
現代語訳の論理を聞き取り再現する
－故事の論理を追おう－

１ 科 目 名 国語総合

２ 単 元 名 漢文に親しむ

３ 教 材 名 漢文導入 「守株 「推敲 （ 新編国語総合』大修館書店）」 」『
「みそかい橋 「五十歩百歩 「矛盾 「蛇足 「虎の威を借る狐」」 」 」 」

４ 単元の内容

単元の目標 ①単元の目標
、 。 （ ）と評価規準 ア 漢文に関心をもち 故事の物語の展開を味わう 関心・意欲・態度

、 。 （ ）・評価方法 イ 物語の展開を的確に聞き取り 要点をつかんで再現する 話す・聞く能力
、 。 （ ）ウ 故事の物語の展開と 故事成語の意味を理解する 知識・理解

②中心となる活動
故事の現代語訳を的確に聞き取り、原稿用紙に再現する。
時間を区切って作業を行い、相互評価の後に提出させる。

③言語活動の工夫
聞き取りの１回目はメモをさせず、ゆっくり読み聞かせる。２回目はメモを許すが、全文

400 30のメモが不可能な速さで読む。その後、原稿用紙に再現する時間を取る。 字ならば
分程度かかる。相互評価をさせて、自分の再現の完成度を確認させる。回収し、物語の展
開上何が重要であったかという要点を明示しながら添削し、返却する。
まず現代文の「みそかい橋」で練習し、その後「五十歩百歩 「蛇足 「矛盾」などの現代」 」
語訳を聞き取らせ、再現させる。

④評価

状況Ｃの生徒への対応評価規準 評価方法

関心 故事の物語の展開を味 観察（机間指導） ・内容の理解につながるような質問
・ わおうとしている。 をする。
意欲
・
態度

話す 物語の展開を的確に聞 観察（机間指導） ・再現できなかった部分に印を付
・ き取り、要点をつかん 点検（作品） け、どう書けばよかったかを明示
聞く で再現する。 する。
能力

知識 故事の物語の展開と、 観察（机間指導） ・理解につながるような具体例を示
・ 故事成語の意味を理解 点検（ノート） す。
理解 する。

、 。単元目標の 故事の展開を聞き取り再現することは 課題を何度も行ううちにできる生徒が増えていった
達成状況 聞き取りを不得手とする生徒はいるが、それぞれの生徒が記憶できる文章の長さがはっきり

分かるため、今後の援助の方向性が定まるという効果がある。また、この活動の後、授業の
集中度が明らかに高まる。

アドバイス ・物語を聞き取り再現するためには、物語の要点や展開をつかむことが必要である。
、 。・１回目にはメモを取ってはいけないという指示を出すと ２回目のメモの集中度が高まる

及び メモを取る訓練を重ねると、集中してメモができるようになる。
・再現すると 字で 分程度かかる物語から始め、徐々に再現時間を短くし、聞かせる話400 30

留意点 を複雑にしていくとよい。既習か未習かや、読む速度、再現時間の長短で、難易度の操作



が可能である。
・相互評価と教師の評価によって、各自の達成度や改善のポイントを自覚させ、次の聞き取

。 、 。りに生かせるよう配慮する 消しゴムの使用を禁じると 修正する力の証拠が残ってよい
聞き取り再現できたという達成感が、次の課題の意欲につながる。

・この課題を行うと、話の要点をつかめない・聞きながらメモできない・板書できない生徒
が要点をつかめるようになる効果もある。

・１～２回聞いた話を再現するという場の設定は、物語の読み聞かせだけでなく、講演会の
聞き取りなどにおいても、どのような話だったか再現する活動に応用できる。

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

○漢文の訓 ・日本語との語順の違いを理解する。 漢文の訓読方法が分 レ点・一二点・上
読の方法 ・返り点・送りがなにそって音読する。 かる。 【知】 下点の違いを丁寧

１ を理解す に説明する。ペア＊留意点 ↓
２ る。 プリントを使って訓読の練習を行う。 観察（机間指導） で確認させる。

↓練習問題を多く解く中で、訓読のル 点検 ワークシート（ ）
ールを身に付けられるようにする。 復習してから練習

【言エ】 問題を解く。

○訓読・書 範読を聞く 漢文の内容を理解す ペアで音読や現代・ 。
き下し文 範読に続いて音読する。 る。 【読・知】 語訳の確認をする・

３ ・現代語 ・ペアで一緒に音読する。 時間を取る。↓
↓４ 訳の方法 ・全員で斉読する。 観察（机間指導）

を理解す ・書き下し文を作る。 復習の時間を設け
る。 ・現代語訳する。 る。

＊留意点

、日本語や英語のことわざと関連付けて
現代語訳の内容を理解できるようにす
る。

【Ｃア】

○「守株」 ・範読を聞く。 「守株」の内容を理 ペアで音読や現代
の物語の ・範読に続いて音読する。 解する 読・知 語訳の確認をする。【 】

５ 展開を理 ・ペアで一緒に音読する。 時間を取る。↓
↓解する。 ・全員で斉読する。 観察（机間指導）

・書き下し文を作る。 復習の時間を設け
・現代語訳する。 る。
・物語の展開をつかみ、故事成語の意味
を理解する。

【 】言エ・Ｃア

○「推敲」 ・範読を聞く。 「推敲」の内容を理 ペアで音読や現代
の物語の ・範読に続いて音読する。 解する 読・知 語訳の確認をする。 【 】

６ 展開を理 ・ペアで一緒に音読する。 時間を取る。↓
↓解する。 ・全員で斉読する。 観察（机間指導）

・書き下し文を作る。 復習の時間を設け
・現代語訳する。 る。
・物語の展開をつかみ、故事成語の意味
を理解する。

・推敲の現代語訳を分かりやすい言葉で
書き直す。

【 】言エ・Ｃア

○「みそか ・ みそかい橋」を１回目はメモなしで、 「みそかい橋」の内 再現のポイントを「
い橋」を ２回目はメモをしながら、聞き取る。 容を理解する。 もとに丁寧に添削

７ 聞き取り ・メモを参考に、全文を原稿用紙に再現 【読・知】 する。
↓ ↓再現する する。。



・相互評価し、提出する。 観察（机間指導） 再現のポイントを
点検（作品） 添削結果とともに

資料Ａ みそかい橋本文 示す。［ ］
【 】Ａイ・Ｃア

○「五十歩 ・添削した「みそかい橋」の再現文を返 「五十歩百歩 「矛 再現のポイントを」
百歩 「矛 却し、再現のポイントに気付かせる。 盾」の内容を理解す もとに丁寧に添削」

８ 盾」を聞 ・ 五十歩百歩 「矛盾」を聞き取り再現 る。 【読・知】 する。「 」
↓ ↓（ ）本時 き取り再 する。

現する。 ・相互評価する。 観察（机間指導） 再現のポイントを
・故事成語の意味を確認する。 点検（作品） 添削結果とともに

Ａイ・Ｃア 示す。【 】

９ ○「蛇足」 ・ 蛇足 「虎の威を借る狐」を聞き取り 「蛇足 「虎の威を 再現のポイントを「 」 」
「虎の威 再現する。 借る狐」の内容を理 もとに丁寧に添削
を借る狐 ・相互評価し、提出する。 解する。 する。」

↓を聞き取 ・故事成語の意味を確認する。 【読・知】
り再現す 【Ａイ・Ｃア】 再現のポイントを↓
る。 観察（机間指導） 添削結果とともに

点検（作品） 示す。

６ 第８時の学習指導案

本時の位置 ８時間目（全９時間）

本時の学習目標 ア 故事の話の内容を理解し、味わう。 （関心・意欲・態度）
イ 物語の展開を的確に聞き取り、要点をつかんで再現する。 （読む能力）
ウ 故事成語の意味を理解する。 （知識・理解）

事前の準備 ① 前時に書いた「みそかい橋」の再現を添削して返却できるようにしておく。
② 原稿用紙（ 字）を用意しておく。800

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添削した「みそかい橋」の ・前時に提出した「みそかい橋」を再現した作品
入 本時の学習内容を 再現文を返却し、再現のポ を返却する。

確認する。 イントに気付かせる。 ・添削のポイントを明示し、物語の展開上必要な10
部分は何であったか確認する。

②本時の目標が 五十歩百歩 ・作品を書く原稿用紙を配布する。「 」
分 「矛盾」を聞き取り再現す 記名して、題名を書くよう指示する。

ることであることを理解す 本時の終わりに提出することを伝えておく。
る。 話を聞き取り再現する力の必要性を説明する。

五十歩百歩 矛 ③「五十歩百歩」の現代語訳 ・１回目はメモを取らず、２回目はメモを取りな□「 」「
盾」の現代語訳を を聞き取り再現する。 がら聞くよう指示する。
聞き取り再現す ・１回目は遅く、２回目は少し早めに読む。

展 る。 物語の展開をつかみながら
目標アに対する評価規準と評価方法開 聞きとる。１回目はメモし

ない。２回目はメモしても 〔規準〕
よい。 ・聞き取ろうと集中し、メモを取っている。35
２回の聞き取りの後、原稿 〔方法〕
用紙に再現する。 ・観察（机間指導 ・点検（作品））

分 〔状況Ｃの生徒への手だて〕
・本時の目標が聞き取りの再現であることを伝
える。聞き取ることに集中できるよう、手順
をもう一度確認する。

④「矛盾」を聞き取り再現す
目標イに対する評価規準と評価方法る。
〔規準〕



物語の展開をつかみながら ・現代語訳の聞き取りに集中し、メモを取り、
聞きとる。１回目はメモし メモを元に要点や展開をつかみながら再現し
ない。２回目はメモしても ている。
よい。 〔方法〕
２回の聞き取りの後、原稿 ・観察（机間指導 ・点検（作品））
用紙に再現する。 〔状況Ｃの生徒への手だて〕

・物語の展開を振り返る質問をする。質問の答
⑤ 作品をペアで相互評価す えを順を追って、原稿用紙に書くよう助言す
る。 る。

評価はＡＢＣの３段階と
し、話の筋道が合致してい

目標ウに対する評価規準と評価方法ればＢとする。
〔規準〕

⑥故事成語の意味を確認す ・故事成語の意味が分かる。
る （指名発表） 〔方法〕。

・観察（机間指導・発表）
提出させる。 〔状況Ｃの生徒への手だて〕

・故事成語をどのような場面で使うか、一緒に
具体例を考える。

ま □本時のまとめと次 ⑦次時も聞き取りの時間であ ・添削し、次時に返却することを伝える。
と 時の予告をする。 ることを伝える。
め
5
分

・消しゴムを使わないよう指示する。間違えたところがあったら、線を引いて消したり、付け加えたり次

してよいと伝えておく。時

・全くやる気のもてない生徒に対しては、聞き取れる量を少しずつ増やすよう励ます。に

生

か

す

こ

と


