
匝瑳市立豊和小学校
１ 学校紹介

本校は，匝瑳市の北東部，自然豊かな農村地帯に位置する。児童数は６２名，素直で

優しく，異学年交流が多くたいへん仲がよい，単学級の小規模校である。

２ 学校教育目標 共に助け合い，学び合い，鍛え合う子どもの育成

３ 学校図書館教育の目標

・図書館に親しみ，読書を楽しむことを通して，豊かな人間性を育てる。

・図書館を利用することを通して，意欲的に学び，情報を活用する能力を育てる。

４ 読書推進活動に関する取組

（１）定期的に行われている取組の概要

① 図書館入り口カウンターに季節に合わせた本の紹介コーナー

月 児童からの本の紹介 図書館からの本の紹介

４月 「入学おめでとう」 各学年におすすめの本（リ 〔本の紹介コーナー 〕

１年生に読んであげたい本 ストより選んで紹介）

「見つけたよ！本の中に春」

５月 新着図書の紹介

６月 「ぼくのわたしのおすすめ本」カエルの出てくるお話

アジサイの花に一人一人書く。天気についての本

７月 「今読んでいる本はね。」 夏休み自由研究に関する ６月

七夕の短冊に書く。 本（科学工夫工作，実験）

９月 「夏休みに読んだ本はね。」 月，太陽など天体に関す

十五夜の月に書く。 る本，情報

10月 ハロウィン飾り おばけの出てくる話

新着図書の紹介

11月 「見つけたよ，本の中に秋！」「のはらうた」の「のは

イチョウの木に見つけた本の らなかま」から学校のど

紹介カードを貼る。 こかに手紙が届き，詩を

紹介。

12月 クリスマスツリーに読んだ本 クリスマスの話 ７月

（4月から）の数を書いて飾る。

1月 「冬休みに読んだ本はね。」 干支の羊が出てくる話

お正月について

2月 本を読んで，鬼をやっつけよ 鬼の出てくる話

う。読んだ本の名前を豆に書

き，鬼に貼る。

3月 卒業おめでとう「６年生が１

年生の時に読んだ本は…」

顔写真（１年生の時）と本を １１月

掲示する。



② 読み聞かせ

月に１回，保護者ボランティアと校長先生による，読

み聞かせを行っている。また，６年生が１・２年生に読

んであげたい本を考えて，読み聞かせを行っている。１，

２年生は６年生が読んでくれることをとても楽しみにし，

読んでもらった本を図書館で見つけて自分でも読む姿が

見られた。また，６年生は，低学年にわかりやすく読む

ために，速さや言葉の発音に気を付けて，繰り返し練習

をし，何回もお話を読んでいくことで，その本の新たな 〔保護者ボランティアの

おもしろさを見つけることもあった。 読み聞かせ〕

③ 語り部による地域の昔話

１年生が「昔話」の学習をした後に，匝瑳市で語り部をされている斉藤さんに，１，２，

３年生に匝瑳市の昔話をしていただいた。来年度は，月に１，２回朝の読書の時間を使っ

てお話をしていただきたいと考えている。

④ 学年の発達段階に応じた読書記録と読書賞

・匝瑳市心の読書…読書賞（半分読破），完読賞（全冊読破）

（匝瑳市では低･中･高学年別に読んで欲しい本を選定している。)

・学年ごとのおすすめ本（担任が選定）読書賞，完読賞

・学校長賞…低学年１００冊 中学年７０冊 高学年５０冊

・読書特別賞…低学年２００冊 中学年１４０冊 高学年１００冊

「学年おすすめの本」を読み，市の図書館で同じ本のシリーズを見つけて読んだり，友

達に紹介したりするなど読書の幅が広がっていく姿が見られた。また，教師も「心の読書」

や「学年のおすすめ本」を読むことで，児童に本を紹介したり，読んでいる児童と内容に

ついて話し合ったりすることができた。児童はそれぞれの読みの違いにも気付き，もう一

度同じ本を手にする姿が見られた。

⑤ 学級文庫の充実と低学年・高学年向けの廊下図書館の設置

本校の図書館は，朝から夕方まで開館しているが，常駐する

職員はいないため，貸し出し時間が限られている。本校の貸出

時間の昼休みは，高学年の委員会児童の都合で短くなってしま

うことがある。そのため，いつでもすぐに本が借りられるよう 〔学級文庫〕

に，学級文庫と廊下図書館を設置している。学級文庫は「匝瑳

市心の読書」「学年おすすめの本」「国語学習並行読書の本」の

コーナーなどを設置している。また，廊下に本棚を置き廊下図

書館（にこにこ図書館，わくわく図書館）として，学校図書館

などから低学年・高学年向けの本を選んで置いている。２ヵ月

に１回図書委員会と教師が協力して，本の入れ替えを行ってい

る。廊下図書館の前では学年を越えた児童の交流も見られる。 〔廊下図書館〕



（２）イベント的に行われている取組の概要

① 親子読書の推進

ア 親子読書郵便

読書集会の日に，学校長から「親子読書のすすめ」につい

ての講話を行い，市立図書館と連携して親子読書用おすすめ

本を展示し，自由に借りていくことができるようにした。さ

らに親子で読書郵便を行い，校内に展示して親子読書の推奨を行った。

イ 親子読書感想文教室

講師をお呼びして，１，２年生の親子を対象に，７月

の学校公開日に，読書感想文教室を行った。「読書感想

文の書き方がよくわかり，夏休みの読書が楽しみになっ

た。」との感想が聞かれ，他学年でも実施してほしいと

の声もあった。

ウ 昔話の読み聞かせ

１年生の国語「たのしもう つたえあおう むかしばなしのおもしろさ」の学習では，

家庭での昔話の読み聞かせをお願いした。昔話独特の言い回しや奇想天外な物語の展開を

親子で楽しみ，素敵な交流の機会となった。さらに児童は，親の読み聞かせを繰り返し聞

くことで，上手な音読を発表することができるようになっていった。

② 読書集会

低・中・高学年毎に詩や論語，古典などを音読発表した。児

童は生き生きと自信をもって発表していた。高学年児童の音読

発表を低学年の児童がすぐに覚えて口ずさんでいた。「読書クイ

ズ」では，図書委員の好きな本から問題を出題し，縦割りグル

ープで答えを考えた。低学年の児童にも答えのわかる問題があ

り，全員が楽しく参加することができた。また，横芝光図書館司

書の方が読み聞かせや指遊びを教えてくださり，楽しい時間

を過ごすことができた。帰りには親子読書郵便用の本を親子

で選ぶほほえましい姿が見られた。読書集会を通してこの本

を読んでみたいと読書の幅が広がっていった。

〔図書館司書による読み聞かせと指遊び〕 〔本を選ぶ親子〕



③ 全校市立図書館体験

限られた蔵書数の学校図書館だけではなく，市立図書館も利

用してさらに読書の楽しさを味わい，読書の幅を広げてほしい

と願っているが，本校は，市の中心から離れているため，児童

だけで市立図書館に行くことは難しい。家庭環境によって，な

かなか市立図書館を利用することが難しく，半数以上の児童が

図書館のカードを作っていない状況であった。そこで，全校で 〔熱心に本を選ぶ児童〕

市立図書館を利用し，カードを作り，司書の方に図書館を案内

していただいたり，読み聞かせをしていただいたり，自分で本を借りたりする体験を行っ

た。その後夏休みに市立図書館に行く回数が増えたり，新しくカードを作った児童の半数

以上が本を借りたりしている。

（３）学習に関する取組

① 教科指導に関すること

国語学習で，教材に関連した並行読書，発展読書を取り入れた授業に取り組

み，自分で本を選び，読書を楽しむ児童の育成に努めてきた。

研究主題

一人一人が自分の思いや考えを伝え合うことができる国語学習の在り方

～読むことを通して～

研究仮説

仮説 １

身に付けさせたい力を明らかにし，目的を明確にした言語活動を工夫していけば，

一人一人が自分の思いや考えを伝え合うことができるようになるであろう。

仮説 ２

教材に関連させた読書を取り入れていけば，主体的に読む力が育つであろう。

本校での読書活動を通して身につけていく，「主体的に読む力」とは，興味をもって，

継続して読書をし，自ら本を選んだり，必要な情報を検索して読んだり，読みを交流し発

信したりしていくことができる力と考えた。国語の授業を通して，多くの本そして様々な

本と出会う機会をつくってきた。

<３年生の実践より>

「アナグマさんシリーズの本をしょうかいする「読書の森」をつくろう」

～ わ す れ ら れ な い お く り も の ～

教材文「わすれられない おくりもの」の学習をしながら，「あなぐま」を主人公とし

たシリーズ「あなぐまさんは ごきげんななめ」「あなぐまさんの もちよりパーティー」

を並行読書し，「読書の森」を作って３つのお話を紹介した。



〔授業の様子〕 〔児童の作品〕 〔紹介コーナー〕

② 情報センターとして

情報センターとしての図書館をめざして，図書館に「教科書学習

コーナー」を設置して，授業に関連する本を先生方や児童にわかり

やすく展示している。学校図書館の本では数が限られていたり，な

いものもあり，市の図書館と連携して学校団体貸し出しを利用して

いる。また，図書館内にコンピュータを併設し，情報収集や検索が

できるようにしている。

５ 成果と課題

成果

○朝の読書（月・水・金８：００～８：１５）にどの学年も意欲的に取り組み，自分で本

を選ぶことができ，本を読む楽しさがわかってきた児童が増えてきた。

○市立図書館，横芝光町図書館に本の選定や貸し出しの協力を依頼し，国語科の学習に読

書を位置付けることで多くの本に触れ,主体的に読む力が育ってきている。
○明るい図書館の入り口をめざして，カウンターの掲示を行ってきた。児童とともに本の

紹介コーナーを作り上げることで，図書館への関心も高まってきた。

課題

○ボランティアをお願いはしているが，地域の協力がなかなか得られないのが現状である。

図書館の環境整備，図書の管理について，図書主任を中心に長期の休みを利用して全職

員で取り組み，児童が「行きたくなる図書館」をめざしていきたい。

○読書量は増えているが，物語に片寄っている傾向が見られる。様々なジャンルの本に親

しめるように色々な教科を通して読書とかかわった授業を計画していきたい。

○国語の授業実践にあたり，市立図書館などの司書の方に協力を得て，図書の選定を行っ

た。今後は，国語のみでなく，様々な教科でも資料としてまた発展読書としての本がす

ぐ手に取れるように，市の図書館を活用して本を用意していき，図書館の「教科書学習

コーナー」を充実させていきたい。

○読書をしても感想を書くことができず，記録を残さない児童が見られる。どの学年も読

書の記録に感想のスペースがあることで，書く事への抵抗が見られる。それぞれ担任が

発達段階を考慮して，意欲的に取り組めるような読書の記録を作成しているが再考して，

どの児童も読書の記録が残せるように工夫する必要がある。



第３学年１組 国語科学習指導案 
                                指導者  塚本 純子 
１ 単元名  アナグマさんシリーズの本をしょうかいする「読書の森」をつくろう 
         ～わすれられない おくりもの～ 
２ 単元について 
(１) 単元観  
 本単元は，学習指導要領第３学年及び第４学年「Ｃ読むこと」の指導事項「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

して想像して読むこと。」「エ 目的や必要に応じて，文章の要点や細かい点に注意しながら

読み，文章などを引用したり要約したりすること。」「オ 文章を読んで考えたことを発表し

合い，一人一人の感じ方について違いのあることに気付くこと。」を受けて設定した学習であ

る。 
本単元を貫く言語活動として，「C 読むこと」の言語活動例「エ 紹介したい本を取り上 

げて説明すること」を具体化し，「シリーズになっている物語を読み，『読書の森』をつくっ

てしょうかいする」ことを位置付けた。『読書の森』は，物語のあらすじ，クイズ，お気に入

りの場面とその理由のパーツで構成する。お気に入りの場面などを紹介するために繰り返し

読んだり，お気に入りの場面の理由を考えるために，登場人物の気持ちの変化など，細かい

点に注意しながら読んだりする事を大切にしていきたい。 
並行読書の本にアナグマシリーズを取り上げることで，同じ本を選んだ者同士で話し合うこ

とができ，それぞれの感じ方や考え方の違いに気付きやすくなることから，本単元のもう一

つのねらいである「オ 文章を読んで考えたことを発表し合い，一人一人の感じ方について

違いのあることに気付くこと」に迫ることができると考える。そして，シリーズの本を読む

ことを通して，登場人物の性格などをより深く理解することができたり，新しい事件がおこ

ることで，登場人物の気持ちや行動などが変わる楽しさを味わうことができたりして，物語

のおもしろさをさらに味わうことができると考える。 
 
(２) 児童の実態（男子５名，女子１０名 計１５名） 
 ２年生の学習「きつねのおきゃくさま」「ないた赤おに」「アレクサンダとぜんまいねずみ」

３年生「消しゴムころりん」の学習を通して，物語を読んで，挿絵を使いながらお話の流れ

をまとめる力はどの子にも身に付いてきている。前単元「思いを想像して読む」（「消しゴム

ころりん」）の学習で，場面の移り変わりに注意しながら登場人物の気持ちの変化を感情曲線

にまとめる経験をした。会話や行動から気持ちの変化などを想像して，登場人物になって楽

しく日記を書くこともできた。しかし登場人物の気持ちの変化などについて，叙述を基に読

んでいくことは難しい児童が多い。 
また，今までの学習で，物語の内容をあらすじで紹介する経験は少ない。読書記録に書かれ

ている本の感想は個人差が大きく，「おもしろかった」しか書けない児童も見られる。教材文

の学習を通して，あらすじとして物語を短くまとめる力を身に付けていきたい。また，お気

に入りの場面を選んだ理由について，自分の言葉で相手に伝えられるような力を身に付け，

一人一人の読みの違いを経験することで読書の楽しさを味わうことができるようにしていき

たい。 



クラス全体の話し合いでは，自分の考えがあっても，発表できない児童が見られる。自分の

考えを相手に伝える経験を増やすためにペアやグループでの話し合いを取り入れていきたい。

考えを話し合うときに，ほとんどの児童がノートにまとめたものを読んでしまうことが多い。

発表する側はこの話し合いでどんなことをしたいのか，聞く側はどんな意見を言ったり，ア

ドバイスをしたりすればよいのかをしっかりとつかんだ上で，話し合いが行えるようにして

きたい。 
音読練習は進んで行う児童が多いが，読みを工夫するところまでは至っていない。登場人物

の気持ちの変化や情景などについて読み取ったことを生かして，場面の様子が分かるような

音読をする楽しさが味わえるようにしたい。 
 
(３) 指導観  

第一次では，教師がつくった「読書の森」を紹介し，「アナグマさんシリーズの本を紹介す

る『読書の森』をつくる」という学習のめあてを設定し興味を膨らませる。「読書の森」は，

物語のあらすじ，クイズ，お気に入りの場面の絵とその理由で構成された本の紹介である。

教師のつくる「読書の森」は，特に登場人物の性格や気持ちの変化に着目することの大切さ

が伝わる内容にしたい。「読書の森」をつくる関心を高めながら，自分が読み進めたい本を選

ばせていく。第二次では，教材文「わすれられないおくりもの」を，繰り返し読むことを通

して「読書の森」のそれぞれのパーツをつくっていきたい。登場人物の気持ちの変化に着目

しながら読み進め，そこで身に付けた力を使って，自分の選んだ本について「読書の森」の

パーツを自力でつくっていく。毎時間教材文と同じような進め方を行うことで，自分の「読

書の森」の進行具合が分かるとともに，単元のゴールへ向かう意欲が膨らんでいくと考える。

「わすれられないおくりもの」を読んで，ワークシートを使って友達と話し合いながら「読

書の森」をつくる中で，どの子にも，あらすじをまとめる力とお気に入りの場面について自

分の言葉で説明する力をしっかりと付けていきたい。そして，そこで身に付けた力を使って

自分の選んだ本について，工夫しながら「読書の森」にまとめていけるように支援をしてい

きたい。第三次では，二次までに作った「読書の森」を完成させ，違う本を選んだ友達に紹

介していく。 
教材文「わすれられないおくりもの」は，森の動物たちを登場人物とする３冊のシリーズ

ものの１冊である。「わすれられないおくりもの」はアナグマの死を悲しむ森の仲間達が，ア

ナグマの思い出を語り合ううちに，アナグマはそれぞれの動物に宝物となるような「ちえ」

や「くふう」を残してくれたことに気付いていく。それは，アナグマからのみんなへの「お

くりもの」だった。話の中でモグラがとても悲しむ姿が表現されているが，シリーズの他の

本「アナグマのもちよりパーティー」「アナグマさんはごきげんななめ」を読むことで，モグ

ラにとってアナグマがかけがえのない存在だったことがわかってくる。３冊の本は，森の動

物たちが楽しく生活している様子が伝わってきて，お話の楽しさを感じることができるシリ

ーズである。アナグマシリーズを読み，「アナグマの森へようこそ」という「読書の森」をつ

くる活動を通して，「わすれられないおくりもの」を読んだだけではわからなかった気持ちの

つながりや，それぞれの動物たちの気持ちの変化に気付くことができると考える。シリーズ

を読むことで味わえる楽しさに気付いていけるようにしていきたい。  
 



＜仮説・１＞ 
 
 

   
・交流のめあてを明確化することにより，何について，誰と，どのように交流するかを思考・

判断することができ，自分の思いや考えを適切に表現・伝達する事ができると考える。また，

自分の考えや思いを伝えるだけでなく，友だちはどのように感じ，思っているのかを話し合

うことで，相手の考えを尊重するとともに，相手の考えや話す内容を理解しようとする能力

と，進んで相手と対話しようとする態度も育つと考える。そこで，「お気に入り」の場面に

ついて紹介する本時では，友だちのお気に入りの場面を事前に知り，自分の意見などを考え

ておくことで，すすんで自分の考えを伝えることができると考えた。そして，話し合いを通

して，物語をより深く味わうことができ，一人一人の感じ方について違いのあることにも気

付くことができると考えた。 
 
＜仮説・２＞ 

 
 
・「わすれられないおくりもの」と同じ登場人物が物語を繰り広げるアナグマさんシリーズの  
本「アナグマさんのもちよりパーティー」や「アナグマさんはごきげんななめ」を読むこ

とは，登場人物の性格などをより深く理解することができ，物語のおもしろさをさらに味わ

うことができると考える。また，それぞれの本で新しい事件がおこることで，登場人物の気

持ちや行動などが変わる楽しさを味わうことができ，興味をもって読書をすることができる

と考える。そして，シリーズで読書をする楽しさを味わうことで，他のシリーズ物へと興味

がひろがっていくと考える。 
 
３ 単元の目標 
○登場人物に着目しながら繰り返し読んだり，「読書の森」をつくったりして，「お気に入り」

を中心に物語を紹介しようとしている。              （関心・意欲・態度） 
 ○場面の移り変わりに注意しながら，登場人物の気持ちの変化や情景に着目して読み，お気

に入りの理由を書き表したり，一人一人の感じ方の違いに気付いたりすることができる。 
○文章の細かい点に注意しながら読み，物語のあらすじをまとめることができる。                   

（読む能力）   
 ○送り仮名に注意して，物語のお気に入りなどについて書き表すことができる。          

（言語についての知識・理解・技能）  
４ 指導計画（９時間扱い） 
次  時配 学習内容と学習活動 評価規準（評価方法） 
 
 
 
 

 
 
１  

○今後の学習の見通しをもつ。 
・教師がつくった「読書の森」を見て，

「読書の森」をつくり，アナグマさん

シリーズの紹介をする学習計画を立

・「読書の森」をつくって，アナグ

マさんシリーズの本を紹介する

ことに興味をもとうとしている。 
（観察） 

・教材に関連させた読書を取り入れていけば，主体的に読む力が育つであろう。 

並 

行 

読 

書 

・身に付けさせたい力を明らかにし，目的を明確にした言語活動を工夫していけば，一人 
一人が自分の思いや考えを伝え合うことができるようになるであろう。 



一  
 
 
次  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二  
 
 
 
 
 
次  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

てる。 
・教師の読み聞かせを聞いて，初発の感

想を書く。 
・繰り返し音読練習をして，つかえずに

読めるようにする。 
・朝の読書タイムや家庭学習を利用して 
並行読書をする。 

 

 
 
 
・「わすれられないおくりもの」に

興味をもって，読もうとしてい

る。         （観察） 

 
 

 
 
１  

○感想を話し合い，教材文の全体の内容

をつかむ。 
・挿絵を参考に全体の内容をつかむ。 
・感想を発表し，話し合う。 
 

・挿絵を正しく並べ，文章全体の流

れをまとめている。 
             （ノート） 
・自分の感想を相手にわかりやすく

話している。   （発表・観察） 
 

 
 
 
 
 
５  

 

○「読書の森」づくりに向けて，アナグ

マさんの森の地図を描く。（図工） 
 
 
 
○「読書の森」づくりに向けて，教材文

であらすじを書く。 
 
○自分が選んだ物語のあらすじを書く。 

・アナグマシリーズの本からアナグ

マさん達が住んでいる森の様子

を想像して，自分の「森の地図」

を描いている。（森の地図） 
・文章の細かい点に注意しながら読

み，物語のあらすじをまとめてい

る。       （読書の森） 
・漢字や送り仮名に注意してお気に

入りの理由を書いている。 
      （読書の森・ノート） 

 
３  
／  
５  
 

○「読書の森」づくりに向けて，教材文

で，「お気に入り」の場面を見付けて，

その理由を考える。 
○自分が選んだ物語の「お気に入り」の

場面を見付けて，その理由を考える。 
 

・登場人物の行動や会話，出来事，

場面展開に着目して，お気に入り

を探したり紹介文を書いたりす

る。      （読書の森） 
・友達に自分のお気に入りを伝え合

い，一人一人の感じ方の違いに気

付いている。     （ノート） 
・漢字や送り仮名に注意してお気に

入りの理由を書いている。 
       （読書の森・ノート） 

並 

行 

読 

書
（
ア
ナ
グ
マ
さ
ん
シ
リ
ー
ズ 

「
ア
ナ
グ
マ
の
も
ち
よ
り
パ
ー
テ
ィ
ー
」
「
ア
ナ
グ
マ
さ
ん
は
ご
き
げ
ん
な
な
め
」 

（
本 

時
） 



 
５ 本時の指導（５／９） 
(１)目 標 
  ・お気に入りの場面について，自分の理由を伝えたり，友だちの思いを聞いたりして話し

合いをしようとしている。                 （関心・意欲・態度）                                                                      

・お気に入りの場面について話し合い，一人一人の感じ方の違いに気付くことができる。                           

（読む能力） 
 (２)展 開     

 
 
 
 
 
 
 
 
三  
 
次  
 
 
 

 ○「読書の森」づくりに向けて，教材文

で，心に残った場面についてクイズを

つくり，解説を考える。  
 
○自分が選んだ物語の心に残った場面

についてクイズをつくり，解説を考え

る。 

・登場人物の行動や会話，出来事，

場面展開に着目して，クイズを作

ったり，解説文を書いたりしてい  
る。 

          （読書の森） 

 
 
 
２  

 
 
 

○アナグマさんシリーズの紹介をする

ために「読書の森」を完成させる。 
・「読書の森」で友達に紹介するための

練習をして，友達から意見をもらう。 
○「読書の森」を使って，アナグマさん

シリーズの本を紹介する。 
 
 

・「読書の森」を読み合い，互いの 

感じ方や考え方のよさを認め合

おうとしている。 （発表･観察） 
・「読書の森」を使ってお気に入り

の場面など，友達にその物語のよ

さを伝えられるとともに，友達の

選んだ物語のよさにも気付いて

いる。        （ノート） 

時配 学習内容と学習活動 指導・支援   ○評価  資料 
５  

 
 
 
 
２５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 学習のめあてと学習の流

れをつかむ。 
 
 
 
２ 「読書の森」に招待して，

教材文のお気に入りの場面

とその理由を伝え，読みを

深めたり広めたりするため

にグループで話し合う。  
 
・お気に入りの場面を音読す 

る。 
・お気に入りの理由を伝える。 
・自分のお気に入りの場面につ  

いて，友だちと話し合う。 

・「読書の森」に招待することの楽しさ

を伝え，話し合いへの意欲がもてるよ

うにする。 
･本時の学習に見通しをもたせる。 
 
・あらかじめお気に入りの場面を「読書

の森」に書かせて授業に臨ませる。 
・「読書の森」を見せながら，自分のお

気に入りの場面とその理由を話すよ

うにする。 
 
・自分のお気に入りの場面に友だちを招

待するために，その場面を工夫して

音読できるようにする。  
・グループをまわり，発表や話し合いの

良い所を見付けて板書をし，全体に知

 
「読書の森」 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「読書の森」にしょうたいして，自分のお気に入りをつたえよう。 

並 

行 

読 

書 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１０ 
 
 
 
 
 
 

５  
 

 
 

話し合いの例  

・ぼくのお気に入りの場面は，あな

ぐまの最初の場面です。あなぐま

は大変年をとっていて，知らない

ことはないと言うくらいでした

が，「死ぬのがそう遠くはないこ

と」もわかっているとはびっくり

しました。   

・  

 
 
 
 
 
 
 
・話し合いを通してわかった友

だちの思いや感じ方をまと

め，付箋に書く。 
 
 
 
５ 自分の選んだ本について， 

お気に入りの理由を，登場人  
物の性格や気持ちの変化に 
着目して考える。 

                  

 
 
６  次時の学習について知る。 

らせる。  

・  

・わたしは，あなぐまさんが死ぬのをおそれ

ていないという所が驚きました。私が「も

うすぐ死ぬ」と思ったらこわくてふるえて

しまうと思います。  

・体が消えても心はのこるってことを知って

いたんだよね。だから，こわくなかったの

かな。  

・私は，とても優しいあなぐまさんだと思い

ました。困っている友だちは，だれでも助

けてあげるというところがすごかったで

す。  
 
 
○お気に入りの場面について，自分の理

由を伝えたり，友だちの思いを聞いた

りしようとしている。   （観察） 
・付箋を「読書の森」に貼ることを伝え

る。 
○お気に入りの場面について話し合い，

一人一人の感じ方について違いのあ

ることに気付いている。   
           （観察・付箋） 
・いくつかのお気に入りから，１番のお 

気に入りを決めて，登場人物の気持ち 
の変化や性格に着目して理由が書け

るようにする。 
・友だちと話し合いながら，お気に入り 

の理由を考えてもよいことを伝える。 
 
・本時の学習でよかったところを称賛す 
る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付箋  

 

 

 
 
 
本  
「アナグマの

もちよりパー

ティー」「アナ

グマさんはご

き げ ん な な

め」  

この場面のあなぐまさんにつ  

いてみなさんは，どう思いま  

したか。  



 


