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Ⅰ．問題と目的
　教科国語にとって，古典分野の指導は大きな課

題である。中でも，高校古典に対する関心・意欲

が低いこと，いわゆる，古典嫌いが多いことに課

題がある。古典への関心・意欲に課題があると明

確にされたのが，国立教育政策研究所による「平

成 27 年度高等学校学習指導要領実施状況調査」

である。この調査において，古典への関心・意欲

についての質問「古文が好きだ」「漢文が好きだ」

に対するネガティブな回答がそれぞれ 61.7％・

61.9％と，いずれも 61％を超えている注 1)。この

質問と同様のものが，同じく国立教育政策研究

所による「平成 17 年度高等学校教育課程実施状

況調査」において実施されており，それぞれが

70％のネガティブな回答であった。この比較か

ら，改善があったとはいえる。しかし，過半数が

古典に対し，変わらずネガティブに考えていると

いうことである。これらのデータは中央教育審議

会において複数回あげられており，それらが学習

指導要領の改訂に影響を与えている。そして，そ

のことは，「【国語編】高等学校学習指導要領（平

成 30 年告示）解説」においても中教審答申で示

されたものとして「古典に対する学習意欲が低い

ことなどが課題となっている」などと明記されて

いる。また，平成20年版学習指導要領における「高

等学校学習指導要領解説国語編」においても「古

典に親しむ態度を育成する指導を重視する」とあ

る。すなわち，この「高校古典に対する意欲が低

い」という課題は解消されていないと判断できる。

現行科目の「国語総合」「古典Ａ」「古典Ｂ」から

実践報告
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概　要
　古典への意欲喚起は高校古典にとって喫緊かつ継続的な課題である。その解消には古典テキスト内容

を理解することが有効である。そこで，本研究では，協同学習，中でも看図アプローチ協同学習を取り

入れることで，古典の内容理解を図る単元を授業実践した。そこでは全国看図アプローチ研究会が開発

してきたキャラクター，「きゅうちゃん」を用いた。「きゅうちゃん」により，学習者にテキスト内容を

推論させ，それを意見交換させながら，おおよそを理解させるのである。結果として，学習者はおおよ

そのあらすじをとらえるだけでなく，テキストに書かれていない登場人物の心情までを解釈した。また，

読解に向けた意欲的姿勢までもが確認された。看図アプローチ協同学習は古典学習にとって有効な学習

方法であるといえよう。
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新規科目の「言語文化」「古典探究」へと，継続

課題とされているといえるだろう。

　この古典へのネガティブな関心・意欲の解消を

考えたい。以下は，古典への関心についてアンケー

ト調査を行った先行研究である。野田他（2014）

は高校生にアンケート調査をした。それによる

と，ネガティブな回答に対する理由の最多が「文

章を読んでいても理解できないから」とされる。

また，どの内容に対してネガティブであるかの最

多が「文法の理解」とされる。坂東（2009）は

中学生を対象にアンケートをしている。その結果

として，古典を嫌う最多の理由は「言語的な抵抗

感があり，内容を理解するのが難しい」とされる。

なお，同調査では，古典にポジティブな回答をし

た者の最多回答理由は「内容がわかれば古典は面

白い」というものであった。古典の内容が理解で

きたならば，古典嫌いが解消されていくというこ

とであろう。この２つの研究の興味深いところは，

古典に関心がないから古典が理解できないのでは

なく，古典が理解できないから古典に関心が持て

ないと考えられるところである。換言すれば，「言

語的な抵抗感があり」とされることからも「文法

の理解」を方策とした古典の内容理解は，古典嫌

いの解消にはつながらないといえるだろう。もち

ろん，文法とその指導には価値があるが，それ以

外の方策も取り入れる必要があるだろう。そこで，

本研究では，古典嫌い解消のために，古典の内容

理解に向けて，文法についての指導ではなく，別

の方策を取り入れることとした。それは協同学習

である。本研究では，協同学習により古典の内容

理解を図ることで，古典嫌いを解消することを目

指したい。

Ⅱ．看図アプローチ協同学習と古典の関連
Ⅱ－ 1　看図アプローチ協同学習
　本研究では，協同学習として，看図アプローチ

協同学習（以下，看図アプローチと略す）を用いる。

看図アプローチは，鹿内信善により提唱される協

同学習の方法である。「授業づくりにビジュアル

テキストの読解を取り入れていくアプローチ」と

される（鹿内 2015）。中国の看図作文を参考と

した新しい看図作文による指導法を開発し，そ

れを取り入れるなどした協同学習の方法である。

フィンケらの「ジェネプロアモデル」やオースベ

ルによる「有意味受容学習」理論などを組み込ん

でいる。看図アプローチには，各教科・各校種で

の実践だけでなく，キャリア学習や教育相談への

援用も図られた，30 年以上の実践の積み上げが

ある。ただし，看図アプローチを活用した，古典

分野における研究や実践はほとんどなされておら

ず，途上にあるといえる。ここに国語科教育学的

な価値がある。

　本研究では，看図アプローチを援用した授業の

事例報告をおこなう。看図アプローチ授業の基本

となるものは，①ビジュアルテキストを用いるこ

と，②表現をすること，である。ビジュアルテキ

ストから探し出した要素を関連づけ，それらをも

とにその中に表されていない様々を表現するので

ある。このような活動は，国語科教育学的には，

ビジュアルテキストから要素を取り出すという

「言語化」や，それら要素の関連を考察したり関

連から直接的に表されていないものを推論したり

という「論理的思考」などを育むものといえ，大

いに価値があるだろう。

Ⅱ－ 2　古典におけるビジュアルテキストの役割
　本研究では，次のようなビジュアルテキストを

用いることとした（図１）。「きゅうちゃん」で

ある。「きゅうちゃん」は，石田ゆきおよび鹿内

らにより考案されたビジュアルテキストである

（500種類以上ある）。これは，先行オーガナイザー

としての役割を果たすこともできる（鹿内・山下

2017）。

　古典は，古代日本語で書かれたものであるため，

現代日本語と異同がある。そのため，わかるとこ

ろもあり，わからないところもある。「かたはら

いたし」「をかし」など様々な古今異義語がある

が，当然，学校での国語の学びの内外から得られ

たものとマッチするところがいくつもある。同様

に，古今に異同のある，日本人や日本文化の心性

といったものも古典は当然持つため，わかるとこ



看図アプローチ協同学習を用いた古典読解単元の考察 その１ 全国看図アプローチ研究会研究誌 4 号

16

ろもわからないところもある。例えば，妻問婚な

どは現代に生きる学習者にはむつかしいものであ

る。しかし，恋をするという心性は変わらないも

のと言えるだろう。つまり，読み手が生活を続け

る中で手に入れた無意識の既有知識とマッチする

ところがいくつもある。それらを先行オーガナイ

ザーにより認識することで古典の内容理解を図る

のである。

Ⅱ－ 3　古典表現への導き
　また，表現として，あらすじを書かせることと

した。学習者自身の力と協同学習で手に入れた学

びのみで表現物をつくらせるのである。認識され

たわからない要素・わかる要素，自ら考えた関連・

協同学習により手に入れた関連，いくつかの古今

の異同などをもとに，推論しながらあらすじを書

くのである。これは創作や翻案に近い表現活動と

いえるだろう。

　教科国語において，特に文学を用いた指導にお

ける看図アプローチは，「主体的・対話的で深い

学び」へとごく自然に促される学習方法でもある。

いわゆるアクティブ・ラーニングとして機能して

いる。学習者は，何かを得ようと文章テキストと

ビジュアルテキストに対して主体的に読解に取り

組み，さらに対話的に共有・検討する。そして，

その文章テキストやビジュアルテキストに直接的

に表されているだけではない心情や余白といった

ものをも考察する。学習者たちは，古典文学テキ

スト特有の内容を積極的に把握しようとし，学び

が深まるのである。看図アプローチは新しい学習

指導要領実施において最重要視されている「主体

的・対話的で深い学び」に向けて，大いに価値の

ある学習方法であることは間違いない。

Ⅲ．授業の実際
Ⅲ－ 1　授業者・学習者等
　本章では，看図アプローチを用いた古典授業の

実際を報告する。

　授業者は本稿第２筆者の池浦恵里である。学習

者は T 高校 3 年生 5 名である。

　選択授業の「古典Ｂ」3 時限配当のうちの 1 時

限目としておこなったものである。

Ⅲ－ 2　教材・手順等
　はじめに，前年度に学習した『伊勢物語』第 6

段の内容を確認させた。

次に，本時に扱うテキスト部分を通読させ，初

読の感想を書かせた。この感想の紹介は割愛する。

　本単元で読解するテキストは『伊勢物語』第９

段の一部である。俗に「東下り」と呼ばれる段で

あり，その前半部分である。以下にそのテキスト

部分を載せる。なお，授業で用いた教科書は，大

修館書店『新編古典Ｂ改訂版』である。

　昔，男ありけり。その男，身を要なきもの

に思ひなして，京にはあらじ，あづまの方に

住むべき国求めにとてゆきけり。もとより友

とする人，一人二人して行きけり。道知れる

人もなくて，まどひ行きけり。三河の国八橋

といふ所に至りぬ。そこを八橋といひけるは，

水ゆく河の蜘蛛手なれば，橋を八つ渡せるに

よりてなむ，八橋といひける。その沢のほと

りの木の陰に下りゐて，乾飯食ひけり。その

沢にかきつばたいとおもしろく咲きたり。そ

れを見て，ある人のいはく，「かきつばた，と

いふ五文字を句の上にすゑて，旅の心を詠め。」

と言ひければ，詠める。

　から衣きつつなれにしつましあればはるば

るきぬる旅をしぞ思ふと詠めりければ，みな

人，乾飯の上に涙落として，ほとびにけり。

図１　きゅうちゃんの例
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　この第 9 段は，『伊勢物語』の中でも心情豊か

な場面の１つである。ただし，心情そのものを直

接に表している形容詞などはほとんどなく，その

場面における行為を的確に読み取ること，さらに

は，その場面の記述と余白を解釈することをしな

ければ，登場人物の心情をとらえることはできな

い。なお，この場面において，「かきつばた」が

和歌に詠まれている。それを様々な意匠として，

尾形光琳を始めとした様々な作家により，多くの

作品が作られている。つまり，『伊勢物語』の中

でも，絵図として想起することにふさわしい，非

常に印象的な場面であることも申し添えておく。

　初読感想を書き終えた後，学習者たちはワーク

シート（図 2）中の①～③の指示にしたがって，

「きゅうちゃん探し」を始めていく。

　学習者にとって，選び方は 2 種類ある。１つ

は，文意に大きく沿ったものを選ぶというもので

ある。例えば，テキスト中に泣いている場面があ

るなら，涙を流していたり涙を浮かべていたり，

泣いていることがすぐに想起されそうな「きゅう

クラス     出席番号     氏名

①文章中から、たくさんの「きゅうちゃん」にあてはまる人物を発見してください。

②あてはまる「きゅうちゃん」を○で囲んでください。

③何行目で見つけたか、どの言葉や表現などから見つけたか、などを、その「きゅうちゃん」

のそばにメモしてください。

図２　きゅうちゃんワークシート
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ちゃん」を選ぶというものである。もう１つは，

テキスト中に登場しない事物や属性を持ったもの

である。例えば，リンゴが登場しないテキストに

もリンゴを持たせた「きゅうちゃん」を選ぶとい

うものである。

　前者については，テキスト内容がほぼそのまま

表現されているものであるため，それを手がかり

にしながら読解が促進されることもある。学習者

たちの頭の中には，ビジュアルテキストからの情

報により，既有知識が呼び覚まされたり気づかさ

れたりすることで新しい認知構造が出来上がる。

それをもとにテキストを読むのである。ビジュア

ルテキストは文章テキスト読解のヒントに成り得

るものである。ビジュアルテキストによって文章

テキスト読解をすすめたり，文章テキスト読解の

確認としてビジュアルテキストを用いたりするこ

とも出来るだろう。

　後者は，ビジュアルテキスト中の曖昧さをどう

意味づけるか，そして，それをどう文章テキスト

中の情報と接近させるかという働きである。学習

者たちはビジュアルテキスト中の様々な意味を，

文章テキスト中のどれと関連させるかを考えるの

である。「きゅうちゃん」という媒介によって，

文章テキスト中にある情報のそれぞれが既有知識

と関連づけられる。それをもとに照応したり推論

したりすることで，読解が促進されるのである。

この際には，文章テキストをある程度以上，理解

することが求められる。すなわち，文章テキスト

中の様々な情報を抽象的にとらえ，ビジュアルテ

キスト中の様々な情報を抽象的にとらえ，それら

を関連づけたり，比喩的に扱ったりするのである。

　特に古文は，一読して全ての語や表現を理解す

ることは非常に困難である。部分的に単語や言い

回しを漠然と理解し，それらをもとに全体や部分

を想像することから読解が始まる。その理解でき

た部分をビジュアルテキストという媒介によって

関連づけ，文脈と整合する。あるいは，新たな文

脈を生むことで，読解がすすむのである。それは

時として，正確な訳にはならないかもしれない。

しかし，正しい読解への動機づけと結びつくだろ

う。つまり，その時に，正しい読解のために文法

や古文単語の知識獲得へと態度が変わると考え

る。この「きゅうちゃん」は，読解促進の媒介と

して，かつ，古典学習そのものへの意欲喚起とし

て，大きな働きを持っている。

Ⅲ－ 3　看図アプローチ協同学習の記録　

　以下に，この授業におけるプロトコルデータの

一部を載せていく。主に，看図アプローチ協同学

習によってたどりついた読解内容にあたる部分を

抽出して紹介していく。そのため，教師発言・学

習者発言は大幅に割愛してある。対話記録の後に

は解説も加えていく。

１：Ｔ　では，今度は東下り用「きゅうちゃん」

ワークシートです。この「きゅうちゃん」ワー

クシートから，「きゅうちゃん」にあてはま

る人物や状況を見つけてください。また，

このあと 5 分間を使って交流するので，交

流までに材料をいろいろと見つけておいて

ください。では，10 分間をとります。よー

いどん。

２：Ｔ　（10 分後）はい，お疲れ様でした。

お互いに見せ合いながらでかまいませんの

で，では，5 分間で交流してください。

３：Ｓ１　えーと，この四つ葉みたいなやつ

を見てる「きゅうちゃん」が，かきつばたが，

４：Ｓ２　ああ。

５：Ｓ１　思いがけず咲いていたから，沢の

ほとりに。すごいなと思っている男の人を

表してると思ったのと。

　Ｓ１が，植物（四つ葉のような絵）をテキスト

中の「かきつばた」へと比喩的にとらえているこ

とがわかる。「きゅうちゃん」により，関連づけ

られたことがわかる。つまり「きゅうちゃん」が

見ている「四つ葉のようなもの」から，「テキス

ト中に『植物』あるいは『植物がある』あるのだ

ろう」と予想する。そして既有知識が呼び覚まさ

れ，その上でテキストを読み，ああこれだ，とな

るのである。また，発言 5 の「思いがけず」と
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いう叙述はテキスト中にはない。しかしテキスト

中に「おもしろく」とあることや場面展開から，「思

いがけず」としたほうが「かきつばた」の発見が

より強調される。このことは「きゅうちゃん」の

表情が驚きのようなものになっていることから，

認知されたものと考えられる。

６：Ｓ１　この一番右上のわーってなってる，

７：Ｓ２　わーってなってるやつ。（笑）

８：Ｓ１　ここに描写はないけど，都にいる

妻が今どうしてるかなって，歌を聞いて頭

の中で考えている人，だと思いました。

９：Ｓ１　その次。それを考えてて，どんど

んずっと考えてたら，左下の落ち込んでる

感じ。なんか，悲しいな，って。どうして

るかな，って考えて，どんどん帰りたくなっ

てきたっていうか，妻を思いすぎて，ちょっ

と落ち込んでる感じの「きゅうちゃん」だ

なと思ったのと。

10：Ｓ２　うん。

　ここにおいても，直接的に書かれているわけで

はない登場人物の心情を，「きゅうちゃん」によ

りその心情や対象が呼び覚まされ，関連づけられ

ていることがわかる。特に，発言 9 に「どんど

ん帰りたくなってきた」とあるが，この第９段に

は「帰りたい」を表す表現は出てこない。京に残

した妻が想えてしかたがない，というものである。

それを一歩すすめて「帰りたい」と外挿したこと

がうかがえる。

１１：Ｓ１　右下のやつ，普通に歩いている

から，京都を離れて駿河に向かっている男

と友人を表していると思いました。

１２：Ｓ１　竹馬に乗ってる左下の絵は，６

行目の「道知れる人もなくて惑ひ行きけ

り」っていう文から，竹馬が不安定で自分

の思いどおりすすめないっていうようなこ

とを，竹馬を使って道に迷っていることを

指してるのかな，と思いました。

１３：Ｓ２　えー，すげえ。それは考えなかっ

た。

１４：Ｓｓ　おお。

１５：Ｔ　すごいねえ。

　この「竹馬に乗ったきゅうちゃん」は，先述し

た，テキスト中にない事物を持った「きゅうちゃ

ん」である。竹馬に関する既有知識と竹馬のよう

なものやことがテキスト中にあるだろうと認知さ

れ，テキストから手に入れられる知識とが関連づ

けられることによって，推論がすすむ。ここでＳ

１は，竹馬の不安定さという要素と，テキスト中

の「道知れる人も惑ひ行きけり」とを関連づけ，

思い通りにすすめずに迷っている場面を見事，想

起した。そして，それがグループにも納得され，

評価された様子がうかがえる。

１６：Ｓ２　Ｓ１とほとんど同じだけど，あ

の，このうつわを見ている「きゅうちゃん」

は，かきつばたのやつと。

１７：Ｓ２　Ｓ１と同じ考えで，その右上の

上を向いている「きゅうちゃん」も，歌を

聞いて，いや，詠んでいるときに，妻をイメー

ジしてるから，妻をイメージしてほわわわー

んて感じなのと。

１８：Ｓ２　その左横の下を向いている「きゅ

うちゃん」は，それを考えて「涙を落とし

て泣いている」っていう描写があったから，

泣いてるんじゃないかな。

　Ｓ２は，「きゅうちゃん」同士を連続させて考

えている。「それを考えて（発言 18）」がそうで

ある。「妻をイメージして（発言 17）」いる「きゅ

うちゃん」と，「それ」＝「妻」をイメージして

泣いているきゅうちゃんというように，看図アプ

ローチ協同学習を通して話の展開を手に入れてい

ることがわかる。この段階ですでに，学習者の中

にあらすじが構築されつつあるといえるだろう。

１９：Ｓ２　遠足行っている感じの「きゅう
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ちゃん」，上向いてる「きゅうちゃん」，「乾

飯食ひけり」って９行目に書いているんだ

けど，それを食べてるけど，でもどこかで

やっぱり妻を考えて上の空なんじゃないか

なっていう感じの「きゅうちゃん」かな。

２０：Ｓ２　その下の歩いている「きゅうちゃ

ん」は友と歩いているのに，顔がちょっと

嬉しそうでもあんまりなくて，

２１：Ｓ１　うん。

２２：Ｓ２　だから，「もとより友とする人，

ひとりふたりして行きけり。道知れる人も

なくて，惑ひ行きけり」ちょっと道に迷い

ながら歩いているのかな，と，この顔から

想像しました。

　ここでＳ２は，「きゅうちゃん」の表情に注目し，

そこに合う表現を探している。すなわち，「きゅ

うちゃん」の表情を手がかりとし，その表情のひ

とつが「嬉しそうでもあんまりない」ことを気づ

いた。そこから，この場面に嬉しそうではないこ

とと関連づく表現や語があるはずだと考え，それ

を探したのである。

２３：Ｓ３　んーと，私もほぼ一緒。

２４：Ｓ１　ね。

２５：Ｓ３　お花のやつはかきつばたのやつ

で。遠足みたいなやつも「さわのほとりの

きのかげに」からで。あと，鼻かんでるや

つは，泣いてるのかな，と思って。「みな人」

のところからです。

２６：Ｓ４　自分もみんなと同じなんだけど，

ひとつだけ違うなって思ったのはこの竹馬。

竹馬はたぶんやった人はわかると思うけど，

どんどん体に馴染むっていうか，慣れてく

るんだよね。

２７：Ｓ２　うん。

２８：Ｓ３　うーん。

２９：Ｓｓ　おお。

３０：Ｓ４　だから，51 頁の 13 行目，「着て

いると体に馴染む」がこれにあてはまるの

かな，と思いました。

３１：Ｓ２　ああ。

３２：Ｓｓ　おお。

　Ｓ４も，竹馬がでてくるきゅうちゃんについて

考察している。Ｓ４は，自身の体験に基づく既有

知識として，「竹馬は体に馴染む」という知識を

想起し，その様子がテキスト中にあると推論して

いる。そして，「から衣着つつなれにし」と関連

づけて考えている。前述したように，Ｓ１も竹馬

のきゅうちゃんに関して考察している。その際に

も，「おお」と周囲からの評価が得られたが，Ｓ

４も同様に「おお」「ああ」と評価されているこ

とがわかる。これは，両者に向けての賛辞である

とともに，竹馬のきゅうちゃんが学習者にとって

手ごたえを持ちつつも，わかりそうでわからない・

わからなさそうでわかりそうである適刺激の存在

であることが示されている。

３３：Ｓ５　みんなめっちゃちゃんと考えて

んじゃん。

３４：Ｓ５　まず，落ち込んでるやつが，一

番最初のとこ，4 行目の，「身をえうなき」

ですか，えうなきものに思えてって必要で

ない者だから，単純に落ち込んでどっか行っ

たのかな。

３５：Ｓ５　それにしたのと，あとは，２つ

しか書いてないけど，一緒です。

３６：Ｓ５　ランチョンマットじゃないけど，

ひいてるやつは，その「乾飯食ひけり」の

やつにして。

３７：Ｓ５　歩いているやつは，もとよりと

もとするひとなんとかってとこにしました。

３８：Ｓ２　ちょっと待って，１回目，何て言っ

た？

３９：Ｓ５　1 回目？

４０：Ｓ２　これ？

４１：Ｓ５　それそれ。

４２：Ｓ１　一番最初。

４３：Ｓ２　ああ。
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４４：Ｔ　では，これまでのことを踏まえて，

この文章のあらすじを書いてみましょう。

ただし，条件があります。この文章をまっ

たく読んだことのない，例えば，隣のクラ

スの人，みたいな人に対して，誰もがわか

るようなあらすじを書いてください。いつ・

誰が・どこで・何を・どうしたみたいなの

があるじゃないですか。そちらを書いてい

ただきたいと思います。それがどう変化し

たのか，などについてもわかりやすく書い

てください。

　「きゅうちゃん」ワークシート（図 2）を用い

た授業場面は以上である。全体を通して，学習者

それぞれが，しっかりと自分の考えを話し，周囲

がそれを聞き，捉え，反応していることがうかが

える。対話的な展開でありながらも，自身の考え

と比較検討しながら主体的に取り組んでいること

がとらえられる。非常に意欲的な態度であるとい

えるだろう。

　そして，指導の最後にあらすじを書くことを課

題としている。学習者 S5 の書いたあらすじを以

下に載せておく。

学習者Ｓ５のあらすじ

　男が京都から離れ，新たな場所を求めて数

人の友とあづまの方に下っていく。下ってい

ると，道が分からなくなり，さまよっている

と，三河の国八橋という所に着いた。そこで，

様々な経験をする。その中の１つで，かきつ

ばたがおもしろく咲いているのをみた。そこ

で，ある人が「かきつばたという五文字を句

の上にすえて，旅の心を詠め」と言った。そ

して詠むと，妻を思い出し，かなしくなった。

　このあらすじから，いくつかのことがわかる。

まず，本文の最後は「と詠めりければ，みな人，

乾飯の上に涙落として，ほとびにけり。」となっ

ている。あらすじに書かれた「妻を思い出し，か

なしく」という文言はない。また，初読の感想で

は「初めての土地でわからないことが多く，大変

そう。」とだけある。すなわち，学習者 S5 が「きゅ

うちゃん」を用いた看図アプローチ協同学習によ

り，テキストの内容を獲得し，かつ，字面を訳す

だけでなく場面の心情を「かなしい」とまで解釈

したことがわかる。

　次に，「かきつばたがおもしろく咲いて」とある。

本文では「かきつばたいとおもしろく咲きたり」

となっている。この「おもしろく」とは現古異義

語であり，古語では「見事に・素晴らしく」ほど

の意味である。なお，全学習者の中で，あらすじ

の中に「おもしろく」を「見事に」と表した者は

いなかった。ただし，Ｓ１（発言 5）は「すごいな」

と表現している。「おもしろく」に注目はしたが，

特別大きな意味はないと判断していたと考えられ

る。

　例えばここで，外挿発問として「かきつばたが

咲いていたのを見て，どうして和歌を詠め，など

という発想になったのだと思う？」などと呈示す

ることもしてみたい。それによって，心情のダイ

ナミズムや和歌という営みについて，あるいは，

「おもしろく」という単語そのものについての学

習へと発展していくこともできただろうと考え

る。

Ⅳ．授業の振り返り
　授業の 3 週間後にアンケートをとった。3 週間

と時間を空けたのは，物語の内容がどの程度，記

憶・理解されているのかどうかを検討するためで

ある。設問は２つある。１つは，「3 週間経って，『伊

勢物語』の『東下り』で覚えていることはありま

すか。」である。これに対する回答として，「妻を

想って泣いた」に類するものが 5 人ともに書か

れた。「東下り」におけるメインテーマといえる

ものであり，「きゅうちゃん」を使ったことによ

り，内容理解が確かとなっていたことがとらえら

れる。

　もう１つは，「きゅうちゃんを使ってみての感

想」である。「きゅうちゃんがどの場面を表して

いるかを発表したことで，自分とほかの人の受け
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取り方の違いを感じることができてよかった。」

「文の内容を読み取るうえでいい材料となった。」

「イメージするのにわかりやすい。」「絵があるこ

とによって，とても分かりやすかった。」「きゅう

ちゃんを使うことでいろんな考え方をすることが

できた。」などであった。学習者それぞれが「きゅ

うちゃん」の使用，および，協同学習に手ごたえ

を感じていたことがうかがえる。

　また，授業者である池浦は次のように振り返っ

ている。

池浦の振り返り

　通常時に授業者が行う授業よりも，返答時

間が早く，かつ的確な解答が返ってきた。発

問と解答の結びつきが明確で，通常より何を

答えたらいいかが導きやすくなっているため

だと思われる。普段はあまり返答を返さない

生徒も，積極的に発言をし，交流がより活発

化している状況が見て取れた。

　また，生徒たちの振り返りのとおり，きゅ

うちゃんを用いたことで，自分と他者の意見

を比べるということが余裕をもってできたよ

うに感じる。イメージするのにわかりやすい

という発言からも，文章で想像する以外の視

覚的な要素が，読解にとって重要であること

もわかった。

　そして，いずれの生徒も「男が妻を置いて

旅に出た」や「妻を想う」ということを導き

出しており，３週間後でも要点の印象が残っ

ているということが分かった。

　以上のことから，生徒は古典について，ア

プローチの方法次第で意欲や関心が高まるこ

とがわかった。今後は，授業において工夫をし，

生徒の発言を引き出せるように授業改善を図

りたいと思う。

　授業者の振り返りからは，学習者の感想とほぼ

同様の内容がみられた。学習者の感想の紹介は割

愛するが，学習者は自身の推論の如何を学習者同

士と発信・交流したいと考えている。また，今回

のような授業によって学びが活性化されていると

とらえている。さらに，テキスト内容を理解する

ためには，イメージすること・ビジュアルテキス

トの活用が効果的ともとらえている。授業者・学

習者ともに，きゅうちゃんワークシートの有効性

を感じ取っているのである。看図アプローチは授

業者にも学習者にも学びの手ごたえを感じさせる

ものだといえるだろう。

Ⅴ．まとめ
　本研究では，看図アプローチ協同学習により古

典の内容理解を図ることができるかを検証した。

そして，具体的には，「きゅうちゃん」ワークシー

トを用い，古文読解を試みた。結論として，看図

アプローチは古文読解を促進することがわかっ

た。また，プロトコルデータや授業者の振り返り

から，授業そのものに活気が与えられたこともわ

かった。以上から，古文学習において，看図アプ

ローチを取り入れることは，その読解のみならず，

意欲喚起にも影響を与えていることがとらえられ

る。

　今後の課題としては，『伊勢物語』以外にも「きゅ

うちゃん」の使用が有効であるか，他のビジュア

ルテキストの活用による古典授業が可能であるか

などを検証することと考えている。古典学習にお

ける看図アプローチ活用可能性についてさらに明

らかにしていきたい。また，本研究では５名の学

習者であったが，より人数の多い展開での追試を

行い，グループ間での異同などもとらえていきた

い。
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