【指導の狙い】
書かれている情報を的確に関連付け，それを基に自分の考えを論理的に書くことができ
るようにする。
【問題の概要】
Ｂ１三 二つの「ピクトグラム」を比べ，どちらを採用するのかを理由とともに三文で
書く。
【学習指導要領における領域・内容】
〔第２学年及び第３学年〕
「Ｂ 書くこと」エ，
〔第２学年及び第３学年〕
「Ｃ 読むこと」オ，
〔第１学年〕言語事項(1) エ
【授業アイディア例】
学習の流れ
募集要項と標語を読み，そ
れぞれの標語のよさや特性な
どについて考える。
（第１時）

募集要項にある目的や応募
条件を適切に引用しながら，
標語を批評する文章を書く。
（第２時）

標語を批評する文章を互い
に読み合い，表現の仕方など
について評価する。
（第３時）

（言語活動）募集要項に基づいて，応募された標語を批評する文章を書く。

教材例

○

・ 標語の募集要項，応募された標語

標語の募集要項の例

○

◆

目的

◆

募集期間
平成○年○月○日から○月○日
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交わす言葉で

応募条件
地域の人々とのつながりを印象付けるもの。
これまでの生徒会の活動と関連付けるもの。
具体的な言葉で分かりやすく表現されたもの。
文字数は30字以内とする。

①
②
③
④

つながる広がる

◆

街も気持ちも クリーンに

生徒会では，地域清掃活動に取り組んでいます。今年は，
地域の人たちとの連携をさらに図るために，あいさつ運動も
行おうと思います。そこで，「あいさつ標語」を募集します。

Ａ 地域の輪

第一中学校生徒会

Ｂ あいさつで

「あいさつ標語」を募集します！

応募された
標語の例

第２時

①

標語を批評する文章の書き方について理解する。
「あいさつ標語」を決定するために，標語を批評する文章を書きます。批評とは，対象
とする事柄のよさや特性，価値などを論じたり，評価したりすることです。応募された標
語と，募集要項にある目的や応募条件とを照らし合わせて考えてみるとよいですね。
私は，Ａの標語がよいと思います。応募条件①にある「地域の人々とのつながり」を
「つながる広がる」という言葉で表現しているからです。

Ｂの標語の「街も気持ちも クリーンに」は，生徒会が行っている「地域清掃活動」
と，今年から取り組む「あいさつ運動」との両方を含んだ表現になっています。

募集要項にある目的や応募条件を引用して，どちらの標語を選ぶか分かるように書きま
しょう。その際，両方を比べて批評すると，より説得力が増しますよ。

②

150字以上，200字以内で標語を批評する文章を書く。
（文章ａ）
私は、Ａの標語がよいと思います。応募条件
には「地域の人々とのつながりを印象付けるも
の。」と示されており、それを「つながる広が
る」という言葉で表現しています。Ｂの標語で
は、心が「クリーン」になることが示されてい
ますが 、「地域の人々 とのつなが り」を表現す
るものではありません。また、Ａの標語は「地
域の輪」という表現によって、学校と地域を一
つにしようという思いが伝わってきます。
（１８６字）

（文章ｂ）
Ｂの標語では、募集要項の目的にある「地域
清掃活動」と「あいさつ運動」という二つの生
徒会の取り組みを 、「街も 気持ちも クリーン
に」という言葉でうまく重ね合わせて表現して
いる。この表現は、応募条件にある「これまで
の生徒会の活動と関 連付けるもの。」も満たし
ているので、本校の標語としてふさわしいと考
える。だから私は、Ｂの標語がよいと思う。
（１６５字）

〈第３時には，文章ａ，文章ｂについて次のような点に着目して評価させるようにする。〉
・ どちらの標語を選んだのかを明確に書いている。
・ 目的や応募条件の内容を根拠に，標語を選んだ理由を書いている。
・ それぞれの標語の特徴に触れている。

など

【留意点】
○ 本事例で示した教材例をそのまま用いて授業をすることも可能であるが，標語やスローガン，
ポスター募集など，各学校や地域における実際の取組との関連を図ると一層効果的である。
○ 論理的な文章を書くためには，根拠を明確にして自分の考えを述べること，相手に効果的
に伝わるように説明や具体例を加えることなどの学習の積み重ねが大切である。
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【指導の狙い】
書き手の論理の展開を捉え，文章の内容を正確に理解することができるようにする。
【問題の概要】
Ｂ２一 段落相互の関係について説明したものとして適切なものを選択する。
Ｂ２三 本文を読んで分かったことを一つ取り上げ，Ｑ＆Ａの形式で紹介する。
【学習指導要領における領域・内容】
〔第１学年〕「Ｂ 書くこと」イ，〔第１学年〕「Ｃ 読むこと」イ，ウ
【授業アイディア例】
学習の流れ
「古生物学におけるネズ
ミ」を読み，内容を紹介する
Ｑ＆Ａを書く。
（第１時）

互いのＱ＆Ａを検討し合
い，文章の内容を正確に理解
する。
（第２時）

グループで「Ｑ＆Ａ集」を
作成する。
（第３時）

（言語活動）文章の内容を「Ｑ＆Ａ集」の形式で紹介する。
き むら ゆ

教材例

り

・ 木村由莉「古生物学におけるネズミ」
（平成23年度全国学力・学習状況調査【中学校】国語Ｂ２）

第２時，第３時

①

本文の内容を確かめながら互いのＱ＆Ａを読み合い，意見を述べる。
文章に対する理解を深めるために，皆さんが書いたＱ＆Ａを読み合い，
グループで１枚の「Ｑ＆Ａ集」を作りましょう。
まず，Ｑ＆Ａが本文の内容と合っているか確認しましょう。

Ｑ
Ａ

なぜ，ネズミ類の歯の形はサルに似ているのですか？
ネズミ類とサルとは同じグループに属する種だからです。

歯の形がサルに似ているのは，
ネズミ類ではなくてヒトだよね。

そうだね。４段落に書いてある
よ。

本文の内容と合わないものがあったら，グループで相談して書き直しま
しょう。

＜書き直したＱ＆Ａ＞

Ｑ
Ａ

なぜ，ヒトの歯の形はサルに似ているのですか？
ヒトとサルとは同じグループに属する種だからです。
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次に，それぞれのＱ＆Ａを，この文章の中心的な話題を取り上げている
と思うものとそれ以外のものとに分類してみましょう。

Ｑ なぜ，博物館のマンモスや恐竜は，今にもよみがえりそうな姿で
復元することができるの？
Ａ 骨の化石が比較的よい状態で発見されるから。
Ｑ なぜ，ネズミ類の進化は，歯の化石によって研究されているのですか。
Ａ 歯は体の中で最も硬い組織であるため，ネズミ類などの小型動物で
も化石として保存されやすいからです。
上のＱ＆Ａが取り上げているマ
ンモスや恐竜のことは，この文章
の一部分にしか出てこないよね。

ネズミ類の歯の化石のことに触
れているから，下のＱ＆Ａは中心
的な話題と言えるのではないか
な。

最後に，この文章で最も伝えたい事柄について触れているＱ＆Ａを一つ
選び，「Ｑ＆Ａ集」の一番上の欄に書きます。それ以外のＱ＆Ａは，下の
欄に書きましょう。

②

グループで「Ｑ＆Ａ集」を作成する。
・ Ａ３判程度の大きさの「Ｑ＆Ａ集」のワークシートを用意し，完成後は教室などに掲
示して，内容を確認し合う。
（ワークシートの例）

「古生物学におけるネズミ」Ｑ＆Ａ集

３グループ

Ｑ なぜ，ネズミ類の進化は，歯の化石によって研究されているのですか。
Ａ 歯は体の中で最も硬い組織であるため，ネズミ類などの小型動物でも
化石として保存されやすいからです。
Ｑ

……

Ｑ

……

Ａ

……

Ａ

……

Ｑ

……

Ｑ

……

Ａ

……

Ａ

……

【留意点】
○ 第２時，第３時では，文章を読み返して新たなＱ＆Ａを考える時間を設けたり，他のグ
ループのＱ＆Ａを参考にさせたりすることも効果的である。
○ 新聞や他教科の教科書などを教材に，本事例の授業を行うことも有効である。
○ Ｑ＆Ａを作ることは，目的や必要に応じて要約することにつながる。このような学習は，
例えば，本の帯や広告カード（ポップ）を作る言語活動などを通して，どの学年においても
取り組むことができる。
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【指導の狙い】
文章に書かれている事柄を基に，今までの体験や読書の経験と結び付けて自分の考えを
もつことができるようにする。
【問題の概要】
Ｂ３三 読みたい本を一冊選択し，その本を選択した理由を書く。
【学習指導要領における領域・内容】
〔第２学年及び第３学年〕「Ｂ 書くこと」イ，〔第１学年〕「Ｃ 読むこと」オ
【授業アイディア例】
学習の流れ
これまでに読んだ本の中か
ら，特に印象に残る数冊を選
び，その本を選んだ理由など
についてまとめ，今までの読
書傾向を確認する。
（第１時）

互いの読書傾向について友
達と情報交換し，これから読
みたい本のブックリストを作
成する。
（第２時，第３時）

ブックリストの中から実際
に一冊を読み，感想を書く。
（第４時）

（言語活動）これから読みたい本のブックリストを作成し，本を読む。

教材例

・ 教科書にある読書案内，地域や学校で作成したブックリスト，
インターネット上の本の紹介

第２時，第３時

など

※学校図書館で行う。

〈授業前の教師の準備〉
Ｂ３三についての生徒の解答の状況を「解答類型」（解説資料中学校国語 平成二十三
年九月）に照らして把握する。特に，以下の解答類型の生徒の解答の状況に着目する。
・ 解答類型１（正答）の生徒
・ 解答類型３の生徒
今までの体験や読書の経験と結び付けて，〈その本を選んだ理由〉を具体的に書けて
いない。
①

読書傾向について友達と情報交換する。
互いの読書傾向について情報交換しましょう。特に，なぜその本を読むようになった
のか，そのきっかけや理由について具体的に話しましょう。

私は，小さい頃田舎で見た星空が忘れられ
なくて，星に関する本を見付けると手に取っ
てしまいます。「銀河鉄道の夜」を読んだの
も，銀河に引かれたからです。

テーマを決めて読んでいくのも面白そうで
すね。私は今までファンタジーをよく読んで
きたけれど，テーマを決めて様々なジャンル
の本に挑戦してみようと思います。私は動物
が好きなので，動物をテーマに本を探してみ
たいです。
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②

①で情報交換したことを基に，これから読みたい本について考える。
友達からの情報や教科書の読書案内などを参考にブックリストを作りましょう。学校
図書館の本を実際に手に取ってみたり，インターネットから情報を得たりするのもよい
ですね。

（ワークシートの例）

☆
No.

「これから読みたい本」のブックリストを作りましょう。
書 名
（著者名）

出版社
（出版年月）

選んだ
ポイント

読んだら一言

読み終えた日

わがはい

１

吾輩は猫である
なつ め そうせき
（夏目漱石）

□□社
（○○年○月）

ア

あさひやま

２

３

旭 山動物園物語
ふるだてけん じ

しのづかのりあき

(文 古舘謙二/写真 篠塚則明)

□□社
（○○年○月）

ウ

ゾウの時間ネズミの時間

□□社

オ（新書を読

（本川達雄）

（○○年○月）

んでみたい。
）

【選んだポイント】
ア 書名や著者名
ウ 読書案内や書評などからの情報
オ その他（理由を簡単に書きましょう。）

イ
エ

表紙や帯，目次などに書かれている情報
友達や家族からの情報

☆ ブックリストに挙げた本を選んだ理由を書きましょう。
・ 今までの体験や読書の経験と結び付けて書く。
・ 友達との交流と結び付けて書く。

私は，今までファンタジーを中心に読んできました。けれども，この交流を通
して，テーマを決めて読むことの面白さに気付きました。私は動物が好きなので，
「動物」をキーワードに様々なジャンルの本を読んでみたいと思い，動物のこと
が書かれていそうな本や，書名に動物が出てくる本を選びました。まずは，以前
読んで楽しかった『坊っちゃん』と同じ作者が書いた『吾輩は猫である』，新書の
コーナーで見付けた『ゾウの時間ネズミの時間』を読みたいです。
〈第３時終了後の教師の分析〉
ワークシートに書かれた内容を分析する。
授業前に分析した「解答類型３」に該当する生徒が，今までの体験や読書の経験と結び
付けてワークシートに記述できているかを確認し，生徒の学習の状況を評価する。
【留意点】
○ リストに挙げた本を読む時間を確保するために，一斉読書の時間や休み時間を活用する
よう助言したり，第３時から少し時間を空けて第４時を設定したりすることも考えられる。
○ 自分の読書傾向を振り返ることができるように，３学年を通して読書記録を付けさせて
おくことが有効である。
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