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はじめに 

今までの授業は、どうしても講義型（生徒にとっては、受身型）になりがちであった。これで「考

える力」が身につくのだろうか。テストで点数を取らせることよりも、社会で役立つ能力を身につ

けさせたい。その為には、新学習指導要領第１節国語の目標1に示された「思考力・想像力を高める

こと」が必要であると考えた。そして、「教材を読解すること」、「話すこと」、「振り返ること」は、

それぞれに関係しており、授業を通して論理的に考えることのできる生徒の育成のためには、この

3 つが大切な要素である。答えを説明する、答えを覚えさせるだけの授業ではなく、①教材を読解

する。②作者の考えを簡単に受け入れるのではなく、「自分と違うところはないか」、「なぜ作者はこ

う書いたのか」、「主人公はなぜこうしたのか」などについて考え、生徒同士や全体で話し合う。③

最後に自分の考えを振り返って書く。この3つをおこなうことによって生徒は、自身の考えを持つ
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ことができ、受動型授業を改善できると考えた。また、同時に、他者の疑問や考えを知ることによ

って、ものの見方・感じ方・考え方が広がるのではないかと考えた。本実践研究では、教材につい

て自分の考えを持ち、それを自分なりの理由と共に考えることができる生徒を育てることを目標と

し、そのための授業方法を研究した。ただ単なる感想ではなく、自分の考えを持ち、「なぜそうなる

のか」という理由を明確にすることによって、論理的に考える力2を身につけさせたいと考えこの研

究に取り組んだ。そして、1年間の授業の内14時間を授業実践とし、授業の記録をＩＣレコーダー

にて録音し、ビデオにより録画した。その記録を基に文字による授業記録を作成し、分析すること

をおこなった。 

 

１.授業実践計画 

1-1．教材と基本的授業展開 

 授業実践実施科目は、本校教育課程では、1 年生対象として実施されている国語総合である。教

材は、6月実践は、「卒業ホームラン」3（5時間完了）。9月実践は、「コンコルドの誤り」4（4時間

完了）。11月実践は、「羅生門」5（5時間完了）である。 

 授業展開においては、最初に学習用紙にキーワー

ドを記入させることにより、教材を読解する授業を

おこなった。そして、次に教材の内容から学習課題

を設定し、その学習課題に対してまず全員が自分の

考えを書く（生徒個人）。次に他の生徒の考えを知る

ため、意見を聞く（生徒同士）。その後もう一度自分

の考えを整理し、全体で話し合う（クラス全体）。そ

して最後に自分の考えを理由と共に書いて振り返る

（生徒個人）という展開で１時間の授業を実施した

（図1）。 

作者（筆者）の主張や意見、作品の内容を理解し、

それに対してどう思うかを考える。次に繰り返し書

くことで自分の考えがまとまり、明確なものとなる。そして、話し合うことで他者との違いがわか

り、自分の考えを持つことができるようになるのではないかと考えた。 

 

1-2．発問の種類 

生徒が教材を理解し、考えるためには教師の発問や各時間の学習課題が整理され、計画的におこ

なわれなくてはならない。そのため私は、発問を3つの種類に分け学習計画を立てた。発問の分類

図1 １時間の授業展開 
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は、有元秀文「国際的な読解力を育てるためのＰＩＳＡ型問題開発の理論と方法」6を参考とした。 

Ａ型  教材を理解するための基礎となる発問で、答えを本文の中からそのまま抜き出すもの。あ

らすじや状況設定など言葉を探す発問。教師が質問し、生徒が答えを学習用紙に記入し、

全体で確認する。 

Ｂ型  教材を解釈するための発問。推測し、それは教材のどこから考えられるかを探し、理由     

を明確にして説明する。心情や行動、会話の意図などを推測し、なぜそのように推測し     

たのかを、教材から探し、説明する。                         

Ｃ型  教材を踏まえて、自分の経験などから考えを論理的にまとめる発問。いろいろな意見が考     

えられるもの。「この後どうなるか」、「どうして賛成・反対か」、「結末はこれでよい     

と思うか」などの発問。 

Ａ型の発問は、主として授業前半におこない、学習用紙にキーワードを記入させ、基礎的な教材

の読解をおこなう。授業後半では、Ｂ型の発問をおこなうことで教材の理解が深まると考えた。そ

して、単元の最後にＣ型の発問により自分の考えを引き出そうと計画した。このうちＢ型とＣ型は、

各時間の学習課題とし、クラス全体で考えさせた。今までの授業では、Ａ型が中心であり、教科書

の中から答えを探す授業をおこなってきた。Ｃ型の発問はほとんどおこなっていなかった。今年度

研究授業では、生徒に論理的に考える能力を身につけさせるために、Ｃ型の発問を単元に取り入れ

た（6月実践発問例）。 

 

6月実践「卒業ホームラン」発問例 

Ａ型 Ｂ型（学習課題） Ｃ型（学習課題） 

漢字、語彙、あらすじ 

抜き出し、空欄補充 

など。 

 

・徹夫は何を悩んでいるか。 

・徹夫は典子に何を話そうとして

いるか。 

・なぜ徹夫は変わったか。 

・なぜ卒業ホームランという題名

か。 

・試合を見に来ていた典子の気持

ちはどのようなものか。 

 

2．話し合いへの挑戦 

本研究授業では、話し合いを通して生徒に自分の考えを持たせることに挑戦したその結果を以下

に記述する。 

 

2-1．話し合いの場作りの試み 

6 月実践をおこなうにあたり、各授業時間に生徒同士の話し合いと、クラス全体の話し合いとい

う2つの話し合いを計画した。最初に自分の考えを書き、それを周りの友達と話し合う。周りの生
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徒同士でなら自由に話し合うことができ、話もしやすいのではないか。話し合いの雰囲気を作り、

自分の考えの参考とする。また、自分の書いたものを読むことで、クラス全体での話し合いでも活

発に発言がおこなわれると考えた。 

しかし、結果は周りとの話し合いはほとんどおこなわれず、3分の1ほどの生徒が周りと話すだ

けであった。これは、「周りと話し合ってごらん」というだけで時間や方法を示さず、指示が中途半

端なものになってしまったことが原因と考えられる。また、クラス全体での話し合いの場面でも、

発表者は単元全体（5時間）でのべ 38名しかなく、そのうちで挙手による発言はのべ 10名にすぎ

なかった。他は教師の指名によるものであり、全体での話し合いではなく、教師に答えるという形

の授業になってしまった。 

なぜ、全体での話し合いが活発におこなわれなかったのか。この6月実践の2時間目の授業記録

を見ると以下の点が理由ではないかと思われる。２時間目は、授業前半で主人公である徹夫とその

娘である典子との会話の部分を読解した後、本時の課題である「徹夫は典子に何を話そうとしてい

るか」について考える授業である（2時間目授業記録）。 

 

2時間目授業記録 

 

このT29の発言は、前半と後半では、発問が変わってきている。前半は「徹夫は、何を話そうと

していますか」だったものが、後半では「あなたが徹夫なら何を話しますか」になっている。どち

らで考えたらよいのだろうか。 前半では徹夫を主語に、作品の登場人物（徹夫）の心情を作品全体

から考えさせるＢ型の発問のはずが、後半ではあなたがと主語を置き換え、作品を基に自分の体験

から自分の考えを発表させることを意図したＣ型に発問が変わっている。「徹夫が何を話すか」なら

ば、教材全体から理由を探して自分の考えを答えるべきだが、「あなたが徹夫なら何を話すか」なら

ば、その理由は、自分の体験や考えに基づくものとなってしまう。私は、授業記録を見て初めてそ

のことに気づいた。発問が変化した理由として、①話す場を作るためにはこの学習課題では発言し

T29 

  今日の課題。（マグネット板徹夫は、何を話そうとしているかを貼る）じゃあ徹夫さん、今ま

では、言葉に詰まってた。言い返すことができなかった。ところが、ここでは、話してやれるか

もしれない。何を話してあげられるんだろう。徹夫は、何を話そうとしていますか。徹夫さんね、

典子さんに「今なら何かをあいつに話してやれる」て言います。何を話そうとしてるんだろう。

はい、ちょっと、じゃあ周りで相談してみよう。周りの人に聞いてごらん。「あなたが徹夫なら

何話す」はい、いいよ、声出して。場合によっては、席立ってもいいです。ちょっと周りの人に 

聞いてごらん。はいいいですよ。動いても。周りの人に聞いてごらん。あなたが徹夫なら何話す。 

68



  

 

にくいのではないかという教師の心配、②発問が整理されてないことの2点が挙げられる。①「話

す場を作るためには、この学習課題では発言しにくいのではないかという教師の心配」については、

T29 の発言を見てみると、教師は黒板に「徹夫は、何を話そうとしているか」をマグネット板で貼

ったうえで、4 回も学習課題を言っている。なかなか発言がなかったことからなんとか発言させた

いという教師の気持ちが読み取ることができる。ここでは黒板に学習課題を貼り、「徹夫は、何を話

そうとしているか、周りと相談してごらん」で十分である。最初は「徹夫は」と考えていたのが、

何とか考えを書かせ、全体での話し合いの場で発言させたいと思い、Ｃ型の「あなた」にした方が

よいのではないかと意識してしまったのではないか。②「発問が整理されていないこと」について

は、すでに単元計画の段階から発問の混乱が見られる。「徹夫は何を話そうとしていますか」（徹夫

の心情）、「あなたが徹夫なら、何を話す」（自分の考え）、「あなたなら徹夫は、何を話すと思う」（徹

夫の心情）と発問が変わってしまっている。この混乱は、指導案、授業中にも続いており、教師は

発問が変化していることに気づいていない（発問の混乱）。授業記録を作成し、自分の授業を振り返

ることで初めてそれに気づいた。 

 

発問の混乱 

この教師の混乱によって生徒はなにを考えていいのかがわからなくなってしまった。生徒の記述

を見ると、何を書いていいのか混乱していることがよくわかる。 

 

生徒T 

試合には出てないかもしれないけどレギュラーめざしてがんばっている息子は努力をしているか

らそのうち報われると思う。それまで、がんばれ。 

 

単元計画（2時間目抜粋） 2時間目指導案（抜粋） 2時間目授業記録（抜粋） 

生徒の活動 

「今なら何かをあいつに話してやれるか

も知れない。」について、徹夫は何を話そ

うとしていると思いますか。 

・「あなたが徹夫なら、何を話すと思う

か。」を周囲と話し合う。 

教師の活動 

・あなたなら徹夫は、何を話すと思うか。 

教師の活動 

・「あなたが徹夫なら何を話すと思

いますか。」を周囲と話し合わせる。 

・徹夫は､何を話そうとしていると

思いますか」学習用紙の考えの所に

書かせる。 

教師の発言 

・徹夫は、何を話そうとしていま

すか。 

・あなたが徹夫なら何話す。 
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生徒K 

がんばらずにやって失敗するよりもがんばってやって失敗した方が、悔いが残らない。    

 

生徒Tは、徹夫が話す対象が息子の智に変わっている。また、自分の智に対する思いを書いてい

る。また、生徒Ｋは、教材と離れ、「がんばってやって失敗した方が、悔いが残らない。」と教材か

ら離れた自分の考えを書いている。他の生徒の記述を見ると「努力」「がんばる」のどちらかの単語

を書いた生徒は30名、その他4名、記述なし2名であった。「努力」、「がんばる」について書いた

生徒のほとんどは、教材を基として、努力すること、がんばることの大切さを話そうとしていると

書いているが、生徒K、T以外にも5名の生徒は、努力やがんばりに対する自分の体験や考えを書い

ていた。このように教師の発問が何を聞いているのかがわからず、そのために何を考えていいのか

迷い、発言することができなかったと思われる。 

発問は、自分の考えを聞いているのか、教材に基づいて考えるのかなど、何を聞いているのかを

明確にし、簡潔に要点をまとめたものとしなくてはならない。そのためには指導案を立案する際、

発問を整理し、指導案に記載することが必要ではないかと思った。 

 

2-2．話し合いを活性化させる試み 

6月実践、9月実践でほとんど挙手がない状況から、なんとか生徒同士が積極的に意見を交換する

場を作りたいと思い、「話し合いの活性化」という課題をもって、この11月実践に取り組んだ。そ

のために、次のような試みをおこなった。 

①自分の気持ちを出しやすいと思われる学習課題を設定する。 

②自由に席を立たせ、教師は時間を決めて生徒による自由な話し合いをさせる。 

③生徒の答えを予想し、立場を明確にして対立させる。そして、なぜそう思うのかを問う。 

 

2-2-1．自分の気持ちを出しやすいと思われる学習課題 

学習課題を設定するは、1時間目と5時間目に次のように学習課題を設定した。 

1時間目学習課題 

  「この作品は『好き』、『どちらかと言えば好き』、『どちらかと言えば嫌い』、『嫌い』の 

どれにあたるか。また、それはなぜか。」 

従来の授業では、初読後の感想を書くことをおこなっていたが、この時間では、「好き」、「どちら

かと言えば好き」、「どちらかと言えば嫌い」、「嫌い」と答えやすい選択とし、全員にマグネット名

前カードを黒板の該当する場所に貼らせることによって、自分の立場を明確にさせた。そしてその

理由を話し合わせることとした。 
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５時間目 

「あなたは、この作品から何を感じたか」 

 

また、5時間目の学習課題を従来この教材でおこなってきた「この作品の主題はなにか」ではなく、

「あなたは、この作品から何を感じたか」とした。これは、学習課題をより考えやすいものとする

ことによって、自分の考えを出しやすいと思ったからである。 

 

2-2-2．生徒同士の話し合い 

自由な話し合いは、席を立つことを認め、教師が時間を決めて話させるについては、5 分と時間

決め、席を立つことを許可し、教師は口を挟むことなく、話しやすい生徒と話し合わせ、雰囲気を

作ろうとした。 

 

2-2-3．対立による活性化 

対立については、生徒の発言を予想し、対立させるについては、自分の立場を明確にし、相手に

説明することでより話し合いを活性化させることができるのではないかと考え、指導案を作成する

にあたって、生徒から発表されるであろう、さまざまな考えを予想し、それを対立させることを計

画した。この単元の3時間目では、老婆の論理①「悪いことをしたものには、悪いことをしてもい

い」について「賛成」か「反対」か、老婆の論理②「生きるための悪は許されるか」について「許

される」、「仕方がない」、「許されない」の立場に限定し、対立を計画した（3時間目指導案）。 

 

3時間目指導案 

過程 時間 学習内容 教師の活動 生徒の活動 

課題 

理解 

 

 

 

 

24 

分 

 

 

 

 

学習課題を

理解して自

分の考えを

書く。 

 

 

予想される考え 

・老婆の話に影響された。  

・やはり生きることが大切だと思

った。 

・悪い人には悪いことしてもいい。 

・老婆がするなら自分もしていい。 

・老婆は悪人だから当然。 

学習課題をマグネット板で提示す

る。 

 

課 題   

「どうして下人は変わったか。」 
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対立予想 

Ａパターン 

（生徒）老婆の話から。 

（教師）老婆の話のどんなところから。 

（生徒）この女は悪いことをしたから、されてもいいというところから。 

（教師）あなたは、どう思う。 

（生徒） ・やはり仕方がない。 

     ・いけない。 

（教師）なぜ仕方がないか。（いけないのか） → （生徒意見） 

（教師）今の意見について他の人は、どう思うか。 

 

Ｂパターン 

（生徒）老婆の話から。 

（教師）老婆の話のどんなところから。 

（生徒）しないと飢え死にしてしまうからというところ。 

（教師）あなたは、どう思う。 

（生徒） ・同じで生きるためにはしょうがない。 

     ・当然だ。 

     ・ゆるされない。 

（教師）なぜ、しょうがないか。（当然か、ゆるされないか）→ （生徒意見） 

（教師）今の意見について他の人は、どう思うか。 

 

その結果、3時間目の授業記録を見ると、対立により何人かの生徒は自分の考えを発表した（3時間

目授業記録）。 

 

3時間目授業記録 

T77 生徒Kはどう思う。悪いやつだったら。  

K78 俺、ASと同じ考え。（座ったまま）    

T79  立って。同じとか略さんで、もうちょっと言ってくれ。立って。生徒Kの説は。 

K80 悪いものには、悪いことしてもいい。 

T81  ああそうか。はい、生徒Kも同じくな、悪いものには悪いことしてもいいって

いう説な。（生徒Kを板書）おーい他の人はどうだ、なんか。（挙手なし）自分

72



  

 

の考えだからいいよ。じゃあ生徒H。生徒Hどう思う。（座ったまま）立って。        

H82  しちゃあいけないと思います。  

T83   なんでしちゃあいかんの。 

H84  悪い人が、悪い人に、悪いことをして、された人が怒ってまたその悪い人に、

悪いことをしてその繰り返しで結局戦争になる。 

T85   ああなるほど。悪いことを、悪いことにかぎって、それが続くわけか。（生徒H

うなずく）はい、生徒H説。（生徒H してはいけないを板書）生徒Hもしては

いけないと言ってます。ただ、理由がちょっとおもしろかったな。今、生徒 H

が言ってくれたのは、悪いからといって悪いことしたらその人がまた次に他の

人に、いつまでも続いていく。はい、まあ戦争までいっちゃうか。いつまでも

続く。悪が続く。（いつまでも悪が続くを板書）こういう考え方もあるな。どっ

かで切らないと悪が続いちゃうんじゃないか。今、生徒Hの意見です。もう一

人ぐらいどうだ最後。誰か、自分の考え教えて下さい。（挙手なし）どう思う。

いいんだろうか、いけないんだろうか。あるいは、他のもっと考えもある。（一

部生徒がざわつく）そこで、手挙がるか、言いたかったら手挙げてくれ。（生徒

ＡＤ挙手する）うん、手挙がったところで、はい生徒ＡＤは。 

AD86 えーと、俺も悪いことした人には、それなりに同じようなことをしてもいい。

悪いことしたやつには、してもいいか。盗むようなやつには、盗んでもいいか。 

AD87 はい、そうです。        

T88 なるほどね。（生徒ＡＤを板書）それじゃあ、そのプリント後ろから集めてきて

ください。また、見せてもらいたいと思います。はい、まず後ろからプリント

集めてきてください。（生徒後から回収）はい、では終わります。  

 

ここで生徒AS64を受けて、生徒K80、生徒AD86「悪いことをした人だから悪いことをしてもいい」

という賛成派と生徒 H82・84「いけない。いつまでも悪が続く」の間に対立があり、生徒同士での

話し合いがおこなわれる機会があった。これに対して教師は、他の生徒に生徒H82の発言を、どう

思うかと聞くのではなく、教師自身がT87で「なるほどね、それじゃあ、そのプリント集めてくだ

さい。」として、授業を終わらせている。そして、次の時間に話し合わせることをしなかった。次の

時間これを学習課題として話し合わせるべきである。しかし、教師はここで打ち切っている。その

理由は、教師が自分の計画に従い、時間内に終わらせようとしたことである。この発言は授業開始

から45分後におこなわれた。教師が残り時間を気にして、この時間内に今日の予定を終わらそうと

考えてしまったからである。次の時間に再び前時の生徒の意見を板書して論議させることもできた
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のだが、やはり、自分が立てた単元の計画にこだわり、その計画通り5時間で実施しようとして考

え、「こんな意見がありました」と最初に復習するだけにとどめてしまった。また、前期、中期の実

践で発言がなかったのが、後期では自分の予想した発言が出たことに満足してしまい、他の生徒の

意見を求めることをしなかった。ここからが本当の授業が始まるにもかかわらず、話し合いによっ

て考えさせることを行わなかった。 

このように生徒中心の授業に取り組みながら、いつの間にか自分の計画にこだわり、柔軟性を欠

いた教師の都合で授業を進めてしまっている。3時間目の授業記録でも、挙手による発言は生徒AD86

のみで、他は教師の指名による発言であった。11月実践の課題としていた「話し合いの活性化」は、

できなかった。論理的に考えるための方法として話し合いを計画したが教師中心の授業から脱却で

きず、予定した計画や答えにこだわったため、生徒は教師に対して自分の考えを述べるに止まり、1

年間を通して生徒同士の話し合いをおこなわせることができなかった。 

 

3．生徒と教材との関わり 

この11月授業実践を通して生徒の教材との関わりは、次のように変わった。学習課題に対する生

徒の記述を見てみたい。 

 

表1 1時間目学習課題 「この作品は『好き』、『どちらかと言えば好き』、『どちらかと言えば嫌い』、

『嫌い』のどれにあたるか。また、それはなぜか。」 

結  果 理  由 

好き・どちらかといえば好き 嫌い・どちらかといえば嫌い 好 き           0名 

どちらかといえば好き   4名 

どちらかといえば嫌い  29名 

嫌 い         4名 

 

・下人への興味    1名  

 ・時代に対する興味 1名  

 ・不気味       1名  

・人間の本性     1名 

                 

・作品が長い・めんどくさい  7名 

・言葉が難しい               7名 

・暗い・不気味               8名 

・場面が想像できない         6名 

・話の内容がわからない     11名 

・人間の本性がいやだ     2名 

                                     （重複回答あり） 
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表2  5時間目学習課題 「あなたは、この作品から何を感じたか。」 

興味の対象 内  容 

人間の本性について    14名 

下人について       18名 

老婆、老婆の話について   3名 

長い、何も感じない、嫌い 4名 

その他           3名 

未記入                   1名 

悪を犯しているのであれば、それに対しての悪は認められるか。        5名 

生きるためにするのであれば、悪をおこなうことも許されるか。       12名 

他者、老婆からの影響について。                     10名 

その他                                                           12名 

 

                                                                        （重複回答あり） 

初読後の記述では、大部分の生徒がこの作品を否定的にとらえている。その理由は、「不気味」、

「暗い」などの理由が多く、羅生門の様子や死体、老婆の姿などに着目した答えが多かった。また、

「嫌い」、「どちらかといえば嫌い」と答えた生徒の多くは、作品の長さ、言葉の難しさを挙げてい

る。作品の主題に迫る考えも出されたが少数であり、多くの生徒は、表面的な面のみにとらわれて

いる（表1）。また、時代が違い、飢え死になどの究極の状態を想像しにくいため、場面が理解しに

くいようである。 

 これが、5 時間目の記述をみると、人間とはという作品の主題を考える生徒が増え、自分の考え

を書くことができるようになった。予想では老婆の論理である「悪を犯しているのであれば、それ

に対しての悪は認められるか。」と「生きるためにするのであれば、悪をおこなうことも許されるか。」

に視点は、集中すると思われたが、10名の生徒が他者や老婆の影響で人や下人が変わってしまうこ

とに興味を持っていた（表2）。これは、3時間目に学習課題として「どうして下人は変わったか」

を設定し、多くの生徒が老婆の言動によって下人は変わったと発言したことが影響しているのでは

ないかと思われる。また、老婆の論理について賛成・反対だけでなく、「人間はつられてしまうと思

った。誰かがやっていたから、自分だけじゃないから、生きるために何でもしてしまう人間は残酷。」

と人間とは何かまで考えて書いている生徒もいた（生徒M記述）。 

 

生徒M記述 

最初読んだときは内容がよく分からなかったけど、だんだん下人の心情の変化が（盗人になるか

どうか）おもしろくなってきた。過去の自分をあざけるということは、下人はすごい悪の心を持

っているんだなと思った。老婆がもしいなかったら下人はどんな感じになったんだろうか。人間

はつられてしまうと思った。誰かがやっていたから、自分だけじゃないから，生きるために何で

もしてしまう人間は残酷。羅生門２がでてほしい。下人や老婆のその後、芥川龍之介の他の作品

も読みたくなった。 
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4．抽出生徒Hを追って 

4-1．Hに対する私の願い 

感情に左右されることなく、真面目に授業に取り組んでいる。本が好きで、内容を読み取ること

や質問の意図を理解する能力は高いと思われる。物事に真剣に取り組むが、行き詰まると妥協して

諦めてしまい、考えることをやめてしまうことがある。この授業実践を通して、理由を明確にした

うえで、自分の考えを持てるようにしたい。また、自分から挙手をし、他の生徒に伝えることをさ

せたい。 

 

4-2．「わからない」の意味 

11月実践で生徒Hは、各時間の学習課題に対して次のように書いている（生徒H記述）。 

 

生徒H記述 

1時間目学習課題 「この作品は『好き』、『どちらかと言えば好き』、『どちらかと言えば嫌い』、『嫌

い』のどれにあたるか。それはなぜか。」 

「嫌い」 理由 この話じたいがよくわからないから。 

 

2時間目学習課題「下人は何を悩んでいるか。」 

主人に暇を出され、行き所がなくなった。どこかへ行こうにも雨が降って動けない。 

 

3時間目学習課題「どうして下人は変わったか。」 

老婆の話の中に変わった理由があるのはわかるけど、老婆が何を言っているのかわからない。か

らわからない。 

 

4時間目学習課題「老婆の言いたいこと。」 

女が飢え死にをしないために悪いことをしていたならば自分だって同じことをしてもいい。同じ

ことをしていたのだからどうせ許される。 
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5時間目学習課題「あなたは、この作品からいったいなにを感じたか。」 

この5時間の記述の中で生徒Hは、1時間目に「わからない」、3時間目に2度「わからない」と

書いている。この３つの「わからない」は何がわからないのだろうか。 

 1時間目の「わからない」については、記述のなかで生徒Hは、「この話じたいがよくわからない

から」と作品の内容がわからないとはっきり書いている。また、授業記録を見ると、「なんか、誰が、

どこで、何がおきてんのかが全然わかんない。」と発言している（生徒Hの記述と授業記録）。羅生

門は、高校1年生にとっては、やや難解と思われる作品であり、多くの生徒が、初読の段階では話

の内容を理解していない。生徒Hの「わからない」もその発言などから作品のあらすじがわからな

いと思われる。 

  

生徒Hの1時間目記述と授業記録 

1時間目学習課題「この作品は『好き』、『どちらかと言えば好き』、『どちらかと言えば嫌い』、『嫌

い』のどれにあたるか。それはなぜか」 

記述    「嫌い」 理由 この話じたいがよくわからないから 

授業記録   

H36  嫌いっていうか、この話自体がよくわかんないから、好きも嫌      

いも選べない。 

T37   お、この話のなにがわからなかったんだろう。 

H38 なんか、誰が、どこで、何がおきてんのかが全然わかんない。 

T39   ストーリーがわかんなかったんだな。 

H40   うん。 

 

3 時間目、「老婆が何を言っているのかわからない。からわからない。」と再び「わからない」と記

述した。教師はこれも1時間目と同じで、最初の「わからない」は、老婆の話の内容がわからない、

2 つ目の「わからない」はなにを書けばよいのかがわからないのだろうと判断した。ここでの老婆

この作品は違う意味でとらえると良いけど、そのままとらえると読者に悪い影響をおよぼすんじ

ゃないかと思う。「悪いことしてたから自分もいい」って。今の社会で考えると「誰かが俺の友

人を殺した。だから俺はそいつを殺す」ってなる。完璧悪影響。でも違う意味で考えると「あい

つは僕にいいことをしてくれた。だから僕もあいつにいいことをしよう」という良い意味になる

この作品は、悪いことした→やり返せ→あー悪いことをしている人だ→じゃー俺も悪いことしよ

う。という下手すりゃ読者に悪影響を与える作品。だからわたしは、この作品が嫌い。ただ暇つ

ぶしに読んで楽しかっただけですますなら別にいいけど、もし、悪の影響を及ぼしたら怖い。 
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の話とは次のような話である（老婆の話）。 

 

老婆の話 

「なるほどな、死人の髪の毛を抜くということは、なんぼう悪いことかもしれぬ。じゃが、ここに

いる死人どもは、みな、そのくらいなことを、されてもいい人間ばかりだぞよ。現に、わしが今、

髪を抜いた女などはな、蛇を四寸ばかりずつに切って干したのを、干し魚だと言うて、太刀帯の陣

へ売りに往んだわ。疫病にかかって死ななんだら、今でも売りに往んでいたことであろ。それもよ、

この女の売る干し魚は、味がよいと言うて、太刀帯どもが、欠かさず菜料に買っていたそうな。わ

しは、この女のしたことが悪いとは思うていぬ。せねば、飢え死にをするのじゃて、しかたがなく

したことであろ。されば、今また、わしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとてもや

はりせねば、飢え死にをするじゃて、しかたがなくすることじゃわいの。じゃて、そのしかたがな

いことを、よく知っていたこの女は、おおかたわしのすることも大目に見てくれるであろ。」 

（第一学習社 高等学校 改訂版 標準国語総合 平成21年2月10日発行より） 

 

その生徒Hの記述を読んで教師は、４時間目の授業計画を変更した。簡単にまとめる予定であっ

た老婆の話の部分、教科書では10行分のみを詳しく解説した（最初の指導案と変更した指導案）。

この老婆の話の論理は、①相手が悪を犯しているのであれば、それに対して悪をおこなうことは認

められる。②生きるためにする「しかたがなく」するのであれば、悪をおこなうことも許される。

以上の２点であり、この論理を理解させることを中心に授業をおこない、学習課題も「老婆の言い

たいことはなにか」とした。本文を読み、言葉の意味を確認し、内容を学習プリントに記入してい

くことで老婆の２つの論理をまとめた。 

 

最初の指導案（一部抜粋） 

学習活動 過

程 

時間 

経過 

学習内容 

生徒の活動 教師の活動 

課

題

把

握 

 

5 

分 

前時の学習用紙

を通して、下人の

変わった理由が

老婆の弁明にあ

ることを確認。 

配付された一覧により他の生徒の

考えを知る。 

 

教科書を音読、黙読する。 

 

前時の生徒意見一覧を配付す

る。 

一覧より老婆の話によって変

わったことを確認し、老婆の弁

明②「なるほどな、死人の・・・」

（33・3～14）を読ませる。 
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老婆の弁明の内

容を生徒の学習

用紙から整理す

る。 

 

 

前時発表された老婆の弁明の論点

を確認する。 

 

 

 

 

 

老婆の弁明②の内容を生徒の

学習用紙から整理する。 

前時発表、記述より次の点を注

目させる。 

 ①相手が悪いことをしたの

だから自分もしていい。 

 ②生きるためにする悪はし

かたがない。 

 

変更後学習指導案（一部抜粋） 

                       学習活動                  過程 時間

経過 
学習内容 

    生徒の活動           教師の活動       

教材

理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題を理解する。 

 

 

 

 

 

老婆の話の内容を

理解する。 

 

 

本時の課題を理解する。 

 

教科書33ページ3～14行を音

読、黙読する。 

学習用紙④に記入し、老婆の

話の内容を語彙に注意して

理解する。 

 

 

 

結果プリント30番「老婆が何をいっ

てるのかわからない。」（生徒H）と

いう部分をきっかけとして、教材文

の老婆の話を読解する 

本日の課題をマグネットで掲示 

 

課 題                   

「老婆が言いたいことは何か。」 

教科書33ページ13～14行を読ませる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の点に注意して老婆の話の内

容を理解させる。（現代語訳） 

・「なんぼう」の意味（3行目） 

・「じゃが」の意味（4行目） 

・「往ん」の意味（６行目） 

・「じゃて」の意味（10行目） 

・「おおかた」の意味（13行目） 

・「大目に見る」の意味（13行目） 

老婆の話から以下の点を学習用紙④に 
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したがって整理させる。 

・女がしていたことはなにか。なぜそ

うしたか。 

・老婆がしていたことはなにか。なぜ

そうした。  

 

しかし、授業記録を分析するとこの同じ３時間目に他の生徒から「悪いことをしたものには悪い

ことをしてもいい」と老婆の論理に対して賛成意見があり、それに対して生徒Hは、理由を述べて

反対している。また、下人の変わった理由を老婆の話によるものと書いている（生徒H3時間目記述

と授業記録）。話の内容がわからなければ、自分の意見や理由を述べることはできない。また、話の

内容がわからなければ、下人の変わった理由を老婆の話とは、書けないのではないか。このことか

ら生徒Hの最初の「わからない」は、老婆の意見に対して「納得できない」、「自分の考えとは違い

すぎて理解できない」という意味ではないかと気づいた。そして、2 つ目の「わからない」は、老

婆の論理を否定する意味ではないかと思われる。記述でも生徒 Hは、1時間目と5時間目でこの作

品が「嫌い」であると書いており、この作品に対して否定的な立場である。 

 

生徒Hの3時間目記述と授業記録 

3時間目「下人はどうして変わったか」 

 記述    老婆の話の中に変わった理由があるのは分かるけど、老婆が何を言っているの      

かわからない。からわからない。 

授業記録 （悪いことをした者には悪いことをしてもいいという発言に対して） 

H82  しちゃあいけないと思います。             

T83   なんでしちゃあいかんの。 

H84   悪い人が、悪い人に、悪いことをして、された人が怒ってまたその悪い人に、悪

いことをしてその繰り返しで結局戦争になる。 

 

私は単元が終了し、授業記録を見て初めてこの3つの「わからない」の違いに気づいた。生徒を

しっかり観察し、その発言を十分に受けとめていれば、4時間目は、「反対か賛成か。その理由はな

ぜか」を中心に授業展開を計画すべきであった。単純に「わからない」、これは説明不足だったと思

い、まず理解させようと考え、従来の説明する授業をおこなった。3 時間目の授業記録を見るとこ

の生徒 H以外にも老婆の2つの論点について発言があり、多くの生徒は、3時間目の学習課題「下

人はどうして変わったか」を考えることによって、老婆がきっかけであると考え、老婆の論理を理
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解していたと思われる。教師は、生徒の発言を注意深く聞き、その意味を理解すべきであった。 

 

4-3．考察  

これまでの記述と授業記録から、生徒Hのこの作品に対する思いは、最初から最後まで「嫌い」

であった。しかし、記述を見ると生徒 Hはその理由を考えている。1時間目の記述では、嫌いな理

由として「この話じたいがよく分からないから」と教材がわからないために嫌いと書いている。2

時間目に作品の状況設定、3時間目に下人の心情、4時間目に老婆の話と授業をすすめていく内に5

時間目では、自分なりの嫌いな理由を書くことができた。2 時間目と 3 時間目で教材を理解し、4

時間目は「女が悪いことをしていたのだから、自分も同じことをしても許される」という老婆の論

理に注目し、５時間目には、読者への影響と悪が繰り返されることの悪循環を理由とし老婆に対す

る反対意見を書いている。この読者への影響という視点は、生徒H独自のものである。ここに生徒

H なりの考えと理由がある。最初の学習課題で「嫌い」を選択し、最後の「この作品から何を感じ

たか」という学習課題にも「この作品が嫌い」と書いている。生徒Hは、まず、「好き」、「嫌い」を

基準に作品を考え、その理由を、作品の内容を通して考えたと思われる。そして、その結果を5時

間目に記述することができたと思われる。 

 

おわりに 

今までの私の授業は、内容を説明し、理解させることが中心であり、「話すこと」、「振り返ること」

がなかった。今回の研究では、「他者と話すこと」、「自分の考えを振り返って書くこと」によって、

論理的に考える力を身につけさせようと計画し、授業実践に取り組んだ。これまで述べてきた授業

記録や記述を見ても「私はこう思う」という自分の考えを発表するだけに終わってしまっている。

しかし、それは個人の考えであり、他者を納得させるだけの論理は出ていないのではないか。これ

は、教師が話し合いの場を作ることができなかったためである。今後の課題として生徒同士の話し

合いの活性化によって論理的な考えを持てるようにすることに取り組んでいきたい。話し合いを活

性化させる具体的な方法として、今回実施した周りと話させる際に、各自が書いたものを２～３名

の友達に見せ、どう思うかを一言書いてもらうことを考えている。他の生徒の考えを知り、それを

自分の書いたものと比較すれば、自分の考えを持つことの参考になるのではないかと考えている。  

この１年間の授業実践で、自分の長年の授業スタイルを変えることは、難しいと感じた。話し合

いを計画するが、授業ではその計画通り実行することができなかった。自分の予定した答えに固執

して話しすぎることと、生徒の発言を安易に判定して発言を抑えてしまうこと、この２点を変えな

ければならないと思っている。 
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1
 文部科学省「高等学校学習指導要領」 平成21年3月告示 

2
 ここでいう「論理的に考える力」の定義は、教材をきっかけとし、課題に対して自分の考えと自分なりの理由を明

確にすること。 
3
 「卒業ホームラン」 重松 清 大意 
徹夫は少年野球チームの監督である。息子の智にとって今日は最後の試合である。娘の典子は、模試の日なのに

起きてもこない。起きてきた典子は、「最後の試合に智を出してやれば」と言うが徹夫は、「実力の世界だから」と

しか言えない。試合当日、徹夫は、直前に智をメンバーからはずした。しかし、智は、グランドの外から選手に声

援を送る。そんな智の気持ちを徹夫は、わからない。試合後、智は中学でも野球を続けると言う。理由は、好きだ

から。徹夫と妻の佳枝は、智のために３人だけの試合をした。智の打球を佳枝は、「ホームラン」と言う。帰ろうと

した時、典子の姿が見えた。徹夫は、家族みんなでホームインしようと思う。 
           (指導書「改訂版高等学校 標準国語総合」第一学習社 平成23年2月10日発行 参考) 

4
 「コンコルドの誤り」 長谷川 眞理子 大意 
 超音速機コンコルドは、採算が合わないことがわかっているので、もうこれ以上製造されない。過去における投資

の大きさこそが将来の行動を決めると考えることを、コンコルドの誤りと呼ぶ。コンコルドの誤りは誤りであって、

将来の意思決定は、過去の投資の大きさではなく、将来の見通しと現在のオプションによらねばならない。このコ

ンコルドの誤りは、人間の活動や思考にしばしば見られるものであり、人間が動物の行動を解釈するときに犯す過

ちである。この誤りには、人間の思考形態に深く関わるものがあるように思われる。 
           (指導書「改訂版高等学校 標準国語総合」第一学習社 平成23年2月10日発行 参考) 

5
 「羅生門」 芥川龍之介 大意 
 平安朝末期の晩秋の夕暮れどき、暇を出された一人の下人が羅生門の下で雨やみを待っていた。京都はすでに衰微

して、羅生門も荒れるにまかされた結果、今では狐狸のすみかになり、死体の捨て場にさえなっている。明日に行

き先も予定もない下人は、飢え死にするか盗人になって生きるしかないのだが、飢え死にしないために盗人になる

決心もつかず、迷うままに一晩の寝場所を求めて羅生門の楼の上へ上がっていく。かすかにもれる光の中にのぞき

見た楼上は、死骸がいくつも転がっており、酸鼻を極めていたが、その中に一人の老婆がおり、松明の光をたより

に、死骸から髪の毛を抜き取っているのだった。その老婆に悪そのものを見た下人は、正義感に燃えてそこへ躍り

込み、老婆を取り押さえる。しかし、老婆は、生きるためにしかたなく悪いことをしているのだと言い、死体の女

も生きていたときは悪をはたらいていたのだから、自分の悪も許されるというものだった。その事を聞き終わった

下人は、新しい勇気を得て、老婆の着物をはぎ取り、しがみつく老婆を死体の中に蹴り倒して、黒洞々たる闇の中

へ走り去って行った。その後の下人の行方は、だれも知らない。 
           (指導書「改訂版高等学校 標準国語総合」第一学習社 平成23年2月10日発行 参考) 

 

6 有元秀文「国際的な読解力を育てるためのＰＩＳＡ型問題開発の理論と方法」 2007年3月 
http://www.nier.go.jp/arimoto/recento/pisatheoneth/ 
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