
事例 小学校 国語科 第６学年 「やまなし」

テーマ 「読解力を育成するための指導方法の工夫改善」
授業改善 ①作者の様々な作品と関連付けながら、作品の主題に迫る単元指導計画の工夫
の視点 ②優れた叙述を味わいながら読み深めるための指導方法の工夫

１ 学習状況の把握と結果の分析
⑴学習状況の把握の方法

平成１８年度「岐阜県における児童生徒の学習状況調査」の「読むこと」領域の問題における
第５学年時の県全体の結果と学級の結果とを比較した。

⑵学習状況の結果と分析
平成１８年度の学習結果を比較すると次のようになる。

【結果】
問題番号 正答率
大 小 通 出題のねらい 学級 県
問 問 番
三 一 7 主人公の気持ちを想像しながら読むことができる。 100％ 84.6 ％

三 二 8 主人公の気持ちの変化に注意しながら読むことがで 73.3％ 52.6％
きる。

三 二 9 主人公の気持ちの変化に注意しながら読むことがで 66.7％ 70.2％
きる。

三 三 10 優れた表現について、その効果を考えながら読むこ 40 ％ 59.9％
とができる。

【分析】
第５学年時の学習状況調査の結果をみると、２項目について、正答率が県平均を下回っている

ことが分かった。
まず、１つ目は、「９ 主人公の気持ちの変化に注意しながら読むことの問い」である。特にこ

の問題では、問題文の「言葉も出ない源助じいの気持ち」と正答「ことばもでなかった。」という
叙述とを結び付けて考えることができなかったことが、正答率の低さにつながっていると考えら
れる。普段、児童の学習の様子を見ていても、考えの根拠がどの言葉や文に因るものなのかを明
確に答えられないことが多い。したがって、叙述を根拠にして、物語の展開と結び付けながら、
登場人物の心情や情景の変化に注意して読む力を高める指導を充実させる必要があると考える。
２つ目は、「優れた表現について、その効果を考えながら読むことの問い」である。学習指導要
領の指導項目に「ウ 登場人物の心情や場面についての描写など、優れた叙述を味わいながら読
むこと」と記されているが、児童は比喩表現や擬態語、擬声語、特色ある表現、また、文章構成
など、優れた叙述に着目して読み深めることが苦手である。優れた叙述とは一体どのようなもの
なのか、そして、それらはどのような効果をもっているのかを理解していないため、想像を広げ
て作品を味わうことが身に付いていない。よって、優れた叙述を味わいながら読む力を身に付け
る必要があると考える。

２ 分析に基づく授業改善
⑴授業改善の方針

上述の学習状況の結果とその分析を受け、文学的文章教材である宮沢賢治の「やまなし」の学
習を通して、叙述を読解の根拠として明確にもつとともに、優れた叙述を味わいながら読みを深
めることで、より確かで豊かな読解力を育成したいと考えた。
「やまなし」は、表現が抽象的で難解な作品であるが、読み深めるにしたがって、奥深く印象

的な表現が散りばめられており、それらの優れた叙述が宮沢賢治の理想に深く関わっていること
が分かってくる。このように「やまなし」は、優れた叙述を味わうことで、情景や登場人物の心
情を具体的に想像することができ、作品世界を明確にとらえることができる教材である。児童に
は、「やまなし」を通して、優れた叙述とはどのようなものなのか、また、どのような効果をもっ
ているのかを感じ取らせたいと考えた。
また、その際には、他の宮沢賢治の作品にも触れることで、より一層、賢治特有の文章表現の

素晴らしさをとらえることができると考えた。そして、それらの作品の根底に、賢治が思い描い
た理想の社会や生き方も流れており、「やまなし」に描かれている賢治の理想、作品の主題も明確
に理解できるようになる。そこで、以下の２点について授業改善を行った。

①作者の様々な作品と関連付けながら、作品の主題に迫る単元指導計画の工夫
②優れた叙述を味わいながら読み深めるための指導方法の工夫



⑵改善の具体的方途と実践
①作者の様々な作品と関連付けながら、作品の主題に迫る単元指導計画の工夫

従来の単元指導計画では、「やまなし」を学習した後に、「イーハトーブの夢」を読んで宮沢
賢治の理想を理解し、「やまなし」に描かれた賢治の世界と結び付けて考えるという学習過程で
あった。
しかし、それでは、「やまなし」に描かれている賢治の理想とした世界や生き方に迫る読みが

十分に深められない。それは、「やまなし」という作品が一読しただけでは理解が難しい作品で
あり、賢治の作品の中でも、分かりにくい作品に分類されるものであるからである。題名にも
なっている「やまなし」に象徴される『希望・喜び』といった賢治が追い求めた理想を感じ取
ってこその作品であり、表面的な表現の美しさや面白さをとらえただけでは足りない。
そこで、「やまなし」の学習に入ったときに、賢治の理想を抵抗なく叙述に即して読み取り、

作品の主題に迫りたいと考え、次のような手だてを考えた。

ア 本単元の学習と並行して、「やまなし」以外の宮沢賢治の作品を読む。
イ 「やまなし」の学習に入る前に「イーハトーブの夢」を読む。

「グスコーブドリの伝記」「北守将軍と三人兄弟の医者」「雪わたり」「虔十公園林」「よ
だかの星」「どんぐりと山猫」「セロ弾きのゴーシュ」は必読とする。これらの作品は、「イ
ーハトーブの夢」にも挙げられており、賢治の理想が比較的分かりやすく描かれている作
品であるので、「イーハトーブの夢」を読んだ後、賢治がどのような世界を理想としてい
たのかが具体的に思い描きやすい。このように、様々な宮沢賢治作品と「イーハトーブの
夢」を関連付けて読むことで、賢治の理想を大まかな形でとらえさせたい。

「グスコーブドリの伝記」「北守将軍と三人兄弟の医者」「雪
わたり」「虔十公園林」「よだかの星」「どんぐりと山猫」「セロ
弾きのゴーシュ」を中心に、今までに読んだ宮沢賢治作品の感想
を交流し、賢治の作品の特徴をまとめる。

「イーハトーブの夢」を読み、賢治の理想を理解し、それらを
『宮沢賢治キーワード』として位置付ける（『希望』『平等』『通
い合う心』『人のため』等）。

今までに読んだ賢治の作品には、どのような理想が描かれてい
るのか『宮沢賢治キーワード』と関連付ける。
【例】「グスコーブドリの伝記」・・・『人のため』

「よだかの星」・・・『希望』
「雪わたり」・・・『通い合う心』

ウ 「やまなし」の学習の後半では、事前に学習した『賢治の理想』を意識するようにす
る。特に、やまなしは、『希望』『喜び』の象徴となっていることを押さえ、『キーワー
ド』と関連付けることで、事前学習が効果的に生きると考える。

さらに、宮沢賢治の作品に込められている理想をより理解するために、単元の後半で再度、
並行して読書してきた作品を読み深める時間を設定する。

エ 並行して読書してきた作品を再読し、「やまなし」の学習を生かして、特色ある表現
を見付けたり、似ているところを探したりしながら、賢治の理想が描かれている叙述を
見付け、作品に込められた賢治の理想を考え、より深く主題を理解できるようにする。



従前の単元指導計画（簡易版） 改善した単元指導計画（簡易版）

１ 題名や冒頭文から読みの視点を作り、 １ 宮沢賢治作品の紹介を聞き、読書への関心

自分なりの読み取りをまとめることが ・意欲を高める。

できる。

２ 「やまなし」全文を読み、感想を話し ２ 「イーハトーブの夢」から賢治の理想を読

合い、学習課題を考えることができる。 み取り、並行して読書してきた賢治の作品

に描かれている理想と関連付ける。

３ 「五月」の世界を比喩表現や擬態語等
に注目して豊かに想像して読み取るこ ３ やまなし全文を読み、感想を交流しながら、

とができる。 比喩表現等の表現の特色があることを見付

け、「五月」と「十二月」の場面ごとのイ

メージをつかんで学習課題を考える。

４ 「十二月」の世界を比喩表現や擬態語 ４ 「五月」の場面から、比喩表現・色彩表現

等に注目して豊かに想像して読み取る ・擬態語・特色のある表現に着目して、生

ことができる。 命の躍動を感じる「五月」の「明の世界」

とかわせみが出現する生命の奪い合いを想

像させる「暗の世界」を対比させながら、

「五月」の世界を読み取る。

５ 「五月」と「十二月」の二つの世界の
違いについて考えることができる。

５ 「十二月」の場面から、比喩表現・色彩表

現・擬態語・擬声語・特色のある描写に着

目して、冷たく静かな「十二月」の「冷の

６ 「イーハトーブの夢」を読み、賢治の 世界」とかにの家族ややまなしの描写から

生き方や考え方をつかむことができ 「温の世界」を対比させながら、「十二月」

る。 の世界を読み取る。

６ 「やまなし」の「五月」と「十二月」の場

面で表現されている比喩表現・色彩表現・

７ 「イーハトーブの夢」に描かれた賢治 擬態語・擬声語・文章の構成等、優れた表

の理想について自分の考えをもつこと 現をまとめ、そのよさを味わう。

ができる。
７ 「五月」と「十二月」の世界を対比させな

がら読み取り、「やまなし」に込められた

宮沢賢治の理想をつかむと同時に、他の作

８ 「イーハトーブの夢」で読み取った賢 品にも描かれている賢治の理想と関連付け

治の理想を踏まえて、「やまなし」に る。

込められた賢治の思いを考えることが
できる。 ８ 「やまなし」以外の宮沢賢治作品の中から

１つ選んで再読し、賢治が作品に込めた生

き方や理想を「やまなし」と関連付けなが

ら読む。

９ 宮沢賢治の理想を仲間と交流して読み深

め、賢治の作品に込められた理想を明確に

しながら、「宮沢賢治作品おすすめ本紹介

カード」を書く。

このように、１「宮沢賢治作品の並行読書と『イーハトーブの夢』の先行学習を位置付け、宮沢
賢治作品を味わう」、２「『やまなし』を読み深める」、３「『やまなし』の優れた叙述を味わう」、
４「再度、宮沢賢治の作品世界をより深く味わう」という４段階の学習過程を仕組むことによって、
作者の様々な作品と関連付けながら、作者の理想に迫り主題を深める読みを達成したいと考えた。



②優れた叙述を味わいながら読み深めるための指導方法の工夫
ア 特色ある『言葉』に着目した読み取りのための指導方法の工夫

「やまなし」の優れた叙述に着目して読み取るために、１時間の中で「読解の場面」「まと
めの場面」「評価の場面」の３の場面において、次のような指導を行った。

Ａ 『言葉』に着目した読みの指導
一人読みの際には、五月と十二月の世界の特徴を表している表現に着目し、読み深める。

特徴が分かる部分を長文で見付けるのではなく、できるだけ短い『言葉』で拾い上げ、サイ
ドラインを引くようにする。さらに、その横に自分の考えの書き込みをしたり、『言葉』と『言
葉』を線でつなぎ、類似点や相違点を見つけたりするようにする。
仲間読みでも、「トブンという言葉から、やまなしがゆっくり静かに落ちる様子が分かりま

す。ドブンより優しい感じがします。」といった「○○という言葉から～が分かる」という話
形で話すことにより、『言葉』に着目した読み取りが意識できるよう指導する。初めは、長い
サイドラインしか引けない児童も、一人読みを指導する【一人読み作戦カード】や『言葉』
に着目している児童のノートや発言をモデルとして参考にすることによって、『言葉』に焦点
的に着目した読み取りができるよう指導する。

《指導例》
◇『にわかにぱっと明るくなり、日光の黄金は、夢のように水の中に降ってきました。』
１文でとらえるのではなく、特色ある『言葉』に着目する。

『にわかに』『日光の黄金』『夢のように』
着目した言葉それぞれに、どのような様子なのか、どのような感じがするのかを書
き込みむことで、より具体的にイメージできるようにする。

◇一人読み作戦カードを参考にして、一人読みのポイントを意識する。

【 一人読み作戦カードに示す読みのポイント
◎文ではなく言葉にラインを引く。
◎ラインの横に考え（思ったこと・感じたこと・様子・気持ち）を書き込む。
◎似ている言葉や違う言葉を線で結ぶ。

Ｂ 着目した『言葉』を学習のまとめに生かす指導
学習のまとめの中に、どの『言葉』に着目して読み取ったのかを書くよう指導する。具体

的なまとめの書き方のモデルを示したり、『言葉』に着目したまとめをしている児童を紹介し
たりして、参考にするようにする。また、場面と場面を対比する読みをしていくことも助言
する。

《指導例》
◇具体的な「書き方の形式」を指導する。

・五月は○○という言葉から～という様子が分かります。
・○○と○○の言葉は～という感じがする点で共通しています。
・○○と○○を比べると、～という違いが分かります。
・五月は～の感じがしますが、十二月はそれとは反対に～です。

これらを参考にして、どのような『言葉』に着目したのかを明確にしてまとめを書く。

Ｃ 『言葉』に着目できるようにするための自己評価の工夫
学習の振り返りとなる自己評価を位置付け、その項目の中に、『言葉』や『表現』に着目

できたかを評価する項目を設定する。

《自己評価の項目例》
・五月の世界が感じられる言葉に注目し、ラインを引いたり、詳しくその様子を書き込
みしたりできたか。

・『言葉』に注目し、話形を使って、自分の考えを発表できたか。
・注目した言葉を入れながら、時間内に自分の考えをまとめらることができたか。



イ 特色のある『表現』を味わい、まとめる授業の設定
「やまなし」には特色のある『表現』が多く使われている。具体的には、比喩表現や色

彩表現、擬態語、擬声語などの優れた『表現』が作品全体に散りばめられていることであ
る。さらに、五月の明と暗、十二月の冷と暖の対比の面白さにも注目したい。
そこで、五月と十二月のそれぞれの世界の特徴を叙述に注目しながら学習した後、「やま
なし」の表現のすばらしさを確認するための時間を第６時に位置付ける。第５時までの学
習を生かして、第６時では、「やまなし」には、比喩表現や色彩表現、擬態語、擬声語など
の特徴的な『表現』が多く使われていることを確かめ、視写したり音読したりしながら、
それらのよさを味わう。さらに、表に整理することによって、これらの特徴的な『表現』
が五月と十二月の世界の対比を明確にしていることをとらえるようにする。
そして、第６時に学習した「やまなし」の特徴的な『表現』を、第７時での五月と十二

月の対比を通しながら、宮沢賢治の描いた理想に結び付ける。

【特色ある『表現』を味わう】

自然の厳しさの象徴 自然の厳しさの中にある希望の象徴
「五月のかわせみ」 「やまなし」

【特色ある言葉】 【特色ある言葉】
・とがっている・青く光 ・きらきらっと・ずうっと
・鉄砲玉のように・いきなり ・ぼかぼか・もかもか
・ぎらっと・ぎらぎら ・トブン
・コンパスのように

対比の構成
【構成の特徴】 【構成の特徴】
楽しく明るいが怖い五月 静かで冷たいが温かい十二月

上記のような表にまとめて、様々な表現を整理する。表にすると五月の明と暗、十
二月の冷と温の対比の面白さも視覚的に理解しやすくなる。

３ 授業改善後の成果
⑴作者の様々な作品と関連付けながら、作品の主題に迫る単元指導計画の工夫

必読とした「グスコーブドリの伝記」「北守将軍と三人兄弟の医者」「雪わたり」「虔十公園林」
「よだかの星」「どんぐりと山猫」「セロ弾きのゴーシュ」を読み進めながら、「やまなし」の学
習に入る前にまず、「イーハトーブの夢」を読んだ。そして、「イーハトーブの夢」に込められて
いる賢治の理想から、具体的な賢治像が浮かび上がった。



◇優しく、熱心で 理想のために一生をささげた人
◇自然を大切にする人 いねや木の心を考える人
◇苦しくても、楽しく生き、喜びをみつける人
◇人間らしい生き方を求める人 平和で豊かな生活を求める人

これらの賢治像から、賢治の理想を〈宮沢賢治キーワード〉として位置付けた。

【宮沢賢治キーワード】
『人のために』『お互いに心が通じ合う』『希望をもつ』『幸せを求める』

さらに、読み進めている宮沢賢治の作品がどのキーワードと関連しているか話し合った結果、
児童は次のような考えをもった。

◇グスコーブドリは命をかけて火山を噴火させた。とても勇気のある人。何でも熱心に
する人だと思う。だから、みんなの幸せを求めて、人のために生きた人だと思う。

◇よだかはみにくくていじめられていた鳥だけれど、自分を変えたいと一生懸命がんば
った。絶対にあきらめないで最後は星になって輝いたから、ずっと希望をもっていた
と思う。

これらの宮沢賢治の作品に対する考えを基盤にして、「やまなし」の読み深めに入った。五月と
十二月の場面に描かれている世界を優れた叙述に着目して読み、２つの場面を対比させながら、
それぞれの場面の特徴をまとめた。そして、「やまなし」に込められた宮沢賢治の理想に迫る学習
を第７時に位置付けた。「やまなし」に込められた宮沢賢治の理想を読み取るための指導・援助と
して〈宮沢賢治キーワード〉を掲示し、「宮沢賢治キーワードを参考にしよう。」「今まで読んだ
宮沢賢治作品とつなげて考えよう。」と助言した後、黒板に掲示でも位置付け、何をポイントに一
人読みを進めればよいのかを明確にした。以下は、児童のノートに書かれた一人読みの一例であ
る。

◇十二月のあわの大きさを競うかにの兄弟げんかの様子から
・けんかするほど仲がいい、というから、この兄弟げんかは幸せのけんかだと思う。
・お互いに心が通い合っていないと、こんな小さなことでもけんかはできない。
・この兄弟げんかは楽しい会話に感じる。平和な様子が分かる。
・なぐり合うけんかではなく、にぎやかで楽しいけんかだから、かにの兄弟は心が通
い合っていると思う。

◇十二月のやまなしが川に落ち、流れていくのをかにの親子が追っている様子から
・やまなしのいいにおいがしてきて、かにの親子がそれを追っている様子は、幸せを
感じる。

・おいしいお酒ができる、というところから待ちどおしい気持ちが分かる。だから、
希望をもっていることが分かる。
・「待て待て。」というお父さんの言葉から、おいしいお酒を飲むために待つという
のは、楽しみがあるということだから、希望が感じられる。その日まで待てるとい
うこと。

・待てば、やまなしはもっとおいしくなるから、希望をもって待っているのだと思う。
・やまなしの後を追い、おいしいお酒ができるのを待っているところは、希望が感じ
られるし、それは、自分たちの幸せを求めていることにもなる。

さらに、一人読みをもとにして、学級全体で仲間読みを行った。

〈第７時の授業記録から〉
Ｔ：「やまなし」には賢治のどんな理想が込められていますか。

Ｃ 1：かにの兄弟がけんかする会話は『お互いの心が通じ合う』というキーワードに当
てはまると思います。

Ｃ 2：弟のかにが「ぼくだってわざとならもっと大きくはけるよ。」という会話は、く
じけずにがんばっていて希望が感じられます。これは、「よだかの星」のよだか
と一緒です。よだかはみにくくてもあきらめずに星になったからです。

Ｃ 3：兄弟の会話はキーワードの『心が通じ合う』に当てはまると思います。「雪わた
り」「よだかの星」「どんぐりと山ねこ」「セロ弾きのゴーシュ」にも動物が出て
くるし、賢治さんは、読者に動物も心が通じ合うものだし、人間と一緒に生きて



いる生き物だということを伝えたかったんだと思います。
Ｃ 4：「待て待て。」「おいしいお酒ができる。」という表現から、希望があることが分か

ります。なぜかというと、普通なら、やまなしをそのまま食べるけれど、「待て
待て。」と言っているのはもっとおいしくなることをかには知っているからで、
希望をもって待っているいうことが分かります。これは、賢治の理想につながり
ます。

Ｃ 5：希望をもっているいう考えにつけたしで、かには幸せも求めていると思います。
なぜかというと、「いいにおいだ。」「おいしそうだ。」という会話は、やまなし
を食べると幸せになると思っているから。だから、やまなしを追いかけると思い
ます。

Ｃ 6：かにの兄弟の会話から、平和で豊かでかには幸せを求めていると思います。
Ｔ：理由はなんですか。

Ｃ 7：兄弟は楽しく会話しています。五月のかわせみが来たときは、怖くて平和な世界
ではなかったです。でも、十二月は兄弟の会話から楽しく平和な様子が分かりま
す。

Ｔ：今、Ａ子さんは、五月と比べて考えていましたね。十二月と五月の違いをとらえ
ています。場面と場面を比べて読むことはとても大切なことです。では、もう少
しみんなで五月と比べてみましょう。五月は、賢治さんの理想が感じられる十二
月と比べてどうですか。

Ｃ 8：キーワードにある平和や幸せとは反対です。
Ｔ：どうしてですか。

Ｃ 9：五月は事件が起きているから。かわせみが魚を襲ったから。
Ｔ：そうですね。五月は、十二月にはない大変なことが起こっています。平和や幸せ

とは反対です。十二月は、みんなが見付けた『幸せを求める』『希望をもつ』『心
が通じ合う』といった賢治さんの理想がありますが、五月はどうですか。

Ｃ 10：怖くて暗い世界です。

このように、並行して読書してきた作品と関連させて宮沢賢治の理想を考える意見が出てきた。
そして、十二月と五月の世界とを対比することで、十二月は、心が通じ合い、幸せを求める希望
のある世界であることを読み取ることができた。
最後に、学習のまとめを行った。宮沢賢治の作品の読書を進め、先に「イーハトーブの夢」

を読み、宮沢賢治の理想をとらえていたので、「やまなし」に込められた賢治の理想を的確につか
むことができた。また、読み深めの手だてとして、宮沢賢治キーワードを参考にすることと他の
作品と関連付けて考えることを意識させたことで、より効果的に宮沢賢治の理想に迫るまとめが
できた。

〈学習のまとめ 児童のノートから〉
◇「やまなし」には、賢治の理想である「幸せを求める」「心が通じ合う」「平和を求
める」という理想が込められていることが分かりました。かにの兄弟の会話の中で、
弟は兄のあわより大きくはけるようにくじけずに希望をもっていて、よだかみたいだ
と思いました。かにの兄弟の会話は、心が通じ合っているから、比べっこを一緒にで
きたと思います。やまなしのお酒も２日待てばできる、と希望と幸せを求めて待つ様
子が分かります。やまなしには、このように「幸せを求める」「心が通じ合う」「平
和を求める」という理想が込められていると思います。五月は暗くて怖い世界だけれ
ど、十二月は、豊かで落ちつく世界で、五月とはちがいます。私は、賢治の理想の世
界の方に行ってみたいです。平和というものはだれもがもっている理想だと思います。
私も平和が一番だと思います。

さらに、第８時と第９時では、他の作品と関連付けて宮沢賢治の理想に迫るために、やまなし
以外の作品から１つ選んで再読し、「やまなし」とともに作品に込めた思いを第５学年の児童に伝
えることを目的として「宮沢賢治作品おすすめ本紹介カード」を書き、単元のまとめとした。「や
まなし」を通して学習した、言葉に着目した読みや対比による場面の読み比べを生かして紹介文
が書けた。また、〈宮沢賢治キーワード〉を参考にしながら様々な作品を味わい、そこに込められ
ている賢治の理想を読み取ることができた。

〈宮沢賢治作品おすすめ本紹介カードから〉
「やななし」の紹介文

◇やまなしというお話は２つの世界があって、賢治さんの人生と似ていると思います。
五月の世界は、かにの兄弟が出てきて日光の黄金を浴び、伸び伸びとして楽しいけれ
ど、かわせみが魚をつかまえる怖いところもある、つまり「どうしても受け止めなけ



ればならない現実の世界」です。十二月は、やまなしが「ぼかぼか」流れて「そこら
の月明かりの水の中は、やまなしのいいにおいでいっぱいでした」という表現からも
分かるように、とてもいいにおいで心が落ち着くし、やまなしもただのなしではなく、
かにのためにお酒になるから、賢治さんの理想の１つ『人のために』ということが入
っていると思います。賢治さんは理想を追い求めて生きてきました。それは、『人の
ために生きる』『互いに心が通じ合う』『希望をもつ』『幸せを求める』ことです。や
まなしは、賢治さんの理想がつまっているお話なので、ぜひ読んでください。

他の作品の紹介文
◇「よだかの星 」

このお話の中に込められている賢治さんの理想はよだかの『あきらめない力』『希
望をもつ』というものです。『あきらめない力』というのは、星になるのをあきらめ
なかったところから読み取れます。『希望をもつ』というのは、星になりたかったよ
だかが希望通り星になったところから読み取れます。よだかは、一見、自分のために
星になったようにみえますが、それだけではないと思いました。それは、よだかは星
になって自分をいじめてきた鳥たちも優しく守っているというところから、『人のた
めに』という賢治さんの理想が込められていると思います。これらの理想は、他の作
品にも込められています。『あきらめない力』は「虔十公園林」のみんなに笑われな
がらも林を作ったところと同じです。『人のために』という理想は「虔十公園林」や

「グスコーブドリの伝記」にも込められています。

◇「雪わたり」
（※この児童は、初めてこの作品を読んだときには、「かん子と四郎はきつねの幻灯
会に行けたのに、二郎は１１歳だから行けなくてかわいそう」という感想であった
が、学習後、次のような紹介文が書けるようになった。）

↓
この本は、子ぎつねと四郎とかん子が出てきます。きつねはみんなから信じてもら

えなくて、うそつきだと思われていました。けれど、そんな中で信じてくれる人がい
ました。それは、四郎とかん子です。この３人はたがいに心が通じ合っています。四
郎とかん子だけは、きつねの幻灯会に行ったからです。私は、この本には心が通じ合
うことの大切さが込められていると思いました。

◇「グスコーブドリの伝記」
ブドリがききんで困っている人を助けます。最後には人々の幸せのために命をかけ

て火山をふん火させるお話です。ぼくは、初めて読んだときは、ブドリはとてもいい
人だな、と思っただけでした。けれど、何回も読んでいくと、ブドリは人のために命
をかけているんだということが分かりました。この作品を読んで、賢治さんは「人の
ために生きる。そして、幸せを求める。」そんな理想をもっていると思いました。「そ
れなら、ぼくを使ってくれませんか。」「先生、あれをふん火させられないでしょう
か。」といった表現から、ブドリが人のためにいやなことでもがんばろうとしている
気持ちが伝わってきます。そして、「その冬は暖かい食べ物と明るい薪で楽しく暮ら
すことができました。」という表現から、ブドリのおかげで幸せを求めることができ
たことが分かりました。ブドリは、賢治さんと似ていて、どんなことでも熱心にやる
人だからすごいと思いました。

⑵優れた叙述を味わいながら読み深めるための指導方法の工夫
ア 特色ある『言葉』に着目した読み取りのための指導方法の工夫
Ａ 『言葉』に着目した一人読みの指導

「五月の世界を言葉１つ１つに注目して読み取ろう。」という課題の下、『言葉』に着目でき
るようにするため、具体的にノートへの書き込みの仕方から指導していった。①明るい感じの
する言葉は赤、暗い感じのする言葉は青のペンを使い、色分けして『言葉』にサイドラインを
引くこと、②着目した『言葉』の横に自分の考えを書き込むこと、③着目した『言葉』と『言
葉』を比べ、類似点や相違点がないかを探し、線で結んで関連付けることなど、このように段
階を追って読み取りの質を高めていくようにした。その結果、十二月の場面を読み取る学習で
は、次のような一人読みができるようになった。



「ずうっと・首をすくめて・あらんかぎり・ぼかぼか・おどるようにして・サラサラ
・青い炎」といった『言葉』に着目している。また、それらから分かる様子や気持ちな
ど自分の考えを書き込んだり、共通する『言葉』を結んだりしている。『言葉』に着目
して読み取った後、この場面全体は、どのような感じがするのかを考え、「十二月は楽
しく安心した気持ち」と表現した。



初めは、「美しくゆらゆらのびたり縮んだりしました」のような文でとらえていた児
童も「首をすくめて」「そこらの」「ぼかぼか」「サラサラ」のような『言葉』に着目し
た読み取りができるようになった。

その他に次のような『言葉』に着目した考えができるようになり、ノートへの書き込みも
積極的になった。

〈児童のノートから〉
「トブン」・・・・・・ドブンより静かにやまなしが落ちる感じ
「ずうっと」・・・・・川の下、奥深く落ちる様子
「サラサラ」・・・・・海のようなザーザーではなく、ゆれていないゆるやかな感じ
「ぼかぼか」・・・・・やなましがゆっくりと浮いたりしずんだりしながら流れている
「あらんかぎり」・・・黒い丸いものが何か知りたいからわくわくしながら精一杯のばし

ている
「いいにおい」・・・・香りに包まれほんわかする

Ｂ 着目した『言葉』を学習のまとめに生かす指導
学習の最後には、まとめの時間を位置付け、どの『言葉』『表現』から自分の読み取りをま
とめているのかを明確にできるよう指導した。その結果、次のようなまとめが書けるように
なった。

〈児童のノートから〉
◇十二月の世界は楽しみがあり、落ち着く幸せな世界だと分かりました。「トブン」と静
かに優しく落ちる感じ、やまなしのにおいでいっぱいで、「ぼかぼか」しずんだり、浮
いたりしながら流れていく様子は、まさに豊かで安らぐ世界です。「もう２日ばかり」
「待つと」「おいしいお酒ができる」楽しみからも幸せな世界だと思います。五月は、
暗くて怖くて、こわい事件があったけれど、十二月はその逆です。

◇ある児童は次のように変容した。
五月は明るいイメージと暗いイメージが多くありました。やまなしの言葉１つ１つが

大切ということが分かりました。言葉をよく見て考えればいろんなイメージが出てきま
す。



十二月の世界は、優しくてほんわかしてゆったりして楽しい言葉が多かったです。例
えば、「おいしい」「ぼかぼか」です。五月と比べるとこわいというイメージはわかず、
「波」「水の中」という言葉は寒くて冷たいイメージの言葉だと思います。事件がなく、
すっきりした幸せで安らぐという気持ちがわいてきます。水は冷たいけれど、気持ちは
温かいです。

Ｃ 『言葉』に着目できるようにするための自己評価の工夫

学習の振り返りとして、自己評価を位置付けたが、評価があいまいにならないよう、評
価項目を具体的にし、『言葉』に着目して学習できたかを振り返ることができるよう配慮し
た。
上記のノートは第７時のものである。文中の表現から宮沢賢治の理想を読み取る学習だ

が、賢治の理想である希望や幸せを求めていることが分かる『言葉』にサイドラインが引
いてある。特に、「いいにおい」「おいしそう」「待て待て」「おいしいお酒」という『言葉』
はこの学習のキーワードとなる着目させたい『言葉』であるが、的確にとらえられた。ま
た、この児童は、仲間読みでも『希望があるという考えにつけたしで、かには幸せも求め
ていると思います。なぜかというと、「いいにおいだ。」「おいしそうだ。」という会話は、
やまなしを食べると幸せになると思っているから。だから、やまなしを追いかけると思い
ます。』という発言をし、やまなしには『幸せを求める』という宮沢賢治の理想が込められ
ていることを学級全体に広めることができた。また、学習のまとめも『言葉』に着目して
書くことができた。



「やまなし」には賢治さんの理想が３つあります。１つ目は心が通じ合っていることで
す。かにの兄弟がけんかをしているところは、楽しく思えます。それは、心が通い合って
いるからだと思います。２つ目は、平和です。五月はこわい事件があり、とても平和とは
いえません。けれど、十二月は楽しくけんかをしている姿からも平和という理想が読み取
れます。理想は現実があって、そこに理想があるのだけれど、ぼくは賢治さんの理想の世
界に住みたいです。賢治さんが理想をもち、夢を持ち続けたことはすごいと思います。

〈自己評価の項目〉
（※自己評価は、Ａ＋・・・とてもよくできた Ａ・・・よくできた Ｂ・・・だいだい
できた Ｃ・・・あまりできなかった の４段階評価とした）

◇宮沢賢治の理想が感じられる言葉や表現に注目し、ラインを引いたり、書き込みをした
りできたか。 Ａ＋

◇どの言葉から分かるのかをはっきりせて自分の考えが発表できたか。 Ａ＋
◇時間内に言葉や表現に注目してまとめが書けたか。 Ａ＋
◇宮沢賢治の理想について感想が書けたか。 Ａ＋

具体的な項目を設定して評価することで、教材の優れた叙述を意識して学習に参加する意
欲が見られるようになったことは、大きな成果であった。

イ 特色のある表現を味わい、まとめる授業の設定
表にまとめて、様々な表現を整理したり、五月の明と暗、十二月の冷と温の対比の面白さ

を視覚的に理解しやすいようにしたりした結果、『特色ある表現』に着目して学習できた。こ
の学習は、五月と十二月の世界を読み取る学習のまとめとして位置付けることができた。

〈学習のまとめ 児童のノート〉
五月の世界は明るくてにぎやかだ
けどこわいです。「かぷかぷ」「ゆ
らゆら」「夢のような」という言
葉から明るいことが分かりまし
た。「ぶるぶる」「ぎらぎら」「コ
ンパスのように」「くちゃくちゃ」
という言葉からこわいことが分か
りました。十二月は冷たいけれど
温かい世界です。「ぼかぼか」「も
かもか」というやまなしを表す言
葉から分かります。五月と十二月
は、ちがうところがあります。五
月は事件がおこり大変だったけれ
ど、十二月は安らぐ世界です。

以上の授業改善によって児童の読解力がどの程度高まったのかを平成１５年度・１６年度の学習
状況調査の第６学年の問題を使用して調査した。指導前の結果は児童には知らせてはおらず、指導
前の調査と指導後の調査との期間は１か月である。
【平成１５年度】
問題番号
大 小 通 出題のねらい 指導前 指導後
問 問 番
二 一 5 登場人物の関係を考えながら読むことができる。 92％ 100 ％

二 二 6 登場人物の気持ちを想像しながら読むことができ 100％ 100％
る。

二 三 7 物語のあらすじを考えながら読むことができる。 46％ 69％

二 四 8 場面がどのように変わっていくかを考えながら読む 77 ％ 92％
ことができる。



二 五 9 物語の優れた表現に目を向け、想像を広げながら読 77％ 92％
むことができる。

【平成１６年度】
問題番号
大 小 通 出題のねらい 指導前 指導後
問 問 番
三 一 5 登場人物の関係を考えながら読むことができる。 62％ 77 ％

三 二 6 場面がどのように変わっていくかを考えながら読む 92％ 92％
ことができる。

三 三 7 登場人物の気持ちを想像しながら読むことができ 92％ 92％
る。

三 四 8 物語の展開に注意しながら読むことができる。 69 ％ 77％

三 五 9 登場人物の気持ちを想像しながら読むことができ 85％ 85％
る。

三 六 10 物語のすぐれた表現に目を向け、想像を広げながら 77％ 92％
読むことができる。

上記の結果から、全体的に正答率が上がっていることが分かる。読書活動とともに優れた叙述を
味わい、言葉や表現に着目しながら読み深めていった結果であると考える。特に、「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。」の項目が上がっていることからも、宮沢賢治
の様々な作品を通して、特色ある言葉や表現を意識した読み取りができてきたことが分かる。


