
俳句の描写を味わう
－俳句の描写でテーマを伝えよう－

１ 科 目 名 国語総合

２ 単 元 名 和歌と俳諧の調べ

３ 教 材 名 俳句（松尾芭蕉・与謝蕪村・小林一茶）
『奥の細道 「旅立ち 「立石寺 （ 新編国語総合』大修館書店）』 」、 」『

４ 単元の内容

単元の目標 ①単元の目標
と評価規準 ア 俳句のテーマの読み取りについて、意見交流する。 （関心・意欲・態度）
・評価方法 イ 俳句のテーマと根拠を読み取る。 （読む能力）

ウ 俳句・俳諧紀行文の特徴を理解する。 （知識・理解）

②中心となる活動
・各自が画像を持参しそれを基に俳句を創作した上で、そのテーマを文章化する。
・創作した俳句を、作者名を明らかにせず、俳句のテーマは何であると読み取ったかについて
意見交流する。話合いを踏まえて良いと思う作品に投票する。

③言語活動の工夫
・画像・映像を思い浮かべてから俳句を創作する。また俳句の情景やテーマを 字で説明す200
る。

・生徒の俳句を、作者名は伏せて、情景を類推させる話合いをもつ。その後一番気に入った作
品に投票し、選ばれた作品の作者は、俳句のテーマや情景を説明させる。受け止めたものと
表現したかったもののずれも楽しませる。

④評価

状況Ｃの生徒への対応評価規準 評価方法

関心 俳句のテーマを読み取り、 観察 机間指導 ・俳句から連想したものは何であ（ ）
・ 意見交流しようとしている るか質問する。。
意欲 点検（作品）
・
態度

読む 俳句のテーマを根拠を明ら 観察 机間指導 ・俳句のテーマは何か、それがど（ ）
能力 かにして読み取っている。 点検（作品） こから分かるか質問する。

知識 俳句・俳諧紀行文の特徴 観察 机間指導 ・俳句や俳諧の作法を説明し、受（ ）
・ を理解する。 け止める側の読み取りによって
理解 点検（作品） 世界が広がることを伝える。

単元目標の 俳句を創作することは達成できた。
達成状況

アドバイス ・文章を書くのは苦手だとする生徒でも、適切な技術指導と適切な発表の場があれば、多様な
表現を引き出すことができる。教材で学んだことを踏まえて、表現する場を設定することに

及び よって、教材に対する受け止め方が深まるよう工夫した。
・ 筆者の思い」については興味を持続できない生徒でも、自分の気持ちを言葉で表現し、他「

留意点 人と共有する喜びを知ると、落ち着いて授業を受けることができる。
・今回は俳句の穴埋めを創作し、次に画像・映像を基に俳句を創作し、最後に他の生徒の俳句
のテーマを考えるという活動を入れた。これらの活動によって、生徒の作成する俳句が標語
や教訓めいたものではなくなった。

・創作した俳句は、外部コンクールに出品するとともに、短冊に筆で書かせて校内に掲示した
り、俳句とその説明文とを載せた俳句集を刊行したりするなどして、作品が他の生徒の目に
触れるようにした。



５ 単元の学習概要

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

次時に注意すること評価方法

○絵の分析 ・絵の場所・人物・季節・時間・色彩・ 絵を分析している。 絵から思い付いた
をする。 構図・テーマなどについて意見を出し 【関】 ことを質問する。

↓ ↓１ 合う。
・話合いをふまえて、各自で絵のテーマ 観察（机間指導） 絵と俳句のつなが
とそう考えた理由を原稿用紙にまとめ 点検（作品） りに気付かせる。
る。

【Ａア】

○作品の文 ・前時の作品を紹介する。 俳句の空欄に当て 俳句から連想した
学史的意 ・俳句・俳諧紀行文の文学史的な意義を はまる語句を創作 ものを質問する。

↓２ 義を理解 理解する。 している。 【関】
する。 ・芭蕉の俳句の一部を空欄にして、そこ 他の生徒の作品に↓

○俳句の穴 に当てはまる語句を創作する。 観察（机間指導） 触れる。
埋めをす ［資料Ａ 芭蕉の俳諧の穴埋め課題］ 点検（作品）
る。 【言イ】

○前時の作 ・前時に作った作品を味わい、良い作品 「旅立ち」の内容 様々な旅の目的を
品を味わ に投票する。 を理解している。 例示して、芭蕉の

３ う。 【読・知】 旅と対比させる。
↓ ↓○ 旅立ち ・隣同士で音読する。「 」

の内容を ・現代語訳する。 観察（机間指導） 確認のために復習
理解する ・芭蕉にとって旅とは何か、読み取る。 点検（作品） をする。。

【Ｃウ・Ｃエ】

○ 立石寺 ・前時の投票結果を発表し、クラス掲示 「立石寺」の内容 蝉の鳴き声と静か「 」
の内容を する。 を理解している。 さとの組合せと類

４ 理解する ・隣同士で音読する。 【読・知】 似した例を探させ。
・現代語訳する。 る。↓

↓＊留意点 観察（机間指導）
・蝉の鳴き声と静かさの組合せを、他の 点検（作品） 確認のために復習
例を示して感じさせる Ｃウ をする。。 【 】

○俳句を創 ・各自が写真（画像・映像）を持参し、 情景を基に俳句を創 教師の準備した写
作する。 それを基に俳句を創作する。 作している 関 真を見せる。。 【 】

↓ ↓５ ○俳句で表 ・創作した俳句のテーマなどを 字で200
現したも 説明する。 観察（机間指導） ５音や７音に収ま
のを文章 ＊留意点 点検（作品） るよう、一緒に考
で説明す ・各自で写真を撮って、持参するという える。
る。 課題を出しておく。

【Ｂア】
［ワークシート ］A

○作品を相 ・作者を明かさずに、良い俳句を選び、 俳句のテーマを読 俳句から連想した
互に選び 選んだ理由を発表し合う。 み取っている 読 ものを質問する。、 。【 】

↓ ↓６ テーマに ・発表の後投票を行い、上位の作品を選
ついて考 び出す。 観察（机間指導） 上位の作品を掲示

本 える。 ・選ばれた作品の作者は、各自の俳句の 点検（作品） し、作品に触れさ
時 テーマを説明する。 せる。

【Ａア・Ｃエ】
［生徒作品例］



６ 第６時の学習指導案

本時の位置 ６時間目（全６時間）

、 。（ ）本時の学習目標 ア 他の生徒の作品に興味をもち テーマについて意見交流する 関心・意欲・態度
イ 作品のテーマを読み取り、根拠を基に説明する。 （読む能力）
ウ 俳句の表現形式の特徴を理解する。 （知識・理解）

事前の準備 ① 前時に創作した俳句を全てプリントにして配布できるようにしておく。
② 投票用紙を用意する。
③ 選ばれた俳句を掲示する道具を準備しておく。

学習内容 学習活動 指導上の留意点及び評価

導 □前時の復習をし、 ①前時に各自が提出した俳句 ・前時に創作した俳句を全てプリントにしたもの
入 本時の学習内容を を思い出す。 を配布する。

確認する。 ②本時は、俳句のテーマにつ ・この時点で作者名は示さないよう注意する。10
分 いて考えた後投票し、結果

を発表する時間であること
を伝える。

展 俳句のテーマにつ ③作者を示さずに、良い俳句□
目標アに対する評価規準と評価方法開 いて考え、投票し を選び、選んだ理由を発表

結果を発表する。 し合う。 〔規準〕
・他の生徒の作品に興味をもち、テーマについ

どのようなテーマ・背景を て意見を述べている。35
読み取ったか意見交流す 〔方法〕

分 る。 ・観察（机間指導・発表）
〔状況Ｃの生徒への手だて〕
・どの作品になぜ興味をもったか質問する。

目標イに対する評価規準と評価方法④意見交流を踏まえて投票を
行い、上位 作の作品を 〔規準〕10
選び出す。 ・俳句のテーマを描写を根拠に説明している。

〔方法〕
・観察（机間指導・発表）
〔状況Ｃの生徒への手だて〕
・俳句から連想したものを質問する。

・他の生徒の読みと作者の意図のずれを確認す
る。

・ずれにこそ個性が表れることを確認する。
・ずれないためにはどう表現すればよかったのか
振り返る。

目標ウに対する評価規準と評価方法⑤入賞作品を掲示し、入賞作
品の作者は、各自の俳句の 〔規準〕
説明文（ テーマ 「背景」 ・入選句に対する作者以外の読みと作者の読み「 」
「感動の中心 ）を口頭で のずれをつかんでいる。」
発表する。 〔方法〕

・観察（机間指導・発表）
〔状況Ｃの生徒への手だて〕

、 。・どうずれているか質問し ずれに気付かせる
ずれも楽しむよう伝える。

ま □本時のまとめと次 ⑥本時の学習で気付いたこと ・俳句では受け止める側の読み取りのずれが創作
と 時の予告をする。 を振り返る。投票結果を校 の世界を広げることを確認する。
め 内の掲示板に掲示すると伝
５ える。
分

・本時の後、入賞作品を校内の廊下の掲示板に掲示し、良い作品に触れさせる。次

・廊下に掲示した作品を見たかどうか確認する。友人の評価を作者に伝える時間を取る。時
に
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