
「くじらぐも」 

⑤～⑧段落 授業記録    

くじらが「ここへおいでよう。」とさそ 

った目的は何か 

 
 「ここへおいでよう。」とさそうのは、自分のと 

ころに子どもたちを来させる目的があるはずだ。 

その目的が何かを考える。 

 

 子どもたちから出た考え 

１． 1年 2組のみんなといっしょに空をとび 

たい 

２． 1年 2組のみんなといっしょにあそびた 

い 

３． 1年 2組のみんなといっしょに体操をし 

たい 

 ４． 1年 2組のみんなに背中にのってほしい 

  

指示人数を確認するのを忘れた。 

 

どこを証拠にそう考えたのかが全然出てこないの 

で、⑪段落から⑳段落のなかの、くじらのしたこ 

と・言ったことを確認した。 

 

「くじらは、青い青い空のなかを、げ 

んきいっぱいすすんでいきました。」に 

ついて考える。 
 

C1れいは わたし言える。⑲に書いてあるんだけ 

ど、「くじらは、青い青い空のなかを、」のと 

ころの「空」てかいてあるから、いっしょに 

空を飛びたいんだと思う。 

C２ ・・・・・・・ 

T1 じゃあ、みんなはどうなの。れいはさんの言

ったことについてどう考えるの。 

C３ ちょっと違うと思う。（2人） 

T2 じゃあなんでちょっと違うと思うのか言おう 

よ。 

C４だいき だって、「くじらは、空のなかを、げ 

  んきにすすんでいきました。」だけど、 
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T３ えっ、もういっかい言って。 

C５だいき あの、「くじらは、青い青い空のなか 

   へいっぱい 

T４ 「なかへいっぱい」？ 

C５ 「すすんでいきました。」 

T5 絶対に正確に読まないと、証拠は見つけられ 

ないよ。大事な言葉・・ 

C６ 「げんきいっぱい」て書いてある。 

T6 もういっかい読んで。 

C7 「くじらは、青い青い空のなかを、げんきい

っぱいすすんでいきました。」 

T６ 「空」だから、いっしょに飛びたかったって

わかるんやろか。 

C８はるな 「さあ、およ・・ 

T７ 言ってみて。 

C9 はるな ⑱の「さあ、およぐぞ。」でみんなと

いっしょに空を飛びたいってわかる。 

C10 ・・・・・・ 

T８ みんなはどうなの？ 

C11ゆず そうだと思う。 

C12 はるな ⑱の「さあ、およぐぞ。」がみんな

と一緒に空を飛びたいとわたしは思う。 

 

くじらは「およぎたい」のか「とび 

たい」のかについて考える。 

 
C１３れいは けどさあ、「およぐぞ」て書いてあ

るから「飛びたい」ではないんじゃないの。 

C１４ じゃあおよぎたいん？ 

C１５ およぐポーズだよ。 

C１６いつき 「およぐこと」と「飛ぶこと」て空

だから一緒じゃないの。 

C１７れいは 聞こえなかったからもういっかい言

って。  

C18いつき 空で「飛ぶこと」と「およぐこと」 

   ておんなじじゃないの。 

C１９・・・・・ 

T9 いつきさんが今言ったことについて、どう考

えるの。わたしは関係ないじゃなくって、



「いつきさんの言っていることに賛成なん

だけど。」とか「いつきさんの言っているこ

とにちょっと違うんだけど。」とか自分の考

えを言ってみてよ。 

C２０はるな ちょっと違うと思う。 

T１０ 言ったらいいんやで。どこが違うのか言っ

たらいいんやで。 

C２１はるな およぐことと・・ 

T１１ わたしにじゃなくて、みんなに話してね。 

C２２はるな およぐことと・・ 

C２３ 聞こえなかったからもういっかい言って。  

C24 はるな 「飛ぶ」と「およぐ」は違うと思う。 

C２５いつき でも、「くも」だからどっちもおん

なじだよ。 

T１２ じゃあ、くじらはどう思ってるかってこと

だよね。くじらが「飛びたい」ておもっい

ぇるのか「およぎたい」て思ってるのか。 

C２６ およぎたいと思ってると思う。 

C27 およぐって言ってるんだもん。 

C２８ くじらが「およぐぞ。」って言ってるから。 

T１３ どう、みんな。 

    しゅうごさん、なんか言いたいことある

んやね。ないの。 

C２９しゅうご でも、先生が「およぐぞ。」て言

ってるんやけど、 

T１４ わたしが言ったんじゃないよ。「さあ、お

よぐぞ。」は？だれが言ってんの？ 

C３０ くじら。 

C31 れいは 「さあ、およぐぞ。」のあとに「く

じらは」の「は」がついてるから、くじ

らが言ってる。 

T１５ うん、そうやな。うん。 

    くじらは、飛びたいんじゃなくて？ 

C３２ およぎたい。 

T１６ およぎたかったんや、みんなと一緒に。 

C３３ （みんなの予想は）全部違った。 

T１７ 全部違ったな、近いところまでいってたけ

ど。だって、飛びたかったんなら、ここ、

なんて言う？ 

C３４ 「さあ、飛ぼう。」 

T１８ て言うねぇ。 

    遊びたかったんなら？ 
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C３５ 「さあ、あそぶぞ。」 

T１９ そう。みんなに背中にのってほしかったん

なら？ 

C３６ 「さあ、背中にのって」 

T２０ もう乗ってるよ。どうなる？ 

    「やあ、みんな、やっと乗ってくれたね。」 

    てなるよね。でも、くものくじらになっ

た後に、一発目に言ったくじらのせりふ

は？ 

C３７ 「さあ、およぐぞ。」 

T２１ いい言い方だ。なんかくじらの気持ちが出

てる。どうぞ。 

C３８だいき さあ、およぐぞ。 

T２２ 「よっしゃ。」ていうかんじやなぁ。 

    しかも、これ、どういうふうにおよいで

るの？ 

C３９ げんきいっぱい。 

T２３ 「げんきに」と「げんきいっぱい」て一

緒？ 

C４０ 違う。 

C４１はるな 「げんきに」ということは普通だけ

ど、「げんきいっぱい」てことは・・ 

C４２だいき まんたん。 

T２４ （両手を同じ高さに上げて） 

「げんきいっぱい」だったら、こっちは？ 

C４３ 高い。 

T２５ ぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐーん、だ

よね。 

    じゃあ、およぎかたはどんなかんじかな

ぁ。 

C４４（ それぞれに泳いでみてる） 

T２６ ごい、ごい、ごい、ごい。 

どっちにいきたいの、くじらは。 

C４５ うみのほうへ、むらのほうへ、まちのほう

へ。 

T２７ みんなといっしょにうみのほうへいきたー

い。むらのほうへもいきたーい。まちの

ほうへもいきたーい。 

「ここへおいでよう。」ていったのは、みん

なと一緒にいろんなところへおよいでい

きたかったんや。見つけたぁ。 



だってここ、みんな最初言ってたんやで。 

「なんでいきなり、『さあ、およごう。』な

んて言うんだろうって。 

C４６だいき もう答えでた。 

T２８ 答えでた。およぎたかったんや、みんなと

一緒に。 

    あれ、でも今までみんなと一緒に体操は

してたんちゃうん。 

C４７ ほんまや。 

 

㉙「また、げんきよく」について 

 

T２９ はい、どうぞ。 

C４８はるな 1 年 2 組の子どもたちが、いきな

り体操してたけど、くものくじらが来て、

そっから乗ること・・・・ 

C４９ 聞こえなかったからもういっかい言って。 

C５０・・・・・・・ 

T３０ 今まで体操は一緒のしてたやん。それでく

じらはまんぞくじゃないの。 

C５１いつき でも、もっとやりたいことがあった

から。 

T３１ まんぞくじゃないの。 

C５１あいり あれはもしかしたら準備運動だった

かも。 

T３２ ああ、そう？ 

C５２いつき あのー  

T３３ すごいね。ぱっと見た人が 5 人、6 人、7

人いるね。 

C５３いつき およぎたい気持ちのほうが、いっぱ

いだから。 

T３４ じゃあ、くじらは上でおよいで、みんなは

下を走ればよかったやん。 

C５４だいき それやったら体育になるやん。 

T３５ どうぞ。 

C５５ゆず みんなと一緒におよぎたかったんだか

ら。 

T３６ みんなと一緒におよぎたかったんか。今ま

で体操はやってたけど、 

C５６ 一緒にはできなかった。 

T３７ どう一緒じゃなかった。 
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C５７だいき みんなは下にいるけど、自分は上に

いるから。 

T３８ 離れてたんだ。 

 だからここで、やったぁ、やっといっし

ょにできる。じゃあ、くじらはまんぞく

できたかなあ。 

C５８ うん。 

T３９ じゃあ、まんぞくできたって、わかるとこ

ない？ 

C５９ゆず 「さよなら。」 

T４０ 「さよなら。」でまんぞくしたのがわか

る？ 

C６０ゆず  「また、げんきよく、空にかえって

いきました。」のところじゃないの。 

C６１はるな ああー、それありえる。 

T４１ じゃあこの中の、どの言葉。？ 

C６２ 「げんきよく」「げんき」・・ 

T４２「げんき？ 

C６３ よく。」 

T４３ だって、自分の願いがかなったわけやん。

願いがかなって、ちゃんと送り届けて満

足。 

    だから「げんきよく。」なんやな。 

    あれ、こんな言葉ついてる。 

C６４ 「また」。 前にも。「また」いらん。 

T４４  はい、どうぞ。 

C６５こう 「また」はいらん。 

C６６はるな なんで。 

T４５ 「いらん。」じゃないやん。あるんやん。 

C６７ ああー、（指さして）・・・・・ 

T４６ はい、どうぞ。 

C６８あこ 「また、げんきよく」はおかしい。 

C６９ どうして。なんでおかしいの。 

C７０いつき 「また」の下に点がついてるから。 

C７１・・・・・ 

T４７ 「また」て、どういうこと？」 

C７２（口々に） 

T４８ どういうこと、「また」って。 

C７３だいき あのー、「もういちど」ていうこと。 

T４９ もういちどっていうことや。じゃあ、「げ



んきよく」っていうのが前にも 

C７４ あった。（⑲を指さして口々に） 

T５０ 何番？ 

C７５ ⑲ 

T５１ みんなと一緒におよぎたいと思って、それ

がかなって、ああー、自分のやりたいこ

とできたー。だから「また、げんきよく。」 

    つまり、くじらの心のなかは？ 

C７６ うれしい気持ちでいっぱい。 

T５２ そしてまんぞくして帰っていったんやなぁ。 
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