
古人の世界観や価値観を理解し、古文を読む力を付ける
－外国人に古人の世界観やものの見方、考え方を説明しよう－

１ 科 目 名 国語総合

２ 単 元 名 説話

３ 教 材 名 『宇治拾遺物語』より「田舎の児、桜の散るを見て泣くこと」

４ 単元の内容

単元の目標 ①単元の目標
と評価規準 ア 場面を想像し、物語を楽しみ、古典に親しむ。 （関心・意欲・態度）
・評価方法 イ 口語訳から話の展開を的確に把握する。 （読む能力）

ウ 古人のものの見方、考え方を理解する。 （読む能力）
エ 歴史的仮名遣いを理解する。 （知識・理解）

②中心となる活動
児が泣く理由を「うたてしやな」と評価する書き手のものの見方、考え方を理解する。

③言語活動の工夫
なぜ書き手が「うたてしやな」と評価するのかと問う外国人の質問メールに返信する。

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登場人物と、その行動、心 観察（机間指導） ・つまずいている箇所や原因
・ 理を読み取ろうとしてい を確認し、適切な補助質問
意欲 る。 をする。
・
態度

読 ①「児」が泣いている状況と 観察 ・つまずいている箇所や原因
む 理由が説明できる。 （机間指導・板書） を確認し、適切な補助質問
能 をする。
力 ②泣いている「児」を書き手 ・「児」が泣いている理由に

が「うたてしやな」と評価 観察（机間指導） ついて、本当の理由と僧が
する古人のものの見方、考 点検（メール文） 想像した理由の差異を考え
え方が説明できる。 るよう、助言する。

知識 ①本文が正しく、リズムよく 観察（机間指導） ・歴史的仮名遣いの発音を説
・ 読める。 明し、範読する。
理解 ・読む場を繰り返し設定す

る。

単元目標の 資料のページ［生徒の自己評価と一言感想］参照。
達成状況

アドバイス ・古人のものの見方、考え方を理解することは、本文の読解はもちろん、古典の読解全般にわ
たって必要であり、また、生徒のものの見方や考え方を広げ、価値観を豊かにすることにお

及び いても重要である。そのために、「昔の人は……」と説明するだけではなく、説明を受けて
生徒がそれを自分の中で咀嚼し、理解する時間をもつことが必要である。そのためには、も

留意点 のの見方、考え方を他者へ説明することや、そのものの見方、考え方を使って事象を評価す
ることなどの学習活動が考えられる。たとえば、弟や妹に、又は、中学生に答えるという場
の設定も考えられよう。また、メールという形式ではなく、ロールプレイングなど「話して
説明する」場を設けてもよい。さらには、そのものの見方、考え方がよく表れている他の文
章を紹介し、登場人物の行動理由を説明する演習的な学習活動をしてもよい。

・日本文化に興味をもっている外国人の友人の質問メールに答えるという場を設定したのに
は、以下に示す三つの意図がある。



①文学を理解するには、書き手と読み手の共通した文化の土台があること、若しくは、共
通理解が必要であることを理解し、古典はもちろん、外国文学を読む場合でもその点に
注意を払うことが必要であることを理解すること。

②共通した文化や共通理解をもたない他者に対して、ものごとを説明するにはどうしたら
よいかを考える機会とすること。

③国際社会において日本文学、日本の精神文化を適切に、かつ、自信をもって語れる力を
育成すること。

である。
・「質問メールに返信メールを作成する」という場の設定は、「古人の世界観やものの見方、
感じ方を理解する」だけでなく、他の古典作品や現代文においても、「なぜ？」「どういう
こと？」と問いかけ、読解を深めたり、思考を深めたりする学習活動に応用できる。

・古人のものの見方、考え方に対する評価をしたり、現代の日本人のものの見方について考え
たりする時間を設けてもよい。

５ 単元の学習概要

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

評価方法 次時に注意すること

１ ○本文を正しく ・範読を聴く。 本文が正しく、リ 歴史的仮名遣いの
リズムよく読 ・範読に続いて音読する。 ズムよく読める。 発音を説明し、範
む。 ・２人でペアを組み、交互に音読する。 【知】 読する。読む場を

・うまく読めなかった箇所を、１人で練 ↓ 繰り返し設定する。
○話の展開を大 習する。 観察 ↓
きくつかむ。 ・クラスで１文回し音読をする。 （机間指導・音読） ペア音読で確認す

・１人で全文音読をする。 る。
・音読をしながら読み取れたことを発表
する。（挙手発表） どこまで理解して

・読み取れたことから、話の展開を大き 登場人物、場所、 いるかを確認し、
くとらえる。（指導者まとめ） 「桜が散って」、「児 その理解を評価す

・予習の内容を確認する。 が泣いている」状 る。つまづいてい
況が分かる。【関】 る箇所や原因を確
↓ 認し、適切な補助
観察 質問をする。

（机間指導・発表） ↓
授業の始めに振り
返りを兼ねて、確

【Ｃア・言エ】 認の質問をする。

２ ○前半を現代語 ・範読に続いて音読する。 「児」が泣いてい どこまで理解して
訳し、話の展 ・２人でペアを組み、交互に音読する。 る理由として僧が いるかを確認し、
開を把握する。 ・重要な古文単語の意味を確認しながら、 想像したことが説 つまづいている箇

現代語に訳す。（指名発表） 明できる。 【読】 所や原因を確認し、
・「児」が泣いている理由を、僧がどの ↓ 適切な補助質問を
ようにとらえているかを読み取り、ワ 観察 する。
ークシートＡにまとめる。（指名板書） （机間指導・板書） ↓

授業の始めに振り
【Ｃウ・言エ】 返りを兼ねて、確

［ワークシートＡ］ 認の質問をする。

３ ○後半を現代語 ・範読に続いて音読する。 「児」が泣いてい どこまで理解して
訳し、話の展 ・２人でペアを組み、交互に音読する。 る理由が説明でき いるかを確認し、
開を把握する。 ・重要な古文単語の意味を確認しながら、 る。 【読】 つまづいている箇

現代語に訳す。（指名発表） ↓ 所や原因を確認し、
・「児」が泣いている理由を読み取り、 観察 適切な補助質問を
ワークシートにまとめる。（指名板書） （机間指導・板書） する。

・泣いている「児」に対する書き手の評 ↓



価を読み取り、ワークシートＡに記入 授業の始めに振り
する。（挙手発表） 返りを兼ねて、確

認の質問をする。
【Ｃウ・言エ】

［ワークシートＡ］

４ ○古人のものの ・泣いている「児」に対して書き手が「う 泣いている「児」 「児」が泣いてい（

見方、考え方 たてしやな」と評価する理由を考え、 を書き手が「うた る理由について、
本 を理解する。 ワークシートＡにまとめる。 てしやな」と評価 本当の理由と僧が
時 （グループ討議・発表） する理由がメール 想像した理由の差）

・「趣を解する」ことに重きが置かれて 文に適切に書かれ 異を考えるよう、
いる古人のものの見方、考え方の説明 ている。 【読】 アドバイスする。
を聞き、ワークシートＡにまとめる。 ↓ ↓
（指導者まとめ） 観察（机間指導） ワークシートＡを

・外国人の友人の質問メールに対する返 点検（メール文） 添削し、ワークシ
信メールを、ワークシートＢに作成す ートＢを再考する
る。（指名発表） よう指導する。

・学習活動の感想と自己評価をワークシ
ートＡに記入する。

【Ｃエ・言ア】
［ワークシートＡ・ワークシートＢ］

［メール文生徒作成例］



６ 第４時の学習指導案

本時の位置 ４時間目（全４時間）

本時の学習目標 ア 古人のものの見方、考え方を理解する。（読む能力）

事前の準備 ① ワークシートＢ（返信メール作成ワークシート）を作成する。
② グループ討議のグループを決めておく。

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本時の目標が、「古人のも ・前時までに使用したワークシートＡを用意する
入 確認し、活動内容 のの見方、考え方を理解す よう伝える。
５ を理解する。 る」ことであることを確認 ・ワークシートＢを配布する。
分 する。

②活動内容が「外国人のメー
ルに返信する」ことである
ことを理解する。

展 □泣いている「児」 ③泣いている「児」に対して
開 に対して、書き手 書き手が「うたてしやな」 目標アに対する評価規準と評価方法
40 が「うたてしやな」 と評価する理由を考え、ワ 〔規準〕
分 と評価する理由を ークシートＡにまとめる。 ・泣いている「児」を書き手が「うたてしやな」

理解する。 （グループ討議・発表） と評価する理由がメール文に適切に書かれて
いる。

④「趣を解する」ことに重き 〔方法〕
が置かれている古人のもの ・観察（机間指導）、点検（メール文）
の見方、考え方の説明を聞 〔状況Ｃの生徒への手だて〕
き、ワークシートＡにまと ・「児」が泣いている本当の理由と僧が想像し
める。（指導者まとめ） た理由の差異を考えるよう助言する。

□書き手の評価につ ⑤外国人の友人の質問メール
いて、自分の言葉 に対する返信メールを、ワ
で説明する。 ークシートＢに作成する。

（指名発表）

ま □本時のまとめと、 ⑥本時の活動の自己評価と感 ・時間内に活動が終わらなかった生徒は、本日中
と 次時の学習活動を 想をワークシートＢに記入 に完成させ、翌日に提出するよう指示する。
め 確認する。 し、感想を発表する。
５
分 ⑦次時は漢文に入ることを確

認する。

次
時
に
生
か
す
こ
と

・適切な返信タイトル（件名）の付け方や、メール文作成において配慮することなど、「メール文の
作成の仕方」を事前に学習する活動を設けるとよかった。


