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国語科授業研究 を通 しての国語科教育観 の形成過程
一福井県鯖 江中学校国語科 教 師 へ のア ンケ ー ト調 査 か ら一
The Process of Forコ mation of the View of Teaching Japanese through the
‐
Study of Teaching Japanese :

A QuestiOnnaire to the Japanese Teachers
of the Sabae Junior High School

高 木 展 郎

Nobuo TAKAGI
(平 成 2年 10月 11日

受理)

一 、 は じめ に
1987年 度 と1988年 度 の 2ケ 年度 に渡 って、福井県鯖江市鯖江中学校国語科 の教師集 団 との
間で、授業研究 を行 らて きたも そこでは、教材研究 を もとにしなが ら、授業構成、指導方法 な
1経
どを国語科教師集団全員 で「 共同」 しなが ら研究 が行 われた。 その 過 について は「 教材研究
の深化 による授業・ 方法 の変容過程 (I)一 福井県鯖江市鯖江中学校国語科 を例 と して 一」(1)
と「 教材研究 の深化 による授業・ 方法 の変容過程 (Ⅱ )一 福井県鯖江市鯖江中学校国語科 を例
として 」 (2)に まとめた。 この 2ケ 年度 の授業研究 をまとめる過程 で、学習 を指導す る指導者
自体 の国語科 の授業 に対す る取 り組 みや考え方 に変化 が認 め られるよ うにな った。鯖江中学校
の国語科 の指導者 の年齢構成 は以下 に示 してある通 りであるが、全 ての教師が一定 の年月 を教
師 として指導 してきてお り、学校教育 の内実 もつかんで い る教師集団であるも教師 としてある
「 共同」
程度経験 を有 して いる教師一人 ひとり、 しか も職場を同 じくす る国語科 の教師 たちが、
つ
に至 っ
を
の
と
え
な意
持
識 考 方
で国語科 の授業研究 を行 うことによ つて国語科教師 としてど 様
たか、 それが、毎 日の授業実践 にどの様 な影響 を与 えたかについて検討 を加 える必要性 を感 じ
た。 それは、鯖江中学校 の国語科 の教師一人 ひと りの授業 が、共同研究者 として参加 した論者
の 目か らみると、それまでの指導 す るといった教師主導型 の授業 か ら、学習者 の地平 に立 って
学習 を組織 す るとい う授業 の組織・ 構成 へ と変容 していったことか らである。わずか 2ケ 年 と
い う間 に、鯖江中学校 の教師の中 にいかなる意識 と考 え方 が形成 されていつたかに興味をひか
れた。
また、鯖江中学校 は、 1989年 度 には、文部省 の生徒指導 に関す る指定研究校 とな り、 そ こ
で も国語科 という教科 と生徒指導 とを連 関 させなが らの指導 が行 われた。国語科 とい う一つの
教科 目における学習指導 が、学校生活 その ものに深 く関 わることができるとい うことを、毎 日
の国語科 の授業 を通 して、 その可能性 を示す ことができたといえる。生徒指導 が忙 しくて授業

が行えないというような今日の教育状況 に対 し、教科の授業を通 して こそ学校生活 が成立 し、
生徒指導 も毎 日の授業を通 してこそ学校 としての役割を果たすということを、 この鯖江申学校
の国語科の授業からいうことができる。それは、指導者 も学習者 も地平を同 じくして授業 に参
加す るとい う、教師 も生徒 もお互 いに相手 の話 をよく聞 くというところから、国語科 の授業が
行われているからである。それは、人間理解 の基本であ り、 ことばを学習す る国語科 の授業 に
おいて最 も大切 にしなければならないことである。 この相手の話を聞 くという、 ごく基本的な
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ことか ら、鯖江申学校 の国語科 の教師集団 は、国語科 の授業 を組織 。構成 し、 さらにそれを生
徒指導 で も行 ったのである。
この様 な鯖江申学校 の国語科教師 たちの、国語科 の授業 に対す る意識 と考 え の形成過程 は、
前述 の二つの拙稿 をまとめる過程 で気 が付 いた。 しか し、 1987年 度 の授業研究 の終了時、 1988
年度 の授業研究 の終了時 にそれぞれ の年度 を分 けてのアンケー トを行 ってお らず、 その形成過

1
,
￨
1

程を充分 に明 らかにす ることを行 わなか った。従 って、 2ケ 年 に渡 る鯖江中学校 の授業研究 を
同時進行的 にま とめよ うとした先 の論文 の 目的 か ら、各年度 ごとの細 かな形成過程 その ものを
検討す るには至 っていない。 このア ンケー トもこれまで 3年 間 の実績 を踏 まえての もの とな っ
て しまい、各年度 ごとの形成過程 を充分 に追 い きれてはいない。 しか し、国語科 の授業 が どの
に形成 されていったかを、指導者 で あ る教師側 か ら、 その意識 のありよ うを 2ケ 年度 に渡 っ
様‐
て検討す ることは、一つの事例研究 ではあ って も、国語科 の授業 にお ける指導者 とい うものに
焦点 を当てることがで きると考 えた。
なお、本論考 におけるア ンケー トの実施時期 は、 1990年 3月 である。
二、 国 語 科授 業研 究 に1関 す るア ンケ ー トの 内容
I、 1987年 度 の実践で どの様 なことがわか りま したか。
教材研究 に必要 な ものは次 の内 どれで しょうか。必要 な ものにO印 を つ けて下 さい。 ま
た、 その理由をお書 き下 さい。

1、

①、教師用指導書
②、教え方、実践例 が書 いてあるもの
③、作品1研 究 がかかれて い るもの
④、 その他
理由
2、
3、

教材研究 の どの1様 な点 に重要性があるとお考 えですか。
具体的にどの教材 を通 してですか。

校内の国語科 で授業研究 を行 うことのメ リットとディメ リッ トをお書 き下 さい。
発間 の重要性 はどの様な点 にあ るとお考 えですか。
6、 「 よい」発間 はどの様 にして作 られるとお考 えにな りますか。
4く

5、

7、
8、

教材研究 と実際 の授業 とでは、違 いが あ りま したか。
この年 の研究 を通 して、 ご自身 の授業 に変化 はありま したか。 それはどの様 な点 で しょ

うか。
9、 いままで先生 がお持 ちの国語教育 に対す る取 り組 み、考 え方 に変化 が ありま したか。
I、

1988年 度 の実践で どの様な ことがわか りま したか。

1、

教材研究 に必要 な もの は次 の内 どれで しょうか。必要 な ものに○印をつ けて下 さい。 ま

た、 その理由をお書 き下 さい。
①、教師用指導書
②、教 え方、実践例 が書 いて あ るもの
③、作1品 研究がかかれて い るもの
④、 その他
理由
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2、
3、
4、
5、

教材研究 のどの様 な点 に重要性 があるとお考 えですか。
具体的 にどの教材 を通 してですか。
校内の国語科 で授業研究 を行 うことのメ リッ トとディメ リッ トをお書 き下 さい。
発 間 の重要性 はどの様 な点 にあるとお考 えですか。
られるとお考 えにな りますか。
教材研究 と実際 の授業 とでは、違 いが ありましたか。

6、 「 よい」発間 はどの様 に して作
7、
8、

この年 の研究 を通 して、 ご自身 の授業 に変化 はあ りま したか。 それはどの様 な点 で しょ

うか。
いままで先生がお持 ちの国語教育 に対す る取 り組 み、考 え方 に変化 があ りま したか。
Ⅲ、国語科教育観 について
1、 よい国語 の授業 とは、 どの様 な授業 だ とお考 えですか。
9、

2、
3、
4、

よい教材 とは、 どの様 な ものとお考 えですか。
国語 の教師 とは、 どの様 であるべ きとお考えですか。
国語科教育 とは、 どの様 なもの とお考 えですか。 また、何 のために行 われ るものとお考

えですか。
5、 先生 の今 日まで の教職経験 の中で の事 についてお伺 い致 します。
①、今 までに教育観 が大 きくお変わ りにな った ことがあ りますか。
②、 それは何時、 どの様 なことが きっかけでですか。
現在 どの様 な問題意識 をお持 ちですか。
7、 1989年 度 の課題作 りで、1987・ 1988年 度 の実践 の成果 が どの様 に生 か され た とお考 え

6、

ですか。
三、国語科授業研究 に関す るア ンケー トの結果 と考察
回答 をいただいた鯖江中学校の国語科 の先生方 の教職歴、年齢、性別 は以下 の通 りである。
A、

教職歴

B、

教職歴

C、

教職歴

D、

教職歴

E、

教職歴

23年
11年
9年
8年
6年
28年

年齢
年齢
年齢
年齢
年齢

45歳
33歳
32歳
31歳
30歳
50歳

性別 男
性別

男

性別 男
性別 女
性別 男

性別 女
年齢
教職歴
'88年
の項目覧 に記入 していただいた。
'89年
のこ
'89年
の
を
度
「 F」
は
度
と
度着任 為、
(「 F」
、
の
の前任者 は郵送 にてアンケー トを送付 したが回収できなか った。 また、鯖江中学校 国語科
は、 7名 の構成であるが、あとの一名 は産体中でア ンケー トが とれなか った。従 って、 1987
)
年度 と 1988年 度 の国語科授業研究 に携わ ったのは、A、 B、 C、 D、 Eの 5名 である。
F、

(1)、 「

I、

」 と「 Ⅱ、 1988年 度 の実践 で
1987年 度の実践でどの様 なことがわかりましたか。

」の各下位項目「 1〜
どの様 なことがわかりましたか。

9」

を対照 し、考察す る。

教材研究 に必要 な もの は次 の内 どれで しょうか。必要 な ものにO印 をつ けて下 さい。
また、 その理由をお書 き下 さい。

1、
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① ② ③ ④ 由
理

教師用指導書
教 え方、実践例 が書 いてあるもの
作品研究 がかかれて いるもの
その他

1987生 F層モ

A;① 、②
自分自身が作品 (教 材)を どう読み取 り、教材に対 してどの様な考えを持 っているか
とか、生徒がどの様 に読み取 り、 どの様 な考えや感想を持 っているかということより
もこの教材を一般的に (よ い言葉が見 あたりませんが)ど う教えればよいのか、それ
にはどういう教え方があるのか、それを第一と考えていたため。
①,②
①基本的教え方、教え方のパ ターンをふまえておきたいから(あ るレベルを保つため)
② どの様な教え方、授業方法があるか学ぶため。
①
指導書 には授業研究のめやすとなるものが書かれており、 いろいろな点で参考 になる
か ら。
③,④ (教 師同士 の話 し合 い)
自分 のその作品 に対す る考 え方 をより広 く、 よ り深 くして い く中で読 み深 めたいこと
問題 にした いこと、 ぜひ教 えたいことなど、授業 の方向性 が見 えて くるので。
②

国語 は多教科 と比べて心 のふれあいを感 じます。生徒 のいろいろな考え、感想 などを
自由に引 き出す教え方や実践に学ぶところが多 いように思われます。
1988生 F歴 菱

A;① ,②
作品 (教 材)そ の ものを指導者 として どう読 むかとい うことや、作品 (教 材)の 語句
表現、主題、意図 など素材 の価値 を明 らかにする ことと同時 に、生徒 がそれをどう読
みどう考 えるか、 ど こに疑問を持 つかを絶 えず考 えることが必要であるため。
②,③,④
(④ 、 その他 の理由として)他 の国語教師 の読 み。教材観、指導観、 生徒観 の書 かれ
ている指導案。
②,④ の理由 教師 の読 みが書かれ、 どの様 に生徒 をつかんで授業 を しているか知 る
ため。
③ の理由 研究者 が作品 をどの様 に読 んで いるか を知 るため。

①,③
その教材を指導 してい く上で、背景 となるものや、筆者 (作 者)の 意図などについて
Ｄ
Ｅ

書かれているものがあれば、さらに深めら得るキ思うから。
<記 述なし>
<記 述なし>
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F;① ,③:④

(教 材共同研究会)
指導書 は、独断や偏見 に陥 らないために必要 であると思 うが、 それ以上 に教材 の見方
指導 の進 め方 など教科 の話 し合 いによ り指導者 自身 が育 て られて い くと考 える。

'87年 度 と'88年 度 ともに回答 を寄 せているの は、
「 A」 「 B」「 C」 の 3名 であ る。 この 3名

に共通す るの は、 '87年 度 では教室 を構成 す る学習者 と指導者 との関係 か ら個 々の教室 にあ つ
た教材 を取 り入 れ、それをその教室 にあ つた学習方法、学習過程 として組織 して い くことよ り
「 授業研究 のめやす」 とい ったよ うな、
も、
「 一般的」 や「 基本的教 え方、教 え方 のパ ターン」
普遍的な指導 のあ り方 を求 めている。 それが、 '88年 度 になると、教材 を個 々の学習者 と指導
者 に引 きつ け、指導者 として教材研究 を 自 ら行 お うとす る姿勢 が窺 えるようにな った。 その こ
とは、教材 の捉 え方 に作品研究 の成果 を持 ち込 む ことに気付 いていることか らもわか る。教材
を教 える材料 としてのみ捉 えるので はな く、文学作品 として捉 えるとき、読 み手 として の学習
者 を一人 の読者 として捉 える指導者 の姿勢 が生 まれる。 この ことは、 '87年 度 で は① を必要 と
した回答者 が多 いのに、 '88年 度 では②、③、④ を必要 とした回答者 が多 くな る ことか らもわ
かる。教材研究 を「 共同」 で行 いなが ら深 めて行 くことを通 して、教師用指導書 にみ られるよ
うな、 ある一 つの事例 や典型をを参考 としてそれをそのまま授業実践 に持 ち込 む ので はな く、
指導者 が関 わ っている「 自分 の教室Jの 実態 と合 わせた教材研究 を行 お うとす る指導者 の姿勢
を ここに認 めることがで きる。 この ことは、中学校 の国語科 の指導者 の一つの実態 として、教
科書付随 の教師用指導書 に多 くの部分 を頼 つている国語科 の授業 か らの脱皮 の過程 で もある。
2、

教材研究 の どの様 な点 に重要性 があるとお考 えですか。

1987年 度
(教 科書編集 の側 の人 たち)の ね らいと
こと
。
か作品 め持 つ価値、主題 などを明 らか にす る
どもに示すかが重要 にな って くる。
い
し
の
き
かに
の
を
子
出
引
魅力
教材 自身 価値、教材
実際 に授業 を行 うときの発間が授業 を左右す る。
その教材 で何 を教 えるかを教師 自身 が確実 にとらえ、分 か りやす く効果的 な授業 を展

A:そ れぞれの教材 が持つ筆者 の意図 とか制作者

開す るとい う点。
さまざまな、生徒 のつ まず きや反応 を前 もって予測 でき、授業 の中で認 め生 かす こと
が出来 るようになる点。
生徒 のいろいろな考 え、感想 を広 く受 けとめ、 それに対応 で きるよ う教材研究 を深 め
ないといけないと考 えます。 また意見 を引 き出す ための発間 の工 夫が必要 だ と思 いま
す。
1988生 F募菱

A;生 徒 が教材 をどう読 むか、どうとらえるか、どこに疑間を持つか、を考 えなが ら教材 の
持 つ価値、学習材 としての値打 ちを明 らか にすること。生徒 に何 を ど う教 え るのか生
徒 とともに何 を考 え生徒 どうし話 し合 いさせなが ら何 を練 り上 げさせ るのかを考 えな
が ら、教材 をどう生 か して い くか とい う観点 で教材 を見 ることが大切 だ と考 えます。
B;生 徒が教材 をどの様 にとらえているかを知 ることが大切 になる。教師の教材解釈 も絶
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対 ではな く、 あ くまで も生徒 の考 えを促 し発展 させ る中 に位置づ け られ るべ き。教師
も授業 で 自分 の読 みを示 し、生徒 の発言 をどう受 けとめたのか振 り返 った り生徒 に返
して い くほうがよい。 (多 様性 を生 む教材研究、子 どもが見 える教材研究。
)

Ｄ

生徒 は、分 か りやす い授業、深 まる授業 を求 めていると思 うので、 その期待 に答 える
ためにも教材研究 を充分 に行 うことが大切 である。

Ｅ
Ｆ

<記 述なし>
<記 述なし>
<記 述 なし>

この設間 の「 教材研究 の重要性」 については、
‐ B」 「 C」 が'87年 度 と'88年 度 に渡 っ
「 A」 「
て回答 している。
「 D」 「 E」 は、両年度を通 しての回答 とな って い る。
「 A」「 B」 「 C」 は、 '87年 度 の回答 の文 の主語を「 教材」 にお いて い るの に対 し、 '88年
度 の回答 の文 の主語 は「 生徒」 とな っている。 '87年 度 で は、教材研究 の重点 に教材 そ の もの
の内容 に関 わる教材 の価値、主題、魅力や教師が教 える教材 の内容 が上 げ られて い る。 その こ
とは、
「 B」 の「 教材 自身 の価値、教材 の魅力 を いかに引 き出 し子 どもに示 すかか重要」 とい
う回答や、
「 C」 の「 分 か りやす く効果的な授業 を展開す る」 とい う回答 に見 ることがで きる。
それに対 し、 '88年 度 では、
「 A」 は「 生徒 が教材 をどう読 むか、 どう捉 え るか、 ど こに疑問
つ
を持 か、 を考 えなが ら教材 の持 つ価値、学習材 としての値打 ちを明 らかにす ること」 と同時
に「 生徒 に何 をどう教 えるのか、生徒 とともに何 を考 え生徒 どうし話 し合 い させなが ら何 を練
り上 げさせるのかを考 えなが ら、教材 をどう生か して い くか とい う観点で教材を見 ること」 と、
教材 の内容を捉える ことだ けでな く、教材 と学習者 との関係 か ら教材研究を行 うことの大切 さ
を述 べている。
「 B」 は「 教師 の教材解釈 も絶対 ではな く、 あ くまで も生徒 の考 えを促 し発展
させる中 に位置づ けられ るべ き」 と指導者 を学習者 の ため の援助者 と して位置 づ けて い る。
「 C」 は「 生徒 は、分 か りやす い授業、深 まる授業 を求 めていると思 うので、 そ の期待 に答 え
るため」 と生徒 の地平 に立 つ ための教材研究 の価値 を述 べている。 この 3名 の回答 か ら「 生御
が いかに分 か るか とい うことに教材研究 の焦点 が置かれていったかとい う過程 が認 め られる。
'88年 度 に回答 のない「 D」「 E」 も、 '87年 度 に「 生徒 のつ まず きや反応を前 も って予測 で
き、授業 の申で認 め生 かす こと」、
「 生徒 のいろいろな考え、感想 を広 く受 け とめ、 それに対応
できるよ う教材研究 を深 め」 ることを重点 として考 えて い る。 この両名 は、 '88年 度 の回答 が
ないことか ら、両年度 をまとめて回答 した もの と思われる。
以上 の ことか ら、鯖江中学校 の国語科 の教師 たちは、教材研究 の重要性を、教材その ものの
内容を教えるための教材研究 か ら、生徒 がいかに分 か るか とい うことのための教材研究 の重要
性 に気付 き、 その重点 を移 して行 ったことが分 か る。
3、

具体的 にどの教材 を通 してですか。

1987年 度

.

A;『 走れ メロス』
B;『 走れ メロス』『 少年 の 日の思 い出』『 故郷』
C;文 学的教材 や説明文教材。『 走れ メロス』 など

国語科授業研究 を通 しての国語科教育観 の形成過程

D;『 故郷』
E;『 故郷』
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

1988準 F歴 モ

『子馬』
『故郷』
『注文の多い料理店』
『子馬』
文学的教材や説明文教材。
『 故郷』など
<記 述なし>
<記 述 なし>
<記 述 なし>

『子馬』
『 注文 の多 い
ここに上 げ られて いる教材『走 れ メ ロス』
『 故郷』
『 少年 の 日の思 い出』
料理店』 は、鯖江中学校国語科 が'87年 度 に行 った『 文章 をより深 く読 み取 る力 を育 て る指導
の工夫』 ど 88年 度 に行 った『 文章 をより深 く読 み取 る力 を育 てる指導 の研究』 で重 点 的 に取
の
り上げた教材 である (3)。 中学校 の教科書教材 は、上記 の ものの他 にも数 多 く存 在す る。 そ
い
中か ら上記 5教 材 のみを取 り上 げて いることは、教師集団 として「 共同」 で教材 研究 を行 、
そこにおいて教材研究 が深 まり、 その上で授業 に臨むことの意味 を'87年 度 と'88年 度 とに行 っ
た授業研究 か ら見 いだ して いることを示 して いる。
4、

校内の国語科 で授業研究 を行 うことのメ リッ トとディメ リッ トをお書 き下 さい。

1987生 F膠 菱

A:メ

リッ 卜 :み んなと一緒 に考 え合 うことによつて、 いろいろと学習研究 を深 めること

がで きた。 とて も楽 しく、互 いにわか りあえた。
ペースで進 んで
デ ィ メ リッ ト:時 間が取 られ ること。 よ くわか らない うちに他 の人 の

しまうことがあつた。
ことにより、 よ り深 い読みに教師自身がたどりつ ける。
で
む
読
<+>共 同
<一 >同 じ発間をしなければならないのではないかという考えがでて、各教師のユニー
クさを失わせることになる場合 もある。
教材を検討 し合 うことで、今 までその教材で見えなか ったものが見えて くるようにな
り、教材が深められた。ディメリットは感 じた ことがない。
なんといって も制限された時間の中で集 まることが一番の負担であるが、二人でもよ
れば話ができ、10分 間でも話せば何かがつかめるような気がする。 メ リッ トのほうが
絶対 に大 きい。
メリット:一 人 ひとりの授業でのつまずきや悩みをみんなで話 し合える。
ディメ リッ ト:全 員が揃うためにはなかなか時間の都合がつけに くく、 ゆとりを持て
な くなることもある (例 、部活動 など)
1988年 度
自分一人 で考 えて いたのでは
ってや
ることによつて深 めることが
い
で きないこと、 わか らないことが、互 に支 え合
で きた。仕事 が忙 しいときは、 つ らいときもあ りま した。

A;前 年度 の研究 をふまえ、 さらに発展す ることがで き￨。

高

木

展

郎

<+>共 同で読む ことになれ、他の教師や子 どもの前で教師自身の読みを提示 し、批
判を求め られるようになる。生徒 の多様 な読 みが受 け入れ られ認 め られるよう
になる。

<一 >授 業方法が限定 される可能性 もある。共 同研究す る時・ 場 を考 えないと、無理
Ｃ

な研究 になる。各国語教師が共同で研究 してい くとき、各教師 の関心 が いつ も
そこにあるわけではない ときがあ る。

Ｄ Ｅ

前年度 に同 じ。

Ｆ

<記 述なし>
<記 述なし>
<記 述なし>

'87年 度 の回答 を見 ると、 メ リッ トで は教材 を「 共同」 でみんなで読 み合 い検討す ることと、

授業 に対 しての話 し合 いがで きる ことを上 げて いる。
「 B」 は「 共同で読 む ことによ り、 よ り
つ
い
る
みに
がたど
は
深 読
り け 。」、
教師 自身
「 教材 を検討 し合 うことで、 今 までそ の教材
「 C」
で見 えなか った ものが見 えて くるようにな り、教材 が深 め られた。」 と、教職歴 10年 前後 の教
諭 が ともに教材 の読 み込みにお いて「 共同」 で授業研究 を行 うことの意味を見 いだ して い る こ
とに注 目 したい。 デ ィメ リッ トでは、
的な問題 を指摘 して いる。 一
「 A」「 D」「 E」 が、時間′
般的 な今 日の中学校 における教師 の忙 しさは、生徒指導、部活動、校務分掌等 に多 くの時間 を
割 かれることに起因 してお り、 その忙 しさのために授業 が十全 に行 えない状態 を生 じて い る。
鯖江中学校 において もこの要素 は存在 してお り、忙 しい中で も授業を重点 において行 く教師集
団 の姿勢 が認 め られ る。 このことは、教師一人 ひと りの意欲以外 の何物 で もないが、 '87年 度
の研究 において、一人 ひとりの教師 に教材研究 において何 らかの得 るところがあ ったためと考
え られる。 さ らに、本研究 の中心 となって企画・ 運営 して い るリー ダーの二人 である「 B」 は、
研究 の第 2年 度 である'88年 度 において「 共同研究す る時・ 場 を考 えないと、 無理 な研究 にな
る。各国語教師が共同で研究 して い くとき、各教師の関心が いつ もそ こにあるわけではないと
きがある。」 と、
「 共同」 で研究活動 を行 ってい くときの問題点 を指摘 して い る。 この指摘 は、
同一校内の、 しか も国語科 とい う教科 目を も同 じくす る教師集団が、 それぞれの時間 を都合 つ
けて集 まり研究す るとい う困難な状況 に対 しての配慮 を行 って いた ことを示す もので ある。 と
もすると忙 しさに追 われて しまう状況 の中で、 わずか な歩 ではあるが「 共同」 での授業研究 を
通 し、教師集団 その ものの教材 や授業 に対す る意識 が開かれた ことは、鯖江申学校国語科 の授
業 その ものに対す る取 り組 みが変 わ って行 ったことを示 してい る。
5、

発間 の重要性 はどの様 な点 にあるとお考 えですか。

1987年 度

A;授 業 を生 きた ものにす ること。授業 を深 め る

(生 徒 の読みを深 める)。 授業 にお い て

生徒 の思考を深 め広 げ ること。
B;思 考力や認識力を育 てるために必要 (考 えることが、言葉 の学習 になると考 える。)。
授業 を成立 させ るために必要 (発 間が授業 の中核 となるべ き、授業方法 の中心的存在
だか ら。)。
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C;
D;
E;

発間 の良 しあ しで、生徒 の取 り組 みや、 その教材 の深 まりが違 って くるとい う点。
生徒 の思考 の方向を左右す るものであ り、発間 によ つて授業 は大 きく変 わ って しまう。
思考力 を高 める。 また、生徒同士 の意見 の交換 を活性化 させ る。
生徒 の心を揺 さぶ り、

1988 年度

A 一人ひとりの生徒の読みを大切にし、それを深め広げることができるようにすること。
B 生徒の思いをことばにきせて表出させるために必要。教師の側からの発問だけで読む
Ｃ

のでなく、生徒が自分に問うような読み方ができるとよい。発間は一方通行でなく、
教師と生徒と教材を相互に深め結び付けるものとなるべきだ。

Ｄ Ｅ
Ｆ

前年度 に同 じ。
<記 述な し>
<記 述 なし>
多様な意見が出されることが可能であり、別の観点から考えることができるものであっ
て、発間によって自分の考えが他 の考えを聞 き豊かになる点 にあると思 う。

'88年 度 の鯖江中学校 の研究 の 目的 (4)に は、前年 の'87の 研究 目的にはなか った「 ①発間 に

よる一斉指導 だけでな く、一人 ひとりの読 みを生か し、一人 ひとりの読 みがそれぞれ に深 まる
「 ②生徒一人 ひと りの読 みをもとに しなが ら、思考力 と認識力 を高 め
指導法 を探 る。」 ことと、
る工夫 をす る。」 が設定 された。
「 A」 の'88年 度 の回答 にも見 られるように指導者 の 中 に「 一
人 ひとりの生徒」 とい う意識 を持 った指導 が行 われている ことが認 め られ る。 さ らに、「 B」
￨と 指導者 の側 か ら
の'88年 度 の回答 にも、
「 生徒 が 自分 に問 うよ うな読 み方 ができるとよい。」
の読 みの提示 ではな く学習者 の側 に立 った指導 の有効性 を見て い る。 さらに、「 B」 は「 発問
は一方通行 でな く、教師 と生徒 と教材 を相互 に深 め結 び付 け るもの となるべ きだ。」 と考 えて
いる。 これは、発間を指導者 の側 か らの知識・ 技能 の伝達 を行 うための正解 を求 めるような誘
導尋問的 な発間ではな く、授業 その ものを作 り上 げ るとい う指導者 と学習者 と教材 の相互 関係
の中か ら授業 を構成 す ることの中心 に発間 を置 くよ うに変容 して い ることを示 して い る。 この
ことを、発間 の重要性 とい う観点 か らみ ると、 '87年 度 の「 A」 「 B」 「 D」 「 E」 の回答 に
い
「 思考」 とい うことばを取 り上 げてい る。 ここでは、指導者 があ らか じめ用意 して る解答 を
ロセ
いて「 思考」
スに
のプ
お
が
ので
な
は く、学習者 学習
発間 によ つて学習者 か ら引 き出す とい う
す ることを重視 して いる。
一方、教職歴 28年 の「 F」 もまた発間 を F多 様 な意見 が出 されることが可 能 であ り、 別 の
観点 か ら考 えることがで きるもので あ って、発間 によ って 自分 の考えが他 の考 えを聞 き豊かに
なる点 にあると思 う。
」 と、 '87年 度 '88年 度 の鯖江申学校 の国語科授業研究 には直接 関 わ らな
か ったが、学習者相互間 による「 思考」 の展開 を発間 の重要 な役割 とみて いる。 この様 な「 F」
の発間 に対す る考 え方 は、長年 の教師生活 の中か ら培 われた もので あると推察 され る。「 F」
は'89年 度 に鯖江中学校 に転勤 して きた。鯖江中学校国語科 の授業研究 には 1年 しか 関 わ って
はいないが、他 のア ンケー ト項 目の回答 で も認 め られ るように、学習者主体の学習者 の側 に立 っ
た国語科学習指導 を考 えて い ることが認 め られる。

「 よい」発間 はどの様 に して作 られるとお考 えになりますか。

高 木 展 郎

1987生 F墓 モ

A;教 材研究、作品をわれわれ 自身 がどう読 んでいるか とい うことを 自分 自身 は っきりさ
せ た上 で、それを ど う教 え るのかを 明 らか にす る中 で発 間 が作 られて い くと思 い ます 。

B;教 材研究 を進 める中で、価値 あるところ、主題 に関わるところを問 うていけば、作品
C
D
E

の読 みを深 めることがで きるようになると考 える。
充分 な教材研究 と、授業実践 における試行錯誤 か ら。
わた し自身 は「 どう聞 いた ら面 白いかな」 と考 えている。

生徒一人 ひと りを考 え、 みんなが考 えることができるよう深 い教材研究 をす ること。
1988年 度

A;教 材研究。作品研究。生徒の側 に立 った教材研究。共同研究 に支えられた、何 を学 ば
せるのか (学 び合 うのか)と い う目的、 ね らいをは っきり設定す ること。
生徒が考えた くなるよ うな問題 をめざ しなが ら作 る。多様 な生徒 の読 みが引 き出せる
ような発間 を考 える。発間 の 自己決定。複数 の発間 を用意 し、生徒 に選 ばせ るように
Ｃ
Ｄ
Ｅ

した。生徒 の数 だけ発 間があ って もよいはずである。
前年度 に同 じ。
国語科 の話 し合 いの中で「 考 えた くなるよ うな発問」 とい うことばが何回 も出てきて
たいへん気 に入 っている。

Ｆ

<記 述 な し>
教材全体的 な大 きな視点 か ら捉 え、表現 をふ まえて核 になる言葉 や文 をポイ ン トに組
み立てなければな らないと思 う。

鯖江中学校 の国語科 の教師集団が国語科 の授業 に対す るパ ラダイムをどの様 に転換 して行 っ
たかは、 このアンケー ト項 目における「 A」 の回答 にその典型 をみる ことがで きる。
「 A」 の
い
ことを
87年 度 の回答 には「 教材研究、作品 をわれわれ 自身 がどう読 んでい るか と う
自分 自
身 は っきりさせた上で、 それをどう教 えるのかを明 らかにす る中で発間が作 られて い くと思 い
'

ます。」 とある。発間 を指導者 の教材研究 の成果 を踏 まえた上 で、 それを学 習者 に いか に与 え
るか とい う指導者 の学習指導 の具体化 の方法 として発間が国語科 の授業 の中 に位置づ けられて
い る。 この'87年 度 では、指導者 において、教材 を「 どう教 えるのか」 ということが、発 間 を
作成す る際 の条件 にな って いる。 それに対 して'88年 度 にな る と、「 A」 は「 生徒 の側 に立 っ
た教材研究。共同研究 に支 え られた、何 を学 ばせるのか (学 び合 うのか)と い う目的、ね らい
をはっきり設定す ること。
」 として、学習者 の側 か らの学習 を組織・ 構成 しよ うとす る姿勢 に
転換 してい る。教材研究 を何 のために行 うか ということが、発間をどの様 にして作 るかとい う
ことを通 して考 えるに至 っている。
「 B」 では、 '87年 度 の鯖江中学校国語科 の研究「 文章 をよ り深 く読 み取 る力 を育 て る指導
の工夫」 の研究仮説 で「 人物像、心情、描写 など、素材 の価値 づ け、 または意味づ けが強 くな
されて いる箇所 を発間 として押 さえて いけば、文学的文章 は読 み深 め られ る」(5)と 、 '87年 度
の回答 との重 な りが認 め られる。
「 B」 もまた教材研究 にお いて指導者 が教材 を深 く読 み込 め
ばよみ こむほど学習者 の読 みが深 まると考 えて いる。 このこと自体 は、肯定 され多 いに行 われ
なければな らないことで はあるが、指導者 が行 った教材研究 の内容 をそのまま学習者 に知識 と
して伝達す る ことだ けにとどまるのな らば、教室 の主体 である学習者 のための教材研究 とはい
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えない。 '87年 度 では作品 の読 みとい うことを もとに発間を と らえ ていた「 B」 が、 '88年 度
には、
「 生徒 が考 えた くなるような問題 をめざ しなが ら作 る。多様 な生徒 の読 み が引 き出せ る
よ うな発間 を考 える。」 と、学習者 の読 みを中心 に発間を考 えるように転換 して いる。
『 どう聞 いた ら面 白いかな』 と考 えて いる。」 とい うよ うに、 指導
「 D」 は、 '87年 度 には「
者 としての構 えが述 べ られている。 それが'88年 度 には「 国語科 の話 し合 いの中 で『 考 えた く
なるような発問』 とい うことばが何回 も出て きてたいへん気 に入 っている。」 と、学習者 の思
「 国語科 の話 し合 いの 中 で」 とあるよ う
考 を重視す ることに重点 が移 って きて い る。 それは、
に鯖江中学校 の国語科 の授業研究 の中か ら指導者 としての教育観 が変容 して行 ったものである。
'87年 度 の結果、課題 として Rl)一 人 ひとりの読 みを大切 にしなが ら、文章 を よ り深 く読 み
取 らせる必要 がある。作品を一人 ひとりがどの様 に受 け止 めているのかを知 らな ければ、教師
中心 の授業 とな り、文学 の授業 がやせ細 って しまうおそれがあ る。」(6)と い う ことが上 げ られ
て い る。 この'87年 度 の課題 は、上記 の「 A」「 B」 「 D」 の'87年 度 の回答 と'88年 度 の回答 を
比較す ることによ つてその問題 の所在 が顕在化 して くる。教材研究 の深化 による発間の向上は、
指導者 の側 か らの指導 とい うことに寄与 す るのではな く、学習者 の学習 を支 えるためのもので
あることに鯖江申学校 の教師 たちは気付 き、 それを年間 の授業研究 の課題 とす る ことで、 そ の
指導 の姿勢 を変容 させて いった。
7、

教材研究 と実際 の授業 とでは、違 いが ありま したか。

198 7年 度

A

いろんな場面 で違 って きたと思 い ます。作品 (教 材)を どう教 えて い くかを中心 に考
えて tヽ るために、生徒 の考 えがどうであ るかを十分 に予想 できず、指導者 としての意
図 と違 った考 えや意見 などがでて くると自分 の初 めに持 っていた方向 に進 まず困 って
しまうことが多 くありま した。
生徒 が反応す るときと、反応 して くれないときとがあ った。 また、 教師 にと つて は、
関心・ 興味 があ って も、生徒 には魅力 を感 じない学習 もあ ったよ うに思 う。 また、一
人 の生徒 の発言内容 が他 の生徒 の発言 を呼ぶ とい うような、 ひびき合 う授業 にするた
めには、 どの様 な教材研究 を して いった らよいか迷 う。

Ｄ
Ｅ

教材研究はあくまで授業ゃ生徒を想定 してのものであるから、実際には教師側の意図
通り進まなかった場合 もあるし、研究の成果が現れた場合もあった。
<記 述なし>
なかなか授業 が うま く行 かず毎 日悩 んで います。 とくに三年生 は心を開 いて くれない
ので教材研究通 りにうま く授業 が進みません。
教 え方 が悪 いと反省 して いるのですが。

1988 年度

A;
B;

教材研究 を深 め、生徒 の多様 な読 みを考えなが ら授業 に望んで も、生徒 の読 みの深 さ
鋭 さに驚かされ ることが多 く、 そ こか ら、 また、授業 が発展す るため研究 を深 めれば
深 めるほど授業 が生 きて いるとい うことを実感 しま した。
生徒 の読 み (浅 い読 みや深 い読 み)を 予想 しなが ら授業 を作 り上げるようにしたので
あまり違わな くなった。 む しろ教師の教材 の読 みを越 える読 みが現れるよ うにな って
きた。

高 木 展 郎

前年度 に同 じ。

￨ : <記 述 な し>
E <記 述 な し>
F 生徒達 の意見 の中 には、 いろいろな角度 か らの ものがあ り、指導者 のほ うがかえ って
教 え られる場面 もあ らた。
教材研究 とい うと、教材 の構造 や内容 を授業 を行 う前 に指導者 が事前 に下調 べ を行 い、学習
としての手順 や指導過程 を考 えた りする こととしてと らえ られてい ることが一般的であ り、且
つ多 く行 われて い る。 '87年 度 の「 A」 も「 作品 (教 材)を どう教 えて い くかを 中心 に考 えて
いるために、生徒 の考 えがどうであるかを十分 に予想 で きず、指導者 としての意図 と違 った考
えや意見 などがでて くると自分 の初 めに持 っていた方向に進 まず困 って しまうことが多 くあり
ま した。
」 と述 べて い る。学習指導 は、意図性 と計画性 が必要 ではあるが、 教材研究 によ って
行 われた指導者 の教材解釈 したことその ままを授業 で学習者 に与 えて も、学習 は成立 しな い。
指導者 の教材解釈 と学習者 の読 みが合 わずにずれる場面 が国語 の授業、特 に文学作品 を扱 うた
授業 ではよ く発生す る。 その時、教材 に対 して多義的 な解釈 を行 っている指導者 は、学習者 の
読 みの所在 や方向 を明 らかに しなが ら授業 を構成 し、読 みのずれ に対応で きる。 しか し、教材
に対 して一義的 な解釈 しか有 しない指導者 は、指導者 の読 みに学習者 を引 っ張 って行 くか、学
習者 の読 みを黙殺 や否定 を しないまで も認 めない授業 を行 って しまうことが あ る。 この「 A」
もア ンケー トに率直 に「 自分 の初 めに持 って いた方向 に進 まず困 って しまう」 と回答 している。
この「困 って しまう」 ことのあとに指導者 としてどうしたか とい うことが重要 であるが、 ここ
にはそこまでは回答 されていない。 この「 A」 は'88年 度 に「 教材研究 を深 め、 生徒 の多様 な
読 みを考 えなが ら授業 に望んで も、生徒 の読 みの深 さ鋭 さに驚 かされ ることが多 く、そこから、
また、授業 が発展す るため研究 を深 めれば深 めるほど授業 が生 きてい るとい うことを実感 しま
した。」 と学習者 の読 みを指導者 の読 み と重ね ることにより、学習がよ り深化す ることに気付
いて い る。 さらにここでは「 生徒 の読 みの深 さに驚かされることが多 く」 と、学習者 の読 みを
認 め評価 して い る点 に注 目 したい。教材研究 を深 めることによ り、指導者 は自身 の読 みに拘泥
す ることな く学習者 の多様 な読 みを柔軟 に受 け止 め、それによ って学習を組織・ 構成 してい く
ことに気付 いてい る。 ここに、学習者 の側 に渡 った学習 を組織 0構 成す る鯖江中学校国語科 の
学習 のあ り方 を見 ることができる。
「 B」 もまた指導者中心 の教材研究 について「 教師 にとっては、関心・ 興 味 が あ って も、 生
徒 には魅力を感 じない学習 もあ ったように思 う。
」 と述 べ、指導す る側 と学習 す る側 との関係
についての意識化 を、教材研究 ということか ら行 ってい ることが注 目される。 '87年 度 の時点
では、
「 B」 は「 一人 の生徒 の発言内容 が他 の生徒 の発言 を呼ぶ とい うよ うな、 ひび き合 う授
業 にす るためには、 どの様 な教材研究 を して いった らよいか迷 う。」 と、教材研究 の深化 によっ
てその解決 を図 るということまでには達 して いない。 それが、 '88年 度 になると「 生 徒 の読 み
(浅 い読みや深 い読 み)を 予想 しなが ら授業 を作 り上 げるようにしたのであま り違 わな くな っ
た。 む しろ教師 の教材 の読 みを越える読 みが現 れるようになってきた。」 と、 学習者 の多様 な
読みを認 めるよ うにな ってきて い る。 このことは、一見大 した ことのよ うで はな いが、国語科
の教師 にとって は、国語科教育観 とい う点 か ら大 きな変容 と捉 えることがで きる。それは、学
習者 の多様 な読 みを認 め られるとい う、指導者 の教材解釈 だけでな く、学習者 の読 み の地平 に
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立つ読 み、学習者 の学 びのあ り方 を射程 にいれた教材研究 についての力量 の形成 がなされて い
るとい うことになる。
この「 A」「 B」 とは異 な り、
「 E」 は'87年 度 で「 教材研究通 りに うまく授業 が進 みません。
教 え方 が悪 いと反省 して いるのですが。」 と回答 して いる。 この当時「 E」 は教職歴 四年 目で
あり学習者 の把握 が充分 に行 えない現状 と教材研究 の深化 との関係 についてはまだ気付 いては
いない。 そこで、学習者 が 疇いを開 いて くれない」 ことを、 自分 の「 教 え方 が悪 い」 と学習指
導 の方法 の まず さとして捉 えて いる。 この教材研究 の深化 による学習者 の側 に渡 った国語科学
習 の組織・ 構成 は、指導者 としての経験 の中 に培 われるものなのであろ うか。 その ことを、教

職歴 28年 の「 F」 は、鯖江中学校国語科の授業研究のには参加 して 1年 ではあるが「 生徒達
の意見の中には、 いろいろな角度か らの ものがあり、指導者のほうがかえ つて教 えられる場面
もあった。
」 と回答 している。
この年 の研究 を通 して、 ご自身 の授業 に変化 はありましたか。それはどの様 な点で しょ
うか。

8、

1987生 F思 菱

A;い ままで これだけ何回 も教材 を読 み、書 かれて いる内容 や表現について考えた ことが
なか ったので、仲間 と読 み合 い話 し合 いなが ら教材研究 を したために自信 を持 って生
徒 の前 に立 つ ことがで き、 どの様 な場面 で も迷 うことな く、授業 を進 めることがで き
板書 も含 めて一 つの ま とまりのある授業 (指 導)が できるようにな った。
他 の教師 の読 みを受 け入れ ることができるようになった ら、生徒 の読 み も全 て受 け入
れることがで きるようにな った。何気 ない生徒 の発言 にも宝を見つ け る ことがで きる
ようにな った。教材分析 に力 を入 れるようにな った。
教材 に対 して一面的 な見方 しかで きなか った ものが、研究 を通 して多面的 な見方 がで
Ｄ
Ｅ

きるようにな った。
<記 述 な し>
いろいろな意見 を聞 くようにな った こと。生徒同士 のやりとりを重要 にするようになっ
た こと。発間 の工夫 など教材研究 の仕方 がわか った こと。

1988生 F房 モ

A;生 徒 の声 とか、意見、考 え、読 みを十分聞けるようになった こと。生徒 の読 みを生 か
し、 それをさらに授業 で広げ深 めることにつ とめることができるようになった。 自分
の教材研究 で考 えた方向 に沿 って授業 を進めて い くというより、基本線 を しっか り持
ち、生徒 の考 えによ って柔軟 に進 めることができるようにな ったのではないか と思 い
ます。
一人 ひとりの生徒 の発言 を大切 にし認 め合 う国語教室 を最良 と考 え るよ うにな った。
いろいろな指導 の工夫 によ って学習者 を生か して い くことができるように思 っている。
三年生 とい うこともあ り、授業 が単調 にな らないよう、生徒 が聴衆者 にな らな い よ う
￨は 展開 を工夫す る こ
また考えを深 め分 か りやす い授業 になるように努 めた。具体 的 ヤ
とで生徒 の意欲 の向上を図 った。
当 た り前 のことだが、指名 されれば全員 が意見 をい うよ うにな った こと。今 まで「 わ
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か りません」 の返事 が一 つ は出て きたが「 二人後 に言 ってね」 と言 って座 らせ ると、
次 に当てたときは必ず答 えるようになった。わた し自身 が「 正答を求 める」 のでな く
「 意見を待 つ」姿勢 を持 つ よ うになったか らではな いか と思 う。
<記 述 なし>
一人 ひと りの考 えを大切 にす るためにも、教材研究 を深 め作者 の意図や表現 の奥 にあ
るものを話 し合 うことが大切 である。

この設間 は、鯖江中学校国語科 の各教師が、教材研究 を通 して国語科 の授業 をどの様 に変容
させて行 ったかを見 るものである。
ここでは大 きな流 れを見 ることがで きる。 まず、 '87年 度 においては、鯖江 中学校 国語科 の
教師集団が、
「 共同」 で教材研究 を した ことの意義 について認 めている点 である (7)oこ れ まで
教材研究 とい うと、一人 ひとりの教師がそれぞれ個男1に 行 うことの ほうが多か った。 それを一
つの学校 の全国語科 の教師が「 共同」 で教材研究 をす ることを通 して、教材研究 の深化 と拡充
を行 って行 ったのである。 その ことは、
「 A」 の「 仲間 と読み合 い話 し合 いなが ら教材 研究 を
したために 自信 を持 って生徒 の前 に立 つ ことがで き、 どの様 な場面 で も迷 うことな く、授業 を
進 めることがで き板書 も含 めて一つの まとま りのある授業 (指 導 )が で きるよ うに な った。」
とあるように、指導者 の授業 に向か う姿勢 に 自信 を持 たす ことに もな った。 また、「 B」 の
「 他 の教師 の読 みを受 け入れることがで きるようにな った」 や、
「 C」 の「 教材 に対 して一面的
な見方 しかできなか った ものが、研究 を通 して多面的 な見方 がで きるよ うにな った。」、
「 E」
の「 いろいろな意見 を聞 くよ うになった こと。
」等 は、通常一人で行われ が ちな教材研究 に対
して、 これか らの方向を示す典型 になると考 える。教職経験 の少 ない教師、例 えば「 E」 は共
同で教材研究をす ることについて「 発間 の工夫 など教材研究 の仕方 がわか った こと。」 をプ ラ
スの面 として回答 して い る。多義的かつ多面的教材解釈 を もとに した教材研究 を通 し、 それを
国語科 の授業 として どの様 に組織・ 構成 して行 くか とい うことは、一人 の教師 の個人的 な努力
によるよ りも、
「 共同」 で行 うことによって、教師集団 の補完的 な指導活動 と して、 個人 で は
気付 かないこと発想 の転換 が出来 なか った ことなどを行 うことを可能 にした。
'88年 度 になると、学習者 の側 にたいす る指導者側 の意識 の変容 が回答 に認 め られ る。 この
ことは先 にも述 べ たが、国語科 の授業 のパ ラダイムを これまでの指導者側 からの発想 ではなく、
学習者 の側 に渡 って の発想 を行 お うとす る意識 の現れであ り、 高 く評価 で きる。 そ の ことを
「 A」 は「 自分 の教材研究 で考 えた方向 に沿 って授業 を進 めてい くとい うよ り、 基本線 を しっ
か り持 ち、生徒 の考 えによ って柔軟 に進 めることができるよ うになったのではないか」 と回答
して い る。 このことは、
「 B」 や「 C」 や「 D」 の回答 か らも読 み取 ることがで きる。 特 に、
では
D」
まで
わか
りません』 の返事 が一 つ は出てきたが『 二人後 に言 ってね』 と言 っ
「今
「
『
て座 らせると、次 に当てた ときは必ず答 えるようにな った。 わた し自身 が『 正答 を求 める』 の
でな く『 意見を待 つ』姿勢 を持 つ よ うになったか らではないか と思 う。」 と回答 して い るよ う
に、指導 の具体的方法 と指導 のあり方 の変容 にもつ なが っている。 これ らの ことは、学習者 は
国語 の授業 を通 して何 を学 ぶ のか という、国語科 の授業 の内容 その ものに も変化 を与 ていると
考 え られる。
学習者 の側 に渡 って 国語科 の学習 を組織・ 構成す るということは、国語科 の指導者 の多 くが
考 えることではある。 しか し、現実 には教材研究 の深化 を通 した学習者 の側 に渡 った国語科 の
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ベ
の
授業を行 うことは難 しい。国語科教師 として優れ、かつ テラ ンの「 '88年 度 の『 F』 」 欄
「 F」 は、 '87年 度 '88年 度 の共同研
に'89年 度 の時点でのことを回答 していただいているが、
「 F」 自身 のこれまでの国語科教育 に携わ って こられた経験 の
究 には参加できなか ったため、
「 FJは 鯖江中学校国語科 における「 共同」 で の授業研究 か ら
中で答えられている。従 って、
え
指導者 としての教育観 は形成 されてはいない。その項目の回答を見 ると、長年の教育観 に支
つ
べ
のの
に
いるも
」
ては
教材研究
い
ことは述
、
「
られ「一人 ひとりの考えを大切 にす る」 と う
いては、指導者 としての立場からの発言であ り、学習者 を意識 しての教材研究 は視野 に入れら
れていないことが認 められる。
9、

いままで先生 がお持 ちの国語教育 に対す る取 り組 み、考 え方 に変化 があ りま したか。

1987空 F募 モ

A:教 材研究 の大切 さは十分 わか っていたつ もりでありましたが、実際 には教師用指導書
に頼 って授業 を進 めていま した。 ところがみん なと共同で読 み合 い教材研究 を して い
くうちに、互 いに意見 を出 し合 い教材 を読 む楽 しさを味わ うことができそのことが指
導 に意欲的 に取 り組 む ことにつなが ったと思 います。教材研究 の大切 さを再確認す る
ことがで きま した。生徒 の読みが どんなであ るかを考 えることの必要性 にも気づ きま
した。
の
い
授業技術 (発 間 の工夫 な ど)が 国語 の授業 を左右す ると考 えて たが、教材 質 と教
え
るよ
うにな っ
ると考
師側 の多様 な読 み、教材 の特質 を い かす ことが、授業 を左 右す
た。

Ｄ

今 まで、 とにかく教材を進 めることばかりに気を取 られ、教材の内容を充分 に吟味す
るところまではいたらなか ったように思える。発問一つで変容す る生徒の実態を見 る
につけ、教材研究の重要性を再認識 した。

Ｅ

<記 述なし>

3年 生を受 け持 っているために受験に対す る国語 という考えが強かったのですが、 じつ

くり考えさせ、文集を読み取 らせる授業 の工夫をす るようになった。
1988生 F爆 蓋

A;教 材研究 を した ものを教 えるとか、伝 えるとか い うのでな く、教材研究 を した ものを

土台として、生徒の読みを広め、深める手だてを工夫し、生徒 と共に、生徒たち同士
で授業を作 っていくことの大切さに気づきました。その方向で、いま努力 しているつ
もりです。

Ｃ

学習者研究 の重要性 に気づ く。教師 の読 み の力 を修行す る必要 あり。教師 自身、共同
で教材研究 す ることで、
「 自分 の読 み」 を客観的 に知 るようにし、生徒 の発言 を教 師
の読 みでつぶ さないよ うに心がける ことにつ とめた。国語教室 は「 生 き物」 であるか
ら、 もっとやわ らか く授業 を分析 して い く必要 があると考 えた。

Ｄ

「 わか る授業」 をす る ことの重要性 を今 まで以上 に感 じた。

いたが、
中学生は二年生 ともなると、まったく話 したがらないものとあきらめかけて
二年生でも二年生でも、友達の考えや意見を聞きたい、友達の作文を読みたい、 とい
う欲求はたいへん強いものであることがわかった。難 しいが手だてを講 じてやればど
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んどん話 して くれ るのではないか とい う希望 を持 った。
E;<記 述 な し>
F;で きるといいなと考 えて いた ことの何十分 の一 かを実際 の指導 で少 し試みることがで
きた。
'87年 度 の大 きな傾向 として、
「 共同」 で教材研究 を行 う ことの意味 と、 そ こか ら生ず る多

義的な教材解釈 の重要性 について、 さ らにその ことによ って学習者 に対す る指導者 として の姿
勢 の変容 について、回答 が寄 せ られて いる。
「 A」 は「 みんなと共同で読 み合 い教材研究 を して い くうちに、互 いに意見を出 し合 い教材
を読 む楽 しさを味わ うことがで きその ことが指導 に意欲的 に取 り組 む ことにつ なが った」 と述
べている。
「 B」 は「 教材 の質 と教師側 の多様 な読 み、教材 の特質 をいかす ことが、 授業 を左
右す ると考 えるようにな った。」 と述 べて い る。 また、
「 C」 は「 今 まで、 とにか く教材 を進め
ることばか りに気 を取 られ、教材 の内容 を充分 に吟味す るところまではいた らなか ったように
思 える。」 と述 べ、 さ らに「 教材研究 の重要性 を再認識 した。」 と考 えるに至 っている。
'88年 度 では、学習者研究、学習者 が国語科 の授業 にどの様 に参加 して い るか とい う ことの

実態 を知 ることか ら、学習者 の側 に渡 ってどの様 な授業 を行 うことが出来 るのか という国語科
授業研究 に鯖江中学校 の国語科教師集団 の 目が向 けられて行 った。
「 A」 は「 生徒 の読 みを広 め、深 める手 だてを工夫 し、生徒 と共 に、生徒 たち同士 で授業 を
作 ってい くことの大切 さに気づ きました。」 と学習者 の側 か らの読みの重要性 につ いての回答
を寄 せている。
「 B」 もまた、学習者主体 の国語科 の授業 を行 うには、指導者 として どの様 な
姿勢 を とるべ きかについて、次 のよ うに「 修行」 とい うことばを用 いて回答 して い る。「 学習
者研究 の重要性 に気 づ く。教師 の読 みの力 を修行 する必要あ り。教師自身、共同で教材研究す
ることで、
『 自分 の読 み』 を客観1的 に知 るようにし、生徒 の発言 を教師 の読 みでつぶ さな いよ
うに心がけることにつ とめた。」。今 日の国語科 の授業 によ くあ る指導者主導型 の正解到達主義
的 な内容 の授業 では、
「 B」 のい うような「 生徒 の発言 を教師 の読 みでつぶ さな いよ うに心 が
けること」 は行 われてはお らず、指導者 の用意 した解答 を、学習者 がいかに導 き出すかに学習
の主眼が置かれて い る。 この様 な今 日の国語科 の授業 を改善 す るためには、指導者 として どの
様 な構 えが必要 か と言 うことについての一 つの答 が「 D」 の「 中学生 は二年生 ともなると、まっ
た く話 したが らないものとあきらめかけて いたが、二年生 で も三年生 で も、友達 の考 えや意見
‐
を聞 きたい、友達 の作文 を読 みたい、 という欲求 はたいへん強 い ものである ことがわか った。
難 しいが手 だてを講 じてやればどんどん話 して くれるのではないか とい う希 望 を持 った。」 と
い う回答 の中 に認 め られる。
この鯖江中学校 の国語科 の教師集団 の 2ケ 年 に渡 る国語科授業研究 は、指導者 の学習指導観
とい う態度的面 にお いて大 きく変容 して きたが、 この様 な指導者 の学 習指導観 につ いて、 '89
年度 に転任 してきた「 F」 は、 この鯖江中学校 の国語科 の授業研究 について「 できるといいな
Jと 回答 して い る。
と考 えていた ことの何十分 の一かを実際 の指導 で少 し試 みることがで きた。
この鯖江中学校 の国語科教師集団 における授業研究 は、現実 の学校教育 の現場、特 に公立学校
の現場 ではさまざまの要因 によ って、行 うことが困難 な状況 にある。 その中で少 ない時間 をや
りくりしなが らこの様 な研究 を推進 したことは、全国的 にも希 なケースであろう。
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ついて」 の内容 を
(2)、 1987年 度 と 1988年 度 とに渡 って形成 され きた「 Ⅲ、国語科教育観 に
考察す る。

A

深 い教材研究 と識見 を持 った指導者 と生徒 たち、 さらに生徒 たち同士が教材を利用 し
なが ら互 いの思考力や認識力 を広 め深 めることので きる授業。互 いの考 えや感 じた も
のを出 し合 い深 め合 い、共同で作 り上 げる授業。

Ｃ
Ｄ

ことばの力が育つ授業。(生 徒の学力がつ く授業)。 生徒一人 ひとりの思いが、授業で
組織 され、一人ひとりの考えが大切 にされながらよ り高 い内容、深い読みができる授
業 (生 徒が大切にされる)。 ことばの教育を通 して、よ り楽 しく暖かい雰囲気 がクラ
スにもたらされ、一人 ひとりが一年経 ったとき成長を感 じる授業 (成 長を促す授業)。
生徒 にとつてヽわかる授業、楽 しい授業、一時FEE授 業を して充実感の残 る授業。

Ｅ

一人ひとりの読みが交錯し合いながら、互いを揺さぶるような授業。
どの生徒 も生き生 きと授業 に取 り組め、自由に自分 の考えを述べることができる。 ま
た、生徒の意見をうまく引 き出し、自己存在間を与える。
一人ひとりの考えや感動が全体に受け入れられ、そこから違いに影響 を受 け合 って、
気付 かなか った さらに深 い考 えや感動 に 目覚 め高 まる授業。

授業 とは、教材を媒介 にしながら指導者 と学習者の活動の統一体である、 と考 えるな らば、
指導者中心の授業 は否定 される。 しかし現実 には、指導者の行 うた教材研究をもとに、指導者
の解釈を学習者 に学 ばせることが国語科 の授業 として多 く行われている。鯖江中学校国語科で
は、 2ケ 年 に渡 る教材研究を基礎 としての授業研究を行 う中で、指導者自身の授業観その もの
を変容 させてきた。 この「 よい国語の授業 とはどの様な授業だ とお考えですか。」 という設問
に対する回答として、
「 A」 〜「 F」 までの全ての指導者が、指導者の側 か らの授業 の発想 で
'89年
はなく、1学 習者の側からの発想を行 っている。 この学習者 のIllに 立つ指導者 の姿勢 は、
の
度に文部省の生徒指導 に1関 す る指定研究校 になったときに、学習者一人ひとりを生かす活動
中で、指導者 としての基本的態度 となって つた。国語科の学習 とは、集団学習の中で、他者
と同一化や同調を行わせるのではな く、一人 ひとりの個 として互 いに認識 し、認め合い、尊重
す ることを自覚的に行う「場」であると考えている。それは、国1語 科の授業だけで行 うことで
はなく、学校生活全体の中で行 うことが理想であろう。 この鯖江中学校国語科教師集団 は、そ
t.ヽ

のことを国語科 の授業研究を通 して形成 して行 った。
―
1 2、 よい教材 とは、 どの様なものとお考えですか。

A:生 徒の思考力や認識力を深めるのに適 した内容 と叙述性があるもの。単 に生徒 に興味

がありそうな内容というのでな く、生徒の思考力を高めるのに適 しているか、認識力
を高めるのに適 しているか、表現 はすばらしいかなどを考えることが大切だと思 いま

す。

B:生 徒の成長を促 し、生徒が教材 によつて成長 し高められるような教材をよい教材だと
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考える。生徒 の成長 を促す もの は、生徒 が興味関心 を示す ものでなければいけない。
生徒 の内面 にふれ、 しみ い るような教材、生徒 の心を耕 し喚起す るような教材 がよい

Ｃ
Ｄ

教材 だ。 なお、読 めば読 むほど深 さを感 じる文章 がいい。考 える力 を育 て鍛 える中で
ことばの力 がつ くか らである。
生徒 の関心を呼 び起 こ し、考 えが深 め られるもの。
『 走 れメ ロス』 のよ うに、今 までの観念 を打 ち破 られるような読みが出 きるもの。説

Ｅ

明文 であれば、適切 な例 を上 げなが ら、説得 の論法 が巧 みな もの。 しか し、 よい文章
がよい教材 とな り得 るとは言 えないので しょうか ?

Ｆ

一人一人 が深 く考 えることがで き、読 んでい くなかで感想を深 めることがで きる教材。
生徒 の発達段階 をふ まえ、広 い視野 に立 って人 としての生 き方 について考 え、 自分 の
生 き方 に迫 ることがで きるもの。

ここでの回答 の内、 6人 中 5人 が「 考 え」 ることの出来 るものをよい教材 として上 げている。
残 る一人 も教材 の内容 としてよい教材 について述 べているが、 その内容 は「 今 までの観念 を打
ち破 られるような読みが出 きるもの。
」
「 適切 な例 を上 げなが ら、説得 の論法 が巧 みな もの。」
と学習者 の「 思考力」 を問 うもの とな っている。鯖江中学校 の国語科教師集団 における「 よい
教材」 とは、学習者 が思考活動 を教材 によって行 うことの可能 な ものであると捉 えていること
がいえ る。学習者 の思考活動を促す教材 とは、教材 の内容 に大 き く関 わ って くる。 ここに国語
科 の授業 における内容 の問題 が浮 かび上が って くる。
国語科教育 の授業 においては、教材 の質 ということで教材 の内容 が問題 にされる。教育学 に
おける授業研究 においては、指導者 と学習者 との間 にお けるタク トについては今 日までにも多
く研究 が深 め られてきて い る。国語科教育 の授業 では、教材 の質 と指導者 と学習者 の関係 を統
一 的 に融合 し、学習 の主体 である学習者 が思考活動 とい うことを基軸 においた学習が組織、構
成 されなければな らない。 そのためには、指導者 が行 った教材 の解釈 その ものを知識 として学
習者 に教 え込む ことや、指導者 が知識や技能を注入的 に学習者 へ教 え込む ことは、国語科 の授
業 には適 さない。指導者 は、教材 の内容 を吟味 し教材研究 を通 して、学習者 の思考 の過程を援
助 し支 えることのできる指導過程 を教材 の内容、学習者 の実態 か ら組織、構成 しなければな ら
ない。
鯖江中学校国語科教師集団 の教材 に対す る考 え方 は、以上 の ことを踏 まえての回答 であると
い うことが出来 よ う。
3、

国語 の教師 とは、 どの様 であるべ きとお考 えですか。

A;生 徒 の多様 な感 じ方、読 みを大切 にす ることので きる広 い心、鋭 い感性を持 っていな
くてはな らないと思 います。教材研究 を しっか りとや りなが ら、生徒 と共 に学 び合 う
高 め合 う心を大切 に しな くてはな らないと考 えます。

B;生 徒 と共 に学 び続 ける存在 でなければな らない。生徒 の発言を組織 し高 め られ る人 で
なければな らない。教材 の質 を見 きわめ、独 自の国語観 を確立 させなが ら、一年 ない
し三年 で生徒 の ことばの力 を育 てる存在 にな らなければな らない。

C;語 彙 が豊富で、幅広 い知識・ 教養があ り、授業展開 に柔軟 に対応 で きる能力 を備 え、
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教材 に対 しては絶 えず研鑽 を積 む姿勢 が必要 であると思 う (理 想)。
D;教 師 自身、語旬 に関す る知識 が豊富 で、 ことば使 いが正 しく、深 い読みので きる人 で
な ければな らないと考 えて いたが、生徒 の読 みに耳 を傾 け、受 け入れ る、生徒 と共 に
読 みを深 めて行 こうとす る姿勢 が大切 だと実感 した。

E;国 語 の教師 に限 らないと思 いますが、一人 ひとりを大切 にす る教師。 しいて国語 に関
して言 えば、読 む こと (読 書)の すば らしさを学 ばせる教師。
F;も のあ見方や考え方を育て、自分の意見をしっかり持 って相手に伝えわか り合おうと

する力を育てることに情熱を傾けられる。
ここで も、前項 目の考察 に述 べ たように、鯖江中学校国語科教師集団 における国語科 の授業
に対す る姿勢 が示 されて いる。
国語科 の授業 において指導者 は、学習者 に対 してどの様 なスタ ンスで臨むかとい うことにつ
いて、FA」 は指導者 として「 生徒 の多様 な感 じ方、読 みを大切 にす ることので きる広 い心、
」 と述 べ、 さらに「 生徒 と共 に学 び合 う高
鋭 い感性を持 っていな くてはな らないと思 います。
め合 う心を大切 に しな くてはな らない と考 えます。」 と回答 して い る。 また、 教材研究 につ い
て も「教材研究 を しっか りとや りJと して、教材研究 の重要性 を指摘 して いる。
この様 な学習者 に対す る国語科 の指導者 として のス タ ンスの取 り方 は、
「 BJが 「 生徒 と共
の
めら
れる人でなければならない。
」
に学 び続 ける存在 でなければな らない。生徒 発言 を組織 し高
とし、
「 D」 もまた「 生徒 の読 みに耳 を傾 け、受 け入れ る、生徒 と共 に読 みを深 めて行 こ うと
」 と述 べ、
す る姿勢 が大切 だと実感 した。
「 E」 も「 一人 ひとりを大切 にす る教師。」 と述 べ て
い る。 この「 A」 「 B」 「 D」 「 E」 とは角度 は違 うものの、
「 F」 は国語科学習の内容目標 に添 っ
て「 ものの見方 や考 え方 を育 て、 自分 の意見 を しっか り持 って相手 に伝 えわか り合 お うとす る
力 を育てること」 と、学習者 の主体 として の姿勢 のあり方 について言及 して いる。
「 C」 は「 語彙 が豊富 で、幅広 い知識・ 教養 があ り、授業展開 に柔軟 に対応 で きる能力」 を取
り上げて い る。前半 の「 語彙 が豊富で、幅広 い知識・ 教養 があ」 るということは、国語科 の指
「 D」 もまた「 教師 自身、 語旬 に関す
導者 として従来 いわれて きたところの指導者像 であ り、
る知識 が豊富 で、 ことば使 いが正 しく、深 い読 みので きる人でな ければな らないと考えていた」
と述 べて い るように、国語 の教師 としての一つの理想的姿で あると受 け とめ る ことがで きる。
しか し、
「 C」 は続 けて「 授業展開 に柔軟 に対応 で きる能力」 を指導者像 と して求 めてお り、
そ こにこれまで の国語科指導 (事 前 に指導案 などに示 された指導過程 の枠 を出 ることのない硬
直化 した指導)の ス タ ンスを広 げ るものとなっているとい うことがで きる。
また、国語科授業 の指導者 としての教材研究 の重要性 については、
「 B」 が「 教材 の質 を見
きわめ」 ること、
「 C」 が「 教材 に対 しては絶 えず研鑽 を積 む姿勢 が必要 で ある」 ことを回答
している。
「 B」 と「 C」 は、 ともに指導者 のス タ ンスの問題 と国語科 の授業 にお ける教材研
の
究 重要性 について述 べてお り、
「 A」 とともに国語科 の授業 における指導者 と教材研究 が学
習者 の学習 に関 わ っていることを認 めた ものとなっている。
国語科教育 とは、 どの様 な ものとお考 えですか。 また、何 のために行 われるものとお
考 えですか。
4、
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美 しい 日本語 のにない手 としての 日本人 を育成す ることが第一 と考 えますが、豊 かな
感性を磨 き、思考力 や認識力 を高 める人間教育 としての側面 もそれに劣 らず大切に し
なければな らないと思 います。
① ことばの力 を育 て る。他 との コ ミュニケーシ ョンができるようにする。 と くに話 し
合 いができるようにす る。 (人 間 を結 び付 けることば)。 ②人間 の心を育 てる (成 長 さ
せるため)。 (豊 かな語彙力、表現力 は、人間を よ り成長 させ る。)思 春期 の生徒 には、

とくに自分というものを気づかせる上で必要、従って、ことばの力を育てるため、考
える人間 を育 てるため、 自立 した成長 した人1問 にす るため に国語教育 を行 うので あ
る。

.

感受性 を豊 か に し、 ひ いて は社会 に出￨て か らの人間関係 を円滑 にす るた めの基盤 とな
るもの。
人間同士 と して、 互 い を認 め合 う ことが基盤 でそ の上 に成 り立 つ ものだ と考 え る。 自
分 を ことばで表現 で きる人 1間 を育 て る。

どの教科も大切だと思 うのですが、とくに国語は日本人として生 きていく (生 活する)
上で欠くことのできない教科だと思います。いろいろな人の考え、生き方を学び、 こ
れからの人生にも役立つと思われます。
人間 として生 きる最 も基本的 な考 えを学 び、 自分 の生 き方 を考える もの、 また、生 き
てい くことの感動 を 自覚 し、心豊 かに生 きるために必要 な もの。
国語科教育 において、 その教科 目標 として今 日まで大 きく分 けると二 つの立場、考 え方 があ
る。一 つ は、人1間 教育重視 の立場であり、一つ は、言語教育重視 の立場 である。 この鯖江中学
校国語科 の教師集団 は、 2ケ 年 に渡 る教材研究 の深化 を通 しての授業研究 か ら、人間教育 とし
ての国語科教育 の立場 に全教1師 がな ってい る。 そ こで はただ単 に、人 FE5と い うことを全面 に押
し出す のではな く、
「 ことば」 を通 しての もの となって いる。観念的 に人 間育成 とい うので は
な く、言語 によ つて思考 し、認識す るとい う立場 である。人FE5を 措定す る言語、 その言語 を通
して 自己 とい う人間を認識 して い くことは、国語科教育 に担 わされて い る使命 であるとい うこ
とがで きる。 この鯖江申学校 の国語科 の教師一人 ひとりが、各 自の立場か ら国1語 科教育 につい
て記述 しているが、 その回答 には人間教育 としての志向するものに共通す るものがある。
鯖江中学校 の国語科 の教師一 人ひ と りに人間教育 としての国語科教育観 を認 めることが出来
るが、 その為 の言語観 として、 F感 (受 )性 」をおいている指導者 が「 A」 「 C」 FFJと 3名
お り、
「 B」 は心を問題 として い る。 この ことは、人間 として の内面 のあ り方 を指導者 として
意識 していると考 え られる。 この人間 としての内面 のあり方 を学習者 に1問う ことは、 自己の内
面 を対象化 し自己認識 を行 って いることで もある。 ここには、鯖江中学校 の教 ET集 団￨が 、 こと
ばとして外在化 された ものを学習す るだけでな く、学習者 に内在す る内 なることばへ働 きかけ
ようとす ることを見 ることがで きる。
5、

l

先生の今 日までの教職経験 の中での事 についてお伺い致 します。

①、今までに教育観が大きくお変わりになったことがありますか。

国語科授業研究を通 しての国語科教育観の形成過程
きく変 えることにな ったと思 い ます。
生徒 は教 えて育 てるのでな く、引 き出 して育 てるとい う考 えにな った。生徒指導 を通
して (カ ウ ンセ ラーの仕事 を しなが ら)子 どもは揺 れなが らも成長 したがる存在 であ

Ｃ

り、適切 な助言 を して いった り方法 をとった りすれば生徒 は生 き生 きしだ し、 自分 な
りに価値 に向か って主体的 に歩 きだす もので ある。

Ｄ

と くになか ったと思 います。

Ｅ

<記 述 な し>
教師主導型か ら生徒を中心 にもの ごとを考 えることがある程度 できるよ うにな った こ
と。
(1)自 分 の子供 を育 てて初 めて親 の願 い、子供 の見方 が変 わ った。佗)申 学校か ら小学校
へ転勤 したとき本当の教育 について考 えさせ られ、考 え方 に大 きな影響 を受 けた。

「 F」 の(1ヽ け)の 回答 か ら、教育観 の変わ るきっかけとして、子供 の側 か ら教育 を捉 え るよ
うになった ことが認 め られる。
「 F」 は、鯖江中学校 に着任 したのが 1989年 であ り、 '87年 度
88年 度 の鯖江中学校国語科 の共同研究 には、参加 して いない。 しか し、「 F」 の 28年 間 に渡
'

る教師生活 の中か ら学習者 の側 か らの発想 が、 自分 自身 の育児体験、小学校 の教師体験 か ら経
験的 に形成 されたと考 え られる。 この様 な子供 の側 か ら教育 を考 えること、言 い替 えれば、国
語科 の授業 において指導者 が学習者 の地平 に立てることは、指導者 としての経験 によるところ
がかな り大 きな位置 を 占めていると考 え られ る。 それは、長 い年月 に渡 る教師経験 (た だ年 が
経 れば良 いとい うもので もない。 そこには教師 として の教育 に対す る自覚化 や対象化 が必要 で
あるが)に よって、次第 に形成 されて きたものである。 この様 な、教育活動 を 自覚化 し対象化
した教育 を行 うには、長 い年月 に渡 り教師 としての経験 がな ければ出来 ないのかとい うのそ う
で もない。教師経験 6年 目の「 E」 の「 教師主導型か ら生徒を中心 にものごとを考 えることが
ある程度 で きるようにな った」 とい う回答 は、 3年 間 に渡 る鯖江中学校国語科 の授業研究 の中
か ら生まれてきた答である。
国語科 の授業研究 を通 しての教育観 の変容 は、学習者 の地平 に立 って学習 を捉 えるとい う指
導者 の意識 の変容 に、 その大 きな特徴 を見 ることがで きる。国語科 の授業研究 に対す る2ケ 年
というスパ ンを通 す ことによって、毎 日の 目の前 の授業 を指導者 自身 が相対化 し自覚化 す ると
い うことによって可能 にな った と考え る。
「 A」 の「 今回 の研究 は、 自分 自身 の教育観、 国語
」や、
教育観 を大 きく変 えることにな ったと思 います。
「 B」 の「 生徒 は教 えて育 て るのでな
っ
い
とい
た
して
てると
えにな
う回答 は、 そのことを 示 して い るといえ よ
う考
く、引き出
育
。」
う。

②、それは何時、 どの様なことがきっかけでですか。

A;今 回の研究
B;国 語 の授業研究 を進 めるうちに、生徒 の発言 が変 わ り、質 が高 くなった。生徒 の変容
を実感 できるようにな って、教師自身 も変 わ らぎるを得 な くなった。 カウ ンセ ラーの
仕事 を通 して、子 どもを一年 ない し三年 または十年 のサイ クルで眺 め られるよ うにな
り、子 どもの成長 を促 し子 どもの心を育 てていけば、全て の問題行動 が消 えて いった
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Ｃ
Ｄ

経験 による。
<記 述 な し>

Ｅ Ｆ

<記 述 な し>
授業 においての構内研究会 や先輩 の授業 を見せていただ いた ことによ りわか りました
自分 の子供 が毎 日指導 して いる生徒 に近 い年代 に達 し、子供 の精神面 の成長 が しっか
りつかめるようになって考 え方 や捉 え方 が深 ま った。

前項① の「 きっか け」 についての質問であるが、前項同様 のことが見 えて くる。
「 F」 において学習者 の側 に立 ち国語科 の授業 を捉 える姿勢 が経験的 に形成 されて きた こと
は、
「 自分 の子供 が毎 日指導 して いる生徒 に近 い年代 に達 し、子供 の精神面 の成長 が しっか り
つかめるようにな って考 え方 や捉 え方 が深 まった。」 とい う回答 に認 め られる。
Eの 前項① で回答 した「 生徒 を中心 にもの ごとを考 えることがある程度 できるようにな った」
」
の は、
「授業 にお いて の構内研究会 や先輩 の授業 を見せて いただいたことによりわか りま した。
い
ということである。 この ことは、鯖江中学校国語科 の教師 たちが「 共同」 で授業研究 を行 、
「 共同」 で高 め合 っていった過程 の成果 で もある
「 B」 の「 国語 の授業研究 を進 め る う
今回 の 2ケ 年 に渡 る鯖江中学校国語科 の授業研究 は、
ちに、生徒 の発言 が変 わ り、質 が高 くな った。」 ということに大 きな成果 が認 め られ る。 それ
は、指導者 の側 だけの指導者 のための授業研究 で はな く、指導者 の側 の授業研究 が学習者 の学
.。

習 その もの に大 きく関わ り、学習 の成果 を上 げたことである。 そのことを指導者 として実感 し、
「 A」 の様 に「今 回の研究」 と回答す るに至 った と考 えることができる。
6、

現在 どの様 な問題意識 をお持 ちですか。

A

生徒 の心、感性 の豊 かさをどう育 てるか。集団 の一員 として話 し合 いがで きない状況
を感 じて います。
1,「 国語教室づ くり」生徒 の考 えが授業 でひびきあい高 め られて い くための授業 の工

B

夫、 どう教 材 を分析 し、 どう生徒 (学 習者)研 究 を進 めていけばよいか。2,「 表現指
導 の開拓」表現指導 の分野 で、 いかに学習者 の興味 を引 き出 しなが ら書 く力 を育 てて
い くか、 どう表現 し続 ける生徒 を育 て るか。3,学 習者研究 (子 どものわかる筋道 を 明
らかに して い く研究)。 4,教 材開発 (子 どもを生 き生 きさせ る教材 づ くり、 教材 の開
発)。 5,子 どもの ことばの基礎研究 (語 彙研究)。

C 現実的なことですが、多忙すぎて、じっくりと教材研究をしている時間があ りません。
D <記 述 なし>
E 授業がさらに活発化 しないか、 とくに 3年 生の授業 において意見が飛 び交 うような授
F

業 はできないだろうかと考えています。
年齢が指導 している生徒 と次第 に開いてきたので、考え方や感覚が現実 とフィットせ
ず空回りしているような錯覚を覚えることがある。

「 A」 「 B」 「 E」「 F」 の回答 は、切 り回は異 なるものの学習者 の ことに問題 を焦点化 させて
いる。鯖江中学校 の国語科 の教師集団が、
「 共同」 で授業研究 を行 い、 そ の 中か ら学習者 の側

国語科授業研究 を通 して の国語科教育観 の形成過程

に焦点 を当てた授業 へ の発想 を行 っている。
特 に、 Bは 「 4,教 材開発 (子 どもを生 き生 きさせる教材づ くり、教材 の開発 )」 と、 これ
までの教材開発か ら一歩踏 み込 んだ ものとな って い る。 それは、現実 の指導者 の 目の前 にいる
学習者 の実態 に照 らし合 わせ、具体的かつ学習者 に適切 な教材 を開発 して行 こうとする姿勢 の
「 C」 の指摘 するように「 多忙 す ぎて、 じっ くりと教材
具現化で もある。 しか し、実際 には、
」 とい うのが教師 の現実 であ り、 日の前 に い る学習者 の実
研究 を して いる時間があ りません。
1発
態 に即 して教材開 などは、 とて も行 えないのが今 日的状況 であろう。 それ に もかかわ らず、
Bの 様 に教材 を開発 しようとす る姿勢が生 まれて いることは、高 く評価 で きる。
また、
「 E」 の様 に「 授業 がさ らに活発化 しないか、 と くに 3年 生 の授業 にお いて意見 が飛
び交 うよ うな授業 はで きないだろうか」 とい うことを不断 に指導者 として意識 していることは、
指導者 の意識 として現状 の授業 の変革 につなが って行 くと考 える。授業研究 は毎 日の授業 を跡
付 けることだ けで はな く、授業 その ものの本質 を、指導者 の側 か ら再度捉 え直す意味 もある。
7、

1989年 度の課題作 りで、198701988年 度 の実践の成果がどの様 に生かされたとお考

えですか。

A
B
C

生徒 (学 習者)の 側 に立 って考 えることができた ことは、研究 の成果 といえると思 い
ます。
教材研究 と学習者研究 と教師の三つのつなが りを生か した研究 が大切 であるとい う考
えの基、今後 の研究 を進めたい。
精神的 に余裕 を持 って取 り組 む ことがで きたと思 います。視野 が若干広 ま ったとい う
か

D
E
F

。

日の前の生徒が見えてきた点。
教師 と生徒のパイプを大切 にするのと同時に、今度 はさらに生徒 と生徒 とのパイプを
つな ぐような授業づ くりを考えるようになった。
<記 述なし>

この項 目は、 2ケ 年度 に渡 って行 って きた鯖江中学校国語科 の授業研究 の まとめともなるも
ので ある。成果 として捉 えて いることは、生徒 の側 に立 つ、言 い替 えれば学習者 の地平 か らの
授業 へ の捉 え方 である。 ことば こそ、
「 A」 は「 生徒 (学 習者)の 側 に立 って考 え ることがで
きた こと」、
「 B」 は「 教材研究 と学習者研究 と教師の二つのつ なが りを生か した研究 が大切 で
」、
ある」、
「 E」 は「 今度 はさらに生 徒 と生徒 とのパ
「 D」 は「 目の前 の生徒 が見 えてきた点。
イプをつな ぐような授業 づ くりを考 えるようになった。」 と異 なるが、授業 へ の考 え方 は、学
習者 の地平をこれまで以上 に意識 し考 えに入 れ、取 り組 もうとす る点 が見 られる。
国語科 の授業 は本来的 に学習者 のためにあるわけだが、今 日の国語科 の授業 はそうとばか り
はいえない状況 にある。教材 である教科書 の順序 に従 ってその内容 を指導者 の解釈 を学習者 に
示 して事足 れ りとす る風潮 もある。国語科 の学習 の終了 を、一 つの教材 の読 みの終了時 に設定
してい ることが一般的 には多 く行われて い る。 それ らに共通す るもの は、教材 の読 みが国語科
の学習 の終了 と同時 であ り、学習者 が何 を いかに学 ぶかとい うことは対象化 されて いない。国
語科学習 を思考力 と認識力 と創造力 を育成す るものと捉 えるな らば、教材 レベルで の学習事項
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に留 ま っていたのでは、次 の学習 や社会生活 に生 きて働 く力 とはな らない。教材 レベルでの学
習 に留 まらないためには、一 つの学習 が次 の学習へ と転換 して い くことが求 め られ る。 そのた
めには、長 いスパ ンの中での学習者研究 が必要 であ り、 そのことに鯖江中学校 の国語科 の教師
たちは気付 きはじめた。指導者 は、現実 には、一時間 に学習 したことの成果 をす ぐに求 めたい
とい うのが本当の ところである。 しか し、学習 というロングスパ ンのサイクルの中で学習 を捉
えると、学習 の成果 を早急 に求 めることの意味 は存在 しな くなる。 この立場 に立てば、国語科
の学習指導 に、学習者 の側 の地平 に立 つ という、 ある意味では非常 に効率 の悪 さを有す る学習
が、大 きな意味を持 って くる。学習 とは、学習者 の ものであ ることは 自明のこ とであるが、 そ
れをあえて いわねばな らない状況 に、今 日の国語科教育 はおかれて いるといって もよい。 この
状況 を打 ち破 るには、鯖江中学校 の国語科 の教師 たちが行 った教材研究 を中核 とする授業研究
の プロセスを踏 む必要 があると考 える。
四、 お わ りに

｀

「 共同」 で行 った国語科 の文学教材 の教材研究 か
鯖江中学校国語科 で の授業研究 の成果 は、
の
い
も
る
ら生 まれて
(3)0こ 教材研究 自体 、学習者 の実態 に即 した新 しい角度 か らの文学教材
論 として展開 されて いるが、 それにも増 して指導者 の国語科 の授業 に対す る意識 のあ り方 と考
え方 に大 きな変容 が認 め られた。本論稿 ではそれ らの所在 を探 って きたが、以下 の条件 がその
形成過程 に影響 を与 えることとして認 め られた。
(1)、 教師一人 ひとりに国語科 の授業 に対す る意欲 と学習者主体 に対す る意識 が生まれたこと。
今 日、教育現場 では、教師 の忙 しさが いわれて いる。生徒指導 や部活動 や校務分掌 によ って
学校 における多 くの時間が割 かれて しまい、教科 のことを充分 に行 う時間はほとんどないといっ
てよい。 この様 な状況 は鯖江中学校 で も例外 ではない。鯖江中学校 で も国語科 の教師全員が一
同 に集 まれる ことは 1ケ 月 の内で も数 え るほどであり、 その他 は、授業 の空 き時間 に同 じ学年
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の人 と気軽 に話 し合 う雰 気 が国語科 の授業研究 を通 して生まれた ことによ って補 って い る。
そのことを「 D」 は「 なん といって も制限 された時間 の中で集 まる ことが一番 の負担であるカミ
ニ人 で もよれば話 がで き、 10分 間で も話 せば何 かがつかめるような気 がする。」(1987年 度 [4]
の回答)と 述 べて い る。 この様 に教科 を構成 す る教師 の間で日常的 に教科 の ことにつ いて語 り
合 えることの必要性 が、 この「 D」 の回答 か らも窺われる。授業 の空 き時間 や放課後 の ごく限
られた時間 を有効 に使 いなが ら教材研究 を積 み上 げて い くことによ り、 2ケ 年 とい う比較的長
い期間 の経過 とともに、教師一人 ひとりの教材研究 が深 まり、 それによ ってそれまでの指導者
中心 の国語科 の授業 か ら、学習者 の地平か らの学習者主体 の国語科学習 の組織 と構成 が可能 と
な った。
この様 な国語科 の授業 に向けての指導者 の意欲 は、当初 の授業研究 では、 いかに授業 を行 う
かとい う指導者 の側 か らの発想 レベルであ った ものが、教材研究 の深 まりとともに学習者 な ら
どの様 に読 むだろうか というように、学習者 の側 か らの発想 レベルに転換 してい く契機 ともなっ
た。
さらに、 この意欲 の持続 は、一人 よ りも複数 の ほうが可能 であ り、 しか も同一の学校内の同
一の教科 日で「 共同」 で授業研究 を行 うために指導者間 の相互啓発を容易 に行 うことが出来 た
と考 え られ る。 この相互啓発 によ り、授業研究 がさらに継続 された。
(2)、 優 れた リーダーが存在す ること。

国語科授業研究 を通 して の国語科教育観 の形成過程

「 E」 は、 1989年 度 の実践 で鯖江中学校 が文部省指定 の生徒指導研究校 にな ったため、 さ ら
に 3年 生 の担任であ ったため、国語科 の授業研究 を充分 に行 えなか った ことをア ンケー トの欄
外 に述べて い る。 その中の一文 に「 鯖江申学校 の国語科 のまとまりは、 A先 生や B先 生 の人柄
にあると思 います。その仲間であることはたいへん幸 せなことです」 と述 べている。 ここには、
優 れた リー ダー としての「 A」.と 、 それを支 える具体的実行者 としての「 B」 の存在がある。
鯖江中学校 の国語科授業研究 は、初期 の教材研究 の段階か ら国語科 を構成す る教師全員 によ
る共 同研究 の形態 を取 ってお り、7‑8名 の教師集団 をまとめて い くことは、非常 に大変 な こ
とで もあ り、 それを 3ケ 年 とい う長 い期間 に渡 り ('90年 度 も継続 中)行 って い る。 これ は、
リー ダーのみに任せ るとい う研究体 制 ではな く、国語科 の教師 それぞれが、指導す る学年 を申
心 に しなが らも他 の教師 の指導す る自分 の関係 しない学年 や学級 での研究 に対 して も積極的 に
関わ って いったことによることが大 きいが、
「 A」 と「 B」 との存在 をぬ きには考えられなか っ
た ことで ある。
この「 共同」 での授業研究 は、
「 A」 や「 B」 にとって も、大 きな転機 にな ったようである。
この二人 の指導者 は、鯖江申学校国語科 の リーダーであ り、
「 A」 がチー フと して全 体 を リー
ドし、
「 A」 「 B」 それぞれ のア ン
「 B」 が実質上企画、運営、実行 とい うことを行 っていた。
ケー トの回答を通 して確認 してみると、
「 A」「 B」 共 にこれまでに形成 されて きた指導者 とし
てのあ り方 その ものを基盤 にお いて い ることが窺 われ る。 この様 な優れ た リー ダー と して の
「 A」 と「 B」 の存在 は、共同研究 における リー ダーの役割 のあり方 を示す モデル ともなる。

(3)、 学校 として教師集団 の 自主的研究を支援す る体制 が整 って い ること。
で行 うこ
中学校 の国語科 の教師集団が一 つの教科 目である国語科 のみ の共同研究を学校 の中‐
とは、生徒指導、部活動、校務分掌等 の面 で時間的 にも人員的 に も与 える影響 がないとはいえ
ない。 ともす ると学校全体 のためになるもの とい う声に、教科独 自の研究 が妨げ られる ことも
ある。 しか し、鯖江中学校 では、他教科 で も授業研究 を行 っている教科 もあり、国語科独 自の
授業研究 に対 して もその位置 は認 め られて いる。 一つの教科全員 が一 同 に会 しての研究活動 を
学校 の中で行 うことは、学校 としての機能 を考 えると、 そこには何 らか の支障がでるはずであ
る。 そめ様 な中で国語科 の教師集団が授業研究 を行 えたとい うことは、管理職 や他 の教科 の教
師 たちの側面 か らの援助 があ ったと考 え られる。今回、 このア ンケー トではその面 について調
査・ 検討す ることが出来 なか ったが、他教科 の教師たちが国語科 の教師 たちをどの様 に見 てい
たか は、興味 のあるところである。今後、機会 があればその面 か らの調査 を行 いたいと考 えて
い る。
国語科学習指導観 の形成 に、学習者 の側 か ら授業 を提 えることので きるとい う指導者 の側 の
スタ ンスの重要性 が、以上 のことか ら認 め られよう。 このことは、指導者 自身 も国語科 の授業
を通 して国語科教育観 の 自己形成 を図 ってい る ⑨ といえる。 指導者 自身 の 自己変革 を も含 め
た 自己形成 は、指導者 自身 によるこれまでの 自分 の行 らて きた国語 の授業 に対す る振 り返 りと
跡付 け、 それに対す る意義づ けと意味づ けが必要であり、 そこか らさらに自分 自身 の授業 その
ものを再構成 し直す必要 がある。
この ことは、一時間 の授業、一 つの教材 といった短 いスパ ンの ものではな く、少 な くとも 1
ケ年、 2ケ 年 といった長 いスパ ンを必要 としてお り、 しかもそのことを継続的に行 うことによっ
て、初 めて可能 とな ると考 える。

高 木 展 郎

国語科 の授業 は、学習者 の思考力 と認識力 と創造力 の形成 を担 ってお り、 それ らの形成過程
は、長 いスパ ンを必要 として い る。 このことは、指導者 の側 で も同 じことであ り、短 いスパ ン
の中で は国語科授業研究 を通 して の国語科教育観 の形成 を顕著 に認 めることは難 しい。
「 F」 は教職歴 28年 のベテラ ン教師であ り、国語科授業観 も柔軟で、授業 に対す るス トラテ
ジー も多 く有 し、経験年数 の少 ない他 の教師 にも的確 な方法 を教授す ることがで きる非常 に優
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秀 な教師である。 そのことは、本 ア ンケー トの中か らも認 め られるが、鯖江中 校 に転任 して
か らわずか 1ケ 年 の間では、鯖江申学校 で「 F」 が着任す る以前 の 2ケ 年 に渡 る授業研究 の中
で形成 された他 の教師 たちの国語科教育観 との間 を埋 め ることが 出来 なか った。 そ の ことは
「 F」 の回答 が示 し,て い る。 この「 F」 と 2ケ 年 に渡 る国語科授業研究 を行 って きた鯖江 中学
校 の国語科 の他 の教師 たちとの違 いは「 Щ、国語教育観 について」 の項 目での回答 か ら理解 さ
れ よ う。そのことは、国語科教育観 の形成過程 の違 いで もあ り、 '87年 度 '88年 度 の研 究 に関
わ った鯖江中学校 の国語科 の教師集団 が、
「 共同」 による授業研究 を通 して形成 され、 獲得 さ
の
れたも である。
教師一人 ひとりの意欲 のあ り方 によ つて国語科学習 が学習者主体 となる授業組織・ 構成 を行
うことは可能 ではあるが、 それを「 共同」 の授業研究 を通 しなが ら次第 に形成 してい くことは、
学校教育 における国語科 の授業 にとつて、意味のある ことだ と考 える。
(註 )
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