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事例 中学校 国語科 第３学年「生き物として生きる」

文章を理解・評価しながら読む力を高めるためのテーマ

学習活動の工夫改善

授業改善 ・筆者の主張を読み取り、建設的に批判する力を高めるための学習活動の

のポイン 在り方

ト ・自分の主張に説得力のある根拠をもてるようにするための指導・援助の

在り方

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

○説明的文章の前の単元「メディア社会を生きる」の学習状況の把握と分析

【把握方法】

１学期に学習する説明的文章「メディア社会を生きる」では、単元の終末で課

題作文を書くという言語活動を設定した。このとき単元を貫く課題を「筆者の主

張を受け止めながら、自分たちにできることは何かを考えて、具体的な意見文を

書いてみよう」とした。また、課題作文の条件として、次の３点を提示した。

①字数は４００字以内（原稿用紙１枚）とする。

②２段落構成とし、最初の段落には具体的事実を、次の段落には自分の考えを

書くようにする。

③テーマは次の二つの中から選ぶようにする。

Ⅰメディアの問題点について自分の体験をもとに、今後自分が注意すべきこ

とを書く。

Ⅱ今まで自分がどうメディアと接してきたかを振り返り、今後どう接してい

くのか具体的な付き合い方を書く。

単元出口の言語活動として課題作文を書く活動を位置付けた意図は 「書くこ、

と」の力を高めるためではなく、筆者の主張を主体的に受け止められるようにし

たことと、自分の生活と関係のある根拠を見つけられるようにしたかったからで

ある。また、テーマを二つの中から選択できるようにしたのは、メディアの問題

点に関する実体験が自分に「あるか 「ないか」の違いで生徒が選んでくると予」

想したからである。

（ 単元レベル ）【評価規準】「 」

観 国語への 読む能力 言語についての

点 関心・意欲・態度 知識・理解・技能

自分の生活や体験と 筆者の説明や主張と 文章中に使われてい

評 比較しながら文章を読 自分の意見を比較して る用語について、辞書

価 み、メディアとのかか 読み、メディア社会の を活用したり、文脈か

規 わり方を自分の問題と 生き方について自分な ら類推したりして意味

準 してとらえようとして り の 意 見 を も っ て い を把握している。

いる。 る。
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学習状況の結果と分析

課題作文の評価の観点は、２点に絞った。１点目は取り上げた事例の具体性で

あり、２点目はメディアとの接し方に対する自分の主張の明確さである。前者は

説得力のある意見にするために必要な力であり、後者は自分の立場を明確にする

ために必要な力である。その結果は、次のようになった。

（１名欠席のため、対象生徒は３８名である ）【結果】 。

観点 実現状況 努力を要する おおむね満足 十分満足

具体的な事例の提示 ７名 １６名 １５名

明確な自分の主張点 １１名 ２１名 ６名

【分析】

（１）具体的な事例の提示

、 、自分の体験や日常の生活をもとにして 具体的な事例を見付ける力は高く

具体例の内容も生徒が接するメディアの多様さを反映してバラエティーに富

むものが多い。

「おおむね満足」と「十分満足」の生徒の割合が８０％を越えた背景には、次

の２点が要因として考えられる。

①課題設定後に具体例を３つ提示したことによって、自分の日常生活と結び付

けて考えていけばよいことが分かり、見通しをもつことができた。

②メディアについての問題点は、家庭科や社会科等でも取り上げられており、

筆者の主張点や具体例についても理解が容易であった。

例示については 「ＣＭの商品を買って後悔したことはないか 「携帯のメー、 。」

ルで仲間とトラブルになったことはないか 」など、日常ありがちな問題例を学。

級全体に尋ねることで、課題作文の具体的な事例をどのように考えればよいかを

示すことができた 生徒は提示された例ばかりでなく 掲示板での中傷 や 通。 、「 」 「

信販売での失敗 「祖母の携帯の実状」や「新聞報道による冤罪」等、幅広く」、

具体例を考えていた。ただ 「努力を要する」と評価した７人については 「失、 、

敗」とか「誤解」という言葉が文中にあるものの、自分の生活との関係付けが不

十分で何が問題であったのかが分かりにくいという学習状況であった。

（２）明確な自分の主張点

メディアの問題点の具体例を見付けることができても、個別の問題点の解

決に意識が向かう生徒が多く、問題の本質を突いた視点で改善策を主張する

力が弱い。

例えば 「携帯メールの誤解で友達と喧嘩になった 」という具体例を挙げた、 。

生徒の主張が 「詳しくメールを打って誤解が起きないようにする 」であると、 。

したら、メディアの問題点に対する本質的な解決策とはなりえず、説得力のある

主張とは言えない。しかし、このような１つの具体例に対する個別の解決策だけ

を主張している生徒が、全体の３分の１弱存在していた。この背景には、課題作

文のテーマの出し方（ 具体的な付き合い方を書く ）にも問題はあったと思わ「 。」

れるが、それ以上に具体例から自分の考えを広げて主張していくという力が生徒
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に身に付いていないと考えられる 「おおむね満足」と評価した２１人について。

は、筆者の意見に沿いながら 「メディアの情報を鵜呑みにしない 「メディア、 」

についてきちんと学ぶ」などと主張する者が多かった。筆者の意見を受け入れる

ことは悪くはないが 「努力を要する」と評価した１１人も含め、自分自身の言、

葉でさらに考えを広げて主張する力を高める必要がある。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

(1) 授業改善の方針

生徒の実態を見てみると 「読解力向上に関する指導資料 （文部科学省刊）に掲載、 」

「（ ） 」 「 」されている ２ 改善の具体的な方向 の ①テキストを理解・評価しながら読む力

が不足していることが考えられる。これは、今までの説明的文章の学習において 「筆、

者の主張を読み取る」ことに主眼が置かれ、文章の要点や要旨を読み取る学習に重点が

置かれてきたからだと考えられる。しかし、ＰＩＳＡ調査の結果からも分かるように、

単に筆者の主張を鵜呑みにするだけでは本当の読解力が付いたとは言えない。やはり、

その文章（テキスト）について「自分の知識や経験と関連付けて建設的に批判したりす

るような読み（クリティカル・リーディング）を充実すること （前掲資料）が大切だ」

と考えた。また、本校では平成１７年度の「岐阜県における児童生徒の学習状況調査」

においても 「文章の要旨を正しく理解しながら読む」の力に課題があるという結果も、

出ていた。これらの考察を踏まえ、次の２点について授業改善を行うことにした。

①筆者の主張を読み取り、建設的に批判する力を高めるための学習活動の在り方

②自分の主張に説得力のある根拠をもてるようにするための指導・援助の在り方

(2) 改善の具体的方途と実践

①筆者の主張を読み取り、建設的に批判する力を高めるための学習活動の在り方

ア 筆者の主張や根拠に対する立場を明確にするための工夫

筆者の主張や根拠を建設的に批判するため、四つの立場を決めてグループで交流す

る学習活動を設定する。この学習では 「話し合い」の力を高めることを目的とする、

のではなく 「話し合い」をするために自分の立場を明確にし、根拠を求める力を高、

めることをねらいとする。四つの立場は、教科書（光村図書） に準じて次のよP145

うにする。

筆者の意見に全面賛成 生き物を「作る」ことはもう止めるべきである。

「 」 。〃 やや賛成 一部は仕方ないが生き物を 作る ことは止めるべきだ

〃 やや反対 やり過ぎはいけないが生き物を「作る」ことは必要だ。

〃 全面反対 生き物を「作る」ことはこれからの生活に必要である。

イ グループ編成の工夫

グループ交流では、同じ立場の仲間とグループを編成するのではなく、この四つの

立場の生徒を混成したグループで活動する。それは、同質集団では思考の深まりが得

られにくいこと、一単位時間の中では同じ立場と異なる立場との交流を確保すること
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が困難であることが理由である。また、グループ編成や交流の仕方については、次の

ような条件を加える。

・学級の人数が３９名であるため、グループは全体で六つとする。

・１グループの人数は最大７人までとし、１人は必ず司会者とする。

・グループの中にはできるだけ四つの立場の生徒が入るようにする。

・司会者は「司会マニュアル」を参考にして話し合いを進め、最後に司会者として

自分の考えの変容を発表する。

・事前に主張プリントを作成し、自分の立場と根拠を明確にして話し合いを行う。

・グループ交流・全体交流の後に個人の立場と根拠を振り返る時間を確保する。

・時間は、グループ交流を１５分とし、代表者（司会者）の発表は１０分とする。

②自分の主張に説得力のある根拠をもてるようにするための指導・援助の在り方

ア 筆者の主張と根拠を明確に理解するための指導・援助

筆者の主張を明確に理解するためには、結論に着目して要旨をとらえ、その要旨を

支える根拠を本論の中からまとめていくことが大切である。その際、難解な言葉や婉

曲な表現でまとめることは生徒の理解を妨げる要因になるので、できるだけ簡潔にま

とめられるようにする。そのための手だてとして、次の二つを考えた。

○「生き物」や「人間」を「作る」ことに対する筆者の意見と事例を対比して整理

できるように、学習プリント（別紙『主張』と『根拠』シート参照）を工夫し、

根拠となる事例とマイナス面の要因を明らかにする。

○筆者の主張と根拠を簡潔な言葉でまとめた資料を作成し、教室側面に掲示してお

くことで、常に筆者の主張や根拠を確認しながら学習を進められるようにする。

イ 自分の立場を明確にし、立場を支える根拠を見付けられるようにする指導・援助

前単元の説明的文章単元の話題は「メディア」であったため、生徒も身近な体験を

交えて具体的な根拠を見付けることができた。しかし、本単元は人間の欲求と科学技

術の進歩がテーマであるため、生徒が根拠となる事例を見付けることの難しさが予想

される。それを改善するための手だてとして、次の二つを考えた。

○初発の感想の観点に筆者の主張をどう考えるかを位置付け、全体で感想を交流す

る中で筆者の主張に賛成・反対の立場が明らかにできるようにする。

○自分の立場の根拠となる事実について、医学問題・食料問題・環境問題等の面か

ら例を提示したり、新聞記事から情報を集めたりするようにする。

３ 授業改善後の成果

本時の授業で、生徒の立場は次のように変化していった。そして、最終的に授業前

と授業後で立場を変更した生徒は１８名、変更しなかった生徒は１９名であった。

全面賛成 やや賛成 やや反対 全面反対決定の場 主張に対する立場

授業開始前 １８人 １４人 ６人 ０人

第１次見直し ８人 ２１人 ７人 １人（ ）グループ交流後

第２次見直し ６人 ２０人 ８人 ３人（代表発表後）

、 。 、今回の授業では 立場を見直す機会を２回設定した １度目はグループ交流後であり

２度目は代表発表後である。この２回の機会を利用して、仲間の意見や根拠をもとにし
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て生徒は自分の考えを深めたのだが、学級の約半数の生徒が立場を変更したことが結果

から分かる。立場を変更したということは、他の立場の生徒の意見や根拠に説得された

ことを意味している。

また、立場を変更しなかった生徒でも、今回の授業で自分の考えをより深めたり、確

かにしたりすることができた。次に掲載する内容は、立場を変更しなかった生徒の主張

プリントである。彼は「クローンができれば簡単に臓器移植ができ、命が救われる」と

いう主張をした。しかし、仲間との意見交流で新たな視点をもち、自分の考えを広げて

いることが分かる。

Ａさんの意見を聞いて、人の命を救うためであっても、病気にかかった本人を助け

るためにクローンを作ってそれを犠牲にするのはひどいことだと分かった。しかし、

ガン治療や悪病の早期発見ができることを考えれば、筆者が反対する「人を作る」こ

とは悪いことばかりではなく、やはり人々の生活に必要な技術だと思う。

こうした考察を踏まえ、次の点が成果として挙げられる。

①－アについて

筆者の主張に対して自分の立場を明確にした話し合いは、文章を建設的に批判しな

がら読む力を高めるために効果的であった。

「全面賛成・やや賛成・やや反対・全面反対」の四つの立場を提示し、生徒に立場を

選択できるように意見交流を行った。その中で、立場を明確にするため、次の二つの手

だてを工夫して実践した。

①単元指導計画の中で、自分の立場を決める場を３回設定した （１回目→通読後・２。

回目→「読むこと」の学習後・３回目→調べ学習後）

具体的には、教室の中に立場で仕切ったホワイトボードを設置し、磁石を貼ったネ

ームプレートを移動させることで立場を変更できるようにしておいた。そのため、単

元の中で、常に筆者の立場や主張を支える根拠について意識を高めることができた。

②本時の学習過程の中で、自分の立場を見直す場を２回設定した （１回目→グループ。

交流後・２回目→代表発表後）

主張プリントの中には、１次見直し・２次見直しの欄を設け、四つの立場を選択し

たり、その根拠を位置付けたりできるようにした。その結果は前述したように、学級

の半数の生徒が立場を変えたり、自分の立場を支える根拠を増やしたりして、自分の

根拠や意見を見直すことができた。

①－イについて

異なる立場の仲間で編成したグループ交流は、建設的に批判する読みに対する思考

の深まりに有効であった。

本時は異なる立場の生徒で編成したグループで意見交流を行った。本来なら立場は四

つに分かれるのが望ましいが、教科書に掲載された筆者の意見に全面反対するほど、自

分の根拠や意見に自信のもてる生徒はなかなかいない。そこで、全面賛成・やや賛成・

やや反対の三つの立場の生徒でグループを編成することにした。そして、グループの交

流を深めるために、次の二つの手だてを工夫して実践した。
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①調査活動では生徒の立場を支える根拠を１～２点に絞ることにした。

意見交流会等を行う際、事前の調査活動では様々な視点や根拠を生徒がもてるよう

になる。しかし、調べ学習が詳しくなりすぎると交流に出てくる視点の大半を生徒が

知ってしまい、交流の中身が単なる発表会になって、お互いから学び合うという喜び

が半減してしまう。つまり、交流を行う必然性を生徒がもてなくなってしまうのであ

る。そこで、立場を支える根拠を一人一人が確実にもちながら、しかし視点をあまり

。 、 、広げすぎないようにした そのため 話し合いの中で仲間の意見や根拠を聞きながら

生徒が自分の立場を決めかねる場面が多く見られた。これこそ生徒が思考を深めてい

る姿であると考える。

②司会マニュアルや話し方のパネルの活用により、話し合いを進めるための手順を明確

にした。

本時のグループは生活班と異なり、意見を交流するためだけの目的別グループであ

る。そのため、司会者となった生徒も普段とは異なる仲間と意見交流を行わなくては

ならず、話し合いの進め方に戸惑うことが予想された。そこで、司会マニュアルを準

備して話し合いのポイントを明示することで、生徒は見通しをもって活動することが

できた。さらに、全校で組織的に取り組んでいる「話し方のパネル」を意識できるよ

うにしたり、グループに１台ずつ録音機を準備したりしたため、休み時間とは異なる

敬語を交えた丁寧な言葉での話し合いを促すこともできた。

②－アについて

学習プリントや側面掲示を工夫することは、筆者の主張や根拠を的確に捉えるのに

効果的であった。

本単元では 「筆者の主張を読み取り、建設的に批判する力を高める」ことをねらい、

としている 「建設的に批判する」ためには 「筆者がテキストの中でどんな主張をし、。 、

」 。 、どのような根拠を挙げているのか を生徒が確かに把握することが前提となる そこで

筆者の主張や根拠を生徒がとらえやすくするため、次の二つの手だてを工夫して実践し

た。

①本論で述べられた筆者の主張と根拠が簡潔にまとめられるように、トピックセンテン

スをヒントにした学習プリントを作成した。

「 」 、 。 、本教材 生きものとして生きる は 本論部分が三つの内容に分けられる そして

それぞれ最初の段落には話題を提示するトピックセンテンスが含まれている。トピッ

クセンテンスについては、第２時で文章の構成の学習の中で着目する生徒が必ず出て

くるので、これを活用しながら本論の三つの部分で述べられている筆者の意見（小ま

とめ）とその根拠をまとめるようにした。全ての意見と根拠をまとめるためには時間

がかかるので、見つけにくい部分については手本として内容を書き込み、見つけやす

い部分だけを書き込めるようにした。従来なら２～３時間かかる内容だが、このプリ

ントを活用することで１時間で本論の中の主張と根拠をとらえることができた。

②学習プリントを拡大した資料を側面に掲示し提示することで、筆者の立場と根拠を常

に意識できるようにした。

読み取った筆者の主張や根拠は 「建設的に批判する」ための大切な証拠となる。、
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そのため、生徒が使った本論まとめのプリントを拡大し、自分の立場を支えるための

根拠や主張の参考にできるようにした。生徒の主張プリントの根拠を見てみると 「野、

菜を作る 「生き物（子ども）を作る」という点が多く、筆者が提示した根拠に納得し」

たり、批判したりしていることが分かる。

②－イについて

立場を支える視点を明確にして生徒を把握することは、生徒への指導・援助に有効

であった。

生徒に思考の深まりを求めるためには、生徒一人一人の立場だけではなく、何を根拠

にして自分の意見を作り上げているのかを把握する必要がある。こうした生徒の学習状

況を把握するため、次の二つの手だてを工夫して実践した。

①「医療問題・食糧問題・環境問題」の三つの視点から生徒の実態を把握した。

生徒は筆者の主張に対して四つの立場を選択しているのだが、自分の立場を支える

視点としては「医療問題・食料問題・環境問題」の三つに根拠を求めてくることが予

想された。実際の授業では、三つの視点の中でも「医療問題」と「食糧問題」を根拠

にする生徒が多かったり、根拠がもちにくい生徒の姿があったりした。しかし、視点

を整理して生徒の学習状況を把握することに努めたため、根拠の弱い生徒には補助資

料を与えたり、異なる立場の生徒の反論を予想したりすることに役立てることができ

た。

②学習状況の把握を生かし、意見交流会では意図的なグルーピングを行った。

異なる立場の生徒を均等に六つのグループに割り振るだけでは、意見交流を行って

も生徒の思考の深まりはあまり期待できない。例えば 「やや賛成」と「やや反対」、

の生徒を同じグループに編成したとしても、２人が「食糧問題」の遺伝子組み換え作

物を根拠にしていれば、価値観が異なるだけで水掛け論になる可能性が高い。それよ

り、同じ「やや賛成」でも「医療問題」を根拠にしている生徒と 「食糧問題」を根、

拠にしている生徒を同じグループにした方が、生徒の思考の深まりにつながるはずで

ある。こうしたグループ編成は有効に働き、仲間の意見を聞きながら生徒は考えを深

め、その結果、建設的に批判しながら読む力を高めることができたととらえた。


