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ⅠⅠⅠⅠ 単元単元単元単元（教材（教材（教材（教材））））名名名名 『『『『文章と写真との関連を考えながら文章と写真との関連を考えながら文章と写真との関連を考えながら文章と写真との関連を考えながら，，，，さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな種類の種類の種類の種類の文章を読もう。文章を読もう。文章を読もう。文章を読もう。』』』』    

（（（（メディアと表現メディアと表現メディアと表現メディアと表現「「「「写写写写真と言葉が生み出す世界真と言葉が生み出す世界真と言葉が生み出す世界真と言葉が生み出す世界」」」」－メディアリテラシー入門－メディアリテラシー入門－メディアリテラシー入門－メディアリテラシー入門））））教育出版１年教育出版１年教育出版１年教育出版１年    

    

ⅡⅡⅡⅡ 単元について単元について単元について単元について    

本単元では，中学校学習指導要領国語編第１学年「読むこと」の言語活動例「文章と図表などとの関

連を考えながら，説明や記録の文章を読むこと。」（Ｃ(2)イ）を具体化し，言語情報と画像情報の組み

合わされた「文脈」の中から，目的に応じて引用する等の方法を身に付け，読みを深める言語活動を設

定した。そして，上記の言語活動を通して，「本や文章などから必要な情報を集めるための方法を身に

付け，目的に応じて必要な情報を読み取ること。」（Ｃ(1)カ）の力を身に付けさせることをねらいとした。 

単元の構成は，「詩のギャラリーへ ようこそ」（詩），「カメラが見つめたニューヨーク」（説明的な文

章），「言葉の万華鏡」（多様な文種による創作）という三つの教材から成り立っている。詩では「単語」，

説明的な文章では「段落」，多様な文種による創作では「文章」と，異なる種類と分量の言語情報に着

目することにより，既習内容を活用して段階的に学習を深めることができるよう工夫した。 

「詩のギャラリーへ ようこそ」では，まど・みちおの「ボタン」という詩と４枚の異なる写真を組み

合わせたポスターをそれぞれ提示し，これらの中から，自分が好むポスターを選び，その理由を説明す

る学習活動を行う。写真と詩中の言葉をどのように捉えたかを交流することにより，解釈の多様性に気

付き，言葉の広がりを味わわせたい。 

   「カメラが見つめたニューヨーク」では，文章の構成や展開，表現の特徴を捉え，タイトル画にふさ

わしい背景写真を組み合わせる学習活動を行う。写真の違いによって，文章の捉え方が変わることに気

付かせるとともに，言葉と画像の関わりを意識させながら読解を深めさせたい。 

   「言葉の万華鏡」では，一枚の写真からいろいろな言葉を引き出し，日記ふう，時代劇ふうなど，さ

まざまな種類の文章で書き表す学習活動を行う。自作の文章表現を比較したり，他者の作品と読み比べ

たりすることにより，さまざまな種類の文章の表現上の特徴に気付かせるとともに，表現する楽しさを

味わわせたい。 

 

ⅢⅢⅢⅢ 単元の単元の単元の単元の指導指導指導指導目標目標目標目標    

(1)  文章と写真との関連を考えながら，さまざまな種類の文章を読もうとする態度を養う。 



【国語への関心・意欲・態度】 

(2)        本や文章などから必要な情報を集めるための方法を身に付け，写真と言葉の組み合わせから必要な

情報を読み取らせる。                             【読むことカ】    

 (3) 事象や行為などを表す多様な語句について理解を深めるとともに，話や文章の中の語彙について関心

をもたせる。               【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項イ（ウ）】 

 

ⅣⅣⅣⅣ 本単元における言語活動本単元における言語活動本単元における言語活動本単元における言語活動    

言語情報と画像情報の組み合わされた『文脈』の中から，目的に応じて引用する等の方法を身に付け，

読みを深める。                                  【解釈・説明】 

    

ⅤⅤⅤⅤ 単元の評価規準単元の評価規準単元の評価規準単元の評価規準    

・文章と写真との関連を考えながら，さまざまな種類の文章を読もうとしている。 

【国語への関心・意欲・態度】 

 ・本や文章などから必要な情報を集めるための方法を身に付け，写真と言葉の組み合わせから必要な情報

を読み取っている。                               【読む能力】 

 ・事象や行為などを表す多様な語句について理解を深めるとともに，話や文章の中の語彙について関心を

もっている。                       【言語についての知識・理解・技能】 

 

ⅥⅥⅥⅥ 指導と評価の計画指導と評価の計画指導と評価の計画指導と評価の計画（４時間扱い・・・・本時３/４）    

    

指導目標 主な学習活動 
時

数 

《言語活動系統

表》との関連 

①文章と写真との関連を考えなが

ら，さまざまな種類の文章を読も

うとする態度を養う。 

②本や文章などから必要な情報を集

めるための方法を身に付け，写真

と言葉の組み合わせから必要な情

報を読み取らせる。 

③事象や行為などを表す多様な語句

について理解を深めるとともに，

話や文章の中の語彙について関心

をもたせる。 

○「ボタン」という詩と４枚の異なる写真

を組み合わせたポスターから，自分の心

にいちばんぴったりくるポスターを選

び，選んだ理由を交流する。 

○「カメラが見つめたニューヨーク」を読

み，内容を理解するとともに，４枚の写

真と文章の関係を捉え，タイトル画とし

てふさわしいと思う写真を選ぶ。 

○一枚の写真からいろいろな言葉を引き出

し，日記ふう，時代劇ふう，実況中継ふ

う，小説ふうといった多様な文種で書き

表すとともに，それらを発表し合い，表

現上の特徴に気付く。 

４ 【解釈・説明】 



    

ⅦⅦⅦⅦ 生徒の実態について生徒の実態について生徒の実態について生徒の実態について    

生徒は，１学期に一度，「文章とグラフとの関連を考えながら説明文を読もう。」の単元で，文章とグ

ラフを対応させながら，事実と意見を読み分けるとともに，大段落ごとに要約する言語活動を通して，

「本や文章などから必要な情報を集めるための方法を身に付け，目的に応じて必要な情報を読み取るこ

と。」（Ｃ(1)カ）について学んでいる。また，その際，文章と挿絵（写真）を照らし合わせながら，必

要な情報を読み取る学習活動にも取り組んでおり，この単元で学んだことを活用し，写真との関連を考

えながら，さまざまな種類の文章の読解を深めさせたい。 

   学習を通して気付いたことや考えたことをノートにまとめるとともに，互いの考えを交流し，学びが

深まったり広がったりしたことを，付せんに書いて整理する学習活動を繰り返し行ったことにより，生

徒の思考力・判断力・表現力が，徐々に向上してきている。本単元においても，これらの学習活動を位

置付け，生徒一人一人の学びが深まるよう工夫したい。 

   目的に応じて必要な情報を読み取ることや読み取ったことをもとに自分の考えをまとめることにおい

て，努力を要する状況と判断される生徒については，言語と画像から得られる情報の共通点や相違点に

着目させたり，説明の仕方を具体的に示したりするなどの手だてにより，目標を達成できるよう支援す

る必要がある。 

    

ⅧⅧⅧⅧ 本時案本時案本時案本時案    

１ 教材  「カメラが見つめたニューヨーク」    

２ 学習目標 

・文章と写真との関連を考えながら，説明の文章を読もうとする。  【国語への関心・意欲・態度】 

・本や文章などから必要な情報を集めるための方法を身に付け，写真と言葉の組み合わせから必要な情

観点 指導目標 評価方法 Ａのキーワード・具体例 評価規準 Ｃへの手立て 

国

語

へ

の

関

心

・

意

欲

・

態

度 

①  

ﾜｰｸｼｰﾄ 

観 察 

文章と写真との関連を考

えながら，さまざまな種

類の文章の特徴を捉えて

表現したり，比較したり

することができる。 

文章と写真との関連を考

えながら，さまざまな種

類の文章を読もうとして

いる。 

画像や音声など，多様

な情報があることに気

付かせるとともに，言

語情報と結び付けるこ

とで読みが深まること

を体験させる。 

読

む

能

力 

目

的

に

応

じ

た

読

書 

②  

ﾜｰｸｼｰﾄ 

付せん 

 

目的に応じて着目する情

報が異なることに気付く

とともに，情報をもとに

自分の考えを明確にする

ことができる。 

本や文章などから必要

な情報を集めるための

方法を身に付け，写真と

言葉の組み合わせから

必要な情報を読み取っ

ている。 

言語と画像から得られ

る情報の共通点や相違

点を整理させ，関連付

けて考えるように促す。 

言

語

に

つ

い

て

の

知

識

・

理

解

・

技

能 

③  

ノート 

付せん 

観 察 

文章と写真の関連を考

え，文章の中の語句をよ

り深く解釈することがで

きる。 

事象や行為などを表す

多様な語句について理

解を深めるとともに，話

や文章の中の語彙につ

いて関心をもっている。 

これまでの経験や関連

する資料をもとに，語

句のイメージをふくら

ませる。 



報を読み取ることができる。                          【読むこと】                                             

３ 学習の展開 

○学習活動 ○教師のかかわり◆留意点 ○評価規準（評価方法） 

○前時の学習を振り返る。 

・  

○「カメラが見つめたニューヨー

ク」の内容を確認させる。 

 

 

 

 

○グループごとに，「給水塔の全

体写真」，「桶の俯瞰写真」，「職

人の休憩写真」，「自由の女神

の写真」から１枚を選択して

タイトル画とした場合，読み

手にどのような印象を与える

かについて考える。 

 

  

 

 

 

 

○異なる写真を選択した生徒４

名で１グループを作り，それ

ぞれの写真をタイトル画とし

た場合の読み手に与える印象

を，互いに説明し合う。 

 

○説明を聞いて，タイトル画と

してふさわしいと思う写真を

一枚選択するとともに，その

理由を付せんに記入し，ワー

クシートに貼る。 

 

 

 

○選択した写真と文章の関係を捉

えるとともに，読み手に与える

印象について，自分の考えをま

とめさせる。 

◆被写体と本文との関連をふまえ，

読み手に最も印象付けたい内容

が何かを，生徒一人一人に考えさ

せた後，グループで交流させる。 

◆まとめ方の文章形式を提示する。 

 

  

 

 

○自分と他者の相違点や類似点を

整理しながら聞くように促す。 

◆相違点や類似点が明確になるよ

うに，文章のどこに着目したか，

線を引くなどして確認させる。 

 

○互いの説明を参考にして，選択

した理由をまとめさせる。 

◆グループごとの選択状況を発表

させる。 

 

 

○写真と文章の関係を考え，写

真から読み取ることができ

る情報が書かれている部分

を引用して，説明することが

できる。【読むこと】（ワーク

シート） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

○文章と写真との関連を考え

ながら，説明の文章を読もう

としている。【国語への関

心・意欲・態度】（付せん・

ワークシート） 

 

○本時の学習を振り返り，文章

と写真との関連について，気

付いたことを発表する。 

○文章を読む前に，画像などを通

してもった象徴的イメージが，

文章の解釈に影響を与えること

に気付かせる。 

 

 
 
 

４枚の写真と文章の関係を捉え，タイトル画としてふさわしいと思う写真を選ぼう。 

「○○○○」の写真は，本文の

………と関連しており，読み手に

………という印象を与えている。 

 

他者に根拠を明確にし

て説明できるよう，文章

形式を提示した。 

それぞれの写真を選択

した場合，文章のどの段

落に着目したかを明確

にすることにより，目的

に応じて必要な情報を

読み取ることを体験的

に理解することができ

るよう，学習活動を工夫

した。    

生徒一人一人の考えが

深まるよう、グループで

交流する学習活動を位

置付けた。 


