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事例 小学校 国語科 第６学年 「平和のとりでを築く」

～今ぼくたちにできること、「平和のとりで」からの発信～

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「読むこと」「書くこと」の関連を図り、学習の必然性を生み出す単元

の視点 指導計画の工夫

②叙述や文脈に基づき自分の経験や言葉のイメージと結び付けながら読み

深めるための指導方法の工夫

１ 学習状況の把握と結果の分析

(1)学習状況の把握の方法

平成１８年度学習状況調査（検査当時第５学年）の結果から本学級の学習状況を把

握した。

(2)学習状況の結果と分析

【結果】

問題番号 正答率

領 評価の観点 （％）

域 大 小 通 出題の意図 聞く 書く 読む 言語 県 自校

問 問 番 能力 能力 能力 能力

主人公の気持ちを想像しながら読

読 一 ７ むことができる。 ○ 82.8 100

む 主人公の気持ちの変化に注意しな

こ 三 二 ８ がら読むことができる。 ○ 51.4 60.0

と 主人公の気持ちの変化に注意しな

９ がら読むことができる。 ○ 66.0 40.0

優れた表現について、その効果を

三 10 考えながら読むことができる。 ○ 60.0 80.0

【分析】

・主人公の気持ちを想像しながら読む力をみる問題は、正答率１００％で、県平均と

比べ、２０％程度上回るよい結果となった。このことから、児童は、文章の進行に

沿って主人公の行動や言動を大まかに理解し、読み進める力が付いていると考えら

れる。また、文章中の表現をとらえ、豊かに読み深める力も付いていると言える。

これは、国語の授業の中で一人読みの時間を十分に確保し、中心となる語句をとら

え読み深める授業展開を大切にしてきた結果と言えよう。

・主人公の気持ちの変化に注意しながら読む力をみる問題の正答率を見ると、６０％

と４０％となり、県平均を下回る結果となった。各場面ごと、主人公の置かれた気

持ちを読み取ることはできる一方、それぞれの場面での気持ちや場面の状況をつな

いで、文章全体を通して読み取る力に弱さが見られることが分かる。これは、交流

会が授業の中で効果的に位置付けられておらず、一人読みの発表の場としてしか機
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能していないことが原因の１つとして考えられる。仲間の意見をより深める意見や

前の場面を踏まえた発言など、言葉と言葉、および場面と場面を関連付けて読み深

めるために交流の場をより効果的に生かしていく方法を考えていく必要がある。

・表現の特色に注意しながら読む力をみ

る問題の正答率は８０％と県平均より

２０％高い結果となった。この結果か

ら、筆者や作者の書きぶりに留意し、

言葉に着目し、それを吟味する力が育

ってきていることが分かる。これは、

ワークシートを工夫し、中心となる言

葉を見付け、言葉に着目しながら読み

深める一人読み学習の成果だと言える。

２ 分析に基づく授業改善

(1)授業改善の方針

学習状況調査の結果の分析から、場面と場面をつなぎ、文章全体を通して読み取る

力に弱さが見られることが分かった。これを説明的文章に置き換えて考えると、段落

と段落の関係を読み取り、文章全体から筆者の主張を読み取る力に弱さが見られると

言えるであろう。主題が、どのような論の展開で、どのように書き進められているか

読み取る力を付ける必要がある。そこで次の①～⑤の５つの授業改善を目指した。

①児童が「論の展開を読むことにはこんな意味がある」という学習の必然性を感じ

ることのできる単元指導計画を工夫すること。

②一単位時間の指導・援助の工夫により、言葉や表現に着目し、内容を正確に読み

取ることに加え、言葉と言葉をつなげてさらに深い読みをすることができる力を

付けること。

③文章構成を考えながら読み取る力を付け、叙述や文脈に基づいた確かな読み取り

ができるための指導方法を工夫すること。

④自己のそれまでの学習経験や生活経験を基に、児童の多面的な発言を引き出すこ

とができるよう学習プリントを工夫したり投げかけを工夫したりするなどし、練

り上げの場を意識した授業づくりを行うこと。

⑤読み取った内容について、自分の考えをまとめ論理立てて書く力も付けること。

相手意識をはっきりとさせれば、書く意欲を向上させることは可能である。

しかし、書くことが苦手という児童の多くは、何をどのように書いたらよいか分か

らないと感じていることが多い。そこで、書き方がはっきりと分かる単元指導計画を

工夫する。さらに、「読むことの学習」と「書くことの学習」が１つの単元として設

定されている単元がある。読み取った内容を基に、自己の考えを書くという学習が可

能となるが、読み取った教材の論の展開の仕方や書きぶりのすばらしさを手本として

書くことができるよう、単元指導計画を工夫すれば、書き方がはっきりとする。「読

むことの学習」と「書くことの学習」を 1 つの単元として学習する意味も明確に設定

する。

単元「やまなし」で利用した学習プリント
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(2)改善の具体的方途と実践

本教材「平和のとりでを築く」は、戦争で広島に原子爆弾が投下され、傷だらけに

なった原爆ドームが、多くの人々の平和を願う心によって世界遺産となった経緯を述

べている。構成は、「話題提示―説明―まとめ」という大きな３つのまとまりに分か

れている。「話題提示」では、原爆ドームの存在と筆者の思いを紹介し、「説明」では、

「日本の遺産として原爆ドームがたどってきた歴史」と「世界遺産となった原爆ドー

ム」の２つに分けて説明している。「まとめ」では、原爆ドームが世界の人々にとっ

て平和を訴える大切な遺産であることが述べられ、最後に、原爆ドームを大切にする

ことによって平和を願う筆者の強い思いの文で締めくくられている。文章は簡潔で分

かりやすく、史実も編年体で説明されており、文と文・段落と段落の関係も比較的と

らえやすい作品である。本教材のもつよさは、平和を願う筆者の主張を訴えるため、

「原爆ドーム」という実際に目にすることのできる実物を取り上げ、論を展開した点

にある。また、原爆ドームを取り巻く様々な考え方を紹介した上で、それでもやはり

平和を願うことの大切さを訴えている。本教材のこれらのよさを読み取り、「書くこ

と」の学習「自分の考えを発信しよう」へとつなげていきたい。

①「読むこと」「書くこと」の関連を図り、学習の必然性を生み出す単元指導計画の工

夫

ア 教材文を読むための必然性を生み出す単元の導入

教材文を読む必然性を生み出すため、授業は、ゲストティーチャーの話を聞くこ

とから始まる。ゲストティーチャーの話は、ゲストティー

チャーがとても大切にしている友との写真についてである。

仲のよかった友は、戦争で亡くなっている。その辛さにつ

いて話していただく。さらに、第２時には大切だと話して

いた写真が、「この地域のために使ってほしい」という手

紙と一緒にゲストティーチャーから学校に届けられる。児

童は、この写真をどう使うか、ゲストティーチャーの思いを考える

ことを通し、平和を訴えていくことが大切だという思いをもつこと

ができる。しかし、児童は、思いを効果的に伝える方法については

理解できていない。そこで、「平和のとりでを築く」の教材文を提

示する。この説明的文章を読み深めていく中で、文章構成・論の進

め方・書き表し方等、読み手を納得させるためのたくさんの技法を

学ぶことができることを児童に話す。

イ 教材文のよさを読み取り、書くことへと意識をつなげていく単元の中盤

本実践では、教材文の内容理解と合わせ、書きぶりにも注目する単元指導計画を

作成する。（単元指導計画の詳細は後述）

児童は、「平和のとりでを築く」が自分の主張と一致する作品であるため、自己の

意見文を書くのに、参考にしやすい教材だと感じるであろう。児童には、この教材
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文の文章構成や書きぶりをまねて平和についての意見文を書くことを伝える。これ

によって、児童にとってこの作品を読む必要感が生まれ、意欲的な読みにつながる

と考える。

さらに、単元において「読むこと」から「書くこと」へと学習が移る際、筆者の

主張を基に、意見を交流する場を設定する。これは、

既習学習や生活経験から児童それぞれがもつ「平和」

についての考えを深めていくことにつながると考え

る。導入時もった平和に対する漠然とした思いは、筆

者の主張を読み取り、仲間と交流することを通して、

明確な伝えたい思いへと変わり、児童が「書くこと」

を学習する必然性へとつながると考える。

ウ 読み取った教材のよさを生かして書くことの必然性を生み出す単元の後半

単元の後半には、書くための５つの言語意識を明確にして展開する。相手意識は

ゲストティーチャーの「地域のため」という思いから「地域の人々」。目的意識は、

学習を通して明確となった自己の平和に対する思いを伝えるため。場面・状況意識

は、「学校の掲示物」として作成。方法意識は、説得力のある意見文を書くこと。評

価意識は、自分たちに平和の大切さについて教えてくださったゲストティーチャー

からの感想となる。５つの言語意識が明確になるため、児童は意欲的に書くことが

できるであろう。

また、説得力のある意見文を書くために、教材から読み取った構成のすばらしさ

と、具体物を使って主張をする文体のすばらしさを踏まえて書く。そのために、児

童は意見文を書く際、自分が平和の主張をするために取り上げる具体物をあらかじ

め決めるよう指示する。また、構成のすばらしさを踏襲できるよう、話題提示・説

明・まとめは、構成ごとに異なる色の原稿用紙を用意し、構成を考えながら書くこ

とができるよう工夫する。

エ 地域の戦争の歴史を物語る資料の発掘

児童は、地域の人たちに向けて自己の思いを発信

したいという気持ちをもっている。具体物を取り上

げ自己の主張を書く際、取り上げる題材は、地域の

歴史資料が望ましい。そこで教師は、地域にある児

童が取り上げやすい歴史資料をあらかじめ発掘して

おき、「書くこと」の学習の際に利用できるよう配慮する。

本単元で教師が発掘した地域の戦争にまつわる歴史資料は次の

４つ。１つ目は、戦闘機のプロペラ(写真１参照）。戦時中は地区

の役場に展示され、人々の戦争への意欲向上の役割を担っていた

ものである。２つ目は、戦場に赴く三和出身の兵隊に贈られた日

の丸の旗(写真２参照）。これは、戦場での兵隊の活躍を期待して贈られたものであ

る。さらにもう一枚、その時同時につくられた日の丸の旗。兵隊に無事に帰ってき

写真１
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てほしいという思いが込められ家の中にかざられたものである。た

だ、戦時中、この思いは口にすることはできなか

ったという。３つ目が、戦場で実際に使われた飯

盒(写真３参照)。４つ目が、戦時中の写真（写真

４参照）。これら具体物の１つをとりあげ、それ

にまつわる当時の人の思いを調べ、意見文が書け

るよう配慮した。

②叙述や文脈に基づき自分の経験や言葉のイメージと結

び付けながら読み深めるための指導方法の工夫

ア 叙述と児童の経験をつなぐ学習プリントの工夫

叙述に基づく確かな読みをするため、児童が言葉に着目し、その言葉自

体がもつ意味について考えたり、文脈上の意味内容について考えたりする

ようにしたい。そこで、児童が言葉に着目しやすくするよう、自分の読み

取りの根拠となる言葉にサイドラインを引き、そこから読み取った内容を

書くように学習プリントを作成する。サイドラインは、できるだけ短く引

くよう指導し、自分がどの言葉に着目して読み取ったのか明らかにする。

さらに、言葉と言葉を関連させることを意識できるようにサイドラインと

サイドラインをつなぐこともあわせて指導する。

さらに児童の読みを豊かにする手だてとして、読み取った内容と児童の生活経験や

それぞれの児童がもつ言葉に対するイメージを関連させて考えることができるように

したい。そこで、学習プリントに、生活経験や言葉のもつイメージについて書く欄を

設け、児童が叙述に基づき確かな読みをした内容をさらに、豊かな読みへとつなげる

工夫をする。このことにより、個々の児童の読みは、叙述に基づくと同時に自分の経

験や言葉からもつイメージなどよさや特性を生かした読みにつながると考えた。

イ 叙述から読み取った内容と既習内容や他の学習内容とをつなぐ学習環境の工夫

叙述から読み取った内容と既習内容や他の教

科の学習などとを関連付けて考えることができ

れば、児童の読みはさらに深く

なると考えた。

本教材は、戦争にかかわる内

容である。社会科で戦争につい

ての学習は行うが、本単元を学習する１０月の後半に児童は、まだ

戦争について学習しておらず、戦争に対する知識がほとんどない。

そこで、この単元を始めるにあたり、空き教室を活用し、地域の戦

争の歴史を物語る資料と日本がかかわ

ってきた戦争の様子が分かる資料を掲

示した。また、日本に原爆が落とされ

た後も、絶え間なく戦争が起きている

という事実も児童が知ることができる

よう、 1945 年以降から今までに世界で

写真２

写真３

写真４

日本が関わってきた戦争に関わる資料

地域の戦争資料

1945年以降から今まで起きた戦争資料
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起きた戦争についてまとめた資料もあわせて掲示した。

さらに、戦争について書かれた教材について過去の国語の授業

で学んだ、３年生の教材「ちいちゃんのかげおくり」、４年生の教

材「一つの花」について、学習内容をまとめ、あわせて掲示した。

そして、この部屋を歴史資料館教室とし、この単元の国語の学習

はすべてここで行い、児童の理解を助ける学習環境作りに配慮し

た。

＜歴史資料館教室の掲示全体像＞

＜ 日本がかかわってきた戦争資料 ＞ ＜ 過去の国語の授業の既習内容掲示 ＞ ＜ 「平和のとりでを築く」既習内容掲示 ＞ ＜ 1945 年から現在までに起きた世界の戦争資料 ＞

過去の国語の授業のまとめ
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これらの指導の工夫を行い、改善した単元指導計画は、下記のようである。

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）

リード文「平和のとりでを築く」を読 ゲストティーチャーからの戦時中の

１ み感想をもち 、授業の流れを知る。 １ 話を聞いたり、思い出の品を見せても

らったりすることで、戦争の悲惨さに

ついて知る。

①～⑤段落から、原爆ドームのたどっ 思い出の品を児童に送ったゲストテ

てきた歴史について読み取る。 ィーチャーの思いを考えることを通し

２ ２ て、「平和のとりでを築く」を参考に、

平和の大切さを伝えたいという思いを

もつ。

⑥～⑧段落から、原爆ドームが保存さ 「平和のとりでを築く」を読み、文

３ れるようになった理由を読み取る。 ３ 章全体の構成を考え、筆者の思い （要

旨）をつかむ。

⑨～⑪段落から、原爆ドームが「世界 要旨を効果的に伝えるために、「思

４ 遺産」になるまでの様子を読み取る。 ４ い」「事例①～④」「まとめ」「要旨」

という段落構成を用いていることを読

み取る。

⑫⑬段落から、筆者の思い(要旨）をキ 要旨を効果的に伝えるために、②③

５ ーワードを基に読み取る。 ５ 段落と④⑤段落において、「川の様子」

や「ドーム」の比較を用いていること

の効果を読み取る。

筆者の要旨に対して、感想をもち、「平 要旨を効果的に伝えるために、「ド

６ 和」「戦争反対」について意見を交流する。 ６ ーム保存」と「世界遺産登録」への反

対意見を用いていることの効果を読み

取る。

教科書(光村図書）Ｐ 41 の２つの資料 「人の心の中に築く平和のとりで」

７ を読み、自分なりの「平和の思い」をも ７ とは、何を表しているのか、明確な根

つとともに、意見文の書き方を知る。 拠を基に自分の考えをもつ。

「平和」についての自分の考えを短い 「人の心の中に築く平和のとりで」

８ 文でまとめる。仮の要旨をつくる。 ８ とは、何を表しているのか、考えを仲

間と交流することを通し、「戦争」「平

和」についての自分の考えを深める。

伝えたい相手（下級生・保護者・地域 「戦争」「平和」についての自分の

９ の方々等）を決め、発信方法(文集・ポス ９ 考えから、自分が主張したいこと (仮

ター・ネット・ちらし等）を考える。 の要旨）を決めてカードに書く。

自分の要旨が説得力をもつために必要 自分の要旨と照らし合わせて、どん

10 な材料を集める。 10 な調べ方がよいかを考え調べる。

集めた要旨、材料から、より効果的に 「確かな情報」「論理性」「現実性」

11 伝えられるように文章を組み立てる。 11 という観点から、もう一度「自分の要

旨」を確定する。

文章を清書し、グループの仲間とポイ 自分の選んできた資料が自分の要旨

12 ントを基に校正をする。 12 に説得力をもたせられるかを「確かな

情報」「論理性」「現実性」という観点

から考え、資料を精選する。

文章を清書し、グループの仲間とポイ 「意見」「事実」「要旨」を区別しな

13 ントを基に校正する。 13 がら、効果的な構成を工夫し、意見文

を組み立てる。

インターネットの活用法を知り、自分 仲間の書いた意見文を、校正のポイ

14 の意見文を掲載する。 14 ントを基に的確に推敲し、ゲストティ

ーチャーに送る。

自分の意見文に対する「感想」を読み、 ゲストティーチャーからの意見文を

15 感想を書いて学習のまとめをする。 15 読んだ感想をいただき、感想を書き、

学習のまとめとする。
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３ 授業改善後の成果

(1)「読むこと」「書くこと」の関連を図り、学習の必然性を生み出す単元指導計画の工

夫

ア 教材文を読むための必然性を生み出す単元の導入

・平和を大切に思う気持ちはどの児童ももっている。しかし、児童は戦争を体験して

おらず生まれた時から平和な暮らしをしている。平和に暮らせることが当たり前で

あり、平和な生活がなくなるかもしれないという危機感はほとんどもっていない。

そのため、なぜ平和が大切なのか問われたとしても、その理由は漠然としたもので、

「多くの人が死ぬから」、「食べ物がなくなり困る」などと答えることはできるが、

その大切さを切実に訴えることのできる児童は少ない。しかし、ゲストティーチャ

ーがこの地域にみえる自分のよく知った方で、その方が体験された戦争について聞

いたことは、戦争が児童の身近で起きていたことだと感じる機会となった。さらに、

地域のゲストティーチャーの大切な友人が亡くなった悲しい思いを聞くことで、自

分の住む地域にも戦争で亡くなった人がいるという事実と戦争が大切な人を奪って

しまうという事実を知ることとなり、児童が戦争というものの恐ろしさを実感する

ことにつながった。平和に対する思いを児童が強くもつことに発展していった。

・ゲストティーチャーから、自分の亡くなった友人の写真を地域のために役立ててほ

しいという手紙が送られてきた時、児童はこのような大切な写真は本人に返したい

と語った。それと同時にこの大切な写真を自分たちに送ってくださったゲストティ

ーチャーの思いを真剣に考えた。そして、自分たちにできることは、ゲストティー

チャーの「平和を大切にしてほしい」という思いを、自分たちが受け継ぎ、さらに、

その思いを広く発信していくことが大切だと気付いていった。このような児童の姿

から、ゲストティーチャーが自分の思い出の品から、地域のために役立ててほしい

という思いを児童に伝えてくださったことは、児童自身が平和の大切さをしっかり

と受け止め、それを伝えていこうとする意欲をもつことにつながったと言える。

・児童は、平和の大切さを伝えたいという思いはあるが、どのように伝えていけばよ

いか分からない状態で「平和のとりでを築く」の教材文と出会った。本文を読んで、

児童は、自分の思いをこのように伝えればよいのだという意識をもつことができた。

さらに、この文に使われている表現を使って文章を書いていけばよいという指針を

もつことができた。したがって、平和の大切さをいかに伝えるかという児童の課題

意識は、同じ内容を主張する教材文について「読むこと」の必然性につながった。

イ 教材文のよさを読み取り、書くことへと意識をつなげていく単元の中盤

・自己の意見文を書くために教材を読み取らなければならないという児童の読みに対

する必要感は、教材のよさを理解する意欲へとつながった。そのため、具体例を用

いて書くことで、説得力のある文章を書くことができるということを読み取り、全

員が具体例を取り上げ書くことができた。また、「話題提示－説明－まとめ」と論

を展開していくことで、具体的な事実と自分の主張とを結び付けて書くことができ

ることを理解し、教材文の論の展開を参考にして書くことへ発展した。

・ゲストティーチャーの話を聞いた際に、戦争を起こしてはならないという思いを全

員の児童がもつことができた。さらに、「平和のとりでを築く」の筆者の主張を交
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流することで、戦争は、だれもがもつ自分勝手な気持ちから起こるものだというこ

とに気付くことができた。また、だれもがもっている気持ちだから、戦争はどこに

でも起こる可能性があることにも気付くことができた。これは、ゲストティーチャ

ーの思いと同じであることも分かった。児童は、平和は自分たちの気持ち一つで守

ることも壊すこともできる事実に気付き、自己の戦争に対する思いをさらに明確に

もつことができた。そして、筆者の主張を通して、自己の主張をはっきりとさせて

から、「書くこと」の学習に向かうことができた。

ウ 読み取った教材のよさを生かして書くことの必然性を生み出す単元の後半

・筆者の主張である「『心のとりでを築く』ことは、一人一人が平和を願う強い気持

ちをもつこと。人の心の中にある戦争を引き起こす自分勝手な気持ちを抑えていく

こと」を参考に、全員が戦争に対する自己の主張をもつことができた。

・全員の児童が、地域の戦争にかかわる実物を一つ取り上げ、それにかかわる事実を

調べた。そして、地域の戦争にかかわる実物と自己の平和への思いとつなげながら

自己の主張を述べる意見文を書くことができた。

・意見文を書くために地域の戦争にかかわる実物を一つ選ぶという学習を入れること

で、児童は、自己の主張のために調べる内容が明確となった。児童は、地域の方に

インタビューをしたり手紙を書いたりして、自己の調べたい内容を意欲的に調べる

ことができた。一人一人が調べた内容は、事実であり、自己とかかわりのある人か

らの話であるため、児童にとって興味深い内容のものばかりとなった。

・それぞれの児童が地域の戦争にかかわる実物を取り上げることで、伝えたい思いを

どのように伝えていくのかはっきりとさせ、作文を意欲的に書くことができた。

・地域の戦争にかかわる実物から調べた内容と自己の主張をつなげ、意見文を書くこ

とで説得力のある文章を書くことができた。

・教材文の「話題提示－説明－まとめ」の論の展開の仕方を参考にし、意見文を書く

ことができた。

・児童が選んだ実物・および調べた内容・主張した内容を以下の表にまとめた。

児童 取り上げた実物 調べた内容 主張した内容
ゲストティーチャ 戦時中には、今自分も学 戦争のための教育など間

A 子 ーから送られた写 んでいる地区の小学校で、 違っている。戦争は決して

真 戦争に勝つための教育が行 やってはいけないものだ。

われていた。その時学んで 正義の戦争や兵隊さんにが

いた人は、この戦争は正義 んばってほしいなどという

のための戦争だ。絶対勝っ 気持ちはまちがっている。

てやると思っていた。 戦争は人を殺すことだ。戦

地区でブラスバンド隊がつ 争は人の気持ちを変えてし

くられ戦争に向かう兵隊さ まう。優しい人でも戦争が

んのため、楽器を演奏し駅 正しいと思ってしまう。

まで 8 ㎞を歩いて見送った。 心に強い気持ちをもって、

兵隊さんに活躍してほし 戦争を決して起こさないと

い。この兵隊さんにはもう いう思いをもちたい。

会えないかもしれないとい

う気持ちで演奏した。

地元にあった戦闘 プロペラは戦前、この地 プロペラを戦争の意欲向

B 男 機のプロペラ 区が軍に協力をしたお礼と 上に使うことは、まちがっ
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して地元に来た。 ている。戦闘機は人を殺す

プロペラは地区の役場に 道具だからだ。戦争の恐ろ

飾られ、戦争に対する意欲 しさを見てきたこのプロペ

向上のために使われた。 ラを、今度は、戦争の怖さ

プロペラが地区の人々か を思い出すものとして大切

ら大切にされてきた。 にしていくべきだ。

ゲストティーチャ 仲のよかった友人が戦争 戦争は多くの人が犠牲に

C 子 ーから送られた写 で亡くなった知らせを聞い なる怖いものである。また、

真 た時、ゲストティーチャー 特に、自分の大切な人が亡

は、「とうとう死んじまった くなった場合、悲しくとて

か。おまえのかたきをとっ も辛い。だから戦争が二度

てやる」と思った。今、３ と起こらないように、この

人で写真を撮ることができ 写真を見て、平和を守ろう

ないことが辛い。 とする強い心をもってほし

ゲストティーチャーの同 い。

級生の３０人のうち１６人

が戦争で亡くなった。

ゲストティーチャ 仲のよかった友人が戦争 戦争は自分の思う通りに

D 子 ーから送られた写 で亡くなった知らせを聞い したいという自分勝手な気

真 た時、ゲストティーチャー 持ちから生まれる。だから

は、「とうとう死んじまった いつまでも戦争が終わらな

か。おまえのかたきをとっ い。自分も人も大切にでき

てやる」と思った。 る気持ちをもてば、戦争は

戦争が終わった時、ゲス 少なくなるのではないか。

トティーチャーは、これで 少しでも戦争が少なくなる

みんな死ななくてすむと少 ようこれからもみんなで、

しほっとした気持ちになっ 多くの人に「戦争はいけな

た。 い」と訴え続けなければい

けない。大切な人を戦争で

失う悲しさをこれ以上味わ

ってほしくない。

地元出身の兵隊に 旗には、「トラ」の絵が描 戦争は人の大切なものを

E 子 送られた日の丸の かれている。トラは、千里 奪ったり、辛い思いをさせ

旗 の道でも必ず帰ってくると たりする。みんながいけな

言われている。戦争に行っ いと思っている戦争は今で

た人が家に無事帰ってくる も続いている。これは、人

ことを願って描かれた。 は自分だけが満足すればよ

地区の人々の名前も書か いという気持ちをもってい

れている。「戦争で活躍して るからだと思う。みんな「平

ほしい」という願いを込め 和にしたい」という気持ち

て書いたが、心の中では、「無 をもっているはず。一人一

事帰ってきてほしい」と思 人が自分勝手な気持ちに負

っていた。しかし、その気 けず、みんなのことを考え

持ちを口に出すことは、許 ようとする強い気持ちをも

されない時代だった。 つことが平和を守ることに

旗を受け取った兵隊さん つながる。

は、「本当は戦争に行きたく

ない」と思っていた。

・次に D 子の書いた作文を紹介する。ゲストティーチャーから送られた写真から、ゲ

ストティーチャーの思いを調べ、その思いから自分の主張をもった。論の展開の仕方

も、教材文を参考にしていることが分かる。
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＜論の展開＞ ＜ D 子の意見文＞

勇さんの写真から

話題提示 本校歴史資料館には、地元の S さんがくださった写真が飾ら

れている。その中の 1 枚に、S さんや I さんと仲のよかった K

さん、そして N さんの３人でとった写真がある。

事例① ３人は、保育園に入園する前から仲良しで、年は違いながら

もいつも一緒だった。３人が幼い時から、日本は、小さな争い

を次々と行っていた。子どもたちは、「平和のために戦え」と

教えられた。

勇さんが１８になった時、幸治さんが海軍に志願し、広島県

に出征した。 S さんたちも地元で国のために働いた。それから

少したち、海軍に志願した K さんが亡くなったことが知らされ

た。 S さんは、K さんの遺体を見ながら「きっとかたきをとっ

てやる」と思ったそうだ。

昭和２０年８月。日本はアメリカに無条件降伏し、終戦とな

った。 S さんはその時ほっとしたという。これで十分にご飯が

食べられる。みんな死ななくてすむからだ。

事例② 世界でも今、 S さんと同じ大切な人を失った悲しみにくれる

人がいる。世界中にはまだ戦争がある。けがをした家族を守ろ

うとしている人。戦争のために家をこわされ、家族全員を失っ

た人。この人たちはどう感じているのだろう。

みんな「戦争のために人が死んでほしくない」と思っている

まとめ のではないか。人には、自分の思う通りにしたいという自分勝

手な気持ちがある。だから、いつまでたっても戦争は終わらな

い。しかし、わたしたちがまわりの人の気持ちや考えも自分の

考えと同じように大切にできたら、きっと今より戦争は少なく

なるのではないか。少しでも戦争が少なくなるように、これか

らもみんなで、多くの人に、戦争はいけないと訴え続けなけれ

ばならない。みんなに、大切な人を戦争で失う気持ちを味わっ

てほしくないから。

S さんは私たちにこう教えてくださった。「戦争は自分勝手な

ゲストティーチャーの 気持ちから生まれるもの。みんなには自分勝手な人になってほ

思い しくない」と。この思いをわたしたちが現実にし、二度と戦争

をしてはいけない。
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(2)叙述や文脈に基づき自分の経験や言葉のイメージと結び付けながら読み深めるた

めの指導方法の工夫

ア 叙述と児童の経験をつなぐ学習プリントの工夫

・読み取った内容と今までの経験

や言葉のイメージをつなごうと

する児童が増えた。例えば、記

念碑がいいイメージ・明るいイ

メージの言葉なのに対して、原

爆ドームが暗く不気味なイメー

ジをもつにもかかわらず、記念

碑という言葉に置き換えられて

いることに児童が気付いた。さ

らに、この２つの言葉をつない

で筆者の意図を、「原爆ドームが平和の大切さを気付かせてくれるということが

よいことなので、よいイメージの言葉で置き換えた」と読み取ることにつながっ

た。また、「とりで」という言葉が、強く丈夫なイメージがあるというところか

ら、「心の中のとりで」とは、戦争を起こす身勝手な気持ちに決して負けない強

い気持ちであると読み取ることができた。このように、言葉のイメージと自分の

読み取りをつなげる発言は多く見られた。しかし、自己の生活経験と言葉を結び

付ける児童はいなかった。これは、戦争にかかわる作品で、児童の生活経験とか

け離れた内容だったためと考えられる。他の学習において、児童の生活経験と密

着した教材文であれば、生活経験と言葉とを結び付ける児童が増えることは予想

される。

イ 叙述から読み取った内容と既習内容や他の学習内容とをつなぐ学習環境の工夫

・３年生「ちいちゃんのかげおくり」、４年生「一つだけの花」で学習した内容と結

び付けて読み取ることができた児童がいた。

・自分勝手な気持ちから戦争が起こることに気付いた児童は、「今でも戦争が起こっ

ているのは、だれの心にも自分勝手な気持ちがあるからだ。」と現在も戦争が続い

ている事実と結び付けて読み取ることができた。

・ゲストティーチャーが戦争体験の話の中で「戦争をおこす気持ちは、けんかをする

時の気持ちと同じだ」と話していたことと、教材文の「戦争は人の心の中で生まれ

るもの」という叙述を結び付け、戦争が自分のことしか考えない自分勝手な気持ち

から生まれてくると読み取ることができた。

以上、（１）（２）の実践を踏まえ、２学期の読む力の変容について、単元のまとめ

のテストの結果を用いて、次頁に考察する。

経験や言葉のイメージをつないだ読み取り
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【単元のまとめのテストの結果】

領 正答率（％）

域 問題の意図 学習状況調査 やまなし イーハトーヴ 「平和のとりでを築く」

主人公の気持ちを想像して読むことができる。

読 (物語教材） 100 84 77 100

む 筆者の主張を読むことができる。（説明的文章教材）

こ 主人公の気持ちの変化に注意して読むことができ

と る。 50 66 86 100

論の展開の変化に注意して読むことができる。

優れた表現について、その効果を考えて読むことが

できる。 80 90 60 100

【分析】

・本校では、主人公の気持ちの変化に注意しながら読む力を見る問題の正答率が、県

平均を下回る結果となっていた。各場面ごと、主人公の置かれた気持ちや筆者の主

張については読み取ることができる一方、それぞれの場面での気持ちや場面の状況

をつなげ、文章全体を通して読み取る力に弱さが見られることが分かる。これに対

し、単元構成を工夫し、児童に分かりやすい作文を書くために、教材文の論の展開

を読んでいかなければならないという、教材文を読む必要性を感じさせて読む指導

を行った。その結果、児童は自分が書くであろう作文の展開を考えながら読んだこ

とで、児童が場面や段落相互の関係性や論の進め方について主体的に読むことにつ

ながった。そのため、論の展開に注意して読む問題の正答率が上がったと考えられ

る。また、読むことの必然性を生み出すことは、筆者の主張や優れた表現効果を考

えて読むことについてもよい結果が得られたと言える。


