
2018上越教育大学　出前講座

2018年７月３１日（火）14:00～15:40 
中魚支部国語サークル研修会　於：十日町小学校 
上越教育大学教職大学院准教授　片桐史裕

群読で文学の世界
をイメージしよう 
～群読でアクティブ・ラーニング～



片桐史裕 
• 1966年新潟市生まれ 
• 1989年新潟大学人文学部国語国文科卒 
• 27年間高校国語教師 
• 六日町→十日町→堀之内→高田商業→新
潟県央工→新潟中央高校 

• ディベート，朝の読書，ＮＩＥ，映画制
作，『学び合い』，群読…… 

• 2016年度～上越教育大学教職大学院准教授

0.自己紹介



本日の内容

1. 言語の働きって何？ 
2. 群読って何？ 
3. 脚本づくり＆練習 
4. 発表



学力の重要な３つの要素
言語活動の意味

1）基礎的・基本的な知識・技能 
2）知識・技能を活用して課題を
解決するために必要な思考力・
判断力・表現力等 
3）主体的に学習に取り組む態度

言語活動の充実に関する指導事例集（文科省）言語活動の充実に関する基本的な考え方

1）基礎的・基本的な知識・技能 
2）知識・技能を活用して課題を
解決するために必要な思考力・
判断力・表現力等 
3）主体的に学習に取り組む態度



学習指導要領の見直しに当たっての検討課題
「国語力」は「すべての教科の
基本」と位置付けられていた。

2005年2月15日の文部科学大臣による中央教育審議会への審議要請

言語活動の意味



これからの時代に求められる国語力について
学校教育においては，国語科はもと
より，各教科その他の教育活動全体
の中で，適切かつ効果的な国語の教
育が行われる必要がある。すなわち，
国語の教育を学校教育の中核に据え
て，全教育課程を編成することが重
要であると考えられる

文化審議会答申（2004年2月）

言語活動の意味



国語科においては
これらの言語の果たす役割を踏まえて，的確に理
解し，論理的に思考し表現する能力，互いの立場
や考えを尊重して伝え合う能力を育成することや
我が国の言語文化に触れて感性や情緒を育むこと
が重要である。そのためには，「話すこと・聞く
こと」や「書くこと」，「読むこと」に関する基
本的な国語の力を定着させたり，言葉の美しさや
リズムを体感させたりするとともに，発達の段階
に応じて，記録，要約，説明，論述といった言語
活動を行う能力を培う必要がある。

これらの言語の果たす役割を踏まえて，的確に理
解し，論理的に思考し表現する能力，互いの立場
や考えを尊重して伝え合う能力を育成することや
我が国の言語文化に触れて感性や情緒を育むこと
が重要である。そのためには，「話すこと・聞く
こと」や「書くこと」，「読むこと」に関する基
本的な国語の力を定着させたり，言葉の美しさや
リズムを体感させたりするとともに，発達の段階
に応じて，記録，要約，説明，論述といった言語
活動を行う能力を培う必要がある。

言語活動の充実に関する指導事例集（文科省）言語活動の充実に関する基本的な考え方（2011年）

言語活動の意味



各教科等においては，
国語科で培った能力を基本に，そ
れぞれの教科等の目標を実現する
手立てとして，知的活動（論理や
思考）やコミュニケーション，感
性・情緒の基盤といった言語の役
割を踏まえて，言語活動を充実さ
せる必要がある。

国語科で培った能力を基本に，そ
れぞれの教科等の目標を実現する
手立てとして，知的活動（論理や
思考）やコミュニケーション，感
性・情緒の基盤といった言語の役
割を踏まえて，言語活動を充実さ
せる必要がある。

つまり，全ての授業
で言語活動を充実さ
せていくということ

言語活動の意味

言語活動の充実に関する指導事例集（文科省）言語活動の充実に関する基本的な考え方（2011年）



言語（ことば）について
言語の働き

• この社会は言語で作られている 
• 学習指導要領で，「言語活動」
の充実が重要視 

• ことばに敏感になることで，身
の回りのことを知り，身の回り
を変えて行くことができる



物事の認識伝達

記録 情緒を作る

言語活動の意味



物事の認識

情緒を作る

語後
語先

語後
語先

言語活動の意味



物事の認識

(c)鬼灯の冷徹　江口夏実　講談社

認知が先にあり，語
が後で，認識した

語後

言語活動の意味



情緒を作る
語後

言語活動の意味
先生，最近なん

だか熱っぽくって，あ
の子のことが頭から離れ
ないで，顔が浮かぶとドキ
ドキしたり，落ち込んだり
するんだ。こんなふうにな
るのは初めてなんだけど，
病気かな？



情緒を作る
語後

言語活動の意味

ふっ・・・ 
それは「　」
ね

恋



情緒を作る物事の認識
「語後」だけでは自分の
経験に語を充てるだけな
ので「認識」や「情緒」
は貧弱なものになる。

語後



情緒を作る物事の認識
語先

瀬を速み岩にせかる
る滝川のわれても末
にあはんとぞ思ふ

言語活動の意味



瀬を速み岩にせかるる滝川のわれても末にあはんとぞ思ふ
言語活動の意味



瀬を速み岩にせかるる滝川のわれても末にあはんとぞ思ふ
言語活動の意味



瀬を速み岩にせかるる滝川のわれても末にあはんとぞ思ふ
言語活動の意味



『史記』項羽と劉邦　「鴻門之会」

情緒を作る物事の認識
語先

頭髪上指， 
目眦尽裂

言語活動の意味



物事の認識

情緒を作る

言語活動の意味

言葉を知り範囲を広げる



上越教育大学

大学院（修士課程） 
教職大学院（専門職学位課程）



上越教育大学

大学院（修士課程） 
教職大学院（専門職学位課程）

2019年度より 
教科教育・学級経営実践コース



上越教育大学教職大学院 
教科教育・学級経営実践コース
大学生と 
学卒院生と 
現職院生が 
協働して 
教育研究をする大学



•教員免許取り増し・種別変
更ができます。 
•大学で教員免許をとらなかっ
た人でも，教職大学院で取
得できます。

いつか，上越教育大学教
職大学院　教科教育・学
級経営実践コースでお待
ちしております。

上越教育大学教職大学院



本日の内容

1. 言語の働きって何？ 
2. 群読って何？ 
3. 脚本づくり＆練習 
4. 発表



群読って何？
群読

• 複数人数で声を合わせて文章を音読
する 

• 音読する上で様々な技法がある 
• 文章内容に合わせてシナリオを作る 
• 音読することにより文章理解が進む 
• 声を合わせることにより，人と人の
距離が縮まり，温かくなる



群読って何？
群読

文章内容理解・ 
人間関係づくりに 
効果がある言語活動



群読って何？

あめ 2016年　一人群読をやってみた（放送部）



群読って何？

コーラスのある群読 
「地引き網」 

演じてみましょう



群読の「言語活動」的要素
認識・理解 表現

感じる 
情緒

作品世界を感じて自分のものとする

音声言語 
文字言語 
身振り表情



群読って何？

理解と表現の融合 
ちはやぶる神代もきか
ず龍田川からくれなゐ
に水くくるとは 
演じてみましょう



群読って何？

超絶技法の群読 
「あめ」



本日の内容

1. 言語の働きって何？ 
2. 群読って何？ 
3. 脚本づくり＆練習 
4. 発表



脚本づくり＆練習

群読脚本を作って 
文学の世界を 

表現してみましょう。



目標 

短歌の世界を表
現する群読を作
り，演じる



群読やってみましょう
シナリオ作りのルール
本文改編，付け加え，
削除はＮＧ 
くり返しＯＫ



群読やってみましょう
シナリオと雰囲気
大勢で読む→強い・にぎやか・大きい…… 
乱れて読む→多い・乱れ・何重…… 
一人で読む→寂しい・はっきり・際立つ…… 
だんだん大きく→だんだん盛り上がる・だん
だん強く…… 
だんだん小さく→だんだん少なく・だんだん
寂しく…… 
追いかけ→次から次へと重なる・エコー……



シナリオ作り＆練習を
してください。発表は 

１５：２０～



本日の内容

1. 言語の働きって何？ 
2. 群読って何？ 
3. 脚本づくり＆練習 
4. 発表



ぐんどく自慢
十日町大会



以上で終わりです。 
参加いただきありが
とうございました。 

アンケートにも御協
力ください。


