
第１学年 国語科学習指導案

平成 年 月 日（金）２校時日 時 27 11 20
１年４組対 象
男子 名女子 名14 15
福 島 一 博授業者

１ 単元の目標
（１ 『竹取物語』の中から自分が選んだ部分の魅力を理解して，朗読で伝えようとする。）

（ ）国語への関心・意欲・態度
（２ 『竹取物語』における自分が選んだ魅力を感じる部分について，その根拠となる描写に注意して読）

み，内容の理解を深めることができる。
（読むこと）

（３）文章の構成や展開，描写の特徴をふまえて 『竹取物語』全体の魅力について考えをもつことがで，
きる。

（読むこと）
（４）歴史的仮名遣いに注意して作品を音読し，古文特有のリズムを味わうことができる。

（伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項）

（ ）は該当する指導事項等の記号２ 単元の評価規準

国語への関心・意欲・態度 読む能力 言語についての知識・理解・技能

①『竹取物語』の中から自分が ①『竹取物語』の登場人物の心情 ①歴史的仮名遣いに注意して音読
選んだ部分の魅力を理解して や描かれ方，発想や表現の面白 し，古文での竹取物語の表現の
朗読で伝えようとしている。 さなど，作品の魅力（面白さ） 面白さを味わっている。

について考え，内容の理解を深 （ １）ア（ア ）（ ）
めている （ウ）。

②文章の構成や展開，描写の特徴
， ，をふまえて 発想の豊かさなど

『竹取物語』全体の魅力について
考えをもっている （エ）。

３ 指導と評価の計画（８時間）

（１）単元の設定
本単元では，第１学年「読むこと」の言語活動例「ア 様々な種類の文章を音読したり朗読したりする

こと」を通して，指導事項「ウ 場面の展開や登場人物などの描写に注意して読み，内容の理解に役立て
ること 「エ 文章の構成や展開，表現の特徴について，自分の考えをもつこと 」及び〔伝統的な言。」， 。
語文化と国語の特質に関する事項 「 １）ア（ア）文語のきまりや訓読の仕方を知り，古文や漢文を音〕（
読して，古典特有のリズムを味わいながら，古典の世界に触れること 」を指導する。。

学習アンケートによれば，学級の ％の生徒が「国語が好き・どちらかと言えば好き」と回答してい89
る。

単元名
『竹取物語』の魅力を朗読で伝えよう

～描写に注意して内容を理解し，自分の考えをもつ～

第１学年「Ｃ 読むこと」



また （図１）にあるように，学級，
のすべての生徒が「グループでの話し
合いの場面で積極的に発言している」
という意識をもっている。授業では４
人を基本としたグループでの話合い活
動や，学級全体での練り合いの場を設
定しており，アンケートの自由記述か
らは，生徒がこうした場面で発表した

， ，り 仲間の意見を聞いたりすることで
自分の考えを広げたり深めたりできて
いるという実感をもっていることがう
かがえる。

古典に関しては，多くの生徒が小学
校の段階で『竹取物語』に触れてきて
いる。中学校入学時に 『竹取物語』，
の冒頭部分の暗唱を楽しそうに行って
いた生徒もおり，不完全ながらも暗唱
を思い出そうとする生徒の様子もまた
楽しそうであることから，古典を声に
出して読むことや『竹取物語』への関
心は高いと言える （図２，図３）一。
方で 『竹取物語』の内容については，，
五人の求婚者や帝が登場する場面を知
らない生徒が多く 『竹取物語』本来，
の魅力を味わうところまでは至ってい
ない。

生徒は，物語における，登場人物の
言動に込められた思いを考える学習活
動に意欲的に取り組む。これまで，描
写に注目して登場人物の思いを読み取
る学習を行ってきたことで，読みの深

。まりが見られるようになってきている
古典においても，作品の魅力（面白さ）について，現代語訳や原文の描写を基に，一人一人が考えたこと
を話し合うことを通して 『竹取物語』の内容について理解を深めることが期待できる生徒たちである。，

『 』 ， ， 。竹取物語 は日本最古の物語であり その発想の豊かさ 物語としての完成度の高さが特徴的である
読者は，登場人物の様々な姿を通して，人間の欲の深さ，愚かしさについて考えたり，人間らしさとは何

。 ，『 』 ， ， ，かを考えることができる また 竹取物語 には 登場人物の言動や 状況の描写に独特な表現があり
音読してみることで響きや調子を楽しんで，古典の良さを味わうことができる。また 『竹取物語』は人，
間らしさについて考えたり，設定や発想の面白さを感じたりすることができ，一人一人が様々に魅力を味
わうことができる作品である。

本単元は，生徒が『竹取物語』を読み，各自が興味をもったり魅力（面白さ）を感じたりした部分を選
び，朗読によってその魅力（面白さ）を伝えることを通して，内容の理解を深め，古典への興味・関心を
高めようとするものである。生徒は 『竹取物語』を読み，魅力（面白さ）を感じた部分を選び，古文の，
描写に根拠を求めながらグループで話し合う。自分が魅力（面白さ）を感じた部分について，４人グルー
プで話し合う場面を設定する。話し手の話をしっかりと聞き，お互いが存分に意見を交わし合っていく上
で，４人グループが有効であると考える。生徒同士が 『竹取物語』について感じた魅力（面白さ）につ，
いて，現代語訳や原文の描写を根拠にしながら意見を述べ，質問し合ったり，意見を聞いて考えたことを
述べ合ったりして，内容について理解を深めることをねらう。話し合ったことをもとに，各自が選んだ部
分について，魅力が伝わるように朗読を考え，他の部分を選んだ生徒とのグループの中で個人で発表を行
ったり，学級全体の場で発表したりして朗読を聞き合い，感想を交流する。これらの学習活動を通して，
生徒が，古典を読んで感じた面白さについて，原文にも着目していくようにしたい。また，当時の人々の
表現の仕方や思いを考えたり，現代の自分の生活と比べたりしながら，古典がもつ現代に通じる魅力を感
じるようにし，古典を読む楽しさを実感させたい。
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図２ 『竹取物語』の学習に興味がある
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図３ 『竹取物語』の学習でやってみたいこと
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授業を終えて「分かった」「できた」という喜びを感じている

授業の中で考えが深まったり広がった

授業のグループ学習で積極的にコミュニケーションをとっている

国語の授業の内容はよくわかる

図１ 1‐4授業についてのアンケートから

そう思う どちらかといえばそう思う あまり思わない まったく思わない



（２）本単元の指導と評価の計画

時 学習活動 〔指導上の留意点〕 評価規準・評価方法

『竹取物語』を読んで魅力を朗読で伝えるという学習の見通しをもつ
１

○『竹取物語』について知っているこ ・並行読書として『竹取物語』を読

とを発表する。 み，感想や疑問点をノートに書い

○学習の流れを確認する。 ておくように指示する。

， ，○教科書の『竹取物語』冒頭部分を歴 ・学校図書館の本を中心に 原文と

史的仮名遣いに注意して読む。 現代語訳のあるものを揃えてお

く。

〔言語についての知
「蓬莱の玉の枝」を歴史的仮名遣いや，語句の意味について確認し，音読 識・理解・技能〕①

２ する。
ワークシート，観察

○歴史的仮名遣いに注意して正確に音 ・繰り返し音読することで，古文の

読する。 響きやリズムを楽しむことができ

るようにする。

『竹取物語』から魅力（面白さ）を感じた部分を選び，その魅力（面白

〔読む能力〕①さ）について，描写に基づきながら話し合う。

３ ○『竹取物語』から，自分が魅力（面 ・現代語訳を手がかりにしながら， ワークシート，観察

白さ）を感じた部分について，その 魅力（面白さ）を感じた部分の原

・ 理由は何か，描写を根拠にして考え 文に注目できるようにする。

４ る。

， ，

（

○自分が選んだ，魅力を感じた部分に ・他の人の考えに対して感想 質問

本 意見などを述べ，魅力についておついて，描写に基づきながらグルー

時 互いの考えを広げたり，深めたりプで話し合う。

できるようにする。

）

・グループでの話合いを通して，作

品の様々な魅力について考えが広

がったことや，理解が深まったこ

とを全体の場で紹介し，共有でき

るようにする。

， ， 。朗読を聞き合い 各自が選んだ部分について その面白さを確かめ合う

〔読む能力〕②

○自分が選んだ朗読の部分について， ・朗読については自分が選んだ部分 ワークシート，観察

５ そこで感じた魅力が伝わるように朗 の読み方について「間」の取り方

・ 読を考えたり，練習したりする。 に注意し，自分が伝えたい魅力が

伝わるようにする。

６ ・朗読の際，聞き手に伝えたい事柄

について各自で考えをまとめるよ

うにする。

○朗読をグループ内で聞き合った後， ・朗読について工夫した点や，聞き

よく内容を理解して朗読しているも 手に伝えたい人物の魅力などを，

のを全体の場で聞き合う。 朗読の発表前に聞き手に説明する

場を設定する。



７ 『竹取物語』の魅力（面白さ）について，自分の考えをもつ。 〔読む能力〕②

ノート

○自分が選んで朗読した場面やそれ以 ・これまでの学びをもとに『竹取物

外からも例にあげながら 竹取物語 語』がなぜ，今日まで読み継がれ『 』

の魅力（面白さ）について考える。 てきたのか，その魅力について考

えるようにする。

８

〔国語への関心・意学習を通して『竹取物語』で理解が深まったことや，古典を読む際に役立
欲・態度〕てることができることを確かめ合う。
ノート・観察

○学習を通して 竹取物語 について ・ 竹取物語』の学習を通して何が『 』 ， 『

どんな点が理解が深まったか，今後 できるようになったか，今後古典

古典を読むときにどのように読んで を読む際に役立てることができる

みるといいか 振り返りをまとめる ことは何かをまとめる。， 。

（３）指定校研究課題・国語科研究主題との関連

＜指定校研究課題＞
「Ｃ読むこと」領域において，課題解決的な言語活動を通して，生徒が主体的に学習に取り組み
ながら思考・判断・表現する単元の研究

＜国語科研究主題＞
生徒が主体的に言語活動に取り組みながら,学び合いを通して思考・判断・表現する単元構成の工夫

「課題解決的な 自分が感じた『竹取物語』の魅力について，その根拠を描写から考えるという課題
言語活動」の視 を設定する。
点の工夫

「生徒が主体的 『竹取物語』の好きな部分や印象に残った部分など，各自が選んだ部分について，
に取り組む」視 その部分の描写から魅力（面白さ）を捉えさせる。
点の工夫

「思考・判断・ 各自が選んだ部分の描写について，自分の身近な世界（出来事・言動・心情など）
表現する」視点 と比較・考察することで，自分にとっての魅力（面白さ）を明らかにさせる。
の工夫 各自が捉えた魅力（面白さ）を朗読で表現させる。

「学び合い」の 各自が考えた部分の魅力（面白さ）を，根拠を明確にしてグループや全体で交流す
視点の工夫 ることで内容の理解が深められるようにする。



４ 本時の学習
（１）ねらい

話合いを通して，一人一人が『竹取物語』の様々な部分の魅力について考えを広げ，内容の理解
を深めることができる。

（２）授業仮説
各自が選んだ『竹取物語』の様々な部分の魅力について，作中の描写をもとにしながら話し合う

ことで考えが広がり 『竹取物語』の内容をより深く理解することができるであろう。，

（３）学習過程

段階 学 習 活 動 ○指導上の留意点
【評価の観点 （方法）◎つまずきと手立て】

１ 自分が魅力を感じた部分と，その理由につい ○前時までに 『竹取物語』から自分が魅力，
導入 て，ワークシートを見て確認する。 （面白さ）を感じた部分を選び，その理由

について考えを整理させておく。
分4

２ 本時の課題を確認する。

描写を根拠にそれぞれの魅力について話し合い，内容の理解を深めよう。

３ 自分が選んだ部分の魅力 面白さ について ○様々な部分の魅力について考えたことを交（ ） ，
描写に基づきながら４人グループで話し合う。 流できるように，異なる部分を選んだ生徒

展開 同士で４人グループを組む。
分 ○他の人の考えに対して感想を述べたり，質41

問や意見を述べたりすることで，魅力につ
いてお互いの考えを広げたり，理解を深め
たりできるようにする。

○現代語訳を手がかりにしながら，描写（古
文）に基づいて考えを述べることができる
ようにする。

◎魅力について，描写を基に考えることに
時間のかかる生徒は，現代語訳を読んで
印象に残った文章を手がかりにして考え

， 。たり 意見を述べたりするよう支援する

【読むこと】
話合いを通して，様々な部分の魅力につい

て考えを広げ，内容の理解を深めている。
（ワークシート・観察）

４ グループで話し合った内容を全体で紹介し合 ○全体の場で，他のグループの意見を聞きた
う。 いと思う点について述べたり，他のグルー

プが述べたことに質問したりしながら，魅
力やその根拠について考えが広がったり，
理解が深まったりしたことを共有できるよ
うにする。

終末 ５ 本時の振り返りをする。 ・ 竹取物語』について，新たにわかったこ『
と，理解が深まったと思うことをまとめら

分 れるようにする。5


