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国語教育における資質・能力の育成についての考察 

 

 

 

湯 峯 裕 

 

１、はじめに  

 

 大学教育改革、高校教育改革、大学入試改革の３つが同時に進んでいく中で、最近では特

に大学入試改革に注目が行くようになっている。しかも、学力の３要素をどう測っていくの

かという本質論から外れたところで過熱しているように思われる。そこで、 2018 年 11 月に

行われた試行調査（プレテスト）、次期学習指導要領、現代の社会状況等や、授業改革に取

り組んでいる高等学校の実践を参考にして、今後の高等学校の特に国語科が目指すべき方向

性について考える。  

 

２、大学入学共通テスト  プレテスト  

 

 高校教育改革や大学教 1811 育改

革と併せて大学入試改革が進められ

て、 2018（平成 30）年 11 月に２回

目の大学入学共通テストの試行調査

（プレテスト）が実施された。国語

科に絞ってみると、話題が集まって

いるのは第１問の記述式問題であ

る。採点の問題点についてなど、

様々な意見が出されているが、問題

自体は前年の１回目に比べかなり改

善されている。採点の揺れを考慮し

たためであろう、かなり解答しやす

【第１問   問１の正解資料】  
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くなっている。また、採点のための条件がより明確になって、話題になっている採点の公平

性についても懸念は大幅に低減している。  

 記述式問題となった第１問では、二つの文章と一つの資料が提示され、問１【文章Ⅰ】、

問２【文章Ⅰ】【文章Ⅱ】、問３【文章Ⅰ】【文章Ⅱ】【資料】といったように順に問題対

象となる文章を増やしてい

き、複数の文章の関連を考

えて解答する問題になって

いる。実社会においては、

一つの文章だけでなく、い

くつかを関連づけることに

よって文章の読みが深くな

り、自分の考えが広がった

り深まったりするのであ

り、「深い学び」のキーワ

ードの一つである関係性・

関連付けに注目した学びに

ついて評価する問題となっ

ている。一つの情報に対す

るだけでは、既にある知識を再生するだけになってしまう。様々な情報を関連付ける時に、

その関係性を考え、新たな視点を獲得して、それが深い学びとなる。未知の事態に出会った

時、既有の知識を様々な面から引き出してきて、同時にこれまでの様々な経験を想起して、

それらと未知の事態との整合するところや相反するところを点検して、その上で既有のもの

と関係付けられていく。これが理解することであり学ぶことである。これまでの知識が紐づ

いて導き出され新たな繋がりを作るのである。複数の文章を関係づけることによって答えと

なる文章を書き上げる問題にすることで、そういった過程を見ようとした今回の問題は、

「思考力・判断力・表現力」を評価するものとして適切なものに仕上がっている 

2017（平成 29）年の第１回の試行調査では、生徒会規約の文章とそれに関する会話文およ

び資料からなっており、あまり馴染みがないために受験者は戸惑ったであろうと考えられ

る。今回は、２種類のそれほど長くない文章を読み比べ解答をするようになっている。また

問３では、新たな資料として短い文章が提示され、３つの文章を読み比べることになるのだ

【第１問のねらい】 
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が、どれも高校生には読み慣れた形の文章であり、記述式のための特別の練習をしなくても

解答できるような問題になっている。採点については、基準が細かく示され、それに合わせ

て解答例もあり、「ねらい」の資料と併せればそれほど難しい作業ではなくなるであろう。  

問３については、【資料】と

【文章Ⅰ】及び【文章Ⅱ】をつ

ないで、「同一視できない」こ

とを【資料】をもとにして解答

を作成することになっている。

「ねらい」には、「主に問いた

い資質・能力」のうち「思考

力・判断力・表現力」について

が「テクストを踏まえ，条件と

して示された目的等に応じて，

必要な情報を比較したり関連付

けたりして，テクストに対する

考えを説明することができ

る。」とあって、採点の基準と

してしっかりしたものとなって

いる。問題の全文を載せる余裕

がないのであるが、次期学習指

導要領で繰り返し言われている

「知識を相互に関連付けるこ

と」を反映させた問題となっている。また「ねらい」を見れば、問１と問２は「 C、読むこ

と」の力をみるものあり、それぞれ「解釈することができる」「把握することができる」と

なっていて、「 B、書くこと」の力をみるものとしての問３とは、評価の観点がはっきりと分

けられている。これで採点の時の評価の揺れが抑えられている。  

 第１問だけでなく、第２問ではポスターと法律（抄）と表も含めた文章を読んで解く問

題、第３問では詩と同じ作者のエッセイを読む問題、第４問の古文では『源氏物語』の文章

とそれを素材にした先生と生徒の対話から出題、第５問の漢文では二つの文章とそれについ

ての対話の文章から解答する問題と、どれも生徒には自分の考えで関連付けながら、全体を

【第１問  問３】  
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読んだ上でどれかの文章の中や会話の発言等の複数の要素を結びつけて考えることが求めら

れている。本番となる大学入学共通テストでは、現行の学習指導要領で学んだ生徒たちが受

けることになるのであるが、すでに次期学習指導要領を反映させている。  

 とはいえ、2007（平成 19）年 6 月の学校教育法改正による学力の３要素、すなわち「基礎

的な知識・技能」「思考力・判断力・表現力等の能力」「主体的に学習に取り組む態度」以

来すでに求められている能力であり、実は現行の学習指導要領でも同じことが目指されてい

るのである。今回の改訂で高校教育が変わる、変えなければと騒がれているが、大学入学共

通テストで測られる「思考力・判断力・表現力」は、現行でも言われていることであり、

「学びに向かう力・人間性等」は表現こそ違え現行でも「主体的な学習」として示されてい

る。評価についても目標に準拠した評価は次期学習指導要領からではなくすでに現行でそう

するようになっている。これらの点からすでに改革を進めてきた高校にとっては、教科科目

の構成は変わっても生徒たちに求める学びの姿勢についてはすでに変えてきているものであ

り、入試が変わるからといってことさら慌てている訳ではない。すでに始まっていた改革で

あり、まだ動かない部分が多いので今回強調されているに過ぎないのである。  

 

３、新要領での変化と指導要領改訂のねらい  

 

 今回の改訂では、「何を学ぶ

か」・「何ができるようになる

か」・「どのように学ぶか」と

いうことが内容・成果・方法の

３つの観点から挙げられている

が（文部科学省 ,2017,P.12）、

本稿では、そのうちの「何がで

きるようになるか」すなわち資

質・能力の育成について述べ

る。特に国語に絞ってみた場合

に、国語科での注目すべき学び

のキーワードは以下の２点が挙げられる。つまり、①知識及び技能での「情報の扱い方」、

すなわち、これまで言語に焦点化されていた国語の学びを、 PISA の問題でも見られるよう

「 新 し い 学 習 指 導 要 領 の 考 え 方 」 文 部 科 学 省 ,2017

省 ,2017,P.12 
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に、言語以外の図や表やその他の表現についても学びの対象とすること。②思考力・判断

力・表現力等での「考えの形成」と「共有」、すなわち新しい出会いを既有の知識と結びつ

けて新しい学びとし、それによって自分が学んだことを他者に伝わるように表現して他者と

ともにさらに新しい学びとすること、この２点である。平成 29・30 年の２回のプレテストの

問題でいうと、①は、契約書、法律、図、グラフといった様々な情報から考えをまとめてい

くこと、②は、複数の文章や文章以外の情報との関係・つながりを理解して、その上で考え

をまとめて表現するという問題構成に反映されている。  

 国語科の改訂については、科目構成の変更に注目が行きがちであり、そこは確かに国語教

育をしっかりと改善していこうという姿勢の現れであるのだが、それ以上に注目をしたいの

は、「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の各領域の時間配分がしっかりと示

されたことである。現行でそれを示されているのは「国語総合」だけであるが、今回の改訂

では全ての科目で示された。しかも、必履修となる「現代の国語」では、比重の置き方が

「国語総合」と比べて大幅に変更されている。「国語総合」では、標準 140 単位時間のうち

「話すこと・聞くこと」 20〜30 単位時間程度「書くこと」 30〜40 単位時間程度となって、

「読むこと」は半分以上の時間が確保される。それに対して、「現代の国語」では、標準 70

単位時間のうち「話すこと・聞くこと」 15〜25 単位時間程度「書くこと」 30〜40 単位時間程

度、「読むこと」 10〜20 単位時間程度となって、「読むこと」の比重がかなり下がってい

る。選択科目の「論理国語」でも標準 140 単位時間のうち「書くこと」 50〜60 単位時間程

度、「読むこと」 80〜90 単位時間程度となって、アウトプットに掛ける時間をしっかり確保

することが求められている。考えをまとめたり表現したりすることの時間を確保して、「何

ができるようになるか」という資質・能力の育成に重点をおいた改訂になっているのであ

る。これまで読解指導に偏っていたことを改めようとするものであるが、これも現行の学習

指導要領の時からすでに指摘されていたことであり、偏りを改めるといういわば消極的な視

点から資質・能力の育成というより積極的な観点へと大きく転換している。それが時間配当

の変更という形となって現れた。この点をしっかりと柱に据えてこれからの国語科の学習活

動を組み立てていくことが必要であり、今回の改訂の核心となっているのである。ただ、先

にも示したように、重点の置き方や表現が違っても、国語科教育の在り方は現行の指導要領

からすでに示されているのであり、授業改革をすでに進めてきている高校は少なくない。そ

こで、次章ではその例を示して授業改革のあるべき姿を確かめる。  
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４、新しい授業の取り組み  

  

４−１  大阪府立東百舌鳥高等学校  桑原博美先生の授業  （第２学年「古典 B」）   2019 年

9 月   

『更級日記』のうち冒頭の「門出」（「あづ

まぢの道の果て」から「人知れずうち泣かれ

ぬ。」まで）を読む。前時は概要を説明しただ

けで、今時でほぼ初見ともいえる。まず、隣同

士のペアワークで、交代で全体を読み通す。１

分 20 秒と時間を限って読むのだが、ほぼ全員が

読めたように、これまでも読むことに力を入れ

てきた成果が出ている。次に、「何を願ってど

んなことをしたか」「都へ向けての出発にあた

って、何を見てどんな気持ちになってどうした

のか」といった全体の流れをつかむような問題

に対して、隣同士のペアで相談をして答えをまとめる（ペアクイズ）。さらに、電子黒板で

写真等を投影して、地図から「あづまぢの道の果て」の確認、古本の写真から「物語」の確

認、鎌倉大仏と並べた古仏の写真から薬師仏の確認と進んで、生徒たちの興味を引いて作品

への興味・関心を高めていく。細かな解釈に拘らずに通読して全体を捉えて読み進めるよう

にしている。確かに、語彙的あるいは文法的な誤りを修正できない心配があるが、生徒が興

味を持って古典作品に向かえることや、自分が読み取ったことや感じたことを自分の言葉で

表現することにねらいを置いた授業になっている。その力をペアワークによって効果的に育

てようとしている。隣の生徒との意見の違いを比べることによって、自分の考えを磨いてい

く。授業の最後には、振り返りシートによって、授業で分かったこと、分からなかったこ

と、自分の取り組みの程度を自己評価してしっかりと確認がなされている。  
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 国立教育政

策研究所の研

究指定を受

け、石田利生

校長が先導し

て学校全体の

取り組みとし

て探究学習と

協調学習に力

を入れてい

る。この古典

の授業はその

代表的な姿と

なっている。各教科・科目ごとの１年間の計画を月ごとにまとめ、それらの授業で「育てた

い力」を一覧表にまとめた「単元配列表」を学年ごとに作って校長室に貼り出している。学

校全体で取り組むカリキュラムマネジメントの姿勢がよく表れている。  

 

４−２  大阪府立箕面高等学校  2019 年 9 月 

 

４−２−１ 牧野良昭先生の授業  （第３学年「古典購読」）  

入試問題に使われた文章を班ごとに

分担して調べてまとめて発表する。口

語訳や文法の注意事項を書いたプリン

トが用意されている。見学した時は

『平中物語』の文章。前に出て調べて

きたことを発表する。調べた時には分

かったつもりでも、いざ説明するとな

ると戸惑ってしまう。「分かる」とい

うことの深さを生徒たちは実感する。

相手に伝わるように言語化しようとす
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ることで自分の理解の程度が明確になる。その間、先生は可能な限り発言を控えて、生徒の

進行に任せている。聞いている班は、担当班の発表後に質問をする事になっているのだが、

なかなか質問が出ない。これは他の学校でもよく見られる光景である。数人の班の中では意

見交換ができるのだが、クラス全体の中となると思うように発言ができない。できたとして

も語句の解釈といった表層的なもので止まることが多く、文章全体の解釈の違いを比べる等

の討論ができないことは、どこの学校の先生でも悩みの種である。その部分を授業の終わり

に先生が指摘をする。最後に振り返りのカードを書いて自己点検をする。  

 

４−２−２ 森田琢也先生の授業  （第１学年「コミュニケーション英語Ⅰ」）  

 スマートフォンを使っての授業である。先生のパソコンで班分けをした結果を生徒のスマ

ートフォンに送り、それを見て班を作る。先生からスマートフォンに送られた問題を班で相

談して回答を送る。班ごとに

何問正解したかの結果が前に

映し出される。これがウォー

ミングアップとなって次の学

習につながる。キーワードが

板書される。それを使って生

徒一人ひとりが文章を作って

いく。グラフィック・オーガ

ナイザーの応用である。作った文章を隣同士で語り合う。それが練習になり、次にそれぞれ

が語るところを自分のスマートフォンでお互いに撮ってもらう。撮られていることによっ

て、話し方や視線または文章を指差すなどといった動作を意識した話し方になる。「伝え

る」ではなく「伝わる」表現力の訓練となる。スマートフォンで撮る前の練習と違って表現

力が格段に上がっている。語ることの力が付いてきたことが分かる。  

どちらの授業でも、表現することにそのねらいを置いている。自分から伝えようとするこ

とで、どうすれば伝わるかを意識することで、自分の理解を確かめてより深めようとする。

そのことによる学びと成長を求めている。  

 

４−３  私立関西大学第一中学校（大阪）  足立彩先生の授業（第１学年「総合的な学習の時

間：探究」）  2019 年 9 月 
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 図書館で資料を調べることの学習。情報の取り扱いについ

て、その信憑性を確かめ他の資料でも確認をして（裏を取

る）から活用すること、収集した情報には主観的なバイアス

が掛かってしまうこと、引用にはその典拠を明記すること、

他の人の意見の引用と自分の意見との区別をしっかり示すこ

と等、情報活用の基本をしっかりと教えてから、班ごとに担

当の都道府県を決めて地誌的な情報を集める練習をする。次

の活動としては、学校の校則や制服などの身近な問題から始

めて問いを立てて、アンケートを学年全員に実施して情報を

収集し、その集計をグラフ等を使って整理して、分析してまとめたものを発表する。次に２

サイクルめとして、各班から出された報告のテーマを絞って、情報収集を学校の外に向けて

広い視野で考える。  

 このようにスパイラルな活動を計画的に求めていって、やがて、他の情報との比較によっ

て見えてくる真実があり、その真実を見つめることで、情報の比較の根元にはそれを批判的

に見ている自分自身の姿があることに気付かせていく。これを各教科の学習に生かしてい

く。「何ができるようになるか」という資質・能力の育成の観点を、中高一貫の私立学校の

強みを生かして、６年間の展望を持って基礎からの学習を組み立てていくカリキュラムマネ

ジメントの姿勢がある。  

 

５、これからの国語の授業に求められること  

 

 2018 年 5 月に OECD の Education 2030 プロジェクトから、「 2030 年に向けた学習枠組み  

OECD Learning Framework 2030」が示された。そこでは、「現時点では存在していない仕事

に就いたり、開発されていない技術を使ったり、現時点では想定されていない課題を解決す

ることなどについて（ P.2）」子どもたちが向かっていく能力を身に付ける環境を用意するこ

とがこれからの学校に求められる「共同責任（ P.2）」だとしている。また、「これからの数

年で、明確で目的のはっきりした目標を立てるように学ぶこと、異なる考え方を持った人々

と協働すること、まだ利用されていない機会を見つけること、重大な課題に対する複数の解

決策を把握することなどが、不可欠な能力となるだろう。（ P.4）」ともある。「 VUCA(変動

性 Volatility，不確実性  Uncertainty，複雑性  Complexity，曖昧性  Ambiguity)」（P.3）
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という語によって示された複雑性を増し予測困難となるこれからの社会の中で、対立を克服

して他者と協働しつつ新しい価値を生み出す中で持続可能な社会を築いていける力を子供た

ちが身に付けていく。そんな学びの環境を整えていくことがこれからの教育に課せられた使

命である。  

 未知の問題に向かう時には、これまでの一つの経験だけでは対応できないことが多くあ

る。様々な経験を総合して、その中から解決の可能性が高いと判断できる対応を作り出して

いくことで、その時の課題を解決して次に向かえる。その力を育むのが「深い学び」であ

る。一人では対応できないこともある。そんな時には他者とどれだけの協力関係を結べるか

が解決の鍵になる。関係を結ぶ時に求められるのが、相手に伝わるように表現できる言語の

力である。そこに「考えの形成」と「共有」がある。従来の高等学校の授業では、教師の一

方的な講義の中で、質問は理解を確認するためのものであることが多かった。生徒は教師が

期待するであろう回答を想定して、可能な限り教師の意に沿うように応える。自分自身の主

体的な判断はそれほど必要なかったのである。そんな授業空間を変えていかなければいけな

い。前章で紹介したようにすでに変えてきている学校も多い。  

 VUCA の状況に対応する力が OODA ループ（観察  Observe・ 状況判断  Orient・意思決定  

Decide・行動  Act・ Loop）と言われている。目の前の状況を正確に観察して必要な情報を選

択し即座に対応を判断して行動する力である。そこまでの即応性は求めないにしても、問題

に直面した時には自分の判断で対応できる力を養っておくことが望ましく、かつそれは自分

だけがという利己的なものではない協調的な判断とそれと並んで将来的な展望を持った判断

が、これからの持続可能社会を作っていく。そんな能力を養うのが「主体的・対話的で深い

学び」なのである。それは一人では学べない。集団で考え同時に自分で考える。そんな授業

空間が求められているのである。前章で挙げたどの学校の実践も、集団の力を生かすことに

よって、個人の自己学習能力を高めようとしている。  

 OECD の Education 2030 プロジェクトでは、「変革を起こす力のあるコンピテンシー」と

して「新たな価値を創造する力」「対立やジレンマを克服する力」「責任ある行動をとる

力」の３つのコンピテンシーが示されている。かつて示されたキー・  コンピテンシーに代わ

るものではなく、それを基盤として流動性や複雑性が増したこれからの時代に求められる能

力を見極めようとするものである。グローバル化が進む中で多様な他者との対立を乗り越え

て協働でき、予測困難な未来に向けての納得解を創造的に導き、倫理観や責任感のある行動

を選択できる。そんな力を集団の中で育んでいくのである。  
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６、文学的な文章のもつ重要性  

 

 ここまでの内容だと、根拠をもとに考える力、筋道だって表現できる力、相手の考えに沿

って理解できる力といった論理的・合理的な思考力・判断力・表現力が求められているのが

分かるが、では、国語科においては、これまで大きな時間を費やしてきた文学作品の鑑賞か

ら論理的な文章の読解に軸足を移していき、文学的な文章は必要性を低下させていくのであ

ろうか。文学的文章の読みと論理的文章の読みの違いは、言語の外にある世界つまり言語で

は未だに表現できていない世界の言語化にある。言語では表現できない感覚的なものを、文

学作品とその作者を含めた他者との対話の中で何とか言語化しようとする。そこに新しい言

語の世界が他者との間に広まっていく。広くなって生きていく新しい世界である。そこが文

学の喜びであり楽しみである。その言語の世界の広がりによって、論理的にも表現力が高ま

っていく。論理的・合理的な思考力・判断力・表現力の基盤をなすのは文学的な文章の読み

によって形成される言語世界なのである。実は今日本でも広まりつつある国際バカロレア

（IB：International  Baccalaureate、のち IB と略す）のカリキュラムではこの文学の扱い

が大きな比重を占めている。  

 「文部科学省 IB 教育推進コンソーシアム」が文部科学省からの委託を受けて 2018 年 5 月

に設立されている。日本の高校生の年齢にあたる DP (Diploma Programme)では、コア科目と

して、 Theory of Knowledge(TOK、知識の理論 )、Extended Essay(EE,課題論文 )、

Creativity, Action, & Service(CAS、創造性・活動・奉仕 )の３科目を学び、さらに、教科

横断的に組織された６グループ（１  言語と文学（国語）、２  言語習得（外国語）、３  個人

と社会、４  理科、５ 数学、６  芸術）の科目群のそれぞれから１科目ずつを学ぶ。「学習の

方法」 (approaches to learning)として、「探究 (inquiry)」→「行動 (action)」→「振り返

り(reflection)」のサイクルが概念化されており、その学習活動を通じて、「学び合う者た

ちのコミュニティー」が今日的な課題に取り組むように構成されている。  

 そこで、 2018 年度から認定校となった私立大阪女学院高等学校の IB クラスの、「１  言語

と文学（国語）」の３科目のうちから選択されている「文学」の授業（高橋七浦子先生）を

見せてもらった（ 2019 年９月）。認定を受けて初めての入学生で１クラス９名が在籍し、こ

の授業では３人を一つの班として３班に分けてのグループワークと９名全員でのディスカッ
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ションを取り混ぜての授業であった。教材としては、検定済教科書にあるように作品の一部

を読むのではなく、一冊の本を読みとおす。  

 まず『曾根崎心中 冥途の飛

脚 心中天の網島』の本が全員

に渡され、各班に一作品ずつ分

担されてそれぞれの内容につい

て紹介のプレゼンテーションを

する。そこから一つの作品に絞

って、全員で読んでいくことに

して、「曾根崎心中」に絞られ

た。授業に入る前にあらかじめ

読んできて、その時々の内容についてディスカッションしながら進めていく。「作品の舞台

はどんな所なのだろう。」「お初の言葉が、読点ばかりでずっと長くつながっていくのはな

ぜだろう。」「『夏も花見る梅田橋』の『花』が訳では『梅花』となっているのはなぜだろ

うか。」「蜆川の暗闇は何を表しているのだろうか。」といった疑問が出され、それらにつ

いて班の中でそれぞれの考えを出し合っていく。ひととおり話が進んだところで、全員で輪

を作って改めて話し合う。そうやって自分の考えを確かなものにしていくのだが、余計に疑

問が深まることもある。その過程で共に考えを深めていくことを学んでいくのである。この

間先生は一切の指示を出さない。生徒の考えの方向を尊重して指導者が誘導しないことが IB

の授業では求められているとのことである。  

 語彙や文法の説明の後に逐語的に訳していくという従来ありがちであった授業から完全に

脱却して、自分たちで課題を見つけて議論して自分たちなりの解釈を求めていくといった探

究的な学習になっている。他者の意見が鏡となって自分を照らし出し、自分の考えの点検と

再構築を促している。対話の中の「深い学び」である。しかも、「曾根崎心中」の全てを読

み通すことで、作品に込められた作者の思いまでにも達してテキストの世界と作者の世界と

の対話が行き交っている。そんな読みの中に自分自身の世界が浮かび上がってきて、新たな

言語世界の獲得となっている。語彙や文法の正確な把握や作者の意図に沿った文章の解釈に

ついては課題が残るが、文学的な文章を読む授業のあり方について一石を投じている。これ

は古典の文学であるが、現代の文学についても同様の姿勢がある。  
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７、まとめ  

 

変動性や不確実性が今後ますます大きくなっていく社会であるが、その故に子どもたちに

危機感をあおるのではなく、安心して世に送り出せる力を学校教育でつけてやりたい。

「學」の文字は大人が子どもをしっかりと守ってやる環境の中で、子どもが大人の真似をし

て力を養っていく姿を表している。社会に出て行って、それぞれの幸せを求めていく。幸せ

の基準は一つではないが、将来のありたい自分の姿を描いて今の自分の立つ位置を決めてい

く。その結果として関わりのある人たちから今の自分の存在を認めてもらえる。「わがこと

としての時間的展望という縦軸と、その自分を認めてくれる人がいるという横軸、この二つ

が揃ってこその幸せ（湯峯 ,2018,P.27）」なのである。鏡に映る姿によって初めて自分が分

かるように、自分を知るためには他者との対話の中に自分の姿を認めなければいけない。縦

軸と横軸の形成はここから始まる。それは、先生と生徒の関係だけでは生まれない効果が生

徒同士の関係から生まれることによってできる。  

本稿で紹介したそれぞれの学校の授業には、生徒同士の語り合いに中から自分の姿を見出

していく活動がある。さらにそこから将来の展望へと導いていく目標が設定されている。こ

ういった活動から生まれるのが「主体的・対話的で深い学び」であり、その中で特に「深い

学び」を導くのが、 2016 年の中央教育審議会答申で示された「各教科等の特質に応じた見

方・考え方」である。国語科では「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,別紙１）とされており、大学入学共通テストのプレテス

トでは、この「対象と言葉、言葉と言葉の関係」「関係性を問い直して意味付けること」の

力を測るものとしての問題が示されたのである。「資質・能力の育成」も「主体的・対話的

で深い学び」も「各教科等の特質に応じた見方・考え方」も、今回の学習指導要領の改訂で

言われたものであるが、先にも指摘したように表現こそ違え、既に現行の学習指導要領でも

言われており、その実践は既に多くの学校で取り組まれている。本稿で紹介できたのはその

ほんの一端にすぎないが、こんな授業が今後ますます広がっていくことを期待するととも

に、そのお手伝いをするのが我々教育学部に身を置くものの責務であると考える。  
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Consideration about future Japanese language education 

 

 

 

YUMINE Hiroshi 

 

As university education reform, high school education reform, and university entrance 

examination reform progress simultaneously,  attention has recently been focused on university 

entrance examination reform. Moreover, it seems to be overheated deviating from the essence of 

how to measure the three elements of academic ability. Therefore, with reference to the trial 

survey (pretest) conducted in November 2018, the next course of study, the current social 

situation, etc., and the practice of high schools working on class reform, I want to suggest about 

the direction the Japanese language department should aim for. 

 

 

 

 

 

 




