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1. はじめに

ユニバーサル化 した大学教育は、入学しさえすれば、勉強しなくても卒業できると考えられ

ていたかつての状況から、社会人と して役立つ学力を在学中にきちんと育成できるかどうかが

問われる状況に変容しつつある。これを裏づけるように、大学教育学会は、『大学教育学会ニュ

ースレター No.106 2017.10.2』において、 「大学教育学会2017年度課題研究集会（12月

2日、 3日開催）統一テーマ」に 「大学教育は“役に立つ”のか」を掲げている。高等教育は教

育機関として、成果の説明責任が問われる日寺代になっているのである。

そのような時代において筆者は、 2017年春学期、早稲田大学教育学部において 「国語表現論

B」と題される科目を担当した1。受講生の39名は2、3年生が主体で、その多くが中 ・高の

国語の教員を目ざしている。本稿では、この期の実践報告をもとに、大学における文章表現指

導の実際とその成果および今後の乱喧について述べる。

2. 大学における文章表現指導の先行研究と本実践の位置づけ

大学における文章表現指導研究は、近年になって開拓され始めた国語教育研究の新しい研究

領域である三本節では、大学における文章表現指導の先行研究を二つ取りあげ、自らの実践の

参考にした部分および考え方の異なる点について明らかにしておきたい。

2. 1 佐渡島紗織の学術的文章作成指導

一つは、佐渡島紗織が早稲田大学で、行っている「学術的文章の作成」指導である。内容は早

稲田大学オープン教育センター（2012）に詳しし、が、 t阿数は以下の点である。

①初年次科目である。＠ラーニング、で、ある。③個別指導を行なう。④大判完生が指導に当

たる。⑤全学規模で展開する。⑥電子ポートフォリオで専門分野における文章作成へ繋げる。

大規模大学が、初年次生を対象に 「学術的文章の作成」に限り、その基礎的な技能を教える

ために開設した授業である。大規模大学が陥りやすい大人数による一斉指導を回避し、オンデ
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マンドと大明！完生の活用によつて個別指導を充実させた

同報告書－の中で宝在者が注目したのは、佐渡，島が2年間の＋医尊終了後のまとめにおいて、次

のように述べている点である。

文章作成力調査において、学年に関わらず履修者の文章作成力が伸びていたとし、う結

果が出た。これは、単にレポートを書く経験を積んだだけでは、学術的文章作成力を身

につけることが難しし、ことを示唆している。判守的文章作成を明示的、系統的に指導す

ることの有効性が浮き彫りにされた。（p.128)

「経験を積んだだけでは、判制文章作成力を身につけることが難しし、」とし、う指摘は的を

射ている。国語科ではどの学年においても作文指導は行なわれているものの、「明示的 ・系統的

な指導」でないために、自信の持てないまま、大学に進学してきでいる実態がある。

さらに、評価について以下のように述べていることについては、筆者も同様の方法をとって

効果が出ているため、強く賛同する3ものである。

毎回の授業で示される文章表現技能を反映させて課題文章を書くと言う指導、それらの

文章技能を反映させた評価rlllt保と菌己保で採点するとし、う評価法が連動していたことが有益

で、あったと恩われる。（p.129)

文章表現技能を評価の観点とし、その技能が課題文革にどの程度反映されているかによって

評価が行なわれる。指導した文章表現技能に基づし、て言判11fiが行なわれ、文章表現の内容には立

ち入らなし、評価の観保が明示され、学習者とも共有されるため、指導者の負担は軽く、 学習

者にとってもわかりやすし、ものとなっている。

佐渡鳥（2014）は、次のようにも言う。

これからの大学では，「方法」すなわち 「過程」を重視する教育が求められていくので

はないか．レポー トや論文を書かせる際には，文章を作成する観点や方略を教える 現

象や論説をfq{i'.)f;Rするため，整理するための記述法を教える．あるいは，主張を明確に表

明するための記述法を教える．その結果，レポー トや論文がどのような結論に到達寸る

かは学習者次第であり，教員が定めない．（中l略）すなわち，何を書かせるかではなく，

どのように書かせるかとし、う〔書き方〕の指導を劃見するあり方である.(p.4) 

〔書き方〕を指導し、〔内容〕は学習者が自由に決めるとしづ立場は、文章表現指導の本来の

姿である。〔内容〕にまで、立ち入ってしまえば、それは指導者の表現で、あって、学習者の作Jゐと

は言えなくなる。

「大規模大学における実践」の佐渡島の工夫は、少人数クラスを対象と した指導計画を練る

筆者とは立場を異にするが、基礎的な文章表現力の育成とし、う目標を同じくするために、指導
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と評価の方法において一致する面が多く見られる。とりわけ、「文章表現技能の明示的・系統的

指導」およびそれに基づく 「評価の観有、の明示」についての言及は、後述する筆者の指導言十薗

の有五S711企を裏づける研究成果でもある。

2.2 井下千以子の認知心理学に基づく研究

もう一つ、認知心理学の立場から大学における文章表現指導を研究している井下千以子の

例を取り上げる。認知心理学は、人が書くということはどういうことなのか、記憶や思考など、

脳内の誌覗晶程を明らかにしようとする心理学の一分野である。「どう書いているのか」を明ら

かにしつつ、「どう指導すればよいのかJについて手がかりを得ょうとする研究である。

井下（2002）は、「プログラム開発への示唆」として次のような「メタ認知を促す3刷法学習モ

デノレ」を提案している。

［メタ認知を促す3段階学習モデル］

｜ 知識学習 ｜→ ｜メタ認知を促す学習 ｜→ ｜自己学習力の習制

（図4・2「文章表王肋育成のための『メタ認知を促す3段階学習モデノレ』」の部分 p.131)

筆者は、井下のこの提案を基に、矢口鵡伝達型の授業を 「メタ認知を促す学習」、言い換える

とは婦哉を活用する言語活動Jに変容させることによって、学習目棋とする文章表現技術をい

っそう効率よく習得させることができると考えた。つまり、学習者が相互に作文を批官平し合う

「相五言刊百活動」の導入によって、文章表現に対するメタ認知が促され、指迫者主導のまt職伝

達型文章表現学習が学習者主体の立雨哉活用型文章表現学習に変貌し、結果と して、文章表現に

関する知識が、学習者の「主体的経験を通した知識lとなって獲得し直されるとする考えであ

る。こうした学習の積み重ねが、結果と して文章表現の自己学習力となって定着することを期

待した。

井下（2014）は、 「ある問題を解決しようとする場合は『都附情報としての知識』より

も『主観的経験を通した知罰則が重要です。」 （p.17）とも述べている。前者の「割現拘情報とし

ての9-'fl市ぬとは、大学での間＇ :f告や字ヰ吻などを通し、情報として学習者にそのままインフρツ卜さ

れた言わば受け売りの知識、学習者の判断が加わらない状態での知識であり、「知っているJ「党

えている」としづ浅い学習に留まるものである。一方、後者の「主観的経験を通した知識」は、

学習者が主体的に身につけた知識であると説明される。つまり、学習者自身が問いを発し、そ

の聞いを明らかにしよう、また自分の関心や経験と照らし合わせようとしたとき、客覗的情報

としての士雨i誌が吟味され、学習者にとって意味のある知識、学習者が主体的な経験を通して独

得した「主f具的経験を通した知識」に変容すると言うのである。
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こちらについても、作文に関する「客観的情報としての知識jを「主観的経験を通した知識J

に変容させる契機として「相互評価活動Jを役立たせることができると考える。評価活動には

「メタ認知を促す学習」が伴う。学習者各人が、批判的思考を活性化させ、内省や自己調整を

図ることなしには男子し得如、のが 「相互間而活動」である。「相互刊面活動Jによる拠、学び

が、「客観的情報としての知識」を「主僻句経験を通した知識」に変容させると考える。

認知心理学は、国語科教育とは異なる研究の視点があり、指導法の開発に有意な観点を得る

ことができる。とりわけ「メタ認知を促す学習Jについては、批評文を書き合う「相互評価活

動」につながることから、筆者が指導計画に取り入れる裏付けとなった。

国語科は、教科内容と して文章表現防府にっし、て豊かな知識を保有してし、る。それを、「メ

タ認知を促す学習Jに通じる 「相互評価活動Jを取り入れて指導することができれば、学習効

果は大きく向上すると考える。

3. 文章表現学習に対する受講生の意識と課題

指導計画構想、に向けて、受講生の文章表現学習に対する意識と課題について述べる。

3. 1 文章表現学習に対する意識

初回授業時に、 診断的自己音利回作文として「これまでの文章表現学習を振り返り、利受業に

おける各自の課題を明らかにせよJとするレポー トを課した。受講生の中 ・高 ・大における作

文指導に対する意識と同時に作文能力の実態を探るための課題である。授業時間内に 30分を

当てて戴在した。四百字詰め縦書き原稿用紙を3枚ずつ画師し4、各自内容にふさわしし酒lj題を

つけることのみを宇宙示、手書きによって作成させた。

これまで、の文掌表現指導に去すする主立った意見は次のとおりである。

－自分の作文がどう評価されたかわからない

－評価に納得できない

－高校の段階で文章表現の指導がされていない

・大学のレポー トも返却されず、月以¥1'i百平イilfiだ、け

・レポー トをたくさん書いても上達している気がしない

・高校生は、 小中学生よりも書く機会が少ない

・大学入試で 「書く」力が宙見されていない

－大学入学後、レポー トを書くのに四苦八苦する
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・国語は、何を教えればいいのか、何を学んできたのかがとてもII愛！床である

以上の抜き書きからわかるように、文章表現指導について、とりわけ高校 ・大学における指

導に対して評価が低い。また、作文の評価方法についても疑義を呈している。

教育学部の国語・国文学科に所属し、中・高の国語の教員になろうとしづ学生たちであるが、

文章表現力に対する自信のなさと同時に、実f本~に基づく指導構想、は持てずにいる様子が見て

とれる。

3.2 課題とする事柄

受講するに当たって、今後の課題として書き出していることは次のような事柄である。

・生徒たちが文章を書くことが好きになるような指導の方法

－書くことが楽しいと思える指導方法

－時間に沿って感じたことを述べるのではなく、読み手を引き込むような工夫された文章

・論旨に一創生をもたせ、言いたいことを簡潔に述べる

・オリジナリティあふれる文章を書く

・5利面方法

－他の人と心を通いあわせられることを期待しながら、恥ずかしさや｜布さを乗りこえたい

．伝達する力

・思いついたことを整理する力

．自信が持てる学習

－他人の作文に多く角針もる

－無理にでも書く機会を作る

こうした言己主から、受講生たちは、作文が好きになり、楽しいと思える指導法の開発を課題

としていることが読み取れる。身につけたい文章としては、魅力的、論理的、簡潔な、独創的、

などを上げている。思考を整理し、伝遣する力への希求もある。書く機会や他人の作文に角批も

る機会を多くし、向らの文章表現力に自信が持てるようになりたいという強し、意志が伝わる。

「百平イi町方法」を課題として上げるのは、これまでの指導に対する不信の表れでもあろう。

4. 文章表現指導の構想と実践

4. 1 授業目標

受講生の~諸説と翻国をもとに、授業目標を次の4つに設定した。
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1 書：き慣れて、基礎的な文章表現技術が使いこなせるようになる。

2 説明 ・記述 ・叙事 ・論F,1[.5の文章を課題条件に合わせて適切に作成できるようになる。

3 指導者と学習者が評価の観保を共有し、指導内容に沿った百判面活動がで、きる。

4 将来、指導者として、書くことの学習支援ができるようになる。

1は、文章表現に対して自信の持てない学習者に、基礎的な文章表現技術を身につけさせる

もの、 2は、各官品包文章につし、て、その作目崩旨力の育成を目指すものである。 1と2はセッ

トにし、課題の文章に与えられた技術を反映して作成するよう指示しfこ。

3は、受講生の意識、課題の両面において指摘の多かった 「評価」に関わる学習同様である。

指導内容に沿った百軒而であれば、学習者に疑問が生じることがなく、指導者の方も、効率的に

評価が行えるようになるだろう。

4は、教職課程に学ぶ学習者を対象とした目様である。 1、2、3の学習経験を基に、独自

の授業楠煙、が描けるように、目標と指導と評価が一体となった授業を展開する。

4.2 基礎的文章表現技術の明示的・系統的指導

学習者の文章作成力の実態分析を基に、練習が必要と思われる技術を抜き出し、ある一定期

間に指導可能な数を段階的に配列して、系統的に練習させる。文主主表現に関する知識は、知っ

ていたとしても、自らの文脈の中で、自在に応用できるとは限らない。練習してその都度、達

成度を確認する。その手JI慎を繰り返してようやく樹府が身につき自信が生まれるのである。

以下が、これまでの実態分析から抽出された基礎的文章表現樹貯の一覧である。筆者のこれ

までの受講生の診断的自己評価作文、および演習によって提出された作文の分析をもとに選び

出したもので、どれも小・中・高の国語の授業で既習の知識でありながら、文章作成に際して、

活用しきれていない基礎的表現技術の数々である。

演習の際に~題条件として与える技術は、そのときの受講生の実態に応じて配列順を変更す

る。全体の配列については、文章全体を大きくとらえる視点と細部を見直す視点とをバランス

よく配置しようとする指導者てある筆者の意識が仰jし、ている。

2017年春学期の実践で取り上げた基礎的文章表現技術は以下の 20項目で、⑫までが主とし

て短作文（二百字｛乍」ど） 6、＠までが長作文（千二百字m支） 7による演習のl絡に提示した技術で

あり、その配列JI頃である。

①原稿用紙の使い方

②題のつけ方

③ 書き出し ・書き結び文
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④文体の使い分け

⑤五感と客観的スケールの活用

⑥ ことばの的確な選択

⑦叙述の順序（空間 ・時間）

③文字・符号の使し、分け

⑨短文（一文一義）主義

⑩ ことばの重複使用

⑪ 首尾の照応

⑫文末の変化

⑬型（書王むの活用

⑪ 取材から選材（主題）へ

⑬椛想、を練る（首尾一序言命と備命ーの日跡、本論の即ト段落相互の連係ー）

⑬ アウトライン（題と主題文を含む）作成

⑪ 文章十務成の可視化

⑮推敵

⑬推敵から校正へ

⑫発見と創造の喜び

なお、前半期の短作文演習と後半期の長作文演習の関係については、時原（1965）の以下の

考えが基になっている。

長く書く必然性があって、長いものを書くとなった時、前提として生きるのが、短作文

の精神と方法とである。長作文の緊縮は、短作文の緊縮のようでなくてはならない。短作

文のばあいの、思考の充実のように、長作文でも、思考の充実がなくてはならない。

また、長作文は、短作文が自然に気がるくつくられるのに応じて、同様に、しぜんに気

がるくつくられるのでなくてはならなし、。長作文のために言うなら、長作文が、特別の書

きづらし、仕事とは恩われないようにするために、 短作文の教育にほねをおるのである。矩

作文教育が成功するならば、大きい文章、こみいった文章も、人びとに、気がるくたのし

く書かれるようになろう。（p.124)

短作文においては、たとえ二百字であってもひとまとまりの作品として完結させる。主題、

構成を考慮し、読み手に伝わる文章としてまとめ上げるのである。このことが、結果として書

き手の主張を明瞭にすることにつながる。

長い文章を書くときに、こうした短作文での練習が成果を発揮する。短作文でまとまりを意
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識する癖がついていれば、大きな思想を組み立てることも容易である。上記、醸原の考えは、

筆者の二百字作文を用し、た短作文練習を基盤に、千二百特捜の長作文での練習につなく指導

計画の考え方とも一致するものである。

4.3 文種およt局割圏

前半期の二百字作文では、説明文、記述文、叙事文の三文種を練習し、後半期の長作文では

論証文を取り上げて練習する。どのような文章も、これらの一種のみで完成することはなく、

それぞれを組み合わせて、目的達成に見合う作品に仕上げることになる。しかし、現実の文章

を個別、具体的にひとつずつ取り上げて練習するほどには授業時間に余裕がない。そのために、

基礎となる4文種の鞘数を理解した上で、各自が独自に応用することによって、それぞれ目的

に見合った文章が書けるように指導している。

2017年度春学期における 15回の演習の課題は次のとおりである。

課題一覧

（①～⑧は各課題に条件として与えられた基礎的文章表現技術の番号に対応している。）

1 診断的自己評価作文 「これまでの文章表現学習の振り返りと春学期の課題j ~ 

2 「自己紹介Jまたは 「推薦文J8 （二百字作文） ＠渇

3 「わたしの大貯物J（二百字作文） 信治

4 「風景描写J（二百字作文） d渇

5 「人物描写」（二百字作文） ＠溺

6 「ある日の出来事」（二百字作文） 但ゆ

7 形成的自己評価作文 「前半期短作文演習の振り返りと後半期に向けての課題J

8 「手紙文J お礼状 ・依頼状 ・近況報告 ・ラブレター、など 一 ⑬ 

9 「書評 ・勧誘文」 ⑭ 

1 0 「（時事）評論文」 ⑮ 

1 1 「随筆」 ⑮ 

1 2 「地殻 lJ（長文課題の中から一つを選びセンテンス ・アウトライン作成） ⑪ 

1 3 「推厳2J （草稿） ⑬ 

1 4 「校正j ⑮ 

1 5 総指的自己評価作文 「春学期の文章表現学習を振り返る一学習の成果と課題ー」 ⑮ 

半期 15回のシラパスで、演習はすべて、与えられた評題や条｛牛刊こ合致する文章を作成す
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る「部哲条件法」と呼ばれる方法で、行った。一度書き上げた後、初めに設定された「誌彊条件」

への適合度を照合し、修正させるところに鞘教がある。

前半期の短作文演習では技術を二つずつ与えている。授業時間内に作文を行ない、翌週に通

信10を用いて受講生の作品の紹介、指名による相互評価の練習、指導者の講評を行なった。

後半期は、指導者による講義を最小限にとどめ、授業は相互t!百平会を中心に展開した。受講

生は毎週、授業時間外に課題を準備して、授業に参加する。翌週の課題文章作成のための解説

や手引きは、通信を用いて短時間に行った。

なお、作品はすべて、相互社旨手会およひ浦導者の赤ペン博善を受けた後に、推敵して書き直

し、再度レポートとして指導者に提出する11としづ手順を徹底した。推敵の意義と重要性を理解

させるためで、診断的自己評価作文で指摘の多い、「書きっぱなし、出しっぱなし」の弊害を阻

止する目的もあった。

5. 学生評価を基にした指導計画の有効性の検証

受講生が春学期の前半期 7回の授業を終えた時点で書いた形成的自己評価作文および 15回

終了時点で書いた総括的自己評価作文12を基に、本指導についての学生評価と有効性の検証を

行なう。

5. 1 形成的自己宵面作文から鶴み取る前半期の学習指導に対する授業評価

まずは、短作文演習終了後の形成的自己評価作文を取り上げ、前半期の指導に対して、受講

生がどのように評価し、効果を自覚したかを探る。

形成的自己評価作文「前半期短作文学習の振り返りと後半期に向けての課題」より抜粋紹介（イ

ニシヤノレは受講生の姓 ・名、下線は筆者）

後半は腹をくくらねばならぬ。逃げ場はない。くしゃくしゃにされるのを覚悟てや突撃す

るのだ。表現技術を武器に精一杯やろう。 0 ・K

闇雲に書いていても作文する力はついてこない。回数を重ねるごとに、その生生旦とベ

ルに合わせて、作文を評価し、推厳させることが良いと感じた。 N ・Y 

今回の授業で字数の決まった文章を書いて、今まで自分が書いた文章は、長さに比べて

内容が薄かったのではなし、かと思いました。無駄に字を重ねていたり、同じ内容の文を違

う表現で書いていたりしていたと思し、ます。そういった文章を意識的に減らしてみると、

文章がとてもすっきりしました。 I・ H 
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テーマが決まっていてなおかつ字数制限があるとなると、書きたいことを先に考えるだ

けではなく、その優先JI開立まてや決めてから臨まなくてはならない。初めの三回ぐらし、はそ

こで大幅に時間を取られたが、一番書きたいことを一番初めに決めるようにしたらスムー

ズに進めることができた。また、書く内容が絞られていることで文の内容が散らかること

も少なくなった。 K ・N 

誰が読んでもわかる文を、自分にしか書けない言葉13で作る。これを達成できるように、

また毎週作文を続けていきたし、。 S ・M 

書いている時に自分で、書けたなというものはもう一回読んでも面白いと思えるという

こと。そして、書けたなと思うには、書いている時に一文一文丁寧に考えて書くことが大

切だということである。 T・A 

書く力をつけるためには、書かねばならない。しかも、闇雲にではなく、防府目標を明確に

し、その都度、言刊而て建成度を見届めながら、系統的に学習するのである。自らの作品を客観

的に評価できるようになるには時間がかかるが、指導者が観長に沿って講評を行ない、それに

ならって他者の作品を評価することから始めれば、評価力はついてくる。眼目は、評価の観点、

を指導内容に限定し、教室で共有することである。グルーフ守I国平会で数人分の作品を読む場合

には、比較によって技術活用のパリエイションも確認できる。知識を得、実際に書き、互いの

作品を批評し合うことを通して、表現の多様性とおもしろさが実感できる。

上記自己詞咽作文から、短作文演習が内容の生成と樹信に役立っている様子が確認できる。

条件として与えた基礎的表現出荷についても、段階を踏んて繰り返し練習を重ねることによっ

て上達を実感したことが記されている。

批評会に関しては、教室内に学習コミュニティが育っていなければ、率直に言引回しあうこと

は難しし、通信を用いた相互評価やグループ守比評会などを通して、指導者はもとより、同じ教

室に集う学生同士のコミュニケーションを円滑にし、表現力を高め合う意識を醸成しなければ

ならない。指導途中で、グループワークによる相互評価について、 2名の受講生から、次のよ

うな意見があった。これについては、今後、引きつづき弁慌を講じたい。

－作品のレベノレは高かったのですが、グツレーブ。ワークに慣れてなくて、上手くし、かないこと

があったので、改善の余地があると思いますー。

－批評会がもっと高め合えるような（褒め合うだけの馴れ合いにならなし、） ものになればも

っと良かったてサユ

5.2 総括的自己割面作文から読み取る、主として後半期指導実践に対する授業評価
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授業終了時に書かれた総括的自己評価作文から、評価活動に関する言己主部改を亘長的に抜き

出した。そこから、後半期の指導、主として評価活動が、受講生によってどのように評価され

ているか、有効性に関する記述が見られるか、考察する。

総括的自己割面作文 「春学期の文章表現学習を振り返る一学習の成果と課題一」より抜粋紹介

（イニシヤルは受講生の姓 ・名、下線は筆者）

批評会を通して、読み手への菌白書：を、本当に細かく一文、 一語におよぶまで考えなけれ

ばならないということを主宣主主主。（中II格）今までの自身の学習を振り返ると、生虫亘よ

作文は先生に提出するもので、誰かに読んでもらうものではなかった。S・R

「書く」とし、う行為がちょっぴり好きになった。（中略）自分の書いた文章に他人からの

フィードパックがあったからえ高校までの作文、小論文では、提出したまま教師から何

のアクションも無いのがほとんどだった。しかしこの授業では、先生や履修者からのフィ

ードバックが必ずもらえ、文章を書く上で悩んでいることにアドバイスがもらえたり、自

分では気づがよかったミスや矛盾を指摘してもらえたりするのが、文章表E即コ向上に繋が

ったように思う。そして文章を読んでもらい、「この表現がいいねJと褒めてもらえること

が自信に繋がったと思う。K・A

作品を班ごとに回覧するのも自分にとっては良かった。はじめは、 他の人に自分の作品

を見られるのが嫌て吐方がなかったが、作文に慣れてくると、 「ここを見てほしし、。」とか

「ここはどうしたらよし＇ D¥Jなど目的意識を持ちながら、他の作品を評価したりされたり

できた。何かしらコメン 卜をもらえると嬉しいし、自分の文章が何を伝えられているのか

や、どのように理解されているのかとしづ参考になった。さらに、ここが良かった ・わか

り辛かったと示されることで、自信もつくし、改善点も見つかった。S・ M

人の作品を誠実に読むことで、自らの書く行為ぺ舌かしたいと思った。互いに文章を批

評し合う中てや少しずつ実を結んでいった。拙作へIT:,批評はもちろん、他の作品から受ける

刺激は大きく、他人の作品に対する他人の社国平にも学ぶことが多くあった。C・H

他人から自分の作品に対して評価をもらえることは、賛否のどちらであっても嬉しいも

のであり、次回へのやる気につながった。早稲田大学の中でも特に国語を得意とする学生

が集まった学部て賛同の制面を得ることは自信になった。また、他人の作品を許咽するこ

とによって、多くの文章に角封もる機会が増えた。上級生の作品を読ませて頂いたことで自

分に足りない力を痛感した。他人の作品は客観的に読むことができるので、どのような表

現がふさわしいかを考えやすかった。N・N

今までの指導では、 一度書いて提出した文章はそのまま返却されず自分の文章を見直す
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ことも少なかった。それに対して春学期の授業では文章を複数の人に批評してもらい、そ

の上で最初の原稿をもう一度見直して推厳し、書き直す栃絵が与えられた。 N・M 

この作文の授業の一番大きなメリットは作品を回し読みすることによって他者の意見を

取り入れ、自分の作品を客観的に言訓面することができるようになったことだろう。Y・K

国語科において、作文学習は、指導者にただ作文を提出するだけで終わってしまっている事

実が記されている。文章表現の成果を測るに不可欠な読み手からのフィード、パック学習が抜け

落ちている。相互評価の経験によって、文章を書く際の読み手意識が強化され、やる気にもつ

ながることが記されている。

評価の目的は、読み直して推蔽し、改善点を明らかにしてよりよい作品に書き直すことにあ

る。大学生の場合、発達段階から考えて相E評価は効果的に機能する。ましてや教育学部で国

語の教師を目ざす学生たちである。クラスメー トから評価を得る経験には大きな意味があると

思われる。当初は臆していた受講生も、続けるうちに相互批白平に慣れ、作文の評価力がついた

と記している。

推敵過程の学習についても、書き直しの機会として肯定的に受け止められている。

ちなみに、当初の受講生39名のうち3名が、前半期（7回）の早い時期に授業を放棄した。

毎回の作品提出を負担に感じた模様である。後半期は、毎回長文を作成して参加するという負

荷の大きいもので、あったにもかかわらず、遅刻が激減し、出席率も向上した。欠席の多い受講

生以外、成績は良好で、あった。

6. まとめと今後の課題

6. 1 まとめ

授業の終わり近くに、 他者の作品の校正を行なう機会を設けた。受講生たちには、自らの文

章が活字になることを想定して、長）（RJ!1:題の一つを十分に推敵して臨むよう指示した。その｜擦

の自己評価作文から、いくつかを抜粋紹介し、考察を加えてまとめにかえたい。

グループ明証作業実施後に書いた自己評価イ怯 抜料』紹介（イニシヤノレと下線は 5.に閉じ）

校正を受けても 「そうかなワ」と思うところは自分の好みなのかなと思った。盤 E主主
て 「好みJてま章を添削することのないよう、どれが自分の好みでどれが適切な表現か考

えたい。 H・M
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草稿の段培から形式的にも内容的にも改善されたと思う。今回の授業で、他者の目に

向批Lたことで、作品はさらに良くなると思うと楽しみ。 C・H 

このまま出版できる程度に見直した。自分の文章の癖が分かったので、矯正していき

たし、。自分で気づけないこともあるのだと感心した。 M ・H 

普段にも増して、人の作品を注意深くじっくりと読むことができました。二百字作文

の時と同じく、 一文字のニュアンス、句読長の有無の重要さを改めて感じました。 N・M

色々な人の文章を見て、たくさん羽鶴志したのだろうな、とわかるものでも、数か所文

字化けや変換ミスがあった。 直されることを最初は嫌だなと思っていたが、亘主主主

こそだと気づいた。 M ・M 

内容について考えが行き過ぎて、形式にミスが多いと感じる。謹卓豆盤どがものすご

く難しく、明らかなミス以外は盟ム豆茎生ではと思ってしまった。自分が使っていた当

然の表現にも違和惑を覚える人もいて、新鮮だった。S・H

言葉を変える指摘が多かった。自分で読んでいても特に気にならなかったのにー・と考

えると、人に読んでもらって校正するというのは大切なんだと改めて感じた。0・M

文章表現は、読み手によって評イ阿が明らかにされる。書くことの喜びの根底にある、理解さ

れる喜びを共有するためにも、文章表現の学習にできる限り評価活動を取り入れたい。上記の

受講生の記述では、校正作業を通して、文字の正誤はもとより、「個性や主観」と 「普遍や客観J

との判別についても気づきが多い。

受講生の将来の必要性を考店主し、学校教育ではあまり行なわれることのない 「校正J作業を

授業に取り入れてみた。推敵学習の成果を再確認するとしづ位置づけでもある。校正作業の学

習成果は、「他者（読み手）の目を意識する」とし、う面から、指導者が期待した以上に大きかっ

た。

学習の成否は評価にかかっていると言える。目標の正否、適否、整合性の判断も全て評価の

働きによる。目標と学習と詞i.f~fiが一体となるとき、学習成果が最大限に高まる。

評価は、学習指導の問題点の発見と改善のための手がかりを得るためのものであることを、

学習者とともに再謂哉できた実践である。

6.2 今後の課題

今後、筆者に残る課題は評価活動をよりスムーズに進めるための方法の改善である。割引lfiに

ついては、税題ごとに害＼［，~を明示し、受講生と共有したことが評価1舌動に上手く機能した。 し
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かし、自らの作品が他者に読まれるとしづ経験の少ない受講生は、慣れるまで、百軒両されるこ

とへの恐怖心や忌逝感を強く示サー。今回は、経験を繰り返すうちに慣れたと記されていたが、

できるだけ早い時点から効果的l司、目互評価活動がで、きる手立てを考えたい。

また、毎回の授業における課題について、短作文、長作文ともに、文章の種類と技術にバリ

エイションを加えたい。学習者主体の姿勢は引きつづき堅持し、学生の診断 ・形成 ・総括の自

己評価作文の記述を参考に、さらなる改善を続けていきたし、

7. おわりに

以上、 1.から 6 において述べてきたことをまとめて述べる。

受講生の大多数が中 ・高の国語教師をHざす学生たちである。にもかかわらず、診断的自己

評価作文には、これまで十分な文章表現学習の経験がなく、高内得のいく割引lも受けてこなかっ

たために、文章表現力に自信が持てずにいると記している。そのため、受講に際しての諜題と

して、文革ー表現力を高めるとともに「書くこと」が楽しいと思えるような指地ー法を考案したい

と述べている。

こうした受講生の実態とその課題解決のために、佐渡島紗織と井 ｜マ千以子の二つの先行研究

を参考に指導計画を立てた。具体的には、「郁也条件法」によって基礎的な文章表現技術を明示

的 ・系統的に指導する作文演習とキ目互評価活動を組み合わせた全15回の指導言｜闘である。

lilJR琶」は、何の目的で、誰に向けて、 何を、どのように書くのか、などの要素を手引きで

わかりやすく示し、文章作成に際して、重点的に気をつけるべき 「基イ礎的文章表現技術」を 「条

件」として各課題に一つ二つ配置した。

基礎的文章表現討訓守は20個を選び、短作文と長作文の説詑Eと組み合わせ、演習と詞当面を繰

り返した短作文で・説明文、記述文、叙司i文を、長作文では論証文と して書評、評論を練習し、

最後に随筆を楽しんだ。なお、作文の作成については、短作文は授業時間内に、長作文は家庭

学習とし、評価は、 一斉、 個別、万四J(6名干到支）キl'I互を組み合わせて欠かさず実施した。

評価は、課題の達成度と技術目標を観l瓦と した。学習指導の内容をそのまま評価の観点と し

て設定したために、指導者、受~Iii:生ともに、混乱なく評価活動が行えた。

上記の指導に対する受講生の評制Iiを、形成的自己評価作文と総括的自己評制Ii作文の記述内容

から読み取ると次のようになる。

学習目標が明らかで、割引i活動が伴ったことによって、文章表現能力の｜向上が実感でき

た。他者の文章を読み、批評する機会が頻繁にあったことで、評価能力も向上した。ただ
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し、グループによる評価活動については、メンバーの回定化キ馴れ合いなと。の問題があっ

た。

文章表現指導は、評価を組み込んだ系統的指導によって、大きな学習効果が期待できる。本

実践においては、「これまでの作文指導についての評価j「本実践の指導についての評価J「各自

の課題文章についての前刊百」「評価活動についての評価」など、種々の評価を実胞した。これら

の評価によって明らかlこなった課題は、今後のよりよい学習指導lこ庖錯する改善目標そのもの

となって今後につながっていくことになる。指導者、 学習者ともに、評価の重要性を再認識す

る実践となった。

今回の実践は、教師を目ざす学生が対象で、しかもその多くが教育実習中で・あったり間近に

実習を控えていたりした。そうした背景もあって、 受講生たちは、文章表現の授業を受けなが

らも、自らが指当者の立場になった場f合にはど、のように指導するかを常に考える姿勢を持って

いた。乱琶の内容や指導方法について、受講生の考えが評価作文に十分記述されたことが、ー

れまでの実践にはなし味川（l＊なもので、あった。

注

1 本来は通年の授業であるが、都合によりこの年は、春さl4羽は筆者が秋学期は別の講師が担

当した。春に基礎を、秋に応用をという大まかな連w；で3おこなった。

2 「大学における文章表現科目設置状況」については、 金子（2016）のpp.15-20を参照された
し、。

3 「第6章評価を活用した指導計画の検百正」金子（2016)pp.217-250において、同様の指導

の学習効果を証明した。

4 字数は特に指定しなかったが、早稲田大学では、 30分間でほぼすべての学生が、 400字詰

め原稿用紙 3~文程度を書き上げる。

5 森岡（1963)pp.394-399 

6 短作文の中でも、筆者は以下の二百手ヱ字放制限作文を 「二百字作文Jと称して指導計画の

前E円坊に活用している。

「二百字字数制限作文」雌島ほか編（1980)

これは一種の言葉遊びである。けれども、作文技能の学習に、予担〈タトの効果を持っ

ているものでもある。

字数一二百字ーを制限してず十かせる作文である。二百字以下ならどんな字数でもい

い、というのではない。 句読点、会話1~F号を入れて、 二百字ちょっきりの作文を書かせ
るのである。一宇多くても、 一字少なくてもだめである。二百字の原稿用紙であれば、

第一行自の第一字から書き始め、最後の行の最後のマス目に句点の らJがくるように

書かせる。二百字ちょっきりの文章に仕斗二げるために、書き手は、何回も文章を読みか

えし、 1ifj波を重ねなければならない。その推敵の結果、短文の梢み重ね、接続詞を使わ

ない文連節、文京表現の変化など、現代的な文章を書くときの基本技能を学習している

ことになっている。

二百字ちょっきりと制限したために、遊びながら、以上の結果を、無意識のう らに、

えることができる。短作文として楽しく、どの二百字作文をも、例外なく、ほめること
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ができるのも、作文導入の短作文として適していることを示すものである。（pp.59-
60) 

7本実践においては、長作文練習の課題として書評 ・評論 ・随筆を取り上げた。

8 自分のことを書くことに抵抗を示す学生もいるため、選択肢として、自分の好きな場所
（レストラン ・喫茶店 ・映画館・図書館、など）を読み手に推薦する文章を書くように指

示した。

9各課題に添えられた基礎的文章表現技術が条件である。その条件をどの程度課題文章に反

映するかが5判iffiの観長となる。

10 毎授業時にクラス内通信を発行している。内容は、前時の復習 ・作品紹介、本H寺の課題条

件 ・解説 ・手引き ・例文、などである。

11大学のコース ・ナビのシステムを活用した。レポートの提出は、その都度指導者が確認
し、作品によっては、受講生の同意を得たのちに、互いに読み合える設定にする。このシ
ステムは、各自が自己の作品の集程的？（ポートフォリオ）として、また、指導者は成績評
価に際して、作品が再布師忍できるため、便利に活用している。

12形成的自己評価作文、総括的自己言刊｜自作文ともに自宅学習による。

13筆者が授業中に紹介した「 I良い文章とは 1自分にしか書けなして個性的 ・主観的）こ
とを 2だれが読んでもわかるよ う（普遍的 ・軒説的）に串、た文章」〔付録p.208〕梅田、

ほかf病（1986）を指すものと思われる。
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