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本稿は、「文学国語」における「言葉による見方・考え方」の視点を一般化し、その視

点を基に行った授業実践の結果を報告したものである。『羅生門』は高等学校学習指導要

領における「言語文化」に該当する教材であるが、「言語文化」の内容は古典に偏りがち

であるため、「文学国語」の視点で授業を行った。「言葉による見方・考え方」を設定する

ことで、学習者が身についた力に対する意識が明確になっていることを指摘した。  
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1 導言 

 平成30年に告示された高等学校学習指導要領（以下、新
指導要領）によれば、深い学びの鍵として「見方・考え方」
を働かせることが重要になる（新指導要領 p.4）１）とされ
ている。この「見方・考え方」とは、「どのような視点で物
事を捉え、どのような考え方で思考していくのか」（新指導
要領 p.4）という、視点や考え方であると明記されている。 
 ここには、それぞれの教科ならではの視点が盛り込まれ
ており、国語科における「見方・考え方」は「言葉による
見方・考え方（以下、見方・考え方）」である。国語科の目
標には以下のように盛り込まれている。 
  言葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、

国語で的確に理解し効果的に表現する資質・能力を次
のとおり育成することを目指す。（新指導要領 p.21） 

 では、高等学校における「見方・考え方」の具体は何か。
また、「見方・考え方」を働かせる授業とはどのようなもの
か。管見の限り、そこに言及されたものは存在しない。そ
こで本稿は、新指導要領をひもときながら、「見方・考え方」
の具体、および「見方・考え方」を働かせる授業の在り方
について、「文学国語」に焦点を絞り、稿者が実践した授業

を基に試案を出すものとしたい。 
 なお、今回取り上げた教材『羅生門』は本来「言語文化」
の科目に該当する教材である。しかし、「言語文化」の高等
学校学習指導要領解説国語編(以下、解説)における記載は
古典に重きを置いているため、拙稿では「文学国語」の視
点で考える。「文学国語」は「言語文化」を踏まえた科目設
定であることから、この視点は認められ得ると考える。 
 

２ 「言葉による見方・考え方」とは 

 小林（2019）には授業が成り立つ要素として、「追究した
い学習課題」と「学習課題の追究を支えるための方法」の
二つが挙げられている。また、その方法については「どこ
に目を付けてどのように考えるか」と「どのように活動を
展開していくか」という二つが挙げられている。 
 「見方・考え方」とは「目の付け所と思考法」であり、
上記の「どこに目を付けてどのように考えるか」に該当す
るという。したがって、「言葉による見方・考え方を働かせ」
るとは「どの言葉に着目し、その言葉をどう考えるかとい
う方法を用いることである」と換言できる。実際、新指導
要領においては以下のように述べられている。 
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  言葉による見方・考え方を働かせるとは、生徒が学習
の中で、対象と言葉、言葉と言葉との関係を、言葉の
意味、働き、使い方等に着目して捉えたり問い直した
りして、言葉への自覚を高めることであると考えられ
る。（新指導要領 p.23） 

 小林のいう「見方・考え方」とは小学校国語におけるも
のであるが、高等学校の解説との違いは児童か生徒かとい
う点のみである。したがって、高等学校における「見方・
考え方」という視点は、小林（2019）および小林（2021b）
に基づいてまとめていくことができると考えられる。そこ
で、次節では小林（2019）および小林（2021b）を参考に、
「見方・考え方」の具体的な視点を取り出すものとする。 
 

3 「文学国語」における「見方」の視点 

3.1 〔知識及び技能〕における「見方」の視点 
 さて、「文学国語」における「見方」の視点にはどのよう
なものがあるだろうか。小林（2019）は〔知識及び技能〕
の（１）言葉の特徴や使い方に関する事項に着目している。
「言葉による見方・考え方を働かせ」ることは、既述のと
おりのことであるので、ここに着目することは妥当である
と考えられる。特に、「語彙」の箇所に着目することについ
ては、小林（2019、2021b）が指摘しているとおりである。
したがって、拙稿でも新指導要領における同様の箇所に着
目してみる。以下では、新指導要領におけるそれぞれの解
説を参考に視点を抽出してみる。 
 
3.1.1 「語彙」に着目した「見方」の視点 
 新指導要領における「語彙」の目標は以下のとおりであ
る。 
  イ 情景の豊かさや心情の機微を表す語句の量を増し、

文章の中で使うことを通して、語感を磨き語彙を
豊かにすること。 

 目標には「心情の機微を表す語句」とあるが、具体的に
はどのような言葉か。具体化するため、解説の中から「見
方」に該当する言葉を抽出する。すると、以下の三つの言
葉が明記されている。 
・漢語、和語、成語 
・情景を表す語 
・心情の機微を表す語 

 一つ目は、文学的な文章で用いられる語彙量を増やすた
めの例としてあげられている。しかし、下の二つは少々注
意が必要である。以下にイの解説を引用する。 
  一つ一つの語句（中略）が情景や心情を表さない比較

的平易なものであっても、語句の組み合わせや心情を
投影できる語句の使用など、文の構成や表現の技法な
どを工夫することで、情景や心情の機微を巧みに表す
ことができる。（解説p.182） 

 解説から鑑みると、具体的に決められた言葉はなく、そ
れぞれの文章に使われた表現から言葉を設定するというこ
とになる。したがって、「語彙」における「見方」について
は、弾力的に応用することが可能であるといえる。 
 
3.1.2 「文や文章」に着目した「見方」の視点 
続いて「文や文章」を見る。目標は以下のとおりである。 

  ウ 文学的な文章やそれに関する文章の種類や特徴な
どについて理解を深めること。 

 具体化するために、解説から「見方」に該当する言葉を
抽出してみると、以下の通りとなる。 
・構成の特徴 例）時系列、冒頭の結部から時間を遡る 
・抽象的な言葉 例）作品全体のテーマを想起させる言葉 
・文学的な文章について論じた評論や書評 
 例えば、物語の構成を考えるといった活動などがこれに
当てはまる。これは「構造よみ」にあてはまるものであり、
二つの要素が含まれるという（阿部 2020）。一つ目は「構
成」をつかむことにより、事件の大枠が見えてくるという
ものである。二つ目はクライマックスに着目することがで
きるというものである。この行為は全体を俯瞰的に捉える
力（「読み」の授業研究会・関西サークル 2021）であり、
これら二つの要素は、文章全体を読む際に有効な手立てで
ある。その際に指標を示すことで、学習者が主体的に文章
に向き合うことが期待できると同時に、目標とするところ
を意識させざるを得なくなると思われる。 
 
3.1.3 「表現の技法」に着目した「見方」の視点 
 さらには、「表現の技法」に着目することも有効である。
実際、比喩やオノマトペなどはここで言及されている。指
導事項は以下の通りである。 
  エ 文学的な文章における文体の特徴や修辞などの表

現の技法について、体系的に理解し使うこと。 
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 ここでも、前節と同じように解説の中から「見方」に該
当する言葉を抽出すると、以下の通りとなるであろう。 
・文体 例）和文体、漢文体、和漢混淆文体、常体、敬体 
・修辞 例）比喩、擬音・擬態語、体言止め、押韻、畳語 
  
3.2  〔思考力、判断力、表現力〕における 「見方」の視点 
 さらに、「文学国語」における「見方」の視点を見てみる。
そこで、〔思考力、判断力、表現力〕における「B読むこと」
に着目する。小林（2019）においても既述の箇所に着目し
ている。思考したり判断したりするということは、本文を
あらゆる「見方」を用いて読み、検討することである。し
たがって、「見方」の視点を「B読むこと」に求めることは
妥当であると考えられる。 
 そこで、以下に新指導要領における「B 読むこと」の指
導事項を引用し、「見方」を概観する。 
  ア 文章の種類を踏まえて、内容や構成、展開、描写

の仕方などを的確に捉えること。 
イ 語り手の視点や場面の設定の仕方、表現の特色に

ついて評価することを通して、内容を解釈するこ
と。 

ウ 他の作品と比較するなどして、文体の特徴や効果
について考察すること。 

エ 文章の構成や展開、表現の仕方を踏まえ、解釈の
多様性について考察すること。 

オ 作品に現れているものの見方、感じ方、考え方を
捉えるとともに、作品が成立した背景や他の作品
などとの関係を踏まえ、作品の解釈を深めること。 

カ 作品の内容や解釈を踏まえ、人間、社会、自然な
どに対するものの見方、感じ方、考え方を深める
こと。 

キ 設定した題材に関連する複数の作品などを基に、
自分のものの見方、感じ方、考え方を深めること。 

 まず、アから抽出できる「見方」は構成や展開の仕方の
特徴を的確に捉えることである。3.1.2で述べた「文や文章」
における「見方」と重なるところが多い。ただし、ここで
は、伏線に気づくことで作品の理解に役立てるということ
が述べられている。また、イからは語り手の視点や繰り返
し使われる言葉などが挙げられる。ウからは文体、エから
は読み手の解釈、オからは書き手の認識や価値観、成立背
景などが挙げられる。カからは人間、社会、自然などに対

するものの見方、感じ方、考え方、キからは作品以外の資
料、記録、映像、音声などが挙げられる。 
「B 読むこと」からは、おおよそ以上の「見方」が抽出

できるであろう。 
 

４「文学国語」における「考え方」の視点 

 前節では、「文学国語」における「見方」についてまとめ
てみた。本節では、続いて「考え方」の具体を考える。 
「考え方」は思考の方法である。小林（2019）によれば、

〔知識及び技能〕の（２）情報の扱い方に関する事項に着
目するのが良いとされている。したがって、「言葉をどう扱
うか」という視点に着目するのは妥当であると考えられる。
したがって、拙稿でも同様の箇所に着目する。 
その上でまずは、小林（2021a）に着目してみたい。小林

（2021a）では、「スイッチ発問」の類型として、七つに分
類している。この分類は学習指導要領の既述の箇所を参考
に、概念的思考に基づいて分類したものである（小林 p.16）。
したがって、小林のいう「スイッチ発問」は「考え方」の
具体であるといえる。以下にその類型をまとめた表を掲載
する（表１）。 

表1 小林（2021a）「スイッチ発問」の七類型 

①比較 ②定義 ③類推 ④因果 
⑤分類 ⑥帰納 ⑦-1具体化 ⑦-2抽象化 

 これらの類型は小学校におけるものである。しかし、小
学校で使用した「考え方」は、中学校や高等学校でも応用
できるのは既述したとおりである。したがって、高等学校
における「考え方」の視点は小･中学校の「考え方」が踏ま
えてられているはずであり、そこを蔑ろにしてはならない。 
 さて、中学校における「考え方」はどうであろうか。こ
れに関するデータは管見の限り小林（2021b）のみである。
したがって、ここに着目しながらまとめてみたい。以下が
筆者のまとめた「考え方」の類型表である（表2）。 
これらは、新指導要領の解説から便宜上抽出したもので

あり、本来であれば全ての学年で取り入れなければならな
い点に留意する必要がある（小林 2021bpp.23-24）。つま
り、解説で書かれていることは当該学年で重点となる考え
方であり、これまで身に付けた「考え方」を応用しなけれ
ばならないということである。 
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 以上、小・中学校における「考え方」をまとめた。こ
れらを踏まえて高等学校における「考え方」を具体化して
みたい。しかし、「文学国語」の解説においては（２）情
報の扱い方に関する事項は存在しない。それは「文学国
語」の前段階として位置づけられている「言語文化」にお
いても同様である。 

表２ 小林（2021b）における「考え方」の類型 

そこで、まずは着目する箇所について検討してみたい。
その際、重要なことは思考方法という点である。思考方法
とは考え方の方法であり、概念的思考である。その概念的
思考は実際の活動を通じて育成されるものだと考えられる。   
したがって、拙稿では〔思考力、判断力、表現力〕にお

ける言語活動例に着目して考えることを提案する。言語活
動例は目標を育成するための具体的方略であり、そこには
概念的思考が見られると考えられるからである。 
以上の観点のもと、「考え方」の例として、言語活動例に

着目してみる。特に、「B 読むこと」の言語活動例が、「考
え方」の視点として適切であろうと考えられる。以下に、
それぞれの言語活動例を示す。 
  ア 作品の内容や形式について、書評を書いたり、自

分の解釈や見解を基に議論したりする活動 
  イ 作品の内容や形式に対する評価について、評論や

解説を参考にしながら、論述したり討論したりす
る活動。 

  ウ 小説を、脚本や絵本などの他の形式の作品に書き
換える活動。 

  エ 演劇や映画の作品と基になった作品とを比較して、
批評文や紹介文などをまとめる活動 

  オ テーマを立てて詩文を集め、アンソロジーを作成
して発表し合い、互いに批評する活動。 

  カ 作品に関連のある事柄について様々な資料を調べ、
その成果を発表したり短い論文などにまとめたり

する活動。 
 これらの活動例に関する解説から「考え方」の視点を拾
い集めることができるであろう。 
 例えば、アに関する解説には以下のことが書かれている。 
  書かれている内容から書き手のものの見方、感じ方、

考え方を捉えること、構成や展開の工夫が作品の内容
とどのように関連しているかについて捉えることが大
切である。（解説 p.202） 

 ここから、「類推」の概念的思考が見られるであろう。著
者のものの見方、感じ方、考え方を具体的に「類推」し、
的確に読むことに繋げていると考えられるからである。し
たがって、小林（2021a）のいう「似たようなことを思い浮
かべ、重ね合わせる」とは若干ベクトルの違うものになる
といえるが、ここから、「本文の具体例から筆者の主張を的
確に類推しよう」という学習活動が考えられる。その際、
例示の語句に着目することによって、筆者の主張の核心部
分を導き出すといったこともできるであろう。 
 このように、「B読むこと」の学習活動に着目することで、
「考え方」の概念的思考を導き出せると考える。同じよう
に、それぞれの解説から「考え方」の具体を抽出してみる。
イにはこれまでの研究成果として確立している文学理論や
研究者による文章を読むことで、自分の読みを相対化する
とある。ここからは「比較」が読み取れる。ウには自分の
知識や経験などと照合とあり、ここから「類推」が抽出で
きる。エには演劇や映画の作品と基の作品とを「比較」し
たり、作品像を「具体化」したりすると書かれており、こ
れはそのまま「考え方」に該当する。オからは互いに批評
し合うことで言葉を吟味するとあり、「吟味」が抽出できる。
しかし、「吟味」は情報を比較して考えたり具体化して表現
したりすることであるため、いくつかの概念的思考の上位
に位置する概念であるといえる。以上をまとめると、以下
の表となる（表3）。 

表３ 学習活動例から見る「考え方」の類型 

ア 類推、分類、具体化 イ 比較 
ウ 類推 エ 比較、具体化 

 もちろん、これはあくまでも当該科目で重点化されてい
るものであり、実際の「考え方」はこれまで学んできたこ
とを用いるべきである。ここでは、小・中学校における「考
え方」の視点とほぼ変わらないという点を指摘するにとど

 知識及び技能 C読むこと 

１
年 

ア 因果思考 

イ 因果、比較、分類、分解、抽象化、類推、系統化 

２
年 

ア 具体-抽象 

イ 分類、具体-抽象 

３
年 

ア 具体-抽象 

イ 比較 
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めておく。 
 また、参考に「現代の国語」を見てみる。ここには（２）
情報の扱い方に関する事項が掲載されている。ここでも、
解説に注目し、それぞれをまとめてみる。 
アには論拠について書かれており、これは主張が成り立

つために必要とされる根拠と理由付けのことであると述べ
られている。ここから「因果」を抽出できる。イには個別
の情報と一般化された情報について書かれており、これは
「具体化」と「抽象化」の「考え方」である。また、具体
的なものの共通点を捉えるとあり、これは「帰納」に該当
する。ウは推論について書かれている。その方法として、
演繹、帰納などが挙げられている。したがって、「類推」「演
繹」と「帰納」が抽出できる。エは情報の妥当性を吟味す
ることが挙げられており、ここから「吟味」が抽出できる。
ただし、「吟味」が概念的思考でないのは既述した通りであ
る。オは自分の考えと他者の考えとを明確に区別すること
が書かれており、これは「分類」に該当する。述べてきた
ところをまとめると、以下のようになる（表４）。 

表４ 「現代の国語」から見る「考え方」の類型 
ア 因果 イ 具体化、抽象化、帰納 
ウ 類推、演繹、帰納 オ 分類 

 したがって、表２～表４をまとめた以下の表が、「考え
方」の類型として設定できる（表5）。 

表５ 高等学校国語科における「考え方」の類型 

①比較 ②定義 ③類推 ④因果 
⑤分類 ⑥帰納 ⑦-1具体化 ⑦-2抽象化 
⑧演繹 ⑨系統化 ⑩分解 

 以上が「考え方」における視点である。ここで留意すべ
きことは、「考え方」はすべての科目を横断しつつ考えて
も良いということである。前述の通り、「現代の国語」で
あっても、小・中学校の「考え方」を踏まえたものになっ
ている。また、言語活動例においても「現代の国語」と重
なるところが多い。したがって、「考え方」は全ての科目
において普遍的なものであるというということである。次
節では、これまで述べてきた「見方」「考え方」の視点を
基に行った授業を紹介するものとする。 
 

５ 『羅生門』の実践 

 『羅生門』は、長く教材として採録されてきた歴史があ
る。それゆえ、多くの授業実践が見られる。例えば、三浦
（1992）や松本・桃原（2020）などがその好例である。し
たがって、筆者の実践もそれら優れた実践の驥尾に付した
ものである。しかし、前述の通り「言葉による見方・考え
方」の視点を設定することによって、文学的な文章の授業
を再構成したという点で、先行実践とは一線を画すもので
ある。 
 
5.1 教材観 
 高校入学後、初めての本格的な文学的文章であるので、
全体的な指導目標としては、「文学的文章に親しみ、表現の
手法を味わう」という点を重視することを意図した。した
がって、単元の目標として〔思考力、判断力、表現力〕「B
読むこと」ア文章の種類を踏まえて、内容や構成、展開、
描写の仕方などを的確に捉えることを中心に据えた授業構
成とした。  
その際、阿部（2020）および「読み」の授業研究会・関

西サークル（2021）に基づいた理論を用いた。小説の基本
的な構成を捉え、事件の発端や展開、そこに至るまでの伏
線などにも着目させることができるため、単元の目標に合
致すると考えられるからである。そこで、本稿でも作品の
流れを捉える「構造よみ」、作品の「鍵」を取り出す「形象
よみ」、作品を評価する「吟味よみ」という三つの読みを踏
襲した。なお、使用した教科書は第一学習社の『高等学校
改訂版国語総合』である。 
 
5.2 指導計画 
 前節の教材観を基に、『羅生門』における授業の大きな流
れを以下のように設定した。 
第１時 通読（筆者音読）、ワークシート①に取り組む。 
第2時 ワークシート①の確認をする。 
第３時 導入部を解説し、本文の設定を捉える。 
第4時 「生き物」に着目し、小説における小道具の使い

方などについて理解を深める。 
第５時 ワークシート①を基に着目すべき下人の心情を把

握する。 
第６時 下人の「勇気」の動きを確認し、老婆がそこにど

う関わっているかを把握する。 
第７時 直喩表現を抜き出し、「老婆」の人物像を考える。 
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第8時 本文の内容を評価する。 
 授業はそれぞれ以下の目標を持って行ったものである。
なお、目標はここまで述べてきた「見方・考え方」の視点
を用いて表現している。また、「見方・考え方」に付随した
（ ）は、阿部（2020）及び「読み」の授業研究会・関西
サークル（2021）に基づいた、三つの読みのことである。 
第１時 事件の発端や山場に着目（見方）して、本文を「導

入部・展開部・山場・終結部」の四つに分類（考
え方）してみよう。（構造よみ） 

第4時 生き物に着目（見方）し、小説における効果を具
体化（考え方）してみよう。（形象よみ） 

第６時 下人の「勇気」に着目（見方）し、下人の心の動
きを系統化（考え方）してみよう。（形象よみ） 

第７時 老婆に対して、動物が使われている直喩表現を抜
き出し（見方）、人物像をまとめてみよう（考え方）。
（形象よみ） 

第8時 「下人」と「老婆」の心情や行動に着目し（見方）、
自分と比較（考え方）しよう。 

 このうち、拙稿では第1時と第2時、第８時について取
り上げるものとする。 
 
5.2.1.1 第１時と第２時 
 第1時は、事件の発端や山場に着目し、本文を四つに分
けるという学習活動である。分解する際は、「導入部」「展
開部」「山場」「終結部」という四つの場面に分類するもの
とした。そこで、指導目標と評価規準を以下のように設定
した。 
（指導目標） 
事件の発端や山場に着目し、本文を「導入部・展開部・山
場・終結部」の四つに分類しよう。 
（評価規準）〔思考力、表現力、判断力〕「B読むことア」 
 なお、この「見方」は3.2で述べた、構成の特徴を捉え
るという点に基づき設定したものである。「考え方」は、
（表５）の⑤である。また、場面分けには「場所、時間、
人物の変化」が関わっていることを知ることができると、
学習が深まったといえる。 
そこで、本文を四つに分類するために、阿部（2020）

で述べられた指標についてまとめワークシートを作成し
た。参考にした指標を以下に掲載する。 
  ※「発端」の指標（阿部 2020.p57） 

   １ 主要な事件がそこから始まる 
   ２ 主要な人物がそこで出会う 
   ３ 日常とは違ったことがそこから起きる 
   ４ 説明的な書かれ方から、描写的な書かれ方に変

わる。 
  ※「クライマックス」の指標（阿部2020.p60） 
   １ 事件がそこで決定的となる 
   ２ 読者により強くアピールする書かれ方になって

いる 
   ３ 作品の主題に強く関わる 

図1 第1 時のワークシート 
以上が阿部（2020）で述べられた指標である。それぞれ

の指標を基に作成したのが（図１）のワークシートである。 
また、第２時はこのワークシートを持って教室内を自由

に移動し、他の学習者と比較させながら議論し、よりよい
方を選ばせるという授業展開である。第1時と併せた形で
行っているので、以下では第２時を踏まえた結果、できあ
がった学習者のワークシートを掲載する（図２）。 
下記回答は、主体的に考えて記述できている学習者を抽

出した。当然であるが、本文を区切る場所は学習者によっ
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て異なっており、どういった箇所に着目しているかが分か
ってくる。 

図2 第2 時における学習者のワークシート 

 この学習者は、老婆と下人が直接接触したところを「事
件の山場」と設定している。下人と老婆がつかみ合いを始
めたところに緊張感が感じられたようである。これは、今
まで恐怖の対象であった老婆に対して、下人が恐怖を克服
したからこその行動である。したがって、この学習者はワ
ークシート（図１）における山場の基準1-①を基に考えて
いることが分かる。また、「事件の発端」は羅生門の中へ移
動しようとしたところで設定をしている。死骸の数や老婆
の特徴が具体的に描かれているところから把握したようで
ある。これは発端の区切りについて、下人が実際に動いた
ことにより事件が始まるという判断をしたからであると考
えられる。 
 今回のワークシートで回答できた学習者は39人中30人
であった 2）。以下にはそれぞれどのように区切っているか
を示すものとする（表 6 および表 7）。なお、後ろの（ ）
内の数字は選択した人数である３）。 

表6 「発端」の区切り（9 カ所） 

23ページ5行目～（1） 24ページ3行目～（1） 
24ページ15行目～（1） 25ページ2行目～（2） 
25ページ10行目～（7） 25ページ14行目～（10） 
26ページ4行目～（14） 27ページ8行目～（1） 
27ページ11行目～（2） 

表7 「山場」の区切り（9カ所） 
26ページ13行目～（1） 27ページ8行目～（１） 
27ページ11行目～（1） 28ページ4行目～（3） 

28ページ12行目～（1） 29ページ1行目～（24） 
29ページ4行目～（5） 29ページ12行目～（2） 
31ページ13行目～（1） 

 さて、これらの学習者の回答からどういったことが分か
るか。それを含めた形で、次節ではこの授業における成果
と課題を述べるものとする。 
 
5.2.1.2 第１時と第２時における成果と課題 
 成果として挙げられるのは、最初に全体を読むことで本
文の読解が深まったという点である。第4時には、導入部
で出てきた「きりぎりす」と「からす」の効果について検
証したが、このとき、「からす」と「老婆」を繋げて考えた
学習者がいたのがその証左である。導入部の段階では、不
気味さなどの回答を期待していたが、その学習者は、「から
す」が死人の肉をついばみに来る様子と、「老婆」が死人の
髪の毛を抜く様子をリンクさせて考えていた。ここから、
第1時で行った「全体を把握する」授業が生きていると考
えられる。この学習者の発言により「肉食鳥」という比喩
が「からす」とつながってくる意識が生まれたことが挙げ
られる。 
 また、ワークシートに場面を区切る基準を設定したこと
により、主体的に読んでいる学習者が多かった。全員が区
切りまでを回答していたことからもそれは明らかである。 
 課題としてあげられるのは、やはりワークシートの難し
さである。「発端」の区切りとして、最も多かったのは、「26
ページ4行目～」である。これは、稿者の意図通り「時間
の変化」に着目できている学習者であると考えられる。二
番目に多かったのは、「25ページ14行目～で」ある。ここ
は、実際に下人がはしごを登り始める場面である。「場所や
時間」が変わるということに対する意識は持っているため、
稿者の意図をある程度理解している学習者であるといえる。
しかし、その二つを合わせても39人中24人であったとい
うところから、授業者のワークシートの不完全さが目立つ
結果となった。 
 一方、「山場」に関してはおおよそ同じ箇所で設定されて
いることが分かる。「発端」に比して、「山場」のイメージ
がつきやすいことが理由であると考えられる。 
 また、他者と意見交換をする時間がきちんと機能してい
なかったことも課題であろう。機能していれば、これほど
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拡散的な回答は出なかったと考えられる。結果的に、ただ
話すだけといった時間が生まれてしまったことは大いに反
省せねばならない。 
学習者が初読の段階で小説の構造をつかむのは容易では

ないというのは、「読み」の授業研究会・関西サークルが指
摘するとおりである。したがって、第1段階として、時・
場所・人物の変化を主眼に置き、分類するステップが必要
であったといえる。結果的に、学習者に大いに助けられた
実践となってしまった。 
阿部は『羅生門』を三部構成としている（阿部 2020.p53）

が、筆者は四部構成で考えてもよいと考えている。39名中
36名の学習者が「終結部」を選択する際、共通していたこ
とからも、「終結部」を設定することに違和感はないといえ
るからである。そういった指摘も成果の一つであるといえ
るだろう。 
 
5.2.2.1 第 8 時 
 続いて、『羅生門』の第 8 時にあたる授業である。阿部
（2020）における「吟味よみ」に該当する授業である。阿
部は「吟味よみ」の効果として以下のように述べている。 

この指導過程で重要なのは、吟味・評価という角度か
ら改めてその作品を読み直す（再読）ということであ
る。再読の過程でそれまでの読み（構造よみ・形象よ
み）で気づかなかった、十分意識できなかった読みが
見えてくる。（阿部 2020.p192） 

なお、「吟味・評価」の方法についてはいかのように整理
されている。（阿部 2020.pp195-196） 
  １ 語り手に着目して吟味・評価する 
  ２ 人物設定と事件展開に着目して吟味・評価する 
  ３ 構成・構造、題名に着目して吟味・評価する 
  ４ 海外作品の複数翻訳および改稿・異本などの比較

により吟味・評価する 
  ５ 作品を総括的に吟味・評価する－主題、思想、も

のの見方・考え方の総括的な吟味・評価 
 このうち、今回の授業では特に２と５について考えさせ
るものとしたい。理由としては（１）最初の授業であるの
で、人物に着目させ自身と比較するのがわかりやすい
（２）作品全体を貫く「下人の心の動き」に着目させたい
という２点を考えたからである。そこで、それぞれのテー
マに合うような問いを設定し、作文するものとした。以上

を踏まえ、指導目標と評価規準を次のように設定した。 
（指導目標） 
本文の記述を参考に、自分の考えを具体化しよう。 
（評価規準）〔思考力、表現力、判断力〕「B読むことカ」 
本文の内容を解釈し、自分の考えを表現できることを知

る。ここでの「見方」は、同じく3.2で述べた、作品の内
容や解釈をふまえるという点に基づき設定した。「考え
方」は（表５）の⑦-１である。 
なお、問に関しては、以下の三つの問を設定し、どれで

も好きな問を選んで記述するものとした。なお、後ろの数
字は阿部（2020）で設定された「吟味・評価」の方法に
おいて、いずれに該当するかというものである。 

①下人の立場に着目し（見方）、自分ならどうするか
を類推する（考え方）。・・・２ 

②老婆の論理に着目し（見方）、自分の考えと比較す
る（考え方）。・・・２ 

③本文の叙述に着目し（見方）、自分の考えを具体化
する（考え方）。・・・５ 

これらの問いは三浦（1992）を参考にしている。「吟味よ
み」は個人が作品に対して「吟味・評価」するものである
ため、「個の読みの楽しさを保証する」（三浦 1992.p160）
ものとして設定された問いはまさしく「吟味よみ」にふさ
わしいと考えられるからである。特に③の問いについては、
三浦が以下に述べているとおりである。 

 続き話を作る、好きなところを視写する、劇化する、
内容に基づいて討論するなど、考えられないことはな
いが、それらの活動を味読として意識的に位置づける
ことが望まれる。（三浦 2006.p71） 

したがって、③を選択した学習者が多ければ吟味する段
階まで高まっていると考えられる。「下人のその後」はまさ
しく続き話を作るということである。そういった意味で、
味読の段階を自然に導き出せると考えられるからである。 
さらに、書いたものを交流することで、他人の考えと比

較できるようにしたいと考えた。そこで、お互いを評価さ
せるという学習活動を取り入れた。初めての表出というこ
ともあり、あまり詳細な採点にならないよう留意した。 
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また、今回の授業がどれだけ学習者の力になったかを測
るために、二つの質問を行うものとした。一つは作品の主
題を考えさせるものであり、もう一つはどんな力がついた
かという質問である。以上の考えの基、作成したワークシ
ートが（図3）である。   

図3 第8 時のワークシート 

以下に学習者の取り組んだワークシートを掲載する（図
4）。ただし、内容の点を考え、ここではワークシート③
の問1のみを掲載するものとする。 

図4 学習者のワークシート 

 上記学習者は、その後も盗人という行為を続けていたが
その相手は悪人だけを対象としているという回答である。

そこには、「老婆の論理」が働いているからであることも
言及しており、本文をしっかりと踏まえて読んでいること
が分かる。また、別の者の論理に出会うことで、完全に悪
になるであろうことにも言及しているのが分かる。本授業
の成果と課題は次節で述べるものとする。  
 
5.2.2.2 第 8 時の成果と課題 
成果としてあげられるのは、学習者の考えがよく分かる

授業となったことである。全員が作文を完成できたことか
らも、それは明らかである。なお、三つの問を選択した学
習者は、それぞれ①9人②18人③12人であった。したがっ
て、約3分の1の学習者は本文を吟味する段階まで高まっ
ているといえる。 
 課題として挙げられるのは、選択のバラツキである。吟
味の段階までを測るのであれば、③のみにするべきであろ
う。学習者は書きやすそうな問を選ぶ傾向がある。そうい
った意味で、①②を吟味の段階まで引き上げる問を設定す
べきであったといえる。 
また、書くことに対する抵抗を和らげるために、自由に

書くことと採点の相手を選ぶことを推奨したが、書き始め
に時間がかかる学習者に対してどう手立てをするかが大き
な課題となる。そのためには、型をしっかりと教え込む必
要も出てくるであろうし、何より読みを深めるためには同
じ問を選択したもの同士で交換させるべきであった。した
がって、より理解を深めるために、もう一段進んだ目標を
設定すべきであったといえる。 
 

６ 成果と課題 

 以上、『羅生門』における授業を概観した。本節では全体
的な成果と課題について述べるものとする。その際、第 8
時で使用したワークシート③の最後の問に着目する。学習
者の回答を大きく分けると、次の通りであった。なお、複
数回答している学習者がいるため、合計は39人を上回る。 
ａ 本文を多角的な視点で読むこと。（3人） 
ｂ 比喩表現が与える効果。（10人） 
ｃ 登場人物の心情の変化を追い、読み取ること。（13人） 
ｄ 行動と心情が繋がっているということ。（4人） 
ｅ 場面変化の考え方。（3人） 
ｆ 伏線について考えること。（5人） 
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ｇ 自分の意見を文章でまとめること。（5人） 
ｈ 小説内で使われるアイテムの効果。（1人） 
ｉ 立場を変えて考えること。（2人） 
 第１時の内容に該当するのは cと e である。また、第８
時の内容に該当するのは i と g である。他にも、f は第 3
時、h は第 4 時、d は第 6 時、b は第 7 時にそれぞれ該当
する。したがって、こちらの授業の意図は通じているよう
に感じられる。すなわち、「言葉による見方・考え方を働か
せ」る授業は、学習者たちが「できるようになったこと」
を実感させるものであるということがいえる。 
 しかし、課題として挙げられるのは aに挙げられている
ように、多くの要素を詰め込みすぎたことであろう。様々
な手法はあるだろうが、最も身に付けさせたい力が曖昧に
ならないよう、峻別という選択肢を常に持たなければなら
ないといえる。 
 

７ 結語 

 以上、『羅生門』の実践を述べてきた。実践というにはあ
まりにも拙く、優れた実践の後追いにしかならないもので
ある。とはいえ、筆者は、学習者の意識はかなり明確にな
ったように感じられる。どんな力が付いたかという問に対
して、学習者は明確な回答を出しているからである。 
 宇佐美は「道徳」授業が出来ることとして〈システム〉
を考え学ぶ力を育てるべきであるとしている（宇佐美  
1989.p205）。しかし、これは道徳に限らないのではないか。
「言葉による見方・考え方」とは、まさしく言葉をどう捉
えるかというシステムを考え・学ぶことではないか。捉え
た言葉について考え・学ぶことは、我々の言語生活に繋が
るはずである。したがって、なぜ国語を学ぶのかという問
に対する答えに繋がるといえるであろう。 
 国語科における「見方・考え方」はいかなるものであり、
いかに育てるか、また、「深い学び」との関連についてはっ
きりしたものはないという（鶴田 2020.p25）。だからこそ、
「言葉による見方・考え方を働かせ」る授業デザインにつ
いては、一刻も早い共有が望まれると筆者は考えている。 
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註 

1） 拙稿で随時引用している新学習指導要領の記述は、全
て文部科学省（2019）に基づくものとする。 

2） 完成できなかった9人は、場面の区切り（上段）には
取り組んでいるが、考える基準（下段）が書けていな
かった学習者である。 

3） 示したページは、使用した教科書『高等学校改訂版国
語総合』（第一学習社）に基づいたものである。 
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