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読書感想文の学習指導に関する一考察

　　　　「羅生門」の読みの指導を通して　　＊

東京都立新宿山吹高等学校藤森裕治＊＊

1．緒　　言

　授業コミュニケーションにおいて，子どもは評価者と

しての教師から潜在的な規制を受けている。この規制は，

例えば文学教材の読書感想文を書かせる場面においても

働く。第一の読み手である教師が評価者という権威的存

在であるため，学習者は自己の読みを内省する前に，教

師に求められた読みを詮索してしまうのである。紅林伸

幸（1995）によれば，教師が子どもたちに文学教材の感

想を問うとき，子どもは教師の求める解答を推論せよと

のメタメッセージを受け取ってしまうという。

　紅林とほぼ同じ問題意識から，首藤久義（1995）は，

教師が子どもに感想文執筆を強制すべきではないという

見解を呈している。確かに，稿者の実践経験でも，同様

の問題を訴えて感想文執筆を拒否するケースがあっ

た（1）。

　一方，こうした見解に対して，読書感想文を書くこと

の教育的意義を踏まえた研究も少なくない。たとえば増

田信一（1982）は，読書感想文における子どもの発達過

程を5段階20類型に分類し，小学校から高等学校に及ぶ

詳細な調査・分析を実施している。この研究から導かれ

た知見として，子どもの読書感想能力は「単純反応の段

階」から「人間変革の段階」への志向性を持つこと。読

書感想の指導によって，、読書という行為が個の生活や思

索を変革させる契機となることなどが指摘されている。

　また，安居総子（1996）は，子どもの読書感想文を分

析・分類することによって，教師は子どもの読書傾向を

踏まえた学習指導を創造することができると主張する。

　このように，読書感想文に関連した学習指導において

は，その問題点と意義とがそれぞれ提示されている。こ

れらをいかに止揚して学習指導を構築すべきか。特に，

巷間広く行われている，単一一の文学教材に対する解釈と

鑑賞を主軸とした実践においてはづそうした学習指導の

在り方自体に関する是非も含めて迷うところである。

2．研究の課題と方向性
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　如上の問題に対処するための試行的実践として，稿者

はかつて次のような単元を構想・実践した。

①文学テクストの読書感想を交流する単元の全過程

　　において，教師の解釈をいっさい示さない。

②代わりに，学習者全員の読書感想文を文集にし，

　その内容をもとにテクストの読みを展開する。

③授業は，もっとも多くの感想文において言及され，

　　しかも多様な見解のみられたトピックを焦点化し，

　　それに対する感想交流を中心に展開する。

④単元のまとめは，再び学習者全員が読書感想文を

　書いてこれを文集にし，授業感想を述べて終了する。

　⑤　教師の学習者評価は学習過程における個別の観察

　　を基本とし，診断的評価は原則としてしない。定期

　考査は一般的・客観的知識に関する内容を中心とし，

　　一義的な教材解釈を求める問題は出さない。



読書科学第41巻第4号

⑥以上の全過程はテイーム・ティーチングによって

　　進め，特定教師による独断や恣意性の抑制を図る。

　すなわち，読書感想文の取り扱いにおける教師の主導

性を規制すれば，前述の問題が克服されると考えたわけ

である。そのために，教師の解釈は授業の表舞台に出さ

ず，仮に誤読や読みのつまずきが生じても，教師がそれ

を批正しない学習過程を企図した。これらは，感想交流

の過程で自発的に解決されることを期したのである。

　本稿では，このような単元構成の前後で書かれた読書

感想文を比較・検討し，次の点について考察する。

①紅林（1995）によれば，授業コミュニケーション

　　は，構造的に先に述べたメタメッセージが発生する

　　社会的行為だという。それでは，上記の手だてを講

　　じた実践における学習者の読書感想文においてもな

　　お，教師の主導性や授業方略の規制等による問題の

　　発生を読みとることができるか。できるとしたらそ

　　の具体相と原因はどのようなものか。

　②　緒言に述べた問題点を考慮したとしても，読書感

　　想文を書くという学習活動が，学習者の学びに貢献

　　すると解される事実を指摘することはできないか。

　　できるとしたらその具体相はどのようなものか。

　③上記2点の課題に対する判断が保留される読書感

　　想文の中で，この種の活動における教育的な意義な

　　いし課題としてどのようなものが挙げられるか。

　これらの考察から何らかの知見を抽象することができ

れば，先の問題に対する実践上の手がかりを提起するこ

とができるのではないかと考える。そこで，本稿ではさ

しあたり，学習者の読書感想文を詳しく読みとることに

よって，その傾向を推論する。その上で，上記課題に対

応する典型的事例を抽出し，当該学習者における，読書

感想文を書く学習指導の意義ないし問題点を考察する。

　ただし，これらは稿者を実践の当事者とした特定の事

例に対する自己言及的な解釈であり，読書感想文におけ

る子どもの一般的な認知過程を実験的に検証するもので

はない。よって本稿で提起する知見の妥当性は，読書感

想文の学習指導を取り入れた単元の実践・研究者による，

実践的な検証によって判断されよう。

3．授業の概要

3．1　環境情報

実施期日：1995年11月／実践校：東京都立新宿山吹高等

学校（単位制）／科目名：「国語1」（4単位）／学習

者：定時制課程の1年次相当生を中心とした22名／教材

テクスト：芥川龍之介「羅生門」（明治書院『高校生の

国語1』所収）／配当時間：14時問

3．2　単元の目標

　文学作品の読書感想を交流させることによって自己の

解釈・鑑賞を豊かにし，文学作品を読むことの意義と課

題とを自覚する。

3．3　授業展開の概要（1次は2時間配当）

　第1次：指導者による読み聞かせを行い，読み終わっ

たところで読後の印象を聞いた。

　第2次：前次に読後の印象として挙げられた内容をプ

リント配布した。その後，授業中に90分の時間をとっ

て，600字程度の初発感想文を書かせた。執筆に際して

は，下記のような関心領域の分類を提示し，主たる言及

内容を明示させた。ただし，文体や構成については指示

していない。

　①作品と自分②主題③登場人物④構成・展開

　⑤表現・表記⑥作者・作品⑦その他

　第3次：全員の初発感想文を教師が活字化し，初発感

想文集として配布した。以後の授業は，初発感想文をも

とに，互いの「読み」を交流させながら進めることを説

明した。その上で全員の感想文を読み上げ，その都度，

それぞれの問題意識や注目した叙述について，筆者と教

師とで問答を行った。

　第4次：再び作品を通読し，それぞれの感想文が指摘

する問題意識と本文の該当箇所を整理した。その上で，

感想交流に際してのトピックを焦点化した。

　第5次：もっとも多くの学習者が言及し，解釈が複数

に分かれた「読みの分岐点」（2〉として「下人の変化をど

のようにとらえるか」というテーマを設定し，「グルー
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プ討議」→「全体討議」という順序で感想交流を行った。

　第6次：これまでの経過を踏まえ，初発感想文と同様

の用紙に2時間で600字程度の感想文を書かせた。題目

は「『羅生門』からのメッセージ」である。

　第7次：二次感想文集を作成し，本単元について総括

した。二次感想文集には次の内容を盛り込み，学習過程

をたどることができるようにした。

　①第一印象として各自が述べた内容一覧

　②　読みの分岐点とその意見交換の内容一覧

　③個人別の初発感想と二次感想全文

　④指導者から個人別にあてた講評

　⑤授業を終えての感想

4．読書感想文の傾向比較

4．1　傾向の分類

　次の観点から初発・二次感想文の傾向を考察する。な

お，（1）に関しては，稿者および協力教授者（3〉が，それ

ぞれの感想文を読みとることによって判断・分類し，異

なるものは協議の上，決定した。一一致率は75．0％である。

（2）に関しては，学習者自身が記入した関心領域に即して

分類した。ただし，学習者の意図と稿者の読みとりとに

齪酷の認められたものは，授業場面における本人への聞

き取りによって確定している。（3）に関しては，稿者の読

みとりによって判断した。

　（1）感想の契機

　感想文の冒頭部分に注目して，どのような契機（4）に

よって文章が執筆されているかを捉える。

　A　対自的契機：主として自己の傾向・信念・変化・

　　　　　　　経験等に触れるもの

　B　対他的契機：主として登場者を実在する人問に見

　　　　　　　立てて触れるもの

　C　対事的契機：主として出来事や構成，主題，作者，

　　　　　　　文学史的価値等に触れるもの

　D　対辞的契機：主として表現や表記に触れるもの

　（2）主たる言及内容

　感想文全体が主としてどのような内容について重点的

に言及しているかを捉える。

A
B

C
D

E
F

G
（3）

読者自身　：読者自身に関するメタ認知的な内容

主題　　　：主題に関する印象・考察

登場人物　：登場人物に関する印象・考察

構成・展開：構成や展開に関する印象・考察

表現・表記：言語表現に関する印象・考察

作者・作品：作者や作品に関する印象・考察

その他　　：上記のいずれにも属さないもの

初発感想文と二次感想文との相互関係

　二次感想文において，初発感想文に記された主たる言

及内容の主旨がどのように扱われているかについて，以

下のカテゴリーによって分類する。

　A

　B

　C

　D

　E

　F

　G

　H

4．2

　（1）

初発感想に言及し支持（含補強〉

初発感想に言及し否定（含修正）

初発感想に言及し展開（含新情報の追加）

初発感想に言及し保留

初発感想に言及せず支持（含補強）

初発感想に言及せず否定（含修正）

初発感想に言及せず展開（含新情報の追加）

初発感想に言及せず保留

読書感想文の傾向

感想の契機

　資料としたのべ44編の読書感想文における「感想の契

機」を分類すると［表1］のようになった。

　この表をみると，初発感想文では各カテゴリーに分散

した冒頭文の傾向が，二次感想文では学習者自身の「読

［表1］感想文の契機

　初発
二次

対　自 対　他 対事 対辞 合計

対　　自 4 5 1 3 13

対　　他 1 1 1 2 5
対　　事 0 0 3 1 4
対　　辞 O 0 0 0 0
合　　計 5 6 5 6 22
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み」を対象化したメタ認知的な方向に偏っていることが

わかる。その典型は，次のような書き出しである。

　初発感想文で，私はこの作品の深さを感じたと書い

　　たが，授業を重ねていった今，文中にもっとこの作

　　品を深く読みとる材料が隠されていることを知った。

　このように，二次感想文の多くは，テクストの読みを

めぐる交流的な学習活動のなかで，初発感想で記した自

己の読みの在り方を対象化し，その変容過程を冒頭で内

省している。すなわち，二次感想文の書き出しにおいて，

学習者は自己の感想の在り方そのものに関心をもつ傾向

があるとみることができよう。

　（2）主たる言及内容

　本実践では，学習者の感想交流に際し，「下人の変化」

という話題を「読みの分岐点」として取り上げている。

よって，二次感想文は，大半の学習者が主として「登場

人物」に言及すると思われた。

　しかしながら，［表2］に示すように，二次感想文に

おける上掲の事項への言及者は4名の増加にとどまって

いる。この結果から，ただちに授業展開の在り方と学習

者の読書感想文との相関性を導くことはできない。

　ただし，初発から二次感想文にかけて言及内容を変え

た4名の読書感想文については，そこに教師の主導性や

授業方略の規制等による問題の発生を読みとることがで

きるか，検討する余地がある。これは次項で検討する。

［表2］読書感想文の主たる言及内容

　　　初発
二次

読者

自身
主題

登場

人物

構成

展開

表現

表記

作者

作品
合計

読者自身 0 0 1 0 0 0 1
主　　　題 0 0 1 0 1 1 3
登場人物 0 2 7 3 1 1 14

構成展開 0 0 0 0 0 0 0
表現表記 0 0 1 0 0 1 2
作者作品 1 1 0 0 0 0 2
合　　計 1 3 10 3 2 3 22

［表3］初発・二次感想文の相互関係

初発との関連 支持 否定 展　開 保留 合計
初発に言及 2 2 8 1 13

言及せず 0 0 4 5 9
合　　計 2 2 12 6 22

　（3）初発感想文と二次感想文との相互関係

　初発感想で明示された内容は，二次感想文において

［表31のように扱われている。

　この結果からみる限り，二次感想文の大半は，初発感

想文の内容を否定せず，多くは新たな視点や知見をもっ

てこれを発展的に展開させていることが認められる。

　一方，感想交流の話題とした「下人の変化」について，

学習者の見解は下記のように分かれていた。

　1型　下人は本質的かつ全面的に変化した。　…4名

　2型　下人は変化していない側面もあるが，

　　本質的には変化した。　　　　　　　　　…2名

　3型　下人は変化した側面もあるが，本質的

　　　には変化していない。　　　　　　　　　…9名

　4型　下人はまったく変化していない。　　　…3名

　5型　その他　　　　　　　　　　　　　　…4名

　この分布を見る限りでは3型が多数派を構成してお

り，4・5型も含めて「下人の本質的な変化は読みとる

ことができない」という見解が支配的であった。それに

も関わらず下人の変化を主張した学習者は，2型から3

型へ修正した1名を除き，二次感想文で当初の感想を否

定するに至っていない。次にその典型例を引用する。

　　（前略）最初私はそれ（引用者注　下人の変化）に

　　ついて，r変わらぬ面もあるが，根本は変わった」

　　という意見でした。しかしみんなの考えを聞いてみ

　　ると「ああ，そんな見方もあるんだな」と考えてし

　　まい，とても迷いました。例えば「全く変わらない」

　　のKさんの「下人は状況に反応したのみ」（中略）

　　などには「おお」とびっくりしました。しかもその

　　意見には根拠がちゃんとついていて，本文の目の付
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け所が違うと多様な考えが生まれることを知りまし

た。（中略）しかし，やはり自分の考えはもとのま

まにしておきます。どうしても私には，「夜の底」

や「黒洞々たる」といった表現が「悪」や「暗い世

界」を連想させるのです。

5．事例研究

　ここでは，読書感想文における学習者の具体的な状況

を本稿の課題に対比させた場合，典型的と思われる3事

例を取り上げて考察する。

［事例1］授業方略による規制が誘発する問題

　A子は，初発感想文において対辞的契機から構成につ

いて言及している。彼女は，そもそも小説の文章表現は，

虚構を前提としたものであり，テクストはそれ自体で完

結した物語世界を構成するものだと考えていた。ところ

が，「羅生門」には「作者はさきほど・・…・」という文章

が存在する。この叙述についてA子は次のように述べる。

　　私がここで覚えた違和感は，どう考えてもその部分

　　が全体と馴染んでいないからだと思う。作者の創造

　　した世界で，いかにリアリティを出すか。それは現

　　実を感じさせないことではなかろうか。

　彼女は，この違和感を合理的に説明する解釈を模索し

た結果，「羅生門」の「語り手」は，本質的に物語世界

と同化していないという知見を獲得する。この知見を自

ら獲得する過程で，彼女は「羅生門」を「私の小説に対

する価値観が変わった」作品として受け止めている。

　ところが，A子の二次感想文において，この問題意識

はまったく触れられていない。彼女の二次感想文の言及

内容は，もっぱら授業場面で取り上げた「下人の変化」

に関するものであり，その内容は，物語の叙述に沿って

下人の心情変化を丁寧に読みとるという，いわば従来通

りの感想文であった。その問，自己の小説観に揺さぶり

をかけた出来事への内省はみられない。

　このような断層が生じた事情には，読書感想文の交流

過程における』「読みの分岐点」が，おそらく関与してい

る。すなわち，本単元の感想交流が「下人の変化」をめ

ぐる話し合いで終始したため，二次感想文は「下人の変

化をめぐる感想交流の過程を総括する」という潜在的な

課題意識によって規制されたと考えられるのである。そ

の際，A子の内部において当初の問題意識が依然として

保持されていたか，あるいはそれを破棄してしまったか

は明らかでない。しかし，二次感想文を読みとる限りで

は，前者の可能性を窺い知ることができない。

　その大きな要因は，「読みの分岐点」として焦点化さ

れたトピックが主題読みに偏り，彼女の問題意識を包摂

していないためと考えざるを得ない。A子の初発感想に

みられるような個性的な読みのスタイルは，「下人の変

化」という問題の追求では生かされ得ないのである。こ

こに，単一の文学教材を一斉授業によって読むという学

習形態の問題点が認められる。

［事例2］読書感想文の執筆による自己認知の深化

　B夫は，初発・二次のいずれにおいても対他的契機か

ら，主として下人の人物像に言及している。初発感想文

の冒頭は，次のような内容である。

　　下人の特徴について私は，弱いということと善人気

　　質であるということを挙げたい。

　B夫の初発感想文は，上の感想が生じた背景を叙述に

そくして論述する5根拠としては，テクストにおける社

会的背景や下人の立場と葛藤，老婆に対する行動などを

指摘している。本文に正対した読みとして，これらは整

合的に記されている。

　一方，この過程において，B夫自身が「羅生門」を読

んだとき，どのような感情がわき上がってきたかという

点については言及が見られない。初発感想文の論述内容

が，彼自身の独特なイメージに淵源することは理解でき

るものの，下人の特徴をそのように捉えることによって，

読者であるB夫自身に生起した感情的流動は記されてい

ないのである。

　この傾向は，彼の問顎意識とも関連する「読みの分岐

点」の設定によって，ますます助長されたことが懸念さ

れる。焦点化されたトピックをめぐる話し合いは，いき

おいテクストを分析的に読み込むことになり，個々の素
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朴な読後感は抑圧されるのではないかと思われた。

　ところが，B夫の二次感想文は，この懸念とは相反す

るものであった。

　　私はこの作品に社会の情勢に流されてしまった，し

　　まわざるを得なかった弱立場の人問たちの哀れさを

　　感じる。（中略）この下人は，老婆に会う前に葛藤

　　のただ中にいたが，老婆と出会い，コミュニケート

　　したことによって，言い換えれば，その社会内のネ

　　ズミ的存在者同士のコミュニケーションによって，

　　葛藤に一区切りをつけ，行動に移った。私は下人に

　　そのような影響を与えたネズミニ人のコミュニケー

　　ションを怖ろしく思う。

　上掲の叙述を読むと，下人，老婆という社会的弱者へ

の共感を読みとることができる。これに関連して，B夫

には，かつて全日制高校を中途退学し，・本校に再入学し

た生活経験がある。その間，彼は1年間にわたって不登

校の状態にあったが，当時の状況はまさに自己を社会的

弱者として認めざるを得ないものであったに違いない。

　こうした学習者の文脈的背景を感想文の叙述に照応さ

せると，彼がテクストから感じ取った「哀れさ」と「怖

ろしさ」は，決して観念的なものてはないことが理解さ

れる。彼にとって二次感想文の執筆は，ある意味でカタ

ルシスの機能を果たした可能性が認められるのである。

［事例3］「わからない」を肯定する感想

　22名の読書感想文中，「わからない」と明言した者が

4名いた。そのうち3名は，感想交流を通して，それま

で一義的に捉えようとしていたテクスト解釈が否定され

た経緯に関連して「わからなくなった」とする。彼らは

このことを一応肯定的に受容しつつも，授業後の感想で

はたとえば次のように述懐している。

　　私としては数学的な考えが好きなので，どうもスッ

　　キリしないし，精神的に疲れた。

　このような感想を見ると，紅林（1995）らが指摘した

「教師に評価される」ことによるバイアスは，必ずしも

学習者に対してネガティヴに作用するとは限らないこと

が窺われる。正解を探るというモチーフの方が，テクス

トに対峙するボルテージを容易に高めるのである。

　一方，C夫は，初発感想文の段階で，「羅生門」の創

作意図が「真相はだれにも分からない」ことを前提にし

ているのではなV）かと指摘している。解釈の行き着く先

は，いわゆる「藪の中」だとするのである。このような

学習者にとって，「読みの分岐点」をめぐる感想交流は

いかにも退屈な作業だったのではないかと懸念される。

　その観点からC夫の二次感想文を読むと，はたして彼

は「下人の変化」についてはいっさい言及していない。

彼が取り上げたのは，「髪は手に従って抜けるらしい」

と徽鞭旛：議簾よそれ，で，舌

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　動していた毛根であったと思われる腐乱した肉片と

　　赤黒くどろどろとした血液とがついてきたのではな

　　いかと思わせる。私がこれだけかかって表現した一

　　場面を，芥川はたった十三文字で表現してしまった。

　死人の様子を描くにあたって，芥川が実際に大学病院

の霊安室を観察したことはよく知られている。C夫に

とってもちろんそのような体験はないが，彼の心象風景

を丁寧に再現した上の文章を見ると，そのイメージの豊

饒さに敬服するほかない。

6．読書感想文の学習指導に向けて1

　以上の傾向分析と事例研究に基づき，本稿の課題につ

いて二，三の考察を加えてみたい。ただし，以下の内容

は，あくまでも前述した実践単元の省察に基づいている。

6．1　読書感想文の学習指導における問題点

　単一の文学教材に対する読書感想文の執筆を，一斉授

業の形態で取り入れた学習指導は，教師の主導的な解釈

に導く過程を取らなかったとしても，学習者を不当に規

制する危険性が払拭できない。

　この要因として，本実践では二つの問題が考えられる。

　第一は，読書感想文を書くことにともなう，「感想交

流」という学習活動の問題である。教師が感想を交流さ

せることに力点を置きすぎると，トピックはどうしても

テーマ討論の様相を呈してしまう。そのため，話題の周
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辺部に位置する学習者の感想が，相対的に軽視されてし

まうのである。このとき，二次感想文のあるものは，当

初自覚した重要な問題意識を顧慮しない形式で顕在化し，

授業の表舞台を構成したものに呑み込まれてしまう。い

かに教師がその主導性や押しつけを自重しても，学習室

の表層におけるコミュニケーションが，ある種の規制を

加えてしまうのである。

　その典型が［事例1］である。ここでは，初発感想文

でメタ・フィクションの問題（5〉に迫るテクスト観が指

摘されながら，二次感想文ではまったく言及されていな

いo

　第二は，多様で複雑に生起する読書感想を，文章に

よって明示するという行為そのものの問題である。感想

が深まるほど，読者は沈黙する。その沈黙を尊重してこ

そ，読書感想文を書くという行為の意義が保証されるの

ではないかと思われる。

6．2　読書感想文の学習指導における意義

　上掲の問題に対して，読書感想文を書くことが有効に

作用したと思われる側面もある。すなわち，学習者の大

多数は，二次感想文において当初の感想を全否定せず，

多くはそれを支持・補強したり，追加・展開を加えたり

している。指導過程や読みとり方の如何にかかわらず，

感想の内容を修正・変更する行為は，学習者の主体的判

断によるのである。そこには，読者としての自己を対象

化するメタ認知的ないとなみをみることができる。

　この典型的なケースが［事例2］である。B夫は，登

場人物への関心を契機に，さまざまな読みの交流を通し

てテクストの世界を内的に咀鳴する。その過程で，下人

や老婆の形象に「哀しみ」や「怖ろしさ」を感じる。そ

して，二次感想文の執筆は，そのような「自己」を見つ

める新たな「自己」によって記されている。

　B夫における過去の生活経験を思いやれば，彼にとっ

て「羅生門」との出会いは，「社会的弱者」であった自

己へのカタルシスとして認識することも荒唐無稽ではな

い。その際，注意したいのは，テーマをめぐる討議が分

析的な読みへの偏りを見せたとしても，感想文の執筆を

契機としたメタ認知的ないとなみは，学習者に成立しう

るということである。これはC夫についても同様である。

7．結　　語

　これまでの考察を踏まえ，読書感想文の学習指導の在

り方について，次の点を問題提起して結びにかえる。

　第一は，読書感想文に関連してしばしば展開される交

流的学習の問題である。すでにみたように，この学習活

動には意義と問題点とがそれぞれ認められるが，実施す

る場合には，次の点に配慮する必要があると思われる。

　　読みの交流を通して，個々の学習者が自己の読みを

　　見つめ，それを肯定的に深めることができること。

　その際，本実践が設定した「読みの分岐点」のような

話題は，よかれ悪しかれ学習者の読みを分析的に収束さ

せる。このような話題が不適切であるとは即断できない

が，多様な読みのスタイルが自立している教室では，拡

散的に展開する話題の方が望ましいと思われる（6）。

　第二は，教師が学習者に読書感想文を書かせる際の題

目の問題である。本実践における二次感想文の題目は

「『羅生門』からのメッセージ」であったが，この題目

は，学習者に「自分はテクストといかに対話したか」と

いう方向性を与える。もしこれを，「『羅生門』私論」「私

の『羅生門』観」などとしていれば，学習者の感想文は

より一層自己の「読み」との対話に導かれたことと思わ

れる。読書感想文の学習指導を教科カリキュラムの視点

から展望する際，こうした題目の体系性・系統性につい

ては注意深く配慮する必要があろう。

　第三は，「わからない」という感想の問題である。読

書感想の交流的活動を展開する際，こうした感想はしば

しば否定的に扱われるが，テクストの言語表現に対する

知識や思考が深まった徴証どして，むしろ肯定的に捉え

るべきではないかと思われる。「わからない」という感

想が受容され，その内実が深化されてこそ，読書感想文

の学習指導は子どもたちの学びに貢献すると考える。

　その意味で，読書感想文の学習指導において，「教師

が評価する」というパラダイムは，必ずしも否定的に捉
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える必要はないと思われる。教師が「わからない」とい

う感想の意義を十分に吟味し，建設的な意味で自ら葛藤

する問題を見出したならば，テクストに関するある問題

が教師にもわからないことを学習者は認知するだろう。

　そのとき，学習者は，正解到達主義的な文学教材の読

みから自らを解放することができるのではなかろうか。

そして，「評価者」たる教師の権威性は，その評価者の

知見をもってしても「わからない」ことがあるという環

境設定によって，創造的に昇華するのではないかと思う

のである。

注

（1）この件に関して，稿者は1996年8月6日の日本読書

　学会第40回研究大会におけるシンポジウムの席上で報

　告し，貴重な質問・意見をいただいた。

（2）鳴島甫（1993）「生徒の多様な読みを整理するため

　の基礎研究一「羅生門」を例として一」（『筑波大学学

　校教育論集』16巻・PP．159～170）による。

（3）中村理英子教諭（前・都立新宿山吹高等学校）。中

　村先生には実践に関連して多大なご協力を賜った。

（4）倉澤栄吉（1994）「教室コミュニケーションの基礎

　理論」（都青年国語教育研究会編著『聞き手話し手を

　育てる』PP．1～15・東洋館出版社）による。

（5）中村三春（1994）『フイクションの機構』（ひつじ書

　房・PP．218～220）による。

（6）この視点に立つ実践事例として，高橋邦伯教諭（千

　葉市立葛城中学校）は日本国語教育学会第60回大会（平

　成9年8月2日）において，「語り合い」による読書

　感想交流の単元を提案している。
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SUMMARY

　　This　study　discusses　what　is　considered　to　be　the　maiη

pointsofteachingclassesasrevealedbyaninvestigationinto

the　Strengths　and　defi㏄ts　of　having　students　wite　essays　on

the廿i血pressionsofab60k．Thesuhj㏄ts，22highschoolstu－

dents，were　asked　to　wIite　two　essays　about　the　famous　novel

by　Ryunosuke　Akutagawa　entitled“Rashomon”soon　after

山ey　read　it　in　reading　class　and　then　again　after　several　class

discussions．The　contents　of　the　two　essays　were　then　com－

pared　and　analyzed．

　　The¢ont6nts　ofthe　analysis　were：

（1）　A　comparative　analysis　ofthe　two　essays　with　resp㏄tto

　　the　stylisticfeatures　and　main　concems（topics　covered〉．

（2）　A　case　study　based　on　a　sampling　ofthe　students．

　Fromtheresultsofthisstudy，thefbllowingwasinfbrred：’

（1）　The　areas　touched　on　in　the　s㏄ond　essays　were　influ－

　　enced　by　dle　topicsなaken　up　in　the　reading　class．

（2）　The　students，however，consistently　tended　to　hold　on　to

　　theirfirst　impressions．

（3）　Descriptions　of　students’impressions　of　a　book　can　be

　　used　as　an　indicator　of　thei1’self－cognition．

　　Fromthis　thefollowing　propositionswefe　suggested：

（1）　The　teacher　should　se1㏄t　R）r　reading　class　topics　ahd

　　su切ectsthatc・血tdbutet・studen鵬’selfLcognition．

（2）The　reading－class　teacher　should　make　special　effbrts　to

　　assess　the　significance　ofimpressions　by　students　such　as

　　not　being　able　to　understand　clearly　the　meaning　or　sig－

　　nificance　of　l’eading　the　book．
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小学校図書室における教科・テーマ別の配架＊

千葉県船橋市立湊町小学校米谷茂則申申

1　問題意識と目的

　1．なぜ，学校図書館を取り上げるのか

　平成元年度からの現行学習指導要領（小学校）では次

の2点が強調された。

①総則の中に「学校図書館の機能の活用」が明記され，

②　小学校の国語科において，読書意欲を高め読書活動

　を活発に行うよう，他教科における読書の指導や学校

　図書館における指導との関連を重視する。

　文部省は平成5年度に，18学級規模の小学校で約1万

冊の蔵書になるように図書標準を設定し，必要経費を措

置した。また，「児童生徒の読書に関する研究協力者会

議」を設置し，平成7年8月には，その報告中，提言の

ひとつとして，「学校図書館は学習情報センターとして

の機能を発揮していくべき」ことを論じている。

　日本読書学会の『読書科学』は1994年4月から連続4

号に亘づて「学校図書館の活性化」の特集を組んだ。日

本国語教育学会の『月刊国語教育研究』は1995年6月号

で「学習情報センターとしての学校図書館」を，また97

年1月号で「学校図書館の充実と読書」という特集を組

んだ。

　さらに，第15期中教審の第1次答申（96年8月）にお

いても，中教審で初めて学校図書館に言及するというま

でに注目されるようになった。

　このように，学校教育全体でも学校図書館の機能が議

申Bookshelf　aπangements　grouped　according　to　school　subjects　and

topical　themes　in　elemen田1’y　school　libfafies．

榊YONEYA，Shigenori（Minat㏄yo　Elemen⑳School，Funabashi－shi，
Chiba）

論されるようになった。

　2．その中で，なぜ配架を問題にするのか

　学校図書館法が制定されて40年以上経っている。同法

は，学校図書館の目的の第1は「教育課程の展開に寄与

すること」であるとしている。学校図書館の蔵書は児童

生徒の学習に役立つ図書資料を中心にすべきである。そ

れをどのように分類・配架するかについては，いまだ日

本十進分類（NDC）によっている学校図書館が多い。

船橋市内では小学校55校のうちNDCによる配架が50校，

教科別配架が5校である（1）。

　しかしながら，90年代になり，学校図書館機能の活性

化を促す一つの方策として，また，調べ学習に対応した

図書の配架の方法として教科別配架が取り上げられるよ

うになってきた。

　3．本論の目的

　NDCにもとづく配架には根強いものがある。それは

学校図書館についての通論などからもうかがい知ること

ができる。現在入手可能な代表的な文献には次のものが

ある。

①『学校図書館学2図書館資料の選択と整理』1985

　年初版　全国学校図書館協議会　第3章　図書の整理

　　3　図書の装備と配架　（2）配架の方法（山田泰嗣）

②　　『学校図書館ABC　指導から運営まで』　1988年

　初版　全国学校図書館協議会　2章　学校図書館資料

　の選択と整理

③2年に1度の全国学校図書館研究大会における「資

　料組織化」等の講義

　　これらとは異なり，日本十進分類法以外の論として
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　は，次のものがある。

④r学校図書館通論』1990年初版樹村房4章教

　育メディアの特性と活用　2一（2）b資料の分類と排架

　（朝比奈大作）

　残念なのは，①②③では「なぜ学校図書館でNDCに

もとづく配架をしなければならないのか」が明確になっ

ていないことであり，また，小・中・高の発達段階を無

視して学校図書館とひとまとめにしてしまい，校種別の

具体論がないことである。

　学校図書館が注目されるようになった今こそ，40年続

いたNDCに基づく配架を考え直すときである。

　本論は，分類・配架方法の歴史的経過を検討すること

で，「なぜ学校図書館でNDCにもとづく配架をしなけれ

ばならないのか」について，批判的に検討し，校種を小

学校に限定し，そこでは「教科別」から，さらに「教科

・テーマ別配架」にすべきことに理論的根拠を得るのが

目的である。

II配架方法についての歴史的推移

　1．『学校図書館の手引』によるNDCの採用

　「なぜ学校図書館でNDCにもとづく配架をしなけれ

ばならないのか」についての論を検討していくと，それ

がはっきり示されているのは，1948年12月，文部省発行

の『学校図書館の手引』にまで遡る。当時，文部省教科

書局の深川恒喜が編集主任であり，後に『学校図書館の

手引』編集について，次のように回想している。

　　　「…手引編集の過程で，もっとも論議が重ねられ，

　　わたくし自身も苦慮したことの一つは，NDCを採

　　用するかであった。NDCが採用されるようになっ

　　たことについて，当時委員のひとりであった加藤宗

　　厚先生は，自分が日本の図書館界につくしえたもっ

　　とも思い出になることの一つだと後年語っておられ

　　るが，学校図書館の手引でNDCを採用したことは，

　　その後の日本の図書館界に極めて大きい影響を持つ

　　ことになった。…」（「学校図書館の手引」編集の前

　　後　　『学校図書館』1968年4月　p．52）

　当時，分類方法としてNDCを採用したことは学校図

書館だけの問題ではなかったことをうかがい知ることが

できる（2）。

　『学校図書館の手引』は次のような理由で日本十進分

類を紹介した（pp．29～30）。

　　それ以前の学校図書館では多く教科目を基準とし

　　た分類が用いられていた。

　①しかし，過去数十年来の教科目の激しい変動が

　　あった。

　②生徒に与えられる図書は必ずしも教科目に直接

　　　関係するもののみとは限らない。

　　③かれらが校外にあって公共図書館を利用し，卒

　　業後は主としてこれを活用する。

　　④学校図書館の分類を学校だけで通用する特殊な

　　　ものとすることは，決して的を得たものではない。

　　　両者の間に相当程度の共通性を保たせる必要があ

　　　る。

　2．公共図書館の配架の工夫

　ここでは，上記①から④の中で，今でも「学校図書館

でNDCを採用すべき」との論の強い根拠となっている

③と④，公共図書館との関係を検討する。

　公共図書館が児童サーヴィスに力を入れ始めたのは

1970年代に入ってからである。児童室設置が主流となっ

ている。標準分類表としてNDCを広く採用している公

共図書館，その児童室は現在はどのような考えをもって

いるのであろうか。

　鈴木四郎『公立図書館活動論』（図書館学体系4　1985

年初版　全国学校図書館協議会）によると，次の通りで

ある。

　　　…児童室では，伝記，冒険，推理など親しみやす

　　い名称を工夫して関心を引きやすくする。

　　　この方法は，分類法の機械的適用による配列より

　　もはるかに効果的である。分類の原則を逸脱し，理

　　論的混乱を招きかねないとの心配があるが，小規模

　　館においては極めて有効であり，混乱は生じていな

　　い（PP．79～80）。
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　このように公共図書館のほうが「親しみやすい名称」

を工夫しているのである。なお公共図書館における児童

とは小・中学生を指している。

　筆者が実際に訪問した図書館の実例は次の通りである。

①大阪府立国際児童文学館

　　子供室学習コーナーの配架名

　　「れきし」「しゃかい・，ちり」「かがく」「ほし・う

　ちゅう・かせき・きょうりゅう」「とり・どうぶつ」「お

　んがく・スポーツ・びじゅつ・あそび」など

②　市川市生涯学習センター　中央こども館

　　こどもとしょかんの配架名

　　「歴史」「千葉・市川の本」「算数」「社会」「地理」

　「理科」「地球・天気」「鳥」「虫」「水の中の生き物」

　「動物」「生物」「手芸・料理」「乗り物」など

　鈴木が論じているように，標準分類表としてNDCを

広く採用している公共図書館，その児童室がNDCを機

械的に適用するのではなく，学校における教科名や児童

でもわかる名称を工夫しているのである。このような工

夫を学校図書館側が見習うべきなのである。特に小学校

図書室では児童の日常の学習との関連を考慮した配架を

考えるべきであり，そこから中学校，高等学校と校種が

上がるにつれ公共図書館一般書架の配架に近づいていく

というように考えるべきである。

　学校図書館において今もなおNDCを採用している理

由を検討した結果，それらは現在ではその意義をほとん

ど失っているということがわかる。

　3．「利用者の便を考慮すべき」であるという論の登

　　　場

　ところで，どのような分類法を採用するかについての

『学校図書館の手引』の理由の中には，重要な視点が欠

けていた。それは，学校図書館における利用者である児

童・生徒にとって利用し易い分類はどのようなものなの

かという視点がなかったことである。

　そのような視点を重視すべきであるとの論が出てくる

のは，1969年の全国学校図書館協議会主催，文部省後援

の第8回指導者研究会においてである。この研究会にお

いて，「図書整理の基本原則」が提起された。次の5点

である（『学校図書館』1969年10月　pp．21～24）。

①一貫性を持つこと

②利用者の便を考えること

③能率的であること

④標準的であること

　⑤　簡素化されたものであること

　『学校図書館の手引』編集時のNDC採用理由と大き

く違うのは2点目である。

　さらに，注目すべき論議が2点あった。1点目は，

「基本原則はNDCとしながらも，校種別の教科学習と

の関連を十分に考慮した権威ある基準表を全国SLAを中

心に検討してほしい。」であり，2点目は「図書の整理

は対象となる児童生徒の発達段階に則して行なう。」と

いう意見が出されたことである。

　指導者研究会においてこのような意見が集約されたと

いうことは，『学校図書館の手引』でNDCが紹介されて

も現場においては教科学習を考慮した配架が実践されて

いたことを物語っている。それは，『学校図書館の手引』

発行以後も繰り返して教科別配架への批判がなされたこ

とからも分かる（3）。

　研究会での上記のような論議を踏まえて，具体的に児

童・生徒の発達段階に即した配架が実践されていく。そ

のような例を見ていくと，次のようである。

（1）特殊な配架についての論と実践

　利用者の図書探索の便利の観点から別置図書を論じ，

小学校の実例として，新着図書，テーマ図書，低学年図

書をあげている（『学校図書館』1971年10月　pp．9～24）。

（2）教科学習の展開に適応する収集・整理の実践（『学校

　図書館』1979年1月　p．21）

　岡山県津山市向陽小学校・菊井俊夫の佐賀大会での発

表

　新刊書の別置，社会科学習コーナーの設置

（3）学校図書館に適した分類表の適用を考慮すべきとの

　論

　学校図書館の資料の整理について，「N・D・Cの一部
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分を手直しして適用することはよく行なわれているが，

一般的な方法が研究されてきたならば，参考に示しても

よいのではないだろうか。」と，利用を中心に考えた学

校図書館に適した分類表の適用を考慮すべきことを主張

した（柿沼隆志　学校図書館基準に望むもの『学校図書

館』1966年11月　pp．17～21）。

”l　NDCに基づく配架から教科別配架の実践へ

　1．「なぜNDCですか」片山喜八郎

　当時，国学院大学栃木学園図書館長であった片山は，

次のようにNDCに基づく配架へ真っ向から反論した

（『学校図書館』1979年8月　pp．68～69）。

①学校図書館を生き返らせる最大の手立ては，資料を

　教科別に再編成することだと考えています。

②　国語という概念の範囲，理科という教科の概念にし

　たがって図書を分かつことは，小学校教育を経験した

　日本人なら誰にだってできることです。

③学校図書館とか公共図書館であるとかを問わず，利

　用者が全く技術的な予備知識なしに目的の資料にたど

　り着く，そのための細かい手配り，それがらいぶらり

　あんの仕事だと私は思うのです（以下略）。

　これ以後，教科別配架についての実践が表面化してく

る。

　2．教科別配架の実践へ

（1）配架の工夫一学習活動を容易にするために・徳島県

　半田町高清小学校の実践

　児童にとって利用しやすく，すぐ目につきやすい，特

に学習の問題解決に結びつきやすいことを考慮して，配

架の表示を教科別にした。98％の児童が以前のNDCの

配架より使いやすくなったと答えた（美原久代『学校図

書館』1980年5月　pp．63～65）。

（2）　「魅力ある学校図書館を作る」

　1987年に当時の勤務校である船橋市立芝山西小学校で，

筆者は教科別配架の図書室を作った。小学校の図書館で

は，児童の日常の学習に関連した図書・資料の分類をす

べきであるとして，芝山西小学校での教科別配架を具体

的に提示した（米谷茂則・『私の知的生産の技術』1988

年11月，同書　pp．201～216）。

　なお，90年12月には『図書資料を中心とした調べ学習

の指導』の2章でも教科・学習内容別の配架を細かく論

じている。

　3．90年代の新しい動向

（1）学校図書館活性化，学習・情報センター化のための

　分類，配架の工夫

①『読書科学』1994年12月号の特集は，「学校図書館

　の活性化」である。千葉市立葛城中学校の「学習に役

　立つ学校図書館の構想」をとり上げている。同校は「従

　来の十進分類法に従う配架をやめ，教科別の配架を

　行った。各教科等での利用促進を考えたからである。」

　としている（高橋邦伯　p．125）。

②　　『月刊国語教育研究』1995年6月号「学習情報セン

　ターとしての学校図書館」の特集の中では，「学校図

　書館の学習・情報センター化をめざして」という，千

　葉市立緑町小学校の実践研究を紹介している。同校の

　配架は教科別，学年別である（岡本博幸　p．12）。

③r学校運営研究』1994年8月「学校図書館：運営改

　善の提案34」の特集では，「わが校の学校図書館一こ

　こを変えたら大繁盛！」として学校図書館活性化の実

　践を紹介している。

　　東京都大田区立田園調布小学校は，図書室（文学，

　物語，絵本，伝記）と，3つの学習室を備えているこ

　とを紹介している。第1学習室は社会，第2学習室は

　世界・国語，第3学習室は理科その他（算数，図工，

　家庭，音楽，体育）となっている。これはへやごとの

　区切りはあるものの教科別の配架といってよい（片寄

　真理子　pp．30～33）。

　　また，奈良県生駒南第二小学校では，「子供が本に

　アクセスしやすくなる！簡単にできる6つの方法」を

　紹介している。その一つが日本十進分類法をやめ，図

　書を文学，絵本，勉強に使う本の3種類に分け，勉強

　に使う本は教科ごとに分けているという実践である

　（松本隆行　pp．34～36）。
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④後藤陽一「利用者の立場に立った分類を一教科別分

　類は問題か一」

　福岡県大牟田市立平原小学校で教科別分類に踏み切

　り，アンケート調査で児童の8割の支持を得たことを

　論じている。（『学校図書館』1996年8月pp．68～69）

　　さらに，中学校でも注目される実践が出てきている。

⑤　浦和市立常盤中学校

　　日本十進分類法の配架方法から，教科領域別による

　配架に改め，教科学習の際の資料検索の際の利便性を

　図った（『今日の学校図書館　第30回全国学校図書館研

　究大会・浦和・研究集録』p．397より）。なお，同校は

　第30回全国学校図書館研究大会（1996年）の中学校図

　書館視察校であった。

⑥　佐世保市立浅子中学校

　　魅力ある図書館づくりとして配架の方法を変えた。

　NDCにこだわらず，調べるための本，趣味の本，生

　きるための本，マンガの本，日本文学の本など，より

　分かりやすい分け方で読みたい本を探しやすくした

　（『学校図書館』1996年12月　p．38）。なお，執筆者の

　山本みづほは，1993～95年度の全国学校図書館協議会

　の研究員であった。

　　注目されるのは，全国学校図書館協議会はNDCに

　基づく分類・配架を主張しているのであるが，その視

　察校や研究員の中学校で上記のような実践が出てきた

　ということである。

　　そしてまた，高等学校での教科別配架の実践例も出

　てきているのである。

⑦長崎県立西綾高等学校

　　二羽史裕「学校図書館が情報センターとなるために」

　（『月刊国語教育研究』1995年6月　pp．22～27）

　以上のように，分類・配架は年月の経過とともに，児

童生徒にとって分かり易い方法が工夫され，大きな流れ

としては，教科別配架の実践に移行しつつあるといって

よい。但し，図書の背に張りつけるラベルにはNDCで

分類しておき，配架を教科別にし，その配架名について

親切にガイドするというやり方で実践している学校もあ

る。

（2）調べ学習と教科・テーマ別配架

　現行の学習指導要領では，社会の変化に自らも主体的

に対応する生涯学習力の一つとして，自己教育力の育成

を求めている。自己教育力とは学習をしていく意志と基

礎・基本を前提とした自己学習力，そして自己生活力

（生きる力）を統合した概念である。

　調べ学習は学習の意志・意欲を持たせ，学習の仕方を

身につけさせ，その過程で生き方の探求をもでき得る学

習活動であり，次のように実践が増えている。

①五十嵐ふみ代「市川市の試み「公共図書館と学校を

　結ぶネットワーク」一学校図書館・ネットワークを活

　用した調べ学習」（『月刊国語教育研究』1995年6月

PP．16～21〉

②　大阪府和泉市立幸小学校にて，1995年11月15日に開

　催された公開研究会は全学級調べ学習であった。

③r特集調べ学習と学校図書館」（r学校図書館』1996

　年5月）

　そして，調べ学習に対応した資料の整理をすべきであ

るとの論が見受けられるようになった。

①増田信一「教科教育と学校図書館」

　黒岩高明・古賀節子・長倉美恵子〈編集〉『教職研修

／実践ハンドブックNQ1学校図書館の指導と経営』　教

育開発研究所　1994年

　「資料の組織化（整理）一3　整理のための基準・規

則」（P．102）の中で高鷲忠美は，「日本では，NDCが公

共図書館，学校図書館のほぼ全てで採用されています。」

としている。しかし，「児童・生徒への支援・指導一教

科教育と学校図書館（P．194）」で増田信一は，調べ読み

学習に対応する蔵書構成について，「現在のような日本

十進分類による書架の配置の仕方も，再検討しなければ

なりません。子どもたちが調べようとする本がどこにあ

るのか，もっと分かりやすい書架の配置の仕方を考える

必要があります。」と主張している。，

②　浜本純逸「学習センターとしての学校図書館の活用」

　（『初等教育資料』平成7年　12月　pp．2～7）
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　「学校図書館の整理は基本的には日本十進分類によっ

て行い，配列は，臨機応変に行いたい。「調べ学習」の

テーマが決まった段階でそれに見合った本を集めて目に

つきやすいところに置くことも工夫の一つである。」と

している。

　国語科，社会科，理科をはじめ家庭科，音楽科などで

も調べ学習が実践され，さらに教科を越えて児童自らが

テーマを設定した調べ学習が推進されていくと，図書室

資料への要求，利用も当然増えてくる。これに対応した

機能を持たせたのが学習センターとしての学校図書館で

ある。

　そこにおいて，NDCやそれを少し手直しした程度の

分類で図書が並んでいたとしたらどうであろうか。学習

のために資料を探すことからして容易ではない。

　例えば，3年生の国語科の「魚の身の守りかた」（教

育出版教科書）の学習で，児童が魚の本を探すときには，

「魚の本は何類かな？」などと探すべきなのであろうか。

そうではない。それまでの学習からすれば，理科あるい

は動物のところに魚の本があると考えるのがごく普通で

ある。小学生の学習内容からすれば，「理科」あるいは

「動物」のもとに「魚」または，「海や川の生き物」と

いった配架名が必要なのである。

　あるいは4年生が「水」について学習しているとき，

児童は「水の本は何類か？」などと考えるのであろうか。

そうではない。これはNDCに基づいたのでは「水」の

分類などないのである。わざわざ分類にない例を出すの

かという批判は当たらない。4年生にとって「水」は数

教科にわたって学習する大きなテーマなのである。これ

に応えるにはテーマ別配架として「水についての図書・

資料」ということが必要になってくるのである。同じよ

うなことが「環境」，「地域に関する図書・資料」（例え

ば，船橋なら「船橋市・千葉県についての図書・資料」

などとして配架する）などについていえるのである。

　そのようにして，図書室が学習に役立つという思いを

定着させ，課題解決を援躰することで，児童自身が主体

的に学ぼうとする場となっていくのである。

　なお，社会科については，NDCに基づいた配架では

図書・資料が，歴史，社会科学，技術・工学・工業，産

業といくつもの分類にわたってしまうので，探すのが容

易ではない。そこで，児童の学習の便利を計るために，

これらの社会科関係の図書・資料を1ヵ所に集めて「社

会科学習室」を作ることも行われている。そして，図書

・資料は，「地域に関する図書・資料」「くらしをよくす

るための仕事」「いろいろな土地のくらし」「農，林，水

産，畜産業」「工業」「いろいろな産業」「伝統産業」「交

通・通信」「日本の歴史」「くらしと政治」などのように

学習テーマ別に配架されていると探しやすく，利用しや

すくなる。

lV　小学校図書室においてどのように分類，配架す

　　べきか

　『学校図書館の手引』から始まって，どのような考え

方によって分類，配架がなされてきたのかを考察してき

た。小学校図書室においてどのようにすべきかを整理し

てみると，次の通りである。

①児童が図書・資料を探しやすいようにすべきである。

　どのような考え方によって分類，配架すべきかという

基本の第1点目は，利用者としての児童が図書・資料を

探しやすいように分類，配架すべきであるということで

ある。その際留意すべきは，片山の指摘する通り，特別

な知識や指導を受けなくとも探している本がどの辺りに

あるか見当つけられるように案内されているとよいとい

うことである。

②　その学校の教育課程に即して，学校独自のものでよ

　いo
　教科，道徳，特別活動，学校独自の活動によって編成

される学校の教育課程に対応した，そしてまた，単元学

習，調べ学習，これからの学習方法の課題である総合学

習などに対応させた，その学校独自の分類・配架でよい。

単元学習，調べ学習，総合学習への対応とは教科別では

なくテーマ別である。

③分類・配架は流動化していてよい。
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小学校図書室における教科・テーマ別の配架

　教科の変更，新設があったらそれに対応すべきである1

現行学習指導要領から生活科が新設されたが，「せいか

つ」という配架名で図書を揃えている学校が多い。

　また，調べる学習で新しいテーマがでてきたらその

テーマに対応すべきである。利用者である児童，そして

学校教育の動向に呼応して対応すべきである。

　以上をまとめると，小学校では教科・テーマ別に分類　　（3）

・配架すべきであるという結論に到達する。

　本論は小学校に限定したが，論のなかで中学校での新

しい動向も紹介した。小学校から公共図書館までを

NDCで一貫すべきとの論は今でもあるが，公共図書館

の児童室がそういう考え方から抜け出して児童サービス

をしている。学校図書館側も，小学校・中学校は，利用

者としての児童・生徒が図書・資料を探しやすいように

教科・テーマ別の分類・配架に動き出すべきである。

〔注〕

（1）平成9年5月における筆者の聞き取り調査による

（2）　『学校図書館の手引』へのNDCの紹介については

　次も参考

　1．加藤宗厚「学校図書館の手引」とN．D．C（『図

　，書館雑誌』1950年1月　pp。4～9〉

　2．加藤宗厚「学校図書館における分類」（『学校

　　図書館』1957年9月　pp．63～69）

　3．深川恒喜「『学校図書館の手引』完成まで」（『学

　　校図書館』1980年12月　pp．25～26）

教科別分類，配架への批判

　1．森　　清「図書の分類（1）」（『学校図書館』1951

　　年10月　pp．34～37）

　2．芦谷　清「図書分類の実際（1）」（『学校図書館』

　　1953年8月　pp．14～17）

　3．鈴木英二「学校図書館資料整理上の諸問題」

　　（『学校図書館』1957年6月　pp．35～37）

　4．藤田善一「図書整理に関する18章　第5章

　　分類の意義とNDC」（『学校図書館』1958年8月

　　PP．31～35）

　5．大西　昭「問題提起一学校図書館理念のうえ

　　から阻害をさぐる」（『学校図書館』1969年9月

　　PP．14～16）

SUMMARY

　　The　classification　and　arrangement　ofbooks　in　school　li－

braries　at　all　levels　in　Japan　have　b㏄n　based　on　NDC（Nip。

pon　D㏄imal　Classification）since　the　Ministry　of　Education

published　its“Guideline　for　School　Librades”in1948．Al－

though　the　NDC，made　by　adopting　the　Dewey　Decimal　Sys－

tem，is　a　theoretical　and　convenient　way　of　classifying　books

of　all　kinds，it　is　not　especially　easy　for　children　to　understand

and　use　and　sometimes　causes　dimculties　for　them　to　find

books　in廿1e　library．

　　Since　the1970s，however，new　ways　that　are　easy　fbr

children　to　understand　have　been　introduced．This　paper　re－

views　some　typical　examples　of　this　kind．Since　the1970s，

the　children，s　reading　room　in　some　public　libraries　has

employed　school　su切ects　and　simple　words　for　children　on

廿Le　book－classification　labels　on　the　shelves．　In　dle　1980s，

shelf　a瞳Tangements　based　on　school　subject　and　grade　level

were　adopted　by　a　number　of　elementary　and　junior－high－

schoollibraries．lnthe1990s，schoollibrariesgraduallybe－

gan　to　serve　as　learning　centers　and　infonnation　centers．　In

this　connection，subject－oriented　book　alrangements　b㏄ame

popular．

　　Based　on　the　practices　reviewed，it　was　suggested　that

school　libraries，and　at　the　elementaly　level　in　particular，em－

ploy　a　book　arrangementthat（1）makes　iteasy　forchildren　to

locate　a　book，（2）is　closely　related　to　the　school　cuπiculum，

and（3）is　in　keeping　with　the　latest　trends　in　school　educa－

tion．
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授業記録

理解と表現の一体化を目指して

　　『平家物語』の群読学習を通して　　＊

岐阜県多治見市立陶都中学校中嶋真弓申申

1．はじめに

　中学二年生の教科書教材『北の国から』（光村図書：

倉本聰作）の学習では，「作者倉本聰氏に録音テープを

送ろう」という学習目標のもとに単元学習を行った。そ

の学習の朗読練習では，各グループに一本ずつ配布した

テープを活用して何度も自分達の声を録音して聞き返し

たり担任教師に現在国語科学習で行っている朗読につい

て話したりする姿も見られた。また，普段中々声を出す

ことができない生徒も，グループ活動の中で教室の端と

端とを使って大きな声を出す練習をしたりする姿も見ら

れた。つまり，目的が明確でその活動を行うことによっ

て自分自身に力が付いたと感得することができるとき，

生徒達は精一杯その学習に取り組み満足感や自己充実感

を味わうことができるのである。言い換えるならば，生

徒達が潜在的に持っている「読みたい」「学習したい」

という意欲をどのような学習活動を組織していくことに

よって引き出し，より思考力・表現力・判断力を高めて

いくかが問題となってくると考えるのである。

　そこで，本小論は「群読」という読みの観点から生徒

達の「読みたい」という潜在意識を喚起しながら，より

朗読技能を高めることによって言葉の力を身に付けさせ

たいとの考えのもと中学二年生教科書教材『平家物語』

で行った実践を報告するものである。

　　　　　　　【単元構成1

　　　　　　　　単元名

　　　　　　群読に挑戦しよう

　　　　　　　　　↑

　　　　　　　付けたい力

・意欲：読むことの楽しさを感得する。

・表現：工夫しながら群読をする。

・理解：群読をするための学び方を獲得する。調

　　　べ学習の仕方を知る。

・言語：古典独特の響きやリズムを味わう。

　　　指導目標

群読を通して，読みの

楽しさを感得したり，

読むための技能を獲得

したりさせる。

　　字皆目標
『平家物語』の群読発

表会をしよう！

生徒の姿

・読みへの意

欲

・古典への抵

抗感

言語活動

・群読を核に

した読みの

活動

・理解と表現

の一体化を

取り入れた

活動

教材の特性

・リズム感や

生き生きと

した情景描

写や強弱緩

急の巧みさ

から群読に

適している。

既習学習

・『北の国か

ら』での朗

読学習

　　↑
　　　　出口の活動

各グループごとによる群読発表

会及び朗読テープを来年の2年

生のために図書館に寄贈する。

申Toward　a　combining　of　undefs齪mding　and　expression：The　example

ofaclass’schoralreadingof“HeikeMonoga面．”
帥NAKA皿MA，Mayumi（T6toJuniorHigh　School，丁司imi－shi，Gifu）
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理解と表現の一体化を目指して

2．研究内容及び具体的方途

研究内容

（1）単元指導計

　画の工夫

（2）援助の在り

　方の工夫

具体的方途

①単元を通した共通課題を設け，目的

　意識を明確にした活動を組織する。

②既習学習を生かした活動を設定する。

③調べ学習を設定し，情報を活用しな

　がら共通課題に迫る学習活動を組織

　する◎

◆援助者としての教師の立場を明確に

　する。

3．実　　践

　　　〔研究内容（1〉単元指導計画の工夫〕

①単元を通した共通課題を設け，目的意識を明確に

　した活動を組織する。

　　　　　～

まりを表現したり場面の様子にマッチした読みを

工夫したりしながら読み進めていく楽しさがあ

る（1）。

r　　　　　〈どのような力が付くか〉

1
：・朗読で学んだ力をより発揮していくことができ
3ロ
1　る楽しさ。
3ロ
1・読み取り方や表現の工夫の仕方を考え生かして
旨

：　いく力
1ロ
1・読み取った事柄を表現する力
3L一一一

r　　　　　　　【単元名】＝共通課題

l
l群読に挑戦しよう！
1
3』一一一一一一噂一一一一一一

「

　1
　巳
　l
　I
　I
　I
　I
　I
　I
　I
db　　一

　「どのような目的でその学習を行うのか」「それによっ

てどのような力が付くのか」という見通しを持った学習

は，生徒達の意欲を高めることにつながるものと考える。

　そこで，本単元では，『北の国から』での「朗読」学

習の発展として「群読」を行うことにし，「朗読で得た

学び方や技能を生かしたり発揮したりしながら今度は群

読に挑戦しよう」と働き掛けた。

　生徒達にとっては，「群読」という言葉は耳慣れない

言葉であるために，先ず，言葉の意味から説明し取り組

みの方向を示した。そして，群読によってどのような力

が付くのかを生徒達に明確にし，直接的な共通課題を教

師の方から提示した。

r一一一一一一一一一一一一〈生徒達に話した群読の内容〉　　　　　1
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペ
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

i　群読とは，一人一人の朗読を生かすとともに声i
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

iの強弱・速度，そして男女の声質や人数の調整に　i
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

：よって作り上げていく読みである。感情が盛り上　i
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

iがるときには，段々人数を増やしてその心情の高i
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！

　　　〔研究内容（1）単元指導計画の工夫〕

②既習学習を生かした活動を設定する。

　『平家物語』では，群読を核とした言語活動を組織し

た。そして，その中で生徒達が自己充実感を味わうこと

ができるために，朗読をベースに行った既習学習『北の

国から』の学習活動を生かしていくことにした。これに

よって，前述したように学習の見通しが持てると同時に

新たな学習に取り組むことによる意欲付けとなると考え

たからである。

　既習学習として，『北の国から』の大筋（2）を記してお

くこととする。

　『北の国から』では，自分なりの見方・考え方を広

め，自力で課題解決する力を育成するために，次のよ

うな内容で学習を組織した。

◆学ぶことの楽しさを味わうことのできる国語科

　の授業

◆思考力・表現力・判断力を必要とする学習内容

　の多様化
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読書科学第41巻第4号

◆学習経験・学んだ力を発揮できる学習の場の設

　定

　具体的には，次のような学習内容・学習活動のもと

で行った。

◇生徒自らが創る学習計画

　全11時間で計画した単元指導計画の中の4時問を朗

読するグループ単位で計画・立案し，活動するように

した。

　学習計画を立てる前に，朗読が上手になるためには

どのような学習をどのような学習材を活用して行えば

よいかという内容で交流会をした。

○『北の国から』に関わる学習

　・『北の国から』の放映ビデオを見る。

　・原作を読む。

　・北海道や富良野の様子を知る。

○朗読を上達させるための学習

　・朗読上達の本を読む。

　・役者が朗読をしているテープを聞く。

　・『声を出せ』という朗読上達ビデオを見る。等の

考えが出されたり教師側から示唆したりした。

　そこで，学校で用意できる資料，グルー・プで用意で

きる資料に分類し，これらを活用しながらそれぞれの

グループで4時問の計画を立て活動に入っていった。

　活動内容は，共通課題とした《単元名「朗読に挑戦

しよう」：学習目標「作者倉本聰氏に録音テープを送

ろう」》に向けて朗読が上達するための活動を工夫し

行うというものである。

◇生徒が生み出す学習方法・学習活動

　学習計画がグループごとに異なることによって，当

然学習方法，学習活動も多様になってくる。あるグ

ループは『北の国から』の舞台となった北海道や富良

野について調べてから朗読に取り掛かり，あるグルー

プは，叙述の一人読みから作品に迫った上で朗読を

行ったりする。そこで，共通課題に向けて，本時では

それに迫るためにどのようなグループ課題で学習を行

い，その評価はどうであったかを一単位時問ごとに明

確に持ち学習に臨むようにした。

　また，学習活動が多様化することによって一斉学習

とは違い録音する場・調べ学習をする場・ビデオを見

る場等，場の設定が必要となってくるために授業中に

自由にそれぞれの教室に移動できるようにした。

　このような活動を行うことによって，

◎生徒達一人一人が主体的に活動し，目的意識を持っ

　て何のためにその学習を現在行っているかを踏まえ

　た学習ができた。

◎内容的な読み取りだけでなく，その読み取りを表現

　活動にしていくという点において理解したことを表

　現したり，表現からより理解を深めたりすることが

　できた。

と言える。

上記のような既習学習を生かし，次のような活動を取

り入れた。

◇生徒自らが創る学習計画

　・全体の3時間を群読グループで計画し，群読上達に

　　向けて活動を行う。学習計画立案の前に『北の国か

　　ら』同様に交流学習を行い，どのような学習材が活

　　用できるかを交流した。本単元では，どのような学

　　習活動が考えられるかは『北の国から』で体験をし

　　ているために「『北の国から』の学習を生かしていこ

　　う」との働き掛けのみした。

　交流学習では，次のような学習材が出された。

○『平家物語』に関わる学習

　・『平家物語』のビデオを見る。

　・『平家物語』の原文を読む。（図書館活用〉

　・社会科の資料や歴史に関する資料を読む。

○群読を上達させるための学習

　・朗読上達の本を読む。

　・役者が朗読をしているテープを聞く。

　・『平家物語』の群読が録音してあるテープを聞く。
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理解と表現の一体化を目指して

◇生徒が生み出す学習方法・学習活動

　・『平家物語』に関わる書物や資料を活用しての調べ

学習，群読を上達させるための群読テープを活用し

ての読みの練習等を総合的に行いながらグループご

えな　て
て力こ付☆
いがれ加印〈
る付にしは備
。いよた’考
　たつ項生〉
　かて目徒
　を’で自
　自生あ身
　覚徒るが
　すが●r

る自
こ分
と自
が身
でに
きど
るの
とよ
考う

学習規律

　ロ　巳■■口
た多た単丁資資
●く●元寧料料
　の　目にをを
　学　標視毎前
　習　を写時も
　活　意す間つ
　動　識る用て
　を　しこ意探
　取　なとすす
　り　ががるこ
　入　らでこと
　れ　　’きとが
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　　とに活動をする。

　・一単位時間のグループ目標と評価観点を明確にして

　　活動に臨む。但し，本単元では，教師側から「個人

　　評価カード」を作成，配布し，その内容の選択をグ

　　ループに委ねる方法をとった。

　それは，段階を追った学習を成立させていくと同時に

この単元でどのような力を付けていくかを明確に生徒達

に提示しその獲得過程を生徒自ら意識して行わせたいと

の考えがあったからである。

　　　　〔研究内容（1）単元指導計画の工夫〕

③調べ学習を設定し，情報を活用しながら共通課題

　　に迫る学習活動を組織する。

　　　　　　〔S男のノートより〕

　冒頭部分は，平家が滅亡していく様子である。お

ごっていたものもついには滅びてしまうという，人

問の力のはかなさがしみじみと感じられる。

　また，「扇の的」では，合戦を一時離れたはなや

かさがあると思った。源平両軍がいっせいに注目す

る中，扇を見事に射た那須の与一宗高は，もうヒー

ローである。

　学習計画立案のときの交流学習で出し合った資料を中

心に，群読グループごとで群読練習に向けての調べ学習

や読みの練習を行った。

　読みの技能を高めるためには，作品の内容理解を深め

ていくことや群読の楽しさを、味わいそのよさを体得し，

自分自身もそれに挑戦して一生懸命練習をしたいという

意欲を持つことが大切になってくる。そのために，内容

理解のための学習材や技能を向上させるための朗読に関

わる学習材の両面での学習活動を取り入れた。

　この活動を行うことによって，作品への迫り方が多様

になる，つまり，作品の味わい方に広がりが持てると考

えた。そして，それが，ひいては，古典を読み味わう楽

しさにつながったり，学び方の獲得二技能獲得につな

がったりすると考えるのである。

　以上のような学習内容・学習活動を単元指導計画（3）

の中に組織しながら実践を行った。

　このような学習活動を組織し実践することによって，

次のような生徒の姿が見られた。ここでは，抽出生徒S

男を中心に見ていくこととする。

　S男は，初めの感想で，『平家物語』について次のよ

うな見方をしている。

　S男達のグループは，単元名「群読に挑戦しよう！」

に対して3時間の学習計画のグループ課題を「効果的な

群読の仕方を身に付けよう」とし，以下のような学習計

画を立案して学習に臨んだ。

〔S男のノートより〕

時

1

2

3

学　習　活動

◇平家物語のビデオを見る。

◇内容を知る→その場面の雰囲気や情景を読み

　取る。

◇視写したノートに分かったことを書く。

◇グループ交流をしながら読みの練習をする。

◇テープを聞く。

◇テープの読み方とビデオから読み取った場面

　の雰囲気とを結び合わせて，群読の仕方をま

　とめる。

◇読みの練習をする。

◇群読練習をする。

　1・2時間目の学習の中でS男は，次頁のような点を

中心に読み取りを行っている。考察も交えて記しておく

こととする。
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読解方法

学習姿勢
S男のノート 考　　　察

ビデオか ◇さざなみがかなり ○ビデオを見るこ

ら 立っていて，海が風 とによって，情

にあおられている情 景をイメージし

景があったので強く やすくなり，波

はっきりと読む。 の様子・源氏と

（略）源氏の方が 平家との位置関

勝っている。だから， 係・緊迫感を知

平家より源氏の方を るができたと言

大きく読む。 える。

→強く，大きく

（全員）

→平家（女2人）

源氏（男2人〉

一人読み ◇〈南無八幡大菩薩… ○言葉や内容の読

から …＞〈ひようど放つ＞ み取りから，表

の文章から，神々に 現の仕方を考え

頼みまくっている。 ている。

「与一の緊迫（責任 ○群読という活動

の大きさ）」が分か を取り入れたこ

る。 とによって，そ

→遅くきびしく の場面から感じ

→（男1人） 取れる音や様子

◇〈浦響くほど長鳴り ・雰囲気をより

して……ひいふつと 明確にイメージ

……＞から，浦一体 として捉えよう

に響くほど長鳴りす としていると言

るほどだから弓の速 える。

さはかなりのものだ

ろう。

→特に強く速く読む。

◇〈夕日のかかやいた

……〉から，夕日に

照らされてオレンジ

色に染まる海のおだ

やかさに，扇の紅の

あざやかさが重なっ

てとても美しい情景

が思い浮かぶ。

→小さくやわらかく

（女1人）

◇〈平家の方には音も

Fせず，源氏の方には

またえびらをたたい

て……〉から，今迄

感動していた所から

雰囲気が急に変わっ

ている。源氏の恐ろ

しさを見せつけられ，

おびえている感じだ。

→小さく読む。

（女2人）

→源氏側は平家と反対

の感じを出すために，

大きく読む。

（男2人〉

交流学習 ◇S男のグループでは ○書き手（語り手）

及び学習 1・2時間目の交流 が駆使した巧み

の様子か の時問に，「与一が な表現や生き生

ら 弓を射る場面は，少 きとした情景や

しオーバーに野球の 心情描写をつか

実況中継のようにし み，それを聞き

た方が相手に雰囲気 手に伝えるため

が伝わるのではない にはどのように

か」という話し合い したらよいかを

がなされた。 考えていると言

◇〈南無八幡大菩薩… える。

…〉の部分は，S男 ○生徒達が「おも

のグループを含めて， しろい」と捉え

多くのグループが たのは，生徒達

「おもしろい」と何 自身うまくは説

度も読んだり，暗唱 明できなかった

したりする姿が見ら ものの，古典の

れた。 持つ独特な表現

やリズムに引き

込まれた証拠で

はないかと思わ

れる。

　以上のような考察から，群読を導入したことが古典の

抵抗感をやわらげ，感覚的に表現のおもしろさやリズム

を感得することができたと同時に，生徒達の読み取りが

より豊かに深まったように考える。それは，群読という

活動を行うことによって強弱や速度といった読みの工夫

をするのはもちろんであるが，男女の声質や人数の調整

等を加味していく楽しさがあるためにより深い読み取り
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をすることによってその効果を生かそうとする生徒達の

意欲によってもたらされたものだと考えている。

　つまり，『平家物語』の持つ学習材の特性を生かしな

がら群読の活動を導入したことによって，下記のような

読み取り方が生徒の中に根付いたと考える。そして，そ

れは受動的な活動の中で生まれてきたものではなく，既

習学習を足場にした学習を設定したことによって「この

前の学習のここを生かそう」「今度はこんな活動をして

みよう」「こんな活動をするとよりよい発表ができるだ

ろう」といった生徒が主体的に考え行動する能動的な姿

から生み出されたものと言える。

内容理解・技能獲得

による学習材の活用

・読み取り ・文学史的位置付け

・イメージづくり

・作品の背景

・グループ交流による学び合い

・言葉の持つリズムの理解

・心情の理解

・臨場感あふれる表現の工夫

・作者の意図

・読み手の捉え

書き手への迫り方

理解と表現の一体化

　　　　〔研究内容（2）援助の在り方の工夫〕

◇援助者としての教師の立場を明確にする。

　『北の国から』では，どのような学習活動をどのよう

な学習材で行うかを，学習計画立案に向けての交流学習

で考えさせていった。その学習体験を生かしながら，群

読に取り組ませるために，教師は援助者としての立場で

学習活動に臨むことにした。

　教師主導の場は，単元指導計画の第一時間目で，どの

ような学習活動であるか，それによってどのような力が

付くかについて話したときである。

　その後は，活動ごとに，次のような援助にあたった。

◇学習材活用の場での援助

　第一時間目に群読についての話をすると共に，学習材

を選択する交流学習を行った。その時に，

　・どのような資料が学校にあるのか。

　・どのような学習材が活動に役立つのか。

について話し，用意できる学習材としてどのようなもの

があるかを話した。

　また，調べ学習を行う中で，資料が必要となったとき

は，援助者として資料提供を行うことにした。

◇調べ学習の場での援助

調べ学習での

特徴的な傾向

・教科書教材を

中心に追求し

ているグルー

プ

・ビデオを中心

に追求してい

るグループ

・群読テープを

中心に追求し

援助　の　方　向

・内容の読み取りを群読につなげる

ように話す。

・他の学習材にも目を向けるように

話し，資料収集の際にどのような

ものがよいかをアドバイスする。

・読解したことを，．声に出して表現

してみるように話す。

・服装や場の様子を捉えるように話

す。

・感じ取った様子から，自分なりの

イメージを膨らませるように話す。

その方法として，どのように教科

書教材では表現してあるかを見る

ように話していく。

・歴史的な資料等で，どのような場

面であったか，どのような状況で

あったかを調べてみるように話す。

・テープを聞いて，自分も読みの練

習をしてみる。
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ているグルー

プ

・資料を中心に

追求している

グループ

・多くの学習材

から追求して

いるグループ

・何故，そのような群読がなされて

いるかを内容を考えていく中で捉

えてみるように話す。

・自分の読み取りをもとに，違う読

みを工夫してみるように話す。

・調べたことが，どのように群読に

生かせるかを考えるように話す。

・調べたことから，読み取りを深め

ていくように話す。

・3時問の中で行える活動をするよ

うに話す。

・グループで分担して調べ学習をす

るように話す。

・群読につながる調べ学習を行うよ

うに話す。

・ビデオや録音テープに左右される

のではなく，自分達なりの群読を

工夫するように話す。

◇グループによる，群読発表会時の援助

　グループごとに行った群読発表会の際には，発表を聞

きながら自分達のグループの群読とどのような点が違う

のかをメモにとり聞くように話した。そして，その後，

自分達との違いをそのグループに直接聞きにいくという

交流の時間を設けた。

　その交流会の中で，教師も直接双方の話を聞きながら

次のような内容で援助を行った。

・どのような根拠でそのような読みをしたかを尋ね

るようにする。

・自分達の読み取りとの違いを内容面や，実際の群

読表現によって比較してみるように話す。

・お互いのグループの読みが違ったときには，「聞

　き役グル‘プ」をつくり，どちらのグループがよ

り効果的な群読をしているか判断してもらうよう

にする。この判断基準としては，調べ学習をして

の読み取りや，情景描写や場面の様子を十分考え

ながら行うように話す。

　このような援助者としての立場を明確にしたことに

よって，生徒達のつぶやきを捉えながら話すことができ

たり，つまずきに応じた援助ができたりしたのではない

かと考えている。

　このような援助によって，生徒達は，一方向からの見

方・考え方・感じ方ではなく，今迄自分では気付かな

かった観点から作品や学習活動に臨むことができたと言

える。

　S男は，『平家物語』が語り掛ける「無常観」に対し

て，学習のまとめとして次のような内容で書いている。

　　　　　　〔S男のノートより〕

　当時の武士の様子がよく分かった。武士たる者や

はり武芸や味方のこと，また武士魂に対するプライ

ドが非常に高いと思った。「恥をかくなら死んだほ

うがよい」という考え方が武士というものらしい。

　冒頭部分には，まったくその通りだと何度も納得

させられた。全盛を極めていた平氏が，結局は滅び

てしまう。戦乱の世はまったくどうなるか分からな

い。これは，今の現代にもあると思った。成功をお

さめても，調子にのらず物事は慎重に行った方が無

難だと最近思っている。

　群読では，群読の意味とそれによって何が効果的

なのかがよく分かった。人数の多さや声の大きさだ

けでなく，男性・女性の特色を生かすことはよい発

見だと思った。

　S男は，自分自身の現在の生活を『平家物語』と比較

し古典から学んだ点を強調して書いている。これは，群

読学習に向けて調べ学習を行ったことによって，理解を

深めそれに対する感想として自分自身の姿をオーバー

ラップさせたものと考える。そして，それが結果として，

群読の中で表現しようとした華やかな場面での源氏と平

氏との対比につながったものと考えられる。

　つまり，教師が援助者としての立場を明確にし取り組

んでいったことによって，自分自身の見方や考え方，取
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り組み方で作品に迫り自分自身を生かすことができたと

考えている。

4．おわりに

　理解と表現（特に本単元では音声言語を中心にした）

を一体化させる学習として，内容理解と共に，技能獲得

としての学習活動も強化していった。その二つの懸け橋

として群読という活動を核として取り組みを行った。こ

れによって，新しい活動として生徒達の意欲を増したこ

とはもちろんであるが，理解したことを表現活動に生か

してみたり，表現活動の中からより理解を深めたりする

活動ができたのではないかと考える。

　近年，単元学習が再び見直されつつある。その要因を

今迄の学習がただ単なる作品の読み取りで終わってし

まったり，話し合い活動のみで終わってしまったりした

ことによる国語科学習の不完全燃焼にあるのではないか

と考えている。つまり，その学習をどのようにまとめて

いくのか，どのように「生きて働く力」に結び付けてい

くかを考えていく必要があるということである。そのた

めには，基礎・基本の定着を図ると共に，生徒が主体的

な活動を自己決定し，一人一人の個性を生かした学習活

動が保障されていかなくてはならない。そしてさらに，

最終出口の活動として，学びを生かすことができる内容

・学びを発信者として情報提供していくことができる場

を組織的に考えていく必要があるのではないだろうか。

〈注＝参考文献〉

（1）瀬川栄志著『音読・朗読・群読・暗唱で意欲を高め

　る』明治図書　1993・11

（2）拙稿「私の授業レポート実践『生きる力』を育てる

　国語科学習一生徒たちがつくる国語の授業を目指し

　て一」（『月刊国語教育』東京法令出版　1997・6月号）

（3）単元指導計画〔全10時間計画〕

ね　ら　い

［第1時］

◆冒頭部分を繰り

　返し音読し，

　『平家物語』の

　内容の大筋を捉

　える。

◆学習の見通しを

　持つ。

［第2・3時］

◆古典部分の視写

　を通して，表現

　の仕方に触れる。

◆作品を読み合い

　ながら古典の持

　つリズムを感じ

　取る。

［第4時］

◆学習計画を立て

　る◎

［第5・6・7時］

◆群読練習を通し

　て，読むことの

　楽しさを感得し

　たり，作品の読

　み深め方を学ん

　だりする。

［第8・9時］

◆グループの発表

　を聞き合い，読

　み取りの違いに

　気付き，よりよ

　い表現をしよう

　とする。

［第10時］

◆『平家物語』で

　学んだことを整

　理する。

学習内容（※印は，援助内容）

◇『平家物語』の冒頭部分を音読

　したり，その作品の持つイメー

　ジを話し合ったりする。

※暗唱する姿を認める。

◇群読の意味を理解し，活動の見

　通しを持つ。

※実際に一部を取り出し，グルー

　プで群読練習の真似をしてみる。

◇教師の範読・ペア読み，グルー

　プ読み，ストップ読み等の読み

　を導入し，読み合う。

◇教科書教材の古典の部分を視写

　し，群読練習の読み取りに生か

　すよづにする。

※『平家物語』の特徴や予備知識

　として知っておいてほしい内容

　については「お助けプリント」

　として，教師側から提示する。

◇学習材の活用を考えながら，3

　時問分のグループ独自の学習計

　画を立てる。

◇グループ独自の活動を行う。

※活動の場が広がるために，学習

　規律の面で，移動するときの態

　度や他の教室での学習態度につ

　いても考えて行動するように話

　す。

◇全グループが群読発表を行う。

◇聞き手は，群読発表を聞きなが

　ら自分達のグループとの違いを

　メモする。

◇発表グループと聞き手との交流

　会を行い，相違点を中心に読み

　の根底にあるものを交流する。

◇群読学習で学んだこと　（学習の

　仕方：技能面・表現面）と『平

　家物語』で学んだこと（学習内

　容：理解面・表現面）の両面で

　感想をまとめる。

◇「個人評価カード」を確認する。
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提言

授業実践研究論文の記述のあり方（2）

　　授業リフレクション研究事例の考察　　＊

山梨大学澤本和子申申

一　目　　的

　授業実践研究の方法と研究論文の記述方法は現状では

安定しておらず，本学会がこの特集を組むことは意義深

いとの見解を，先の澤本和子（1997）で述べた。そして

先行研究として，渋谷孝（1981），井上尚美（1983），森

田信義（1988）の事例を検討した。この結果から，次の

課題と展望を述べた。

1．完壁な授業記録作成は難しいが，精度の高いデータ

　採取・処理，考察を追求する必要がある。教師の内省

　による授業記述は，そういうデータの一つと位置づけ

　る。

2．発話記録は授業研究の重要なデータだが，必要最小

　限を目的を明示して引用する。

3．授業データの加工は，データ精度との緊張関係の上

　に成り立つ。

4．以上1～3の実施にあたり，研究者，専門家として

　の見識と自覚を喚起する。

　これに加えて，授業実践研究の方法それ自体が開発的

・創造的性質をもつとした。

　そこで本稿では，この視点から開発し澤本（1993）で

提案した「授業リフレクション」による2種類の事例研

究をとり上げ，その研究方法を述べて記述方法を検討す

る。そして，今日の時点での前掲の課題への取り組みを

。The　way　to　whこe　pmctk：e－teaching　research　and　repo鵡（2）：Based

on　tbe　teachef’s　ref且㏄tive　smdy　of　r㏄orded　class　activities．

”SAWAMOTO，Kazuko（Yamanashi　Unive∬3ity〉

ren㏄tiveに考察する。これにより，授業実践研究論文の

記述に関する筆者の提起の意義と課題も明らかになるも

のと考える。それは，澤本（1997）の「授業実践研究論

文の記述のあり方1」で提起した問題，即ち教科研究の

背景となる学問に依拠する「アカデミズムの言語」と，

教師の実践知practical　knowledge・暗黙知tacit㎞owingに

依拠する「実践家の言語」の交信不良の現状の克服と，

両者をつなぐ新たな言語と知の枠組みの創造に通ずるも

のと考える。

二　問題の整理と補足

　「授業実践研究論文の記述のあり方1」で提示した課

題は，次のとおりである。

1．研究の目的や視点の明示

2．データ採取処理提示の妥当性・信頼性

3．書き手の研究者意識の自覚化

4．狭義の記述方法の水準の確保

　そして，これに対する先行研究検討結果から得た考察

と展望を，以下のように述べた。

ア．授業実践の研究報告・論文では，完壁な授業記録を

　作ることはできないが，極力，実践過程を明らかにす

　るデータを採取し，これをもとに検討する。教師の一

　人称視点からの授業記述は，そういうデータの一つに

　位置づける。

イ．発話記録は渋谷らの提案のとおり，授業研究の重要

　なデータだが，報告や論文では，目的を明示し，必要

　最小限を引用する。
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ウ．授業データは発表の意図に即して加工することもあ

　るが，それはデータ精度との緊張関係の上に成り立つ。

エ．上の1～3の課題解決に際し，研究者，専門家とし

　ての見識と自覚を求める。

　アイウは上の2に，イウは1に，エは3に関わる。こ

のうち1，2と4について，補足的に述べる。というの

も，前掲論文では紙幅の制約上，事例の考察を中心に述

べたため，論文の記述上重要なデータの扱いや，書き手

の書き分けについては，説明を省略せざるを得なかった

ためである。

　ここで2とウのデータの採取，作成と利用の関係につ

いて補足し，考察する。筆者は，データ採取者とその利

用者の関係について，表1のような水準を設定し，信頼

性の一つの目安にしている。実際にはa～dの中間的な

位置づけもあろうが，概略この目安でデータと利用者の

距離を視野に入れて論文を読む。

　授業実践研究では，原則として授業実施場面に出向い

て採取作成したデータか，共同研究者が採取したデータ

を利用する。それは，授業データの採取それ自体が，研

究の目的と方法に依拠し，採取者の視点とデータ採取に

関わる研究者としての力量に依存するためである。澤本

（1996a〉では，中堅教員の授業リフレクション研究の

事例を検討して教師の成長・発達を後づけた。その結果，

授業をふり返り実践過程の子どもと教師の行動や思考過

程を記述する能力そのものが，教師の実践的力量に依存

していることを指摘する。

表1　採取・作成・利用に関する授業分析データの水準

a．第1水準のデータ：

　採取者＝作成者＝研究者＝利用者

b．第2水準のデータ：採取者＝共同研究者＝・作成者．

　または同一の授業研究方法を用いる，あるいは支

　持する研究者

c．第3水準のデータ：

　採取者と類似した授業研究方法を用いる研究者

d．第4水準のデータ：採取に無関係で，研究方法の

　共有にも無関係の利用者

　授業リフレクション研究では，教師が研究者でもあそ

ため，子どもに働きかけている教師（自分〉の教授行動

や意思決定過程を，第三者の視点から報告する手法で，

他者にわかるように記述する。そのため，教室に立つ

「実践者としての私」と，研究場面で記述する「研究者

としての私」の視点を使い分けると同時に，授業モデル

と研究目的・研究方法の一貫性を追求し，実践者と研究

者の二つの視点を統合することが課題になる。特に，後

述する“事中反省ren㏄tion　in　action”のリフレクション

では，実践知や暗黙知に支えられた意思決定などの思考

・実践過程を，意識化し記述するため，実践家・研究者

の能力に加えて，報告者としての表現力も求められる。

しかしそれは，教師の願いや価値観，イデオロギーを前

面に打ち出し，文学的なレトリ．ックを用いて，感動的あ

るいは劇的に記述する「綴り方教師」の手法とは一線を

画する。授業リフレクション研究で追求するのは，実践

過程で何が起こったのか，誰が何をしたのか，その場面

をどう解釈・意味づけるのか，またその根拠はどこに求

められるのか，を文脈的整合性をもって明らかにするこ

とである。データはそのための資料である。

　授業研究データは自然科学のデータとは異なる。それ

を採取し，作成した人間の息が吹き込まれている。

フィルターのかかったデータを扱うときには，それが抽

出された経緯を熟知し，利用の適否について十分吟味し

て処理する必要がある。「データ精度との緊張関係」と

は，この意味を含む。澤本（1997）で検討した井上（1983）

の場合，渋谷（1981）の研究を評価し，その事例から発

話プロトコルを引用し，自ら開発した発話分析の手法を

適用する。ここではデータ作成者の開発した分析手法の

説明のために，上掲bの第2水準のデータを扱う。ただ

しウに記したとおり，あくまでも「データ精度との緊張

関係の上に成り立つ」点に留意したい。

　次の三では，授業リフレクション研究を用いた二論文

の記述を検討し，上述の問題との関係を考察する。この

とき教師の意思決定を含む思考過程をたどる検討作業で

は，内省記述の書き手＝教師が，これをどのように書き
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分けるのかが問題になる。

三　授業リフレクション研究とその記述

　ここでは，A；澤本和子・野田光子（1996）とB；澤

本（1996b）を対象に，事例研究論文の記述方法を検討

する。このとき，前掲の1～4に留意して考察を進める。

1　研究の目的，視点等，記述の検討

　まず，2つの研究の概要は表2のとおり。．いずれも前

掲aの第1水準のデータを利用した。Aは澤本が実践し

たリフレクション研究を，野田と対話的に発展させて得

た結果を，さらにその事例に適用して，動作化の視点か

ら新たに考察したも．のである・Bでは，朝会での自己リ

フレクションを元に，大学の研究者である澤本が，教師

の話しことばの事例研究として考察した。研究の目的の

共通点は，どちらも教師が自らの実践事例をふり返り，

表2　二つの事例の概要

項目＼事例 A B
ア．学習者 P大学附属小学校 Q大学教育学部

2年生 附属小学校3年生

イ．教科等 国語科 朝　会

ウ．指導者 澤本和子 R教諭
エ．研究目的 文章理解過程にお 学習者の集中を促

ける身体化過程の すほめことばの実

意義と課題（描写 証的研究（話し言

的説明体を対象 葉で）

に）

オ．分析の中 学習者の主体的活 指導者の既有の知

心 動を教師が組織し， 見（実践知）の実

全体に波及させる 践場面での適用と

場面の思考過程． 評価，検証．

カ．授業者と 授業者二研究者＝ 授業者＝共同研究

研究者の 記述者（ref） 者（ref）

位置．記 共同研究者の了解 研究者＝記述者

述の視点 による一人称視点 三人称視点

キ．妥当性へ 記述の主観主義の 実践の共感的理解

の配慮 回避 →批判的理解→総

第三者の試読等 合的理解

ク．キの記述 第三者評価の提示 学生の授業評価

等 結果の提示

実践場面に表れた教師自身の思考過程を明らかにし，そ

の意味を考察する点である。

　表中のアイウは，それぞれ対象事例の学習者，教科等，

指導者である。エ．研究の目的，オ．分析の中心，カ．

揮業者と研究者の位置，キ．妥当性への配慮，ク．補足

データである。カの（ref）は，リフレクションの主体

を示す。授業の詳細なデータを採取するために，いずれ

も複数の研究者と授業者の共同研究であるので，キでは

その関係を明示した。Aでは授業者がリフレクションを

行い，この一人称視点の記述の妥当性を共同研究者が吟

味し，「了解」を得たことを示す。Bは，授業者のリフ

レクションの記述を，データと照合しながら共同研究者

がまず共感的に理解し，次いで批判的に照合・検討して

総合的に考察した経過を示す。さらに異なる視点から検

討した結果を示して妥当性を得ようとしたのが，クの方

法である。Aでは現職のベテラン教師による評価，Bで

は学生の評価を提示した。

　次に本文と照合し検討する。ア．対象事例，イ．教科

等，ウ．指導者に関する記述は，Aは表題で国語科指導

の範囲を示し，p．83で「対象事例は1991年1月11日の

…」とア．ウを記述。Bでは，P．50で「事例は…」と

三つを記述。工研究の目的は，Aがp．81の「1本研究

の目的」，BがP．48の「一　研究の意図一教育実践研究

方法の革新」で記述。

　オ．分析の中心は，Aが「3．事例の分析・考察」の

「2）事例の分析」（PP．83～89）で表を示して考察を

記述。表3はこの表の一部である。一方B（PP．50～55〉

は，「三．事例研究」の「2．第一場面の検討」「3．第

二場面の検討」，「四．考察と課題」で述べる。Bでは，

授業実践研究におけるマルチデータ処理の必要と意義を

提起するため，上掲の箇所でパソコンのディスプレイ画

面や，ビデオ映像の写真と写真上の人物の姿勢の判別用

イラストと，その説明を図1のように付す。第一場面の

小項目では「2）映像プロトコルと他データの検討」を

記述。第二場面では，「2と同様の手順で…」（p．52〉

と記述。
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　　　　　　　　　　　　　表3　事例研究Aより（pp．83～89）

　　　　　　　　　　　　　　　　3．事例の分析・考察　2）事例の分析

「ビーバーの大工事j授業過程分析表；1992年12月11日35分51秒～49分46秒の発言まで

○囲み数字：段落番号　B：ビーバーに焦点化　K：かじるに焦点化　主：主観化過程　対：対象化過程

時問 授業過程 テクスト：部分

T：教師：働きかけ　C：子ども：反応・学習行動　読みの生成過程

0：00

35：51

40：35

1．概要把握

　全文通読（指名読）

　難語句の摘出指導

　初読後の感想紹介

2．本時のめあての確認

3．「おどろき」の取出し

　12人の感想紹介

　「ビーバーってすごい」

　ビーバーに焦点化B

　板書しながら

4．感想から木をかじる場

　面（歯，かじる）に

　焦点化Kの布石

5．テクストとの照合：

　T101
　自分の書いたの，どの

　段落だ？さがしてごらん。

C自分から鉛筆をかじ

る

紹介された子どもの挙

手，感想の音読などに

よる紹介

（Tがカードで掲示）

かじってたおすのが…

1mもある木を…

ガリガリかじって…

　　など

挙手；①②はなし

　　③④⑤⑥は多数

主：テクストヘの自

　発的反応

（他者の感想の共有）

対：感想の整理

　一事柄の整理

　一学習の方向付

対象化へ：

　感想（主観を含む）

の対象化へ

①北アメリカ

　　　↓鳥畷的視点

②ビーバーが木のみきを

　●●●

　かじっています

　ビーバーに焦点化；B

③ガリガリ，ガリガリ。

④すごいはやさ

　たちまち…とびちり，

　一メートルも…大きな

　木ドシーン，地ひびき，

⑤ちかよってみますと，

　かじるに焦点化；K

　カ．授業者と研究者の位置づけ，研究視点の人称の明

示では，Aがp．81の「1．本研究の目的」で「本稿は

野田の了解を得て，上掲三論文に澤本が…」と記述。B

では，p．50の「三．事例研究」のはじめに授業者を記

した後，「これを筆者らがデータ処理し，指導者にイン

タビュー・と質問紙調査，子どもにはアンケート調査を実

施…」と記述。

　キの妥当性を高める配慮としての他の視点からの検討

では，Aがpp．84～85の「3．事例の分析・考察　3）

妥当性の検討」で「（1）現職教員の第三者視点のコメン

ト」及び「（2）子どもの授業感想による検討」で記述。

Bでは，PP．53～54で上掲三の「4．マルチデータを教

育実習事前指導に利用する」に記述。

2　リフレクションのための実践過程における思考一実

　　践モデル仮説の設定

　「授業リフレクション研究」は教師が自分の授業を「ふ

り返るreflect」ことで，実践課題を自覚し，これを解決

するための授業実践研究方法である。そして，澤本・お

，茶の水国語教育研究会（1996）に述べたとおり，事例研

究を基礎とする手法である。

　ところで，授業者である教師から見れば授業の実践過

程は，多数の意思決定と実施・評価の過程であり，そこ

に教師の知識・技術が関与するものと考えられる。吉崎

静夫（1991）の意思決定過程の研究は教師の思考過程研

究に寄与した。さらに浅田匡（1993）は，授業過程その

ものを教師の再設計過程と見て，事前設計と再設計の異

同を確認し，変更の理由を追求するアプローチもとる。

リフレクション研究では，当初はまず気がかりなこと，

印象的なエピソードなどを授業者が選択して，当該場面

の授業記録と照合し，検討を進める。応答的な教師像を

求める授業モデルでは，教師一子ども間，子ども同士の

応答的な関係を重視するため，リフレクションでも当該
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図1　事例研究Bより（pp．50～55）

　　三．事例研究　2．第一場面の検討，

　　　3．第二場面の検討の図から

第二場面
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図2　教師の応答的実践場面における思考・

　　実践過程のモデル

ア　学習者認知情

　況認知

↓

イ状況判断
↓

ウ　意思決定

↓

工対処行動
↓

オ　学習者の反応

知識・技術

↑↓↑↓

実践知

　●

暗黙知

場面を抽出して検討することが多い。そこで，リフレク

ションを進める際に，図2のような教師の思考・実践過

程モデルを設定した。これを参考にして，教師のリフレ

クション過程を整理すると比較的まとめやすい。摘出し

た問題場面そのものを局面ごとに分節化して，そこでの

教師の思考と行動を整理することができる。

　授業を記述するときなど，この図のアからオのどの局

〔面を指すのか，明示的に説明することが可能である。そ

うすれば，学習者の様子から得た「ア．情報」（教師自

身の見方）の記述なのか，その情報を元に行った「イ．

判断」（教師の価値づけ）なのか，あるいはイから導い

た「ウ．意思決定」なのか，そして，ウの結果としての

　「対処行動」（主観がとらえた行動）なのか，さらには

教師の対処行動に触発された「オ．学習者の反応」（教

師の観察結果）なのか。これらを整理しながら記述して，

記録・報告，あるいは論文としての水準を確保する。な

お，アからオのどれを実施するときでも，その教師の知

識・技術が何らかの形で関与するものと考える。これと，

今問題とされる「実践知practical㎞owledge」や「暗黙

知tacit　knowing」の関係は未だ明確ではないが，事例研

究の蓄積により，その関係を明らかにできる部分もある

と考える。

　現在進めている研究では，研究者の分析の視点にこれ

を利用している。一方，授業者のリフレクションヘの適

用は，リフレクションの自由性を考慮し，慎重を期して

利用し始めたところである。現時点では，学習者主体の

授業モデルを保有する授業者のリフレクションに適用す

るものと考えている。教師にこのような応答的な思考過

程の局面を意識するよう働きかけて，実践場面でのふり

返り“reflectioninaction”を想起し，事後のふり返り“re－

neCtiOnOnaCtiOn”“ren㏄tiOn誼eraCtiOn”を行う手がかり

となるのかどうか，今後の事例研究で検討する予定であ

る。

3　データの問題；精度と使用方法

　授業の事例研究では，データの精度と使用方法は研究

の質に決定的な影響を与える。従って，研究目的が明確
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な場合は，これに即したデータ採取を行う必要がある。

けれども，授業という多面性をもつ複雑な事象を対象と

する研究では，事前に目標を網羅できない場合もある。

特に実践的力量や授業実践研究のキャリアの少ない研究

者においては，研究の目的や目標を明らかにすることが

容易でないし，授業実践後の目標の特定作業の重要性を

十分自覚していない場合もある。しかし，そういう者ほ

ど研究能力を高めたいわけで，データ採取方法を考慮す

る必要がある。筆者の場合，現職教員を中心とする大学

院の演習などでは，目標をしぼり込む一方，ある程度多

様な目標にも対応できるデータ採取を試みている。詳細

は澤本（1996c）を参照されたい。基本的に子どもや教

師のプライバシーや学習・生活に負担をかけないよう配

慮して進める。

　Aは文章読解過程における，学習者の発達特性とテキ

ストの表現特性，そして教師の働きかけの三者の相互作

用を明らかにする研究なので，データはこの三方面から

整理した。この一部が表4の分析表である。これは，テ

キストの記述が鳥鰍的視点からビーバーに焦点化しジそ

れをさらに木をかじる場面にしぼり込む場面の読解過程，

そして，木をかじる様子の精読へと読みが展開する過程

である。木をかじる様子の描写的説明を軸に，このレト

リックに感応して読みを身体化し動作化して表出し，ま

た話し合い，テキストにもどり身体化する。このような

子どもたちの理解の深化過程を表に表した。ただし，文

字言語による記述であるため，身体化過程そのものの

データを提示していない。また，動作化，つまり身体化

過程の考察は，発話分析よりも解釈が分かれやすいため，

精度を確認しレ明示的な結論に達したものを選んで提示

した。

　Bは，映像データ処理を重視する研究であったため，

写真だけでは識別しにくい部分はイラストを付けた（図

1）。そして，話しことばを対象とする事例で多用され

るTとCを用いず，コンピュータ・ディスプレイ画面の

図で発話プロトコルを提示し，後は本文中の記述で

「」書きで引用して説明した。事例として一場面では

説得力が弱いと判断し，二場面を引いた。その際，ほめ

方の違いを示して，子どもの反応の程度の違いも映像で

検証した。

　授業実践研究の事例データは，宿命として授業を再現

する手がかりの範囲を出ることはできない。授業を観察

していても，それはその場で観察するどいう、視点からの

観察でしかない。自然科学の研究が意味するデータと，

授業実践研究のデータはそこが決定的に違う。データの

限界を認識した上で，研究の目的と方法を再吟味しなが

ら，データ牽加工し記述に利用する、よう努めた。

　なお，一般には教育内容と実践過程の関係を分析記述

する比重が高いが，活動や技術を抽出する場合は，必ず

しもそうならないことがあるので，ここでは国語科では

なかったがBの朝会の事例をあげた。目的によるデータ

提示と記述の違いがある。実践過程の検証には紙の上の

文字の静的記述よりも，行動の変容過程をマルチデータ

を組み合わせて提示できる電子的な記述の方が，適性が

高い。授業実践研究論文を冊子のみならず，電子出版に

切り替える可能性を考える時期に至っている。

　以上の見解は，次の問題への配慮を含む。先に澤本

（1997）で，1955年の「綴り方教師」の記録の是非をめ

ぐる勝田守一（1955）と清水義弘（1955）の論争が，科

学観の相違と関わる点を述べた。そして，清水による

「綴り方教師」の記録の不完全性・主観性，文芸記述パ

ターン，英雄主義・模範主義，ないしは一般化の態度批

判への一つの解答が，1980年代の渋谷（1981）の全授業

の発話記録作成の提案につながると指摘した。さらに，

全授業の記録にこだわるよりも，データの精度とデータ

加工の妥当性，データ提示の必然性，を的確に吟味する

ことが，渋谷の提起に応える道であるとした。これと同

時に，他方で研究目的・方法と研究者の位置を明示し，

授業研究データの偏向を明らかにすることが，研究の精

度と妥当性を高めるものと提起した。また，そこで想定

する科学観は，ケッセルスKessels，M．ら（1996）が提起

する，アリストテレスの「実践知phronesis」とデカルト

的認識の対立“episteme　versus　phronesis”の問題とも関
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わるのではないかと述べた。

　今日の授業実践研究では，価値観が科学や学問研究に

関与することを了解しつつも，研究の方法・内容の質，

水準が問題になる。授業に表れた価値志向性を，実践場

面に即して分析・検討し，偏りを明らかにして授業の質

を問うことが課題となるのである。これは二に述べた授

業研究とその記述方法をめぐる4つの問題点に対する本

研究の対応である。そしてこれは，高木展郎（1993）の

提起と視点を共有するものと考える。

四　課題と提案

　本稿では，「授業リフレクション研究」を中心に，授

業実践研究の論文と報告の記述のあり方について述べた。

基本的には，授業実践研究の目的と方法と記述の目的に

即して，書き方も変わってくる。筆者の場合，研究の意

図・目的から始めて，事例検討に入り，考察と課題で収

束する形式が多いが，枠組みだけを模倣しても，研究の

質は確保されない。授業実践研究方法の確立の課題が今

も残る以上，そのレポート作成の課題も残る。

　授業では，教師と子どもが意識し身体化した文化が表

出される。それが表出されるに至る経緯を，人間関係を

含む環境との相互作用として見るのが筆者の視点である。

主観世界と関わる人問の内面過程を記述するため，記述

方法については研究方法と共に，これまで継続的に研究

してきた。基本的に不備なデータで完全を期した研究は

困難である。研究データの取り直しがきかない以上，こ

の制約の範囲で，ぎりぎりの可能性を追求することにな

る。この意味での緊張感と禁欲がなければ，授業実践研

究の質を確保するのは難しい。

　次にデータ使用の課題として，研究目的に即した精錬

したデータ加工と提示が望まれる。授業実践研究会で受

け取る膨大な量の印刷物は，生の資料としてさまざまな

情報を与えてはくれるが，発表者の意図がしぼり込まれ

ていないことを示す場合も多い。筆者自身自省をこめて

記すが，深く考えて焦点化したレポートは，多くの場合

分かりやすく簡潔な表現をとる。教師が自分の研究を圧

縮整理する方法の開発とそのための現職教育も課題であ

る。

　授業実践研究では，研究の前提となる研究者の価値観

や授業観，対象となる授業者のそれ，これに論文や報告

の読み手の視点が加わり，混乱する可能性がつきまとう。

似た学校文化や教師文化を共有する身内同志の仲良し授

業検討会や，形式だけの研究会を克服し，情報のオープ

ンな利用を考えるとき，教員社会のオープン化，教室の

オープン化，と同時に，子どもと教師のプライバシー保

護などを考えなければなるまい。授業実践研究が実践を

対象とする以上，人問と社会の現実を視界に入れて研究

するべきであろう。それを記述にどう反映するのかは次

の課題である。
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