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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）単元の目標（めざす児童の姿） 

 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，場面ごとに様子を思い浮かべて読んだり，読んで想像したことや感じたことを絵や音読で表現し，伝え
たりすることをねらいとする。そこで本単元では，１学期に「お手紙」の音読を工夫し紙芝居をしたことを思い出しな
がら，場面ごとに様子を思い浮かべ，中心人物である猫の心の声を想像し表現した紙芝居を作り発表するという言語活
動を設定した。紙芝居を作るために，場面を捉える力や時間的順序に沿って場面の様子を読み取り，自分の体験や読書
経験と結び付けて，登場人物の気持ちを想像し，絵や音声で表現する力が必要となる。 
本教材「ニャーゴ」は，時と場所，人物によって場面が分けられ，会話をもとにして，人物の行動や様子，気持ちを

想像しながら読むことができる物語である。おしゃべりをして先生の話を聞いていなかった３匹のねずみは，猫が現れ
ても恐れることなく，一緒に桃を取りに行こうと誘う。猫は，ねずみを食べようとして「ニャーゴ」と叫んだが，子ね
ずみたちは挨拶の言葉だと誤解する。ねずみたちはお土産として猫に桃をあげ，猫はその桃を大事そうに抱えて帰ると
いう話である。「食うー食われる」の関係にある両者だが，ねずみの無邪気さや優しさから相手に思いが伝わるという
ことを感じさせてくれる作品である。また，猫の企んでいる心内語が表記されているところもあるが，その他の場面に
おいても想像しやすく，児童は猫になりきって心内語を表現することができるのではないかと考える。 
そこで，本単元の学習では，お話のおもしろさが伝わるように，実際には聞こえない猫の心の内の声を表現した紙芝

居を作って発表するということを目標に，紙芝居で表現するためにみんなで考えていきたいことを課題にし，場面ごと
に様子や行動，心の声を具体的に想像しながら読んだり，お話の楽しさが伝わるように音読を工夫したりしながら，主
体的に学ばせていきたい。 

 本学級の児童は，１学期に初発の感想から課題
を考えて，それを解決する学習をしてきた。「どう
してだろう。」「不思議だな。」「みんなで話し合っ
てみたいな。」というところを課題にした。しかし，
この時に自分で課題を考えることができた児童は
57％だった。 
「お手紙」では，１年生に工夫した紙芝居をし

たいという願いから，悲しい気分を元気に読んだ
音声と，悲しそうに読んだ音声を聞き比べ，より
自分たちの目指す音読にするために全体の課題を
作り，意見交流をしながら表現する方法を考えた。
１年生に紙芝居を発表し，喜んでくれた姿を見て，
児童は達成感を味わった。    
また，みんなで課題を解決することは，たくさ

んの人の考えを聞くことができるというよさを感
じている児童もいる。 

教師が作った手作りの紙芝居を読み聞かせ，意欲をも
たせたい。その際，もっと楽しい紙芝居にするために心
内語が入っている紙芝居と心内語が入っていない紙芝
居の読み聞かせから考えさせたい。何かを企んでいて相
手に聞こえてはいけない心の声が表現されていると楽
しいことに気付き，心の声が聞こえる紙芝居作りに意欲
をもたせたい。そこで，どの場面の心内語を考えていけ
ばよいかを発見させ，それを課題としてみんなで考えて
いく。また，初発の感想から出た「どうして」「不思議
だな」という問いと関連付けながら解決していきたい。
また，考える際には個人で考えたり，ペアで考えたり，

班で話し合ったりするなどその場にふさわしい思考活
動の形態を取り入れ，多くの人の意見が出せる工夫をし
たい。また，話合いも自分の意見を伝えるだけでなく，
よりよい解決に向けての対話ができるようにしていき
たい。自分たちが考えた課題を解決していくことを通し
て，より楽しい紙芝居を主体的に作っていこうとするの
ではないかと考える。

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人物の様子を
音読で表現する工夫をした。アンケートで音読を
工夫していると答えた児童は 100％，学習の成果
を発表するのが好きと答えた児童も89％で，表現
する喜びを感じている。 
物語が好きと答えた児童は96％で，想像したり

気持ちを考えたりすることが好きと答えていた。
友達と交流をするのが好きと答えた児童は96％だ
が，自分の考えを発表するのが好きと答えた児童
は，85％だった。発表するのは緊張するので苦手
という児童がいる。 

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 

   
 
 
 
 

中心人物の猫は，ねずみたちを食べてやろうと考えながら接
している。その心の内の声は，ねずみたちに聞かれてはならな
いが，読者に聞こえると話の楽しさを助長してくれる。児童は
心内語があることを知っていても，それを音読で表現するのは
あまり経験がないと思われる。物語の中でも，猫の心内語は
（  ）で表記されている。会話文と心内語の違いをどう音読
で表現するかを考えたり，「ううん。」と大きなため息をついた
ときの猫の心の中を表現したりすることにより，理解を深める
ことができるのではないかと考えられる。 
自分の考えを伝えることに消極的な児童も，中心人物の心内

語を考えることで，「伝えたい」「知ってもらいたい」という気
持ちが生まれるのではないかと考える。 

単
元
名 

本単元で育成する資質・能力 思考力・表現力  課題発見・解決力   

心の声が聞こえる楽しい紙芝居を作ろう 
２年「ニャーゴ」 
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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
基
準 

○ 言葉には事物の内容を表す働きがあ
ることを知り，話や文章の中で使った
り，登場人物の気持ちに気を付けて音読
したりしようとしている。 

○ 人物の行動を中心に場面の様子を具体
的に想像しながら読み，本文に書かれてい
ない登場人物の心内語を考え，伝えようと
している。 

○ 場面に応じた絵を描き，心内語を入れた
楽しい紙芝居を作ろうとしている。 

○ 楽しい紙芝居にするための方法を
考え，登場人物の心内語を想像するこ
とにより，紙芝居を作って紹介しよう
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，心内語を取り入れた紙芝居を作り，物語のおもしろさを伝えるという目的を設定する。

場面ごとに様子を思い浮かべて読むことを通して，登場人物の心の中の声を想像し，絵や文で表現するため
の思考力・表現力を育成することができると考える。また，紙芝居を作成するに当たって，様々な悩みや困
難さが生じてくると思われる。それを，みんなで解決しながら学習を進めていく課題発見・解決力も育成し
ていけるのではないかと考える。 

４ 指導計画(全17時間) 

５ 本時の展開（１０／１７） 

次 学習活動 児童の思考の深まり 
評価規準 

（評価方法） 

０ 学年の本棚に猫とねずみが出てくるお話コーナーや紙芝居コーナーを作っておき，学習の意欲を高める。 

一 

 
 
 
全文を読み，初発の感想から

問いを見付ける。内容の大体を
捉え，紙芝居を作るという見通
しをもたせる。心内語を想像し
たい場所を出し合い，課題にす
る。          （４） 

   
 
                        
猫とねずみは仲があまり良くないけれど，このお

話は最後に仲良くなったな。どうしてか考えたいな。
自分で「ニャーゴ」の紙芝居を工夫して作って，み
んなに楽しんでもらいたいな。 

 
 
「ニャーゴ」の手作り紙芝居の読み

聞かせを聞き，紙芝居作成への興味や
関心をもち，物語のおもしろさを伝え
るために登場人物の様子から心内語を
考えようとしている。  

【態度】（行動観察・ノート・発言）

二 

 
 
 
 
 
場面ごとの登場人物の考え

たい心内語について話し合い，
考えを広げ，工夫して表現す
る。    （７，本時10/17） 

       
 
 

 
 
どうしてねずみたちは，先生の話を聞いていなか

ったのだろう。 
２場面で，「ニャーゴ」と言って，現れたときの 

猫は（おいしそうだな。食べるぞ。）と心の中で言っ
ていたのだろうね。 
３場面では，ねこが桃を食べながら思ったことを

もっと想像してみたいな。 
４場面でもう一度「ニャーゴ」と言っているよ。

このときは，心の中でどんなことを考えていたのか
な。みんなの考えも聞いてみたいな。 
子ねずみたちがお土産に桃をくれた時，「ううん。」

といって大きなため息をついているけれど，ねこは
心の中でどんなことを考えていたのだろう。 
 ５場面では，だいじそうに桃をかかえながら，小
さな声で「ニャーゴ」と言っているよ。（また一緒に
桃を取りに行こうね。）と言っているのかな。 
どうしてねこは，ねずみを食べなかったのだろう。

ねずみたちにやさしくしてもらって友達になったか
らかな。 

 
 
 
 
言葉には事物の内容を表す働きがあ

ることを知り，話や文章の中で使った
り，音読したりしようとしている。 
【知識及び技能】（行動観察・ノート）

 
 
 
登場人物の行動や様子を読み取り，

会話文とは異なる心内語を想像し，文
章や音読で表現することができる。 

【思・判・表】（ノート・発言）

三 

 
 
 
心内語を取り入れた紙芝居

を作り，発表する練習をする。
読みきかせをし，学習の振り返
りを行う。       （６） 

 
 
５つの場面は，それぞれどんな絵を描いたらいい

かな。授業で考えた心内語を取り入れて紙芝居を作
ってみよう。「ニャーゴ」といったところを怖がらせ
るために，どんな工夫をしようかな。 

 
誰かに一生懸命聞いてもらうとうれしいな。みん

なで課題を解決して，考えを広げてきてよかったな。

 
 
登場人物の心内語を考えながら，紙

芝居を作って紹介することができる  
【思・判・表】（成果物・行動観察）

○ 話のまとまりや言葉の響き，登場人物の気持ちに気を付けて音読することができる。            （知識及び技能）     
○ 人物の行動を中心に場面の様子を想像しながら読み，読んで感じた自分の思いや考えを伝え合うことができる。 

（思考力，判断力，表現力等） 
○ 登場人物の心内語を考えながら，紙芝居を作って紹介することができる。          （主体的に学習に取り組む態度） 

課題の設定 

情報の収集 整理分析 

まとめ・創造・表現

【本質的な問い】登場人物の心内語を考えて，楽しい紙芝居を作りたいな。 

実行 

振り返り 



- 80 - 

（1）本時の目標 

楽しい紙芝居を作るために４場面の登場人物の心内語を考え，紙芝居に生かすことができる。 

（2）観点別評価規準 
人物の行動を中心に場面の様子を具体的に想像しながら読み，本文に書かれていない登場人物の心内語を考え，

伝えようとしている。                                  【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 １次で考えた課題の
中から４場面で考えら
れる課題を選択する。 

 
 
３ 登場人物の心内語を
考える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 友達の考えを聞く。 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ まとめと振り返りを
する。 

 
 

〇 楽しい紙芝居を作るために登場人物の心内語を考えて 
いる流れを想起し，本時のめあてを確認する。 

 
 
 
 
○ まだ解決していない課題の中から４場面で考えられる 
心内語の場所を選ぶ。 

①「ニャーゴ」とできるだけ怖い顔で叫んだところ 
②「ううん。」とねこが大きなため息を一つついたところ 
 
○  挿絵をノートに貼る。そこに２種類の吹き出しをつけ
て会話文と心内語が書けるように準備する。 

 
 
 
 
 
 
 
○  登場人物の会話や行動を叙述から読み取り，猫の置か
れている状況を確認する。 

◆ 話す視点を示し，みんながつなげて話をしていけるよ
うにする。発表することが苦手な児童も発言できるよう
に，ペアで励ましたり，声かけをしたりするようにする。 

〇 心内語を吹き出しに書く。 
◆ 吹き出しに書くことに戸惑いがある児童には，その時
の登場人物の気持ちを尋ね，心の中でどんなことを考え
ていたかを引き出すようにする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ ペアや班の人に自分の考えを伝えたり，友達の考えを
聞いて自分の考えを広げたりする。全体で交流する。楽
しい紙芝居になるように，自分の考えを見直すようにす
る。 

◆  友達の考えた心内語のよいところや真似したいところ
を取り入れてもよいことにする。 

○ できた心内語を入れて，ペアでノートを見せながら紙
芝居のように発表し合う。 

 
〇 自分が考えた心内語を生かして，楽しい紙芝居を作っ
ていくという学習のゴールを確認し，５場面への意欲付
けを図る。 

○ 楽しい紙芝居を作るために登場人物の心内語を考える 
ことができたかを振り返り，自分の成長を感じたり，次
への意欲を高めたりする。

 
 
 
 
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 人物の行動を中心に
場面の様子を具体的に
想像しながら読み，本文
に書かれていない登場
人物の心内語を考え，伝
えようとしている。【思・

判・表】（発言，ノート，行

動観察） 

「ニャーゴ」と怖い顔で

叫んだところは，どんな気

持ちで言ったのかな。 

「ううん。」とねこがた

め息をついたところはど

うしてだろう。みんなと考

えたいな。 

楽しい紙芝居にするために

登場人物の心内語を考えるこ

とができたな。自分の考えを話

したり，友達の考えを聞いたり

して考えが広がったな。５場面

も心内語をたくさん考えて楽

しい紙芝居にしたいな。 

１から３場面で心内語

を考えてきて楽しくなっ

てきたな。４場面も考えた

いな。 

【期待する心内語】
①「ニャーゴ。」とできるだけ怖い顔で叫んだところ。（４場面） 
・さあ，食べるぞ。ももを食べすぎないようにしていたのは，お前たち

を食ってやるためだったんだ。かんねんしろ。 
・おいしそうな子ねずみたちだ。こわがらせて動けないようにしてやる。 
・もうおなかが空いてたまらない。この時を待っていたぞ。 
②「ううん。」と猫が大きなため息をついたところ。（4場面） 
・やっぱり子ねずみたちのことは食べられないな。おれのうちの子ども 

たちのために自分のももをくれて，やさしい子ねずみたちだな。 
・ここまで待ったのにあきらめるしかないな。おれのうちの子どもたち 

みたいにかわいいな。 

①は，怖い顔で言っているか

ら怖い言い方にしたいな。「食

ってやる。」と言っているから

その続きを考えてみよう。②

は，食べたかった子ねずみをあ

きらめる「ううん。」かな。ね

ずみたちのことを好きになっ

たのかな。 

友達は，自分が思い付か

なかったことも想像して

書いているな。すてきだ

な。 

４場面の心の声を考えて，紙芝居に生かそう。 

会話文の吹き

出し 

心内語の吹

き出し 


