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はじめに

１０年前、ぐんま昆虫の森に、当時園長であられた矢島稔氏の講座を聴きに出かけた。

講座のあと、園長室で矢島氏と直接話をすることができた。矢島氏は「今年の夏は昆虫が

少ないですよね」と切り出した。そして「『自然のかくし絵』に掲載した写真は、どれも

見付けたとき感動したけど、中でもエダシャクの幼虫を見付けたときは、その色と言い、

とげと言い、あまりにもそっくりで、まあ驚きましたね」「ドロバチってね、穴を掘って

そこに卵を産んで、その穴をふさいでかくしちゃうんだけど、そこから、何キロも離れた

ところでガの幼虫を見付けてきてね、自分の掘った穴にちゃあんともどってくるんですよ。

不思議ですよねえ」などと、うれしそうに話してくださった。そのときわたしは、矢島氏

がチョウが今夏少ないと話されたことについて深く考えなかった。

数日後、矢島氏がＮＨＫラジオの「夏休み子ども科学電話相談」で同じことを話された。

そして、翌日の中日新聞の夕刊に次のような内容が書かれてあった。｢昨日のラジオで昆

虫の先生が、『今年はなぜかあまりチョウを見かけません』と話していた。連日の猛暑の

せいとは断定はしない。科学的な態度といえよう」と。矢島氏はよく子どもたちに｢野外

に出かけて昆虫を見よう」と話してみえる。それは、子どもたちに、昆虫から学んでほし

いと願っているからだと、この記事から気付かされた。

｢昆虫から学ぶ」という視点で『自然のかくし絵』や、矢島氏の他の本を読むと、今、

目にする昆虫の保護色の巧みさは、鳥の目が作ってきたことが分かる。そして、昆虫の進

化の過程で、保護色の性能がより高度になり、今の昆虫の姿がある。昆虫が生きた４億年

もの歴史の中で、敵に囲まれ続けて生き残った昆虫は、わたしたち地球の宝なのかと思え

て仕方がない。

１ 主題設定の理由

（１）児童の実態

２年生の２月に「宮西達也の本」のブックトークをしたところ、子どもたちは、１か月

以上もの間、宮西達也の本に夢中になっていた。読書のきっかけを与えると、子どもたち

は、のめりこむことができる。

３年生になって、図工で校庭にあるパンジーの絵を描いていたとき、ツマグロヒョウモ

ンの幼虫が這っているのを見付けて「きゃあ、気持ち悪い」と、蹴って殺してしまう児童

がいた。それを見て、多くの児童が「気持ち悪い」と叫んだ。昆虫を見た目で判断し、殺

してもよいと思っている児童が多いことを感じた。『自然のかくし絵』の学習と並行して、
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昆虫を飼育したり、矢島氏と同じように「自然のかくし絵」を撮影したり、昆虫の本を読

んだりすることで、昆虫の色や形は、身を守るために役立っていることを知ってほしい。

国語の授業では、発言をする児童が半分ぐらいいるが、「～だと思います。理由は…と

書いてあるからです」と、教科書の言葉を引用して考えを述べることで満足している。言

葉からイメージを広げたり、言葉の奥にある筆者の意図を読み取ったりはしない。聞き手

もよく聞いていないのに「賛成」と答えてしまう。文中の言葉や発言している友達の言葉

と、体験や知識とを結び付けて想像を膨らませ、別の言葉に置き換えたり、例えを使った

りして話せるようになってほしい。

（２）教材『自然のかくし絵』と矢島氏の作品

教科書教材『自然のかくし絵』は、１冊の写真絵本を５ページに短くした説明的文章で

ある。コノハチョウ・トノサマバッタ・ゴマダラチョウの幼虫を例に出し、保護色が敵に

囲まれながら生き続けることに役立っていることを伝えている。矢島氏がこの３種類の昆

虫の保護色の巧みさに感動してることが読み取れる。

さらに、矢島氏の他の本を読むと、教科書に書かれてある矢島氏の言葉を裏付ける内容

を見付けることができる（資料１）。

原本『自然のかくし絵』

「野外で調べてみると、緑色の草むらにいるのは、ほとんどが緑色のバッタで…」

⇐わたしは、野外で４５０匹ものバッタを調べてみましたが、その結果、緑色の草

の上にいるのは、９４％ほどが緑色の個体、枯草や落ち葉の上では９５％ほどが

褐色の個体であることが分かりました。

「エノキの葉が黄色くなるにつれて、この虫の体の色も黄色にかわって」

⇐ゴマダラチョウの幼虫が葉を食べなくなると、生理的に不活発になり、体色が変わる。

「ずいぶん役立つ」⇐モンシロチョウは、１００個の卵を産んで、２匹しか成虫にならない。

「鳥やトカゲなどが色を見分ける力は人間と同じくらい」

⇐写真で示す色の違い（資料２）

『ドクトル・ムッシーの昆虫おもしろふしぎ探検記』

「生き続ける」⇐４億年も前から虫が生存していた。

「てきにかこまれながら生き続けるのにずいぶん役に立つ」

⇐ シジュウカラは、一年に１２万５千匹の虫を食べる。

「ほご色は、自然のかくし絵だということができる」

⇐カムフラージュは、昆虫を食べる鳥などのおかげで、長い間自然とできあがってきた。

⇐虫たちは何も言わないけれど、大切なことを教えてくれる。地球は人間だけのも

のじゃない。ムッシーは、このことを虫たちから教えてもらった。

資料２ 鳥の目の見分ける力

資料１教材を矢島氏の本から読む
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本を読むことが好きな子どもに、矢島氏の本や『自然のかくし絵』に関連した昆虫の本

２００冊を目にふれるように置き、昆虫の魅力を感じさせ、教材文に見られる矢島氏の感

動を探らせたい。また、本の中だけでなく、矢島氏が言うように実際に昆虫を見付けに野

外に出かけることで、体験からも矢島氏の感動を探らせたい。そうすることで、子どもた

ちが筆者の感動を自分の言葉で生き生きと伝えるだろうと思われる。

そこで、本主題を次のように設定する。

主題
筆者の感動を生き生きと伝える児童の育成

―３年国語『自然のかくし絵』体験と読書から―

『虫に出会えて良かった』

「ほご色は、自然のかくし絵だということができる」

⇐便利な環境は、自然をこわし、結果的に生き物たちを殺している。…そうならな

いためにも、生き物として大先輩で、生きる力の強い昆虫や小動物を自分の目で

確かめ、その生き方から何かを学ぼうとする態度が必要。

『樹液をめぐる昆虫たち』

「てきにかこまれながら生き続けるのにずいぶん役に立つ」

⇐オオムラサキが、卵から成虫になるのは、１．７％、モンシロチョウ、１．８％

結果から、それほど、自然界は「たべる・たべられる」というつながり（食物連

鎖）が強く、そのつながりから離れて生きることはできません。

ぐんま昆虫の森 第７回企画展『昆虫たちが生きた４億年』

「生き続ける」⇐どんな生物でも限られた地球環境の中で生物相互がかかわり合うことで生きて

いる。これは、地球に生きる生物の絶対的ルールかもしれない。

ぐんま昆虫の森 第３回企画展『かくれる虫さがし出す鳥』

「てきにかこまれながら生き続けるのにずいぶん役に立つ」

⇐シジュウカラの給餌回数【表とグラフ】

⇐蛾をめぐる食物連鎖の例【図】（資料３）

季刊「昆虫の森」『特集かくれる虫・さがしだす鳥２』

「鳥やとかげなどは、ちょっとした動作を見のがさないす

るどい目を持っている」

⇐鳥の視力は、にんげんよりはるかに優れていて、高い空の上から草原に動く体長

１０㎝ぐらいのネズミを間違いなく捕まえます。それは、ズーム式の目になって

いて、その対象を拡大して捉え、絶対に逃すことはないと推定されています。

資料３ 蛾をめぐる食物連鎖の例
季刊｢昆虫の森」より
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２ めざす子ども像

主題に迫るために次のような子どもの姿をめざす。

３ 研究の仮説

４ 研究の方法

○文中に書かれた筆者の感動を、体験したことや読んだ本と結び付けて読むことのおも

しろさを感じる子ども

○読み取ったことを生き生きと伝える子ども

筆者と同じ体験をさせたり筆者の本や昆虫の本を読ませたりしながら、筆者の感動を読

むことを課題に教材を読み合わせれば、文中の言葉を、体験と読書から生き生きと説明す

ることができるであろう。さらに、筆者が伝えたかったことを探る場を単元の終末に位置

付け、虫について感動したことを絵本に表現させれば、これまでの読みを結びつけて、自

分の思いを生き生きと伝えるであろう。

筆者と同じ体験をさせる

①単元に入る前に、昆虫の写真を撮りに行かせる。写真を撮った経験をもとに、題名『自

然のかくし絵』について話し合わせる。

②教材の読みの途中にも、昆虫の写真を撮りに行かせる。「自然のかくし絵」が撮れたと

きの感動を体感させる。

筆者の本や昆虫の本を読ませる

①『自然のかくし絵』の内容を具体的に表している『ドクトル・ムッシーの昆虫おもしろ

ふしぎ探検記』を完読賞対象のおすすめの本に指定して、年度始めから教室に常設する。

②矢島氏の本（資料１）を『自然のかくし絵』コーナーに置きいつでも読めるようにする。

③単元の始めにブックトークをし、昆虫の本に興味をもたせる。

④「すごい虫発見ノート」に、本を読んですごいと思った昆虫をメモさせて、保護色や擬

態などの虫を見付けた感動をメモさせる。

⑤教材を読み合うときにも、原本や別の本を使って説明してもよいことを伝えておく。

筆者が伝えたかったことを話し合う場を設定し、昆虫の絵本に表現させる

①「矢島さんの感動を探ろう」という課題で、教材を読み話し合わせる。毎時間、授業の

終末に吹き出しで、矢島氏の言葉を提示する。

②単元末に「矢島さんが伝えたかったことを探ろう」という課題で話し合わせる。

③「すごい虫発見ノート」と撮影した写真などを使って、虫について自分が感動したこと

を絵本に表現させる。
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５ 検証について

検証については、発言、ノート、すごい虫発見ノート、日記、矢島氏への手紙から行う。

児童Ａの姿を追って仮説を検証する。

児童Ａについて 児童Ａに願う姿

６ 単 元 構 想

単元名「矢島さんの感動を探ろう」

国語『自然のかくし絵』７時間、総合的な学習の時間１４時間、朝の読書タイム１５回

【手だて】

昆虫の写真を撮ろう（総合①②）
・２人に１台カメラをもたせて、河川敷や公園に出かけ
て昆虫の写真を撮らせる。

・撮った写真を印刷して、感想を伝え合わせる。

昆虫の本のブックトークを聞こう （総合③）
・「虫の本を読もう」ブックトークを聞かせる。

その際、矢島氏の本や矢島氏が名誉園長をしているぐ
んま昆虫の森の季刊誌も紹介する。

・矢島氏著『ドクトル・ムッシーの昆虫おもしろふしぎ
探検記』に矢島氏の願いが書かれてあることを伝える。

昆虫の本を読もう （朝の読書タイム１５回）
・ブックトラックに昆虫の本２００冊を用意する。
・廊下に「自然のかくし絵コーナー 」を設置し、『自然

のかくし絵』原本・ぐんま昆虫の森季刊誌を並べ、矢
島氏の言葉を飾る。

・「すごい虫発見ノート」に、読んだ本の中で感動した
虫についてメモさせる。

・『自然のかくし絵』で次の時間学習する昆虫の本を、
黒板に立てかけておき、目にとまるようにする。

本の写真をじっくり見よう
・『自然のかくし絵』に登場する昆虫の写真を拡大した
ものを授業で提示する。

もう一度、昆虫の写真を撮ろう（総合④⑤）
・再度河川敷や公園に出かけて、昆虫の写真を撮らせる。
・写真を印刷して、感想を話し合わせる。

国語
『自然のかくし絵』から矢島さんの感動を探ろう
【学習活動】

題名『自然のかくし絵』を読み取ろう①
・体験を思い出して題名を読み取る。
「自然の中でかくれている虫」
「バッタの写真を撮ったけど、写っていなかっ
た。写真の中で、虫がかくれちゃうこと」

矢島さんの感動を読み取ろう
・バッタやセミについて②

「いるはずなのにいない。ふと見失うことに感
動」

「それぐらいセミは木の幹にそっくりだという
こと」

・コノハチョウについて③
「羽の色や形だけでなく、とまりかたも葉っぱ
みたい」

「本に載っているコノハチョウの色はいろいろ
ある。葉っぱも、みんな同じじゃない」

・トノサマバッタについて④
「「えらんですんでいるようです」と書いてあ

るから、ほとんど自分の体のところにいる
ことに驚いている」

「原本には「すんでいるにちがいない」と書
いてある。ほとんどじゃなくて、全部」

・ゴマダラチョウの幼虫について⑤
「秋になるにつれて、体の色がかわるところ
に感動している」

「とまりかたにも感動している」
・鳥やトカゲの目について⑥

「ちょっとした動作を見のがさない目に感動」
矢島さんが伝えたかったことは何だろう
・まとめの段落について⑦

「てきにかこまれているのに絶滅せずに生き
続けていることに感動」

「生き続けるって、４億年前からって季刊誌
に書いてあった。そんなに生きていること
に感動している」

【手だて】
矢島さんのように感動した虫を絵本に表現しよう

(総合⑥～⑭）
・矢島氏と同じように感動したことを絵本に表現させ

る。
・友達の絵本の読み聞かせを聞いて、昆虫の命を見つめ

させる。

・体験や読書から筆者の感動を読み、読み取った
ことを生き生きと発言してほしい。

・虫に関心をもち、虫について感動したことを絵
本に生き生きと表現してほしい。

・国語が嫌いである。算数では発言をするが、

国語で発言をしない。ノートに自分の読み

を書くことが苦手である。

・昆虫にあまり興味がない。
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７ 授業の実際

（１）「自然のかくし絵」を探ろうとする子どもたち

① いたはずなのにいない

本校は、刈谷駅から数百メートル南に位置す

る。駅の南は、総合文化センターがあり、高層

マンションが次々と建設されている。しかし、

学校のすぐ南には、下り松川が流れており、そ

の周辺は田が広がっている。

単元に入る前の５月半ば「生き物の写真を撮りに出かけよう」

と伝えた。子どもたちは、２人に１台カメラを持ち、生き物を探

しながら堤防を歩いた（資料４）。草が生い茂る中にバッタを見

付けると｢あっ、見付けた」と言ってシャッターを切った。しかし、

再生してみて「あれ、写っていない。絶対いたのに」と言う声が

あちこちから聞こえてきた。また、ガをくわえた鳥を撮影して「な

んで、鳥は虫を見付けられるのだろう」と疑問に思ったり、｢カエ

ルって、田んぼと同じ色をしている。すぐに見失う」と、カエル

の色に目を向けたりした（資料５）。

自然にいる生き物の写真を撮らせたことで、子どもたちは、昆

虫を見付けることの難しさを知ると同時に、写真に昆虫がかくれ

てしまうことや、カエルの体の色が保護色であること、鳥の目のよさなどを発見すること

ができた。

② 題名『自然のかくし絵』は、いるのにいない写真

題材を読む前に『自然のかくし絵』原本を数ページ見せて、題名読みをすることにした。

子どもたちは、堤防や田で撮影した経験から「自然のかくし絵」の意味を発言していった。

児童Ａは、Ｓ１～Ｓ３の発言を聞いて「か

くれているように見えるだけでかくれて

いない。葉っぱとかの上にいるけど、色

が同じで見付けにくい」と発言した。「か

くれている」という言葉を「かくれてい

るように見えるだけ」と、気付いた。ま

資 料 ４ 写 真 撮 影 の 様 子

資料５子どもたちが撮った写真

資料６「自然のかくし絵」題名読みの板書
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た、スズメを撮影した経験か

ら、鳥の目と虫の保護色の関

係に気付き始めた児童もいた

（資料６・７）。

写真撮影をした経験は、題

名の意味を探る手がかりとな

り、この後、本文の「鳥の目

と保護色について」を読む視

点作りにもなった。

（２）本に掲載されている昆虫に感動する子どもたち

学校の本と、中央図書館から借りた本２００冊を用意し、

その中から、「自然の中でかくれる虫たち」に関連する本を

選んでブックトークを行った（資料８）。子どもたちは、木

の葉や木の幹にかくれる虫たちを一生懸命探し、見付ける

と「いた」と叫んだ。ハナカマキリを紹介すると「花になり

きって昆虫をだますんだ」と驚いたり、ガの羽の模様と木の

模様がそっくりな写真を見て「これなら、絶対、鳥に見付か

らない」と色だけでなく模様まで同じことに感心していた。

また矢島稔氏が書いた『ドクトル・ムッシーの昆虫おもし

ろふしぎ探検記』や、『虫に出会えて良かった』、『樹液をめ

ぐる昆虫たち』、ぐんま昆虫の森・第７回企画展『昆虫たち

が生きた４億年』、第３回企画展『かくれる

虫さがし出す鳥』も紹介し、矢島氏の本やぐ

んま昆虫の森の季刊誌を読むと『自然のかく

し絵』を読むヒントになることを伝えた。

いつでも読めるように、昆虫の本は、ブッ

クトラックに入れて廊下に置いた（資料９）。

矢島氏の本やぐんま昆虫の森季刊誌は、本や

新聞に掲載されていた矢島氏のメッセージと

ともに「自然のかくし絵コーナー」に並べた（資料１０）。子どもたちは、放課になると

原本を見せてから
Ｔ：矢島稔さんは、虫の写真絵本のタイトルを『自然のかくし絵』

としました。本文を読む前に「自然のかくし絵」は、どうい
う意味か想像しよう

Ｓ１：自然の中でかくれている虫のこと。
Ｓ２：カエルは、田んぼの色と同じだった。田んぼから、上がっ

てきたときは、土と間違えそうだった。そのとき撮った写
真が「自然のかくし絵」。

Ｓ３：バッタも草とにている色をしていた。かくれる場所と、に
ている色をした虫を撮った写真のこと。

児童Ａ：かくれているように見えるだけでかくれていない。葉っ
ぱとかの上にいるけど、色が同じで見付けにくい。

Ｓ４：分かった。「かくし絵」というか「だまし絵」みたいにか
くれている昆虫。

Ｓ５：色が同じということは、それで敵から身を守っている。
Ｓ６：わたしたちは、なかなか虫を見付けられなかったけど、ス

ズメは見付けていた。かくし絵になっているけど、鳥は見
付けられる。

Ｓ７：鳥は、目がいいのかも。でも、虫も風景にまぎれている。

資料７ 授業記録 写真撮影の経験をもとに発言

資料８ ブックトークの様子

資料９ 昆虫の本２００冊

資料１０ 自然のかくし絵コーナー 廊下に設置
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「自然のかくし絵コーナー」やブック

トラックの前で立ち止まり、本をめく

っていた。また「鳥の卵もかくし絵に

なっているよ」と写真を印刷して持っ

てきた児童がいたので、その写真をか

くし絵コーナーの隣に掲示すると、児

童Ａも、庭で撮影したガとバッタが風

景にかくれている写真を持ってきた。

児童Ａは「どこに虫がかくれているか

探してほしい」と、写真の下にさらに

もう一枚同じ写真をつけて、ガとバッ

タを赤で囲ってきた（資料１１）。

「これから、矢島さんの感動を本文

から探っていくよ。そのために、みん

なも感動した虫を『すごい虫発見ノー

ト』にメモしよう」と、読んだ本の中

で感動した虫について、メモするよう

にノートをわたした。このノートは、

１枚に３つの昆虫についてメモできる

ようにし、１枚終えると２枚目を貼っ

ていけるようにしたもので、朝の読書タイムで、昆虫の本を読んでメモするように伝えた。

児童Ａは、はじめは、カやカマキリの生態に驚いてメモしていたが、学習を進めていく

うちに、トンボが獲物を見付けるために後ろまで見える目になっていることや、すばやく

カマを動かして獲物を捕まえるカマキリの狩りの仕方についてメモするようになった（資

料１２）。

最終的に、児童Ａは、９枚、２７種類の昆虫についてメモした。中には、２３枚、６９

種類の昆虫についてメモした児童もいた。読書タイムには、何枚目とつぶやきながら、友

達と競いながらノートにメモする姿が見られた。放課になると子どもたちは、本を持ち寄

って、「コノハムシすごい。形も色も模様も葉っぱと同じ」「アゲハの幼虫は、鳥の糞に

化けている」と、見付けて感動したことを伝え合っていた。

資料１１

子どもたちが撮影し

てきた写真

左端の写真が児童Ａ

が撮影した写真

資料１２ 児童Ａの読書ノート抜粋
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ブックトーク、自然のかくし絵コーナー、「すごい虫発見ノート」は、子どもたちに虫

に興味をもたせるのに大変有効であった。

（３）矢島氏の感動を探る子どもたち

教科書教材『自然のかくし絵』序論は、セミとバッタを例に出して保護色を説明してい

る。本論は、コノハチョウ、トノサマバッタ、ゴマダラチョウの幼虫の３種類が掲載され

ている。矢島氏は、数え切れないほどの昆虫を撮影しているのに、なぜ、この３種類が教

科書に掲載されているのか、子どもたちから疑問の声が上がった。なぜこの３種類かを予

想させると「きっと、矢島さんが一番感動した３種類」「矢島さんにとって特別な昆虫」

と返ってきた。そこで、３種類の昆虫について、矢島氏の感動を探ることにした。子ども

たちに、ブックトラックにある本からも矢島氏の感動を探ってよいことを伝えておいた。

① コノハチョウは、枯れ葉と見分けがつかない

「コノハチョウについて、矢島さんの感動を探ろう」と課題を提示して、７分間、教科

書の文と写真をじっくりと見てノートにメモさせ、その後２５分間話し合う時間を設けた。

話し合いの支

援として、教科

書に掲載されて

いるコノハチョ

ウの羽を広げた

写真、木の枝と

コノハチョウを

画用紙で作製し

たもの、ＯＨＣ、

昆虫の本が入ったブックトラックを準備した。

話し合いでは、「文中の「かれ葉のような色」の「ような」から、色だけでなく模様も

そっくりだと伝えている」、「葉のぱりぱり感とチョウのぱりぱり感が似ていることに感

動している。「そっくり」と書いてあるから」など、矢島氏がチョウの羽に感動したこと

を、言葉で表現していることに気付いていった。突然、ある児童が「「木の枝にとまって

いると、枝にのこったかれ葉と見分けがつきません」は、とまり方が枯れ葉の付き方と同

じ」と言って、前に出てきた。そして、画用紙のコノハチョウを操作しながら「あしが木

の枝に付くと、羽の先端が木の枝にくっつくように見える」と話した。他の子どもたちは、

資料１３ 「矢島さんの感動を探ろう コノハチョウ」 板書
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教科書の写真を見つめて「本当だ。すごい」と叫んだ。その後、児童Ａは「矢島さんは、

きっと葉っぱと間違えて通り過ぎたと思う。それぐらいそっくりだから感動している」と、

発言した（資料１３）。

すると、ある児童が「本当に通り過ぎるか、

ほかのコノハチョウも見てみたい」とつぶやき

ながら、ブックトラックから本『コノハチョウ』

を開いて持ってきた。１ページに６通りのコノ

ハチョウが載っているそのページをテレビに映

すと、「枯れ葉もいろいろあるけど、コノハチ

ョウもいろいろある。そこが枯れ葉と同じことに矢島さんは、感動したんだ」と、子ども

たちからため息が漏れた（資料１４）。

話し合い後、以前、電話で矢島氏が話してみえた「午前中は、鮮やかな色で飛んでいる

から、何だ、簡単に見付かるんだと思って、昼過ぎに同じ場所に来たら、いなくなっちゃ

ったんだよね。枯れ葉に化けちゃったんだよね」を吹き出しに書いたものを掲示すると（資

料１３）、児童Ａは「やっぱり、通り過ぎちゃうんだ」と、自分が発言したことと矢島氏

の感動が一致したことに喜んだ。

本を読ませて、別の本から教材を読み取る方法を子どもたちに伝えたことで、教科書に

掲載されている１匹のコノハチョウだけでは想像できない筆者の感動を、想像させること

ができた。

② トノサマバッタは、えらんですんでいるにちがいない

トノサマバッタの段落では、緑色のものと褐色のものの写真が掲載されている。そして

資料１４

本『コノハチョウ』をテレビに映す

資料１５ 「矢島さんの感動を探ろう トノサマバッタ」板書
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「自分の体がほご色になるような場所をえ

らんですんでいるようです」と書かれてい

る。そこで「えらんですんでいるようです」

にこだわらせたいと思い、掲載されている

写真と、トノサマバッタだけを切り取った

ものを用意した（資料１５）。

話し合いで、子どもたちは、切り取った

バッタの写真を操作しながら草と同じ向き

にいることに気付いた。その発言から、写

真撮影の際に見付けたバッタの向きもそう

なっていることを思い出し「そういえば、

前堤防で撮ったときも、バッタが草に捕ま

るようにとまっていた。そうすると、バッ

タの向きと草が同じで、草に変身したみた

いだった」と発言した。

また、「ほとんど」は、どれくらいか聞

いたところ、一人の児童が、原本を開いて

「えらんでいるにちがいない」と書いてあ

ることを見付けて発言した。すると児童Ａ

は「矢島さんは、全部と言いたかった」と

発言し、さらに実際に矢島氏が４５０匹調

べて述べていることをを知り、他の児童が

見たバッタも体と同じ色の所にいた経験を聞

くことで「矢島さん、めちゃくちゃ感動した

と思う」と、発言した（資料１５・１６）。

体験と原本から、矢島氏の感動を想像させる

ことができたと言える。

児童Ａは、授業感想に「かくれていないの

が１００％中５％であることに驚いた」と書

いた（資料１７）。

Ｔ：トノサマバッタの段落で矢島さんの感動を探
ろう

Ｓ１：（黒板のバッタの写真を操作して）
褐色のバッタは、枯れ草と同じ向きにとま
っていて枯れ草になりきっている。

Ｓ２：そういえば、前堤防で撮ったときも、バッ
タが草に捕まるようにとまっていた。そう
すると、バッタの向きと草の向きが同じで、
草に変身したみたいだった。

Ｓ３：緑色のトノサマバッタは、体が地面と同じ
色で顔が緑のカタバミと同じ色で形も似て
いる。この写真を撮ったとき矢島さんは感
動した。

Ｓ４：その体と同じ色の場所を「えらんですんで
いるようです」だから、矢島さんはふしぎ
に思っている。

Ｓ５：「野外で調べてみると」って書いてある。
調べてみたんだと思う。

Ｓ６：分かった。調べたら、ほとんどが体の色と
同じ色にいたんだ。（黒板のバッタの写真
を操作しながら）だって、逆にいたら、鳥
に簡単に見付かってしまう。

全員：本当だ。すぐにばれる。
Ｔ：「ほとんど」ってＳ５が言ったけど矢島さん

は、野外で何匹ぐらい調べてみたのだろう。
Ｓ１：原本を見れば分かるかも。（原本を開いて）

あっ「えらんでいるにちがいない」って書
いてある。

児童Ａ：ということは、１００パーセントってこ
とだ。矢島さんは全部って言いたかった。

Ｓ７：原本の解説も見てみて。
Ｓ１：「４５０匹調べた」って書いてある。

緑のバッタが９４パーセントで、褐色のバ
ッタが９５パーセント体と同じ色の場所に
いたらしい。

Ｓ８：堤防で見た褐色のバッタも、枯れ草の上に
いた。

Ｓ９：ぼくが見たのは緑色のバッタで、草から草
に跳びうつっていた。地面は茶色だけどそ
こにはとびうつらなかった。

Ｓ 10：前、パンジーのプランターにトノサマバッ
タがいたけれど、１０センチぐらいあった
のに、全然分からなかった。大きいから、
ちゃんとかくれないと、見付かっちゃうと
思う。

Ｔ（「４５０匹中、１８匹ぐらいが別の所にいま
した。そこに行きなさいって命令が頭の中に
働いているのかなあ。間違えたら、食べられ
ちゃうしね」と書いた吹き出しを貼る）

児童Ａ：矢島さん、調べてみてめちゃくちゃ感動
したと思う。

資料１６ 授業記録体験と『自然のかくし絵』原本から読み取る

資料１７ 児童Ａの授業感想
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③ ゴマダラチョウの幼虫は、色が変わる

子どもたちは、ゴマダラチョウの幼虫と同じように、冬が近づくにつれて色が変わるコ

ムラサキの幼虫やオオムラサキの幼虫を、ぐんま昆虫の森季刊誌や本で見付けていた（資

料１８）。枯れた葉そっくりの色になることに驚き、「すごい虫発見ノート」にその驚き

を書いていた。

教科書には、黄緑色と黄色の２種類の幼虫が掲載されているが、原本には、２種類の幼

虫が１本のエノキの枝にとまっている全体像も大きく掲載されている。そこで、その全体

像を、矢島氏が実際に見た枝と同じぐらいの大きさに拡大して黒板に貼った（資料１９）。

児童Ａは、文中にある「エノキの葉が黄色くなるにつれて、この虫の体の色も、だんだ

ん黄色にかわっていきます」を拡大写真の前に立って「矢島さんは、同じ木に２色の幼虫

がいてびっくりしたと思う。しかも、葉の色と同じ色の所にいる」と発言した。また、茶

色くなったコムラサキやオオムラサキの写真を見付けた児童らの発言で、子どもたちはゴ

マダラチョウの幼虫の冬の色を予想し始めた。ゴマダラチョウの幼虫が変化していく写真

を順に見せると、一斉に「わあ、お見事。矢島さんは、ゴマダラチョウの幼虫の保護色が

一番すごいと思っている」と、声を上げた（資料２０）。

資料１８ 季刊誌・本を見る子どもたち

資料１９ 「矢島さんの感動を探ろう」ゴマダラチョウの幼虫



- 13 -

原本の解説に「ゴマダラチョウの幼虫が葉を食べなくなると、生理的に不活発になり、

体色が変わる」と書かれてある(資料１）。よく分からなかったので矢島氏に尋ねたとこ

ろ「ゴマダラチョウの幼虫は、寒くなると葉を食べなくなり、食べなくなると体が黄葉

する。それは、エノキの葉の黄葉と偶然同じ」

と教えてくださった。そのことを吹き出しにし

て黒板に貼ると、児童Ａは「矢島さんすごい」

と驚きの声を上げ、授業感想に「矢島さんはいろ

いろのことを考えていてすごいと思う」と書いた

（資料２１）。

（４）「矢島さんの感動が分かった」と叫ぶ子どもたち

３種類の昆虫の保護色について矢島氏の感動を探った後

で、もう一度、堤防や公園に出向き、昆虫の保護色を撮影

することにした。５月も下旬になり、昆虫の種類が増えて

いた。トンボの写真を撮り「トンボも草に見える」とつぶ

やいたり、桜にとまったガが消えたことに「枝に変身した」

と驚いたりした（資料２２）。その帰り道、学校の柵の下

を歩いていると、１人の児童が「うわあ」と叫んだ。しか

Ｔ：ゴマダラチョウの幼虫の段落で矢島さんの感動を探ろう

Ｓ１：ゴマダラチョウの幼虫は、葉が黄色くなるにつれて、体の色がだんだん黄色になっていくと

ころに、矢島さんは感動している。

Ｓ２：幼虫が葉のくぼみにとまっていて、遠くから見ると、葉に幼虫がいるとは思えない。

児童Ａ：（拡大写真の前に立って）矢島さんは、エノキの前を通ったとき、通り過ぎたと思う。そ

の後よく見たら、同じ木に２色の幼虫がいて、びっくりしたと思う。しかも、葉の色と同

じ色の所にいる。

Ｓ３：そのとき、そんな保護色があるんだと不思議に思って感動した。

Ｓ４：黄葉は、 1 本の木の葉が同じスピードで黄色くなるのでなくて、ばらばらに黄色くなる。そ

の黄葉に合わせて、幼虫の体の色も黄色くなる。それが「つれて…だんだん」だと思う。

Ｔ：じゃあ、黄色くなった後、幼虫はどうなると思う？

Ｓ５：コムラサキの幼虫とゴマダラチョウの幼虫は、見た感じよく似ているんだけれど、昆虫の森

の季刊誌に、茶色くなったコムラサキの幼虫が載っていた。

Ｓ６：オオムラサキも茶色だった。

全員：じゃあ、ゴマダラチョウも茶色くなるのかなあ。

Ｔ：（ゴマダラチョウの幼虫が変化していく写真を３枚貼る）（資料１９左上）

全員：わあ、お見事。矢島さんは、ゴマダラチョウの幼虫の保護色が一番すごいと思っている。

Ｔ：（「ゴマダラチョウの幼虫は寒くなって食べなくなると体が黄葉するんだよ。それが偶然、エノ

キの黄葉と同じなんだよ」と書いた吹き出しを貼る）

児童Ａ：矢島さんすごい。 資料２０ 授業記録 原本拡大写真と季刊誌・本から探る

資料２１ 児童Ａの授業感想

資料２２ 児童が撮影した、堤防で見付

けたトンボ（上）と公園の桜

にとまったガ（下）
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し、ほかのだれもが「どこ？」「どこ？」

とすぐそばにいるのに見付け

られずにいた。見付けた児童

が交尾しているクチバスズメ

を指さすと、興奮して「すご

い。矢島さんの感動が分かっ

た」と口々に叫び、シャッターを切った。「２匹で２０センチぐらいあるのに分からない

なんて」「全然、動かない」と、興奮が収まらない様子だった（資料２３）。

（５）鳥の目から矢島氏の感動を探る子どもたち

子どもたちは、原本から鳥が色を見

分ける力を想像し、ぐんま昆虫の森季

刊誌から鳥の目のするどさを読み解い

ていった（資料２４）。Ｓ５は「すご

い虫発見ノート」に鳥の目がズーム式

になっていることをメモしていた。話

し合いでは、児童Ａは、Ｓ５の発言を

聞いて、前日見たクチバスズメの様子

を思い出

して発言

した（資

料２５）。

資料２３ 「矢島さんの感動が分かった」とクチバスズメを撮影

資料２４ 「矢島さんの感動を探ろう」

鳥やトカゲの目について

Ｔ：鳥やトカゲの目と保護色について矢島さんの感動
を探ろう

Ｓ１：昆虫が動かなければ、保護色は役立つことに感
動している。

Ｓ２：「鳥やトカゲが色を見分ける力は、人間と同じ
くらい」とある。原本に載っていたんだけれど、
（資料２４左下）同じ緑でも色はたくさんある。
鳥も自分と同じくらい見分けられるから、全く
同じ緑でないと食べられちゃう。

Ｓ４：それに「ちょっとした動作を見逃さないするど
い目を持っている」と書いてある。

Ｓ５：ぐんま昆虫の森季刊誌に書いてあった。鳥の目
は、ズーム式になっていて、遠くの獲物が拡大
して見えるんだって。それがするどいってこと。

Ｓ６：じゃあ、１ミリでも動いたら見付かっちゃう。
Ｓ７：矢島さんの『樹液をめぐる昆虫たち』に、オオ

ムラサキが卵から成虫になるのは１．７％って
書いてあった。

Ｓ８：矢島さんの本じゃないんだけれど、虫たちが鳥
に食べられない確率は、３％って書いてあった。

児童Ａ：動かなければ、３％食べられないんだ。クチ
バスズメは、交尾のとき全く動かなかった。

Ｔ：（「鳥の目の視力ははるかにすぐれていて、獲物
を拡大して見ることができるんだよね。それに、
スミレ色から赤色まで虹の七色も見分けられるん
だ。それなのに見付からないで生き残るんだねえ」
と書いた吹き出しを貼る）

資料２５ 授業記録 矢島氏の本や別の本から感動を探る資料２６ 児童Ａの授業感想
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そして、「とくに、鳥は(目を）ズームしてさがせるのに虫は見付からないときがあるか

ら虫は頭がよくてすごい」と、感想に書いた（資料２６）。

（６）矢島氏が伝えたかったことを探る子どもたち

最後の段落「このように、ほご色はどんな場合でも役立つとはかぎりませんが、てきに

かこまれながらこん虫が生き続けるのにずいぶん役立っているのです。ほご色は、自然の

かくし絵だということができるのです」は、矢島氏が読者へ向けたメッセージだと読み取

れる。話し合いの前に各自の「すごい虫発見ノート」に目を通させるとともに、おすすめ

の本である『ドクトル・ムッシーの昆虫おもしろふしぎ探検記』を２人に１冊用意して、

読む時間を与えた。話し合いでは、たった２つの文を矢島氏の本と写真撮影の体験から読

み取り、矢島氏が伝えたかったことを探っていった（資料２７）。

児童Ａは、Ｓ５の発言から、ぐんま昆虫の森『昆虫たちが生きた４億年』で知り得た「鳥

の目が保護色を作ってきた」ことを発言した。そして、児童ＡとＳ６の発言から他の児童

は「保護色は昆虫だけでなく、他の生き物が生き続けるのにも役立っていること」にも気

付くことができた（資料２７）。話し合いの後に書いた児童Ａの矢島氏への手紙には、鳥

の目のよさと、昆虫にはそれでも見分けられない力があること、楽しい授業ができて矢島

氏に感謝していることが書かれてあった（資料２８）。

また、児童Ａの日記には、「奇跡みたいな写真が撮れて感動し、これからも矢島さんに

Ｔ：最後の段落から、矢島さんが伝えたかったことを探ろう

Ｓ１：昆虫の周りは敵だらけ。季刊誌にシジュウカラの給餌の数が書いて

あった。およそ１０００匹の昆虫を親は子に与えている。

Ｓ２：『昆虫おもしろふしぎ探検記』にも「シジュウカラが、１年で１２万

５千匹の昆虫を食べる」って書いてあった。

児童Ａ：だったら、１日に３８０匹ぐらい食べているってこと。鳥たちも

生きるために必死なんだ。

Ｓ３：「ずいぶん役に立つ」っていうのは、そんなに食べられているのに役立つっていうこと。

Ｓ４：それなのに、昆虫がいなくならないから、保護色はすごいって、矢島さんは伝えたい。

Ｔ：「こん虫が生き続ける」ってどういうことだと思う？

Ｓ５：（ぐんま昆虫の森『昆虫たちが生きた４億年』を持ってきて）

この本に、昆虫は、４億年前から生きているって書いてあった。それぐらい長い間、生き続

けること。

児童Ａ：「その本に鳥の目が保護色を作ってきた」と書いてあった。

鳥が目立つ虫を食べちゃって、生き残ったのが保護色のすごい虫って

こと。２％生き残るからちょうどいい。

Ｓ６：（季刊誌（資料３食物連鎖の例）を提示して）自然界は、食べるものと

食べられるものがいて命がつながっている。生き続けるは命のつながり。

Ｓ７：それじゃあ、保護色は、いろんな生き物の命が生き続けるのにも役立っ

ているってことかなあ。

Ｓ８：保護色は、鳥が作ったものだけど、昆虫が生き続けるために役立ってい

て、昆虫が生き続けているから鳥や人間が生きているんだ。

多数：保護色が地球を守っているのかも。
資料２７ 授業記録 矢島氏の本から伝えたかったことを探る

季刊誌

に書いあった

んだけど
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負けずに感動する写真を撮りたくなったこと」「いっぱい発言

して、多いときには４回発言したこと」「国語は苦手だったけ

ど、２番目に好きになったこと」が書かれていた（資料２９）。

（７）自分の感動を絵本に表す子どもたち(総合）

① 育ててみて、命の尊さに気付いた

４月にあんなに気持ち悪がっていたツマグロヒョウモ

ンの幼虫を子どもたちは、掌にのせてなでたり、餌を毎日換えて大切に育てたりするよう

になった。幼虫が蛹になったときには「わあ、きれい」と何度も眺める姿があった(資料

３０）。児童Ａは背中についた金と銀の色の違いに興味をもち「本で調べたら、金がメス

で、銀がオスだって」と友達に教えていた。チョウになったときには、しばらくの間、飼

育ケースに花を入れて飼っていたが、友達のチョウが死んでしまうと「逃がさなきゃ」と

言って、クラスのみんなが見守る中で、チョウを放した(資料３１）。

その他にも「ゴマダラカミキリは、

飼 育 ケ ー ス を 縦 に す る と い い ん だ っ

て。リンゴが好きみたい」とケースの

向きやエサを工夫したり、「アゲハの

１齢幼虫は、鳥の糞にそっくり」と、

驚いて持って来たり、成虫になったク

資
料
２
８

児
童
Ａ
の
矢
島
氏
へ
の
手
紙
と
ク
チ
バ
ス
ズ
メ
の
絵

資料２９ 児童Ａの日記 国語が好きになったことが分かる

資料３０ 教室で飼われたツマグロヒョウモンの蛹になる直前(左）と蛹(右）

資料３１

成虫になったツマグロヒョウモンを放す児童Ａ

資料３２ 子どもたちは、飼育に大忙し
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ロアゲハの羽がちぎれているのを見て、飛べるか心配したり、捕まえてきた幼虫の名前を

調べてエサの植物を探したりと、子どもたちは、放課も家に帰ってからも虫のことで大忙

しだった(資料３２）。

幼虫が蛹になるときや蛹が羽化するときに失敗して死んでしまったときには「矢島さん

が言っていたように、敵に食べられる以外にも死んでしまうことがあるんだ」と命のはか

なさを感じていた。飼育ケースを落としてしまって、蛹が羽化しなかった子どもは、自分

を責めて泣いていた。

② 手にのるくらいの小さな虫、じつは、すごい力をもっているんだよ

矢島さんから学んだこと、撮影・飼育の体験から見付けたことや感じたこと、読書で知

りえたことをもとに、「虫に感動したことを絵本にしてみんなに伝えよう」と、子どもた

ちに画用紙を渡した。

児童Ａは「バッタは、かくれるのも上手だけど、ジャンプがすごいんだよなあ」と、本

でバッタの跳ぶ距離を調べて、読書ノートにメモしていた。また、バッタやチョウを食べ

るカマキリの狩りについてのメモ(資料１２）を見ながら、「鳥やカマキリの目は鋭いけ

ど、虫はちゃんと２パーセント生き残るんだよなあ。」と話しながら絵本作りに励んだ。

作成した『バッタの絵本』には「バッタが敵から身を守るために、自分の体の５０倍も

の距離を跳ぶこと。じっとしていれば、敵に見付からずにかくれていられること。小さな

命だけど、実は、すごい力をもっている。虫の命を大切に」と、単元での学びとそこから

感じた思いが表れていた。文字を丁寧に書き、色も濃くはっきりと着色した。裏表紙には、

家の庭で撮影したガとバッタのかくし絵を貼り「わかるかな」と読者に問いかけた。長い

期間、虫にふれ、多くの本を読み、『自然のかくし絵』の筆者の感動を話し合ったから完

成した絵本だと感じた(資料３３）。
資料３３ 児童Ａが作った『バッタの絵本』
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③ 虫をばかにしちゃいけないよ

絵本ができ上がると、子どもたちは、友達に読み聞かせをして、

話の内容が相手に伝わるか、読み方はよいかの２つの点について、

アドバイスし合った。分かりにくいところは、言葉を補ったり、

文章を書き直したりした(資料３４）。

児童Ａは、１０ページのバッタの言葉「人間が（バッタがかく

れているのが）わからないのは…。とうぜんさ！」の「とうぜん

さ！」を強調したほうがよいと友達に言われ、吹き出しを黄色で

資料３４ 友達とアドバイスし合って校正する
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塗り、字を赤に書き換えた(資料３３）。

いよいよ、クラスの友達への読み聞かせ。８人グループ

で読み聞かせをすることにした。児童Ａは、丁寧に読み進

めた。読み終えると、大きな拍手をもらい、友達から「鳥

もヒナを育てるのに一生懸命だけど、バッタも食べられな

いために、跳んだりじっとしてかくれていたりしている。

小さな虫にもすごい力をもっていることに、児童Ａは、感

動していることが分かる」「児童Ａは、小さな虫のすごさ

に感動したから、表紙に『虫の命は大切に』って書いた。

ぼくも、虫をよく殺していたけど、児童Ａの話を聞いて、

殺しちゃだめだと思った」などの感想をもらった(資料３５）。

この後、グループの代表

が読み聞かせを行い、グル

ープで聞いて感じたことも

絡めて、「命」をテーマに

全体で話し合わせた。

子どもたちは「鳥やトカ

ゲ・魚・人・

虫みんな同じ

命 」「 魚 や 肉

とか、ちゃん

と残さず食べ

た い 」「 虫 に

も心があるの

ではないか」

などと活発な話し合いがなされた(資料３６）。

児童Ａは、ある代表の児童が読み聞かせした『かくれる虫だいしゅうごう』(資料３７）

を聞いて「虫は、生き残るのが１００匹中２匹と言うこと、生き残っても寿命が短いこと

が書いてあって、最後のページに、矢島さんも『小さい虫もばかにしちゃいけないよ』と

言っていると、書いてある。ぼくは『虫の命は大切に』って書いたけど、矢島さんは、ば

資料３５ 読み聞かせをする児童Ａ(上）

と聞く子どもたち(下）

資料３６ 虫の命を見つめよう

資料３７ ある児童の絵本『かくれる虫だいしゅうごう』
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かにしちゃいけないって言いたいのかなと思いました」と話した。児童Ａが、矢島氏が単

に虫の命を大切にしてほしいと言っているのではないことに気付いたことが分かる。２か

月以上、虫に浸り、矢島氏から虫の魅力を教わり、自分自身も絵本を作ったからこそ、児

童Ａは、一人の児童の絵本の言葉に寄り添うことができたのだと思った。

国語で筆者の感動を読み取り、その後、総合で絵本に表現してクラスで伝え合い、虫の

命を見つめさせたことは、再び、筆者の感動や考えを見つめることにつながることが分か

った。

８ 研究の成果と今後の課題

（１）成果

○筆者と同じ体験をさせる

筆者と同じように昆虫を撮影する機会を単元のはじめに位置づけたことで、子どもたち

は、題名『自然のかくし絵』を探ることができた。さらに、単元の後半に位置づけたこと

で、子どもたちは、クチバスズメを見付けたことに感動し「矢島さんの感動が分かった」

と叫んだ。矢島氏への手紙と日記にその感動が書かれてあった。児童Ａは、話し合いでク

チバスズメが動かなかったことから、昆虫が食べられない状況を想像することができた。

○筆者の本や昆虫の本を読ませる

昆虫の本を読むことで、児童Ａは、本で見付けた感動した虫を「すごい虫発見ノート」

９枚に書いた。また、筆者の本や『自然のかくし絵』原本で読み取ったことをもとに、子

どもたちは、本文の言葉を生き生きと説明しながら、矢島氏の感動を探っていった。最後

の段落「矢島さんが伝えたかったこと」の話し合いでは、児童Ａをはじめ、多くの子ども

が「生き続ける」「ずいぶん役立つ」の意味を読んだ本から説明した。話し合うことで、

保護色が生き物の生態に役立っていることまで捉えることができた。

児童Ａは、毎時間発言し、国語を好きになり、矢島氏に感謝の気持ちをもった。

○自分が感動したことを絵本に表現させる

児童Ａは、『バッタの絵本』に、単元での学びとそこから感じた思いを生き生きと表現

することができた。友達から拍手と感想をもらい、満足することができた。また、友達の

絵本の読み聞かせを聞くことで筆者が言いたかったことをもう一度見つめることができ

た。

以上のことから、筆者と同じ体験をさせることができ、関連した筆者の本や教材の原本、

筆者の言葉が掲載された冊子などを読ませることが可能な説明的文章は、体験と読書から、
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文中の言葉を読み深めることができることが証明された。そして、体験と読書で味わった

「感動」をテーマに本文を読み取らせて、話し合いの場を設定すれば、子どもたちは、生

き生きと伝えるようになることが分かった。

総合的な学習の時間においても、単元の学びを絵本に表現させることは、学びや感動を

生き生きと伝える手だてになることが分かった。さらに作った絵本を伝え合う場を設定す

ることは、自分と友達の考えや思いを比較しながらじっくりと聞き合い、考えを深める手

立てになることも分かった。

よって、本研究の手だては、有効であったといえる。

（２）今後の課題

児童Ａの「すごい虫発見ノート」に書かれた内容と『自然のかくし絵』の読みの関連が

分析できなかった。読書で感動した虫が、本文の読みにどのように生かされるか、今後研

究を進め、読書による国語力の効果を探っていきたい。

おわりに

８月、矢島氏の「ドクトルむっし

ーの昆虫おもしろ講座」を聴きに、

ぐんま昆虫の森に出向いた。講座で

は、カマキリの狩り、カマキリの産

卵、卵の中の写真などを次々と見せ

てくださった。カマキリの卵の中は、

クッションのようになっており、小

さなカマキリたちが交互に並んで育

っていくことを想像することができ

た(資料３８）。

講座が終わってから、子どもたち

の手紙を矢島氏に手渡した。矢島氏

は、「これからも、子どもたちに虫

とかかわらせてください」と笑顔で

受け取ってくださった。森の中では、

子どもたちが虫を捕まえて喜ぶ笑顔

であふれていた。

資料３８ 「ドクトルむっしーの昆虫おもしろ講座」に行って矢島さんに

手紙を渡したよ。子どもたちへの報告の掲示


	H29-3-2表紙・自然のかくし絵
	H29-3-3目次・自然のかくし絵ちゅうでん
	H29-3-4本文・自然のかくし絵ちゅうでん

