
領域の分類 教材の分類  氏名 タイトル 内容 発行年月日 収録冊子名 冊子発行者 記事の分類

話すこと

聞くこと

現代文 （公） 栃木 栃木県立宇都宮東高校 桧山普嗣

松本典子

「いいね」をもらおう！ 他者の興味を引くことができるプレゼン能力の育成を目

標とした図書の紹介を行った授業実践。

2020/3/31 国語　第５９号 栃木県高等学校教育

研究会　国語部会

実践報告

話すこと

聞くこと

現代文 （公） 埼玉 県立

越谷西高等学校

関一樹 国語教育担う役割を考える－キャリ

ア教育の視点を国語の授業に生かし

て－

キャリア教育を見据えて「帯単元で学校ＰＲ動画を作成

しよう！」と題し、生徒のコミュニケーション力の効果的

な育成を目指した授業改善の報告。

2019/9/10 月刊国語教育研究No５６

９

日本国語教育学会 実践報告

話すこと

聞くこと

現代文 （公） 東京 都立

国際高等学校

高松美紀 「言語Ａ　日本文学」『日の名残り』 国際バカロレアコースの「翻訳文学」の授業で、ディス

カッションを通してカズオ・イシグロ『日の名残り』の読み

を深めた実践報告。

2019/3/31 研究紀要　第五十七集 東京都高等学校国語

教育研究会

実践報告

話すこと

聞くこと

現代文 （公） 愛媛 愛媛県立

松山北高等学校

山下憲人 『国語教室の基調を形成する「ビブリ

オバトル」の可能性』

現代文領域の教科書を一冊の本ととらえ、掲載作品の

中から、クラス名とに読んでほしい一篇を紹介する取り

組みの報告。

2020/3/10 月間国語教育研究Ｎｏ５７

５

日本国語教育学会 実践報告

話すこと

聞くこと

現代文 （公） 長崎 県立

西陵高等学校

近藤美江子 内山節「結ばれていく時間」他 テーマ性の弱い語りの聞き取りと比較読みを通して、聴

く力を高めた授業の研究協議会の記録。

2019/3/31 国語研究第６４号 長崎県高等学校・特

別支援学校教育研究

会国語部会

研究協議会

話すこと

聞くこと

現代文 （私） 長崎 長崎女子高等学校 柴田鉄也 一分間スピーチに至るまでの試行錯

誤

相手に効果的に伝えるための方法を検証し、生徒の反

応によって段階を踏んでスピーチに取り組ませた授業

実践の報告。

2020/3/31 国語研究第６４号 長崎県高等学校・特

別支援学校教育研究

会国語部会

研究協議会

話すこと

聞くこと

現代文 （公） 熊本 県立

球磨工業高等学校

中嶋勇太 ルーブリックによる評価を用いた「話

すこと・聞くこと」の授業実践

「話すこと・聞くこと」の領域において、発表についての

ルーブリックの作成と評価を教室全体で行うことで、「伝

える力」を向上させた実践報告。

2019/10/11 くまもと国語研究紀要第５

３号

熊本県高等学校教育

研究会国語部会

実践報告

話すこと

聞くこと

古文 （公） 宮城 田尻さくら高校 谷島しのぶ 田尻さくら的『主体的・対話的で深い

学び』ー交流を通して、自分の考えを

深める

話し合いやペアワーク、合評を通して、相手との共通部

分や違いを踏まえて相手の意見を聞き、自分の意見を

育む授業実践。

2019/3/31 研究集録第６０号 宮城県高等学校国語

教育研究会

実践報告

話すこと

聞くこと

国語表現 （公） 福島 福島県立ふたば未来学

園高校

佐々木一天 分かりやすく伝えるには 国語総合で近隣の小学生に自分たちの活動をわかりや

すく発表するという授業の実践報告。

2020/6/10 月間国語教育研究

No.566

日本国語教育学会 実践報告

話すこと

聞くこと

国語表現 （私） 福岡 福岡講倫館高等学校 蒔田智恵 意見を伝え合うことのできる生徒を育

てる国語科学習指導－「話すこと」

「聞くこと」の領域における班活動を

通して－

プロジェクターやまなボード、相互評価を活用しながら、

論理的思考や相手の話をしっかりと聞く態度の育成を目

指した「国語総合」の授業実践。

2019/6/28 国語研究つくし野 福岡県高等学校国語

部会福岡地区

実践報告

話すこと

聞くこと

国語表現 （公） 熊本 熊本県立

芦北高等学校

樋渡千沙 『「聞く」技術を身に付けるための「話

すこと」・「聞くこと」の指導』

ニュースの聞き取りや電話対応練習を通して、リスニン

グ評価に取り組み、相手の話を聞く意識を身に付けさせ

る授業の研究発表。

2017/10/13 くまもと国語研究紀要第５

１号

熊本県高等学校教育

研究会国語部会

発表

話すこと

聞くこと

国語表現

現代文

（公） 大分 県立

大分商業高等学校

首藤亜希子 「国語表現」及び「現代文Ｂ」の授業

における「話すこと」と「話し方」の指

導実践と今後の課題

面接指導における「声や話し方」に重点をおいた授業の

実践報告。ペアで行う２分間スピーチや「学校名と名前」

の話し方についての指導法が紹介される。

2018/5/17 国語大分第６２号 大分県高等学校教育

研究会国語部会

実践報告

高等学校国語教育研究発表・研究一覧
［令和２（2020）年度］

【話すこと・聞くこと】

執筆者の所属



書くこと 現代文 （公） 宮城 宮城県立古川高校 舘内浩二 公開授業　学習指導案「現代文」 「論理的文章作成めに」という単元名で、グループでの

比較・検討、評価を経た発表を取り入れた公開授業の

実践報告。

2019/3/31 研究集録第６０号 宮城県高等学校国語

教育研究会

実践報告

書くこと 現代文 （公） 宮城 宮城県

宮城野高等学校

郷右近貴之 『生徒自身の言葉を引き出す現代文

授業の取り組み　ノート作成指導を

中心に』

ノート作成指導を通して、生徒に自分の言葉で主体的に

表現する力を身に付けさせる授業の実践報告。

2020/3/31 研究収録第６１号 宮城県高等学校国語

教育研究会

実践報告

書くこと 現代文 （公） 群馬 県立

高崎高等学校

藤生揚亮 広告文の制作・発表による主体的・

創造的な読みの習得－「こころ」のＣ

Ｍをつくろう－

「広告制作」による主体的・創造的な読みを通じて読書

活動を広げようとした試み。グループで本文中の５単語

を核にした寸劇・ＰＲ文・ポスター等で紹介させる。

2019/9/10 月刊国語教育研究No５６

９

日本国語教育学会

書くこと 現代文 （公） 千葉 県立

実籾高等学校

木原拓洋 物語の寓意を考えよう－井伏鱒二

「山椒魚」を用いて交流し、寓意を書

き、書き換える－

『山椒魚』から「岩屋」「植物」「蛙」等５点を話題として寓

意を書かせ、比喩の捉え方、解釈、実生活や実社会と

結び付けて考えさせようとした授業の実践報告。

2019/8/10 月刊国語教育研究No５６

８

日本国語教育学会 実践報告

書くこと 現代文 （私） 富山 富山第一高等学校 金野和典 「形短文づくり」、「現代文リスニング」

の実践―自己の可能性を広げる二

つの実践―

形にこだわる短文を作り、評価し合う活動の実践と、音

声表現を、文の係り受けや語句などに注意しながら聴

き、そこから様々な活動を行うという取組の実践報告。

2019/11/10 月刊国語教育研究No５７

１

日本国語教育学会 実践報告

書くこと 現代文 （私） 岡山 岡山理科大学付属高等

学校

札埜和男 判決文の授業―実用的な文章の実

践例

裁判員裁判の判決文という実用的文章を教材とした市

民性を養う教科横断的単元学習の実践報告。

2019/11/10 月刊国語教育研究No５７

１

日本国語教育学会 実践報告

書くこと 現代文 （公） 福岡 前 県立

東筑高等学校

井上孝志 論理的な言語生活者をつくりあげる

ための試み―「論理コミュニケーショ

ン」の実践に基づいて―

「論述力」育成ツールである「論理コミュニケーション」

（慶應大学ＳＦＣ開発）を導入し、総合的な学習の時間か

ら現代文の授業へ繋げた実践の報告。

2019/10/10 月刊国語教育研究No５７

０

日本国語教育学会 実践報告

書くこと 古文 （公） 東京 都立

南多摩中等教育学校

丹藤夢子 パフォーマンス評価のルーブリック

の作成

生徒に書かせた随筆を評価（パフォーマンス評価）する

手立てとしてルーブリックを作成、活用した実践報告。

2020/3/31 研究紀要　第五十八集 東京都高等学校国語

教育研究会

実践報告

書くこと 古文 （公） 長崎 県立

大村高等学校

福嶋昭典 「この話がおもしろい」～作品の魅力

紹介と読みへの誘いの試み～

「兵立ちけるもの」『今昔物語集』を教材に、各自が独力

で読解し、読み取ったものを紹介文にするという「書く能

力」の育成を主眼とした授業実践。

2020/3/31 国語研究第６４号 長崎県高等学校・特

別支援学校教育研究

会国語部会

研究協議会

書くこと 古文 （公） 大分 熊本県立

天草高等学校

竹嶋麻衣 作者に共感しながら文章書くことで、

読みを深める古文指導の実践

『枕草子』『蜻蛉日記』をそれぞれ深く読解し、生徒に共

感する体験をさせた上で、作者になりきって手紙を書か

せた授業の実践報告。

2019/5/15 国語大分第６３号 大分県高等学校教育

研究会国語部会

実践報告

書くこと 漢文 （公） 大分 県立

大分雄城台高等学校

佐藤隆司 第６１回九州地区高等学校国語教育

研究大会福岡大会での発表を通して

国語教育研究大会（平成２９年５月開催）での発表を報

告する。知識構造型ジグソー法や創作活動を取り入れ

ながら、「塞翁馬」の意味を理解させる。

2018/5/17 国語大分第６２号 大分県高等学校教育

研究会国語部会

発表

書くこと 古典 （公） 熊本 県立

第二高等学校

緒方宏章 『枕草子』「木の花は」、『説苑』「不顧

後患」他

古典の授業を通して、生徒が自ら考えることで、教材に

関心を持ち、深く学べるようになることを目指した「書くこ

と」の授業実践。

2019/10/11 くまもと国語研究紀要第５

３号

熊本県高等学校教育

研究会国語部会

実践報告

書くこと 国語表現 （公） 宮城 宮城県立本吉高校 石田愛 国語表現における書くことの指導 履歴書の指導理由を計画的に指導した授業実践。 2019/3/31 研究集録第６０号 宮城県高等学校国語

教育研究会

実践報告

書くこと 国語表現 （公） 宮城 宮城県立気仙沼向陽高

校

畠山さおり 書き慣れるために ①レシピを書く②指示された手の形を作る過程を描写す

る　③各人に割り当てられた物体をクイズ形式で説明す

る　授業実践。

2019/3/31 研究集録第６０号 宮城県高等学校国語

教育研究会

実践報告

書くこと 国語表現 （公） 群馬 県立

太田女子高等学校

野村耕一郎 教材開発的アプローチによる教材研

究－「書くこと」の教材研究を中心に

－

「書くこと」の指導における、常に教材を〈開発〉し題材を

〈更新〉していくという教材開発的、題材更新的アプロー

チの必要性を考察。

2019/5/10 月間国語教育研究No５６

５

日本国語教育学会 実践報告

【書くこと】



書くこと 国語表現 （公） 埼玉 埼玉県立秩父高校 茂手木未来 「国語表現」における小論文指導 グループワークを用いた相互評価を軸にした小論文の

授業実践。

2020/3/31 研究集録第６０号 埼玉県高等学校国語

教育教育研究会

実践報告

書くこと 国語表現 （公） 香川 県立

高松商業高等学校

松田依子 マコト君が行く！ 「就職支援ワークシート」を作成し、仕事や私生活におけ

る実践的な「言葉遣い」「礼儀」「マナー」等を、効果的に

身に付けさせようとした試み。

2020/3/16 国語７２ 香川県高等学校教育

研究会国語部会

実践報告

書くこと 国語表現 （公） 熊本 熊本県立

天草工業高等学校

原岡咲恵 『生徒の各力の向上を目指して』 ひとつのテーマに対して異なった２つの視点に立って考

え、意見文を書く練習をする授業の研究発表。

2017/10/13 くまもと国語研究紀要第５

１号

熊本県高等学校教育

研究会国語部会

発表

書くこと その他 （公） 大分 県立

日田高等学校

成松章子

染矢彰子

「論理コミュニケーション力」育成の

実践報告と今後の展望～学校設定

科目「ＳＳ　Ｌｏｇｉｃ」の取り組みから～

ＳＳクラスにおける授業や取組を、文系の生徒の論理的

思考や科学に対する興味・関心の育成を目指して行っ

た実践報告。

2018/5/17 国語大分第６２号 大分県高等学校教育

研究会国語部会

実践報告

読むこと 現代文 （公） 宮城 宮城県立白石高校 豊島さと子 「アクティブ・ラーニング型授業への

取組」

生徒の主体的・対話的で深い学びを目指した夏目漱石

「夢十夜」の授業実践。

2019/3/31 研究集録第６０号 宮城県高等学校国語

教育研究会

実践報告

読むこと 現代文 （公） 宮城 宮城県

宮城第一高等学校

都築みと 『「小説」－そのあとに』 国語総合の小説の学習において、根拠に基づいた読

解、映画化のチラシ作り、新聞記事化といった一年間の

取り組みの報告。

2020/3/31 研究収録第６１号 宮城県高等学校国語

教育研究会

実践報告

読むこと 現代文 （公） 福島 県立

安積黎明高等学校

武藤文恵 複数のテキストから情報を取り出し

て活用する力を育む評論の授業の

工夫

複数テキストの関連付けに必要な視点を明示し、個―

協働―個で課題を解決する学習活動を設定すること

で、情報を活用する力を育む授業の実践発表。

記載なし 第66回福島県高等学校国

語教育研究会研究紀要

平成29年度福島県高

等学校国語教育研究

会

発表

読むこと 現代文 （公） 栃木 栃木県立今市特別支援

学校

津久井秀一 村上春樹に関する覚え書き 村上春樹「貧乏な叔母さん」における少年少女たちと語

り手「僕」の関わりに着目して、村上作品を読み解いた

論文。

2020/3/31 国語　第５９号 栃木県高等学校教育

研究会　国語部会

論文

読むこと 現代文 （公） 埼玉 埼玉県立蕨高校 藤井嘉子 「主体的・対話的で深い学び」の視点

による授業改善

知的構成型ジグソー法を用いて小説と評論文とを関係

づけて読む授業の実践報告。

2020/3/31 研究集録第６０号 埼玉県高等学校国語

教育教育研究会

実践報告

読むこと 現代文 （公） 埼玉 埼玉県立久喜高校 長村桂子 『杜子春伝』と『杜子春』の読み比べ 芥川による改変に着目して『杜子春伝』と『杜子春』の読

み比べる授業の実践。

2020/3/31 研究集録第６０号 埼玉県高等学校国語

教育教育研究会

実践報告

読むこと 現代文 （公） 埼玉 埼玉県立所沢高校 佐藤功 梶井基次郎『檸檬』の授業 授業中の発問を含めた『檸檬』の生と死に着目した論

文。

2020/3/31 研究集録第６０号 埼玉県高等学校国語

教育教育研究会

論文

読むこと 現代文 （私） 東京 早稲田中学校・高等学

校

中田精 『「城崎にて」について、フィジカルシ

アターで明らかになったこと』

フィジカルシアター（演劇的手法）によって、小説の理解

を深める取り組みの成果と課題についての報告。

2017/11/10 月刊国語教育研究No５４

７

日本国語教育学会 実践報告

読むこと 現代文 （公） 東京 都立

国際高等学校

高松美紀 ディプロマ・プログラム「言語A：文

学」の特徴と国語教育への示唆－翻

訳作品を例として－

DP文学に必須である翻訳作品を取り上げ、対話による

読みの構築、関係性や概念の認識、スキルと評価の一

貫性などの視点からDPの特徴を検討した実践報告。

2019/5/10 月間国語教育研究No５６

５

日本国語教育学会 実践報告

読むこと 現代文 （公） 東京 都立

八王子東高等学校

鈴木良幸 討論で授業を組織する－学校設定

科目「国語探究」の一年間の成果－

室生犀星「小景異情」を教材に、「話者」という文芸批評

用語を駆使しながら、言葉を根拠に自分の解釈を論理

的に分析することをねらいとした授業実践。

2020/3/31 研究紀要　第五十八集 東京都高等学校国語

教育研究会

実践報告

読むこと 現代文 （私） 東京 早稲田中学校・高等学

校

中田精 事後的認識から読み取る「城の崎に

て」―生徒の感想の矛盾点を解決す

る視座―

本文冒頭の「静けさ」という認識について、「三週間ゐ

て、自分は此処を去った。」という事後的認識から読み

取る必要を指摘した授業実践の報告。

2019/11/10 月刊国語教育研究No５７

１

日本国語教育学会 実践報告

【読むこと】

【書くこと】



読むこと 現代文 （公） 東京 都立

上野高等学校

上村文人 互いの読みを質問によって深める授

業の試み～太宰治「富岳百景」をテ

キストにして～

互いに質問をしながら課題についての話し合いをさせる

という、質問することに焦点を置いたグループでの文学

教材読解の授業実践の報告。

2019/11/10 月刊国語教育研究No５７

１

日本国語教育学会 実践報告

読むこと 現代文 （私） 石川 北陸学院高等学校 遠藤良幸 電子黒板を用いた現代文(評論)の授

業展開について

デジタル黒板やデジタル教科書などのICT機器を用いて

効率的に授業を展開したり、教科横断的な学習を行った

りした実践の発表。

2018/3/ 国語研究第５５号 石川県高等学校教育

研究会国語部会

発表

読むこと 現代文 （公） 福井 県立

大野高等学校

佐藤拓也 高次読解力を育むカリキュラムデザ

インに係わる単元の構築

研究史や成果をおさえてその流れを掴み、現在求めら

れている高次読解力の育成に寄与するカリキュラムの

型を単元学習に求め、その単元と実践をまとめたもの。

2018/3/31 国文学第５４号 福井県高等学校教育

研究会国語部会　福

井県高等学校国語教

育研究会

実践報告

読むこと 現代文 （私） 岐阜 多治見西高等学校 田山地範幸 「どうしようもなく、しかたがなく」の気

持ちの追究～いかに当事者意識を

持つか・「羅生門」の実践より～

現代文「羅生門」と古典「羅城門」を扱い、新教科「言語

文化」を切り開くと同時に、模擬裁判で心理変化を感じる

授業の実践報告。

2019/11/10 月刊国語教育研究No５７

１

日本国語教育学会 実践報告

読むこと 現代文 （私） 兵庫 白陵高等学校 辻正憲 時空を無にする美―原田マハ『無用

の人』

『無用の人』には「父娘の交歓」が描かれる。それを可能

にした美に備わった力について考察することを目的とし

た論文。

2019/3/31 兵庫國漢　第６５号 兵庫県高等学校教育

研究会国語部会

論文

読むこと 現代文 （公） 兵庫 県立

八鹿高等学校

齋賀万智 詠み比べを通して、多角的な視点を

身につけよう―清岡卓行「ミロの

ヴィーナス」を使用して

「ミロのヴィーナス」と出典を同じくする「勝利の羞恥と儚

さ」を読み比べ、「手の象徴」について考えさせる。多角

的な視点を身に付けさせる授業の実践報告。

2019/3/31 兵庫國漢　第６５号 兵庫県高等学校教育

研究会国語部会

実践報告

読むこと 現代文 （公） 奈良 奈良県立五條高校 左川正太郎 中原中也・詩「骨」について 中原中也「骨」の解釈。第一連から第五連まで、各連ご

とに解釈し、この詩の延長線上に「一つのメルヘン」があ

ると位置づける。

2020/3/31 まほろば６３号 奈良県高等学校国語

文化会

論文

読むこと 現代文 （公） 奈良 奈良県立五條高校 左川正太郎 高村光太郎・詩「寂寥」について 明治末期の文学史、先行論考の整理を中心とし、高村

光太郎の詩の背後にあるものに関する考察。

2020/3/31 まほろば６３号 奈良県高等学校国語

文化会

論文

読むこと 現代文 （公） 奈良 奈良県立五條高校 左川正太郎 『舞姫』とその周辺の問題について～

「舞姫論争」を中心に～

舞姫論争を行った石橋忍月の実践や巌本善治の舞姫

批評、明治２０年代の小説における「媚態」についての論

文。

2020/3/31 まほろば６３号 奈良県高等学校国語

文化会

論文

読むこと 現代文 （公） 奈良 奈良県立畝傍高校 浦井康 鴎外の舞姫便り〈中〉 まほろば第６２号掲載「鴎外の奈良便り〈上〉」の続編。

大正時代の鴎外の様子を整理、考察。

2020/3/31 まほろば６３号 奈良県高等学校国語

文化会

論文

読むこと 現代文 （公） 奈良 奈良県立生駒高校 井本早香 小説「鏡」 国語総合（現代文）村上春樹「鏡」授業指導案。グルー

プワークを取り入れ、主題を読み解く授業。

2020/3/31 まほろば６３号 奈良県高等学校国語

文化会

実践報告

読むこと 現代文 （公） 奈良 奈良県立生駒高校 髙橋康子 「おじさんのランプ」「書物の時代」 現代文B宇野常寛「おじいさんのランプ」紅野謙介「書物

の時代」齋藤孝「読書する人だけがたどりつける場所」を

読み比べを行う授業の指導案。

2020/3/31 まほろば６３号 奈良県高等学校国語

文化会

実践報告

読むこと 現代文 （公） 岡山 県立

津山東高等学校

難波健悟 具体例を読む－科学論の読み比べ

を通じた対話的読みの授業－

科学論を題材に、生徒を批評者の立場に立たせ、筆者

の具体例の用い方を評価させることで理解を深めた実

践報告。

2019/5/10 月間国語教育研究No５６

５

日本国語教育学会 実践報告

読むこと 現代文 （公） 広島 広島県立

加茂高等学校

玉木雅己 「生徒の主体性を育てる授業づくりの

ための基礎的研究～日々の授業実

践を通して～』

生徒が主体的に一人残らず学びつづける授業を目指

し、「教材研究の深化」や「学習課題・発問の創意工夫」

を検討した実践報告。

2019年度 研究紀要第６１号 広島県高等学校教育

研究大会国語部会

実践報告

読むこと 現代文 （公） 香川 県立

高松東高等学校

三野健太郎 学習指導案 『舞姫』を教材として、生徒が自ら課題を考え、自分たち

の力で解決に到達することを目標とした試み。

2020/3/16 国語７２ 香川県高等学校教育

研究会国語部会

実践報告

読むこと 現代文 （公） 長崎 県立

佐世保工業高等学校

渡辺佳奈

福田千音子

「主体的で深い読み」を導くための言

語活動とは

知識構成型ジグソー法を通して、主体的に詩の読みを

深めた授業実践。

2020/3/31 国語研究第６４号 長崎県高等学校・特

別支援学校教育研究

会国語部会

研究協議会



読むこと 現代文 （公） 熊本 県立

八代高等学校

渡邉久美子 読みの交流を生かした小説の授業

～「山月記」の授業での試み～

物語の構造と表現を根拠にして登場人物の変化を捉

え、その読みを交流させて生徒自身が読みの変容を意

識することによって、「山月記」の読みを深めた実践報

告。

2019/10/11 くまもと国語研究紀要第５

３号

熊本県高等学校教育

研究会国語部会

実践報告

読むこと 現代文 （公） 大分 県立

佐伯鶴城高等学校

川津崇志 学習指導案 内山節「自然と人間の関係をとおして考える」を扱った第

２次（３時間扱い）の指導案。協働的な学習形態を取り

入れながら、論の展開や主張を理解させる。

2018/5/17 国語大分第６２号 大分県高等学校教育

研究会国語部会

その他

読むこと 現代文 （公） 大分 県立

三重総合高等学校

相良和貴 様々に求められる国語の力 新採用の体験記及び学習指導案の寄稿。指導案は「清

兵衛と瓢箪」を扱った第６次（６時間扱い）。グループ

ワークを通して、表現の特色とその効果を理解させる。

2018/5/17 国語大分第６２号 大分県高等学校教育

研究会国語部会

その他

読むこと 古文 （公） 宮城 宮城県立古川高校 武田和恵 公開授業　学習指導案「古典B」 『平家物語』「能登殿の最期を読み取り、その作品世界

を踏まえて、現代語のセリフで表現する授業実践。

2019/3/31 研究集録第６０号 宮城県高等学校国語

教育研究会

実践報告

読むこと 古文 （公） 福島 県立

猪苗代高等学校

阿部大地 興味、関心を引き出す古文の授業に

ついて

進路多様校において、生徒の興味関心を引き出すため

に実践した比べ読みを中心とする様々な授業の紹介と

生徒のアンケート結果を受けての研究報告。

記載なし 第66回福島県高等学校国

語教育研究会研究紀要

平成29年度福島県高

等学校国語教育研究

会

発表

読むこと 古文 （公） 東京 都立

八王子東高等学校

手塚比目古 「国語総合」『伊勢物語　東下り』 「伊勢物語　東下り」を題材に、作者の意図や作品の価

値について自分の考えを論理的に組み立てる授業を

行った研究授業の報告。

2020/3/31 研究紀要　第五十八集 東京都高等学校国語

教育研究会

実践報告

読むこと 古文 （公） 富山 県立

雄山高等学校

堀匡毅 私の雄山高校におけるアクティブ・

ラーニングの取り組み―古典におけ

る主体的な学びを促し、協働して学

習を深めるために―

生徒の受動的な取組を改善させるために取り入れた協

働的な学習の実践報告。

2018/3/31 研究紀要　第五十六号 富山県高等学校教育

研究会

発表

読むこと 古文 （公） 兵庫 県立

須磨東高等学校

小池康明 須磨の巻の地理的表現について 地理的に須磨の地がどのように表現されていたのか、ま

た記述の内容から作品世界の中でどのような地理的な

情報を読み取れるかを確認する研究論文。

2019/3/31 兵庫國漢　第６５号 兵庫県高等学校教育

研究会国語部会

論文

読むこと 古文 （公） 奈良 奈良県立生駒高校 竹原千尋 「伊勢物語」芥川 国語総合（古文）『伊勢物語』芥川授業指導案。グルー

プワークを取り入れ、和歌にあらわれる男の心情を考え

る授業。

2020/3/31 まほろば６３号 奈良県高等学校国語

文化会

実践報告

読むこと 古文 （公） 香川 県立

高松東高等学校

藤目愛美 学習指導案 伊勢物語「初冠」「月やあらぬ」「関守」を教材として、グ

ループで意見を出し合い、主体的に楽しみながら深く

「読む」姿勢を養おうとした試み。

2020/3/16 国語７２ 香川県高等学校教育

研究会国語部会

実践報告

読むこと 古文 （公） 香川 県立

観音寺第一高等学校

國岡卓也 国語（国語総合・古典）授業デザイン

シート

徒然草「ある人、弓射ることを習ふに」を教材として、現

代との共通点を生徒の実体験を通して捉えさせ、筆者

の思いを理解させようとした試み。

2020/3/16 国語７２ 香川県高等学校教育

研究会国語部会

実践報告

読むこと 古文 （公） 熊本 県立

第二高等学校

髙濱俊彦 授業改善の取り組みを少しずつ（二） 生徒が主体的・対話的に学ぶ古文の授業とICEルーブ

リックの活用を目標とした実践の一例。

2019/10/11 くまもと国語研究紀要第５

３号

熊本県高等学校教育

研究会国語部会

実践報告

読むこと 古文 （公） 熊本 熊本県立

宇土高等学校

松岡訓 『古典における知識・技能の習得及

び主体的に読む態度の向上を目標

としたアクティブ・ラーニング型国語

科学習指導』

古典学習において、アクティブラーニングとＩＣＴを活用し

た主体的な読みの授業の研究発表。

2017/10/13 くまもと国語研究紀要第５

１号

熊本県高等学校教育

研究会国語部会

発表

読むこと 古文 （公） 大分 県立

国東高等学校

佐々木崇臣 古文における「読むこと」を深化させ

るための授業実践～知識構成型ジ

グソー法を毎日の授業にどう導入す

るか～

知識構成型ジグソー法を導入することで他者と考えな

がら学ぶ協調学習を行い、「読むこと」の深化を図る主

体的な学習を行おうとした授業実践報告。

2018/5/17 国語大分第６２号 大分県高等学校教育

研究会国語部会

実践報告

読むこと 古文 （公） 大分 県立

佐伯鶴城高等学校

守田芳徳 学習指導案 伊勢物語「あづま下り」を扱った第１次（３時間扱い）の指

導案。協働的な学習形態を取り入れながら、語句や表

現に注意させ、書き手の考えなどを理解させる。

2018/5/17 国語大分第６２号 大分県高等学校教育

研究会国語部会

その他

読むこと 古文 （公） 大分 県立

大分上野丘高等学校

河野未弥 １年を振り返って 新採用の体験記及び学習指導案の寄稿。「兵部卿物

語」（平成１９年センター本試）を用いた指導案。グルー

プワークを導入し、概要や心情等を理解させる。

2018/5/17 国語大分第６２号 大分県高等学校教育

研究会国語部会

その他



読むこと 古文 （公） 大分 県立

大分豊府高等学校

百崎和香 採用１年目をふり返って 新採用の体験記及び学習指導案の寄稿。土佐日記「門

出」「帰京」を扱った第２次（５時間扱い）。生徒が古文で

書いた日記を相互評価させ、理解の深化を図る。

2018/5/17 国語大分第６２号 大分県高等学校教育

研究会国語部会

その他

読むこと 漢文 （公） 宮城 宮城県立古川高校 千葉由紀 公開授業　学習指導案「漢文」 漢詩の逐語訳に自らの解釈を加え、現代語訳を行う授

業実践。

2019/3/31 研究集録第６０号 宮城県高等学校国語

教育研究会

実践報告

読むこと 漢文 （公） 栃木 栃木県立小山西高校 澤村　茂樹 杜甫はどのようにして「家書」を受け

とったのか

「烽火」「家書」等の杜甫の漢詩の解釈及び、当時の郵

便制度についてもまとめた論文。

2020/3/31 国語　第５９号 栃木県高等学校教育

研究会　国語部会

論文

読むこと 漢文 （私） 福岡 福岡女学院 谷口菜々美 授業実践「看図アプロ―チ・読み研

三読法による読解指導」

絵や写真等ビジュアルテキストを読解して、物事の本質

に迫っていく「看図アプローチ」を活用した授業実践。

『史記』の漫画を用いて人物の台詞を想像させる。

2019/6/28 国語研究つくし野 福岡県高等学校国語

部会福岡地区

実践報告

読むこと 漢文 （公） 大分 県立

佐伯鶴城高等学校

河室優子 学習指導案 「中国の詩」を扱った第３次（３時間扱い）の指導案。漢

詩を総合的に調べさせ、プレゼンテーションによる発表

を通して、生徒相互に知識を共有させる。

2018/5/17 国語大分第６２号 大分県高等学校教育

研究会国語部会

その他

読むこと 漢文 （公） 大分 県立

杵築高等学校

藤本かほり タブレット端末を使った授業づくり 新採用の体験記及び学習指導案の寄稿。指導案は史

記「鴻門之会」を扱った第２次（３時間扱い）。電子黒板を

活用しながら、概要や人物の心情等を理解させる。

2018/5/17 国語大分第６２号 大分県高等学校教育

研究会国語部会

その他

読むこと 古典 （公） 埼玉 埼玉県 学校間連携で行う百人一首 百人一首を題材に動画作成の授業を通して、他校の動

画を視聴し、中継授業を行った実践報告。

2020/3/31 研究集録第６０号 埼玉県高等学校国語

教育教育研究会

実践報告

読むこと 古典 （公） 岐阜 岐阜県立

長良高等学校

金子萌 『古典学習における評価読み』 『大鏡』を読み、道長を目立たせる工夫となる表現を見つ

けさせ、分析させる授業の報告。

2020/3/10 月間国語教育研究Ｎｏ５７

５

日本国語教育学会 実践報告

読むこと 古典 （公） 鳥取 県立

鳥取東高等学校

荻原伸 読むことと書くこと。さらに読むことと

書くこと。

「わが身ひとつ」系譜の和歌や「橘」系譜の和歌と『伊勢

物語』第６０段を取り上げて読みつなぐことによって、生

徒による深いアプローチを実現した取組。

2019/9/10 月刊国語教育研究No５６

９

日本国語教育学会 実践報告

読むこと 古典 （公） 広島 広島県立

三原東高等学校

槇峠征二 『生徒の主体性を育む授業の創造～

パフォーマンス課題を通して～』

古典に対して生徒が主体的・能動的に授業に取り組む

ことを目標として、パフォーマンス課題を活用した授業の

成果と課題の報告。

2019年度 研究紀要第６１号 広島県高等学校教育

研究大会国語部会

実践報告

読むこと 漢文

現代文

（公） 広島 県立

広島観音高等学校

黒瀬直美 「漢詩と現代の詩」の総合化を図った

国語単元学習の試み－単元「戦争と

詩」（高１）を取り上げて－

杜甫「春望」に青砥淳「あなたの折ったつるは」を加え、

単元「戦争と詩」を編成して行った実践報告。詩の共通

点や相違点を明らかにしながら読解の深化を図る。

2019/8/10 月刊国語教育研究No５６

８

日本国語教育学会 実践報告



言語事項 古文 （公） 茨城 茨城県立藤代紫水高校 木村愛 言葉を比較する 源氏物語「若紫」の「かわいい」のコアミーニングに着目

して古語と現代語との繋がりを意識した語彙単元学習

実践例。

2020/7/10 月間国語教育研究

No.567

日本国語教育学会 実践報告

言語事項 その他 （国） 東京 東京学芸大学附属高校 浅田孝紀 高等学校の語彙指導における単元

的発想

学習者を日常的かつ探究的に語彙の学びへ向かわせ

るための「こころ」や古典学習における具体策。

2020/7/10 月間国語教育研究

No.567

日本国語教育学会 論文

その他 現代文 （公） 石川 県立

鶴来高等学校

能美仁 自分の意見を効果的に表現するた

めの方法を考えよう

「世間」と「社会」、二つの視点に立って、自分の意見を、

ICTを活用し効果的に表現する活動を主とした公開授業

実践報告とその研究協議。

2018/3/ 国語研究第５５号 石川県高等学校教育

研究会国語部会

研究協議会

その他 現代文 （公） 兵庫 県立

西宮高等学校

青木雅一 言語の獲得に寄与する創作指導－

高校における短歌創作の継続実践

から－

語彙力を向上させるために、短歌創作を手段とし、「読

みの交流」を行った授業の実践報告。

2019/4/10 月間国語教育研究No５６

４

日本国語教育学会 実践報告

その他 現代文 （公） 大分 県立

鶴見丘高等学校

山本悟史 教材が相互に関連し合う年間指導計

画の創造とその実践

「国語総合」現代文領域の年間指導計画の作成報告。

教材、言語技術・技能、読解方略を軸として、教材の選

定や配列を再考し、効果的な国語教育を目指す。

2018/5/17 国語大分第６２号 大分県高等学校教育

研究会国語部会

論文

その他 古典 （公） 福岡 県立

筑紫丘高等学校

青木雄志 古典学習における学習意識の改善を

目指した実践－ルーブリックを用い

た観点別自己評価を通して－

評価の３観点を「文法知識」「古典知識・常識」「内容読

解」「関心・意欲」に置き換え、学習後に点検・評価させ

て個別に学習課題を把握させようとした取組。

2019/6/28 国語研究つくし野 福岡県高等学校国語

部会福岡地区

論文

その他 その他 （公） 栃木 栃木県立宇都宮東高校 若杉俊明 大学入学共通テストでは国語力の何

が測られるべきなのか

大学入学共通テストプレテストの分析及び、社会的な動

きを踏まえて、次世代に育成すべき国語力について述

べた論文。

2020/3/31 国語　第５９号 栃木県高等学校教育

研究会　国語部会

論文

その他 その他 （公） 栃木 栃木県 研究委員会報告　思考力・判断力・

表現力を高める授業の工夫

令和元年度の国語部会研究員報告。時期共通必修科

目を想定した取組等の実践報告。

2020/3/31 国語　第５９号 栃木県高等学校教育

研究会　国語部会

研究協議会

その他 その他 （国） 東京 東京学芸大学附属高校 金指紀彦 高度情報化社会時代における高等

学校の授業づくり

ICTを手段として多人数学級での授業づくりについて。山

月記、小論文等でのICT実践例あり。

2020/6/10 月間国語教育研究

No.566

日本国語教育学会 論文

その他 その他 （私） 東京 淑徳高等学校 安居直樹 ＩＣＴを利用した国語科の授業づくり

主体的な学び手が躍動する国語単

元学習をつくろう

タブレットを使った国語科の単元学習の方法を参加者と

ともに考えた研究会の報告。

2019/11/10 月刊国語教育研究No５７

１

日本国語教育学会 研究協議会

その他 その他 （公） 福井 県立

酒井高等学校

国語科 地域社会に貢献できる人材となるた

めに必要な、思考力・表現力の育成

多様なコースが設置され、卒業後は就職する生徒が多

い学校において、地域社会に貢献できるような力を育む

ため、国語科全体で取り組んだ様々な実践の報告。

2018/3/31 国文学第５４号 福井県高等学校教育

研究会国語部会　福

井県高等学校国語教

育研究会

実践報告

その他 その他 （私） 香川 英明高等学校 田山泰三 森鷗外と讃岐 讃岐に関係する鷗外の作品と讃岐ゆかりの人との交流

を紹介する。特に漢学者を中心に取り上げた論文。

2020/3/16 国語７２ 香川県高等学校教育

研究会国語部会

論文

その他 その他 （国） 福岡 福岡大学付属

大濠高等学校

常法建 「入試改革」、国語はどこへ行く？ 入試改革に基づいた評価問題の提案。大澤真幸「リスク

社会とその希望」を読んだ架空の生徒３名の対話文を

ベースに、空欄補充問題を作成する。

2019/6/28 国語研究つくし野 福岡県高等学校国語

部会福岡地区

発表

【その他】


