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Ｇアップシート

読む９

組

番・氏名

★竹 取物語のお気に入 りの場面を 紹介しよう
◇古典について学習した山内さんの学級では、古典により
深く触 れるため に、各自 が選んだ竹取物語の一場面につい
て、 調べて紹 介しあ うことになりました。そこで山内さん
は、翁が かぐや姫 を見つけ た直後の次の場面を調べること
に しま した 。

【山内 さんの選 んだ場面】
おう な

翁いふや う、我 朝ごと夕 ごとに見る 竹の中に おはする にて知り ぬ。子に なりたまふ べき人な め
かご

りと て、 手に うち 入れて 、家へ 持ち て来 ぬ。妻 の 嫗 にあ づけて やし なは す。 うつくしきこと 、
かぎ りなし。 いとをさ なければ、 籠に入れ てやしな ふ。
【 山内さん の考えた口 語訳】
翁 は私が毎 朝毎晩見 る竹の中 にいらっし ゃったの であな たに気付き ました。 私の子に なる運命

例

う つくし

と 表現して いる所 に違和感を 感じ、こ の言葉に ついて調 べ

こと 、この 上もない。 とても幼 いので、 籠に入れ て育てる。

山内さん は幼い子 供を
Ａ

【紹介する ために、文脈に即して語句の意味をとらえる 】
。

」が 抜けてい ます。古 文中から会 話部分を 探し、最 初と

顔をして いた。

Ａ

に入る適 切な言葉 を六字以 内で書き なさい。

Ａ

二つの 文章に は会話部 分を表す「

その赤ち ゃんはと ても

彼の 飼っている 子犬はと ても

考 に、

た ところ、現 代の「美 しい」と いう意味 とは少し違 っている ことがわ かりまし た。後の例 文を参

Ａ

の人のよ うですよ と言って 、手のひら に入れて 、家へ持っ て帰った 。妻の嫗に 任せて育 てさせる 。

問一

問二

最後の三 字ずつを抜 き出して 書きな さい。

最後

【紹介す るために、登場人 物の描写 に注意して読 む】
最初
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問三

問四

問五

こ の文章を 二つに分 ける場合 、どこで分 けるのが 適切です か 。後半の最 初の五字 を書きな さい 。

イ

ア
登場人 物の居場 所が変わっ ているか ら

中心にな る人物が 変わって いるから

登場人物 の気持ち が変わっ ているから
後半

【紹介 するために、場面 の展開に注 意して読む】

また、 そう分け る根拠と して最も 適切なもの を次のア ～ウから 一つ選び なさい。

ウ
根 拠

山内さん はこの場 面を紹介す る時に聞 き手がわ かりやす いように、 最初に この場面 のストーリ
【紹 介の仕方に応じて、文 章を要約 する】

ーに ついてか んたんに 話すこと にしました 。次の文 の空欄に 入る言葉 をそれぞれ 書きなさ い。

イ

ア
平安時代 に作られた 竹取物語 の

竹 取物語の クライマ ックスの

かぐ や姫で 知られる 竹取物語冒 頭の

）、かぐや姫 を見つけた 翁が家に 連れて行 って姫を 育て始める 場面です 。

ウ
昔話かぐ や姫の物 語の始ま りで

この場面は （

エ

山内 さんはこ の場面で わかった ことを紹介 するため に、次の ように原 稿を書きま した 。（① ）、
（②）に 当てはま る言葉をそ れぞれ 後の選択 肢から選ん で書きな さい。
【古典の文章を 紹介する 】
私は竹 取物語 を学習した ときに 、疑問を 感じてい たことが ありました 。それは ①
( ）です 。
しか し 、この 場面を読 んでそれ を少しだ け解決する ことがで きたので 紹介した いと思いま す 。

イ

ア

な ぜ翁は かぐや姫を 育てよう と思った のか

な ぜかぐや姫 はあんな にも小 さかった のか

なぜ かぐや姫 は竹の中 にいたの か

イ

ア

何か 未知のも のに導かれ たから

不思議 なつなが りを感じ たから

いつか 何かを見 つけると 思ったから

②

①

こ の場面に よると、そ の理由は ②
( で
) し た。翁は 私たちには 理解でき ないよ うな運命を 感じ
て 、かぐや 姫を育て ることに したのだと 思いまし た。

ウ

なぜ翁は 竹を取る ことを仕 事にしてい たのか

【①の選 択肢】

エ

ウ

誰か に見つけ て欲しい と思った から

【 ②の選択 肢】

エ
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問二

最初：我 朝ご

竹 取物語の お気に入り の場面を 紹介しよ う】

かわいら しい（か わいい）

【読 む９
問一
後半： 妻の嫗に あ

根拠 ：ウ

問三
②イ

最 後：なめり

物 語を紹介す る相手や ねらいに よって、 要約の仕方 に違いが あります 。相手に 合わせ

が 主に考えら れます。

など です 。この場 面では竹林 にいた翁 とかぐ や姫が家 に移ってい るので「場所の 変化 」

る人物が 変わってい る等 ）」

「 登場人物の 変化（場 所や時間 に変化は ないが、別 な人物が 登場して いる。中 心にな

「場所 の変化（時 間の変 化は少な いが、場所 が変わっ ている等 ）」

「時間の変 化（場所 は同じだ が時間が 変わってい る等 ）」

場面を分 ける場合 、いくつか の視点が ありま す。

①ウ

ア
問三

問五

問四
解説

問四
たわ かりやすい 紹介にす るために はどうす ればいいか 考えて要 約しまし ょう。今 回の
竹 取物語は みんながよ く知って いる物語 ですので 、その物語 のどの部 分なのか を話せ
ばわかっ てもらえ るでしょう 。

解説
国1読9

