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小学校の算数の時間。先生がこんな問題小学校の算数の時間。先生がこんな問題
を出しました。を出しました。

もちろん□に入る答えは「もちろん□に入る答えは「55」ですね。こ」ですね。こ
の場合、正解は「の場合、正解は「55」しかありません。」しかありません。
ところが海外の小学校では、こんな問題ところが海外の小学校では、こんな問題

が出ることもあるそうです。が出ることもあるそうです。

この問題の意味はこの問題の意味は「答えが 5になる式を「答えが 5になる式を
考えましょう」考えましょう」です。です。
「……」の中にはたし算だけでなく、ひき「……」の中にはたし算だけでなく、ひき
算やかけ算・わり算を入れてもいいそうで算やかけ算・わり算を入れてもいいそうで
す。す。
答えは答えは「2+3」「2+3」の他にもの他にも「1+4」「1+4」とかとか「8-3」「8-3」

とか、とか、「2×2+3-2」「2×2+3-2」とか、とか、「1+1+1+1+1」「1+1+1+1+1」とと
か、いくつでもあります。できるだけたくか、いくつでもあります。できるだけたく
さん思いつくのがいいみたいです。さん思いつくのがいいみたいです。
最初の最初の「2+3=」「2+3=」という式の正解は一つだという式の正解は一つだ

けなのに、反対側から見て「けなのに、反対側から見て「5=5=」という式」という式
にすると正解は一つだけでは無くなりましにすると正解は一つだけでは無くなりまし
た。た。

算数の問題でさえ、見方を変えるだけで算数の問題でさえ、見方を変えるだけで
正解が何通りもできました。これから人生正解が何通りもできました。これから人生
を生きて行く上で自分たちが直面する問題を生きて行く上で自分たちが直面する問題
は、正解が一つでは無い、もしくは、そもは、正解が一つでは無い、もしくは、そも
そも正解など無い問題が山のようにあるでそも正解など無い問題が山のようにあるで
しょう。社会や環境など、人類共通の問題しょう。社会や環境など、人類共通の問題
も同じです。も同じです。
それらの問題を、「正解」とは限らないけそれらの問題を、「正解」とは限らないけ

ど「より良い解決」に導くためには、「見方ど「より良い解決」に導くためには、「見方
を変える」ことが重要になってきます。一を変える」ことが重要になってきます。一
つの考えや見方にとらわれていると、問題つの考えや見方にとらわれていると、問題
そのもの（＝本質）や問題の全体像が見えそのもの（＝本質）や問題の全体像が見え
なくなるときがあります。そんなとき、当なくなるときがあります。そんなとき、当
事者として問題の中にどっぷりつかるので事者として問題の中にどっぷりつかるので

はなく、遠いところから客観的に物事を見はなく、遠いところから客観的に物事を見
ることができれば、解決の糸口がみつけやることができれば、解決の糸口がみつけや
すくなるのです。考えが行き詰まっているすくなるのです。考えが行き詰まっている
とき、他の人に意見を聞いたり、まったくとき、他の人に意見を聞いたり、まったく
違う分野の専門家に相談したりすると、考違う分野の専門家に相談したりすると、考
え方の転換につながることがあります。人え方の転換につながることがあります。人
生の大先輩や、逆に子どもの目線がヒント生の大先輩や、逆に子どもの目線がヒント
になることもあります。になることもあります。
人生で出くわす問題点には正解がありま人生で出くわす問題点には正解がありま

せん。正解が「無い」というよりも「何通せん。正解が「無い」というよりも「何通
りもある」と言っても良いでしょう。いくりもある」と言っても良いでしょう。いく
つでもある「答え」を導き出す道筋を考えつでもある「答え」を導き出す道筋を考え
ることが、問題そのもの（本質）についてることが、問題そのもの（本質）について
考える力となります。そして、いろいろな考える力となります。そして、いろいろな
角度から物事をとらえること（＝多角的な角度から物事をとらえること（＝多角的な
視点）が、考える力を育みます。その「考視点）が、考える力を育みます。その「考
える力」が、本当の意味での「教養」になえる力」が、本当の意味での「教養」にな
るのです。その「教養」が、私たちの「生るのです。その「教養」が、私たちの「生
きる力」となって、未来へと導いてくれるきる力」となって、未来へと導いてくれる
はずです。はずです。
AI（人工知能）が発達し普及することで、AI（人工知能）が発達し普及することで、

「未来の人間は考えなくてもいいんじゃな「未来の人間は考えなくてもいいんじゃな
い？」と思う人がいるかもしれません。しい？」と思う人がいるかもしれません。し
かし人間には、人間自身の深い問題を見つかし人間には、人間自身の深い問題を見つ
け、解決していくことが今後ますます求めけ、解決していくことが今後ますます求め
られていきます。そのためにも「本当の意られていきます。そのためにも「本当の意
味での教養」を身につけておく必要があり味での教養」を身につけておく必要があり
ます。ます。

言の葉協会が目指している「本当の意味言の葉協会が目指している「本当の意味
での教養」は、自分が自分らしくあるためでの教養」は、自分が自分らしくあるため
の「生きる力」となるものです。作文を書の「生きる力」となるものです。作文を書
いたり、いろいろな本を読んだり、自分といたり、いろいろな本を読んだり、自分と
は違う意見に耳を傾けたり、そして、答えは違う意見に耳を傾けたり、そして、答え
が「が「55」になる計算式を考えたり、…そうい」になる計算式を考えたり、…そうい
うことが「力」となり「教養」となるはずです。うことが「力」となり「教養」となるはずです。
それが「自分らしく生きる」ことにつながそれが「自分らしく生きる」ことにつなが
るのです。るのです。

各号ごとに特集のテーマを設け、さまざまな課題を多角的に深掘りし
ます｡ 全体を見渡す「マクロの眼」・掘り下げて観察する「ミクロの眼」
で探究し、特集で取り上げる一つの事がらをいろいろな目線から見て、
考えを深める練習をします。関連する言葉について考える「ことばノー
ト」、関連する本を紹介する「おススメの本」などのコラムもあります。

それぞれの記事では『言の葉講座』のマスコットキャラクター「アス
ミー」が、考え方をガイドします。アスミーの問いかけをヒントにして、
記事について自分なりに考えたり、調べたりしてみましょう。考えたこ
とや調べたこと、気がついたことをノートにまとめるのもいいですね。
そして、周りの家族や友だちともそのことについて話し合ってみましょう。
他の人の意見を聞いて、自分の意見と比べるのも大事なことです。

『言の葉大賞R』の受賞作品を添削したものや『言の葉講座R作文添削』
の過去の添削例を、筆者の了解を得て毎号 1 つ掲載します。他の人の作
文や添削を見ることで、自分の作文に生かすことができます。他に「ア
スミー先生」と一緒に作文について学ぶコーナーもあります。巻末の「ホ
ームルーム」では、小学校から大学まで、実際に教壇に立っている先生が、

「書くこと」や教育にまつわるお話を書いて下さっています。

小学校の算数の時間。先生がこんな問題
を出しました。

もちろん□に入る答えは「5」ですね。この
場合、正解は「5」しかありません。

ところが海外の小学校では、こんな問題
が出ることもあるそうです。

この問題の意味は「答えが 5 になる式を
考えましょう」です。
「……」の中にはたし算だけでなく、ひき

算やかけ算・わり算を入れてもいいそうで
す。

答えは「2+3」の他にも「1+4」とか「8-3」
とか、「2×2+3-2」とか、「1+1+1+1+1」と
か、いくつでもあります。できるだけたく
さん思いつくのがいいみたいです。

最初の「2+3=」という式の正解は一つだ
けなのに、反対側から見て「5=」という式
にすると正解は一つだけでは無くなりまし
た。

算数の問題でさえ、見方を変えるだけで
正解が何通りもできました。これから人生
を生きて行く上で自分たちが直面する問題
は、正解が一つでは無い、もしくは、そも
そも正解など無い問題が山のようにあるで
しょう。社会や環境など、人類共通の問題
も同じです。

それらの問題を、「正解」とは限らないけ
ど「より良い解決」に導くためには、「見方
を変える」ことが重要になってきます。一
つの考えや見方にとらわれていると、問題
そのもの（＝本質）や問題の全体像が見え
なくなるときがあります。そんなとき、当
事者として問題の中にどっぷりつかるので

みなさん、こんにちは。
『言の葉講座R作文添削』では、みなさんの「書

きたい」「伝えたい」気持ちを大事にして、思っ
ていることや考えたことを相手に伝える力を伸ば
すお手伝いをします。

この『FUTURE VISION』は、社会で問題・話
題になっていることについて、おうちの人と一緒
に読んで、楽しみながら考えることができる記事
がいっぱいです。新聞のように、興味があること
も無いことも、いろいろなジャンルの記事が一緒
に載っています。まずは読んでみましょう。読み
方や意味がわからない言葉が混じっているかもし

はなく、遠いところから客観的に物事を見
ることができれば、解決の糸口がみつけや
すくなるのです。考えが行き詰まっている
とき、他の人に意見を聞いたり、まったく
違う分野の専門家に相談したりすると、考
え方の転換につながることがあります。人
生の大先輩や、逆に子どもの目線がヒント
になることもあります。

人生で出くわす問題点には正解がありま
せん。正解が「無い」というよりも「何通
りもある」と言っても良いでしょう。いく
つでもある「答え」を導き出す道筋を考え
ることが、問題そのもの（本質）について
考える力となります。そして、いろいろな
角度から物事をとらえること（＝多角的な
視点）が、考える力を育みます。その「考
える力」が、本当の意味での「教養」にな
るのです。その「教養」が、私たちの「生
きる力」となって、未来へと導いてくれる
はずです。

AI（人工知能）が発達し普及することで、
「未来の人間は考えなくてもいいんじゃな
い？」と思う人がいるかもしれません。し
かし人間には、人間自身の深い問題を見つ
け、解決していくことが今後ますます求め
られていきます。そのためにも「本当の意
味での教養」を身につけておく必要があり
ます。

言の葉協会が目指している「本当の意味
での教養」は、自分が自分らしくあるため
の「生きる力」となるものです。作文を書
いたり、いろいろな本を読んだり、自分と
は違う意見に耳を傾けたり、そして、答え
が「5」になる計算式を考えたり、…そうい
うことが「力」となり「教養」となるはずです。
それが「自分らしく生きる」ことにつなが
るのです。

れません。そのときは自分で調べてみましょう。
言葉が増えることで自分の世界も広がります。

読むことで身につけた力は、作文を書く力に
必ずつながります。「何を書けばいいの？」と思
っていたのに、気がついたら「これが書きたい！」

「このことを他の人に知ってほしい！」と、書き
たいことが増えてくるでしょう。

いろいろなことに興味が出て、調べる。考え
たことや分かったこと、そこから生まれた気持ち
を伝える。そんな人になってほしいと、言の葉講
座の先生たちも応援しています。

言の葉講座

へようこそ！
一般社団法人 言の葉協会

マスコットキャラクター

アスミー

「明日をみる」と「アース（地球）」
から名付けられたよ

よろしくね！

さく ぶん てん さく

「考える力」を育てる多彩な特集記事やコラム

実際の作文や添削を見てポイントが学べる

2＋3＝□

5 ＝……？

「教養」は
　  生きる力生きる力
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カレー

今から 40年以上前、透明なシートの
地図に自分の車の現在位置を表示する
アナログ式カーナビがホンダ（日本）
の開発で世界初登場！
じゃあ、今のGPS式カーナビは
一体どこの開発？

っ
ほ

ドラマとか
よく見るし、フツー

折りたたみ傘はドイツで
開発されたんだって！

最近はレンジでチンする
レトルトカレーが増えてるね。
非常用食品としても
注目されているよ。
カレー用のサフランライス
とかもあるよ。

乾電池っていつごろからあるのかな？
なんで「乾いてる電池」なのかな？

お父さん、胃カメラ飲むときは
リラックスした方が
ラクらしいよ。

今から 40年以上前、透明なシートの
地図に自分の車の現在位置を表示する
アナログ式カーナビがホンダ（日本）
の開発で世界初登場！
じゃあ、今のGPS式カーナビは
一体どこの開発？

カップ麺を含む即席麺の販売量の
世界ランキングには、
アジアの国々以外に
ナイジェリアとかブラジル、
メキシコなんかも
20位以内にランクイン
しているよ。

むかし、そろばん付きの
電卓があったらしいよ。

世界初の計算機はイギリス製。
大きな機械で実用的じゃ
なかったんだって。

USBメモリ
データの記録に使われている
「フラッシュメモリ」という仕組みは、
USBだけじゃなく、
パソコンやスマホの内部
にも使われているし、
SDカードも同じ仕組みを
使っているんだって。

データの記録に使われている
「フラッシュメモリ」という仕組みは、
USBだけじゃなく、
パソコンやスマホの内部
にも使われているし、
SDカードも同じ仕組みを
使っているんだって。

電子レンジで温めることを「チンする」
って言うけど…

って鳴るレンジ、
ほとんど無いよね。

LEDライトは約 120 年前に
原理が発見されて、
1962 年にアメリカで
赤色LEDが発明されたんだ。
だけど、白い光にするために
必要な青色LEDが、その後30年も
開発できなかったんだって。

昔は駅員さんが
乗客のキップに穴をあけてたんだよ。
全部の改札口に何人も駅員さんが
立ってたわけだね。

スマートフォン
ドラマとか選挙とか、ビニール傘って
よく見るし、フツーに売ってるよね。
安いから海外で作って
いるのかと思ったけど。

折りたたみ傘はドイツで
開発されたんだって！

「日本発」のものを予想してみよう！

キミの予想は？

右下のボックスに　や　を
付けて予想してみよう！

え？それってボールペン付き
のシャーペンみたいなこと？

チン！

　　　　　　　　　　　　　ツだよね。　　　　　　　　　　　　　ツだよね。黄色くてデコボコしているヤツだよね。
交差点とか駅のホームとか、
よく目にするよ。

黄色くてデコボコしているヤツだよね。
交差点とか駅のホームとか、
よく目にするよ。

え？
世界初は iPhone
じゃないの？

カーナビゲーションカーナビゲーション

いっぱいある
海外でも大き　　　はありそうな…。
これって日本　　　かな？

コンビニって
いっぱいあるよね。
海外でも大きな町にはありそうな…。
これって日本発なのかな？

コンビニエンス
ストア

コンビニエンス
ストア

3つの隅のマークで、
どこから読み取っても
向きが分かるように
工夫されているんだよ。

QRコード

がさ

て ん じ

電子レンジ
で ん しレトルト食品

・パックご飯

しょくひん

はん LED照明
しょうめい

乾電池
かんでんち

電卓
でんたく

胃カメラ（内視鏡）
い ないしきょう

カップ麺
めん

自動

改札

じ ど う

かいさつ

学校の帰り道、急に雨が降ってきたので、カ
ケル君はコンビニでビニール傘を買いました。現
金をあまり持っていなかったので、スマホで QR
コードを出してお金を払いました。駅で自動改札
を通ると、ホームで点字ブロックを頼りに歩いて
いる目の不自由な人を見かけたので、電車に乗る
ときに手伝いました。カケル君、グッジョブ！

家に帰ったカケル君はお腹がペコペコだった
ので、レトルトのカレーとパックご飯を電子レン
ジで温めて食べました。そこへお母さんが帰って
きて、いきなり「カケル、うちって懐中電灯あ
ったっけ？」と尋ねました。地域の防災訓練で、
LED ライトを常に準備しておくと良いと聞いた
ので、慌てて帰ってきたそうです。「前も同じこ
と言ってたじゃんか」と言いながら LED の懐中
電灯を出したカケル君。念のためスイッチを入れ
たらつきません。乾電池を入れ替えたらちゃんと
点灯しました。「LED は明るいし、電球も長持ち
するからいいね」と言いながら、お母さんは懐中
電灯をリビングの目立つ場所に吊るしました。

「カケ姉、お帰り。どうしたの？顔が青いよ。」
カケル君に声を掛けられたカケ姉は、「ど、ど、
どうしよう！パソコンに保存してたはずのデータ
が無くなっちゃった。必死に作った表なのに！カ
ケル～、何とかしてよ～！」と叫びました。出来
の良い弟に頼るのはカケ姉のいつもの癖です。「電

卓で計算したメモしか残ってないの！明日の講義
で必要なのに！」パニック状態のカケ姉に「もう
一回つくり直せばいいだけじゃん。…でもカケ姉
が左手に握りしめてるのは何？」と冷静なカケ
ル君。カケ姉が左手を見ると USB メモリが…。

慌ててパソコンに差し込んでファイルを開いたカ
ケ姉。「カケル～！保存してたよ～！良かったぁ
ー。」…にぎやかな姉です。普通はクラウド上に
保存するけどな。

しばらくしてお父さんが帰ってきました。ど
んよりしています。「はぁー。健康診断引っ掛か
っちゃった。今度胃カメラ飲むことになって病院
予約したんだけど、この病院どこにあるんだろ
う？」お父さんは胃の検査も病院の場所も、どち
らも心配な様子です。「カーナビに病院の電話番
号入れて、車で行けばいいよね。私が運転して行
くから安心して！」とお母さんがお父さんを励ま
します。お母さん、スマホで道分かるけど…。で
もナイスアシスト！

カケル君は夜食に韓国の唐辛子入カップ
麺をすすりながら、にぎやかな家族との何
気ない時間を振り返っていました。カケル
君、栄養バランスには気をつけようね。

高校生のカケル君の家は、両親と大学生高校生のカケル君の家は、両親と大学生
のお姉さん（カケ姉）の 4 人家族です。のお姉さん（カケ姉）の 4 人家族です。
ある日のカケル君とその家族を描写したある日のカケル君とその家族を描写した
文章の中で、日本人や日本企業が発明・文章の中で、日本人や日本企業が発明・
実用化し、今や世界中で使われている実用化し、今や世界中で使われている

（＝スタンダードになっている）技術は（＝スタンダードになっている）技術は
どれだけあるのか、ちょっと考えながらどれだけあるのか、ちょっと考えながら
読んでみて下さい。読んでみて下さい。

さて、どれだけ「日本発」のものがあったか想像つきますか？ 
文章に出て来た順番に怪しいモノを書き出してみました！

ページをめくって答えを確認しよう！

カケル

登
場
人
物 父カケ姉 母
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1

2

3

れんそうゲーム

さかさまコトバ

いいかえゲーム
例えば、「飲み物が冷たいとき」 → 「スッとする」「ひんやりする」「汗が引っ込んだ」とか。
同じ場面でも、反対に否定する言葉にすると「歯にしみる」「頭にキーンとくる」「寒くなった」など。

例えば「庭」と「ワニ」、「坂」と「かさ」など。
思いついた言葉を何でもさかさまに言ってみたら、

面白い発見があるかもしれないよ。

30秒以内に言葉がつなげられなかったり、既に出たのと同じ言葉を言っちゃったりしたら負けだよ。

スタートの言葉と関係無い言葉をゴールにして、連想する言葉をつなげてゴールの言葉にたどりつこう。

うまくつながるようにいくつでも言葉を出そう！

スタートが「りんご」で、ゴールが「カンガルー」
なら、どうつなげていこうかな？

言葉には、似たもの同士の言葉や、まるっきり反対の意味を持つ言葉、同じ読み方だけど全然違う意味の言葉
など、いろいろな言葉のグループがあるよね。
ことば集めのゲームを紹介するよ。いっぱい言葉が集まったら、みんなの書く作文にもいろんな言葉が飛び出
してきて、言いたいことや気持ちを伝える手助けになるよ。

遊びながら
コトバの力を
きたえよう！

へんな服！ えー？
ムリ！

上（左）から読んだときと、さかさまの下（右）から
読んだときに違う意味になる言葉をみつけよう！

いろいろな場面を想定して、
ポジティブな言葉、ほめ言葉に言いかえてみよう！

11ページに  　こたえの例がのってるよ！

ある言葉から連想する言葉をつなげていくゲームだよ！

さて、次のシーンをキミなら何て言いかえるかな？

「さかさまコトバ」について、他にどんな言葉の組み合わせがあるかな？

「変わった服を着ている人を見たとき」 「とても分厚い本を渡されたとき」

電卓
でんたく

コンビニはアメリカ生まれの日本育ち。
セブンイレブンは氷屋さん、
ローソンは牛乳屋さんが発祥なんだって。
でも日本式のサービスがアジアを中心に
スタンダードになってきてるよ。

コンビニはアメリカ生まれの日本育ち。
セブンイレブンは氷屋さん、
ローソンは牛乳屋さんが発祥なんだって。
でも日本式のサービスがアジアを中心に
スタンダードになってきてるよ。

1994年 デンソーウェーブ(日本 )が
開発した技術だよ。
バーコードの350倍の情報が
記録できるんだ。すごいよね。
今では世界中で使われているよ。

レトルトパウチはアメリカ軍が軍用食に
開発したのが最初だけど、
1968年 世界初の市販用レトルト食品が
大塚食品の「ボンカレー」だよ。
実はパックご飯もレトルト食品の1つ
なんだよ。

1885年ドイツで発明されたけど、
同じ頃日本の時計職人が独自に乾電池を
発明していたんだよ。それまでの電池は
液体式で、冬に凍って使えなくなるので、
「乾いた電池」の研究をしたんだって。
でも、お金が無くて特許が申請できなくて
「世界初」になりそびれたんだ。

今みんなが思い浮かべるような電卓を
開発したのは日本のメーカーなんだ。
1964年にシャープ、1965年にカシオが
発売。カシオは今では当たり前の
テンキー配列の形をつくったんだよ。
ちなみに「シャーペン」はシャープの
創業者･早川徳次さんが発明したんだ！

1898年 ドイツで初めて開発されたけど
　　　　実用化はできなかった。
1952年 オリンパス (日本 ) が世界で
　　　　初めて実用化に成功。
1964年 オリンパスからファイバー
　　　　スコープ付胃カメラ登場。
オリンパスは内視鏡で世界70％のシェア
を誇っているんだって。　

世界初GPS式カーナビも日本のメーカー
が開発したんだ。
マツダと三菱電機の共同開発で1990年
発売の乗用車に搭載されたんだって。
南極の資源探査にGPSを使っていた
ことから、カーナビにGPSを使うのを
思いついたんだって。

1971年日清食品から発売された
「カップヌードル」が世界初。
開発した安藤百福さんは1958年
「チキンラーメン」の開発者としても有名。
アメリカでチキンラーメンの試食に
紙コップを使ったのがカップ麺開発の
きっかけらしいよ。

USBの発明者は世界中で何人もの人が
主張しているんだけど、基本となる
「フラッシュメモリ」を発明した人は
ハッキリしていて、1987年に東芝の研究員
だった舛岡富士雄さんが発明したんだよ。
でも実際に幅広く使われ出したのは
10年以上経ってからだったんだって。

1945年 アメリカの技術者が原理を発見、
1947年に製品化したのが世界初。日本では
1959年に東芝が開発したのが最初。
日本初の量産電子レンジを製造した
シャープが、調理が終わった合図に
自転車のベルを採用して「チン」になった
んだって。

世界初の青色 LEDは、赤崎勇さん、
天野浩さん、中村修二さんの功績で開発
されたよ。3人は2014年にノーベル
物理学賞を受賞したんだ！青色 LEDは
ブルーレイディスクにも役立っているよ。
ちなみに世界初の懐中電灯はイギリス人の
発明をアメリカで製造したもの。

硬貨を直接改札機に入れると通れる
仕組みはニューヨークの地下鉄が最初。
切符やカードを読み取って通れる
今の改札機は1967年に大阪の北千里駅
で本格的に導入されたのが最初だよ。

1965年 三宅精一さんが考案
1967年 岡山市の盲学校近くの
　　　　道路に世界初登場
2012年 国際規格として
　　　　認定 150ヶ国以上で採用

世界で初めてビニール傘を開発したのは、
江戸時代創業の会社だよ。
1970年代にニューヨークのオシャレな人
にウケて流行したんだって。
でも傘を使わない国や雨が少ない国が
あるんだ。だから「世界スタンダード」
とは言いにくいかな。

世界初のスマホは1994年アメリカで
発売された IBM社製なんだって。
でも2007年アップル社(アメリカ)の
「iPhone」登場が世界を変えたよ。
世界初のタッチパネル式で、
今みんなが「スマホ」と
呼んでいるものだね。

コンビニエンス
ストア

がさ

スマートフォン

QRコード 自動改札
じ ど う か い さ つ て ん じ

レトルト食品
・パックご飯

しょくひん

はん 電子レンジ
で ん し

LED照明
しょうめい

乾電池
かんでんち

USBメモリ

胃カメラ（内視鏡）
い ないしきょう

カーナビゲーション カップ麺
めん

答え合わせしてみよう！ どれくらい予想とあっていたかな？
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？

Q1 Q2 添削者になったつもりで考えてみよう！ 筆者が笑顔でいる時は、どんな気持ちの時で しょうか。 笑顔でいることによって、自分や相手にどのような効果が生まれるか考えてみましょう！

作文と、添削のアドバイス
どっちも読んで良いところを

さがしてみよう！

Question

過去の「言の葉講座 作文添削」の受講作品から 1 つピックアップし、
解説と添削をしてみました。

将来どんな人になりたいか、今の自分と向き合い、で

きることを考えた筆者は、自分が持つ「笑顔の力」に

気付きました。

笑顔でいることで相手に楽しくなってもらったり、イ

ライラした時に気持ちを落ち着かせたり…。

自分や周りの人が笑顔で過ごせるように、まずは自分

が笑っていたいと前向きに書かれた作品です。

怒っている時やイライラしている時など、
楽しさとは反対にある様々な状況から

「笑うこと」について考えることで、
笑顔の大切さを効果的に語れています。

1
Lesson

＊この質問に答えはありません。笑顔にはどのような力があるのか、あなたなりに考えてみましょう。

文章には正解・不正解がないということ

あなたが思うこの文章の良いところはどこか

書き手が伝えたかったことは何か

あなたの作文に取り入れられる表現は何か

こんなことを意識してみて！

スタンプ

解説
心に響く文章

良い着眼点

提案

注目するポイント

①続きを読みたくなる書き出しの演出
②読みやすく伝わりやすい一文の長さ
③物事を客観的に見る力

段落の分け方について、読みやすくな る
ように構成を提案してくれています。

　　　　自由テーマ《小学生》

「笑顔の力」
テーマ
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人を笑顔にする力を
生かせるお仕事って

どんなものがあるかな？

1
Lesson

前回受けた添削のアドバイスを
生かして、自分の考えをうまく
まとめることができました。

こたえの例

ゴールの一つ前、「カンガルー」につながる
言葉を決めると、つなげやすくなるよ。

りんご　→　青森　→　温泉　→　卵　→　ダチョウ　→　草原　
→　羊　→　オーストラリア　→　カンガルー

りんご　→　青森　→　雪　→　白い　→　うさぎ　→　跳ねる　
→　カンガルー

「なす」と「すな」、
「りす」と「スリ」、
「ダンス」と「済んだ」とか…。

「くすり」と「リスク」、薬は病気を治してく
れるのに、さかさまにしたら「リスク」（危険）

なんてこわいね。

  筋トレになる！　   は、読まない前提
なので否定的に聞こえるかもしれないよ。

個性的！

全部読んだら自信になる！

おもしろい！

何が書いてあるかワクワクする！

れんそうゲーム

さかさまコトバ

いいかえゲーム

1

2

3

パターン❶

パターン❷

「変わった服を着ている人を見たとき」

「とても分厚い本を渡されたとき」

重い…
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　あー、あー。たったひと言でいろんな意味を持

つ赤ちゃん語は、大人を動かすほどの絶大な力を

持っています。あーと泣いては大人を引き寄せ、

あーとつぶやいては大人のほほえみをひとり占め

する支配力！実に見事に大人を操っていると思い

ませんか？ 

　保育現場で働いてきた私は現在、大学で「保育

内容・言葉」という授業を担当しています。保育

学の分野では、子どもは大人に比べて未熟だと考

えられてきた時代がありますが、今では大人にな

るための大きな可能性をもつ存在なのだと捉えら

れるようになりました。わずかに発する “あー”

の音だけで大人があれやこれやと動くのですから、

本当に子どもには計り知れない力が秘められてい

るのです。そんな人間の成長過程の中で、この 3

年間、感染防止対策によって学校の授業はオンラ

イン化が進みました。家にいながら授業を受けら

れる便利な方法として一気に普及しましたね。以

前も SNS を活用した情報発信はありましたが、近

年ググっと身近になったような気がします。私も

学生と LINE でやりとりをしますが、その文章の

短さには驚かされてばかりいます。

短い言葉の前後に何があるのかを推理するような

やりとりに、これは難しい…と脱帽です。まさに

赤ちゃん語の “あー” と同じ状態です。そんな時、

言の葉大賞R作文コンクールを新聞紙上で知りま

した。

　原稿用紙 2 枚が書き手のステージです。何を書

きたいかを考え、どのような思いを込めて表現す

るかを考えるという思考の時間が生まれます。作

文の良いところは、自分が考えていることを文字

に表すので何度でも読み返したり手を加えてみた

りする推敲（すいこう）ができるところです。た

とえば “かく” という 2 文字の音から何を想像し

ますか？（文字を）書く、（絵を）描く、（頭を）かく、

（汗を）かく…耳から入る話し言葉ではわかりにく

い部分を文字にすることで、書き手の思いが正確

に伝わりやすいのです。

　ひとは小さい頃から周囲の話し声を聴き、童謡

や絵本の世界も体験することで、言葉を真似てお

ぼえるようになります。身振り手振りから始まっ

て話す、聞く、読む、書くというステップで一人

ひとりの成長ストーリーが出来上がっていくので

す。ひとは可能性のかたまりです。作文はその可

能性を広げてくれる栄養素。一つひとつの文字を

マス目に埋めると文章の花が咲く、それが「咲く

文」。ちょっとカッコつけすぎでしたか？！
　保育現場にいた頃に、子どもの言葉を書き留め

たメモを今でもたまに見返してはクスッと笑って

います。

（オーバーブラウスの着こなしだったのですが…）

（お歳暮が届く時期、親が“ご丁寧に”と挨拶する姿）。

みなさんの「咲く文」が楽しみです。

1962 年。北海道出身。1962 年。北海道出身。
専門：保育福祉分野専門：保育福祉分野
最終学歴：札幌国際大学最終学歴：札幌国際大学

1 時間目

待っています！『咲く文』
星槎道都大学 社会福祉学部 教授

吉江　幸子

行きます

はい

（えっ？どこへ？いつ？）

（OK なの？それとも単なる返事？）

「せんせぃ、あのおねえさん、ズボンから
シャツでてるよー、ダメだねぇ」

「せんせぃ、きのうね、うちに “ごていねい ”
がとどいたんだよー（ペコリとお辞儀）」
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