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作文カンファレンスの発話プロトコル法による構造分析  

－「作文検討会」の導入の試み－  

木 村 正 幹   

1．はじめに   

作文カンファレンス（writingconference）とは，80年代にアメリカのドナルド・グレーブス（1）  

らが始めた「作文検討会」のことで，90年代に入ると作文教育の基礎理論として認められ，アメ  

リカやカナダ，オーストラリアなどで広く実践されている。   

茂呂雄二はこの作文カンファレンスについて，「書こうとしているものを直ちに仕上げるのでは  

なく，アイディアや草稿を誰か聞いてくれる人に話したり，読んだりして，書こうとすることの  

意味を確かめながら書きすすめていくこと」（1988，p．150）（2）であると説明している。また，桑原  

隆はその方法について，「その過程は，おおまかに言えば，題を見つけ構想を練る（rehearsing），  

下書きを書く（drafting），推考する（revising），編集し（editing）刊行する（publishing），という  

過程で，下書きと推考は何度か繰り返されていく。また，その間に，カンファランスと呼ばれる  

話し合いがなされる。それは，3～5名前後の子供のグループに教師が入り，ある子どもが自分  

の文章を皆に読んで聞かせ，他の子どもたちや教師がそれについて意見や感想を述べるものであ  

る。」（1992，p．74）（3）と整理している。   

その他，入部明子（1990）（ヰ）や堀江祐爾（1991）（5）らによって日本にも紹介されたが，管見では  

日本の国語教室でそれを本格的に実践した報告はない。そこで本研究では，作文カンファレンス  

の理論と方法を整理すると同時に，高校生の文章生成過程の観察を行なって作文カンファレンス  

のモデル図を作成し（2004／7～10岐阜県立大垣南高等学校），さらにそのモデル図に従って授業  

を実践し検証した（2005／6 岐阜県立大垣南高等学校，2005／10筑波大学附属坂戸高等学校）。本  

稿ではこのうち作文カンファレンスのモデル図を提示することを主眼とし，アメリカでの授業の  

実践例や稿者の授業内容の詳細については，他日稿を改めて発表することとする。  

2．作文カンファレンスの先行研究   

グレーブスがニューヨーク州立大学で作文教育の学位論文を提出するのは1973年のことであり，  

それから1983年に主著を発表するまでの10年間ニュー・ハンプシヤー大学附属小学校で作文カン  

ファレンスの研究と実践を行なった（6）。このグレーブスが作文カンファレンスの研究を行なって  

いる時期に，認知心理学による文章生成過程の研究が進み，その成果を作文カンファレンスの中  

に取り入れている。その代表的なものとして，発話プロトコル法で文章生成過程を分析したヘイ  

ズとフラワー（1980，p．11）（乃による研究（図1）がある。  
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【図1文章生成過程のモデル図】  

訳は杉本卓（1989）（8）を参考にし，一部修正を加えている。   

彼らは「書くこと」には「課題状況」（taskenvironment）「書き手の長期記憶」（writer’slong－  

termmemory）「作文生成過程」（writingprocess）の3つの要素があり，そのうちの「作文生成  

過程」には「構想」（planning）「文章化」（translating）「推考」（revising）の3つの下位要素が  

あり，それは「モニタリング」（monitor）によって制御されていると説明した。また，「私たち  

のこの図は，すべての書き手がこのプロセスを使用するということではなく，能力のある書き手  

のモデル図である」（1980，p．29）と注記し，「モニタリング」の仕方によって，   

① 最初からこだわって書く  

（∋ まず思いつくままに書いて推考する  

（∋ 完璧な下書きを作って書く   

④ 最初は幅広く考えて書く  

という4通りの文章生成方略を示して，熟達した書き手は③か④のモニタリングを行なっている  

ことを示した。   

ヴイゴツキー（1962／2001）（g）は，小学校に入学してくる子倶たちが「話すこと」はできても  

「書くこと」ができない理由として，「書きことばは独話であり，白い紙との，想像上のあるいは  

たんに表象されるだけの対話者との会話」（2001，p．287）であるからだ，と述べている。そこで  

－46－   



普通は書き手自身が自己内村話として行うこの会話を，読み手を現前させて書き手の文章産出を  

支援すれば，作文を書く上での障害が取り除かれることになる。つまり，教師や友達が対話者と  

なって書き手の「モニタリング」を手助けするのが，作文カンファレンスであると定義づけられ  

よう。  

3．作文カンファレンスのモデル図  

ドナルド・マレイ（1982）（10）によると，グレーブスは，①リハーサル（rehearsing）②文章化  

（drafting）（∋推考（revising）の3つの過程をくりかえして子供たちが作文を書くと考え，その  

サイクルのどこかでカンファレンスを実施した。また，マレイ自身もニュー・ハンプシヤー大学  

で作文カンファレンスを行い，その構造を次のように整理している（1985，p．148）（11）  

口 生徒が教師に文章の説明をする  

口 数師が生徒の文章を読み直す  

口 数師が生徒の説明に応答する  

口 生徒が教師の応答に反応する  

【図2 作文カンファレンスの構造図】   

しかし，実際に作文カンファレンスを行ってみると，書き手（生徒）は教師の応答をすべて受  

け入れるのではなく，書き手（生徒）自身も再びモニタリングをしていることが分かった。次の  

実践例1は，沖縄修学旅行についてQ子が書いた作文に対して，稿者が行なった個人カンファレ  

ンスである。   

戦争を実際体験した人の話を聞いたり，遺品を見たりしても，ただ残酷とかかわいそうとか，  

そういうことしかいえない。……沖純の戦争のことを知るという目的なら，もっと戦争のこと  

を調べるべきなのに私たちは沖縄の観光地についてどこへ行くか，何を買うか，どんなことを  

体験するかなど，戦争なんかに興味はまったくない。これは，私たちが平和に慣れすぎている  

証拠だと言える。  

－47－   



構想の焦点化  

【実践例1】（2004／10 岐阜県立大垣南高校で実施 Q子；3年生）  

＊トランスクリプトの形式は次の通り（以下の事例でも同様）  

／／発話の重なり  ＝発話のつながり ：：：直前の音が伸びている  

・・・不完全のままとぎれている  （5）5秒の沈黙  hhh呼気音・笑い声   

稿者がQ子の作文を要約して焦点化したのに対して，Q子は違和感を感じそのまま受け入れる  

のを拒否している。Q子の間延びした発話の中に，自分自身でもモニタリングして文章を産出し  

ようとしている様子がうかがえよう。最終的にQ子は次のように推考した。   

戦争を実際体験した人の話を聞いたり，遺品を見たりしても，ただ残酷とかかわいそうとし  

か言えない。それを簡単に言ってしまうのは，体験者の気持ちを理解しようとしていないから  

ではないだろうか。話を聞いて「日本は平和になってよかった」と思っている人は今では考え  

られないと思う。これがまさに，私たちが平和に慣れすぎている証拠だ。   

こうした実際のカンファレンスの様子を観察し，図1，図2を基にして稿者の作成した作文カ  

ンファレンスのモデル図が，次の図3である。   

このモデル図で強調したいことは，作文カンファレンスにあっては，対話者が会話をしながら  

モニタリングをすると同時に，書き手自身のモニタリングも促し，書き手の意志を大切にしてい  

る点である。アメリカで作文カンファレンスが始まった背景に，従前の赤ペンによる添削指導で  

は，書き手に再びモニタリングさせて自立を促すということがなかったのではないか，という反  

省があった。塚田春彦（2005）（12）は，文章の生成というのは生徒自らの書こうとする意志が強く  

作用するため，生徒が教師の指示に従おうとしても本当の思いとは隔絶してしまうことになるこ  

とから，生徒自身のイメージや信念を顕在化させる相談の過程を導入することを提唱している。  

カンファレンスによる作文指導は，この生徒の本当の思いをより大切にする指導法であると言え  

よう。  

－48憫   



【図3 作文カンファレンスのモデル園】  

4．作文カンファレンスの方法  

（りクレーブスの作文カンファレンス   

では，実際の作文カンファレンスはどのように行なわれるのか。グレーブス（1983，p．271）  

は，作文カンファレンスには次の6つの構成要素があると説明している。  

① 予測（predictable）；書き手の反応を予測しながらカンファレンスを進める。  

② 焦点化（focused）；子僕の作文の問題点を2，3に限定してカンファレンスをする。  

③ 解決策（solutionsdemonstrated）；教師が文章を作るのではなく，問題点の解決策を子供に  

示し，子供が文章を作る。  

④ 役割交換（reversiblerole）；文章をどう直せばよいのかを，子供が教師に教える。  

⑤ 表現検討（heightenedsemanticdomain）；カンファレンスを通して，作文の表現内容を向上  

させる。  

⑥ ユーモア（playfulstructures）；問題の解決は，ユーモアある態度から生まれる。   

そしてグレーブスは，この6つの要素がどのように現われるのかということを，次のようなプ  

ロトコルで示している。（1983，p．272）  

教師；調子はどう，ケン？く①予測〉  

ケン；よかったり，わるかったり。  
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教師；それはどういう意味？  

ケン；うまく書けたけど因ってるんだ。  

教師；因ってる？  

ケン；僕はレーザーガンのこと書いたんだけど，先生レーザーつて何か知ってる？  

教師；少しだけ。もう一度説明して。≪④役割交換》  

ケン；レーザーは光を集めたもので，それが集まるとまっすぐに進むんだ。僕のガンは小さい  

けど200ヤード向こうの人をやっつけられるんだ。  

教師；ケンは因っていることを話しているの？≪②焦点化》  

ケン；そう。敵の持っている武器を見て，僕は敵を倒せる他の武器が思いつかないんだ。言っ  

てること分かる？  

教師；ケンは究極の武器を工夫しすぎたみたいね。どうしても敵に勝ちたいのね。（先生とケン  

は笑う）≪（むユーモア》  

ケン；そう，だけど僕はこの矛盾から抜け出したいんだ。  

教師；武器はそれを使う人と同じくらい大切だから。敵の側に他の武器がなかったらどんなこ  

とが起こるか，別の面からブレーンストーミングしてみたら。≪③解決策》  

ケン；うーん，そうは考えなかったな。誰かがやっかんで，武器をコントロールしようとする  

かもしれない。煮え湯を食わされるわけだ。でもそんな詰もおもしろそうだな。その見  

方で書いてみるよ。〈⑤表現検討〉   

このプロトコルを見ると，作文カンファレンスの基本的な方法が理解できる。作文が停滞し  

て因っているケンに対して，教師は作文の内容を説明させている≪④役割交換》。そして，問題点  

を〈①焦点化〉させ，技術的な面ではなく，その時の心理描写をするという ≪③解決策》を与え  

た結果，「誰かがやっかんで，武器をコントロールしようとするかもしれない」という表現を，ケ  

ンは「声」に出して，解決策を自ら見つけることができたのである。この中でも，特に大切なス  

キルは〈②焦点化〉で，ケンの話を要約していくことで，作文の問題点を書き手自身に考えさせ，  

文章化を促している。  

（2）「声」を引き出す難しさ   

グレーブス（1983）は，その著書の冒頭で「子供たちは作文を書きたがっているのだ」と述べ，  

子供たちから書こうとしている内容を「声」として引き出すことが作文カンファレンスの目的で  

あり，「声は作文の原動力だ」（1983，p．31）と結論付けている。   

しかし，実際に生徒の声を引き出すのは難しい。次にあげる実践例2は，岐阜県立大垣南高等  

学校での研究授業の際に，TTとして参加してくれた大学院生のカンファレンスである。  

【実践例2】（2005／6 岐阜県立大垣南高等学校で実施 s16；3年生）  

TT；環境問題っていうと，環境問題から考えられることいっぱいあると思うんやけど。  
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S16は環境問題について書こうとし，マッピングをして題材をあつめたが（図4），それが整  

理できずに因っていた。そこでTTは「たとえば…」という言い方で解決策を示すが，S16はあ  

いまいな相槌を繰り返すだけで，自ら作文の構想を「声」にできず，最後まで作文を書けなかっ  

た。このカンファレンスを先のグレーブスのものと比較してみると，解決策を子供に考えさせる  

のではなく，教師自らが示してしまっている。作文指導においてこういった助言をよく教師は行  

うが，必ずしもそれがすべて生徒を支援することにならないことがここから分かる。   

また，この時の授業を行なうにあたって，TTの大学院生とは事前に打ち合わせは行なったが，  

個々の生徒の状況を把撞するところまでは至っていなかった。グレーブスは生徒と個人カンファ  

レンスをする前には事前に作文を読んで問題点を焦点化し，質問も準備しておくことを勧めてい  

る。さらに，先に実践例1で示したQ子は，稿者がかつて担任をした生徒であり，十分な信頼関  

係（rapport）ができていたが，このs16に村してTTは初対面であり，そうした事情も声が引き  

【図4 s16の作成した「環境間蔑」についてのマップ】  
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出せなかった一因であると思われる。   

アメリカの作文カンファレンスの実践者たちは，まず生徒との信頼関係を作ることが作文カン  

ファレンスの秘訣であるとし，その上で文章生成過程やカンファレンスの目的によって，異なる  

質問例を示している。  

（3）グループ・カンファレンス   

全米国語教師協議会（NCTE）の出している中等教育向けの機関誌“EnglishJournal’’で，グ  

レープス（1983）を参考文献として挙げている論文数を調べると，85年2件，87年1件，89年2  

件，90年5件，91年1件という状況で，この頃までに中等教育でも作文カンファレンスに取り組  

まれるようになったことが裏付けられる。しかし，小学生を村象に実践を行ったグレーブスは，  

教師と生徒が話し合う個人カンファレンスを中心にしたが，ナンシー・アトウェル（1987）（13）や  

トム・ロマノ（1987）（14）などのアメリカの中等教育での実践例をみると，むしろ生徒同士で話し  

合うグループ・カンファレンスが中心となっている。堀江（1991）はグレーブスを中心に論考し  

ているので，作文カンファレンスを「面談法」と訳しているが，グループ・カンファレンスも含  

めて作文カンファレンスを考えるならば，「作文検討会」と訳した方がより適切ではないだろうか。   

ルーシー・カルキンス（1986，p．127）（15）は，このグループ・カンファレンスの手順を次のよう  

に示している。  

① 書き手は原稿を（もしくはその一部を）声に出して読む。  

② 書き手は自分の作文がどこまで完成し，どんな支援が欲しいのかを説明する。  

（D 聞き手は自分が聞いた作文の内容を書き手に要約して話す。  

④ 書き手が関心を持っていることに対しての質問やアドバイスが出される。   

こうした活動の流れは，ピーター・エルボウ（1973）（16）の「教師のいない自主作文」（Writing  

withoutteachers）によく似ている。この点についてニューマン（1985，p．127）（1刀は，グレーブ  

スは聞き手が書き手の話を聞くのが重要だと考えているが，エルボウは書き手が作文を聞かせて  

反応を知ることが重要だと考えている，と説明している。   

筑波大学付属坂戸高校での実践は，このグループ・カンファレンスを中心に行った。鴬谷いづ  

みF生態系を蘇らせる』（日本放送協会2001）の一節を読ませて，「人と自然とのかかわり」と  

いう作文を書かせ，その推考をグループで検討させた。また，この坂戸高校での実践では，グル  

ープ・カンファレンスの構造を調べるため，教師やTTによるグループへの介入は行なわず，生  

徒たちだけで検討させることにし，アトウェル（1987）の実践を参考にした具体的な質問例を示  

したところ，活発に作文の検討がなされた。その中から，生徒1の書いた文章をめぐって検討が  

行われた例を示す。  

人類が今のような普通の生活をし始めた頃は，もちろん今のような環境間違もなく，快適さを  

求め科学技術を開発していた。  
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【実践例3】（2005／10 筑波大学付属坂戸高校で実施 生徒1～5；3年生）  

生徒3；あの，「人類が今のような生活をし始めた頃は，もちろん今のような」って変じゃない？  

生徒5；あってるのか？  

生徒4；何か，「今のような」だけあって  

生徒1；／／あ：：： ／／  

生徒3；／／今のような／／生活をし始めた頃があって，今のようなっていうのが変な感じがした  

んだけど。よく考えれば分かるようか‥  

生徒1；2コ目の今のようなは，いらないかもしれないね。もしかしたら，今起きているとか。  

生徒3；これって文明的な生活をし始めた最初の頃は，こういう問題がなかったということが  

言いたいんだよね。   

このプロトコルを見ると，生徒が自分たちで文章の問題点を見つけ出し，カンファレンスを通  

じて解決していくプロセスがよく分かる。「今のような」という言葉が重複していて，さらにその  

内容が微妙にずれているという指摘を受けて，最初ほ二回目を削除するという解決策が書き手の生  

文明的な生活  普通の生活  現代の生活  徒1から出されるが，このプロトコルに続いて  

現代的な生活  という代案が出され，最終的には次のように推考された。   

人類が現代的な生活をし始めた頃は，もろろん今起きているような環境間道もなく，快適さを  

求め科学技術を開発していた。   

また，このプロトコルの中で，生徒3が「…ということが言いたいんだよね。」という形で，先  

に述べた焦点化というカンファレンスのスキルを，生徒たちは自然な形で使用していた点は注目  

される。このように，カンファレンスのガイドラインを的確に示すことで，生徒たち自身でもカ  

ンファレンスを行なって，文章の推考ができることが確認できた。  

5．まとめと今後の課題   

本研究での成果をまとめてみると，次のようになる。  

（1）作文カンファレンスは書き手である生徒に対して，教師なり友達なりが対話者となってモ  

ニタリングすることで進められる。具体的には，対話者は書き手の説明を整理して問題点  

を焦点化し，書き手から「声」を引き出すことが大切である。  

（2）教師が個人カンファレンスをするには，生徒から「声」を引き出せるように信頼関係を作  

ることがまず大切で，さらには事前に生徒の作文を評価し，問題点を整理して，カンファ  

レンスの内容を検討しておくことが必要である。  

（3）中学校や高等学校では，教師の個人カンファレンスの他に，生徒同士で話し合うグルー  

プ・カンファレンスを組み合わせると効果的である。その場合には，話し合いのポイント  

を整理してガイドラインを示すことが大切である。  
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しかし，書き手に作文の内容についての知識や修辞的知識が不足していると，作文カンファレ  

ンスでは作文の間蔑点を解決できない場合もあった。次に，そうした一例を示す。   

生徒7は環境破壊の原因は企業と消費者の両方にあると書いたところ，生徒8から企業の二酸  

化炭素排出量の削減と，消費者がゴミを減らすことを同一に論じるのは無理ではないか，と異議  

が出たが，結局生徒7は推考できなかった。下線部の生徒7の発話は，そんな迷いの表現である。  

【実践例4】（2005／10 筑波大学付属坂戸高校で実施 生徒1～5；3年生）  

生徒7；なんか，次々に新しいものを求めるじゃん。携帯だったら機能がアップしたものがで  

てくるじゃん。企業はそういう消費者が求めるものに，どんどん開発を繰り返してき  

て，結局それは＝  

生徒8；＝ゴミが／／でるんでしょ。／／  

生徒7；  ／／そうそう。 ／／  

生徒8；だから，環境問題に取り組むことは，新しい携帯を作るなみたいになっちゃうから  

生徒7；そうじゃなくて，／／なんだい／／hh h，分かんないh hh  

生徒8；  ／／なんだい／／hh h  

生徒7；あ，なんか，消費者も次々に新しいものをもとめるのをやめて，企業のほうも，そう  

どっちだろう？   そうそう，企業も出すから，あれ，  

この点について，グレープス（1983，p．116）は，「すべての問題点がカンファレンスで解決さ  

れるものではなく，問題点が指摘されることが重要なのであって，その解決はカンファレンス以  

外の場面や，もしくは次に作文を書くときに解決されればいい」と述べている。作文カンファレ  

ンスは指導（coaching）の場ではなく，書き手を自立させるための足場作り（scafEolding）の方  

策であるという考え方が，このグレーブスの言葉からもうかがえる。   

この文章生成過程にどのように修辞学的知識が使われるのか，という点について認知心理学の  

面から研究してきたのが，ベライターとスカルダマリア（1987）（18）である。彼らは，作文のプラ  

ンをそのまま文章化しようとする書き手中心の知識表出モデル（knowledge－te11ingmodel）と，  

読み手のことも意識し，読み手に受け入れやすくなるように修辞学的知識を使って文章化しよう  

とする知識変形モデル（knowledge－tranSformingmodel）という，2つの文章生成モデルを提示  

した。そして，文章表現の初心者は知識表出モデルを使い，熟達者は知識変形モデルを使うので，  

2人の研究結果に従えば，知識の表出から変形に導くのが作文教育の役割だと要約できる。   

また2人はグレーブスを実践家として高く評価し，「教師と生徒の間のカンファレンスをするこ  

とで，作文の題材やプランを発展させることができる」（1987，p．56）として，認知心理学の面  

からもカンファレンスの効果を述べている。しかし，一方では現在の作文教育の中で，修辞学的  

知識を持っていてもそれが作文のプランを立てるのに活かされなかったり，子供たちが学校作文  

の中では，新しい修辞学的知識を身につけようとしなかったりする傾向にあることも明らかにし  

ている。作文カンファレンスを通して，生徒の修辞学的知識を引き出すことの重要性も，ここか  

一別－   



ら指摘される。   

カルキンスの始めたミニ・レッスンとは，この修辞学的知識を生徒に身につけさせるためのも  

ので，グレーブス（1994）（19）も作文カンファレンスの中心的課題として，このミニ・レッスンを  

とりあげている。実践例4で示したような生徒に村して，どうやって修辞学的知識を身につけさ  

せ，作文の問題点を自ら解決できるようにしていくかが，作文カンファレンスの今後の課題とい  

えよう。アメリカの実践例では，グループ・カンファレンスの後に個人カンファレンスを行い，  

個別指導をしようとしている。   

塚田春彦（2003）伽）は，「今後は，行動主義モデルに基づくドリル中心の『量』の教育から，社  

会・認知的モデルに基づく r質』を考慮した新たな教育へとリテラシー教育を転換しなければな  

らない。」と指摘している。作文カンファレンスは理論が先行したトップ・ダウン方式の指導法で  

はなく，数多くの実践の積み重ねの中からまとめられていったボトム・アップ方式の指導法で，  

カンファレンスのプロトコル分析を通じて，作文産出過程ごとの質問例が整理され，事例研究を  

教師が行う中で手法が開発され，支持されていった。本研究に当たってのベ60名ほどのプロトコ  

ル分析を行ったが，アメリカの実践者たちと比較すると事例が少なく，日本の作文教育にこの作  

文カンファレンスを本格的に導入するには，さらに多くの実践と検証が必要となる。そうした作  

文カンファレンスの実践が日本の国語教室でもなされて，作文カンファレンスの手法が今後確立  

されていくことを期待し，潤筆したい。   
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