
第５学年１組 国語科学習指導案
指導者 小林 和雄

授業の 「竹取物語」の冒頭の内容を，原文に使われている言葉にこだわって
視 点 読み取らせることにより，考えを深めたり広げたりする授業の工夫

１ 単元名 古文を声に出して読んでみよう「竹取物語」

２ 単元の目標
○ 古文や古典文学に興味をもち，原文の意味や内容を的確に把握したことをもとに，自分なりに
工夫をして音読しようとする。 (関心・意欲・態度)

○ 代表的な古典文学の「竹取物語」「徒然草」「平家物語」の冒頭の内容を，原文につかわれてい
る言葉にこだわって読み取りができる。 (読むこと)

〇 伝統的な言語文化に触れ，古典の言葉の中には，自分たちが普段使っている言葉と異なるものが
あるとともに，現代の言葉と同じで現代の言葉に置き換えなくても，そのまま意味がわかる部分が
あることを理解できる。 （言語についての知識・理解・技能）

３ 単元について
(1) 教材観

本単元は，小学校学習指導要領第５学年及び第６学年の内容，伝統的な言語文化と国語の特質
に関する事項のアの「( ｱ) 親しみやすい古文や漢文，近代以降の文語調の文章について，内容の
大体を知り，音読すること」や，イの「( ｲ) 時間の経過による言葉の変化や世代による言葉の違
いに気付くこと」を受けて設定したものである。そして本教材「竹取物語」を教科書では，古文
の冒頭部分を音読し，言葉の響きやリズムを味わうとともに，内容の大体を知ることをねらいと
して取り上げている。
「竹取物語」は紫式部が書いたとされる「源氏物語」の中で「物語の祖」として取り上げられ，

原文は千年以上前に書かれた日本最古の物語とされている。そこには，古文独特の伝統的な言語
文化があり，児童はこの教材にかかわることにより，現代文にいたる言葉の変化を知ることがで
きる。また，竹取物語はＳＦファンタジーであるとともに，言葉遊びの楽しさを味わうことがで
きる物語であり，読み手を楽しませる要素が豊富にある。これが千年以上もの長きにわたりこの
物語が愛読され続けてきた所以であり，優れた物語の構成や言葉遊びの妙味は現代でも充分に通
用する味をもつ。
そこで，物語全体の内容の大体を知るための自作の現代語訳や，絵本などの関連資料を児童に

与え，原文に使われている言葉にこだわって，冒頭部分の内容を読み取らせたい。

(2) 児童観 （男子１０名 女子７名 計１７名）
竹取物語（かぐや姫）を知っているか。 はい１４名 いいえ ３名
竹取物語（かぐや姫）の絵本を持っている。 はい ９名 いいえ ８名
竹取物語（かぐや姫）のあらすじをいえるか。 はい ２名 いいえ１５名
竹取物語（かぐや姫）の原文を読んだことがあるか。 はい ０名 いいえ１７名
本学級の児童は，竹取物語を「かぐや姫」の物語として知っている。約半数の児童がかぐや姫

の絵本を所持している。しかし，かぐや姫の物語のあらすじを説明できる児童は少ない。
まして，古文としての原文を読んだことがある児童はいない。児童が知っている竹取物語は，

なんとなく読んだり聞いたりしたことがある絵本レベルのかぐや姫の物語であり，児童にとって
古文との初めての出会いがこの竹取物語となる。
したがって，この竹取物語を単なる冒頭部分を古文独特の言葉の響きやリズムを味わいながら，

繰り返し音読して暗唱させる音読教材としたくない。そうではなく，日本最古の物語が持つ内容
のおもしろさを充分に味わい，我が国の伝統的な言語文化の学習に児童を誘い込むきっかけとな
る古典文学教材としてこの竹取物語に出会わせたい。

(3) 確かな読みの力を身に付けるために
物語の確かな読みの力を身に付けるためには，内容を読み取ろうとする物語に筆者が使用した

テクストの言葉一つ一つにこだわりをもつことが求められる。本学級の児童は，ベンジャミン・
エルキン作の物語「世界で一番やかましい音」の読み取りにおいて，そのことを学んでいる。こ
の物語の原作は１９５４年に英語で書かれているが，それが日本語に翻訳され，教科書に載るま
でに，翻訳者や挿絵の画家によって異なる様々な解釈が加えられていることを知らせた。そして，
筆者が本当に表現したいことを探るには，オリジナルの英語のテクストに使用される言葉に戻る
ことの大切さを学んでいる。かぐや姫の物語は，児童用に竹取物語を編集したテクストからなる。
また，教科書の現代語や挿絵でさえも，教科書の執筆者の解釈の一つの結果でしかない。よって，
竹取物語の冒頭部分の内容を理解する確かな読みの力を身に付けるためには，オリジナルの古文
の言葉に戻って，考えたことを仲間と交流して，考えを深めたり広げたりすることが求められる。



４ 単元の評価規準
関心・意欲・態度 読みの力 言語についての知識・理解・技能

・古文や古典文学に興味をもち ・代表的な古典文学の「竹取物 ・「竹取物語」「徒然草」「平家
原文の意味や内容を的確に把 語」「徒然草」「平家物語」の 物語」の冒頭部分にある，自分
握したことをもとに，自分な 冒頭の内容を，原文につかわ たちが普段使っている言葉と異
りに工夫をして音読しようと れている言葉にこだわって読 なる言葉の使い方や意味の理解
する。 み取るができる。 に基づいて，大体の内容を現代

語に訳すことができる。

５ 指導の評価と計画（５時間扱い 本時３時）
段階 主 な 学 習 活 動 主 な 評 価 学習指導要領
第 つ １・竹取物語について児童ひとりひと 【関】竹取物語に興味をもち，教科書の現
一 か りが知っていることを交流し合う。 代語訳などから知った冒頭部分の内容
次 む ・おとえほん（ＣＤ音源）のかぐや の大体をもとに工夫をして音読しよう

姫を聞いて，物語のあらすじをつか とする。（音読）
む。 【読】冒頭部分の時・場・人物をおさえ，
・おとえほんのかぐや姫のテクスト その内容の大体をとらえられている。 Ｃ(1)
と教科書の，竹取物語の冒頭文の現 （発言・ノート） ア，カ
代語訳との違いをみつけ，グループ
で交流し合ってわかったことを広め 【言】竹取物語の冒頭部分には，「うつく 伝国
る。 【グループでの交流】 し」など普段使っている言葉と異なる ア（ア）
・竹取物語のオリジナルテクストを 言葉の意味を知り，現代の言葉に置き い（イ）
音読し，古文独特の言葉の響きやリ 換えなくても，そのまま意味がわかる
ズムを味わうとともに，冒頭部分の 部分をもとに現代語に訳すことができ
内容の大体を知る。 る。

２・竹取物語のあらすじの現代語訳を 【関】古文独特の言語に興味をもち，意味
第 つ 読んで，物語全体の内容の大体をと のまとまりを意識して，言葉の響きや
二 か らえる。 リズムを味わいながら音読しようとす
次 む ・竹取物語の設定における「竹」の る。（音読）

役割や，言葉遊びなどの物語のもつ 【読】物語全体の内容の大体をとらえ，自
おもしろさについて考えを交流して 分なりにつかんだ物語のおもしろさを
広げる。【グループでの交流】 自分なりの言葉で表現できる。
・「なむ～ける」「いとうつくしうて （発言・ノート）
ゐたり」などの，古文独特の言語に
ついて知る。
④冒頭部分を意味のまとまりを意識
しながら音読する。

３・冒頭部分を意味のまとまりを意識 【関】竹取物語の冒頭部分の意味のまとま
第 深 しながら音読する。（本時） りや，自分なりにつかんだ物語の内容
三 め ・「よろずのこと」とは具体的に竹 を意識して，音読する。（音読）
次 る をどんなものに使ったのか考え，交

流してひとりひとりの考えを広め
る。【グループ・全体での交流】
・竹取の翁はかぐや姫をどのように 【読】竹取物語の冒頭部分の内容を，原文
して見つけ，家に連れて帰ったのか に使われている言葉にこだわって読み取
考え，交流して考えを深める。 る。（発言・ノート）

【グループ・全体での交流】
・冒頭部分を意味のまとまりや内容
を意識しながら音読する。

４・徒然草の冒頭部分を意味のまとま 【関】古文独特の言語に興味をもち，意味
第 広 りや内容を意識しながら音読する。 のまとまりを意識して，言葉の響きや
四 げ ・仲間の音読の良さを伝え合う。 リズムを味わいながら音読しようとす
次 る 【グループでの交流】 る。（音読）

５・平家物語の冒頭部分を意味のまと 【関】古文独特の言語に興味をもち，意味
まりや内容を意識しながら音読す のまとまりを意識して，言葉の響きや
る。 リズムを味わいながら音読しようとす
・仲間の音読の良さを伝え合う。 る。（音読）
【グループでの交流】 【関】古文や古典文学に興味をもち，さら

・古文の学習をふりかえる。 に深く学ぼうとしている。（ノート）



６ 本時の学習
（１）目標

・竹取物語の冒頭部分の内容を，原文に使われている言葉にこだわって読み取ることができ
る。

（２）準備・資料
・教科書 ・竹取物語のあらすじ（自作） ・かぐや姫の絵本 ・竹細工製品の写真
・教材提示装置 プロジェクター ホワイトボード 付箋

（３）展開
配時 学習活動・内容 支援・援助と留意点 ○個への対応 ※評価
13:45 １ 本時の課題を知る。 ・内容を深く理解するには，ひとつひとつの言

竹取物語の設定場面の内容を，ひ 葉に注目することが大切であることや，内容
とつひとつの言葉に注目して考えて が理解できると音読が上手くなることを指摘

③ みよう。 し，本時の学習活動への意欲を高める。

13:48 ２ 冒頭部分を意味のまとまりを意識し
ながら音読する。 ・自分が一番良いと思うリズムで読めば良く，

周りに合わせる必要がないことを確認する。
３ 「よろずのこと」とは具体的に竹を ・全員が声を出して群読することによって，気
どんなものに使ったのか考える。 持ちを解放する。
・籠（かご）
・笊（ざる） ・よろずのこととは，いろいろなことの意味で
・箒（ほうき） あることを確認する。
・茶筅（ちゃせん） 〇まったく思いつかない児童には，仲間の考え
・茶杓（ちゃしゃく） を見て，ヒントを得るよう指示する。
・柄杓（柄杓） ・全員がノートに最低三つ以上書けたことを確
・花器（かき・かびん） 認してから，グループにして，各自が付箋に
・楊子（ようじ，菓子用ナイフ） 書いてホワイトボードに貼って分類し，さら
・尺八，篳篥（ひちりき），笙（しょう） に考えを広める。
・つくばい 〇グループでのかかわりが弱い児童の近くにい
・くし 扇子の骨 等 き，かかわりを持てるよう支援する。

○35 ・グループの発表や，写真資料をもとに，学級

全体で，よろずのことの意味を共有する。
４ 竹取の翁はかぐや姫をどのように ・選択肢を用意することによって，問いを焦点
して見つけ，家に連れて帰ったのか 化し，何が食い違っていて問題となっている
考え，交流して各自の考えを深める。 のかをわかりやすくする。
Ａ竹ははじめから切れていて，近づ 〇なかなか判断できない児童がいることが予想
きのぞき込んで見つけた。 されるので，全員が判断をしたことを挙手で

Ｂ竹が光っていたから，切ってみたら 確認する。
中に人がいて見つけた。 〇早く判断をした児童には，どこからそういえ

Ｃ竹の筒の中に人らしき影が透けて見 るのかの根拠を考えておくように指示する。
えるほどの光で輝いていて，近づい ・グループで各自の判断とその根拠を交流し，
てよく見たら，かわいらしい人が座 考えを深める。
っているのを見つけた。 ・吟味しても意見が合わないグループには，無

理に一つにしないで，もっともらしい順番を
判断させる。

・全体で考えを交流させる。
14:23

５ 冒頭部分を意味のまとまりと内容 ※ 評価規準（読むこと）
を意識しながら音読する。 Ａ 自分の判断の根拠を明確にしながら発

表することができ，その根拠を原文に求
⑦ めている。

Ｂ 自分の判断を自分なりの根拠を示しな
14:30 がら発表することができるが，その根拠

が自分の経験や想像のみに求めている。
６ 竹取物語の設定場面の内容につい （発表・ノート）
てわかったことをふりかえる。 ・ノートにわかったことや気付いたこと，新た

に疑問におもうことを記述させ，今後の学習
７ 次時の課題を知る。 に生かす。
・徒然草の冒頭部分の内容について




