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授業者 教諭 ・ 門 脇 夕 子

１． 単元名 ５、真実を語る 教材名『未来をひらく微生物』 （光村 １年）
２． 単元設定の趣旨
（１）

教材観

この教材は、環境を汚染しない製品の開発や、汚染された環境を元の状態に戻す方策における微生物の活躍をわかりやすく説
明している。導入部分では微生物の定義から始まって、微生物が人間の生活や地球環境の中でどのような働きをしているかを「発
酵」や「分解」をキーワードに説明している。本文にあたる５から１６段落では、この文章の中心となる、廃棄物処理問題の解
決策として微生物の働きを利用しようという試みが進められていることを話題として提示し、続いて「環境問題を起こさない取
り組み」を、次に「汚染された環境を元に戻す試み」を、事例を挙げて説明している。最後に、それまで論述してきたもとに地
球で暮らす仲間たちと共生する方法を探ることを提案してまとめとしている。このように、構成がはっきりしており、話題提示
の際も「ひとつは・・・、もうひとつは・・・」と述べたり、
「第１の方法は・・・」
、
「第２の方法は・・・」と述べるなど、読
み進むための方向指示となるような言葉を用いて、生徒にとっては読み進めやすくするよう文章表現の工夫がなされている。ま
た、各段落の書き出しに注目することで文章構成をおさえやすくなっていることも実感できる教材であると考える。語句の中に
はわかりにくいものがいくつかあると思われので、実生活を想起させながら、文章の中における語句の意味を確認しながら読み
進める工夫が必要と考える。
（２）生徒観
たいへん元気のある学級である。国語の授業には熱心に臨んでいるが説明を聞き覚えようとする姿勢が強い。読解面では発問
に対する答えを見つけることはできてもそれらを構築して理解することが不得手な生徒が多々いる。説明的文章においても、指
示語の示す内容を的確に指摘できない生徒や、内容を要約して説明できるまで理解を深められずにいる生徒が多い。生徒の語句
理解が表面的なものでとどまっていること、暗記的な学習に偏り読み取りに思考があまり伴っていないこと等に起因しているも
のと思われる。本教材は、取り上げている題材、論旨ともに生徒にとっては新鮮に受けとめられるものであり興味をもって読も
うとするだろう。語句理解、内容の読解両面において、日常生活と結び付けながら読みを広げて理解する場面や活動的な場面を
取り入れて、生徒が知的な興味関心を持続させながら、積極的に読解学習に挑んでいけるように工夫していきたい。
（３）指導観
中学入学以来、説明的文章の読解学習は「ちょっと立ち止まって」
「クジラたちの声」で行っている。いずれの教材でも、論理
の展開には話題の提示があり、その話題について筆者がどのように論述し論旨をまとめているか、文章の展開を追う方法で読み
を進めてきた。この「未来をひらく微生物」でも基本的には提示された話題に着目し、その内容を読み取り、筆者の述べようと
している論旨を読み取る学習過程をとっていこうと思う。その際、方向指示的な働きをする語句に着目させ、話題ごとに構成さ
れた意味段落を概観してから精読するといった、文章構成をとらえつつ読みを進める学習を取り入れていきたい。また、表面的
な読みにならないよう、実生活と結び付けて語句の理解や事例の理解ができるよう工夫していきたい。
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４．本時について
⑴ 本時の目標
① 微生物の働きを利用した廃棄物処理問題の解決策のうち、生分解性プラスチックの利点と環境問題を起こさない根本的な解
決のあり方を読み取り、まとめることができる。

【 読むこと イ 】

⑵本時の指導構想
この教材の中心となる部分である。⑤段落で話題と、二つの論点を確認し、文章を丁寧に読み進めながら、従来のプラスチ
ックとの対照から生分解性プラスチックの特性と利点を確実に理解させたい。その読み取ったことを教科書の図を用いて説明
させることにより、筆者の主張する「自然の中でうまく循環する」という表現の意味をしっかり理解させるようにしたい。そ
の上で「環境問題の根本的な解決策」につながる製品作りとはどんなものなのか、要約し本時の学習のまとめとしたい。
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Ａ：十分に満足できる
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