
小説を主体的に読む
－書かれていることを根拠に推測する－

１ 科 目 名 現代文

２ 単 元 名 『小説』を読む

３ 教 材 名 小説「ナイン」 井上ひさし （使用教科書『標準現代文改訂版』 三省堂）

４ 単元の内容

単元の目標 ①単元の目標
と評価規準 ア 「正太郎」に対する様々な見方を本文から的確に読み取り、多面的に人物をとらえ、
・評価方法 ものの見方を広げる。 （読む能力）

イ 正太郎自身が自分自身をどのように考えているかを本文に基づいて推測し 「正太郎、
観」をまとめることで読みを深める。 （読む能力）

②中心となる活動
・ 正太郎」のことを登場人物それぞれがどのような人間であると考えているかを本文中の「
記述から読み取る。
・正太郎自身が自分自身の行動をどのように思っているかを推測し 「読み手」である自分、
の正太郎観を考える。

③言語活動の工夫
・本文を的確に読み取るため、音読を取り入れる。
・グループで話合いや確認、相互評価を行う。
・ワークシートの回し読みを行い、友人の考えを参考にして自分の考えをまとめる。

④評価

評価規準 評価方法 状況Ｃの生徒への対応

関心 ・ワークシートの回し読みや話合い 机間指導、 ・課題を明確にして取り組むべ
・ に意欲的に取り組んでいる。 観察 き事柄をはっきりさせる。
意欲 ワークシー
・ トの点検
態度

①本文からそれぞれの登場人物の正 指名による ・生徒相互で確認させたり、本
太郎観を的確に読み取っている。 確認 文中のどこに書いてあるかな

読む ②本文中の各エピソードに対する正 ワークシー ど適宜ヒントを与えるなどす
能力 太郎自身の思いを常識の範囲で適 トの点検 る。

切に想像できている。 ペーパーテ ・グループでの話合いを通して
③自分自身の正太郎観を本文から読 スト 自分の想像を深める。
み取れる範囲でまとめている。 ・自分が正太郎ならどう感じる

かを想像させる。

知識 ・本文から読み取ったことを基に自 ワークシー ・回し読みや話合いを通して生
・ 分なりに小説を読み深める。 トの点検 徒相互で援助を行う。
理解

単元目標の ・ほとんどの生徒が的確に本文を読み取ることができていた。正太郎自身の自分観を推測した
達成状況 り、生徒自身の正太郎観を考える部分は話合いや回し読みを通して、それぞれが読みを深

めていた。しかし、一人の人間を多面的にとらえ自分なりの言葉で表現できた生徒は少なか
った。

アドバイス ・本文に書かれていないことを推測するため 「正太郎はナインのみんなのためになると信じ、
及び て仲間を騙した」というような無理な推論も出てくる。無理のある推論は根拠を説明して否
留意点 定する必要がある。



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

○全文を音読し、登 ・本文を音読する。 音読やノートまとめ 音読がとぎれた時
場人物とその人間 ・登場人物と人間関係を読み取り、ノ に意欲的に取り組ん など必要に応じて

１ 関係を自分なりに ートにまとめる Ｃウ でいる 関 読み直す。。 【 】 。 【 】
整理する。 実際に会話をして↓

机間指導 いる人物は３人で＊留意点

あることを示す。・教師と共に声を出して音読をさせる。

・実際に会話をしている登場人物をまず

↓整理させる。

できていない部分
を課題とし、次時
に確認することを
伝える。

○登場人物と人物関 ・実際に会話をしている登場人物と人 登場人物と人物関係 分からないとき、
係を確認し、小説 物関係を確認する。 など、小説の背景を 自信がないときな

２ の背景を理解す ・会話に出てくる登場人物と人間関係 理解している 読 ど近くの生徒と相。【
る。 を整理する。 【Ｃウ】 ①】 談してもよいこと

を伝える。↓
↓＊留意点 指名による生徒の発

言の確認 、机間指 机間指導でノート・指名により確認する。

導 を見回って理解し
ていることを確認
する。

○正太郎に対する ・前時のノートを参考にワークシート 各登場人物の正太郎 話合いを通して的
「中村さん 「英 ①を整理する。 観を的確に読み取っ 確に読み取る。」
夫 「常雄 「語 ・グループで話合い、それぞれの人 ている。 気付いたことはど」 」
り手」の見方を本 物から見た「正太郎」観、正太郎の 語り手の正太郎観が んどんメモを取る

３ 文中からそれぞれ 生い立ち、行動をまとめる。 ないことで読み手の よう助言する。
↓読み取る。 ・語り手の正太郎観が書かれていない 正太郎観が広がるこ

ことに気付き その理由を推測する とに気付くことがで 語り手の正太郎観、 。
Ｃウエ きる。 【読①】 が書かれていない【 】

ことで想像できる＊留意点 ↓
グループの発表の確 ことを確認する。・ワークシート①を利用する。

認、指名による生徒・本文中から各登場人物の正太郎観を的

の発言の確 認、ワ確に読み取らせる。

ークシートの点検・語り手の視点は読み手の視点に近いこ

とに気付かせる。

○本文の記述を根拠 ・正太郎が自分自身の人柄、行動をど 意欲的に取り組んで 友人の考えを注意
に、正太郎が自分 のようにとらえているか、自分なり いる。 【関】 深く読んだり聞い

４ 自身の行動をどの の推測をワークシート②にまとめ 本文中の各エピソー たりして参考にす
ようにとらえてい る。 ドに対する正太郎自 る。

本 るか推測する。 ・ワークシート②を回し読みして、他 身のとらえ方が本文 気付いたことはど
時 の生徒がどう考えているかを参考に から読み取れる範囲 んどんメモを取る

自分の意見をまとめる。 で推測できている。 よう助言をする。
↓・グループごとに担当の問題を決めて 【読②】

その問題についての正太郎自身の見 正太郎の自分観に↓
方を推測し発表する。 机間指導、生徒の発 ついて、できない

・発表を参考に正太郎の人物像を推測 言の確認、ワークシ 部分は家庭課題と
する。 【Ｃエ】 ートの点検 する。

＊留意点



・ワークシート②を利用する。

。・できない部分は次時までの課題とする

○様々な角度から正 ・ワークシート①と②を参考に、各自 意欲的に取り組んで 話合いを通して友
５ 太郎について考え の正太郎観をまとめ文章にする。 いる。 【関】 人の考えを聞いて

て自分自身の正太 ・グループでまとめたことを発表し、 本文を的確に読み取 参考にする。
郎観をまとめる。 他の人の意見を聞いて自分の考えを り想像を深めてい 気付いたことはど

○単元全体を振り返 深める。 る 読③ んどんメモを取る。 【 】
る。 ・自己評価を行い単元全体を振り返 よう助言をする。↓

る。 【Ｃエ】 机間指導、ワークシ 机間指導で個別に
ートの点検 助言を行う。

＊留意点

・ワークシート③を利用する。

・生徒の様子を見ながら適切な時間配分

を行う。

６ 第４時の学習指導案

本時の位置 ４時間目（全５時間）

本時の学習目標 ア それぞれの場面で正太郎が自分自身の行動をどのようにとらえていたか、本文の内容
から読み取れる範囲で推測する。 （読む能力）

イ 正太郎自身が自分自身をどのような人間であると考えているか本文中に書かれている
事柄を根拠として推測する。 （読む能力）

事前の準備 ・ワークシート（本文に書かれているエピソードを箇条書きしてある ）。

学習内容 学習活動 指導上の留意点及び評価

導 □ワークシートの配 ①ワークシート②を受け取 ・ワークシート①（前時の授業）を参考にする。
入 布と本時の学習活 る。 ・本文に書いてないことを推測する作業であるた

動・目標の確認。 ②本時の学習活動と学習目標 め、分からない部分や想像できない部分は無理
３ を確認する。 に想像しなくてもよいことを伝える。
分 ・ 正解」はなく常識の範囲内で自由に推測すれ「

ばよいことを伝える。

正太郎が自分自身 ③自分なりの推論をワークシ□
目標アに対する評価規準と評価方法の人柄、行動をど ート②にまとめる 分。（ ）10

のようにとらえて ④回し読みをし、他の人の意 〔規準〕
いるか、自分なり 見を参考に自分の考えをさ ・本文の内容から読み取れる範囲で推測するこ
の推測をワークシ らにまとめる 分 とができている。。 （ ）10
ート②にまとめ ・他の人の意見を参考にして考えることができ
る。 ( 分) ている。20

〔方法〕
展 ・机間指導、ワークシートの点検
開 〔状況Ｃの生徒への手だて〕

・自分自身に置き換えて想像するよう、アドバ
イスをする。

・回し読みで人の考えを参考にする。40
分

グループごとに担 ⑤指定された担当の問題につ ・いろいろな見方が出るように担当問題を重複し□
当する問題を決め いてグループで話し合う。 て指定する。
てその問題につい （ 分） ・時間がないときは板書させる。10
ての正太郎自身の ⑥話し合った結果を黒板に書
見方を推測し発表 き、本文から読み取れる範
する。 ( 分) 囲か確認する ( 分)20 10。

ま □正太郎自身の自分 ⑦今までに学習したことを振
目標イに対する評価規準と評価方法と 観をまとめる。 り返り、正太郎は自分自身

め をどのようにとらえている 〔規準〕
７ か、推測をまとめる。 ・学習したことを踏まえ、正太郎の自分観が本



分 文の根拠や常識の範囲でまとめられている。
〔方法〕
・ワークシートの点検
〔状況Ｃの生徒への手だて〕
・本時の授業でまとめたことを参考に推測させ
る。

次

時

に

生

か

す

こ

と

・今回の授業で十分指導しきれなかった事項
「正太郎観」を考えることで、人間の多面性、また「良い悪い」の単純判断ではないものの見方に
つなげられたらと考えていたが 「正太郎は許せない 「ひどい奴だ」など、まだまだ一面的な判断、 」
をする生徒のものの見方をどう変えていくか、広げていくかは今後の課題である。

・状況 の生徒への配慮C
ワークシートの回し読みをしたため、全く書けない生徒はいなかった。それぞれの生徒が自分なり
の「正太郎観」を書くことができた。


