
文章の論理を意識させる
－生徒の手によるオリジナル問題づくり－

１ 科 目 名 現代文

２ 単 元 名 評論２

３ 教 材 名 「知る－和語の文化誌 （ 改訂版高等学校現代文』第一学習社）」『

４ 単元の内容

単元の目標 ①単元の目標
と評価規準 ア 文や段落の関係を意識し、文章の構成や展開を的確にとらえて読みとる。
・評価方法 （読む能力）

イ 自分の考えを論理的に説明する。 （話す・聞く能力）

②中心となる活動
既習の教材の記述問題を生徒が作成し、作成した問題をグループやクラスで解き、相互評価
をする。

③言語活動の工夫
記述問題を考える過程で、問題を発見しようとする主体的な読み方を身に付ける。
作成した問題についてグループやクラスで解説することによって、論理的な話し方を身に付
ける。

④評価

評価規準 評価方法 状況Ｃの生徒への対応

話す ①問題作成意図、答えに至る 観察 ・分かりやすく言い換えられている
・ 過程を明確に説明している 発問 部分から問題作成をするよう指示。
聞く ②説明者の意図を正確に理解 点検（ワーク する。
能力 している。 シート）

。・文や段落の関係を意識し、 点検（ノート ・段落の初めと終わりに注目させる
読む 文章の構成や展開を的確に ・ワークシー ・接続詞、キーセンテンスやそれを
能力 とらえて読み取っている。 ト） 言い換えた表現などに注意させ、

観察（机間指 隣接する文相互の関係を考えさせ
導） る。

知識 ①接続詞の働きを理解してい 観察（机間指 ・分かりやすい例を示す。
・ る。 導）

（ ） 、 。理解 ②評論文の基本的な構成につ 点検 ノート ・評論文の構成について 例を示す
いて理解している。

アドバイス ・発展的な学習活動なので、国語総合で実施する場合は、学期のまとめとして実施すると効果
が高い。複数回実施すると、学習効果が高まるので３年間を見通した指導計画を立てて継続

及び して指導していくとよい。
・さまざまな教材に応用できるので、発達段階に応じて問題作成のねらいも適切に設定すると

留意点 よい。
・最初は平易な部分や教材を選んで学習させるとよい。



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

○評論文の ・通読後、形式段落のキーセンテンスに線 評論文の基本的な構成 段落の初めと終わ、
基本的な を引き、ノートに記入する。 展開を理解している。 りに注目させる。

↓１ 構成、展 ・接続詞、言い換えた表現の働きを確認す 【知】
開を理解 る。 接続詞、言い換えた表 接続詞や言い換え
する。 ・前半部分について、ノートに記入したキ 現の働きを理解してい た表現などの復習

ーセンテンスを板書し、確認する。 る 知 用ワークシートを。 【 】
【Ｃア】 準備する。↓

（ 、 ）＊留意点 観察 机間指導 発表
・形式段落同士の関係に注目させる。 点検（ノート）

○記述問題 ・後半部分についてノートに記入したキー 段落、文の関係から解 接続詞や言い換え
の設問と センテンスを板書させまとめる。 答することができる。 た表現に注意さ
解答の仕 ・既習の文章の問題を解き、設問と解答の 【読】 せ、前後の文から

２ 組みを理 仕組みを理解する。 関係を考えさせ↓
解する。 ・ワークシートで問題作成の練習をする。 観察 机間指導 発表 る。（ 、 ）

↓【 】Ｃア 点検（ワークシート）
＊留意点 Ｃの生徒が分散す
・以前に実施した定期考査を配り、再度解 るようグループを
かせてから、問題を作成する要点が分か 決める。
るように解説する。

・次時から問題作成を行うことを伝え問題
を考えてくるように指示する。

・問題作成する段落を割り当てておく。
○文や段落 ・個人で考えてきた問題及び解答をワーク 段落・文の関係から問 具体例を指摘させ
の関係に シートに記入する。 題を考えている 【読】 主張に気付かせ。
注意して ・問題作成のポイントを示し、問題として る。↓

↓３ 文章を読 成り立つか検討する。 観察（机間指導）
むことが ・グループに分かれ、問題を発表し、解説 点検（ワークシート） 解答の時に注意し

本 できる。 する。 て見守る。
時 ○他人の意 ・グループ内で相互評価をする。 本文の構成、展開に基

、 、 。見を聞き ・グループとして発表する問題を選ぶ。 づいて 意見が言える
批評がで Ｃア Ａウ 【話①】【 】【 】

↓きる。 ＊留意点
・机間指導で各グループにアドバイスを 観察（机間指導）
し、議論が活発になるようにする。 点検（ワークシート）

○発表を聞 ・各グループから出された問題を解く。 発表内容を聞き理解し 評価する例を示し
き、評価 ・各グループの代表が解説する。 ている。 ながら、質問を重
基準に基 ・質疑応答 評価基準に基づいて評 ねる。

↓づいて評 ・評価表に記入し提出。 【Ｃエ】 価している 聞②。 【 】
４ 価する。 結果発表時にコメ↓

観察（机間指導） ントを引用するな
点検（ワークシート） どの配慮する。

○文章の構 ・ 問題作成グランプリ」を発表。 文章の構成、展開を理 前時の問題を例に「
成、展開 ・抽出した問題を使って、文章の構成、展 解し説明できる。 出しながら補足を

５ が理解で 開を確認する。 【読】 加える。
↓きる。 ・まとめと授業反省ワークシートに記入。

（ ）観察 机間指導・発問
＊留意点 点検（ワークシート）
・自分たちが作成した問題が確認できる構
造図にする。



６ 第３時の学習指導案

本時の位置 ３時間目（全５時間）

、 。（ ）本時の学習目標 ア 文や段落の関係を意識し 文章の構成や展開を的確にとらえて読みとる 読む能力
イ 自分の考えを論理的に説明できる。 （話す・聞く能力）

事前の準備 ①５人以下のグループに分けておく。
②グループ討議用問題作成ワークシート。
③グループ討議用記録用紙。

学習内容 学習活動 指導上の留意点及び評価

導 □本時の目標を理解 ・本時の作業内容を理解す ・作業の流れを明確にしておく。
入 し、作業内容を確 る。
５ 認する。
分

展 □文章の論理を理解 ①個人で考えてきた問題をワ ・問題作成のポイントを確認する。
開 し問題作成をす ークシートに記入し、正答

る。 も記入する。
目標アに対する評価規準と評価方法

・問題として成り立つのか、 〔規準〕10
分 解答は一つになるのかを検 ・文の関係を読み返して問題と解答の正しさに

討する。 ついて考えている。
〔方法〕
・観察（机間指導 、点検（ワークシート））
〔状況Ｃの生徒への手だて〕

、 。・具体例を指摘させ 筆者の主張に気付かせる

□グループ内で相互 ②問題発表
目標イに対する評価規準と評価方法評価する。 ・グループに別れ、グループ

内で自分の問題を発表し解 〔規準〕30
分 説する。 ・本文の論理展開を根拠として、適切に意見を

述べている。
③グループ討議
・班長を中心に各問題につい 〔方法〕
て相互評価する。 ・観察（机間指導 、点検（相互評価表））

④グループとしての問題作成 〔状況Ｃの生徒への手だて〕
・討議の内容を生かし、グル ・本人の作った問題を評価してやり、自信をも
ープで問題を作る。班員の って討議に向かわせる。
問題の中から選んでもよい
が、より良い問題になるよ
うに推敲する。

ま □本時のまとめと次 ⑤次時の発表者を決める。 ・各班の問題を１枚のワークシートにまとめ、ク
と 時の予告をする。 ラスの人数分印刷しておく。
め
５
分

・討議が順調に進んでいるグループには、発表する内容についてもグループ内で話し合うように指導す
るとよい。

・討議が不十分なグループには、次の時間までに、話し合う時間をもつように指示する。

次
時
に
生
か
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こ
と


