
「話すこと・書くこと 「書くこと」と関連づけた「読むこと」の学習例」

１ 科目名 国語総合

２ 単元名 評論「ありときりぎりす （全３時間）」

＜教材： ありときりぎりす （佐野洋子）＞「 」

３ 単元の内容

ア 二つの『ありときりぎりす』を比較して、その根底にある世界観の違いと、改訂単元の目標

した筆者の意図を読み取る （読む能力）。

イ 改訂版の「おれ」の心情変化とその背景を読み取る （読む能力）。

ウ 語句の意味、表現方法の工夫を理解する （知識・理解）。

エ 自分の考え・立脚点を明確にした上でオリジナルの童話を創作する （読む能力）。

○佐野洋子の『ありときりぎりす』を読み、原作と比較し作品世界が 「勤勉」に対指導案の 、

する考え方の違いから発生していること、筆者がこのような改訂作品を書いた理由授業の概要

が 「盲目的勤勉」に対する疑問視にあることに気づく。、

○改訂版の主人公である「おれ」の「勤勉なおやじ」に対する心情がどのように変化

していくかを理解する。

○「勤勉」に対する自らの意見を明確にしそれをテーマに新たな作品を創作する。

成果と ○「比較読み」をするため、相違点が明確で、読解のポイントを焦点化しやすい。

アドバイス ○「改訂の理由」を問うことにより 「作者の目」で俯瞰的に物語り世界を眺められ、

る。

○誰もが知っている話であるので導入がしやすい。

○物語の創作を設定することで、とらえるべきポイントを意識しやすい。

○日本史・現代社会のプリント・資料集の使用により、他教科との関連性や、作品背

景の重要さを感じさせやすい。

４ 単元の評価規準

関心・意欲・態度 読む能力 知識・理解

①作品世界の違いを読み取ろ ①時代背景を考慮して、作品改訂の動機 ①語句や表現の工夫を正

うとしている。 ・理由を正しく読み取る。 確に理解している。

②ワークシートの作成を積極 ②作品内の登場人物の心情を正しく読み

的に進めている。 取る。

③ディスカッションなどを通

。じて読みを深めようとする



５単元の学習指導案

時間 目 標 主な学習活動 各時間の具体的評価規準 評価方法

１ ・二つの作品を読 ・二つの作品を各自黙読す ア集中して読むことができ ・観察

み、その違いに る。 る 【関①】 ＊机間指導。

。 （ ）ついて整理する ・改訂版を指名により音読 イ集中して聞くことができ ア・イ

する。 る 【関①】 ・点検。

・相違点について、ワーク ウワークシートの記入を ＊ﾜｰｸｼｰﾄ

（ ）シート１を用いて整理す 正確に行う。 ウ

る。 【関①② 【読①②】】

（必要に応じてディスカ 【知①】

ッションする）

２ ・筆者の改訂の理 ・日本史・現代社会の資料 アワークシートを積極的に ・観察

由と動機を理解 集を参考に、ワークシー 作成している 間指導＊机

（ ）する。 ト２を完成させる。 【関①②】 ア・イ

（必要に応じてディスカ イワークシートの記入を正 ・点検

ッションする） 確に行う。 ＊ﾜｰｸｼｰﾄ

】 （ ）【読①② 【知①】 ウ

３ ・童話の改訂版を ・ 勤勉」をテーマにして アワークシートを積極的に ・観察「

創作する。 改訂する。 作成している ＊机間指導

（ ）【関①②】 ア・イ

イ現代の世相を象徴する事 ・点検

例を的確に書くあげるこ ＊ﾜｰｸｼｰﾄ

（ ）とができる。 ウ



６ 第２時の学習指導案

本時の位置 ２時間目（全３時間）

本時の学習目標 ア作品世界の背景を読み取る（読む能力 （関心・意欲・態度））

イ作者の改変意図を世相と結びつけて読み取る （読む能力）。

事前の準備 ワークシート１を完成させていないものは完成させておくよう指示する。

学習内容 学習活動 指導上の留意点及び評価

導 □前時の学習と本 ①ワークシート１の記述 ・ 勤勉」に関する考え方の違いに焦点を絞っ「

入 時内容の確認。 から、二つの作品の違 て確認する。

５ いを確認する。

分

、 、 、展 □作品執筆当時の ②現代社会資料集や、日 ・観察により 援助が必要な生徒には ページ

開 世相を、日本史 本史プリントを利用し 該当項目を指定する。

・現代社会資料 て、ワークシート２を40

分 集等で調べる。 作成する。 ・各項目を総合して考え、どのような時代だっ

（必要に応じてディス たかを考えるよう指示する。

カッションする）

□作者の改訂動機 ③「盲目的勤勉 「幸せ」 ・ ただひたすら働くこと」をどう思うか考え」 「

を時代背景を考 をキーワードにして筆 るようアドバイスする。

慮して推察する 者が当時の世相に対し。

目標ア・イに対する評価規準と評価方法て批判的な目を向けて

いることに気づく （必 ［規準］積極的にワークシートに加筆・訂正。

要に応じてディスカッ を加えている。

ションする） ［方法］観察（机間指導）

［状況Ｃの生徒への手だて］

・必要部分のページ数の指示や、声掛け。

・周囲とディスカッションするよう指導す

る。

ま □次回の予告 ④次回、現代の世相を背 ・ワークシート２を提出する。

と 景にした童話の改訂版 ・完成していないものは各自完成させてから提

め を作成することを知る 出するように指示する。。

５

分



ワークシート１

『ありときりぎりす』原典 『ありときりぎりす』改訂版

共通するテーマ（ ）

キャラクターの位置づけ・イメージ

あり おれ

きりぎりす
きりぎりす

おやじ

「おれ」の「きりぎりす」への心情の変化

初めて会ったとき

心情が分かる表現

読みとれる心情

歌を聴いたとき

心情が分かる表現

読みとれる心情

きりぎりすが死んだとき

心情が分かる表現

読みとれる心情

「おれ」の「おやじ」に対する心情の変化

作品冒頭部

心情が分かる表現

読みとれる心情

結末部

心情が分かる表現

読みとれる心情



ワークシート２

「勤勉」に対する考え方

原典

改訂版

表現上の違い（使われている言葉遣いなどにも注意）

原典

改訂版

この作品が収録された作品集『嘘ばっか』の作品背景となっている１９６０年代後半～７０年代、

日本はどのような世相だったでしょうか。次のキーワードについて、現代社会・日本史の資料集を使

って調べてみましょう。

高度経済成長期（いざなぎ景気）

四大公害裁判

日本列島改造論

過労死

筆者はなぜこのような改訂をおこなったのでしょうか 「盲目的勤勉 「幸せ」をキーワードに、。 」

簡単にまとめてみよう。



ワークシート３

「勤勉」をテーマに、現代の世相を反映させた新たな「ありときりぎりす」を創作してみよう。現代

を象徴すると思う出来事・事件・エピソードを二つあげてみよう

感想・評価欄



佐野洋子「ありときりぎりす」

おれは生まれたときから働いていた。おやじも兄弟も、道ですれちがっても、あいさつする間もな
いほど、急いでいた。おやじが、よろめきながら自分よりでかいビスケットのかけらをかついでいる
のに出会っても、ねぎらいのことばを吐くためにおれの足は立ちどまらない。
だれも人をねぎらったりしなかったし、おれは、やがておやじのようになりたいと願って、さらに

急いだ。
おやじは、みあげたありだ。
夜はくたくたになって、なにも考えなかった。
ある夜、おれの家の窓の外で、みょうな音がたえまなくしていた。
見たことはないが、あれが、遊び人のきりぎりすにちがいなかった。
おれは寝不足になって、明日の仕事の能率がさがることをかんがえると、腹がたって窓を開けた。
「このろくでなしの、なまけ者、ごくつぶしの役立たず。野たれ死ね 」。
窓の外に、すきとおる羽をふるわせて、あの男が立っていた。
ヴァイオリンをもって、そしておれを見た。
月の光が、ビーズのように、羽をふちどってふるえていた。その男はそこにいるようで、いないよ

うだった。
「音楽はきらいなの？」
その男は、声さえすきとおっていた。おれが行ったこともないような遠くから声がとどいたような

気がした。
「音楽ってなんだ。そのうるさい音のことか。おまえ。一晩じゅう何をやってるんだ。昼間なにを

して働いているんだ 」。
男がすきとおる羽を静かにたたむと、しずくのような光がこぼれた。
「働くってなんですか 」。
「働くって、貯えることじゃないか。おまえ貯えもしないで、どうやって生きていくんだよ 」。
「こうやって 」。
男は、またヴァイオリンをとりあげて、みょうな音を出しはじめた。
おれはどなりつけようとしたが、そのみょうな音は、おれが見たこともないような風景が、どこか

にあるような気にさせた。
そして、おれは家の前のヒメシオンの草むらに、はじめて気がついた。
おれは毎日そこにあるものを、はじめてまじまじと見つめた。ヒメシオンは、こんな葉っぱをして

いたのか。
風が少し吹いて、ヒメシオンの白い花がかすかにゆれた。それは、あのみょうな音を体の中に吸い

あげて、みょうな音が、花からゆれながら立ちのぼるようだった。
おれは、きゅうに心臓がしぼりあげられるようにせつなくなってきた。大きすぎるえものをひきず

ったときの心臓の痛さと、まるでちがう痛みだった。
目から水が流れてきた。なんだ、この水は。
みょうな音は、いつまでもしていた。
「また明日きてもいいぜ 」。
おれはどうしてそういったか、わからない。

その男は、窓の下で死んでいた。
月の光にぬれていたうすい羽は、カサカサ音がして、破れて風にゆれていた。おれはもういちど、

あの男のみょうな音を聞きたいと思った。
かいだことのない花の匂いや、行ったことのない遠いところを考えた。
「くたばったか、道楽者め。今日は運がいいぜ、大物だ。いっしょに運ぶんだ 」。
おやじは、ほとんど倒れんばかりにとしおいていたが、あえぎながら、あの男のはらわたにかぶり

ついた。
そして、おやじは、そのまま動かなかった。
おやじは、いつだってみあげたありだった。

（佐野洋子『嘘ばっか 「ありときりぎりす」講談社）』


