読み取った内容を可視化し，伝え合うことを通して，読みを広げたり深めたりする授業
坂井 昭彦
１

単元名・題材名
さまざまな視点で物語を読もう 『風呂場の散髪－続岳物語』
（学校図書）（１年）

２
〇

目

標

読み取った内容を可視化し，伝え合うことを通して，目的に応じて必要な情報に着目して場面と場
面，言葉と言葉，場面と描写，自身の体験や経験などとを関連付けて，内容を自分なりに解釈するこ
と。

３

評価規準
知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

・ 場面の展開や登場人物の相互 ・ 目的に応じて必要な情報に着 ・ 複数の視点から文章を読むこ
関係，心情の変化などについ

目して場面と場面，言葉と言

との有用性を実感し，それらを

て，描写を基にとらえることが

葉，場面と描写，自身の体験や

日常の読書活動に活かそうと

できる。

経験などとを関連付けて，内容

する。

を自分なりに解釈することが
できる。

４

本題材を学習する意義
文学を読むということは,自身の体験や経験と関連付けながら,登場人物の言動に共感した
り，描写の内容を想像しながら自分なりに解釈したりすることである。このことによって,
自身の見方・考え方を広げることとなり,ここに文学を読む価値がある。
生徒は,日常の読書活動において，無意識に自身の体験や経験と関連付けて情景を想像しな
がら文章を読み進める中で,登場人物の心情やその変化，成長，作者の伝えたいメッセージを
とらえながら，その作品のよさやおもしろさを実感している。
そこで，本単元においては，読書指導法であるリテラチャー・サークルの手法を参考に，
生徒自身がそれぞれの役割（「コネクター」「クエスチョナー」「イラストレーター」「リ
サーチャー」）に沿って文章を読み，ワークシートに考えたことやわかったことを記述した
り，グループの中で伝え合ったりすること（可視化）を通して，登場人物の心情やその変化
をとらえたり，言動の理由について考えたりする。
本単元の題材『風呂場の散髪』は,反抗期を迎えた少年「岳」と父親が,風呂場での散髪と
いう行為をめぐって対立しながら,新しい関係を築こうとする姿を描いた作品である。父親の
視点から書かれた文章で,父親の「岳」に対して思うようにいかないもどかしさや頭ではわか
っていても「岳」の成長を素直に受け入れられない姿が描かれている。
「岳」の視点に立って読み進めていくと，これまでは，父親に対して自分の気持ちを言え
なかった「岳」が自分の気持ちを言えるようになった場面をとらえることができる。ここか
ら「自立」について考えるきっかけとなる。作品中に描き出されている出来事や心情は，散

髪という行為こそ違えども，まさに学習している生徒一人一人の日常の姿である。したがっ
て，場面と場面，言葉と言葉，場面と描写，自身の体験や経験などを関連付けて文章中の描
写から登場人物の心情やその変化をとらえながら共感できる。父親や母親との葛藤を繰り返
している中学１年生という時期にこの小説を読み取らせることは，自分を見つめさせる意味
からも大変意義がある。

５

本題材における手だて
＜手だてア＞
日常の読書活動における読みの視点を全体で共有した上で，目的に応じた視点で文章を読
む役割を設定して，小グループで作品を解釈していく活動を組織する。
文学作品を読む際に，登場人物の相互関係や心情の変化を描写を基にとらえ，自身の体験
や経験と関連付けて内容を自分なりに解釈するという資質・能力を発揮させるために行う。
最初に，
『風呂場の散髪－続岳物語』
，P５L16 まで読ませて，
「父親はどのような人か」を
問う。その後，父親の人物像について，P５L16 までの描写を基にまとめさせる。
父親の人物像について生徒に発表させる中で，
「本当に父親の人物像はここに挙げられたも
のか」などと問う。これらの問いによって生徒は，作品の続きを読みながら「父親はどのよ
うな人か」
「父親は岳に対してどのような思いをもっているか」を追究したくなる。さらに，
日常の読書活動における読みの視点を全体で共有する中で，
「自分の体験などと関連付けて」
「疑問（問い）をあげながら」
「頭の中で具体的にイメージしながら」「心情がわかる描写を
基に読む」などの意見が予想される。そこで，「コネクター」「クエスチョナー」「イラス
トレーター」「リサーチャー」として役割を決定して続きを読ませる。
この働き掛によって，自分と岳とを重ねながら，且つ岳の視点や父親の視点に立って内容
を自分なりに解釈する。その中で，
「父親は岳をどのように思っているのか」という目的意識
が醸成され，下記のような課題を見いだす。

＜本題材における課題＞
父親は岳に対してどのような思いを抱いているか
その後，「コネクター」「クエスチョナー」「イラストレーター」「リサーチャー」の役
割で読む活動を行わせて，それぞれの役割で分かったことなどをグループで交流させる。

＜手だてイ＞
役割に沿って文章を読んで考えたことや疑問（問い）などを，説明したり，検討したりす
る活動を組織する。
「コネクター」「クエスチョナー」「イラストレーター」「リサーチャー」の役割で読ん
で考えたことや疑問（問い）などを説明したり，検討したりする活動を通して，目的に応じ
て必要な情報に着目して場面と場面，言葉と言葉，場面と描写，自身の体験や経験などを関
連付けて，自分なりに内容を解釈する資質・能力を発揮させるために行う。
グループ（３・４人）内で役割を分担して読ませて，ワークシートに考えたことや疑問（問

い）などをまとめさせる。その後，同じ役割からなるグループを意図的に編成して，そのグ
ループで考えたことや疑問（問い）などを交流させる。このことにより，同じ役割であって
もとらえ方，解釈の仕方の違いを実感させることにつながり，描写を基にその違いを検討す
る過程において，読みの広がりや深まりを実感することとなる。次に，当初のグループ（「コ
ネクター」「クエスチョナー」「イラストレーター」「リサーチャー」から編成されたグル
ープ）でえたことや疑問（問い）などを，説明させたり，検討させたりする。その際，発表
の内容について，感想や追加質問を行うように促す。生徒は，描写や既有の知識，自身の体
験や経験と関連付けながら内容を自分なりに解釈し，それについてさらに検討することとな
る。

＜手だてウ＞
「続岳物語」の他の場面「チャンピオン・ベルト」を役割に沿って読み，考えたことや疑
問（問い）などを，説明したり，検討したりする活動を組織する。
複数の視点から文章を読むことなどの有用性を実感し，場面と場面，言葉と言葉，場面と
描写，自身の体験や経験などを関連付けて自分なりに内容を解釈する資質・能力を発揮させ
るために行う。
「続岳物語」の他の場面「チャンピオン・ベルト」を提示して，役割に沿って
読み，考えたことや疑問（問い）などを，説明したり，検討したりする活動を組織する。さ
らに，
「父親はどのような人か」
「父親は岳に対してどのような思いをもっているか」と問う
中で，
「風呂場の散髪」
「チャンピオン・ベルト」から考えた父親の人物像や岳に対する思い
について，場面と場面，言葉と言葉，場面と描写，自身の体験や経験などを関連付けて自分
なりに解釈することとなる。
これらの働き掛けによって，複数の視点から文章を読むことなどの有用性を実感し，役割
に沿ってまとめたことや登場人物の相互関係や心情の変化を描写を基にとらえ，自身の体験
や経験と関連付けて自分なりに解釈することとなる。この姿こそ，資質・能力を発揮した姿
そのものである。
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＜リテラチャー・サークルについて＞
1990 年代から米国で盛んになった読書指導法である。リテラチャー・サークルは，優れた読み手が無意
識的に用いている読書方略（自分の経験と結び付けながら読む，優れた表現を味わいながら読む，疑問を
もちながら読む，情景を思い浮かべながら読む等）を一人ずつ役割として分担し，数人組のグループ内で
交代しながら意識的に読ませる読書指導法である。以下,役割について記す。
・ コネクター

： 「本」と「自分」との間につながりを見つける役割。つながりとは,本を読
んだことで思い出した「自分の体験や経験」
「他の本やテレビで見たこと」な
どを指す。

・ クエスチョナー

： 文章を読んで疑問に思ったり,わからなかったり,違うのではないかと思っ
たりしたことをまとめる役割。

・ イラストレーター ： 文章を読んで目に浮かんだ映像,場面,風景,登場人物などを絵や図にする役
割。
・ リサーチャー

： 文章中の根拠を明確にしながら人物像をまとめたり，登場人物の心情を図や
グラフに表したりする役割。
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単元の構想 （全１０時間 本時 ９／１０）
生徒の意識
普段自分はどの
ような視点で本を
読んでいるのかな
仲間はどのよう
な視点で本を読ん
でいるのかな
『風呂場の散髪』
はどんなお話かな

父
親

岳に対する父親
の思いとは何かな

の
岳

対

る
思
い
を
知
り

教師の支援・指導

日常の読書活動における読みの視点を共
有する。
・ 自分の体験などと重ねて読む。
・ 疑問点を調べながら読む。
・ 具体的にイメージしながら読む。
・ 心情がわかる表現に注目して読む。
② 『風呂場の散髪』を読んで気付いたこと
や疑問を教科書に書き込む。さらに，感想
や疑問をワークシートにまとめる。
③ 教科書 P５L16 までを読んで，父親の人物
像についてまとめる。また，父親の岳に対
する言動を「理解できるか」
「理解できない
か」自分の立場とその理由をまとめる。
④ まとめたことを発表する。

質問： 普段，読書をする時にどんなことを意識して
読んでいるか。または，どんな視点で読んでい
るか。
手だてア
○ 生徒に発表させて日常の読書活動における全体
で読みの視点を共有する。

①

【本題材における課題】
父親は岳に対してどのような思いを抱いて
いるか

に

す

学習活動・内容

場面・段落にはど
んな特徴があるの
かな
文章の中の疑問
点とは何かな
文章中の描写か
らどんな絵・図が描
くことができるか
な
心情がどう変化
しているかな

た

⑤

①で共有した視点を踏まえて読みの役割
について知り分担する。
・ 「コネクター」「クエスチョナー」「イ
ラストレーター」「リサーチャー」の役割
を決定し，役割分担表に記入する。

⑥

第 1 部を読んでワークシート（役割シー
ト）に，考えたことを書き込む。
⑦ 同じ役割のグループを編成して自分がま
とめた内容を交流する。
⑧ 役割に基づいて，学習グループ４人グル
ープ内でまとめたことを発表する。

い

指示： 『風呂場の散髪』を読んで気付いたことや疑
問を教科書に書き込みなさい。さらに，感想や
疑問をワークシートにまとめなさい。
指示： 教科書 P５L16 までを読んで，父親の人物像
についてまとめなさい。さらに，父親の岳に対
する言動を「理解できるか」
「理解できないか」
自分の立場とその理由をまとめなさい。
指示： まとめたことを発表しなさい。
○ 全体で共有する中で「父親はみなさんが挙げたよ
うな人か。」
「岳はこの後どうなるか。」と追加発問
を行う。
発問： 「父親は岳に対してどのような思いを抱いて
いるか」
○ ①で共有した読みの視点を基に「コネクター」
「ク
エスチョナー」「イラストレーター」「リサーチャ
ー」の役割を設定する。その上で，『風呂場の散髪』
を４つの場面に分けて第 1 部から第 4 部まで学習グ
ループ（３・４人）の中で役割を決定させる。なお，
一人が 4 部を通して全ての役割を担当するように
する。
指示： 第１部を読んでそれぞれのワークシートに，
読んで考えたことを書き込みなさい。
指示： 同じ役割の人で役割グループを編成して自分
がまとめた内容を交流しなさい。
手だてイ
指示： それぞれの役割に基づいて，まとめた内容を
学習グループの中で発表したり，発表に対して
の感想を述べたりしなさい。疑問（問い）につ
いては検討しなさい。

評価の方法

【思・
判・表】
WS

【思・
判・表】
WS

⑥から⑧の活動を第２部から第４部まで行う。
⑨
このお話の続き
にはどんなことが
描かれているのか
な
場面・段落にはど
んな特徴があるの
かな
心情がどう変化
しているかな

父親は岳に対してどのような思いを抱い
ているかについて検討する。
⑩ 『風呂場の散髪』には他に『チャンピオ
ン・ベルト』という話があることを知る。

⑪

役割に基づいて，第 1 部から第４部を分
担する。
⑫ 第 1 部を読んでワークシート（役割シー
ト）に，考えたことを書き込む。
⑬ 同じ役割のグループを編成して自分がま
とめた内容を交流する。
⑭ 役割に基づいて，学習グループ４人グル
ープ内でまとめたことを発表する。

発問： 第４部まで読んで父親は岳に対してどのよう
な思いを抱いているか。
発問： 『風呂場の散髪』には他に『チャンピオン・
ベルト』という話がある。『チャンピオン・ベ
ルト』においても『風呂場の散髪』ような思い
を父は岳に抱いているのだろうか。
指示： 第１部から第４部を分担しなさい。
【思・
判・表】
指示： 第１部を読んでそれぞれのワークシートに， WS
読んで考えたことを書き込みなさい。手だてウ
指示： 同じ役割の人で役割グループを編成して自分
がまとめた内容を交流しなさい。
指示： それぞれの役割に基づいて，まとめた内容を
学習グループの中で発表したり，発表に対して
の感想を述べたりしなさい。疑問（問い）につ
いては検討しなさい。

⑪から⑭の活動を第２部から第４部まで行う。
父親の岳に対す
る思いは『風呂場の
散髪』の時と変化は
あるのかな

⑮

父親は岳に対してどのような思いを抱い
ているかについてまとめて学習グループで
検討する。
⑯ 『風呂場の散髪』『チャンピオン・ベル
ト』を読んでの感想をまとめる。

発問： 父親は岳に対してどのような思いを抱いてい
るか。ワークシートにまとめなさい。

【思・
判・表】
WS

指示： 『風呂場の散髪』『チャンピオン・ベルト』 【思・
判・表】
を読んでの感想をまとめなさい。
WS
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本時の詳細
(1)

前時までの学習を終えた生徒の実態
○ 「風呂場の散髪」を読む際に「コネクター」「クエスチョナー」「イラストレーター」
「リサーチャー」の役割を体験している。
○

（学習活動⑥⑦⑧）

自分なりに教科書の描写を基に父親の岳に対する思いについてワークシートにまとめ

ている。

（学習活動⑨）

○ 「チャンピオン・ベルト」第１部から第３部まで自分の役割で読んで，それぞれの役割
に沿って考えたことなどをワークシートにまとめている。
（学習活動⑪⑫⑬⑭，ワークシート）
○ 第４部，
同じ役割のグループにおいて，役割に沿って考えたことなどを交流している。
（学習活動⑬）

(2)

本時のねらい
「チャンピオン・ベルト」から読み取った内容を可視化し，伝え合うことを通して，「父親
は岳に対してどのような思いを抱いているか」について説明することができる。

(3)

評価基準
○ 評価の観点－思考・判断・表現
A
『チャンピオン・ベルト』に記された父

B
『チャンピオン・ベルト』に記された父

親の岳に対しての思いについて,『風呂場 親の岳に対しての思いについて,コネクタ
の散髪』と『チャンピオン・ベルト』にお ー・クエスチョナー・イラストレーター・
ける共通点と相違点に着目しながら，コネ リサーチャーの読みの視点と自分や仲間
クター・クエスチョナー・イラストレータ の考えを関連付けて，説明することができ
ー・リサーチャーの読みの視点と自分や仲 る。
間の考えを関連付けて，説明することがで
きる。

(4)

本時の展開
教師の支援・指導
学習活動・予想される生徒の反応

① 『チャンピオン・ベルト』第４部の役割に基

■
＜指示＞

づいて，学習グループ内でまとめたことを発表
する活動
＜予想される生徒の反応＞
・ 「さあ少年，どんどん脱皮をしていきなさ

評価の観点・方法

それぞれの役割に基づいて，まとめた内容を学
習グループの中で発表したり，発表に対しての感
想を述べたりしなさい。疑問については検討しな
さい。

（手だてイ）
（手だてウ）

い。」の「脱皮」とは何を意味しているのか。
→ これについては，『風呂場の散髪』でも

○ 学習グループ内で発表させる。

でてきたよね。「チャンピオン・ベルト」に

○ 抽象的にとらえている場合は，「具体的にど

おいて「脱皮」は第２部で出てきたように掃
除をすること。掃除をするということは自分

ういうことか」と問う。
○

と向き合い客観的に「必要」「不要」を考え

グループ交流で気付いたことはワークシー
トに記述させる。

ること。この過程で，過去の自分を脱ぎ捨て
て，新たな自分になること。つまり，「脱皮」
とは「成長すること」だと思う。
・ 自分も小学生のころ，親とよくプロレスご
っこをしたなあ。お風呂に入った後，父親と
プロレスをするんだけど，いつも負けてい
た。今やるとおそらく僕が勝つんだろうな
あ。そう考えると僕も成長したのかなあと思
う。
・ 最後の方に「それから私はあまり力のない
欠伸をひとつして，うっかり忘れるところだ
ったゴミ袋を取りに階下の台所に降りてい
った。」とあるが，この時の父親の気持ちと
しては，岳の成長を考えて思わずほっとして
力が抜けた感じだと思うなあ。
② 父親の岳に対する思いをまとめる活動

＜発問＞

＜予想される生徒の記述＞

父親は岳に対してどんな思いを抱いているか。

・ 「風呂場の散髪」では，父親が岳に対して

ワークシートにまとめなさい。

一方的に髪を切ろうとするような自分勝手
な面も見られたし，父親自身が岳に言うこと

○ ワークシートにまとめさせる。

をきかせたいという一面が見られた。その

○

後，妻とのやりとりの中で，「反抗」ではな
く「自立」という思いに至るが，まだ納得し
ないように思えた。一方，「チャンピオン・

学習活動⑨でワークシートに記述したこと
やこれまでの役割シートを参考にさせる。

ベルト」では，岳の言動に焦点が当てられて
おり，父親が岳に対して気を遣っているよう
にも思える。
③ ②でまとめた「父親の岳に対する思い」につ
いて学習グループで交流する活動

＜指示＞
「父親の岳に対する思い」について学習グルー

＜予想される生徒の反応＞

プで交流しなさい。

・ 二つのお話は「脱皮」というキーワードで
つながっている。どちらも「成長」。「成長

〇

をよろこんでいるんだよ。

教科書の描写を根拠として具体的にとらえ

・ 親としてまだまだ，子供になついてほしい

させる。
〇

けれど，「成長する」ということは自立であ

いくつかの学習グループの考えを全体で共
有する。

り，岳自身の考えをもちながら歩んでいくこ
とを応援しようとする思いがあるんだよ。
④ 父親の岳に対する思いをまとめる活動

＜指示＞

＜予想される生徒の記述＞

「父親の岳に対する思い」についてワークシー

・ 「風呂場の散髪」では，父親が岳に対して

トにまとめなさい。

一方的に髪を切ろうとするような自分勝手
な面も見られたし，父親自身が岳に言うこと
をきかせたいという一面が見られた。その
後，妻とのやりとりの中で，「反抗」ではな
く「自立」という思いに至るが，まだ納得し
ないように思えた。一方，「チャンピオン・
ベルト」では，岳の言動に焦点が当てられて
おり，父親が岳に対して気を遣っているよう
にも思える。最初，父親は岳に対して一方的
で，傲慢，自分勝手と思っていたが，案外，
岳に対して優しい父親だということがわか
った。二つのお話は「脱皮」というキーワー
ドでつながっている。どちらも「成長」。岳
のどんどん成長していく姿を見ながら，父親
は岳と距離を取りながら見守りつつ，その成
長を喜んでいるのではないだろうか。そこに
は，親としてまだまだ，子供になついてほし
いけれど，「成長する」ということは自立で
あり，岳自身の考えをもちながら歩んでいく
ことを応援しようとする思いがあるのでは
ないかと考える。

〇

これまでの学びのワークシートを机上に用
意させる。

