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中学生はどのように一冊の本を語り合ったか
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Ⅰ 問題の所在
１ 中長編小説を読み合う「読書会」の意義と必要性

実生活で親しむ小説は中長編小説であり、「本」であることが多い。しかし、中学校の国語の学

習は、教科書教材のごく短い小説が中心で、中長編小説丸ごと、あるいは「本」丸ごとを取り上げ

る学習の機会はほとんどない。一冊の本を取り上げる「読むこと」指導は、従来「読書指導」と称

され、教科書中心の「読解指導」とは区別されることが通例であり、その是非についてたびたび議

論になっている。一方、「読書指導」においては、一冊の本を読んだあとの指導や活動はさまざま

あるが、現行の国語教科書を散見しても、一冊の本を、中長編小説を読む「プロセス」そのものを

支援する指導法はいまだ確立していないといってよい現状である。

桑田（2011）
1
はそのような現状に立った上で、新たに生まれつつある読書指導の動向として「読

書会のようにグループで読書をする集団的読書活動への注目が集まりつつある。」とし、欧米で生

まれた様々な読書会を紹介している。（後述）桑田が取り上げる読書指導の特徴として、交流を通

して集団的に読書力を高めていく取り組みであること、「読書前、読書中、読書後」を意識した戦

略的な読書指導であることがこれまでとの違いであると述べている。

そこで、本研究では、これらの先行実践をふまえた上で、「一冊の本をみんなで読む」という集

団読書の良さを生かしつつ、読書プロセスそのものへの支援を念頭に置いた読書指導を実践、開発

したい。

Ⅱ 先行実践の検討
読書会は、複数のメンバーで本を読み、語り合う読書活動である。

この読書会を運営するために最低限必要な検討事項として、四つの視点で検討する。一つは、「ど

んな本を読むか」という課題本の選択の問題、二つ目は、どんなメンバーで交流するかという参加

者のメンバー構成の問題、三つ目は、どういったプロセスで読書会を進めるかという活動計画の問

題、最後に四つ目として、どのような話題で読書会の交流を行うかという問題である。この四つの

視点をさらに具体的にしたものが表１である。



表１ 読書会をつくるために検討すべき要素

観点 検討事項

本 ・課題本は教師が指定するのか、生徒が自由に選ぶのか。
・どの程度のボリュームや質のものを取り上げるか。
・本をどのように準備するか。生徒に購入させるか、学校で揃えるか。

参加者 ・自由参加か、強制参加か。
（グループ） ・１グループは何人か。

・グループはどのように構成するか。教師が指定するか、自由に組ませるか。

計画 ・何を、どんな手順で取り組むか。
・本を選ぶ、読む、交流することにそれぞれどの程度時間を設定するか。
・読む時間をどう確保するか。

話題 ・どのような話題で交流するか。
・テーマは教師が決めるか、生徒が決めるか。

上記のように、読書会を作るためには様々な観点から検討することが必要になる。

この観点で、近年学校図書館や国語科授業で取り上げられるようになってきた読書会の方法

を分析する。桑田（2011）が取り上げる「ブッククラブ」「リテラチャー・サークル」、そして

「リーディング・ワークショップ」を上記四つの観点で比較する。（表２）2

表２ 「読書会」先行実践の比較

ブッククラブ リテラチャー・サークル リーディング・ワークショップ

本 教師が本を指定する。 生徒が選ぶ。 生徒が選ぶ。

参加者 学級全体で行う。 同じ本を選んだ3〜５人の少 一人、ペア、グループで読んだり
グループ 人数で構成。 と多彩。

計画 ①まず教師による読み聞か ①グループごとに読む範囲を 一時間の流れは次の通り。
せで作品を読み進める。 決める。（先読みはしない） ①教師による「ミニ・レッスン」
適宜、背景知識などを教師 読みの方略についての簡単な指導
は教える。 ②グループ以下の役割を分担 （５〜１０分）

し、その観点で読み進める。
②リーディングログ（読書 ・思い出し屋……本で読んで ②ひたすら読む
メモ）を各自で書く。 思い出したこと、連想したこ 一人で読みたい本を読んだり、ペ
ログには、キャラクターマ とを発見する。 ア読書、ガイド読み、ブッククラ
ップ（登場人物相関図）、 ・質問係……質問、疑問を作 ブ（読書会）などを行う。
シーケンスチャート（構成 る。 教師はカンファランス（個別指導）
表）、クエスチョン（疑問） ・照明係……印象に残った表 を行う。（30〜35分）
を書き、それらについて全 現を見つける。
体で確認する。 ・イラスト屋……場面の絵を ③共有の時間/振り返り

描く役目。 「ペア読書」…二人でお気に入り
③教師による「ビッククエ の場面などについて話し合う。
スチョン」（作品の核心に ③決められたページまで読ん 「ブッククラブ」（読書会）…３〜
迫る発問）をクラス全体で だら、役割に沿って気づいた 5人くらいで話し合う、事前にあら
話し合う。 ことを交流し合う。（役割は すじや質問、登場人物の変化、自

ローテーションして全ての役 分の考え、感想などを書いておく。
割を体験する）

話題 「ビッククエスチョン」と 上記②のそれぞれの役割に応 リーディングワークショップでの
いう作品の読みを深める問 じて気づいたことを交流しあ 「ブッククラブ」では、事前に準
いを教師が投げかけ、交流 う。 備した内容（疑問など）をもとに
する。 グループで話し合う。

こうして三つの実践を概観すると、ブッククラブでは、ごく一般的な国語の「読むこと」授

業で行われているような、テキストの読み取り→教師の発問による意見交流のスタイルと大枠

は違いが無いことがわかる。リテラチャー・サークル、リーディング・ワークショップでは、



学習者が自分で本を選んだり、グループを作って交流したりと自由度が高いのが特徴としてあ

げられる。三者に共通するのが、読む前とか読む後ではなく、読むプロセスそのものの支援を

綿密にしているという点である。ブッククラブではリーディングログ作りを、リテラチャー・

サークルでは役割を決めて読むことを、そしてリーディング・ワークショップではミニレッス

ンやカンファランスという読む方略の支援を行っている。読書会という比較的学習者の自由度

が高い活動であっても、読むプロセスそのものに教師が介入し、支援をすることを、これらの

活動では重視していることが分かった。

Ⅲ 開発した読書会の概要
１ 授業の概要

①単元名 「お茶中ブックカフェ
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～一冊の本を一人で←→みんなで読む～」

②対象生徒 中学一年４クラス（119人）

③対象日時 2017年１月

④授業のねらいと趣旨

・ねらい：小説を味わう様々な方法を身につけ、それを自覚的に活用する。

・趣旨

学校で用意した本の中から好きな本を選び、仲間を募って読書会を行う。読書会の前後には読む

方略を意識付けさせたり、振り返らせたりして長編小説を読む力を養っていく。

小説を読む、しかも中長編のようなある程度の長さのある小説を読むためには、さまざまな方略

を活用することが必要となる。細部の読み取りから作品全体の理解へとつなげていくこと、情景描

写などの様々なイメージを重ね合わせること、小説の構成と展開（ストーリー・プロット）を捉え

ながら読むこと、登場人物の性格や関係を押さえること、対比や類比などのつながりを意識しなが

ら読むこと、作品で描かれている出来事と自分の体験を重ね合わせながら読むこと、伏線や暗示な

どの表現の工夫を捉えながら作品全体を理解することなど。教科書教材の、数ページのごく短い小

説の読解では、これらはさほど意識する必要は無いが、ある程度の長さのある作品を読み込む際に

は、読む方略を意図的に駆使していくことが必要となる。

この授業では、中長編小説という、中学生にとって負荷の大きい文学作品に向かう際に、読む方

略を意識的に活用して読み進めていくことをねらいとした。生徒にとってできるだけ楽しめる、か

つ読み応えのある作品と出会わせ、読書会をゴールとして読み進めていくなかで、他者の様々な読

みに触れて作品の理解をさらに深め、方略の引き出しを増やしていくことを目指す。

２ 授業の計画

本単元では、課題本の読書会を行う前に、教科書教材を読書会の形式で交流する活動（お試し読

書会）を前段に位置づけた。教科書教材の交流で、読書会のだいたいの流れをつかみ、それを課題

本の読書会の交流に生かせるように配慮した。

以下が読書会の授業計画（表２）である。１〜10は授業時数を示す。【課題本お試し読書期間】

には、毎時間最初の１０分間は課題本を自由に読む時間として設定した。この期間であれば、自分

の好みに合わなかった場合は課題本を変更することができる。

表 2 読書会授業計画

１ 単元の概要と課題本について知る 【課題本お試し読書期間開始】

２ 教科書教材「少年の日の思い出」を読む。

読書会で話したい疑問やテーマを書き出す。

３・４ 教科書教材「少年の日の思い出」ミニ読書会１・２



５・６ 課題本を読む 【課題本の決定】

（1週間） ここで、入試期間のため一週間の自宅学習期間となる。

その間、各自本を読んでおく。

７ 読書会の準備（疑問点・テーマを考える） 【読書会メンバー確定】

８・９ 各グループで読書会を行う

10 読書会の内容をまとめる

３ 課題本の選択とグループ分け

本が好きな生徒も苦手な生徒も、全ての生徒が一冊の本を読み切らないとこの活動は成立しない。

そのため、学校司書と綿密に打ち合わせをして様々な要素を勘案して課題本を決定した。まず低廉

な文庫本であること、作品の難易度、文量、登場人物（主人公が男女偏らないように。なるべく中

学生くらいの同世代で）、ジャンル（リアル系、ファンタジー系、翻訳物）が偏らないことなどが

選択した条件である。（実際には発注する際の書店の在庫状況なども考慮した。）

読書会では、クラス内で同じ本を選んだ人同士でグループを作って読み合う形とした。選んだの

が一人だけだった場合と本が足りなくなった場合を除き、特に人数調整は行わない。その結果、１

グループは2人〜8人とかなりばらつきのあるものとなった。自分が読みたい本を選ぶ生徒、他の生

徒と一緒に読む本を決める生徒など様々であったが、おおむね自分の読む力に応じて本を選んでい

たようである。（本の厚み、内容の難易度など） 表４がその一覧である。

表４ 『課題本』と選んだ生徒数（用意した数）

………………………………… ………………M．エンデ『モモ』 16人（20） D.キイス『アルジャーノンに花束を』 8人（５）

………………………………… ………………………森絵都『カラフル』 16人（10） 梨木香歩『西の魔女が死んだ』 7人（20）

……………… ………………笹生陽子『ぼくらのサイテーの夏』 14人（20） サン＝テグジュペリ『星の王子さま』 7人（10）

…………………………………… ……………………………重松清『エイジ』 13人（15） L．サッカー『穴 HOLES』 6人（５）

……………………………… …………………………湯本香樹実『夏の庭』 10人（20） 佐川光晴『おれのおばさん』 3人（５）

……………………… ………………………………………草野たき『ハッピーノート』 ９人（10） F．カフカ『変身』 2人（10）

……………………………三田誠広『いちご同盟』 8人（15） 計 119人（165）

４ 先行して取り組んだ「お試し読書会」

読書会の交流のイメージを持つために、先行して「少年の日の思い出」でお試し読書会を行った。

まず事前に2時間下読みの時間を設け、そのあと２時間を読書会としてグループで話し合って深めた。

２時間行った読書会の流れは以下の通りである。

・グループ編成は座席の班（6人）で行う。

・作品を読んで、事前に疑問やテーマにしたいことを考えておく。（２時間）

【お試し読書会】

①クラス全体で疑問を出し合い、共有する。

②その中でテーマを一つ決めて話し合う。（15分×２セット）

話し合いでは司会者、記録者、報告者を決めておく。

③最後は、班で話し合った内容を報告。読書会の内容を学級全体で共有した。

読書会は二時間行ったが、生徒の実態を見て次のように話し合いの方向付けを行った。



『少年の日の思い出』二時間の読書会の様子

５ 課題本を読む方略に対する指導

①文学を味わう方法７＋α

続いて生徒は課題本を読み進めていくことになる。この本を読むプロセスの支援として、「文学

を味わう方法７＋α」
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を提示し、常にこの読む方略を意識して取り組ませるようにした。

この7つはエリン・オリバー・キーン（2014）、吉田新一郎（2010）でとりあげられている「優れ

た読み手が使っている方法」を下敷きにし、それと輿水実（1975）の「文学鑑賞スキル」を参考に

して筆者が作成したものである。

生徒に提示した文学を味わう方法は次の通りである。

１ 結びつける

２ イメージする

３ 感情移入する

４ 疑問を持つ

５ 意図を考える

６ 重点をつかむ

７ 世間や人生を思う

「７＋α」としたのは、＋αの８～１０個目の方略は自

分で見つけていくように促すためである。これをカードに

印刷し、しおりにした。生徒はつねにこの方略を意識して

課題本を読み進めていくようにさせた。

②「今日のはまり」を書き留める1枚ポートフォリオ（Ｂ４）

授業期間内で課題本を読むときに意識した読み方、味わい方を「一枚ポートフォリオ」
5
の形で記

述していき、捉えられるようにした。

【1時間目】各班で出たテーマを一覧にして、その中か
ら選択させた。

テーマ例
・客と主人の関係は
・最初の場面はなぜあるの？
・かえるの描写はなぜあるの？

・なんでチョウを集めるのか
・なぜ勝手に家に入った
・自分だったらどうする？（僕・エーミール）

・エーミールはどんな人？
・エーミールについてどう思う？
・なぜエーミールは怒らなかった？
・エーミールとその後どうなった？

・お母さんはどんな気持ちか？
・ヘッセの言いたかったことは？

【2時間目】1時間目の焼き直しにならないように、1
回目よりテーマを広げることができるように観点を
示した。

A 細部を極める
・……と書いてあるのはなぜ？
・どうしてこの場面が？
・なぜここにこの表現が？
・作品のカギとなる言葉は？

B 全体をとらえる
・この作品は何が言いたいんだ？
・この作品の良いところ／ダメなところ
・文学作品としての価値
（こういう人間像を描いている）

C みんなの感想を交流する
・自分が主人公だったら？
・主人公に共感できる？



上段の大きな枠は、小説を読むときにどのよ

うな読み方をしているか、読む方略を授業前と

授業後で記述させた。

下段は毎時間ごとの振り返りを書く枠である。

ここには、本を読んだときにどこに一番没頭し

たかという「今日のはまり」を言葉にするよう

にアドバイスした。「今日のはまり」としたのは、

自分がその作品に深く惹きつけられたのはどこ

か、それはどのようなアプローチ（読みの方略）

によって達成することができたか振り返るため

である。「はまり」の感覚から逆算して、自分の

読み方の傾向を捉えることができるようにした。

※ある生徒の「今日のふりかえり」 線が読む方略に関わる記述である。（『西の魔女が死んだ』）

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目

感情を入れたり深 書いていないことを悟って読 名前や呼び名に気を取られず 「西の魔女が死んだ」母がおばあ おばあちゃんの話を聞いていると、まい

読みできそうなと み進めていくのが難しかっ に、この人はこの人なのでは？ ちゃん家から家に帰ってしまう時 が、「それで、それで？」というのですが、

ころを探しながら、 た。離れているところにこた と考えてみる。なぜこうしたの の寂しさと、自分の時と照らし合 私も思わず心の中で、それで、それで？

気持ちを意識して えがあると、探すのも大変だ か、行ったのか、と。「なぜ」 わせて、寂しさを本と分かち合っ と言ってしまっていました。物語でまい

読んだ。 った。 で考えてみる。 ていた！→入院していた時の。 になった気分でした。（ずっと）

６ 読書会のテーマ設定の支援

①付箋に疑問やテーマを書き出し、学年全体で共有する。

本を読んでいく中で読書会で話し合いたいことを付箋に書き出させた。

同じ本を選んだ全クラスの生徒の付箋をボードに貼りだして参照、共有できるようにした。

※ミヒャエル・エンデ『モモ』を選んだ生徒から出た疑問・テーマ

【灰色の男について】
● 灰色の男たちは人間から時間を全て奪ったらその後どうするつもりだったのか
● なぜ人間が灰色の男たちを発生させているのだろうか
● 灰色の男はいつどこからどのようにして生まれたのか
● なぜ泥棒たちは灰色なのか、灰色の表すものとは
● 灰色の男たちはどのようにして人間の記憶に残らないようにしたのか
● なぜ灰色の男たちには番号がついているのか、名前はないのか
● なぜ灰色の男達に感情を持たせたのか
● 最後の灰色の男はなぜあんなことを呟いたのか

【モモについて】
● モモは結局どこから来たの
● モモという存在自体が何なのか
● モモは何か特別な力を持っているの
● モモは二ノのお店でもう食べたくないと思っていたのに、3回も並び食べ物をたくさん取ったのはなぜか。
● この後モモやモモの仲間たちはどのように成長し、世界はどのような空間になったのか？
● モモがジジと一緒に暮らすのを断ったことについてどう思うか。

【そのほか】
● 何故マイスターホラにはカシオペイアしかいないのかマイスターホラは結局何者なのか
● ジジの心情はどのように変化したのか
● ニコラが土管の方を指さしていたのはなぜ？
● 自分が時間を長いＯＲ短いと感じるのはどんな時か
● この本は何が言いたいのか
● あとがきの旅人とおはなしの関連性について
● なぜ子供達が解決できる結末にしなかったのか
● 章の名前が逆になっているのはなぜ？（例）大きな都会と小さな少女など。



②疑問やテーマのヒントを「置き手紙」の形で示す

「置き手紙」には司書がおすすめ

する話し合いのテーマと、他のクラ

スが取り組んだ読書会の様子が書か

れた手紙が同封されている。この手

紙が各グループのテーブルに置かれ

る。（話し合いの後半に入るまで「置

き手紙」は見てはいけないというの

がルール）

置き手紙を見ることで、読書会の

ヒントとなるように、また他のクラ

スへ手紙を書くことで、自分たちの

話し合いを客観的に振り返ることが

できるようにした。

③ホワイトボードで交流を可視化する

読書会の話し合いでは、まず付箋に書き出した疑問点につい

て交流するところからスタートした。話し合いの内容はホワイ

トボードを使って整理し、会話が空回りしないようにさせた。

７ 読書会の事後指導

読書会を終えた後は、学校司書がブックカフェの課

題本につなげて、次におすすめする本を紹介した。

また、読書会で自分が選んだ本のオビを制作したり、

話し合われた内容をレポートとしてまとめた。

オビは図書室内に展示した。

Ⅳ 授業の考察
考察１ 生徒がどのような読む方略を意識したか（「文学を味わう方法７＋α」の分析）

読む方略の指導へのアプローチとして、「文学を味わう方法７＋α」を提示した。一連の取り組

みが終了したあとで、この7つ以外に「＋α」としてどのような方略を活用したか、自由記述で書か

せた。生徒は次のような方略を指摘した。下表は、類似した内容ごとにまとめて集計したものであ

る。同様の内容で方略を記述した人数を集計し、上位１０位までを下記に示す。

生徒が「文学を味わう方法７＋α」として書き足したもの（数字は記述した生徒数）

予想する 24 分からない言葉、気になる言葉に着目する 11

登場人物の関係／性格を理解する 20 伏線を考える 7

読み返す 19 変化に着目する 6

題名から考える 18 自分の考えを持って読む 6

視点を変えて読む 14 他の人と共有する 5

学校司書が書いた手紙

生徒が作成したオビ

他のグループが書いた手紙

付箋に書かれたテーマとホワイトボード

-
-

. a

×.



「予想する」「登場人物について確認しながら読む」「読み返す」「題名から考える」などは多く

の生徒が指摘をした方略である。「登場人物の関係や性格を理解する」という方略は、普段の教科

書教材の短編小説でも必ず行っているものであり、目新しさはさほど感じない。一方、「予想する」

「読み返す」などは中長編小説ではとくに必要な方略であり、多くの生徒にとって強く印象づけら

れたものであったことが推察される。とくに、長中編小説を読むことを苦手としている生徒にとっ

て、このような方略を積極的に示すすることで、理解を支援することができたと考えられる。

考察２ 読書会の交流はどのようになされたか

①作品によって読書会の交流はまったく異なっていた。

全般的な印象として、好きな本を選んだ人同士でグループを作って話し合いをしたので、普段の

学習班での交流以上に打ち解けた雰囲気で、活発に話し合うことができていた。

読書会の交流は、「作品から浮かんできた疑問を学年で集約」→「その中からテーマを決めて話

し合う」という流れだったため、一つの大きなテーマについてそれぞれの思いを語り合うと言うよ

りは、浮かんできた疑問点をしらみつぶしに検討してくような話し合いになったという印象がある。

読書会を行ってみてあらためて感じたのは、取り上げる作品によって話し合いの方向性が大きく

異なるということである。ファンタジー系（＝非現実的な話）の話は、設定などの細かい疑問につ

いて検討しあう話し合いが行われていた。（※事例『モモ』読書会参照）、日常生活に近い内容のリ

アル系の小説は、登場人物の行動の是非などについて友達の噂話をしているような感覚で楽しく話

し合いを進めていた。（※事例『エイジ』読書会参照）

このように、作品によって交流する内容は大きく異なっていた。下表に、取り上げた作品ごとに

特徴が見られた話し合いの傾向を整理する。

作品による読書会の交流の違い

【A ファンタジー系】 【B ファンタジーとリアルの中間】 【C リアル系】
「……は何？」などの、不思議な設定 A と B の両方の要素が入り交じる。登 「なぜ……は……したか」などの、登

や登場人物、出来事への疑問をめぐっ 場人物の行動の是非とともに、構成、 場人物の行動の是非が話題の中心とな
て話し合いが行われた。ファンタジー 設定の妙も語られる。 った。

によって描かれる寓意にも関心が深ま 『エイジ』『いちご同盟』『西の魔女が死ん

っていった． 『カラフル』『穴 HOLES』 だ』『ハッピーノート』『夏の庭』『ぼくらのサイ

『モモ』『星の王子さま』『変身』 『アルジャーノンに花束を』 テーの夏』『おれのおばさん』

ここで考えたいのは、今回の授業で行ったような様々な本を取り上げる読書会の持ち方である。

例えば「友情」とか「成長」などの共通テーマを決めて話し合うという方法が考えられる。

この場合のメリットは、与えられたテーマによって読書会の話し合いの方向性が決まるので、細

かい疑問にこだわらずに主題について交流が深められるという点が考えられる。

一方、デメリットとして、「友情」のようなテーマが上から与えられると、そのような視点でし

か読まなくなってしまうという点が考えられる。読書会が、作品の魅力を自分たちで発見していく

という趣旨であれば、あらかじめテーマを与えるのではなく、学習者が自らテーマに迫っていくよ

うな読み方が理想なのかもしれない。教師としてどの程度このテーマに介入すべきなのか迷いを感

じたところである。

②交流によって様々な読みの方略が活用されていた

続いて具体的な交流の中身について検討していきたい。読書会で交わされた発話を微細に見てい

くと、生徒の解釈にさまざまな読みの方略が活用されていることがわかる。ここでは、『エイジ』『モ

モ』の読書会の発話プロトコルから、読みの方略に関わる部分を取り上げる。



読書会の交流から見られる読みの方略例

【音を感じる】 【色からイメージを発展させる】【自分の経験と結びつける】
情 84H「あのさ、なんて外に出ないのにこん 155S「黒とか白とか灰色だったらさ、ど 147MK「これなんか、私ここ読んでい
景 な時計集まっているんだろう。」 れが一番想像しやすい？ 色的に。灰色 るときに「世界に一つだけの花」が頭の

85MK「何かめっちゃ音うるさそう。カチカ の男、黒の男、白の男・・・」（事例２『モ 中で流れてきた」（事例１『モモ』）

チ言って」 モ』）

86H「カチカチカチって」（事例１『モモ』）

【登場人物の性格を考える】 【人物の心情を想像する】 【登場人物の役割を考える】
登 ９O「つかちゃんすごい好きだけど、なん 32O「エイジはさ、心の隅っこでたぶん 98K「ただのカメではないじゃん、すく

場 かさ、すごい彼が乱暴なところがあるけ さ、相沢は岡野の事が好きなんだなっ なくとも」

人 ど本当はすごい優しいじゃん、つかちゃ て思ってたんじゃない？ 99W「あっちの世界とこっちの席を結

物 んのさりげない優しさ、普段とはちょっと （事例３『エイジ』） ぶ」

違う、」（事例３『エイジ』） 100K「両方いられる、しかも時間が無く

ても動けるじゃん」（事例２『モモ』）

【予想しながら読む】 【暗示しているものを考える】【作品中の思想について自
展 ５I「私は相沢さんとエイジの展開がすご （「やみにきらめく」という冒頭の詩を） 分の考えを持つ】
開 い気になって、くっつくと私は思っていた 54W「やっぱり時間なのかなと思ったん 212H「いやー、なんか、その考えは違う

・ んだけど、最終的にくっつかなくて、は だけど」（事例２『モモ』 ） と思いますよ、結構私

主 あ？って感じなのと、……」 71K「でもこの話のテーマってさ、ひと 213MK「うーん、成金の発想だよんね」

題 （事例３『エイジ』 ） つにさ時間があるわけじゃん。時間と関 215MK「金が世の中全て田みたいな」

連してるのかな」（同） （事例１『モモ』）

交流によって表現された読みの方略は、他の読者（学習者）に新たな読み方を提供したり、思い

もよらない解釈に出会うことを可能にしている。読書会の交流の価値は、多様な読み手によって、

さまざまな角度からの解釈や、読みの方略と出会うことであるということができるだろう。

③交流で交わされる問いには「浅い問い」、「深い問い」が混在していた

②で見てきたように、学習者たちは、自力で様々な読みの方略を駆使し、探究していることが分

かった。しかし、授業者としてとても気になることがあった。それは交わされる「問い」に作品の

本質、主題に迫らないような「浅い問い」が混在していたということである。「浅い問い」「深い問

い」はどのようなものであるか、下表に整理を試みた。

【浅い問い・深い問い】
浅い問い、テーマ 深い問い、テーマ

はい／いいえで答えられる 多様な要素を含むので、ひと言では言いにくい
すぐに答えが出る 読み込まないと答えられない
事実、記述の確認 事実、記述ではなく読み手の解釈が問われる
作品の主題にはあまり関係が無い 作品の主題に迫っている

問いの例） 問いの例）
「なぜカシオペイヤなんだろう？」 「灰色の男たちが表すものとは何だろう？」

生徒に学習の主導権を渡し、自分たちが取り上げたい話題で、話したいことを話すなかで読みが

深まっていくならば、それが一番理想的な読書会である。しかし、教師による十分な支援がない場

合、さまざまな枝葉末節の疑問に目をくらまされて、短時間で話し合いを深めていくことが難しい

様子が見て取れた。



④「物語の外から」「中から」「上から」の語りが混在していた。

『モモ』のようなファンタジーの作品と『エイジ』のようなリアルな設定の小説では、読書会で

交わされる語りの傾向に大きな違いがあることが分かった。それは「物語の中から語ろうとしてい

るか」「物語の外から語っているか」という違いである。

『エイジ』は中学生にとって身近な設定の小説であるため、その作品世界にすぐに生徒は没入す

ることができた。まるで自分もその中学校で生活し、身近な人物が起こした事件について噂話をし

ているように交流が進められていた。このような場合「物語の中から語る」ことが可能になる。

一方、『モモ』のようなファンタジー作品である場合、生徒にとって身近な世界が描かれている

わけではないので、作品世界に入っていくことはかなり難しいものがある。ファンタジーの世界の

構成や設定に疑問を持ち、些末な疑問に引っかかりを感じてしまうと、物語の世界に一歩も入るこ

とができなくなってしまう。このような場合、物語の世界には入れずに「外から語る」こととなる。

物語を「外から」「中から」「上から」語るときのパターン

外から語る 中から語る 上から語る

対象 設定などの地の文が中心 人物の行動や出来事が中心 作品全体を取り上げる

関心 素朴な疑問を明らかにしたい 行動の動機を知りたい 作品の意図や価値を考えたい

関与 客観的に／分析的に 共感的に／感情移入して 批評的に／鑑賞的に

問いの 「モモって何者？」 「なぜモモはジジの誘いを断っ 「灰色の男たちの存在は何を伝
例 たんだろう？」 えたかったんだろう？」

物語を「外から語る」ことと「中から語る」という表現がやや抽象的なので、たとえを使って説

明する。外国人が日本を初めて訪れたとする。そのとき、外国人の目には、異世界の全てのものが

疑問の対象となる。なぜ箸を使っているのか、なぜ納豆を食べているのか、など。しかし、ある程

度、日本の生活に慣れると、そのような些細な疑問は疑問として感じなくなる。日本の生活、日本

という世界にすっかり馴染んだからだ。この場合、外国人であっても日本の「中からの」視点を獲

得できたと言える。このような「中からの視点」を獲得した上で、さらに両者を相対化する視点を

持つことができれば、「なぜ日本人は、箸を使うようになったのか」というメタな問いについて考

えることができるようになってくる。これが「上から」の目線である。

物語の理解も、異世界を理解し、語るという点では共通するものがあるだろう。「外から」観察

し、物語の世界を理解していく中で、やがてその物語になじみ、物語の中から捉える視点を獲得す

る。そしてさらにはよりメタな視点

でとらえる「上からの語り」ができ

るようになってくる。

一つの作品、一冊の本を捉え、語

る場合は、この三つのアプローチ、

三つの語りがあることが推察され

る。読者である生徒も、作品を外か

ら捉えることが得意な読者と、中か

ら作品の世界を味わおうとする生

徒、メタに捉えることができる生徒

と、その傾向は別れるだろう。

このような、様々な読み手の、さ

まざまな物語の語り方を知ることができるのは、読書会の大きな価値の一つだろう。



これまでみてきたように、読書会では、様々な読みの方略や多様な質の問いが交わされているこ

とが分かった。ここで、まとめとして、読書会として望ましい「考え合う」姿とは何か整理したい。

この読書会で交わされた対話には「浅い／深い問い」をめぐって、「外から／中から／上から語る」

やりとりが混在していた。

読者のアプローチとして、作品を外から客観的、分析的に読むものと、中から共感的に捉えよう

とするものとがある。中から読む場合は、登場人物の言動に対する感想などを述べあう共感的なや

りとりが生まれている。一方、外から読む場合は、作品の設定などに着目して疑問を究明し合う探

究的なやりとりが生まれている。「浅い問い」は一問一答的なやりとりになり、対話を積み重ねて

深まっていくことができなかったが、作品の全体像に関わる「上から」の視点の「深い問い」を契

機として対話が深まっていった。

様々な角度から作品に光を当

てるために、とりあえず読書会

では「外から」「中から」の二つ

の視点で話し始めることがまず

は大切だろう。例えば、時間を

区切って「設定などの素朴な疑

問を話し合ってみよう」（外から

語るアプローチ）、「登場人物の

〇〇になったつもりで話してみ

よう」（中から語るアプローチ）

などと、物語を語る視点をを示

すのも一つの方法である。

そして「外から」「中から」の

交流がある程度煮詰まった段階で「上から」の視点で深めていくことが大切だろう。例えば「作者

になったつもりで、……の表現の意図を話し合ってみよう」「主人公は作品全体でどんな役割を担

っているんだろう」などというメタな問いを投げかけることなどが考えられる。

このように、読書会で交わされる問いや視点は混在しがちなので、ある程度、深められるように

読書会の話題を方向付けることが必要だろう。

考察３ そのほか、課題を感じたこと

①グループ分けの難しさ

多くの種類の本を提示することで、様々な好みに対応できるという良さがある一方、同じ本を選

ぶ人の数が限られたり、偏ったりとグループ編成に難しさを感じた。特に、易しめの本に、読む力

の弱い生徒が固まってしまった場合、そのグループの読書会を自力で進めていくのはかなり難しく

感じられた。

課題本の種類をぐっと少なく提示すれば、一冊の本を選択する生徒は相対的に増えることとなる。

そうなれば、読む力のバランス等を考えて教師がグループを編成することもできるようになる。

生徒の好みに対応することと、本の数を絞り込むこととの兼ね合いが難しい。

②生徒が読みたい本と課題本とのミスマッチ

今回の読書会であらためて感じたのは、普段読書が好きでよく本を読んでいる生徒にとっても、

課題本で取り上げるような作品は普段ほとんど読まれていないという事実である。

事後の感想では多くの生徒が「次は自分の好きな本で読書会をしたい」と述べていた。しかし、



国語の授業として取り組む場合、山田悠介、東野圭吾などのエンタメ、ミステリー小説などを読書

会として課題本に設定するのにはどうしても抵抗がある。「教師が読ませたい本」と「生徒が自分

で選ぶ本」とのミスマッチをどう考えるべきなのか。今回は、あえて生徒が普段手に取らない本も

積極的に取り上げ、読書の幅を広げ、名作を読む醍醐味に出会うことができるように配慮して課題

本を選んだ。それがどの程度生徒の読書生活にインパクトを与えることができたのか、今後の生徒

の読書傾向を注意深く見ていきたい。

Ⅴ 読書会の授業のリ・デザイン
最後に、成果と課題にかえて、本実践の反省をふまえて、読書会の改善プランについて考察する。

Ⅱで取り上げた【本】【参加者（グループ）】【計画】【話題】の四つの視点に沿い、二年生で実践す

る読書会の授業のために、本授業のリ・デザインを行う。

【本】について

○今回の実践
生徒の興味になるべく対応させるために、できるだけたくさん広げ、課題本を13種類用意した。

▲課題
選択する本が多すぎ、グループ編成に難があった。
作品の質によって読書会の方向がかなり変わった。

◎二年次の改善案

13種類から8種類へと減らした。

前回好評だったもの4タイトルを残し、新たに4冊を加えた。

前回から引き続き：『モモ』『西の魔女が死んだ』『エイジ』『穴 HOLES』
新たに追加：ル・グヴィン『影との戦い ゲド戦記（１）』（ファンタジー・翻訳）

伊藤遊『鬼の橋』（歴史ファンタジー・日本）

森絵都『宇宙のみなしご』（リアル系）

瀬尾まいこ『あと少し、もう少し』（リアル系・部活動）

【参加者（グループ）】

○今回の実践

グループ分けに教師が介入せず、好きな本を選んだ生徒でグループを作らせた。

▲課題

２人～8人とメンバーにかなりばらつきがあった。メンバーの読み取る能力に偏りがあって話が深まらなかっ

たり、人数が多いグループは全員が十分に話し合いに参加できなかった。

◎二年次の改善案
事前に第一希望～第三希望まで希望を取り、1グループが３～４名になるように教師が調整した。

読む力、ディスカッション力、人間関係、男女比などを考慮して、各グループのバランスを整え

たグループ編成にした。

【計画】

○今回の実践
読んでいる間の記録（1枚ポートフォリオ）をとった。 読む方略をカードにして示した。
事後の読書活動（オビ作りなど）を取り入れた。

▲課題
選択する本が多すぎ、グループ編成に難があった。
作品の質によって読書会の方向がかなり変わった。



◎二年次の改善案

一年と比べて授業時数が減少する（週３→２時間）

ので、精選して取り組む必要がある。

①1枚ポートフォリオ……読むプロセスを捉えるため

に必要。同様の形で継続させる。

②読む方略……今回の授業で生徒が書き足したものを

反映させ、さらに内容を整理して提示した。（右図。二

つ折り名刺に印刷し、内側に付箋を貼り付けている）

③事後の読書活動……話し合ったことをレポートにし

てまとめる形に一本化した。

【話題】

○今回の実践

生徒から出た疑問点を全て取り上げ、学年で出たものを一覧にして、その中から選んだテーマ、疑問で交流

をしていった。また、「置き手紙」によって交流のヒントを提示した。

▲課題

些細な疑問に引っかかり、前に進めずに話しが深まらないグループもあった

◎二年次の改善案
①内容確認シート……設定などの些細な疑問を解決するためのワークシート。
②「面白く読むワザ」カード……疑問、テーマを考える時間に、その切り口のヒントとする。
③「ブックカフェメニューリスト」……ブックカフェで交流する疑問、テーマを事前に調整する

ために活用した。まず、全２回の交流で「レギュラーメニュー」（全グループ必修のテーマ）を設
定した。「レギュラーメニュー」では、次のように二回分の交流のレベルを分けている。

第１回ブックカフェ 第２回ブックカフェ
印象に残った場面 この作品特徴／面白さは
好きな言葉 この作品の伝えたいことは？
好きな登場人物／気になる人物

また、「レギュラーメニュー」だけでなく、各グループで自由に設定する話題として「スペシャ
ルメニュー」を最大６つ設定できるようにした。

事前に話し合いたいテーマを調整する話し合いを行うことで、どのようなテーマが作品に魅力に
迫れるか、また深まりやすいか、吟味できるようにした。

「文学を味わう方法」しおり

面白く読むワザ ブックカフェメニューリスト



1桑田てるみ（2011）「動向レビュー：学校・学校図書館を取り巻く新しい読書活動－集団的・戦略

的読書の視点から－」「カレントアウェアネス」 No.309
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（新評論）である。

3「ブックカフェ」は、お茶の水女子大学附属中学校司書の奧山文子の発案による読書会の名称であ

る。「カフェ」のようにゆったりとした雰囲気で本について語り合うことを指す。読書会の特定の活

動スタイルを意味するものではない。なお、奧山と渡邉のお茶の水女子大学附属中学校における読

書会の実践については、「ブックカフェ（読書会）をつくる～学校図書館と国語科授業の「二つの読

書会」における挑戦とその課題～」（「平成29年 お茶の水女子大学附属中学校紀要 第46集」）に詳

しい。

4 エリン・オリバー・キーン（2014）『理解するってどういうこと』（新曜社）、吉田新一郎（2010）

『「読む力」はこうしてつける』（新評論）、輿水実（1975）『輿水実独立講座／国語科教育学大系
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54 堀哲夫（2013）『教育評価の本質を問う 一枚ポートフォリオ評価 OPPA』東洋館出版社

リ・デザインした授業は実施済み（２・３年）であるが、まだ分析途中である。今後、２，３年
次の授業で得られたデータを精査して、改善した授業の効果について検証していきたい。
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各グループで考えた、読書会で話したいテーマ
2年蘭組
西の魔女が死んだ ゲド戦記 宇宙のみなしご モモ
〇P182のL９にある「流出」という言葉は……の文
は、なぜあえて物語に入れたのか？

〇まいが夢の中で「西へ」と言ったことは何を表して
いるのか？

〇「ニシノマジョから……」はまいに魂が乗り移った
のか？　だから最後「アイ、ノウ」と言った！？」

〇なぜお母さんは魔女の能力を得ようとしなかった
のか？

〇まいはどんな出来事でショウコと親しくなったの
か？

〇まいとおばあちゃんでつくったジャムの色や味に
よって、作者は何を表現したかったのか？

〇「影」を追う冒険を通して、ゲドはどう変化した
か？

〇「真の名」とは？

〇ゲドはオジオンから何を学んだのか？

〇ヒスイとゲドが互いに敵対的なのはなぜか。

〇ゲドと影の攻防は、ル・アルビで影を呼び出したと
きか、ロークが死霊を呼び出したとき、どっちか？

〇「影」とは何か？

〇P３０の「大人はすぐに理由を聞く」に含まれた思
いは？

〇なぜキオスクは陽子たちと一緒に屋根に上った
のか。

〇どうすれば陽子とリンのような仲の良い兄弟にな
れるのか。

〇なぜ七瀬さんはリンがいないと走らなかったの
か。好きなのか。

〇物語のその後は？（たぬきの温泉にいけるか。親
や学校はどのくらい怒るのか。煮物が続くか炒め物
が続くか。

〇モモは何者か？

〇灰色の男たちはどうやって生まれてきたのか？

〇デモ行進は本当に大人への影響はなかったの
か？

〇マイスター・ホラが老若様々に見えたわけはなに
か？

〇「どこにもない部屋」はそこにあるのになぜそうい
う名前なのか？

〇どうやったらモモの才能を一般人にも得られるの
か？

穴　HOLES 鬼の橋 エイジ あと少し、もう少し
〇所長について

〇なぜミスター・ペンダンスキーはゼロを嫌っていた
のか？

〇不幸ばかりで運が悪いスタンリーは本当に不幸
者なのか？

〇ゼロはあのときにスタンリーに「ぼくが盗んだ」と
いうことを言ったのか？それまでの心情は？

〇スーツケースにあった名前の真相とは？

〇最後にゼロのアタマをなでていた女性は誰？　ま
た、なぜスタンリー家の歌を歌っていたのか？

〇非天丸は人か鬼か

〇自分が小野篁だったら？

〇どうして比右子を母は「鬼」と表現したのか。

〇非天丸が吐く場面のそれぞれの気持ち

〇この物語は何を伝えたいのか

〇自分が非天丸に会ったら信じられるか。

〇”その気”とは何なのか。

〇自分のクラスに犯罪者がいたらどうする？

〇P75、L8．なぜエイジは笑ってしまうのか。

〇ツカちゃんはどんな子？（良い子、悪い子？）

〇クラスのみんなはタカやんが犯したことについて
どう思っているか

〇カッコよすぎてカッコ悪いとはどういうことか。また
なぜか。

〇上原先生はどんな人なのか？

〇もし自分が駅伝を走るメンバーの1人だったら？

〇満田先生が異動していなかったら？

〇上原先生からはみんなのことをどう思っているの
か？

〇誰に一番共感できるか？

〇それぞれの駅伝メンバーに、欠かせない人は？

「置き手紙」に書いてある、教師、司書のおすすめテーマ

西の魔女が死んだ ゲド戦記 宇宙のみなしご モモ
１　おばあちゃんの言葉で、一番印象に残ったり、考
えさせられたものは？

２　ゲンジさんって一体何者なんだろう？

３　まいが、魔女修行から学んだことはどんなこと
だったんだろう？

４　P191「あの約束」とは何だったのか？

５　なぜ「西の魔女が死んだ」という題名にしたんだ
ろう。そこに作者のどんな意図とかメッセージが込
められているんだろう。

１　ゲドの成長についてどう感じたか。何が彼を成長
させたのか。

２　「影との戦い」とは一体何なのか、ゲドはそれに
どうやって立ち向かっていったのか、考えたことを交
流しよう。

３　（映画や他のファンタジーを読んだ人は）それと
「ゲド戦記」を比べて感じた作品の特徴を話してみよ
う。

４　この作品がファンタジーとして良くできているなあ
と感じたところ、ここが物足りないというところを自由
に語り合ってみよう。

５　「あとがき」を読んでさらに考えさせられたこと、
「そうかなあ」と疑問を感じたことを紹介し合おう。

１　なぜ「屋根に登る」という遊びにしたんだろう。
他の遊びではいけなかったのか。

２　それぞれの登場人物の特徴を整理してみよう。
共感できたり、逆に良く分からなかった人物は？

３　中学生のことを良く分かっているなあと思ったと
ころと、そうかなあと思ったところは？

４　この作品での大人の存在についてどう思いまし
たか？　こういう大人は身近にいる？

５　「宇宙のみなしご」という言葉についてどう思った
か。　すみれちゃんの、最後のひと言はあった方が
いいと思うか、無いほうが物語としてはいいと思う
か。

１　「灰色の男」の言葉、P141「人生で大事なことは
一つしかない」のあたりについて、どう思ったか？

２　登場人物の変化で、一番ショッキングだったもの
は？　それはなぜ？

３　モモのキャラクターについてどう思うか。
なぜ、モモのような存在を主人公にしたと思うか？

４　「生きている時間」、「死んでいる時間」など、この
本を読んで、「時間」に対してあなたが考えたことを
話し合ってみよう。

５　『モモ』を現代社会を風刺する作品として読んだ
場合、どのようなメッセージを感じるか？　「時間」以
外にも考えさせられたことはあるかな？

穴　HOLES 鬼の橋 エイジ あと少し、もう少し
１　登場人物を書き出し、過去の出来事と現在とが
どうつながっていたのか、もう一度整理してみよう。

２　なぜゼロは主人公に心を開いたんだろう。ゼロ
はどんな人物なんだろう？

３　この作品の中でどんな伏線があった？　一番や
られた！と思った伏線は？

４　あとがきを読んでどう思ったか

５　この作品は全体としてどんなことを言いたかった
んだろう。何を描いた作品なんだろう。

１　篁と父との関係の変化について気づいた点は？

２　主人公の小野篁は、前半と後半でどのように変
わっただろう。そのきっかけとして大きかったものは
何だろう。

３　篁が結局、比右子と再会できなかったことをどう
思いますか？　会えた方がいいと思いましたか？

４　非天丸がいなかったらこの話はどうなってい
た？　この物語の非天丸の役割は？

５　「橋」や「鬼」というキーワードがどのように使わ
れているか探し、さらにそのキーワードの象徴的な
意味合いについて、考えを述べ合おう。

１　エイジ、ツカちゃん、タモツくんの三人の考えで、
共感できたところと、これは違うと感じたところは？

２　P１５４　中学生にくっつく言葉について、中学生
としてどう感じたか。

３　ギターのプレゼントのエピソードは、この作品中
で何を表しているんだろう。

４ 　身近な人が通り魔だったとして、自分だったらそ
の人が復帰したときにどのように接すると思うか。

5  エイジはこの話の最初と最後でどのように変わっ
たと思うか。その一番大きなきっかけは何だったの
か。

１　駅伝メンバーの中で、誰に一番共感できるか？
それはどんなところか？

２　太田がキレたとき、なぜジローは止められたんだ
ろう。他の人物だったらどうなっていただろう？

３　なぜ桝井は走る順番をこのようにしたんだろう。
他にベストな順番はないかな？

４　上原先生はどんな人か。中学生目線で、上原先
生をどう評価する？

５　この小説では、上原先生の視点を入れなかった
のはなぜだろう？入れたほうがいい？



一目でわかる「ブックカフェ（読書会）」のつくり方 

１ 本を選ぶ ２ 一人で読む ３ 話し合いたいテーマを決める 

４ 「ブックカフェ(読書会）」で語り合う ５ 語り合った成果を発信する 

課題本の中から読みたい本を選びます。希望者が
多い場合は抽選で課題本を決めます。（4人程度） 

「気になる言葉」「疑問に思ったところ」などに付箋を貼っておきます。 
また、読んだ後に「今日のはまり」などを書きとめておきます。 

話し合いたい問いや、みんなに聞いてみたいテーマを考えます。 
テーマは「深くて狭い」「深くて広い」「浅くて広い」ものになるようにします。 

いよいよブックカフェ（読書会）です。ブックカフェでは、「レギュラーメニュー」（全グループが話すテーマ） 
「スペシャルメニュー」（各グループで決めたテーマ）で語り合います。 
読書会後は「置き手紙」を書きます。話し合って深まった内容を、同じ本を読んだ他の生徒のために書いて伝えます。 

読書会で楽しんだ後は、その成果を他の人に発信します。 
・ブックレビュー（書評）やレポートを書く。・本の帯をつくる など。 

テーマ・問いの立て方 

例）な ぜ「モ モ」が

主人公なの？ 

『モモ』 

例）おばあちゃんは

本当に魔女なの

か？ 

『西の魔女が死んだ』 

例）ツカちゃんが

戻ってきたら、自

分ならどうする？ 

『エイジ:』 

例）なぜ「カシオペヤ」
じゃなくて「カシオペイ
ヤ」なのか？ 

『モモ』 

広い 狭い 

深い 

浅い 

「深い問い」は作品全体を読みこんで考

える問い。作品への理解が深まる。 

「広い問い」は読み手に

よって解釈が多様に広

がり、読みを豊かにす

る。誰でも発言しやすい

メリットもある。 

（参考）今回の読書会の課題本 

瀬尾まいこ『あと少し、もう少し』 

森絵都『宇宙のみなしご』 

梨木香歩『西の魔女が死んだ』 

重松清『エイジ』 

伊藤遊『鬼の橋』 

ルイス・サッカー『穴 HOLES』 

ミヒャエル・エンデ『モモ』 

ル・グヴィン『影との戦い ゲド戦記１』

一人読みを助ける「謹製ブックカフェしおり（付箋付き）」 

※付箋はしおりに収納！ 

「レギュラーメニュー」と「置き手紙」 進行を助ける「司会の切り札」  「面白く読むワザ」は発言の参考に 

第一回 君はこの本をどう読んだ？ 

  印象に残った場面 

  気になる言葉 

  好きな登場人物／気になる人物 

第２回 この作品の魅力と
は？ 

  この作品の特徴 

 ／面白さは？ 

  この作品が伝えたい 

  ことは？ 

「狭くて浅い問

い」は限られ

た時間で取り

組む読書会に

は適さない。 

授業で使用した 

「読書記録」「内容確認シート」 

「謹製ブックカフェしおり」 

「司会の切り札」 

「面白く読むワザ」 

「ブックカフェメ
ニュー」 

「置き手紙」の 

データはこちら
へ。 

「お茶の水女子大学附属中学校公開研
究会 国語科分科会補助資料」  

渡辺光輝（watanabe.koki@ocha.ac.jp) 

※個人・授業以外での無断転載禁止 


