
学びのあれこれ No.158

5年「世界でいちばんやかましい音」

１ はじめに
この度，物語「世界でいちばんやかまし

い音」の授業をする機会がありました。前
回の教材研究を基に授業を発展させたいと
考えます。
まず，「学びのあれこれ No57・58」を読

んで，前回の授業の振り返りを行いました。
「世界でいちばんやかましい音」を教える
のではなく，「世界でいちばんやかましい
音」で物語の読み方を教えることが大切で
あること，国語も問題解決型の授業が求め
られているということを思い出しました。
新卒の先生に見てもらう授業でもあるの
で，できるだけ分かりやすく手順を示した
いと思います。

２ 準備
7 時間の授業の準備として，次の教材を

用意しました。
(1)デジタル教科書
(2)全文プリント
(3)意味調べワークシート
(4)ワークシート 5枚
(5)さし絵（場面ごと）
(6)山場の全文（拡大掲示用）
(7)単元のめあて
(8)物語４場面（掲示用）

【ここから第 1時】
３ 導入
（ノートだけ開く）（物語名を書く）

T これから 7 時間かけて学習します。なんで 7
時間もかけるの？図書室で借りた本なら 1 回
読むだけで終わりだよね。

T 1 回読んだだけでは，実は読めていないこと
がある。見えていない言葉がある。みんなで

それを見付けて，「あっ，そうだったんだ。」

と分かることが学習なんだ。

物語には，巧みに仕組まれた言葉があり
ます。それらの言葉は 1回読んだだけでは，
大人でも気付かないことがあるのです。こ
れらを学ぶことを通して，初めて出会う物
語の内容を読み取れる力が付いていくので
す。
（教科書を開く）（単元のめあてを書く）

T 教科書○ページにある単元のめあてをノー

トに書きましょう。

単元のめあては，「物語の構成をとらえ，
山場で起きた変化について考える。」です。
子供がしっかりと教科書を開き，どこに書
いてあるかを捉えて写せるように，あえて

板書はしません。後で，めあてが書かれた
カードを掲示する方式にします。これは，7
時間使えます。本来は，今日のめあても書
くべきですが，時間の関係で省略します。

４ 読む
デジタル教科書の音声を聞くのですか

ら，読むというより聞くです。子供たちに
は，分からない言葉が出てきたときに線を
引くこと，読めない漢字には音声を聞いて
ふりがなをふることを指示しました。した
がって，ここでは子供が本を立てて姿勢良
く教科書を持つことはしません。16 分 50
秒かかります。

５ 初発の感想
次に，初発の感想を書きます。6 時間の

授業を通して，この感想をどれだけ変える
ことができるかが授業のポイントです。初
めは見えなかったことを子供たちに見せる
授業を目指します。

６ 意味調べ
意味を調べて欲しい言葉を示し，そのワ

ークシートをノートにのり付けするように
し，宿題にしました。他にも調べたい言葉
があれば書き加えるように指示しました。

【ここから第 2時】
今日のめあては，4 場面をとらえること

です。
１ 中心人物を探す。
子供たちは物語の中心人物をすぐに見付

けることができました。王子様です。

２ ４場面を教える。
物語は，大概，設定－展開－山場－結末

になっています。ここでは構成を捉えると
いう目標があるのですから，４場面をしっ
かりと教えることが大切でしょう。
まず，４場面とは，時や場所が変わると

いうことを教えます。「４枚の紙芝居でで
きていると考えるといいですよ。」と言う
と，分かりやすいです。
次に，４場面の意味を教えます。
設定は，物語の時，場所，登場人物の説

明をしているところです。
展開は，出来事が展開するところです。
山場は，クライマックスがあるところで

す。クライマックスとは，最も大きな変化
が起きるところです。中心人物の心が大き



く変わるところです。
結末は，その後の場面があるところです。
これらの４場面については，教室に掲示

し，物語の学習のたびに活用します。

３ 全文プリントを配布する。
物語の構成を捉えるためには，物語全体

が見える必要があります。子供たちが教科
書のページをめくっていたのでは，なかな
か構成を捉えることができません。
そこで，物語全文を１枚プリントにしま

した。B4 版画用紙２枚にしてセロハンテ
ープでつなげました。形式段落には，あら
かじめ①～㉜まで記しておきました。

４ ４場面に分ける。
ワークシートを配布し，自力で分けるよ

うに指示しました。それから，グループ（３
～４人）で話し合い，ホワイトボードに考
えを整理していきました。
すると，設定場面は，一致したものの，

展開と山場と結末は，バラバラでした。こ
の時，分ける根拠となることは，時と場所
です。そこで，「時を考えてみよう。」と助
言しました。すると，子供たちは，次のこ
とに気が付きました。
設定：ずいぶん昔のこと。
展開：王子の誕生日 1月半前。
山場：王子の誕生日
結末：それから

【ここから第 3時】
普通なら，物語の設定場面から順番に学

習を展開することになるでしょうが，そう
しません。なぜなら，子供たちの問いが弱
いからです。子供たちが強い問いをもつに
は，最も解き明かしたいことから始めるこ
とです。物語で大切なことは，中心人物が
どう変わったかということです。ですから，
クライマックスから始めます。そして，そ
の理由を見付けるには，変わる前が分かる
設定を読み取る必要があります。そして，
作者によって仕組まれた展開を読み取らな
くてはなりません。そして，結末を読み取
ることで，作者が言いたいこと（主題ある
いは作品の心）が分かるのです。

１ クライマックスの一文
今日のめあては，クライマックスの一文

を見付けることです。ワークシート③（②
は後で扱います。）を配布します。

T 山場は，クライマックスがある場面でした

ね。クライマックスとは，何でしたか。

C 中心人物の心が大きく変わるところです。

「一文」というのは，句点までのことを
指しますが，意外に子供たちはいい加減に
理解しています。文の一部を抜き書きした
り，自分でまとめたりすることが多いです。

国語では，叙述に即して言葉を見付けるこ
とが大切ですから，一文をそっくり見付け
るように指導します。
話し合いをグループで行うためには，自

分の考えをもつことが大切です。自力解決
の時間を保証して，ワークシートに自分の
考えを書くように指示します。
それから，グループ（３～４人）で話し

合い，ホワイトボードに考えを整理してい
きました。
すると，次のような考えが出ました。

A「十五秒前……十秒前……五秒前……／
三、 二、一、それっ！」

B「そして、その何億という人の耳に聞こ
えたのは、全くのちんもくでした。」

C「王子様がうれしそうに手をたたいてい
るのです！」

D「生まれて初めて，王子様は，小鳥の歌
を聞いたのです。」

E「生まれて初めて，王子様は，人間の立
てるやかましい音ではなく，自然の音を
聞いたのです。」

F「生まれて初めて，王子様は，静けさと
落ち着きを知ったのです。」

AやＢは，世界で一番やかましい音が聞
けると思ったら，逆に沈黙だったという大
きな変化が見られます。子供たちは，一番
盛り上がるところだと言います。
しかし，展開のところで，読者はそれを

知っており，「ああ，やっぱりな。」と思う
だけで，それほど衝撃的なことではありま
せん。
ところが，王子は沈黙が生まれたために，

結果的には喜ぶのです。世界で一番やかま
しい音という誕生日のプレゼントが失敗に
終わることで，実は最高のプレゼントを王
子様にしたことになるわけです。ですから，
Ｃが正解です。そして，Ｄ～Ｆは，その理
由となります。

２ クライマックスの理由
クライマックスの理由をまとめると，次

のようになります。
①人々が（読者も），世界で一番やかまし
い音が聞こえなかったのだから，王子様
は，がっかりするだろうと思っています。
ところが，王子様は喜んでいるからです。

②どんなにやかましくしても満足しなかっ
た王子様が静けさを喜んでいるからで
す。

③中心人物の王子様だけでなく，町の人々
も変わったからです。静かだからこそ
王子様の喜ぶ音が聞けたのです。

結末には王子様が登場しないことから，
③も考えたいところです。



設定では，「これよりガヤガヤの都／世
界でいちばんやかましい町」と書いてあり
ますが，結末では，「ようこそ、ガヤガヤ
の都へ／ 世界でいちばん静かな町」と変
わっています。このことからも，町の人々
の変化が分か ります。
さらに，「これより」から「ようこそ」

に変化しています。「これより」という言
葉は，単に境界を表していますが，「よう
こそ」は歓迎を意味しています。やかまし
い音を出すことしか考えなかった人々，動
物までもが，静けさの価値を発見して，他
人のことを考えるようになった変化が読み
取れます。
「静けさの価値を発見して，他人のことを
考えることが大切だ。」が，作品の心では
ないかと私は考えます。

【ここから第 4～ 7時】
クライマックスの一文を見付けることに

よって，物語全体を読み取ることにつなが
りました。このことは，物語の構成をつか
むことであり，ほかの物語でも同じように
読み取ればよいというスキルの獲得にもな
ります。グループで話し合いながら，まと
めていくので，思考が練られていくところ
もよいところです。
以前の私の国語の指導では，「気持ちは

どうだったか。」という教師の発問に子供
が答えることが多く，子供の考えはほぼ全
てよしという道徳的な展開をしていまし
た。これでは，子供たちが読解力を身に付
けないままになってしまうと危惧していた
ことも事実です。
だからこそ教材研究を深めて，問題解決

型の授業を構築していく必要があります。
しかし，いつもそうするのではなく，メリ
ハリを付けて，全ての子供が基礎的な内容
を獲得するような時間も設定しなければな
りません。
第 4時から第 6時は，そういった時間に

しました。
第 4時は，ワークシート④を基に山場の

場面をまとめます。
第 5時は，ワークシート②を基に展開の

部分をまとめます。
第 6時は，ワークシート⑤を基に設定と

結末をまとめます。
第 7時は，作品の心を考える時間にしま

した。


