
時間 名前 発 言 内 容

伊藤 いよいよ今日からお話の中に入っていこうね。
今までたくさん読む練習をしてきたけれど，今日は１の場面だけを，言葉
を丁寧に，ゆっくり読んでいきましょう。
書き込み用の教科書ではなく，教科書を開いてください。
ではどうぞ。
音読0:57
読んでくれる？こう君。2:47
こう君の方見なくていいです。教科書を見てください。
こう君の声を聴きながら，自分でもよくかみしめてください。

こう 代表読み3:10
ありがとう。じゃあもう一人。4:27
ゆりちゃん。こうくんよりちょっとスピード遅くしてよんでくれる？

ゆり 代表読み4:32
伊藤 じゃあ，書き込み教科書を開けましょう。5:56

昨日書き込みしましたよね。
ちょっと今日は，最初にペアで，どんなこと書き込んだ？って話してみよ
うか。どこが気になったって聞いてみてくれる？どうぞ。

ペア6:17

伊藤 そろそろ大丈夫？8:27
じゃあ，１の場面を読んでみんながどんなことを思いうかべたのか聴いて
みようかな。
よく聴いててね。
友達のお話聴いてよーく考えていてね。
こう君

こう あの～１場面の前から３行目の「たいそうびんぼうで」っていうところか8:46
らじいさまとばあさまがたいそう貧乏で，かわいそうだなと思った。

たいち うんと～「ああ、そのへんまでお正月さんがござらっしゃるというにもち
このよういもできんのう 」というところから，じいさまは餅がなくて困っ。
ているんだなあって思った。

伊藤 ごめん。じいさまが何？
たいち じいさまはお餅がなくて困っている。
伊藤 お餅がなくて困っている。

さくらちゃん
さくら 「かさが五つできると、じいさまはそれをしょって、帰りにはもちこしょ

ってくるで。にんじんごんぼもしょってくるでのう 」のところから，じい。
さまはかさが売れると思ったから，帰りにはもちこ買ってくるで。にんじ
んごんぼもしょってくるでのう。って言ったのかなと思った。

伊藤 ごめん。ちょっとあっちこっちしてきたから，ちょっと待ってて。10:
じゃあさあ，最初にこう君ここ言ってくれたよね 「たいそうびんぼう」ど。
んな意味だっけ？
とても貧乏。とてもお金がない。C

けい 一円もない。
たくと 一円もなくはない。

すごく貧乏って・・C
たくと ぼくそこ線引いた。
伊藤 たくと君はどうして引いたの？
たくと ちょっとつながるところもいっぱいあるんだけど 「たいそうびんぼうでそ，

の日その日をやっとくらしておりました 」お金がなくて，その日その日を。
やっと暮らしていて，どの位困って・・えっと，お金がないかは，何円か
は分からないんだけど 「ああ，そのへんまでお正月さんがござらっしゃる，
というに，もちこのよういもできんのう 」って，ええっと 「ほんに，何。 ，
にもありゃせんのう 」って所まで，困ってるから，困ってるくらいお金が。
ないんだと思う。
困るくらいにお金がなくなっている。

伊藤 「その日その日をやっとくらしておりました 」。
昨日書き込んだ中にさ，どういうことかな？って書いてた人がいるんだけ



ど，ちょっとペアで確認してみて 「その日その日をやっとくらしておりま。
した」って。

ペア11:49
あやな たいそうびんぼうで何か買ったりもできないほど・・お金がないっていっ

てたじゃん？だからさあ，あの～あの～何だろう？
こう でもさあ～たいそう貧乏ってことはさあ，その日その日をやっとくらして

おりましただから，人間って食べ物とか食べないと，すぐ，死んじゃうと
思うから，その日その日やっと暮らしていて，じいさまとばあさま大丈夫
かな。

伊藤 最後残っちゃったんだけど，こう君のお話聞きたくなっちゃった。聴いて13:13
いい？
いいよ。C

伊藤 もう１回言ってくれる？
こう 「たいそうびんぼうで，その日その日をやっとくらしておりました 」だか。

ら，人間って，すご～くごはん・・一日に多くごはん食べれないと死んじ
ゃうから，だけど，じいさまとばあさまは，その 「たいそうびんぼうで，，
その日その日をやっとくらしておりました」だから，何で，じいさまとば
あさまは生きているのかが，分からない。

伊藤 生きてるのかが分からない。
いちた あ～
けい 食べるものはあるんじゃない？保管している・・
伊藤 けい君どうぞ。
けい 冬とかは，雪ん中に食べ物とかを保管しとけばいいし，夏の間は，中の涼

しい，日が当たってないところで，やっとけばいいから，だから食べるも
のはあると思う。ちょっとは。

伊藤 ちょっとは？
ごめんね。たいち君。

たいち ぼくもけい君と同じように， ページに・・78
伊藤 ページだって。78
たいち 漬け物とお湯があるんだから，少しは食べているんだと思う。
ななと あの～たいそう貧乏って言うことは，あの～貧乏になってから．ずっとず

っと貧乏で，少しは食べ物は食べてたけど，足りないけど，すごく貧乏だ
から何も買えないし，あの，でも我慢して，ずっとずっと毎日くらい住ん
でたんだと思う。

伊藤 いろはちゃんどう？
いろは お金があまりないから，食べるものはあるけど・・・
伊藤 あやねちゃんどう？
あやね いろはちゃんと似てて，貧乏だからお金はあんまりないから，にんじんと

かをあんまり買えない。
たくと あの～えっと・・えっと・・

畑とかはあって，そこで野菜とか作ってて，だけど，おじいちゃんくらい
になると，仕事ができなくなっていくから，貧乏になって，だけど，前作
っていた種がまだ残っているから，食べ終わったら種が出てくるから，そ
れで作って，買えないから，あるもので食べている。

伊藤 自分で作ったものを食べているっていうこと？
買うのではなくって自分で作って食べている。

けい すげも。
、 ， ，すげも同じように 自分達がやったように切ってずっと束にして 集めて

それで，かさとかを作っている。
ともき ごはんとか食べられると思う。あの，前，写真にあったあわの餅とかの，

あわはどっかに生えてたから，それを取ってきて，自分で何か作ったりし
て，ごはんを食べている。

伊藤 食べてはいたと思うって事ね。だけど，すごーく贅沢をしたりとか，高級
なものを食べていたわけじゃないって事？

たくと ステーキとか無理。
けい ないよ
たくと 買えないもん。作れないもん。

だってさ，種ないもん。
けい 待って，待って。

その前に焼くやつとかないから。



たくと だから，野菜とかは種とか蒔いたりして食べている。
伊藤 贅沢はしないで，自分達で食べるものだけを作って，それを食べて生活し

ていたんだよ。っていうこと。
， ，「 。」 ， ，じゃあ さっきこの辺 もちこのよういもできんのう とか この辺に

何か貧乏な様子が書かれてるよって，さっきたくと君言ってくれたね。
もう１回読んでみようか。たくと君ここまでって言ったっけ？じゃあ 「た，
いそうびんぼうで」から 「ほんに，何にもありゃせんのう 」まで貧しい， 。
様子が感じられるって言うんだけど，もう１回読んでみてね。
音読19:15

伊藤 じゃあ，ペアでお話ししてみて。20:00

伊藤 じゃあそろそろ聴かせてもらっていい？20:58
どんなことお話ししたか聴かせてくれる？
いちた君

いちた あの～「ああ，そのへんまでお正月さんがござらっしゃるというにもちこ
のよういもできんのう 」から，もちこもないし，お金もないから貧乏なと。
ころが分かる。

伊藤 ななと君。
ななと いちた君とちょっと似てて 「ああ，そのへんまでお正月さんがござらっし，

ゃるというにもちこのよういもできんのう 」というところの「ああ」って。
いうところが，貧乏で何も買えないし，ちょっとは食べているけど，もち
こもないから，すごくがっかりしていて，貧乏が嫌な気持ちだと思う。

伊藤 「ああ」っていうところから？
ああ・・C

いちた ああって言う言い方，何かいっぱいあるよね。
ああ・・ああ・・ああ・・C

あやな でも，この場合・・ つぶやき）（
伊藤 この「ああ」って，じゃあどんな感じ？
たくと ためいきの「ああ」

ああ・・ああ・・C
伊藤 あやなちゃん
あやな たくとさんが 「ほんに，何にもありゃせんのう 」まで，あの・・貧乏な， 。

，「 」 ， 「 」様子が分かるって言ってたから ああ は 何か悲しかったりする ああ
だと思う。

伊藤 どんな感じ？言ってみて。
あやな ああ～って，がっかりしてるみたい。

ああ～C
伊藤 はやとくん
はやと あやなさんとちょっと違って ほんに 何にもありゃせんのう あと た，「 ， 。」 「

いそうびんぼうで，その日その日をやっとくらしておりました 」から，何。
か，貧乏で，ごはんは食べているけど，少なくて，貧乏だしお金がないか
ら 「ああ」ってため息をついている。，

伊藤 ため息？ちょっとやってみようか。
ああ～C

ななと ため息じゃなくて，がっかりした「ああ」だと思う。
伊藤 じゃあさ，その「ああ」でここ読んでみようか。この「 」全部ね。

準備いい？
いいよ。C
一斉読み。

伊藤 聴かせてもらっていい？
さくらちゃんお願い。

さくら 代表読み
りょうた
伊藤 何かすご～い悲しい気分になってきた，先生。
ひろと 代表読み
伊藤 みんなの話を聴いてたら，ここすごく悲しくなってきた。

貧しくて，悲しいんだ。
たくと 困ってる。
いちた じいさまって 「むかしむかし，あるところにじいさまとばあさまがありま，

したと。たいそうびんぼうでその日その日をやっとくらしておりました 」。



ってあるけど，その前は，じいさまはお金あったのかな？
伊藤 だけど貧乏になっちゃったのかなってこと？

それはわかんないね。
すごーく悲しい。

たくと 悲しいって所もあるし，困ってるって所もある。
ため息をついて言いましただから，困ってるし，悲しい。
それに 「ほんにのう」って，じいさまは見回したんだから，お金がなくて，
困ってるから見回したんだと思う。

伊藤 昨日，先生みんなの書き込みを見させてもらったらさ，もちろん悲しいと
，か困ってるっていう言葉もたくさんみんなの書き込みにはあったんだけど

嬉しいって言う言葉も見つけちゃったの。
ある，ある。C

伊藤 嬉しいって書き込んだ人，嬉しそうとか・・
書いた。書いた。あるよ。C

伊藤 ちょっと聴かせてもらいたいなあ。27:06
いろはちゃん

いろは 「帰りにはもちこ買ってくるで，にんじんごんぼもしょってくるでのう 」。
から嬉しい感じがする。

伊藤 ここは嬉しいの？
うん。嬉しい。C

けい ばあさまのために・・
たくと 嬉しくなったときは，嬉しくなったときは・・
けい ばあさまのために言ったんだから，ばあさまは嬉しいと思う。
伊藤 ばあさまが嬉しいの？
けい じいさまも嬉しいと思う。だって自分も食べれるから，自分も嬉しいと思

う。
伊藤 ごめん。ちょっといっぱい話したい人がいるみたいだから，ペアで話して27:57

みて。

ペア
まい ここ嬉しそうだよね （ じいさまじいさま，かさここさえて町さ売りに行。「

ったらもちこ買えんかのう ）。」
あやな だから，ここは多分，売るものがあったから，嬉しくなったんだと思う。

売る物があって・・何々？いいよ。
まい でもさあ，売れなかったよ。

だけど，売れなかったって読んでるから知ってるかもしれないけれど，こ
の場面では・・

伊藤 ごめん話途中かもしれないけど。28:57
あさひちゃん。

あさひ 「じいさまじいさま，かさここさえて町さ売りに行ったらもちこ買えんか
のう 」っていうところから，嬉しそうな感じがする。。

伊藤 ここから？
そこかあ（つぶやき）C

たくと え～もっと前も
伊藤 ちょっと待って，今あさひちゃんの話。

ほんとだ。俺も同じ（つぶやき）C
伊藤 ここから，あさひちゃんは嬉しそうな気持ちが感じてきたって事ね。

ね，これって誰の言葉？
ばあさまC
だってさ，ばあさまが・・C

いちた ばあさまがじいさまに，あの～「かさここさえて町さ売りに行ったらもち
こ買えんか」って言って，で 「おおおお，それがええ。そうしよう」って，
言って，そこで，ばあさまは，あの～思いついたからじいさまに言って，
じいさまに頼んで，もちこ買ってきたら 「もちこのよういもできんのう」，
じゃなくなって・・と思った。

たいち 「帰りにはもちこ買ってくるで，にんじんごんぼもしょってくるでのう 」。
っていうところから，何かじいさまは，食べ物が増えたり，食べ物が増え
て，増えるかもしれないから，嬉しいっていうか気楽。気が楽になる。



それ，前に・・・ つぶやき）C （
ゆり 「帰りにはもちこ買ってくるで，にんじんごんぼもしょってくるでのう 」。

っていうところから，嬉しい気持ちもあるけど，張り切ってる気持ちもあ
る。

伊藤 誰が？
ゆり じいさま。
伊藤 じいさまが張り切ってる。
こう ゆりちゃんとちょっと似てて 「帰りにはもちこ買ってくるで，にんじんご，

んぼもしょってくるでのう 」っていうところから，じいさまは，売る物が。
あって，売る物があって，嬉しそう。かと思ったから，これ。

伊藤 売るものがあって嬉しくなったって事？
売るものって何？
かさこC

たくと すげ
かさこC

たくと すげで作った・・
すげで作れる物がいっぱいあるから・・

伊藤 え？ここで思ったことでしょ。売り物って何？
たくと 売り物はすげがさ

かさこC
こう でも，売り物はすげだけど 「帰りにはもちこ買ってくるで，にんじんごん，

ぼもしょってくるでのう 」っていうところは，もちこも・・もちこも売り。
物だし，にんじん，ごんぼも売り物だから～すげは～ばあさまやじいさま
の家にあるじゃん，だから，これ，かさここさえて町さ売りに行って，買
えるから，買えると思うから，じいさまは嬉しくなった。売り物があるか
ら嬉しくなった。

伊藤 言いたいこと分かった？
うん（つぶやき）C
う～ん（つぶやき）C

伊藤 う～んって言ってる人がいるけど・・ゆりちゃん分かった？
ゆり （うなずき）
伊藤 じゃあ，教えてくれる？
ゆり あの～じいさまは，あの，かさこを，すげで・・すげでかさこを・・えっ

と，かさこが売れる・・売り物で，かさこは売れるから，嬉しい。
伊藤 もう一回戻ってみようね。

何で，じいさまとばあさまはさかこを作ったの？
何か～C

伊藤 ごめん。お隣さんと話してみて。
ペア33:40
伊藤 何となく作ったんじゃない？って言葉が聞こえてきたんだけど，じいさま34:44

とばあさまは，何でかさこを作ったの？
あおい 夏の間に刈り取っておいたすげがあって，それで，かさこを作った。
伊藤 何のために？

， ， ， ，ひろと あの～たいそう あっ とても貧乏でしょ お金も少ないから・・だから
じいさま多分前にも，ものを売っていたと思うの・・お金ほしいから・・
もちことか買うから・・

伊藤 だからかさこを作ったの？
わかった？
うん，わかった。C

伊藤 何だって？
もちこを買いたい。C

伊藤 その為にはお金が必要だもんね。
りょうた えっと～いい年越しをするために，間に合った，すげを使って，かさこを

作って，そして，お金になって，それで買おうとしてたから，かさこは，
あの～お金を，買ってもらって，それで買うんだから，かさこは，売り物
のかさこは，何かお金のようなもの。

伊藤 いい年越しをするためにって，今，りょうた君言ったよね。いい年越しっ
て何？

たくと いろんなもの～最後に書いてあった～
伊藤 ちょっと待って。37:13



けい君何？
けい 食べたり，いろんな事を話したり，途中起きて・・みたいな
たくと あの～ ページに書いてあるんだけど・・80
伊藤 ちょっと待って

ページ？C 80
たくと あの～書いてあったんだけど 「のき下には，米のもち，あわのもちのたわ，

らがおいてありました。そのほかにも，みそだる，にんじん，ごんぼやだ
いこんのかます，おかざりのまつなどがありました 」って書いてあって，。
その後に「じいさまとばあさまは，よいお正月をむかえることができまし
たと 」って書いてあるから，そういうものが集まって，いろんなものが食。
べられること。がよいお正月だと思う。

たいち じいさま達は，年越しなんだから，年越しだけはいい食べ物がほしい・・
だから，食べれることがいいお正月。

伊藤 普段食べてないいいものを食べたいって事？
ともき 多分，何でかさこを作ったかというと，すげで作れるもので，かさこが一

番いいものなんだと思う。
伊藤 すげで作れるもので？
ともき かさこがいいやつなので，
たくと だって，服だったらさ，すげいっぱい使うから，１個，２個，３個しか作

れないからさ・・
伊藤 今言ったのこれね。こっちね。
たくと 大きいから，いっぱい使って作るけど，えっと何て言うんだっけ？
伊藤 かさ？
たくと かさこは，みのよりは小さいから，作れる量も倍に上がると思う。
伊藤 なるほど。
ともき あの・・
たくと すげで作れるし，多く作れる。
ともき 作って・・あの大きいけど，かさこは小さいから，かさこは小さくていっ

ぱい作れるから，そしたら，あの， ページに書いてあった「にんじん，72
ごんぼも」とか，そういうあの，２種類とか３種類とかもちことかいっぱ
いあるから，１つのもので１つしかもらえなかったら，嫌だから，だから
かさこにした。

伊藤 なるほど。いっぱい作れて，すげで作れるもので，高いもので，多く作れ
るもので・・いろんなものを買いたい。

けい もし売れたら・・
たくと 全部売れたらやばいよ。
けい もし，全部売れたら，おつりとかあるのかな？

昔だからおつりないのか。だったらじいさまお金もってるのかな？
こう さっき，ともきさんが言ったのとちょっと似てて，お正月くらいいいもの

食べたいから， ページに書いてあるように「みそだる，にんじん，ごん80
ぼやだいこんのかます，おかざりのまつや，米のもち，あわのもちのたわ

」 ， ， ，ら がある みたいに・・そういう・・そういうふうに多く 多いものを
， 。 ，多いものを楽しく食べたいから だから さっきたくと君が言ったように

かさ，すげでかさこが・・すげがが少ないから，すげが積んである・・積
んであるすげで，かさこを５つくらい作ったから，正月くらいはいいもん
が食べたいからって，じいさまとばあさまは思って，すげを作ったのかな
と思った。

伊藤 かさこを作れば，いいお正月になるだろう。だから，こんな物も買えるん
じゃないか，そこから，さっき最初にゆりちゃん言ってくれたよね。じい
さま張り切ってる様子が分かるって。

けい 声を張り上げて・・
たくと 売ってやるぞ～みたいな。
伊藤 売ってくるぞ～みたいな感じ？
はやと ともき君が言ったことに似てるんだけど，冬とか雪降って頭とかになった

らちょっと冷たいし， ページと ページの絵に描いてあるみたいに，72 73
かさことかかぶって，寒いから，かさことか売れるんじゃないかなと思っ
た。

伊藤 かさこ作ればいいよって言ったの誰だっけ？
ばあさまC

伊藤 かいと君，誰だっけかさこ作ればいいよって言ったの。



かいと ばあさま。ばあさま。
， ，たくと じいさまじいさまってばあさまが言うのはおかしくないけど じいさまが

じいさまじいさまって自分で言ったらおかしいもん。
伊藤 考えたのは誰？
たくと ばあさま
伊藤 だよね。ばあさまが考えたんだよね。そして，じいさまがそうしようって

いうことになったんだよね。で，張り切って出かけるんだ。この辺から嬉
しさが感じられる。最初暗かったよねここ読んだときね。じゃあこの辺か
らもう 回読んでみようか。1
音読44:40

伊藤 じゃあ最後読んでもらおうかな？「じいさまじいさま」から
さくら 代表読み

ありがとう。
ごめんね。もう時間が過ぎているので，今日はここまでにしましょう。

たくと ちょっと言いたい。
伊藤 後で聴かせてください。
ななと 分かった。終わったらすぐ行く。


