
＜問題＞

④内容は…（　　　　　　　　　　　　）などを軽妙によんでいる庶民の文芸

盗人を 捕らえてみれば 我が子なり 切りたくもあり 切りたくもなし

　川柳はこの付句（五七五）だけが独立したもので、「川柳」という名前は点者のなかで最も
人気のあった柄井川柳（からい・せんりゅう）から付けられました。同じ五七五でも季語など
の決まりごとのある俳諧（俳句）とは違い、日常生活の矛盾・おかしみ・皮肉などを軽妙によ
んだ庶民の文芸です。

　川柳についての解説文を読んで、次の（　　　）の中に適切な言葉を入れて、川柳について
まとめてみましょう。

①川柳の形式は…（　　　　　　）の17音

②成立した時代は…（　　　　　）時代

③「川柳」の名前の由来は…最も人気のあった点者の（　　　　）の名前による

はえば立て 立てば歩めの 親心 障子に穴を 明くるいたづら

〈前句〉　切りたくもあり 切りたくもなし 〈付け句〉盗人を 捕らえてみれば 我が子なり

学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№206
【中学校国語ワークブック】

〈付け句〉はえば立て 立てば歩め の親心

　川柳について勉強を進めていきます。まずは、川柳がどんなものか勉強します。次の解説
文を読んでください。

　「江戸時代には俳諧（俳句）の『前句付け』と呼ばれる言葉遊びが大流行しました。『前句
付け』とは、点者の出題した七・七の前句に五・七・五の付句（つけく）を考えて優劣を争うも
のです。
　点者とは付け句の優劣を判定し、点数を付ける人のことを言います。
前句付けの例
〈前句〉　障子に穴を 明くるいたづら

［川柳シリーズ］　川柳１（川柳について①）

年 組 氏名



氏名年

【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

[ 川柳シリーズ]  川柳１（川柳について①）

③「川柳」の名前の由来は
　…最も人気のあった点者の（　柄井川柳　）の名前による

④内容は
　…（日常生活の矛盾・おかしみ・皮肉）などを軽妙によんでいる庶民の文芸

解答

①川柳の形式は
　…（　五七五　）の17音

②成立した時代は
　…（　江戸　）時代

組

学習するみなさんへ：

問題シートの説明の中で例としてあげられている川柳を聞いたことが
ある人もいると思います。また、新聞などにも川柳の投稿コーナーが
見られます。
次回も川柳についての学習をします。興味を持って取り組みましょう。



［川柳シリーズ］　川柳２（川柳について②）

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№207

①これ小判 たった一晩 ゐてくれろ・

②本降りに なって出て行く 雨宿り・

③その後は こはごは翁 竹を切り・

④雷を まねて腹掛け やっとさせ・

⑤風の来る 度に隣の 梅をほめ・

⑥叱られた ようにうつむく 百合の花・

⑦逃げしなに 覚えてゐろと 負けた奴・

⑧泣き泣きも よい方をとる 形見分け・

⑨這へば立て 立てば 歩めの親心・

⑩役人の 子はにぎにぎを よく覚え・

・ア 負け惜しみを言う相手をからかう。

・イ 子どもの成長を喜んでいる。

・ウ 庶民の切ない願い。

・エ 物語の登場人物への皮肉。

・オ 春の訪れを待ちこがれている。

・カ ほほえましい親子のふれあい。

・キ 気の短い人へのあてつけ。

・ク 政治への不信感。

・ケ 人のしぐさになぞられている。

・コ 人間の欲をストレートに表現。

年 組 氏名

　前回に引き続き、川柳を学習します。
　
　今回は、川柳の面白さ（作者が言いたいこと・表現したいこと）を味わえるようになるために、作
品をよんで練習してみましょう。

　まずは江戸時代の作品です。古文ですが、よくよめば「こんなことを言いたいのだなあ」と、な
んとなく分かってくるものです。苦手意識を持たずにチャレンジしてみましょう。

　
〈問題〉　次の①～⑩の川柳は江戸時代によまれたものです。

　　　　　　川柳の解説として適切なものをア～コより選んで、線で結びましょう。



[ 川柳シリーズ]  川柳２（川柳について②）

【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

川柳の面白さはどこにあるか、何となくでも分かってきましたか。答えの横に考
えるヒントをつけておいたので、参考にしてください。

①ウ 　（小判は庶民にとっては大金です。）

②キ 　（雨宿りを待てない気の短い人のこと。）

③エ　 （竹取物語のおじいさんのこと。）

④カ 　（「おへそをとられぬよう」）

⑤オ 　（風とは春を告げる風のこと。）

⑥ケ 　（百合の花は下向きに花をつける。）

⑦ア　 （「負け犬の遠吠え」とも言う。）

⑧コ 　（形見とは亡くなった人の遺品のこと。）

⑨イ 　（ハイハイ→立つ→歩く）

⑩ク　 （「にぎにぎ」とはワイロ･袖の下。）

年 組 氏名

解答と解説

学習するみなさんへ：

いくつ正解しましたか。
解答にはヒントもついていますので、参考にしてください。次回は空
欄を埋めて川柳を完成させることに挑戦しましょう。



［川柳シリーズ］　川柳３（現代の川柳の面白さ①）

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№208

①血圧の せいにしている（　　　　　）

②後悔も いっしょに買った（　　　　）

③傑作に 出稼ぎさせる（　　　　）

④鳴り止むと ドキッとさせる（　　　　）

⑤今日もまた 背を向けている（　　　　）

⑥次の方 どうぞと医者も（　　　　）

⑦夏は何 してるんだろう（　　　　）

⑧ミスのない ことを祈って（　　　　）

⑨雨上がり 傘が電車で（　　　　）

⑩デジタルで 情け知らずの（　　　　）

ア　救急車

イ　体重計

ウ　手術台

エ　福　袋

オ　パパとママ

カ　美術館

キ　朝寝坊

ク　花粉症

ケ　一人旅

コ　焼いも屋

年 組 氏名

　前回までのシートで、古典（江戸時代）の川柳の面白さのポイントは理解できましたか。
江戸時代の作品でも、現代社会に生活する私たちに当てはまる内容の川柳もあったので
はないでしょうか。

さて、今回は現代の川柳の面白さを味わってみたいと思います。

　〈問題〉
次の①～⑩の川柳の空欄に当てはまる語句を、ア～コより選んで川柳を完成させてくだ
さい。川柳作者になったつもりで、（　　　）にア～コの語句を入れることによってどんな面
白さが生まれるか、考えてみてください。

今回は、ア～コの語句は1回しか使えないので答えは決まってきます。しかし、考えように
よって複数の答えが当てはまる問題もあります。いろんなパターンを想定して「これを当て
はめてもいけるのでは」と、友達と相談しながら勉強を進めても面白いと思います。



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

③傑作に出稼ぎさせる（カ 美術館）
　　…美術館が所蔵している名作はいろんな展覧会に貸し出されます。

年 組 氏名

解答と解説
①血圧のせいにしている（キ 朝寝坊）
　　…低血圧の人は朝起きるのが苦手と言いますが、それを寝坊の言い訳にする
        のはダメ。
②後悔もいっしょに買った（エ 福袋）
　　…中味の分からない福袋は買って家に帰り、袋を開けるのが楽しみですが、
        期待を裏切られることもあります。

[ 川柳シリーズ]  川柳３（現代の川柳の面白さ①）

⑩デジタルで情け知らずの（イ 体重計）
　   …ダイエット中はメモリが気になります。

④鳴り止むとドキッとさせる（ア 救急車）
　　…「近所で何かあったのでは」と思わず窓を開けたことはありませんか。

⑤今日もまた背を向けている（オ パパとママ）
　　…夫婦ゲンカのパパとママ。

⑥次の方どうぞと医者も（ク 花粉症）
　　…「医者の不養生」ということわざもあります。

⑦夏は何してるんだろう（コ 焼いも屋）
　　…冬場のカキ氷屋さんは？

⑧ミスのないことを祈って（ウ 手術台）
　　…手術を受ける前の患者さんの気持ち。

⑨雨上がり傘が電車で（ケ 一人旅）
　　…忘れ物の傘の様子です。

学習するみなさんへ：

いくつ正解しましたか。
解答には解説もついていますので、参考にしてください。次回も空欄
を埋めて川柳を完成させますが、今度は実際に言葉を考えます。



【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語  №209

①一本は僕が作った 母の（　　）　〔ヒント→〕苦労をかけました

②電卓で入れ（　　）で確かめる　〔ヒント→〕念には念を入れて

③編むはずで 買った（　　）に見放され

　　　〔ヒント→〕彼のためにマフラーを

④スリッパに「まいりました」と（　　）　〔ヒント→〕台所でゴソゴソ

⑤パソコンの （　　）が落ちて 粗大ごみ　〔ヒント→〕野菜もこれが大切

⑥スマートな友と離れて とる（　　）　〔ヒント→〕ハイ、チーズ

⑦連休の （　　）をひそかに 祈るパパ　〔ヒント→〕家でゆっくりしたいなあ

⑧講演会 （　　）の音で 目が覚める　〔ヒント→〕やっと終わった

年 組 氏名

　
　３回に渡って川柳の学習をしてきましたが、川柳に込められている面白さは何となく分
かってきましたか。今回は実際に川柳に入る言葉を考えてみましょう。
今日の問題は少しむずかしいかも知れませんよ。がんばってください。

〈問題〉
ヒントを参考にして川柳の（　　　）に、五・七・五の形を意識して言葉を入れてみましょう。

今回はヒントとして、「川柳作者はこんなことを伝えたいのでは」と思われることをつけまし
た。ヒントを参考にして、川柳を完成させてみましょう。

答えは一つではないかもしれません。ヒントから浮かぶ言葉を友達といろいろ出し合って
も面白いですよ。

［川柳シリーズ］　川柳４（現代の川柳の面白さ②）



④「ゴキブリが」でもOKです。

[ 川柳シリーズ]  川柳４（現代の川柳の面白さ②）

これ以外の答えを思いついた人は、先生や友達に発表して、評価しあってみましょう。

解答と解説

①「白髪（しらが）」では音の数が合いません。　

⑤「精度」はヒントからはずれますが、意味は通じます。

【中学校国語ワークブック】

年 組 氏名

解答・解説シート

①一本は僕が作った 母の（しわ）

②電卓で入れ（そろばん）で確かめる

③編むはずで 買った（毛糸）に見放され

④スリッパに「まいりました」と（アブラムシ）

⑤パソコンの （鮮度）が落ちて 粗大ごみ

⑥スマートな友と離れて とる（写真）

⑦連休の （雨）をひそかに 祈るパパ

⑧講演会 （拍手）の音で目が覚める

学習するみなさんへ：

いくつ正解しましたか。ただし、今日の問題は答えがこれだけとは限
りません。あなたが考えた答えの方が、川柳としては面白いという場
合もあるのです。
次回は川柳シリーズ最終回です。

学習するみなさんへ：

いくつ正解しましたか。ただし、今日の問題は答えがこれだけとは限
りません。あなたが考えた答えの方が、川柳としては面白いという場
合もあるのです。
次回は川柳シリーズ最終回です。

学習するみなさんへ：

いくつ正解しましたか。ただし、今回の問題は答えがこれだけとは限
りません。あなたが考えた答えの方が、川柳としては面白いという場
合もあるのです。
次回は川柳シリーズ最終回です。

学習するみなさんへ：

いくつ正解しましたか。ただし、今日の問題は答えがこれだけとは限
りません。あなたが考えた答えの方が、川柳としては面白いという場
合もあるのです。
次回は川柳シリーズ最終回です。

学習するみなさんへ：

いくつ正解しましたか。ただし、今回の問題は答えがこれだけとは限
りません。あなたが考えた答えの方が、川柳としては面白いという場
合もあるのです。
次回は川柳シリーズ最終回です。



【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№210

①（　　　）は　顔ぶれ聞いてから決める

②たまにする　掃除わんさか　（　　　）切れ

③雨宿り　（　　　）の文字を　よく覚え

④テレビ欄　見てから（　　　）の　順決まる

⑤いつ来ても　（　　　）限り　五割引き

⑥ここだけの　（　　　）ここだけにならず

年 組 氏名

〈問題〉
　前回と同じように（　　　）の中に言葉を入れて、川柳を完成させましょう。
今回はヒントを用意してありません。少しむずかしいですが、自由な発想で川柳を考えて
ください。
（　　　）に入る語句はいろいろ考えられると思います。
完成した川柳の作者の気持ちや面白さのポイントを考え、自分の言葉で書いてください。

　〈例題〉   「 好きなだけ  食べてスリムの （　　）捨てず」
　　　（答）　（　夢　）
　　　　　　　食べる楽しみも捨てられずにいるのに、スリムになりたいという欲張りな気持
　　　　　　　ちを表現したかった。その他、考えられる答として・・・「本」「服」「靴」「欲」など
　　　　　　　があります。

［川柳シリーズ］　川柳５（川柳を作ろう）



①（ 　　　）は 顔ぶれ聞いてから決める

⑤いつ来ても （　　　）限りの 五割引き

②たまにする 掃除わんさか（　　　）
　切れ

③雨宿り（　　　）の文字を よく覚え

【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

⑥ここだけの（　　）ここだけにならず

年 組 氏名

（本日）
…「閉店します」と言いながら何ヶ月も特売を続け
　ているお店がある。

（出席）
…お目当ての人がいるかどうかで参加を決める。

（時間）
…ゴミが多すぎて、掃除がいつまでたっても終われ
　ない。

[ 川柳シリーズ]  川柳５（川柳を作ろう）

解答と解説

上の解答以外にもいろんな答えが考えられます。例えば・・・①返答　②力　③電柱　④録画、
家事　　⑤当日　⑥うわさ　などです。入る言葉が変わると、意味（面白さのポイント）も違っ
てきます。頭をやわらかくして面白い川柳を考えてください。

（話）
…話を聞いたとたん「ここだけの・・・」と、話が
　ドンドン広がっていく。

（看板）
…何気なく見ていた看板の言葉を全部覚えてしまっ
　た。

④テレビ欄 見てから（　　　）の
　順決まる

（風呂）
…家族で見たい番組が違うので、テレビ番組の順番
　で風呂の順番も決まる。

学習するみなさんへ：

川柳シリーズはこれでおしまいです。楽しかったですか。
今回の学習のように、教科書で学習すること以外でも、楽しみながら
言葉の力をつける方法はたくさんあります。これからもいろんな言葉
に興味を持つようにしてください。
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