
「ピーターのいす」 

⑤～⑧段落 教材解釈 

あれ、ぼくのゆりかごだったのに、ピンクにぬっ

ちゃった。 

 

の・・・所有 

のに・・・予想外 

ぬっちゃった → ぬって しまった 

しまった・・・残念 

 

おい、ピーター、赤ちゃんのしょくどういすに 

ペンキぬるのてつだってくれんかなあ。 

 

 おい・・・親しい間柄や目下に者に対して呼 

びかける声 

  てつだってくれんかなあ 

   → てつだって くれ ないか なあ 

 てつだう・・・手助けをする 

 くれる・・・自分に何らかの利益（恩恵）を 

与えるような行為をすること 

を表す 

ないか・・・依頼 

なあ・・・「な」の意味より、さらに強く主体 

の感情を込めた言い方。 

   な・・・[希望や疑念を表す文の末尾で] 

       希望や疑念をしみじみと表明する 

ことを表す 

 

あれ、ぼくのしょくどういすなのになあ。 

 

 なあ・・・自分の主張・判断などを相手に納

得させたり自分で確認したりな

どする気持ち 

 

ぼくの赤ちゃんベッド、これもピンクにぬって 

あるぞ。 

 

 も・・・同類の物事をさらに付け加えるのに 

用いる 

   ぞ・・・判断したことや決意したことを自分 

       １／２ 

京都 1 年 渋谷 歩 

 

 

に言い聞かせる意 

 

 あれは、まだ、ぬってない ぞ。 

 

  まだ～ない・・・予定されたことが、まだ現在 

まで行われていない場合や 

完了していない様子を表す 

  

 ピーターは、大ごえをあげた。 

 

  大ごえ・・・（必要以上に）大きな声 

  あげる・・・それとはっきり分かる形（行為） 

にして示す 

 

  生まれたての赤ちゃんが家にやってきた。今ま

で自分だけのおかあさん、おとうさんだったのに、

おかあさんは赤ちゃんのことばかりで大忙し。おと

うさんも今まで自分の物だったゆりかごをピンク

に塗り、さらに自分しょくどういすまでピンクにぬ

ろうとしている。さらに赤ちゃんベッドまでピンク

に塗られていることに気づき、自分の物が赤ちゃん

の物になっていくこと、あかあさんとおとうさんが

赤ちゃんのことを優先していることにを、ピーター

はくやしく思い、おかあさんとおとうさんに対して

怒っている 

おとうさんは、そんなピーターの気持ちをわかっ

ている。だからわざわざピーターにペンキ塗りの手

伝いを頼んだ。おとうさんの言葉には、ピーターに

この状況を受け入れ、赤ちゃんのためにペンキ塗り

をしてあげてほしい、そしてそうすることでお兄ち

ゃんという意識が芽生えてくれないかなという思

いがある。 

 しかし、ピーターがおとうさんのそんな思いに気

づくはずもない。まだ塗られていないピーターのち

っちゃいときにすわったいすを見つけ、「あれは、ま

だ、ぬってないぞ。」と大声をあげる。おかあさんと

おとうさんに対する抵抗の始まりである。 

 



⑤～⑧段落 授業展開案 

 

 第 1 時で、『自分のいすをピンクに塗られたくな

いのに、㉑で「ピンクにぬろうよ」っていうのはお

かしい』という意見と、『「おしりが、いすに入らな

い」から』という意見がでた。しかし、「ピンクにぬ

ろうよ」がおかしいということに「そうだ、そうだ。」

と多数が納得して全体のものになっている様子で

はなく、「何のこと？」と話をつかめていない子が多

かった。 

それで、⑤～⑧段落のピーターが今の状況に憤慨

する様子をおさえることで、「おとうさん、あのちっ

ちゃないす、スージーのためにピンクにぬろうよ。」

のおかしさを全体のものにしたいと考えた。 

 

あれ、ぼくのゆりかごだったのに、ピンクにぬっ

ちゃった。 

 

 

 

あれ、ぼくのしょくどういすなのになあ。 

 

 

 

ぼくの赤ちゃんベッド、これもピンクにぬって 

あるぞ。 

  

 

 

あれは、まだ、ぬってない ぞ。 

 

 

  

ピーターは、大ごえをあげた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピーターは、ぼくのゆりかごだとおもっていた。 

なのにピンクにぬられてしまった。残念。 

 

 

 

あれもぼくのものなのになあ。 

おとうさん、あれ、ぼくのだよ。 

どうしてぼくにたのむの。 

 

ゆりかごだけでなく、赤ちゃんベッドも。 

ピンクにぬってほしくないのに。怒り。 

 

 

まだピンクにぬってない。 

ピンクにぬらせないぞ。 

ぼくのだぞ。守るぞ。 

 

 

おかあさん、おとうさん、ぼくは怒ってるんだぞ。 

わかってる？ 

 



「ピーターのいす」 

⑤～⑧段落 授業記録    

「まだ」について考える 

 

T1 ええとねぇ、「まだ給食の時間じゃないよ。」 

   これも「まだ」だよね。じゃあ、給食の時間 

   があるわけやんなぁ。 

C2 ふたば まだ、食べてないっていうこと。 

T2 ここ、給食の時間。で、ここが今。ここは「ま 

だ」？  

C３ 「まだ」。 

T３ きゅうしょく、「まだ」。ここは？ 

C４ 「まだ」 

    ～あと２回同じ質問と返答～ 

T4 ここは？ 

C５ きゅうしょく。 

C6 ふたば 給食もうちょっと過ぎる。 

T5 もう「まだ」とはいわないよね。じゃあ、この 

給食の時間をすぎたら、、 

C7 陽一郎 もうちょっとって言う 

T６ すぎたら？ 

C８ すぎたぁ 

T７ 「もう」や。「もう、給食の時間がきたよ。」 

や。こっからここまでは「まだ」や。 

C9 陽一郎 でも、あとちょっと近づいてくると。 

T８ じゃあ、「まだぬってないぞ。」ということは？ 

C10 まだ時間がある。 

T9 何までに。 

C11 ぬるまでに時間がある。 

T10 ぬるまでにっていうことやな。 

C12 ふたば まだぬるまでに時間がある。 

T11 まだぬるまでに時間があるぞっていうこと 

なんやな。じゃあ、ぬられる運命やっていう 

ことは、ピーターは？ 

C１３ わかってる。 

T１２ でも、まだぬってない。まだこの（文）の 

中に、まだ切れてない、分けてないところ 

がある。 

 

 

 

                  １／５ 

京都 1年 渋谷 歩 

「ぞ」について考える 

C１４ どこ？ 

C15 「ないぞ。」 

C１６ふたば 「ない」と「ぞ」。意味あるの？ 

T１３ ある。あるから「ぞ」がついてるの。「あれ 

はまだぬってない。」と「あれはまだぬって 

ないぞ。」とでは、全然ちがう。 

C１７洋一郎 何かわかってる。まだぬってないぞ 

って。 

T１４ わかってない、、、わかってないときに「ぞ」 

って使うの？どういうふうに言うの？う 

れしそうに「まだぬってないぞ。」ていう? 

C18 ふたば ううん、ちがう。 

T１５ がっかりしたときに、「ぞ」っていう？ 

C１９いつき びっくりしたときに言う。 

T１６ びっくりしたときに言う？ 

それを今度考えよな。 

―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ― 

T１７ ピーターの言葉からいこか。「あれは」これ、 

分かったよね、何を指してるのか。何だった。 

C２０ ピーターがちっちゃいときにつかったいす。 

T１８ うん。まだぬってない。まだなんだってこ

とやなあ。まだっていうことは、ぬるときが 

Ｃ２１洋一郎 まだきてない。 

Ｔ１９ ない。じゃあ、「ぞ」ってなんや？ 

    どんなときにつかうか、文を考えてみて。 

Ｃ２２しゅん 「まだお菓子を食べてないぞ」。 

Ｔ２０ まだお菓子をたべてないぞ。 

Ｃ２３いつき 「まだおやつの時間じゃないぞ。」 

Ｔ２１ 「まだ」を使わないでやってみて。「ぞ」だ

け使って。 

Ｃ２４洋一郎 「チームで勝ったぞ。」 

T２２ おお、「チームで勝ったぞ。」ほかにない？ 

Ｃ２５いつき 「十円玉を見つけたぞ。」 

Ｔ２３ おお。どうぞ。 

Ｃ２６井だいき 「お菓子が食べたいぞ。」 

Ｔ２４ 「チームで勝ったぞ。」「十円玉を見つけた



ぞ。」「十円玉を見つけたぞ。」 

    「ぞ」がついてない「チームで勝った。」「十

円玉を見つけた。」「十円玉を見つけた。」と

比べて、「ぞ」がついてるのと、ついてない

のとでは、どうちがうんやろ。 

Ｃ２７いつき 「ぞ」がついてたら、よっぽどうれし

いこと。 

Ｃ２８ ああ。 

Ｔ２５ 「お菓子が食べたい。」これ、うれしい？ 

Ｃ２９ふたば ちがう。食べたいだけ。 

Ｔ２６ 「食べたい」っていう気持ちが、、 

Ｃ３０ ある。 

Ｔ２７ ただ、あるんか？いつきさんは「よっぽど」

って言ったよ。 

Ｃ３１ふたば、そうた よっぽどある。 

Ｔ２８ よっぽどある。そういう強い気持ちがある

ってことだよね。 

Ｃ３２ふたば しゅうくんが言った「十円玉」はうれ

しいけど、「お菓子が食べたい」は、お菓子

をよっぽど食べたいっていう。 

Ｔ２９ そういうこと。これは「チームで勝った」

っていうことが、よっぽどうれしかったん

だよね。「十円玉を見つけた」っていうこと

が、、 

Ｃ３３そうた よっぽどうれしかった。 

Ｔ３０ よっぽどうれしかったんだよね。じゃあピ

ーターは、「あれはまだぬってないぞ。」っ

て言ってる。これ、ピーターの強い気持ち

がこれにあらわれてるよね。じゃあピータ

ーのどんな強い気持ち？ 

Ｃ３４ふたば ぬってほしくない。よっぽどぬって

ほしくない。最初はピーターは、ピンクに

ぬってほしくないのかな。 

Ｔ３１ 「ぬってないぞ。」ぬってほしくないってこ

となんかな。 

Ｃ３５ふたば よっぽどぬってほしくない。 

Ｔ３２ よっぽどぬってほしくないんや、ピーター

は。これ、強い気持ちやな。 

Ｃ３６しゅん でも、その強い気持ちやけど、ピータ

ーは後ろのへんで「ぬろう」っていったか

ら、よっぽどぬってほしくないんや。 

Ｔ３３ ああ、ここで「ぬろう」って言ってる。 

Ｃ３７ふたば それがおかしいんだよ。 

 

２／５ 

Ｔ３４ おかしいよね。よっぽどぬってほしくない

んやね。この「ぞ」って、大事なことばだ

よね。ここで初めてこの「ぞ」はでてきた

の？ 

Ｃ３８ うーん？ 

Ｔ３５ よく見て。これまでに「ぞ」、出てきてな

い？ 

 

自分のものがピンクにぬられていくこ
とについて 

 

Ｃ３９ゆず あっ、「ぞ」。あった。 

Ｔ３６ あった？ 

Ｃ４０ あった。 

Ｔ３７ 何番の中にあった？ 

Ｃ４１ ７番。 

Ｔ３８ どれどれ？ 

Ｃ４２ 「ぼくの赤ちゃんベッド。これもピンクに

ぬってあるぞ。」あったで、「ぞ」。これは、

どういいう気持ちなんかな。どういう強い

気持ちがあるのかな。 

Ｃ４３しゅん ピーターは、なんで自分の赤ちゃん

ベッドをピンクにぬられてんのやろ。 

Ｃ４４いつき 、、、うれしくない気持ちなんだと思

う。 

Ｔ３９ これはうれしくないよね、絶対。 

Ｃ４５はるな よっぽど悲しい。 

Ｃ４６ふたば びっくりしてる。 

Ｔ４０ 悲しい。びっくりしてる。２つ出た。 

Ｃ４７ 悲しい。  

Ｃ４８ びっくり。   

Ｃ４９そうた びっくりはないなあ。 

Ｔ４１ 悲しいは、何が悲しいんやと思う？ 

Ｃ５０はるな ぬられたことが悲しい。 

T42  ああ。びっくりは、何にびっくりやと思う？ 

Ｃ５１いつき もうぬってあるから。 

Ｃ５２ もうぬってあるからびっくり？ 

Ｔ４３ 悲しいを、もう一回言って。 

Ｃ５３はるな もうぬってあるから悲しい。 

Ｔ４４ もうぬってあるから悲しい。もうぬってあ



るからびっくり。どっちかな。もうぬって

あるから悲しいのか、びっくりなのか。 

悲しい（約半分強） びっくり（約半分弱） 

じゃあ悲しいがわかるとこ、ある？ 

Ｃ５４しゅん ペンキがベッドにぬられてても、び 

っくりはしないやろ。 

Ｔ４５ 「これも」ってあるよね。「これ」ってなに 

をさしてるの？ 

Ｃ５５ 赤ちゃんベッド。 

T４６ ただの赤ちゃんベッドじゃないよ。 

Ｃ５６ ピーターが赤ちゃんの、、、、、 

Ｔ４７ そうや。「ぼくの」や。ピーターは「ぼくの 

赤ちゃんベッド」って言ってるよね「これ

も」。じゃあ「ぼくの赤ちゃんベッド」のほ

かに今までに？ 

Ｃ５７ ぬられてた。 

Ｔ４８ 何がぬられてたの？ 

Ｃ５８ ゆりかご。 

Ｔ４９ ただのゆりかご？ 

Ｃ５９ 「ぼくのゆりかご」 

Ｔ５０ 「ぼくのゆりかご」そして「ぼくの赤ちゃ

んベッド」。これも？ 

    かなしいのか、びっくりなのか、どっちが

あうやろ。ピーターやと思って考えて。 

Ｃ６０ びっくりやと思う。びっくり。やっぱりび

っくり。 

Ｔ５１ この「ぞ」はとっても悲しい気持ちがこも

ってる。あ？なしになっちゃったの？また

先生が言ったからそうなったんちゃう？ 

Ｔ５２ いや、これはおどろいてるよ。（2 人を除

いて全員） 

    これだけやないんや。これまでもぬってあ

る。 

Ｃ６１ しょくどういすは？ 

Ｃ６２ふたば しょくどういすはぬる途中。 

Ｃ６３ ぬる途中ではないけど、、 

 

おとうさんとおかあさんの様子 

 

T５３ だれがぬろうって言ってんの？ 

Ｃ６４ おとうさん。 

Ｃ６５ おかあさん。 

T５４ えっ、おかあさんもぬろうって言ってん３

３／５ 

の？ 

Ｃ６６ ううん、おとうさんだけ。 

Ｃ６７陽一郎 おかあさんはさ、今家の中。 

Ｃ６７ゆず 今、赤ちゃんの面倒見てる。 

  

５５ 赤ちゃんの面倒みて、今大変なの？ 

Ｃ６８ うん。 

Ｔ５６ それはどこからわかるの？ 

Ｃ６９ 6番。 

Ｔ６０ 6番のどれ？ 

Ｃ７０ 「ゆりかごのまわりで、大いそがし。」って

書いてある。 

Ｃ７１ 大いそがし。 

Ｔ６１ あーあーあーあー。 

Ｃ７２ふたば いそがしいじゃなくて、もっと大変。 

Ｔ６１ 何でそれ、わかるの？ 

                   

Ｃ７３ 「大」ついてるから。 

Ｔ６２ すごいね。そういうの見つけられるんや、

みんな。 

おかあさんは、どんなことをして大いそが

しなんや？  

Ｃ７４ 赤ちゃん、、、、 

Ｔ６３ たとえばどんなこと？ 

Ｃ７５あいり 赤ちゃんが起きないようにすること。 

Ｔ６４ 赤ちゃんが起きないようにすること。ほか 

に。起きないようにすることで大いそがし 

なん？ 

Ｃ７６ ミルクを飲ませる。 

泣かへんように見とく。 

ご飯、、 

Ｔ６５ ご飯食べれるの、この赤ちゃん。 

Ｃ７７ ううん、ミルク。 

    おとうさんとかの、、、 

Ｃ７８陽一郎 離乳食。 

Ｔ６６ この赤ちゃんって何才？ 

Ｃ７９ 0才。 

Ｔ６７ それどこから思ったの？ 

Ｃ８０ 「うまれたて」って書いてあった。 



Ｔ６８ よく見つけるよね。生まれたてなんだよね。 

ということは赤ちゃんがうまれて 

Ｃ８１ ちょっとしかたってへん。 

Ｔ６７ 「ちょっと」って何日ぐらい？ 

Ｃ８２ 1日 

Ｃ８３陽一郎 1日はまだ病院にいると思う。 

Ｔ６８ ああ、そうか。だから、生まれてまだ一週

間ぐらいなんかもしれんなあ。 

Ｃ８４ うん。 

Ｔ６９ じゃあおかあさんは「赤ちゃんのせわでお

いそがし」なんやなあ。じゃあ、みんなピ

ーターになって考えて。今まで家の中に子

どもってピーターだけやったんやで。自分

だけやったんやで。一週間ぐらい前から赤

ちゃんがおうちにやってきました。「おか

あさんはゆりかごのまわりでおおいそが

し」、おとうさんは「あかちゃんのしょくど

ういすにペンキぬるのをてつだってくれ

んかなあ」ていってる。そして自分のだと

おもっていたゆりかごは、ピンクに 

Ｃ８５ ぬっちゃった。 

Ｔ７０ ぬっちゃった。「あれ、ぼくのしょくどうい

すなのになあ。」「ぼくのあかちゃんベッド。

これもピンクにぬってあるぞ。」「あれは、

まだぬってないぞ。」赤ちゃんがきてから

ピーターはどんな気持ちなんやろ。 

Ｃ８６いつき 赤ちゃんのためにだけして、悲しい。 

Ｔ７１ おとうさんとおかあさんは、赤ちゃんのた

めだけ。悲しい。 

Ｃ８７ がっかり。 

Ｃ８８ふたば ほんとは、ひとりだけがよかった。 

Ｔ７２ えっ。もう一回言って。 

Ｃ８８ふたば ほんとは、ひとりだけがよかったの

かも。 

Ｔ７３はるな  自分だけがかわいがられたいから。 

Ｃ８９ゆず それもある。 

Ｔ８０ じゃあ赤ちゃんにたいしてはピーターは

どう思ってる？ 

Ｃ９０ うまれてきてほしくなかった。 

Ｔ８１ そこまでおもってるかな。 

こんなピーターがやで。 

Ｃ８８ふたば ほんとはピンクにぬってほしくない

のに。 

 

４／５ 

「おとうさん、あのちっちゃないす、ス 
ージーのために、ピンクにぬろうよ。」 
と言ったおかしさ 

 

T82 なのに「ぬろうや」なんて言ってるよね。ど

うしちゃったの？ 

Ｃ８９いつき すわれなかったからぁ 

Ｔ８３ ちょっと待って。この言葉、考えてみよ。

読んでみて。 

Ｃ９０ 「おとうさん、あのちっちゃないす、スー

ジーのために、ピンクにぬろうよ。」 

Ｔ８４ これ、分からない言葉ない？ 

Ｃ８９いつき ピンクにぬろう。 

Ｃ９０ ちっちゃな？ 

T８５ これ、わからん？じゃあ分けてみようか。 

Ｃ９１ おとうさん、あの、ちっちゃな、いす、ス

ージーの、ために、ピンクに、ぬろうよ。 

Ｃ９２ よ。 

Ｔ８６ うん、そうそう。よ。 

Ｃ９３ 「おとうさん」分かるね、これは。「あの」

は？ 

Ｃ９４いつき ちっちゃないすのこと。 

                   

Ｔ８７ どれのこと。 

Ｃ９５ ピーターのちっちゃいときにすわったい

す。 

Ｔ８８ これでいい？「ちっちゃな」は？ 

Ｃ９１ 小さい。 

Ｃ９２ゆず 自分には小さい。 

T８９ 今ゆずさんが「自分には小さい」って言っ

たの聞こえた？その言葉覚えといてね。

「いす」はわかるね？ 

Ｃ９３ふたば 小さいときに 

T９０ 「ちっちゃな」は、「ちいさいとき」ていう

意味？ 

Ｃ９４ ちがう。 

Ｔ９１ いすのことを「ちいさい」って言ってるん

だよね。いすの大きさを言ってるよね。 

    「スージーの」 

Ｃ９５ 妹 



Ｔ９２ 「ために」って何？ 

Ｃ９６いつき 妹のためになんかを作ってあげると

か。 

Ｔ９３ その人のためにということ。「ピンクに」 

「ぬろう」 

Ｃ９７はるな 「ぬる」じゃないんだ。 

Ｔ９４ ぬるってことだね。じゃあ「よ」って何や。 

Ｃ９８ゆず だれかといっしょにぬるってこと。 

Ｃ９９ おとうさんといっしょに。 

Ｃ１００ 「何かたべようよ。」とか。 

Ｔ９５ 人といっしょに、ていう「よ」？ 

Ｃ１０１ うん。 

Ｔ９６ じゃあ、これはちょっとおいとくな。 

    このピーターの言葉のなかに、普通なら入 

れなくてもいいっていう言葉があるんや 

けどなあ。 

Ｃ１０２ 「よ」？ 

Ｔ９７ 「ピンクにぬろう。」でもいいのにあるよね。 

Ｃ１０３ 「ちっちゃな」 

Ｃ１０４ 「スージーのために」 

Ｔ９８ どう？「スージーのために」 

Ｃ１０５ふたば だれのためにぬるのかわかんない 

からいってるのかなぁ。 

Ｔ９９ ぼくはスージーのためにぬろうと思って 

るんだよっていうために、わざわざこれを 

入れたん。 

Ｃ１０５ふたば 「スージーのために」がなかったら、

おとうさんに全然伝わらないと思う。 

Ｔ１００ なんでぼくがピンクにぬろうっていっ

たのかが伝わらない。 

Ｃ１０６ 「あの」？ 

Ｃ１０７ どのいす？ってなる。 

Ｔ１０１ もっとあるよ。 

Ｃ１０８ えぇっ。「ピンク」 

Ｃ１０９ ピンクはいると思う。 

Ｃ１１０ 「おとうさん」 

Ｃ１１１ふたば だったら、誰にさ、言ったら、、 

Ｃ１１２陽一郎 でもなんか、肩たたいてもわかる 

気がするよ。 

Ｔ１０２ おとうさん、遠くにいるの？ 

Ｃ１１３ 近い。近いから。 

Ｔ１０３ なんで近いってわかるの？ 

Ｃ１１４ 「おとうさんがそばにすわった。」って書 

いてある。 

５／５ 

Ｔ１０４ 何番？ 

Ｃ１１５ 21番。 

Ｔ１０５ だれのそばっていうこと？ 

Ｃ１１６ ピーターの。 

Ｔ１０６ そばにいるんや。たとえば私から言って、 

陽一郎さんはわたしのそばにいる？ 

Ｃ１１７ いない。 

Ｔ１０７ かいりさん、わたしのそばにいる？ 

Ｃ１１８ いない。 

Ｔ１０８ じゃあ、こうさん、わたしのそばにい

る？ 

Ｃ１１９ うん、いる。 

Ｔ１０９ これでそばか？ 

Ｃ１２０ ちがう。 

Ｔ１１０ じゃあ、そばび近づいたら言ってよ。 

Ｃ１２１ 、、、そば。 

T１１１ このくらいだったら、「そば」って言うよ

ね。 

Ｃ１２２陽一郎 とどく。 

T１１２ なのに、「おとうさん」ってわざわざ言っ

てるよね。 

Ｃ１１１ふたば でも、だれかがいるから、、 

                   

Ｃ１１２はるな でも、だれに言ってるのかわから

ない。 

T１１３ 「あのいす、ピンクにぬろう。」ほら、こ 

れでわかるやん。だけど、わざわざ「お 

とうさん」って言ってるのよ、ピーター 

は。 

Ｃ１１３ふたば なんでピーターは、そんなにいら

ないこと言ってるのかなぁ。 

T１１４ そうだねぇ。今までのピーターとは全然 

違うこと言ってるし。じゃあ、なんでこん 

な気持ちになったのかを、これから考えて 

いこね。 

 

 

 


