
国語科指導計画・評価計画（第２学年）

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、
行事との関連

4

つくしだれのこ １．「つくし　だれの　」をリズムよく，声に出し
て読む。

○基本形は七・五音である。リ
ズムがよいので，繰り返し音読
することで，すぐに暗唱できる。
元気な声も出しやすい。

２．ノートに詩を書き写す。 ○「つくし」はみんな知っている
と思うが，「すぎな」については
写真などを用意したい。

2

おてだまうた １．一人で歌うようにして読む。
２．ペア、グループでルズムよく歌うようにして
読む。
３．読みながら，お手玉やまりつきをしてみる。

○

○基本形は四・三音であるが，
七音の連続である。
○まず暗唱する。そのうえで，
一音一拍か，あるいは，二音
一拍でリズムをとり，お手玉や
まりつきを工夫してみる。

1

声の　ものさしを
つかおう

１．いろいろな場面に合わせた声の大きさで
話すことを理解し，学習のねらいと流れをつか
む。

２．さし絵と照らし合わせながら教材文を読
み，学習の大体をつかむ。

○ ○

○場面や相手の数に合わせた声の
大きさで話すことの必要性に気づか
せ，上手にたくさん話をしていくよう
意識づける。日常生活の場も意識さ
せる。
○全文をさし絵と照応させながら読
み，日常生活で意識しているか経験
等を想起させ，｢ものさし｣を学習し直
す意欲をもたせる。

３．P8の「ほけんしつで」「うんどうかいで」の場
面について，それぞれ，P9の「声のものさし」
のどこにあたるか考え，実際に話しながら，
「ものさし」の数値と実際の声の大きさを実感
的にとらえる。

○学校生活の中の｢ほけんし
つ｣｢うんどうかい｣の経験を思
い起こさせ，そのときの声の大
きさに背景や理由があることを
考えさせるようにする。

４．「ものさし」の「0の声」「4の声」を教室や校
庭で実際に試したり，『つくし だれの子』や
『おてだまうた』をいろいろな「ものさし」で読ん
だりして，実感的に確かめる。

○相手の人数に合わせた大きさで
話す時の声について，話すグループ
と観察するグループに分けて，話し
手どうしの感覚や，聞いた時の感覚
を実感的に比べさせるとよい。
○五段階の声の大きさ(「0」を含む)
のうち，「0」の声は，例えば教室移
動の時など，「4」の声などは，体育
館などで音読したり発表したりする
ときなどの，空間の広さや周りの状
況でも変わること，変えることを意識
させ，P6・7の詩の音読を，いろいろ
な声で楽しませたい。

1

５．Ｐ１１「書くとおなじでもよむとちがうことば」
を読み，アクセントの違う言葉を集め，文を
作って読み合う。 ○ ○

○同音の言葉でも，意味の違いでア
クセントが異なる言葉があることに
気づかせ，たくさん集めたり，文にし
て比べ合ったりさせる。

7

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
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1

「えいっ」 １．登場人物の行動や気持ちを考えて読み，
想像を広げて日記を書くという単元の見通し
をもつ。

○ ○

○学級の実態に合わせて，通読す
る。（範読，あるいは児童による音
読など）
○簡単な感想の交流やおもしろかっ
たところの交流をして，くまの子に
なって考えてみることへの興味・関
心をもたせる。

道徳：２(4)日ごろ世
話になっている
人々に感謝する。

2

２．登場人物の様子を想像し，場面ごとに順
番に，くまのとうさんの行動とくまの子の気持
ちをノートに整理する。
（１）くまのとうさんの行動と，くまの子の気持ち
とを順番に対照させて表を作る。

○話の順序を，板書などで相互に
確認してから作業に入る。さし絵を
手がかりにするとわかりやすい。ま
た，作業の前に教材文の該当個所
にサイドラインを引かせてもよい。
○ワークシートを使うか，ノートに各
自が線引きなどを使って書き，記述
事項を整理する指導を行うこともで
きる。（教科書P24　1の（1）の表を参
考にする。）

3

（２）ノートに整理したことをもとにして，くまのと
うさんとくまの子の気持ちを，表現をふまえて
想像し合う。
文章に書いてある表現をもとにして，その時，
くまのとうさんやくまの子は何を見ていたの
か，どんなことを考えていたかを想像させる。

○グループで話し合えるとよい｡そ
の際教科書P25に書かれた子どもた
ちの発言を参考にする。子どもたち
が，それぞれ想像したことを「それは
ね…」「…と書いてるから」などと，根
拠をあげて説明していることに留意
する。
○P28の「ことば」の設問は，気持ち
を想像する活動と関係させながら，
適宜取り扱う。

3

（３）くまのとうさんとくまの子のそれぞれの様
子を思いうかべながら，役割を決めて声に出
して読む。
役割を交替したり，他のグループに聞いても
らったりして，ミニ発表会をする。

○場面を決めて，くまの子になるの
か，とうさんになるのかを分担する。
前時までの学習をいかして，それぞ
れの様子を思いうかべて音読する。
○役割を交替したり，他のグループ
に聞いてもらったりして，ミニ発表会
をするとよい。

4

３．くまの子になったつもりで，その日にあった
ことを日記に書く。
（1）２．（1）で整理したことをもとに書く。

（2）書いた日記を友達と読み合い，よいところ
を認め合う。

○

○ノートに整理した事柄をもとにし
て，くまの子の視点に立って作文を
書く。文章を書く前に，くまの子に
なったつもりで「きょう，あったこと」を
口頭で話をさせてもよい。
○互いに「日記」を読み合って，いい
ところを評価し合う。

1

１．日記がどのようなものか，日記には何を書
けばいいのかを知り，学習の見通しをもつ。

○ ○

○毎日の生活を振り返って書くこと
をおさえる。帯単元のようにして扱
い，書くことの日常化を図ってもよ
い。
○この教材で始めた日記は，下巻
の第七単元「一年間のできごとをふ
りかえって」で活用できるように設定
されている。一年間書き続けた自分
の日記をもとに，書くことの題材を選
ぶ楽しさを味わわせたい。

1

２．生活を振り返り，日記に書く材料を集め
る。

○

○その日の生活でしたこと，思った
ことを集める。児童によって毎日書く
ことが負担となる場合は，一週間の
中で書きたいことがあった日に書く
ようにしてもよいこととする。

2
３．集めた材料をもとにして，日記を書く。

○ ○
○日記例を参考にして，日付・曜
日・天気なども書き入れさせる。

5 1

４．書いた日記を友達と読み合う。

○

○友達だけでなく、家の人にも読ん
でもらうい，励ましなどのひと言を書
いてもらうとよい。

18

◇話すこと・聞くこと　　 ■書くこと　　 □読むこと　　 △伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項

単元名 言葉で伝え合おう

1

□◇言葉のリズムや響き，声の大
きさなどを楽しみながら，国語学習
への期待を高め，見通しをもって
学習する意欲をもつ。
□言葉のリズムや響きを楽しみな
がら，元気に音読する。
□語のまとまりや言葉の響きなど
に気を付けて音読すること。　⇒◎
Ｃ(1)ア
□場面の様子について，登場人物
の行動を中心に想像を広げながら
読むこと。　⇒Ｃ(1)ウ
△言葉には，意味による語句のま
とまりがあることに気付くこと。　⇒
伝国(1)イ(ｳ)
□本や文章を楽しんだり，想像を
広げたりしながら読むこと。　⇒Ｃ
(2)ア

○ ○

【関】言葉のリズムや響き楽し
みながら，音読しようとしてい
る。（観察）

◎【読】言葉のまとまりや響き
に気をつけながら，音読して
いる。（音読）

【言】意味による語句のまとま
りがあることに，気づいてい
る。（発言）

◇いろいろな場面で，話す声の大
きさを考えて，気をつけて話すこと
の大切さに気づく。
◇姿勢や口形，声の大きさや速さ
などに注意して，はっきりした発音
で話すこと。
　⇒◎Ａ(1)ウ
△音節と文字の関係や，アクセン
トによる語の意味の違いなどに気
付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｲ)
◇場面に合わせてあいさつをした
り，必要なことについて身近な人と
連絡をし合ったりすること。　⇒Ａ
(2)ウ

【関】声のものさしを意識しな
がら，機会や場に応じた声の
大きさを使い分けようとしてい
る。（観察）

◎【話聞】姿勢や口形，声の
大きさや速さなどに注意し
て，はっきりした発音で話して
いる。（音読・観察）

【言】アクセントによる語の意
味の違いに気づき，アクセン
トの違う言葉を集め，文を
作って比べている。（ノート）

2 ○

つづけて　みよう
－日記－

■毎日の生活を振り返り，日記を
書く。
■経験したことや想像したことなど
から書くことを決め，書こうとする
題材に必要な事柄を集めること。
⇒◎Ｂ(1)ア
■語と語や文と文との続き方に注
意しながら，つながりのある文や
文章を書くこと。
　⇒Ｂ(1)ウ
△句読点の打ち方や，かぎ（「　」）
の使い方を理解して文章の中で使
うこと。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)
■経験したことを報告する文章や
観察したことを記録する文章など
を書くこと。
　⇒Ｂ(2)イ

【関】日記に興味をもち，書こ
うとしている。（観察）

◎【書】経験したことなどから
書くことを決め，書こうとする
題材に必要な事柄を集めて
日記を書いている。（ノート）

【言】句読点の打ち方や，か
ぎ（「　」）の使い方を理解して
文章を書いている。(ノート）

☆生活科：観察日
記を書く活動に生
かすことができる。

単元名 一　お話の　中の　できごとを，日記に　書こう

4

□登場人物の様子を思いうかべ
ながら読み，くまの子になったつも
りで日記を書く。
□語のまとまりや言葉の響きなど
に気を付けて音読すること。　⇒Ｃ
(1)ア
□場面の様子について，登場人物
の行動を中心に想像を広げながら
読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ
■想像したことから書くことを決
め，書こうとする題材に必要な事
柄を集めること。
　⇒Ｂ(1)ア
■書いたものを読み合い，よいと
ころを見つけて感想を話し合うこ
と。　⇒Ｂ(1)オ
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)
□文章を楽しんだり，想像を広げ
たりしながら読むこと。　⇒Ｃ(2)ア
■想像したことなどを文章に書くこ
と。
　⇒Ｂ(2)ア

【関】日記に興味をもち，進ん
で学習に取り組もうとしてい
る。（行動）
【読】語のまとまりや言葉の響
きなどに気を付けて音読して
いる。（行動・発言）
◎【読】くまのとうさんやくまの
子の気持ちを，想像を広げな
がら読んでいる。（ノート）
【書】くまの子の視点に立っ
て，日記を書いている。（ノー
ト）
【書】友だちの日記のよいとこ
ろを見つけている。（発言・
ノート）

○



月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

１．単元名とリード文を読み，すみれとありに
ついて説明した文章を読むという学習の見通
しをもつ。 ○ ○

○書かれている事柄の順序に
気をつけて読み，すみれとあり
のつながりを説明するという学
習の流れを確認させる。

1

２．この文章の筆者が投げかけている問題に
ついて考え，話し合う。

○

○すみれの花に限らず，花が
咲いているところは，普通はど
んなところか，経験を話し合うと
ころから始めるとよい。
○筆者も，まず，「道ばたに，す
みれの花がさいています」と述
べていて，児童の経験と合致し
ている。
○しかし，次に「コンクリートの
われ目」「たかい石がきのすき
間」にもすみれが咲いているこ
とを指摘し，これが「どうして，
こんなばしょに，さいているの
でしょう」という問題提示につな
がっている。

7

３．すみれとありの関係に気を付けて，説明さ
れている事柄の順序に気をつけて話す。
（1）すみれの花が咲いてから，種を飛ばすま
で。
（2）ありがすみれの種を見つけてから，種を捨
てるまで。

○ ○

○「すみれの花→み→みの中
のたね」と，説明する対象が
移っていくことをおさえ，「主語
―述語」を読んでいく。
○順序を意識させるために，
「まず」「次に」「そのあと」など
の言葉を使って，文をつなげて
いくようにする。
○主語の「あり」に着目し，「述
語＝その行動」を追っていく。
○「ここが大事」を参考にしな
がら，読みとっていく。
○話す際，ノートに文章中の大
事な言葉を抜き出したり，文章
中の大事な言葉に番号を書き
込んだりして，順序よく話す工
夫をさせるとよい。

5

４．すみれとありのつながりを説明する。
（1）すみれが，いろいろな場所に花を咲かせ
るわけをノートに書いて説明する。
（2）書いた文章を，友達と読み合う。

○

○３．で読んだ「すみれの花の
変化」と「ありの行動」が，「す
みれの種」を介してつながって
いることをおさえておく。
○「すみれの種が飛び出す→
その種をありが運び，捨てる→
捨てられた種がその場所で花
を咲かせる」という時系列に展
開する情報を整理したうえで，
「なぜ，種を飛ばすだけではだ
めなのか」「なぜ，ありはすみ
れの種を運ぶのか」「なぜ，す
みれが花開くところがコンク
リートの割れ目や石垣の隙間
になるのか」を考えさせる。
○順序を説明する文（時系列
の情報を述べる文）とそれを補
足説明する文（さまざまな「な
ぜ？」に答える文）を使い分け
て，説明の文を書くようにする。

1

１．図書館へ行って本を探したり，その探す方
法を身につけたりするという学習の見通しをも
つ。 ○ ○

○図書館へ行き，目的に応じ
ていろいろな本を探す方法を
身につけられるよう意識づけ，
常に図書館を活用していこうと
する意欲を喚起する。

3

２．各自の調べたいこと，読みたいテーマに
そって本を探す。

○

○「すみれとあり」を読んだ経
験をもとに，みんなで「あり」に
ついて調べる本を探す。
○いきなり個々の本にあたる
のでなく，図書館の本が分類さ
れていることに気づかせて，本
を探すようにさせる。このとき，
「こんちゅう」以外にも，どのよ
うな分類があるかふれておく。
○本棚の分類のほかにも，学
校の図書館の実態に合わせ
て，配架（「おすすめ図書コー
ナー」「○○の学習コーナー」な
ど），館内の掲示，題名や作者
名などを手がかりに本を探させ
る。
○本を探す活動をとおして，わ
かったことを「図書館地図」にま
とめる。

3

３．各自の調べたいことや読みたいテーマに
そって探した本を読み，紹介し合う。 ○ ○

○読んだ本の内容だけでなく，
本を探した経験も合わせて紹
介するようにする。

1

１．学習の進め方を理解し，見通しをもつ。

○

○手紙を書いた経験や，返事
をもらった時の喜びなどを具体
的に話し合う。

1

２．手紙を書くことに興味をもち、手紙の構成
を理解する。

○

○はるたさんの手紙を例にし，
「相手の名前」「じぶんの名前」
を書くことに注意して，構成を
理解する。

2

３．書く相手と書くことを決め，簡単な構成を考
えながら手紙を書く ○ ○

○題材を決めたら，短冊や付
箋などを活用しながら，書く事
柄を集めて，整理する。

6 1

４．手紙を読み合いながら，感想を伝え合う。

○

○もらった手紙のよいところ
や，もらった喜びなど感想を話
し合う。

1

５．もらった手紙に返事を書く。

○ ○

○4．で話し合った内容や感想
をふまえ，P45の例文を参考に
して返事を書く。
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単元名 二　つながりを　せつめいしよう

5

すみれとあり □ありとの関わりに気をつけなが
ら，すみれが仲間を増やす仕組み
について説明した文章を読む。
□問題事象と問題を受けて，すみ
れの種が時間の経過とともに変化
していく様子，ありとの関わりに気
をつけながら，すみれが仲間を増
やしていく仕組みを読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)イ
□すみれとありの関係に気をつけ
て，文章の中の大事な言葉や文を
書き抜くこと。
　⇒◎Ｃ(1)エ
□身近な植物が仲間を増やしてい
く仕組みについて書かれた本を読
むこと。　⇒Ｃ(1)カ
■語と語や文と文との続き方に注
意しながら，つながりのある文や
文章を書くこと。
　⇒Ｂ(1)ウ
△文の中における主語と述語との
関係に注意すること。　⇒伝国(1)
イ(ｶ)
□事物の仕組みなどについて説
明した本や文章を読むこと。⇒Ｃ
(2)ウ
■身近な事物を簡単に説明する
文章などを書くこと。⇒Ｂ(2)ウ

【関】すみれとありのつながり
に関心をもって読もうとしてい
る。（観察）

◎【読】すみれの種が運ばれ
る様子を，順序をおさえて読
みとっている。（発言・ノート）

◎【読】すみれとありの関係に
気をつけて，文章の中の大事
な言葉に着目して読んでい
る。（発言）

【書】すみれの種の変化やあ
りの行動の順序をおさえて，
すみれの花がいろいろな場
所に咲くわけを説明してい
る。（発表・作文）

【言】すみれやありと，その変
化や行動に注意しながら，す
みれとありの関わりを説明す
る文章を書いている。（ノー
ト・作文）

☆生活科：順序に
気をつけて観察文
などをまとめる。

5

図書館へ　いこう
図書館で　本を　さ
がそう

□図書館に行き，自分の知りたい
ことを調べたり，読みたいテーマに
そって探したりして，本を読む。
□文章の内容と自分の経験とを結
び付けて，自分の思いや考えをま
とめ，発表し合うこと。　⇒Ｃ(1)オ
□楽しんだり知識を得たりするた
めに，本や文章を選んで読むこ
と。　⇒◎Ｃ(1)カ
△文の中における主語と述語との
関係に注意すること。　⇒伝国(1)
イ(ｶ)
□物語や，科学的なことについて
書いた本や文章を読んで，感想を
書くこと。⇒Ｃ(2)エ

【関】図書館に行って，本を探
す工夫をしようとしている。
（観察）

◎【読】図書館の配置や貸し
借りについて，おおよその仕
組みを理解している。（観察・
発言）

【言】文の中の主語と述語の
関係に注意して，本の内容を
読んでいる。（発言）

手紙を　書いて
つたえよう

■相手を決めて，伝えたいことを
手紙に書く。
■経験したことや想像したことなど
から書くことを決め，書こうとする
題材に必要な事柄を集めること。
⇒◎Ｂ(1)ア
■自分の考えが明確になるよう
に，事柄の順序に沿って簡単な構
成を考えること。　⇒Ｂ(1)イ
■書いたものを読み合い，よいと
ころを見付けて感想を伝え合うこ
と。　⇒◎Ｂ(1)オ
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)
△敬体で書かれた文章に慣れるこ
と。⇒伝国(1)イ(ｷ)
■伝えたいことを簡単な手紙に書
くこと。⇒Ｂ(2)オ

【関】手紙のやりとりに興味を
もち，相手を決めて書く内容
を考えようとしている。（観察）

◎【書】経験したことや想像し
たことなどを手紙に書いてい
る。（ノート・作文）

◎【書】もらった手紙のよいと
ころや感想をもとに，返事を
書いている。（ノート・作文）

【言】言葉には，経験したこと
を伝えるはたらきがあること
に気づいている。（発言・手紙
の内容）

☆生活科：手紙を
書くときに生かすこ
とができる。



月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

１．理由をはっきりさせながら，声の大きさや
話す速さに気をつけて，みんなの前で発表し，
聞く学習であることを意識し，学習計画を立て
る。

○ ○

○なつかわさんの発表をもとに
「わかりやすいなあ」と思うこと
を話し合わせ，教科書と比べて
確かめ合うようにする。
○話題や話すポイントを理解さ
せ，「話すまでのじゅんび」に
そって学習計画を立てるように
する。

2

２．「話すまでのじゅんび」の内容にそって自分
が話したいことをノートに書き出し，話したいこ
とを決め，メモを作る。

○

○板書で「すきなこと とくいな
こと」などの小見出しを示し，視
写させてから，ノートに自分の
ことを書かせるようにしたい。
○メモについても，P47を参考
に，タイトルや小見出しで整理
しながら書けるように指導す
る。

1

３．「ことばをふやそう」をもとにしながら，話す
ときに使う言葉をメモに書き込む。 ○

○メモへの書き込みは，話す
時のポイントがわかるように印
をつけるなどして書かせたい。

2

４．二人組みを作り，メモをもとに姿勢などに
注意し，好きなことや得意なこと，そのわけな
どを，声の大きさや速さ・姿勢などに気をつけ
ながらスピーチをしたり聞いたりする。

○ ○

○隣どうしの交互の交流から，
相手を変えて繰り返し，話し方
に習熟できるようにする。その
とき，共感的に聞くようにさせ，
「なにが好き（得意）か」「その
わけ」など，わかったことを話し
手に伝えてから，感想やアドバ
イスを述べるようにさせる。

2

５．みんなの前でスピーチをしたり，聞いたりし
て，質問や感想を伝え合い，学習を振り返る。 ○

○全体交流で，話したり聞いた
りして，学習の自己評価をさせ
る。

2

漢字の　ひろば　1
画と　書きじゅん

△提示の漢字を正しく読んだり，
書いたりし，まちがいなどを正して
書けるようにする。
 
△第2学年においては，学年別漢
字配当表の第2学年に配当されて
いる漢字を読むこと。また，第1学
年に配当されている漢字を書き，
第2学年に配当されている漢字を
漸次書き，文や文章の中で使うこ
と。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｳ)
■文章を読み返す習慣を付けると
ともに，間違いなどに気付き，正す
こと。　⇒Ｂ(1)エ

１．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。

２．漢字の画や画数の意味を知り，P50の問
題を解くなどして，画数を数えられるように練
習する。

３．筆順には，一定のきまりがあることを知る。

４．点画の長短，接し方や交わり方などに注
意して，筆順に従って正しく書く。

○ ○ ○

【関】傍線の言葉を使って，文
を書こうとしている。（観察）

◎【言】傍線の漢字を正しく書
いたり，使ったりして文を書い
ている。（ノート・観察）

【書】読んだり，書いたりした
漢字を見直し，まちがいなど
を正している。（ノート・観察）

○漢字の使い方などを理解さ
せて，日常の言語生活にも生
かしていくよう意識づける。
○「土」を例に，「画」および「画
数」の名称とその意味について
具体的に理解できるようにす
る。
○板書では，一画めから三画
めまでが見た目でわかるように
色分けするとよい。
○「日」の二画めの横から縦へ
の「おれ」は，「一度に書いて，
一画として数える」ことをおさえ
る。
○「山」「女」などをもとに，画数
を正しく数えられるようにする。
○既習漢字の筆順を確かめる
ことによって，筆順の原則を理
解し，その原則に従って書いて
いこうとする意識を育むように
する。
○筆順の原則についての知識
を得ると同時に，画を組み立て
られるようにすることが大切で
ある。
○この時期においては，正しく
整えて書くことが意識できるよ
うに，点画の細部にまで注意を
はらって丁寧に書くよう促した

2

一年生で　学んだ
漢字　①

△絵に描かれた様子を想像して，
文を書く。

△第1学年に配当されている漢字
を書き，文や文章の中で使う。　⇒
◎伝国(1)ウ(ｳ)
■語と語の続き方に注意しなが
ら，文を書くこと。　⇒Ｂ(1)ウ
■書いたものを読み合い，よいと
ころを見付けて感想を伝え合うこ
と。　⇒Ｂ(1)オ

７．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。
８．絵の中の言葉の読み方を確認する。
９．教科書の絵と言葉を参考に，広場の様子
から想像できる短文を作る。
10．助詞の「は」や「へ」「を」などを適切に用
い，絵の中の漢字を使って文に書き，発表し
合う。

○ ○ ○

【関】絵の中の言葉を使って，
文を書こうとしている。（観察）

◎【言】絵の中の漢字を正しく
使い，文を書いている。（ノー
ト・作文）

【書】句読点の打ち方に気を
つけて文を書いている。（ノー
ト・作文）

○漢字の使い方や表記などを
理解させて，日常の言語生活
にも生かしていくよう意識づけ
る。
○絵の中にある一年生の時に
学んだ漢字の読み方を再確認
する。
○一年間の生活をよく思い出
すことができるようにする。
○語と語を適切につなぎ，句読
点の打ち方に気をつけて文を
書くようにはたらきかける。主
語のあと，従属節のあと，並列
する語のあとなど必要な箇所
に，適切に読点を打つことを理
解させるようにする。

12

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

１．「学習の　すすめ方」を読み，学習活動に
ついて見通しをもつ。

○

○「たんけんカード」を持って探
検し，書いたカードを「はじめ」
「中」「おわり」と並べかえて，報
告文を書くことをおさえる。

3

２．例文の「ほいく園の　様子」を読み，「たん
けんカード」と報告文の関係を捉える。 ○ ○

○上段の「たんけんカード」と報
告文との関係，「はじめ」「中」
「おわり」の構成を確認する。

2

３．探検したい所を決めて探検し，探検したこ
とを「たんけんカード」に書く。 ○

○「見つけた こと」「きいた こ
と」のようにカードにタイトルを
書いていることに注意する。

1

４．「たんけんカード」に書いたことについてグ
ループで読み合い，話し合う。

○

○探検した順に文章を書くこ
と，「ほいく園を　えらんだ　わ
け」や，「思った　こと」などの
カードにも気づかせる。

3

５．書く順番を考えて，「たんけんカード」を「は
じめ」「中」「おわり」に並べかえる。

○

○書く順番については，P57の
「はじめ」「中」「おわり」が報告
文の構成であることを指導して
おく。

1

６．「たんけんカード」を生かして，報告文を書
く。 ○ ○

○例文のように「たんけんカー
ド」がつながるように書き加え
ることを指導する。

1
７．書いた報告文を読み返し，読み合う。

○
○よい点を伝え合う。

6

四　見つけた　ことを　わかりやすく　書こう

6

たんけんした　こと
を　つたえよう

■「はじめ」「中」「おわり」のまとま
りを考えて，町探検報告文を書く。
■経験したことや想像したことなど
から書くことを決め，書こうとする
題材に必要な事柄を集めること。
⇒Ｂ(1)ア
■自分の考えが明確になるよう
に，事柄の順序に沿って簡単な構
成を考えること。　⇒◎Ｂ(1)イ
■文章を読み返す習慣を付けると
ともに，間違いなどに気付き，正す
こと。　⇒◎Ｂ(1)エ
■書いたものを読み合い，よいと
ころを見付けて感想を伝え合うこ
と。　⇒Ｂ(1)オ
△句読点の打ち方や，かぎ（「　」）
の使い方を理解して文章の中で使
うこと。　⇒伝国(1)イ(ｵ)
■経験したことを報告する文章や
観察したことを記録する文章など
を書くこと。　⇒Ｂ(2)イ

【関】町探検でわかったこと
を，相手によくわかるように報
告しようとしている。（観察・発
表）

◎【書】報告する内容がよく伝
わるように，構成を考えなが
ら書いている。（作文・発表）

◎【書】書いた文章を読み返
し，まちがいなどを正してい
る。（作文・観察）

【言】句読点の打ち方や，か
ぎ（「　」）の使い方を理解して
使っている。（作文・ノート）

☆生活科：見学報
告文を書くときに生
かすことができる。

三　みんなの前で話そう

6

すきな　ことを　つ
たえよう

◇自分の好きなことや得意なこと
を，理由を添えて話したり，友達の
話を聞いて感想を述べ合ったりす
る。
◇話す内容を考え，みんなに伝わ
るように必要な事柄を思い出して
話すこと。　⇒◎Ａ(1)ア
◇相手に応じて，話す事柄を順序
立て，丁寧な言葉と普通の言葉と
の違いに気を付けて話すこと。⇒
Ａ(1)イ
◇姿勢や口形，声の大きさや速さ
などに注意して，はっきりした発音
で話すこと。　⇒Ａ(1)ウ
◇大事なことを落とさないようにし
ながら，興味をもって聞くこと。⇒Ａ
(1)エ
△音節と文字との関係や，アクセ
ントによる語の意味の違いなどに
気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｲ)
◇知らせたいことなどについて身
近な人に紹介したり，それを聞い
たりすること。　⇒Ａ(2)エ

【関】楽しく話したり，聞いたり
しようとしている。（観察）

◎【話聞】すきなことの内容と
その理由がわかるように話し
ている。（発表の様子の観
察）

【言】音節に気をつけて，アク
セントによる語の違いなどに
注意している。（ノート・発表）



2

漢字の　ひろば　2
なかまの　言葉と
漢字

△意味をもとに仲間に分けた漢字
について理解する。
△言葉には，意味による語句のま
とまりがあることに気付くこと。　⇒
伝国(1)イ(ｳ)
△第2学年においては，学年別漢
字配当表の第2学年に配当されて
いる漢字を読むこと。また，第1学
年に配当されている漢字を書き，
第2学年に配当されている漢字を
漸次書き，文や文章の中で使うこ
と。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｳ)

１．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。
２．家族内での関係を表す漢字があることを
知り，いろいろな家族を表す言葉を集める。
３．「方位を表す」「季節を表す」「曜日を表す」
など，意味のつながりを考えて，あてはまる漢
字を書く。
４．意味をもとに漢字を仲間に分けることにつ
いて理解し，それぞれの漢字を関連づけて覚
える。
５．意味のつながりのある漢字を身のまわり
から探して，ノートに書く。
６．反対の意味を確かめ，あてはまる漢字を
書く。

【関】学習した漢字を生活の
中にあてはめて使おうとして
いる。（観察）

◎【言】仲間になる言葉を集
め，漢字を正しく読んだり，書
いたりしている。（ノート・発
言）

○漢字の使い方などを理解さ
せて，日常の言語生活にも生
かしていくよう意識づける。
○「なかまの言葉」は，相互に
関係のある語句として一つの
まとまりを構成している。いず
れも日常生活の中で見聞きし
たり，使用していたりする言葉
である。生活体験と関連させて
理解できるようにするとよい。
○それぞれの漢字を声に出し
て読み，正しく読めているかど
うかを確認する。
○どんな仲間の言葉なのかに
ついて着目させ，P90『まとめて
いうと』の学習につなげられる
ようにしておく。
○意味のつながりを考え，それ
ぞれの漢字を関連させて覚え
るようはたらきかける。
○身のまわりから，意味をもと
にした仲間分けの例を集める
ようにする。（「男・女」「入・出」
「月・星」「木・林・森」など。）
○反対の意味を表す漢字を書
くことを理解させてから，空欄
にあてはまる漢字を記入する。

2

一年生で　学んだ
漢字②

△絵に描かれた様子を想像して，
文を書く。
△長音，拗音，促音，撥音などの
表記ができ，助詞の「は」，「へ」及
び「を」を文の中で正しく使うこと。
　⇒伝国(1)イ(ｴ)
△第1学年に配当されている漢字
を書き，文や文章の中で使う。　⇒
◎伝国(1)ウ(ｳ)
■語と語の続き方に注意しなが
ら，文を書くこと。　⇒Ｂ(1)ウ

７．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。

８．絵の中の言葉の読み方を確認する。
９．教科書の絵と言葉を参考に，広場の様子
から想像できる短文を作る。

10．助詞の「は」や「へ」「を」などを適切に用
い，絵の中の漢字を使って文に書き，発表し
合う。

【関】絵の中の言葉を使って，
文を書こうとしている。

◎【言】絵の中の漢字を正しく
使い，文を書いている。

【書】助詞を適切に用いて文
を書いている。

○漢字の使い方や表記などを
理解させて，日常の言語生活
にも生かしていくよう意識づけ
る。

○絵に描かれたことと，言葉か
らわかる広場の様子をできる
だけたくさん発表できるように
する。

○描かれている人物と行為，
場や時間の状況，物品など，
視点を提示するとわかりやす
い。16

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
 他教科・領域、行
事　　　等との関連

2

１．単元とびらを読んで，学習の見通しをも
つ。

○ ○

○繰り返しに気をつけて読み，
きつねが出てくる繰り返しのあ
るお話を書く，という単元の見
通しをもたせる。

2

２．全体を通読し，お話のおもしろかったところ
を中心にして感想を述べ合う。

○

○範読または児童の音読によ
り，全体を通読する。
○新出漢字の確認と練習をす
る。

8

３．繰り返しのあるところをさがして読む。
（1）「ここが大事」を参考にして，繰り返し箇所
を確かめる。

（2）場面の分け方を知り，音読の印を工夫し
て，交代しながら音読する。

（3）場面の展開に応じて，きつねの気持ちを
想像し，話し合う。

（4）きつねの性格を考えて文章に書き，それ
を話し合う。

○ ○

○三回の繰り返しがあること
を，「ここが大事」を参考にし
て，以下の観点から確かめる。
＊だれがだれと出会ったか
＊どのような話をしたか
＊きつねはどのようなお兄ちゃ
んと言われていたか
○場面の概念は，時間の経過
を手がかりにして理解させる。
また，本文の行空きにも注意さ
せる。
○音読しながら，声に出して読
むときの印を工夫させる。
○場面ごとに番号を付ける。始
めの場面から順次，それぞれ
の場面の様子やきつねの気持
ちを想像させる。その時，どの
表現からそう考えたかという理
由を交えて発表させるようにす
る。
○教科書P76を手がかりに，き
つねとおおかみの戦いを中心
にして，きつねの考えたことを
ノートに書いてから交流させ
る。
○フキダシを使って，きつねの
考えたことをノートに書かせた
り，ペープサートを利用したり
することも有効な手立てであ
る。
○きつねの性格を一つに決め
る必要はない。それよりも，そ
れぞれが文章表現のどこを手
がかりにして考えたのかを，
はっきりと示すことができるよう
にさせたい。教科書P77はその4 ４．きつねを登場人物にした，繰り返しのある

物語を作り，紹介し合う。

○ ○

○ストーリー展開のあらましを
あらかじめ考えておく。この作
業は，話を作りやすくするため
の手がかりであり，最初の計画
どおりに書くことが目的ではな
い。
＊どんな性格のきつねが出て
くるか。
＊どのような繰り返し場面にす
るか。
＊最後にきつねはどうするの
か。
○書き終えたら，その作文を友
達と交流する。
○ P79 の「言葉」の設問は，学
習活動の中で適宜取り扱う。

6

単元名 五　くりかえしの　ある　お話を　作ろう

きつねの　おきゃく
さま

□繰り返し出てくる言葉に気を付
けて読み，繰り返しのあるお話を
作る。
□語のまとまりや言葉の響きなど
に気を付けて音読すること。　⇒Ｃ
(1)ア
□場面の様子について，登場人物
の行動を中心に想像を広げながら
読むこと。　⇒◎Ｃ(1)ウ
□文章の内容と自分の経験とを結
び付けて，自分の思いや考えをま
とめ，発表し合うこと。　⇒◎Ｃ(1)
オ
■想像したことから書くことを決
め，書こうとする題材に必要な事
柄を集めること。　⇒Ｂ(1)ア
■書いたものを読み合い，よいと
ころを見つけて感想を話し合うこ
と。　⇒Ｂ(1)オ
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)
△文の中における主語と述語との
関係に注意すること。　⇒伝国(1)
イ(ｶ)
□物語の読み聞かせを聞いたり，
物語を演じたりすること。　⇒Ｃ(2)
イ
■想像したことなどを文章に書くこ
と。　⇒Ｂ(2)ア

【関】読み聞かせや，教材文
の読みをきっかけに，繰り返
しのある物語の多さやおもし
ろさに気づき，興味をもとうと
している。（観察・発表）

◎【読】登場人物の様子や気
持ちを想像しながら，文章を
読んでいる。（音読・発表・
ノート）

◎【読】文章中の様子を表す
言葉に気をつけて，登場人物
の様子や気持ちを考えながら
読んでいる。（発表・ノート）

【書】どのようなきつねがどの
ような行動を繰り返したかを，
文章に書いている。（作文・
ノート）

【言】文章の主語と述語の大
体をとらえ，様子を表す言葉
に気をつけて，登場人物の行
動や様子を読んでいる。（発
言・ノート）

☆生活科：身近な
生きものなどを登
場人物にした物語
を作り，友だちに紹
介する。
☆道徳：３(1)生きる
ことを喜び，生命を
大切にする心をも
つ。

7

7



2

かたかなで　書く
言葉

△片仮名で書く言葉の種類を知
り，文字を正しく使い分ける。
△片仮名で書く語の種類を知り，
文や文章の中で使うこと。　⇒◎
伝国(1)ウ(ｱ)

１．学習内容を理解し，日常化への見通しをも
つ。
２．P80を読んで，片仮名で書く言葉の種類を
知り，P81の上段の設問をもとに片仮名で書く
言葉を種類ごとに仲間分けをさせ，片仮名で
書く言葉の種類を理解し，ほかにもあるか話し
合う。
３．P81下段の絵から，片仮名で書く言葉を
使った文を作り発表する。

○ ○

【関】片仮名で書く言葉の種
類を知り，文字を正しく使い
分けようとしている。（観察）

◎【言】片仮名で書く言葉を
種類ごとに集め，正しく使い
分けている。（観察・ノート）

○教材冒頭の会話文によっ
て，日常の言語生活との関連
を意識づける。
○言葉の中には，片仮名で表
記するものがあり，それらはい
くつかの種類に分けることがで
きることに気づかせる。絵で表
現されているもの以外にも，関
連してほかの言葉も示していく
と，学習を広げていくことができ
る。
○絵を見て，片仮名の言葉を
探して，自分で文を作らせ，片
仮名で書く言葉を理解している
か確認する。
○自分たちで身のまわりの片
仮名の言葉を探し，文を作って
発表させてもよい。

7 3

「いろは」を　しろう △ひらがな四十七文字を全て使っ
た歌のあることを知り，音読する。
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)
△音節と文字との関係や，アクセ
ントによる語の意味の違いなどに
気付くこと。　⇒◎伝国(1)イ(ｲ)

１．「いろは歌」が，平仮名四十七文字を一回
ずつ使って作られていることを確かめ，声に出
して読む。
２．「とりなく……」が，平仮名四十七文字を一
回ずつ使って作られていることを確かめ，声に
出して読む。

○ ○

【関】平仮名四十七文字を全
て使った歌に関心をもち，楽
しんで音読しようとしている。
（観察）

◎【言】音節と文字の関係に
気づくことができ，声に出して
歌を読んでいる。（音読・観
察）

○「あ」「い」「う」……と，一つず
つ確認してみる。
○教師の範読に合わせて声に
出して読ませ，リズムをもって
いることを確かめる。
○「いろは歌」には深遠な意味
があると考えられるが，二年生
の児童に伝える必要はない。
それよりも，「いろは順」などの
形で，まだ生活の中に残ってい
る例を探したり，本や事典で調
べたりするような活動へとつな
がるとよい。
○「あ」「い」「う」……と，一つず
つ確認して，「いろは歌」と同じ
方法で作られていることを確認
させる。
○声に出して読み，歌のリズム
を楽しませる。
○「ゐ」「ゑ」などの文字が使わ
れている例に気がついた児童
がいたら，それを話題にすると
言語文化への興味・関心が広
がるだろう。

21

漢字５０問テスト

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
  他教科・領域、行
事　　　等との関連

7 1

1

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい
学習活動

関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
  他教科・領域、行
事　　　等との関連

7 1

１．「言葉」について学ぶという学習内容を理
解して，学習の見通しをもつ。
２．心に残っている「うれしかった言葉」を思い
出して，どんな言葉だったか，そのときどんな
気持ちになったのかを発表し合う。

○

○相手や自分への「ほめる言
葉」について考えることを通し
て，言葉に込められる気持ちに
ついて理解するという学習を意
識づける。
○どうしてうれしかったのかを
考えさせる。それは，「言葉に
込められた気持ち」によるもの
であることを理解させる。そこ
から，言葉の大切さなどについ
て気づかせたい。

2

３．「ほめる言葉」について考える。
４．どんな場面で友達のどんなところをどのよ
うな言葉でほめるとよいか考えて，ほめる言
葉を集める。
５．「いつ」「だれから」「どんな言葉を言われた
のか」「その時どのように思ったか」に気をつ
けて，友達に言われた「ほめる言葉」を「うれし
い言葉カード」に書きとめる。

○ ○

○うれしくなる言葉は，「ほめる
言葉」とは限らないが，ここで
は「ほめる言葉」に限定する。
○気持ちがこもっている言葉や
具体的な言い方をしている言
葉は，いっそう心に響くもので
あることに気づかせる。
○「ほめられた人が喜ぶ」「ほ
めた人も気持ちよくなる」「それ
を聞いている周りの人もうれし
くなる」など。

1

６．「ほめる言葉」が相手や自分に及ぼす影響
について考える。
７．言葉に込められる気持ちについて考える。

○ ○

○「うれしい気持ち」だけでな
く，「嫌な気持ち」なども込めら
れてしまうので，気をつけさせ
たい。
○声の大きさ・調子，表情，身
ぶりなどの話し方によっても，
気持ちが伝わることも気づかせ

8 1

みじかい言葉で １．P88・89を読み，詩を書く学習活動への見
通しをもつ。

○

○気づいたことや，その時の気
持ちを，できるだけ端的に短い
言葉で書くことをおさえる。上
の学年の創作詩につながる教
材である。自分の気持ちが素
直に伝わる言葉をさがさせた
い。

1

２．「むねのたいこ」を読み，かわむらさんは何
を感じて心が動いたのか，それをどのように
書いたのかを話し合う。 ○ ○

○参観日に緊張したことを書い
たものであることと，「ドンドン」
という表現のおもしろさに気づ
かせる。

1

３．気づいたことや，その時の気持ちを，短い
言葉で書く。

○

○まず何を書くかを考え，そし
て，したこと，見たこと，話した
こと，聞いたことを思い出させ
てから，その時の気持ちを短い
言葉でまとめる。

1

 ４．友達と読み合い，感想を伝え合う。

○ ○

○友達の作品のよいところを
見つけて，感想を伝え合う。
　具体的には，
＊内容の順序や言葉の使い方
を工夫しているところ。
＊その時の様子や気持ちが伝
わってくるところ。
＊題名の工夫　など。

単元名

単元名 六　言葉のはたらきをしろう

うれしくなる言葉 △言葉が表す意味と，その言葉に
こめられる気持ちについて考え，
話し合う。
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒◎伝国
(1)イ(ｱ)
◇身近なことや経験したことなど
から話題を決め，必要な事柄を思
い出すこと。　⇒Ａ(1)ア
◇事物の説明や経験の報告をし
たり，それらを聞いて感想を述べ
たりすること。　⇒Ａ(2)ア

【関】友達がうれしくなる言葉
を考え，相手の性格や行動
に即したほめる言葉を贈った
り，贈ってもらった言葉に対す
る感想を表したりしようとして
いる。（観察）

◎【言】言葉には，気持ちを込
めることができることを知り，
ほめる言葉には相手がうれし
くなるようなはたらきがあるこ
とに気づいている。（発言）

【話聞】友達がうれしくなる言
葉を考え，相手の性格や行
動に即した言葉で伝えたり，
贈られた言葉を適切な態度
で聞いたりしている。（発表・
観察）

7

■心が動いたことを短い言葉で書
く。
■経験したことや想像したことなど
から書くことを決め，書こうとする
題材に必要な事柄を集めること。
⇒◎Ｂ(1)ア
■語と語や文と文との続き方に注
意しながら，つながりのある文や
文章を書くこと。　⇒Ｂ(1)ウ
■書いたものを読み合い，よいと
ころを見付けて感想を伝え合うこ
と。　⇒Ｂ(1)オ
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)
■想像したことなどを文章に書くこ
と。　⇒Ｂ(2)ア

【関】心が動いたことを，短い
言葉で書くことに興味をもとう
としている。（観察）

◎【書】経験したことなどから
書くことを決め，書こうとする
ことを具体的に思い出して，
短い言葉で書いている。
（ノート・作文）

【言】言葉の事物の内容を表
すはたらきについて気づいて
いる。（発言）

8



3

まとめていうと △上位語・下位語の概念を理解
し，語句相互の関係を知る。

△言葉には，意味による語句のま
とまりがあることに気付くこと。　⇒
◎伝国(1)イ(ｳ)

１．学習内容を理解し，日常化への見通しをも
つ。

２．上位語として，いくつかの言葉をまとめて
言うことができることに気づき，野菜以外にも
まとめて言うことができるものを考える。

３．細かく分けて言うこともできるものがあるこ
とに気づき，細かく分けた言葉を発表する。

○ ○

【関】言葉は，まとめて言った
り，細かく分けて言ったりでき
るということに興味をもとうと
している。（観察）

◎【言】まとめて言ったり，細
かく分けて言ったりすることが
できる言葉があることを理解
している。（発言・発表）

○教材冒頭の会話文によっ
て，日常の言語生活との関連
を意識づける。
○例示された会話文から，なぜ
「りんご」は仲間外れなのかを
考え，自由に発表する。
○上位語・下位語の概念を知
る際には，上位概念では，「ま
とめていうと」という言い方をす
るとわかりやすい。
○まとめて言うことができる言
葉を考えさせ，クイズを作って
発表し合うことによって定着さ
せることができる。
○下位概念を理解させる場合
には，「細かく分けていうと」と
いう言い方をするとわかりやす
い。
○細かく分けて言うことができ
る言葉を考えさせ，クイズを
作って発表し合うことによって
定着させることができる。上位
概念と下位概念の相互関係の
ある問題作りをし，より深める
とよい。
○一つの上位概念も下位概念
も，さらにその上位概念・下位
概念にあたる言葉がある場合
があることに気づかせたい。

11

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
  他教科・領域、行
事　　　等との関連

8 1

１．単元名やリード文を読んで「グループはっ
ぴょう会」を開くことを知り，出し物を決める話
し合いについての流れをとらえる。 ○

○｢グループはっぴょう会｣のイ
メージをもたせ，教科書の手順
や気をつけることをもとに，自
分たちで出し物を決め，発表会
を開く意欲をもたせる。

2

２．「学習のすすめ方」にそって，きむらさんた
ちの話し合いの様子を参考にしながら話し合
いを進める。

○ ○

○全体を読んで手順を把握した
ら，P92の下部の｢学習のすすめ
方｣で確かめさせ，ノートに学習
計画をまとめ，単元の見通しをも
たせるようにする。その際，特別
活動や総合的な学習の時間の活
用を意識させ，話し合いののち，
準備をして実際に発表会を実施
する計画も加えさせるようにし
て，ゴールイメージを形成したい。

9 1

７．手順にそって話し合いが進められたか，ま
た，話し合いの時にわかりやすく理由を話した
り，わからないことを確かめたり，質問したりで
きたかなど，学習を振り返る。 ○ ○

○出し物を決めるまでの話し合い
の全体を振り返り，協調的な話
す・聞くの態度が大切なことを感
じ取らせるようにする。
○総合的な学習の時間等を使っ
て準備をし，発表会を開く。

9 2

漢字のひろば3
二つの漢字ででき
ている言葉

△二つの漢字でできた言葉の構
成について，問題を解きながら確
認し，二つの漢字のつながり方を
考える。
 
△第2学年においては，学年別漢
字配当表の第2学年に配当されて
いる漢字を読むこと。また，第1学
年に配当されている漢字を書き，
第2学年に配当されている漢字を
漸次書き，文や文章の中で使うこ
と。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｳ)

１．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。

２．P98の問題を解きながら，漢字の意味を考
えて，二つの漢字でできた言葉の構成につい
て理解する。

３．P99の問題を解き，二つの漢字でできた言
葉を作る。

４．二つの漢字でできた言葉の構成について
話し合い，見つけた言葉をノートにまとめ，発
表する。

○ ○

【関】二つの漢字でできてい
る言葉に興味をもって集めよ
うとしている。（観察）

◎【言】二つの漢字の意味を
理解し，つながり方を確かめ
ている。（発言・ノート）

○漢字の使い方などを理解さ
せて，日常の言語生活にも生
かしていくよう意識づける。
○二つの漢字が互いにつなが
りをもって結びついていること
に意識が向けられるようにす
る。
○提示する複合語や熟語を読
み下すことで，意味を考えられ
るようにする。
○「どのような→□」（「小石」
「大木」「白線」など）や，「何の
→□」（「子牛」「親鳥」「海水」な
ど）のように，語相互の関係に
着目できるようにする。
○「□→空」「朝→□」と読み下
し，二つの漢字の意味関係を
考えさせる。
○二つの漢字をつないで言葉
を作る活動の要領が理解でき
たら，同様の問題作りに取り組
ませてもよい。
○二つの漢字でできた言葉を
考え，理解できる語句の量や
範囲を広げるようにする。
○子どもたち自身に二つの漢
字を組み合わせて言葉を作ら
せ，それをもとに発表し合い，
話し合い，意見を出し合うこと
ができるようにしたい。

12

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
  他教科・領域、行
事　　　等との関連

9

1

わにのおじいさん
のたからもの

１．単元とびらを読んで，学習の見通しをも
つ。

○ ○

○単元名や「てびき」などを見
て，登場人物の気持ちを考え
ながら読み，「話の続き」を書く
という単元の見通しをもたせ
る。

8

単元名 七　話し合ってきめよう   

「グループはっぴょ
う会」をひらこう

◇話し合いでグループの出し物を
決め，「グループはっぴょう会」を
開く。
◇経験したことなどから話題を決
め，必要な事柄を思い出すこと。
⇒Ａ(1)ア
◇大事なことを落とさないようにし
ながら，興味をもって聞くこと。　⇒
Ａ(1)エ
◇互いの話を集中して聞き，話題
に沿って話し合うこと。　⇒◎Ａ(1)
オ
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)
◇尋ねたり応答したり，グループ
で話し合って考えを一つにまとめ
たりすること。　⇒Ａ(2)イ

【関】旗のマークについてグ
ループで話し合おうとしてい
る。（観察）

◎【話聞】マークについて，話
題からそれずに尋ね合い，一
つにまとめている。（発言・発
表）

【言】理由を示す言葉を使っ
て話している。（発表・観察）

6

○手順にそって，教科書本文で
内容や留意点を確認し，グルー
プで話し合いを進めるようにす
る。
1．カードに書き出す。
　2．質問し合う。
　3．カードの類比・対比をしてま
とめる。
　4．出し物を決定する。
　5．振り返りをする。

単元名 八　お話のつづきを書こう

□登場人物のしたことを思いうか
べながら読み，話の続きを書く。

□語のまとまりや言葉の響きなど
に気を付けて音読すること。　⇒Ｃ
(1)ア
□場面の様子について，登場人物
の行動を中心に想像を広げながら
読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ
■想像したことから書くことを決
め，書こうとする題材に必要な事
柄を集めること。
　⇒Ｂ(1)ア
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)

□物語の読み聞かせを聞いたり，
物語を演じたりすること。　⇒Ｃ(2)
イ
■想像したことなどを文章に書くこ
と。
　⇒Ｂ(2)ア

☆道徳：３(3)美しいものに触れ，す
がすがしい心をもつ。

【関】「おにの子」が見つけた
宝物について，感想をもちな
がら読もうとしている。（観察）

◎【読】場面の移り変わりに
応じて，おにの子の様子を読
んでいる。（発表・ノート）

【書】話の続きを想像して，文
章を書いている。（ノート・作
文）

【言】登場人物の様子や気持
ちを表す言葉を見つけてい
る。（ノート・観察）

☆道徳：３(3)美しい
ものに触れ，すが
すがしい心をもつ。

３．１を読んで，初めの活動にそってしたいこと
をカードに書き，その理由を話す。

４．２を参考に，互いに質問したり答えたりす
る。

５．３のまとめ方を知り，グループのカードを分
類し，一緒にできるものをまとめる。

６．整理したカードをもとに，P95の４をもとに
話し合い，出し物を決定する。

○ ○



9

２．おにの子が考えたことを想像する。
（1）全文を通読して，おもしろいと思ったところ
を話し合う。

（2）話の順序を確かめながら，おにの子の行
動と気持ちを整理しながら読む。

（3）おにの子とわにのおじいさんの気持ちを
想像しながら，会話の部分を声に出して読
む。

○ ○

○範読あるいは児童による音
読によって，通読する。
○新出漢字や難語句を確認す
る。
○各自がおもしろいと思ったと
ころに線を引いてから，おもし
ろいと思ったところを発表させ
る。
○物語の順序を前からたどり
ながら，おにの子の「したこと」
と「考えたこと」とに分けて，相
互に対照できるようにノートに
整理させる。ワークシート可。
○「ここが大事」に示された例
を取り上げて，どの表現からど
のような「登場人物の考え」が
想像できるかを考えさせるとよ
い。その際，簡単な動作化など
をとおして，人物の様子を想像
させることも考えられる。また，
ペープサートを活用してもよい
かもしれない。
○二人の会話をもとに，その時
の登場人物の気持ちを想像さ
せて音読させる。
○おにの子と，わにのおじいさ
んとを分担して，二人で交代し
て読み合う。その時に，どのよ
うな声の調子で会話部分を読
んだらよいのか，またどうして
そのような読み方になるのかな
どを話し合わせる。

3

３．話の続きを想像して文章を書く。

○ ○

○「おにの子がもどったとした
ら」という仮定の条件であるの
で，ストーリー展開はさまざま
でよい。会話文を使うと書きや
すい。
○物語を最初から読み直して
から書かせるとよいだろう。ま
た，どういう展開になるのかを
グループなどで交流してから，
書く活動に移るほうがよい場合
もあるだろう。
○お互いに文章を交流して読
み合う。その際に，友達の文章
のよいところをメモしたり，口頭
で告げるような活動を入れると
よい。
○P115 の「言葉」の設問は，
学習活動の中で適宜取り扱う。

1

１．P116～119を読み，学習活動を理解して見
通しをもつ。 ○ ○

○三枚の絵をもとに，できごと
や登場人物を想像して，お話を
書く。

1

２．三枚の絵をよく見て，できごとなど想像で
きることをノートにメモし，友達と話し合って，
想像を膨らませる。

○

○「はじめ」「中」「おわり」に
従って，絵から想像できるでき
ごとなどをメモし，交流して想像
を膨らませる。具体的には，り
んごが風に飛ばされたこと，虹
が出たことなどに注意させた
い。

1

３．前時の三枚の絵について想像したできごと
などをもとにして，登場人物の特徴を考える。 ○

○登場人物の特徴によって，
できごとなど前時に想像したこ
とを更に膨らませることができ
る。

3

４．なかにしさんが書いたお話を読み，ゴシッ
ク体の書き出しと書き納めは同じにして，黄色
枠のような三枚の絵から想像したお話を書く。 ○ ○

○上段の三枚の絵と，対応さ
せながら読む。
○書き出しと書き納めは統一さ
れている。

1
５．書き終わったお話をよく読み返し，題名を
つける。 ○

○題名をつけてから，推敲させ
てもよい。

1

６．できたお話を読み合って，感想を伝える。

○ ○

○よく書けているところやおも
しろいところなどを伝え合うよう
にする。

21

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
  他教科・領域、行
事　　　等との関連

9

てんとうむし １．『てんとうむし』
（1） 生きものの「いのち」に，違いはあるのだ
ろうかということを考える。

○どんなに小さな生きもので
も，どんなに大きな生きもので
も，生きとし生けるもの全て，
「いのちを／いっこ もってい
る」。その事実を確かめたい。
○それぞれの「いのち」に違い
があるのか。
「こんにちはって　いってね」
「こんにちはって　いうから」

ここにあるのは，対等の思想
である。イメージの自由な交流
を楽しみたい。

せかいじゅうの海
が

２．『せかいじゅうの海が』
（1）「どんなに大きな……だろな。」という言い
方で自由に想像して，話し合う。

○各連の「大きな」のイメージを
自由に交流させたい。ただの
「大きな」ではない。「せかい
じゅう」という形容がある。イ
メージは広がるだろう。
○終連のイメージは，さらに際
限がない。音読を楽しみなが
ら，イメージの自由な飛翔を楽
しみたい。

1

１．P10・11を読み，「かんさつメモ」から「発見
カード」を書く方法を知り，学習の見通しをも
つ。 ○ ○

○「かんさつメモ」と「発見カー
ド」とを対照して，メモがカード
にどのように生かされているか
を理解させる。

10 4

２．観察することを選び，「かんさつメモ」を書
く。
３．「発見カード」を書く。 ○ ○

○P10の「かんさつするときに
ちゅういすること」を理解させて
から，メモを書かせる。
○「かんさつメモ」を文章化させ
る。

9

絵を見てお話を書
こう

■絵をもとに，登場人物を決め
て，お話を書く。
■経験したことや想像したことなど
から書くことを決め，書こうとする
題材に必要な事柄を集めること。
⇒◎Ｂ(1)ア
■語と語や文と文との続き方に注
意しながら，つながりのある文や
文章を書くこと。　⇒Ｂ(1)ウ
■書いたものを読み合い，よいと
ころを見付けて感想を伝え合うこ
と。　⇒Ｂ(1)オ
△句読点の打ち方や，かぎ（「　」）
の使い方を理解して文章の中で使
うこと。　⇒伝国(1)イ(ｵ)
■想像したことなどを文章に書くこ
と。　⇒Ｂ(2)ア

【関】絵から楽しくお話を想像
して書こうとしている。（観察）

◎【書】想像したことから書く
ことを決め，書こうとする題材
に必要な事柄を集めている。
（観察・ノート）

【言】句読点やかぎ（「　」）な
どを正しく使っている。（ノー
ト・作文）

単元名 　し　を　読もう

□登場人物のしたことを思いうか
べながら読み，話の続きを書く。

□語のまとまりや言葉の響きなど
に気を付けて音読すること。　⇒Ｃ
(1)ア
□場面の様子について，登場人物
の行動を中心に想像を広げながら
読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ
■想像したことから書くことを決
め，書こうとする題材に必要な事
柄を集めること。
　⇒Ｂ(1)ア
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)

□物語の読み聞かせを聞いたり，
物語を演じたりすること。　⇒Ｃ(2)
イ
■想像したことなどを文章に書くこ
と。
　⇒Ｂ(2)ア

☆道徳：３(3)美しいものに触れ，す
がすがしい心をもつ。

【関】「おにの子」が見つけた
宝物について，感想をもちな
がら読もうとしている。（観察）

◎【読】場面の移り変わりに
応じて，おにの子の様子を読
んでいる。（発表・ノート）

【書】話の続きを想像して，文
章を書いている。（ノート・作
文）

【言】登場人物の様子や気持
ちを表す言葉を見つけてい
る。（ノート・観察）

☆道徳：３(3)美しい
ものに触れ，すが
すがしい心をもつ。

○

【関】言葉のリズムやイメージ
の広がり楽しみながら，音読
しようとしている。（観察）
 
◎【読】言葉のまとまりや響き
に気をつけながら，音読して
いる。（音読）

【言】意味による語句のまとま
りがあることに，気づいてい
る。（音読・発言）

メモをもとに文章を
書こう

■観察メモを用いて観察したこと
を，発見カードに書く。
■語と語や文と文との続き方に注
意しながら，つながりのある文や
文章を書くこと。　⇒◎Ｂ(1)ウ
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)
△文の中における主語と述語との
関係に注意すること。　⇒伝国(1)
イ(ｶ)
■紹介したいことをメモにまとめた
り，文章に書いたりすること。　⇒
Ｂ(2)エ
　

【関】観察して記録することに
興味をもとうとしている。（観
察）

◎【書】語と語や文と文の続
き方に注意しながら，メモをも
とに文章を書いている。（カー
ド）

【言】言葉には，事物の内容
を表すはたらきがあることに
気づいている。（発言・カード）

☆生活科：「かんさ
つメモ」や「発見
カード」は，観察活
動に生かすことが
できる。

3

□イメージの自由な広がりをとおし
て，詩を楽しむ。

□語のまとまりや言葉の響きなど
に気を付けて音読すること。　⇒◎
Ｃ(1)ア
□場面の様子について，登場人物
の行動を中心に想像を広げながら
読むこと。
　⇒Ｃ(1)ウ
△言葉には，意味による語句のま
とまりがあることに気付くこと。　⇒
伝国(1)イ(ｳ)

□詩を読み，感想を述べ合うこと。
　⇒Ｃ(2)ア

○ ○



1

４．「発見カード」を読み合い，交流する。

○

○｢発見カード｣は，掲示板に貼
り出すなどして，読み合いをし
やすいように工夫する。

9

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
  他教科・領域、行
事　　　等との関連

10 2

１．単元とびらを読んで，『かさこじぞう』の音
読発表会を開くために，教材文を読んでいくこ
とを確認する。

○ ○

○単元とびらや「てびき」などか
ら，音読発表会を目あてにして
教材文を読んでいくことを確認
させる。
○新出漢字や難語句などを確
認させる。

4

２．グループの中で役を決めて，読み方を工
夫して『かさこじぞう』を読む。
（1）『かさこじぞう』を通して音読し，それぞれ
が好きな場面とそのわけを話し合い，グルー
プで音読する場面を決める。

○ ○

○全体を通読して，物語をいく
つかの場面に分けさせる。（各
場面に番号を付けてもよい。）
○次に，グループに分かれて，
グループで取り上げて音読す
る場面を決めるために，各自
の好きな場面とそのわけを話し
合う。その際，根拠になる表現
を必ずあげるようにさせる。こ
の場合は，最後の音読発表会
では，同じ場面を発表するグ
ループがあってもかまわない。
○あるいは，あらかじめ一つの
場面は一つのグループが音読
すると決めておき，グループで
どの場面を選ぶのかを決める
という方法もある。この場合
は，いくつかのグループが交代
で，物語の全体を音読発表す
ることになる。

3

（2）役を決めて，登場人物の様子を想像しな
がら，音読の仕方を話し合う。

○ ○

○実際に声を出しながら，音読
の工夫をさせる。役を取り替え
たり，あるいは一人のせりふを
複数で読むなど，それぞれの
学級の実態に合わせて，さまざ
まな分担の仕方を工夫する。
○P27の例では，「じょいやさ，
じょいやさ」という地蔵さまのか
け声を，二回だけではなく何度
も読んだらどうかという提案を
している。それによって，リズム
を取るために力を合わせていう
様子を表現しようということであ
る。また別の児童は，地蔵さま
が遠くからじいさまの家に近づ
いてくるような効果が出せない
かと提案している。そうした話し
合いをしていることに気づかせ
たい。

2

３．音読発表会をする。

○ ○

○音読発表会を開く前に，発
表会の感想文を書く時の観点
を確認させる。あるいは，一つ
のグループに発表させた後，感
想文を書くポイントを話し合うこ
ともできるだろう。

1

４．他のグループの発表のよいところをノート
に書いて，読み合う。

○

○読み方の工夫をしていた点
に注意を向けさせて，それを肯
定的に受け止めるような視点
から感想文が書けるように促
す。また，感想の交流もそうし
た点が積極的に取り上げられ
るとよい。

2

七草をおぼえよう △春の七草・秋の七草を読みこん
だ歌のあること知り，音読する。
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)
△音節と文字の関係や，アクセン
トによる語の意味の違いなどに気
付くこと。　⇒◎伝国(1)イ(ｲ)

１．「春の七草」の歌が，リズムよく作られてい
ることを確かめ，声に出して読む。

２．「秋の七草」が，リズムよく作られているこ
とを確かめ，声に出して読む。

○ ○

【関】七草の歌のリズムに親
しみ，楽しく音読しようとして
いる。（観察）

◎【言】音節と文字の関係に
気づくことができ，声に出して
歌を読んでいる。（音読）

○教師の範読に合わせて声に
出して読ませ，リズムがあるこ
とを確かめさせる。
○「せり」「なずな」……と，一つ
ずつ写真などと対応させて確
認する。地域によっては，ここ
に示した写真とは別の植物を
あげる場合もある。そうしたこと
も話題にできれば，日本の地
域文化の多様性に気がつかせ
ることができる。
○教師の範読に合わせて声に
出して読ませ，リズムのあるこ
とを確かめる。
○「はぎ」「あさがお」……と，一
つずつ写真などと対応させて，
「春の七草」と同じ方法で作ら
れていることを確認させる。
○声に出して読み，歌のリズム
を楽しませる。

14

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
  他教科・領域、行
事　　　等との関連

1

さけが大きくなるま
で

１．単元名やリード文を読んで，順序に気をつ
けて読むという学習の見通しをもつ。

○

○さけの成長の様子を表す言
葉の順序に気をつけて，さけが
大きくなる様子を説明するとい
う学習の流れを確認する。

メモをもとに文章を
書こう

■観察メモを用いて観察したこと
を，発見カードに書く。
■語と語や文と文との続き方に注
意しながら，つながりのある文や
文章を書くこと。　⇒◎Ｂ(1)ウ
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)
△文の中における主語と述語との
関係に注意すること。　⇒伝国(1)
イ(ｶ)
■紹介したいことをメモにまとめた
り，文章に書いたりすること。　⇒
Ｂ(2)エ
　

【関】観察して記録することに
興味をもとうとしている。（観
察）

◎【書】語と語や文と文の続
き方に注意しながら，メモをも
とに文章を書いている。（カー
ド）

【言】言葉には，事物の内容
を表すはたらきがあることに
気づいている。（発言・カード）

☆生活科：「かんさ
つメモ」や「発見
カード」は，観察活
動に生かすことが
できる。

単元名 一　音読はっぴょう会をしよう

かさこじぞう □『かさこじぞう』の様子を詳しく読
んで，読み方を工夫して音読発表
会を開く。
□語のまとまりや言葉の響きなど
に気を付けて音読すること。　⇒Ｃ
(1)ア
□場面の様子について，登場人物
の行動を中心に想像を広げながら
読むこと。　⇒◎Ｃ(1)ウ
■書いたものを読み合い，よいと
ころを見つけて感想を話し合うこ
と。　⇒Ｂ(1)オ
△昔話や神話・伝承などの本や文
章の読み聞かせを聞いたり，発表
し合ったりすること。　⇒伝国(1)ア
(ｱ)
△言葉には，意味による語句のま
とまりがあることに気付くこと。 ⇒
伝国(1)イ(ｳ)
□物語の読み聞かせを聞いたり，
物語を演じたりすること。　⇒Ｃ(2)
イ
■想像したことなどを文章に書くこ
と。　⇒Ｂ(2)ア

【関】音読発表会に関心をも
ち，楽しく音読しようとしてい
る。（観察）

◎【読】場面の様子や登場人
物の気持ちを想像しながら読
んでいる。（音読・発表）

【書】よいところを見つけて，
感想文を書いている。（作文）

【言】様子を表す言葉に気を
つけて，文章を読んでいる。
(音読)

☆道徳：４(5)郷土
の文化や生活に親
しみ，愛着をもつ。

10

単元名 二　しゃしんをつかって、せつめいしよう

10

□さけの成長について，季節や場
所，さけの様子の移り変わりを考
えながら，内容の大体を読む。

□問題を受けて，さけがいつ・どこ
で・どのように育っていくのかを整
理しながら読むこと。　⇒◎Ｃ(1)イ
□さけの子どもの大きさ，暮らす場
所などを表す言葉に気をつけなが
ら，さけの変化をとらえ，成長して
いく様子を読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)エ
◇相手に応じて，話す事柄を順序
立て，丁寧な言葉と普通の言葉と
の違いに気を付けて話すこと。
⇒Ａ(1)イ
◇大事なことを落とさないようにし
ながら，興味をもって聞くこと。　⇒
Ａ(1)エ
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)
△文の中における主語と述語との
関係に注意すること。　⇒伝国(1)
イ(ｶ)

□事物の仕組みなどについて説
明した本や文章を読むこと。　⇒Ｃ
(2)ウ
◇事物の説明や経験の報告をし
たり，それらを聞いて感想を述べ
たりすること。
　⇒Ａ(2)ア

【関】さけの成長の過程に興
味をもち，文章を読もうとして
いる。（観察）

◎【読】季節や場所，さけの
様子など，情報を時系列でと
らえる手がかりになる言葉に
気をつけながら，文章を読ん
でいる。（音読・発言）

◎【読】順序や場所を表す言
葉に気をつけて読んでいる。
（発言・カード）

【話聞】さけの成長の過程を
説明する際，季節や場所，さ
けの様子などの言葉を適切
に使って話している。（発表）

【言】成長の過程の時々での
さけの行動や成長の様子に
注意しながら，読んだり話し
たりしている。（カード・発表）



5

２．さけが大きくなる様子を，時や場所を表す
言葉に気をつけて，カードにまとめる。

○ ○

○まず，さけについて知ってい
ることを話し合い，次に，題名
も手がかりに加えて話し合うこ
とで，文章を読む際の課題意
識を高めておく。
○さけの成長を追いながら，
「いつ」「どこで」「どのように」成
長していくのかを，カードにまと
める。
○「ここが大事」を参考にして，
文章の中の大事な言葉や文を
書き抜くようにする。
○ここでカードを用いるのは，
（3）の活動で，さけが大きくなる
様子を説明する際，どの成長
段階からでも説明できるように
するためである。
○ここでさけの成長をまとめた
カードは，（3）の活動の説明原
稿を作るもとにしてもよいし，よ
り進んだ段階では，原稿を読ま
ずに，カードをメモ代わりに用
いて話すようにしてもよい。

5

３．教科書の6枚の写真を使って，さけが大き
くなる様子を説明する。

（1）時や様子の変化を表す言葉に気をつけな
がら，文章を考える。
（2）教科書の写真の順に従って説明する。
（3）卵を産んでいる写真から始めて説明す
る。

○ ○

○P41のフキダシを参考にし
て，写真を説明する文章を考え
させる。
○「言葉」の設問を参考にし
て，一枚の写真の中での事柄
の順序や写真と写真の間にあ
る事柄の順序を表すようにす
る。
○グループで分担して説明の
文章を考えたり，リレー式に話
をさせてもよい。
○（2）・（3）の活動とも，教科書
の例文に続けて説明するよう
にし，「説明の始め方」を意識さ
せるようにする。
○たとえば「海を泳ぐさけ」の写
真から説明することを試みさせ
てもよい。その際も，教科書の
例にならって，説明の始め方を
考えさせるようにする。

10

3

主語とじゅつ語 △文を読んで，主語と述語の対応
を考える。

△文の中における主語と述語の
関係に注意すること。　⇒◎伝国
(1)イ(ｶ)

１．学習内容を理解し，日常化への見通しをも
つ。
２．主語がない文では，文の内容がどう伝わ
るのかを考え，事柄のとらえ方や立場によっ
て主語が変わる場合があることに気づく。
３．教科書を読みながら，①～⑥の例文の形
を確認していく。
４．①～⑥の例文と同じ形の文を作る。

【関】主語と述語に気をつけ
て，文を読んだり書いたりす
ることが大切であることに気
づき，文を作ろうとしている。
（観察）

◎【言】主語と述語の照応に
気をつけて，文を作ってい
る。（ノート）

○教材冒頭の会話文によっ
て，日常の言語生活との関連
を意識づける。
○例文をみんなで読み，どちら
の組のことを言っているのかの
質問に対する答えを自由に発
表させる。「○○が」にあたる言
葉があることの必要性（よりわ
かりやすくなる）を感じさせる。
○ものごとのとらえ方や立場に
よって，主語や述語の形が変
わることに気づかせる。
○①～⑥の文の形を確認しな
がら，「だれが」「なにが」にあた
る主語と，「どうする」「どんな
だ」にあたる述語を理解させ
る。
○「だれが」にあたる言葉は，
「だれも」などの形になることも
あり，また，述語も変化をする
ことを理解させ，文脈による変
化にも対応できるようにほかの
例文も示すとよい。
○①～⑥の例文と同じ形の文
を，まずは口頭でいくつかずつ
発表させる。
○文の作り方がわかってきたと
ころで，それぞれがノートに書く
ようにさせる。

14

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
  他教科・領域、行
事　　　等との関連

1

１．「学習のすすめ方」を読んで学習全体の目
標を理解し，詳しく知りたい生き物を決め，学
習の見通しをもつ。

○

○詳しく知りたい生き物を出し
合い，黒板に書き出して，決め
られない児童の参考にする。

1

２．詳しく知りたい生き物について，どんなこと
を調べたいかを考え，話し合う。

○ ○

○P47のカードの「しらべたきっ
かけ」「かうためにひつようなも
の」「すずむしのえさ」「かうとき
に気をつけること」などを参考
にして，調べることについて話
し合わせる。

3

３．知りたいことについて，調べたことや観察し
たことをカードに書く。

○ ○

○図書館で図鑑などを使って
調べさせる。
○こいけさんのカードを拡大し
て，掲示する。

2

４．カードを使って書く順序を考えて決める。

○

○友達にぜひ知らせたいことだ
けを選び，カードに書いてある
こと全てを書く必要はないこと
をおさえさせる。

3

５．P48・49を読み，説明文の書き方を調べ，
カードをもとにして説明文を書く。 ○

○上段の順序を参考にする。
○書き上げたら，自分で読み
直し，まちがいを直す。

1

６．書いた説明文を友達と読み合って，感想を
伝え合う。 ○ ○

○よい点について伝え合うよう
にさせる。

単元名 三　じゅんじょを考えてせつめいしよう

11

生きもののことを
せつめいしよう

■カードを用いて自分の伝えたい
ことを明確にしながら，説明的な文
章を書く。
■自分の考えが明確になるよう
に，事柄の順序に沿って簡単な構
成を考えること。　⇒◎Ｂ(1)イ
■書いたものを読み合い，よいと
ころを見付けて感想を伝え合うこ
と。　⇒Ｂ(1)オ
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)
△長音，拗音，促音，撥音などの
表記ができ，助詞の「は」，「へ」及
び「を」を文の中で正しく使うこと。
⇒伝国(1)イ(ｴ)
△敬体で書かれた文章に慣れるこ
と。　⇒伝国(1)イ(ｷ)
■身近な事物を簡単に説明する
文章などを書くこと。　⇒Ｂ(2)ウ

【関】興味をもった生き物のこ
とを説明する文章を書こうとし
ている。（観察）

◎【書】自分の考えが明確に
なるように，事柄の順序に
そって書いている。（カード）

【言】言葉には，事物の内容
を表すはたらきがあることに
気づいている。（発言）

☆生活科：説明した
いことのカードは，
生き物の観察の学
習に活用すること
ができる。

10

□さけの成長について，季節や場
所，さけの様子の移り変わりを考
えながら，内容の大体を読む。

□問題を受けて，さけがいつ・どこ
で・どのように育っていくのかを整
理しながら読むこと。　⇒◎Ｃ(1)イ
□さけの子どもの大きさ，暮らす場
所などを表す言葉に気をつけなが
ら，さけの変化をとらえ，成長して
いく様子を読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)エ
◇相手に応じて，話す事柄を順序
立て，丁寧な言葉と普通の言葉と
の違いに気を付けて話すこと。
⇒Ａ(1)イ
◇大事なことを落とさないようにし
ながら，興味をもって聞くこと。　⇒
Ａ(1)エ
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)
△文の中における主語と述語との
関係に注意すること。　⇒伝国(1)
イ(ｶ)

□事物の仕組みなどについて説
明した本や文章を読むこと。　⇒Ｃ
(2)ウ
◇事物の説明や経験の報告をし
たり，それらを聞いて感想を述べ
たりすること。
　⇒Ａ(2)ア

【関】さけの成長の過程に興
味をもち，文章を読もうとして
いる。（観察）

◎【読】季節や場所，さけの
様子など，情報を時系列でと
らえる手がかりになる言葉に
気をつけながら，文章を読ん
でいる。（音読・発言）

◎【読】順序や場所を表す言
葉に気をつけて読んでいる。
（発言・カード）

【話聞】さけの成長の過程を
説明する際，季節や場所，さ
けの様子などの言葉を適切
に使って話している。（発表）

【言】成長の過程の時々での
さけの行動や成長の様子に
注意しながら，読んだり話し
たりしている。（カード・発表）



11 2

漢字のひろば4
漢字のつかい方と
読み方

△漢字の使い方や読み方，意味
などを考えて漢字を正しく使う。

△第2学年においては，学年別漢
字配当表の第2学年に配当されて
いる漢字を読むこと。また，第1学
年に配当されている漢字を書き，
第2学年に配当されている漢字を
漸次書き，文や文章の中で使うこ
と。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｳ)

１．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。

２．複数の読み方がある漢字について，ほか
の言葉や漢字とのつながりを考え，意味・使
い方・読み方・送り仮名などに着目して読む。
３．漢字の複数の読み方のそれぞれの違いに
注意して書く。

４．送り仮名によって読み方が変わる漢字をも
とに，「おくりがな」の意味と役割を考える。

５．送り仮名によって読み方が変わる漢字を
集めてノートに書き，発表する。

○ ○

【関】使い方と読み方に気を
つけて，漢字を読んだり書い
たりしようとしている。（観察）

◎【言】いろいろな読み方をす
る漢字があることを知り，送り
仮名に注意して，漢字を正し
く読んだり書いたりしている。
（発言・ノート）

○漢字の使い方などを理解さ
せて，日常の言語生活にも生
かしていくよう意識づける。
○同じ漢字でも，言葉によって
違う読み方をするものがあるこ
とに興味がもてるようにする。
○P51の例文を視写し，声に出
して読み，読み仮名をふって，
漢字の読み方の違いを確か
め，それぞれの意味の違いを
考えさせる。
○巻末『漢字を学ぼう』を参考
に，たくさんの読み方がある漢
字がほかにもあるか探し，短文
作りをし，発表し合えるようにす
る。
○送り仮名のきまりについて，
機械的に覚えるのではなく，お
おまかなイメージがもてるよう
にする。
○読み方の違い，送り仮名の
違いに気づかせ，なぜそのよう
になったかイメージがもてるよ
うにする。
○「出る・出す」「回る・回す」
「売れる・売る」「入れる・入る」
などは，助詞に着目し，動詞と
つなげて考えることもできる。

11 2

一年生で学んだ漢
字③

△絵に描かれた様子を想像して，
文を書く。

△文の中における主語と述語との
関係に注意すること。　⇒◎伝国
(1)イ(ｶ)
△第1学年に配当されている漢字
を書き，文や文章の中で使う。　⇒
伝国(1)ウ(ｳ)
■語と語の続き方に注意しなが
ら，文を書くこと。　⇒Ｂ(1)ウ
■文章を読み返す習慣を付けると
ともに，間違いなどに気付き，正す
こと。　⇒Ｂ(1)エ

６．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。
７．絵の中の言葉の読み方を確認する。

８．教科書の絵と言葉を参考に，部屋の中の
様子から想像できる短文を作る。

 

９．主語と述語のつながりに気をつけて，絵の
中の漢字を使って文に書き，発表し合う。

○ ○ ○

【関】絵の中の言葉を使って，
楽しんで文を書こうとしてい
る。（観察）

◎【言】絵の中の漢字を正しく
使って，文を書いている。
（ノート）

【書】主語と述語の関係に気
をつけて，文を書いている。
（ノート）

○漢字の使い方や表記などを
理解させて，日常の言語生活
にも生かしていくよう意識づけ
る。
○絵に描かれたことと，言葉か
らわかる部屋の中の様子をで
きるだけたくさん発表できるよう
にする。
○描かれている人物と行為，
場の状況，物品など，視点を提
示するとわかりやすい。
○語と語の続き方を考えて，主
語と述語が整ったまとまりのあ
る一文となるようにさせる。

15

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
  他教科・領域、行
事　　　等との関連

1

１．単元とびらなどから，学習の見通しを確認
する。

○

○単元名や「てびき」などを見
て，登場人物の変化を中心に
して感想の交流をすることを確
認させる。

2

２．登場人物について考える。
（1）通読して，最初の感想をもつ。

（2）登場人物のしたことや気持ちの変化を整
理して，気づいたことをグループで話し合う。
　

○ ○

○通読して最初の感想を発表
させる。
○新出漢字や難語句を確認さ
せる。
○人物相互の変化を知るため
に，登場人物の行動や考えた
ことを，表に整理して考えさせ
る。
○登場人物がどのように変化
したのかを中心に話し合いを進
めるために，「赤おに」「村人」
「青おに」の三つの項目を設定
し，それらを比較させる。
○それぞれの登場人物の行動
に即して，各自の意見を，グ
ループ内で交流し合う。

2

３．心に残った箇所について，その理由をあら
かじめ話してから，音読発表する。

○ ○

○それぞれが心に残った箇所
を選び，その理由をはっきりと
させてから音読させる。理由
は，ノートに簡単に書かせてか
ら話したほうが話しやすい。
○この物語は六つの場面に分
かれているが，ここで各自が取
り上げるのは，そのうちの一部
分の箇所でよい。
○グループに分かれて，その
グループの中で発表させる。次
に，グループのメンバーが他の
グループと交代して，他のグ
ループの成員とも交流できるよ
うにする。

1

４．「お話びじゅつかん」の概要を知り，「お話
びじゅつかん」を作ろうとする意欲をもつ。 ○ ○

○「お話びじゅつかん」の概要
を知らせる。

1

５．「お話びじゅつかん」を作る。
（1）好きな本の中で心に残った場面やできご
とを，絵に描いて紹介し合う計画を立てる。

○ ○

○上巻で学習した『図書館で本
をさがそう』の経験を思い出し
て，読みたい本を探させる。実
際に読書活動を体験すること
が重要である。新たに読んだ
数冊の中から，絵をかく対象を
選ばせるとよい。

2
（2）読みたい本を探して読書し，心に残ったこ
とを絵にする。 ○

○図書館などで読書をして，心
に残ったことを絵に描く。

2

（3）できた絵に，本の中の気に入った言葉を
抜き出したり，自分で言葉を考えたりして題名
をつける。

○ ○

○読む人のことを考えて，絵に
ふさわしい文や文章を考えて，
題を選ぶ。
○児童は『ないた赤おに』で，
自分が「心にのこったところ」を
選び，また「そののわけ」をまと
めた学習経験がある。それを
「絵の題名」にすることも考えら
れる。つまり，「心にのこった」
文章の一部を抜き出したり，
「心にのこったわけ」を「絵の題
名」にしてもよい。

単元名 四　心にのこったことを，つたえ合おう

11

ないた赤おに □人物の動きや場面の様子の楽
しさを読み，読書の世界を広げる。
□登場人物の気持ちの移り変わり
を考えながら，『ないた赤おに』を
読み，心に残ったことを話し合う。
□語のまとまりや言葉の響きなど
に気を付けて音読すること。　⇒Ｃ
(1)ア
□場面の様子について，登場人物
の行動を中心に想像を広げながら
読むこと。　⇒◎Ｃ(1)ウ
△文の中における主語と述語との
関係に注意すること。 ⇒伝国(1)イ
(ｶ)
□文章を楽しんだり，想像を広げ
たりしながら読むこと。　⇒Ｃ(2)ア

【関】物語を読んでおもしろ
かったことなどについて感想
をもち，すすんで紹介し合お
うとしている。（観察）

◎【読】「赤おに」や「村人」な
どの様子や気持ちの移り変
わりをノートなどに書き，発言
している。（ノート・発言）

【言】文の中で，誰がどうした
かという主語と述語を照応さ
せて読んでいる。（音読・発
言）

☆道徳：２(2)幼い
人や高齢者など身
近にいる人に温か
い心で接し，親切に
する。

「お話びじゅつか
ん」を作ろう

□自分の読んだ本の中でいちば
ん心に残ったことを絵に描き，絵
の題名を工夫して紹介する。

□楽しんだり知識を得たりするた
めに，本や文章を選んで読むこ
と。　⇒◎Ｃ(1)カ
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)

□読んだ本について，好きなとこ
ろを紹介すること。　⇒Ｃ(2)オ

【関】好きな本の絵を描き，す
すんで紹介しようとしている。
（観察）

◎【読】今までに読んだ本を
思い出したり，図書館で探し
て紹介している。（発言・発
表）

【言】誰が出てきて，どうなる
話かを意識して読んだり紹介
したりしている。（発表の内
容）



2

 
６．絵を教室や廊下などに展示し，自分の読
んだ本を紹介し合う。

○ ○

○質問者と説明者とが，相互
に役割を交代する。
○話の概要や本のおもしろい
ところを，ポスターセッションの
ように話し合う。

13

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

１．どんなお話なのか，ストーリーを予想す
る。

○

○P78・79のさし絵を手がかり
にしながら，どんなお話なのか
を予想させる。人物の服装か
ら，この話のおおよその時代を
考えたり，うさぎとわに（わにざ
め）が登場することなどを話し
合わせる。

☆生活科:地域に伝
わる昔話や神話・
伝承などを調べ，
興味を持つ。
☆道徳：４(5)郷土
の文化や生活に親
しみ，愛着をもつ。

2

２．教師の音読を聞いて，おもしろかったとこ
ろを声に出して読み合う。

○ ○

○教師の範読を聞く。その際，
教科書の文章を目で追わせ
る。P78・79のさし絵を使って，
話の順序をおさえさせる。
○おもしろかったところを発表
させる。
○それぞれがおもしろかったと
ころを声に出して読み合う

1

３．紙人形を使って，うさぎがわにの背中を渡
る場面の様子を想像する。

○

○紙人形（巻末の「ふろく」）を
使って，場面の様子を思いうか
べさせる。
○わにやうさぎになったつもり
で，それぞれが話したと思われ
ることを想像して，対話形式で
発表し合う。
○P85のさし絵では，グループ
で机を並べているが，その他さ
まざまな工夫ができると思われ
る。身体を動かすことで，十分
な想像活動を行ってほしい。

1

４．昔話や神話・伝承の書かれた本を探して
読む。

○ ○

○巻末折込の「むかしのお話
を読もう」を参考にして，日本だ
けでなくさまざまな国や地域の
昔話や神話・伝承の本などを
探して，読ませる。

3

はんたいのいみの
言葉，にたいみの
言葉

△対義語や類義語があることを知
り，身近な言葉から言葉集めをす
る。

△言葉には，意味による語句のま
とまりがあることに気付くこと。　⇒
◎伝国(1)イ(ｳ)

１．学習内容を理解し，日常化への見通しをも
つ。

２．P86を読んで「はんたいのいみの言葉」に
ついて知り，問題を解きながら，反対の意味
の言葉について考え，言葉集めをする。

３．P87を読んで「にたいみの言葉」について
知り，設問に従って言葉集めをする。

○ ○

【関】対義語や類義語に関心
をもち，言葉集めをしようとし
ている。（観察）

◎【言】対義語や類義語があ
ることに気づき，身のまわり
から言葉集めをしている。（観
察・ノート）

○教材冒頭の会話文によっ
て，日常の言語生活との関連
を意識づける。
○例文の会話を読んで，犬と
猫の関係から「強い」と「弱い」
という言葉があり，それが反対
の関係を表していることを確認
させる。
○反対の意味の言葉を考える
にあたり，その関係を思い浮か
べて言葉を探すとよいことを確
認させる。
○打ち消しの言葉を反対語とし
ないように気をつけさせたい。
○友達どうしで，反対の言葉を
交互に出し合うゲームをするこ
とによって，より多くの言葉を集
めさせることができる。
○例示されている会話文を読
んで，犬と猫の様子から「ゆう
かん」と「いさましい」という言葉
があげられ，その二つが似た
意味を表していることを確認す
させる。
○似たの意味の言葉を考える
にあたり，その様子を思い浮か
べて言葉を探すとよいことを確
認すさせる。
○友達どうしで，似た意味の言
葉を交互に出し合うゲームをす
ることによって，より多くの言葉
を集めさせることができる。

8

学力サポートプラン

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
  他教科・領域、行
事　　　等との関連

12 1

1

漢字５０問テスト

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
  他教科・領域、行
事　　　等との関連

12 1

1

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
  他教科・領域、行
事　　　等との関連

12 1

１．単元名やリード文を読み，説明の順序に
気をつけながら読み，説明する文章を書くとい
う学習の見通しをもつ。

○

○説明の順序に気をつけて，
おもちゃの作り方を説明すると
いう学習の流れを確認する。

11

「お話びじゅつか
ん」を作ろう

□自分の読んだ本の中でいちば
ん心に残ったことを絵に描き，絵
の題名を工夫して紹介する。

□楽しんだり知識を得たりするた
めに，本や文章を選んで読むこ
と。　⇒◎Ｃ(1)カ
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)

□読んだ本について，好きなとこ
ろを紹介すること。　⇒Ｃ(2)オ

【関】好きな本の絵を描き，す
すんで紹介しようとしている。
（観察）

◎【読】今までに読んだ本を
思い出したり，図書館で探し
て紹介している。（発言・発
表）

【言】誰が出てきて，どうなる
話かを意識して読んだり紹介
したりしている。（発表の内
容）

単元名

単元名

単元名 六　作り方をせつめいしよう

きつつき □◇説明の順序を正しくとらえな
がら読み，おもちゃの作り方を説
明する。
 
□説明の順序に気をつけながら，
おもちゃのきつつきの仕組みや作
り方を書いた文章を読む。

□はじめに示された話題にした
がって，おもちゃの「きつつき」を作
る手順を読むこと。　⇒◎Ｃ(1)イ
□順序を表す言葉に気をつけな
がら，文章の中の大事な言葉や文
を書き抜くこと。
　⇒◎Ｃ(1)エ
■身近なおもちゃの作り方や遊び
の仕方を事柄の順序に気をつけ
て説明する文章を書くこと。　⇒Ｂ
(1)イ
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)

□事物の仕組みなどについて説
明した本や文章を読むこと。　⇒Ｃ
(2)ウ
■身近な事物を簡単に説明する
文章などを書くこと。　⇒Ｂ(2)ウ

☆生活科・図工：順序に気をつけ
て作業の手順を説明する文章を
書く。

【関】説明する文章の書き方
や説明する文章をもとに，お
もちゃを作ることに関心をもっ
て読もうとしている。（観察）

◎【読】説明する文章の構成
や作業手順の説明のしかた
をおさえて「きつつき」を読ん
でいる。（音読・発言）

◎【読】順序を表す言葉に気
をつけて，「きつつき」の作り
方を理解しようとしている。
（発言・ノート）

【書】説明する文章の構成や
作業手順の説明のしかたを
おさえて，手作りおもちゃの
説明をする文章を書いてい
る。（作文・ノート）

【言】説明する文章の中の一
つ一つの文で，主語と述語の
関係に注意しながら，作業の
手順や作業の仕方をわかり
やすく説明している。（作文・
ノート）

単元名 五　むかしのおはなしを楽しもう

11

いなばのしろうさぎ △古くから伝わっている話を，興
味をもって聞き，場面の様子を想
像する。

△昔話や神話・伝承などの本や文
章の読み聞かせを聞いたり，発表
し合ったりすること。　⇒◎伝国(1)
ア(ｱ)
△文の中における主語と述語との
関係に注意すること。 ⇒伝国(1)イ
(ｶ)
□場面の様子について，登場人物
の行動を中心に想像を広げながら
読むこと。
　⇒Ｃ(1)ウ

□物語の読み聞かせを聞いたり，
物語を演じたりすること。　⇒Ｃ(2)
イ

【関】昔話や神話・伝承などの
本や文章を，興味をもって聞
こうとしている。（観察）

◎【言】主語と述語の関係に
注意して，話の内容を聞き，
気に入った場面を声に出して
読んでいる。（発言・音読）

【読】場面の様子を，想像を
広げながら読んでいる。（発
言）

12



1

２．説明する文章の構成に気をつけながら「き
つつき」を読み，どのようなおもちゃをつくるた
めに，どのような順序で説明されているか，確
かめる。

○

○「一・二・三……」の表記や見
出しがゴシック体で強調してあ
ることを手がかりに，説明する
文章の構成に気づかせるよう
にする。
○P89の左下の写真と対応さ
せて材料を確かめるとともに，
右の写真をもとに，どのような
ものができあがるのか，見通し
をもたせておく。
○なぜ材料の説明から始める
のがよいのか，話し合わせる。

5

３．P90～93を読み，おもちゃのきつつきを作
る順序や作り方を確かめる。

○ ○

○P90～92の写真や「（一）・
（二）……」「①・②……」などの
番号に気をつけながら，おも
ちゃのきつつきの作り方を確か
める。
○どのように作るのか，作り方
の大事なところをノートに書き
出すとともに，どのようにしては
いけないのか（たとえば，エナ
メル線を全部まいてしまわない
など）についても考えさせるとよ
い。
○実際に，おもちゃのきつつき
を作らせてみる。その際，二人
組みで作るようにさせると，手
順を確かめ合う活動が生じや
すい。
○説明する文章をもとに，おも
ちゃを作った経験を通して，「こ
こが大事」の内容を確認し，自
分で説明する文章を作るという

5

４．手作りおもちゃの作り方を調べ，みんなに
紹介する。
（1）どのようなおもちゃがあるか調べる。

（2）みんなに紹介したいおもちゃの作り方を説
明する文章を書く。

○ ○

○友達どうしで手作りおもちゃ
について話し合ったり，家の人
に聞いたり，本で探したりして，
どのような手作りおもちゃがあ
るか調べる。
○「本を読もう」にあげられた図
書や，図書館なども利用して調
べるようにする。
○P96に示された書き方や「こ
こが大事」を参考にしながら，
手作りおもちゃの説明をする文
章を作る。
○P97の「言葉」の設問を参考
に，説明する文章のどのような
場面で，どのような表現を使う
のが適切かを考えさせるように
する。

1

５．単元名やリード文・写真をもとに，順序に
気をつけて説明するという内容を理解し，学
習の流れをつかむ。 ○

○『きつつき』の学習で学んだ
ことを確かめ合い，それを生か
してさらに楽しい学習に発展す
るよう期待をもたせたい。

12

６．「学習のすすめ方」と1～5の文章から，な
かにしさんたちの学習の流れをつかみ，学習
の見通しをもつ。

○｢おもちゃ大会｣を開くため
に，作り方をわかりやすく説明
する意欲をもたせる。本文の最
後にある誘いかけのように，１
年生を招いて作ってもらって遊
ぶ計画にしてもよい。

７．１をもとにグループを作り，どのおもちゃの
作り方を説明するか，分担を決める。

○最終段階で，作り方を教え
合って一緒に遊ぶグループを
作るので，それぞれ違うおも
ちゃを分担することになる。

2

８．２の文を読んで学習内容を確かめ，他の
グループの，同じおもちゃを作った人どうしで
新しいグループを作り，おもちゃを実際に作り
ながら説明のためのメモをとる。 ○ ○

○「ぶんぶんごまグループ」
「シュートぼうグループ」など，
同じおもちゃを作る人どうしで
新しいグループを作り，一緒に
作りながらメモを作らせるよう
にする。

2

 
９．３の文章を読み，メモをもとに，作り方の説
明を練習したり感想を述べ合ったりする。

○ ○

○一緒に作ったグループの中
で，説明の練習をするようにす
る。順序を表す言葉や難しいと
ころなど，大事なことを落とさな
いようにして話したり，聞いたり
するよう留意させる。

1 3

10．４のP101の文章やP102のさし絵で学習内
容を確かめ，最初の四人グループにもどっ
て，それぞれ，自分のおもちゃの作り方を説明
しながらほかの人にも作ってもらう。 ○

○最初のグループにもどって，
ほかのおもちゃを作った人に，
自分のおもちゃの作り方を説
明しながら作ってもらう。交代
で，グループの人数分のおも
ちゃを作ることになる。

1

11．遊び方を教え合って，みんなで遊ぶ。
12．わかったことや思ったことを伝え合い，学
習を振り返る。

○ ○

○遊び方を教え合いながら楽
しく遊ばせる。
○一年生を招く総合的な学習
や生活科などの活動に発展さ
せるためにも，話し方・聞き方
などの振り返りをしっかりさせ
たい。

22

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
  他教科・領域、行
事　　　等との関連

きつつき □◇説明の順序を正しくとらえな
がら読み，おもちゃの作り方を説
明する。
 
□説明の順序に気をつけながら，
おもちゃのきつつきの仕組みや作
り方を書いた文章を読む。

□はじめに示された話題にした
がって，おもちゃの「きつつき」を作
る手順を読むこと。　⇒◎Ｃ(1)イ
□順序を表す言葉に気をつけな
がら，文章の中の大事な言葉や文
を書き抜くこと。
　⇒◎Ｃ(1)エ
■身近なおもちゃの作り方や遊び
の仕方を事柄の順序に気をつけ
て説明する文章を書くこと。　⇒Ｂ
(1)イ
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)

□事物の仕組みなどについて説
明した本や文章を読むこと。　⇒Ｃ
(2)ウ
■身近な事物を簡単に説明する
文章などを書くこと。　⇒Ｂ(2)ウ

☆生活科・図工：順序に気をつけ
て作業の手順を説明する文章を
書く。

【関】説明する文章の書き方
や説明する文章をもとに，お
もちゃを作ることに関心をもっ
て読もうとしている。（観察）

◎【読】説明する文章の構成
や作業手順の説明のしかた
をおさえて「きつつき」を読ん
でいる。（音読・発言）

◎【読】順序を表す言葉に気
をつけて，「きつつき」の作り
方を理解しようとしている。
（発言・ノート）

【書】説明する文章の構成や
作業手順の説明のしかたを
おさえて，手作りおもちゃの
説明をする文章を書いてい
る。（作文・ノート）

【言】説明する文章の中の一
つ一つの文で，主語と述語の
関係に注意しながら，作業の
手順や作業の仕方をわかり
やすく説明している。（作文・
ノート）

「おもちゃ大会」を
ひらこう

◇みんなで手作りおもちゃを作り
合い，遊ぶために，作り方を説明
して作ったり遊んだりする。
◇身近なことや経験したことなど
から話題を決め，必要な事柄を思
い出すこと。　⇒Ａ(1)ア
◇必要なことを順序立てて，おも
ちゃの作り方を説明する。　⇒◎Ａ
(1)イ
◇大事なことを落とさないようにし
ながら，興味をもって聞くこと。　⇒
◎Ａ(1)エ
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)
◇事物の説明や経験の報告をし
たり，それらを聞いて感想を述べ
たりすること。　⇒Ａ(2)ア

【関】「おもちゃの作り方」につ
いて話したり，聞いたりしよう
としている。（観察）

◎【話聞】「おもちゃの作り方」
について，順序立てて，みん
なに説明している。（カード・
発表）

◎【話聞】大事なことを落とさ
ないように，「おもちゃの作り
方」を注意して聞いている。
（観察・発言）

【言】順序を示す言葉を使っ
て話している。（カード・発表
の様子）

1 ○

単元名



3

音や様子をあらわ
す言葉

△擬声語や擬態語のはたらき，表
記の仕方を理解し，文の中で使
う。
 
△言葉には，意味による語句のま
とまりがあることに気付くこと。　⇒
◎伝国(1)イ(ｳ)

１．学習内容を理解し，日常化への見通しをも
つ。

２．P104を読み，「音を表す言葉」と「様子を表
す言葉」のはたらきや表記の仕方について話
し合う。

３．P104の上段の例をもとに，「音や様子をあ
らわす言葉」の感じ方の違いについて話し合
う。

４．音や様子を表す言葉を使って文を書く。

○ ○

【関】身のまわりにある擬声
語や擬態語に関心をもち，す
すんで集めようとしている。
（観察）

◎【言】音や様子を表す言葉
の感じ方の違いに気づき，正
しい表記で書いている。（ノー
ト・発言）

○教材冒頭の会話文によっ
て，日常の言語生活との関連
を意識づける。
○例示された会話文から，表
記の違いについて気づかせ，
自由に発表をさせる。
○一般的に，擬声（音）語は片
仮名で，擬態語は平仮名で表
記されることを確認し，おさえて
おく。
○清音と濁音の違いや繰り返
しなど，音や様子を表す形の違
いにより，場面の様子や音を表
す際に，微妙な違いを表せるこ
とに気づかせたい。
○どんな違いがあるかを発表
させ，感じ方を話し合わせる。
○音や様子を表す言葉から受
ける感じ方を大切にして，自分
で文を作って発表をさせる。
○いくつかを板書し，清音と濁
音，単独形と重複形など，対応
する形を比較して，相違点や共
通点などを話し合うことで，「清
音より濁音のほうが重い，強い
感じがする」など，より理解を深
めることができる。

2

漢字の広場5
同じ読み方の漢字

△同じ読み方の漢字を集め，漢字
を正しく使う。

△第2学年においては，学年別漢
字配当表の第2学年に配当されて
いる漢字を読むこと。また，第1学
年に配当されている漢字を書き，
第2学年に配当されている漢字を
漸次書き，文や文章の中で使うこ
と。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｳ)

１．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。

２．P106の問題を解き，それらの言葉を使って
短文を作り，発表する。

３．同じ読み方をする漢字を集めて文を作り，
友達と読み合う。

４．P107の「か」「とう」「し」と読む漢字を集め
て語句を作り，発表する。

５．同じ読み方をする漢字を集めて問題を作
り，解答し合う。

○ ○

【関】興味・関心をもって，同じ
読み方の漢字を仲間ごとに
集める問題を作ろうとしてい
る。（観察）

◎【言】同じ読み方の漢字を
仲間ごとに集め，正しく読ん
だり書いたりしている。（発
言・ノート）

○漢字の使い方などを理解さ
せて，日常の言語生活にも生
かしていくよう意識づける。
○字音の面で共通する漢字の
仲間集めとして，ゲーム感覚で
取り組み，同音の漢字に関心
が向けられるようにする。
○ただ単に同音の漢字を並べ
るのではなく，語句や文などの
用例をもとに，それぞれの意味
の違いを考えられるようにする
ことが重要である。
○あてはめてできた言葉につ
いて，辞典的な意味を確認し，
それをもとに短文を作り，発表
し合い，聞き合い，その言葉の
使い方が正しいかどうか確認
できるとよい。
○巻末『漢字を学ぼう』を参考
に，同音の漢字を集めて同様
の問題を作らせ，交流できるよ
うにする。

5

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

１．「学習のすすめ方」を読んで，単元の見通
しをもち，学習のねらいをつかむ。 ○

○P108・109下段の「学習のす
すめ方」に従って，単元全体に
目を通し，ねらいをつかませ
る。

2

２．これまでのできごとの中から心に強く残っ
ていることを発表し合い，文章に書く題材につ
いて考える。

○

○特別なできごとでなくても，
心を動かされたこと，心に残っ
ていることから題材が広がって
いくことをおさえさせる。
○上巻で学習した「つづけてみ
よう－日記」をきっかけに，一
年間，各自が書いてきた日記
があれば，そこから話題をさが
すようにする。

1

３．「がんばったたこあげ」を読み，表現のよい
点について話し合う。

○ ○

○したことだけではなく，見たこ
と，話したり聞いたりしたこと，
感じたことや考えたことなどが
詳しく書かれていることをおさ
える。

４．文章に書きたい題材を一つ選び，何を書く
のかを詳しく思い出して，カードに書き出す。

○思い出した内容一つ一つを
カードに書かせる。
○したことや見たこと，話したこ
とや聞いたこと，感じたことや
考えたことを書き加えさせる。

５．カードを書きたい順に並べて，全体の組み
立てを考える。

○順番を考えたら，カードに番
号をふらせる。

6

６．カードにつけた順番に従って，文章を書く。

○

○カードの内容にこだわるので
はなく，書くことをどんどん膨ら
ませてもよいことを指示する。

2
７．書いた文章をグループで読み返す。

○ ○
○読み返す際のポイントは，
P112を参照する。

1
８．できあがった文章を発表し合う。

○ ○
○よい点を指摘し合うようにす
る。

2 2

漢字の広場6
組み合わせてでき
ている漢字

△同じ部分をもつ漢字を集め，漢
字を正しく使う。

△第2学年においては，学年別漢
字配当表の第2学年に配当されて
いる漢字を読むこと。また，第1学
年に配当されている漢字を書き，
第2学年に配当されている漢字を
漸次書き，文や文章の中で使うこ
と。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｳ)

１．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。

２．漢字には，いくつかの意味ある部品や既
習漢字に分解できるものがあることに気づく。
 
３．漢字の中には，左右・上下・内外などに分
けられるものがあることを確かめ，漢字の組
み立て方には一定のきまりがあることを理解
する。

４．熟語を手がかりに，「言」の部分をもつ漢
字を探し，発表する。

５．「日」「土」「田」など，同じ部分（構成要素）
をもつ漢字を集めて問題を作り，発表する。

○ ○

【関】同じ部分をもつ漢字を集
めようとしている。（観察）

◎【言】同じ部分を持つ漢字
を仲間ごとに集め，正しく読
んだり書いたりしている。（発
表・ノート）

○漢字の使い方などを理解さ
せて，日常の言語生活にも生
かしていくよう意識づける。
○P114では，組み合わせがわ
かりやすいように，いずれも既
習の単体の漢字同士の組み合
わせでできている漢字を示して
いる。
○漢字の組み合わせの基本的
なパターンを把握できるように
し，今後，学習する際の視点を
示し，漢字学習への興味・関心
を高めるようにする。
○漢字の組み立て方と筆順の
関係にも目を向けるようにす
る。
○漢字はいろいろな形が複合
して構成されているものが多く
あり，部分を部分として認識す
ることが，学習の効率化を図
り，意欲を増すことにつなが
る。
○同じ部分をもつ漢字とそれを
使った言葉を集めて交流する
ことをとおして，語彙の拡充に
つながるよう留意する。

2 ○ ○

2

単元名

七　思い出して書こう

2

一年間のできごと
をふりかえって

■したことや身のまわりのできごと
の中から書くことを見つけ，順序よ
く思い出して書く。

■文章を読み返す習慣を付けると
ともに，間違いなどに気付き，正す
こと。　⇒◎Ｂ(1)エ
■書いたものを読み合い，よいと
ころを見付けて感想を伝え合うこ
と。　⇒◎Ｂ(1)オ
△長音，拗音，促音，撥音などの
表記ができ，助詞の「は」，「へ」及
び「を」を文の中で正しく使うこと。
⇒伝国(1)イ(ｴ)
△句読点の打ち方や，かぎ（「　」）
の使い方を理解して文章の中で使
うこと。　⇒伝国(1)イ(ｵ)
△敬体で書かれた文章に慣れるこ
と。　⇒伝国(1)イ(ｷ)

■経験したことを報告する文章や
観察したことを記録する文章など
を書くこと。　⇒Ｂ(2)イ

【関】一年のできごとを振り
返って書くことに興味をもとう
としている。（観察）

◎【書】文章を読み返してまち
がいなどに気づき，正してい
る。（発言・観察）

◎【書】書いたものを読み合
い，よいところを見つけて感
想を伝え合っている。（発表
の様子）

【言】句読点の打ち方や，か
ぎ（「　」）の使い方を理解して
文章の中で使っている。（作
文・ノート）



1

二年生で学ぶ漢字
②

△提示の漢字を正しく読んだり，
書いたりし，まちがいなどを正して
書けるようにする。

△第2学年においては，学年別漢
字配当表の第2学年に配当されて
いる漢字を読むこと。また，第1学
年に配当されている漢字を書き，
第2学年に配当されている漢字を
漸次書き，文や文章の中で使うこ
と。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｳ)
■文章を読み返す習慣を付けると
ともに，間違いなどに気付き，正す
こと。　⇒Ｂ(1)エ

６．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。

７．傍線の言葉に注意して，例示の文を声に
出して読む。
８．新出漢字の練習をする。

９．読んだり，書いたりした新出漢字の読みや
筆順などを見直し，まちがいなどを正す。

○ ○

【関】傍線の言葉を使って，文
を書こうとしている。（観察）

◎【言】傍線の漢字を正しく書
いたり，使ったりして文を書い
ている。（ノート）

【書】読んだり，書いたりした
漢字を見直し，まちがいなど
を正している。（発言・ノート）

○漢字の読み方・筆順などを
理解させて，他の漢字学習に
も生かしていくよう意識づける。
○既習の同じ部分をもつ漢字
と関連づけて新出漢字の特徴
を確かめるようにする。
○「特別な読み方の言葉」の
「母さん」「父さん」は，既習の
「兄さん」「姉さん」と関連づけて
意識できるようにする。
○正しい読みや筆順を意識し
て書くことができるようにする。

1

一年生で学んだ漢
字④

△絵に描かれた様子を想像して，
文を書く。

△第1学年に配当されている漢字
を書き，文や文章の中で使う。　⇒
◎伝国(1)ウ(ｳ)
■語と語の続き方に注意しなが
ら，文を書くこと。　⇒Ｂ(1)ウ

10．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。

11．絵の中の言葉の読み方を確認する。
12．教科書の絵と言葉を参考に，絵に描かれ
ている様子から想像できる短文を作り，語と語
の続き方に注意して文を書く。 ○ ○

【関】絵の中の言葉を使って，
文を書こうとしている。（観察）

◎【言】絵の中の漢字を正しく
使い，文を書いている。（ノー
ト）

【書】語と語を適切につないで
文を書いている。（ノート）

○漢字の使い方や表記などを
理解させて，日常の言語生活
にも生かしていくよう意識づけ
る。

○絵に描かれたことと，言葉か
らわかる様子をたくさん発表で
きるようにする。
○絵の中には，「森・林」「草・
花」など互いに意味のつながり
がある言葉があることを確認し
ておく。

19

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

2 2

１．単元とびらを読んで，学習の見通しをも
つ。

○

○単元名や「てびき」から，あら
すじをまとめて身近な人に紹介
するために，物語を詳しく読む
ことを確認させる。

2

２．あらすじをまとめて身近な人に紹介するた
めに，お話を詳しく読む。
（1）『アレクサンダとぜんまいねずみ』を通読
し，強く心に残ったことをノートに書き出す。

○ ○

○自分が，話のどこに興味・関
心をもったのかをは っき りさ
せ，その表現を書き抜かせる。
○P132の例では，「とかげのま
ほう」に強く心をひかれた児童
は，それに関する表現を書き抜
いている。また「仲よく暮らせて
よかった」ことに反応した児童
は，該当する表現を，二箇所か
ら抜き出している。
○難語句や特別な表現につい
ての解説をする。P135 の「言
葉」の設問は，学習活動の中
で適宜取り扱う。
○新出漢字の確認をする。

1

（2）場面の数と登場人物を確かめ，お話の全
体像をとらえる。

○

○話の順序を確かめるため
に，誰が出てきて，それぞれが
どのような行動をし，最後にど
のように話が終わったのかを
確かめさせる。

5

（3）場面ごとにアレクサンダのしたことや話し
たことなどを確かめ，想像を広げながら，アレ
クサンダの行動や気持ちの移り変わりについ
て話し合う。

○ ○

○それぞれの場面で，登場人
物の気持ちがどのように変化し
たのかを，フキダシを書いて想
像したり，文章表現を言い換え
たり書き換えたりして考えさせ
る。

5

３．この話を誰に紹介するのかを決め，自分
が興味・関心をもったところを中心にあらすじ
をまとめて書き，それをもとに紹介し合う。

○

○教科書には，「とかげのまほ
う」に興味をもった子どもと，
「二人の友情」に心をひかれた
子どもの，二例を取り上げた。
２．の(1)で書き抜いた表現を取
り込みながら，あらすじが紹介
できるとよい。

1

国語の学習　これ
まで　これから

◇一年間の国語学習を振り返った
り，これからの学習について考え
たりして，楽しみながら学習できる
ようにする。

◇身近なことから話題を決め，必
要な事柄を思い出すこと。　⇒◎Ａ
(1)ア
△文の中における主語と述語との
関係に注意すること。　⇒伝国(1)
イ(ｶ)
 
◇事物の説明や経験の報告をし
たり，それらを聞いて感想を述べ
たりすること。
　⇒Ａ(2)ア

１．国語の学習で楽しかったことを思い出して
書いたり，友達と話し合ったりする。

２．これまでの学習で，二年生になってできる
ようになったことや，もっとがんばりたいことを
書いて話し合う。

３．これからの国語学習について書き出した
り，友達と話し合ったりする。

○ ○

【関】国語の学習に対する関
心をもち，楽しんで書いたり，
話し合ったりしようとしてい
る。（観察）

◎【話聞】友達の発言の大事
なことを落とさないようにしな
がら，興味をもって聞いてい
る。（態度・発言）

【言】文の中における主語と
述語の関係に注意して，楽し
かったこと，うれしかったこと，
もっとがんばりたいことを書い
ている。（ノート）

○上・下巻の教科書，学習の
ノート，作成物，プリント類など
を合わせて振り返ることができ
るようにする。「ふろく」の『この
本で学ぶこと』などを参照させ
てもよい。
○楽しかったことやそのわけを
書き，グループで話し合わせ
る。

○できるようになってうれしかっ
たこと，もっとがんばりたいこと
を思い出して空欄にメモを書
き，発表させる。

○三年生になったら「またやっ
てみたい」「もっと読んだり書い
たりしてみたい」「自分で作れる
ようになりたい」など，いろいろ
な観点で話し合わせるようにし
たい。

16

漢字５０問テスト

月 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
  他教科・領域、行
事　　　等との関連

3 1
漢字５０問テスト

1

単元名

2

単元名
八　お話を読んで，しょうかいしよう

アレクサンダとぜん
まいねずみ

□お話の順序に気を付けて読み，
あらすじをまとめて紹介する。

□場面の様子について，登場人物
の行動を中心に想像を広げながら
読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ
□文章の中の大事な言葉や文を
書き抜くこと。　⇒Ｃ(1)エ
■自分の考えが明確になるよう
に，事柄の順序に沿って簡単な構
成を考えること。
　⇒Ｂ(1)イ
△言葉には，事物の内容を表す働
きや，経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと。　⇒伝国(1)
イ(ｱ)

□文章を楽しんだり，想像を広げ
たりしながら読むこと。　⇒Ｃ(2)ア
■紹介したいことをメモにまとめた
り，文章に書いたりすること。　⇒
Ｂ(2)エ

 

【関】楽しさやおもしろさを味
わいながら，物語を読もうとし
ている。（観察）

◎【読】登場人物のしたことや
話したことに注意しながら，読
んでいる。（音読・ノート）

【書】興味・関心をもとに，紹
介するためのあらすじをまと
めている。（ノート）

【言】言葉の意味を考えたり，
仲間の言葉を集めたりしてい
る。（発言・ノート）

☆道徳：２(4)友達と
仲よくし，助け合う。
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