
自己を理解し表現することに喜びを感じる児童の育成

－「書くこと」における推敲と交流に着目したキャリア教育 －

三浦 京子

小学校高学年はキャリア発達の視点から，苦手や困難の克服や，自分の考えを適切に伝

えることが求められる。そこで，児童が苦手意識をもっている「書く」という表現活動に

着目し，国語科「書くこと」の指導の工夫を試みた。特に，他者と関わり合う推敲や交流

の段階で，互いに認め合ったり助言し合ったりする活動を工夫することで，児童は互いの

よさに気付き，自分自身の新たな一面を知ることができた。その結果，自分の考えを伝え

ることに自信をもち，表現することに喜びを感じる児童を育てることができた。
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Ⅰ 主題設定の理由

「キャリア発達にかかわる諸能力の育成に関する調査研究報告書」（平成23年３月文部科学省）で

は，児童が自分自身を見つめ，自らの将来について目を向ける機会などを通して，自分のよさや可能

性などに気付き，自分らしい生き方を実現していこうとする態度を育成することが重要であるとして

いる。自己理解に基づいたキャリア発達を促す教育活動の推進については，本県においても学校教育

の指針「平成27年度の重点」（秋田県教育委員会）で掲げている。

小学校高学年はキャリア発達の視点からみると，苦手や困難の克服や，自分の考えを適切に伝える

こと等が大切であるとされている。特に第６学年は，小学校の最上級生として集団の中でリーダーシ

ップを発揮し，役割や責任を果たすことが求められている。本研究協力校第６学年の児童は，平成27

年度全国学力・学習状況調査の質問紙調査の結果によると，「難しいことでも，失敗を恐れないで挑

戦している」22.2％，「友達の前で自分の考えや意見を発表することは得意だ」24.2％と，「当てはま

る」と回答した割合がいずれも他の項目よりも低く，挑戦することや表現することについて消極的で

あることが分かる。進んで自分を表現しようという気持ちをもつためには，他者と関わり合い，そこ

で自分らしさを発揮し認められる経験によって，自信をもつことが大切である。そのために，教師は，

児童が自他のよさや個性に気付くことのできる場や，お互いの考えを伝え合い交流することによって

様々な考え方に気付く場を，意図的に設定することが必要になってくる。

そこで本研究では，児童が苦手意識をもっているものの一つである「書く」という表現活動に着目

した。国語科「書くこと」の指導過程の中で特に，他者と関わり合う「推敲」と「交流」の学習活動

を工夫することによって，自分の表現のよさが認められたり，様々な持ち味や可能性に気付くことが

できたりし，自己理解が深まるものと考える。また，自分の思いや考えを適切に表現することで他者

に理解されるという学習経験を通して，表現することに喜びを感じることができるのではないかと考

えた。さらに，苦手意識のある活動を通した課題解決の取組によって，児童の自信につながることを

期待して本主題を設定した。

Ⅱ 研究仮説

小学校高学年，国語科「書くこと」において，キャリア教育の視点から推敲と交流の学習活動を工

夫することによって，自己を理解し，表現することに喜びを感じる児童を育てることができるであろ

う。



Ⅲ 研究内容

１ 児童の実態把握

(1) キャリア発達についての実態把握

児童のキャリア発達についての実態を把握するために，キャ

リア教育アンケートを実施した（図１）。

◇対 象 研究協力校Ｏ小学校第６学年23名（抽出学級）

◇実施日 平成27年５月13日

①「自分の興味や関心，長所や短所について分かっています

か」については，「よく分かる」と「大体分かる」を合わせて96

％，②「不得意なことや苦手なことでも，進んで取り組もうと

していますか」については，「よく取り組む」と「大体取り組む」

を合わせて88％と，全体的に肯定的な回答が多い。しかし，②

の「よく取り組む」の割合は42％となっており，高いとは言え

ない。改めて苦手や困難に進んで取り組むことに，やや課題が

あることが分かった。

(2) 国語科の学習に対する意識の実態把握

キャリア教育アンケートとともに，国語科の学習に対する意

識の実態を把握するために，国語科アンケートも行った（図２）。

①「自分の気持ちや考えていることを，文章に表すのは楽しい

ですか」，②「書くことで自分の気持ちが分かったことはありま

すか」のいずれも否定的回答をした児童が30％前後いることが

分かった。書くことや自分を表現することに苦手意識をもつ児

童が少なくないことが明らかになった。

２ 研究の構想

(1) キャリア教育と国語科「書くこと」との関連

児童の実態を踏まえ，国語科「書くこと」の指導の中で，キ

ャリア教育の視点から授業づくりを工夫することで，自己理解

を深め表現することに喜びを感じる児童を育てることを考えた。

高学年の「書くこと」においては，自分の体験や考えたことなどから書く内容を決め，目的や意図

を明確にして書くことが求められており，文章には自分自身がより反映される。キャリア教育の視点

から捉え直すと，書くことの学習過程で，課題（テーマ）に対し自分の気持ちなどを明確に表すため

に，何をどのように書くか考えることで，自分自身の気持ちを見つめることになる。また，書いた文

章を推敲したり他者に助言したりすることで自他を見つめたり考えを深めたりすることができ，自己

理解につなげることができる。さらに，書いた文章を基に意見を交流することで他者の表現のよさを

感じ取り，自分の文章の改善に生かすとともに，自分の表現のよさを認められることにより自信をも

ち，表現することに喜びを感じることができると考える。また，あえて苦手意識のある「書く」とい

う表現活動を工夫し挑戦する場を設けることによって，苦手だと思っていたができた，新たな自分に

気付いたなど，苦手や困難の克服の場にもなるものと考える。

(2) 国語科「書くこと」における推敲と交流

国語科「書くこと」の高学年の指導事項である，課題設定や取材，構成，記述，推敲，交流のうち，

グループ活動など他者と関わり合う活動が設定しやすい推敲と交流に着目し，自己を理解し表現する

ことに喜びを感じる児童を育てるために学習活動を工夫していくことを考えた（図３）。

まず，推敲の場面では，自分自身の文章をじっくりと読み直し，自分の考えなどを明確に表すため

により適切な言葉は何か，自分は何を言いたいのかということを改めて考え，自分自身を見つめさせ

図２ 国語科アンケートの結果

図１ キャリア教育アンケートの結果



る。続いて，相手の気持ちを考えながらグループでの推敲で助言し合うことで，他者の文章を通して

自分自身を見つめさせる。自分が他者の表現のよさを認めることやよりよい文章になるよう真剣に考

えること，また，自分の文章が他者からの助言により改善したり，表現が認められたりすることによ

り伝え合うことのよさを実感し，自分についてより深く知ることになるものと考える。

さらに，交流の場面では，お互いの文章を発表

し合うことで，自他の表現のよさに気付き，認め

合ったり，更なる改善点について助言し合ったり

する場を設ける。自分が書いた文章の発表と事後

の意見交流によって，自分の考えを伝えることに

自信をもたせることができるのではないかと考え

る。

３ 検証方法

・検証授業前後のキャリア教育アンケート及び

国語科アンケートの結果分析

・検証授業における学習シートや振り返りカー

ドの記述の分析

Ⅳ 検証と考察

１ 検証授業Ⅰ 単元名「町のよさを見つけよう！」

本単元では，町のよさを家族に伝えるパンフレットを作

成させた。パンフレットはＡ４判で１人が１ページを担当

し，グループで１つの作品を完成するようにした。児童が

他者に薦めるという目的で町を見直すことで，今まで気付

かなかったことに気付いたり，再認識したりする機会にも

なる単元である。

推敲の場面では，個→グループ→個と形態を変えて行っ

た。まず，下書き後に個人で推敲を行い，表現の仕方や内

容で迷う部分は「推敲カード」に記入して，グループ内で

持ち寄るようにした。次に，「推敲カード」を基に，下書

きの表現の仕方や内容で迷っている部分等を伝え合うよう

にしてから，お互いの文章を読み合うようにした。友達の

文章に対して助言し合った後，表現のよかった部分や感想

を付箋に記入し，下書き用紙に添えて，書き手に渡すよう

にした。予め表現や内容で迷っている部分等を伝え合うこ

とで，問題点が明確になって助言もしやすくなり，積極的

にお互いの表現のよさについて記入している姿が見られ

た。その後，再度お互いの助言を基に個人で修正して，下

書きを完成させた。その際，助言されたからといって必ず直さなくてもよいことを伝え，最終的には

自分の文章は自分で判断することが重要だということを確認した。

振り返りカードには，「友達にアドバイスをもらって，迷っていたところもよりよい文章になった

と思う」，「私がアドバイスしたらうなずきながら直してくれたから，役に立ったと思った」等の記述

が見られた。自分で迷っている部分について友達に真剣に聞いてもらい，助言によって自分の下書き

がよりよくなったことや，友達の気持ちを考えながら助言しそれが認められて自信になったことを実

感している記述が多く見られた。

図３ 研究構想図

表１ 「町のよさを見つけよう！」全体計画

図４ 児童が記入した推敲カード例



交流の場面では，グループでお互いのパンフレットを読み合い，感想を伝え合うようにした。机上

にパンフレットを置いて，移動しながら感想を付箋に書き，貼るよう促した。「友達のパンフレット

を読み，文章やバランスのいい人，引き付ける言葉をたくさん使っている人がいたので，パンフレッ

トを作る参考にしたい」等，よさを認める記述が多かった。また，自分と同じテーマの友達とパンフ

レットを見せ合って，記事の割り付けや内容について話し合う姿も見られた。

２ 検証授業Ⅱ 単元名「忘れられない言葉」

本単元では，自分を変えた「忘れられない言葉」につ

いての随筆を書いた。随筆は，自分の経験を見つめ直し，

体験を意味付けるところに生活作文と異なる要素があ

る。また，それぞれの児童の思いや考えが文章に表れる

ので，他の児童の随筆を読むことで表現の仕方を学んだ

り，新たな一面を発見したりすることができる単元であ

る。ただ，「書くこと」における学習の状況が「努力を

要する」児童にとっては，難易度が高いものと思われる

ことから，次のような支援を考えた。

・第１時に随筆の特徴について学習する際，教材の随筆ではどの段落に何が書かれているかを確

認し合って「構成表」に記入する活動を行い,「構成表」の使い方に慣れさせるようにした｡

・「随筆のタネシート」に，これまでにどのような「忘れられない言葉」があったかを振り返っ

て記入することで，「構成表」に記入する際にスムーズに学習に取り掛かれるようにした。

・学習シートは，見通しをもって学習を進めることができるように，単元全体を通して活用でき

る１枚ものにし，振り返りの欄も設けた。

・下書きの場面では違うパターンの書き出しを５種類準備し，参考にしながら書けるようにした。

推敲の場面は，検証授業Ⅰと同様に，

個→グループ→個の形態で行った。下書

き後に個人で推敲を行い，表現や内容で

迷っている部分等を学習シートに記入し

た後で，グループ内で持ち寄った。検証

授業Ⅰでは４人グループで行ったが，今

回は話合いを更に充実させるために，じ

っくりと意見を伝え合える３人グループ

とした。また，下書きをコピーしたもの

を予めグループ毎に渡して読んでおくよ

うにし，表現や内容で迷っていること等

についての話合いにスムーズに入れるよ

うにした。児童は，友達の表現のよさを

認め合いながら率直に意見を交換し合ったり，迷っている部分等を解決するという視点で助言し合っ

たりすることで，お互いの随筆をよりよいものにしようと取り組んでいた。振り返りにも，「推敲に

よって随筆がよくなった」，「助言を受け入れられたことで認められた」，「助言をもらったことで相手

に真剣に考えてもらっていると感じた」という記述が多かった。時間に余裕ができた児童には，友達

の下書き用紙の下欄に感想を書いて渡すように促した（図５）。

交流の場面は，なるべく多くの人から助言をもらったり認められたりすることを目的に，推敲とは

異なるメンバーの４人グループで，完成した随筆をじっくりと見合い，感想を伝え合うようにした。

学習シートを見ると「気持ちが伝わってきた」，「本当に忘れられない言葉だと思う」等，自分自身と

重ね合わせた共感的な記述が多く見られた。振り返りには「推敲のときと違うメンバーにも，ちゃん

と自分の気持ちが伝わってうれしかった」等，肯定的な記述が多く見られた。

表２ 「忘れられない言葉」全体計画

図５ 児童の下書き例



３ 分析と考察

(1) キャリア教育アンケートの結果より

検証授業Ⅰの事前と事後（５月・７月），検証授業Ⅱの事

前と事後（11月－１・11月－２）のキャリア教育アンケー

トの結果を分析した。国語科「書くこと」における学習の

状況が「十分満足できる」児童のグループをＡ，「おおむね

満足できる」児童のグループをＢ，「努力を要する」児童の

グループをＣとし，それぞれのキャリア教育アンケートの

結果（「よく分かる（よく取り組む）」：４，「大体分かる（大

体取り組む）」：３，「あまり分からない（あまり取り組まな

い）」：２，「ほとんど分からない（ほとんど取り組まない）」

：１）の平均値について変化をまとめた（図６，図７）。

①「自分の興味や関心，長所や短所について，分かっていますか」について

全体的に見ると検証授業Ⅰ（パンフレット作成）前の５月にはＡ3.8，Ｂ3.75，Ｃ3.66と比較的平

均値が集中していたのが，検証授業Ⅱ（随筆）後の11月－２にはＡ3.4，Ｂ3.66，Ｃ3.83と分散した

（図６）。５月には自分のことが「分かっている」と思っていた児童が，キャリア教育の視点を取り

入れた「書く」という表現活動を経て，自己に対しての意識の変容があったことが読み取れる。

Ａの児童については検証授業Ⅰ前後での減少幅が大きく，検証授業Ⅱ前後では変化がなかった。検

証授業Ⅰ後のアンケートの記述を見ると，「文章を書くのが苦手だと思っていたけれど意外にできた」

という内容の記述が多く，自分への肯定的意識が高まって「よく分かる」と答えた児童が減ったこと

が分かる。また，検証授業Ⅱ後のアンケートでも，「友達にほめられ，できることが分かった」，「文

章構成が苦手だったけれど上手にできた」等，自分自身について肯定的な記述があり，学習を通して

自分の新たな力を発見していたことが分かる。「（今まで）自分のことはよく考えたりしていなかった

から，こういうところは短所だと思う」との記述もあり，自己理解が足りなかった自分自身を客観的

に認知できていたことがうかがえる。

Ｂの児童については，平均値の増加や減少の後，最終的には５月よりやや下がっている。検証授業

Ⅱ後の単元の振り返りを見ると，数値は低く回答していても「自分の長所と短所を今回の学習で新た

に見つけたから」等，前述のＡの児童と同じように自己理解が足りなかった自分自身を客観的に認知

できたと思われる記述があった。

Ｃの児童については，５月には「よく」と回答している児童がＡ，Ｂと比較し最も低かったが，11

月－２では最も高くなっている。検証授業Ⅱの後で「大体」から「よく」と評価を上げた児童の単元

の振り返りカードを見ると，「ずっと文章を書くのは面倒くさいと思っていたけれど，僕は，案外こ

ういう授業が得意だと知りました」とあり，推敲と交流で自分自身を見つめたことや，認められたこ

と等で自己理解を深めたと推察される。

②「不得意なことや苦手なことでも，進んで取り組もうとしていますか」について

全体的に，検証授業Ⅰ・Ⅱともに授業後に肯定的に答え

る児童が多くなっていることが分かる。また，検証授業Ⅰ

のパンフレット作成よりも，検証授業Ⅱの随筆の方が増加

幅が大きくなっていることも分かる。

Ａの児童は検証授業Ⅱの随筆での平均値が最も高くなっ

ており，増加幅もＢ，Ｃより大きくなっている。グループ

で分担してパンフレットの記事を書くことよりも，自分を

見つめ個人で書く作業が多い随筆の方がＡの児童の自信に

つながったものと考えられる。検証授業Ⅱ後の単元の振り

返りにも，「大変だったが，自分を見つめたり，見直すこ

図６ キャリア教育アンケートの結果①

図７ キャリア教育アンケートの結果②



とはめったにしないことだからよい経験ができたと思う」，「助言したり，助言されたりしたことを自

分なりに文章に表したりすることが得意になった」，「今までの自分自身を見つめ直すことができた」

等の記述があり，意欲的に学習に取り組み，自分の考えを適切に伝えようとしていたのが分かる。

Ｂの児童は，検証授業Ⅰ前後と検証授業Ⅱ前後での増加幅は同程度であった。

Ｃの児童はＡの児童と同様に検証授業Ⅱで増加幅が大きくなっている。検証授業Ⅱの毎時間の振り

返りには「グループで推敲して，同じ意味だけどもっといい言葉に直すことができた」，「清書した随

筆を友達に見せたら，まだ足りないところがあったので，もっとよい文章にしたい」等の記述があり，

随筆の方がより苦手なことに進んで取り組んだという実感が強かったのではないかと思われる。また，

検証授業Ⅰのパンフレット作成ではＡ・Ｂより平均値が高い。これは，グループでの活動が多く，友

達と一緒に取り組めたことによる安心感が理由として考えられる。

(2) 国語科アンケートの結果より

５月に実施した国語科アンケート

と同様の質問項目で，検証授業Ⅱ後

（11月）の結果を見ると，①「自分

の気持ちや考えていることを文章に

表すのは楽しいですか」では肯定的

回答は67％から96％に，②「書くこ

とで自分の気持ちが分かったことは

ありますか」では71％から87％に増

加している。特に②では「よくある」の割合が21％から61％と大幅に増加していることが分かる。自

分を見つめて書くことや，推敲と交流で自他を見つめたり認め合うことにより，表現することへの抵

抗感が減り，表現する楽しさや，自分の気持ちに気付く喜びを感じたことが分かる。

Ⅴ 成果と課題

１ キャリア教育の視点を取り入れた「推敲」と「交流」の有効性

国語科「書くこと」において，推敲や交流の場面での他者との関わりを生かした学習活動を工夫す

ることによって，自分自身を見つめたり，自分や他者のよさを認め合ったりすることは，小学校高学

年のキャリア発達の段階において自己理解を深め，表現することに喜びを感じる児童を育てることに

有効であった。しかし，個々の児童の変容をより詳細に把握するためには，学習シートや振り返りカ

ードの分析を更に丁寧に行ったり，検証方法を工夫したりする必要がある。

２ 国語科の他領域との関連

本研究ではキャリア教育の視点から，「書くこと」における推敲と交流の場面での実践を行った。

しかし，表現することに喜びを感じる児童を育てるためには，「話すこと・聞くこと」における表現

活動での取組も併せて行っていく必要があると思われる。国語科の他の領域においても，本研究のよ

うに，他者との関わりを生かしながら学習活動を工夫することで児童の自信につなげ，表現する喜び

を味わうことができるようにしていきたい。
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