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第1部 状況のみを伝える文章

ＳＮＳなどに見られる傾向



次の文を見てみよう

7

SNSのやり取り
「三つ星レストランなう。最高！」
「この前言ってたとこ？ いいなあ」

夫婦の会話
「庭のアレ片付けた？」
「ああ、アレならさっき物置にしまったよ」



次の文はどうだろう1

8

あなたならどのタイミングで火を消しに
行きますか？

防災の標語

地震がきたら、火を消そう



次の文はどうだろう2
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どんな状況でも、手をあげてわたれるのだろうか？

交通安全の標語

手をあげて､横断歩道をわたろうよ



SNSの文章や夫婦の会話と
地震・交通安全の標語に
違いはあるのだろうか
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閉じられたコミュニケーションのなかで、
共有されたコト・モノが前提になっている

状況のみの説明



業務委託の依頼メール
いつもお世話になっております。
〇〇の××でございます。

事前にご相談できずに申し訳ございません。
Ａ銀行さまの原稿が完成しましたので
チェックをお願いいたします。

・納期：3営業日後（4/9なる早）
・報酬：××××円

お忙しい中恐れ入りますが
何卒よろしくお願いいたします。

原稿、拝受いたしました。
「なる早」というのは
何時ごろでしょうか。
午前中などとお示しいただ
ければ幸いです。

失礼いたしました。
4/9午前中までに頂けますで
しょうか。
何卒よろしくお願いいたし
ます。



第三者に伝えるための文と文章は
どうあるべきか
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閉じられたコミュニケーションから
開かれたコミュニケーション手段として
過不足のない文章を書く

開かれたコミュニケーション
＝第三者との意思疎通



第2部 改めて５Ｗ１Ｈを考える

ＷＨＹの持つ意味と活用



第三者に伝えるための文章は
どうあるべきか
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5W1Hを使って…

では、5W1Hの 5Ｗとはなにか？



５Ｗ１Ｈの５Ｗって何だろう
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いつ（WHEN）
誰が（WHO）
どこで（WHERE）
何を（WHAT）
どうした（DO）

どのように（HOW）

４Ｗ１Ｄ

５Ｗ ≠
いつ・誰が（は）・どこで・何を・どうした？



WHYを意識して文章をつくってみよう（１）
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きのう、僕は動物園でライオンを見ました。

いつ（WHEN） ＝きのう
誰が（WHO） ＝僕は
どこで（WHERE） ＝動物園で
何を（WHAT） ＝ライオンを
どうした（DO/DID） ＝見ました

４Ｗ１Ｄ

ここまでは誰もが書ける。この先の展開に困って「よ
かったです」を付けるだけに終わるパターンが多い。



WHYを意識して文章をつくってみよう（１）
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きのう、僕は動物園でライオンを見ました。

この文に
「なぜ動物園に行ったのか」
「なぜライオンを見たのか」
というWHYを付け加えて文章をつなげてみよう。



なぜ『ジャングル大帝レオ』が好きだったのか

きのう、学校の遠足で動物園に行きました。僕は小
さい頃から『ジャングル大帝レオ』という本が大好き
だったので、真っ先にライオンを見にいきました。

WHYを意識して文章をつくってみよう（２）

きのう､僕は動物園でライオンを見ました。



きのう、学校の遠足で動物園に行きました。僕は小
さい頃から『ジャングル大帝レオ』という本が大好き
だったので、真っ先にライオンを見にいきました。
その本は５歳の誕生日に父からプレゼントされたも

のです。

さらに続けて、
「なぜ、その本が好きだったのか」
を問いかける。

WHYを意識して文章をつくってみよう（３）



WHYを意識して文章をつくってみよう（４）
きのう、学校の遠足で動物園に行きました。僕は小

さい頃から『ジャングル大帝レオ』という本が大好き
だったので、真っ先にライオンを見にいきました。
その本は５歳の誕生日に父からプレゼントされたも

のです。
真っ白いライオンのレオが、ジャングルの仲間と協

力して生きていこうとする姿に感動しました。

「遠足で実際のライオンを見てどう思ったのか」。
HOWの要素も加える。



きのう、学校の遠足で動物園に行きました。僕は小
さい頃から『ジャングル大帝レオ』という本が大好き
だったので、真っ先にライオンを見にいきました。
その本は５歳の誕生日に父からプレゼントされたも

のです。
真っ白いライオンのレオが、ジャングルの仲間と協

力して生きていこうとする姿に感動しました。
遠足で見たライオンは白くありませんでした。しか

も日陰で寝てばかりだったので、本で読んだレオとは
イメージが違い、がっかりしました。

WHYを意識して文章をつくってみよう（５）



WHYを使うと文章の何が違ってくるのか
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きのう、僕は動物園でライオンを見ました。
状況の説明だけ

学校の遠足で動物園に行きました
真っ先にライオンを見にいきました

行動が追加された
遠足で見たライオンは白くありませんでした。しかも
日陰で寝てばかりだったので、本で読んだレオとはイ
メージが違い、がっかりしました。

変化が加わる



ＷＨＹの問いかけによって
人の行動・意識の変化を書く

23

状況→行動→変化

開かれたコミュニケーション＝第三者との意思疎通
そのためには、状況の報告だけでは伝わらない



WHYの使い方
WHEN＋WHO＋WHERE＋WHAT＋WHY＋HOW

5W1Hの要素を並列して文章を書く方法が多い。

「きのう、僕は動物園でライオンを見ました。
とても楽しかったです。
その理由の一つは……、ふたつ目の理由は……」



WHYの使い方を変える

4W1Dの要素それぞれにWHYを問いかける。

(WHEN＋WHO＋WHERE＋WHAT＋DO/DID)×WHY



エントリーシート(ES)を題材に、
WHYを説明

若者が社会の扉を開くために、何を
なすべきなのか。
単に文章をテクニックで書くのでは、
意味がない。
自らへの問いかけ（ WHY ）が必要。

・できるだけ図式化したい
・思いを実現させるためのストーリー

2017年4月発売
19刷 84,000部



第3部 3ステップで文章を書く

骨の部分を書いて、ＷＨＹで肉付けする



年長～小学3年生をターゲット
WHYを問いかけて
観察力、思考力、表現力を養う
絵本仕立ての作文学習本

楽しみながら文章を書く
2018年7月

『クレオとパトラの
なんでナンデさくぶん』



3つのステップで、
文章を書く新メソッド

②4W1Dで骨組みを書く

①観察する

③4W1DにWHYを
問いかける



メソッドを使って絵日記を書く
ワークショップを開催
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小学4年生の息子のために買いました。
学校で作文用紙を前に、何も書けず涙を滲ませていたと先生から聞いた
からです。教育相談も受けたのですが、読むことには問題がなく、ただ
自分の考えを表現することができない状態である、と。
家でなにかできないかと探してこの本にたどり着きました。毎日少しで
も書くことに慣れれば、と続けている日記が、それまで単文を書くのが
やっとだったのが、本を読んだ日から明らかに詳しく、長く書けるよう
になりました。
何も書けない息子に、どうやって書くことを教えれば良いのか、親とし
て知りたかったことが全て、わかりやすく書いてあったので本当に助か
りました。（30代女性）

読者からの主なご意見



読ませていただきました。
現在、小学校の特別支援学級の担任をしております。
文を書く指導で思い悩んでいたところ、この本に出合った
次第です。
「まほうのノート」の構成がヒントになりました。
教材づくりの参考にさせていただきます。（50代男性）

娘のために購入しました。
何度読んでも面白いそうで
す。（30代女性）

大学教員の妻は、これはむしろ大学
生の教材に良いと申しております。
マジ文は、文書を書くこと、実習日
誌や論文を書くテキストに適してい
るが、ナンデは自己の表現と表記の
手助けになるとのことでした。（40
代男性）



第4部 まとめ

新聞記事も3ステップで書いている



・書くべきことを明確にする
・関連資料・データを調べる
⇒取材（見る・聞く）

44

ステップ1 何を書くか

観察するための準備をする（仮説を立てる）



・取材した内容を確認・整理する
・関連資料・データで裏付け・補足する
⇒取材と仮説の違いを確認

４Ｗ１Ｄ（いつ、どこで、だれが、何を、ど
うした）で筋をまとめる。

45

ステップ2 書くべき骨格を確認

ここに面白いタネが落ちている



・なぜ、その時だったのか
・なぜ、その場所だったのか
・なぜ、その人だったのか
・なぜ、それをしたのか
・なぜ、そうなったのか

46

ステップ３ WHYを問いかけ肉付け

４Ｗ１Ｄへの問いかけに答えられるか
⇒しっかり取材できているか
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