
プログラムを取り入れた指導事例（中学校１年 国語）

Ⅰ 題材名 「暗やみの向こう側」

Ⅱ 題材について

１ 題材の内容

本題材は「読むこと」の領域に属し，第二学年の「タオル」，第三学年の「みどり色

の記憶」につながる「文章の解釈」の力を身につけるための文章である。

この文章は，土の中で冬眠していた「そいつ」が目覚める場面から始まる。初めは，

「そいつ」の正体が明かされずに話が進んでいくが，読み進めるうちに「そいつ」が蛇

で，春になり冬眠から目覚める場面であることがわかる。蛇は久しぶりに地上に出よう

としているのだが，なぜか地面を押し上げることができず，地中から出られずに困惑し

ている。

一方，地面の上では，引っ越ししてきたばかりの「若い父親」と「息子」が，前の住

人がその家の車庫代わりとして造ったコンクリートを崩して，草花好きの母のために種

をまく場所を作ろうとしている。二人はコンクリートの下に蛇がいて，地上に出られず

に困っていることなど当然知らず，コンクリートを壊した結果，蛇を救うことも知らな

い。

このようにコンクリートを境界として地上と地中の様子が描かれており，コンクリー

トが壊された最後の場面で，父子と蛇が同じ場面に登場する。父子の行動のおかげで，

蛇が偶然地上に出られるようになるまで，読み手は蛇の側から描かれた場面と，父子を

中心とした場面を交互に読み進める。先がどうなるのか関心をもちつつ，最後まで読む

と，結末にほっとすることになる。

つながりがないように思われる場面展開にも，蛇の側から描かれたことと，父子の側

から描かれたことに共通するものがあり，丁寧に表現や文脈をたどることで，地中と地

上の様子を総合的に想像する楽しさがある文章と言える。

２ 生徒の実態

本学級の生徒の実態を調査した，事前のアンケート結果は次の通りである。なお，調

査した人数は男子 名，女子 名，合計 名である。

アンケート（ 人中 人回答） 平成 年 月 日実施

【国語に関するアンケート】

(1) 国語の学習をどのように思うか。

好き やや好き やや嫌い 嫌い

読む学習

書く学習

聞く学習

話す学習

言葉の学習

(2) 自分に不足している力に，どんなことがあるか。※自由記述

読む力 ・話の中心を捉えられない ・音読

・文章が長いとわからない ・問題になると解けない



書く力 ・作文を書く ・すばやく書く

・作文の書き始めに困る ・文章のまとめ方

話す力 ・自信がない，はずかしい ・言葉が出てこない

・話をうまくまとめられない・ ・まとめるまでに時間がかかる

話す速度が速くなってしまう

聞く力 ・話の中心を捉える ・正確に聞く力

・集中して聞けない ・話を整理して聞けない

言葉の力 ・漢字 ・文法

【音読に関するアンケート】

(3) 音読する際，どんなことに気を付けているか。

声の大きさ はっきり読む 速さを考える

間 句読点 抑揚

表現の記号 登場人物での読み分け 特にない

(4) 音読を工夫すると，どんな効果があるか。※自由記述
・聞いている人がわかりやすい ・集中して聞いてもらえる

・内容が頭に入りやすい ・読んでいる人が気持ちがいい

・文章の良さを感じられる ・滑舌が良くなる

・話す力が増す ・わからない

３ 指導観

上記のような生徒に対して，本題材の学習を通して，丁寧に読み進めることの大切さ

を学ばせたい。「なんとなくわかる」という読み取りではなく，意識した丁寧さのある

読み取りである。そのためには，丁寧に読み進めたからこそ細かい表現や描写に気づけ

たと，生徒が実感できるような授業を組む必要があると考えた。

そこで，音読を工夫するための情報収集のために，文章を読むという学習過程を踏ま

えようと考える。音読をするためには，細かな表現に留意し，登場人物の人物設定や心

情を理解していなければならない。一斉での読み取り学習と，個人での読み込み学習と

を組み合わせ，「丁寧に読み込んだからできる自分の音読」を目指して学習させたい。

Ⅲ 題材の目標

１ 場面の展開や登場人物の描写に注意して読み，内容の理解に役立てることができる。

（Ｃ読むこと（１）ウ）

２ 文章の構成や展開，表現の特徴について自分の考えをもち，音読に生かすことがで

きる。 （Ｃ読むこと（１）エ）

３ 比喩や表現の技法について理解することができる。

（伝統的な言語文化と国語の特質イ（オ））



Ⅳ 題材の指導計画と評価計画（５時間）

時 目 標 学 習 活 動
○主な評価（観点，方法）

※努力を要する生徒への手だて

１ ○話のあらすじをとら ○全文を読み，あらすじ ○積極的に読もうとしているか。

えることができる。 を捉える。 （関・意・態，観察）

○自分なりの感想をも ○感想をまとめる。 ※机間を回り，感想を書けない生

つことができる。 徒に個別に助言する。

２ ○文章の構成の工夫に ○場面の転換を捉え，表 ○作品の前半部と後半部の対応を

よって，想像しなが にまとめる。 捉えることができたか。

ら読む楽しみが生み ○文章構成の工夫点とそ （読むこと，ノート・発表）

出されていることを の効果について考える。○文章構成の工夫点とその効果に

理解する。 ついて考えることができたか。

（読むこと，ノート・発表）

※登場人物の変化をきちんと捉え

させる。

３ ○登場人物の擬人化の ○登場人物の心情の表現 ○擬人化によって親しみや読む楽

効果について理解す を，明確な根拠をもと しみが生じることを理解できた

る。 に考える。 か。（読むこと，ノート・発表）

○比喩や表現の技法を ○登場人物の擬人化につ ○比喩や表現の技法を理解できた

理解する。 いて考える。 か。（国語の特質，ノート・発表）

○比喩や表現の技法が用 ※擬人法や比喩の確認について個

いられている部分を探 別に支援する。

し，その効果を考える。

４ ○音読の工夫点につい ○句読点や記号や登場人 ○音読の工夫のしかたについて考

て考えることができ 物の心情などから，音 えることができたか。

る。 読の工夫点を考える。 （読むこと，観察）

○音読の練習をする。 ※工夫したい点のいくつかを，授

業者が個別に指摘する。

５ ○工夫点を意識して音 ○グループで音読の発表 ○工夫点を意識して音読すること

読することができ 会を行う。 ができたか。

る。 （読むこと，発表・プリント）（

※事前に工夫点について確認し，

本 互いの良いところを認め合う発

時 表会であるという意識を徹底す）

る。



Ⅴ 本時の指導

１ 目標

○工夫点が伝わるように音読しようと努めたり，他の人の音読の工夫点に気づいたり

しようとする。 （関心・意欲・態度）

○文章の構成や展開，表現の特徴など読み取ったことを，音読に生かすことができる。

（Ｃ読むこと（１）エ）

２ 授業仮説

(1)発表会を設定することで，積極的に音読の工夫点を探すために文章を丁寧に読むで
あろう。

(2)互いの音読の良いところを認め合うことで，読む活動に対する意欲を更に伸ばすこ
とができるだろう。

３ 展開 ◎評価 ※努力を要する生徒への手だて

学 習 活 動 と 内 容 時配・形態 活動への支援と評価

１ 漢字の小テストを行う。 ７分 ・毎時間行っている小テストを実施

し，新出漢字の定着を図る。

２ 本時の学習課題を確認する。 ２分 ・自分の工夫点が他の人にも伝わる

一斉 効果的な工夫になっているか，振

り返る機会にすることを指示する。

自分で考えた工夫点が伝わるように，音読を発表し合おう。

３ 最終確認の音読練習を行う。 ３分 ・自分の工夫点について再確認させ

個別 る。

４ グループで音読を発表し合う。 ２０分 ・互いの発表を尊重し合う気持ちを

グループ 大切にするよう助言し，今後「人

【発表の流れ】 前で声を出す活動を行いたくない」

１人目の音読発表 という気持ちが生じないように配

↓ 慮する。

感想メモの記入 ・聞き手は発表者の工夫点を探しな

↓ がら聞くように指示する。

２人目の音読発表 ・聞く時は教科書を見ながら聞くこ

↓ ととし，感想メモは音読を聞き終

感想メモの記入 えてから記入させることで，集中

↓ して聞くための一助とする。…

↓ ※事前に工夫点を確認し，自信をも

全員の発表が終了 って発表に臨めるように支援する。

↓ ※机間を回り，メモを書けない生徒

感想メモの交換 には，個別に助言する。



◎工夫点が伝わるように音読しよう

と努めたり，他の人の工夫点を見

つけようと積極的に聞いたりして

いるか。（関・意・態）

５ グループ内で感想の交換をする。 ５分

・互いの良いところについて伝え合 グループ ※必ず全員が感想を発表することで，

う。 互いの良いところを認め合う学習

・代表で発表する人を決める。 の雰囲気を作り，意見を述べるこ

とが困難な生徒にも発言の機会を

設ける。

６ 代表者の発表 １０分

・グループで代表に選ばれた生徒は 一斉 ・工夫点のはっきり伝わる生徒に代

全体に向けて発表する。 表として全体に発表してもらい，

・その他の生徒は，代表生徒の工夫 音読の模範例を示す。

点を見つけるように気を付けて音

読を聞く。

７ 自己評価とまとめを記録する。 ３分 ◎丁寧に読み込んだことを音読の工

個別 夫点に生かすことができたか。

（読むこと，自己評価表）

※自分の工夫点について振り返り、

他の人の音読と比較しながら考え

るように助言する。


