
事 例 小学校 国語科 第６学年「やまなし」

「表現に着目して、確かな読みの力を付けるためのテーマ

授業改善の工夫」

授業改 ・作者の思いと重ねて読み味わうための単元指導計画の工夫

善のポ ・表現の特徴をつかんで読む方法を身に付ける授業の設定

イント ・表現に着目して読み取るための指導援助

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【把握方法】

平成１６年度学習状況調査における第５学年時の結果、及び第６学年の問題を

第６学年時に行った結果を学習状況の把握のために利用した。また、国語の学力

の中でも、特に「読むこと」に焦点を当てて分析しようと試みた。さらに 「読、

むこと」の力の中でも、どんな力を身に付けさせる必要があるかを分析した。

学習状況の結果と分析

以下は、平成１６年度の学習状況調査で第５学年時（３学期始め）に行った結

果である。なお、この時は説明的文章を扱っている。

出題のねらい 学級平均 県平均 差

筆者が説明している読書のよさについて、正しく ％ ％ ＋78.4 74.1

4.3読むことができる （１）。

筆者が説明している読書のよさについて、正しく ％ ％ ＋89.2 79.6

9.6読むことができる （２）。

事実と意見が書かれている部分を区別して読むこ ％ ％ ＋86.5 77.5

9.0とができる。

分かりやすく伝えるための筆者の書き方の工夫を ％ ％ ＋62.2 54.8

7.4考えながら読むことができる。

以下は、平成１６年度の学習状況調査第６学年の問題を使い、読むことの力を

。 。 「 」調べた結果である 調査は平成１７年１０月初めに行った この時の 読むこと

の問題では、文学的文章を扱っている。

出題のねらい 学級平均 県平均 差

登場人物の関係を考えながら読むことができる。 ％ ％ ＋71.0 66.7

4.3

場面がどのように変わっていくかを考えながら読 ％ ％ ＋84.2 77.7

6.5むことができる。

登場人物の気持ちを想像しながら読むことができ ％ ％ ＋100.0 95.7

4.3る。



物語の展開に注意しながら読むことができる。 ％ ％ ＋55.2 53.0

2.2

登場人物の気持ちを想像しながら読むことができ ％ ％ ＋78.9 75.9

3.0る。

物語の優れた表現に目を向け、想像を広げながら ％ ％ －73.6 74.2

0.6読むことができる。

【分析１】

一つ目の調査から、説明的文章を読み取る力は平均で＋ ％と非常に高いこ7.6

とが分かる。二つ目の調査から、文学的文章を読み取る力は平均で＋ ％とや3.3

。 、 、や高いことが分かる したがって 児童の実態は説明的文章と文学的文章とでは

読み取る力に差があり、文学的文章に比べて説明的文章の方が高いことが分かっ

た。

【分析２】

、 。文学的文章を読み取る力の中でも ただ一つマイナスになっているものがある

それは 「物語の優れた表現に目を向け、想像を広げながら読むことができる」、

力である。この力を学習指導要領に照らして考えてみると「表現や叙述と関係付

けて、自分の読みを確かなものとして高めていく」力であり 「情景などの表現、

に着目する」力に該当すると考えられる。説明的文章を読むように事実を客観的

にとらえることは得意だが、すぐれた表現から想像を広げて読み味わうという、

文学的文章に特有な読み方が身に付いていないことを示していると考えた。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

(1) 授業改善の方針

６年生という発達段階から考えたとき 「文章の種類に応じた読みができるようにな、

ること」は必要な力である。そこで、上記の結果と分析を受け、文学的文章を扱い「表

現や叙述と関係付けて、自分の読みを確かなものとして高めていく」ことや 「情景な、

どの表現に着目する」ことに重点を置きながら指導を展開したいと考えた 「自分の読。

み」といっても、単なる空想とは異なる。作者の意図をさぐりながら 「こんな表現か、

らこんな思いが伝わってくる 「こういうことを伝えるために、こんな表現をしたん。」

だ 」という発見や「わかった 」という思いがなければならないと考える。それがテ。 。

ーマの「表現に着目して、確かな読みの力をつける」ということである。

実践では、宮沢賢治の「やまなし」という教材を選んだ 「やまなし」は情景描写が。

豊かな物語である。ただ、登場人物が少なく、場面が展開することもそれほど多くはな

い。したがって、主題を追究するにはやや扱いにくく、美しい情景描写をそれぞれの思

いで想像し合う学習が中心となりがちである。しかし、賢治の生き方や考え方と結びつ

けて読んでみると、美しい情景描写の奥に賢治の考え方が見えてくる。つまり、一つ一

つの表現から伝わってくることを作者の思いと重ね合わせて読むことによって 「表現、



に目を向けて読む」楽しさや「確かな読み」の力が生まれるのではないかと考えた。そ

して、以下の３点をポイントとして授業改善を行った。

①作者の思いと重ねて読み味わうための単元指導計画の工夫

②表現の特徴をつかんで読む方法を身に付ける授業の設定

③表現に着目して読み取るための指導援助

（２）改善の具体的方途と実践

①作者の思いと重ねて読み味わうための単元指導計画の工夫

従来の単元指導計画では 「やまなし」を先に 「イーハトーヴの夢 （宮沢賢治の伝、 、 」

記ともいうべき文章）を後に扱っていた。そのよさは「やまなし」を先入観なしで読め

るという利点である。しかし 「やまなし」をどう読ませるかと考えたとき、情景描写、

を味わいながらも、作者の思いと重ねて読むことは難しい。

そこで 「やまなし」を読む前に「イーハトーヴの夢」を読むことにより 「宮沢賢、 、

。」「 。」 、治はこんな人なのか 宮沢賢治はこんな考えをもっているのか という思いをもち

「 やまなし』で宮沢賢治は何を伝えたかったのだろうか 」という意識が生まれてく『 。

るのではないかと考えた。

従前の単元指導計画 改善した単元指導計画

１ 「やまなし」の全文を読み、傍線 １ 「イーハトーヴの夢」を読み、

を引いたり 感想を書いたりして 本文に書かれた事実を読み取、 、

作品について興味関心を高めるこ り、宮沢賢治の生き方や考え方

とができる。 をつかむことができる。

２ 感想交流や、単元名・冒頭の一文 ２ 「イーハトーヴの夢」を通して

についての話し合いにより、学習 理解した、賢治の生き方や考え

のめあてをもつことができる。 方について、自分の考えをノー

トにまとめることができる。

３ 「５月はどんな世界か」を、表現 ３ 賢治の生き方について考えたこ

に着目して話し合うことによっ とを、仲間と交流することによ

て、自分の読みを深めることがで って自分の考えを深めることが

きる。 できる。

４ 「１２月はどんな世界か」を、表 ４ 「やまなし」の全文を読み、傍

現に着目して話し合うことによっ 線を引いたり、感想を書いたり

て、自分の読みを深めることがで して、作品について興味関心を

きる。 高めることができる。

５ ５月と１２月の違いについて話し ５ 感想交流や、単元名・冒頭の一

合い、題名の意味や作者が伝えた 文についての話し合いにより、

かったことを考えることができ 学習のめあてをもつことができ

る。 る 。。

６ 「イーハトーヴの夢」を読み、本 ６ 表現の特徴をつかみ、その効果

文に書かれた事実を読み取り、宮 を考えて読む方法を学ぶことが



沢賢治の生き方や考え方をつかむ できる。

ことができる。

「イーハトーヴの夢」を通して理 ７ 「５月はどんな世界か」を、表

７ 解した、賢治の生き方や考え方に 現に着目して話し合うことによ

ついて、自分の考えをノートにま って、自分の読みを深めること

とめることができる。 ができる。

賢治の生き方について考えたこと ８ 「１２月はどんな世界か」を、

８ を、仲間と交流することによって 表現に着目して話し合うことに

自分の考えを深めることができ よって、自分の読みを深めるこ

る。 とができる。

９ ５月と１２月の違いについて話

し合い、題名の意味や作者が伝

えたかったことを考えることが

できる。

以下は 「イーハトーヴの夢」を学習した後 「宮沢賢治に対する自分の考え」と題、 、

して児童が書いたものの一部である。

・賢治は、一生を農業に捧げて、イーハトーヴのようになってほしいという夢をもっ

ていた。他人のことを一生懸命考えているところに感動した。

このように、宮沢賢治の生き方や考え方に感動したとの文が多かった一方、たくさん

の童話を書いたという賢治の一生に関連して、どのような思いで書いたのかを考えてい

る児童も多かった。

・賢治が詩や童話を次々と書いていけたのは、イーハトーヴという本の中の夢の世界

があったからこそなんだと思う。人はだれかを助けたいと思うことでこんなにがん

ばれるんだと、賢治の生き方から知った。岩手県を救うという気持ちがたくさんの

作品をつくったのだと思った。

・賢治の夢は、人間が人間らしく生き、人間も動物も植物も互いに心が通い合う世界

になること。とても大きい夢だと思う。そんな夢や理想を世界の人々に伝えたかっ

たから、童話や詩を出したと思う。

・全部の物語が希望を持っている作品だから、いつか世の中が自分の理想になること

を信じていたんだと思う。

このように、宮沢賢治の生き方や考え方を学ぶことで、賢治が書いた作品への意識がす

でに芽生え始めていることが分かる。このことにより、第５校時において 『学習のめあ、

て』の二つ目「作者の思いをつかもう 」を自然な流れで設定することができた。。

②表現の特徴をつかんで読む方法を身に付ける授業の設定

前述の単元指導計画において 「従前の単元指導計画」に比べ「改善した単元指導計、



画」の方が１時間分多くなっているのは、第６校時の「表現の特徴をつかみ、その効果

を考えて読む方法を学ぶ」時間を設定したからである。ここでは 「やまなし」を学習、

するに当たって 「どのような方法で読み解いていったらよいか」という、読み方を学、

ぶ時間として位置付けた。表現の特徴を押さえ、そのよさや効果に気付いた上で、本文

の読み取りに入ろうと考えこのような時間を設けた。

＜授業記録から＞ ＊本時（６／９時間）の展開は別紙参照

（本時の課題づくりの後で）

Ｔ：感想文を紹介します （Ａ子の感想文 「～別のものに例えて表現している… 」。 ） 。

このように、別のものに例える表現の仕方を 「比ゆ表現」といいます。、

Ｔ：板書する。

Ｔ：他にどんな比喩表現があるか見付けましょう。

比 と教科書に線を引きましょう。

Ｃ： 自分の教科書に線を引く ）（ 。

Ｔ：発表してください。

Ｃ：

「鋼のように 「光のあみは 「なめらかな天井 「水銀のように 「夢のよう」 」 」 」

に 「輪のように 「金剛石の粉を」」 」

Ｔ：比喩表現にはどんなよさがあるのでしょうか。

Ｃ：様子がよく伝わってきます。

Ｃ：どんなことなのか意味がよく分かってきます。

Ｃ：その場面の様子が目に浮かんできます。

Ｃ：比喩表現があると想像しやすいです。

Ｔ：たくさん見つけたね。比喩表現の多さは、やまなしの表現の特徴だね。では、比

喩表現の他に、どんな特徴があるでしょうか。

Ｃ： かぷかぷ」のような言い方。「

Ｔ：それは、どこで感じるのですか？目で？耳で？

Ｃ：耳で。

Ｔ：耳で聞いた感じを表している文は他にあるのですか？

Ｃ： トブン」です。「

Ｃ： サラサラ」「

Ｔ：では、音の感じを表現している言葉に線を引きましょう。 音

Ｃ： 自分の教科書に線を引く ）（ 。

Ｔ：音の感じの他に、どんな特徴があるのでしょうか。

Ｃ：色。

「赤い目 「青白い水の底 「青くてね 「黒くとがる 「銀の色の腹 「黒」 」 。」 。」 」

く静か」



Ｔ：教科書から見つけましょう。色

Ｔ：いろいろな表現の中から 一つ選んで、そこからどんな感じが伝わってくるか、

ノートに書いてみましょう。

＜児童のノートから＞

○「日光の黄金は、夢のように水の中に降ってきました 」というところを読んで、。

きれいな様子だということが分かる。日光が水の中で金色に光り輝いている感じが

する。

○「黒くとがって」という表現から、暗くてこわい様子が伝わってくる 「コンパス。

のように」と付けると、さらにこわく感じる。

○「鉄砲のようなもの」というところで、鉄砲のようにこわくて速かったと思う。そ

して、そんなにおそろしいものにたとえると、どれほどかにの兄弟がきょうふを感

じたかが分かる。

＜板書＞

「やまなし」の表現の特徴

○比ゆ表現：他のものにたとえる表現

○音の感じ：聞こえてきそうな表現

○色：その場の雰囲気が伝わる

◎よさ：想像が広がる・様子が伝わる

賢治の世界が見えてくる。

授業の終末には、教科書本文の「物語などで、登場人物の心情とひびき合い、一体の

『 』 。」 。 、ものとなった風景や様子を 情景 という の一文を視写して終わった このように

言葉の奥に見える場面の様子をとらえる方法を身に付けることによって、明るい様子や

暗い様子、楽しい感じやこわい感じなど「やまなし」に特徴的な世界を読み解く手がか

りをつかませることができた。

③表現に着目して読み取るための指導援助 ＊８／９時時間「１２月」の読み取りから

○読み方を生かした一人読みの時間の設定

「５月 「１２月」の読み取りでは 「○月はどんな世界か 「それはどの表現から」 、 。」

分かるのか 」という視点で＜一人読み＞や＜話し合い＞を位置付けた。授業のはじめ。

の段階では、第６校時で身に付けた「表現の特徴をつかんで読む方法」を生かした一人

読みの時間を設定した。児童は表現の特徴をとらえながら自分なりの読みをもつことが

できた。

＜授業記録から＞

：１２月は、かににとってどんな世界だと思いますか。また、どうしてそう思ったT



のか、本文のどこからそう思いましたか？

：かににとって、１２月は「きれいな世界」だと思う。どうしてかというと 「冷C 、

たい水の底まで」という表現から冷たい様子が伝わってきて 「あんまり明るく、

月がきれいなので」という表現から、きれいだと思った。

：途中から「月光が差し込んで、辺り一面」という表現から、月光が差し込んだきC

れいな世界だと思う。

：かににとって明るいような暗いような世界だと思う。あんなに月がきれいというC

ところから明るい感じがするけど 「波の音がひびいてくるだけで」というとこ、

ろから、静かで暗い感じがするからです。

：静かな世界だと思う 「あたりはしんとして」というところから、動物たちが冬C 。

眠して静かなんだと思う。

このように、表現の細かい点に着目して自分なりの考えをもつことができた。

○教材分析を生かした話し合いの焦点化

「５月」の世界･･･春の明るく楽しい中にも、食べたり食べられたりする弱肉強食の

の厳しい世界。その象徴は「かわせみ」である。

「１２月」の世界･･･冬の暗く静かな中にも、植物の実などの自然の恵みがある、豊か

で和やかな世界。その象徴は「やまなし」である。

＊題名が「やまなし」となっていることから、豊かさ、和やかさ、平和等を大切にした

いといった作者の願いがあるのではないか。

このような教材分析の結果 「１２月」の授業では 「かわせみ」と「やまなし」が、 、

落ちてきた時の情景描写を読み比べて考えることを本時の話し合いの中心とした。表現

に着目し、それらを対比して考えることによって「１２月」の世界が見えてくると考え

たからである。

＜授業記録から＞

Ｔ：やまなしが落ちてきたところの様子はなんと書いてありますか。教科書を読んでみ

ましょう。

： そのとき、トブン。黒い丸い大きなものが、天井から落ちてずうっとしずんで、C 「

また上へ上っていきました。きらきらっと黄金のぶちが光りました 」。

Ｔ：かわせみがきたときの様子を読んでみましょう。

「そのときです。にわかに天井に白いあわが立って、青光りのまるでぎらぎらする鉄C:

砲玉のようなものが、いきなり飛びこんできました 」。

Ｔ： ぎらぎら」と「きらきらっと 。どのような違いがありますか。「 」

Ｃ：ぎらぎらは、かわせみのようにすごく速く飛びこんできた感じ。きらきらは、ゆっ

くり落ちてきた感じ。

Ｃ：ぎらぎらは、少し怖いような感じ。きらきらはかわいい感じ。

Ｔ： いきなり飛びこんで」と 「ずうっとしずんで」の違いはどうですか？「 、



Ｃ： いきなり」というのは、かわせみの荒い感じ。やまなしの「ずうっと」というの「

は、ゆっくりした感じ。

Ｃ： いきなり」は速く 「ずうっと」はゆっくりな感じ。「 、

Ｃ： いきなり」というのはびっくりするけれど 「ずうっと」というのはゆっくりと「 、

落ち着いている。

Ｔ：かにの親子の様子は、５月と比べてどんな感じですか？

Ｃ：５月はかにがぶるぶるふるえていてお父さんが慰めていた。１２月はふるえていな

くて、教えていた。

このように 「かわせみ」と「やまなし」の登場がどのように表現されているかとい、

うことに絞り込み、読み比べることによって 「１２月」の世界を「５月」との対比で、

考えていくことができた。

話し合いの後で、再び「 １２月』はどんな世界か。今の考えを書いてみましょう 」『 。

と投げかけた。すると児童は以下のような考えを書いた。

＜児童のノートから＞

・かににとって１２月は、静かで平和な世界。でも、それだけではなくて時には楽し

い世界もあるんだと思う。

・５月のように明るくはないけど、楽しいことがある。時がたって、５月より楽しい

世界になったと思う。

・１２月は静かで優しい世界だと思う。わけは、やまなしが登場したことでやさしさ

が出たと思うから。

・かににとって、１２月は静かな世界でもありやまなしの登場によって敵のいない楽

しい世界でもあると思う。

・１２月は周りは静かな感じだけど、やまなしが落ちてくることによって雰囲気が温

かくなっているように感じた。そして最後は楽しくなったと思う。

・１２月は季節的には寒く、冷たく、何となく暗い感じがあるけれど、やまなしを登

場させることで、明るく楽しい感じが出ていると思う。

本時の導入段階の一人読みでは 「きれい 「静か 「暗い」といった表面的な読み方、 」 」

が多かったが、終末では「静かで平和 「静かで楽しい 「静かだけど温かい」といっ」 」

た、作者の思いと重ねて読み味わうことができた。

（3）授業改善後の成果

①作者の思いと重ねて読み味わうための単元指導計画の工夫

「作者の思い」という視点で単元指導計画を工夫したことによって、児童は意欲的に

学習に取り組むことができた。特に 「やまなし」を読み取る学習において、作者宮沢、

賢治の思いを、常に意識しながら学習することができた。以下は「１２月」の授業の日

に児童が自主的に書いてきた日記の一部である。

、 。・Ｂくんが賢治の岩手県のことと重ねて意見を言っていたので よかったと思いました



「やまなし」には、いろいろな深い思いが込められていて、もっと発見していきたい

と思いました。また、やまなしについての意見で、Ｃくんの「やまなしは自然からの

おくり物」という話は、賢治のイメージが分かっているなと思いました。

②表現の特徴をつかんで読む方法を身に付ける授業の設定

読み取り学習に入る前に 「表現の特徴をつかんで読む方法を身に付ける授業」を設、

定したことによって、児童はどのような表現に着目し、それをどのようにとらえていけ

ばよいのかが分かり、読み方を身に付けることができた。したがって、読み取りの学習

において、課題を設定した後は、自ら進んで考える姿が多く見られた。また、学習状況

が十分でない児童も学習の方法を理解し、安心して授業に臨む姿が見られた。さらに、

下表に見られるように読みの力も大きく伸ばすことができた。

③表現に着目して読み取るための指導援助

「表現や叙述と関係付けて、自分の読みを確かなものとして高めていく」力 「情景、

などの表現に着目する」力がどの程度高まったのか。プレテストと同じもの（平成１６

年度の学習状況調査で使った第６学年の問題）を使って調べてみた。前回テストの結果

は児童に知らせておらず、前回テストとの期間は約１か月である。

出題のねらい 指導前 指導後 伸び

登場人物の関係を考えながら読むことができる。 ％ ＋71.0 73.5%

2.5

場面がどのように変わっていくかを考えながら読 ％ ＋84.2 100%

15.8むことができる。

登場人物の気持ちを想像しながら読むことができ ％ ＋100.0 100%

0.0る。

物語の展開に注意しながら読むことができる。 ％ ＋55.2 76.5%

21.3

登場人物の気持ちを想像しながら読むことができ ％ ＋78.9 100%

21.1る。

物語の優れた表現に目を向け、想像を広げながら ％ ＋73.6 91.2%

17.6読むことができる。

この結果から、前回のマイナスだった「物語の優れた表現に目を向け、想像を広げな

がら読むことができる 」がプラスに転じていることが分かる。しかも＋ という高。 17.6

い伸びである。これは、常に表現に着目し、そこから自分の思いを明確にしたり、仲間

と話し合って深めたりして、読み方を身に付けてきた結果であると考える。


