どもたちにもはっきりとした観点を与えるこ

業になりやすかった︒
もが多‑なった︒しかし'授業はもう7歩'探まらなかった︒それ

‑rorjTi‑^.‑ri‑TJ‑1/・'‑'八丁っ ‑9^rえ'‑r‑J爪的!.l蛇り紬蝣vATlど
は発滋でしかな‑'話し合いにはなっていなかったからである︒友

た
C
'
本文

◎ 段落のサイドライン

だちの発表を最後まで脚‑という態度が身についていなかった︒改
めてへ脚‑指導の屯要性を認識させられたo

第一に'せいしつがたいへんおとなし‑'海の底のどろの中で

㊥投法では︑カブトガニが生きている二位咋と人間が生きてきた
二百万年を長いテープを使って比べへ二位年の長さを視覚にうった

ことが少なく︑気朕の大きな変化にもえいきょうをうけな‑てす

ひっそりと生活してきたことです︒そのためへ てきにおそわれる

°

右のような言柴にサイドラインを引き︑次のようにまとめた︒

んだのです︒

えた3また'実物のカブトガニを見せることが出来なかったので'

⁚言下︑一I‑V.j

実物大のカブトガニを絵に書いて見せたりもした︒
∴∴︑''','",'‑サ.''/・''"‑*・"蝣二一*‑・%I‑﹂︑

はり︑7段落ごとの要点を朔日いていった︒

°

せいしつがおとなしく'どろの中で生活してきたので'てきに

要点

おそわれることが少なく'気供の変化にもえいきょうをうけな‑
てすんだ︒

簡単に﹁ えば︑修飾語をとり'敬体を常体にしただけである︒四

年生になっても︑﹁ので﹂を使ってまとめることができない子ども

が多く︑子どもも私もずいぶん苦労したC'

このようにして︑要点をまとめることは︑子どもたちにとって'

むずかしく時間のかかることであったが︑自分なりに書きなおすこ

とで︑文章を読むだけの活動とは違って︑何が書いてあるかをはっ

p‑卵‑

の外に'もっと他の方はがあったのではないかと考えさせられてい

きりとつかむことができた3しかし'このような要点のつかませ方
る︒
クラス四十人中'五人の子どもはへ この学習においては'要点を
まとめるということが別解できなかった︒

段落にはへたかいに探‑結び付いて'さらに大きなまとまりにな

第7と第二の段落は'﹁カブトガニのしょうかい﹂というふうに

るものがあります︒

第三から終わりまでの段落は'大き‑三つにまとめられます︒ど

まとめることができます︒

ぅいうまとまりになるか考え︑小見出しを付けてみましょう︒﹂

︒川山する語句を見つけて'それをもとにまとめる3

その結果は'次のようになった︒

要点をとらえるという方法には︑

Å(ZT,ら‑*&‑付

㊥@S,段落が結びつ‑ということは'ほとんどの子どもがわかっ

C︒心‑&‑nザL Gi‑﹂rT.<‑T

r=,‑T,ォ,‑

C‑T,%‑&‑小^S‑e;

その他

‑c.C",♂‑e^s‑^‑v snォ

し㈱‑co試

︒並要語句をみつける︒
︒絵の中に必要語句を記入する.
︒文の中に空欄を作り'そこへ語句を入れ文を完成させる9
.形式段落でまとめるのではな‑'意味段落でまとめる︒
このようにい‑つも孝与られる︒この授業では'形式段落ごとに'
文でまとめさせることにこだわりすぎた︒また︑学習のステップを
子どもの学習力の尖態に合わせ'細か‑かつ飽きのこないようにく

あることと'カブトガニが二位年も生きつづけてきた州山だと④段

ていた︒文頭にある﹁第7に﹂ ﹁第二に﹂ ﹁第三に﹂という言葉が

㈱ 第七時・節八時(第三次)

ふうしなければならないと反省させられた︒
第七時では'一人ひとりに段落のつながりを考えさせた3段落ご

つにまとめた者や'㊥をどの段落と結び付けたらいいか迷っている

落に示してあることで見つけやすかったのだろう︒また'中には五

もしへ㊥㊥段落が﹁カブトガニのしょうかい﹂というふうにまと

者もいた︒

﹁みつばちのダンス﹂や

とのつながりについては︑三年生の時に

﹁ありの行列﹂などで学んではいるが'本格的に学習するのは今別
が初めてである︒そこでへ九つの段落を四つに大きくまとめ︑その

まることや'四つに分けるということを指示しなかったら'さまざ

まなまとめ方が出たことだろう︒私とて'何の指示もなかったら︑

わけを朔日‑活動を7人ひとりにさせた︒ただし︑①軸段落について
は'教科吉の学習の手引きに次のように出ているので'これを参増

れない︒私には今までの読古や作文の経験から︑文章の中の段落構

①2)‑⑧④㊥㊥‑㊨,Bや①㊥㊥④㊥㊥I㊦⑧とまとめているかもし

﹁^蝣'^LJ﹂溝との間

にさせた︒

J'T'C

ここで学び始めるのである︒だから'何の指示もなければ'それぞ

戊に関する知識なり能力が揃わっていると思うが︑子どもたちは今

ず'﹁カブトガニがへったわけとカブトガニを守る運動﹂というよ

けることができた3㊦㊥段落はなかなか一つにまとめる言丑が探せ

小鬼山Lは内容の読み収りを十分に行っていたためか︑容易につ

°°

れの今までに得たかんにたよってまちまちに分けたであろう︒(も

うに諾いている者が多かった︒

を与えていれば'それについての意見も︑もっとでたかと思われる︒

だけで'反応が少なかった.この授業の出初から'このような視点

なひみつ考古いたかったのではないかという子どもが数人発表した

いたかったことは何だったのだろうと凹いたが︑カブトガニの大き

最後に'短い時間ではあったが'諏者(土足さん) がいちばん言

ちろん'文章の内容を考えながらであるが︒) 湘Hき手が考えたとお
りの文辞構成を'読み手が探りあてることは容易ではない︒
‑第八時では'①段落の位近づけを孝竺J︑四つにまとめた後︑そ
れぞれに小見出しをつけた︒

この授業に続いて'教材﹁キョウリユウの詣﹂における段落の結

①段落を㊥段落といっLLfにまとめた子どもは'①段落の﹁カブ
‑ガニがこんなに'jい間生きつづけることができた雌山は﹂という

>r‑Jir<

この教材﹁カブトガニ﹂を媒材とする災践をふり返ってみると'

1'対象認識と文章構成意識育成のはざま

'問題点とこれからの課題

する前に比べれば'段落の結び付きを考えるようになった面が認め

とまどっていたようだった9それでも︑教材﹁カブトガニ﹂を学習

び付きを1人ひとりに考見させたが'文章の長さがずいぶん違いへ

ところが㊥段落とつながると孝見たのである︒﹁次のような﹂とい
う言葉が'何@何へかかることに気づかないのであった.確かに㊥
段落の内容を受けて'以下の段落は成り立っているのであるが'そ
①段落の﹁次のように﹂と同様に'段落のつながりを考える敵に'

うなれば文章のどこでも切ることはできないO
文封の一葉に気をつけると考えやすいことを学習させた︒
㊤段落‑・・・カブトガニは'
61段落‑・・・カブ‑ガニは'
③段浴・・・‑このカブトガニはt

つ授業をしていたような気がする︒その日松のTつは︑教材文﹁カ

ブ‑ガニ﹂を子どもたちが読み'カブトガニとはどんなものかを知

指導者としての私は︑二つの目標のはざまをいったりきたり迷いつ

⑥段落・・・‑第二にt

位年も生きつづけたカブ‑ガニに対する認識を探めさせることであ

り'その大きなひみつに渇き︑さらには筆者の願いにも気付き'二

Fr‑.f^ぶ・・・‑ ‑ 次のsi' ‑な'

第三に'

7‑^J<t...‑捕こ1.

の段落

この﹁生きている化石﹂カブトガニは︑

る︒もう1つの目増は'﹁カブトガニ﹂をわかりやす‑書き表して

㊥段落

㊥段浴・・・‑そこで

遍は‑

・一

いる筆者の手法︑特に四年生の読解の中心的な臼枕に掴げられてい
る﹁文串を段落ごとに要約しなから読み︑それぞれの段落相互の関
係'段落と文革との関係などについて考えること﹂(B別解へケ)'

・
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習研究社昭和50年一と冒んかめの海‑カブトガニの生と死‑﹄
二

つ¥‑:c.‑^
‑'
;‑
{‑
滞J
f芯
Iflや吏点壬と・:.蝣.<;I?力り一'
科‑
学!
読蝣
み/
物で
でる
あ.
った.もともと︑私には説みたいという気持ちはた

った3いかにカブトガニが迫害されてきたか'カブ‑ガこの生態を

塑りかにするのがどれほど難しいことであるか'笠岡市の中学生が

くさんあったが'読み進むうちどんどんその内へ引きよせられてい

カブトガニを保護するために努力したことなど︒7冊の本と数ペー

川対象認識の育成について
に'何かを知りたいから説明文をSLむのだという情報読みの場を設

ジの文茸の追いはあるにしても'教材文からは'土屋圭司さんの生

溜段︑私たちは教科湘H教材を中心に授某を組織する9子どもたち
定し'必要な教材文を探し出したり'作り出したりすることはなか

対象認識が必要であるo

であろう3やはり'説明的文章の指導においては︑指導者の十分な

にも筆見たり'管見を見つける方法を示唆したりすることができた

ぅ9また︑子どもたちが﹁わからないこと﹂として挙げていた疑問

ガニ﹂についても7語三p︒もっと探‑読み取ることができたかと思

私出身が授業の前に'先の二冊蓋跳んでいたなら'教材﹁カブト

魅力はなくてはならない︒

の練習教材として考えられたのであろう︒そうだとしても'文章の

ョゥ‑ユウの話﹂であり'﹁カブトガニ﹂は段落や要点を学ぶため

てならない3教科書編集の立場としては︑あ‑まで中心教材は﹁キ

しょうとするあまり'7つ7つの文や文草が撃与られすぎた気がし

の声を読み取ることは難しいと思う︒教材文として'わかりやすく

なかできるものではない︒この﹁カブトガニ﹂を学習する際も︑子
どもたらにんてみれば'国語の教科沼の脳に従って学習するのだと
いう‑らいの意識しかなかった︒それゆえ︑第7の臼班を達成する
には'教材文そのものに読者を引き込む魅力があり'それと同時にへ
指導者である私にもその魅力を兄い出す力が必要であった︒両面と
も欠けていたと思う︒
まず'教材文の魅力について述べれば'教材﹁カブ‑ガニ﹂は'
クラスの実態からもわかるように子どもたちにとって未知のもので
ありすぎた︒例えば'﹁パソダ﹂であるならへどんな動物か知って
おり'かわいいという感情も抱いている︒だから'それについて'
さらに知られざることが詳細に書いてある文章であるなら読んでみ
ょぅという気にもなろう︒しかし︑﹁カブトガニ﹂という名前さえ

いに読み︑対象に対する認識を深めようとしたが︑教材文そのもの

教材文﹁カブトガニ﹂に古き込みをしなから'7人ひとりていね

また'読んでい‑うちに引き込まれていく文章ではなかった︒読

と指導者臼身の教材読解力に問題があり'この目標を十分に達成す

知らない子どもがおり︑ぼんやりとでもどんなものかさえわからな
いという状態では'読みたいという意欲が拐かないのもうなずける︒

物的性格が弱く'まさに説明的で肘い感じの文草である︒私はこの

9買‑

くふうについては'今後の課題としていきたい︒

すく子どもに示してやることも必要であった︒その方法と指導上の

落の各段階で︑具体化・抽象化・分類・分析などの方法をわかりや

ることはできなかった︒またへ 1人読みの胡き込みを餌語・文・段

国語教育̲]誌﹁要点・要約指導の問題﹂昭和52年11月号)

段落別解の核となるもののことである︒(I l七ペ一(r教育科学

に即しての内容の要約的理解を適正ならしめるもの'そのための

結局'要点は︑古き手の文章構成法を班解し︑古き手の表現法

段落相互の凹係や要点・要約指導をどのように進めたら'子ども

れの子どもの脳裏に去来するカブトガニについての認識はまちまち

一人一人がそれぞれの書き込みをもとに話し合った後では︑それぞ

﹁大輔なところ﹂と言うだけでは'要点は決めがたいのである3

たちの自然な思考過程に結びつ‑かを考えてい‑ことが苅要である

惚 文革構成意識の育成について

と思っていても'それを確かに指導していくことは容易ではないO

のに感じられる︒文章構成を考えさせる前段階として行った要点指

い知識を得た者にとっては'どの語句もぬかしてはならぬ誼要なも

ることは無理であった︒未知なるカブ‑ガニについて'次々と新し

させたが'全体の構成や内容を班解しないで︑その作業を成功させ

2︑教材文﹁カブトガニ﹂について

びつけようとしたところに'大きな問題点があったと考えられる︒

った授業でも'認識活動と要点・段落構成を考える活動を何とか結

くてはならない︒﹂ (同上誌t H八ペ) と述べておられる︒私の行

動と理解内容を形成する認識活動とは'別のこととして区別されな

拙作を求める'7種の拙家化表現である︒その表現に要する思巧活

小田迫夫氏も'﹁要約はへ その斑解内容を抽象化するという思考

で'一律に要点をまとめることは困難であった︒

導であったが'子どもたちにとっては︑何のために行っているのか'

今回の授業でも︑段落ごとの読み取りをさせ'その後要点をまとめ

十分にはわからなかった︒

教材文﹁カブ‑ガニ﹂は'淡々と書かれた文章であるQだからこ

そへ この奥にひそんでいる筆者の思いをもっと探‑読み取るように

小田迫夫氏は'要点を次のように定義づけている︒
結局﹂段落内の大事なところは'読み手にとっても指導者にと

ニの現状が述べられている︒しかし'﹁海はよごれ'海相はうめた

しなければならなかった︒例えば'㊥段落はたった三行でカブトガ

てられ﹂たことに直面したカブトガニの悲惨さ'それを見ながらど

ってもさまざまで'7義的には決めがたい︒指導要領の指示する
の要点I・要点相互の関係1要旨) という読み収り能力の段階的系

要点とは'学年日放にUSされた (郵柄の大体も事柄の朋序1段落

った︒海や海岸の変化とカブトガニの住みかや食べ物の減少の関係

うすることもできず苦悩した筆者らの姿までも孝hJさせる必出があ

をしっかりと認識しな‑ては︑この段落を読み込んだことにはなら

列の中に位置づけられたもののことである︒したがってそれは'
落の内容のとらえ方を意図するものへとまずは理解すべきもので

ないのではないか︒

文章全休の要約的理解ないしは要旨碓詔の収拠となるような各段

ある︒H 7五〜一二ハペ)
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またへ ﹁二位年ものむかしから︑ほとんど形をかえることもな‑
生きつづけてきた﹂という大きなひみつについても'二位年の時の
流れの長さ'その間形をかえることなく生きてきたことの不思議さ
をはかの動物などと比較して認識させることが大切であったろう︒
さらに'この文章の裏に流れる筆者の願い'つまり'みなさんも
カブトガニの価値を知り故滅しているカブトガニを守る迅刺に協力
してはしいということを'ぜひ読み取らせるべきだった3
滋後に'題名にもっと工夫がほしかった︒﹁生きている化石'カ
ブトガニ﹂とか﹁二位年のなぞカブ‑ガニ﹂のようにすれば'カブ
‑ガニをほとんど知らない読者 (子どもたち) を引きつけることも
できたのではないか︒
お わ リ に
私どもは'普段自己の授業についてどうしてうま‑いかなかった
のかをつきつめて考えることはなかなかできない︒多分こうだった
のだろうと︑大体の予想はつけても'ゆっ‑りと目標や指導過程を
見直すことは十分にはできない︒自己の授業を見直すことは'時に
うまくいかなかった授業についてする以合苦痛を伴う.私の場合'

︽新刊紹介︾
i"‑'T‑'与1先

的SO: 'j㌫

方言学<1J^M 言研光の批il
方言学論道Ⅱ 方言研究の射程

藤原与7博士の古稀を記念して編まれた53茄の論敦からなる

論集︒第‑冊は︑方言研究の諸論が︑共時論的研究'通時論的

研究︑高次共時論的研究のもとに'博士独自の方言学体系に沿

って砧災されている︒第Ⅱ冊は'国語史学'国語教育学'文学

を方言学の射程に入れて編集されている︒(第1分冊 A5判
四〇八ページ'第二分冊 A5判'四八四ページ'昭和五六咋

六月二〇日︑三省堂へ第一分冊九︑〇〇〇円'第二分冊九︑
五〇〇日)

原

与

1

廿

昭和日本語の方言 第五巻 中国山陰二要地方言

藤

いての対照的記述を内容とし︑山陰道方言の変相に富む状態が

本巻は'中国山陰道がわの'出雲'凶臓の二要地の方言につ

示されている︒(A5判'二五七ページ'昭和五六年七月'三

取り扱ってもう7年半を経てようや‑その見直しができた︒今'子
どもたちはすでに五年生を修了しようとしているQL今さらやり南L

弥井書店刊︑六'000円)

はできないが'今後ここで柑たことを生かしていきたい︒
(前富山市立愛宕小学校教諭)
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