
朗読を取り入れた小説の指導
―登場人物の性格を考えて朗読をしよう―

１ 科 目 名 国語総合

２ 単 元 名 小説

３ 教 材 名 横光利一「蠅」(『国語総合現代文編』東京書籍)

４ 単元の内容

単元の目標 ①単元の目標
。 （ ）と評価規準 ア 登場人物の心情や性格を理解しようとする 関心・意欲・態度

・評価方法 イ 登場人物の心情や性格、言動などを正しく、共感的に理解できる。 (読む能力)
ウ 登場人物の性格を理解した朗読ができる。 (話す・聞く能力)

②中心となる活動
作品を４場面に分け、３～６人のグループで、役割を決めて朗読する。本文にはない「蠅」
と「馬」の台詞は、場面にあったものをそれぞれの性格を考えて創作する。

③言語活動の工夫
、 。グループで役割を決めて朗読することで 登場人物の性格をより深く理解することができる

④評価

項目 評価規準 評価方法 状況Ｃの生徒への対応

関心 ①作品を理解しようと努めている 観察 ・意欲が乏しいと判断した生。
・ ②グループでの活動に積極的に参 机間指導 徒には、自己の体験に置き（ ）
意欲 加している。 換えて考えるよう指導す
・ る。
態度

①登場人物の心情や性格、言動な 観察 ・グループ学習の時に登場人
読む どを共感的に理解している。 (発言) 物の心情を理解しているか
能力 ②台詞のない二人(匹)の内言を想 確認する。

像することでテーマを理解して
いる。

話す ①登場人物の性格を考えて朗読し 朗読発表会 ・グループ活動の中で、リー
・ ている。 (発表) ダーが支援できるようにす
聞く ②他人の朗読を正しい観点をもっ る。
能力 て評価している。

単元目標の 朗読の方法の指導が丁寧であればあるほど読みの深まりが感じられた。朗読を通して普段とは
達成状況 異なる一面を見せる生徒が多くおり、クラスの雰囲気が温かくなった。

アドバイス ・朗読発表会はあくまでも教材のテーマに迫るための活動の一つに過ぎない。それを指導者が
十分理解した上で指導する必要がある。

及び ・良い朗読とそうでない朗読とではどのような違いがあるのかという例を示した上で朗読の活
動に入るとよい。今回は 「羅生門」を提示したが、他の既習の教材で例を示してもよい。、

留意点 ・朗読に至るまでの授業では作品のテーマや登場人物の性格には深く言及せず、あらすじをた
どることを主体にする。

・朗読発表会を通して、作品中の登場人物の性格やテーマを理解するために、まとめを丁寧に
実施する。

・まとめにはワークシートを用いるが、単なるプリントの穴埋め作業になることを避け、ワー
クシートを使わないで発言を積極的に促した方が授業を活性化できる。



５ 単元の学習概要

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

次時に注意すること評価方法

１ ○単元の学習目 ・単元の学習目標と言語活動の取り組み 新しい単元に積極的 自分の周囲の人物
標を理解する 方、学習課題を理解する。 に取り組もうとして に置き換えて考え。

○あらすじを理 ・ 蠅」を黙読する。 いる。 【関】 させる。「
↓ ↓解する。 ・理解の乏しい漢字や意味の不鮮明な語

句を明らかにし、理解する。 観察 ノートの点検をす
・あらすじを理解する。 る。
・好きな登場人物を選び、その理由を発 本文のあらすじを理
表する。 解している。 隣の席の生徒と答

・テーマを想像する ア・ウ 言ウ 【読】 えの交換をさせ。【 】【 】C
る。↓
↓※留意点 点検(ノート)

・好きな登場人物を考えさせることで、 考えを発表させ
登場人物に親近感をもたせるようにす る。
る。

・この時間には、テーマは各自で想像さ
せるだけにとどめ、全体でのテーマ追
究は、最終時間に実施することを伝え
。 ［ ］る ワークシート№１

２ ○朗読の方法を ・朗読の方法を学ぶ。 グループ別活動に積 司会の生徒に発言
学習する。 ・グループ別学習で実施する。３～６人 極的に参加しようと を促すよう全体に

のグループに分ける。 する。 【関】 指示する。
↓ ↓・ 羅生門」の後半部分を朗読テープを「

聴く。 観察 机間指導により必
・教科書を閉じて情景を想像する。 (発表・机間指導) 要に応じて個別に
・良くない例の朗読テープを聞く。 指導する。
・良い朗読とそうでないものの違いをグ
ループで考える。

・考えを発表する。 朗読の方法について
・良い朗読とそうでないものの違いを理 正しく理解してい
解する イ・ウ る。 【話・聞】。 【 】A

↓
※ 留意点 観察
・グループで考えをまとめるための視点 (発表・机間指導)
を提示する。

・次時には自分たちが実際に朗読をする
ことを説明してから始め、モチベーシ

。 ［ ］ョンを高める ワークシート№２

３ ○登場人物の性 ・登場人物の性格を考えた朗読を工夫す 登場人物の心情や性 司会の生徒に発言
格を理解する る。 格、言動などを共感 を促すよう全体に。

○性格に合わせ ・本文を内容から四つの場面に分ける。 的に理解している。 指示する。
↓た朗読をする ・グループごとに担当の場面を決める。 【読①】。

・登場人物の性格を考える。 机間指導により必↓
・グループの考えを発表する。 観察(机間指導) 要に応じて個別に
・グループから出された考えを基に登場 指導する。
人物の性格を確認する 【 イ・ウ】。 A

※留意点
・時間があれば、性格に合わせた朗読の
具体的な方法を考えさせるとよい。

［ ］ワークシート№３



○登場人物の性 ・登場人物の性格に合わせた朗読を練習 登場人物のキャラク 学習の進んでいる４
格に合わせた する。 ターに合わせて朗読 生徒に発表させ、

（

朗読をする。 ・朗読発表会をする。 している。 参考にさせる。本
↓時 ・グループ同士で相互評価をする。 【話・聞①】

【 イ・ウ 【 ウ】 机間指導により必

）

A C】 ↓
観察(発表) 要に応じて個別に

※留意点 指導する。
・時間配分に配慮し、１時間で相互評価 他人の発表を好意的
までを終えるように工夫する。 に受け止め、的確に

・性格理解と朗読が連動しているかを考 評価している。
えさせる。 【話・聞②】

↓［ワークシート№４］
観察(発表)

５ ○作品のテーマ ・ 蠅」と「馬」の役柄と台詞を想像す 作品のテーマを正し ペアワークで助け「
を考える。 ることで作品のテーマを考える。 く理解している。 合って考えるよう

・ペア学習で行う。 【読②】 に促す。
↓ ↓・形式段落一、五、八、九、十段落につ

いて 「蠅」と「馬」の台詞を考える。 ワークシート 机間指導により必、
・考えた台詞を発表する。 観察(発表) 要に応じて個別に
・作品のテーマを考える。 指導する。
・作品のテーマを発表する。 他人の発表を好意的
・出された発言を基にテーマをまとめる に受け止め、的確に ワークシートによ。

【 イ・ウ 【 ウ】 評価している。 り理解の程度を把A C】
【話・聞②】 握する。
↓ ↓※留意点

・ペアで考えることで、前時までのグル ワークシート ワークシートの添
ープ活動よりも主体性をいっそう高め 削により指導す
る。 る。

・テーマをまとめるために、予想される
発言を多く考えておく。

［ワークシート№５］



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 登場人物の性格を正しく理解する。 (読む能力)
。（ ）イ 登場人物の性格を表現するための適切な朗読をすることができる 話す・聞く能力

事前の準備 ① 前時までに朗読の方法について理解しておく。
② ワークシートを準備する。

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本時の学習課題を確認す ・本時は登場人物の性格を考えた朗読をすること
入 本時の目標と内容 る。 を確認する。
５ を確認する 課題・性格の考察 ・グループ活動で行うこと、朗読発表会をし、相
分 ・朗読の発表 互評価することを説明する。

②良い朗読の方法を復習す ・前時の復習として、良い朗読の方法を確認する
る。 ［ワークシート№２］

□登場人物の性格を ③登場人物の性格を確認す ・登場人物の性格は場面の中だけにとどまらず全
展 考える。 る ワークシート№３ 体を通して把握するように指示する。。 ［ ］
40

目標アに対する評価規準と評価方法分 □登場人物の性格に ④性格に合わせた朗読を練習
合わせた朗読を練 する。 〔規準〕
習する。 ・登場人物の性格を正しく理解している

〔方法〕
・点検、観察(ワークシートと机間指導)
〔状況Ｃの生徒への手だて〕
・グループ活動に積極的に参加するように生徒
同士で促させる。

・性格を正しく理解できているか観察によって点
検する。

・本文の中から、判断の理由になる事柄を探させ
る。

□朗読発表会をす ⑤朗読発表会をする。
目標イに対する評価規準と評価方法る。 ⑥相互評価をする。

［ワークシート№４］ 〔規準〕
・性格に合わせた朗読ができているか。
〔方法〕
・点検、観察(ワークシートと机間指導）
〔状況Ｃの生徒への手だて〕
・性格の理解ができており、朗読が伴わない場
合は追求せず、性格の理解ができていない場
合には個別に指導する。

ま □本時の学習のまと ⑦登場人物の性格を確認す ・ワークシートをグループごとに発表させる。
と めを行う る。
め ⑧性格を生かした朗読につい
５ てまとめをする。
分

・次時は、本来は台詞がない「蠅」と「馬」の台詞を考えることを知らせる。次
時

・次回はペアワークで行うことも併せて知らせるに
生
か
す
こ
と


