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芥川龍之介『羅生門』を核とした探究型授業 
に関する研究

── 高等学校国語科における言語活動を通した「学び」の質の向上を目指して ──

　　　　　　　太　田　　　孝＊・髙　橋　正　人＊＊

要旨 : 新高等学校学習指導要領（2018年 3月 30日告示）では，「主体的・対話的で深い学び」とともに，
「カリキュラム・マネジメント」が改訂の基本方針として示されている。本研究は，高等学校国語科授業
の実践にあたり，「学び」と PDCAサイクルの二重螺旋を提案するとともに，探究実践 ① において，「読
むこと」を中心として作品の重層性の探究を行い， 探究実践 ② において，研究実践 ① の成果を継承・発
展させ，「話すこと・聞くこと」，「書くこと」の活動を通し，「創造型」学習を行い，これらの一連の「探
究的な学び」の連鎖により，〈知のスキル〉を含む学びの定着と，活用能力の育成を図る試みを提案する。
【キーワード】　主体的・対話的で深い学び　カリキュラム・マネジメント　「学び」と PDCAサイクルの
二重螺旋　作品の重層性　「創造型」学習　探究的な学び　〈知のスキル〉　

1　は じ め に

　高等学校学習指導要領（2018年 3月 30日）告
示と時期を合わせ，全国では多くの学校で「探究
科」が設置されつつある。その一つの源流として
は，SSH事業，もしくは旧来の理数科という理
系学科に起源を持ち，当該高校では日本最先端，
世界最先端の理系技術にふれる貴重な体験が得ら
れる。また，その一方，SGH事業で得られた国
際的な視野での学びを核として生まれた「探究科」
では，「国際」や「人文社会」を冠するコースの
設定も見られる。翻って，教科「国語」としても，
自ら課題を発見し課題を探究し続ける力，とりわ
け「学び方」を学ぶ機会を旦保する必要がある（溝
上 2018）。探究的な学びの観点から，教科として
の「国語」を通して自ら学び考え表現する能動的
な〈知のスキル〉を身に付ける「深い学び」を実
現するため，『羅生門』を核とした探究型授業に
ついて考察を行う。
　ここ数年の学校における教育活動について俯瞰

をすれば，本稿の対象となる中学校，高等学校の
国語教育に関しては，新学習指導要領，高大接続，
三位一体の改革等，様々な改革が進められてきた
時期であった。この流れの中で，国語教育におけ
る明治以降の「文学教材」作品の位置づけは，様々
な議論を生んできた（紅野 2018，2019，2020）。
例をあげれば，『走れメロス』，『羅生門』，『舞姫』，
『こころ』などは，ある年代以上の者で学校にお
ける教育を受けてきた者にとっては，青年前期に
おける共通体験，通過儀礼でさえあり， 肯定的な
反応ばかりでなく否定的な反応も含めて，一種の
ノスタルジアの対象でもある。一方で，教科書教
材における「文学教材」の占める割合の多さに対
する疑義の声も上がるなど，その存在の意義に対
する問いかけの声も聞かれた。この点からも，学
校教育における「文学教材」の意味及び意義につ
いては，一度整理を行った上で，「開かれた教育
課程」の観点から説明を行うことができる教育課
程の編成が必要とされる。
　町田（2020 : 3-6）は，今後の国語科授業の在
り方について，「教師から一方的にメッセージが
届くという形態の『垂直型』の国語の授業」から，
「学習者相互，そして学習者から教師に向けて，
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さらに教材と学習者との間にもメッセージのやり
取りがあるという授業（『水平型』授業 : 稿者注）」
へのパラダイム転換の必要性を説いている。
　また，髙橋（2020）は，高等学校「文学国語」
における「読むこと」の学習を深めるため，小津
安二郎監督作品『東京物語』を基にして，映像を
用いた教材の価値とその可能性について検討を加
えるとともに，映像作品における表現とその解釈
に基づいて高等学校国語科における教材の新たな
可能性に触れている。髙橋は，その中で「読みを
深める構想試論」とことわりつつも，「探究的な
学び」「カリキュラム・マネジメント」について
も言及している。
　本稿においては，新学習指導要領改訂の趣旨及
び先行研究を踏まえつつ，教科書教材として『羅
生門』を題材にし，古典的な教科教材を核に据え
た上で，探究的な学び及びカリキュラム・マネジ
メントの観点から高等学校国語科における教材の
再認識及び再構成を試みる。

2　カリキュラム・マネジメントの観点

　今次改訂の高等学校学習指導要領では，カリキュ
ラム・マネジメントの観点が強く打ち出されてい
る。以前からも，カリキュラムは「教科書を教える」
ものではなく，「教科書で教える」ものであること
は一貫している。学習指導要領，教科用図書の拘
束性，基準性は，どのような教育をすれば学習者
である生徒に充実した高校生活を送らせて，入学
時より技能・能力を伸ばして，将来，激動する実
社会に送り出せるかに関する一つの基準となって
いる。教育活動を担うものにとっては，教育活動
が社会の中で占める大きな意義についても不断に
感覚を研ぎ澄ませていくことが求められる。
　小説教材の取扱いについては，今回の高等学校
学習指導要領の改訂で，多くの議論が取り交わさ
れているが（紅野 2020），今回，題材として取り
上げた『羅生門』についても，単元構成をどうす
るかを含め，配当時間，教材目標を定め，自校の
生徒にどのような「学力」を身に付けさせたいか
により，柔軟な対応が望まれる。今回の学習指導

要領においては，「主体的・対話的で深い学び」
が注目されるが，そこに至るためにはカリキュラ
ム・マネジメントこそが成否の鍵を握っていると
言える。文部科学省（2017 : 46）では，「アクティ
ブ・ラーニング」と「カリキュラム・マネジメン
ト」は，改革のための車の両輪として重視されて
いた。「アクティブ・ラーニング」は，「主体的・
対話的で深い学び」と日本語での表記となり，今
次改訂の中核的概念として機能している。一方，
「カリキュラム・マネジメント」は，「教育課程の
管理」のような日本語への置き換えは行われな
かった。「マネジメント」は，アメリカにおける
経営学から導入された概念であり，従前から文部
科学省関連の研修では，「ヒト・モノ・カネ」の
三管理という文脈において，使用されてきた。そ
の，「マネジメント」の語を用いて，今回の学習
指導要領の改訂に当たっては，単なる「管理」の
ような意味合いではなく，周到かつ重層的な立て
付けがなされており，「主体的・対話的で深い学び」
を実現するための鍵となっている。
　文部科学省（2019a : 45）「第 1章総則」におけ
る「カリキュラム・マネジメント」の定義は，以
下の 5つの部分よりなる。① 各学校においては，
生徒や学校，地域の実態を適切に把握し（カリキュ
ラム編成の前提），② 教育の目的や目標の実現に
必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み
立てていくこと（カリキュラム編成の中核事項），
③ 教育課程の実施状況を評価してその改善を
図っていくこと（実施にあたっての PDCAサイ
クルの確立），④ 教育課程の実施に必要な人的又
は物的な体制を確保するとともにその改善を図っ
ていくことなどを通して（実施にあたってのマネ
ジメント体制の確立），⑤ 教育課程に基づき組織
的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を
図っていくこと（カリキュラム・マネジメント確
立が目指すもの）。
　カリキュラム・マネジメントの定義内容を上記
の ①～⑤ のように分析した上で， 活動の「目的」
と「意図」を明確にしつつ，カリキュラム・マネ
ジメントの実施にあたることは有効な手立てとな
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る。ここで言う「マネジメント」とは，上から下
への管理ではなく，生徒の成長を促すための開発
的な行為をいかに有効に行うかというための手立
てであり，そこで行われる「評価」は，選別的証
明機能を有するものではなく，PDCAサイクルの
中で，生徒の成長をよりよく前に推し進めていく
ための開発的な行為であることがわかる。
　なお，後述する実践案において特に留意したの
は，以下の 3点である。① 生徒の学びの実情に
応じた柔軟な対応，② 生徒がどのような力をつ
けるのかの明示，③ 各段階において教育効果の
定着度等により，学習過程を柔軟に変更すること，
特に螺旋的・反復的な繰り返しの中で PDCAサ
イクルを実施し，同一教材学習の途中過程で計画
の変更も行うことである。また，本稿における実
践案については，大杉（2017 : 46）にあるとおり，
「アクティブ・ラーニング」と「カリキュラム・
マネジメント」は，両者を一体として捉えてこそ
学校全体の機能を強化することができるものであ
り，かつ，改訂の背景を理解した上でこそ有効で
あるという指摘を踏まえている。
　併せて，文部科学省（2017 : 357） 「アクティブ・
ラーニングに関する議論」及び「アクティブ・ラー
ニングの失敗事例調査から」を瞥見すると，例え
ば図 1「アクティブ・ラーニングに関する議論」
に示されている目指している「学力」あるいは，
そのための「手段・方法」については，「教育と
いう人間の営み」として共通するものが多く，現
在に至るまで引き継がれる「単元」の目指したも
のは，この「アクティブ・ラーニング」と重なる。

　桑原（2018 : 210-211）は，単元学習の発想と
して「単元学習の理念や実態は多様で，固定的な
枠組みの中にはない。単元学習は，固定化し硬直
した発想には立たない。むしろ，柔軟な発想に支
えられている」と指摘し，「単元学習は，教師中
心の解説型の授業とは対局に位置するものであ
る。学習者中心の授業であり，学習者の言語生活
を基盤とする。学習者の潜在的及び顕在的興味・
関心を尊重し，それと社会的必要との調和的接点
に単元学習は組織される」としている。また，単
元学習と目標について，「単元学習は学習者の作
業や活動を重要視する。その場合，作業や活動自
体が目標ではなく，目標を達成していくために組
織されるのが，作業や活動である。したがって，
目標が何よりも明確にされていなければならな
い。学習者の実態や興味・関心，求められる必要
との接点において，どのような国語の能力・技能・
態度をねらうのかが明らかにされていなければな
らない。目標が個に応じて構造的に，重層的に捉
えられていることが単元学習の第一の前提であり
あり，そのためには国語の能力・技能が分析的に，
しかもそこから総合的に捉えられていることが必
要である。戦後の 20年代に行われた単元学習の
実践が，必ずしも成果を上げえなかった点は，単
に活動や作業に目を奪われてしまった点にあろ
う」と論じている。特に，引用の後半，「単元学
習と目標」の部分は， 図 2「アクティブ・ラーニ
ングの失敗事例調査から」と軌を一にした論点で
あり示唆的である。

図 1　アクティブ・ラーニングに関する議論 図 2　アクティブ・ラーニングの失敗事例調査から
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3　 学びの定着と活用能力の育成 

～「学び」と PDCAサイクルの二重螺旋～

　国語科における探究に関して，全国大学国語教
育学会編（2019 : 212）では，「探究的な学びとは，
問題解決的な活動が発展的に繰り返されていく一
連の学習活動」と定義付けるとともに，次のよう
な学習過程を示している。
　①　 日常生活や社会に目を向け，生徒自らが課

題を設定する。
　②　探究の過程を経由する。
　ア　課題の設定　イ　情報の収集
　ウ　整理・分析　エ　まとめ・表現
　③　 自らの考えや課題が新たに更新され，探究

の過程が繰り返される。
　そして，同書（214）では，探究的な学びの問
題点と課題について，「まず素朴な疑問の問いか
け，さらに追究を進めるための問いかけ，自分の
考えをまとめたり深めたりするなどの課題を階層
的に捉え，問いかけることに慣れていくこと」が
必要になると述べるとともに，「調べ方，まとめ
方などの情報収集，整理の技術，考えるための報
告や話合い，討論の仕方の技術等が学び方の基礎
になる」と指摘している。国語科における学びに
ついて考える時，「総合的な探究の時間」におけ
る内容との関連を図ることは極めて重要と考えら
れる。文部科学省（2019c : 12）では，「生徒は，
①日常生活や社会に目を向けた時に湧き上がって
くる疑問や関心に基づいて，自ら課題を見付け，
②そこにある具体的な問題について情報を収集
し，③その情報を整理・分析したり，知識や技能
に結び付けたり，考えを出し合ったりしながら問
題の解決に取り組み，④明らかになった考えや意
見などをまとめ・表現し，そこからまた新たな課
題を見付け，更なる問題の解決を始めるといった
学習活動を発展的に繰り返していく。要するに探
究とは，物事の本質を自己との関わりで探り見極
めようとする一連の知的営みのことである」と指
摘している。こうした「課題の設定」，「情報の収
集」，「整理・分析」，「まとめ・表現」という，一

連のインプット（input）からアウトプット（output）
への学習過程は今後さらに重要性を増していく。
「探究型」のカリキュラム構成を目指すとき，後
に示す「『羅生門』の世界の重層性」は大きな意
味を持つ。「読み」の段階で，生徒全体でかなり
明確な共通認識を持たせておき，その上で，生徒
をグループ化して，調査，探究，表現活動へとつ
なげていく。その際，「『羅生門』の世界の重層性」
の探究にあたっては，螺旋状に学びを広げ，深め
る学習形態を構成する。
　学習計画の構成のあり方については，対象の生
徒が，対象の教材から得た成果を次に生かしつつ，
統合，深化，発展させていく。今回教材とした『羅
生門』について単元を構成する上で，生徒の活動
すべてを探究とした場合には，多くの授業時間が
必要となるが，今回の探究実践全体を通して目指
したものについては，質の異なる複数の要素がぶ
つかり合うことで，螺旋状に広がり，深まり，高
まっていく「学び」を目指している。カリキュラ
ム・マネジメントで PDCAサイクルの構築が指
摘されているが，従来行われていた単元や教材の
ような単位ではなく，すべての小活動から，学年
ごとのような大きな単位に至るまでのすべての教
育活動において評価・改善の積み重ねを行うこと
の重要性を論じ，「二重螺旋」（図 3）を提案したい。

　なお，本稿の探究実践 ① は二重螺旋が連続し，
その小段階ごとの成果が振り返り・評価を受け，
改善されつつ，次に生かされることを企図してい

図 3　「学び」と PDCAサイクルの二重螺旋
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る。探究実践 ② では，グループ学習の形態であ
るが，まず，同時展開されるグループごとの螺旋
型展開と振り返り・評価が行われ，その後，グルー
プごとの成果発表について，より大きな集合型の
螺旋が形成される。小さな螺旋を，大きな螺旋に
有効につなぐために「学び」の途中過程に PDCA

サイクルを同時進行させ，「学びの質の向上」を
目指す提案である。
　実際には，「探究」的な学びにおいては，ワー
クシートなどを準備し，探究の方向付け，必要な
資料の提示を行うが，その際，生徒に成果の振り
返り等 PDCAサイクルを意識した記載を行わせ，
教師側が，そのワークシートを回収することで，
教師側のPDCAサイクルに活用することをイメー
ジしている。
　また，「探究」の場合，すべての螺旋は「疑問
形ら始まり，ワークシートも次のような問いを想
定している。
〔学び〕
　・ 『羅生門』時代背景はどのようなものか。
　・小説の時代背景は，一つだけか。
　・ 時代背景外に，小説の背景として考えられな

いか。
〔PDCAサイクル〕
　・対象生徒の学びの履歴はどうか。
　・学びの定着，活用能力はどうか。
　・AL（Active-Learning）の経験はどの程度か。
　この螺旋状の「学び」に PDCAサイクルを絡
ませ，二重の螺旋により学習効果の向上，学習結
果の定着を図ることを企図する。
　なお，後述するように，探究実践 ① では，そ
れぞれの探究が二重螺旋で示され，かつ，小さな
二重螺旋が連鎖する。探究活動 ② では，グルー
プ単位の個別創作が二重螺旋で示され，成果発表
によるクラス全体での学びが二重螺旋を描くこと
になる。次章以降に示すように，探究実践①での
気付きを，探究実践 ② の段階で実際に使ってみ
る。探究実践 ①，探究実践 ② の後の最終段階で
は，その全体の振り返りを行い，成長の過程を追
体験する。その連続する過程で螺旋型の学習活動，

評価活動を積み上げる。特に探究実践 ①，探究
実践 ② の後の最終段階「学びの地図」では，振
り返りにより「学んだ過程を明確に意識すること」
で，改めてこの探究活動で得た「知識・技能」を
長期にわたって保持し，活用できる「学力」の育
成を図る。特に，この探究実践 ② で行われる「創
造型」学習を通して，将来，全く違う場面でも活
用できるよう，〈知のスキル〉をはじめとした学
力が，次の段階においても身体化できることも志
向する。

4　 探究実践① 

～『羅生門』の世界の重層性の探究～

　文学作品は，現実世界を背景に持ちつつ，文字
として表現された可視的世界を一瞬に浮かび上が
らせ，かつ又，その一瞬の表象の後，深い闇のよ
うな，文字としては明示されることのない背景世
界へと戻る。これにより，強い印象と残像を残し
て他の要素を捨象することで，より豊かな作品世
界を構築する。その時代，その社会の日常性を分
厚い背景として持ちつつ，作者の目により切り取
られた世界こそが文学作品の世界である。
　文学的文章において文字として描写される事物
は，作品全体世界の一部である。例えば時代といっ
ても，作品世界の時代だけではなく，他の時代も，
文字として書かれていないが，背景世界として存
在し，作品の奥行きとなってあらわれるものがあ
る。同様に，例えば作品世界には，文字面には表
れていないが，法制面，行政面，経済面等が，登
場人物の心情や行動の要因として影響を与えるも
のがある。このような文字としては表れていない
が，作品世界に大きな影響を与えるものを探究す
る試みも学びを深める上で重要であり，法制，行
政，経済等を含め，教科横断的な探究が求められ
る。この「学び方」を「学ぶ」という考え方は，
学習及び探究活動をメタ的に捉えるという観点か
らも重要な視点である。また，心理面は，作品世
界からの探究は可能だが，これも，文字として表
れる場合と文字以外から推定しなくてはならない
場合があり，この観点も重要になる。
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　表 1に示すのは，『羅生門』世界の重層性を，
心理面，法制面，行政面，経済面，文化面などの
観点から探究する上での問いの例である。

　文学教材は作品そのものを言葉を通して読み，
味わうことが第一であるが，作品冒頭部を読んだ
上で，疑問を基にしながら「調べる」活動，「探
究する」活動が，生徒自身の読みを深め，また，
地域，時代の違いを超えて，他人事としてではな
く自分事として，作品を自分に引きつけて読むこ
とにつながり，ひいては，新学習指導要領の「学
びに向かう力」の育成につながる。
　以下に表 1に基づいて『羅生門』について，改
めて分析を試みると，以下のようにまとめられる。
　【時代背景背景の調査，分析】
　登場人物は，作品世界の中で活動し，喜怒哀楽
など様々な感情を味わい，それが心情といった大
きな心の動きの固まりの変化をもたらし，人物の
感情や心情を起因として，意識的にせよ，無意識
的にせよ，心理的な内因が行動となって表れる。
逆にまた，感情や心情の表出は一切描写されずに，
登場人物の行動，あるいは行動の変容から，感情，
心情の変容を想像し，推測し，知るということも
重要になる。
A　作品世界の時代
　『羅生門』の設定を教材本文から読み解くこと
が，小説教材の探究の第一段階となる。本文の冒
頭に程近い部分には，次の叙述がある。なお，本
文は『芥川龍之介全集 1』（筑摩書房）による。

何故かと云うと，この二三年，京都には，地
震とか辻風とか火事とか饑饉とか云う災がつ
づいて起った。そこで洛中のさびれ方は一通
りではない。旧記によると，仏像や仏具を打
砕いて，その丹がついたり，金銀の箔がつい

たりした木を，路ばたにつみ重ねて，薪の料
に売っていたと云う事である。洛中がその始
末であるから，［…］

　この叙述から「旧記」は，その内容が『方丈記』
によるものであると推定される。本文の「災」は
『方丈記』のいわゆる「災厄（天災）」と重なって
描写されていることもわかる。また，高校生にとっ
ては『羅生門』の本文から，『今昔物語集』の本
文（本朝世俗部巻二十九「羅城門登上層見死人盗
人語第十八」及び巻三十一「太刀帯陣売魚姫語第
三十一」）へ至るのは困難であるが，例えば，北
原（2017 : 86）では，参考として，『今昔物語集』
巻二九第一八「羅城門の上層に登りて死人を見る
盗人の語」の本文及び現代語訳を載せている。こ
れらの資料から，作者が想定した時代背景を『方
丈記』より推定を試みる。これは，年代推定が『今
昔物語集』の章段からは困難なためでもある。
　『方丈記』は冒頭の一文こそ，学校教育で教科
書に載せられることもあり，また，対句を多用し
た流麗な和漢混淆文でもあり，暗唱用の例文とし
ても人口に膾炙しているが，短い古典作品であり
ながら，冒頭以外に読まれることが少ない作品で
もある。『羅生門』の「この二三年，京都には，
地震とか辻風とか火事とか饑饉とか云う災がつづ
いて起った」という叙述に関して，『方丈記』と
の類似表現を探し，比較検討することも探究的な
学習活動の一つである。
　『方丈記』本文によれば，下記の①～④の記述
を追うことが可能である。これらを手がかりにし
て，詳細な日時を追うことができる。また，同時
代の貴族の漢文日記等からは，一次資料として，
『玉葉』，『吉記』，『愚管抄』，『山槐記』，『百錬抄』
など，「大日本史料」所収の史料で確認が可能で
ある。これは作品の記述を基にした探究活動を通
して，文学作品のみにとどまらず，日本文化と歴
史に関する理解を深める活動の一つとしても有効
である。なお，時代背景として治承・寿永の乱な
どについて考察を行う上で，川合（2015）には，
時代の転換点としての様々な様相について示唆に
富む記述がなされている。

表 1　『羅生門』世界の重層性への問い（例）

観点 心理面 法制面 行政面 経済面 文化面

問い 下人の心
理はどの
ようなも
のか。

当時，登
場する人
物の行為
は罰せら
れたか。

当時の警
察制度は
どのよう
なもので
あ っ た
か。

当時はど
のような
経済が行
われてい
たか。

当時，文
化面で重
視されて
いたもの
は何か。
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　①　安元の大火
　　　安元 3年 4月 28日（1177年 5月 27日）
　②　治承の竜巻
　　　治承 4年（1180年）4月
　③　養和の飢饉
　　　 養和年間（1181-82年）飢饉 旱魃，大風，

洪水，疫病
　④　元暦の地震
　　　元暦 2年 7月 9日（1185年 8月 6日）
　また，『方丈記』本文に無記載であるが，
　⑤　治承，寿永の戦乱（源平の合戦）　につい
ても，時代背景として想定されうる。これらの時
代背景に関する探究から，平安時代末期は平安と
いう言葉とは裏腹な，天変地異に明け暮れ，戦乱
闘諍の世界の幕開けを予感させる時代でもあった
ことを，生徒自身が理解することにつながる。
　なお，カリキュラム・マネジメントの観点から，
日本古代史，中世史に詳しい地歴科教師，あるい
は現代社会と絡ませ公民科教師の協力を得ること
も重要になる。また，『羅生門』の世界の重層性
への探究から得た気付きのどこに興味を得たかに
ついても考察も加える。併せて，背景世界からの
分析として，作品世界を法制面や行政面からみた
罪の分析，経済面からみた当時の時代背景の分析，
あるいは，経済・雇用情勢からみた下人の人物像
分析等も検討に値する。その際，関口（1999 : 168）
が，「『羅生門』と日本古典との比較検討は，学習
者に古典に対する興味や関心を持たせることはい
うまでもなく，作者の想像力の問題や近代小説の
特徴がどこにあるかを考えさせるのに適した学習
活動を生む」という指摘や足立（2013 : 69）の「〈国
語〉という授業が，倫理を教える科目ではない以
上，下人の行為に対して是非を問うことは然して
意味がないであろう。その観点で言えば，高校教
育の現場においても，従来の「下人のエゴイズム」
に終始した読みから，下人の行為に向日性を持た
せるさまざまな読みが展開されている現状は歓迎
されるべきことだと考える」という指摘も参考に
なる。併せて，小谷（2017 : 35-37）が「本作の
語りの特徴とは，単一の枠組みに下人の心理を当

てはめようとする語りの過剰性の対
・ ・ ・

象化 （傍点原
文）である。［…］このように語りの前景化，自
己言及的な語りといった過剰性が引き起こすメタ
レベルの問題を看取するとき，我々はその後の芥
川の作品にも続いていく，継続的な問題をここに
見出したことになる」として，作品における語り
の特性を分析していることも探究活動に対する示
唆的な視座を提供している。
　なお，志村（2000）及び浅野編（2000）所収の
作品に関する先行研究を生徒自身に提示すること
により，幅広い考究の過程と多面的・多角的な分
析の視座を獲得させたい。以下に示すのは，『羅
生門』を探究する糸口としての分析の視座の例で
ある。
B　作品成立の時代

　関口安義（2003 : 50，73-76）によれば， 『羅生門』
は，1915年（大正 4年）11月（雑誌『帝国文学』）
初出であり，芥川龍之介は，まだ東京帝国大学在
学中の学生であった。なお，翌 1916年（大正 5年）
『鼻』を雑誌『新思潮』に発表したことで，夏目
漱石の激賞を受け，文壇への華々しい登場の契機

『羅生門』分析の視座

人
物
造
型

原話『今昔物語集』との比較（洛外から洛中へ/洛中から
洛中へ，盗人として/盗人になる），冒頭と末尾の改稿に
よる人物造型，老婆の発話の改稿（間接話法から直接話
法へ），優柔不断，天候の影響，Sentimentalisme（フラ
ンス語表記），老婆の論理と倫理及び下人への影響，面皰，
勇気の生成と二義性（憎悪/侮蔑，欠けていた勇気/反対
な方向に動こうとする勇気，餓死/盗人）

舞
台
設
定

時の設定と推移（ある日の暮方の事～黒洞々たる夜があ
るばかりである），場所の持つ意味（羅生門の下/雨やみ
を待っていた/狐狸が棲む/盗人が棲む），境界としての門
の象徴性（洛外/洛中/越境/侵犯），梯子の機能（階下/階上，
上昇/下降） ，楼上という閉鎖空間における二人の人物の
対決（下人/老婆）とその後

比
喩
・
身
体

動物の比喩（猫のように身をちぢめて，守宮のように足
音をぬすんで，猿のような老婆，猿の親が猿の子の虱を
とるように，鶏の脚のような骨と皮ばかりの腕，肉食鳥
のような鋭い眼，鴉の啼くような声），下人の身体的特
徴（面皰の象徴性）と行動（両足に力を入れて，いきなり，
梯子から上へ飛び上った）

テ
ク
ス
ト
と
語
り

プレテクスト（原話としての「今昔物語集」，典拠とし
ての鷗外訳「橋の下」等），生成論的分析（冒頭と末尾
の草稿原稿からの改稿変遷），語りの構造と作者の介入
（語り手の超時間性，語りの現在，「この二三年」，「旧記」
への言及，「語弊があるかもしれない」，「勿論」，要約と
解説，言い換え），ダイクシス（deixis）表現（今/ここ），
自由間接話法，下人の行方の不可知性（「誰も知らない」
の多義性と語り手を超える語り手，メタフィクション）
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となったことなど作品成立の時代背景の探究も有
益である。日本史や文学史等の面から，大正デモ
クラシーなど，時代の思潮を考察することも重要
である。大正時代は，明治からは時代の思潮が大
きく変わり，一部の先駆者だけでなく，多くの人
が近代的自我を個人として自覚・覚醒する時代と
なった。
C　作品が享受される時代
　文学作品は，作品が成立した時代でこそ，熱狂
的に迎え入れられたが，その時代を過ぎると忘れ
られていくものも多い。『羅生門』は新しい時代
の到来にあっても，いわゆる生き埋めの運命にあ
わず，命脈を保ってきている。それぞれの時代ご
とに，本作品のどのような点が時代を超えて受け
入れられたのかについても探究，考察の対象とす
る。また，地震，竜巻，火事等の災害の時代，戦
乱の時代，政治的不安定の時代，経済不況の時代，
雇用不安の時代，疫病蔓延の時代等などからの探
究活動も考えられる。
　なお，国語科教科書による授業も作品享受の一
形態として考えるならば，なぜ，それぞれの時代
に，その作品が教材化されたのか，また，教材と
して「学び」の力点はどこに置かれたかについて
の探究活動も示唆に富むものと言える。これらを
まとめたものが表 2である。

　なお，この時点で，生徒の探究活動を構成する
上で，文部科学省（2019b : 277）の「各教科に
わたる指導計画の作成と内容の取扱い」における
「（5）言語能力の向上を図る観点から，外国語科
など他教科等との関連を積極的に図り，指導の効
果を高めるようにすること」に配慮するとともに，

「言語能力の向上」を図りつつ，「総合的な探究の
時間」の趣旨も踏まえ，より探究の過程を充実さ
せ，教科横断的・総合的な学習過程を組み立てる
ことも有益である。その際，学習活動の中で「自
分で課題を立て，情報を集め，整理・分析して，
まとめ・表現することを身に付けさせること」を
企図するのであれば，「探究項目の提示」「各人で
の情報収集（情報活用能力の向上も図る）」「グルー
プ内での情報交換，情報共有」という過程を踏ま
えた活動も考えられる。
　なお，実際の授業においては，一人一人が教材
について疑問を持ったり，新たな知見を見出した
りした内容を記載する「気付きカード」等を配布
し，各自の気付きを記入させ，カードを回収し，
次時の冒頭に全員に共有させたい内容のカードを
前時の振り返りとして活用することなども考えら
れる。また，機会を捉えて教科横断的・総合的な
「学び」の機会を設定することは，今回の指導要
領の趣旨にも合致する。このような生徒の活動の
中から，命にかかわる極限状況の中での人間の
「業」に気付き，なんとしても生き抜く覚悟を決
めた過程を読み取る等，より幅広い視点が出てく
ることが期待される。
　次に心理面からの分析を行う。
　【心理面からの分析】
　文部科学省（2019b : 316-318）は，「文学国語」
に「目標（2） 深く共感したり豊かに想像したり
する力を伸ばすとともに，創造的に考える力を養
い，他者との関わりの中で伝え合う力を高め，自
分の思いや考えを広げたり深めたりすることがで
きるようにする」あるいは「内容 B読むこと（1）
オ　作品に表れているものの見方，感じ方，考え
方を捉えるとともに，作品が成立した背景や他の
作品などとの関係を踏まえ，作品の解釈を深める
こと」を挙げており，作中人物のものの見方，感
じ方，考え方を捉えることは，文学作品の捉えと
して前提となる。作品世界に関する心理面からの
分析については，文部科学省（2019b : 276）「（4）
「現代の国語」及び「言語文化」の指導については，
中学校国語科との関連を十分に把握すること」に

表 2　作品の享受を考えるための時代の整理

A
作品世界の時代
（平安末期～戦乱闘諍の世界の幕開けを予感させる
時代）

B
作品成立の時代
（大正～近代的自我を個人としての自覚・覚醒する
時代）

C 作品が享受される時代
（大正，昭和，平成，令和等～各時代での享受）
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特に留意する。今回の学習指導要領は，各教科と
も，もちろん国語科においても小中高に一貫した
流れを意識して設定する傾向が顕著である。教材
の構成に当たっては，既習の類似内容を踏まえた
上で，より発展的な内容を螺旋状に積み上げてい
くことで，教科内容を段階的に深化，発展，統合
させていくこと，また，その学習過程で，生徒の
学びを定着させ，将来にわたって，場面が変わっ
ても身に付け定着した能力を活用していくことが
肝要である。
　小学校，中学校で既習の内容として，作者につ
いての知識理解，作者の他の作品，小説教材にお
ける登場人物の心情把握，情景描写とその意味等，
生徒の既習内容と定着の度合いを把握しながら，
一人一人の読みの深化を図ることが重要である。
また，個としての学びの深まりや成果を，教室全
体で共有することにより，学習集団全体で学びの
質を高め，充実させるような機会を設けることが
大切である。人物の心理については，心理を直接
表現する場合もあれば，間接的に表現される場合
が考えられるが，表 3に示したのは，心理面から
の分析の例として，明示された心理と明示されて
いない心理とを考察するためのワークシート例で
ある。なお，村上春樹の序文が付された Jay 

Rubin による英訳（Ryunosuke Akutagawa. 2006. 

Rashōmon and Seventeen Other Stories.）の一部を
併せて示す。
　このような対比的なワークシートを作成してお
き，個人で考えを記入し，グループで話し合い，
段落ごとに担当グループが発表，さらにまとめた
内容を生徒全員がその成果を共有するという過程
を経る。以下，表 4として示すのは，共有したい
成果のイメージである。
　併せて，中学校までの既習内容のうち，「小説
教材における登場人物の心情把握」，「小説教材に
おける情景描写の意味」については，改めて定着
し，将来にわたって活用できる能力を育成する。
文部科学省（2019a : 152-156）に示されているよ
うに，「個に応じた指導の充実」は，国語として
も必要な配慮すべき事項となるが，探究を授業に

表 3　明示された心理と明示されていない心理（例）
A　明示された心理 B　明示されていない心理

ある日の
暮方の事
である。
～

・行き場がなくて，途方に
暮れていた…。
・その上，今日の空模様も
少なからず，この平安朝の
下人の Sentimentalismeに
影響した。（The weather， 
too， contributed to the sen-
timentalisme of this  Heian 
Period menial.）
・とりとめもない考えをた
どりながら，…。
・何度も同じ道を低徊した
揚句に，やっとこの局所へ
逢着した。
・積極的に肯定するだけの，
勇気が出ずにいたのであ
る。（he could not find the 
courage for the obvious con-
clusion of that “if” :  All I 
can do is become a thief.）

・ある日の暮方の事である。
一人の下人が，羅生門の下
で雨やみを待っていた。
（Evening， and a lowly ser-
v a n t  s a t  b e n e a t h  t h e 
Rashomon， waiting for the 
rain to end.）
・この男のほかに誰もいな
い。…大きな円柱に，蟋蟀
が一匹とまっている。
・ことに門の上の空が，夕
焼けであかくなる時には，
それが胡麻をまいたように
…。
・夕闇は次第に空を低くし
て…重たくうす暗い雲を支
えている。
・丹塗の柱にとまっていた
蟋蟀も，もうどこかへ行っ
てしまった。（Now even 
the cricket was gone from 
its perch on the red-lac-
quered pillar.）

そ れ か
ら，何分
かの後で
ある。～

・恐る恐る，楼の内を覗い
て見た。
・ある強い感情が…。
・六分の恐怖と四分の好奇
心とに動かされて…。
（Moved by six parts terror 
and four parts curiosity， the 
servant forgot to breathe for 
a moment.）
・「頭身の毛も太る」よう
に感じたのである。
・下人の心からは，恐怖が
少しずつ消えて行った。そ
うして，それと同時に，こ
の老婆に対するはげしい憎
悪が，…。
・いや，この老婆に対する
と云っては，語弊があるか
も知れない。むしろ，あら
ゆる悪に対する反感が，一
分毎に強さを増して来たの
である。（No， this could be 
misleading :  he felt not so 
much a loathing for the old 
woman as a revulsion for all 
things evil―an emotion that 
grew in strength with every 
passing minute.）
・それほど，この男の悪を
憎む心は，…勢いよく燃え
上り出していたのである。

・それから，何分かの後で
ある。…猫のように身をち
ぢめて，息を殺しながら，
上の容子を窺っていた。（A 
few minutes later， halfway 
up the broad stairway， he 
crouched， cat-like， holding 
his breath as he took stock 
of the gate’s upper cham-
ber.）
・下人は，守宮のように足
音をぬすんで，やっと急な
梯子を，一番上の段まで這
うようにして上りつめた。
（With all the stealth of a liz-
ard， the servant crept to the 
top tread of the steep stair-
way.）
・下人は，それらの死骸の
腐爛した臭気に思わず，鼻
を掩った。しかし，その手
は，次の瞬間には，もう鼻
を掩う事を忘れていた。あ
る強い感情が，ほとんどこ
とごとくこの男の嗅覚を
奪ってしまったからだ。
（The stink of the rotting 
corpses reached him， and 
his hand flew up to cover his 
nose. But a moment later 
the hand seemed to forget 
its task when a powerful 
emotion all but obliterated 
the man’s sense of smell.）

表 4　共有したい成果のイメージ

I

【作品世界の心理面からの分析】
・作品世界に言語として明示された心理と無自覚，
または明示されない心理（心理面における表層心
理と深層心理）
・心理面での場面間での断層，あるいは変化　等

II 【作品世界の情景描写からの分析】・情景描写から見る登場人物の心理描写の変化　等
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取り入れると，授業実施時間の関係からも，生徒
それぞれの興味，関心，発達段階，習熟段階から
も，個別ないしはグループ単位での活動になるこ
とが多い。個々人の作業活動とはいえ，クラスの
全員が同じ活動を行い，その結果を全員が共有し
て，探究活動の基盤を作ることは極めて重要であ
る。小説教材の学習において，登場人物の心情把
握は必須のものであるが，高等学校初学年におい
てこのような学習活動を行う機会があれば，この
心情把握の「スキル」の定着度についても高める
必要があり，心情把握の「スキル」を身に付けて
いるどうかの確認及び評価を集団レベルだけでな
く，各個人レベルでも行うことが重要である。
　なお，「各科目にわたる指導計画と内容の取扱い」
に関して，文部科学省（2019a : 162）は，「障害の
ある生徒などへの指導」について，「家庭，地域及
び医療や福祉，保健，労働等の業務を行う関係機
関との連携を図り長期的な視点で生徒への教育的
支援を行うために，個別の教育支援計画を作成し
活用することに努めるとともに，各教科・科目等
の指導に当たって，個々の生徒の実態を的確に把
握し，個別の指導計画を作成し活用することに努
めるものとする」と指摘している。探究活動では，
時に能力の高い生徒を核に，その構成員全体をそ
の高みに登らせようという企図のもとに行われる
活動がある。能力の高い生徒の吹きこぼれを防ぐ
意味でも，また，他の生徒をさらなる高みに登ら
せるためにも，その集団の現状理解は前提となる。
　併せて，本稿では， 「スキル」の語を，情報の
可視化及び操作化に資する思考ツールを含め，順
序付ける，比較する，分類する，関連付ける，多
面的・多角的に見る，構造化するなどの「考える
ための技法」（文部科学省 2019c : 96-98）を援用
する。また，情報収集能力，情報活用能力を高め
るために，KJ法を用いたり，図 4に示す梅棹
（1969 : 55-71）の「京大カード」などの情報カー
ドを用いたりするなど，知の探究，知の累積を行
うことが大切である。
　かつて「学際」や「知の冒険」という言葉が，様々
な場面や文脈の中で語られ，専門性に閉じこもっ

た学問の枠を取りはらって学問的な「探究」を行
うことにより，目の前にありながら見えなかった
ものに光を当てるという効果や発見の手応えが実
感された時代がある。本稿は，国語科の授業の中
で，教科の枠を超えて教科横断型の学習を取り込
むことで，この「学際」や「知の冒険」を実際の
授業で行うための里程標を示したいという試みで
もある。生徒の実態・実情や物理的な時間の制約
という中でも，国語科の授業の中に，生徒が探究
に伴う高揚感を味わうことができる時間を設定す
ることが，学びを前に進め深い学びを実現するた
めの推進力となるものであり，「答申」（大杉
2017 : 33）における「子供たちそれぞれの興味
や関心を基に，一人一人の個性に応じた多様で質
の高い学びを引き出すことを意図するものであ
り，さらに，それを通してどのような資質・能力
を育むかという観点から，学習の在り方そのもの
の問い直しを目指すものである」という趣旨に合
致するものである。
　表 5は，『羅生門』の作品世界を法制面，行政面，
経済面，雇用情勢，政治史等，それぞれの面から
見た分析の方向性である。発展的な内容を含むこ
ともあるが，次の段階として想定している「創造
型」学習の基盤として「ものの見方，感じ方，考
え方」をより深く探究する手立てになる。

図 4　梅棹忠夫（1969）『知的生産の技術』より



25太田　孝・髙橋正人 : 芥川龍之介『羅生門』を核とした探究型授業に関する研究～「学び」の二重螺旋～

　また，探究実践 ① の段階としての評価活動を
行い，実施状況，実施結果をもとに次段階の探究
実践 ② につなげていく。なお，評価の観点は，
次の通りである。

　探究実践 ① では，探究活動の連続的な重なり
の中で，生徒の学習が深まり，広がり，意識が高
まるという螺旋的な活動構成を目指す。また，教
師側は，その段階，段階で，また，探究実践の最
終段階でPDCAサイクルを螺旋状に回して，生徒，
教師とともに学びの二重螺旋を形成する。

5　 探究実践 ② 

～重層性への探究から「創造型」学習へ～

　『羅生門』の重層性の理解の上に，それらの世
界の一部を切り取り「再表現」する言語活動を行
う。この「再表現」は文部科学省（2019b : 178）
新科目「文学国語」の「目標（2） 深く共感したり
豊かに想像したりする力を伸ばすとともに，創造
的に考える力を養い，他者との関わりの中で伝え
合う力を高め，自分の思いや考えを広げたり深め
たりすることができるようにする」と重なる内容
であり，「創造的に考える力」を伸長させること
を企図する。この「再表現」では，「創造型」学
習として「話すこと・聞くこと」「書くこと」中で，
より理解を深めるとともに，学習の効果の定着及

び「学びに向かう力，人間性等」の育成を図る。
　なお，この時，学習の成果の定着を図る観点か
ら，探究において時代背景等について調べ，教材
としての『羅生門』を脚本化するという一次操作
だけではなく，時代背景，登場人物等において作
品世界に対して二次操作としての「翻案」を行う
ことにより，『羅生門』の作品世界の重層性をよ
り深く理解させる試みを行う。
　具体的には，探究実践 ① で学んだ成果を定着
するために振り返りを行い，併せてこの学びが大
学における学びや社会に出てからの学びにつなが
るかを「答申」における「学びの地図（大杉
2017 : 28-29）」としての枠組みを提示し，時系列
的に振り返るとともに，将来にわたっての「学び」
相互の関連を改めて確認することが有効である。
その際，既出の表 1～5を授業の各時点で準備し
ておけば，より効率的に授業全体を振り返り，ま
た，将来どのような学びにつながるかに発展させ
ることを行うことが可能である。これまでは，生
徒一人一人が「学びの地図」を意識しているとは
言い難いことから，「学び」を効率的に行い，そ
の成果を定着するためにも，現在の「学び」のそ
の先にあるものを展望するため，特に探究型の授
業には「学びの地図」は不可欠なものと言える。
　探究実践 ② の最終段階としての評価活動を行
い，実施状況，実施結果をもとに次段階に考えら
れる文学教材の読み方，学びに向かう力・人間性
等の育成につなげていく。なお，評価の観点は，
次の通りである。

表 5　分析の方向性

A 作品世界の行為等を法制面から見た罪の分析

B 作品世界の行為等を行政面から見た罪の分析

C 作品世界を経済面からみた場合の分析

D 作品世界を雇用情勢という視点からみた場合の分
析

E 作品世界を政治史からみた場合の分析

○生徒に対する評価として，「既得の知識を，今回の学
びにつなげられるか」「今回の学びを次回の学びにつな
げられるか」 【知識・技能】
○授業に対する評価として，「次段階に向けての準備と
なる知識・技能を整えられたか」「今回の学びを次段階
につなぐ意欲喚起はできたか」併せて「生徒の実情・実
態に合わせた授業の展開を行い，次時への展開につなぐ
ことができたか」 【主体的に学習に取り組む態度】

○生徒に対する評価として探究実践 ①，探究実践 ② の
後の最終段階で得た知識を，今後の学習のとして活用で
きようになっているか」「今教材での学びを，『学びの地
図』を通してどのような知識・技能を身につけたかを自
覚を持って振り返ることができるか」

　　　　　【思考・判断・表現】
○授業に対する評価としては，「学びに向かう力」の育
成として「ここまでの段階に得られた知識・技能を明確
に意識させられるか」「今回の学びを次段階につなごう
とする意欲を持たせることができたか」
　　　　　　　　　　【主体的に学習に取り組む態度】
○教材全体の総括評価としては，「学びに向かう力」の
育成として「ここまでの段階に得られた知識・技能を明
確に意識させられるか」「今回の学びを次段階につなご
うとする意欲を持たせることができたか」
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　探究実践 ①，探究実践 ② の後の最終での総括
段階は，授業実施過程の単なる振り返りでとどめ
ることなく，教材で学んだ知識・技能を『羅生門』
という具体的な教材と結び付け，かつ，自分の具
体的な学習活動と結び付けることが肝要である。
また，各自の学習内容及びグループでの意見交換
を振り返ることにより，定着度，理解度を高める。
また，最終段階の振り返りは，生徒が学んだもの，
生徒に定着した学力について，学んだ成果の長期
にわたっての定着予測，及び将来にわたる活用能
力の育成に対して，別途，評価を行っておく。
　学びの系統性に関して，文部科学省（2018 : 9）
には，「1章総説 2国語科の改訂の趣旨及び要点（3）
学習の系統性の重視」中で「国語科の指導内容は，
系統的・段階的に上の学年につながっていくとと
もに，螺旋的・反復的に繰り返しながら学習し，
資質・能力の定着を図ることを基本としている。
このため，小・中学校を通じて，〔知識及び技能〕
の指導事項及び〔思考力，判断力，表現力等〕の
指導事項と言語活動例のそれぞれにおいて，重点
を置くべき指導内容を明確にし，系統化を図った」
との指摘がある。
　「現代の国語」「読むこと」の言語活動例として
は，次が示されている。

イ　異なる形式で書かれた複数の文章や，図表を伴う文
章を読み，理解したことや解釈したことをまとめて発表
したり，他の形式の文章に書き換えたり活動。

　「文学国語」「書くこと」の言語活動例としては，
次が示されている。

イ　登場人物の心情や情景の描写を，文体や表現の技法
等に注意して書き換え，その際に工夫したことなどを話
し合ったり，文章にまとめたりする活動。
ウ　古典を題材として小説を書くなど，翻案作品を創作
する活動。
エ　グループで同じ題材を書き継いで一つの作品を作る
など，共同で作品制作に取り組む活動。

　「文学国語」「読むこと」の言語活動例としては，
次が示されている。

ウ　小説を，脚本や絵本などの他の形式の作品に書き換
える活動。

　これらの方向性を受け，探究実践 ② の段階で
は，創作活動を通して「書くこと」「話すこと・
聞くこと」にも踏み込むことになるが，前段階の
探究実践 ① の「調べる」「探究する」活動が基盤
となった上で，また，地域，時代の違いを超えて，
人間の心の普遍的な部分について，他人事ではな
く自分事として，作品を自分に引きつけて読むこ
とにつながる。教師側の立場からすえば，これは
学びに向かう力の育成を目指すことにつながる。
　今回の実践案では次に掲げる Iから IIIの 3種
類の創作活動を準備しているが，各高校での生徒
の実態・実情，前段階の「探究実践 ①」の評価
結果により，学校ごとに柔軟な対応が必要である。
実施に当たっては，4～5人でグループを作るこ
とを想定している。クラス全体で同じ形態で実施
してもよいし，生徒にアンケートを行い，興味・
関心の傾向が近い生徒で形成したグループにより
3種類とも実施してもよい。なお，実際の実践に
おいては，背景の時代，地域を変えた翻案を行う
ものとするが，下人，老婆に関連した人物は必須
とする。

I　小説形式　　　　　　　　　　　　　　

　 ・ 翻案により時代，場面，登場人物等を変える。
1　探究実践 ① で得た成果を生かす。
2　段階を整理する（配当時間により調整可）。
　①　書き出し（冒頭）　②　あらすじ（展開）
　③　結論（終末）　を中心に創作活動を行う。
3　創作過程を考える。
（1）　創作作品の骨子の作成。
　ア　作品の舞台をどのように変えるか。
　イ　作品の時代をどのように変えるか。
　ウ　作品の背景をどのように変えるか。
　エ　登場人物の年齢，性別，性格。
　オ　主人公の履歴，または，略歴設定。
（2）　作品制作を行う（グループ内で各自制作）。
（3）　グループ内における作品共有を行う。
　・制作意図を骨子により相互に説明する。
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II　映像（映画あるいはアニメ）形式　　　　　　

　 ・ 翻案により時代，場面，登場人物等を変える。
1　探究実践 ① で得た成果を生かす。
2　段階を整理する（配当時間により調整可）。
　・表現形式の制限として「絵コンテ」指示
　①　書き出し（冒頭）　②　あらすじ（展開）
　③　結論（終末）　を中心に創作活動を行う。
3　創作過程を考える。
（1）　創作作品の骨子を作成する。
　※小説形式における作成過程に準ずる。
（2）　絵コンテ制作（グループ内で役割分担）。
　・ ストーリー制作，キャラクター考案，作画，

音響効果等。
（3）　グループ内での作品共有を行う。
　・ 制作意図を骨子により相互に説明する。
　なお，絵コンテについては，アニメーション制
作のプロセスの一つとして葛岡（1987 : 154）の
例を図 5に示す。

III　 演劇形式（キャスト，装置，音響，照明案
含む）

　・多人数共有のためワークショップ形式。
　 ・ 翻案により時代，場面，登場人物等を変える。
1　探究実践 ① で得た成果を生かす。
2　 段階を整理する（配当時間により調整可）
　 暗転は不可（今回の実践では明転は可とする）。
　　①　さわり（冒頭 3分程度）
　　②　あらすじ（キャスト展開説明）
　　③　 結論（終末 2分程）を中心に創作活動実

施。
3　創作過程を考える。
（1）　創作作品の骨子を作成する。
　 ※映像形式における作成過程に準ずる。
（2）　 照明係，装置係もグループ内で役割分担す

る。
（3）　グループ内における作品共有を行う。
　・制作意図を骨子により相互説明を行う。
　演劇形式については，監督・黒澤明（1910-1998）
が映画で表現したような重厚な世界，あるいは，
天井桟敷や状況劇場的な「おどろ」な世界を表現
しようとする必要はない。『羅生門』で得た気付
きや知識を自分に引きつけて活用する機会として
設定することを想定する。例えば，「マンガ，ア
ニメ由来の 2.5次元のような演劇で，涙と笑いと
アクションを売りとしたもの」などと誘導するこ
とも可能である。創作は，むしろ完全な自由設定
で書くことが困難であり，生徒が，原作世界を自
分に引きつけて考えることができる設定を考え
る。生徒の個別の興味・関心に応じた活動を用意
し，また，成果物を共有することとする。
　なお，小説形式の作品説明の際，川嶋
（2016 : 62-65）の「KP（紙芝居プレゼンテーショ
ン）法」を用いることにより，簡便ではあるが成
果物をすべてビジュアルなものとすることも可能
である。
　探究から「創造型」学習への発展については，
様々な形態での実施が考えられるが，ストーリー
はすべて「翻案」とする。これは，作品の完成が図 5　葛岡博（1987 : 154）による絵コンテの例
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目的ではなく，現実的には，従来の年間指導計画
の中で，1学年を対象とすると，単元の中での『羅
生門』の時数配当は，14時間を超える時間を割
くのは難しいと考えるからである。探究型授業と
して探究の展開を連続することを通し，この段階
で生徒が身に付ける力としては，中学校国語科と
の関連を十分に把握し，その能力を活用する機会
を通して，螺旋状の学習活動を構成する。このこ
とを通して，「学び」の定着，深化，活用能力の
向上を図る。
　なお，言語能力の向上を図る観点から，他教科
等との関連を積極的に図り，指導の効果を高める
ようにする。こうして学んだことを「翻案」によ
る探究を通して，振り返ることにより，二重の螺
旋型の学びを構成する。
　さらに，探究実践 ② の段階としての評価活動
を行い，実施状況，実施結果をもとに次段階の探
究実践 ③ につなげていくものとする。その際の
評価の観点は，次の通りである。

　なお，探究実践 ② では，探究実践 ① に対し，
二次操作として創作活動を行うが，「書くこと」「話
すこと・聞くこと」も交えて，生徒の学習が深ま
り，広がり，意識が高まるという螺旋的な活動構
成を目指す。また，教師側は，各段階及び探究実
践の最終段階で PDCAサイクルを螺旋状に回し
て，生徒，教師による学びの二重螺旋を形成する。

6　お わ り に

　ここ数年，高等学校国語教育に関しては，学習
指導要領の改訂，高大接続改革など様々な改革が
矢継ぎ早に進められてきた激動の期間であった。
実際の教壇に立つ者としては，「実際に使える基
礎・基本としての知識・技能」を徹底的に定着さ

せたいという思いと，そこで身に付けた「知識・
技能」を「思考力・判断力・表現力」として具体
的な教育活動の中で発揮させ，その活動を通して
得た力を「学びに向かう力，人間性等」の育成に
つなげたいと思いを持つ者は多い。高等学校には，
学校と社会との接点という役割がある。将来，実
社会に出て働くことを視野に入れて，生涯にわ
たって学び，成長を続けていくための基盤として
の知識・技能とともに，思考力・判断力・表現力，
そして学びを人生や社会に生かそうとする「学び
に向かう力・人間性等」の育成が今後さらに重要
性を増す。
　合田（2020 : 16-18）は「例えば，彼ら・彼女
らが進学する高校はどうだろうか。専門高校は別
として，その質の保証を大学入試にすべて依存し
てきた普通科高校の学びの質と量は今，深刻な事
態が生じている。［…］2022年度から実施される
新しい高校学習指導要領は，この公教育の目的を
踏まえ，SNSのチャットやゲームから高校生を
取り戻し，文章や情報の意味を正確に読み取る力，
教科固有の見方・考え方を働かせて，知識を習得
し，考え，表現する力，対話や協働を通じ，納得
解を生み出そうとする態度といった資質・能力を
確実にはぐくむことを目指している。したがって，
新学習指導要領が求めている授業の在り方は明確
だ」と指摘している。
　優れた教師，優れた教育実践に共通するものは
何かと言えば，対象となる生徒への深い理解と愛
情であり，対象を，集団とではなく個々人として
見る，そして認めるということである。これは，
近年，特に強調される「カリキュラム・マネジメ
ント」の実施の前提となるものと重なっている。
以前，「アクティブ・ラーニング」には，アメリ
カの教育実践として，対象に対する鋭い洞察が
あった。一方では，極めて優秀であり，考える意
欲にあふれた存在に対しては，問題提起と対話型
で，一つの定まった答えを求めないことで，むし
ろ，より深く，より高みに至る学びがあった。一
方では，生育した環境の厳しさのために，学習に
対する意欲も持てず，学習への期待も定着もなく，

○生徒に対する評価として，「探究実践①既得の知識を，
今回の表現活動の基盤として活用できたか」「今回まで
の学びを通してどのような知識・技能を身につけたかを
自覚を持って振り返ることができるか」 　【知識・技能】
○授業に対する評価としては，「学びに向かう力」の育
成として「ここまでの段階に得られた知識・技能を明確
に意識させられるか」「今回の学びを次段階につなごう
とする意欲を持たせることができたか」
 　【主体的に学習に取り組む態度】
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結果として，学びが将来の職業生活，社会生活に
つながることもない児童生徒に，真摯に働きかけ，
問いかけを行い，将来の社会参画への準備とする
教育の実践もあった。
　本稿では，高等学校新学習指導要領の告示を契
機として，『羅生門』を核とした探究型授業を通
して，高等学校国語科における言語活動を通した
「学び」の質の向上を目指した取り組みについて
検討を加えたが，授業改善にとって教員の資質・
能力の向上は急務である。高等学校における教員
研修及び能力開発については稿を改めて検討した
い。
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A Study on Investigating Class Centering “Rashōmon” by Akutagawa 

Ryunosuke : Aiming to Improve the Quality of Learning through  

Linguistic Activity in Japanese for Senior High Schools

 OTA Takashi and TAKAHASHI Masato

　　The designated Course of Study for Senior High Schools （March 30, 2018） shows “Curriculum Manage-

ment” as well as “Proactive, Interactive and Authentic Learning” as the revised basic policy.　This study sug-

gests the double helix model of “Learning” and PDCA Cycle practiced in the class of Japanese for senior high 

schools.　The works are examined from various points of view putting “Reading” into the core in investigat-

ing practice 1, the results of which are continued and developed in investigating practice 2.　Through the ac-

tivities of “Speaking and Listening” and “Writing,” the learning of “Creative Style” are practiced.　Then the 

establishment of learning including “Intellectual Skills” and the trials to develop the abilities of application are 

suggested, in which a series of “Investigated Learning” is affected with each other.


