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第１学年 国語科学習指導案 
日  時 ： 令 和 ３ 年 １ １ 月 ２ ５ 日 
学 校 名 ： 東 村 山 市 立 東 村 山 第 二 中 学 校 
対  象 ： 第 １ 学 年 ４ 組  ３ ２ 名 
授業者： 教諭  神田 郁佳 

 
 
 
 
 
 
 
１ 単元名 

「大人になれなかった弟たちに……」（光村図書 中１） 
 
２ 単元の指導目標 
 (1) 事象や行為，心情を表す語句の量を増すとともに，語句の辞書的な意味と文脈上の意味との関係に注意し

て話や文章の中で使うことを通して，語感を磨き語彙を豊かにすることができる。〔知識及び技能〕(1)ウ 
 (2)場面の展開や登場人物の相互関係，心情の変化などについて，描写を基に捉えることができる。〔思考力、

判断力、表現力等〕Ｃ(1)イ 
 (3)言葉がもつ価値に気付くとともに、進んで読書をし、我が国の言語文化を大切にして、思いや考えを伝え合

おうとする。［学びに向かう力、人間性等］ 
 
３ 本単元における言語活動 
 物語を読み，読み取ったことなどを記録したり伝え合ったりする。（関連：〔思考力、判断力、表現力等〕 
Ｃ(2)イ） 

 
４ 単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①事象や行為，心情を表す語句の量
を増すとともに，語句の辞書的な意
味と文脈上の意味との関係に注意
して話や文章の中で使うことを通
して，語感を磨き語彙を豊かにして
いる。（(1)ウ） 

①「読むこと」において，場面の展開
や登場人物の相互関係，心情の変化な
どについて，描写を基に捉えている。 
（Ｃ(1)イ） 

①登場人物の相互関係，心情の変
化などについて，描写を基に積極
的に捉え，学習の見通しをもって
伝え合おうとしている。 
 

 
 
５ 指導と評価の計画（５時間） 

時 学習活動 指導上の留意点 評価規準・評価方法等 

１ 

・ワークシート NO.1 を用いて、物語の
設定を捉える。 
 
 
・物語を読むうえで重要な言葉の意味
を理解する。 
 
 
・ワークシート NO.2 を用いて、物語の
導入部分において、人物に関わる描写を
基に登場人物の言動の意味を推測する。 
 

・物語の基本設定である、時・ 
場所・人物・語りなどを確実に 
押さえるように指導する。 
 
・語句の理解を通して、時代背景
や人物が置かれている状況を 
考えるよう指示する。 
 
・人物の描写の中でも、物語の 
今後の展開に関わるものに注目
させる。また、生徒の理解度を 
確認しながら授業を進めること
で、注目すべき人物の描写を 
明確にする。 
 

 
 
 
 
◎語句の辞書的な意味を 
捉え、それが物語全体に 
おいて果たしている役割を 
理解する。【知識・技能／ 
ワークシート NO.1、テスト】」
※本評価は、Ａと判断する 
状況については定期テストで
判断する。 

令和３年度 第３研究部活動方針・研究主題 

  １ 新しい学習評価、特に「主体的に学習に取り組む態度」をどう評価するか 

  ２ 「タブレットＰＣ」を活用した新しい文学の授業の姿を探る 

  ３ これからの「文学」の授業ではどんな「力」を育むのか 

     ＡＩが広く深く浸透する時代の中で、「文学」だからこそ育成することができる「力」とは？ 
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  【例】 
①ヒロユキが最終的に栄養失調
で亡くなってしまうことに 
注目させる。〈今後の展開〉 

②その部分と、導入部で 
ヒロユキの性格が書かれて 
いる箇所を結び付けさせる。 

〈今後の展開に関わる部分〉 
③そこから、「ヒロユキは生まれ
て間もないのに、なぜいつも
泣かないで大人しくしていた
のか？」という問いを立て 
させる。 

〈①と②から考えられる問い〉 
 
 

 

２ 

・物語の展開部(前半)について、個人の
考えを Google スライドに入力し、共同
編集機能を利用してグループで共有 
する。 
 
 
・グループで共有した意見を、学級全体
で確認する。 
 
・ワークシート NO.3 を用いて、物語の
展開部(後半)における場面の展開や 
登場人物の相互関係、心情の変化などに
ついて、描写を基に捉える。 
 

・生徒の活動が円滑に進むよう、
事前にグループごとのフォルダ
を作成しておく。 
 
 
 
・後で見直しができるよう、丁寧
に書かせる。 
 
・表現の工夫や描写に注目し、 
注意深く読むよう指導する。 
・作品の特徴を意識して読む 
ように指導する。 
 
 

○自己の考えを広げたり深め
たりするために、積極的に 
他者と意見交流をしようと 
している。【主体的に学習に 
取り組む態度／机間指導・ 
ワークシート NO.2】 
 
 
 

３ 

・物語の展開部(後半)について、個人の
考えを Google スライドに入力し、共同
編集機能を利用してグループで共有 
する。  
 
 
 
・グループで共有した意見を、学級全体
で確認する。 
 
 
 
 
 
・ワークシート NO.3 を用いて、物語の
結末部分において、描写を基に「僕」の
心情を捉える。 
 

・生徒の活動が円滑に進むよう、
事前にグループごとのフォルダ
を作成しておく。 
 
 
 
 
・後で見直しができるよう、丁寧
に書かせる。 
 
 
 
 
 
・表現の工夫や描写に注目し、 
注意深く読むよう指導する。 
 

○自己の考えを広げたり深め
たりするために、他者との 
意見交流を通じて気づいた 
ことを記録しようとして 
いる。【主体的に学習に取り 
組む態度／机間指導・ワーク
シート NO.3】 
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４(

本
時) 

・物語の結末部について、個人の考えを
Google スライドに入力し、共同編集機
能を利用してグループで共有する。 
 
・グループで共有した意見を、学級全体
で確認する。 
 
 
・第 2時から本時までの学習を振り 
返る。 

・生徒の活動が円滑に進むよう、
事前にグループごとのフォルダ
を作成しておく。 
 
・後で見直しができるよう、丁寧
に書かせる。 
 

◎自己の考えを広げたり深め
たりするために積極的に意見
交流をしようとしている。 
また、気付いたことを記録 
しようとしている。【主体的に
学習に取り組む態度／机間 
指導・ワークシート NO.3】 
 
○自己の考えが広がったり 
深まったりした見方や考え方
について振り返ろうとして 
いる。 
【主体的に学習に取り組む 
態度／ワークシート NO.2、
NO.3、タブレット PC】 
 

５ 

・ワークシート NO.4 を用いて、題名に
込められた作者の思いを読み取る。 

・これまでの学習をいかし、表現
の工夫や描写に注目して考える
よう指導する。また、大人の「僕」
としての視点で語られている 
ことに注目させる。 

◎これまで学習したことを 
活かして自分の考えを記述 
しようとしている。 
【主体的に学習に取り組む態
度／机間指導・ワークシート
NO.4】 
◎描写に注目し、題名に込め
られた作者の思いを読み 
取っている。 
【思考・判断・表現／ワーク
シート NO.4】 
 

 
 

６ 本時（第４時） 

（１）本時の目標 

  結末部分における「僕」の心情を読み取ることを通して、自分の考えの広がりや深まりを捉える。 

 

（２）本時の展開 

 学習内容・学習活動 指導上の留意点・配慮事項 評価規準と評価方法 

導

入 

・前時の学習を振り返る。 

 

 

・本時の目標を確認する。 

・前時のワークシートと大型提示装置で 

学習の流れを振り返らせる。 

 

・大型提示装置を用いて学習の流れを視覚

的に示し、本時の目標を確認させる。 

 

展

開 

 
・個人の考えを、タブレット
PCを活用しグループで共有 
する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・前時の段階で、以下の二つの問いに 
ついて、理由を考えさせている。 
①(忘れないことが)弟の死だけではないの
はなぜ？ 

②「ひもじさ」の方が先に述べられているの
はなぜ？ 

・また事前に Googleスライドをグループの 
メンバーごとのページに分け、問いに 
対する考えを入力させておく。 
 
 

 

○他者と意見交流をして気
づいたことを、自己の考え
を広げたり深めたりする 
ためにコメントしようと 
している。 
【主体的に学習に取り組む 
態度／机間指導・ワーク 
シート NO.3、タブレット PC】 
〈Ｃと判断する状況への 
手立て〉 
自分の考えと他者の考えを

結末部分における「僕」の心情を読み取ろう。 
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・グループで共有した意見を 
学級全体で確認する。 

 

 

・結末部分における視点の 

違いを理解する。 

 

 

・これまでの学習をふまえ、

大人の「僕」の心情が表れて

いる表記を探し、線を引く。 

 

 

 

 

・個人の考えを、タブレット
PCを活用しグループで共有 
する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・グループで共有した意見を 

学級全体で確認する。 

 

・グループのメンバーの意見を確認し、 
疑問や質問をコメントさせる。 
 

 

・後で見直しができるよう、丁寧に書か 

せる。 

 

・語りや表記の違いから、結末部分には 

大人の「僕」と子供の「僕」の視点が混在 

していることに注目させる。 

 

・戦争中の「僕」ではなく、大人になった

「僕」でないとわからない出来事に注目 

させる。 

・生徒が線を引いた部分について問いを 

整理し、答えを考えさせる。 

 

 

〈予想される生徒の答え〉 

①「ヒロシマ」「ナガサキ」がカタカナ表記

なのはなぜ？ 

 →ただの地名ではなく、原子爆弾が落と

された地、という特別な意味を持つから。 

②「ヒロユキ」の名前がカタカナ表記なのは

なぜ？ 

 →漢字を使わないことで、特定の個人 

ではなく「戦争で亡くなった子供」という 

幅広い意味を持たせているから。 

 

照らし合わせ、共通点や 
相違点を記録させる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎他者と意見交流をして気
づいたことや、これまでの
学習をふりかえり、自己の
考えを広げたり深めたり 
するためにコメントしよう
としている。 
【主体的に学習に取り組む 
態度／机間指導・ワーク 
シート NO.3、タブレット PC】 
〈Ｃと判断する状況への 
手立て〉 
自分の考えと他者の考えを
照らし合わせ、共通点や 
相違点を記録させる。 
 
 

ま

と

め 

・第 2 時から本時までの学習

を確認する。(次時の予告) 

 

 

 

・次回の目標を確認する。 

 

 

・次回の活動に活かすために、これまで 

使用したワークシートや Google スライド

の資料を見ながら、教師主導で学習の流れ

を確認する。 

 

・大型提示装置を用いて、次回の目標を 

確認させる。 

 

 

 


