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本校国語科では、 2007年度に実施した筑波大学生への「国語力Jに関する意識調査を承け、 2008年度より

中高各学年で「書くことJの指導法開発に取り組んできており、 6カ年計画のうち半分の 3年が経過した。こ

れまでの 3年間では、「インペンション指導J、「具体的な「場jの重視j、「共同的な作業の重視Jの三点を共通

の課題としながら実践を蓄積して来たわけだが、 2012年度より中学、 2013年度より高校において新学習指導要

領が順次実施されていく中で、本フ。ロジェクトが果たす意義について再確認しながら中高 6カ年を一つの流れ

とした指導法を開発してし 1くO

キーワード:書くこと インペンション テ、ィベート 新学習指導要領

プ由ジェクトのこれまでの経緯

1.1 プロジェクトの基本方針

本校盟諸科では、 2007年度に筑波大学石塚修准教

授・塚田泰彦教授の協力のもとに「筑波大学生の『国

語力j]~こ関する意識調査j というアンケートを実施し

た。これは本校卒業生だけでなく、全国から集まって

きた筑波大学生を対象に、中高時代の国語の授業で実

際に行われていた指導と学生達が求めている国語力が

必ずしも一致していないのではなし 1かという仮説のも

と、学生の生の声を今後の国語教育に反映させるねら

いがあった。アンケートの結果、「高校までの国語でや

って欲しかった授業や、身につけたかった力Jとしづ

項目の集計結果は次の通りで、あった。

書く 300/<) 

漢字・語葉 16% 

読む 15% 

話す・発表する 15% 

これを見ると、「書く Jことへの要望が抜きんでてい

ることがわかる。センター試験をはじめとする大学入

学試験において、マークシートによる記号選択問題が

大多数を占める中、記述問題が苦手としづ学生がそれ

を克服しないまま大学に入学した結果、高校までとは

比較にならないほどの論文やレポート作成を強し 1られ

ることが過度な負担となっている。しかも昨今の大学

生達は、読書や見開による!日来の知識の蒐集といった

インプットはさることながら、コンピュータの発達に

伴いブログやツイッターなどアウトプットが手軽にで

きるようになっており、知らず端的で精錬された表現

力の必要性を感じているようである。こうした現状を

踏まえ、彼らの書くことへの要望が本アンケートにこ

こまで反映されているのは、高校時までの国語の授業

において、生徒の要望に応えるだけの指導法が確立さ

れていないのではなし 1かとし 1う反省も同時に浮かび上

がってくる。

かくして本校国語科では 2008年度から「書くことj

の指導法を今一度見直し、新たな指導法を開発してい

くことをプロジェクトとして設定した。これは「書く

こと=作文Jというステレオタイプの指導法や、提出

された作文を教員が添削して返却だけの評価法を見亘

し、様々な状況や機会に合わせて「書くことJのきっ

かけをつかませ、またその場を提供する方法を模索す

ることを毘擦とする。また、書き手と読み手という福

を更に広げるために、生徒関での共同的な作業を重視

することを課題としつつ、実践しながらその指導法を

蓄積している。今年度は本プロジェクトの 4年目にあ

たる。

Development of a junior and senior high school-spanning teaching method for writing 
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1.2 過去3

本プロジェクトの正式な発足は 2008年度からでは

あるが、その前年度にアンケート実施直後から、中学

3年選択科呂・チャレンジ学習においてプロトタイプ

の実践を行った。チャレンジ学習とは、数名の教員が

それぞ、れテーマを設定し 生徒は最も関心のあるコー

スをひとつ選択して受講するという科目である。この

授業では国語科3名の教員が 10名弱の少人数のクラス

を形成することが出来たため、単に書いた作品を添削

するとしづ結果重視の指導ではなく、書き始めの動

機・関心、書く途中の推敵、仕上げの編集や校正とい

ったフ。ロセスを捉えてきめ細かく指導する、いわゆる

インペンション指導の実践に道筋を示した。

がってきた。

-書くことの動機づ、けやモチベーションを高めるた

めに、インペンション指導(アイデアを出し構成

を整える段階での指導)を導入する。

-具体的な書き手と読み手がいる場を上手く演出す

るための工夫をする。

-共同的な作業を導入し、書くことを単独の作業と

せず、毎回の作業の中で生徒同士がお互いに成長

していることを意識させる。

本研究も 3年を経て、中学及び高校のそれぞれ 3年

間が一通り終了した。本年度より始まる 3年間はこれ

までの実績を踏まえた上で、その反省を活かしつつ新

たな指導法を開発してし¥く。

かくして始められた本プロジェクトの初年度は、実

践の一例として中学 l年の津田の作文ワークショップ

の技法を報告した。先ず、通常のHRで授業を行う国

定教室制を変更して、書架を設置したり自由に原稿を
2 4年次の実践報告

閲覧できる槻を置いたりした「毘語教室Jを設け、作

文を書くための雰囲気作りから着手した。そうして初 2. 1 各襲賎の概要

期段階は書く内容をとくに制限せずに自由なジャンル 今年度、本校国語科教員が行った主な実践概要は次

で思い思いに作文させた。それを教員だけでなく生徒 の通りである。

同士でも読み合う機会を与えることで、書き手に実際 | 学年(教員名) I 実践テーマ

の読者を意識させて文章表現力の成長を期待した。ま | 実践内容の概要

た、途中の推蔽作業においても書き手一人の作業に終

わらず、読み手であった生徒も協力して意見やアイデ 中学

アを出し合う協働作業を取り入れた。このワークショ

ップの詳細は本論集第 48集を参照されたいが、この試

みは本校61期生が中学 1年次から昨年度の中学3年次

まで継続して行われた。

次に 2年自の報告では、東城による高校 2年生のゼ

ミナーノレの授業を紹介した。ゼミナーノレとは本校の総

合学習の一環として取り入れている選択授業であり、3

年次に進級した後も同じテーマを継続し、大学の卒業

論文に相当する「テーマ研究j へと発展させる。この

授業では、論文・レポート作成の入門書から学術論文

にまで触れ、大学生活に直結する論文・レポートを書

くためのトレーニングを行うことを目標とした。ここ

では生徒達が難解な学術論文を読むことへの抵抗感や

拒否反応を減ずるべく、本校卒業生が執筆したものを

教材として取り上げ、筆者への興味・関心を引きつけ

た。そして「先輩(筆者)を乗り越えるj という高い

呂標を掲げることでそチベーションを上げつつ生徒の

動機づけとした。

このような実践報告を経て、本フ。ロジェクトで実践

を積み重ねていく上で、以下のような課題が浮かび上

中1国語(関口) I 文章の要点の理解と説明

科学的な説明文の読解で学んだ概念について、その

定義とともに自分なりの観点で意義を見出し、それを説

明した文章を書いた。単に科学的な思考のあり方を理解

するだけでなく、自常とは異なる思考の特徴を自分で発

見して説明することによって、表現と理解の双方で学習を

深めることを狙いとした。

中2留語(有木) I古典におけるディベート学習

l の導入

『平家物語』敦盛最期をプロットとして用いた数種

類の文学作品を読み、その都度 f熊谷直実は平敦盛を

討つべきだったかJという議題で教室ディベートを行

い、それそなれの作品の違いを味わった。そのディベー

トの中での記録や、聴衆役による評価、ディベートの

反省、振り返りなど、機会に合わせて書くことを実施

した。
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中2思諾(東城)lグループ協議による意見文作成

あるテーマに関する 10項目を、グループで討議

し、合意形成をはかりながら、重要なJI慎に並べる。

その過程でそれぞれが重要だと思うことと、その根

拠とを明確にしつつ意見文を作成する。その後、互

いに書いた意見文を読み合いながら、より説得力の

ある文章の書き方を全体で検討するO

中3国語(津田) I論理的思考力とコミュニケーシ

1 3ン能力の作成

評論文を論理的に読解する能力と f話す・筒く J能

力の育成をg指して、ジグソー学習を導入した。担当

者に対して質問者がどのように質問するかに留意し

て、文章理解を深めると同時にコミュニケーション能

力の必要性についても学んだ。その後、同様の質問の

技法を用いた「書く」授業も展開し、「読み・話し・聴

き・書く j という総合的な冨語力の育成に繋げた。

高校

高 1 C東城 解釈の共有による作品論作成

中原中也「サーカスJを取り上げ、各自の作品分析

に基づいた断片的な1情報を、読み合いや発表を通じて

クラス全員で共有する。次に、それらの情報を基に生

徒が自分の作品論を組み立てる。最後に、それぞれの

作品論を読み合い、互いに優れた点や改善点を評価留

指捕し合った。

高2 (関口 文学論と要約

小説を、比較文学的な授点も交えて読解を進め、その

まとめとして自分なりの視点で小論を書く。その線、自分

の論に要約を付けることを求めた。自分の書いた議論の

骨格を自分で見直す作業を設定することで、表現の内容

を高めることを犯いとした。

高3 C;幸田II科学と現代社会について考える

原発問題を扱った評論・エッセイ等を積極的に取り

上げ、現代社会における科学の位置づけについて生徒

と考えた。特に、科学に関連するが、科学的ではない

トランス・サイエンスな領域の問題に関して、どうい

う態度をとるのが望ましいかという問題に蒙点を置い

て意見交換をした。

2.2 まとめ

本プロジェクトで課題としていた 3点、「インベンシ

ョン指導Jr具体的な読み手と書き手のいる場の提供j

f共同的な作業の重視J~こ鑑みて今年度の実践を補足

する。

2.2.1 インペンション指導事

インベンション指導とは、具体的な課題がないと作

文ができない生徒、まっ iきな原稿を前にしてどのよう

に書き出してしW¥か分からずに頭を抱えている生徒、

書きたいことはあっても書くに値する内容を取捨する

ることができない生徒が増えている現状から、書く意

欲を喚起し、書き上げたという充実感を持たせるため

の工夫として考え出された手法である。教員は、生徒

が主体的にアイデアを出して全体の構成を整えられる

ように助言し、それぞれの場面において機会を捉えな

がら指導することが求められる。本プロジェクトにお

いてもインペンション指導は多数実践され、生徒の「塞

くことJへのストレスを軽減させる工夫が随所に見て

とれる。

今年度は有木(中 2) の授業では、共通テーマによ

る古典作品を複数読解していくなかで、その違いをデ

ィベート形式で共通理解を深めていきながら、その者I~

度振り返りとして 400字程度の自由な感想を書くこと

で、それぞれの作品の相違点や共通点を読み比べた。

また、津田(高 3)の授業では今年 3月 11日の東日

本大震災を受けて、早速新学期に時事問題として取り

組んだ。原発事故による放射性物質による汚染や匿の

定める低線量被爆の基準値など、「科学に問うことがで

きるが、科学によってのみ答えることができない問題J

に我々はどのような態度をとるべきか教室内で意見交

換をした。答えのない問題で、あることがむしろ白熱し

た議論となった。

2.2.2 異体的な著書き手と競み手のいる場の提供

低学年の場合、書きたいものへの欲求が強すぎると、

それに誇えずに思いつくままに文章を書きつづること

が多々ある。しかし書き手が頭で考えていることをそ

のまま文字に起こせば、必ずしも読み手に伝わるとは

限らない。書き手による悪文や論理矛盾もさることな

がら、読み手による誤読や誤解も起こりえる。そこで、

書いた文章を実際に友人などに眼前で、読んで、もらい、

その感想を述べ合ったり、書き手が読み手の反応を目

の当たりにすることで、自分の書いた文章を今一度顧

みる機会を持つことができる。読み手を意識した文章
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を書くということを自覚することで、書き手としての

成長を促すことをねらいとする。

関口による中 1の授業では、科学的な説明文を心情

に左右されず客観的に読解することを試みたO ここで

は教員による意見の押しつけで、はなく、生徒自らが自

分の観点を見出して、それを他の生徒に説明する手法、

つまり書いた文章をその場で全体に披漉する形式を取

ることで、動もすれば受け身になりがちな読解の作業

に対し、積極的に作業をする姿が見られた。

また高 2 において、閉じく関口が中島敦~iJJ月記』

と唐代の伝奇小説「人虎伝j とを比較した小論文を書

く授業を展開した。そしてそれを書き手自らが要約す

ることで自分の考えを整理して発表させた。これは自

分の小論が正確に読み手に伝わっているのかを確認す

るものであり、!弓時に筆者自身が自分の意見を再確認

するねらいもある。

2.2.3 共湾約な作業の重視

初年度より継続しているグノレーフ。ワークやワークシ

ョップ、検討会(カンファレンス)などの小集団を活

用した学習を試みることを協働学習の場として捉えて

いる。その場では、生徒向士で検討・批評が行われる

ことで書き手の成長が期待できる。と同時に、共同的

な検討・批評の作業を積み重ねていくことで、読み手

としての生徒も他の生徒の作品や文章を評価する力を

養うことも目指している。

東城(中 2) の授業で、は一つのテーマに関して複数

の問題点を提示して、それらを比較検討しつつ論理的

に文章が構成されるように編集しながら一つの意見文

を作成するということが実践された。これは頭の中で

思いつくことを整理し、矛盾の無し 1ように論理的に並

べ替えることで相手を説得しうる主張を展開するとい

う効果が期待で、きた。

津田(中 3) の授業では、複数教材をグルーフ。で、読

解するジグソー学習を試みた。ジグソー学習とは、ア

メリカの心理学者、エリオットごアロンソンが考案した

もので、一つの長い文章をいくつかに区切り、それぞ

れをグループに分担して読解し、それをジグソーパズ

ルのように組み立てていき、全体像、を浮かび上がらせ

ることで生徒全員の共通理解に導く手法である。ここ

で扱う評論への意見文を書いて発表することで、難解

な文章の理解を、共同作業を通じて深め合うことがで

き、さらにお互いにコミュニケーション能力の向上も

期待できた。

高校では東城(高 1)の授業で、詩の読解を試みた。

中原中也の「サーカスj について、戦争という不幸な

過去、サーカスという非日常、「ゆあーんゅよーんゆ

やゅよんj とし¥う独特な擬音などについて、一読だけ

では理解図難な作品だが、それぞれ意見を出し合い、

お互いの視点の良いところを採用して一つの作品論を

作り上げ、さらにそれを批評してよりよいものを作り

上げた。

3 新中学学留指導要領を見据えた指導法

3.1 r缶統的な奮語文化と毘語の特質に関する毒事項jの新設

周知の通り、平成 20年 3月 281=1の学校教育法施行

規則の一部改正とともに、中学学習指導要領の改訂が

行われ、いよいよ来年の平成 24年度から全面的に実施

される。いわゆる PISAショックを受けて「生きる力」

が重視された今回の改訂に照らし合わせて、再度本プ

ロジェクトを見直してみたい。

今回の国語科改訂の要点を見てみると、内容につい

ては、「話すこと・聞くことJr書くことJr読むこと」

の 3領域構成は維持しつつ、社会生活に必要とされる

言語活動能力を確実に身につけることが重視されるよ

うになった。特に、指導事項においては学習過程が明

確となっている。「書くことJだけを取り上げてみると、

書くことの課題を決める指導事項や書いたものを交流

する指導事項などを設定し、生徒にも学習過程全体が

分かるように内容が構成されている。これこそ本プロ

ジェクトでインペンション指導として実践しているこ

とでもある。

また、今回の改訂では「伝統的な言語文化と国語の

特質に関する事項Jが新たに追加された。これは我が

匿の言語文化を享受し、継承・発展させる態度を育む

ことはもちろん、臣認が果たす役割や特質について、

まとまった知識を身につけさせることで、実際の言語

活動に有機的に働くような能力を身につけさせること

をねらいとしている。これまでのように古典に触れて

親しむだけではなく、伝統的な言語文化を継承するた

めには、話すことや書くことの力点がより一層重視さ

れると考える。そこで、来年度の学習指導要領改訂に

向けて古典作品を読む上での「書くことJを意識して

行われた本年度の授業の一斑を報告したい。

3.2.1 授業の実践例

中高一貫校である本校は、中学・高校で教員が担当

授業を制限されることはなく、必要に応じて中高にま

たがって担当することが可能である。ただし高校にお
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いては各教員がその専門性を活かして現代文・古文・

漢文の 3分野をそれぞれ担当するが、中学では基本的

に1学年 3クラスを 2人の教員がお互いの授業進行に

配慮しつつそれぞれ担当するだけで、分野の制限は設

けていなし ¥0そこで本校 64期の現中学2年生の有木の

授業は、担任学年ということもあり 前年度から引き

続き継続された授業を展開している。

前年度 3学期に教室ディベートを取り入れて、生徒

のコミュニケーション能力の育成、論理的思考能力の

甑養をはかった。入門期においては、ディベートの方

法や手順を説明し、ディベートとディスカッションの

違いについて理解するために、生徒の興味のあるテー

マを議題とした。そこで取り上げられたテーマは、

-筑駒は共学にすべきである。

-プロ野球のドラフト制度は廃止すべきである 0

.外国人参政権の是非。

-国語の授業にデ、イベートは必要か。

などである。テーマの設定も生徒が考えたものである

が、やはり男子校であることから学校生活に関する身

近な問題が真っ先に挙がった。しかしデ、イベートをす

る上では、肯定候IJ.否定例j両方とも自分の考えを述べ

るだけでは周囲を納得させるだけの論理的証拠に乏し

いため、客観的な資料を用いることの重要性を学んだ。

また、次に生徒が関心を示したテーマは時事問題・社

会問題である。これは新開やインターネットをはじめ、

多くの資料が容易に入手でき、ディベートに適したテ

ーマで、あるが、教員は国語ディベートであることに留

意して発表の方法や質疑の仕方など発言やコミュニケ

ーションについての指導に重きを量いた。

3.2.2 ヂィベートの進め方

教室ディベートの進め方は以下の通りである。

[事前準備]

-各クラス 5~6 名の 8 グループに分ける。

-前回の授業で、デ、イベートをすることを宣告し、各グ

ノレーフ。が肯定・否定両論の意見を準備させる。

[デ、イベート当日]

-クジを引いてディベートの肯定側・否定側・司会進

行を決定する。

・司会進行の班は主審・タイムキーパー・記録係・コ

メンテーターをあらかじめ決めておく。

-それ以外の生徒は聴衆役にまわり、デ、イベートシー

トを使って勝敗を判定する。

[デ、イベートの次第]

①肯定例j立論 (5分)

②否定側質疑 (2分)

③否定例j立論 (5分)

④肯定例j質疑 (2分)

⑤作戦タイム (3分)

⑤肯定側反駁 (4分)

⑦否定側反駁 (4分)

③聴衆からの質岨疑

⑨審判自の判定

⑬教員からの講評

こうしてディベートの基本的な決まり事を確認した

後、今年度は本格的に国語ディベートを実践した。先

ず l学期に教科書所収の『平家物語』敦盛最期を講読

し、『平家物語』のi時代背景や登場人物、作者の思いな

どを想像し、古典の世界を味わった。それを確認する

ために fi夏実は敦}惑を討つべきだったかJというテー

マで、ディベートを行った。平家物詑ーの結末や史実にJ~世

らし合わせてみると「討つべきだったJとする肯定例j

がj王1rlJ，j<:Jに多かった。しかしこれはまだ資料が少ない

中での結果であるので想定通りで、あったといえる。 2

学期には、歌舞伎「一谷倣箪記j、能楽「敦盛J、戯曲

「熊谷出|嘩J(岡本絹堂作)、「熊谷蓬生j)5J (iJJ本有三

作)を読み、それぞれの振り返りの意味を込めてデ、イ

ベートを行った。これらの作品は熊谷直実や平敦盛が

登場する話で、ーノ谷の合戦の後日誇や秘話として殺

しまれてきたものであり、『平家物語』にはない情報資

料を蓄積してディベートをすることができた。

この一連のディベートでは、判定結果に変化が見ら

れた。これはディベーターの能力や進行によるところ

もあるが、作品の内容や結末の違いによって生徒の反

応の棺違がうかがえるものであった。

(ディベート判定の集計結果〉例 2年A組

『平家物語』読了後

肯定側 24票 否定側 4票

歌舞伎「一谷搬軍記J読了後

肯定側 10禁 否定側 18票

能楽「敦盛J読了後

肯定側 14票 否定側 14票

戯曲「熊谷出陣j読了後

肯定側 18票 否定側 10票

戯曲「熊谷蓬生坊J読了後

肯定側 20票 否定住IJ 8票
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3.2.3 ディベートを終えて、審くこと

以上のように進めてきたディベートをどのように生

徒が受け止めたかを 400字あまりの感想を書いて今回

のディベートの意味を振り返った。

そこでは、「デ、イベートの質が上がったと思う Jr (扱

ったテキストの)結末によってディベートの結果が変

わるのが面白かったJr学習の節目ごとに内容の確認が

できたJr様々な立場から登場人物の気持ちを考えるこ

とができたj などおおむね好意的な意見が見られた。

3.3 課題

以上、 1年を通して古典をデ、イベートに取り入れて、

それに応じた書くことを実践してきたわけであるが、

ディベート学習ならで、はの課題も依然残っている。た

とえば評価の方法について、ディベートの時間が制限

されているため、発言した生徒だけの評価になりがち

であり、全ての生徒の理解度がディベートで反映され

るわけではないことなどの指摘もある。また、似たよ

うな作品だけで、デ、イベートをすることで、新しい意見

がでにくくなり、生徒に新鮮さへの興味関心が失われ

る恐れがあった。また、「書くこと j としての動機付け

として、多くの作品に触れてその違いを味わうことを

試みた実践であるが、一つの古典作品が長い歴史の中

で親しまれてきたことを理解させることには成功した

ものの、ディベートにばかり重点が置かれ、書くため

の時間が十分に確保できなかったことも課題で、ある。

附記:今回の実践例は、 2011年 11月初日に本校で開

催された第 38田教育研究会にて公開したものである。

助言講師の黒津弘光先生をはじめ、その後の協議会に

て多くの先生方よりご教示を演いたことに厚く御礼申

し上げる。
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