
１．子どもが楽しめる絵日記を書く

３．中身を人に伝える力を育てる

２．いろいろな表現の仕方を教える

動詞、形容詞、接続詞、副詞、比喩、感情、
受動文、授受表現、助詞・・・

楽しく書いた日記は、子どもの頭の中に残る

「先生、あのね・・・」内容を伝える力が書記言語の基礎

tkijima2021



発達の順序

Ⅱ．子ども自身が経験したことを思い出して伝える

Ⅰ．親子で一緒に体験したことを振り返る

＊「楽しかったね」と一緒に思い出しそれを親子で絵や文にする（２歳～年少）

＊親は見ていないが子が「経験したこと」を自分で思い出して
親に伝え、それを親子で絵や文にしてまとめる（年中～年長）

「一緒に体験したこと」から「体験を伝えること」へ

Ⅲ．子どもが経験したことを思い出して自分で書く

＊経験を思い出し、時系列に沿って書く。親は聞き役（年長～小低）



観点 絵日記（文） ことば絵じてん（語）

ねら
い

（自分の）経験の記録
（ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ・思い出・物語）
例：買物、ﾎｯﾄｹｰｷ作り、
誕生会、遠足etc.

特定の観点からモノ・言
葉を分類・整理（ｶﾃｺﾞﾘｰ）
例：商店街、果物、材料、
道具、家族、etc.

作り
方

まとまりのある経験を
思い出して書く
（５Ｗ１Ｈ，起承転結等）

経験したモノ・ことから共
通の視点で選び出し、ま
とめて整理する

使い
方

（過去）経験の言語化
自分を物語る力、伝える
力→他者の語りの理解

実物と絵のマッチング

コミ・カード、辞典、モノ・語の
説明→語・概念の拡充

絵日記とことば絵じてんの違い



写真カードの使用

１．コミュニケーションカード（体験カード）から絵日記へ

【事例】（1歳2か月） 午後からAとスーパーへ買い物に行く。家を出る
前に「Tストアへ買い物だよ。リンゴを買うよ。」とやり、着くと「Tストア

に着いたよ」とやると写真を指さし、「ア！」。次に店の看板を指差し、
「ア！」と言う。「そうね。同じね。Tストアだね。」と言い、店に入る。

実物 イメージ

記憶の発達→象徴機能の発達

（コミ・カード＝写真カード）



今日は公園で遊んだ。友達のバイクを見て「ちょうだい」
（代わってという意味）と友達に手話した。私は「Ｃちゃん
も乗りたいんだね。でも待ってる友達いるね。順番だよ」
「〇ちゃんが先だよ。順番だよ」と言うと、手話で、Ｃ「順番、
順番」と繰り返しながら待つことができた。
家に帰り、公園で撮った写真を見ながら会話した。

M「お砂場だね。砂だよ」Ｃ「砂」。M「そう砂だね。」
M「ブランコしたね。楽しかったね」Ｃ「楽しい」。
M「Cちゃんが滑り台の階段のぼっているね」など。その都
度、Cも写真を指さしたり手話をまねたりする。

ことばでの行動のコントロール

Ｃ児（９０ｄＢ，１歳６か月）

①ことば（手話）によって、見通しをもち、行動をｺﾝﾄﾛｰﾙ可。

②写真を使って振り返り、公園での体験を共有し言語化⇒言
語と共にエピソード記憶として保存される⇒概念・知識

言語を媒介して物事の意味・概念が獲得
され、記憶されていく。



先日はがきを書いてポストに投函した。出かけた帰りにM「は
がきを買いに行こう。でもどこにあるかなあ？ママ忘れちゃった。
辞典も持ってきてないし・・」と言うと、「ン？」と 考えている。M

「パン屋さんに売っているかなあ？」C「・・・」。とにかく探しなが
ら帰ることにして、とりあえずパン屋さんをのぞいてみた。探した
がない。M「じゃあ、となりの八百屋さん？」 探したがそこにもな
い。そのうちCがはっと思い出した。C「はがきは郵便局にある
よ」というので、郵便局に行き、無事、購入できた。帰ってから、
もう一度、ことば絵じてんの「ゆうびん」の頁を開いて一緒に見
ながら、はがきを買ったこと、切手も売っていて、切手は手紙に
貼ることなどを話した。

＊「郵便」というカテゴリーに含まれる「ポスト、
はがき」等の関係を考える活動になっている。
このような具体的な活動を通して考えること
で、概念形成能力も向上する。

【事例】（3歳児） 「郵便」・・・体験の振り返り（言語化）



①親子で体験したことを会話しながら
子どもが興味関心をもったものについ
て、その場で絵に描く。

「モグモグ、う～っ、すっぱ～い！」

②描いた紙を切って、スケッチブック等
に（貼って）保存する。

③絵に単語か２語文程度の文字を添
える。

④その場で描けない場合は、写真や
絵と文字で残し、なるべく早いうちに子
どもと体験を振り返る。

⑤絵は余分な背景のないシンプルな
絵がよい（子どもに分かりやすい絵） 。

２．絵日記の導入～写真カードからシンプルな絵へ

準備～スケッチブック（厚手の紙）、色
えんぴつ、マジック（サインペン）

１歳代～２歳代



年少の頃

②子どもの日本語力に合わせ、
文は２～３語文で３～５文程度。

①一緒に経験したことから子ども
が興味をもったことを文にする。

③パパとの経験を思い出してママに伝えて文にした。

④形容詞や動詞（過去）接続詞に注目させている。



①最初は単語や２語文で

３．絵日記～その日の生活の1コマを子どもの興味・関心で

⇒書きながら話題を膨らませる。
そのために、親は子どもをよく観察している必要がある

【事例】年少児（1学期）

思い出を記録し、誰かに
伝えたい⇒日記

２語文で
〇子どもの話したことを文に

する。「そうだったねえ」と共
感し、思い出したことを必ず
褒める。

〇単語は手話と結びつけた
り指文字で読んだりする。

〇その場面の再現あそび
をしたり、ごっこ遊びにつな
げて楽しむ。（例；傘を忘れて

しょびしょで帰ってきた場面
等）



【やりとりの例】 しゃぼん玉

①とりあげる内容を決める

②書く場面を決める

P「ふーふーって、膨らませたね。いっぱいシャボン玉が出来たね。きれいだっ
たね。割るのも楽しかったね。シャボン玉を追いかけて走ったね。その中でど
こがいちばん楽しかった？ 」 C「割るとこ！」

P「割るとこね！ うん、わかった。そこ、書こうか！」

③その場面を深める

C「割ったのはどんなシャボン玉だった？ 大きかった？ 小さかった？
いっぱいだった？ だれが吹いたシャボン玉？」 C「Aちゃんの！」
P「Aちゃんの大きいシャボン玉だったね。シャボン玉追いかけて走ったね（動作を再現
する）。そしてパチンって。・・Aちゃん、割られてどんな顔してた？
C（ぷっーと顔を膨らませる） P「そうそう、そうだったね。なんて言ってた？」
C「ダメ！って」 P「そうだったね。ちょっと怒ってた。そこ描こうか？ 色塗ってね？ 」

P「今日は何を描こうか？ 今日、楽しかったのは何？」
C「シャボン玉！」

④その場面の文と絵を描く

色、形、大きさ、におい、肌触り、味、音、会話・・・



②２語文から３語文へ⇒文を徐々に増やしていく

【事例】年少児（２学期） 【事例】年少児（３学期）

上に絵

３語文

下に文

日記の中身を（先生などに）話せるようにしていく。
→そのために「いつ」「どこ」「だれ」「なに」「どうして」「どう思った」
などの疑問詞を使って、話の中身を説明できるよう練習する。



③思い出しやすいように実物なども貼る

切符

チケット、レシート、写真、包み紙なども残しておくと、
思い出しやすいし記念にもなる。

【事例】年少児（夏）

【事例】年少児（夏）



年中の頃

②子どもの日本語力
も向上してきている
ので、文も少し長く
なってきている。

①一緒に経験したこと、子どもが
話したことから、正しい日本語に
して書いていく。

③「よこになりまし
た」を理解させるた
めに、位置・空間関
係の日本語表現を
補足している。



④因果関係がわかるように工夫する

原因→結果や時間的順序がわかるように書く

１．雪が降った→２．だから、遠足に行
けなかった→３．だから、学校で遊んだ。

【事例】年少児（3学期）

１．ケーキを作った ⇒２．そして、
お誕生会をやった。

【事例】年少児（2学期）



【事例】年中児（3学期）

１．友達「おはよう」→２．わたし「・・・・」
→３．友達は、どう思う？

原因→結果や時間的順序がわかるように書く

【事例】年中児（１学期）



【事例】年少児（２学期）

「どうして、緑なんだろう？」

「どうして、穴が開いているだろう？」

「どうして怒られたの？」

因果関係（原因・結果、その理由）がわかるように書く。
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⑤難しい語には絵や手話や指文字を入れる

比較のことば
「どちらが～」「～のほうが」

手話の絵
【事例】年少児（３学期）

【事例】年中児（３学期）



「郵便」に含まれる

ことば（概念）がとりあ
げられている。

２語文だが、空欄にして、動詞から
語を考えさせる工夫をしている。

⑥活動の手順や内容がわかるように書く

【事例】年少児（３学期）



おにぎりづくりの手順がわかるように書かれている。

ことわざがさりげなく書かれている。

覚
え
た
て
の
カ
タ
カ
ナ
を
使
っ
て
子
ど
も
が
書
い
て
い
る
。

難しい語句もあえて使っている。



活動の手順 活動のテーマ活動の感想（子ども）

【事例】年少児（３学期）



⑦仕掛けのある絵日記

糸を引っ張ると綱引きができる

お金を入れる

切符が出る

こおろぎをかごに入れられる



水遊びに使う持ち物と名前のマッチングができる。
バッグに持ち物を入れるようにも工夫してある。

⑦仕掛けのある絵日記(2)

蓋を開けるとシェーバー
が入っている。

消火器訓練
家の近くまで消火器をもって行ける

手をあげて渡れる

https://www.so-net.ne.jp/webmail/index.php/mail/viewmessage/getattachment/folder/INBOX/uniqueId/6071/mimeType/aW1hZ2UvanBlZw==/filenameOriginal/0c222ede6b5178f08a73c358f0bcb76d/attachmentId/0


活動手順にそって、２語文の
シンプルな文を使用。
動詞を緑の枠で囲んでいる。
助詞を赤丸で囲んでいる。

⑧文法を視覚化して書く

【事例】年中児（３学期）

動詞に用いる助詞の組み合わせを意識
～をつくる」「～をゆでる」「～をむく」
「～をいれる」⇒基本文型２
「時間がかかる」「絵が上手」⇒基本文型１



品詞分類（視覚化）する

「歩く速度」の
言葉を図示

「ゆっくり歩く」「歩く」
「早歩き」「小走り」「走る」

【事例】年長児（１学期）

接続助詞「～ので」
を意識している



活動の手順 活動のテーマ
【事例】年少児（３学期）

日記を４分割で書く⇒基本の書き方を身につける

始めなか１なか２まとめ



①品詞分類をしている

②文は短い（２～３語文）

④子どもが書く所がある

③４段落構成
【事例】年長児（２学期）

始めなか１なか２まとめ



起承転結

４段落で書く



①品詞分類をしている

②文は短い（２～３語文）

④子どもが書く所がある

③４段落構成
【事例】年長児（２学期）



４段落で書く～時間的順序に沿って

（基本文型２を使用）

（基本文型１、２を使用）

基本文型で書く

https://www.so-net.ne.jp/webmail/index.php/mail/viewmessage/getattachment/folder/INBOX/uniqueId/6071/mimeType/aW1hZ2UvanBlZw==/filenameOriginal/1ec43b9322aeefdffd39aecc489caab5/attachmentId/4


品詞分類

動詞の活用

【事例】年長児（３学期）



お米のできるまで

実物

名詞修飾を視覚的に表示【事例】年長児（２学期）

名詞修飾を使ってみる
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①接続詞

②受動文

⑨接続詞や受動文などを意識的に使う

③接続助詞

【事例】年長児（冬）



⑩オノマトペを使う

＊色々な言い方を
探して使う。
（例）
・ばくばくする
・わなわなふるえる
・じーっとしている
・ピカピカの～

①擬音語
「がたんごとん」「とんとん」
②擬態語
「ひらひら、にこにこ」
③擬声語
「わんわん、じゃーん」

【事例】年長児（3学期）



擬態語

「ウキウキする」
「くるくると回る」

４コマ漫画付き

品詞分解

【事例】年長児（3学期）



⑪五感を使って書く



⑫４コマ漫画で書く

４段落構成の練習



⑬日々の生活の中でみつけたことを書く（見たこと日記）

【事例】年長児（１学期） 【事例】年長児（１学期）

ものごとを追求する力（「なんだろう？」）を育てる



ドトールに入って気づいたことを書いた



空欄にことばを入れる

動詞を空欄に⑭部分的に子どもが書く方法

【事例】年少児（3学期）

【事例】年長児（１学期）



【事例】年長児（3学期） 【事例】年長児（１学期）

自分で絵を描きたい子 自分で字を書きたい子



自分で全部かきたい子

最初はマスを書いてあげると
書きやすい。 慣れてきたら、線だけで書ける

ようになる。



日記はやめて、ことば遊びなど子どもと楽しく遊ぶ。

⑮日記に書くことがない時

【事例】年長児（１学期）

しりとりをやって、それをノートに書いた。



⑯忙しくて日記を書く時間がない⇒省エネ日記

学校からもらったプリントを切り貼りする

【事例】年中児（３学期）



動詞を意識して書いた日記

受身形を使用。
能動形も同時に教えたい。

「ひっぱられる」という
受身形も教えたい。

動詞を付箋紙にして、子どもが貼れるように工夫。

（年中児）

可能形を使用。

（年中児）



動詞の横に動詞基本形を書いて意識化（年長児）

動詞の活用を意識して書いた日記



形容詞を意識して書いた日記

名詞を意識して書いた日記



対比的な表現で書いた日記



「大きい名詞」（名詞修飾）を意識した日記
（年長児）

「ある期間、大きな名詞を集中的にやったことで、
最近の絵本読み聞かせ中に、「あ！ぼく見つけ
た！ここからここまでが大きな名詞！」と何度も
自発的に見つけてきます。文の切れ目を正しく
読めるようになったので、以前よりずっとあらす
じを理解できるようになってきました。
（保護者メールより２０１８．８）



空欄にことばを記入（年長）

（年中）



長期記憶

同じに
言って
２・１・３

言語的短期記憶

中央実行系
必要な情報
を取り出す

★ＷMの小さい子

①記憶スパンが短い（２つがやっと）
②情報処理容量（記号の操作が困難）
③注意の持続短い（すぐに目を離す）

視空間的短期記憶 情報処理
注意ｺﾝﾄﾛｰﾙ

（知識）

「２・１・３」（リハーサル）

２・１・３

⑮記憶する力とことばを操作する力を伸ばすために

★記憶する力を伸ばす

①繰り返し ③楽しいこと②多重符号化（ネットワーク）

順唱 逆唱



①毎日一つの文を家で覚えてくる。
文の内容は本人が経験したこと。

②前の日の夕方、翌朝、学校に行く
途中、計３回指文字で言えるよう
にする。

③登校してすぐカードに書き、先生
に見てもらう。

☆やったことが目に見える形で残
るので励みになっていた。
☆日本語への自信につながった。
☆１５３枚たまった。

絵日記の文を使って語彙力・構文力を伸ばす

☆一文暗記法

保護者の感想



語彙の豊かさを育てるためのワーク
ブック １，４００円（解説本・ＣＤ付）

助詞学習のためのテキスト
2，2００円（ＣＤ付）

動詞を学ぶワークブック
2,2００円（解説本・ＣＤ付）

難聴児支援教材研究会発行図書 http://nanchosien.com/

（ホームページ）

メールアドレス
nanchosien@yahoo.co.jp

900円


