
「話すこと・聞くこと 「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 詩「おれも眠らう 「雪」ほか（全２時間）」

３ 単元の内容

単元の目標 ア 詩に表れている表現上の特徴を音読に生かそうとする （関心・意欲・態度）。
イ リフレインとの関連から詩の主題をつかむことができる （読む力）。
ウ リフレインの基本的な効果について理解する （知識・理解）。

授業案の ○リフレインが用いられている二編の詩「おれも眠らう 「雪」について、テンポや声の」
授業の概要 強弱、人数の漸増などの工夫を施しながら、グループごとに音読する。

○なぜそのように音読したのか、リフレインと関連づけて説明する。
○グループで考えた音読上の工夫を手がかりに、詩の主題をつかむ。
○詩の主題がよく表れるようグループごとに再度音読する。
○リフレインを使った他の詩「サーカス」を読み、その詩に表れたリフレインの効果を
考える。

成果と ○本案は「読むこと」と関連づけて、基本的なレトリックであるリフレインを理解させ
アドバイス ることを目指したものである。リフレインによって表れる効果をどう音読に反映させ

るか考えさせるところに授業の主眼がある。
○何人かで読み分ける、テンポを変えたり声に強弱を付ける、人数を漸増させるなどの

。 、 。ポイントを示すと生徒は様々な意見を出す 適宜 このようなポイントを示すとよい
例えば草野の詩を音読する際 「るるり」が最大三行にわたるから三人で読み分けるの、
がよいと考えたり 「るるり 「りりり」をセットとした場合、セットになるから五人、 」
で読み分けるのがよいといった具合である。

○第２時間目では 「おれも眠らう 「雪」以外で、リフレインを効果的に用いた詩を扱、 」
いたい。第１時間目で明らかになったリフレインの効果を演繹的に当てはめて読むこ
とにより、詩を読む技術として定着させるためである。本案では、中原中也の「サー
カス」を想定している。

４ 単元の評価規準

関心・意欲・態度 読む能力 知識・理解

①詩の構成やリフレインの効果を ①音読の工夫をリフレインと関連 ①リフレインの基本的な効果 リ（
音読に生かそうとする。 づけて説明する。 ズム、強調＜時間的継続、空

②リフレインの効果と関連づけて 間的拡大＞）が指摘できる。
詩の主題をつかむ。

③初見の詩でリフレインの効果を
的確に指摘する。



５ 単元の学習指導案

時間 各時の目標 主な学習活動 各時間の具体的評価規準 評価方法

１ ・リフレインを音読に ・五人程度のグループにな アテンポや声の強弱、人数 ・観察
生かす。 る。リフレインを生かし の漸増などの工夫を施し ＊机間指導

・音読の工夫を説明す た音読方法を考える。 て音読できる 関① ＊発表。 【 】
る。 ・グループごとに音読す イアの工夫をリフレインと （アイウ）

・詩の主題をつかむ。 る。 関係付けて説明できる。
・グループごとに工夫した 【読①】
点を発表する。 ウリフレインの基本的な効

・グループごとの音読の工 果を理解し、詩の主題を
夫を手がかりとして詩の つかむことができる。
主題をつかむ。 【読②】

２ ・他の詩でリフレイン ・初見の詩でリフレインの ア前時の学習内容を援用し ・観察
の効果を考える。 効果を指摘する。 初見の詩でリフレインの ＊机間指導

・詩の主題をつかむ。 ・詩の主題をつかむ。 効果を的確に指摘でき ＊発表
る 【読③ 【知①】 （アイ）。 】

イ詩の主題をつかむことが
できる 【読②】。



６ 第１時の学習指導案

本時の位置 第１時（全２時間中）

本時の ア リフレインの効果を生かした音読を行う （関心・意欲・態度）。
学習目標 イ なぜそのように音読したのかをリフレインと関連づけて説明する （読む能力）。

ウ 詩に表れているリフレインの効果を手がかりとして詩の主題をつかむ （読む能力）。

学習内容 学習活動 指導上の留意点及び評価

導 □本時の学習目 ①本時の目標が、リフレインの ・五人程度のグループを授業開始までに作って
入 標を把握する 持つ効果を音読に生かすこ おく。。
３ と、およびそれを使って詩の ・草野心平「おれも眠らう 、三好達治「雪」」
分 主題をつかむ点にあることを をプリントして配付する。

確認する。 ・文単位での同一表現の繰り返し（および同一
表現内での一部改変を含む繰り返し）をリフ
レインと呼ぶことを説明する。

展 □グループごと ・自由に音読するのではなく、あくまでリフレ②グループごとにリフレインの
開 に音読方法を インの効果を生かす音読方法を考えるという効果を生かした音読方法を考

考え、発表す 観点を強調する。45 え、発表する（実際に音読す
分 る。 ・グループごとに音読と説明をセットで発表さる 。）

□グループごと せる。③なぜそのように音読したの
か、説明する。に音読の工夫

目標アに対する具体的評価規準と評価方法を説明する。
［規準］テンポ・声の強弱・的確な人数によ
る読み分け・人数の漸増などの工夫が的確
に施されている。
「おれも眠らう」･･･二人で読み分けてい
る、テンポを次第に遅くしている、声を次
第に弱くしている、など。
「雪」･･･読む人数を増やしたり、一行を
二回ずつ読み継続性や広がりを表現してい
る、など。

［方法］観察（机間指導、発表）
［状況Ｃの生徒への手だて］
テンポ・声の強弱・人数の漸増などのポイ

。「 」 、ントを示す おれも眠らう については
読む人数が主題に直結することを助言す
る。

目標イに対する具体的評価規準と評価方法
［規準］音読の工夫がグループごとに考えた
リフレインの効果と関係づけられており、
そのように音読する必然性がある。

［方法］観察（机間指導、発表）
［状況Ｃの生徒への手だて］
机間指導の際、リフレインがどのような効
果を持つのかグループで仮説を立て、それ
に基づいて音読方法を考えるよう助言す
る。

目標ウに対する具体的評価規準と評価方法□「雪」におけ ④グループごとに意見交流しな
るリフレイン がら、リフレインの効果と詩 ［規準］空間的拡大、時間的継続を指摘でき
の効果をまと の主題を導く。 る。雪が村一面に無限にしんしんと降り続
め、詩の主題 く冬の夜をうたったものであることを指摘
をとらえる。 ＜補助発問＞ できる。

・ 太郎 「次郎」と名前の ［方法］観察（発表）「 」、



部分だけが変えられている ［状況Ｃの生徒への手だて］
のはなぜか。 各グループでの音読方法の検討および音読

・三行目、四行目･･･があれ の発表を通して考えさせる。的確に音読で
ばどのようなものになると きたグループがあれば、その発表を参考に
考えられるか。 するよう助言する。的確に音読できたグル

ープがなければ、補助発問を通して考えさ
せる。

＜補助発問＞
目標ウに対する具体的評価規準と評価方法
［規準 「太郎 「次郎」と名前を変えるこ］ 」、
とで、村の子どもたちすべての家に雪が降
り積もっていくー空間的拡大ーことに加
え、雪がずっと降り続くー時間的継続ーと

。 、いう連想を助けることを指摘できる また
三行目、四行目･･･があれば 「三郎 「四、 」、
郎」などと名前の部分だけが変わりながら
繰り返されていくことを指摘できる。

［方法］観察（発表）
［状況Ｃの生徒への手だて］
「太郎の屋根に･･」が二行繰り返されてい
た場合との違いを考えさせる。また、名前
だけが変わっている点に着目させ、それに
準じて三行目、四行目を作詩させる。

目標ウに対する具体的評価規準と評価方法□「おれも眠ら ⑤グループごとに意見交流しな
う」における がら、リフレインの効果と詩 ［規準］リズム、時間的継続を指摘できる。
リフレインの の主題を導く。 二者の（二匹の蛙の）会話が眠気によって
効果をまとめ 乱れ 一匹が寝てしまった もう一匹が お、 、 、 「
詩の主題をと ＜補助発問＞ れも眠らう」となったことを指摘できる。
らえる。 ・リフレインの崩れは何を表 ［方法］観察（発表）

しているのか。 ［状況Ｃの生徒への手だて］
・最終行のダッシュは何を意 各グループでの音読方法の検討および音読
味しているのか。 の発表を通して考えさせる。的確に音読で

・タイトルがなぜ「おれも眠 きたグループがあれば、その発表を参考に
らう」となっているのか。 するよう助言する。的確に音読できたグル

ープがなければ、補助発問を通して考えさ
せる。また 「雪」で明らかになった効果、
を当てはめて考えさせる。

＜補助発問＞
目標ウに対する具体的評価規準と評価方法
［規準］リフレインの崩れ→対話の崩れ、継
続性の崩れ→眠りとなることを指摘でき
る。また、一方が眠ってしまったことがダ
ッシュによって示され 「おれも眠らう」、
とのもう一方の思いがタイトルにつながる
ことを指摘できる。

［方法］観察（発表）
［状況Ｃの生徒への手だて］
リフレインという形式が崩れるということ
は、その効果（リズム・時間的継続）が崩
れることを説明し、継続性が完全に失われ
た場合、それがダッシュやタイトルとどう
つながるのかを考えさせる。また、必要に
応じて二匹の蛙の会話であることや二人で
読み分けるのが正しいことを説明し、授業
者と生徒で音読してみる（授業者が「るる
り」を担当する 。）



ま □本時のまとめ ⑥リフレインの効果をまとめ ・リフレインの効果が、リズム、強調＜時間的
、 。と る。 継続 空間的拡大＞にあることを確認させる

め □次時の予告 ⑦次時の学習課題を把握する。 ・次時の学習が、本時の学習内容を踏まえて、
２ 新たにリフレインが用いられている詩を読解
分 することを説明する。


