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校
　
国
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〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕
ア　伝統的な言語文化に関する事項
（イ）　古典に表れたものの見方や考え方に

触れ，登場人物や作者の思いなどを想像
すること。

イ　言葉の特徴やきまりに関する事項
（イ）　抽象的な概念を表す語句，類義語と対

義語，同音異義語や多義的な意味を表
す語句などについて理解し，語感を磨き
語彙を豊かにすること。

　古来日本人の自然に対する感性の豊かさを感じ取るとともに，
自分の考えを論理的に伝え，さらには集団で合意形成していく過
程を体験する。

プログラムの内容
　日本の伝統色の単語から，その色がどんな色なのか自然の中
から探してくる。

おすすめのポイント
　ヘルマン・ヘッセは著書「庭仕事の愉しみ」の中で，「私が日本
人であったなら，祖先たちからこれらの色彩とその混合色それぞ
れについておびただしい数の正確な呼び名を受け継いだことだ
ろう」と述べている。
　自然に対し，豊かな感性をもって接していた，昔の人に思いを
はせてみる。

学習指導要領との関連

・「枕草子」の解説（Ｐ88）を読み，作品の成り立ちや概要を知る。
　「春はあけぼの」（Ｐ89～90）を読み，内容を大まかにつかむ。

・「徒然草」の解説（Ｐ92～93）を読み，作品の成り立ちや概要
を知る。
　「仁和寺にある法師」（Ｐ94）を読み，内容を大まかにつかむ。

・「平家物語」の解説（Ｐ96）を読み，作品の成り立ちや概要を
知る。
２　折り込みを読み，「祇園精舎」（折り込み表）に表された人
生観や，作品の背景となる源平の戦い（折り込み裏）について
知る。

・漢詩の解説（Ｐ105）を読み，漢詩や代表的な詩人について知る。
　「春望」（Ｐ106～107）を読み，内容を大まかにつかむ。

【関・意・態】
・古文や漢文について自分の感想を具体的
にもって交流し，考えを深めようとしている。

【読む能力】
・描写の効果や登場人物の言動の意味など
を考えて古文や漢文の内容を理解し，自
分の感想をもっている。
・感想を交流するために，古文や漢文の構
成や展開，描写や比喩などの表現につい
て，具体的な部分を取り上げて考えをまと
めている。

【言語についての知識・理解・技能】
・作品の特徴を生かして朗読するなどして，
古典の世界を楽しんでいる。

指導計画一例

中学校
国　語

配当時間
２

（本時）

２

4

2

学習活動例 評価規準

２年 古典

教科書関連単元 ※参考：東京書籍

※参考：東京書籍

中学校2年　国語　「古典」 配当時間：10時間　　本時：1時/10時間

学習
指導案

中学校２年　国語
「古典」日本のいろで遊ぼう

使用教材等

プログラム活用の工夫
　1学年の竹取物語の挿絵にある十二単（じゅうにひとえ）の色重ねについて併せて紹介すると，貴族文化をファッションの面か
ら捉える機会となり，歴史に対してより興味が深まっていくと思われる。
　「思考力･判断力･表現力等の育成と言語活動の充実」への対応に配慮しながら，グループごとの話し合いの時間をしっかりと
とることが大切である。
　また，参考教材として「DICカラーガイド日本の伝統色第8版」（DICグラフィックス）を用いると，色見本を各グループに配布
することが可能である。

プログラムの位置づけと活用方法

中学校2年　国語　「古典」の導入として活用

・枕草子冒頭部分にある「紫だち
たる雲の･･･」の紫はどんな色だ
ったのか，想像し話し合う。同
時に，知っている伝統色につい
て発表する。
・課題用紙に書かれた色について，
グループ内で各自の考えを話し
合う。
・イメージした色を屋外に出て探
す。雑草や枯葉など，採取可能
なものは持ってくる。
・探してきた色について，各グル
ープで「なぜこの色だと思った
のか？」を発表する。

○色上質紙の色名称にも伝統色名が使
われているなど，現在の生活にも息づ
いていることを説明する。

○課題用紙を配布して，ルール・時間を
説明する。
○その色の語感から，どのような色なの
か，自分の考えを述べることができる
よう配慮する。

○解答を紹介する際，その色の由来や，
使用されている文章等を紹介する。
●古来日本人の自然に対する感性の豊
かさを感じとろうと活動している。

【関・意・態】

デジタルカメラ等を使え
ば，持って来れないもの
を表現したり，答え合わせ
等の際に時間を短縮でき
る。
プロジェクター投影や色
見本の配布によって解答
を紹介する。

授業の展開

時　間

1時間

主な学習活動 学習支援（○）と評価（●） 備考（使用教材等）

中学校2年　国語　「古典」 ◆本時1時間

単元の中での活用

〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕
ア 伝統的な言語文化に関する事項
（イ）古典に表れたものの見方や考え方に触れ登場
人物や作者の思いなどを想像すること。

イ 言葉の特徴やきまりに関する事項
（イ）抽象的な概念を表す語句，類義語と対義語，
同音異義語や多義的な意味を表す語句などにつ
いて理解し，語感を磨き語彙を豊かにすること。

学習指導要領

１）課題用紙　２）解答用色見本　３）デジタルカメラ　４）プロジェクター
５）参考ホームページ　日本の伝統色 和色大辞典　http://www.colordic.org/w
６）参考書籍　「日本の伝統色」（ピエブックス）「かさねの色目―平安の配彩美」（青幻社）

花色の由来は「ツユクサ」と言われている

学習プログラム 環境学習プログラム集
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〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕
ア　伝統的な言語文化に関する事項
（イ）　古典に表れたものの見方や考え方に

触れ，登場人物や作者の思いなどを想像
すること。

イ　言葉の特徴やきまりに関する事項
（イ）　抽象的な概念を表す語句，類義語と対

義語，同音異義語や多義的な意味を表
す語句などについて理解し，語感を磨き
語彙を豊かにすること。

　古来日本人の自然に対する感性の豊かさを感じ取るとともに，
自分の考えを論理的に伝え，さらには集団で合意形成していく過
程を体験する。

プログラムの内容
　日本の伝統色の単語から，その色がどんな色なのか自然の中
から探してくる。

おすすめのポイント
　ヘルマン・ヘッセは著書「庭仕事の愉しみ」の中で，「私が日本
人であったなら，祖先たちからこれらの色彩とその混合色それぞ
れについておびただしい数の正確な呼び名を受け継いだことだ
ろう」と述べている。
　自然に対し，豊かな感性をもって接していた，昔の人に思いを
はせてみる。

学習指導要領との関連

・「枕草子」の解説（Ｐ88）を読み，作品の成り立ちや概要を知る。
　「春はあけぼの」（Ｐ89～90）を読み，内容を大まかにつかむ。

・「徒然草」の解説（Ｐ92～93）を読み，作品の成り立ちや概要
を知る。
　「仁和寺にある法師」（Ｐ94）を読み，内容を大まかにつかむ。

・「平家物語」の解説（Ｐ96）を読み，作品の成り立ちや概要を
知る。
２　折り込みを読み，「祇園精舎」（折り込み表）に表された人
生観や，作品の背景となる源平の戦い（折り込み裏）について
知る。

・漢詩の解説（Ｐ105）を読み，漢詩や代表的な詩人について知る。
　「春望」（Ｐ106～107）を読み，内容を大まかにつかむ。

【関・意・態】
・古文や漢文について自分の感想を具体的
にもって交流し，考えを深めようとしている。

【読む能力】
・描写の効果や登場人物の言動の意味など
を考えて古文や漢文の内容を理解し，自
分の感想をもっている。
・感想を交流するために，古文や漢文の構
成や展開，描写や比喩などの表現につい
て，具体的な部分を取り上げて考えをまと
めている。

【言語についての知識・理解・技能】
・作品の特徴を生かして朗読するなどして，
古典の世界を楽しんでいる。

指導計画一例

中学校
国　語

配当時間
２

（本時）

２

4

2

学習活動例 評価規準

２年 古典

教科書関連単元 ※参考：東京書籍

※参考：東京書籍

中学校2年　国語　「古典」 配当時間：10時間　　本時：1時/10時間

学習
指導案

中学校２年　国語
「古典」日本のいろで遊ぼう

使用教材等

プログラム活用の工夫
　1学年の竹取物語の挿絵にある十二単（じゅうにひとえ）の色重ねについて併せて紹介すると，貴族文化をファッションの面か
ら捉える機会となり，歴史に対してより興味が深まっていくと思われる。
　「思考力･判断力･表現力等の育成と言語活動の充実」への対応に配慮しながら，グループごとの話し合いの時間をしっかりと
とることが大切である。
　また，参考教材として「DICカラーガイド日本の伝統色第8版」（DICグラフィックス）を用いると，色見本を各グループに配布
することが可能である。

プログラムの位置づけと活用方法

中学校2年　国語　「古典」の導入として活用

・枕草子冒頭部分にある「紫だち
たる雲の･･･」の紫はどんな色だ
ったのか，想像し話し合う。同
時に，知っている伝統色につい
て発表する。
・課題用紙に書かれた色について，
グループ内で各自の考えを話し
合う。
・イメージした色を屋外に出て探
す。雑草や枯葉など，採取可能
なものは持ってくる。
・探してきた色について，各グル
ープで「なぜこの色だと思った
のか？」を発表する。

○色上質紙の色名称にも伝統色名が使
われているなど，現在の生活にも息づ
いていることを説明する。

○課題用紙を配布して，ルール・時間を
説明する。
○その色の語感から，どのような色なの
か，自分の考えを述べることができる
よう配慮する。

○解答を紹介する際，その色の由来や，
使用されている文章等を紹介する。
●古来日本人の自然に対する感性の豊
かさを感じとろうと活動している。

【関・意・態】

デジタルカメラ等を使え
ば，持って来れないもの
を表現したり，答え合わせ
等の際に時間を短縮でき
る。
プロジェクター投影や色
見本の配布によって解答
を紹介する。

授業の展開

時　間

1時間

主な学習活動 学習支援（○）と評価（●） 備考（使用教材等）

中学校2年　国語　「古典」 ◆本時1時間

単元の中での活用

〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕
ア 伝統的な言語文化に関する事項
（イ）古典に表れたものの見方や考え方に触れ登場
人物や作者の思いなどを想像すること。

イ 言葉の特徴やきまりに関する事項
（イ）抽象的な概念を表す語句，類義語と対義語，
同音異義語や多義的な意味を表す語句などにつ
いて理解し，語感を磨き語彙を豊かにすること。

学習指導要領

１）課題用紙　２）解答用色見本　３）デジタルカメラ　４）プロジェクター
５）参考ホームページ　日本の伝統色 和色大辞典　http://www.colordic.org/w
６）参考書籍　「日本の伝統色」（ピエブックス）「かさねの色目―平安の配彩美」（青幻社）

花色の由来は「ツユクサ」と言われている

学習プログラム 環境学習プログラム集
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