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「何でもネットで調べられる時代に、百科事典が必要？」

学校の先生方から、ときどきこんな声が聞かれます。

ネット検索はもちろん便利ですが、そこに出てくる「こたえ」は、玉石混淆の情報の

海の一断片が、検索エンジンのアルゴリズムに応じて示されたものに過ぎません。

その質の吟味は、利用者自身が信頼できる基本情報と比較しなければできません。

こうした基本情報を得るには、百科事典が役に立ちます。

多くの専門家の目と手によって紡ぎ出され、読者が理解できるように解説が

磨きぬかれた百科事典は、まさに情報の海を渡るための必需品ともいえます。それば

かりではありません。五十音順の百科事典には、調べる目的の項目以外にも、同じ

ページに他の分野のたくさんの項目が散りばめられており、思わずこれも読みたくな

るという、「魅力的な寄り道」が用意されています。この知的な寄り道が、AIには

真似できない好奇心や探究心を養うのに、役立ちます。

何でもネットで調べられると思われる社会だからこそ、百科事典は必要なのです。

百科事典は、知識の宝庫。

こどもたちのあらゆる興味・関心にこたえる

ワクワクが詰まっています。

自分で調べて、知る楽しさを実感すれば、探究心はもっと高まります。

百科事典との出会いが、こどもたちが自ら

「知」のトビラをひらくきっかけとなってほしい。

そんな願いから、このプログラムを開発しました。

帝京大学教育学部 鎌田 和宏教授

今だからこそ、百科事典が大切です

『総合百科事典ポプラディア』は、「こどもが自分で調べられる百科事典」

を目指してつくられました。

自分で調べて、自分で理解できることは、「学ぶ楽しさ」を知る一番の近道

だからです。

『総合百科事典ポプラディア』は学びの原点を大切にする百科事典です。

は じ め に
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プログラムのねらい

授 業

『ポプラディア』をつかって疑問を解決するワーク

を通して、調べる楽しさを実感し、百科事典のつか

い方の基本について学びます。

アクティビティ

「百科事典をつかってみよう」（45分）

「パラパラタイム」（20分）

百科事典をパラパラとめくり、自分の興味・関心にもとづいて、自由に眺めたり、読んだりする

ことで、百科事典に対する興味・関心を高め、百科事典を見ることの楽しさを体感します。

「育てよう！もの知りの木」（25分～）

「コレクション！マイ・ポプラディア」（25分～）

アクティビティ

「育てよう！もの知りの木」
（25分～）

継
続
的
な
活
動

授業

「百科事典を
つかって
みよう」

「パラパラタイム」
（20分）

アクティビティ

コアアクティビティ
アクティビティ

選択A

「コレクション！
マイ・ポプラディア」（25分～）

アクティビティ

選択B

アクティビティ選択A

コアアクティビティ

アクティビティ選択B

これからの社会で求められるのは、「自ら課題を見つけ、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解

決する資質・能力＝生きる力（文部科学省）」です。

その育成には、自分の興味・関心のあるものについて、自分で調べて、知る楽しさやよろこびを実感し、

そこから新たな興味や疑問をもつ経験を重ねることが何よりも重要です。

このプログラムは、百科事典の利用方法について学ぶ「授業」と、自ら楽しんで百科事典を活用する

「アクティビティ」を通して、生きる力につながる資質・能力を育成することを目標としています。

プログラム構成

プログラム内容

自分の興味・関心にもとづいて調べ

たことから自分にとって価値のある

ことを見出して表現すると共に、ほ

かの児童に伝えるための内容を工夫

して表現します。

ティーチャーズガイド（本誌）

<提供教材>

「花カード」

「鳥カード」

「はちシール」

「サンプル用
花カード」 「もの知りの木シート」

「説明シート」

「説明シート」 「マイ・ポプラディア
表紙シート」

「調べたことリスト」 「マイ・ポプラディア
シート」

※『総合百科事典ポプラディア新訂版』準拠

進行スライド（授業用）

「ハテナ
シート」

<提供教材>

<提供教材>

※コアアクティビティ・選択アクティビティは、活動の進め方などを理解するための時間として位置づけています。

プログラムのねらい達成のためには、アクティビティを継続的な活動につなげていただくことが大切です。

※方法や手順の指導は、授業時間などでクラス全体で行うことをお勧めします。指導後は、休み時間や放課後などの自由な時間を

つかって、児童主体で活動を継続的に進められるようサポートしてください。

テーマに沿ったものごとやことがら

の中から、自分の興味・関心にもと

づいて調べ、自分にとって価値のあ

ることを見出し、表現します。また、

共有し、認めあう体験を通して、継

続して調べる習慣を身につけます。

関連単元：世界にほこる和紙
［じょうほう］百科事典での調べ方
単元名は 光村図書 『国語 四 下 はばたき』にもとづいて記載

総合的な学習の時間・学級活動 など（45分）国語
（45分）
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時間 学習活動 指導上の留意点

導入
5分

1.国語辞典との比較を通して、百科事典の特長を知る。
百科事典をつかって調べることに対する興味・関心を高める。

①「金づち」を例に、ことばを調べるために、
国語辞典をつかう学習をしてきたことをふりかえる。

②国語辞典に書かれている内容を確認し、国語辞典の特長
をおさえる。
・見出し語が五十音順に並んでいる
・ことばの意味やつかい方がわかる

③本時は国語辞典と同じように、調べるときにつかう本＝
「百科事典」で調べることを伝える。

④国語辞典と百科事典の内容を比較させ、気づいたことを
発表させる。

⑤国語辞典と百科事典の役割の違いをおさえる。
・国語辞典：「辞」は「ことば」。ことばの意味やつか
い方がわかる。

・百科事典：「事」は「こと」。そのことについての説
明が載っていて知識を得ることができる。

・教員が国語辞典をつかう演示
をする。その際、五十音順に
ことばが並んでいることが児
童にイメージしやすいよう、
口頭で読み上げながら調べる
とよい。

・『ポプラディア』も五十音順
に見出し語が並んでいること
を伝え、展開①のヒントとし
て提示する。

・国語「辞」典と百科「事」典
の漢字の違いに着目させて、
役割が違うことを確認する。

展開
①

20分

2.百科事典をつかって、ハテナを調べることを通して、調べることの楽しさを感じるとともに、
百科事典の特長を理解する。

①百科事典『ポプラディア』をつかって、
ハテナを調べることを伝える。

②机上に準備した『ポプラディア』に対応した「ハテナ
シート」をグループごとに配付する。
※使用する巻にあわせて2種類のグループをつくる。

6人グループ：1~6巻

5人グループ：7～11巻

※12巻索引巻はワークでは使用しないが、興味を
もった児童が手に取ることができるように置いておく。

③自分の知りたいハテナの答えを探すワークを行う。

④数人の児童に調べたハテナと答えを発表してもらい、
全体で共有する。

⑤百科事典で調べると、さまざまなことを正しく知ること
ができることを確認する。

・児童の主体性に任せ、「ハ
テナシート」の説明は最低
限にとどめる。

・「ハテナシート」は裏返し
にして配付するとよい。

「ハテナシート」の配り方
については、ティーチャー
ズガイドp.7参照

・全体共有の前に、隣同士で
調べたことについて伝えあ
う活動を入れてもよい。

・「百科」とは「あらゆる分
野」という意味。百科事典
は専門家の監修を経て作成
されていることから、正し
い情報がわかりやすく記載
されている。

「百科事典をつかってみよう」

ワーク：ハテナを調べよう！

・「ハテナシート」の4つのハテナから、自分の
知りたいことを1つ選んで○をつけよう！

・百科事典で調べて、答えとページ数を書こう！

・1人に1冊の『ポプラディア』が準備できる環境が望ましい。

・グループ活動は、5人～6人程度のグループが望ましい。

『ポプラディア』の配置と児童の座席など、授業の準備

については、ティーチャーズガイドp.7参照。

目安

10分

ワークのヒントはティーチャーズガイドp.5参照

学習指導案

●百科事典をつかう体験を通して、辞典・事典の

ひき方を理解する。

●調べる活動を通して、調べることの価値や楽し

さ・おもしろさに気づく。

●調べた内容を伝えあう活動を通して、百科事典

をつかうことでさまざまなことを知ることがで

きることに気づく。

●国語辞典 1冊 ※教員演示用

●進行スライド

ワークのヒントはティーチャーズガイドp.5参照

授 業

●『ポプラディア新訂版』3セット※児童33名まで対応

●「ハテナシート」（11枚）3セット

ねらい 準備物
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時間 学習活動 指導上の留意点

展開
②

15分

３.百科事典をつかいこなすためのポイントを理解する。

●ひき方

「オバマ，バラク」を例に百科事典のひき方について確
認する。

●知っておくとよいこと

①『ポプラディア』の場合の長音や拗音、促音のならび方
について説明する。

②『ポプラディア』本文中の青字になっていることばは、
『ポプラディア』をつかって調べることができることば
であることを紹介する。

③百科事典での のつかわれ方を確認する。

④調べる時に大切にしてほしいことについて、例題を
もとに確認する。

⑤索引巻は調べたいことが「何巻の何ページ」にあるかが
わかる特別な調べ方をする巻であることを説明する。

・集中して説明を聞くことが
できるよう、ポイントの説
明に入る前に『ポプラディ
ア』を閉じるように指示す
る。

・説明をはじめる前に「ハテ
ナシート」に取り組んだ際
に困ったことを尋ねるなど、
ひき方を知りたいと思わせ
る動機づけをする。

・はしらは左側が見開きの最
初のことば、右側が見開き
の最後のことばになってい
ることに気づかせる。

・『ポプラディア』は長音を
「あいうえお」に置き換え
るルールだが、長音を外し
て五十音順に並べるルール
で載っている辞書や事典も
あることを紹介してもよい。

・例題の「ひこぼし」は言い
換えられる言葉を具体的に
想起させるための例。「ゾ
ロリ」「キティちゃん」は
正しい名前（正式名称）で
調べるとよいことを示すた
めの例。

・1～11巻は約25,000語、索
引巻は約50,000語を掲載。
索引巻は、調べたいことが
見つからない場合の手がか
りになることを伝える。

まとめ
5分

4. 百科事典をつかって調べることの楽しさや価値についてふりかえる。

①百科事典をつかった感想を話しあわせたり、
全体で共有したりする。
【期待したい児童の感想例】
・知らないことが調べられた。
・百科事典のつかい方がわかった。
・○○のことも載っていておもしろかった。など

②百科事典は、たくさんの知らなかったことや知識に出会
うことができる本であることを伝える。

③時間に余裕があれば、「ハテナシート」の続きや興味を
もった項目を読むなどひき方の手順の確認や百科事典に
触れる機会をつくる。

・百科事典には、あらゆる分野
において昔の人が考えたこと
や明らかにした「知識」がつ
まっているということを伝
える。

・普段、『ポプラディア』が学
校図書館のどこの棚にあるか
確認し、日常的につかってみ
るよう伝える。

・のばす音（長音）「－」は「あいうえお」に
置き換えて探す。

・拗音「ゃゅょ」促音「っ」は大きい「やゆよ」
「つ」に置き換えて、五十音順で探す。

百科事典のつかい方はティーチャーズガイドp.6参照

1.背や表紙を見て、どの巻をつかうか選ぶ。
2.つめを見て、大体の見当をつけて本を開く。
3.はしらを見て、載っていそうな見開きを見つけたら、
その見開きの見出し語を左上からていねいに見てい
く。

調べるときに大切にしてほしいこと

あきらめずに、言い換えられることばを考えたり、
正しい名前で調べているか確かめたりして、調べ
られることばを考えてほしい。
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「百科事典をつかってみよう」

進め方

国語辞典と百科事典の記載内容を比較することを通して、それぞれの共通点や相違点に気づき、

百科事典の特長を理解する。
ねらい

・国語辞典と百科事典の「金づち」についての記載内容を比べて、気づいたこと（共通点と

相違点）を発表させる。

・国語辞典と百科事典の特長と役割の違いをおさえる。

導入 国語辞典と百科事典の比較

※ワークに取り組む前に、既習の国語辞典と比べることで、写真がある・詳しい説明が載っている、見出し語は五十音順に並んでいる

など、百科事典『ポプラディア』の特長について簡単に触れ、百科事典に対する興味を高めるとよい。

●12巻索引巻の扱いについて

・12巻は索引巻です。本ワークでは使用しませんが、展開②で索引巻についての解説をすることで、児童の

理解を深めることが可能です。

●ワークについて

・すべての児童が、時間内に必ず１問は調べることができるよう配慮する。途中で進捗状況を確認したり、

早く終わった児童にはほかの児童の手助けをしたり、グループでの協力を促すとよい。

・児童の調べたい、伝えたいという意欲を高めるために、各自が調べるハテナを選んだあとに、選んだハテナ

を共有し、ペアやグループでハテナの答えを推測しあう活動を入れてもよい。

●導入で提示することばについて

「金づち」は、「鉄でできたつち」という意味のほかに、「泳げないこと」という意味をもつ。

百科事典では、こうしたことばの慣用的な意味については触れていないことから、国語辞典と百科事典の特長を

比較することが可能。

ワーク準備

活動のヒント

展開①ワーク ハテナを調べよう！

進め方

自分が知りたいハテナを選んで調べることを通して、百科事典をつかって

調べることへの興味・関心を高め、調べることの楽しさを実感する。
ねらい

・「ハテナシート」の中から、自分の知りたいことを１つ選び、〇をつける。

・百科事典で調べて、答えとページ数を記入する。

・数人の児童に調べたハテナと答えを発表してもらい、全体で共有する。

（クイズとして出題してもらい、全員で答えを考えるという発表でもよい。）

『ポプラディア』の配置と「ハテナシート」の配り方はティーチャーズガイドp.7

「授業準備について」を参照。

※児童の主体性に任せ、「ハテナシート」やワークの取り組み方に
ついては下記の説明だけにとどめることが望ましい。

参考情報

授 業

「ハテナシート」

「ハテナシート」問題の難易度について

1問目は調べやすく、答えも見つけやすい問題、2問目は長音や拗音・促音など調べにくい問題、3問目は最後

まで読まないと答えが見つからない問題、4問目は理由や由来を調べる問題など、上から順に難易度の高い問

題となっています。児童の実態に応じて挑戦させてください。

※「ハテナシート」のメモ欄の活用について

調べたことを書く際にご活用ください。本文中の青字をたどったり、疑問に思ったことなどを記入するこ

とで、児童が主体的に学ぶことができます。
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背・表紙

背や表紙には、その巻で
調べられる最初の文字が
記載されている。

本棚に置いてあるときに
は背の部分を見るとよい。

展開② 百科事典利用指導のためのポイント

●長音や拗音・促音

五十音順の資料では長音の扱い方が2種類あります。たいていの小学国語辞典や『ポプラディア』は長音の前の文字の

母音と同じように読むことで調べることができます。参考まで、もう1つの扱い方とは、長音を外して五十音順に並べ

るというものです。科学の薬品や世界の歴史・地理の事典など、カタカナの項目を多く掲載する事典には後者の並べ方

が多いようです。

●調べたいことが見つからないとき

別の言い方にしたり、ほかのことばに置き換えたりすることで、調べられることがあります。また本で調べるときは正

式名称で調べることも必要です。ただし、正式名称であっても、一般に商品名では調べることはできません。インター

ネットの検索では上記のようなことを考えなくても調べることができますが、本で調べるときには、必ずご指導いただ

きたいポイントです。調べたいことが見つからないときにあきらめてしまうのではなく、次にどうしたらよいかを考え

ることで、自ら探究する力を育成することができます。

● （関連項目）

「ひこぼし 彦星 アルタイル」の場合、「彦星」＝「アルタイル」ということを表しているのではありません。

「彦星」のことを知りたいならば「アルタイル」の項目を調べてください、という意味です。「アルタイル」の解説を

見ると、詳しい説明が載っています。この「 」は五十音順の辞書や事典には多く用いられます。

●索引巻

『ポプラディア』に収録されている解説のついた全項目を五十音順に配列し、掲載の巻、ページ数を示しています。

また関連項目や検索項目（項目としては載せていませんが、調べる機会があると思われることば）についても選び出し

て、そのことばに触れている項目を示しています。

つめ

つめをつかうと、大体の見当を
つけて本を開くことができる。

はしら

左側のはしらは見開きの最初の見出し語、
右側のはしらは最後の見出し語の四文字目
までが載っている。

二文字目以降を見比べていくことで、載っ
ていそうな見開きを見つけることができる。

※『 総合百科事典 ポプラディア 新訂版』 7巻

『 総合百科事典 ポプラディア 新訂版』

表紙背

項目

見出し語と解説をあわせて、
項目という。

解説

見出し語
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「百科事典をつかってみよう」授 業

各テーブルの配置（例）

授業準備について

※1クラス34人以上の場合は適宜ご対応ください。

●12冊（1セット）を２つ（AとB）に分けて、それぞれをテーブルに配置します。

1～６巻使用のグループ

（グループ人数は6人まで）A 7～12巻使用のグループ

（グループ人数は5人まで）B

『ポプラディア』の配置

下の写真のように1～6巻のグループをA、7～12巻をBに配置することで、「ハテナシート」の配付がしやすい。

全体の様子（例：3セット使用の場合）

●テーブルを6つ準備し、『ポプラディア』３セットをＡとＢに分けて配置します。

A

B
A

B

A

『ポプラディア』の向き

児童に向かって正面に並べることで、着席し

たときにどの児童にも見やすい状態にする。

「ハテナシート」の配り方

1～6巻と7～12巻にわけて『ポプラディア』を並べる。「ハテナシート」

は12巻（索引巻）以外の各巻の内容に対応しているため、巻に対応した

シートを各グループに配付する。グループ内では各自、異なる内容のシー

トに取り組むので裏返しにして配付し、児童が選べるようにする。

B
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巻 見出し語 解答（例）

1

アイアイ アフリカのマダガスカル島

インスタントラーメン チキンラーメン

いなずま 初秋（秋でも〇）

イースター島 オランダ人によって1722年のイースターの日に発見されたので

2

オカリナ 小さなガチョウ

オーロラ 白、赤、緑などのうすい色

エジソン 「天才とは、99%の努力と1%のひらめきだ」

エクレア フランスで生まれた菓子で、上にぬったチョコレートが光ることから

3

クリオネ 2～4cm

ぎっくり腰 魔女の一撃

『ガリバー旅行記』 ラピュタ

クロワッサン トルコの国旗にある三日月

4

甲子園球場 ヤンキースタジアム

コジュケイ チョットコイ

コーラ 黄色の地に紫色の線が入った花

サンドイッチ カード遊びに熱中したサンドイッチ伯爵が、手でつまんで食べられるようにくふうしたことから

5

七五三 11月15日

シーサー 獅子さん

シャーナイ オーボエ

シュークリーム （シューはフランス語でキャベツを意味し、）形がキャベツに似ていることから

6

タコス メキシコ

スニーカー こそこそする者

聖火 1936年の第11回ベルリン大会

正座 足の血管を圧迫して、血流が悪くなるから

7

電話 ベル

ドーナツ 卵、砂糖、バターなど

トランシルバニア 吸血鬼のドラキュラ伝説

チョロQ チョロチョロ走る姿から

8

虹 赤、だいだい、黄、緑、青、あい、紫の7色

ハーディガーディ バイオリンやチェロのような音

春巻き チュンチュアン

ニチニチソウ 毎日新しい花に咲きかわるから

9

ピカタ イタリア

ピーマン トウガラシを意味する「ピマン」

プレーリードッグ イヌのような声

ピサの斜塔 1350年ごろ、かたむいたままで完成

10

みにくいあひるの子 アンデルセン

マザー=テレサ アグネス=ゴンジャ=ボワージュ

マドレーヌ 18世紀はじめに、マドレーヌという名の女性料理人

三毛猫 雄の三毛猫は福をよぶと考えられ、船にのせれば船がしずまないと信じられていたから

11

ンゴマ 太鼓

リターナブルびん 牛乳びん、ビールびん、酒の一升びん

れんこん 10個

ライチョウ 雷が鳴るような天候になると活発に動くことから

「百科事典をつかってみよう」授 業 ハテナシート答え
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児童が、自分自身の興味・関心にもとづき、自らの「知」を広げ、深めていく

資質・能力を育成するためのアクティビティ。

授業時間や朝の始業前の時間などをつかって活動の方法や手順について

クラス全体で確認し、授業外の時間で児童主体の継続的な活動につなげます。

「育てよう！ もの知りの木」（25分～）

●資質・能力：情報収集スキル

テーマに沿ったものごとやことがら

の中から、自分の興味・関心にもと

づいて調べ、自分にとって価値のあ

ることを見出し、表現します。

また、調べたことを共有することで、

知る楽しさの共感や表現を認めあう

体験につなげ、継続して調べる習慣

の定着を目指します。

調べたことを
伝える

「花カード」

アクティビティ 授業外の自由な時間で学びを深め、広げる学習活動

アクティビティ 選択A

選べる２つのアクティビティ

「パラパラタイム」（20分）

百科事典をパラパラとめくり、自分の興味・関心にもとづいて、自由に眺めたり、読んだりする

ことで、百科事典に対する興味・関心を高め、百科事典を見ることの楽しさを体感します。

コアアクティビティ

「コレクション！マイ・ポプラディア」
（25分～）

●資質・能力：まとめ・表現スキル

自分の興味・関心にもとづいて調べ

たことから自分にとって価値のある

ことを見出して表現すると共に、ほ

かの児童に伝えるための内容を工夫

して表現します。

アクティビティ 選択B

「マイ・ポプラディア
シート」

自分だけの

「マイ・ポプラディア」

が完成！

継

続

的

な

活

動

「もの知りの木シート」

継

続

的

な

活

動
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方法
・
手順

①『ポプラディア』を1人1冊配付する。

②『ポプラディア』の特長や、書かれていることについてふりかえる。

・『ポプラディア』は、百科事典であり、さまざまなことが載っていることを確認する。

（食べ物、植物、乗り物など、約25,000項目掲載されている。）

③解説を読むことで、詳しく知ることができたことをおさえる。

・「ハテナシート」をつかった活動をふりかえるなど、百科事典で調べると、知らなかったことを知ることが

できただけでなく、自分の既存の知識以上のことも知ることができたことに触れる。

（食べ物の場合は、種類や作り方、名前の由来など）

④活動内容について説明し、活動を実施する。＜活動時間：10分程度＞

⑤グループで伝えあう活動を実施する。

・それぞれが選んだことばを一人1つずつ紹介する。

※付箋をつけたページを開いて、解説や載っている写真を指差し、見せながら紹介させるとよい。

※４人程度のグループで実施するとよい。

⑥活動を通して、思いがけない気づき（ことばや興味・関心との出会い）があることを
確認する。

※自由にページをめくったり、興味をもったことを伝えあったりしたことにより、さまざまな内容が載ってい

たことを実感できるとよい。

※既知のことばについても、自分の既存の知識以上の情報が載っていたことについても触れられるとよい。

授業後の活動
ヒント ●クイズをつくった場合には、つくったクイズを紙に書かせ、教室に掲示すると、

クラス全体で共有することができる。

●活動の中で付箋を貼った項目をいかして、次に続くアクティビティの選択A、選択Bの

活動につなげてもよい。

【準備物：付箋（1人5枚程度）】

・パラパラとページをめくって、興味・関心をもったことばを探す。

※写真やイラストから選んでもよいことを伝える。

・見つけたことば（写真）のあるページに付箋を貼る。

・ひと通りめくり終わってから、付箋を貼ったことばや解説を確認する。

※付箋を使用しない場合は、見つけたことば（写真）を順次見ていくとよい。

・見つけたことばから、ほかの人に紹介したいことばや解説を１つ選ぶ。

「パラパラタイム」アクティビティ コアアクティビティ

小学校3～6年生 ●目的のことばを調べるのではなく、百科事典をめくって自由に眺めたり、

読んだりすることで、新たな発見や興味・関心の対象との出会いを体験

する。

●百科事典にはさまざまな内容が端的な説明や豊富な写真・イラスト等を

用い、わかりやすく掲載されていることに気づく。

20分～
（活動時間目安10分）

活動
内容

伝えあう活動をクイズ形式に

・他者に伝える意欲を高めながら、端的に伝えることができるようにするための工夫として、
「伝えたいことが答えになるようなクイズをつくって出しあう」という活動に変更してもよい。

活動の
ヒント

対 象 ねらい

実施
時間
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方法
・
手順

①「もの知りの木シート」を準備し、掲示する。

※クラスで3テーマ程度を選んで実施するとよい。（「もの知りの木シート」を3枚準備）

テーマ例：陸の生き物、海の生き物、食べ物、植物、昔の道具、世界の国や地域 など

②「花カード」の記入方法と、「もの知りの木シート」のつかい方を説明する。

③「花カード」を配付し、調べる活動を実施する。＜活動時間：20分程度＞

④活動終了前に、「はちシール」を1枚配付し、つかい方を確認する。

・ほかの人の書いた「花カード」を見て、初めて知った、驚いたなど、いいなと感じたら、そのカードの近く

に「はちシール」を貼るよう伝える。

<教材>

※カード置き場を準備してお
き、アクティビティ実施中
は必要な児童が適宜使用で
きるようにしておくことを
お勧めします。

児童への配付：「花カード」3枚

※児童の興味や、設定
するテーマにあわせ
て記入例を作成し、
活用してください。

●活動を継続する際には、児童の意欲を維持するために、貼られているカードの「みんな
に伝えたいこと」の内容や、たくさん花のついた木に貼られているカードの「調べたこ
と」の内容について、教員が紹介するとよい。

小学校3～6年生
●自分の興味・関心にもとづいてテーマに沿ったものごとやことがらにつ

いて調べ、「みんなに伝えたいこと」を書き表すことを通して、自分に

とって価値のあることを見出す情報収集スキルを育成する。

●調べたことを共有することで、知ることの楽しさに共感したり、表現し

たことを認めあう体験につなげ、継続的に調べる習慣を身につける。
25分～
（活動時間目安20分）

「もの知りの木シート」
（A0サイズ)

「花カード」
（B6サイズ／2種)

みんなに
伝えたいこと

チェック欄

テーマ記入欄

調べたこと

「サンプル用花カード」
（A3サイズ)

「はちシール」

「鳥カード」
（B7サイズ）

<発展教材>

こんなことも
調べたよ

※必要に応じて適宜
おつかいください。

「育てよう！もの知りの木」アクティビティ 選択A

授業後の活動
ヒント

・興味のあるテーマを1つ選び、テーマにあった、自分が好きなこと・調べたいことを
調べる。

・調べてわかったことや感じたことの中から「みんなに伝えたいこと」を選び、
「花カード」に書く。

・記入した内容を読み返し、自分が書いたことが「（『ポプラディア』に）書いて
あったこと・感想」のどちらであるかを考え、当てはまるほうに〇をつける。

※調べたことをまとめる際には、「書いてあったこと」と「感想」をわけて書くこと
でわかりやすく説得力のある資料をつくることができること、その練習として記入
した内容をふりかえることを伝えるとよい。

・記入した「花カード」を「もの知りの木シート」に貼る。

活動
内容

※クラス全体で方法や手順を指導した後に、休み時間や放課後などの自由な時間をつかって、活動を継続的に進めるとよい。

対 象 ねらい

実施
時間
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<説明シート>

継続的な活動例

カードの内容を参考にさらに調べた場合は「鳥カード」にその内容

を書き、もとになった「花カード」の近くに貼る。

※調べたことをクラスの中でイメージマップ状に広げ、掲示して可

視化したり、ほかの児童が調べたことをさらに追加して調べる手

法は、総合的な学習の時間の調べ学習にも応用可能です。

※「みんなに伝えたいこと」を「花カード」に書く→木に貼るとい

う活動が定着した後、段階的に取り組むなど、クラスの実態や発

達段階を考慮して、オリジナルのルールをつくって活用してくだ

さい。

「鳥カード」や「はちシール」を活用し、視野を広げる、

調べた（知った）ことをもとに、さらに理解を深める。

異なる児童が共通して調べたこと（例：うさぎ）のカードを教員が取り上げ、同じことについて調べて

も、個人の興味・関心や捉え方により、書く内容が異なることに触れるとよい。調べてわかったこと

（引用・要約）と自分が感じたこと（感想）を区別して、書くことの大切さを確認する。

カードの内容について分析する活動を通して、多面的な見方や、資料のまとめ方

（記録の仕方）について理解する。

学級全体への説明の際、拡大して出力し、活用してください。

また、学校図書館でイベントとして実施する場合など、掲示しておつかいいただけます。
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「コレクション！マイ・ポプラディア」アクティビティ

調べたことを記入し、どれだけ
調べたのかを可視化できると同時に、

目次にもなる

ファイルの１枚目に差し込むと、
「マイ・ポプラディアファイル」

が完成

選択B

方法
・
手順

①「マイ・ポプラディアシート」と「調べたことリスト」を配付する。

②これから制作する「マイ・ポプラディア」について紹介する。

・自分の興味・関心のあることを集めた百科事典をつくることを伝える。

※クラスで実施する場合は、「クラス・ポプラディア」、グループの場合は、「グループ・ポプラディア」

などとし、ゴールイメージをもたせるとよい。

③シートへの記入方法を説明する。

④「マイ・ポプラディア」をつくる活動を実施する。＜活動時間:20分程度＞

※「マイ・ポプラディアシート」は、ファイルなどにとじて保管・閲覧できる状態にまとめておくとよい。

<教材>

授業後の活動
ヒント ●クラスやグループで取り組む場合は、一人最低１枚はつくることとし、自主的に取り組

む児童には、「マイ・ポプラディアシート」を複数配付しチャレンジさせるとよい。

● （クラスやグループで作成する場合）調べたことや情報の整理の仕方についてふりかえ

るために、何枚か書いた段階で、五十音順やテーマ別などで整理するとよい。

●廊下など学校内で公開し、自由に閲覧できるようにすると、他クラスや下級生への発表

の場とすることができる。

小学校4～6年生 ●自分の興味・関心にもとづいて調べ、知った内容から「調べてわかった

こと」を書き出し、その中から「みんなに知ってほしいこと」を選んで

書き表すことを通して、特定の視点で情報をまとめる、まとめ・表現ス

キルを育成する。
25分～
（活動時間目安20分）

「マイ・ポプラディア
表紙シート」
(A4サイズ)

「マイ・ポプラディア
シート」

(A4サイズ)

「調べたことリスト」
(A4サイズ)

自分の気持ちに
チェック☑を入れる

調べたことリストとの
対応がわかるよう、
何枚目か書いておく

調べてわかったことを
文章やイラストなどを
用いてまとめて書く

調べたことと、
『ポプラディア』の
巻・ページを書く

・自分が好きなこと・気になることを調べる。

・調べたきっかけや、調べてわかったこと、感じたことを「マイ・ポプラディア

シート」に記入する。

※記入内容は、定義（解説（百科事典の本文）の冒頭。そのことばの意味を端的に表
した部分。）を抜き出す、イラストで表現する、クイズで表現する、感想を書くな
ど、自由でよい。

・調べたことの中から、「みんなに一番伝えたいこと」を選んで、まとめる。

（選んだ時の自分の気持ちに☑をする）

・ 「マイ・ポプラディアシート」に記入した情報を「調べたことリスト」にも記録
する。

活動
内容

当てはまる箇所に〇をつけ
調べたことの

最初の文字を書く

対 象 ねらい

実施
時間

※クラス全体で方法や手順を指導した後に、休み時間や放課後などの自由な時間をつかって、活動を継続的に進めるとよい。
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<説明シート>

国語の授業で「要約」を学習した後に実施。

「百科事典の説明を読み、ほかの児童に説明

するときに、絶対に必要なキーワードを意識

しながら、まとめる」ように指導しました。

国語の教科書だけでは、練習量が少なくなっ

てしまいがちですが、百科事典を活用すると、

自分の興味・関心があるものを調べて要約す

るので、楽しみながら力をつけることにつな

がりました。

国語の「要約」の学習と関連させて、
キーワードに着目し「要約して書く」

ある児童が、「自分たちの県」を調べたことを皮切りに、友達と一緒に47

都道府県を調べ、「マイクラス・ポプラディア」をつくり始めました。

そのことを学級に紹介すると、「じゃあ、私たちは星座を調べる！」など

と盛り上がり、クラスで１つの『ポプラディア』をつくることになりまし

た。完成した「マイクラス・ポプラディア」は、クラスの宝物となって、

楽しみながら協力して1つのことを成し遂げる機会になりました。

クラスで１つの『ポプラディア』をつくる
「マイクラス・ポプラディア」

コミュニケーション
コラボレーション

学級全体への説明の際、拡大して出力し、活用してください。

また、学校図書館でイベントとして実施する場合など、掲示しておつかいいただけます。

４年生
国語
書く力

継続的な活動例



教育コンテンツ事業局

〒102-8519 東京都千代田区麹町4-2-6

電話 03-5877-8114 FAX 03-5877-8131

お問い合わせ先

https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/

活用が学校教育に関わる場合に限り、本プログラムのすべての教材は、

自由にコピーして活用いただくことが可能です。

利用の際は必ず下記サイトを確認ください。


