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事例 小学校 国語科 第４学年「一つの花」 

テーマ 読解力を育成するための授業方法の工夫改善  

授業改善の

ポイント 

・作者の伝えたいことを児童が意識しながら読み取るための単元指導計画

の工夫 

・文章の内容を自分の経験と結び付けながら読み深めるための指導方法の

工夫 

 

１ 学習状況の把握と分析 

学 習 状 況 の把握  

【把握方法】 

   平成１８年２月３日に行ったＣＲＴ学力検査（検査当時第３学年。「改訂新版ＣＲ

Ｔ－Ⅱ」図書文化社を使用）の結果を本学級の学習状況の把握のために利用した。  
  

学習状況の結果と分析  

 【結果】 

前述のＣＲＴ学力検査の結果、全体として以下のような傾向が見られた。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）・Ａは「話すこと・聞くこと」、Ｂは「書くこと」、Ｃは「読むこと」、  
「言」は「言語事項」。国語科におけるそれぞれの領域を示す。  
・数値は学年平均、全校平均の設問に対する正解者の割合。単位は％。  

 【分析】  

   全国平均と比較すると、以下の点が課題であると思われる。  
（１）C－１ 「中心となる語や文をとらえて読むこと」、B－２ 「自分の考えを

明確にして書くこと」、言語事項「言葉の性質や役割を知ること」の問題につ

いて正解の割合が低い。書き手の伝えたいことをとらえ、場面ごとの内容をか

かわらせて考えて読む力を付けることが課題といえる。  
（２）C－２ 「文章の特徴に注意して読むこと」の問題について正解の割合が低

い。内容を解釈し、熟考する力を付けることが課題といえる。  
以上の点から、次の２点を授業改善の視点とした。  

 観     点 学年平均 全国平均 

A-1 伝えたい事柄を選んで話すこと 67.2 69.8 

A-2 話の中心に気をつけて書くこと 85.7 84.7 

B-1 相手や目的に応じて適切に書く 91.5 88.1 

B-2 自分の考えを明確にして書くこと 70.4 74 

B-3 効果的に書くこと 65.6 69.3 

C-1 中心となる語や文をとらえて読むこと 64 64.6 

C-2 文章の特徴に注意して読むこと 60.9 62.5 

言  漢字を正しくおぼえて使うこと 90.7 90 

言  言葉の性質や役割を知ること 45.1 49 
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  ・作者や筆者の伝えたいことを読み取ること  
作者や筆者が伝えたい考えや思いはその叙述によって読者に伝えられる。叙述の中

に使われている言葉の意味そのものだけではなく、文中で果たしている役割（修飾、

接続、象徴…）や文脈上の意味、その言葉のもつイメージから作者や筆者の伝えたい

考えや思いを読み取る力を児童に付けていくことが求められる。そのために教師は、

作者や筆者が伝えたい考えや思いを明確に表している言葉や表現を分析し、その表現

の効果や文脈上のその言葉の意味を明確にしたうえで児童に指導・援助していくこと

が必要になる。  
・作者、筆者の伝えたいことを自分の生活経験・学習経験と結び付けて考えること  
児童は出会った文章を、これまでの学習経験や生活経験をもとに叙述を手がかりに

して読み取ろうとする。児童は読者として、文章を通して作者や筆者の意図を読み取

り、新たな世界に出会い、未知の知識に出会い、豊かな人間性を築いていくのだと考

える。  
しかし、単にこれまでの経験をもとにして想像しながら読むだけでは、作者や筆者

の意図を十分に読み取ることができず、新たな世界や未知の知識を十分に楽しむこと

はできない。さらに、叙述から作者や筆者の考えをより正確に読み取り、自分のこれ

までの学習経験や生活経験と結び付けて考えることは、「これまでこういう考えだっ

たが、教材文を学んでこう考えるようになった。」と文章を解釈し、熟考し、知識を

発展させる力を付けることにつながると考える。  
 

授 業 改 善 へ  

 

２ 分析に基づく授業改善 

(1) 授業改善の方針 

 ①作者の伝えたいことを児童が常に意識できるような単元指導計画を工夫し、主題がど

のような叙述に表れているのかを考えながら読み取る力を付ける必要がある。「作者

は自分たちに何を伝えたいのだろう。」と児童が常に問いかけながら学習を進めるよ

うな単元指導計画を考えたい。 

②単位時間の指導・援助によって、言葉や表現に着目して内容を正確に読み取ることに

加えて、自分のこれまでの学習経験や読書経験、生活経験と結び付けて考えながら登

場人物の心情を読み取る力を付けることができるような指導方法を考えたい。 

以上の点から次の項目を授業改善の視点として考えた。 

・作者の伝えたいことを児童が意識しながら読み取るための単元指導計画の工夫 

・文章の内容を自分の経験と結び付けながら読み深めるための指導方法の工夫 

 

(2) 改善の具体的方途と実践  

①  作者の伝えたいことを児童が意識しながら読み取るための単元指導計画の工夫 
本教材「一つの花」において、作者の伝えたいことは２つあると考える。１つは、教

材文の中で登場人物の一人である父親がゆみ子に伝えようとしている「心豊かな娘に育

ってほしいという思い」である。もう１つは、作者自身が読者である児童に伝えようと

している「反戦の思い」である。この２つのことについて意識して読み、自分の考えが 

もてるように、単元指導計画を以下のように工夫した。 
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児童の   課題意識  

（ア）単元の導入で、作者が父の姿を通して伝えたいことを児童に意識させるために前後

の場面を比較する時間を設定する。 

児童が父親の娘への思いに気付くために、第１時で第１場面（戦時中・光村図書４

年生下始め～Ｐ６Ｌ３）と第５場面（戦後・同Ｐ１２Ｌ１～終わり）を比較して考

えることができるようにする。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文章の全体をまず明確にし、常に「父母への思いを読み取る」という課題意識をもち

ながら学習をすることによって、中心となる語や文に注意しながら文章を読み取る力を

付けたいと考えた。  
（イ）単元の前半に戦争という状況についての知識を深める時間を設定する。 

児童が作者の「反戦の思い」に気付くために、第２時で「戦争の頃のくらし」につ

いて聞いてきたことや知っていることを、児童が交流する時間を設定する。活動を通

して、児童自身の戦争についての知識をふくらませる。  

 
平和な時代に生きる自分たちと状況が異なることに気付くことができるような学習

活動を設定し、戦争という状況に置かれた人々の心情をとらえることで、作者の戦争

「ちいちゃんのかげ

おくり」での学習経験  

祖父母の戦争体験  

これまでの読書経験  

作者が描く戦争  
・児童一人一人がも

つ 戦 争 の イ メ ー

ジ の 違 い に 気 付

く。  
・自分たちの生活と

の 状 況 の 違 い に

気付く。  

児童の知識を

ふくらませる。

作者の反戦への思いを意識させる。

この「一つの花」で

は、どんなことが書

いてあるのだろう。  

どんな思いが書いて

あるのだろう。  

児童自身の生活体験  比較  

第一の場面のゆみ子 

自分の欲求を満たそ

うとするゆみ子  

第五の場面のゆみ子 

相手（母親）のことを

思いやるゆみ子  

・戦争という状況の中の父

母へのゆみ子への愛情

への着目。  

変わったきっかけは何か？  

・暮らしぶりだろうか？  

・父親の存在だろうか？  

・父母のゆみ子への愛情だろうか？

変容  
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に対する思いを意識しながら学習を進めることができるようにする。  
（ウ）単元の終末で「戦争の中を生きる人々への思い」を書き、児童が感じた作品の中の

登場人物への思い、そして、作者の伝えたいことについて考えを明らかにする時間

を設定する。 

  単元の最後の学習活動として、「戦争の中を生きる人々への思い」というテーマで

第８時までの学習活動で考えてきたことをまとめる。  
第９時で、単元を通して考えてきた「ゆみ子の成長を願う父母の思い」と、「作者

の戦争への思い」について、それぞれ文章を読んで考えたことをまとめる。この活動

によって、作者の伝えたいことについて自分はどう思うか、考える時間をもつ。  
第１０時では、一人一人のまとめを交流することで、ゆみ子の父親の思いや作者の

伝えたいことに対して自分の考えをより明確にするとともに、ゆみ子たちのような家

族が他にもあったことに気付き、戦争に対する児童の考えを広める。  
このような活動を設定することで、学習して考えたことをこれからの自分の生き方

に生かしていくことができるようにする。  
      従前の指導計画 → 改善した指導計画 

１ 教師の範読を聞き、「強く心に残ったこと

」「みんなで話し合いたいこと」について

、初発の感想を書く。 

 １ 教師の範読を聞き、戦時中のゆみ子と父親

と別れてから１０年後のゆみ子の人物設定

を比較し、ゆみ子の成長を読み取る。 

２ 文章に描かれている戦時中のくらしについ

て、叙述や戦争について書かれた本などか

らテーマをもって調べ学習をし、初めて知

ったことや感想を発表する。 

 ２ 文章に描かれている戦時中のくらしについ

て、叙述やこれまでの経験などから自分が

知っていることを交流し、現代とは違う状

況であったことを理解する。 

３ ゆみ子が覚えるほど「一つだけよ」と言っ

て食べ物を分け与えた母親の思いを、場面

の状況やゆみ子の様子から読み取る。 

→ ３ ゆみ子が覚えるほど「一つだけよ」と言っ

て食べ物を分け与えた母親の思いを、場面

の状況やゆみ子の様子から読み取る。 

４ 父親、母親の言動をもとに、両親のゆみ子

にできることなら何でもしてやりたいとい

う心情や、ゆみ子の将来を案じる気持ちを

読み取る。 

 ４ 父親、母親の言動をもとに、二人がゆみ子

の将来について不安を感じ、食べ物とは別

の喜びに気付いてほしいと考えていること

を読み取る。 

５ 父親にゆみ子の泣き顔を見せないように、

ゆみ子に「大事なお米で作った」おにぎり

をあげる母親の気持ちや、出征前の万歳を

している人々から少し離れたところで家族

だけでいる父親の気持ちを読み取る。 

→ ５ 父親にゆみ子の泣き顔を見せないように、

ゆみ子に「大事なお米で作った」おにぎり

であってもあげる母親の気持ちや「まるで

戦争になんか行く人ではないかのように」

振る舞う父親の気持ちを読み取る。 

６ 父親にゆみ子の泣き顔を見せないようにす

るが、もうおにぎりがなく、食べ物で満足

させることができず、必死にゆみ子をあや

そうとしている母親の思いを読み取る。 

 ６ 父親にゆみ子の泣き顔を見せないようにす

るが、もうおにぎりがなく、食べ物で満足

させることができず、必死にゆみ子をあや

そうとしている母親の思いを読み取る。 

７ 父親が一輪の「コスモス」の花にどんな思

いをこめて渡したかを考え、心豊かに育っ

てほしいという自分の思いを大切にして生

→ ７ 「コスモス」の花のイメージや咲いている

場所からこの花にこめられた父親の思いを

考え、父親がゆみ子に心豊かに育ってほし
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きていってほしいと「一つの花」を見つめ

ながら何も言わず出征した父親の思いを読

み取る。 

いという願いをもって出征していくことを

読み取る。 

８ これまでの場面と比較し、ゆみ子と母親の

会話や行動などから幸せそうに暮らしてい

るゆみ子と母親の様子を読み取る。 

８ １０年後のゆみ子の言動から、ゆみ子が父

親の願ったような心豊かな子に成長してい

ることを読み取る。 

９ 

 

初発の感想やこれまでの場面ごとに読み取

ってきたことをもとに、戦争の中を生きぬ

き成長したゆみ子への手紙を書く。 

９ 教材文から学んだことやこれまでの読書経

験、生活経験をもとに「父、母のゆみ子へ

の思い」「ゆみ子の成長」「作者の戦争へ

の思い」というテーマで自分が考えている

ことを書く。 

10 児童が書いたゆみ子への手紙をお互いに読

み合い、感想の違いや読み取ったことの違

いを交流し、仲間の書いた手紙の内容のす

ばらしさを話し合う。 

 

 

 

→

10 「戦争の中を生きる人々の思い」について

交流し、空襲もなく、物も豊富にある現在

に生きる自分たちのこれからの生き方につ

いて考えをまとめる。 

②  文章の内容を自分の経験を結び付けながら読み深めるための指導方法の工夫   
自分の経験と教材文の内容を比較しながら作者の伝えたい２つのことを児童に考えさ

せるためには、児童自身が自分のこれまでの経験と教材文で描かれていることをどう結

び付けて考えていくかが重要になる。そこで、以下の３点について指導方法の改善を図

ることにした。 

（ア）戦時中のくらしに関する図書の紹介や資料を活用することで、児童の知識を広げ、

読みを深める。 

本単元において児童にも教師にも必要な資料は、戦時中のくらし、そして、そのつら

さ、苦しさが分かるような資料である。学校図書館の司書の協力も受け、こうした資料

を学級に準備していつでも手に取れるようにした。  

 

・戦時中のくらし、つらさ、

苦しさが分からない。  
・戦争はつらい、悲しいもの

というイメージ。  

読みを深める。 

○登場人物の心情は他の作

品でも同じだろうか。  
○図書資料に書いてあるこ

とと結び付けて考えられ

ないか。  
知識を広げる。 

○戦争中はどういう状況だ

ったのだろうか。  
○戦争という状況は、人々

にどんな苦しみ、つらさ、

悲しさをもたらしたのだ

ろう。  

準備した図書資料 

学習まんが少年少女日本の歴史⑲⑳（児玉幸多・監修）

ヒロシマいのちの歌（鈴木ゆき江）  
火の灰がふる（有原誠治・今泉俊昭）  
今西祐行絵文庫 一つの花（今西祐行）  
おきなわ島の声（丸木 俊･位里）  
小さい仏さまの峠（菊池 正）  
ガラスのうさぎ（高木敏子）  
ぞうれっしゃがやってきた（小出隆司）  
かわいそうなぞう（土屋由岐雄）  
おこりじぞう（山口勇子）  
ふうちゃんのハーモニカ（西野俊子）  
平和のたからもの（寺田志桜里）  
目でみる戦争とくらし百科⑤（早乙女勝元・監修）

わたしたちのアジア･太平洋戦争１～３（古田足日・他）

おはなし日本の歴史 16～ 20（和歌森太郎・他）  
おかあさんの木（大川悦生）  
空がわれた日（赤座憲久）  
南の島ルソンから（はらみちを）  
ひろしまのピカ（丸木 俊･位里）  

考
え
る
手
立
て
、 

結
び
付
け
る
情
報
と
し
て
活
用
。 
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また、「配給」「空襲」「召集令状」などの用語については、適宜説明を加えた。例

えば、ゆみ子が「一つだけちょうだい」という言葉を覚えたことや、体の弱いゆみ子を

父親が心配しながらも戦争に行かざるを得ないということが、戦時中であるという状況

だからこそ生まれた人々の悲しさやつらさだったことを理解できるようにする。そして、

児童の文学的文章の読み取りに生かすことができるようにする。  
（イ）これまでの経験と関連付けるために指導・援助の仕方を工夫する。 

  児童が教材文に出会い、登場人物や作者の思いを読み取っていくためには、これまで

の自分自身の経験をどう関連付けて考えていくのかが大切になってくる。  
  これまでの経験と叙述を結び付けて考えることで、言葉の意味そのものを読むだけで

なく、その言葉を使うことでどんな心情が伝わるのかを児童が深く読み取れることがで

きるように指導・援助の仕方を工夫する。  
言葉の意味に着目した指導・援助 

児童の読み取り  児童の経験  教師の指導・援助  
○登場人物の心情を表す

言葉に注目せずに読み

取っている。  
○場面における状況や場

面のつながりを考えず

に読み取っている。  

←言葉の意味は知っている。

←どのような場面なのか読

み取ることはできている。

←言葉の意味を確かめ、心情

を想起できるようにする。

←場面のつながりを意識し

て考えるように助言する。

←その状況の中で父母がど

のように考えるかを助言

する。  
児童の読書経験と関連付けた指導・援助 

児童の読み取り  児童の経験  教師の指導・援助  
○戦争をテーマにした本

を 読 ん だ 経 験 が 少 な

く、場面の状況を想起

できないまま読み取っ

ている。  

←第３学年まで読書経験  
←第３学年「ちいちゃんのか

げおくり」等での学習経

験。  

←単元「本は友達」で戦争を

テーマにした本を取り上

げ、学級全体で読むことで

戦争のイメージを広げる。

←これまで読んだ戦争をテ

ーマにした本の叙述と比

較しながら考えることが

できるように助言する。  
児童の生活経験と関連付けた指導・援助 

児童の読み取り  児童の経験  教師の指導・援助  
○「深いため息」や「ス

キップ」等児童自身の

生活経験を結び付けて

心情を想起することが

できないまま読み取っ

ている。  

←生活の中で経験している

ことがある。  
←例えば「スキップをするの

はどんなときか。」など、

児童自身の生活場面を想

起できるようにし、その経

験と比較して心情を想像

する。  
交流の場面では、１つの叙述に対して多くの児童の経験を結び付けて考えることで、

自分の経験に基づく意見と仲間の経験に基づく考えが異なることに気付き、一人読みで

考えたことを広げ、深めることができるようにする。  
学習の終わりには、取り上げた言葉や、経験と結び付けて考えた言葉を生かして学習

のまとめを書くようにする。このことで、「ゆみ子への父母への思い」そして「作者の
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戦争への思い」という作者の伝えたいことを明確にして自分の考えをまとめることがで

きるようにする。文章で学んだことを書かせることで、児童に授業を始める前と終わっ

た後の自分自身の変容を意識できるよう、どんな力が付いたのかを明確にする。  
（ウ）一人一人の変容を価値付け、さらに指導・援助の方法を明確にするために机列表を

活用する。 

学 習 の ま と め を も と

に、単位時間の学習で一

人一人が付けた力を「叙

述 に 注 目 し て 考 え て い

る」「叙述と経験を結び

付けて考えている」「叙  
述と結び付けようとして

いる経験は何か」という観点から分析する。また、こうした分析をもとに教師側が気付か

せたい言葉について、一人一人の児童に対して学習経験、読書経験、生活経験など、どの

ような経験をもとに考えさせるかを判断（「指導 /援助」欄に記入）する。こうした分析と
指導・援助の方向性は、机列表に記録し、授業の中で生かすことにした。  
 ３ 授業改善後の成果 

 

単元の導入で、前後の場面を比較することにより、児童は作者の伝えたいことを意識して

各場面の内容を読み取ることができた。 

第１場面と第５場面を単元の導入で読み比べ、ゆみ子が相手のことを思いやる子に育っ

たきっかけを意識して学習を進めることができるように単元指導計画を立てた。   

単元の導入で、児童は上記のような考えを出した。  
「相手を思いやる心」「コスモス」「お父さん」がゆみ子の成長に関係していることを

児童は導入の部分で考えている。文章全体の中で、「相手のことを思いやることができる

心をもつ子に育ったきっかけ」を意識できるようにしたことで、児童は父母の思いを読み

取り、ゆみ子の成長のきっかけを考えてきた。そして、食べ物以外のものであったコスモ

スを喜び、そして、今もコスモスに込められた父親の思いを大切に生きていることから、

父母、特に父親の思いがゆみ子を成長させたと児童は考えた。それは、第７時の学習のま

とめで、児童が「コスモス」と「父親の思い」を関連付けて考えていることからも明らか

である。  
 
戦争という状況を意識させることで、児童は場面における状況を、ゆみ子たちの家

族の心情をかかわらせて読み深めることができた。 

第２時で児童が戦争に関する知識を出し合い、児童は自分の知識を広げた。空襲や配給、

召集礼状など、現代と違う状況を知る中で、例えば第１の場面では、「～だの、～だの～

○いっぱい「一つだけ」と言っているが十年後はお母さんの手伝いをしている。  
○ゆみ子はお母さんの分ももらっていて少しわがままだと思う。もうお父さんに会え

ずにかわいそう。でも、優しく明るい子に育っている。  
○戦争があったのもかわいそう。お父さんの顔を覚えていない、いたかどうかも分か

らないのもかわいそう。でも、ゆみ子は明るく成長した。  
○コスモスのトンネルがある。お父さんと別れた頃を何となく覚えているのかな。だ

からコスモスをトンネルのようにしている。  

机列表の例 

叙述に注目して考えている       

叙述と経験を結び付けて考えている   

叙述と結び付けようとしている経験→自分の母親の言動と重ねて考えている。  

指導 /援助→母親の立場で戦争の頃のくらしの様子をどう考

えているか助言する。  



 

- 8 -

そんなものはどこに行ってもありませんでした。」「次々に焼かれて灰になっていきまし

た。」といった言葉に着目し、状況を想像できた。児童は、「ゆみ子が生きた時代」につ

いて以下の感想を述べている。  
○大切なものがあっという間に焼かれていくなんて、ひどい。  
○食べ物も飲み物もない大変なくらしで自分なら耐えられない。  
○食べる物もないし、安心して寝ていられない。  
○がんばっている両親、ゆみ子がすごい。  

こんな状況だからこそ、父母のゆみ子に対する思いは強く感じられる。児童は各時間で

の学習のまとめの中で、戦争という状況と、その中で必死にわが子を育てる両親の思いを

結び付けて考えていた。  
また、第３場面で、出征する人々を励ます人々の場所から離れている家族の姿から、児

童は次のように考えた。  
○戦争に行きたくないが行かなければならない。  
○小さなゆみ子を残して、戦争なんか行けない。  
○もう死ぬ前に会えないかもしれない。家族との時間を大切にしたいがそれもで

きない。  
○生きて帰ることができないかもしれない。つらい。  

家族を残していかなければならない戦争を作者がよいものと感じていない記述にも気付

き、児童全員が戦時中という状況は自分たちにとって当たり前と考えていることができな

かった時代であったと理解することができた。  
単元の終末において、「ゆみ子の成長を願う父母の願い」「作者の戦争への思い」に

ついてこれまでの学習をもとに考え、交流することで、児童は作者の伝えたいことをと

らえ、自分のこれからの生き方についても考えることができた。 

単元の学習のまとめでは、児童は以下のような内容の感想を書いている。  
感 想 の 内 容  第９時での人数  

つらい戦争の中で生きた両親のゆみ子への思いとゆみ子の成長を

とらえている。  
３４名  

作者の反戦の思いを叙述からとらえている。  ３３名  
自分の家族や現在のくらしと結び付けて、これからの平和への願

いを書いている。  
２５名  

                    （人数は、出席３６名中。複数回答。）  
作者の伝えたいことにほとんどの児童が迫っているものの、まだどんなことを書けばい

いのか悩む児童もいた。また、作者が伝えたいことに結び付けて、「やはり戦争はいけな

い。」「なぜ戦争をするのだろう。」「自分の家族も同じように心豊かな子になるように

願っているのか。」など、自分の現在のくらしと結び付けて考えを書けない児童もいた。

そこで、第１０時でお互いの意見を交流し、作者の伝えたいことに対して自分の考えを深

める時間を設定した。  
 児童は以下のような意見を書いた。  

交流の後、家族への思いを書いたＡ男 

「お父さん、お母さんもつらいけど、ゆみ子が生きていけるようにがんばった。

ぼくの両親もきっと同じようにがんばってくれている。戦争は苦しい、つらいも

の.だから、戦争はしてはいけない。」 
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交流の中で考えをまとめたＢ男 

「生きのびたゆみ子はすごい。さらに、いつもいつもお母さんは食べ物を一つず

つあげていた。それほど食べ物は少なかった。お父さんはその姿を見てとても悲

しかったにちがいない。だから、戦争はいけないと思う。」  
 ゆみ子を心豊かな子に育てたいと思う父親の気持ちに戦争という状況を結び付けること

によって、作者の反戦の願いにも気付くことができたと考える。  
 
戦時中のくらしに関する資料を準備し、活用したことは、児童がより深く文章を読む

ことだけでなく、深く読むために効果的であった。 

図書資料を活用することで、児童は、体験談をもとに空襲の様子や焼夷弾の威力、そし

て被害について理解し、空襲の悲惨さを感じ取った。児童はこれらの本から、辞書には載

せられていない内容を知り、学習に生かしていた。 

 また、学習を進める中で学級に置いた本を多くの児童が手に取り、戦争に対する思いを

深めていた。長編や外国の戦争の体験談を読み、市井の人々の戦争の頃のくらしに思いを

向ける児童もいた。また、図鑑にある写真に写された人々の様子から戦争について考える

児童がいた。 

 こうした資料を活用することで、児童は、ゆみ子の家族だけではなく、日本にも世界に

も戦争という状況の中で苦しみながら、必死に生きている人々がいることをとらえていた。 

第４場面 一つの花を見つめながら汽車に乗っていった父親の心情 

○もうすぐ違う国と戦うんだな。ぽつんと花が咲いていてかわいそう。だからゆ

み子に一つの花をあげた。お父さん、がんばるから、という願いがある。 

  →戦争は相手の国があり、そして、敵になる人がいることを資料からとらえ

ている。 

○泣いてほしくない。いっしょにいられるのは今日だけ。最初で最後のお父さん

からのプレゼントだ。 

  →「最後に思いをこめて遺品を残す」という資料があり、そこから考えてい

る。同様の意見は他にも何人かが出していた。） 

 

叙述と場面の状況、そして叙述と経験を結び付けることによって、児童は自分の経

験を生かし、その言葉からどんな心情が伝わってくるのかを深く読み取り、想像を広

げて考えることができた。 

 言葉に注目できるよう、交流の場面でも「この言葉に注目して･･･」と話すことで、児童

には言葉を大切にして読むことを指導にしている。 

第２場面 Ｃ子への指導・援助 

＜Ｃ子のノートの読み取り＞ 

「一つだけ」 →Ｃ子：「お母さんはもっと食べさせたいと本当は思っていた。」

「じゃあね」→Ｃ子：「ゆみ子はおなかをすかしていると思っている。」 

＜期間指導におけるＣ子への個別指導＞ 

Ｔ： 「２つをつなげて、『じゃあね』と食べさせようと思っているんだね。

食べる物がないけど、そこまでするのはどうしてだろう。」 

Ｃ子：「ゆみ子のことを思ってとにかく食べさせたいと考えた。だから我慢

させたいけど『知らず知らず』一つだけとゆみ子に言っている。戦争

のつらさを知ってほしくなかったのだと思う。」 



 

- 10 -

第４場面 ＜全体での読み取り交流＞ 

「コスモス」が咲いていた場所に注目したＤ子の考えをもとに 

Ｄ子：「きれいだろう。こんな所に咲いていても美しく、元気な子でいてね。」

Ｔ： 「プラットフォームのはしっぽの、ごみすて場のような所に、わすれら

  れたようにさいていた」コスモス。このコスモスは他のコスモスとどこ

が違うのだろう。どんなお父さんの父親としての思いがこもっているの

だろう。この咲いている場所から考えてみよう。」 

Ｅ男：「食べ物だけでなく、美しいものにも気付いてほしい。」 

Ｆ子：「こんな所でも咲くコスモス。強く生きてほしい。」 

Ｇ子：「きれいなものにも気付いてほしい。」 

Ｈ男；「ゆみ子を喜ばせたように誰かを喜ばせる人になってほしい。」 

Ｉ男：「人を励ましてくれる優しさをもってほしい。」 

このように児童は、人の目には付かないところに咲くコスモスとの様子に気付き、作者

の伝えたいことに迫ることができた。 

このように、一人一人の意見を価値付け、考える方向性を示すことによって児童は自分

の経験の中で活用できるものを考え、関連付けながら教材文を深く読み取ることができる

ようになった。  
「家でバーベキューをしたとき、炭が灰になるのにすごく時間がかかりました。

『町は次々に焼かれて灰になっていきました。』と書いてあるから、その火の

強さはとんでもないと思います。」  
 この意見は第１場面でＪ男が出したものである。私は自分の経験と結び付けて考えてい

るこの意見を授業の中で評価した。すると、第３場面では、次のような意見が出た。 

○『召集令状』は行きたくないと言えないものだ。戦争に行かなかったりした

ら自分だけではなく、家族まで生きていけない。だからお父さんも本当は行

きたくないけど、仕方なく行くと思う。 

○『あまりじょうぶではない』お父さんが行くほど、戦争は厳しい状況だ。そ

ういえば、『ちいちゃんのかげおくり』でもお父さんの体は強くなかった。

このように児童は、改めて学んだことや自分の読書経験、生活経験と結び付けながら考

えるようになった。このことで、例えば、上記の第３場面では作者の伝えたい「反戦の気

持ち」が鮮明になってくる。 

このように、経験を結び付けることで言葉が文脈の中でどのような意味を持つのかを深

く読み取り、自分の考えを深めることもできた。 

さらに、具体的に授業で取り上げた言葉を提示し、文章で学んだことを書くことは、児

童に授業を始める前と終わった後の自分自身の変容を意識させ、自分自身にどんな力が付

いたのかを明確にすることができた。また、前時に学習したことを壁面の掲示を見たり、

前時のノートを確認したりしながら学習している姿が多く見られた。  
机列表を活用し、一人一人の変容を価値付け、指導・援助の方法を考えることは個の

考えを深めるために有効であった。 

 具体的な言葉を示してまとめを書かせることで、児童が叙述に着目して考えることがで

きているか、自分の経験を広めて考えることができているか、叙述と経験をどう結び付け

て考えているか明らかにすることができた。  
 第１場面では、「～だの、～だの～そんなものはどこに行ってもありませんでした。」

「次々に焼かれて灰になっていきました。」と作者が書いている言葉を取り上げ、戦争と
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いう状況は物が全くなく、命が一瞬にしてなくなる危険性もあることを考えることができ

るようにした。  
授業前（複数回答）  
食べ物や物がない。   ２５名  
空襲がある。      １７名  
家が焼ける。       ９名  
学校に行くことができない。３名  
人が死ぬ。        ５名  
怖い、苦しい       ３名  

 
 

→

授業後（複数回答）  
毎日たくさんの爆弾が降りそそぎ多くの人

々が死んでいく。        １５名  
生活も苦しく、食べ物もない。家も焼かれて

いく。悲しいことが多い。    １５名  
戦争なんてどうしてやるのだろう。 ８名  
命が危険にさらされているのに必死に生活

している。           ２２名  
 このように戦争という状況は、人々に多くの悲しみやつらさをもたらすものであり、そ

の中で人々は必死に生きていることをより具体的に児童は感じることができた。  
 また、第４場面では、これまで児童が書いた学習のまとめをもとに、児童がどのように

文章を読んでいるかを、「児童が叙述に着目して考えることができているか。」「自分の

経験を広めて考えることができているか。」「叙述と経験をどう結び付けて考えているか。」

の３点から分析した。Ｋ男に対する指導・援助の例を挙げる。  
Ｋ男の読み取りの状況 

文章の一部を読み、「～という文からつらいことが分かる。」としか意見を書いて

いない。叙述をどう読み取ったか、自分のどんな経験と結び付けたかが明確ではない。

Ｋ男への指導・援助 

「つらい」と思ったのはどこの部分からか、どんな経験からそう感じるのかと根拠

をたずねることで、登場人物の心情を深くとらえるようにする。  
また、同じ班や席の近くに叙述を深く読み取ることができる児童が４名いることか

ら、周りの児童の考えを参考にしながら考えられるようにする。  
第４の場面 Ｋ男の読み取り 

Ｋ男：「別れるのはつらい。」  
Ｔ ：「どこからそのつらさが分かる？」  
Ｋ男：（これまでの学習でまとめたことをもとに話し始める。）  
Ｔ ：「では、この場面はつらいだけかな。お父さんは笑顔で汽車に乗っているけ

ど。」  
Ｋ男：「コスモスをもらったゆみ子が笑ったからだ。」  
Ｔ ：「なぜ笑うとうれしいのかな。このコスモスは何か意味があるのかな。」  
Ｋ男：（仲間の意見を参考に、）「今はコスモスで我慢してほしい。」  

（「わすれられたようにさいているコスモスの花」の様子から）  
「このコスモスは強い。ゆみ子もがんばって生きるんだぞ。という父親の

思いが分かる。」  
 この第４場面での授業では、主に叙述をもとに文章を読む力を付けたいと考えた。叙述

をもとに戦地に向かう父親の気持ちを「コスモス」という言葉を入れて学習のまとめでも

書くことができた。 

 このように、机列表を活用することで児童は叙述をどう読み取ればいいのか理解するこ

とができ、個の考えを深めることができた。また、教師も児童の変容を確認し、評価や指

導・援助に生かすことができ、確実に読む力を付けることができた。  
 
 


