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視点を変えて読む力を付ける

―違う立場で考えるー

１ 科目名 国語総合

２ 単元名 見方を変える・批判的に読む

３ 教材名 水の惑星

４ 国語能力表の観点から見た年間指導計画の中の教材の位置付け（太枠）

科目 大分類 具体的な力（小分類） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

国 読 語彙力

語 む ・漢字・語句を知る。

総 能 ・古語単語を知る。

合 力

読み方がわかる力

・古文の読み方を知る。

テーマがわかる力

・小説の主題がわかる。

・主人公の気持ちを考える。

幅広いものの見方・感じ方

・いろいろな視点があること

を知る。

見方を変える力・批判的に

読む力

・いろいろな立場で読む。

・価値観を変えてものを見

る。

・主人公以外の立場で読む。

鳩と蟻（古）

羅生門

羅生門

NIE学習

羅生門鳩と蟻（古）
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科目 大分類 具体的な力（小分類） １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

国 読 語彙力

語 む ・四字熟語・慣用句・ことわざ

総 能 を知る。

合 力

読み方がわかる力

・漢文の読み方がわかる。

・古文の韻文の読み方がわか

る。

・漢詩の特徴がわかる。

テーマがわかる力

・表現の特徴がわかる。

・風刺や比喩がわかる。

幅広いものの見方・感じ方

・古人の考え方を知る。

見方を変える力・批判的に読

む力

・主人公以外の立場で読む。

・自分と違う視点で読む。

・人間以外の視点で読む。

蛇足（漢）

みどりの指

猿ヶ島

コインは円形か

漢詩（漢）

猿ヶ島
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５ 単元の内容

単元の目標

と 評 価 規

準・評価方

法 ②中心となる活動

・いろいろな立場で読む。（水の惑星、羅生門、コインは円形か）……読む能力

・価値観を変えてものを見る。（水の惑星、猿ヶ島） ……読む能力

・主人公以外の立場で読む。（羅生門） ……読む能力

・自分と違う視点で読む。（水の惑星） ……読む能力

・人間以外の視点で読む。（鳩と蟻、猿ヶ島） ……読む能力

・新聞を読み比べる。（NIE学習） ……読む能力

・ディベートをする。（ディベート、羅生門） ……話す・聞く能力

・主格を変えて文章を書く。（羅生門） ……書く能力

③評価

評価規準 評価方法 状況Ｃの生徒への対応

関心・ ①理解したことを踏ま ・発言・行動の ・理解したことを確認さ

意欲・態度 え、自分の視点で考 観察・スピー せる。

えたことを表現しよ チの内容 ・理解したことに対して

うとしている。 の、自分の立場を確認

させる。

読む能力 ①発信する立場によっ ・観察・発問 ・ポイントを絞って読み

て表現が変わること 記述の分析 に集中させる。

を理解している。

知識・理解 ①読解に必要な語句に ・観察・発問 ・重要な語句は意味を確

ついて理解してい 記述の分析 認して理解させる。

る。

単元目標の 自分の意見をまとめた文章や、ディベートでの発言により判断する。教材によって達成度

達成度 には多少の幅があった。また理解はできてもそれを文章で表現するとなるとうまくいかない

生徒も多い。

アドバイス 主人公に感情移入して読むことは、気持ちを理解する上でまず必要なことなのですんなり

・留意点 取り組めるが、主人公を客観視する立場に身を置くことは意外と難しい。時には主人公を悪

役にする場合も出てくるなど、大きな視点の転換が求められる。ただ書かれていることを読

むだけの受動的な読みではなく、意志をもって読む、能動的な読み方が要求される。ただこ

の力は、「書く能力」の向上にも大きく寄与することが予想されるので、ディベートや小論文

の教材で、複数の視点からの意見が書けているかどうかで検証することもできると思われる。

多様な視点からの考え方を知り、他者の気持ちを理解する。

①単元の目標
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６ 単元（教材）の学習概要

時間 各時間の目標 主な学習活動の流れと 評価規準 評価方法 状況Ｃの生徒への対応

指導上の留意点

○正しく音読す ・範読の際、読めない漢字を ①正しく音読し、語 観察 ・読めなかった文字

る。 チェックする。 句の意味及び文の 指名読み をノートに書かせ

１ ○語句の意味が ・はっきりと音読する。 大意を理解してい 点検 る。

わかる。 ・語句の意味を調べる。 る。

＊留意点 【知】

・全員が声に出して読む。

○一・二段落の ・「時間」の感覚が人間の場合 ①比喩などの表現技 発問 ・何を何に例えてい

内容をつか と森や海の場合とで違うこ 法がわかり、筆者 観察 るかを明確にさせ

２ む。 とをとらえる。 の意図するところ 点検 る。

・「長い水の旅」の擬人から水 を読み取ってい

を生命体ととらえる考え方 る。 【読】

に気付く。

＊留意点

・比喩がどこにあるか探させ

る。

○三段落の内容 ・ツガの林における時間の意 ①本文の「自然にお 発問 ・植物の種類の変遷

をつかむ。 味を考える。（個々の植物と ける長いスパンの 観察 を一つずつたどら

３ 比較） 時間」の意味を理 点検 せる。

・「無駄な時間」とはどういう 解している。

ことかわかる。 【読】

＊留意点

・視点を変える導入となることに

注意

○四段落の内容 ・ザトウクジラと海の関係か ①人間やクジラとい 発問 ・個々の生命体と、

４ をつかむ。 ら、自然界の存在の関係性 った生命体と、海 観察 大きな生命体の関

に気付く。 や地球という生命 点検 係を図示する。

本 ＊留意点 体の違いを本文に

時 ・「大きな生命体」が理解でき 即して理解してい

ているか注意する。 る。 【読】

○環境問題に発 ・個々の生の時間と、自然や ①理解したことを踏 観察 ・４で用いた関係図

展させて自 大きな生命体の時間との違 まえ、自分の視点 発表 を再度利用する。

５ 分の意見を いを認識し、自分の意見を で考えたことを表 点検 ・自分の理解した言

まとめる。 まとめる。 現しようとしてい 葉で表現するよう

＊留意点 る。 【関】 励ます。

・思考を制限しない程度に、

具体例を挙げる。
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７ 第４時の指導案

本時の位置 ４時間目（全５時間）

本時の学習目標 ア 語句を文脈に即して語句を理解している。 （知識・理解）

イ ザトウクジラと海の関係から、自然界の存在の関係性に気付く。 （読む能力）

ウ 個々の人間の視点から、自然物の視点への転換を読み取る。 （読む能力）

事前の準備 ①星野道夫の写真集・文章を用意する。

②国語辞典を用意する。

学習内容 学習活動 指導上の留意点及び評価

導 □前時（３段落）を振 ①自然と人間と時間のスパンが違う ・前時の内容についての発問をする。

入 り返る。 ことを思い起こす。 ・３段落のまとめを繰り返す。

10 □本時の目標の確認 ②別な生命体との視点の違いを見付 ・４段落に出てくる生き物と、時間以

分 けることを知る。 外の基準に注意させる。

□本文音読 ③正しく音読する。 ・漢字に注意させる。

展 □語句を確認する。 ④なぐ、つかの間、有機物、無機物、

開 残照などの意味を考える。 目標アに対する評価規準と評価方法

35 ［規準］文中の有機物・無機物の意味

分 □「海は、このクジラ ⑤一つの生命が生きるということは、 を理解している。

の中に生きている」 他の自然界の存在と相互に関わっ ［方法］発問・観察

の部分を理解する。 ていることを知る。 ［状況Ｃの生徒への手だて］

・辞書を引かせ、解説を加える。

□「みな同じことでは ⑥「地球という自然の束の間の表現

ないか」の部分を理 物」という表現に行き着く。

解する。 →時間やスケールの違い、生命体とい 目標イに対する評価規準と評価方法

う共通性 ［規準］地球・海と、人間・クジラな

⑦「その」の指す内容を考える。 どの生命体との関係を理解してい

□「人間さえその例外 →人間も地球の「表現物」としてクジ る。

ではない」の部分 ラと同位置である。 ［方法］発問・観察

を理解する。 ⑧人間の視点ならどういう表現にな ［状況Ｃの生徒への手だて］

っていたか考える。「水の惑星」が、 ・前時に学習した、森と個々の木々と

□「私は水の惑星にい クジラの視点であることに気付く。 の関係を思い起こさせる。

た」の部分を理解す →写真集を見せる。

る。

目標ウに対する評価規準と評価方法

［規準］「人間もクジラも地球の『表現

物』という部分を理解している。

［方法］発問・観察

［状況Ｃの生徒への手だて］

・人間ならば「陸」中心となることに

気付かせる。

ま □次回の予告・準備 ⑨視点を変えて周りを見てみるとわ ・環境問題に関わるヒントとなることを

と かることがいろいろあることに気 示唆する。具体的な材料を集めること

め 付く。メモをとって次時の準備とす を指示する。

５ る。

分

次時に ・３段落での「森」と「個々の木」、４段落での「海」と「クジラ」、「地球」と「人間」（や他の生き

生かす 物）との関係性を図示できるようにする。

こと ・星野道夫の写真集や文章での、クジラやカリブーのとらえ方を参考にさせる。
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＜参考資料＞

○参考資料として「星野道夫の仕事」第２～４巻（朝日新聞社）から星野道夫氏の言葉を抜粋してまとめ

たものと、松本茂高氏のホームページ「Visions of The North」から、植物遷移について書かれた部分

を抜粋したものをプリントして配布した。


