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寄稿論文（エッセイ） 

 

少しくらいわからなくても読んでいこう！ 

―子どもたちの「読む力」の向上と「読む意欲」の育成への試み― 

 

キーワード 

読解力，「読む力」，JSLカリキュラム，アニマシオン，並べかえ 

 

今澤 悌 

 

1．育てたい「読む力」とは 

 日本語を母語としない子どもたちの多くは，国語の教科書をはじめとする日本語の長い

文章を読むことを苦手としている。「読む」という作業，学習活動を嫌がったり，嫌いと感

じている子も多い。私が接してきた子どもたちも，授業で「国語の次の単元はこの物語だよ」

などと言うと，露骨に顔をしかめる。いやいや教科書を開き，すぐに「読めなーい」とさじ

を投げる。またふりがなをふった文章だと，読めるのだが，音で追っているだけで，意味の

まとまりとしてとらえられず，書いてある内容をつかむことができない子も多い。 

 国語に限らず，長い文章を読む，そこに何が書いてあるのか内容がわかる等の力は，他の

教科の学習，生活の中，そして社会に出てから必要な力である。それを日本語でできるよう

な力をつけていきたいと，日本語を母語としない子どもたちの指導者は常に願っているの

ではないだろうか。 

 PISA（Programme for International Student Assessment）では「読解力」を次のよう

に定義している(1)。 

 

「自らの目標を達成し，自らの知識と可能性を発展させ，効果的に社会に参加するために，

書かれたテキストを理解し，利用し，評価し，熟考する能力」 

 

 「読解力」を，どう定義し，どう捉えていくのかは様々な議論がある。外国人の子どもた

ちに長年向き合ってきた中で感じている，私の培いたい「読む力」は， 

 

・おおまかにでも，文章の内容を把握できる。 

（わからない部分があっても推測して読み，意味をつかむ。） 

・必要な情報を文章から得ることができる。 

・漢字も多く長い文章でも，嫌がらずに読んでいこうとする。 

 

それから何より， 

 

・長い文章でも，わからない言葉や文があっても，なんとか読んでいこうとする気持ちを持  

 つ 
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等である。 

 文章を読んでいて，少しくらいわからない漢字や語彙があっても，最後まで読み，大まか

にでも内容をつかんでいく力をつけていきたい。文章の内容に対して問われている事（授業

中の先生からの発問，宿題や課題で出されるドリルやワーク，業者テスト等々）が理解でき，

その答え，または答えにつながる事柄を，本文中から探していく力，などもつけていきたい

と思っている。 

 長い文章の内容を，すべて読んで理解することはできなくても，ここにはこんなことが書

かれているのでは，と実感できること。それは子どもたちに大きな自信を生む。そして自信

は意欲につながっていく。逆に，長い文章にまずたじろぐ，読んでも無理と，はなから読も

うとしない，あきらめる，少し読んでわからない言葉が出てくると，もう無理と読むのをや

めてしまう。そういった意識を，何とか変えたい。そう思っていた。 

 

2．「読む力」と「読む意欲」の育成 

2-1 文部科学省「学校教育における JSLカリキュラム開発」国語科実践例 

 そんな想いから行っていたのが「バラバラにした教科書本文を，並べかえてもとに戻す」

という「読書のアニマシオン」をもとにした実践である。それを 2003 年「文科省学校教育

における JSL カリキュラム開発」の国語科の指導事例として執筆した。筆者は当時そのカ

リキュラム開発の国語部会の委員を拝命していた。事業の中で，JSL カリキュラム国語科

の指導事例（3.5.2 資料 2(3)）として，現場で実践してきた「もとにもどしてー！」を書い

た(2)。教科書の物語文のさし絵を紙芝居にして，読み聞かせをし，そのあとさし絵をバラバ

ラにして復元させる，という実践である。以下，指導事例の「ねらい」の抜粋である。 

 

 国語の授業，特に物語や説明文の読解の授業に参加するには，まず内容を把握する力

が求められる。しかし，物語文を読み，その内容を理解していくのは，子どもたちには

非常に難しい。 

 本活動を行うことにより，物語の順序をたどる活動から，内容把握，内容理解につな

げていく力を付けることをねらっている。また，在籍学級で学習する物語教材を事前に

本単元で扱うので，在籍学級での授業の事前に内容が把握できる。そのことで，在籍学

級での授業への参加の負担軽減，意欲づけにもつながると考えられる。 

 また，日本語を母語とする子どもたちが授業の中で付けていく，「読む力（内容把握，

情景認識，場面構成の力，要旨をつかむ）」も，本単元で付けていくことをねらってい

る。視覚的な理解から，読むことによる理解に移行していく活動も仕組んでいくことに

より，「読む力」を育成することができると考え，本単元を設定した。 

 

 上に示した活動の主な流れは，以下の通りである。 

 ① 教科書を紙芝居にしたものを使って，読み聞かせをする。 

 ② 紙芝居のさし絵をバラバラにして，それを子どもに復元させる。 

 ③ 復元したさし絵をもとに，子どもの言葉で物語を再現させる。 
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 以下，実践の流れと様子である。 

 教科書の単元を紙芝居にしたもので読み聞かせをし，終わった直後，わざとらしく紙芝居

を床に落とす。「あー，バラバラになっちゃったよ－，○○さん，もとに戻してー」と言い

ながら，バラバラになったさし絵を子どもに渡す。すると子どもたちは，「あーあ，しかた

ないなあ」と言いながら，並べかえをはじめてくれる（写真 1）。 

 並べかえが終わると，子どもたちは満足そうな顔を見せる。そして「どんな物語だったの

か，話してくれる？」とお願いし，子どもに物語を再現させる。ここが重要なところで，そ

れを語らせることにより，「物語の内容が正しくつかめているか」が評価できる。 

 また「さし絵をたよりに本文を並べかえる」活動も行った。 

 ① 段落やまとまりごとに切り離し，バラバラにした本文を並べかえさせる。 

 ② なぜその本文が，そのさし絵に該当するのか，理由を言わせる。 

 さし絵の並べかえができたら，今度は段落やまとまりごとに切り離した教科書の本文を，

またもやわざとらしく床に落として，「あー，またやっちゃった，今度は本文・・・正しく

並べかえてくれるかな」子どもは「もー，ダメだなあ」と言いながらも，並べかえを始める。

今度はさし絵の並べかえと違って，視覚的なイメージでは並べかえはできない。本文を読ま

なければならないのである。切り離された本文を手に取り，目をこらして読んでいる子ども

の姿を見ることができる。まとまった文章を読むのを嫌がっていた子が，じーっと集中して

読んでいる姿は感動的である。ここで指導者は，その読んでいる子どもに注目する。必ず子

どもは，読んでいて「あ！」っと気づく瞬間がある。切り離されたまとまりの文章の中に，

さし絵の文章に違いないと思わせる部分をみつけた瞬間である。そして，子どもは気づいた

直後に，その本文をさし絵の下に置く。切り離された文章の，どの部分を読んでいて「あ！」

っと気づいたのかを，よく見ておくことが大切である。 

 そして，すべて並べかえた後，その文章が，なぜそのさし絵に該当するのかの理由を言わ

せる。また何かしら読んでいて，子どもが「手がかり」にした箇所や理由がある。それも言

わせる。そうすることで，何を手がかりにして物語の流れ，内容をつかんでいるのか，どん

な読み方をしているのかを評価できる。その切り離された文章がさし絵とあっていたら，め

いっぱい褒める。もしその文章がさし絵に該当する文章でなかったら，「手がかり」にした

根拠を，もう一度その文章を読んで子どもと検証してみる。さし絵をよく見て，本文をよく

読み「精査・分析」していくと，再び子どもが「あ！」っと気づく。これを繰り返して，物

語文を完成させていく。 

 このように， 

○本文を段落ごとにバラバラにして，さし絵をたよりに並べかえる。 

○さし絵をバラバラにして，本文をたよりに並べかえる。 

という活動の他に，「さし絵と本文の並べかえ」のバリエーションとして 

○さし絵を見ないで（さし絵をたよりにしないで），バラバラにした本文を並べかえる。 

○本文もさし絵もバラバラにして並べかえる。 

などを行っている（写真 2）。どの活動においても大切なのは，並べかえた後には必ず，物

語を復元させ，どうしてそのさし絵・本文にしたのか理由を言わせることである。 
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写真 1： さし絵と本文の並べかえ 写真 2： 並べかえのバリエーション 

 

 

2-2 説明文でもチャレンジ 

 はじめは物語文でこの実践を行っていたが，説明文でもできないだろうかと考え，早速実

践してみた。説明文の資料に使われている写真や図，グラフなどと，段落ごとに切り離した

本文とのマッチングである。これも物語文と同様に以下のように活動を行った。 

 

①  説明文を紙芝居型（紙芝居型本文，写真 3）にしたものを使って，読み聞かせをす

る。 

②  写真や図，グラフ等をバラバラにして，本文をたよりにそれを子どもに復元させる。 

③  復元した写真や図，グラフ等をもとに，子どもの言葉で本文を再現させる。 

④  段落やまとまりごとに切り離した本文をバラバラにして，写真や図，グラフ等をた

よりに並べかえさせる。 

 ⑤ なぜその本文が，その写真や図，グラフに該当するのか，理由を言わせる。 

 

 説明文でも同様に，子どもたちはノリノリで取り組んでくれる。漢字や難しい語彙が多く，

内容が難しい説明文も，並べかえの活動は喜んで取り組む。文章を読むのを嫌がっている子

どもたちが，じーっと，食い入るように説明文の文章を読んでいる姿に，やはり感動である。 
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写真 3： 「紙芝居型本文」 

 

 

 

写真 4： 「手がかり」「根拠」

を黒塗りして並べかえる 

 

2-3 その他の「並べかえ」 

 この「並べかえ」の実践を，様々なバリエーションで行っている。 

2-3-1 黒塗り教科書 

先の大戦直後の話ではない。物語文や説明文でさし絵をたよりに本文を並べかえた後，並

べかえの時に子どもが「手がかり」にした，「根拠」にした本文の箇所を尋ねる。そこを黒

塗りにしてわからなくしてしまうのである（写真 4）。黒塗りを施したバラバラ本文を，再

び子どもに並べ替えさせる。子どもは「先生ー！ずるいー！」とか言いながらも，よーし，

イジワルにはまけないぞー！的な意欲で，再び並べかえに取りかかる。今まで「手がかり」

に，「根拠」にしていたキーワードなどは，「手がかり」にできない。もっと読まないと…，

何か手がかりはないかな…，この文（段落）は，どのさし絵かな…，文章全体のどのあたり

の話かな…と，黒塗り以外の場所を，子どもたちは目を皿のようにして一生懸命読んでいく。

「あ！」と何かに気づいた瞬間，「どうだー，先生ー」と言わんばかりに誇らしげに，さし

絵の下に黒塗り本文を置く。そして再び，なぜその順番にしたのかの理由・根拠を聞いてい

く。 

 子どもは先ほど「手がかり」に，「根拠」にした部分以外の根拠を話す。そうしたら，そ

の「手がかり」にしたであろうキーワードを再び塗っていく。すると子どもは更に燃えて，

絶対に正しく並べかえてやる－！読み取ってやるー！という勢いで，更に本文を読み進め

る。こうして子どもは，必要な情報（この場合「並べかえ」という活動に必要な情報）を本

文から何とか読み取ろうと，文章を読み込んでいく。少しくらいわからない言葉や表現があ

っても，そんなのは気にせず，どんどんとばして読んでいく。わからなければ最初に戻って，

何か「手がかり」はないか，読み取った内容（情報）から，どの写真や図，グラフに該当す

る文なのか，何とか読み取ろうと何度でも読んでいる。通常の音読では考えられない光景で

ある。 

 「正しく並べかえる」という目的のために，必要な情報を本文から得るために読む。その
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力の向上に貢献しているかは正直わからないが，少なくとも子どもたちからは，「必要な情

報を何とか読み取っていこう」という意欲や態度は育っていると感じる。 

 

2-3-2 社会科教科書で並べかえ 

 同様の並べかえを，社会科でも行ってみた。国語の時と同じように，教科書の写真や絵，

図，地図，表など，そして本文を切り離して，バラバラにし，マッチングさせる。最初は，

写真や絵，図，地図，表などをたよりに，本文を並べかえる（写真 5）。そして国語の時と

同じように，なぜその本文を，その写真や絵と合わせたのか理由を言わせる。そしてその逆

も行う。本文をたよりに，写真や絵，図，地図，表などを並べかえる。マッチさせて理由を

言わせる。難しく，なかなか読めない，読もうとしない社会科の教科書だが，並べかえの活

動は喜んで意欲的に行う。漢字や難しい語彙もあるのだが，あまり教師に質問してこない。

いつもなら，「先生，この漢字なんて読むの？」「○○って何？意味不明。」などと，はじか

ら聞いてきて，しまいには「わかんない。もうやだ。」となるのだが，並べかえの時はほと

んど聞いてこない。「意地でも聞かないで鼻を明してやる！」「ヒントなしでクリアしてや

る！」という意識がみえる。「わからない漢字や意味は教えるよ」といっても「いい！大丈

夫！」と言いながら，本文や写真，図，などを，食い入るようにみている。まさに「少しく

らいわからない漢字や語彙があっても，何とか意味をつかんでやる」という気迫すら感じる。

そしてこの課題がクリアできれば，「少しくらい漢字や語彙がわからなくても，意味がつか

めた。出された課題ができた」という自信につながっていく。その自信は，次への意欲につ

ながる。並べかえのあと，ドリルなどの問題をさせると，問題への取り組み方が違う。普段

なら問題をぱっと見てすぐに「わかんなーい」となる子も，この並べかえ直後はさっそうと

ドリルやワークの問題に「立ち向かって」いく。嬉しい瞬間である。 

 

写真 5： 社会科教科書での並べかえ 写真 6： 本文を黒塗りして再度並べかえ 

 

 

国語科で行っている「黒塗り」の活動も取り入れてみた。この活動も同じく，本文中の子

どもの「手がかり」「根拠」や，押さえて欲しい学習のポイントなどを黒く塗っていく（写

真 6）。子どもたちの反応は，国語と同様，上々である。「イジワル」への対抗心が，「負け

ないぞー！やってやろうじゃないか！」という意欲をかき立てるようだ。 
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 社会科独自の試みとして，「見出し・タイトル」を使った並べかえも行っている（写真 7）。

社会科の教科書は本文の内容の区切りごとに必ず「見出し・タイトル」がある。それを切り

離して，本文とマッチングさせる。本文の内容が要約された「見出し・タイトル」だが，マ

ッチングを簡単に行うことができたり，意外と難しかったりする。 

 

写真 7： タイトルを使った並べかえ 

  

 

 国語と同じように，社会科を苦手とする子どもたちも多い。理由は漢字の多さ，語彙の難

しさもあるが，更に子どもたちは日本の歴史や地理的な知識を，バックグラウンドとして持

っていないからでもある。苦手意識が教科書を読もうとする意欲を遠ざけ，更なる苦手意識

を形成していく。これらの楽しんで取り組める活動は，そんな子どもたちの苦手意識を少し

ずつ変えつつある。 

 

2-3-3 算数，図形の定義で並べかえ 

算数の図形の学習の時にも，並べかえをよく行っている。図形の定義を学習した後に，

図形のカードと，図形の定義を書いたカードをマッチングさせるというものである（写真

8）。ここで重要なのは，やはり並べかえをさせておしまい，ではなく，なぜその図形カー

ドをその定義カードに合わせたのか，またなぜその定義カードをその図形カードにあわせ

たのかの理由を必ず言わせることである。理由を言うことによって定義を反復復唱でき，

何度も言うことにより定着が図れるからである。また写真にあるような理由を述べるとき

に使う表現モデルを用意し，それに沿って言わせることで，理由を述べるときの言い方も

学習でき定着も促せる。 
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写真 8： 算数「図形の定義」での並びかえ 

 

2-4 リライトで「読む負担」の軽減 

2-4-1 目標に沿った「大胆リライト」 

 子どもたちの読む事への抵抗感の大きな要因の一つに，「文章の長さ」がある。何ページ

にもわたって読まなければならないとなると，それだけで読む意欲をなくしてしまう。また，

日本語指導として，週 1 回 1 時間というような少ない指導時数では，教科書本文のすべて

の内容を理解させることは大変難しい。そこで，本文で読ませたい箇所を「精選・限定」し

て必要最低限に絞り，その他の部分を大幅にカットしてしまう，「大胆リライト」の取り組

みを行ってみた。子どもにはたくさんの文章を読まなければならないという心理的な負担

を軽減させ，読んでみようという気持ちをおこさせるという目的，そして文章量が減るので，

指導する内容も減り，少ない指導時間を目標に沿った指導にあてることができるという目

的を持っている。 

 写真 9 は，光村図書の物語文「三年とうげ」の「大胆リライト」である。もとの本文の該

当するページは，1 ページにわたって，「三年とうげ」の美しさが書かれている。その部分

をすべてカットし，たった 3行にしてしまった。この「三年とうげ」の単元目標は，「登場

人物の心の変化をとらえる」となっている。なので，教科書本文の 1 ページ目の情景描写を

すべてカットし，子どもたちの教材にした。もしこの「三年とうげ」の単元目標が「情景描

写に注目し，それを味わう」などになっていたら，このようなリライトはできない。しかし，

1 ページ目には登場人物の心情にかかわる記述はない。なので，物語の内容にかかわる，必

要最小限度として 3 行だけのリライト文にしてある。実際に指導を行うと，本文の量が激

減しているので，音読も時間がかからず，文章全体から内容もつかみやすくなり，子どもの

負担が大幅に減り，物語の理解度も高まった。また文章を読む時間が減るので，「心の変化

をとらえる」ことへの指導に多くの時間をかけられるようになり，比例して子どもの目標へ

の到達度も高まった。 
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写真 9： 目標に沿った「大胆リライト」(3) 写真 10： 「ラインマーカーリライト」 

 

 

2-4-2 「ラインマーカーリライト」 

 そのほか，「大胆リライト」と同じ考え方で行っているのが「ラインマーカーリライト」

である（写真 10）。同じように単元の目標を確認し，その目標に沿って，教科書本文の必要

最小限の文章にラインマーカーを引いていく。目標の指導に支障がないように，また本文の

内容をつかむのに必要な最小限度となるように，ラインマーカーを引く。 

 「大胆リライト」と同じ目的・ねらいの取り組みだが，1 点異なっているのは，教科書本

文を教材として子どもに提示することである。「大胆リライト」は，教科書本文をパソコン

でテキストとして打ち直し，それをプリントアウトして教材にするが，「ラインマーカーリ

ライト」は教科書をコピーし，それにラインマーカーを引いて教材にしている。リライトの

デメリットとして，子どもがリライト文だと理解でき，取り出し指導では授業にのってこら

れるのだが，教科書を使っている在籍学級の授業にもどると参加するのが難しいという点

がある。もちろん在籍学級での授業参加にあたっては，そのための別の支援をしなければな

らないのだが，それもまた授業者にとって大変な作業である。このラインマーカーリライト

だと，日本語の取り出し指導で使った教材を，そのまま在籍学級でも使える。単元の目標に

合ったラインマーカーを引いているので，在籍学級でもラインマーカーの部分だけ子ども

が追っていっても，授業参加ができる。このとき注意したい点は，在籍学級担任にも，同じ

教材を渡し，ラインマーカーをどこに引いてあるのかを知っておいてもらうことである。 

 「ラインマーカーリライト」の本文で，音読を行ったり，並べかえの活動を行って内容理

解をすすめたり，授業の中で登場人物の心情を理解したり等の学習活動を，ラインを引いて

あるところだけを使って授業を進める。子どもたちは，音読など読むべき文章量が減るので，

その分負担も減る。またラインを引いてあるところだけを追っていけばいいので，指導者の

質問の答えにあたる部分は，教科書のどこに書いてあるのか探しやすくなる。在籍学級に戻

っても，在籍学級担任が，該当の子どもが持っているラインマーカーリライトの教材を把握

しているので，授業で配慮してもらえる。在籍の授業でも，他の文章に気を取られず，ライ

ンを引いてあるところで授業を受けるので，負担が減り，また学習活動がしやすくなる。 



子どもの日本語教育研究会 『子どもの日本語教育研究』第 5 号（2022） 

31 

 「大胆リライト」も「ラインマーカーリライト」も大切なのは，単元の目標に沿って行う

こと，子どもの実態に合ったものにすること，である。また子どもの日本語力がかなり高い

にもかかわらず，文章量を大幅にカットしたり，逆に日本語力に課題が多い子なのに文章量

が多くなってしまったりというのは避けなければならない。 

 

3．おわりに 

以上，「読む」実践を紹介してきた。子どもたちはこの活動のあとは，教科書本文の内容

が，大まかにでも理解でき，どこにどんな内容が書かれているのかを，およそつかみ，授業

に臨めている。ただこれらの実践が，本当に子どもたちの「読む力」「読解力」の向上につ

ながっていくのかは，正直わからない。しっかりした理論に裏付けられた教材作り・授業作

りでないので，ここでこうやって紹介するのにも，かなりの不安がある。しかし，長い文章

に対する子どもたちの抵抗感が確実に薄れていっているとわかる。長い文章でも，臆するこ

となく読んでいこう，少しくらいわからなくても，なんとか読み取っていこうという気持ち

も向上していくことが感じられる。 

 実践者に共通していると思うが，このように子どもたちの「読む力」の向上への取り組み

等の実践を，「こんなことしてみようか」「こんなアイデアは使えるかな」と考えていくのは，

とても楽しいしワクワクする。さて次はどんな授業をつくっていこうか…。たまらない醍醐

味である。 

 

【注】 

(1) 文部科学省HP「1 PISA 調査における読解力の定義，特徴等」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku/siryo/1379669.htm 

（2022 年 11 月 26 日最終閲覧） 

(2) 文部科学省HP「3．5．2 資料 2 指導事例」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/008/009.htm 

（2022 年 11 月 26 日最終閲覧） 

(3) 「三年とうげ◆音読げきをつくって発表しよう」 

https://ag-5.jp/report/theme4/study/detail/124 

（2022 年 11 月 26 日最終閲覧） 

 

                              （甲府市立大国小学校） 
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