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高等学校国語科「読むこと」において思考を深める指導に関する研究 

－リテラチャー・サークルの手法を取り入れた学習活動を通して－ 

 

                        山口県立高森高等学校 教諭 國居 朋子 

 

１ 研究の意図 

  (1) 研究の背景 

「高等学校学習指導要領解説 国語編」(平成22年)では、思考力や想像力を伸ばすことが国

語科の目標の中に示されており、このことは人間形成の上でも必要不可欠であると述べられて

いる。さらに、考えを深めることにつながる活動として、書き手のものの見方、感じ方、考え

方に触れ、それについて批評することなどが挙げられている。 

また、中央教育審議会答申(平成28年)では、「対象と言葉、言葉と言葉の関係」を、「言葉の

意味、働き、使い方等に着目して捉え、その関係性を問い直して意味付けること」＊１を通し

て思いや考えを深めることが、国語科における重要な学びであるとされている。一方で、高等

学校国語科の授業においては、教材への依存度が高いという問題点とともに、文章の内容や表

現の仕方を評価し目的に応じて適切に活用することなどが課題として挙げられている。 

  (2) 研究テーマ設定の理由 

原籍校における授業の実態を振り返ってみると、教材文に何が書かれているのかという内容

の読み取りに終始し、文章構成や表現形式にまで目を向けて読解指導を行うことが少ないとい

う状態が見られる。そのため、生徒は、特に論理的な文章について内容の難解さを前に、書き

手の論の運びについて自分の考えをもつという学習段階に到達していないという現状がある。 

そこで、思考を深めるための手段として、リテラチャー・サークルの手法に着目した。リテ

ラチャー・サークルとは、数人で集まって本を読み、考えたことを話し合うというものであ

る。この手法を読書指導に取り入れた足立(2013)により、手順は次のようにまとめられてい

る。まず、生徒はグループごとに自分の読む役割（表１）を決める。この役割は、優れた読者

が行っているとされる本の読み方である。次

に、グループで決めた範囲をそれぞれ自分の

役割に基づいて読む。そして、読んで考えた

ことをグループで話し合う。以上の流れを何

回か繰り返して、１冊の本を読み切る。繰り

返しながら、生徒は、毎回違う役割の読みを

行う。さらに、グループで話し合ったことを

クラスに紹介する。このような形態のリテラ

チャー・サークルは、グループ内での読みを

豊かにする手法として有効性が実証されてい

る。また、山元(2014)は、教師や教科書では

なく読者反応中心の話合いが実現するとし

て、リテラチャー・サークルの意義を、教材の情報を引き出すだけではなく、叙述の細部の検

討に向かう読みを促すことにあるとしている。 

どのグループにも必ず置き

たい役割 

本やグループによっては置

きたい役割 

コネクター 

（自分とのつながりを見つ

ける） 

サマライザー 

（要約をする） 

クエスチョナー 

（疑問を見つける） 

リサーチャー 

（作者、テーマなどを研究

する） 

リテラリー・ルミナリー 

（優れた表現などに光を当

てる） 

ワード・ウィザード／ボ

キャブラリー・エンリッ

チャー 

（特別な語を取り上げる） 

イラストレーター 

（浮かんだ情景などを絵に

する） 

シーン・セッター／パッ

セージ・マスター 

（場面、段落の特徴をとら

える） 

表１ リテラチャー・サークルの役割＊２ 



- 26 - 

 

 

 

思考の深まり 

 

リテラチャー・サークル 

 

文章と出会う 

 

文章を 

理解する 

 

文章の 

書き方が 

よいか考える 

初読 解釈 批評 

図１ 単元の基本構造 

本研究では、論理的な文章を読むときに適合する読み方を考案し、役割として据え、グルー

プで対話する授業形態をつくり出す。そうすることで、生徒は文章の細部に目を向け、文章構

成や表現形式に着目しながら吟味して読むことができると考える。さらに、考案した読み方が

批評の着眼点につながるものであれば、情報を読み取るだけでなく、自分の考えを構築するこ

とができるはずである。リテラチャー・サークルを行い、文章構成や表現形式について分析、

考察し、その価値を判じる学習活動である批評につなげることで、思考の深まりがもたらされ

ると考える。 

  (3) 研究の仮説 

   以上のことを踏まえ、研究の仮説を「高等学校国語科の『読むこと』の学習指導において、

リテラチャー・サークルの手法を取り入れて、論理的な文章を読むときの方法を明確にした対

話的な学びを行うことにより、生徒は文章を批評する力を身に付けることができ、思考を深め

ることができる」とし、授業実践を通して検証を行うこととした。 

 

２ 研究の内容 

 (1) 本研究における「思考を深めること」 

本研究では、思考を深めることを、「文章を批評する活動を通して得た新しい考えを相互に

結び付け、一つの考えとして再構築すること」と定義する。 

(2) 批評する対象 

本研究では、批評する対象を、文章構成や表現形式とする。そして、「内容を伝えるものと

して、文章構成や表現形式がよいか」ということについて考える学習活動を行う。 

 (3) リテラチャー・サークルの手法の取り入れ方 

ア 読みの段階に沿った取り入れ方 

文章を読むという行為を、「初読」「解釈」「批

評」の段階に分けて捉え、これらの段階に沿って

一単元の流れを構想する（図１）。初読を一次と

し、語句に気を付けながら教材文の内容を知るこ

とから始める。二次の解釈の段階では、文章の内

容と併せて、文章構成や表現形式に目を向けなが

ら文章を理解することをめざす。三次の批評の段

階では、内容を伝えるために分かりやすい文章構

成や表現形式を取っているか、ということについ

て自分で判断し、批評を行う。単元の狙いや教材の特性に応じて、第１回授業実践では批評

の段階に、第２回授業実践では解釈及び批評の段階にリテラチャー・サークルの手法を取り

入れる。 

イ 論理的な文章を読むときの方法の設定 

先行研究は文学的な文章を対象として行われ、役割が紹介されている（表１）。これを参

考にして、本研究では、論理的な文章を読むときの役割を考案した（表２）。なお、「役割」

はグループで話し合うときのものであるが、本研究ではこれを文章にアプローチするための

ものと位置付け、「読むときの方法」とした。考案した六つは、生徒がいずれ別の文章を読

み、考えるときに、これらを応用して読めるようになることを期待し、論理的な文章を読む
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結論中の重要語句に効果が

ないと判断した立場 

結論中の重要語句に効果が

あると判断した立場 

問題提起と結論に一貫性が

ないと判断した立場 

問題提起と結論に一貫性が

あると判断した立場 

ときの目の付けどころとして基本的なものを取り上げた。読むときの方法は、リテラ

チャー・サークルに慣れていない当初は授業者等によって与えられるものだが、繰り返し行

ううちに、一つの方法に縛られず役割を超えて複合的な目で読むようになることや、他の本

を読むときに無意識的に方法に基づいて読むことも予測される。 

考案に際しては、教材のもつ特性に留意した。第１回授業実践については、生徒にとって

初めての学習形態であることを踏まえ、読むときの方法の数を少なくして、意見の対立を生

むことにつながるような方法にすることで、学習活動に取り組みやすくした。 

 

 第１回授業実践 第２回授業実践 

教材名 問われる「身体」の生命（教育出版社） 〈私〉はどこへ行く？（教育出版社） 

教材の特性 

・前半部分は現状についての説明である 

・文章の後半部分に問題提起がある 

・後半部分の読み取りに注意が必要である 

・文章構成が把握しやすい 

・全文を貫く具体例が印象的である 

・同意表現と対比が効果的に用いられている 

読むときの方法 

・問題提起と結論の一貫性を考える 

・結論中の重要語句の効果を考える 

 

・意味段落のまとまりを考える 

・同意表現について考える 

・具体例について考える 

・対比について考える 

参考にした役割 

シーン・セッター、ワード・ウィザード サマライザー、イラストレーター、シーン・

セッター／パッセージ・マスター、リテラ

リー・ルミナリー 

ウ 対話的な学びの設定 

授業実践では、４人のグループを組み、

読むときの方法に基づいた対話活動を行う

こととした。 

第１回授業実践では、まず二つの読むと

きの方法に基づいて読み、生徒が個別に論

の一貫性と語句の効果について判断する学

習活動を行う。その後、四つの異なった立

場がなるべく揃うように配慮してグループ

を組む（図２）。ただし、あくまで各自の

判断に基づいた立場を取らせるため、全て

の立場が揃わないグループもできる可能性があ

る。その場合には、立場の不足を補うため、グ

ループ活動の後に、授業者が数人を指名し、クラ

ス全体での発表を行い、全ての立場の意見を取り

入れることができるようにする。 

グループでの対話活動では、紙上討論用紙とし

て拡大した教材文を４人が囲み、考えたことを書

き込みながら話合いを進める（図３）。このこと

で、思考が可視化され、話合いの焦点を４人が共

有することを狙った。 

このように、二つの方法に基づいて本文につい

て判断し、立場が対立する者同士で対話を行うこ

とにより、異なる視点での考えを吸収することができるようにした。 

表２ 考案した論理的な文章を読むときの方法 

図２ 第１回授業実践での対話活動 

図３ 紙上討論用紙 
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第２回授業実践では、読むときの方法が四

つあるため、４人のグループで一人一つずつ

方法を分担する。解釈の段階で２回、批評の

段階で２回、対話活動を行い、合計４回の対

話活動で全員が四つの方法を１回ずつ担当で

きるように、分担を変えながら進める（図

４）。そして、解釈の段階から批評の段階に

かけて読みを進めるため、それに伴って、読

むときの方法を「見付ける」ための方法から

「考える」ための方法に変える。 

第２回授業実践で用いる読むときの方法

は、教材文の一部だけではなく、はじめから

終わりを通して読むときに活用できるもので

あるため、文章全体を一覧できるように、教

材全文を１枚のプリントにまとめて配付する

ことにした。対話活動の時には、生徒は自分

のプリントを持ち寄り、新しく気付いたこと

を各自が書き込みながら進める。 

このように、二つの読みの段階にわたって

対話活動を設定することにより、生徒一人ひとりが、読み、考えるという流れを一貫して体

験できるようにした。また、考えを話す担当者が毎回変わることで、読むときの方法一つに

つき、複数の考えがグループ内で共有されるようにした。 

 (4) 第１回授業実践 

  ア 授業の概要 

原籍校の第３学年（40人）に対し、現代文Ｂの教科書教材を用いて授業を実施した。 

(ｱ) 教材の要旨及び特性 

教材文「問われる『身体』の生命」は、1992年脳死判定と臓器移植についての国による

答申が出された直後に書かれ、新聞に掲載された文章である。読者に投げ掛けた問題は、

短絡的に答えが出るようなものではなく、医療技術の進歩と死の判定の関係をめぐる生命

倫理につながる問題提起がなされている。読者である生徒の心の中にも、さまざまな問題

を想起させる教材である。 

全文は形式段落で10段落分と短い文章であるが、文章構成に特徴をもつ。脳死に関わる

現状、筆者が指摘する問題提起、結論の順で論が展開されているが、問題提起の段落が後

半に位置付けられているため、前半部分と後半部分とのつながりを読み取ることが難し

い。生徒の初読後の感想を見ても、後半の、特に最終段落の内容に不足があるという指摘

が目立った。中には、最終段落中に出現する「不死性」という語への違和感をもつ生徒も

いた。 

(ｲ) 単元の指導計画 

本授業実践では、表３に示すとおりに単元の流れを計画した。 

 

図４ 第２回授業実践での対話活動 

解釈の段階 

対比を見付ける 具体例を見付ける 

同意表現を見付ける 意味段落のまとまりを見付ける 

批評の段階 

対比を用いた意図を考える 具体例を用いた意図を考える 

同意表現を基にして

文章構成を考える 

意味段落のまとまりを基にして

文章構成を考える 
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単元の狙い 文章を読んで、構成、展開、要旨などを的確にとらえ、その論理性を評価する。 

単元の流れ 時間 学習内容 

一次 

【初読】 
１時間目 

本文を通読し、「筆者が述べている結論は、読者を納得させるに足るものか」というテー

マで初読後の感想を書く。 

二次 

【解釈】 

２時間目 本文内容、文章構成及び表現形式を大まかにつかむ。 

３時間目 本文内容、文章構成及び表現形式を詳細につかみ、クラス全体で確認する。 

三次 

【批評】 

４時間目 

学習内容・学習活動 指導上の工夫点や留意点 

１ 前時に読み取った本文の内容、文章構

成及び表現形式をクラス全体で確認す

る。   

２ 二つの学習課題に取り組む。【個人】 

 

 

 

 

 

 

 

 

○内容、文章構成及び表現形式について、

授業者と生徒の間で応答を繰り返しなが

ら確認を行う。 

 

 

 

 

○机間指導を行い、読み取りと考えをもつ

ことが困難な生徒については、周囲の生

徒同士で質問し合ったり話し合ったりし

ながら進めてよいことを伝える。 

○ワークシートを回収し、個々が学習課題

についてどう判断しているかを把握す

る。その上で次時のグループ分けを決め

ておく。 

５時間目 

学習内容・学習活動 指導上の工夫点や留意点 
１ 前時に取り組んだ二つの学習課題につ

いて、自分がどのように判断したかとい

うことを確認する。 

２ 本時の学習課題を知る。 
 
 
 
 
３ 一人一つずつ役割を分担し、対話活動

を行う。【４人グループ】 

 

○前時に行った個々の判断に基づいて、役

割を与える。 

 

 

 

 

 

 

○紙上討論用紙に考えたことをなるべく多

く書き込み、考えの共有を行うよう伝え

る。 

 

 

 

役
割 

・問題提起と結論に一貫性があると説明する役割 

・問題提起と結論に一貫性がないと説明する役割 

・結論中の重要語句「不死性」に効果があると説明する役割 

・結論中の重要語句「不死性」に効果がないと説明する役割 

４ クラス全体で発表する。 

 

 

５ 紙上討論と発表を終え、本時の学習課

題について各自で判断を確定する。 
 

○四つの立場が全て揃っており、意見の対

立が顕著だったグループを把握してお

き、全体での発表者に指名する。 

○次時に書く批評文に反映することができ

るよう、判断とともに、理由を書くこと

を指導する。 

６時間目 

学習内容・学習活動 指導上の工夫点や留意点 
１ 批評文を書く。 

 

 

 

 

２ 相互評価を行う。 

３ 教材文と同じテーマについて書かれた

文章や新聞記事を読む。 

 

 

 

 

 

○採点基準表を配付し、評価させる。 

○臓器移植についての考え方は一通りでは

なく、様々な角度から考えるべき問題で

あることを知らせ、自分の考えをもつこ

との大切さを伝える。 

表３ 第１回授業実践の指導計画（全６時間） 

筆者が述べている結論は、読者を納得させるに足るものだろうか。 

読むときの方法を活用して批評する 

・問題提起とそれに対する答えは、結論にうまく反映されているか。 

・「不死性」という語は結論全体にとって効果があるか。 

 読むときの方法を用いて読み、考える 

― 次の二つのことについて考えを説明し合おう ― 

・問題提起とそれに対する答えは、結論にうまく反映されているか。 

・「不死性」という語は結論全体にとって効果があるか。 

リテラチャー・サークル 
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表４ 批評文採点基準表  

イ 授業の分析 

(ｱ) リテラチャー・サークルの手法による効果 

リテラチャー・サークルの手法を取り入れる

ことにより、思考の深まりがもたらされたかと

いう観点に立ち、批評文の分析を行った。図５

は、一次で初読後の感想として書いた批評文

と、三次での批評文を、採点基準表（表４）に

基づいて原籍校の国語科教諭と共同で採点し、

比較したものである。三次では、点数２及び点

数３の人数が、89％（31人）に増加した。点数

２以上は、読むときの方法を用いることで、文

章構成や表現形式に対する批評の着眼点や本文

に関する気付きを得て、考えを構築することが

できていた批評文である。 

表５に、読むときの方法をどのように活用して批評文を書いているかということが分か

る例として、三次に生徒が書いた批評文を示す。分析対象の35人全員が、読むときの方法

のうちどちらか一方を使って考え、批評していた。批評の際には、単に納得できるかでき

ないかということを述べるのではなく、本文の記述に関する気付きを基にして自分なりの

価値付けを行っていた様子が多く見られた。さらに、二つの方法の両方を使って批評して

いる生徒が６人いた。 

 

問題提起と結論の一貫性を考えて批評している 25人 

読者を納得させるには足らない。結論に「移植される臓器は生きていなければ役に立たない」とあるが、これは

命の有無よりも臓器の生死に焦点を当てているように受け取れる。臓器がただの道具になってしまうと思うので、

「それでも人だ」という問題提起に対する主張を否定するものである。 

「不死性」という重要語句の妥当性を考えて批評している 10人 

 読者を納得させるに足るものである。「不死性」というワードで、脳死身体そのものは死んでしまっても、臓器は

固有性を持って生き続けることを筆者は示した。つまり、移植は脳死者を生かすのだ。そのことを踏まえた上で、

筆者は移植が許されると述べている。 

一貫性と妥当性の両方を考え合わせて批評している 6人 

 納得させるに足るものである。筆者は、問題提起に対する答えとして人間は身体的存在であると述べている。こ

こで、身体的存在として生きていることの定義は、一部でも機能している臓器があることなので、他人の体に移植

されても動き、なおかつ他人に同化せず固有性を保つ臓器は、生きているということが言える。このように、筆者

は移植することは脳死した人が死んでしまうのではない、と説明している。この一連の説明プロセスに「不死性」

という言葉がふさわしい。 

(ｲ) 第２回授業実践に向けての課題 

第１回授業実践では、批評の段階において手法を取り入れることで、生徒はリテラ

チャー・サークルで新しく取り入れた考えを反映させて批評文を書くことができるように

なった。しかし、批評文の点数が低得点だったものの中には、解釈につまずき、修正が図

られなかったため、高得点に結び付かなかった批評文があった。批評には正確な解釈が重

要であり、解釈の段階で個々の読みを保証するために、新たに手立てを講じる必要がある

と考えた。そこで、第２回授業実践では、解釈及び批評の段階に手法を取り入れ、解釈に

役立てることができる方法を設定することとした。 

点数

３ 

内容と併せて構成や表現形式に着目し、複
数の核心を衝く本文記述に関する気付きを
結び付け、それを基にして考えている。 

点数
２ 

内容と併せて構成や表現形式に着目し、気
付きを得てそれらを結び付けて考えている。  

点数
１ 

構成や表現への着目が明瞭ではなく、書かれ
ている内容などに偏って考えている。 

点数

０ 

文章の批評ではなく感想を述べるにとどまる

など、批評文として評価対象にならない。 

（％）（分析対象35人）

図５ 第 1 回授業実践批評文の点数の変化  

表５ 三次批評文の例（一部抜粋）  
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 (5) 第２回授業実践 

  ア 授業の概要 

(ｱ) 教材の要旨及び特性 

第２回授業実践で扱った教材「〈私〉はどこへ行く？」は、デジタル・テクノロジーの

発達によって、従来の「私」というものの在り方が変容していることを伝える評論であ

る。単なる情報化社会の問題点を指摘する内容ではなく、筆者が哲学者であることも影響

し、これまで意識中心であった「私」が、身体性が優位になった〈私〉に変わったことが

述べられている。それは、デジタルの目と合体した身体による私の疎外という状況であ

り、この状況は今後さらに進展していくと示唆している。 

論の運び方としては、事象や具体例を提示しながら、読者に投げ掛けた話題について自

説を展開している。全文を通して同意表現が多用されており、文章構成をつかむ一つの目

安として着目しながら読むことができる。構成は、読み取りやすく骨組みがしっかりして

おり、大まかに四つの意味段落（起承転結）に分けることができる。最後の結論は、問題

提起との対応は明らかに読み取れるが、転に当たる部分で説明されたことは反映されてい

ない。ところどころで主張の揺れを感じる表現があり、批評をする対象として複数の着眼

点を与えてくれる教材である。 

(ｲ) 単元の指導計画 

第１回授業実践後に明らかになった課題を踏まえ、授業実践を行った（表６）。 

 

単元の狙い 文章を読んで、構成、展開、要旨などを的確にとらえ、その論理性を評価する。 

単元の流れ 時間 学習内容 

一次 

【初読】 
１時間目 

本文を通読し、初読後の感想として「この評論は、筆者の主張が十分に伝わってくる文

章だろうか」というテーマで書く。 

二次 

【解釈】 

２時間目 

学習内容・学習活動 指導上の工夫点や留意点 
１ 四つの読むときの方法に基づいて本文

を読み、見付けたことを記す。【個人】 

２ 四つの役割を分担して、対話活動を行

う。【４人グループ】 

 

 

○教材文全体が１枚で見えるように、ワー

クシートを作成しておく。 

○対話活動の進め方について説明する。 

○１巡目の対話活動は、見付けたことを紹

介しながら、本文内容及び文章構成を大

まかにつかむことを目的とする。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

○ワークシートを回収し、解釈の様子を把

握する。 

３時間目 

学習内容・学習活動 指導上の工夫点や留意点 
１ １巡目の役割を変えて、対話活動を行

う。【４人グループ】 

○一つの方法について１巡目とは異なる人

が担当し、考えの相違に着目させる。 

 

 

 

 

 

 

 

方
法
＝
役
割 

・意味段落のまとまりを見付ける 

・同意表現を見付ける 

・具体例として挙げられていることを見付ける 

・対比されていることを見付ける 

 

リテラチャー・サークル① 

リテラチャー・サークル② 

方
法
＝
役
割 

・意味段落のまとまりを見付ける 

・同意表現を見付ける 

・具体例として挙げられていることを見付ける 

・対比されていることを見付ける 

 

表６ 第２回授業実践の指導計画（全５時間）  
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２ クラス全体で発表する。 ○一つの方法につき複数の意見が出るよ

うに指名しながら、解釈を進める。 

三次 

【批評】 

４時間目 

学習内容・学習活動 指導上の工夫点や留意点 

１ 四つの読むときの方法に基づいて本文

を読み、考えたことを記す。【個人】 

 

２ ２巡目の役割を変えて、対話活動を行

う。【４人グループ】 

○前時までの解釈の段階に用いた方法を、

批評の段階に移行させ、文章構成や表現

意図に目を向けることを狙いとする。 

 
 
 
 
 
 
 

３ クラス全体で発表する。 ○クラスにとって新たな気付きとなるよう

な考えが出たグループを把握しておき、

発表者に指名する。 

５時間目 

学習内容・学習活動 指導上の工夫点や留意点 

１ ３巡目の役割を変えて、対話活動を行

う。【４人グループ】 

 

２ クラス全体で考えを共有する。 

 
 

○一つの方法について、３巡目とは異なる

人が担当し、考えの相違に着目させる。 

○リテラチャー・サークルの４巡目を終

え、様々な考えが出ている状態の収束を

図るため、授業者による解説を行う。 

 
 
 
 
 
 
 

３ 批評文を書く。 

 

 

 

○読むときの方法を活用して書くように伝

える。 

イ 授業の分析 

第１回授業実践と同様に、一次と三次で書いた

批評文を採点した。図６は、採点基準表（表４）

を基にして批評文を採点した結果である。本研究

でめざした思考の深まりが見られたのは、点数２

以上に該当する批評文である。三次では、この点

数２以上が75％（27人）に増加した。読むときの

方法を明確にすることにより、文章の内容と併せて構成や表現形式に着目し、批評すること

ができるようになったことが分かる。生徒の批評文を見ると、本文を吟味して読み、本文記

述を基にして考え、批評している様子がうかがえた。 

第２回授業実践では、方法が四つあったが、これは解釈の段階から批評の段階に移行する

ことで、二つに集約されていった。つまり、意味段落のまとまり及び同意表現を見付け、そ

れを基に文章構成を考えることと、具体例及び対比を見付け、それらを筆者が用いた意図を

考えるという二つのことに、生徒は取り組んだのである。中には、対比から文章構成を読み

方
法
＝
役
割 

・意味段落のまとまりからどのような構造図がつくれるか考える 

・同意表現によりどのような構造図がつくれるか考える 

・具体例により筆者は何を分かりやすくしようとしているか考える 

・対比により筆者は何を説明しようとしているか考える 

 

図６ 批評文の点数の変化  

（分析対象36人） （％）

リテラチャー・サークル③ 

この評論は、筆者の主張が十分に伝わってくる文章だろうか。 

方
法
＝
役
割 

・意味段落のまとまりからどのような構造図がつくれるか考える 

・同意表現によりどのような構造図がつくれるか考える 

・具体例により筆者は何を分かりやすくしようとしているか考える 

・対比により筆者は何を説明しようとしているか考える 

 

リテラチャー・サークル④ 
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取ったグループもあった。このグループでは、読みはじめの入り口は四つあったが、最終的

にこの文章が伝わりやすいものか批評するときには、全てがつながり一つの考えとしてまと

められた、という発言が出ていた。表７に生徒の批評文の例を示す。 

 

意味段落のまとまり及び同意表現から文章構成について考えて批評している 23人 

 伝わる。第４段落にある問題提起に対しての答えが、同じ４段落、15段落、最後のまとめの20段落と３回繰り返

されている。また、同意表現が多く、パノプティコン、身体、監視といった何度も出てくる言葉があり、伝わる文

章である。 

具体例及び対比を用いた筆者の意図について考えて批評している 41人 

 伝わる。身体性をフォーカスして私を監視する社会になっていることを、パノプティコンを例に挙げて説明して

いる。そして、「私とは何か」と問題提起をし、その答えとして、二十世紀と二十一世紀では、優位なものが意識か

ら身体に変わっていることを述べている。脳科学の例は、身体を使って意識を測るという前述の優位性について詳

しく述べるためにある。 

文章構成と表現意図の両方を考え合わせて批評している 11人 

 伝わる。いくつかある具体例は、全て私の身体を私とみなしていることを指しており、筆者の主張でも、身体的

情報による私を私と見ている、という社会の流れが説明されているため、全てがつながっている。また、同意表現

が多く、同じことを繰り返しながら、ずれることなく論が進んでいる。 

 (6) 結果の考察 

ア 読むときの方法を明確にすることによる思考の深まり 

第１回授業実践及び第２回授業実践では、読むときの方法を明確にして教材文を読むこと

で、批評の着眼点を得て思考を深めることを狙いとした。方法を取り入れて批評することに

より思考の深まりが見られた例は、各授業実践での批評文として先に示したとおりだが、授

業者が期待する範囲を超えた例がいくつか見られた（表８）。一つ目は、授業内で示した教

材文の部分ではない他の部分に着目し、その部分についての一貫性や妥当性を考えていたも

のである。これは、学習したことが転移し、読むときの方法が身に付いたといえる例であ

る。二つ目は、提案読みである。提案読みとは、文章に対して価値付けを行う批評の段階か

ら進んで、筆者の論の運び方に対して課題点を指摘し、その後「このようにすれば伝わる」

と改善策を提案しているものである。これは、批評に加えてさらなる思考が働いたと捉えて

よい例だろう。また、三つ目として表の最後に挙げているのは、第２回授業実践後に求めた

感想文である。文章構成や表現形式に着目して本文の批評をすることが本研究の狙いであっ

たが、文章内容についても的確に解釈し、その上で自分の考えを再構築することができた様

子がうかがえる。教材文で述べられた世界と、自分が生きている現実の世界とをつなぎ、自

分に引き付けて考えを深めていた。また、今後進展するであろう社会に思いを馳せ、自分は

何ができるのだろうか、と当事者として問題意識を抱いている生徒もいた。 

 

第
１
回
授
業
実
践 

１ 問題提起と結論以外の部分に視点を当てて一貫性を考えて批評している 

  「不死性」以外の重要語句の妥当性を考えて批評している 

8人 

4人 

・納得させるには足らない。問題提起の前に、人ではない身体が生じる現象は不気味だ、と評している。問題

提起の答えとして脳死身体は人である、と述べており、さらに結論では移植が許されるという意見を遠回し

に書いている。この三つの部分に筆者の考えのつながりが見えない。さらに、結論自体をはっきり書いてい

ないので、人である脳死身体や臓器のリレーの話も、うまくつながっていない。 

・納得させるには足らない。筆者は、脳死身体は「人である」と言いたいのにも関わらず、命の「リレー」と

いう、まるで身体を物として扱うような表現があり、そのことで結論に曖昧さをもたらしている。 

２ 提案読みをしている 2人 

・納得させるには足らない。筆者は「不死性」という言葉を用いることで、脳死について肯定すべきとしてい

るが、この「不死性」を担保しているのは、臓器が固有性を持つゆえに「人」であるという考え方である。

私はこの論理は成り立たないと次の理由から考える。それは、「人」が指す事柄の範囲が広がり過ぎている

ことである。筆者はもう少し厳密な定義を用いた方がよかったと思う。 

表７ 第２回授業実践三次批評文の例（一部抜粋）  

表８ 思考の深まりが見られた例（一部抜粋）  
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T  「〈私〉はどこへ行く？」を扱った授業（全５回）を通しての感想を教えてください。 

S   授業の形態が初めての形態だった。話し合うという観点では、したことはあるけど、少ない人数だけど、違う

目線から語り合うというのは新しいし、とても分かりやすかったと思います。 

T  分かりやすかった？ごちゃごちゃにはならなかった？ 

S  ならなかったです。４人しかいないのに、全員意見が違うし、テーマが違えばまた意見が違うし、合っている

ところもあるし、というのは深め合いやすくなったのではないかなと思います。 

T   授業の中で楽しかったこと、印象に残っている場面がありますか？ 

S  話合いの時に、自分が正しいと思っていたことが違ったり、相手も「それもあるね」という新しい発見が、あ

の話合いの形式にすることでいっぱい見付かったことが、楽しかったと思います。 

 図８ インタビュー調査の様子  

第
２
回
授
業
実
践 

３ 内容に対して自分の考えをもっている 24人 

・かつては一部の権力者が国民を監視するという構図だったものが、現在では高度情報化社会の進行によっ

て、権力者でさえも監視される社会になっているという部分を読んで、筆者が述べるような情報化がより進

めば、特権的な権力者の出現を許さない社会になるのではないかと思った。 

・デジタル・テクノロジーの進化が「私」（意識が優位な私）を〈私〉（身体性が優位な私）へと変えていく過

程で、世界中でどのような社会問題が起きるのか、また社会そのものがデジタルの目にどのように適応して

いくのかなどをもっと知りたいと感じた。 

・私自身、デジタルに囲まれた環境で生活をしていると思うことが多い。ＳＮＳやインターネット上で自ら作

り上げた他の自分として生きていくことができるが、逆にデジタルの私に近づくように本来の私を動かして

いることがあるのかもしれないと思った。 

・もし、デジタル化が進んで人の手に負えなくなったらどうなるのだろうか。完全にデジタルに支配される日

が来るのではないだろうか。だからといって、デジタルをこの世からなくすわけにもいかないだろう。この

流れをどうにかして変えたい。 

 

イ 対話的な学びをすることによる思考の深まり 

生徒のワークシートを分析すると、グループ対話活動で他者の意

見を取り入れ、それを批評文に反映させていた例が見られた。図７

の生徒は、「不死性」という語句の妥当性を考えるときに当初は

もっていなかった発想を対話により得ている。グループで「不死

性」と類似した「不老長寿」という本文中の語に着目し、その対比

によって語句の妥当性を考えており、そのことがこの生徒の最終的な批評文に表れていた。 

また、第２回授業実践後に、抽出した11人の生徒を対象としてインタビュー調査を行い、

対話活動を行った感想を尋ねた（図８）。役割を据えることで、考えが複数提示され、より

多くの考えに触れることができた様子がうかがえる。さらに、グループ内で共有した多くの

考えの中には、対立する意見だけでなく、共通点を見出せるものもあったことで、収束に向

かう話合いをもつことができ、考えを深めるきっかけになったと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 また、実践前の６月

と、実践後の10月にクラ

ス全員を対象としたアン

ケート調査を行い、授業

を経てどのような実感を

もつようになったかを尋

ねた。対話活動の効果に

ついて尋ねた項目に対

し、実践後には95％の生徒が肯定的な回答をしていた（図９）。第２回授業実践後に書いた

授業の振り返りシートの結果からも、対話活動が考えることにつながったと実感している様

子がうかがえた（表９）。 

（T:授業者 S：生徒） 

図９ アンケート調査結果  

図７ 生徒のワークシート  

 授業の中で最も考えたのはいつですか？  

 

     

     

                     

方法を用いたとき 25 

グループで対話をしたとき 22 

批評文を書いたとき ４ 

その他 ５ 

         （回答者数 39 人、複数回答あり）  

（人） 

表９ 振り返りシートの結果  
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表 10 論理的な文章を読むときの方法一覧（私案）  

狙い 解釈の段階 批評の段階

序論、本論、結論の三つのまとまりを見付ける
提起された問題、話題が合理的に解明、説明されている
か考える

事例が述べられている順序を読み取る 論理展開の順序が適切か考える

意味段落のまとまりを見付ける 結論に向かって効果的に論が進んでいるか考える

問題提起とそれに対する結論の箇所を見付ける 問題解決に向けて論に一貫性があるか考える

対比されている内容を見付ける
どのような軸で対比されているのか考える
主張にとって適切な対比か考える

具体例を見付ける 結論を導くための具体例として適切か考える

抽象的な説明がされている箇所を見付ける 抽象的な説明と具体の対応がよいか考える

主張とその根拠が述べられている箇所を見付ける 主張を支える適切な根拠が述べられているか考える

事実と意見が述べられている箇所を見付ける 事実と意見のつながりが明確か考える

反証として挙げられている箇所を見付ける 反証を挙げたことで結論を強調できたか考える

題名が表す意味を考える 題名が本文の内容を表すものとして効果的か考える

文末表現に着目して読む 筆者の述べ方の特徴を捉え効果的か考える

比喩表現を見付ける
比喩表現により表現したいことが効果的に表されているか
考える

対比されている語を見付ける
対比により表現したいことが効果的に表されているか考え
る

同意表現を見付ける
同意表現により表現したいことが効果的に表されているか
考える

キーワードを見付ける キーワードが効果的か考える

指示語が指す内容を読み取る 指示語が適切に内容を指しているか考える

接続語に着目して読む 前後のつながりがよいか考える

難しい表現を言い換えてみる
難しい表現の妥当性を考える
別の表現の可能性を考える

書かれている情報を要約しながら読み取る 情報が社会にとって価値のあるものかどうか判断する

結論、主張として書かれていることを読み取る
導かれた結論が妥当かどうか判断する
筆者の主張していることに対して納得するかどうか考える

内容に余分なものはないか検討する

内容に欠如したものはないか検討する

内容に偏りはないか検討する

疑問をもつところを見付ける 筆者とは異なる考えをもつ

情報の重要度を読み取る 情報が自分にとって価値のあるものかどうか判断する

内
容

書かれている内容を段落ごと
　あるいは一文ごとに読み取る

全体を見る

細部を見る

自分に引き
付けて考える

文
章
構
成

全体を見る

細部を見る

表
現
形
式

全体を見る

細部を見る

(7) 他教材への応用 

本実践を踏まえ、他の論理的な文章を教材として扱うときに、授業者が、どのような読むと

きの方法を活用して授業を行うことができるか先行研究と教科書を基に検討し、一覧表を作成

した（表10）。 

 



- 36 - 

 

３ 研究のまとめと今後の課題 

  (1) 研究のまとめ 

リテラチャー・サークルは、読むときの方法を明確にした対話活動であるという特徴を有す

る。この特徴を生かして授業を行った結果、以下に挙げる四つの効果が見られた。一つ目に、

論理的な文章を読むときに、書かれている事柄を単なる情報として受け取るためだけに読むの

ではなく、自ら文章に向かい、考えながら読む仕掛けをつくることができた。二つ目に、読む

ときの方法が明確になっているという状態により、生徒は解釈の段階では文章へのアプローチ

方法を、批評の段階では批評の着眼点を得ることができた。三つ目に、対話活動で複数のアプ

ローチ方法や批評の着眼点をグループで共有することにより、一つの教材についてより多くの

考えを得る場をつくることができた。四つ目に、一人が一つずつの役割として方法を分担する

ことで、主体的な話合いが実現した。これらのことから、リテラチャー・サークルは、読み、

思考を深めるための手法として有効であると考える。 

(2) 今後の課題 

第２回授業実践では、読むときの方法の数と用いる段階を増やしたことが、生徒の思考の流

れをやや煩雑にした印象が残った。これについては、一人が一つの役割を分担することは、主

体的な話合いのためにも必要な方法であるため、方法の数ではなく用いる段階を焦点化するこ

とで改善されると考える。年間を通して教材を変えながら、始めは方法の数を基本的なものに

絞って解釈の段階で用い、その後、方法の数を増やしながら進め、年度の終わりには批評の段

階で用いる、というように、長い期間をかけてリテラチャー・サークルを行いたい。そうする

ことで、本来この手法が期待している「無意識のうちに方法を用いて読む」ことが実現できる

はずである。手法を継続して取り入れることが、自ら文章に向き合いじっくり考える生徒を育

成し、思考を深めることに寄与すると考える。 
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