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授業 パ ラダイ ム転換期 としての今 日の教育改革

1.授 業パ ラダイムの転換の意味
今 日の日本 の教育の出発を明治 5年 の学制 の発布 とすると,そ れ以降の日本 の教育 における
授業 のあ り方 は,一 部 に例外 はあるものの,多 くは「教授」とい うことばに象徴 されるように
指導者 による知識の伝達 とその伝達方法の工夫に重点が置かれ,そ れを具現するものとしての
指導過程 に授業の中心があったとい うことがいえよう。
その教育状況の中で,学 校教育が担 ってきたものは,「 知」の獲得であ り,学 力 としての
「知」
の再生であった。 この「知」とい うことに対す るパ ラダイムの転換 は,「 学校知」とい うことば
,

によって象徴 されるように,学 校 とい う社会 のみに関 して有効 な「知」の獲得 に対す る問い直
しでもある。
平成元年度「小学校学習指導要領」の「第 1章 総則」
「第 1 教育課程編成の一般方針 1」
に示された教育方針によって,平 成 3年 に改訂 された指導要録 の評価項 目に観点別学習状況評
価が導入 された「新 しい学力観」とい う名の下 に,こ れまで学校教育が担 ってきた「知 の獲得」
とい う学校教育の中心的な役割 の見直 しが行われ ようとしている。 そ こには,学 校教育が これ
からの時代 にどのような人材 の育成を行 うか とい うことをその視角 に入れているとも考 えられ
る。
そのために,い かなる人材の育成 を これか らの 日本社会 のあ り方 として描 いて い るか とい う
ことを,文 部省 が どの ように捉 えて い るか とい う ことは,今 回 の指導要録 の改訂 の中で基礎・
基本 とす る事項 を「 自 ら学 ぶ意欲・ 思考力・ 判断力・ 表現力」 とした ところに見 る ことが で き
よ う。
この文部省の主導 による指導要録 の改訂 によって,こ れ まで学力 として評価 の行 い に くかっ
た情意面 の評価 を,「 知」 の獲得 とい う面か ら考 え直 そうとしてい る ことを見 る ことが で きる。
その ことは,実 際 の授業 において も,「 関心・ 意欲・ 態度」 とい う情意面 の評価 を行 お うとして
い る ことに も認 め られ る。
この よ うな授 業観 の転換 は,こ れ までの 日本 で行われ て きた授業 その もの へ の見直 しとも
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なって い る。

2.授 業観 の転換
「新 しい学力観」 に対応 した授業観 の転換 が,小 学校 や 中学校 で現実 の問題 として,具 体的
な授業 の現れ として行われ始 めて い る。 それ は,個 別化・個性化 に対す る対応す る授 業 として
具体的 な授業 として実践 されて きて い る。

,

その例 を,富 士 宮市立 富士宮東小学校 の国語科 の実践 や藤枝市立広幡中学校国語科の実践 に
認 めることがで きる。
この小学校 と中学校 では,こ れ までの指導者 である教師中心 の一斉学習 か ら,学 習者一人 ひ
とりの認識・ 思考 のあ り方 を,学 習過程 にお いて学習者 自 らが納得 による自覚 を通 して,自 ら
の学習 の意味 を充実 させ る ことを授 業 として組織・ 構成 してい る。
例 えば,富 士宮市立 富士宮東小学校 証1で は,「 ペ ア学習」「 00R(相 互 に意見交換 )」 とい う
一斉学習指導 の中での個別学習 の時間 を学習者 に保証 し,学 習者一人 ひ とりが 自 らの読 みの検
討 を学級 の中の他者 の読 みを くぐらせ る ことに よ り,一 人 ひ とりの読 みの 自覚化 を行 ってい る。
また,藤枝市立広 幡中学校註2で は,学 習 の個性化・ 個別化 を図 るための教材構成 を行 って い
る。中学校 2年 生の古典では,教 科書教材 の「敦盛 の最期」 を共通学習 として学習 の方法 を身
につ けた後,選 択学習 として「木曾最期」「坂落」「那須与 一」賄旨登殿 最期」の 4つ の教材 を用
いて「個人学習」 を通 した読 みを行 い,次 に「小集団学習」 によって個人追究 した ものを もと
に学習者相互 によって 自己相対化 を通 した学習 の深化 を行 った上で,学 級全体 として一斉学習
を行 い,学 級全体 としての読 みに高 めてい る。
この ような学習 の意味 を,研 修 主任 で ある朝比奈義典教諭 は,次 のように考 えて い る。

(1)系 統的 な学習 による基礎 0基 本 の定着
(2)個 に応 じた指導
(3)リ フンクシ ョンによる自己評 価
この二つの学校 に共通す るものは,学 習者 の個別化・ 個性化 が学級集団 を構成 す る学習者間
での切 り離 された個 ではな く,学 級 を構成 す る個 と他者 との相対関係 の中で,個 の確立 を目指
して い るところに意味 が ある。
しか し,こ の ような学校 はまれで,個 と集団 との関係 を十分 に捉 えず,切 り離 された個 を持 っ
て個別化・ 個性化 を行 ってい ると錯覚 してい る事例 が多 いの も事実 である。
そ こで,授 業観 その ものの転換が図 られな くてはな らない と考 える。

3.こ れ までの国語科の授 業 の実態 とこれか らの方向
昭和 33年 版学習指導要領 か ら,国 語科 にお いては,文 種 の指定 が行われ,そ れによって学習
方法 と学習内容 の開発 が行われ て きた。 しか し,そ れに伴 う国語科 の指導過程 に見 られ るよう
に,説 明的文章 の読解指導で典型 となった「段落分 けと要 旨の まとめ」 や,文 学・ 物語 におけ
る「主題把握 と心情理解」 とい った固定化 した読解中心の授業方法 と授業内容 とを生み出 して
きたのである。
その ことに対す る見直 しは,例 えば,森 田信義註3の 提案 をきっか け とし,国 語科教育 にお い
て今 日もその見直 しが図 られてい る。 しか し,そ の見直 しも,説 明的文章 のジ ャ ンル とい う枠
を超 えての ものではない。 それは,文 学 のジ ャ ンル にも言 える ことで あ り,文 学教育 とい う こ
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とばが あるように,第 二 次世界大戦敗戦後 の 1950年 代 に,国 語科教育 の中心的 な役割 と働 きを
担 って きた ものが,今 日も国語科教育 の中心 に位置 づいてい る。文学教育や説明的文章 の指導
のそれぞれは,国 語科教育 の中で意味 の ある ことで ある。 しか し,国 語科教育全体 の中での位
置 づ けする こ とな しに,文 種別 の読解指導 としてのみの学習 で ある ことが多 く,国 語科教育 の
全体的な教育 目標 と学習 目標 とに結 びつ くものではない面 もある。
これか らの国語科 の授業 にお ける学習者 の学習内容 の違 い を生 み出す ものは,文 種 による学
習指導の違 いではな く,学 習者 の学習行為 による学習指導 の展開 を,学 習過程 の中で い ろい ろ
な角度 か ら図 ってい くことにある と考 える。 それ は,鑑 賞 としての国語科教育 とい う面 を切 り
捨 てるのではな く, トー タル な人 間力 の育成 とい う こ とに言語教育 が直接的 に関わ っていると
い うことか らの,教 科構造 の再検討 とい う ことに もなる。 そ こで は,文 種 による学習 の違 いで
はな く,さ まざまな文種 を総合的 に,か つ,有 機的 に取 り入れた授業展開 となる。
近 年 の単元学習 の再興隆 や総合単元学習の提唱 は,文 種別 の読解 のみが行われ てきた国語科
の授業 に対す る再検討 を迫 るものである とい う捉 え方がで きる。それ は,昭 和 20年 代 の経験主
義教育 の 中での国語科 の単元学習 とは,そ の意味 が異 なって くる。
これか らの単元学習 を取 り入れ る方向 として,言 語経験 を積 む ことの みでな く,こ とばを獲
得す る学習 を通 して,そ の学習行為 を再構成す る ことのプ ロセスの中で,こ とばの意味 の充実
を図って い くことに意味 を見 い出 した い。
この よ うな場合 ,国 語科 の教材 は,学 習者 の学習行為 を成 立 させ るために,こ れ までの国語
科 の授業 にお けるもの よりも,さ らに重 要 な意味 を持 って くる。

4.教 材研究の意味 の変化
これ までの教材研究 は,指 導者 が学習者 に何 を教 えるか とい う,授 業 にお ける伝達の内容 の
検討・ 吟味 と学習者 の学習活動 を刺激 し起 こさせ るための発間 の準備 とい うことが,そ の大 き
な 目的 で あ った駐4。
しか し,こ れか らの教材研究 は,学 習者 の学習活動 をいかに支 えるか とい うことが その中心
とな り,そ のための授業組織・構成 を教材編成 によって行 うことが意味 を持 って くると考 える。
この こ とは,前 述 した単元学習の方向 とも通 じる ものがある。教材編成や教材構成 を行 うのに,
教材 一 つ ひ とつ を単一 的 に取 り扱 うのではな く,長 いスパ ンの授業 を見通 した 中で,各 教材 が
関連 を持 った文脈性 を有す る単元 としての意味 を持 つ方向 にある。
義務教育 の学校 での教材 は,そ の主たるもの として教科書教材 を用 いてい る。国語科 にお い
ては,小 学校 6社 ,中 学校 5社 の教科書 が出版 されて い る。 その 中で,各 社 に共通す る教材 の
数 は少ない。 その共通教材 は,文 学 の分野 の もののみで,説 明的文章や表現 においては,共 通
する教 材 はない。その ことは,教 科書教材 にお いて も,教 材数 が多数 ある とい う こ とにもなる。
この ような教科書教材 の状態 は,国 語科 における教材研究 の困難 さをも生 んで い る。
その困難 さ とは,以 下 の ことに よるもの と考 えられ る。
本来 ,教材 の違 いが学習内容 の違 い になるとい う こ とか ら,教 材 によって学習内容 が異 なっ
て こなければならない。 しか も,各 教材 の有す る学習内容 を,学 習者 の実態 を把握 し照 らし合
わせて,授 業 を行 う各指導者 が教室実態 にあ った もの として教材化 を図って いかな くてはな ら
ない。
そうなるとた とえ同 じ教材 で あって も,教 室実態の数 だけ指導 のあ り方が異 なって くるとい
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うことになる。 それ はある意味 で は当然 の ことで あるのだが,現 実 はそうではない ことが多 く
ある。指導者 は,そ れぞれの教材 に固定的 によ り添 った指導過程 や発間 を用 いた授業 を行 うこ
とが ある。 この ことの生 まれて きた要因 に,教 科書教材 とい う固定化 された教材 のイメー ジが
ある と考 える。教科書教材 は,教 材 として既 に与 えられた ものであ り,指 導者 が学習者 の実態
を見極 めて発掘 した ものではない。 そ こに,指 導者 と学習者 の教材 に対す る主体性 の欠如 が生
まれる。 この教材 に対 する主体性 の欠如 は,国 語科 の学習 にお いて も,読 む とい う ことに対す
る受動性 を生 む こととなる。
教材 が既 に与 えた ものの中にある とい うことか ら,教 材 は教室 の実態 の 中か ら生み出す とい
う ことへ の発想 の転換 が行 われた とき,指 導者 の教材研究 の意味 に変化 が生 じる。
教科書 とい う主た る教材 がある ことによって,指 導者 の教材観 の固定化 が生 じて い る今 日の
現状 か ら,学 習者 の学習行為 によつて,教 材 が生 まれる とい う教材観 を生成す る ことには,未
だ至 って いない。 これ までの教 えるた めの材料 としての教材 とい うことの意味 を,こ れか らは
学習者 の学習行為 を支 える学習材 と捉 える ことか ら,こ れか らの国語科 の授業 を考 えて行かな
くてはな らない。

5.学

.ζ

ミ
とい うことの文脈性

教育 にお いて,生 涯学習 とい う ことがいわれてい る。 それは,日 本人 の平均寿命 の伸 び とも
関 わつてはい るものの,こ れ までの学習 とい うことが,そ の多 くの部分 にお いて学校教育 のみ
に担わ されて きた ことへ の反省 で もある。学校 を卒業す る ことが「学 び」 の終了 とい う ことで
ない とす る ことか ら,生 涯 に渡 る学習 を行 う ことので きる力 の育成 が求 め られて きた。今 日
学校教育 にお いて 自己教育力 の育成 とい うことがいわれ るようになったの も,こ の ことと無関
,

係 ではない。
ここに,生 涯 に渡 る学習 とい うことの文脈性 が生 まれて くる。学 ぶ とい う ことが,学 校教育
のみに閉塞 されて きた これ までの現状 を転換 し,人 間 の一生 とい うスパ ンの中 に学 ぶ とい うこ
とが位置 づ けられ ようとして い る。
この ことは,何 も生涯教育 とい う学 びの中 に学校教育 が拡散 され る こ とではない。生涯教育
の中で,今 日の学校教育 が いかなる位置 にあ り,い かなる意味 が あるのか とい うことを,明 確
に捉 えて いかな くては,学 校教育 の焦点 がぼや けて しまう。
学校教育 には,そ の中で 自己完結す る部分 が多 くある。 また,現 実 の社会 生活 に直接的 に関
係 しない学習 もある。だか らとい って,学 校教育 に意味 がない とは言 えない。国語科 の授業 に
関 して も,例 えば,説 明的文章 におけるいわゆる典型的な説明的文章 といわれ る,問 題解決 の
順序性 と謎解 きを内容 に持 った文章 な どは,現 実の生活 の中ではほ とん ど眼 に触 れ る ことが な
い に も関わ らず,基 本的学習事項 として読解 が行 われて い るし,指 導者 にも人 気 が ある。
そ こにおいては,学 校生活 を離 れての文脈性 は,意 識 されてい ない。 しか し,そ こに学校教
育 の意味 を見 い出す ことは可能 で あるが,そ この所 に,逆 に,こ れ までの学校教育 の 自己完結
性 と閉塞性 とが象徴化 されて もい る。
学習者 一人ひ とりの これ までの学 びが,現 在 までの学 びにいかに関わ り,そ こにいか なる文
脈 が生 まれて い るのか とい う ことへ の問 いか けが,学 習者一人ひ とりに生 まれた とき,学 びの
文脈性 を獲得 す ることとなる。
その ことは,学 習 に対す る評価 とい うことに も見 る ことがで きる。今 日多 く行 われて い る評
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価 は,総 括的評価 か ら形成的評価 へ と変わ ろうとして い る。 その こと自体 は,学 習者 のプ ロセ
スの中での評価 を行 う ことになるので意味 あ ることい うことがで きる。 しか し,そ の形成的評
価 も,評価 を行 うことが 目的的 となって しまって い る ことが ある。評価 とは,評 価す る ことに
よって完結す るのではな く,評 価 それ 自体 をも学習者 の学習過程 における学習行為 の中 に位置
づ ける必要がある と考 える。それ は,学 びにおける終末 がないの と同様 に,評 価す る ことに よっ
て学習行為 が終 わ るわ けで はないか らである。 そ こに学 ぶ とい うことの文脈性 が生 まれ るので
ある。

Ⅱ。国語 科授 業研 究 の 地 平

1.戦 後 の国語科教育 における授業研究
戦後 の国語科教育 にお ける授 業研究 については,次 の ものにまとめた。
飛田多喜雄・野地潤家監修 『国語教育基本論文集成 』「00国 語科授業論
川孝士,高 木展郎編集・ 解説 ,明 治図書 ,1993年 ,全 505ペ ージ

(1)授 業研究」長谷

.

国語科授業研究 は,国 語科 とい う教 科 の教科内容 と授業 の具体物 となる教材 の内容 とが大 き
く関わって きてい る。 そのために,授 業 の一般化 とい う教育 科学 へ の方向性 には,馴 染 めない
ところが ある。
学習者 の学習活動 は,学 習者一人 ひ とりの数 だ け存在 して い る。 さらに指導者 における個人
差 は,国 語科 の授業 においては人間性 の問題 となって学習者 との関係 を作 り上 げてい る。 ここ
か らも,国 語科 の授業研究 は,科 学化 とい う方向性 には馴染 みに くい。
これ までの国語科授業研究 は,戦 後 ,教 育学 にお ける授 業研究 を,そ の内容的な支 え として
いた。 しか し,そ こには,教 科内容 としての授業研究 の切 り回はなかった と言 えよう。教育学
にお ける授 業研究 の方法 をその まま移入 し,そ れを国語科 の授業 において検証 してきたのが実
態である。
国語科 の授業 は,授 業 の構成要素 としての,学 習者・ 指導者・ 教材の有機的関係 の上 に成 立
して い るが,そ の いずれを とって も,国 語科 とい う教 科独 自の内容 を抜 きに研究す る ことはで
きない。 しか し,現 在 の ところ,そ の ような研究 の視角 は未 だ国語科授業研究 として成立 して
いない。

2.国 語科授業研究の研究領域 にお ける授業研究の位 置
国語科教育学の研究領域 註5を ,次 の ように考 えてい る。
①

国語科教育学理論研究
A。

国語教育史学

(a)近代国語教育史
(b)古典国語教育史

〈
戦前・ 戦後 〉0平 成 )
(上 古・ 中古 0中 世・ 近世 )
(明 治・ 大正・ 昭和

イ。(aXb)の 内容分類
に)理論史
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lul 実践史

い 教材史

0

学習史

(教 授史)

口.イ )0190の 領域
読解・ 読書,綴 り方・ 作文,聞 くこと・ 話す こと,文 法,文 学の歴史的研究
(C)国 語教育個体史
(d)国 語学習個体史
(e)地 方国語教育史研究 (通 史・ 特殊史)
(目 的・ 内容・ 方法・ 評価/本 質・ 意義・ 価値・ 構造・ 機能・
役割・ あり方)
B。 国語教育学原論
(a)国 語教育 の本質・ 構造・ 内容・ 方法の原理・ 原論
(b)国 語科教育課程 の原理・ 原論

(f)国 語教育学説史研究

(C)国 語 の学力論・ 評価論
(d)国 語 の学習心理・ 発達心理 の原理
￨
(e)国 語教材 の原理・ 原論
(f)国 語科学習の原理・ 原論 (学 習者論・ 学習過程論・ 学習内容論)

(0

国語科指導の原理・ 原論 (指 導者論・指導過程論・指導内容論・ ライフコース研究・
学習指導計画論・ 学習指導方法論・ 学習指導技術論)

(h)国 語科授業論
②

国語科教育実践研究

A.学 習指導の内容研究
(a)「 表現」の領域
(b)「 理解」の領域
(C)言 語事項

B.教 材研究
(a)歴 史的研究
(b)構成的研究
(C)素 材的研究
(d)指 導的研究

(教 材 の変遷・ 特質)
(教 育課程・ 教科書・ 単元・ 教材 の組織化 と位置づ け)
(作 品論・ 作家論・ 作品分析)
(教 材 と指導過程・ 指導方法 との関係)

C.授 業研究
(a)授 業過程研究 (学 習者,指 導者,教 材 との有機的な関わ りについて)
(b)授 業分析・ 実態研究
(C)指 導研究 (指 導過程・ 指導方法)
(d)学 習者研究 (学 習過程・ 学習行為)
(e)指 導者研究 (指 導行為・ 指導技術)
③ 比較国語教育学
USA・ フランス・ ドイツ・ ソビエ ト0イ ギ リス・ 中国
(今 日研究が行われているのは,上 記の国であるが,そ れは先進諸国のみであ り,他 の
国々の研究 も行われな くてはならない と考 えている。
)
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④

国語科教育 のための諸学
教育学・ 心理学・ 認知心理学・ 言語学・ 国語学・ 国文学・ 児童文学・ 漢文学・ 解釈学・
表現学・ 書道

上記のような国語科教育研究 の領域 から国語科授業研究の位置 を捉えると,実践研究 として
の位置 に重心を置 く必要があると考える。
国語科の授業 そのものの意味づ けを行 うならば,「 ①国語科教育学理論研究 B。 国語教育学
原論」を基礎 とする国語科授業論を構築 しな くてはならないが,日 々の授業の中から国語科の
授業 についての考察を行 お うとすると,「 ②国語科教育実践研究 B.教 材研究 C.授 業研究」
の項目にあげた事実 としての授業そのものをいかに捉えるか とい う実践研究を積み重ねな くて
はならないと考 える。

3.国 語科授業観形成の拠点を探ることの意味
今 日までの授業研究の歩みは,授 業分析 のためのテープンコーダーからビデオ,さ らにコン
ピユーターヘの機器 の発展 に伴 って移 り変わ ってきた ともいえよう。それによって,授 業研究
そのものが,授 業 を学習者 と指導者 の発言や表情 とい う外観可能な面からのアプローチが主に
行われ,学 習者や指導者の内面 における思いや考 えといった,日 に見えない学習活動や学習行
為 を捨象 してきた。
授業 の構成要素 としては,学 習者・ 指導者・ 学習材 (教材)の 三つがあげられる。国語科 に
おける授業研究では,こ の うち,学 習材 (教 材)の 内容論の研究 とその指導 についての研究が
比較的多 く行われてきた。 また,近 年,学 習者 を中心 とする「読 み」からの授業研究 も行われ
てきている。
上越教育大学言語系教育研究系国語 コースの研究 では,学 習者 に焦点 を当てた授業研究 を
行 ってきている註6。 そして,『 国語科教育実践場面 の研究Ⅶ』において,指 導者 に焦点を当てた
「研究カ ンファレンス」 を行ってい る。
国語科の授業研究については,平 成 5年 度 の第 85回 全国大学国語教育学会での課題研究「授
業研究の試み―研究法を中心に」でも取 り上げられ,有 沢俊太郎が「国語科教育実践研究」 と
い う立場 から整理されている註7。
教育学においては,近 年,教 師教育 とともに教師の力量形成 についての研究が行われている。
教育学 において,教 師の力量形成の研究が行われるようになってきた今 日的状況 は,こ れまで
のカリキュラム研究が,教 育内容研究の理論的構造 によって成立 してきた ものが,学 習者一人
ひとりを育 てることに学習の焦点が当てられてきた とき,そ の学習者を育 てるべ き教育 の現実
態の主たる要素 となる指導者 に焦点を当てて,教 育 とい う事実の中から教育を捉え直 そうとい
うことか ら,カ リキュラム研究から教師教育研究へ と,教育研究 のスタンスがシフ トしてきて
いるのである。学習の個別化・ 個性化 とい う角度からの教育 の転換が図られようとする今 日
授業を組織・ 構成す る指導者 としての教師註8そ のもののあり方 についての研究 は,毎 日の授業
とい う学校教育 にお ける主要な位置を担っている教師 とは何か とい うことの追究にもなる。教
育学 にお けるカリキュラム研究が,教 育 の 目的 と方向性,到 達点を規定 してい くことに対 して
学習者 の学習のあ り方を支える指導者のあり方 としての教師研究 に,教 師の力量研究が意味を
持 って くる。 それは,学 習者 としての一人ひとりの子 どもの学 びのあり方を支えるために,教
,

,
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師 はいかなるス タ ンス を取 るか とい う ことに もつ なが る。
教師 の力量形成 につ いて,山 崎準二 は,「 ライ フコース 0ア プ ローチにもとづ く教師 の力量形
成 に関す る研究」註9を 行 って い る。教師 のライフ コース研究 の 目的 を,山 崎 は次 の よ うに述 べ
ている。
教師 (こ こで は主 に小・中学校 の教師 を念頭 に置 いてい る)は ,教 師 としての専門力量 を
いか なる場 において,い かなることを契機 として,い かなる具体 内容 の もの としてそれ を自
覚 しなが ら,獲 得 してい くのであ ろうか ?一 筆者 の「教師 のライフ コース研究」の 目的 は
,

,

一貫 してその点 にある。従 って,「 教師 のライフ コー ス」それ 自体 の トー タル な解明 とい うよ
りは,あ くまで「教師 としての力量形成過程」 を解明す るとい う焦点化 された 目的 のために
「教師 のライフ コース」 を研究す るのである。
これ まで授業研究 は,そ の研究対象 としての授業 を,一 教材や一単元 とい う比較的短 いスパ
ンの中で取 り上 げてきた。学習者 の成長 と共 に,指 導者 の教師 としての変化 や成長 は,比 較的
緩 やかに形成 されてい るし,ま た,ラ イ フコースの中での あるきっかけによって も大 きな変化
や成長 をもた らす。一人 ひ とりの教師が,変 化 や成長 の拠点 をどのように捉 え自覚 してい るか
は,長 いスパ ンの授業研究 による教師 の力量形成 を見 て い くよりほかにない。国語科授業研究
にお いて も,そ の項 目の一つ として,教 師 のあ り方その ものを問 う ことを行 う ことが必要 となっ
てい るのである。
教育学 の教師研究 では,国 語科授業 の内容論 にまで立 ち入 らない こ とが多 い。一般性 の追 究
とい う角度 か ら,仕 方 のない ことで はあるが,国 語科 とい う教科 の特性 を考 えると,国 語科 の
授業 に独 自にかかわ る教 師 の姿勢 や 内容 の追究 が必要 となる。 しか しその こととは逆 に,こ れ
までの多 くの国語科授業研究 にお ける指導者 につ いての研究 では,そ の指導方法 と指導内容 の
追究 がほ とん どであった。 そ こで,国 語科授業研究 の一つの視角 として,国 語科教師 の力量形
成 についての追究 を行 いた い。
そのための研究手法 として,統 計処理 を行 わない一人 ひ と りの教師 に対す るア ンケー ト調査
が意味 を持 つ と考 える。
教育科学 へ の志向が,教 育 の科学化 とい う ことのために,そ の研究方法 に「仮説―実験 一検
証」とい うプ ロセス を通過す る ことが科学 であると,1960年 代以降,今 日まで されて きた。 そ
れ は,人 間 を対象 とす る教育学 にお いて も,普 遍 の追究方法 と考 えられた。 しか し,教 育 が学
習者 とい う「個 」 とい う人間 に回帰す る以上 ,普 遍 だけでな く特殊 をも対象 にした事例研究 を
行 う ことは,総 体 としての教育 の追究 と同時 に,個 別 の人 間 の教育 の追 究 となろう。教育 の現
実態 を明 らかにす るには,統 計的 に処理 した数値 より,生 の声 の集積 を行 う こ との方 が,事 実
をあ りの ままに捉 える ことがで きる場合 もある。
授業研究 が仮説 の検証 とい う収束化 をはか り結果 を求める研究 だけでな く,オ ープンエ ン ド
の授業研究 として,プ ロセスの中で事例研究 として授業 の現実態 を捉 えてい く研究 へ の積 み重
ねが必要 で ある。 そ こには一人 ひ とりの指導者 としての教師 としての文脈性 が存在 して い るの
である。
これ までに高本 は,国 語科教育 の立場 か ら,教 師 の力量形成 と国語科 の授業研究 との関 わ り
について考察 して きた註Ю。 そ こでは,主 に授業内容 としての学習材 (教 材 )と 授業 の組織・ 構
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成 との関係 を,指 導者 としての教師 に焦点 を当てて捉 えて きた。
国語科 の授業 を,教 師 として どの ように捉 え,ど のように考 えて い るか とい う ことが,授 業
の具現化 とい うこととどの ように関わ るのか。 それが,教 師一人ひ と りの力量 ともどの ように
関わ るのか。 その ような教師が これ までにどの ような文脈 を一人 ひ とりが辿 って きたのか。 と
い うことの追究 は,教 師 の力量形成 のあ り方 を問 う こととなる。 その ことは,教 師 の経験的

,

体験的 に裏付 けられた国語科 の授業観 を見 る こ ととなる。教師 が 自分 の授業 を意識化す る こと
によ り,授 業 を自覚的 に リフレク ト (自 省 )し て い くことは,教 師 の力量形成 に とって欠 くこ
とので きない 自己組織性 の拠点 を見 ることとなる。
一人 ひ と りの教 師 が 国語科 の授業 をどの ように対象化 し,そ の中で どのよ うな授業 を行お う
としているのか をア ンケー トに回答 す る ことに よ り, リフ レク ト (自 省 )す ることを通 した 自
覚化 を図 る ことに,教 師 の力量形成 の意味 が ある註n。

Ⅲ 。国語科授 業研 究 の 視 角
これか らの国語科 の授業 の方向性
国語科 の授業 のパ ラダイム転換 を図 るための視角 として,授 業 の構成要素 で ある学習者・ 指

1。

導者・ 学習材 とい う二つか ら考察 をする。

(1)学 習者 か ら
国語科 の授業 にお いて,こ れ まで,学 習者 は学 び手 とい う受動的な立場である ことが多 かっ
た。 それは,こ れ までの国語科 の授業 が,指 導者 の教材研究 によって準備 された解答 に収束す
るとい う授 業方法 と授業内容 ,授 業形態 であったか らで もある。
近年,学 習者主体 とい う こ とか ら,学 習者 の学 びのあ り方が重 要視 され るようになって きた。
それは,授 業 の主役の座が学 習者 とい うように言 われ 出 してか ら,授 業 にお ける学習者が,い
かに学 んで い るか とい うこ とを,そ れ まであ まりに も視野 に入れて こなか った ことに対 す る気
づ きか らで もある。
学習者主体 とい うことは,国 語科 の授業 では,例 えば生活綴方な どにも見 られ るように,こ
れ までに も多 く行われ てお り,他 の教科 の授業 に比較 するとどち らか とい うと,指 導者 に もよ
るが,比 較的早 い時期 か ら柔軟 に行 われて きて い る。
この ことは,「 子 どもの地 平」とい う ことばに も見 られ るように,学 習者 の立場や立脚点 をしっ
か りと見据 えた学習者理解 を行 お う とす る姿勢 の現 れで もあ る。
そのよ うな学習のあ り方 として,国 語科 で は,次 の よ うな具体化が図 られてきてい る。
① 調 べ た り,話 し合 った りす る授業
この「調 べ た り,話 し合 った りす る授業」 とい う学習 の主眼 は,学 習者 の学習行為 の成立 と
い う ことにある。学習者 が学習 の 目標 を持 って,主 体的 に学習 を行 うこ とは,指 導者 としての
教師がいかに学習者 の学習行為 を支 える授業 を組織・ 構成す るか とい う ことに大 きく関わ って
くる。それは,学 習者 における知識 の再生 を目標 とす る授業 ではな く,学 習者一 人ひ と りが考
える ことを核 とす る授 業 を,指 導者 としていかに作 ってい くか とい うこ とで もある。 そ こでの
国語 の学習 を通 しての国語学力 の育成 は,認識力・ 思考力・ 判断力 とい うことを目標 にす る こ
ととなる。
この授業 を組織・ 構成す るのは,あ くまで も指導者 ではあるが,学 習 の主体 を学習者 におい

/
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ておかない と,指 導者中心 の授業 になって しまう。学習者 の側 か らの授業 の方向性 は,学 習者
自身 の意識 のあ りようや態度 によって成立す るものではな く,指 導者 の側 の授業 に対 する意識
の置 き方 にその主導権 が ある。 したが って,学 習者 の主体 とい った とき,そ の背景 としての指
導者 のスタンスが常 に問われなければな らない。
そ こでの指導者 の位置 については,次 の「(2)指 導者 か ら」 の項 目の ところで述 べ る。
② 情報操作能力 の育成議2
国語科 の授業 にお いて も,物 語 や文学 ,説 明的文章 の読解 や作文 の記述 とい うこれ までの言
語能力 の内容 の育成 とい う ことだけでな く,こ れか らの時代 を生 きるための学習内容 が求 めら
れて きて い る。 その中核 となる学習内容 が,情 報化時代 の国語科教育 とい う ことになる。国語
科 の授業 にお ける情報操作能力の育成 は,コ ミュニ ケー ション としての国語能力 の育成 とい う
ことと関わ って くる。国語科 の授業 をコ ミユニ ケーシ ョンとして捉 えた とき,そ の コ ミュニ ケー
シ ョンの関係 を作 り上 げるのが,メ デ ィア とメ ッセージである。
情報操作能力 の育成 は,こ のメデ ィア とメ ッセージ とを操作す る ことので きる能力 の育成 で
もある。情報 としてのメ ッセージは,さ まざまな特徴 と機能 を持 ったメデ ィアを通 して伝達 さ
れて くる。そのメデ ィア に込 め られたメ ッセージの内容 を,情 報 としていかに収集 ,選 択 ,判
断,処 理 ,活 用す る ことがで きるようになるかが,こ れか らの情報操作能力 の育成 には求 め ら
れて くる。
この こともまた,学 習者独 自の判断 で学習 を成立 させ る ことはで きない。 そ こには指導者 の
授業組織・ 構成 が必要 となって くる。

(2)指 導者 か ら
ここまで,学 習者 か ら国語科 の授業 の方向性 を捉 えて きた。国語科 の授業 は,学 習者 自身 が
自身 の学習内容 の方向性 と展望 と見通 しを持 つ ことは,学 習 の直中 にい る学習者 には,学 習者
の発達 上なかなか難 しい。 そ こで,ど うして も指導者 の側 か ら考 えざるを得 ない。
今 日,国 語科教育学研究 にお いては,学 習者研究 が進 んで きて い る註B。 それは,国 語科 の授
業 の中核 ともなる「読む」 とい う ことの原理 を受容理論 に求 め,読 み手 としての学習者 の「読
み」 の本質 の追究 が問われて きて い る ことに見 る ことがで きる。確 かに,こ れ までの国語科 の
授業 には,学 習者 の視点 が欠 けて いた面 もあった。 しか し,前 述 した ように,授 業 に向か うス
タ ンス として学習者 重視 とい うことは必要 で あるが,学 習者 の側 か らは,国 語科 の授業 の組織・
構成 す る ことはで きないのである。 であるか ら,学 習者 主体 とい って も,授 業 を組織・ 構成 し
てい る指導者 の授業 へ のスタ ンスが問われなければな らない。
国語科教育学研究 が,そ の研究対象 を授業 の構成要素 としての学習者・ 指導者・ 教材 を研究
対象 とす るとき,そ の中で も,教 材 の内容研究 と歴史研究 にその多 くの労力 がつ ぎ込 まれてい
る現状 が ある。 しか し,教 材 に関す る ことのみに研究 の重 点 が置 かれるのではな く,授 業研究
による学習者研究 と指導者研究 とを くぐり抜 けた学習過程研究 の意味 が問われな くてはな らな
い と考 える。
国語科教育学研究 における学習者 が「読 む」 とい うことの研究 は,学 習過程研究 に寄与す る
ものであるはずだが,読 者論 や読者反応理論 ,認知心理学 を援用 した ス キーマ理論 として研究
され つつ あるものの,国 語科学習者論 としては成 立 しえてはいな い。 それは,学 習者 である一
人 ひ とりについては,実 験 を通 して個 の学習 の内容 を捉 える ことはで きて も,授 業 とい う多数
の個 の集合体 としての教室 での授業 その ものを捉 える ことが で きてい ないか らである。
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そ こで,学 習者 の学習過程 を学習者 の あ り方か ら見 るだけでな く,そ の学習過程 を作 ってい
く指導者 の側 か ら学習過程 を見 る ことに よって,国 語科授業研究 にお ける学習過程研究 を行 い
た い。
これ までの国語科授業研究 にお ける学習過程研究 は,比較的短 いスパ ンの中での学習者研究
で ある ことが多 かった。 それは,一 時間 の授業 を対象 とし,そ の一 時間 の中での学習者 の学 び
を捉 えようとす るもので あ った。
学習過程研究 として学習者 を位置 づ けた とき,学 習者 の学 びは一 時間単位 での学習 の成果 を
見 るのでは十分 ではない。実践研究 として学習者 の授業 における学習 の成果 の結果 を求 めるな
らば,一 時間の授 業 自体 を研究対象 として見 る ことは可能 である。 しか し,学 習者 の学習 を,
学習者 の学 びのあ り方 として捉 えようとするな らば,学 習 プ ロセス をスパ ン としてみることの
で きる学習 の単位 しての時間 を必要 とす る。
その学習 プ ロセス を通 して,学 習者 には学習内容 の文脈化 が 図 られてい くのである。 この学
習過程 における学習内容 の文脈 の理 解 は,一 人 ひ と りの学習者 の個 の内面 に発生する ことで あ
るが,国 語科 の授業 としては,そ れ は教室 を構成す る学習者 の数 だけ存在す る。
教室 を構成 す る学習者 の数 のだ け存 在す る個 の個別化 されて い る文脈 をつ な ぎ,授 業化 を
図 ってい くことが指導者 の授業 にお ける役割 で ある。 それは,繰 り返 しになるが,こ れ までの
知識 の伝達者 としての教師 の役割 とは,大 き く異 なる。
そ こで,指 導者 は授業 にお いていかなるス タ ンス を取 るか とい う こ とが問題 となる。 これか
らの国語科 の授業 において,国 語科教育の内容が コ ミュニ ケー ション活動 にその重点がある と
す ると,国 語科 の授業 にお ける指導者 の位置 は,学 習者 に とっての コー デ ィネー ター・ カウン
セラー・ ア ドバ イザ ー とい う役割 を果 たす者 となる。
それ は,学 習者 の学習過程 を重視 する指導者 のスタンスに通 じる。学習者 の学習 のプ ロセス
の重視 は,こ れ までの知識中心の授 業 か ら,学 びの あ り方 の追究 を行 う学習 ス タイル ヘ の転換
となる。 さらに,こ れか らの国語科 の学習 に求 め られ る学習 の共同性 を活かす授業 の組織・ 構
成 に も,指 導者 としての力量 として,学 習者間,指 導者間

(TOT)を 結 ぶ存在 としての立場 が

求 め られ,重 要視 され よう。
(教材 )か ら
これ まで にも述 べ て きた よ うに,国 語科教育学研究 にお いて,そ の研究 の中心的 な位置 に教

(3)学 習材

材 の内容論の研究がある。 それ は,物 語・ 文学や説 明的文章や作文 とい うジ ャ ンル を問 うこと
な く広 く行われ てい る。 この ことは,国 語科 の授業 にお いての教材 の位置 の重要性 を示 して い
るとい えよう。 しか し,こ れ までの国語科 の授業 にお いて教材 としての取 り上 げられ方は,一
つ一つ の単品 として取 り上 げられ る こ とが多 く,指 導者の意識 として も,単 元 としてよ りも

,

教材 とい うと,一 つ一つの教材 を対象 として考 えてい る ことが多 いのが現実 で ある。
国語科教育 において は,昭 和 20年 代 の経験主義単元学習 が広 く行 われた時期 に,国 語科独 自
の単元学習が行われた。 この単元学習 は,大 村 はまによって代表 され,今 日の国語教 育 にお い
て も継続 されてい るが,単 元学習 は戦後 の国語科 の授業 において,継 続的 に行われて きたので
はない。
戦後 の国語科 の授業 は,学 習指導要領 の歴史的変遷 の中に も認 め られ るように,時代 の 中で
の国語科 の授業 の重 点 を置 く位置 の違 い によって,学 習指導 その ものの方向性 の違 いや学習方
法,内 容 の違 い となって,授 業 として具現 されてきた。
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この ような国語科教育 にお ける授業の歴史的変遷があったにも関わ らず,国 語科 の授業 にお
ける教 材 の位置 は,今 日まで重要視 されて きて い る。 それは,あ る意味 で は当然 の ことで あ っ
て,国 語科 の授業 に教材 がなければ,授 業 が成 立 しない とい う教材 重視 の授業観 の存在 が あ っ
たか らで もある。 しか し,教 材 を教 科書教材 のイメージか ら脱却 して,学 習者 の身 の回 りにあ
る全ての言語文化 を学習材 (教 材 )と して捉 える発想 に立 つ と,こ れ までの国語科 の授業 の教
材観 が転換する。
国語科 の授業 をコ ミュニ ュケー シ ョン能力 の育成 とす ると,こ れ まで国語科 の授業 その もの
の あ り方 をも転換す る必要がある と考 える。 それ は,こ れ までの国語科 の授業 のように,教 材
文 の読解 のみに授業 の中心 を置 くので はな く,授 業 を構成 す る要素 である学習者,指 導者 ,学
習材 の相 互交流 を通 し,学 習者一人 ひ とりの認識力 ,思 考力 ,創 造力 を教室 における他者 の存
在 を通 した 自己相対化 の中か ら意味 づ けを図 ってい くことか ら,新 たな国語科 の授業 を切 り拓
くことがで きるので はないか と考 える。
繰 り返 しになるが,そ のためには,国 語科 の授業 の学習材 (教 材 )に 対す るパ ラダイムの転
換 が 図 られな くてはな らない。
国語科教育 にお いては,今 日,こ の学習材 のパ ラダイム転換 を総合単 元学習の方向 (「 教育科
学 国語教育」1994年 8月 号ヽ 495,「 自己学習力 を育 てる総合単元学習」)に 見 てい る。 その単
元学習の方向は,昭 和 20年 代 の単元学習 とは,国 語科 の授業 に対す る基本的 な考 え方や捉 え方
が異 な って い る。
この総合単元学習 における学習材 の意味 は,学 習材 の「読 み」 (読 解 )の みだけで はない学習
者 の学習行為 を授業 の中 に位置 づ けた国語科の学習 の組織・ 構成化 である。 そ こには,文 種 の
読 み取 り方の違 い による学習方法 と学習内容 の違 い よる国語科学習 とい う,こ れ までの国語科
の授業 に対 する再考 になる と考 える。
(4)授 業改革 の具現化 に向けて
今 日,小 学校 や中学校 にお いて,授 業パ ラダイム その ものが転換 され ようとしてい る ことに
ついて は,前 述 した。 しか し,そ の現実態 は,こ れ までの授 業観 が残 ってお り,授 業改革 とい
う ことには未 だ遠 いのが実状 である。
このような授業 の現実態 を改革す るために,授 業パ ラダイムの転換 が 図 られなければな らな
いが,そ のための要因 として,次 の ことが考 えられ る。
第一 に,教 師 の これ までの授 業観 の転換 である。 この ことは,教 師 の意識改革 とい う ことに
よつて問題 にされて い るが,授 業 とい うことに関 して教師 は,「 教授―学習」とい う関係 の中で
しか授業 を捉 えて い ない ことが一番 の問題 である。 その こ とは,学 習指導 における教師 の位置
とい う ことに通 じるが,こ れ までの教師観 での授業 か ら,そ の ことをまず転換す る ことが必要
である。
第二 に,教 師 の授業観転換 のために,授 業改革 をいかに行 うか とい うことが 問題 になる。授
業改革 とい うことを言 うのは容易 だが,そ の具現 に向 けての切 り口が必要 となる。今 日多 くの
学校 で授業改革 に向 けての取 り組 みが されてはい るが,そ の現実 には厳 しい ものがある。 それ
「学習指導案」
は,こ れ までの授 業観 の上 に授業改革 に取 り組 んであるか らである。その典型 を
に認 めることがで きる。
「学習指導案」 は,最 近「学習援助案」 とか「学習支援案」 と言 い換 えられ つつ ある。 しか
し,そ の中身 は,指 導者 のための指導 のシュ ミンーシ ョンで あ り,そ の多 くは学 習者 の地平の
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ものか らではないのが実状 で ある。 その ことは,教 師 の意識 の あ り方 に も問題 が あるものの

,

「学習指導案」に記述す る内容 が,指 導者 としての教師 の側 か ら授 業 を対象化 した ものであ り,
学習者 の側 か らの授業 を対 象化 した もの となって いないこ とに原因が ある と考 えられ る。 そ こ
で,授 業改革 を行 う一つの角度 として,「 学習指導案」の内容 と記述 の検討 を行 う必要がある と
考 える。
「学習指導案」 には,大 き く分 ける と二つの意味 が ある。一つ は,指 導者 自身 のためで,授
業計画 としての意味 である。 もう一 つ は,授 業参観者 のためで,授 業 の展開予定 をあ らか じめ
提 示 してお くとい うことの意味 で ある。
「学習指導案」 には,書 式 の規定 はないが,ど の「学習指導案」 に も,記 入項 目や方法 に違 い
は見 られ るものの,学 習 (指 導 )目 標 と本時 の展開 とが記述 されて い る ことが多 い。
この うち,授 業 の方向性 と指導 の内容 とを規定す る学習 (指 導)目 標 には,授 業者 としての
教師 の,そ の授業 に対す る捉 え方 と考 え方 とが表 されてい る。
そ こで,授 業改革 の具現化 に向 けて,実 際 の授業 を変 えて い くためには,こ の学習 (指 導)
日標 を再検討す る必要 が ある と考 える。
現在多 く見 られ る学習指導案 の学習 目標 の記述 には,「 〜 す る こ とがで きる。」 とい う行動 目
標 の表現 に象徴 され るよ うに,学 習者 が到達 目標 を達成 で きることを見 ようとしてい る。
「〜 す
る ことが で きる」 とい う評価 を行 うのは,指 導者 である教師 であ り,学 習者 自身の自己評価 の
視点 はそこにはない。学習内容 の伝達 による知識の獲 得 と再 生 とを 目標 に授業 を行 うな らば

,

それは有効 な 目標 となる。 しか し,学 習者一人 ひ とりの個別 の学習 目標 を考 えた場合,一人 ひ
とりの学習者 それぞれ に学習 目標 が設定 され る こ とが必要 になる。
そ こで,一 人 ひ と りの学習者 の側 か らの学習 目標 は,「 〜 す る。」 とい う学習 プ ロセスの中で
の学習行為 を位 置 づ ける日標 を設 定 した い。
この
「〜 す る。」とい う目標 の記述 は,「 〜 する。」ことによって達成 され る目標 ではな く,「 〜 す
る。」 とい う学習過程 にお ける学習行為 その ものを対象 としていることに意味 が ある。
①

学習 (指 導)目 標 の再検討

従来 ,学 習 目標 は指導 目標 として指導者 が授業 を通 して学習者 に身 につ けさせたい学力 を,
日標 として設定 した ものであった。 そ こには,授 業 の設計者 (デ ザイナー)と しての指導者 が
授業 の 目標 を設 定 してい る。 それが,学 習 目標 とい う用語 を用 い るようになって も,学 習者 の
側 か らの 目標 は考慮 されない ことが多 く,指 導者 の側 か らの 目標設定 であ り,そ の内実 はほ と
ん ど変化 してはいない。 その 目標 に設定 されて い るものは,学 習者 の学習 の到達 目標 となって
い る ことが多 い。
到達 目標 か ら学習 プロセスの 目標 ヘ
学習指導案 にお ける目標 の記述 が,「 〜 させ る。」か ら「〜す ることがで きる。」へ と指導者 が
学習 をさせ る ことか ら,学 習者 の学習 を通 しての成果 を目標 とす るように と転換 してきて い る。
②

しか し,学 習 の結果身 につ くものを学力 と捉 えると,学 習指導 の 目標 は方向目標 となって しま
う。 それ は,「 〜 す る こ とがで きる。」 とい う,学 習指導案 の 目標 の記述 と一致 してい る。
上記の ことか らもわか るように,こ れ まで実際の授 業 での 目標 を目に見 える形で記述 してあ
る学習指 導案 の学習 目標 (指 導 目標 )は,学 習 の結果 として学習者 が身 につ ける学力 を 目標 と
していた ことが わか る。 その ことは,結 果 としての学力 で あ り,学 習 のプ ロセスでのさまざま
な学習行為 を意 味 づ けるもので はない。
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学習者 の側 か らの学 ぶ 内容 の検討 と目標 の設定 を行 うことにより,学 習者 自身 に,自 己の学
習過程 にお ける学習行為 の意味 を学習 目標 として設定す る ことか ら学習 の意味 を自己対 象化
し,自 らの学 びを目的的 な もの とす る ことが必要 で あると考 える。
そ こで前述 したように,一 人 ひ とりの学習者 の側 か らの学習 目標 として 目標 を設定す るため
に,「 〜 す る。」 とい う学習過程 にお ける学習行為 を学習 目標 の中 に位置 づ ける ことので きるよ
うな記述 を行 いた い。
学習 のプ ロセスの中での 目標 には,次 の二つが考 えられ る。
И

プ ロセ スでの段階 目標

0

プ ロセスでの内容 目標

授業 においては,こ の二つの 目標 を学習者一人 ひ とりが個別 目標 として設定する こ とを通 し
て,自 己の学 びの方向性 を自覚的 に把握す る こ とがで きよう。さらに,自 己評価 を行 うにあた っ
て も,学 習者個人 が,自 分 自身 で設定 した ものであるので,学 習 目標 を自己対象化 をしやす く
なると考 える。
このプ ロセスの中での 目標 は,当 然 の こととして評価 の観点 に もなる。 また このプ ロセスの
中での 目標 の評価 は,学 習者 の学習過程 にお ける学習行為 その ものであ り,そ こに学習 目標 と
学習行為 と学習評価 との一致 を見 ることがで きる。
これ までの学習評価 は,と もす る と学習 目標 と学習行為 とが切 り放 され,評価 のための評価
となることが多 くあ った。 それ は,学 習者 自 らが 自己 の学習 のプ ロセス を リフ ンク トす る こと
な く,評価 を他者 に委ねてい るか らとい うこともで きる。 そ こにお ける自己評価 も学習行為 と
す る ことがで きるのである。 この ことは,学 習活動 には,常 に 自己評価 が表裏一体 となってい
る ことを,学 習者 自身 が 自覚 し,そ の ことに対 して自覚的な学習活動 を行 う ことが重要 となる。
この ことは,学 習行為 における相互評価 の場合 も同様 である。
これ までの国語科授業研究 の問題
これ までの国語科 における研究授業 は,そ の多 くが一 時間 のみを取 り上 げ,そ の授業 のみを

2。

対象 として授業研究 を行 つてきたのが実状 である。確 かに,教 師一人 ひ とりの力量形成 を図 る
こ とを目的 に,研 究授業 を行 う教師が,教 材選定 ;授 業計画,教材研究 ,学 習者研究 ,の すべ
てを一人 で行 う ことに,意 味 がない とはい えない。 しか し,そ の一人の教師 の労力 と努力 の結
晶が,研 究授業 を行 った一人 の教師 にしか回帰 せ ず,研究授業 の参加者 には,参加者各 自の文
脈 上 にある事柄 や 内容 しか意味 を有 しない ことの多 いのが,こ れ までの研究授 業 の一般 で はな
いだろうか。
その ことは,一 時間 とい う授業 の切 り取 りでは,研究授業 の授業者 の文脈 に,授 業 の参観者
が乗 る ことは難 しい とい う現実 を物語 ってい るのである。 その こ とは,次 の二点 が大 きな障害
となる。
∽ 授業者以外 の参観者 における学級 コ ンテクス トが不分明 な こと。
に)学 習 の流れ としてのスパ ンの中での研究授業 として切 り取 られた一 時間 と,前 後 の授業
時間 との関係 が見 えない こと。
これ まで研究授業 とい う と,模 範授業 とい う捉 え方 をす る こともあ り,「 見 せ る授 業」とい う
感覚 が強 かった。「見 せ る」ことは大変 な ことを,同 じ教師仲間 として授業参観者 は十分 に承知
して い るために,授 業 に対す る批評 を遠慮す る ことも多々 ある。教師仲間 として傷 つ けない こ
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とを同 じ職場 にい るものな らば どうして も考 えて しまう。 この よ うな状況下 における研究授業
は,ど うして も儀式的 な もの とな らぎるを得 ない。
儀式的 な授業研究 は,同 じ職場 の教師 としての仲間意識 もさる こ となが ら,事 後研究 での研
究視点 の欠如 と授業 に対す る印象批評 も,そ の大 きな原 因 と考 えられる。
研究視点の欠如 とい うことは,対 象 とする研究授 業 の参観者 が,参観者 の文脈で しか見 る こ
とをしない とい う こ とによる。 それ は,研 究授業 を行 う教室の実態 を十分 に事前 に知 る とい う
ことはで きに くいので,参観者 が 自分 の コンテクス トの中か ら研究授業 の対象 となるクラスの
学級 コ ンテクス トを判断 し,参 観者 の文脈 の 中で研究授業 を参観す る こ とによる。
研究授業 を行 うに際 し,こ の判断 の根拠 を,事 前研究 の中でで きるだけ多 く参観者 に知 って
おいて もらう ことが必要 で ある と考 える。 その こ とによって,授 業 に対 す るコンテクス トのず
れ をで きるだけ少な くす るのである。特 に,公 開 で他 の学校 の先生方 に授業 を公 開す る場合 に
は,大 切 で ある。
また,事後研究 にお ける印象批評 につ いて も,研 究授業 に対す る判断 の材料 となる根拠 をで
きるだ け情 報 として,前 もって多 く提示 してお くことによって,こ の コンテクス トのずれ も少
な くす ることがで きる。
従 って,見 せ る授業 としての研究授業 をやめることが,授 業研究 を意味 あるもの とす る一つ
の方法で もある。 そのためには,一 時間単位 の授業研究ではな く,学 習 の一連 の流れの中で,
長 いスパ ンの授業研究 を行 うべ きではないだ ろ うか。
長 いスパ ンの授業研究
長 いスパ ンの授業研究 とは,一 時間 の授業 のみ を対象化 して授業研究 を行 うのではな く,一

3。

連 の授業 の流れ,学 習者 や指導者 ,そ して学習材 が授業 とい うものに対 して どの ように有機的
に関わ ってい くのか とい うこ とを,長 い期間 に渡 り総合的 に研究 しようとす るもので ある註M。
これ までの授業研究では,授 業 の構成要素 を分節 し,分 析 を行 うことこそ授 業研究 で ある と
してきた。 それは,確 かに授業 とい う複雑 かつさまざまな事柄や要素が関わ り合 って成立 して
い る授業 を整理 し,分 節・ 分析す る こ とによって,授 業 の内実 が見 えて くるように もなる。 し
か し,授 業 を総合的なダイナ ミズムの中 に存在す るもの と捉 えると,こ れ までの授業 を整理 し
分節・ 分析す ることのみでな く,授 業 を構成 して い る各要素 の総合的かつ相補的な関わ りを捉
える こ とも授業研究 の一つの視角 として必要 で あると考 える。
そ こで,授 業 を構成 する一番大 きな要素 の まとま りとして,学 習者,指 導者,学 習材 とい う
三つ の要素 を核 として,学 習者 の学習行為 を長 いスパ ンの中で捉 える授業研究 を行 って い きた
い。

三つの要素は,次 の内容から捉えたい。
(1)学 習者研究 一 ①長い期間の学習者研究

・学級・学校)
(学 習による成長の記録)(個 人
6年 間 中学校 3年 間
②学習過程研究
121 指導者研究 ― ①教師のライフコース研究
②個体史研究
③一つの学校を構成する教師の力量研究 (教 科,学 年,学 校全体)
④指導過程研究
小学校
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(3)学 習材研究 二 ①教材 の内容研究
②教材編成・ 教材構成 のための研究 (単 元・ 学期・ 年間)
さらに,授 業研究 として,こ の学習者研究,指 導者研究,学 習材研究 を有機的に関係づ ける
ものとして,授 業過程研究 を位置づ けたい。

4.授 業研究における指導者研究の位置
授業研究の視点 を,授 業の構成要素 としての学習者・ 指導者・ 学習材 のどこに重点が置かれ
ているか とい うことからその研究を見 ると,国 語科教育 では,こ れまで学習材 (教 材)研究が
その主要な位置 を占めてきた。教材研究 といえば学習材 (教 材)の 内容 の研究であると捉えら
れてきた。 それ と同時 に,そ の教材 をどのような手順で指導するか とい う指導過程の研究 も多
く行われてきた。 この教材研究 と指導過程研究が,こ れまでの国語科 における授業研究 の最 も
大 きな位置を占めてきた とい うことができる。
外山滋比古『修辞的残像』 (垂 水書房,1961年 )に よって,第 二次世界大戦敗戦後 の日本 の国
語教育 に読者論が「読む」 とい うことに関わって問題 となった。 しかし,こ の時点での読者論
は,読 むとい う行為 として国語科の授業 には取 り入れられなかった。例 えばそれは,1960年 代
の国語科教育 は,輿水実の提唱す る「基本的指導過程」 に代表 されるように,指 導過程 に授業
研究 の視点があてられていたからである。
HoR.ヤ ウス『挑発 としての文学史』 (岩 波書店,1976年 )や ロラン 0ノ シレト『物語 の構造分
析』 (み すず書房,1979年),W.イ ーザー『行為 としての読書』 (岩 波書店,1982年 )に よって,
日本 に読者論が導入 され,国 語科教育 においても,関 口安義 『国語教育 と読者論』 (明 治図書,
1986年 )が 読者論 を取 り入れた。読者論 は「読む」 と言 うことと関わって,文 学や文学教育 に
おいて,作 品 と読者 との対話 とい う「読む」行為 としての問題が提示された。
ここにおいて,国 語科の授業 にそれまで指導 とい う名の下 における指導者中心の読 みから
,

学習者中心の読 みを問 うようにシフ トしてきた。
それまでの国語科の授業研究の中心 は,作 家論や解釈学 とい う文学研究を基 にした教材 の内
容研究が多 く行われていた。 そ こには,授 業前 の教師の下調べ的な意味があ り,授 業 は指導者
の事前の教材研究 の範囲の中に収束 していたのである。 そ こでの教師の力量 は,教 材研究の質
によって力量の内容が問われていたのである。
国語科教育 においては,読 者論 を取 り入れることによ り,一 人ひとりの読み手 としての学習
者 に着目するようになってきた。 そ こか ら国語科教育 にお ける授業研究での学習者論が,読 者
の「読 み」 とい うことを問うことから,学 習者一人ひとりの読 みを尊重することをい うように
なり,そ こから学習者研究が注目され,そ の学習者の学びのあり方の追究 とい うことで学習過
程研究が行われるようになってきている。
教育学 においても,学 習過程研究が 1980年 代後半から再注目されてきた。それまでの授業が
指導者 の意図的な授業である との批判 から,授 業 の主体 である学習者 の学びのあり方 そのもの
の追究を行 お うとしたのである。授業研究の視点 を,教 育科学 としての分析から,学 習者 の学
びの意味 の追究 にシフ トしたところから,授 業 を再検討することを行 お うとした。
さらに,「 新 しい学力観」の問題が提起 され,そ れが授業 における学習者 と指導者 との関係 を
再検討す るためのきっかけとなった。 しかし,「 新 しい学力観」 には,さ まざまな解釈があり,
授業の現実態 として,学 習者主体があまりにも強調 されたために,授 業 における指導者 の役割

授業パ ラダイム転換期 における国語科授業研究 の視角

17

を排除す ることが,学 習者 主体 の授業 で ある とい う取 り違 い も起 こって きてい る。例 えば,「 教
師 の い る自習」 とい う こ とな どは,そ の ことを象徴的 に物語 って い る。
学習者論 は,一 人 ひ とり学習者 の個 を大切 にす るとい うことか ら,個 別化・ 個性化教育 が い
われ出 した ときか ら,明 治以降 の近代 日本 の教育 の中での学習者 と指導者 と教材 との関係 を問
い直す きっか けになった。 それ までの教育 が,あ まりにも指導者 中心 の授業 で あった とい う こ
とに対 す る反省 は,逆 に指導者 の位置 と意味 を全面 的 に否定す る こ ととなって しまつたのであ
る。学習者主体 の授業 にお いて,「 子 どもの地平 か ら」とい う ときの授業 は,指 導者 が学習者 の
地平 を共 有す る ことで あ り,学 習者 のみの学習 ではないので ある。学習者 主体 とい うときの授
業 では,確 かに学習者 の「読 み」 を主体 に授業 を考 えてはい るもの,そ の授業 の 中 に指導者 の
存在 な くしては,授 業 として成立 してはいかない こ とを再確認す る ことが,今 日,必 要 となっ
て きて い る。
国語科教育 にお ける今 日の学習者中心 の授業論 は,上 記の,国 語科教育 における読者論 か ら
の学習者論 ,教育学 にお ける学習過程研究 ,「 新 しい学力観」における授業改革 の三つの教育思
潮 の中 に生 まれて きて い る。
このような教育状況 の中で,指 導者 の位置 と意味 の再検討 を行わ なければな らない と考 える。
確 かに,今 日までの 日本 の教育 にお ける指導者 の位置 と意味 は,授 業 とい う学習活動 にお いて,
本来 な らば学習者 が 中心 であるべ きところにも関 わ らず,そ の中心的 な存在 で あった。 その こ
とに対 す る問 い直 しと見直 しは,意 味 の ある ことで はあるが,逆 に,指 導者 の い ない学習 が優
れた授 業 で あるとい う現象 も出て きて い る。 そのような授業 にお ける指導者 の存在 の意味 は,
い つたい どこにあるのだろうか。
その ような授業 に対 しての限界性 を指摘 した上 で,授 業 における指導者 の位置 と意味 とを

,

再度考 えてい く必要 が ある。
授業研究 の視点 を これ までの ように学習者 にお いた とき,授 業事実 としての学習者 の学 びの
あ り方 は,'学 習者 の数 だけ存在す る。 さらに,そ れ は授業 を行 って い る教室 の数 だけ事実 が あ
り,そ の授業一つ一つが独 自の意味 を有 しつつ,異 なって い るのである。 そ こに,学 習者研究
の限界性 が ある。教室 の数,学 習者 の数だけ学習の意 味 が異 なってい るものを,一 般化 して捉
える ことはで きない。
教室 の違 い による授業 の違 いの大 きな要素 として,指 導者 の授業 にお ける力量 の違 いが ある。
この教師 の力量 とい うこ とを角度 として授業研究 を行 うことに よって,学 習指導 における教師
の意味 の再検討 を行 いた い。 それ は,「 教授一学習」とい う関係の中での教師論でな く,学 習 の
個別化・ 個性化 の中 にあっての指導者論 の検討 とい うことになる。
この ことは,国 語科授業研究 か らい うと,一 つ一つの教材研究 の質 を問 うのではな く,教 材
内容 の研究 に,読 者論 を踏 まえての学習者研究 を通 し,授 業 の組織・構成 を指導者 が いか に図 っ
て い るか とい う ことを対象化す る研究 の確立 である。
これ までの授業研究 は,授 業 の構成要素 で ある,学 習者 ,指 導者 ,学 習材 (教材 )を 個別 に
切 り放 して捉 えようとして きた。 この授業 の構成要素 を有機的 に結 びつ けた形での授業研究 を
行わなければ,今 日の授 業改革 へ の道筋が つか な くなる。
これ まで授業研究 は授業 の構成要素 を切 り放 した形 で研究す る ことに よ り整理 し,そ の内実
を捉 えることがで きた。 しか し,こ れか らの授業 を考 えるとき,こ の構成要素 の有機的関係 の
内実 を捉 えない限 りは,総 合的 な授業研究 にはな らない と考 える。
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その ことは,教 材内容 の研究 とい うことを くぐり抜 け,さ らに,学 習者研究 とい う ことを く
ぐり抜 けた ときに,指 導者研究 が新 たな意味 を持 って くる と考 える。 これか らの指導者研究 の
水準 は,ま さにこの点 にある と言 えよう。
この指導者研究 は,こ れ までの一人 の指導者研究 のみでな く,授 業研究 として学校全体 の指
導者 の関 わ りや,学 習材 (教 材 )研 究時 における指導者 の共同性 の意味 の追究 も必要な研究対
象 となる。 それは,指 導者 が一人 で学習材 (教 材 )研 究す る ことよ りも,共 同で学習材 (教 材 )
研究す る ことによ り,読 み手 としての学習者 の多様 な読 みをシュ ミレー トす る ことがで きる と
い う学習者研究 の角度 か らの授 業研究 に も通 じるのである。
授業研究 における指導者研究 の位置 は,こ れ までの授業研究 で取 り上 げられて きた学習材 (教
材 )の 研究や学習者研究 を,有 機的 な関係 として結 びつ ける働 きをす るものである と考 える。
5。

授業研究サイクルの確立

授業研究 は,こ れ までの多 くは一 時間単位 の研究授業 を主 として対象 にして きた。長 くとも
教材単位 の全授業記録 とい う形 で あ った護馬。 そ こで は,そ の授業 のための事前研究 として どの
よ うな ことが行われ,何 を研究授業 の対象 として考 えて い るか とい うことの検討 が ない ままに
,

研究授業 として授業実践 が行 われ る ことが多 くあ ったの も事実である。 それ は,研 究授業 のた
めの研究授業 とい うことがで きる。
前述 したが,教 師一人 ひ と りの力量形成 のためだ けな らば,一 時間単位 の研究授業 も,そ れ
はそれで意味 の ある ことで あ る。 しか し,授 業改造 や授業改善 のために行 う授 業研究 であるな
らば,研 究 の 目的が達成 で きるための条件整備 をいかに行 うか とい う観点 か ら,授 業研究 その
もののあ り方の転換 を図 らな くてはな らない。
これ までの授業研究 は,公 開 された授業 を観 るとい う形の ものが多 かった。授業 は授業 とし
て成立す るまでのプ ロセ スの 中 に,授 業 のた めのさまざまな要 因 と要素 とが トー タル に込 め ら
れてい る。 そのプ ロセスの中 に込 め られて い る要 因 と要素 とを文節的・ 分析的 に抽出す るので
はな く,一 連 の授業研究 として総合的 に捉 えてい く中か ら,授 業 のあ り方 を考察す る ことを行
いた い。
さらに,こ れ までの授業研究 で は,そ の研究対象 を研究授業 と事後研究 に求 めてきた。 そ こ
では,授 業者 の反省 も参観者 の反省 も印象批評 的 な ものであ り,対 象 とす る授 業 の中か ら何 を
研究対象 とす るか とい うことが明確 でない場合 が多 かった。
そこで,研 究授業 の授業者 が,研 究授業 をどの ような考 えで,ど の ような手順 を踏 みなが ら
どの ように組織・ 構成 してい くか とい う ことを通 して,研 究授業 の参観者 もまた授業者 と同 じ
視角 を持 って,研 究授業 に臨 む構 えを作 ってお くことが必要 で ある と考 える。
事前研究 によって,授 業者 も参観者 も対象 とす る授業 に対 して,共 同 して,学 習者 の側 か ら
の授業 の考察,指 導者 の側 か らの授業 の考察,学 習材 の内容 の検討 と学習 の内容等 の授業 シュ
ミレー シ ョンを も含 めての授業 の予想 と見通 しを行 ってお く。 その ことを通 して,対 象 となる
授業 への視点 の養成 を図 ってお くことが必要 であると考 える。
事前研究 での授業 に対す る視点 をもとに,研 究授業 での授業 の観点 は絞 られ る。研究授業 を
見 るとき,事 前研究 で事前 に獲得 された学習者・ 指導者・ 学習材 とい う構成要素 と,授 業 のプ
ロセスの中で有機的 に関係 づ けられ る学習者 の学習行為 を,情 報 として収集・ 選択 をして い く
ことに意味 が ある。研究授業 を見ての印象批評 は,そ れが授業 の核心 を突 いてい る こともある。
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しか し,研 究授業 とい う目的的な授業 においては,授 業 の観点 を絞 り込み,授 業 その ものを学
習者 の学習行為 を核 に対象化 してみる ことが,授 業改革・ 授 業改善 につ なが る。
この ような事前研究 とつ なが りのある研究授 業 を通 して,事 後研究 は意味 のあるもの となる。
事後研究 で検討す る ことは,研 究授業 での授業内容 へ の反省ではな く,研 究授業 での情報 の
処理・ 活用 を通 して,授 業 の再構成 を行 う ことにある。授業 の再構成 には,授 業 の吟味 による
意味 づ けが行われなければな らない。 それは,研 究授業 自体 が いかなる意味 を持 つのか とい う
ことの定義 づ けになる。
この「事前研究 →研究授業 →事後研究」 のサイクルによって,こ れ までの研究授業中心 の授
業研究 か ら,授 業研究 その ものを転換 しな くてはな らない と考 える。
さらに,上 記 の「事前研究→研究授業 →事後研究」 のサイクルの繰 り返 しによるオ ープンエ
ン ドの授業過程研究 が,長 いスパ ンを見通 しての学校教育 の中で,意 味 を持 つ。
オープ ンエ ン ドの授業過程研究 とは,授 業研究 を行 うにあたって「仮説」 を立て,そ の「仮
説」 の「検証」のために授 業研究 を行 う こ とで はな く,授 業の プロセス その ものを追究 し,そ
の意味 を明 らかにす る ことで,「 仮説」を立 てず に授業 のプ ロセスの中か ら授 業 の意味 を考察 し
てい く方法の ことで ある。 そ こに,授 業研究 にお ける授 業過程研究 の意味 が存在す る。
このオープンエ ン ドの授業過程研究では,「 事前研究 →研究授業 →事後研究」のサイクルの中
で,長 いスパ ンの授業過程 の研究 とい う通時的な流れの中で,共 時的 な時点 での意味 を見 い出
す ことに意味 が ある。授 業研究 その ものが,授 業 に対す る意味 づ けのための研究 とい う面が強
くあるため,通 時制 と共時性 の 中 にその意味 を見 い出す,と い う こ とに授業過程研究 の一つの
側面 が あるか らである。
6。

授業研究 の方法

授業研究 では,対 象 とす る授業 の記録 が意味 を持 って い る。 これ までの授業研究史 で もこの
記録 の方法 によっての研究 の方法 が変わ って きて い る。1960年 代 の重松鷹泰註Юの研究 は
ー

,テ

プンコー ダー に よるもので あるし,今 日の授業研究 にお いては コンピュー タを使用す る授業研
究 の開拓 も行われ始 めてい る証r。
授業研究 が授業 の意味 を追究す る とい うことを行 う研究である以上 ,授 業記録 の方法 によっ
て,そ の研究 が規定 されて しまう ことはい うまで もない。 そこで授業研究 においては,授 業記
録 を含 めた記録 が意味 を持 って くるのである。
授業の記録性 とい うことか ら,今 日の授業記録 では,こ れ までテープンコー ダー によって多
く行われ て きたプ ロ トコール は,今 日で もその記録性 とい う ことか ら意味 も持 ってい る と考 え
る。さらに学習者 と指導者 との授業 にお ける表情 や態度 ,様 子の記録 とい うことか ら,VTRを
もとにした授業研究 が行われ るようになって きてぃ る饉ド。しか し,VTRに よる授業研究 は,画
面 に切 り取 られた枠 の中の教室実態 しか写 ってい ない とい う ことを 自覚 しておかな くてはな ら
ない。
授業記録 としてのプ ロ トコール と VTRが ,外 在化 された記録 とす ると,授業者 と学習者 の内
省 の記録 も意味 を持 つ。藤 岡信勝 のス トップモー ションによる授業研究 では,こ の内在化 した
授業者の授業時 における思 いや考 えを VTRを 止 めることによ り検討す る とい う ことを行 って
い る。 この ことは稲垣 忠彦 の授業 カンフ ァレンスでの授業後 に行 う VTRを 見 ての集団討議 で
も同様 である。
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しか し,前 述 をした よ うに,VTRを 見 ての授業研究 は,VTRの 画面上 に現 れた限 りでの授
業内容 であ り,撮 影者の フ ォーカス し切 り取 った教室空間 の範囲 の もので ある。 したがって

,

それのみをもって指導者 の授業 に対 す る文脈 や学習者一人 ひ と りの学習 の文脈 を跡 づ ける こと
はで きない。
そ こで,授 業者 と学習者一人 ひ とりが授業 を各 自の記録 (ノ ー トによる記録 が有効 と考 える)
をもとに,学 習者 は各人 の学 びのあ り方 を,授 業者 は授業のあ り方 を,リ フ レク トす る こ とに
よって,授 業 その もの を再構成す る ことに よって吟味 し,授 業 の意味 を考察す る ことを授 業研
究 の一つの方法 として行 いた い。
これ まで授業研究 は,日 々の授業実践 とはその性格 に違 いが あった。授業研究が授業改造・
授業改革 をその大 きな 目標 としてい るのに対 し,授 業実践 は,毎 日の授業 その ものである。 そ
の授業実践 には,学 習者 にいか に学習 を成立 させ るか とい う ことに焦点 が 当 て られ,授 業 をい
かなる 目的 にお いて行 い どの ような方向 を目指 してい るか とい うことに対す る視点 はない。 そ
れ は,授 業改造・ 授業改革 とい う ことを志向 しない授業 だか らである。
授業研究 としての リフレク シ ョンは,学 習者 と指導者 が ともに,授 業 とい う事実 に焦点 を当
て,授 業 に関わ る一人 ひ とりの コ ンテクス トの 中か ら授業 その ものを,学 習行為 として対象化
す る ことがで きる。 それは,授 業実践 と授業研究 との乖離 を埋 める ことので きる授業研究 とな
る と考 える。
さらに,こ れ までの授業研究 の多 くは,授 業 の性質上 ,一 人の指 導者 の授業 を対象 にして い
る。授業 とい う学校教育 の中での位置 を考 えるな らば,学 校 とい う単位 での授業 を授 業研究 の
対象 とす る ことも考 えた い。 それ は,一 つの学校 とい う単位での授業研究 であ り,そ の学校 を
構成 す る指導者 と学習者 とい う集団での授業研究 で ある。
その ことについて高木 は,こ れ まで 中学校 の国語科 での授業研究 と小学校 での授業研究 を共
同研究 として行 って きた誰
19。

そ こでの授業研究 の要因 をまとめると,同 一学校 であることによる学習者 理解 と,学 習者 の
成長 に合 わせて,学 習者 の学習行為 を,長 いスパ ンの中でその成長 を支 える ことので きる体制
が必要 であるとい うことが わかった。 さらに,同 僚教師間 の意思 の疎通 や学習者 に対す る姿勢
のあ り方,学 習者 へ の関わ りとい う指導者 にお ける学習者理解の一致 とい う ことに よって も
,

授業研究 その もののあ り方 が規定 されていた。
この ような,学 校単位 での継続的 な授業研究 こそ,こ れか らの国語科授業研究 に新 たな視角
を生 む もの となる と考 える。
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