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１．主題設定の理由 

  本校には，7 月現在 62 名の外国につながる児童が在籍している。本校の特徴として，両親のどちら 

かが日本人で，取り出しなどの個別指導を必要としない児童も多い。しかし，近年フィリピンやブラジ 

ルから編入してくる児童も増えており，国際教室の取り出し授業でも，サバイバル日本語から学習して 

いる児童と，教科の学習を進めている児童が混在している状態である。また，学級の時間割をもとにし 

て取り出し時間を決めていくので，学年で合わせて取り出し児童を決めると，教科書の音読はできるが 

学習内容が理解できない児童と，プレクラスが終わって教科の学習に入ろうという児童を一緒に教え 

ることになる。レベル別で時間割を組むと，異学年の児童の集団になってしまい，教科の学習に進むこ 

とができないというジレンマを抱えている現状である。そこで，日本語のレベルが違っても，学年の教 

科学習を進めていくために、プレクラスが終わったばかりの児童から日常会話に問題がないという児 

童が，関わり合いながら学習を進めていくことはできないかと考え，取り出し児童 3 名の日本語レベ 

ルに大きな差がある 6 年生の国語の教科学習で実践することにした。そのためには，まず日本語の力 

を正確につかみたいと考え，DLA で日本語の力を測定することにした。今回実践する国語の単元目標 

が「人物と人物の関係を手がかりに，人物の心情を考えながら読むことができる」という教材なので， 

DLA の「読む」を測定して，その結果を単元構想に生かしていきたいと考えた。 

また，日本語レベルに大きな差がある児童が，一斉指導で学習を進めていく上で，教科書だけで内容 

理解をすることは難しい。特に，国語の物語文では学年が進むにつれて，登場人物の気持ちを読み取り，

自分の思いを伝え合う学習になっていくが，教科書の文章から内容を読み取り，考えの根拠になる文を

見つけることは，彼らには難しい。そのために個々の日本語レベルに合ったリライト教材を用意し，内

容を読み取ることで，教科書の内容がわかり，それぞれが自分の考えをもって授業に参加できるだろ

う。それとともに，リライト教材を使うことで，日本語ができなくても，学年の教科内容がわかるとい

う充足感を味わい，積極的に日本語の学習に取り組むことができるだろう。 

 

２．研究の計画 

（１）仮説 

   日本語の力に差のある児童が，リライト教材を活用することで，関わり合いながら授業に参加し，

物語文を読み深め，文を根拠にその子なりの考えをもつことができるだろう。 

 

（２）てだて 

  ① DLA で測定した日本語「読む」の力に合ったリライト文を作成する。（レベル０．１．２） 

  ② 自分で読んでわかるレベルのリライト文を使う。 

  ③ リライト文に合わせたワークシートを使い，場面ごとの内容理解を図る。 

  ④ 読み取りの補助として，ワークシートにクルルとカララの心のきょりを絵シールにして貼る。 

 

３．授業内容 

DLA から日本語の力を読み取り，関わり合う中で読みの力を伸ばす６年国語の実践 

クルルとカララの心のきょりは？～風切るつばさ～ 
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（１）児童の実態とつけたい力 

児童 

国籍 

 滞日歴 

 母語 

日本語の力（JSL 評価参照枠のステージ） 教科の力 

聴く・話す力 読む・書く力 

A 児  

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 

3 か月 

ポルトガル語 

日常生活で使われる語彙・
表現を聴いて理解するこ
とができる。2a 

簡単な質問を理解し単語
レベルで話すことができ
る。2a 

特殊音節（長音，拗音，撥
音，促音）を含む平仮名の
単語を読むことができる。
2a 

小学校 1 年で学習する漢
字をいくつか書くことが
できる。2c 

「イースター島…」の学
習にリライト文を使っ
て参加したが，内容理解
は難しかった。母語支援
があれば，おおまかな内
容は理解できた。 

B 児  

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 

8 か月 

ポルトガル語 

実技系の教科では，教師の
話を理解し，指示に従うこ
とができる。3b 

聞きなれた言葉を組み合
わせて，自分自身のことや
身近な出来事について話
すことができる。3a 

学年より下の漢字が混じ
った短文を読んで大意を
理解することができる。3c 

学年より下のレベルの漢
字を書き順や送り仮名に
注意して書くことができ
る。3b 

「イースター島…」の学
習ではリライト文を音
読し，絵や写真，図式化
した教師の説明を聴く
ことで，おおまかな内容
を理解することができ
た。 

C 児  

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 

11 年 5 か月 

ポルトガル語 

授業の内容について，平易
な言葉で説明を聴いて，大
意を理解することができ
る。4b 

連文で日常の出来事や学
習について意味の通じる
話をすることができる。4a 

教科用語の入った短い文
章を読んで，大意を理解す
ることができる。4a 

経験した事柄について，順
序に沿って簡単な構成の
文章を書くことができる。
3d 

「イースター島…」の学
習では、漢字にふりがな
をふれば音読できたが，
教科書の内容を読み取
ることまではできなか
った。 

・語彙力チェック 

児童 日本語 母語 

A 児 １８％（１０／５５） １００％（５５／５５） 

B 児 ６７％（３７／５５） ９３％（５１／５５） 

C 児 ８５％（４７／５５）      ９５％（５２／５５） 

・DLA 実施記録 

  実施日 実施内容 結果 

A 児 はじめの一歩 5 月 24 日  18％なので次に進めなかった。 

B 児 話す 5 月 24 日 基礎タスク～認知タスクまで 得点 2.5 評価参照枠ステージ 3 

読む 5 月 31 日 『あつまれ、楽器』 得点 1.3 評価参照枠ステージ 3 

C 児 話す 5 月 24 日 基礎タスク～認知タスクまで 得点 3.4 評価参照枠ステージ 4 

読む 5 月 25 日 『貝がら』 得点 2.3 評価参照枠ステージ 3 

・DLA の実態から考える【読む】の目標 

児童 教科の目標 日本語の目標（JSL 評価参照枠【読む】） 

A 児 母語の支援を受けて，リライト文からクルル
とカララの気持ちがわかる文を見つける。 

絵などの支援を得て，日常生活でよく使われる語

彙で書かれた短文を読んで理解する。2j 

B 児 リライト文を読んで，大まかなあらすじを理
解し，クルルとカララの気持ちを読み取る。 

教科用語の入った短い文章を読んで，大意を理解

する。4a 

C 児 リライト文と教科書を併用して，クルルとカ
ララの気持ちを読み取る。 

支援を得て，物語文を読み，登場人物や場面につ

いて理解する。4c 
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6 年生児童は現在 3 名で国語と算数の時間を中心に取り出し授業を行っている。3 名の児童の日本

語の力を DLA の「話す」「読む」の結果から別紙のようにとらえている。（資料１DLA 結果） 

A 児は 2 月にブラジルから編入したばかりで，プレクラスで日本語の初期指導を受けている途中

である。現在１９７時間でそろそろプレクラスを終了し，教科の統合学習へと進んでいく段階であ

る。しかし，ポルトガル語でなら教科の内容は理解でき，自分の考えを話すこともできるが，学習し

た日本語を使って話すことに自信がもてず，進んで相手に考えを伝えようとすることができない。B

児は昨年の後期に編入し，プレクラスでの指導を終え，4 月から教科の学習も進めている。日常では，

日本語を話すことには積極的ではあるが，教科の学習になると「難しい」「わからない」と言って，

ポルトガル語で話そうとすることが多い。C 児は入学から日本の学校で学習しているが，途中不就学

になった時期があり，学習が継続して身についているとはいえない。しかし，日本語で自分の考えを

話すことや相手に伝えることはできる。 

このように日本語の力に差がある 3 名であるが，互いに関わり合いながら学習することで，それ

ぞれの日本語の力を伸ばしていくことができると考え，この単元を設定した。 

A 児はポルトガル語でなら学年相応の力があるので，思考の発表ではポルトガル語で話すことに

なるだろう。それを C 児が日本語で教師に伝える中で，自分の考えも深めていくことができるだろ

う。B 児は A 児のポルトガル語と C 児の日本語を聴くことで，自分の考えを日本語でどう話したら

よいか気づくことができるだろう。本単元を学習することで，それぞれの日本語の力がレベルアップ

するとともに，教科書の内容が理解できるという自信をもつことで母学級での活躍へのステップと

したい。 

（２）教材観 

取り出し指導をしている 6 年生児童 3 名のうち，A 児は学年の国語の学習に他の児童と一緒に参

加するのはこの単元が初めてである。各々週 4 時間の国語の取り出し授業を行っているが，時間割

の関係で 3 人がそろう授業は週 2 時間で，後は個別指導の形式で学習を行っている。その中で，DLA

を使い，「話す」「読む」の測定を行ったところ，教科学習で必要となる「読む」力が「話す」力に比

べて低いことがわかった。そのため，読む教材を取り上げ，個々の「読む」力をレベルアップする必

要があると考えた。しかし，説明文と違い心情を表現する文章が多い物語文は、外国人児童にとって

は，登場人物の心情やその変化まではなかなか理解できない教材でもある。このような実態をふま

え，今回「風切るつばさ」の教材を取り上げた。 

本教材は，物語の中心となるクルルの心情が，ほかの人物との関わりを通して大きく変容する物語

である。中心人物となるクルルの心情が心内語として多く文章中にも表れており，心情の変化をとら

えやすい。さらに，登場人物がクルルとカララ，アネハヅルの群れと限られており、それぞれの関係

や行動がクルルに大きく影響を与えることが分かりやすい教材文である。 

さらに，リライト文を使うことで，難しい語彙や表現と話のあらすじがわかり，心情を表す言葉も

見つけやすくなるのではないだろうかと考えた。また，個々の日本語の力に合わせたリライト文で学

習することで，日本語の力に差のある児童でも授業の中で関わることができ，意見の交流もできるの

ではないかと考えた。特に今回は，読む意欲を高めるために，リライト文を選ぶときには教師側が与

えるのではなく，児童が 3 種類の中から自分で読んでみて，理解できるレベルのリライト文を使う

ことにした。 

また，クルルとカララの心のきょりがわかるように，二人の関係を場面ごと，絵カードでワークシ

ートに表すことで，視覚的にも心情の変化を読み取ることができるのでないかと考えている。 
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（３）指導観 

   本単元では，クルルとカララの関係を柱にして，二人の心の変化がわかる文をリライト文の中から

見つけ，自分の考える二人の心のきょりをワークシートに表す。そして，その位置に決めた理由がわ

かる文を発表し共有する。日本語の力が不足している A 児はポルトガル語で表記したものを日本語

に直し話し合うことで，A 児を含め全員が学習に参加しているという充足感をもつことができるだ

ろう。また，B 児と C 児は文中から見つけることで，今までの何となくそう思うではなく，自分の

意見に根拠をもち，自信をもって発表することができるだろう。 

   初めに，タイトルである「風切るつばさ」で何を連想するか子どもたちに考えさせる。つばさとい

う日本語を知らない A 児にはポルトガル語で補足説明をして，イメージしやすくする。その後，教

材文の読み聞かせを行うことで子どもたちは，つばさ＝鳥の羽のことだとわかり，おおまかなあらす

じをつかむことができると考える。「アネハヅル」「モンゴルの草原」「ヒマラヤ山脈」「インド」など

の場面設定をとらえるための言葉は写真や地図を見せることで理解させたい。文章の内容把握は

DLA の結果からも教科書だけでは難しいと考えられるので，三人の日本語レベルに合ったリライト

文を３パターン用意し，自分で読んでみてわかるリライト文を使い，そこから内容を読み取らせる。

毎時間，授業の最初に黙読と代表音読を行うことで，音読のレベルアップを図ると共に，日本語を読

むことへの抵抗を少なくしたい。 

まず，各場面の読み取りでは，リライト文を４つの場面に分けて，それぞれに合った小見出しを考

えさせる。その上で，第１場面ではクルルと群れの仲間との関係を考えさせ，孤立していくクルルの

立場を明確にしたい。キツネに群れが襲われるという事件の前までのクルルとカララの心情がわか

る表現は，第１場面ではされていないが，「いつもえさをわけてあげていた」という表現から，二人

の関係に目を向けさせたい。発表するときはどの文からそう思ったのか，○○だから○○だと思い

ます。の文型を使って発表させることで，日本語を話すことに自信がない A 児も話し合いに参加で

きるようにしたい。第２場面では，二人の心のきょりが離れたと考える子とクルルだけが離れて行っ

たと考える子がいるかもしれない。リライト文「カララもだまっています」という文に着目し，そこ

を根拠に自分の考えを発表できたらどちらの考えも認めていきたい。第３場面では，飛べなくなった

クルルの気持ちとそれに寄り添うカララの気持ちを考えさせたい。飛べなくなったクルルの様子や

気もちがわかる文に傍線を引き，死ぬこともどうでもよくなっているなげやりなクルルの気持ちを

考えさせることで，クルルの心のきょりは離れたままだということに気づかせたい。また，突然空か

ら舞い降りてきたカララの気持ちを考え，なぜ戻ってきたのか，なぜ何も言わなかったのかを問いか

け，カララの気持ちを想像させたい。第４場面ではクルルが飛べるようになったのはなぜか考えさ

せ，そこにはカララの存在があったことに気づかせたい。さらに，クルルとカララの心のきょりが元

にもどったのかもっと近づいたのか，１場面と４場面のワークシートを比べることで自分の考えを

再認識させたい。そして，「風を切るつばさの音が，ここちよいリズムで体いっぱいにひびきわたっ

た」の文を教科書にもどって読み，体感させることで，クルルのすがすがしい気持ちを実感させたい。

発展学習として，B 児の「南に向かった二人はどうなるのだろう」という疑問から，二人のこれから

を考えて，続きの話を書くことで「書く」力を伸ばすとともに物語文の楽しさを味わわせたい。 

 

 

４．実践と考察  

（１）単元構想 
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（２）授業の実践と児童の様子 

  ①物語のあらすじをつかもう（第１・２・３時） 

    導入で，「風切るつばさ」の題名からどんな物語か考えてみようと子どもたちに投げかけた。A

児はつばさと言ってもよくわからないようだったが，

鳥のまねをしてみせたら「ASA」と発言し，風切るつ

ばさの様子をジェスチャーで表現した。B 児と C 児

は教師の日本語での発問の意図がわかり，つばさだか

ら鳥の話かなと見当をつけていた。場面ごとのキーセ

ンテンスは，教科書の本文で確認できるように，学習

に入る前に教科書にはふりがなをつけさせた。教科書

の内容はまず教師が音読をし，大まかなあらすじをつ

かませた。日本語だけでは内容が理解できない A 児には，母語の支援者がポルトガル語で説明を

した。A 児は最初の感想で「クルルが飛べるようになったところが好き」と書くことができた。教

科書で内容にふれた後，物語の舞台にとなるモンゴルの草原地帯やアネハヅルの群れが渡ってい

くインド，途中にそびえるヒマラヤ山脈のイメージをつかませるために，地図や写真を見せて想像

させた。 

三人が学習で使用したリライト文は，個々の日本語のレベルに合

わせて用意した。レベル０の A 児の場合は，日本語だけでは理解

が難しいと考え，ポルトガル語でも説明を入れた。A 児は母語の

支援を得て，内容を理解

していった。 

 

 

 

 

小見出しを考える授業では C 児が 

中心となって 4 つの場面の見出し 

  を考えた。C 児だけが母学級でも 

 

 

 

 

                       国語の授業に参加しているため，内容を要約するこ

とは                  とは経験があり，見出しの意味もわかり，考えるこ

とができた。             ことができた。A 児と B 児は初めての経験だったので 

C 児のリードで学習課題が理解できた。                                                                                                                                                                       

 

 

 

                                

A児の初発の感想 

Eu gostei da parte que ele conseguiu voar 

mas nao gostei da parte que brigaram com 

ele mas tirando isso foi tudo legal .Essa 

estoria foi mais legal que moaizo. 

ぼくの好きな場面はクルルが飛べるようにな

ったところです。好きではない場面はクルル

にみんなが怒って仲間外れにしたところで

す。でもこの話はモアイ像（イースター島に

は…）よりもおもしろかったです。 

  

光る brilhar 

は dente 
とびあがる voar 

あいず sinal 

A 児の使用したレベル 0のリライト文 

教
室
で
の
掲
示
の
様
子 

物語の場面設定の確認をする。いつ・どこで・だれがをおさえる。 

３人で場面分けをして考えた小見出し 
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②【仲間がしんだ】クルルとまわりのツルとの関係を読み取ろう（第４・５時） 

    場面ごとの読み取りでは，自分の日本語の力に合ったリライト文を使って，個人読みをしてから

学習に入ることにした。この単元では，レベル０からレベル１と２の３つのリライト文を使うとい

うことで，一斉読みは難しいと考え，音読は個人読みにした。毎時間一人を選び代表音読をし，音

読の後にはその子の読みのよかったところを見つけることにして，はっきり・ゆっくり・すらす

らという３つのめあてを示した。その後，内容が理解できているかどうかの確認のためにペアト

ークで再話をすることにした。片方が話したストーリーの，間

違っているところを直したり，足りなかったところを付け足

したりすることでお互いに内容の共通理解ができていった。

第１場面では，仲間がキツネに襲われ，幼いツルが死んだとき

の仲間とクルルの関係を読み取った。クルルに対する仲間の

気持ちがわかる文を見つけ○○だから○○だと思いますとい

う文型を使って発表させた。C 児はむれのみんなは「かなしか

った，くやしかった，こわかったからクルルにきびしいです。だからクルルが殺人者みたいに思わ

れました」と答えることができた。そして，C 児の発言を中心に三人でワークシートをまとめるこ

とができた。後半はクルルとカララのお互いの気持ちを考えた。 

二人の気持ちの通い合いを『心のきょり』と

して考える活動を場面読みに取り入れた。ワー

クシートにクルルとカララの絵を貼ることで，

言葉だけでは表現できないA児やB児にも自分

の考えを発表したり，友だちの意見を聞く時の

手助けにしたりすることができるだろ

うと考えた。ここでは，C 児は A 児と B

児の「クルルはカララにえさをあげてい

たけどカララは何もしていなかった」とか「カ

ララはクルルを利用していただけで感謝してい

なかったと思う」という母語での意見を聞いて，日本語で「カララはもらうだけで何もしていなか

った」とワークシートに記入することができた。心のきょりを示すクルルとカララの位置は三人と

もクルルはカララに気持ちが寄っているが，カララは少し離れた位置に貼っていた。日本語ではク

ルルとカララの気持ちを話し合うことができなかったが，母語を使うことで思いを伝えることが

できた A 児と，日本語は理解できるが自分の考えを書けなかった C 児が，お互いの発表を聞くこ

とで，日本語でカララの気持ちを話したり，書いたりすることができた。 

③【仲間はずれにされたクルル】クルルとカララの気持ちを読み取ろう（第６・７時） 

    第 2 場面の読み取りからは，クルルとカララの気持ち

や様子がわかる文に 2 色のマーカーで傍線を引かせた。

ここでは， A 児 B 児と C 児のワークシートに貼ったク

ルルとカララの互いを向き合う位置が反対になった。お

互いの気持ちがわかる文をリライト文から見つけた時

は，クルルの気持ちがわかる文として，「だれも信じられ

ない，自分の顔・足・つばさみんないやだ，じぶんがい

ペアトークの二人 

A 児のワークシート 
キツネが群れを襲った様子や仲
間の怒りを絵で表している。 

C児のリライト文 
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やだ，みんなと飛ぶことがつらい」を三人とも書くことができたが，実際にワークシートに貼った

ときはこのような向きになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 児は「クルルは自分のことがいやで，みんなから背を向けているから」と発言し，A 児は，「ク

ルルはカララが自分のことを好きと思っているからカララの方を見ているけど，カララは

interesseira(自己中心的)だからクルルを見ていない」と発言した。B 児は「クルルはカララに助

けてと言っているけど，カララは背を向けている」と発言した。お互いの心のきょりが離れただけ

と考えるだろうと思ったが，絵シールを両面にしたことでお互いの気持ちの向きも考えることが

できた。三人ともリライト文から内容を読み取って，自分なりの考えを持つことができた。  

④【飛べなくなったクルル】クルルの様子とカララが戻ってきた時のクルルの気持ちを読み取ろう（第

８・９時） 

第 3場面では，飛べなくなったクルルの気持ちを読み取った。

初めに，「ある朝クルルはとべなくなった」という文を取り上

げ，どうしてクルルは飛べなくなったのだろうかと話し合っ

た。子どもたちはこの質問に，クルルの心情に迫る発言をして

いる。「とぶ気もちがなくなった，自分のことがきらいになっ

た，つらくなって」などの心が飛ぶことを拒否したから飛べな

くなったという意見がたくさんでた。その後の時間では，カラ

ラがなぜ戻ってきたのかを話し合った。クルルとカララの気

持ちや様子がわかる文をワークシートに書き込み，そこから二人の心のきょりを考えた。三人とも

2 場面とは違って，クルルとカララが向き合うように貼っていた。クルルはカララに助けてほしい

と思っている。今までは，カララはクルルを利用するだけだったのに，この場面では，「カララが

じっとクルルのとなりにいた」という文から「カララはクルルの気持ちに気づいて心配になった，

今は仲良し，自分がいたいからいるしカララは悪かったと思っている」などの発言があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A児 

A 児 B 児はポル
トル語で考え発
言したものを日
本語に直した。
C 児は日本語で
発言したが，読
み取りは浅い。
日本語の力が弱
い A 児 B 児のほ
うが深い読み取
りができている
ことがわかる。 

B児 

C児 

B 児のワークシート 

クルルがカララに助けを

求めていると書いてある 

 

A 児のワークシート 

クルルは助けてほしいと思って

いるがカララは interesseira

だから助けない 

Itteiru  

 

C 児のワークシート 

クルルはみんなから背

を向けているからと，

この位置に貼っていた 
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⑤【飛べるようになったクルル】クルルとカララの気持ちを読み取ろう（第１０・１１時） 

   第 4 場面では，あらすじの確認やクルルとカララの気持ちや様子がわかる文を見つけた後，二人 

の心のきょりを考えた。また，ここでは心のきょりを考える授業を公開した。（資料２授業案）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クルルとカララの気持ちや様子がわかる文を根拠にして、二人の心のきょりはみんなが縮まった

と答えた。また，「どうしてクルルはまたとべるようになったのか」という問いには，B 児が「ク

ルルの気持ちが変わった」C 児が「カララをつきとばしたから」と発言した。C 児に「どうしてつ

きとばしたのか」と問いかけたところ「キツネからカララを助けたかったから」とつきとばした理

由も答えることができた。そして，第 1 場面と第 4 場面のクルルとカララの心のきょりを比べた

ところ，三人とも，「向き合ってお互いを見ている，心のきょりが近づいた」と答えて，その理由

もワークシートに書くことができた。また，教科書文「クルルの心が少しずつ解けていく気がした」

の文を，リライト文では「クルルの心は少しずつや

わらかくなりました」としたが、ターニングセンテ

ンスになると考え，教科書文に戻って話し合った。

「やわらかくなる」は子どもたちにとってふわふ

わことばというイメージがあり，「気持ちが前向き」

「優しい」「おだやか」という意見だった。教科書

文に出てくるとけるは「溶ける」と「解ける」があ

り，この場面で使われてい

る「解ける」は，絡まって

いるものがほどけていく

というイメージだと教えたところ，「クルルの色々なことで固まっていた

心が，カララのおかげで，少しずつ変わっていったと思う」と B 児が母語

でつぶやいていた。 

⑥クルルの心情の変化を中心に物語の感想をまとめよう（第１２時） 

    今回の実践は，日本語の力が 3 段階のレベルの児童が一緒に授業をする

リライト文から気持ちや様
子がわかる文を見つけた 

（これだけの文を見つける
ことができるようになった） 

クルル 
カララ 

リライト文から気持ちや様
子がわかる文を見つけた 

（これだけの文を見つける
ことができるようになった） 

クルル カララ 
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ことで，毎時間リライト文から教科書文に戻ることは難しいと考えた。そ

こで，最後の場面でキーセンテンスになる「風を切るつばさの音が，ここ

ちよいリズムで体いっぱいにひびきわたった」を教科書から取り上げた。

そして，「ここちよいリズムってどんなリズムだろう」と問いかけ，その

リズムを考えることにした。子どもたちは，「太鼓の音だと思う」と答え

たので，実際に太鼓を使って体感させた。子どもたちは，大きさや音の高

低などを考えて，太鼓を選んでいた。それぞれが考えるここちよいリズム

を一人ずつが発表した後で，クルルの気持ちになって教科書文を音読す

ることができた。 

⑦インドに渡った二人のその後を考えよう（第１３時） 

    B 児の「南に向かって飛んで行った二人はどうなったのだろう」という初発の感想から，物語の

続きを書くことにした。C 児は日本語で読み書きができるので日本語で書き，A 児と B 児は，日

本語ではまだ自分の思いや伝えたいことを書くことができないため，母語で書いてから日本語に

直し，発表することにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   日本語では単文を書くのが精一杯の A 児が，母語でなら南に向かっていった二人のその後を，今

までのアネハヅルの群れとの関係を元にして続きの文を書くことができていた。南＝インドとい

うのもリライト文から場面設定をきちんと読み取っているからこそ，でてきた地名であるといえ

る。アネハヅルの群れとの関係修復には少し時間が必要だったが，クルルの方から歩み寄っていっ

たことで，お互いのわだかまりが解けていったという続きの話を書いた。日本語レベル０の A 児

でもリライト文を使うことで，6 年生の教科書の内容がわかり，最後まで学習に向き合うことがで

きた。 

（３）児童の変容と考察 

    取り出し指導の必要な 6 年生児童は 3 名で，それぞれの日本語のレベルが違いすぎることと，6

年生の学年が一部教科担任制なので，取り出しのできる時間がなかなかそろえられないことが問

題点として挙げられる。そのため，3 名での国語の授業は前単元「イースター島にはなぜ森林がな

いのか」が初めてであった。その時は，リライト文と写真や絵を使っての状況説明，モアイ像を運

ぶ時の，てこの原理を実際にやってみたことで，大まかな学習内容がわかり，長文の教材でも工夫

A 児の続きの文 

すぐには仲間の元に戻ることができなかったクルルだったが，少し時間

をおいて，ツルの群れに戻り，和解することができたと続きを考えた。 

ポ語から日本語へ 
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次第で三人で学習できるという感触を得た。また，C 児は音読が好きで教科書の文を流暢に読んで

いるように聞こえるが，実際は漢字の読み間違いが多く，内容の理解もできていないのではないか

という疑問ももった。そこで，本教材に入る前に，DLA で日本語の力を測定し，個々の日本語の

力を伸ばすための授業作りができないかと考えて本単元の学習に取り組んだ。 

    DLA「読む」の結果から考えると，A 児はもちろんのこと B 児 C 児も教科書だけでは読み取り

が難しいことがわかった。（資料１）そのため，レベルの違う３つのリライト文を作成し，子ども

自身が自分で使うリライト文を選んだ。B 児は初めレベル２を手にしていたが，自分で読んでみて

「難しいからこっちにする」とレベル１のリライト文に自分で取り変えた。日本語の力が弱い A                

児は，レベル０のリライト文に支援員の補助

でポルトガル語の書き込みをして内容の理

解を図っていた。ベースになるリライト文は

教師が用意したが，実際の授業の中で子ども

たちは自分なりの読みを深めるために，リラ

イト文にも工夫をしていった。そして，自分

の力で教科書の内容がわかるということが

子どもたちの自信になり，今まで「漢字がた

くさんで難しいから読めない」と漢字にふり

がなをふっても教科書の音読を避けていた A 児と B 児が，「教科書の文には何と書いてあるんだ

ろう」と興味を持ち，「ここは教科書といっしょだ」とか「先生，教科書の文はもっと長いよ」な

ど，教師主導でなくても，自分から教科書に戻って確かめてみようという意識を持つようになって

いった。内容の読み取りを図る活動では，クルルとカララの心のきょりを絵で表すワークシートを

活用することで，言葉だけでは自分の読み取った思いや考えを伝えきれない子どもたちが，クルル

とカララの絵シールを貼った位置を説明し合うことで，二人の関係を話すことができた。また，自

分の考えを話すだけでなく，お互いの考えも目で見てわかるワークシートは，支援としてとても有

効であった。今回，長文の物語を個々の実態に合ったリライト文を元にして学習することで，日本

語の力に差のある子どもたちが，一斉授業の形式で関わり合いながら，内容を読み深めることがで

きた。さらに，ワークシートや視覚的な支援があることで，自分なりの考えを持つことができ，そ

れを発表して話し合うことで，お互いが関わり合う学習もできるようになった。 

    課題としては，A 児と B 児に日本語の語彙力をつける必要があるということだ。今回の学習で

は，二人とも母語の力が高いので，それを補助として内容の読み取りや，自分の考えを発表するこ

とができた。そのため，二人とも安心して学習活動ができたが，日本語だけではここまでの読み取

りはできなかったであろう。しかし，いずれは日本語だけの授業に参加していかないといけない。

そのためにも，母語を活用しながら，教科で必要な日本語能力を伸ばしていくことが大切だと感じ

ている。また，C 児は母語で自分の思いを説明することは難しいが，日本語でもうまく説明できな

い場面も多かった。日本語の語彙はあるのだが，教科学習言語の力が育っていないと思う。C 児に

は，読書量を増やすと共に，読解力の育成が必要だと感じている。しかし，「国語の授業はわから

ない，きらい」と言っていた子どもたちの，「もうこの勉強は終わったの，続きはないの」とか「国

語の授業をもっとやりたい」という発言を聞いて，学習内容がわかるということが，学習意欲につ

ながっていく，それが日本語習得の大きな力となるということをあらためて実感した。学習意欲を

途切れさせないように，日々の授業を大切にして日本語指導に取り組んでいきたい。 

A児の使用したリライト文 
自分でも書き込みをして内容を理解しようとしている。 
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