
いと言います。以前に、自分のココロにドリルが穴を開け

ているところを描いた子どもがいました。「ずっと閉まっ

ていたんだけど、このクラスになって、僕のココロの奥に

とどくような穴が開いたんだよね。奥まで開けられるよ

うになった。」と小さい声で教えてくれました。素直に自

分の気持ちを表したくなるのは、本の世界を共有し、登

場人物の感じ方を通して考えたり、友達のつぶやく感想

を通して気付いたりする経験を経る活動のよさだと感じ

ました。

　中学年では、『大どろぼうホッツェンプロッツ』は、学級

開きの日から始めて、シリーズ三作を毎日５分読むと、

ちょうど夏休みに入る日に読み終わります。私自身が４

年生の時に大好きだった作品です。登場人物を大好きに

なり、初めてシリーズの面白さを知り、ドイツという外国

の文化に触れ、初めて知るおいしそうなドイツの食べ物

を想像しました。日本の冒険物語は、心を合わせたら解

決出来るというようなお話が多い中で、この物語に出て

くる主人公の少年二人は、ユーモアを交えて具体的な

方法を考え出して問題解決をします。そんな、あきらめ

ないで工夫や知恵を絞り出していく子どもになってほし

いという願いも込めています。

　教科につなげて３年生では、『とどろヶ淵のメッケ』を

読みます。このお話は、自然の描写が細やかで素晴らし

く、「光と影」がストーリーの中で重要な意味をもちま

す。理科の学習で、太陽の動きや季節、光と影の特性に

ついて学習する時期に読んでいると、描写の中に子ども

たちの気付きがたくさんあります。初めは内気だった主

人公メッケの挑戦と成長ぶりも素晴らしく、子どもたち

にとっては、メッケはいつのまにかもう一人の学級の仲

間になっています。誰にでも強みがあって、それを生かし

ていくことの素晴らしさに気付くことができます。

　『ポアンアンのにおい』は、さかさまになるとコウモリ

と話すことができる不思議なお話です。鉄棒にぶら下

がった子どもたちが一斉にさかさま言葉を言い出しま

す。主人公のひろしのように、上手に逆立ちができるよう

になりたいと練習するブームが起きます。

　高学年では、『二分間の冒険』や『海底2万マイル』など

を読みます。世界地図を教室に貼って、地図に印をつけ

ながらノーチラス号と一緒に世界を一周。魅力的な自然

現象や、特徴的な世界の海域などに出合い、詳しく調べ

ずにはいられないことが続き、読み終わる頃には子ども

たちの自主学習ノートは世界の謎がいっぱいです。

　読み聞かせるブックタイムは、学級づくりの土台の一

つです。一緒に、一斉に、しんみりし、笑い合うこの時間を

これからも大切にしていきたいです。

児童書を活用した授業実践編
集
だよ
り

～『ココロ屋』を通して～
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　先輩のアドバイスをきっかけに、毎日の学級の時間の

中で読み聞かせを始めて、すでに１７年目になります。

　毎年４月の学級開きの日に、「先生が好きな本を毎日

みんなに読んでもいいですか？」と、子どもたちに了解を

取り、「何にもしないで、ぼーっとして聞く」という約束を

し、その日のうちに始めます。タイマーをかけて一日５

分。本を閉じると「あー！いいところだったのに！」とかわい

い悲鳴が上がります。

　この活動を継続することで、集中して聞くことが苦手

な子どもも、朝のゆったりとした静かな空間を共有する

ことができます。同じ時間に、同じ言葉を聞いて広げる

想像の世界はとても豊かな「学級だけの文化」をもたら

します。学級の中だけの流行を生んだり、本の中の登場

人物の行動やセリフが、もう一人の友達のように、手本

になったり戒めになったりして、子どもたちの言葉の中

に出てくるようになります。

　選書は、その時の子どもの実態に合わせて教師が伝

えたいと願うメッセージを込めます。その時期の行事

や、教科内容につなげていくこともできます。

　『ココロ屋』は、子どもの方から「みんなで聞きたい。み

んながどう思うか聞き合いたいので、読んでほしい。」と

言った本です。子どもたちは、自分の感情をうまくコント

ロールできない主人公と一緒に、はじめは博士が作った

「人工の理想的なココロ」に憧れをもちます。しかし、次

第に、「不完全ながら、変化したり成長したりする自分だ

けの天然もののココロ」に愛着をもつようになります。

お話の中で、ココロの中の様々な感情を表す言葉に出

合います。そこから想像を膨らませ、色や形で表し、互い

に見合う授業をデザインしました。

【単元の対象・内容等】

第３学年及び第４学年「Ｂ鑑賞」(1)共通事項イ「形や色な

どの感じを基に、自分のイメージをもつこと」（実際には、

Ｈ２９年度及びＲ元年度の４年生での実践です。）

【題材名・時間数】

「ココロ屋も研究中？ココロもようデザインカードで味わ

う色・形」（２時間扱い）

【単元の目標】

〇形や色で表すことを楽しむとともに、友達の表現に関

　心をもつようにする。

〇言葉をもとに形や色の組み合わせを考え、いろいろと

　試しながら発想を広げて表すようにする。

〇互いに形や色の感じ方の違いを楽しんだり味わった

　りする。

【単元の流れ】

①毎日少しずつ、『ココロ屋』の読み聞かせを聞いてイ

メージを膨らませる。作品中に出てくるココロを表す印象

的な表現、感情や様子を表す言葉を集めて掲示しておく。

＜第１時＞

②物語に出てきた「やさしいココロ」「すなおなココロ」

を描く。タブレット端末のペイント機能を用いて描き、学

習支援システムを使って一覧表示することで、互いに閲

覧したり比較したりしやすくする。（写真1）

③４～５人のグループに分かれ、グループごとに違う一

つずつのお題に沿って、その時のココロはどんな様子か

について交流する。

④グループを離れて席に戻り、一人で制作する。感じた

こと、気付いたことを書く振り返りを行う。

＜第2時＞

⑤デザインしたココロの見合い方を話し合う。子どもた

ちの意見を取り入れながら、「お題を明かさずにほかの

グループの作品を見合い、どんな時のココロなのか想

像し合う。鑑賞した側は、それぞれ感じたことを理由とと

もに発表し、それを受けて制作した側が意図を明かす」

という手順で見合うようにする。作品は、授業支援シス

テムで集約し、グループごとの比較画面を見せながら

発表する。

⑥それぞれの感じ方の共通点や表現の良さを味わい、

学習を通して感じたことを話し合う。

⑦学習で考えたこと、気付いたことを振り返る。

＜図画工作科の学習を終えて＞

特別活動にもつなげて、今の自分のココロを描いて見

合う。（写真２）

　４年生では、保健や道徳、特別活動などを中心に、様々

な教科や領域の中で、自分の心と体の成長について考

える時間をもちます。学年の終わりには「１０歳を祝う会」

をもつ場合も多くあります。自然と子どもたちは、「今の

自分のココロを描いてみたい。」という思いをもつよう

です。意外と自分の暗い部分も素直に表現する子ども

が多く、しかもそれを隠そうとしません。互いに見合いた

毎日のブックタイム1

図画工作（鑑賞）につなげて2

近藤 睦 こんどう むつみ (横浜市立宮谷小学校 教諭)

福岡教育大学特別教科教員養成課程保健体育科卒業。広島県立学校教諭を経て、2007年より横浜市立
小学校教諭。2019年より現職。横浜市小学校情報教育研究会で情報教育の研究を続け、横浜市情報活
用能力体系表（2019横浜市教育委員会）作成に参画。横浜市小学校教育課程委員（総合的な学習の時間
部会）。「ICTで伝えるチカラ～50の授業・研修事例集」（フォーラムA 中川一史2013）、「カリキュラム・マ
ネジメントで実現する学びの未来～STE(A)M教育を始める前に カリキュラム・マネジメント実践10～」
（翔泳社 中川一史他2020）などに実践例執筆。
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いと言います。以前に、自分のココロにドリルが穴を開け

ているところを描いた子どもがいました。「ずっと閉まっ

ていたんだけど、このクラスになって、僕のココロの奥に

とどくような穴が開いたんだよね。奥まで開けられるよ

うになった。」と小さい声で教えてくれました。素直に自

分の気持ちを表したくなるのは、本の世界を共有し、登

場人物の感じ方を通して考えたり、友達のつぶやく感想

を通して気付いたりする経験を経る活動のよさだと感じ

ました。

　中学年では、『大どろぼうホッツェンプロッツ』は、学級

開きの日から始めて、シリーズ三作を毎日５分読むと、

ちょうど夏休みに入る日に読み終わります。私自身が４

年生の時に大好きだった作品です。登場人物を大好きに

なり、初めてシリーズの面白さを知り、ドイツという外国

の文化に触れ、初めて知るおいしそうなドイツの食べ物

を想像しました。日本の冒険物語は、心を合わせたら解

決出来るというようなお話が多い中で、この物語に出て

くる主人公の少年二人は、ユーモアを交えて具体的な

方法を考え出して問題解決をします。そんな、あきらめ

ないで工夫や知恵を絞り出していく子どもになってほし

いという願いも込めています。

　教科につなげて３年生では、『とどろヶ淵のメッケ』を

読みます。このお話は、自然の描写が細やかで素晴らし

く、「光と影」がストーリーの中で重要な意味をもちま

す。理科の学習で、太陽の動きや季節、光と影の特性に

ついて学習する時期に読んでいると、描写の中に子ども

たちの気付きがたくさんあります。初めは内気だった主

人公メッケの挑戦と成長ぶりも素晴らしく、子どもたち

にとっては、メッケはいつのまにかもう一人の学級の仲

間になっています。誰にでも強みがあって、それを生かし

ていくことの素晴らしさに気付くことができます。

　『ポアンアンのにおい』は、さかさまになるとコウモリ

と話すことができる不思議なお話です。鉄棒にぶら下

がった子どもたちが一斉にさかさま言葉を言い出しま

す。主人公のひろしのように、上手に逆立ちができるよう

になりたいと練習するブームが起きます。

　高学年では、『二分間の冒険』や『海底2万マイル』など

を読みます。世界地図を教室に貼って、地図に印をつけ

ながらノーチラス号と一緒に世界を一周。魅力的な自然

現象や、特徴的な世界の海域などに出合い、詳しく調べ

ずにはいられないことが続き、読み終わる頃には子ども

たちの自主学習ノートは世界の謎がいっぱいです。

　読み聞かせるブックタイムは、学級づくりの土台の一

つです。一緒に、一斉に、しんみりし、笑い合うこの時間を

これからも大切にしていきたいです。
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　先輩のアドバイスをきっかけに、毎日の学級の時間の

中で読み聞かせを始めて、すでに１７年目になります。

　毎年４月の学級開きの日に、「先生が好きな本を毎日

みんなに読んでもいいですか？」と、子どもたちに了解を

取り、「何にもしないで、ぼーっとして聞く」という約束を

し、その日のうちに始めます。タイマーをかけて一日５

分。本を閉じると「あー！いいところだったのに！」とかわい

い悲鳴が上がります。

　この活動を継続することで、集中して聞くことが苦手

な子どもも、朝のゆったりとした静かな空間を共有する

ことができます。同じ時間に、同じ言葉を聞いて広げる

想像の世界はとても豊かな「学級だけの文化」をもたら

します。学級の中だけの流行を生んだり、本の中の登場

人物の行動やセリフが、もう一人の友達のように、手本

になったり戒めになったりして、子どもたちの言葉の中

に出てくるようになります。

　選書は、その時の子どもの実態に合わせて教師が伝

えたいと願うメッセージを込めます。その時期の行事

や、教科内容につなげていくこともできます。

　『ココロ屋』は、子どもの方から「みんなで聞きたい。み

んながどう思うか聞き合いたいので、読んでほしい。」と

言った本です。子どもたちは、自分の感情をうまくコント

ロールできない主人公と一緒に、はじめは博士が作った

「人工の理想的なココロ」に憧れをもちます。しかし、次

第に、「不完全ながら、変化したり成長したりする自分だ

けの天然もののココロ」に愛着をもつようになります。

お話の中で、ココロの中の様々な感情を表す言葉に出

合います。そこから想像を膨らませ、色や形で表し、互い

に見合う授業をデザインしました。

【単元の対象・内容等】

第３学年及び第４学年「Ｂ鑑賞」(1)共通事項イ「形や色な

どの感じを基に、自分のイメージをもつこと」（実際には、

Ｈ２９年度及びＲ元年度の４年生での実践です。）

【題材名・時間数】

「ココロ屋も研究中？ココロもようデザインカードで味わ

う色・形」（２時間扱い）

【単元の目標】

〇形や色で表すことを楽しむとともに、友達の表現に関

　心をもつようにする。

〇言葉をもとに形や色の組み合わせを考え、いろいろと

　試しながら発想を広げて表すようにする。

〇互いに形や色の感じ方の違いを楽しんだり味わった

　りする。

【単元の流れ】

①毎日少しずつ、『ココロ屋』の読み聞かせを聞いてイ

メージを膨らませる。作品中に出てくるココロを表す印象

的な表現、感情や様子を表す言葉を集めて掲示しておく。

＜第１時＞

②物語に出てきた「やさしいココロ」「すなおなココロ」

を描く。タブレット端末のペイント機能を用いて描き、学

習支援システムを使って一覧表示することで、互いに閲

覧したり比較したりしやすくする。（写真1）

③４～５人のグループに分かれ、グループごとに違う一

つずつのお題に沿って、その時のココロはどんな様子か

について交流する。

④グループを離れて席に戻り、一人で制作する。感じた

こと、気付いたことを書く振り返りを行う。

＜第2時＞

⑤デザインしたココロの見合い方を話し合う。子どもた

ちの意見を取り入れながら、「お題を明かさずにほかの

グループの作品を見合い、どんな時のココロなのか想

像し合う。鑑賞した側は、それぞれ感じたことを理由とと

もに発表し、それを受けて制作した側が意図を明かす」

という手順で見合うようにする。作品は、授業支援シス

テムで集約し、グループごとの比較画面を見せながら

発表する。

⑥それぞれの感じ方の共通点や表現の良さを味わい、

学習を通して感じたことを話し合う。

⑦学習で考えたこと、気付いたことを振り返る。

＜図画工作科の学習を終えて＞

特別活動にもつなげて、今の自分のココロを描いて見

合う。（写真２）

　４年生では、保健や道徳、特別活動などを中心に、様々

な教科や領域の中で、自分の心と体の成長について考

える時間をもちます。学年の終わりには「１０歳を祝う会」

をもつ場合も多くあります。自然と子どもたちは、「今の

自分のココロを描いてみたい。」という思いをもつよう

です。意外と自分の暗い部分も素直に表現する子ども

が多く、しかもそれを隠そうとしません。互いに見合いた
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写真1　児童が描いた「やさしいココロ」

写真2　児童が描いた「今の自分のココロ」

＜教師が示すお題の例＞
〇友達とケンカした時のココロ
〇練習していた水泳や縄跳びができた時のココロ
〇留守番しているときのココロ
〇家の人がむかえに来た時のココロ
〇参観日の日のココロ
〇運動会でスタートラインに立っている時のココロ
〇宿泊学習に出発する朝のココロ
〇夏休みが後3日しかない日のココロ

〇仲よしの友達が転校していくときのココロ
〇友達にあやまろうとするときのココロ



いと言います。以前に、自分のココロにドリルが穴を開け

ているところを描いた子どもがいました。「ずっと閉まっ

ていたんだけど、このクラスになって、僕のココロの奥に

とどくような穴が開いたんだよね。奥まで開けられるよ

うになった。」と小さい声で教えてくれました。素直に自

分の気持ちを表したくなるのは、本の世界を共有し、登

場人物の感じ方を通して考えたり、友達のつぶやく感想

を通して気付いたりする経験を経る活動のよさだと感じ

ました。

　中学年では、『大どろぼうホッツェンプロッツ』は、学級

開きの日から始めて、シリーズ三作を毎日５分読むと、

ちょうど夏休みに入る日に読み終わります。私自身が４

年生の時に大好きだった作品です。登場人物を大好きに

なり、初めてシリーズの面白さを知り、ドイツという外国

の文化に触れ、初めて知るおいしそうなドイツの食べ物

を想像しました。日本の冒険物語は、心を合わせたら解

決出来るというようなお話が多い中で、この物語に出て

くる主人公の少年二人は、ユーモアを交えて具体的な

方法を考え出して問題解決をします。そんな、あきらめ

ないで工夫や知恵を絞り出していく子どもになってほし

いという願いも込めています。

　教科につなげて３年生では、『とどろヶ淵のメッケ』を

読みます。このお話は、自然の描写が細やかで素晴らし

く、「光と影」がストーリーの中で重要な意味をもちま

す。理科の学習で、太陽の動きや季節、光と影の特性に

ついて学習する時期に読んでいると、描写の中に子ども

たちの気付きがたくさんあります。初めは内気だった主

人公メッケの挑戦と成長ぶりも素晴らしく、子どもたち

にとっては、メッケはいつのまにかもう一人の学級の仲

間になっています。誰にでも強みがあって、それを生かし

ていくことの素晴らしさに気付くことができます。

　『ポアンアンのにおい』は、さかさまになるとコウモリ

と話すことができる不思議なお話です。鉄棒にぶら下

がった子どもたちが一斉にさかさま言葉を言い出しま

す。主人公のひろしのように、上手に逆立ちができるよう

になりたいと練習するブームが起きます。

　高学年では、『二分間の冒険』や『海底2万マイル』など

を読みます。世界地図を教室に貼って、地図に印をつけ

ながらノーチラス号と一緒に世界を一周。魅力的な自然

現象や、特徴的な世界の海域などに出合い、詳しく調べ

ずにはいられないことが続き、読み終わる頃には子ども

たちの自主学習ノートは世界の謎がいっぱいです。

　読み聞かせるブックタイムは、学級づくりの土台の一

つです。一緒に、一斉に、しんみりし、笑い合うこの時間を

これからも大切にしていきたいです。

　先輩のアドバイスをきっかけに、毎日の学級の時間の

中で読み聞かせを始めて、すでに１７年目になります。

　毎年４月の学級開きの日に、「先生が好きな本を毎日

みんなに読んでもいいですか？」と、子どもたちに了解を

取り、「何にもしないで、ぼーっとして聞く」という約束を

し、その日のうちに始めます。タイマーをかけて一日５

分。本を閉じると「あー！いいところだったのに！」とかわい

い悲鳴が上がります。

　この活動を継続することで、集中して聞くことが苦手

な子どもも、朝のゆったりとした静かな空間を共有する

ことができます。同じ時間に、同じ言葉を聞いて広げる

想像の世界はとても豊かな「学級だけの文化」をもたら

します。学級の中だけの流行を生んだり、本の中の登場

人物の行動やセリフが、もう一人の友達のように、手本

になったり戒めになったりして、子どもたちの言葉の中

に出てくるようになります。

　選書は、その時の子どもの実態に合わせて教師が伝

えたいと願うメッセージを込めます。その時期の行事

や、教科内容につなげていくこともできます。

　『ココロ屋』は、子どもの方から「みんなで聞きたい。み

んながどう思うか聞き合いたいので、読んでほしい。」と

言った本です。子どもたちは、自分の感情をうまくコント

ロールできない主人公と一緒に、はじめは博士が作った

「人工の理想的なココロ」に憧れをもちます。しかし、次

第に、「不完全ながら、変化したり成長したりする自分だ

けの天然もののココロ」に愛着をもつようになります。

お話の中で、ココロの中の様々な感情を表す言葉に出

合います。そこから想像を膨らませ、色や形で表し、互い

に見合う授業をデザインしました。

【単元の対象・内容等】

第３学年及び第４学年「Ｂ鑑賞」(1)共通事項イ「形や色な

どの感じを基に、自分のイメージをもつこと」（実際には、

Ｈ２９年度及びＲ元年度の４年生での実践です。）

【題材名・時間数】

「ココロ屋も研究中？ココロもようデザインカードで味わ

う色・形」（２時間扱い）

【単元の目標】

〇形や色で表すことを楽しむとともに、友達の表現に関

　心をもつようにする。

〇言葉をもとに形や色の組み合わせを考え、いろいろと

　試しながら発想を広げて表すようにする。

〇互いに形や色の感じ方の違いを楽しんだり味わった

　りする。

【単元の流れ】

①毎日少しずつ、『ココロ屋』の読み聞かせを聞いてイ

メージを膨らませる。作品中に出てくるココロを表す印象

的な表現、感情や様子を表す言葉を集めて掲示しておく。

＜第１時＞

②物語に出てきた「やさしいココロ」「すなおなココロ」

を描く。タブレット端末のペイント機能を用いて描き、学

習支援システムを使って一覧表示することで、互いに閲

覧したり比較したりしやすくする。（写真1）

③４～５人のグループに分かれ、グループごとに違う一

つずつのお題に沿って、その時のココロはどんな様子か

について交流する。

④グループを離れて席に戻り、一人で制作する。感じた

こと、気付いたことを書く振り返りを行う。

＜第2時＞

⑤デザインしたココロの見合い方を話し合う。子どもた

ちの意見を取り入れながら、「お題を明かさずにほかの

グループの作品を見合い、どんな時のココロなのか想

像し合う。鑑賞した側は、それぞれ感じたことを理由とと

もに発表し、それを受けて制作した側が意図を明かす」

という手順で見合うようにする。作品は、授業支援シス

テムで集約し、グループごとの比較画面を見せながら

発表する。

⑥それぞれの感じ方の共通点や表現の良さを味わい、

学習を通して感じたことを話し合う。

⑦学習で考えたこと、気付いたことを振り返る。

＜図画工作科の学習を終えて＞

特別活動にもつなげて、今の自分のココロを描いて見

合う。（写真２）

　４年生では、保健や道徳、特別活動などを中心に、様々

な教科や領域の中で、自分の心と体の成長について考

える時間をもちます。学年の終わりには「１０歳を祝う会」

をもつ場合も多くあります。自然と子どもたちは、「今の

自分のココロを描いてみたい。」という思いをもつよう

です。意外と自分の暗い部分も素直に表現する子ども

が多く、しかもそれを隠そうとしません。互いに見合いた

子どもと楽しむ3

写真3　学習を終えた後の、児童が書いた振り返り
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