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ま え が き

全国大学国語教育学会前理事長
鶴　田　清　司

本学会では、年 2 回、大会に合わせて開催される公開講座の内容をブックレットとして刊
行してきました。学会の研究成果を会員外の方々にも広く公開して、共有していくことをね
らいとしています。本書で 7 冊目になります。

このブックレット⑦に収められた 2 回の公開講座のテーマと実施日程、会場は次のとおり
です。

第 1 回「国語科の授業づくりと評価を考える」（平成25年10月27日、広島大学）
第 2 回「国語科の授業づくりと評価を考える─学びをどう見とるか─」（平成26年 5 月18

日、愛知県産業労働センター）
今回の公開講座は、「国語科の授業づくりと評価」をテーマとしています。
当然のことながら、授業づくりにおいて指導と評価は密接不可分の関係にあります。学習

者の言語活動等の評価、さらに教師の自己評価はよりよい授業（学び）を生み出していくた
めに必要な情報を与えるものでなくてはなりません。その意味で、今回の公開講座のテーマ
は、国語科教育に関わる私たちにとって大変に根源的な問題であると言えるでしょう。

第 1 回の公開講座では、今日的な教育（評価）研究の動向もふまえて、それぞれの研究関
心・研究領域から、具体的な提案が行われています。また、第 2 回の公開講座では、「見と
り」という教師による質的かつ即時的な評価のあり方が検討されています。いずれも、近
年、教育界において注目されている「評価の真正性」、「言語活動の充実」、「教師の資質向
上」等とも深く関わる重要な問題が取り上げられたことは意義深いと思います。

本ブックレットをより多くの方々にお読みいただき、国語科の授業づくりと評価のあり方
をさらに追究していただければと願っています。本書に対する忌憚のないご意見、ご助言を
いただけますと幸いです。

最後になりましたが、 2 回にわたる公開講座のコーディネーターとして浅田孝紀氏（第 1
回）、藤原顕氏（第 2 回）には多大なご尽力をたまわりました。深く感謝申し上げます。

また、ご多忙のなか、発表者としてご登壇いただき、本ブックレットの刊行にご協力いた
だきました方々にもこの場を借りて御礼を申し上げます。





第 一 部

国語科の授業づくりと評価を考える
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第1章
講座内容の概要（Ⅰ）	

国語科の授業づくりと評価を考える

東京学芸大学（発表時は同附属小金井小学校）　　細川　太輔
東京学芸大学教職大学院 　　　　　　　　　　　渡辺　貴裕
岡山大学　　　 　　　　　　　　　　　　　　　宮本　浩治
東京学芸大学附属高等学校（コーディネーター）　　浅田　孝紀

1　企画の趣旨

私たちは、常に新しい「国語の授業づくり」を模索しています。授業実践の改善に対し前
向きな教師ほど、マンネリ化していない新鮮な授業を求めるものです。もちろん、伝統的な
発問─応答型の授業を否定するわけではありませんが、新しい授業づくりとは何かを考える
ことは、つまるところ「私たちはなぜ国語の授業をするのか」という問いに行き着くように
思われます。授業の不易と流行を見つめながら実践上の工夫をおこなうことは、国語科に限
らずすべての教師が努力してやまないはずのものでしょう。そして、その「授業」には必ず

「評価」があります。教師を励まし、子どもの学びを豊かにする「評価」とはどのようなも
ので、どのように実践していけばよいか。これは国語科の授業観にもかかわる根本的な問題
でありながら、かなり難しい問題でもあります。本講座では、これからの国語科の授業づく
りと評価のあり方をどうすればよいかということに関し、小学校・中学校・高等学校のそれ
ぞれに造詣の深い気鋭の研究者たちが登壇し、豊かな実践と研究を踏まえた提案をおこない
ました。登壇者の優れた研究と実践の成果が、新たな評価法を考えていくよすがとなれば幸
いです。	 （浅田孝紀）

2　提案内容

（ 1）学習環境論を取り入れた授業づくり（細川太輔）
小学生の子どもたちと日々の国語の学習に取り組んでいる。単元を貫く言語活動が叫ば

れ、児童主体の学習観が広まってきた。私も自分なりに子ども主体の学習とはどういうもの
かを考えている。この公開講座では学習環境論を取り入れた国語科の授業づくりと評価につ
いて提案していく。

学習環境というと、机や ICT など物理的なことをイメージすることが多いかもしれな
い。しかし、学習環境には活動、空間、共同体の 3 要素がある。児童が好き勝手に活動して
いてもなかなか有意義な学習にはならない。児童が主体的に活動していて、なおかつそれが
有意義な学習になるように活動、空間、共同体をデザインしていく必要がある。子どもの学
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習は直接コントロールできないが、学習環境ならコントロールできる。その理論や実践につ
いて提案していきたい。

（ 2）演劇的手法を用いた学習活動と評価（渡辺貴裕）
身体を動かして架空の世界を生み出し、そこでの出来事を感じながらふるまう。それがこ

こでいう「演劇的手法」である。これは、セリフを暗記して観客に向けて上演するというも
のとも、「動作化」や「劇化」がしばしばそうであったように、あらかじめ解釈した内容に
基づいて身体や声をコントロールして表現してみせるというものとも異なる。架空の世界を
感じながら動くことで、表現と理解とを同時並行的に進めていくスタイルである。

もちろん、これはただ単に子どもに「○○になりましょう」といえばできるものではな
い。これを可能にするための仕掛けが必要である。その仕掛けとは、やりとりを入れる、空
間をつくる、即興を取りいれる、ドラマの技法を使うといったものである。

演劇的手法は、もっぱら言語的情報のやりとりに基づいた進行が想定されがちな授業像・
学習像を塗り替えるものである。また、特に国語科においては、次の 3 点に関して見直しを
迫ることにもなる。

一つめは、物語文の読みに関してである。これまで、本文に書かれていない部分を想像し
ふくらませることは、多くの場合忌避されてきた。しかし、文学史をふりかえっても明らか
であるように、ある作品の設定をもとに別の創作物を生み出すという行為は、作品の楽しみ
方の一つである。二つめは、国語科における物語の位置付けである。これまで多くの場合、
物語はもっぱら「読むこと」の対象として位置付いてきた。しかし、「話すこと・聞くこと」
や「書くこと」においても、言語活動に必然性をもたせる架空の世界を作り出すうえで、物
語は極めて有用である。三つめは、評価に関してである。授業における評価は、子どもの学
習の改善に資することが最終的な目標である。言語活動を行っている状況下における相手か
らのリアルな反応というのは、活動の調整のための最大のリソースであり、評価を考える際
にはその契機の保障がまず必要となる。

以上の内容を、具体的な教材や活動例をもとに提案する。

（ 3）評価機能の拡張と学習の深化・拡充のために（宮本浩治）
従来の評価とは、学習の終了時に、教師が、学習者にいかなる力が身に付いたのかを「値

踏み」するだけのものであったと見なすことができよう。
しかしながら、「教育評価の本質」とは、子どもたちの学習の質を高めたり、深めたりす

るための教育的、指導的活動であり、学習の過程を対象として、子どもたちの学習をより豊
かなもの、子どもたちの「ことばの力」を豊かなものにしていくための「学習支援」として
位置付けられるものである。すなわち、評価とは、授業過程それぞれの目的に照合する学習
者に関する情報を産出し、それ以降の教育実践にフィードバックしていこうとする営みのこ
とである。
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本講座では、中学校・高等学校の読むことの授業を事例として取り上げながら、「診断
的・形成的・総括的」評価のシステムを取り入れた授業構築の方法について言及したい。

また、新しい評価方法としての「パフォーマンス評価」の在り方についても検討していき
たい。学習者の現在の状況を解釈し、情報化した上で、教育実践にフィードバックする評価
に対し、「パフォーマンス評価」は、教師と学習者の関わりに基づいて、学習者の学習可能
性を推測し、それに応じた新たな関わりを重ねていく評価システムとして位置付けられる。

以上の議論を通じて、子どもたちの学習可能性を拡張する評価の在り方について提案して
いきたい。

3　所属および主な論文等

【細川　太輔（ほそかわ・たいすけ）】
所属：東京学芸大学（発表時は同附属小金井小学校）
著書：

『国語科教師の学び合いによる実践的力量形成の研究─協働学習的アクション・リサーチの
提案─』（ひつじ書房、2013年）
論文：

「初任期教員のフレームの変容」全国大学国語教育学会編『国語科教育』第72集、2012年、
pp.33-40

「協働学習的アクションリサーチの提案」全国大学国語教育学会編『国語科教育』第71集、
2012年、pp.75-79

【渡辺　貴裕（わたなべ・たかひろ）】
所属：東京学芸大学教職大学院
著書：

『時代を拓いた教師たちⅡ　実践から教育を問い直す』（共著）日本標準、2009年
論文：

「授業づくり・カリキュラムづくりの力を育てる「教育方法論」「教育課程論」の授業」日本
教師教育学会編『日本教師教育学会年報』第21号、日本教育新聞社、2012年

「ドラマによる物語体験を通しての学習への国語教育学的考察　─イギリスのドラマ教育の
理論と実践を手がかりに─」全国大学国語教育学会編『国語科教育』第70集、2011年　※全
国大学国語教育学会第 1 回優秀論文賞受賞

「〈連載〉授業で活かす　演劇的活動のチカラ　①～⑧」日本演劇教育連盟編『演劇と教育』
第611～618号、晩成書房、2009年　※第50回演劇教育賞受賞

「教育方法としてのティーチャー・イン・ロールの意義　─ドロシー・ヘスカット（Doro-
thy	Heathcote）のドラマ教育実践の分析を通して─」日本教育方法学会編『教育方法学研
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究』第33巻、2008年

【宮本　浩治（みやもと・こうじ）】
所属：岡山大学大学院教育学研究科教職実践専攻（教職大学院）
著書：

『教師を目指す人のための教育方法・技術論』（共著、学芸図書、2012年）
『読書で豊かな人間性を育む児童サービス論』（共著、学芸図書、2012年）など

【浅田　孝紀（あさだ・たかき）】
所属：東京学芸大学附属高等学校
論文：

「語用論導入による会話の意識化─演劇的指導による実践の試行─」桑原	隆編『新しい時代
のリテラシー教育』所収（東洋館出版社、2008年）

「語用論導入を軸とする戯曲教材の開発─平田オリザ「暗愚小傳」を例として─」『早稲田大
学国語教育研究』第29集（早稲田大学国語教育学会、2009年）

「「言語文化」への認識を深める─漱石「こころ」の授業における「言語活動」を通して─」
『東京学芸大学附属高等学校研究紀要』48号（東京学芸大学附属高等学校、2011年）
「古典の学習指導における新たな文化の創造─高校演劇作品「黒塚 Sept.」を手がかりとして
─」『東京学芸大学附属学校研究紀要』第39集（東京学芸大学附属学校研究会、2012年）

「言語感覚の育成に関する研究の成果と展望」全国大学国語教育学会編『国語科教育学研究
の成果と展望Ⅱ』（学芸図書、2013年）

	 （『第25回全国大学国語教育学会発表要旨集』（全国国語教育学会、2013年）より）
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第2章
学習環境論の国語科教育への導入

東京学芸大学（発表時は同附属小金井小学校）　　細川　太輔

1　問題の所在

国語科教育では、学習者の主体性を謳いながらも、本当の意味での学習者が主体となって
課題を見つけたり、目的をもって言語活動を行ったりするような実践は少ないのではないだ
ろうか。教師が教材を決めて場面ごとに読むような学習では、学習者の目的意識がもてず、
真の意味での学習者の主体性は担保できない。そのような学習では、身につけなければなら
ないことを効率的に身につけることができるが、適用場面を考えたり、新たな問題場面で自
分なりの解決方法を考え出せたりする子どもは育てられないと考える。

本研究では構成主義の立場を取り、今後の知識基盤社会で問題を解決できるような学習観
を、事例を示しながら提案していく。

2　実証主義的学習観とは

実証主義（行動主義・客観主義）的学習観では、知識は人から独立した客観的なものとさ
れる。この学習観について、秋田は次のようにまとめる。

学習とは刺激と反応の連合であり、経験による行動の変容であるとする考え方であ
る。（中略）この理論では、行動を反復し強化することが連合を強め学習を成立させる
と考える。したがって、単純な反復が推奨され、強化するためにはフィードバックはす
ぐに行うことが有効であり、結果の知識を与えることが重視される。授業でも、賞罰と
学習意欲や自己効力感の関係や、反復練習による技能の習得などにおいて、この理論が
基礎となり説明が発展して用いられてきている。ドリルやプログラム学習の基礎として
理論化されている考え方である。行動主義理論では、人間は刺激の受け手として捉えら
れ、人の心の中はブラックボックスであると扱われてきた（1）。

つまり、行動主義では人間は刺激の受け手であること、結果の知識を与えることが重要で
あるとし、ドリル学習に一定の効果を与えてきたのである。伊藤は以下のように言う。

（ 1 ）秋田喜代美「学習の理論と知識社会の学校教育」『授業研究と学習過程』（放送大学教材、2010年）
p.16
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心理学の歴史は、曖昧で「主観的」な要素を排除し、「客観的」なものを対象とする
ことで、物理学などの学問レベルに近づくために努力するという過程でもあった（2）。

その結果それで得たことも多かったが、失ったものも少なくなかった（3）。行動主義で
は心理学の学問レベルを上げるため、条件を統制し、実験を行い、研究をしてきたので
ある。

3　実証主義批判

先に述べてきたように、心理学は学問レベルを上げるため、条件を統制し、実験室で実験
を積み重ねてきた。しかし実験室と現場では動きは異なる。動物でも何もない檻の中の動き
とジャングルの中の動きは異なる。人間も同様で、行為は状況に依存していると考えられ
る。

ルーシー・A・サッチマンは、状況的行為について次のように言う。

この用語は、すべての行為のコースは、本質的なあり方で、物質的・社会的な周辺環
境（circumstances）に依存したものだという見方を強調する。その環境から離れて行
為を抽象化したり、合理的プランとして行為を表現することを試みるのではなく、むし
ろこのアプローチでは、どのように人々が知的な行為を達成するために自分の周辺環境
を用いるかを研究する（4）。

つまり学習の結果生み出された知識は状況と結びついており、そこから抽出して抽象化す
るものではないという考え方である。

また知識を社会的なものとしてとらえる考え方もある。久保田は以下のように言う。

知識はそれ自体で意味があるのではなく知識が置かれている状況との関係性の中で意
味をもってくる。このような知識観は、相対的な立場であり、おかれている社会、文化
的状況により違う知識が構築されることを容認することである。知識は、世界の中に隠
されている真実を発見し、個人の頭の中に蓄積することではなく、コミュニティの人た
ちの社会的相互作用の過程の中で構成していくものである。そのためコミュニティが違
えば、そこには違った形の相互作用があり、違う知識が構成されるわけである（5）。

（ 2 ）伊藤哲司「現場への誘い」やまだようこ『現場心理学の発想』（新曜社、1997年）p. 9
（ 3 ）同注 2 　p.20
（ 4 ）ルーシー・A・サッチマン、佐伯胖訳『プランと状況的行為』（産業図書、1999年）p.49
（ 5 ）同注 2 　p.57
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4　構成主義的学習観

以上のような批判から、筆者は知識を客観的なもの、個人の中のものとしてとらえず、状
況や行為の中にあるもの、社会的なものとして捉えていく構成主義的な立場をとる。構成主
義のパラダイムについて、久保田は客観主義と比較しながら、以下のように整理している。

客観主義
存在論：人間の外側に自然の法則にしたがう唯一の客観的「真理」が存在する。
認識論：もし自然法則によって作用する唯一の真実が存在するなら、知ろうとする主体

は対象から離れて、調べたい変数以外の要因を制御し、実験や観察をする必要
がある。

方法論：仮説を立て、条件を注意深く制御し、検証していく。
人間論：人間の行動も自然法則に従い、外部からの刺激がある行動に導かれる受け身な

実体である。
構成主義
存在論：真理は多様である。それはそれぞれの人間の心の中で社会的、経験的な過程を

通して形作られるため、基本的に主観的である。
認識論：知る人と知る対象は分けることのできない同一の実体である。知識とはまさに

二つの相互作用のなかで構成される。
方法論：知識は体験と内省の繰り返しの中で構成される。それは弁証法的な過程であ

り、比較したり、対比したりしながら行われる。
人間論：人間は自ら知識を構築するために、積極的に対象と関わる能動的な実体であ

る。

以上のような整理から考えると構成主義的な学習では学習者が主体的であり、経験と内省
を経て知識は主観的なものとして形作られる。学習者自らが環境とのやりとりにより世界へ
と関わる行動図式を作り上げていくという考え方が構成主義（6）である。

また Sawyer は、21世紀の学習では学習環境を創ることを重要としている（7）。秋田は、こ
の立場から考えると、教師は直接指導を行うだけでなく、学習環境をデザインし、そこで生
徒が学習するためにさまざまな役割を担うことになる（8）と論じている。

（ 6 ）同注 2 　p.17
（ 7 ）R.	K.	ソイヤー、森敏明・秋田喜代美訳『学習科学ハンドブック』（培風館、2009年）pp. 1 - 2
（ 8 ）同注 1 　p.22
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5　学習環境デザイン

以上のような立場に立つと、教師は学習者の主体性を尊重し、学習環境をデザインすると
いう形で支援をしていくことが重要になってくる。

学習環境という用語を定義している論考を見つけることはできなかったが、先行研究を分
析すると、以下のように定義できるだろう。

学習環境とは学習者が経験・内省のプロセスを通して、主体的に人工物（artifact）を
結びつけ、学習者が知識を構成することを支援したり、方向付けたりするように人工物
を配置したもの

ここでいう人工物とはものだけを指すのではなく、言語、知識、他者など学習者の意識に
あがったものを人工物（artifact）とする。つまり人工物を配置していくことが学習環境デ
ザイン、支援となる。このような学習環境デザインを通して、学習者が主体的に知識を構成
する支援を行うことが重要になってくる。学習環境をデザインするにあたって、美馬・山内
は、活動、空間、共同体の三つの要素を挙げている。

また久保田も学習環境デザインのガイドラインとして以下の 8 点を挙げている。

①　学習活動を実際に解決しなければならない問題として、より大きな枠組みの中に埋
め込む。

②　学習者が問題や課題に主体的に取り組めるように支援をする。
③　本物（authentic）の問題状況をデザインする。
④　現実の複雑な社会状況を反映した学習環境と課題をデザインする。
⑤　問題解決に向けて取り組んでいるプロセスを学習者自身が自分のこととして捉えら

れる環境をデザインする。
⑥　生徒の学びの過程を支援し、多様なコミュニケーション・モードを活用する環境を

デザインする。
⑦　多様な視点を評価できる学習環境をデザインする。
⑧　学習内容と学習プロセスの両方について内省する機会を用意する（9）。

以上のようなことから考え、国語科教育ではどのように学習環境論を捉えていけばよいの
であろうか。

（ 9 ）同注 2 　pp.65-70
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6　学習環境論の国語科教育への導入

国語科教育を学習環境論から捉え直すと以下のようなことが言えると考える。

6 - 1 　学習観　具体的な言語活動
学習者が主体的な活動を通して、人工物を結びつけ、知識を構成していく過程を学習と捉

える。国語科教育であれば、目的のある言語活動を通して、言葉などの記号や、言葉の指し
示す意味、他者や自分の学習経験などを結びつけたり、内省を行ったりすることである。

学習環境論の学習は、学習者の主体性が前提であるので、テクストは学習者が学習のリ
ソースとして選び出すものとなる。しかし学習者が読みたいものを読みたいように読んでい
ても有意義な学習が生起する可能性は少ない。

そこで学習環境が重要になってくる。学習が生起するような活動を子どもがしたいと思う
よう、教師が学習環境を整える必要がある。大熊の言う 0 次（10）はその一つの方向性を示して
いる。 0 次で有意義な言語活動を子どもがしたくなるよう、教師は学習環境をデザインして
いくことが重要である。

6 - 2 　知識観　構成された意味
学習環境論で考えられる知識は客観的で可能なものではない。だからどのような目的でも

使える言語技術は存在しないとされる。また教室の中での閉じられた学習では意味がなく、
学習者の活動や問題を教室より大きな枠組みの中に組み込むような学習過程が必要である。
また知識は一人の頭の中にある記憶ではなく、他者と協働したり、リソースを用いながら作
り出されたりしたものとされる。

当然そこで得られた知識は客観的で万能なものではなく、状況に依存している。従って目
的や状況のない活動は知識を生み出すことにはつながらない。しかし状況のある学習を積み
重ねることで、他の状況で新たな活動を作り出せる思考力を高めることができる。また学習
環境論から考えれば、資料や話し合いで得られた他者の意見を用いることが重要であるし、
それが容易にできるよう、学習環境をデザインしていく必要がある。

6 - 3 　評価観　主体的な省察
学習環境論では、学習を経験と内省の繰り返しによって構成されると見る。そのため内省

が欠かせない。内省がなければ、ただの経験になってしまう。自分がいったい何を学んだの
か、その内容面、方法面で振り返ることが重要である。言語活動全体を通して、または毎時

（10）大熊は「導入の前に、子どもたちに課題意識や興味・関心を十分に醸成する時間をとりたい。さら
に言えば、子どもの捉えた課題意識なり興味・関心なりが抽象的なものではなく、子どもを取り巻
く現実生活の中からのものであることが望ましい」と 1 次の前に 0 次を置くことを主張している。

（大熊徹「学習指導過程の発想の転換」『教育科学国語教育』No.692	明治図書、2008年　p. 9 ）
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間ごと、学習者が主体的に自分の活動を振り返るような学習環境をデザインする必要があ
る。また当然自分の活動を自分で評価するだけではなく、友達との相互評価、教師による評
価も主体的な振り返りの支援として取り入れていく必要があろう。

6 - 4 　共同体としての学習
学習環境論では、学習は個人の頭の中で行われるものではなく、他者と作り上げていく。

実際の社会でも一人で行動することはまれで、組織の中で思考し、活動していくことが重視
される。子どもたちにも一人で作業させることだけでなく、友達と学び合えるよう学習環境
をデザインしていく必要がある。

7　学習環境論を国語科教育に導入した事例

学習環境論の考え方を国語科教育に導入し、学習環境デザインをした事例を紹介する。

7 - 1 　単元名　引用を使って研究博士になろう　─一宇荘テーマ活動をしよう─

7 - 2 　学習者　T大学附属小学校　 6年 3組
39名　男子19名、女子20名

7 - 3 　日時　平成24年 9 月～10月

7 - 4 　学習環境デザイン 1　活動
今までの学習観では、目標を明確化し、それを効率よく習得するために、子どもが学習す

る教材を教師が与えたり、発問などの教師の手だてを考えたりしてきた。本単元では、子ど
もが主体的になるように、そして主体的に活動しても学習になるように、学習環境をデザイ
ンしていく。本単元では、学習環境を、活動、空間、共同体の 3 要素からデザインした。そ
れぞれ述べていくことにする。
7 - 4 - 1 　一宇荘テーマ活動

本単元では、一宇荘テーマ活動を学習環境としてデザインした。一宇荘とは筆者の勤務校
が保有する山荘で長野県茅野市にある。子どもは 4 、 5 、 6 年生の 3 回、一宇荘に行くこと
になっている。一宇荘では登山、飯盒炊爨など自然体験活動を行うが、毎年テーマ活動とし
て自然の中から自由研究を行っている。学年によって多少異なるが、おおむね以下のような
プロセスで活動が行われる。
①　学校で調べ、テーマを決める。
②　一宇荘でテーマについて実験、観察などを行う。
③　学校に帰ってきて、調べる。
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④　模造紙にまとめる。
⑤　ポスターセッションにして、同じ学年の友達、他学年の友達、そして保護者に発表す

る。
このようなテーマ活動は、毎年行っており、また上級生の発表を聞いているので、一宇荘

でどのようなテーマで研究が行えるのか、またどのように研究をすればいいのか、イメージ
がつきやすくなっているのが勤務校の伝統となっている。
7 - 4 - 2 　引用を使った学習
「引用」することは固有の意見をもつためには必要な行為である。自分とは違う意見、似

た意見などを他者の意見として分離しないと固有の意見をもつことはできないからである。
しかしその「引用」の方法や作法を教師が押し付けても引用のよさや目的を実感することは
できない。そこで子どもが主体的に「引用」を学習できるように単元を構成した。具体的に
は、一宇荘テーマ活動の中で引用を使うことを考えた。具体的な活動の中で、子どもは自分
の意見を補強したり、足りない情報を補足して一般化したり、自分とは違う立場から対象を
分析したりする必要性を感じるであろう。その中で、引用を使って考えを深めさせること
で、引用の重要性やよさを実感できるのではないかと考えた。
7 - 4 - 3 　 0次の学習

この活動では教師がいきなりテーマ活動を始めようと言ったり、突然引用を子どもに授け
たりするのではなく、夏休みの自由研究を 0 次に設定し、子どもが引用の必然性に気付くこ
とができるようにした。夏休みの自由研究を交流した後、そこで学んだことを使って、さら
に研究をしたいと子どもは思うであろう。それを学習のスタートとした。具体的には自由研
究で引用を用いた子どもがいて、それが子どもたちに好評であった。筆者もそれをほめ、子
どもが自分たちで引用をした方がよいということになった。このことにより、子どもが引用
を使って研究したいという意欲が高まり、主体的に引用を使おうとする活動になった。

7 - 5 　学習環境デザイン 2　空間
7 - 5 - 1 　学び合える空間作り

一宇荘周辺の豊かな自然（川、湖、森、地層が見える崖など）が学習環境として子どもの
学習に役立っている。しかし、ここでは紙面の都合上省略することにする。

筆者がデザインした空間における学習環境は、困ったことがあれば気軽に話し合えるよう
な、机の配置、物の配置である。図書室の丸テーブルを用いるなどリラックスして考えるこ
とができるような配置を考えた。また、図書室や教室で子どもは図書資料だけではなく、自
由にインターネットからも情報を取り入れられるようにした。後で共同体のところでも述べ
るが、自由に、そしてリラックスして友達と相談しながら調べることができるよう、持ち運
べるようなノートパソコンや、タブレット PC、グループで検索できる電子黒板を用意し
た。そのことで子どもは自由に動き回って、友達と会話をしながら調べることが可能にな
り、子どもの活動が活発になると考えた。
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7 - 5 - 2 　引用カードの導入
この学習では引用カードを用いる。引用カードには 3 色用意してあり、赤が反対意見の引

用、青が意見の補強のための引用、黄色がその他の目的（言葉の定義のための引用、一般化
のための利用、現在言われていることの確認のための引用など）となっている。引用カード
を持ちながら資料を読むことで、引用するために資料を読むこと、また何のために引用する
のかという意識を強くもちながら資料を読むことにつながると考えた。引用のために読むと
は、自分の考えとの関連を考えながら、資料を選び、目次や索引などから自分に関連のある
ページを探し、読むべき場所を見つけたらていねいに読み、引用する文章を見つけるという
読み方である。引用カードを手元において読むということは子どもに目的に応じた読みを行
わせる物質的な学習環境（空間）として、効果があるのではないかと考えた。このことで引
用する経験を引き出し、引用のよさを実感したり、引用の方法知をもったりするなど、引用
に対する固有の知識を子どもが得られるのではないかと考えた。

7 - 6 　学習環境デザイン 3　共同体
7 - 6 - 1 　学び合える共同体づくり

学習環境論では、知識を個人の中の閉じられたものと捉えるのではなく、共同体で作り上
げるものとして捉える立場をとる。また自分と他者では属している共同体が異なり、観点が
異なるので、それを交流することにより、幅広い視野をもつことにもつながる。そこでこの
学習では常にグループで活動し、助言し合える学習環境をデザインした。具体的には研究に
ついて、常に友達と相談できるような学習環境を 2 つ考えた。 1 つ目は、学び合える共同体
づくりである。子どもたちは、毎日の朝の会で、スピーチとその後の質疑応答で話し合うこ
とでよいことが生まれるという経験を積み重ねている。学級経営にもつながるが、普段から
学び合う経験を積み重ねていることが学習環境としての共同体として有効になると考えた。
7 - 6 - 2 　研究バディ

もう 1 つは研究バディを作ったことである。研究は一人で行うものでもあるが、チームで
行うものでもある。バディに常に相談することで、研究上の悩みについて一緒に考えたり、
またバディの研究内容や方法を自分に取り入れたりすることができる。自分の研究について
分かってくれるバディに、振り返りカードに毎回研究に対するアドバイスを書いてもらうこ
とにした。そのことで、常に一緒に研究をしてくれる人がいるという安心感をもって学習に
取り組めるだけではなく、研究バディから意見をもらって視点を多様にするということも考
えた。

8　学習の分析

紙面の都合上、あまりくわしく論じることはできないが、抽出児 I の学びの姿を描き、学
習の分析を行う。
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8 - 1 　I の研究内容
○ Iのもった研究仮説

きのこは蒸散するのではないか
○ Iの考えた実験方法

一宇荘周辺の空気、キノコ（種類は不明だが、ナメコに似ている。）、湿らせた布をビ
ニール袋に入れ、約30分置き、中の曇り具合を調べる。

○実験結果
一宇荘周辺の空気　　変化なし
きのこ　　　　　　　少し水滴がついた
湿らせた布　　　　　少し水滴がついた

○ Iが書いた引用カード
・引用カード（黄） 2 枚

キノコと植物の共生　ひだについて
・引用カード（青） 2 枚　「キクラゲ、シバフタケなどいったん乾燥しても、湿り気を

与えると傘が開き、再び胞子を飛ばす種類もある。」「きのこの栽培には豊富な水が必
要不可欠だ。」

・引用カード（赤）「キノコは植物ではないので、光合成をしない。」

I は実験で 3 つの比較を行い、スポンジときのこで水滴の量がほとんどかわらなかったの
で、きのこが蒸散したとは言い切れないと考え、考察カードを書いている。仮説がはっきり
しているため、このような考察を書いたと考えられる。また引用カードも 3 種類挙げ、自分
の仮説にそった引用のための資料を探せている。

またその後 I はスーパーで売っているキノコに水滴がついていないことと、この実験を結
びつけ、考察を深めていく。

8 - 2 　ポスターを書く。
I は以下のようにポスターを書いた。引用を用いた仮説と考察のみ紹介する。

仮説・理由：「キノコは植物ではないので光合成をしない」（キノックスのホームページ
より）が、きのこは「豊富な水は必要不可欠」（東峰見聞録のホームページより）だか
ら蒸散をすると思う。
考察：キノコと湿らせた布が同じぐらいの水滴がついたので、蒸散とは言い切れないと
思う。キノコはじめじめしたところに生えていて、「湿った地面やものからは水が蒸発
している」（静岡県総合教育センターホームページより）ので、蒸発して水滴がついた
のかもしれない。また実験したキノコの数が少なかったので、もう少し数を増やした方
がよかったと思う。
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このように I は、スーパーで売っているキノコに水滴がついていない理由についての引用
資料を見つけることはできなかったが、静岡県総合教育センターのホームページを引用し、
自分の結論を言い切るのではなく、多面的に研究結果から考察できている。

8 - 3 　評価
この学習で行う評価は 2 種類あると考える。一つは児童のふりかえりという自己評価であ

る。I は振り返りを以下のように書いている。

考察に引用を使って、補強に役立ちました。しかし、発表にインターネットの引用し
か出来なかったので、そこが反省点です。また、私は、検索したときに見たい内容がな
かなか見つかりませんでした。そこで、キーワードを変えてみたら、よいホームページ
が見つかりました。キーワードを工夫して、調べることに気をつけなければいけないな
と思いました。キーワードの工夫をアドバイスしてくれたのは私のバディでした。私の
バディは「関連するワードも一緒に調べるといいと思います。」と書いてくれ、検索す
るときに役立てることができました。

研究バディからアドバイスをもらい、それを活かして、自分の研究の考察を深めることが
出来たし、研究方法について振り返ることで、今度引用するときの資料の探し方についても
学ぶことが出来たと言えよう。この自分が学んだことを振り返り、次の学習につなげていく
自己評価こそ、学習環境論では重要となる。

二つ目は教師が児童の活動を見て解釈し、次の学習への支援を考えていくと言う意味での
評価である。筆者は児童の活動を記録し、次の学習への支援を一人一人考えた。例えば I の
履歴は以下の通りである。

研究仮説　きのこは蒸散するのではないか
実験方法

一宇荘周辺の空気、キノコ（種類は不明だが、ナメコに似ている。）、湿らせた布をビ
ニール袋に入れ、約30分置き、中の曇り具合を調べる。
結果
一宇荘周辺の空気　　変化なし
きのこ　　　　　　　少し水滴がついた
湿らせた布　　　　　少し水滴がついた
引用カード（黄） 2 枚　キノコと植物の共生　ひだについて　
引用カード（青） 2 枚　「キクラゲ、シバフタケなどいったん乾燥しても、湿り気を与

えると傘が開き、再び胞子を飛ばす種類もある。」「きのこの栽培には
豊富な水が必要不可欠だ。」



－21－

引用カード（赤）「キノコは植物ではないので、光合成をしない。」
学習履歴

I は実験から三つの比較を行い、スポンジときのこで水滴の量がほとんどかわらな
かったので、きのこが蒸散したとは言い切れないと考察している。仮説がはっきりして
いて、しかも実験結果に忠実に従っているため、このような結果が出たと考えられる。
また引用カードも 3 種類挙げ、自分の仮説にそった引用のための資料を探せている。ま
た彼女はスーパーで売っているキノコに水滴がついていないこととこの実験を結びつ
け、考察を深めている。
指導の手だて

スーパーのキノコと実験を結びつけることは有意義なことであるが、結びつけて物語
るには難しい課題である。検索機能をうまく使いこなえるよう、検索ワードを工夫して
く必要がある。バディの M さんのアドバイスのように関連するワードを一緒に調べる

（蒸散ではなく、呼吸。きのこではなく、菌類など）ように指導し、引用するよさを実
感させたい。

このように児童一人一人の学習を観察して解釈し、次の学習につなげていくことを評価し
ていく考え方が必要であろう。

9　考察

9 - 1 　実証主義の学習との違い
I の学習を振り返ると、I が主体的に学習環境をリソースとして用いて、学習を組み立て

ていることが分かる。筆者がデザインした活動、空間、共同体をそれぞれ用い、研究をし、
引用について学習を行っている。I は引用を補強として用い、説得力をもたせることができ
たし、そのよさを実感することができた。それは実際に引用を必要とする具体的な活動をデ
ザインし、その中で引用に取り組んだからであろう。教師が引用を押し付けたり、作法を覚
えたりするだけの実証主義的な学習ではできない学習だと考える。

また I が学んだのは引用の方法、よさだけではない。引用の難しさも学んでいる。I はイ
ンターネットで引用資料を検索したが、なかなか見つからずに苦しんだ。そのときに研究バ
ディからキーワードを変えて、関連するキーワードで検索してみるとよいという助言を受け
た。このような引用のための資料の探し方も引用に必要な知識である。ここで学習した引用
についての知識は、客観的な知識ではなく、苦しい経験から生まれた I 固有のものである。
学習環境論のような学習では、このように具体的で、固有の知識を得ることをねらう。I
は、今後引用を必要とする機会があった際に、自分の経験と結びつけて新たな引用の方法、
意味を考えることができるのではないかと考えている。
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9 - 2 　課題
このように学習環境論を国語科教育に導入してみたが課題は多くある。まず、大きな課題

はこの考え方を学校現場に導入した際に、多くの困難があるということである。例えば通知
表を付けにくい、指導が難しいといった教師の側の問題から、小学生では自分の活動した内
容面は振り返れても、方法面で振り返ることは困難であるし、この実践例は試験的な試みで
あるが、公立学校の授業でどのようにするのか、今回は 6 年生であったが、低学年ではどの
ようにするのか、という子どもの側の課題もある。しかし、今後の社会を考えていく上で、
構成主義的な学習観は必要不可欠である。国語科という教科でどこまでできるのかは未知数
であるが、総合などと連携しながら実生活で使うことができる国語科の学習を考えていく必
要があると考えている。
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第3章
演劇的手法を切り口にした国語科の	

授業づくりと評価の問い直し

東京学芸大学教職大学院　　渡辺　貴裕

1　はじめに

演劇的手法とは、身体を動かして架空の世界を生み出し、その中で何かになってふるまう
ことを通して学習を行う手法のことである。「演劇」といっても、観客に向けての上演を目
的とするわけではない。また、脚本がありセリフを覚えて動きを加えて、という段階を必ず
しもたどるものでもない。演劇的手法は、イギリスやカナダなどでドラマ（drama）と呼ば
れてきたものにほぼ相当する。

本報告では、国語科における演劇的手法を取りあげ、まず、演劇的手法とはどんなもので
あるか、具体例と共に示す。さらに、演劇的手法を切り口にすることで国語科の授業づくり
や評価をどのように問い直すことができるか、示すことにする。

2　国語科における演劇的手法の活用

2.1　演劇的手法の持ち味
国語科において演劇的手法を用いた活動は、すでに「動作化」や「役割読み」「劇化」な

どの形で行われてきた。しかし、そこで行われてきた活動は、演劇的手法が備える持ち味を
活かすものだっただろうか。

小 1 の教材「おおきなかぶ」（光村図書版）の冒頭場面を用いた活動を例に考えてみよ
う。「おじいさんが、かぶのたねをまきました。／『あまいあまいかぶになれ。おおきなお
おきなかぶになれ。』／あまいあまい、おおきなおおきなかぶになりました。」という部分で
ある。

多くの教室で行われているのは次のような活動である。色画用紙で作った「かぶ」の絵や
模型などを教室前方に用意しておく。子どもが一人「おじいさん」役として指名され、「『お
じいさん』になりきって言ってみよう」「気持ちを込めて工夫して言ってごらん」などと指
示される。そしてその子が「かぶ」の絵や模型の横で「あまいあまいかぶになれ。おおきな
おおきなかぶになれ」の部分を言う。

このやり方では、子どもが「『あまいあまい』『おおきなおおきな』の二回目の『あまい』
『おおきな』を大きな声で読もう」とか「『おおきなおおきな』のところでかぶに向かって手
を広げよう」とか考えておいてそれを実行してみせるといったことが生じる。

一方、これとは異なる、次のようなやり方も考えられる。「おじいさん」役に加え、「かぶ
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のたね」役を数名に割り振る。「かぶのたね」役は各自が一つの「かぶのたね」として、
しゃがんで小さくなって目を閉じる。教師は「かぶのたね」役に次のように指示する。「『お
じいさん』からかけられる声をよく聞いて、『あまいあまいかぶ』や『おおきなおおきなか
ぶ』になってもいいなという感じがしたら、少し大きくなってごらん。そうは思えないとい
うときにはそのままでいいですし、嫌な感じがしたら小さくなったらいいですよ」。

このやり方では、教師が「『おじいさん』になりきって」とか「気持ちを込めて」とか指
示しなくても、「おじいさん」役の子が必死になって「かぶのたね」役の子どもたちに声を
かけるということが生じる。しかも、そこでの言い方は多様である。やさしい声で、なだめ
すかすように、少し自信なさげに、といったものである。「かぶ」が成長すると「おじいさ
ん」役はうれしそうで、次に出す声も弾む。ここでは、「かぶ」が成長したときの喜び、な
かなか成長しないときの焦り、成長させるためにあの手この手を試みる必死さといったもの
を「おじいさん」役の子は経験していると考えられる。

前者のやり方では、子どもはあらかじめ頭で考えておいたことを体を動かして実行するだ
けであった。一方、後者のやり方では、自分たちが動いて作り出した架空の世界を自らの感
覚を働かせて経験し、それによって表現と理解が同時に促進されるということが起こってい
る。このように、動いてみることで新たな気付きが得られるということが、演劇的手法の持
ち味である。従来の「動作化」や「劇化」ではこうした持ち味が発揮されず、形式的、表面
的な活動にとどまってしまう場合が多かった。持ち味が発揮されない演劇的手法と持ち味が
発揮された演劇的手法にはどのような違いがあるか、表 1 に示しておく。

2.2　持ち味を発揮させるための方法論
それでは、こうした持ち味を発揮させるためにはどのようにすればよいのだろうか。従

来、それはしばしば名人芸であると捉えられてきた。しかし、そこには方法論が存在する

表 1　持ち味が発揮されない演劇的手法と持ち味が発揮された演劇的手法

持ち味が発揮されない演劇的手法
※従来の「動作化」「劇化」などで多い。

持ち味が発揮された演劇的手法

活動の
捉え方

あらかじめ頭で考えておいたことを身
体や声を使って表す

動きながら感じ、それによって次の行
動が引き起こされる

理解と表現
の関係

理解が表現を一方的に規定 表現が理解を促し、理解が表現を促す
という相互循環

架空の世界
架空の世界を自分の感覚を働かせて経
験しない

架空の世界を自分の感覚を働かせて経
験する

身体の
捉え方

身体はコントロールの対象 身体は架空の世界を感じその世界を生
み出す媒体

求められる
表現

「完成品」がしばしば求められる 「完成品」は必ずしも求められない
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（渡辺2008、渡辺2011）。①やりとりの要素を入れる、②空間をつくる、③即興のシーンづく
りを行う、④ドラマの技法を用いるの 4 点を取りあげよう。これらは実際には組み合わさっ
て働く場合が多いが、ここでは便宜的に 1 点ずつ見ていくことにする。
2.2.1　やりとりの要素を入れる

先ほどの「おおきなかぶ」の後者の例では、「おじいさん」役と「かぶのたね」役との間
に相互作用が生じるようになっていた。つまり、「おじいさん」役の働きかけ方によって

「かぶのたね」役の反応が変わるし、その「かぶのたね」役の反応によって次の「おじいさ
ん」役の働きかけ方も変わる。このような相互作用が生じる状態になっている場合、子ども
は架空の世界を自分の感覚を働かせて経験することがたやすくなり、演劇的手法の持ち味は
発揮されやすくなる。これが「①やりとりの要素を入れる」である。
2.2.2　空間をつくる

小 2 国語教科書（光村図書版）に掲載されているレオ＝レオニ作・谷川俊太郎訳「スイ
ミー」を例に考えよう。
「スイミー」が「岩かげ」に隠れている「小さな赤い魚たち」に向かって、「出てこいよ。

みんなであそぼう。おもしろいものがいっぱいだよ」と声を掛ける場面がある。この場面に
関して、以前参観したある教室では、子どもたちがみな「スイミー」のお面（頭の上に載せ
るもの）をつけて「スイミー」役になり、「小さな赤い魚たち」役をつとめる教室前方にい
る教師に向かって、一斉にこの会話文を音読するという活動を行っていた。教師は「魔法の
ステッキ」を使って子どもたちを「変身」させようと試みていた。しかし、この場合、「小
さな赤い魚たち」役の教師が教卓の後ろに身を隠すなどの工夫をするだけで、子どもたちの
想像力は働きやすくなり、「スイミー」役としてふるまうことが容易になるだろう。これが

「②空間をつくる」である。
なお、これは手の込んだセットを用意して外見を似せた空間を用意しなければならないと

いうことではない。そうではなく、見たてが働く空間にすればよい。表面的な類似性ではな
く構造的な類似性をもつ空間を用意するのである。この「スイミー」の場合、教師の前にあ
る教卓は、「スイミー」と「小さな赤い魚たち」とを隔てる、海の中にある「岩」として子
どもたちに受け止められる。こうした見たてが働くと同時に、子どもたちは、「スイミー」
の立場に自然と入っていくことになる。
2.2.3　即興のシーンづくりを行う

決められた文章を読む場合よりも、その場で即興的に作りあげていく場合のほうが、一般
的に、架空の世界を自分の感覚を働かせて経験することが容易になる。そのため、「③即興
のシーン作りを行う」が一つの有効な手段となる。

小 2 国語教科書（光村図書版）掲載のアーノルド＝ローベル作・三木卓訳「お手紙」の冒
頭場面を使って行われた、ある公立小学校での授業の様子を紹介しよう。この場面では、

「がまくん」は手紙を待っていて、「かえるくん」に、「お手紙をまつ時間」が「一日のうち
のかなしい時」で「とてもふしあわせな気もちになる」と話している。
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教師からの「がまくんは、どうして急にお手紙を待ち始めたのだろう？　何かきっかけに
なる出来事があったのかな？」という問いかけに対し、子どもたちから「散歩してるときに
みんながお手紙をもらってるのを見た」という考えが出された。これを受けて、誰かが手紙
をもらっているのを「がまくん」が目撃するシーンを行ってみることになった。

まず、「みんな」にはどんな生き物がいるか出し合った。子どもたちからはバッタ、メダ
カ、からす、すずめ、モグラ、ねずみ、アメンボ、ミミズなどのアイデアが出された。活動
は、コの字型に座席配置された教室の中央を使って行われた。手紙を受け取る生き物になっ
てみたいという子どもが、何の生き物か教師にあらかじめ伝えておく。そのうえでシーンが
始まる。教師が「○○さん、郵便でーす」と言って、郵便受けに手紙（実際は白紙）を入れ
て通り過ぎていく。その生き物役の子どもは、郵便受けからその手紙を取りだし、手紙を受
け取ったときの反応を自由に行う（内容は各自で創作）。他の子どもたちは、席に座ったま
ま、みな「がまくん」役としてこの様子を見ている。そして口々に「いいなー」などと「が
まくん」の心の声をささやく。

実際に行われた例を二つ載せておこう。

郵便屋さん（教師）：コブラさーん。郵便でーす。
コブラ（子ども）：（郵便受けのところまですりよってきて取り出す。手紙を見て）へびく

んからだ。（うんうんとうなずいて、ベンチのところに移動して、大事そうに手にとっ
て）こっちに置いとこう。

がまくんの心の声（他の子どもたち）：（一連の様子を眺めながら口々にささやく）いい
なー。僕もお手紙欲しいなー。

郵便屋さん（教師）：ウサギさーん、郵便でーす。
ウサギ（子ども）：はーい。（郵便受けから取り出す。）あ、ポップコーンのチケットだ！
がまくんの心の声（他の子どもたち）：いいなー。僕もお手紙欲しいなー。

こうした活動を経たうえで、授業の最後では、この日の「がまくん」の日記を書くという
活動が行われた。 3 名分紹介しよう。

みんなお手紙をもらっているのになんでぼくだけお手紙こない。ふつうみんなもらって
たらくるはずなのに。ぼくがわるいことでもしたのかなぁ。

きょうさんぽをしているとみんなもらっていました。ぼくは、お手紙をなぜもらえない
んだと思いました。ぼくには友だちがいたのにと思いながらさんぽをつづけていると、ほ
かのもぐらくんやふくろうじいさんももらっていたので、ぼくはなぜもらえないのか、わ
かりません。
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ぼくはだめだ。手紙というものをみてしまった。ポップコーンのチケット。ああもうす
ぐおまつりだ。きょうのぼくはなんてことをしたんだ。（以下略）

これらの記述からは、子どもたちが作品世界への想像をふくらませ、「がまくん」の心情
（手紙を待つときの「ふしあわせな気もち」）により深く迫っていっている様子がうかがえ
る。日記の記述には、即興のシーンづくりで体験した内容が盛りこまれており、即興のシー
ンづくりがこうした理解の深まりと結びついていることが分かる。
2.2.4　ドラマの技法を用いる

イギリスを中心に発展させられてきたドラマ教育（drama	education あるいは drama	 in	
education）は、架空の世界を作り出し経験するための数々の技法（1）を生みだしてきた。こ
うしたドラマの技法はドラマ教育の手引き書ではたいてい一覧が掲載されており、技法集が
1 冊の書籍になっている場合もある（Neelands	&	Goode2000など）。技法には、「静止画

（freeze=frame）」（2）、「マイム（mime）」（3）、「善悪の回廊（conscience	corridor）」（4）、「ホッ
ト・シーティング（hot	seating）」（5）などがある。このように「④ドラマの技法を用いる」の
もまた、演劇的手法の持ち味を発揮させるための一つの手段である。
「フィジカル・シアター（physical	theatre）」（6）と「巡回ドラマ（circular	drama）」（7）の技法

を使った、小 4 国語教科書（三省堂2011-14年度使用版）所収のアンデルセン著・大畑末吉
訳「皇帝の新しい着物」の冒頭をもとにした活動の例を紹介しよう。
「きれいな新しい着物が、それはそれは大好き」な「皇帝」が住んでいる宮殿にはどんな

物があるかを考える。物を一つ選び、 2 人組で身体を使ってその物を表現する（フィジカ
ル・シアター）。教室内を宮殿に見立て、各ペアが散らばって物になる。そこに教師が宮殿
への来訪者の役になってやってきて順に巡る（巡回ドラマ）。来訪者が近付くと、宮殿にあ
る物は、来訪者に語りかける。ペアの 1 人が、「私は○○です」と言い、もう 1 人が、その
物から眺めた「皇帝」の姿を述べる。

宮殿にある物として、王冠、肖像画、時計、鏡、鎧、シャンデリア、ハンガー、風呂、玉
座などのアイデアが出てくる。以下、やりとりの例を二つ紹介しよう。

時計 A：私は王様に服を着替える時間を知らせる時計です。

（ 1 ）convention,	strategy,	technique などと呼ばれる。
（ 2 ）ある瞬間を切り取って、身体を使って静止した状態でそれを表現する技法。
（ 3 ）セリフを使わず動きだけで表現する技法。
（ 4 ）向かい合わせで 2 列に並び、真ん中を通る人に、相対立する立場からの声をささやく技法。
（ 5 ）役になっている人に質問を投げかけ、その人が役の状態のままそれに答える技法。
（ 6 ）物を体で表現する技法。
（ 7 ）さまざまな役になっているグループのところを、役の状態の教師が順に巡って、即興的なやりとり

を行う技法。
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時計 B：私が鳴ったら王様が服を着替えに行くので、私は兵士たちから嫌われています。
時計 AB：あ、そろそろ時間だ。ゴーン。
来訪者（教師）：おぉ、こんな時間に鐘が。何を告げる鐘じゃろう。

鎧 A：私たちは鎧です。
鎧 B：以前は王様が着てくれていたのですが、もう今では着てくれません。
鎧 C：使ってもらえないのでさびしいです。
来訪者（教師）：（近寄って触れてみて）あらあ、錆び付いておるなあ。相当長い間使わ

れてないようじゃ。

宮殿にあるさまざまな物から見える「皇帝」の姿がこのように語られることで、「皇帝」
の人物像がより立体的に浮かびあがってくる。

ここで用いられていたのは、「フィジカル・シアター」と「巡回ドラマ」という、二つの
技法であった。このようにドラマの技法は、子どもたちが架空の世界をつくりだしていくた
めの助けとなる。また、このように技法として名称が与えられ一定の型が存在していること
で、教師は、これを選んだり組み合わせたりして活動を構成することができ、また、子ども
たちに学習のための技法として定着させていくことができる。

3　国語科の授業づくりと評価の問い直し

演劇的手法の意義と手法を国語科での活動例を挙げながら見てきた。演劇的手法は、単に
従来の国語教育の枠組みのなかでより効率的にねらいを達成するための手段となるだけでは
ない。さらに、演劇的手法を切り口とすることで、従来の国語教育の枠組みを問い直し、授
業づくりや評価の新たな可能性を考えることもできる。以下、三つの提案を行う。

3.1　文学作品の設定から生まれる世界の広がり
一つ目は、文学作品の設定から生まれる世界の広がりを楽しむことを、文学作品の読みの

授業の重要な要素として位置付けようというものである。
首藤・卯月（2004）によって「翻作法」の提唱など行われてきたものの、依然学校現場で

は、本文に直接登場しないものを想像して表現する活動を忌避する傾向が強い（8）。例えば、
先ほど示した「お手紙」の授業での活動などに対しては、しばしば、「本文に書かれていな
いことをやっていいんですか？」、「自由に想像させると何でもありになりませんか？」とい
う批判が寄せられる。

（ 8 ）幾田（2011）は、こうした傾向に対して、「登場人物がテクストに不在の場において生じたであろう
状況」を想像する読みの意義を指摘している。
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けれども、本来、文学作品の読みというのは、本文に書かれていることをもとに本文に書
かれていないことを想像していく行為である。これを抜きにして文学作品の読みは成り立た
ない。

もちろん、登場人物の動きに関する描写から心情を推測するといったようなある一定の範
囲内におさまるであろう想像と、「がまくん」が手紙を待つきっかけとなる出来事を考える
といったような、より自由度が高い想像とでは異なるといった反論があるかもしれない。し
かし、ある作品の設定をもとにそこで起こりうる出来事を想像したり、その設定を発展させ
た別の世界を想像したりといったことは、文学の楽しみ方の一つであるはずだ。実際、文学
史においては、例えばシェークスピアの『ハムレット』をもとに、作中ほんの少ししか登場
しない 2 人の登場人物を主人公にして、トム・ストッパードにより『ローゼンクランツとギ
ルデンスターンは死んだ』という戯曲が書かれたり（トム・ストッパード1985）、日本の場
合でも、夏目漱石の『坊っちゃん』をもとにして、 1 人の登場人物の視点から見た回顧談と
いう形で、小林信彦によって『うらなり』という小説が書かれたり（小林2006）などの例が
ある（9）。このように作品が設定する世界の広がりを想像し、作品の世界観そのものを楽しむ
というのは、文学の重要な楽しみ方の一つである。

また、「自由に想像させると何でもあり」になるという批判も的を射ていない。元の作品
の世界を借りて創作するという点で、一定の約束事にのっとって想像が行われている。「お
手紙」の活動でも同様である。「がまくん」が目撃したお手紙の受け取りシーンという制約
のなかで想像しているのであって、それにあてはまらないもの（例えば、郵便受けを開けた
瞬間爆発するなど）は受け入れられないだろう。

しかも、こうした活動は、ただ創作を楽しむということだけではなく、それを通して、元
の文章をより深く理解することにもつながる。ちょうど「お手紙」の活動の場合に、「がま
くん」の目撃シーンを創作することによって、「がまくん」が抱いた「ふしあわせな気もち」
をより多角的に理解していったように、元の文章の記述をもとに何が可能かを考えること
で、元の文章そのものへの理解も同時に深めていくのである。

このように作品世界の中に入り込み、そこで起こる出来事を想像して楽しむというのは、
しばしば、小学校の低中学年など、初期の発達段階における文学作品の楽しみ方であると考
えられてきた。住田ら（2001）では、「文学作品を読む能力の発達」のモデルとして、「〈素
朴な参加〉（住む）→〈人物への同化〉（なる）→〈全局的な視野の獲得〉（見る）」という段
階を提示している。「住む」や「なる」が、文学作品の設定から生まれる世界の広がりを楽
しむことと近いだろう。けれども、仮に文学作品を楽しむアプローチの仕方が増えていくの
がその通りであったとしても、それは、もともともっていたアプローチが新しいものに置き
換えられるということは意味しないだろう。つまり、「住む」や「なる」というアプローチ

（ 9 ）サブカルチャーの世界でも同様で、既存のライトノベルやコミックを元にした創作は「スピンオフ」
「二次創作」などと呼ばれる。
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もまたそれぞれ洗練され発展していくのである。
したがって、文学作品の設定から生まれる世界の広がりを楽しむような活動は、中学校や

高等学校の段階でもふさわしいものである。
例えば、中 2 の定番教材である太宰治作「走れメロス」（光村図書版）をもとに考えてみ

よう。
作中、「疑うのが、正当の心構えなのだと、わしに教えてくれたのは、おまえたちだ」と

する「暴君ディオニス」が登場する。これを使って、王がこのように人を信じなくなるまで
にはどんな出来事があったか、グループで短いシーンを創作するなどの活動を行うことがで
きる。それにより、「ディオニス」を多角的な視点から捉え、その人物像をより立体的にす
ることができるだろう。また、そうした作業を通して、「ディオニス」＝悪、「メロス」＝善
とするような単純な二項対立的図式におさまる読みを乗り越えていくことにもつながるだろ
う。

あるいは、メロス以外の登場人物になって、メロスと遭遇したときのことを表現するとい
う活動を行うこともできる（10）。メロス以外の視点からこの作品の世界を眺め、原作をもとに
してその世界の広がりを楽しむのである。さらに、世界を丸ごと移し替える、つまり、「走
れメロス」と同様の出来事が現代に起こったらという想定のもと、新たな創作を行うことも
できるだろう（11）。

文学作品をもとに演劇的手法でシーンの創作を行うときには、本文に直接書かれていない
動きや言葉あるいは出来事そのものを想像し表現することになる。そのため、作品世界の広
がりを楽しむという楽しみ方と重なり合う。けれども、こうした楽しみ方は、演劇的手法以
外でも文章執筆や映像制作など多様な手段によって可能なものであり、文学作品の重要な楽
しみ方の一つである。国語科の授業づくりにより位置付いていく必要がある。

3.2　文学作品の「話す・聞く」「書く」領域での活用
二つ目の提案は、文学作品を「話す・聞く」「書く」の領域でも活用しようというもので

ある。
文学作品を用いた学習において「話す・聞く」あるいは「書く」に関連した活動を行うこ

とは、たしかにこれまでにも行われてきている。文学作品の本文の音読・朗読を「話す・聞
く」の学習として行うことがある。文学作品の感想文や紹介文を書くという「書く」学習も
行われている。けれども、現行の国語教科書において、「話す・聞く」あるいは「書く」を
主目的として設定されている単元で文学作品が用いられている例はほとんどない（12）。もちろ
ん、国語科の学習は「読む」「書く」「話す・聞く」の領域に分断できるものでなく常に総合

（10）作家の三浦しをんが実際に、小学校高学年から中学生を対象にしたワークショップにおいてこの活
動を行っている（三浦2011）。

（11）森見登美彦の「新釈　走れメロス」はまさにそうした作品である（森見2007）。
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的であり、実際、単元学習などにおいてはそうした学習が行われている。けれども、少なく
とも、「話す・聞く」や「書く」の学習という場合に文学作品の活用が想起されることは一
般的ではない。

一方、先ほど挙げたような演劇的手法を用いた学習は、「話す・聞く」や「書く」の活動
においてより文学作品を役立てられる可能性があることを示唆している。「皇帝の新しい着
物」における、宮殿にある物になって話す活動や、「お手紙」における、「がまくん」になっ
て日記を書く活動のように、文学作品が生みだす状況を使って役になって「話す・聞く」や

「書く」を行ったりするのである。
「お手紙」の別の場面を使って先ほどと同じ学級で行われた活動を紹介しておこう。
もう手紙は来ないとあきらめて部屋にとじこもってしまった「がまくん」に対して、「か

えるくん」が、「がまくん」に手紙を待つよう説得しようとする場面がある。実際には「か
えるくん」は自分が「がまくん」宛てに手紙を書いて「かたつむりくん」に配達を頼んでい
るのだが、「かえるくん」はそのことを明かすわけにはいかない（「がまくん」に訝しまれて
その後明かしてしまうのだが）。本文に書かれている、「がまくん」を説得しようとする「か
えるくん」の言葉は次のようなものである。「きみ、おきてさ、お手紙が来るのを、もう
ちょっとまってみたらいいと思うな」「ひょっとして、だれかが、きみにお手紙をくれるか
もしれないだろう」「きょうは、だれかが、きみにお手紙をくれるかもしれないよ」。

この場面を使って、「かえるくん」になって、「がまくん」にもう少し手紙を待つよう説得
するために、自分で言葉を考えて発するという活動が行われた。子どもたちがみな「かえる
くん」になり、次々交代して、教師が扮する「がまくん」に言葉をかけ、教師（「がまく
ん」）はそれに応答する。次のようなものである。

A さん（「かえるくん」役）：がまくん、お手紙もうすぐ来ると思うからね。待ってみ
ようよ。

教師（「がまくん」役）：あきらめるよ。絶対来ないよ。
B くん（「かえるくん」役）：もうちょっと待ってみたら。僕は君をあきらめさせない。
教師（「がまくん」役）：そんなこと言ったって、今まで来たことなんて一度もなかった

んだよ。
C くん（「かえるくん」役）：でも、お手紙の話を誰かが聞いていて、誰かが出してく

れるかもしれないよ。
教師（「がまくん」役）：そんなことあるものかい。

（12）絵本の絵を活用している例はある。中 2 国語教科書（三省堂2012-15年度使用版）の「物語をつくろ
う」では、絵本の絵をもとに「絵本にもともと載っている物語とは別のお話を書いてみましょう」
という活動を設定している。
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この後さらに、子どもたち同士で「かえるくん」役と「がまくん」役に分かれ、それぞ
れ、相手を説得する・断ることを目指して言葉を発する活動が行われた。

このように「話す・聞く」や「書く」の活動において文学作品を用いることのよさは何だ
ろうか。

一つは、文学作品は、「話す・聞く」や「書く」活動を行うために必要な具体的で切実な
状況を、豊富に提供できるということである。一般的に、「話す・聞く」や「書く」の学習
においては、子どもが「話す・聞く」や「書く」ことに必死になれるような状況設定が必要
である。つまり、どんな時や場所で誰に対して何を目的に行うのかといった状況が存在する
こと、しかもそれが必然的なものとして子どもに意識されることが重要となる。文学作品は
子どもを架空の世界に引き込み、こうした、「話す・聞く」や「書く」活動を行う状況に立
たせることができる。しかも、文学作品が提供しうる状況は多様である。子どもの現実世界
において状況設定を行う場合、状況の種類に制約がある。例えば、一つ下の学年の子どもた
ちに遊びを説明したり、地域の人たちに行事への参加を呼びかける文章を書いたりすること
は可能だろう。けれども、自分にあらぬ疑いをかけられていて身に危険が迫るなか必死で疑
いを晴らすために弁明を行うといった状況は現実世界と結びつける形では行い得ない。一
方、文学作品を活用する場合、虚構という仕掛けに守られた形で、子どもは、こうした極端
な状況も含めさまざまな状況における「話す・聞く」や「書く」を試してみることができる
のである。

先ほど挙げた例の場合、「かえるくん」役にとっては、「がまくん」の家のなかで「がまく
ん」に対して「がまくん」が手紙を待つよう説得しようとするという明確な状況が存在して
いた。そのなかでさまざまな説得の仕方を試してみることは、「話す・聞く」のよいトレー
ニングとなる。

文学作品を用いることのよさのもう一つは、役になって「話す・聞く」や「書く」を行う
ことで、等身大の自分から離れてより自由な試行ができ、普段は行いにくい表現が引き出さ
れるということである。現実生活と結びついた状況設定でこれらの活動を行う場合、普段の
自分の「キャラ」から大きく外れたふるまいは行いにくい。けれども、文学作品から借り
た、日常とは大きく異なる状況設定であれば、普段の自分では行い得ないようなふるまいも
引き出されやすい。虚構であるからこそ大胆な試行ができるのである。もちろん、そのよう
にして広げられた新たな可能性は、次に、現実生活におけるふるまいにも反映されていくこ
とになるだろう。

例えば、先ほどの活動で出てきた「僕は君をあきらめさせない」といった熱情的な言葉
は、通常は言いにくいものかもしれない。しかし、物語世界に基づいてつくられた虚構の中
であれば発しやすくなるし、それによって表現の幅を広げていくことができる。

文学作品は、国語科においてもっぱら「読む」ことの対象として捉えられることが多かっ
た。そのため、文学作品を用いる以上、「話す・聞く」や「書く」の活動も組み合わせるに
せよ、「読む」活動によって作品全体を理解する必要があると考えられがちであった。しか
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し、元来文学作品は「読む」ことの対象のみに限定されるべきものではない。文学作品の全
体の読解を伴わない形で、抜粋した一部を使って「話す・聞く」や「書く」の活動を行うこ
とももっと試みられてよいだろう（13）。あるいは、「話す・聞く」や「書く」の学習の際に、
以前学習した文学作品を使ってその状況設定を借りて活動を行うのもよいだろう。

3.3　リアルな反応が返ってくる場の保障
三つ目の提案は、「話す・聞く」や「書く」活動における表現への評価を考える際に、「客

観的」や「正確」な評価を追い求める前に、子どもが自分のふるまいの改善のためにリアル
な手応えを感じられるような状況を保障しようというものである。
「話す・聞く」や「書く」活動における表現への評価をどうすればよいかということは学

校現場でしばしば課題となっている。理解に関する評価と比べて「正解」が明確でなく評価
しにくいという受け止めがあるのだろう。そうしたなか、表現に関しても客観的な指標をと
いう意識のもと、例えば「話すこと」であれば、「大きな声で話している」「聞き手の方を見
ている」などのチェック項目を用意して、その項目に従って教師が評価したり子どもに相互
評価させたりといった取り組みが行われたりしている。

けれども、こうした表現への評価でまず心掛けるべきことはどういったことだろうか。
評価がそもそも何のために行われるものであるかに立ち返って考えよう。学校の授業にお

いて行われる評価は、基本的に、教育活動の改善のために行われるものである。つまり、教
師にとっては、次にどんな働きかけが必要かを考える手がかりを与えるものでなければなら
ないし、さらにそれは、子どもにとって、次に何に力を注げばよいのかの自覚へとつながる
ものであることが望ましい。

こうした観点から考えると、評価のチェック項目の整備の前に行うべきことが見えてく
る。例えば、子どもが短いお話を覚えて話す「語り」の活動を行っている場面を想定してみ
よう。聞き手のふるまいとして次の二つのタイプの状況を考えてみる。

一つは、聞き手が、語り手の話に反応するよりも、ワークシートを手にしながらチェック
項目に従って評価をつけることに必死であるという状況である（図 1 の A）。もう一つは、
聞き手が、語り手の話にさかんに反応し、語り手の話が面白ければ笑い、盛り上がれば拍手
をし、つまらなければスルーするという状況である（図 1 の B）。

学習活動の改善により有益であるのはどちらか。おそらく後者（図 1 の B）であろう。聞
き手のリアルな反応は、語り手に、何がよくて何がダメなのかの直接的なフィードバックを
与えるし、次はよりよいものにしようというモチベーションをも与えることになるだろう。
もちろん、語り手のふるまいに対する分析的な指標が無意味であるわけではない。それら
は、受け手からリアルな反応が返ってくるという状況が確保されたうえであれば、有益なも

（13）渡辺（2016）では、イギリスのドラマ教育における蓄積をもとに、文学作品を用いた「話す・聞く」
の学習活動について考察している。
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のになりうる。自らのふるまいを改善する際の手がかりとして、そうした指標に基づいた評
価を役立てるのである。ここで示した 2 種類の状況は理念型であり、これらが純粋な形で現
実に存在しているわけではない。けれども、これらの理念型に基づいた考察は、まず優先す
べきことは、受け手からリアルな反応が返ってくるという状況の保障であることを示してい
る。

それでは、ここで教師に求められる役割はどういうものだろうか。三つ考えられる。
一つ目は、こうしたリアルな反応が返ってくる状況を用意することである。二つ目は、教

師自身がそうした状況を構成する一部となって、リアルな反応の見本を示すことである。三
つ目は、子どもが自らのふるまいを改善するための振り返りを促すことである。この三つ目
においてはじめて、分析的な指標が役立つことになる。

演劇的手法は、表現に対してリアルな反応が返ってくるような状況を作り出すことを得意
としている。例えば、「お手紙」の「かえるくん」になって「がまくん」を説得しようとす
る活動の場合、「かえるくん」役になって行う説得がどう作用したかは、次の「がまくん」
役の反応に現れる。先ほどの例では、教師が自らこの反応を行うことで、状況づくりに貢献
していた（「教師に求められる役割」の二つ目にあたる）。「がまくん」役から返ってくる直
接的な反応は、それなしで第三者的立場の人からふるまいを評価されること以上の意味を持
つだろう。

評価に関するこうした発想の仕方は、評価論における「学習としての評価（assessment	
as	 learning）」という発想の台頭と軌を一にするものである。Earl（2013）では、学習と評
価との関係の捉え方として、「学習のための評価（assessment	 for	 learning）」、「学習の評価

（assessment	of	 learning）」、「学習としての評価」の三つを挙げている。「学習のための評
価」がいわゆる形成的評価、「学習の評価」が総括的評価に対応する。「学習としての評価」
は、「学習のための評価の一部をなすもの」で、特に「生徒のためにメタ認知を発達させ支
援する過程として評価を用いることを強調するもの」（p.28）であるという。そこでは、生
徒自身が自らの活動を振り返り改善していく過程が評価であり同時に学習そのものでもある
と捉えられている。表現に対してリアルな反応が返ってくる状況を保障して子どもが自らの
ふるまいの改善のための手掛かりを得られるようにするというのは、評価と学習とを融合的

図 1　語り手に対する聞き手の 2種類のふるまい

A B
・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・
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に捉える「学習としての評価」の一つの姿であるといえるだろう。

4　おわりに

演劇的手法は、単に、頭であらかじめ考えておいた内容を身体を使って表すというだけの
ものではない。架空の世界を自分の感覚を働かせて経験し、それによって新たな気づきを得
るというところに持ち味がある。その持ち味を活かすことで、国語科において、実感と結び
ついた、より深い理解をもたらすような学習が可能になる。またさらに、演劇的手法は、従
来の国語教育の枠組みを問い直すための有効な切り口にもなる。本報告では、文学作品の設
定から生まれる世界の広がりを楽しむことを読みの授業に位置付けよう、文学作品を「話
す・聞く」「書く」の領域でも活用しよう、評価の際には子どもが自分のふるまいの改善の
ためにリアルな手応えを感じられるような状況をまず保障しようという三つの提案を行っ
た。
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第4章
主体的で協働的な学習を形成する評価のあり方	

─情報利用の主体としての学習者の姿を描くことを中心にして─

岡山大学　　宮本　浩治

1　「豊かなことばの学び」を創るということ

授業を構想する際の我々の切実な願いとして、授業過程や学習活動を学習者の能力や興味
等に可能な限り適したものにしたいといったものがある。この点を重視して、実際に学習を
構想しようとするならば、授業過程の適切なポイントで、学習者に関する情報を収集し、そ
の情報を生かした計画の練り直しが必要となることは言うまでもない。

こうした情報収集を教育活動の中で行い、さまざまな評価活動を授業過程の中に散りばめ
つつ、我々は適切な学習活動を組織しようとしている。評価の目的は、さまざまであるし、
広がりを見せていることも事実であるが、こういった授業構築の際の指標となる情報を収集
することこそが、教育における評価活動の主眼であると言ってもよい。そして、教育評価を
軸にして授業を構想するということは、学習活動を促進することを目的として、学習の実態
を明らかにするために評価を行い、授業をよりよいものにしていこうとする教師の営みの一
つであると結論付けることができる。

本報告では、こうした教育実践、あるいは教育評価の実践を取り上げ、授業の実際を振り
返り、省察を行うことを通じて、「指導と評価の一体化」というときの教育評価のあり方と
とともに、授業づくりの視座を明らかにすることを目的としたい。

2　評価をするのは誰か？

学習評価とは、教師と学習者がかかわることによって、学習者が他の学習者とかかわるこ
とによって、また教材や教具とかかわることによって形成される「理解の質」や「認識のあ
り方」を探る営みである。と同時に、「理解の質」や「認識のあり方」をより高次なものへ
と導くための情報産出と情報利用の過程であると結論付けることができる。

（ 1）授業改善や学習効果を向上するための、教師による、教師のための評価
従来、「指導と評価の一体化」を図るといったとき、「診断的評価」、「形成的評価」、「総括

的評価」という概念とともに、授業過程に即してこれらの評価活動を行うこと、そしてその
ことによって、学習者の興味・関心や理解状況などの情報を産出し、効果的に授業に生かし
ていくことが目指されていた。このことは「読むこと」の学習においても例外ではない。た
とえば、新しい教材を扱う際には、学習者に初読の感想を書かせ、初読の感想から情報を分



－37－

析し、読みの傾向や課題を把握し、授業過程が構築されてきたという事実もある。また、
「形成的評価」は、教育活動が展開される過程で、目的を達成しつつあることを確認するた
めに行われる評価であり、評価の結果は、活動計画の修正に使われており、授業計画の修正
に有効に働くものである。「総括的評価」は、教育活動の終了後に目標の到達度を測るため
に行われる評価であり、評価の結果は計画や方法の善し悪しを判断するための情報として使
用されてきた（1）。

授業における評価活動は、授業のさまざまな段階で、もしくは学習のさまざまな局面を対
象にして、学習の方法や学習の実態と学習成果を捉えた上で、授業や学習に効果的にフィー
ドバックしていくことが目指されていたことは事実である（2）。

たとえば、「若者が文化を創造する」（河合雅雄、『中学校国語 2 』、学校図書）を読んだ学
習者は、資料①のような初読の反応を記した（3）。

（資料①）

・若者が文化を創造するということに関して、筆者の言っていることは正しいと思うが、僕は
ちょっと違うところもあるのではないかと思う。たとえば、「新しい文化」は「若者だけ」が
作り出すものではなく、誰でも「新しい文化」を作り出す可能性はあるし、「年をとった人」
だって保守的な考え方をする人が多くなるけれども、「冒険心」を持てば「新しい文化」を創
造することだってできるはずだ。	 （H・G 男）

・この文章は、サルを例にして、文化のことについて述べたものである。しかし、この例が人
間に当てはまるかと言えば、違うところもある。サルに比べて、いろいろなことを考え、複
雑な思考にも耐えることができる。しかし、サルと同じように、人間もチャレンジすること
があるし、年を重ねると保守的になることもある。筆者が言いたいことには、基本的には賛
同する部分もあるが、納得できないところもある。サルと人間を重ね合わせることができる
のかということについては、特に疑問に感じられた。	 （T・A 女）

・若者がいままでにない発想で物事をはじめて、次の世代に引き継がれて、文化となる。しか
しながら、年をとるにつれ、人間も保守的になる。若い世代が何かいままでにない事をはじ
めると、理解できないことがあるのは当然のことである。でも、価値観のギャップに気付
き、違いを認めていくのが大切なことであり、文化を創り出すことになるということを、筆
者は主張している。こういう筆者の主張に納得できない。「冒険心こそ若者の特権」と書いて
いるけど、「冒険心」というのは、別に若者だけが持っているものではないからだ。また、現
代の人間社会では、若者は「冒険心」を忘れているし、失いかけてもいる。「きまり」とか、
固定観念にとらわれないことは大切だと思うが若者だからというのは無理があると思う。

	 （T・S 男）

ここに見られる反応は、第一次の学習活動として、本文を読み、本文の論理を踏まえた上

（ 1 ）ブルーム、B.	S.	梶田叡一他訳『教育評価法ハンドブック』、第一法規、1973年
（ 2 ）加藤明『評価基準づくりの基礎・基本』、明治図書、2003年
（ 3 ）稿者自身が2008年 2 月15日（金）第 6 限（14：20～15：10）に広島大学附属中学校 2 年 C 組40名

（男子18名・女子22名）に行った授業による。以下、資料として提示した初読の感想や話し合い活動
のプロトコル等も、同様であることを注記する。



－38－

で、「『若者が文化を創造する』と言える理由」について、また「若者が文化を創造する」と
いう主張に対して、学習者一人ひとりに「納得するか、できないか」という価値判断を行わ
せた上で、意見文を記述させるという活動の結果、示されたものである。学習者の記述を見
てみると、サルを事例として捉え、「文化」について説明しようとする筆者の論証過程につ
いては、概ね理解できていると推測することができよう。

とは言え、教材本文の記述を詳細に追ってみると、筆者は「この構図（海の中の若いサル
たちが新しい行動を創出するということと、岩の上のリーダーのサルが新しい行動を受け入
れないという構図）は、そっくりサルを人間に置き換えることができる」と論を展開した後
で、「年がいっても、柔軟な思考と深い理解を持つことができるのが人間の特性である。そ
れができず、保守頑迷であれば、その人の頭脳はサル並みのレベルにとどまっているという
べきであろう。」と主張を展開している。ここからは、筆者が人間とサルを同等のものとし
て認識する一方で、人間とサルの差異を指摘していることに、読者としては矛盾を見出すこ
とができる。しかしながら、学習者全員の記述を分析してみると、結論部の論証についての
検証を十分に行っている痕跡は見られないものが、約 4 分の 3 であり、ここに示した学習者
のように、違和感を抱き、納得できないとしたものは少数であった。

こうした学習者の読みの実態、傾向を把握することによって、筆者の定義する「文化」の
読み取りに関する学習活動としては確認程度の作業を行えばいいという判断は普通に働くこ
とになり、逐次読解を展開する必要はなくなる。むしろ、説明的文章を読むことの学習を意
識するならば、結論部の筆者の主張をしっかりと捉え直した上で、筆者は論理的な整合性が
ないまま論を構築しているにもかかわらず、読者として納得してしまうことを問題化してい
くことが必要になってくるはずである。また同時に、こうした論証を疑うことなく、納得す
るとした自己の読みを捉え直していくことが学習として求められることになる。これらの認
識のもとに、授業過程は再構築されることになるのは当然の帰結であると言えよう。

実際に、この初読の感想を受けて、次頁資料②のとおり、教材の結論部の読みを形成させ
ることを目的とした活動、「学習活動 3 」を中心に置く学習が構想されることになった。

学習者の初読の反応を見てみると、サルを事例として、「文化」について説明し、定義す
る筆者の論証過程は十分に理解できていることは先述したとおりである。このような実態が
あるにもかかわらず、もし「学習活動 2 」を中心にした授業が構想され、授業時数が割かれ
たとしたら、子どもたちは授業の中で何を学ぶことになるのだろう。「学習活動 2 」が中心
に置かれ、「文化」に関する読解に終始する実践が営まれたとき、学習者にとっては既に
知っていることを確認するだけの授業が展開されることになる。このことは、学習者にとっ
ては、授業の中での新しい発見は存在せず、「退屈」な時間が過ぎ去るだけになることを意
味しているのかもしれない。このように見てくると、初読の感想を記述させるということ
は、教師による「診断的評価」であり、学習を組織したり、修正を加えるために、必要な情
報を得るために実施されるものであると位置付けることができよう。
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（ 2）評価によって得られた情報を、学習者が活用する試み
評価活動を通じて得られた情報は、多くの場合、教師が学習を組織するための情報でしか

なく、情報を収集し、活用する主体は教師であった感は否めない。
しかしながら、評価によって得られた情報は、教師の学習の組織や修正のためにのみ利用

されるものではない。情報利用の主体は、教師であると同時に、学習者自身でもあることが
望まれる。実際、教師にとっては、学習を構築する際の有効な情報として意味を持つ初読の
感想であるが、学習者にとっては学習を促進する足場としての機能を有する。

たとえば、次に示す資料③のプロトコルからは、初読の反応をプリントにして配布するこ
とによって、学習者にとっては、学習に効果的な情報の開示となっていることを読み取るこ

（資料②）

・学習指導目標
①　意見文を読み合い、「若者が文化を創造する」と言える理由について、文章の構成や展開

を吟味しながら明らかにすることができる。
②　話し合いを通じて、筆者の考え方や主張の特質、筆者の論証の過程を明らかにした上

で、自己の認識や認識方法を相対化することができる。

・本時の学習指導過程

学習活動 指導上の留意点

1 ．学習目標を知る。

2 ．自分たちの記述
した意見文を何編
か読んだ上で、学
習集団の中で、「若
者が文化を創造す
る」と言える理由
についての共同の
認識を形成する。

3 ．自分たちの記述
した意見文に立ち
返らせた上で、「納
得できない」とい
う意見が提示され
る理由について考
える。

4 ．まとめ

・意見文を読み合い、「若者が文化を創造する」と言える理由につい
て考えることを明示する。

・記述された文章を印刷・配布し、題名や文章を読み解き、「若者が
文化を創造する」と言える理由を明らかにする。

・筆者が「若者が文化を創造する」と考えるようになった経緯を明
らかにする。

・研究対象としての「サル」を分析・考察している筆者の姿を捉え
させる。

・筆者の定義する「文化」の内実を捉えさせる。
・筆者の定義した「文化」の内実をもとに、「幸島のサルの行動型」

が「文化」と言える理由について確認する。

・話し合い学習を取り入れ、「納得できない」ということを述べる人
がいる理由について、自己の認識や文章に立ち戻って、読み直さ
せるとともに、振り返らせ、再考させる。

・意見文の中で、「納得できない」という人が理由として挙げている
ことの多くは、「人間とサル」には根本的な異なりがあるという点
を捉えていることに着目させる。教材本文の中の「事実」と「主
張」の関係について再考させ、「筆者の主張」を捉える。

・本時で学んできたこと、考えたことを整理し、次時の予告をする。
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とができよう。

（資料③）

ｍ 1 ：だから、ここで筆者は、やっぱり猿を例に挙げとるけえ、それじゃけ納得できんと言い
よるんじゃろ。簡単に納得できんということはできるけど。猿と人間は違うって言えば
いいし。

ｍ 2 ：要するに、猿の構図を人間に置き換えることができるかっていうのが、問題なんじゃな
いの。（統合）

ｍ 1 ：まあ、それできないと思うよ。（同調）
ｍ 2 ：そっくり置き換えることができないって。（解釈）
ｆ 1 ：なんか書いてなかった、この中に。これの。（稿者注：プリント）（補足）
ｆ 2 ：できないよね。（同調）
ｍ 2 ：どう思う。（質問）
ｆ 2 ：納得できない。ていうか、まずさ、これ、幸島しかさ、例に挙げてないでしょう。別に

幸島の猿で芋洗いなんてする猿は、この幸島の猿ぐらいだろうし。別にこういう習慣、
文化とかを持っとる猿がいっぱいいるとは限らんし。

ｍ 1 ：ずばり言ったね、いま。
ｆ 1 ：なんかない、あれ、なんか。まあ、そりゃ、猿が文化を持っているか持っていないかに

なるけど、でもね。これはあくまで一例だし。それは違う場合もあるだろうし、って
……ちょっとさ、飛躍しすぎじゃないん。

ここで取り上げた事例は、教材の結論部に読みを焦点化し、教材のたしかな読みを形成し
つつある話し合い過程である。この話し合いの様相からは、「サルの構図を人間に置き換え
ようとする」筆者に対して違和感を覚えつつ、波線に示したとおり、プリントに記された他
の学習者の読みを捉え直す学習者の姿を読み取ることができよう。たとえば、堀江祐爾

（2003）は、読むことの授業において、表現活動やコミュニケーションの場を成立させる起
点として評価活動が位置付けられるようになったことを言及し、「言語活動」の起点とし
て、評価活動を位置付けることができることを示唆しているが、「診断的評価」によって得
られた情報を、話し合い場面で活用することによって、学習者による「相互評価」場面を形
成していることを読み取ることもできる（4）。実際に、学習者はプリントに記述された初読の
反応をもとにして、「教材の論理」を捉え直し、読みを再構成していくことになっているの
である。

また、ここで指摘しておきたいことは、単に「意見が出ない」から、「話し合いを」とい

（ 4 ）堀江祐爾（「『学びと評価の一体化』を目指す国語科学習指導─学習者が『自分の学び』を振り返る
場の充実─」、全国大学国語教育学会編『国語科教育研究　第104回大会発表要旨集』、2003年、
pp.186-189）による。このことについては、小森茂（「言葉の学びを創造する国語科学習の展開─伝
え合い・高め合う総合的な国語学習の根底にあるもの─」（『実践国語研究』別冊238号、明治図書、
2002年、pp. 5 - 7 ）においても同様の指摘をしており、「指導と評価の一体化」のために、相互評価
や自己評価の重要性や前の学習との関連を創り出し、振り返りを行うための評価活動を取り入れる
ことなど、具体的なポイントを提示している。
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うことではなく、目的を明確化した話し合いを取り入れていくことが、自ずと相互評価の場
を形成することになるという事実である。授業者として、話し合いの機能を意識するなら
ば、「①不確かなものを確かにする、②発想を広げる、③結論を出す、④整理する、⑤意見
を求める、⑥共通点・相違点を見出す」こと等、さまざまなものを取り出すことができるか
もしれない。

しかしながら、話し合いの機能として何よりも大切なことは、「話し合いが自らの読みの
過程や他者の読みの過程を捉え直す」ことである。たとえば、次に示すプロトコルからは、
学習者が他者の読みを捉え直しつつ、自己の読みを振り返ることになっていることを読み取
ることができよう。

（資料④）

ｍ 1 ：え、納得できないっていうのはさ、若い人らが文化を作ったんじゃないってこと。
ｆ 2 ：あの四角で囲んである図（稿者注：板書）に納得できない。（補足）
ｍ 1 ：納得できないって、そういうことなん。（質問）
ｆ 1 ：書いてあるやつで、みんなだいたい同じようなこと言いよるけど、何かいね。若者が

やってるのは文化じゃなくて流行で、残らんみたいな。（解釈＋統合）
ｆ 2 ：若者が文化を創造するって、若者だけじゃないけど。（質問）
ｆ 1 ：じゃないよ。だから、保守的に。あの、何。年取った人の保守的な思想も一緒に、それ

も協力して文化になっていくっていうのを書いてあるんよね。みんな同じようなんで統
一して。

ｆ 2 ：年寄りを置き去りにして
ｆ 3 ：置き去りじゃないよ。（反駁）
ｆ 1 ：かわいそう、それ。あはは。
ｆ 2 ：んー。意見というか。納得できない。
ｆ 1 ：矛盾なんじゃない。いや、矛盾なんじゃけど。（統合）
ｆ 2 ：うん。どことどこが。（質問）
ｆ 1 ：矛盾でもないんだけど、なんかさ、ここにさ、「年がいくと保守的になり」って書いてあ

るじゃんか。（意見提示）
ｆ 2 ：うん（同調）
ｆ 1 ：でさ、「年がいっても柔軟な思考と深い理解を持つことができるのが人間の特性である」

とか書いてあるじゃんか。（意見提示）
ｆ 2 ：あー（同調）
ｆ 1 ：どっちなん、って感じじゃんか。
ｆ 3 ：はは
ｆ 1 ：で、「それができず、保守頑迷、「がんめい」って読むんかいね。頑迷であれば、その人

の頭脳は猿並のレベルで」とか、ひどいじゃん。
ｆ 3 ：ひでー、ひでー。（同調）
ｆ 2 ：ひどいね。（早朝）
ｆ 1 ：どっちなんて感じやんか。
ｆ 2 ：あー、だから、そうよね。猿をそっくり人間に置き換えることができてないよね。（同調

＋整理）
ｆ 1 ：そうそうそう。（同調）



－42－

ｆ 3 ：置き換えに失敗しているよね、なんか。（説明）
ｍ 1 ：辛口チェックみたいな。

この授業は、「筆者の主張に納得するか」という問いをもとにして構想されたものであ
り、筆者の主張に対する学習者の否定的な見解の存在を前提としたものであった。ここで見
られる話し合いでは、f 1 の「矛盾でもないんだけど」ではじまる一連の問いを中心として
話し合いが行われ、f 2 の「猿をそっくり人間に置き換えることができてないよね」という
発言や、f 3 の「置き換えに失敗しているよね、なんか」という発言にあるとおり、読みが
共有されていること、また、批判の明確化が図られていることを読み取ることができよう。

最初の段階で、多くの学習者が「筆者の主張」に納得するとしていたことを考慮に入れる
と、小グループによる話し合いを通じて、学習者の間で意見が交流され、自己の読みを対象
化し、教材にまなざしを向けつつ教材の読みを確立していることを捉えることができる。ま
た、このことは、先に示した話し合いの事例（資料③）を見ても同様のことを指摘すること
ができる。

上記を踏まえると、評価により得られた情報は、学習を促進する「足場」となっているこ
とに気付くことができよう。しかも、ここで大切なことは、評価で得られた情報が、学習者
を学習成果や課題に対して客観的に向き合わせるための具体・方法となっているということ
である。初読の反応をもとにして、話し合い過程を組織することが、「相互評価（級友から
の評価）」を受ける素地を形成するだけではなく、交流を通じた学習の結果が、自己の読み
を捉え直すという「自己評価」の過程を形成することになっているのである。このことは、
資料⑤に示す授業の振り返りからも明らかである。

（資料⑤）

・まず、若者が文化を創造するということを考えると、筆者の言っていることに納得できる
が、サルを例にしたことに問題がある。説明するのに、サルと人間では違いがあるにもかか
わらず、納得させられてしまう。先入観というか、何と言っていいのかわからないが、サル
と人間は似ているという日本人であれば、誰でも知っていることを利用して説得させられ
た。しかし、筆者の言いたいことばかりに目を向けていると痛い目に合う。説明の仕方に目
を向けていくことが大切だと思った。	 （H・G 男）

・筆者の主張に注目していたが、本当に考えないといけないことは、どう書かれているのかと
いうことであった。若者と老人という対立ばかり考えてしまい、サルと人間を同一視してい
たことに気付かされた。説明文を読むときには、やはり事例として何が使われているかを見
極めることが大切だということがわかった。	 （T・S 男）

教育評価を誰が行うのかということに関して、本来的には学習者自身が行うものであると
言えよう。しかし、学習者自身が評価基準自体を形成しているとは限らないのも事実であ
る。だからこそ、学習者の発達段階に即して、「他者評価」や「相互評価」、「自己評価」の
過程を、学習過程の中に適切に配置していく、教師の指導力が求められてもいる。
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ここでは、「相互評価」の段階を中心にして取り上げているが、「相互評価」の過程で議論
の中心になったことは、「評価基準」のあり方であったと言ってもよいのかもしれない。資
料③や資料④の話し合いを見てみると、「納得しない」という級友の記した初読の反応を解
釈しながら、学習者個々人の理由付けと教材の記述とを分析的に捉え直し、既有の「評価基
準」を行使しつつ読みを評価し、新たに「評価基準」を作り直しながら、協同で読みを形成
していこうとする学習者の姿を読み取ることができよう。彼らは、教材本文中の「置き換
え」ということばに着目し、「サル」の例示を、そっくりそのまま説明もなしに「人間」に

「置き換え」ようとする筆者の説明のあり方を問題視しているのである。当初は、そういっ
た説明に何ら問いを持たなかった学習者ではあるが、他の学習者の読みをもとにして、「評
価基準」自体を再構成し、新たな基準をもとにして、読みを再構築しているのである。

こうした取り組みは、これまでの授業の中に見られる「教師＝評価する者」、「学習者＝評
価される者」という固定的な関係を、新たに編み直していく可能性を有していると指摘する
こともできる。実際、学習者たちは、他の学習者の記述から注意内容をじっくりと読み取
り、教材に記述されている内容を振り返りながら、読みを構築していることは明らかであ
る。「授業改善」や「学習効果の向上」という教師の目的のために用いられていた情報を、
単に教師の目的のために使用するのではなく、学習の促進のための情報として用いることが
できれば、結果として、授業の中で学習者を評価者として位置付けることになるばかりでは
なく、「自己学習者」としての育ちを目論むことにもなると言えよう。

3　評価を軸とした学習作りに向けて

授業の中に評価を位置付けることは、単に「指導と評価の一体化」を目指すだけではな
く、「学びと評価の一体化」を目指すことになることは、ここまでの議論からも明らかであ
る。

読み手としての育ちを描く中で、我々が意識しなければならないことは、およそ、以下の
点に集約することができる。

①　評価によって得られた情報は、教師による授業改善や学習効果の向上という目的のため
の利用と、学習の促進のための利用との段階に分け、授業の中での利用を明確に位置付け
ること。

②　学習の促進のための利用を意識した場合、子どもたちに何を評価させるのかを明確化す
ることと同時に、読むことの授業であれば、ある読みに到達する過程を捉え直す、振り返
る場を組織し、理解の過程を捉え直させること。

③　相互評価を軸とした学習場面を組織することによって、協働して読みを形成するのでは
なく、学習者を評価の主体にしていくことにより、ある種の「ルーブリックづくり」を学
習者に行わせ、言葉の学びを豊かにしていくことができるということ。
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いずれにしても、まずは、評価によって得られた情報を、学習者にとっての利用のしやす
さを観点としてフィードバックすること、「学習の足場」として機能させていくことが何よ
りも重要な点である。そして、学習者を評価する主体にさせるためには、相互評価や教師と
の対話により評価基準を共有させ、内在化させることが、何より求められてもいる。

こうした取り組みが、教師主導ではない、学習と連動した評価のあり方を決定することに
もなるとともに、より高次の「理解の姿」を追い求め続ける学習者を教室の中に存在させる
ことにもなる。評価活動に対する参加のあり方を問うことが、学習者の学びに対する主体的
な参加、積極的な関与をもたらすことになるのである。
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第1章
講座内容の概要（Ⅱ）	

国語科の授業づくりと評価を考える	
─学びをどう見とるか─

兵庫教育大学 　　　　　　　　　　勝見　健史
福井大学 　　　　　　　　　　　　松友　一雄
福井県立若狭高等学校 　　　　　　渡邉　久暢
福山市立大学（コーディネーター）　　藤原 　顕

1　企画の趣旨

「目標に準拠した評価」では、授業の展開と学習評価の在り方を、密接に関連付けつつ構
想していくことが必要となっています。国語科の場合、評価規準・基準の構成、それらに即
した子どもの学習状況の把握が、言語活動の過程と成果を対象とする分、他教科に比して困
難を伴う場合も多いと考えられます。とりわけ、基準に即して学習状況をどのような手立て
で判断していくか、すなわち「見とり」の在り方は、理論的にも実践的に検討の余地を残し
ていると言えます。本講座では、この「見とり」に焦点を合わせつつ、国語科授業づくりと
評価について考えを深めたいと思います。	 （藤原顕）

2　講座の進め方

進行は、以下のように予定しています。

13：30～13：40　コーディネーターによる企画の趣旨説明、各登壇者の自己紹介
13：40～14：55　各登壇者によるプレゼンテーション（各提案25分、確認等のための簡単な

質疑応答を含む）
14：55～15：05　休憩
15：05～16：05　ディスカッション
16：05～16：10　コーディネーターによるまとめ

3　登壇者から

【勝見　健史（かつみ・けんじ）】
兵庫県下の公立小、神戸大学発達科学部附属住吉小、京都ノートルダム女子大を経て、現

在、兵庫教育大学大学院教授。経験単元における学習評価論、学習支援論などが研究テー
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マ。『「活用」の授業で鍛える国語学力～単元・本時デザインの具体的方法～』（文渓堂、
2014年）、「大村はまの指導観に学ぶ─『仏様の指』としての学習のてびき─」人間教育研究
議会編・梶田叡一責任編集『教育フォーラム53	文学が育てる言葉の力	文学教材を用いた指
導をどうするか』（金子書房、2014年）、「ポートフォリオ評価における『学びの事実』をメ
タ認知する活動」日本国語教育学会編『国語教育研究』No.466（2011年）等。1963年神戸市
生。
〈「学びを見とること」に関する考え・先生方に伝えたいこと〉

「見とる」とは、教師の質的評価の行為である。例えば「思考・判断・表現」を重視する
言語活動においては、児童・生徒の「話す」「聞く」「書く」「読む」のパフォーマンスを通
して「どのような（具合や程度の）思考・判断しているか」「何を思考・判断したことを内
包した結果としての表現か」等を捉えることが求められる。実際の授業で「見とる」行為
は、評価規準を手がかりにしつつも、目の前に繰り広げられている事実に対して「そこで何
が起きているのか」についてその意味を解釈し、フィードフォワードの働きかけに還流して
いく一連の営みとして立ち表れるものである。すなわち「見とる」行為においては、事実を
解釈する力量が極めて重要であり、その力量こそ小学校教師に育成すべき専門的力量の中核
であると考える。
〈提言の概要〉

解釈する場面における若手教員と熟達教員の差異性に着目した研究事例を通して、「見と
る」行為の内実について考えたい。また、解釈の「重層化」を行うことは、ジェネラリスト
としての小学校教師の成長に資するものである。授業研究会を核として若手教員に熟達教員
が長期間関与しながら、解釈する力量（「鑑識眼」）を対話的・自覚的・自己修正的に育成・
洗練していく方法を例示し、若手教員への成長支援についても話題にしたい。

【松友　一雄（まつとも・かずお）】
現在の研究テーマは以下の三点です。①学習者の言語パフォーマンスの質的側面を把握す

るための指標作り、②授業における教師のインターベンション技術の類型化と研修プログラ
ムの作成、③日々の自己の授業に向き合い、授業力向上の実現していくための教員研修プラ
ンの開発及び校内研究組織のあり方に関する研究。『国語教育研究の成果と展望Ⅱ』（分担執
筆、明治図書、2012年）、『国語学力調査の意義と問題』（分担執筆、明治図書、2010年）、

『魅力ある言語活動の開発事典』（分担執筆、東京法令、2010年）など。1969年愛媛県生。
〈「学びを見とること」に関する考え・先生方に伝えたいこと〉

現在は言語活動中心の授業が主流となり、学習者の言語パフォーマンスをその場で見と
り、その場で効果的なコミュニケーション（インターベンション）を行い、表現の論理的な
不備を補う関わりをしたり、思考を深めるような発問を追加していったり、他の学習者との
思考の相対化を促すような発言を全体に向けて行ったりと、「補う」「つなぐ」「深める」「取
り出す」（言語化、方法化、語彙）ことで、学習者の言語力を育成していくことが必要と
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なってきていると考えています。こうした即時的な指導場面を効果的に構築することが、活
動型の授業の学習効果を生み出すための鍵となるでしょう。このような即時的なコミュニ
ケーションを構築するためにはその前提となる教師の「見とり」が多角的かつ長期的な見通
しの中で成熟していく必要があり、それがいわゆる「見とり（評価）技術」として機能する
ことが言語活動を効果的な学習とするためには重要です。
〈提言の概要〉

国語科授業における教師のインターベンションの類型と効果について実例を提示しなが
ら、効果的なインターベンションを生み出すために教師に求められる実践的力量の内実につ
いて言及し、効果的で即時的な「見とり」が言語活動を取り入れた学習の中でいかに重要で
あるかという点について明らかにしたい。加えて、教師の「見とり」の質を向上させるため
の研修プログラムとして進めている日々の授業に向き合うための授業カンファレンスの実際
についてもその成果とともに提案したい。

【渡邉　久暢（わたなべ・ひさのぶ）】
福井県立若狭高校（1991.4～2009.3、2012.4～2014.3、2015.4～）、福井県立藤島高校

（2009.4～2012.3）の 2 校23年の間、実践研究を行ってきました。論文には、「高校国語科評
論文における読解方略指導のあり方─学習者による『ふりかえり』に焦点をあてて」（福井
大学教育学部附属教育実践研究指導センター編『福井大学教育実践研究』第36号、2012年、
pp. 1 -12）、「読みに関する理解を育む『問い』の構造─『羅生門』を学習材とした授業実践
を通して」（福井大学教育学部附属教育実践研究指導センター編『福井大学教育実践研究』
第37号、2013年、pp.19-30）、「探究を導く『問い』を設定する能力の育成─高校国語科現代
文『こころ』の授業研究を通して（ 2 ）」（共著、岐阜大学教育学部編『教師教育研究』、
2013年、第 6 巻、pp.299-328）等。1968年、福井県生。
〈学びを見とることに関する考え・先生方に伝えたいこと〉

私は、授業と授業の間に、生徒全員のノートを見ています。私の場合は、この時間が、生
徒の学びを見とる中心になります。では、学びを見とるとは、何のために何をどうすること
なのでしょうか。そもそも、私は、生徒が自立した読者となることを目的にして授業を行っ
ています。したがって、私の読みを提示するのではなく、生徒一人ひとりに自分の読みを実
践させます。生徒は、教師の立てた課題、または自分で立てた課題に対して、クラスメイト
と交流しながら、自身の読みをノートに残していきます。授業日の朝、授業が始まる前まで
に、このノートを提出してもらいます。与えた課題に対して、どの生徒がどのような水準の
読みを実践しているのか。どの生徒が、どのようにつまずいているのか。それらを確認し、
より水準の高い読みを全ての生徒に実践させるべく、その日の授業の目標や活動のプランを
再構築します。さらには、よい読みを実践しているノートをコピーし、授業中に配布するこ
とで、よいモデルとして提示します。つまり、私の場合は、学びを見とるとは、それまで実
践されノートに残された読みの水準を把握し、すべての生徒たちにより高い水準の読みを実
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践させるために、次なる指導の構想を練り直すことを意味します。形成的評価と言ってよい
でしょう。
〈提言の概要〉

それでは、全ての生徒によりよい読みを実践させるために、教師は読みのよさ・水準をい
かに把握し（学びを見とる）、生徒に対していかにフィードバックすればよいのでしょう
か。私がよく行うのはノートに直接赤ペンでコメントすることです。「いいね！」と一言だ
け書く場合もあれば、「～と考えた理由をもっと詳しく！」など具体的に指示することもあ
ります。生徒間でノートを回覧し合い、付箋にコメントを書いて貼り付けさせたりするな
ど、生徒同士の相互評価を行うこともあります。他者のノートや、他者からのコメントを読
むことで、生徒自身の自己評価も促されます。その結果、それぞれの生徒は自らの読みをふ
りかえり、よりよい読みに向けての実践を継続することになります。このように、教師によ
る評価、相互評価、自己評価を組み合わせることを通して、生徒をより高い水準へと誘うこ
とが有効な手段ではないかと考えています。これらの評価は、授業前に私が設定し、生徒に
も示した目標＝規準に基づいて行われます。ただし授業当初に示した目標は、「登場人物の
行動から心情を捉えよう」といった、かなり一般的なものです。そこで、上記のような評価
活動を通して、私と生徒はより具体的な目標＝規準として共有していきます。当日はこれら
の実例をご紹介し、ご批正を賜りたく存じます。
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第2章
学びを見とる「鑑識眼」を磨く

兵庫教育大学　　勝見　健史

1　教師の専門性としての見とりの力量

医師、弁護士、栄養士、建築家等、「専門家」と呼ばれる職種の中で、教師は、内容・状
況に即した細分化した専門的技法を身につけているスペシャリストであると共に、児童・生
徒と生活を共にしながら総合的に児童・生徒の成長を支援するジェネラリストでもある。換
言すれば、教師は、体系的な特定の科学的知識にのみ依拠する「技術的合理性」による演繹
的適用よりも、経験から導かれた実践的な知識を手がかりとして、極めて不安定で曖昧な現
実の文脈を対象とした「行為の中の省察」を重視する専門家である（1）。ゆえに教師には、特
定の原理・法則を実践へ適用すること（theory	into	practice）以上に、固有の一人称で語ら
れる児童・生徒と教師が織りなす実践の中にある価値を見出すこと（theory	 in	practice）
に軸足を置くことが求められる（2）。

このような専門性をもつ教師には、目の前の児童・生徒の発言や活動の事実から、児童・
生徒の内面やその事実の意味をどう解釈し判断するかという、いわゆる「見とり（3）」の力量
がその専門性の中核として焦点化されよう。とりわけ、国語科の授業場面において、例えば

「意欲が高まる」「読みが深まる」「表現力が豊かになる」といった文言で表されるような言
語経験の「質（4）」は、個々の児童・生徒の学びの複雑な文脈上で、前段階よりも学びの価値
が高まることであり、個別性、履歴性、変容性をもって語られる姿である。このような児
童・生徒固有の言語経験の価値をひもとく国語科の指導と評価は個別的であり、個々人の物
語的成長に重ねた解釈をも内包する特質を持つものである。具体的な指導場面で言語活動の

「質」を高めるためには、個々の児童・生徒の言語活動に並走しながら、多様な言語活動の

（ 1 ）ドナルド・ショーン、佐藤学・秋田喜代美訳『専門家の知恵』ゆみる出版、2001、pp.19-128。
（ 2 ）佐藤学「教師の実践的思考の中の心理学」佐伯胖・宮崎清孝・佐藤学・石黒広昭『心理学と教育実

践の間で』東京大学出版会、1998年、pp.22-38。
（ 3 ）質的評価としての教師の「見とり」能力の詳細については、佐藤真「教師の『みとり』能力の本質

的性格と課題─『総合的な学習』における質的評価法を中心に─」『学校教育研究』第15号、日本学
校教育学会、2000年、pp.85-97を参照のこと。

（ 4 ）松下は、「質」とは質を求める全ての関係者の間での交渉の産物であるとし、質を求める両者がそれ
ぞれに異なった基準で「期待通りのものが得られるか」を追求することであると述べている。本稿
で述べた授業事後研究会も「質」を求める教師たちの協働の場であるといえる。詳細については、
松下佳代「パフォーマンス評価による学習の質の評価─学習評価の構図の分析にもとづいて─」『京
都大学高等教育研究』第18号、京都大学高等教育研究開発推進センター、2012年、pp.75-114を参照
のこと。
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「質」を捉え、それに対して、「今、まさに働きかける契機」として出場（でば）となる「局
面」を教師が察知することが前提となる。そして、その「局面」において、目の前の児童・
生徒にどのようなフィード・フォワードの働きかけが必要か、そのために自らの指導のレ
パートリーの中から何を選択し実行するのか、まさに、刻々と変化する授業の中で臨機応変
に対応することが求められるだろう。

したがって、国語科の言語活動の指導と評価においては、尺度、測定、客観性といった実
証主義的方法に偏することなく、児童・生徒固有の事象の観察、解釈、洞察、理解といった
人文学的方法を重視しながら、日々教室で繰り広げられる児童・生徒の学びを見とり、価値
ある成長のストーリーとして紡いていく教師の質的評価の力量が求められることとなる。本
稿では、このような学びの「質」を見とる教師の力量をどのように涵養するのか、という視
点から、その具体的方法について論じたい。

2　学びの質を見とる「鑑識眼」の洗練

アイスナー（Eisner,	E.	W.）は、授業過程で「何が起こっているのか」という意味を明ら
かにしようとする質的評価の力量を重視し、子どもの経験の多様な質の差異を識別できる教
育評価論で語られる教師の能力を「鑑識眼（Educational	Connoisseurship）（5）」と定義し
た。鑑識眼は、児童が見せる複雑で偶然性を潜めた活動の意味や価値を解釈し、臨機応変に
適切な指導を行う教員に不可欠な能力である。とりわけ、授業は、経験によって蓄積された
実践的知識をもつ教師が、一人称で語られる児童の活動の姿の意味を on-going に解釈しな
がら適宜必要な指導を行っていく営みであり（6）、一つの授業は「鑑識眼」が発揮された教員
の見え方の総体であるといえる。すなわち、優れた「鑑識眼」をもつ教師は、固有の児童の
姿の意味を即座に解釈し、指導すべき局面を察知して学びの価値性を高める臨機応変な働き
かけを行うことができるのである。

また、アイスナーは、「鑑識眼」によって授業で起きた事実の質を認識する鑑識は私的な
ものである一方、その事実に関して自らが捉えた質を言語によって表現し相互に比較討議す
る公的な鑑識を「教育批評（educational	criticism）」と定義し、これを量的、客観的な科学
的アプローチに対して相互補完する選択肢として提起した。すなわち、アイスナーの提起し

（ 5 ）アイスナーの「鑑識眼」および質的評価論の詳細については、Eisner,	E.	W.,	Educational	Connois-
seurship	and	Criticism:	Their	Form	and	Functions	 in	Educational	Evaluation.	 In:	Eisner,	E.	W.,	
The Art of Educational Evaluation,	1985,	pp.135-150等を参照のこと。

（ 6 ）藤原は、教師は過去の状況の解釈の中で形成された実践的知識に基づいて現在の状況を解釈してい
るという点を指摘し、授業実践経験の積み重ねの中で形成される状況依存的で個性的な見識の重要
性について主張している。詳細については、藤原顕「教師のカリキュラム経験─実践的知識の形成
と教師の成長─」グループ・ディダクテティカ編『学びのためのカリキュラム論』勁草書房、2000
年、pp.63-81を参照のこと。
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た「鑑識眼」による「教育批評」という質的評価の営みは、授業研究における質的なアプ
ローチ、換言すれば、「羅生門的接近」として、授業研究における教師の個性的な解釈を前
提とした主観性をも必要視するものである。

筆者はこれまでの研究で、熟達教師と若手教師の経験差による「鑑識眼」の内実につい
て、国語科授業の机間指導場面における教師の「見え方」の差異に着目した考察を行っ
た（7）。その結果、熟達教師の即時的な「鑑識眼」には、「事実の価値化を図る解釈」「事実と
児童の個別性との照合と判断」「重層的、全体的、文脈的な関係性の推察」が特質として焦
点化された。とりわけ、「重層的、全体的、文脈的な関係性の推察」については、①重層的
な解釈（ある事実を同時にできるだけ多様な複数の視点から解釈しようとする）②関係的な
解釈（ある事実を他の事実と関係づけて解釈し、新たな意味を見出そうとする）③価値的な
解釈（ある事実を学習目標や教育的なねらい・願いに照らして解釈しようとする）④物語的
な解釈（時間・場所・対象が異なる複数の事実を文脈化し、事実を児童固有の成長の物語の
一部として解釈しようとする）という四つの「鑑識眼」の特質として整理されるものであっ
た。

このような「鑑識眼」は、本来、教育活動の蓄積を通して経験的に高まっていく力量であ
ると共に、熟達教師と若手教師とが教育実践に際して日常的でインフォーマルな場のコミュ
ニケーションを通して無意識に共有・継承され洗練される力量である。しかし、近年、熟達
教師が大量退職し若手教師が急激に増加していく過程で、即効性のある法則の適用を求める
あまり、専門職として児童を質的に捉える能力が育成・継承されないままキャリアを深める
教師が増加し、児童の複雑な問題状況に対応する力量が低下する危惧にあるのではないだろ
うか。日本の教員および教育活動の質的低下を回避するためにも、若手教師の「鑑識眼」の
力量を、むしろ「意図的」に涵養し洗練させていく方略の構築が急務である。

実践経験の豊富な熟達教師と実践経験の浅い若手教師が協働的に「鑑識眼」の洗練と発展
を目的視するならば、「鑑識眼」による自らの「批評」を公的に表現し合う「教育批評」の
場として、多様な年齢、経験、立場の教師が特定の授業の事実について「重層的」に解釈を
語り合うことが可能な「授業事後研究会」の場が適用されるだろう（8）。

3　教育批評の場としての授業事後研究会

授業事後研究会が、参加する全ての教師の「鑑識眼」を洗練し発展させることを目的とし

（ 7 ）勝見健史「小学校教師の『鑑識眼』に関する一考察─熟達教師と若手教師の授業解釈の差異性に着
目して─」『学校教育研究』第26号、日本学校教育学会、2011年、pp.60-73。

（ 8 ）鶴田は、教師の専門性的力量の形成を主眼とする授業研究では、アイスナーの質的評価論が重要な
意味を持つことを指摘している。詳細については、鶴田清司「E.	W.	Eisner の教育評価論の検討：

『教育批評』（“educational	criticism”の概念と方法を中心に）」『教育方法史研究・第 3 集』東京大学
教育学部教育方法研究室、1986年、pp.117-139を参照のこと。
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た場として機能するために、アイスナーの「教育批評」の機能の三側面（「記述」「解釈」
「評価」）に立ち返って、その意義を顕在化させることが重要である（9）。

第一の「記述」は、授業における児童の経験の特性を捉え、描き、適切な言語によって翻
訳表現することである。この点について、「鑑識眼」を育成することを目的とした授業事後
研究会においては、授業の中で繰り広げられる児童と教師の活動の特定の事実に対して、参
観した教師が感じた感情や、その場の状況の印象を、条件規制することなく可能な限り詳細
に自由に語り合う点を重視したい。その際、教師の「記述」が事実と乖離して抽象化し、授
業全体における多様な印象の中に個別の事実に対する印象が拡散することを回避するため、
教師個々人の「記述」の着眼点としてどの具体的事実を対象として特定化したのかという点
を明確にしておくことが肝要である。

第二の「解釈」は、その状況場面が、その当事者たちにとって何を意味するのか、その行
為や状況の意味を理解することである。この点について、「鑑識眼」を育成することを目的
視した授業事後研究会においては、個々の教師の経験から生み出された多様な実践知が授業
で見出された事実の解釈に適用されることを重視したい。その際、特定の事実に対して多様
な解釈が多様な実践知に基づいて多層的、複眼的に行われるように留意することが肝要であ
る。

第三の「評価」は、「教育批評」が単なる「記述」と「解釈」にとどまらないように、そ
の教育実践の特徴や改善の方向について評価的結論を導き出すことである。この点につい
て、「鑑識眼」を育成することを目的視した授業事後研究会においては、教師個々人の表出
した批評を、実践の改善に向けて価値ある方向に焦点化する役割の存在を重視したい。その
際、授業事後研究会を進行する立場の教師が、個々の解釈の連関と重複、その背景にある教
師個々人の「実践的知識」の価値の顕在化等の、プロンプターとしての先導的役割を担う存
在となることが肝要である（表 1 ）。

とりわけ、（c）授業全体の構造的特徴の顕在化というプロンプターの役割は重要である。
それは、授業事後研究会においては、参会者が授業の中の個別の事実を鑑識する力量を涵養
すると共に、授業全体の相と構造を把握し、授業の全体性の中の個別の事実の意味性を解釈
することができる力量を涵養することも重要視するからである。

このように、「教育批評」として行われる授業事後研究会で育成される「鑑識眼」とは、
特定化した個別の事実の解釈を表現する力量と、固有のドラマとして授業を特徴的、構造的
に把握し、全体と個別との関係においてその意味性を理解する力量によって構成されるもの
といえよう。

（ 9 ）アイスナーの「教育批評」の機能と妥当性の詳細については、伊藤安浩「授業研究における批評の
意義─ E.	W.	アイズナーの“教育批評”論をもとに─」東京大学教育学部編『東京大学教育学部紀
要・第33巻』東京大学教育学部、1993年、pp.201-209を参照のこと。
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4　「鑑識眼」の洗練を目的とした授業事後研究会の手順

「教育批評」の機能を顕在化することに留意した上で、重層的・文脈的な解釈の場として
「鑑識眼」を洗練することを目的とした授業事後研究会の流れを、①当初想定した授業ス
トーリーの把握、②実際の授業のストーリーにおける「重要な出来事」の抽出と解釈の表
明、③特徴あるドラマとしての授業のストーリーの解釈、④授業のドラマを生起させた事実
にかかわる考察、として設定する。具体的な手順と運用方法は以下のように考える。

第一に、授業終了直後において、プロンプターと授業者との間で事前の打ち合わせを行
う。これは、プロンプターが授業事後研究会の教師個々人の解釈を関連づけたり、焦点化し
たりする上で、授業者が実践にあたって何に価値をおき、児童の固有の実態をどのように把
握し授業に連結させようとしたのかを理解しておくことが大切だからである。また、授業事
後研究会の開始時において、授業事後研究会に参加する全ての教師間で、その場が「鑑識
眼」を洗練し発展させる機会であるという意義を共有する。換言すれば、授業事後研究会
が、所定の理論の有効性を検証したり、その理論に対する教師の行為の是非を判定したりす
る場ではなく、教師個々人の「実践的知識」に基づいた鑑識の交流、他の教師の鑑識への関
与と理解が個々人の「鑑識眼」という専門的力量を向上させるという目的を伝達し共有して
おくのである。すなわち、ここでは、「『鑑識眼』深化のための視座の把握」を重視するとい
うことである。

第二に、プロンプターは、写真 1 で示すよう
に模造紙を 4 枚程度つなぎ合わせた横長の用紙
を会場の前面掲示として準備し、そこに当初授
業者が想定した展開として、本時指導案の活動
分節ごとの枠組みを記入する。それは、時系列
で展開される一つの固有のストーリーとして授
業全体を捉える意識を高めるとともに、参観し

表 1　授業事後研究会における「プロンプター」の役割

役　　割 内　　　　容

（a）解釈の多層化の促進 同一の事実に対する異なった解釈の存在、年齢や立場による解釈の
差異の顕在化。解釈の多元性、多様性の容認と妥当性の吟味の示唆。

（b）解釈と授業の具体的
事実との還流化

授業の事実と乖離した抽象論の回避。解釈に対応する特定の事実の
確認と共有。解釈の背景にある「実践的知識」のエピソード化。

（c）授業全体の構造的特
徴の顕在化

山場や転換点の抽出による授業全体の「相」の顕在化。個別の事実
のもつ授業全体の中での意味性の顕在化。授業の特徴の構造的把握
の促進。

（d）授業改善のための価
値ある事実への焦点化

参観した教師の関心の集中した事実への回帰。授業の目的（評価規
準や研究テーマ）達成に向けた授業改善のための着眼点の提示。

写真 1　授業の全体構造を意識化する枠組み提示
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た個々の教師が、付箋紙で貼付する、自分なりに着目した事実のストーリー内での位置を自
覚するためである。すなわち、ここでは、「ストーリーとしての全体構造の意識化」を重視
するということである（10）。

第三に、授業開始前に授業を参観する全教員に対して、「授業を参観して、気になった児
童や教師の言動の事実を一つ具体的に見つけておいてください」と教示し、各自に付箋紙を
一枚ずつ配布しておく。そして、授業中においては、記録者は教師と児童の言動および関係
性等を可能な限り正確に記録する。例えば、それらは、児童と教師の発言プロトコルとして
記録し、授業事後研究会における具体的事実の解釈に活用できるように準備する。その際、
児童名は一人称の固有名で記載することに留意する。それは、個々の児童の特性が、授業者
や他の児童・生徒にどのような影響を与え、社会的相互作用の中で固有のドラマが創出され
たのかという点について話題化が可能な状況にしておくためである（11）。授業後、発話プロト
コルを手がかりに、個々の教師が授業の中で解釈の対象として特定化した事実を抽出し、付
箋紙に記載する（写真 2 ）。すなわち、ここでは、「事実の固有性・文脈性の保障」を重視す
るということである。

第四に、授業を参観した教師全員が、事実の特定
化を行った付箋紙を事前に準備した授業全体像の模
造紙の中に順次位置づけ、その事実にかかわる自ら
の解釈を個別に公開する（写真 3 ）。この際、個々
の教師の解釈の価値を意味づけたり、教師相互の解
釈を関連付けたりしながら、固有の物語として授業

写真 3　教師個々人の解釈の公開 写真 4　解釈相互の関連付けと物語としての構造化

写真 2　特定の事実の抽出

（10）勝見は、授業事後研究会における板書を用いた授業構造化法を提起している。詳細については、勝
見健史「教師の『語り合いの板書』による『見取りの事実』を共有し合う授業評価法」佐藤真編著

『「総合的な学習」の授業評価法』東洋館出版社、2003年、pp.90-99を参照のこと。
（11）佐藤は、教師の反省的成長を促す授業評価を実施するにあたっては、「状況との対話」を記録し、児

童の学びの実像と実物をもとにした方法が採用されるべきであると述べている。詳細については、
佐藤真「『総合的な学習』における授業研究の現在的な問題点と求められるべき授業評価」上掲書
10）、pp. 8 -13を参照のこと。
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の特徴（授業の相）を顕在化させていく（写真 4 ）。この過程において、他の教師の解釈と
比較しながら、教師個々人が自らの「鑑識眼」の特性とレベルを自覚し、「鑑識眼」の洗練
と発展、自分にはない解釈の視点の獲得や補充を図るのである。すなわち、ここでは、「解
釈の差異性と同一性の顕在化」および「固有のストーリーとしての特徴の共有」を重視する
ということである。

第五に、解釈の交流によって焦点化された、参観者の関心が集中している特定の事実や、
解釈の多様性が顕著な特定の事実について、その事実に対する再解釈や、授業改善に向けた
他の方策の検討を複数の教師で協働的に行い（写真 5 ・ 6 ）、検討内容の公開と共有を行う

（写真 7 ・ 8 ）。この行為は、「教育批評」を単なる「記述」と「解釈」にとどめるのではな
く、指導改善ために有効なレパートリーを実践的な教授行動として模索するという行為で表
現される「評価」の機能である。換言すれば、「鑑識眼」の育成は、事実を質的に解釈する
力量にとどまらず、指導改善に具体的に結合することに目的があるのである。すなわち、こ
こでは、「指導改善としての鑑識眼の具現化」を重視するということである。

第六に、教師個々人の「鑑識眼」の発揮によって「記述」「解釈」「評価」が機能化した
「教育批評」の成果を、一人称で語られる教師と児童が織り成す固有のドラマの理解として
位置づけ、教師集団の「鑑識眼」育成の具体的履歴として蓄積する（写真 9 ・10）。具体的
には、付箋紙を貼付し構造化した模造紙に発話記録および共有した固有のストーリーとして
の解釈を添え、授業事後研究会ごとに蓄積していく。年度末や研究発表会には、校内の多様

写真 5・ 6　事実の再解釈・方策の再検討

写真 7・ 8　新たな指導のレパートリーの公開と共有
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な教師の見え方を重ねながら協働で解釈してきたドラマ群として再確認や再解釈を行った
り、教師集団として重層的な解釈を繰り返してきた教師の学びの履歴として価値づけを図り
ながら、今後の力量育成の方向性を見出したりするのである。すなわち、ここでは、「『鑑識
眼』の洗練と発達の自覚化」を重視するということである。

以上述べてきたように、「鑑識眼」を洗練するためには、授業という多様な要素を含んだ
固有のドラマを批評の対象にすることが、多元的、複眼的な解釈の視座を育成する上で効果
的である。そこでは、教師個々人の個性的な解釈と批評を尊重しつつ、それらが多層的に重
複したり、対立的な構造に位置づいたりする同一性や差異性を抽出し焦点化して議論を深化
する行為が不可欠である。さらに、授業における個別の事実を、授業の特徴的な全体構造の
中で捉えることによって、事実の意味や価値の解釈を構造的、関係的、大局的に見とる力量
が育成されるであろう。

なお、本稿で述べた付箋紙を利用した授業事後研究会の運用方法は、カード構造化法の一
種であるといえる（12）。しかし、付箋紙に記入される内容は、授業改善に向けて直接的に教師
の指導方法について概念化して是非を検討するものではない。「鑑識眼」を洗練させていく
ためには、教師個々人が授業の中から特定の事実を抽出し付箋紙に記入する行為、さらにそ
れを教師個々人の意志で授業構造の中に位置づけ解釈を公開し合う行為こそが重要なのであ
る。換言すれば、授業研究における教師の表現が急激に抽象化し実践の言語と乖離すること
を回避するために、授業の固有の事実や構造に基づいた実践の言語表現を駆使しながら緩や
かな意味化を図るのである。すなわち、教師の専門的力量としての「鑑識眼」を意図的に育
成することを目的とするならば、授業研究を通して一般化できる技術原理を抽出することに
対して慎重であるべきである。むしろ、「鑑識眼」の育成においては、複雑な授業の文脈に

写真 9・10　教師集団の「鑑識眼」育成履歴の蓄積

（12）カード構造化法の詳細については、藤岡完治「自分のことばで授業を語る─カード構造化法─」浅
田匡・生田孝至・藤岡完治編『成長する教師─教師学への誘い─』金子書房、1998年、pp.118-133
に詳しい。
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対する洞察、刻々と変化する状況における学習の意味や価値の発見と省察を行うことを通し
て、状況や場面に応じた選択と判断の方法を多彩に蓄積していくことを第一義としたい。

5　指導の改善への還流を

「鑑識眼」を洗練することは、教師自身の専門家としての力量を向上させていくことであ
ると同時に、児童・生徒への指導と評価の妥当性・信頼性を高めていくものである。

現在の学習指導要領においては、「思考力・判断力・表現力」の育成が重視され、思考・
判断と表現活動とが連動する授業がめざされている。例えば、国語科における言語活動は、
特定のコンテキスト（相手、目的、場面、状況）を含む真正性のある一連の追究活動とし
て、「表現にひらく」「読書にひらく」展開の「単元」として構成される（13）。それは、〈input

（読む、聞く）→思考・判断→ output（書く、話す）〉の展開で構成され、単元末の output
としての言語表現は、学習過程で思考・判断してきた結果として表現されていることにな
る。しかし、このような単元の実践においては、最終的な成果としての「紹介」「推薦」「説
明」「報告」等の言語表現が、学習過程に思考・判断してきたことと乖離した、単なる「楽
しい活動」に終始するような状況も見受けられる（14）。例えば、「新入生にこの学校のお薦め
ポイントを三つの特長としてまとめ、400字程度の学校だよりの記事にして伝えよう」のよ
うな複雑な文脈のパフォーマンス課題に対する追究過程では、持っている知識や思考力、判
断力を駆使した結果として表現する姿が教師の前に立ち表れることになる。このような高次
な思考を含んだパフォーマンスを評価するためには、そのパフォーマンスに内包される思
考・判断のありかを質的にみとる力量が不可欠となる（15）。

例えば、K 県 K 市立 K 小学校では、年度末に 1 年間で実施した「表現にひらく」「読書
にひらく」学習過程の主な単元における実際の成果物（言語表現）、およびその評価指標

（ルーブリック）を学年毎に提示し、単元で立ち表れた児童のパフォーマンスの質について
検討する「評価研修会」を学校として取り組んでいる（16）。

評価研修会では、参加する教師たちが協働で、評価指標（ルーブリック）を手がかりとし
て児童の言語表現に内包される思考の「程度」や「具合」についての解釈を表明し合い、そ

（13）現行の学習指導要領における単元に着目した授業づくりの意義と方法については、寺井正憲「単元
学習を開発するために─言語活動の授業づくり─」日本国語教育学会編『国語教育研究』No.504日
本国語教育学会、2014年、pp. 4 - 9 を参照のこと。

（14）国語科における言語活動の現状と課題については、鶴田清司・河野順子『論理的思考力・表現力を
育てる言語活動のデザイン・小学校編』明治図書出版、2014年、pp.15-19を参照のこと。

（15）パフォーマンス評価の詳細については、ダイアン・ハート著、田中耕治監訳『パフォーマンス評価
入門─「真正の評価」論からの提案─』ミネルヴァ書房、2012年に詳しい。

（16）K 県 K 市立 K 小学校の評価研修会の詳細については、勝見健史「言語活動をどのように評価するか
─国語科における成果物の評価方法に着目して─」『兵庫教育』No.759兵庫県教育委員会、2014年、
pp. 4 - 7 を参照のこと。
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の結果を生起させた原因を指導内容と往還させながら考察している。そこでは、「評価指標
に照らすと、ここの表現は思考の程度からすれば十分でない」「この成果物（表現）のここ
にこのような記述があるのは、学習過程でこういう思考が十分できている（できていない）
ということではないか」「この部分の思考については、単元の○時間目で指導しているはず
だったが、実際の指導の何が不足していたのか、どの部分の指導を次年度は手厚くする必要
があるのか」等の、国語科として育てるねらいに照らした解釈を行うだけではなく、「この
子どもの表現にこのような記述がされていることを、この子ども特有の育ちとしてどう見る
か」「この子どもの単元内の変容から考えれば、この表現はこのように解釈できるのではな
いか」等、個々の児童固有の育ちの実態に照らした解釈をも含めて、「私はこう見る」「見え
方の違いをどう考えるか」等、異なる実践的知識を背景とする個々の教師特有の見え方を尊
重した解釈の重ね合いを重視している（写真11・12・13）。

このような K 小学校の評価研修会の特筆すべき点は、単元終了後の言語表現をどのよう
に評価するのかという教師の働きは、学習過程をどのように指導するのかという責任の裏返
しであり、評価研修会で教師の見え方を重ね合うことによる質的評価力の向上と、学習過程
における児童の思考の「質」をどのように高め、それをどのような表現の「質」として見と
り、実際のどのような指導に還流するのかということとが連動することこそ重要だと捉えて
いるということである。評価研修会の解釈の交流によって共有された内容は、単元の指導を
問い直すための情報として当初計画した指導計画に加筆され、次年度の計画カリキュラムと
して引き継がれている。このような、指導の結果を次年度の指導の改善、単元の更新に生か
す取り組みは、「カリキュラム評価」といえるものであり、教師の経験と省察によって推進
する「経験的なカリキュラム」の構築に位置付くものであるといえよう。

写真11・12・13　表現活動の「質」についての語り合い
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第3章
国語科の授業づくりと評価を考える	
─教師の「見とり」とインターベンション─

福井大学　　松友　一雄

1　研究の目的と方法

各教科の授業において言語活動の充実を図るために、多様な実践研究が進められている現
在、その研究の方向性を概観すると、主に以下の三つのポイントに焦点化することが可能で
ある。

①　単元や授業レベルでの工夫・改善によって、学習者に言語活動に関する理解を持た
せ、より主体的な言語活動への参加を促そうとする研究。

②　長期的・計画的に学習者の言語能力を育成し、質の高い言語活動を遂行できるように
しようとする研究。

③　教室内の学習環境の整備によって、学習者の言語活動をサポートする情報を提供し、
より多くの学習者に的確な言語活動を遂行させようとする研究。

本研究の対象となる「教師の見とりとインターベンション」は、上記の三つの研究の方向
性のうち①及び②と関連するものであり、授業の中で即時的に学習場面を生み出すインター
ベンションの機能は学習者に質の高い言語活動を遂行するための能力を育成する方法として
は非常に効果的なものである。

本提案では、この教師のインターベンションは、即時的な教育技術ではなく、「目的」や
「ゴール」を持った長期的で計画的な教授行為であり、豊かな知識や経験に裏打ちされた教
師の「見とり」が効果的なインターベンションを生み出す背景にあることを指摘することを
目的としている。また、そうした教師の「見とり」の向上の要件を明確にするとともに、教
員研修の方法を提案することを目的としている。

2　言語活動の形骸化と主体的な学習場面構築の必要性

学習指導要領に「言語活動の充実」が示唆されてから数年の間、教育現場における授業研
究の方向性は、従来の学習過程の中に「話し合い」や「発表」といった活動をいかに埋め込
んでいくか、というものであった。こういった流れの中で、①言語活動が明確に目的を持っ
ていない、②言語活動に参加するだけの言語力が育成されていない、にもかかわらず言語活
動だけが学習活動の中に埋め込まれている授業が行われることが増えてきている。
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こうした授業は、以下の要件において学習活動が作業化された状態にあると言える。

①　指示と手順の明示によって学習活動が導かれている点
②　言語活動の目的やゴールが学習者に理解されていないため、言われたことを言われた

通りに行うしかない点
③　学習課題と言語活動との関係性が学習者にとって不明瞭なため、言語活動に思考が伴

わない点

学習活動の作業化は、思考を伴わない学習のために学習効果を低下させ、見通しを失わせ
るため、学習者の達成感も低下させてしまう。

この状況を打破するためには、教師が学習者の発言に耳を傾け、授業の場に取り上げ教材
化することで、学習者の自己関与感を高めることで主体的な参加を促したり、他者の思考に
焦点化することで、自己の考えとの相対化を促進することが必要となる。

学習者の言語パフォーマンスを授業の場に取り上げて教材化するプロセスが「見とり」か
ら「介入（インターベンション）」に至る教師の教授行為であり、主体的で協働性の高い言
語活動を生み出す学習場面の創造に資するものである。

3　教師によるインターベンションの類型と見とり

3 - 1 　言語力育成を目的としたインターベンションと見とり
授業の構成が、学習者の「主体的学習活動」や「協働的学習活動」で占められるようにな

ると、当然教師の役割も変化してくる。松友（2008）（1）では、こうした教師の役割を「ファ
シリテーター」「コーチ」「インタープリター」として捉え直し、学習者に任せきりになるの
ではなく、活動に誘い、活動の質を高める支援を行い、活動を位置づける教師の主体的な教
授行為を計画的に遂行していく必要性を指摘した。

しかし、日々の授業の中では、こうした「言語活動」と「学習者」を結びつける行為だけ
ではなく、学習者の「言語力」を育成するために、長期的な展望と即時的な見とりに基づい
て対話的に遂行する「インターベンション」が不可欠である。松友・大和（2012）（2）では、
こうした長期的な展望に立ち、学習者個々人の「言語力」育成を目的とした教師の対話的教

（ 1 ）松友一雄「言語活動の基盤としてのコミュニケーション能力の育成」（高木展夫編『教職研修総合特
集「新学習指導要領」実践の手引き⑥	各教科等における言語活動の充実─その方策と実践事例』教
育開発研究所、2008年、pp.98-103）

（ 2 ）松友一雄、大和真希子「言語活動の質を向上させるための教師のインターベンションに関する研究
─言語・非言語コミュニケーションの観点から─」、『福井大学教育学部附属教育実践研究指導セン
ター編『福井大学教育実践研究』No.37　福井大学教育学部附属教育実践研究指導センター、2012
年、pp. 1 -10
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授行為を言語・非言語両側面から抽出し、その類型化と効果について検討を加えた。また牧
田（2012）（3）においては、学習者の思考の深化を促す「装置」としての教師のインターベン
ションを客観的に分析している。

両研究が教師の主体的視座からのものであるか、分析者としての客観的なものであるかは
別にして、教師と学習者個人の関係性を対象にして分析をしている点は共通している。教師
が自らの学力観や学習観を生かして学習者の言語力を育成するために、計画的に学習者個人
と対話する行為は「教授＝学習」過程に「個の学び」を成立させ、学習者個人の主体的学習
活動を生み出す働きを持っているといえよう。特に国語科の場合には、学習者の読みの実際
に向き合って、読みの観点や読みの方法を言語化する（方法の取り出し）ことによって、学
習者個人の読解力だけではなく、学級全体で方法知を共有する場面を生み出す働きも指摘す
ることができる。

3 - 2 　協働性の高い学習集団を作るための教師のインターベンション
また、授業における教師のコミュニケーション技術の研究は、「教育話法」や「指導的評

価言」など個人の学習効果を高める目的で行われるものに焦点化される傾向が強く、そこで
扱われるコミュニケーションも「教師対学習者個人」の一対一の対話とそれを傍観する他の
学習者の関係性の中で分析されてきた。これは、学級集団における学習活動を捉える視点が

「集団学習」と「個の学習」という二元論に陥っており、「教授＝学習過程」はその往復運動
に支えられているという認識に拠るものである。

しかしこの捉え方は、「集団学習」に内在する「個の学習」を見落とす結果となり、「個の

図 1　教師によるインターベンションの類型

インターベンションの類型

つなぐ
学習者同士をつなぐ
教材とつなぐ
生活とつなぐ

整える
発話を整える
姿勢を整える
ノートを整える

深める
思考を深める
理解を深める

誘う
参加を誘う
思考を誘う
活動を誘う

価値づける
考え方や方法を取り出す
使用している語彙を取り出す
学習者の意識を取り出す

その場で見とり、コミュニケーションする技術

（ 3 ）牧田宗大「思考力を高める教師のインターベンションに関する研究」（2012年11月言語文化学会発表
資料）
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学習」の不断の連続性を「集団学習」という仕切りによって分断して捉えてしまうことにつ
ながっている。さらにこれは、学習そのものを教師の視点もしくは教師の計画性の上で把握
することを意味しており、「学習者の視点」から捉えた「学習活動」を見えなくしてしまう。

例えば教師がいくら班学習を組織しようとも、学級全体で話し合いを組織しようとも、学
習者個人がこうした用意された学習に参加する能力がなかったり、参加することに対してネ
ガティブな意識を持っていたりする場合、連続する「個の学び」は存在していても、「集団
学習」との往復運動は生じていないことになる。これが、授業でいくら集団学習を組織して
も、実際にうまくいかない大きな原因である。教師は、学習過程の組織に加え、学習者個々
人の「教室」への参加状況や能力を「見とり」ながら、その場で「協働性のある学習場面」
を作り出していかなければならない。

また「言語活動」の授業への導入は、学習者が他の学習者に自分の考えを説明したり、学
習者相互に自分の意見を交流させたり、班での話し合いなどで自分たちの意見を吟味したり
する学習にかなりの時間を割くことにつながる。言うまでもなくこれらの学習場面は即時性
の高いコミュニケーション場面であり、教師の効果的なインターベンションに支えられなけ
れば、学習者は言いたいことを言っているだけで、コミュニケーションが成立しない。これ
らの活動が「学習活動」として授業の中で機能するために、教師にはその場で学習者の表現
内容や学級の状況などを「見とり」、より多くの学習者の参加を促しながら思考の深化を生
み出すような「コミュニケーション場面」を作り出していく必要がある。

こうした、多角的で複雑な教授行為を授業のまさに「その場」で行わなければならないよ
うになってきた点で、「言語活動」を取り入れた授業を行うことは難しいのである。こうし
た教授行為そのものの変容に対応するためには、学習者の表現内容の質を捉える「眼」の形

「見とり」の対象と質及びインターベンションの類型

インターベンションの類型

直接的
間接的

言語的
非言語的

個別的
集団的

見とり
の対象

見とり
の視座

見とりに必要な情報

学習者
個人

分析的 ①国語学力に関する理解
②言語活動を支える方法的知識の体系的理解

長期的 ①言語力の発達に関する理解
②複数学年を担当するなど系統化された指導経験

内面的 ①学習態度や動機付けに関する理解
②学習者個々人の日常的な学習状況に関する情報

学習
集団

分析的 ①コミュニケーション状況に関する理解
②学習者の参加率への意識

長期的 ①学習集団作りに関する理解
②多様な担任経験とクラス作りのノウハウ

授業
展開

分析的 ①学習速度（個人差）への意識
②学習時間や空間づくりの技術

図 2　見取りの対象・視座とインターベンションの類型
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成、学習者の発言から思考や認識、表現の方法をメタ認知して抽出し言語化する「眼」の形
成に加え、学習者相互をつなげたり、学習課題を焦点化して話し合いを深化したりするコ
ミュニケーション技術の習得が求められている。

3 - 3 　長期的・計画的な教授行為としてのインターベンション
これまで教育学研究を中心に行われてきた授業における教師のコミュニケーション技

術（4）、例えば「教育話法」や「リボイジング」、「フォールディング・バック」、「指導的評価
言」などは、学習状況に対する即時的なコミュニケーション技術であり、①学習状況の見と
りから②コミュニケーションによる介入、③学習場面の構築にいたるプロセスは類似してい
るけれども、あくまで断片的なコミュニケーション技術である。

これに対して、教師のインターベンションは「ねらい」と「ゴール」をもった長期的で計
画的な教授行為である。 3 - 1 で指摘している「学習者の言語力の育成」にしても、 3 - 2 で
指摘した「協働性の高い学習集団づくり」にしても、長期的で計画的な教師のインターベン
ションを積み重ねていくことで実現するのである。

4　表現に目を向けイメージ化を促すインターベンション（小1）事例分析

実際の授業場面における教師と学習者のコミュニケーションを「教師のインターベンショ
ン」として捉え直してみると、その「見とり」が非常に多角的であることが明らかになる。
例えば、表現に目を向けさせ、教材理解のイメージ化を促すインターベンションの例を挙げ

目的的行為としてのインターベンション

フォール
ディング
・バック

指導的
評価言

リボイ
ジング

学習
状況

学習状況に対する即時的な
コミュニケーション技術 長期的・計画的な教授行為

【ねらい】
①学習者個人の
　言語能力の育成
②学級集団作り
③授業の成立と深化
④言語活動の深化

【インター
ベンション】
即時的なコミュニ
ケーションによる
学習場面の創造

【見とり】
①学習者の言語
　パフォーマンス
　（即時的・継続的）
②学級のコミュニ
　ケーション状況
③学習の速度と学
　習者の参加率
④表現内容や教材
　の理解

【ゴール】

図 3　長期的・計画的教授行為としてのインターベンション

（ 4 ）一柳智紀「教師のリボイシングの相違が児童の聴くという行為と学習に与える影響」日本教育心理
学協会編『教育心理学研究57』国土社、2009年、pp.373－384など
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てみる（5）。

事例 1《A教諭》
Ｓ 1 ：「僕は『まもなくエルフは階段も登れなくなった』のところが心に残りました。どう

してかというと、エルフが階段も登れなくなってかわいそうだから心に残りました」
Ｔ　：「あ～そう、エルフ階段登れなくなっちゃったんだ、かわいそうだね。ずっと階段登

れなくてかわいそうなままだったの、ずっと階段登れなかったの、じゃずっと一階に
いたの？ちがうの？二階に行けたの？どうして二階に行けたの？二階に行けたよと思
う人？その人どうしてエルフは二階に行けたんだと思うの？」

Ｓ 2 ：「言ってもいいですか、僕は（沈黙）」
Ｔ　：「だれか助けてくれる人？」
Ｓ 3 ：「私は僕がエルフを抱っこして一緒に二階に連れて行ったのでエルフは二階に登れた

のだと思います、どうですか？」
Ｓ 4 ：「同じです」

この部分では、年老いたエルフの不便さを大きくなった僕が支えていることをイメージ化
して読み取らせたい部分である。S 1 児の読みに対して「根拠が十分ではない」「イメージ
形成が十分ではない」と教師は見とり、エルフが二階には登れなかったのかどうかという問
いを発し、実際には書かれてはいないが、エルフと僕との関係性や他の記述を根拠にして推
論をさせている。結果的に、エルフを抱えて運ぶ僕の姿が強くイメージ化され、僕の心情に
迫るための基礎となるイメージを多くの学習者が想起することにつながっている。

事例 2《B教諭》
Ｓ 1 ：「ぼくは、A さんにちょっと付け足しで、みんな泣いて肩を抱き合ったのだと思いま

す。どうしてかというと、みんながエルフのことを好きだったから、みんな肩を抱き
合って泣いたのだと思います、どうですか」

Ｓ　：「いいです」
Ｔ　：「聞いていい？みんなって誰？家族って誰？」
Ｓ　：兄、妹などとつぶやきが起こる。
Ｔ　：「家族に僕は入れますか？僕と」
Ｓ　：「兄」
Ｔ　：「兄」
Ｓ　：「妹」

（ 5 ）事例 1 、 2 は、金沢市立 K 小学校において平成26年度に行われた授業カンファレンスの記録に基づ
いている。A 教諭は教職歴 5 年目、B 教諭は教職歴24年目である。
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Ｔ　：「妹」
Ｓ　：「ママ、パパ」
Ｔ　：「パパ、ママじゃあ、五人家族でいいですか、この五人が家族でいいですか。みんな

で肩を抱き合ったんだね」

この部分では、授業も中盤を迎え、学習者の集中力が衰えを見せ始めていることを教師が
見とっている。S 1 の発言に対して「いいです」と安易に答える多くの学習者に対して、

「みんなで肩を抱き合って泣いた」という表現は、発表した S 1 ほど実感を持って読み取ら
れていないことを察知し、イメージ化を図ろうとしたインターベンションである。「誰が肩
を抱き合って泣いたのか」という問いは一見確認の発問のようにも受け止められるが、そう
ではなく、学習者に家族全員で肩を抱き合って泣いている姿をイメージ化する作用をもたら
している。

5　補うインターベンションと広げるインターベンション（小5）事例分析

高学年の授業（6）におけるインターベンションは、学習者の論理的な不十分さを補うような
学習者個人に対する見とりに加えて、学習者個人や学習集団の学習状況への見とりに支えら
れており、学習の質を深めたり高めたりする効果を生み出している。

事例 3《C教諭》
Ｓ 1 ：「イタマルとミッキーが大げさな、喉の渇きを感じられるからです」
Ｔ　：「今、頑張って発表してくれたんやけど、どんな喉の渇きって言ったかな」
全員：「大げさな」
Ｔ　：「大げさなですね。大げさな喉の渇きって S 1 さんどういうことかしら」
Ｓ 1 ：「どこから［おおげさな］という言葉が出てきたかというと、18ページと19ページを

見てください。19ページには、『死にそうなほど喉が渇いている』と書かれているの
で、大げさだなと思いました」

全員：「わかりました」
Ｔ　：「今ちょっと大げさについて説明してもらったけど、大げさな人ですか」
Ｓ 2 ：「大げさに感じる」
Ｓ 1 ：「想像が……」
Ｔ　：「今誰か何か言ったね。何ですか」

（ 6 ）事例 3 、 4 は金沢市 S 小学校 5 年＠組（男子18名、女子20名）授業者の F 教諭の授業カンファレン
ス記録に基づいている。教職歴22年の中堅教員で専門教科は理科で高学年を中心に担任経験を積み
重ねている。
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Ｓ 1 ：「想像している時が大げさだと思います」
Ｔ　：「想像しているときの……ここらへんですね。ここでどんな想像していたんやっけ」
Ｓ 1 ：「『別のときは、ぼくはいかだに乗って海をただよっている。』です」
Ｔ　：「いかだにのっている想像していたよね。他にはどんな想像してた」
Ｓ 1 ：「『ちんぼつ船のドアの上だ』です」
Ｔ　：「そういうのが S 1 さん風にいうと大げさな想像になるんですか？」
Ｓ 1 ：（うなずく）

この場面では、児童の発表内容の不備を見とり発表者に補足を促す介入がみられる。S 1
の「イタマルもミッキーも大げさな喉の乾きを感じているから」という発表は、登場人物 2
人のかかわり合いの変化に迫る上で重要な共通点ではあるものの、このままでは他の児童が
発表者の真意を理解するのは難しい。そこで教師が、「大げさな」という言葉に着目し、改
めて説明を促すことで、登場人物の人物像に迫る流れを自然と作り出している。

事例 4《C教諭》
Ｓ 1 ：「はい。23ページの 1 行目の『イタマル、ぼくねえ』のところは、友情が深まった

り、確かめ合ったりする場面だと思います」
Ｔ　：「なるほどね。みんなはどういう意味かわかった？『イタマル、ぼくねえ』と言った

ら、ここがどんな風に感じたの？この言葉から」
Ｓ 1 ：「どきどきした」
Ｔ　：「誰がどきどきしたの？」
Ｓ 1 ：「イタマル」
Ｔ　：「イタマルで良かったかな？これ誰の言葉？」
全員：「ミッキー」
Ｔ　：「ミッキーが言ってるんやけど。それを聞いたらってことかな？もうちょっと語って」
Ｓ 1 ：「ここから『目をつむって水を飲むのだ』のところまでが、ミッキーが無口じゃなく

なったところで、友情をもっと深めたところだと思う」
Ｔ　：（全員に向かって）「それについてどう？さっき S 2 さんも言ってくれたけど、S 2 さ

ん好きな男の子の話とかはしますか？」
Ｓ 2 ：（首を横に振る）
Ｔ　：「しませんよね。誰にでもできる？好きな男の子や女の子の話って誰にでもできる話

だと思う？どういう子になら言える？S 3 さんどうですか？」
Ｓ 3 ：「そのことはかなり仲良しな友達のときしか言えないと思います」
Ｔ　：「みんなはどうですかね」
Ｓ 4 ：「ぼくは親友にしか言わないと思います」
Ｔ　：「ということはあなたにとったら、この場合もう親友になったといえるのかな？」
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Ｓ 4 ：「なりかけとる」
Ｔ　：「なるほどね。なりかけとるということなんやね」

この場面では、児童同士をつなげながら様々な考えを共有するための介入が行われてい
る。S 1 はミッキーが好きな女の子の話をイタマルにするということがどういった意味をも
つのかということに気がついている。しかし、このことについて他の児童はどのように考え
ているのか、また男子と女子とでは考え方が違うのかどうかについても交流させておく必要
があるだろう。そこで S 1 の発表後、教師が介入し他の児童に意見を求めていくことを通し
て、ミッキーの行為が持つ意味、そしてその時のイタマルの気持ちを類推しやすいような
キーワードを導きだしている。また、児童の日常生活での経験も踏まえた上での意見を交流
する中で、自分とクラスメイトとの共通のあるいは異なった考え方に触れる場が創造された
とも考えられる。

6　教師の「見とり」の成熟と教員研修

教師の「見とり」を向上させるためには大きく分けて二つの方向性がある。一つは「見と
りの質」を向上させるための知識や情報の獲得を研修によって促すことである。

これは例えば、 4 節においてあつかった二人の教師に対して、著者の行ったカンファレン
スでは長期的な視座から学習者の読みの能力を俯瞰する観点や学習者の読みの個別性を捉え
る観点を以下のようにアドバイスしている。

幼児期に読んできた絵本を中心とした読書経験を基盤にした低学年児童の読解力の内
実は、言葉に着目してイメージを形成する読み方である。これに対して教師は、時系列
による整理と因果関係の抽出を行い、ストーリーを読み取る能力の形成を目指す。

このような読解力の育成を目指した授業の中では、幼児期の読書経験の差異などに
よって生じる教材理解の個人差を見とり、それを補うためのインターベンションを行う
ことで、より多くの学習者を授業に参加させ、児童の読解力を底上げすることにつなが
る。

こうした授業カンファレンスにおける知識供与は、実際に教師自身が何をどのように見取
り、どのような学習場面を構築したかということに基づいて行われなければ効果はない。そ
れゆえに、研究授業ではなく、日々の授業を対象にした授業研究の中で「見とり」の質を向
上させていくためのカンファレンスを行うのである。

もう一つは、学習者理解の多角化、深化によって、学習者個人や学習集団の特性を踏まえ
た「見とり」が行えるようになるための研修である。

これは、学習者や学習集団の学習履歴を共有したり、学習態度や日常的な学習状況を情報
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として得ることが必要となるため、実際には学年団を中心とした学習者理解のための研修が
中心となる。こうした学習者理解を目的とした研修は研究授業などでは行いにくいため、研
究授業とは別に行う必要がある。

いずれにしても、こうした教師の「見とり」を向上させるための研修については、学校現
場で意識的に行われている実態が少なく、今後の研修開発とその効果の検証を進めていかな
ければならない。

図 5　教師の「見とり」の成熟と研修内容

教師の「見とり」の成熟と研修内容

見とりの
多角化

【授業カンファレンス】
授業場面に即して効果的な

インターベンションの可能性を探る
【即時的な

インターベンション
技術の習得】

授業の中に効果的な
学習場面を生み出す

見とりの
適切化・
細分化

【学習者理解】
学年団を中心に学習者を観察し、
個々の学習状況理解を深化

見とりの
長期化

【校内カリキュラム確立】
長期的な育成の観点と方向性の共有

図 4　「見とり」の成熟を促す研究者の知識供与

【細分化】
読む力を詳細に
捉える視点

【差異化】
学習者の読む力

の
個人差を捉える視点

【長期化】
読む力の形成を
長期的に捉える

視点

学習者の
読みの実際や
学習状況
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第4章
「戦略的に読む力」を培う「見とり」のあり方

福井県立若狭高等学校　　渡邉　久暢

1　検討の対象とする実践

本発表にて検討の対象とする実践は、夏目漱石「こころ」の全文を学習材として扱った
「『こころ』論文を作成しよう」という単元である。本単元は2011年度に福井県立藤島高等学
校にて、また2013年度には福井県立若狭高等学校にて高校 2 年生の生徒を対象に実施した。
発表者と大阪教育大学の八田幸恵氏が協働して単元をデザインした実践である。（※資料中
に出てくる生徒は全て仮名）

2　よい読みとは

発表者の考える「よい読み」とは、教師からテキストの意味を与えられて受け取るのでは
なく、自分自身でテキストに基づいて推論し意味構築を行う読みのことを指す。

たとえば小説でいうならば、「テキスト全体にちりばめられた多くの出来事や登場人物の
行動に脈絡をつける心情推移のストーリーを、テキストの出来るだけ多くの箇所に基づいて
推論する読み」を指す。

中川は「ふりかえり」の中で、「自分がよい読みができるようになったこと」を以下のよ
うに記している。（傍線は発表者・以下同様）

「こころ」について取り組んでいく中で、常に心がけていたのは、本文の中から根拠
を見つけることを基本として論を展開することだ。私は今まで、自分の想像だけで答え
を見つけようとしてしまうことがあり、根拠が弱く信憑性も低い意見になることが少な
くなかった。そのため、今回の「こころ」の学習では、本文内の記述を根拠とすること
を徹底した。また、自分の考えと他者の意見を比較したとき、納得させられた部分は参
考にする一方で、時には他者の意見を批判的にも見てみることで、より広く深く考えて
いくことができたと思う。一つの問い、あるいは一つの文章について、客観的かつ多角
的に考える力がついたように感じる。	 【中川の『こころ』論文より】

中川は、以前は「想像だけ」で読んでいたが、本文の記述を根拠としつつ、客観的かつ多
角的な観点からストーリーを推論する、ということがよい読みであると理解していることが
わかる。このような読みを実践する力を培うことが、授業者の役割だと考える。

とはいえ、心情推移のストーリーは、単純に構築できるものではない。なぜなら、テキス
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ト上には、自分の推論を根拠づける叙述もあるが、推論を覆す可能性がある叙述も存在する
からだ。それを戦略的に選択し、自身でストーリーを作り上げる。このような「戦略的な読
み」が「よい読み」の本質であろう。

たとえば安井は、戦略的な読みを実践したことを以下のように記す。

私は先生の自殺理由をこのように分析したが、最初からこのように考えていたわけで
はない。実は最初は、乃木大将の書き残しこそ先生の自殺理由だと考えていたのだ。し
かしそれを中心として自分の論を進めていくと、自分の中でいろいろと矛盾が生じてき
た。そのように行き詰まった時に助けになったのが、同じように書き進めていた友達に
論文を見せてもらい、違う観点をもらうことだった。その中でみんな同じように矛盾と
戦っていることに気づいた。それを解決する方法として、より説得力のあるものを選
び、論を進めていくことを学んだ。そこで私はもう一度本文に戻ってほかに自殺理由と
して考えられるところはないかと考えた結果、静の言葉という先生の自殺理由にたどり
着いたのである。	 【安井の『こころ』論文より】

安井は、ストーリーを作り上げる際に、本文中に存在する矛盾を解消するため、他者から
違う観点をもらいつつ、本文に戻りながら「より説得力のあるものを選び、論を進めていく
ことを学んだ」と記す。まさに「戦略的な読み」を実践したと言えよう。

このような「読み観」を生徒自身が体得し、実際にそのように読む力を培うことを授業の
目標としている。

3　戦略的に読むとは

それでは、戦略的に読むとはどのような読み方を指すのか。具体的な生徒の論文に基づき
例を示そう。竹本は①よい問いを立て、②読解スキルを同時に柔軟に用いた上で、③外部知
識を利用し、④他者との交流を通して様々な視角を得ながら読んだこと。さらには⑤自分自
身の読みをふりかえって考えたことを、以下のように記している。

先生が『私』だけに過去を打ち明けた理由
第一章　課題設定の理由
この課題は授業でも扱ったもので、私が「こころ」の授業全体を振りかえって、一番

頭を使い、考えたと感じている課題である。この課題を設定した理由は二つある。
まず、この課題を解決するには、たくさんの小さな課題を解決する必要がある。たと

えば「なぜ先生は自殺しようと思ったのか。」「なぜこのタイミングで先生は自殺を決意
したのか。」「先生は『私』をどう思っているのか。」といった課題だ。また、これらの
派生した課題を解決するためには「先生と『私』のキャラクター」、「時代背景」、「先生
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の心情」といったこともよく考えなければならない。授業でこの課題を扱った時に、こ
のことに気がつき、この課題を解決することは、「こころ」という物語すべてを読み込
むことにつながるのではないかと感じたので、今回の論文の課題として設定した。

もう一つの理由は、私が授業を反省した中で、一番重要だと感じたのが「多方面から
課題を見つめる」ということだったからだ。私はどうしても考えが偏ってしまう傾向が
あり、なかなか一人では課題を深くまで追求することができなかった。授業で、クラス
メイトの意見を聞き話し合うことが、私の考えを深める上で、一番重要であったと思
う。その点、この課題に関しては、授業でクラスメイトと話し合い、さまざまな視点を
得ることができている。私は主に「先生が、誰にも過去を打ち明けずに死ぬのは惜しい
と考えていること」と「先生が『私』は真面目で、信用できる人であると感じているこ
と」に焦点をおいて考えていたが、クラスメイトとの話し合いでは、「先生は、『私』に
自分と同じ過ちを犯してほしくないと考えている」とか「先生が、人を信じられたこと
に対して、『私』に感謝している」といった意見があったり「静に言わなかったのはな
ぜか」や「K が自殺した後すぐに自殺しなかったのはなぜか」といった疑問があった
りした。これらをヒントにすれば、多方面から課題を見つめ、深く追求することができ
るのではないかと思い、この課題を設定した。

（中略）
第四章　ふりかえり

「自分で課題を設定できるようになる」という大きな目標が達成できたと思う。「課題
設定」というのは分かり過ぎても、分からなさ過ぎてもうまくいかない。自分がどこま
で理解しているかを把握することは、総体が分からなければできないということを痛感
した。そういった意味で、クラスでの話し合いがどれだけ自分にとって有益かが分かっ
た。思考を広げるためには、「客観的」というのがキーワードだと思う。文章を「客観
的」に見つめ、話の流れを偏らせないこと、自分を「客観的」に見て、考えを偏らせな
いことが、私に最適な文章の読み方であり、同時に私に足りていない部分であると思っ
た。	 【竹本の『こころ』論文より】

まず①「よい問いを立てること」に関して、竹本は「先生が『私』だけに過去を打ち明け
た理由（先生はなぜ『私』だけに過去を打ち明けたのか？）」という「問い」は、それに関
わる多くの「問い」を解決しながら探究せざるを得ない「問い」であると指摘する。そし
て、そのような「問い」は「他方面から課題を見つめる」必要性に迫られるため、妥当性の
高い答えを導くことにつながると判断し、それを論文の「問い」として設定すると主張して
いる。

次に②「読解スキルを同時に柔軟に用いること」、③「外部知識を利用すること」につい
て、竹本は良い読みを行うためには、「先生と『私』のキャラクター」、「先生の心情」、「時
代背景」などを把握する必要があることを指摘している。一般的な小説読解スキルとして、
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「登場人物の特徴を理解する」「各場面の状況、
登場人物の行動をふまえて心情を理解する」と
いったものがある。これを同時にかつ柔軟に用
いながら読むことが、よりよい読みにつなが
る。小説に描かれた場面の時代的・地理的背景
などの外部知識も良い読みを行うためには必要
なことと言える。

また竹本は④「他者との交流を通して様々な
視角を得ること」についても、クラスメイト同
士で話し合い、様々な視点を得ることが戦略的

に読む上で最も重要であると指摘する。他者の考えをもとに様々な方向から「問い」を解決
する可能性を模索するような思考の働かせ方こそが、戦略的な読みなのである。さらに竹本
は、自身が達成できたこと、うまくいかなかったことを確認した上で、今後自分が読みを深
めるために必要なことを⑤「ふりかえりとして整理」している。自身の学習をメタ認知して
いるといってよい。

まとめよう。「戦略的に読む」とは、竹本の示したとおり、問いを立てた上で、よりよく読
むための外部資源である、読解スキルや外部知識、他者の視角などを自覚的にフル活用して
読むことを指す。八田・渡邉（2013）は「問いに基づく探究のサイクル」として図 1 を提示
したが、このようなサイクルを通して読みを深めていくことが、戦略的な読みそのものなの
である。その際に大事になるのは、「問いを立てて、答えを出す」という「戦略のひとまと
まり」を実践させることだ。いきなり生徒ひとりで問いを立てるのは困難であることから、
まずは「問いを教師が提示し、生徒はそれを把握して答えを出す」というサイクルを繰り返
すこと。このサイクルを通して、自身の問いを発見するよう誘うことが有効だと言えよう。

4　「戦略的に読む力」を培う「見とり」のあり方

それでは、どのようにして「生徒の学力状況」つまり「生徒個々の戦略的な読みのあり方
と、その水準」を見とるのか。

まず大事になるのは「戦略的な読みを実践させ、ノートに記述させること」だ。次に示し
たのは、生徒が自身の読みをメモや図の形でノートに記述したものである。常に、生徒自身
に思考の足跡をノートに残させることにより生徒の思考が可視化される。

自力で読みを実践する際に考えたことだけでなく、他者との交流を通して考えたこと、さ
らには、節目ごとに「ふりかえり」として自身の戦略的な読みをメタ認知したことなど、す
べてをノートに書かせることがきわめて有効に働く。もちろん交流の場面では、生徒の言語
化された発言も見とりの対象となる。積極的に表現（言語活動）をさせその表現に基づき見
とるのがよい。

図 1　「問いに基づく探究のサイクル」

⑤本文を見渡し、
問いを多角的に
検討する

①問いを設定・
把握する④ふりかえる

③相互交流：複数の
読みを把握し、それら
の妥当性を吟味する

②自力で読みを
実践する
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5　具体的な目標を、生徒に導き出させる

「見とり」は評価である以上、教師が設定した目標に基づいて行う。ここで重要になるの
は「目標の水準」を教師があらかじめ想定した上で、より高い水準に引き上げられるよう、
目標を具体化し生徒と共有することである。「目標＝戦略的な読み」を、次に示すような水
準で措定し、生徒と共通理解すること。さらに、生徒がどれくらいの水準で実践できている
のかを把握し、次の指導に活かすこと。これが「見とり」の目標であるからだ。

図 2　生徒がノートに記した思考の足跡

図 3　他者との交流後に書いた「他者からのコメント」、
「他者の論を読んでのメモ」、「自身のふりかえり」を整理したノートの例

第一水準 問いを突破しようとしているが、本文から見つけてきた手がかりが偏っていたり不
十分だったりする。

第二水準 問いを突破するために本文から十分に多くの手がかりを見つけてきている。

第三水準 問いを突破するための難所（導き出される答えに矛盾する本文の箇所がある）を自
覚しており、難所を超えるかたちで突破している。あるいは、問いを突破するいく
つものルートを想定しており、どのルートが最適かを思考しつつ、問いを突破して
いる。
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とはいえ、生徒にとっては「どの程度の読みをすれば、高い水準にあると判断できるの
か」を、具体的に導き出すことは難しい。だからこそ教師は、より高い水準で実践している
生徒のノートをコピーして配布したり、グループで見せ合わせたりする。他クラス・過年度
生徒のノートを積極的に見せることもよい。「どうなればいいのか、どうなりたいのか」と
いう自身の理想の姿を、身近で具体的な生徒の姿から導き出すことができるからだ。

生徒は、教師の措定した目標を具体的なモデルから導き出すことを通して、自身や他者の
読みに対して、よりよい「見とり」を行うことが可能になる。戦略的に読む力を培う上で、
生徒自身が自身の目標を具体的な形で理解することは、必要不可欠であると言える。

ここでまとめよう。「戦略的に読む力」を培う「見とり」を行う上でのポイントは 4 点。
①　戦略的な読みを実践させ、ノートに記述させる
②　戦略的に読んだことの「ふりかえり」を記述させる
③　各自の戦略的な読みや、その「ふりかえり」を相互に交流させる
④　具体的な目標を、生徒に導き出させる
上記のような「見とり」を行うことが「戦略的に読む」力を培うことにつながるのだ。

6　授業場面1

それでは「①戦略的な読みを実践させ、ノートに記述させる」ことと同時に「④具体的な
目標を、生徒に導き出させる」場面の実際を示そう。以下は宇田による「なぜ『私』は危篤
の父を捨てて先生のもとへ走ったのか」という「問い」に対するノート記述である。

この問題を考えるにあたって重要なことは、「私」は先生の手紙を読んだ後、即座に
父を見捨てて先生の元に走ろうとしたわけではないということだ。「私」は一度父の容
体を伺い、医者にはあとどのくらいもつのかを聞こうとしている。このことからも分か
るように、「私」は先生の元に行くかどうか葛藤しているのだ。「私」にとって二人の存

図 4　生徒の学習の様子
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在はどちらもかけがえのないものであったはずだ。なのになぜ、「私」は迷ったあげく
に先生の命の方を優先したのだろうか。（後略）	 【宇田のノート記述の冒頭より】

ノート冒頭の傍線部で宇田は、この「問い」を突破するために重要な点を最初に指摘して
いる。高い水準の答えを作るための戦略を練っていることの表れである。その上で宇田は教
師から与えられた「問い」に対してそのまま答えるのではなく、「なぜ『私』は迷ったあげ
くに先生の命の方を優先したのだろうか？」と「問い」を作り直した。提示された「問い」
を突破するために、直前の出来事をふまえたり、「私」の心情を推測したり、さらには「先
生」「私」「父」のキャラクター設定をふまえたりするなど、戦略的に読むための資源をフル
活用した上で、突破の方向性を見据えた結果、新たに問いを生み出したのである。
「戦略的な読み」の具体的モデルになると考えた教師は、上記の部分を声に出して読むよ

う宇田に依頼した上で、ノートのコピーをクラス全体に配布した。さらに 4 人グループにな
るよう指示し、「宇田の書き方についてどう考えるか」、「どのような問いがよい問いなのか」
について話し合わせた上で、学習のふりかえりを記述させた。生徒一人ひとりに戦略的に読
むとはどのように読むことかを言語化させることで、読む力を培いたいと考えたからだ。

7　授業場面2

次に、「③自分の読みを相互に交流させる」ことと同時に「④具体的な目標を、生徒に導
き出させる」場面の実際を示そう。以下は「なぜ『先生』は何度もチャンスがありながらお
嬢さんに結婚を申し込まなかったのか」という「問い」に対して、宇田が所属したグループ
で展開された相互交流の内容である。（参観していた八田の記述したメモに基づく）

宇田：『先生』は『静』をそれほど好きではなかった（だから、何度もチャンスがあり
ながらお嬢さんに結婚を申し込まなかった）という説についてどう思う？」

名里：その説にはあまり根拠がなくない？
宇田：好きだったけど、それほど好きではなかった。結婚するほどではなかった。でも

K に取られるんじゃないかと考えて、後悔しないように結婚を申し込んだ、と
いうのは？

名里：俺はそこは違う考え。K は禁欲主義を乗り越えて、先生に静への気持ちを打ち
明けた。先生は、K のその精神の強さに自分は勝てないと思った。自分は K に
劣っていると思っている。

宇田：だから焦っていたんじゃないの。K がいなかったら結婚するほどでもなかった
んじゃないの。

名里：あ、そうか、K が結婚を申し込むかもしれないと思ったから。そう思わなかっ
たなら申し込まない……
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山本：でも、いずれ申し込むんじゃない。
宇田：この段階で言うとは限らないでしょ。
宇田：でも、先生は K が死んだ後に静と結婚する。結局、結婚するんだ。
高間：だから、静が好きだった？
宇田：申し込んで、K が死んで、結婚した。じゃあ、好きだったんかな……
　　　でも、申し込んでしまったものは仕方がないというのもある。結婚した後に好き

になったということも……

この相互交流の場面では、教師から提示された「問い」を突破するために、グループのメ
ンバーが様々なストーリーの可能性を考え、シミレーションした上で提案していることがわ
かる。宇田が「『先生』は『静』をそれほど好きではなかった」というストーリーからの突
破を試みたり、名村が「『先生』は K に勝てないと思った」ということからアプローチした
りしながら、「先生」がなかなか結婚を申し込まなかった理由についてグループメンバーが
どうすれば突破できるか、戦略的に思考していることがわかる。
「グループで、ある一つのストーリーにするために自分の意見を説得的に主張し合う」と

いうのではなく、他者のストーリーをもとに様々な方向から突端の可能性を模索していると
いってもよいだろう。多くの生徒が戦略的に読むことを具体的に実践できつつある状況で
あったことから、総合交流後には、交流を踏まえて考えた自分なりの「答え」を作成させ
た。次時に教師は別の「問い」（「K はなぜ自殺したのか」）を提示した。再度戦略的に読む
ことを実践させ、戦略的な読みへの理解を練り上げようとしたからである。

8　授業場面3

最後に、「②ふりかえりを記述」させ「③他者に対して説明し、他者の説明を聞かせる」
ことと同時に「④具体的な目標を、生徒に導き出させる」場面の実際を示そう。

以下の記述は、何度も戦略的に読むことを実践してきた生徒が、これまでの学習のふりか
えりとして書いたものを抜粋し、プリントして配布したものの一部である。

ふりかえりのまとめ
ア　みんなが考える『こころ』を、「楽しく」、「深く」読むためには？

（あ）軽い読みから深い読みへ！とりあえず一回あまり考えずにさらっと読んで、二回
目は熟読といった感じにすると、一回目と二回目で考えが変化すると思うので、そ
の自分の変化に気づくことが楽しめるのではと思う。

（い）本文全体に関わるような問いを考えていくと、本当に読みが深まる。まあこのよ
うな問いを考えていく時こそ、マッピングが一番頼りになる。

（う）全体が「先生視点」または、「私視点」で書かれていて、客観的な視点がないので
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なかなか難しいけれど、全体を一つの流れで見ることが大切だと思った。
（え）『こころ』はキャラクター設定が独特なので、「私は同性愛者である」とか、「私と

K と先生は似ている」といった仮定を元に読んでいけば、普通に読んでいたら読
み飛ばしたようなところも、「ここはもしかしてこうだからこうじゃないか」と推
測しながら読むことができ、深い読みにつながると思う。

（お）話中で生じた矛盾点を自分なりに根拠を見つけて書くこと、矛盾を否定しながら
読むと面白い。

（か）一つの疑問を考える時には、それにアプローチする小さな問題から考えると難し
い問題も解けるようになるから小さな疑問を持ちながら読んでいくことも大切。

（き）何より「思索」することが最も重要だと感じた。自分で考えなければ何も始まら
ないのだと。それを文章化するのは難しいかもしれない。僕もそうだったから。で
も考えたことを書くことは頭の中の整理につながるし、また書くことで新たな思考
へとつながる。加えて、その意見を他人と交流することで文章の質も思考の質も高
めていけると思う。そしてまた、新しいことについて「思索」する、交流する……
というループを繰り返すことで思考能力をどんどん高めていくことができるし、

「自分だったら」と感情移入しながら読んだりしていきながら、何度も考えること
で自分の人生観だとか、観念だとかもよりよくしていけるのだと僕は思う。

イ　みんなが『こころ』を学んで感じ考えたこと
（く）考えを書く→みんなの考えを聞く→矛盾や間違いに気づく→書き直す……のサイ

クルがとても新鮮で、深く読む上でとても良いやり方だと感じた。
（け）「答えが誰にもわからないことを考えることが謎」だったのが、「答えがないから

こそ、本文から探して、みんなに教えてもらって、どんどん考えるのが楽しい
なぁ」と思えるようになった。

（こ）小説を学ぶ上で大切なのはその作品を読んで自分なりの考えをしっかりと持ち他
人と意見交換してそれを向上させていくことだ。この力は、ただ問題文を読んで機
械的に解答を作っていく練習をしても決して身につかない。これからは受験対策と
してのみではなく教養として身につくような現代文の勉強をしていきたい。

（さ）家で一人で読書するのも良いけど、こうやって、みんなと交流する方が自分の考
え、思いが揺れたりするのでこっちの方が深く読めると思った。『こころ』を勉強
して一番思ったのは、結局のところ先生の死んだ理由とか K の死んだ理由とか
は、本人しかわからないし、筆者の夏目漱石にもわからないものだと思った。で
も、その理由について探究するのは、もちろん現代文の読み解き方をつかんで入試
に備えるというのも一つだけど、それより実社会で必要なことだからではないかと
考える。私はこの『こころ』を読んでから、気のせいかもしれないけど、なんだか
前より人の心がわかるようになり人と近づけた気がするのです。そして、何より

『こころ』を通してみんなと交流して自分の意見を実のあるものにしていくという
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過程をとても楽しいと感じました。
	 【生徒がノートに記した「ふりかえり」を教師がまとめて、生徒に配布したもの】

この記述によって、多くの生徒たちが「どうしたら戦略的に読めるのか」に関する理解を
自分なりの言葉で導いていることがわかる。

このプリントの配布後は、じっくり読ませ、グループで感想を述べ合わせた上で、再度
「ふりかえりのふりかえり」をノートに書かせ、提出させた。その記述を見ると、ほぼ全員
が、自分なりに「戦略的な読み」を実践できる段階にあるとわかった。そこで、いよいよ

「こころ論文」の執筆に取りかからせた。

9　授業場面4

とはいえ、ここまで読みの実践を繰り返してきても、実際に論文を作成していくと、第 1
水準の読み（問いを突破しようとしているが、本文から見つけてきた手がかりが偏っていた
り不十分だったりする）に逆戻りする生徒もいる。たとえば、森本は「なぜ『先生』は私だ
けに過去を打ち明けたのか」という「問い」を設定し、第一次提出の段階では、結論を以下
のように記していた。

先生は「人間らしく」生きている私に死が迫っているのではないかと考え、そんな私
を救うために遺書を送ったのだと思う。それは別に、私に「人間らしく」生きてほしく
ない訳ではないと思う。先生のようには生きてほしくないと思う。先生は自身の過去を
受け止められなかったが、私なら受け止めてくれると信じていると思う。つまり、先生
自身の過去をしっかり受け止めて人生の糧にしてくれると信じていたから、そして、そ
れは自ら「人間らしく」生きている私にしか成し得ないと考えるから、先生は私だけに
過去を打ち明けようと思ったのだと考える。	 【森本の『こころ』論文下書きより】

それに対して教師は、以下のようなコメントを書いて森本に手渡している。

「先生」が私だけに打ち明けた理由について、「人間らしさ」をキーワードにして分析
していますね。ただし、渡邉には「『先生』は『私』に死が迫っていると考えた」と解
釈できる理由がよくわかりませんでした。「先生」が「私」をそんな風に見ていたと読
み取れる部分があるのでしたら、そこを引用し、根拠づけてください。

その上で、「なぜ私なのか」という分析をもう少し丁寧にしましょう。「先生」はな
ぜ、「私」がまじめに人間らしく生きていることによって心を動かされたのか。詳しく
教えてください。あと少しの踏ん張りを期待します！！
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自分なりの解釈を導き出してはいるものの、その根拠がよくわからないことを指摘し、そ
れを補うことを求めた「見とり」である。その結果、森本は再度本文から多くの根拠を拾い
上げた上で、論を形成した。森本はこのやりとりについて、最終的に提出した論文の第 4 章

（ふりかえり）では以下のように記している。

最初の結論を先生に見てもらい、コメントを頂いたときには、まだまだ結論と根拠が
結びついていなかったし、厳しいコメントばかりであった。だけど、「こころ」を何度
も読み返していくにつれ、先生がなぜ僕の結論に疑問を抱いたのか、どうすれば本文に
基づいた結論になるのかをすごく悩み、考えた。僕は、本文を無視して自己の空想論に
走ってしまうことがよくある。そこを克服するために、本文引用をなるべく多く用いる
ようにして、本文を何度も読み直すようにした。

今回の論文は自分の短所をよく理解した上で、至る所に注意をしつつ論を進めること
ができた。また、長い間「こころ」を読み込み、これまで以上にしっかりと考えた。そ
のため、自分の納得できる論文ができたと思う。これからは研究などで論文を書く機会
が増えると思うから、この「こころ」の授業で学んだことを糧にして、よりよい論文を
書けるよう精進したい。

教師の見とりをうけ、テキスト上の多くの箇所から根拠を引用し、自分なりのストーリー
を戦略的に作り上げられたことを自覚していることが、よくわかる記述である。このよう
に、最終段階では一人ひとりに対し、見とりを通して、少しずつ自ら戦略的に読めるよう
に、具体的な目標を生徒と共に導き出すこと、さらには生徒に寄り添いながら、最終的には
自分一人で戦略的に読むことが出来るような力を培うこと。これこそが、教師が見とりを行
う上で、重要なことではないだろうか。

参考文献
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あ と が き

全国大学国語教育学会公開講座ブックレット『国語科の授業づくりと評価を考える』をお
届けする。鶴田清司前理事長による「まえがき」にも書かれているように、「国語科の授業
づくりと評価を考える」は、私が代表を務めた学会研究部門にとってはじめての公開講座で
あった。学会の研究成果をどのようなかたちで公開すればよいのかということについて、部
門のメンバーで話し合った結果、「授業づくり」や「評価」に関するものを取りあげていく
ことになった。

公開講座の企画に時間を割いていただくばかりでなく、当日の進行に配慮いただき、ま
た、原稿のとりまとめにもご尽力いただいた、浅田孝紀氏と藤原顕氏に厚く御礼申し上げた
い。また、お忙しいなか玉稿をお寄せいただいた、細川太輔、渡辺貴裕、宮本浩治、勝見健
史、松友一雄、渡邉久暢、の各氏に感謝申し上げる次第である。公開講座当日の、明瞭であ
りながら熱気のこもったお話を再現しながら、文章として改めておまとめいただき、一つ一
つ提案性のある「授業づくり」論、「評価」論を展開していただいた。このブックレットを
通読することによって、国語科における授業と評価のあり方や、教師として子どもの学習に
どのようなかたちで関与していけばよいのか、ということについて数多くの知見を手にする
ことができる。これは、浅田氏・藤原氏をはじめお一人お一人が展開されてきたこれまでの
国語教育研究の基礎の上に、現代的な国語科授業実践への見方を重ねて、学会の内外に向け
て発信する気持ちでご提案いただいているからであろう。

公開講座のあり方については、学会研究部門創設の頃から常に模索し続けてきたことがら
である。この講座を、学会員のニーズにこたえながら学会外にも研究成果を発信するかたち
で開き続けていくということは、テーマこそ違えど、研究部門による公開講座に一貫した理
念である。このたびのブックレットにおいてもその理念をまっとうするかたちで執筆・編集
いただいた。研究発表の成果を公にする学会誌や、課題研究の成果にもとづいた課題研究報
告書とは異なった発信のかたちを、手探りのかたちではありながらも継続することができて
いる。刊行が遅れたことは、ひとえに部門代表であった私の責任であり、お詫びの言葉もな
い。この公開講座の道行きをあたたかく見守りながら関わっていただいたすべての皆様に、
心より御礼申し上げる。

前・研究部門代表
山　元　隆　春
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