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研究成果の概要（和文）： 
 本研究では、説明的文章の範囲を確定し、各教科書における説明的文章教材の時代順の
リスト「説明的文章教材一覧」を作成した。また、昭和 40 年度及び平成 20 年度当時に学
校現場で使用されていた検定教科書、東京書籍『新しい国語』，大阪書籍『小学国語』，
学校図書『小学校国語』，教育出版『小学国語 ひろがる言葉』，光村図書『国語』各社
の説明的文章教材テクストをデジタル化してデータベースを作成した。 
研究成果の概要（英文）： 
 The range of the sentence was decided concerning an explained profit, and a list 
"concerning an explanation, sentence subject list" in age of the order of the sentence subject 
was made by this research concerning an explanation in each textbook. Moreover, sentence 
subject text was digitized concerning the authorized textbook being used in the school spot 
at the time of the 40th year of Showa and the 20th year of Heisei. 
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１．研究開始当初の背景 
 コーパスとは、一般には言語研究のために

集積された一群の資料で、個別言語やある作

家のテクスト、母語話者の発話記録などを網

羅的に集めた言語資料体である。近年、英語

教育の分野では、膨大な英語表現のコーパス

から頻度による用例を抽出・援用し、学習効

果を上げるなど顕著な活用の事例が見られ

る。 

  このコーパスを国語科説明的文章教材に

ついて作成し、それを基礎資料に説明的文章

教材の言語的特質を明らかにしようとする

のが本研究である。 

 この研究は国語教育分野における次のよ

うな背景に基づく。 



 学習指導要領が改訂され、ますます国語学

力、とりわけ読解力の育成の重要性が認識さ

れるようになってきた。OECD による国際学

力調査 PISA によれば、日本の読解力は 2000

年調査 8 位から 2003 年調査で 14 位と急落し

た。その後は、2009 年調査で再び 8 位ともち

なおしたものの、論述・記述に問題があると

される。この原因はどのように考えられてい

るか。今まで国語科における読解指導では、

主に正確さを追究してテクストの内部構造

を分析的に解明する手法に主眼を置いて進

められてきた。しかし、国際標準は、テクス

トを解釈、熟考、評価、記述するところまで

要求していたからだと言われる（文部科学省

『生きるための知識と技能〈2〉―OECD 生

徒の学習到達度調査(PISA)2003 年調査国際

結果報告書』,2004)。 

 しかし、現在、そのうちの「評価、記述」

の能力が重要であるという論調が席巻して

いるが、単に形式的に根拠や意見を述べるこ

とだけを強調することは、むしろ偏狭な言語

表現者を育成する危険があろう。「評価、記

述」するためのテクストの読解においては、

まずテクストの言語表象に即して自らの内

面に、情報の提示・意図する文脈を機能的に

形成しながら理解する能力や態度を養うこ

とが重要である。そのため、我が国の国語教

育にとって必要なのは、日本語表現の論理の

特性を自覚的に把握しながら理解・表現する

能力を育成することなのである。さらに、そ

の言語特性を裏付ける客観的な言語資料の

確立である。 

 
２．研究の目的 
本研究は、国語科教材理論としても、説明的

文章の特性を明らかにするという研究意義

を持つ。なぜなら、現在、教科書教材に説明

的文章と位置づけられている文章形態は、実

はかつて「非文学的文章」と呼ばれていたも

のであり、それ自体の特性をもたないもので

あった。その文章群が名称先行する形で「説

明的文章」と位置づけられていったのであ

る。従って、指導上、その多様性、定義の曖

昧さが指導方法を錯綜させたり、教材の文体

をマンネリ化させたりする弊害を伴ってい

る。そこで、コーパスを作成することによっ

て説明的文章としての本質的な特質を、多く

の実例を伴わせて明確にすることで、国語科

の教科内容を明確にすることもできるので

ある。 

  また指導論においても有用な提言を創出

することが予想される。小学校国語科におい

ては、国語を専門とする教師だけが授業をす

ることにはならないため、国語の授業におい

ても極めて簡便な方法が志向される傾向に

あった。例えば説明的文章教材における形式

的な段落分けや安易な小見出し付けなど、方

法が先に立ち、教材の表現の特性を中核に据

える授業が少なくなっている。読解力の低下

は、こういった現場教師の国語に対する構造

的な理解の不足にも起因していると考えら

れる。しかし、現場教師にそういった知見を

求めることの困難さがあるのもまた事実で

ある。現状では、日本語の特質に関する研究

が国語科の教科内容や現場授業に生かされ

ていないからである。そこで、説明的文章教

材を読解するために有用な指導内容を、コー

パスの分析から得た情報として教育現場に

提供することによって、本研究は意義を持つ

ものとなる。 

  さらに、そこで得た知見は、あまねく教育

関係、さらには教科書編集など社会的に活用

されるべきである。従って、作成されたコー

パス自体は、広く知的資源として原則として

公開する。その際、教科書会社、著作権関係

の調査を行い、法令、社会的通念等に問題が

ないか慎重に検討してから、その手続きにつ



いても専門家の意見なども取り入れ、インタ

ーネット、文献等の形態で社会に向けて公開

を目指していく。 

 
３．研究の方法 
本章では、当初の計画段階の内容について述

べ、その趣旨を明らかにしたい。 

 

本研究は、教科書教材という文字媒体を有

効活用可能な形式でデジタル化することに

より説明的文章教材の資料体としてのコー

パス作成を行う。その過程として、次の４段

階を方法化する。なお、対象の範囲は、戦後

出版された小学校国語科検定教科書とする。 

 ①説明的文章の定義等の理論的条件を整

える。 

 ②説明的文章テクストを利用可能な形式

でパソコン等への入力作業を行う。 

 ③コーパスをもとに、説明的文章における

日本語の論理的表現の特色を追究する。 

 ④作成したコーパスを国語科における研

究・指導用のデータベースとして公開する。 

 研究年度と内容に関する概略は以下の通

りである。 

 
４．研究成果 

(1)研究成果の概要 

 本研究では、説明的文章の範囲を確定し、

各教科書における説明的文章教材の時代順

のリスト「説明的文章教材一覧」を作成した。

また、昭和 40 年度及び平成 20 年度当時に学

校現場で使用されていた検定教科書、東京書

籍『新しい国語』，大阪書籍『小学国語』，

学校図書『小学校国語』，教育出版『小学国

語 ひろがる言葉』，光村図書『国語』各社

の説明的文章教材テクストをデジタル化し

てデータベースを作成した。 

 

(2)コーパス作成と活用の可能性 

 本研究では、コーパス作りのための説明的

文章教材のデジタル文字化を指向してその

取り組みを始めた。その結果、平成１７年改

定版教科書５社と昭和４０年改訂版教科書

６社のデータ化を行うことができた。この間

４０年の開きがある。その間にどのような教

材が生まれ、消えていったかを明らかにし、

それらの比較から説明的文章がもっている

特性を解明することが本研究の目的であっ

た。その際、デジタル化することのメリット

は検索が容易にできるからである。その意味

では、両年代のデータベースを作成したこと

は、全データベースを作成し比較検討する意

義に一歩近づいたと言えよう。 

 しかしながら、コーパスの資料体としての

価値は、そのような膨大なデータの「集積」

にあることを痛感した。説明的文章教材の世

代交代は、単に教材が変わるだけではない場

合がある。同じ教材でも、叙述のみが改訂さ

れている場合が少なくない。そこに時代が要

請している国語学力が潜んでいることもあ

る。従って、通時的に教材のデジタル化を行

い、微視的な観点から教材を比較検討するこ

とは重要である。検索や比較対象を迅速に行

えるということは、様々な角度からの分析・

考察を可能にする。そこで得た知見を時間軸

に沿って積み上げていくことで、本質的な特

質が見えてくるはずである。 

 

（3）説明的文章教材の特性とは 

 比較とは、相違点を見いだすことだけが目

的ではない。両者の共通点を見いだすことも

重要な観点である。前述したとおり、本研究

では、多くの説明的文章を比較することによ

ってそこに説明的文章の特性を見いだすこ

とを目的とした。 

 その目的を果たすべく本研究では、それぞ

れの研究者が、独自の視点から分析に取り組



んだ。その結果、概ね教材群をマクロの視点

から分析している場合と特定の教材に着目

しミクロの視点から分析している場合に大

別された。 

 いずれの論考においても分析の観点に客

観性を持たせている点は共通している。ま

た、説明的文章の論理性に関わる点でも共通

点が多い。筆者により、客観的、論理的に組

み立てられた文脈を読者が同様の態度で読

むことは、説明的文章を正確に理解する必須

の要件である。そこに説明的文章が共有する

コードを発見する糸口があるはずである。 

 このような分析の過程の中で、幾つか共通

性のある観点が見えてきた。 

 一つ目は、叙述における表現のもつ機能で

ある。説明的文章読解の場合、ある特徴的な

語句が特定の機能を果たすことが多い。例え

ば、文末表現などはその機能が顕著に表れる

例である。 

 二つ目は、説明的文章は、文脈の流れの中

で表現を連鎖として見ていくことが必要だ

ということである。一語一語の意味が、他の

言葉と連関している、すなわち影響を与え合

っている傾向が強い。そこに論理性が働く。

従って、他の部分との関わりの中で、言葉の

意味や役割を捉えていくことが大切である。 

 三つ目は、説明的文章の指導の目的を時代

の流れと照応させて見ていくことである。説

明的文章において養うべき力は、時代と共に

少しずつ推移している。その時代に合わせた

指導理念がどうあるか、教材の変遷から見取

り、不易と流行の部分を見分ける必要があ

る。 

 

(4)各論考に見る説明的文章の特性 

 各論考から説明的文章の特性に関わる指

摘を抽出してみる。 

 岩永は、説明的文章教材を三つの観点「説

明行為の進行」「支える表現力」「論理的思

考」から捉え、叙述と関連付けている。これ

は、説明的文章の構造に関する普遍的な特性

を一般化し、指導に資する内容として確立し

ようとするものである。さらに、説明的文章

を系統化する観点を設定し、効果的な指導体

系の作成につながる。 

  大熊は、文法論的文章論の「主要語句の連

鎖」を援用した「語句連鎖の読み①」によっ

て説明的文章教材「まんがの方法」の文章構

造の分析を行っている。語句の連鎖から、文

章構造を的確に把握し、とりわけこの教材に

おける「まとめ」の特殊な機能について言及

している。「理解の側面」と「実践の側面」

をもつ「まとめ」とは、筆者の表現意図を巧

みに言い表した言辞である。 

  長﨑は、平成 17 年改定版小学校国語教科

書と昭和 40 年度改訂版を比較し、文末「の

です」は、筆者の意図を反映した語句である

とする。さらに、それが時代を経て多く使用

されるのは、説明的文章教材における「筆者」

の位置づけが変わってきたからだと指摘す

る。文末「のです」の特性から、説明的文章

の特性を解明しようとする試みである。 

   成田は、「タイの小学生 マナ」の教材

文からその新しさに着目し、児童の意識と教

材の構造を関連付けて特性を解明している。

それをもとに、説明的文章の分類を知識文・

論説文・情報文という新たな枠組みとして提

示している。さらに、論理性という特性を生

かし、「トーナメント図」という説明的文章

の構造を階層的に把握するための具体的な

手法を提案した。 
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