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　この活動を通し、自ら情報を集め、取捨選択
し、まとめる力を伸ばした。また、教材だけで
は深められない視点を与えることで、「発見」の
場を多くもたせるようにした。生徒は自らその
「発見」に出合い、学んでいく。さらに、その
話の中で生まれた言葉を、今の私たちの生活の
中に取り入れ、場面を作り、100マスでショート
ストーリーを作らせた。このことは、古典が今
の私たちの時代の中でも生きていることを理解
させる活動となった。

イ　意見交流会
　班での調べ学習をした資料（模造紙）を使っ
て、意見交流会をした。
　各班で調べたことを発表する。発表前には、
発表の視点（声の大きさ、目線、話すスピード
等）を与え、事前に班単位での練習を行った。
　意見交流会で発表を聞く視点は「納得できな
いのはどの貴公子（帝）の行動か」とし、すべ
ての班の発表を比較しながら聞き、最後には自
分の意見をもたせることとした。意見カードと
名札をもち、発表を聞いた後、自分の意見を意
見カードに記入する。そして「自分が一番納得
できない貴公子（帝）」の名前が書いてある黒板
に、自分の名札を貼る。全員が意思表示をして
参加できる展開とした。

　この学習活動を通して、ほとんどの生徒が、
昔（古典の世界）の男性も今の時代の男性も、
共通することを発見した。この意見交流会では
主に女子からの面白い発言が多く、大変盛り上
がった授業となった。全員がそれぞれの選んだ
立場から意見を言い合い、今の時代につなげて
思考する場となった。
　最後に、貴公子の立場（位）が高いと、被害
が大きいことを教師から説明すると、生徒たち
の中にどよめきが起こり、作者不明だが当時の
社会に不満をもっていた人が書いたものだろう
と皆で納得することができた。
　ただ教えて知識を与えるのではなく、自分た
ちで調べ求めて学んだことは、大きな「発見」
があるのだと、私自身感じることのできた授業
であった。

班調べ学習の様子

右大臣阿部のみうしの発表資料

石作りの皇子の発表資料

意見カード
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②実践例２「故事成語」
ア　調べ学習
　この教材では、教科書で紹介されている故事
成語だけでなく、一人一つの故事成語を調べ、
まとめる調べ学習を設定した。前の「竹取物語」
では班で調べる活動を通し、ほとんどの生徒が
調べ方を学んでいたので、この教材ではそれを
活かし個の活動にした。提示した視点は以下の
とおりである。

　この調べ学習の中でも、今の生活の中で言葉
を活かす場面を考えさせることで、活用させた
り、古典の世界を今私たちが生きる時代につな
げたりする場を設定した。この調べ学習で作成
したものは、クラス単位で「クラス故事成語事
典」とし、誰でも閲覧できるようにした。

　

イ　意見交流会
　個人で調べたことを、交流し合う場の設定を
した。グループ内でそれぞれが作った故事成語
事典を紹介し合う。互いの発表に質問し合った
り、助言したりする。交流後、仲間の意見も踏
まえ、付箋に評価を書き、貼っていった。

　こういった学習活動を取り入れることで、生
徒は、古典を昔の話としてとらえるのではなく、
自分が生きている現代に共通する面白さがある
ことや、現代とは違ったものの見方や感じ方が
あることを発見した。
ウ　群読
　故事成語は漢文であるので、音読すると大変
力強い印象を与える。ここで教科書が取り上げ
ているのは「矛盾」であった。これの出典は『韓
非子』である。韓非が「堯」と「舜」の二人を
「矛」と「盾」に例えて話をした。この場面か
ら生徒たちは暗唱し、群読を行った。ただ、「矛
盾」のたとえ話の場面だけ知るのではなく、そ
れがどのような場面で使われた話なのか、どう
効果があったのかを知ることで、より「故事成
語」が深く理解できると考えたからである。群
読（音読）を取り入れることで、より教材を深
く理解できる教材であったと考える。

⑶第２学年
①実践例３「枕草子」
ア　「私の枕草子」の創作
　この教材では、「清少納言の季節の感じ方」
と「自分の季節の感じ方」を比較すること、そ
して「多様な古語から自分の思いに一番ふさわ
しいものを選び活用すること」を考え、学習指
導の工夫を行った。それが「私の枕草子　あな
たの枕草子」である。
　各班（基本４人班）の中で、担当する季節を
決める。清少納言がとらえた季節と自分が考え
る季節を比較しながら、現代語で「私の枕草子」
を作成する。その後、資料集を活用しながら、
自分の思いに一番ふさわしい古語を当てはめな
がら、古文に変換していく。
イ　「あなたの枕草子」討議会
　班員それぞれが作成した、四季の枕草子を合
わせ、班内で一つの「枕草子第一段」を作る。
互いに意見を言いながら、よりよい作品になる
よう討議させた。さらにクラスで季節ごとに分
け、一番優れているものを選び、クラスの枕草

【個人で調べる内容】
・故事成語の意味
・日常生活における故事成語の活用例
　（一文で、会話の中で）
・豆知識（由来・出典・同義語など）

生徒が作成した故事成語事典
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子を作成した。生徒の中で、自分の枕草子を作
成する過程で、清少納言の枕草子を身近に感じ
ることができた学習であった。

②実践例４「平家物語」
ア　群読の表現の工夫
　前述したように、授業で教材に入る前に、生
徒たちはすでに暗唱を終えている。ここで一工
夫したのは、群読をさせるときの表現を工夫さ
せることである。まず、教室から見えるグラウ
ンドに、教室から約70メートルの位置に、金の
扇を立てた。与一がどれくらいの距離を飛ばし
たのかを想像させた上で、グラウンドを見せる。
そこには遠く、小さく見える扇の姿。生徒たち
の驚く声が教室に響いた。この驚きと発見から、
擬音語の表現の工夫を討論させた。「ひやうど」
と弓矢が飛ぶ音はどんな音だろうか。生徒に考
えさせ、表現させた。音を楽しむ古典を味わっ
た上での、教材内容理解となる。
イ　出前授業の設定
　この「平家物語」は、平安時代の源氏と平家
の関係や当時の出来事が分かっていないと面白
みは半減する。そこで、社会科の教員にお願い
して、「平家物語」を味わうための基礎知識出
前授業を行ってもらった。（当時、教頭が社会
科であったため、教頭に特別授業を行っていた
だいた。）国語科の教員では足元にも及ばない
知識量で、これから「平家物語」を学ぶ生徒の
土台作りをしていただいた。これは生徒には大
変好評で、興味をそそられた授業となった。自
分が暗唱した屋島の合戦の場面がより具体的に
イメージできたようであった。このように、学
習する上で必要な知識を、他教科からの援助も
いただきながら与えることで、国語科の学習が
より深くなっていく。他教科との連携も古典で
は大変意味あるものとなる。ここでの学習を基
盤に、調べ学習へと入っていく。
ウ　調べ学習
　今回は既習内容である「新聞の構成」を活用
しながら、「平家物語新聞」を創作した。こち
らから情報を与えるだけでなく、自ら進んで資
料を収集し、情報を取捨選択しながら、相手意
識をもって新聞の形式でまとめさせた。この学
習を取り入れることで、教科書の教材内容を押

生徒Ａの授業の振り返り

生徒Ｂの授業の振り返り

生徒Ｃの作品（秋の部最優秀賞）

各クラスの「私の枕草子　あなたの枕草子」
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さえるのに必要な情報知識は得ることができる。
内容を理解するときに大変役に立った。

③実践例５「徒然草」
ア　「おもしろ徒然草」の創作
　この教材では、教科書で紹介されている段だ
けでなく、ちょっとまぬけな法師が登場する段
を数段紹介し、皆で読んだ。さらにその中から、
自分が一番興味をもった段を、まとめ直しした。
相手意識をしっかりもって、まとめることを常
に意識させているが、これも同じように読み手
がわかるように、原文、現代語訳、一コマイラ
ストを入れさせた。書く活動を通して、読み取
りを深めることができたようである。
イ　おちを一文で表現させる
　「徒然草」は各段で兼好法師の教え（考え）
がある。それをおちとして一文でまとめさせた。
「まぁ、つまり��ってことだよね！」という
形を提示し、自分が読み取ったおちを入れて一
文にさせた。言葉を入れてみると、今に生きる
私たちにも言える言葉ばかりであることを生徒
たちは発見していた。兼好法師の教えを、身近
に感じさせることのできるものだった。

⑷第３学年
実践例６「奥の細道」
　「松尾芭蕉と歩く奥の細道」の創作
　この教材は、「奥の細道」の平泉の場面が取
り上げられている。ここでは「奥の細道」の作
品の壮大さと不思議さに出合ってもらいたく、
日本地図を使って「松尾芭蕉と歩く『奥の細道』」
を創作させた。芭蕉が歩いた道のり、そしてそ
れぞれの名所で読んだ俳句を盛り込みながら、
芭蕉と一緒に奥の細道を歩く疑似体験である。
さらに、自分が一番気に入った芭蕉の句を一句
取り上げ、紹介させた。これによって生徒自身
が「この日程で本当にこの距離を歩けるのか」
「曽良は途中リタイヤしてゴール前合流なんて、
弟子なのに」など、いろいろな発見をしていた。
この疑問に対してさらに調べ学習を進め、「松
尾芭蕉は忍者説」を調べてきた生徒もいた。

生徒が創作した「平家物語新聞」

生徒が作成した「おもしろ徒然草」

生徒が創作した松尾芭蕉と歩く『奥の細道』
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３�　生徒の変容と成果

　上記のような古典の学習指導を工夫し、その
教材ごとに生徒の「発見」の場を授業の中で創
造してきた。３年間の系統だった、そして継続
した指導が、より効果的であることも実感した。
　授業後の１年生生徒の振り返りは以下のとお
りである。

　１年次の古典指導を行い、年度末に行った中
１ＣＲＴ「古典に関する読むこと」についての
結果は以下の数値であった。

　また、授業後に実施したアンケートの結果は
以下の表のとおりであった。

　すべての項目において、肯定意見が80％を超
え、目標である「古典に親しむ生徒の育成」は
おおむね達成できたと考える。様々な学習指導
の工夫を図ることで、生徒は主体的に学び、面
白さを発見し、古典の世界を今の私たちが生き
る現代につなげ思考できることがわかった。

　次に、２年生生徒の振り返りは以下のとおり
である。

　２年次の古典「文語のきまり」に関する結果
は以下のとおりである。

○僕はこの授業で感じたことは２つあります。
１つ目は古典の楽しさです。みんなでこの人
のここが悪いとか盛り上がれるところです。
２つ目は意見を言い合えるところです。これ
が僕が古典の授業で感じたことです。

○今回の授業は楽しかったです。理由は２つあ
ります。１つ目は、班のみんなで模造紙にま
とめたものを見るとどれもわかりやすかった
からです。２つ目は一番卑怯な人について、
他の人の意見など自分が気付けなかったこと
を発見したからです。だから楽しかったです。

○古典では、昔の人のことや今の言葉につな
がっていることとかいろいろあり、もっと調
べたくなりました。意見交換会では、他の人
の意見を聞き、「こんな考え方もあるんだ。」
と思いました。古典は物語を読むだけでなく、
また違った楽しみ方もあることがわかりまし
た。

○私は今回新聞を作ってみた、那須与一につい
てよくわかりました。自分で調べてまとめる
ことで勉強になりました。次回また新聞でま
とめることがあったら、今回の学習を生かし
て書きたいです。

○会話形式にしたり、インタビュー形式にして
みたり楽しい新聞作りをしました。書いてい
るときにその当時の様子が頭に浮かんできま
した。扇の的の場面を調べてやはり義経は強
かったんだなと思いました。素晴らしい技術
をもった与一、命がけで武士の名誉を守ろう
とした義経、武士の生きざまはすごかったの
だなと思いました。

○私が新聞を作成して分かったことは、与一が
扇を射たから源氏が有利になったことです。
これは与一の命をかけた賭けでもあり、源氏
の勝利を決める出来事でした。もっと詳しく
知りたいと思いました。
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　２年次の「広島県基礎・基本定着状況調査」
の「文語のきまり」では、97.5％の通過率であっ
た。誤答は１名であり、分析すると、ひらがな
で答える問題をカタカナで解答していたためで
あり、文語の理解で言えば、100％であった。
これは、１年次から継続して取り組んだ「音読�
（群読）」の成果であると言える。
　２年次終了時のＣＲＴ各領域の結果は以下の
とおりである。古典指導を中心に、各領域の関
連を考えながら指導してきた。どの領域も数値
が上がっている。「話すこと・聞くこと」は＋15
ポイント、「書くこと」は＋31ポイント、「読む
こと」は＋13ポイント、「言語事項」は＋16ポ
イントであった。教材の系統立った指導と各領
域との関連を考えながら指導した結果であると
言える。

４　今後の課題と展望

⑴課題
　今回まとめた学習指導の工夫を行うにあたっ
ての課題は、授業者がこの取り組みにどのよう
な意味をもたせ、どんなスキルが身に付き、ど
の学習からつながり、次はどの学習へと発展す
るのかということを、明確にもっていなければ
ならない点である。これがはっきりしないまま
だと、その学習は点で終わり、生徒の学力向上

にはならない。言い換えれば、同じ学習指導を
しても、授業者の意図によって、身に付く学力
が違ってくる。
　紹介した取り組みは、どの指導者でもできる
内容である。だからこそ、授業者が目の前の生
徒をしっかりと見極め、評価規準をしっかりと
もたなければならないと考える。
　実際、私自身もこの数年間に渡ってこの研究
を行ってきたが、毎年目の前にいる生徒の実態
を考えて工夫を加えたり、評価規準を変えたり
している。それは、生徒によって身に付けなけ
ればならないスキルが違うからである。今後、
この評価規準が一般化できるよう、さらに継続
して研究していかねばならない。

⑵展望
　この取り組みの一部は、総合的な学習の時間
の指導内容を意識して取り組んだものがある。
例えば、「竹取物語班調べ学習」と「平家物語
新聞」である。
　「竹取物語班調べ学習」は、後に総合的な学
習の時間で、班で調べたことを模造紙にまとめ
て発表する学習活動があった。国語科で学習し
た、調べ方、まとめ方、発表の仕方を、総合的
な学習の時間で生かせ、体得できるように意識
して仕組んだ内容である。これは、その後の活
動内容によっては、個人調べ、班内発表でもで
きる内容であり、学年の年間指導計画の中で、
どう国語科の学習をつなげるか次第である。
　「平家物語新聞」は、事前に「新聞の構成」
について学習し、学んだ知識で新聞を作ってい
る。また、総合的な学習の時間のまとめでは「新
聞作成」という形をとり、活用させている。こ
の「平家物語新聞」は、学び、一度活用したこ
とをさらに工夫改善し、よりよい新聞作りを意
識させた。この後、近代文学の学習では、事前
学習で「太宰治新聞」に続き、中学３年の「故
郷」では「魯迅新聞」へとつながる学習である。
古典指導に限らず、国語科すべての教材をつな
げることができ、さらにスキルを身に付けさせ

福山市中学校学力向上対策調査問題
「文語のきまり」問題　　通過率88.6%
広島県基礎・基本定着状況調査

「文語のきまり」問題　　通過率97.5%



28

る活動としては一般化しやすいと考える。
　中央教育審議会が示した「新しい学習指導要
領等が目指す姿」の中に「グローバル化する中
で世界と向き合うことが求められている我が国
においては、日本人としての美徳やよさを備え
つつグローバルな視野で活躍するために必要な
資質・能力の育成が求められる。言語や文化に
対する理解を深め、国語で理解したり表現した
りすることや、さらには外国語を使って理解し
たり表現したりできるようにすることが必要で
ある。こうした言語に関する能力を向上させる
ともに、古典の学習を通じて、日本人として大
切にしてきた言語文化を積極的に享受していく
ことや、芸術を学ぶことを通じて感性等を育む
ことなどにより、日本文化を理解して自国の文
化を語り継承することができるようにする」と
示された。これからグローバル化がますます進
む社会に生きる生徒たちに、自国文化に誇りを
もち、継承しようとする意欲を喚起させる授業
へ発展させていきたいと考える。

おわりに

　それぞれの授業を行うにあたり、自分なりの
素材研究、教材研究、指導法研究を重ねている。
そのときに大切にしていることが、素材研究で
ある。指導者である私自身がどう教材と出合う
か、そこにどんな面白みを感じるかで、授業の
質は全く変わっていく。指導者が、驚くこと、
発見に心震わせるものは、生徒たちも同じよう
に興味をもつ。だから私は、いつも自分の驚き
と発見を大切に素材と向き合っている。そして、
その発見を盛り込んで、この単元でどんな力を
付けるかを考える。そして、それをどう教える
か、どんな学習活動を入れると目標を達成する
ことができるか、私がいつも教材と向き合うと
きに考えることである。
　「古典に親しむ生徒の育成」は、これからも
私の目標である。これからも試行錯誤を繰り返
し、きっと完成形には至らないであろう。発見
と驚きが詰まった古典学習指導、生徒が自ら学

び、面白さを体感できる授業の創造に、これか
らも尽力していく所存である。
　最後に、この研究を数年間に渡り継続して研
究させてくださった福山市立駅家中学校、バン
コク日本人学校の皆様に感謝いたします。


