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Ｇアップシート

書く２

組

番・氏名

★効果 的な広告について、批評する文章 を書こう

Ｃ

Ａ

Ｄ

Ｂ

高 橋 さ ん は 効 果 的 な 広 告 を 考 え る た め 、 い ろ い ろ な 視 点 で 広 告 の 分 析 を 行 い ま し た 。「 ス ム ー
ズな走り で快適 なドライブ ができる 自動車」 という視 点で自動車 を選ぶ場 合、どの 広告が効 果的
でしょう か。Ａ ～Ｄの中 から一つ 選びなさい 。
【複数 の資料 を集め、自分の立場や意見の中心を明 確にする】
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◇ 高 橋 さ ん の 学 級 で は 自 分 が 興 味 の あ る ジ ャ ン ル に つ い て の 広 告 を 集 め 、「 最 も 効 果 的
な広 告は どれ か」 とい うテ ーマ で批評 文を 書く こと にな りま した。 そこで、自 動車に
興 味の ある 高 橋さ んは 、自 動車 の広 告を 集め て批 評文 を書 くこ と にし まし た。

問一

風の様な加速を
感じて欲しい

◇高 橋さ んは 次の よう に批 評文 を書 き まし た。
今 の時代、自 家用の自 動車は何 台も買い 換えるもの ではなく 、一台 に長く乗 ることが多 くなって
い る。そ のため自動 車は単な る移動の ための道 具ではなく 、友人や 、家族の 一員のよ うな存在に な
っ ている と私は思 う。そこ で、広告で もそこに 目を向け た工夫が 必要である と考える 。
四つの広 告を見比べ ると、 ＢとＤは 価格や性能 など、商 品そのも ののよさ をアピール している 。
それに 対してＡ とＣの広告 はその自 走車の持 っている イメージを 強調して いる。中 でも、Ａ が流行
を意識 したオシ ャレさに 訴えてい るのに対し 、Ｃは買 い手の人 生観に訴 えるものに なって いる。
自動 車の価格 や性能の ようなもの は新製品 が出るご とに古く なっていく 。しかし 、買い 手の人生
観は そうは変 わらない 。その 変わらない部 分に訴 えている Ｃの広告 が、もっと も効果的 な広告だ と

に 加える文 を書きな さい。

高 橋さんは 自分の意見 をより説 得力のあ るものに するために 、次の資 料を引用 して文章 に加え

私 は考える 。

問二
ることに しまし た。例を 参考に、

資料名
自 動車評論 家の水野 駿

良 い車の選 び方

【判断 や評価の理由や根拠とな る適切な 資料を引 用して、説得 力のあ る批評の文章を書 く】

著 者名
これから は人生を共 にする車 が求めら れる

作 家の高井 良介氏は 著書「日本 の文化」 の中で 「日本

引 用部分

例
人は文 化を守っ ていく必 要がある 」と述べて いる。

高橋さ んは推 敲してみ て、この 批評文の説 得力をさ らに増す ために、 もう一つ資 料を提示 する

◇高 橋さ ん は自 分の 書い た文 章を 推敲 しま した 。
問三

必要があ ると感じま した。ど のよう な資料を 提示すれば よいか、 次のア～ エから最 も適切なも の

イ

ア

車のデザ インがオ シャレに なってき ているとい うデータ

一台の車 に長く乗 ることが多 くなって いるとい うデータ

新しい車の 方が性能 が高くな っている というこ とのデータ

を一つ選 びなさ い。

ウ

最近の 車は価格が 安くなっ てきてい るという ことのデー タ

【資料 の引用が適 切かどうかを考えて、文章全体 を整える】

エ
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◇書いた 批評文をグループで読み合いました。次の文章はＣＤジャケットを広告の一つ
と 考え て書 いた 、荒 木さ ん の批 評文 です 。
ＣＤショ ップに行く と、様 々なジャ ケットのＣ Ｄが売ら れている 。ジャケ ット買い という言葉 も
あり、 曲を聴か ずに見た目 でＣＤを 買う人も いるよう だ。では、 どんなジ ャケット が、売れ るため
の効果 的なジャ ケットな のだろう か。
Ａの ジャケット は歌手の 顔が前面 に出てい て、誰のＣ Ｄなのか がはっき りとわか る。Ｂのジ ャケ
ット は風景が 中心で歌 手の姿が描 かれてい ないの で、字を読 まなけれ ば誰が歌 っている のかわから
ない 。
Ｃ Ｄを買う 人は、歌手 で選んで 買うこと が多いは ずだ。同じ 歌でも 人気の
歌 手が歌 えばヒッ トすること が多い。 そう考え ればジャ ケットに歌 手の姿が
描かれ、 一目で誰 が歌って いるＣＤ なのかわか るものの 方がよい と言える だ
ろう。 人気アイド ルグルー プのファ ンは、中 身が同じで もジャケ ットの写 真
が違え ば同じＣ Ｄを何枚 も買うそう だが、風 景のジャ ケットな ら写真が違 っ
ていて もそれほ どは買わ ないので はないだ ろうか。
以上 のことか ら、ＣＤを 一枚でも 多く買っ て欲しい と考えるな ら、歌手 の

ウ

イ

ア

同じ曲で の、人気 歌手と新人 歌手のＣ Ｄ売り上 げの比較 データ

同じ曲での 、過去の 歌手と最 近の歌手 のＣＤ売り 上げの比 較データ

人気 アイド ルのジャ ケットの 違いによる ＣＤ売り 上げの比 較データ

人気 アイド ルのデビュ ー曲と最 新ヒット 曲のＣＤ 売り上げの 比較デー タ

高橋さ んは荒 木さんの 批評文につ いて、評 価カード に評価を 記入しまし た。荒木 さんの批 評文

エ

【結論に導くための根 拠の取り上げ方について評価す る】

料として最 も適切な ものを、 ア～エか ら一つ選び なさい 。

高橋さ んは荒 木さんの批 評文を読 み、資料 の提示が あればさら に良いと 考えまし た。必要 な資

姿を ジャケッ トに描く ことが効 果的である と私は 考える。
問四

問五

どうす ればＣＤ が多く売 れるかを 視点として 、そこ からジャ ケットの写 真の秘密 を解明し て

る ところが いいと思 う。

人気アイ ドルのＣ Ｄが売れ る理由を ジャケッ トの写真を 視点とし て分析 し、結論を 出してい

とこ ろがいい と思う。

ジャケッ ト買いする 人の心理 を、ＣＤ ジャケッ トに描かれ ている絵 柄を通し て解明し ている

いると ころがいい と思う。

歌手 の姿を ジャケッ トに描くか どうかを 視点とし て、そこ からずれる ことなく 論が展開 して

【書いた批評の文章を読 み合い、結論に導くための倫理の展開の仕方について評価す る】

に対する評 価として 最も適切 なもの をア～エか ら一つ選 びなさい 。
ア
イ
ウ
エ

いるとこ ろがいいと 思う。
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Ｇアップ シート三 学年国語
効 果的な広 告について 、批評す る文章を 書こう 】

Ｄ

【書 く２
問一

イ

問五

ア

」 でくく ること

批評文 に限らず論 理的文章 を評価す る場合に は、文章の 内容と論 理の展開 の主に二 つの

それに 合ったデ ータを選び ます。

荒木 さんの批 評文は 、ジ ャケット の違いに よる売り上 げの違い を取り上 げていま すので 、

ので 、そのた めの資料と なるのは イです。

高橋さ んの批評文 は「長く 乗れる車 が求めら れている」 というこ とを根拠 としてい ます

引用 する資料を 選ぶ際に は 、判 断や評価 の根拠とし て適切な 資料を 選ぶ必要が あります 。

もあ り、著作権 を保護す るための 大事なル ーでもあり ます。

を必ず守 りましょう 。自分 の文章の 説得力を 増し、読み やすいも のにする ためのも ので

・ 引用する量 が適切な 量である こと

・出 展を明示す ること

・引用部 分は「

文章を 引用する 際には

告文） に目を向 けると、 走行性能 について書 かれてい るのはＤ だけです 。

広告に はいろん な要素（ 絵柄、構成 、コピー など）が あります 。この場合 はコピー （広

問四

る車が求め られる」 と述べて いる。

（例） 自動車評 論家の水 野駿氏は著 書「良 い車の選 び方」の中 で「これ からは人 生を共に す

問一

イ

問二
問三
解説
問二

問三

問四
問五

観 点から考 えます。 イ、ウ、エ は内容の とらえ 方が間違っ ています 。

解説
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