
八頭郡小学校教育研究会 発表大会指導案 

（平成２２年１０月２７日 智頭町立富沢小学校） 

第１学年 生活科学習指導案 

 

１ 単元名    みんな だいすき 

 

２ 単元について 

（１）既習の学びと児童の実態 

本学年の児童は、１学期には学校探検と上級生・先生へのインタビューを行い、学校の施設の様子

や学校生活を支える人々や友達に積極的にかかわり、理解を深めてきた。また、アサガオとサツマイ

モの栽培や金魚・ザリガニ等の飼育活動でも、継続して世話をすることができるようになった。学級

生活においても、係活動や掃除などで自分の役割に責任を持ち、意欲的に取り組む姿が見られる。 

反面、家庭においては、家族に頼り過ぎている傾向がみられ、お手伝いもあまりしていないようで

ある。子どものお手伝いは、「かえって時間がかかる」「任せきれない」といった声も保護者から聞か

れるが、それは、ほとんど手伝ったことがないという児童の姿とつながっている。また、ほめられた

いから手伝うという気持ちが強く、家族の役に立つためにという意識は少ないようである。しかし、

田植えや稲刈りなどは積極的に手伝うことができており、夏休みに１つのお手伝いを継続して行うこ

とができた児童も多く、お手伝いや家の仕事に対して少しずつ関心を持つようになってきている。 

 

（２）単元の特徴と身につけさせたい力 

本単元は、家庭でのそれぞれの仕事の重要性を理解し、自分を支えてくれている家族の大切さに気

づき、自分のできることを見つけ、家族のために進んで取り組むことができるようになることをめざ

している。それが、家族の一員としての自分の存在を意識し、自信を持って家庭生活を送り、自立へ

の基礎を養っていくことにつながっていく。 
 

単元目標  

○家庭生活や家族のことについて興味・関心を持ち、生活をよりよくしていこうと考えたり、自

分にできることを進んでしようとしたりする。         (生活への関心・意欲・態度) 

○家族のことや家の中の仕事、自分でできることについて考え、調べたり体験したりしたことを

自分なりに表現することができる。           (活動や体験についての思考・表現) 

○家庭生活は、家族の温かさや家族の仕事によって支えられていることに気づくことができる。 

                 (身近な環境や自分についての気づき) 

 

（３）指導のポイント 

○家庭生活と結びついた螺旋的な学習をめざして 

本単元は、家族の仕事を調べる、自分の仕事を決めて実行する、家族と調理や生活習慣の見直しを

するという３つの活動を、家庭での体験、学校での発表、次のステップに向けてのふり返りというサ

イクルで繰り返していく。 

まず、家庭での体験を、自分なりに工夫した表現方法を使って発表する場を設けることで意欲を高

める。次に、保護者からの手紙を読み、家族の役に立っている自分に気づき、家族の一員としての自

分を意識するとともに、生活面での自立が家族の負担を減らすことになり、自分の成長にもつながる

ことに気づかせたい。同時に、保護者にとっても「子どもの仕事」の意義を見つめ直してもらう機会

となる。 

さらに、学校で育てたサツマイモを、各家庭で家族と調理し味わう「えがおデー」を設定する。そ

こで、野菜を育てている家族や調理する家族の気持ちに触れ、これまでの家庭での食生活をふり返る

とともに、一緒に作る楽しさや「おいしい」と食べてもらえる嬉しさも感じさせたい。それが家族と

のふれあいであり、家族の温かさであることにも気づかせたい。 

そして、最後に家族へ向けた手紙を書くことにより、支え合う家族の大切さを再認識し、これから

も自分の役割を積極的に果たしていこうという意欲につなげていきたい。 



○自分に自信を持ち、友達の良さを認め合うために 

保護者からの手紙を読ませる際には、まず、仕事をしたことへの感謝と賞賛の部分だけを伝えるこ

とにより、喜びと誇りをしっかりと味わわせたい。それが自信となり、次への意欲となる。自尊感情

が高まることで、その後で伝えられる自分への要望や改善点に対しても、がんばってやってみようと

いう気持ちで取り組むことができると考える。 

また、発表を聞き合う中で、友達の体験を共有し、それぞれの家庭での様子を知り、友達も自分と

同じように家族の支えや願いの中で成長しているかけがえのない存在であることにも気づかせていき

たい。 

 

（４）書く活動について 

  ○思いを伝え、気づきを深め、次への意欲につなげるために 

自分の思いを表現することにはさほど抵抗がなく、思いついたことをすぐ伝えることができる子ど

も達である。しかし、相手に伝わるように話すことができにくいので、簡潔にまとめた言葉で伝える

ことができるようにしていきたい。また、考えたことをすぐ話したがるので、書くことを通し、一度

立ち止まって考えることで、思考を深めていきたい。そして、相手に分かるように話し、自分の考え

と比べながら聞こうという意識を持ち、次の発言へとつながる学習としたい。 
 

指導の工夫 

・発表に向けた準備では、道具作りに夢中になり、発表内容は活動紹介のみになってしまうことがな

いよう、まず、発表したい内容を文章でまとめる。そして、それを分かりやすく伝えるためには、

どんな表現方法がいいのか考えるようにすることで、活動からの気づきも伝えられるようにする。 

・友達の発表を聞いて生まれた気づきは、みんなに伝える前にまず書きとめさせる。書くことにより

気づきがより深まるとともに、自分の伝えたいことは何なのかを明確にさせる。 

 

（５）他教科等との関連について 

  道徳の第１学年及び第２学年の内容項目４の(３）「父母、祖父母を敬愛し、進んで家の手伝いなど

をして、家族の役に立つ喜びを知る。」との関連が非常に深い単元である。つまり､本単元の学習が道

徳的価値観の形成を図るための中核の活動となっているといえる。そして、その活動を深めるために

国語科での学びが役立っている。また､｢家族の一員として生活をよりよくしようとする実践的な態度

を育てる」ことを目標とする家庭科の学習の基盤となるべき単元でもある。 

  言語活動としては、家族の仕事調べや仕事の実践、サツマイモの調理などの活動で、見聞きしたこ

とや体験を分かりやすく表現し、友達に伝え合う発表の場を設定している。分かりやすく伝えるため

の表現方法を工夫しながらも、話す言葉も大切にしていこうという意識を持たせていきたい。また、

この単元で繰り返し行う体験活動をふり返り、そこから学んだことを記述する活動は、今後の国語科

や他教科等の学習に深くかかわるものであると考える。 

 

 

３ 単元の評価規準 

生活への 

関心・意欲・態度 

・家族や家庭生活に目を向け、進んで家族とふれあったり、家の仕事を行

ったり、よりよい生活を心がけたりしようとしている。 

 

活動や体験についての 

思考・表現 

①家で自分がしたことを分かりやすく工夫して伝えようとしている。 

②家族が楽しく生活するために自分にできることを考えようとしている。 

身近な環境や 

自分についての気づき 

・家庭の温かさや、家族の大切さ、家族みんなで支え合って生活すること

の楽しさ、自分はその家族の一員であることに気づいている。 

 



４ 単元構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単 元 の 主 な 流 れ 

 

書 く 活 動 

 
他教科等との関連で 

育てたい力 

＜第１次＞「どんどん おしごと」を やってみよう  

・したことのある仕事を伝え合う。  

〔 家の仕事を調べる 〕 

・調べてきたことをまとめる。 

・家族の仕事を発表し合う。 

・してみたい仕事を見つける。 

〔 家で仕事を実行し、記録する 〕 

 

○聞き取って書く。 

 

○気づきを文章で表す。 

○チャレンジカードを作

り、記録する。 

＜第２次＞じぶんのしごとを おしえあおう 

・発表の仕方を考える。 

・発表の準備をする。 

○紹介する文を書く。 

 

 

・自分の仕事について発表し合う。 【本時】 ○気づきを文章で表す。  

・自分でできることを考える。 ○チャレンジカードを作

り、記録する。 

＜第３次＞「えがおデー」に、うちのひとと たのしもう 

・ふかし芋を作り、家の食事について考える。 

〔 ｢えがおデー｣に、家でサツマイモ料理を作る 〕 

・発表の準備をする。 

・「えがおデー」の様子を発表し合う。 

・家族に手紙を書く。 

 

 

○気づきを文章で表す。 

○チャレンジカードを作
り、記録する。 

○紹介する文を書く。 

○気づきを文章で表す。 

○手紙を書く。 

＜既習の学びと螺旋的なつながり＞ 

○1年 生活 学校探検やインタビュー活動を通して気づいたことを友達に伝える。 

 生活 植物や生き物を育て、それらの変化や成長の様子に関心を持ち、継続的に世話をする。 

 国語 読む人のことを考えて、身近な人への手紙を書く。 

  体験や出来事の紹介文を書く。 

 道徳 進んで家の手伝いをして、家族の役に立とうとする心情を養う。 

＜今後の学びへの螺旋的なつながり＞ 

○１年 生活 入学してからの１年間をふり返り、できるようになったことに気づく。 

 国語 調べたことについて書く。観察文を書く。 

○５年 家庭 家庭には家族の生活を支える仕事があることが分かり、自分の分担する仕事を実践する。 

見聞きしたことを分か

りやすく表現する力 

（国語） 

 

体験や出来事を紹介す

る文を書く力 (国語) 

父母・祖父母を敬愛し、

進んで家の手伝いをし

ようとする心 (道徳) 

自分がしなければなら

ない仕事は、しっかり

と行おうとする心 

   (道徳) 

読む人のことを考えて

身近な人へ手紙を書く

力      (国語) 

自分と関連づけながら

聞く力    (国語) 



５ 指導と評価の計画(12時間扱い) 

次 時 中心となる学習活動 具体的な評価規準 ＜評価の観点＞ (評価方法) 

 

 

 

 

 

 

 

一 

家庭に目を向け、家族の仕事を知り、自分ができる仕事を実践する。 

 

１ 

○自分のしている手伝いや仕事を伝え合う。 

○家での家族の仕事(分担・気持ち等)を調べ 

る計画を立てる。  

・家庭でしている仕事や手伝いを発表し合い、自

分もしてみたいと思っている。 

＜関・意・態＞（発言・行動） 

 〔 家での家族の仕事を調べる 〕  

 

２ 

○調べてきたことをまとめる。 

○どんな伝え方をすればよいか考える。 

      (絵、ペープサート等) 

・分かりやすく伝えるためには様々な表現方法が

あることを知り、工夫している。  

＜思・表①＞（発言・行動） 

３ ○家での家族の仕事を発表し合う。 

 

・家庭にはいろいろな仕事やふれあいがあること

に気づいている。  ＜気づき＞（発言・行動） 

 

４ 

○自分がしてみたい仕事を見つける。 

○計画を立て、カードへの記録方法を知る。 

      (仕方・こつ 等) 

・家族の一員として自分でできることを新しく見

つけ、実行しようとしている。 

＜関・意・態＞（発言・行動） 

 〔 家で仕事を実行し、記録する 〕  

 

 

 

 

 

 

 

二 

 

実践した仕事を教え合い、家族の一員として他にも自分ができることがないか考える。 

 

５ 

 

○自分のした仕事についてまとめる。 

○分かりやすく伝えるための発表の仕方をそ 

れぞれで考える。 

・家で自分がしたことの記録をもとに、活動内容

をまとめている。 ＜思・表①＞（発言・行動） 

 

６ ○発表の準備をする。 ・分かりやすく伝えるために表現方法を工夫して

いる。      ＜思・表①＞（発言・行動） 

 

 

７ 

○自分のした仕事について発表する。 

○友達の仕事について詳しく知る。 

○家族からの手紙を読み、家族のために役立っ 

ている自分に気づく。      【本時】 

・自分のした仕事を、工夫して分かりやすく伝え

ようとしている。＜思・表①＞（発言・行動） 

・進んで仕事に取り組んでいる自分の良さに気づ

くとともに、家族の役に立っている自分に気づ

いている。        ＜気づき＞（発言）  

 

８ 

○家族からの手紙を読み、他にも自分ができる 

ことを見つける。 

 

・自分の生活を見直し、よりよくしていくために

自分ができることを考えている。＜思・表②＞ 

（発言・ワークシート） 

 〔 家で自分ができることを実行する 〕  

 

 

 

 

 

 

三 

家族との調理を通して、家庭の温かさや家族の大切さに気づく。 

 

９ 

○自分たちの育てたサツマイモを調理する。 

○食生活を支える家族について考える。 

(野菜作り・調理をする時の気持ちなど) 

・進んで家族とふれあったり、健康的な生活を

したりしようとしている。 ＜関・意・態＞ 

         （発言・行動） 

 〔 家の人とサツマイモ料理を作る 〕  

 

10 

○発表の準備をする。 ・自分がしたことの記録をもとに、工夫して伝え

ようとしている。       ＜思・表①＞ 

     （発言・行動・ワークシート） 

 

11 

○調理のことや家族とのふれあいについて発 

表する。 （人権教育参観日公開学習） 

 

・家族が楽しく生活するために自分にできること

を考えている。  ＜思・表②＞（発言・行動） 

・家庭の温かさや、家族みんなで支え合って生活

することの楽しさ、家族の大切さに気づいてい

る。        ＜気づき＞（発言・手紙） 

12 

 

○家族にあてて手紙を書く。 

 



６ 本時目標 

○自分のした仕事について表現方法を工夫して友達に伝えることができる。  

○進んで仕事に取り組んでいる自分の良さや、家族の役に立っていることに気づくことができる。  

７ 準備  教師：ふり返りシート 児童：それぞれの発表に必要なもの、生活ファイル 

８ 本時の学習過程  

学 習 活 動 ○主な発問・予想される児童の反応 ・留意点 ●評価＜観点＞(方法) ※手立て 

１ 本時のめあてを

確認する。 

 

 

２ 自分の仕事を発

表し合う。 

 

①仕事について発

表する。  

   

  ・玄関そうじ 

  ・風呂そうじ 

  ・洗濯物干し 

・洗濯物たたみ 

 

②感想や意見を書

く。 

  

 ③交流する。 

 

  

 

 

 

④家族からの感想 

（手紙）を読む。 

 

 

・がんばって発表するぞ。 

 

 

 

○仕事の仕方やこつがよく分かる

ように友達に教えてあげましょ

う。 

・してみせたからよくわかった。 

・きれいにできているなあ。 

・すごいこつをきいたぞ。 

・うちの仕方とはちがうよ。 

・失敗しそうでこわいなあ。 

・してみるとむずかしいな。 

 

 

○尋ねたいことや伝えたいことを

書いて発表しましょう。 

・チャレンジしたらぼくにもできて 

楽しかった。 

・かえったらしてみたいなあ。 

・ちがう仕方を教えてもらったので 

ためしてみたい。 

・毎日わすれずに続けてすごい。 

 

○お家の人の手紙を読んで、どんな

気持ちになりましたか。 

・ほめられてうれしい。 

・がんばってよかった。 

・役に立ててうれしい。 

・発表する側は、はっきりと説明し、聞く側は

考えながら聞くことを確認する。 

 

 

・工夫したことや気をつけることに加えて、気

持ちもうまく伝えられるよう支援する。 

・実物を使って実演する場合は、他の児童にも

体験させ、関心を持たせる。 

●自分のした仕事を、工夫して分かりやすく伝

えようとしている。   ＜思考・表現①＞ 

 (発表：自信を持った態度で、操作活動を交

えながら、話しかけるように発表している。) 

※内容を十分伝えきれなかった児童には、質問

をして補足説明を促す。 

 

・気づきが深まるよう、発言の前に書く時間を

設定する。 

・友達の良さに気づくとともに、自分の経験と

も結びつけながら意見を話すようにさせる。 

 

 

 

 

 

・事前に手紙を預かっておき、本時は、賞賛と

感謝の部分だけを読ませる。 

・内容が足りない家庭には、聞き取りをして補

足するなどして、自分の良さに気づき、自信

を高めていく場となるようにする。 

３ これまでのふり

返りを書き、まと

める。 

 

 

 

 

 

 

 

○今日まで仕事をしてきて思った

ことや気づいたこと、今日、友達

やお家の人の感想を聞いて考え

たことをふり返りましょう。 

・毎日よくがんばったと思う。 

・家族が喜んでくれるとうれしい。 

・ほかの仕事もできそうだ。 

・大人は、毎日もっとたくさんの仕

事をしているんだなあ。 

・これからも続けたい。 

・「どんどん おしごと」の活動記録をふり返

らせ、発表会や手紙への感想のみでなく、体

験からの気づきにも目を向けさせる。 

●進んで仕事に取り組んでいる自分の良さに

気づくとともに、家族の役にたつ喜びを感じ

ている。          ＜気づき＞ 

(発言・ふり返りシート：自分をほめる、家

族のためという視点、もっとできそうなこ

と、友達の良い点などを表現している。) 

※気づけない児童には、友達のふり返りを聞か

せ、視点を与える。 

４ 次時の学習を

知る。 

・何が書いてあるのかな。 

・早く読みたいな。 

・手紙の続き(生活面への要望等)を読み､家で

の生活について考えることを予告する｡  

じぶんの しごとを おしえあおう 

＜他教科等との関連＞ 

見聞きしたことを分かりやすく表現する。 

      （国語） 



第２学年 国語科学習指導案

１ 単元名 人物のようすや気もちに気をつけて読もう

「名前を見てちょうだい」

～読み方を考えて音読はっぴょう会を開こう～

２ 単元について

（１）既習の学びと児童の実態

本学年の児童は、物語に興味がある子が多く、読書や保護者ボランティアの読み聞かせをとても楽

しんでいる。下級生や弟妹に読み聞かせをしたいという気持ちも高まっており、人物の気持ちや場面

の様子を考えて音読しようとする児童が多い。これまでの物語教材「のはらのシーソー」では、様子

を思い浮かべながら姿勢と口形に気をつけて音読することを学習し、３年生に音読発表を行った。ま

た、「ニャーゴ」「雨の日のおさんぽ」では、登場人物や出来事に注目した場面分けの仕方を考えて物

語を大まかにとらえること、人物の行動を順序よく読み取って気持ちを考えることを学習し、内容や

人物の気持ちの変化をとらえることができるようになってきている。しかし、物語の記述に沿って様

子や気持ちを正確に読み取ることが難しく、音読の工夫ができにくい児童や、声の大きさや速さなど

を自分なりに工夫するものの、相手に伝わる音読とならない児童も見られる。

（２）単元の特徴と身につけさせたい力

本単元は、教材文の登場人物の様子に着目して気持ちを読み取り、音読方法を考えて全校に向けて

音読発表会を開くという構成になっている。教材文「名前を見てちょうだい」は、主人公えっちゃん

が不思議な出来事に出会う物語である。飛んでいった帽子を追いかけて、場所が変わることで場面が

変わり、新たな登場人物に出会う。最後に、えっちゃんがぐわあんと大きくなり、逆にしぼんで小さ

くなってしまった大男から、食べられてしまった帽子を取り返すと、不思議な出来事も終わる。場面

の移り変わりや盛り上がりが分かりやすく、どの児童も主人公と一緒に不思議さを感じながら、おも

しろく読み進められる教材文である。文章中にえっちゃんの気持ちを直接表現した部分は少ないが、

それを読み取ることができる副詞句がふんだんに使われている。また、会話文や人物の様子を表す地

の文など、何度も繰り返される表現や対比的な表現が多い上、1 つの場面全体が繰り返されている部

分もあり、子どもたちにも比較しやすい。これらの表現に着目して気持ちの変化を読み取り、それを

生かした音読の仕方を考える力をつけることをねらっている。

単元目標

○興味を持って物語を読み、楽しんで音読しようとする。 (関心・意欲・態度)

○場面に気をつけて登場人物の様子や気持ちを読み取り、音読に表すことができる｡(読むこと)

○主語と述語の関係に注意して読む。 (言葉の特徴やきまり)

（３）指導のポイント

○目的・相手意識高め、興味・関心・意欲を引き出す

単元のテーマを「読み方を考えて音読はっぴょう会を開こう」とし、全校集会での音読発表会を開

く見通しを持たせる。これにより、単元を通して、教材文を読み取り、音読を工夫していく学習活動

に、音読発表会という目的意識と全校児童に対する相手意識を持たせるようにしている。また、単元

初めには読書クイズ（読書へのアニマシオン「読みちがえた読み聞かせ」の手法）で教材文を読み聞

かせて興味・関心を高める。さらに、学習前と読み取りを終えた後の音読の変化をボイスレコーダー

に記録して評価していくことで、意欲的に音読に取り組ませたい。



○読み取りと音読の力を相互に高めるために

各場面の読み取りでは、登場人物の様子を表す言葉に注目させ、動作化などを通して、その時々の

主人公の気持ちを考えるようにする。各場面を比べて読み、繰り返し使われている表現からも人物の

気持ちを考えさせることで、人物になりきり、声の大きさや速さ、高さなどの音読の工夫に生かして

いくようにする。また、音読の工夫とその根拠を交流し、アドバイスし合うことで、さらに読み取り

を深めさせたい。

○相手意識を高め、さらに次の学習への意欲を高めるために

第３次では、読み取りを生かしてグループ発表について話し合いながら、全校集会での音読発表に

向けて音読の質を高めるようにしている。音読発表会では、他学年児童に認められたり、上級生から

の評価や意見を聞いたりすることを通して、満足感を得るとともに、次の学習への意欲を高めさせたい。

○比較・関連から、より豊かな表現をめざして

既習の場面で読み取ったことや音読の工夫等は掲示をしておき、次の場面でも関連させて考えたり、

比較して類似点や相違点を際立たせたりできるようにする。音読発表会に向けたグループでの話し合

いでも活用し、物語全体を意識して場面を比較しながら音読の工夫を考えられるようにする。また、

同じ作者の本や動物と人間が関わる物語の本は、物語同士を比べながらより豊かな音読表現につなげ

られるよう、単元当初にブックトークを行った後掲示し、いつでも触れられるようにしておく。

（４）書く活動について

○考えを整理して伝えるために

子どもたちは、自分の思いを話したい気持ちが強いが、主述がねじれて言いたいことが自分でも分

からなくなることがある。そこで、誰がどうしたのかを書き出し、まとめることを通して、自分の思

いを順序よく整理する力を育てたい。このように書きまとめることによって、読み取ったことを整理

してより深く考えることができ、場面や人物の変化についても比べて考えることができるようになる。

また、音読においても変化や違いをどう表現するかを明確にさせることにより、表現する力を育てたい。

指導の工夫

・主述の関係に注意して出来事を書きまとめさせ、短く分かりやすく整理する書き方を学ばせる。

・自分の注目する表現をノートに書き出し、その表現を中心に人物の気持ちを読み取って書かせる。

・ノートに貼った本文に読み取りをもとにした音読の工夫を書き込ませる。そして、何が表した

いかを明確にして音読することを通して、自己の考えを表現する力を高める。

（５）他教科等との関連について

本単元では、全校集会で音読発表会を行うことで、自分の考えをたくさんの人の前で表現する力を

高めたい。また、動作化や音声による音読表現の工夫は、音楽科での歌や身体で表現する力と関連さ

せながら育てることができると考える。このように人物の気持ちを想像して人前で演じる力は、特別

活動の学習発表会でも生かすことができる。また、感想や出来事を書きまとめる力は、出会った出来

事を音声や文字で表現して伝え、そこから気づきを得る生活科の学習で生かすことができるであろう。

３ 単元の評価規準

国語への ・興味を持って物語を読み、読み方を工夫して音読しようとしている。

関心･意欲･態度

①場所と出会った人物、出来事の順序を考えて大体の内容をつかんでいる。

読 む こ と ②様子から登場人物の気持ちが分かる部分を根拠にして、主人公の気持ちを

想像し、音読に生かしている。

言語についての ・物語の記述を主語と述語に注意して読んでいる。

知識・技能・理解



４ 単元構想

単 元 の 主 な 流 れ 書 く 活 動
他教科等との関連で

育てたい力

＜第１次＞全校にむけた音読はっぴょう会をする見とおしをもとう

・音読クイズ（読書へのアニマシオン）を行 ○初発の感想を書く。

って今後の学習に興味を持ち、新出漢字、

語句の学習をする。

・初発の感想交流、音読発表会の見通しを持

つ。

＜第２次＞人物がどんなことをしたかに気をつけて読み取り、

音読のしかたを考えよう

・登場人物と場所に気をつけてあらすじをと ○主述に気をつけながら

らえ、場面分けをする。 出来事を書きまとめる。

・場面ごとに登場人物の様子をまとめて、え ○登場人物の様子を表す

っちゃんの気持ちを読み取り、音読の仕方 言葉を見つけて、線を

を考える。 引いたり抜き出したり

する。

【本時】

○行動や様子を根拠に､主

人公の気持ちを書き表

す｡

○読み取りをもとに音読

の工夫を書く。

＜第３次＞音読はっぴょう会でつたえよう

・音読の仕方を考え、練習する。 ○友だちの発表の良い所

・音読発表をし、感想を伝え合う。 をカードに書いて伝え

〔全校集会で音読発表会をする〕 る。

出会った出来事を言葉

で表現し、面白さや良

さに気づく力（生活）

＜今後の学びへの螺旋的なつながり＞

○２年 国語 様子を想像しながら読み、昔話の面白さを味わう。（２月）

○３年 国語 場面の様子や人物の気持ちが伝わるように音読する。（4月）

国語 場面の移り変わりに気をつけて読み、物語のあらすじをまとめる。（６月）

国語 物語の中心となる人物の気持ちの変化を考えながら読む。（１０月）

事柄を順序よく整理

し、伝えたいことを

明確にして表現する

力 （算数）

言葉や楽曲のイメー

ジをふくらませ、思い

や考えを音声や身体で

表す力 （音楽）

相手を意識しながら

人物の気持ちを想像し、

人前で演じる力

（特活）

根拠を明らかにして説

明する力 （算数）

＜既習の学びと螺旋的なつながり＞

○１年 国語 出てくる人や動物に気をつけて読む。（１０月）

○２年 国語 様子を思い浮かべながら、口を大きく開け、姿勢に気をつけてはっきりとした声で

読む。（４月）

国語 お話の順番を考えながら、誰が何をしたかを読み取る。（６月）

国語 様子や気持ちを想像しながら読む。（７月）



５ 指導と評価の計画（12時間扱い）

次 時 中心となる学習活動 具体的な評価規準＜評価の観点＞（評価方法）

音読発表会をする見通しを持つ。

○音読クイズ（読書へのアニマシオン） ・教材文の内容や言葉・漢字に関心を持ち、進

一 １ を通して今後の学習に興味を持ち、新 んで読もうとしている。

出漢字、語句の学習をする。 ＜関・意・態＞（行動・発言・ノート）

２ ○初発の感想を交流し、音読発表会をす ・物語を読んで感想を持ち、音読発表会への見

る見通しを持つ。 通しを持っている｡

＜関・意・態＞(ノート・発言)

〔ブックトークを行い、関連図書に関心を持つ〕

人物がどんなことをしたかに気をつけて気持ちを読み取り、音読の仕方を考える。

３ ○登場人物と場所に注意しながら読み、 ・お話のあらすじをとらえ、人物と場所に着目

４ 場面分けをする。 して場面分けをしている｡

＜読む①＞(発言･ノート)

○もらった帽子を風にさらわれておいか ・帽子をさらわれた主人公の様子を読み取り、

５ けるえっちゃんの様子をまとめて、気 気持ちを考えている。

持ちを読み取り、音読の仕方を考える。 ＜読む②＞（発言・ノート）

○野原でのえっちゃんときつねの様子を ・誰が何をしたかを主述の関係に注意して読み

まとめ、えっちゃんの気持ちを読み取 取っている。 ＜言語＞（ノート・発言）

６ り、音読の仕方を考える。 ・きつねと主人公が何をしたかに注意し、動作

化などを通して主人公の様子を読み取り、気

持ちを考えている。＜読む②＞（発言・ノート）

○畑でのえっちゃんたちと牛の様子をま ・第３場面と比較し、繰り返しに注意しながら

二 ７ とめ、第３場面と比較しながらえっち 主人公の様子を読み取り、気持ちを考えてい

ゃんの気持ちを読み取り、音読の仕方 る。 ＜読む②＞（発言・ノート）

を考える。

○林で出会った大男の様子と、帽子を食 ・大男のしたことと、他の登場人物のしたこと

８ べられたきつねや牛とえっちゃんの様 の違いに注意して主人公の様子を読み取り、

子をまとめて比較し、えっちゃんの気 気持ちを考えて音読に生かしている。

持ちを読み取り、音読の仕方を考える。 ＜読む②＞（発言・ノート）

○大男に立ち向かうえっちゃんの気持ち ・自分が表したいえっちゃんの気持ちと大男の

９ と大男の様子を読み取り、音読の仕方 様子、その読み方を明らかにし、音読の仕方

を考え、工夫して音読する｡ 【本時】 を工夫している｡ ＜読む②＞（発言・ノート）

○帽子がもどってきた時のえっちゃんの ・帽子がもどってきた時の主人公の様子や気持

10 様子や気持ちを読み取り、えっちゃん ちを読み取り、あっこちゃんにどんな気持ち

になったつもりであっこちゃんに感想 を伝えたいかを考えて音読している。

を伝える。 ＜読む②＞（音読・ノート）

グループごとに音読方法を考え、全校集会で音読発表会をする。

11 ○音読発表会にむけて、音読の仕方を考 ・積極的にグループでの話し合いに参加し、音

え、グループで練習する。 読の工夫をしようとしている。

三 ＜関・意・態＞（行動・発言・ノート）

12 ○音読発表をして、感想を伝え合う。 ・読み取りを生かして、音読でどんな気持ちを

伝えたいかを考えながら、工夫して音読して

いる。 ＜読む②＞（音読・ノート）

〔全校集会で音読発表会をする〕



６ 本時目標

○大男に立ち向かうえっちゃんの気持ちと大男の様子を読み取って、音読に生かすことができる。

７ 準備 教師：場面絵、会話文の短冊 児童：音読プリント（ノートに貼付）

８ 本時の学習過程

学 習 活 動 ○主な発問・予想される児童の反応 ・留意点 ●評価＜観点＞（方法）※手立て

１ p.14 ℓ.10 ～ p.15 ℓ.11 ○二人がどう変わっていった ・前時までのえっちゃんと大男の様子
を音読し、本時のめあ かを考えながら音読しまし を思い出させ、変わっていく様子や
てを知る。 ょう。 気持ちを音読に表すことを確認する。

えっちゃんの気持ちと大男の様子を比べて音読しよう

２ えっちゃんの気持ち ○二人はどう変わっていった ・えっちゃんの大きくなっていく様子
と大男の様子を読み取 でしょう。 と、大男が小さくなっていく様子を
る。 ・えっちゃんは湯気をもうもう 前時の様子とも比べながら、視覚的
①二人がどうなってい と立てて大きくなり、大男は にもとらえさせる。

ったかを読み取り、 空気のもれる風船のようにだ ・｢たたみのような手のひらをまっすぐ
発表する。 んだんしぼんでしまった。 のばして｣は動作化させ､大きくなっ

・えっちゃんは、大男と同じ大 たえっちゃんの様子を読み取らせる。
きさになった。 ・大きさの変わるきっかけとして、え

・「あたしの帽子を返しなさい」 っちゃんの会話文も確認し､音読への
・大男はみぶるいをした。 生かし方も意識させる｡

②大男が小さくなった ○大男が小さくなったわけを、 ・二人の大きさが変化する様子を比べ
理由を書く。 えっちゃんの様子や気持ち ることで、大男の大きさの変化には、

から考えて書きましょう。 えっちゃんの様子や気持ちがかかわ
③考えを話し合う。 ・えっちゃんが湯気が出るほど っていることをとらえさせ、「えっ

怒ってぐわあんと大きくなっ ちゃんが○○から」という表現を使
たから。 って書かせる。

・えっちゃんが帽子を取り返し ・板書にあるえっちゃんの様子から、
たいという強い気持ちで手を えっちゃんの怒りや帽子を取り返し
のばして、「帽子を返しなさ たいという強い気持ちを想像させる。
い」と言ったから｡

３ 音読の工夫を考える。 ○えっちゃんの気持ちや大男 ・えっちゃんの気持ちと大男の様子が
①読み取った気持ちや の様子が伝わるように、読 表れているところを選び、他の場所

様子をもとに読み方 み方を工夫しましょう。 とも比べながら、音読プリントに音読
を考え、音読プリン ・えっちゃんは体と怒りが大き の工夫を書き込ませる。
トに書き込む。 くなるたびに声を大きくし、

大男はしぼむところで声をだ

んだん小さくしよう。

・帽子を取り返したいえっちゃ

んは強く､大男のしぼむとこ

ろは震える弱い声で読もう。

②グループで音読発表 ○グループで聞き合って、友 ・どんな工夫をしたかを言ってから発
をして、感想を伝え 達の音読の工夫を見つけま 表させる。
合う。 しょう。 ●自分が表したいえっちゃんの気持ちと

・声がだんだん大きくなってい 大男の様子、その読み方を明らかにし、

くので、えっちゃんがだんだ 音読の仕方を工夫している｡＜読む②＞

ん大きく強くなっている感じ （音読・発言：読み取ったえっちゃんの

が伝わった。 気持ちや大男の様子を、声の大きさや

・大男のところを風船がしぼむみ 読む速さに生かしている。）

たいにしたいなら､声をだんだ ※友だちからのアドバイスを参考にして
ん弱くしていった方がいいよ｡ 再度音読させる。

４ 学習のふり返りをノ ○今日の学習をふり返りまし ・友だちの音読も意識しながら、どの
ートに書き、次時につ ょう。 ような音読をしたいかを書かせる。
いて確認する。 ・体の大きさの違いを声の大き ・次時は最後の場面の音読の仕方を考

さに表すと良いと思った。 えることを伝える。

＜他教科等との関連＞
言葉や楽曲のイメージをふくらませ
て、思いや考えを音声や身体で表す。

（音楽）



第３学年 算数科学習指導案 

 

 

 
１ 単元名   三角形と角  

 
２ 単元について 

（１）既習の学びと児童の実態 

本学年の児童は、筆算などの計算技能の面で自信を持ちはじめ、図形を書いたり、操作したりするこ

とも楽しんで取り組むようになっている。反面、分からないことでつまずくと意欲が失せ、課題に取り

かかれなくなったり、自信がなさそうに発表したりすることがある。図形に関しては、２年生の「形づ

くり」で、三角形や四角形を使って形づくりをしながら辺や頂点の数などの図形の構成要素を学習して

いる。さらに、「長方形と正方形」では、紙を折ったり身の回りから探したりするという具体的な操作活

動を通して直角の意味を学んでいる。また、方眼紙を使って作図したり、敷き詰めをしたりして平面図

形に親しむことにも取り組んでいる。３年生の１学期には、「円と球」でコンパスを初めて使い、円をか

いたり、模様を作ったりしながら、使い方に慣れる学習活動を行った。また、コンパスを用いて線の長

さを写し取る活動を通して、コンパスが円をかくだけでなく、等しい長さを測りとったり、移したりす

ることができる道具であることをとらえ、その便利さを体感している。 
 
（２）単元の特徴と身につけたい力 

本単元は、学習指導要領改訂に伴い、４学年から３学年の学習内容となった図形単元である。辺の長

さに着目して三角形を分類し「２辺の長さが等しい三角形を二等辺三角形」「３辺の長さが等しい三角形

を正三角形」と定義することや、その性質を知り作図方法を身につけていくことが主なねらいとなる。

また、直角以外の「かどの形」も「角」として定義づけ、一つの頂点から出る２本の辺が作る形として

とらえさせる。そして、角という観点で三角形を調べることを通して、二等辺三角形、正三角形の性質

を発見させる。様々な構成要素に着目して弁別することにより、図形の性質がより明確になることを学

ぶことができる。また、算数的活動として、切る、重ねる、折るなどの活動や、向きを変えて見る、回

して見るなどの動的なとらえ方を体感できる単元でもある。その過程において、図形の性質を見出した

り説明したりすることで、数学的に考える力や表現する力を育てることができると考える。児童が図形

に慣れ、図形に対する感覚を豊かにできるように多様な操作活動を展開したい。 
 
 
 
 
 
 
 
（３）指導のポイント 

○図と言葉を関連づけて、説明する力を育てるために 

  定規やコンパスによる作図などの算数的活動を通して、二等辺三角形や正三角形の概念を明確にして

いく。また、二等辺三角形や正三角形の性質の理解を深めるために、作図の時間や実際に紙を折ったり、

三角形を作ったりする操作活動の時間を十分に保障する。また、実感を伴う算数的活動を通して、思考

力、判断力、表現力等を高め、自分の考えをわかりやすく説明したり、伝え合ったりさせたい。 
  また、問題を解決するために、見通しをもつことは重要なことである。基礎的・基本的な知識・技能

を確実に定着させるために、二等辺三角形や正三角形の定義や性質について試行錯誤しながら根拠を明

単元目標 

○辺の長さに着目して三角形を分類することを通して、二等辺三角形や正三角形について理解し、作図す

ることができる。                               （表現・処理） 
○角の意味を理解し、二等辺三角形や正三角形の角の大小・相等関係を確かめることができる。 
                                        （知識・理解） 



確にしてとらえる過程を大切にしていきたい。その過程において、互いの意見を交流し、よりよい解決

法を見つけさせたい。 
  ○図形についての感覚を養う 

  図形についての豊かな感覚を養うために、三角形の敷き詰め模様作りに取り組ませる。敷き詰めた模

様の中から、いろいろな形を見出しながら、その規則性を感覚的に理解させていく。その美しさや不思

議さを互いに言葉で表現することを通して、図形への関心意欲を高めて、今後の平面図形にもつなげて

いきたい。 
 

（４）書く活動について 

   ○少人数の中で、多様な考えを引き出すために 

  自分なりに筋道立てて考え、説明をしようとするが、まだ相手に伝えようとする意識に弱さがあるの

で、書く活動を通して、順序立てて分かりやすく説明ができるようにさせたい。また、学年２人の少人

数であるため、１人の考えに偏り、多様な考えが生まれにくく、発展しにくい実態がある。そこで、自

分の考えに自信を持って、分かりやすく伝えることができるようにすることが大切である。一人一人が多

様な考えをもつことができるように書く活動を取り入れていきたい。 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
（５）他教科等との関連について 

本単元で身につける、見通しをもち筋道を立てて考えたり表現したりする力は、他教科の学習におい

て自分の考えをまとめて表現する活動の基盤となる。また、理科や社会科の学習において、比較、分類

しながら学習し、その結果をまとめて問題解決する際にも役立つ力となる。 
言語活動については、自分の考えを整理しながら伝えることを大切にしている。図を示したり、順序

よく説明したりしながらきづいたことをわかりやすく書いて伝えようとすることで、さらに論理的思考

力をつけることができる。また、言葉にして伝え合うことで、発見や納得といった満足感や必要感を味

わうことができ、学ぶ意欲を高めることになると考える。 
 
３ 単元の評価規準 

 
 
 
 
 

算数への 
関心・意欲・態度 ・日常生活の中にある形に関心をもち、多様な見方をしようとしている。 

数学的な考え方 ・辺の長さによって三角形を分類している。 

表現・処理 ・コンパスを使って、二等辺三角形、正三角形をかいている。 

知識・理解 
・角の意味を理解し、角の大小比較をして二等辺三角形、正三角形の性質を理解してい

る。 

指導の工夫 

・自力解決の段階で、解決方法を自分なりに筋道を立てさせたり、どのように説明すれば伝わるかを

意識させたりして書かせる。 
・一つの考えだけでなく、早く書くことができたら、別の考えがないかを問うことで、多様な考えを

引き出すようにさせる。 
・国語科で学習した順序を表す言葉を使わせたり、ナンバリングしたり、箇条書きで書かせたりして、

発表することを整理し、分かりやすくまとめさせる。 



 
４ 単元構想 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

単 元 の 主 な 流 れ 

 
 

書 く 活 動 

 
 

他教科等との関連で 
育てたい力 

＜第１次＞二等辺三角形と正三角形の性質を知って、作図しよう  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・三角形を作って、調べる。 
・二等辺三角形と正三角形の分類をする。 
                   【本時】 
 
・コンパスを使った二等辺三角形と正三角形の分

類と色紙を使った三角形づくりをする。 
・コンパスを使った二等辺三角形と正三角形の作

図をする。 
                       

 
○三角形の分類の仕方を

わかりやすくまとめ

る。 
○分類方法をまとめる。 
 
○二等辺三角形と正三角

形の作図の仕方を順序

よく書く。 

＜第２次＞角の意味を理解し、大小比較をしよう 

・角の意味を理解し、大小比較をする。 
 
 
・二等辺三角形と正三角形の角の大きさ比べをす

る。 
 
・正三角形や二等辺三角形の敷き詰めをする。 
 
 
・たしかめ道場を解く。 
 
 
 

○角の大小比較をして分

かったことをまとめ

る。 
○角の大きさ調べをして

きづいたことをまとめ

る。 
○模様を観察してきづい

たことをわかりやすく

書く。 
 

＜既習の学びと螺旋的なつながり＞ 
○１年 算数 さんかく、まる、しかくの形を見つけ、形の特徴をとらえる。 
○２年 算数 図形を構成する要素によって、三角形、四角形に分類する。 

 算数 正方形、長方形、直角三角形の特徴を調べる。 
○３年 算数 コンパスを使い、長さを比較する。 

＜今後の学びへの螺旋的なつながり＞ 
○４年 算数 角の大きさを回転の大きさとしてとらえて測定し、角の大きさについての感覚を身につ 

ける。 
算数 観察や構成などの活動を通して、平行四辺形、ひし形、台形の性質を調べる。 

○５年 算数 多角形や正多角形の性質を調べる。 

共通点や相違点にき

づく力  （理科、社会） 

どのような観点で比

べたり、分類したりす

るのかを考える力               
（理科） 

順序を表す言葉やナ

ンバリングすること

で順序よくわかりや

すく説明する力 
（国語） 

大事なことを落とさ

ず、筋道を立てて話す

力       （国語） 

きづいたことをわか

りやすく書きまとめ

る力    （国語） 

情報を取り出し、比較

したり分類したり、関

係づけたりしながら、

整理し考察する力 
（理科、社会） 

自分の考えと比較し

ながら聞く力 （国語） 



 
５ 指導と評価の計画（８時間扱い） 

次 時 中心となる学習活動 具体的な評価規準＜評価の観点＞（評価方法） 

一 

分類を通して二等辺三角形と正三角形の定義を知り、作図をする。  

 

１ 

○４種類の長さのストローを使っていろい

ろな三角形をつくり、学習課題に興味・関

心を持つ。 

・ストローを使って、いろいろな三角形作りに取り

組み、分類の仕方を考える。  

＜関・意・態＞ （活動・発言） 

 

２ 

○辺の長さに着目して三角形を分け、二等辺

三角形と正三角形の定義を理解する。                   

【本時】 

・分類の観点をはっきりさせて、説明している。  

＜考え方＞（活動・発言） 

・辺の長さに着目して、三角形を分類している。 

              ＜表・処＞（シート） 

 

 

○コンパスを使って二等辺三角形や正三角

形を分類したり、色紙を使って、三角形作

りをしたりする。 

・二等辺三角形や正三角形の定義を理解して、分類

したり、三角形作りをしたりしている。  

＜表・処＞（活動） 

４ ○コンパスを使って、二等辺三角形と正三角

形の作図の仕方を考える。  

・二等辺三角形と正三角形の作図の仕方を考えてい

る。           ＜考え方＞（ノート） 

二 

  

 角の意味を理解し、二等辺三角形や正三角形の性質を見つける。  

５ ○角を重ねる操作をとおして、角の大きさ比

べをする。 

・２つの辺の開きぐあいに目をつけて、角の大小比

較をしている。   ＜表・処＞（発言・ノート） 

 

６ 

○角を重ねる操作をとおして、二等辺三角形

と正三角形の角の大きさ調べをする。 

・二等辺三角形では、２つの角の大きさが等しいこ

とを理解している。 

・正三角形では、３つの角の大きさが等しいことを

理解している。   ＜知・理＞（活動・ノート） 

 

 

７ 

○三角形の敷き詰めによる模様作りをする。 ・三角形が敷き詰められることや、いろいろな形が

あることを見つけている。 

            ＜考え方＞（活動・発表） 

・日常生活にある形に関心をもち、多様な見方をし

ている。        ＜関・意・態＞（発言） 

８ ○たしかめ道場（ほ－Ｐ．２４）を解く。  

 
 
 
 
 
 
 



６ 本時目標 

○辺の長さに着目して三角形を分け、二等辺三角形と正三角形の意味を理解することができる。 
７ 準備  教師：定規、ストローで作った三角形、プリント、掲示用三角形、フラフープ 
８ 本時の学習過程 

学 習 活 動 ○主な発問・予想される児童の反応 ・留意点 ●評価＜観点＞（方法）※手立て 
１ ５分チェックをする。 
 

 
 

・既習事項を確認する。 
 

 
２ 本時のめあてをつか

み、三角形の分け方につ

いて書きながら考える。 
  目をつけたところを明

らかにして分け方につい

て書く。 
  ・形 
  ・同じ色のストローの数 

 
○何に目をつけて分けたか、書き

ましょう。 
・とがっている三角形と平べった

い三角形に分けた。 
・同じ色のストローがいくつある

かで三角形を分けた。 

 
・前時になかま分けした三角形をどのような

観点で分けたかをはっきりさせてから書

かせる。 
 

３ 三角形の分け方を説明

し合う。 
①分けた理由を説明する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ②説明した分け方で三角

形を分類する。 
      （ペア活動） 
 
 
③二等辺三角形と正三角

形の定義について書く。 

○どのようになかま分けをしたか

理由をつけて説明しましょう。 
・形に目をつけて分けた。 

とがっている三角形 
平べったい三角形 

・色に目をつけて分けた。 
３本が同じ色の三角形 
２本が同じ色の三角形 
３本とも違う色の三角形 

・色の違いは、辺の長さの違いな

んだ。 
○説明した方法で、三角形を分け

ましょう。 
・分けにくいのがあるなあ。 
・辺の長さに目をつけると全部分

けることができる。 
 

・観点が重ならないように発表させる。 
・ストローで作った三角形を分類させなが

ら、説明させる。 
●分類の観点をはっきりさせて、説明してい

る。       ＜数学的な考え方＞ 
（活動・発言：大きさや長さ等、分類した

理由をわかりやすくあげている。） 
※机間指導の際、観点を明確にさせる。 
 
・ストローの色の違いが長さの違いであるこ

とをきづかせ、長さに目を向けさせる。 
・他の三角形を分類していく。 
・辺に着目すると確実に分類することができ

ることを理解させ、二等辺三角形や正三角

形の定義につなげていく。 
 
・二等辺三角形と正三角形の定義をおさえ

る。 
・漢字の意味や正方形などの言葉とも比較

し、理解を深めていく。 

４ 評価問題を解く。 
 ・三角形の辺の長さを調

べて、その三角形の名

前と理由を書く。 
 
 
 
 
 

○三角形の辺の長さを調べて、三

角形の名前を書きましょう。そ

の理由も考えましょう。 
・２つの辺の長さが等しいから二

等辺三角形だ。 
・３つの辺がすべて等しいから正

三角形だ。 
 

・辺の長さを測らせ、二等辺三角形か正三角

形かを考えさせる。 
●同じ長さの辺がいくつあるかで、二等辺三

角形と正三角形を分けることができる。                              
＜表現・処理＞ 

（プリント：長さを調べて、三角形を分類

している。） 
※解けないときには、何に着目すればよいか

振り返らせる。 
５ 学習のふり返りをノー

トに書き、次時の学習を

知る。 

○今日の学習で、分かったことや

きづいたことを書きましょう。 
・三角形の名前が分かった。 
・辺の長さで三角形が分けられる

ことが分かった。 

・本時の学習のまとめを行い、次時の学習の

めあてを明らかにし、意欲を持たせる。 
 

三 角 形 の 分 け 方 を 考 え よ う  

＜他教科との関連＞ 
どのような観点で比べたり、分類し

たりするのかを考える。  （理科） 
 



第４学年 国語科学習指導案

１ 単元名 くらしの中の世界について調べよう

「くらしの中の和と洋」

～『なるほどブック』でちがいを伝えよう～

２ 単元について

（１）既習の学びと児童の実態

１学期の説明文「ヤドカリとイソギンチャク」で、大切な言葉や文を押さえて要点をとらえ、「問い」

と「答え」の段落に注目して文章構成を考えた。そして、筆者の表現方法を「こつ・わざ」としてとらえ、

それを用いてパンフレットを書くことを通して、分かりやすく、読み手の関心を引く文章の書き方を学習

することができた。上学年の友達や保護者に読んでもらい、感想を返してもらうことで、伝わりやすい文

章になってよかったという実感を持つことができている。「くらしの百科の時間です」では、取材し、聞

き手の興味を引く言葉を使って筋道立てて説明する方法を学び、前単元「ウミガメのはまを守る」では、

文章構成をとらえ、「だれが」「なぜ」「どんな活動を」「どんな方法で」「いつごろから」「どんな願いで」

など、インタビューや図書資料などで情報を集め、調べていく時の視点について学んだ。

本学年の児童は要点を見つけることに慣れてきたが、用語が難しくなったり、言葉の言い換えがあった

りすると、要点をとらえるのに時間がかかる。また、記述を根拠として引用し、自分の言葉を補って簡潔

に理由づけることが課題である。

（２）単元の特徴と身につけさせたい力

本単元は、教材文の読み取りを生かしてくらしの中の世界の文化に目を向け、経験から得た知識と資料

等から得た情報を結びつけて事物をとらえ、書いた文章を読み合って交流するという構成である。教材文

は、くらしの中の「和」と「洋」について対比してとらえることにより、それぞれの良さを明らかにして

いる。子どもたちは、くらしを世界の文化という視点で見ることはほとんどないであろう。くらしの中の

事物の良さを「ちがい」を視点としてとらえることも新鮮に感じるはずである。対比の表現により書き手

の意図を伝えやすくなるといった叙述の工夫を学び、実際に書いて使ってみることで、自分なりの見方・

考え方を再構成することができると考える。こうした活動を通して、必要に応じて中心となる語や文をと

らえる力、複数の観点から物事を比べてとらえ、筋道立てて説明する力を伸ばすことをねらっている。

単元目標

○文章のまとまりごとの内容や関係に注意して何をどのように比べているかを考え、書かれているこ

とを読み取ることができる。 （読むこと)

○目的に応じて収集した資料を整理し、伝えたいことを明確にして短い文章を書き、読み合うことが

できる。 （書くこと）

（３）指導のポイント

○目的・相手意識の継続で高まりを

単元のテーマを「『なるほどブック』でちがいを伝えよう」とし、友達同士だけでなく、お年寄りとの

交流で自分の説明文を紹介するという目的・相手意識が継続するようにする。そして、教材文の読み取り

を通して筆者の表現方法を学び、書く時に生かそうとする意欲が高まることを期待したい。また、書いた

文章を交流させることで、他者との見方や考え方の違いにも気づくことができると考える。

○既習を生かして情報を整理する

読み取った内容を整理するために表を活用する。記述にそって情報を表にまとめることにより、見やす

くなり、関係づけてとらえやすくなる。教材文の学習後にも『なるほどブック』の例文（同じ構造の短い

文章）とメモとの関連を読み取らせ、対比の観点をどのように設定しているのかを考えさせる。それによ



り、既習内容を生かして論理的に思考する力や文章作成に生かす力も高めることができると考える。

○共通の場で視点を明確にして考える

最終次では、比較して考える事物を２種類提示し、２つのグループで対比の観点を提案させる。数を絞

り込むことで共通して考える場がもてるようにしている。教材文の読み取りと平行する形で、事前に自分

のグループで考える事物と相手グループの事物の両方についても、対比して考えられる良さや問題点につ

いて各自でノートに考えさせておく。本時では、ノートをもとにまとめた短冊を使ってそれぞれの事物の

ちがいと良さをグルーピングするなどして対比の観点をまとめさせる。そして、お互いの観点について

「良さ」につながっているかを話し合わせ、文章表記に生かせるメモづくりを進めたい。

○環境の整備で意欲を高める

生活経験や文献資料で得た情報を対比の観点をもとにメモにまとめ、構成を考えて短い文章を書かせる。

そのために、導入で日本と外国のくらしの様子を示す図書を紹介し、教材の学習と平行してその他の関連

図書を読むように促す。「和」と「洋」という観点でくらしを見つめ、初めて知ったことを知らせたいと

いう意欲へとつながるようにする。

（４）書く活動について

○書く立場になることで思考力を高める

中学年の文章は、だんだん難しい言葉が増え、内容的にもとらえにくくなってくるので、繰り返し使

われている大切な言葉や中心となる文を適切に見つけて整理し、要約する力をさらに高める必要がある。

また、根拠にあたる言葉や文を取り出す力を伸ばしたい。目的や必要に応じて文章から引用し、筋道立

てて記述して説明に生かせるように段階的に高める必要がある。

指導の工夫

・大切な言葉やくり返しに着目させ、文章の記述をもとに表に書き換える（メモにする）活動を通し

て、短くまとめて情報を整理する手立てを学ばせる。

・目的に応じて中心となる語や文をとらえるため、記述させる時に「キーワードを使って」「～で終わ

る形で」などの条件や書くための視点を与え、大切なことを落とさずに書かせるようにする。

・筆者と同様に対比表現や段落のつながり方を工夫して書くことを通して、集めた情報から必要なも

のを選んだり、効果的な文章構成を実感的にとらさせる。

（５）他教科等との関連について

本単元を通して身につける、目的や必要に応じて本や資料で調べたことを整理し要約する力は、社会科

や理科、総合的な学習の時間等において課題を調べ、まとめる時に有効に働く。物事を対比してとらえ、

互いの共通点や相違点を考えながら話し合う力は、他教科等で視点を明らかにした話し合いをする基礎と

なる。また、根拠を明らかにして筋道立てて理由を述べ、自分の考えを説明する力は、主に算数や理科で

比較、分類、関連づけなどを通してさらに論理的に書いたり話したりする力へと高めることができる。

３ 単元の評価規準

国語への ・くらしの中にある「和」と「洋」について複数の観点から見ることに関心を持ち

関心・意欲・態度 調べて初めて知ったことやちがいを文章で知らせようとする。

①まとまりごとの内容や関係に注意し、和室と洋室それぞれの特色をどのように比

読 む こ と べているかを考えながら読み取っている。

②必要に応じて中心となる語や文をとらえて要点を読み取り、引用したり要約した

りしている。

①くらしの中にある「和」と「洋」について本や資料を選んで調べ、対比メモにも

書 く こ と とづいて短い文章を書いている。

②書いた文章について読み合い、感想を伝え合っている。

言語についての ・対比を表したり順序を表したりする語句の役割を理解し、『なるほどブック』に生

知識・理解・技能 かして使っている。



４ 単元構想

単 元 の 主 な 流 れ 書 く 活 動
他教科等との関連で

育てたい力

＜第１次＞『なるほどブック』づくりの学習計画を立てよう

・日本と外国のくらしの様子について図書 ○言葉ノートに記録する。
で紹介し、教材文を通読する。 ○初発の感想を書く。

・新出漢字、語句の学習をする。 ○計画を書き、単元のめあて
・大体の内容を把握し、初発の感想を交流 を明確にする。
して、学習計画を立てる。

＜第２次＞「住」について「和」と「洋」の良さを読み取ろう

・まとまりに分け、文章構成を確認する。 ○意味段落に小見出しをつけ
・内容やまとまりの相互関係に注意して、 る。
和室と洋室の特色をどのように比べてい ○大切な言葉にサイドライン
るか考え、書かれていることを読み取る。 を引いて要点を書く。

○根拠になる部分を書き出し、
自分の考えを書く。

＜第３次＞筆者の表現の仕方について自分の考えをまとめよう

・文章構成図でまとまりごとの関係をとら ○筆者の説明の仕方について、
え、筆者の主張について考える。 自分の考えを書く。

・筆者の説明の仕方（表現方法）の良さに
ついて、自分の考えを述べる。

＜第４次＞『なるほどブック』でちがいを伝えよう

・くらしの中の｢和｣と「洋」について対比 ○対比の観点をもとに、メモ
の観点を考え、メモに整理する。【本時】 を整理する。

・『なるほどブック』を書く。 ○対比メモを生かしながら、
短い文章を書く。

・発見したことをお互いに伝え合う。

・学習全体のふり返りをする。 ○学びをふり返り、自分の考
えを書く。

〔お年寄りとの交流で伝える〕

＜既習の学びと螺旋的なつながり＞

○３年 国語 何がどういう順序で書かれているか段落の内容に気をつけて読む(１月）

○４年 国語 だん落とだん落の結びつきを考えながら読み取る（６月）

国語 すじ道立てて説明する（８月）

国語 書かれている内容を正しく読み取り、環境保護の工夫について調べる（９月）

国語 文と文をつなぐことばの働きを考える（９月）

＜今後の学びへの螺旋的なつながり＞

○５年 国語 文章の構成を考えながら要旨を読み取る（６月）

国語 題名の工夫や述べ方に注意して読み、要旨を読み取る（ １１月）

目的を持った活動

になるように学習

計画を立てる力

本や資料で調べた

ことを引用し、ま

とめる力

（社会・総合）

目的や必要に応じ

て文章や図を整理

し要約する力

（社会・理科）

互いの共通点や相

違点を考えながら

話し合う力

根拠を明らかにし

て理由を述べ、自

分の考えを説明す

る力

（算数・理科）

比べる観点を決め

て物事のちがいを

とらえる力 （社

会・理科・総合）



５ 指導と評価の計画（13時間扱い）

次 時 中心となる学習活動 具体的な評価規準＜評価の観点＞（評価方法）

「くらしの中の和と洋」を読み、『なるほどブック』作りをする学習見通しを持つ。

１ ○日本と外国のくらしの様子について関連図 ・くらしの中の「和」「洋」や言葉・漢字に
一

書で紹介する。教材文を通読して形式段落 関心を持ち、教材文のおよそをつかもうと

に分け、新出漢字、語句の学習をする。 している。＜関・意・態＞（ノート・発言）

２ ○初発の感想を交流し、学習計画を確認する。

〔関連図書の平行読みをする〕

まとまりの関係に注意しながら、「なるほど」と思える文章構成の工夫を読み取る。

○文章を５つのまとまりに分け、要点を書き、 ・中心となる語や文から要点をとらえてい

小見出しをつける。 る。 ＜読む②＞（ノート）

３ ○「衣食住」の「和」と「洋」は、それぞれ ・くらしの中にある「和」と「洋」について

どのようなものを指すかを文中から読み取 関心を持っている。

り、日常の具体物を考える。 ＜関・意・態＞（ノート・発言）

○和室と洋室を比べ、ちがいがどのように書 ・対比を表したり順序を表したりする語句に

４ いてあるのか考える。 着目してちがいをとらえている。

二 ・「最も大きなちがい」と「ちがいが生み ＜読む①②＞（ノート・発言）

出す差」について整理する。

○３つ目と４つ目のまとまりについて読み取 ・和室と洋室それぞれの特色をや良さを読み

５ ったことを対比メモに整理する。 取り、対比メモに整理している。

・「すごし方と良さ」と「使い方と良さ」 ＜読む①②＞（ノート・発言）

・「対比」「順序」「良さ」を表す表現

○２つ目のまとまりと、３つ目と４つ目のま ・まとまりごとの内容や関係を読み取ってい

６ とまりは、どのような関係で結びついてい る。

るかを考える。 ＜読む①＞（ノート・発言）

〔グループで考える事物について取材・読書をする〕

筆者の表現から自分の説明に使いたい表現方法を交流し合う。

○「このように見てくると、…。」を手がか ・まとまりごとの内容や関係を図に表し、筆

７ りに、まとまりごとの関係を文章構成図に 者の主張を読み取っている。

三 表し、筆者の主張をとらえる。 ＜読む①＞（ノート・発言）

○例文とメモを挙げ、良さを考えることを通 ・筆者の説明の仕方の良さを対比メモや文章

８ して、改めて筆者の説明方法をふり返り、 を引用しながらとらえている。

文章から引用して表現方法を話し合う。 ＜読む②＞（ノート・発言）

対比メモを使って書いた『なるほどブック』で自分の考えを伝える。

○自分のグループの事物についてちがいや良 ・くらしの中にある「和」と「洋」について

９ さを挙げ、整理することを通して「くらべ 関心を持ち、対比の観点を考えている。

る点」を明らかにし、メモを書く。 ＜関・意・態＞＜読む①＞

【本時】 （発言・ワークシート・ノート）

○グループ版の短い文章が書けた児童から自 ・くらしの中にある「和」と「洋」について

分が決めた内容についても「くらべる点」 本や資料を選んで調べ、対比メモにもとづ

四 10 を考え、さらに調べたり自分の考えを加え いて短い文章を書いている。

11 たりして『なるほどブック』を書く。 ＜書く①＞（原稿・行動）

12 ・対比を表したり順序を表したりする語句の

役割を理解し、『なるほどブック』に生か

して使っている。 ＜言語＞（原稿）

○読み合うことを通してちがいや初めて知っ ・書いた文章について読み合い、感想を伝え

13 たこと、良さを知り、感想を伝え合う。 合っている。

○学習全体のふり返りをする。 ＜書く②＞（発言・行動・ノート）

〔パワフルタイム（総合）でお年寄りに紹介する〕



６ 本時目標

○くらしの中にある｢和｣と｢洋｣について関心を持ち、対比の観点を考えてメモに表すことができる。

７ 準備 教師：例文とメモ（4 年国下 東京書籍 H23 版参照）、児童記入用メモ（模造紙）、ワークシート、ペン

児童：短冊（ちがいや良さを書いたもの）

８ 本時の学習過程

学 習 活 動 ○主な発問・予想される児童の反応 ・留意点●評価＜観点＞(方法)※手立て

１ 例文を読み、本時のめあて ○どんな書き方がしてあったかを ・既習の例文の書き方の良さを意識

を知る。 考えて例文を音読しましょう。 させる。

選んだものに合った「くらべる点」を決めてメモづくりに生かそう

２ 例文とメモから、比べて説 ○例文はメモをどのように生かし ・既習を生かし、順序や対比を表す

明する時のメモ作りのポイン て書いていたでしょう。 言葉を意識させる。

トを確認する。 ・「最も大きなちがい」についての ・「くらべる点」が決まると、ちがい

は、はじめの方にある。 や良さの説明が書きやすくなるこ

・順序を表す言葉や比べる言葉で とを押さえる。

順序よくつないでいる。 ・文章構成にもふれる。

３ ２グループに分かれ、ちが ○２つの物のちがいや良さを整理 ・「最も大きなちがい」などの表現が

いや良さから「くらべる点」 し、相手グループもうなずける 使えるように、「くらべる点」にも

を考える。 「くらべる点」を考えましょう。 順番をつけさせる。

①短冊を整理しながら、ちが ・短冊を整理すると、「くらべる点」・ちがいから見える良さについても

いや良さをまとめることが が見やすくなるかな。 考えさせる。

できる「くらべる点」を考 ・ちがいをまとめた言葉を考えて ●くらしの中にある「和」と「洋」

える。 ｢くらべる点｣にしよう。 について関心を持ち、対比の観点

・良さにつながる一番大きなちが を考えている。

いは何だろう。 ＜読む①＞ ＜関・意・態＞

・自分が説明を担当した「く ・「くらべる点」の一つ目は、～に （ワークシート・発言：ちがいや良

らべる点」について、決め しました。短冊にある２つの物 さから観点を考えている。）

た根拠を明らかにして説明 のちがいは～とまとめられて、 ※２つの物の「ちがい」をまとめた

を書く。 良さも言えるからです。 言い方を考えさせる。

②全体で「くらべる点」を話 ○｢くらべる点｣を決めた理由を説

し合う。 明しましょう。

・Ａグループ ・説明に順序を表す言葉があって

・Ｂグループ 分かりやすい。

・「くらべる点」を「～」としたら

③グループで修正する点を話 もっとちがいが見えると思う。

し合い、ワークシートのメ ○アドバイスを生かして「くらべ ・修正点をふまえてワークシートの

モ欄に書き込む。 る点」を見直し、メモを仕上げ メモ欄を書かせる。

ましょう。

４ 本時の学習のふり返りをノ ○｢くらべる点｣やメモの作り方を ・メモに整理していくと、順序よく

ートに書き、次時について確 中心にふり返りましょう。 文章が構成できることにふれる。

認する。 ・「くらべる点｣を決めると和と洋 ・次時は、例文のような文章を書く

のちがいが分かりやすくなった。 ことを伝える。

＜他教科等との関連＞

比べる観点を決めて物事のちが

いをとらえ、情報をまとめる。

（社会・理科・総合）



第５学年 国語科学習指導案 

 

 

１ 単元名    食とわたしたちのかかわりについて考えよう 

「インスタント食品とわたしたちの生活」 

～ 昔からある保存食について、説明文を書いて考えを交流しよう ～ 

 
２ 単元について 

（１）既習の学びと児童の実態 

１学期の説明文教材「動物の体」で、文章構成を考え、接続語を手がかりにして意味段落に分けたり、要

約したりして、書かれている内容を正しく読み取ることを学習した。また、段落構成に着目することで、筆

者の書き方の工夫に気づき、その効果を自分の言葉で説明する活動にも取り組んでいる。 
本学年の児童は、理解力や思考力の個人差が大きく、思考を要する学習活動に対して、友達の考えをもと

にして自分の考えを深めていくことは十分とはいえない。また、調べたことを書く時に、自分の書きたい内

容を正しく伝えるために、学んだことを生かして文章構成を考えたり、接続語や文末表現を工夫して文章を

書いたりする力が身についていないことが課題である。 
 

（２）単元の特徴と身につけさせたい力 

本単元は、教材文で読み取った説明文の文章構成や対比の表現の効果を考え、保存食に関する自分の考え

を書いて交流するという構成である。教材文では、話題提示に続き、インスタント食品のよさと問題点の両

面から、それぞれの理由や根拠を対比させながら論を展開している。そのため「序論－本論－結論」という

筆者の文章構成のよさに着目して読むことで、その意図や主張を深く読むことができる。また、読み取った

文章構成のよさや表現の工夫等を使って、調べてきた保存食についての説明文の書き手となり推敲すること

で、説明文の書き方の工夫や見直しのポイントを再確認することができると考える。このように、情報収集

したことを比較・分析し効果的な説明文を書く活動を通して、論理的な思考力を高めることをねらっている。 
 

 
 
 
 

 

 

 

（３）指導のポイント 

○書く目的を考えて、より効果的な書き方を 

学習計画を立てる時に、単元のテーマを「食とわたしたちとのかかわりについて考えよう」と設定し、友

達と考えを交流し合い、地域に発信するという目的・相手意識を明確にする。そして、既習の学びを思い出

し、書くことについての自分の課題を意識して教材文を読み取ることで、説明文の内容の価値やそれを説明

するための工夫（文章構成・表現の工夫等）を学ばせたい。このような言語活動の目的や条件を意識するこ

とで、より効果的な書き方ができる書き手となることを目指したい。 

○文章構成図・文章構成メモを使って、よりよい説明文を 

「序論－本論－結論」の文章構成のよさを意識し、何をどのように書くのかを明確にするために、文章構

成図や文章構成メモを活用させたい。本教材で読み取った説明文の特徴に関する情報（文章構成・接続語・

文末表現等）を取り出し、対比の表現の効果や筆者の書き方の工夫等について、文章構成図に書きまとめて

単元目標 

○文章構成に気をつけて説明文を読み、自分の文章に生かすことができる。   （関心・意欲・態度） 
○文章構成や対比の構造を読み取り、その効果を考えて説明文を書くことができる。   （書くこと）                    
○説明文の内容について、事実と感想、意見の関係を押さえ、筆者の考えに対する自分の考えを持ちなが

ら読むことができる。                              （読むこと）     



整理することが大切である。そして、文章構成図や文章構成メモを、書いた説明文の見直しにも生かすよう

にさせたい。 

○既習の学びを生かして、書くことへの自信を高めるために 

国語科での既習事項を関連づけて考える力を高めるために、説明文の効果的な書き方に関して、毎時間の

自分や友達の考えを学習履歴として記述することを継続させたい。このような学習内容を自分の言葉でまと

める言語活動を通して、説明文の書き手としての言葉の力や情報を活用する力をつけさせたい。説明文の学

習履歴を掲示することで、学習活動の支援ができるようにしたい。そして、このような螺旋的な学びのよさ

を感じさせることで、書くことへの自信をより高めていきたい。 

 

（４）書く活動について 

 ○文章構成メモを生かし、自分の考えを効果的に伝えるために 

高学年では、テーマや題材に沿って自分の考えを文章に書きまとめることに慣れつつある。しかし、自分

の考えを根拠や理由を明確にして伝える記述力を高めていくためには、さらに文章構成を意識し、接続語や

文末表現等を意識した効果的な書き方を身につけていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）他教科等との関連について 

   本単元を通して、説明文の効果的な書き方について、根拠や理由を明確にして話し合う力は、他教科でも

読み取った情報を正しく読み、選び、取り出す力の基盤となる。次に、教材文の対比の表現効果を読み取り、

文章構成図にまとめ、説明文を書く言語活動は、理科や社会科において集めた情報を比較・分析・分類して

まとめる時に有効に働く。また、算数科では、比べる視点を明確にして文章を読み取る力を高めることがで

きる。  

 

３ 単元の評価規準 

国語への 
関心・意欲・態度 

・筆者の表現の工夫や主張をとらえながら、説明文を進んで読み、自分の文章に生か 
そうとしている。 

書 く こ と ・文章構成や対比等の表現効果を考えながら、身近な食品についての説明文を書こう 
としている。 

読 む こ と ・叙述を根拠にしながら、インスタント食品に関する筆者の主張を読み取とうとして 
いる。 

言語についての 
知識・理解・技能 

・構成に気をつけ、文末表現や指示語、接続語などを正しく用いて文章を書こうとし 
ている。 

 

 

 

指導の工夫 

・教材文の文章構成のよさや表現の工夫の仕方について読み取る時に、ノートに自分の考えを根拠や理由

を明確にして書かせる。 
・感想や意見を友達と交流し合い、自分との共通点や相違点をよりはっきりととらえ、気づきや考えを比

較・整理して書かせる。（ナンバリング・色分け等） 
・文章構成メモをもとに、自分が調べた昔からある保存食について、現代のインスタント食品と対比の観

点で説明文を書かせる。 



４ 単元構想 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

単 元 の 主 な 流 れ 

 

書 く 活 動 

 

他教科等との関連で 

育てたい力 

＜第１次＞食に関する自分の考えを書き、交流する学習計画を立てよう  

・身近なインスタント食品のよさと問題点につい

て話し合う。 

・教材文を読み、説明文を書き紹介し合う学習計

画を立てる。 

・語句を調べ、新出漢字の練習をする。 

 

○身近なインスタント食品

についての考えを書く。 

○説明文の既習の学習を思い

出し、自分の課題を意識 

して、学習計画を立てる。 

 

 

＜第２次＞筆者の考えを読み取り、説明文の表現の工夫や効果を考えよう 

・教材文を段落ごとに読み取り、文章構成を考え

る。 
 
・教材文から、筆者の書き方の工夫を見つける。 
 
 
・インスタント食品に対する筆者の考えについて

自分の考えを書く。 
 
・文章構成図に読み取ったことを整理し、自分の

説明文に生かしたい筆者の書き方を見つけ、説

明文を書く構想を持つ。 
 

○サイドラインを引く。 
 
 
○本論の内容を箇条書きで

書き出す。 
 
○筆者の主張や説明の仕方

について、自分の考えを書

く。 
○文章構成図を書き、説明文

の書き方や表現の工夫に

ついて自分の考えをまと

める。 

 

＜第３次＞食について考えを交流しよう 
・文章構成メモをもとにして、説明文を書き、推

敲して書き直す。          【本時】 
 
・説明文をもとに考えを交流し、効果的な書き方

を評価し合う。 
 
 

○説明文を書き、推敲する。 
 
 
○自分の書き方をふり返る。 
 

＜既習の学びと螺旋的なつながり＞ 

○５年 国語 文章の仕組みを考えて、書かれた内容を読み取る。（６月） 

国語  題名の工夫や述べ方に注意して、筆者の考えを読み取る。（９月） 

＜今後の学びへの螺旋的なつながり＞ 

○６年 国語 書く事柄を整理し、自分の意見を効果的に伝えるための構成を考えて、具体例や根拠となる事 

実を挙げながら意見文を書く。（６月） 

郷土の産物、食文化や

食にかかわる歴史等

を理解し、尊重する心 

    （道徳） 

集めた情報を比較・分

析・分類してまとめる

力（社会・理科・算数） 

自分の健康を考えた

食生活を工夫する力 

    （家庭） 

 

学習課題を考え、解決

するための学び方を

組み立てる力（総合） 

比べる視点を明確に

して文章を読み取る

力     （算数） 



５ 指導と評価の計画（13時間扱い） 

 

次 時 中心となる学習活動 具体的な評価規準＜評価の観点＞(評価方法) 

 

 

 

 

一 

 

 

 

教材文を読み、説明文を書き、交流する学習の見通しを持つ。 

 

１ 

○インスタント食品のよさと問題点について

話し合い、自分の考えや感想をまとめる。 
・話題に関心をもち、自分の意見を話し合おうとし

ている。     ＜関・意・態＞（発言・行動） 

 

２ 

 

○教材文の文章構成や筆者の書き方の工夫に

着目し、自分の学習課題をもとに学習計画

を話し合う。 

・既習の学習を想起し、学習計画を立てようとして

いる。         ＜関・意・態＞（発言） 

 

３ 

○語句の意味を調べたり、新出漢字の練習を

したりする。 
 

・語句や漢字に関心をもって、調べたり、進んで教

材文を読もうとしたりしている。    

＜関・意・態＞（ノート） 

 

 

 

 

 

 

 

二 

 

 

 

 

文章構成や対比の表現効果を考え、筆者の考えに対する自分の考えを持ちながら読む。 

 

４ 

○事実と感想、意見を区別してサイドライン

を引き、文章構成や対比の表現等を確認し

ながら読む。 

・文末表現や指示語、接続語等に気をつけ、文章構

成や対比の表現を読み取っている。 

＜読む＞（発言・ノート） 

 

５ 

 

○インスタント食品のよさと問題点につい

て、対比の観点で分類し、筆者の考えに対

する自分の考えを話し合う。 

・筆者に対する自分の考えの根拠を明確にして交流

し、読み取りを深めている。 

＜読む＞（ノート・発言） 

 

６ 

 

○筆者の主張や説明の仕方をふり返りながら

文章構成や対比等の表現効果について考

え、説明文の書き方の視点をまとめる。 

・文章構成や表現効果を考え、効果的な説明文の書

き方の構想を考えている。 

＜書く＞（ノート・発言） 

 

７ 

○「序論－本論－結論」の文章の内容や要旨

をとらえ、表現の工夫について文章構成図

にまとめる。 

・文章構成をもとに、自分の考えを相手に分かりや

すく伝えるための書き方のポイントをまとめてい

る。         ＜書く＞（ノート・発言） 

 

 

 

 

 

 

三 

文章構成や表現の工夫を生かした説明文を書き、交流し合う。 

８ 

９ 

10 

○昔からある保存食と現代のインスタント食

品について、調べた情報を文章構成メモに

整理し、文章構成や表現の工夫を生かして

対比の観点で説明文を書く。 

・食と自分とのかかわりについて、文章構成や表現

の工夫を意識して書いている。＜言語＞（ノート） 

・文末表現や指示語、接続語などを正しく用いて書

いている。         ＜書く＞（ノート） 

 

11 

○説明文の書き方や表現の工夫について読み

合い、自分の意図が分かりやすく伝わるよ

うに書き直しをする。      【本時】 

・説明文の書き方の視点に沿って話し合い、友達の

アドバイスをもとにして、自分の説明文を推敲し

ている。       ＜書く＞（発言・ノート） 

12 

13 

 

○説明文をもとにして、互いの考えを交流し

合い、文章構成や表現の工夫について考え

る。 

・友達の発表を聞き、感想や意見を伝え合い、学習

をふり返っている。     ＜関・意・態＞  

             （発表・行動・ノート） 

 〔説明文をもとに、保存食に関するリーフレ

ットを作り、家族や地域に発信する。〕 
 

 



６ 本時目標 

○読み手に分かりやすい文章構成や表現の工夫を話し合い、自分の説明文を見直すことができる。 
７ 準備  教師：文章構成図  児童：グループ別に説明文をまとめたもの 
８ 本時の学習過程 

学 習 活 動 ○主な発問 ・予想される児童の反応 ・留意点●評価＜観点＞(方法)※手立て 

１ 本時の学習課題を確認する。 

 

 

 

２ グループで説明文の見直し

についてアドバイスし合う。 
 

見直しのポイント 

・文章構成（序論－本論－結論） 

・対比の表現 

 ・文末表現（事実と意見、感想） 

 ・指示語、接続語 

 ・呼び掛け文、問い掛け文 

 

○自分の説明文を見直しましょう。 

 

 

 

○どんなことに気をつけて説明文を

見直すとよいでしょう。 

 

・段落構成を考えて見直そう。 

・呼びかけ文を使うと予想できる。 
・接続語は、段落の始めに入れよう。 
・調べたことを対比させて書こう。 

・問いかけ文があると興味が持てる。 

・文末表現をくふうしたい。 

・自分が書いた説明文を読み、見直し 

に向けて関心を高める。 

 

 

・アドバイスの仕方を確認する。 
 （一人３分間・青ペンで記入） 
・文章構成図や見直しのポイントを提

示し活用できるように意識させる。 
・アドバイスをする時は、自分の考え

の根拠や理由が、相手に伝わるよう

に説明させる。 
・疑問に思ったことは、質問させる。 

 

３ 友達のアドバイスを生かし

て書き直した説明文を確認す

る。 
 
①各自が説明文を書き直す。 

 

 

 

 

 

②グループで互いに読み合い、

確認し合う。 

 

 

 

 

○より分かりやすい説明文になるよ

うに原稿用紙に書き直しましょう。 

・事実と意見を区別した文末表現に 

しよう。 

・問いかけ文や呼びかけ文を使おう。 

・序論に、伝えたいことをはっきり 

と書こう。 

・本論では、対比の表現を使いたい。 

・結論では、文末表現を工夫しよう。 

 

○友達の作文を読み、アドバイスを生

かして書き直しができているか確

かめましょう。 

・段落構成がすっきりした。 

・接続語を入れたので、文のつながり

がはっきりした。 

・アドバイスを生かして書けた。 

・自分の文章構成メモも振り返らせる

ことで、効果的に伝えるための表現

の工夫に着目し、書き直しをさせる。 
・グループで読み合い、見直しができた

か確認させる。 

●見直しのポイントや友達のアドバイ

スをもとにして、自分の説明文を推

敲しようとしている。  ＜書く＞ 
（発言・作文：文章構成や表現の工夫

を生かした説明文を書いている。） 
※既習の読み取り（ノートの記述）を

ふり返り、書き方を工夫させる。 

 

 

 

 

４ 学習のふり返りをノートに

書き、次時の確認をする。 
 

 

○説明文を見直した感想を書きまし

ょう。 

・文章構成のよさを考えて書けた。 

・文末の表現を考えて書けた。 

・保存食について交流する時に、段落

を考えて伝えたい。 

・見直しをしていくと、より分かりや

すい文章になり、自分の考えを明確

にした文章が書けることにふれる。 

・次時は、説明文をもとに交流し、さら

に、地域に発信するためのリーフレッ

トを書きまとめることを予告する。 

 

文章構成や表現の工夫を考えて、説明文を見直そう 

＜他教科等との関連＞ 
集めた情報を比較・分析・分類し

てまとめる。（社会・理科・算数） 
 



第６学年 家庭科学習指導案 

              

 

 

１ 題材名    楽しい食事を工夫しよう 

 

２ 題材について 

（１）既習の学びと児童の実態 

  本学年の児童は、1学期に朝食を作るために大切な内容や、食品の扱い方について学習している。ま

た調理法についても、ゆでたり、いためたりする調理について考え、工夫して調理する技能が高まって

いる。児童は、家庭科の学習に意欲的であり、特に調理計画を立てることや、実際の調理にとても積極

的である。しかし、自分が家族の一員であることを意識し、家族のことを考えた学習活動になっていな

いところが課題であった。夏休みには、学習を生かして朝食を作ることに挑戦できたことから、学びを

生活に生かす姿勢が少しずつ養われつつある。しかし、朝ご飯を食べずに登校したり、家の人の帰りが

遅く、夕食はお惣菜で済ませたりする児童も見られ、食生活に関する家族間のかかわりが弱いと思われ

る。また、外国語活動で栄養バランスを意識してランチメニューを計画した際には、食べたいものが１

品だったり、栄養のバランスを考えずに組み合わせたりしていたこともあり、学習したことを生かしき

れていない様子が伺える。 

 

（２）題材の特徴と身につけさせたい力 

本題材では、日常の食生活や食品に関心を持ち、自分たちが食べている食事についてふり返ることが

できる。また、五大栄養素をバランスよく組み合わせて摂ることや、同じ食品でも調理法や食品の組み

合わせによって変化に富んだ献立が作れることを学ぶこともできる。さらに家族の１食分の食事作りを

計画し実践することによって、食生活の大切さを感じたり、作る楽しさや食べる楽しさを味わったりす

ることができ、家族とともに食事することの意味や意義も取り入れて学習を進めることができる。また、

高学年になると家族とかかわりが希薄になりがちな傾向があることから、家族のことを考えて献立を作

ることを通して、自分と家族との結びつきについての意識を高めていくこともねらっている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指導のポイント 

○収集した情報を活用して根拠を明確に 

「家族と楽しく食事をするために」という意識を持たせるために、「家族スペシャルサンクスデー」を

設け、相手・目的を明確にする。同時に献立を作るために事前に「食事調査月間」を設け、家族がどの

ようなことに気をつけながら食事を作っているのかを調べたメモ(スピーチメモリー)を書かせ、記録と

して綴る。このような言語活動を通して、献立作りの視点に気づかせたい。さらに、さまざまな情報を

活用し、自分の考えの根拠を明らかにして話し合わせたい。 

 

 

題材目標 

○毎日の食事に関心を持ち、献立を作るときの視点に気づき、家族と楽しい食事をするための視点

に沿って調理の計画を立てようとすることができる。           (関心・意欲・態度) 

 ○栄養的なバランスを考えた１食分の食事を工夫し、調理計画を立てることができる。(創意・工夫)  

 ○１食分の調理計画を立て、材料や目的に合わせた調理をすることができる。        (技能) 

 ○食事のはたらきについて理解することができるとともに、１食分の献立を作ることができる。 

(知識・理解) 

 



○家族の思いを受けとめて考える 

  自分の生活の中で、家族がどんな思いや考えを持って食事を作ってくれているのか、どんな工夫をし

ているのかを知るために、毎日の食事に関心を持ち、家族に聞き取りやインタビューをし、日頃あまり

意識していない家族に目を向けさせるようにする。さらに、献立を考える際に気をつけることに気づい

たり、家族について改めて考えたりできるようにする。そして、実践計画を立て、実際に家族と自分の

作った食事を食べることで、食生活を通しての家族のかかわりについて改めて考えさせたい。 

○実践力を身につけるための異学年交流 

複式学級であるため、日々一緒に生活している５年生の存在意義はとても大きい。また、５年生は栄

養素のおもなはたらきやバランスの良い食事について学習している。そのため、５年生との試食交流の

場を設け感想を生かすことで、相手・目的意識を明確にした献立を作ることができる。また、話し合い

や紹介の前には、話す内容をメモさせておくことで、正確に分かりやすく伝えることができるようにし

たい。 

 

（４）書く活動について 

○スピーチメモリーを使い、よりよい計画を立てる 

児童の実態として、考えることはできてきているが、それを相手にわかりやすく表現することが苦手

である。ふり返りを書く時に自分の考えをわかりやすくまとめるよう意識しながら書かせる。またスピ

ーチメモリーにメモを書きためていき、後でふり返りや計画を立てる時に必要な情報として意識させる

ことで、知識を実践につなげる思考力が育つと考える。 

 

（５）他教科等との関連について 

 本題材を通して、献立を作る時に栄養素をバランスよく組み合わせる力は、保健の学習において、健

康的な生活を送るための基盤となる。次に、課題について図や表から情報を読み取り整理する力は、社

会科においての資料から的確な情報を読み取ったり複数の資料を関連付けて読み取ったりするときに有

効に働く。 

 言語活動として、情報を比較分類する活動や検証する活動、話し合い活動を多く取り入れる。これら

の活動で身につけられる図や表から情報を読み取り整理する力や、根拠を明確にして自分の考えが伝わ

るように表現する力は、国語科やその他の教科、総合的な学習の時間、道徳における学習にも役立つ力

となると考える。 

 

３ 題材の評価規準 

家庭生活への 

関心・意欲・態度 

・毎日の食事に関心を持ち、献立を立てるときの視点に気づき、家族と楽しい食

事をするための視点に沿って調理の計画を立てようとしている。 

生活を創意工夫

する能力 

・栄養的なバランスを考え、また、家族との楽しい食事をするために必要な視点

に沿って 1食分の食事を工夫して調理計画を立てている。  

生活の技能 

 

・栄養的なバランスを考えて、1食分の調理計画を立て、材料や目的に合わせて

調理することができている。 

家庭生活につい

ての知識・理解 

①献立を立てるときの視点がわかり、調理の仕方などを理解している。 

②食事のはたらきについて理解している。  

指導の工夫 

・事前に「食事調査月間」を設け、普段食事を作っている家族に聞き取りをさせ、それをメモさせる。 

・スピーチメモリーには、食事を作るときに家族が気をつけていることに加えて、大切だと思うこと

や工夫について思ったことも書かせる。 

・家族への聞き取りメモや栄養分類表、教科書などから必要な情報を読み取り、それらをもとに計画

表を書かせる。 



４ 題材構想 

 

 

 

 

 

 

題 材 の 主 な 流 れ 

 

書 く 活 動 

 

他教科等との関連で 
育てたい力 

＜第１次＞１食分の食事について考えよう  

 

 

 

 

 

 

 

 

・学習課題をもとに学習計画を立てる。 

 

・献立を作る。 

 

 

・献立を紹介し合い、修正する。 【本時】 

○目的に合った情報を集

めてメモする。 

 

○収集した情報をもとに

計画を立てる。 

 

○話し合うためのメモを

書く。 

＜第２次＞調理の計画を立てよう 

・調理の実習計画を立てる。 

 

・実習計画を発表し合い、自分の計画を見 

直し、修正する。 

・調理実習をする。 

 

〔 ５年生と交流し、紹介する 〕 

 

・調理実習についてふり返る。 

 

 

 

○計画表を書く。 

 

 

 

○紹介メモを書く。 

 

○ふり返りを書く。 

 

 

○ふり返りを書く。 

＜第３次＞家族と楽しく食事をしよう 

・家族スペシャルサンクスデーの計画を立 

てる。 

 

 

〔 家族スペシャルサンクスデーに家庭で

食事を作る 〕 

 

・家庭での実践をふり返り、発表し合う。 

○友達の意見を参考にし

ながら実践計画を書

く。 

 

 

 

○ふり返りを書く。 

           

＜既習の学びと螺旋的なつながり＞ 

○５年 家庭 栄養素のおもな働きについて理解する 食品を組み合わせてバランスの良い食事を考える。 

○６年 保健 食中毒予防について理解する。 

                                     

根拠を明確にし、自分の考

えが伝わるように表現す

る力      (国語) 

課題について図や表から

情報を読み取り、整理する

力       (社会) 

 

 

お互いの意図をはっきりさ

せながら、視点に沿って計

画的に話し合う力 (国語) 

学習したことをふり返り、

日常生活の中に生かそう

とする力    (総合) 

土地の産物や家庭で育てて

いる食材を使うなどして、

地産地消に取り組もうとす

る力       (社会) 

＜今後の学びへの螺旋的なつながり＞ 

○６年 保健     生活習慣病の原因が食生活にもあることを理解する。 

○中学 技術・家庭 中学生の１日分の献立を考える。 

                  

                                              

 

健康な生活を送るために食

生活の大切さに気づく力 

         (保健) 

家族の一員として、健康的

な食生活によって家族の幸

せを求め役立とうとする心 

     (道徳) 



５ 指導と評価の計画(10時間扱い) 

次 時 中心となる学習活動 具体的な評価規準＜評価の観点＞(評価方法) 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 

家族との楽しい食事をめざして、１食分の献立を作る。 

 〔家庭の食事について家族に聞く〕  

 〔自分の考えた食事を作ってみる〕  

 

１ 

○５年時に書いたインスタント食品に関

する意見文や、５年時の国語科教材と

自分で考えた食事を比べ、学習課題と

学習計画を立てる。 

・家族と楽しい食事をしようとしている。 

＜関・意・態＞(ワークシート) 

 

 

２ 

○３つのグループに多く含まれる代表的

な栄養素(五大栄養素)について知る。 

 

○献立作りの視点を知り、それをもとに

献立を作る。 

・毎日の食事に関心を持ち、献立を作るときの視 

点に気づいている。      ＜関・意・態＞ 

(ワークシート・発言)        

・献立を作るときに気をつける点がわかっている。 

＜知・理①＞(ワークシート・発言) 

 

 

３ 

○献立を発表し合い、工夫や視点につい

て話し合う。 

○話し合いをもとに自分の献立を見直

し、計画を立て直す。    【本時】 

・家族との楽しい食事をするために必要な視点に

沿って工夫して計画している。  ＜創・工＞ 

(ワークシート・発言) 

 

 

 

 

 

 

 

二 

 

 

 

献立の中の２品について調理計画を立て、調理実習を行う。 

 

４ 

○自分の献立の中から２品選んで調理

実習の計画を立てる。 

・手順や時間配分を考えて調理計画を立てようと

している。         ＜関・意・態＞ 

(ワークシート・発言) 

 

５ 

○実習計画を発表し合い、自分の計画を

見直し、修正する。 

・材料や目的に合わせた調理の仕方などを理解し

ている。  ＜知・理①＞(ワークシート・発言) 

６ 

７ 

○計画に沿って２品ずつ調理実習をす 

る。 

・1食分の調理計画を立てて材料や目的に合わせて

調理している。     ＜技能＞(行動・発言) 

 〔５年生に紹介し、試食してもらう 〕   

８ ○調理実習の手順や、仕上がり等につい

てふり返りをする。 

・材料や目的に合わせた調理の仕方などを理解し

ている。  ＜知・理①＞(ワークシート・発言) 

 

 

 

三 

家族との楽しい食事を計画し、家庭で実践する。 

 

 

９ 

○家族と楽しい食事をするための計画を

立てる。 

・家族と楽しい食事をするために計画を立てよう

としている。        ＜関・意・態＞ 

(ワークシート・発言) 

・栄養的なバランスを考え、１食分の計画を立て

ている。   ＜技能＞ (ワークシート・発言) 

 〔 家族スペシャルサンクスデーに家族

に食事を作る 〕 

 

10 ○家庭での実践をふり返り、発表し合 

う。 

・食事のはたらきについて理解している。 

＜知・理②＞(ふり返りシート・発言) 

 

 

 

 



６ 本時目標 

○家族と楽しい食事をするために献立を工夫して計画することができる。  

７ 準備  教師：栄養素分類表、ワークシート、献立作りのための視点カード・資料 

      児童：料理の本、自分の作った献立の絵 

８ 本時の学習過程                         

学 習 活 動 ○主な発問 ・予想される児童の反応 ・留意点 ●評価＜観点＞(方法) ※手立て 

１ スピーチをする。 

２ 本時の学習課題を

つかむ。 

 

 
 
３ 献立を発表し合い、

工夫や視点について

考える。 

①自分の献立を発表

する。 

 

 

 

 

②新しい献立作りの

視点を知る。 

 

 

 

③相手の献立につい

て意見を書き、話し

合う。 

 

○今日の学習課題をワークシートに

書いて確認しましょう。 

 

 
 
○工夫や理由を交えて自分の献立を

発表しましょう。 

 

・野菜を多く取り入れた。 

・油が少なくてすむものにした。 

・たんぱく質が多いので、ビタミンを

多く取り入れるようにした。 

 

 

・自分の好きな物ばかり選んでいた。 

・家族のことを考えた献立にしよう。 

・おじいちゃんが作った野菜を使おう

かな。 

 

○気になった点や、修正したほうがよ

いと思われる点を書きましょう。 

・栄養のバランスが悪いと思う。 

・炒めてばかりなので、ちがう調理方

法でも作った方がよいと思う。 

・しょう油味ばかりなので、飽きる。 

・おばあさんは味の濃い物や硬い物は

食べにくいと思う。 

・昨日の食事についてふり返らせる。 

・本時の課題を知らせ、友達の献立に 

も関心を持たせる。 

 

 
 
・分類表等の図表を用いて、説明をした

り助言をしたりさせる。 

・献立の工夫と視点カードを照らし合わ

せながら確認する。 

 

 

 

 

 

・家族のための献立になるように新しい

献立作りの視点を加える。 

 

 

 

・日本の伝統的な食事の組み合わせとし

て「一汁三菜」という言葉があること

にもふれ、献立作りの参考にさせる。 

 

 

 

４ よりよい献立に修

正する。 

①自分の献立につい

て修正点を明らか

にして書き直す。 

 

 

 

②出来上がった献立

を２人で相談し合

って完成させる。 

(ペア学習→発表) 

○変更した理由を説明しながら新し

い自分の献立を発表しましょう。 

・たんぱく質が多かったので、肉料理

を 1品減らしてサラダにした。 

・一汁三菜に近づくので、家にあった

キムチもつけ加えた。 

・お年寄りがいるので、硬い物が食べ

にくいので、やわらかいものにした。 

・家族との話題作りにもなるので、家

の野菜を使って作れるものにしたら

いいと思う。 

 

・食品ごとに五大栄養素を書き、確認さ

せる。 

●家族と楽しい食事をするために必要な

視点に沿って工夫して計画している。 

            ＜創意工夫＞ 

(発表：献立作りの視点に沿って考えて

いる。) 

※視点に沿って考えられていない児童に

は、視点カードや分類表を活用して確

認させる。 

・２人で話し合うことで、もう一度見直

すことができるようにする。 

５ 学習のふり返りを

書き、次時の学習につ

いて知る。 

・家族のことを考えた献立を立てられ

た。 

・家族に喜んでもらえたらいいな。 

・普段の自分の食生活に関連づけてふり

返るようにさせる。 

・それぞれの献立から２品ずつ選んで調

理する計画を立てることを伝える。 

家族のことを考えた献立になるように見直そう 

・家族への思いやり 

・家族が作った野菜 

 

＜他教科等との関連＞ 

 根拠を明確にして、自分の考えを表

現する。         (国語) 

｛献立作りの視点｝ 

・味のバランス 

・調理方法 

・栄養バランス 
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