
表現力育成のための授業づくり 

―コミュニケーションを広げる実践を通して― 

                            

                            

中 等 教 育 研 究 部 員 

星城中学校教諭 三 笘 晃 嗣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

国語科に求められていることの中に生徒たちの表現力の育成がある。学校生活の中で生徒たちの

表現力について首をかしげてしまうことがある。教師と生徒とのやりとり、または生徒同士のやり

とりの中で、単語だけでの応答や、会話として成立していない場面によく出会う。そこで、国語の

授業の中で生徒たちにそういう顕在化している課題に対処できないだろうかと考えていた。国語だ

けに限らないが、授業には個人学習や一斉講義方式などその形態はいくらでもある。生徒たちにコ

ミュニケーションさせられる授業形態とは何なのかを考えていくことが必要である。 

本研究では、生徒たちのコミュニケーションを広げることによって、表現力の育成につなげるこ
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とを目的とする。コミュニケーションを広げるためには、適切な教材の選定と生徒たちへの提示の

方法、そして授業形態の設定が課題となる。 

 

1.授業実践の計画 

研究授業は単元構想に始まり、授業計画を立てて、学習指導案を作成していく。授業で扱う教材

について教材研究したり、指導過程を組んだりして計画を立案していくのであるが、その根底には

生徒たちに何を学んでもらいたいかがある。研究授業を実践していくことで「授業改善」について

も考えていくことができるはずである。生徒のための「授業づくり」を目指すためにも、そうした

授業実践から生徒たちの学びを分析していく必要がある。ここでは、まず本研究における授業実践

の計画について述べる。 

 

1－1.研究授業の単元設定 

本研究ではそれぞれ 3 回の研究授業を実践してきた。6 月には 4時間完了で「話す・聞く」とい

う単元を設定した。ここでは生徒たちがなるべくたくさんコミュニケーションをはかれるようにと

「季節」に関わることを取り上げた。身近な話題を設定することで、生徒たちはコミュニケーショ

ンしやすいのではという構想とした。また 9 月には「効果的な言葉の使い方を学ぶ」という単元を

設定して、5 時間完了の中で「話し方」に重点を置いた授業を実施した。ここでは教科書にある「補

充と発展」に位置づけられている教材文を取り上げた。「話し方」ということで、この研究授業の

後半には「落語」を取り上げて、生徒たちに実演させた。また 11 月には古典作品を扱うことによっ

て、生徒のコミュニケーションの広がりがさらに発展できるような授業展開を目指した。古典作品

を、通常の古典の授業のような本文読解に向かわせるのではなくて、内容に関わることを話し合わ

せることでコミュニケーションの広がりに着目できる教材として扱った。 

それぞれ 3 回の研究授業は単元名、扱う教材に違いはあるものの、すべて生徒たちのコミュニケ

ーションが広がっていくことを目指した。そこから表現力の育成という本研究の目的につながって

いくかを生徒の言語活動をふまえたうえで考える。 

 

1－2.ペア学習とグループ学習の設定 

本研究授業は中学 2 年生のクラスで実践した。男子 14 名、女子 10名の在籍 24 名というクラスで

ある。4月当初に実施した国語アンケートでは、教科書本文などの読解については「得意だ」とか

「好き」と答える生徒が多かったが、一方で自分の考えを述べたり、発表したりすることに対して

は苦手意識を持っている生徒も多かった。また、学校生活などにおいても自分の考えや伝えるべき

ことをうまく表現できなくて戸惑ったり、実際に失敗した経験もあるという答えもあった。 
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本研究では、生徒たちが、コミュニケーションを通してどのように学んでいったのかを、授業実

践の中から検証する。生徒たちに会話や話し合いなどのコミュニケーションさせることに主眼を置

いていたので、特に一斉講義方式の授業ではなくて、生徒たちが主体的に活動できる形態を取ろう

とした。そういう中でペア学習やグループ学習という形態を選んだ。 

コミュニケーションとは互いに意思や感情、思考の伝達であるとされるが、会話や話し合いもそ

のコミュニケーションである。会話とは、話す相手を意識して、自分が話して、相手の反応からま

た自分が話すというコミュニケーション能力が求められていくものである。授業の中でペア学習と

いうお互いに会話をしていく環境を設定した。さらに 2 人の会話から 4 人の話し合いにすることで

生徒の学びにも影響が出てくると想定した。生徒同士の話し合いは会話がまず成立していかなけれ

ばならない。そのような考えをもとにして授業形態を考えていった。 

会話や話し合いをする場といっても、生徒たちにいわゆる気の合う者同士でペアを組ませると、

見た目には活発に話をしているようには見えるが、それはただのおしゃべりになってしまうことが

よくある。また、今の子どもたちにとって、クラス内であっても、自分とあまり接点のない者同士

ではコミュニケーションすることに積極的でない傾向もある。そこで、本研究授業においてはペア

学習やグループ学習を次のように設定した。原則として、男子と女子のペア（グループの場合は男

女がそれぞれ 2 名ずつ）とする。さらに、ふだんはあまり一緒に行動することが少ないであろうと

いう生徒をそれぞれペアとした。 

また抽出生徒についても、男子と女子の 1 名ずつを選んだ。男子は菊原、女子は杉山と決めて、

ペアを組ませた。この抽出生徒たちに対して授業者は研究授業の単元案で以下のように書いている。 

これは 6 月実践のものからそのままを抜粋しているので 1 年を通しての見取りではない。 

抽出生徒A 菊原 

国語の授業についても「書くこと」や「読むこと」については得意としているが、「話す」こと 

については苦手としている。うまく伝えられなくて戸惑っている状態がよく見受けられる。本研究 

授業の中で、自分の考えをまとめる手だてをして、相手をしっかり意識した「対話」をさせていき 

たい。堂々と全体の場で自分の意見などを発表できる場を与えて自信をつけさせていきたい。 

抽出生徒B 杉山 

国語についても積極的に取り組むがアンケートでは国語について「どちらかというと嫌い」と答 

えている。上記の生徒と異なっているのは「話す」ことについては苦手意識を感じていないが、「書

くこと」についてはそれを大いに感じている。ただ、対話することに関して決して十分な積極性が

見られるようには感じられない。 

平成 21年 6月 18 日の授業での学習指導案から抜粋 

このような 2 人の抽出生徒を授業の中で注視していくことになる。2 人の生徒がペア学習やグルー
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プ学習の中においてどんな活動をしていったのか、生徒たちのコミュニケーションの広がりを検証

していく。また授業の後でアンケートを実施することによって、生徒たちがペア学習やグループ学

習にどのように取り組んだのかもはかることにする。 

 

2.コミュニケーションの場づくり 

6 月の授業実践では学習指導案で「自分の考えや相手の考えに根拠を示して説明できたか。」や「お

互いのコミュニケーションの中で話すことができたか。」というような授業の評価基準を設定してい

た。自分がただ勝手にしゃべっているのではなくて、ペア学習ではペアの生徒、全体の発表では他

の生徒など、常に相手を意識した活動をさせていきたい、そしてそこからどのようにすれば自分の

考えや意見が伝わるのかを考えさせるというねらいであった。これは、本研究の目指す生徒たちの

コミュニケーションが広がっていくようにしたいということにもつながる。6 月実践では主にペア

学習として生徒同士が会話をしていく中で、お互いの考えを出し合って話すという授業展開を中心

とした。 

 

2－1.菊原と杉山のペア学習 

次に示すのは、6 月実践の 1 時間目の授業記録である。生徒同士で季節にちなんだイラストが描か

れたカードを見ながら、その季節をそれぞれで考えて答えていくというペア学習の授業記録の抜粋

である。生徒たちには何枚かのカードを渡して、描かれたイラストの季節について話を進めさせた。 

菊原 10   これは何だ？ 

杉山 11   台風じゃん。 

菊原 12   台風、台風は夏。 

杉山 13   台風。 

菊原 14   よし、これ運動会。運動会、秋だな。 

杉山 15   運動会。 

 

ペア学習の中で菊原と杉山の 2 人は雲と風が描いてあるカードと綱引きのシーンが描いてあるカ

ードを見て、答えである季節をすぐに言ってしまっている。2 人はそのイラストが描かれているカ

ードから季節について自分の考えをいわば一方的に伝えているだけでコミュニケーションしている

という様子ではないように見える。単純に見たものを言ってそのまま答えていくという活動になっ

てしまっている。授業者は生徒たちにコミュニケーションを広げたかったが、それがはっきりとわ

かる活動を判断できなかった。 
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2－2.吉本と西村の発言 

6月の授業実践の3時間目では、季節の挨拶文を書いたカードを黒板にランダムに掲示して、その挨拶文を 12ヶ

月にふりわけるという授業だった。12 枚の挨拶文について、生徒たちはそれぞれの月を答えていっ

た。授業者はその根拠となることを答えさせることで、単なる「季節をあてる」という活動ではな

く、自分たちの考えを発表するという授業展開となると考えた。この授業の学習指導案にも「生徒

が季節に対する自分なりの解釈をもとに」とある。ここでは 12枚の挨拶文の中から以下に示す 2 月

と 3 月のカードについて話を進める。 

 

 2 月の挨拶文：  余寒厳しくも春の足音はどこからともなく聞こえてきます。 

 3 月の挨拶文：  寒さの中でもつぼみはふくらみ今にも咲き出しそうな花たちです。 

 

この 2 月の挨拶文には「余寒」という 2 月の季語が含まれている。しかし、ここでは季語という

観点については授業者はふれていない。2 つのカードを比較して授業者は 2 月の挨拶文には 2 月とい

う答えが出ると想定して授業を進めた。以下に示すのはその挨拶文の月について生徒が発言してい

る場面の授業記録の抜粋である。 

 

Ｔ73    〔余寒のカードを示して〕ちょっと難しいな、これ、何月だと思いますか？ 

渡川 74 2 月。 

Ｔ75 2 月。一応、（黒板に）貼っとこうか。渡川君、何で 2 月だと思う？ 

渡川 76 もうすぐ春だから。 

Ｔ77 うんうん、もうすぐ春だから。どこが？ 

渡川 78 春の足音が。 

 

授業者は 2 月の挨拶文のカードを想定通り渡川 74 で「2 月」と発言したので、他の挨拶文も同様

に他の生徒に答えさせていき、すべてが黒板に掲示された。その全部のカードを示しながら、授業

者はこれらの季節が合っているか確認する。先にも示したように「余寒厳しくも春の足音はどこか

らともなく聞こえてきます」のカードは 2 月、「寒さの中でもつぼみはふくらみ今にも咲き出しそう

な花たちです」のカードは 3 月と黒板に掲示された。以下に示す授業記録はその 2 枚のカードに関

する授業者の発問とそれに対する生徒の発言である。 

Ｔ105 じゃ、ちょっとペア同士でこれどうですか、（全体を見て）ちょっとここ違うかもって

いうようなペアいますか？特にない？大丈夫？ いいですかね。（黒板に掲示されたカ

ード全体を示して）これで、どうでしょう。〔吉本が挙手をする〕お、吉本さん。 
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吉本 106 えっと、2 月と 3 月は反対だと思います。 

Ｔ107 2 月と 3 月は反対だと思います、理由は？ 

吉本 108 寒さの表現で、2 月は、なんか、「寒さが余ってる」っていう表現だけど、3 月は「寒

さの中でも」っていう表現で、どちらかというと 3 月のほうに〔貼って〕あるのが寒

いと思うからです。《「余寒」と「寒さの中でも」の部分をチョークで○で囲んだ》 

 （この考え方は予想をしていなかったので驚いた。） 

Ｔ109 あー、こっちのほうが寒いと思うから 2 月と 3 月は逆かも知れないと。あー、なるほ

どね。えー。じゃ、〔カードを〕くっつけとこう。〔2 月、3 月のカードの間を縮めてく

っつけて貼る。〕それに対し、今の意見に対し、ちょっと違うかな。私は違うなってい

う人？どう？ 

 －中略－ 

Ｔ115 違うなっていう人、いる？西村君、どう？ 

西村 116 資料集には「余寒」は 2 月だって書いてあります。 

 

吉本は 2 月と 3 月の挨拶文の解釈というよりも、その中の「寒さ」に関する表現について、疑問

を持った。2 月の「余寒」と、3 月の「寒さの中でも」という表現の部分に着目した。寒さの段階と

して、「余っている」と「中でも」というニュアンスの違いを自分なりに解釈したとも言える。授業

者に指名されて答えている場面なので、吉本のここでの発言が、個人で出された考えなのか、ペア

学習の中で出された考えなのかは授業記録からは判断できない。しかし、授業を記録した映像から

次のことが確認できる。授業者から発問されて挙手をする時に吉本はペアになっている生徒と目で

合図をしたり、話をしたりコミュニケーションをはかっている。また発言が終わって着席してから

もペア同士で会話をしている。そして吉本は授業後のアンケートにも「ペアで話をしていって、意

見を言うことができた」と書いている。このことから、吉本は先にも述べた学習指導案にあった「自

分なりの解釈」を実際に出来たということになる。ペアの生徒とコミュニケーションしていく中で

生まれた発言であったと考えられる。 

一方で、この場面でもう 1 人発言している生徒が西村である。彼のペアは吉本たちのペアとは違

う活動を見せている。西村は授業者の発問に対して、副教材である資料集にもとづいて発言する。

授業者はこの資料集を生徒たちにコミュニケーションさせる妨げとなってしまうと考えて授業では

あえて指示していない。なぜなら資料集には季語に関わる部分が載っているので、それを使うこと

によって自分たちで自由に考えることに影響を与えてしまうと考えたからである。ここで西村は、

言うなれば「正解」の載っている資料集を調べて、そこから答えを見つけ出して発言している。こ

の授業を記録した映像を見ると、授業者が発問してから、すぐに西村は資料集を開いている。西村
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は季語が資料集に載っていることを認識していたのではないだろうか。国語の授業では資料集を使

って授業を進めることはよくある。西村は別の国語の授業なのか、またはそれ以外なのか、いずれ

にしてもそういった経験から資料集には「正解」が載っていることを知っていたのではないか。こ

の西村の発言がペアとコミュニケーションをはかって出されたのかは授業を記録した映像からは確

認できなかった。授業後のアンケートでは西村とそのペアの生徒は「あまり話はできなかった」、「そ

れぞれが別の話をしていた」などと書いているので、そこから考えると西村たちのペア学習ではコ

ミュニケーションがはかれていたとは考えられない。 

生徒たちがコミュニケーションできるようにペア学習を設定したが、そこからどのくらいコミュ

ニケーションが広がったのかはまだ課題が残った。吉本のペアはお互いに考えを出し合いながら全

体での発言になった。しかし、その考えは提示された課題に対して、お互いの理解につながったか

と言えばそこまではいっていない。また西村たちのペアも自分の意見は言うもののペア同士での考

えは話し合えていなかったり、自分たちの考えや意見を伝えたりすることもできていなかった。話

し合いをさせる環境を作るということで、生徒たちにペア学習をさせていったが、それぞれの学習

への理解につながったかはまだ課題を残すことになった。その一方である意味において、生徒たち

が学ぶ過程において、一斉講義方式よりも生徒主体の活動のほうが、より学習活動として成り立つ

ことがわかる実践となった。 

 

3.グループ学習での話し合い 

6 月実践では主にペア学習の中から生徒たちのコミュニケーションを通した学習活動を検証する

ことができた。9 月実践と 11 月実践ではそのペア学習からグループ学習へとつながっていけるよう

な授業を目指した。抽出生徒のペアの菊原と杉山の 2 人と、6 月実践において注目すべき学習活動

を見せた吉本と西村の 2 人を組み合わせて、4 人 1 組の抽出グループとすることにした。9 月と 11

月の研究授業では、6 月のペア学習からグループ学習へとつながって、話し合いの場が学びの場とな

るようなコミュニケーションの広がりを目指した。 

 

3－1.落語の言葉の使い方 

生徒たちのコミュニケーションに広がりが生まれる授業を目指すために、9月の授業実践では「効

果的な言葉の使い方を学ぶ」という単元を設定した。グループ学習の中で生徒たちに効果的な言葉

の使い方として、どのようにすれば相手に言葉が届くのかを考えさせたかったのである。相手に言

葉を届ける、声を届けるという意味においてもこの授業の最後に「落語（目黒のさんま）」を扱った。

落語は、一人の噺家が、その状況においていろいろな話し方をすることで、そのおもしろさが伝わ

ってくる。言葉を聞き手にどう伝えるか、相手を意識してどう話すかを学ばせる教材として適して
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いると考えた。落語にふれることにより、話し方を学ぶ中で、いろいろな話し方をしたり、それを

使い分けたりすることで自分の言葉を相手により深く伝えることができることを実際の場面と照ら

し合わせて学ばせたいという思いもあった。ここではグループ学習の中で、生徒たちのコミュニケ

ーションに広がりがあったのかを検証する。次の授業記録は、落語をグループごとで練習をさせて

いる場面である。 

西村 1       誰から？ 

杉山 2       やっぱ西村君だよね。 

西村 3       はじめます。〔西村がグループ内で落語を発表する。〕 

杉山 4       なんかね…。 

吉本 5       早い。 

菊原 6       なんか、同じ調子で進んでって。 

杉山 7       うん、同じ調子だから、なんか。 

菊原 8       変化がない。 

西村 9       これが、さんまか！みたいに？ 

杉山 10      殿様とナレーターのしゃべり方をね、違いをつけたほうがいい。 

西村 11      わかりました、次、じゃ。文句言いまくった人、どうぞ。 

杉山 12      なんで、私なの？ 

西村 13      文句言いまくったじゃん。 

杉山 14      本当に？〔杉山がグループ内で落語を発表する。〕 

西村 15      じゃ、言わしてよ。俺より、早い。さらに言うと俺より強弱もなし。 

杉山 16      あー、もう、緊張するんだよ。 

西村 17      えー、じゃ、次は誰にしようか。じゃ、いこうか。 

菊原 18      うん。〔菊原がグループ内で落語を発表する。〕 

西村 19      もう少し、声を大きく。 

菊原 20      だってさ。 

西村 21      はい、最後最後。どうぞー。 

吉本 22      …。 

杉山 23      早くー。 

吉本 24      …。〔吉本がグループ内で落語を発表する。〕 

西村 25      えーと、ナレーター役だね、やっぱ。 

－中略－ 

杉山 38      どうやってさ、読めばいいのか、決めようか。 
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西村 39      驚いた感じで言えばいいじゃん。 

西村 40      食べたくなるよね、さんま。 

杉山 41      やばい、食べたくなった。 

 

このグループ学習の中で、吉本 5、菊原 6 のように生徒たちは、落語を話すスピードや声の大き

さ、抑揚について話をしている。また西村はその話し方について言及をしている。落語の話し方に

関わる内容の発言をしているのである。この場面は 6 月実践で、なかなか会話が成立しなかった菊

原と杉山、そしてそれぞれの学習の姿をペア学習の中で見せた吉本と西村の 2 名を合わせた 4 名が

落語を通してグループ学習をする中でコミュニケーションが広がっていると見られる場面と考えら

れる。6 月実践で話し合いができるような環境をつくった。自分の考えを出したり、話したりする

という活動は見られたが、その学習への理解を話し合うということまではいかなかった。この 9 月

実践で落語を扱ったことで、生徒たちは落語の表現の部分に理解をしていった。このことからペア

学習からグループ学習になったことで生徒の活動がそれぞれ落語の表現についての理解を話し合う

というコミュニケーションに広がったと考える。 

 

3－2.古典に親しむ 

さらに生徒のコミュニケーションの広がりを発展させるために 11 月の授業実践では「古典作品」

を扱った。現代語ではなく古語で書かれた古典作品にふれていくことで、生徒たちのコミュニケー

ションの広がりが検証できるのではと考えた。つまり 6 月実践で話し合いをさせて、9 月実践で話

し合いから教材の理解という学習につなげたことから、次は生徒同士の話し合いをもっと活発にし

たいという願いもあった。古典作品の中でも徒然草の 236段「丹波に出雲といふところありけり」

を取り上げた。236段のあらすじとしては次のようになる。 

聖海上人というお坊さんが、丹波の国にある出雲神宮に仲間と一緒に参拝した。獅子・狛犬の像

が、本来とは違って反対向きになっているのを何か深い訳があるのだろうと思いこんで、神社の神

官に尋ねたところ、悪ガキたちのいたずらだったということがわかった。上人の感動の涙も無駄な

ものになってしまった。 

ワイド＆ビジュアル最新国語辞典資料集(2008)明治図書、77頁を参照。 

中学生は高校生にくらべるとまだそんなにたくさんの古典作品には出会っていないので、いわゆ

る「古典嫌い」が大きく見られることは少ないと思う。それでもこれまでの古典の授業において「古

典」に対して抵抗感を示したり、おもしろさを感じられなかったりという生徒も少なくなかった。

そういったこともあって、単元名も「古典に親しみを持とう」とした。この授業実践では、古典作

品を、生徒たち自身で現代語訳する中で、現代語と古語との言葉の違いや、現代に通じる部分につ
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いて考えさせる学習活動を目指した。古典を通したグループ学習においてその話し合いの中から自

分たちの理解につながっていけるようなコミュニケーションの広がりが見られる場面を検証してい

きたい。グループで辞書を使いながら本文解釈をしている場面を以下に示す。 

杉山 9       なぜ、狛犬？                                              

吉本 10      狛犬って、あれだね。神社の両サイドにある犬だよ。石の。石像的な。             

杉山 11      あ、わかった。それならわかった。 

－中略－ 

杉山 51      狛犬載ってたよ。 

吉本 52      そりゃ、載ってるよ。 

菊原 53      載ってなきゃ、おかしい。 

吉本 54      うん。 

杉山 55      両側にいるやつ？こうやって。 

 

この教材文では獅子・狛犬の置かれ方が話題となっているのだが、生徒たちの中ではこの獅子・

狛犬自体を知らない生徒もいた。この段階では、その獅子・狛犬がどういうものなのか授業者から

は具体的には補足説明をしていない。生徒たちは辞書を調べていく中で、自分の知っていることを

伝えたり、聞いたりして理解している。抽出生徒たちのグループ内でも獅子・狛犬をはっきりと認

識していないので、吉本が獅子・狛犬が神社などに置いてあるものだと知っていることをグループ

メンバーに伝える。ここから他の生徒たちは獅子・狛犬をイメージできた。生徒たちは、自分の知

らないことを誰かから聞いて学んだり、知っていることを伝えて確認したりして理解していくもの

である。このことはグループ学習させていくねらいを実証していくことにもならないだろうか。生

徒たちのそれぞれ相手を意識して話し合うことで学んだり、理解を深めたりしていく学習活動を確

認できた。 

6 月のペア学習、9 月のグループ学習と実践してきたが、11 月のグループ学習の実践の中で生徒た

ちがコミュニケーションしながら理解を深めているこという学びに注目したい。次の授業記録は、

ある単語について辞書を使いながらグループで話し合っている場面である。 

杉山 103     いみじくがわかんない。 

吉本 104     ん、いみじく？ 

杉山 105     いみじで、すごいとか悲しいとか、どっちかわかんない。ひどい、おそろしい、もあ

るし。 

吉本 106     いみじ、いみじだろうな。 

西村 107     他の人の意味がわからなくても、これは意味がわからん。 
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杉山 108     みんなにわかるように書いておく。 

 

「いみじ」という単語はもちろん現代語にはない語であるし、生徒たちの中にも意味を知ってい

る者はほとんどいない。意味としては「程度が甚だしい」である。辞書の中には、「おそろしい」、

「情けない」、「立派だ」、「すばらしい」などといろいろな意味がある。文脈にそって意味を考えて

いかなければならない。ここでは「いみじ」の意味を誰もわかっていないので杉山が辞書で調べて

いる。辞書にあった意味を伝えているが、グループ内ではまだ意味を判別できていない。ここから

「いみじ」についてグループ学習のなかで生徒たちがそれぞれ理解を深めていき、最終的にはグル

ープ全員が教材文の内容にたどりついている場面を以下に示す。 

杉山 1       これってさ、いみじく感じて、その次にめでたいってきてるからさ、ほめてるんだよ

ね？ 

西村 2       感動してんじゃない？ 

菊原 3       感動だ。 

杉山 4       だから、すばらしいだよね、悲しいじゃなくて。 

菊原 5       すばらしい、すげぇとか、そんな感じじゃない？ 

 

話題にしている文章の後に出てくる、立派だ・素晴らしいという意味の「めでたし」に気付いた

杉山が「ほめている」という方向性を示して意味を答えている。それに対して、「西村 2：感動して

んじゃない？」、「菊原 3：感動だ。」というように他の 2 人が文脈にふれて発言をする。そして「い

みじ」を「すばらしい」という意味でグループ内では理解していっている。さらに、自分たちで調

べた意味を使って現代語訳したものを文章にしていく場面の一部を以下に示す。 

吉本 9       いみじくって何？ 

杉山 10      すばらしく。 

－中略－ 

吉本 44      この立ち方はまったくすばらしいでいいんじゃない？ いみじは。 

－中略－ 

西村 47      立っていたのを上人がすばらしく感じた。 

 

「いみじ」について、吉本がグループの中で確認している。それに対して、意味を辞書で調べて

いた杉山がすぐに答えている。またその後で吉本は獅子・狛犬の立ち方という「いみじ」の対象に

も言及している。そして西村が反対向きに立っていた獅子・狛犬の様子に対する上人の心情をまと

めている。最初、グループの中でわからなかった単語に対して、辞書を調べながら、内容を想像し
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たりして、その理解に行き着いている。これは生徒たちの学習活動として、生徒たちが学んでいっ

た過程を見られた場面であった。話し合いの中で、自分の理解を伝えるということから相手からの

フィードバックに対しての自律的な学びを見ることができたと考える。学びとは授業者から与えて

いくことばかりではなく、生徒自身が行うことによってより理解が深まっていくものだと確認でき

た。 

また 11 月実践の 5 時間目に、原文には書かれていない 236段の結びの文章を作者である兼好法師

に成り代わって生徒たちに古語を使って考えさせるという試みをした。生徒たちは教材文の内容を

理解したうえで、それぞれ慣れない古語を使って結びの文章を考えた。古語と現代語を交えながら

上人の悲哀を表した文章を生徒たちは考える中で教材文の内容理解を示したことになった。 

この授業では、原文を現代語訳させていくことだけには主眼をおかず、現代語訳していく時に、

生徒同士のコミュニケーションが広がっていくことを目指した。グループ学習を通して生徒たちは

話のおもしろさを共有したといえるのではないか。 

9月実践では落語を扱うことで、生徒たちは自分が知らなかった表現であったり、言葉の使い方

であったりと現代に通じる落語のおもしろさにふれることができた。11 月実践では古典作品を扱う

ことで現代語にはない言葉について考えたり、古典の世界にもふれることができた。生徒たちは知

らない言葉や表現を理解しようとしてグループの中で考えを出し合っていた。生徒たちは落語や古

典作品を「知る」ことから、そこから現代の自分たちに通じることについて考えていくことになっ

た。これが古典に「親しむ」ことにつながることだと考えている。新学習指導要領でも「伝統的な

言語文化」についてふれられている。落語や古典作品は現代のものではないから価値があるのでは

なくて、それらがその時代やそこに生きている人たちに応じて新たに読み伝えられていることに価

値がある。優れた言語文化教材に対して、生徒たちには現代なりの解釈からその作品から受け取る

ものを実感させていくことが必要と考える。落語や古典作品に限らず、「知る」ことから生徒たちに

創造的な思考が養われていってほしいと願う。そのためには生徒が学習に主体的に取り組んでいく

ことが欠かせない。教師主導の画一的な授業では見られなかった生徒の姿を見た時にそれを実感す

ることになった。授業の後のアンケートでも「落語をみんなで話すのがおもしろかった」、「噺家の

話し方にとても興味が持てた」、「グループで考えると古典もおもしろい」、「みんなの意見から内容

について考えることができた」、「グループの人の意見と自分の意見が違っていることがわかった」

とあった。 

生徒主体のコミュニケーションを広げる授業づくりを目指して、ペア学習やグループ学習を実践

してきた。その活動から、生徒たちが理解し合ったり、理解を深めたりする姿を見ることができた。

そういった学習から生徒自らが学ぼうとしたり、またはそれを別の観点で生かしたりする学習活動

につなげられるように教師は今後、授業改善として努めなければならない。 
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11 月実践の学習指導案に「個人学習→ペア学習→グループ学習→全体学習」という学習の活動の

流れを指導過程として示した。つまり個人で学んだことをペアやグループでの学習につなげていき、

さらにはクラス全体にフィードバックすることでより理解が深まっていくということである。この

学習の流れを逆にした「全体学習→グループ学習→ペア学習→個人学習」というような学習の流れ

もあり得る。クラス全体として学んだことをもとにして、グループやペアで話し合っていき、個人

としての理解につなげていくという学習の流れもみることができる。このような生徒の学習の過程

について究明していくことも、生徒の「学び」のための授業となっていく。 

 

4.コミュニケーションしやすい教材 

生徒たちの活動にコミュニケーションが広がるためにペア学習やグループ学習に取り組んだ結果

について考察してきた。授業はその形態や指導過程を考えていくだけで成り立つものではない。授

業には生徒たちに学ばせたいことが明確にされなければならない。生徒たちに学ばせたいもの、身

に付けたい力を「教材」を使って明確にしていくことになる。ペア学習やグループ学習などの授業

形態や授業方法はもちろんのこと、この教材によって生徒の学習が左右されると言ってもよいので

はないだろうか。 

ここで言う「教材」とは、授業における目標、ねらいを具体的に生徒たちに示すものであると考

えて述べていく。国語科として「言語活動の充実」を目指すためには、生徒たちの使う言葉をもと

にして教材研究や教材解釈を進めていかなければならない。生徒たちは言葉によって思考をし、言

葉によってコミュニケーションをはかるということをふまえて効果的な指導を実現するための教材

の工夫を追究していきたい。 

 

4－1.言語活動に効果的な教材 

9月の授業実践では『言葉の達人になろう』という教材文を扱った。これは教科書の「補充と発展」

の分野に収められている教材である。生徒たちに自分の言葉を考えさせる教材としては適している

と判断した。また教師用指導書にある教材の目標には「自分の生活の言葉を、客観的にとらえ直す」

とあり、この授業での学習指導案の単元の目標にも「言葉について考えることを、自分の表現力の

向上につなげる」とした。生徒たちのコミュニケーション活動にも関わる教材であった。 

筆者の鴻上氏は、私たちが言葉を話す状況を「第一の輪」、「第二の輪」、「第三の輪」という三つ

の観点とあわせて、そういう、ある状況において使われる言葉について述べている。次にあるのが、

教材文の概略である。 
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言葉が話される時には、ひとり言のような「第一の輪」、相手と話す「第二の輪」、みんなと話す

「第三の輪」というようにそれぞれの状況がある。その「三つの輪」の状況とその言葉を一致させ

たり、ずらしたりすることから、言葉の効果的な使い方を学んでいく。 

鴻上尚史（2007）「言葉の達人になろう」『伝え合う言葉 中学国語２』教育出版、168～175 頁を参照。 

 

この「三つの輪」という観点は生徒たちにコミュニケーションを意識させるうえでも効果的だっ

た。生徒たちは相手に言葉を伝えるためにはどのようにすればよいのかを、この三つの観点で理解

していった。この授業で、この「三つの輪」の理解を確認していき、さらに理解を深めるために、

落語を教材として選んで、生徒たちに発表させた。落語を生徒たちがよりコミュニケーションをは

かれるようにグループ学習させた。 

この授業では落語のDVDを生徒たちは鑑賞した。本物の噺家が臨場感たっぷりに演じている姿に生

徒たちの表情も明るくなっていった。落語自体を初めて見るという生徒もいたので、大変興味深か

ったようである。ここで教材文にあった「三つの輪」について意識しながら、生徒たちは落語の表

現のおもしろさを感じた。そして落語の練習をグループごとにしていく。実際に 2 人の生徒を指名

して全体で発表をする。そのうちの 1 人は抽出生徒の菊原が発表した。全体の前で発表することを

苦手としていた彼が表現豊かに落語を演じる姿を見ることができた。発表の直後には他の生徒から

自然と拍手も起きた。これは授業者として研究授業における抽出生徒に対する手だてとして目指し

たことでもあった。授業後のアンケートでも何人かの生徒たちが菊原の落語の発表について「あん

なにうまく話せるとは思わなかったけど、すごかった」、「話し方が上手でびっくりした」などと書

いていた。菊原本人も全体での発表に手応えを感じていたようであった。 

さらに、この授業では全体での発表に対して、他の生徒たちに気付いたことなどを発言させた。

それぞれの生徒たちは落語の発表について自分たちの理解をもとにして発言している。次の授業記

録は 3 人の生徒が発言をしたものである。 

（1 人目の菊原の発表に対する発言） 

遠藤 29     えーと、全体的に良かったんですけど、この 5 行目の第三の輪の「そりゃあ、そうで

しょう。われわれが、食べて うまいもの」というところを、もっと、なんか、自分だ

けで、ひとり言を言っているように聞こえたんで、もっと、なんか、第三の輪的なも

のに近づけたほうがいいんじゃないかな。                                 

－中略－ 

都田 35      …。遠藤君と同じで…。やっぱり、小さい声で言っちゃうとひとり言になってしまう 

ので、もう少し声を大きくしてみんなに聞こえるようにしたら、第三の輪に聞こえる 

と思います。                                          
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－中略－ 

（2 人目の川瀬の発表に対する発言） 

西村 55     えっと、あの 1 つとかじゃないんですけど、全体でなんですけど。強弱がなくて、第

一の輪か、第二の輪か、第三の輪か、区別しにくかったと思います。 

－中略－ 

都田 57     えっと、第二の輪で「はぁ」というところがあって、川瀬さんは「はぁ」と下に下が

って言っていて、ひとり言の第一の輪みたいで、「はぁ」と上にあげると第二の輪に

なっていくんじゃないかなと思いました。 

 

これらの生徒たちの発言からは、落語を通して、「三つの輪」の理解につながっていることが見ら

れる。落語を扱うことによって、言葉とその状況の違いについて考えさせることができた。しかし、

本当に「三つの輪」について落語を通して学ばせるのであれば、まずは授業の初めの段階で落語を

発表させてから、その中の話し方を取り上げて、「三つの輪」についての理解をさらに明確にさせる

ことも必要であった。今後、こういった教材で授業構想することが、生徒たちの意欲にも影響する

のだという確信が持てた。また教材を生徒たちに提示していく時に、その提示の仕方しだいで生徒

たちの理解にも大きく関わっていくことになる。授業者は指導の展開として教材の提示についても

考えていかなければならない。 

 

4－2.教材の工夫 

教材を通して生徒のコミュニケーションには広がりが生まれる。それに対して授業者は創意工夫

を加えていかなければならない。授業の目的や生徒の学習に関連づける教材研究や解釈の中には生

徒の活動時間に対しても十分考慮していくことも含まれる。これからあげるのは、6 月、9月、11 月

それぞれの授業実践でのペア学習・グループ学習での生徒の発言の授業記録である。まずは 6 月実

践の場面を以下に示す。 

菊原 17      蚊取り線香は？〔菊原が後ろのペアの生徒と話している。〕 

杉山 18      うん、やっぱりこれは。〔菊原と二人で黒板やプリントを見ている。〕 

杉山 19      うーんと、読書の秋というから、秋。〔1 人でプリントを見ている。〕 

（時間を持て余している様子だ。） 

 

これは 6 月実践の 1 時間目、ペアで活動している場面である。この授業は、季節にちなんだイラ

ストを自分たちで想像してその季節を考えていくという展開であった。学習指導案ではその活動の

時間設定を 15 分としていた。授業者にとっても、ここでは適当な時間であったと考えたが、実際に
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はどうであったのか。ここでは生徒たちはペア学習の中で、自分たちの考えが合っているのか、そ

れとも間違っているかがわからないまま活動を続けていくことになってしまった。この記録はそう

いうことが見受けられる場面ではないか。自由に活動する時間を与えても、それを全体の場で発表

させて、意見を出し合ってそれぞれの出した季節について考えさせる時間をとることが必要であっ

た。そういうこと全部を含めた授業時間を設定することが授業構想なのだと実感した。また 9 月実

践のグループ学習での場面を以下に示す。 

菊原 42      進まねぇな。 

杉山 43      ひととおりやったから、いいんじゃない。 

 

9月実践のグループ学習では生徒たちの活動にコミュニケーションに広がりが生まれたが、その

内容や学習活動の観察から、授業者の思いとのズレも見られた。ズレが生じた理由は、授業構想の

時に生徒の実態と学習内容とのバランスをうまくとっていなかったからである。11 月実践における

グループ学習の場面を以下に示す。 

吉本 23      調べよ。 

杉山 24      分担したほうが早くない？ 

吉本 25      んー、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,残念。 

杉山 26      割る 4。3行。じゃ、私、最初の 3行で調べるわ。 

西村 27      じゃ、俺。 

杉山 28      次の 3行。 

西村 29      次の 3行。 

杉山 30      で、菊原、その次の 3行で。 

西村 31      4 行だよ。 

杉山 32      4 行、4 行。 

西村 33      で、お前は 4 行。よし。 

菊原 34      オッケー。 

吉本 35      広くない？ 

 

意味を辞書で調べていこうとする会話である。ここでも生徒たちはコミュニケーションしている

ものの、教材についての話し合いというよりも、時間だけに意識が集中していることが確認できる。

授業者の考えている生徒の活動と実際の生徒たちの活動にズレが生じていたのである。授業者は生

徒たちにいっそうの活動を促すための教材として、「たくさんの材料」を与えてしまう。「たくさん」

というのはここでは教材文の長さである。生徒たちは提示された課題に対して、積極的に取り組も
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うとして、いろいろな考えを持ち寄ったことによって、時間が足りなくなってしまった。コミュニ

ケーションの広がりを重視するならば、答えはいくつも出るものと想定しなければならない。生徒

の活動には十分な時間が必要なのである。 

本研究の授業実践において授業者として今後への課題となる自分自身の発言があった。以下にあ

げるのは、これまでの授業実践の中での授業者の発言の抜粋である。この発言は生徒がペア学習・

グループ学習などの活動をしている時に、学習指導案でも指導過程として設定してあるにもかかわ

らず、その時間設定に関係なく授業展開する時の発言である。 

 

Ｔ39 さあ、じゃあ今作業やってるかもしれないけど。 （6 月実践 1 時間目の授業記録より） 

Ｔ12 さあ、じゃあ。ちょっと進んでるので、途中でちょっと止めたくないんだけどちょっと

いいかな。 （6 月実践 2 時間目の授業記録より） 

Ｔ130 さあ、ちょっと途中かもしれないんだけど。 （6 月実践 3 時間目の授業記録より） 

Ｔ20 話の途中かもしれないんだけど、一回、作業やめてもらっていいですか。 

   （6 月実践 4時間目の授業記録より） 

Ｔ23 じゃ、ごめんなさいね。途中かもしれないけど、いったん先生のほうを向いてください。 

   （9月実践 5 時間目の授業記録より） 

Ｔ10 よし、じゃあ、ちょっと途中かもしれないんだけれども、一度鉛筆をみんな置きましょ

う。 （11 月実践 2 時間目の授業記録より） 

Ｔ12 さぁ、ちょっと途中かもしれませんが、一端作業を中断をして、先生の方見てもらって

いいいかな。 （11 月実践 2 時間目の授業記録より） 

                                                                                                   

授業のねらいをもとに単元構想、学習指導案を検討していく時に、授業時間の設定には十分配慮

しなければならない。生徒の活動を主体とした授業展開にするのであるならば、そうした授業時間

についてはいろいろな想定をしていかなければならない。このような授業者の発言は、結果として

「授業時間が足りなくなりました」というだけの問題では済まない。この発言により生徒たちの活

動を止めてしまったり、生徒たちが考えたことを引き出したりすることを妨げてしまうということ

を引き起こす。これを考えるとき、授業構想のあり方についてもあらためて現実を突きつけられる

ことになった。 

ここまでの授業時間に関する考察は教材研究とは違うもののように考えられるが、教材が授業に

おける目標、ねらいを具体的に生徒たちに示すものとするならば、時間についても同様に考えても

よいのではないだろうか。生徒たちの学びにつながる教材を分析していくことは教材研究における

授業者の創意・工夫だと位置づけたい。 
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おわりに 

本研究では、生徒たちのコミュニケーションを広げることによって表現力の育成につなげること

を目的とした。まずは、その教材の内容や生徒たちへの提示の仕方を課題とした。3 回の授業実践

では生徒のコミュニケーションに焦点をあて、6 月実践では生徒たちにペア活動として自由に話し

合う教材を提示してコミュニケーションの場をつくった。しかし、教材についてそのまま答えてい

くだけという活動となってしまったペアもあった。教材を理解して自分たちで話をしていくという

主体的な学習活動は少なかったので、それには教材の工夫が課題として残った。 

9月実践では話し合いの中で「三つの輪」という教材を理解させるための工夫として落語を活用

した。生徒たちに言葉の使い方を考えさせることで具体的に教材の理解を深められると考えた。グ

ループ学習で落語を演じたことで生徒の活動を教材理解という学習活動に近づけることができ、「三

つの輪」の持つ意味と言葉の使い方に関連させる中で、生徒たちの教材への理解を通してより活発

に話し合いをさせていくことを目指した。 

11 月実践では古典作品を扱うことで生徒のコミュニケーションが広がり、生徒たちは教材をグル

ープ学習の過程で、語句の意味だけではなく、その内容解釈までたどり着こうとした。抽出グルー

プは調べた語句の意味からその場面における登場人物の心情を理解した。生徒たちがコミュニケー

ションできる雰囲気づくりと学習とを結びつけていくことや、教材の工夫から生徒たちのコミュニ

ケーションの広がりと表現力とをどう結びつけられるかについては、なお今後の課題となった。 

また、授業実践ではペア学習やグループ学習という生徒の活動を中心としたが、生徒の発言を他

の生徒たちの発言につなげるというクラス全体での論議にはたどりつけなかった。その理由として

いくつか考えられる。教材の研究不足であったり、生徒の自由な発言から相互的な活動にしていく

という授業環境を整えきれていなかったことである。それらは、ほとんどが教師の果たすべき役割

であった。教材への生徒の興味、関心はもちろん、それに伴う教師の関わりなどについて考えてい

くことが必要である。教材に向かう教師の姿勢は生徒に伝わっていくものである。 

生徒たちのコミュニケーション活動に焦点をおいた授業をしていく中で、特に「話し合い」を中

心に検証してきた。確かにコミュニケーションをはかるためには、自分の考えや意見を話すという

活動は大事である。6 月実践の単元名や 6・9・11 月実践の各学習指導案にも「話すこと」だけでな

く「聞く」ことにも触れてきていたように、よりコミュニケーションを広げるためには話すことだ

けでなく「聞く」ということも重要視しなければならない。相手を意識して、どのように聞くかが、

自分の話し方にも関わってくるものである。社会生活ではただ自分の言いたいことを言うのではな

く、状況や場面に応じた会話をすること、円滑に意思の疎通をはかることが欠かせない。 

新学習指導要領では生徒たちのコミュニケーション能力などを育てることについてはより重視さ

れていっている。いわゆる教科書などの決められた教材だけを知識の伝達のような授業方法で実施
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していけば、生徒が学ぶというよりも教師が生徒に教える授業に終始してしまうのではないだろう

か。そこからは生徒たちが主体的に学び、考えるというコミュニケーションが広がる授業は成立し

ない。言語活動の充実を目指すために、教材の選定はもちろんのこと、それに対する授業者の創意・

工夫は問われていくものである。 
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