
新学習指導要領 
⾼校国語はどう変わるか？

⾼等学校「国語」の課題と 
予想される変化 



本⽇の流れ

  １ 教育改⾰の⽅向性からみた⾼等学校国語教育の課題 

  ２ 国語新科⽬の内容とその特徴 

  ３ 新学習指導要領の導⼊に向けての課題 

  ４ 今後予想される動き 

  ５ 質疑（事前質問に対するコメント） 



１教育改⾰の⽅向性と
従来の国語の課題 ⽂科省の資料を中⼼に



新しい学習指導
要領の考え⽅
（2017年３⽉） 
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新しい学習指導
要領の考え⽅
（2017年３⽉） 



教育改⾰の⽅向性から⾒た従来の
⾼等学校の課題
  ○ ⾼等学校では、教材への依存度が⾼く、主体的な⾔語活動が軽視され、
依然として講義調の伝達型授業に偏っている傾向があり、授業改善に取り組
む必要がある。また、①⽂章の内容や表現の仕⽅を評価し②⽬的に応じて適
切に活⽤すること、③多様なメディアから読み取ったことを踏まえて④⾃分
の考えを根拠に基づいて的確に表現すること、⑤国語の語彙の構造や特徴を
理解すること、⑥古典に対する学習意欲が低いことなどが課題となって い
る。 

  （幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校及び特別⽀援学校の 学習指導要領等の改善及び必要な⽅策等につ
いて(答申)平成28年12⽉ ） 



教育改⾰の⽅向性から⾒た従来の
国語の課題
  ○ ⾼等学校の国語教育においては、教材の読み取りが指導の中⼼になるこ
とが多く、国語による主体的な表現等が重視された授業が⼗分⾏われていな
いこと、話合いや論述な どの「話すこと・聞くこと」、「書くこと」の領
域の学習が⼗分に⾏われていないこと、 古典の学習について、⽇本⼈とし
て⼤切にしてきた⾔語⽂化を積極的に享受して社会や ⾃分との関わりの中
でそれらを⽣かしていくという観点が弱く、学習意欲が⾼まらないことなど
が課題として指摘されている。  

  （幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校及び特別⽀援学校の 学習指導要領等の改善及
び必要な⽅策等について(答申)平成28年12⽉ ） 



教育改⾰の⽅向性から⾒た⾼等学校教
育の課題
  【⾼校の課題】 

  講義調の授業 

  →指導⽅法 

  主体的な⾔語活動の軽視 

  →学び⽅ 

  教材の中⼼の授業 

  →指導内容 

  【国語の課題】 

  国語による主体的な表現等が軽視 

  →主体的な表現活動の強化 

  教材の読み取りが指導の中⼼「話すこと・聞く
こと」、「書くこと」の学習が不⼗分 

  →論述、話し合い討論など重視 

  古典の学習＝社会や⾃分とのつながりが弱く、
学習意欲が⾼まらない。 

  →⾔語⽂化を⽣きる⼒へ 



教育改⾰の⽅向性から⾒た従来の
国語の課題
  ①⽂章の内容や表現の仕⽅を評価する 

  ②（⽂章の内容・表現を）⽬的に応じて適切に活⽤する 

  ③多様なメディアから読み取る 

  ④（多様なメディアから）読み取ったことを⾃分の考
えや根拠に基づいて的確に表現すること、 

  ⑤国語の語彙の構造や特徴の理解 

  ⑥古典に対する学習意欲の向上

v ⽂章を評価する視点
v 多⾯的多⾓的な読みとり
v ⾃分の考え、根拠に基づ
くアウトプット
v ⾔葉の構造的な理解
v 「地続き」の⾔語⽂化へ



新学習指導要領（国語）の⽅針
  ○ 国語は、我が国の歴史の中で創造され、上代から近現代まで継承さ
れてきたものであり、そして現代において実社会・実⽣活の中で使わ
れているものである。 

  このことを踏まえ、後者と関わりの深い実社会・実⽣活における⾔語
による諸活動に必要な能⼒を育成する科⽬「現代の国語」と、前者
と関わりの深い我が国の伝統や⽂化が育んできた⾔語⽂化を理解し、
これを継承していく⼀員として、⾃⾝の⾔語による諸活動に⽣かす能 
⼒を育成する科⽬「⾔語⽂化」の⼆つの科⽬を、全ての⾼校⽣が履
修する共通必履修科⽬として設定する。 
  。（幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校及び特別⽀援学校の 学習指導要領等の改善及び必要な⽅策等に
ついて(答申)平成28年12⽉ ） 



新設必履修科⽬ 
「現代の国語」と「⾔語⽂化」
  「現代の国語」 
  実社会・実⽣活における⾔語による諸活動に必要な
能⼒を育成する科⽬ 

  「⾔語⽂化」 
  我が国の伝統や⽂化が育んできた⾔語⽂化を理解し、
これを継承していく⼀員として、⾃⾝の⾔語による
諸活動に⽣かす能⼒を育成する科⽬



２ 新設置科⽬の内容
と特徴 

「論理国語」と「⽂学国語」
「古典探究」単位数問題
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国語総合（共通必履修）

国語表現 現代⽂A 現代⽂B 古典A 古典B

現代の国語（必修）

国語表現 論理国語

⾔語⽂化（必修）

⽂学国語 古典探究

現⾏の国語科⽬編成

令和４年度国語科⽬編成



科⽬名 主な内容

現代の国語 実社会における国語による諸活動に必要な資質・ 能⼒を育成する
科⽬ 

⾔語⽂化 上代から近現代に受け継がれてきた我が国の⾔語⽂化への理解を
深める科⽬ 

論理国語 実社会において必要となる、論理的に書いたり批判的に読んだり
する⼒の育成を重視した科⽬ 

⽂学国語 深く共感したり豊かに想像したりして、書いたり読んだりする⼒
の育成を重視し た科⽬ 

国語表現 実社会において必要となる、他者との多様な関わりの中で伝え合
う⼒ の育成を重視した科⽬ 

古典探究 ⽣涯にわたって古典に親しむことができるよう、我が国の伝統的
な⾔語⽂化への理解を深める科⽬ 



共通必履修科⽬
国語総合（４単位）

現代の国語
（２単位）

⾔語⽂化
（２単位）



共通必履修科⽬について

現代の国語
実⽤的な⽂章・

論説⽂

書く・話す聞く
読む

⾔語⽂化
⽂学的⽂章（⼩説・随

筆・古⽂・漢⽂）

読む・書く

教
材

思考⼒
判断⼒
表現⼒



共通必履修科⽬について

論理国語
近代以降の論理的な⽂

章・実⽤的な⽂章・翻訳
⽂・古典における論理的

な⽂章

書く・読む

⽂学国語
近代以降の⽂学的な⽂章。

翻訳⽂・古典における⽂学
的な⽂章、近代以降の⽂語
⽂、演劇映画⽂学の評論⽂

読む・書く

教
材

思考⼒
判断⼒
表現⼒



共通必履修科⽬について

国語表現
必要に応じて⾳声・
画像の資料を⽤いる

ことができる。

話す聞く・書く

古典探究
近代以降の⽂語⽂、

演劇映画⽂学の評論
⽂

読む

教
材

思考⼒
判断⼒
表現⼒



各領域における標準指導時数
思考⼒・判断⼒・想像⼒

話すこと・聞くこと 書くこと 読むこと

現代の国語 20〜30時間 30〜40時間 10〜20時間
言語文化 5〜10時間 古典 40〜45時間 

近代以降 20時間
論理国語 50〜60時間 80〜90時間
文学国語 30〜40時間 100〜110時間
国語表現 40〜50時間 90〜100時間
古典探究 140時間



３ 新学習指導要領の 
導⼊に向けての課題 



教育課程の編成問題

どの科⽬を取ればいいん
だ？？？





国語総合（共通必履修）

国語表現 現代⽂A 現代⽂B 古典A 古典B

現代の国語（必修）

国語表現 論理国語

⾔語⽂化（必修）

⽂学国語 古典探究

４

２４２ ３ ４

２ ２

４４４４

現⾏の国語科⽬編成

令和４年度国語科⽬編成

４単位科⽬は 
２単位履修できない 



単位数問題
  現⾏の国語の単位 

  １年⽣＝国語総合（４単位） ＋１単位     ＝４〜５単位 

  ２年⽣＝現代⽂B（２単位）＋ 古典B（３単位） ＝５単位  

  ３年⽣＝現代⽂B（２）or 古典A（２）or 古典B（３）＝２〜５単位 

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  【令和４年度以降】 

  １年⽣＝現代の国語（２）＋⾔語⽂化（２）＋１単位＝４〜５単位 

  ２年⽣＝５単位   → 古典探究（３） ＋論理国語（２）？ 

  ３年⽣＝２〜５単位 ＝論理国語（２）？ ＋３単位分・・・？  

【原則】 
４単位科⽬は１減可能 
２減（２単位）はダメ！ 



教育課程の編成問題

論理と⽂学どっち？



論理国語と⽂学国語どっちと
る？
  理想は両⽅とりたい・・・・が、できない。 

  ⼤学⼊試を考えたら「論理国語」 

  でもそうしたら「⽂学」ができなくなる・・・。 

「⽂学」を授業でやらないの？？？？ 

   「⽂学」にだって論理があるのに、なぜ分離？？？ 

  論理と⽂学を分けること⾃体に無理がある！ 

  なんなら古典の単位数も減っている 

   →「⽂学不要論」に対する反発



何を担当するか問題

現代の国語と⾔語⽂化 



どの科⽬を担当するの？
現状

  国語総合 

  現代⽂＝評論、⼩説、随筆、韻⽂ 

  古典（古⽂・漢⽂） 

  現代⽂B 

  評論 ⼩説 随筆 韻⽂ 

  古典B 

  古⽂ 漢⽂ 

令和４年度以降

現代の国語＝評論 実⽤的な⽂章 

  ⾔語⽂化＝⼩説 随筆、韻⽂ 

       古⽂ 漢⽂ 

  論理国語＝評論 

  ⽂学国語＝⼩説 韻⽂ 戯曲  

  古典探究＝古⽂ 漢⽂ 

現代⽂/古典の 
住み分けがない！ 



各領域における標準指導時数
思考⼒・判断⼒・想像⼒

話すこと・聞くこと 書くこと 読むこと

現代の国語 20〜30時間 30〜40時間 10〜20時間
言語文化 5〜10時間 古典 40〜45時間 

近代以降 20時間
論理国語 50〜60時間 80〜90時間
文学国語 30〜40時間 100〜110時間
国語表現 40〜50時間 90〜100時間
古典探究 140時間



教員の指導⼒向上を狙う効果？
  科⽬の枠組みを解体する？ 

  「実⽤的な⽂章」への指導が可能なのか・ 

  「書く」を的確に評価しているのか？ 

  「話す・聞く」を指導できる教員がいるか？ 

  →「多⾯的・多⾓的」は教員に求められている？ 



４今後予想される動き 



１ 指導内容の変化

現代の国語
実⽤的な⽂章・

論説⽂

書く・話す聞く
読む

⾔語⽂化
⽂学的⽂章（⼩説・随

筆・古⽂・漢⽂）

読む・書く

教
材

思考⼒
判断⼒
表現⼒



１ 教科指導内容の変化
  １ 現場の現状 「教科書を⾒ないとわからない」 

    

v  教科書は来年度には完成⾒込み。 

   「現代の国語」→ 評論・表現活動  「読むこと」は２０時間 

   「⾔語⽂化」 → ⼩説・随筆・韻⽂/古⽂/漢⽂ →均等割り 

       ＊近代以降の⽂学的⽂章は「２０時間」 

            ⼩説２〜３作品程度＋随筆、詩歌 

v 「論理国語」「⽂学国語」「古典探究」→学習指導要領の通り 



「現代の国語」をどう扱うか？

v 「実⽤的な⽂章」をどのように授業で扱うのか？ 

v 「読むこと」の配当時間は２０時間だが、 

v 「書くこと」の授業を⾏うために「読む」教材もある。



２ ⼤学⼊試の変化
  （１）共通テストの変化 

   改⾰の中⼼だった記述問題が取りやめ。 

   →⼤学共通テスト初年度は、複数⽇程の影響もあり 

    昨年のセンター試験とほぼ同様の形式、内容か？ 

   →改⾰の⽅向性は変わらない。 

  （２）私⽴⼤学の共通テスト利⽤ 

   難関私⼤を中⼼に共通テスト利⽤⼤学の増加。多種多様。



国語共通テストの要 
 「複数テキスト情報処理」





２ ⼤学⼊試の変化
（３）総合型選抜の増加 

 →総合型選抜も学⼒重視 

 

  （４）国公⽴⼤学の記述増加 



５事前のご質問 



１ 中学校との接続
  中⾼の接続として、中学校の新課程について意識されてい
る点などありましたらお教えください。 

  観点別評価の導⼊ 

  ・知識技能 

  ・思考⼒判断⼒表現⼒ 

  ・主体的に学びに取り組む態度 



２ 時間割について
  1年⽣の時間割の枠組みはどうなるでしょうか。 
  今までどおり「現代⽂」「古典」なのか、「現代の国語」「⾔
語⽂化」になるのか。 

  後者の場合、「⾔語⽂化」の中で⽂学的⽂章と古典を交互に扱
うことになるのでしょうか？

  ⾔語⽂化の中で、⽂学と古典を交互に扱うのではないか。 

  学校によっては、曜⽇ごとに扱う内容を変えるか？



３ ⼊試と指導内容の変容
  指導要領や共通テスト実施などの変化を受けて、①個別⼊試はど
の程度変化するか。
なお、もし⼤きな変化がすぐには起こらない場合、⼊試で求めら
れる⼒をどのように指導するか。 

  国語の場合 

  ①私⽴個別試験に関して、徐々に変化するだろう。可能性として、
共通テストの取り扱い、科⽬の配点や記述の取り扱い、⼊試パ
ターンなどが考えられる。共通テストの導⼊が今後も進む可能性
⼤。 



以上 ご静聴ありがとう
ございました！


