
評論を読んで自らの考えをもつ
－比較文化論を応用して読み比べる－

１ 科 目 名 国語総合

２ 単 元 名 論理を育む

３ 教 材 名 三森ゆりか「外国語のための日本語レッスン」
山崎正和「水の東西」
盛田昭夫「スペシャリストになりたまえ」

４ 単元の内容

単元の目標 ①単元の目標
と評価規準 ア 他者の意見に対して自分の考えをもち、積極的に話し合おうとしている。
・評価方法 （関心・意欲・態度）

。 （ ）イ 筆者の主張を的確に読み取る 読む能力
ウ 筆者の主張に対して自分の考えをもち、適切な表現でまとめている。

（ ）書く能力
。 （ ）エ 比較文化論を応用して読み比べていく方法を理解する 知識・理解

②単元の目標設定の理由
・対象とした生徒たちには、自分とは異なる意見を受け止める力とともに、自分の考えや理由

を説明する力が不足している。そこで、自分の意見と理由を述べる力を付けるとともに、異
なる意見を認めていく態度を身に付けられるようにしたいと考えた。

・日本語と外国語の比較、日本と外国の文化の比較、日本人とアメリカ人の働き方の比較の三
つの教材を扱い、最終的には「自分はどんな働き方をしたいか」について考えさせ、キャリ
ア教育につなげたいと考えた。

③中心となる学習活動
・筆者の意見を要約し、それに対する自分の意見と理由を 字以内で書く。200

④言語活動の工夫
・三つの文章を比較するため、批評する力を高めることができる。
・働くという、進路に関わる重要なテーマについて考えて表現させるため、他の生徒の意見に

も興味を抱きやすい。

⑤評価

状況Ｃの生徒への対応評価規準 評価方法

関心 ①筆者の主張を読み取り、ま 観察（机間指導） ・文章に何が書いてあった
・ とめようとしている。 か質問し、生徒の発想を

意欲 ②他の生徒の意見にも耳を傾 引き出して答えの書き方
・ けようとしている。 を具体的に助言する。

態度

①筆者の主張を的確にまとめ 観察（机間指導） ・要約のヒントとなるキー
書く ている。 点検 ワークシート ワードを板書する。（ ）
能力 ②筆者の主張に対する自分の ・早く書き始めた生徒の作

意見を書いている。 品を読み上げ、方向性を
例示する。

、知識 ①比較文化論を応用して読み 観察 ・教科書以外の例を挙げて
・ 比べていく方法を理解して （机間指導・発表） 対比という方法を身に付

理解 いる。 けさせる。

成果と課題 ①欧米の言語文化を知ることで、各自の意見とともに理由を答えることに対する抵抗感が薄れ



る。また、比較文化論を知ることで、他の文章も対比構造に注目して読むことができるよう
になる。

②課題は、自分の意見が書けない生徒に対する手立てを工夫することである。

アドバイス ①意見だけでなくその理由を表現するのは、考え方の違う相手と分かり合うための方法である
ことに気付かせるとよい。作文の評価は自分の考えと理由が書いてあったらＡとする。ほぼ

及び 全員Ａとなるので、他の生徒に紹介したい内容の場合はほめ、クラスの生徒の前で読み上げ
てよいか確認し、発表する。ほめられることを誇りに思えるように学級集団の人間関係づく

留意点 りを進める必要がある。
② 字程度の長さの自分の考え方を表現する文章を書けるようになれば、その文章を組み合200

。 、 、わせて 字～ 字の長い文章を書くことにも対応できる また 字程度の意見文は600 800 200
３年次に志望動機などを書く場合に応用できる。

③作品を読むことで生徒理解がより深まるので、教科担任として知った生徒の情報を担任と共
有することも可能となる。

小中学校と ①(中学校・１年・読むこと)
の系統性 イ 文章の中心的な部分、事実と意見などとを読み分け、目的や必要に応じて要約したり要

旨をとらえたりする。
②(中学校・１年・読むこと)

オ 文章に表れているものの見方や考え方を広くすること。

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

○日本と欧 ・ 外国語のための日本語レッスン」を 日本人の言語文化が 理解に役立つ具体「
米の言語 音読する。 お互いに察しあう 例を示す。「 」

↓文化の違 ・日本人と外国人の言語文化の違いを理 文化であることを理
いを読み 解する。 解する。 【読】 振り返るための質
取る。 ・日本人の言語文化が「お互いに察しあ 問をして確認す↓

う」文化であることを理解する。 観察 る。
・欧米の言語文化は「理由を明示する」 （机間指導・発表）

１ 文化であることを理解する。
・考え方の違う相手に自分の考えを伝え

るために必要なことは、明確に理由を
述べることであることを理解する。

【 】Ｃイ
＊留意点

・理由を表現することで考え方の違う相手

と分かり合えることを確認する。

○比較文化 ・ 水の東西」の最初の２ページを音読 比較文化論は二つの 比較の具体例を考「
論の単元 する （隣同士・１ページ交代） 文化を対比しながら えさせ、比較して。
目標を理 ・ 水の東西」ではどんな内容が書かれ 特徴を明らかにする 分かることは何か「
解する。 ているか予測する。 ものであることを理 について考えさせ

○段落分け （挙手による発表） 解する。 【知】 る。
↓ ↓２ をする。 ・単元目標を理解する。

・全文を音読する （隣同士で１ページ 観察 振り返るための質。
交代） （机間指導・発表） 問をして確認す

・段落分けを行い、確認する。 る。
（挙手による発表）

【 】Ｃイ

○日本人及 ・１、２段落を音読する （隣同士） 日本人と欧米人の水 理解に役立つ具体。
び欧米人 ・日本人の水の楽しみ方と欧米人の水の の楽しみ方を対比し 例を示す。

↓の「水」 楽しみ方を説明している部分を探し、 ながら確認する。
に対する 教科書に傍線を引く。 【読】 振り返るための質

３ 考え方を ・傍線を引いた部分を理解する。 問をして確認す↓
読み取る （挙手による発表） る。。



Ｃイ 観察【 】
（机間指導・発表）＊留意点

・説明している部分は、どのページに幾つ

あるかを探させる。

○筆者の主 ・３、４段落を音読する （隣同士） 日本人と欧米人の水 理解に役立つ具体。
張に対す ・日本人の水の楽しみ方と欧米人の水の の楽しみ方を対比し 例を示す。

↓る考え方 楽しみ方を説明している部分を探し、 ながら確認する。
への理解 教科書に傍線を引く。 【読】 振り返るための質

４ を深める ・傍線を引いた部分を理解する。 問をして確認す。 ↓
（挙手による発表） 観察 る。
・筆者の主張「日本人には、形なきもの （机間指導・発表）

を積極的に楽しむという精神文化があ
る」を読み取る。

【 】Ｃイ

○筆者の主 ・筆者の主張を確認する。 日本人の精神文化の 理解に役立つ具体
張に対す ・筆者の主張に対する意見と理由（他の 特性が「積極的に形 例を示す。

↓る自分の 具体例）を 字以内で書く。 なきものを恐れない200
意見を書 ・意見と理由がつながるようにする。 心」であると指摘で 振り返るための質

５ く。 Ｃオ きる。 【読】 問をして確認す【 】
る。↓

観察＊留意点

（机間指導・各自の意見をまとめるのに役立つ具体例

・発表・板書）を示す。

○日本とア ・ スペシャリストになりたまえ」を音 日本人の働き方が 理解に役立つ具体「
メリカの 読する。 「能力を生かす」こ 例を示す。

↓働き方の ・日本とアメリカの働き方の特徴を示す とでなく 滅私奉公「 」
違いを理 部分を探し、教科書に傍線を引く。 であることを理解す 振り返るための質
解する。 ・傍線を引いた部分を理解する。 る。 【読】 問をして確認す

（挙手による発表） る。↓
６ ・スペシャリスト・ゼネラリストのどち 観察

らを目指すかについて考える。 （机間指導・発表・
・三つの教材の違い・共通点について考 ワークシート）

える。
【 】Ｃイ

＊留意点

・日本人とアメリカ人の入社試験での振る舞

いの違いに触れる。

○筆者の主 ・筆者の主張を確認する。 「能力を生かす」か 早く書き上がった
張に対す ・筆者の主張に対する意見と理由（他の 「滅私奉公」するか 生徒の作品を紹介
る自分の 具体例）を 字以内で書く。 どちらが自分に合っ する。200

↓７ 意見を書 ・意見と理由がつながるようにする。 ているか考える。
本時 く。 【 イ】 【書】 多くのよい作品を（ ） B

紹介する。＊留意点 ↓
私は将来○○ができる○○ 観察・理由は「

になりたい」という型を使うようア （机間指導・発表・
ドバイスする。 ワークシート）

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 筆者の主張に対して自分の考えをもとうとしている 関心・意欲・態度
「 」 。 （ ）イ 自分の考えと理由を 型 を使って 字以内でまとめる 書く能力200

事前の準備 字詰めの作文用紙を準備する。400

学習内容 学習活動 指導上の留意点及び評価



導 □本時の学習内容を ①本時の目標が「筆者の主張 ・前時の確認をする。
入 確認する。 に対して自分の意見と理由 ・本時の学習目標と学習内容を板書する。
５ を書くこと」であることを
分 理解する。

□筆者の主張をまと ②前時の内容を振り返り、筆
目標アに対する評価規準と評価方法める。 者の主張をまとめる。

③「筆者は～と言っている」 〔規準〕
という型を使って書く。 ・ワークシートに書こうとしている。

展 □自らの考えと理由 ④筆者の考えに対して自分の 〔方法〕
をまとめる。 考えをもつ。 ・観察（机間指導）

⑤自分の考えを意見と理由の ・点検（ワークシート）
形にまとめる。 〔状況Ｃの生徒への手立て〕

開 ⑥「私は将来○○ができる△ ・自分の将来像を思い浮かべるよう助言する。
△になりたい」という型を
使い、指定字数内で書く。

目標イに対する評価規準と評価方法
〔規準〕40
・自分の意見と理由を指定された条件に従って

書いている。
〔方法〕

分 ・観察（机間指導）
・点検（ワークシート）
〔状況Ｃの生徒への手立て〕
・他の生徒の作品を紹介する。

ま □本時をまとめ、次 ⑦次時は作品の発表を行って ・課題ができなかった生徒に対しては、次時まで
と 時の学習活動を確 から次の教材に入ることを の宿題とすることを連絡する。
め 認する。 確認する。
５
分


