
「たぬきの糸車」②～⑥段落 授業記録    

 

前時 

②～⑥のなかの「へんだ・おかしい」 

C1れいは 「いたずらもんだがかわいいな」のと

ころは、食料を取られてよっぽど嫌なはずな

のに、かわいいなとか言ってるからおかしい。 

T1 今までなんておもってたの？ 

C2 よっぽどいや。 

T２ そう、殺してやりたいぐらいやったんやろ。

なのに、これ、だれが言ってんの？ 

C3 おかみさん。 

T３ 「いたずらもんだが 

C４ かわいいな。」 

T４ このなかの、どの言葉がおかしいの？ 

C５ かわいいな。 

C６あさひ さっきまでいらついてたのに、なんで

かわいいなん。 

C7 しゅうご 自分たちの食料取られてたのになん

でかわいいなん。いたずらで悪いのに。 

T５ 「かわいい」って普通なら言わないよね。 

C8あさひ 犬とかに、かわいいやったら言う。 

C9 はるな いたずらしないこととかならかわいい。 

   

T６ 「かわいい」なんて、よっぽどのことがあっ 

たから、おかみさん、いってるんだよね。 

C10れいは その前にある。 

C１１ふたば たぬきが糸車を回すまねをまいばん

まいばんやってきてくり返してたから。 

C12 しゅうご そのときはいたずらをしてなかっ

たからかわいい。 

 

おかみさんは、なぜたぬきがかわいか 

ったのか。 
 

C13 あいり よっぽどさ、嫌がってたのに。なの

にかわいいなんて。 

T7 いやがってたんじゃなくて、もう殺してやり

たいほど憎たらしいって思ってたんでしょ 
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う？ 

C14 しゅうご そやのになんでかわいいなんて言

うん。 

T８ だのに、かわいいなんて。もう一回言ってく

れる？ 

C15 ふたば たぬきが糸車を回すまねをまいばん

まいばんやってきてくり返してたから。 

T9  それは何番（にかいてあるの）？ 

C16ふたば ⑤番と⑥番。 

T10   ゆずさん、何番にかいてあるの？ 

C17ゆず  ③番と④番。 

  （③番だと思っていたり何番に書いてあるの

か分かっていない人が何人もいる。） 

C18やまと 6番。 

（確認して⑥番で納得） 

T11しゅん ⑤番に書いてあるんだけど、おかみ 

さんが糸車を回してると、たぬきがまねを 

しておかみさんはふきだしそうになったか 

ら、かわいいなって。 

C12はるな 「ふきだしそう」ってどういうこ 

と？ 

C13しゅん おもしろいぐらいかわいい。 

C14だいき たぬきがいること。 

T12 そばにたぬきがいることを「ふきだしそう」 

ていうの？小林だいきさん、「ふきだしそう」 

をやってみて。 

C15小だいき ぷー。 

T13 あこさん、やってみて。 

C16あこ   ぷふっ。 

C17あいり おかしい。 

T14 ぷふっ。これ、ふきだしそう？ 

C18あいり ううん。 

T15 「ふきだす」と「ふきだしそう」は一緒 

か？ 

C19いつき 「ふきだしそう」はふきだしてるけ 

ど、「ふきだしそう」はふきだしそう。 

T16 まだふきだしてないんだよね。 

C20あさひ 笑ってない。 

T17  「ふきだす」って「わらう」っていうこと

なの？ 



C21あいり ううん。 

（おもしろいから我慢しきれずに「ふきだす」ん

だということが、押さえられていなかった。） 

C22 しゅん ふきだしそうになって、たぬきが糸

車をまわすまねをしてるから、「いたずらもん

だが、かわいいな。」って。 

T18 しゅんさんが言ってる、「たぬきが糸車をま

わすまねをしてる」ていうのは、どこから言

ってるの？ 

C23しゅん えーと、④番。 

T19 ④番のどこから？ 

C24 しゅん 「糸車をまわすまねをするたぬきの

かげがうつりました。」 

T20 これを見て吹き出しそうになったから、お

かみさんはここでたぬきのことを「かわいい」

と思ったんだ、と。 

 

 

 支持確認 

１． 糸車をまわすまねをするたぬきのかげを見

たから・・・・・・・・・・・・・19人 

２． たぬきが毎晩毎晩やってきて、糸車をまわ

すまねをくりかえすから・・・・・10人 

 

（この後、１を支持する理由に、「ふたつの

のくりくりした目玉がかわいいから」とい

うのがあり、それをあらたに加える。） 

 

 

 

１． ふたつのくりくりした目玉がかわいいから 

 ・・・・・・・・・・・・・・・２４人 

２． 糸車をまわすまねをするたぬきのかげを見 

たから・・・・・・・・・・・・・２人 

３． たぬきが毎晩毎晩やってきて、糸車をまわ

すまねをくりかえすから・・・・・３人 

 

  

 

 

 

 

               ２／５ 

    

本時 

前時の振り返り 

 いたずらもんだが、 

        ↓よっぽどのことがあったはず 

      かわいいな。 

もう一度支持確認をしてみると、前時と変わって

いた。 

 

１． ふたつのくりくりした目玉がかわいいから 

 ・・・・・・・・・・・・・・・３人 

２． 糸車をまわすまねをするたぬきのかげを見 

たから・・・・・・・・・・・・・６人 

３． たぬきが毎晩毎晩やってきて、糸車をまわ

すまねをくりかえすから・・・・・２０人 

 

T１ 考えを変えた人から聞きたいなあ。 

C1 しゅうご ③番から②番に変えたんだけど、

「糸車をまわすまねをする」て書いてあるか

ら、かわいいなって言ってると思った。 

T２ 糸車をまわすまねをするかげがかわいかった。 

   そう思った。 

C２ゆず ①番から③番に変えたんだけど、まえの

「くじらぐも」で・・・・ 

T３ 言いたいこと分かってきた。この間、「くじ

らぐもの」て言ったのは・・・ 

C３ ふたばさん。 

T４ うん。ふたばさん、なんて言ったのかなあ。 

C４れいは 「いたずらもんだが、かわいいな。」 

のすぐ前に書いてあるから。 

T５ どういうことかなあ。 

C５いつき 「いたずらもんだが、かわいいな。」 

の前に、書いてあるから。 

T６ それってどういうこと。 

C６いつき 「いたずらもんだが、かわいいな。」

がすぐ前にあるから。 

C７しゅん 「いたずらもんだが、かわいいな。」 

のすぐ前に、「それからというもの、まい 

ばんまいばんやってきて糸車をまわすま 

ねをくりかえしました。」があるから、③ 



番に決めた。 

T７ それをもうちょっとくわしく言える人ない 

の？ 

C８はるな 「くじらぐも」も、1年2組の言った 

後にくじらぐもも・・・（わからない）ので、 

「たぬきの糸車」も・・・ 

T８ うん。じゃあ、ふたばさん。 

C９ふたば 「くじらぐも」のときみたいに、「た 

ぬきの糸車」も、前の言葉をあらわして 

る。 

T９ 前の言葉をあらわしてる。ちょっとそれは違 

うね。 

C10れいは 「それからというもの、たぬきは、 

まいばんまいばんやってきて糸車をまわ 

すまねをくりかえしました。」は、そのと 

きに、「いたずらもんだが、かわいいな。」 

っていえばいいから、あの・・・・ 

T10 もし、この「ふたつのくりくりした目玉」

がこのときかわいいなと思ったんなら、「いたずら

もんだが、かわいいな。」は、 

C11 ここで言う。 

T 11 ここ（「のぞいていました。」のあと）で言 

うね。 

ここ（「くりかえしました。」のあと）で言 

ってるということは、その直前のことを見 

たからいってるんだということだよね。て 

いうことを、ふたばさんはいったんだよね。 

それ、意味分かった？ 

たとえばな、「さあ、今からアイスクリーム 

食べるよ。」冷蔵庫をあけました。アイスク 

リームを見ました。「わあ、おいしい。」 

C12 言わない。 

C13 食べてないもん。 

C14 まだ食べてないから。 

T12 とりだしました。ふたをあけました。「わあ、 

おいしい。」 

C15 たべてないよ。 

T13 スプーンを持ちました。なめました。「わあ、 

おいしい。」 

C16 言う言う。 

C17だいき それは少しあまり・・・ 

T14 うん、すこしあまり？ 

                   ３／５ 

C18だいき 味見しただけで、確実においしいと 

あまりわからないと思う。 

T15 たべました。舌の上でとろけました。「わあ、 

おいしい。」 

C19こう それは普通。 

T16 てことやろ。「わあ、おいしい。」ていうの 

は、思ったそのときに言うわけやな。とい

うことはやん、ここで「いたずらもんだが、

かわいいな。」て言うということは、その前

に「かわいいな」と思うことがあったとい

うことやん。 

   ということを、ふたばさんは言ったんや。 

直前に原因があるということを。 

ふたばさんのほかにも、証拠を出してきて 

よ。（出てこないので） 

じゃあ、しゅうごさんの言ったことを考え 

てみよか。 

「糸車をまわすまねをするたぬきのかげが 

うつったからかわいい。」どう思う？ 

C20しゅうご しっぽがかわいいとか。 

T17 ああ、しっぽが。それ、どこにかいてある 

の？ 

C21やまと ④番。 

C22 あさひ ④番。 

T18  読んでみて。 

C23やまと ③番 

T19 あてもんやん、それやったら。どこかに、 

しっぽがかわいかったってかいてあるとこ 

ろ、ある？ 

C24 ない。 

T20 ちゃんと読んでたらわかるよねえ。 

C25しゅん たぬきのかげがうつっても、たぬき 

が悪いことをしたら、おかみさんはかわ 

いいと思わない。 

C26 糸車をまわすまねをするたぬきのかげがか 

わいかったとしても 

C27やまと いたずらしたらかわいくない。 

C28しゅうご いたずらしいひんかったら、かわ 

いいなっていわれる。いたずらさあ、 

するとはそんなことは書いてない。 

T21 いたずら、ここでは 



C 29 してない。 

T22 してないって書いてあるの。 

C30 書いてない。 

C31ふたば 書いてないけどいたずらをしました 

とも書いてない。 

T23 とも書いてないなあ。でも、よおく読んで 

よ。「ある月のきれいなばんのこと」はどこ 

までやったっけ。 

C32 ⑤番。 

T24 じゃあ、「ある月のきれいなばん」の前って、 

おかみさんは、たぬきのことどうおも 

ってたん？ 

C33しゅん ころしたいぐらい。 

T25 そうやん。ころしてやりたいとにくたらし 

いとかここ（②番の前）までずうっと思っ 

てたんやろ。いたずらがあったから。「ある 

月のきれいなばんのこと」・・ 

なんや、言ってみて。 

C34 ふたば 「ある月のきれいなばんのこと」は、 

⑤番までのことやから、⑥番のことは、 

「ふたつのくりくりした目玉」がかわい 

いからではなくて、「糸車をまわすまねを 

するたぬきのかげを見たから」でもない 

からあ。 

T26 「かわいいな」っていうのが。 

C35 れいは 「ある月のきれいなばんのこと」は、 

⑤番までしかないから、「いたずらもんだが 

かわいいな。」は、次の日とかに言ってるか 

ら、③番と④番は違う。 

C36しゅん もっとくわしく言う。⑤番までは、 

にくたらしいとか殺してやりたいとかあ 

ったから、「やぶれしょうじのあなからふ 

たつのくりくりした目玉」とか、「たぬき 

のかげがうつりました」とか、全部たぬ 

きが悪いことをしているかげとか、悪い 

ことをしているそういうことやないかな 

と思う。 

T27 ここ（②番の前）まで、おかみさんはたぬ 

きのことを殺してやりたいぐらいにくたら 

しかったんやろ。それが、「ふたつのくりく 

りした目玉」を見たから、「糸車をまわすま 

ねをするたぬきのかげを見たから」て、急 

４／５ 

に「いたずらもんだが、かわいいな。」なん 

て言える？ 

C37 言えない。（口々に） 

T28 おかしいよね。ある月のきれいなばん、ひ 

ょっとしたら、おかみさんが糸車を回すち 

ょっと前に、もうたぬきは、おかみさんが 

大事に大事に取っておいたご飯をひっくり 

返してにげてるかもしれんよね。そんなこ 

とがあるのに、「いたずらもんだが、かわい 

いな。」なんて言う？ 

C38 言わへん。絶対言わへん。（口々に） 

T29 だったらここ（③番と④番）は違うという 

ことだよね。だったらこれ（１．ふたつの 

くりくりした目玉がかわいいから ２．糸 

車をまわすまねをするたぬきのかげを見た 

から）は、よっぽどのことではないという 

ことだよね。 

C39 こうすけ 絶対ない。 

T30 じゃあ、なにがよっぽどのことなんや。 

C40 ③番。 

T31 ③番の中野、なにがよっぽどのことなん。 

C41こう えぇ？ 

C42 ・・・（本文を読み始める）・・・ 

T32 「まいばんまいばん」、気になるね。「まい 

ばんまいばん」やってきて何するの？よう 

いちろうさん？ 

C43 陽一郎 糸車をまわすまねをする。 

T33 まねをするんやな。「まね」てなんやったっ 

け。 

C44 人がやってることを・・・ 

T34 うん。じゃあ、わたしがおかみさんをする 

から、みんなはたぬきになって「まね」し 

てね。 

C45 （5人が、やぶれしょうじのあなから、ふ 

たつの目玉が・・・をやっている） 

T35 あれ、わたし、こんなこと（ふたつの目玉 

をくりくり）やってるの？ 

C46 やってない。 

T36 これがまねするってこと？ 

C47 ちがう。 

T37 いや、今、わたしやってないよ、それ。（わ 



たしは、右手を前に差し出しているが、約 

7人は糸車を回す手つきをしている。）→ 

（回りを見て気づき、全員でまねができる。） 

このまねを、たぬきはするわけやん。しか 

も？ 

C48ふたば まいばんまいばん 

T38 そうなんや。このあと、それからというも 

の、まいばんまいばんくるんや。この「あ 

る月のきれいなばん」の次の日、たぬきは 

やってきて、まねした？ 

C49 やった。 

T39 「まいばんまいばん」やからな。 

C50しゅん ７０日たっても、まいばんまいばん 

おかみさんのまねをやってる。 

T40 そう。こうすけさん、言ったよね。ずっと 

って言ったよね。じゃあ、雨がふった晩 

は？ 

C51 雨が降っても来る。・・台風・・ 

T41 そう、台風。もう風がびゅーんびゅーん、 

とばされそうなとき、くる？ 

C52 くる。地震がなっても。 

T42 地震の日は? 

C53 くる。雨の日も。 

T43 それ、言うた。 

C54はるな どんなときも。 

T44 どんなときもって、どんなとき？ 

C55こう 火事の日とか。 

T45 火事？あるかな？ 

C56 ない。 

T46 じゃあ、たぬき、熱が３９度まで上がった 

日。来ない？ 

C57 くる。 

T47 もう、こけちゃった。血がだらだら出ちゃ 

った。 

C58 くる。 

C59 山が氷だらけになってもくる。 

T48 えっ、もうこれは冬になってるの？ 

C60 ううん。 

C61あいり いたずらが楽しいから、絶対にいた 

ずらしたい。 

T49 今、「まいばんまいばん」やってくることを 

考えてるよね。いたずらのことじゃない 

５／５ 

よね。 

C62こう いたずらして、どうしたいの？ 

T50 だから、おかみさんはなぜたぬきがかわい 

かったのか。 

C63はるか ③番。 

T51 雨だろうが、嵐だろうが、たぬきは熱が出 

ようが、大けがしようがやってるのよ。 

C64ふたば でもなんでかわかってる。 

C65あいり でも、なんでけがとかしても・・・ 

T52 そう。それ考えようね。 

    では、まいばんまいばんやってきて、お

かみさんのまねをするそれがかわいか

ったんやな。それがよっぽど、てこと

なんやね。 

C66こう なんのために来るの？ 

T53 ③番でいい？もう 1 回手をあげてみようか。

いやいやちがうっていう人もいるかもしれんから。 

 

１．ふたつのくりくりした目玉がかわいいから 

 ・・・・・・・・・・・・・・・０人 

２．糸車をまわすまねをするたぬきのかげを見 

たから・・・・・・・・・・・・・０人 

４． たぬきが毎晩毎晩やってきて、糸車をまわ

すまねをくりかえすから・・・・・２７人 

（ 手をあげていない・・・2人） 

． 

 

 

授業の振り返り 

・「ふきだしそう」・・・にくいたぬきなのに、ま

ねをするかげがあまりに「おもしろ」かったの

で、そんなつもりはなかったけれどふきだしそ

うになってしまったという押さえがなかった。 

・大雨のなかや熱が出てものとき、「びしょ濡れに

なりながら」とか「熱でふらふらしながらでも」

というたぬきの様子をイメージさせていなかっ

た。それでも「来る」のはなんのためなのか。

「糸車をまわすまね」＝「いたずら」と考えて

いる人が何人かいるので、それをまずつぶして

から、「なんのため」を考えていく。 



  

 

     

 


