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附属校 との連携による
言語活動の充実 を意識 した国語科書写の内容指導
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内容指導 附属校との連携

は じめに

本学教育学部 において 国語 の教員免許取得 を希望す
る学生は、 これ までに知識・ 理 解を含 めつつ 実技指導
に重点をお いた 「書写基礎」 と 「書写研究」 の授業 を

的な配慮か らである。 この取 り組みによって、実に楽
しい 「文字を書 く」活動 のアイデアを沢山学生から引
き出す こ とができた。
しか し、それ らを 「つ けた い力がつ く」 とい う確か

必修科 日と して履修 している。そこでは宇形要素を体
系的 に取 り扱 い 、その原理・ 原則 を定着 させ るこ とを

なね らいの達成 とい う視点 で問い直す と、以下の課題
が浮かび上がった。例 えば 「地域 の人に配布する学校

目的 としてい る。また、 「国語科教育法」 の授業 のな

行事案内のチ ラシ を作 る」 とい う活動にお いて、ね ら
い を書写学習に限定 し 「紙面に対す る大 きさや中心」

かでは学習指導要領 をふまえて学習内容 と指導法を取
り扱 うものの 、その授業は主に小学校教員免許に関わ
る学部生全員 に対す る授業であるため、中学校国語 の
教員免許取得 に関 しては充足 が難 しい。特に中学校 の
現場 では 「書写」 の授業時間の定期的な確保が難 しく、
文化祭 での展示や書き初 め大会 出品 の為 の授業にな っ
ている とい う状況 も見受け られ る。
そ こで杉崎は、 「日常に生 きてはた らく」 とい う書
写学習 の最終 日標 の達成 に尽力で きる国語科教員 を育
成す るた めには中学校免許科 目 「国語科 内容指導論
Ⅱ (書 写領域 )」 の授業 の充実 が必 要 であると考
え、昨年度 より思考錯誤 を続 けてきた。今年度 は更な
I・

る充実 を求め、本学教育学部附属島田中学校 の冨田教
諭 に協力 を求めた。
本研究 では、 「内容指導論 1・ Ⅱ」 の実践 を通 して、

を掲げた場合 には発展性が狭め られ、逆に書写学習 の
範囲 を広げて 「何を書 くのか」を考える ことに重きを

置いてとらえた場合には、書写学習としての具体的展
開 が成 立 しに くくな る。
[表

1]平 成 23年 度実施の内容指導論 Π/学 習の流れ

1)総 合演習 での 「名刺交換」 「メニ ュー を書 く」
「広告 作 り」 の内容 を紹介する。
各 々の活動 の相違点 と共通点を明確 にす る。

2)「 小学校 国語科書写 Jの 実践例 と指導の工夫 を
学鳥

(プ ロジェクター使用)

3)「 中学校 国語科書写 Jの 実践例 と指導の工夫 を
学ぶ。 (プ ロジェクター使用)

*)レ ポー ト/豊 かな言語活動 として、国語科書写の
授業展開を考 える。

附属校 との連携 による言語活動の充実 を意識 した国語
科書写 の内容指導について考察す る。

これまで 、自らの小・ 中学校 での実践記録 の画像な
どをプ ロジェクターで示 し説明す るな ど、イメージ し
やす い よ う配慮 も して きた。 しか し、実践画像 を見て

2.平成 23年度 の取 り組 み と附属校 との連携 の動機

い るだけでは、確 かな力 にな って現場 で生かせ るまで

平成
演習

i」

23年 度 の前期は、 3年 生を対象 とす る 「総合
の授業にお いて履修 生 を 3グ ル ープ に分 けて

事前 に準備 を させ、模擬授業的な活動を行 つて検討 し
た。 さらに 「内容指導論 Ⅱ」 の授業でそ の 3つ の活動
を比較検討 し、 「言語活動 を意識 した『 文字 を書 く』
活動を どのよ うに進 めるかJに つい て考 えさせた (表
1参 照)。 2つ の授業に跨 つて行 つたの は、主に時間
■1

静岡大学教育学部 国語講座・ 書文化

*2

静岡大学教育学部 附属島田中学校

には至 らない。殊 に中学校 について は、現在 の時間数
確保 の困難 な状況 も踏 まえた対処が求め られている。
そ こで、書写学習を 日常に生きるものにするとい う
最終 日標達成を見据 え、それに尽力できる国語科教員
を育成す るために、中学校免許科 目 「国語科内容指導
論 I・ ■ (書 写領域 )」 の授業の充実を図ることにし
た。具体的には、国語科 における書写学習 としての位
置づ けを明確 に し、書 写 学習 を国語科 の単元構想の中
に組み込む手だてを示す ことで ある。その実現につい

杉崎哲子・ 冨 田文成

以上 の経緯 によ り、今年度 は、現場 での実践 のヒン

学習へ の発展 が容易である。 さらに中学生 の心理 面を
併せて考 えて も、 この活動には意味が大きい。 そ こか
ら更 に 、 「絵本 を作 ろ う」 「オ リジナル 台本 を作 ろ

トにできるよ う昨年度以上に具体的な形を示す ことを
意図 し、今 日の教育活動に求められてい る言語活動 の

うJ等 の書 く楽 しさを味わい、見た 目を意識 して文字
を書 く活動 の有意性が想像できる。 「二十人一首を作

充実 にも結びつ けた実際 の授業を示 したい と考え、冨
田教諭 に 「内容指導論 Ⅱ」書写領域 の 3自 分 の授業 の

ろ う」 とい う活動では、個 々の学習 にカロえて、クラス
で作 り上げる一体感にも結びついてい くだろ う。

うち 1回 の講義 を依頼 した。

最終課題 の レポー トを分析す ると、学生か ら挙が つ
てきた活動内容には、大きく 3つ の傾 向が 見いだせた。
1つ は、文章 の内容のみを扱 う国語学習の 「書 くJ活

て 、書写 に対す る意識 の高い 島田中学校 の冨田教諭 に
協力 を願 い 出た ところ快諾 が得 られた。

3.平成 24年 度 「国語科 内容指導綸 ⅡJの 実践
(1)昨 年度 の「内容指導論 I」 について

動に終始 し書写学習 との接点を見 いだせてい ない もの、
もう 1つ は国語学習 の発展 として書写の活動を位置付

「内容指導論 Ⅱ」 の受講生 が 、 2年 次に履修 した
「内容指導論 I」 は、次 のよ うな流れ で進めた。 (表

けてい るもの、 3つ 目は、書写活動が他領域 の手段 と
して用い られてい るもので あ り、未 だに書写 の学習内

2参 照)
[表

2]平 成 23年 度 内容指導論 1/学 習の流れ

容 の把握が不十分であることが察せ られた。
そ のた め、 「国語科内容指導論 Ⅱ」 では体系的に 2

① 「文字を書く」活動について考える。
・ 「書 く」活動 としての場面を設定す る。
。そ の活動で何 をね らうか。 ど う展開するか。

段階で とらえた展 開を考えた。

。そ の活動 の系統性 はどの よ うな もの力、
② 内容 の近 い者 でグル ー プ を作 り、各 々 の共通点
を見出 し 「ね らい」 を明確にす る。

(2)平 成 24年 度 「内容指導論 Ⅱ」実践計画
・ 第 1回 … 『書写」 の内容 を挙げさせ、系統性 を基に

→代表者発表
。そ の活動 の主た るね らい と従たるね らい を再確

整理す る。 (姿 勢・ 執筆、字形要素/画 間・ 長短・ 組
立て方等、速書き、筆記具)教 科書を分析す る。
・ 第 2回 …教科書か ら授業展開を考 え交流す る。学習

認 す る。 「話 す こ と 。問 く こ と」 「読 む こ
と」 「書 くこと」 「伝統的な言語文化 と国語

指導要領、小・ 中学校国語科書写 の学習内容 について
の説明 と小学校国語科書写における実践 の工夫 (プ ロ

の特質 に関す る事項」
・ 指摘 し合 う。・ 系統性 を練 り合 う。
③書写的 な活動へ の発展を考 える。

ジェクター使用)の 紹介をする。
・ 第 3回 …附属島田中学校 1年 生における 「小学校の

「文字 を手書 きす る こと」 の必然性 を意識 し 「書
く」活動を どのよ うに展開するかを考える。
(意 見交換→ レポー ト)

冨田教論 による講義 (詳 細は第 4章 に記載 )

先生に近況報告 の手紙を書 こ う」 の実践をもとに した

4.附属島田中学校における冨 田の実践
(1)実 践 の動機
平成 24年 度、中学校学習指導要領が完全実施 され、

まず 「文字を書 く」活動 を設定 させ、 「何をね らう
か」 「どう展開す るか」について各 自に考えさせた と
ころ、 「デ ィベ ー トのための原稿 を書 く」 「自分 の意

国語科にお いて も新 しい方向性 が打ち出 された。 一方、
中学校 における書 写指導は、現在 大きな危機 に瀕 して

見 を書 く」 とい うよ うな書 く活動か ら、 「招待状」
「おネL状 」な どの コ ミュニケー シ ョンツール としての

い る。学習指導要領解説国語編 には、書 写 の取扱 い と
して配 当字数 を 「第 1学 年及び第 2学 年 では年間 20

手紙を書 く活動な ど様 々な活動が挙が つて きた。
ここで重要な ことは、読み手 の存在 の有無 が書写学
習へ の結 びつ きに大きく関わ つてい るとい うことで あ
る。 「職業体験記」 「新聞記事」 のよ うに、読み手 が

単位時間程度、第 3学 年 では年間 10単 位時間程度 と
す ること」 と定めてお り、今 日的な教育観 に即 した書
写学習 の最終 日標 は 「日常に生きる書写」 であるが、
現場 の状況 は厳 しい。
「書写Jの 授業を定期的に設 けてい る学校 もな くは

複数 であ り文字数が多 い場合には、情報 の取捨選択や
効果的 な表 し方を考 えることになる。 また 「運動会 の
スローガン」 の場合 には、 「文字を大きく書 いて伝 え
るJと い うこと以外に、運動会へ の意欲高揚やチ‐ ム

ない。 しか し、国語 の授業時間の、ある時期 に 「席書
コンクール 」や 「書き初 め」 のための作品制作指導 を

の団結カ アップにつ ながるとい う精常 的な意味合 い も
有 してい る。 「自分をア ピール しよ う」 「社会 の 中の
自分」 「わた しつて何 ?ポ ス ター を作ろ う」 では、単
に情報を収集 して効果的に文章 で表現するだ けでな く、
紙面構成 を考えて正 しく整った文字 で書 くとい う書写

12

す るだ けで終わることも多 く、実際、島田中学校 で も、
非常勤講師 の授業は毛筆 の作品制作 が主になってお り、
書写学習 の最終 日標 との距離を拭 えない状況 である。
生徒にとつて、現実的に必要感 を感 じられ る 「使 える
書写」 の授業 として、 「書 くこと」領域 での実践 を国
語科 の単元 の中で実施 しよ うと考 えた。

附属校 との連携による言語活動 の充実を意識 した国語科書写 の内容指導

(2)教材 の開発 と指導法の検討

う」 と提 示 した ところ 、 「書 きた い けれ ど、不安 が あ

ここで 、基本的な考え方を確認 してお く。
学習指導要領国語科 「書 くこと」領域 で言語活動例

尋 ね る と、主 に以 下 の よ うな答 えが返 つて きた。

として挙げ られてい るものめ 中で 「手紙」に関す るも
の としては、 「①小学 1年 〜 2年 /オ 伝 えたい こ

① 正式な手紙 の書き方 がわか らない。
②手紙 の内容をどうすればよいかわか らない。

とを簡 単 な手紙 に書 くこと ②小学 3年 〜 4年 /エ
目的に合わせて依頼状、案内状、礼状な どの手紙を書
くこと ③ 中学 2年 /ウ 社会生活に必要な手紙 を書
くこと」 とい う系統にな つてい る。
島田中学校 の 1年 生は県内外 49校 か ら入学選考 を
経 て入 学 してきてい る。 入学か ら半年 が経過 し、中学
校 にも慣れ て きた 1年 生にとつて、 7月 に『 小学校 で

お世話になつた先生に近況報告の手紙を書こう』 とい
う課題は、生徒にとっても必要感・必然性があり、主
体的に取 り組む こ とのできる課題 であるといえる。そ
ういつた意味で 、学習指導要領 の 中学 1年 の言語活動
例 には 「手紙」 は取 り上げ られていないが 、生徒 に
とって適 した内容であると考える。
一方、学習指導要領国語科 「伝統的な言語文化 と国
語 の特質に関す る事項」 の 「書写 に関す る事項 」 では、
中学 1年 に、 「ア 字形 を整 え,文 字 の大きさ,配 列
などについて理解 して楷書 で書 くこ と。 Jと 定められ
ている。 そ こで、 「手紙 を書 く」 とい う単元を貫 く言
語活動を通 して 、その 中に書写学習を取 り込んで学習
効果 を高めようと考 えた。

(3)授 業実践 の概要 と成果
●『小学校の先生に近況報告 の手紙 を書 こうJ
①帳業計画
時

授業内容

第

○正式な手紙 の書 き方を知る。
・ 活動 の提示
・ 便覧 ,ワ ー クシー トによる説明
・ 時候 の あい さつ

1
次

第

2
次
第

3
次

第

4
次

○主文 の 内容 を考 え,吟 味す る。
・ 内容 の構築 (半 年間を振 り返 る個人追究)
・ 内容 の吟味
(ペ アでの 「コー チング」活動))
○きれ いな字 を書 く。
・ 自己分析 (資 料を利用 した問題傾 向把握 )
・ 自己課 題 の設定
○手紙 を書 く。
・ 下書き (自 己課題 の意識 ,解 決 )
・ 清書
●手紙 の投函…教師が責任 をもってお こな う。

24年 7月

5日 〜

17日

にか け て 、 附 属 島 田

学校 1年 生 3ク ラスで授 業実践をお こなった。

②授業の実際
【
第 1次 】
まず、生徒に 「附属中に入学 して半年が経過 し、小
学校でお世話 になつた先生に近況報告 の手紙を書 こ

る」 とい う反応 が返 つて きた。具体 的 に何 が不 安 か と

③敬語 が使 えるか ど うか不安である。
④ きれ いな字が書けない。
そ こで、 この単元 で順番に学んで い くこ とを伝 え、
まず国語便 覧 とワー クシー トを利用 して 「①手紙 の書
き方」を学習 させた。具体的には次 の 内容である。
・ 書き出 しと結び
・ 時候 のあい さつ
。前文〜主文 〜末文〜 あ とづ け〜副文 の流れ
とくに 「時候 の あい さつ」 については、定型 だ けで
なく、身 の回 りの発見をもとに して 自分 自身で文を作
るよう指導 した。
【
第 2次 】
次 に、 「②手紙 の内容」 を考えさせた。入学 してか
らの出来事を振 り返 らせ る中で、小学校 の先生が どん
な ことを 「知 りたい」 「聞きたい」 と思つているのか
を考えさせた。 さらに、お互い に書 こ うとして い るこ
とを開き合 うとい うペ ア活動を通 して 、 コーチ ングの
手法をとり、 「傾聴」 か ら「質問」 とい う流れで内容
を吟味 させた。 生徒達 は、 「書 く人 の立場」だけでな
く 「読む人 の立場」 に立って考える ことがで きていた。
島田中学校 の 目指 してい る多角的な見方ができていた
と考えられる。

【
第 3次 】
「④きれいな字を書く」段階では、杉崎の提示した
先行実践Hに もとづいて授業をお こなった。まず、国
語 の授業で書 いたワークシー トの文字を見て 自由に自
己診断する形 を取 り、重ねて実 際に手紙 で書 くと思わ
れる文字を書 くことを通 して 、各 自が 自己の書き文字
の課題を認識できるように した。
次 に高校生 の レポー トに見 られ る問題傾向を分析 し
た資料

(図

1)を 配布 した。 これは、杉 17jが 過去 の研

究 で分類 し作成 したものである
・ ヽ 資料内には、例 え
ば 「終筆」 が不 明瞭であつた り略化 されて いた りす る
等 の特徴が挙が つてい る。縦画 では傾斜や S字 化、転
折 の場合は鋭角 的、または 曲線 的 にな る (い わ ゆる
「丸字」)、 文字全体では 「矮小化」 「解読不能 の行
書」な ど、分析 の手だてが細 か く示 されてい るので、
それ をわか りやす く説明 し、 自分 の字にも同様 の傾 向
が見 られないかを調 べ させた (写 真 1)。 す ると、今
まで 「とにか くヘ タ」 「雑 に書 いて しま う」な ど漠然
とした認識 しか していなかった生徒達か ら、 「僕 の字
は (ア )と (オ )に なる傾 向がある」 とか [私 の字は
(ウ

)の『 S字 化』にあてはまる。」 とい うように、

自分 の文字につい て分析 を始 め、 自己課題 を具体的な
(図 2)。

形 で 明確 にできた
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本時の流れの確認

1]高 校生の レポー トに見 られ る問題傾向を分析 した資料
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を書 く」 とい う課題 に対 しても、最初は苦手意識 が先
行 してい た生徒 で も、少 しず つ 自信 をもつて取 り組 め
る状況にな り、 「書 く」意欲 につながつて きて いた。
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2]生 徒 による自分の書 き文字の分析
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問題傾 向についての解説

(資 料 )

「④ きれ い な字 を書 く」 をふまえて、下書きに取 り
組ませた。 「③正 しい敬語」については中学校 3年 生
の学習内容 であるため、下書 きを書 く際には、生徒同
士や教師に質問 しなが ら確認 させた。同時 に 「封筒 の
宛名」についても書き方 を教えた。文面 に合 うよ うな
便箋 を各 自に準備 させ 、基本的 には思師 の勤務校 に送
ることとし、教師 が学校所在地 の住所 一覧を準備 して
お いて書かせ、後 日ま とめて投函 した。

さらに、杉時 の作成 した 「整 って 見えるためのポイ
ン ト」 の資料 (図 3)を 配布 し、罫線 に対す る大 きさ

(4)ま

とめ
「書 くこと」領域 の授業 に、書写指導を 「単元 を貫
く言語活動 」 として組み込む とい う試みであつたが、
生徒 の感想は 「先 生に出す手紙を清書す るのはす ご く

や 中心、横画 の方向を統 一す る ことや文字 の傾 き、字
間へ の意識等について も確認 させた。

第4次 】
【
学習してきた 「①手紙の書き方」 「②手紙の内容」
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緊 張 しま した。 先 生 に喜 ん で も らえ る と うれ しい で
す。」 「きれ い な字 で書 ける よ うに心 が け、丁寧 に書
けま した。 Jと い うものが多 く、 日標 を達成 しつつ意

・ グルー プ 1「 中学 1年 /四 字熟語 カル タJ
・ グル ー プ 2「 中学 2年 /手 作 り百人一 首」

欲 的 に取 り組 ませ る こ とがで きた と考 えて い る。 また、
島 田中学校 の研 究 の根幹 をなす 「主体性 を高 め る授 業

・ グル ー プ 3「 中学 3年 /手 書 きポ ス ター 」

過程」 と照 ら し合 わせ て も有効 で あつた と考 え られ る。
書 写指導 とい うと、国語授 業 と完 全 に切 り離 され 、

それ をもとにグル ー プ内で案 を出 し質問 し合 って提
案者 の意図を理解 し、 「なぜ、そ うい う流れ に したの

ただ与 え られ た手本 を真 似 て黙 々 と書 き続 ける とい う

か、『活動ありき』ではなく、『切実感』のある『流
れ』を考える」ことをテーマに設定し、「自分が生徒
だ つた ら、そ の「流れ」は妥当だろ うかJま た、 「3

授業 が長年お こなわれてきた。 しか し、『 日常生活に
生きる書写の授業』 を心がけて指導す ると、生徒 自身
が 自分 の文字 の癖 を知 り整 えて書きたい と考えるよう
になつて、主体的に取 り組む。今後 も 「手紙」以外 の

領域 との関連性 は どうだろ うか」 とい うように、学習
指導要領 の指導事項を見て確認 しなが ら、アイデアを

取 り組みについ て考 え実践 してい きたい。

膨 らめ構想を広げてい く時間を設けた。

5.「 国語科 内容指 導論 I(書 写領域)」 第 3回 、

最終的には、紹介 し合 った案 を参考に自分 の案 を練
り直 した課題 レポー トを後 日提出 させ ることに した。

冨 田に よる講義 の 内容 とその結 果
(1)講 義 の流れ

≪課題 レポー ト》
「書 く」ことの必然性を考えた活動

冨田による講義は、まず、第 1・ 2回 で杉 崎 が実施
済み の 「国語科書写にお ける『 書写』 の位置 づ け」 の
確認 か ら始ま つた。次 に、教 え込 み とい う価値観や コ

1「 設定 された活動」 と教オ観
2 r単 元構想 」
そ の教材をどう展開す るか、流れを書 く。

ンクールのための作品制作に終始 してい る中学校にお
ける現状を説明 した。それ か ら 「実践に学ぶ 〜『 小学

3設 定 された活動 における 3領 域及び 「伝統…」の評
価基準 と評価方法を記 しな さい。

校 の先生に近況報告 の手紙 を書こ う』〜」 では、解説
をカロえなが らDVDで 授業 の模様を放映 した。
[富

(2)講 義 を終えて

(学 生による鋼
課題 レポー トに付記 した質問事項 の結果

田教論による「国語科内容指導諭 ■」の講義風景 ]

(受 講者数

36名 中、回答者数 34名 、未提出 2名 )、 「①国語科
における言語活動 について理解 で きてい るか」 に対 し
ては、 「ほぼで きて い る‑0%(0名 )」 「だい たい
で きてい る‑745%(25名 )J「 あま りで きて い な
い‑235%(8名 )J「 全 くで きて い な い‑20%
(1名 )Jと い う回答 が得 られた。 「全 くできていな
い」 と回答 したの は他学部 か ら転学 して きた学生 で、
「経験 が乏 しく周 りの人についていけなかった。基本
的な用語 を理解 してい なかったため。」 と記 してい る。
「②書写を含 めた単元構 想 づ くりで難 しかった とこ
ろは」 とい う質問 に対 して は、 「書写 を絡 めるとこ
ろ」 「3領 域 との 関連 を ど うす るか とい うところJ

その中で、 「なぜ手紙を書くとい う活動を選んだの
か」については生徒にとつての書写学習の必要感や切
実感の高揚 という観点を押さえた。
単元構想の考え方に関しては、国語科 における『 言
語活動』のあり方と実践」とい う参考資料を用いて、
「導入」から「習得・探究・活用」、そ して 「活動」

「必要感や主 体性 を持たせ るよ う工 夫す る ところ」
「指導事項 に合わせて活動内容 を工夫す るところ」が
挙 が つてい る。 ① の 問 い に対 し 『あま りで きて い な
い」 と回答 した学生につい ての② の記述内容をみると、
書 写を全 く入れ ることができなかった学生は 8名 、絡
めてはいるが不十分な者が 2名 見 られ る等、書写学習

に至る流れを特に丁寧に解説 した。
その後 ワークショップ形式をとり、 「『 話す こと・
聞くこと』『 書くこと』『 読む こと』 との関連を考え
た書写指導の単元構想」について、まずは各 自で考え
させた。ただ し、提示 してあるのはあくまでも f活
動」だけであり、それをどう「目的化」 「3領 域との
関連」については各 自が考えることとした。

の絡め方 に苦労 している様子 が見受け られ る。あるい
は一応入れ込みは したが不足 していることを反省 しマ
イナ ス の 自己評価 をしている者 もい る。逆 に、書写が
国語科 であることについての意識が高 く具体的な記述
′
を している学生は、 自分 の考 えた展開に合わせた 自作
の ワー クシー トも添えている。それで も 「だいたい」
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としか評価 しなか つたのは、現場 での実践 の困難 さを
感 じているか らなので あろ うか。
附属校教諭 を招 い た ことに対す る意見 としては、
「実際 の映 像や ワー クシー トがあつて分 か り易 い」
「現場 の先 生か ら話を聞けて良か つたJと い う回答 が
大半を占め、 「個人、 グル ープで共有、個人迫究 とい
う流れ で、内容や取 り組む べ き課題 が明確 だつたのが
良かった」 とい うよ うに、肯定的に書 いている意見が

伝統的言語文化 へ の関心・ 接触度 を挙げてい る。
つ ま り、児童・ 生徒 の言語生活 か ら、何が学習材 と
なるのか、 どの ような言語活動 と結びつ けて学習内容
が作れ るか、それによつてつ けた い国語力が何 である
のかを見極めなけれ ばな らない。
Vに
国語教育大辞典 あるように、言語活動 を 「関
くJ「 話す」 「読む」 「書 く」の二対 四面 の活動 とと
らえるばか りでなく、 自己を表現す る活動であ り、 こ

多 かつた。 しか し改善点に対する記述 も同数 ぐらい あ
り、その 多 くが時 間的 に厳 しかつたことを挙げてい る
点は大 いに反省す べ きである。

とばを効果的に しよ うできる能力 をは ぐくむ活動 でも
あるととらえる ことが重要にな つて くる。国語科 では、
言語活動 はあくまでも手段であ り、 「つ けたい力」は

特に ワー クシ ヨップの時間 の不足を挙げているもの
が多 く、その 内訳 として 、 「グループでの練 り合 い」
に重 きを置 くもの、逆に 「個別探究の時間が欲 しかつ

言語活動を行 う過程 で見取る ことになることを確認 し
ておきたい。

た」 とい う意見 もあるな ど、時間配分に工夫 が求め ら
れ ていることは間違 いない。 中には、 「ど うせ 中途半
端 になるな らば全部講義で も良かつた」 とい う意見 も
見 られた。 これ らの意見 は、相容れないよ うに見える
のだが、結局 は どれ もが交流 の意義を認 めて い ると考
えられ る。また、注 目すべ きは、 「評価 の仕方 を教え
て欲 しい」 とい う意見 であるが、 「『 つ けた い力』 が
何 であるか」を明確 にし、評価規準を定 めてい くこと
の重要性 を記 している学 生は 、細 か く評価規準を定 め
ることができていた。そ の他、 「クラスによつて対応
に違 いがあ つたのか知 りたい」 「実践 の指導案 が欲 し
かったJ「 冨田先生な らば、 これ らの課題 をどう展開
す るのか教 えて欲 しい」 とい うよ うな、より現実的な
模範 的解答 へ の要求 も確認 で きた。

6.言 語活動の充実 と書写学習 の 国語科 単元構想 ヘ
の取 り込み

(1)国 語料 における言語活動
安居は、国語単元学習 について、 「学習者 の言語 生
活を基盤 に し、学習者 の言語生活 (言 語認識 の確か さ
や広が り 。言語行動 の実態 。学習 の姿)か ら学習材

(2)書 写学習 と言語活動
言語活動 の充実をめざした 国語科 書写の単元開発 に
つい て谷 口五らは、松本 の提示 した考 え方宙iに 即 して 、
「外か ら書写へ」 と 「書写 か ら外 へ」 の両方のス タイ
ルによって言語活動 に開かれた実践の開拓 が求め られ
ていると述べ ている。そ して r言 語活動 の充実 に関す
る指導事例集五iJの 中に、書写 も含めて単元構想 し
ている事例 が 中学校 の各学年に 1例 ず つ含まれ ている
ことについて、 「書写 の時間における指導 をふまえた
活動 が、運用場面 として言語活動 の 中に無理 な く設定
されてい る」 とし、 これを松本 のい う「書写か ら外
へ」 の出 口であると述べ ている。 このように、谷 口ら
は 「書写 か ら外へ」 を 「運用」 ととらえているのだが 、
我 々は書写学習 の必然性 を重要視 しているため、
「『 書写』 か らJで はなくt「『 書写』へ 」であると
考 えている。 また、 「外」 とい うよ うに、切 り離 した
とらえ方 も してはいない。国語料 の 中に位置づ けられ
ている 「書写」 であることを明確 にす るため、 「周囲

1)か ら内

(国 語 の 「書 く

(書 写)へ 」 とい う考 え方

で とらえている (図 4参 照)。
[図 4]PISA型 「読解力」のプロセスと書写カ

を取 り込んで言語活動 と組み合わせ、学習内容 を作 り、
学習展開 をす るもので ある」 と述 べている。 そ して、
言語主義 でもな く、言語技能主義 で もな く、学習者 の
興味や関心、必要性 に根 ざす話題 をめ ぐって、 「話
す・ 聞 く・ 読む 。書 く」 の言語活動 と結 びつ けて言語
活動 に含 まれる形での言語 を習得 し、言語活動力・ 学
習力・ 生きる力 がつ く、学習指導 の一 ま とま りを言 う
と続 けている
・ 。 さらに、学習者に生きる力 (本 当の
力)を つ けるためには、言語生活に根 ざした単元学習
の展開が究極 にあ り、言語活動を高める必要 があるの
だか ら、まずは言語 生活 を知 らなければな らない と論
じて、 「言語活動」 に①聞 く力、②話す力、③書 く力、
④読む力、⑤ コ ミュニ ケーシ ョンカ、⑥書写力 (視 写
力、聴写力、 メモカ )を 、 「言語生活」には、①読書
生活、② メデ ィア接触、③家庭 生活、④社会生活、⑤

情 報 の 取 り出 し

*静 岡大学教育学部附属島田中学校国語科 「平成 23年 度
研究紀要」 pp

12の 図に杉時 が 「書写 の力」 を加筆 した。
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また谷 口らは 「言語活動 に資する」 といっているが、
活動 のために書写学習を行 うので はなく、活動その も
のが書写学習 としての意味を持 つて くると判断 し単元
構想 に取 り込む必要がある。 ただ し、 「つ けた い力」

りの進歩が確認できる。 (例 1/1「 要点をま とめて
書 く」→ Ⅱ 「四字熟語 カルタ」 ¨要点をまとめてメモ

として、最 も重要視す るのが何であるのか とい うこと

するだけだつたが 、四字熟語カル タでは、担当する文
字 の字形 のポイン トを確認す る展開にな つてい る。 )
(例 2/1「 私 つて何 ?ポ ス ター を作ろ う」→部活勧

が問題 になって くる。

(3)「 内容指導 論 I」

② の学生は、 Ⅱで も うまく書写を絡めてい くことが
できなかつたとい う反省 を記 してい る。 しか し、かな

と 「内容指導論 Ⅱ」 の課題

誘 ポス ター を作ろ う)¨ Iで 興味深 い教材を設定 して
いなが ら、イ ラス トの使用を認 めたため、文字へ の意

の比較か ら見る学 生の表れ
ここで 、学生の表れに戻 つてみてい くことにする。
昨年度 の 「内容指導論 I」 で提出させた課題 と今回 の
「内容指導論 Ⅱ」 の提出課題 とを比較検討 した ところ、
特徴的な表れ として、次 の 4つ が確認 で きた。

識が低か つた。 Ⅱでは、見出 しや小見出 しに関わらせ
て文字の大きさに意識 を向けてはいるが、 「効果的に
書 くことJと い う程度に留ま って しまつている。)
③ の学生は、Iと Ⅱの課題 の両方で展開の工夫がみ
られるにも関わ らず 、評価 の観点 が漠然 としている。
(例 /1「 魅力 を相手 に PRし よ うJ→ Ⅱ 「百人 一
首」 ¨ Iで は絵やキャッチ コ ピー で工夫す る形 をとつ
てお り、 Ⅱでは 「色紙に和歌 を書 く」場面で、楷書 と
行書を使 い分けることができてい るか な ど、書体の選
択や表現方法での評価 のみ記 されている。)(図 5に

①は、両方の レポー トともに全 く書写を絡め られな
かつた学 生である。今回 の島田中学校 の実践 を参考に
して考 えた ようではあるが、書写学習 と国語科 とを切
り離 して とらえている。 (例 /1「 竹取物語新聞」→

挙げた学生 の場合 も、百人一 首を作 る部分が詳 しく考
え毛筆 も絡めてはい るが、単なる作品制作 に終わって
しまってい る。)

Ⅱ 「百人 一 首J

新聞記事 の発表や百人一 首大会な ど、
が
活動内容 書写に結びついていない。 )
2・

/t購

螂

④ は言語活動 の充実 についての意識 が高い学生であ
る。 しか も 1で の展開よ りもⅡの方が具体的な展開を
示 してお り、楽 しかっただけで終わ らせないために、
どんな力 をつ けさせた いのか、う け

などう凛開ナ
・

薇臨を書書なな
"、

たい力 を軸 として内容を考 える必要

'ヽ

性 を実感 してい る。 (例 /1「 四字
熟語カル タ」→ Ⅱ 「手書きポスター
(地 域 を活性 化 させ よ う)」

… Iで

は読みや す い ようにカル タを書 くと
い う学習内容だ ったが、 Ⅱで は、文
字 の大 きさや配列、効果的な文字 の
使 い方に気 をつ けるとい うよ うに書
写的観点 の具体性 が増 している。 )

(4)評 価規準 と評価方法について
じ車義お輌
館

養

'撃

おりか

警
灘

懸

懸

̲

… ……

… …

学 生 は教 育実習 を経験 したか ら
か、 3領 域及び 「伝統的な言語文化
と国語の特質 に関す る事項」 とい う
評価項 目を挙げることはできてい る。
しか し、評価方法 に関 しては、 「意
識 して い るか を作 業 内 の態度 で 見
る」 とい うよ うな漠然 とした記述の
みを挙げてい る学生 も見 られ る。 ま
た、 ワークシー トや評価カー ド、授
業後 の コメン トペ ーパー な どの記述

[図

で判断す ると書 いてい る学生であつ
て も、具体 的 に どの よ うな記述 の

5]学 生の課題 レポー ト

シー トにす るのか、そ こか ら果た し
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て何 を読み取 つて 「できて い る」 「できていない」 と
判断す るのか までは考えられ てはい なか つた。

構想で大切 で難 しい と思 うJと あつたが、必要感 が主
体的な学びにつ ながっていくと言え、それ を学生 が理

また残念 な ことに 、書写学習 の部分に関 しては 、
「作品の 出来栄 え」で判断す るとい う記述 が多く見 ら

解 できていた と考 える。

れた。今 日的な教育観 では、 こ うした作品主義、結果
主義的な評価 は好 ま しくない。 「バ ランスが取れ てい

○ 自己課題の明確化 と課題克服 の手 だてへ の意識
島田中での実践は、単に (い わゆる)手 本 の摸倣 を

る」 とい うよ うな抽象的 な語で示 されているもの も多
かった。通常 の書写学習 であれば当然取 り上げる宇形
要素について 、例 えば 「 自由」 とい う語 を毛筆で書 く
学習 の場合 の主 目標 である 「画間」について理解 で き

す るだけの硬筆書写 ではなく、 自己課題 を明確 にす る
ことか ら始 ま り、ま とめ方Xを 考 えて課題 を克服 して
い くとい う、新 しい学習方法 に沿 つてい る。 ここで有
効 だつたのが 「書写文字 の問題傾向」 の資料 と 「ま と

ているか 、実際 に書けているか とい うよ うな、具体的
な評価項 目や評価規準 が示 されていない。 まずは、自

ま つて見える書き方」 のプ リン トである。漠然 とした
問題意識 を明確 に し、それに対応す る手だてを示 して

己課題を把握 し、その課題克服に必要なポイン ト、宇
形要素 の何 に気 をつ ければ良いのか を明確にできるよ
うな、 ワー クシー トや評価活動を展開すべ きである。

い くことが必 要 で ある。 ワー クシー トの作成について
は課題 として指示 しなか つたが、 8名 の学生が 自作 の

7

ワー クシー トを課題 レポー トに添えてあつた。彼 らは、
ワー クシー トの工夫によつて具体的な授業展開が見 え
て くる ことを実感 できたのではない だろ う力、

ま とめ

以 上に述 べ てきた通 り、本研究では、昨年度 の 「内
容指導論 I」 の取 り組み をふまえ、更なる向上を目指

O言 語活動 としての交流 の有効 性
国語科書写であることの 自覚 の もとに国語 の授業 と
して言語活動 を充実 させ ることに、まず大 いに意味 が
ある。総合学習や特別活動、あるい は他教科で取 り組
む 「文章を書 く」活動 よ りも、内容 と文字 との関係 が

して 附属校 と連携 し、言語活動 の充実を意識 して、
「内容指導論 Ⅱ」の授業 に取 り組んできた。その成果
と今後 の課題 について考察す る。

O書写学習に対する とらえ方の向上

密接なのであるか ら、読み手 を意識 し、 ど う表す かに
結 びつ ける必要がある。
それ を考える うえで、今回 の実践では交流 が活か さ

今回 の取 り組みの最大 の成果 は、書写学習 を国語科
の 中で 「日常に生きる」 とい う考え方で とらえ、今 日
的な教育観 に基づいて展開を考える ことがで きた学生
が多い とい うことである。
書写学習 で取 り扱 う内容 には、青木幹勇 「第二の書
く」 藪と重 なる部分があ り、今 日の書写領域 では、こ

れていた。時間的 には十分 とは言 えなかつたが、文章
の内容 を考える場面だけでな く自己課題を導き出す際
にも交流 が効果的であつた。学習過程 で重要な ことは、
教員 と学習者 とが 1対 1の 関係 で終わるので はな く、
学習者相互 に練 り合 えるよ うな場を設定す る ことであ

うした 「書 く」活動について も取 り扱 ってきている。
特に小学校高学年 の多様な筆記具を目的や用途 に応
じて選択す ること、中学校にお いて文化的な意味合 い

る。 ここでは、紹介 した 中学生の学習 に交流を取 り入
れ られただけでな く、大学生にも ミニ ホフイ トボー ド
を活用 し、グル ー プワー クとい う交流場面 を取 り入れ
た。学 生 も交流 の 中で考 えが深ま つた と実感 している。
これまで 「豊かな言語活 動」 の体験 があま りない と

だけでなく「速書き」 として行書を学習す ることな ど
が重要視 されなければな らない。
今回、冨 田教論 の実践 を、映像 を交えて紹介 できた
ので 、中学校国語科書写に対す るとらえ方が大きく変
化 したことは間違 い ない。学 生達 が現場 に出た時 、必

い う大学生の実態 も解決 しなければならな い と考え、
今年度前期 の「新入生セ ミナー」 においては、大学で
の学 びについて考えさせ るとともに 「イ ン タ ビュー メ
モ J「 履歴書」 「教育 実習先へ の礼状 Jな ど、文字 を

ずや実践 して くれ るであろ うと期待 している。

OH7G構 想 へ の取 り込み と書写学習 の必然性

書 くことの必然性 を実感できる学習内容を取 り入れて
五
言語活動 を充実 させた 。今後 も積極的 に取 り入れて

国語料 の単元構想 の 中に書写学習 を取 り込む ことに
よって、読み手 を意識 し必然的 に 「整えて書 く」 こと

い きた いと考 えている。

が学習 のね らい として 自覚 されてい く。書写学習 の重
要性 を認識する上では、 「必然性 」 「必要感」がキー
ワー ドになるのである。学生の レポー トにも、 「必然

O「 つ けたい力」を主軸 に
ある学生 が 「つ けた い力を軸 として内容 を考 える必
要 がある。」 と記 していた。 「毛筆書写の 取 り入れ方
を知 りたい」 「そ の後 の子 ども達 の表れ、授業 が実際
にどう生か されたのか知 りた い」 とい う学 生 の コメ ン
トには、 「硬筆 のための毛筆学習」であ り、 「日常 に

性 について考えられた ことが良かった。私 も、自分 の
で きな いこ とを 自覚 して改 善す る授 業 を受 けた かつ
た。」 とあ り、 「
『 や らされてい る』感 じがないよう
に学習を展開す ることは、書写を含 めてす べ ての単元
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附属校 との連携 による言語活動の充実を意識 した国語科書写 の内容指導
生 きる書写学習」 とい う意識 の高揚 が感 じられる。

る。 自己課題 を明確 にす るといっても漠然 としがちで

書写教育従事者 としては主軸にしたい ところではあ
るが、実際 の現場 では時数な どの関係 もあ つて、 この

あるか ら、具体的な形で挙げ させ 、それを段階を付け
て整理 し自己評価できる分か り易 いIT価 方法について、

度考 えたよ うな展開 の第何次 とい うひ とま とま りの書
写学習 として位置づ けることは難 しいか もしれな い。

今後も検討 されなければな らない。
さらに、等閑になる硬 筆書写 の評価 を充実 させ るた
めの 「チ ェ ック表」 も考案 し、島田中学校で活用 した
「授業 のま とめ」 に取 り入れてい る (図 7参 照)。 し

しか し書写活動が主軸 にな らず別 の領域 が主軸にな つ
ていた としても、文字を書 くことが最終手段、つ ま り
言語活動 に成 り得 ると考 えられ る。 さらに、正規の書

か し、今回は時間的な制約 もあって、評価 についての

写の時間が毛筆 の作品制作を主に していた としても、
それ を補 うよ うな形 で書写の 日常化 に貢献する こ とは

説明が十分できなかつた。学 生か ら島田中学校 の実践
につい て 「ど う評価 したのか」 を問 うコ メン トが挙

可能なので ある。今回の 島日中での実践 も、非常勤講
師 の書写担 当時間 とは別に実践 したのであるか ら、書

がっていた とお り、学 生に求める以前に、 こちらか ら
の提示 が必 要であつた。

写学習が補填 された とい うことがで きるだろ う。
○附属校教員 による実践 の提示 と書写 の 内容指導
○評価活動 の充実
杉崎はかつ て、小学校国語科書写における自己評価
活動 につい て研 究五iし 、 「ステ ップア ップ学習カ ー

今回 の附属校 との連携 による取 り組みは、言語活動
の充実 を意識 した国語科書写の 内容指導 とい う点で、
実に効果的であった。特 に、国語科 の単元構想 の 中に

ド」を考案 した。下 に示 したのは実際に小学 6年 生 の
児童 が 自己評価 したものである。 「湖」を試書 し、基

書写が位置付 けられ るよ うな授業展開では、書写学習
の必 要感が増幅 され、主体的な取 り組み を促進す るこ

準教材と比較する場合には、まず 、毛筆 で試 書 した半
紙 に赤ペ ンで気 づいたことを書き こませた ところ、下
の記述 をみて分かるとお り、 「キ レイにす る」 とい う

とが確認 できた。 しか も、それが書写学 習 の最終 日標
「日常に生き るJこ とに自然な形で結びついてい く。
ただ 、 この確認は、 「国語科内容指導論 I・ Ⅱ (書
写領域)」 の あ り方に対す る警鐘 にもな つた。 とい う
のは、既 に中学校国語 の免許科 目 「書写基礎」 「書写

よ うな漠然 とした とらえ方になつた。 この教材 の 中心
的な学習内容は 「組立て方 (三 分割 )」 であるが、字
形要素が複数混在 し、そ の うえ、毛筆 の場合 には筆使
いに も意識が向いて しま う。 「月」 の 「画間」や さん
ず いの 「方向」、 日の 「接 し方」 も気になるし、児童

研究」 を履修済み の学生 であるにも関わ らず、書写に
対す る認識が甘 く、特に今 日的な教育観 を理解 で きて
いない学生の現状 が露呈 されたか らである。
十分 に理解 させ るには時間を要す るが、 「国語科教

によつて は、それ よ りも 「筆使 い」 が気になるとい う
場合 が考 えられ るので ある。そこで、 まず は気 づいた

育法」 「内容指導論 Jと もに分担であるため、それは
困難である。 したがって 、現場で どう展開するかを考
え具 体化す るワー クシ ョップの部分 については、まず
は、 「つ けた い力」に書写力が含まれるよ うな活動に

ことを挙げ させ、 このカー ドを使 って、段階 ご とに整
理できるよ う工夫 した。 (図 6参 照)
ここで重要な ことは、 「気 づ き」につい て も評価す
るとい うことである。技能的な学習は、 ともす ると結

限定 して取 り組ませ るとい う方法 も考え られ よ う。 3
つの グループに与えた教材 の 四字 熟語 カル タ、百人一

果 のみ で判断 し評価 して しま うので 、注意 が必 要であ

可
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7]島 田中学校生徒 の記入 したシー ト
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首、手書きポスター は、いずれ も書写学習 の充実に関
与できるもので あるが、残念ながら学生に徹底できな
かった。書 写学習 の必要感 を重要視 した実践をできる

らなる実践を積み重ね、 この課題 をク リア してい くこ
とが望まれ る。
学習指導要領 における書写の位置 づ けは、現場 での
実践に大きく影響する。 「書 くことJの 領域 にあった

だけ多 く試み てもらい、児童・生徒 の通常の書写学習
へ の意欲 が向上す る ことを期待 した い。
必要感 とい う意味では、学生 も同様 であろ うことか

過 去には作文な どとの 関 わ りを強 く感 じ、 「言語事
項」にあると記号のよ うに思えた。 この度 の 「伝統的

ら、早 い時期に今回 の よ うな授業展開や評価 について
考 えさせ るワー クシ ョップを行 い、学生 自身に書写に

な言語文化 と国語の特質に関する事項」 では、伝統的
とい うことで、毛筆書道 につ ながる書写の働 きが認 め
られたよ うに感 じられる。喜ば しい ことではあるが、

関す る知識不足 を実感 させてか ら主体的な学 びを促す
とい う方法 も考え られ る。実は、 「内容指導論 I」 に

それ ゆ えに、国語科書写 ではな く 「書道 Jの 意識 を
持 つた地域 の書家 が外部講師 として教 えるとい う事態

お い て 、 あ る程 度 の 準備 を して きた ので あ るが 、
「Ⅱ」までの間が空きす ぎていたため、接続が図れな
か つた と思われ る。 いずれに して も、附属校 の教員 に

が生まれて きて もい る。書写が苦手 だ とい う教員 に
とつては好都合 であろ うし、外部講師 の導入は、学校
教員 だけでな く地域全体で児童生徒 を支えるとい う意
味でも奨励すべ きことである。

は、書写的な部分 も含 め、実践 における工夫について 、
特 に 「交流」活動 の仕組み方、評価 の仕方 につい て、

しか しなが ら、国語科 書写 の学習 が 国語教員 の手を

細 かく説明 していただ く必要があつた と考えている。

8. おわ りに

離れ た とい うわけではない。 む しろ国語科書写 の 目標
を再認 し自覚 して、国語科 の単元構想 に組み込んだ実

今回 の実践は、学生に限 らず現場 の国語科教員 にお
いて も、今後 の検討課題を確認す る契機 となつた。具
体的 には、①国語科 の 「言語活動」 は正 しくとらえ ら

践 が求め られてい る。 さらに、 日常に生きる書写力 の
育成 について、それを国語科教員 の責務 ととらえ、学
校生活のあ らゆる場面で 「手書き文字」を生か した活

れ ているか、② 「書写指導」 に関す る具体的な評価規
準をもつているか 、③評価方法 として、 ワークシー ト
な どの工夫を 「引き出 しJと して持 つてい るか、④学

動を繰 り広げてもらいたい と考 えている。

i杉 暗哲子「豊かな言語活動」を意識 した授業実践に関す る
考察― 「総合演習」 の授業を通 して一 『 静岡大学教育
学部研究報告教科教育学篇 第 43号 』pl1 1〜 10 2012
・ 杉綺哲子 「小学校国語科書写における自己の課題認
識 か ら解決へ の手だてに関する考察」 , 日本教育大学協会
全国書道教育部門会研究紀要第 9集 pp 2〜 11 20114
i五
杉崎哲子「書写用具 の 多様化 に対応 した執筆法指導 のあ
り方 に関す る考察― シ ャープベ ンシル 指導 の必 要性 につ

習指導 要領 の趣 旨を理解 し、交流活動 な どを通 して
「日常に生きる」書写指導 を目指す理念 を持 ってい る
かの 4点 である。
学習指導要領 に記 されてい る 「書写指導」に関す る
事項 は、 あくまでも大まかなもので あ り、例 えば中学
校 1年 生では 「字形を整え、文字 の大きさ、配列な ど
について理解 してJと あるが、 「字形 を整える」 こと

いて￢ 『 書写書道教育研究』第 16号 (全 国大学書写書道
教育学会編 )pp 51〜 60 2002
lV安 居線子 「
言語生活を高 めるために」『 国語教育研究

について 、具体的 に何 を (始 筆、終筆、はね、折れな
どの技術面)ど う (作 品の評価だけではな く、原則 の

No 468』

理解、 自己批 正がで きるかな ど多面的に)評 価す るの
かを しつか りと理解 で きている教員は少ないのではな

Vi谷 口

邦彦・鈴木慶子・ 磯野美佳 「言語活動 の 充実 をめざ
した 中学校国語科書写単元の開発 J『 全国大学書写書道

いだろ うか。
また、今回 の実践は 「言語活動を意識 した『 文字 を
書 く』活動 Jと して、 「『 話す・ 聞 く』『 書 く』『 読

教育学会 京都大会 発表要 旨剣

2012

i松 本仁志 「書 くこと」の学びを支える国語科書写の展
・
『

む』 の 3領 域 の単元構成 の 中に『 伝・ 国』 の書写指導
を折 り込む」 とい う、新たな試みであつた。 「手紙を

開』 三省堂 20119 pp 52〜 59
‖五 文部科学省 「
言語活動 の充実に関する指導事例集」2011
破
青木幹勇『 第 二の書 く』 1986 国土社
X津 村幸恵・樋 口咲子 「手書き文字 を読みやす くす るための

書 く」 とい う言語活動 の 中で、生徒 は 「自ら課題 をみ
つ け、そ の課題 を解決する」主体的な学びを展開 した。
書写指導 が疎 かにな りがちな中学校現場 において 、無
理なく実践 できるこの授業展開は、 これか らの 「日常
に生 きる」書写 とい う考 え方に合致 してお り、国語科
書写 としてのス タンダー ドになるもの と考 えてい る。
ただ し、その ためには前述 の通 り、国語科 の 「言語

2011

V『 国語教育大辞典』 明治図書出版 1991

授業研究 2‑書 式 に応 じた文字列枠の想定―」『 全国大
学書写書道教育学会 京都大会発表要 旨集』 2012
・ 「教員養成を意識 した『 新人生セ ミナ ー』 の教材開発 一国
語科 か らの発信 ―J杉 崎哲子・ 中村 ともえ センタープ ロ
ジェ ク ト採択
対i杉
崎哲子 「小学校国語科書写 における自己評価活動 の実

活動」を正 しくとらえ、 「書写指導」 に関する具体的
な評価規準を明確に し、評価方法を具体化 したワー ク

践的考察」『 書写書道教育研究 第 18号』 全国大学書写
書道教育学会編 pp 51〜 60 2004

シー トな どの開発が必要 である。本実践を参考に、 さ
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