
習志野市立大久保小学校

１ 学校の紹介

（１）学校および地域の概要

本校は、明治時代に習志野騎兵連隊旅団司令部がおかれていた場所近くにあり、創立

。 、 、１４５周年をむかえる市内でも２番目に古い学校である その司令部跡地に大学 高校

住宅、近くに商店街があり落ち着いた環境の中にある。現在は、児童数約８５０名で合

計２８学級（知的２、情緒１、普通２５）あり、市内では大きい方の学校である。

読書環境としては、本校から徒歩５分のところに小さな公立図書館があるが、近く民

営化されそうであり、中心となる公立図書館は徒歩約２０分、しかも、学区の端にあり

子供たちが普段利用するには不便なところに位置しているといえる。

（２）学校教育目標

○自ら本気で学ぶ子・・・問題意識をもって学び合う子

○思いやりのある子・・・人や物を大切にする子

○たくましい子 ・・・目標達成に向けて粘り強くがんばる子

（３）学校図書館指導計画

＜ねらい＞

・学習に必要とされる学校図書館の円滑な運営と図書の充実を図る。

・学校図書館を利用するために必要とされる基礎的な知識、技能、態度を育てる

とともに、望ましい学習態度を身に付けさせる。

＜本年度の重点目標＞

・読書環境を整え、本に親しみをもって読書活動ができるようにする。

（蔵書のメンテナンス、蔵書の類別の整理、本の紹介の工夫）

２ 学校図書館の現状

（１）整備状況

蔵書数 １３６８５冊 （ ２８学級 ）,

（２）利用状況

４月から１２月までの８ヶ月間、貸し出した本の冊数は、７４５７冊である。月,
別に見ると４月と９月は、学期始めで貸出し冊数が少ない。反対に７月は一人２冊の

夏休みの貸出しがあり冊数も多い。その次が１０月、１１月である。この二月は、国

語授業研究のピークの時期である。公立図書館から借りてきた本や学校図書館の関連

する本を各学年の廊下に並べその本を読むことが多い。しかし、その読んだ本は、こ

の貸出し冊数の数字には入っていない。それ以外に、子供たちも課題を解決するため

に多くの本を読んでいると考える。

本校の学校図書館は、十数年前に急激に増えた児童数の関係で、現在は、校舎１階



の一番端にある。日当たりが悪く、部屋が狭いため、余裕をもって本の配架がしにく

い状況にある。また、児童が個人で自由に学校図書館を利用できるのは、図書委員会

の児童がいる昼休みのみである。それ以外は、授業での活用になる。それでも、雨の

日の昼休みなどは、約４０席ある椅子がいっぱいになる。それ以外の日は、半数近く

の席がうまる程度であるが夢中になって読んでいる児童ばかりである。

３ 司書教諭および図書主任等の主な取組

（１）校内組織

校長 教頭 図書館教育担当（図書委員会・３名） 学校司書

（２）児童や教員に対する支援

①図書館の運営に関すること

＜図書館教育担当＞

３名とも学級担任であり、主に委員会活動を通して、本の貸出しや蔵書管理をして

いる。また、読書推進活動を委員会の子供たちとともに計画し実践している。そのほ

か、図書購入の際の選書の呼びかけ、学校司書の来校日の連絡や授業の相談の連絡調

整の中心となっている。

＜学校司書＞

週に１回～２回の来校である。

・図書購入の際の選書の相談 ・新しく購入した本の配架

・授業に必要な図書の選書及び市内図書館との連絡等

・学校図書館の季節やイベントにあわせたレイアウトや選書

・授業の中で本の借り方返し方、図書分類番号の仕組みについてなどの授業支援

・授業支援（この後の教科指導に関すること項目で述べるが、ここに一番大きく支援

をしてもらっている ）。

②読書推進活動に関すること

〇１週間に２回、朝読書として８時２５分から８時４０分までの１５分間を全校で

取り組んでいる。

〇学級文庫の充実

・国語の物語文の授業研究を５０年間継続している。その関係で、教科書教材文に

関係する本がたくさん学級文庫として多く置かれている。

〇読み聞かせ（地域のボランティアグループ）の実施

・どの学年も学期に１回の読み聞かせの時間が 時間あり、子供たちも大変楽しみ1
にしている。

〇校長による全校集会での本の紹介や校長室前の本の展示



〇学校司書とゲストティーチャーによる給食時の校内放送を使っての朗読。

〇図書委員会による読書フェスティバルの実施

・学年に合わせたビンゴカードの枠をつくり、いろいろな分野の本を読むようにす

すめ、多くの本を借りて読み、その書名や一言感想を書いてもらう。ビンゴにな

ると、図書カバーを利用した「しおり」をもらうことができる。

〇先生方や学校司書の推薦する本を置くコーナーを作り、より広い視野で本選びがで

きるようにしている。

〇図書員会の当番の曜日毎の子供たちのおすすめの本を置くコーナーを設置し、当番

の日に本をかえるようにする。

〇雨の日の休み時間の図書委員会による出張読み聞かせ（低学年対象、不定期 。）

○図書委員会の子供たちによる、おすすめの本や新着図書のポスター制作や掲示。

（３）学習等に関する支援

①教科指導に関すること

、 、 、本校は 国語科研究を５０年続けており 公開研究会を始めて４３回目となる本年は

「千葉県教育研究会国語教育部会研修会 習志野大会」として授業公開を行った。研究

主題は、変わってもずっと物語文を中心として研究を続けてきている。

＜近年の研究主題＞

平成２２年度から 「共に学び合い言語文化を創造する国語学習」

～創作の授業づくりを中心として～

平成２５年度から 「共に学び合い言語文化を創造する国語学習」

～文学を中心として編集する授業づくり～

平成２８年度から 「主体的・対話的で深い学びを通して思考力を育む国語学習」

～文学を中心とした課題追究を通して読みを深める授業づくり～

＜国語科学習指導における図書の活用＞

実践例① ５年 「大造じいさんとガン （教育出版）」

この作品の主人公の大造じいさんは、ガンなどを獲ることで生計をたてている猟師

である。むやみに生き物を殺しているわけではない。しかし、今の子供たちがそのこ

とを正しく理解できているとは限らない。そこで、猟師の生活やその仕事との向き合

い方（命のやりとり）を正しく理解した上で、物語に向かってほしいと考え、単元の

最初に学校司書にお願いして、猟師の生活や命に対する猟師の考え方を本を通して話

してもらった。

＜授業後の児童の感想＞

・狩りは、いくら残酷でも、昔はこれが人が生きるために必要で、猟師であっても、嫌

になることがあることを知り、せつないなと思いました。

・今日の授業を聞いて、狩りには、いろいろ覚悟が必要なのだなと思いました。

・今日の授業で生き物の命をいただくことを、改めて大事に思いました。感謝して食べ

ようと思いました。



＜学校司書が紹介した本、参考文献＞

◆紹介した本

・ 日本各地の伝統的なくらし４ 山村の伝統的なくらし」「

須藤 功 著 （小峰書店）/
・ イラストで見るモノのうつりかわり 日本の生活道具百科④ 働く道具」「

岩井宏實 監修 （河出書房新社）/
・ マタギに育てられたクマ」 金治直美文 （佼成出版）「 /
・ マタギのむら」 野添憲治著 （社会評論社）「 /
・ 少年・椋鳩十物語」 宮下和男著 （理論社）「 /
・ 山に肉をとりに行く」 田口茂男写真・文（岩崎書店）「 /
・ 山っ子の村 北国の子どもたち」 山村輝夫作 （福音館書店）「 /
・ エゾオオカミ物語」 あべ弘士作 （講談社）「 /
・ 山のいのち 「海のいのち」 立松和平 文 伊勢英子 絵 （ポプラ社）「 」 / /

◆参考文献

・ どおんと・クマ」 ひろかわさえこ作（あかね書房）「 /
・ 人里に現れるクマ」 三浦慎悟監修 （金の星社）「 /
・ 本朝食鑑２」 人見必大著 （平凡社）「 /
・写真記録「日本伝統狩猟法」 堀内讃位 監修 （出版科学総合研究所）/
・ ものづくりとくらしの日本史」 石井 進編 （新人往来社）「 /

実践例② ６年 「川とノリオ」 （教育出版）

この作品の時代は太平洋戦争末期、広島に原子爆弾が落とされたことが大きな

鍵となる物語である。６年生の社会科の学習で、戦争中の人々が物資不足の中で

どのような生活をしていたかまでは、学習が進んでいない。主人公ノリオは、大

切な母ちゃんからもらったゴム長靴を川に流してしまうことがどれほど大変なこ

となのかが、読み手にはわからないであろう。そこで、時代背景をとらえてから

読み深めることによって登場人物の思いがよりとらえやすくなると考え、学校司

書にブックトークをお願いした。

＜学校司書が紹介した本、参考文献＞

「川とノリオ」ブックトーク

テーマ「戦争（アジア太平洋戦争）について」

◆紹介した本

・朝日歴史写真ライブラリー「戦争と庶民1940‐49」 （朝日新聞社）

②窮乏生活と学徒出陣

③空襲・ヒロシマ・敗戦

・ 戦争とくらしの事典」 （ポプラ社）「

・ 調べ学習日本の歴史」 （ポプラ社）「

⑧アジア太平洋戦争の研究



・ 図説 戦争の中の子どもたち」 （河出書房新社）「

・ 写真と作文でつづる昭和の子どもたち ３」 （学研）「

・ ちいちゃんのかげおくり」 あまんきみこ/作 上野紀子/絵 （あかね書房）「

・ まちんと」 松谷みよ子/文 司 修/絵 （偕成社）「

・ ヒロシマのいのちの水」 指田 和/文 野村たかあき/絵 （文研出版）「

・ 海をわたった折り鶴」 石倉欣二/作 （小峰書店）「

◆参考図書

・ 池上彰の現代史授業」 （ミネルヴァ書房）「

昭和編１ 昭和20年代 戦争と復興

・ 写真でみる太平洋戦争とくらし・道具事典―戦争の記録―」 （金の星社）「

・ しらべ学習に役立つ日本の歴史」 （小峰書店）「

⑫太平洋戦争をしらべる

・ 日本人の20世紀 くらしのうつりかわり ２」 （小峰書店）「

・ 歴史なるほど新聞」 （ポプラ社）「

⑨日本軍、ハワイ真珠湾を攻撃

実践例③ ３年 「モチモチの木」 （教育出版）

斎藤隆介の代表作品の一つである。臆病物の主人公の豆太が、勇気をふりしぼり大好

きなじさまを助ける物語である。斎藤隆介の作品には、どれも、人を助ける勇気や愛な

どに満ち溢れている。ぜひ、その斎藤隆介の作品に多く触れてほしいと考え、斎藤隆介

の作品を６０冊ほどそろえて廊下

に展示した。それだけでは、子供

たちも本を手にとらないであろう

と考え、それぞれの本を読んで心

に残ったことをクラス毎に色の違

うハート型の付箋に書き、モチモ

チの木に掲示できるようにした。

このことにより、多くの子供たち

が本を読み、斎藤隆介の世界に触

れることができた。

＜子供の感想＞

「モチモチの木」の学習が終わろうとしていたころの感想の一部

豆太は、優しさの奥に隠れていた勇気があったから、じさまを助けられた。じさ

まが元気になたら、勇気が優しさの奥にもどっちゃった（かくれた）から、最後の

場面で「じさまあ 」と起こしたのだと思いました。斎藤隆介さんは、優しさを物。

語の最初に出して、その後勇気がもわもわわいてきて人を助けるというお話が多い

と思いました。みんなに「優しさから勇気を出してほしい 」というのが、斎藤隆。

介さんが書いたほとんどの作品の話で伝えたいことだと思いました。

教材文「モチモチの木」の読み深めを授業で行うと同時に、並行読書で斎藤隆介の作



品で作者が伝えたいことを意識しながら読んできた。その結果を話し合い、共通点を見

、 。 「 」つけたところで 学校司書によるブックトークを行った テーマ 勇気が生まれるとき

として、そのほかの作者の物語で愛や勇気ある行動をおこしたお話をブックトークして

もらった。子供たちは、その本を朝読書などを活用して夢中出読み、本の世界を広める

ことができた。

＜学校司書が紹介した本＞

テーマ「勇気が生まれるとき」

・ ごろはちだいみょうじん」 中川正文：作 梶山俊夫：絵 （福音館書店）「

・ サーカスのライオン」かわむらたかし：文 さいとうひろゆき：絵（ポプラ社）「

・ あなたをずっとあいしてる」 宮西たつや：作・絵 （ポプラ社）「

・ かたあしだちょうのエルフ」 おのき・がく：文・絵 （ポプラ社）「

・ ちびっこカムのぼうけん」 神沢利子：作 山田三郎：絵 （理論社）「

・ 海のかいじゅうスヌーグル」 ジミー・カーター：作 エイミー・カーター：絵「

・ きかんぼ」 今村葦子：作 菊池恭子：絵 （文研出版）「

・ わたしはヴァネッサと歩く －クラスのいじめを止めさせた、たったひとつの行「

動ー」 ケラスコエット：作・絵 （岩崎書店）

＊この時は、指導案を校内に配布し授業をただ行うだけでなく、授業後の反省会で出た意

見等もまとめて発信し、先生方により広く意識改革をしてもらおうとした （以下が、。

そのときの文書）

読書の授業を終えて

授業後の話し合いの中で、参考になったことが沢山あったのでお伝えします。

、「 、 、 、 」斎藤隆介作品の共通点は やさしさ 勇気 助け合い 他の人の事を考える

であることを、それぞれの作品の作者が伝えたい事の発表から見出した。

、 。そして そのテーマで書かれた本を中野先生にブックトークしていただいた

子供たちは、ブックトークを夢中で聞き、すぐに本を手にとっていた。

〇このような体験を積み重ねれば、子供たちの本選びの観点が変わってくるだろう。

〇普段は、手に取らない本に興味を持つことができた。

〇「斎藤隆介研究所」という看板ひとつで、子供たちのやる気がかわった。子供た

ちは、自分のお気に入りの本を選び、研究するという気分で本を読み、考えるこ

とができた。

▲本の「あらすじ」を紹介するのではなく、本の「面白いところ」を紹介すれば、

子供たちがもっと自分の言葉で話すことができ、その本を読んでみたいと思う

だろう。

▲ 時間の中の１０分程度の中で、同じ本を選んだ子とあらすじや作者の伝えたい1
事を話し合いまとめるのは難しかった。



＜授業改善の視点で＞

〇子供たちの本を読み紹介しあうモチベーションを高める手立ての一つとして、

「他の学年に本の紹介」や「読み聞かせ」をするという方法もある。

学校司書の力は大きい！

斎藤隆介の本を探して集めることは、私たちでもできます。

しかし 「〇〇なテーマ」でとなると、やはり学校司書の中野先生のお力を、

借りなくてはできません。

ぜひ、いろいろ相談してください。

今回のテーマ「勇気が生まれるとき」というネーミングも司書の先生がつけ

られました。裏面に印刷をしましたので、ぜひ、参考にしてください。

学校図書館の活用方法

・学校図書館で朝読書をする （これは、いい！！！！）。

・調べ学習を学校図書館で行う。

（理科の生き物について調べる、国語の発展学習で生き物図鑑を作る）

・教室に入れない子の安息の場所にする。

・他国の子供を受け入れたときの言葉や文化の学習の場とする。

４ 成果と課題

（１）成果

・学校司書との連携で作る授業実践の紹介をし、今までと違う国語の発展読書を紹介

することができた。

・教員の本の紹介コーナーを作り、子供たちの読書の幅を広げることができた。

（図書委員会主催の読書フェスティバルで読書ビンゴを作ったときにも、このコーナ

ーからも本を選んで読むようにした ）。

・校長の全校朝会での本の紹介や給食時の朗読などで、本の世界を広めた。

（２）課題

・情報活用能力を育てる環境としての学校図書館の活用は、まだまだと言える。パソ

コン室と学校図書館が離れていて、理科や社会科授業での活用が少ない。そこで、

学校司書と連携して、このような授業では学校図書館のこのような本を使えばより

授業が深まるなどの活用例を多く示していくことが必要だと考える。

・今年度、このような授業で学校図書館を使った、または、学校図書館の本を持って

行って廊下に置き活用したという例をあげてもらい、一覧表にして来年度以降に活

用できるようにする。
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第３学年 国語学習指導案 
１ 単元名 気モチゆさぶれ,モチモチの木 

  

 

２ 学習材 モチモチの木 斎藤隆介 

 

３ 単元について 

（１） 子供の実態とつけたい力 

子供たちは，２年生の時「きつねのおきゃくさま」「アレクサンダとぜんまいねずみ」などの物語

文で,段落読みや役割読みを入れながら何度も音読をした。その後「心に残ったこと」から,あらす

じを捉えたり課題をつかんだりして,読み深めることをしてきた。その読み深める段階では，人物の

気持ちをテープ図に表しその根拠を話し合ったり，読み取ったことを登場人物が語る形でまとめた

りすることをしてきた。単元全体をふり返る段階では,クライマックスの場面での主人公の気持ちを

吹き出しに書かせ,物語全体を登場人物になって語る話に書き換える学習をしてきた。これらの学習

を通して,叙述の中の大切な言葉に着目しながら人物像に迫ることをしてきたため,少しずつ作品の

細部に目を向けることが増えてきた。 

３年生では,これまでの学習を生かす形で,「白い花びら」や「わすれられないおくりもの」の読み

取りを進めてきた。前半は,音読を十分に行ってから「心に残ったこと」を話し合い,あらすじや課

題をつかむことをしてきた。これは挿絵をもとに，それぞれが心に残った場面を発表することで,登

場人物の特徴や疑問などにも目を向けることにつながり，作品全体の流れをある程度つかむことが

できた。一方,課題を見つけるという点では問題が残った。「心に残ったこと」を多くの子供たちに

発表させようとしたため,時間がかかり,肝心の課題を導き出すことにたどりつけないまま,その時

間が終わってしまうことが多かった。結局,次の時間に課題を作ることはできたが,子供たちの思考

の流れにそって作るという点では問題があった。子供たちの発表意欲を支えつつ,教師がどの発言を

取り上げ,広げたり深めたりしながら意見を集約していくのか,さらなる教材への理解を要すると考

えた。また，毎時間のふり返りを書くという活動が，単元後半のまとめに生かせたとはいえ,その時

間の考えの深まりが端的にわかるような書かせ方を十分にできたとはいえなかった。「わすれられな

いおくりもの」の,あなぐまの死後の動物たちの語らいの場面を,子供たちが読み取ったことをもと

に想像を広げて書き,実際に語らせるという学習は,単元全体のふり返りとして有効であったと考え

る。 

そこで,本単元でもまず,役割読みや「情景」などの視点を与えた音読を十分にさせてから「心に

残ったこと」を発表し課題を設定する。課題解決のために,教科書にない挿絵も見せながら,物語の

舞台や背景に対する理解を深め,豆太とじさまとモチモチの木について書かれている言葉を根拠に

話し合いを深めていきたいと考える。さらに,読み深めて見えてきたじさまと豆太の本当の姿を,単元

の最後にずっと二人を見守ってきたモチモチの木とじさまの語り合いで表現するというふり返りを

させたい。このように,この単元を通して，言葉を根拠とした読みの面白さや深さ,自分の読みの深ま

りに気付くとともに,この作品自体の面白さ深さに気付き，文学を味わうという感覚を養い，さらな

る読書活動へとつながっていくことを願っている。 

 

読み手の気持ちをゆさぶり,新たな発見をさせたり読みを深めさせたりします。 
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（２）単元の特色 

 本単元は，学習指導要領の「C 読むこと」（２）言語活動例のア「物語や詩を読み，感想を述べ合

うこと。」を中心に行う学習として「C 読むこと」（１）指導事項ウ「場面の移り変わりに注意しな

がら，登場人物の性格や気持ちの変化，情景などについて，叙述を基に想像して読むこと。」エ「目

的や必要に応じて，文章の要点や細かい点に注意しながら読み，文章などを引用したり要約したり

すること。」オ「文章を読んで考えたことを発表し合い，一人一人の感じ方について違いのあること

に気付くこと。」を指導する学習とする。 

 本単元の学習材「モチモチの木」は，斎藤隆介による，人の愛ややさしさが生む勇気を描いた物語

である。登場人物の豆太とじさま（孫と祖父）は２人しか家族がいない状況の中，寄り添いながら生

きている。５歳になっても一人でせっちんも行けない豆太を案ずるじさまは，「勇気ある子だけが灯

がともったモチモチの木を見ることができる。」と伝えるが，豆太はすぐに諦めてしまう。しかし，

大好きなじさまの危機に直面し，恐れていた夜の世界に飛び出して医者様を呼びに行き，その帰り

に灯がともったモチモチの木を見ることができた，というストーリーである。 

 この物語は冒頭で語り手によって「全く，豆太ほどおくびょうなやつはいない。」と始まり，最後

も「それでも，豆太は・・しょんべんにじさまを起こしたとさ。」と締められている。これらに始ま

る語り手の言葉によって，読者は「豆太はとんでもない臆病者である。」という印象を抱き，じさま

に抱えられてしょんべんをする豆太を笑うことが予想される。しかし，本当に豆太の事を臆病者の

一言で語っていいものだろうか。豆太は幼くして，父親を熊に頭を引き裂かれて失っている。豆太

が熊を恐れている記述が多数みられることから，父親が熊に殺されたことは，知っていると考えら

れる。このような悲劇的な状況になっていること，その原因である熊がいる山に住んでいることか

ら多少なりとも恐怖を覚えながら生活しているのは当然であると考えられる。これらの状況を踏ま

えると５歳の豆太は決して臆病な存在ではない。それにも拘わらず，豆太を「おくびょう」呼ばわり

する語り手からは，何度も繰り返し読むことで，じわじわと豆太への親しみや愛情がある故に発破

をかけているような雰囲気が感じられる。最後の豆太がじさまに甘える描写には「（やさしさをもっ

ている）豆太はこのままでいいのだ。」という思いが込められているのではないだろうか。 

 さらに，作者である斎藤隆介が挿絵の滝平二郎について「人間のすばらしい行動の底には，やさ

しさこそが金の発動機（モーター）になっていることを，私と同じに信じて疑わぬ人なのだ」と語っ

ている事からも，この作品の中で重要視するべき点はやさしさである事がわかる。じさまを助ける

ために怖い夜道の中，半道も離れている医者様のもとへ足が血だらけになりながら走る豆太の姿に

は，じさまやおとうのもつ強さとは異なる，「やさしさから生まれた強さ」が表れている。子供たち

には，豆太とじさまがお互いを思い合う愛情や，豆太の行動に現れるやさしさを読み取る事ができ

るように，本文の言葉を根拠として自分なりの解釈をもつ力をつけたい。そこで以下のような単元

を構成する。 

 第１次では学習材を十分に読み，全員が物語の登場人物や出来事を共通理解し，学習課題の設定

につなげることを目指す。まずは，教師の読み聞かせを聞いたり，音読をしたりして物語のあらす

じや登場人物の人物像を大まかにつかむ。次に，難語句調べを行うことで正しい読み方や世界観を

知り，読みの土台を作っていく。最後に一人一人が心に残った事をじっくりと書くことで，その段

階での物語への印象や着目した場面や文，疑問を明らかにする。 

 第２次では，心に残ったことの交流を通して課題作りを行う。黒板に挿絵を順に提示した所に一

人一人がネームプレートを貼ることで，子供たちが着目した部分が明らかになる。心に残ったこと

には，低学年時から“不思議に思ったこと（問い）”も含めて考えているため，子供たちは感動した

所と共に，問いも発表することが予想される。この段階で，「どうしてモチモチの木という名前なの？」

というような前後の表現からすぐに解決できる問いについては解決していき，物語の根幹にかかわ

る問いを掘り起こし，課題として設定していきたい。次に，立てた課題を追究する前段階として，じ
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さまと豆太，モチモチの木のプロフィールを作る。ここで作るプロフィールは，クライマックス前

（３の場面）までを扱うため，豆太を心配するじさま，臆病な豆太という物語前半の構図を表すも

のにしていく。その後扱う課題は文言は変わる事が予想されるが，物語のクライマックス場面に焦

点をあてたものになる。課題追究を通して，「豆太→じさま」「じさま→豆太」への思いの深さや変化

を読み取らせていく。 

 第３次では，物語の象徴であり，物語全体を見守ってきたモチモチの木になって，これまで読み

取ってきたことを語る言語活動を行う。ここで語られる内容は，子供たちがはじめにもったであろ

う“臆病な豆太が勇気のある子に変わった”という物語の表面をなぞったものではなく，豆太がも

ともともっていたやさしさから生まれた勇気や，じさまとの絆が育てた豆太のやさしさ等，我々が

捉えた物語のテーマ「人の愛ややさしさが生む勇気」につながるものである事を期待する。 

 

４ 単元の目標   

  （関心・意欲・態度）                     

    ○物語の面白さや登場人物の行動・言動に興味をもち「モチモチの木」を読み進めようと

し，斎藤隆介の他の作品に触れようとしている。 

  ○物語を読んで，文章の叙述や挿絵を根拠としながら，豆太やじさまの気持ちを考えよう

としている。 

          

  （読むこと）                         

○くり返しの音読や挿絵の理解を通じて，物語の概要や山場をつかむことができる。 

○豆太やじさまの性格や気持ちの変化，情景，豆太とじさまの相互関係などについて，叙述を

基に想像して読むことができる。                   （指導事項ウ） 

 

  【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項】 

○自らの考えを表現したり伝えたりするために必要な文字や語句について，辞書を利用し語彙

を増やすことができる。             （言葉の特徴やきまりに関する事項カ） 

 

５ 単元の指導と評価の計画 （１０時間扱い） 

過

程 
時

間 
主 な 学 習 活 動 ◎支援 ●評価 ・留意点 

 
 
 
 
第 
一 
次 
 
つ

か

む 

常

時  

 
 
１   

 
 
 
 
 
２ 
 
 
 
 

○「モチモチの木」の音読練習をする。 

○斎藤隆介の作品を読む。 

 

 

○学習材「モチモチの木」の音読を行い，

登場人物や物語の概要をつかむ。 

 

 

 

 

○わからない言葉を調べたり話し合ったり

しながら,音読する。 

 

 

 

・学年の廊下に,多読コーナーを設置し，

斎藤隆介の他作品に触れ，読書の世界

を広げられるようにする。 

 

・教師の読み聞かせの中で，子供がつぶ

やいた箇所に対してなぜそう思ったの

か聞きながら読み進めていく。 

●物語のおもしろさを感じ取ろうとして

いる。      （発言・挙手） 

 

・大事な言葉や難しい言葉の意味などを

押さえながら音読させる。 

 

 

 

「モチモチの木」を読んであらすじをつか

もう。 

物語の内容をよく理解するために難しい言

葉や分からない言葉の意味を調べたり話し

合ったりしよう。 
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３ 
 
 
 
 
 
 
 

 

・せっちん・木うす・石うす・峠・きもを

ひやす・灯・半道など 

 

○心に残ったことを書く。 

 

 

・豆太は，じさまを助けて勇気があったの

に，最後はまた一人でせっちんに行けな

かったからおもしろい。 

・おくびょうな豆太が勇気を出したからモ

チモチの木の灯りが見られてよかった。 

 

●難しい語句や時代背景等を、理解する

ことができる。     

        （辞書活用の様子・観

察） 

◎教科書や絵本の挿絵を準備しておき，

並べ替えたり絵本の挿絵を挿入したり

する活動を通して，あらすじがつかめ

るようにする。 

 

 

●自分の感じたことや疑問を書いている

（ノート 

第

二

次 
 
 
深

め

る 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇心に残ったことを話し合い，読みの課題

を設定する。 

 

 

 

 

・一人でせっちんに行けないというのが面

白い。 

・じさまに甘える豆太がかわいい。 

・モチモチの木を夜は怖がるのに昼間は強

気なのが面白い。 

・豆太は臆病だったけど，じさまを助ける

ために頑張ったので勇気がある。 

・豆太はモチモチの木の灯りを見られたの

で勇気がある子供だ。 
・勇気のある子供にしか見られない木の灯

りを見たはずなのに，まだ臆病のままな

のかもしれない。 

 

○登場人物の人物プロフィールを作る。 

 

 

 

・豆太  両親がいない。じさまと二人暮

らし。臆病，５歳，一人でせっち

んに行けないなど。 

・じさま ６４歳 モチモチの木の灯りを

見たことがあるなど。 

・モチモチの木 大きい。秋には実ができ

てもちに混ぜると美味し

い。昼と夜の違いなど。 

・前時で書いた心にのこったことに関わ

る部分の挿絵の下にネームプレートを

貼らせる。 

・不思議に思った場面や，意見が集中し

て解決できないものに関しては疑問マ

ークを貼り，感想と区別していく。 

◎話し合いたいことを見つけられない児

童に対しては，感想から気になったこ

とはないかなどの問いかけを行い，自

発的に課題を考えられるように促す。 

 

 

 

 

 

●心に残ったことについて話し合い，問

をもつことができる。（発言・ノート） 

                    

 

・それぞれの登場人物の人物像をまとめ

るためのワークシートを準備してお

く。モチモチの木に関しては，木の特

徴や豆太から見た木の様子をまとめら

れるようにする。 

・昼，夜，灯がともったモチモチの木の

挿絵を準備しておく。 

◎モチモチの木の葉や実の実物を見せ

る。 

 

 

 

心に残ったことを書こう。 

心に残ったことについて話し合い，問い

をもとう。 

豆太，じさま，モチモチの木のプロフィー

ルを作ろう。 
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６ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

〇モチモチの木に灯がついた理由を考え

る。 

 

 

 

・医者様に負ぶわれている時，もうすぐじ

さまを助けることができると安心したか

ら灯がともったように見えたのだと思

う。 

・じさまのために頑張ったモチモチの木の

ご褒美でそう見えた。 

・豆太が怖い思いを我慢して医者様を呼び

に行けたからだと思う。 

・豆太が勇気を出せたからだと思う。 

 

○じさまの心の変化を読む。 

 

 

 

・豆太は，いざという時は勇気を出せる優

しい子供から，大丈夫だろう。 

・これから大きくなって私がいなくなった

らどうなるだろうと思って心配していた

がやさしさのある子供だから，一人でも

なんとか生きていけるだろう。 

・優しい子だとわかって安心したよ。夜中

に起こされるぐらいなんてことないさ。 

 

〇「じさまあ。」の呼び方に違いに気付き，

読み方を工夫する。 

 

 

 

・P33 の呼び方は小さい声で，申し訳なさそ

うに言っているかもしれない。寝ている

じさまを起こしてわるいなあって感じで

読むといいよ。 

・P41 はくまのうなり声だと勘違いしてび

っくりして飛び起きた感じで読むと伝わ

る。 

・くまではなくて，じさまがうなっている

と気付いたときは，大変だ！という気持

●登場人物がどんな人柄なのか，叙述を

もとにまとめている。 

（発言・ワークシート） 

・灯がついていないモチモチの木とつい

ているモチモチの木の挿絵を準備する。 

・医者様を呼びに行ったときの豆太の気

持ちを吹き出しに書かせ，ふり返りを

させる。 

◎ワークシートのリード文に「じさま

あ。・・・」のリード文を準備しておき

豆太に寄り添って書けるようにする。 

●モチモチの木に灯がついた理由を考え

ることができる。 

（発表・ノート） 

 

 

・教科書 33 ページの挿絵と 47ページの挿

絵，モチモチの木の挿絵を準備する。 

・じさまと豆太の家族構成や状況をふり返

り，豆太のことを心配しているじさまの

願いなどを考えさせる。 

・４７ページの言葉を根拠にじさまが豆太

のことをどのように思っているか考え

させる。 

●じさまの豆太に対する気持ちを書くこ

とができる。 

（発言・ノート） 

 

 

・人物プロフィールを掲示しておく。 

◎挿絵を準備しておき，「じさま。」を呼

ぶ場面が４回あることに気付かせる。 

・前半，後半の「じさま。」を比較させ，

読み方を考えさせる。 

・１の場面と４の場面にある「じさま。」

を比較させ，違いに気付かせる。 

・全体を通してそれぞれの場面に合った

呼び方を考えさせ，音読させる。 

 

 

 

●豆太の心情に合わせて「じさま。」の呼

び方を考え，表現することができる。 

（発表・音

なぜ，豆太にはモチモチの木に灯がついて

見えたのだろう。 

「じさまあ。」と起こしにきた豆太を

じさまは，どう思ったのだろう。 

「じさまあ」の読み方の違いを考え，豆太

の心情に合わせて読んでみよう。 
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ちが分かるように少し早口で読むといい

ね。 

・P４７の「じさまあ。」は，１場面のときの

ように小声ではなくて，甘えた声で言っ

たと思うよ。 

読） 

第

三

次 
 
ふ

り

返

る 

９ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○豆太とモチモチの木の関係を振り返る。 

 

 

 

・豆太が怖がっている時は，怖い木，勇気

を出した時は灯がついて見えた。 

・豆太の気持ちによって見え方が変わる。 

・秋には実がなり，生活には欠かせない木。 

・豆太の気持ちの変化によっていろいろ見

え方が変わる。 

 

〇豆太のこれまでとこれからをふり返る。 

 

 

 

 

・豆太はおくびょうだけど，だれよりも優

しい子だ。なぜなら，自分のこわい気持

ちよりも，じさまの事を思う気持ちの方

が強かったんだから。しょんべんに一人

で行けなくてもいいじゃないか。なぁ，

じさま。 

・豆太はもともとあったやさしさで勇気を

出せるようになった。なぜなら，あの夜，

飛び出した豆太はやさしさと勇気がある

子供に見えた。 

〇再びじさまをしょんべんに起こした豆太

には，モチモチの木がどのように見えた

だろうか。 

・普通の木に見える。なぜなら，豆太は怖

くてじさまを起こしたのではなくて，じ

さまがいないと寂しいだけになったか

ら。 

・灯がともって見える。なぜなら，豆太の

心のやさしさの灯がともっているから。 

・これまで扱った物語の題名と内容を想

起させ，題名の意味に気付かせる。 

・この話の中心人物をおさえ，なぜ題名

がモチモチの木なのかについて考えさ

せる。 

●豆太とモチモチの木の関係を考えるこ

とができる。（発言・ノート） 

 

 

 

 

・子供の発言に合わせて，様々なモチモ

チの木の挿絵を黒板に貼っておく。 

・モチモチの木（読者）が語る観点とリ

ード文を示す。 

 

モ：豆太→じさまへの思いを語る。 

「豆太は・・な子だ。なぜなら・・。」 

 

●これまでの読みをモチモチの木に寄せ 

て語り，豆太のこれまでやこれからを

ふ 

り返ることができる。 

（発言・ノート） 

 

・モチモチの木が描かれていない最終場

面でどのような表情を見せているかを

想像させる。 

 

 

●これまでの読みを総括して，最終場面

の豆太に見えたモチモチの木の姿を表

現することができる。（発言・ノート） 

モチモチの木が色々変化して見えるの

はなぜだろう。 

モチモチの木になって豆太の事をじさま

に語ろう。 
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６ 「モチモチの木」の指導をもとにした読書の指導と評価の計画（３時間扱い）

時間 主 な 学 習 活 動 ◎支援 ●評価 ・留意点

１５ ・友達の斎藤隆介作品について心に残った ・学年の掲示板に斎藤隆介の作品の中で、

× ことのを読み、その中から物語を選び読 心に残ったことがあれば、それぞれの作

３回 む。 品名のところに「心に残った場面」を記

・作品の中から自分のお気に入りを決め、 入した付箋をはって、お互いに知らせあ

カードに簡単にあらすじと作品のテーマ う。

を書く （音読カードに貼り重ねる） ・読書カードに、簡単でよいので自分の考。

えを記録しておくように伝える。

・書くことが苦手な子どものために、読み

聞かせで知っている本をもとにした書き

方の見本を掲示しておく。

2（ 、読書カードは 個人の文章量にあわせて

種類から選べるようにしておく ）。

本 ・それぞれの斎藤作品のあらすじや作者の ・同じ作品同士でグループを作るが、多い

時 伝えたいことを発表し、共通点をみつけ 場合は、２つのグループに分けるなどす

る。その共通点の「勇気ややさしさ」を る。

テーマとした他の作者の本を学校司書の ●斎藤隆介の作品のテーマについて話し合

先生から教えていただく。 い、共通点を考えることができたか。

（ 、 、 ）発言 カード 様子

１５ ・学校司書の先生から紹介された作品を読 ・学校司書の先生から紹介のあった本のに

× み、簡単なあらすじと心に残った場面を は数に限りがあるので、再度、斎藤隆介

。 、３回 カードに書いたり、交流したりする。 の作品を読んでもよいこととする また

地域の図書館を活用するように伝える。

（朝読書の時間を活用する）

７ 本時の指導

斎藤隆介の作品に共通するのは「人の愛や優しさ、そこから生まれる勇気」であることを

話し合いから見出し、そのテーマで書かれている物語を学校司書の先生から聞き、読書の世

界を広げる。

（１）目標

○それぞれの作品で斎藤隆介が伝えたいことを発表し、共通点をみつけることができる。

〇同じようなテーマの別の作品を知る。

（２）目標にせまる手立て

本時は,「モチモチの木」の学習と並行して斎藤隆介の作品を朝読書を中心とした時間

で読んできた。ただ読むだけでなく、それぞれの作品の「心に残ったところ」を掲示板に

はって伝え合ったり 「ソメコとオニ」の読み聞かせをしたりして、斉藤隆介の作品を読、

んでみたいと思わせる場を設定し各自が読んできた。

本時は、それぞれの面白さ良さにふれ、さらに、作者の伝えたいこと（メッセージ）を
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グループで話し合い発表することで、共通点をみつけていく。

授業は、そこで終わりにせずに、さらに、斎藤隆介のように「人の愛や優しさ、勇気」

をテーマとしたその他の作品を読書指導員の先生に紹介していただくことで、普段、あま

り手にとらないジャンルの本に興味を持ったり、さらに深めたりする機会になるようにし

たい。

（３）展開

時配 学習活動と主な発問（○ ・反応 ◎支援 ●評価 ・留意点） 学習形態

１５ １ めあてを確かめる。 一斉 ・事前に、子供たちは斎藤隆介作品の中

でおすすめしたい作品を選んでいる。

斎藤隆介の作品を紹介しあ それをもとに、同じ作品を選んだ子供

い、共通点を見つけよう。 同士でグループを作っておく。

〇お気に入りの作品を友達に紹介 ・グループは、３人ぐらいを基本としたグループ

しあいます。紹介する内容は、 い。同じ本に集まってしまった時は、

次の 点です。分担して話し合 グループをわけて、発表が重ならない3
いましょう。 ように心に残ったところを話すように

①あらすじ 伝える。

②作者の伝えたいこと ◎書き方がわからない子には 「ソメコ、

とオニ」や「八郎」は、読み聞かせな

〇発表を聞きあい、共通点を見つ どをして知っているので、①③をどの

２０ ける。 一斉 ように書くのか見本を示す。

・ 花さき山」は、主人公の女「

の子が自分は我慢して、妹に ・本のタイトルだけでなく、イメージし

譲った優しさです。 やすいように、絵本の表紙をはる。

・ 半日村」は、村のためにあ ・板書をするときに、③を中心に書き、「

きらめずに協力するというこ 共通点を見つけやすいようにする。

と。

・自分のことより、周りのこと ●話し合いに参加し、共通点をみつけよ

を考える 頑張るということ うとしているる。、 。

・勇気がでるのは、人を助けよ （発言、様子）

うとする時。

０ ○学校司書の先生に、斎藤隆介の 一斉 ・本がよく見られるように移動してよい1
作品のほかに、同じようなテー ことを伝えたり、書画カメラを活用し

マで書かれた作品を紹介してい たりする。

ただく。

（４）学校司書の先生が紹介した本

ブックトーク テーマ「勇気が生まれるとき」

・ ごろはちだいみょうじん」 中川正文：作 梶山俊夫：絵（福音館書店）「

・ サーカスのライオン」 かわむらたかし：文 さいとうひろゆき：絵（ポプラ社）「

・ あなたをずっとあいしてる」 宮西たつや：作・絵 （ポプラ社）「

・ かたあしだちょうのエルフ」 おのき・がく：文・絵（ポプラ社）「

・ ちびっこカムのぼうけん」 神沢利子：作 山田三郎：絵（理論社）「

・ 海のかいじゅうスヌーグル」 ジミー・カーター：作 エイミー・カーター：絵「

・ きかんぼ」 今村葦子：作 菊池恭子：絵 （文研出版）「

「 、 」・ わたしはヴァネッサと歩く －クラスのいじめを止めさせた たったひとつの行動ー

ケラスコエット：作・絵 （岩崎書店）
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（５）授業の様子

斎藤隆介作品の共通点は 「やさしさ、勇気、助け合い、他の人の事を考える 」で、 。

あることを、それぞれの作品の作者が伝えたい事の発表から見出した。そして、 その

テーマで書かれた本を中野先生にブックトークしていただいた。子供たちは、ブックト

ークを夢中で聞き、すぐに本を手にとっていた。

〇このような体験を積み重ねれば、子供たちの本選びの観点が変わってくるだろう。

〇普段は、手に取らない本に興味を持つことができた。

〇「斎藤隆介研究所」という看板ひとつで、子供たちのやる気がかわった。子供たちは、

自分のお気に入りの本を選び、研究するという気分で本を読み、考えることができた。

▲本の「あらすじ」を紹介するのではなく、本の「面白いところ」を紹介すれば、子供

たちがもっと自分の言葉で話すことができ、その本を読んでみたいと思うだろう。

▲1時間の中の１０分程度の中で、同じ本を選んだ子とあらすじや作者の伝えたい事を

話し合いまとめるのは難しかった。

（６）子供の感想

斎藤隆介さんは 「その人がもっているやさしさを最初に出して、その後、勇気がモワモ、

ワわいてきて、人を助ける 」という話が多いと思いました。読者に 「やさしさから勇気。 、

を出してほしい 」というのが、斎藤隆介さんの作品のほとんどの話で伝えたいことだと思。

いました。

、 。この感想は 本時の斎藤隆介の作品の共通点を見つけるという授業の前に書いたものである

教材文「モチモチの木」の学習で 「豆太は、この物語の中で成長しただろうか 」の問いを、 。

話し合った後の振り返りの中で書いた文章である。この子供は、並行読書をする中で、ひとつ

ひとつの本の中で作者の伝えたいことを考え、読書カードに書いているうちに 「モチモチの、

木」との共通点を見出していったのだと思う。


