
 

 

 

 

 

 

 

 

１ 単元について 

 ○ 本単元は，次期小学校学習指導要領第１学年及び第２学年の内容「Ｃ 読むこと」に基づき設定した。学

習指導要領には，以下のように示されている。 

 

 

（１）単元観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）児童観                   （３）指導観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）単元でめざす児童の姿 

 

（４）単元の目標 

 

 

 

 学力調査等の実態 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
課題発見・解決学習の実態 

（１） エ 場面の様子に着目して，登場人物の行動を具体的に想像すること。 
カ 文章を読んで感じたことや分かったことを共有すること。 

本単元では，「誰が（何が）」「どうなった」のか，展開のおもしろさを考えながら読むことを学習し，いろいろな
昔話を読み，自分が見つけた昔話のおもしろさをまとめて伝えることをねらいとする。本単元では，「かさこじぞう」
をきっかけにいろいろな昔話を読み，好きなお話を選んで，カードに書いて紹介する言語活動を設定した。自分が好き
な昔話を選んでおもしろさを書いて紹介するために，物語の展開や変化によるおもしろさ，人物の人柄のおもしろさ，
昔話の語り口や表現のおもしろさを読み取っていく力が必要となる。また，いくつかの昔話を読み，友達に紹介する本
を選ぶことを通して，主体的に読書の幅を広げていくことができると考える。 
本教材「かさこじぞう」は，時と場所によって場面が分けられ，じいさまの行動を中心に読むことができる物語であ

る。始めは，貧乏でお正月に餅の用意もできないじいさまとばあさまが，じぞうさまにかさをかぶせるという優しさに
よって贈り物を授かり，よい正月を迎えることができたという話である。また，昔話特有の言葉や表現による語り口調
も楽しめる。昔話の典型にも近く，他の昔話を読む活動にも展開しやすい教材であるといえる。 
そこで，本単元の学習では，図書室であまり読まれていない昔話の本を，全校児童が昔話はおもしろそうだから読ん

でみたいと思えるように工夫して紹介カードを児童に考えさせながら作り，主体的に学ばせたい。 

 本学級の児童は，「国語科の時間が好き」と肯定
的に答えている。お話を読んだり，いろいろなこ
とが分かったりすることを好きな理由に挙げてい
る。１学期には，１年生に紙芝居で教材文「お手
紙」を伝えようという課題のもと，登場人物の気
持ちを考えて音読を工夫する学習を行った。登場
人物の気持ちを音読で表現する方法を考え，紙芝
居に生かしながら練習に意欲的に取り組んだ。実
際に１年生の前で紙芝居を発表し，１年生が喜ん
でくれたことに自信を持った児童も多い。しかし，
音読など練習したことを発表することはできて
も，自分の考えを発表するのが苦手な児童がいる。 

全校児童の図書の貸し出しの様子を児童に知らせ，昔
話を読んでいる児童が少ないことから，もっと昔話のお
もしろさを伝えてみんなに読んでもらおうという課題
を発見させたい。そのために何ができるかを考え，昔話
のコーナーを作って，昔話のおもしろさを紹介カードに
書いて伝えればよいことに気付かせたい。場面ごとに場
面の様子を読み取らせたり，昔話のおもしろさを見付け
る視点をみんなで考えたりすることにより，主体的に並
行読書に取り組めるするようにする。１学期には，「お
手紙」の紙芝居を１年生に発表する経験をしており，学
習したことを他の学年に伝える楽しさを知っているの
で，「全校児童に昔話のおもしろさを伝えたい」とそれ
ぞれの児童が見通しを持って，主体的に学習活動に参加
することができると考える。 

１学期には，「お手紙」の学習を通して，場面ご
とに人物の様子や気持ちを押さえながら読む学習
を行った結果，児童は，叙述を頼りに場面ごとの
人物の様子や気持ちを読み取り音読に生かすこと
ができた。アンケートで読書が好きと答えた児童
は 95％で，昔話が好きと答えた児童は 86％だっ
た。図書室での本の貸し出しの様子を見ていても，
昔話を手に取る児童は少ない。「発想がおもしろ
い」，「昔の人の生活がわかる」「おにが負ける」と
いったおもしろさを感じている児童もいれば，「こ
わい話がある」「わらえない」「おじいさんおばあ
さんが出てくるところ」等，おもしろさを感じて
いない児童がいる。昔話のおもしろさを紹介する
経験は少なく，おもしろさを捉えさせる必要があ
ると感じる。 

○ 昔話を読み，昔話特有の言い方や言葉に親しむ。                             （知識及び技能） 
○ 昔話を読んで，昔話のおもしろさを見つけ，カードに書いて伝え合うことができる。      （思考力，判断力，表現力等） 
○ 昔話のおもしろさを見つけ，友達に紹介しようとしている。                （主体的に学習に取り組む態度） 

ばめんごとに読もう「お手紙」 

紙芝居を作ろう 

国語 第２学年 尾道市立土堂小学校 指導者 岡 明美 

   
 
 
 
 

「かさこじぞう」のおもしろさを紹介する活動を通し
て，だれが出てきて，どうなったからおもしろいという，
物語の展開を読み取る力を育成する。おもしろさの視点
は，読み取りを進めていく中で，「話の展開」「人物の人
柄」「昔話特有の言い方や言葉」ということに注目すれ
ばよいことに気付かせていきたい。また，「かさこじぞ
う」だけでなく，他の昔話でもおもしろさを見付け，主
体的に紹介できるようにする。おもしろさを自分の解釈
や理由を加えて友達に紹介する活動を通して，読書の
楽しさを実感させ，本単元で育成しようとする資質・
能力を育てていきたい。また，昔話のおもしろさをペ
アやグループで伝え合うなど，友達と主体的に対話を
し，感じ方を比較しながら，個々の思考を深めていきた
い。 

 

単
元
名 

本単元で育成する資質・能力  

 

 

 

思考力・表現力   

昔話のおもしろさ発見！伝えたいな 
２年「かさこじぞう」 

 



２ 単元の評価規準 

観点 知識及び技能 思考力，判断力，表現力等 主体的に学習に取り組む態度 
評
価
規
準 

○ 昔話を読み，昔話特有の言い方や言

葉の面白さを見付けている。 
○ 昔話を読んで，昔話のおもしろさを

見付け，カードに書いて伝えている。  
○ 昔話を進んで読み，おもしろさを見

付け，友達に紹介しようとしている。 

３ 本単元において育成しようとする資質・能力とのかかわり 

本単元において，昔話のおもしろさを伝えるという目的を設定し，教材文について話し合い，場面ごとに

想像を広げて読むことを通して，叙述を手がかりに大まかな展開を捉え，人物の人柄や行動，昔話特有の語

り口や表現のおもしろさを見付け伝えるための思考力・表現力（スキル）を育成することができると考える。 

４ 指導計画(全14時間) 

 

次 学習活動 児童の思考の深まり 
評価規準 

（評価方法） 

０ 学年の本棚に昔話のコーナーを作っておき，昔話の学習の意欲を高める。 

一 

 
 
 
全文を読み，昔話のおもし

ろさを伝える紹介カードを書
くという見通しをもたせる。 

（１） 

                          
全校のみんなに昔話をもっと読んでも

らいたいな。昔話の面白さが見つけられ
るように学習しよう。 

「かさこじぞう」の読み聞かせを聞
き，昔話への興味や関心をもち，昔話
のおもしろさを伝える紹介カードを書
こうとしている。 【態度】（行動観察） 

二 

 

 
 
 
挿絵を並び替え，５つの場面

を確かめる。     （１） 

 
     挿絵や「時」「場所」を手掛かりに，５

つの場面に分けることができそうだ。「お
手紙」も５つの場面で登場人物の気持ちを
考えながら読んだな。 

 
 挿絵を並び替え，場面分けをしてい
る。        【態度】（ノート） 

 

全文を読み，初発で感じたお
もしろさを話し合う。 （２） 

      みんなの発表を聞いていたら，「かさこ
じぞう」はおもしろいところがたくさん
ありそうだな。 

昔話のおもしろさは，仲間わけがで
きそうだと気付く。 

【知・技】（ノート，発言） 
第一場面の人物の気持ちや

行動について話し合い，おもし
ろさを読み取る。   （１） 

      何もないのに，すげでかさをこさえて，
売りに行こうとするところがおもしろい
な。「ござらっしゃる」という言い方がお
もしろいな。 

じいさまとばあさまの暮らしぶりや
二人の気持ちを読み取り，話の展開，
人物の人柄，言い方のおもしろさを見
付けることができる。 

【思・判・表】（ノート・発言） 
第二場面の人物の気持ちや

行動について話し合い，おもし
ろさを読み取る。   （１） 

      かさが売れなくて，ばあさまががっか
りするじゃろうというところは，おじい
さんが優しい人だとわかるな。 

にぎわう大年の市の様子やかさを売
るじいさまの気持ちを読み取り，話の
展開，人物の人柄，言い方のおもしろ
さを見付けることができる。 

【思・判・表】（ノート・発言） 
第三場面の人物の気持ちや

行動について話し合い，おもし
ろさを読み取る。   （１） 
 

売り物のかさを吹雪の中のおじぞうさ
まにかぶせてあげるなんて優しいな。し
かも，一つかさが足りないので，自分が
かぶっていた手ぬぐいまでかぶせている
よ。 

じいさまのじぞうさまに対する言動
や家に向かうじいさまの気持ちを読み
取り，話の展開，人物の人柄，言い方
のおもしろさを見付けることができ
る。  【思・判・表】（ノート・発言） 

第四場面の人物の気持ちや
行動について話し合い，おもし
ろさを読み取る。   （１） 

かさをかぶせてきたおじいさんに，い
やな顔ひとつしないおばあさんも優しい
な。二人でもちつきのまねごとをするの
がおもしろいよ。 

家の中のじいさまとばあさまの様子
や気持ちを読み取り，話の展開，人物
の人柄，言い方のおもしろ さを見付
けることができる。 

【思・判・表】（ノート・発言） 
第五場面の人物の気持ちや

行動について話し合い，おもし
ろさを読み取る。 

（1，本時９／14） 

      優しい二人におじぞうさまが正月のも
のをたくさんもってきてくれたところが
おもしろいね。 

真夜中の出来事の様子とそのときの
じいさまとばあさまの気持ちを読み取
り，話の展開，人物の人柄，言い方の
おもしろさを見付けることができる。 

【思・判・表】（ノート・発言） 

三 

  
 
 人物の行動や変化を中心に，
「かさこじぞう」のとっておき
のおもしろさを紹介カードに
書く。        （２） 

      昔話のおもしろさは，「話の展開」「人
物の人柄」「言い方や」に分けることがで
きそうだな。 

「かさこじぞう」を読んで，自分が
感じたおもしろさとその理由をカード
に書いている。 

【思・判・表】（ノート・発言） 

 
 
自分が読んだ昔話のおもし

ろいところを紹介カードに書
く。昔話コーナーを作り，振り
返りを行う。     （３） 

自分のお気に入りの昔話はどんなと 
ころがおもしろいのかな。おもしろいと
ころを全校児童に伝わるように書いて伝
えるよ。 

「かさこじぞう」と同じように，昔
話のおもしろさを見つけ，みんなが読
んでみたくなるような紹介カードを工
夫して作る。 

【思・判・表】【態度】（行動観察） 

い
ろ
い
ろ
な
昔
話
を
読
ん
で
，
全
校
に
紹
介
し
た
い
昔
話
を
見
付
け
る
。（
並
行
読
書
） 

【本質的な問い】昔話のおもしろさはどういうところだろう。 

課題の設定 

まとめ・創造・表現 

ふりかえり 

情報の収集 整理・分析 

実行 



５ 本時の展開（９／１４） 

（1）本時の目標 

じぞうさまがやってきたときのじいさまとばあさまの様子や気持ちを読み取り，おもしろさを見つける

ことができる。【思・判・表】 

（2）観点別評価規準 

昔話を読んで，昔話のおもしろさを見つけている。【思・判・表】 
（3）学習の展開 

 

学習活動 
指導上の留意点（○） 

配慮を要する児童への支援（◆） 

評価規準（評価方法） 

予想される児童の反応 

１ 本時のめあてを確認

する。 

 

 

２ ５場面の登場人物の

行動や様子，気持ちを大

まかに確認する。 

 

 

 

 

３ 昔話のおもしろさの

視点をもとに，おもしろ

いところを見つける。 

 

 

 

４ ５場面のおもしろさ

について話し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ まとめと振り返りを

する。 

 

○ ５場面を音読し，めあてを確認する。 
 
 
 
○ 登場人物の行動や様子を，短冊を使って順番に並べ， 
その時の気持ちを想像させ，読みを深める。 
「どうしてじぞうさまは，お正月の品物をおじいさんと

おばあさんのところに届けたのだと思いますか。」と問

い、じいさまとばあさまの優しい行動や言動、そのこと

に対して起きた出来事を全体で確認する。 
 
○ 今までの学習の流れを思い出しながら，５場面のおも 
しろさを自分の解釈を加えながら見付ける。     

◆ ５場面の面白さを自分なりに見つけることができてい         
ない児童がいたら，前の場面で見付けたおもしろさを参 
考に視点を与える。 

 
○ ペアの人と自分の考えを比べながら，５場面の面白さ 
を話し合いによって深める。 

 
○ ペアで出し合ったことを全体で発表し，「話の展開」「人 
物の人柄」「言い方や言葉」など分類しながら，板書する。 

＜話がどうなっていくか。＞ 
・ かさと手ぬぐいをかぶせたじぞうさまが，そりを引い

てお正月に必要なものを持ってきてくれた。 
・ 優しくするといいことがあるんだな。 
・ おじぞうさまが，おじいさんだけでなく，おばあさん

もさがしているところがいいな。 
＜人物の人がら＞ 
・ 真夜中に聞こえてきたそりの音を，長者どんのわかい

しゅと思っているところが，よくばっていなくていいな。 
＜言い方や言葉＞ 
・ じょいやさ，じょいやさとそりを引く掛け声。 
・ ずっさん，ずっさんとおろした音がおもしろいな。 
・ よいお正月をむかえることができましたとという終わ

り方がおもしろいな。  
 
 
○ 児童の言葉を使って，話の展開の最後のおもしろさに 

ついてまとめをする。 

○ 自分がこれまで読んできた昔話にも本時で見付けたよ 

うなおもしろさがないか振り返る。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 「かさこじぞう」を

読んで，自分が感じた

大きくかわったとこ

ろや人物，言い方や言

葉のおもしろさを見

つけている。【思・判・

表】（ノート，発言） 

５場面のおもしろいところを見つけて伝えよう。 

 

かさこじぞうは最後に優しくした人が幸せになるところがおもしろい。 

自分と同じところをお

もしろいと思っている

人もいるけど，ちがうと

ころを見付けている人

もいるんだな。 

昔話のおもしろさは「話

の展開」「人物の人柄」

「昔話の言い方や言葉」

で見つけることができ

そうだな。自分が読んだ

本でも見つけてみよう。 

自分も寒いのに、売り物

のかさをじぞうさまに

かぶせたから、じぞうさ

まがやさしいじいさま

に感謝して、買えなかっ

た正月のものをとどけ

てくれたんじゃないか

な。 

授業の始めは，５場面のおもしろいところを見つけることができなかったけれど，友達と

話をしていると面白いところがたくさん見つかったよ。 
 

花さかじいさんもいい

ことをしてしあわせに

なっていたな。 


