
プログラムを取り入れた指導事例（中学校１年 国語） 

 

１ 単元名 「意見文と，その意見文に対するプロローグとエピローグを書こう。」 

 

２ 単元について 

（１）単元観 

本単元は，中学校学習指導要領第１学年「Ｂ書くこと」の指導事項「オ 書いた文章を互いに

読み合い，題材のとらえ方や材料の用い方，根拠の明確さなどについて意見を述べたり，自分の

表現の参考にしたりすること」の実現を図るものである。具体的には，まず既習の説明文「言葉

のゆれを考える」から，「ら抜き言葉」に対する自分の意見について，根拠を明確にしながら文

章にまとめる。次に，その過程の中で，意見やそのタイトルを読み合い他者がプロローグやエピ

ローグを書くという交流を行う。このような活動を通して，書くことの力を伸ばすことをねらい

とする。 

「言葉のゆれを考える」には，「言葉のゆれ」について「ら抜き言葉」を中心に取り上げ，「ら

抜き言葉」の使用に関する筆者の意見が述べられている。「ら抜き言葉」については，「言葉の

ゆれ」としてだけではなく「言葉の乱れ」としても世間では長く取り上げられてきている。しか

しながら，去る９月には，２０１５年の調査結果として，文化庁から「見れる」「出れる」を使

用する割合が「見られる」「出られる」の割合を上回った(「見る」「出る」より音数の多いら

抜き言葉の使用はまだ上回ってはいない)と発表されたばかりでもある。実際に中学生の使用状

況を見てみると，当たり前に使っている「ら抜き言葉」がある反面，ら抜きするのは不自然であ

ると感じる生徒が少なからずいる「ら抜きしない言葉」もある。また，同じ言葉でも人によって

ら抜き「する」人と「しない」人がいる言葉もある。「ら抜き言葉」は，少し注意を向けるだけ

でも自分を取り巻く言語生活を意識できる素材となる。このようなことから，「言葉のゆれを考

える」という学習材は，「ら抜き言葉」や筆者の意見に対してだけでなく，自分の言語生活を振

り返って，日本語に関する興味関心を高めながら，現時点での日本語に対する自分なりの視点を

もつことができ，その内容に対する意見文を書くには格好の学習材といえる。 

意見文を書く活動は，小学校でも学習してきている。さまざまな文章を書き，互いに発表しな

がら，書き上げた文章の良さを感じ取ることを学んでいる。その学習を踏まえて，今年度２学期

には芸術作品の鑑賞文を，根拠を明確にして書き，さらにその鑑賞文を互いに読み合って自分の

鑑賞文を手直しする学習も行ってきた。本単元では，根拠の明確さだけでなく，構成に注意して

書くことや，書いた文章を推敲して，意見と根拠とのつながりが適切かどうかを検討するような

言語活動をさらに積ませたい。 

以上，つけたい力，学習材の特徴，生徒の学習履歴等を踏まえ，本単元では，他者の意見文に

プロローグとエピローグを付すという言語活動を試みる。クラスメートの意見文を，タイトルの

的確さ，根拠の明確さ，根拠と意見のつながりの適切さ等の観点から読み，それを反映させる内

容でプロローグやエピローグを書くことで，メタ認知の観点からもより客観的に自他の文章を読

む力や説得力をもった文を見分ける目を養い，そのような文章を書く力をつけることができると

考えた。自分が書いた文章だけでなくクラスメートが書いた文章を読み合うことは，それ自体に

活動に対する興味関心が高まる要素をもつこと，さらに自分の見方や考え方をより深化・拡充す

ることや書くことへの興味関心を高めることにもつながるため，真剣に書く活動に取り組める大

きな要因になると考えている。しかし，その反面いかに切実に他者の表現に向きあえるかが課題

となるため，そうした状況を作り出す仕掛けとしてプロローグとエピローグを書くという言語活

動を位置づけた。また、単元の学習の初めと終了後の小テストで「ちばのやる気」学習ガイドを

使い，学習事項の定着を確認したい。 

 

 



（２）生徒の実態（男子  名，女子  名，計  名） 

書くことに関するアンケートは次のような結果となった。 

１．書くことについて 

  ①得意： ％  ②まあできる方： ％  ③あまりできない： ％  ④できない： ％ 

２．中学校で学習をしてきて，書くことが…… 

①できるようになり満足： ％    ②まだだが書けるようになってきた： ％ 

③書けるようになるにはもう少し： ％ 

３．自分の気持ちや考え，発見したことなどを書き表すことができるか。 

①かなりできる： ％ ②まあできる： ％  ③あまりできない： ％  ④できない： ％ 

４．伝えたい内容を整理して，内容のまとまりで段落を作って書くことができるか。 

①かなりできる： ％ ②まあできる： ％ ③あまりできない： ％ ④できない： ％ 

５．読み手の立場に立って自分の文章を読み直し，より良い文章に書き直すことができるか。 

①かなりできる： ％ ②まあできる： ％  ③あまりできない： ％  ④できない： ％ 

６．他の文章を読んで表現や構成の良いところを見つけ，自分の文章に生かすことができるか。 

①かなりできる： ％ ②まあできる： ％ ③あまりできない： ％ ④できない： ％ 

７．お互いに書いた文章を読み合って，良いところを見つけ伝え合うことができるか。 

①かなりできる： ％ ②まあできる： ％ ③あまりできない： ％ ④できない： ％ 

 

（３）指導観 

以上の生徒の実態を踏まえ，次のようなことに留意し生徒の書く力をつけていく。 

○  授業者が，意見文，プロローグやエピローグのモデルを提示することで，どのように書く

かを理解させ，また単元のゴールを明確にイメージさせる。 

○  プロローグ，意見文，エピローグをリーフレットの体裁をもった一つの作品とし，一時間

一時間，学習が進むにつれてそれが完成していくような授業構成としていくことで，目的

を明確にした授業の実現を図り，主体的な学びを促していく。 

○  自分の文章を客観的に見たり新しい気づきをしたりするために，自分なりの考えをもたせ

る時間を保障した上で，小グループで交流する場を設ける。 

○  意見文やタイトルを書く筆者本人(生徒)，その意見文を読まずにタイトルと質問を手がか

りにプロローグを書く者，タイトル・プロローグ・意見文を読んでエピローグを書く者と，

立場の異なる生徒というコミュニケーションギャップを意図的に仕組んだ小グループで

交流することで，文章内容の具体性や質の高まりが得られるような，実のある交流を実現

させていく。 

○  プロローグ，意見文，エピローグが書かれたリーフレットは，保護者等の身近な大人に読

んでもらって自分の表現に対する返信をもらうようにする。そうすることで，自分の学習

が報われる体験を積ませるとともに，言語活動を言語生活へとつなげていく。 

 

３ 単元の目標 

(１) 具体例や体験に基づいて，意見文を書こうとしている。         ［関心･意欲･態度］ 

(２) 書いた文章をお互いに読み合い，根拠となる具体例の用い方や構成などについて話し合って，

自分の表現の参考にすることができる。              ［書くこと 指導事項オ］ 

(３) 内容についてふさわしい表現や文末表現の工夫について考えることができる。［伝・国イ(ウ)］ 



４ 指導計画（６時間扱い） 

学習過程 時配 学習内容と学習活動 
評価規準 

（評価の観点・評価方法） 

一
次 

見
出
す 

１ ・単元で行う言語活動について理解し学習の

見通しをもつ。 

意見文と，その意見文に対する 

プロローグとエピローグを 

書こう 

・プロローグとエピローグのモデルを読み，

プロローグやエピローグの構成要素・対象

を知る。 

・「ちばのやる気」学習ガイド国語１から  

Ｐ１９目標②一をプリント学習し，段落立

てて文章を書く確認を行う。 

・プロローグ，エピローグのモデルを

読み，どのような文をどのように書

けばよいのか考えている。（観察） 

 ［関心･意欲･態度］ 

・段落構成を考えて文章を書くポイン

トが理解できている。［書くこと］ 

１ ・「言葉のゆれを考える」を再読し，作者が

言葉のゆれに対してどのような立場を 

取っているのかを確認する。 

・「ら抜き言葉」の具体的な例や場面をたく

さん見つける。 

・「ら抜き言葉」などの「言葉のゆれ」

について，興味をもって理解しよう

としている。(観察) ［関心･意欲･態度］ 

・「ら抜き言葉」の具体的な例や場面

をたくさん見つけている。 

（ノート）      ［伝・国］ 

二
次 

調
べ
る 

１ ・「言葉のゆれ」特に「ら抜き言葉」につい

て考えたこと思ったことを話し合う。 

・自分の立場を明確にして，根拠を見出し，

意見文の骨子を作る。 

・意見文の骨子に見合うタイトルをつける。 

・「ら抜き言葉」について自分の立場

を決め，よりよいタイトルを考えよ

うとしている。（観察・ワークシート） 

        ［関心･意欲･態度］ 

三
次 

深
め
る 

１ 

本 

時 

 

(4/6) 

・意見文のタイトルだけを読み合い，その立

場や内容を想像し，プロローグの下書きを

書く。 

・プロローグの下書きを小グループ内で読み

合い，タイトルやプロローグの訂正や修正

を行う。 

・プロローグを清書する。 

・タイトルからその内容を読み取ろう

としている。（観察・ワークシート） 

[関心・意欲・態度] 

・プロローグを，文章の型を捉えて書

いている。（ワークシート） 

［書くこと］ 

・内容にふさわしい表現や文末表現を

工夫している。（ワークシート） 

［伝・国］ 

四
次 

ま
と
め
あ
げ
る 

１ ・根拠となる具体例を，文章に効果的に入れ

る。 

・タイトル，プロローグ，意見文というリー

フレットの流れを意識して，意見文を「意

見・根拠・まとめ」という構成で考え，文

章内容を整理する。 

・構成に注意し三百字程度で意見文を書く。 

・リーフレットの流れや意見文構成を

考えようとしている。（観察・ワー

クシート）  [関心・意欲・態度］ 

・意見と根拠のつながりの適切さや文

章の構成を考えて書いている。 

（ワークシート）  ［書くこと］ 



１ ・書かれた意見文を読み合い，根拠や構成の

よさなどについて話し合って，その良さを

メモに書き，エピローグに使えるようにす

る。 

・読んだ意見文について，メモを基にしてエ

ピローグを書く。 

・プロローグ・意見文・エピローグで一枚の

リーフレットを完成させる。 

・リーフレットの流れを意識して，エ

ピローグの内容を考えようとしてい

る。（観察・ワークシート） 

[関心・意欲・態度］ 

 

・話し合った結果を，自分の表現に生

かして書いている。 

（観察・ワークシート）［書くこと］ 

 

５．本時の指導 

（１）目標 

① プロローグをリーフレット用紙に丁寧に書こうとしている。      [関心・意欲・態度] 

② プロローグを，意見の交流を通して内容に沿うように書いている。       ［書くこと］ 

③ 内容にふさわしい表現や文末表現を工夫している。               ［伝・国］ 

 

（２）展開 

時配 学習内容と学習活動 指導・支援  ○評価 資料 

導入 

３分 

1 本時の見通しをもつ 

①本時の目標を確認する。 

 

1 タイトルや取材メモを基に，プロローグ

を書くことを理解させる。 

・プロローグ担当者は，タイトルと筆

者本人への取材が情報素材。 

・エピローグ担当者と意見文の筆者は，

タイトルと意見の骨子がわかってい

る状態。 

 

 

 

 

展開 

① 

１０ 

分 

2 個人で，プロローグの下書きを，次の観

点に基づいて書き，まず自分で見直し，

修正する。 

①意見文を読みたくなるプロローグに 

なっているか。 

②プロローグから意見文へと自然につな

がるものになりそうか。 

2 タイトルと取材メモを基に，ノートにプ

ロローグの下書きを書かせる。 

・左記の観点に沿って書かせる。 

・文字数は１００字程度（授業で使用

しているマス目のノート５行ほど）

を目安とさせる。少なくとも内容の

整合がとれていれば可とする。 

・単元の最初に示したプロローグを参

考にして，自分の書きたい内容に合

ったスタイルで書かせる。 

・スタイルに合った文末表現で統一さ

せる。 

○プロローグを，タイトルや取材メモを基

に書いている。     ［書くこと］ 

→なかなか書き出せず戸惑っている生徒に

は，筆者の立場を予想して書き出し，読

み手にその判断を投げかけて結ぶという

 

【 学 習 課 題 】  タイトルと筆者への取材から得た情報だけで， 

意見文へといざなうプロローグを書こう。 



ようなプロローグの書き方の例を提示す

る。 

→プロローグの内容が，タイトルや意見内

容と合わなくなってしまうような場合

は，もう一度タイトルや取材メモとプロ

ローグを音読させて確認させるなど，内

容のつながりについて自分自身で確かめ

られる手立てを与える。 

展開 

② 

２６ 

分 

3 プロローグの下書きとタイトルについ

て，お互いに読み合って，よりよいタイ

トルやプロローグとなるにはどうすれば

よいのか，意見を交流する。 

☆Ａ男の意見文に対してＢ子がプロローグ

を書き，Ｃ男がエピローグを書く場合

を想定する交流の場 

Ａ男（意見文の筆者）タイトルと 

意見の骨子  

～「ら抜き」に注意しよう～ 

・「ら抜き」は，全ての言葉に当ては

まらない。 

・「ら抜き」は，同じ言葉でも人に  

よってあったりなかったりする。 

・友だち同士はよい。 

・目上の人やあらたまった場面では，

使わない方がよい。 

☆プロローグの初稿例 

Ｂ子 （～「ら抜き」に注意しよう～） 

あなたは「ら抜き」をどのくらい  

使っていますか。自分がどのくらい 

使ってるか，確かめよう。そして，こ

れを読んで，自分の言葉に責任をもて

るようにした方がいいと思います。 

＜Ｂ子の書いたプロローグに対して＞ 

Ａ男（意見文の筆者） 

「文末がバラバラだから，同じにした方が

いいと思う。」 

Ｃ男（エピローグの担当者） 

「『責任をもつ』ってカタいんじゃない？

それに，なんか難しそうな感じになって

るから，読み手の興味をもっと引くよう

に書いてみたらどうだろう。」 

3 プロローグがよりよくなるように，立場

の異なる者同士が自分の立場なりの意見

を述べるようにさせる。 

・意見文の筆者(Ａ男)には，自らの意

見の骨子(内容)とプロローグが整合

する意見文を書けるようになるかど

うか，という観点でプロローグを読

み，Ｂ子が書いたプロローグに対し

て意見を述べさせる。 

・エピローグ担当のＣ男は，意見文の

骨子とプロローグの両者を読んで 

知っているので，プロローグを書く

二つの観点や意見文がプロローグを

実現するものになりうるかという観

点でも両者を付き合わせ，意見文や

プロローグをどうしていけばよいか

の提案をさせる。 

○プロローグを，交流を通して内容に沿う

ように書いている。   ［書くこと］ 

→交流で出た意見を忘れてしまったり，生

かし切れなかったりさせないよう，プロ

ローグに対する意見はふせんにメモし，

プロローグ担当者に渡せるようにする。 

○内容にふさわしい表現や文末表現を工夫

している。         ［伝・国］ 

→文末表現の統一や言い回し等の手直しを

見落としがちな生徒には，次のような手

直しの観点をチェックするよう示し，小

グループ内でも互いに確認させる。 

・文末が同じ言い方になっているか。 

・意見文を読みたくなるような表現か。 

 

付箋 



Ｂ子（プロローグの担当者） 

「じゃあ，文末はそろえるね。 

『責任をもつ』は使わないで，使っては

ダメな人や場所なんかを入れて直してみ

ようかな。」 

Ｃ男 

「タイトルももう少し工夫できないかな。

なんか普通な感じだから。」 

Ｂ子 

「天気予報みたいな感じにしてみたら？」 

Ａ男 

「なるほど。じゃ，～「ら抜き」注意報～

というのはどうだろう。」 

展開 

③ 

８分 

4 プロローグをリーフレットに直接書き

込み清書とする。 

・リーフレットの用紙にプロローグを

直接書く。 

・プロローグが書かれたリーフレット

を提出する。 

☆プロローグの決定稿 

Ｂ子 （～「ら抜き言葉」注意報～） 

あなたは「ら抜き」をどのくらい 

使っていますか？ この意見文を読

めば，目上の人やあらたまったところ

で使わないようにできるかもしれま

せん。みんなで「ら抜き」にご注意を！ 

 

4 プロローグは丁寧に書かせる。 

・書いたら署名をし，書いた文に責任

をもたせる。 

○プロローグをリーフレット用紙に丁寧に

書こうとしている。 [関心・意欲・態度] 

→乱雑な印象を受けるものは，時間がか 

かってもよいから，ゆっくり丁寧に書く

ようにさせる。 

→書き終わらない生徒は，どこで詰まって

いるか持って来させて確認し，具体的に

助言する。 

 

リー

フレ

ット

用紙 

 

終末 

３分 

5 次時の学習内容を理解する。 

・タイトル，プロローグという流れを意識

して，意見の骨子を基に意見文を書くこ

とを理解する。 

５．次時までに，タイトルとプロローグ，

意見文の骨子を読み返させ，意見文をど

う書けばよいか，具体的にイメージさせ

る。（リーフレットは翌日返却） 

 

 

 

 


