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はじめに

先に公表した「注文の多い料理店」の学習指導計画1）を、一部修正して学習者に適用する機会を
得た。実施の実際から、学習指導法の適切性・有効性を批判的に分析・考察した結果を報告する2）。

1

実施の計画3）

実施時期：平成12年11月20日（月）〜12月1日㈹の間の7日間、全7時間
実施学級：新潟市立曽野木小学校5年2組（27人）、中野多恵子教諭担任
実

施

者：常木正則（新潟大学教育人間科学部教授、国語科教育学）

＊新潟大学教育人間科学部国語科教育研究室
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目的：「注文の多い料理店」の学習指導法の適切性・有効性の確認

学習指導計画：以下に示す4）。

「注文の多い料理店」の学習指導計画

1

学習指導の基本的考え方
①

学習指導過程

1

まずは自分の力で読み通させる。

2

全文通読の回数をできるだけ多くする。
・どんな話なのかを求めて読ませる。
・どんな話の構成になっているのかを求めて読ませる。
・何が言いたいのかを求めて読ませる。
・表現に注目して読ませる。

3

感想・疑問を意識的に形成させる。

4

筋の展開、場面の展開を的確に理解させるために、作品構造表の作成を課す。

5

表現を意識的に学習させるために、おもしろい表現を書き出す学習を課す。

（2）学習形態

自学→少人数（4人以下）の共学→全体学習の順序での学習形態をとる。
（3）その他

1

自学の時間をできるだけ保証する。学習活動が特別に遅い学習者へは具体的な配慮をする。

2

少人数（4人以下）の共学、全体学習の質を高めるため、話すこと、聞くことの指導に配慮

する。

2

学習指導の目標
以下の諸能力を一層養成する。

1

どんな話かを求めて読む力。

2

どんな話かずばりまとめる力。

3

話の内容に対して、感想・意見を形成する力。

4

形成した感想・意見を仲間に話す力。

5

相手の感想・意見を聴き取る力。

6

感想・意見をめぐって話し合う力。

7

感想・意見を話し合うことで、作品理解を進める力、より質の高い感想・意見を形成する力。

8

全体の場で発表・報告する力。

※以上の4・5・6・7・8の話す力、聴き取る力、話し合う力、当該課題の理解促進力、発
表・報告力は、他の学習課題の際にも養成する。
9

作品構造表の作成を通して、筋の展開、場面の展開、事柄の因果関係、表現などを的確に捉
える力。

10

おもしろい表現を書き出すことで、表現に着目する力及び理解語句・表現語句を増す力。

11

自問自答のカー問を立て調べる力、分かったことをまとめる力、まとめたことを発表する力。

※今回の実施では、「11
した。

自問自答の力」の学習指導は行わない。学習負担を考慮して、省略
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学習材「注文の多い料理店」
これは持ち込み学習材である。東京書籍版の教科書の抜き刷りを用いた。

4

学力・学習活動力の実態
本構想の学習過程に類似した学習を4年生の時に経験している学習者が27名中12名いる。話をず

ばりまとめること、作品構造表作成の学習経験があるということである。学習の感想に「四年の時
は、元栄先生だったからこうぞう表もやれたけど五年になってからできなかったけど久しぶりにで
きてよかった。」

（資料1「学習記録の集成」1−2の学習者）とあるのはそのためである。

作品との出会いは、4年生の時に、司書の先生から読み聞かせをしてもらっている。また、自分
で読んだことがある学習者も何人かいたようである。

学習指導の展開過程で分かったことであるが、自学、班学習、全体学習のいずれも誠実に熱心に
取り組む学習者たちであった。

5

学習指導の展開（全9時間）
実施は11月末に行った。文学単元としては第4単元あたりに相当する。しかし、それまでの学習

経験をほとんど考慮に入れないで、あたかも学年の第1単元のような学習指導計画になっている。
そのため配当時数がかなり多いものとなった。冒頭単元からこのような学習を積み重ねてくると、
第4単元ともなればかなりの時間が短縮される。

主なねらい

時
1

1

学習の進め方を

時間

5

主な学習指導
1

理解させる。

※指導上の留意点

本単元の学習の進め方を説明する。
「注文の多い料理店」という作品の学習をすることにします。

どのように学習を進めるか、それを書いたプリソトを用意し
ました。配ります。それを素早く3分以内に読んでください。
※作品構造表作成用紙に記入しておく（本稿の資料2「作品
構造表作成学習記録の1事例」参照）。

2

作品を読み通す

25

2

力。

作品を読ませる。
今日は感想を箇条書きで書くところまでやりましょう。

では、早速読みましょう。どんな話なのか求めて読んでくだ
さい。時間は18分を目標にします。読み終わった人は、学習の
進め方の次のことに取り組んでもいいです。また読み返しても
いいです。全員が読み終わるまで待つことにします。
※標準時間を示す。速読力養成の意図がある。全員の通読を
保証する。ただし、極端に遅い学習者がいる場合は、途中
から指導者が読んでやり、25分以内には、この活動が終わ
るようにする。

3

話をずばりまと

めて捉える力。

5

3

話をずばりまとめさせる。
作品構造表の記入欄に、20から40字程度でまとめてください。
※この課題を初めて与える場合は、例えば次のような指導を
行う。
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この話はどんな話かをずばりまとめるというのはどうい
うことか説明します。ここに『大きなかぶ』という絵本が
あります。皆が良く知っている話です。この話は例えば、
「皆で力を合わせて大きなかぶを抜くことができたという
話」というようにずばりまとめることができます。このよ
うにして、「注文の多い料理店」という話はどんな話なの
かを、まとめて書けばよいのです。

4

感想を箇条書き

10

4

で書く力。

感想を箇条書きで書かせる。
作品構造表の記入欄に感想を箇条書きで3個以上書いてくだ

さい。

2

5

話のまとめと感

12

5

想を班員に話す力。

班で話のまとめと感想を紹介させる。
班で話のまとめと感想を紹介し合ってください。司会進行役

は1の人です。
※司会進行役は輪番制を取る。

6 全体の場で話の
まとめと感想を話す

13

力。

6

班代表（7人）に話のまとめと感想を発表させる。
代表の人は、ずばり良くまとめているまとめ文と、4人の感
想から、これはおもしろいという感想を1つずつ選んで発表し
てください。

※何を発表するのかあらかじめ知らせておく。

7

班で読み合い読

20

7

み方を確かある力。

班で頁ごとに交替読みさせる。
前の人が後ろ向きになって、4人で1頁ごとに分担して読み

合ってください。

※前の列の人が、後ろ向きになり正方形になるような着席に
して読ませる。
3

8

みんなの前で読

20

8

む力。

代表班2つ（8人）に代表読みさせる。
代表班の人、前に出てきて読んでください。聞いている人は

聞き読みをしてください。
※並び方、自分が読むとき一歩前に出ること、本の持ち方、

順番を待つときの姿勢など指導する。
※あらかじめ代表班には知らせておく。
※指導者は耳を傾けて聞き、読み誤りを確認し、適宜指導す
る。

4

9
力。

作品構造表作成

70

9

作品構造表を作成させる。
作品構造表を作成します。どうするのか説明します。
まず、段落に番号を振ります。61あります。それから、段落

ごとに話の内容をずばりまとめていきます。16段落までやった
ものがプリソトに示してあります。これに倣って、17段落以降
をやってください。時間は70分取ります。今日これからの25分
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と今度の時間の45分です。始めてください。

※初めてこの学習を課す場合は、作成の仕方が学習目標にな
るのでていねいな指導をする。作成の仕方が理解されれば、
今度はその作成学習は、他の学習目標の手段となる。
※時間のめどを示し、終わりそうになければ課外で進める計
画を立てさせる。
5

10

作品構造表作成

10

力

10ペアで作品構造表の紹介をさせる。
※量が多いので隣の人のものを通覧させる（実施では班員の
ものであった）。

11

自問自答力。

45

11自問自答をさせ発表させる（実施では割愛した事項である）。

ここまで学習してきて、いろいろ疑問に思ったことがあるこ
とでしょう。それを問題にして、自分で答える学習をしてくだ
さい。これを自問自答学習といいます。
※例を示すと良い。例えば、
Q 死んだはずの犬が生き返ったのはなぜか。
A 本当は死んでいなかったのだ。あのときから現実でない
世界に入ったからだ。また、現実の世界に入ったとき生き
返ったのだ。よくある話である。
※自学の後、班での紹介、全体の場での紹介をさせる。
6

12

課題解決力。

15

12課題に答えさせる。
2つの課題を出します。

1

この話を大きく4つの場面に分けるとすると、どこで分
けられるか。

2 注文の数はいくつあったか。
まず、自分で答えを出してください。

7

13話し合い力。

20

13班で課題の答えを紹介させる。
班で課題の答えを紹介し合ってください。ただ答えを言うの
ではなく、なぜそこで分けたのか、なぜ注文はいくつなのかも
言うようにしましょう。なお、課題1については、最も良い分
け方を1つに絞るようにしてください。

14

15

14

スピーチカ

代表班に課題の答えを発表させる。

3つの代表班に発表してもらいます。班代表の人3人、前に
出てきて発表してください。
15

表現意識力。

30

15

おもしろい表現を書き出させる。
もう一度読みながら、おもしろいなあと思った表現を10個以

上書き出してください。
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16おもしろい表現を書き出したものをまわし読みし、コメソ
トさせる。

まわし読みをしてコメソトを書いてください。

17楽しく読み合う

20

力。

17班でまとまりごとに交替読みさせる。
1人が1〜2頁程度の分担になるようにして読み合って下さ
いo

18感想を箇条書き

10

18 作品の感想を箇条書きで書かせる。
作品の感想をもう一度箇条書きで書きましょう。

15

19学習の感想を箇条書きで書かせる。

で書く力。

9

19感想を箇条書き

学習の感想を書きましょう。
※自由に書かせて良い。また、指導者に、この学習過程はど

で書く力。

うだったのか、この学習事項はどうだったのか、などの問
題意識があって、学習指導の評価の資料を得たい場合には
焦点を当てた感想を書かせると良い。

20感想を班員に話

15

20

15

21班代表に作品と学習の感想を発表させる。
班代表に発表してもらいます。班代表（7人）前に出てきて

す力。

21

スピーチカ。

班で作品と学習の感想を紹介させる。
班で感想の紹介をしてください。

発表してください。

※この発表も班員の主な感想を1つずつ選んで発表させる。

II実施の概要
全7時間の予定であったが、実際は8単位時間と35分である。学習指導9「作品構造表を作成さ
せる。」に計画以外の1時間取り、7時間目は35分で終了した。
ほぼ学習指導計画どおりに展開した5）。指示した学習活動が終わらない場合は、休み時間、給食

の配膳時間、放課後、家庭で行うよう対処したからである。例外は、学習指導9「作品構造表を作
成させる。」である。これは学習指導の不適切さから学習活動に混乱が生じ、学習者全員が予定し

た時間内に終わらせることができなかったからである。そこで、もう1時間担任の中野先生の指導
で学習した。

単元の展開過程で学習活動に若干の戸惑い、緩みはあった。しかし、担任中野先生の単元を通し
ての総括的な評価「もう少し、じっくりと考えられる時間がほしいと感じた。ほとんどの子供たち
は、どの時間も集中して取り組んでいた。」6）のとおりであった。「もう少し、じっくりと考えら
れる時間がほしいと感じた。」とあるのは、学習事項が多くどんどん先に進めていったからである。
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III学習指導法の適切性・有効性の分析・考察
1

分析・考察の対象と方法
（D

対象

1

学習指導過程

2

学習指導過程での個々の学習指導

（2）方法

1

なぜそのような学習指導過程を取るのか、なぜそのような個々の学習指導を行うのか、根拠

を述べる。
2

2

学習活動の実際から、学習指導過程及び個々の学習指導の適切性・有効性を論究する。

分析・考察の実際

（D

学習指導過程の分析・考察

まず、学習指導計画「5．学習指導の展開」の「主な学習指導」を列記する。
1

本単元の学習の進め方を説明する。

2

作品を読ませる。

3

話をずばりまとめさせる。

4

感想を箇条書きで書かせる。

5

班で話のまとめと感想を紹介させる。

6

班代表（7人）に話のまとめと感想を発表させる。

7

班で頁ごとに交替読みさせる。

8

班代表2つ（8人）に代表読みさせる。

9

作品構造表を作成させる。

10

ペアで作品構造表の紹介をさせる。

11

自問自答をさせ発表させる。

12

課題に答えさせる。

13班で課題の答えを紹介させる。
14

代表班に課題の答えを発表させる。

15おもしろい表現を書き出させる。
おもしろい表現を書き出したものをまわし読みし、コメソトさせる。

16

17班でまとまりごとに交替読みさせる。
18作品の感想を箇条書きで書かせる。
19学習の感想を箇条書きで書かせる。
20班で作品と学習の感想を紹介させる。
21班代表に作品と学習の感想を発表させる。
本学習指導過程の背景には、学習指導計画の「1 学習指導の基本的考え方」及び以下の基本的
考え方がある。これがこの学習指導過程を取る根拠である。
1

単元の冒頭で、今度の学習をどのように進めるのか示し説明することで、学習活動の展望を
持たせる。

学習者はどのように学習が進められることになるのかを知ることで、学習の覚悟や学習に対する
安心感をもつことができる。また、学習の過程で、今何をやっているのか、この次は何をすること

34

新潟大学教育人間科学部附属教育実践総合セソター研究紀要

第20号

2001年

になっているか、の確認もできる。学習過程で「学習の進め方」を見ていた学習者がいた。
2 生活読みから学習読みの展開を取る。
生活読みとは、日常行っている読書の形態である。生活読みでは、まず自分でどんな話なのだろ
うと話の筋を追いながら読み進ある。そして、これはどんな話であったか理解し、感想や疑問をもっ

てひとまず終わる。これが日常行われている読書である。これを次に述べる学習読みと区別して生
活読みという。この過程をまずは踏ませる。
学習読みとは、作品をある観点から分析的に読む学習のことである。学習読みの観点はいくつか

ある。当該単元でどの観点を導入するかは、単元・作品によって異なる。学年の冒頭単元か、最終
単元かによって異なるのは当然である。また、作品によって異なる。徐々に観点を増やしていくこ
とになろう。大まかな観点を示せば、以下のようなことになる。

○

経験（行為・思考・感情）の意味一題材・主題にかかわることである。

○

場面の展開一構想・構成にかかわることである。

○ 表現の仕方一叙述・修辞にかかわることである。
上記のことに意識的に頭を働かさせる。疑問は問題として立てさせ自答させる。自問自答である。

3 自学→少人数（4人以下）での共学→全体の学習、という学習形態を取る。
項目が重複している。どういうことか、説明するため改めてとりあげた。まずは、学習課題に個
人で取り組ませる。その後、自学を少人数の仲間に伝える場を設ける。班学習である。全員が全員
に伝えることは時間もかかり、同じような活動が続くため活動がだれるからである。そして最後は、

全体学習である。班学習の成果を班員または班代表が全体の場で発表することになる。発表の質疑
応答があって、その過程及び最後に、指導者の一斉指導が入る。一問一答の一斉学習法は取らない。

以上の基本的考え方を背景にもつ学習指導過程は論理的である。この学習指導による学習は、一
部、学習指導の不手際から混乱が生じたが、おおむね滑らかに展開した。先に紹介した、担任の中
野先生の単元を通しての総括的な評価「ほとんどの子供たちは、どの時間も集中して取り組んでい
た。」のとおりであった。

自問自答は、学習者の学習負荷、指導時数を配慮して省略したが、一問一答の一斉学習法を取ら
ないが故に、今後積極的に学習過程に組み込む必要がある。
（2）個々の学習指導法

1 本単元の学習の進め方を説明する。
この効用は、先に言及したとおり、学習の見通しを持たせることで学習の構えを作らせ、学習へ
の安心感を与えることである。確証はないが、学習者はこの学習過程の提示を受けて、学習への期
待感を抱いたのではなかろうか。食い入るように学習の進め方を読んでいた。
さらにもう一つの効用がある。学習の進め方は、学習の方法、学び方である。これを単元の冒頭
で示していくことで、学び方を自覚させ、かつ学び方を習得させることになる。これが最も大きな

効用であろう。同じような学習の進め方を2〜3回繰り返すことで、一つの学び方を習得するであ
ろう。したがって、本来であれば学年の冒頭単元に示すことが望ましい。

同じ学習指導法の繰り返しは、学習に弛緩をもたらすとの批判を耳にする。しかし、2学期後半
に至っても、指導者のスモールステップの指導がなければ学習が進められない実態があってよいの
だろうか。作品の基本的な学習事項の学習過程及び集団での学び合いの学習過程には、自ずからお
およその手順がある。基本的な手順の習得には繰り返しが不可欠である。

なお、学習対象の作品は異なるのである。個々の作品の題材、主題、構成、叙述などは異なって
いる。学び方が同じであったとしても学習事項の学習内容は当然異なってくるのであるから、上記
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の懸念は杞憂というものである。

2

作品を読ませる。

学習者の黙読による通読である。なぜ学習者による通読なのかは、これまで繰り返しその根拠を
述べてきた7）。

学習者は一心に読んでいた。一番速かった学習者は4分36秒。20分経過後まだ読みきることので
きなかった学習者は1人である。20分経過後、まだ読みきっていない学習者の未読の部分4頁分を、

他の学習者も対象にして指導者が読み聞かせた。1組では全員に最後まで読ませた。30分で全員が
読み終わった。

学習者をしてまずは読ませなければならないのである。全員に最後まで読ませるべきであった。
指導の都合で、学習時間を惜しんではならなかったのである。

作品は一つのまとまりである。まずは丸ごともてる限りの力で精読させなければならない。この
労多い、しかし、価値のある初読の学習を学習者から奪うことは許されないこ，とである。

3

話をずばりまとめさせる。

ここから学習読みが始まる。それなりに理解した話の概要を、ずばり20字から40字程度でまとめ
させることで、話の題材・主題をとりあえず捉えさせようということである。

『大きなかぶ』の絵本を紹介して、この話をずばりまとめるとどうなるか、その実際を示した。
しかし、それでも、この学習課題に戸惑いを見せた学習者が何人かいた。初めて接した課題である

ことによる。この課題は、それこそ2〜3回繰り返せば上学年の学習者は十分理解する。

学習の実際は、資料1「学習記録の集成」に見るとおりである。学習経験のあった学習者2−3
の「二人のしんしが山おくで山猫軒という店に入りいろいろな注文を受け食べられそうになった話」
は最も的確なまとめであろう（以下、2−3のように表示される番号は、学習記録の集成で示した班員

番号である）。中に、「イギリスの兵隊の紳士が……。」

なった話。」

（2−2）、「……犬に食べられそうに

（4−4）のような間違った理解とまとめきれていない学習者（4−1）がいるが、

後はそれなりにまとめている。

最初の通読でともかく自分のとらえた話の内容をずばりこの段階でまとめるが、この後の学習を
進める過程で、より的確なまとめ文になるよう修正していく。実際ではそのことの指導を失念して
いた。

なお、このまとあ文の学習指導に関して、山本敦子氏が、以下のように論究している8）。

しかし、3つの点で改善の必要を感じた。

①一文まとめの必要不可欠な条件の事前指導。
②短い作品での主題・題材の一文まとめの練習学習。
③文中での語句を使用する指導。
①は、「一文まとめ」とは、「何」を「どう」まとめたらいいかということを、学習者に理
解させることである。

②は、「一文まとめ」の実際を、学習者に経験させることである。

③は、「2人の大人」ではなく「二人の紳士」、「店」ではなく「西洋料理店山猫軒」とい
うように、「一文まとめ」を叙述に即して行わせることである。

①については確かにそのとおりである。一文まとめに書き込む基本要素は5WlHである。その
うちのいくつかは欠いても良い。本作品の場合であれば、誰が誰にどうされたか、「二人の紳士が
山猫にだまされて食べられそうになった話」のようにまとめられていればよい。

読書の過程は、部分の理解の積み重ねである。積み重ねてきた理解を基に、全体の概要を理解す
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るのである。そのまだ明確な言葉になっていない全体把握をずばり言葉にさせることで、とりあえ
ず全体概要をとらえさせるのである。このことのためには、読みに入る前にはいつも、「どんな話
なのだろうか」という意識をもたせて読ませることである。

②もそのとおりである。2〜3回繰り返せばコッを習得する。③も指摘のとおりである。
4 感想を箇条書きで書かせる。
初読後、感想が漠然と生じている。それを書かせることで明瞭にさせるのである。箇条書きで書

かせるのは、その条件を与えないと、漠然と抱いている感想の断片が整理されないままに、1つの
文で書かれるからである。感想の焦点がぼやけ、また、必然文が長くなり文の構造が乱れがちにな
るからである。

この課題も最初戸惑いを見せていた学習者がいたが、大方の学習者は指示どおり3つ以上の感想
を書いている。学習の実際は、資料1「学習記録の集成」に見るとおりである。箇条書きですら、
文の構造が整っていないものが散見される。主語、述語を整え、句読点をきちんとつける指導が必
要である。

5 班で話のまとめと感想を紹介させる。
仲間の自学に接することで、新たな発見を促す学習である。一人一人の話の捉え方は異なってい
る。感想の方はさらに多様である。一人一人の作品の捉え方、見方、考え方、感じ方は異なっている。

紹介し合うことで、新たな発見を促すと共に再読の際の問題意識を持たせることをねらっている。
この意図が、どの程度達成されたのか、今回の実践研究では、そのことを確かめる方法手段を欠
いていたために確かめることはできない（この後の自学の交流でも同様である）。しかし、意図は上
記のとおりである。

見当違いの話の捉え方をしていた学習者は、仲間の捉えに接して、自分の捉えを見直したであろう。

あるいは、「そんな風にまとめると、どんな話なのかが良く伝わる」という思いを持ったであろう。
感想に至っては、意外な感想に接して、「なるほど」とか「変なところに感想をもっているなあ」
等、さまざまな発見があったことであろう。

ところで、なぜ班なのか。自学を1人以上の仲間に伝える機会を保証し、学び合いをさせたいか
らである。その学びあいの手段は話し言葉によりたいからである。一部の学習者のみに発表させる
のではなくて、全員にその機会を与えたいからである。全員が26人の仲間に次から次へ発表を続け
ると、どうしても活動がだれてしまう。そこで、班員4人で、3人の発表を聴く活動にしたのである。

学び合いは成立したか。先に指摘したように確証はない。しかし大方の班では、楽しそうに学び
合い活動を展開していた。

6 班代表（7人）に話のまとめと感想を発表させる。
前の5の学習が充実していると、他の人、他の班ではどんなまとめ方をしているのか、どんな感
想が出ているのか知りたい、という欲求が出てくるようである。その欲求に答える活動である。ま
た、全体の前で代表して発表する力を形成する学習の機会として設定している。なお、代表発表者
には事前に予告しておき、準備をさせ構えを作らせておく。

学習の実際では、発表内容に乱れが生じた。自分の自学を発表すればよいのか、それとも班員の
自学を取り込んでの発表なのか、指導者が明言しなかったからである。結局自分の感想のみの発表
で終わった。

この場面は、例えば、話のまとめ文では班内で最もきっちりまとめているものを、感想では班員

全員の感想のうちから代表的感想を1つずつ計4つの感想を、というように具体的に発表内容を明
示すべきであった。
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発表の際の姿勢、プリソトの持ち方、声の大きさ、読むのではなく話すなど、発表者個々人の違
いが出た。発表後、各人の発表振りにつき1点以上良いところを具体的に指摘し褒めた。聴き方の
方は、よく耳を傾けていた。話し手と聞き手が対面する形態を取ったからである。

7

班で頁ごとに交替読みさせる。

この学習過程では、場面がまだ明確に捉えられていないので頁ごととした。ここで言葉の読み方
の確認がなされる。漢字の読み方は、この活動で解決される。どうしても確信が持てなければ、ま
わりの仲間もしくは指導者に聞けば良いことである。
楽しそうに読みあっていた。【いや、わざわざご苦労です。さあさあ、おなかにお入りください。】

のところを、にっこり笑いながら読んでいた学習者がいた。また、【ことに太ったおかたやわかい
おかたは、大かんげいいたします。】のところを、【ことに太ったおかたや、やわらかいおかたは、

大かんげいいたします。】と読んでいた学習者がいた。これなどは、その後の学習過程で誤りに気
づくことであろう。

このときの形態として、前列の2人が後ろ向きになり、できるだけ体を寄せ合うよう指示した。
この形態は、他班の活動の影響を受けることを少なくし、班活動の緊密度を高める。だが、周知徹

底はしなかった。班編成の都合上、3人グループの班員は、ちょうど正三角形の頂点に位置し、外
観が美しい形態で読みあっていた。

実践界の実際では、この場面は、指名読み、1文読み（俗称、丸読み）がなされることが多い。
指名読みでは学習者全員に読む機会を持たせることが難しくなる。また、全員の前で、練習もなし
に読ませることは適切ではない。たどたどしくしか読めない学習者に辛い思いをさせることになる。

1文読みでは単位が小さすぎる。また、正面黒板に向かった着席でのこの活動は不適切である。前
後左右から順番が回ってきて、学習者の意識は自分の読む文はいつ、どこかに向けられてしまう。

8

班代表2つ（8人）に代表読みさせる。

指導者の目的は、言葉を正確に読んでいるか確かめることにある。学習者の目的は、聞き読みと
読みの再確認である。

代表者は、かなり緊張していたことが、学習の感想から伺われる。しかし、予告していたことと
班内での頁交替読みの段階を踏んでいたので、的確な読み振りであった。
読み振りの指導者からの批評は、良い点を見付けて褒めることである。読み振りばかりではなく、
姿勢、本の持ち方、声の大きさなども批評の対象である。

9

作品構造表を作成させる。

作品構造表は、作品の構造や事柄の関係把握を的確に捉えるたあの道具である。段落、場面の要
約を書き出し視覚的に一覧できるようにすることで、作品理解を容易にする道具である。目的では
なく手段である。しかし、これを初めて導入したときは、どのように作成していけばよいのかが学
習目標になる。作品構造表作成学習の1事例を本稿末尾に載せた。
この学習は大混乱を引き起こした。段落を認定し段落数を確定することに多くの時間を費やした。

予定していた時間を1単位時間超過した。原因は、段落の大きさが小さく、その上会話文が多いた
め、段落の認定がしにくいからである。番号を振っていって数が合っていないと、また最初から番
号を振っていくという作業が、数が合うまで繰り返された。数が少し違っても良いから要約学習に
進めと言っても、大方の学習者は承知しなかった。

段落番号の確定した後の要約学習は、やはり最初戸惑っていた学習者がいた。しかし、だんだん
やり方がわかって、順調に学習は進んだ。要約文の質も満足できるものである。

私が注目していたのは、最も段落の大きい47段落の要約文である。冒頭の文は、「すると、戸の

38

新潟大学教育人間科学部附属教育実践総合センター研究紀要

第20号

2001年

中では、こそこそこんなことを言っています。」である。これは予告文である。その後、山猫の会
話文が6つ連なっている。一番簡明な要約文は、冒頭の文を基に書くことである。
学習者はどうであったか。19名の学習者がこのやり方で要約文を書いている。その他ではその要
約文は様々であるが、中には、会話の内容を「戸の中からしんしを呼ぶ」というようにまとめてい
る学習者がいる。このようなまとめ方も素晴らしい。

目的ではないので、その正確さ、的確さを多く求めないようにしたい。何度か書いていくうちに
どのように書くと良いのか理解する。

さて、この活動を今後組み込むとすれば、班で段落をひとつずつ確認しながら番号を振らせると
良い。またその際には、「この作品は61の段落があります。きちんと見分けながら慎重にやらない
と、数え間違うから注意深くやりなさい」と注意を喚起する。

ところで、文学作品の場合、段落ごとの要約でいいのだろうか。私の初案では、場面ごとの要約
であった。場面ごとの要約でいいのだと思う。場面の認定のより所は、時、所、状況、雰囲気、心
情等が大きく変わるところとなる。

しかし、段落であると、表記から視覚的に認定できるので、作品構造表作成学習の導入期には、
まず段落ごとの要約文を書かせ、次に、それを場面に分けるという段階を踏んだほうが学習者には
分かりやすいであろう。

10

ペアで作品構造表の紹介をさせる。

要約文の書き方の適否を検討させるための学習指導である。

しかし、これは質の高い学習には至らなかった。段落の数が61有り、要約文が61個である。数が
第一に多すぎた。次にその適否をといっても、何をより所に適否を判断すればよいのか学習者には
分かっていなかった。指導者もより所を明確に持っていなかった。

この学習は、ざっと通覧させることでいいであろう。修正した学習指導計画では、隣の人のもの
を通覧する、というようにした。
11

自問自答をさせ発表させる。

これは、10までの学習過程で生じていた疑問を問題として立てさせ答えさせるものである。それ
を班内で、あるいは全体の場で発表させる。

指導者の発問による自答ではなく、自問の学習過程を設けた。学習者の疑問を大事にし、そこか
ら問題を立て自答することを促す。

ただし、今回はこの学習活動は割愛した。時間のゆとりがないこと、初めて経験するであろう学
習活動がいくつもあること、などから学習負荷を配慮したためである。

12課題に答えさせる。
用意したのは2つである。場面を大きく4つに分けるとどこで分けられるか、注文の数はいくつ
あったか、である。前者は、時の推移、場面の変化から4つの場面に分けられることを理解できる
か確かめるためのものである。後者は、戸に書いてある言葉をすべて注文の言葉と理解している学
習者がいるであろうと推測されたからである。

13班で課題の答えを紹介させる。
望む学習は、お互いどこで分けたか、なぜそこで分けたか、注文の数はいくつか、なぜか、それ
を紹介し合って、最も良い分け方、正確な数の理解に達することである。しかし、お互いの自学を
紹介するだけで、一つの答えを出す話し合いはなかった。これは指導者の手落ちである。

渡邉元栄氏がこの学習について、「場面分けの班交流が、本実践において、唯一討論できる場に
成り得たということを考えると、もっと違う展開を考えてもよかった。例えば、班で場面分けにつ
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いての統一見解を作成したらどうであろうか。自分の場面分けの理由を班員に説明し、意見し合っ
て班で場面分けをしていくのである。」とコメソトを寄せている。確かにそうであった。先を急い
でいたこともあって、班活動の内容、仕方についてほとんど指導しなかった。
14

代表班に課題の答えを発表させる。

仲間の自学を聴いて、より的確な理解を得させることが目的である。場面分けの課題は3つの班
の代表者3人に発表させた。良く聴いていた。自分の分け方と比べながら聴いていたのではなかろ
うか。

3人の分け方は3人3様であった。以下に紹介し、なぜそこで分けているのか推測し学習者の論
理に言及する。

Z．A．

（3−3）：1〜7／8〜41／42〜59／60〜61

第1場面は、一軒の西洋造りの家に出遭うまで、である。第2場面は、西洋料理店に出遭ってか
ら、来た人を西洋料理にして食べてやる家ということに気づいたところまで、である。第1場面と
第2場面の区切りを状況の変化で付けている。第3場面は、気づいたところから、やっと安心しま
したというところまで、としている。第2場面と第3場面との区切りは、注文の意味がはっきりと
わかったところで分けている。これは思考の変化に注目している。第4場面は、安心した後のこと
である。第3場面と第4場面の区切りは、心情が変わったところで分けている。

Y．A．

（5−4）：1〜10／11〜42／43〜50／51〜61

第1場面は、西洋料理店に入るまで、である。Z．

A．と同様、状況の変化に着目して分けてい

る。第2場面は、西洋料理店に入ってから、来た人を西洋料理にして食べてやる家ということに気
づいたところまで、である。ここもZ．A．と同様、思考の変化に着目した分け方となっている。
第3場面は、気づいてから、二人は、泣いて泣いて泣いて泣いて泣きました、というところまで、

としている。話の展開のクライマックスを取り立てて分けているものと思われる。第4場面は、二
匹の犬が部屋の中に飛び込んできたところから、としている。状況の変化のあったところに着目し
ている。

H．1．

（7−4）

：1〜12／13〜39／40〜53／54〜61

第1場面は、西洋料理店の玄関の前に立ち、開き戸の言葉を読むところまで、第2場面は、中へ
入ってから、注文の8に接するまで、としている。第1場面と第2場面の区分けは、舞台の変化で
ある。第3場面は、注文の8から、部屋が煙のように消える前まで、である。これは、Y．

A．と

同様、話の展開のクライマックスを取り立てて分けているものと思われる。また、注文の言葉の内

容が変わったことに着目しているとも考えられる。第4場面は、部屋が煙のように消えてから、と
している。これは、また現実の世界に戻った場面と認識したのかもしれない。

以上、3人の分け方の実際とその根拠を推測した。いずれの根拠も一理ある。状況・思考・舞台
（場所）の変化、クライマックス、現実・非現実等に着目して分けている。

3人の発表の後、指導者の分け方を紹介した。1〜7、8〜50、51〜60、61である。紹介後、な
ぜ60と61の間で分けたか、理由を問うたところ2人の学習者が明快な答えを発表してくれた。60段
落までは、山の中の出来事であり、61段落は東京に帰ってからの出来事である、との明答である。
この場面分けの課題は、学級で統一した分け方を目指すことはしない。そこで分けた根拠を個々
人に明確にもたせるようにして、その後それを交流させることで、自分の納得できる分け方に収束
させればよい。

後者の課題、注文はいくつあったのか、これも3つの班の班代表に報告させた。2つの班が12個、

1つの班が8個である。これの学習時間は5分しかとれなかった。確かめることもしないで、班で

40

新潟大学教育人間科学部附属教育実践総合センター研究紀要

第20号

2001年

確かめておきなさいと指示して終わった。注文の数はいくつなのか、問題を立ててしまえば、簡単
に解ける問題であるからである。

15おもしろい表現を書き出させる。
語句や、言い回しを意識させる学習指導法である。最近、私はボキャブラリー・ビルディソグと
いう言葉を知った。「読書、教育その他の諸々の経験の中から言葉を知り、それを自分の文章の中
に生かしてみる。」9）ということである。言葉を知るためには、言葉を漠然と読ませていてはだめ
であろう。意識させる必要がある。意識させる方法が、おもしろい表現を書き出させる学習課題で
ある。10個以上書き出すよう指示した。

この課題には意欲的に取り組んでいた。「どれもこれもみんなおもしろい。どれを書き出してい
いか困る」とのうれしい悲鳴を耳にした。「学習の感想」にも、「おもしろい表現を書いたときに、

ほとんどがおもしろかった。」

（3−1）、「おもしろい表現を書いたとき本当におもしろくてわ

らいそうになったりしたこともあってとてもおもしろかったです。」
現を書く時、おもしろいのがたくさんあってまよった。」

（5−3）、「おもしろい表

（6−3）とある。

16おもしろい表現を書き出したものをまわし読みし、コメソトさせる。
まわし読みさせる学習課題である。この課題は、自分が読み過ごしていた言葉を意識させる。こ
の課題の学習記録に、「そんな言葉、あったけっ」という思いが込められているとみられるコメソト
がある。私の経験でも、人にある表現を指摘されて、「えっ」という思いをしたことがある。自学の
共学では、何か発見を伴うものでないと、共学の意味はなくなる。意欲的に学習に取り組んでいた。

17班でまとまりごとに交替読みさせる。
2つの課題を解き、表現を意識した後での読み合いである。4つの場面では分量が多いこと、ま
た、統一した場面分けもしていなかったので、頁交替読みとした。

ゆったりした楽しそうな読み合いを展開していた。作品がかなり良く理解されているからであろ
う。20分以内にすべての班が読み終えた。

18作品の感想を箇条書きで書かせる。
改めて、これまでの学習を踏まえての感想の書き出しである。新たな感想を書いている学習者が
多い（資料参照）。作品理解を踏まえての感想である。

19

学習の感想を箇条書きで書かせる。

学習者にとっては、学習の振り返りの場面となる。学習活動のまとめといっても良い。一方、指
導者にとっては、今後の学習指導に生かす資料となる。

注目した感想は、7−2の学習者のものである。そのうちの1〜3の感想「1．作品こうぞう表
をつくるのは大変だったけど完成してよかった。／2．むずかしかったけど全部ちゃんとできてよ
かった。／3．とてもむずかしいとおもっていたけどやってみたらできたのがうれしかった。」で
ある。取り組む前、取り組んでいる過程では、難しそう、できるだろうか、大変といった思いを抱
いている。しかし、やり終えてみれば、成就感に満たされている。このような学習指導・学習を私
は理想としている。

20班で作品と学習の感想を紹介させる。
自学の班内交流である。

班での共学の成果がどの程度あったかは把握していない。しかし、活動は楽しそうに進めていた。

21班代表に作品と学習の感想を発表させる。
学習の総まとめである。7つの班代表に代表して学習の感想のみを発表してもらった。
自分の感想のみ、自分の感想及び印象に残った感想を付け加えて、班員全員の感想をまとめて、
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と発表内容は班代表によって異なっていた。話す方も聞く方も楽しそうに話し聴いていた。発表内
容に統一を欠いたのは指導の不備によるものである。

1》

1

分析・考察のまとめ及び今後の実践課題

分析・考察のまとめ
本学習指導構想の特色をまずいくつか挙げ、それに即して適切性・有効性を論じる。
1

一斉の学習指導時間が少なくて学習時間が多いこと。

2

自学を紹介し合う活動を必ず設けていること。

3

全体で、ある問題を討論する活動がないこと。

1

一斉の学習指導時間が少なくて学習時間が多いこと。

本単元では学習活動量が多い。しかし、中野先生の指摘「ほとんどの子供たちは、どの時間も集
中して取り組んでいた。」にあるように、学習に熱心に取り組んでいた。大学教授が学習指導し、
担任、学生の参観者がいたということがある。しかし、そればかりではない。学習活動課題及びそ

の順序が適切であったからである。確かに、2組の学習者の中には、出された課題に最初戸惑いを
見せた者が多かった。しかし、何をどうすればよいのかを理解した後は、着実な学習を進めていた。

そして、課題を成就することに作品理解を進めたことが、単元の終わりでの感想から伺われる。学
習時間が多ければ、それだけ学習者の労が多くなる。しかし、その労は報いられている。
2

自学を紹介し合う活動を必ず設けていること。

お互いの自学を吟味検討し、自分の自学の質をより一層高めることでは、今回の実践ではやや不
十分であった。渡邉氏が本単元の今後の課題として指摘した「討論の場の設定」等も含め十分では
なかった。しかし、これは、指導者がそのための学習を的確に組織できなかったことによるもので
ある。この学習活動の意義は十分認められる。班によって異なるけれども、自学を紹介し合う活動
には活気が生じる。笑いがこぼれる。班学習の質を高めるための方法を今後もっと緻密に考えなけ
ればならないが、この学習過程を抜かすことはできない。

3

全体で、ある問題を討論する活動がないこと。

本単元での討論課題の候補は、「4つの場面をどう分けるか」「注文の数はいくつか」である。
これの全体での討論は行わなかった。班段階での討論にとどめた。全体で討論するまでもないだろ
うとの判断による。これでよいのだと思う。なお、班代表による全体の場での発表とその質疑応答
の機会は設ける。

2

今後の実践課題

1

話し合いの報告の仕方

2

学習活動の遅速への対応の仕方

3

標準時間・実質時間の設定

4

黙読力と速読力の育成

5

作品構造表作成学習と連動した自問自答学習の導入

1

話し合いの報告の仕方

自学の後、班で自学をめぐっての報告、話し合いがあり、その後、班活動報告がなされ、全体学
習が行われる。その班活動報告の報告内容は明示したほうがよい。例えば、「4つの場面に分ける」
という課題の班活動報告では、班員それぞれの分けた場面とその理由を発表させる。この指示がない
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と、自分のものだけを報告すればよいのか、班員のもの全部を報告するのか学習者は迷う。また、こ
うすることで仲間の自学を意識的に受け止めることを促す。作品や学習の感想の報告も同様である。

2 学習活動の遅速への対応の仕方
学習活動の時間を保証する。しかし、一番遅い学習者に合わせることはしない。速く終わった学
習者の学習活動をたるませるからである。では、学習時間をどのように保証するか。

学習活動に要する標準時間をまず設定する。実質時間は標準時間の2割増とする。例えば、「注

文の多い料理店」の黙読による初読では、標準時間15分、実質時間は18分である。5年2組の学習
時間の実際は、標準時間15分以内に26名中約21名が、実質時間18分以内に26名中22名が読み終わっ
ている。おおむね妥当な時間設定であったことが立証された。

しかし、この時間設定で2つの問題が生じている。速く読み終わった学習者及び読み終わらなかっ

た学習者への対応である。一番速く読み終わった学習者は4分36秒である。一方、20分経過後まだ
読み終わらない学習者が1人いた。15分ほどの空きがある。1組では、30分までに全員が読み終わっ
た。速い学習者は10分以内に読み終わっている。20分以上の違いが出ている。

学習活動に遅速が予想される場合、速く終わった学習者には何をして待たせておくか、実質時間
内に終わらなかった学習者への対応をどうするか、具体的にその対処を考えておく必要がある。

その学習活動がどのような活動であるのか、によってもその対応の仕方は異なるであろう。今事
例に挙げている黙読による初読は、山本実践のように全員に最後まで読ませるべきであろう。作品
構造表の作成活動は実質時間内で終わらなければ、昼休み時間や放課後にやらせてもよいであろう。

3 標準時間・実質時間の設定
ある活動については、それをやり終える標準的な時間がある。その標準的な時間でやり終えると
いうことも学習力である。この学習力を培うには、標準時間を設定して、その時間を目標に活動さ

せることを繰り返し行わせることである。速読力、視写力養成で時間を設定して活動を繰り返し行
わせることと同様である。速く確実に活動を行う力は、学習者に期待してよい力なのである。

2組の場合、中野先生の単元を通しての指摘「もうすこし、じっくりと考えられる時間がほしい
と感じた。」は正鵠を射たものである。本実践に与えられた時間内に終わることにしていたことか
ら、標準時間すら保証しなかった指導事項があった。特に学習指導12の課題「注文の数はいくつか」
である。

4 黙読力と速読力の育成
音読の乱用で黙読力の育成が等閑視されている状況が一部にあるのではないかと推測している。
黙読の方が適切である場合にも音読させている事例が多々見られる。黙読力も黙読を繰り返させる
ことで育成できるのである。

1組のある学習者の活動から、上記の問題を意識させられた。その学習者は音読力はあるのであ
る。ところが黙読力が十分育っていないのではないかと思われる。初読の黙読は30分近い時間がか
かっていた。

黙読力・速読力の養成の仕方は、標準時間を設定して、その後に簡単な読解力テストをする、と
いうことを繰り返し行えばよい。その他の方法も含めて、詳しくは庭野三省、松本道弘氏の著書1°）
が参考になる。

5

作品構造表作成学習と連動した自問自答学習の導入

学習者は作品を読むといろいろな疑問を持つ。作品構造表作成過程でも疑問が生じる。その疑問
を問いに立て、自分で調べ考え答えを出させる。指導者から一斉の問を出し答えさせていく必要は
ないのである。学習者が読み過ごしていると思われるところ、あるいはぜひ考えてもらいたいこと
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に限って課題を与えればよいのである。作品構造表作成学習と連動させて、この自問自答学習を充
実させていきたい。

おわりに

1単元1学習材の場合の学習指導の展開のあり方について、仮説検証的研究により提示すること
ができた。

この学習指導の展開過程の効果は、同一の学習者に何回か繰り返し適用することで得られる。ぜ
ひ適用実践を試みて欲しい。

最後に、学習指導構想の適用実施をご許可いただいた新潟市立曽野木小学校長織田島利門氏に感
謝申し上げます。また、実施学級を提供くださると共に、実施にあたって全面的なご協力をいただ
いた渡邉元栄氏、中野多恵子氏に感謝申し上げます。
注

1）常木正則「『注文の多い料理店』の学習指導法研究」

『新潟大学教育人間科学部附属教育実践

研究指導セソター研究紀要』第18号、1999年7月
2）この学習指導法の適切性・有効性は確かめられているρ例えば、以下の報告書、論文で究明さ
れている。

常木正則・渡邉元栄『自学・共学による「やまなし」学習の研究』国語科教育実践研究会、

1997年1月
渡邉元栄『自学・共学による物語教材の学習の研究』平成11年度新潟大学教育学研究科国語教
育専修修士論文

3）常木の実施は、平成12年度大学院教育学研究科開設科目「国語科教育方法演習」の授業の一環

として行った。同学年の1組：渡邉元栄教諭担任と2組：中野多恵子教諭担任の2つの学級で時
限を変えて同時進行的に実施した。1組の実施者は現職院生の山本敦子氏である。常木実施の分
析・考察にあたって、山本実践での学習の実際、観察者のコメソトを適宜援用している。なお、
この授業の学習は、受講生により、研究報告書『「注文の多い料理店」学習指導法の仮説検証的
研究』

（2001年2月）としてまとめられている。

4）実施後さらに修正を加えたものを提示する。学習指導過程に大きな変更はない。この学習指導
計画を適用してくださる方のことを視野に入れ、より明快さを心がけた。

5）授業の実際は8mmビデオカセットに収録してある。
6）実施者及び観察者は、各時の学習活動の様相を即時的及び授業終了後にメモしコメソトした。
それを集約したものが上記研究報告書に収載されている。引用はこれによる。以下の引用もこれ
による。

7）近年のものでは、注1）の拙稿及び「『植物の姿勢と鮮度』の学習指導法研究」

『新潟大学教

育人間科学部附属教育実践研究指導セソター研究紀要』第19号、2000年7月
8）山本敦子「『注文の多い料理店』の学習指導構想を学習者に適用してみて」上記研究報告書、
19頁

9）高橋昭男『仕事文の書き方』岩波新書、1997年、72頁
10）庭野三省『新しい学力観に立つ国語科授業の改革』明治図書、1993年
庭野三省『多読で読解の授業を変える』明治図書、1997年
松本弘道『速読の英語』プレジデソト社、1997年
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学習記録の集成

作品構造表に書き込まれた1文まとめ、最初の感想、最後の感想、学習の感想を集約した。班員

1−1とあるのは、1班の1の人という意味である。◇印のあるのは、4年生の時に作品構造表を
作成した経験のある学習者である。明らかな誤字脱字などは訂正した。

班員

一文まとめ

最初の感想

最後の感想

学習の感想

1−1

二人のしんしが料
理店に行って食べ
られそうになるお

1．二人は山おくでま
よってかわいそうだと

1．消えた部屋はどこ
に消えてしまったのか

読みをしたとききんちょ

思った。

なと思いました。

2．二人は食べられそ
うだったのに犬のおか

2．戸はなぜ一どあい
たらもうあかないのか

でたべられなくてよかっ

と思いました。

話。

たです。

3．おやかたはどんな

3．注文の多い店とか

人かなと思った。

いてあったら自分がく
われるなんてとっても
おもしろいと思った。

1−2
◇

山ねこが二人のし
んしを食べようと
して最後の戸の時
あわはいて死んだ
はずの犬たちがた
すけてくれた話。

1．最初に班でページ
うしたけど二回目はき
んちょうしないで読め
たからよかったです。
2．はじめの時どんな
話かズバリといわれた
ときけっこうなやんだ
けどしっかりかけたか
らよかった。

1．二人のしんしを食
べようとした山ねこが
最初の方はすごく考え

1．最後あたりの山猫
の声がみょうにおもし
うかったQ

1．四年の時は、元栄
先生だったからこうぞ
う表もやれたけど五年

がいいと思った。

2．死んだはずの犬が
ふっかつしてたすけに

たけど久しぶりにでき

がへんだと思った。

きたのが不思議だと思っ

てよかった。

3．しわくちゃになっ
た顔がなおんないのが

た。

2．料理店がきえる所

かわいそうだと思った。

になってからできなかっ

2．前に図書ですぎむ

3．最後の部屋に山猫
が二人のしんしをよん
でいる所がちょっとこ

その勉強ができてよかっ

わかった。

た。

ら先生に読んでもらっ
た時があってこんどは

3．しかいの時はかな
りやだった。

1−3
◇

二人のしんしが料
理店に入らて食べ
られそうになった
話。

1．ふつう、私だった
らこのお店には、入ら

1．おもしろいところ
がいっぱいあっていい

1．前に出て、一ペー

ない。

と思いました。

2．ドアに文字がかい
てある所がおもしろい

2．親方は、いったい

2．さしえをつねき先

どんな人なんだろう。

ジずつ読む時にすごく
きんちょうした。

と思った。

3．白くまのような犬

生に見てもらって「う
まいね一」と言われて

3．私だったらたぶん

もおもしろいことを言っ

うれしかった。

だまされないと思う。

ていたQ

3．はじめの時、どん
な話かズバリかくと言
われて、いつもだった
らけっこうなやむのに
その時は、ぜんぜんな

4．なんで、二人のし
んしの顔は元のとおり
になおらなかったんだ
ろう。

やまなかった。

1−4

二人のしんしが料
理店に入って食べ

①さあ、ぼくもちょっ
と寒くはなったしはら

①みんなでよむときぽ
くだけぜんぶながくて

「注文の多い料理店」学習指導法の仮説検証的研究

られそうになった

はすいてきたしもどう
うってどこにもどるか

話。

わかんない。

②どうもへんなうちだ
とおもうところがある
けどただの水色の家じゃ

45

たいへんだった。

②さいしょだけすごく
きんちょうしたけどだ
んだんなれてきた。
③まえにでたときもな
にをいうのかわかんな

ないか。

かった。

③泣いて泣いて泣いて
泣いて泣きましたのと
ころなんかいいうかわ

④だんらくとかかくの
がすごくたいへんだっ
た。

かんなかった。

2−1

2人のしんしがだ
まされて入って食
べられそうになっ

ていったのがおもしろ

1．注文しているのは
自分たちじゃなくてむ
こうからというのがお

た話。

かった。

もしろかった。

1．しんしがだまされ
たのに、しらずに、入っ

2．さいしょはどうい

2．最後の、お湯に入っ

う店なのかわからなかっ

てもくしゃくしゃの顔
はもとどおりにはなり
ませんでしたというと

たけどあとからなんと
なくわかってきた。
3．なぜしんしはきが
つかなかったのだろう
と思う。

4．さいごにやっと注
文が多いといういみが

1．最初、はんで1ペー
ジずつよんだのは漢字
とか意味がよくわから
なかったけど学習して
いるうちにわかってき
た。

2．こうぞう表が書く
のが大変だった。

ころがかわいそう。

3．4年生のときに一

3．「うわあ」がたが
たがたがたというのが

回読んだので学習でき
てよかった。

おもしろかった。

わかった。

2−2

イギリスの兵隊の
しんしが西洋料理
店に入り食べられ
そうになった話。

1．西洋料理店には、
注文が多い。

1．クリームを体など
にぬるとき食べたとい

2．犬が死んでその人
は、「二千四百円の損
害だ」とか言っている
いみがわからないけど
ねだんで決めた損害は

2．昔は二千四百円と
ふつうに言ってたのに
現在でいうと二百四十

けっこうおもしろい。

万（百倍）。

うところがおもしろかっ
た。

3．店がきえたから

3．木がゴトンゴトソ

（風）のようにだから
ふしぎだった。

というのはたおれそう
なのかな。

注文の多い料理店の学
習はお話が長くて読む
のも大変でした。いろ
いろわけのわからない
ところや不思議なとこ
うがありました。学習
ではつねき先生がおし
えてくれました。発表
のときなど、いいとこ
うなどをいっぱいほめ
てくれました。勉強は
すむ一ずにすすんだの
でおぼえやすかったで
す。

2−3
◇

二人のしんしが山
おくで、山猫軒と
いう店に入りいろ
いうな注文を受け

多い。

1．「すぐ食べられま
す。」と「おなかへお

2．二人のしんしは、
食べられることに気づ

入りください。」は、

落あって大変だった。
2．話の内容がよく分っ

二人のしんしが食べら

た。

食べられそうになっ

くのがおそい。

れることだった。

た話。

3．犬が死んだはずな
のに、しんしを助けに

2．二人のしんしを食
べようとしたのは、きっ

来てすごい。

と山猫。

3．何回も読んで始め
気づかなかった、「お
なか」など読みすぎて
しまいそうな表現にも

4．お店が風のように

3．西洋料理店は、食

気づいてよかった。

1．山猫軒は、注文が

1．構造表で六十一段
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消えたので不思議。

べ物をだすんじゃなく

5．山猫軒の戸びらは

て来た人を食べる店だっ

非常に多い。

2−4

山おくへはいった
しんしが、「西洋
料理店」を見つけ
てはいるが、やり
かたがどうもおか
しい話。

第20号

2001年

た。

1．なんでこんなとこ
に料理店があるのか。
2．まほうだかげんじゅ

1．注文のいみ……こ
ういういみだったとは
わかんなかった。

つだかを山ねこはつか
えるのか。

3．さいこらへんまで
なぜしんしはきつかな

1．段落をまちがえた
り、かくものをまちが
えたり、ふんだりけっ
たりなぐられたりだっ
たけど、楽しかったっ
す。

2．先生とともだちに
なれた。やっTA−。

かったのか。

4．クリームを耳にぬ
るとき、たべればよかっ
た。

3−1

しんしがおかしな
料理店にきてさい
ごにおかしいこと
にきついて犬がき
て食べられそうに
なったけど最後に
店がきえた。

①注文が多いと言うか、

ちょっと口うるさい料
理店。

②クリームをぬると、
体があまくなるから。
③ドアがいっぱいあっ

1．くしゃくしゃの紙
くずのようになった顔
といったけど、それっ
てどんな顔？

1．61だんらく書くの
がすごく大変だった。

2．最初一人で読んだ
ときは、あっこのはな

2．しんしは、なんで

しわかるってかんじだっ

たけど勉強していくう

④あの料理店はどうし

店の中が変だと気づく
のがおそいんだろう？
3．一回死んだ犬がき

てきえたの？

てすごおい。

た！

4．声も出さないで泣
くなんて私にはできな

3．どんな話かズバリ
書いた時よくわからな

い！すごい！

かった。

5．クリームをぬるじ
たいおかしいのだから

4．お話の感想書いた
とき最初はどんなのか

ふっう気づくでしょう。

けばいいかわかんなかっ

6．もどろうとしたの
に戸があかなかったの

たけどなれてきて、いっ

て大変だ。

ちにいろんなことがもっ
とわかってすごくよかっ

ぱいかけてよかった。

はなぜ？

5．班で1ページこう

7．ペタペタ歩くって
いうのがかわいい。

たいよみしたときに話
の内容がようくわかっ

8．パチャパチャって

てよかった！

いうのもかわいい。

6．おもしろい表現を
書いたときに、ほとん

9．どうして料理店は
きえたのかなあ？
10．犬はえらい！しん

どがおもしろかった。

しをまもったのだもの。

11．太った人や、やわ
らかい人はだいかんげ
いとかいてあるからだ

いたいわかると思う
（食べられのが）。
ρ

3−2
◇

二人のわかいしん
しが料理店に入っ
て指示にしたがっ

1．本当に注文が多かっ
た。

2．クリームをぬるの

1．二千四百円のこと
が下に書いてあったの
でみたら現在二百万円

1．こうぞう表を四十
何か書くのがむずかし
かった。
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たら逆に食べられ

が変だとおもった。

そうになった話。

3．中にどんな人がい

から三百万円ぐらいと
書いてあったのでびっ

るのだろうか。

くりした。

4．太った方とわかい
方大かんげいと書いて
あったのでどういう意

2．注文を何個も何個
もしてくる店なんてお

3．班内で読み合った
とき一回目よりも二回
目の方がすらすら読め

かしいと思った。

たのでよかった。

3．白くまのような犬
はどこからでてきたの

4．おもしろい表現を
さがすときなかなかみ
つけられなかった。

味だろうと思った。

5．こんなところに人
はいるのかなあと思っ

だろう。

た。

4．部屋がけむりのよ

6．部屋が多い。

うに消えたのでびっく

2．61段落、全部わけ
るのが大変だった。

りした。

5．気づかない方が変
だと思った。

6．山おくに店がある
じたいおかしい。

3−3

二人のわかいしん
しが注文の多い料

1．最初二人のわかい
しんしは歩いてどこに

理店に行く話。

いくんだろうと思った。

2．なんでつぼの中の
クリームを顔や手足に
すっかりぬらないとい
けないんだろうと思っ
た。

3．注文の多い料理店

4−1

山猫が、二人のし
んしを食べようと
して、

1．白くまのような犬
があわをはいて死んで
ｵまったからかわいそ
うだと思った。

2．戸はいくつあるん

た顔が元にもどらなく
てかわいそうだと思っ
た。

1．あわをはいて死ん
でしまった犬が、なぜ

らくだなあと思う。

2．あのあと、山猫は
どうなったのか。

3．あの猫は一体なん
だったのだろう。

4．まどもない中もみ
えないああいうあやし
い店になんか、なぜ入っ

てしまったのだろう。

2．最初に読んだとき、
すごくむずかしかった。

だろうと思った。
3．紙くずのようになっ

はへんだと思った。

またあらわれたのか。

1．構造表を作るのが
大変だった。

1．二人のしんしはき
2．しんしは、このう
ちは西洋料理をただで
ごちそうすると思って
いるとp80で書いてい
るのに、p86で、「か
んじょうは帰りにここ
ではらうのだろうか。」
「どうもそうらしい。」

1．作品構造表を作る
のが楽しかった。むず
かしいところもあった。

2．学習していくうち
に、家がきえたり、犬
が生き返ったりしたの
がふつうに思えてきた。

3．この作品を、第二
時に読んだときとくら
べて、あまりつっかえ

と書いているのはなぜ

ないで読めるようになっ

だろう。

てよかった。

3．うちが消えるのは
おかしい。

4−2

二人のしんしがは
らをすかせて西洋
造りの料理店に入っ

1．二人のしんしがい
ろいうな注文をほとん
どまにうけているとこ

て注文をうける。

うがよかった。

2．しんしがクリーム
をこっそりたべたのも
よかった。

3．死んだと思ってい

1．がたがたふるえて
ものが言えないじょう
たいで声をひっしにだ
そうとしているのがお

1．構造表を全部書い
た時のたっせいかんが

もしろかった。

の感想を発表するのが

2．一人のしんしが実
に用意しゅうとうだね
とか言いながらあとで

きんちょうした。

よかった。

2．2番の人だけ作品

3．班の中で発表した
り音読したりするのが
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た犬が最後にしんしを
ｽすけてくれたのがよ
ｩった。

第20号

2001年

自分が食べられそうに

よかった。

ﾈってひさんな目にあ
､のにのんきだなあと

S．学習していくうち
ﾉ家がきえたり、犬が
ｶき返ったりしたのが
ﾓつうに思えてきた。

vった。

R．やっと青い瀬戸が
uいてあるへやでおか
ｵいと思ったのがおそ
｢と思った。

4−3

注文が多い料理店

1．【

ﾌ人が、どんどん

?ｪ、よびかけている

黒ｶする物語。

謔､でよかったです。
Q．私は、しんしが、

】のとこ

1．最後の61の所が、

ｻの注文の多い料理店
ﾌ家にかえったことが

1．本を3番の人だけ
Oに出て、まってるの
ｪつらかったです。
Q．だんらく61までの
ﾆころがうまくつけら

纈獅ﾈんだなあと、思
｢ました。（おくびょ

?ﾁてよかった。
Q．一分も動きません
ﾅしたというところが、

黷ﾈくてくろうしまし

､だから）

vりょうカップ「一一分」

ｽQ

R．おもしろい料理店
ｾなあと思った。

ﾌことだと思いました。
R．青いせとの中に、

R．本をよむのは、つ
轤ｩったけど、なかな
ｩはなしがわかる本で
ｵた。ありがとうござ

ｵおをいれるとは、思
｢ませんでした。

｢ました。

4−4

わかいしんしが二
l山おくまで行っ

1．クリームやしおを
ﾊるのが、おかしかっ

ﾄ、そこにあった
Xにはいりクリー
?竄ｵおをぬって
ｳいごは、だまさ
黷ﾄ、犬に食べら

ｽ。

黷ｻうになった話。

5−1

はらぺこな二人の
ｵんしがレストラ
¥にはいると、は

1．白くまは、いきて
｢てたすけてくれた。
Q．ホークとナイフが

Q．店は、けむりのよ
､に、きえたのが、ふ

ｨなかなのかと、思っ

ｵぎだ。

R．さいこの、ドアで、
ｫついたのが、おそかっ

R．二人のかおは、いっ
ｵょうなおらなかった。

P．いつもやっている
糟黷謔閧謔ｭわかった。

Q．ながかったけど、

たいに食べられ ｽのしくよめた。
ｻうになるという
R．なんで紙くずのよ
b。
､になったかおはもど
轤ﾈかったんだ。

ｽ。

ｽQ
1．なんで死んだはず
ﾌ犬が料理店までこれ

1．61だんらくのこう
ｼう表を作って話が自

ｽのだろう。
Q．なんで二人のしん
ｵがうしろの戸を開け

ｪでよくりかいできた。

謔､としたとき開かな

だときより読みがじょ
､ずになった。

ｩったのだろう。
R．さいご、山猫はど

ｱへいってしまったの
ｾろう。

5−2

二人の若いしんし

ｪ料理店に入って
ﾅ後のとびらで食
ﾗられそうになる
b。

1．最後の食べられそ
､なところが面白かっ

1．二人がどうようし

Q．なんかいもなんか
｢もよんで、はじめよ

R．いつもより自分で
閧ｩいできたからつね
ｫ先生のじゅぎょうの
ﾙうがよくわかった。

ﾄるとこが面白かった。

1．けい式だんらくご
ﾆに書くのがむずかし

ｽ。

Q．大喜びということ

ｩった。

Q．最後の前のどびら
ﾅぼくたちに注文を出
ｵた食べられてしまう
ﾆいうのが、面白かっ

ﾅだまされるなんて思っ

Q．教科書を読むのが
ﾊ白かった。

ｽ。

ﾄなかった。
R．一人が二千四百円

ﾌそんがいで二人が二
逕ｪ百円のそんがいて
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3．初めて読んだ時は
二人が食べられそうに
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どういう意味かわかん
なかった。

なるなんて思ってなかっ
た。

5−3

二人のわかいしん
しがいて注文の多
い料理店にいった
ら自分たちに注文
をつけられていた
話。

1．最後のところ、犬
がたすけにきてくれた
ので私まで「ほっと」
しました。

2．私は、注文の多い
料理店は、ほんとうに
お客さんがいっぱいき
ているのかなと思いま
した。

3．読んでいたらだん
だん思い出してきまし
た。まえによんでいた
ことをわすれていまし
た。

1．私は3の人だった

1．この物語は、すご
くおもしろいなあと思
いました。どこがおも
しろいかというとやっ
ばり注文を出している
ところがおもしろいで
す。それからちょっと
不思議なところもあり
ました。最後の方に二

ので前に出て注文の多
い料理店を1ページず
つこうたいして読みま
した。でもちょっとき
んちょうしてよく読め
なかったかもしれませ
ん。でも前に出て読ん
でみてよかったなと思

ひきの犬は死んでしまっ

いました。

たはずなのに助けにき
てくれたことです。こ
れは、もしできるなら
作者の方に聞いてみた
いです。それに注文を

2．61までかじょう書
きで書くのがすごく時
間がかかって大変でし

出していたのはだれだっ

たのかということです。

たぶん、なき声が聞こ
えたからネコだったん
じゃないかなと思いま
した。でもそれならネ

た。

3．おもしろい表現を
書いたとき本当におも
しろくてわらいそうに
なったりしたこともあっ

てとてもおもしろかっ
たです。

コはどこに行ってしまっ

たのかということが不
思議でした。

5−4
◇

しんしがたべられ
そうになった話。

1．しんしが山でまよっ

て、ちゅうもんのおお
いりょうりてんについ
た。

2．ながい話だったけ
ど、たのしいはなしで
した。

3．犬はどうなったの
かしりたい。

1．かいわのぶんから
こわいところがよくで

1．ひさしぶりにこう
ぞう表をやったけどす

ている。

らすらできた。

2．死んだはずのいぬ
がなんでいきかえった
んだろう。

3．なんでいちどかみ
くずのようになったか
おがなおらないんだろ
う。

6−1

二人のしんしが注
文の多い料理店に
入り食べられそう

1．犬があわをはいて
死んでしまうのがかわ

になる。

2．最初に西洋造りの
家というときれいなん

いそうと思った。

だなと思った。

3．「水色の戸」をそ
うぞうするときれいな
んだろうなと思った。

1．「木はゴトソゴト
ソとなった」というと
ころは、なったところ
を聞いてみたかった。

1．「こうぞう表」を
61までつくるのがたい

2．紙くずのような顔
を見たいなと思った
3．二人は泣き虫だな

みをして楽しかった。

あと思った。

た。

4．二人はすごいかい
しゃくをするんだなあ

へんだった。

2．班内で2ページよ
3．おもしろい表現が
いろいろあって楽しかっ
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と思った。（むり）

6−2

二人のしんしが、

◇

一けんの料理店に
入った。しかしそ
こは相手が注文し
てくる料理店だっ
たという話。

1．おもしろい話だと

1．注文の多い料理店

思った。

は自分が注文するんじゃ

2．しんしが食べられ
てしまいそうになった
とき、しんしがつれて
いた犬にたすけられた
所がおもしろかった。

なくて相手が注文して
くる所だというはっそ
うがおもしろいと思っ

んだった。

た。

ていたぼうしがめずら
しそうだからほしいと

2．二人のしんしは自
分たちが注文されてい
るのに最後まできつか
ないから頭がわるいと

思った。

思った。

3．しんしたちがかぶっ

1．注文の多い料理店
のこうぞうひょうが六
十一個もあってたいへ

3．最初読んだときは、
よくどんな話かわから
なかったけどたくさん
よんでくるうちにおも
しろくなってきた。

6−3

二人のしんしがあ

1．二人の紙くずのよ

1．お店の人がこっち

◇

る料野店に入った。

うになって、お湯に入っ

へ注文してきていた。

そして、二人のし
んしはごちそうに

てももう元のとおりに
なおらなかった所がお

使っていた。例えば、

された話。

もしろかった。

2．同じ言葉を何度も

1．班のみんなで音読
をして楽しかった。と
くに戸に書いてある文
字を読んでいる時。
2．作品構造表が大変

2．戸の所にいろいろ

泣いて泣いて泣いて泣
いて泣きました。のよ

な文字が書いてあって、

うな所

3．音読発表の時すっ

本当の店みたいでよかっ

3．犬がなぜか生きて

ごくきんちょうした。

た。

いて不思議だった。

4．おもしろい表現を
書く時、おもしろいの

3．なんぎという言葉
が書いてあった。よく
おじちゃんたちが使っ
ている言葉だった。

だった。

がたくさんあってまよっ
た。

4．私だったらこの店
は行きたくない。

6−4

二人のしんしが注
文の多い料理店に
入ってごちそうが
食べられると思っ
たがぎゃくにたべ

1．注文の多い料理店
を読んでの感想は、犬
がなんで二千四百円と
二千八百円なのかと思

1．料理店に、しんし
が入ってからを読んで
いたら、自分が思うに
は、二人のしんしが最

1．ぼくは、この注文
の多い料理店のことを
べんきょうしていろい
うなことがわかってよ

いました。

初の客だと思いました。

かったです。

られそうになった。

2．注文の多い料理店
にいたのは、ねこだと

2．二人のしんしのか
おが、紙くずになった

思う。

のがかわいそうにと思っ

2．班で読みあったり
みせあったりしたりし
て、べんきょうになっ

3．なぜ死んだ犬が生

た。

きかえったのか不しぎ

3．木は、ゴトンゴト

です。

たこととかがあった。
3．いろいろ楽しいはっ

ソというのがいいと思っ

ぴょうとかがあってよ

た。わけ（木らしい表
げんでいいと思ったか

かった。

ら。）
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7−1
◇

二人のしんしが料
理店にいって料理
を食べようと思っ
たら、逆に食べら
れそうになった話。

7−2
◇

1．二人のしんしがい
ろいうな注文にしたがっ
たのがおもしろかった。

2．なんで顔がくしゃ
くしゃになったのかな

1．顔がくしゃくしゃ
になってもとにもどれ
ないのがかわいそうと
思った。

2．白くまのような犬
がたすけにきてくれて

3．ドアのカギあなか

よかったなと、思った。

3．感想がまえよりう

らみていたキョロキョ
ロとした目のしょうた

3．部屋がけむりのよ
うに消えたという所が

まく書けた。

いがしりたいと思った。

不思議に思った。

1．おもしろい話。

2．犬は最初で死んだ

1．なんで紙くずのよ
うになった顔がなおら

1．作品こうぞう表を
つくるのは大変だった

しが死にそうになっ

と思った。

ないのかなあ。

けど完成してよかった。

た不思議な話。

3．注文が多すぎ。

4．山の中のレストラ
ンってどうやって作っ

2．みのぼうしのおじ
さんは、なぜ二人のし
んしの居場所が分かっ

2・．むずかしかったけ
ど全部ちゃんとできて

たの？

たのだろう。

5．なんで犬が生きて

3．犬もなぜ二人のし
んしの居場所を分かっ

3．とてもむずかしい
と思っていたけどやっ
てみたらできたのがう

店からたくさん注
文をだされてしん

たのだろう。

4．どうやって犬はこ
の部屋まで来たのだろ
う。

5．なぜ、木の葉や木
や草が鳴ったのだろう。
不思議だった。

7−3

1．この学習をしたら、

本がまえよりすらすら
よめるようになった。
2．作品構造表がまえ
よりうまく書けるよう

と思った。

るの。

◇

51

二人のわかいしん
しが西洋料理店に
入り食べられそう
になった話。

になった。

よかった。

れしかった。
4．楽しくできてよかっ
た。

5．先生の言っている
ことが分かってよかっ
た。

1．二人のしんしはす

1．「山鳥を十円買う

こそうだと思った。

とはどういう意味かな」
と思った。

容が分かって勉強になっ

2．最後の方で「おな

た。

3．親分とはだれだろ

かにお入りください」
というのがあったので

自分が読んだ時よりわ

うと思った。

不思議。

かりやすくて良かった。

3．きょろきょろ青い
二つの目玉とは何の目

3．いろいろ書くのが
大変だったけどがんば

かなと思った。

れて良かった。

2．たくさん戸があっ
て不思議に思った。
（絵を見て）

1．発表などをした時
大変だったけど話の内

2．班で昔音読した時、

4．「うわあ」がたが
たがたがたというとこ
うがおもしろかった。

7−4

1．不思議な話だと思っ

二人のしんしが注
文の多い料理店に
入りねこにだまさ

1．二人をだましたね

1．作品構造表をつくっ

た。

この親方がみたいと思っ

てみておもしろかった。

2．二人のしんしのぞ

た。

れる話。

うぞうはすごいと思う。

2．「注文の多い料理
店」は長くて読むのが

3．最後のオチが良かっ

2．二人のしんしのぞ
の後が知りたいと思っ

た。

た。

3．犬が生きかえった
わけを知りたいと思っ
た。

大変だった。

3．知っていた話だか
ら勉強しなくていいと
思ったけど勉強してみ
て分かった事がいっぱ
いあった。

52

資料2

新潟大学教育人間科学部附属教育実践総合セソター研究紀要

第20号

2001年

作品構造表作成学習記録の1事例

5−3の学習者のものである。作品構造表作成の経験のなかった学習者から選択した。
読み取りにくい文章があるが、それは「戸に書いてあった言葉」を色鉛筆で書くように指示した
からである。この学習者はそのことを失念していて、後からその部分に色をかけている。

「注文の多い料理店」学習指導法の仮説検証的研究
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