
  

 

 

 
 
１ 題材設定の趣旨 

  同和問題の具体的な内容をほとんど知らない児童が、差別のために奪われた文字を取り戻すために

識字学級に通う吉田一子さんの生活つづりかた「わたしのおかねなのに」を学ぶことによって、同和

問題の現実や、それを乗り越えてきた人間のたくましい生き方を知り、人間の生の言葉の重さをかみ

しめながら、同和問題をなくそうという心や、自分自身が抱えているさまざまな人権問題を乗り越え

ようとする意欲を育てる。 

 

２ 学習のねらい 

 (1)同和問題の具体的な現実や苦しみを乗り越えようとする人たちのたくましい生き方にふれ、自分自

身のこれからの生き方につなげて考えることができる。 

 (2)識字学級の意義と活動内容がわかる。 

 (3)自分自身を語ることの大切さやすばらしさに気づき、自分の生活を見直すことができる。 

 

３ 指導計画 

時 児童の活動 指導・助言 

 

１ 

 

 

 

２ 

 

 

 

○「わたしのおかねなのに」（一）（二） 

 を読み、話し合うことによって、吉田

さんが苦しい生活のため学校に行け

なかったことを知る。 

 

○（一、銀行での出来事の部分）を読みそれぞれの疑

問を出し合う。 

  ・銀行の人はどうして代わりに書いてくれなかった

のだろうか。 

  ・吉田さんはどうして字が書けなかったのだろう。 

○（二、生い立ちの部分）を読み、吉田さんが学校に

行けなかった理由を考え話し合う。 

○自分のおじいさんやおばあさんの小学校時代のお話

しを聴き、当時の生活の様子を知る。 

 

３ 

 

４ 

 

 

○「わたしのおかねなのに」（三・四）

を読んだり、字や数字の練習を実際に

することによって、識字学級に通う方

の努力について知り、自分の考えを深

める。 

○（三・四、その後の努力の部分）を読み、吉田さん

のその後の努力を知るとともに、識字学級で使われ

ている日常習字のテキストを使って練習し、識字 

学級についての理解を深めていく。 

・「手紙の宛名」や役場の「市税口座振替依頼書」を

書く練習をしよう。 

 

５ 

○「わたしのおかねなのに」を学習して

のまとめをし、自分の生き方につなげ

る。 

○（五、ふたたび銀行へ行く部分）を読み、自分の字

でお金を出すことができた吉田さんの心情を考え

る。 

○長野県における識字学級の活動について知る。 

○これまでの学習をふりかえり、これまでの経験やこ

れからの生き方を語り合う。 

４ 具体的な活動内容（実践事例）【第５時】 

 Ａ 題材名「わたしのおかねなのに」  

 Ｂ ねらい 

   吉田さんの銀行でのつらい体験や生い立ち、識字学級での学習活動を知った児童が、「わたしの

おかねなのに（五、ふたたび銀行へ）」を読んで、吉田さんの心情にふれ、感想を出し合うことに

よって、苦しみを乗り越えていった吉田さんのたくましさやすばらしさを知り、これからの自分の

あり方を考えることができる。 

 Ｃ 指導上の留意点 

「わたしのおかねなのに」 
－ 識字学級のつづりかたから学ぶ －（学級活動） 



  

    ・つづりかたに表されている叙述から、同和問題の実態を学ばせていくが、本時ではその実態が同

和問題であるというおさえをせず、以後の課題としていく。ただし、児童の気づきがあればそれ

を取り上げていく。 

    ・前時に扱った日常習字のプリントが識字学級で実際に使っておられたものであったことを伝えた

り、識字学級の方々が作られた作品にふれたりすることで、共に自分の抱えている人権問題をは

じめとするあらゆる人権問題をなくすために努力しようという意欲を育てたい。 

 

Ｄ 実践記録 

 児童の活動 指導・助言 

5 

 

・前時まで学習したことを振り返る。   

「吉田さんは自分の住所と名前を識字学

級で何度も練習されたんだったなあ。」 

 

「識字学級とは、貧しさの中で、義務教

育さえ受けることができず、文字を奪わ

れてきた人々を対象に作られた文字を習

う学級のことだったなあ。」 

 

「自分でも書いたけど難しかったなあ。」 

・「これまで勉強してきたことを思い出してみましょ

う。」 

・これまで学習したことが書かれている模造紙を見な

がらふり返らせる。 

・「識字学級について、わかったことを発表しましょ

う。」 

 

・吉田さん宛の封筒を自分で書いた感想を発表する。 

 

 

30 

・「ふたたび銀行へ」を読み、吉田さん

の心情について考え合う。         

「十万円と一緒に通帳が返ってきたとき

の喜びは、きっと生まれて一番の喜びだ

ったと思う。」           

「これまで識字学級のみんなとがんばっ

てきて良かったなあと思っているだろ

う。」 

・長野県の識字学級の現在の活動を知る。

「長野にもがんばっている方がいらっし

ゃるんだ」 

「きれいな作品だなあ」 

「ずいぶん時間がかかっただろうなあ」 

  

・これまでの学習を振り返り感想を書く。 

 

 

 

 

 

・長野県にも識字学級があることを伝え、造花の盆栽

や飾り等、識字学級の皆さんの作品を見せ、識字学

級の活動について説明をする。 

・「みんながこれまで学習してきて思ったことを学習

プリントに書いて下さい。」 

・人権問題を解決するために自分たちはどうありたい

か、自分の決意を書かせる。 
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・これからの自分のあり方を考え、発表

し合う。 

「識字学級のみなさんは、苦しいことに

負けず、立ち向かっている。私もがん

ばらなければいけない。」 

「吉田さんの努力に比べると自分はまだ

足りなかった。」 

「吉田さんを励ました方々のように自分

も人のために何かできる人になりた

い。」 

・「発表して下さい。」        

・自分の経験につなげて語らせたい。   

 

・最後に解放子ども会員の感想を紹介し、解放子ども

会と識字学級の取組や願いが同じであることに気づ

かせる指導も考えられる。 

 

（『同和問題学習展開案』（長野県教育委員会）より）



  

５ 資料 
『わたしのおかねなのに』 
                  吉田一子（六十八さい） 

（一） 
・きょねんの 四月二十日の あさ です。 
「きょうは ぎんこうへ いって、おかねを おろして
こなくては。」 
と、おもいました。 
 こうせいねんきんが 三万五千円 はいっている は
ずです。そこから 三万円だけ おろしたいと おもい
ました。 
・そこへ きんじょに すんでいる むすめの 順子が 
やってきました。これ さいわいと いつものように 
順子に たのみました。 
「きょう ぎんこうへ いくから、また かみに かい
て。」 
「なんぼ だすんや。」 
「三万円。」 
「もう、いつも あさばっかりに いうて。いそがしい
のに。」 
 おこりながらも、順子は かいて くれました。 
・それを もって、えきまえの ぎんこうにいきました。
まど口には わかい 女の人が すわって いました。 
「おねがい します。」 
と いって、かみと つうちょうを わたしました。す
ると、その女の人は ちょっと かみを みて、まえの
ほうを ゆびさし、 
「あそこに かみが ありますから、もういちど かい
て ください。」 
と、かみを かえして きました。きんがくの ところ
の ０が 二じゅうに なって いるから、おかねをだ
せないと いうのです。 
・わたしは あわてて、 
「わたし、字 よう かかん から、あんた ちょっと
かいて ちょうだい。」 
と、たのみました。けれども、女の人は、 
「だめ です。じぶんで かかなくては。」 
と いって、かいて くれません。 
・わたしはもう一ど、 
「わたし、字 しらんから、これ、むすめに かいて も
ろたんや。せやから、あんた、すまんけど かいて ち
ょうだい。」 
と、いっしょうけんめい たのみました。それでも、女
の人は、 
「だめ です。じぶんで、かかなくては。」 
と いう ばかりです。 
・わたしは、しかたがないと おもって、つうちょうを
ひったくって かえろうと しましたが、もうひとり 
女の人が いたので もう 一かい たのんで みまし
た。でも、その人も いうことは おなじ でした。 
・わたしは、もう はらがたって しかたがないので、 
「字、しらんもんは、じぶんの おかねも だされへん
のんか。」 
と、くやしさを ぶつけました。 
・くやしいやら、つらいやら、とても なさけない お
もいを して、 かえって きました。 

（二） 
・わたしは、大正十四年六月十五日が たんじょう日に
なって います。ならけんの ある むらで うまれま
した。二つのとき、母おやが しんで、やおに もらわ
れて いきました。ところが、わたし、母おやに えん
ないのか、六つのとき、そこの母おやも なくなって し
まいました。 
・だから、学校なんか 一日も、いっていません。「な
んで 学校て いくねんやろ。学校 いって、なにする
ねんやろ。」と、ずっとふしぎで、わからなかったので
す。となりの いえの子が、「ハト」とか「マメ」とか、
いうてるこえは、ときどき きこえていた けれど、な
んのことか ぜんぜん わかりませんでした。 
・それでも 父おやに、九九だけは おしえて もらい
ました。 
「字は しらんでも 九九 おぼえてたら、もの かい
に いったかて、なんでも かんじょう できるんや。」 
いうて、おしえて くれました。父おやの まえに せ
いざして けいこ しました。いねむり したら、きせ
るで あたまを カツンと やられたものです。 
 そんなことが おもいだされて、なみだがこみあげて
きました。 

（三） 
・その日のゆうがた、順子のいえに いってあさのこと
を はなし、 
「おまえが、ちゃんと かいて くれへんかったから、
おかね だされへんかった。」 
と、ぼやきました。 
 すると 順子は、 
「いまから ぎんこうに でんわ したる。」と いっ
て、でんわを かけてくれました。 
「もし もし。」 
 どうやら おとこの人が でてきた ようです。でん
わの そばに いたから、ぎんこうの人の こえも よ
く きこえました。順子は、わたしが はなしたことを
いってから、「字、かかれへん もんは、じぶんの お
かねも だされへん のですか。」と、おこりました。 
・ぎんこうの人が、 
「いくら だしに こられたん ですか。」 
と、ききます。順子が また おこった こえで、 
「そんな もんだいじゃ ないでしょ。大きな きんが
くなら かいて くれて、小さな きんがくなら、かい
て くれない のですか。」 
と、いいました。 
・ぎんこうの人は、 
「きほんてき には････････」 
「きほんてき には････････」 
と、おなじことを なんども くりかえし いって い
ます。順子は、たまりかねたように、 
「この よのなか、字 かける人 ばっかりと ちがう
でしょ。おたく みたいな ぎんこうなら、よけいに人
けんがくしゅう していると おもうて ましたわ。」 
と、いいました。 
 
・この やりとりを きいて いると、わたしは もう、
なさけない きもちに なって、 



  

「もう いい。もう いいで、順ちゃん。」 
と、いって とめました。 
 順子は、 
「しきじへ 三年も いってて、じゅうしょも、なまえ
も かけんで どうすんの。ほんまに くやしい めに
あわんと、ほんきに なれへんのやから。」 
と、こんどは わたしに おこります。 
・それから わたしは おふろ（かつらぎおんせん）に
いき、かえりに また 順子の いえに よりました。
そしたら、むこが かえっていて、 
「おかあちゃん、ぎんこうから でんわ かかって き
たで。なにか あったんか。」 
と、ききます。ぎんこうの人も しんぱいして くれて
いるのだな と おもいました。 
・字を なんにも しらなかった ときは、「ああ、そ
んな もんか」と、あきらめて いましたが、「しきじ」
で、すこし ひらがなの よみかきが できるように 
なった いまは、くやしくて くやしくて なりません。
もっと もっと べんきょう して、なまえと、ところ 
ぐらいは、かん字で かける ように なりたいと お
もいました。 
・あくる日、こんな おもいは もう したくないと お
もいながら、順子と いっしょに、きのうのことを 日
きに  かきました。 
・その つぎの日は 木よう日で「よみかききょうしつ」
の ある日 です。わたしは この日きを もっていき、
先生に よんでもらい、じゅうしょと なまえの てほ
んを かいてもらいました。（ぎんこうの かみ には、
じゅうしょは かかなくて よかったのですが） 
 ○○市○○町一丁目７の１０の１０２ 
                       吉 田  一 子 
・その日から、なんども なんども けいこしました。
えんぴつで 大きく かいたり、ボールペンで かいた
り、もう なんかい かいたか わかりません。「しき
じ」へ いくと、まっさきに これを けいこ してき
ました。それでも まだ じゅうしょが なかなか お
ぼえられません。すぐ つまってしまいます。てほんを 
みないで かけるように まだまだ けいこ しなくて
は  なりません。 

（四） 
・先生は、 
「この ことは、わすれては いけない こと だから、
ぜひ くわしく かきとめて おきましょう。」と、い
われました。 
・そこで、また 順子に はなしして、ちょっと くわ
しく かいて  もらいました。それから、東大阪市にい
る 順子のいもうとの節子にも はなしして、節子にも 
かいて もらいました。日きよりは うんと ながくな
りました。 
・それを 先生に みせると、先生は、 
「これを もとにして、もう一ど いっしょに かいて
みましょう。」 
と、いわれました。そして かきはじめたのが この文
しょうです。これを かくときが 一ばん たのしく 
なりました。 
・「こんどは、じぶんで かみに かいて、おかねを だ

して きましょう。その日の ことを かいて、この 文
しょうは おわります。」 
と、先生は なんども いわれます。わたしも、そうし
たいと おもいました。 

（五） 
・ことしの 三月二日の あさ です。四月十八日から
一しゅうかん、四こくに おまいりに  いく  ので、十
万円 ださなければなりません。 
・こんどこそ、じぶんで かみに かいて ぎんこうへ
いって おかねを ひきだして こようと おもいまし
た。 
・けれど、また「まちがってる」と いわれないか し
んぱい です。それで やっぱり順子にも かいて も
らいました。もし、わたしの  かいたので とおらなか
ったら、順子に かいてもらったのを だそうと おも
ったのです。 
・一ねん かかって やっと  ためた  十万円です。こ
れで  だして  もらえるやろか、しんぱい  しながら  
ボールペンに しっかり ちからを こめて かきまし
た。 
・それを もって、ぎんこうの まど口に いき、おそ
るおそる、 
「きょう、はじめて かいて きたんやけど、これで い
けますか。」 
といって、つうちょうと わたしが かいたかみを さ
しだしました。 
・まど口の 女の人は、にっこりして、 
「いけますよ。」 
と、いってくれました。ほっと しましたが まだ し
んぱい です。 
・しばらく まえに たっていると、 
「吉田さん。」 
と、よばれて、十万円と いっしょに つうちょうを か
えして くれました。 
・生まれて はじめて、わたしの かいた 字で おか
ねが  だせたのです。うれしくてうれしくて、なみだが 
でてきました。 
・あくる日の あさ、順子が きたので、 
「きのう、わたしが かいた かみで、おかね だして
きたで。」 
と はなしました。順子は、 
「よかったなあ。」 
と、よろこんで くれました。 
・その日は、よみかききょうしつの日 です。 
みんなに、 
「きのう じぶんの 字で、おかね だしてきたで。」 
と、ほうこく しました。みんな、 
「よかったね。もう だいじょうぶや。」 
と、はげまして くれました。 
 
・これで、この 文しょうも おわりに することが で
きます。（三月三十一日） 
                   （大阪・富田林識字学級）



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】  

○吉田一子さんをモデルにした『ひらがなにっき』（文・若一 

の絵本制作実行委員会 絵・長野ヒデ子 解放出版社刊）が、 

人権ふれあいセンターでの識字・多文化共生学級の取組とと 

もに、社会科教科書にも紹介されています。 

 

○ＮＨＫのドキュメンタリー番組「ＥＴＶ特集 

・なまえをかいた～吉田一子・８４歳～」で 

も、吉田一子さんの学び、生きる姿が紹介さ 

れました。 

※本冊子Ｐ８７～Ｐ１２３までの指導資料は、平成２１年３月に発行された『同和問題学習展開案』（長

野県教育委員会）にあるものを転載したものです。 
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 『部落史に学ぶ』        外川 正明  解放出版社 

 

『いま、部落史がおもしろい』  渡辺 俊雄  解放出版社 

 

 『部落史がかわる』       上杉 聰   三一書房 

 

 『つながり 人権教育資料集Ⅰ（同和問題）』  高知県教育委員会 

 

 『身分差別社会の真実』     斉藤洋一＋大石慎三郎  講談社現代新書 

  

 『部落の歴史像』        藤沢 靖介  解放出版社 

 

 『渋染一揆関係教材資料集』   岡山県同和教育研究協議会 

 



  

 


