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を通して漢文の読解力を伸ばし、
作品への興味関心を高める
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山形県立米沢興譲館高等学校

徒全員を参加させるかの工夫である︒教材への興味・

るために授業を考え︑その授業にいかに教室にいる生

た一例である︒普段大切にしていることは︑力を付け

うに教材を扱えば良いか日々試行錯誤しながら実践し

本稿は︑授業で生徒に学力を付けるために︑どのよ

し︑興味を持ったことへの学習意欲︑行動力はあり︑

は積極的とは言えず︑おろそかにしがちである︒しか

みに積極的なクラスであるが︑古典の基礎的な学習に

科は︑理科・数学に興味関心が高く︑探究的な取り組

普通科理系二クラス︑文系二クラスに分かれる︒理数

本校は︑一学年五クラスで︑二年次に理数科一クラス︑

本授業は二年理数科に昨年度実践したものである︒

生徒観

関心を高める工夫や︑明確な授業のねらい︑力が付い

授業展開の工夫があれば︑大きな力を発揮するクラス

三

ているかどうかの確認をいかにするか︑日々反省すべ

でもある︒そこで︑普段から︑解説は最低限に抑え︑

はじめに

きことが多いが︑実践している授業の一端としてお読

一

みいただければと思う︒

生徒自身が協力しながら読解を進め︑振り返りを行う

場面を扱った授業である︒躍動感のある描写や︑個性

収録されている﹃史記﹄の﹁鴻門之会﹂
﹁四面楚歌﹂の

本稿で取り上げるのは数研出版﹃古典Ｂ漢文編﹄に

き取り︑理解しようとする姿勢が見られ︑古典への学

けられ︑また︑ポイントを解説する際には意欲的に聞

した内容を他の生徒に説明したりする場面も多く見受

らないところについて辞書や文法書を引いたり︑理解

心に授業を展開している︒一年間の授業の中で︑分か

ことで正しい読解ができているかを確認することを中

ある登場人物と︑生徒の興味関心を引き出しやすい教

習への主体的な雰囲気が︑授業を通して醸成されてき

教材観

材である︒また︑典型的な句形を用いた会話文があり︑

たと感じている︒

二

人物関係の整理など基礎的な読解力を身につけるにも

授業にあたって

いるか︑ということと︑ジグソー活動を取り入れたま

ここでは︑各場面の読解の授業をどのように進めて

四

適切であると考える︒
﹁おもしろい﹂だけでは︑読解が
拡散して何が生徒に残ったのかが分からない︒しかし︑
正しい読解を土台に︑生徒が﹁もっと深く読みたい﹂︑
の学習にも大きくつながる教材になると考えている︒

とめについて︑授業を組みたてる際に考えたことを整

﹁他の場面も読みたい﹂と思うことができれば︑今後
︶
また︑ 本校では﹁音読のすすめ ︵注１﹂
という自主教

﹁鴻 門 之 会﹂か ら﹁四 面 楚 歌﹂に 至 る ま で の 読 解 に

理しておきたいと思う︒

おいては︑正しい書下し及び現代語訳はもちろんであ

材があり︑通年で漢文音読の取り組みをしている︒そ
き出せれば︑一単元に留まらず︑いっそう生徒の漢文

るが︑登場人物の関係や行動を整理すること︑心情の

の文章に多く登場する歴史的な場面への興味関心が引
学習に資するとも考えている︒

決し︑個人で振り返る︵次頁の資料１・２参照︶とい

関する目標を生徒に示し︑個人で考え︑グループで解

授業の際は︑毎時間︑内容読解に関する目標と文法に

変化︑言動の意図などを確認することを中心に進めた︒
︵注１︶ 米沢興譲館高校では︑学則として掲げられる文章﹁弟子
職﹂
︵管 子 よ り︶か ら 始 ま り︑ 最 後 は﹁長 恨 歌﹂に 至 る ま で︑ 計
十九の文章が収められた本冊子を︑三年一学期までに音読すると
いう取り組みがある︒指定された期間に︑指示された文章を授業
以外の時間で国語科教員の前で音読するという取り組みである︒

4

う形式で進めている︒振り返りのプリントを回収し︑
︵二︶読解の授業においての一時間の授業基本構成

前時のポイントを振り返る︒句形や重要語句など文法

い場所・足りないところ・良い意見などを取り上げて︑

それをもとに前時を振り返り進むことが多い︒振り返

裏面に補足の質問や︑生徒の解答例をいくつか印刷し︑

読むペースは読点を一区切りにし︑範読・群読を繰り

他のメンバーが白文を見ながら同じ個所を群読する︒

人が教科書の訓点付きの本文を見ながら範読し︑その

れ以降は︑グループごとの音読を行う︒グループで一

③読解︵個人及びグループで課題に取り組む︶

めに解説することもある︒

を説明する︒意識させたい文法事項などがあれば︑始

事項で繰り返し確認したいものは︑類題を解かせるこ

①音読

りのプリントを分析し︑必ず次時に触れることで生徒

返す︒白文を見て読むことで︑一文の構成を考えなが

単元の最初は︑教師による範読及び群読を行う︒そ

理解が足りない・深まりが足りないと感じた時は︑次

の学習意欲を高められるよう心がけている︒また︑前

ら読む習慣を付けさせるねらいで行っている︒

時に導入で振り返ることもある︒プリント返却の際に︑

時に何を学び︑本時で何をどのように学ぶのかを説明

らないことを中心にグループで話し合いながら解決し︑

時間は個人で書下し・現代語訳に取り組み︑後半分か

今回の単元では︑予習を課していないので︑前半の

その後︑授業の目標を提示し︑意識して欲しいこと

ともある︒

することで︑学びにつながりを持たせることも意識し

振り返りのプリントの前時分に目を通し︑理解が浅

②前時の振り返り︵クラス全体︶及び目標提示

﹁項王自刎﹂の場面において︑ 項羽はやや死に急い

ている︒
だとも取れる形で自刎し︑その後劉邦が漢を立てるわ
けであるが︑歴史的に大きな転換の時代であることを
踏まえ︑﹃史記﹄に描かれる人物の個性に焦点を当て︑
また︑読み進めた場面を︑歴史の勝者・敗者という

単元の振り返りを行いまとめとしたいと考えた︒
視点で読みなおすことで︑人物の特徴・人間関係・場
面の意味などについて新たな気付きが生まれるのでは
と考えた︒細部から全体を組み上げ︑全体から細部を
深める読みを経験させようというねらいであった︒ジ

資料２

グソー法を取り入れた理由は︑すべての場面を全員で
詳細に読みなおす時間はないこと・小さな発表の機会
を一人一人に持たせることで︑全員を主体的に読解に
向かわせられること・他者の意見を聞き︑自分の考え
を深める経験を持たせられること︑などが挙げられる︒

五 授業の実際
①﹁鴻門之会﹂の読解︵計六時間︶

︵一︶単元全体の構成
②﹁四面楚歌﹂の読解︵計三時間︶
を考える﹂︵一時間︶
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③単元のまとめ﹁なぜ項羽が負け︑劉邦が勝ったのか

資料１

Ａ班⁝﹁豎子︑与に謀るに足らず﹂

Ｂ班⁝﹁頭髪上指す﹂

・項羽・劉邦の人間関係︵部下など︶に触れる︒
・具体的な場面・状況を根拠にする︒

教師はこの間︑机間巡視し︑観察や理解の確認をす

内容的な問いに取り組む︒

Ｃ班⁝﹁剣舞﹂

例 え ば﹁頭 髪 上 指﹂で は︑﹁於 是﹂や﹁す な は チ﹂

み︑項羽・劉邦の性格︑取り巻く部下の様子を整理

Ｃ各班で︑今までの読解を生かして下記の場面を読

資料４のプリントを用いてグループ学習︒Ａ・Ｂ・

留意点としては︑生徒の思い込みによる話し合いに

③本時を振り返って

本時の課題について個人でまとめる︒

・まとめ︵五分︶

本時の課題について考える︒

エキスパート活動でまとめたことを発表︒その後︑

集まったジグソー班の中で︑Ａ班だった人から順に︑

・ジグソー活動︵一五分︶

②本時の流れ
本時の課題を提示し︑活動の意図や流れを︑資料３

る︒質問は受け付けるが︑考えるきっかけを与える以

のプリントを用いて説明︒

・本時の流れの説明︵約一〇分︶

あれば︑時間を見ながら︑かみ砕いて材料を提示する

上のことは極力しない︒ クラス全体で共通の 躓 きが
こともある︵教材研究の甘さによるので︑極力このよ

の 確 認︑ 樊 噲 の 会 話 文 の 書 下 し 及 び 現 代 語 訳︵疑 問

・エキスパート活動︵一八分︶

形・願望形を意識して︶︑張良と樊噲の会話文の特徴︑

し︑課題について考える︒

うな状況は作らないよう心がけたい︶︒

などを課題にし︑一〇分間で解決させる︒前頁の資料
１はその授業で用いた振り返りプリントである︒
この時間は完全に個人で取り組む︒五分〜六分程度

④振り返り︵個人︶
の時間︑集中して取り組む︒自己評価の欄も設け︑授
業への参加態度面で一項目︑授業の目標の達成度で二
〜三項目自己評価させ︑再度授業のねらいを意識させ
ている︵資料１・２参照︶︒

﹁四面楚歌﹂の場面での項羽の詩には︑﹁時不利兮騅

︵三︶単元のまとめについて
不逝﹂とあり︑項羽が主観的には時運に恵まれなかっ
たことを嘆いているように描かれている︒そこで︑今
まで学習した﹁鴻門之会﹂の場面をもう一度読み返し︑
﹁なぜ項羽が負け︑ 劉邦が勝ったのか﹂を考えること
授業の展開としては︑ジグソー法を用いた︒詳細は

にした︒
以下の通りである︒
なぜ項羽が負け︑劉邦が勝ったのか︑以下の事に留

①本時の課題
意して説明する︒
・項羽・劉邦の人物像に触れる

資料３

資料４
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ならないよう︑エキスパート活動の際には︑﹁人物像﹂

の名前が飛び出し︑読解の際には感じられなかった臨

るが︑生徒は各場面の読解をもとに︑自分が感じたこ

作品の一部を読んでの考えであり︑様々説明不足もあ

細部に戻ったので︑細部を読みこむことで文章が生き

達が先立ってしまうところだが︑全体を見渡した後に

られた︒細部まで読み込もうとすると必要な知識の伝

場感を味わいながら振り返っている生徒の姿も見受け

よりながら説明するよう指示した︒場面ごとに︑リー

とを説明しようとし︑一人一人意欲的に読解に向かっ

不利になり︑結果として項羽が敗北した︒

ド文・脚注も踏まえながら振り返り︑改めて考える姿

生きと読み取ることができたという経験をさせ︑作品

﹁部下との関係﹂について︑ そう感じた根拠を本文に

が見られ︑全体像が見えているからこそ深まる読みを
ていたことが窺えた︒

最後にアクティブラーニングについてであるが︑い

への興味関心を高めさせられたと感じている︒

かに書かせるか・話させるか︑など能動的に言語活動

授業を振り返って
授業で大切にしていることは︑目標に従って授業を

六

していたと感じた︒
ジグソー活動では︑まずは一人二分間︑エキスパー
ト活動で理解した内容を発表︑その後﹁なぜ項羽が負
け︑劉邦が勝ったのか﹂という課題について意見を出

ーニング論﹂にはあまり賛同できない︒基礎学力か・

に取り組む授業の工夫は以前からなされてきたことで

アクティブラーニングか︑という構図にも違和感があ

ある︒新しい言葉によって︑その価値が再評価された

要である︒それには︑授業の意義を︑日々生徒に語る

る︒学びはすべて生徒自身が学力をつけるために行わ

デザインすること︑その授業で学力が付いているかど

ことが重要である︒毎時間うまくいくわけではなく︑

れるもので︑そのプロセスをいかに教師が考えるかが

し合った︒そこで考えたことを最後に個人でまとめて

〇劉邦は先のことも考え︑軍を動かしたり︑自分の

失敗することもあるが︑目標に従って授業をデザイン

り︑活発になったりすることは基本的に良いことだと

考えだけでなく部下の話を聞き︑その意見も取り

している限り︑次の授業で修正をしたり︑改善を試み

大切である︒今回﹃史記﹄のまとめとして︑すでに学

うかの判断をすること︑反省があれば次に生かしてい

入れられる人であるが︑項羽はその場の感情で行

習した場面に再度戻る形でジグソー法を取り入れた理

本単元を終了した︒以下に︑生徒が最後にまとめた内

動を起こし︑部下の話を無視して行動する人物で

たりすることができる︒

由の一つに︑復習によって読みを深めて欲しいという

思う︒しかし︑教材観・生徒観のない﹁アクティブラ

あった︒そのため部下からの信頼が厚い劉邦は部

﹁鴻 門 之 会﹂で は︑ 使 役・受 身・疑 問・反 語・抑 揚

思いがあった︒理数科ということもあり︑国語の家庭

くことである︒とくにグループワークを用いる時は︑

下にも恵まれどんどん勢力を強めていくのに対し︑

な ど の 句 形︑﹁す な は チ﹂・﹁つ ひ ニ﹂の 用 法 の 違 い︑

学習時間はほとんどないに等しいクラスである︒しか

ただ﹁話し合わせる﹂に終わらないような︑工夫が必

項羽は部下から裏切られてしまう︒そして兵力︑

むことができる︑文脈のニュアンスがある︒文法事項

﹁置き字﹂の働き等︑ 文法事項を理解することでつか

容の抜粋を掲載する︒

士気が劣り︑項羽は負けてしまった︒

ろうとするほどであった︒その結果項羽軍は力を

れ︑劉邦はその人柄で部下に慕われ敵の項伯が守

的な判断で鴻門之会でミスを犯し︑部下に逃げら

劉邦は礼儀を重んじ決断力があった︒項羽は感情

しまうため︑この時期︑この単元で最低限おさえたい

記事項︵多くはすぐに忘れ去られてしまう︶になって

事項が多くなりすぎるとねらいが拡散し︑断片的な暗

気付きを読解において大切にした︒ただし︑扱う文法

を理解していると文章を深く読むことができるという

識できた時間だったと考えている︒

タはないが︑少し前に行なった学びとのつながりが意

はあった︒どこまで効果があったかを示す数的なデー

組むクラスに取り入れてみようというねらいも一つに

ない︒そこで︑時間ときっかけさえあれば熱心に取り

し︑復習がなければ︑授業内容の理解・定着はあり得

〇項羽は単純で感情的で︑敵に対してもお人よしで︑

失い︑劉邦軍が一致団結したため︑項羽が負け︑

ことに絞り込むことを意識した︒

家で部下からの信頼も厚かった︒そんな劉邦の人

また︑最後のグループでの話し合いでは︑様々な人物

るなど︑こちらが最低限意図したことはできていた︒

を見ると︑概ね人物像に迫る・部下との関係に注目す

単元のまとめについてであるが︑生徒の書いたもの

劉邦が勝った︒

柄にひかれ︑また項羽についていけないと思った

〇項羽は単純で感情的だったのに対し︑劉邦は策略

項羽の部下が︑劉邦側に寝返り︑項羽はどんどん
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