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神奈川県立総合教育センター長期研究員研究報告 16:25～30.2018 

 

考えを形成し、深める力の育成を目指した授業づくり 

－ 「問い」の在り方を工夫し、生徒の思考を促す活動を通して － 

 

 新 納 亮１ 

予測困難なこれからの社会において、人生をより良く生きるため、生徒は自らの考えを形成し、深める力

を身に付ける必要がある。そのためには、「問い」を持ち続け、解決していく国語科の授業づくりが必要であ

ると考えた。そこで、生徒の思考の深まりを目指して、自発的な「問い」が生じるよう指導方法を工夫し、

その有効性を検証した。その結果、多くの生徒に思考の深まりが認められ、一定の効果が確認された。 

 
はじめに 

 

「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援

学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等につい

て(答申)」(以下、「答申」という)では、現行の学習指

導要領の下での高等学校国語科の授業の多くが、「教材

への依存度が高く、主体的な言語活動が軽視され、依

然として講義調の伝達型授業に偏っている」(中央教育

審議会 2016 p.124 )と述べられている。また、高校

生が好む学習方法について調査した「第５回学習基本

調査」では、考えたり、調べたりする学習活動がある

授業の数値が、「先生が黒板を使いながら教える授業」

に比べて低いことが示されている(ベネッセ教育総合

研究所 2016)。これらの指摘や調査から、生徒が主体

性を持ちにくい講義調の授業に、教員も偏りがちであ

り、また、生徒もそのような授業を望む傾向があると

いう現状が読み取れる。 

しかし、「答申」では、予測困難な社会の到来に向け

て、未来の創り手となる子どもたちには、「予測できな

い変化に受け身で対処するのではなく、主体的に向き

合って関わり」合うことや、「どのように社会や人生を

よりよいものにしていくのかという目的を自ら考える

こと」が求められるとしている(中央教育審議会 2016 

pp.10-11)。 

以上を踏まえ、予測困難な社会においても、人生を

豊かに生きることができる生徒を育成するためには、

生徒が主体性を持って考えを形成し、深める力を身に

付ける授業が必要であると考えた。 

  

研究の目的 

 

本研究は、生徒の「問い」を活用した対話的な活動

を行うことで、生徒が自らの考えを形成し、深めるこ

とができたか否かについて、授業実践を通して検証す

ることを目的とする。 

 

１ 神奈川県立新栄高等学校 
  研究分野(授業改善推進研究 国語) 

研究の内容 

 

１ 研究の背景 

国立教育政策研究所(以下、「国研」という)は、「深

く考える(思考力)」の具体像を、「一人一人が自分の考

えを持って他者と対話し，考えを比較吟味して統合し，

よりよい答えや知識を創り出す力，さらに次の問いを

見つけ，学び続ける力」(国立教育政策研究所 2016 

p.191 )とまとめている。また、「答申」別紙では、「自

分の思いや考えを深めるため、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」(中央

教育審議会 2016) が「言葉による見方・考え方」だ

とし、考えを深めるための手立てについて明示されて

いる。 

これらの記述から、考えの形成、深化のためには、

対象と言葉、言葉と言葉の関係性を問い直すこと、ま

た、問いを見つけ、他者との対話的な活動を通して答

えを創り出すことが有効だと考えられる。既に、小・

中学校では、生徒の自発的な「問い」を活用すること

で、生徒の思考が深まった実践例が多く示されている。 

これらの背景を踏まえて、高等学校においても、生

徒の考えを形成し、深める力を育成するために、生徒

の自発的な「問い」を活用した対話的な活動がある授

業実践例を増やすことが必要であると考えた。 

 

２ 研究の仮説 

本研究においては、題材に関する素朴な疑問点から、

題材を読み進めた上での発展的な「問い」まで、生徒

自身から生じたものであれば「問い」とした。生徒か

ら生じた「問い」は、その生徒の学びの状況に基づく

ものであり、かつ学びに向かう意欲に基づいたもので

ある。そのため、「問い」は、生徒が次の思考へ主体性

を持って進むための出発点として、必要なものである

と考えた。本研究では、授業の中で生徒の「問い」を

活用した対話的な活動を行い、生徒の思考の形成、深

化における有効性を検証する。そこで、研究仮説を次

のように設定した。 
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生徒に自発的な「問い」を生じさせ、その答えを対話的な活
動を通して創り出させることで、生徒が思考を形成し、深め
ていくことができる。 

 

３ 検証の方法 

 検証授業を行い、授業で行った２つの手立ての有効

性と、研究仮説の妥当性について分析し、考察した。

具体的には、次の３点について、ワークシートの記述

やアンケート調査の結果を用いて分析し、考察した。 

(1) 第３時の対話的活動(インタビュー活動) 

ワークシートの記述を対話的活動の前後で比較し、

その変容に思考の深まりが見られるか否かを分析し、

考察した。  

(2) 第４時の対話的活動(作者への質問作成活動) 

対話的活動後のワークシートの記述において、思考

の深まりが見られるか否かを、アンケート調査の結果

も踏まえ、分析し、考察した。 

(3) 生徒の意識面の変容 

 検証授業の前後に実施したアンケート調査の結果を

基に、生徒の意識面の変容について分析し、考察した。 

 

４ 「思考の深まり」について 

国研は「思考力」について、「高次な思考を働かせな

がら、主体的・協働的に問題を解決し、さらに新たな

問いを見いだしていく力」と定義している。さらに、

「我々は、自分の経験や知識を新たに学ぶ知識と結び

付け再構成して、自分なりの世界のモデルを創り変え

て」いるとし、「将来的に社会や生活の中で問いを立て、

直面する課題を主体的に解決できる学び手になるため

には（中略）高次の思考力の育成が課題」と、述べて

いる。(国研 2016 pp.197-198 ) 

また、Sue Fostaty Youngらは、「表面的なものから

深い知識へと学びが深まっていく過程」(Sue Fostaty 

Young他 2013 p.８)としてＩＣＥモデルを提唱した。

学びの成長における始めのステップを「Ideas(重要基

本事項、基礎的な事実関係、語彙と定義等)」、次のス

テップを「Connections(概念と概念の間にある関係や

つながり、学習事項と既習事項との間にある関係やつ

ながり)」、最後のステップを「Extensions(学習事項を

本来の学習の場からは離れたところで新しい形で使う

等の応用、自分の世界観への影響)」 (Sue Fostaty 

Young他 2013 p.９) とし、カナダでは評価モデルの

一つとして、多くの実践例が示されている。また、柞

磨は、ＩＣＥモデルにおける Extensionsの段階につい

て、「知識・理解・技能の単なる応用ではなく、獲得し

た知識・理解・技能を活用して、自らの生活の改善行

動や社会参画において生きて働く力や能力(コンピテ

ンシー)を培う」という方向性を持つものと述べている 

(柞磨 2017)。 

以上を踏まえ、「思考の深まり」の段階を第１表のと

おりに設定し、生徒の思考の深まりを検証する観点と

して用いた。 

第１表 「思考の深まり」の段階 

本研究の検証授業では、学習指導要領の「Ｃ読むこ

と」のウを指導事項として、文学的な文章を扱う。目

標は、文章に描かれた人物・情景・心情などを表現に

即して読み、作品が持つ寓意性に気付く、と設定した。

具体的には、生徒に作品の世界の読解をさせた上で、

作品の世界と自分たちが生きる世界とを関連付けて考

えさせる。そのため、本研究においては、生徒が自発

的な「問い」の答えを対話的活動で創り出し、読みを

深めていくことを通して、第１表に示した思考の深ま

りが得られると考えた。 

 

５ 検証授業 

(1) 概要 

【実施期間】平成 29年 10月 19日(木)～26日(木) 

【対象】新栄高等学校第１学年２クラス(計 71名) 

【使用教科書】三省堂 『精選 国語総合(国総 338)』  

【単元・教材名】小説(二)「青が消える」村上春樹 

【単元の目標】文章に描かれた人物・情景・心情など

を表現に即して読み、作品が持つ寓意性に気付く。 

【指導事項】「Ｃ読むこと」の「ウ 表現に即して読み

味わう」 

(2) 教材観 

本単元で扱う小説「青が消える」は、ミレニアムを

迎える 1999年の大晦日が舞台である。主人公「僕」の

周囲から青色が消え、「僕」は青の消滅の理由を求めて、

３人の人物「彼女」「駅員」「総理」と接触する。「僕」

を含めた登場人物４人の青の消滅に対する捉え方と、

「僕」の孤独感、喪失感を描いている。作品の世界は

現在の私たちの生きる世界を象徴しており、寓意性が

強い内容のため、生徒にとっては本文を読み進める上

で多くの「問い」が生じる作品である。 

(3) 単元の流れ 

単元計画は第２表のとおりである。 

(4)「問い」を持ち、答えを創り出す対話的な活動 

 生徒の思考を促し、深めることをねらいとして、生

徒同士が「問い」を出し、答えを創り出す対話的な活

動を行った。具体的には、第３時にはインタビュー活

動を、第４時には作者への質問作成活動を行った。 

「思考の深まり」の段階 相応する記述 

Ⅰ 
基礎的な情報や知識 

に関する思考 

 直感的・表面的・
短絡的な記述 

Ⅱ 

複数の情報を組み 

合わせた思考 

学習事項と既習事項 

を結び付けた思考 

 
理由付け・説明の
追加等がなされ
た記述 

Ⅲ 

自分の生き方と 

関連した思考 

自分の生きる時代や 

社会と関連付けた思考 

 自分の生き方、自
分の生きる時代
や社会と関連付
けた記述 

思
考
の
深
ま
り 
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第２表 単元計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 第３時 インタビュー活動 

 思考の深まりの段階としては、第１表におけるⅡ「複

数の情報を組み合わせた思考」、「学習事項と既習事項

を結び付けた思考」の段階までをねらいとして行った。

この活動では、インタビューを通して、作品に関する

自分の問いを、他者に問うことができる。さらに、他

者との対話の中で自分以外の考えに触れ、もともと自

分が持っていた考えと結び付けて考えることで、生徒

が思考を深めることができると期待した。 

(ｱ) 学習目標と概要 

それぞれの登場人物について理解し、３人の登場人

物(彼女・駅員・総理)が、どのようなタイプとして描

かれているかについて整理することを学習目標とした。

授業の流れを次に示す(第３表)。 

第３表 第３時の授業の流れ 

導
入 

生徒は、インタビュー活動前に感じた各登場人物のタ
イプをワークシートに記入する。(５分) 

生徒は、４人グループを作り、グループ内でインタビ
ュアー(１人)と登場人物役(３人)に分かれる。(５分) 

展
開 

インタビュアーの生徒は、本文を読み込み、各登場人
物に対する質問を考える。 
各登場人物役は、自分の登場する場面を読み込み、予
想される質問と、その答えを考える。(10分) 

インタビュアーの生徒は、登場人物役の生徒に、１人
につき３分間のインタビューをロールプレイで行う。
その際、時間のある限り、質問を続ける。また、用意
していない質問も必要に応じて行う。(10分) 

生徒は、インタビュー活動後に感じた各登場人物のタ
イプを、ワークシートに記入する。(５分) 

ま
と
め 

生徒は、各自の意見を基に班で合意形成を行い、クラ
ス全体にフィードバックする。(15分) 

(ｲ) 期待される記述の変容 

使用教材、生徒の実態等を考慮し、各登場人物がど

のようなタイプとして描かれているかについて、期待

される記述の変容を次のａ、ｂの２点に設定した。 

ａ インタビュー活動前には、無記入や「よく分から

ない」等であった記述が、インタビュー活動後には、

作品に描かれている内容を踏まえて、何らかの記述が

加わっている。 

ｂ インタビュー活動前には、直感的・表面的・短絡

的であった記述が、インタビュー活動後には、作品に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

描かれている内容を踏まえて、理由付けされた記述、 

説明が加えられた記述等になっている。 

イ 第４時 作者への質問作成活動 

この活動は、作者への質問を考え、その答えを自分

で想像する活動である。思考の深まりの段階としては、

第１表における「Ⅲ自分の生き方と関連した思考、自

分の生きる時代や社会と関連付けた思考」の段階まで

をねらいとして行った。作者への質問と答えの作成を

通して、作品の世界と自分が生きる世界とのつながり

を見いだすことで、生徒が自分の考えをより深めるこ

とができると期待した。 

(ｱ) 学習目標と概要 

作品の世界が持つ寓意性に気付き、作品の世界を踏

まえて自分が生きる時代や社会について考えることを

学習目標として行った。授業の流れを次に示す(第４

表)。 

第４表 第４時の授業の流れ 

(ｲ) 期待される記述 

質問とその答えのうち、いずれかにおいて、自分の

生き方や、自分が生きる時代や社会と関連がある記述

があることを期待した。 

 

６ 結果の分析と考察 

(1) 第３時 インタビュー活動 

ア ワークシートの記述 

先述の「期待される記述の変容」で示した観点に基

づき、インタビュー活動の前後でワークシートの記述

を比較、分析した。その結果、登場人物の「彼女」に

ついては 62％の生徒に思考の深まりが見られた。同様

に、「駅員」については 55％の生徒に、「総理」につい

ては 69％の生徒に思考の深まりが見られた (ｎ=29)。

導
入 

ワークシートを使用し、前時までの復習を兼ねて作品
の世界の構造を整理する。(15分) 

展
開 

作品に登場する「青が消えた世界」について、自分の
言葉で言い換える。(５分) 

読者の立場から、作者に対する質問を考え、ワークシ
ートに記入する。(15分) 

ま
と
め 

自分が考えた質問の答えを想定し、ワークシートに記
入する。(15分) 

関 読 知

1
♦作品の概要を理解する。
〇作品の概要や特徴、作品の構成について学習する。 ○

新出の語句や表現、作者や作品の特徴を理解している。
【定期試験】

○
根拠を示しながら、「青が消えるということ」が意味することを
捉えようとしている。【ワークシート】

○
根拠を示しながら、「青が消えるということ」が意味することを
捉えている。【ワークシート】

○
作者の意図を捉えながら、作品の世界を構成する「僕」以外の登
場人物の３類型を捉えようとしている。【ワークシート】

○
作者の意図を捉えながら、作品の世界を構成する「僕」以外の登
場人物の３類型を捉えている。【ワークシート】

4

♦「僕」との関係性を整理し、作品の世界が持つ寓意性に気付く。
○登場人物について整理し、青が消えた世界を自分の言葉で言い換える。
♦本教材が持つ寓意性を、自己の生きる社会や生活と結び付けて考える。
○作者に対して質問を考え、さらにその答えも予想する。

○

表現に即して「僕」との関係性を整理し、作品の世界が持つ寓意
性に気付いている。【ワークシート】
作者の意図を捉えながら、本教材が持つ寓意性を自己の生きる社
会や生活と結び付けて考えている。【ワークシート】

評価

2

♦青が消えるということが何を意味しているのかを捉える。
〇「『僕』にとって青は　　　。」に当てはまる言葉とその根拠を個人で考
え、その後グループで合意形成し、クラス全体に発表する。

3

♦作品の世界を構成する、「僕」以外の登場人物の３類型を捉える。
〇「僕」以外の登場人物にインタビューをするロールプレイを行う。

評価の観点
時 目標（♦）と主な活動（○）
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《実際に行われたインタビューの一例》  

※(  )部分は執筆者による加筆。 

インタビュアー：(青が消えたのは)なぜ政治のせいなのか。
「駅員」役：仕事中だから(私に聞かないでください)。 
インタビュアー：政治が関わっていたらどうでもいいのか。 
「駅員」役：少し疑問を持つが、自分にはどうにもできない。 
インタビュアー：なぜ適当に発言をするのか。 
「駅員」役：(青が消えた理由は)自分も分からないのに、赤
の他人に言うのも面倒くさいから。 
インタビュアー：なぜ(青が消えたのが)政治のせいと分かっ
たのか？ 
「駅員」役：上司に言われた。 

《このインタビュアーの「駅員」に対する記述の変容》 

【インタビュー活動前の記述】ぞんざいな態度をとる人。自
分の生活には(青は)必要ないと思っていそう。 
【インタビュー活動後の記述】思うことはありそうだけど、
言えない立場にいそう。 

このインタビュアーは、「駅員」役の返答の下線部、

「少し疑問を持つが」、「上司に言われた」という発言

から、「駅員」がぞんざいな態度を取っていた理由であ

る「思うことはあるが、言う立場にない」ことに気付

き、インタビュー後の記述は、理由付けがされた記述

へと変容した。そのほかに、思考の深まりが見られた

生徒の記述例は第５表のとおりである。 

第５表 思考の深まりが見られた生徒の記述例 

イ 考察 

思考の深まりが見られた生徒は、インタビュー活動

を通して、意外な、あるいは予想どおりの質問や返答

と出会うことで、他者との読みの違いに気付いたり、

自らの読みを確認したりすることができていた。その

結果、記述の追加、あるいは直感的・表面的な記述か

ら、作品に描かれている内容を踏まえて理由付けされ

た記述等への変容が生じた。 

インタビューでは、他者と交流した結果、新たに生

じた問いを、再び問うというサイクルが生じたと考え

られる。さらに、このサイクルの後、生徒は登場人物

のタイプをまとめる際に、すでに持っていた情報と、

インタビューを通して得た情報とを結び付けて考え、

情報の比較や取捨選択、関連性を見いだす等の整理を

行ったと考えられる。このようにして情報の整理を行

うことで、登場人物の描かれ方についての思考が深ま

り、自分の言葉で表現することができたと考えられる。

インタビュー活動には、思考を深める活動として一定

の効果があることが示された。 

しかし、用意した質問だけで終わってしまい、新た

な問いが生まれなかったインタビュアーが見受けられ

た。インタビューのやりとりの中で、新たな「問い」

を生じさせる工夫が必要である。その工夫としては、

基軸となる質問を一つだけ用意した状態でインタビュ

ーに臨ませ、インタビュアーは３分間、返答を受けて

追加質問を続けるようにすること等が考えられる。ま

た、インタビュー活動の時間を長くしたり、他者の意

見を聞く活動を日頃から取り入れたりすること等の工

夫も考えられる。また、記述から思考の深まりが見ら

れなかった生徒には、インタビュー活動を行うための

作品読解、すなわち思考の前提となる知識が不十分で

あったことや、思考が深まっていたとしても、それを

うまく言語化することができなかったこと等の原因も

あったと考えられる。この点に関しては後述する。 

また、役割によって、思考の深まりが見られた生徒

数に差が生じたのは、登場人物の親しみやすさや登場

場面の多寡等によるものと考えられる。 

(2) 第４時 作者への質問作成活動 

ア ワークシートの記述 

先述の「期待される記述」で示した観点に基づき、

生徒のワークシートの記述を分析した。その結果、32％

の生徒が、作品の世界を自分の生き方や自分の生きる

時代や社会に結び付けて考えることができた(ｎ=60)。

生徒の記述例を次に示す(第６表)。 

第６表 思考の深まりが見られた生徒の記述例 

生徒Ａの記述例 

Ｑ もし村上さん(作者)が「僕」の立場で自分の大切な
ものや心のよりどころが消えたら受け入れられますか？ 
Ａ その現実はとても受け入れ難いと思います。しかし、
時代は私の意見など関係なく流れていきます。私が何を
せずとも、この一分一秒の間にでも時代は変化している
のです。時代に置いていかれないよう、新しいものに依
存する必要があるのです。 

生徒Ｂの記述例 

Ｑ これからこの話のように、青が消えても誰も共感し
ない時代は来ると思うか？ 
Ａ 10年前からは想像もできないくらい、技術や人の価
値観も変わってきているような予測不能に変化する時代
なので、100 ％無いとは言い切れない。 

 

 

 インタビュー
活動前 

インタビュー
活動後 

記述の種類
(第１表参照) 

「彼女」
のタイプ
について 

冷たい 

ミレニアムの
ことしか頭に
ない 

理由付けされ
た記述 

そっけない 

短気 

楽しんでいる
ところを邪魔
されたくない 

理由付けされ
た記述 

気が強い 

自分の好きで
ないことに無
関心 

説明が追加さ
れた記述 

「駅員」
のタイプ
について 

記述なし 
自分の意志が
ない 

新たな記述 

駅の人 

仕事が大変で
青に興味がな
い 

説明が追加さ
れた記述 

ただ言われた
ままに動く 

心では変だと
思っているが
仕事に徹する 

説明が追加さ
れた記述 

「総理」
のタイプ
について 

よく分からな
い 

総理の仕事を
全うしている 

新たな記述 

経済的に考え
る人 

言い聞かせる
ように話す人 

理由付けされ
た記述 

落ち着いてい
る 

ポジティブ 

説得しようと
している 

理由付けされ
た記述 
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イ アンケート調査の結果 

検証授業後、自分と関連付けて考えることができた

か否かについてアンケート調査を行った (第１図)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 考えの形成・深化に関する調査 

授業後、自分の考えを持つことができたと感じた生

徒の割合は 86％、さらに、作品の内容と自分を関連付

けて考えることができたと感じた生徒の割合は 67％

であった。 

ウ 考察 

第６表で示したように、作者への質問作成活動を行

い、自分と関連付けて考えることができた生徒は、「作

品の世界は、現代の私たちが生きる世界を表している」

と、作品の持つ寓意性に気付き、そしてその作品の世

界を創り上げた作者と対話することができている。こ

の、作者への質問作成活動を通して、生徒は作品の世

界と自分が生きる世界とを関連付けた問いを持ち、自

分の考えとの対話を行い、自分の生きる時代・社会に

ついて考えを深めていくことができたと考えられる。 

アンケートによる意識調査では、授業後、67％の生

徒が小説の内容を自分と関連付けて考えることができ

たと回答している。しかし、実際には、第６表で示し

たような思考の深まりを記述に表すことができた生徒

の割合は、32％であった。記述に表すことができなか

った生徒には、次の３点の要因が考えられる。 

・第３時のインタビュー活動と同様に、思考の深まり

を言語化し、表現することができなかった。 

・文章を作成する活動自体に不慣れであった。 

・教員が「作者への質問とその答えを考えよう」とだ

け指示し、ヒントを与えなかったため、前時までの学

習を踏まえた「問い」を立てられなかった。 

これらの課題の解決のために、教員は生徒の語彙を

増やす学習活動を日頃から取り入れることや、自分の

思考を言語化することに慣れさせることが必要である。

また、作者への質問内容について、教材の特性や生徒

の学習段階に応じたヒントや方向性を与えることや、

人と時代の関係、人と社会生活の関係を表すような資

料を別途提示した上で、作者へ質問させること等の指

導上の工夫が考えられる。 

(3) 生徒の意識面の変容 

ア 高校生が好む授業に関する調査 

対象クラスに、高校生が好む授業について、冒頭で

引用した第５回学習基本調査を参考にしたアンケート

を検証授業前後に実施した(第２図)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 高校生が好む授業に関する調査 

その結果、「考えたり調べたりしたことをいろいろ工

夫して発表する授業」に肯定的な回答をした生徒が

34％から 63％に、「ひとりで何か考えたり調べたりす

る授業」に肯定的な回答をした生徒が 34％から 61％に

増加した。「問い」を持ち、答えを創り出す対話的な活

動を行うことで、考えたり、調べたりする授業に積極

的に取り組む意欲を持つ生徒が増加した。 

イ 「問い」に関する調査 

また、「問い」に関する調査を検証授業の前後で実施

した(第３図)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３図 「問い」に関する調査 

授業では疑問を持つことが大切だと思う生徒は、授

業前後で 79％から 84％へ増加した。また、授業での疑

問点を友達と話し合って解決しようと思う生徒は

61％から 80％へ、授業で友人の考えを聞きたいと思う

生徒は 55％から 88％へ増加した。「問い」を持ち、答

えを創り出す対話的な活動を行うことで、「問い」を持

つことが大切だという意識が高まり、また、生じた「問

い」を解決しようとする意欲が高まった。 

ウ 自由記述欄 

授業後に行ったアンケートの、授業に対する感想記

入欄には、次のような記述が見られた。 

・友達と質問しあったり、友達の意見と自分の意見を比べ
たりできて面白い授業だった。 
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・いろいろな疑問点を解決することができ、よかった。 

・インタビュアーが質問を持ち、聞くことでお互い考える
力も上がるし、物語の理解能力も上がったからとてもいい
と思った。 

・いろんな視点から考えることができた。 

このように、「問い」を持ち、答えを創り出す対話的

な活動に対して積極的な姿勢が見られる記述や、考え

の形成、深化が達成された実感を述べている記述が見

られた。また、次のような記述から、学びを深めてい

きたいという主体性の向上が見られた。 

・もっと深く知りたいと思った。 

・個人的には明確になっていない部分があるので、もう少
し深く掘り下げたかった。 

教員が一方的に「問い」を与えて考えさせたのでは

なく、生徒の自発的な「問い」に沿って読みを深めた

ことが、この感想につながったと考える。 

 

研究のまとめ 

 

１ 研究の成果と課題 

(1) 研究の成果 

生徒がより多くの自発的な「問い」を生み出し、さ

らに対話的な活動を通してその答えを創り出すために

は、教員による仕掛けや工夫が必要である。本研究で

行ったインタビュー活動では、生徒が「問い」を持ち、

他者との対話の中で答えを創り出すサイクルを生じさ

せることができた。そして、インタビュー活動は生徒

の思考を形成し、深めることができる有効な手立てで

あることが示された。また、作者への質問作成活動は、

自分の考えとの対話の中で、発展的な「問い」を持た

せることができ、生徒の思考の形成、深化に有効な手

立てであることが示された。 

(2) 研究の課題 

本研究では、生徒に「問い」を生じさせる前段階で

課題が残った。「問い」を生じさせる前に、思考の前提

となる知識をどの手法でどの程度獲得させるべきか、

生徒への活動の指示をどの手法でどの程度行うべきか、

検討する必要がある。また、その際は、生徒の学習状

況等の実態、教材の特性を十分に考慮して活動を計画

することが求められる。   

また、自分の思考を言語化し、表現することが苦手

な生徒に対しても、語彙を増やす学習活動を日頃から

取り入れる等の指導上の工夫が必要である。 

 

２ 研究の展望 

本研究で行った活動の他にも、「問い」を生じさせ、

答えを創り出す活動の実践例を増やすことが重要と考

える。また、今回の活動の、他の単元での応用方法に

検討の余地がある。その際には、第 1表に示した思考

の深まりの段階を参考にして、各単元の目標に応じた

適切な見取りの指標を設定する必要がある。 

また、新学習指導要領では、高等学校国語科でも思

考力・判断力・表現力等の育成がますます重視される

と考えられる。思考力・判断力・表現力等の育成の中

で、今回の活動の位置付けを明確化し、実践例を増や

すことで、考えを形成し、深める力を身に付ける授業

につながると考える。 

おわりに 

 

生徒には、教員の講義を一方的に受け入れる学習だ

けではなく、主体的に「問い」を持ち、対話の中で答

えを創り出していくという学習を積み重ねさせたい。

そして、予測困難な社会の中で、主体的に社会に参画

し、より良い人生を送る人間になってほしいと願う。

最後に、本研究を進めるに当たって多大な御協力を頂

いた新栄高等学校の先生方に深く感謝を申し上げ、結

びとしたい。 
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