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Ⅰ はじめに 

１ 主題設定の理由 

小学校学習指導要領(平成29年告示)解説国語編

(以下，学習指導要領とする)の「Ｂ書くこと」で

は，自分の考えが伝わるように書くことが示され

ている。学習指導要領及び東京書籍『新しい国語 

六』を参照すると，自分の考えが伝わるように書

くとは，分かりやすく，説得力のある説明的文章

を書くことであると分かる。一方，平成31年度(令

和元年度)全国学力・学習状況調査報告書小学校国

語では，「自分の考えの理由を明確にし，まとめて

書くこと」に課題があり１，分かりやすく，説得力

のある説明的文章を書く力が十分ではないことが

示された。 

これまでの説明的文章を書くことの実践では，

児童に身近な題材を設定して書かせることや教科

書のモデル文を参照して書かせることを行ってき

た。しかし児童が，分かりやすく，説得力のある説

明的文章を書くまでには至っていなかった。この

原因としては二つのことが挙げられる。一つは，

情報の読み取り方を示さず，情報と自分の考えと

を関係付けさせなかったため，情報を扱うことが

できず，何を書けばよいのか分からなかったと考

えられる。もう一つは，提示した教科書のモデル

文は優れたものではあるのだが，本校児童にとっ

ては書き方を捉えにくいものであったため，どの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ように書けばよいのか分からなかったと考えられ

る。 

そこで本研究では，情報を読み取る手順に沿っ

てメモを書かせること及び構想図で情報を可視化

させ自分の考えと関係付けさせることで，情報を

扱うことができるようにする。また，児童の実態

と指導事項を踏まえたモデル文を提示し指導事項

の視点から分析させることで，書き方を捉えるこ

とができるようにする。 

以上のように，情報を扱う指導と書き方を捉え

る指導を工夫することで，分かりやすく，説得力

のある説明的文章を書くことができる児童を育て

ることができると考え，本研究主題を設定した。 

 

２ 研究の基本的な考え方 

(１) 「分かりやすく，説得力のある 

説明的文章を書く」とは 

説明的文章を書く際に，「分かりやすい」につな

がる指導事項，「説得力がある」につながる指導事

項及び「分かりやすい」にも「説得力がある」にも

つながる指導事項を踏まえて自分の考えを書くこ

とと捉える。 

本研究では，第６学年における二つの単元を指

導するため，図１に示す二つの単元の指導事項を

踏まえて自分の考えを書くことと捉える。 

 

小学校(国語科) 

分かりやすく，説得力のある説明的文章を書くことができる児童を育てる指導の一試み 
－情報を扱う指導と書き方を捉える指導の工夫を通して－ 
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抄録 本研究は，小学校第６学年国語科において，分かりやすく，説得力のある説明的文章を書くこ

とができる児童を育てる指導の在り方を探ったものである。児童が情報を扱うことができるように，

情報を読み取る手順の提示と情報を可視化する構想図の活用を行った。また，書き方を捉えることが

できるように，児童の実態と指導事項を踏まえたモデル文の提示を行った。その結果，二つの単元の

指導事項を踏まえて自分の考えを書くことができる児童の姿が見られるようになった。 
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(２) 「情報を扱う」とは 

情報を読み取ったり，情報と自分の考えとを関

係付けたりすることで，情報を理解して自分の考

えを持ち，考えの理由や事例として適切な情報を

選ぶことと捉える。 

(３) 「書き方を捉える」とは 

学習指導要領における〔思考力，判断力，表現力

等〕「Ｂ書くこと」(１)に示された指導事項のうち，

図１に示した二つの単元の指導事項を見通すこと

と考える。 

 

Ⅱ 研究のねらい 

情報を扱う指導と書き方を捉える指導の工夫を

通して，分かりやすく，説得力のある説明的文章

を書くことができる児童を育てる指導の在り方を

探る。 
 

Ⅲ 研究の視点と手立て 

＜視点１＞ 情報を扱う指導の工夫 

(１) 情報を読み取る手順の提示(手立てＡ) 

図表やグラフから情報を読み取る際に，「確認，

分析，考察」という手順に沿ってメモを書かせる。 

(２) 情報を可視化する構想図の活用(手立てＢ) 

付箋紙を用いた構想図で情報を可視化させ，情

報と自分の考えとを関係付けさせる。 

＜視点２＞ 書き方を捉える指導の工夫 

(１) 児童の実態と指導事項を踏まえた 

モデル文の提示（手立てＣ） 

児童の実態と指導事項を踏まえたモデル文を提

示し，指導事項の視点に沿って分析させる。 

 

Ⅳ 研究の概要 

１ 実態調査 

(１) 計画 

実態調査を表１のとおり実施した。 

 

ねらい 
国語科の授業における実態を把握し，授業実践に

生かす。 

対象 
仙台市立枡江小学校 

第６学年 １組 28 名 
方法 レディネス調査 
内容 説明的文章を書くことについての実態の把握 

調査日 令和２年７月 17 日 

(２) 結果及び考察 

食品ロスに関する図表やグラフを読み取り，意

見文を書くレディネス調査を行った。 

自分の考えを書く際に，筋道の通った文章とな

るように文章全体の構成を考えて書くことができ

た児童は28名中10名，図表やグラフなどを用いて

書くことができた児童は２名，事実と感想，意見

とを区別して書くことができた児童は６名，具体

的な数値を示して書くことができた児童は８名だ

った(図２)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 実態調査の計画 

図２ 二つの単元の指導事項を踏まえて自分の考えを
書くことに関する調査結果 

10人 18人 

２人 

26人 

６人 22人 

８人 20人 

図１ 二つの単元の指導事項 

※学習指導要領及び 

    東京書籍『新しい国語 六』を参考に作成 
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意見文を全く書くことができなかった児童や筋

道の通った文章を書くことができなかった児童が

半数以上いたことから，情報を理解して自分の考

えを持つこと，考えの理由や事例として適切な情

報を選ぶことができなかったと考えられる。 

また，図表やグラフを用いていない児童や具体

的な数値を示していない児童，事実と意見とを区

別する文末表現を用いていない児童が３分の２以

上いたことから，二つの単元の指導事項を踏まえ

て書く目的を理解しておらず，書き方が定着しな

かったと考えられる。  

以上のことから，情報を扱う指導と書き方を捉

える指導の工夫が必要だと考える。 

２ 授業実践の概要 

(１) 実践１ 

実践１を表２のとおり実施した。 

 
対象 仙台市立枡江小学校 第６学年 １組 28 名 

実施期間 令和２年９月 15 日～９月 25 日 

単元名 防災ポスターを作ろう 

指導事項 

(言葉の力) 

・図表やグラフを用いて書く。 

・具体的な数値を示して書く。 

〔思考力，判断力，表現力等〕Ｂ(１)エ 

時 ねらい 学習活動 手立て 

１ 

災害時の写真を見たり，
学習計画を確認したり
して，単元の見通しを持
つことができる。 

・「フォトアーカイブ東
日本大震災」の写真を
見て，地震による災害
について話し合う。 

・教師が作成した学習
計画を理解する。 

 

２ 

モデル文を分析し，「言
葉の力(図表やグラフ，
具体的な数値)」の見通
しを持つことができる。 

・「児童の実態と指導事
項を踏まえたモデル
文」を「言葉の力」の
視点から分析する。 

 
Ｃ 

３ 
情報を集めて整理し，自
分の考えを明確にする
ことができる。 

・仙台市防災教育副読
本から，災害に備えて
知っておくとよいこ
とを調べる。 

・情報を整理し，自分の
考えを書く。 

 
 

Ｂ 

４ 
資料から情報を読み取
り，自分の考えに合う資
料を選ぶことができる。 

・手順に沿って資料を
読み取り，自分の考え
に説得力を持たせる
資料を選ぶ。 

・割り付けを考える。 

 
 

Ａ 
Ｂ 

５ 

・ 

６ 

モデル文を参照し，自分
の考えが伝わるように
書き表し方を工夫する
ことができる。 

・「児童の実態と指導事
項を踏まえたモデル
文」を「図表やグラフ
と本文とを関連付け
る表現」という視点か
ら分析する。 

・記事を書く。 

 
 

 
Ｂ 
Ｃ 

７ 

「言葉の力」と照応させ
てポスターを読み合い，
単元を振り返ることが
できる。 

・「言葉の力」の視点か
らポスターを読み合
い，よいところを伝え
合う。 

・単元を振り返る。 

 

(２) 実践２ 

実践２を表３のとおり実施した。 

 
対象 仙台市立枡江小学校 第６学年 １組 28 名 

実施期間 令和２年 11 月 25 日～12 月４日 

単元名 世界に目を向けて意見文を書こう 

指導事項 

(言葉の力) 

・筋道の通った文章となるように文章全体の構成を考えて書く。 

・事実と感想，意見とを区別して書く。 

・具体的な数値を示して書く。 

〔思考力，判断力，表現力等〕Ｂ(１)イ，ウ 

時 ねらい 学習活動 手立て 

１ 

児童労働に関する資料
を見たり，学習計画確認
したりして，学習の見通
しを持つことができる。 

・児童労働に関する写
真を見たり，読み聞か
せを聞いたりして考
えたことを書く。 

・教師が作成した学習
計画を理解する。 

 

２ 

モデル文を分析し，「言
葉の力(文章構成，事実
と感想，意見とを区別，
具体的な数値)」の見通
しを持つことができる。 

・「児童の実態と指導事
項を踏まえたモデル
文」を「言葉の力」の
視点から分析する。 

 
 
Ｃ 

３ 

資料の読み取り方を振
り返り，教科書の資料か
ら分かる事実を読み取
ることができる。 

・手順に沿って資料か
ら分かる事実を読み
取る。 

 
Ａ 
Ｂ 

４ 
教科書の吹き出しを参
照し，事実に対する考え
を持つことができる。 

・「疑問」，「解決方法」，
「ヒント」などの視点
から事実に対する考
えを書く。 

 
Ａ 
Ｂ 

５ 

モデル文を参照し，筋道
の通った文章となるよ
うに文章全体の構成を
考えることができる。 

・「児童の実態と指導事
項を踏まえたモデル
文」を「文章構成」の
視点から分析する。 

・文章構成を考える。 

 
 

Ｂ 
Ｃ 

６ 

モデル文の思考に関わ
る語句を参照し，事実と
意見とを区別して書く
ことができる。 

・「児童の実態と指導事
項を踏まえたモデル
文」を「文末表現」の
視点から分析する。 

・意見文を書く。 

 
 
Ｃ 

７ 

「言葉の力」と照応させ
て意見文を読み合い，単
元を振り返ることがで
きる。 

・言葉の力の視点から
意見文を読み合い，よ
いところを伝え合う。 

・単元を振り返る。 

 

３ 授業実践の内容と結果及び考察 

＜視点１＞ 情報を扱う指導の工夫 

(１) 情報を読み取る手順の提示(手立てＡ) 

① 内容 

図表やグラフから情報を読み取る際に，図３に

示す「確認，分析，考察」という手順に沿ってメモ

を書かせることで，情報を理解して自分の考えを

持つことができるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 実践１ 指導計画 

表３ 実践２ 指導計画 

図３ 本研究で提示した情報を読み取る手順 

情報を読み取る手順 

何を表す図表やグラフなのかを確か
める。 

 
 

注目する言葉や数字を見付け，その
言葉や数字から分かる事実を書く。 

 
 

分かった事実に対する考えを書く。 

確認 

分析 

考察 
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注目する言葉や数字を見付ける際には，「多い

ところや少ないところ，大きな差があるところ」

に注目するようにした。 

実践１では，第４時において，グラフから情報

を読み取る際に図３の手順に沿ってメモを書かせ

た。まず，一つのグラフを取り上げ，一斉指導で

メモを書かせて手順を理解させた。次に，三つの

グラフから一つを選ばせメモを書かせた。 

実践２では，第３，４時において，図表やグラ

フから情報を読み取る際に図３の手順に沿ってメ

モを書かせた。第３時で図表やグラフから分かる

事実について，第４時で分かった事実に対する考

えについてメモを書かせた。 

② 結果及び考察 

児童が書いたメモを教師が分析し，図表やグラ

フから分かる客観的事実に基づいて考えを書いて

いた場合に，情報を理解して自分の考えを持つこ

とができたと判断した。 

実践１では，第４時において，グラフから分か

る客観的事実に基づいて考えを書いていた児童が

28 名中 27名いた。  

例えばＡ児は，グラフから分かる「食料・飲料

水の確保が困難だという人が 37.8%」という客観

的事実に基づいて，「食料・飲料水の確保が困難

なので水を用意した方がよい」という考えを書い

ていた(図４)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実践２では，第３，４時において，図表やグラ

フから分かる客観的事実に基づいて考えを書いて

いた児童が 28名中 27 名いた。 

例えばＢ児は，グラフから分かる「フェアトレ

ードを知らない人が 70.7%」という客観的事実に

基づいて「多くの人に知ってもらう必要がある」

という考えを書いていた(図５)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように児童は，情報を理解して自分の考え

を持っていることが分かる。 

これらのことから，図表やグラフから情報を読

み取る際に，「確認，分析，考察」という手順に

沿ってメモを書かせたことで，情報を理解して自

分の考えを持つことができたと考えられる。 

(２) 情報を可視化する構想図の活用(手立てＢ) 

① 内容 

情報を色別の付箋紙に書かせ，ワークシートに

貼らせて構想図を作らせた(図６，７)。構想図で

情報を可視化させた上で，情報と自分の考えとを

関係付けさせることで，考えの理由や事例として

適切な情報を選ぶことができるようにした。 

実践１では，仙台市防災教育副読本から調べて

分かった事実を水色の付箋紙に，最も伝えたいと

思ったことを桃色の付箋紙に書かせて構想図を作

らせた。その上で，第４時に「最も伝えたいと思っ

たことに関係がある水色の付箋紙を選んで割り付

けましょう。」と指示した。 

実践２では，第３時に教科書の資料から分かっ

た事実を水色の付箋紙に，第４時に事実に対する

考えや意見を桃色の付箋紙に書かせて構想図を作

らせた。その上で，第５時に「意見を持つきっかけ

になった水色の付箋紙を中心に本論を組み立てま

しょう。」と指示した。 

② 結果及び考察 

児童の構想図を教師が分析し，考えの根拠とな

図５ 実践２で，情報を読み取ったＢ児のメモ 

図４ 実践１で，情報を読み取ったＡ児のメモ 
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る情報や考えを具体的に説明する情報を書いた付

箋紙を選んでいた場合に，考えの理由や事例とし

て適切な情報を選ぶことができたと判断した。 

実践１では，割り付けを考える過程において，

28 名中 27名の児童が，考えを具体的に説明する

情報を書いた水色の付箋紙を選んでいた。 

例えばＣ児は，「地震が起こる前に避難する道

を確認する」という考えを具体的に説明する情報

として，「防災マップ」のことを書いた水色の付

箋紙を選んでいた(図６)。 

 

 

 

 

 

 

 

実践２では，文章全体の構成を考える過程にお

いて，28名中 27 名の児童が，考えの根拠となる

情報を書いた水色の付箋紙を選んでいた。 

例えばＤ児は「フェアトレードをみんなに知っ

てもらう」という考えの根拠となる情報として，

「フェアトレードの意味を知らない人が 70.7%」

という事実を書いた水色の付箋紙を選んでいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように児童は，考えの理由や事例として適

切な情報を選んでいることが分かる。 

これらのことから，構想図で情報を可視化させ

た上で，「最も伝えたいと思ったことに関係があ

る水色の付箋紙」，「意見を持つきっかけになった

水色の付箋紙」と指示し，情報と自分の考えとを

関係付けさせたことで，考えの理由や事例として

適切な情報を選ぶことができたと考えられる。 

以上のことから，手立てＡ，Ｂは情報を扱うこ

とに効果的であったと考える。 

＜視点２＞ 書き方を捉える指導の工夫 

(１) 児童の実態と指導事項を踏まえた 

モデル文の提示（手立てＣ） 

① 内容 

児童の実態と指導事項を踏まえたモデル文を提

示し，指導事項の視点からモデル文に線や丸など

の印を付けたり，書き込みをしたりして分析させ

ることで，二つの単元の指導事項を見通すことが

できるようにした。 

実践１では，図２に示した児童の実態と，単元

の指導事項である〔思考力，判断力，表現力等〕

Ｂ(１)エを踏まえ，図表やグラフを用いて書くこ

と，具体的な数値を示して書くことに焦点化し，

図表やグラフと本文との関連を分かりやすくした

モデル文を提示した(図８)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 実践１におけるＣ児の構想図の一部 

図８ 実践１で提示したモデル文の一部 図７ 実践２におけるＤ児の構想図の一部 
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第２時では，モデル文を読み，図表やグラフを

用いて書く，具体的な数値を示して書くという視

点から気付いた点やよいと思った点に線を引か

せ，どのような点に気付いたのか，どのような点

をよいと思ったのか書き込みをさせた。また，第

５時の前半では，図表やグラフと本文との関連を

示す表現に線を引かせた。 

実践２では，図２に示した児童の実態と，単元

の指導事項である〔思考力，判断力，表現力等〕

Ｂ(１)イとウを踏まえ，筋道の通った文章となる

ように文章全体の構成を考えて書くこと，具体的

な数値を示して書くこと及び事実と感想，意見と

を区別して書くことに焦点化したモデル文を提示

した(図９)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２時では，まず，事実の文に線を引かせ，事

実と感想，意見とを区別する文末表現を丸で囲ま

せた。次に，文章全体を三つに分ける線を引か

せ，どのような文章構成になっているのか書き込

みをさせた。そして，説得力があると感じる点に

線を引かせ，どのような点に説得力があると感じ

たのか書き込みをさせた。 

② 結果及び考察 

実践１の第２時では，モデル文を分析し，「グ

ラフや表を使って分かりやすく」，「文だけで説明

されるより図があると分かりやすい」，「数値を示

すと説得力が上がる」などの書き込みをする児童

の姿が見られた。第５時の前半では，「左のグラ

フは」，「下の図にあるような」などの，図表やグ

ラフと本文との関連を示す表現に線を引く児童の

姿が見られた(図 10)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践２の第２時では，文章構成について「序

論・本論・結論」という書き込みをする児童や

「考える」，「はずである」という書き手の意見を

表す文末表現に丸を付ける児童，「70％以上の」

という具体的な数値を示す部分に線を引く児童の

姿が見られた (図 11)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図11 実践２で児童が，筋道の通った文章となるように
文章全体の構成を考えて書く，具体的な数値を示
して書く及び事実と感想，意見とを区別して書く
という視点から分析したモデル文の一部 

図９ 実践２で提示したモデル文の一部 

図 10 実践１で児童が，図表やグラフを用いて書く，
具体的な数値を示して書くという視点から分
析したモデル文の一部 



相澤７ 

また，実践１，２の第７時では，単元の振り返

りとして「図や表，数値を使うことで分かりやす

く，説得力を上げることができた」，「文章構成

は，序論・結論で自分の意見を述べて，本論では

説得力があるような理由を述べるように気を付け

た」，「文末表現で事実と意見を区別した」などと

記述していた。 

このように児童は，二つの単元の指導事項を見

通していることが分かる。 

これらのことから，児童の実態と指導事項を踏

まえたモデル文を提示し指導事項の視点から分析

させることで，指導事項を踏まえて書く目的を理

解して，二つの単元の指導事項を見通すことがで

きたと考えられる。 

以上のことから，手立てＣは児童が書き方を捉

えることに効果的であったと考える。 

＜全体考察＞ 

図 12は，二つの単元の指導事項を踏まえて自

分の考えを書くことに関する変容を表すグラフで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践１，２において，自分の考えを書く際に，

筋道の通った文章となるように文章全体の構成を

考えて書くことができた児童は 28名中 27 名，図

表やグラフを用いて書くことができた児童は 28

名，事実と感想，意見とを区別して書くことがで

きた児童は 27名，具体的な数値を示して書くこ

とができた児童は 28 名と大きく増加した。 

例えば図 13 は，実践１におけるＥ児の防災ポ

スターである。グラフに示された情報を理解して

「災害への備えを呼び掛ける」という自分の考え

を持ち，その事例として適切な「防災リュック」

の情報を選んでいた。また，東日本大震災に関す

るグラフを用いて書いたり，「49.9％」，「37.8%」

という具体的な数値を示して書いたりしていた。

さらに，グラフを用いる際には，「左のグラフ

は」という表現を用いて，グラフと本文との関連

を示して書いていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，図 14 のＦ児は，実態調査において，話

題の提示しか書くことができなかった。しかし実

践２では，表に示された情報を理解して「フェア

トレード製品の魅力を広める」という自分の考え

を持ち，その理由として「魅力的でないから買わ

ないと答えている人が 11％いる」という適切な

情報を選んでいた。また，序論・本論・結論の文

章構成で書いたり，「11％の人が」という具体的

な数値を示して書いたりしていた。さらに，「考
図 12 二つの単元の指導事項を踏まえて自分の考え

を書くことに関する変容 

10人 

27人 

２人 

28人 

６人 

27人 

＋26人 

＋11人 

28人 

＋17人 

＋20人 

図 13 実践１でＥ児が書いた防災ポスターの一部 

８人 



相澤８ 

える」，「はずである」などの書き手の意見を表す

文末表現を用いて，事実と感想，意見とを区別し

て書いていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のように，二つの単元の指導事項を踏まえ

て自分の考えを書くことができる児童が増加した

ことから，視点１，２は，分かりやすく，説得力

のある説明的文章を書くことに有効であったと考

える。 

 

Ⅴ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

＜視点１＞ 情報を扱う指導の工夫 

情報を読み取る手順を提示し，情報を可視化す

る構想図を活用させたことは，児童が情報を扱う

上で効果的であることが明らかになった。特に，

「確認，分析，考察」という手順を提示し，その

手順に沿ってメモを書かせたことが，情報を理解

して自分の考えを持つことにつながったと考え

る。また，構想図で情報を可視化させ，「関係が

ある」，「きっかけになった」という情報と自分の

考えとを関係付けさせる言葉掛けを行うことが，

考えの理由や事例として適切な情報を選ぶことに

つながったと考える。 

一方，児童が複数の情報を関係付けて自分の考

えを持つためには，構想図によって情報を可視化

させるだけでは不十分であることも明らかになっ

た。例えば，構想図上で情報同士を線でつなぐ，

丸や四角で囲んで小見出しを付けるなど，情報と

情報との関係を図示し，複数の情報を関係付けて

考えさせる指導の工夫が必要だと考える。 

＜視点２＞ 書き方を捉える指導の工夫 

児童の実態と指導事項を踏まえたモデル文を提

示したことは，児童が書き方を捉える上で効果的

であることが明らかになった。特に，児童の実態

を踏まえて指導事項に焦点化したモデル文を指導

事項の視点から分析させたことが，二つの単元の

指導事項を見通すことにつながったと考える。 

２ 今後の課題 

本研究では，分かりやすく，説得力のある説明

的文章を書くことができる児童の人数は増加し

た。しかし，実践２において，筋道の通った文章

となるように文章全体の構成を考えて書くこと及

び事実と感想，意見とを区別して書くことができ

なかった児童もいた。この課題を解決する一助と

して，例えば，あらかじめ「序論－本論－結論」

の区切りの線を引き，本論の部分に事実と考えと

を分けて記述する欄を設けた構想図を提示するな

どして，児童が扱う情報量を少なくするように工

夫することが考えられる。児童に提示する構想図

の形式について更に検討していきたい。 
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