
事例 小学校  国語科 第５学年「わらぐつの中の神様」 

テーマ 読解力を育成するための授業方法の工夫改善       

授 業 改 善

の ポ イ ン

ト 

・人物の心情を表現や叙述と関係付けて、展開に着目しながら読み取るため

の単元指導計画の工夫 

・表現の特色に注意しながら読みを深めるための指導方法の工夫 

 
１ 学習状況の把握と分析 

学習状況の把握  

  【把握方法】  

  平成１７年度「岐阜県における児童生徒の学習状況調査」における第５学年の県

と学級の結果を学習状況の把握のために利用した。特に「読むこと」に焦点を当て

て、付けたい力を分析した。  

学習状況の結果と分析  

    以下は、平成１７年度の学習状況調査における第５学年の本県の結果及び第５学

年の問題を学級で行い、読むことの力を調べた結果である。この時の「読むこと」

の問題では、文学的文章を扱っている。  

  【結果】  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【分析】 

「読むこと」については、主人公の気持ちを想像しながら読む力をみる問題の正

答率は８０％程度で県平均とほぼ同じである。このことから、学級の児童には、文

章の進行に沿って主人公の行動や言動を大まかに理解しながら読み進める力はあ

ると考えられる。  

次に、主人公の気持ちの変化に注意しながら読む力をみる問題の正答率を見ると、

いずれも６０％程度である。各場面での主人公の置かれた状況や気持ちをつなげて、

文章全体を通して考える力を育成しなければならないと考える。学級の児童は、主

人公の言動を理解しながら読み進めていくものの、場面相互のつながりをとらえる

力がやや弱いため、文中のある場面のみの表現にとらわれてしまう。それによって、

出題のねらい  正答率（学級） 正答率（県）

主人公の気持ちを想像しながら読むことができ

る。（問題⑦） 

81.8% 80.4％ 

主人公の気持ちの変化に注意しながら読むこと

ができる。（問題⑧） 

60.6% 57.5％ 

主人公の気持ちの変化に注意しながら読むこと

ができる。（問題⑨） 

61.6% 60.7％ 

表現の特色に注意しながら読むことができる。

（問題⑩） 

61.5% 77.8％ 



前後の文脈を十分把握しないまま心情を読み違えてしまうという原因があると推

測できる。  

 また、表現の特色に注意しながら読む力をみる問題の正答率は６０％程度である。

この結果から、なぜそのような書きぶりがしてあるのか意味付けて考える力が弱く、

書きぶりの効果を感じ取ることができる児童が少ないことが分かる。言葉に着目し

それを吟味する力を育成することの必要性を感じる。  

以上の事から、学級の児童には、表現内容と関連付け、展開に着目しながら心情

の変化を読む力を育てる指導が大切であると考える。  

授業改善へ  

 

２ 分析に基づく授業改善 

(1) 授業改善の方針  

  第 5 学年では、文学的文章に登場する人物像について、人物の心情や性格、考え方な

どを表現や叙述と関係付けて確かに読むことが大切である。一つの場面に表れた一つの

表現だけにとどまらず、場面の展開を意識しながら、登場人物の心情の変化に注意して

読む力を高めたいと考えた。しかし、言葉に着目し、吟味する力が弱い学級の実態があ

る。  

児童に読む力を付けるためには、まず、登場人物の心情と場面の関係に重点を置いて

指導する時間を設定し、児童が展開を十分意識しながら、登場人物の心情の変化する言

葉に着目できる単元指導計画を工夫する必要があると考えた。  

また、言葉を吟味し、表現の特色に気を付けながら読む力を付けるためには、場面の

鍵となる言葉に着目する手だてが必要であると考えた。鍵となる言葉を手がかりにして、

既習の内容と関係付けながら、必要な部分を詳しく読んだり、表現の優れた部分を発表

したりする活動を授業に取り入れることが大切である。  

  実践では、杉みき子の「わらぐつの中の神様」という教材を選んだ。この教材は、構

成が「現在―過去―現在」となっており、時間の系列がはっきりしているだけでなく、

場面の転換があり、興味深く学習を進めることができる教材である。個性的な登場人物

の言動は印象的であり、「わらぐつ」や「雪げた」といった雪国ならではの小道具の味わ

いが場面の随所で感じられる。読み手が場面のどの言葉に着目するかで、主題へのアプ

ローチや作品のおもしろさのとらえが多面的に広がる作品であるといえる。  

この作品において、主人公の心情の変化を十分とらえるためには、児童が作者の構成

の意図に気付くことや、場面を読み解く鍵となる言葉を丁寧に読む方法を工夫すること

が重要であると考えた。そこで、次の２点について授業改善を図ることにした。  

①人物の心情を表現や叙述と関係付けて、展開に着目しながら読み取るための

単元指導計画の工夫  

②表現の特色に注意しながら読みを深めるための指導方法の工夫  

 



(2) 改善の具体的方途と実践  

①  人物の心情を表現や叙述と関係付けて、展開に着目しながら読み取るための単元指導

計画の工夫  

（ア）単元を貫く「課題作り」の設定の工夫 ―場面の比較を通してー  

従前の単元指導計画は、作品の背景を簡単に確認した後、場面分けをし、第１場面

→第２場面→第３場面といったように、前の場面から後の場面へと順番に学習を進め

ていくことで人物の心情を読み取っていく内容であった。従前の計画のよさとしては、

どの児童にも学習の流れが分かりやすいこと、前の場面とのつながりをおさえた上で

本時の学習に入ることができること、新しい場面の学習に新鮮さをもちやすいことな

どが挙げられる。  

しかし、「わらぐつの中の神様」の学習においては、従前の単元指導計画に従うと、

大きな特徴である「現在―過去―現在」という構成がとらえにくい。また、現在と過

去の登場人物が混乱してしまう児童も少なからず出てくるであろう。つまり、文章全

体をとらえた上で、前後の文脈から心情を考えるといった学習は難しく、人物の心情

の変化を深く読み取ることができないと考えられる。  

     そこで、まず「現在」の時間に位置付けられる第１場面と第３場面の、登場人物の

言動の変化を大きくとらえる学習を単元指導計画の始め（第２時）に位置付けた。児

童は、「どうしてマサエは、おばあちゃんの話を聞く前と後でこんなに言動が変わって

しまったのだろう。」「おばあちゃんの話にマサエの心情を変えたひみつがありそう

だ。」という意識になり、第２場面を詳しく読み取っていきたいという目的意識が生ま

れると考えた。そして、人物の心情の分かる言葉を手がかりに、展開のおもしろさを

感じ取りながら読み進めていくと考えた。また、単元の最後に、もう一度マサエの変

化について読み取ったことを交流する時間（第６時）を設けた。読み深めた課題をも

う一度単元の終末に考えることで、人物の心情の変化に気付き、作品の主題を深く考

えることができるのではないかと考え、次のような単元指導計画を作成した。  

 

従前の単元指導計画  改善した単元指導計画  

１  

 

 

 

全文を読み、感想を書いたり聞いたり

することで、心に残ったところや疑問

に思ったところなどを自分なりにとら

える。  

１

 

 

 

全文を読み、感想を書いたり聞いたり

する。「わらぐつの中の神様」クイズを

つくり、あらすじや登場人物をつかみ、

心情の変化に着目する。  

２  

 

 

 

感想を整理した資料を手がかりにし

て、くわしく勉強したいことについて

話し合い、学習の見通しをもつ。  

 

２

 

 

 

「現在―過去―現在」という構成が分

かる。おばあちゃんの話を聞いてマサ

エの言動がどう変わったのか叙述に即

して読み取る。（第１、３場面）  



３  マサエの家の外と中の様子を表してい

る言葉や、文章を手がかりに作品の背

景やマサエの人柄を読み取る。（第１場

面）  

３ おみつさんの人柄と雪げたに対するあ

こがれを考えることを通して、雪げた

をどうしてもほしいというおみつさん

の心情の高まりを読み取る。（第２場

面）  

４  

 

 

マサエとおばあちゃんの会話を手がか

りにして、二人のわらぐつについての

見方が違っていることを読み取り、話

が始まるまでの二人の心情をとらえ

る。（第１場面）  

４ 作り上げたわらぐつを町に売りに行っ

たおみつさんの行動から、わらぐつを

作っていたときのおみつさんの心情を

読み取る。（第２場面）  

 

５  

 

 

 

 

おみつさんの人柄と雪げたに対するあ

こがれを考えることを通して、雪げた

をどうしてもほしいというおみつさん

の心情の高まりを読み取る。（第２場

面）  

５ なぜ大工さんが不細工なわらぐつを買

ったのか話し合うことを通して、大工

さんのものの見方、考え方を読み取る。

（第２場面）  

 

６  作り上げたわらぐつを町に売りに行っ

たおみつさんの行動から、わらぐつを

作っていたときのおみつさんの心情を

読み取る。（第２場面）  

６ おばあちゃんの話を聞いて、マサエの

心情がどう変わったのかを、もう一度

考えることを通して、登場人物の考え

方、生き方や心の通い合いを読み取る。

（第３場面）  

７  なぜ大工さんが、不細工なわらぐつを

買ったのか話し合うことを通して、大

工さんのものの見方、考え方を読み取

る。（第２場面）  

７ マサエの家族を結び付けているものは

何かについて話し合い、感想を書く。

「現在―過去―現在」という構成の効

果について考える。  

８  おばあちゃんの話を聞いて、マサエの

心情がどう変わったのか考えることを

通して、登場人物の考え方、生き方や

心の通い合いを読み取る。（第３場面）

８ 学習したことを生かしながら、「わらぐ

つの中の神様」読み取りクイズを記述

式で作り、主題に迫る内容について交

流する。  

９  杉みき子の他の作品を読んで、感想を

交流する。  

９ 杉みき子の他の作品の中で、「現在―過

去―現在」の構成をもつ作品を読んで、

内容と文章構成についての感想を交流

する。  

第 2 時では、第 1 場面と第 3 場面を比べ、マサエの言動が変化したところを見つけ

発表する学習をした。児童は次のような言葉や内容に着目した。  



・ 「わらぐつなんてみったぐない。」「わらぐつの中に神様だって。」「そんなの迷信

でしょ。」といったように、1 場面ではまったく祖母の話に聞く耳をもたない、

強い言い方をするマサエがいる。しかし、３場面では、「目をくりくりさせて」

「パチンと手をたたいて」「目をかがやかせて」祖母の話を素直に積極的に聞く

マサエになっている。  

・ 「わらぐつの中に神様だって。」の言葉に表れているように、神様の存在をまっ

たく信じていなかったマサエが、「この雪げたにも神様がいるかもしれないね。」

という気持ちに変化している。  

・ 「うへえ、冷たあい。」「お母さんどうするう。」といったように、自分から働く

ことを厭い、スキーぐつに新聞紙を力任せに入れたり、すぐ母に頼ったりするマ

サエだったが、３場面では自分からふみ台を持ってきたり、帰宅した祖父のとこ

ろに玄関までとびだしていったりするような自主性や行動力をみせている。  

場面の比較を通して児童は、次のような課題意識をもつことができた。  

・ マサエがこんなに変化したのは、２場面のおばあちゃんの昔話が大きくかかわっ

ているに違いない。おばあちゃんの昔話を聞いてどんなところにひきこまれて興

味をもっていったのか深く知りたい。  

・ 反対におばあちゃんは、1 場面も３場面もまったく変わらない。その理由も２場

面を勉強するとわかるだろう。  

・ １場面に登場しなかった雪げたが、３場面に神様とかかわって登場する。マサエ

が神様の存在を信じるようになったのは雪げたにひみつがありそうだ。雪げたの

ことを読み取っていく必要がある。  

以上のような意識が、単元を貫く課題「どんなことからマサエの気持ちが大きく変

わったのだろう。←マサエが神様の存在を信じるようになった雪げたのひみつとは？」

となり、第２場面を学習する必然性を高めることにつながった。また、ここで、「神様」

「雪げた」という２つの大きな鍵となる言葉をつかむことができた。  

また第６時では、第２場面を読み深めた後に、もう一度、第２時と同じ学習課題「お

ばあちゃんの話を聞いたあとのマサエの心情の変化を読み取ろう。」を設定した。ここ

では、上記のような目的意識をもって第２場面を学習した後であったため、「この雪げ

たの中にも神様がいるかもしれないね。」という２つの鍵となる言葉を含んだ一文に焦

点化して話し合うことができた。読み深めた課題をもう一度単元の終末に考えるとい

う単元指導計画は、「現在―過去―現在」という時間系列の展開のおもしろさを感じ取

りながら、人物の心情の変化に気付き、叙述に即して作品の主題を考えることができ

た点において有効であった。  

（イ）発展的な読書につながる工夫  

従前の単元指導計画では、同じ作者の作品を読み、読書の世界を広げるという取組

が多かった。改善した単元指導計画では、「現在―過去―現在」の構成をもつ他の作

品を読み、感想を交流するものとした。この出口には、次のようなよさがある。  

○時間や場面転換などが、一種の謎解きのようになり、最後の場面につながるおも



しろさを感じ取ることで、進んで物語を読もうという意欲を向上させることができ

る。  

○ストーリーを追うだけでなく、場面相互のつながりを意識して読む力の向上につな

がる。過去の場面の出来事がどのように関係してくるのか考えながら読むことがで

きる。  

○最後の場面に関係するような、鍵となる言葉を意識しながら読むことで、登場人物

の心情を深く考える力が付く。  

以上のように、読書の世界を広げるだけでなく、同じようなテキストに出会っても、 

   容易に読み進められるような発展的な読書を試みた。本時では、同じ作者の「春先の

ひょう」「電信柱に花が咲く」を取り上げた。読み聞かせの途中から、「わらぐつの中

の神様」との共通点をつぶやく児童が多くいた。この取組は、「少年の日の思い出」

（中１）や「故郷」（中３）といった、似たような構成をもつ文章の読解に生きてく

るであろう。  

② 表現の特色に注意しながら読みを深めるための指導方法の工夫  

（ア）言葉を手がかりに既習の内容と結び付けて読み取るための手だての工夫  

文学的文章を読み取っていく際に、児童の実態として３つの段階がある。 

○課題に沿った言葉を見付けることができる段階 

○言葉にかかわらせて自分の考えをもつことができる段階 

○前時までの学習や、言葉と言葉をつなげて新しい見方や考え方を生み出すこと

ができる段階  

の３つである。 

３つ目の○の段階を目指していくためには、前時までの学習内容が本時にとって必

要となってくる授業を考えなければならない。特に、主題をつかむ最終場面では、前

時までの学習内容とのつながりが大きな意味をもつ。そこで、各場面で出てきた大切   

な言葉を、掲示物やワークシートをもとに、付箋に書いて準備しておくことにした。    

本時の場面を読み取っていく時に、今までの場面で関係のある言葉が書いてある付

箋を、ワークシートの横に貼っていくようにした。 

上記の学習により、前時までの学習内容とのつながりを意識して本時の場面を読み

取ることができた。第２場面と３場面を通して継続して行ったが、一箇所の表現だけ

にこだわらず、場面相互のつながりを考えながら読み取る力がついたといえる。 

 

（イ）鍵となる言葉を中心に読み深めるための手だての工夫   

  言葉を吟味し、表現の特色に気を付けながら読む力を付けるためには、自分の感覚

だけで話すのではなく、鍵となる言葉を中心に、必要な部分を前の場面に立ち戻って

詳しく読んだり、表現の優れた部分を発表したりする活動を授業に取り入れることが

大切であると考えた。  

第６時では、「わらぐつ」－「雪げた」、「おみつさん」－「大工さん」、「神様」と

いった言葉を中心として自分なりの考えを多くの児童が述べていた。  



  ＜授業記録から＞第６時  

Ｃ：「この雪げたの中にも神様がいるかもしれないね」マサエは、第 1 場面では信じ

てなかったのに第３場面では神様の存在を信じたんだなと思いました。  

Ｃ：その雪げたを、「あら、きれいだ、かわいいね。」と言っています。おばあちゃ

んは（おみつさんは）きっとこんなところが気に入ってほしくなったんだなっ

て、マサエは思いながら見ています。  

Ｔ：前の場面とつなげるといいですね。  

Ｃ：わらぐつの中には、使う人の身になって（中略）神様がいると大工さんが言っ

て、おみつさんもこっくりうなずいてその通りだと思いました。そして、おみ

つさんのほしかった雪げたをせっせと働いて買ってくれた大工さんが神様に重

なってきたのだと思います。  

Ｃ：使う人の身になって・・・おじいちゃんとおばあちゃんの努力した話をマサエ

がちゃんと聞き取っていました。マサエは、使う人の身になって作ってあるも

のや思いが入っているものには神様がいるって、最後のほうの言葉を聞いたか

らわかったのだと思います。  

Ｔ：もう一度教えてください。誰の言葉を聞いたのですか。  

Ｃ：大工さんです。  

Ｃ：マサエは、わらぐつの中に神様がいるって信じたから、雪げたにも神様がいる

と思えたのではないかと考えました。  

Ｔ：わらぐつの中の神様と雪げたの中の神様は一緒ですか、違いますか。  

Ｃ：この雪げたの中「にも」だから一緒です。  

Ｔ：どんな神様なの？  

Ｃ：せっせと働いて買ってくれたその心が入っているものだから神様がいます。  

Ｃ：努力、思いやり、相手を思う優しさの神様です。  

   初めのＴ（教師）の切り返しをもう少し具体的にして、「こんなところが気に入って

ほしくなったと言ったけど、おみつさんがほしかったのはどんな雪げただったの。」と

すれば、より雪げたに着目できたという反省はあるが、鍵となる言葉を中心に自分の

考えを話させることで、追究がそれず主題に迫っていくことができた。そして、わら

ぐつと雪げたの中の神様の共通点を考えていくなかで、「思いやり」や「優しさ」とい

った二人の心を結び付けているものを見付けることができた。最後に、マサエはおば

あちゃんの話を受け止め、自分も心を通わせたから大きく変化したのだろうというま

とめに結び付けることができた。 

 

（ウ）クイズを作って言葉に着目する工夫  

場面には、登場人物の心情にせまり、場面を読む鍵となる言葉がある。鍵となる言

葉は、繰り返し使ってあったり、特徴的な言い回しであったり、情景描写であったり

する。  

読み取ることが苦手な児童は、どの言葉が場面の中で大切な鍵となるのか判別でき



ず、どれも同じように感じられる。そこで、第１時において、本文を通読後、「わらぐ

つの中の神様」クイズを作り、交流することで、場面のどの言葉に着目したらよいの

かつかませるとよいと考えた。ここで、容易に答えられない問題や、多くの児童が共

通して作った問題は、場面の中で鍵となる言葉につながることが多い。また、解けな

かったクイズを解決していこうとすることは、場面を注意深く読み進めようとする意

欲につながると考えた。  

第８時では、第１時から７時までの学習をふまえて再びクイズを作る。第１時のク

イズの答えは、単語でよいが、第８時には答えが記述になるようにクイズを作った。  

以上の２つの活動により、人物の心情の変化や主題にかかわることを、言葉を根拠

にして注意深く読む力が付くと考えた。  

＜児童のクイズの例＞  

（第 1 時の例）  

・おみつさんは、町の市場に野菜の他に何を売りに行ったでしょう。（わらぐつ）  

・おみつさんは、実は誰だったのでしょう。（おばあちゃん）  

・おばあちゃんは、わらぐつの中に何がいると言ったでしょう。（神様）  

・マサエのおばあちゃんの名前は何でしょう。（山田みつ）（おみつさん）  

・おみつさんがほしがった雪げたの色は何色でしょう。（白い台）  

上記のように、クイズの答えは単語で答えられるものが多かった。本文を読めばす

ぐに答えを見つけられるため、交流するとあちこちで元気のよい声があがった。この

学習は、楽しいだけでなく、クイズを作るという作業が読む意欲を高め、本文を注意

してじっくり読む機会の必然にもつながった。したがって、第 1 時でほぼ全員の児童

が、あらすじや登場人物をつかむことができた。＜児童のクイズ例の＞の始めの３つ

の・は、学級の 3 分の 2 以上の児童がつくった問題である。鍵となる言葉や場面構成

がわからないと答えられないものであった。  

（第８時の例）  

・おばあちゃんの話を聞いて、マサエが第 1 場面と変わったと考えられる部分を２

つ以上書きなさい。  

・おみつさんが初めて作ったわらぐつの特徴を３つ書きなさい。  

・わらぐつの中の神様とは何でしょうか。あなたの考えを書きなさい。  

・大工さんの言った「いい仕事」とは、どんな仕事のことでしょう。  

このように、第 8 時では、場面の読み取りを生かした、主題に迫る問題を児童は多

く作っていた。記述式で答えを発表し、グループで「なるほど。」と納得した問題につ

いては全体の場で交流することができた。  

 
３ 授業改善後の成果 

  第７時の学習を終えた児童の感想の一部を見ると、学習が進むにつれて自分なりの読

みを大切にしながら、中心となる言葉に着目し粘り強く主題をつかんでいったことがよ

く分かる。 



・おみつさんは、「心」を大切にわらぐつを作ったのに、他のお客さんは「外見」で決め

たからそのよさが分からなかった。しかし、大工さんは違った。大工さんとまず心が

通じ合ってよかったと思う。マサエは、話を聞く前は気の強そうな子だったけど、素

直で人の話が響く子になった。これは、おばあちゃんの話を聞いて、わらぐつの中の

神様の意味を知ったからだ。そして、雪げたにこめられた「心」を愛情や優しさや思

いやりとつなげて、それをわらぐつの神様と同じ値打ちだと思える子になったからだ。

マサエを変えてしまうおみつさんは、まったくすごい人だと思う。  

 他の児童も、初発の感想よりずっと深化し、「マサエの変化」「おみつさんと大工さんの  

心のつながり」「神様という言葉に代表される心の在りよう」に触れているものがほとんど  

であった。これは、前後の文脈が十分分かり、言葉を吟味して学習した成果に他ならない。  

客観的に実態を把握するため、平成１７年度の「岐阜県における児童生徒の学習状況調

査」における第５学年の問題を再び学級で行い、読むことの力を調べた。前回テストの結

果は児童に知らせておらず、前回調査との期間は約 2 か月である。下表は、その学級平均

であるが、同じ問題とはいえ、指導後は、どの項目も大きく伸びを示している。  

上記の点を踏まえ、次の点が成果として挙げられる。 

①の（ア）場面の比較を通して単元を貫く課題を設定することは、人物の心情をより深

     く読み取り、展開に着目して学習を進めるのに有効であった。       

 単元指導計画を工夫し、単元の始めに課題作りを行う授業は従来からあった。単元の

出口を意識して、単元を貫く課題を設定することは有効であるが、その設定に児童の読

む必然性が必要である。人物の心情をより深く読み取るために、児童に強い課題意識を

もたせたいと考えた。この実践において、現在と現在の場面を比べたことは、変化の原

因が過去にあることに気付き、主体的に過去の心情の変化を求める姿となり、過去の場

面の重要性を感じ取っていくことになった。  

①の（イ）場面の構成が同じ作品を読むことで、発展的な読書につながった。  

場面の構成が同じ作品を学習後に読むことは、場面相互のつながりを考えながら読むと  

いう読み方を、違うテキストで試すことになり、読む力が確実に定着するということが分

かった。今回は読み聞かせを行ったが、例えば、同じ構成をもつ文学的文章を児童各自が

創作する活動も同じ効果が得られると考えた。  

出題のねらい  指導前  指導後  

主人公の気持ちを想像しながら読むことができる。（問

題⑦） 

81.8% 97.1% 

主人公の気持ちの変化に注意しながら読むことができ

る。（問題⑧） 

60.6% 94.1% 

主人公の気持ちの変化に注意しながら読むことができ

る。（問題⑨） 

61.6% 91.2% 

表現の特色に注意しながら読むことができる。（問題

⑩） 

61.5% 97.1％ 



②の（ア）付箋を用いたノート作りは、前時の学習内容と結び付けて読みを深めるの  

に有効であった。  

一つの場面の一つの言葉だけで読むのではなく、人物の心情の変化を考えながら読んだ

り、鍵となる言葉を次の場面につなげて考えるのに、付箋は有効であった。例えば注目し

たい人物が複数いるときには、付箋の色を人物別に変えて、言葉を整理することなども工

夫していきたい。  

②の（イ）鍵となる言葉を中心に自分の考えをもつことで、追究課題からそれずに主 

題に迫っていくことができた。  

鍵となる言葉を発言の中に入れながら交流させることで、どの児童も追究している中身  

からそれずに言葉を根拠に話し合うことができた。また、前に発言した児童とつなげて自

分の考えを述べることが容易になった。そして、深まりのある話し合いを構築することが

できた。  

②の（ウ）クイズを作って言葉に着目する学習は、表現の特色に注意しながら読む力  

を付けるのに有効であった。  

本単元では、２回のクイズ作りの時間を設定した。1 回目は、第 1 時において通読し感

想交流した後すぐに作らせた。そのため、児童は、教科書の文章をゆっくり読みながら必

要なことをメモして作成していった。これは、単元の入口の段階の学習として効果的であ

った。このように、登場人物やあらすじをこの段階でほとんどの児童がつかむため、場面

の学習に入ってからの読み取りが安定した。２回目のクイズ作りは、単元の出口に位置す

るため、学習内容が定着したかという評価に生かすことができた。いずれも言葉を根拠に

表現の特色に注意しながら読む力をつけるのに有効な手だてとなった。  

 

 

 

 

 


