
時間・名前 発言内容

１３：４５
Ｔ 最初の設定場面のところ，３時間目に考えたところ，その時の様子や出てくる登場

人物の表情を想像しながら，自分のペースでいいです。ゆっくり読んで下さい。

音読（２分）

Ｔ 読んでみて新たに感じたことあったら書いてみて。

書き込み（２分２０秒）

Ｔ ３時間目，あれだけ書いたのにまだ書くことあるんだね。いろんな発見があったん
だね。隣の人の発見が気になると思うので，自分の発見を話したり隣の人の発見
を聴いてみてください。ちょっと隣の人と話す時間にします。鉛筆を止めて隣の人
の意見を聴く時間にしましょう。

ペア①【そうた・まい】

そうた 「ぴかぴか」しているのは，まだ使ってないのかなって思った。頭を曲げては・・・。

まい ・・・。（あまり関心のない様子）

そうた 〈まいの紙を見て，「やってみたいもんだなあ」に線を引く〉
まだやったことがないから，ぴかぴかしていて，やってみたいっていうのも初めて
で分からないから，やってみたいんだと思った。

ペア②【せいいち・ひな】

せいいち 白くまってどんなの？

ひな でかいんじゃない？

ひな 二人のしんしは「どっちへ行けば」で道に迷っている。
「やってみたい」だからまだやったことがないんじゃないかな。

せいいち 「しかの黄色な横っぱら」って書いてあるけど，しかの横っぱらって黄色なの？
「くるくる回る」っておかしくない？
「二千四百円の損害」って何の損害？

１３：５５
Ｔ では，隣と一生懸命はなしてるけど，顔上げて。先生もみんなの意見を聴いてて

いろんな意見があると思ったんです。先生もみんなと話合いたいんだけど，先生
にも聴かせてください。なにかありました。

ゆうた 112ページの後ろから２行目の「それはだいぶの山おくでした」って言うのが，ただ
の山おくではなくて，だいぶってことだから，どっちにいけばいいか見当もつかなく
なっちゃったんだと思います。

せいや 僕も，ただの山おくじゃなくてだいぶ広いとか，結構すごい山おくだから帰る道とか
わからなくなっちゃった。

すずの 私もせいやさん達と同じで，だいぶ山おくのって書いてあるから，114ページでも
「いっこうも見当がつかなくなっていました。」だいぶ広かったり高かったりするから
いっこうも見当がつかなくなったんだと思います。

ゆうた 後２行目。112ページの２行目にも「だいぶ山おくの，木の葉のかさかさ・・・。」って
だいぶ山おくって書いてある。

Ｔ これが１個目か。他にも山おくだと分かるところ書いてあるかな。

ようすけ 113ページの１行目の「あまり山がものすごいので」から。

Ｔ ここにもある。すごい山おくな様子はみんな伝わってきたの。なるほどね。隣の人
と山おくっぽいところ探してみてよ。



ペア①【そうた・まい】

そうた ここも同じだし「だいぶ山おく」だってわかる。

まい 〈「だいぶ山おく」に線を引く〉

そうた 後，けものとかもそんなに生息していない・・・。

ペア②【せいいち・ひな】

ひな どこだろう？

せいいち 「ここらの山はけしからんね。」は？

１３：５８
Ｔ どう。見つかりました。

はるか 案内してきた専門の鉄ぽううちも，まごついてどこかに行ってしまうし，白くまは多
分だけど，大きくて強いから・・・でも，あんまり山がものすごいので，木がいっぱい
生えてて，木がいっぱい生えている所はあまり来ないところだから，そういうところ
に行くとちょっと怖くなったりして・・・というところから山おくだと分かる。

Ｔ そうだね。今の聴いてどう。

らな あまりにも山がものすごいので白くまのような犬が２匹・・・というところは，とっても
山おく。

せいや 僕も，案内するほどの人がどこかに行ってしまったくらいの山おくって書いてある
から道に迷いやすいところ。

はやと 僕は，せいやさんとほとんど同じで，案内する人もどこかへ行ってしまうくらい広い
山おくで，だいぶ広くて道とかがないくらい広かったんだと思います。

Ｔ 先生もイメージできてきた。すごい山おくなんだね。教科書に書いてあったね。案
内してくれた鉄ぽううちさえもまごついちゃうもんね。

ゆうた 鳥やけものも一匹もいない・・・。

Ｔ どこからわかった？

ゆうた 112ページの４行目の「ぜんたい，ここらの・・・」のところで，一匹もいやがらんは一
匹もいないことだから，歩いて探してもいないことだから，たぶん山おくなのに生き
物がいないのはおかしいと思う。

Ｔ それだけすごい山おくなんだね。頭の中に山おくある？想像できた？他にも隣の
人と話をしてて出た意見を聴きたいなと思って。

１４：０２
ようすけ 112ページの１行目の「二人のわかいしんしが」の前に，「ずいぶん昔のことです」

とか，「昔のこと」とか，そういう言葉が書いてないから，いつの話なのかが，わか
るような言葉がない。

Ｔ どう，今の聴いてて？昔か今か分からない？

ゆうわ ちょっと昔の話だと思って。イギリスの兵隊の形をして，兵隊だから，今は兵隊と
かあまり見ないけど，昔は見たと思うから，昔の話だと思う。

すずの ゆうわさんと同じで，昔の話だと思います。理由は112ページの３行目の最後に
「歩いておりました。」の「おりました。」って書いてあるから，今ではそんな言葉は，
普通は使わないから，昔の話だと思う。

ゆうた 僕も，ゆうわさんとすずのさんと一緒で，ちょっと最後の128ページのところに「み
のぼうし」って下に書いてあるから，それで専門のりょう師もみのぼうしをかぶっ
たって書いてあるから，それだけずいぶん・・・



あやね 私は，113ページの４行目に「実にぼくは，二千四百円の損害だ。」と書いてあると
ころで，それの説明で「現在でいうと・・・」と書いてあるから，この話は昔なんだと
思います。

Ｔ なるほどね。どこに書いてあった？何行目？

あやね ４行目に「実にぼくは，二千四百円の損害だ。」

Ｔ ちなみに，二千四百円って現在で言うといくらくらい。

数人 二百万から三百万。

Ｔ 今とは全然ちがうね。

ゆうた 言葉も現在とちがう？

ゆうま 宿屋とかホテルっていう。113ページの12行目の「昨日の宿屋」ってところで，宿
屋って言うのが・・・なんかホテルっていう表現とかを使わない。

Ｔ 言葉からも昔ってことが伝わってきた。ようすけ？昔の話って感じがしてきた？

ようすけ うん。

Ｔ すごい山おくで，ちょっと昔の話で・・・。だいたいイメージができてきたね。イメージ
できてきたところで，みんなで読んできて疑問だなとかない？

１４：０７
ゆうわ 113ページの11行目の「さあ」って言うところがいらないと思います。

Ｔ どういうこと？

ゆうわ 「さあ」って言う言葉があると文章がおかしいし，「ぼくもちょうど寒くはなったし」で
も文章はおかしくないから，いらないと思います。

ゆうわ 代表読み(ゆうわ)
「さあ，ぼくもちょうど寒くはなったし，はらはすいてきたし，もう戻ろうと思う。」
「そいじゃ，これで切り上げよう。もどりに，昨日の宿屋で，山鳥を十円も買って帰
ればいい。」
「うさぎも出ていたねえ。そうすれば結局おんなじこった。では帰ろうじゃないか。」

Ｔ 確かにいらない感じがするね。どう思う「さあ。」この前，二人は何をしていたん
だっけ。いきなり「さあ。」が出てきたから，最初から設定の場面を読んでみて，どう
いう流れだったか確認してみようよ。自分のペースで読んでみて。

音読(２分)

１４：１０
Ｔ どういう流れだったか思い出せた，大丈夫？

先生も読んでて一個気になったことがあって，「少し顔色を悪くして」って書いてあ
るんだ。どういうことなんだろうと思ったんだ。

ゆうま 代表読み(ゆうま)
「『実にぼくは，二千四百円の損害だ。』
と，一人のしんしが，その犬のまぶたを，ちょっと返してみて言いました。
『ぼくは二千八百円の損害だ。』
と，も一人が，くやしそうに，頭を曲げて言いました。
初めのしんしは，少し顔色を悪くして，じっと，も一人のしんしの，顔つきを見なが
ら言いました。」

Ｔ 犬が死んじゃったんだよ。自分の飼っている大事な犬が。なのに悔しそうに，頭を
曲げて，顔色を悪くして・・・。この時のイメージがつかなくて。みんなはどんなイ
メージがついた？先生にも聴かせて欲しいな。隣の人と話してみて。

ペア ペア（５０秒）【そうた・まい】

そうた 一人のしんしは，お金が・・・顔色を悪くするのは，くやしかったから。



まい ・・・。

１４：１２
Ｔ 先生にも聴かせてほしいな。

ゆうた えー。僕は，最初に言った「二千四百円の損害だ。」と言った人が，その次に「二千
八百円の損害だ。」と言った人に，額が少ないから顔色を悪くしたんだと思う。

Ｔ 「このやろう」って感じ？

はるな ゆうたさんとはちょっと違って，少し顔色を悪くしたのは，初めのしんしが「僕はもう
もどろうと思う。」って言ったら，もう一人のしんしが少し怒っちゃうかなって思った
から顔色を悪くしたのだと思う。

あやね 私は，ゆうたさんと一緒で，初めの方のしんしが「二千八百円の損害だ。」と言った
しんしより額が少ないからそれで，なんか悔しいんじゃないかなって・・・。

Ｔ 悔しいんじゃないかなっていう意見がでた所ある？

そうた 「ぼくはもうもどろうと思う。」「さあ，ぼくもちょうど寒くはなったし・・・。」っていう，
「寒くはなったし」で，寒いからちょっと顔色を悪くしたのかな。

Ｔ いろいろな理由が出てきたね。はるなもう一度言ってみて。

はるな 少し顔色を悪くしたのは，初めのしんしが「僕はもうもどろうと思う。」って言ったら，
もう一人のしんしが少し怒っちゃうかなって思ったから顔色を悪くしたのだと思う。

ななみ 顔色を悪くしたのは，たくさんのお金を出したのに，それを全部失ってしまったから
顔色を悪くしてしまったのかなって思う。

ゆうま ななみさんと同じで，高かった犬でお金を犬にいっぱい使ったのに，そのお金がな
くなったみたいな感じだから悔しい。

ようすけ 僕は違くて「あわをはいて・・・。」気持ち悪いのを見てしまったから，顔色が悪く
なってしまったんじゃないなって。

まなか 私も，ゆうまさんとようすけさんと一緒で，悔しいのは犬の為に使ったお金がなく
なったからで，少し顔色を悪くしたのは，あわを吐いたのが少しいやだったと思い
ます。

きな 私も，まなかさん達と同じで，二匹の犬が同時にあわを吐いて死んでしまったから
その時の様子がいやだった。

ゆうき 僕は，そうたさんと同じで，少し顔色が悪くなったのは，その後の文章で「顔つきを
見ながら」って書いてあるから，「僕はもうもどろうと思う。」で，寒いから気持ちが
悪くなったんだと思う。

よしき 僕は，寒いからじゃなくて，自分も犬みたいにならないかなって少し怖くなった。

すずの 私は，少し顔色を悪くしては，ゆうまさん達と同じで，二千四百円の犬が死ん
じゃったから，顔色を悪くしちゃったんだと思います。

はやと 僕は，いちかわさん（はるな）と同じで，少し顔色を悪くしては「ぼくはもうもどろうと
思う。」と言ったとき，もう一人のしんしに怒られると思って顔色を悪くしたんだと思
います。

Ｔ いろんな意見がでてきましたね。ひとつにまとめることはないけれど，よくわからな
くなってきちゃった。お金の件で悔しいという話もあったし，そんなすごい白くまのよ
うな犬が倒れちゃう，あわを吐くような，そんな山おくだから不安になったっていう
思いもあったし，寒くなってきたから顔色が悪くなってきたという意見もあったり，た
くさんあったね。みんな友達の意見色々聴いてたね。グループでもう一度さ，聴い
てもらいたいなと思うので，その時の様子，どこから読めばわかるかな。どこから
みんな読みます？



ゆうま 「それに」から。

Ｔ 「それに」から最後まで。
その時の顔色，悪くなっている所をイメージしながら読んでみてグループで話し
合って見ましょう。自分のペースで読んで見ましょう。

音読（１分10秒）

14:20 グループ①【そうた・まい・ゆうせい・ななみ】

ゆうせい どこ？

ゆうせい 犬が死んじゃったから顔色を悪くしたと思う。

ななみ 悔しいのもある。

そうた 犬が倒れたのを見て自分も同じようになっちゃうかなって思って，顔色を悪くしたと
思う。

ななみ あわを吐いて死んでしまった犬にふれているから，ちょっと違うと思う。

まい 犬のことはあまり考えていないと思う。

ななみ お金のことばかり考えてる？

まい うん。（うなずく）

・・・。（沈黙）

そうた えーっとね。

ゆうせい くやしいのはさっき出たように・・・。（そうたと同時に話す）

そうた お金に関して言うと，お金持ちとはちょっと違うから・・・。

ななみ だけど，ぴかぴかしているのは新品だから，お金持ちだと思うよ。

グループ②【せいいち・ななか・ゆうき】

ゆうき 寒かったから，顔色を悪くしたんじゃないかな。

ななか 二千四百円の損害だから，顔色が悪くなったんじゃない。

せいいち 犬の死とお金のことと，寒いこと

ななか 理由は？

せいいち 犬の死とお金のことと，寒いこと（同じことを繰り返す）

せいいち 気持ち悪くなったのは犬だと思う。

ゆうき あわを吐いた。

せいいち 山に入って，幻覚をみた。それで犬はあわを吐いた。もしかすると，だいぶ，だい
ぶの山おくに入って幻覚をみた。

ななか 少し話がずれてきた。

ゆうき 幻覚を見たのではないと思う。

１４：２５
Ｔ グループ戻してみましょう。

ななみ たくさんのお金を失ったからくやしい。

そうた 少し顔色を悪くしたのは，よしきさんと同じで犬があわを吐いて死んでしまったこと
を見ちゃったから，（同じように）なっちゃうのかなって思って少し顔色を悪くしたの
かなって思いました。

ゆうみ 私は，犬の為にせっかくお金を出して買ったのに，死んじゃったから悔しいと，後
は，山おくに犬を連れてくるくらいだから，犬のことを大事にしてるからその犬が死
んでくやしいのかな。って。



Ｔ みゆうさん，どう？

みゆう ・・・。分かりません。

はやと 僕は，少し顔色を悪くしたのは怒られるからだと思います。

せいいち 顔色を悪くしたのは自分達も犬みたいになるんじゃないかって思ってたから。

ゆうた 僕は，寒くて顔色を悪くしたのではないと思います。理由は，「少し顔色を悪くし
て，じっと，も一人のしんしの，顔つきを見ながら言いました。」ってなった後，「さ
あ，ぼくもちょうど寒くはなったし・・・。」ってところで，ちょうど寒くなったから，その
前は寒くない。

Ｔ 寒いって言う意見があったけれど，寒いからではないんだね。
ゆうかさん聴いててどう？

ゆうか 顔色を悪くしたのは，その後に「じっと，も一人のしんしの，顔つきを見ながら言い
ました。」って書いてあるから，怒られてしまうのかもって思ったんだと思います。

ようすけ 僕は，犬が死んじゃって，犬にお金をかけてきたのに，死んじゃって少し顔色を悪
くしたのではないと思います。なぜかと言うと，ぴかぴかする鉄砲を買うくらいお金
があるってことだし，専門の鉄砲うちを雇えることはお金があるから別にお金に
困っている感じではない。

Ｔ お金には困ってなさそう？お金持ち？
あんまり犬のこと気にしてないの？

ゆうわ 気にしてないと思う。あわを吐いて死んでしまいました。で，「実にぼくは，二千四
百円の損害だ。」だから，お金のことを言っているから，犬はそんなに気にしてな
いと思う。

ななか 私も，ゆうわさんと同じで「実にぼくは，二千四百円の損害だ。」って言っているか
ら，犬のことは気にしてないと思います。

Ｔ 二人の紳士もどんな人か分かってきたね。
お金のこと気にしない・・・。あ。犬のこと気にしない。
先生が疑問だと感じたこともみんなで考えてくれたね。二つの意見が出てきたね。
くやしい思いが。犬の姿をみて，俺達もなっちゃうかなって思ったよ。お金のこと言
われたからこのやろうっていう思いがあったよね。みんなが色々と言ってくれたこ
とで，先生も少し解決に向かいました。
ピピットワードみなさん覚えてますか。やろうと思います。時間ないけど・・・。
今日やったことを思い出したり，イメージしたりしながら読んでみて，この言葉って
言うのをみつけて書いてみて。どうぞ。読んでいいよ。

音読（２分）

14:30 ノートにピピッとワードを書く（３分３５秒）

Ｔ それではみなさん，あとでじっくり見させて頂きます。時間がきてしまいました。終
わりにしましょう。


