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古典教育における表現活動に関する一考察

一一「伝えるj表現を核としたカリキュラムの構想一一

塗由佳枝

1 .はじめに -古典の世界と関わるために一

「古典嫌い・古典離れ」が問題となって久しい。中堅の総合学科である勤務校も例外ではなく，

2008年度当初に 3年次自由選択科目「古典講読jで意識調査を行ったところ， I吉典が苦手JI嫌

いj という否定的呂答は選択者15名中 7名を占めた。自らの意志で時間割を作成するため古典好

きが集まったと予想していたが，消去法でやむを得ず選択した者もいたようである O

現行の学習指導要領において， 1古典講読Jの自標は，古典を読むことで汀えが屈の文化と伝統

に対する関心を深め，生涯にわたって古典に親しむ態度を育てるJと示されている O そのために

は学習者の興味を引き出し，古典の世界に密接に関わらせる必要があるが，その手段として当年

度は表現活動に注Bし年時計画を組織した。以下，古典教育における表現活動の意義について考

察し，実践を検証していく O

2‘年間計画の構想 -1伝える」表現活動一

2-1 ねらい

渡辺春美は古典教育の基盤にある古典観について，従来の「古典に何らかの価値を先見的に認

めるJ古典観と， 1読み手が古典に主体的に関わり，価値を創造的にとらえ，意義を見出すとき古

典は初めて古典となるJとする「関係概念としての古典観Jとに大別しているヘこのうち後者

が近年重視されつつあるとして その古典観に基づく学習指導で必要とされる項目を挙げている

が，鍵となるのは「主体性J1関係性」である(ヘ

古典学習において 学習者は語釈や文法など「覚えるべきj事項の多さに砕易し，自らが生き

る現代と古典の世界との間に大きな溝を感じている G その結果，古典の授業は解説を開き，ひた

すら暗記をしなければならないと考え 受動的・消極的な態度で臨むようになる口このような状

況で授業者がいくら古典の価値を唱えたところで，学習者に届くかどうかは疑わしい。ここに学

習者自身が古典の世界と関わることで，古典の面白さや学ぶ意味を自ら発見できる授業を展開す

る意味がある。本実践も「関係概念としての古典観jに拠り，主体的な学習を通して各学習者が

自らと古典との関わりや古典の面白さについて語れるよつになることを最終的な目標とする。

次に，古典教育における表現活動の有効性について考えたい。古典教育において読みを深め，

学習を活性化する方法のーっとしては，増淵恒吉が1970年代に既に指摘しているように課題解決
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学習が知られているヘまた，長尾高明は学習への興味・関心が生まれるところとして， r①教材

に出会ったときに生じる興味，②学習の過程で生まれる疑問，あるいは，理解の深まりによる興

味，①学習による成就感・達成感jを挙げ，興味・意欲を誘い実感のある学習を実現するために

は， r授業の中にく生徒自身が調べる〉活動をすこしでも多く取り入れることが必要であり，古典

文学の鑑賞においても開株jと述べている ω。

増iJftlの「課題解決学習jや長尾の「調べるJ活動は読解の過程で内容理解を深め，知的好奇心

を満たすことで興味や意欲を引き出すものである O それに対し本実践は，古典の世界を表現し

「伝えるJ活動を核とした。科目選択者の中には古典に触れるのは I年次以来という者(5) 苦手意

識を持つ者もいる O そこで主に読解を行った後，新たに得た知識や学んだ内容を自らがどのよう

に受け止めたかを表現し，他者に伝えるという活動を設定し，興味を引き出すことを試みる D

ある対象を表現するには，対象を見つめ，考え，表現すべき内容を自ら組み立てていかなけれ

ばならない。簡単には表現できず，何度も対象に立ち返って'1尚むのが常であり，それに従って対

象と自己との結びつきは深められていく口よって表現活動は吉典と学習者との断絶を埋め，渡辺

の述べる「古典教材との関係性jの強化を可能にすると考えられる(ヘそして，ただ表現するだ

けではなく伝える相手がいるという表現の必然性は，活動の意欲に大きく関わってくる O 作り出

し伝わることで得られる達成感は，長尾も指摘する通り，次の学習への動機付けにもなる O

最後に活動形態であるが，古典学習歴の差を禎い，様々な視点が示され理解が深まるように，

グループで行う。得意な生徒は教えることでその力を伸ばし，苦手な生徒は仲間の存在によって

来り越える意欲が生まれることをねらったものであり，他人学習の結果をグループに持ち寄りま

とめていく，グループで何もないところから作り上げていく，役割を分担して参加意欲を育てる

等，多種の活動を組み合わせることに留意する口グループの構成は活動によって増減はあるが4

名を基本とし，編成は必要に応じて学習者の希望か授業者の意図により行う(九

また，相互鑑賞の時間を設け，自らの発表が他者にどのように受け止められたかがすぐわかる

ようにした。話し合いながら表現し，鑑賞する過程で，古今の共通点や相違点だけでなく，他の

学習者との感じ方，考え方や表現方法の違いに気づくことは，学習者自身の視点や価値観を広げ

ることにもなるであろう O

2~2 表現活動の配列

表現活動の前提となる読解は，音読，語句の確認と訳出(個人学習)，内容の確認(一斉学習)

という )11買で行い，学習者自身で、大体の内容を読み取ることができるような読解用ワークシートを

作成する。教科書は[新古典講読 説話随筆故事・小話漢詩J(右文書続)を用い，必要に応

じて他の作品も扱うこととする O

次に年間実施内容を示す口[ ]内の数字は単元全体の授業時数であるヘ*印の単元で表現活

動を取り入れているが，活動の詳細については 3.で述べる。
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< 1学期〉

①ガイダンス[1 ] 

*②古典のりズムに揮れる[2 ] 

・1~ 4名単位で三大随筆の冒頭，漢詩「春暁Jr春望jから自由に選び，朗読する

歴史的仮名遣いに慣れ，古典の誠子で読めるようにする

*①古文の世界を知る[9 ] 

-説話日一言11抄jr文字一つの返しJの読解

…重要古語や係り結び等，古文の基本的な事項を確認する

・随筆 f徒然草jrつれづれなるままにJr後徳大寺大臣のJr悲田践の諜蓮上人はjの読解

-三大随筆の lつである作品について，内容を正確に理解する

-作品世界を表現する

…各個人が i作品を選び，自由な形式でB5用紙 l枚にわかりやすくまとめる

④漢文の世界を知る(その 1) [8 ] 

・故事 f孟母三遷Jr先従11鬼始jの読解…j英文の言11読や句法など基本的な事]去を理解する

< 2学期〉

*①古今の感性を考える[7 J 

-随筆 f枕草子JrありがたきものJrはしたなきものjの読解

…現代の価値観と比べながら，筆者の感受性を捉える

-現代版「ものづくしjの作成

・・ 4グループで10のテーマ (9)から iつを選び¥原稿を作成する。発表後，仁i狩訳付き j京

文と比較して共通点や相違点をまとめる D

⑥漢文の世界を知る(その 2) [4 J 

-故事「塞翁馬Jの読解…文章の構成を理解し，自分で訳ができるようにする

*⑦武士の世界を表現する [13J

-軍記物語 f平家物語Jr祇窟精舎の鐘の声Jr能登殻最期jの読解

…表現に留意しながら作中人物の心情や作品の主題を理解する

-群読…群読の技法について学んだ後 2グループに分かれて脚本を作り，発表する

く3学期〉

*⑧漢詩を紹介する[7 J 

.2~5 名単位で f江雪J r涼升i謂Jr送元二使安西Jr除夜宿石頭!訳Jr黄鶴楼jの漢詩から

l編を担当し，内容や鑑賞のポイントを B4用紙 l枚にまとめて発表するo

上記①⑦の表現活動は開き手が理解しやすいように朗読し作品世界を伝える，③⑤は自らの思

考や学びを整理し他者に伝えるために書く，③は内容を他者に紹介することを自標としている D

配列の際は，音声・文字の言語形式や話す・書く等の言語活動を組み合わせ，できるだけ多く
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の言語活動を取り入れる，易しい活動から募集しい活動に高めていくという 2点を意識した。例え

ば，授業開きの①で朗読を設定し，情感を表す方法として声の強弱や閉の取り方が重要であるこ

とに気づかせるが，それは⑦の群読の基礎となる O また表現の構想、から発表までの過程で考える

と，①は f内容をわかりやすく表現する形式を選び，まとめるJ，①は}II買に[各個人が持ち寄った

項目をグループで分類し 取捨選択するJr文体や発表の形式を話し合い，原稿を作成するJr声
の大きさや態度に気をつけて発表するjと活動は多様になり難易度は上がるが，読解の後に書い

てまとめる活動は共通している。それに対して③は f資料の中から必要な情報を探し，内容を正

確に理解するJr他者にわかりやすく伝える形式を話し合い，レジュメをまとめるJr補助資料の

利用や板警など筋道を立てた説明の方法を考えるJr他者が理解しているか確認しながら発表す

る」と，それまでの活動での学びを活かし， 1年のまとめとして解釈から発表まで学習者自身が

行う活動に全時間をあてる O

3.表現活動の実際

ここでは学習者の作品・感想、や年度末に実施した振り返り(10)を用いながら，活動の実際を述べ

ていく D 以下の (a)~ (t)は学習者の記述をそのまま引用しているが，下線は引用者による。

(1)期諮 ( 2時間)

①活動内容を知る ②メンバーと作品を決める ③割り振りや読み方を話し合う ④選んだ作

品とその理由，工夫した点を説明した上でL発表する ①振り返りという流れで行う。 l年のブラ

ンクがある者でも繰り返し声に出す練習をすれば次第に古典のリズムに慣れて読めるようになり，

得意な者は内容をメンバーに解説し，読む工夫を考える下地を作る O このように各々が役割を果

たして 1つの作品社完戊させること，様々な蓑現の可能性に気づかせることを意図して設定した。

最初の単元であるため注意は基本的な事項にとどめたが，他者に聞かせる呂的の朗読であり工夫

を必ず考える点は強調した。

(a) (作者が:引用者注)この時はこういう気持ちで書いたのだろうと想像しながら，相手に

分かりやすくその時の雰囲気を思い描いてもらえるよう感情を込めて言葉で表現する O この

過程がとても好きで 2人でいろいろとアドバイスを出し合いながら練習に取り組み，上手く

発表できたのでとても嬉しかった口

(a)の記述からはただ発表するだけでなく，開き手を意識した朗読を心がけていることがわかる。

今回は「春はあけぼの」を 3グループが選択したが三者三様の発表で，様々な表現方法に気づく

良い契機となった。

(2)作品t世界を表現する ( 2時間)

古文読解の最初の単元で学んだ作品のうち f徒然草』序段を除く 3編から 1編を選び，個人で

まとめていく O その後，内容の異なる 6作品を配布し，皆で読み合った。表現形式の例としては
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「オリジナル訳，物語風，マンガjを示した。省略語を補うなどしてわかりやすく意訳するオリジ

ナル訳は表現に悩む者への救済的意味合いが強いが物語やマンガは 馴染み深い形式で、の表現

によって古典の世界を身近に感じさせることをねらっている O 実際には現代に設定を変えたもの，

セリフ劇の脚本，高校生が子どもに作品を解説する Q&A方式など例を超えた多様な形式が集ま

った。以下は「後徳大寺大臣のJ(徒然草)をテーマにした 2作品で、ある。

藤原案定様はおられるだろうか ?J

ずかずかと入り込んできたのは西行という男 俗名は佐藤義清と言って 若い時分に実定の

祖父である実能にお仕えしていたD

「ああ。西行，ここだ。j

その声は寝殿の奥の方から開こえたD 西行は急いで声のする方へと足を早めた。

「何を…しているのですか… ?J

なにやら実定は寝殿の周りに縄を張っていたらしい。(以下略:引用者，以下同じ)

E とある日のとある公民館の一室。 とある高校の古典研究部の生徒が[子供述にわかりや

すく古典文学を紹介しよう Jという企画を立ち上げ，毎月恒例の読み聞かせを行っていた口

〈生徒>iむか~しむかし，後徳大寺大臣というお偉いさんがいました。この人は，ある日，

自分の家に鳶がいるのを見て，この鳶を止まらせないために，家に純を張ろうとし

ました。(略)J (子供>i鳶つてなに?J (生徒>iおつきな鳥のことだよJ

〈生徒>iそれから何年もたって…綾小路宮というまたまたお偉いさんが自分の家に縦を張つ

ていました。その様子を見た，このお話を書いた人である兼好法師という人は，さ

っきの後徳大寺大臣の話を思い出しました。(以下略)J

実定自身が縄を張り，それを西行が見たという設定はさておき，会話でストーリーを進めていく

Iの小説は最後まで読ませる作品になっており 他の学習者からは感嘆の声が上がっ t:.o また E

のQ&A方式は，語釈や主題をく子供〉からの疑問をきっかけとして説明している点，対象が子

供であるため易しく説明している点などに工夫が見られる。

(b) (古典講読の 1年の中で:引用者注)一番印象に残った活動は 1学期にやった古文を現代

風にアレン ジして l枚の紙にまとめたことである。私は「文字一つの返しjを現代風に訳し

てまとめたD この活動が面白かった理由は，古文をただ単に現代語訳するだけではなく現代

風に訳すことで古文がより理解し易くなり，何百年も前の文でもきちんと今に受け継がれて

いる， と感じることができたからである O

一斉授業での読解だけでなく 自分で表現し直す活動によって，作品の世界との距離が縮まり，古

典と現代とのつながりにまで思いが及んでいることがわかる D
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(3)現代版「ものづくしJの作成 (原稿作成 3時間・発表とまとめ 1時間)

① 3， 4名のグループでどのテーマを選ぶか話し合う ②選んだテーマについて個人で 5つの

項目を考える ①グループに持ち寄り，どれを採用するか・順番はどうするか等を話し合う ④ 

どの文体・発表形式にするか相談しながら 5~600字の原稿にする ⑤グループごとに発表する

({乍品配布) ①{枕草子jの該当箇所と読み比べる ⑤振り返りという流れで、行った。「ありがた

きものJrはしたなきもの」の読解時から，挙げられている項目に共感したり，該当する現代の例

を考えたりして楽しみながら学んでいたためか，作成にも積極的に取り組んでいた。以下は「見

苦しきもの」と「心ときめきするものjを担当したグループの作品である O

f見苦しいものJ

l止の中には，見苦しい物や人が存在します。どういうものがあるかこれから紹介します。

その一， )j要パンをしている人。学校や駅でよく克かける O 只今増殖中!これは，好みの問

題であるが，ちなみに S.Tさん(メンバーの l人:引用者注)はあげパン派である D また

汚い格好で歩く人や露出が多い人も見苦しい。

そのこ，悪口を言ったり，自 '1受話をするやつ。また，がんばっているヤンキーや熱血教師

も含まれるo

その三，いちゃっく couple(カポー)や未練がましい Boy。二人だけの世界は個室でおね

がしEします。未練がましい Boyは， rあいのり」に応募してみてはいかが?

もし，あなたのそばに見苦しい人がv)た時は そのまま そっとしておくことがよろしー

{実際はハートマーク(引用者注)] 

「ある恋する乙女の一臼 o拘がどきどきするもの)j

ある日の夜好きな人のことを考えてたら，その相手から着信がなる{キュンポイント l

(笑i療はハートマークの中に入っている:引用者注)]r明日映画に行こうJと誘われる O 次の

13…会う前に美容院に行く D その美容院はイケメンばかり{キュンポイント 21しかもその

中に白いYシャツの似合う人がいる{キュンポイント 3]美容師さんの鏡ごしに見える腕の

血管{キュンポイント 4}

そして待ちあわせ場所へ行き映画館へ二人で行く。映画館に入る時ドアをさりげ、なくあけ

てくれる[キュンポイント 5} (以下略)

「見苦しいものjは，体言止めを効果的に用いてテンポ良く展開する。勤務校の学習者たちは橋

本治の f桃尻語訳枕草子Jを知らないであろうが 生き生きとした語り口はまさに現役女子高生

の「桃尻語訳jと言えるo また「胸がどきどきするもの」は，各人で考えた項目がほぼ恋に関す

る項目であったため，あえて恋に絞り，女子高生の 1日という構成をとる作品となった。

(c) r待つ人などある夜…Jの部分は自分たちが書いたものに近いどきどき感だった。恋愛の
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ときめきだけでなく，緊張でどきどきすることや，気分の良さを言っているものもあった。

書き出していくうちに，色々と妄想(?)がふくらんでいって， 書いていてとても楽しかった。

清少納言は恋愛ごと以外にも胸をどきどきさせていて，自分も色々なことに胸をどきどきさ

せられるような感受性豊かな人になりたいと思いましたo

(c)は「胸がどきどきするものJを作った学習者が f枕草子jと読み比べて書いた振り返りであ

り，表現の楽しさとともに清少納言の感受性の豊かさから今後の自分にまで言及している o 増iJlH

恒吉は古典学習の意義のーっとして「我々の祖先が，どんな生き方，どんな考え方をし，どんな

状況にあってどんな行動をしたか，そうした生きざまを読み取って，我々の生活や考えに照らし

合わせ，心の糧として生活を豊かにjすることを挙げているが((0 本単元では学習者自身が考え

文章にまとめる，さらにそれを比較するとしづ活動が，古典に近づき，自分自身に「照らし合わ

せjることを可能にしているといえる。

(d) (r見苦しきものJは:引用者注)外見による見苦しいものが同じ所。服装のことだけを述

べている清少納言に対し，現代版は服装・性格・行動を述べた。

(e)私の班は「見苦しきものJを作ったが，作った後で古典版と比べてみると，古典での人が

考えている事と私が考えている事が大きく違う点があってとてもび、っくりした。 (111各)さら

に，古典版の方は，ストレートに見苦しいことが挙げられているので，共通する点はし、くつ

かあったが違う所は大きく違っていて驚いた。

(0みんなのを聞いていてやっぱり現代と昔とでは物に感じる感情が少し違うかなぁと思った。

でもそれは悪い意味ではなくて， rこういうこともそうなんだjと新しい発見ができたので楽

しかったD

(g)各班工夫されていて良かった。どれも同じところがし 1くつかあり人間は変わらないんだな，

と安心した。昔の人の方が語いが多いし 趣きのある表現方法をするなあ~と感じた。

(d)は古今の諾の違いを，現代の作品と『枕草子jを比べることで帰納的に理解している O また

(e)は清少納言の歯に衣着せぬ描写に言及したもので これは全員で読み比べている時にも多くの

学習者から指摘された。学習者が古典に感じる溝について 2.で触れたが，本単元ではその違いも

悪いものではなくむしろ興味を感じる対象となり(0，共通性に「安心Jもしている(g)o古今は元

より，学習者同士の視点や表現方法などにも様々な気づきがある単元となった。

(4)群読 (脚本作成と練習 3時間・発表 l時間)

①群読の方法を知る(一斉) ②2グループに分かれ，取り上げる笛所を決める ①脚本を作

り，練習する ④鑑賞会 ①振り返りという流れで行った口まず群読の基本的な技法について実

演も入れながらプリントを用いて概要を説明し(ω 脚本作りと練習に入ったD

群読の経験者は l名のみであったが漸増法や輪唱 エコーがかかっているかのような強弱な

どの技法を駆使して臨場感を出したグループ 動きゃ水音を入れたり 最後の「竜田川のもみぢ

葉jのところで「竜田)IIJを詠んだ和歌をかるた部員が重ねて読んだりと授業者の予想を超えた
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工夫が見られたグループと対照的な発表となった。発表後は，班としての工夫と自己評価，他の

l:JIの発表の!思想，単元全体を通してという 3点に関して振り返った。

(h)緊張したが，他人に発表することで自分も内容を理解できるし，相手に伝わるので良いと

思った。

(i)群読をする前と後とでその理解度が変わり，群読した後の方が，心境や状況を感じとるこ

とができた。三年生の始めの時は，古典講読で 1年間やっていけるかどうか不安だったが，

群読を知って，こんな読み方もあるんだととても勉強になった。

(i)練習をするうちに情景が分かるようになったし，誰がどのセリフを言っているのかが分か

ったので良かった。みんなで役割を考えたりして楽しかった。

(k)戦闘シーンを工夫して読んだり，内容にあわせて読む人数を変えたりして楽しかった。発

表の時は息が合い，やり終えたという達成感が味わえた。

(1) 2つの班がそれぞれ工夫している所が違ってとてもよい発表会になったと思う O 声の大き

さlつ工夫するだけで，全体がよくなるということが分かった口お互いの発表を見合って評

価し合うと色んな発見があるので良いと思った。

効果的に表現するには正しく深い解釈が求められる。(iXi)からは，効果的な表現にするためにグ

ループで何度も原文を読み査し話し合う活動を通じて，内容の理解が深まったことがうかがえる O

また(k)のように「達成感Jr団結力」を味わったと記した学習者も少なからずいた。

(5)漢詩の紹介 (作成 4時間・発表 3時間)

①漢詩の特徴について知る(一斉) ②担当したい詩を決め，グループを確定する ③資料を参

考に内容を理解する ④発表という流れで行った口授業者主導で進みがちな古典の読解において，

自分たちで資料にあたり 内容が理解できた時の喜びを味わわせたい，そして理解した内容を他

者に伝え，伝わったという手正、えを感じさせたいとの思いから l年の締めくくりに置いた単元で

ある。グループ編成は学習者に任せ，授業者からの働きかけは必要な資料の準備，発表内容につ

いての指示，読解の際の助言と発表後の補足など必要最低限にとどめた (3)。発表時間20分は教員

のつもりで他者に伝える， レジュメと発表内容を学年末考査にそのまま出題すると活動前に話し

たことが良い緊張感を生み，準備命に熱心に取り組んだ。発表も，斉読や指名読み，発問を挟んだ

り，黒板や紙芝居で説明したりと，開き手を意識し工夫を凝らしていた。

(m)グループで原文の意味や詩句を先生から何も教わらずに自分たちで理解し合い他の人々に

伝えるというのは，古典が苦手な私にとってはとても難しいことであったが，それを紙しば

いという形で発表したのが面白かったし 書いている自分たちも更に内容を理解することが

できた臼

(n)今までも調べ学習をやったことはあるが この時(漢詩の発表:引用者注)は調べたこと

を授業のように発表したことや 自分達が作ったレジュメがそのままテスト勉強に使われる

というのは初めてだったので，とても新鮮で印象的だった。また，この活動を通して，漢詩
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を学ぶ時は，どのような点が大切なのかも分かり，今後勉強する時に役立つと思った。

(0)自分達はみんなが理解しやすいように紙芝居を作成し，絵も自分達で描いて所々説明を加

えながら発表した。私自身楽しんで発表することができたし，みんなも所々うなずいてくれ

たり，紙芝屠に興味を持ってくれたのでよかった。

(mXn)からは，自分たちで調べ，表現方法を工夫して他者に伝える活動を過して内容の理解が進む

こと， (0)では開き手の反応を意識しながら発表していたことがうかがえる D

4. おわりに

最後に本実践の成果と課題を記しておく O 表現活動を中心に古典を学んできた学習者は， 1年

後，古典の面白さについて次のように語っているo

(p)古典のおもしろさは，今と昔では同じ言葉でも意味が違ったり同じこともあったりするこ

とです。たとえば f枕草子jを勉強した時は，昔と今の人との観点が違ったりしておもしろ

かったです。

(q)昔も今も人がそれぞれ感じることは一緒なんだと思いました。今とは書き方も読み方も全

く違うけど，人の感情や思いに共感できるところがたくさんあって，昔でも今でも通じるも

のはあるんだなと古典の面白さに気付くことができました。

(r)古典は古人の生活を垣間見ることができる所と当時の言葉の美しさに面白さがあると私は

思う。前者はむかしの人の身なりやしぐさ，当時の風俗などこんなことをしていたのかと驚

きと発見があって面白い。後者は，古人は感受性豊かで lつ lつの言葉がしっくりと心に染

み渡ってくるのである D

(s)私達は知らない問にたくさんの古典に親しんでいると思う 。それは大j可ドラマだったり，

マンガや読み聞かせをしてもらったりとたくさんある o それを学校の授業で学ぶことにより，

小さい頃下積みした楽しい知識を，大人の新しい考えでまた新たに学ぶことができるのが，

古典の面白さだと私は考える。

(t)現代の私たちと古典を考えると やっぱり高校生は古典わからないから嫌いっていう子が

多いと思う D けど古典は内容が徐々にわかっていくのがいいっていう私なりの楽しみをぜひ

ともみんなにわかってほしいです。現代ではない表現方法や効果音(擬音語であろう:引用

者注)あとは文章に色々な思いが込められているのが面白いです。

(pXq)は年度当初に古典が「苦手-嫌いjと毘答した者， (r)~(t)は「普通・比較的好き」と回答し

た者であるo 他の学習者の記した内容も概ね(p)---(r)の範囲に収まる O 同時に開いた「印象に残っ

た学習jでは，群読 5名，漢詩の紹介 4名，ものづくしの作成 2名， ~平家物語j の内容 2 名，朗

諦 1名，作品世界の表現 l名となっており，表現活動を挙げた学習者が多かった口学習者が古典

の面白さとして示した古今の相違や人間の普通性，古語への意識などは一般的に古典教育で目標

とされる点であり，ここに古典と密に関わり面白さを見出す手段としての表現活動の効果が認め
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られる o (s)にあるように幼し 1頃から吉典に全く触れずにきた者はいないが，いつの問にか溝がで

きてしまう O その講を埋め 幼少時に特に意識せず削!れてきたものの価値を自らのことばで語れ

るようになることが「生涯にわたって古典に親しむ」素地となるのであろう。

本実践では「伝えるj表現活動に主眼を置いたが，学習者の記述には「相手，他人，伝える，

わかりやすく Jという諾が多く見られる O 他者の存在が学習の支えとなり， 3.の学習者(hXm)が述

べているように，伝わるように工夫して表現する活動によって自らの理解もより深まってしEくO

前述の通り，伝えるためには何度も原文に立ち返らなくてはならない。 (t)が指摘する「徐々にわ

かっていく j楽しみが生まれる所以である O

その意味では， 3.の学習者(1)が述べるように，自らの発表が他者にどのように受け止められた

か，自分が!開き手の時どのように受け取ったかという棺互交流が重要であり，各々の活動の評価

にもなりうる D 本実践では感想、の言い合いに終わった感があり，言十面的に行うべきであった点が

諜題として挙げられる O また，今回は古典に興味を持たせることを第一義として年間計画を組織

したが，年度末の学習者の記述を見ると，もっと深めることができたのではないかとの憾みも残

る口例えば様々な視点-表現方法に気づかせるならテーマを限定するか向ーにして比べたり，複

数教材を用いたりすることがあって良かっ t::.o 表現の際には，構成や嫌々な文体-形式に注目さ

せることもできた。さらにお名という目が届きやすい規模でなく 40名のクラスで実施する際には，

いっそうの手立てが必要になる D 全て今後の課題とし，実践と検討を重ねていきたい。

* 本稿は小稿 (2009.5)r表現活動を取り入れた古典の指導J8本田語教育学会編 f月子IJ国語

教育JN0.445で報告した実践について表現活動の意義という点から論考を加えたものである D

注

( 1 ) 渡辺春美 (2008.12)r古典学習材開発・編成の観点一古典学習材の開発・編成錨体史を手

がかりに-J日本国語教育学会編『月干IJ国語教育研究JNO.440， p 4 

( 2 ) 向 (2008.8) r古典学習指導の問題点一学ぶ意味への疑問に応えぬ学習指導Jr教育

科学 国語教育JNO.696，明治関書， p 26で，以下の項目を挙げている。

①学習者を学習主体として学習指導の中に位置づける口②学習者の興味・関心を育てると

ともに，学習者の実態に郎した古典作品の教材化を行い，教材と学習者の出会いを効果的

にする O ①言語抵抗を少なくすることで，あるいは言語抵抗を利用することで教材と学習

者との関係性を強める00学習者が主体的活動を行い，古典教材との関係性を強める場が

設けられる口①主体的な学び手の育成のために，学びの方法を学ばせ，身につけさせる場

が設けられる。

( 3 ) 増淵恒吉(1981)r増j出国語教育論集上巻 古典教育論j有精堂， p 70 

所J伐の論文はi司書p270によれば， 1974年に発表されている D

( 4 ) 長尾高明 (1990)r吉典指導の方法j有精堂， p 33 

一 紘一



(5 ) 勤務校では， 1年次は必修科目を学習するが 4系列に分かれる 2年次以降は必修科自，

系列に関する科目，系列に関係のない自由選択科目を自らの関心に基づき選択する o 今回の

「古典講読」選択者の系列の内訳は，農業:女子 3，家政・福祉:女子 5，人文・商業:男子

1 .女子 6であり，人文の女子 4名を除く 11名は「国語総合j以来の古典となる D

(6 ) 注(2)参照のこと

( 7 ) 大村はまは f新編教室をいきいきと 1 j (1994，ち くま学芸文庫)の中で，グループ学習

は単元の B標や学習内容によって効果が認められる時に行い (p128)，単元の目標に沿って

グループを編成すべきである (p143) と述べている。

本実践では，最初の朗諭は伸び伸びと活動させたいとの思いから学習者の希望でグループ

を編成したが， 1人， 2人， 4人前後とどの人数で、行っても構わないとして孤立!惑を抱かせ

ないようにした。最後の漢詩の紹介は，対ー象の詩と必要な人数を示し，学習者自身に選ばせ

た。現代版「ものづくしjの作成と群読は，古典の知識や読解力，表現力，意見やアイデア

が出せるか等が l学期で、わかってきたため どのグループも同程度の話し合いができるよう

に考慮し，かつ話し合いをまとめられるリーダーを配して授業者が決定した。

(8 ) 年間実施内容のうち，①「ありがたきものjの読解(2時間)は実際には l学期末に，⑦

の群読の脚本作りと発表(3時間)は 3学期冒頭に行った。

( 9 ) 原文が比較的短く，学習者が例を挙げやすいという観点から本文 3(3)で示したテーマ以

外に「過ぎにし方恋しきもの，心ゆくもの，めでたきもの，うつくしきもの，にくきもの，

ねたきもの，かたはらいたきもの， くちをしきもの」を授業者が選び，提示した。

(10) 年度末に①印象に残った学習 ①現代の私たちと古典，または古典の面白さについて， 1~t 

かせた。

(1) 注(3)に同じ， p 13 

(12) 斉読との違いや主な技法について，家本芳郎(1994)r群読をつくる 脚本作りから発声・

表現・演出まで』高文研を参考に解説した。

(13) 白加田誠(1965)r唐詩選j明治書院，田部井文雄ほか(1981)r漢文名作選 3 漢詩j大

修館書庖，入谷仙介 (990)r唐詩の世界J筑摩書房，野末陳平ほか (992)rマンガ唐詩の

世界j講談社，増野弘幸ほか (993)r研究資料漢文学第三巻 詩 1J明治書院，鎌臼正ほ

か編 (980)r漢詩名句辞典』大修館書庖 等の資料を準備した。

また， B 4用紙 1枚のレジュメには書き下し文 語釈や句型，口語訳 鑑賞のポイントな

ど最低限記すべき内容を指示し， レイアウトは工夫させることにした。
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