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課題研究最終報告

読解方略を活用し教材を不安定化する「しかけ」を用いた効果に関する研究

—小学校高学年における説明文を構造的に理解するための指導の工夫を通して—

A Case Study on Effectiveness of "Shikake" Technique as Reading Strategies : Teaching 

Ingenuity to Undersutand Desccriptive Text Structurally in Upper Elementary School 

小島哲夫

Tetsuo KOJIMA 

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・那覇市立松島小学校

1 . はじめに

文化審議会 (2004) は「これからの時代に求められる国語力について（答申）」の中で，「【考える力】

とは分析力，論理構築力などを含む，論理的思考力である」と位置付け，文章を構造的に理解したり，

自分の考えを論理的に説明したりすることを子どもに育むべき力としている。しかし，中央教育審議会

(2016)では「目的や意図に応じで情報を整理して文章にすること，筆者の意図を想定しながら文章全体

の構成や表現の工夫を捉えること」に課題があると認識している。平成26~ 28年度沖縄県学力到達度

調査（説明文）の結果からも，①内容を構造的に理解する，②必要な情報を選択して理山を明確にして

自分の考えをまとめること，が沖縄県の児童の課題となっている。これは全国的な傾向と一致している。

「言語論理教育」の必要性を述べている井上(2014)は，「文章読解能力について文構造（主一述，修飾

一被修飾の対応など）を正確に理解する，文章構造を正確に理解する能力（指示語，接続語，比喩，例示，

理由，根拠，段落間の関係など）などを基本に，文章を要約する力や文章の展開を予測したり仮説を立

てたりする能力が必要である」と分析している。

西村 (2005) は，文章を理解するための課題として，「一読後の段階で『そこそこわかった』という

状態の『読み』が得られてしまうと解釈レベルヘの『読み』の深化は得られない。だからこそ，意図的

な対策が必要である」と述べている。表層的な内容理解ができた時点で，段落の関係や筆者の意図を文

章の中で構造的に理解するまでには至らないのである。「わかったつもり」を打破するためには，安定

した読みを崩すことであり，読みや教材を不安定化することで探索活動が活性化し自分の知識と結びつ

けて読むことにつながるのである。桂(2011)は，「教材に『しかけ』をすることにより教材の安定を崩

し，読みを不安定化することで児童が考えたくなる状況づくりが有効である」と述べている。（不安定

化としかけに関しては 2の (2) で詳述する。）また，犬塚 (2002) は，説明文は物語文とは異なる文章

構造を有しており，説明文に特有の読解方略があると分析している。それらを読み手の使用傾向を基に

読解方略を 3つの因子と 7つの下位カテゴリーに整理し，系統的に指導していくことの重要性を示した。

本研究の主な目的は，小学校高学年国語科の説明文の領域において，文章を構造的に理解するために，

読解方略を活用しながら，説明文の構造や段落の関係性に気づくように教材の安定を崩す「しかけ」の

効果を明らかにすることである。

2. 研究の方向性と先行研究について

(1) 文章理解と読解方略

文章理解の過程は Kintschand van Dijk (1979)の「構築一統合モデル」をもとに，多くの検証が
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行われており，文章理解の基本概念として活用されている（図

1)。深い理解とはテキストの構造を理解し，明示的に書かれて

いない内容を加味した，テキスト全体の構造の理解と読み手の

状況モデル

テキストの局所的 1 テキスト全はと知璽
内宮に闘する霞綸 を融合した哩鱗

既有知識を統合することであると述べている。犬塚 (2002)は， 良クロ●這 マクロ●這

「構築一統合モデル」をベースにしつつ文章を理解するための

読解方略の系統を整理し，表 1のようにまとめている。深い理

テキス トの印細 I 冠スト匹

なつながり 嶋這還

解である「構造注目方略」などについて，読み手が方略として 1 テキス区ース

意識せず，活用が不十分であることを課題として挙げている。 図1構築一統合モデル（犬塚， 2008援用）

(2)教材を不安定化する「しかけ」について

桂 (2011) は，「教材の安定を崩す『しかけ』

とは，文章の内容や構成に違和感を感じるような

しかけをつくり，意図的に不安定な状態にするこ

とで自ら考えたくなったり，話したくなったりす

るように教材を加工すること」としている。例え

ば，接続詞の部分を空欄にして教材を不安定化す

ることで，適切な接続詞を選択するためには文や

段落の関係を吟味することが必要になり，それが

内容や構成の理解につながっていくのである。

3. 研究方法

(1) 対象と検証方法

ll欝
遺

環

表 1 読解方略の系統（犬塚， 2013)

震疇鴫竃化万鴫 霞しい文は， 8分のことばでかみ砕い--e言い直しながら

貌

コントロール方鵬 わからないところはゆっくり襲む

妻点茫量方鵬 大なところに艤を引く. ::zメントや内容をまとめたも

のを書きこむ

記傭方鵬 鍾しいことばや内容は還鱗しないで刃書記する

貫問生慮方鵬 自分がどのくらい分かっているかをチニックするような

質 を自分にしながら鼈む

II這注目方島 接（しかし．そして．つまり．などのこと心に着目

しながら醜む

1!1胄知爾活層方• 貶に知っていることと蒙んでいる内容を結びつけよクと

しながら襲む

対象者は沖縄県内の公立小学校 5学年で，介入クラス 27名（男子 13名，女子 14名），対照クラス 81

名（男子 41名，女子 40名.3クラス）である。調杏は 2018年 4月下旬から 11月上旬に実施した。

検証方法として，第 1に単元それぞれにルーブリックを作成し，構造的な文章理解について分析し

た。第 2に 1枚ポートフォリオ (OPPシート），学習感想と作品をテキストマイニングソフトを用い

て質的に分析した。第 3に読解方略を測定する尺度（犬塚， 2002)及び学習意欲などのアンケートを

介入クラス並びに対照クラスに行い，量的な変容を分析した。第4に4月（標準学力調査）と 11月（沖

縄県学力向上 WEBテスト）に内容理解を比較するテストを行い，構造的な理解度についても比較．

分析した。なお，対照クラスの実践は指導書（教育出版）における単元計画をもとに実践を行った。

(2)研究の手立て

①読解方略を明示する

読解方略（表 1) を明示的に指導することで，理解が促進される研究は数多く報告されており（例

えば秋田， 1988など），文章理解について有効である。犬塚 (2013) は，読解方略が教師主導で指

導され児童が意味を理解せずに取り組んでいるため，学習したことを他の教材で活用できていない

ことを課題としてあげている。特に教材を深く理解する構造注目方略や既有知識活用方略などの活

用が低いことをあげ，系統的な指導の重要性を指摘している。ここでは，方略を用いる訓練だけで

なく 「どのような場面で」「どの方略を用いるか」を身につけていくことが必要である。読解方略を

明示的に指導しながら，構造や既有知識との関連を指導することで学習内容の活用を図る。

② 「しかけ」について

桂 (2013) は，教材を不安定化させ児童に考えさせるための「しかけ」の方法として「①順序を

変える，②選択肢をつくる，③置き換える，④隠す，⑤加える，⑥限定する，⑦分類する，⑧図解
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する，⑨配置する，⑩仮定する」など， 10の方法に分類している。青山 (2013)は，「メンタルモデ

ルの形成やワーキングメモリの視点から文章理解に絵図を活用する図化活動の有効性を示唆してい

る。図化活動は見えない対象を見える形にできるという特徴があり，情報を保持しやすく処理を行

いやすい状態になる」と述べている。そこで，構造的な理解をはかるために，三段構成や段落の関

係，問いと答えの関係を全体構造として視覚的に整理す 几ユ五五」 1 な か I ~ 五］

介
） （  
I~ 
I S 

な書え）

ることができるしかけ「図解する」（図 2) を用いる。

問いと答えの関係を矢印で示したり，具体的な事例（答

え）を視覚的に配置したりすることで，それぞれの段落

の意味や関係を考えさせ，構造的な理解につなげていく。

(
9
9
 

0
検
il
（具体的

4. 介入クラスにおける実践

(1)児童の実態
図2 しかけ「図解する」

4月中旬に「説明文に関連する言葉を知っていますか」と児童に聞いたところ，「はじめ・なか・

おわり」と自信なげに答えたが，三段構成に分ける構造的な視点（図 2)については誰も説明できな

かった。事前アンケートにも同じ質間を設定したが，「間いかけ・接続詞・要約・構造・意味段落・

段落・引用」の 7語のみ（計 7人・重複あり）の回答であった。 4学年までの授業でも学習用語と

して指導されていると予想されるが，知識として定着していない状況がみられた。

(2) 「言葉と事実」（教育出版5年上） 5月21日から実施

単元計両を 9時間に設定し「読む（内容理解） 6時間」「書く（新聞の構造理解） 3時間」とした。

この教材は「言葉と事実」の関係について，一般的には言莱と事実は結びつけて使うことが大切

とされているが，書き手や読み手の視点によって一つの事実でも違う言葉や表現になることを挙げ，

言葉の吟味が必要だと主張している文章である。筆者の工夫や主張などを含め教材を評価し，単元

のまとめとして「筆者へのお手紙」という活動を設定し，内容や構造的な理解について確かめた。

①事例を構造的（対比）に捉える（第 3時） __ (~ ;~ 世--; r---ii1 . (2組）

事例 1のリレーの結果について書いた学級新聞を取り上げ，事 ：快：： 大！

実は一つでも書き手の立場によって学級新聞の見出し（言菓）が l ti! 胃！
違うことに気づかせる時間とした。リレーの結果（事実）のセンテ ， 

：た！！！

ンスカードを中央に配置し，対比的な見方を明確にするために， ＇ ’’ 
位置を変えることのできるセンテンスカードを準備し，教師がわ I <事実）

ざと違う場所に配置するなどの揺さぶりをかけたり，児童がセン 1 対比調係

テンスカードを動かしたりしながらそれぞれの立場について吟味 図3 対比関係を視覚化する

した（図 3)。さらに，ロールプレイを取り入れることで立場の連いがより明確になるようにした。

児童は「勝った立場だから快勝」「惜しくも負けただから～」と理由を挙げながら一つの事実に対

して二つの見方があることを整理することができ，その関係を「対比」という学習用語で整理した。

対比関係については，次時の事例 2を学習した場面で「事例 1と事例 2も書く人と読む人との対比

になっている」という児童の発言に繋がり，他の対比がないかを探す児童が出てきた。

②作品の構成を考えよう（第 6時）

読みのまとめとして教材全体の構成を「図解」（図 2)で整理し，筆者の意図や工夫について考え

る時間とした。 2つの事例が「送り手」「受け手」という視点で書かれていることは確認済みだっ

たが，図解することにより全体構造が視覚化されたことで，話題提示の事例となかの事例が対比的

になっていることを発見した。間いの形を利用し一般的な見方から筆者の意図へつながる事例に導
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く工夫であることに気づき，筆者の意図が明確になるための事例選びがされていることを説明する

ことができた。図解を使って全体を構造的に視覚化することで，なかの事例の関係だけでなく，教

材全体を見て対比関係を捉えるなどの構造的な見方が育っていると判断した場面であった。

③筆者にお手紙を書こう（作品を評価する• 第7~9時）

作品の構成や筆者の工夫を学び，それらの効果や事例の取り上げ方などを評価するために，筆者

に手紙を書くという学習活動を取り入れ，内容理解をはかることとした。ルーブリックを児童に説

明し，読みの時間に学んだことを活用して書く時間を設定した。その結果，既習事項のナンバリン

グなどを利用し，全員が三段構成を意識した構成で書くことができた。構成では効果（プラス）と

課題（マイナス）を対比的な構造として書くグループ (13名）と，効果について二つ書くグルー

プ (14名）に分かれた。対比的な構造を利用したグループの方が構造的な理解や効果について理

解度が高いと考えていたが，取り上げる内容が「事例の対比」など同じものを挙げており評価の視

点が狭まっていた。一方，効果を二つ挙げたグループは「事例の対比」「話題提示と事例の対比」「間

いと答えの使い方のエ夫」「双括型としての効果」など多様な視点で作品を評価することができて

いた。効果を二つあげることで様々な選択肢ができ，その選択の質を評価することも可能であり，

課題の設定のしかたに新たな視点が加わった。

(3) 1単元目（「言葉と事実」）を終えて

構造や事例の関係に着目させながら第 1単元に取り組んだ。学習用語の整理や明示などの活用に

より説明活動が増えてきた。一方，構造的な理解をうながすしかけである「順序を変える」「図解す

る」を学習場面で利用しているが，学習方略として活用するまでには至らなかった。そこで第 2単

元ではツールとして提示するなど，図解をすることで構造的に情報を整理する場面を設定すること

にした。第 2単元の「白神山地からの提言」は第 1単元のような宣言的説明文ではなく，教材自体

の内容理解の時数は少ない。しかし，複数の説明的な文章があることを利用して，それぞれを構造

的に分析し効果を見つけながら意見文を書くことにつなげる単元計画を作成した。

(4) 「白神山地からの提言」（教育出版下） 9月12日から実施

単元計画を 10時間に設定し，「読む（内容理解） 5時間」「書く（意見文の作成） 5時間」とした。

この単元は，自然保護に人間が「関わる」「関わらない」という二つの立場の意見文とそれぞれの根

拠となる 4つの資料を活用し自らの立場をはっきりさせながら意見文を書くことが目標である。意

見と根拠を分けて書くことや根拠となる事実を工夫して表現することが必要である。

①自然保護に人が関わらない方がよいという立場の意見文の検討（第 2時）

最初，児童はこの意見文の立場がよくわからないとつぶやいた。理由を聞くと「最初にも終わり

にも筆者の主張がないから」と答え，多くの児童が同意していた。そこで，構成を確認しようとす

ると「図解で確認してみたい」という発言が出てきた。その結果，事例の中で立場を語っているこ

とから主張を見つけることができなかったことに気づいた。「筆者のいいたいことはわかるけどな

んだかモヤモヤする」と児童は発言し，構造的な視点で教材を分析している姿がみられた。また，

「ブナの価値が低い」（マイナス）ことが「豊かな自然が残る」（プラス）につなげて，対比的な書

き方で豊かな自然を残したという筆者の考えを強調していると構造的に説明をすることができた。

②意見文の書き方の例文を分析する（第 5時）

第三次からの意見文を書くために，意見文の例文の構成について学習した。例文では意見と根拠

を分けて書くことや意見に合う根拠を選択することが例示されていた。ナンバリングの利用や引用

のしかた，どんな図や写真を使うかなどグループ内での意見交換が始まった。「事例を対比関係で

書きたい」「問いと答えを『言菓と事実』のように工夫したい」など，既習事項を取り入れた自分

なりの構成をグループの仲間と確かめ合う姿がみられた。
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③意見文を書こう（第 6~10時）

教科書の例文は事実と意見の整合性とナンバリングだけであったが，「対比関係」や「問いと答

え」などの構造的な工夫を取り入れたいと考える児章が多く，既習事項を活かして何らかの形で図

解を利用して構成を考えていた。対比関係を取り入れたいと考えている児童は立場によって事例の

役割が逆転してしまうことに戸惑っていた。ある児童の「言葉と事実みたいだ」というつぶやきか

ら視点が整理され， 自前のセンテンスカードや図解を試行錯誤しながら，授業時間だけでなく休み

時間に論議する姿や家庭学習での取り組みがみられた。

構成図を書いて意見文や学習感想を書いたり，国語以外の場面でも三段構成やナンバリングを意

識したりして書いていることなどからも全体を構造的な視点で整理することは書くことにも密接な

影響を与えたと推測できる。このことは椿本(2014)の構造的な理解が論理的に書くことにつながる

ということと一致する。児章に聞いてみたところ「何をどこに書くかがわかると書きやすい」「相

手に伝わるように工夫して伝わるとうれしい」など，奮くことに対して苦手意識を持っていた児童

にも改善が見られた。構造を意識した意見文を書くためのルーブリックについては外部の経験者 2

名（教職経験年数 17年）と検討した。また，作品の評価についても 9割が一致しており，意見文を

構造的に書けていると判断できた。不一致箇所については協議により解決した。

5. 結果と考察

児蘊の学びの過程を分析するために第 2単元では一枚ポートフォリオ（堀， 2009) を取り入れ，テ

キストマイニングソフト (KH Coder3) を利用して分析した。

(1) 1枚ポートフォリオからみる学級の変容

1枚ポートフォリオで単元前，授業4時間分と単元後の学習

感想をテキストマイニングソフトで分析した。図 4と図 5はそ

の結果を描画したものである。（最小出現数 10)

単元前の既有知識を分析すると，共起ネットワークでは「意

見・自分」グループ (KH Coder3ではコミュニティという）

しか見いだせなかった（図4)。「慈見・自分」 (Jaccard係数 0.57,

以後，数値のみ）の原文である学習感想では，「自分の意見を工
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図4 単元前の状態

夫して書く」「自分の意見をまとめる」とあり，意見文を書くために意見が必要であることを認識し

ている。しかし，具体的な方策については表出されていないことから，意見文を書くための具体的

な知識は持っていないことが推測される。既習事項についてはほとんど出てきておらず 関速を意

識していないことがうかがえる。

単元後（図 5) では「意見」「対比」「エ夫」の

3つのグループが見いだせたが，「エ夫」の具体

的な内容は「プラスとマイナス」「強調」など対

比の工夫の一つとして捉えられ，大きく分けると

二つのグループが見いだされたと考えた。一番大

きなバブルの「意見」は，「分かる」との関連が

高く (0.68), 学習感想（原文）にも「自分の意見

を分かりやすく伝えるためには」「具体と抽象が

あると分かりやすい」「事例の方向性が分かりや

すくなる」など伝わりやすさについて考えている
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ことがうかがえる。さらに，「対比」 (0.58)や「エ夫」（強調・引用）などの方策と関連が高かった

ことから，自分の考えを分かりやすく伝えるために，具体的な方策を意識していると推測される。

次に，「対比」グループでは「書く」との関係が高く (0.65), 対比関係（プラス・マイナス，写真や

図表等）を使うことで自分の主張が強調されるなどの具体的な効果を意識している（表 2)。

表 2 単元後の学習感想（原文）

色々な資料を使うといいことが分かりました。また，書き方ではuぶえよ之文以見よ必文は2
いました。理由は息約ょゑ槌象屁ll褒ぶとわかりやすいことがわかりました。

B児 I自分と同じ意見の資料だけを使うのではなく，反対の意見の資料を使うことで紋比改悶ょ恋旦裏麦凌ゑ。また，紋比妓

た方がいい。意見と根拠を分けて圭くと何をもとにその意見になったか分かりやすい。

は「意見」関連の記述 ~1ま「対比」関連の記述 （アンダーラインは筆者が記載）

このように，単元前と比べると自分の意見の伝わり方を意識し，強調や引用，プラス・マイナス（事

例の関係や写真等）などの対比関連の語との関連性が高いことから，単元を通して児章が自分の意見

を効果的に伝えるための構造的な視点と方策を学習したと判断できる。

(2) 1枚ポートフォリオからみる意見文を書くための方策に関する力量変化

c児（成績下位グループ）と D児（成績上位グループ）を抽出し， 2名の変容を分析した（表 3)。

単元前の「意見文を書くためにはどんなことが必要ですか」に対しては， 2名とも「意見」を入れ

ることだけが共通しており，書くための方策などの既有知識の差はあまり変わらない。第 3時（教

材文の分析）では， C 児は事例の対比だけでなく写真や図の対比構造についても着目しており対比

の捉えが深まっている。第 5時（例文の分析）では，学級全体と同じ< C 児も意見文を書くための

方策として意見と根拠について着目しながらまとめている。 D 児は具体的な方策をあげながら書く

ための注意点もあげており，構成メモを図解しながらノートに書くなど全体的なイメージを持つこ

とができていた。単元後では 2人とも第 1単元で学んだことも取り入れながら，既習事項を活かし

た構造的な視点で意見文の学習をまとめ，単元前にはなかった具体的な方策を明記しつつ自分なり

の意見文を書くための方策を持つことができたことがうかがえる。

表 3 1枚ポートフォリオにおける児童の方策理解の変容（原文）

c児 D児

単元前 人の意見を聞いて参考にすると良い。自分の 説明文のように事例を出す？自分の意見をまとめる

考えを工夫して書く

第3時 写真や具体を使って対比を効果的に使って 事例の対比関係や写真と文の関係が持つ効果を考えてどれを使えばい

説明するといいことが分かりました いかと考えました。敗屁改比殷ぶ腿辰迄媒ぷ話ぶ~思いました

第5時 意見と根拠を分けて書き，自分の主張を支 中ではナンバリングや引用を使えるようにしたいです。ま悪よ忠釦

える資料を使って忌良摂感よ剋見よゑ よ迄改忍漠息父尉製ということを忘れないようにしたいです

単元後 意見文を書くときは対比やナンバリングだ 資料からの引用や意見と根拠を分けるなどの工夫があります。敗~

けでなく，該鯰殿ゑ挺~ぶよ真見訣辺忌良 毀なります。理由はどんなことかが分

.uよ比ことが一つの単元を通して分かった かるし，対比関係は比べてプラスが大ぎ<)---ちえやオくなるから

はその時間・単元の学習内容~ は既習事項の活用 （アンダーラインは筆者が記載）

これらのことから，どの児竜もそれぞれ構造的な視点で学習を進め，既習事項を活かしながら自

分の視点で意見文の書き方をまとめていたと判断できる。第 1単元とは異なる形式の教材文のため，

関連づけや既有知識の少ない状態で学習を進めていく過程で，既習事項と関連付けながら教材文を
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読み深め，構造的な視点や既習事項を活用している様子がうかがえた。

また，次単元の「意見交換会をしよう」でも，自分の意見を考える場面では図解を利用して考え

を整理したり，対比関係を取り入れようとしたりするなどの構造を意識した構想づくりがみられた。

(3) アンケートについて

①読解方略の尺度から

介入クラスにおける単元前後の読解方略に関する平 I
M SD t p 

意味pre 16.2 0.64 -7.85 <0.01 

均値と標準偏差を算出するとともに t検定を行った（表
意味post 21.0 0.51 

4)。その結果，すべての下位尺度において統計的な有 要点pre 17.4 0.85 -6.93 <0.01 

意差が認められ，事後の方が得点が向上していたこと
要点post 22.8 0.58 

からも読解方略を活用していると判断した。 構造pre 21.4 0.96 -6.10 く0.01

構造post 27.9 0.76 

②国語の学習意欲から（児童の主観的評価）

国語の学習意欲に関するアンケート調査を行いカイ
既有 pre 12.5 0.68 -4.55 <0.01 

既有I!!!!! 15.6 0.45 

2乗検定を用いて学習意欲の変化を分析した。その中 (n=26) 

の「国語の授業で新しい文章に出会った時，それを最後まで読むことができますか」の質間項目だ

けが，介入クラスのみ統計的に有意差 (x2=10.3 d.f.= 1 p<0.002)がみられた。そこで，追加の調

査を介入クラスに行った（表 5)。構造を理解することによって主張や事例の関係性がわかり，筆者

の意図を予想しながら読み進めていく様子がうかがえる。

表5 学習意欲に関する児童のアンケート

・説明文や文の構造が分かりやすくなってきたから。説明文に興味がわいてきたから。文の中の場面
や構図が自分でもわかるようになってきたから。 (E児）

• 新しい文章の仕組みがわかるようになってきたから。また， 4月では分からなかった学習用語や
主張がわかるようになってきたから (F児）

③他教科への読解方略の波及効果について

国語だけでなく他教科でも文の構造を考えさせながら学習に取り組んだ。社会科の教科書でも話

題提示・事例・まとめのように構造的な構成がされており，国語の読解方略を意識して読む場面が

出てきた。関連してノートのまとめ方も説明文の図解と同じように考え，見出しや要点を箇条書き

にするなどの様子がみられ，構成を意識したまとめ方がうかがえた。アンケート調査からも「説明

文の授業で習ったことを，他の教科での読みや日常に使うことがある」の質間項目に対してカイ 2

乗検定を行った結果，介入クラスについてのみ統計的に有意差 (x2=29.90 d.f.=4 p<0.001)がみら

れたことからも他教科へ活用する状況が確認された。

(4) 内容理解における学力の比較について

4月に行われた標準学力検杏では介入クラス及び対照クラスの学

力差はなかった（介入クラス n=27, M=86.4, SD=26.07, 対照クラ

ス n=81, M=86.4, SD=23.87, P=0.999)。11月に行われた沖縄県学

力向上 Web実力調査の説明文の間題の解答状況で比較すると，沖縄
i1II 

県平均に対して介入クラスが 23ポイント高く，介入クラスの児童の方が総じて内容理解が高いと考

えられる（表6)。さらに，叙述と非連続テキストの関連を考える間題では県を 39ポイント上回って

いた。叙述と写真を関連させて根拠を明確にして理由を述べる解答状況から，沖縄県の説明文の課

題である「必要な情報を選択して理由を明確にして自分の考えをまとめたりすること」などが改善

されたと判断できる。

このように，読解方略を活用し，思考を整理する「しかけ」の図解を利用することにより構造を見え

る化することで対比関係や主張などの構造的な理解が進んだと考えられる。これらのことは，岡田ら
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(2015) の文章を図表化し視覚的に整理することは児童の思考を促す道具として有効であるということ

と一致している。一方，岡田らは生徒が図表化活動に慣れることで方略として活用することが必要であ

ると述べている。本研究ではタイプの異なる説明文に対し，一つの型（図解）を利用して図表化活動の習

熟及び読解方略としての活用を念頭に置いて取り組んだ。このことは，岡田らの課題を踏まえた上で構

造的に理解することへの一定の効果があったものと考えられる。

6. 成果と課題

教材を不安定化する「しかけ」（図解）を用いることで，全体の構造を視覚的に整理したり，情報をま

とめたりする意識が高まり，構造的な内容理解につながったと考える。読解方略を明示的に指導し児童

の活用をうながすことで，国語科以外の文章に対しても児童自らが読みの手立てとして読解方略を活用

するなど，他教科においても相乗効果がみられた。本研究の結果から，説明文を構造的に理解するた

めに読解方略を活用し，教材を不安定化する「しかけ」（図解）を用いることは，文章の構造的な理解

に役立つものと考えられる。

一方，青山，岡田らも図表化活動（青山は図化活動）が学習の目的ではなく，思考を整理するための

手立てであると述べている。このことからも，図表化活動が目的化することのないように配慮しながら，

自分の思考を整理するための様々な図表を活用できる児童を育てていく必要がある。また，本研究の信

頼性を高めるために，対象児童数の増加及びアンケート調査の項目等を検討していきたい。
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