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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 （２） 情報の編集

わたし

ります。

ガイドブ

う。

読んだ

ガイドブ

集し、効

学校の

ガイドブ

ドブック

みましょ

よ

■「編集する」とは？

相手や目的に応じて、集

めた情報を分類したり、分

析したりして、必要な情報

を取捨選択することを編

集すると言います。

■「分類する」には？

分類するには、視点が必

要です。情報を集めたり整

理したりするときは、視点

を決めて、分類します。

情報の編集

読んだ人が、行ってみたくなる
たちの学区には、じまんの施設があ

自分がよく行ったことのある施設の

ックを作り、下級生に紹介しましょ

下級生が行ってみたくなるような

ックになるように、必要な情報を編

果的な割り付けを考えましょう。

図書館には、施設で配布されている

ックだけでなく、先輩の作ったガイ

もあります。探して、特長を調べて

う。

うなガイドブックを作ろう。



１誰に何を伝えるのかを考える

調べる施設を決める 興味のある施

てから選びましょう。

どんなことが伝えられるのかを考

施設が決まったら、どんなことが伝

し合い、表にまとめてみましょう。

☆図書館にあるガイドブックを参考

調べ方と表し方をつなげて考える

べ方・表し方をつなげて考えメモを

伝える相手を決める

「私たちは、公民館を紹介することにし

ました。」

■伝えられることの例

１ 行きかた

２ 施設の中の配置

３ 部屋の使われ方

４ 使っている人

５ 公民館の人の話

６ 使っている人の話

■ 調べ方と表し方をつなげて考えてみよう。

調べること 調べ方

行きかた・・・・・ 実際に歩いてみる・

主な施設・・・・・ 公民館に行って調べる

使われ方・・・・・ 公民館の人にインタビ

使っている人・・公民館を使っている人にイ
設を、書き出し

える 伝えたい

えられるのか話

にしましょう。

調べること・調

します。

■行ったことのあ

る学区の施設を思

い出してみましょ

う。

公民館

お寺

資料館

図書館

表し方

・・・・・道順や目印を書き入れた地図

・・・中の様子がわかるような絵や図

ューする・・目的別の表や絵

ンタビューする・・・文、ふきだしなど



２情報を集める

情報の集め方を

報を集めるのか

ューするときは

たりして、相手

集めた情報は「

集めた情報には

やすいです。調べ

いことが見つか

えていきましょ

きの情報になる

新しい分類の箱

立ちます。

■計画を立てる時の注意

○情報を集める時は、まず計

画を立てましょう。

○計画を立てるときは、相手

の都合を聞くことを忘れな

いようにしましょう。

■インタビューの時の注意

○インタビューする時は、事

前に相手の都合を聞いてか

ら、行くようにしましょう。

○インタビューすることを

事前に話し合い、ノートにメ

モをしてから出かけましょ

う。

○インタビューの仕方を事

前にクラスで練習しておく

のもいいことです。

○インタビューしたことは

その場でメモを取りましょ

う。

例新しい情報発見！建物が古くて危険なので、公

民館が建て直されるんだって！！
話し

を話し

、電話

の都合

調べ

、題を

てい

った場

う。だ

かもし

を作る

）集めた情報の分類の仕方
合う ど

合いま

をかけ

を聞き

ること」

つけて

る途中

合は、

れも知

れませ

と、後

行き方

使って
館内の様子
のようにして情

しょう。インタビ

たりや手紙を書い

ましょう。

ごとに分類する

おくと仕分けがし

で、もっと調べた

新しい題つけて加

らない、とってお

ん。そのときは、

から選ぶときに役

いる人へのインタビュー



３必要な情報を取捨選択する

たくさんの情報が集まりました。集

報を全部ガイドブックに書いたら、ど

でしょうか。考えてみましょう。

伝えたいことを話し合う 取材を通し

じたことや思ったことを話し合い、伝

ことをまとめましょう。

集めた情報を取捨選択する 取捨選択

きは、調べたことの全体が見えるように

べたこと」をひとまとまりにして、表

てから行うと、話し合う時に役立ちます

調べなおすこともある 取捨選択する

に、足りない情報があったら、調べな

しょう。

☆写真があったほうが伝えやすい時が

す。

建てかえ ・ 出来上がるのは来年の 5 月

・ 地震に強い建物ができる。

・ 建てている間、公民館は使え

ない。困っている人もいる。
取捨選択のときの工夫

こうもく 調べた内容

館内の様子 ・ 入り口に案内がある。

・ 部屋がたくさんある。

・ パンフレットがある。

使っている人の

意見

・ 管理人がいつもいてほしい。

・ となりが公園なので便利。
めた情

うなる

て、感

えたい

すると

、「調

に書い

。

とき

おしま

ありま

■学習のはじめに見た図

書館のガイドブックを思

い出してみましょう。

たくさんの

情報がありすぎると、読みた

くなくなってしまったね。

字が小さくて、ぎ

っしり書いてあると、どこか

ら読んでいいかわからなく

なってしまったよ。

■取捨選択するとは？

○取材した本人は、どの情報

も大切ですが、ガイドブック

を読む人にとっては、全ての

情報が必要とは限りません。

読む人にとって、どの情報を

のせたらいいか、何をガイド

ブックで伝えたいのかなど

を考え、必要な情報を選ぶこ

とを取捨選択するといいま

す。



う。
４効果的な割り

選んだ情報を伝え

場にたって、どう

考えましょう。

割り付けをする

の調節をしましょ
付けを考える

る順序を考える 読む人の立

いう順序ならわかりやすいか

割り付けを行い、情報の分量

う。

割り付けを工夫して、読む人が見やすい
ガイドブックにしましょう。
■割り付けとは？

○文字・写真・グラフ・表・

イラストなどを、紙面に配置

することを割り付けといい

ます。

○割り付けのことをレイア

ウトとも言います。

○写真の位置や大きさ、グラ

フや表の使い方によって読

み手の印象が異なります。は

じめに学習した「だれに何を

伝えるのか」をもう一度確認

して、割り付けをしましょ
割り付けの例



５ガイドブックを作る

見出しを工夫する 読む人に伝えたいことが伝

わるようなキャッチコピーを考えましょう。

文章の下書きをする 本やインターネットから

引用した場合は、出典部分を明らかにし、引用

した部分を「 」で示しましょう。

ガイドブックを完成させる 完成したら、展

示したり、紹介したりしましょう。また、見て

もらうためには、ポスターを作って掲示するの

も効果的です。

こんなところに気をつけて！公民館が新しくなる

新しい公民館の

出来上がり図 今の公民館は、老朽化が目立ち、地

震にも弱いそうです。そこで、建てが

決まりました。出来上がりは、来年の

５月です。

１

２

ます。

出来上がりは来年の５月

使っている人の意見

○いろいろな種類の部屋

ができるから、いまから楽

しみにしてます。

●立てている間、使えない

のがちょっと不便だなあ。

い文章は読みにくいですね。

目でわかりますね。

・使っている人の意見は、話

し言葉で書くと、感情も伝わ

ります。

ガイドブック完成例の一部
■キャッチコピーとは

○広告などで、「読む人の

心をひきつけるような短

い言葉」をキャッチコピー

と言います。

■見てもらうための工夫

も大切です。

○掲示用のポスターを作

るとガイドブックを見て

もらいやすくなります。

○図書館での掲示の仕方

も工夫しましょう。
新しくできる部屋

地域資料室

地域の古い写真なども

展示される予定だそう

です。

会議室 大１中２小３

集まる人数により選べ
・文章は短くしましょう。長
・箇条書にすると、内容が一


