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第 ３ 学 年 国 語 科 学 習 指 導 案
３年１組

１ 単元名 「斎藤隆介作品の魅力的な登場人物を人物ガイドブックで紹介しよう」
－『モチモチの木』－

２ 単元について
（１）単元の概要

学習指導要領では，次のような位置づけになっている。

【第３学年及び第４学年】
[「Ｃ読むこと」の指導事項］
（１）ウ 場面の移り変わりに注意しながら，登場人物の性格や気持ちの変化，情景などについ

て，叙述を基に想像して読むこと。
カ 目的に応じて，いろいろな本や文章を選んで読むこと。

〔伝統的な文化と国語の特質に関する事項〕
（１）イ（ア） 言葉には，考えたことや思ったことを表す働きがあることに気付くこと。

本単元では，「斎藤隆介作品を読み，登場人物の魅力を伝える人物ガイドブックを作る」という言
語活動を設定した。児童は『モチモチの木』を学習材として第二次で「人物紹介」や「あらすじ」「人
物の変容」など読みの方法を使って，様々な視点から作品を読み深めていく。第三次では，それらの
知識・技能を活用し，他の斎藤隆介作品も人物ガイドブックにまとめていく。
本学習材『モチモチの木』は，斎藤隆介による1972年に発表された短編集『ベロ出しチョンマ』の

中の一篇から出典されている。峠の猟師小屋にじさまと住む豆太は臆病者で，夜はじさまを起こさな
いとせっちんに行けないほどであった。豆太は「モチモチの木」と自分で名づけた家の前にあるトチ
の木が怖いのであった。そんなある晩，じさまは腹痛で苦しみだした。豆太は勇気を振り絞り医者を
呼びに行ったので，じさまは助かる。そのときに勇気のある子どもにしか見ることができないという
モチモチの木の灯りを見ることができたという物語である。

斎藤隆介の作品にはこの作品に描かれているような成長譚がある一方，『ソメコとオニ』に見られ
る滑稽譚や『八郎』『花さき山』などに見られる献身譚が特徴として挙げられる。これらの作品の登
場人物たちは，非常に特徴のある魅力的な人物ばかりである。児童は，その中から気に入った登場人
物について読み取ったことを人物ガイドブックにまとめる。
この単元で伸ばしたい力は，児童一人一人が主体的に人物像やあらすじを読み取る力と児童間の交

流を通して話し合いながら自分の読みを深めていく力である。またこの単元では，３つの作品の中心
人物を比較して共通点を見つけるなど，複数の作品を比較しながら読み深めていく経験をする。将来
的には児童が一人で様々な本を読み，できるだけ深く読み取れるようにしていきたい。そのために本
単元では，二次で読む方法を習得し，三次で児童それぞれの選んだ斎藤隆介の作品を主体的に読んだ
り，同じ作品を選んだ友達と協働しながら読んだりしていきたい。作品を読む方法は，「中心人物の
プロフィール（人物像）」「その他の登場人物」「複数の中心人物の比較」「ストーリー（あらすじ）」
「中心人物の気持ちの変化」「Ｑ＆Ａ」である。読む方法は「人物ガイドブックの見本（学習の手引）」
にまとめておき，児童がそれを見ながら主体的に学べるようにする。
本単元で作る人物ガイドブックは，同じクラスの他のグループの友達に紹介する。グループは，斉

藤隆介の作品をテーマごとに３つに分けて，グループごとに自分たちのテーマの作品を担当する。な
お，自分のテーマ以外の作品は読まないようにしておく。人物ガイドブックを作るにあたって，自分
の気に入った人物を紹介するために共通点を見つけてガイドブックの題名を決め，作品をまだ読んで
いない友達にも分かるようにあらすじを書く。学習の中では，交流の機会を多く作る。その交流や他
のグループへの発表を通して，互いのよさを認め合い，作品を読む楽しさや認められる充実感を味わ
ってほしい。

（２）単元の観点別目標
関心・意欲・態度：まだ作品を読んだことのない友達にも分かりやすい人物ガイドブックを書くため

に，進んで並行読書をしたり，習得した読み方を使いながら読もうとしたりして
いる。

読 む こ と：まだ作品を読んだことのない友達にも分かりやすい人物ガイドブックを書くため
に，登場人物の性格や気持ちの変化を考え，そこから感じ取った感想や感動を大
切にして読むことができる。
並行読書を通して，斉藤隆介の作品への関心を高めながら読むことができる。

伝統的な言語文化と：登場人物の気持ちを捉えていくことで，言葉には，考えたことや思ったことを表
国語の特質に関する事項 す働きがあることに気付くことができる。
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（３）単元の評価規準

国語への関心・意欲 読む能力 言語についての
・態度 知識・理解・技能

・作品を読んだことのない ・登場人物のプロフィールや気持ちの ・登場人物のプロフィール
友達にも分かりやすい人 変化，登場人物への質問と答えなど や気持ちの変化をとらえ
物ガイドブックを書くた を考えていくなかで，発見したこと ていくことで，言葉には，
めに，並行読書を進んで や感動したことを人物ガイドブック 考えたことや思ったこと
したり，登場人物のプロ に書くことができる。（ウ） を表す働きがあることに
フィールや気持ちが変化 ・並行読書を通して，斉藤隆介の作品 気付いている。
した理由をよく考えたり を数多く読むことができる。（カ） イ（ア）
しながら読もうとしてい
る。

(４)児童の実態と指導上の留意点及び合理的配慮
【１組】 在籍33名

本学級の児童は，これまでに物語文『白い花びら』，『のらねこ』を学習し，言語活動としては，
リーフレットやパンフレット作りを行ってきた。その言語活動の項目は，「心情曲線」や「関係相関
図」「段落ごとの中心人物を一文で表す」「物語を一文で表す」「質問とその答えを考える（Ｑ＆Ａ）」
「続きの話を考える」に取り組み，これらの活動を通して，観点を明確にした指導をしてきた。
やり方としては，まず個別で課題に取り組み，終わった者から交流を行い，その時に学び合うこと

をしている。自力で課題の解決が難しい児童は，学び合う際に友達にアドバイスをもらうことができ
る。その後，全体で話し合って確認をしてきた。
その結果，児童は，だんだんと自力で叙述を基にして，登場人物の気持ちの変化や人間関係をとら

える力をつけてきた。しかし，読み取りの苦手な児童もいて，友達に頼ってしまいなかなか自力での
解決が難しい者もいる。本単元では，このような児童も自力で読み取れるようになってほしい。
このような実態を踏まえて２学期以降は，本単元で取り組む言語活動「人物ガイドブック」を意識

し，学ぶことを明確にする。
まず，本単元で３人の中心人物を比較して共通点を見つけるときに，性格を表す言葉を多く知って

おく必要がある。性格を表す言葉の語彙を増やすため，「性格を表す言葉リスト」を掲示し，国語で
毎時間，２つずつ言葉の使い方を学習していく。次に，「あらすじ」を書くことはあまり出来ていな
いので，あらすじの書き方を学習する。段落やまとまりの中のキーワードや大事な内容を絞り，短い
文章で物語の内容を書けるようにする。

本単元では，『モチモチの木』を「人物ガイドブック」にまとめる活動を通して，主体的に読める
ようにしていく。人物ガイドブックに書く内容は，「中心人物のプロフィール」「その他の登場人物」

「中心人物の気持ちの変化」「中心人物を比べる」「あらすじ」「Ｑ＆Ａ］である。これらの読み取り
方を教師が「人物ガイドブックの見本（学習の手引）」にまとめておき，児童がそれを見ながら自分
たちで見通しをもって学習を進められるようにする。二次では習得することを大切にしたいので，主
体的に進めつつ，クラス全体で話し合ったり交流したりして，確認しながら進める。そしてこれらの
学習を生かして，三次では斎藤隆介の作品をグループごとに自分たちで読み，その結果を作品を読ん
だことのないクラスの友達に伝わるようにまとめる。

本学級には500冊程度の図書コーナーがあり，読書の好きな児童が多い。また，絵本の読み聞かせ
を好きな児童も多く，集中して話を聞いたり，話の内容について話し合ったりすることもできている。
本単元の活動を通して，さらに読書の幅を広げ，主体的に読書に取り組めるようになってほしい。

３ 研究仮説との関わり

仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する学習活動を取り入れることで，21世紀を生
き抜く力を育てることができる。

② 自ら読む力を高めるために，学習用語と方法を具体的に指導し，児童が活用できるよう，「国語
のたからもの」としてまとめる。

・物語文の読み取りで重要な用語を「国語のたからもの」として掲示してきた。本単元で使う「国
語のたからもの」は，「中心人物」「変容」「心情」「あらすじ」などがある。これらの用語は，児
童にとってあまりなじみのないものなので，授業中，折に触れて確認し，用語の定着を図ってい
く。

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができる。
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④ 考えを広げたり深めたりできるような交流を授業の中に設定する。
・授業では自力解決的な学習を重視するが，個人の学習だけだと，考えが偏ってしまったり，浅い
考えになってしまったり難しくて何もしなかったりしてしまう可能性がある。状況に応じて，教
師がペア，グループ，クラス全体などの伝え合いを入れることで，考えを広げたり深めたりでき
るようにしていく。また，児童の席をグループの隊形にしておき，個人の活動の時間であっても
必要に応じて伝え合いができるようにする。個々の児童が自分の必要に応じて，自分が最も学べ
るような学び方ができるようにしていきたい。

仮説３ 「目的意識」をもたせる単元構成をすることで，21世紀型能力を育てることができる。

⑥教師による見本を具体例として提示し，単元の見通しを明確にする。
・教師が，レオ＝レオニ作品のガイドブックを作り，児童全員に配る。児童が，見本を読みながら
どのように学習を進めていけばいいのかを知ることができ，より主体的な学習を期待できる。

４ 指導計画（全13時間扱い）

次 時 学習のねらい 児童の学習内容と評価

課 ・斎藤隆介の作品の中 ・教室に斎藤隆介の作品をそろえて置いておく。児童は，自分の
外 から友達に紹介した テーマの作品を手に取って読み，気に入った登場人物の出てく

い魅力的な登場人物 る作品を選ぶ。
がいる作品を選ぶこ
とができる。

１ ・斎藤隆介の作品のブ ・斎藤隆介の作品の中で，教師が選書した作品のブックトークを図
第 ックトークを聞き， 書館司書と担任が協力して行う。なお，作品をテーマ別に３グル

登場人物をガイドブ ープに分け，児童も３グループに分かれてブックトークを聞く。
一 ックで友達に紹介す ・興味をもった斎藤隆介の作品の登場人物を，友達に人物ガイドブ

る活動の見通しをも ックで紹介するということ知る。
次 ったり，興味をもっ ・ブックトークを聞き，どの本や人物を紹介したいかをイメージす

たりすることができ る。
る。 評 斎藤隆介の作品に興味をもち，友達に人物ガイドブックで紹介

するという意欲をもっている。 （関）

２ ・単元全体の見通しを ・教師が作った人物ガイドブックの見本（既習の『アレクサンダと
もつことができる。 ぜんまいねずみ』レオ＝レオニ作品の見本）を読んで，ガイドブ

ックで書く内容，観点を話し合う。
・ガイドブックの題名や人物をどのように決められたのかを話し合
って確認する。

・単元をどのように進めていくか，計画を立てる。
評 人物ガイドブックで書く内容，観点を捉えている。 （読）

３ ・物語の大まかなあら ・挿絵を見ながら，どんな物語かを話す。
すじや中心人物の豆 ・人物ガイドブックの見本を見ながら書く内容を確認する。
太の性格や特徴を読 ・本文から中心人物である豆太の性格や特徴が分かるエピソードを
み取り，人物プロフ 探す。

第 ィールを書くことが ・豆太のプロフィールを書き，交流する。
できる。 ・時間があれば，その他の登場人物についても書く。

二 評 叙述を基に中心人物の人物像を捉えている。 （読）

次 ４ ・『モチモチの木』の ・人物ガイドブックの見本を見ながら書く内容を確認する。
あらすじ（ストーリ ・物語を４つの場面に分ける。
ー）を場面ごとに書 ・それぞれの場面で，物語の内容を説明するのに大事なキーワード
くことができる。 や場面を選び，あらすじを書き，交流する。

評 大事な場面を適切に選び，あらすじを書いている。 （読）

５ ・中心人物の豆太が最 ・人物ガイドブックの見本を見ながら書く内容を確認する。
も大きく変容した場 ・豆太が最も大きく変容した場面を見つける。
面について，変容前， ・「変容前の様子」「変容後の様子」「変容の理由」を考えて書き，
変容後，変容した理 交流する。
由を書くことができ 評 中心人物の変容前後の様子や変容の理由を適切に書いている。
る。 （読）
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６ ・「豆太」についての ・人物ガイドブックの見本を見ながら書く内容を確認する。
Ｑ＆Ａコーナーを考 ・児童自身が，豆太に対する質問してみたいことを考え，その後，

本 えて，書くことがで 豆太の気持ちになって質問の答えを考える。
時 きる。 評 中心人物への質問を考え，中心人物の気持ちになってその答え

を考えている。 （読）

７ ・並行読書をしてきた ・人物ガイドブックの見本を見ながら書く内容を確認する。
作品の中心人物の性 ・中心人物の似ているところが人物ガイドブックの題名になってい
格や特徴を読み取っ ることを確認する。
て，共通点を探し， ・ワークシートに選んだ中心人物の性格などを書き込み，共通点を

第 人物ガイドブックの 探しながら題名を決める。
題名が人物を決める ・性格については「性格を表す言葉のリスト」を活用しながら考え

三 ことができる。 る。
評 中心人物の性格を読み取り，共通点を見つけて題名を決めるて

次 いる。 （読）

８ ・並行読書をしてきた・人物ガイドブックの見本を見ながら書く内容を確認する。
作品の中心人物の性 ・本文から中心人物の性格や特徴が分かるエピソードを探す。
格や特徴を読み取り，・中心人物のプロフィールを書き，交流する。
人物プロフィールを ・時間があれば，その他の登場人物について書く。
書くことができる。 評 叙述を基に中心人物の人物像を捉えている。 （読）

９ ・並行読書をしてきた ・人物ガイドブックの見本を見ながら書く内容を確認する。
作品のあらすじ（ス ・物語を4つの場面に分ける。
トーリー）を場面ご ・それぞれの場面で物語の内容を説明するのに大事なキーワードや
とに書くことができ 場面を選び，あらすじを書き，交流する。
る。 評 大事な場面を適切に選び，あらすじを書いている。 （読）

10 ・並行読書をしてきた ・人物ガイドブックの見本を見ながら書く内容を確認する。
作品の中心人物が最 ・中心人物が最も大きく変容した場面を見つける。
も大きく変容した場 ・「変容前の様子」「変容後の様子」「変容の理由」を考えて書き，
面について，変容前， 交流する。
変容後，変容した理 評 中心人物の変容前後の様子や変容の理由を適切に書いている。
由を書くことができ （読）
る。

11 ・並行読書をしてきた ・人物ガイドブックの見本を見ながら書く内容を確認する。
作品の中心人物を比 ・中心人物の似たところを見つけ，人物ガイドブックを書いていく。
べ，似たところや違 ・「勇気」「優しさ」などの観点を決め，それぞれの中心人物を比
いを見つけ，中心人 べ，レーダーチャートにまとめる。
物をより深く知るこ 評 中心人物の似たところや違うところを見つけて比べ，中心人物
とができる。 をより深く捉えている。 （読）

12 ・並行読書をしてきた ・人物ガイドブックの見本を見ながら書く内容を確認する。
作品の中心人物につ ・児童自身が，中心人物に対する質問してみたいことを考え，その
いてのＱ＆Ａコーナ 後，中心人物の気持ちになって質問の答えを考える。
ーを考えて，書くこ ・時間がある児童は，好きな登場人物ベスト10を考える。
とができる。 評 中心人物への質問を考え，中心人物の気持ちになってその答え

も考えている。 （読）

13 ・同じ学年のまだ「モ ・他のグループの友達に人物ガイドブックを読んでもらい，ガイド
チモチの木」の学習 ブックのよいところや感想を聞く。
をしていないクラス ・友達の感想などを基にこの単元の自分の学習を振り返り，どんな
の友達にガイドブッ 力がついたかを知る。全体で確認する。
クを発表し，学習の 評 自分がどんな力がついて成長したのかを知ることができる。
振り返りを行うこと （関）
ができる。
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５ 本時の指導（６／13） ３年１組
（１）目 標
・中心人物の豆太の性格や行動，心情などを深く読み取ることができる。

（２）仮説との関わり

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができる。

④ 考えを広げたり深めたりできるような交流を授業の中に設定する。
日頃から協働して問題解決するよさを伝えておき，自力で課題解決しているときに, 友達や教師

に相談してよいことにしておく。

仮説３ 「目的意識」をもたせる単元構成をすることで，21世紀を生き抜く力を育てることができ
る。

⑥ 教師による見本などを，具体例として提示し，単元の見通しをもたせる。
本単元の言語活動である人物ガイドブックの見本を教師が作り，児童全員に渡しておく。その見

本は，２年生で学習した「アレクサンダとぜんまいねずみ」のものを作る。児童は，人物ガイドブ
ックの各項目でどんなことを書けばよいのか見通しをもつことによって，主体的に学習できるよう
になる。

（３）展 開 ◎印は，仮説との関わり
評（評価）手（手立て）

学 習 内 容 指 導 上 の 留 意 点 時配（）

は実際に

実 際 の 児 童 の 様 子 かかった

時間

１ 本時のめあてを確認する。 ・Ｑは，「児童から豆太への質問」であり，Ａ １
は，「児童が豆太になったつもりになっての (1)
答え」であることを伝えた。

豆太へのＱ（質問）とＡ（その答え）
も考え，豆太についてよく知ろう。

２ ガイドブックの見本を見ながら，本時 ◎ 教師の作ったガイドブックの見本（学習の １
の学習の手順を知る。 手引き）を児童全員が持つようにしておき， (２)
・豆太への質問を考える。 それを見ながら確認した。児童が必要に応じ
・その質問に対する答えも豆太になったつ ていつでも見られるようにし，主体的な学習
もりで考える。 ができるようにした。

◎ 教師見本にいくつかの質問の例を載せてお
いた。

・本文を読んで答えが出そうにない質問は，質
問をして成り立たないことを確認した。

・質問のパターン→５Ｗ１Ｈを示した。
どうして？ どう思った？ どこ？
何がすき？ だれが？ いつ？

３ 豆太へのＱ＆Ａを考え，人物ガイドブ ◎ 自分一人で考えられないときには，すぐに 15
ックのワークシートに書く。 友達と話し合うように伝えた。 (13)
・1つの質問と答えが書けたら，どんどん
次の質問へ進んでよい。 評 豆太についての質問とその答えを人物ガイ

・必要に応じて，グループで話し合っても ドブックに書くことができている。
よい。 （読）（ワークシート）

（予想される児童の質問）
①どうして豆太は，暗い夜道を走れたの？ 手 教師が児童が書いている主な質問を板書し，
②どうしてモチモチの木がこわいの？ なかなか質問を考えられない児童は，板書を
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③どうして豆太だけがおくびょうなの？ 見て質問を選び，その答えを書くよう助言し
④モチモチの木に灯がともっているのを見 た。
たとき，どう思った？
⑤お母さんはいないの？ ・児童は，次々とＱを考えて，競うように新
⑥どうして最後もおくびょうなの？ しいワークシートを前に取りに来ていた。
⑦最後にじさまから言われた言葉を聞い ・Ｑの内容は，浅いものが多かった。
て，どう思った？ 例「豆太は誰のことを好き？｣

「豆太は，医者様におぶわれた時，何を
見た？」

４ グループで話し合う。 ◎ クラス全体の話し合いだと，発表できる人 15
・一人ずつ自分の考えたＱ＆Ａを発表し， 数も限られ，発表へのハードルも高い児童も (15)
グループで話し合う。 いた。少人数のグループで，主体的な話し合

・発表者のＡにそのほかのメンバーは以下 いも取り入れた。
から選んで反応し，その理由を伝える。 ・意見を出す場合は，自信度の低い児童から発
「同じ意見です」 表するようにした。
「（自分は他の意見だけれどもその意見
は）分かります」

「（その意見で適当かどうか）分かりま
せん」

「違うと思います」

５ クラス全体で話し合う。 ・必要に応じて，教師が補助発問をした。 12
・グループで意見の分かれたＱについて話 (13)
し合う。 Ｑ豆太は，どうして勇気を出して夜道を一

人で走って医者様を呼びに行けたのか。
Ａ大好きなじさまが死んでしまうのが怖か
ったから。

Ａ大好きなじさまがいなくなったら，一人
で暮らさなければいけないから。

Ａいざという時になれば，勇気が出る。

６ 振り返りと次回の予告をする。 ・授業でよかったことを伝えた。 １
・次回は，三次に入ることを伝えた。 (1)

６ 本単元の成果（○）と課題（●）

仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する学習活動を取り入れることで，２１世紀を
生き抜く力を育てることができる。

① 教師の目標（ねらい）と児童の目的（めあて）を明確に設定する。
○教師の目標と児童の目的を明確に設定できた。教師の目標は，中心人物の豆太の心情や変容を読み
取れるようにすることであり，児童の目的は，豆太へのＱ＆Ａを作ることであった。教師の目標に
合った児童の目的を設定することができた。

●目標と目的の設定はよかったのだが，児童はＱ＆Ａを多く作ることに意欲的であった。そのため，
すぐに答えられるような浅い質問を大量に作っていた。教師の目標である豆太の心情や変容を読み
取るような質問が少なく，実際の授業では，教師が取り出した質問をクラス全体で考えることによ
って教師の目標を達成させた。

●うまくいかなかった原因は，Ｑ＆Ａを導入する際，児童の抵抗感を下げるため，５Ｗ１Ｈを使った
簡単な質問の作り方を教えた。一文からでも多くの質問を作れることを知った児童は，とても意欲
的になった。導入としてはまずまずだったのだが，読み取りを深める質問について触れなかったた
め，児童は浅い質問を作り続けてしまった。
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＜事後指導で行った「質問のレベル」について＞
Ｌ０→答えを考えようのないもの。空っぽの質問。（例）なんで豆太は，おくびょうなの？
Ｌ１→「はい」「いいえ」「○」｢×」で答えられるもの。
Ｌ２→1つの言葉で答えられるもの。(例)Ｑ何歳？→Ａ５歳
Ｌ３→教科書の文を読めば答えになるもの。
Ｌ４→教科書の文を２つ以上つなげたり，自分で考えないと解けないもの。

(例)スイミーは，自分だけが黒いことをどう思う？

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，２１世紀を生き抜く力を育てることができる。

④ 考えを広げたり深めたりできるような交流を授業の中に設定する。
⑤ 交流による自分の考えの変容を，表現するような場を設定する。
○児童は，交流をクイズ大会のようにとらえていて，意欲的に楽しく交流をすることができた。
●話し合って考えを広げたり深めたりする経験が少なかったため，効果的な話し合いができなかった。
質問が出されたら必ず意見を言う，など話し合いにルールの設定や習得が必要だった。また，出さ
れた質問に対する答え方にも深さがあることが分かった。答え方によっても，考えを深めることが
できることが分かった。
＜事後指導で行った「質問のレベル」について＞
Ｌ１→言葉や一つの文だけで答えたもの。
Ｌ２→理由や気持ちなども加えて詳しく答えたもの。

仮説３ 「目的意識」をもたせる単元構成をすることで，２１世紀を生き抜く力を育てることがで
きる。

⑥ 教師による見本などを，具体例として提示し，単元の見通しをもたせる。
○教師が作成した人物ガイドブックの見本を全員に配った。これを見ながら学習を進めることで，児
童は見通しをもちながら学習を進めることができた。

●教師の見本のＱ＆Ａには，浅い質問や深い質問を混ぜた様々なレベルの質問を載せてあった。しか
し，児童が浅い質問を作り続けてしまった。その原因は，教師の見本の意図を読み取られることが
不足していたこともある。時間をとって教師の見本を読み取らせることが必要だった。


