
 

 

 

 

 

 

 

１．ねらい 

 読むことの授業では，描写を根拠に登場人物の心情

を読み取るなど，内容を理解することはできている。

しかし，内容の解釈はできても，それを元にして自分

の考えを持つ際には，自分の体験に偏っているため，

知識を広げたり，自分の考えを深めたりする姿が少な

く「自分の考えの形成」に関しては弱さを感じた。 

 このような実態を踏まえ，文章を読んで「状況を捉

え，人の生きる姿や社会」についてキャリア教育とも

関連させた単元を通して考えさせ，そこから生まれた

自分のものの見方や考え方を他の生徒と学び合わせ

ることによって，「自分の考えの形成」の力を高めて

いきたいと考えた。 

 そこで，４月の段階から文学的文章教材とキャリア

教育との関連性を意図した単元を仕組み，「自分の考

えの形成」を意識した読むことの授業に，発展的に取

り組んできた。 

 今回の単元では，「故郷」を読み，当時の中国の人々

の置かれた状況や社会とのつながりを学んだ上で，

「自分たちは社会とどうつながっているのか」という

大きなテーマで「自分の考えの形成」の場を設定した。

そして，類似した各自のテーマをもった仲間と考えを

伝え合うことを通して，生徒一人一人が新たな視点を

もったり，考えを再構成したりすることで，より深い

考えを形成することを実感できると考えた。 

 

２．研究協議 

 Q.グループ分けをどのようにして行ったのか。また  

小集団での学習方法について普段どのように指 

導しているのか。 

A.各自のテーマの  

表現が異なって  

いても，内容が  

似ていると授業 

者が判断した生 

徒同士をグルー 

プ化した。生徒の学力差があるため，どの生徒にも  

学習が保障されるよう，各グループには話し合いを 

リードできる生徒を位置付けた。 

また，小集団での活動は，普段は３人１組を基本  

としている。今回は，より多くの仲間に考えを聞い 

てもらうことを意図したため４人グループとした。 

Q.本時は単元の終末の時間であったが，オープンエ  

ンドで終了している。白熱したグループの話し合い  

の結果をどのように全体に返していくのか。 

A.本時達成したい目標は，「もう一度考え直す」「新た 

な視点をもつ」であった。評価との関わりから，本 

時の最後に条件をつけたまとめを書かせた。よって 

仲間の考えから自分の考えがどう変わったかを実 

感できていれば，考えの深まりが達成できたと考え 

ている。全体への返し方については，「グループ討

議の中で本文に関わることはなかったか」などの教

師からの問い返しの場を設けるといった手だてに

ついて今後も検証が必要であると感じている。 

Q.考えの根拠はしっかりしていたと思うが，考えに偏  

りが出たグループもあったように感じた。どのよう 

にフォローしていくとよいか。 

A.同じような考えで集まっているからこそ起きてし

まうことであると考える。録音してはいるが，その

場で確認していくことは難しいと感じた。国語の授

業においては，価値観を追究するのではなく，ねら

いを達成できていたかで判断している。 

Q.「故郷」は時代背景を理解していないと，読み取り 

 言語活動を通して，主体的・目的的に読む能力の育成 
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も難しい教材。当時の時代背景をどのようにして共 

有してきたのか。 

A.調べ学習の時間を確保するのは難しいため，時代背 

景等を簡潔に説明した資料を作成している。また，

毎時間の読み取りの中で，時代背景等についての生

徒の疑問を大切にし，その場で確かめを行ってきた。 

Q.国語の時間は，流れが明確でないと生徒が集中でき 

ないと感じる。普段の授業の中でどのような指導を 

行っているか。 

A.読み取りの授業では「課題設定→個人追究→全体交 

流→課題についての振り返り」という流れをパター  

ン化しているが，明確なだけでは飽きてしまう。「そ 

んな読み取りでは先生は納得しないよ」とか「この  

読みではまだまだだよ」といった教師からの揺さぶ 

りの言葉を与えながら，できたときの認めを欠かさ 

ず行っている。 

 

３．指導助言 

 平成 29 年は新学習指導要領の移行期間を控え，新

たな 10 年が始まろうとしている節目の年であるが，

国語の大方針は不変であること。言語能力を育成する

中心的な役割を果たす国語科においては，言語活動を

通して資質能力を育成するということは，新学習指導

要領においても堅持されているし，さらに重要視され

ている。今回の実践は，現行の指導要領にのっとった

提案である。 

【共有したいすばらしさ】 

１．指導事項の重点化が図られている 

「この単元におけるつけたい力」を学習指導要領  

に即して明らかにする，この蓄積が新学習指導要  

領で示されている，育成を目指す資質能力，「国 

語で正確に理解し，適切に表現する力」につなが 

っている。 

本実践では，付けたい力を，３年「読むこと」 

の「エ 自分の考えの形成に関する事項」に設定  

し，「故郷」という読み応えがある教材を解釈に 

とどまらず，考えの形成に至るようにしている。 

そのために１学期に「握手」で，３年「読むこと」  

の「イ」の「解釈」に関する指導をし，その学びを  

土台にして「自分の考えの形成」の指導がなされて 

いる。新学習指導要領は，学習の系統性がさらに重 

要視されている。学年段階，年間を通して，計画的 

に，無理なく無駄なく生徒を育てていきたい。 

２．「自分の考えの形成」を重視した指導 

中教審答申（H28年12月）「より深く理解したり，  

表現したりするためには，情報を編集操作する力〜

（略）」とあるように，自分の考えをもつことで，よ  

り良い理解や表現につながる。全国大会の場で「自 

分の考えの形成」の授業をされること自体，今後の 

１０年を見据えて大きな挑戦。意義深い。こうした 

挑みがあったからこそ，考えを形成し深めた生徒の 

姿が生まれた。 

３．「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授 

業改善が図られたこと 

 「主体的・対話的で深い学び」は，新学習指導要領 

の重要なキーワードである。単元導入時に，単元を 

通して追究するテーマを自分で考えたため，何を読み

取っていけば良いのかが明らかになるとともに，主体

的に課題解決に向かう姿が生まれた。自らの課題解決

に向けて，何をどう話し合うかということが大切であ

る。終末に，「どのように自分の考えが広がり，深ま

ったか」を実感する場があることで，自分の学びが深

い学びになったことが意識される。１単位時間の中だ

けでなく，単元というまとまりの中で授業改善が図ら

れている。さらに，生徒が学びに向うためにはどうし

たら良いかを考え，年間を通じてポートフォリオで綴

っていくという長いスパンでの指導もされている。そ

の中での本単元という位置付けが意義深い。 

【さらに考えていきたい点】 

●生徒が生きて働く言語活動を実感できる場。 

・本日の生徒は，少し客観的であった。「故郷」は力の  

ある教材。その教材の力を生徒に伝えることも必要 

であった（解釈の段階での読み深め）。 

・生徒自身が今おかれている状況の中で，今後の社会 

でどう生きるか考えさせたい。この活動が生きる力 

の形成につながると考える。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．提案の要旨 

全国学力学習状況調査を分析すると，A 問題，B 問

題ともに，概ねどの項目も全国平均を上回っているが，

「適切な情報の収集」「根拠を明確にした考え作り」

において弱さが見られることと国語に対する関心・意

欲・態度の結果が低く，内容を読み取れていても，表

現する際に適切に伝えられていないという状況があ

ることが明らかとなった。  

【研究主題に迫るための３つの視点】 

１ 付けたい力と言語活動の設定 

岐阜県中学校国語科研究部会で作成した「生きては

たらく言語能力」一覧表の指導事項と照らし合わせて，

付けたい力を設定した。授業においては，一単位時間

の流れをパターン化し，「課題設定→一人読み→小グ

ループ交流→全体交流→キーワードや条件提示によ

るまとめ」という手立てを行うことで，生徒が自分の

読みが深まったという実感をもつことができた。 

２ 単元の導入のあり方 

単元の導入において，初発に読むときのポイントを

示して，題名の意味を考えながら読むことができるよ

うにしたり，初発の感想交流後に単元の出口の活動を

示したりすることで，目的をもって読み進めることが

できるようにした。 

３ 単位時間の役割の明確化 

 関市の第２学年「盆土産」の実践では，付けたい力

に合わせて単元の言語活動を「作品に描かれている温

かさや優しさを紹介するポップを作ろう」と設定した。

そこで，一単位時間において，自分が感じた温かさや

優しさを書きまとめる活動を取り入れ，単元終末の活

動に毎時間の読みを生かすことができた。 

 

２．研究協議 

Q.「題名読み」「ポップ作り」「帯作り」は，小学校で 

もやっているが，中学校で気をつけることは何か。 

A.中学生として，表現に着目して，作者の意図を汲ん 

で書くということを意識して指導してきた。 

Q.「主体的・目的的に読む」と言う言葉が引っかかる。 

どういう読みなのか。「読み手が『こういう目的で 

読む』ということを明らかにして読む」「全体で学 

習するときにこんな力をつけるために目的をもっ 

て読む」ということなのか。 

A.「主体的」については次期学習指導要領で大切にし 

ている，生徒が自ら学ぶという姿のことである。「目 

的的」とはどんな力をつけるためにどんな言語活動 

があり，そのためにどんな読み取りが必要なのか。 

何のために読んでいるのかを生徒自身に明らかに 

するために，「目的的」という言葉を使っている。 

 

３．指導助言 

【共有したいすばらしさ】 

１．付けたい力を明らかにした指導の実践 

単位時間において，何を学ばせたいかが曖昧になっ

てはいけない。「同じ教材だから，同じ指導で良い」

というのは間違い。「読むこと」の「ウ」の生徒の実態

は違う。生徒の実態を具体的な姿で捉え，それを元に

つけたい力を具体的に描くという営みが大切である。 

２．終末における学びの定着の担保 

岐阜県は「３つの見届ける」（「実態」「学習状況」

「定着状況」の見届け）を大切にしている。その中で，

「定着状況を見届ける」において，どの子にも定着し

ているかという点が弱いことが岐阜県の課題。終末に

どんなことを学んだのか，「キーワード」「根拠となる

言葉」を入れてまとめを書く。また，まとめを書く時

間を十分にとり，それを共有させたい。 

【考えていきたい点】 

言語活動の在り方。言語活動の充実。言語活動の創

意工夫。 
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１．提案の要旨 

本主題は，来年度開催予定の，九州地区中学校国語

教育研究大会長崎大会における研究主題である。キー

ワードは，「豊かな言語感覚」と「学びをつなぐ」であ

る。「豊かな言語感覚」とは，言葉の微妙な意味の違

いや美醜などを感じ取る感覚であり，その感覚を豊か

にすることで，国語の力を高めていくことができると

考える。また，「学びをつなぐ」とは，個人内での既習

と未習の学習内容をつなげたり，他者との考えをつな

げたりすることである。 

【研究主題に迫るための３つの視点】 

１．学習課題を設定する  

  学習課題は，第１フレーズ（指導事項），第２フ

レーズ（思考操作），第３フレーズ（言語活動）の三

文で設定する。本事例では，登場人物の人物像を読

み取るために，学習課題の第３フレーズに「関係性」

というキーワードを取り入れた。 

２．問いをもたせる 

 「学びをつなぐ」ための「見える関係性とは何か」

「見えない関係性とは何か」という問いに対して，意

見交流の際には，「問い」に対する級友との考えの相

違点や，共通点を比べながら，自分の読み方をより確

かなものとしていった。 

３．価値ある言語活動を設定する 

 「主体的な学び」を実現するために，「言語活動を

通して，指導事項が達成できるか」「生徒にとって身

近で，現実的な言語活動であるか」の２点に留意して，

生徒が必然性をもてる活動として，本事例では，「弔

辞を書く」という言語活動を設定した。 

２．研究協議 

Q.場面に分けるのではなく，広くとらえて見届けで大 

事にしていることは何か。 

A.学力差，下の子がなんとか上に上がりたい。評価規 

準を単元の最初に提示する。自分がどの段階にいる  

のか丸をつけさせ，「Ｃの子は，こうすればＢに上 

がれるよ。」という助言をしている。 

Q.どこからが「A」，どこからが「B」なのか。評価規 

準の判断が難しい。今回の「弔辞を書く」では，ど 

のようにされていたのか。 

A.学習課題を中心として，Ｂを決める。上乗せしてA， 

足りないＣ。今回は，「関係性が表れている言葉」 

が表れていたらよいと考えた。見えない関係が出て 

きたら「A」とした。 

 

３．指導助言 

【共有したいすばらしさ】 

１.主体的学びを生み出す「問い」の設定 

何でもいいのではなく，明確な意図をもって学習課 

題に関わる「問い」をもたせる。「問題発見，解決能

力」を，国語の学習を通して育成しようとしている。 

２．創意工夫のある言語活動の設定 

「弔辞を書く」という言語活動は，「私」から見たル

ロイ修道士というものを読む必然が生まれてくる。

「私」とルロイ修道士の見えない関係を読んでいかな

いと書くことができないため，大変工夫された言語活

動である。何を読んでいかなければ書けないか。 

【考えていきたい点】 

言語能力の育成の中心となる国語科においては，い

かに多くの語句，表現を駆使でき，豊かな言語感覚を

持った生徒を育成できるかが大変重要である。 

教科書巻末のページを活用したり，辞書を常備した

り，単位時間に意図的にある言葉を取り上げて生徒た

ちと考えたりするなど，語彙指導の改善充実を図るこ

とは，新学習指導要領でも重視されている点である。

全国的な課題でもあり，岐阜県の長年の課題でもある

語彙の量を増やし，質を高めることを大切にしたい。 

読むことⅡ（文学的文章）部会 研究発表② 

【研究主題】 

豊かな言語感覚を育み，学びにつなげる国語科教育の

創造～第３学年「握手」（光村図書）の実践を通して～ 

 

発表者：桐谷 祥平（長崎県長崎市立小ヶ倉中学校教諭） 

司 会：古川 寛之（関市立緑ヶ丘中学校教諭） 

記 録：中田 哲朗（美濃市立美濃中学校教諭） 

指 導：高橋 友之（美濃教育事務所課長補佐） 


