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１

問題と目的

ないという実態がある。このことを、平成30年度全国
学力・学習状況調査の結果（国立教育政策研究所，

本実践は小学校第３学年の児童が豊かな語彙を獲得

2018）から見てみよう。Ａ問題「言語についての知

し、それを活用して理解・表現できるようになること

識・理解・技能」の正答率は67.2％で、
「話す・聞く

を目指した。そのために「マイディクショナリー」と

能力」（90.9％）、「書く能力」（73.9％）、「読む能力」

いうシンプルな手立てを、国語科を中心として様々な

（74.1％）よりも低くなっている。またＢ問題の正答

場面で半年間継続して活用した。その成果を報告す

率は、選択式では平均67.7％であるのに対して記述式

る。

では平均33.3％と低く、問題によっては無解答率も
11.8％と高い（選択式問題の無解答率は平均1.8％で

１．
１

児童における語彙の課題

ある）
。児童質問紙調査では、
「
（算数で）言葉や数、

『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 国語

式を使って、わけや求め方などを書く問題がありまし

編』では、「語彙は、全ての教科等における資質・能

たが、どのように解答しましたか」という質問に対し

力の育成や学習の基盤となる言語能力を支える重要な

て、
「解答しなかったり、解答を書くことを途中であ

要素である」
、
「語彙を豊かにするとは、自分の語彙を

きらめたりしたものがあった」
（26.8％）
、
「書く問題

量と質の両面から充実させることである」と、語彙指

は全く解答しなかった」
（1.7％）と、30％近い児童が

導の必要性が示されている（文部科学省，2018，p.8）。

考えを書くことに明らかな課題を示してる。

その背景には、児童の語彙が量・質ともに十分では

語彙が不足しており、語彙を活用して表現すること
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に課題があるという実態は、筆者（第一著者）が授業

行っている学校もある（中村，2019）。言葉の意味を

等で感じていた課題とも重なる。例えば国語で「～～

書き記すだけでなく、教科書本文中での使い方や自分

に気がつきました」
「気持ちがすうっとしました」と

なりの解説を加えることで、文脈の中で意味を捉え、

いった表現を学ぶと、どんな文章でも「気がつきまし

それを自分の知識や経験と結びつけ、活用できる語彙

た」「すうっとしました」ばかり使う児童がいた。ま

となることが期待される。

た運動会などの行事の後で書いた作文を見ると、高学

マイディクショナリーはシンプルな活動である。そ

年では文章そのものは長くなっているが、表現は低学

のことは、①何をどう書くかが明確である、②毎日継

年と似ており、
「楽しかったです」
「来年はがんばりた

続できる、③低学年から児童の実態や学力等に応じて

いです」で締めくくる児童が多かった。

積み重ねていくことができる、④１時間の学習の中に

このように児童は、国語などで新たな言葉を学んで

組み込みやすい、⑤国語科だけでなく様々な教科等で

いるものの、その語彙は量・質ともに十分ではない。

活用できる、という児童と教員の双方にとっての利点

思考は言葉によって構成され、語彙力の貧困は思考力

につながる。

の発達を阻害する（本間，2016）
。本実践ではこうし
た現状に対して語彙指導を行い、単に知っている言葉
の量を増やすだけでなく、思考力・判断力・表現力等
につなげることを目指す。

２

授業実践

2020年に公立小学校第３学年の一学級（児童数32
名）において、第二著者・第三著者の指導を受けなが

１．
２

辞典を使った意味調べ

語彙指導の一環として学校現場で取り入れられるこ

ら、第一著者が実践を行った。調査を含む研究の実施
にあたっては、学校長の同意を得た。

とが多いのが、国語辞典をひく「意味調べ」である。

2020年度当初はコロナウイルスの影響で休校と分散

授業の予習として取り組ませることもあれば、授業中

登校が続き、５月末から通常の授業形態が再開され

に行うこともある。しかし筆者らは、国語辞典をひい

た。そうした事情でマイディクショナリーも６月に

たり、その意味を書き写すだけでは、語彙指導として

入ってから開始した。５月当初の児童は、決して語彙

不十分であると考えている。語の意味は文脈の中で決

が豊かとは言えない状態だった。例えば何かについて

まる（鈴木，2019）
。ところが国語辞典では文脈を離

の感想を問うと、
「すごい」
「おもしろい」
「楽しい」

れて、難解な語句の定義を、他の同様に難解な語句で

など限られた表現しか用いず、どこがどう面白かった

示していることが多い。そのため書き写しはしたが、

のかなど具体的に伝えられる児童は少なかった。休日

結局どういうことなのか分からないということが起こ

に書いた日記では、「今日犬のさんぽにいったらつく

る。また、このように文脈や既有知識・経験とつな

しを見つけました。本をよんでいたら『ようぎしゃ』

がっていない知識は定着しにくい（佐藤，2013a）。こ

がでてきました。友だちがサイクリングでうちにきて

うした活動を繰り返すだけでは、思考力・判断力・表

犬のさんぽにいってケーキの話がでてきました」のよ

現力等につながる語彙を育むことは難しいだろう。

うに、思いつくままに書いている児童も多かった。

１．
３

２．１

マイディクショナリー

国語辞典をひいて書き写すだけの語彙指導に対し

マイディクショナリーの基本形

図１にマイディクショナリーの基本形を示す。Ｂ６

て、筆者らが着目したのは、
「マイディクショナリー」

版の厚手のカードを用いた。学級と氏名、日付、教科

という言語活動である。これは児童一人一人が、新し

等名と教科書の頁を記入する欄、取り上げた語を記入

く習った言葉の意味と使い方、自分なりの解説など

する枠を上部１/３に設けた。下部２/３のスペースに

をカードに書き込み、自分だけの辞典を作成する活動

は、語の意味（国語辞典での定義）を書いた上で、教

である。埼玉県内小学校での事例が犬塚らによって紹

科書でその語が使われていた文を書き写したり、自分

介されているが（犬塚，2014；犬塚・椿本，2014）、

で気づいたことや解説などを書き加えたりするよう

他にも「言葉の貯金箱」といった名称で同様の実践を

に指導した。記入されたカードは教科等にとらわれず
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で用いられる語（例「とくちょう（特徴）」）も取り上
げた。こうした語は教科をまたいで必要であるにもか
かわらず、明示的に定義されたり指導されることが
少ないからである（バトラー後藤，2011）
。また、こ
うした語でなくとも、その教材文の読解に際して的確
に捉えることが大切であると判断した語も取り上げ
た（例「しょんぼり」、「生かす」）。本稿ではこれらを
「学習用語」と総称することとする。
図１

マイディクショナリーの基本形

取り上げた語は教師が授業の冒頭にキーワードとし
て示すことが多かった。ただし時間配分や授業の目標

に活用できるよう五十音順にファイリングしていき、

などに応じて、教師が複数示した中から児童が選んだ

授業中はいつでも書いたり参照したりできるようにし

り、どういう語を取り上げるか児童自身が決めたりす

た。

ることもあった。

２．
２

マイディクショナリーの指導方針

マイディクショナリーを活用して語彙を豊かにし、
かつそのことが思考力・判断力・表現力等につながる

次に、１時間の授業の中にマイディクショナリーが
どう位置づけられたのか、国語と学級活動を例に示
す。

よう、次の方針を立てて指導を開始した。
①国語科を中心としつつ、他教科（算数・理科・社
会・道徳）や学級活動でもマイディクショナリーを
活用する。

２．４

国語「言葉で遊ぼう」での授業展開

６月中～下旬に国語の授業で扱った「言葉で遊ぼ
う」は、様々な言葉遊びや、その楽しさを紹介する説

②できるだけ毎日、継続して実施する。

明的な文章である。
「はじめ」では言葉遊びには「ど

③１時間のなかでの学習活動のバランスに配慮し、マ

のようなものがあるのでしょうか」
「どのような楽し

イディクショナリーに偏ることがないようにする。

さがあるのでしょうか」と問いを提示し、「なか」で

④導入当初は書き方を丁寧に説明し、見本のカードを

具体例をあげ、
「おわり」で内容をまとめるという、

児童一人一人のファイルに貼って参照できるように

説明文の典型的な構成になっている。さらに児童が構

する。

成を捉えやすいように、各段落の上には形式段落を示

⑤学力や意欲の個人差に配慮し、最初は短くても構わ

す番号が①②……と振られ、さらに①の上に「はじ

ないことを伝えたり、書いた内容を学級全体に紹介

め」、②～④の上に「中」、⑤の上に「おわり」と意味

して意欲づけたりする。

段落のまとまりが示されている。
ここでは２時間目の様子を記述する。教科書を音読

２．
３

取り上げる語

した児童は、「文の上に番号がある」「はじめ・中・お

取り上げる語の選定にあたっては、学習用語につい

わりと書いてある」「問いがある」と気づいた。そこ

て検討した先行研究（バトラー後藤，2011；熊谷，

で「問い」と「段落」という二つのキーワードを示

2019）
、教科書所収のリスト（本実践で用いた光村図

し、これらを理解することが本時の目当てだと伝え

書の場合、巻末に『言葉のたから箱』として、国語の

た。

学習でよく用いられる語がまとめられている）、語彙
指導の先行実践事例（浜松市立上島小学校，1985；長
谷川・松田，2019；皆川，2019）などを参考にした。
これらを参考にした上で、その時間の学習に重要で
あると判断した語を取り上げた。その際に、教科の専
門語（例「登場人物」
）だけでなく、複数教科の学習

教師とのやりとりを通じて、また教科書本文や脚注
を読むことを通じて児童は、
・「はじめ」には質問している文がある。
・質問するときの文の特徴として、
「～～でしょう
か」「～～か」と、「か」がつく。
・「問い」は「しつ問」と漢字が同じである。
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・しつ問のことを学習では「問い」という。

た係活動を思い出したり、他の係活動を見ていて気

・問いには答えがある。

づいたりしたことをもとに、「自主的」の具体的な姿

こ と に 気 づ い た。
「 し つ 問（ 質 問 ）
」 は、 既 習 単 元

を付箋に書き込み、該当する係のシートに貼っていっ

「もっと知りたい友だちのこと」でマイディクショナ

た。例えば「宿題係」のシートには「自分のじゅんび

リーにまとめており、途中でマイディクショナリーを

が終わったらすぐに何さつあるかを数える」
「朝きた

見返す児童もいた。

ら、友だちとおしゃべりしなかったら、すぐできると

そして最終的には、
「はじめ」―問い、
「中」―答

思う」
「しゅっせき番号と名前の書いてあるマグネッ

え、「終わり」―まとめ、という構成になっているこ

トを見て、だれが出していないかしらべたことがある

とを理解した。すると、授業の冒頭であげたキーワー

よ」などの付箋が貼られた。

ドに気づいた児童から「それが段落だ」という意見が

児童は自分の係に貼られた付箋を見て、どうすれば

出された。最後に児童は「問い」
「段落」の一方を選

自主的に取り組めるか考えて、カードに記入した。例

んで、カードに記入した。その例を示す。

えば次のようなカードができあがった。

「問い」
問いは～ですかや、～でしょうかのような「か」
がさい
ごにつく問いと、～があるのでしょう、～できるのでしょ
うのように「か」がさいごにつかない問いがあります。で
すが、問いには答えがあるので問いのさいごに「か」
がつ
かなくても問いを見つけられます。

「自主的」
自分からやること。しゅくだい係だったら数えて数が
たりなかったら自分から声をかけることにとりくむ。

「段落」
せつめいや話がいくつかまとめあわさったもの。はじ
めにかならず一文字分あいている。だん落があると、読
んだときに意味が分かりやすい。

「自主的」
自分からやる。ボックスだったら朝のよういがおわっ
たらせんせいに言われるまえにいくことにとり組む。

その後の係活動では、配り係の児童が教師に声をか
けられる前にプリントを配る様子などが見られた。ま

このように児童は、
「問い」
「段落」というキーワー

た児童同士でも、
「おっ、自主的だね」などと声をか

ドに着目して文章を読むことで、説明文の構成や段落

け合いながら、活動に取り組んでいた。この声かけは

の役割などを理解した。

係活動だけでなく、清掃の時間に普段あまり手の届か
ないテレビ台を丁寧に拭いていた児童や、体育ででき

２．
５

学級活動「係活動を振り返ろう」の授業展開

なかった鉄棒を休み時間に練習している児童などにも

語彙が思考や判断を導くことは、教科の学習に限っ

向けられていた。このように、マイディクショナリー

たことではない。本学級の児童は数名ずつ、
「配り

にまとめた語は児童の行動指針となった。こうした有

係（プリントなどを配る）
」
「宿題係（宿題の提出を

効性は学級活動だけでなく、道徳の授業で「礼儀」や

チェックする）
」
「ボックス係（職員室のボックスに置

「迷惑」について具体的な行動と結びつけて考えた際

かれている配布物を取りに行く）
」などの係に分かれ

にも認められた。

ている。しかしアンケートを行ったところ、約半数の
児童が係活動に自主的に取り組めていないと感じてい

２．６

マイディクショナリーのバリエーション

ることが分かった。そこで７月の学級活動では「自主

６月にマイディクショナリーを導入したが、当初は

的」という語を取り上げ、
「自主的」とはどのような

なかなか書き始められない児童や、書き終えるまで時

行動を示すのか、それぞれの係活動に即して具体的に

間がかかる児童が多かった。そのため、カードに書き

考えた。

込む時間が十分取れなかったり、逆に、その時間を確

まず、「自主的」とは「自分から取り組むこと」と

保するために授業内容が不十分になることもあった。

いう辞書的な定義を確認した。次に、係ごとにＡ１判

しかし次第に児童が慣れてきて、多くの内容を早く

のシートを用意し、自主的に取り組めていた例を教師

書き込めるようになってきた。教師の側でも、授業内

が紹介し、その内容が書かれた付箋をシートに貼っ

容そのものを扱う時間と、カードに書き込む時間のバ

て見せた。児童はそれを参考に、かつて自分が担当し

ランスを取って授業を計画・実践できるようになって
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きた。こうした過程で、
「言葉で遊ぼう」
「係活動を振
り返ろう」で示したような定型的な使い方に加えて、
次のようにバリエーションを工夫していった。
書く内容

語の意味や自分なりの解説を書くことが

基本形であるが、次のような書き方も取り入れた。
①語の説明に加えて、その語を使った例文を考えて書
き込んだ。例えば総合で「かいけつ（解決）」とい
う語を取り上げたときには、
「トラブルをかいけつ
する」などと例文を作った。
②国語「山小屋で三日間すごすなら」は、話し合いの
学習であり、考えを「広げる」
「整理する」
「まとめ
る」などの重要な語が複数出てくる。これら全て
について意味などを書き込む時間はない。そこで
「たくさん考えを 出し合う 。それらをなかま分けし
て 整理 した。そして、目的にそって大事なことを

写真１

数直線の掲示。白枠箇所に児童の書いたカードが
貼られている。

数直線ははじめの１めもりを見ると、どういうふうに
ふえているかがわかる。
左にすすむと小さくなって、
右にすすむと大きくなる。

みんなで考えたら、グループの考えが まとまる 」

児童はこれらを見ながら「○○さんの説明が分かり

と、授業展開を踏まえた説明をカードにあらかじめ

やすい」「一目盛りに気をつければいいんだよね」

プリントしておき、キーワードを穴埋めで書き込ま

などと復習していた。

せた。

⑤学習したことを付け足しながら、数時間で学んだこ
とを合わせて、１枚のカードにまとめた。例えば算
１時間の授業の最後にカードに書き込むの

数で「円」
「球」
「小数」
「分数」などをまとめると

が基本形であるが、次のように複数時間をまたいだ

き、１時間目は語の意味のみを記入し、その後の学

り、復習に生かすなど、様々な活用の仕方を工夫し

習で気づいたことなどは、各時間のまとめとして付

た。

け足していった。算数以外の教科では、前にカード

①適切に書けていたり、児童自身の経験とつなげて書

に記した語が再度出てきたときに、新たな内容を書

けたりしたカードは、授業で紹介したり、教室に掲

き足した。こうして以前の書き込みを見直して復習

示したりした。これにより、どう書けば良いのかと

し、学び直すことにつながった。

使い方

いうモデルを示した。

⑥国語「ちいちゃんのかげおくり」では、１時間に一

②マイディクショナリーは自分だけのものとするので

つの場面を読み、そこで受けた印象を表す語を児童

はなく、互いに見せ合い、参考になる表現や書き方

一人一人がカードに書き込んだ。例えば１の場面を

などを取り入れるように勧めた。

学習した後で、ある児童は「こわい」という印象を

③国語「こそあど言葉」では、ある児童がカードに
これを使うと文を短くすることができます。これは何
かを指ししめすときに使います。この文章にもいくつ
かこそあど言葉がのっています。

と書いた。このカードを次時の最初に取り上げ、ど

記し、
こわいは、自分の身に悪いことがおこりそうになるこ
とです。わたしは１の場面を読んで、ちいちゃんのか
げおくりは少しこわいお話だなと思いました。なぜな
ら、しょういだんやばくだんをつんだひこうきがとん
でくるからです。

れがこそあど言葉か考えて、復習に生かした。
④算数「数直線」では、授業で用いた数直線の拡大図

とまとめた。児童はこうして５つの場面について５

を教室後方に掲示し（写真１）
、そこに児童が書い

枚のカードに書き込み、最後はこれらを見返して、

た次のようなカードのコピーを貼り付けた。

物語全体の感想文を書いた。この感想文については
「検証」でも取り上げる。
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⑦理科
「明かりをつけよう」で「回路」について児童は、
回路は電気の通り道、回路の間に金属があっても電気
は通る。

などとまとめた。そこから次の「金属とは何か、ど
ういう性質があるのか」という課題につなげた。児
童は実験の結果をもとに、
金属は電気を通すもので、鉄とかアルミニウム。
ビニールやペットボトルは回路の間にいれると電気
が通らなかったから金属ではない。

充

藤，2013ｂ）。そこで短作文を用いたテスト、感想文、
単元テスト、児童の様子、第三者による観察等を通し
て、検証する。
３．１

短作文のテスト

小学校１・２・３年の国語で扱われる学習用語を児
童が表現に活用できるか検討するために、６月と11月
の２回、同じテストを実施した。テストでは10の学習
用語を示し、「次の言葉を使って文を作りましょう」
と指示し、25分で解答を求めた。
テ ス ト に 用 い た 学 習 用 語 は、 １ 年 相 当 が「 さ く

などとカードに書き加えていった。こうして児童は

しゃ」「～とおなじ」、２年相当が「りゆう」「けっし

一つ一つの語を理解するだけでなく、それらをつな

て～ない」
「ようす」、３年相当が「へんか」
「まるで

ぎ合わせて理解することができた。

～のよう」「登場人物」「手をくわえる」「うつりかわ

⑧国語「ことわざ・故事成語」では、保護者に依頼し

り」である。これらは、熊谷（2019）やバトラー後藤

てカードを書いてもらった。保護者は子どもに贈り

（2011）による学習用語のリストに含まれている、国語

たいことわざ・故事成語とその意味、そしてそれを

教科書で「学習に用いられる言葉」として取り上げられ

伝えたい理由を書いた。例えばある母親は

ている等の観点から、学習用語として適切と判断した。

失敗は成功の元
意味は「失敗しても、その原因を考えて直すと、必
ず成功への道が開かれる」。
何か失敗したときに自分に言い聞かせるとがんば
れるからです。

採点は第一著者が１名で行い、その語を用いて意味
の通じる文が書けていれば正答とした。表１に結果を
示す。ｔ検定の結果、１年生の学習用語（t＝5.64，
df＝31，p＜.01）、２年生の学習用語（t＝3.82，df＝
31，p＜.01）、３年生の学習用語（t＝8.64，df＝31，

と書いてくれた。学習の様子を家庭に伝える一助と

p＜.01）のいずれでも、11月には正答数が有意に増加

なり、また、集まったカードを紹介することで、教

していた。６月の時点では１年生段階の学習用語で

科書に載っていないことわざや故事成語にも触れる

あっても理解が不十分で、短作文に生かすことができ

ことができた。

ない児童が多かった。また、児童間の差も大きいこと
がSDから認められる。11月には、どの学年の学習用

３

成果の検証

語についても短作文に活用することができるようにな
り、児童間の差も小さくなった。

こうして６月～12月までの半年間で、児童は約90枚
（多い児童では100枚近く）のカードからなる、マイ
ディクショナリーを作成した。教科等別に全員の児童

表１

学習用語を用いた短作文のテスト結果

が共通に取り上げた語は、国語58、社会３、算数10、
理科５、図工１、保健体育１、道徳７、学級活動３、

SD

総合１である。児童が言葉に意識を向け、関心を持っ
て継続的に取り組んだこと自体、一つの成果と言え
る。

SD

この取り組みが児童の語彙、さらに思考力・判断
力・表現力等につながったかを検証する。授業実践の
成果検証においては、テストなど一つの指標を用いる
だけでなく、多角的に検討することが重要である（佐

SD
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３．
２

感想文の比較

表２

４教科の単元テスト結果

二つの物語を題材に、それぞれ２回ずつ感想文を書

SD

t値
（df＝31）

き、変化を比較した。
第一の物語は、10月の授業で取り上げた「ちいちゃ
んのかげおくり」である。この授業は10時間構成で実
施され、児童は２時間目と９時間目に次の枠組みに
従って感想を書いた。
わたしは（ぼくは）、「ちいちゃんのかげおくり」は

物語だと感じました。その理由は、……

児童は

に「こわい」
「悲しい」など、物

語全体から受けた印象を書き、続けてその理由を書い
た。筆者ら３名がそれぞれ独立に、
「１回目より２回
目の方が、感じ方を表す表現が豊かになったり、理由

p

p

が詳しくなったりしている」という基準で評価した。
その結果、３名が一致して改善を認めた児童が32名中
17名（53.1％）
、３名のうち２名が改善を認めた児童
が32名中５名（15.6％）いた。32名中22名（68.8％）
で、２回目の感想文の方が良くなっていたと言える。

１学期と２学期にそれぞれ複数回行ったテスト結果
を総合して、観点別の正答率を比較した（表２）
。国
語では知識・技能、思考力・判断力・表現力等のいず
れも、２学期の方が有意に高かった。算数では思考

第二の物語は、教育出版『ひろがる言葉 小学国語

力・判断力・表現力等で、２学期の方が有意に高かっ

２下』
（平成26年検定済）所収の「わにのおじいさん

た。しかし社会科では知識・理解は上昇したものの、

のたからもの」である。この物語は、第２学年の教科

思考力・判断力・表現力等の上昇は認められず、理科

書で扱われており、３年生の年度初めでも自力で読む

は全体に低下していた。

ことができる。なお本実践では光村図書の教科書を用

本実践は国語科を中心としており、また算数でも

いており、児童にとっては初めて読む作品である。

１・２学期を通じて複数の単元でマイディクショナ

感想文は４月と11月に書いた。評価にあたっては、

リーを活用していた。このことが思考力・判断力・表現

筆者ら３名がそれぞれ独立に、
「１回目より２回目の

力等につながったと推測される。一方、社会科と理科で

方が、豊かな語彙が使われている」という基準で評価

はマイディクショナリーを活用する機会が国語・算数

した。その結果、３名が一致して改善を認めた児童

より少なく、そのことがこうした結果の一因と思われ

が32名中20名（62.5％）
、３名のうち２名が改善を認

る。

めた児童が32名中６名（18.8％）であり、32名中26名
（81.3％）で、２回目の感想文の方が良くなっていた
と言える。「ちいちゃんのかげおくり」よりも長期的
に比較した場合、語彙を活用して書く力がついてきた
ことが、より明らかであった。

３．４

日常場面での児童の様子

１学期当初に比べると２学期には、児童に次のよう
な変化が見られた。
授業場面では、１学期に発言のなかった児童が、２
学期の中頃には説明や理由を交えながら発言をした

３．
３

単元テスト

り、自分の考えをなかなか書けなかった児童が、ワー

児童の語彙力が高まるのと並行して、思考力・判断

クシートの欄いっぱいに自分の考えをまとめ、「もっ

力・表現力等にも変化が生じたかを、単元テストの結

と書きたいのにいっぱいになっちゃった」と言う姿な

果から検証する。用いたテストは、国語・算数・理科

どが見られた。また、教科をまたがって語彙のネット

は文渓堂によるもの、社会科は地区内の複数の小学校

ワークが形成された様子も認められた。例えば図画工

が共同で作成したものである。

作で「鑑賞」という語を取り上げたときには、
「国語
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充

の『味わう』と似ている」といった意見が出された。

子と貝を区別してよそってほしいと伝えたものであ

家庭学習で書いた日記を見ると、１学期に比べて２

り、日常生活の中で感じる「くべつ」が、分かりやす

学期には記述が詳しくなったり、マイディクショナ

く、他の児童も共感できるかたちで表現されていた。

リーにまとめた語を取り入れたりしていた。ある保護

さらに筆者がそれを学級に紹介したことで、自信を

者は２学期末に「今までは日記や作文などを書くこと

持ったと思われる。

が苦手でなかなか取り組めなかったのですが、今では

その後の授業では意欲的に活動に取り組み、自分が

自分からすらすらと書けるようになりました。日記の

書いたカードを周囲に紹介する姿も見られた。言葉に

宿題などが出ていなくても、自分で文を書いて楽しん

関する本を図書室で借りて読んだり、教科書に掲載さ

でいます」と、家庭での様子を教えてくれた。

れている詩の特徴を真似して自分で詩を作ることを楽

また、児童は言葉に関する本を学校の図書室で借
り、学級のみんなに紹介するなどして自主的に言葉を

しんだりと、積極的に言葉を楽しむ姿が見られるよう
になった。

楽しむようになった。さらに、マイディクショナリー

11月にＡ児にマイディクショナリーの感想を聞いた

にまとめた語を筆者が使うと「あっ、○○（学習した

ところ、「最初は何をしていいか分からなくて嫌だっ

語）使ってる」とよく気づき、真似をして言ったり、

たけど、書き方が分かったら楽しくなった。もういっ

その場で文をたくさん作ったりして楽しんでいた。

ぱい書けるよ。また、ぼくのマイディクショナリーみ

このように児童個々人の語彙が豊かになり表現に生

んなに見せてね」と答えていた。また国語科単元テス

かされるようになっただけでなく、言葉に関心を持ち

トの正答率は、「知識・技能」が１学期は57％だった

言葉を楽しむ学級風土ができたと言える。

のが２学期は72％、「思考力・判断力・表現力等」は
１学期が62％であったのが、２学期は82％と、上昇し

３．
５

抽出児童２名の変容

ていた。

学習への取り組みに課題の見られた児童Ａと、真面

このようにＡ児は自分の生活と結びつけて言葉を捉

目に取り組んでいるものの自分の考えを説明すること

え蓄積していくことで、語彙に関する知識が増えるだ

が苦手だった児童Ｂを取り上げ、その変容を記述す

けでなく、思考力・判断力・表現力等の向上にもつな

る。

がった。さらに言葉に対する関心やそれを活用するこ

児童Ａ

Ａ児は落ち着きがなく授業中の私語が多い

児童である。
「石焼き芋」を「にしやきいも」
、「賞状」

とへの意欲も向上した。
児童Ｂ

Ｂ児はＡ児とは対照的に授業に真面目に取

を「そうじょう」と読むなど、言葉の認識に課題が

り組み、的を射た発言も多い。じっくり考えた上で意

あった。

見をまとめたり、理由を付け加えたりすることもでき

Ａ児は年度当初はマイディクショナリーを面倒がっ

る。しかし、答えを導き出した経緯を説明したり、考

ていた。６月に「きつつきの商売」で、
「登場人物」

えの根拠を明確に伝えることについては、不得手な場

という語をカードにまとめたときには、
「うさぎ、ね

面も見られた。

ずみ、きつつき、木」と物語の登場人物を列挙するだ
けであった。

Ｂ児はマイディクショナリーに対して当初から、他
の課題に取り組むのと同様に丁寧に取り組み、まとめ

ところが７月に「くべつ」という語を取り上げたと

ることができていた。Ｂ児に６月と11月で何か変わっ

きに、Ａ児は教科書本文から「分かったことと考えた

たことがあるかと尋ねたところ、「自分の文章に蛇足

ことをくべつして書く」と抜き出した上で、

がなくなった」、「日記でマイディクショナリーの言

くべつ
分かったことと考えたことをくべつして書く。
しょくじをつくるときのやさいをいれるときにくべつ
をつかう。なすとかいをぼくのさらにいれないこと。
（お
おめはだめ）

葉を使って書くと、伝えたいことを伝えやすくなっ
た」、「言葉の意味が分かるようになったら、本を読む
のが楽しくなった」
、
「授業中、説明ができるように
なった」と、マイディクショナリーを通して自分が変
わったことを説明してくれた。

と書いた。食事を盛り付けるときに、自分の苦手な茄

その反面、算数でマイディクショナリーに説明する
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のが難しかったという苦労も聞き取られた。例えば６
月の「時刻」では、
じこく
午前・午後

４

考察

本実践ではマイディクショナリーというシンプルな
○○時△△分と表す。

手立てを、国語科を中心として様々な教科等に生か
し、児童の語彙を豊かにすることに取り組んだ。その

と、時刻の表し方だけが記入されていた。しかし２学

結果、語彙が豊かになるだけでなく、思考力・判断

期になると、自分なりの説明や気づいたことを書き加

力・表現力等にもつながった。

えられるようになった。11月の「小数」では、
小数
1.3や0.8のような数を小数といいます。小数は数直線
でもあらわすことができる。小数はちゅうとはんぱな数
のこと。0.1をもとにして計算することが、とても大切。

４．１

成果につながった理由

このような成果が得られた理由として、次の３点を
あげることができる。
シンプルゆえの継続性とバリエーション

手立て

と、ポイントや注意点などが分かりやすくまとめら

がシンプルなだけに、１時間のなかに無理なく位置

れていた。算数科単元テストの正答率を見ると、
「知

づけ、継続することができた。そのため児童は次第

識・技能」は１学期（96％）
・２学期（98％）ともに

にカードに書き慣れていき、書けることが次への動

高かったが、
「思考力・判断力・表現力等」において

機づけにつながった。教師の側でもシンプルな型をも

１学期86％から２学期93％へと上昇していた。

とに、内容や使い方のバリエーションを工夫し、その

このようにＢ児は次第に、学習したことや気づいた

時間の学習に適した使い方ができた。このことはマイ

ことをマイディクショナリーにまとめていくことがで

ディクショナリーを用いた活動に変化をもたらし、児

きるようになった。そのことが、算数における学習用

童が飽きずに継続することにもつながった。

語の獲得や、思考力・判断力・表現力等へつながった
と考えられる。

語を中心とするネットワークの形成

語の意味を調

べて書き写すだけでなく、授業中に考えたことなどを
合わせて書くことで、授業内容や自分の経験と学習用

３．
６

第三者（教頭）による観察

語が結びついた。また前に書いたカードを見返した

教頭は第二・第三著者らとともに、国語を中心に20

り、あらためて書き加えたりすることにより、意図せ

時間以上、授業を参観した。そこで11月に、本実践や

ずに復習を行うことにつながった。それは機械的な

児童の変化を評価するコメントを書いてもらった。そ

反復ではなく、新たな観点や文脈で学び直す分散学

の概要は、以下の通りである。

習（北尾，2002）となった。このように語と経験や知

開始当初は初めての活動だけに、１枚のカードを書く
のにかなりの時間を要し、予定していた内容を消化しき
れないこともあった。児童が慣れてくるに従って、マイ
ディクショナリーの生かし方のバリエーションも増えて
きた。また学んだことをマイディクショナリーにまとめ
るというかたちで、マイディクショナリーへの書き込み
と授業の振り返りを一体化させることにもつながった。
こうした実践を通して児童は、①豊かな内容を短い時
間で書き込めるようになった、②自分のマイディクショ
ナリーを周囲と見せ合い自分の書き込みに生かすように
なった、③分からない言葉が出て来たときは辞書をひく
という習慣が身についた、④理解できる語句だけでなく
使用できる語句が増えてきた、⑤文章を書くことへの抵
抗がなくなり新たな表現を生かすことができるように
なった、という変容が認められた。またマイディクショ
ナリーに取り組む中で、児童の主体性や対話も育まれた。

このように第三者の観点からも、本実践や児童の変
容が肯定的に評価された。

識、前の学習とその後の学習が結びつき、知識のネッ
トワークが構成されたと考えられる。
学習方略の獲得

一連の活動は学び方すなわち学習

方略の獲得につながったと考えられる。一つは、自分
の言葉で説明するという方略である。こうした自己説
明は、知識の定着や理解状況のモニタリングに有効
である（望月，2019）
。もう一つは、国語辞典をひい
たりマイディクショナリーを見直したりするなど、分
からないことがあったら手元にある確実な情報源で確
認するという方略である。分からないことがあった場
合に教科書を見返さない中学生は少なくない（福田，
2019）。小学校段階から学習リソースを活用する習慣
をつけることは、その後の学習にもプラスになるだろ
う。
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課題と今後の方向

成果が見られた一方で、児童の語彙やその活用には
課題も見られる。例えば実践を行った年度末でも、テ
ストで問題文を読み間違えたり、
新たに知った言葉を自
分の表現に取り入れはしたものの文脈や文意に合わな
い使い方をしたりする様子が見られた。
また単元テスト
を通しての検証で示されたとおり、
教科によっては思考
こうした実態に対しては、何か新たな手立てを講じ
るのではなく、本実践の成果をベースに改善を図りた
い。本実践は国語科を中心に行ったが、他の教科等で
もこれまで以上にマイディクショナリーを活用した
い。また本実践は教師主導で進めてきたが、児童が書
き慣れた現在、家庭学習にマイディクショナリーを取
り入れ、その日の学習で大事だと思った語を自分で選
んでまとめるといった使い方も考えられる。堀・仙洞
田・芦澤（2014）は「その日の各授業で一番大切だと
思うこと」を書くという自主学習ノートを提案し、小
中学生での有効性を報告している。こうしたシンプル
な手立てであっても、継続することで、そして教師か
らフィードバックを的確に行うことで、学習内容を適
切に振り返るツールになるだろう。
また、
本実践を行った学級の児童たちは、
互いのマイ
ディクショナリーを見せ合ったり読み合ったりするこ
とにも、
熱心に取り組んでいた。
自分の書いたカードが
紹介されると嬉しそうにしていた。こうした学級風土
を生かし、カードやワークシートなどに書いたものを
互いに読み合い、
批評し合う活動も考えられる。その際
に、
書けていることを肯定的に評価するだけでなく、お
かしい箇所や分かりにくい箇所を指摘し合い、教科書
や国語辞典の例文にもどって考えるといった活動がで
きれば、一つの学習が広がりを持つことになるだろう。
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