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はじめに 

 平成 21 年 8月、教員免許更新講習の講座の一つで、「ことばの教育法－参加型の教室活動を考え

る」と題されたワークショップ型の講座を受講した。この講座は、ピア・ラーニング（仲間同士の

協働学習）における教室での教師と学習者の関係について学び、文章推敲をピア・レスポンス（学

習者同士、互いの立場を交替しながら検討する活動）によって行うというものであった 1。 参加型、

ピア・ラーニング、協働学習など、どれも初めて出会う言葉であり、その概念を知り、学習者の立

場となって協働による相互作用を経験したことが、これからの教師と生徒、また生徒と生徒の関係

はどうあるべきなのかを考えるきっかけとなった。 

 研究テーマを「参加型学習による書く力の育成」とした。「参加型学習」としたのは、生徒が主

体的に授業に参加する、そんな授業にしたいという思いからきたものである。自分の考えを言える

場面、生徒同士が意見を交換し合える場面、席を立って前に出る場面などを作ることを目指し、主

たる方法として、ペアやグループ活動を随所に取り入れた。 
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 以前から、書くことを苦手とする生徒が多いと考えてきた。書くことを求めると、書き出しから

手を止めてしまう、まったく書こうとしないなど、途端に授業への関心や参加する気持ちが薄れる

生徒の姿が見られ、読書感想文もしかり、とにかく書くことへの抵抗感というものを生徒が持って

いると感じていた。 

 PISA 2003 を受けて出された文部科学省の「読解力向上に関する指導資料―PISA 調査(読解力)の

結果分析と改善の方向―Ⅱ、PISA 調査（読解力）の結果を踏まえた指導の改善 1 指導の改善の方向

(2)改善の具体的な方向②テキストに基づいて自分の考えを書く力を高めること」には、「読解に当

たっては、単に読んで理解するだけでなく、テキストを利用して自分の考えを書くことが求められ

る。テキストの内容を要約・紹介したり、再構成したり、自分の知識や経験と関連付け意味付けた

り、自分の意見を書いたり、論じさせたりするなどの機会を設けることが重要である。特に「自由

記述(論述)」に不慣れな生徒には、授業のまとめのときに、自分の考えを簡潔に書かせるなど日常

的な授業の工夫が必要である」2とあり、これを読んではっとした思いであった。問題意識はあった

ものの、ここにある日常的な授業の工夫をしてこなかった自分に気づかされた。これが、書く力を

育成しようと考えるに至った経緯である。 

  

1．研究授業の概要 

 平成 22 年度、高等学校第 1 学年の「国語総合現代文」を担当することとなった。「国語総合」の

中に、どれだけ書く機会を設けられるか、参加型学習を取り入れ書く力を育成していく筆者のチャ

レンジが 4 月から始まった。 

 授業分析の対象として、5月の 5 時間を「前期実践」、9月の 4時間を「中期実践」、10 月の 5 時

間を「後期実践」と定め、それぞれ一単元ずつ、計三単元をそれと定めた。 

 

1-1．対象クラスと抽出生徒 

 対象とするクラスは、高等学校第 1 学年の一クラス（31 名）に定めた。このクラスは、本校に併

設されている星城中学校から進学してきた生徒だけで構成されたクラスである。従って、4 月の段

階で彼らの人間関係はすでに形成された状態にあり、授業者自身、彼らを第 1 学年と第 3 学年に担

当していたことから、学習成績及び、生徒相互の人間関係についても把握ができている中での実践

となった。 

 その中から、一年を通して注視する生徒を抽出生徒とし、男女各 2 名、計 4 名の生徒を選んだ。

そして、彼らを中心にして授業の様子をビデオ撮影による映像記録・IC レコーダによる音声の録音

をし、それらを授業記録として書き起こしたものをもとに、分析を行った。 

 抽出生徒については、学習成績に差がある生徒であることと、研究テーマに即し書く力をもとに、
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授業者が持っていた問題意識を視点として抽出した。なかでも中学時代の状況から、書くことを極

端に苦手と感じている生徒として C を、書くことは得意だと感じているが、主観が入りすぎて他者

の共感を得られにくい文章になってしまう生徒として、Aがそれにあたると考えた。 

 授業実践を始めるにあたり、学習指導案に上記 2 名の抽出生徒についてこう記している。以下に、

第 1時限目学習指導案（一部抜粋）を示す。 

 

生徒 C 

 学習成績はよく、正否がはっきりしている読解問題は解答し、論述をすることもできる。しか

し、「自分の考えを書く」ことを求められると、とたんに書くことをやめてしまう姿が以前みら

れた。これは、正解を求めることだけを主としてきたこれまでの教師の授業観に問題の一因があ

ると思われる。本単元では、『羅生門』への興味をもとに、書きたいという気持ちを抱かせ、自

分の意見を書く姿がみられることを目指す。 

 

生徒 A 

 学習成績はよい。発信力もあり、自分の考えていることを自信をもって表現できる。反面、仲

間の意見を聞き入れられない姿も中学時代にはみられた。本単元では、他者の考えをじっくりと

聞いたり、他者の書いたものを肯定的にとらえて積極的に自分に活かそうとする姿勢を持ち、そ

の上で自分の考えや書いたものを見直すことを目指す。 

   

本稿では、抽出生徒のうち上記 2 名について論じていくこととする。また、Cと同じグループで

活動を行った Bも同時に対象とし、合わせて 3 名を中心に論じていくこととする。 

 Bを取りあげる理由は次の通りである。前述のように、生徒相互の人間関係について授業者は把

握をしており、それで言うと、Cと Bの人間関係は良好なものとは言えず、互いに相交わらない、

認め合わない関係にあった。授業実践開始後に、一度 Bから授業者に対して、Cに積極性がないこ

とを非難する声が向けられたことがあった。しかし、授業記録を見てみると意外な発見があり、そ

のため、Bにも注目することとした。発見については、本稿の 2-2 で示すこととする。 

 

1-2．『羅生門』の実践 

 研究対象とした授業は、前期実践、平成 22 年 5 月 13 日（木）から 5 月 27 日（木）まで、計 5

回にわたって行った芥川龍之介の『羅生門』（『国語総合 現代文編』東京書籍 2010）を教材とし

た実践である。『羅生門』の概略を次に示す。 
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 平安朝末期の荒涼とした羅生門で、一人の下人が失業して、雨の一夜を明かすため場所を求め、

飢え死にをするか盗人になるか迷っている。 

 だれもいないと思っていた楼上に火が動き、捨てられている死骸の間で、老婆が死骸の髪の毛を

抜いているのを下人は見た。 

 下人は楼上に飛び上がり、老婆をねじ倒して髪の毛を抜いている理由を聞く。老婆は自己の行為

を正当化した返事をする。それを聞き、その主張を逆手にとった下人は老婆の着物を剥ぎとって去

る。 

 後に残された老婆は、梯子の口まで這っていき下をのぞきこむ。外は黒洞々たる夜があるばかり

であった。下人の行方はだれも知らない。 

                 （指導書『国語総合 現代文編 小説・詩歌』東京書籍 2010 11頁より） 

 

 『羅生門』の主題については、現在も論争が続くところではあるが、本実践に臨むにあたり授業

者としては主題を以下のようにとらえていた。以下に、第 1 時限目学習指導案『羅生門』の主題に

ついて（一部抜粋）を示す。 

 

 人間が困難や死に直面した際に表出する内面の悪、あるいは善への気づきが、授業者が一読者

として作品から読み取ったものである。自分自身も本単元で『羅生門』の読解をしていく中で、

自分が困難や死という局面に追い詰められた時、善悪どちらの顔を覗かせるのかを改めて考え、

生徒とともに自らの生き方を問いたいと考える。 

   

 全 5 時間の全体の流れは以下のようである。以下に、学習指導案（一部抜粋）を示す。 

 

第 1時限目：「時間、場所、登場人物、何をしていた」のか、物語の基本設定をとらえる。 

とらえた内容をもとに、主人公である下人の人物像を文章に書く。 

第 2時限目：下人の心情表現から、心の移り変わりをとらえる。 

物語前半部でとらえた下人の考え方は、老婆との関わりでどのように変化していく

のか。後半部における下人の心情表現を書き出し、そこから心の移り変わりをとら

える。 

第 3時限目：作品の主題を考える。 

下人の心の移り変わりをとらえ、作品の主題を読み取って文章にする。その後、  

グループ学習を通して、主題について考えを深める。 
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第 4時限目：『羅生門』の解釈は人によって異なり、研究者の間でも主題は諸説あることを知る。 

それらの中にある定説をとらえながら、作品の奥深さを学ぶ。 

作品から学んだことを、全 4時間のまとめとして書く。 

第 5 時限目：文章表現の仕方について考える。                      

前時に書いた文章を材料にして、生徒がお互いの文章について意見交換をし、グ

ループの話し合いを通して、文章表現の仕方について考える。 

   

 中心として論じていくのは、この 5 時間の内の第 3 時限目である。第 3 時限目は、展開部を 4 つ

に分けて構想をした。各展開の学習内容を以下に示す。 

 

展開 1 学習内容：下人の心の移り変わりをとらえる。 

老婆との関わりで下人の心がどのように変化していったのかを考える。 

展開 2 学習内容：主題を考える。 

下人の人物像や心の移り変わり、その結果「盗人になる」ことを決意し実行

に移した下人の姿から、作品の主題を考える。 

         「作品の主題を書こう」   1回目の書く活動 

展開 3 学習内容：作品の主題をどうとらえたか他者の考えを聞き、自分の考えを深める。 

4 人一組のグループ活動で、自分以外の人は作品の主題をどう解釈したのかを

知る。 

他者の解釈を聞くことで、自分の読みを深め、自分が書いた文章を見つめ直

すことにつなげる。 

展開 4 学習内容：グループ活動をふまえ主題を推敲する。 

グループでの活動をふまえ、主題についてもう一度考え推敲する。 

「作品の主題を書こう」   2回目の書く活動 

 

以下、この前期実践 第 3時限目を『羅生門』実践、または本実践と呼ぶこととする。 

 

2．教師と生徒・生徒と生徒の関わり 

 研究テーマの一部にある参加型学習について、前述のワークショップを体験したことにヒントを

得た。授業に臨むにあたり、生徒が授業に参加する意欲を高めようと考えた。これまで授業者が使

ったことのなかったマグネットカードを準備したり、B紙を使ったりなど、教具作りに工夫を凝ら
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した。また、生徒が主体となって授業に参加する形として、グループ活動を中心に授業を展開して

いこうと考えた。 

 本研究を行う以前にもグループ活動を取り入れる機会はあった。その形は、教師が出した課題に

対して生徒が集まり、その課題について話し合い、それを解決しようというものであった。あるい

は、数人で集まって一つのものを作りあげるといった活動であった。グループ活動の目的は、課題

を解決することにあった。 

 今回目標としたのは、課題の解決ではなく、課題をもとに話し合う姿である。生徒同士が意見を

交換し合い、お互いに学び合うことである。しかし、授業者には不安があった。そもそも、グルー

プ活動を成立させる上において、一般的に懸念される問題が二つあると考える。一つは学習成績、

つまり学力差の問題である。グループ活動はできる子ができない子を助けるものだという考え方に

より、その効果を疑う見方がある。 

 もう一つは、人間関係の問題である。グループ活動は、仲が悪い者同士では成立しないという考

え方である。授業者も、過去にグループ活動がうまくいかなかった際、「グループ活動がうまくい

かない、話し合いが活発に行われないのは、生徒同士の仲が悪いからだ、仕方がない」と口にして

きたのも事実である。 

池田・舘岡(2007)は、グループ編成のポイントの一つに多様性を挙げ、「メンバーの多様な視点、

多様な知識と経験が互いに補完し合うだけでなく、多様な要因の関連付けによって新たな創造を生

み出す可能性がある」と述べている 3。この考え方にもとづけば、心配される多様な学力と人間関

係は、グループ活動にとってプラスになると考えることができる。 

 この考え方を基盤としグループ活動における二つの懸念される問題を否定し、実践に取り組んだ。

そのためには、グループ活動に入る前に、学習への参加意欲を高めなければならないと考えた。興

味を持ち、共通して話し合える課題を生徒に提示する。本実践では、従来行ってきたような文章を

初めから順に読解していくのをやめ、下人の心理だけに焦点を絞って文章を見つめさせ、その上で

どんな解釈ができるか、一般的に言われる主題の方へ教師が導き、それを押しつけるのではなく、

自分で主題を考えてみるというのがそれにあたる。一つしかない正解を探すのではなく、個々にそ

れぞれ自分の考えを持ち、グループ活動に入ることをすれば、学習成績も人間関係の善し悪しも関

係なく相互作用が働くはずであるという仮説を立てた。この仮説に従い、学習成績や人間関係を考

慮せず、男女混合だけを原則とし、あとは出席番号をもとにして機械的にグループを構成した。 

 

2-1．生徒 A の「こだわり」 

 これまでの授業は、その大半が教師と生徒の関係で言えば、教師から生徒への一方通行の形式を

主としたものであった。従来授業者には、教師はあくまで生徒に教える立場にある者だという授業
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観が根底にあったと考える。具体的に言えば、正解主義である。正解へ導いていく、あるいは、教

師から生徒へ正解を押しつけるような授業が主たるものであった。 

 そこで、この正解主義からの脱却を目指した。正解までのプロセスを大事にし、たとえ正解にた

どりつかなくとも、生徒それぞれが自分の考えを深めていくことを意識して行われた。正解を示さ

ないことを、生徒が受け入れることができていたか、この点に注目し、抽出生徒の一人、Aが書い

た文章をみると、Aは先に示した展開 2（47ページ各展開の学習内容を参照）で文章を書く段階にお

いて、展開 1 の学習内容にこだわっている姿が浮かび上がってきた。 

 Aが書いた 1回目の文章は、次のような内容であった。 

 

A 1回目の文章 

 主人公の心の移り変わりが、文中にはじめて見られるのは 28 ページ 8 行目の「六分の恐怖と四

分の好奇心」だと思う。それまでは下人と羅生門の様子、下人の心ではなく考えが少し書いてあ

るだけだからである。 

 だから、私の考えとしては Fくんの意見に全く同じである。最初に「飢え死にを選ぶ」は、間

違いだと思う。飢え死にをすることに下人ははじめ肯定的ではなかったからである。その様子が

25ページ 11行目から 26ページ 2行目までに書かれている。 

 

授業者が出した課題は、主題を書くことであったはずである。しかし、この内容は主題ではなく、

下人の「心の移り変わり」について書かれたものである。Aは、本稿 1-1 でも述べたように、学習

成績のよい生徒である。従って、「主題」の意味がわからないでいるとは考えにくい。そこで、こ

の文章の一部に注目をしてみると、「Fくんの意見に全く同じである」、「最初に『飢え死にを選

ぶ』は、間違いだと思う」という言葉は、展開 1 の課題である「下人の心の移り変わりをとらえる」

に関係していることがわかる。 

 展開 1 の課題のねらいは、「盗みをするぐらいならば、飢え死にを選ぶ」という正義感を持って

いた下人が、老婆とのやりとりの中で次第に心をめまぐるしく変化させ、最後には盗みをするとい

う勇気を獲得し老婆の服を剥ぎ取るという行為にいたるまでの、下人の「心の移り変わり」をとら

えさせるものである。ここでは、ランダムに提示した 10枚のカードを、本文内容を読解し、適切な

順番に並べ替えるという手法をとった。10 枚のカードと、教師が期待した解答（カードの並び）、

および予想される解答について、第 3時限目学習指導案（一部抜粋）に次のように記してある。 
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10枚のカードについて 

後半部の読解をもとにして並べると以下の順に並べられる 

期待する解答 

恐怖・好奇心 → 憎悪  →  飢え死にを選ぶ  → 憎悪の心が冷める  → 得意と満足  → 

失望 → 憎悪・侮蔑  → 勇気 

 

予想される解答 

・恐怖と好奇心、憎悪と侮蔑がセットにならないことが予想される。 

・勇気 が飢え死にを選ぶ の前にくる。 

勇気が 2枚あれば、飢え死にを選ぶの前と、最後に置くべきである。しかし、1枚しか提示しておら

ず、「勇気が生まれた」とは老婆に対し憎悪と侮蔑の気持ちが入ってきた後のことであるので、最後に

置くのが適切であると考える。 

    

 実際にカードの並べ替えはどのように進行していったのかを授業記録からみると、D8 を皮切りに

E59までの間、7回変わっている。以下に、授業記録（一部抜粋）とその様子の写真を示す。 

 

D8  恐怖→憎悪→飢え死にを選ぶ→好奇心→憎悪→憎悪の心が冷める→得意・満足→失望→侮蔑→勇気 

E59  飢え死にを選ぶ→恐怖・好奇心→憎悪→憎悪の心が冷める→得意・満足→失望・侮蔑・憎悪→勇気 
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二人のカードの並びについて、初めと終わりのカードに注目し、授業者が指導案に示した期待す

る解答・予想される解答から分析した。 

 D8 は、恐怖に始まり、勇気で終わる点について、期待する解答と一致している。対して、E59

は、飢え死にを選ぶに始まり、勇気に終わっており、期待する解答とは、初めが異なっている。予

想される解答に書かれた言葉からは、飢え死にを選ぶの前に必ず憎悪のカードが入ることを授業者

が考えていたことがわかり、そこから、飢え死にを選ぶのカードが初めにくるというのは、授業者

の想定になかったことがわかる。 

 この飢え死にを選ぶのカードの位置について、E59に至るまでに、それを巡って、Fと Gが対立

する姿を、以下の第 3時限目の授業記録（一部抜粋）から見る。 

 

F 32  えっと「飢え死にを選ぶ」は、やっぱり「憎悪」の後に、つか、ん、あ、最初の「憎

悪」の後にくると思います。なぜなら、 

T 33  ん、ちょっとごめんね。これを。 

F 34  えーっと、「憎悪」の後。 

… 

F 38  29ページ最初の、えっと、最初のところっていうか、あの、「飢え死にをするか盗人

になるかという疑問、改めて持ち出したら。おそらく下人は、なんの未練もなく飢え

死にを選んだことであろう」と記述があるんで、そこだと思います。 

… 

G 43  あの、F 君が「飢え死にを選ぶ」を、その「憎悪」の後に選んだんですけど、この文

章を見ると、あくまで、えっと、その、この、えっと、この時点でこの下人に対して、

その、さっきこのような問題を考える、考えてたことを持ち出した時には、飢え死に

を選ぶって書いてあるのであって、実際に下人が考えていたのは、一番初めの、その、

あの、羅生門に昇る前の、ところで、あれだと思います。 

… 

G 47  その、「飢え死にを選ぶ」っていうのは、また一番初めに戻ると思います。 

 

 授業者はこの後、T61「さあ、じゃあこれでみんなの意見は出そろったということで、思ってい

いですか？」、T62「はい、それじゃあですね。えー、１の１のみんなで読み取った心の移り変わ

りの流れということで、一通り、流れ、つかめたと思います」と言い、期待した解答とは異なる解

答のまま、展開 2 の主題を書く活動へと進んでいる。 

 授業者が期待する解答になるまで続けなかったのは、前述の正解主義からの脱却が理由である。
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授業者はあらかじめ、期待する解答にならなかった場合、何を基準にして次の展開に進むのかを決

めていたことが、第 3時限目学習指導案における指導上の留意点（一部抜粋）を見るとわかる。 

 

期待する解答に完全にならなくとも、最後のカードが勇気であれば、盗人になる勇気を獲得した

と解釈できたととらえ、次の展開に進む。 

 

 「下人の心の移り変わり」をとらえるポイントとして重視したのは、下人が自問自答しつつ、善

の心が次第に悪へと傾いた末に、盗人になる勇気を獲得したということを生徒が読み取ることであ

った。そこで授業者は、解釈の基準を、勇気のカードの位置だとして、期待する解答にならなくと

も、それさえ合っていれば、解釈ができたととらえ、展開 2 の主題を書く課題へと進むことができ

ると判断していたことが、指導上の留意点に書かれた内容からわかる。しかし、授業者の思い通り

にはいかなかったことは、A 1回目の文章が、主題ではなく、下人の「心の移り変わり」について書

かれた点からみれば明らかである。 

「Fくんの意見に全く同じである」と「最初に「飢え死にを選ぶ」は、間違いだと思う」は、そ

れぞれ F32 を指しており、ここには A が飢え死にを選ぶのカードの位置にこだわっている様子が

みえる。授業者にとって重要だと考えていたのは勇気のカードだけであったが、Aにとって飢え死に

を選ぶは、重要なカードであった。 

授業者は「心の移り変わり」をとらえることを課題としつつも、実際には「移り変わり」を重視

せず、最終的にどんな心情になったか（ここでは「盗人になる勇気」である）を重視した。対して、

Aは、出された課題に忠実に、「心の移り変わり」をとらえようとし続けた。その結果、授業は予

定通り展開 2 へと進んだが、「心の移り変わり」をとらえきっていないことにこだわりを持った A

は、主題を書く時間ずっとこの問題を考えていたことになる。 

 その要因となったのは、授業者の授業展開である。正解主義からの脱却を目指したが、ただ正解

を曖昧にして放置してしまっただけで、Aのように生徒が疑問を持って立ち止まってしまう姿を、

学習指導案立案の段階で授業者が想像できていなかったことがここからわかる。Aの姿は、授業者

主導の授業展開によって、生徒の活動を停滞させた一場面であると言える。 

 さらに、A 2回目の文章を見てみる。すると、ここにも Aのこだわりの姿がまだ見えることがわ

かる。次に、A 2回目の文章を示す。 
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A 2回目の文章 

私にとって作者が最も言いたかったことは分かりませんでした。むしろ意図なんて最初からなか

ったのではないでしょうか。 

物語の前半は羅生門と下人の様子がとてもリアルに書かれていて、後半は老婆の登場により下人

の心情が一気に変化します。そのおかげで私たちはすぐ『羅生門』の作品の世界に入ってしまいま

すが、作者の意図と同様に下人も実際どーでもよかったのだと思います。だから下人の心情も変化

しまくりなのだと思います。 

 

 この文章を書く前に、展開 3（47 ページを参照）でグループ活動の時間があった。授業者が期待

した生徒相互の学び合いの姿がこのグループ活動にあれば、A 1回目の文章について、他者からの指

摘がある、あるいは、Aが他の生徒の文章を読んで 2回目の内容が変わってくるはずである。しか

し 2回目の文章も「下人の心情が一気に変化」、「だから下人の心情は変化しまくり」という言葉

にみられるように、やはり、まだ A は下人の「心の移り変わり」にこだわっていることがわかる。

授業記録には、他の生徒との意見交換によって疑問が解決されたり、考えが深まったりといった様

子は見られないが、一度、Aと授業者が関わる場面があった。 

 Hの疑問を受け、授業者がグループに主題を書くにはどうすればよいか、主題とは何を書くべき

なのかを伝える機会となっている場面である。以下に、第 3時限目授業記録（一部抜粋）を示す。 

 

  H 10  主題ってわからん。 

  T 11  主題を書きなさいって言った時、何って言ったっけ？ 

  I 12  …［沈黙］… 

  T 13  作者が、読者に 

  H 14  …［沈黙］… 

  T 15  何を伝えたいか、何を訴えようとしているか。作者は、何を訴えたいのか。 

  H 16  ぼくに？ 

  T 17  ぼくがキャッチしたこと。 

  A 18  心の移り変わりはもう関係ないんですか？ 

  T 19  でも、それがある程度みえないと書けないでしょ。 

 

 授業者が、Aも含めグループに対して、作者が読者に何を伝えたいか、何を訴えたいかを書くの

だと、主題を書くことについてここで明確に示していることがわかる。しかし、それを聞いていた

Aは授業者に、A18「心の移り変わりはもう関係ないんですか？」と聞いている。 
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 この言葉は、展開 1、2 を通じてずっとこだわっていた、下人の「心の移り変わり」について解決

しようと授業者に質問したものであると考える。しかし、授業者の返答は T19「でも、それがある

程度みえないと書けないでしょ」の一言、まるで「関係ないわけがないだろう」と言わんばかりの

言葉である。 

しかし、実際に授業は、「ある程度みえない」状態で進めていくのである。そうでいながら、「あ

る程度みえないと書けない」では、Aはいったいどうしたらよいのか、判断できないであろう。こ

の授業者の対応が、「主題を書こう」という課題であるにも関わらず、Aに「作者が最も言いたか

ったことは分かりません」、「むしろ意図なんて最初からなかった」という言葉を書かせたのだと

思う。Aは 1回目を書いた時と同様、展開 4（47ページを参照）でも「心の移り変わり」をとらえ

ることにこだわりをもったままでいて、それを 2 回目に書いたのだ。「心の移り変わり」に一時間

こだわり続けて学習活動を終えてしまったのである。 

 A18は、学習の支援者として授業者が、生徒の引っかかりを解決するチャンスだった場面である。

ここで Aの引っかかりを受け止め、対応できていれば、Aは「心の移り変わり」にこだわることな

く、スムーズに展開 4 に移行し、1回目の文章を推敲していく姿を見ることができたはずである。

この授業者と Aのやりとりは、まさに、生徒の疑問、引っかかりの声に耳を傾けられなかった授業

者の姿が表れた一場面であったと考える。 

Aが書いた二つの文章からは、教師主導の授業展開により、生徒を置き去りにしてしまった授業者

の姿、それによって、学習活動を停滞させてしまった生徒の姿を見て取ることができる。授業へ

の参加意欲を高めようというのがねらいの一つであったにも関わらず、疑問を放置し、正解主義か

らの脱却と言って、単に正解を示さず曖昧にして終わると言った授業者の都合によって引き起こさ

れた、生徒のこだわりの姿であった。日常様々な場面で投げかけられる生徒の声に対して、いつも

聞く耳を持てる教師であることができるかということを考えさせられるものである。 

  

2-2．生徒 B の「文章の変化」 

 本時では、書く活動の機会を二度設けた。作品の主題を書くということで、1回目は自分一人で

考えて書き、それを持ち寄ってグループで意見の交換を行う。その後、そこで話したことなどをも

とにして文章を推敲して書くのが 2回目である。 

 ここで期待したのは、グループ活動を経ることで、生徒同士がお互いに学び合い、話したことが

2回目の文章に影響することであった。グループで自分が書いたものをもとに話すことが、生徒相

互に自分の文章をみつめ考えを深めることにつながり、文章を推敲するのに役立つのではないかと

いう仮説を立てたことによるものである。 

 抽出生徒 C を含む、B、J の 3 名の活動について、まずは B に視点をあてて、彼が書いた文章の
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変化について考えてみる。そこから、グループ活動の効果について分析していく。以下に、B が書い

た二つの文章を示す。 

 

B 1回目の文章 

  下人が暇をもらってから羅生門に行き最初は、盗人になるか飢え死にするか迷っていた。最初

に決断したのは盗人にならずに飢え死にすることだった。だが「死体のある、羅生門の楼の上に

出る、梯子を登り、死人の髪の毛を抜いたりしている老婆に出会い色々な感情を抱きはじめ、考

え方も少し変化してきた。最終的には老婆を引剥ぎして、逃げてしまった。」「作者が伝えたか

ったことは、誰かを犠牲にしないと生きていけないということだと思う」 

 

B 2回目の文章 

  老婆の言動で下人の心境が変化した。作者の意図は、自分が生きていくためには、他の人の犠

牲を払わなければならないと言うことだと思う。 

      

 B1回目と 2回目を比べると、1回目から 2回目にかけて変化が見られることがわかる。1回目の

最初の部分「下人が暇をもらってから～逃げてしまった」は、本文の要約のような内容である。こ

れが 2回目では、「老婆の言動で下人の心境が変化した」という短い一文にまとめられている。こ

の変化は、課題が主題を書くことであることからすれば、文章の大部分を占めていた箇所を短くま

とめたという点で評価することができる。最後の一文の変化にも注目をする。この一文は一見する

と似てはいるが、「誰かを犠牲にしないと生きていけない」が 2回目では、「自分が生きていくた

めには、他の人の犠牲を払わなければならない」と表現され、「自分が生きていくためには」とい

う言葉が付加され、「犠牲にしないと～いけない」が「犠牲を払わなければならない」という言葉

に変わっている。どのようなプロセスを経てこのように変化したのかを考察してみることにした。 

このグループには、次に示す二つのポイントで、主題について話し合う活動が終了している様子

がみられた。グループ活動開始から約７分の間に、B、J の 2 名が、それぞれ自分が書いた文章を

読みあげ、それに対するコメントを言い合った後、B47「以上」と言ったことから C52「ほいじゃあ

寝よ」と言って一旦課題に向けての活動が終了する。B が再度、B61「まとめようぜ」と切り出す

が、J64「いいんだよ、これで終了だよ」と言い、改めてここで活動終了が宣言されている。ここま

での様子からは、B の文章の変化に関する事柄は見あたらない。 

 しかし、続く B65を見ると、そこには B が、話し合いを再開しようとする姿が見られた。この B65

から B100 までの中に、B の文章が変化し、推敲をしていくのに役立ったと考えられるプロセスが

第 3時限目授業記録から発見できる。次に第 3時限目授業記録（一部抜粋）を示す。 
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  B 65  でもさ、これでまとめたって、これポンって書いたってわからんくない？これが 

なきゃ無理じゃん。 

  J 66  まとめれないかな？ 

  B 67  まとめない、逆に。 

  C 68  作者がいいたいことなんだから、楽ーに。 

  J 69  本文まとめてさ、さらにまとめて、直接関係してるとこ。 

  B 70  いいや、こっからここでいい？最初の 2行カットで。もうだ、これ以上…。 

J 71  あー 

  C 72   まあ、悪いことしてたの見て、もういいやみたいな。 

  J 73  すげーな。 

  C 74  悪いことしてるからいいじゃんみたいな。 

  J 75  すげーな。まあ、犠牲がねえ…。まっちゃん書けよ、まず。書け。 

 C 76  さっき言ったこと？ 

  B 77  おお、書け。 

  C 78  ええっと。 

  J 79  数行で終わると思う。 

  C 80  1行じゃないな、数文字で終わるみたいな。 

  J 81  数文字で終わるよね。 

  C 82  書かなくていい気がするんだけど、数文字で終わるなら。 

  J 83  書け書け。 

  C 84  うーんと。 

  B 85  犠牲じゃない気がしてきたな。 

  J 86  犠牲も…合ってるよ、犠牲も。 

  C 87  一理ある。 

  B 88  悪いことをしたのを見て、いいんじゃねってなって 

  C 89  いいんじゃねって。 

  B 90  カツラにするじゃん。カツラにしようとしたじゃん。 

  J 91  しましたね。 

  B 92  死人を、犠牲じゃないか、もう死んでるから。死人、やっぱ犠牲か。髪の毛を取 

って、カツラにしようとしてる人、の言動をってなんかあったやん？あの、死ん 

で、死んでもしょうがないやつだみたいな感じで。 

56



   

 

  J 93  そうそう。 

  B 94  蛇の肉とかあったじゃん。 

  J 95  しょうがねえよって。 

  B 96  そう、そういうのを聞いて、じゃあ下人も生きるのならしょうがない的な。 

  C 97  生きるって、生きるためには。 

  B 98  生きるためには。 

  C 99  やらなきゃしょうがないって。 

  B 100  そう。 

   

B65で、グループは学習活動を再開する。B70 は、B1回目にあった初めの長い部分をどうまとめ

たらいいかを、二人に尋ねている場面とみることができる。また、「犠牲」という言葉を中心にし

て 3 名が意見を交換している姿がここにはある。 

「犠牲」は、Bが引っかかりを感じている言葉である。グループ活動の開始直後に、B1「あマジ

で？漢字がわかんねえ。犠牲の犠の漢字がわかんねえ。りっしんべん？うし？」と、ここで既に「犠

牲」という言葉に対する引っかかりの姿を見せている。Jが J75で「犠牲」に興味を示したことを

受けて B は、B85「犠牲じゃない気がしてきたな」と疑問を投げ掛けていく。それに対し、J と B

は、J86「犠牲も…合ってるよ、犠牲も」、C87「一理ある」と認めている。二人が認めた後も Bは、

続く B92 で、まだ自問自答しながら、「犠牲」について思案するが、ここでも、J93「そうそう」

と、Jから同意を得る。そして、その後 Cとの言葉のやりとりで、「生きるためには、やらなきゃ

しょうがない」という言葉を獲得していくのである。 

この「生きるためには、やらなきゃしょうがない」が、B2 回目の文章にある「自分が生きていく

ためには、他の人の犠牲を払わなければならない」の基礎となったとみた場合、グループ活動での

B65から B100 までのやりとりが起因となっていると考えることができる。 

そう考えると、「犠牲」という言葉に引っかかりを覚え疑問を持ち、意見交換をした末に B の口

から出た B100「そう」は、このやりとりによって「犠牲」に確信を得た思いで発せられたものだと

みることができ、その結果が B2回目の文章に影響したのではないかと考える。 

 授業記録をもとに分析した結果、Bの文章が変化していったのは、Bが疑問に思っていた「犠牲」

を口に出したことが始まりであった。B の疑問を起点として、3 名が意見を交換するというプロセ

スを経て、その結果「生きるためには、やらなきゃしょうがない」と考えが整理されていった。そ

して B はそれを個人へと持ち帰り、自分の文章を推敲する際に、「自分が生きていくためには、他

の人の犠牲を払わなければならない」という言葉へと変化させていったと考えられる。 
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2-3．生徒 C の「グループ活動」 

 次いで、今度は抽出生徒である Cに視点をあててみる。Bが、Jと Cの力を借りて文章が変化し

たのに対し、書くことに苦手意識を持つ C はどうだったのか。本稿 1-1 でも述べたように、Bと C

とは相容れない関係である。また、C は、B よりも学習成績が上位に位置しているため、本稿第 2

節で述べた、グループ活動に対する一般的な見地からすれば、この二人の関係からは、前述のよう

な Bにとってプラスの効果はあっても、Cにとっては効果のないものになるはずである。しかし、

Cが書いた文章と、授業記録を見ていくなかで、一般的な考えを否定することになるのではないか

と思われる点が発見できた。まずは、以下に、Cが書いた文章を示す。 

 

C 1回目の文章 

犯罪をするには違う意味の勇気が必要である。 

   

C 2回目の文章 

自分が生きていくには他の人を犠牲にしなければ生きていけないときがある。また、それを行動

にするときには違う勇気が必要である。 

   

 1回目の文章は、グループ活動の前の展開 2 の段階で書けていなければいけないものである。し

かし、授業記録を見てみると、開始から 3 分過ぎたところで J11「書いた？」、C12「書いてないけ

ど」というやりとりがあり、この段階で Cは、1回目の文章を書いていないままグループ活動に臨

んでいることがわかる。途中、C45「だってわからんもん、主題とかさ」と言い、書けないでいる

気持ちをこう表している。さらにこの後にも、J75「…C 書けよ、まず。書け」とあり、グループ活

動開始から約 8分が経過したこの段階でも、まだ Cは何も書いていないことがわかる。  

Cがいつ書いたのか、授業記録から見ることはできない。しかし、プリントを回収するとそこに

は、1回目、そして 2回目の文章が書かれていた。授業記録からは、その要因であると考えられる

ことをみることができる。 

J16「…犯罪をするのにも、違う意味の勇気が必要だ」というのは、C 1 回目に書かれた言葉に類

似している。この言葉は、2回目の後半にも、一部引用される形となって表れている。この言葉に

ついては、J の言葉に影響を受けているであろうと考えられるが、先にも示したように、C は J16

の後すぐに 1回目を書いた訳ではない。 

授業者は、このグループに対して何の手立ても行っていない。しかし、グループ内では、J75「…

C 書けよ、まず。書け」、B77「おお、書け書け」、J83「書け書け」と、生徒が書くことを後押し

する姿が見られる。これらの言葉が、まず、C を書く気持ちにさせる原動力となり、C はこの後押
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しを受けて 1 回目の文章に J16 の言葉を借りて、「犯罪をするには違う意味の勇気が必要である」

と書いたと考えられる。  

 さらに、C 2回目の文章を書かせた原動力についても考察してみる。これもまた 1回目と同じく、

B、Jとのグループ活動の影響であると考え、C 2回目の文章に表れた、1回目にはなかった「自分が

生きていくには他の人を犠牲にしなければ生きていけないときがある」に注目して、先に示した第

3時限目授業記録（56-57ページを参照）を分析した。 

B65 から B100 は、「犠牲」という言葉に対する B の疑問を起点として 3 名が意見を交換してい

った前述の、B の文章が変化したプロセスについてで述べた場面である。この中の、C87「一理あ

る」、C89「いいんじゃねって」、C97「生きるって、生きるためには」、C99「やらなきゃしょう

がないって」というこれらの言葉は、B の発言に対して、C が合いの手を入れるように話す姿であ

る。この二人のやりとりをもとに、C 2回目と B 2回目の文章とを比較してみる。 

 

C 2回目の文章 

自分が生きていくには他の人を犠牲にしなければ生きていけないときがある。また、それを行動

にするときには違う勇気が必要である。 

   

B 2回目の文章 

老婆の言動で下人の心境が変化した。作者の意図は、自分が生きていくためには、他の人の犠牲

を払わなければならないと言うことだと思う。 

   

C の「自分が生きていくには他の人を犠牲にしなければ生きていけない」と、B の「自分が生き

ていくためには、他の人の犠牲を払わなければならない」は類似した内容となっている。この点か

ら、B が提示した「犠牲」への疑問が、C にとっても引っかかりを覚える言葉となり、それが、C

にとって書く気持ちを高める原動力となり、文章の中に自分の考えとして表れたのではないだろう

かと思われる。 

学習成績で言えば、Cは Bよりも上位に位置する。人間関係も良好ではない。そのような関係の

中、成績上位にある Cが Bを中心としたやりとりの中で言葉を導き出し、Bの文章に使われている

言葉と類似した言葉が Cの文章の中に表れている姿は、まさに生徒同士の相互作用が働いたと言う

ことができる。  

 このことから、グループ活動において、学習成績や人間関係は、必ずしも活動の妨げにはならな

いと考える。授業者自身、グループ活動がうまくいかない原因を、学習成績や人間関係のせい、つ

まり生徒のせいにしてきた。実践中も、この C・B・Jの 3 名の活動は成立していないと感じていた。
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しかし、改めて文章と授業記録をもとに分析し、Bの疑問に端を発して Cがそれに応えるように反

応した姿、そこから生まれた言葉を、お互いに共有した姿をみたことは、授業者自身の考えを改め

るきっかけとなった。 

 

3．生徒をみる目 

 3回の授業実践を通して生徒に視点を注ぎ、分析をしてきた。授業実践は、本稿 1-1 で述べたよ

うに、31 名の生徒の学力や人間関係について把握している中で行ったつもりでいた。しかし、これ

は「把握していると思っていた」と言うべきであったと、分析を通して実感している。 

 『羅生門』実践を終えた時、まだ授業者が目指した、生徒が主体的に参加する授業としては、活

動に物足りなさを感じた。そして、生徒がもっと自由に動けるように、誰とでも授業中意見の交換

ができるようにとグループ活動の型を打ち破ろうと試みた。 

 本稿では触れなかったが、中期実践（室生犀星、詩『小景異情』を教材として扱った。以降『小

景異情』実践と呼ぶ）では、2 人一組や 4 人一組が普通とされるグループの型をはずし、自由に席

を移動して、自由に話し合ってよしとする形式のグループ活動をした。ここでは、学習課題を従来

行ってきた「詩の解釈を教師が教える」授業から、「詩を生徒自身で解釈する」授業を目標として

構想した。一人で黙々と考えてから動く生徒もいれば、5人、8人など、様々な人数構成で意見交換

がなされる様子が見られた。時折、情報交換とし、グループから離れ他のグループへ動く生徒の姿

もあった。一見雑然とした教室の雰囲気に最初は不安を覚えたが、活き活きとした生徒の表情を見

て、自分が目指す授業の雰囲気はこれだと感触を得た思いであった。ただの雑談で活動を終えてし

まうグループが多数出てくるのではないかという心配をよそに、生徒たちは詩の解釈を、詩中の言

葉はもちろん、時には辞書を引き、時には時代背景から、様々な角度から自分の考えを出し意見を

交換し合っていた。 

 後期実践（岩井克人 評論『広告の形而上学』を教材として扱った）では、再び 4人一組のグルー

プを形成した。こうしたのは、『小景異情』実践を終え、生徒たちが授業に主体的に参加すること

に、楽しみを見出してくれたと感じ、型にはめても活動に支障はないはずだと思ったからである。 

反面、自由から型へ戻すことで活動が停滞するのではという心配も授業者にはあった。実際に学習

指導案にも授業者は、Cについて「固定したグループでの活動を再導入するので、やや活動に停滞

感がみられる怖れもある」と書いている。しかし、その心配をよそに、Cも含め、生徒たちはよく

話し、学び合おうとする雰囲気を作ることができた。Aについても、授業者は「他者の考えをじっ

くり聞く」要素が足らないと感じていたが、3回の実践を通して、男女、学習成績に関係なく、意

見を交換し他者に共感する姿が見られた。 

 生徒たちは変化をしていったと、3回の実践を通して感じた。この変化は同時に、授業者の生徒
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をみる目の変化でもあると感じている。生徒が変化したと述べたが、これはその姿を授業者が引き

出す術をこれまで行ってこなかったからではないだろうか。正解主義を主たるものとして授業を展

開してきた授業者からすれば、目に映る生徒の姿は「できるかできないか」のいずれかでしかなか

ったように思う。教師主体による生徒をみる目から、生徒の変化を見逃さない、生徒がどう変化し

たのかを具体的にとらえる目を持つことが大切であり、教師が変化することが大切なのだというこ

とを、この実践を通して実感した。 

  

おわりに 

 本研究においては、従来筆者が行ってきた教師から生徒へ一方通行の授業をするのではなく、こ

れからの生徒と教師、生徒と生徒の関係はどうあるべきかを考え、生徒が主体的に参加する授業を

構想し、それによって書く力の育成を目指そうと実践してきた。 

 参加型学習として、ペアやグループ活動などを通して話し合う中で生まれる生徒同士のやりとり

が、お互いの学びへとつながり、その結果相互作用が働いて個人の学習の助けとなる姿を思い描い

てきた。このような取り組みの影響が、C82「書かなくていい気がするんだけど、数文字で終わる

なら」と言った Cが、文章を書きはじめる姿にみられた。 

一方で、書く力について、本研究では育成に至るまでのプロセスを考察してきたが、実践におけ

る育成そのものは、まだ途上である。『羅生門』実践を終え、『小景異情』実践を始めるにあたり、

授業者は学習指導案に書く力に触れる意識で「自分の読みをもとに、生徒同士、お互いの考えや意

見を出し合い、書くことに対する意識を高めることを目標とする」（『小景異情』実践、第 1時限

目学習指導案、単元目標より）と書いている。育成の前に、まずは書かなければ始まらない。そし

て、書くためには、「書きたい、書こう」という気持ちを高めることが必要であると感じた。この、

書く気持ちを高めることを目標としてきたところから、本来テーマにし、目標としてきた育成へと

進めていくことが今後の課題である。 

引き続きグループ活動を継続し相互作用の働きによって、ペアやグループで他者の文章を読み合

い、意見交換を通して文章を推敲していく活動へと挑みたい。そのためにも、「力」を何と定める

か、それを明確にし生徒同士が、そこに視点をおいて他者の文章を読むことができるように、また、

他者に読んでもらうことを意識して書くことができるようにしていきたい。 

もう一つ、残された課題があると感じている。参加の形が、個人、ペア、グループにとどまった

ものを、全体へと広げることである。教室全体を巻き込んだ参加型学習には、今回の授業実践では

十分到達していない。グループで見られた意見を交換する姿をスケールアップさせ、教室全体を巻

き込むような激しいやりとりが交わされる姿を生み出していけるような手立てを考えることが、今

後の課題である。「言い足りない、もっと言わせて欲しい」と気持ちを高めさせることができて、
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そこから、言い足りない分を、書くことへと移行していくことで、もっと生徒たちは文章を書くよ

うになるのではないかと考える。そうすることが、ねらいである書く力の育成へとつながると思う

からである。 
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