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事例 中学校 国語科 第３学年 「二つの悲しみ」

テーマ 「読解力を育成するための指導方法の工夫改善」

授業改善 ①他の作品と読み比べたり、関係付けたりすることで「二つの悲しみ」の

の視点 テーマに迫る単元構成の在り方

②登場人物の設定・描写、文章の構成の考察を通して筆者の表現意図を理

解する力を高める指導方法の工夫

１ 学習状況の把握と結果の分析

(1)学習状況の把握の方法

平成１８年度「岐阜県における児童生徒の学習状況調査」を活用し、本校第３学年（昨

年度第２学年時に実施）の学習状況を県平均と比較した。また、前単元「故郷」におけ

る生徒の読み取りの状況を分析し、「読むこと」領域における生徒の学習状況を把握し

た。

(ア)岐阜県における児童生徒の学習状況調査の結果と分析

【結果】

問題番号 正答率 正答率

領 大 小 通 出題の意図 県 本校

域 問 問 番 （％） （％）

読 二 一 ５ 指示語が指し示す内容を正しく理解しながら読 ８８．１ ８８．１

む むことができる。

こ 二 ６ 文章における語句の意味を正しく理解しながら ８３．０ ８６．３

と 読むことができる。

三 ７ 筆者の論理の展開を正しく理解しながら読むこ ８０．８ ８０．０

とができる。

四 ８ 文章の要旨を正しく理解しながら読むことがで ８４．６ ８６．３

きる。

五 ９ 表現の仕方や文章の特徴を正しく理解しながら ７４．５ ７１．３

読むことができる。

【分析】

「文章における語句の意味を正しく理解しながら読む力」は、県平均と比べても３％

以上高い。

県の学習状況調査の中で、問題として取り上げられている「ブラウジング」は筆者の

主張を支える重要な語句である。さらに、この語句が登場したすぐ後に「これは」とい

う指示語を用いて語句の説明がなされている。このように叙述に即して語句の意味内容

をとらえたり、指示語に着目して前後の段落関係を関係付けて読んだりする力は身に付

いていると考えられる。

「筆者の論理の展開を正しく理解しながら読むことができる力」は、県平均と比べる

と０．８％低い。
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本文は、「情報の探索法」と「情報探索能力の身につけ方」の２つで展開されている。

前者から後者に話が転換するきっかけは、１０段落目の「では、」という書き出しや、

同段落中の「能力」という語句である。内容を転換する語句に着目したり、本文全体の

構成を考えながら文章の組立てを把握したりする力に弱さがあると推測される。（授業

改善の視点②）

「表現の仕方や文章の特徴を正しく理解しながら読むことができる力」は、県平均か

ら３ポイント以上低い。

これは「文章の展開の特徴」としてふさわしいものを選択する問題であるが、ここか

ら文章を客観的に分析する力に弱さがあると言える。その要因としては、筆者の文章の

書きぶりの特徴を考えたり、教材と他の作品を比較して考えたり関係付けて考えたりす

る経験の少なさが挙げられるのではないかと考えられる。（授業改善の視点①）

(イ)文学的文章の前単元「故郷」における学習状況

【把握方法】

「故郷」以前の「読むこと」単元では、１単位時間の中で「一人読み」「全体交流」を

位置付けていたため、文章から自分の考えを追究する時間は１０分少々であった。文章

量に比べて追究時間が短いため、生徒は自分が読み取った事柄を１文でメモしたり、短

い言葉で書き記したりしていた。そのため、授業後の学習プリントを見ても、どの言葉

に着目してこの考えが浮かんできたのか、どことどこを結び付けてこの見方が生まれて

きたのかが把握しにくかった。また、時間が経過すると生徒たち自身も何を根拠にして

自分の考えが生まれてきたのか、どことどこを関係付けたのかなどがプリントから分か

らなくなっていた。そこで、「故郷」から「一人読み」と「全体交流」の時間を１単位

時間ずつとし、２単位時間をセットにして１つの場面を学習するようにした。そして、

生徒の読解技能や読みの傾向について学習状況を把握することにした。

【評価規準】（「単元レベル」）

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

評 進んで辞書で言葉を調 心情表現や情景描写、比 文章中に使われている

価 べたり、今までの既習の 喩などに着目し、言葉を関 言葉を辞書で調べたり、

規 知識や技能を使って主人 係付けて主人公の心情を読 その辞書的な意味からそ

準 公の心情を読み取り、文 み取り、自分の考えを文章 の言葉の作品中での効果

章化しようとしたりして で書いている。 を考えたりしている。

いる。

【結果と分析】

「読むこと」の評価の観点は、次の２点を設定した。１点目は、言葉と言葉、場面と

場面、場面と言葉等を比較したり、関係付けたりしながら主人公の心情を読み取ること

である。２点目は、特に情景描写等から表現効果を読み取ることである。前者は、１つ

のまとまりとして文章をとらえ、言葉の関係を把握するために必要な力である。これは

「ルントウとの思い出」の場面で分析した。後者は、作者の表現意図に迫り、表現者と

して読み手を意識した考えをもつために必要な力である。これは「帰郷」の場面で分析

した。その結果は次のようになった。
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【結果】（対象生徒は３７名。ただし、関係把握の調査時には欠席１名のため３６名）

観点 実現状況 努力を要する おおむね満足 十分満足

関係を把握する力 ７名 ２４名 ５名

表現効果を考える力 ８名 ２６名 ３名

【分析】

①関係を把握する力

主人公の心情を感じさせる言葉を文章中から見付ける力は高い。しかし、言葉と言

葉とを結び付けるにとどまっており、前場面と本場面との関わりや、心情の変化を感

じさせる言葉を手がかりに豊かに読み取ることができる生徒は限られている。

生徒の８０％が「おおむね満足」及び「十分満足」であると言える。しかし、「おおむ

ね満足」に属しているＡ男を例に挙げてみると、次のような状況が明らかになった。

「待ち遠しい」「待ちに待った」など、「わたし」がルントウに早く来てほしいと

いう気持ちでいっぱいであった。また、ルントウが帰るときには二人で泣いていたの

で二人は親友。 （Ａ男）

Ａ男は「待ち遠しい」と「待ちに待った」の２つの言葉を取り上げ、「わたし」の心情

を読み取っている。しかし、Ａ男は言葉と言葉を結び付けてはいても書かれている事実の

説明に留まり、「早く来てほしい」としか「わたし」の心情に触れていない。さらに、「努

力を要する」に属しているＢ男では、１つの言葉に対して１つの考えを書くというように

読みの視野が狭いことが下記からも伺える。

「もう三十年近い昔のこと」から、これだけ昔の話を覚えているからすごく思い出

に残っている。 （Ｂ男）

それに対し、下記に示した「十分満足」に属しているＣ子は、言葉と言葉とを結び付け

るだけでなく、前場面と言葉を関係付けていることが分かる。

「画面」はテレビ等に使う言葉。頭の中でテレビの画面が広がっているので、実際

に「わたし」が見て、記憶しているのものではなく「わたし」が想像していた映像で

あることが分かる。さらに「紺碧」「金色」「緑」「銀」などの色がたくさん使われて

いて、「帰郷」の場面の色遣いとは異なることが分かる。（中略）ここは、想像の世

界ではあるけれど、自分で見たようにはっきりとしている。それだけ、ルントウの話

が衝撃的で、目の前にルントウの世界が広がったように感じたのではないか。（Ｃ子）

Ａ男やＢ男の記述のように場面と言葉等を広い範囲で関係付けて読む力が弱い背景に

は、場面に区切って読み取りを進める単元の構成が考えられる。つまり、場面という単位

に集中するあまり、作品「故郷」を１つのものとしてとらえる意識が希薄化したり、考え

る視野を狭くしたりしていることが要因ではないかと考えた。（授業改善の視点①）

②表現効果を考える力

書き出しの「厳しい寒さ」「果て」「真冬の侯」「近づくにつれて」「空模様は怪し

く」「冷たい風」等の情景描写や、「わびしい村々が～横たわっていた」のような擬

人法を「読みの視点」にして、主人公の心情に関わらせて読み取る生徒は多い。しか

し、作者がなぜその表現を取り入れたのかという作者の表現意図に迫る力は弱い。

「表現効果を考える力」とは、「～だからこの表現を使ったのではないか」「～という
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目的で使われているのではないか」と作者の表現意図に迫る視点をもって読み取りをする

力のことである。そして、下記のＤ男やＣ子のような意見が、「十分満足」に属する対象

である。

「ヒューヒュー」からこの音は本文中に使わなくても文の意味は通じるが、この音

を入れることによって風がとても強いことや、自分の心境が沈んできたことや、この

先、悪いことがおきそうな感じがこみ上げてくる。 （Ｄ男）

主語が後に来ているのは「厳しい寒さ」「果て」「別れて」などのマイナスを表す

のを強調しているのだと思う。また、「わたしは」を頭に持ってくるよりも「厳しい」

を頭に持ってくる方が読み手はマイナスの内容ということがすぐに伝わり、「厳しい

寒さ」がどうしたのかとこの続きに興味をもたせることができる。 （Ｃ子）

ただし、「十分満足」に到達している生徒は、Ｄ男とＣ子を含めて３７名中３名しかい

なかった。（授業改善の視点②）この背景には、「この言葉があるのとないのとではどの

ような違いが生まれてくるのか」というように、言葉や場面を省いてみたり、言葉を置き

換えてみたり、文章構成の順序を入れ替えてみたり等、言語を操作するという技能が十分

に身に付いていない現状が考えられる。

２ 分析に基づく授業改善

(1)授業改善の方針

前章「１ 学習状況の把握と結果の分析」から、今までの「読むこと」領域の指導を

振り返ると、そこには偏りがあったと考えられる。その偏りの１つ目は、作品を１つの

まとまりとして考えて指導する意識が私たち教師に希薄であったということである。生

徒たちは書かれている内容の理解に目が行き、作品中での言葉のもつ効果や登場人物の

役割といった書き手の表現意図まで意識されていないことが多い。（授業改善の視点②）

２つ目は、特に文学的文章の指導において顕著であるが、作品そのものを教えるとい

う意識が私たちに強いことである。そのため、他の文章と比較したり、関係付けたりし

て様々な角度から作者や筆者の思いに迫ったり、筆者の書きぶりの特徴をとらえたりす

る力が生徒に育まれなかったと考えられる。（授業改善の視点①）

ＰＩＳＡ調査（「読解力」）の結果を踏まえた「読解力向上プログラム」（平成１７年

度文部科学省刊）の中に「目的に応じて理解し、解釈する能力の育成」、「評価しなが

ら読む能力の育成」、「多様なテキストに対応した読む能力の育成」が求められている。

これらの能力は、まさに本校第３学年の生徒に求められている指導のねらいといってよ

い。

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とした。

①他の作品と読み比べたり、関係付けたりすることで「二つの悲しみ」のテーマに迫

る単元構成の在り方

②登場人物の設定・描写、文章の構成の考察を通して筆者の表現意図を解釈する力を

高める指導方法の工夫
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(2)改善の具体的方途と実践

①他の作品と読み比べたり、関係付けたりすることで「二つの悲しみ」のテーマに迫る

単元構成の在り方

杉山竜丸の「幻の戦斗機隊」、ジョー・オダネル「目撃者の眼」を読み重ねることで

「二つの悲しみ」のテーマへ迫る単元構成を考えた。「幻の戦斗機隊」は杉山竜丸がか

つて飛行第３１戦隊の整備隊長を務めていた時、まだ１７、８歳の少年軍人が特攻を志

願したときの様子を記しているものである。また、ジョー・オダネルの「目撃者の眼」

には、「二つの悲しみ」と同じように、戦争によって幼い命を失った少年の様子が描か

れている。「死」や「別れ」に対する少年の声なき声が聞こえてきそうな当時の写真、

そして、その少年を見つめる筆者の思いが印象的な文章である。

「二つの悲しみ」を学習した後、これらの作品を比較・関連付ける活動を単元の後半

に位置付けた。その目的は「命の尊さ」に気付かせていくことである。「二つの悲しみ」

だけを学習していた従前の授業では、筆者のやり場のないジレンマや、戦争に対する怒

りが伝わってくるが、そこから「たった１つの命の尊さ」まで考えていくのは難しい。

近年、「自殺」の問題や「簡単に人の命を奪う」などの報道ニュースが絶えない。中学

校の第３学年という最も多感な時期に「１つの命」についての考えを深めることは、大

変意義深いことであると考えている。

「目撃者の眼」と「幻の戦斗機隊」は、「命」に関わって相対する立場から描かれて

いる。「目撃者の眼」は「二つの悲しみ」同様、「残されたものの悲しみ」が描かれて

いる。さらに、この作品は「少年」を中心として描かれているため、特に、「残された

子どもたちの悲しみ」を強く感じることができる。しかし、杉山竜丸の「幻の戦斗機隊」

は自ら命を捨てようとする「特攻隊志願」の場面が描かれている。これらの作品を比べ

ることによって、一方では「命」を失った悲しみ、さらに一方では「自ら命を捨てよう

とする悲しみ」という両面から迫り、「命」に対する考えを深めていきたい。そして、

戦争という多くの命の犠牲の上に今の自分が存在していることも考えられるようにして

いきたい。これらは、「二つの悲しみ」だけを学習していた従前の学習だけでは追求で

きないテーマである。さらに、これらの作品を自分たちで一読するだけでは、生徒たち

は「命の尊さ」に気が付けないと思われる。従って、そのための手だてとして次の２つ

を考えた。

Ａ 最初に少年の写真の提示を行い、「目撃者の眼」の読み聞かせの中で、少年が置

かれている立場や心情に徐々に気付いていけるようにする。また、「二つの悲しみ」

と比較したり、内容や表現の重なりを感じたりするために教師が読み聞かせを行う。

Ｂ 戦争への憎しみだけにとどまらず、今の自分と関わらせて考えていくために、

「命」というテーマで作文を書く。

②登場人物の設定・描写、文章の構成の考察を通して筆者の表現意図を理解する力を高

める指導方法の工夫

ア 筆者が紳士と少女の２人を登場させた意図、紳士から少女へという叙述で述べら

れている意図を考える学習活動の工夫

「二つの悲しみ」は文学的文章ではあるが、随筆（エッセイ）の色が濃い。筆者自ら

が体験した（見聞きした）事柄をもとに、やり場のない戦争に対する感情が文末の抽象
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表現によって表されている。従来の単元構想では、登場する紳士や少女の置かれた立場

やその心情について読み取り、さらに筆者の心情や考え方を追究していくという２段階

の読み取りが仕組まれていた。「紳士」から「少女」という１人ずつの読み取りを行う

従来の学習から脱却し、今回の実践では「紳士と少女」２人を取り上げた筆者の意図を

考えることに主眼を置く。作品中に登場してくる登場人物の心情を読み深めていく学習

が常となっている生徒たちには、筆者が２人を選択した意図を考えていく際、どんなこ

とを手がかりとして読み進めていくかという読みの指針がもてないことが予想される。

さらに、筆者が２人を取り上げた意図を読み取っていくためには、「二つの悲しみ」

を場面によって分けていくのではなく、作品そのものを１つとして考えられるようにす

ることが効果的である。そのための手だてとして次の２つを考えた。

Ａ 少女と紳士とを対比させることで２人の共通点や相違点に気付くことができるよ

うな学習プリントを工夫し、筆者の表現意図を考察する。

Ｂ プリント１枚に文章全体が収まるように提示し、上段を紳士、下段を少女とする

ことで、常に文章全体を見て両者を対比できるようにする。

イ 生徒一人一人が筆者の表現意図を考えるための指導・援助の工夫

文学作品の前単元「名作を読む（故郷）」において、生徒たちはできるだけ１つの場

面を長く読み取る学習を繰り返してきた。従来の学習のように、場面を細かく区切って

文章を短くすれば、１単位時間の中で「一人読み→全体交流」という流れができ、生徒

の意識を連続することができる。しかし、この学習展開では個人で追究する時間は長く

ても１０数分しかない。しかも、文章量の多い「故郷」を細分化して学習する授業を繰

り返していくと、前場面からの心情の変化はとらえにくく、文章の全体像が見えにくい。

そこで、前述したように１つの場面の学習を２単位時間セットにして「故郷」での実践

を試みた。「二つの悲しみ」の分量はさほど多くはない。よって、文章全体の個人追究

に１単位時間をかければ、十分に読み取ることが可能となる。さらに、次時の全体交流

では、前時に行った生徒の読みの実態を把握して意図的な指名も可能となり、話し合い

の組織化を図ることもできる。また、従前の授業では生徒一人一人に対して指導・援助

する時間は限られていたが、個人追究の時間を１単位時間確保することによって、今ま

で以上に学習の状況を把握しながら個に寄り添う指導・援助が可能となる。そのための

手だてとして以下の３つを考えた。

Ａ 文章全体を１つのまとまりとして考えていくために、読み取りの時間を１単位時

間、交流の時間を１単位時間とした２単位時間をセットにした学習を行う。

Ｂ 「学習の手引き」を作成し、何をどのように考えていくかという読みの方向を示

したり、手がかりとなる読みの視点を提示したりする。

Ｃ 全体交流においては、前時の個人追究における生徒の学習状況を把握した意図的

な話し合いを組織し、本時のねらいに迫れるようにする。

３ 授業改善後の成果

(1)他の作品と読み比べたり、関係付けたりすることで「二つの悲しみ」のテーマに迫

る単元構成の在り方

「目撃者の眼」は１枚の少年の写真から始まる。生徒には文章を配布する前に、拡大
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した少年の写真を掲示した。１０歳くらいの少年が幼い兄妹をおんぶひもで背負い、ま

っすぐに前を向いている写真である。この写真は筆者のジョー・オダネル自らがファイ

ンダーを向けて撮った１枚の写真である。しかし、この写真をよく見ると、少年ははだ

しであり、唇をキュッとかみしめ、直立不動の姿勢を取っている。遠くから写真を見た

のではなかなか分かりづらいが、文章を読み進めるにつれて、この状況がどんな意味を

もっているのか生徒たちは気付き始めた。そして、引き続き「幻の戦斗機隊」を範読し

た。この作品はこれまで学習してきた「二つの悲しみ」と相通じる表現があり、「二つ

の悲しみ」とは正反対の立場から描かれているため、２つの作品を比較したり、重ねた

りしながらじっくり主題について迫ることができると考えたからである。範読後、生徒

たちは文章の余韻に浸りながら、黙々とペンを動かし始めた。

本単元における「二つの悲しみ」の学習後のまとめと本時の感想とを比較すると、次

のような結果になった。

課題 学習材そのものの感想を述べて 戦争に対する憎しみだけではなく、自分に関わる記述ができた

学習状況 いた生徒 生徒

範読後の感想 ６名 ２８名

３４名実施

この結果を見ると、「少女」の悲しさ、「少年」の悲しさ、特攻隊志願の青年の思い、

筆者のやりきれない思いという限定された内容に触れるだけではなく、８割以上の生徒

が戦争という固定観念の枠をはずして「命」という主題で作品をとらえ、自分に立ち返

ることができたと思われる。生徒の中には最近の出来事を取り上げて、命の尊さや重さ

について考え、生きていたいと思っても生きられなかった当時の人々と重ねながら自分

の思いを記述する姿が多く見られた。さらに、「多くの命の犠牲の上に今の私たちがあ

るから、安易に死を選ぶことは、生きたくても生きられなかった人への侮辱である」と

いう記述や、最近よく使われる「死ね」という言葉とその言葉のもつ危険性について自

らの経験を赤裸々に語る記述も見られた。

授業改善の視点①について

「二つの悲しみ」を他の作品と読み比べることは、「戦争に対する憎しみや怒り」

という従来の学習の出口から「命の尊さ」という自分を見つめる学習の出口へと主題

を深めるために有効であった。

下記の文章は、「目撃者の眼」「幻の戦斗機隊」を学習した後のＥ子の記述である。

この文章からも、自分を取り巻く環境の中で「命」が軽視されていることに対するＥ子

の憤りが伺える。

この時代でも、本当に心から国のために死のうと思っている人は少なかったと思う。

戦争じゃなかったら、みんな違う人生があったと思う。死と向かい合っていた時代だ

からこそ、命の大切さ、尊さはみんなわかっていたと思う。「死ね」と簡単に言う人

がいるけれど、本当に死ななくてはならなくなったとき、「死ね」と簡単に言う人は

本当に死ねるのだろうか？絶対に無理だと思う。「死」、「命」ということも軽く考え

ている人が多いと思う。関係なくてもそれが聞こえた側は聞きたくはないと思う。今、

当たり前に生きている人ほど「死」は関係ないと思っているのか、「死ね」とよく口

にする。軽く考えないでほしい「命」を。前、インターネットを見ていたとき、沖縄
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戦の誰かの話を読んだら、「次、生まれてくるときは平和な時代に生まれたい。自分

の好きなことをしたい。」と書いてあった。戦争は人の「命」、人生を壊してしまう

から、私は平和な時代に生まれてきて本当にしあわせだと思う。この平和を世界中の

人が実感する時代が早く来ることを願う。 （Ｅ子）

このように、生徒がじっくりと文章と向き合い、「二つの悲しみ」と比較したり関係

付けたりするために、「目撃者の眼」「幻の戦斗機隊」の範読は効果的であったと考え

られる。（手だてＡ）

さらに、「戦争への憎しみや怒り」という学習の出口に留まらず、自らを見つめるた

めの一般化を図るために「命」というテーマ性をもった作品を読み比べ、その感想を記

述することも効果的であったと言える。（手だてＢ）

(2)登場人物の設定・描写、文章の構成の考察を通して筆者の表現意図を理解する力を

高める指導方法の工夫

前単元「故郷」において「努力を要する」に属していたＢ男、「おおむね満足」に属

していたＡ男の本時の授業での読み取りを紹介する。さらに、本時の授業では、以下の

Ｆ子のような記述を「十分満足」であると判断した。

筆者は少女の身に起こっていた悲惨な状況を強調している。それは、紳士と少女を

比較するとよく分かる。少女は母親を亡くし、さらに父親を失った。そして、病気の

祖父母を抱えている。家には妹を２人かかえている。そんな少女の今後のことを思う

と、筆者は何もしてやれない自分に無力感を感じていたのではないか。そのために紳

士と少女を登場させた。 （Ｂ男）

筆者が少女、紳士だけではなく二人とも登場させたのは、全く違う立場の少女と紳

士などを対比させてどんな立場の人も、家族、人を失った悲しみは同じであるという

ことを言いたかったのだと思う。しかし、紳士を先に少女を後に登場させたのは、二

人の悲しみの深さは同じでも、読者側からすると、大人で金持ちの紳士が息子を失っ

たことよりも子どもで悲惨な境遇の少女の悲しみを深く考えてほしかったという筆者

の意図も伝わる。「故郷」のヤンおばさんが「ルントウ」よりも先に登場して、より

「ルントウの登場」を強調しているように、紳士を先に登場させ、後から少女を登場

させて強調したかったのだと思う。さらに筆者は「戦争は大きな大きな何かを奪っ

た。」と戦争の在り方をまとめるためにも、より悲しみを感じる少女を紳士の後に登

場させ、読者に戦争について訴えかけることができると考えたのではないか。

（Ａ男）

この作品を通して筆者が伝えたかったことは、「死」ということに対する悲しみの

大きさは皆平等だということだと思います。この作品に登場する２人は、大人か子ど

もかという点からみても、全く正反対の２人です。この２人を出すことは、２人の違

いを対比させながら２人の悲しみの深さをより強調させるという意味があると思いま

す。もし、少女のことだけが書かれているとしたら、子どもだから、とか生活が苦し

い状況だから悲しいと考えると思います。しかし、環境が違う紳士が書かれているこ

とで「どんな場合でも」ということが言えます。紳士を中心に考えてみても同じこと
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が言えると思います。このように、紳士と少女はお互いの悲しみを強調し合い、強調

させ合うという役割があるのだと思います。

登場する順序については筆者の気持ちがポイントだと思います。筆者は、紳士の場

面では涙を流してはいません。しかし、少女の場面では涙を流しています。つまり、

筆者の中で悲しみが深まっているということです。悲しみの深さをより強調させるた

めには、少女を後に持ってこなければなりません。紳士が後に来ると、筆者の気持ち

が軽くなるからです。 （Ｆ子）

本時の授業は、「紳士」と「少女」の相違点と共通点を考えることを通して、筆者の

表現意図に迫るというものである。そのため、課題を「紳士と少女の共通点や相違点を

比べることを通して、２人の悲しみの深さを考え、筆者が１人ではなく２人を取り上げ

た目的を考え筆者の思いに迫ろう」と設定した。この課題は、「紳士と少女の共通点や

相違点を比べることを通して、２人の悲しみの深さを考え」という前半部分と「筆者が

１人ではなく２人を取り上げた目的を考え筆者の思いに迫ろう」という後半部分に分け

られる。前半の課題では、紳士と少女の共通点や相違点を考えて心情に迫り、それを基

にして後半の課題を考えるという２段階のステップを踏むことにした。前半部分におい

ては、ほぼ全員が「おおむね満足」の記述をしていたが、生徒たちの読み取りプリント

や発言から後半部分を分析すると、下記のような結果になった。

課題 学習状況 努力を要する おおむね満足 十分満足

課題後半 ２名 ２６名 ６名

従前の授業は「紳士」と「少女」とを内容を基にそれぞれ１単位時間ずつに分けて扱

っていたが、本実践では分割することを止めて一度に扱うことにした。そうすることに

よって、筆者の表現意図に迫る課題を解決していくためには、「紳士」と「少女」とを

比べなければならない必然性が生まれる。さらに、叙述に即して「紳士」と「少女」の

置かれた立場や心情も推察していかなければならなくなる。先述したＢ男、Ａ男、Ｆ子

の記述を見てみると、その書きぶりは異なるにしてもいずれも筆者の意図に迫っている

ことが分かる。

授業改善の視点②―アについて

筆者が「紳士」と「少女」の２人を登場させた意図、「紳士」から「少女」へとい

う順序で述べられている意図を考える学習課題を設定し、両者を比較するための学習

プリントを工夫することは、場面の展開を正しく理解したり、表現の仕方を理解した

りしながら読む力を高めるために効果的であった。

課題に迫るため、本時ではまず「紳士」を上段、「少女」を下段に分けた文章プリン

トを配布した。（手だてＡ）さらに、「紳士」から「少女」へという順序で書き進めた

筆者の意図に迫るため、最初に「少女」、その後に「紳士」へと続くように順序を入れ

替えた文章も準備した。文章と同じように読み取りプリントも上段に「紳士」下段に「少

女」を配置し、意見が記述しやすいように文章と読み取りプリントを対応させて生徒に

配布した。（手だてＢ）、生徒たちは、文章プリントに共通点や相違点を色分けしなが

ら線を引き、上下を見比べながら課題について考えをまとめていくことができた。また、

文章プリントと改訂プリントを読み比べることを通して、Ａ男やＦ子のように筆者の思

いが表現されている最後の６行に着眼し、筆者の思いから「紳士」「少女」の順序性の
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意図を考えた生徒もいた。

授業改善の視点②―イについて

学習の手引きは、生徒の読みの方向や読みの着眼を促すのに有効であった。また、

２時間セットの学習は、生徒一人一人にきめ細かな指導・援助を行ったり、話し合い

の組織化を図ったりすることに有効であった。

本時の授業では、付けたい力や読み取りの方法、手順などを示した「学習の手引き」

プリントを生徒に配布した。（手だてＢ） この学習の手引きプリントを参考にしなが

ら、生徒たちは１時間の個人追究の中で、自分がどの程度読みを進めているのか、また、

次にどんなことを考えていけばよいのかなどを考え、学習を進めることができた。

さらに、１人読み１時間、全体交流１時間の２時間を１つのセットにした学習を行っ

た。（手だてＡ）前述したように、「二つの悲しみ」という作品全体を１つとして考え

ながら学習するためには、読み取りの時間の確保が必要であると考えたからである。１

単位時間の読み取りの学習の中では、普段よりも多くの生徒に対する指導・援助も可能

となった。普段、課題に対してなかなか自分の考えがもてない生徒に対しても、学習の

手引きを活用しながら考えを導き出すことができた。さらに、普段よりも多くの生徒に

対して指導・援助が可能となったため、生徒の学習状況も把握しやすくなった。そのた

め、交流の場面で、誰の発言をどこで生かすのが効果的なのかを授業者があらかじめ把

握し、話し合いの方向を転換したり、深める発言の時にどういう順序で指名をするかな

どを考えて授業に向かうことができた。（手だてＣ）


