
言葉から深く読み取る力を付ける
－教科書で学んだ読解方法を用いて自分の好きな詩を深く読み取ろう－

１ 科 目 名 国語総合

２ 単 元 名 詩

３ 教 材 名 木坂 涼「夏の姿 ・谷川俊太郎「二十億光年の孤独 ・高村光太郎「冬が来た」」 」
（ワークシート④「好きな詩を読解してみよう１～詩の言葉から連想を広げる～」

ワークシート⑤「好きな詩を読解してみよう２～詩の内容を説明する文章を書く～ ）」

４ 単元の内容

単元の目標 ①単元の目標
と評価規準 ア 教科書の詩に関心をもち、言葉から得られるイメージを理解しようとして

。 （ ）・評価方法 いる 関心・意欲・態度
イ 自分の好きな詩の言葉を分析し他者に伝わるように説明文を書くことで、

。 （ ）深く読み取ることができる 読む能力
。 （ ）ウ 詩の表現の特徴を理解する 知識・理解

②単元の目標設定の理由
・教科書の文章を読む場面や、日常における会話の場面を見ていると、生徒には 「言葉に込、

められた思いや意見を的確に読み取り、言語化する力」が欠けていると感じることが多い。
言葉のもつ微妙なニュアンスを読み取ったり、省略された言葉を補って考えたりする力が不
足するために、相手の感情を適切に汲み取ることができなかったり、自分の考えを相手に伝
えることができず誤解を招いたりする。このことが、人間関係を円滑に構築できない原因の
一つになっている したがって これらの力を培うために 読むこと の領域の指導に 書。 、 、「 」 「
く言語活動」を取り入れた単元及び目標を設定した。また、数学で公式を応用して別の問題
を解くように、国語で学んだ読解方法が日常で出会う文章の読解に生かせることを生徒に実
感させられれば、国語を尊重する態度を育成するとともに、学ぶ意欲の向上につながるので
はないかと考えた。

③中心となる学習活動
・主な活動内容は、自分の好きな詩（歌詞も可とする ）を一編選んで、授業で習得した知識。

を生かして読解し、その内容を説明文として書くというものである。この言語活動を選んだ
理由は、教科書の詩について教師が解説するだけでは知識を与えるにとどまりがちで、実生

。 、活で言葉の意味を正しく理解していくことには結び付きにくいと考えたからである さらに
学んだ知識を生かす体験を授業の中でさせることで、学習を楽しみにつなげ、生涯にわたっ
て読書に親しむ態度の育成につなげたいと考えた。

・この活動のメリットとしては、次の３点が考えられる。第一に、説明文として書くことによ
って、他者に理解してもらうという意識をもつことが可能であること、第二に、読む能力を
育成するための単元ではあるが、書く能力を高めることにつながること、第三に、生徒自身
が選んだ詩を読解することにより、主体的に学習に取り組もうとする生徒の態度を引き出す
ことが期待できることである。生徒自身が選んだ詩なので、関心・意欲をもって深い読み取

、 。 、りが可能になるとともに 他の生徒も興味・関心をもって作品を読むことができる ただし
様々な詩が集まるので、読解のポイントを絞って指導することが難しいというデメリットも
ある。

④言語活動の工夫
、 、 、・この言語活動には 読解した内容について説明文を書くことで 自分の思考が形として残り

見直すことができるとともに、他者に伝えることを意識して、説明文として書くことによっ
てより深く読解することができるというメリットがある。ただし、詩のイメージを捉えても
表現すべき言葉が出てこないために、活動に積極的に取り組めなくなる可能性もあるという
ことがデメリットである。

・他者の言葉から深い内容を読み取る力は、文学的な文章を読解する場合だけでなく、人間関
係を構築する場面に生かすことができる。具体的には、象徴的な言葉や、省略された言葉、
比喩などを理解する力を身に付けることによって実生活でのコミュニケーション能力を高め



ることを期待してこの言語活動を選んだ。

⑤評価

状況Ｃの生徒への対応評価規準 評価方法

①教科書の詩に関心をもち、 観察（机間指導） ・全体のイメージを大まか
関心 詩の中の言葉からイメージ 点検 ワークシート に捉え、どんなメッセー（ ）
・ を膨らませている。 ジを伝えようとしている

意欲 ②自分の選択した詩につい かを考えさせる。
・ て 伝え方を工夫している ・連想する言葉から、詩全、 。

態度 体の雰囲気を最もよく伝
える言葉を選ばせる。

①詩の表現の特色に注意して 観察（机間指導） ・理解しづらい箇所（比喩
読む 読むことができる。 点検 ワークシート や象徴的な表現など）に（ ）

②詩の叙述に即して的確に読 線を引いて考えさせる。
能力 み取り、説明文を書くこと ・辞書を用意させる。

ができる。

①教科書の詩の分析方法を理 観察（机間指導） ・言葉のもつ語感を教える
知識 解することができる。 点検 ワークシート ことで言語感覚を身に付（ ）
・ ②詩の読み方が分かる。 けさせる。

理解 ・比喩や省略等の技巧的な
表現方法について説明す
る。

成果と課題 ①「自分の好きな詩を選ぶ」という活動を取り入れたため、生徒は意欲的に詩を探す活動を始
めた。事前の段階では大部分の生徒が歌詞を選んでしまうのではないかと予想していたが、
様々な詩人の詩が集まった。さらに、授業後のアンケートでは、説明文を書くことで深く読
み取ることができたと答えた生徒は、１・２名を除いてほぼ全員であった。できなかったと
答えた生徒は授業で取り扱った詩の分析方法を理解していなかったり、既に授業の前から自
分で深く考えていたりした生徒であった 「理解を深めるために書く」という目標は達成で。
きた。

②課題は、授業で取り扱った詩の分析方法の理解ができない生徒への指導の在り方である。

アドバイス ①生徒自身が、選んだ詩のどんな点について「伝えたい 「分かってほしい」と思っている」、
かをまとめさせてから説明文を書かせるとよい。

及び ②詩だけでなく、短歌・俳句・小説等、主に文学的な文章の読解に応用できる。

留意点

小中学校と ①(中学校・３年・読むこと)
の系統性 イ 文章の論理の展開の仕方、場面や登場人物の設定の仕方を捉え、内容の理解に役立てる

こと。
②(小学校・５年・６年・書くこと)

ウ 事実と感想、意見などとを区別するとともに、目的や意図に応じて簡単に書いたり詳し
く書いたりすること。

５ 単元の学習概要

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

次時に注意すること評価方法

○ 夏の姿 ・象徴的な表現から人物・情景・心情な 表現から適切に読み 自分が詩の中の言「 」
を読み取 どを読み取る。 【Ｃア・ウ】 取ることができる。 葉を使う場合、ど
る。 ・語句の意味や比喩の内容などを理解す 【読】 のような感情を伴

る。 【言イ】 ノートに説明を記入 って使うかを考え
１ できる。 【知】 させる。＊留意点



↓ ↓・詩の情景を５Ｗ１Ｈを用いて整理させ

観察 ノートを確認し、る。

（発表・机間指導） 理解が不十分な点言葉が何を象徴しているのか気付かせる。

について次時に確
認する。

○「二十億 ・ 宇宙」を発想の場とする作者の心情 表現から適切に読み 言葉の意味だけで「
光年の孤 を読み取る。 【Ｃア・ウ】 取ることができる。 はなく、イメージ
独」を読 ・対句や造語の効果を考え意味を理解す 【読】 や詩全体の中での
み取る。 る。 【言イ】 ノートに説明を記入 ニュアンスを読み

できる。 【知】 取らせる。＊留意点

↓ ↓２ ・詩の中の言葉に、説明の言葉を補いなが

観察 ノートを確認し、ら読ませる。

（発表・机間指導） 理解が不十分な点
について次時に確
認する。

○「冬が来 ・比喩や命令形の表現等から情景・心情 表現から適切に読み 比喩について簡単
た」を読 を読み取る。 【Ｃア・ウ】 取ることができる。 に説明するととも
み取る。 ・比喩とその効果を理解する。 【言イ】 【読】 に他の生徒の発表

ノートに説明を記入 を聞かせること＊留意点

できる。 【知】 で、理解を深めさ・言葉のもつイメージを確認しながら、比

３ せる。喩を使わない表現に置き換えさせたり、 ↓
↓言葉の調子について考えさせたりする。 観察

（発表・机間指導） ノートを確認し、
理解が不十分な点
について次時に確
認する。

○自分の好 図書館で、本や、インターネットを利 授業という場にふさ 歌詞でもよいこと・
きな詩を 用して、好きな詩を原稿用紙に書き写 わしい詩を選ぼうと を連絡する。
原稿用紙 す。 【Ｃオ】 している。 【関】 詩全体から感じ取
に記入し れる感情・イメー＊留意点 ↓
読み取る 点検 ジをまず言葉にさ。 ・授業で扱うのにふさわしい詩であるとと

（原稿用紙） せ、その後、一つもに、説明文を書きやすい詩を探すよう

一つの言葉についに助言する。

自分が選んだ詩の表現に即して人物・ 自分の好きな詩を他 て、連想する事柄・
情景・心情などを読み取る Ｃウ の人に分かってもら を書かせる。。 【 】

↓４ ワークシート④ えるように伝え方を
本時 工夫している 関 連想した事柄の中（ ） 。【 】＊留意点

で、詩全体のイメ・言葉の意味だけではなく、イメージや詩

表現から適切に読み ージに近いものを全体の中でのニュアンスを読み取らせ

取ることができる。 選ばせる。る。言葉から連想されるものや、いろい

【読】ろな説明の仕方の中で、よりよい表現を

比喩表現や言葉の意選択させるようにする。

。【 】味が分かる 知
↓

分析
（ワークシート④）

○第４時で 詩全体のもつイメージを生かす言葉を 幾つかの説明の言葉 ワークシート①の・
読み取っ 選んで説明文を書く。 【Ｂウ】 から適切な語を選ん 中で最もよいと考

５ た詩につ で記述している。 えた言葉をつない＊留意点

いて説明 ・ 関 で詩全体を説明さ第４時で説明の言葉を選んでいるので、 【 】
文を書く せる。。 それをつなぐ形で書かせる。 ↓

↓分析（原稿用紙）
つながりの悪い部
分について指摘す
る。

○各自が書 ４名から５名のグループに分かれ、各 他の生徒が分析した それぞれの生徒が・



いた作品 自が書いた作品を読み合う。各グルー 詩の説明を、興味を どんな言葉をどの
６ を発表し プの評価が最も高かった生徒は代表者 もって聞いている。 ように読解してい、

相互評価 として、全員の前で発表する。 【関】 るかに注意して聞
する。 【Ｂエ】 かせる。↓

観察（机間指導・発＊留意点

表・聞く態度）・表現の巧拙ではなく、詩をいかに読み取

っているかに重点を置いて発表を聞くよ

うに指導する。

６ 第４時の学習指導案

本時の位置 ４時間目（全６時間）

本時の学習目標 ア 選んだ詩の表現に即して、人物・心情・情景を読み取り、言語化することで、読みを
。 （ ）深める 読む能力

。 （ ）イ 選んだ詩の表現の特色を理解する 知識・理解

事前の準備 ① 原稿用紙に視写するための詩を生徒が選んでおけるように詩集を紹介する。
② 詩の読解のためにワークシートを作成する。

学習内容 学習活動 指導上の留意点及び評価

□詩の読解の方法を ①詩の読解の仕方の説明を受 ・概要を捉える方法、言葉に補足する方法、比喩
導 確認する。 けて復習する。 等からイメージをつかむ方法の三つを確認す
入 る。

□読解するための詩 ②詩の選択基準を確認する。 ・上記の方法を使って分析できる詩を選択するよ10
分 を選ぶ基準を確認 うに再度指示する。

する。

□詩を選んで視写す ③分析するための詩を原稿用
目標アに対する評価規準と評価方法る。 紙に視写する。
〔規準〕

□選んだ詩を読解す ④ワークシート④のＡに取り ・状況・人物・心情などを適切に把握し説明し
展 る。 組み、詩の全体のイメージ ている。

やメッセージをまとめる。 〔方法〕
⑤ワークシート④Ｂに取り組 ・観察（机間指導、ワークシート④）

み、詩の中の言葉の中で、 〔状況Ｃの生徒への手だて〕
解釈が必要な言葉について ・詩全体がどのようなメッセージを伝えようと

開 連想する事柄を幾つか書 しているかを考えさせた上で細部を考えさせ
く。 る。

⑥ワークシート④のＢから最
も適切な説明を選ぶ。

目標イに対する評価規準と評価方法⑦完成したワークシート④を
ペアの生徒と交換し、評価 〔規準〕35
表に基づいて説明が適切か ・比喩等の修辞技巧を確認し、指摘している。
どうかを確認する。 〔方法〕

⑧ペアの生徒の指摘を基に更 ・分析（ワークシート④）
に補足する。 〔状況Ｃの生徒への手だて〕

分 ・机間指導の際に、比喩表現等を指摘し、考え
させる。また、記述後にペアの生徒の記述を
参考にして補足させる。

ま □次の時間に、ワー ⑨詩を視写した原稿用紙及び ・ワークシート④への記入が完了していない生徒
、 。と クシート④を基に ワークシート④を提出す は 授業の前日までに提出するように指示する

め 説明文を書くこと る。
５ を理解する。
分


