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Ｃ２ 集めた情報を取捨選択する １ オリジナル単元 （１）情報の選び方
情報の選び方
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■ パンフレットはどのよう

な書き方をしているので

しょうか？

○ 大きな文字と目につきや

すい言葉で、伝えたいこ

とを短い文章で書いたも

のを「見出し」と言いま

す。

○ 見出しに ぴった り の

「絵・イラスト・写真」

があると、読む人がイメ

ージをえがきやすいで

す。

○ 「文章」は、読む人がわ

かりやすいように、組み

立てを考えて書かれてい

ます。
パンフレットを作って、「おすすめ
書月間中は、本をたくさん読みま

。その中には、友達に読んでほし

おすすめの本」がありました。

のしょうかいをしたいのですが、

もしろいですから読んでくださ

」 では、友達に何がおもしろいの

伝わりません。伝えるためには、

しろさの「なかみ」を説明する必

あります。どのように、おもしろ

「なかみ」を調べ、伝えたいこと

んだらいいのでしょうか。

の本」を友達にしょうかいしよう。



１だれに何を伝えるのかを考える ■ 伝えたいこと

○自分が伝えたいこ

とをまとめてから、

グループで話し合

いましょう。

■ 伝える相手

○ だれに伝えるか

で、集める情報が

変わってきます。

また、伝え方も変

わってきます。

○ だれに伝えたいか

らどこに掲示する

のがいいか考えて

おきましょう。

わたしたちのグループで決めたこと

■ だれに

図書館に来る人全員

■ 何を

「注文の多い料理店」の作者、宮

澤賢治のふしぎさについて伝えた

い。
友達に何かを伝える時、「だれに」「何を」伝え

るのかをはっきりすることが大切です。

調べることを決める わたしたちのグループは

「注文の多い料理店」のふしぎさを伝えたいとい

う人が集まりました。どこがふしぎだったのかを

話し合いました。

☆森の中にとつぜんレストランが出てくるところ

☆お店の人がいないところ

☆気がついたらお店がなくなっているところ

など、たくさんの意見がありました。 そこで、

作者の宮澤賢治の「ふしぎさ」についてもっと調

べてみたくなりました。

伝える相手を決める 全校のみんなに見てもらい

たいので、「図書館にパンフレットを掲示してもら

おう」ということで意見がまとまりました。



２情報を集める

宮澤賢治の

ふしぎさ

いつ、どこで生ま

れたのかな？

どんな育ち方をし

たのかな？

何が好きで、何が嫌

いなのかな。

他に、どんな本を書い

たのかな。

「注文の多い料理店」っ

て、みんな読んだことある

のかな？「注文の多い料理

店の」のふしぎさをまとめ

てみたい。

情報を集めるといっても、すぐにはとりかか

れません。どうやって集めたらいいのでしょう

か。

調べるための情報を集める 宮澤賢治につい

て調べるといっても、宮澤賢治のどんなことを

調べたらいいのかが、わかりません。そういう

ときは、上の図のように、宮澤賢治ついて、知

りたいことや知っていることを整理してみま

しょう。

情報を集めに出かける 本やインターネット

で調べることのほかに、インタビューやアンケ

ートをとって、友だちの意見を集めるのも、ひ

とつの方法です。

■情報の集め方

○「事実」→本、イ

ンターネット、子

供新聞などから

集めます。

○ 「 み んな の 考

え」→インタビ

ュー、アンケー

トなどから集め

ます。

○ 「体験」→自分

が読んで楽しか

ったことを整理

します。

■インタビューの

ときは

○事前に、原こうを

作ってから、友達

にインタビュー

しましょう。

○インタビューし

たことは、しっか

りメモをとりま

しょう。

例）情報集めの図

どんな活動をし

て、何を残した

のかな？



３情報を整理して選ぶ

みんなで取材をして、たくさんの情報を集め

ました。伝えようとする「内容」「相手」によ

って、必要な情報は変わってきます。

集めた情報を整理する 集めた情報を表にし

て整理すると、「どの情報が必要か、どの情報

はいらないか」について、みんなで考えるとき

に役立ちます。

整理の仕方は、表にする以外に、付箋紙に書

いてからなかまごと集めたりカードに書いて

からなかまごとにわけたりする方法もありま

す。

■ 情報の整理の仕方

○ 項目（こうもく）ごと

に、表にまとめる。

○ カードに書いてから、

なかまごとに集める。

○ 付せん紙に書いてか

ら、なかまごとにまと

める。

○ ワークシートに書い

てから、なかまごとに

集める。

項目（こうもく） 調べた内容

いつどこで生まれたのかな ・ 岩手県生まれ

・ 1896 年生まれ

どんな育ち方をしたのかな ・ 家は質店で裕福

・ おとなしく一人遊びが好き

好きことは何かな ・ 石を観察することが好き

・ みんなが「石こ賢さん」とよんだ

どんな活動をしたのかな ・ 農学校の先生になる

・ 羅須地人協会をつくり、農民のために農業技術を教えたり、

芸術の話をしたりした

・ 石灰肥料会社の経営者になる

他にどんな本を書いたのかな ・ どんぐりとやまねこ

・ セロ弾きのゴーシュ

・ 銀河鉄道の夜

クラスのみんながすきな宮沢

賢治の本

・ 注文の多い料理店

・ どんぐりとやまねこ

例）情報整理のための表



■ 情報を選ぶときに

○ 「何を」「だれに」

伝えたいかを考

え、まとめた表な

どから必要な情報

を選びましょう。

○ 書く側は、いっし

ょうけんめい情報

を集めたので、全

部パンフレットに

書きたい気持ちに

なります。でも、

読む人のことを考

えるとどうでしょ

うか。

必要な情報を選ぶ

情報を集めて整理しました。表には、たくさん

の情報が書かれています。しかし、私たちが伝え

たいことは、宮沢賢治のふしぎさです。

伝えたいことによって、選ぶ情報が変わってき

ます。宮澤賢治のふしぎさを伝えたいときは、何

を選んだらいいか、話し合ってみましょう。

☆小さいころひとりで石を集めることが好きだ

った。ふつうの子とちがうかんじがするよ。

☆石を集めてどんなこと思っていたのかな。

☆セロ弾きのゴーシュもふしぎなお話だよ。

私たちは、伝えたいことに合わせて、必要な情

報を表から選びました。

■私たちは、宮沢賢治のふしぎさをつ

たえるために、次のことを選びまし

た。

○ 宮澤賢治の小さいころのようす

・ ひとり遊びが好き

・ 石集めが好き

○ 宮澤賢治の夢

・ 人間も動物も植物も互いに

心が通い合うような世界

○ 宮澤賢治のふしぎなお話のしょ

うかい

・ セロ弾きのゴーシュ

・ 注文の多い料理店



４構成メモをもとにまとめる

必要な情報を選んだら、伝える順序を考え構

成メモを作ってからまとめましょう。

構成メモを作る

はじめに、伝える内容を書き、次に、伝える

順序を考え番号をふります。写真や絵のメモを

書いておいたり、だれがどこを書くのかを決め

たりしておきましょう。

まとめかたを工夫する

パンフレットを仕上げるときは、相手のこと

を考えて、どこに何を書いたら見やすいか、絵

やイラストの場所はどこがいいかなどを話し

合っておきます。文章はノートに下書きをして

から清書します。

パンフレットを仕上げ掲示する

伝えたい相手が、よく見る場所に掲示しまし

ょう。

■ 構成メモを作るとき

に

○ 読む人の立場に立っ

て、一番初めに何を知

りたいのかを考えま

しょう。

○ 記事のはじめは、見出

しやイラストに近い

ことを書きましょう。

そうすると、初めて読

む人がイメージをも

ったり、読み続けたり

しやすくなります。

■ 互いにパンフレット

を見合いましょう。友

だちは、どんな工夫を

しているのでしょう

か。

■構成メモの例

１ 石集めが大好きだった子どものころ・・ゆみえさんが書く

・ ひとり遊びが好き→宮澤賢治の写真（中学生と大人）

・ 「石こ賢さん」とよばれた

２ 夢はみんなの心が通う世界 ・・・・・まさとさんが書く

・ 自然災害のため作物が取れず

・ 農民たちが苦しんだ。

・ 苦しい農作業の中に楽しさを

見つけたいと思っていた。→教えていた教室の写真

３ ここがふしぎ宮澤賢治の本 ・・・・・たけしさんが書く

・ セロ弾きのゴーシュ→ふしぎな場面の絵

・ 注文の多い料理店→ふしぎな場面の絵


