
随筆を書く力を付ける
－人物を紹介する随筆の枠組みを利用する－

１ 科 目 名 国語総合

２ 単 元 名 随想二

３ 教 材 名 加賀美幸子「石の声が聞こえる」（『新編国語総合』東京書籍）

４ 単元の内容

①単元の目標
単元の目標 ア 目的にあった題材を選ぶことができる。 （関心・意欲・態度）
と評価規準 イ 優れた表現に接してその条件を考え、自分の表現に役立てることができる。
・評価方法 （書く能力）

ウ 教科書の本文の表現の特徴を理解する。 （知識・理解）

②中心となる活動
教科書の本文の表現を分析し、どのような構成で書かれているかを知る。
教科書の本文の構成方法を模倣して、人物を紹介する随筆を書く。

③言語活動の工夫
自分の文章に取り入れるべき優れた表現（事実と感想の述べ方・対比等）を示し、その表現
を使いながら文章を書く。

④評価

評価規準 評価方法 状況Ｃの生徒への対応

関心 ①紹介するのにふさわしい人物 点検（人物を選んだ ・身近な人物（親・教師等）
・ を題材として選択している。 時点でワークシート について取り上げるように
意欲 ②教科書の本文の優れた表現を を提出） 助言する。
・ 生かして文章を書こうとして 観察（机間指導） ・教科書の本文の分析を確認
態度 いる。 させる。

①教科書の本文の優れた表現に 観察（机間指導） ・他の生徒の発表を参考にさ
書く 着目している。 せる。
能力 ②教科書の本文の優れた表現を

自分の文章に生かしている。 観察（机間指導） ・個別指導
点検（ワークシート）

知識 ・教科書の本文の構成、語句の 発問（一斉指導） ・誤りやすい表記や原稿用紙
・ 意味、正しい表記などを理解 点検（作品） の使い方についてはプリン
理解 している。 トにまとめ配布しておく。

・語句の意味を確認する。

単元目標の ワークシートで段階を踏まえながら構成をつかみ、作文を書いていく方法は、最初から原稿用
達成状況 紙に作文を書く場合よりも、生徒の取組はよかった。ただ、書き方が決められていると書きに

くいという生徒も１クラスに１、２名いた。

アドバイス ・作文を書くときに生徒が一番困難を感じるのは、「どう書いたらよいか」「何を書いたらよ
いか」ということである。この単元では、この二つの困難にあらかじめ解答を与える形で指

及び 導する。つまり、教科書の本文の題材（人物紹介）を踏襲することと、書き方（文章表現の
型）を模倣することである。ゼロから作文をスタートするのではなく、構成や表現の工夫の

留意点 仕方のモデルを示すことで、生徒の感じる困難さは大きく軽減される。「書くこと」への抵
抗感をなくすことで、生徒の作文への意欲を向上させることが可能となる。



５ 単元の学習概要

時 評価規準 状況Ｃの生徒への対応
間 各時間の目標 主な学習活動の流れと指導上の留意点 ↓ ↓

評価方法 次時に注意すること

○教科書の ・教科書の本文の構成と語句の意味・漢 文章表現の型を理解 型を理解できない生
本文の構 字の読み等の確認をする。教科書の本 する。 【知】 徒には、短文で説明

１ 成・語句 文の優れた表現を見付ける。 ↓ をする。
の意味を 【Ｃイ】【言イ・ウ】 観察（発表） ↓
理解する。 ＊留意点 ワークシートを型に

・作文に利用できるように、構造を図 従ったものにする。
式化する。

○教科書の ・一文ごと、事実か感想かを確認し、ワ 事実か感想か判断で 事実の描写であって
本文の一 ークシート①に記入する。 きる。 【知】 も、筆者のとらえ方

２ 文ごとの 【Ｂア】 で表現が変わること
・ 働きを理 ・本文の構成を理解し、ワークシート② に注意を促す。
３ 解する。 に記入する。 ↓

・事実を引き出すための質問の仕方を考 適切な質問文を作っ ワークシートには事
え、ワークシート③に記入する。 ている。 【書①】 実をまず記入する。

【Aイ】 ↓
＊留意点 観察（机間指導、
・事実の表現の仕方に筆者独自のとら 発表）
え方が表れていることを確認する。

○紹介文を ・教科書の本文が、人物紹介であるとと 紹介にふさわしい人 人物が選択できない
書く人物 もに職業紹介になっていることを確認 物を選ぶ。 生徒には、職業紹介
及び、質 し、各自で人物紹介を書くための質問 【関①】 ができるような人物
問事項を の仕方を考え、ワークシート④に記入 ↓ を選ぶように助言す

４ 考える。 する。 【Aイ】 点検 る。
（ワークシート） ↓

＊留意点 インタビューで必要
・実際のインタビューは長期休暇の課 な情報を得られたか
題とする。 確認をする。

○インタビ ・ワークシート⑤の構成に従って随筆を 事実・感想、修辞法 書けない生徒には、
ューをも 書く。 【Ｂア】 等を意識してワーク 教科書の本文と自分

５ とに随筆 シートに記入してい の作文内容との共通
を書く。 ＊留意点 る。 【関②】 点・相違点に着目し

本 ・事実と感想の順序を入れ替えたり、 【書②】 て書くよう助言する。
時 教科書の本文以外の修辞法を用いた ↓ ↓

りしてもよいこととする。 点検 完成できなかった生
（ワークシート） 徒は宿題とする。

○随筆を相 ・書いた随筆を生徒同士で相互評価す 相手の文章の内容や 優れた表現に気付か
互評価し、 る。 【Ｃウ】 表現の仕方を評価し ない生徒には、1 時

６ 表現を工 ている。 間目のノートを参照
夫する。 ＊留意点 ↓ させる。

・評価の観点を板書する。 観察（机間指導） ↓
点検 推敲のためできるだ
（ワークシート） けたくさん助言を書

くように指示する。

○相互評価 ・相互評価で得た助言をもとに、随筆を 助言を生かして、表 推敲できない生徒に
を生かし、 書き直す。 【Ｂイ】 現を工夫している。 は個別に助言する。

７ より良い ↓
文章に書 ＊留意点 観察（机間指導）
き換える。 ・原稿用紙に清書させる。 点検

（ワークシート）



６ 第５時の学習指導案

本時の位置 ５時間目（全７時間）

本時の学習目標 ア より良い表現を工夫する。 （関心・意欲・態度）
イ 教科書の本文の構成（文章の型）を利用して随筆を書く。 （書く能力）
ウ 教科書の本文の優れた表現を自分の文章に生かす。 （書く能力）

事前の準備 ① ワークシート No.１～ No.５
② インタビュー（宿題）

学習内容 学習活動 指導上の留意点及び評価

導 □宿題及び学習目標 ①完成したワークシートを見 ・ワークシート No.１～ No.４が完成しているこ
入 の確認 直す。 と、及びインタビューによる取材ができている
10 ②本時の目標を確認する。 ことを確認する。
分 ・ワークシート No.５を配布し、説明する。

展 □ワークシート No. ③ワークシート No.５の中
開 ２を参考にして、 に、インタビューで得た情 目標アに対する評価規準と評価方法
35 インタビューで得 報（事実）を記入する。 〔規準〕
分 た情報をワークシ ・ワークシート No.２を参考に、ワークシート

ート No.５に記入 No.５にインタビューの内容を記述している。
し、それに対する 〔方法〕
感想を追加しなが ・観察（机間指導）
ら作文を完成させ 〔状況Ｃの生徒への手だて〕
ていく。 ・事実に関する枠を指摘する。

④情報（事実）に対する自分 目標イに対する評価規準と評価方法
の感想を記入する。 〔規準〕

・事実の描写の仕方、感想の述べ方に教科書の
本文の表現を生かしている。

〔方法〕
・点検（ワークシート）、観察（机間指導）
〔状況Ｃの生徒への手だて〕
・他の生徒とワークシート No.５を交換して読
ませる。

⑤つなぎの言葉や修飾語句を 目標ウに対する評価規準と評価方法
書き加える。 〔規準〕

・つなぎの言葉やまとめの言葉を工夫して付け
⑥まとめの言葉を考え、記述 加えている。
する。 〔方法〕

・観察（机間指導）
〔状況Ｃの生徒への手だて〕
・接続詞の一覧表や、擬態語の例をまとめたプ
リントを参照させる。

ま □本時のまとめと次 ⑦次時は、相互評価をした上 ・作文が完成できなかった場合は宿題とすること
と 時の予告 で、原稿用紙に清書するこ を指示する。
め とを予告する。
５
分

次
時
に
生
か
す
こ
と

・教科書の記述を参考にしながら書くことはできたが、つなぎの言葉やまとめの言葉を工夫する
部分で困難を感じる生徒が多かった。生徒の作品の中の優れた表現をまとめたものを提示し、
清書を書くときに参考にできるようにするとよい。


