
言語文化 

１．授業構想と本時のねらい 

 古典について「得意でない」と答える生徒の

声を耳にする。その理由に目を向けると「現代

との違い」を挙げることが多い。事実，授業ク

ラスでも 85％の生徒がそのように答えている。

しかし，古典というのは何百年も何千年も現代

に残ってきた文章である。残したいと願う人が

おり，受け継がれ続けてきた文章である。今と

時代や文化等はもちろん違うが，そこに息づく

人々の熱量や，作品に綴られた洗練された言葉

の美しさは今の私たちに通じる素晴らしさがあ

る。だからこそ，いかに学習者と古典作品との

心的距離を縮め，古典に「親しむ」生徒を育成

するかに焦点を当て，下の３点を柱に単元を構

成していった。 

 

 

 

 

 

 

 

①では，教科書（光村図書）に記載されてい

る「発端」「平泉」の他に，「旅立ち」「松島」「尿

前の関」「山中」の場面を紹介し，どのような旅

程であったのかを追体験できるように仕組んだ。

選んだ場面は，結びの大垣で詠んだ「…行く秋

ぞ」と対をなす，「行く春や鳥啼き魚の目は泪」

を読んだ「旅立ち」。「発端」の場面で「松島の

月まづ心にかかりて」と芭蕉が思いを馳せた「松

島」。当初予感していたように様々な困難や別れ

のあった「尿前の関」「山中」。旅をする中で芭

蕉の心が大きく動いたであろう場面を選んだ。

そうすることで，自分だったら…と比較しなが

ら考えることにつながり，芭蕉の決断・行動の

尊さに気付くことができる姿をねらった。 

②では，歴史上の人物が実はこの岐阜県にも

訪れているということを知り，松尾芭蕉を直接

的に身近に感じられることをねらった。今まで

歴史の授業の中でしか聞いたことがなかった松

尾芭蕉という人物が，私たちの近くに訪れてお

り，もしかしたら自分と同じ景色を見たかもし

れないと考えることで，芭蕉という人物をあり

ありと想像できるようにすることを意図した。 

③では，芭蕉の歩みを「すごい」の言葉で片

付けるのではなく，いかに自分に引き寄せて考

えるのかを大切にした指導を仕組んだ。芭蕉に

とって旅は人生そのものであるが，生徒たちに

とって「旅＝旅行」であり，そこまでの重みは

もちろんない。しかし，彼らは中学校 3 年生と

して今自分の生き方を考えている最中である。

だからこそ，芭蕉の生き方から学べることは多

いはずである。自分が極めていきたいと思うも

のに命がけで向かい続ける芭蕉の生き方を，こ

れからの自分の歩みにつなげていけることをね

らった。 
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言語文化に親しみ，生活につなげる能力の育成 

～古典の世界を身近に感じる指導の工夫～ 

①芭蕉が歩んだ「おくのほそ道」の行程を追体

験するように学習を積み重ねること 

②岐阜県の財産，「おくのほそ道」結びの地「大

垣」を教材化し，芭蕉の思いに触れること 

③芭蕉の生き方から，自分の生き方に目を向け，

これからの自分の歩みについて考えること 

【言語文化部会】 全国大会研究授業・実践報告を振り返って 
部長：揖斐川町立坂内中学校 清水 裕樹 
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①②③を踏まえ，本時のねらいを，「『おくの

ほそ道』の大垣に着いた場面から，友人の労い

や旅の終わりに対する芭蕉の思いを読み取る活

動を通して，旅が終わるのでなくこれからも続

いていくと考えている芭蕉の思いに気付き，旅

に対する芭蕉の思いと自分の思いを比較して考

えをもつことができる。」と設定した。それぞれ

の土地で，そこから見える景色に心を動かされ，

その地を句に詠んできた芭蕉がこの場面では，

「大垣」を句に詠んでいない。それは大垣の地

は「おくのほそ道」の結びの地であって，「旅」

の終着点ではないからだ。１５０日以上の旅を

終えてもまだ，次を見続けている芭蕉の信念の

強さに気付かせ，自分の生き方を見つめていく

ことで，古典に「親しむ」授業をねらった。 

 

２．研究討議 

（質疑応答） 

Ｑ．教科書（光村図書）には記載されていない

江戸や松島の場面について，いつ，どのよ

うに指導を行ったのか。 

Ａ．単元の導入のオリエンテーション時や，単

位時間の終末の時間の中で指導を行った。

特に，「旅立ち」では句の「行く春や」に着

目させながら，見送ってくれる人たちとの

別れの寂しさを読み取った。また，追体験

させたい場面について，単元導入時に原文

と現代語訳の記載されたプリントを配付し，

事前に読んでおけるようにした。 

Ｑ．松尾芭蕉について興味をもたせるためにど

のような導入を行ったか。 

Ａ．芭蕉の生い立ちや芭蕉が憧れた古人，芭蕉

が訪れた場所等についてパワーポイントを

用いてプレゼンテーションとしてまとめた。

視覚的にイメージし，自分の旅と比較して

考えられるように支援した。 

（意見） 

・課題化が生徒の思考の流れに即しており，主

体的な一人読みにつながった。 

・前時までの学習プリントを読み返したり，経

験とつなげたりしながら，明確な根拠を基に

本時の読み取りを行っていた。 

・教師と生徒の関係性のよさが伝わってきた。

生徒一人一人に国語の魅力が伝わっている

と感じた。 

・地の文と句とをうまく融和しながら読むこと

ができていた。 

・三段ノートの書き方から，三年間の積み上げ

を感じた。板書を写すのではなく，学びを深

めるためのノートの使い方が身に付いてい

ると感じた。 

・古典を身近に捉え，「自分ならこうだ」と，将

来歩んでいきたい生き方に触れるまとめが

書けていた。 

・古典的表現である「ぞ」にも着目して，気持

ちが読み取れる生徒にしたい。 

・一人で読み取る力が身に付いている。だから

こそ，交流の時間をどこで入れていくのが有

効なのかを考えたい。 

 

３．指導助言 

芭蕉の旅程と自分を重ね，読み味わっていく

ような授業であった。それは前時までの資料を

ペラペラめくりながら一人学びをする姿にも表

れている。まさに，芭蕉が古人に憧れたように，

一人一人が古人に思いを馳せた授業であった。 

次期学習指導要領において，伝統的な言語文

化の目標は全学年で「親しむ」ことに統一され

た。今後も学習者と古典との接点を大切にしな

がら，系統的に「資質・能力」としての古典に

「親しむ」姿を目指し，授業を展開していくこ

とが大切である。 
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【中島英人教諭（飛騨市立古川中学校）のご実践】 

１．提案の趣旨 

主体的に古典の世界に触れ，言語文化や言語

事項を単なる知識として身に付けるだけでなく，

生活に生かし，生活の中で用いることができる

ような生徒を育成したいと考えた。そこで，研

究テーマを「言語文化に親しみ，生活につなげ

る能力の育成～古典の世界を身近に感じる指導

の工夫～」とし，①古典の世界を豊かに想像す

る言語活動の工夫，②地域にかかわる伝統的な

言語文化と関連させた単元指導計画の作成の２

点を柱とし，岐阜県飛騨地区（高山市，飛騨市，

下呂市，白川村）の教員と共に，実践を行った。 

 

２．実践の概要 

①古典の世界を豊かに想像する言語活動の工夫 

「親しむ」ためには，まずは古典の世界を豊

かに想像できる生徒にしていく必要がある。そ

のために，小学校での学習内容との系統性を踏

まえた題材を開発し,関心を広げたり深めたり

する言語活動を設定した。第２学年「いにしえ

の心を訪ねる『漢詩の風景』」の実践では，小学

校でも音読をしてきた漢詩に対してより抵抗感

をなくし興味関心を引き出すために，教師によ

る中国語での範読を行った。また，書き下し文

など，既習事項を生かして自分たちでも漢詩を

朗読できるように目的をもって学習を仕組み，

語感を磨き語彙を豊かにすることをねらった。 

②地域にかかわる伝統的な言語文化と 

関連させた単元指導計画の作成 

作品の世界をより深く理解し，実感的にとら

えていくために，岐阜県やそれぞれの地域に関

連のある学習材を開発し，単元全体の中でどこ

に用いると効果的であるかについて考えた。 

第１学年「いにしえの心に触れる」の単元に

おいて，「今昔物語」の百済川成との腕比べの場

面を選定し，単元の導入に位置付けた。この話

の中には，中学校歌の歌詞に出てくる「飛騨の

工」が重要人物として描かれているからである。

身近な世界と古典が結びつくように，単元構想

を行った。 

 

３．研究討議 

・地元出身ではない教員が，地域教材を開発す

ることは容易なことではない。しかし，これ

をきっかけに地元の方とのつながりができ，

地域をよく知るきっかけになった。 

・北海道は歴史が浅いので，本州のような古典

が地域には残っていない。だからこそ，身近

なものをどうやって教材化していくかを考え

ていくことは大切であると感じた。 

 

４．指導助言 

 午前の公開授業と実践発表とのつながりを感

じ，岐阜県内で力を合わせ，実践を重ねてきた

ことがよく伝わってきた。地域の教材を探し教

材化しようとしたことで，内容解釈だけでなく，

その人物の生き様や営みに触れることにつな

がった。地域教材を扱うメリットと同時に，扱

う意図やタイミングを授業者が明確にもって

いないと効果がないことも心しておきたい。し

かし，何より教材化できる素材がないかについ

て，アンテナを高くもって教材研究をしていく

ことはこれからも大切である。 
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【上田浩嗣教諭（北海道札幌市立前田中学校）のご実践】 

１．提案の趣旨 

今回の「学習指導要領」改訂では「何を学ぶ

か」だけにとどまらず，「何ができるようになる

か」，そして「どのように学ぶのか」という「主

体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改

善」が求められている。それを受け，伝統的な

言語文化，主に古典の授業において「主体的・

対話的で深い学びの実現」に向けて，どのよう

な手立てをもって実践に臨めばよいかを考えた。

どの実践においても，①自らテキストや補助資

料の読みを求めるような活動の工夫，②互いの

違いがわかりやすく示され，対話的な学びが生

まれる工夫，③対話を通して知識・理解が深ま

り古典への興味が高まる工夫を軸に，実践を行

った。 

 

２．実践の概要 

①「芭蕉とメールでやり取りをしてみよう」 

「もしも江戸時代の芭蕉と現代の自分が，メ

ールのやり取りができたとしたら，どのような

メール画面が出来上がるだろうか。」という活動

を設定し，平泉に向かい，そこに着いた芭蕉と

のメールのやり取りの画面を生徒一人一人が作

成するという授業を仕組んだ。また，生徒一人

一人が自ら学びを深めていくために「活動見通

シート」と名付けた学習プリントを作成した。 

②「万葉・古今・新古今の歌を， 

ポップを作って紹介してみよう」 

教科書に紹介されている万葉集・古今和歌

集・新古今和歌集の和歌を現代のヒット曲に見

立て，「自分のお気に入りの和歌をＣＤショップ

に並べられているようなポップを作って，紹介

してみよう」という活動を設定した。ポップづ

くりを通して歌人の生涯や短歌の詠まれた背景

等の理解を深めることをねらって授業を行った。 

３．研究討議 

・古典の学習の入り口として，様々なアイデア

をもって触れさせていくことは大切であると

感じた。やはり，最後は原文に戻っていく指

導も大切であると改めて感じた。 

・芭蕉とやり取りするときに「芭蕉ならどのよ

うな言葉を使うだろう」という視点があると，

人物像に迫った活動になるのではないか。 

・自分自身，「映画『竹取物語』の監督になろう」

と言語活動を設定し，実践したことがある。

どのように古典に親しませていくとよいのか，

これからも考えていきたい。 

・古典をこちらに引き寄せる指導として，面白

いアイデアであると感じた。ただ，「主体的・

対話的で」あったとしても，「深い学び」でな

かったら意味がない。自分自身，そのことを

意識しながら実践したい。 

 

４．指導助言 

子どもたちが古典を楽しみながら，授業に臨

んでいることがよく伝わってきた。高校で古典

を専門的に深めていくためには，中学校で古典

への抵抗を少なくしていくことが大切である。 

「芭蕉とメールでやり取りをしてみよう」の

実践では，自己内対話を通して，作品を深く読

み味わっていることに価値がある。文章中の表

現をもとに自ら問い，自ら答え，作品を読み深

めていく活動は，今の子どもたちに合った実践

だったのではないか。また，言語活動が設定さ

れ目的意識をはっきりさせることで，「この資料

がほしい！」と自ら求めていく生徒になると同

時に，図書館活用の一助にもつながる。 

ただ，言語活動は目的ではないことを念頭に

置かないと，活動の楽しさにとらわれて，言葉

に着目することを忘れることがある。そのこと

には古典においても注意していきたい。 


