教材４

‑
︽て びき ︾説明的 文章を 読む 力をつけ るには

(

)

文章 全体の 話題 をつかむ

)

形式 段落ご との 内容を読 み取る

(

３

文章 全体を いく つかの意 味段落 に分 ける

意味 段落の 役割 や関係を 考える

※いくつ かの意 味段 落に分け るには ？
①形式段 落ごと の話 題が共通 してい たり ︑続いて いたり して いる︒
②キーワ ードが 共通 している
４

※意味段 落の役 割に は次のよ うなも のが あります ︒
①話題を 提示し てい る︒

トだね︒

ことが︑一つの ポイ ン

役割や関係をと らえ る

し︑それぞれの 段落 の

段落ごとの内容 を理 解

※各段落 の中心 とな る文を見 つけら れる かな？必 要に応 じて ︑線を引 きなが ら読 んでみよ う︒

２

※こん なとこ ろを 気にして みよう ！
①﹁⁝に ついて 考え を述べま す﹂と 書い てあれば ︑はっ きり 分かりま すね︒
②﹁⁝の はなぜ だろ う﹂とい う問い かけ 表現も︑ その文 章で の話題を 示して いま す︒
③繰り返 し出て くる 語句 キ ーワー ド に も注目で す︒

１

︽ポイン ト︾

※説明的 文章 は︑そ れぞれの 文章 の書か れ方の特 徴を ふまえ ながら︑ 書き 手 筆者 が一番言 いたい こと を正し
くつかみ︑それに対して自分が何を考えたかをまとめるような練習を重ねることで︑読んで考える力 が だ
んだんと ついて きま す ︒

(1)

②分かり やすく する ために︑ 具体例 を出 して説明 してい る︒
③ちがい がはっ きり するよう に︑い くつ かのもの を比べ て示 し説明し ている ︒
④原因や 理由・ 根拠 を示して いる︒
⑤も っとも 伝え たいこと 結論 や主 張 を述 べてい る︒
※段落 の役割 やそ れぞれの 段落の 関係 をとらえ るため に⁝
①接続語 に注目 し︑ 話題が変 わった り︑ 具体的な 例を示 した りしてい ること をつ かもう︒
②指示語 の内容 を正 確にとら え︑文 と文 ︑段落と 段落の 関係 をつかも う︒

)

文章 全体の 組み 立てを考 え筆者 の一 番伝えた いこと をと らえる

(

５

読ん で感じ たこ とや考え たこと をま とめて書 いてみ る

※説明 的な文 章の 組み立て にはい くつ かのパタ ーンが あり ます︒
①はじめ に結論 や主 張を述べ ︑その 後に 具体例や 理由︑ 説明 を述べる パター ン︒
②はじめ に具体 例や 理由︑説 明を述 べ︑ 最後に結 論や主 張を 述べるパ ターン ︒
③はじめ と終わ りに 結論や主 張を述 べ︑ その間に 具体例 や理 由︑説明 を述べ るパ ターン︒
※その文 章での 話題 について ︑もっ とも 伝えたい ことが 書か れている のはど こ？
６

※自分の考えを書いてまとめることに慣
れてくると︑読むことを通して︑文章
で話題にしていたことと︑それに対す
る筆者の考えを参考にしながら︑自分
の考えを広げたり︑深めたりすること
ができる ように なり ますよ︒

