
詩を味わう
－テーマに対する自分の意見をまとめる－

１ 科 目 名 国語総合

２ 単 元 名 詩歌との出会い

３ 教 材 名 宮沢賢治「雨ニモマケズ」

４ 単元の内容

単元の目標 ①単元の目標
と評価規準 ア 詩のテーマについて、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 詩のテーマを読み取り、それに対する自分の考えをもつ。 （読む能力）
ウ 詩の特徴と作者の生き方を理解する。 （知識・理解）

②単元の目標設定の理由
・担当している学校の生徒たちは、自分の考え方・感じ方と似たような考え方・感じ方をする

生徒同士でしか関わりをもとうとしない。そのため、自分の考え方・感じ方と異なる他者に
対して相手の価値観をつかみ、尊重する力が不足し、他者の考えを取り入れながら自分を高
めるという視点がもてない。

・このような生徒たちに対して、他者の幸せを第一に願う生き方を知ることで、絶対的に正し
い考え方や生き方があるわけではないことに気付かせるとともに、自分の生き方を振り返る
力を身に付けさせたい。

③中心となる学習活動
・本文を暗唱する。
・詩の表現を基にして作者の生き方を推測するとともに、作者の生き方や考え方と比較して、

自分の理想とする生き方について具体的な表現を用いてまとめる。
・作者と自分を比較することによって気付いたことを、５・７・５の形式で表現する。

④言語活動の工夫
、 、・５・７・５という形式の制約があることと 作成した生徒名を記さずに相互評価することで

抵抗感をそれほど感じることなく、自分の考えを素直に表現することができる。
・他者の考え方に触れることで、自分の生き方についても、掘り下げることができる。また、

絶対的に正しい考え方があるわけではなく、様々な考え方を全て受け入れるという条件を明
確に伝えて学習活動に臨ませることで、生き方という重要なテーマを扱うことができる。

⑤評価

状況Ｃの生徒への対応評価規準 評価方法

関心 ①詩のテーマを読み取り、話 観察（机間指導） ・詩から連想したものは何
・ し合おうとしている。 点検 ワークシート かについて考えさせる。（ ）

意欲
・

態度

①詩のテーマを読み取り、そ 観察（机間指導） ・詩のテーマは何か、それ
読む れに対する自分の考えをも 点検 ワークシート はどこから分かるかにつ（ ）
能力 つ。 いて考えさせる。

知識 ①詩の特徴と作者の生き方を 観察（机間指導） ・詩から連想したものは何
・ 理解する。 点検 ワークシート か、作者の生き方はどう（ ）

理解 いうものであったかにつ
いて考えさせる。



成果と課題 ①俳句形式での表現活動を取り上げたことと、自分の生き方について考えられる深い内容をも
ち、暗唱できる長さで親しみやすい言葉で書かれた教材であったことによって、学習効果が
高まった。

②暗唱を行う活動の後には、書く形式でテストを行った。また、次の単元に入ってからもクラ
ス全員で暗唱を行う活動を取り入れたので、落ち着いて授業に入ることができた。

③生き方という重要かつ大きなテーマなので、押し付けられるという印象を生徒がもたないよ
うに配慮するとともに、学級集団の良好な人間関係づくりを進めていく必要がある。

アドバイス ①俳句の創作は、生徒理解に役立つ。どの生徒がどんな作品を作ったか記録しておくと、成長
の過程を確かめることもできる。また、コンクールに入選すると、保護者から認められるこ

及び とで生徒の関心・意欲が一層高まるという効果もある。
②今回は、教材の形式が詩でリライトの形式が俳句という学習活動を考えたが、他にも様々な

留意点 組合せが考えられる。教材は徒然草で評論を書く 「聞くこと・話すこと」が教材ならスピ、
ーチ原稿を表現課題とする、などの組合せも考えられる。

小中学校と ①(中学校・１・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・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

○作品の背 ・作者の他の作品を確認する。 作者の人生に興味を 作者の既習の作品
景を理解 ・既習の「永訣の朝」の復習をする。 もとうとしている。 について知ってい
する。 ・作者の人生を紹介する。 【関】 ることは何かにつ

○音読する ・この作品が詩でなくメモであったこと いて質問する。。 ↓
↓を確認する。 観察（机間指導）

１ ・範読を聞いたあと、音読する。 点検（ノート） 確認のために復習
・分からない語句の意味を確認する。 する。
・主語は誰か確認する。

【 】Ｃイ
＊留意点

・暗記課題であることを明言してから範読

する。

○本文の前 ・全員で音読する。 作者の理想を書いた 詩から連想したも
半部分に ・前半部分を暗唱する。 ものであることを理 のは何かについて
表れた価 ・ 丈夫な体」をもちたいのはなぜかと 解する。 【知】 考えさせる。「

↓値観を理 いうことについて本文の表現を根拠に 前半部分の内容を理
解する。 読み取る。 解している。 確認のために復習

２ ・ けんかや訴訟」をつまらないと考え 読 する。「 【 】
↓るのはなぜかということについて本文

の表現を根拠に読み取る。 観察（机間指導）
【Ｃイ】 点検（ノート）

＊留意点

・暗記できた生徒に発表させる。

○本文の後 ・全員で音読する。 作者の理想を書いた 詩のテーマは何
半部分を ・後半部分を暗唱する ものであることを理 か、それはどこか。
理解する ・ デクノボー」と呼ばれたいのはなぜ 解する 【知】 ら分かるかについ。 「 。

かについて読み取る。 後半部分を理解して て考えさせる。
↓３ ・現実の賢治の生き方でできていること いる。

と、できていないことはそれぞれ何か 【読】 確認のために復習



について考える。 する。↓
・詩のテーマを本文を根拠に読み取る。 観察（机間指導）

【Ｃイ】 点検（ノート）

○作者の生 ・全員で音読する。 作者の生き方を理解 どういうとき、ど
き方と自 ・隣同士で暗唱テストをする。 する。 【知】 うする人間か、自
分の生き ・作者の生き方をまとめる。 自分の意見と理由を 分を振り返らせ
方をまと ・それに対する自分の理想の生き方をま まとめる。 る。

↓める。 とめ、そう考える理由を具体例を入れ 【書】
ながら示す。 ５音や７音に収ま↓

・自分の考えを俳句形式で表す。 観察（机間指導） るよう、一緒に考
【Ｃウ】 点検 ワークシート える。（ ）

＊留意点

・ 作者の生き方は～といものであった。４ 「

それについて私は～と考える。なぜなら

私は～とき、～からだ 」という型を使。

って書かせる。

・内容については絶対的な正解があるわけ

ではないことを伝える。

・俳句の評価基準を示してから創作させ

る。

基準①季語が一つ入っている

②情景・心情が描いてある

○作品を相 ・前時に作った俳句を一覧にしたプリン 作者や他の生徒の生 他の生徒の生き方
互評価す トを読む。 き方に興味をもち、 の中でどれに共感
る。 ・共感できた作品に投票する。 投票する。 したかについて考

・上位の作品について、どんな内容の作 関・読 えさせる。【 】
↓ ↓５ 品と捉えたか話し合う。

本時 ・上位の作品の作者は、作品に込めた気 観察（机間指導） 他の生徒の生き方（ ）
持ちを発表する。 にも興味をもたせ

Ａエ・Ｃエ る。【 】
＊留意点

・作品は作者名を明かさずにプリントにし

ておく。

６ 第 ５ 時の学習指導案

本時の位置 ５時間目（全５時間）

本時の学習目標 ア 作者や他の生徒の生き方に興味をもち、話し合おうとしている。
（関心・意欲・態度）

イ それぞれの生徒の作品のテーマを読み取り、よい作品に投票する。
（読む能力）

事前の準備 ①前時の生徒の作品は作者名を記さずにプリントにしておく。
②投票用紙を用意する。
③回収したワークシートを返却できるよう準備しておく。
④コンクールの用紙を準備する。

学習内容 学習活動 指導上の留意点及び評価

□前時の復習をし、 ①前時に各自が提出した俳句 ・前時に創作した俳句を全てプリントにして配布
導 本時の学習内容を を思い出す。 する。
入 確認する。 ②本時は、俳句のテーマにつ ・この時点で作者名は示さないよう注意する。
５ いて考えて投票し、結果を ・俳句の評価基準を確認する。

基準①季語が一つ入っている分 発表することを伝える。
②情景・心情が描いてある

□俳句のテーマにつ ③作者を示さずに、よい俳句
目標アに対する評価規準と評価方法いて考え、投票し を選び、選んだ理由を発表

結果を発表する。 し合う。 〔規準〕



展 ④どのようなテーマ・背景を ・他の生徒の作品に興味をもち、テーマについ
読み取ったか話し合う。 て意見を述べている。

⑤話合いを踏まえて投票す 〔方法〕
る。 ・観察（机間指導・発表）

開 ⑥投票の結果、上位に選ばれ 〔状況Ｃの生徒への手立て〕
た作者は、前時にワークシ ・どの作品になぜ興味をもったか質問する。
ートに書いた文章（作品の
解説となる 生き方 理、「 」、「

目標イに対する評価規準と評価方法40 由）を読み上げる。
時間が余ればコンクール応 〔規準〕
募用紙に転記させる。 ・他の生徒の作品を読み取り、投票している。

〔方法〕
分 ・観察（机間指導・発表）

〔状況Ｃの生徒への手立て〕
・どの作品のどこが気に入ったか質問する。分

からない語句がないか質問する。

ま □本時のまとめと次 ⑦本時の学習で気付いたこと ・保護者に「子どもの作品に対する感想文」を書
と 時の予告をする。 を振り返る。 いてもらうことを宿題とする。
め ・聞き書きでもよい。
５
分


