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勤務校の国語科と生徒の状況
教員７名で担当
シラバスに観点別の評価割合を明示

生徒は学力・意欲ともに高くない
進路 私立大学：専門学校：就職
＝ １ ： ２ ： １

多くの生徒が、面接・小論文・作
文試験で
進学・就職していく

１年生（６クラス） 国語総合（分野別で担当）

２年生（８クラス）

現代文B 古典A
３年生（８クラス）

3年生は
学校設定科目 国語教養・現代文読解も選択可能



「書くこと」の指導実践 ～発表の概要～２W１H

HOW どう教えてきたのか

WHY なぜ「書くこと」の指導に注目するのか

WHAT 何を指導するのか



HOW どう教えてきた？

「視写」を導入に
使う。

意欲を持たせる 添削とリライト
（書き直し）

副教材の活用



H0W １ 「視写」を導入に使う ～ 体験コーナー

生徒の気分で体験してみよう
授業では６分間で行いました。今日は２分間で行います。



H0W １ 「視写」を導入に使う ～ 体験コーナー

　　 字数の目安

　  ６行目 東の端」  ←100字
　  ９行目 挟みて、前」 ←150字 
  12行目 そこより逃」  ←200字
　　　6分間で実施した際は以下のように評価した。

　　 速さ A　200字～ B　166字～ C　それ以下

　　 正確さ A　ミスなし B　ミス２まで C　ミス３以上



HOW １ 「視写」を導入に使う～今回のやり方とねらい

授業のはじめの数分を使って「視写」

書きやすさ重視 マスなし原稿用紙

改行方法の指定 言葉のまとまりを意識させる

速さと正確さ 成果を実感させる



視写の成績推移（2020 １年生）６分間で視写
※ 初回はルールが異なるため除外した

上位25％
中位
下位25％で比較

下位生徒の平均値
が、目標としていたB
評価のラインまで上
昇

文字数で166字
正確さで1.0



HOW １ 「視写」を導入に使う～効果と難点

　少ない回数でも書く速度・正確さが向上
（特に成績下位層の底上げに有効）

　課題を抱える生徒を把握できる
行を飛ばす・字を飛ばす・写し間違う

ただし、この方法はかなり手間がかかる。
・１クラス分の処理に50分ほど



HOW １ 「視写」を導入に使う～バリエーション

原稿用紙にして自己採点。自身で記録。

決められた時間内で教科書本文をノートに。

キーワード検索：
　　　「長崎」「視写」で実践例出てきます。



HOW ２ 意欲を持たせる１

７割の生徒は作文を
書くことが好きではない

・書くことの必要性と面白さを
伝える

アンケート 作文を書くのは好きだ
４当てはまる ～ １当てはまらない

4 21

11.3%

3 36

19.4%

2 82

44.1%

1 47
25.3%



HOW ２ 意欲を持たせる２

　卒業後の進路とのつながりを見せる

 例えば、就職試験のデータ

　楽しんで書ける題材を用意する

 例えば、４コマ漫画とストーリーの説明



HOW ２ 意欲を持たせる２ ４コマ漫画 生徒の作品から
１コマ目

リンゴを模写している
A君を見つけたB君は
A君が困っていそうだっ
たため、声をかける。



HOW ２ 意欲を持たせる２ ４コマ漫画 生徒の作品から
２コマ目

「りんごの背景の色に悩
んでいる」というA君を手
伝ってあげようと思ったB
君は「背景は僕が塗る
よ」と言う。



HOW ２ 意欲を持たせる２ ４コマ漫画 生徒の作品から３コマ目

B君は絵具が多いパレット
と筆を持ち、A君のリンゴの
背景を塗った。



HOW ２ 意欲を持たせる２ ４コマ漫画 生徒の作品から４コマ目

　B君は思うように塗れず、A
君が描いたリンゴは台無しに
なってしまった。

「助長」

手助けをしてかえって損害を
与えること



HOW ３ 添削とリライト

「書くこと」は実技
速く走るためには、
コーチの指導されつつ走り方を直して
走ることが必要
「書く」→添削を受ける→「書き直す」
推敲できるようになるまでは添削が必要



HOW ４ 副教材の活用

添削の労力の一部を副教材の活用で軽減
例 G社の作文の書き方

検定公式テキストを教材作成の参考に
例 文章検（文章読解・作成能力検定）



WHY なぜ「書くこと」の指導に注目するのか



WHY １ 生徒の実態１ １年生へのアンケート

（１）頭に浮かんでいるのに
　　　　　どう書いたらよいか
　　　　　　　　　わからない

（２）文章がうまく　
　　　　　　　　まとまらない

（３）段落をどうつければ　
　　　　　　よいかわからない

（４）最後をどう書けば　　　
　　　　　　よいかわからない

（５）文をどう書けばよいか
　　　　　　　　　わからない

（６）説明する文がうまく書けない

（７）字を飛ばしてしまうことがある

（８）漢字が分からない

（９）「、」や「。」のつけかたが　　　　　
　　　　　　　　　　　　わからない

（１０）　題名をどうつければよいか
　　　　　　　　　　　　わからない



WHY １ 生徒の実態２ １年生へのアンケート結果１

（１）　頭に浮か

んでいるのにど

う書いたらよい

かわからない

（２）　文章が

うまくまとまら

ない

（３）　段落をどう

つければよいか

わからない

（４）　最後をどう

書けばよいかわ

からない

（５）　文をどう書

けばよいかわか

らない

40 65 34 26 36

21.4% 34.8% 18.2% 13.9% 19.3%

74 77 48 67 62

39.6% 41.2% 25.7% 35.8% 33.2%

56 38 78 76 68

29.9% 20.3% 41.7% 40.6% 36.4%

17 7 27 18 21
9.1% 3.7% 14.4% 9.6% 11.2%

当てはまる

当てはまらない


