
古文を自分自身に結び付けて読む
－徒然草の教訓を手掛かりに考える－

１ 科 目 名 国語総合

２ 単 元 名 『徒然草』を読む

３ 教 材 名 『徒然草』第 段「公世の二位のせうとに 、第 段「高名の木登り」45 109」
（ 新編国語総合改訂版』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 回し読みやグループ学習に慣れ、主体的に授業に取り組む姿勢を身に付ける。
・評価方法 （関心・意欲・態度）

、 。 （ ）イ 現代語訳から読み取ったことを根拠に 自分の考えをまとめる 読む能力
、 。 （ ）ウ 用言の活用を理解し 現代語訳を作る 知識・理解

②中心となる活動
・第 段「公世の二位のせうとに」の本文の内容にふさわしい教訓を現代語で付け足す。45
・第 段「高名の木登り」に書かれている筆者の意見に対し、適切な具体例や体験を挙げ109
て自分の考えを書く。

③言語活動の工夫
ア 古文の読みに慣れるため音読を繰り返す。
イ グループで話し合いを行い、自分の考えを話したり人の考えを聞いたりする。
ウ 筆者の意見に対する自分の考えをワークシートの形式に合わせてまとめる。

④評価

評価規準 評価方法 状況Ｃの生徒への対応

関心 ・回し読みやグループ学 机間指導 ・評価規準を明確に伝え、何をすれ
・ 習に慣れ、意欲的・主 ワークシートの点 ばいいのか分かるようにする。
意欲 体的に授業に取り組ん 検
・ でいる。
態度

①第 段の内容にふさ ワークシート①の ・ワークシートの回し読みやグルー45
わしい教訓ができる。 点検 プでの話合いを通して、他の生

読 徒の考えをヒントにする。
む ②第 段の筆者の考え ワークシート②の ・ワークシートの回し読みやグルー109
能 に対し、適切な具体例 点検 プでの話合いを通して、他の生
力 や体験を挙げて自分の 徒の考えをヒントにする。

考えが書ける。

知識 ・用言の活用を理解し、 指名による確認 ・見分け方のヒントを与えたり、補
・ 現代語訳をする。 ノートの点検 足説明を行う。
理解 ペーパーテスト ・板書を丁寧に行い、確認できるよ

うにする。

単元目標の どちらの章段も全員が課題に対して一生懸命に取り組んでいた。ほとんどの生徒が課題を理解
達成状況 して教訓や自分の考えをまとめることができた。

アドバイス ・古文に親しみ、内容をより身近に感じられるように「話す・聞く 「書く」の活動を取り」、
入れてより深く「読むこと」を目指した。

及び ・回し読みやグループ活動を取り入れることで、わからない生徒は他の生徒の考えを参考にす
ることができる。

留意点



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

○第 段のノー ・第 段の本文をノートの作り方に注意 音読・ノート作りな 机間指導で個別に45 45
ト作りをする。 して書く。 どに意欲的に取り組 指導する。

↓１ ○動詞を見付け ・音読し、古文の読みに慣れる。 み、必要事項が書け
る。 ・本文中の動詞を見付け、活用の行・種 ている 関 ノートが作れてい。 【 】

類・活用形を考える 言イエ るか確認する。。 【 】 ↓
机間指導、ノートの
確認＊留意点

・ノートを丁寧に作らせる。

。・できていない部分は次時までの課題とする

○第 段の用言 音読し、古文の読みに慣れる。 用言の活用、語句調 ヒントとなるよう45 ・
の活用を理解す ・本文中の用言の活用の種類を確認し、 べなどがノートに記 な事柄を板書す

２ る。 理解する。 入されている。 る。
○語句調べをし、 ・本文を理解するために必要な語句の意 【関 【知】 確認した事柄は必】
現代語訳を作 味を調べ、現代語訳を作る 【言イエ】 ず板書を行う。。 ↓

↓る。 指名による生徒の発
言の確認 机間指導 ノートが作られて＊留意点 、 、
ノートの確認 いるか確認する。・必要事項をノートに記入させる。

・現代語訳については、分からない部分は書

く必要がないことを伝える。

・できていない部分は次時の課題とする。

○第 段の現代 音読し、古文の読みに慣れる。 現代語訳がノートに 現代語訳は板書す45 ・
３ 語訳を確認す ・短文に区切り、現代語訳を確認する。 記入されている。 る。

る。 ・ワークシート①の流れに従い、本文に
○本文の内容に合 ふさわしい教訓を考える Ｃアエ ワークシート①が完 回し読みで他の人。 【 】
う適切な教訓を （自分で考える→回し読み→グループで 成している。 の意見を参考にさ
考える。 意見をまとめる→発表→考えをまとめ せる。

↓る） 本文の内容にふさわ
しいか。 ワークシートをで
初めの段階に比べ、 きるだけ早く返却＊留意点

内容や表現が校正さ する。・ワークシート①を利用する。

れているか。・現代語訳を正確にノートに記入させる。

【関 【読】・ワークシートの評価規準をあらかじめ伝え 】
↓る。

ノートの確認、ワー
クシートの点検・評
価

○第 段のノー ・第 段の本文をノート作りの仕方に 音読・ノート作りな 机間指導で個別に109 109
ト作りをする。 注意してノートに書く。 どに意欲的に取り組 指導する。

↓４ ○指定された動詞 ・音読し、古文の読みに慣れる。 み、必要事項が書け
と、形容詞の活 ・指定された動詞と形容詞について活用 ている 関 知 ノートが作られて。【 】【 】
用を考える。 の種類、活用形などを考える。 いるか確認する。↓

言イエ 机間指導、ノートの【 】
確認＊留意点

・ノートを丁寧に作らせる。

・できていない部分は次時の課題とする。

○第 段の用言 音読し、古文の読みに慣れる。 用言の活用、語句調 ヒントとなるよう109 ・
の活用を理解す ・本文中の用言の活用の種類を確認し、 べなどがノートに記 な事柄を板書す

５ る。 理解する。 入されている。 る。
○語句調べをし、 ・本文を理解するために必要な語句の意 【関 【知】 確認した事柄は必】
現代語訳を作 味を調べ、現代語訳を作る 【言イエ】 ず板書を行う。。 ↓



↓る。 指名による生徒の発
言の確認 机間指導 ノートが作れてい＊留意点 、 、
ノートの確認 るか確認する。・必要事項をノートに記入させる。

・現代語訳については、分からない部分を書

く必要はないことを伝える。

・できていない部分は次時の課題とする。

○第 段の現代 音読し、古文の読みに慣れる。 現代語訳がノートに 現代語訳は板書す109 ・
語訳を確認す ・短文に区切り、現代語訳を確認する。 記入されている。 る。

６ る。 ・難しいところはうまくいったが、簡単 本文の蹴鞠の例を
○本文に書かれて なところでミスをしてしまったという 適切な例を見付けて 挙げ、似たような
いる事柄に合う 例を考え、グループで話し合う。 いる。 【読】 例を見つける。

↓ ↓身近な体験を挙 ・どんな例が出たか、発表する 【Ｃア】。
げる。 机間指導、生徒の発 ノートが作れてい

言の確認 るか確認する。＊留意点

・現代語訳を正確にノートに記入する。

。・単なる失敗談の発表にならないようにする

（ 、 ）難しいところ→成功 簡単なところ→失敗

○筆者の意見に対 ・ワークシート②の形式に従って筆者の ワークシート②が完 回し読みやグルー
７ する自分の考え 意見をまとめて適切な自分の体験を書 成している。 プ活動で他の人の

を書く。 き、自分の考えをまとめる。 意見を参考にさせ
本 （自分で考える→回し読み→グループで 筆者の主張に対する る。
時 ○単元全体の自己 相互評価→考えをまとめる） 自己の意見がワーク 前時の授業で挙げ

評価をする。 ・自己評価を行い、自分の学習活動を振 シートの形式に合う た体験や例を参考
り返る。 【Ｃエ】 よう書けている。 にさせる。

二つの異なる体験又＊留意点

は具体例がワークシ・ワークシート②を利用する。

ートの形式に合うよ・筆者の主張を的確にまとめる。

う書けている。・ワークシートの形式に合う文章を推敲する。

【読②】・授業の感想、意見もしっかり書く。

↓
机間指導、ワークシ
ートの点検・評価



６ 第７時の学習指導案

本時の位置 ７時間目（全７時間）

本時の学習目標 ア 筆者の主張に対する自己の考えを適切な例や体験を挙げてワークシートの形式に合わ
。 （ ）せて書くことで論理的な文章を書くことに慣れる 書く能力

イ 回し読みやグループによる学習活動に慣れ、主体的に授業に取り組む姿勢を身に付け
。 （ ）る 関心・意欲・態度

事前の準備 ① ワークシート②（意見文の形式になるよう、留意する ）。
② 自己評価表

学習内容 学習活動 指導上の留意点及び評価

導 □本時の学習目標を ①本時の学習目標アとイを確 ・ワークシート②を配布する。
入 確認する。 認する。
５
分

展 筆者の主張をまと ②現代語訳を参考にしなが□
目標アに対する評価規準と評価方法開 める （10分） ら、ワークシートの形式に。

合うよう、筆者の主張をま 〔規準〕
とめる。 ・筆者の主張に対する自己の意見がワークシー

□体験や具体例をま ③適切な体験や具体例をワー トの形式に合うよう書けている。40
分 とめる （15分） クシートの形式に合わせて ・二つの異なる体験又は具体例がワークシート。

書く。 の形式に合うよう書けている。
□自分の考えをまと ④回し読みを行い、他の人の 〔方法〕
める （５分） 記述を参考により適切な文 ・ワークシートの点検・評価。

章に推敲する。 〔状況Ｃの生徒への手だて〕
⑤ワークシートの形式に合わ ・前時の学習で挙げた体験や、他の人の書いた
せて自分の考えを書く。 ワークシートを参考にするよう助言する。

□グループでお互い ⑥グループでお互いの文章を
目標イに対する評価規準と評価方法の文章を読み合 読み合い、ワークシートの

い、ワークシート 形式に合っていないところ 〔規準〕
の形式に合わせて や誤字・脱字などがないか ・回し読みやグループ学習に、主体的に取り組
文章がまとまって 相互に確認する。 んでいる。
いるかを相互に評 〔方法〕
価する （10分） ・生徒の様子の観察、ワークシートの点検。

〔状況Ｃの生徒への手だて〕
・机間指導を通してつまづいている点を確認し
助言する。

ま □単元全体の自己評 ⑦自己評価を行い、自分の学
と 価を行う。 習に対する姿勢を振り返
め る。
５
分

・今回の授業で十分指導しきれなかった事項次

読みを深めることと話し合いや発表に慣れることを重点に置いたが、読むために必要な古文の基本時

的知識が足りないので、地道に指導を続ける必要がある。に

・状況Ｃの生徒への配慮生

分からないことをそのままにせず確認しやすい雰囲気を作っていく。回し読み、相互確認を行ったか

ことで何も書けない生徒はいなかった。す

こ

と


