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おっしゃったのです。よかれと思って用

くすればいいというものじゃないよ」と
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使った授業をするのは、実はほとんど初
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という詩を、壮年のおじさんバージョン
さんになりきって読んだり。こうして複

いくつか紹介します。
❶工藤直子さんの動画
（
「野原はうたう」
）
数の人物設定で読み方を工夫することで、

で読んだり、もうすぐ死を迎えるおじい
まず、おすすめは「のはらうた」の作

には、自分たちが選んだ「のはらうた」

意識が向くと考えたのです。単元の最後

指導事項にある「音読の効果」に自然と

教科書に載っている文学作品などの作

者、工藤直子さんの動画です。
者が、実際に話している映像を見ると、
の詩を、二つのパターンの人物設定で読
こんなふうに、デジタル教科書の動画

生徒は「おおーっ」という反応を見せま
うになります。やはり、生身の人間が言
資料から「のはらうた」の単元を作って

み分けた朗読の発表会を行いました。

葉を紡いでいるというリアリティーが、
みました。

す。そして一気に作品に親しみをもつよ

生徒に響くのでしょう。
❷教科書への書き込み

この工藤さんの動画で、特に私がいい
なと感じたのは、作者が自作の詩を朗読
普段使いでデジタル教科書の力を実感
するのが、さまざまな本文提示機能、そ

（
「ちょっと立ち止まって」
）

は、まず「生まれたばかりのちびかまき
して書き込み機能です。例えば、教科書

しているのを聞くことができるというこ

り」になりきって朗読します。次に「こ
の文章を提示する機能には次の三通りが

とです。
「おれはかまきり」という詩で

んな読み方もできますよ」と、「元気いっ
あります。

Ｃ 全文を表示する（全文表示画面）

（本文画面）

Ｂ 教科書の本文を拡大して表示する

る（教科書画面）

Ａ 教科書の紙面と同じ画面を表示す

ぱいのかまきりりゅうじ坊や」として朗
読。さらには、高校生でちょっとやさぐ
れたバージョンの「かまきりりゅうじ」
の朗読までしてくれます。計三パターン
の朗読の表現を披露しています。
この動画を見てひらめきました。生徒
にも、一つの詩を、いろいろな人物設定
で読み分けさせてみようと思ったのです。

とができた活動だったと思っています。

るデジタル教科書のメリットを生かすこ

漢字の学習は「書き」に教師の意識が向

読みに詰まる生徒がいてびっくりします。

みると、ごく簡単だと思っていた漢字の

する機会が少ないのです。音読をさせて

この中ではＡを使うことがいちばん多

いのですが、意外によく使うのがＣです。
やや地味な活用例かもしれません。で

例えば「けやきだいさく」の「いのち」

デジタル教科書をよく使うようになって
も、国語科で、普段使いでデジタル教科

にすると、全体を俯瞰しながら考えるこ

け し ま し た （ 右ページ図参照 ）
。全 文 表 示

者が伝えたいこと」の二つの要素に色分

さらに「本論」の部分を「絵の説明」と「筆

全 体 を「 序 論 」
「 本論 」
「 結 論 」に 分 け、

授業では、全文表示画面を使って、本文

例えば、
「ちょっと立ち止まって」の

にはとても有効なツールとなります。

たり、構造を視覚的に捉えたりするとき

きには適しませんが、文章全体を俯瞰し

文章中の語句を一つ一つ吟味して読むと

教師も生徒も意識することができたのは

文の言葉にこだわること」という基本を、

業は本文から離れないことが大事」
「本

有することができるのです。
「国語の授

を、
「ここ」と指し棒で示せば一発で共

間は必要ありません。映し出された本文

書で本文が提示できれば、そのような手

るしかなかったのですが、デジタル教科

ページの何行目の……」と言葉で説明す

では、本文を全員で読んでいくとき、
「何

使い方なのではないかと思います。今ま

全員で共有するというのは最も基本的な

書を活用する場合、本文を提示し、生徒

と時間が余ったときなんかにもこういう

も、生徒の集中が途切れたとき、ちょっ

ングアップにはぴったりです。この他に

を作ることもできます。授業のウォーミ

スタートさせれば、きりっとした雰囲気

できます。テンポよく読み上げて授業を

とで知識を確実なものにしていくことが

のほんの数分、何度も読みを繰り返すこ

このフラッシュカードは毎時間の冒頭

ら恥ずかしい思いをさせてしまいます。

まになってしまい、生徒が社会に出てか

習する機会がないと、正しく読めないま

きがちですが、
「読み」も同じように学

●

とができますし、本文全体に占める文章

●

ツールがあると助かりますよね。
●

デジタル教科書のおかげです。

きます。例えば、この文章の場合は「事

が特に感じられるのが、書き込みなどの

そして、デジタルであることの便利さ

古典の三種類のカードがあり、いつでも

ラッシュカードがあります。漢字・言葉・

け 」がついていて、その中の一つにフ

デジタル教科書にはいろいろな「おま

質問がある先生、
「私はこんな使い方

が、続きは次回。

使い方は、まだまだたくさんあるのです

使ってきたかをご紹介しました。便利な

私が実際にどのようにデジタル教科書を

ひとまず初回は、四月からの授業で、

作業をするときです。失敗しても何度で

使えるようになっています。私が四月か

をしているよ」というアイデアがある先

例」＋「主張」の組み合わせで本論が進

も書き直せますし、色分けやマーキング

らよく活用していたのが、この漢字のフ

んでいることがわかります。

などもとても簡単にできます。授業では、

書の活用法を一緒に考えていきましょう。

生、ぜひご連絡ください。デジタル教科
実は、漢字の「読み」は、意外と学習

ラッシュカードでした。

❸漢字のフラッシュカード

量や配置なども視覚的に捉えることがで

全文表示画面は、文字が細かいので、

とができました。

から、この全文表示のよさを実感するこ

上 /「絵の説明」と「筆者が伝えたいこと」とで色分けした全文表示画面。
右上 / 教科書画面。右下 / 本文画面。

生徒が考えた色分け案を発表してもらい、
全体で確認しました。何度でも書き直せ
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ご質問やアイデアは，メールにて光村図書広報課（koho@mitsumura-tosho.co.jp）までお寄せください。

