
事 例 中学校 国語科 第３学年「二つの悲しみ」

確かな読む能力に支えられ、豊かな読みを主体的に進めるテーマ

ことができる指導援助の工夫
授業改 ・単位時間のねらいと学習過程及び評価規準の整合

善のポ ・学習活動を焦点化することを通して課題意識を生み出す工夫

イント ・的確な学習状況の把握と、主題についての話し合いを深める指導方法の工

夫

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【評価規準 （単元レベル）】

観点 国語への関心・意欲・態度 言語事項についての知識・理解・技能読む能力

課題意識をもって、 『二つの悲しみ を 根拠を明らかにする』

『二つの悲しみ を 読み、展開に沿って ために着目した語句評 』

読み、作品の主題を 主人公の心情を考え や、叙述の文脈上の価

根拠を明らかにして ながら、作品の主題 意味を正しく理解し規

読み取ろうとしてい を読み取っている。 ている。準

る。

【把握方法】

本単元の指導事項である「作品の主題を豊かに考えて読むこと」について、単

元の評価規準を設定し、目指す生徒の姿を明らかにした上で、単元導入時にこれ

までの学習における「作品の主題を読むこと」についての意識をアンケート調査

し、生徒の学習状況を把握した。

学習状況の結果と分析

【結果】

Ｑ「これまで読書を通して意識的に作品の主題を考えながら読んだことがあ

るか」

Ａある…４％ ない…９６％

Ｑ「作品の主題を考えることについて、自分の力はどうであるか」

Ａ得意である…７％ 苦手である…６２％ どちらとも言えない…３１％

Ｑ「苦手であることの理由」

・最初に読んで考えた主題と、学習して分かった主題が違っていた。

・読んでいても何が主題なのかがはっきり分からない。

Ｑ「今後読書において主題を考えながら読みたいと考えているか」

Ａいる…６８％ いない…６％ どちらともいえない…３４％

※「いない・どちらともいえない」ことの理由

・純粋に内容を楽しみたいから。

・主題の読み取り方がわからないから。

Ｑ「主題の読み取り方を身に付ける必要があるか」

Ａある…９３％ ない…１％ どちらともいえない…６％

これらのことから、生徒の実態を次のようにとらえた。

・読書において、その作品がもつメッセージや主題について、意識して読む生徒

が少ない （作品の内容面について興味があるかないかで作品をとらえている。

生徒が多い ）。



・主題の読み取り方が身に付いていない。

また、主題を読むことについて

の意識をグラフに表すと左のよう関心・意欲

Ａ になる。主題を考えながら読むこ

とについての学習状況の把握は、

Ｂ 作品ごとに主題の難解度が違うの

で、一概にデータ化するのは難し

Ｃ いと考える。左図は、そのことを

、 、踏まえた上で 生徒自身における

これまでの読書経験や、国語の学

習を振り返った時の意識を、グラ読み取り方の定着度 主題を考える必然の理解

フ化したものである。主題を考え

ることの大切さについては、十分に理解しているが、主題をどうやって考えてい

けばよいのかということについて不安を覚える生徒が多い。そこで、作品の主題

を考えながら読むことをより意識化する授業を設定し、主題を考える経験を生徒

に積ませることが大切であると考えた。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

授業改善の方針(1)

作品の主題を考えながら読む力を身に付けるためには、単位時間の学習において、言葉

を根拠にして一人一人の読みを確かにした上で、仲間との話し合いを通して主題について

より読み深めていくことが大切であると考えた。それにより、自分とは異なる主題につい

ての考えに出会い、仲間の感じ方、とらえ方、読み取り方等を知ることで、更に主題につ

いての自分の考えや「読み取り方」が深まると考えるからである。

そこで、何をどう学び合わせていくのかという点に焦点を当て、以下の３点について授

業改善を試みた。

・単位時間のねらいと学習過程及び評価規準の整合

・学習活動を焦点化することを通して課題意識を生み出す工夫

・的確な学習状況の把握と、主題についての話し合いを深める指導方法の工夫

(2) 改善の具体的方途と実践

①単位時間のねらいと学習過程及び評価規準の整合

各単位時間は常に単元内の１時間としての役割があるはずである。言い換えば、単元内

の各単位時間は、単元を通して身に付ける力をどのように定着させていくのかを明確にし

ていかねばならない。そのことを踏まえ、作品の主題を考えて読む力が身に付く各単位時

間のねらいを設定する必要がある。

そこで、本単元の「読む能力」についての評価規準を基に、単位時間の具体の評価規準

を明確にした。

「 」 （「 」）単元の評価規準（ 読む能力 ） 単位時間の具体の評価規準 読む能力

』 ①各場面の主人公の心情を考えながら、・ 二つの悲しみ を読み、展開に沿っ『

作品の主題を読み取っている。て主人公の心情を考えながら、作品

②読み取った主題を、話し合いを通しての主題を読み取っている。

交流し、自分の考えを深めている。



これまでの主題を考える指導では 「①最初に各場面の主人公の心情を正しく読み取っ、

ている 」→「②読み取った心情を基に、作品の主題を考えている 」というように、描。 。

、 。 、かれた心情等を正しく読み取ることと 主題を考えることを別々に設定してきた しかし

アンケートから分かった生徒の実態を考えると、主題について考える機会を多く設定する

必要を感じた。そこで、各場面を読み取る段階から生徒に主題を意識させ、それを基に話

し合いで交流し深めることにより、より力が身に付くと考えた。

②学習活動を焦点化することを通して課題意識を生み出す工夫

生徒が主体的に読み進めるためには、読む目的をもたせることが大切である。その目的

となるものは、課題意識である。そこで、一人一人に課題意識をもたせる指導の工夫を考

えた。

そこで、単元導入時に、生徒が主題について考えることに必然をもつことができるよう

に、作品の時代背景、作者についての説明等を行い、その上で「 二つの悲しみ』を通し『

て作者が何を伝えようとしたかを考えよう 」という単元を貫く課題を確認するようにし。

た。また、作品を読んで感想を書かせていた内容も、単元を貫く課題を確認した後で、そ

の点について記述するように指導し、その後の学習活動が焦点化するように配慮した。

これらのことを踏まえ、単元指導計画を下記のように修正した。

従前の単元指導計画 改善した単元指導計画

１ 二つの悲しみ』を読み、単 １ 二つの悲しみ』の時代背景、『 『
元の学習の見通しをもつ。 作者について知り、単元を貫く課

題を確かめる。

２ 二つの悲しみ』を読んで、 ２ 『二つの悲しみ』でについて作『
初発の感想を書く。 者が伝えたかったことについての

考えを書く。

３ 「紳士」の場面での「わたし」 ３ 「紳士」の場面での「わたし」

の心情を読み取る。 の心情を読み取り 「悲しみ」に、

ついて考える。

４ 「少女」の場面での「わたし」 ４ 「少女」の場面での「わたし」

の心情を読み取る。 の心情を読み取り 「悲しみ」に、

ついて考える。

５ 作者のメッセージを読み取る。 ５ 「声なき声」という言葉に着目

して、作者の伝えたかったことを

６ 単元を振り返り、学習の成果と 考える。

課題をまとめる。

６ 作品から読み取ったことを基に

しながら、平和についての自分の

考えを明らかにする。

③学習状況の把握を的確に行い、主題についての話し合いを深める指導方法の工夫

生徒一人一人の読み、特に主題についての考えを深めるためには、仲間との話し合いが

不可欠であると考える。それは、自分では気が付かなかった視点や、着目した表現は同じ

でも自分では読み取っていなかった考えを仲間が挙げてきた時に、新たな読みに対する気

付き、新たな読み方の習得等、読むことの力をより確かなものにさせる機会となるからで



。 、 、 、 。ある そこで 本単元では 各場面の読み取りを行い その後で第５時の学習を設定した

短い文章の場面ではあるが 「声なき声」という象徴的な表現について考えを交流するこ、

とにより、話し合いが可能になると考えた。

そのために、以下の２点を大切に考えた。

・それまでの各場面での生徒の主題についての考えを、ノートに記述された「まとめ」

から的確につかみ、机間指導の中で個に応じた指導を行ったり、意図的指名をより効

果的なものにしたりする。

・本時に身に付けさせたい主題についての「読む能力」を、生徒の姿で具体的に描き、

何を学び合わせるのかを明確にして指導案を作成する。

３ 授業改善後の成果

単元の終末の生徒のまとめには、次のような内容が書かれていた。

今の僕たちは、戦争のない平和な国で暮らしている。しかし、たった６０年前には

日本で戦争が行われ、多くの人々が死んでいった。これまで「戦争とはずっと昔の出

来事だ」という気がしていたが 『二人の悲しみ』を読んで、ずっと身近なことに感、

じられた。作者の「悲しみ以上の何か 「声なき声」の言葉から、今まで以上に平和」

の尊さ、人の命の大切さを感じた。戦争を体験していない僕たちに向かって、自分の

経験から平和の大切さを訴えた作者の思いが強く感じられた。

これは、最初のアンケートで「作品の主題について考えることが苦手である」と答えて

いたＡ男のまとめである。Ａ男は、単元導入時で、作品を通して主題について考えること

が分かると、場面の読み取りの授業においても、必ず主題に触れてまとめを書くことがで

きた。各場面で戦争による悲しみを絶えず意識したＡ男は、第５時において「声なき声」

の言葉に着目し、平和の尊さを作品の主題としてとらえることができた。単元の評価規準

に対して「おおむね満足できる状況」であると判断できる。

私は、少女の悲しみが強く心に残った。私よりも幼い少女であるが、父を失った悲

しさに耐え、必死に生きる姿に、自分自身の弱さを感じるのと同時に、少女の父を奪

った戦争への憎しみが強くなった。少女を目の前にした作者も、きっと今の私と同じ

思いだったのだろう。そして、その思いは、どれだけ時間がたっても決して消えなか

ったのであろう。そして、その思いは、自分の中にしまっておくものではなく、誰か

。 、 。に伝える義務があると感じたのだろう 私は 確かに作者のメッセージを受け取った

そのメッセージを大切にして、これからも平和な暮らしを守れる自分で在りたいと思

う。

、 。 、これは 読む能力が十分身に付いていないと判断していたＢ子のまとめである Ｂ子は

各場面の読み取りにおいて言葉を手がかりにして読むことが難しいであろうと予測し、机

間指導において、絶えず助言をしてきた生徒である。各場面の主人公の心情の読み取りに

熱心に取り組んだが、各場面での主題についての話し合いでは、発言することはほとんど

なかった。しかし、話し合いを聞きながら、各場面の主題についても考えをもつことがで

、 、 。きたようで 第５時の話し合いでは 主題についての自分の考えを発言することができた

そして、その話し合いを通して上記のようなまとめを書くことができた。単元の評価規準

に対して「おおむね満足できる状況」であると判断できる。

また、最初のアンケートで「作品の主題について考えることが苦手である」と答えてい

たＣ男は、単元の学習終了後に次のような感想を述べた。



「最初から主題はなんだろうかと考えて読むことは今までなかった。今回の学習で

は、筆者の思いを場面毎に読み取って、みんなと交流しながら読み進め、その中で主

題を考えることができた。今まで文章を読む時は、ただ何となく読んでいたこともあ

ったけれど、何を読むのかを意識して読んでいくことが大切だと分かった 」。

このことからも 「作品の主題は何か」と意識させて作品を読ませることは、作品の内、

容をつかむだけでなく、作者の意図した主題を考えることにつながり、生徒の読み取りの

内容を深めていくことが分かる。また、今回の改善では、生徒は主題について考えるとい

う目的に向かい、自分が何をするのかを理解して単元に臨むことができた。また、読ませ

る場面を吟味して単元の中に位置付けたので、生徒たちも読み取った満足感を味わうこと

ができきた。

これらのことを踏まえ、次の点が成果として挙げられる。

①単元で扱う指導事項を重点化し、付けたい力を明確にして単元構成を行い、評価規準

を設定することにより、教師の指導の意図が明らかになり、指導方法を工夫すること

ができた。

指導事項を重点化することにより、単元の評価規準が明確になった。その明確になった

評価規準を基に、目指す姿を実現させる観点から 「どのような発問で生徒に考えさせる、

か 「机間指導における個に応じたアドバイスをどのようにすればよいか 「各単位時間」 」

で身に付けた力をどのように発揮させて、考えを深めさせるか」等の指導方法を工夫改善

することができるようになった。

②単元導入時で生徒の課題意識を高めることにより、単位時間でもその課題に沿って読

み進め、見通しをもち、主体的な学習が行えるようになった。

「生徒自身が、今どんな言語活動を行い、どんな言語の力を身に付けようとしているの

かが自覚できる単元」をつくり、読むことにおける目的を意識させる指導が重要であるこ

とが分かった。これまで、生徒たちは無意識に話したり聞いたり、書いたり読んだりして

いたので、国語科の学習では、それらの領域が混在したまま、国語の学習として位置付い

てしまうおそれがあった。そこで、この単元は特に「主題を考えながら読む力」を身に付

けるというねらいを明確にし、生徒がそのねらいを把握した上で学習を進めていくことが

できるような単元を構想・展開したことで、生徒が学習についての課題意識を明確にして

取り組むことができた。

③評価規準を具体的に設定したことにより、生徒の学習状況が的確に把握できるように

なるとともに、話し合いを深めるための指導方法を工夫することができた。

これは①②とかかわる内容であるが、評価規準を具体的に設定することにより、各時間

のねらいも明確になり、その結果、どのような話し合いを行うことにより一人一人の考え

を深めることができるかの見通しをもつことができた。その結果、話し合いにおける意図

的指名や、つまずきに対する個への助言の内容が明確になり、これまで以上に話し合いを

深め、一人一人に確実に主題について考えながら読む力を身に付けることができた。


