実践編
「

２年 登場人物の成長をとらえて読もう「わたしはおねえさん」
国語科

１

坂﨑

慎太郎

本実践で育てたい子どもの姿
登場人物の心情の変化について，登場人物の行動や会話文を根拠としながら，自らの読みを筋
道立てて説明する子ども

２

本実践の主張
本単元では，「わたしはおねえさん」を学習材として取りあげる。物語の主人公である「すみれちゃ

ん」のおねえさんになった心の成長をすみれちゃんの行動や会話文に着目しながら，すみれちゃんの心
情の変化をとらえていくことをねらいとする。
一学期の「お手紙」の学習では，会話文に着目させ，会話文の読み方の工夫を考えさせることで，登
場人物の心情をとらえさえていくことをねらった。家に帰って，がまくんに手紙を書いたかえるくんが
再びがまくんの家にもどって，お手紙が来るのを待つように説得する場面。かえるくんの会話文に着目
したそうた君は，
「
『お手紙が，きっと来るから待っていてほしい』という気持がだんだん強くなってい
るから，かえるくんの会話文もだんだん強く読んだ方がいい。」と発言した。会話文同士を比べ，かえ
るくんの心情の変化を自分なりにとらえている。しかし，そうた君のように会話文同士を比べたり，会
話文同士をつなげながら，登場人物の心情をとらえることができる子どもはまだ少ない。また，「この
会話文は，悲しそうに読んだ方がいい」
「がっかりしたように読んだ方がいい」といった発言が多く，
「こ
こにこう書かれているから，がまくんはこんな気持ちで，だからこんなふうに読んだほうがいい」と根
拠を明確にしながら自分の考えを述べようとする意識は全体として低い。
そこで，本単元では，登場人物の行動や会話文に着目させ，それらを根拠としながら，登場人物の心
情の変化に迫っていくことができる文学的文章「わたしはおねえさん」を学習材として取りあげ，次の
ようなねがいをもち，単元を構想する。
○

登場人物の行動を表す言葉や会話文に着目し，それらを根拠として登場人物の心情の変化に
対する自分の読みを筋道立てて説明すること。

○

イメージマップを基に互いの読みを交流させることを通して，一人一人が自らの読みを深め
ていくこと。

３

学習材「わたしはすみれちゃん」
（光村図書２年下）
文学的文章「わたしはおねえさん」は，主人公のすみれちゃんが，妹の落書き事件で，気持ちが揺れ

動くも，それをを乗り越え，おねえさんらしく成長する話である。主人公のすみれちゃんは，子どもた
ちと同じ２年生である。すみれちゃんの言動や彼女を取り巻く小さな出来事を通して，子どもたちはす
みれちゃんの心の成長を感じることができるであろう。
○作品の構成は次のようになっている。
場面
○すみれちゃんの紹介

すみれちゃんの言動・様子
初め～Ｐ４９終わり
○歌をつくるのが大好きなすみれちゃん

○「えらいおねえさん」気分でやる気満々のすみれ

Ｐ５０Ｌ１～Ｐ５３Ｌ６

ちゃん

○教科書とノートを広げて，宿題をしようとす
る。
○庭に出て，コスモスの花に水をやる。
○かりんちゃんの落書き事件発生

Ｐ５３Ｌ～Ｐ５４Ｌ２

○事件があきらかになる

Ｐ５４Ｌ４～Ｐ５７Ｌ２

すみれちゃんの心の葛藤

○心が揺れ動く
○ノートを再び見る。「じっと。ずっと。
」

○事件の解決

Ｐ５８Ｌ１～おわり
○「あはは」とわらいだす
○かりんちゃんがかいた絵をけそうとして，け
すのをやめる。

本作品には，主人公のすみれちゃんが作った歌が二つ，物語の途中に差し込まれている。物語の冒頭
で「歌を作るのがすきなすみれちゃんが，また一つ，歌を作りました。こんな歌です。」という書き出
しで，すみれちゃんの作った歌が紹介される。すみれちゃんが主人公で登場する作品が他にもあり，ど
の作品にもすみれちゃんが作った歌が登場する。すみれちゃんが作った歌は，その時その時のすみれち
ゃんの心情が素直に表現されている。そこで，本単元では，すみれちゃんの歌を丁寧に扱っていくこと
で，すみれちゃんの心情をとらえさせるための手がかりとしたい。
また，妹の落書き事件を知ってからそれを許すまでのすみれちゃんの心情の変化をすみれちゃんの行
動や会話文に着目させながら，しっかりとらえさせていきたい。
４

研究の視点へのアプローチ

(1) 「読みのずれ」をもとに，言葉と言葉のつながりを明らかにするための課題設定の工夫
子どもたちは，登場人物の言動に納得したり，共感しながら物語を読んでいる。あるいはまったく
その逆で，登場人物の言動に納得できなかったり，言動の意味が理解できなかったりといったことも
読み進めていく過程で味わうものである。つまり，教材との対話の中で生じる「ずれ」である。
例えば本教材では，次のような個所でそれが起こると予想する。
半分くらい，なきそうでした。もう半分は，おこりそうでした。
すみれちゃんには，自分がなきたいのか，おこりたいのか分かりませんでした。
コスモスに水をやって，部屋に帰ってきたすみれちゃんは，妹のかりんちゃんが自分のノートに落
書きをしているのを見つける。その場面でのすみれちゃんの心情表現である。子どもたちの中には，
すみれちゃんと同じような経験をしている子どもがいると考えられる。教材文のことばと自分の生活
経験とをつなぎながら，すみれちゃんの心情表現の意味を一人一人が自分なりのことばで表現してく
るものと考える。
すみれちゃんは，もういちど，ノートを見ました。じっと。ずっと。
妹のかりんちゃんがノートに書いた落書きは，すみれちゃんが水をやってきたばかりのコスモスで
あるということが分かった後のすみれちゃんの行動である。なぜ，すみれちゃんは，ノートをもう一
度見たのだろうか。しかも，
「じっと。ずっと。」ノートを見るのである。なぜ「じっと。ずっと。」
見ていたのだろう。また，
「じっと。ずっと。
」ノートを見ている時のすみれちゃんはどんなことを考
えているのだろう。前のページにも「じっと，ノートを見ていました。」という表現がある。この時

の心情との違いを検討させ，
「見ていました」と「見ました」の違いや「じっと」と「じっと。ずっ
と。
」の違いを前後のすみれちゃんの行動や会話文とつなげながら考えさせていきたい。
「あはは。
」
ノートをじっと，ずっと，見ていたすみれちゃんは，いきなり笑い出す。なぜ笑い出したのか。
直後に，
「すみれちゃんはわらいだしました。コスモスなんかちっとも見えないぐちゃぐちゃの絵が，
かわいく見えてきたのです。
」という文章がある。「見えてきた」という言葉に着目させ，「見えてき
た」とはどういうことなのかを考えさせる。そうすることで，すみれちゃんの心情の変化とたい。こ
どもたちは，この文章を根拠として，かんがえてくるであろう。しかし，ここでは，これまでのすみ
れちゃんの言動や変容とつなげて考えさせる必要がある。
すみれちゃんは，ふでばこからけしゴムを出して，かりんちゃんがかいた絵をけそうとしました。
けしかけて，でもけすのをやめて，すみれちゃんは，つぎのページをひらきました。
物語最後の場面。すみれちゃんは，かりんちゃんがノートにかいたぐちゃぐちゃの絵をけそうとし
てやめてしまう。なぜけすのをやめて，つぎのページをひらいたのか。そこには，すみれちゃんのお
ねえさんとしての成長が見て取れる。子どもたちは，すみれちゃんの心情の変化を考えつなげながら
その理由を考えていくであろう。
このような，子どもたちが教材との対話を通して，生じると予想される「ずれ」の部分に着目させ，
子どもたち一人一人の読みを表出させる課題を設定していく。
(2) 「読みのずれ」をもとに，論理的に話し合うことを促す教師の手立て
互いの読みを交流する中で，子どもたちが論理的に思考しながら対話を進めていくために，子ども
の発言をテキストに戻し，何を根拠として，どのような理由付けによって，自分の読みが導かれてい
るのかを明らかにしていく必要がある。そのために，イメージマップを使って自分の読みを整理した
り，ペアでの話し合いや全体での話し合いの祭に手元にもって，自分の読みを説明させていく。また，
拡大した教科書に根拠となる言葉をマジックで囲んだり，根拠と根拠を線でつなげたりしながら
【共有化】
（つなぐツール）
友達の考え（読み）

自分の考え（読み）

イメージマップ

教材文の言葉（根拠）

自分の考え（読み）

【読みの可視化】
（互いの読みが明らかになる）
イメージマップを用いることで次のような効果が期待できる。
○イメージマップに自分の読みを整理することで，自分が何を根拠に，どのように理由づけをして
いるのかを筋道立てて説明しやすくなる。
(3) 学びを見つめる振り返りの場の設定

互いの読みを交流する中で，子どもたちの読みがどのように変容したのか。なぜ，読み深まるこ
とができたのか。振り返りを行うことで，子ども自身に学びの自覚化を促したい。
したがって，振り返りとして次のようなことをまとめさせていく。
◆新たに知ったこと（気づいたこと）
「なるほど○○という考えもあるなと○○さんの考えを聞いて思いました。
」
◆自分の読みにの変容を促したした友達の読み
「はじめ私は○○と考えていたけど，○○さんの考えを聞いて，すみれちゃんが○○したのは，○
○だという考えに変わりました。
」
◆よくわからなかった友達の考え
「私は，○○さんの考えはよくわかりませんでした。なぜなら，○○だからです。」

第２年３組

国語科学習指導案

平成２４年１０月２５日（木）第２校時 場所 ２年３組教室
指導者 坂﨑 慎太郎
１

単元 登場人物の成長をとらえて読もう
学習材「わたしはおねえさん」
（光村２年下）
一学期の「お手紙」の学習では，会話文に着目させ，会話文の読み方の工夫を考えさせることで，登
場人物の心情をとらえさせていくことをねらった。かえるくんが，がまくんに手紙を書き，再びがま
くんの家にもどって，お手紙を待つように説得する場面で，かえるくんの三つの会話文を比べながら
そうた君が「
『お手紙がきっと来るから待っていてほしい』という気持がだんだん強くなっているか
ら，かえるくんの会話文もだんだん強く読んだ方がいい」と発言した。会話同士を比べながら，かえ
るくんの心情の変化をとらえようとしている。しかし，
「この会話文は，がっかりしたように読んだ
方がいい」といった発言が多く，「ここにこう書かれているから，がまくんはこん気持ちで，だから
こんなふうに読んだ方がいい」と根拠を明確にしながら自分の考えを述べようとする意識は全体的に
まだ低い。
そこで，本単元では，登場人物の行動や会話文に着目させ，それらを根拠としながら，登場人物の
心情の変化に迫っていくことができる文学的文章「わたしはおねえさん」を学習材として取り上げる。
子どもたちには，根拠を明確にしながら，互いの読みを交流させることを通して，一人一人が自ら
の読みをさらに深めていくことをねがいとしてもつ。

２

単元について

(1) 本単元では，登場人物の行動や会話文から，登場人物の心情の変化をとらえさせることをねらいと
する。
本単元で学習する文学的文章「わたしはおねえさん」は，主人公のすみれちゃんが，妹の落書きに
よって，心の葛藤を乗り越え，おねえさんらしく成長する話である。主人公のすみれちゃんは，子ど
もたちと同じ二年生である。すみれちゃんの行動や彼女を取り巻くちょっとした事件は，実際に似た
ような体験をしている子どもも多いと思われる。子どもたちは，自分の行動を振り返りながら主人公
のすみれちゃんに共感し，楽しく読み進めていくことができるであろう。また，本作品は，
「わたし
はすみれ」シリーズの一つに位置付けられる。他の作品には主人公のすみれちゃんが幼少の頃の様子
や妹のかりんちゃんが生まれる前の心の葛藤や生まれてからの様子などが時系列で描かれている。並
行読書を行うことで，「わたしはすみれ」をより深く読み進めることができるであろう。
(2) 子どもたちは，１学期に「お手紙」を学習している。会話文を中心に登場人物の心情をとらえさせ
ていくために，音読の仕方を工夫するという言語活動を単元を通して行った。本単元では，登場人物
の行動や会話文を根拠としながら，登場人物の心情の変化をとらえさせていく学習を行う。これは，
三学期の「スーホの白い馬」の学習へとつながっていく。
(3) 本学級の児童の実態は以下の通りである。
①

文章を読むことに関して，特に抵抗の大きい子どもはいない。教材文の言葉の意味を既有知識や体
験から見いだしていこうとする子どもは多いが，文脈の中でとらえていこうとする児童は少ない。

②

話し合い活動では，友達の発言につなげながら自分の考えを発表しようとする子どもが増えてい
る。しかし，根拠を明確にしながら自分の考えをみんなに分かりやすく説明しようという意識はまだ
全体的に低い。

(4) 指導にあたっては次のことに留意する。
①

第１次の学習では，「わたしはすみれ」シリーズの読み聞かせを行う。そのことによって，登場人
物への親しみを持たせ，本学習に入る。また，
「わたしはすみれ」シリーズを並行読書することによ
って，
「わたしはおねんさん」でとらえた主人公のすみれちゃんをより多面的に理解することができ
るようにする。

②

第２次の本文を読み進めていく学習では，主人公のすみれちゃんの心情の変化をすみれちゃんの行
動や会話文をもとに考えさせていく。また，それぞれの場面におけるすみれちゃんの会話文の読み方
を対比させ，実感を通して心情の変化をとらえさせていく。

③

本時においては，落書きがわかって許すまでの心情の変化を二つの文章「じっと，ノートを見てい
ました。
」と「もういちど，ノートを見ました。じっと。ずっと。」を比べさせ，その違いを検討する
ことを通して，明らかにしていく。

３

単元の目標

(1) 等身大の人物が描かれた物語を，自分の体験や気持ちと重ねながら興味を持って，読もうとしてい
る。
(2) 登場人物の行動や会話文に着目しながら，登場人物の心情の変化をとらえることができる。
４

指導計画（１０時間扱い）
学習活動

１

「わたしはすみれ」シリ

みんなで伸びるための教師の指導
○

「わたしはすみれ」シリーズの読み聞かせを聞き，その後
感想交流を行い，すみれちゃんの人柄や作品の特徴（すみれ

「わたしはすみれ」シリー

ちゃんが歌う歌）等に着目させる。そのことを通して，
「わた

ズに興味を持ち，並行読書

しはすみれ」シリーズに興味をもち，並行読書することに興

をする見通しをもつ。

味を持たせる。

２

ーズの読み聞かせを聞き，

文学的文章「わたしはす

○

みれ」を読み，主人公のす

「わたしはすみれ」の読み聞かせを聞き，初発の感想を持

みれちゃんの心情の変化を

時間
２

６

たせる。
○歌を歌うすみれちゃんの心情を歌詞のことばに着目させなが

読み取る。

ら読み取らせる。
○張り切っているすみれちゃんの言動について自分と比べなが
ら考えさせる。
○落書きをされたすみれちゃんの心の葛藤をすみれちゃんの二

本時
４/６

つの言動と比べながら考えさせる。
○すみれちゃんの成長をすみれちゃんの言動から読み取らせ
る。
３ シリーズの中からお気に入り

○

並行読書してきた「あたしはすみれ」シリーズの中からお

の一冊を選び，
「わたしはおねえ

気に入りの一冊を選ばせ，
「わたしはおねえさん」で学んでき

さん」で学んだ方法で，
「すみれ

方法で「○○なすみれちゃんへ」というすみれちゃんの性格

ちゃんへの手紙」を書く。

や行動が分かるような宛名で書かせるようにする。

２

５

本時の学習

(1) 目標
すみれちゃんの二つの行動を比べその違いを明らかにしていくことを通して，すみれちゃんの落書
きに対する心情の変化をとらえることができる。
(2) 展開
時間
５

学
１

習 活 動

これまでの学習を振り返り，本時のめ

子どもの思い・姿
○

あてを知る。

すみれちゃんは，半分なきそうで，はん
ぶんおこりそうだったよ。

○

自分でもわからなくなったんだね。

○

ぼくだったら，怒っていると思うよ。

○

わたしはすみれちゃんと同じ気持ちにな
ったことがあるよ。

１５

２

課題について考える。

○

「じっと，ノートを見ていました」の前
の所には，
「自分が，なきたいのかおこりた

（１）ペア

いのか分かりませんでした。」って書いてあ

（２）全体

るからこの時のすみれちゃんは，自分でも
よくわからない気持なんじゃないかな。
○

前の方に「もう，かりん，もう。」って書
いてあって，
「もう」が２回も繰り返されて
いるから，きっとおこってると思うよ。

○

「ぐちゃぐちゃのものを見ていました」
って書いてあって，その後「何よ，これ」
「そ
れが何か，知りたかったわけではありませ
ん」って続いているから，ただ絵をみてい

２０

３

それぞれの読みについて検討する。

るだけで，すみれちゃんのなげやりな感じ
がするな。
○

あとの文はかりんちゃんの絵がコスモス
の絵と分かった後だし，その後「あはは」
って笑い出しているから，落書きのことは
もう許していると思うよ。
「ぐちゃぐちゃの
絵が可愛く見えてきた」っても書いてある
から，前の文では，まだかわいくなかった
ってことだよ。

○ 「じっと。ずっと。
」ノートを見ていると
きに，
「かりんちゃんは一生懸命絵をかいた
んだなあ」って思っているんじゃないかな。
○
５

４

本時のまとめと次時の予告を聞く。

最初の方の気持と変わってきてるよね。

子どもたちは，すみれちゃんの二つの行動の比べ，その違いを検討することを
通して，落書きに対しての心情の変化を会話文やすみれちゃんの行動に着目しな
がらとらえていきます。

みんなで伸びるための教師の指導（発問・指示・教材・教具・評価）
○

これまでのすみれちゃんの様子を振り返り，子どもから出された「もう，かりんたら，もう」が「す
ごくおこっている」というとらえをしている子どもの発言を取り上げ，落書きが分かった直後の様子
を確認しながら，本時の課題を提示していく。

○

すみれちゃんの二つの行動を比べその時の気持ちの違いを検討させる。
「じっと，ノートを見ていました。
」の時のすみれちゃんと「もういちど，ノートを見ました。
じっと。ずっと。
」の時のすみれちゃんの気持はどうちがうのかな。

○

教科書何ページのどこから自分は考えたのか。根拠を示しながら自分の考えを述べさせるようにす
る。

○

まずは，
「じっと，ノートを見ていました。」の時の気持ちを検討させる。

○「もう，かりんたら，もう」
「何よ，これ」の会話文や「半分ぐらい，なきそうでした。もう半分は，
おこりそうでした。
」に着目させ，会話文を実際に読ませて，読み方の違いを検討させたり，
「半分ぐ
らい，なきそうでした。半分ぐらいおこりそうでした。」の意味を考えさせたりしながら，その時の
気持ちをさぐっていく。
○「もういちど，ノートを見ました。じっと。ずっと。
」の時の気持ちを検討させる。
○

前の時との状況の違いを押さえながら，
「見ていました」と「見ました」の違いなどに着目させて
いく。

○

子どもたちは，根拠として「コスモスになんかちっとも見えないぐちゃぐちゃの絵が，かわいく見
えてきた」を挙げてくることが予想される。この「かわいく見えてきた」とはどういうことかを問い
返し，それまでは「かわいく見えてはいなかった」ことに気づかせる。そして，それが，どこから読
み返せばわかるのか子どもたちに促し，テキストの文章に再度もどして検討させる。
【評価】
すみれちゃんの，妹の落書きに対する心

○ 本時に子どもから出された意見を確認する。

情の変化を二つの行動の違いとらえるこが
できる。（発言・シート）

○ 次時の予告を告げて授業を終える。

